
「三原市くらしのガイド」に掲載され
ている情報は、2020（令和2）年10月
現在のものです。発行後、制度・法律・
組織などの変更により、内容が変わる
ことがあります。

市章

市の木
クスノキ

市の花
サツキ

　三原市の「三」をモチーフにデザイン
化。上位の曲線は雄大な大空を、中位
の曲線は山々や豊かな大地を、下位の
曲線は瀬戸内海を、３つの円は水しぶ
きを表現しています。
　自然に恵まれ、培われた歴史や文化
と共存・共栄し、人々のふれあいを大
切に、希望に満ちた明るい活力ある未
来へ向かって、大きく飛躍する海･山･
空 夢ひらくまちをイメージしました。

発行にあたって 三原市のあれこれ

　日頃から三原市政の推進に格別のご理解とご協力をいた
だき、厚くお礼申し上げます。
　このたび市では、市民の皆さまの暮らしに役立つ情報を一
冊にまとめた情報誌「三原市 くらしのガイド（2020年保存
版）」を、市と株式会社サイネックスとの官民協働事業として
発行することとなりました。この冊子の制作にかかる費用は
事業所や団体等の皆さまからの広告掲載へのご協力で賄わ
れています。ご賛同いただきました皆さまには心から感謝申
し上げます。
　三原市は、瀬戸内海のほぼ中央に位置する、歴史豊かなま
ちで､四季折々の自然と多島美を楽しむことができます。南部
には瀬戸内海と山地に挟まれた帯状の平野が、北部には賀
茂・世羅台地の丘陵状の平地が広がっており、工業・農業とも
に栄えてきたまちです。また、陸・海・空の交通の要衝としても
発展し、住みやすく美しい、自慢のふるさとです。
　この冊子は、市役所での各種手続きなどの行政情報や生
活・医療情報をはじめ、市の魅力をまとめた特集ページなど、
市民生活に関わるさまざまな情報を集めた実用的な一冊で
す。ぜひ皆さまのお手元に置いていただき、日々の生活の中
で役立てていただくとともに、三原市の魅力を再発見してい
ただければ幸いです。

三原市長 岡田吉弘
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発行にあたって1.

26.もしもの時のために災害に備えて
33.消防
33.救急

防災・消防・救急
43.国民健康保険
44.後期高齢者医療
46.国民年金

国保・後期高齢・年金

36.戸籍
36.住所などの変更の手続き
37.各種証明書の発行
38.印鑑登録・印鑑登録証明書の交付
39.パスポート(旅券）の申請および交付
40.市が交付する本人確認書類

戸籍・住民票など
47.高齢者相談センター
49.高齢者の福祉
50.介護保険
53.高齢者の健康
54.障害のある人の福祉
56.民生委員・児童委員
56.生活困窮者支援
56.生活保護

57.健康診査・がん検診
58.予防接種
59.健康づくり
60.三原市の医療機関（広告）

介護・福祉

41.市民税・県民税、軽自動車税など
41.固定資産税、都市計画税
42.市税などの納税・納付

税金

健康

62.妊娠・出産
63.不妊検査・治療の支援
64.子育て世代包括支援センター
（愛称：すくすく）
64.子どもの健康
66.手当・助成等
68.子育て支援
70.保育・預かりなど
74.学校教育

子育て・学校教育
84.町内会・自治会
84.住まい
84.都市計画
85.農業
85.建設
85.求人・求職
85.ペット
86.斎場
86.墓地等の新設について
86.三原市ケーブルネットワーク

暮らし・生活環境

76.生涯学習
76.図書館

生涯学習・図書館

87.市議会
87.選挙

議会・選挙

98.住まいの基礎知識
102.健康MAP
106.葬儀とお墓と仏壇仏具の豆知識
108.医療機関情報〈病院・医院〉
109.歯科医院
110.薬局・薬店
111.三原商工会議所
111.三原臨空商工会

生活ガイド

77.ごみの分別・正しい出し方
79.古紙などの再資源化
80.各種助成制度
80.その他のごみ

ごみの出し方

81.水道
82.下水道
83.浄化槽
83.し尿くみ取り収集・浄化槽清掃

96.各種相談

上水道・下水道

三原市ガイド
三原市ってこんなまち8. 三原暮らしがより充実！10.

特 集

12 自然 ･遊び 14 歴史・文化  
22 お祭り・イベント18 特産品･名産品 

各種相談

88.フロアマップ
89.主な仕事内容と連絡先
93.公共施設一覧
94.施設マップ

市役所・公共施設案内・マップ

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

I n d ex

くらしのガイド
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〈以下は広告スペースです〉
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●予防接種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P65
●子どもの医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・P67
●子育て支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P64.68
●保育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P70

●放課後児童クラブ・・・・・・・・・・・・・・・・P73
●小・中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P74
●就学援助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P75

●市税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P41
●国民健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P43
●国民年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
●ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P77
●水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P81
●下水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P82
●し尿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P83

START
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●国民健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P43
●出産育児一時金・・・・・・・・・・・・・・・P44.63
●母子健康手帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P62
●乳幼児健康診査・・・・・・・・・・・・・・・・・・P65

●国民健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P43
●国民年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
●選挙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P87

●婚姻届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
●戸籍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
●住民登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36

●健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57
●各種健診（検診）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57
●健康相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P59

●後期高齢者医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44
●国民年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
●高齢者福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P49
●介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P50

緊急時
●避難場所…………………P31
●火災………………………P33
●いざという時の連絡先 …P33

転出届

転居届

必要なとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P38印鑑登録

結婚したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
届け出た日から効力婚姻届

戸籍の届け出・各種登録は、必ず市役所へ届出を！

転入届 転入してきたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
転入した日から14日以内に届け出

市外へ転出していくとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
転出前または転出した日から14日以内に届け出

市内で住まいが変わったら・・・・・・・・・・・・・・・P36
転居した日から14日以内に届け出

死亡届 家族が亡くなったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出

出生届 赤ちゃんが生まれたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
生まれた日から14日以内に届け出
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