
令和３年度狂犬病予防集合注射を実施します令和３年度狂犬病予防集合注射を実施します
今年度の注射料金は 3,050円 です。お釣りが無いようご準備ください。
市では、4月から5月にかけて集合注射を下表のとおり実施します。
（犬の登録と年１回の狂犬病予防注射の接種は、狂犬病予防法で義務付けられています。）
※新型コロナウイルス感染症の状況等によっては中止する場合がありますので、市ホームページ等ご確認のうえ来場　
ください。
※犬の登録は行いませんので、事前に環境政策課・各行政センターまたは指定動物病院で登録してください。

【持ってくるもの】
●ハガキ（４月16日（金）までに郵送します。）
●予防注射等料金（１頭につき）：  ３，０５０円
　（注射料金 ２，５００ 円・注射済票交付手数料５５０円）

【新型コロナウイルス感染症予防対策】
★犬を連れてくる方の体調が悪い場合（発熱がある等）、来場を控えて後日、接種してください。
★必ずマスクを着用してください。　★会場では一定の間隔（２ｍ程度）をあけてお待ちください。
★会場では係員の指示・誘導に従ってください。

【お願い】
●犬のふんは、必ず持ち帰りましょう。（ふんを持ち帰る道具を携行してください。）
●犬の咬傷（こうしょう）事故は飼い主の責任です。必ず、犬の管理ができる人が連れてきてください。
●犬の体調によっては、注射が受けられない場合もあります。

○狂犬病予防注射は、どの会場で
も接種することができます。
○この日程で受けられない場合は、
動物病院で接種してください。

○狂犬病予防注射は、どの会場で
も接種することができます。
○この日程で受けられない場合は、
動物病院で接種してください。
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４月17日(土)　出雲①
四絡コミュニティセンター
砂子田公会堂
高松コミュニティセンター
長浜３部コミュニティ消防センター
長浜コミュニティセンター
ＪＡしまね外園店
４月18日（日）　出雲②
神西コミュニティセンター
神門コミュニティセンター（西側駐車場）
朱鷺会館
古志コミュニティセンター（南広場）
鐘築ふれあい会館
稗原交流センター
船津交流館
上津コミュニティセンター
４月２4日（土）　出雲③
出雲市役所（第２駐車場)
県合同庁舎東側駐車場
大津コミュニティセンター（東側駐車場）
今市コミュニティセンター
塩冶コミュニティセンター
朝山コミュニティセンター
出雲市南部福祉センター
乙立コミュニティセンター
５月22日（土）　出雲④・大社
川跡コミュニティセンター
鳶巣コミュニティセンター
高浜コミュニティセンター
遙堪コミュニティセンター
荒木コミュニティセンター
大社行政センター
大社コミュニティセンター
日御碕コミュニティセンター
ほっとうたほ
５月30日（日）　斐川
斐川農村ふれあいセンター
荘原コミュニティセンター
出東コミュニティセンター
久木コミュニティセンター
直江コミュニティセンター
伊波野コミュニティセンター
出西コミュニティセンター
阿宮コミュニティセンター

8:25～  9:10
9:25～  9:35
9:50～10:30
10:45～11:05
11:20～12:00
12:15～12:35

8:30～  9:10
9:25～10:00
10:10～10:35
10:45～11:20
11:40～11:50
12:00～12:20
12:35～12:45
12:55～13:10

8:30～  9:05
9:15～  9:35
9:50～10:35
10:45～11:10
11:25～12:05
12:25～12:40
12:50～12:55
13:05～13:20

8:15～  8:50
9:00～  9:20
9:35～10:05
10:15～10:40
10:55～11:40
11:50～12:05
12:15～12:35
12:55～13:05
13:35～13:40

8:15～  9:05
9:15～  9:55
10:05～10:40
10:55～11:15
11:25～11:45
12:00～12:35
12:50～13:20
13:35～13:45

５月１6日（日）　湖陵・多伎
旧湖陵南幼稚園（三部児童公園西側）
湖陵行政センター
差海公民館
湖陵体育センター
多伎勤労者体育センター
多岐会館
小田町会館
多伎健康増進センター
奥田儀センター
５月23日（日）　平田①
島村中正会場
JAしまね灘分支店
平田行政センター
久多美コミュニティセンター
檜山コミュ二ティセンター
東コミュニティセンター
畑ケ中集会所
伊野コミュニティセンター
５月29日（土）　平田②
国富コミュニティセンター
西田コミュニティセンター
鰐淵コミュニティセンター
JFしまね平田支所（十六島町）
塩津診療所
三津水産センター
（旧）佐香コミュニティセンター
坂浦漁村センター
西地合バス停前
(元)坂下車庫
５月15日（土）　佐田
佐田行政センター
あさかぜ会館
須佐コミュニティ消防センター
原田公民館
大呂交流会館
高西公民館
西山中コミュニティ消防センター
旧大山停留所
吉野公民館
橋波ふるさと館
中央上生活改善センター
石場公民館
下佐津目公民館
錦公民館
窪田コミュニティセンター
川北上公民館

8:30～  8:55
9:05～  9:15
9:25～  9:45
9:55～10:10
10:20～10:35
10:45～10:50
10:55～11:10
11:25～11:30
11:45～11:55

8:30～  8:40
8:50～  9:40
9:50～10:30
10:40～11:15
11:30～12:00
12:15～12:45
12:55～13:05
13:15～13:35

8:30～  9:05
9:20～10:00
10:15～10:25
10:35～10:45
11:10～11:15
11:35～11:45
12:00～12:05
12:20～12:25
12:40～12:45
13:00～13:05

8:15～  8:25
8:45～  8:55
9:05～  9:15
9:20～  9:30
9:45～10:00
10:10～10:20
10:30～10:35
10:45～10:50
11:00～11:05
11:20～11:30
11:40～11:50
12:00～12:05
12:20～12:25
12:40～12:45
12:55～13:00
13:05～13:10

おたずね／環境政策課 ☎２１－６５３５
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（※原則、４月末までに市民活動支援課にご相談ください。）

みなさんの自由な発想によるユニークな事業提案により、
地域社会の発展をめざします。

•	市と協働して地域課題の解決をめざす事業
•	補助金交付が終了した後においても、地域の課題解決に
向けて活動が継続して行われる見込みがある事業
•	斬新な発想で、他地域に拡がるモデルとなりうる事業

1年

市内の市民団体（NPO法人含む。） 5事業（目安）

プレゼンテーションを実施
（審査会において補助対象事業を
決定。6月初旬）

■ おたずね・申込み ■
　 市民活動支援課　〒６９３－８５３０　今市町７０番地
 　☎️２１-６５２８　FAX ２１-６２９９　メール gakushu@city.izumo.shimane.jp

提案書提出締切 ： ５月12日（水）

対象事業補助金額 補助期間

対象団体 採択事業数

審査方法1事業あたり

補助率：
対象経費の4/5以内

万円
を上限40

令和３年度令和３年度
市民協働事業支援補助金市民協働事業支援補助金（ＧＯＧＯチャレンジ補助金）（ＧＯＧＯチャレンジ補助金）

事業提案募集！事業提案募集！

上限額が
変わり
ました

令和4年4月1日採用予定の職員採用試験を次のとおり行います。
（令和3年度中途に採用する場合があります。）
新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、試験を延期等する場合がありますのでご承知おきください。
延期等の決定及びその後の対応などについては、ホームページへの掲載によりお知らせしますので、必ず確認してください。

令和３年度 出雲市職員採用試験【U・Iターン型実務経験者】

◆申込書受付期限／4月19日（月）　◆第１次試験／5月30日（日）
※第１次試験は出雲会場及び東京会場の2か所で実施します。（詳細は「実施要項」でご確認ください。）

試験の
種類 試験区分 採用予定

人員

受　験　資　格
生年月日

（令和4年4月1日現在の
満年齢）

経験・免許・資格等（学歴は問いません）

社 会 人

土木技師
 （実務
　経験者）

若干名
昭和56年４月２日～
平成７年４月１日生まれ
（満27歳～満40歳）

◦�島根県外に本社・本庁所在地を置く民間企業、公的機関等において、
道路・河川・都市計画・上下水道・土地改良等の分野についての調査・
設計・施工管理等に関する実務経験（常勤または非常勤（30 時間以上
／週））を５年以上（大学院修了者は３年以上）有する人（令和４年３月
31日現在で５年（大学院修了者は３年）の見込みを含む。）
※実務経験は、１年以上継続して就業していた期間を通算するものとし
ます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれ
か一つのみの職歴に限ります。

建築技師
 （実務
　経験者）

若干名
昭和56年４月２日～
平成７年４月１日生まれ
（満27歳～満40歳）

◦�島根県外に本社・本庁所在地を置く民間企業、公的機関等において、
建築物に関する企画・設計・施工管理、建築確認等指導業務や都市デ
ザイン等に関する実務経験（常勤または非常勤（30 時間以上 /週））を
５年以上（大学院修了者は３年以上）有する人（令和４年３月31日現在
で５年（大学院修了者は３年）の見込みを含む。）
※実務経験は、１年以上継続して就業していた期間を通算するものとし
ます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれ
か一つのみの職歴に限ります。

■試験の実施要項・申込書類は、出雲市役所人事課で配付をしています。また、市ホームページにも掲載しています。（ダウンロードできます）
■他の試験区分の詳細については、今後発行する広報いずもでお知らせします。
５月号（4月 20日発行）：【前期試験】行政（大卒程度、実務経験者）、土木技師（大卒程度、短大・高専卒程度）、建築技師（大卒程度）、
	 保健師（大卒程度）、幼稚園教諭（短大卒程度）
８月号（7月 20日発行）：【後期試験】行政（高卒程度、身体障がい者対象）、土木技師（高卒程度）、消防吏員（高卒程度）

◇おたずね／人事課　☎２１－６７９７
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