
96

　公害には大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、
地盤沈下および悪臭などがあります。

公害

　観音寺市ではペット同行避難マニュアルを策定して
います。「平常時の備え」、「災害発生時の対応」、「避難所
での生活」に分けて対応を示しています。また、ペット
同行避難可能避難所を示しています。災害時、避難所の
開設状況を確認し避難してください。
　災害に対する「十分な備え」を行い、常に飼い主の責
任を果たす「心構え」を持つよう努めましょう。
　本マニュアルは市のホームページからダウンロード
できますが、問い合わせていただきましたらお渡しし
ます。

観音寺市ペット同行避難マニュアル

　不妊または去勢手術を受けた犬および猫の飼い主の
方は、手術費用の一部補助を受けられます。
補助対象者
◦�市内に居住し、住民基本台帳に記録されている人
◦�獣医療法に規定する届け出を行った診療施設で手術
を受けた犬（※1）または猫を、市内において飼養して
いる人
◦�本市の市税を滞納していない人
（※1）�犬の場合は、狂犬病予防法に基づく登録および狂

犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けてい
る犬であること。

補助金の額
◦�犬1匹につき　�3,000円または手術費のいずれか少

ない方の額。
◦�猫1匹につき　�3,000円または手術費のいずれか少

ない方の額。
※�ただし、補助金の交付は同一年度において、一世帯に
つき犬または猫のいずれか1匹となります。

犬および猫の不妊去勢手術費補助金

 飼い犬

　犬の所有者は、犬を取得した日（生後90日以内の犬を
取得した場合にあっては、生後90日を経過した日）から
30日以内に、市長に犬の登録を申請し、狂犬病の予防注
射を毎年1回受けなければいけません。
　飼い犬の登録については、生活環境課や各支所で
行っています。予防接種については動物病院で随時接
種が可能です。
　また市では、毎年4月に集合注射を実施しています。
注射会場、日程などについては案内はがきを発送する
とともに「広報かんおんじ」でお知らせしていますので
ご利用ください。

犬を飼うとき ���������������登録と予防注射
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　事業者は、公害の発生を防止するため、必要な措置を
しなければなりません。また、施設の届け出が必要で
す。

工場・事業所の責務 ������������������������������  
発生防止措置・施設の届け出

生活環境課 環境保全係   25-2698問

　次のような場合、できる限り早く生活環境課へ連絡
してください。
◦�飼い犬が死亡したとき
◦�犬の飼い主が変わったとき
◦�転居などで犬の所在地が変更になったとき
◦�飼い犬が行方不明になったとき

飼い犬の登録変更・抹消について
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭など
の公害について、市民や事業者からの相談に対応して
います。生活環境について相談がありましたらご連絡
ください。

公害でお困りの方に ���������������苦情相談
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　PM2.5、光化学オキシダントの予報や注意警報が発令
されると、テレビ、ラジオなどで報道されます。また香川
県ホームページで注意喚起情報が掲載されるとともに
各市町への体制が整備されています。
注意報などが発令されたら
◦�過激な運動や外出は、できるだけ避けてください。
◦�不要不急な自動車の使用などは控えてください。
◦��目やのどに刺激を感じた人は、水道水などで速やか
に洗眼、うがいをして、西讃保健福祉事務所へ連絡し
てください。
◦��目まいや息苦しくなったときは、すぐ医者の診察を
受けてください。

大気汚染の予報・注意報および警報が出たら
生活環境課 環境保全係   25-2698問
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産業

　畜産農家の完熟堆肥を耕種農家の農地に投入するこ
とにより土づくりを行い、良質な作物を生産するため
の購入堆肥への助成を行っています。

土づくりへの助成
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

土地改良事業の補助
　土地改良事業は、農業経営を行うために基本となる
土地と水の利用を図り、農村地域での生活環境の改善
と活性化を促すために行う事業です。また、土地改良施
設などの整備事業を行う土地改良区などに対して補助
金制度を設けています。
被災した農業施設の復旧
　豪雨や台風などの災害によって、農地や農業用施設
（水路、ため池、農道など）に被害があった場合、被災状
況によっては災害復旧事業の対象となります。災害が
発生した場合は被害の状況をすみやかに市へ報告して
ください。

土地改良事業を行うとき
農林水産課 土地改良係   23-3932問

　乳牛の結核、ブルセラ病検査、豚コレラ、鳥のニュー
カッスル病の予防注射などは必ず受けてください。

家畜の伝染病予防
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　観音寺市で対象品目と設定した畑作物や園芸作物を
作付けされている方に助成金が交付されます。

水田活用の直接支払交付金
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　農業共済に加入している農作物や園芸施設などに一
定以上の被害を受けたとき、共済金が支払われます。ま
た、農業経営収入保険に加入していると農業収入が一定
以上減少したとき、保険金が支払われます。

農作物が被害を受けたとき
香川県農業共済組合 三豊支所   25-2482問

　新たに農業経営を営もうとする青年などが、将来の
農業経営の姿を「青年等就農計画」で数値に表し、農業
経営の目標に向け基礎を確立しようとする青年などを
「認定新規就農者」として認定します。認定新規就農者
になると青年等就農資金の融資などの支援措置を受け
られます。

青年等就農計画の認定申請
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　農業を営むうえで必要な機械・施設の導入に対して、
県補助事業への上乗せ助成や、新規就農者向けの市単
独助成を行っています。

農業経営に必要な機械・施設導入などへの補助
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　今後の農業の担い手となる農業者の育成確保を図るた
め、農地流動化の方策としての利用権設定等促進事業、農
地移動適正化あっせん事業、農地保有合理化事業、農地中
間管理事業による賃借権の設定または所有権の移転に対
して助成を行っています。

農地流動化への助成
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

農林水産
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　この制度は、取引先などの再生手続きなどの申請や
事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより
経営の安定に支障を生じている中小企業者について、
保証限度額の別枠化などを行う制度です。

セーフティネット保証

　工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適
性に行われるようにするための法律であり、市は工場立
地に関する調査の実施、工場立地に関する準則などの公
表およびこれらに基づく勧告、命令などを行います。
※�一定規模以上の工場の新設・変更などを行う場合は、
市への届け出が必要になります。

工場立地法関係

　市内中小企業者の融資制度の円滑化を図り、企業育
成と経営の安定を促進し、あわせて商工業の振興を図
ることを目的とし、市内に居住および事業所を有する
中小企業者が金融機関より融資を受けたときに利子補
給金を交付します。

中小企業経営改善資金利子補給金交付事業

　既存の中小企業の経営の安定を図るため、制度資金
について、利用しやすい仕組みにして活用を促すなど、
企業活動の支援・育成に努めています。

中小企業融資制度

　取引（営業用）や証明に使用する計量器は計量法に基
づき、2年に1回定期検査を受けなければなりません。定
期検査の日時、場所は広報紙でお知らせします。この検
査には手数料が必要です。

はかりの検査 ���������������定期計量器検査
香川県計量検定所   087-881-2517問

　農地を「売りたい、貸したい」、「買いたい、借りたい」
という方の間に入ってあっせんを行います。
　一定の条件が整えば、農地中間管理事業の活用によ
り、税金や融資の面で優遇措置のある売買や、助成金の
対象となる貸借が行えます。
　また、利用権設定等促進事業を活用する方法もあり
ます。この制度は、貸借などの契約期限が到来すれば、
離作料を支払うことなく農地を確実に返してもらえる
ので安心です。
　相手が見つからない、農家要件を満たさないなどの理由
でご希望に添えないこともありますが、ご相談ください。

農用地のあっせん
農業委員会事務局   23-3948問

　農業者年金は、経営移譲年金（旧制度）と特例付加年
金（新制度）、農業者老齢年金があり、農業者の老後生活
の安定および福祉の向上を図るとともに、保険料助成
を通じて担い手を確保するという農業政策上の目的を
併せ持つ制度です。加入資格、受給条件、給付額などが
それぞれ異なりますので、詳しいことは農業委員会事
務局または最寄りの農業協同組合でお尋ねください。

一人ひとりの農業者を応援する農業者年金
農業委員会事務局   23-3948問

　将来の農業経営の姿を「農業経営改善計画」で数値に
表し、農業の担い手として意欲のある農業者を「認定農
業者」として認定します。認定農業者になると、低利資金
の融資や税制の特例などの支援措置を受けられます。

農業経営改善計画の認定申請
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

農用地区域からの除外
　農業振興地域の農用地に指定されている農地は、原
則として農地以外のものに転用できません。やむを得
ず農地の転用が必要な場合は、目的（農家の分家住宅の
建築など）により、除外申請をしてください。なお、許可
されない場合があります。
用地区域への編入
　農業振興地域の農用地区域の農地は補助事業の受益
対象農地となるなど、今後農業を営むうえで有利な土
地となります。農業振興地域の農地において、農用地区
域への編入を希望の方は申請してください。

農用地区域の変更
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　次のようなときは、区域を問わず農業委員会への届
け出、県知事や農業委員会などの許可が必要です。
◦�農地を農地以外のものにするとき
◦��農地を造成するとき
◦�農地を農地として売買または貸借するとき

農地の転用など
農業委員会事務局   23-3948問

商工
商工観光課 商工労政係   23-3933問
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人権 男女共同参画

　全ての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る社
会の実現のためには、市民一人ひとりが人権の大切さ
について正しく理解し、お互いの人権を尊重すること
が必要です。
　本市においては、同和問題をはじめとするさまざま
な人権問題の解決に向け、人権擁護に関する条例や人
権教育・啓発に関する基本計画（令和元年改訂）などに
基づき、人権全般について、総合的に推進します。

人権推進
人権課 人権推進係   23-3928問

　観音寺市では、だれもが自分らしく伸び伸びと充実
した人生を送るために、一人ひとりが人権を尊重し、性
別にとらわれることなく、その
個性と能力を発揮できる男女共
同参画のまちづくりを進めてい
ます。
　平成31年に計画期間を10年
とした「第2次観音寺市男女共同
参画計画」を策定し、「だれもが
ともに認め合い、ともに支え合
うまちへ」を基本理念に掲げ、さ
まざまな施策に取り組んでいま
す。
　また、男女共同参画への取り組みをより一層推進す
るため、平成22年に観音寺市男女共同参画ネットワー
ク『GENKIネット』を設立しました。このGENKIネット
は、市内を拠点としてさまざまな分野で活動している
民間団体が、それぞれの活動を認め合い、尊重し、情報
や意見の交換、学習など自主的に男女共同参画の推進
活動を行っています。
　これからも、市と市民が連携・協力し、男女共同参画
社会の実現に向け取り組みを進めていきます。

男女共同参画社会の実現
男女共同参画推進室   23-3917問

　同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決
には、市民一人ひとりの正しい理解と人権感覚を育む
ことが大切です。そこで、市民（公民館・自治会・PTAな
ど）や企業などを対象とした人権出前講座の実施、また
人権講演会の開催やリーフレットの配布、さらには保
育所・幼稚園・小中学校・高等学校と連携した人権教育・
啓発活動など、積極的に取り組んでいます。

人権教育の推進と提供
人権課 人権教育室   23-3928問

　観音寺市ふれあい文化センターは、基本的人権を基
盤とし、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点とな
る開かれたコミュニティセンターです。
　生活上の各種相談事業やさまざまな人権問題の解決
を図るために、関係諸機関や各種団体などと連携し、各
種事業を総合的に行っています。

福祉の向上と人権啓発の住民交流の拠点
観音寺市ふれあい文化センター   24-4113問

人権・男女共同参画
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