施するものです。ボランテ
ィアの役割は、集いの参加
者とともにポールウォーキ
ングをしながら、見守り等
を行うものです。
参
※加費無料
【日時】７月 日（土）
９時～ 時
【場所】プラザ八王子
【講師】杉浦伸郎さん（日
本ポールウォーキング協会
代表理事）
【申込期限】７月 日（火）
【問い合わせ・申込先】
健康介護支援課 地域包括
支援班 ☎
３１２７

る 各 幼 稚 園等にお問い合わ
せください。
【問い合わせ・申込先】
教育振興課 幼保支援班
☎
１０８８

農作物を有害獣の被害か
ら守る防護柵用の機材等を
購入する場合に、予算の範
囲内でその購入費の一部を
補助する制度がありますの
で、ご活用ください。
申請は、防護柵等を設置
する前に市役所の本庁・各
支所で申請手続きを行って
ください。防護柵等を設置
してから申請しても補助の
対象となりません。

有害獣被害防止に
関する補助

私立幼稚園就園
奨励費補助
◎個人・団体の方 （農業
者等）
■新規防護柵
【補助率】購入費の１／２
以内（５万円まで）
【対象獣】イノシシ・ニホ
ンジカ・サル等
■新規ステンレス線入りネ
ット防護柵・新規金網防護
柵
【補助率】購入費の５／６

補 助 金

市内に居住し、私立幼稚
園 や 認 定 こ ど も 園（ 市 外 の
園 も 含 む ）に 満 ３ 歳 か ら ５
歳児が通園しているご家庭
のうち、保育料等の経済的
負担が大きい世帯に対し
て、所得に応じて補助する
制度があります。
詳しくは、教育振興課幼
保支援班または通園してい

以内（ 万円まで）
【対象】ニホンジカ

◎団体の方のみ （２戸以
上が所有する一続きの農地
で、その受益面積が ㌃以
上の農業者団体等）
■新規防護柵
【補助率】購入費の３／４
以内（ 万円まで）
【対象獣】イノシシ・ニホ
ンジカ・サル等
■新規捕獲檻
【補助率】購入費の２／３
以内（ 万６千円まで）
【対象】ニホンジカ
防護柵の種類は、トタ
※
ン・ネット・電気・有刺鉄
線・鉄線・その他
【問い合わせ先】産業振興
課 総務班☎
１０６２
10

当

中小企業・小規模事業
経営者の皆さまへ

児童手当を受給している
方は、６月中に児童手当・
特例給付現況届を提出して
ください。
この届けは、毎年６月１
日の状況を把握し、手当を

児童手当現況届の提出を
お忘れなく！

手

53
・

介護予防講座
ポールウォーキング

ウォーキングを、安全で
健康に効き目のある『しっ
かり歩き』に変えるポール
ウォーキングの講座を開催
します。
全国で健康づくりと生き
がいづくりをしている先生
が、ポールウォーキングで
効果的な『歩行』と『筋ト
レ』のコツを教えます。
参
※加費無料
【日時】７月 日（土）
時 分～ 時 分
【場所】プラザ八王子３階
多目的ホール
【講師】杉浦伸郎さん（日
本ポールウォーキング協会
代表理事）
【申込期限】７月 日（木）
【問い合わせ・申込先】
香美市社会福祉協議会
☎
５８００

ポールウォーキング
ボランティア講座

付

この講座は、今後地域で
開催されるウォーキングの
集いに、ボランティアとし
て参加してくださる方に実

寄
香美市まちづくり寄付金

坂本智恵さん
入交博志さん
入交節子さん
東京都 ファーストインタ
ーナショナル（株） 代表取
締役 大石正陸さん
（匿名含む計 件）
寄附金額 万５千円

その 他
備蓄食糧の無料配布

引き続き受ける要件（児童
の監督や保護、生計同一関
係など）を満たしているか
どうかを確認するためのも
のです。提出がない場合に
は、６月以降の手当が差し
止めになりますのでご注意
ください。
【現況届に必要な添付書類】
☆受給者が被用者（会社員
等）の場合＝受給者の健康
保険被保険者証の写し等
☆平成 年１月１日に香美
市に住民登録のなかった方
＝前住所地の市区町村長が
発行する、受給者およびそ
の配偶者の平成 年度所得
課税証明書
この他、必要に応じて提
※
出する書類があります。
【問い合わせ・提出先】
福祉事務所社会福祉班
☎
３１１７
香北支所☎
９２８５
物部支所☎
９２８８

無料で専門家を派遣します。
また、金融庁においても、
金融機関等による本ガイド
ラインの積極的な活用を促
し、浸透・定着させていく
ために、監督指針・金融検
査マニュアルの改正を実施
しています。
【問い合わせ先】中小企業
基盤整備機構四国本部
☎０８７・８１１・１７５２
香美市商工会☎ ・４１１１

26

皆さんの善意が貴い命を
救います。ご理解・ご協力
をお願いします。
【日時】６月 日（月）
～ 時・ ～ 時
【場所】香美市役所市民ホ
ール（正面玄関入ってすぐ）
【 ｍｌ献血の採血基準】
男性 ･･･歳～ 歳
女性 ･･･歳～ 歳
（ 歳以上の方については、
～ 歳の間に献血経験が
ある方に限ります）
体重 男
･･･女とも ㌔以上
【問い合わせ先】健康介護
支援課 親子すこやか班
☎ ・９２８１

献血＆骨髄バンク
ドナー登録会

53

50

16

30

に賞味期限となるものがあ
ります。そこで、広く市民
の皆さんにも備蓄食糧がど
んなものか味わっていただ
きたく、無料で配布するこ
とにしました。
配布を希望される方は、
手提げ袋等をご用意のうえ
お越しください。
【配布期間】
６月 日～なくなり次第終了
１
※人３食分まで
【配布場所】
防災対策課・香北支所・物
部支所・繁藤出張所
【問い合わせ先】
防災対策課☎ ・８００８

52 52
・ ・
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69 69

香美市では、大規模災害
発生に備え食糧を備蓄して
いますが、平成 年２月末

26

12

18 17

64

50

50

個人保証なしで金融機関
から融資を受けたり、事業
破綻後も一定の生活費等を
残すことができるルール、
経営者保証に関するガイド
ラインが策定されました。
経営者の個人保証につい
て、次のような内容を定め
ています。
①事業活動に必要な資産は
法人所有とするなど、法人
と個人の資産・経理が明確
に分離されている場合など
に個人保証が不要となる。
②多額の個人保証を行って
いても、経営が行き詰まる
前に、早めに事業再生や廃
業の決断をすることで、手
元に一定の生活費等を残す
ようにしたり、華美でない
自宅に住み続けられる。
③保証債務の履行時に返済
しきれない債務残額は原則
として免除される。
ガイドラインに基づき金
融機関と相談したい方、ま
ずは、中小企業基盤整備機
構四国本部までお問い合わ
せください。ご相談に応じ
るとともに、必要に応じて

65
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■問い合わせ先
企画財政課
☎５３－３１１４

６
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総務省および経済産業省では、７月１日を基
準日として、事業所を対象に平成２６年経済セン
サス－基礎調査、商業統計調査を実施します。
これらの調査は、平成２６年に同時実施するた
め、調査対象者への記入負担の軽減、効率的で
円滑な調査実施のため、一体的に実施します。
飲食店、工場、病院など全ての事業所が対象
で、高知県知事に任命された調査員が、６月下
旬頃に調査票の配布に伺います。
この２つの調査は報告義務のある基幹統計調
査です。統計法
に基づき記入さ
れた内容は保護
されますので、
調査へのご協力
をよろしくお願
いします。

27

30

平成 年度にいただいた、
ふるさと納税制度による香
美市まちづくり寄附金につ
いて報告します。寄付金は
まちづくりのために大切に
活用させていただきます。
兵庫県 山崎雅生さん
大阪府 山脇泰弘さん
（ 有 ）ス ク エ ア エ ン ジ ニ ア
リング 代表取締役 福留
栄仁さん
坂本瑞奈さん
25

53
・

16

13

53
・

経済センサスｰ 基礎調査
経済センサス
経済センサスｰ基礎調査
商業統計調査
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