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平成29年度　狂犬病予防注射日程表　さぬき市
登録および注射会場は次のとおりです。お近くの会場へどうぞ。

●初めて登録と注射をする犬：5,850円（内訳：登録手数料3,000円、注射料2,300円、注射済票交付手数料550円）

●登録している犬：2,850円（内訳：注射料2,300円、注射済票交付手数料550円）

※散歩中の犬の「フン」の始末は飼い主の責任です。（散歩時は、ビニール袋等を持参しフンを始末しましょう）

４月２日（日）　大川町

南川自然の家

消防団・大川第３分団屯所

さぬき市 大川支所

9:20～  9:40

9:50～10:10

10:20～11:00

  

中央橋東 
杵築神社南側石段入口

４月４日（火）　長尾・志度

オレンジタウン総合案内所

尽誠公民館

乙井公民館

秀円寺駐車場

さぬき市 造田出張所

9:00～  9:20

9:30～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30

４月５日（水）　志度

新田集会場

鴨庄漁村センター

㈱マルナカ志度店駐車場

志度保育所 駐車場

小坂 Milele(ミレレ)前

三井団地 中央公園

さぬき市役所

9:00～  9:20

9:30～  9:50

10:00～10:20

10:30～10:40

10:50～11:10

11:20～11:30

11:40～12:00

４月６日（木）　大川町

立割 三叉路

旧松尾小学校

北地会堂

宮町会堂

平砕会堂

9:00～  9:15

9:25～  9:45

9:55～10:10

10:20～10:40

10:50～11:10

  

  

４月８日（土）　多和・長尾

菅谷公民館

槇川公民館

力石 うど池

多和 旧農村公園

前山 おへんろ交流サロン

前山 大星橋西側

消防団・長尾第３分団屯所

さぬき市 長尾支所

9:10～  9:20

9:30～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:25

10:40～10:50

11:00～11:10

11:20～11:30

11:40～12:00

４月１２日（水）　津田町

中谷自治会館

岡之端東自治会館

神明宮神社前

旧JA香川県鶴羽支店跡地

笠井建設㈱前

新町自治会館

本町 観音堂

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:05

10:15～10:35

10:45～11:00

11:10～11:25

11:35～11:50

４月１３日（木）　長尾

宮西西 営農組合集会場

下所公民館

長尾寺

長尾公民館昭和分館

下辛立公民館

長尾総合公園野球場東駐車場

宝円寺三反地駐車場

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:20

10:30～10:50

11:00～11:20

11:30～12:00

12:10～12:30

４月１４日（金）　鴨部・鴨庄

JA香川県大川北部低温倉庫

さぬき市 鴨部出張所

鴨部公民館 駐車場

大川広域西消防署横

川西浄水場(旧志度町水道課)

生涯学習館(鴨庄出張所)

9:00～  9:20

9:30～  9:45

9:55～10:10

10:20～10:35

10:45～10:55

11:05～11:30

４月１５日（土）　寒川町・長尾

大角会堂(寒川町)

石井自治会館

宮内公民館

中村集会所

造田 野間田グランド駐車場

寒川ふれあいプラザ

さぬき市 寒川支所

志度武道館南側駐車場
(旧志度公民館跡地)

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～10:00

10:10～10:25

10:35～11:00

11:10～11:25

11:35～11:55

４月１６日（日）　志度

志度公民館末分館

南志度ニュータウン３号公園

消防団・志度第２分団津村屯所

志度グリーンタウン公園

八丁地 ㈱モンベル横

塩屋 御旅所

9:00～  9:20

9:30～  9:50

10:00～10:10

10:20～10:40

10:50～11:10

11:20～11:40

11:50～12:10

  

  

５月１２日（金）　志度

オレンジ動物病院 12:30～13:00

５月１７日（水）　志度

しあわせ動物クリニック 11:30～12:00

４月２９日（祝・土）　さぬき市

さぬき市 津田支所

さぬき市 小田出張所

生涯学習館(鴨庄出張所）

鴨部公民館 駐車場

さぬき市役所

9:00～  9:30

9:45～10:00

10:10～10:40

10:50～11:10

11:25～11:55

４月２９日（祝・土）　さぬき市

さぬき市 大川支所

さぬき市 寒川支所

さぬき市 長尾支所

さぬき市 造田出張所

9:00～  9:30

9:40～10:10

10:20～10:50

11:00～11:30

ＪＡ香川県鴨庄支店倉庫
（旧鴨庄集卵場）

４月２１日（金）　津田町

津田公民館北山分館

平畑バス停

北原ふれあい会館

北羽立自治会館

鶴羽 東部児童館

さぬき市 津田支所

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～10:00

10:10～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30

４月２２日（土）　小田・鴨庄

大空口バス停

さぬき市 小田出張所

興津 川田宅前

苫張集会場

消防団・鴨庄分団新開屯所

鴨部神社 第１鳥居横

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:20

10:30～10:50

11:00～11:20

11:30～11:40

４月２０日（木）　寒川町

大末公民館

中央通集会場

石田神社前

椿の庄 さんがわ

神前体育館
(旧神前勤労者体育センター)

9:00～  9:30

9:40～10:00

10:10～10:30

10:40～11:00

11:10～11:40

【問】政策課　☎（087）894-1112

【問】政策課　☎（087）894-1112

　集落支援員・移住コーディネーターの吉田治喜（よしだ　はるき）です。

～さぬき市でみんなでにぎやかに暮らそう～
　さぬき市には子育て支援と世代間の助け合いを目的とし
た「三世代同居・近居支援金」の助成制度があります。
　なぜ今、三世代同居・近居に注目が集まっているか？
　子世帯にとっては子育てや買い物、家事など日常的なサ
ポートが受けられる、親世帯にとっては、家を行き来しやす
く、病気などの際には世話をしてもらいやすいなどの大き
なメリットがあります。

親との同居・近居を望んでいるのは5割以上
　30～40代の子育て世代では、約5割が近居を、60代以
上の高齢世代では、約3割が同居を望んでいます。

（平成25年内閣府の子育てに関する意識調査より）

ちょっとレポ地域おこし協力隊員と
集落支援員の

Vol.4

　地域おこし協力隊員の吉川直登（よしかわ なおと）です。

　1月15日（日）、高松市のサンポート高松で行われた「さぬきマ
ルシェ」に「さぬき市地域おこし協力隊」として出店しました。

　この日、持ち込んだ商品は、平賀源内記念館から『源内健康
茶』、源内の改革プロジェクト（懐味奉行）から『源内だんご』、そし
て結願の郷からは、どぶろく『結願御礼』などなど。
　風が吹いたり、雪が降ったりと天候はよくなかったのですが、
子どもたちには源内だんごが大好評！健康茶やどぶろくの試飲
ブースを設けた効果もあって、大勢の方にお越しいただくことが
でき、さぬき市の「いいもの、うまいもの」を市外にもＰＲすることができました。

　今後も、イベント出店の機会を生かして「さぬき市のＰＲ」を続けます！！

「三世代同居・近居支援金」
交付金額：さぬき市共通商品券10万円
対　象：平成32年3月31日までの間に、
さぬき市内在住の親との同居または近居
を目的に転入された方で18歳までの子
どもがいる世帯のうち、その後も１年を
超えて市内でお住まいになっている方が
対象です。要件を満たした日から6か月以
内に申請してください。

「さぬき市ＰＲサポーター」として活動しませんか？
さぬき市に愛着を持って地域振興や観光振興に頑張っていただいている
皆さん、『さぬき市ＰＲサポーター』として、さぬき市の魅力をＰＲしてみませんか。

①年3回以上ＰＲする機会があり、
②1回の活動につき、おおむね20人以上の
集客がある団体または個人

【認定基準】
おもに市内で活動している場合

①年2回（県外の場合は年1回）以上ＰＲする
機会があり、
②1回の活動につき、おおむね50人以上の
集客がある団体または個人

おもに市外で活動している場合

▲ＰＲサポーターとして活躍する
　「さぬき舞人」の様子

工事名（業務名）
契 約 状 況（工事10,000千円、委託2,000千円以上）

請負金額（円）
平成28年度さぬき市デジタル防災行政無線（同報系）整備工事
平成28年度脇元漁港海岸高潮対策事業測量及び設計業務
平成28年度富田処理区94号線汚水管布設工事
平成28年度市道石田造田線舗装工事
平成28年度市道紙漉線舗装工事
平成28年度さぬき市建設残土処分場整備工事（その2）
平成28年度旧天王中学校管理棟解体工事
平成28年度長尾ファブリック配水管改良工事
平成28年度脇元漁港海岸高潮対策事業地質調査業務（その2）
平成28年度神前・石田統合小学校外構工事実施設計業務
平成28年度多面的機能支払現地確認業務
平成28年度小方雨水排水ポンプ場整備・更新工事全体設計業務
平成28年度寒川（加藤、幸町・八坂町地区）配水管改良工事設計業務
平成28年度さぬき市鴨庄地区配水管漏水調査業務

契約者
平成28年12月1日～平成29年1月31日

【問】管財課　☎（087）894-8677

432,972,000
23,760,000
22,140,000
17,604,000
15,606,000
13,878,000
10,908,000
12,744,000
5,940,000
3,801,600
2,808,000
2,268,000
3,780,000
2,160,000

株式会社四電工　香川支店
株式会社ファースト
株式会社松尾綜合土木
関西建設株式会社
筒井工業株式会社
株式会社真部組
株式会社村上組　さぬき営業所
株式会社大政建設
株式会社ナイバ
株式会社中部コンサルタント
株式会社中部コンサルタント
株式会社中央測建
株式会社中部コンサルタント
徳島地中情報有限会社

※認定基準や申請方法などについては、政策課へお問い合わせください。
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★志度図書館の行事

休 館 日

場　　所

連 絡 先

開館時間

ホームページ

Eメールアドレス

9時～17時
(初日は13時～、最終日は16時まで）
※主催者により変動あり
毎週月曜日

http://ew.sanuki.ne.jp/tenjikan/

sangawa_21th@yahoo.co.jp

21世紀館さんがわ　☎（0879）43－0780
生 涯 学 習 課　☎（0879）42－3107

【4月の催しもの（作品展示）のご案内】  

＜21世紀館さんがわ＞＜21世紀館さんがわ＞

寒川町石田東（寒川支所南側）

◎開館時間、休館日は変更する場合があります。
◎展示作品を募集しています。ご希望の方は、上記施設または生涯学習課
　までお問い合わせください。

さぬき市文化協会
第15回　春の絵画展

4月4日（火）～4月16日（日）

華松会書展

さぬき市文化協会に所属する絵画団体、
木画会（大川）・長尾絵画クラブ・津田絵
画教室が毎年開催している展覧会です。

津田町で漢字・調和体を中心に
指導されている、上總小華氏の
教室展です。

3月29日（水）～4月2日(日）

遊び心いっぱい手作り展
4月25日（火）～4月30日(日）

春の山野草展示会

長尾町在住の大出節子さんとその仲
間の方々が作られた手作り展です。

さぬき市および近隣在住者によ
る山野草の展示会です。

4月18日（火）～4月23日(日）

観 覧 料 無料

★休館日のお知らせ　

  3月21日（火）・27日（月）・31日（金）
  4月  3日（月）・10日（月）・17日（月）・24日（月）・

27日（木）・29日（土）
※3月20日（月・祝日）は開館し、代わりに、翌日の3月21日（火）は休館します

○おはなし会 3月25日（土）10：30～
4月  1日（土）14：00～
4月22日（土）10：30～

4月15日（土）14：00～

★寒川図書館の行事

○おはなし会

4月13日（木）11：00～○赤ちゃんのおはなし会

みなさんは「アースデー」という日があることをご存知ですか？
　1970年、アメリカ、ウィスコンシン州選出のG・ネルソン上院議員が〈地球環境について考える日〉として宣言、「アース
デー」が誕生しました。この日を通して、わたしたちが暮らす「地球」に一人ひとりが関心を持ち、自由にどこでも、その人
の方法で、地球環境について考えて行動してみよう、と呼びかけたのです。
　日本では、1990年に初めて全国200か所、1000を超えたグループが参加しました。記念植樹、ごみ拾い、廃油のせっけ
ん作り、フリーマーケットなどなど。その後もいろいろな自由な発想のイベントや活動は、全国に広がり続けています。
　普段、何気なく生活をしていると「地球」全体のことに目を向ける機会があまりありません。一年に一度の特別な日を前
に、大人も子どもといっしょに「地球」という星のことを考えるきっかけにしてみませんか？そこで３冊の本をご紹介し
たいと思います。

アースデー〈地球の日〉4月22日

http://www.library.city.sanuki.kagawa.jp/index.html

【問】志度図書館　☎（087）814－2678
寒川図書館　☎（0879）43－6930

開館時間　10：00～18：00

http://www.library.city.sanuki.kagawa.jp/mobile.htmlホームページ（PC） ホームページ（携帯）

【問】生涯学習課　☎（0879）42-3107

　さぬき市雨滝自然科学館では春休み親子教室
を開催します。小さなお子様でも体験できるガー
ネット採取やアンモナイト・こはく・サメの歯化石
発掘などを実施しますので、ふるってご参加くだ
さい。詳しい内容や日程はさぬき市ホームページ
にて掲載しますので、ご確認ください。
　また、３月３１日まで第１５回企画展『恐竜（ハド
ロサウルス）が帰ってきた！！PartⅡ』を同時開催
しています。さぬき市多和において発見された実
物恐竜化石とともに、ハドロサウルスが食べたと
思われる植物類の化石を展示しています。

さぬき市雨滝自然科学館

〈どんぐり〉
〈カンガルーランド〉

〈どんぐり〉

〈秋桜〉

この絵本は、木の中、海の中、雲の上・・・「地球」のみえないところのふしぎが、美しい絵とわかりやすい言葉で描かれて
いて、幼児でも楽しむことができます。

『地球のみえないところをのぞいてみたら』　(てづかあけみ　さく・え/ＰＨＰ研究所)

家族で遊びながら学べ、エコの入門書としてぴったりな本です。クイズで知識と知恵も身につきますよ。めざせ、エコク
イズマスター！

『地球環境クイズ～トライアル』　（ワン・ステップ編/金の星社）

地球環境に興味はあるけれど、具体的に何をすればいいのかわからない・・・という人にもおすすめな本で、今日からで
きる快適エコ生活のヒントが満載です。
「地球」にありがとうの気持ちをとどける輪、みんなで広げていきましょう！

『うちエコ入門』　（ペオ・エクベリ＆聡子・エクベリ監修/宝島社）

春休み特別親子教室

開館時間：午前9時30分から
午後4時30分
※月・火休館

観 覧 料：無料

※春休み特別親子教室の内容は変更になる場合があり
　ます。
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平成29年度
狂犬病予防注射のご案内

平成29年度
狂犬病予防注射のご案内

☆ 犬を飼いはじめたら責任を持って終生飼養しましょう。
☆ 散歩中の犬のフンの始末は飼い主の責任です。
☆ 犬の放し飼いはやめましょう。

　子犬が生まれても飼養できない事のないように、犬に不妊・去勢手術を！　登録・狂犬病予防注射をしている犬
の場合、手術代金の一部を助成しています。（詳しくは、さぬき市生活環境課までお問い合わせください。）

　愛犬家のみなさまへ、“狂犬病予防法”により、飼い主には犬の登録と年1回の予防注射が
義務づけられています。平成29年度の狂犬病予防注射を別紙の日程で行いますので、都合の
良い日時に受けさせてください。

狂犬病予防注射の案内
状がある方は、当日必
ず案内状（ハガキ）を
お持ちください。

新規登録の方は、この申請書に記
入の上、切り取って当日会場まで

ご持参ください。

①犬の登録内容に変更（犬の死亡・所在地等）が
あった時は、市役所へ届出をしてください。
②犬の「鑑札」と「注射済票」は迷子札にもなるの
で、必ず首輪等に付けてください。
③犬の登録は生涯に１回ですが、狂犬病予防注射
は毎年１回です。
④注射会場へ来る前に、犬の排便・排尿を済ませ
ておいてください。
⑤会場で犬が人に噛み付いたり、他の犬と喧嘩に
ならないよう、引綱は短くしておいてください。
⑥会場へは、犬を十分抑制できる方が連れて来て
ください。

犬の登録申請書

・・・ お 願 い ・・・

平成29年　　月　　日

さぬき市長　様

所有者住所　さぬき市

【狂犬病予防注射問診票】
1.　元気、食欲がある。
2.　現在、体調に問題がない。
3.　予防注射を受けて異常がでたことがない。
4.　現在、通院していない。
5.　妊娠していない。

(はい・いいえ）
(はい・いいえ）
(はい・いいえ）
(はい・いいえ）
(はい・いいえ）

氏　名

登録する犬

※印の欄には記入しないでください。

下記の問診事項の「はい」又は「いいえ」に丸をしてご持参ください。

※

所在地 さぬき市

登
録
年
度

登
録

種類 生年月日 毛色 性別 名前 その他特徴

狂犬病予防法第４条の規定により登録申請します。

フリガナ

NO.

注
射

NO.

’17

●お問い合わせ先●

生活環境課　☎（087）894－1119

広報 さぬき 4月号

13


