町内会活動奨励金制度
森林は、保水や水質浄化などの公益的機能を持っています。
この機能の維持、回復を図るため里山 ( 天然林 ) の整備を進めています。

暮らしやすい地域づくりや地域福祉の向上を目指して、町内会が取り
組む自主活動等を奨励し、
協働と連携のまちづくりを推進するため「高
梁市町内会活動奨励金制度」を創設しました。

◆支給対象となる町内会
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支給対象となる活動を２種
類以上実施する町内会
◆支給額
一世帯当たり５００円
◆支給対象となる活動
①住民の助け合いに関するこ
と
催、
一人暮らし老人の見守り・
声掛け運動の実施
②地域の安心・安全に関する
こと
ロール、交通安全活動の実施
③地域の環境整備・維持に関
すること
の清掃・草刈り、道路敷きの
花壇整備の実施
④住民の交流・親睦に関する
こと
サロン、スポーツ大会の開催
⑤その他町内会の維持、発展
に関すること
との交流会・合同行事の開催
日㈫までに活動計画

◆支給までの手続き
７月
書を提出し、活動実施後に実
績報告書を提出してください。
※町内会長宛てに別途案内を
送付します。

公募による里 山 整 備
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◆対象者 ①第１期 : 生後12カ月～24カ月未満 ②第２期 : 平成18年４月２日～平成19年４月１日生まれ
③第３期 : 平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれ
④第４期 : 平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ
◆接種費用 無 料
※③④については、今年度限りです
◆接種時に必要なもの
①母子手帳 ②第３期、第４期の対象者で保護者同伴でない場合は、配布している予診票、保護者同意書

幼児期に１回目の予防接種を済ませている人も、確実な免疫をつけるために、２回目の接種を受けましょう。

☎０２５２
市民課戸籍住民係
■問い合わせ

※上記作業を業者委託した場合は、事業費の３分の１以内、
10㌃当たり5万円を限度とします。

２２５）までお問い合わせく

10,000円

公募により整備地域を選定

刈

ださい。

下

し、所有者等の一部負担によ

15,000円（樹木）、17,000円（竹）

り里山の整備を行います。

伐

森林所有者、

除

◆公募の要件
管理者等が２戸以上共同で、
天然林および竹林１㌶以上の

整備に要する

整備（皆伐、除伐、下刈）を
希望する場合
◆負担金の額

応募が

経費に５パーセントを乗じた
額
◆整備地域の決定

風しん・麻しんの予防接種 これからの流行期に備えて受けましょう

外国人住民の皆さんに基礎的行政サービスを提供する基盤となる
制度の必要性が高まっています。
このため、７月９日㈪から新たな在留管理制度が始まり、
外国人も住民基本台帳制度の対象になります。

25,000円（樹木）、29,000円（竹）
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☎０２２８

あった現地を調査し決定しま
す。

里山整備促進事業補助金
森林所有者・管理者等自ら
が行う里山の整備に対し補助

集落に接した天

森林所有者、森林

金を交付します。
◆対象者
管理者等
◆整備内容

交付申請書（業

㌃以上の整備を行う場

然林および竹林で、１カ所当
たり
合

◆必要書類

者委託の場合は見積書）
※交付申請書は、農林課、各
地域局及び各地域市民セン

いただいた寄附金は、
「高梁市ふるさと応援基金」に積み立て、寄付者の目的に応じて、市勢振興のため有効
に活用しています。今後とも、豊かな自然と多様な歴史的・文化的遺産が息づくまち「ふるさと高梁」の応援
をよろしくお願いします。
平成23年度
○人数・・・25人
○金額・・・138万3千円
※「ふるさと納税制度」は、出身地など応援したい自治体へ寄付をした場合に、所得税や居住する自治体の住
民税が軽減される制度です。

住民登録制度が変わります
伐

森林は、 資源としての木材やキ
ノコなどの林産物を生産する場と
なっています。また、 土砂災害の
防止、 渇水や洪水の緩和、 生物
の保全など多くの環境保全機能
を果たしています。

皆

森林の持つ公益的機能

（例）

ターに備えています。

ふるさと寄付金（ふるさと納税制度を活用した寄付） ありがとうございます

外国人の皆さん
額
金
作業内容

（例）

広報
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広報

◆補助金額 整備面積10㌃当たり

情報ボックス

☎０２０８
企画課企画係
■問い合わせ

健康づくり課母子保健係
■問い合わせ
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里山（天然林）整備を推進

（例）

（例）

（例）

31
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☎０２５４
市民課市民交通係
■問い合わせ
☎０２２５
農林課林業振興係
■問い合わせ

町内会が取り組む自主活動を奨励します
森林が持つ機能の維持、回復を進めます

