
●資源・ごみの 分け方と 出し方

●外国人 相談窓口の お知らせ

●税金の 支払い 期限の お知らせ

●国民健康保険税・介護保険料・
　後期高齢者医療保険料の
　「納付（入）済額の お知らせ」

P2

P3

●空家 入居者 募集

●KIA 料理で 国際交流

●防災講演会の お知らせ

●ヤング健診の お知らせ

●路上喫煙 禁止区域

●小牧市 消防 出初式

●小牧市 歴史館 正月
　開館日のお知らせ

●成人検診の お知らせ

●乳幼児健診、 その他の

　教室の お知らせ

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

1月20日（火）
   1月27日（火）
  2月  3日（火）
  2月10日（火）

1月  9日（金）
1月16日（金）
1月23日（金）

1月  7日（水）
1月14日（水）
1月28日（水）
1月15日（木）
1月21日（水）

1月26日（月）

1月15日（木）
1月29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  人には  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  確認してください。

※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  相談してください。

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

2013年  7月  1日～10日生まれ
2013年  7月11日～22日生まれ
2013年  7月23日～31日生まれ

2012年  10月  1日～15日生まれ
2012年  10月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2012年  1月  1日～12日生まれ
2012年  1月13日～20日生まれ
2012年  1月21日～31日生まれ

2014年  9月  1日～  7日生まれ
2014年  9月  8日～15日生まれ
2014年  9月16日～22日生まれ
2014年  9月23日～30日生まれ

1月  7日（水）

1月25日（日）

1月30日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧児童館

北里児童館

大城児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容

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頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の親子（27組）

●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

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

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●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、お口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●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）

場　所 時　間 対象・内容・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

1月20日（火）
1月13日（火）
1月  6日（火）

1月16日（金）

1月  9日（金）

1月23日（金）

小牧児童館1月16日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●内容／育児に ついての 不安や 心配ごとの 相談、

　身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望者のみ）

●料金／無料

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  ご都合を  伺い  ます）
赤ちゃん訪問

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

母乳相談

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

パパママ教室

日にち

1月26日（月）
10:00～12:001月27日（火）

P6

P6

P5

P4

P8

P7

初日の出（小牧山から）

健診のお知らせ
けんしん

といあわせさき ほけん せんたー

ぼ　し けんしん　とう か れ んだ ー

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りょうきん ほけんむりょう

げつじ　いこう おやこ くみ

りょうきん むりょう もう こ

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

げつじ　いこう

しないざいじゅう にんぷ にんぷ さんか か くみおっと

おやこ くみ

りょうきん むりょう ほけん

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぼにゅう そうだん

いくじ  そうだん

さんぷ   けんこう   そうだんにんぷ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

あか ほうもん
ほけん    れんらくいん

ていたいじゅうじとどけ
しゅっせいたいじゅう

とどけでさき ほけん　　　せんたー

みまん あか う とどけでしょ だ

ほけん    れんらくいん

も ほうもん じぜん でんわ つごう うかが

う げつごろ あか じたく しゅっさんいわ ひん

りょうきん むりょう

ないよう

しんたいけいそく けつあつそくてい にょうけんさ きぼうしゃ

いくじ ふあん しんぱい そうだん

りょうきん むりょう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

ほけん せんたー

ほけん

ごろ

せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ないよう にんしんちゅう しょくじ くち けんこうあか とう やくわり

あか にんぎょう たいけん にんぷ ぎじたいけん けんこうてちょうおやこも もの ぼし ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

ひ ばしょ じかん たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も きけんこうてちょう わす

ていたいじゅうじ

とくにゅうようじ こさい

ほけん  ねんきん  か

はけんこうてちょうおやこ　　ぼしものもそうだんしんぱいふあんは はないよう

こまき   じどうかん

きたさと    じどうかん

おおしろ  じどうかん

こまき  じどうかん

げつじ　けんしん

げつじ　けんしん

さい げつじ し　か　けんしん

さいじ　けんしん

せっしゅ

さい

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

ほけん せんたー う かげつ みまん ひょうじゅんてき せっしゅきかん

すい

にち

げつ

にち  う

たいしょう ひと じぜん てがみ てがみおく うけつけじかんくわ かくにん

そうだんほけんばあいわるつごううかならけんしん

 

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐちかくたんとうくわ

かくにんへんしゅう

はっこう

ちいき そうしゅつがかりし てぃ ぷ ろ も ー し ょ ん かえいぎょうぶかっせいか

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

ば

しきょうしつ

た

しまどぐちそうだんがいこくじん

けんしんにゅうようじ

しきげんしはらぜいきん

かたわ かただしげん

しけんしんせいじん

しかいかんび

しょうがつれきしかんこまきし

でぞめしきしょうぼうこまきし

くいききんしきつえんろじょう

しけんしんやんぐ

しこうえんかいぼうさい

こうりゅうこくさいりょうり

ぼしゅうにゅうきょしゃあきや

しずみがくにゅうのうふ

ほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

ほけんりょうかいごほけんぜいけんこうこくみん

はつひ で こまきやま

ぜんご

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい
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外国人の人口：人 / 7,208小牧の人口：153,675人（2014年 12月 1日現在）
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燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

 

 

燃やさない
ごみ用

（赤袋
）

小牧市
指定収

集袋

 

資源・ごみの 分け方と 出し方

小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

廃棄物対策課　TEL0568-76-1187問合先
はいきぶつたいさくかといあわせさき

各種言語 （ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 タガログ語）の  パンフレットが  

あります。 市役所、 各市民センター、 都市センターで  配っています。  

また、 市ホームページから  ダウンロード  できます。

資源 ・ ごみの  分別に

ご協力  お願い  します。

小牧市では  資源・ごみの  分け方と  出し方の  ルールが  決められて  います。

次の  ことに  注意して  資源・ごみを  出して  ください。

資源・ごみは  必ず  小牧市の  決められた  袋
（指定袋） に  入れて  出して  ください。

資源・ごみの  分け方と  出し方の  パンフレットを  
参考にして、分別して　ください。

資源・ごみ  収集カレンダーを  確認し、決められた日（指定日）の 
当日  8:30までに  出して  ください。

資　源
＝ 緑袋 

燃やさない ごみ
＝ 赤袋

燃やす ごみ
＝ 白袋

※小牧市の  決められた  袋

　（指定袋） は  スーパーや

　コンビニ、 薬局などで  売って

　います。

※ただし、 品目ごとに  必ず  分けて  入れて  ください。

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

外国人 相談 窓口の お知らせ
小牧市役所  本庁舎2階  市民安全課の中 ９：００～１７：００（12：００～１３：００は 休み）

といあわせさき

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先
といあわせさき しみん    あんぜんか

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 （9:30～16:30）、  

市民課に  中国語 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

子宮がん
（頸部がん検診）

1月  8日（木）
3月  5日（木）

（今年度最後の検診です）

14:00～15:30 保健センター

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

1月20日（火）
2月  3日（火）

2月19日（木）

9:00～11:00

９:30～11:30

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

保健センター

東部市民センター

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

※胃がん検診実施日時に

　  採便容器を回収します。

保健センター
２月19日は

東部市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

※無料クーポン券が

届いた人は申し込みできます

1月19日（月）
2月16日（月）
2月26日（木）

9:00～15:30 保健センター

乳がん検診
（超音波）

1月21日（水）

2月27日（金）
（今年度最後の検診です）

9:00～11:30

9:00～15:30
保健センター

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

※無料クーポン券が

届いた人は申し込みができます

実施期間
2014年  6月 2日(月）から
2015年  ３月３１日（火）

申し込み期間
2014年  8月 4日(月）から
2015年  2月27日（金）

市内産婦人科

骨粗しょう症検診
2月  5日（木）

（今年度最後の検診です）
9:30～15:30 東部市民センター

胸部Ｘ線検診 2月  5日（木）
（今年度最後の検診です）

9:30～15:30 東部市民センター

肺がん検診
（喀痰検査）

保健センター

対象・内容・申し込みなど

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／40人  ●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある人

　①40歳以上の偶数年生まれの人

　②奇数年生まれの人で2013年度未受診の人

　③1974年生まれで40歳になった人

●定員／115人  ●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上39歳までの小牧市に住民登録のある人

●定員／70人  ●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人
　①20歳以上の偶数年生まれの人
　②奇数年生まれの人で2013年度未受診の人

●料金／頸部がん検診1,000円、
　頸部・体部がん検診2,000円  70歳以上は500円
 （体部がん検診は医師が必要と認めた人のみ）

●申し込み／保健センター
（※無料クーポン券が届いた人は直接医療機関へ）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人
　①20歳以上の偶数年生まれの人
　②奇数年生まれの人で2013年度未受診の人

●定員／100人  ●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／150人  ●料金／830円

●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／100人  ●料金／無料

●申し込み／不要（直接会場にお越しください。）

●対象／50歳以上で喫煙指数（本数×年数）が

　600以上の人、または40歳以上で6か月以内に

　血痰のあった人のいずれかに該当する小牧市に

　住民登録のある人  ●料金／500円

●申し込み／保健センター窓口へ来てください。

乳がん検診・

子宮がん検診

について

※2007年度  以降は、 ２年に  １回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 奇数で  受診推奨を  しています。  

　ご理解と  ご協力を  お願いします。  ※無料クーポン券は  ６月  上旬頃に  対象の  生年月日の  人に  郵送しました。

成人検診のお知らせ

❸

❷

❶

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

し げ ん わ か た だ か た

きるーるかただかたわしげんこまきし

だしげんちゅういつぎ

だしていぶくろ

こまきし き ふくろ

き ふくろ

かならしげん

みどりぶくろあかぶくろしろぶくろ

しげんもも

ひんもく い

い

わかなら

うやっきょくこんびに

すーぱーしていぶくろ

こまきし

ぶんべつさんこう

ぱんふれっとかただかたわしげん

ぱんふれっとたがろぐごちゅうごくごえいごすぺいんごぽるとがるごかくしゅげんご

くばとしせんたーかくしみんせんたーしやくしょ

だうんろーどしほーむぺーじ

していびひきかくにんしゅうしゅう かれんだーしげん

だとうじつ

ねがきょうりょく

ぶんべつ
しげん

ぽるとがる ご げつ きん すぺいん ご えいご げつ か もく

ほけん ねんきん か ほいく か ふくし そうむ か ぽるとがる

しみん か ちゅうごくご

ご

はな しょくいん

ぽるとがる ご

こまき
やす

しやくしょ ほんちょうしゃ かい しみん あんぜんか なか

まどぐちそ うだ んが いこくじん し

ないよう

けんさかくたん

けんしんはい

けんしんせんきょうぶ

けんしんしょうこつそ

けんしんけいぶ

けいぶ

けいぶ

けんしん

けんしん

きかんいりょうちょくせつ

ちょくせつかいじょう こ

き

ふよう

まどぐち

がいとうけったん

ゆうそうひとせいねんがっぴたいしょうじょうじゅんごろがつくーぽんけんむりょうねがきょうりょくりかい

すいしょうじゅしんきすうぐうすうわれきどしうじゅしんかいねんいこうねんど

けんしんしきゅう

けんしんにゅう

ねんすうほんすうしすうきつえん

とどくーぽんけんむりょう

みとひつよういし

たいぶ

けんしんたいぶ

しきゅう

もう こひととど

くーぽんけんむりょう

さいぼうしんししんないしん

けんしんしせつしきゅう

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

もう こひととど

くーぽんけんむりょう

まんもぐらふぃ

けんしんにゅう

けんさはんのうべんせんけつ

けんしんだいちょう

さつえいかんせつせんいぶ

けんしん

けんしんさいごこんねんど

けんしんさいごこんねんど

けんしんさいごこんねんど

けんしんさいごこんねんど

じっしきかん

きかんもう こ

きん

すい

げつ

もく

かにちがつ

かいしゅうようきさいべん

にちじじっしけんしんい

もう こたいしょうばしょじかんきじつしゅるい

さんふじんかしない

せんたーしみんとうぶ

せんたーしみんとうぶ

せんたーしみんとうぶ

せんたーしみんとうぶ

せんたーほけん

せんたーほけん

せんたーほけん

せんたーほけん

せんたーほけん

せんたーほけん

せんたーほけん

にちがつ

もう こ

もう こ

えんいじょうさいえんりょうきんにん

えんいじょうさいえんりょうきん

えん

えん

えん

えん

りょうきん

えんりょうきん

りょうきん

にん

にん

ていいん

ていいん

ていいん

にん

えんりょうきん

えんりょうきん

にん

りょうきん むりょうにん

ていいん

ひととうろくじゅうみんこまきし

みじゅしんきすうねん

ねん

う

う

う

ぐうすうねん

いじょうさいたいしょう

りょうきん えん

ほけん せんたー

もう こ ほけん せんたー

もう こ ほけん せんたー

もう こ ほけん せんたー

もう こ ほけん せんたー

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん せんたー

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ひと

ひと

ひと ねんど ひと

ひと

とうろくじゅうみんこまきし

ひととうろくじゅうみんこまきし

いじょうさい

さい

いじょうさい

みじゅしんきすうねん

う

う

ぐうすうねん ひと

ひと ねんど ひと

ひと

ひと

いじょうさい

みじゅしんきすうねん

う

う

ぐうすうねん ひと

ひと ねんど ひと

いじょうさい

たいしょう

いじょうさい

いじょうさい

さいたいしょう

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさい

ひととうろくじゅうみんこまきし

こまきし

いじょうさい

ひと

ひと

ひと

とうろくじゅうみん

ひととうろくじゅうみん

こまきしいじょう

いじょう

さい

いじょう げつ いないさい

たいしょう

せんたーほけん

ていいん

たいしょう

ていいん

たいしょう

いじょうさいたいしょう

い

せ いじん けんしん し

けんしん し
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●市県民税（第4期） ●国民健康保険税（第8期）

●介護保険料（第7期） ●後期高齢者医療保険料（第6期）

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。

平日の  昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない人は…

次の 税金の 支払い期限は 2月 2日 (月) です

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  指定期限内だけ  です。

❶本庁舎2階に、 税金の  払い方の  相談や、 支払いが  できます。

とき  1月 11日（日）、 1月 25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。

問合先 収税課
TEL0568-72-2101（代表）内線276～279
TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）

しゅうぜいかといあわせさき

だいひょうないせん

ちょくつう

問合先

収税課 TEL0568-76-1117　　

介護保険課 TEL0568-76-1197　　

保険年金課 TEL0568-76-1128

国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の 
「納付（入）済額の  お知らせ」
2014年 1月 1日から  12月 31日までの  1年間で  納められた  国民健康保険税 ・ 

介護保険料 ・ 後期高齢者医療保険料の  金額を  確認  する  ための、 

納付（入）済額の  お知らせを 1月  14日（水）に  送ります。

日　時 にちじ

料金 りょうきん

問合先
といあわせさき

小牧市 消防本部  消防総務課  消防係　TEL76-0229（直通）
こまきし     しょうぼうほんぶ      しょうぼうそうむか ちょくつうしょうぼうがかり

小牧市歴史館（小牧城）　TEL／FAX.72-0712問合先

廃棄物対策課　TEL0568-76-1147問合先
はいきぶつたいさくかといあわせさき

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 市民会館  駐車場
（雨天時は、 大ホール）

2015年 1月 10日（土）
9:30 から 11：40

小牧市歴史館（小牧城）は  正月  3が日  開館します
2015年 1月 1日（祝・木）～3日（土） 9：00～16：30 （入館は 16：15まで）
※年末 12月 29日～31日は  休み  です。

大人（高校生以上）100円　／　こども（中学生以下）30円　／　未就学児  無料

団体（30名以上）の場合: 大人（高校生以上）60円　／　こども（中学生以下）20円

※土日祝日は  こども無料 （1月1日は  祝日のため  こども無料）

小牧市 消防 出初式2015年

小牧駅の  周りは 「路上喫煙禁止区域」     
と決められています

メロディーパーク

WC

小牧駅
名鉄小牧駅ビル

県
道
名
古
屋
犬
山
線

旧
県
道
名古
屋
犬
山
線

市
道
小
牧
西
線

市道小牧駅前線（ハナミズキ通り）

市
道
犬
山
公
園
小
牧
線

カリヨン
広場

小牧駅西駐車場

ラピオ

ガスビル

バスターミナル

GS

郵便局

小牧小学校

…対象区域

…喫煙場所

「小牧市快適で清潔なまちづくり条例」を

もとに、 2008年 12月 1日より、 小牧駅の

周りは「路上喫煙禁止区域」に  決められ、

区域の中での  喫煙が  禁止されて  います。

路上での  喫煙により、 受動喫煙による

健康被害、 たばこの  火に  よる  火傷、

吸殻の  ポイ捨てに  よる  ごみの  散乱等、

様々な  問題が  生じて  います。

ご理解と  ご協力を  お願い  いたします。

※路上喫煙禁止区域…路上で  たばこを
　吸っては  いけない  場所

※喫煙…たばこを吸うこと　

※受動喫煙…他の人が吸ったたばこの煙を吸うこと

新年恒例の  消防出初式が  行われます。 式典の  あと、 

太陽幼稚園  幼年消防クラブの  特別演武、 名古屋市

消防音楽隊の  特別演奏、 消防署  救助隊  救助演練、

消防火消  太鼓隊  演奏が  行われ、 消防団員による

はしご乗りと  一斉放水で  終わります。

きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうききだいほけんりょうかいご

きだいぜいほけんけんこうこくみんきだいぜいしけんみん

し はら

し はら はや

わす こうざ ふりかえ べんり

ぜいきん ふりかえ はらしこうざ ひと はらし きげん まえ

こうざ のこ かね かくにん

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら ひと

き げ んし は らぜ い き んつ ぎ が つ に ち げ つ

ほん かい はらぜいきんちょうしゃ かた しはらそうだん

がつ にち にちがつにち にち

りようよつごうはらぜいきんこまき しゅっちょうじょえき

やすねんまつ　ねんし

ばーこーど つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す ぜいきん はら

のうふしょ してい きげん ない

支払いは  早めに！

といあわせさき

ほけんねんきんか

しゅうぜいか

かいごほけんか

おくすいにちがつしずみがくにゅうのうふ

かくにんきんがくいりょうほけんりょうこうきこうれいしゃかいごほけんりょう

こくみんけんこうほけんぜいおさねんかんにちがつにちがつねん

しがくずみにゅうのうふ

ほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

ほけんりょうかいごほけんぜいけんこうこくみん

といあわせさき こまきしれきしかん こまきじょう

ね ん

こ ま き し し ょ う ぼ う で ぞ め し き

き

くいききんしきつえんろじょうまわこまきえき

だいほーるうてんじ

しみん      かいかん ちゅうしゃじょう

か い かんに ちしょうが つ
こ ま きじょう

こ ま きし れ きしか ん

にゅうかんどにちしゅく もくにちがつねん

やすにちにちがつねんまつ

みしゅうがくじ むりょうえん ちゅうがくせい　いか えんこうこうせい　いじょうおとな

えん ちゅうがくせい　いか えんこうこうせい　いじょうおとなばあいめいいじょうだんたい

どにちがつねん

おほうすいいっせいの

しょうぼうだんいんおこなえんそうたいこたいひけししょうぼう

えんれんきゅうじょきゅうじょたいしょうぼうしょえんそうとくべつおんがくたいしょうぼう

なごやしえんぶとくべつくらぶしょうぼうようねんようちえんたいよう

しきてんおこなでぞめしきしょうぼうこうれいしんねん

むりょうむりょう しゅくじつにちがつどにちしゅくじつ

こまきしょうがっこう

らぴお

こまきえき

たいしょうくいき

きつえんばしょ

めろでぃーぱーく

ばすたーみなる

めいてつこまきえきびる

かりよん

こまきえきにしちゅうしゃじょう
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ひろば
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し
ど
う
　
こ
ま
き
に
し
せ
ん

し
ど
う
　
い
ぬ
や
ま
こ
う
え
ん
こ
ま
き
せ
ん

きゅ
うけ
んど
うな
ご
や
い
ぬ
やま
せん

け
ん
ど
う
な
ご
や
い
ぬ
や
ま
せ
ん
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すけむりすひとほかきつえんじゅどう

すきつえん

さんらん など

しょうもんだいさまざま

ぽい すすいがら

やけどひけんこうひがい

じゅどうきつえんきつえんろじょう

きんしきつえんくいき なか

きくいききんしきつえんろじょうまわ

こまきえきにちがつねん

じょうれい

ばしょす

ろじょうくいききんしきつえんろじょう

せいけつかいてきこまきし

ひ
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といあわせさき

問合先
といあわせさき

35歳からの  ヤング健診
生活習慣病予防の  ために、  内臓脂肪に  着目した  健診を  受けて  みませんか。

内　容

日　程

場　所

定　員

時　間

身体計測（背の高さ、 体の重さ、 お腹周りを  測ります）、 血圧測定、 尿検査、 

血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 医師診察、 むし歯の  危険度テスト、 

歯科衛生士による  相談

2015年 1月 21日（水）

小牧市保健センター

9:30～12:00 

小牧市に  住民登録が  あり、 会社などで  健診を  受ける  機会が  ない人で、 

35歳 ～ 39歳に  なる人 （1975年 4月 1日 ～ 1980年 4月 1日 生まれ）

50人 （50人に  なったら、 締め切ります）

無料

保健センターへ  申し込んで  ください。

申し込みを  する時に  受付時間を  決めます。

 市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきて  ください （東側の  庁舎  1階）

 市営  鷹之橋住宅  201号・302号

市営  鷹之橋住宅  空家に  
住みたい人を  募集します【抽選】

エプロン ・ ふきん ・ ペン  または  えんぴつ

1月 10日（土）～1月 31日（土） 9:00 ～ 17:00の  間に  

お金を  持って、 小牧市国際交流協会 （KIA)事務局 （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  休み

KIA会員  200円、 一般 500円

24人 （先に  申し込みを  した  人）

小牧市に  住んでいる・ 小牧市で  仕事を  している ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している、 または  KIA会員で  

小学  5年生  以上の  外国人

小牧市公民館  3階  料理教室

2015年 2月 14日（土） 10:00～13:30

倉知  龍子  先生

“手作り  お花見  弁当” 

  日本の  お弁当を  一緒に  作って みませんか。

料理で 国際交流

防災講演会を 行います
市民会館で  市民に  向けて  防災講演会を  行います。

防災講演会は、 防災意識の  向上、 防災知識を  身につける  ことにより、

地震  などによる  被害を  少なくする  ことを  目的として  います。 

名古屋大学  減災連携研究センター  廣井悠  准教授を  講師に  迎え

「都市と  防災 ―東日本大震災の  教訓を  経て―」を  演題に  講演を  行いますので、 ぜひ  ご参加  ください。

600人

名古屋大学  減災連携研究センター  

准教授  廣井  悠  さん

市民会館（小牧市  小牧  2-107）

いりません

事前  申し込みは  いりません

10:00～11:30 （開場  9:30）

2015年 1月 25日（日）

防災講演会の様子

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

講　師 こうし

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

持ち物 もちもの

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

日　程 にってい

時　間 じかん

場　所 ばしょ

講　師 こうし

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市公民館4階  TEL0568-76-0905
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい こまきし  こうみんかん かいじむきょく

料　金 りょうきん

●申し込み書を  配る  期間   ………… 2015年 1月  5日（月） ～  2015年 1月 26日（月）

●申し込みの  期間  …………………… 2015年 1月 19日（月） ～  2015年 1月 26日（月）

●抽選日 ………………………………… 2015年 2月  6日（金）

●アパートに  入れる  日（予定）……… 2015年 4月  1日（水）

申し込み もうしこみ

募集内容 ぼしゅうないよう

募集日程の  お知らせ（予定）

定　員 ていいん

といあわせさき

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

といあわせさき

危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき ききかんりか

といあわせさき

建築課　TEL.0568-76-1327問合先
といあわせさき けんちくか

せいかつ しゅうかん びょう よぼう ないぞう しぼう ちゃくもく けんしん う

しんたいけいそく せ たか

こまきし ほけん せんたー むりょう

からだ おも なか まわ はか けつあつ そくてい にょうけんさ

けつえき けんさ けんさししつ けっとう けんさ ひんけつ けんさ

こまき し とうろくじゅうみん かいしゃ

さい ひとさい

にん にん し き

もう こほけん せんたー

ねん がつ ねん がつ にちにち う

けんしん う ひときかい

もう こ とき うけつけ じかん き

ねん がつ すいにち

ばいし しんさつ きけんど てすと

しか えいせいし そうだん

や ん ぐ け ん し んさ い

ないよう

にってい

ばしょ

ていいん

じかん

対　象たいしょう

申し込みもうしこみ

すいにちがつねんよていひはいあぱーと

きんにちがつねんちゅうせんび

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんこもう

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんくばしょこもう

よていしにっていぼしゅう

ごう ごうじゅうたくたかのはししえい

かいちょうしゃひがしがわちょくせつまどぐちけんちくかしやくしょ

ちゅうせんぼしゅうひとす

あきやじゅうたくたかのはししえい

ぺんえぷろん

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしきょうかいこうりゅうこくさいこまきしもかね

あいだどにちがつどにちがつ

えんいっぱんえんかいいん

こ ひともうさきにん

がいこくじんいじょうねんせいしょうがく

かいいんべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしすこまきし

りゅうこ せんせいくらち

きょうしつりょうりかいこうみんかんこまきし

どにちがつねん

つくいっしょべんとうにほん

べんとうはなみてづく

こうりゅうこくさいりょうり

ようすこうえんかいぼうさい

こもうじぜん

にん

こまきこまきししみんかいかん

かいじょう

にちにちがつねん

さんかおこなこうえんえんだいとし ぼうさい ひがしにほん だいしんさい きょうくん へ

むかこうしじゅんきょうじゅ

じゅんきょうじゅ ひろい ゆう

だいがく げんさい れんけい けんきゅう せんたー ひろい ゆうなごや

だいがく げんさい れんけいけんきゅう せんたーなごや

もくてきすくひがいじしん

みちしきぼうさいこうじょういしきぼうさいこうえんかいぼうさい

おこなこうえんかいぼうさいむしみんしみんかいかん

おこなこうえんぼうさい かい

じむきょく
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といあわせさき

問合先
といあわせさき

35歳からの  ヤング健診
生活習慣病予防の  ために、  内臓脂肪に  着目した  健診を  受けて  みませんか。

内　容

日　程

場　所

定　員

時　間

身体計測（背の高さ、 体の重さ、 お腹周りを  測ります）、 血圧測定、 尿検査、 

血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 医師診察、 むし歯の  危険度テスト、 

歯科衛生士による  相談

2015年 1月 21日（水）

小牧市保健センター

9:30～12:00 

小牧市に  住民登録が  あり、 会社などで  健診を  受ける  機会が  ない人で、 

35歳 ～ 39歳に  なる人 （1975年 4月 1日 ～ 1980年 4月 1日 生まれ）

50人 （50人に  なったら、 締め切ります）

無料

保健センターへ  申し込んで  ください。

申し込みを  する時に  受付時間を  決めます。

 市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきて  ください （東側の  庁舎  1階）

 市営  鷹之橋住宅  201号・302号

市営  鷹之橋住宅  空家に  
住みたい人を  募集します【抽選】

エプロン ・ ふきん ・ ペン  または  えんぴつ

1月 10日（土）～1月 31日（土） 9:00 ～ 17:00の  間に  

お金を  持って、 小牧市国際交流協会 （KIA)事務局 （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  休み

KIA会員  200円、 一般 500円

24人 （先に  申し込みを  した  人）

小牧市に  住んでいる・ 小牧市で  仕事を  している ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している、 または  KIA会員で  

小学  5年生  以上の  外国人

小牧市公民館  3階  料理教室

2015年 2月 14日（土） 10:00～13:30

倉知  龍子  先生

“手作り  お花見  弁当” 

  日本の  お弁当を  一緒に  作って みませんか。

料理で 国際交流

防災講演会を 行います
市民会館で  市民に  向けて  防災講演会を  行います。

防災講演会は、 防災意識の  向上、 防災知識を  身につける  ことにより、

地震  などによる  被害を  少なくする  ことを  目的として  います。 

名古屋大学  減災連携研究センター  廣井悠  准教授を  講師に  迎え

「都市と  防災 ―東日本大震災の  教訓を  経て―」を  演題に  講演を  行いますので、 ぜひ  ご参加  ください。

600人

名古屋大学  減災連携研究センター  

准教授  廣井  悠  さん

市民会館（小牧市  小牧  2-107）

いりません

事前  申し込みは  いりません

10:00～11:30 （開場  9:30）

2015年 1月 25日（日）

防災講演会の様子

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

講　師 こうし

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

持ち物 もちもの

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

日　程 にってい

時　間 じかん

場　所 ばしょ

講　師 こうし

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市公民館4階  TEL0568-76-0905
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい こまきし  こうみんかん かいじむきょく

料　金 りょうきん

●申し込み書を  配る  期間   ………… 2015年 1月  5日（月） ～  2015年 1月 26日（月）

●申し込みの  期間  …………………… 2015年 1月 19日（月） ～  2015年 1月 26日（月）

●抽選日 ………………………………… 2015年 2月  6日（金）

●アパートに  入れる  日（予定）……… 2015年 4月  1日（水）

申し込み もうしこみ

募集内容 ぼしゅうないよう

募集日程の  お知らせ（予定）

定　員 ていいん

といあわせさき

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

といあわせさき

危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき ききかんりか

といあわせさき

建築課　TEL.0568-76-1327問合先
といあわせさき けんちくか

せいかつ しゅうかん びょう よぼう ないぞう しぼう ちゃくもく けんしん う

しんたいけいそく せ たか

こまきし ほけん せんたー むりょう

からだ おも なか まわ はか けつあつ そくてい にょうけんさ

けつえき けんさ けんさししつ けっとう けんさ ひんけつ けんさ

こまき し とうろくじゅうみん かいしゃ

さい ひとさい

にん にん し き

もう こほけん せんたー

ねん がつ ねん がつ にちにち う

けんしん う ひときかい

もう こ とき うけつけ じかん き

ねん がつ すいにち

ばいし しんさつ きけんど てすと

しか えいせいし そうだん

や ん ぐ け ん し んさ い

ないよう

にってい

ばしょ

ていいん

じかん

対　象たいしょう

申し込みもうしこみ

すいにちがつねんよていひはいあぱーと

きんにちがつねんちゅうせんび

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんこもう

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんくばしょこもう

よていしにっていぼしゅう

ごう ごうじゅうたくたかのはししえい

かいちょうしゃひがしがわちょくせつまどぐちけんちくかしやくしょ

ちゅうせんぼしゅうひとす

あきやじゅうたくたかのはししえい

ぺんえぷろん

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしきょうかいこうりゅうこくさいこまきしもかね

あいだどにちがつどにちがつ

えんいっぱんえんかいいん

こ ひともうさきにん

がいこくじんいじょうねんせいしょうがく

かいいんべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしすこまきし

りゅうこ せんせいくらち

きょうしつりょうりかいこうみんかんこまきし

どにちがつねん

つくいっしょべんとうにほん

べんとうはなみてづく

こうりゅうこくさいりょうり

ようすこうえんかいぼうさい

こもうじぜん

にん

こまきこまきししみんかいかん

かいじょう

にちにちがつねん

さんかおこなこうえんえんだいとし ぼうさい ひがしにほん だいしんさい きょうくん へ

むかこうしじゅんきょうじゅ

じゅんきょうじゅ ひろい ゆう

だいがく げんさい れんけい けんきゅう せんたー ひろい ゆうなごや

だいがく げんさい れんけいけんきゅう せんたーなごや

もくてきすくひがいじしん

みちしきぼうさいこうじょういしきぼうさいこうえんかいぼうさい

おこなこうえんかいぼうさいむしみんしみんかいかん

おこなこうえんぼうさい かい

じむきょく
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●市県民税（第4期） ●国民健康保険税（第8期）

●介護保険料（第7期） ●後期高齢者医療保険料（第6期）

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。

平日の  昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない人は…

次の 税金の 支払い期限は 2月 2日 (月) です

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  指定期限内だけ  です。

❶本庁舎2階に、 税金の  払い方の  相談や、 支払いが  できます。

とき  1月 11日（日）、 1月 25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。

問合先 収税課
TEL0568-72-2101（代表）内線276～279
TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）

しゅうぜいかといあわせさき

だいひょうないせん

ちょくつう

問合先

収税課 TEL0568-76-1117　　

介護保険課 TEL0568-76-1197　　

保険年金課 TEL0568-76-1128

国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の 
「納付（入）済額の  お知らせ」
2014年 1月 1日から  12月 31日までの  1年間で  納められた  国民健康保険税 ・ 

介護保険料 ・ 後期高齢者医療保険料の  金額を  確認  する  ための、 

納付（入）済額の  お知らせを 1月  14日（水）に  送ります。

日　時 にちじ

料金 りょうきん

問合先
といあわせさき

小牧市 消防本部  消防総務課  消防係　TEL76-0229（直通）
こまきし     しょうぼうほんぶ      しょうぼうそうむか ちょくつうしょうぼうがかり

小牧市歴史館（小牧城）　TEL／FAX.72-0712問合先

廃棄物対策課　TEL0568-76-1147問合先
はいきぶつたいさくかといあわせさき

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 市民会館  駐車場
（雨天時は、 大ホール）

2015年 1月 10日（土）
9:30 から 11：40

小牧市歴史館（小牧城）は  正月  3が日  開館します
2015年 1月 1日（祝・木）～3日（土） 9：00～16：30 （入館は 16：15まで）
※年末 12月 29日～31日は  休み  です。

大人（高校生以上）100円　／　こども（中学生以下）30円　／　未就学児  無料

団体（30名以上）の場合: 大人（高校生以上）60円　／　こども（中学生以下）20円

※土日祝日は  こども無料 （1月1日は  祝日のため  こども無料）

小牧市 消防 出初式2015年

小牧駅の  周りは 「路上喫煙禁止区域」     
と決められています

メロディーパーク

WC

小牧駅
名鉄小牧駅ビル

県
道
名
古
屋
犬
山
線

旧
県
道
名古
屋
犬
山
線

市
道
小
牧
西
線

市道小牧駅前線（ハナミズキ通り）
市
道
犬
山
公
園
小
牧
線

カリヨン
広場

小牧駅西駐車場

ラピオ

ガスビル

バスターミナル

GS

郵便局

小牧小学校

…対象区域

…喫煙場所

「小牧市快適で清潔なまちづくり条例」を

もとに、 2008年 12月 1日より、 小牧駅の

周りは「路上喫煙禁止区域」に  決められ、

区域の中での  喫煙が  禁止されて  います。

路上での  喫煙により、 受動喫煙による

健康被害、 たばこの  火に  よる  火傷、

吸殻の  ポイ捨てに  よる  ごみの  散乱等、

様々な  問題が  生じて  います。

ご理解と  ご協力を  お願い  いたします。

※路上喫煙禁止区域…路上で  たばこを
　吸っては  いけない  場所

※喫煙…たばこを吸うこと　

※受動喫煙…他の人が吸ったたばこの煙を吸うこと

新年恒例の  消防出初式が  行われます。 式典の  あと、 

太陽幼稚園  幼年消防クラブの  特別演武、 名古屋市

消防音楽隊の  特別演奏、 消防署  救助隊  救助演練、

消防火消  太鼓隊  演奏が  行われ、 消防団員による

はしご乗りと  一斉放水で  終わります。

きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうききだいほけんりょうかいご

きだいぜいほけんけんこうこくみんきだいぜいしけんみん

し はら

し はら はや

わす こうざ ふりかえ べんり

ぜいきん ふりかえ はらしこうざ ひと はらし きげん まえ

こうざ のこ かね かくにん

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら ひと

き げ んし は らぜ い き んつ ぎ が つ に ち げ つ

ほん かい はらぜいきんちょうしゃ かた しはらそうだん

がつ にち にちがつにち にち

りようよつごうはらぜいきんこまき しゅっちょうじょえき

やすねんまつ　ねんし

ばーこーど つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す ぜいきん はら

のうふしょ してい きげん ない

支払いは  早めに！

といあわせさき

ほけんねんきんか

しゅうぜいか

かいごほけんか

おくすいにちがつしずみがくにゅうのうふ

かくにんきんがくいりょうほけんりょうこうきこうれいしゃかいごほけんりょう

こくみんけんこうほけんぜいおさねんかんにちがつにちがつねん

しがくずみにゅうのうふ

ほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

ほけんりょうかいごほけんぜいけんこうこくみん

といあわせさき こまきしれきしかん こまきじょう

ね ん

こ ま き し し ょ う ぼ う で ぞ め し き

き

くいききんしきつえんろじょうまわこまきえき

だいほーるうてんじ

しみん      かいかん ちゅうしゃじょう

か い か んに ちしょうが つ
こ ま きじょう

こ ま きし れ きしかん

にゅうかんどにちしゅく もくにちがつねん

やすにちにちがつねんまつ

みしゅうがくじ むりょうえん ちゅうがくせい　いか えんこうこうせい　いじょうおとな

えん ちゅうがくせい　いか えんこうこうせい　いじょうおとなばあいめいいじょうだんたい

どにちがつねん

おほうすいいっせいの

しょうぼうだんいんおこなえんそうたいこたいひけししょうぼう

えんれんきゅうじょきゅうじょたいしょうぼうしょえんそうとくべつおんがくたいしょうぼう

なごやしえんぶとくべつくらぶしょうぼうようねんようちえんたいよう

しきてんおこなでぞめしきしょうぼうこうれいしんねん

むりょうむりょう しゅくじつにちがつどにちしゅくじつ

こまきしょうがっこう

らぴお

こまきえき

たいしょうくいき

きつえんばしょ

めろでぃーぱーく

ばすたーみなる

めいてつこまきえきびる

かりよん

こまきえきにしちゅうしゃじょう

がすびる

ゆうびんきょく

ひろば

しどう　こまきえきまえせん
はなみずきどおり

し
ど
う
　
こ
ま
き
に
し
せ
ん

し
ど
う
　
い
ぬ
や
ま
こ
う
え
ん
こ
ま
き
せ
ん

きゅ
うけ
んど
うな
ご
や
い
ぬ
やま
せん

け
ん
ど
う
な
ご
や
い
ぬ
や
ま
せ
ん

ねがきょうりょくりかい

すけむりすひとほかきつえんじゅどう

すきつえん

さんらん など

しょうもんだいさまざま

ぽい すすいがら

やけどひけんこうひがい

じゅどうきつえんきつえんろじょう

きんしきつえんくいき なか

きくいききんしきつえんろじょうまわ

こまきえきにちがつねん

じょうれい

ばしょす

ろじょうくいききんしきつえんろじょう

せいけつかいてきこまきし

ひ
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燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

 

 

燃やさない
ごみ用

（赤袋
）

小牧市
指定収

集袋

 

資源・ごみの 分け方と 出し方

小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

廃棄物対策課　TEL0568-76-1187問合先
はいきぶつたいさくかといあわせさき

各種言語 （ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 タガログ語）の  パンフレットが  

あります。 市役所、 各市民センター、 都市センターで  配っています。  

また、 市ホームページから  ダウンロード  できます。

資源 ・ ごみの  分別に

ご協力  お願い  します。

小牧市では  資源・ごみの  分け方と  出し方の  ルールが  決められて  います。

次の  ことに  注意して  資源・ごみを  出して  ください。

資源・ごみは  必ず  小牧市の  決められた  袋
（指定袋） に  入れて  出して  ください。

資源・ごみの  分け方と  出し方の  パンフレットを  
参考にして、分別して　ください。

資源・ごみ  収集カレンダーを  確認し、決められた日（指定日）の 
当日  8:30までに  出して  ください。

資　源
＝ 緑袋 

燃やさない ごみ
＝ 赤袋

燃やす ごみ
＝ 白袋

※小牧市の  決められた  袋

　（指定袋） は  スーパーや

　コンビニ、 薬局などで  売って

　います。

※ただし、 品目ごとに  必ず  分けて  入れて  ください。

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

外国人 相談 窓口の お知らせ
小牧市役所  本庁舎2階  市民安全課の中 ９：００～１７：００（12：００～１３：００は 休み）

といあわせさき

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先
といあわせさき しみん    あんぜんか

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 （9:30～16:30）、  

市民課に  中国語 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

子宮がん
（頸部がん検診）

1月  8日（木）
3月  5日（木）

（今年度最後の検診です）

14:00～15:30 保健センター

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

1月20日（火）
2月  3日（火）

2月19日（木）

9:00～11:00

９:30～11:30

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

保健センター

東部市民センター

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

※胃がん検診実施日時に

　  採便容器を回収します。

保健センター
２月19日は

東部市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

※無料クーポン券が

届いた人は申し込みできます

1月19日（月）
2月16日（月）
2月26日（木）

9:00～15:30 保健センター

乳がん検診
（超音波）

1月21日（水）

2月27日（金）
（今年度最後の検診です）

9:00～11:30

9:00～15:30
保健センター

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

※無料クーポン券が

届いた人は申し込みができます

実施期間
2014年  6月 2日(月）から
2015年  ３月３１日（火）

申し込み期間
2014年  8月 4日(月）から
2015年  2月27日（金）

市内産婦人科

骨粗しょう症検診
2月  5日（木）

（今年度最後の検診です）
9:30～15:30 東部市民センター

胸部Ｘ線検診 2月  5日（木）
（今年度最後の検診です）

9:30～15:30 東部市民センター

肺がん検診
（喀痰検査）

保健センター

対象・内容・申し込みなど

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／40人  ●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある人

　①40歳以上の偶数年生まれの人

　②奇数年生まれの人で2013年度未受診の人

　③1974年生まれで40歳になった人

●定員／115人  ●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上39歳までの小牧市に住民登録のある人

●定員／70人  ●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人
　①20歳以上の偶数年生まれの人
　②奇数年生まれの人で2013年度未受診の人

●料金／頸部がん検診1,000円、
　頸部・体部がん検診2,000円  70歳以上は500円
 （体部がん検診は医師が必要と認めた人のみ）

●申し込み／保健センター
（※無料クーポン券が届いた人は直接医療機関へ）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人
　①20歳以上の偶数年生まれの人
　②奇数年生まれの人で2013年度未受診の人

●定員／100人  ●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／150人  ●料金／830円

●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／100人  ●料金／無料

●申し込み／不要（直接会場にお越しください。）

●対象／50歳以上で喫煙指数（本数×年数）が

　600以上の人、または40歳以上で6か月以内に

　血痰のあった人のいずれかに該当する小牧市に

　住民登録のある人  ●料金／500円

●申し込み／保健センター窓口へ来てください。

乳がん検診・

子宮がん検診

について

※2007年度  以降は、 ２年に  １回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 奇数で  受診推奨を  しています。  

　ご理解と  ご協力を  お願いします。  ※無料クーポン券は  ６月  上旬頃に  対象の  生年月日の  人に  郵送しました。

成人検診のお知らせ

❸

❷

❶

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
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●資源・ごみの 分け方と 出し方

●外国人 相談窓口の お知らせ

●税金の 支払い 期限の お知らせ

●国民健康保険税・介護保険料・
　後期高齢者医療保険料の
　「納付（入）済額の お知らせ」

P2

P3

●空家 入居者 募集

●KIA 料理で 国際交流

●防災講演会の お知らせ

●ヤング健診の お知らせ

●路上喫煙 禁止区域

●小牧市 消防 出初式

●小牧市 歴史館 正月
　開館日のお知らせ

●成人検診の お知らせ

●乳幼児健診、 その他の

　教室の お知らせ

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

1月20日（火）
   1月27日（火）
  2月  3日（火）
  2月10日（火）

1月  9日（金）
1月16日（金）
1月23日（金）

1月  7日（水）
1月14日（水）
1月28日（水）
1月15日（木）
1月21日（水）

1月26日（月）

1月15日（木）
1月29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  人には  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  確認してください。

※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  相談してください。

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

2013年  7月  1日～10日生まれ
2013年  7月11日～22日生まれ
2013年  7月23日～31日生まれ

2012年  10月  1日～15日生まれ
2012年  10月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2012年  1月  1日～12日生まれ
2012年  1月13日～20日生まれ
2012年  1月21日～31日生まれ

2014年  9月  1日～  7日生まれ
2014年  9月  8日～15日生まれ
2014年  9月16日～22日生まれ
2014年  9月23日～30日生まれ

1月  7日（水）

1月25日（日）

1月30日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧児童館

北里児童館

大城児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容

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頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の親子（27組）

●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

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

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●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、お口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●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）

場　所 時　間 対象・内容・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

1月20日（火）
1月13日（火）
1月  6日（火）

1月16日（金）

1月  9日（金）

1月23日（金）

小牧児童館1月16日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●内容／育児に ついての 不安や 心配ごとの 相談、

　身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望者のみ）

●料金／無料

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  ご都合を  伺い  ます）
赤ちゃん訪問

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

母乳相談

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

パパママ教室

日にち

1月26日（月）
10:00～12:001月27日（火）

P6

P6

P5

P4

P8

P7

初日の出（小牧山から）

健診のお知らせ
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外国人の人口：人 / 7,208小牧の人口：153,675人（2014年 12月 1日現在）


