
わが家の防災・減災への備え（情報の収集伝達対策）
さぬき市のメール配信サービス　登録方法

下記アドレスを入力するか、ＱＲコードを読
み取り、空メールを送信してください。

送信先：
entry@anshin.sanuki.ne.jp

　　　　　  登録用ＱＲコード

１　空メールを送る

空メール送信後、確認メールが届きます。
本文内のＵＲＬから、本登録ページに移動
してください。

２　仮登録メール受信

注意：学校のメール配信などで「安全安心コミュニティ」
に登録している方は、新たに登録する必要はあり
ません。

さぬき市安全安心コミュニティからのお
知らせです。本サービスをご利用いただ
き、誠にありがとうございます。
仮登録を完了しました。下記URLにアク
セスし、本登録を行ってください。
http:// ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

本登録ページに移動すると、登録情報を入
力する画面が表示されます。
必須項目の氏名・氏名カナ・メールアドレス１、
パスワードを入力し、「次へ」を選択してくだ
さい。
（他の項目は入力しなくても登録できます）

必須項目
選択する必要
はありません

任意項目
受信したい情
報を選択して
ください。

３　ユーザー情報入力 ４ 受信するメールの選択

氏名・氏名カナ
名字と名前の間にスペースは入れ
ないでください。
（エラーの原因になります）

メールアドレス１
アドレス入力時、登録できるメー
ルアドレスかどうかをご確認して
ください。

パスワード
パスワードは８文字までの半角英
数字で登録できます。

上記のメールが届けば、登録完了です。

５ 登録後、確認メールが届きます

（さぬき市安全安心コミュニティシステム）

空メールを送信した後、「仮登録メー
ル」が受信できないときは、受信設定を
確認してください

必要な任意項目の
選択が終了したら

「登録」

パスワードまで
入力が終了したら

「次へ」

選択

【問】総務課　☎（087）894-1111

【問】農林水産課　☎（087）894-1116
【問】長寿介護課　☎（0879）26-9904

さぬき市まちづくり寄附に
対する返礼品事業者

募集説明会を開催します
　さぬき市まちづくり寄附をしていただ
いた方に、お礼として贈呈する特産品や
サービスを提供していただける事業者
を募集します。
　まちづくり寄附（ふるさと納税）の返
礼品のご提供は事業者の皆さん、自ら
の生産物や製品の販路拡充やPR手段
の一つとなりますので、奮ってご応募く
ださい。
　ついては、説明会を下記のとおり開催
しますので、ご参加ください。
【開催日時】　9月19日（木）
　　　　　　13時30分～14時30分
【開催場所】　さぬき市役所
　　　　　　附属棟多目的室
※参加には申込みが必要です。募集する
事業者、返礼品の要件など詳しくは、
市HPをご覧になるか、総務課までお
問い合わせください。

【問】農林水産課　☎（087）894-1116

高めよう!地域協働の力!
多面的機能支払制度に取り組んでみませんか?
 多面的機能支払制度とは?
　農業・農村の有する多面的機能の維
持・発揮を図るため、農地の草刈りや水
路の泥上げなど、地域の共同活動に対
して、交付金による支援を行います。
 交付金の対象となる活動内容
・農地維持・・農地、ため池法面草刈、水
路泥上、農道の路面維持等の活動　等
・共同活動・・水路、農道、ため池の軽微
な補修、植栽による景観形成の活動　等
・長寿命化・・農業施設（農道、水路等）の
長寿命化の活動
 制度に取り組む条件
・賛同者による活動組織の結成
・5年間、活動を継続すること　等

活動内容や条件の詳細については、農
林水産課までお問い合わせください。

【問】農業委員会事務局
　☎（087）894-9212

『若者目線で農業再発見』
～ファーマーズフォーラム2019を開催します～
　農業の魅力や働きがいについて考え
るとともに、市の活性化および農業の
再生を図るため、下記のとおり開催しま
す。今回のフォーラムでは、法人を設立
し認定農業者として農業経営に取り組
む先輩農業者にご講演いただき、グルー
プに分かれ意見交換を行ってもらいま
す。農業に興味がある方は奮ってご参加
ください。
 開催日時　9月6日（金）
9時00分～12時20分
（受付は8時30分～）
 開催会場　寒川庁舎3階会議室
（寒川町石田東甲935番地1）

　市では、多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者へ敬意をあらわすため、
敬老祝金（下記の金額に相当するさぬき市共通商品券）を支給します。
受給資格等：市内に引き続き1年以上居住している方で、次の表に掲げるとおりです。

支給日は、下記日程表のとおりです。（お住いの住所地でお受け取りください。）

※対象となられる方には、9月12日頃に支給案内のはがきを送付いたします。
※代理の方が受け取る場合は、支給案内のはがき、代理人の印鑑、代理人の本人確認が
　できるもの（運転免許証、健康保険証等）をご持参ください。
※【上記の支給日に受け取りに来られない場合】
　支給日後は、津田・大川・寒川・長尾地区の方は、寒川庁舎（1階長寿介護
課）に10月10日（木）までにおこしください。
志度地区の方は、9月27（金）・30日（月）は市役所本庁（1階生活環境課）、10月1
日（火）からは寒川庁舎（1階長寿介護課）に10月10日（木）までにおこしください。

※支給時間は、平日の8時30分～17時15分です。

【問】農業委員会事務局　☎（087）894-9212

農地パトロール（農地利用状況調査）を
実施します!!

　8月から10月にかけて遊休農地の発生防
止や解消、違反転用の防止や早期発見のた
め、農業委員と農地利用最適化推進委員が
市内すべての農地を対象に農地利用状況調
査を実施します。
　この調査により、耕作放棄と判断された場
合は、課税強化に繋がりますので草刈等の適
正な管理をお願いします。

農業用ため池の
届出制度が始まります
　農業用ため池の情報を適切に把握
し、決壊による災害を防止するため、
「農業用ため池の管理及び保全に関す
る法律」が制定されました。
　これにより、農業用ため池の所有者
や管理者の方は、ため池に関する情報
を届け出る必要があります。

Ｑ　届出が必要となるため池は?

Ａ　農業用に利用される全てのため池
です。

　※ 行政機関が所有するため池は、
　届出の対象外です。　

　※ 現在農業用に利用されていない
　ため池でも、過去に農業用に利用
　されていたため池は、届出が必要
　です。

Ｑ　届出をすべき人は?

Ａ　農業用ため池の所有者または管理
者です。

Ｑ　届出先は?

Ａ　農林水産課へ届出してください。

県営住宅入居者募集
 募 集 月　6月、9月、12月、3月
　　　　　 （各月 1日～10日頃）
 募集団地　下記までお問い合わせください。
 入居資格
　次の全てに該当する方
　①住宅に困窮している
　②同居親族、または同居しようとする親族
　　がいる
　③収入が所定の基準に該当している
　④県税などの滞納がない
　⑤暴力団員でない

【問】香川県建築設計協同組合
（県庁住宅課分室）　☎（087）832-3587

交通事故巡回相談
【相談日時】　9月 12日（木）
　　　　　　10時～15時
【予約受付期限】　9月 11日（水）
　　　　　　　　16時まで
【実施場所】　さぬき市役所1階相談室
※相談を希望される方は、事前に下記予約
受付先までお申込みください。

　なお、予約状況によっては、ご希望に添え
ない場合がありますので、ご了承ください。

【申】さぬき市危機管理課
☎（087）894-1115

【問】香川県交通事故相談室
☎（087）832-3137

香川県くらし安全安心課
☎（087）832-3230

市営墓地の使用者募集方法の変更
　市営墓地の使用者の募集については、年2
回募集しておりましたが、令和元年9月か
ら随時募集に変更いたします。
 募集墓地

 申込資格　（下記の条件を全て満たす方）
・市内に住所を有している方
・現在、同一世帯で市営墓地を使用していない方
・墓地使用許可日から2年後の年度末までに
墓石を建立できる方
※期日までに墓石が建立されていない場合
は返還していただきます。なお、返還となっ
た場合は、既に納められた永代使用料の
返金は行いませんのでご注意ください。
 申込方法　
　申込用紙に必要事項を記入、押印のうえ、
生活環境課まで提出してください。申込用
紙はホームページおよび生活環境課窓口
で配布します。
　添付書類として、住民票の謄本（本籍地が
記載されたもので6カ月以内に発行され
たもの）も提出してください。
※メール・電話での受付は承っていません。

【問】生活環境課　☎（087）894-1119

墓地名称（所在地）
琴林霊園（津田）
鶴羽霊園（鶴羽）
大谷墓地（鴨庄）
二番墓地（鴨部）

竹林の里墓地公園（志度）
北野間墓地公園（神前）
尾崎墓地公園（長尾東）

年　　齢

80歳（傘寿）　　

88歳（米寿）　　

99歳（白寿）以上

2,500円

5,000円

7,500円

対象者 金　額

【問】下水道課　☎（087）894-1611

【問】危機管理課　☎（087）894-1115

9月10日は「下水道の日」
　2001年（平成13年）に下水道の大きな
役割の一つである「雨水の排除」を念頭に、立
春から数えて210日（台風シーズン）を過ぎ
た 220 日が適当であるとされて、この日に
定められました。
　下水道は、家庭や事業所から排出される
汚れた水を道路の中に埋められた下水道管
に流し、浄化センターできれいに処理して海
や川に放流する仕組みです。
　下水道の本管工事が終了した地区の方
は、早めに下水道管への接続をお願いしま
す。ただし、「雨どい」等からの雨水は接続で
きませんのでご注意ください。
　また、下水道管の詰まりの原因となる「布
類、生ゴミ、油」等は流さないようにお願いし
ます。庭木の根が入り込んでいる場合もあり
ますので、水の流れが悪くなった時はマスの
内部を確認してみてください。

敬老祝金について

昭和13年9月16日～
　　昭和14年9月15日
昭和5年9月16日～
　　昭和6年9月15日
大正9年9月15日以前に
生まれた方

津田地区

大川地区

寒川地区

長尾地区

志度地区

津田出張所

大川出張所
（旧大川支所北側）

寒川庁舎
（1階 長寿介護課）

長尾公民館

市役所本庁
（1階 市民ホール）

支　給　日 支給場所
9月20日（金）
9：00～16：00 
9月20日（金）
9：00～16：00 
9月24日（火）
9：00～16：00 
9月25日（水）
9：00～16：00 
9月26日（木）
9：00～16：00 
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