募集・催し

市は、平成 年国勢調査
（基準日：平成 年 月１
日）
において、
地域の対象世
帯を訪問し、調査票の配布
や取集などの仕事を行う
「統計調査員」
を募集します。
申込書を提出いただいた
人の中から希望する地域等
を考慮し、調査員従事の依
頼をします。統計調査に従
事した場合は、報酬を支払
います。
▽応募資格…① 歳以上の
健康な人②調査活動中に知
り得た秘密の保持に信頼の
おける人③調査活動に最後
まで責任を持って取り組め
る人④選挙および税務・警
察に直接関係のない人
▽任命期間…平成 年９月
１日～ 月 日
▽業務内容…調査票の配
布、回収等

国勢調査の
統計調査員

農

※上 記作業を業者委託した
場合は、
事業費の1/3以内、
10㌃当たり5万円を上限
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林課林業振興係（☎０２
２５）
体験事業を行う団体等に対
し、
経費の一部を助成します。
▽対象…子どもたちに農業
体験をさせようとする団体
▽補助金額…事業費の２分
の１以内で、限度額５万円
▽申請に必要な書類…交付
申請書、事業計画書、収支
計算書
※交付申請書は、農林課に
備えています。
▽申請期限…６月 日㈬
■問い合わせ・申請先 農
林課農業振興係（☎０２
２３）

文化振興基金助成事業

地域、団体等が行う、各種国
際交流事業。国際交流促進
のための組織作り活動事業
や施設等の整備事業。地域
の国際化と地域の振興、活
性化をさせる国際交流事業
▽申込期限…６月 日㈫
■問い合わせ・申し込み
市民環境課市民係（☎０
２５４）

市は、地域での奉仕活動
として行われる市道、市道
に準じる農道・林道の草刈
りに対して、報償費を支給
します。
▽対象…①草刈り作業の実
施主体が町内会などである
こと②草刈り作業を年度内
に２回以上実施すること
▽支給額…草刈作業の道路
延長１００ｍ当たり１１０

を支給します

道路の草刈りに報償費

30

市は、高梁地域の団体等
を対象に、平成 年度の文
化振興基金助成事業を募集
しています。
この文化振興基金は市民
文化の振興、また、個性と
創造に満ちたまちづくりの
推進を図ることを目的とし
ています。
▽主な対象事業…①歴史的
文化の調査・保護②文化の
普及・顕彰③文化の交流・
研修④優秀芸術の誘致・募
集⑤文化施設の整備⑥歴史
的重要施設の整備⑦地域の
活性化促進を図るための取

平成 ・ 年度発注
の小規模工事（修繕）
契約希望者の登録

り組み
※次に該当する場合は助
成対象となりません。
①営利を目的とする事業②
特定の政治団体や宗教団
体、営利団体等の活動、宣
伝を目的とする事業等
■問い合わせ・申し込み
社会教育課文化係（☎１
５１６）

高梁自然公園へ入園
できません

０円以内
■問い合わせ 建設課管理
係（ ☎  ０ ２ ３ ２）、 農 林
課林業振興係（☎０２３
２）、 各 地 域 局 地 域 振 興 課
管理係

18日 ( 金 )
雨がふってきた ( ダンボールであそぼう）

平成 ・ 年度に市が発
注する小規模な修繕工事
（地域活性化・きめ細やか
な臨時交付金事業を含む）
について、次のとおり契約
希望者の追加受付・登録を
行います。
▽受付期間…６月１日㈫～
８月 日㈫
▽申し込み…登録を希望さ
れる人は、必要書類を添え
て、登録申請書を提出して
ください。
※登録申請書等は監理課に
あります（市ホームページ

子育て支援センター（☎2450）

時間：午前10時～午前11時30分
会場：子育て支援センター

その保護者（参加無料）

※子育て支援センターは、吉備国際大学短期大学部９号館１

市は、松くい虫防除のた
め、落合町阿部・原田地区
で薬剤の空中散布を実施し
ます。
このため、次の期間、同
公園への入園を制限します
のでご協力をお願いします。
▽６月２日㈬～６月 日㈮
■問い合わせ 農林課林業
振興係（☎０２２５）

■問い合わせ

農業振興協議会農業
関係団体事業補助金
市農業振興協議会は、農
業関係団体を育成するた
め、農業の振興に奇与する
組織活動を行う任意の団体
に対し、経費の一部を助成
します。
▽補助金額…事業費の２分
の１以内で限度額 万円
▽申請書類…交付申請書、
事業計画書、収支予算書、
直近の総会資料
※交付申請書は、農林課に
備えています。
▽申請期限…６月 日㈬
■問い合わせ・申請先 同
協議会事務局（農林課農業
振興係内☎０２２３）

子どもの農業体験事業
を応援
市は、地域の子どもたち
に農業の大切さを知っても
らうことを目的とした農業

▽申込期限…６月 日㈬
▽その他…申し込み時に、
簡単な面接と身分証明書用
の写真の撮影を行います。
※平成 年国勢調査は、統
計法に基づき、日本に住ん
でいるすべての人・世帯を
対象として実施する統計調
査です。
■問い合わせ・申し込み
企画課企画係（☎０２０
８）

ふるさとづくり基金
助成事業
▽対象…今年７月以降に開
始し、来年３月末までに完
了する高梁地域内（旧高梁
市管内）の地域、団体等が
行う次の事業に関するもの
①地域振興に関する事業
地域、団体等が行う地域振
興、活性化につながる特色
のある事業
②人材育成に関する事業
地域振興、国際交流の担い
手となるリーダーやボラン
ティア等の育成事業
③国際交流に関する事業



フ
･ ァンク講座
川上公民館は、ジャズ・
ファンク講座の受講生を募
集します。
この講座は、ジャズダン
スとヒップホップを融合し
たダンスを通じ、子どもか
ら大人までが楽しく交流す
ることを目的に行います。
▽日程…毎月第２・第４木
曜日 午後７時 分～午後
８時 分
▽会場…川上総合学習セン
ター作品展示室
▽対象…市内に在住または
通勤・通学する人
▽講師…ダンスインストラ
クター 宮本裕子さん
■問い合わせ 川上公民館
（☎２２０３）

ジャズ

でも閲覧・ダウンロードが
可 能 で す ）。 な お、 こ の 登
録によって発注をお約束す
るものではありません。
■問い合わせ・申し込み
監理課監理係（☎０２３
５）
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天然林整備を補助

1万円

市は、森林の持つ公益的
機能の回復を図るため、山
林所有者・管理者が行う天
然林の整備に対し補助金を
交付します。
▽対象者…森林所有者また
は森林管理者
▽対象となる整備内容…集
落に接した天然林で、１カ
所当たり ㌃以上の整備を
行うもの
▽申請に必要な書類…交付
申請書、業者委託の場合は
見積書
※交付申請書は、農林課、
各地域局、各地域市民セン
ターに備えています。

△

刈

■問い合わせ・申請先

下

22

18
vol.68
広報たかはし５月
vol.68
広報たかはし５月

19

1万5,000円

階（伊賀町８）に移転しました。

30

伐

対象：就学前の乳幼児と

30

除

22

４日 ( 金 )
あじさいの花がだいすき
23

23

2万5,000円

31

保 育 サ ロ ン ６月
22

22

31

伐

25

15

22

作業内容

10

30

30

金

額

10

皆

22

22

補助金の額
（整備面積10㌃あたり）

