
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）契約者

平成29年12月1日 ～ 平成30年1月31日

【問】管財課　☎（087）894-8677

45,360,000
41,472,000
39,938,400
37,152,000
35,640,000
34,560,000
29,484,000
22,140,000
19,440,000
16,416,000
13,489,200
11,091,600
10,800,000
10,584,000
14,580,000
10,800,000

9,936,000
2,052,000
4,212,000
3,834,000
3,618,000
3,456,000
2,592,000
2,484,000

平成機工株式会社
株式会社酉島製作所　高松支店
株式会社吉原工務店
大川建設株式会社
株式会社真部組
平成機工株式会社
株式会社松尾綜合土木
関西建設株式会社
関西建設株式会社
植村建設工業株式会社
新明和工業株式会社　流体事業部営業本部四国営業所
株式会社六車建設
株式会社白川建設運送
株式会社吉原工務店
株式会社松尾綜合土木
関西建設株式会社
株式会社五星
有限会社中村興業
朝日設計株式会社
株式会社カナック
株式会社中部コンサルタント
株式会社マオカ設計
株式会社ファースト
徳島地中情報有限会社

平成29年度白方雨水排水ポンプ場建設工事（機械）
平成29年度鵜部ポンプ場改築工事（機械設備）
平成29年度志度第2放課後児童クラブ専用施設建設工事
平成28年度みろく自然公園内バーベキューハウス改築工事
平成29年度さぬき市建設残土処分場整備工事（その2）
平成29年度志度港塩屋地区津波等対策工事（陸こう）
平成29年度市道志度駅南中央線道路新設工事（その3）
平成29年度市道志度駅南中央線道路新設工事（舗装） 
平成29年度市道末南北線舗装工事
平成29年度志度港塩屋地区津波等対策工事（胸壁）
平成29年度小方雨水排水ポンプ場改良工事
平成29年度富田処理区95号線舗装工事
平成29年度市道昭和冨田西2号線道路修繕工事
平成29年度市道神野36号線道路改良工事
平成29年度鴨庄庁舎解体工事
平成29年度市道志度駅南中央線道路新設工事に伴う配水管布設工事
平成29年度市道六番線外1線（六番橋外1橋）橋梁補修設計業務
平成29年度玉浦ポンプ場沈砂池浚渫業務
平成29年度さぬき市単独配水管改良工事（志度地区）設計業務
平成29年度さぬき市配水池清掃業務 
平成29年度さぬき市単独配水管改良工事（寒川地区1）設計業務
平成29年度さぬき市単独配水管改良工事（大川地区）設計業務
平成29年度さぬき市単独配水管改良工事（寒川地区2）設計業務
平成29年度さぬき市小田・鴨部地区配水管漏水調査業務

集落支援員・移住コーディネーターの松木優紀です。

平成25年8月1日、さぬき市集落支援員に拝命され、
4年半務めさせていただきました。大学で地域社会学
を学んでいたとはいえ、委嘱当初は、右も左も分かり
ませんでした。

車の運転も決して得意ではなかったのですが、サル
と遭遇しながら、山間部や沿岸部を巡回しました。そ
んな私の訪問を待ってくれていた年配の方や地域の
方が温かく支えてくださり、無事任務を終えることが
できました。

4年半の間に「地域の困りごとの
聞き取り」、「中山間地域のイノシシ
対策のお手伝い」、「移住&交流総合
支援サイト・ええとこさぬき市の情
報発信」、「新げんない学園のサポー
ト」などに取り組みました。

多くの方とのご縁に恵まれるとと
もに、行政の方たちにも大変お世話
になりました。

本当にありがとうございました！

集落支援員・移住コーディネーターの吉田治喜です。

平成16年に京都から田舎暮らしでさぬき市に移住
しました。

住んでみて、海も山もある気候も人も温かい、ほど
良い田舎で本当に暮らしやすい土地であると感じて
います。

平成25年8月に集落支援員に就任しました。
順次、人口減少の著しい8地区を巡回し、行政と住民

の橋渡し役となって困りごとの解決を図り、少しでも
地区の皆様が「笑顔で元気に暮らせる」ようにとの想

いで活動しました。

平 成 2 8 年 8 月 か ら は 移 住 コ ー
ディネーターとの兼務となり、移住
支援も行いました。

活動で多くの方と出会えたことに
感謝しております。

温かく見守っていただき、ありが
とうございました。

3月31日付けで、任期満了により、さぬき市集落支援員を退任します。

集落支援員任期満了に伴う退任のあいさつ

【問】政策課　☎（087）894-1112

チ ラ シ

切り取り線
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平成30年度
狂犬病予防注射のご案内

平成30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30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30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.

’1８

●お問い合わせ先●

さぬき市役所生活環境課　☎（087）894－1119
さぬきさぬきさぬき15 2018.4 広報
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平成30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３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

中央橋東 
杵築神社南側石段入口

４月４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～  9:45

9:55～10:15

10:25～10:35

10:45～11:00

11:10～11:20

11:30～11:50

４月５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

10:20～10:35

10:45～11:00

４月７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８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

４月１１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

10:15～10:30

10:40～10:55

11:05～11:20

11:30～11:45

４月１２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～  9:10

9:20～  9:30

9:40～10:00

10:10～10:25

10:35～10:50

11:00～11:20

11:30～11:50

４月１３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

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１４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)

川西浄水場跡地
(旧志度町水道課)

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１５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～  9:45

9:55～10:05

10:15～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30

11:40～12:00

５月１１日（金）　志度

オレンジ動物病院 12:30～13:00

５月１６日（水）　志度

しあわせ動物クリニック 11:30～12:00

４月３０日（祝・月） 　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

11:25～11:45

４月３０日（祝・月） 　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２０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２１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１９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～  9:20

9:30～  9:50

10:00～10:20

10:30～10:50

11:00～11:30
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　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元気で自立した
生活が長く送れるように、体操や認知症予防のレクリエーション等
を楽しみながら、介護予防ができる教室を開催しています（どなたで
も自由に参加できます）。

いきいき健康教室日程

4月　5日(木)

4月12日(木)

4月11日(水)
4月13日(金)
4月17日(火)

4月19日(木)

4月23日(月)
4月24日(火)
4月27日(金)

寒川ふれあいプラザ
辛立文化センター
神前体育館
大川公民館
鴨部ふれあいプラザ
志度保健センター
みろくふれあい市場内
コミュニティーセンター
小田ふれあいプラザ
多目的研修集会施設
社会福祉協議会津田支所

時間：午前10時から11時30分

4月　6日(金)
4月　9日(月)
4月10日(火)
4月20日(金)

志度公民館末　分館
造田ふれあいプラザ
鴨庄ふれあいプラザ
志度武道館

時間：午後1時30分から3時

○憩いの場活動（どなたでも自由に参加できます）
　　地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場として、参
加者と一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行っています。

○お話ボランティア（津田地区・志度東地区）
　　外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑顔で楽し
い時間を過ごしています。

○出前講座（市内全地区）
　　自治会やサロン等から依
頼を受けて、介護予防のお話
や歌、体操、ゲーム等を皆さ
んと一緒に楽しみます。

地元で活動する“介護予防サポーター”をご存知ですか？
　　“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを通して、一緒
に楽しい時を築き、人と寄り添い、地域を支える存在」です。

　　地域の皆様からの、お話ボランティアや出
前講座のお申し込みをお待ちしています！

介護予防サポーター活動紹介

4月16日(月) 長尾保健センター
時間：午前10時から11時30分

4月　3日(火)
4月19日(木)

生涯学習館
寒川ふれあいプラザ

時間：午後1時30分から3時

【問】地域包括支援センター
　　☎（0879）52-0410

元気な

うちから

介護予防!

 

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、
住み慣れた自宅で自分らしい暮らしを人生の最後
まで続けることができるよう、地域の医療や介護の
様々な職種が連携してサービスを提供しています。
　地域包括支援センターは、健康や福祉、医療や生
活に関することなど、高齢者の相談窓口となってい
ますので、在宅医療や介護についての悩み事があれ
ばご相談ください。必要なサービスや制度、関係機
関の情報提供や紹介をします。

【問】さぬき市地域包括支援センター　☎（0879）52-0410

【対象】・市内在住の65歳以上の方　　・介護保険制度の居宅サービスを利用していない方（要介護認定者は要相談）
【回数】週１回程度
【元気になる「からくり」内容】

〈1日コース〉
・「デイサービスセンターゆたか」（昭和）
・「ハーティビラ亀鶴」（長尾西）
・「ゆーとぴあみろく温泉」（大川町富田中）

〈半日コース〉
・「養護老人ホーム香東園」（寒川町石田西）　午後
・「ヌーベルかんざき」（寒川町神前）　午後
・「デイサービスセンターゆたか」（昭和）　午前
・「ハーティビラ亀鶴」（長尾西）　午前
・「寒川ふれあいプラザ」（寒川町石田西）　午前・午後
・「鴨部ふれあいプラザ」（鴨部）　午前・午後

住み慣れた自宅で療養生活を送ることも可能です！＜在宅医療・介護連携って？シリーズ③＞

病院・診療所

歯科診療所 薬局 訪問看護事業

通院・一時入院

訪問診療・往診
訪問看護、訪問
リハビリ

通所・短期入所

介護のサポート

訪問指導訪問診療 訪問看護等

相談支援 ・居宅介護支援事業所

・さぬき市
地域包括支援センター

【問】さぬき市社協（大川支所）　☎（0879）43-6590
　　地域包括支援センター　　☎（0879）52-0410

さぬき市の奇才、平賀源内の発明のように、みんなを笑顔にする元気の「からくり」を一緒に学び、取り組みましょう！

【申】地域包括支援センター・各支所・生活環境課
【問】地域包括支援センター（大川支所）　☎（0879）52-0410

H３０年度から
「香東園」教室が
新しく始まります！

①筋力アップ体操
体力・筋力
アップは

今からでも！

②お口の健康
口の健康は
健康寿命を
延ばすカギ！

介護予防は
人とのつながり！

③認知症予防
～みんなで笑って楽しい時間～

教室の場所が
選べます

コースを選びましょう！

利用時間：５時間程度
自己負担：３００円＋実費
昼食あり、送迎・入浴は希望者

しっかり
1日コース 

利用時間：２時間程度
自己負担：２００円＋実費（送迎）
昼食・入浴なし、送迎は希望者

しゃきしゃき
半日コース 

3ヶ月ごとに、自分の体や心の状態を振り返ります（評価）

～元気の「からくり」を地域の方にも伝えましょう！～ 
卒業して、地域の健康教室や、自主的な活動等に参加する 継続

介護サービス等
の利用 

改善したら、
教室に戻って
くることも！

さぬき市介護予防教室 元気の 教室

こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

介護サービス事業所自宅


