
つつじ（小牧市の  花。 5～6月に  咲きます。）と  小牧山城と  つつじの  妖精  こまっきーつつじ（小牧市の  花。 5～6月に  咲きます。）と  小牧山城と  つつじの  妖精  こまっきー

電話.0568-76-1173　FAX.0568-75-8283
小牧市役所　地域活性化営業部　シティプロモーション課  にぎわい創出係
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

編 集

発 行

※詳しくは  各担当  窓口まで

　確認して  ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

  4月18日（火）
  4月25日（火）
  5月  2日（火）
  5月  9日（火）

  4月14日（金）
  4月21日（金）
  4月28日（金）

  4月12日（水）
  4月19日（水）
  4月26日（水）

  4月24日（月）
  4月20日（木）
  4月10日（月）

  4月13日（木）
  4月27日（木）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  方には  事前に  お手紙を  送りますので、 詳しい受付時間は  お手紙で  確認して下さい。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い場合は、 保健センターへ  相談して下さい。

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

2015年10月  1日～  8日生まれ

2015年10月 9日～21日生まれ

2015年10月22日～31日生まれ

2015年  1月  1日～15日生まれ

2015年  1月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2014年  4月  1日～ 7日生まれ

2014年  4月  8日～17日生まれ

2014年  4月18日～30日生まれ

2016年12月  1日～  7日生まれ
2016年12月  8日～15日生まれ
2016年12月16日～23日生まれ
2016年12月24日～31日生まれ

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

健診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

生まれてから  5か月～1歳未満

P7

P8

●こまき巡回バスの  ローマ字付き  コース図を

　作りました！

●多文化共生って  なんだろう？

●外国人  相談窓口の  お知らせ

●次の税金の  支払い期限は  5月 1日（月）です

●乳幼児健診、 その他の  教室の  お知らせ

P2

P3

P4

P5

P6●2017年度  狂犬病  予防集合注射

●臨時福祉給付金（経済対策分）の  

　申請は  お済みですか

●KIA  英語基礎講座の  お知らせ

●KIA  中国語講座（入門）受講生募集

●KIA  ポルトガル語講座（入門）受講生募集

●小牧市  休日急病診療所

赤ちゃん訪問

4月19日（水）

  5月21日（日）

4月28日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27名）赤ちゃんも参加もできます

●料金／無料　●申し込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●内容／歯みがき、 歯ならびについての  不安や  心配ごとの  相談  

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 歯ブラシ　●料金／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

4月24日（月）

4月18日（火）

4月11日（火）

4月21日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター母乳相談

パパママ教室

4月25日（火）

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験、おうちの味を知ろう（塩分濃度測定）　●持ち物／親子（母子）

　健康手帳、汁物30cc程度（味噌汁など・数日前のものでも可）　●申し込み／保健センター

子育て広場

市内在住の 妊婦と その夫（妊婦のみの参加もできます）30組

出生体重が 2,500ｇ未満の 赤ちゃんが 生まれたら、 低体重児届出書を 出しましょう。 

届出先：保健センター または 保険年金課低体重児届

保健連絡員と 保健連絡員OBが 生まれてから２～３か月頃の 赤ちゃんの ご自宅に 出産祝い品を 
持って 訪問します。 （事前に電話で都合をききます）
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次の 税金の 支払い期限は 5月 1日（月）です2017年度 狂犬病 予防集合注射

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

環境対策課　TEL.0568-76-1136環境対策課　TEL.0568-76-1136問合先
といあわせさき かんきょうたいさくかかんきょうたいさくか

料　金

注意事項

狂犬病  予防注射は、 屋外で  飼っている犬  だけでなく  室内で  飼っている犬も  毎年  受けなければ  

いけません。   2017年度の  狂犬病  予防集合注射を  下の  日程表のとおり  実施します。

狂犬病  予防注射は  集合注射会場  または  動物病院で  受けることが  できます。

なお、 登録の  ある  犬を  飼っている  人には、 3月下旬頃に 「狂犬病  予防注射の  お知らせ」の  

はがきを  送ります。 当日は、  はがき裏面の  問診票を  書いて、 必ず  持ってきて  ください。

住所や  飼い主などの  変更、 飼い犬の  死亡の  場合は  市役所に  届出を  してください。

●注射会場には、 犬を  あばれないように  できる  人が  連れてきて  ください。

●首輪・鎖・口輪等は、 確実で  安全なものを  してください。

●天気が  悪い  時には  中止する  場合が  あります。 

　実施するか  わからない  場合は  環境対策課まで  問い合わせて  ください。

●県営小牧住宅集会所 4月  6日（木） 10:00～10:30 30分

●小牧勤労センター 4月  6日（木） 11:00～11:30 30分

●本庄会館 4月  6日（木） 13:00～13:30 30分

●米野会館 4月11日（火） 10:00～10:30 30分

●南外山会館 4月11日（火） 11:00～11:30 30分

●常普請会館 4月11日（火） 13:00～13:30 30分

●北里市民センター 4月11日（火） 14:00～14:30 30分

●入鹿会館 4月12日（水） 10:00～10:30 30分

●西部コミュニティセンター 4月12日（水） 11:00～11:30 30分

●藤島会館 4月12日（水） 13:00～13:30 30分

●多気会館 4月12日（水） 14:00～14:30 30分

●東部市民センター 4月13日（木） 10:00～11:30 90分

●光ヶ丘会館 4月13日（木） 13:00～13:45 45分

●舟津会館 4月18日（火） 10:00～10:30 30分

●三ツ渕会館 4月18日（火） 11:00～11:30 30分

●小木下会館 4月18日（火） 13:00～13:45 45分

●田県久保山会館 4月19日（水） 10:00～10:30 30分

●岩崎団地ふれあい会館 4月19日（水） 11:00～11:30 30分

●味岡市民センター 4月19日（水） 13:00～13:30 30分

●横内会館 4月19日（水） 14:00～14:30 30分

●間々原会館 4月20日（木） 13:30～14:00 30分

●市民会館 4月20日（木） 14:30～15:00 30分

●桃ヶ丘会館 4月25日（火） 13:30～14:00 30分

●高根会館 4月25日（火） 14:30～15:00 30分

●池之内会館 4月26日（水） 13:30～14:00 30分

●野口会館 4月26日（水） 14:30～15:00 30分

●城山会館 4月27日（木） 13:30～14:00 30分

●大草会館 4月27日（木） 14:30～15:15 45分

●味岡市民センター 5月11日（木） 13:30～14:00 30分

●東部市民センター 5月11日（木） 14:30～15:15 45分

●北里市民センター 5月17日（水） 13:30～14:00 30分

●市民会館 5月17日（水） 14:30～15:00 30分

●2017年度  集合注射  日程表

市税を  納付期限までに  支払わないと、 市役所から  督促状や  催告書が  送られます。　

また、 早く納めるように  電話で  言うか  家まで  言いに  行きます。

それでも  支払いを  しない場合は、 勤務先、 金融機関などへ  お金を  いくら  持っているかを  調べます。

そして、 財産（給与、 預金、 不動産など ）を  差押さえることが  あります。

それでもまだ、 支払いを  しない場合は、 差押さえた  財産を  市役所が  お金に  換えることも  あります。

※納付期限の  日は  各月の  末日（12月は25日）です。

※納付期限の  日が  土・日・祝日の  場合は  金融機関の  翌営業日が  納付期限の  日（口座振替日）です。

1頭につき  3,400円 （狂犬病予防注射料金 2,850円、 注射済票交付手数料 550円）

※まだ  登録していない  犬は  別に  登録手数料3，000円が  必要です。

※犬の飼い主は、 犬の習性を  理解して  まわりの人に  迷惑を  かけないように  しつけましょう。

※迷い犬の  保護・問い合わせに  ついては、 愛知県  動物保護管理センター  尾張支所（TEL.0586-78-2595）、

　小牧警察署（TEL.0586-72-0110）へ  ご連絡ください。

時　間使用日時施設名 時　間使用日時施設名

2017年度　税金納付期限  一覧表

4/2
（月）

2/28
（水）

1/31
（水）

12／25
（月）

11/30
（木）

10／31
（火）

10/2
（月）

8/31
（木）

7／31
（月）

6／30
（金）

5/31
（水）

5／1
（月）

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月税金

市県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

１期

１期

１期

１期

１期

２期

２期

２期

２期

２期

３期

３期

３期

３期

３期

４期

４期

４期

４期

４期

５期 6期 7期 8期 9期

9期

10期

全期

8期

8期

7期

7期

6期

6期

５期

５期

納付期限の日

および口座振替日

★市税は  納期限までに  納付しましょう！

支払いを  忘れないように  するには、 口座振替が  便利です。 税金を  口座振替で　

支払う人は、 支払い期限の  前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

支払いは  早めに！ 

○固定資産税（第1期）○固定資産税（第1期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

❸ バーコード付きの  納付書は  コンビニエンスストアでも  税金を  払うことが  できます。

　 ※ただし、 納付書の  指定期限内のみです。

❶ 小牧市役所  本庁舎2階で、 税金の  払い方の  相談や、 支払いが  できます。

とき  4月 9日（日）、 4月 23日（日）　8:30～17:15

❷ 小牧駅出張所で、 税金を  払うことが  できます。 都合の  良いときに  利用してください。

　  8:30～17:15　※ただし、 年末年始は　休みです。
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ち ゅ う し ゃし ゅ う ご うよ ぼ うき ょ う け ん び ょ うね ん ど

ちゅうしゃねんど しゅうごう

しせつめい じかんしようにちじしせつめい

けんえい

こまき

ほんじょうかいかん

こめの

みなみとやま

じょうぶし

きたさと

いるか

せいぶ

ふじしま かいかん

せんたー

かいかん

かいかん

かいかん

しみん

かいかん

せんたー

かいかん

かいかん

せんたー

いわさき

かいかん

かいかんままはら

かいかんよこうち

あじおか

かいかん

たき

とうぶ

ひかりがおか

ふなつ

みつぶち

こきしも

ふんにちがつたがた くぼやま

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち げ つ

へいじつ ひる ぜいきんいそが しはら ひと

がつ にちにち がつ にち にち

ほんちょうしゃこまきしやくしょ かい ぜいきん はら かた そうだん しはら

つ ぜいきんこ ん び に え ん す す と あ

きげんしてい ないのうふしょ

かかねしやくしょざいさんさしおばあいしはら

さしおふどうさんよきんきゅうよざいさん

しらもかねきんゆう　きかんきんむさきばあいしはら

いいいえいでんわおさはや

おく

ふりかえびこうざひのうふきげんえいぎょうびよくきんゆうきかんばあいしゅくじつにちどひのうふきげん

にちがつまつじつかくつきひのうふきげん

さいこくしょとくそくじょうしやくしょしはらきげんのうふしぜい

のうふのうきげんしぜい

のうふしょ はらば ー こ ー ど

こまきえき しゅっちょうじょ つごう よ りようぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

りょうきん

ちゅういじこう

はやはらし

しはら

かくにんかねのここうざひまえきげんしはらひとしはら

ふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわす

しさんしさんこていこてい ぜいぜい
だいだい きき

いちらんひょうきげんのうふぜいきんねんど

ぜいきん

しけんみんぜい き

き き

き き き き き き き き き

き き き き き き き き き

き き き き き き き き

き

き き

き き き

こていしさんぜい

けいじどうしゃぜい ぜんき

こくみんけんこうほけんぜい

かいごほけんりょう

こうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ

こうざ　ふりかえび

のうふきげん ひ

か すいきんげつ げつ げつ げつ げつすいもく もくすい
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〇〇B A N K

普通預金通帳

 

小牧市役所 本庁舎  2階 市民安全課内 9:00 ～ 17:00 （12:00～13:00は お休み）

市民安全課　TEL.0568-76-1120（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1120（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんかしみん　    あんぜんか そうだんそうだん ちょくつうちょくつう

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　かしてぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　か

都市政策課　TEL.0568-76-1138都市政策課　TEL.0568-76-1138問合先
といあわせさき とし　　せいさく 　かとし　　せいさく 　か

臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613問合先
といあわせさき りんじ　    ふくし　　きゅうふきんりんじ　    ふくし　　きゅうふきん こーる　　　　せんたーこーる　　　　せんたー

ポルトガル語 スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課と  保育課に  ポルトガル語（9:00～17:00）、

福祉総務課に  ポルトガル語（9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

月～金 月・火・木

外国人 相談窓口の お知らせ

こまき巡回バスの ローマ字付き 
コース図を 作りました！

臨時福祉給付金（経済対策分）の 
申請は お済みですか

多文化共生って  なんだろう？

必要書類

外国人の  方にも  わかるように、 こまき巡回バスの  バス停の  名前に  ローマ字を  つけた  コース図を  

作りました。 家などに  送ってほしい方は  都市政策課（TEL.0568-76-1138）まで  電話を  ください。

また、 市役所、 小牧市国際交流協会（KIA）にも  置いてあるので、 使ってください。

左のような  イメージ図に  なり、 

バス停の  名前の  横に  ローマ字が  書いてあります。

また、 4月 1日から  一部の  コースで  

バスの  走る時間と  ルートが  変わっています。

詳しくは、 こまき巡回バスの  

コース図・時刻表を  見てください。

コース図の  一部

KOMAKISHIYAKUSHOMAE

国や  民族などの  ちがう人たちが、 お互いの  文化や  言葉、 生活習慣などの

ちがいを  認め合い、 対等な  立場で、 地域社会の  仲間として  一緒に  生活していく  ことです。

小牧市は、 2011年 3月に  作った  小牧市多文化共生推進プランに  基づいて、 多文化共生に  向けた  取り組みを  

進めています。 みんなが  小牧市民として  助け合って  笑顔で  暮らせる  まちを  目指して  います！

この  生活情報誌こまきは  HPでも  見ることが  できます。 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、
やさしい日本語の  5か国語に  対応しています。 毎月  1回  生活に  役立つ  情報を  知ることが  できます。
知り合いや  友だちに  教えて  ください。

▼詳しくは  小牧市  ホームページを  見てください。
http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

現在、 臨時福祉給付金（経済対策分）の  申請を  受け付けています。
申請書（水色の封筒）が  郵送で  届いた人は、 申請手続きを  お願いします。

「臨時福祉給付金（経済対策分）」（簡素な  給付措置）の “振り込め  詐欺”や 
“個人情報の  詐取”に  ご注意ください

ご自宅や  職場などに  市町村や  厚生労働省（の職員）などを  かたった  電話が  かかってきたり、 郵便が  届いたら、 

お住まいの  市町村や  近くの  警察署 （または  警察相談専用電話（＃9110））に  連絡して  ください。

支給対象者

2016年 1月 1日時点で  小牧市に  住民登録が  ある人で、 2016年度  市民税（均等割）が  

課税されていない人。 ただし、 下記に  あてはまる  場合などは  対象外と  なります。

　◯自分を  扶養している人が  課税されている  場合

　◯生活保護を  受けている人

支給対象者  1人に  つき  15,000円 （1回だけ）支給額

申請方法

▶郵送　申請書と  必要書類を、 2017年 6月 1日（木）（消印有効）までに、

　　　　同封の  返信用封筒にて  郵送

▶窓口　申請書と  必要書類を、 2017年 6月 1日（木）までに、

　　　　市役所本庁舎  3階302会議室（9:00～17:00、 土・日曜日、 祝休日を除く）へ  持参

申請期限
2017年 6月 1日（木）（郵送の  場合は  消印有効）

※申請期限を  過ぎると  受付が  できませんので  注意して  ください。

■必要書類の  添付を  忘れないように  お願いします
　必要書類の  添付が  ない場合、 申請の  受付が  できません。 

　以下の  必要書類を  申請書に  必ず  添付してください。

●申請者（代表者）の  本人確認書類（運転免許証等）の  写し

●支給対象者  全員の  本人確認書類（運転免許証、 健康保険証等）の  写し

●振込先  金融機関の  口座が  確認できるもの（預金通帳の写し）
　※金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人（フリガナ）が  記載されたページ

　 （通帳見開き部分）の  写し。（ただし、 2016年度  臨時福祉給付金を  受給された人で、 

　　受取口座が  同じ方は  必要ありません。）ま ど ぐ ちそ う だ んが い こ く じ ん し

ぽるとが る ご げつ きん すぺい ん ご えいご げつ か もく

やす

ほけん ねんきん か

ふくし そうむ か ぽるとがる ご

ぽるとがる ご

はな しょくいん

ほいく か

こまき しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か ない

つ くずこ ー す

つじろ ー まじ ゅ ん か い

た ぶ ん か

いちぶず

みほーむぺーじこまきしくわ

きょうせいたぶんかもとぷらんすいしんきょうせいたぶんかこまきし

めざくえがおあたすしみんこまきすす

おしともあし

しじょうほうやくだせいかつかいまいつきたいおうこくごにほんご

ちゅうごくごえいごごすぺいんごぽるとがるみほーむぺーじじょうほうしせいかつ

くとむつくねん がつこまきし

せいかついっしょなかましゃかいちいきたちばたいとうあみと

しゅうかんせいかつことばぶんかたがひとみんぞくくに

みじこくひょうず

じゅんかいくわ

かじかん るーとはし

いちぶにちがつ

かじよこなまえていばす

ずいめーじひだり

つかおきょうかいこうりゅうこくさいこまきししやくしょ

でんわせいさくかとしかたおくいえつく

ずこーす

こーす

こーす

じろーま

ろーま

なまえていじゅんかい ばす ばす

ばす

ばす

かたがいこくじん

ば す り ん じ

し ん せ い す

ふ く し き ゅ う ふ き ん け い ざ い た い さ く ぶ ん

き ょ う せ い

れんらくでんわせんようそうだんけいさつけいさつしょちかしちょうそんす

とどゆうびんでんわしょくいんろうどうしょうこうせいしちょうそんしょくばじたく

ちゅういさしゅじょうほうこじん

さぎこふそちきゅうふかんそぶんたいさくけいざいきゅうふきんふくしりんじ

ひつようかたおなこうざうけとり

ひとじゅきゅうきゅうふきんふくしりんじねんどうつぶぶんひらみつうちょう

ぺーじきさいふりがなめいぎにんこうざばんごうこうざしてんめいきかんめいきんゆう

うつつうちょうよきんかくにんこうざきかんきんゆうふりこみさき

うつなどほけんしょうけんこうめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

うつなどめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんだいひょうしゃしんせいしゃ

てんぷかならしんせいしょしょるいひつよういか

うけつけしんせいばあいてんぷしょるいひつよう

ねがわすてんぷしょるいひつよう

ちゅういうけつけすきげんしんせい

ゆうこうけしいんばあいゆうそう
もくにちがつねん

じさんのぞしゅくきゅうじつにちようびどかいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょ

しょるいひつようしんせいしょまどぐち

ゆうそうふうとうへんしんようどうふう

ゆうこうけしいんもくにちがつねん

もくにちがつねん

しょるいひつようしんせいしょゆうそう

かいえんにんたいしょうしゃしきゅう

ひとうほごせいかつ

ばあいかぜいひとふようじぶん

たいしょうがいばあいかきひとかぜい

きんとうわりしみんぜいねんどひととうろくじゅうみんこまきしじてんにちがつねん

ひつようしょるい

しんせいきげん

しんせいほうほう

しきゅうがく

しきゅうたいしょうしゃ

ねがつづてしんせいひととどゆうそうふうとうみずいろしんせいしょ

つうしんせいぶんたいさくけいざいきゅうふきんふくしりんじげんざい
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英語基礎講座の おしらせ

小牧市国際交流協会（KIA） 小牧市公民館4階　TEL.0568-76-0905小牧市国際交流協会（KIA） 小牧市公民館4階　TEL.0568-76-0905問合先
といあわせさき こまきしこまきし こくさいこくさい こうりゅうきょうかいこうりゅうきょうかい こまきしこまきし こうみんかんこうみんかん かいかい

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

申込み もうしこみ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

申込み もうしこみ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

英語に  もう一度  チャレンジして  みませんか！

中国語講座（入門）受講生募集
中国語を  勉強して  新しい友だちを  作ろう。

ポルトガル語講座（入門）受講生募集
試してみよう。 初めての  ポルトガル語!

4月 1日（土）～ 4月 22日（土）の  9:00～17:00の  間に  お金を  持って、 小牧市国際交流協会

（小牧市公民館4階）へ  来てください。 ※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

会員 3,000円　会員でない人 6,000円

※初級だけ、 本の  お金が  2,500円くらい  必要　※いつでも  会員に  なれます。 （個人年会費 1口 2,000円）　

さあ大変、 休日の  病気・けが。

皆さんは  休日に  こんな経験は  ありませんか。

●子どもの  急な  発熱。

●公園で  子どもが  けがを  してしまった。

●包丁で  手を切り、 血が  止まらない。

●歯が  痛くて、 ご飯が  食べられない。

そんな時の  ために  休日急病診療所は  あります。 

場所は  保健センター  敷地内です。

小牧市 休日急病 診療所

市民会館北

ラピオ

小牧市公民館

小牧市民病院

保健センター

小牧高校

小牧市役所

小牧山

4141

間々本町

▲

至名古屋

至犬山

至名古屋

至一宮

小牧駅

内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科

日曜・祝日・年末年始（12月 31日 から 1月 3日）

内科・小児科・外科 8：30 ～ 11：30、 13:00 ～ 16：30
歯科 8：30 ～ 11：30

内科・小児科・外科 9：00 ～ 12：00、 13：00 ～ 17：00
歯科 9：00 ～ 12：00

なお、 この診療所は 「労災保険  指定医療機関」では  ありませんので 「労災保険」で  受診される  場合は、

「労災保険  指定医療機関」で  受診して  ください。

診 療 日 しんりょうび

診療科目 しんりょうかもく

診療科目等 しんりょうかもくなど

受付時間 うけつけじかん

診療時間 しんりょうじかん

案内地図 155155

小牧市
休日急病診療所

こまきし

きゅうじつきゅうびょうしんりょうじょ

あんない ちず

弥生町 小牧商工会議所東

保健センター前

小牧市民病院北

※診療 … 診察や  治療を  行うこと。

※

小牧市公民館  3階  学習室3-1

18歳以上の  小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 

小牧市の  学校で  勉強している人  または  KIA会員

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

4月 1日（土）～ 5月 10日（水）の  間に  お金を  持って、  小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

講師：馬 燕  先生

講師：  

ハヤカワ ダ コスタ サラ  先生

初級クラス 5月 17日 ～ 7月 19日 （水曜日 13：00～15：00）
中級クラス 5月 18日 ～ 7月 20日 （木曜日 10：00～12：00） （どちらも全部で10回）

小牧市公民館  4階  チェスルーム

小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 小牧市の  学校で  勉強を  している人  

または  ＫＩＡ会員で  18歳以上の人

初級・中級  それぞれ  16人 ※申し込みが  16人より  多いときは、 くじで  決めます。

※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

小牧市公民館  4階  ローズルーム

16人 （先に  申し込んだ人）

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

4月 1日（土）～ 4月 28日（金）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

5月 20日 ～ 8月 5日の  土曜日  10:00～12:00  全10回 
（7月 15日、 7月 22日  は除く）

16人 （先に  申し込んだ人）  ※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

5月 13日 ～ 7月 15日の  土曜日  14:00～16:00
※全部で  10回

小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で  18歳以上の人

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

問合先 休日急病診療所　TEL.0568-75-2070　〒485-0044  小牧市 常普請 1-318

らぴお

こまきしこうみんかん

こまきえき

こまきやま

こまきこうこう

こまきしやくしょ

こまきしみんびょういん

ほけんせんたー

いたるいちのみや

いたる　なごや

いたる　いぬやま

いたる　なごや

ままほんまち しみんかいかんきた

やよいちょう こまきしょうこうかいぎしょひがし

ほけんせんたーまえ

こまきしみんんびょういんきた

じょうぶしこまきし
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英語基礎講座の おしらせ

小牧市国際交流協会（KIA） 小牧市公民館4階　TEL.0568-76-0905小牧市国際交流協会（KIA） 小牧市公民館4階　TEL.0568-76-0905問合先
といあわせさき こまきしこまきし こくさいこくさい こうりゅうきょうかいこうりゅうきょうかい こまきしこまきし こうみんかんこうみんかん かいかい

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

申込み もうしこみ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

申込み もうしこみ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

英語に  もう一度  チャレンジして  みませんか！

中国語講座（入門）受講生募集
中国語を  勉強して  新しい友だちを  作ろう。

ポルトガル語講座（入門）受講生募集
試してみよう。 初めての  ポルトガル語!

4月 1日（土）～ 4月 22日（土）の  9:00～17:00の  間に  お金を  持って、 小牧市国際交流協会

（小牧市公民館4階）へ  来てください。 ※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

会員 3,000円　会員でない人 6,000円

※初級だけ、 本の  お金が  2,500円くらい  必要　※いつでも  会員に  なれます。 （個人年会費 1口 2,000円）　

さあ大変、 休日の  病気・けが。

皆さんは  休日に  こんな経験は  ありませんか。

●子どもの  急な  発熱。

●公園で  子どもが  けがを  してしまった。

●包丁で  手を切り、 血が  止まらない。

●歯が  痛くて、 ご飯が  食べられない。

そんな時の  ために  休日急病診療所は  あります。 

場所は  保健センター  敷地内です。

小牧市 休日急病 診療所

市民会館北

ラピオ

小牧市公民館

小牧市民病院

保健センター

小牧高校

小牧市役所

小牧山

4141

間々本町

▲

至名古屋

至犬山

至名古屋

至一宮

小牧駅

内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科

日曜・祝日・年末年始（12月 31日 から 1月 3日）

内科・小児科・外科 8：30 ～ 11：30、 13:00 ～ 16：30
歯科 8：30 ～ 11：30

内科・小児科・外科 9：00 ～ 12：00、 13：00 ～ 17：00
歯科 9：00 ～ 12：00

なお、 この診療所は 「労災保険  指定医療機関」では  ありませんので 「労災保険」で  受診される  場合は、

「労災保険  指定医療機関」で  受診して  ください。

診 療 日 しんりょうび

診療科目 しんりょうかもく

診療科目等 しんりょうかもくなど

受付時間 うけつけじかん

診療時間 しんりょうじかん

案内地図 155155

小牧市
休日急病診療所

こまきし

きゅうじつきゅうびょうしんりょうじょ

あんない ちず

弥生町 小牧商工会議所東

保健センター前

小牧市民病院北

※診療 … 診察や  治療を  行うこと。

※

小牧市公民館  3階  学習室3-1

18歳以上の  小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 

小牧市の  学校で  勉強している人  または  KIA会員

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

4月 1日（土）～ 5月 10日（水）の  間に  お金を  持って、  小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

講師：馬 燕  先生

講師：  

ハヤカワ ダ コスタ サラ  先生

初級クラス 5月 17日 ～ 7月 19日 （水曜日 13：00～15：00）
中級クラス 5月 18日 ～ 7月 20日 （木曜日 10：00～12：00） （どちらも全部で10回）

小牧市公民館  4階  チェスルーム

小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 小牧市の  学校で  勉強を  している人  

または  ＫＩＡ会員で  18歳以上の人

初級・中級  それぞれ  16人 ※申し込みが  16人より  多いときは、 くじで  決めます。

※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

小牧市公民館  4階  ローズルーム

16人 （先に  申し込んだ人）

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

4月 1日（土）～ 4月 28日（金）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

5月 20日 ～ 8月 5日の  土曜日  10:00～12:00  全10回 
（7月 15日、 7月 22日  は除く）

16人 （先に  申し込んだ人）  ※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

5月 13日 ～ 7月 15日の  土曜日  14:00～16:00
※全部で  10回

小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で  18歳以上の人

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

問合先 休日急病診療所　TEL.0568-75-2070　〒485-0044  小牧市 常普請 1-318
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〇〇B A N K

普通預金通帳

 

小牧市役所 本庁舎  2階 市民安全課内 9:00 ～ 17:00 （12:00～13:00は お休み）

市民安全課　TEL.0568-76-1120（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1120（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんかしみん　    あんぜんか そうだんそうだん ちょくつうちょくつう

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　かしてぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　か

都市政策課　TEL.0568-76-1138都市政策課　TEL.0568-76-1138問合先
といあわせさき とし　　せいさく 　かとし　　せいさく 　か

臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613問合先
といあわせさき りんじ　    ふくし　　きゅうふきんりんじ　    ふくし　　きゅうふきん こーる　　　　せんたーこーる　　　　せんたー

ポルトガル語 スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課と  保育課に  ポルトガル語（9:00～17:00）、

福祉総務課に  ポルトガル語（9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

月～金 月・火・木

外国人 相談窓口の お知らせ

こまき巡回バスの ローマ字付き 
コース図を 作りました！

臨時福祉給付金（経済対策分）の 
申請は お済みですか

多文化共生って  なんだろう？

必要書類

外国人の  方にも  わかるように、 こまき巡回バスの  バス停の  名前に  ローマ字を  つけた  コース図を  

作りました。 家などに  送ってほしい方は  都市政策課（TEL.0568-76-1138）まで  電話を  ください。

また、 市役所、 小牧市国際交流協会（KIA）にも  置いてあるので、 使ってください。

左のような  イメージ図に  なり、 

バス停の  名前の  横に  ローマ字が  書いてあります。

また、 4月 1日から  一部の  コースで  

バスの  走る時間と  ルートが  変わっています。

詳しくは、 こまき巡回バスの  

コース図・時刻表を  見てください。

コース図の  一部

KOMAKISHIYAKUSHOMAE

国や  民族などの  ちがう人たちが、 お互いの  文化や  言葉、 生活習慣などの

ちがいを  認め合い、 対等な  立場で、 地域社会の  仲間として  一緒に  生活していく  ことです。

小牧市は、 2011年 3月に  作った  小牧市多文化共生推進プランに  基づいて、 多文化共生に  向けた  取り組みを  

進めています。 みんなが  小牧市民として  助け合って  笑顔で  暮らせる  まちを  目指して  います！

この  生活情報誌こまきは  HPでも  見ることが  できます。 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、
やさしい日本語の  5か国語に  対応しています。 毎月  1回  生活に  役立つ  情報を  知ることが  できます。
知り合いや  友だちに  教えて  ください。

▼詳しくは  小牧市  ホームページを  見てください。
http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

現在、 臨時福祉給付金（経済対策分）の  申請を  受け付けています。
申請書（水色の封筒）が  郵送で  届いた人は、 申請手続きを  お願いします。

「臨時福祉給付金（経済対策分）」（簡素な  給付措置）の “振り込め  詐欺”や 
“個人情報の  詐取”に  ご注意ください

ご自宅や  職場などに  市町村や  厚生労働省（の職員）などを  かたった  電話が  かかってきたり、 郵便が  届いたら、 

お住まいの  市町村や  近くの  警察署 （または  警察相談専用電話（＃9110））に  連絡して  ください。

支給対象者

2016年 1月 1日時点で  小牧市に  住民登録が  ある人で、 2016年度  市民税（均等割）が  

課税されていない人。 ただし、 下記に  あてはまる  場合などは  対象外と  なります。

　◯自分を  扶養している人が  課税されている  場合

　◯生活保護を  受けている人

支給対象者  1人に  つき  15,000円 （1回だけ）支給額

申請方法

▶郵送　申請書と  必要書類を、 2017年 6月 1日（木）（消印有効）までに、

　　　　同封の  返信用封筒にて  郵送

▶窓口　申請書と  必要書類を、 2017年 6月 1日（木）までに、

　　　　市役所本庁舎  3階302会議室（9:00～17:00、 土・日曜日、 祝休日を除く）へ  持参

申請期限
2017年 6月 1日（木）（郵送の  場合は  消印有効）

※申請期限を  過ぎると  受付が  できませんので  注意して  ください。

■必要書類の  添付を  忘れないように  お願いします
　必要書類の  添付が  ない場合、 申請の  受付が  できません。 

　以下の  必要書類を  申請書に  必ず  添付してください。

●申請者（代表者）の  本人確認書類（運転免許証等）の  写し

●支給対象者  全員の  本人確認書類（運転免許証、 健康保険証等）の  写し

●振込先  金融機関の  口座が  確認できるもの（預金通帳の写し）
　※金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人（フリガナ）が  記載されたページ

　 （通帳見開き部分）の  写し。（ただし、 2016年度  臨時福祉給付金を  受給された人で、 

　　受取口座が  同じ方は  必要ありません。）ま ど ぐ ちそ う だ んが い こ く じ ん し
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いちぶず

みほーむぺーじこまきしくわ

きょうせいたぶんかもとぷらんすいしんきょうせいたぶんかこまきし

めざくえがおあたすしみんこまきすす

おしともあし

しじょうほうやくだせいかつかいまいつきたいおうこくごにほんご

ちゅうごくごえいごごすぺいんごぽるとがるみほーむぺーじじょうほうしせいかつ

くとむつくねん がつこまきし

せいかついっしょなかましゃかいちいきたちばたいとうあみと

しゅうかんせいかつことばぶんかたがひとみんぞくくに

みじこくひょうず

じゅんかいくわ

かじかん るーとはし

いちぶにちがつ

かじよこなまえていばす

ずいめーじひだり

つかおきょうかいこうりゅうこくさいこまきししやくしょ

でんわせいさくかとしかたおくいえつく

ずこーす

こーす

こーす

じろーま

ろーま

なまえていじゅんかい ばす ばす

ばす

ばす

かたがいこくじん

ば す り ん じ

し ん せ い す

ふ く し き ゅ う ふ き ん け い ざ い た い さ く ぶ ん

き ょ う せ い

れんらくでんわせんようそうだんけいさつけいさつしょちかしちょうそんす

とどゆうびんでんわしょくいんろうどうしょうこうせいしちょうそんしょくばじたく

ちゅういさしゅじょうほうこじん

さぎこふそちきゅうふかんそぶんたいさくけいざいきゅうふきんふくしりんじ

ひつようかたおなこうざうけとり

ひとじゅきゅうきゅうふきんふくしりんじねんどうつぶぶんひらみつうちょう

ぺーじきさいふりがなめいぎにんこうざばんごうこうざしてんめいきかんめいきんゆう

うつつうちょうよきんかくにんこうざきかんきんゆうふりこみさき

うつなどほけんしょうけんこうめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

うつなどめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんだいひょうしゃしんせいしゃ

てんぷかならしんせいしょしょるいひつよういか

うけつけしんせいばあいてんぷしょるいひつよう

ねがわすてんぷしょるいひつよう

ちゅういうけつけすきげんしんせい

ゆうこうけしいんばあいゆうそう
もくにちがつねん

じさんのぞしゅくきゅうじつにちようびどかいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょ

しょるいひつようしんせいしょまどぐち

ゆうそうふうとうへんしんようどうふう

ゆうこうけしいんもくにちがつねん

もくにちがつねん

しょるいひつようしんせいしょゆうそう

かいえんにんたいしょうしゃしきゅう

ひとうほごせいかつ

ばあいかぜいひとふようじぶん

たいしょうがいばあいかきひとかぜい

きんとうわりしみんぜいねんどひととうろくじゅうみんこまきしじてんにちがつねん

ひつようしょるい

しんせいきげん

しんせいほうほう

しきゅうがく

しきゅうたいしょうしゃ

ねがつづてしんせいひととどゆうそうふうとうみずいろしんせいしょ

つうしんせいぶんたいさくけいざいきゅうふきんふくしりんじげんざい
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次の 税金の 支払い期限は 5月 1日（月）です2017年度 狂犬病 予防集合注射

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

環境対策課　TEL.0568-76-1136環境対策課　TEL.0568-76-1136問合先
といあわせさき かんきょうたいさくかかんきょうたいさくか

料　金

注意事項

狂犬病  予防注射は、 屋外で  飼っている犬  だけでなく  室内で  飼っている犬も  毎年  受けなければ  

いけません。   2017年度の  狂犬病  予防集合注射を  下の  日程表のとおり  実施します。

狂犬病  予防注射は  集合注射会場  または  動物病院で  受けることが  できます。

なお、 登録の  ある  犬を  飼っている  人には、 3月下旬頃に 「狂犬病  予防注射の  お知らせ」の  

はがきを  送ります。 当日は、  はがき裏面の  問診票を  書いて、 必ず  持ってきて  ください。

住所や  飼い主などの  変更、 飼い犬の  死亡の  場合は  市役所に  届出を  してください。

●注射会場には、 犬を  あばれないように  できる  人が  連れてきて  ください。

●首輪・鎖・口輪等は、 確実で  安全なものを  してください。

●天気が  悪い  時には  中止する  場合が  あります。 

　実施するか  わからない  場合は  環境対策課まで  問い合わせて  ください。

●県営小牧住宅集会所 4月  6日（木） 10:00～10:30 30分

●小牧勤労センター 4月  6日（木） 11:00～11:30 30分

●本庄会館 4月  6日（木） 13:00～13:30 30分

●米野会館 4月11日（火） 10:00～10:30 30分

●南外山会館 4月11日（火） 11:00～11:30 30分

●常普請会館 4月11日（火） 13:00～13:30 30分

●北里市民センター 4月11日（火） 14:00～14:30 30分

●入鹿会館 4月12日（水） 10:00～10:30 30分

●西部コミュニティセンター 4月12日（水） 11:00～11:30 30分

●藤島会館 4月12日（水） 13:00～13:30 30分

●多気会館 4月12日（水） 14:00～14:30 30分

●東部市民センター 4月13日（木） 10:00～11:30 90分

●光ヶ丘会館 4月13日（木） 13:00～13:45 45分

●舟津会館 4月18日（火） 10:00～10:30 30分

●三ツ渕会館 4月18日（火） 11:00～11:30 30分

●小木下会館 4月18日（火） 13:00～13:45 45分

●田県久保山会館 4月19日（水） 10:00～10:30 30分

●岩崎団地ふれあい会館 4月19日（水） 11:00～11:30 30分

●味岡市民センター 4月19日（水） 13:00～13:30 30分

●横内会館 4月19日（水） 14:00～14:30 30分

●間々原会館 4月20日（木） 13:30～14:00 30分

●市民会館 4月20日（木） 14:30～15:00 30分

●桃ヶ丘会館 4月25日（火） 13:30～14:00 30分

●高根会館 4月25日（火） 14:30～15:00 30分

●池之内会館 4月26日（水） 13:30～14:00 30分

●野口会館 4月26日（水） 14:30～15:00 30分

●城山会館 4月27日（木） 13:30～14:00 30分

●大草会館 4月27日（木） 14:30～15:15 45分

●味岡市民センター 5月11日（木） 13:30～14:00 30分

●東部市民センター 5月11日（木） 14:30～15:15 45分

●北里市民センター 5月17日（水） 13:30～14:00 30分

●市民会館 5月17日（水） 14:30～15:00 30分

●2017年度  集合注射  日程表

市税を  納付期限までに  支払わないと、 市役所から  督促状や  催告書が  送られます。　

また、 早く納めるように  電話で  言うか  家まで  言いに  行きます。

それでも  支払いを  しない場合は、 勤務先、 金融機関などへ  お金を  いくら  持っているかを  調べます。

そして、 財産（給与、 預金、 不動産など ）を  差押さえることが  あります。

それでもまだ、 支払いを  しない場合は、 差押さえた  財産を  市役所が  お金に  換えることも  あります。

※納付期限の  日は  各月の  末日（12月は25日）です。

※納付期限の  日が  土・日・祝日の  場合は  金融機関の  翌営業日が  納付期限の  日（口座振替日）です。

1頭につき  3,400円 （狂犬病予防注射料金 2,850円、 注射済票交付手数料 550円）

※まだ  登録していない  犬は  別に  登録手数料3，000円が  必要です。

※犬の飼い主は、 犬の習性を  理解して  まわりの人に  迷惑を  かけないように  しつけましょう。

※迷い犬の  保護・問い合わせに  ついては、 愛知県  動物保護管理センター  尾張支所（TEL.0586-78-2595）、

　小牧警察署（TEL.0586-72-0110）へ  ご連絡ください。

時　間使用日時施設名 時　間使用日時施設名

2017年度　税金納付期限  一覧表

4/2
（月）

2/28
（水）

1/31
（水）

12／25
（月）

11/30
（木）

10／31
（火）

10/2
（月）

8/31
（木）

7／31
（月）

6／30
（金）

5/31
（水）

5／1
（月）

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月税金

市県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

１期

１期

１期

１期

１期

２期

２期

２期

２期

２期

３期

３期

３期

３期

３期

４期

４期

４期

４期

４期

５期 6期 7期 8期 9期

9期

10期

全期

8期

8期

7期

7期

6期

6期

５期

５期

納付期限の日

および口座振替日

★市税は  納期限までに  納付しましょう！

支払いを  忘れないように  するには、 口座振替が  便利です。 税金を  口座振替で　

支払う人は、 支払い期限の  前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

支払いは  早めに！ 

○固定資産税（第1期）○固定資産税（第1期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

❸ バーコード付きの  納付書は  コンビニエンスストアでも  税金を  払うことが  できます。

　 ※ただし、 納付書の  指定期限内のみです。

❶ 小牧市役所  本庁舎2階で、 税金の  払い方の  相談や、 支払いが  できます。

とき  4月 9日（日）、 4月 23日（日）　8:30～17:15

❷ 小牧駅出張所で、 税金を  払うことが  できます。 都合の  良いときに  利用してください。

　  8:30～17:15　※ただし、 年末年始は　休みです。
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かいかん

かいかん

かいかん

かいかん

せんたーこみゅにてぃ

かいかん

せんたー

せんたー

しみん

かいかん

かいかん

かいかん

きんろう

しゅうかいじょじゅうたくこまき ふんもく

もく

すい

すい

か

か

にちがつ

じかんしようにちじ

にっていひょう

れんらくけいさつしょこまき

ししょおわりせんたーかんりほごどうぶつあいちけんあとほごいぬまよ

めいわくひとりかいしゅうせいいぬぬしかいぬ

あとかたいさくかんきょうばあいじっし

ばあいちゅうしわる ときてんき
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ほんちょうしゃこまきしやくしょ かい ぜいきん はら かた そうだん しはら
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きげんしてい ないのうふしょ

かかねしやくしょざいさんさしおばあいしはら

さしおふどうさんよきんきゅうよざいさん

しらもかねきんゆう　きかんきんむさきばあいしはら

いいいえいでんわおさはや

おく

ふりかえびこうざひのうふきげんえいぎょうびよくきんゆうきかんばあいしゅくじつにちどひのうふきげん

にちがつまつじつかくつきひのうふきげん

さいこくしょとくそくじょうしやくしょしはらきげんのうふしぜい
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こまきえき しゅっちょうじょ つごう よ りようぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

りょうきん

ちゅういじこう

はやはらし

しはら

かくにんかねのここうざひまえきげんしはらひとしはら

ふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわす

しさんしさんこていこてい ぜいぜい
だいだい きき

いちらんひょうきげんのうふぜいきんねんど

ぜいきん

しけんみんぜい き

き き

き き き き き き き き き

き き き き き き き き き

き き き き き き き き

き

き き

き き き

こていしさんぜい

けいじどうしゃぜい ぜんき

こくみんけんこうほけんぜい

かいごほけんりょう

こうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ

こうざ　ふりかえび

のうふきげん ひ

か すいきんげつ げつ げつ げつ げつすいもく もくすい



つつじ（小牧市の  花。 5～6月に  咲きます。）と  小牧山城と  つつじの  妖精  こまっきーつつじ（小牧市の  花。 5～6月に  咲きます。）と  小牧山城と  つつじの  妖精  こまっきー

電話.0568-76-1173　FAX.0568-75-8283
小牧市役所　地域活性化営業部　シティプロモーション課  にぎわい創出係
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

編 集

発 行

※詳しくは  各担当  窓口まで

　確認して  ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

  4月18日（火）
  4月25日（火）
  5月  2日（火）
  5月  9日（火）

  4月14日（金）
  4月21日（金）
  4月28日（金）

  4月12日（水）
  4月19日（水）
  4月26日（水）

  4月24日（月）
  4月20日（木）
  4月10日（月）

  4月13日（木）
  4月27日（木）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  方には  事前に  お手紙を  送りますので、 詳しい受付時間は  お手紙で  確認して下さい。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い場合は、 保健センターへ  相談して下さい。

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

2015年10月  1日～  8日生まれ

2015年10月 9日～21日生まれ

2015年10月22日～31日生まれ

2015年  1月  1日～15日生まれ

2015年  1月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2014年  4月  1日～ 7日生まれ

2014年  4月  8日～17日生まれ

2014年  4月18日～30日生まれ

2016年12月  1日～  7日生まれ
2016年12月  8日～15日生まれ
2016年12月16日～23日生まれ
2016年12月24日～31日生まれ

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

健診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

生まれてから  5か月～1歳未満

P7

P8

●こまき巡回バスの  ローマ字付き  コース図を

　作りました！

●多文化共生って  なんだろう？

●外国人  相談窓口の  お知らせ

●次の税金の  支払い期限は  5月 1日（月）です

●乳幼児健診、 その他の  教室の  お知らせ

P2

P3

P4

P5

P6●2017年度  狂犬病  予防集合注射

●臨時福祉給付金（経済対策分）の  

　申請は  お済みですか

●KIA  英語基礎講座の  お知らせ

●KIA  中国語講座（入門）受講生募集

●KIA  ポルトガル語講座（入門）受講生募集

●小牧市  休日急病診療所

赤ちゃん訪問

4月19日（水）

  5月21日（日）

4月28日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27名）赤ちゃんも参加もできます

●料金／無料　●申し込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●内容／歯みがき、 歯ならびについての  不安や  心配ごとの  相談  

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 歯ブラシ　●料金／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

4月24日（月）

4月18日（火）

4月11日（火）

4月21日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター母乳相談

パパママ教室

4月25日（火）

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験、おうちの味を知ろう（塩分濃度測定）　●持ち物／親子（母子）

　健康手帳、汁物30cc程度（味噌汁など・数日前のものでも可）　●申し込み／保健センター

子育て広場

市内在住の 妊婦と その夫（妊婦のみの参加もできます）30組

出生体重が 2,500ｇ未満の 赤ちゃんが 生まれたら、 低体重児届出書を 出しましょう。 

届出先：保健センター または 保険年金課低体重児届

保健連絡員と 保健連絡員OBが 生まれてから２～３か月頃の 赤ちゃんの ご自宅に 出産祝い品を 
持って 訪問します。 （事前に電話で都合をききます）
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外国人の人口：8,049人 / 小牧の人口：153,460人（2017年 3月 1日現在）


