平成29年度 狂犬病予防注射日程
環 境 安 全 課 p24-8836
綾歌市民総合センター p86-5510
飯山市民総合センター p98-7953

案内ハガキの問診票に事前に記入し、持参してください。
丸亀市内どこの会場でも受けられます。

わたしたちのまち 丸亀市の選挙です
選挙管理委員会 p２４-８８２５

丸亀市長選挙
丸亀市議会議員選挙
投票日

集合注射日程で都合の悪い人は、最寄りの香川県獣医師会指定の動物病院で注射を受けさせてください。

午前７時〜午後８時

犬の登録に変更がある場合（現在は飼っていないなど）は、手続きをしてください。
【旧丸亀市内】

日㈯

４月６日㈭

４月

9：00〜 9：10
9：25〜 9：35
9：50〜10：10
10：25〜10：45
11：00〜11：20

飯山総合学習センター
9：10〜 9：40
東小川児童センター
9：55〜10：15
飯山総合保健福祉センター 10：30〜10：45
飯山総合運動公園
11：00〜11：20
飯山地域子育て支援センター駐車場 11：35〜11：45

東小川児童センター
9：10〜 9：30
飯山南コミュニティセンター 9：45〜10：10
10：25〜10：55
29 飯山市民総合センター
ニューヤマザキデイリー
11：10〜11：30
ストアー丸亀東坂元店
（三谷団地入口）

※昨年から会場が変更になった所が
あります。詳しくは環境安全課に
お問い合わせください。

「飼い主のいない犬や猫」への
エサやりは、絶対にやめましょう。
エサをやるなら、責任をもって飼ってあげましょう。
動物をいたわる気持ちは、
動物愛護の観点からはとても大切なことです。
一方でエサやりにより増えてしまった、
飼い主のいない犬や猫には、
狂犬病や伝染病の危険
性があります。また、
追いかけられ怖い思いをする人や、
ふん尿被害に困る人もいます。
結果的に住民にとって迷惑な存在になってしまい、
不幸な命を増やしてしまうことになります。
人と動物が心地よく共生できる社会づくりのために、
ご協力をお願いします。
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【投票できる人】
誕生日が平成１１年４月１７日以前の日本国民で、平成
２９年１月８日までに住民票が作成され、丸亀市に引き続
き住民票のある人
【期日前投票】
仕事や旅行などの用事で投票日に投票所に行けない
人は、期日前投票をご利用ください。

分

期日前投票所
期
時

丸亀市役所
栗熊コミュニティセンター
飯山市民総合センター
間 ４月１０日㈪〜１５日㈯
間 午前８時半〜午後８時

区

【注意】投票所の変更のお知らせ

郡家小学校 ⇒ 郡家コミュニティセンター

身体障害者手帳

障害などの程度
両下肢・体幹・移動機能の障害

1・2級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害

1・3級

免疫・肝臓の障害

1〜3級

両下肢・体幹の障害
戦傷病者手帳
介護保険の被保険者証

特別項症〜第２項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・
特別項症〜第３項症
直腸・小腸・肝臓の障害
要介護状態区分

要介護５

日㈷

４月２日㈰

日㈭

幸町自治会館
新浜集会場
15 うちわ会館前(塩屋町）
城坤幼稚園北駐車場
(旧)JA報徳支店

9：10〜 9：40
9：55〜10：05
10：20〜10：30
10：45〜10：55
11：10〜11：20

４月

４月

労住協丸亀第2団地集会所 9：00〜 9：10
原田西三分一集会所
9：25〜 9：35
原田団地集会所
9：50〜10：00 【綾歌・飯山地区】
13
岡田コミュニティセンター 9：30〜10：00
(旧)JA川西支店
10：20〜10：35
綾歌市民総合センター
10：15〜10：40
川西コミュニティセンター 10：50〜11：05
富士見坂団地集会所
10：55〜11：25
JA川西南出張所跡
11：15〜11：25

飯山総合学習センター
荒・徳部公民館
23 定連・宮の浦集会場
勝福寺
住吉公民館

日㈰

日㈬

日㈬

9：00〜 9：10
9：20〜 9：30
9：40〜 9：50
10：00〜10：10
10：20〜10：30
10：50〜11：00

４月

４月

４月

広島町茂浦
広島町青木
広島町甲路
19
広島町釜ノ越
広島町江ノ浦
広島町小手島

9：00〜 9：10
9：25〜 9：35
9：50〜10：00
10：15〜10：30

9：20〜 9：30
9：45〜 9：55
10：10〜10：30
10：45〜10：55
11：10〜11：20

岡田神社
向王子公民館
20 岡田東団地集会場
宿母・小津森公民館
赤坂公民館

日㈭

日㈫

吉岡西自治会館
（飯野町） 9：00〜 9：10
(旧)JA飯野支店
9：25〜 9：45
10：00〜10：10
12 飯野下代自治会館
東光寺
（川西町）
10：25〜10：35
土器西村集会場
10：50〜11：05

本島町笠島
本島町甲生
本島町福田
本島市民センター

富熊コミュニティセンター 9：10〜 9：20
奥川内公民館
9：35〜 9：45
大原公民館
10：00〜10：10
本村公民館
10：25〜10：35
西沖公民館
10：50〜11：00

４月

４月

外濠緑道公園
9：00〜 9：10
JAたまねぎ冷蔵倉庫(三条町) 9：25〜 9：35
9：50〜10：05
11 日吉神社（三条町）
辻自治会館
（郡家町）
10：20〜10：30
(旧）
JA垂水事業所
10：45〜11：00

４月４日㈫

郡家コミュニティセンター 9：00〜 9：30
(旧）
JA垂水事業所
9：45〜10：15
岡崎酒店
（垂水町）
10：30〜11：00 【島しょ部】

４月７日㈮

城北コミュニティセンター 9：00〜 9：15
中府大鳥居自治会館
9：30〜 9：45
22
城南コミュニティセンター 10：00〜10：25
丸亀市役所
10：45〜11：15

日㈯

４月９日㈰

土器駒ヶ林自治会館
9：00〜 9：15
土器山辺南自治会館
9：30〜 9：45
土器コミュニティセンター 10：00〜10：20
城東小学校
10：35〜10：55

（島しょ部は午前６時〜午後７時）

【綾歌・飯山地区】

４月

４月８日㈯

【旧丸亀市内】

4月16日㈰

【不在者投票】
（市ホームページ）
滞在地での不在者投票
出張などで投票日までに丸亀市に戻ってこられない人
は、滞在地の市町選挙管理委員会で不在者投票ができ
ます。丸亀市選挙管理委員会に投票用紙などを請求して
ください。郵送などでのやり取りとなりますので、早めの
ご請求をお願いします。
病院などでの不在者投票
不在者投票指定施設に入院・入所している人で、投票
日当日に投票所に行けない見込みの人は、その施設で
不在者投票ができます。施設にお問い合わせください。
郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被
保険者証をお持ちの人で、下記に該当する人は、郵便な
どによって不在者投票ができます。事前に手続きが必要
ですので、
お早めにお問い合わせください。

〜丸亀市国民健康保険の加入者〜

保険課 p24-8842

人間ドック費用の一部を助成します

昨年度より

5千円
増額

6月1日から
受け付け

４月以降に人間ドックを受診した人に、診査料の一部を助成します。ただし、脳ドック、
歯科ドック、
ＰＥＴ検査、一般健康診断などは助成対象外です。
◎対象（次の要件をすべて満たす人）
平成２９年４月１日〜平成３０年３月３１日に保険医療
機関で人間ドックを受診した人
★原則、
「必須検査項目」を満たしている場合のみ（ただ
し、市が特別の事情があると認める場合を除く）
受診日において満４０歳〜７４歳で、丸亀市国民健康保
険に加入しており、市の特定健診・がん検診（肺がん・
胃がん・大腸がん）の受診券を使用していない人
人間ドック結果報告書中の「特定健診検査項目」を特
定保健指導等に活用することに同意する人
申請時に納期限の到来している国保税を完納してい
る世帯の人
◎助成金額（申請後に口座振り込み）
被保険者１人につき
１日ドックは１万５千円、１泊２日ドックは２万円
支払った診査料が助成金額に満たない場合は、助成
できませんのでご了承ください。

「人間ドック必須検査項目」
<1日ドック>
問診・視診・聴打診・触診・既往歴の調査（自覚症状・服薬歴・喫煙
習慣の状況を含む）
・身長・体重・腹囲・BMI・視力検査・聴力検査・
眼底検査・血圧（収縮期・拡張期）
・心電図検査・尿糖・尿蛋白・尿
潜血・赤血球数・血色素量（ヘモグロビン濃度）
・ヘマトクリット
値・白血球数・血小板数・中性脂肪（トリグリセライド）
・HDLコレ
ステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・GOT
（AST）
・GPT（ALT）
・
γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総蛋白・アル
ブミン・血清クレアチニン値・尿酸・ヘモグロビンA1c・空腹時
血糖値・便潜血（大腸がん検査）
・腹部超音波・胸部X線（肺がん・
結核検査）
・上部消化管X線または内視鏡（胃がん等検査）
<1泊2日ドック>
上記検査項目に加えて
眼圧検査・呼吸機能検査・尿比重・PH・ウロビリノーゲン・MCV・
MCH・MCHC・LDH・尿素窒素・血糖（ブドウ糖負荷）
・CRP検査
（感染症検査）
※太文字は「特定健診検査項目」です。
（ 特定保健指導などに
活用します。）
※申請時に必要なものは、広報6月号でお知らせします。

丸亀市の市外局番 0877
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