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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

保健センター 13:45～14:30

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

種　類 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

P2

P3

P4

P5

P6赤ちゃん訪問

7月  9日（日）

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人）赤ちゃんも参加できます

●料金／0円　●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

申し込みは いりません

９か月児以降の親子（21組）

●料金／0円　●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／0円　

●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）

乳幼児（特に 1歳 ぐらいの お子さんに おすすめです）

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

●料金／0円　

●申し込み／保健センター
母乳相談

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

10:00～12:00

10:00～11:15

●対象／市内に 住んでいる 妊婦と その夫 （妊婦のみ でも 参加 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 いる 家に 出産祝い品を 
持って 訪問します。 （前もって 電話で 都合を ききます）

●第29回 小牧平成夏まつり

●第38回 小牧市民まつり 参加者募集！

●外国語版 ごみ分別アプリ 配信開始!!
●外国人のための 相談窓口の お知らせ

P5 ●母子・父子家庭 医療費受給者証の 
　更新の お知らせ

●小牧市 休日 急病 診療所

●成人検診の お知らせ

●母子健診などの カレンダー

●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　

●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

7月11日（火）
7月18日（火）
7月25日（火）
8月  1日（火）

2017年  3月  1日～  8日生まれ
2017年  3月  9日～16日生まれ
2017年  3月17日～24日生まれ
2017年  3月25日～31日生まれ

7月  7日（金）
7月14日（金）
7月21日（金）

2016年  1月  1日～12日生まれ

2016年  1月13日～19日生まれ

2016年  1月20日～31日生まれ

7月  6日（木）
7月13日（木）

2015年  4月  1日～15日生まれ

2015年  4月16日～30日生まれ

7月  5日（水）
7月12日（水）
7月26日（水）

2014年  7月  1日～11日生まれ

2014年  7月12日～21日生まれ

2014年  7月22日～31日生まれ
7月  6日（木）
7月19日（水）

7月31日（月）

7月21日（金）

7月  5日（水）

7月  4日（火）
7月11日（火）
7月18日（火）
7月24日（月）
7月25日（火）

7月  7日（金）

7月14日（金）

7月14日（金）

大城児童館

味岡児童館

●次の 税金の 支払い期限は 7月31日（月）です
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外国人の人口：8,260人 / 小牧の人口：153,434人（2017年 6月 1日現在）
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胸部X線検診
7月14日（金） 保健センター

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:00

～

11:00
9:30

～

11:00

9:00

～

11:00
9:00

～

11:00
9:30

～

11:00

9:00

～

10：30

種類 日にち 時間 場所

検診のお知らせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

乳がん検診
（超音波）

保健センター 

保健センター 

保健センター
7月19日（水）
8月21日（月）

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/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）
●申し込み／保健センター 

誕生日が 1989年 1月 7日 以前 偶数年に 生まれた 人

誕生日が 1989年 1月 8日 以降 奇数年に 生まれた 人

●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
※9月9日は  勤労センターで  検体容器を  回収します。

●対象／30歳から  39歳までの  小牧市に  住民登録の  ある人
●定員／60人/回（9月9日は120人/回）　
●料金／1,000円
●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある人
●定員／なし　●料金／0円
●申し込み／予約は いりません。
 希望する 人は、 当日 会場に 直接 来てください。

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診

平成30年
 3月31日（土）
　　　　まで

●受診期間

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●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 受けることが できます）
●申し込み／①②の人　小牧市内の産婦人科
  ③の人　前もって 保健センターに 聞いて ください。 保健センターで
  2016年度に 受診していないことを  確認してから、 検診票を 送ります。

骨粗しょう症検診
（超音波）

8月  9日（水） 保健センター
●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある人
●定員／75人/回　●料金／830円　●申し込み／保健センター

成人検診のお知らせ

問合先
といあわせさき ほけん せんたー

保健センター　TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545

けんしん し

9月  9日（土）

7月20日（木）

勤労センター

勤労センター

保健センター 

勤労センター

保健センター 

勤労センター

勤労センター

9月  9日（土）

8月  6日（日）

※検体容器 回収日の 年間予定は、
　検体容器を 送る 時に 通知します。

9:30

～

15:00

9:00

～

15:00

子宮がん検診
（頸部のみ）

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●定員／8月6日:100人/回    9月9日:200人/回
●料金／1,000円（70歳以上は500円）　●申し込み／保健センター

9:30
〜

15:00
9月  9日（土）

9月  2日（土）

9月  9日（土）

9月  9日（土）

9:00
〜

14:30
8月  6日（日）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

7月28日（金）
8月  6日（日）
8月16日（水）

9:00
〜

14:30

9:30
〜

14:15

9:30
〜

14:15

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●定員  120人/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）
●申し込み／保健センター

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●料金／1,500円（70歳以上は500円）
●申し込み／①②の人   みわレディースクリニックへ
  ③の人  前もって  保健センターに  聞いてください。 保健センターで
  2016年度に  受診していないことを  確認してから、 検診票を送ります。

※乳がん検診（マンモグラフィ）、子宮がん検診は、厚生労働省の「がん検診の指針」に基づき、2年に1回の受診としています。

個
別
検
診

集
団
検
診

ふらっとみなみ

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科（     ）

問合先
といあわせさき

小牧平成夏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）　
〒485-8650住所不要   TEL.0568-76-1173   FAX.0568-75-8283
E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

こまき  へいせい  なつ じっこう   いいんかい   じむきょく こまき   しやくしょ

じゅうしょ ふよう

してぃぷろもーしょん か ない

行灯山車の  パレードが  メインの  まつりです。 伝統的な  武者絵から、 

アニメの  キャラクターまで、色とりどりの  山車が  練り歩きます。 

山車行列と  一緒に  行われる  各団体の  パフォーマンスも  楽しんで  ください。

小牧平成 夏まつりとは？

17:20 オープニングパフォーマンス
18:00 表彰式
19:00 山車行列スタート
 ▶メロディーパーク（小牧駅東） ➡ 小牧市市民会館

20:05 表彰式（上位3賞）・フィナーレ
 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・レーザーの コラボレーション

17:30 オープニングパフォーマンス
 ハネト総踊り
18:15 和太鼓演奏
19:00 山車行列スタート
 ▶小牧市市民会館 ➡ メロディーパーク（小牧駅東）

小牧平成夏まつり第29回

山車行列の 当日参加の 受け付け山車行列の 当日参加の 受け付け

受付時間

山車行列に  当日でも  参加できます。 必ず  山車行列が  始まる  前に  まつり本部に  来てください。

1日目（7月22日（土））…18:30まで ／ 2日目（7月23日（日））…18:00まで

7/22
土

日
7/23

タイムスケジュール

※天気が  とても  悪かったら  中止します。 少し  雨が  降っている  時は  行います。

※予定は  変わることが  あります。

小牧市市民会館

小牧市市民会館

メロディーパーク

7月22日（土）17:30 ～ 21:00 7月23日（日）17:20 ～ 21:30
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きちょくせつかいじょうとうじつひときぼう

こ ほけん せんたーもう

よやくこもう

えんりょうきんかいにんていいん

えんりょうきんていいん

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たいしょう

せんたーほけんこもう

えんりょうきん

かいにんにちがつかいにんていいん

ひととうろくじゅうみんこまきしさいさいたいしょう

せんたーほけんこもう

えんいじょうさいえんりょうきんかいにんていいん

ひとひととうろくじゅうみんこまきいじょう

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょううえ

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょううえ

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょううえ

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょううえ

さいたいしょう

かいしゅうようきけんたいせんたーきんろうにちがつ

せんたーほけんこもう

えんりょうきん

せんたーほけんこもう

えんいじょうさいえんりょうきんかいにんていいん

ひと

つうちときおくようきけんたい

よていねんかんかいしゅうびようきけんたい

とうろくじゅうみんこまきしいじょう

ひとうぐうすうねんいぜんにちがつねんたんじょうび

ひとうきすうねんいこうにちがつねんたんじょうび

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

ばしょじかんひしゅるい

こらぼれーしょんれーざーわだいこはなびあめりかはなびてづつ

ひょうしょうしき

ぱーくめろでぃー

ぱふぉーまんす

にちにちがつにちめどにちがつにちめじかんうけつけ

きほんぶまえはじぎょうれつだしかならさんかとうじつぎょうれつだし

つうさんかとうじつぎょうれつだし

かよてい

ふ とき おこなあめすこちゅうしわるてんき

かいかんしみんこまきしふぃなーれしょうじょういひょうしょうしき

かいかんしみんこまきしひがしこまきえきぱーくめろでぃー

すたーとぎょうれつだし

ひがしこまきえきぱーくめろでぃーかいかんしみんこまきし

すたーとぎょうれつだし

えんそうわだいこ

そうおどはねと

かいかんしみんこまきし

ぱふぉーまんすおーぷにんぐ

おーぷにんぐ

ど

にち

なつへいせいこまき

なつへいせいこまき

かい

にちにちがつどにちがつ

だい

す け じ ゅ ー るた い む

ぱ ふ ぉ ー ま んす たのかく  だんたいおこないっしょだし   ぎょうれつ

あるねだしいろきゃら く た ーあにめ

むしゃえでんとうてきめいんぱれーどだしあんどん
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市民会館北

ラピオ

小牧市市民会館

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

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

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
こまきしみんびょういんきた

らぴお

こまきし しみん かいかん

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

パレード

コンテスト

信長（さむらい）行列参加者
槍隊、 鉄砲隊、 腰元などの  行列参加者を  募集します。

●応募資格： 中学生以上で  小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

第38回 小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民まつりを

盛り上げよう
も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月21日（土）、22日（日）に  
開催されます。 ぜひ  小牧市民まつりに  参加して  みませんか。

問合先
といあわせさき 小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp
URL : http://komaki-shimin-matsuri.jp/

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

10月21日（土）

10月22日（日）

●募集人員：10人  程度

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（月）必着
 申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

 申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センター、 

 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

ラピオ会場 市民歌謡祭参加者
あさひホールに  あなたの  声を  響かせませんか？

●応募資格： 小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

10月21日（土）

●募集人員：100人 （早く  申し込んだ  人）　●料金：500円 （2コーラス）

●申し込み： 申し込み期間▶6月15日（木）～9月8日（金） 
 申し込み方法▶往復はがきに  住所、 氏名、 年齢、 曲目（オリジナル歌手名）、 電話番号を  

 書いて、 市民まつり実行委員会まで。

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（月）必着　 申し込み方法▶申し込み用紙を  市民まつり  実行委員会まで。

 申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センター、 

 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

 まなび創造館あさひホール

メロディーパーク

※100人に  なり次第  締め切ります

小牧駅前会場 Dance Mix 2017 in Komaki出演グループ
●応募資格： 5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム　

●内　　容：ダンス種目は、 自由　●審査時間：5分以内（出入り  含む）

●賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか  参加者全員に  記念品あり 

※グランプリチームは  翌年の  参加費が  いりません

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

フリー
10月22日（日）

●応募資格： 5人以上の  チーム

●内　　容：ダンス種目は、 自由　●演技時間：5分程度

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

※参加費：1人 500円（参加者全員に  記念品あり）

※コンテストと  フリーの  両方  出ることが  できます（両方  出たい  場合も  500円です）

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

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

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
あんない ちず

診療科目等

※診療 … 診察や  治療を  行うこと。

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

こまき しみん

こまき   　しみんいべんとこまき    さいだいことし

ほーるそうぞうかん

めろでぃーぱーく

さんかしゃかようさいしみん

さんかしみんこまきかいさい

し み ん ぼ し ゅ うさ ん か し ゃこ ま き

だ い か い

ぱれーど

ぼしゅうぎょうれつ   さんかしゃこしもとてっぽうたいやりたい

さんかしゃぎょうれつのぶなが

ひと ひとはたらしない す ひとこまきちゅうがくせい いじょう こまきし がっこう

じっこう いいんかい

いいんかい

かめーるもちこみゆうそうよういこまきありーなぱーくそうぞうかんせんたーとし

せんたーしみんかくかぷろもーしょんしてぃほーむぺーじせんようしみんようしもう こ

いいんかいじっこうしみんようしこもうほうほうこもうひっちゃくげつにちがつきげんこもう こもう

えんばあいででりょうほう りょうほうふりーこんてすと

きねんひんぜんいんさんかしゃえんひとりさんかひ

ちゅうせんおおこもうていどくみすうちーむぼしゅう

ていどふんじかんえんぎじゆうしゅもくだんすない　　　　  よう

ちーむいじょうにんしかくおうぼ

ちゅうせんおおこもうていどくみすうちーむぼしゅう

さんかひよくねんちーむぐらんぷり

きねんひんぜんいんさんかしゃひょうしょうちーむじょういぐらんぷりしょう しょう

ふくで　いいないふんじかんしんさじゆうしゅもくだんすない　　　　 よう

ちーむさんかひょうしょうしきちーむいじょうにんしかくおうぼ

しゅつえん ぐるーぷ

じっこうしみんか

でんわばんごうかしゅめいおりじなるきょくもくねんれいしめいじゅうしょおうふくほうほうこもう

し きしだいにんきんにちがつもくにちがつきかんこもうこもう

こーらすえんりょうきんひとこもうはやにんじんいんぼしゅう

ひとかよがっこうこまきしひとはたらひとすしないこまきしかくおうぼ

ひびこえほーる

かいじょうらぴお

かめーるもちこみゆうそうよういこまきありーなぱーくそうぞうかんせんたーとし

せんたーしみんかくぷろもーしょん　　　　　かしてぃほーむぺーじせんようしみんようし

にちにちがつ

ど

かいじょうこまき えきまえ

にちがつ

にちにちどにちがつ

しみんもう ようし

げつ ひっちゃくにちがつ

ほうほうこ こ かもう

こもう

きげんもう こもう こ

かよしかくおうぼ

ていどにんじんいんぼしゅう

どにちがつ

こんてすと

にちにちがつ

ふりー

しきちないせんたーほけんばしょ

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつとき

たはんいたは

とちきてほうちょう

ここうえん

はつねつきゅうこ

けいけん

しんりょう しんさつ ちりょう おこな

きゅうじつみなびょうききゅうじつたいへん

し ん り ょ う じ ょき ゅ う び ょ うき ゅ う じ つこ ま き し

などかもくしんりょう

じゅしんきかんいりょうしていほけんろうさい

ばあいじゅしんほけんろうさいきかんいりょうしていほけんろうさいしんりょうじょ

しか

げかしょうにかないか

しか

げかしょうにかないか

にちがつにちがつねんしねんまつしゅくじつにちよう

しかげかしょうにかないか

じょうぶしこまきし
しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつといあわせさき
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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

お住まいの  地域のごみを  出す  日の  

カレンダーを  確認できます

資源と  ごみの  分け方と  出し方を  確認

できます

どのごみの  分別で  出せば  よいか、 

品目から  調べる  ことが  できます

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

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  払うことが  できます。

8:30～17:15  ※ただし、 年末年始は  休みです。

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。

とき ▶ 7月9日（日）、 7月23日（日）  8:30～17:15

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。

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（月）です

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

口座振替にすると  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2期）　●国民健康保険税（第2期）　●介護保険料（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…

これまで、 ごみを  どのように  分別  

したらよいか、 困っていたけれど、

この  アプリの  おかげで  ごみを  きちんと  

分別することが  できるように  なったよ！

カレンダ ー

●便利な機能

◯ポルトガル語 　◯スペイン語 　◯英語　 ◯中国語 

◯インドネシア語 　◯タガログ語　 ◯ベトナム語
対 応 言 語

ダウンロードはこちら

iOS用 Android用

今  使っている  受給者証は  7月 31日（月）までしか  つかえません。

お手紙と  ❶❷❸を  市役所から  6月下旬に  送りますので、 ❶❷❸❹を  封筒に  いれて  市役所に  送ってください。

❶更新申請書　　　

❷養育費の  申告書

❸申立書（16歳以上  19歳未満の  控除対象扶養親族が  いる世帯の  人）

❹受給者全員分の  健康保険証の  写し

問合先
といあわせさき

保険年金課　TEL.0568-76-1128
ほけん ねんきん か

母子・父子家庭 医療費受給者証の 更新の お知らせ

※所得が  多すぎるなどで  受給者証を  もらえない  人には、 手紙で  お知らせします。

※2017年 1月 2日より  あとに  小牧市に  ひっこしてきた  人、 2016年中の  所得を  申告していない  人は、  

　所得を  確認するための  手続きも  してください。

手続きを  した後、 新しい  受給者証は  7月 中旬以降に  送ります。

外国人のための 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  お休み）

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 (9:30 ～16:30)を 

話すことが  できる  職員が  います。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんか そうだん ちょくつう

ごみ政策課　TEL.0568-76-1187問合先
といあわせさき せいさくか

ポルトガル語

配信開始！！ごみ分別アプリ外国語版

平成29年 7月から  

外国語版  ごみ分別  アプリ 「さんあ～る」を  

配信  開始しました！ 

ごみの  分別を  するときに  便利なので  

是非  ご利用  ください。

1

資源・ごみの  分け方と  出し方2

分 別 早 見 表3

♪

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

しはらそうだんかたはらぜいきんかいほんちょうしゃしやくしょこまき

つ こ ん び に え ん す す と あ

のうふしょ

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

はやはらし

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

きげんか

だい き だい ききだい ほけん ぜいけんこうこくみん かいご ほけんりょうぜいこてい しさん

しょとく

おくいこうちゅうじゅんがつじゅきゅうしゃしょうあたらあとてつづ

うつけんこうほけんしょうぜんいんぶんじゅきゅうしゃ
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しんこくしょよういくひ

しんせいしょこうしん
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にち げつがつじゅきゅうしゃしょうつかいま
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ひとしんこくしょとくねんちゅうひとこまきしにちがつねん

してがみひとじゅきゅうしゃしょうおお
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ほけん ねんきん か
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こまき しやくしょ ちょうしゃ

ぶんべつ

あぷり

こま

ぶんべつ

しらひんもく

だぶんべつ
は や み ひょうぶ ん べ つ

かくにんかただかたわしげん
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かくにんかれんだー

ひだちいきす

か れ ん だ ー

き の うべ ん り

べとなむたがろぐご ご ごいんどねしあ

ちゅうごくごえいごすぺいんご ごぽるとがる

げ ん ごた い お う
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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

お住まいの  地域のごみを  出す  日の  

カレンダーを  確認できます

資源と  ごみの  分け方と  出し方を  確認

できます

どのごみの  分別で  出せば  よいか、 

品目から  調べる  ことが  できます

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

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  払うことが  できます。

8:30～17:15  ※ただし、 年末年始は  休みです。

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。

とき ▶ 7月9日（日）、 7月23日（日）  8:30～17:15

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。

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（月）です

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

口座振替にすると  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2期）　●国民健康保険税（第2期）　●介護保険料（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…

これまで、 ごみを  どのように  分別  

したらよいか、 困っていたけれど、

この  アプリの  おかげで  ごみを  きちんと  

分別することが  できるように  なったよ！

カレンダ ー

●便利な機能

◯ポルトガル語 　◯スペイン語 　◯英語　 ◯中国語 

◯インドネシア語 　◯タガログ語　 ◯ベトナム語
対 応 言 語

ダウンロードはこちら

iOS用 Android用

今  使っている  受給者証は  7月 31日（月）までしか  つかえません。

お手紙と  ❶❷❸を  市役所から  6月下旬に  送りますので、 ❶❷❸❹を  封筒に  いれて  市役所に  送ってください。

❶更新申請書　　　

❷養育費の  申告書

❸申立書（16歳以上  19歳未満の  控除対象扶養親族が  いる世帯の  人）

❹受給者全員分の  健康保険証の  写し

問合先
といあわせさき

保険年金課　TEL.0568-76-1128
ほけん ねんきん か

母子・父子家庭 医療費受給者証の 更新の お知らせ

※所得が  多すぎるなどで  受給者証を  もらえない  人には、 手紙で  お知らせします。

※2017年 1月 2日より  あとに  小牧市に  ひっこしてきた  人、 2016年中の  所得を  申告していない  人は、  

　所得を  確認するための  手続きも  してください。

手続きを  した後、 新しい  受給者証は  7月 中旬以降に  送ります。

外国人のための 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  お休み）

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 (9:30 ～16:30)を 

話すことが  できる  職員が  います。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんか そうだん ちょくつう

ごみ政策課　TEL.0568-76-1187問合先
といあわせさき せいさくか

ポルトガル語

配信開始！！ごみ分別アプリ外国語版

平成29年 7月から  

外国語版  ごみ分別  アプリ 「さんあ～る」を  

配信  開始しました！ 

ごみの  分別を  するときに  便利なので  

是非  ご利用  ください。

1

資源・ごみの  分け方と  出し方2

分 別 早 見 表3
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市民会館北

ラピオ

小牧市市民会館

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

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

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
こまきしみんびょういんきた

らぴお

こまきし しみん かいかん

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

パレード

コンテスト

信長（さむらい）行列参加者
槍隊、 鉄砲隊、 腰元などの  行列参加者を  募集します。

●応募資格： 中学生以上で  小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

第38回 小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民まつりを

盛り上げよう
も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月21日（土）、22日（日）に  
開催されます。 ぜひ  小牧市民まつりに  参加して  みませんか。

問合先
といあわせさき 小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp
URL : http://komaki-shimin-matsuri.jp/

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

10月21日（土）

10月22日（日）

●募集人員：10人  程度

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（月）必着
 申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

 申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センター、 

 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

ラピオ会場 市民歌謡祭参加者
あさひホールに  あなたの  声を  響かせませんか？

●応募資格： 小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

10月21日（土）

●募集人員：100人 （早く  申し込んだ  人）　●料金：500円 （2コーラス）

●申し込み： 申し込み期間▶6月15日（木）～9月8日（金） 
 申し込み方法▶往復はがきに  住所、 氏名、 年齢、 曲目（オリジナル歌手名）、 電話番号を  

 書いて、 市民まつり実行委員会まで。

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（月）必着　 申し込み方法▶申し込み用紙を  市民まつり  実行委員会まで。

 申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センター、 

 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

 まなび創造館あさひホール

メロディーパーク

※100人に  なり次第  締め切ります

小牧駅前会場 Dance Mix 2017 in Komaki出演グループ
●応募資格： 5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム　

●内　　容：ダンス種目は、 自由　●審査時間：5分以内（出入り  含む）

●賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか  参加者全員に  記念品あり 

※グランプリチームは  翌年の  参加費が  いりません

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

フリー
10月22日（日）

●応募資格： 5人以上の  チーム

●内　　容：ダンス種目は、 自由　●演技時間：5分程度

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

※参加費：1人 500円（参加者全員に  記念品あり）

※コンテストと  フリーの  両方  出ることが  できます（両方  出たい  場合も  500円です）

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

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

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
あんない ちず

診療科目等

※診療 … 診察や  治療を  行うこと。

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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胸部X線検診
7月14日（金） 保健センター

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:00

～

11:00
9:30

～

11:00

9:00

～

11:00
9:00

～

11:00
9:30

～

11:00

9:00

～

10：30

種類 日にち 時間 場所

検診のお知らせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

乳がん検診
（超音波）

保健センター 

保健センター 

保健センター
7月19日（水）
8月21日（月）

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/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）
●申し込み／保健センター 

誕生日が 1989年 1月 7日 以前 偶数年に 生まれた 人

誕生日が 1989年 1月 8日 以降 奇数年に 生まれた 人

●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
※9月9日は  勤労センターで  検体容器を  回収します。

●対象／30歳から  39歳までの  小牧市に  住民登録の  ある人
●定員／60人/回（9月9日は120人/回）　
●料金／1,000円
●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある人
●定員／なし　●料金／0円
●申し込み／予約は いりません。
 希望する 人は、 当日 会場に 直接 来てください。

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診

平成30年
 3月31日（土）
　　　　まで

●受診期間

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●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 受けることが できます）
●申し込み／①②の人　小牧市内の産婦人科
  ③の人　前もって 保健センターに 聞いて ください。 保健センターで
  2016年度に 受診していないことを  確認してから、 検診票を 送ります。

骨粗しょう症検診
（超音波）

8月  9日（水） 保健センター
●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある人
●定員／75人/回　●料金／830円　●申し込み／保健センター

成人検診のお知らせ

問合先
といあわせさき ほけん せんたー

保健センター　TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545

けんしん し

9月  9日（土）

7月20日（木）

勤労センター

勤労センター

保健センター 

勤労センター

保健センター 

勤労センター

勤労センター

9月  9日（土）

8月  6日（日）

※検体容器 回収日の 年間予定は、
　検体容器を 送る 時に 通知します。

9:30

～
15:00

9:00

～

15:00

子宮がん検診
（頸部のみ）

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●定員／8月6日:100人/回    9月9日:200人/回
●料金／1,000円（70歳以上は500円）　●申し込み／保健センター

9:30
〜

15:00
9月  9日（土）

9月  2日（土）

9月  9日（土）

9月  9日（土）

9:00
〜

14:30
8月  6日（日）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

7月28日（金）
8月  6日（日）
8月16日（水）

9:00
〜

14:30

9:30
〜

14:15

9:30
〜

14:15

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●定員  120人/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）
●申し込み／保健センター

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 上の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●料金／1,500円（70歳以上は500円）
●申し込み／①②の人   みわレディースクリニックへ
  ③の人  前もって  保健センターに  聞いてください。 保健センターで
  2016年度に  受診していないことを  確認してから、 検診票を送ります。

※乳がん検診（マンモグラフィ）、子宮がん検診は、厚生労働省の「がん検診の指針」に基づき、2年に1回の受診としています。

個
別
検
診

集
団
検
診

ふらっとみなみ

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科（     ）

問合先
といあわせさき

小牧平成夏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）　
〒485-8650住所不要   TEL.0568-76-1173   FAX.0568-75-8283
E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

こまき  へいせい  なつ じっこう   いいんかい   じむきょく こまき   しやくしょ

じゅうしょ ふよう

してぃぷろもーしょん か ない

行灯山車の  パレードが  メインの  まつりです。 伝統的な  武者絵から、 

アニメの  キャラクターまで、色とりどりの  山車が  練り歩きます。 

山車行列と  一緒に  行われる  各団体の  パフォーマンスも  楽しんで  ください。

小牧平成 夏まつりとは？

17:20 オープニングパフォーマンス
18:00 表彰式
19:00 山車行列スタート
 ▶メロディーパーク（小牧駅東） ➡ 小牧市市民会館

20:05 表彰式（上位3賞）・フィナーレ
 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・レーザーの コラボレーション

17:30 オープニングパフォーマンス
 ハネト総踊り
18:15 和太鼓演奏
19:00 山車行列スタート
 ▶小牧市市民会館 ➡ メロディーパーク（小牧駅東）

小牧平成夏まつり第29回

山車行列の 当日参加の 受け付け山車行列の 当日参加の 受け付け

受付時間

山車行列に  当日でも  参加できます。 必ず  山車行列が  始まる  前に  まつり本部に  来てください。

1日目（7月22日（土））…18:30まで ／ 2日目（7月23日（日））…18:00まで

7/22
土

日
7/23

タイムスケジュール

※天気が  とても  悪かったら  中止します。 少し  雨が  降っている  時は  行います。

※予定は  変わることが  あります。

小牧市市民会館

小牧市市民会館

メロディーパーク

7月22日（土）17:30 ～ 21:00 7月23日（日）17:20 ～ 21:30
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　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

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

保健センター 13:45～14:30

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

種　類 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

P2

P3

P4

P5

P6赤ちゃん訪問

7月  9日（日）

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人）赤ちゃんも参加できます

●料金／0円　●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

申し込みは いりません

９か月児以降の親子（21組）

●料金／0円　●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／0円　

●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）

乳幼児（特に 1歳 ぐらいの お子さんに おすすめです）

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

●料金／0円　

●申し込み／保健センター
母乳相談

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

10:00～12:00

10:00～11:15

●対象／市内に 住んでいる 妊婦と その夫 （妊婦のみ でも 参加 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 いる 家に 出産祝い品を 
持って 訪問します。 （前もって 電話で 都合を ききます）

●第29回 小牧平成夏まつり

●第38回 小牧市民まつり 参加者募集！

●外国語版 ごみ分別アプリ 配信開始!!
●外国人のための 相談窓口の お知らせ

P5 ●母子・父子家庭 医療費受給者証の 
　更新の お知らせ

●小牧市 休日 急病 診療所

●成人検診の お知らせ

●母子健診などの カレンダー

●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　

●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

7月11日（火）
7月18日（火）
7月25日（火）
8月  1日（火）

2017年  3月  1日～  8日生まれ
2017年  3月  9日～16日生まれ
2017年  3月17日～24日生まれ
2017年  3月25日～31日生まれ

7月  7日（金）
7月14日（金）
7月21日（金）

2016年  1月  1日～12日生まれ

2016年  1月13日～19日生まれ

2016年  1月20日～31日生まれ

7月  6日（木）
7月13日（木）

2015年  4月  1日～15日生まれ

2015年  4月16日～30日生まれ

7月  5日（水）
7月12日（水）
7月26日（水）

2014年  7月  1日～11日生まれ

2014年  7月12日～21日生まれ

2014年  7月22日～31日生まれ
7月  6日（木）
7月19日（水）

7月31日（月）

7月21日（金）

7月  5日（水）

7月  4日（火）
7月11日（火）
7月18日（火）
7月24日（月）
7月25日（火）

7月  7日（金）

7月14日（金）

7月14日（金）

大城児童館

味岡児童館

●次の 税金の 支払い期限は 7月31日（月）です
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にち

ば

ないよう にんしんちゅう しょくじ

くち

ぱぱ まま

けんこう

あか とう やくわり

ていたいじゅうじとどけ

とどけでさき ほけん せんたー

みまんたいじゅうしゅっせい あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけん ねんきんか

がつごう

がつ ごう

ねんばんにほんごじょうほうしせいかつ

かれんだーけんしんぼしげつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

しけんしんせいじんしまどぐちそうだんがいこくじん

かいしはいしんあぷりぶんべつがいこくごばん

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつこまきし

ぼしゅうさんかしゃしみんこまきかいだい
しこうしん

しょうじゅきゅうしゃいりょうひかていふしぼしなつへいせいこまきかいだい

けんしん し

味岡児童館
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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

2017

月号7

外国人の人口：8,260人 / 小牧の人口：153,434人（2017年 6月 1日現在）


