市の産業振興および雇用機会の
拡大を図るため︑市の区域内にお
いて製造業施設などを新設しよう
とする企業に対し︑一定の要件を
満たす場合は︑３年間で２億円を
上限として奨励金を交付します︒
製造業施設
物流拠点施設・運輸業施設
試験研究施設
宿泊施設・観光拠点施設
情報処理関連施設

対象業種

１
２
３
４
５
︵コールセンターを含む︶
助成要件

太陽エネルギー︵再生可能エネ
ルギー︶の利用促進による地球温
暖化防止を図るため︑太陽光発電
システム︑蓄電システムおよび
HEMS の設置費用の一部を補
助します︒
※HEMS︵ヘムス︶とは︑家庭にお
ける電力の消費・発電・
蓄電設備をリアルタイム
で統合的に管理し︑エネ
ルギー消費の効率化を図
るシステムのことです︒

補助金額

•太陽光発電システム
1 当たり２万円 ︵上限 万円︶
▲ •蓄電システム
設置費用の1／ ︵上限 万円︶
•HEMS
設置機器の購入額の1／4
︵上限5万円︶

☎73−3007
▲

し尿・浄化槽汚泥を強制発酵させ
た完全有機肥料の﹁ハイクリーンか
がわ﹂を予約販売しています︒
予約先︵販売委託先︶
株式会社エポック ☎ ・１９３９
受付日時

月曜〜金曜︵祝日除く︶
午前９時〜午後５時
引き渡し日時

木曜︑土曜︵祝日除く︶
午前９時〜午後５時

上高瀬店

ローソン ●

高速道路

高松道

肥料引き渡し場所

引き渡し場所
至↑
善
通
寺

天然温泉 ●

たかせ

↑至高松
高瀬郵便局 ●

マルナカ ●

三豊
市役所 ●

をめざしましょう！

▲
•
投
下固定資産額が３︐０００万
円以上︵情報処理関連施設を除く︶
•交付申請時の新規常用雇用者
︵市内在住者︶が５人以上
11

販売価格 １袋 ㎏ 入り 円
︵ 袋単位で販売︶
支払い方法

注意事項

す。タマネギを食べて、おいしく、健康

要件

219

代金は︑引き渡し時に担当者へ直
接お支払いください︒

株式会社エポック倉庫

72

50

が、血液をサラサラにする効果がありま

助成内容

49

マックスバリュ
●高瀬店

タマネギ特有のにおいと辛みのもとです

• 自ら居住する住宅に設置すること
•蓄電システムとHEMSは住宅
用太陽光発電システムと併設す
ること

● 香川県農協

また、タマネギには「硫化アリル」と

申請期限

高瀬支店

15

いう成分が含まれています。この成分が

令和 年3月 日︵水︶まで
※土日︑祝日を除く

●

高瀬町上高瀬３７２７ １

•車両への積み込みは購入者でお願
いします︒車両の積載重量は必ず
守ってください︒
•瀬戸グリーンセンター
︵多度津町︶
での引き取りを希望する場合は︑
環境衛生課へご連絡ください︒
•数に限りがありますので︑早めの
予約をおすすめします︒

してから出荷しますが、天日干しをせずにすぐに出荷

注意事項

のかと思いきや、日本での栽培が始まったのは意外に

環境衛生課

（※）

補助金の交付を受けるには︑シ
ステム設置前に予約申請手続きが
必要です︒予約手続きなしで設置
工事をした場合は︑補助金の交付
対象となりません︒

タマネギ。なじみが深いので古くから食べられている

問い合わせ

｢通常は保存性を高めるために収穫後に天日干しを

10

10

食卓で見ない日はないくらい多くの料理で使われる

•新設部分に対して賦課された固
定資産税に相当する額
•事務機器リースなどに要する経
費の１／２以内の額︵情報処理
関連施設に限る︶
•井戸・温泉の掘削などに要する
経費の１／３以内の額
•雇用者数に応じた助成
※対象業種により助成
内容が異なります︒
詳しくは産業政策課
へお問い合わせくだ
さい︒

料理に欠かせない食卓の名脇役 タマネギ

16
2020年6月
広報
広報
2020年6月

17

室内でもできる
簡単な﹁ながら運動﹂

おく て

10

31

10

①普段私たちが食べてい
るのはタマネギの「葉」
の部分です（正確には
❷
「りん葉（貯蔵葉)」と
いって葉の一部が変化したもの）②緑の葉の
部分が倒れてきたら、根元を持って収穫！③
永井さんの畑では、赤タマネギも栽培してい
ます

タマネギ
玉葱部会 部会長の永井末広さん。

くらし
『早生 、5月下旬に収穫される『中生 、6月上旬に

kw

3

四国学院大学教授
緑ヶ丘総合運動公園
センター長 清水 幸一さん

☎73−3012
産業政策課
申し込み・問い合わせ

☎73−3007
環境衛生課
申し込み・問い合わせ

作ることができます︒
２つ目の運動は︑椅子に座って
テレビを見ながらできる︑椅子か
らの立ち上がり運動です︒これは︑
下半身の安定には必ず必要な筋肉
である大腿四頭筋の運動です︒大
腿四頭筋はひざの安定性に最も寄
与している筋肉といわれています︒
おへそを少し前にした姿勢で椅子
に座り︑足の上にしっかり体重を
乗せ︑立ち上がります︒その際︑
体を上に持ち上げるのではなく︑
足の上に体重がしっかり乗るよう
に 意 識 し て く だ さい︒﹁ 立 ち 上 が
る﹂･﹁ 座 る ﹂ の 動 き を 秒 間 繰
り返すと効果が高いです︒椅子の
高さによって負荷を調整すること
ができます︒例えば︑低い椅子で
あれば強い負荷を加えることがで
き︑高い椅子であれば弱い負荷に
なります︒
毎日の﹁ながら運動﹂で手軽に
運動を取り入れましょう︒
30

住宅用太陽光発電システムなどに補助金を交付します
くらし

●

❸

17

上高瀬小学校

ラダにするとおいしいですよ」と話すのは、ＪＡ高瀬

Vol.

三豊市
総合体育館

24
ギは甘くてやわらかいので、スライスしてそのままサ

Vol.

するタマネギを『新タマネギ』と呼びます。新タマネ

お知らせ 製造業施設などを新設する企業に奨励金を交付します
日常生活で簡単に取り入れるこ
とができる２種類の運動を紹介し
ます︒屋外で運動や活動ができな
い場合でも︑屋内で﹁〜ながら﹂
を上手く利用することで︑時間を
使わずに効果的な運動ができます︒
１つ目は︑テレビを見ながらで
きる片足バランス運動です︒背中
を伸ばして体︵体幹︶を真っすぐ
に保ち︑片足の裏の真ん中に体重
を乗せた後︑もう片方の足を無理
ない程度で伸ばしてください︒伸
ばす足は︑膝を高く上げるイメー
ジです︒ 秒程度︑足が床に着か
ないように両手は腰あたりにつけ︑
体が揺れないようにお腹に力を入
れてください︒バランス感覚が悪
くなると転倒しやすくなります︒
転倒時に足の付け根にある大腿骨
脛骨を骨折してしまうと︑高齢者
は寝たきりになってしまう危険性
があります︒この
運動を行うことで︑
バランス能力をし
っかり維持して︑
転倒しにくい体を
30

有機肥料の「ハイクリーンかがわ」を使ってみませんか？
収穫される『晩生』の時期に分けて栽培されています。
❶

なか て
わ せ

ＪＡ高瀬玉葱部会
部会長 永井 末広さん

☎73−3040
農林水産課
▶問い合わせ

' s Information
ڶڷۄۇھڽھۂۄێڶۀۊڻ

みとよ くらしのおしらせ

も遅く、明治時代になってからだといわれています。

品種も豊富なため、市内では5月上旬に収穫される

