
新幹線まちづくり課（内線159）

車両基地駅（仮称）のデザインが決定しました
内容 2月25日㈪〜3月1５日㈮に実施した車両基

地駅（仮称）の３つのデザイン案に対する投票

の結果、A案の「未来」に決定しました。　　　　

決定に際しては、市内外の皆さんや市内の中

学生・高校生などから、多くの投票をいただき

ました。今後は、本年度に詳細設計を行い、来

年度の着工を予定しています。

環境保全課（内線149）

狂犬病予防の集合注射を実施します

西大村地区コミセン

萱瀬ダム建設記念会館

萱瀬住民センター

鈴田　　〃

溝陸公民館

三浦住民センター

木場公民館

椎池　〃

上久原　〃

郡地区　〃

上諏訪　〃

坂口　〃

市役所別館入口

　　　
中地区公民館

野岳湖公園駐車場

松原住民センター

竹松　　〃

福重　　〃

9:30〜10:30

13:40〜14:10

14:40〜15:30

 9:30〜11:30

13:40〜14:30

15:00〜15:45

9:30〜11:00

13:30〜14:00

14:30〜15:30

9:45〜11:15

13:30〜14:00

14:30〜15:00

10:00〜12:00

9:30〜11:30

13:45〜14:15

14:45〜15:25

 9:30〜11:30

13:45〜15:15

21日㈫

22日㈬

23日㈭

24日㈮

25日㈯

26日㈰

27日㈪

28日㈫

5月 時　間 場　所

集合注射日程表

※犬を固定することができる人が会場にお越しください。

※人や他の犬に危害を加えるおそれがある犬は、必ず口輪を

　かけてください。

内容 年に１度の狂犬病予防注射の時期になりまし

た。次の日程で集合注射を実施します。飼い主

は忘れずに接種させましょう。

持参 ①市からのはがき

②接種費用(お釣りがないよう準備してください)

・狂犬病予防注射代…2,700円

・注射済票交付手数料…５５０円

③新規登録料…３，０００円(すでに登録済みの場

合は不要)

※鑑札の再交付を受けるときは別途１，６００円

◆動物病院でも接種できます

集合注射に参加できない場合は、必ず動物病院で

接種してください。(料金は各院へご確認ください。)

堤動物病院（杭出津3丁目）

森動物病院（富の原1丁目）

藤井動物病院（池田1丁目）

かず動物病院（宮小路3丁目）

もみじ動物病院（竹松本町）

はらだ動物病院（桜馬場2丁目）

☎54・5577

☎55・２２３１

☎52・１４２２

☎56・２２０２

☎55・５７３３

☎48・8088

税務課（内線116）

軽自動車税、自動車税の納期限は５月31日㈮です

申請受付期間

納付書が届いてから５月24日㈮までです。

申請期限を過ぎると減免できませんのでご注意ください。

◆入っていますか？自賠責保険
自動車やバイク、原動機付自転車の所有者は、自賠責保険

（自動車損害賠償責任保険・共済）への加入が義務付けら

れています。

自賠責保険の期限が切れていないか、または未加入でな

いか確認してください。

加入手続は市内の車両販売店などで取り扱っています。

◆車の相続手続きは忘れずに
車の所有者が亡くなった場合は、必ず相続による名義変

更などの手続きをお願いします。

▶軽自動車税に関するお問い合わせ

●税務課（内線116）

▶自動車税に関するお問い合わせ

●県央振興局税務部 ☎22・0508

◆軽自動車税の減免申請は早めに済ませましょう
減免対象

次のいずれかに該当し、所持車両（普通自動車含む）のう

ち１台のみ対象。

①歩行が困難な障がい者などの通学、通院、通所、または

仕事のために使用することを目的とした軽自動車（障が

い者本人、または生計を同じくする人が所有する軽自

動車に限る）

※障害者手帳の等級や障がいの程度によっては、減免が受

けられない場合があります。

②車両の構造が障がい者用の軽自動車など

申請時必要なもの

▶軽自動車税納税通知書　▶車検証

▶身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳または精神障

害者保健福祉手帳

▶減免申請車両を運転する人の運転免許証

▶減免を申請する人(減免申請車両の所有者など)の印か

んと、本人確認ができるもの※

▶減免申請車両の所有者の個人番号がわかるもの

※本人確認書類

1つで確認できるもの

２つで確認できるもの

内容　軽自動車税、自動車税の納付通知書は５月上旬に送付されます。お近くの金融機関やコンビニエンスストア

で忘れずに納付しましょう。なお、軽自動車税は市役所、各住民センターでも納付することができます。

まちづくりのテーマ

「世界へ、そして未来につながる・

                緑と歴史の大舞台　新大村」
新幹線車両のもつシャープさを直線で表現し、

光あふれる雰囲気で未来をイメージ

「未来」デザインテーマ

企画政策課（内線215）

海外姉妹都市へのホームステイ派遣事業参加者募集
内　容　市の姉妹都市へホームステイをする学生を

募集します。

派遣先　①米国サンカルロス市

②ポルトガル共和国シントラ市

期　間　①７月27日㈯〜８月4日㈰

②８月1日㈭〜８月14日㈬

対　象　市内に住所を有する平成13年４月２日〜

平成17年4月1日生まれの人

費　用 30万円程度(うち9割を市が助成）

〆　切 5月13日㈪

選　考　面接などによる選考

◆説明会
日時　５月7日㈫、

　　　　18時30分〜

場所　市役所

※詳しくは、市ホーム

ページまたは企画政

策課・国際交流プラ

ザの窓口に設置して

いる募集要領をご確

認ください。

①米国サンカルロス市

②ポルトガル共和国シントラ市

運転免許証・パスポート・個人番号カードなど

保険証・年金手帳・通知カードなど
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