
市政出前講座
市長・市職員が講師として皆さんの

地域に出向き、市政をわかりやすく

ご説明します。

●市長と語ろう ････････････････････････････････秘書広報課

●市役所の業務 ･･････････････････････････････････････総務課

●情報公開制度 ･･････････････････････････････････････総務課

●防犯 ････････････････････････････････････････････危機管理課

●防災知識 ･･････････････････････････････････････危機管理課

●交通安全 ･･････････････････････････････････････危機管理課

●本年度予算 ･････････････････････････････････････････財政課

●市財政の将来見込み ･････････････････････････････財政課

●市の現状と将来ビジョン ･････････････････政策推進課

●交通施策 ･･････････････････････････････････････政策推進課

●都市計画制度について ････････････････････政策推進課

●税金の仕組みと納税方法 ･･･････････････････････税務課

●窓口業務 ････････････････････････････････････････････市民課

●国民健康保険の仕組み ･･････････････････････････市民課

●国民年金制度 ･･････････････････････････････････････市民課

●後期高齢者医療制度 ･････････････････････････････市民課

●介護保険制度 ･･････････････････････････････････････市民課

●ごみの減量化 ････････････････････････････････生活環境課

●市環境基本計画 ･････････････････････････････生活環境課

●地球温暖化対策について ･････････････････生活環境課

●あらゆる差別と人権 ････････････････人権･同和対策課

●家庭の水道 ･･･････････････････････････････････上下水道課

●下水道 ･････････････････････････････････････････上下水道課

●消費者問題 ･･･････････････････････････････････商工観光課

●有害鳥獣被害防止 ････････････････････････････････農林課

●集落営農 ････････････････････････････････････････････農林課

●経営所得安定対策等 ･････････････････････････････農林課

●農地･農業用施設の保全管理 ･････････････耕地水産課

●水産業 ･････････････････････････････････････････耕地水産課

●法定外公共物 ･･････････････････････････････････････建設課

●高齢者福祉サービスあれこれ ･･･････････福祉推進課

●障害福祉サービスあれこれ ･･････････････福祉推進課

●避難行動要支援者支援について ････････福祉推進課

●介護予防 ･････････････････････････････ 健康長寿あんしん課

●歯とお口の健康 ････････････････････ 健康長寿あんしん課

●認知症サポーター養成講座 ･････ 健康長寿あんしん課

●健診結果活用術 ････････････････････ 健康長寿あんしん課

●すこやか子育て講座 ･･････････････ 健康長寿あんしん課

●あなたを変えるあたりまえ健康講座･･ 健康長寿あんしん課

●知って得する食事のお話 ････････ 健康長寿あんしん課

●女性の健康 ･･････････････････････････ 健康長寿あんしん課

●心の健康 ･････････････････････････････ 健康長寿あんしん課

●子育て支援 ･･･････････････････････子ども子育て支援課

●小・中学校等の施設管理 ･････････････････教育総務課

●子どもの教育 ････････････････････････････････学校教育課

●生涯学習・社会教育 ･･･････････････････････社会教育課

●図書館利用・親子読書 ････････････････････社会教育課

●私のまちの文化財 ･････････････文化･スポーツ振興課

●やってみよう!軽スポーツ･･･文化･スポーツ振興課

●議会の仕組み ････････････････････････････････議会事務局

●明るい選挙 ････････････････････選挙管理委員会事務局

●農地の地目変更 ････････････････････農業委員会事務局

申込手順

①受講申込書を入手

各庁舎または市公式ウェブ

サイトで入手できます。

▼ ▼

②申込書を提出

開催希望日の1か月前までに、

秘書広報課または各講座の担

当課窓口へ提出します。

▼ ▼

▼ ▼

③受講決定通知が届く

⑤受講結果報告書の提出

秘書広報課または各講座の担

当課窓口へ提出します。

問 秘書広報課

　 （☎0978-62-1800）
④講座を開催

【利用できる方】　市内に在住する10人以上の団体・グループ等

【開催日時】　原則として平日の10時から21時まで（休日をご希望される方は、ご相談ください。）

▼5月8日（月）
三川区公民館‥‥‥‥ 9：00 ～ 9：10
片野区公民館‥‥‥‥ 9：15 ～ 9：25
東地区公民館‥‥‥‥ 9：35 ～ 9：55
原北活性化センター‥10：05 ～10：20
梶ヶ浜管理事務所前公園‥10：30 ～10：45
加貫区公民館‥‥‥‥10：50 ～11：05
年田区公民館‥‥‥‥11：15 ～11：35
野田区公民館‥‥‥‥11：45 ～11：55
旧市役所庁舎跡駐車場‥13：10 ～13：30
新庄区公民館‥‥‥‥13：40 ～13：55
中区公民館‥‥‥‥‥14：05 ～14：15
八坂地区公民館（杵築駅裏）‥14：25 ～15：05
相原区グラウンド‥‥15：15 ～15：35

▼5月9日（火）
藤ノ川区公民館‥‥‥ 9：00 ～ 9：15
大内地区公民館‥‥‥ 9：30 ～10：00
草場孝高橋‥‥‥‥‥10：10 ～10：25
篠原区公民館‥‥‥‥10：35 ～10：50
菅尾区公民館‥‥‥‥11：00 ～11：10
鴨川区公民館‥‥‥‥11：20 ～11：35
岩谷区集落センター‥13：15 ～13：25
中津屋区公民館‥‥‥13：35 ～13：50
船部区公民館‥‥‥‥14：00 ～14：10
北杵築地区公民館‥‥14：20 ～14：30
西溝井集落センター‥14：40 ～14：55
大日公民館‥‥‥‥‥15：05 ～15：15

▼5月10日（水）
灘手区公民館‥‥‥‥ 8：50 ～ 9：05
守江区公民館‥‥‥‥ 9：15 ～ 9：40
住吉浜入口バス停‥‥ 9：45 ～10：10
奈狩江地区公民館‥‥10：15 ～10：50
美濃崎漁村センター‥11：00 ～11：15
奈多コミュニティーセンター‥11：25 ～11：40
横城区公民館‥‥‥‥11：50 ～12：00

▼5月11日（木）
宮司区公民館‥‥‥‥ 8：50 ～ 9：10
馬場尾区公民館‥‥‥09：20 ～ 9：40
杵築コミュニティーセンター‥09：50 ～10：05
旧市民会館下の橋‥‥10：15 ～10：30
据場区公民館‥‥‥‥10：40 ～10：50
宗近公民館‥‥‥‥‥11：00 ～11：30
Ｂ＆Ｇ海洋センター‥11：40 ～12：00

▼5月15日（月）
貫井公民館‥‥‥‥‥ 9：15 ～ 9：35
梅田（岩尾裕二氏宅前）‥ 9：45 ～ 9：55
日指公民館‥‥‥‥‥10：05 ～10：20
上河内旧農協倉庫‥‥10：30 ～10：55
浄土寺公民館（上地区）‥11：10 ～11：30
上地区公民館‥‥‥‥11：40 ～12：00
石河野（阿部孝弘氏宅前）‥13：10 ～13：20
勢場（山田義隆氏宅前）‥13：30 ～13：40
山浦地区公民館‥‥‥14：00 ～14：20
東部公民館‥‥‥‥‥14：30 ～14：45

▼5月16日（火）
薫石（都甲正徳氏宅前）‥ 9：15 ～ 9：30
松尾地区公民館‥‥‥ 9：40 ～ 9：50
旧農協向野出張所‥‥10：00 ～10：20
立石地区公民館‥‥‥10：30 ～11：05
下公民館（金水）‥‥‥11：15 ～11：35
鶴成公民館‥‥‥‥‥11：45 ～12：00
Ａコープ山香店駐車場‥13：10 ～13：40
旧山香中央公民館跡駐車場
　　　　　‥‥‥‥‥13：50 ～14：20
倉成公民館‥‥‥‥‥14：30 ～14：50
高中公民館‥‥‥‥‥15：00 ～15：15

▼5月17日（水）
報国（小城酒店前）‥‥ 9：15 ～ 9：35 
下村公民館‥‥‥‥‥ 9：45 ～ 9：55
東山香地区公民館‥‥10：10 ～10：25
旧広寿苑‥‥‥‥‥‥10：35 ～10：50
福林（木村商店前）‥‥11：00 ～11：30

▼5月18日（木）
筌口老人憩いの家‥‥ 9：00 ～ 9：10
白木原老人軽作業所‥ 9：20 ～ 9：35
北俣水生活改善ｾﾝﾀｰ‥ 9：40 ～ 9：50
西俣水生活改善ｾﾝﾀｰ‥10：00 ～10：15
上波多方公民館‥‥‥10：25 ～10：35
波多方消防倉庫前‥‥10：45 ～11：00
上沓掛ライスセンター‥11：10 ～11：25
下沓掛公民館‥‥‥‥11：30 ～11：40
大田庁舎前‥‥‥‥‥11：45 ～12：00
小野比枝神社下‥‥‥13：10 ～13：30
永松若宮八幡社下‥‥13：40 ～13：55

※飼い犬が死亡した場合、他市から転入した場合、飼い主が変わった場合は市に届け出をしてください。

集合注射を受けられない人は、下記の獣医師により個別注射を受けることも可能です。

　　生後91日以上の犬は、毎年の予防注射と生涯1回の登録が必要です。
　　　　 愛犬の健康と、万が一の咬傷事故に備え、必ず受けましょう。

問 生活環境課（☎0978-62-1807 ／内線163）

当日お持ちください…
①通知ハガキ（犬の登録をしている飼い主に事前に送付します）

②注射料 3,070円（ 　　　　　　　　  　　　　　　　　　）

狂犬病予防注射日程のお知らせ
混雑を避けるために地区分けをしていますが、都合のよい日に直接、会場にお越しください

平成29年度

※新しく犬を飼い始めた場合は登録料として別途3,000円が必要です（犬1匹につき一生で1回の登録が必要です）

混雑を避けるため、釣り銭の無いようご準備願います

清水邦道（清水獣医科医院）　  杵築市大字八坂2961-16

岩武香織（なた海岸動物病院）  杵築市大字狩宿1092-8

阿部陽一（あべ犬猫鳥の病院）  日出町大字豊岡5113-1

永野克洋（永野どうぶつ病院）  日出町3880-7

足立るみ（ポチ診療所）　　　  日出町大字川崎242-3

☎0978-63-0043

☎0978-66-5528

☎0977-73-0663 

☎0977-44-6410 

☎0977-75-6088

【狂犬病予防接種】狂犬病は人獣共通感染症（人も
動物も同じく感染する病気）であり、人に感染した
場合、現在の医学でも治療方法は全くなく、100％
近い確率で死亡しています。狂犬病予防注射は犬
のために打つものではなく、人間（ヒト）が狂犬病
にかかることを防ぐために、犬に接種するもので
す。そのため、法律により犬の登録・狂犬病予防注
射が犬の飼主に義務づけられています。
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