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令和４年度
狂犬病予防注射のご案内

令和４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。

　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。

　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。

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。
④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、リードは短くしておいてくださ
い。
⑤会場へは、犬を十分抑制できる方が連れて来て
ください。
≪重要≫飼い主から犬が放れ、他の犬や人に噛み
つく事故が起こっています。安全が確保できな
い場合、予防注射を打てないことがあります。

犬の登録申請書

・・・ お 願 い ・・・

①体調が優れない場合は来場を控えてください。
②会場ではマスク着用および手指消毒をお願いし
ます。
③飼主同士の密接な接触は避けてください。

・・・感染症予防対策について・・・ 令和4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.
’22

●問い合わせ先●
生活環境課　☎（087）894-1119
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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。

犬の注射毎年１回 犬の登録生涯１回

切り取ってご利用ください

【問】危機管理課　☎（087）894-1115

我が家の防災・減災への備え　～高潮ハザードマップを作成しました～

指定緊急避難場所へ避難の際は「2階以上に避難」してください。
このマップは、最悪の事態を想定し、過去に甚大な被害を

もたらした「室戸台風(S9.9)」や「伊勢湾台風(S34.9)」など
のデータをもとに複数の高潮浸水シミュレーションの結果か
ら作成されました。
また、台風等により高潮が発生する状況では、降雨も想定

されるため、津田川・鴨部川で、洪水が同時に発生した場合
を想定しています。
自宅や勤務先、学校周辺などの指定緊急避難場所を確認す

るとともに、避難経路を複数確保するなど、普段から災害に
備えておきましょう。

高潮ハザードマップは、市ホームページに掲載しているほか、危機管理課、総合支所、各出
張所窓口でも配布しています。

皆さんこんにちは！さぬき市地域おこし協力隊の折原拓人です！

【問】政策課　☎（087）894-1112

↑日々の活動
はこちら　

最近は、市のディープスポットの発見と発信を積極的
に行っています。

きっかけとなったのは、「剣神社」の存在でした。門
入地区にある「山上公園」の門入ダムを挟んだ反対側の
山にあるのですが、行きつくまでの道のりがなかなかに
厳しく、悪戦苦闘しながらたどり着きました。

「剣神社」はもちろんのこと、志度地区にある「間川
三十二勝」など、ディープスポットの発掘は本当に面白
いです。

こんな場所あるよ！という情報がある方はぜひ教えてくださいね。あなたの知るディープスポッ
トにさぬき市地域おこし協力隊がお邪魔させていただきます！

高潮・洪水による避難は2階以上に避難 津田体育館
津田保健センター

志度武道館
志度中学校

危機管理課では、「防災出前講座」を行っています。自治会やサークル、その他各種集まりのタイミングにあわせ
て担当職員が出向き、ご希望の内容でお話しいたします。お気軽にお問い合わせください。

ダミー

ダミー

【問】生活環境課　☎（087）894-1119

契約状況（工事10，000千円、委託2，000千円以上）

【問】財産活用課　☎（087）894-8677

株式会社真部組
関西建設株式会社
谷土建株式会社
関西建設株式会社
堀尾電気株式会社
株式会社白川建設運送

59,400,000
16,005,000
13,970,000
13,860,000
12,540,000
10,780,000

工事名（業務名）
令和3年12月1日 ～ 令和4年1月31日
契約者 請負金額（円）

令和3年度下所運動場工場用地造成工事
令和3年度市道グリーンタウン20号線外2線舗装工事
令和3年度市道天野南線道路改良工事
令和3年度市道昭和冨田西線舗装工事（その2）
令和3年度社会体育施設LED照明設置工事
令和3年度市道大橋寺町線道路改良工事

くらしのお知らせ
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令和4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：6,000円（内訳：登録手数料3,000円、注射料2,450円、注射済票交付手数料550円）
●登録している犬：3,000円（内訳：注射料2,450円、注射済票交付手数料550円）

※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１３日（水）　大川

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～  9:10

9:20～  9:35

9:45～  9:55

10:05～10:15

10:25～10:35

４月２日（土）　長尾・多和

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

9:10～  9:20

9:30～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:20

10:35～10:45

10:55～11:05

11:15～11:25

11:35～11:55

４月６日（水）　志度・長尾

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
造田出張所

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～  9:55

10:05～10:15

10:25～10:40

10:50～11:00

４月７日（木）　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
小坂高架下交差点
三井団地中央公園
さぬき市役所

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～10:00

10:10～10:20

10:30～10:40

10:50～11:00

11:10～11:20

４月８日（金）　津田

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～  9:10

9:20～  9:30

9:40～  9:50

10:00～10:10

10:20～10:30

10:40～10:50

11:00～11:10

４月１４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～  9:55

10:05～10:15

10:25～10:35

10:45～11:05

11:15～11:25

４月１５日（金）　鴨部・鴨庄

旧消防団・鴨部分団中通屯所
鴨部出張所
鴨部公民館 駐車場
旧大川広域西消防署横

生涯学習館（鴨庄出張所）

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:05

10:15～10:25

10:35～10:45

10:55～11:10

４月１６日（土）　寒川・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
総合支所（寒川庁舎）

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～  9:55

10:05～10:20

10:30～10:55

11:05～11:20

11:30～11:50

４月１７日（日）　大川

南川自然の家
消防団・大川第3分団屯所
大川出張所

神前体育館
（旧神前勤労者体育センター）

川西浄水場跡地
（旧志度町水道課）

9:20～  9:40

9:50～10:05

10:15～10:45

４月２１日（木）　寒川

大末公民館
中央通集会場
石田神社前
椿の庄 さんがわ

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:05

10:15～10:30

10:40～11:00

５月１８日（水）　志度

しあわせ動物クリニック 11:30～12:00

５月２０日（金）　志度

オレンジ動物病院 12:30～13:00

４月２９日（祝・金） 　さぬき市

津田出張所
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

10:50～11:05

11:20～11:35

４月２９日（祝・金） 　さぬき市

大川出張所
総合支所（寒川庁舎）

造田出張所

9:00～  9:30

9:40～10:10

10:20～10:50

11:00～11:20

JA香川県鴨庄支店倉庫
（旧鴨庄集卵場）

志度武道館南側駐車場　
（旧志度公民館跡地）

４月２３日（土）　小田・鴨庄

大空口バス停
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～  9:10

9:20～  9:30

9:40～  9:50

10:00～10:10

10:20～10:35

10:45～11:00

11:10～11:20

長尾中学校
テニスコート西駐車場

４月２４日（日）　志度

志度公民館末分館駐車場
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～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:20

10:30～10:45

10:55～11:10

11:20～11:35

４月２２日（金）　津田

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
津田出張所

9:00～  9:10

9:20～  9:30

9:40～  9:50

10:00～10:15

10:25～10:40

10:50～11:10
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中央橋東
杵築神社南側石段入口

長尾中学校
テニスコート西駐車場

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。

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？ 3月27日（日）、

4月 3日（日）
休日開庁します

さぬき市農業委員会
各種申請書締切日のお知らせ
令和4年度の各種申請書締切日は、下記の
とおりとなっております。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

1日（金）

4/26日（火）

1日（水）

1日（金）

1日（月）

1日（木）

9/30日（金）

1日（火）

11/28日（月）

12/26日（月）

1日（水）

1日（水）

20日（水）

20日（金）

20日（月）

20日（水）

19日（金）

20日（火）

20日(木）

21日（月）

16日(金）

20日（金）

20日(月）

24日(金）

（平成14年１月から始まった新しい年金事業（新制度）のみ対象です）

（農業者老齢年金の場合）
受給開始時期の選択肢が広がります

65歳到達
これまでどおり、60歳～64歳の間で繰上げ受給を選択できます。

【国民年金1号被保険者】 【国民年金任意加入被保険者】

20歳 60歳 65歳

【問】農業委員会事務局 ☎（087）894-9212
独立行政法人農業者年金基金（企画調整室）　☎（03）3502-3942

各申請書
受付締切日 定例会

開庁時間

窓　　口
８：３０～１７：１５

市民課・税務課（本庁）
総合支所（寒川庁舎）

【問】市民課　☎（087）894-9218
税務課　☎（087）894-1118、9210

業
務
内
容

市
民
課

税
務
課

転入・転出・印鑑登録
住民票・戸籍・印鑑証明書
戸籍届出
マイナンバーカード業務

＊農業振興地域整備計画（個別除外）受付月
は、6月、10月、2月です。
※日程は予定です。一部変更となる場合があ
りますので、お電話にてご確認ください。

各種証明
原付登録・廃車など
（4月3日のみ）
固定資産台帳の閲覧
※休日開庁中の市税の納付
はできません

多面的機能支払制度とは？

•農地維持‥

•共同活動‥

•長寿命化‥

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
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
農業施設（農道、水路等）の長寿
命化の活動

 活動内容

•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
•農振農用地が対象で、合計10ha以上　等
活動内容や条件の詳細については、下記までお問い合わせください。

制度に取り組む条件

農業者年金に加入すると、国民年金の付加保険料を納付する必要があります。
すでに農業者年金に加入している方は、再度、加入手続きが必要です。
※国民年金任意加入被保険者とは…

国民年金の保険料納付済期間が480月（40年）に満たない60歳以上65歳未満の方で、年
金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方です。

農業者年金制度改正のお知らせ

春の全国交通安全運動

令和4年4月1日から

加入できる年齢が引き上げられます令和4年5月1日から

現　行 65歳～75歳到達まで改正後

（国民年金任意加入被保険者※の方のみ）

【問】さぬき市危機管理課　☎（087）894-1115　さぬき警察署交通課　☎（087）894-0110 【問】農業委員会事務局　☎（087）894-9212

「歩行者優先　守るけん　かがわ県」
4月６日(水)～４月１５日(金）
4月10日（日）は「交通事故死ゼロを目指す日」です
1 子供を始めとする歩行者の安全確保
2 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
3 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
4 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

スローガン
期　　　間

運 動 重 点

一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マナーの実践を心掛け、
「交通事故ゼロのさぬき市」を実現しましょう！

農業に従事（年間60日以上）する方

これまでの加入可能年齢 改正後の加入可能年齢

令和5年
1月

【問】農林水産課　☎（087）894-1116
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