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介護保険課からの
お知らせ
家族介護用品券の支給
　在宅の重度要介護者(要介護4･5またはこれに相当)
を介護している同居の家族(介護者)に対し、介護用品
を購入できる用品券を支給します。市の登録店で利
用できるので、該当する人は申請してください。
▽対象要件…要介護者･介護者ともに市民税非課税
世帯で、在宅において同居して介護していること
▽対象用品…紙おむつ･尿とりパッ
ド･使い捨て手袋･清

せいしき
拭剤･ドライ

シャンプー
▽支給額…年間最大7万5,000円分
の用品券を年3回に分けて交付(1回
の交付は最大4カ月分で2万5,000円分)

家族介護慰労金の支給
　在宅の重度要介護者(要
介護4･5またはこれに相当)
を介護している同居の家族
(介護者)に対し、慰労金を
支給します。該当する人は
申請してください。

▽対象要件…要介護者･介護者ともに市民税非課税
世帯で、通算7日以内の短期入所（ショートステイ）を
除き、介護保険サービスを利用せずに1年以上在宅に
おいて同居して介護していること※通算90日以上の
入院があるときは、入院日数を在宅介護期間から除く
▽支給額…年額10万円

◇　　　　　　　◇　　　　　　　◇
きく介護保険課（☎928－1166）、松永（☎930－0410）・
北部（☎976－8803）・東部（☎940－2572）・神辺保健福
祉課（☎962－5005）、新市（☎0847－52－5515）・沼隈支
所保健福祉担当（☎980－7704）

交通事故などが原因で介護保険
サービスを利用するときの届け出

　介護保険の被保険者が交通事故
など第三者（加害者）の行為により
要介護状態になったり、状態が悪
化して介護保険サービスを受ける

ことになったりした場合、その費用は加害者が負担
するのが原則であり、市が一時的に立て替えた後で
加害者に請求することとなります。
　交通事故などが原因で介護保険サービスを受ける
人は、市に届け出をしてください。※詳しくは市け
に掲載
きく介護保険課（☎928－1166）

福山すこやかセンターの
駐車場が変わります

高齢者肺炎球菌予防接種

　4月1日㈯から、福山すこ
やかセンターの「南駐車場」
が利用できなくなります。
そのため、新たに第2～4駐車
場を整備したので、引き続き
第1(正面)駐車場、第5駐車場
(公用駐車場と兼用)と併せて利用してください。

　2017年度の予防接種は7月から開始しま
す。対象者には6月末日から案内文を送付
するので、同封の予診票を医療機関へ持参
し、かかりつけ医と相談して体調が良いと
きに接種を受けてください。 
い実施医療機関※市けに掲載　え本市に住民票がある
次のいずれかに該当する人　①今年度65･70･75･80･85･
90･95･100歳になる人　②60歳以上64歳以下で心臓･腎
臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に障がいを有する人※過去に23価肺炎球菌
ワクチン(ニューモバックス)を接種した人は対象外　か
3,000円　※市民税非課税世帯の人などは個人負担金免
除。詳しくは送付の案内文に記載

保健部総務課（☎928－1164）

※第3駐車場は黒瀬クリニック駐車場の一部(1～13
番、28～41番)を使用するため、駐車する場合は十分
に注意してください

保健予防課（☎928－1127）
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農林漁業者または興味がある皆さんへ
　　　～みんなで守ろう！豊かな農村・漁村～� ※詳しくは問い合わせてください

きく農林水産課（☎928－1033）
●里山里地地域
う農山村地域を活性化させる活動を5年間支援
え将来にわたり里山里地の再生・保全および地域活性化
に取り組む地域　お2地域
き5月12日㈮(必着)までに、農林水産課へ
●里山里地協力隊
う地域による里山里地の再生・保全活動
の支援。隊員を対象としたチェーンソー
などの技術研修や活動などの機器の貸し出し
え里山里地の再生・保全ボランティアに興味がある人
●里山里地保全協定企業および地域
う市と協定締結後、里山里地の再生・保全活動を実施
え市内に事業所などがあり、里山里地の再生・保全に関
心がある企業や再生・保全に取り組む地域団体

きく農林水産課（☎928－1031）
う米や野菜などを生産・販売する農業者を支援
※対象者には4月に書類を発送

きく農林水産課（☎928－1031）
う農業者団体などによる農業生産や草刈り・水路の泥上
げなどにかかる資材費や活動費などを支援

きく地産地消推進課（☎928－1242）
　人と農地の問題を解決するため、未来の設計図「人・農地
プラン(地域農業マスタープラン)」の作成を進めています。
●農業次世代人材投資事業

【経営開始型】
う就農直後の経営確立に資する資金
を交付 
え次世代を担う農業者となることを
志向する者（就農時45歳未満）
※「人・農地プラン」に位置付けられ
ることまたは農地中間管理機構から農地を借り受けて
いること
●産直市生産拡大事業
う栽培用施設に係る費用の一部を支援
え市内産の農産物を販売する産直市や
インショップなどへ出荷している人
●6次産業化推進・設備整備等事業
う新商品の開発・販路開拓などに係る経費の一部を支援
え6次産業化に取り組む農林水産業者など　

きく農林水産課（☎928－1033）
●有害鳥獣対策事業
う柵や箱わなの資材費や活動費などを支援
えイノシシなどの有害鳥獣による農作物被
害対策を行う団体
●狩猟免許取得費等補助事業
う経費の一部を支援
え新規に狩猟免許や猟銃の所持許可を取得する人

きく農林水産課（☎928－1032）
う研修費用や漁船・漁具などの整備費用を補助
え新たに漁業への就業を希望する人

　2017年度から、太陽エネルギーを
利用した設備をはじめ、スマートハ
ウスの要素となる機器などを設置
する人に対して補助金を交付します。
※住宅用太陽光発電システム設置費
補助事業は2016年度で終了しました
え自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム、住宅
用蓄電システム、HEMSを全て設置する人または太陽熱
利用システムを設置する人

▽補助金額
スマートハウス ：1件につき30万円
太陽熱利用システム：1件につき2万5,000円
※詳しくは市けに掲載

　犯罪のない安心・安全なまちづくり
を進めるため、街頭防犯カメラ設置促
進事業を行います。
　自治会・町内会などの地域団体が、自主
的に道路など公共空間の撮影を目的とし
て防犯カメラを設置する場合に費用の一部を補助します。
申請が多数の場合、審査により決定することがあります。
　補助申請には、撮影画像を適切に管理するための規則
を定める必要があります。
▽補助金額
地域団体 ：カメラ1台当たり(設置費用を含む)の必要経
費10分の9以内、80万円を限度※詳しくは市けに掲載
き4月3日㈪～7月31日㈪に、所定の申請書を、生活安全
推進課へ　▽申請書配布場所…生活安全推進課※市け
からもダウンロード可

有害鳥獣対策関係事業補助金

新規漁業就業者育成事業補助金

里山里地の再生・保全活動支援事業募集

低炭素型住宅普及促進事業費補助金
～電気を「売る」住宅から「賢く使う」住宅へ～

防犯カメラ設置に補助金
～安心・安全なまちづくり～

環境総務課（☎928－1071） 生活安全推進課（☎928－1077）

新制度
スタート !

経営所得安定対策交付金

日本型直接支払交付金

農業担い手を支援する施策交付金･補助金
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　生後91日以上の犬は必ず一生に1回の登録を行い、首輪などに鑑札を付けてください。また、毎年狂犬病予防注射を
受けさせ、注射済票も付けましょう。集合注射では、鑑札と注射済票の交付を同時に受けられます。
あ別表のとおり※｢お知らせ｣のはがきを受け取った人は、そのはがきを持参。初めての人は、当日申請書に記入
か 登録済みの犬 …3,050円(注射料金2,500円、注射済票交付手数料550円)　 未登録の犬 …6,050円(登録手数料
3,000円、注射料金2,500円、注射済票交付手数料550円) 
▽注意事項…犬が放れないように首輪などをしっかりと装着する、人をかむ恐れがある犬には口輪をはめるなど、飼
い主が犬を制御できる状態で連れて来てください。犬の体調によっては注射できない場合があります

く生活衛生課（☎928－1165）

狂犬病予防注射
（集合注射）を受けましょう

犬の登録などの窓口
　犬の登録・注射済票の交付手続きなど
は、次の窓口で行っています。
▽手続き先…生活衛生課、動物愛護センター、松
永・北部・東部・神辺保健福祉課、鞆・内海・沼隈・新
市支所

　狂犬病は、犬だけでなく人にもうつる感染症です。
感染した犬にかまれるなどして発症すると、ほぼ助か
りません。近隣のアジア地域をはじめ、今もなお狂犬
病により多くの人が亡くなっています。人への感染
を防ぐ最も効果的な方法は、飼い犬への定期的な予防
注射です。

！

注射
受けようワン！

■去勢・不妊手術をしましょう
　不幸な犬や猫を増やさないためにも、飼い犬や飼い猫
の去勢・不妊手術をしましょう。
手術をすると…
○生殖器の病気の予防により、平均寿命が延びる
○尿マーキング・発情期の鳴き声・パートナーを求めて
　の放浪などをしなくなり、動物のストレスも減少する
■無責任にエサを与える行為は不幸な命を増やす
ことも…
　去勢・不妊手術やふん尿などの清掃を行わず、かわい
そうだからと無責任にエサだけを与える行為は、本当に
犬や猫にとって幸せなことでしょうか。不幸な命を生み
出さないようにすることが求められています。
■犬のしつけ方教室
あ毎月第3金曜日（祝日除く）午前10時～正午　い同セ
ンター　え市民※予約が必要

■地域猫活動を知っていますか?
　地域住民が主体となり、野良猫に去勢・不妊手術をし、
エサやりやふん尿の管理などを適切に行うことで、野良
猫の数を少しずつ減らすとともに、ふん尿被害などを減
らし「住みよい地域」をつくるための活動です。
■迷い犬（猫）の情報
　市けで、同センターに収容されている
迷い犬（猫）の情報提供を行っています。
該当する犬（猫）がいる場合は、速やかに
同センターまで連絡してください。
■犬の譲渡講習会
　受講者に犬を譲渡します。譲渡対象となっている犬
の情報などは市けへ掲載しています。
あ毎月第2・4木曜日（祝日除く）午後1時30分～2時30分、
奇数月第2日曜日（9月を除く）午前10時～11時　い同セ
ンター　え成人

　犬や猫との生活は楽しく、かけがえのないものです。しか
し、飼い主にはマナーを守り、最後まで飼う責任が伴います。
　飼えなくなったときは、新しい飼い主を自分で探しましょう。

く動物愛護センター（☎970－1201）

日程 地域名 場　　　所 時　間

9
㈰

東部
中央

東部市民センター  9 ：30～10：40
旧幕山幼稚園（幕山公民館横）11：00～11：30
野々浜公民館 13：00～13：40
川口東公民館 14：10～15：00

北部

旧芦田支所 10：00～10：30
新市コミュニティセンター 11：00～11：30
北部市民センター 13：00～14：00
かんなべ市民交流センター（神辺支所）14：20～15：10

10
㈪

旭  
西深津
深津
手城
蔵王
日吉台

すこやかセンター正面駐車場  9 ：00～ 9 ：30
深津コミュニティセンター  9 ：50～10：10
深津公民館 10：30～11：10
手城公民館 11：30～12：10
蔵王公民館 13：30～14：10
日吉台公民館 14：30～15：00

11
㈫

泉  
山手
津之郷
西

泉公民館  9 ：30～ 9 ：50
ＪＡ山郷支店 10：10～10：40
山手コミュニティセンター 11：00～11：30
山手公民館 12：50～13：20
旧津之郷公民館（ＪＡ津之郷支店横）13：40～14：20
西神島八幡神社 14：40～15：00

熊野
山南
千年

熊野公民館 10：00～10：30
山南公民館 10：50～11：20
ＪＡ山南支店駐車場 11：35～12：05
沼隈体育館 13：25～13：55
沼隈支所裏駐車場 14：10～14：50

12
㈬

霞  
西  
光

旧霞幼稚園  9 ：30～10：00
地吹荒神社 10：15～10：45
本庄コミュニティセンター 11：00～11：20
西公民館 11：35～11：55
光公民館 13：15～13：35
市体育館 13：50～14：20
草戸コミュニティセンター 14：35～14：55

日程 地域名 場　　　所 時　間

12
㈬

伊勢丘
幕山
春日
緑丘

東部市民センター  9 ：30～10：10
東朋中学校正門 10：25～10：55
青葉台第１公園 11：10～11：40
春日公民館 13：00～13：30
春日コミュニティ館 13：45～14：15
緑丘公民館 14：30～15：00

13
㈭

桜丘
千田
東

久松台

高美台第１公園  9 ：30～10：00
緑陽会館 10：15～10：45
ＪＡ奈良津取次所 11：10～11：40
三吉コミュニティセンター 13：00～13：20
久松台公民館 13：40～14：10
向陽町福祉会館前 14：25～14：55

網引
新市
駅家西

連下公会堂 10：00～10：20
下安井会館駐車場 10：40～11：00
相方会館 11：20～11：40
素盞嗚神社駐車場 13：00～13：20
弥生ヶ丘東公園 13：40～14：00
駅家西公民館 14：20～14：40

14
㈮

広瀬
加茂

広瀬公民館 10：00～10：30
粟根妙永寺 10：50～11：10
加茂支所 11：30～12：00
加茂公民館 13：20～14：00
百谷集会所 14：20～14：40

中条
山野

元若杉コミュニティ館（旧若杉会館）  9 ：40～10：00
中条公民館 10：20～10：50
三谷いこいの家 11：10～11：25
山野公民館 12：50～13：30
田原公会堂 13：50～14：05
山野原谷バス停 14：20～14：35
矢川老人集会所 14：50～15：05

日程 地域名 場　　　所 時　間

16
㈰

南部
西部
中央

沼隈支所裏駐車場 10：00～10：40
高島公民館 11：20～12：10
明王台公民館 13：30～14：10
福山すこやかセンター東館前 14：40～15：20

西部

西部市民センター裏（北側）10：00～10：30
赤坂公民館 11：00～11：40
瀬戸公民館 13：00～13：30
旧津之郷公民館（JA津之郷支店横）13：50～14：40

17
㈪

引野
旭丘
野々浜
大津野
伊勢丘

引野公民館  9 ：30～10：00
旭丘公民館 10：20～10：50
野々浜公民館 11：10～11：40
大門公民館 13：00～13：40
東部市民センター 14：00～14：40

今津
本郷
東村

高西公民館 10：00～10：30
今津公民館 10：50～11：20
本郷コミュニティセンター 11：40～12：10
本郷公民館 13：30～14：00
東村公民館 14：20～14：50

18
㈫

樹徳
西深津
長浜
箕島

樹徳公民館  9 ：30～10：00
JA 本庄支店 10：20～10：50
西深津公民館 11：10～11：40
長浜公民館 13：00～13：30
箕島公民館 13：50～14：30

有磨
福相
宜山
泉

柞磨集会所 10：00～10：20
柞磨下谷クラブ 10：35～10：50
天神公民館 11：05～11：20
芦田東消防分団第2班器具庫前 11：35～11：50
光の丘病院前駐車場 13：10～13：30
上山守老人集会所 13：45～14：00
境集会所 14：20～14：50

日程 地域名 場　　　所 時　間

19
㈬

常金丸
網引
新市
戸手
御幸

芦浦老人集会所 10：00～10：15
上安井老人集会所 10：30～10：45
網引公民館 11：00～11：20
新市コミュニティセンター 11：35～12：05
戸手公民館 13：25～13：40
森脇八幡神社 14：00～14：40

常石
内海
内浦

常石小学校グラウンド 10：00～10：30
やまわり会館 11：00～11：30
内海支所 11：45～12：05
内海ふれあいホール前駐車場 13：20～13：40
内浦公民館 14：10～14：30
箱崎集会所 14：50～15：10

20
㈭

服部
駅家東
御幸
駅家

服部本郷会館 10：00～10：20
服部公民館 10：35～10：55
駅家服部コミュニティ館 11：10～11：30
駅家東公民館 11：45～12：15
千鶴幼稚園運動場入口 13：35～14：05
北部市民センター 14：25～14：55

湯田
御野
竹尋

湯田公民館  9 ：30～10：00
菅茶山記念館 10：15～10：45
御野公民館 11：00～11：30
上御領中組公民館 12：50～13：20
神辺東コミュニティセンター 13：40～14：00
竹尋公民館 14：20～14：40
八尋会館 14：55～15：10

21
㈮

明王台
水呑
高島

明王台公民館  9 ：50～10：30
水呑郵便局裏（三新田） 10：50～11：20
水呑分室 11：40～12：10
キリン公園（水呑保育所前）13：30～14：00
高島公民館 14：20～14：50

千田
御幸

ＪＡ千田支店 10：00～10：40
千田公民館 10：55～11：25
横尾第２公園 11：40～12：10
御幸公民館 13：30～14：00
上岩成公民館（今宮神社）14：20～14：50

日程 地域名 場　　　所 時　間

23
㈰

北部
西部

山野公民館 10：10～10：40
加茂公民館 11：20～11：50
北部市民センター 13：10～13：40
山手公民館 14：20～15：00

中央
東部

久松台公民館  9 ：30～10：10
蔵王公民館 10：40～11：10
日吉台公民館 12：40～13：10
伊勢丘公民館 13：30～14：00
手城公民館 14：20～14：50

24
㈪

有磨
福相
宜山

有磨公民館 10：00～10：30
市立動物園駐車場（芦田支所南側）10：50～11：20
福田公民館 11：40～12：10
宜山公民館 13：30～14：00
動物愛護センター 14：20～14：50

山南
千年
能登原
鞆

沼隈体育センター（テニスコート南側）10：10～10：50
沼隈支所裏駐車場 11：10～11：40
能登原公民館 13：00～13：20
平二会館横駐車場 13：50～14：10
鞆コミュニティセンター 14：30～15：00

25
㈫

多治米
川口
川口東
曙  

新涯

多治米公民館  9 ：30～10：00
川口八幡神社 10：20～10：50
川口東公民館 11：05～11：35
曙公園（Ｄ51横） 12：55～13：25
ＪＡ新涯出張所 13：40～14：10
新涯公民館 14：30～15：00

坪生
大谷台
幕山
伊勢丘

坪生公民館 10：00～10：30
坪生小学校運動場入口 10：50～11：10
大谷台東公園 11：30～12：00
旧幕山幼稚園（幕山公民館横）13：20～13：50
東部市民センター 14：10～14：50

日程 地域名 場　　　所 時　間

26
㈬

神辺
道上
中条
湯田

ＪＡ神辺支店（神辺駅前） 9 ：30～10：10
道上公民館 10：30～11：10
神辺西コミュニティセンター 11：30～12：00
かんなべ市民交流センター（神辺支所）13：20～14：00
早王会館 14：20～14：50

新市
常金丸

新市コミュニティセンター 10：00～10：30
常コミュニティ館 10：50～11：05
金名老人集会所 11：20～11：35
常金丸公民館 12：55～13：35
西福寺 13：50～14：05
旧福山営林署川井谷事務所 14：20～14：35

27
㈭

藤江
金江
柳津
松永

藤江公民館 10：00～10：40
金江公民館 11：00～11：40
柳津公民館 13：00～13：40
西部市民センター裏（北側）14：00～14：40

瀬戸
熊野
山南
千年

志田原集会所  9 ：50～10：05
熊野貯水池（旧水源池バス停付近）10：25～10：40
上之原上集会所 10：55～11：10
圃場整備記念碑前（旧菅田消防屯所付近）11：30～11：50
大富西観音 12：05～12：20
平家谷会館 13：40～13：55
樫隈地区公民館 14：10～14：25
柏迫池横広場 14：40～14：55

28
㈮

長浜
旭丘
大津野
竹尋
御野

宮之谷集会所  9 ：50～10：20
平成台西公園 10：40～11：10
大門春日神社前 11：30～12：00
上竹田会館 13：20～13：50
平野中公民館 14：10～14：40

瀬戸
赤坂
神村

瀬戸公民館  9 ：30～10：00
瀬戸コミュニティセンター 10：15～10：45
東和苑中央公園 11：05～11：35
赤坂公民館 12：50～13：30
神村公民館 13：45～14：15
長者ヶ原精米所 14：35～14：55

狂犬病予防集合注射日程表　※狂犬病予防注射は動物病院でも接種できます。料金などは各病院に問い合わせてください
　　　　　　　　　　　　　※日曜日も実施します

最後まで
愛情と責任を


