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●対象空き家（住居として使用していたもので、
次の要件を全て満たすもの）

・市内にある空き家で、住宅の腐朽破損の程度が
市で定めた基準を超えていること

・周辺住環境に悪影響を与えている、またはその
恐れがあること

・補助金の交付決定前に除却工事に着手していな
いこと

・除却に係る他の補助金などの交付を受けていな
い、または受ける予定がないこと

・公共事業等による移転や建て替えなどの補償の
対象となっていないこと

・国や地方公共団体、独立行政法人等が所有権等
を有していないもの

・不動産販売または不動産貸し付け、駐車場運営
などのために除却を行うものでないこと

・同一敷地内において、当該補助金の交付を受け
て老朽危険空き家の除却を行っていないこと

●対象者
補助対象住宅の所有者または法定相続人（補
助対象者の世帯全員が市税を滞納していない
こと）

●対象工事
補助を受けようとする年度の１月末日までに完了
する除却工事（一部のみの除却工事や建て替えを
目的とした工事は対象外）

●対象戸数
予算の範囲内で５戸程度（年間）

●補助額
補助対象事業費または国が定める標準除却工事費
のいずれか少ない額の５分の４（限度額１６０万
円）

●受付期間
　７月１日(木) 〜 30日(金)
●注意
・受付期間中に、市職員が現地で腐朽破損の程度な

どを判定します。事前相談については随時受け付
けていますが、本年度の補助を希望する場合は、
受付期間終了までに必ず相談してください。

・申請書や必要な書類については、事前相談の際に
説明します。

申し込み・問い合わせ先
地域支援課　☎２３－３９４９
　　　　　　Ⓕ２３－３９５４

倒壊等の危険性が高い空き家の除却費用の一部を補助します

　災害時に発令する避難情報のうち、避難勧告が廃止されました。
これからは、避難指示（警戒レベル４）が発令された場合は、危
険な場所から全員避難しましょう。

※避難所への避難だけではなく、安全な親戚や知人宅、ホテルなどへの避難、また、自宅にいても大丈夫か
を事前に検討しましょう。

問い合わせ先　危機管理課　☎２３－３９４０　Ⓕ２３－３９２０
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注意報（気象庁） 避難先や避難経路などを確認

１ 早期注意情報
（気象庁） 災害への心構えを高める

災害警戒レベル４
「避難勧告」を廃止、「避難指示」に統一

　訓練放送が流れたら、机の下
に隠れるなど自分の身を守る
行動をできるだけとり、地震が
発生したときに、落ち着いて対
応できるように備えてくださ
い。
　　６月17日(木)
　　午前10時ごろ
　※訓練ですので、お間違い
　　のないようお願いします。
　　気象状況などにより、中止
　　する場合があります。

屋外スピーカーや
防災ラジオなどから
緊急地震速報が流れます

大 雨 シ ー ズ ン に 備 え て

事前の備え

防災情報の入手方法を確認しましょう

雨が降り始めたら

右のＱＲコードを読み取り、
空メールを送信してください

　防災アプリ「香川県防災ナビ」
スマートフォンの位置情報を活用し
たハザードマップ・避難所の地図表
示機能など、適切な避難行動を支援
できる機能を備えています。

問い合わせ先　危機管理課　☎２３－３９４０　Ⓕ２３－３９２０
　　　　　　　香川県危機管理課 危機管理グループ 
　　　　　　　☎０８７－８３２－３１８７　Ⓕ０８７－８３１－８８１１

　香川県防災情報メール
携帯電話やスマートフォンに、高松地方気象台が
発表する気象情報や市町が発令する避難指示など
の情報を配信（地域や情報を選択可）。

　県ホームページ「かがわ防災ｗｅｂポータル」
雨量や河川水位、土砂災害、警戒情報

市防災行政無線・防災ラジオ
観音寺ホッとメール
市ホームページ「防災情報」
三豊ケーブルテレビ

「災害・防犯情報」

・住んでいる場所が洪水や土砂災害など
の恐れがあるかどうか、市の総合防災
マップなどであらかじめ確認しておく。

・災害に備えて、避難場所や避難経路な
どを日ごろから確認し、連絡方法など
を家族で話し合っておく。

・食料や水などを備蓄しておき、避難時
に持ち出せるようにしておく。

・雨量や河川水位に関する情報に注意する。
・対象地域に避難指示が発令された場合は、

すぐに避難する。
・夜間に大雨となることが予想される場合

は、暗くなる前に避難する。
・急な豪雨など緊急の場合や、避難途中で

危険を感じた場合は、頑丈な建物の２階
など、少しでも安全な場所に避難する。

防災情報

梅雨入りの季節です。大雨シーズンを前に、災害に対する早めの備えをしておきましょう。

Android

iOS

注意

日時
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市役所からのお知らせ

　結婚を希望する独身者に出会いを提供するた
め、かがわ縁結び支援センターへの登録支援制
度を紹介します。

●縁結びマッチング会員入会登録料の減額
対象　本市に住所がある人
料金　５,０００円（入会登録料の２分の１を市

が負担）
問い合わせ先　ふるさと活力創生課

　　　　　　☎２３－７８０３
　　　　　　Ⓕ２３－３９２０

結婚を支援します

　（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報
事業として、コミュニティー活動に直接必要な設備な
ど（建築物・消耗品は除く）の整備に対して助成を行
っています。助成を受けるには、申請が必要です。申
請自治会が多数の場合は、抽選を行います。
●対象　下記の要件を全て満たす事業を行う自治会
・他の補助金等の交付を受けていないもの
・採択された年度内に実施・完了するもの
・短期間に消費・破損するような施設または設備等の

整備でないもの
●助成額　１００万円〜２５０万円（10万円単位）
●受付期間

６月１日(火) 〜９月30日(木)午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）

●提出書類　申請書、見積書
●提出先　地域支援課（市役所２階)
●抽選会日時　令和４年１月中旬（予定）
●注意
・抽選の順番は、受け付け順ではありません。これま

で助成を受けていない自治会を優先します。
・来年度以降の募集は未定です。
申し込み・問い合わせ先
　地域支援課　☎２３－３９４９
　　　　　　　Ⓕ２３－３９５４

一般コミュニティ助成事業を
募集します

　交通整理や選手への給水などに協力してくれるボラ
ンティアスタッフを募集します。詳しくは、市ホーム
ページなどでお知らせします。
●日時　９月５日(日)

　　　午前７時30分〜午後３時15分ごろ
●場所　有明グラウンド会場、周辺大会コース
●人数　４５０人
●受付期間　６月18日(金)まで
●注意　今後の新型コロナウイルス感染状況により、

大会が中止となる場合があります。
申し込み・問い合わせ先　市民スポーツ課
　　☎２３－３９４１　Ⓕ２３－３９５６

2021日本学生トライアスロン選手権観音寺大会
ボランティアスタッフ募集

かがわ縁結び支援センター
（ＥＮ−ＭＵＳＵかがわ）

　結婚を希望する独身者に対して、出会いか
ら結婚までをサポートしています。平成28年
10月に開所し、令和３年３月末現在でマッチ
ングによる成婚報告が１１１組ありました。
●縁結びマッチング

会員制のマッチングシステムで、登録会員
同士の情報を閲覧し、会ってみたい相手へ
のお引き合わせを申し込むことができま
す。相手から承諾があれば、「縁結びおせっ
かいさん」立ち会いのもとでお引き合わせ
を行います。

香川県内に居住または勤務、もしくは香川
県での居住を希望する20歳以上の独身者

１万円（２年間有効）
問い合わせ先

同センター（公益財団法人かがわ健康福祉
機構）
☎０８７－８６２－１７１１
Ⓕ０８７－８６２－１７１３

入会条件

入会登録料

　認知症サポーターは、住み慣れた地域で暮らし続け
ることができるように、認知症について正しく理解し、
認知症の人や家族を温かく見守り続ける応援者です。
認知症サポーター養成講座（出前講座）は10人以上の
グループで申し込むことができます。詳しくは、問い
合わせてください。
申し込み・問い合わせ先

高齢介護課 地域包括支援センター
☎２５－７７９１　Ⓕ２４－８８９１

いすに浅く座り、
足をできるだけ
大きく開く。両
ひざに手を当て、
足をゆっくり上
げ下げする。

（左右交互に10回
×３セット）

転倒予防に！

「しこふみ」

自宅でできる
簡単な運動を紹介！

令和２年度は、新たに１３２人
のサポーターが誕生しました！

（令和３年３月末現在４,３０２人）

認知症サポーターになりませんか

●対象
主体性を持ち、地域の課題解決や地域の活性、価
値の創造に取り組むため、地域おこし協力隊員の
導入を希望する自治会、公民館、地域づくり団体、
まちづくり団体、ＮＰＯ法人など

●受付期間
６月１日(火)〜７月20日(火)午後５時 

●提出書類
地域おこし協力隊導入申込書、地域活動計画書（写
真、補足資料などの添付可）

※提出書類はふるさと活力創生課で配布しています。
市ホームページからもダウンロードできます。

●提出方法
ふるさと活力創生課（市役所４階）に持参または
郵送
〒768-8601（住所記載不要）
観音寺市ふるさと活力創生課

問い合わせ先　
ふるさと活力創生課　☎２３－７８０３　
　　　　　　　　　　Ⓕ２３－３９２０

　地域おこし協力隊とは、地域づくり
に意欲のある人が都市部から地方に移
住して、地域おこしの支援や農林水産
業への従事、住民の生活支援などの「地
域協力活動」を行いながら、その地域
への定住・定着を図る取り組みです。

地域おこし協力隊の導入希望地域・団体を募集します

観トレ７７

「よいしょ！よいしょ！」と

お腹から声を出しましょう




