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外国人の人口：8,550人 / 小牧の人口：153,070人（2018年 2月 1日現在）
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※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  税金の  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 ▶ 3月11日（日）、 3月25日（日）  8:30～17:15

❶ 市役所本庁舎  2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。 税金を  払うことも  できます。

次の 税金の 支払い期限は 4月 2日（月）です

収税課 TEL.0568-76-1117

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！ 

●国民健康保険税（第10期） ●介護保険料（第9期）

●後期高齢者医療保険料（第8期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

問合先

保健センター TEL.0568-75-6471問合先

予防接種の 再接種費用の 助成を 始めました
小児がんなどの  治療のため、 予防接種で  ついた抗体が  失われ、 免疫力が  低くなった  
子どもに  予防接種の  再接種をする  費用を  助成します。

次の  ❶～❸ の  全てに  当てはまる人
❶骨髄移植手術  などにより、 接種した  定期予防接種の  効果が  期待できないと  
　主治医に  判断された  人
❷市内に  住民登録の  ある人
❸再接種  する時に、 次の  年齢に  達する  までの人
　BCG（4歳）、 肺炎球菌（6歳）、 ヒブ（10歳）、 4種混合（15歳）、 その他（20歳）

平成30年 2月 1日 以降に  再接種する  予防接種
※回数・間隔を  規定どおり  終えた  定期予防接種の  再接種に  限ります。

接種費用の  全額 （上限が  ありますので、 詳しくは  聞いて  ください。）

保健センター  ※再接種する  前に  申し込んで  ください。

対　象

助成金額

申し込み

助成の  対象となる  予防接種

つ ぎ

はじじょせ いひようさ い せっしゅせっしゅよ ぼ う

ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

きだいこうき こうれいしゃ いりょうほけんりょう

きだいかいご ほけんりょうきだいこくみん けんこうほけんぜい

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

はや

はらし
はらし

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

そうだんかたはら はらぜいきん ぜいきんかいほんちょうしゃしやくしょ

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

つ こ ん び に え ん す す と あ

のうふしょ

のうふしょぜいきん はらば ー こ ー ど

きげんか

といあわせさき しゅうぜいか

といあわせさき ほけん せんたー

じょせいひようさいせっしゅ

こもうまえさいせっしゅせんたーほけん

きくわじょうげんぜんがくせっしゅ ひよう

かぎさいせっしゅていき よぼう せっしゅおきていかんかくかいすう

たいしょう

じょせい きんがく

もう こ

せっしゅよぼうさいせっしゅいこうにちがつねんへいせい

よぼう せっしゅたいしょうじょせい

さいほかさいしゅこんごうさいひぶさいはいえんきゅうきんさい

ひとたっねんれいつぎときさいせっしゅ

ひとじゅうみんとうろくしない

ひとはんだんしゅじい

きたいこうかせっしゅよぼうていきせっしゅしゅじゅついしょくこつずい

ひとあすべつぎ

せっしゅよぼうこ

ひくめんえきりょくうしなこうたいせっしゅよぼうちりょうしょうに
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保険年金課  医療係（市役所本庁舎 1階）
申請場所

小牧市環境キャラクター

「エコリン」

住んでいる  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

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

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

問合先
といあわせさき

保険年金課  医療係 TEL.0568-76-1128
ほけん　   ねんきんか いりょうがかり

⤈ςʕ㛂㛂ƮǙԲՆǳȨȻॅࠕ▧ᡣ

小牧市では、  
外国語版  ごみ分別  アプリ 「さんあ～る」を  
好評  配信中です！ 
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

子ども医療費  受給者証  申請の  おしらせ
小牧市では  中学生以下の  子どもを  対象に  医療費（保険診療の  自己負担額）を  助成して  います。

助成を  受ける  ためには  健康保険の  資格と  子ども医療費  受給者証を  交付する  申請が  必要です。

子ども医療費受給者証を  持っていない  人は  申請を  してください。

申請に  必要なもの
①子どもの  名前の  入った  健康保険証　 ②保護者の  印鑑

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

りようぜひ

べんりぶんべつ

あぷり

はいしんちゅうこうひょう

こまきし

ぶんべつばんがいこくご

だうんろーど

よう よう

は いしんちゅうあ ぷりぶ ん べ つば んが い こくご

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
かただかたわし げん

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

ぶんべつ

あぷり

こま

ぶんべつ

いりょうがかり しやくしょ ほんちょうしゃねんきんかほけん かいいんかんほごしゃほけんしょうけんこうはいなまえこ

ばしょしんせいひつようしんせい

しんせいひともじゅきゅうしゃしょういりょうひこ

ひつようしんせいこうふじゅきゅうしゃしょういりょうひこしかくけんこうほけんうじょせい

じょせいじこふたんがくほけんしんりょういりょうひたいしょうこいかちゅうがくせいこまきし

しん せ いじゅきゅうしゃしょういりょうひこ
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診療科目等

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

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。

案内地図
あんない ちず

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

▲

至平安通

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

へいあんどおりいたる

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

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

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

※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

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

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

しんりょうかもくなど

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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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  手紙を  送りますので、 詳しい  受付時間は  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

健診のおしらせ

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

（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

赤ちゃん訪問

3月  4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

●対象／４か月児以降の  保護者（27名）

　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

申し込みは いりません

●対象／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）

●料金／0円

●対象／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

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

13:00～16:00
10:00～12:00

10:00～11:15

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）

●対象／市内在住の  妊婦と  その夫 （妊婦のみの  参加も  可） 30組　
●持ち物／親子（母子）健康手帳、スープ（30cc ぐらい）  ●申し込み／保健センター

3月13日（火）
3月20日（火）
3月27日（火）
4月  3日（火）

2017年１1月  1日～  8日生まれ
2017年１1月  9日～16日生まれ
2017年１1月17日～23日生まれ
2017年11月24日～30日生まれ

3月  2日（金）
3月  9日（金）
3月16日（金）

2016年  9月  1日～13日生まれ
2016年  9月14日～22日生まれ
2016年  9月23日～30日生まれ

3月  1日（木）
3月  8日（木）

2015年12月  1日～15日生まれ
2015年12月16日～31日生まれ

3月  7日（水）
3月14日（水）
3月28日（水）

2015年  3月  1日～11日生まれ
2015年  3月12日～23日生まれ
2015年  3月24日～31日生まれ

3月  5日（月）
3月15日（木）
3月23日（金）

3月16日（金）

3月  7日（水）

3月27日（火）
3月26日（月）
3月20日（火）
3月13日（火）
3月  6日（火） 

3月  9日（金）

3月  2日（金）

3月  9日（金）

大城児童館

北里児童館

大城児童館

●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 

問合先

ぼ　し けんしん か れ んだ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこ

しゅるい

ぼし も

う げつ さい

ひょうじゅんてき せっしゅ きかん う げつげつ みまん

みまん

きけんこうてちょう わす

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

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

すい

にち  う

たいしょう ひと てがみじぜん おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけんわる ばあいつごううかならけんしん

あか ほうもん
ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん

も ほうもん でんわ つごうまえ

う げつごろ あか いえ いわしゅっさん ひん

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

いこうじげつたいしょう

いこうじげつたいしょう

ほごしゃ めい

さんかあか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

おやこ くみ

りょうきん えん

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

そうだんけんこうさんぷ

にんぷそうだんいくじ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

りょうきん えん

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

もう こ

もう こ

せんたー

きぼうしゃけんさにょうそくていけつあつけいそくしんたい

そうだんしんぱいふあんいくじないよう

りょうきん えん
おおしろ じどうかん

きたさと じどうかん

せんたー

せんたー

せんたーほけんこもうてちょう すーぷけんこうぼしおやこものも

くみさんか かにんぷおっとにんぷざいじゅうしないたいしょう

たいけんにんぷたいけんにんぎょうあか しあじけんこうくちままぱぱ

しょくじにんしんちゅうやくわりとうあかないよう

とくにゅうようじたいしょう こさい

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

にち

げつ

ば

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

けんしん

ほけん せんたーといあわせさき



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/admin/lifeinfo/10822.html

外国人のための 相談窓口の おしらせ
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）

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

ポルトガル語・スペイン語・英語

シティプロモーション課　TEL.０５６８-７６-１１７３問合先

小牧市ホームページを 外国語で 見ることができます
小牧市ホームページを、 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 韓国語、 ベトナム語で  見ることが  できます。

生活に  必要な  情報を  調べる時に、 使ってください。
※必ず、 パソコンを  使ってください。 

　携帯電話や スマートフォンでは  

　見ることが  できません。

この  生活情報誌こまきは、 小牧市ホームページでも  見ることが  できます。 この  ページの  右下にある  ＱＲコードを  
スマートフォンなどで  読み取るか、 下にある  ＵＲＬに  アクセスして  ください。 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 
中国語、 やさしい  日本語で  見ることが  できます。 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  友達に  教えて  ください。

外国語で  見る  方法

❶ クリック

❷ クリックして選択

下の図の  とおり、 クリック  してください。

ＵＲＬ  http://www.city.komaki.aichi.jp
小牧市ホームページに  パソコンから  アクセス  してください。❶

❷

月～金

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

まどぐちそうだんがいこくじん

ほけん ねんきん か ふくし そうむ か ぽるとがる ごぽるとがるほいく ごか

はな しょくいん

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 なか
ぽるとが る ご げつ きんすぺい ん ご えいご

やす

みがいこくごほ ー む ぺ ー じこ まき し

つかときしらじょうほうひつようせいかつ

みべとなむ ごかんこくごちゅうごくごえいごすぺいん ごぽるとがる ごほーむぺーじこまきし

ほうほうみがいこくご
み

すまーとふぉんけいたいでんわ

つかぱそこんかなら

おしともだちあし

しじょうほうやくだせいかつかいまいつきみにほんごちゅうごくご

えいごごすぺいんごぽるとがるあくせすしたとよすまーとふぉん

こーどみぎしたぺーじみほーむぺーじこまきしせいかつじょうほうし

くりっくずした

くりっく

くりっく せんたく

といあわせさき し て ぃ ぷ ろ も ー し ょ ん か

あくせすぱそこんほーむぺーじこまきし

といあわせさき しみん　    あんぜんか そうだん ちょくつう
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