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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/admin/lifeinfo/10822.html

P2

P1

P3

P4

P5

P6

●小学校に 通う前に 「プレスクール」で

　日本語を べんきょうしませんか？

●小牧市防災情報メール配信サービス

●火事・救助・救急は 「119」に 

　電話してください

●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

●第6次小牧市総合計画 新基本計画

●次の 税金の 支払い期限は 12月25日（火）です

●外国人の ための 相談窓口の おしらせ

●２０１９年小牧市成人祝賀式

●津軽三味線☆三絃士  ～弾～

岩崎保育園・古雅保育園・小牧市公民館4階

2019年 1月 5日 ～ 3月30日の 土曜日  計12回
べんきょうじかんは  10:30～11:30の  1じかん  です。

（好きな  場所で  べんきょうしてください）

2019年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツのある  こども

それぞれの  場所で  10人くらい 0円

12月15日（土）までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  電話を  するか  直接  きてください。

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905  
http://www.komakikia.jp/　https://www.facebook.com/komakikia/

小牧市小牧2-107小牧市公民館4階  9:00～17:00  ただし 12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

こまきし こまきし かい にちようび げつようび しゅくじつ やすこうみんかんこまき

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う  前に、 

こどもたちが  日本語や  小学校のことを  べんきょうします。

①ひらがなを  よむ。 かく。　②すうじを  よむ。 かく。

③がっこうの  ルール  をべんきょうします。

小学校に 通う 前に 「プレスクール」で

日本語を べんきょう しませんか？

小牧市成人祝賀式2019年
日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

パークアリーナ小牧

2019年 1月13日（日）13:30～（受付13:00～）

1998年 4月 2日 ～ 1999年 4月 1日に  生まれ、 

小牧市に  住民登録の  ある人。 当日は、  直接会場に  来てください。

こども政策課　TEL.0568-76-1179問合先
といあわせさき せいさく か

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 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

東海地方出身のイケメン  津軽三味線ユニットの  コンサートです。

津軽じょんがら節、 津軽よされ節、 ソーラン節などの、古い  日本の  音楽や、 

オリジナル曲、 洋楽を  アレンジした  曲などを  演奏します。

●全席指定　●U25チケットは  公演の  日に  25歳以下の  人が  使えます。 年齢を  確かめることが  できる  

証明書（学生証・運転免許証など）を  公演の  日に  持ってきて  ください。  ●未就学児は  入場できません。

電話予約▶ こまき市民文化財団（月曜休み）に  電話してください。 受付時間：9：00～17：00

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

津軽三味線☆三絃士 ～弾～

一般：2,000円（アートフレンド会員：1,500円）  U25：1,000円（アートフレンド会員：800円）

馬場淳史  伊藤圭佑  杉山大祐

味岡市民センター  講堂2月 9日（土） 15:00～

（一財）こまき市民文化財団　TEL.0568-71－9700　※9:00～17:00まで、 月曜日は  お休み問合先
といあわせさき ざいだん げつようび やすぶんかしみん

チケット販売▶ 市民会館、 東部・味岡・北里の各市民センター、 まなび創造館、

こまき市民文化財団オンラインチケットサービス（http://www.komaki-bunka.or.jp）、

チケットぴあ（Pコード：125－025）

津軽三味線  三絃士 浅野聡太和太鼓

●オンラインチケットサービス、 チケットぴあで  買うときは、 チケット代の  他に、 手数料が  

かかることが  あります。　●施設により  開館時間、 休みの  日が  異なります。

こまきしやくしょ
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生活情報誌こまき

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

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2018年12月号

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

2018
月号12

外国人の人口：9,054人 / 小牧の人口：152,916人（2018年 11月 1日現在）
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今月は、支払い期限が  25日（火）です。 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　前の日までに　口座の　残りのお金を　確認してください。

●国民健康保険税（第7期）

●介護保険料（第6期）

●固定資産税（第3期）

●後期高齢者医療保険料（第5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  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。

　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 小牧市役所  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。

とき  12月 9日（日）、 12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。 

次の 税金の 支払い期限は 12月 25日（火）です

支払いは
早めに！ 

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

ポルトガル語

地震  大雨  暴風  ミサイルの発射  など  防災の  おしらせを  あなたの  E-mail（携帯電話・スマートフォン

パソコン）で  うけとる  ことが  できる  サービスです。

小牧市 防災情報 メール配信サービス
B O U S A I  I N F O  K O M A K I

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

ミサイル発射台風大雨・暴風

土砂崩れ河川氾濫地震

登録内容を

確認すると

登録できます！

利用規約を  確認して

メール配信に  

同意して

ください。

登録するための  URLが

書かれた  メールが  届きます。 

URLに  アクセスして  ください。

※QRコードが  読み取れない  ときは

　アドレスに  メールを  送って  ください。

QRコードを  携帯電話などで

読み取って  ください。

❶

❷ ❸ ❹

登録方法

無料

英語 中国語スペイン語

ポルトガル語：t-komaki-pt@sg-m.jp　英語：t-komaki-en@sg-m.jp　スペイン語：t-komaki-es@sg-m.jp　中国語：t-komaki-ch@sg-m.jp

尾張中北消防指令センター　TEL.0568-72-0119問合先
といあわせさき おわり なかきた しょうぼう しれい せ ん た ー

火事・救助・救急は 「119」に 電話してください
火事を  みつけたときや、 けがや  急な  病気で  救急車を  呼びたいときは、 「119」に  電話してください。

電話を  したときや、 かけつけた  消防隊や  救急隊と  話すときに、 通訳が  できるように  なりました。

※電話を  したときは、 こちらからの  質問に  答えてください。

場　所

通訳できることば

犬山市、 江南市、 小牧市、 岩倉市、 清須市、 北名古屋市、 豊山町、 大口町、 扶桑町

英語、 中国語、 韓国・朝鮮語、 スペイン語、 ポルトガル語

秘書政策課　TEL.0568-76-1105問合先
といあわせさき ひしょ せいさくか

第６次 小牧市総合計画 新基本計画

2,071人国際交流事業などへの  年間参加者数

48.8％

2,001人

47.8％
外国籍市民と  地域で  共に  
暮らしている  まちと  思う  市民の  割合

2016年度 2017年度
指標

指標の

進捗

状況

基準値
実績値 2018年度  

目指す方向性

(2012年度)
2,014人

(2013年度)

62.7％

❶児童・生徒を  中心に  姉妹都市や  友好都市との  交流を  行います。

❷国籍・民族・文化・言葉など  互いの「ちがい」を  学ぶ機会を  増やして、 

　外国人市民と  交流が  しやすい  環境を  つくります。

新基本計画とは

●基本施策18  シティプロモーション

小牧市が  2014年度から  2018年度までの  5年間、  どのような  まちづくりを  進めて

いくのかを  まとめた計画です。

展開方向5 : 都市間交流の  推進  および  国際感覚を  醸成します

目的
●国際社会に  必要な  幅広い  視野と  豊かな  人間性を  育みます。

●国籍の  異なる  市民同士が  地域社会の  一員として  支え合う  多文化共生社会を  つくります。

手段
しゅだん
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こうざ

はや

はらし
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こくみ ん けん こう ほ けん ぜ いこくみ ん けん こう ほ けん ぜ いこ て い し さ ん ぜ いこ て い し さ ん ぜ い

こうきこうれいしゃいりょう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

だいだい ききだいだい きき

だいだい きき だいだい きき
か い ご ほ けん りょ うか い ご ほ けん りょ う

さ ー び すは い し んめ ー る
じ ょ う ほ うぼ う さ い

こ ま き し

とうろく

かくにん

ないようとうろく

どうい

はいしんめーる

きやく かくにんりよう

あくせす

とどめーるか

とうろく

めーる おくあどれす

とよ

ちゅうごくごえいごすぺいんごぽるとがるご

ちゅうごくごえいご すぺいんごぽるとがるご

こーど

とよ

でんわけいたいこーど

ほうほうとうろく

はっしゃみさいるたいふうぼうふうおおあめ

くずどしゃはんらんかせんじしん

さーびすぱそこん

でんわ すまーと ふぉんけいたいぼうさいはっしゃみさいるぼうふうおおあめじしん

む り ょ う

で ん わき ゅ う じ ょ き ゅ う き ゅ うか じ

こたしつもんでんわ

つうやくはなきゅうきゅうたいしょうぼうたいでんわ

でんわよきゅうきゅうしゃびょうききゅうかじ

ごぽると が るごすぺ い んちょうせんごかんこくちゅうごくごえいごつうやく

ふそうちょうこまきし おおぐちちょうとよやまちょうきたなごやしきよすしいわくらしこうなんしいぬやましばしょ

だ い

けいかく

すすねんかんねんどねんどこまきし

けいかくきほんしん

け い か くき ほ んし んけ い か くそ う ご うこ ま き しじ

かんきょうこうりゅうしみんがいこくじん

ふきかいまなたがことばぶんかみんぞくこくせき

おこなこうりゅうとしゆうこうとししまいちゅうしんせいとじどう

しゃかいきょうせいたぶんかあささいちいんしゃかいちいきどうししみんことこくせき

はぐくにんげんせいゆたしやひろはばひつようしゃかいこくさい

じょうせいかんかくこくさいすいしんこうりゅうかんとしほうこうてんかいぷろもーしょんしてぃせさくきほん

にん
にん にんさんかしゃすうねんかんじぎょうこうりゅうこくさい

わりあいしみんおもく

ともちいきしみんがいこくせき

ねんど

ねんど

ねんど

ねんど ほうこうせいざめ

ねんどじっせきち

きじゅんちしひょう



生活情報誌こまき生活情報誌こまき

3

9:30
〜

11:15

胸部X線検診

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

検診の おしらせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

保健
センター 

保健センター 

対象・料金・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 

●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。

3月31日（日）
　　　  まで

●受診期間

成人検診の おしらせ

保健センター 

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん検診
（頸部のみ）

乳がん検診
（超音波）

1月23日（水）

12月13日（木）
12月26日（水） 9:00

〜
14:30

9:30
〜

14:15

13:30
〜

14:30

1月30日（水）
9:30
〜

14:30

9:30
〜

11:00

●対象／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／120人/回　●料金／1,000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）

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

集
団
検
診

肺がん検診

（喀痰検査）

※今年度最後の検診

1月31日（木）
※今年度最後の検診

1月16日（水）
※今年度最後の検診

1月16日（水）
※今年度最後の検診

●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／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  

　　　　下の表の  どれかに  あてはまる人

●定員／100人/回　料金／1,000円（70歳以上は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  ある人で  

 下の表の  どれかに  あてはまる人

●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

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  どれかに  あてはまる人

●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  人だけ  受けることが  できます。

●申し込み／下の表の  ①～③の人：小牧市内の  産婦人科

　　　　　　下の表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  どれかに  あてはまる人

●料金／1,500円（70歳以上は500円）

●申し込み／下の表の  ①～③の人：みわレディースクリニック（0568-76-2603）

　　　　　　下の表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

東部
市民センター 

東部
市民センター 

東部
市民センター 

東部
市民センター 

※検体容器は  保健センターで  

　回収します。 回収する日の  予定は、 

　検体容器を  送る時に  知らせます。

※痰を  とる  検査です。 

　検体容器を  回収する日の  予定は、 

　検体容器を  渡す時に  知らせます。

小牧

市内の

産婦人科

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

【乳がん検診・子宮がん検診】について

 ※乳がん（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。

対象者
④ ①～③以外で  2017年度に  受診していない  人

② 誕生日が  1989年  1月  7日  以前で  奇数年に  生まれた  人

③ 誕生日が  1989年  1月  8日  以降で  偶数年に  生まれた  人

① 無料クーポンが  届いた  人

●対象／50歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で 「1日に  たばこを  吸う  本数」×

 「たばこを  吸った  年数」が  600以上の  人

●定員／なし　●料金／500円　●申し込み／2019年2月14日（木）までに  保健センター

2月14日（木）
　　　  まで

●受診期間
●対象／40歳以上の  市内に  住民登録の  ある人で、 国民健康保険  または

　後期高齢者医療保険に  入っている人と、 協会けんぽの  被扶養者。

●料金／国民健康保険・後期高齢者医療保険に  入っている人 4,900円（70歳以上1,900円）

　　　　協会けんぽの  被扶養者 6,780円（70歳以上3,780円）

　　　　※人間ドックを  受診する時は  それぞれの  保険から  送られた  受診券が  いります。

●申し込み／市内指定医療機関 （詳しくは、 保健センターに  聞いて  ください。）

人間ドック

市内の指定

医療機関）（
身体計測・血圧・

尿検査・血液検査・

胃、大腸、

胸部X線の

がん検診

2019年

2019年

2019年

1月  9日（水）
2019年

2019年

2019年

2019年

2019年
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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

13：05～13：35

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

（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

1月13日（日）

保健センター

保健センター

子育て世代
包括支援
センター

小牧南児童館

小牧南児童館

西部児童館

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

10:00～11:15

保健センター 10:00～12:00

●対象／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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など
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
●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　

●対象／乳幼児（特に 1歳ぐらいの お子さんに おすすめです）

●料金／0円　

●申し込み／子育て世代 包括支援センター母乳相談

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

パパママ教室

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／子育て世代 包括支援センター または 保険年金課
※2018年 9月からは、 
　保健センターでは 受付しません。

低体重児届

生まれてから ２～３か月ぐらいの 赤ちゃんの いる 家に 保健連絡員と 保健連絡員OBが 出産祝い品を 

持って 訪問します。 （前もって 電話で 都合を 聞きます）

12月  4日（火）
12月11日（火）
12月18日（火）
12月25日（火）

2018年  8月  1日～  8日生まれ
2018年  8月  9日～16日生まれ
2018年  8月17日～23日生まれ
2018年  8月24日～31日生まれ

12月  7日（金）

12月14日（金）

12月21日（金）

2017年  6月  1日～10日生まれ

2017年  6月11日～20日生まれ

2017年  6月21日～３0日生まれ

12月  6日（木）
12月20日（木）

2016年  9月  1日～15日生まれ

2016年  9月16日～３0日生まれ

12月  5日（水）
12月12日（水）
12月19日（水）

2015年12月  1日～10日生まれ

2015年12月11日～20日生まれ

2015年12月21日～３1日生まれ

12月  3日（月）
12月10日（月）
12月17日（月）

12月21日（金）

12月12日（水）

12月  4日（火）

12月19日（水）
12月25日（火）

12月17日（月）
12月11日（火）

12月  7日（金）

12月14日（金）

12月14日（金）

●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、 塩分濃度を 測るための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●申し込み／保健センター

●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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お手ふき など

●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

●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（希望する人）

●料金／0円

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～12:00

10:00～11:15

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
こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）　TEL.0568-71-8611　FAX.0568-71-8612
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9:30
〜

11:15

胸部X線検診

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

検診の おしらせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

保健
センター 

保健センター 

対象・料金・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 

●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。

3月31日（日）
　　　  まで

●受診期間

成人検診の おしらせ

保健センター 

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん検診
（頸部のみ）

乳がん検診
（超音波）

1月23日（水）

12月13日（木）
12月26日（水） 9:00

〜
14:30

9:30
〜

14:15

13:30
〜

14:30

1月30日（水）
9:30
〜

14:30

9:30
〜

11:00

●対象／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／120人/回　●料金／1,000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）

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

集
団
検
診

肺がん検診

（喀痰検査）

※今年度最後の検診

1月31日（木）
※今年度最後の検診

1月16日（水）
※今年度最後の検診

1月16日（水）
※今年度最後の検診

●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／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  

　　　　下の表の  どれかに  あてはまる人

●定員／100人/回　料金／1,000円（70歳以上は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  ある人で  

 下の表の  どれかに  あてはまる人

●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

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  どれかに  あてはまる人

●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  人だけ  受けることが  できます。

●申し込み／下の表の  ①～③の人：小牧市内の  産婦人科

　　　　　　下の表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  どれかに  あてはまる人

●料金／1,500円（70歳以上は500円）

●申し込み／下の表の  ①～③の人：みわレディースクリニック（0568-76-2603）

　　　　　　下の表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

東部
市民センター 

東部
市民センター 

東部
市民センター 

東部
市民センター 

※検体容器は  保健センターで  

　回収します。 回収する日の  予定は、 

　検体容器を  送る時に  知らせます。

※痰を  とる  検査です。 

　検体容器を  回収する日の  予定は、 

　検体容器を  渡す時に  知らせます。

小牧

市内の

産婦人科

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

【乳がん検診・子宮がん検診】について

 ※乳がん（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。

対象者
④ ①～③以外で  2017年度に  受診していない  人

② 誕生日が  1989年  1月  7日  以前で  奇数年に  生まれた  人

③ 誕生日が  1989年  1月  8日  以降で  偶数年に  生まれた  人

① 無料クーポンが  届いた  人

●対象／50歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で 「1日に  たばこを  吸う  本数」×

 「たばこを  吸った  年数」が  600以上の  人

●定員／なし　●料金／500円　●申し込み／2019年2月14日（木）までに  保健センター

2月14日（木）
　　　  まで

●受診期間
●対象／40歳以上の  市内に  住民登録の  ある人で、 国民健康保険  または

　後期高齢者医療保険に  入っている人と、 協会けんぽの  被扶養者。

●料金／国民健康保険・後期高齢者医療保険に  入っている人 4,900円（70歳以上1,900円）

　　　　協会けんぽの  被扶養者 6,780円（70歳以上3,780円）

　　　　※人間ドックを  受診する時は  それぞれの  保険から  送られた  受診券が  いります。

●申し込み／市内指定医療機関 （詳しくは、 保健センターに  聞いて  ください。）

人間ドック

市内の指定

医療機関）（
身体計測・血圧・

尿検査・血液検査・

胃、大腸、

胸部X線の

がん検診

2019年
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2019年

1月  9日（水）
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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

13：05～13：35

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

（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

1月13日（日）

保健センター

保健センター

子育て世代
包括支援
センター

小牧南児童館

小牧南児童館

西部児童館

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

10:00～11:15

保健センター 10:00～12:00

●対象／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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など
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
●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　

●対象／乳幼児（特に 1歳ぐらいの お子さんに おすすめです）

●料金／0円　

●申し込み／子育て世代 包括支援センター母乳相談

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

パパママ教室

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／子育て世代 包括支援センター または 保険年金課
※2018年 9月からは、 
　保健センターでは 受付しません。

低体重児届

生まれてから ２～３か月ぐらいの 赤ちゃんの いる 家に 保健連絡員と 保健連絡員OBが 出産祝い品を 

持って 訪問します。 （前もって 電話で 都合を 聞きます）

12月  4日（火）
12月11日（火）
12月18日（火）
12月25日（火）

2018年  8月  1日～  8日生まれ
2018年  8月  9日～16日生まれ
2018年  8月17日～23日生まれ
2018年  8月24日～31日生まれ

12月  7日（金）

12月14日（金）

12月21日（金）

2017年  6月  1日～10日生まれ

2017年  6月11日～20日生まれ

2017年  6月21日～３0日生まれ

12月  6日（木）
12月20日（木）

2016年  9月  1日～15日生まれ

2016年  9月16日～３0日生まれ

12月  5日（水）
12月12日（水）
12月19日（水）

2015年12月  1日～10日生まれ

2015年12月11日～20日生まれ

2015年12月21日～３1日生まれ

12月  3日（月）
12月10日（月）
12月17日（月）

12月21日（金）

12月12日（水）

12月  4日（火）

12月19日（水）
12月25日（火）

12月17日（月）
12月11日（火）

12月  7日（金）

12月14日（金）

12月14日（金）

●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、 塩分濃度を 測るための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●申し込み／保健センター

●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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お手ふき など

●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

●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（希望する人）

●料金／0円

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～12:00

10:00～11:15

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
こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）　TEL.0568-71-8611　FAX.0568-71-8612
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今月は、支払い期限が  25日（火）です。 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　前の日までに　口座の　残りのお金を　確認してください。

●国民健康保険税（第7期）

●介護保険料（第6期）

●固定資産税（第3期）

●後期高齢者医療保険料（第5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  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。

　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 小牧市役所  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。

とき  12月 9日（日）、 12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。 

次の 税金の 支払い期限は 12月 25日（火）です

支払いは
早めに！ 

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

ポルトガル語

地震  大雨  暴風  ミサイルの発射  など  防災の  おしらせを  あなたの  E-mail（携帯電話・スマートフォン

パソコン）で  うけとる  ことが  できる  サービスです。

小牧市 防災情報 メール配信サービス
B O U S A I  I N F O  K O M A K I

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

ミサイル発射台風大雨・暴風

土砂崩れ河川氾濫地震

登録内容を

確認すると

登録できます！

利用規約を  確認して

メール配信に  

同意して

ください。

登録するための  URLが

書かれた  メールが  届きます。 

URLに  アクセスして  ください。

※QRコードが  読み取れない  ときは

　アドレスに  メールを  送って  ください。

QRコードを  携帯電話などで

読み取って  ください。

❶

❷ ❸ ❹

登録方法

無料

英語 中国語スペイン語

ポルトガル語：t-komaki-pt@sg-m.jp　英語：t-komaki-en@sg-m.jp　スペイン語：t-komaki-es@sg-m.jp　中国語：t-komaki-ch@sg-m.jp

尾張中北消防指令センター　TEL.0568-72-0119問合先
といあわせさき おわり なかきた しょうぼう しれい せ ん た ー

火事・救助・救急は 「119」に 電話してください
火事を  みつけたときや、 けがや  急な  病気で  救急車を  呼びたいときは、 「119」に  電話してください。

電話を  したときや、 かけつけた  消防隊や  救急隊と  話すときに、 通訳が  できるように  なりました。

※電話を  したときは、 こちらからの  質問に  答えてください。

場　所

通訳できることば

犬山市、 江南市、 小牧市、 岩倉市、 清須市、 北名古屋市、 豊山町、 大口町、 扶桑町

英語、 中国語、 韓国・朝鮮語、 スペイン語、 ポルトガル語

秘書政策課　TEL.0568-76-1105問合先
といあわせさき ひしょ せいさくか

第６次 小牧市総合計画 新基本計画

2,071人国際交流事業などへの  年間参加者数

48.8％

2,001人

47.8％
外国籍市民と  地域で  共に  
暮らしている  まちと  思う  市民の  割合

2016年度 2017年度
指標

指標の

進捗

状況

基準値
実績値 2018年度  

目指す方向性

(2012年度)
2,014人

(2013年度)

62.7％

❶児童・生徒を  中心に  姉妹都市や  友好都市との  交流を  行います。

❷国籍・民族・文化・言葉など  互いの「ちがい」を  学ぶ機会を  増やして、 

　外国人市民と  交流が  しやすい  環境を  つくります。

新基本計画とは

●基本施策18  シティプロモーション

小牧市が  2014年度から  2018年度までの  5年間、  どのような  まちづくりを  進めて

いくのかを  まとめた計画です。

展開方向5 : 都市間交流の  推進  および  国際感覚を  醸成します

目的
●国際社会に  必要な  幅広い  視野と  豊かな  人間性を  育みます。

●国籍の  異なる  市民同士が  地域社会の  一員として  支え合う  多文化共生社会を  つくります。

手段
しゅだん

もくてき

じょうきょう

しんちょく

しひょう

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち か

のこ かね かくにんひまえきげんしはらひとしはら

ぜいきんべんりふりかえこうざ ふりかえこうざわすしはら

はやしはらかにちきげんしはらこんげつ

こうざ

はや

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

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 ぜいきん はら

つ ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

きげんのうふしょ か

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

こくみ ん けん こう ほ けん ぜ いこくみ ん けん こう ほ けん ぜ いこ て い し さ ん ぜ いこ て い し さ ん ぜ い

こうきこうれいしゃいりょう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

だいだい ききだいだい きき

だいだい きき だいだい きき
か い ご ほ けん りょ うか い ご ほ けん りょ う

さ ー び すは い し んめ ー る
じ ょ う ほ うぼ う さ い

こ ま き し

とうろく

かくにん

ないようとうろく

どうい

はいしんめーる

きやく かくにんりよう

あくせす

とどめーるか

とうろく

めーる おくあどれす

とよ

ちゅうごくごえいごすぺいんごぽるとがるご

ちゅうごくごえいご すぺいんごぽるとがるご

こーど

とよ

でんわけいたいこーど

ほうほうとうろく

はっしゃみさいるたいふうぼうふうおおあめ

くずどしゃはんらんかせんじしん

さーびすぱそこん

でんわ すまーと ふぉんけいたいぼうさいはっしゃみさいるぼうふうおおあめじしん

む り ょ う

で ん わき ゅ う じ ょ き ゅ う き ゅ うか じ

こたしつもんでんわ

つうやくはなきゅうきゅうたいしょうぼうたいでんわ

でんわよきゅうきゅうしゃびょうききゅうかじ

ごぽると が るごすぺ い んちょうせんごかんこくちゅうごくごえいごつうやく

ふそうちょうこまきし おおぐちちょうとよやまちょうきたなごやしきよすしいわくらしこうなんしいぬやましばしょ

だ い

けいかく

すすねんかんねんどねんどこまきし

けいかくきほんしん

け い か くき ほ んし んけ い か くそ う ご うこ ま き しじ

かんきょうこうりゅうしみんがいこくじん

ふきかいまなたがことばぶんかみんぞくこくせき

おこなこうりゅうとしゆうこうとししまいちゅうしんせいとじどう

しゃかいきょうせいたぶんかあささいちいんしゃかいちいきどうししみんことこくせき

はぐくにんげんせいゆたしやひろはばひつようしゃかいこくさい

じょうせいかんかくこくさいすいしんこうりゅうかんとしほうこうてんかいぷろもーしょんしてぃせさくきほん

にん
にん にんさんかしゃすうねんかんじぎょうこうりゅうこくさい

わりあいしみんおもく

ともちいきしみんがいこくせき

ねんど

ねんど

ねんど

ねんど ほうこうせいざめ

ねんどじっせきち

きじゅんちしひょう



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
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●小学校に 通う前に 「プレスクール」で

　日本語を べんきょうしませんか？

●小牧市防災情報メール配信サービス

●火事・救助・救急は 「119」に 

　電話してください

●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

●第6次小牧市総合計画 新基本計画

●次の 税金の 支払い期限は 12月25日（火）です

●外国人の ための 相談窓口の おしらせ

●２０１９年小牧市成人祝賀式

●津軽三味線☆三絃士  ～弾～

岩崎保育園・古雅保育園・小牧市公民館4階

2019年 1月 5日 ～ 3月30日の 土曜日  計12回
べんきょうじかんは  10:30～11:30の  1じかん  です。

（好きな  場所で  べんきょうしてください）

2019年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツのある  こども

それぞれの  場所で  10人くらい 0円

12月15日（土）までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  電話を  するか  直接  きてください。

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905  
http://www.komakikia.jp/　https://www.facebook.com/komakikia/

小牧市小牧2-107小牧市公民館4階  9:00～17:00  ただし 12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

こまきし こまきし かい にちようび げつようび しゅくじつ やすこうみんかんこまき

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う  前に、 

こどもたちが  日本語や  小学校のことを  べんきょうします。

①ひらがなを  よむ。 かく。　②すうじを  よむ。 かく。

③がっこうの  ルール  をべんきょうします。

小学校に 通う 前に 「プレスクール」で

日本語を べんきょう しませんか？

小牧市成人祝賀式2019年
日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

パークアリーナ小牧

2019年 1月13日（日）13:30～（受付13:00～）

1998年 4月 2日 ～ 1999年 4月 1日に  生まれ、 

小牧市に  住民登録の  ある人。 当日は、  直接会場に  来てください。

こども政策課　TEL.0568-76-1179問合先
といあわせさき せいさく か

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 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

東海地方出身のイケメン  津軽三味線ユニットの  コンサートです。

津軽じょんがら節、 津軽よされ節、 ソーラン節などの、古い  日本の  音楽や、 

オリジナル曲、 洋楽を  アレンジした  曲などを  演奏します。

●全席指定　●U25チケットは  公演の  日に  25歳以下の  人が  使えます。 年齢を  確かめることが  できる  

証明書（学生証・運転免許証など）を  公演の  日に  持ってきて  ください。  ●未就学児は  入場できません。

電話予約▶ こまき市民文化財団（月曜休み）に  電話してください。 受付時間：9：00～17：00

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

津軽三味線☆三絃士 ～弾～

一般：2,000円（アートフレンド会員：1,500円）  U25：1,000円（アートフレンド会員：800円）

馬場淳史  伊藤圭佑  杉山大祐

味岡市民センター  講堂2月 9日（土） 15:00～

（一財）こまき市民文化財団　TEL.0568-71－9700　※9:00～17:00まで、 月曜日は  お休み問合先
といあわせさき ざいだん げつようび やすぶんかしみん

チケット販売▶ 市民会館、 東部・味岡・北里の各市民センター、 まなび創造館、

こまき市民文化財団オンラインチケットサービス（http://www.komaki-bunka.or.jp）、

チケットぴあ（Pコード：125－025）

津軽三味線  三絃士 浅野聡太和太鼓

●オンラインチケットサービス、 チケットぴあで  買うときは、 チケット代の  他に、 手数料が  

かかることが  あります。　●施設により  開館時間、 休みの  日が  異なります。

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

に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う ま えか よ
ぷ れ す く ー る

ちょくせつでんわきょうかいこうりゅうこくさいこまきしがつ にち ど

えんにんばしょ

る ー つがいこくいしょうがっこうにほんねん

ばしょす

かいこうみんかんほいくえん こ ま き しこ がほいくえんいわさき

ど よう び けい かいがつにち にちがつねん

るーる

しょうがっこうにほんご

まえかよしょうがっこうこまき

だんさんげんししゃみせんつがる

しゅくがしきせいじんこ ま き しねん

まどぐちそうだんがいこくじん

かにちがつきげんしはらせいきんつぎ

けいかくしんきほんけいかくそうごうこまきしじだい

か れ ん だ ーけんしんぼ し

けんしんせいじん

でんわ

きゅうきゅうきゅうじょか じ

さーびすはいしんめーるじょうほうぼうさいこまきし

にほんご

ぷれすくーるまえかよしょうがっこう

ぷ れ すくー る

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち

しょくいんはなごぽ る と が るそうむかふくし

ごぽ る と が るほ い く かほ けん ね ん き ん か

やす

なかしみん あんぜんかかいほんちょうしゃしやくしょこまき
きんげつえいごごす ぺ い んごぽ る と が る

きかいじょうちょくせつとうじつひととうろくじゅうみんこ ま きし

うにちがつねんにちがつねん

こまきぱー くあり ー な

うけつけ
にちにちがつねん

し ゅ く が し きせ い じ んこ ま き し
ね ん

じかんうけつけでんわやすげつようざいだんぶんかしみんよやくでんわ

ことひやすじかんかいかんしせつ

てすうりょうほかだいちけっとかち け っ とさ ー び すち け っ とお ん ら い ん

ち け っ と こー ど

さ ー び すち け っ とお ん ら い んざいだんぶんかしみん

そうぞうかんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶかいかんしみんはんばいち け っ と

にゅうじょうみしゅうがくじもひこうえんめんきょしょううんてんがくせいしょうしょうめいしょ

たしねんれいつかひといかさいひこうえんちけっとしていぜんせき

えんかいいんあーとふれんどえんえんかいいんあーとふれんどえんいっぱん

こうどうせ ん た ーしみんあじおかどにちがつ

えんそうきょくあ れ んじようがくきょくお りじ な る

おんがくにほんふるぶしぶしつがる そーらんぶしつがる

こ ん さー とゆ にっとい けめ ん しゃみせんつがるしゅっしんとうかいちほう

そうたあさのわだいこだいすけすぎやまけいすけいとうあつふみば ばさんげんししゃみせんつがる

だ んさ ん げ ん しし ゃ み せ んつ が る
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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
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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

2018
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外国人の人口：9,054人 / 小牧の人口：152,916人（2018年 11月 1日現在）


