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●ごみ散乱防止  市民行動の日

●買い物袋をもっていこう!!

●資源・ごみの分け方と出し方
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●35歳からのヤング健診

●第35回小牧市民まつり

●小牧山を英語で散策

●2015年度市立保育園入園申込み

●外国人相談窓口のお知らせ

●税金の納期限のお知らせ

●臨時福祉給付金の申請

●子育て世帯臨時特例給付金・

　子育て支援減税手当

●健診及びその他教室のお知らせ

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
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※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

小牧市民まつり  昨年の様子小牧市民まつり  昨年の様子

も くじも くじ

10月14日（火）
   10月21日（火）

10月28日（火）
11月  4日（火）

10月  3日（金）
10月10日（金）
10月17日（金）

10月  1日（水）
10月  8日（水）
10月22日（水）

10月  6日（月）
10月16日（木）
10月30日（木）

10月  9日（木）
10月23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  4月  1日～10日生まれ
2013年  4月11日～22日生まれ
2013年  4月23日～30日生まれ

2012年  7月  1日～15日生まれ
2012年  7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）

2011年  10月  1日～  9日生まれ
2011年  10月10日～22日生まれ
2011年  10月23日～31日生まれ

2014年  6月  1日～  9日生まれ
2014年  6月10日～16日生まれ
2014年  6月17日～23日生まれ
2014年  6月24日～30日生まれ

健診のお知らせ

10月  8日（水）

12月  8日（月）

10月24日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧南児童館

西部児童館

味岡児童館

大城児童館

味岡児童館

※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 14:00～16:00

４か月児以降の親子（27組）

●料金／無料　●申込み／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

10:00～12:00
13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

10月  7日（火）
10月14日（火）
10月21日（火）

10月28日（火）

10月17日（金）

10月10日（金）

10月21日（火）

10月24日（金）

10月21日（火）

●料金／無料　●申込み／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。 （訪問前に  電話で  都合を  聞きます）
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

10月27日（月）
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外国人の人口：7,160人 / 小牧の人口：153,629人（2014年 9月 1日現在）
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廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1147問合先

●災害に関すること 危機管理課　TEL.0568-７６-１１７１
●耐震診断・耐震改修に関すること 建築課　TEL.0568-７６-１１４２

問合先

環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先

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。

平日の 昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

❶本庁舎  2階に、 税金の  払い方の  相談、 支払いの  窓口が  あります。

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。

とき  10月 12日（日）、 10月 26日（日）  8:30～17:15

次の 税金の 支払い期限は 10月 31日（金）です

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

問合先 臨時福祉給付金  コールセンター TEL.0568-76-1613　

問合先 子育て世帯臨時特例給付金  コールセンター TEL.0568-76-1672　

支払いは  早めに！ 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  前日までに  口座の  残りの  お金を  確認して  ください。

●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）　　

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3期）

小牧市では、 ごみを  捨てないことを、 たくさんの  人に  呼びかける 

「ごみ散乱防止  市民行動の日」 が  あります。 式典が  おわった後、 

市民会館の  周りの  清掃活動 （ごみ拾い） を  行います。

小牧を  きれいな  まちに  しましょう！

小牧市では、 ごみを　減らすことや　レジ袋を　減らす　取り組みを

推進して  います。 買い物を　するときは、 ぜひ　買い物袋を　持って  行きましょう!!

レジ袋を 減らす とりくみに

ご協力 ください！

日　時

申込み場　所

耐震診断・耐震改修耐震診断・耐震改修

１０月４日（土）は ごみ散乱防止 市民行動 の 日

10月４日（土）　9：00～（受付は8：30～）

小牧市市民会館　駐車場

※ポイ捨て･･･ゴミを 道や 公園など に 捨てること

買い物袋 を もっていこう!!

「やめよう ポイ捨て※！  広げよう まち美化 の 輪」

いりません。 直接  会場へ  来てください。

※雨が  降っている時は  小牧市公民館講堂で  式典のみ  行います。

1995年 1月 17日に  おきた  阪神・淡路大震災では、 亡くなった  人が  6,434人お

り、 その  80％以上は  家が  倒れて  壊れたり  家具が  倒れる等の  原因で  亡く

なっています。 特に  1981年  以前の  建築基準法で  建てられた  木造住宅 （木で

造った家） に  大きな  被害が  でました。 古い  木造住宅に  住んでいる  人は、 

家の  耐震診断（地震に  耐えられるか  どうかを  調べること） をして、 必要な  耐

震補強 （地震に  耐えられるように  家を  強くすること） などにより、 大きな  地

震が  きたときの  準備を  しましょう。

小牧市では  1981年 5月 31日  以前に  建てられた  木造住宅は、 無料で  耐震診断が  

受けられます。 また、 耐震診断を  受けた  木造住宅で 「倒れる  可能性が  高い」、 

「倒れる  可能性が  ある」と  言われた  木造住宅を、 耐震改修 （地震に  耐えられるよ

うな  家に  工事すること） する場合には  補助金が  もらえます。まずは  無料の  耐震

診断の  申込みをして、 耐震診断を  受けましょう。

臨時福祉給付金の 申請は お済みですか臨時福祉給付金の 申請は お済みですか

子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当の 申請は お済みですか子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当の 申請は お済みですか

現在臨時福祉給付金の  申請を  受け付けています。 申請書が  届いた  人は、 申請を  してください。

受付に ついて

・郵送受付 : 申請書と  一緒に  入っている  返信用  封筒に  入れて  送ってください

 　　　　　（2015年 1月 5日（月）まで  使えます）

・窓口受付 : 健康福祉部  福祉総務課  本庁舎  2階  203会議室

　　　　　 （9:00から 17:00まで（土・日・祝日は  お休み））

○必要書類を  忘れないように  お願いします。 必要書類が  ない場合、 申請が  できません。

　以下の  必要書類を  申請書に  必ず  つけてください。

必要書類
・支給  対象者  全員の  写真付き  本人確認書類の  コピー（運転免許証、 パスポート、 在留カードなど）

・振込先の  銀行などの  口座が  確認できる  書類（預金通帳の  コピー）

（金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人と  フリガナが  書かれた  ページ（表紙裏面）の コピー）

受付に ついて
・郵送受付 : 申請書に  入っている  返信用封筒に  入れて  送って  ください。

 　　　　　（2015年 1月 5日（月）まで  使えます）

・窓口受付 : こども未来部 こども政策課 本庁舎 1階 ②窓口（9:00～17:00まで（土・日・祝日は お休み））

申請書が  届いた人は、 早めに  申請を  してください。 申請が  ないと  お金は  もらえません。
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すし ん せ いて あ てげ ん ぜ いし え んこ そ だき ゅ ふ き んと く れ いり ん じせ た いこ そ だ

うらめんひょうしぺーじか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

こぴーつうちょうよきんしょるいかくにんこうざぎんこうふりこみさき

かーどざいりゅうぱすぽーとめんきょしょううんてんこぴーしょるいかくにんほんにんつしゃしんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

つかげつにちがつねん

しょるいひつよう

しゅっちょうじょ

やすねんまつねんし

はらぜいきんこんびにえんすすとあのうふしょつばーこーど

していのうふしょ きげんない

といあわせさき ちょくつうないせんだいひょうしゅうぜいか

といあわせさき こーるせんたーふくしりんじ きゅうふきん

といあわせさき こーるせんたーこそだ せたい りんじ とくれい きゅうふきん

はいきぶつ   たいさく　かといあわせさき

さいがい

といあわせさき

かんきょう  たいさく かといあわせさき
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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 出し方に ついて
か ただか たわ

し げん

料理くず、 木くず、 貝殻、 布製品、 ぬいぐるみ、 紙おむつ、 打ち枝、 草、 
リサイクル  できない  紙くず （紙コップ・ティッシュペーパー・写真など）

※打ち枝は、 直径10cm  以下で  60cm  未満の  長さに  切り、 

　束ねて  しっかり  縛って  出して  ください。

※紙おむつは、 汚物を  トイレに  流した  後で  出して  ください。

①料理くずは、 水を  十分  切る。

②燃やすごみ用  収集袋 （白色）に  入れる。 

③燃やすごみ  収集場所へ  出す。

燃やすごみ

燃やさないごみ

※ガラスくず  など  危険な  ものは、 古い紙などに  包んで、

 「キケン」と  書いて  出して  ください。

※ボタン電池、 ニカド電池  等は  売っている  お店へ  

   持って  行って  ください。

※金属類・プラ容器が  袋に  一緒に  入って  いることが  あります。 

　資源として  出せないかを  もう一度  確認して  ください。

①燃やさないごみ用  収集袋

 （赤色）に  入れる。

②資源回収場所へ  出す。

小牧市環境キャラクター
「エコリン」
小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきし かんきょう きゃらくたーきゃらくたー

えこりん

廃棄物対策課　TEL.0568-76-1187問合先

9:30～12:00　申込みを  する時に  受付時間を  決めます。

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

50人（予約必要） 50人に  なったら、 締め切ります。 無料

小牧市保健センター

内　容

日　程 場　所

定　員

時　間

対　象

料　金

といあわせさき

身長測定、 体重測定、 腹囲測定、 血圧測定、 尿検査、 
血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 むし歯の  危険度テスト、 歯科衛生士による  相談

12月 7日（日） 1月 21日（水）
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。

保育課　TEL.0568-７６-1130

【受入】 ○…1歳児から　●…0歳児（3か月目）から　★…0歳児（生まれてから  57日目）から
【延長保育時間】 □…平日7:30～18:30　土曜7:30～17:30　■…平日・土曜7:00～19:00

ほいくか

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
篠岡保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
一色保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
村中保育園
味岡保育園
第三保育園
みなみ保育園
市役所  保育課

○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○
★
★
★
★

□
□
□
□
■
□
□
■
□
□
□
□
□
□
□
■
■
■
■
■

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
篠岡二丁目30
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533－4
小木二丁目350－1
久保一色南二丁目8
三ツ渕2130－1
桜井40
安田町98
本庄2597－433
藤島町梵天110－35
古雅三丁目54
城山三丁目2－1
村中1058
小松寺103－1
新町三丁目135
北外山２６４５－１６

77－0844
77－0913
79－2323
79－8336
77－1005
76－3337
76－2880
77－8536
77－8600
72－9330
73－5536
73－5535
79－6128
75－2320
79－2477
78－0797
42－0053
77－0425
77－0514
未 定
76－1130

所 在 地 電話番号 延長保育保育園名受入

配っている  場所：10月 1日 （水）から  各保育園 （みなみ保育園は  渡していません）、 保育課で  渡しています。

                  　　 ※第一希望の  保育園へ  申請書等を  取りに  行くと、 面接の  予約が  できます。

対象：生まれてから  57日目 ～ 小学校に  入る  前の  子ども

日時：10月30日（木）、 10月31日（金）9:00 ～ 16:30

場所：第1希望の  保育園 （みなみ保育園に  ついては  市役所  保育課にて  受付）

　　　※親子（母子）健康手帳を  持って  子どもと  一緒に  来て  ください。

申込み

申請書に

ついて

※村中保育園、 味岡保育園、 第三保育園は  指定管理者制度で  運営しています。
※2015年 4月より、 みなみ保育園が  指定管理者制度のもと  開設いたします。
※子ども・子育て支援新制度が  2015年 4月から  始まります。 詳しくは  10月1日から  配る  予定の
 「保育園・地域型保育 利用 申込みの  ご案内」を  見てください。

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

外国人相談窓口のお知らせ 月～金月・火・木スペイン語・英語 ポルトガル語

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（9:30 ～ 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。

市民安全課　TEL.0568-７６-１１20問合先
といあわせさき

問合先
といあわせさき

あんぜんかしみん

出し方

対象と なるもの
たいしょう

陶器、 ガラスくず、 革製品、 ゴム類、 電球、
乾電池、 容器包装  以外の  プラスチック製品、 
　　　　　　　　　　　　　　ライター  など

対象と なるもの
たいしょう

かただ

出し方
かただ

PICK UP

パッカー車の  火災の  

原因となるため、 必ず  

ガスを  抜いてから、 

出して  ください。 ガスの抜き方の例

テープテープ 輪ゴム輪ゴム

2015年度

長さ60cm未満
直径
10cm以下

いか

ちょっけい

みまんなが

指定袋  以外の  袋や  段ボールで

出しては  いけません。

も

も

えだうかみぬのせいひんかいがらきりょうり

かみりさいくる

くさ

しゃしんてぃっしゅぺーぱーかみこっぷ

きじゅうぶんみずりょうり

だ

だんぼーるふくろいがいしていぶくろ

いしろいろしゅうしゅうぶくろようも

だ

だあとながといれおぶつかみ

だしばたば

きながみまんいかちょっけいえだう

しゅうしゅうばしょも

かんでんち

でんきゅうごむるいかわせいひんがらすとうき

らいたー

ぷらすちっくいがいようき せいひん

いあかいろ

しゅうしゅうぶくろようも

だしげんかいしゅうばしょ

といあわせさき はいきぶつ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

内　容

日　程 場　所

定　員

時　間

対　象

料　金

といあわせさき

ひとさい うにちがつねん にちがつねん

ひときかいうけんしんかいしゃじゅうみん  とうろくこまきし

むりょうし きにんにん よやく ひつよう

き

そうだんえいせいししかきけんどばけんさひんけつけんさけっとうけんさししつけんさけつえき

けんさにょうそくていけつあつそくていふくいそくていたいじゅうそくていしんちょう

こまきし ほけんせんたー

うけつけ  じかんときもうしこ

にち すいにち にちがつ がつ

うけんしんちゃくもくないぞう  しぼうせいかつしゅうかんびょうよぼう

け ん し んや ん ぐ

さい

ないよう

にってい ばしょ

ていいん

じかん

たいしょう

りょうきん

ほけんせんたー

だか

きけん つつふる かみ

きけん

がらす

みせ

も い

うなどにかどぼたん

はいいっしょふくろぷら ようききんぞくるい

だ いちど かくにんしげん

でんちでんち

ほうそう

たいさくか

ほいくえんめいうけいれ

だいに  ほいくえん こまき  にちょうめ

しんまち  さんちょうめ

きたとやま みてい

こまつじあじおか  ほいくえん

みつぶち  ほいくえん

みつぶち  きた  ほいくえん みつぶち

すえ  ほいくえん

しのおか  ほいくえん

おおやま  ほいくえん

きたさと  ほいくえん

いわさき  ほいくえん

やまきた  ほいくえん

ほんじょう  ほいくえん

ふじしま  ほいくえん

こが  ほいくえん

おおしろ  ほいくえん

むらなか  ほいくえん むらなか

しろやま  さんちょうめ

こが  さんちょうめ

ふじしま  ちょう  ぼんてん

ほんじょう

やすだ  ちょう

こき  ほいくえん

いっしき  ほいくえん

さくら  ほいくえん さくらい

くぼ  いっしき  みなみ  にちょうめ

こき  にちょうめ

いわさき

しのおか  にちょうめ

おうじ  いっちょうめ

しもおばり  なかしま  にちょうめ

かみずえ あざ 　いなばだい

みつぶち

だいさん  ほいくえん

みなみ　ほいくえん

しやくしょ　ほいくか

しょざいち でんわ　ばんごう えんちょう　ほいく

うけいれ

えんちょう ほいく じかん へいじつ へいじつどよう どよう

いっさいじ ぜろさいじ ぜろさいじげつめ にちめう

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ かい あんぜんか

　 そ う だ ん 　 ま ど ぐ ち し

しみん やす

ほけん　　ねんきんか ふくし そうむかほいくか ぽるとがるご ぽるとがるご

しみんか ちゅうごくご はな しょくいん

もうしこ

しんせいしょ
だいいち　きぼう

たいしょう

ばしょ

にちめう しょうがっこう こまえはい

わたほいくかわたほいくえんほいくえんかくすいにちがつばしょくば

ほいくえん めんせつ よやくい

もく

だいいちきぼう ほいくえん

きいっしょこもけんこうてちょうぼしおやこ

うけつけほいくかしやくしょほいくえん

がつ にち きん

としんせいしょ

にちがつにちじ

うんえいしてい　かんりしゃ　　せいどあじおかほいくえん

みあんないもうしこりようほいくちいきがたほいくえん

よていくばにちがつくわはじがつねんしんせいどしえんこそだこ

かいせつせいどかんりしゃしていほいくえんがつねん

だいさん  ほいくえんむらなかほいくえん

げつ きんすぺいんご えいご げつ もくか ぽるとがるご

し り つ 　 　 　 ほ い く え ん
ね ん ど

に ゅ う え ん も う し こ

げんいん

かさいぱっかーしゃ

がす

かなら

わ ごむてーぷ

ぬ

だ
かた れいぬがす

など

が い こ く じ ん



4 5

生活情報誌こまき生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

Please 

 Listen!

日 時 にちじ

場 所 ばしょ

問合せ といあわせ

料 金 りょうきん

小牧通訳ボランティア会　TEL.090-8072-2817   E-mail  noopy2476@yahoo.co.jp問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき こまき つうやく ぼらんてぃあ かい

小牧市民まつり 実行委員会 事務局（小牧市役所 シティプロモーション課内）問合先
といあわせさき

日  時 にちじ

場  所 ばしょ

●八雲町  鮭料理  コーナー

●八雲町  ミルク  試飲  コーナー

●各種  ブース  出展

●ステージ イベント

●八雲町  じゃがいも  試食  コーナー

●ステージ イベント　

●ステージ イベント

外

公民館

市民会館ホール

●KIA チャリティ・ワールドレストラン

19日（日）12:30～　

小牧市民まつりの  時は  会場を  結ぶ  無料 シャトルバスが  あります。

10月18日（土）・19日（日）

市民会館会場

駅前会場

（18日（土）9:30　オープニングセレモニー）

小牧市市民会館（小牧市小牧2-107） ／ 小牧駅前（小牧市中央1） ／ 小牧山（小牧市堀の内1-1）

10:00～16:00

18日（土）9：30～16：00 ／ 19日（日）10：00～16：00

10:00～16:00

日本の  いろいろな  地域の  有名な  食べ物の  お店を  出します。

信長行列 （日本の  有名な  侍や  姫、 武士の  パレード）や  

小中学校 マーチングバンドが  パレードを  行います。

市道 犬山公園線 >>> 出発地 : 小牧原小学校 ～ 到着地 : 小牧市市民会館前

TEL0568-76-1173   http://www.city.komaki.aichi.jp/festival/shimin/index.html

Dance Mix 2014 in Komaki

●物産展

10:30～16:00　18日（土） コンテスト　19日（日） フリー

18日（土）9：30～16：00    19日（日）10：00～16：00

第35回小牧市民まつり

日　時 にちじ

コース こーす

集合場所 しゅうごう
ばしょ

集合時間 しゅうごう
じかん

パレード

小牧山会場

小牧市国際交流協会（KIA）事務局　Tel:0568‐76‐0905

ユニセフ募金に  ご協力  ください。小牧市  公民館  3階  学習室  3-2

10月 18日（土曜日） 11:00～　

世界の  手作り  料理で  Magokoro  交換!

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

今年は 『未来発見！ 小牧山城 ～ きっちゃんの  夢・チャレンジ ～』が  テーマ！

子ども  向け  アトラクションが  たくさん  あります。

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。
●ステージ イベント

休む  エリア
●きっちゃん ガーデンいろいろな  食べ物や  飲み物の  お店が  あります。

●きっちゃんの ごちそう広場
ふわふわや  ボールプールなどが  あります。

●アトラクション

 ママタレントの  石黒彩さんの  トークショーや 

『黄金鯱伝説グランスピアー』の  キャラクターショーなどが  あります。

●夢・チャレンジ ステージ（メイン ステージ）

Ａコース：「英語でガイド小牧山」

Ｂコース：「小牧山ガイドツアー」

料金 : 無料

対象 : どなたでも 

外国人 観光客を  英語で  案内している  私達が、

「第35回 小牧市民まつり開催」に  合わせ  皆さんに  小牧山を  英語で  案内します。

小牧山を 英語で 散策して みませんか。

10月 18日（土）11:00  および  13:00までに  集合

小牧市歴史館（小牧城）入り口の  前

小牧市歴史館（小牧城）、 小牧山、 間々観音

10月 18日（土）11:00  および  13:00の  一日  2回  行います。

日　時 にちじ

コース こーす

集合場所 しゅうごう
ばしょ

集合時間 しゅうごう
じかん 10:30までに  集合

小牧駅前 観光案内所の  前

小牧駅前 観光案内所 スタート。 玉林寺、 小牧山、 
小牧市歴史館（小牧城） ※オプション : 間々観音、メナード美術館

10月 19日（日）10:30より ～ 12:00まで。

申込み もうしこみ 名前と  電話番号を  書いて  メールするか、 電話で  連絡して  下さい。

北海道  八雲町で  採れた  鮭で  作った  料理を  無料で  食べることが  できます。

北海道  八雲町で  採れた  ミルクを  無料で  飲むことが  できます。

食べ物の  お店や  工作できる  コーナーが  あります。

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

北海道  八雲町で  採れた  じゃがいもを  無料で  食べることが  できます。

市民まつり
マスコットキャラクター

「きっちゃん」

※200食  なくなったら  終わりです。

ふわふわ

してぃ ぷろもーしょん

がつ にち ど にち にち
ど お ー ぷ に ん ぐ せ れ も にーにち

しみんかいかん  かいじょう

えきまえ  かいじょう

そと

こうみんかん

しみんかいかん ほーる

やくもちょう

やくもちょう さけりょうり こーなー

やくもちょう みるく しいん こーなー

かくしゅ ぶーす しゅってん

すてーじ

ちゃりてぃ

こまきし こうみんかん かい

ぶっさんてん

すてーじ いべんと

こんてすと ふりー

がくしゅうしつ

どにち にちにち

ど にちにち にち

にちにち

どにち にちにち

ぱれーど

こまきやま かいじょう

わーるど れすとらん

いべんと

すてーじ いべんと

ししょく こーなー

のぶながぎょうれつ

しょうちゅうがっこう まーちんぐばんど

しどう いぬやまこうえんせん しゅっぱつち こまきはらしょうがっこう

こまきしみん むりょう しゃとるばす

こまきやま えいご さんさく

とうちゃくち こまきし  

だ い か い
こ ま き 　 　 　 し み ん

しみんかいかんまえ

おこなぱれーど

ぱれーどぶしひめさむらいゆうめいにほん

だみせものたゆうめいちいきにほん

すてーじたのなどだんす

じむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

きょうりょくぼきんゆにせふ

おしょくどようびにちがつ

こうかんりょうりてづくせかい

すてーじたのなどだんす

こーなーこうさくみせものた

のむりょうみるくとやくもちょうほっかいどう

たむりょうりょうりつくさけとやくもちょうほっかいどう

たむりょうとやくもちょうほっかいどう

うちほりこまきしこまきやまちゅうおう

しみん

ますこっと きゃらくたー

こまきしこまきえきまえこまきこまきししみんかいかんこまきし

くだれんらくでんわめーるかばんごうでんわなまえ

しゅうごう

まえかんこうあんないじょこまきえきまえ

めなーどままかんのんおぷしょんこまきじょうれきしかんこまきし

こまきやまぎょくりんじすたーとかんこうあんないじょこまきえきまえ

にちにちがつ

つあーがいどこまきやまこーす

しゅうごうどにちがつ

まえぐちいこまきじょうれきしかんこまきし

ままかんのんこまきやまこまきじょうれきしかんこまきし

おこなかいいちにちどにちがつ

こまきやまがいどえいごこーす

あんないえいごみな こまきやまあかいさいこまきしみんかいだい

わたしたちあんないえいごかんこうきゃくがいこくじん

かないこまきしやくしょじむきょくじっこういいんかいこまきしみん

むりょうりょうきん

たいしょう

むすかいじょうとき

すてーじたのなどだんす

いべんとすてーじ

えりあやす

がーでんみせものもの のた

ひろば

ぼーる

あとらくしょん

きゃらくたーしょーぐらんすぴあーおうごんしゃちでんせつ

とーくしょーいしぐろ  あやまま

すてーじめいんすてーじちゃれんじゆめ

あとらくしょんむこ

てーまゆめ ちゃれんじこまきやまじょうみらいはっけんことし

たれんと

ぷーる

びじゅつかん
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Please 

 Listen!

日 時 にちじ

場 所 ばしょ

問合せ といあわせ

料 金 りょうきん

小牧通訳ボランティア会　TEL.090-8072-2817   E-mail  noopy2476@yahoo.co.jp問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき こまき つうやく ぼらんてぃあ かい

小牧市民まつり 実行委員会 事務局（小牧市役所 シティプロモーション課内）問合先
といあわせさき

日  時 にちじ

場  所 ばしょ

●八雲町  鮭料理  コーナー

●八雲町  ミルク  試飲  コーナー

●各種  ブース  出展

●ステージ イベント

●八雲町  じゃがいも  試食  コーナー

●ステージ イベント　

●ステージ イベント

外

公民館

市民会館ホール

●KIA チャリティ・ワールドレストラン

19日（日）12:30～　

小牧市民まつりの  時は  会場を  結ぶ  無料 シャトルバスが  あります。

10月18日（土）・19日（日）

市民会館会場

駅前会場

（18日（土）9:30　オープニングセレモニー）

小牧市市民会館（小牧市小牧2-107） ／ 小牧駅前（小牧市中央1） ／ 小牧山（小牧市堀の内1-1）

10:00～16:00

18日（土）9：30～16：00 ／ 19日（日）10：00～16：00

10:00～16:00

日本の  いろいろな  地域の  有名な  食べ物の  お店を  出します。

信長行列 （日本の  有名な  侍や  姫、 武士の  パレード）や  

小中学校 マーチングバンドが  パレードを  行います。

市道 犬山公園線 >>> 出発地 : 小牧原小学校 ～ 到着地 : 小牧市市民会館前

TEL0568-76-1173   http://www.city.komaki.aichi.jp/festival/shimin/index.html

Dance Mix 2014 in Komaki

●物産展

10:30～16:00　18日（土） コンテスト　19日（日） フリー

18日（土）9：30～16：00    19日（日）10：00～16：00

第35回小牧市民まつり

日　時 にちじ

コース こーす

集合場所 しゅうごう
ばしょ

集合時間 しゅうごう
じかん

パレード

小牧山会場

小牧市国際交流協会（KIA）事務局　Tel:0568‐76‐0905

ユニセフ募金に  ご協力  ください。小牧市  公民館  3階  学習室  3-2

10月 18日（土曜日） 11:00～　

世界の  手作り  料理で  Magokoro  交換!

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

今年は 『未来発見！ 小牧山城 ～ きっちゃんの  夢・チャレンジ ～』が  テーマ！

子ども  向け  アトラクションが  たくさん  あります。

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。
●ステージ イベント

休む  エリア
●きっちゃん ガーデンいろいろな  食べ物や  飲み物の  お店が  あります。

●きっちゃんの ごちそう広場
ふわふわや  ボールプールなどが  あります。

●アトラクション

 ママタレントの  石黒彩さんの  トークショーや 

『黄金鯱伝説グランスピアー』の  キャラクターショーなどが  あります。

●夢・チャレンジ ステージ（メイン ステージ）

Ａコース：「英語でガイド小牧山」

Ｂコース：「小牧山ガイドツアー」

料金 : 無料

対象 : どなたでも 

外国人 観光客を  英語で  案内している  私達が、

「第35回 小牧市民まつり開催」に  合わせ  皆さんに  小牧山を  英語で  案内します。

小牧山を 英語で 散策して みませんか。

10月 18日（土）11:00  および  13:00までに  集合

小牧市歴史館（小牧城）入り口の  前

小牧市歴史館（小牧城）、 小牧山、 間々観音

10月 18日（土）11:00  および  13:00の  一日  2回  行います。

日　時 にちじ

コース こーす

集合場所 しゅうごう
ばしょ

集合時間 しゅうごう
じかん 10:30までに  集合

小牧駅前 観光案内所の  前

小牧駅前 観光案内所 スタート。 玉林寺、 小牧山、 
小牧市歴史館（小牧城） ※オプション : 間々観音、メナード美術館

10月 19日（日）10:30より ～ 12:00まで。

申込み もうしこみ 名前と  電話番号を  書いて  メールするか、 電話で  連絡して  下さい。

北海道  八雲町で  採れた  鮭で  作った  料理を  無料で  食べることが  できます。

北海道  八雲町で  採れた  ミルクを  無料で  飲むことが  できます。

食べ物の  お店や  工作できる  コーナーが  あります。

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

北海道  八雲町で  採れた  じゃがいもを  無料で  食べることが  できます。

市民まつり
マスコットキャラクター

「きっちゃん」

※200食  なくなったら  終わりです。

ふわふわ

してぃ ぷろもーしょん

がつ にち ど にち にち
ど お ー ぷ に ん ぐ せ れ も にーにち

しみんかいかん  かいじょう

えきまえ  かいじょう

そと

こうみんかん

しみんかいかん ほーる

やくもちょう

やくもちょう さけりょうり こーなー

やくもちょう みるく しいん こーなー

かくしゅ ぶーす しゅってん

すてーじ

ちゃりてぃ

こまきし こうみんかん かい

ぶっさんてん

すてーじ いべんと

こんてすと ふりー

がくしゅうしつ

どにち にちにち

ど にちにち にち

にちにち

どにち にちにち

ぱれーど

こまきやま かいじょう

わーるど れすとらん

いべんと

すてーじ いべんと

ししょく こーなー

のぶながぎょうれつ

しょうちゅうがっこう まーちんぐばんど

しどう いぬやまこうえんせん しゅっぱつち こまきはらしょうがっこう

こまきしみん むりょう しゃとるばす

こまきやま えいご さんさく

とうちゃくち こまきし  

だ い か い
こ ま き 　 　 　 し み ん

しみんかいかんまえ

おこなぱれーど

ぱれーどぶしひめさむらいゆうめいにほん

だみせものたゆうめいちいきにほん

すてーじたのなどだんす

じむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

きょうりょくぼきんゆにせふ

おしょくどようびにちがつ

こうかんりょうりてづくせかい

すてーじたのなどだんす

こーなーこうさくみせものた

のむりょうみるくとやくもちょうほっかいどう

たむりょうりょうりつくさけとやくもちょうほっかいどう

たむりょうとやくもちょうほっかいどう

うちほりこまきしこまきやまちゅうおう

しみん

ますこっと きゃらくたー

こまきしこまきえきまえこまきこまきししみんかいかんこまきし

くだれんらくでんわめーるかばんごうでんわなまえ

しゅうごう

まえかんこうあんないじょこまきえきまえ

めなーどままかんのんおぷしょんこまきじょうれきしかんこまきし

こまきやまぎょくりんじすたーとかんこうあんないじょこまきえきまえ

にちにちがつ

つあーがいどこまきやまこーす

しゅうごうどにちがつ

まえぐちいこまきじょうれきしかんこまきし

ままかんのんこまきやまこまきじょうれきしかんこまきし

おこなかいいちにちどにちがつ

こまきやまがいどえいごこーす

あんないえいごみな こまきやまあかいさいこまきしみんかいだい

わたしたちあんないえいごかんこうきゃくがいこくじん

かないこまきしやくしょじむきょくじっこういいんかいこまきしみん

むりょうりょうきん

たいしょう

むすかいじょうとき

すてーじたのなどだんす

いべんとすてーじ

えりあやす

がーでんみせものもの のた

ひろば

ぼーる

あとらくしょん

きゃらくたーしょーぐらんすぴあーおうごんしゃちでんせつ

とーくしょーいしぐろ  あやまま

すてーじめいんすてーじちゃれんじゆめ

あとらくしょんむこ

てーまゆめ ちゃれんじこまきやまじょうみらいはっけんことし

たれんと

ぷーる

びじゅつかん
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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 出し方に ついて
か ただか たわ

し げん

料理くず、 木くず、 貝殻、 布製品、 ぬいぐるみ、 紙おむつ、 打ち枝、 草、 
リサイクル  できない  紙くず （紙コップ・ティッシュペーパー・写真など）

※打ち枝は、 直径10cm  以下で  60cm  未満の  長さに  切り、 

　束ねて  しっかり  縛って  出して  ください。

※紙おむつは、 汚物を  トイレに  流した  後で  出して  ください。

①料理くずは、 水を  十分  切る。

②燃やすごみ用  収集袋 （白色）に  入れる。 

③燃やすごみ  収集場所へ  出す。

燃やすごみ

燃やさないごみ

※ガラスくず  など  危険な  ものは、 古い紙などに  包んで、

 「キケン」と  書いて  出して  ください。

※ボタン電池、 ニカド電池  等は  売っている  お店へ  

   持って  行って  ください。

※金属類・プラ容器が  袋に  一緒に  入って  いることが  あります。 

　資源として  出せないかを  もう一度  確認して  ください。

①燃やさないごみ用  収集袋

 （赤色）に  入れる。

②資源回収場所へ  出す。

小牧市環境キャラクター
「エコリン」
小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきし かんきょう きゃらくたーきゃらくたー

えこりん

廃棄物対策課　TEL.0568-76-1187問合先

9:30～12:00　申込みを  する時に  受付時間を  決めます。

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

50人（予約必要） 50人に  なったら、 締め切ります。 無料

小牧市保健センター

内　容

日　程 場　所

定　員

時　間

対　象

料　金

といあわせさき

身長測定、 体重測定、 腹囲測定、 血圧測定、 尿検査、 
血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 むし歯の  危険度テスト、 歯科衛生士による  相談

12月 7日（日） 1月 21日（水）
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。

保育課　TEL.0568-７６-1130

【受入】 ○…1歳児から　●…0歳児（3か月目）から　★…0歳児（生まれてから  57日目）から
【延長保育時間】 □…平日7:30～18:30　土曜7:30～17:30　■…平日・土曜7:00～19:00

ほいくか

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
篠岡保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
一色保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
村中保育園
味岡保育園
第三保育園
みなみ保育園
市役所  保育課

○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○
★
★
★
★

□
□
□
□
■
□
□
■
□
□
□
□
□
□
□
■
■
■
■
■

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
篠岡二丁目30
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533－4
小木二丁目350－1
久保一色南二丁目8
三ツ渕2130－1
桜井40
安田町98
本庄2597－433
藤島町梵天110－35
古雅三丁目54
城山三丁目2－1
村中1058
小松寺103－1
新町三丁目135
北外山２６４５－１６

77－0844
77－0913
79－2323
79－8336
77－1005
76－3337
76－2880
77－8536
77－8600
72－9330
73－5536
73－5535
79－6128
75－2320
79－2477
78－0797
42－0053
77－0425
77－0514
未 定
76－1130

所 在 地 電話番号 延長保育保育園名受入

配っている  場所：10月 1日 （水）から  各保育園 （みなみ保育園は  渡していません）、 保育課で  渡しています。

                  　　 ※第一希望の  保育園へ  申請書等を  取りに  行くと、 面接の  予約が  できます。

対象：生まれてから  57日目 ～ 小学校に  入る  前の  子ども

日時：10月30日（木）、 10月31日（金）9:00 ～ 16:30

場所：第1希望の  保育園 （みなみ保育園に  ついては  市役所  保育課にて  受付）

　　　※親子（母子）健康手帳を  持って  子どもと  一緒に  来て  ください。

申込み

申請書に

ついて

※村中保育園、 味岡保育園、 第三保育園は  指定管理者制度で  運営しています。
※2015年 4月より、 みなみ保育園が  指定管理者制度のもと  開設いたします。
※子ども・子育て支援新制度が  2015年 4月から  始まります。 詳しくは  10月1日から  配る  予定の
 「保育園・地域型保育 利用 申込みの  ご案内」を  見てください。

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

外国人相談窓口のお知らせ 月～金月・火・木スペイン語・英語 ポルトガル語

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（9:30 ～ 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。

市民安全課　TEL.0568-７６-１１20問合先
といあわせさき

問合先
といあわせさき

あんぜんかしみん

出し方

対象と なるもの
たいしょう

陶器、 ガラスくず、 革製品、 ゴム類、 電球、
乾電池、 容器包装  以外の  プラスチック製品、 
　　　　　　　　　　　　　　ライター  など

対象と なるもの
たいしょう

かただ

出し方
かただ

PICK UP

パッカー車の  火災の  

原因となるため、 必ず  

ガスを  抜いてから、 

出して  ください。 ガスの抜き方の例

テープテープ 輪ゴム輪ゴム

2015年度

長さ60cm未満
直径
10cm以下

いか

ちょっけい

みまんなが

指定袋  以外の  袋や  段ボールで

出しては  いけません。

も

も

えだうかみぬのせいひんかいがらきりょうり

かみりさいくる

くさ

しゃしんてぃっしゅぺーぱーかみこっぷ

きじゅうぶんみずりょうり

だ

だんぼーるふくろいがいしていぶくろ

いしろいろしゅうしゅうぶくろようも

だ

だあとながといれおぶつかみ

だしばたば

きながみまんいかちょっけいえだう

しゅうしゅうばしょも

かんでんち

でんきゅうごむるいかわせいひんがらすとうき

らいたー

ぷらすちっくいがいようき せいひん

いあかいろ

しゅうしゅうぶくろようも

だしげんかいしゅうばしょ

といあわせさき はいきぶつ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

内　容

日　程 場　所

定　員

時　間

対　象

料　金

といあわせさき

ひとさい うにちがつねん にちがつねん

ひときかいうけんしんかいしゃじゅうみん  とうろくこまきし

むりょうし きにんにん よやく ひつよう

き

そうだんえいせいししかきけんどばけんさひんけつけんさけっとうけんさししつけんさけつえき

けんさにょうそくていけつあつそくていふくいそくていたいじゅうそくていしんちょう

こまきし ほけんせんたー

うけつけ  じかんときもうしこ

にち すいにち にちがつ がつ

うけんしんちゃくもくないぞう  しぼうせいかつしゅうかんびょうよぼう

け ん し んや ん ぐ

さい

ないよう

にってい ばしょ

ていいん

じかん

たいしょう

りょうきん

ほけんせんたー

だか

きけん つつふる かみ

きけん

がらす

みせ

も い

うなどにかどぼたん

はいいっしょふくろぷら ようききんぞくるい

だ いちど かくにんしげん

でんちでんち

ほうそう

たいさくか

ほいくえんめいうけいれ

だいに  ほいくえん こまき  にちょうめ

しんまち  さんちょうめ

きたとやま みてい

こまつじあじおか  ほいくえん

みつぶち  ほいくえん

みつぶち  きた  ほいくえん みつぶち

すえ  ほいくえん

しのおか  ほいくえん

おおやま  ほいくえん

きたさと  ほいくえん

いわさき  ほいくえん

やまきた  ほいくえん

ほんじょう  ほいくえん

ふじしま  ほいくえん

こが  ほいくえん

おおしろ  ほいくえん

むらなか  ほいくえん むらなか

しろやま  さんちょうめ

こが  さんちょうめ

ふじしま  ちょう  ぼんてん

ほんじょう

やすだ  ちょう

こき  ほいくえん

いっしき  ほいくえん

さくら  ほいくえん さくらい

くぼ  いっしき  みなみ  にちょうめ

こき  にちょうめ

いわさき

しのおか  にちょうめ

おうじ  いっちょうめ

しもおばり  なかしま  にちょうめ

かみずえ あざ 　いなばだい

みつぶち

だいさん  ほいくえん

みなみ　ほいくえん

しやくしょ　ほいくか

しょざいち でんわ　ばんごう えんちょう　ほいく

うけいれ

えんちょう ほいく じかん へいじつ へいじつどよう どよう

いっさいじ ぜろさいじ ぜろさいじげつめ にちめう

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ かい あんぜんか

　 そ う だ ん 　 ま ど ぐ ち し

しみん やす

ほけん　　ねんきんか ふくし そうむかほいくか ぽるとがるご ぽるとがるご

しみんか ちゅうごくご はな しょくいん

もうしこ

しんせいしょ
だいいち　きぼう

たいしょう

ばしょ

にちめう しょうがっこう こまえはい

わたほいくかわたほいくえんほいくえんかくすいにちがつばしょくば

ほいくえん めんせつ よやくい

もく

だいいちきぼう ほいくえん

きいっしょこもけんこうてちょうぼしおやこ

うけつけほいくかしやくしょほいくえん

がつ にち きん

としんせいしょ

にちがつにちじ

うんえいしてい　かんりしゃ　　せいどあじおかほいくえん

みあんないもうしこりようほいくちいきがたほいくえん

よていくばにちがつくわはじがつねんしんせいどしえんこそだこ

かいせつせいどかんりしゃしていほいくえんがつねん

だいさん  ほいくえんむらなかほいくえん

げつ きんすぺいんご えいご げつ もくか ぽるとがるご

し り つ 　 　 　 ほ い く え ん
ね ん ど

に ゅ う え ん も う し こ

げんいん

かさいぱっかーしゃ

がす

かなら

わ ごむてーぷ

ぬ

だ
かた れいぬがす

など

が い こ く じ ん
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廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1147問合先

●災害に関すること 危機管理課　TEL.0568-７６-１１７１
●耐震診断・耐震改修に関すること 建築課　TEL.0568-７６-１１４２

問合先

環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先

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。

平日の 昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

❶本庁舎  2階に、 税金の  払い方の  相談、 支払いの  窓口が  あります。

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。

とき  10月 12日（日）、 10月 26日（日）  8:30～17:15

次の 税金の 支払い期限は 10月 31日（金）です

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

問合先 臨時福祉給付金  コールセンター TEL.0568-76-1613　

問合先 子育て世帯臨時特例給付金  コールセンター TEL.0568-76-1672　

支払いは  早めに！ 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  前日までに  口座の  残りの  お金を  確認して  ください。

●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）　　

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3期）

小牧市では、 ごみを  捨てないことを、 たくさんの  人に  呼びかける 

「ごみ散乱防止  市民行動の日」 が  あります。 式典が  おわった後、 

市民会館の  周りの  清掃活動 （ごみ拾い） を  行います。

小牧を  きれいな  まちに  しましょう！

小牧市では、 ごみを　減らすことや　レジ袋を　減らす　取り組みを

推進して  います。 買い物を　するときは、 ぜひ　買い物袋を　持って  行きましょう!!

レジ袋を 減らす とりくみに

ご協力 ください！

日　時

申込み場　所

耐震診断・耐震改修耐震診断・耐震改修

１０月４日（土）は ごみ散乱防止 市民行動 の 日

10月４日（土）　9：00～（受付は8：30～）

小牧市市民会館　駐車場

※ポイ捨て･･･ゴミを 道や 公園など に 捨てること

買い物袋 を もっていこう!!

「やめよう ポイ捨て※！  広げよう まち美化 の 輪」

いりません。 直接  会場へ  来てください。

※雨が  降っている時は  小牧市公民館講堂で  式典のみ  行います。

1995年 1月 17日に  おきた  阪神・淡路大震災では、 亡くなった  人が  6,434人お

り、 その  80％以上は  家が  倒れて  壊れたり  家具が  倒れる等の  原因で  亡く

なっています。 特に  1981年  以前の  建築基準法で  建てられた  木造住宅 （木で

造った家） に  大きな  被害が  でました。 古い  木造住宅に  住んでいる  人は、 

家の  耐震診断（地震に  耐えられるか  どうかを  調べること） をして、 必要な  耐

震補強 （地震に  耐えられるように  家を  強くすること） などにより、 大きな  地

震が  きたときの  準備を  しましょう。

小牧市では  1981年 5月 31日  以前に  建てられた  木造住宅は、 無料で  耐震診断が  

受けられます。 また、 耐震診断を  受けた  木造住宅で 「倒れる  可能性が  高い」、 

「倒れる  可能性が  ある」と  言われた  木造住宅を、 耐震改修 （地震に  耐えられるよ

うな  家に  工事すること） する場合には  補助金が  もらえます。まずは  無料の  耐震

診断の  申込みをして、 耐震診断を  受けましょう。

臨時福祉給付金の 申請は お済みですか臨時福祉給付金の 申請は お済みですか

子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当の 申請は お済みですか子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当の 申請は お済みですか

現在臨時福祉給付金の  申請を  受け付けています。 申請書が  届いた  人は、 申請を  してください。

受付に ついて

・郵送受付 : 申請書と  一緒に  入っている  返信用  封筒に  入れて  送ってください

 　　　　　（2015年 1月 5日（月）まで  使えます）

・窓口受付 : 健康福祉部  福祉総務課  本庁舎  2階  203会議室

　　　　　 （9:00から 17:00まで（土・日・祝日は  お休み））

○必要書類を  忘れないように  お願いします。 必要書類が  ない場合、 申請が  できません。

　以下の  必要書類を  申請書に  必ず  つけてください。

必要書類
・支給  対象者  全員の  写真付き  本人確認書類の  コピー（運転免許証、 パスポート、 在留カードなど）

・振込先の  銀行などの  口座が  確認できる  書類（預金通帳の  コピー）

（金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人と  フリガナが  書かれた  ページ（表紙裏面）の コピー）

受付に ついて
・郵送受付 : 申請書に  入っている  返信用封筒に  入れて  送って  ください。

 　　　　　（2015年 1月 5日（月）まで  使えます）

・窓口受付 : こども未来部 こども政策課 本庁舎 1階 ②窓口（9:00～17:00まで（土・日・祝日は お休み））

申請書が  届いた人は、 早めに  申請を  してください。 申請が  ないと  お金は  もらえません。

もうしこみばしょ

にちじ

き んに ちが つき げ んし は らぜ い き んつ ぎ

きだい きだいけんこうこくみんしけんみんぜいちょうしゅうふつう

きだい きだい

ほけんぜい

りょうほけんかいご りょうほけんいりょうこうれいしゃこうき

べんりふりかえこうざわす

うしんだんたいしんもうしこしんだん

けんちくかかんかいしゅうたいしんしんだんたいしん

かんりかききかん

きかいじょうちょくせつちゅうしゃじょうかいかんしみんこまきし

おこなしきてんこうどうこうみんかんこまきしときふあめ

うけつけどにちがつ

こまき

きょうりょく

へぶくろれじ

いもぶくろものかものかすいしん

くとへぶくろれじへこまきし

ぶ く ろも のか

おこなひろかつどうせいそうまわかいかんしみん

あとしきてんひこうどうしみんぼうしさんらん

よひとすこまきし

すこうえんみちごみすぽい

わびかひろすぽい

ひこ う ど うし み んぼ う しさ ん ら んどに ちが つ

たいしんむりょうほじょきんばあいこうじいえ

たじしんかいしゅうたいしんじゅうたくもくぞういかのうせいたお

たかかのうせいたおじゅうたくもくぞううしんだんたいしんう

しんだんたいしんむりょうじゅうたくもくぞうたいぜんにちがつねんこまきし

じゅんびしん

じおおつよいえたじしんほきょうしん

たいひつようしらたじしんしんだんたいしんいえ

ひとすじゅうたくもくぞうふるひがいおおいえつく

きじゅうたくもくぞうたきじゅんほうけんちくいぜんねんとく

なげんいんなどたおかぐこわたおいえいじょう

にんひとなだいしんさいあわじはんしんにちがつねん

か い し ゅ うた い し んし ん だ んた い し ん

しはら はや しはら

かくにんかねのここうざぜんじつきげんしはらひとしはらこうざぜいきん ふりかえ

ひとしはらぜいきんいそがひるまへいじつ

まどぐちそうだんかた しはらはらぜいきんかいほんちょうしゃ

にちにち がつ にちにちがつ

りようよつごうはらぜいきんこまきえき

かならしんせいしょしょるいひつよういか

しんせいばあいしょるいひつようねがわすしょるいひつよう

やすしゅくじつにちど

かいぎしつかいほんちょしゃそうむかふくしふくしぶけんこううけつけまどぐち

おくいふうとうへんしんようはいいっしょしんせいしょうけつけゆうそう

うけつけ

しんせいひととどしんせいしょつうしんせいきゅうふきんふくしりんじげんざい

すし ん せ いき ゅ う ふ き んふ く しり ん じ

こぴー

やすしゅくじつにちどまどぐちかいほんちょうしゃせいさくかみらいぶうけつけまどぐち

つかげつにちがつねん

おくいふうとうへんしんようはいしんせいしょうけつけゆうそう

うけつけ

かねしんせいしんせいはやひととどしんせいしょ

すし ん せ いて あ てげ ん ぜ いし え んこ そ だき ゅ ふ き んと く れ いり ん じせ た いこ そ だ

うらめんひょうしぺーじか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

こぴーつうちょうよきんしょるいかくにんこうざぎんこうふりこみさき

かーどざいりゅうぱすぽーとめんきょしょううんてんこぴーしょるいかくにんほんにんつしゃしんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

つかげつにちがつねん

しょるいひつよう

しゅっちょうじょ

やすねんまつねんし

はらぜいきんこんびにえんすすとあのうふしょつばーこーど

していのうふしょ きげんない

といあわせさき ちょくつうないせんだいひょうしゅうぜいか

といあわせさき こーるせんたーふくしりんじ きゅうふきん

といあわせさき こーるせんたーこそだ せたい りんじ とくれい きゅうふきん

はいきぶつ   たいさく　かといあわせさき

さいがい

といあわせさき

かんきょう  たいさく かといあわせさき



●耐震診断・耐震改修

●ごみ散乱防止  市民行動の日

●買い物袋をもっていこう!!

●資源・ごみの分け方と出し方

P2

P3

●35歳からのヤング健診

●第35回小牧市民まつり

●小牧山を英語で散策

●2015年度市立保育園入園申込み

●外国人相談窓口のお知らせ

●税金の納期限のお知らせ

●臨時福祉給付金の申請

●子育て世帯臨時特例給付金・

　子育て支援減税手当

●健診及びその他教室のお知らせ

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

小牧市民まつり  昨年の様子小牧市民まつり  昨年の様子

も くじも くじ

10月14日（火）
   10月21日（火）

10月28日（火）
11月  4日（火）

10月  3日（金）
10月10日（金）
10月17日（金）

10月  1日（水）
10月  8日（水）
10月22日（水）

10月  6日（月）
10月16日（木）
10月30日（木）

10月  9日（木）
10月23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  4月  1日～10日生まれ
2013年  4月11日～22日生まれ
2013年  4月23日～30日生まれ

2012年  7月  1日～15日生まれ
2012年  7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）

2011年  10月  1日～  9日生まれ
2011年  10月10日～22日生まれ
2011年  10月23日～31日生まれ

2014年  6月  1日～  9日生まれ
2014年  6月10日～16日生まれ
2014年  6月17日～23日生まれ
2014年  6月24日～30日生まれ

健診のお知らせ

10月  8日（水）

12月  8日（月）

10月24日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧南児童館

西部児童館

味岡児童館

大城児童館

味岡児童館

※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 14:00～16:00

４か月児以降の親子（27組）

●料金／無料　●申込み／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

10:00～12:00
13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

10月  7日（火）
10月14日（火）
10月21日（火）

10月28日（火）

10月17日（金）

10月10日（金）

10月21日（火）

10月24日（金）

10月21日（火）

●料金／無料　●申込み／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。 （訪問前に  電話で  都合を  聞きます）
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

10月27日（月）
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生活情報誌こまき

外国人の人口：7,160人 / 小牧の人口：153,629人（2014年 9月 1日現在）


