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●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

保育課　TEL.0568-76-1130問合先
といあわせさき ほいく 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）、 子育て世代包括支援センターに  

ポルトガル語と  スペイン語（9:30～17:30）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

名古屋北年金事務所  TEL.052-912-1246 / 保険年金課  TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき な ご や きた ねんきん じむしょ ほけん ねんきんか

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

●KIAジュニア企画

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●2018年分の 確定申告相談会場の おしらせ

●次の 税金の 支払い期限は 2月28日（木）です

●子どもを 産む前後の 期間は

　国民年金の 保険料が 免除されます！

●小牧市立小規模保育園「こすも」が 開園します！

子どもを 産む前後の 期間は 国民年金の 保険料が 免除されます！
2019年  4月から、 出産※1する  予定の日  または  出産した日の、 前の  月から  4か月間、 国民年金の  保険料が  免除※2

されます。 双子など、 2人以上を  同時に  出産するときは、 出産する  予定の日  または  出産した日の、 3か月前の  月から  

6か月間、 国民年金の  保険料が  免除されます。 出産するために  免除された期間は、 保険料を  払ったことになり、

老齢基礎年金（歳を取ったときにもらえる年金）の  額は  減りません。 対象になる人は、 4月以降に  手続きを  してください。

※1  出産…子どもを  産むこと。 妊娠して  85日（4か月）以上たってから  産む人が、 対象に  なります。

※2  免除…保険料を  払わなくても  よくなること。

保険年金課年金係

出産する  予定の日の  6か月前から  手続きが  できます。 ただし、 手続きが  できるのは  2019年4月からです。

国民年金第1号被保険者（国民年金保険料を  払っている人  または  免除されている人）で、 

出産する日が  2019年2月1日以降の人

対 象 者
たいしょうしゃ

場 　 所
ば し ょ

名 　 前
な ま え

施設運営者
しせつうんえいしゃ

定 　 員
ていいん

開園する日
かいえん ひ

保 育 時 間
ほいくじかん

休 み の 日
やす ひ

手続きする時期
てつづ じき

手続きする場所
てつづ ばしょ

小牧市立小規模保育園「こすも」が開園します！

日曜日、 祝日、 12月29日から  1月3日まで普通のとき  7:30～18:30　短い時間のとき  8:30～16:30

2019年5月1日（祝）※ただし、 通園できるのは  5月7日（火）からです。

19人（0歳（3か月目から）1人、 1～2歳18人）

小牧市 対　象
たいしょう 0歳児（３か月目から）～２歳児小牧市立小規模保育園こすも

小牧市小牧五丁目253番地  中部公民館2階（旧児童センター・中央子育て支援センター）

入園を  希望する日が  5月1日以降の  場合は、 希望する園に 「こすも」を  含めて  申請を  行うことが  できます。

「こすも」に  入園を  希望する人は、 保育課で  申請を  受け付けます。 申請書などは、 保育課で  配ります。

これから 2019年度の

保育施設等 利用申請をする 予定の人

既に 2019年度の

保育施設等 利用申請をした人

入園を  希望する月の  2か月前（育児休暇明けの人※は  入園を  希望する  月の

6か月前）から  申請できます。 利用申請書を  保育課へ  出してください。

❶入園を  希望する日が  4月1日～4月30日の人

4月の  最終結果が  保留になった人だけ  希望する園を  変えることが  できます。 

最終結果が  分かった後に、利用施設変更届を  保育課へ  出してください。 

なお、 4月の  最終結果は、 3月下旬頃に  決まります。

利用施設変更届を  保育課へ  出してください。

❷入園を  希望する日が  5月1日以降の人（育児休暇明けの人）

保育施設転園願を  保育課へ  出してください。

既に 他の 保育施設を 

利用している人、 または、 今後、 

利用する 保育施設が 決まっている人

※育児休暇明けの人…今は  育児休暇（子どもを  育てるため  仕事を  休むこと）を  取っている  人で、 もとの  仕事に  戻る  人 

世界の 友だちと 絵付け体験に チャレンジ！
KIA 

ジュニア
企画

小学3年～小学6年で  小牧市に  すんでいる人、 

小牧市の  学校で  勉強している人、 または  KIAの  会員。

ぎふ清流里山公園

3月10日（日）9:30～16:30  雨でも  行きます。

※ひとり3人まで  申し込むことが  できます。 お金を  もって  国際交流協会事務局（小牧市公民館4階）へ  きてください。

2月1日（金）～  2月15日（金）

会員：500円　会員でない人：1000円

日本人18人、 外国人18人の  子ども（早く  申し込んだ人）

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396

E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp　※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は お休み

きょうかい こまきし こうみんかん かいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようび

◆ 施 設 概 要

◆ 利 用 申 請 に つ い て
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外国人の人口：9,182人 / 小牧の人口：152,971人（2019年  1月 1日現在）
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小牧税務署　TEL.0568-72-2111
ぜいむしょ こまきし ちゅうおうこまき

「確定申告書等作成コーナー」では、  所得税と  復興特別所得税の  確定申告書、 青色申告決算書、 

収支内訳書、 消費税の  確定申告書、 贈与税の  申告書などを  作ることが  できます。

●税務署に  行かなくても  家の  パソコンで  確定申告書を  作ることが  できます。

＊電話は  自動音声（日本語）で  案内しています。 案内に  従って  操作して  ください。

　電話を  かけるときは、  番号を  よく  確かめて  ください。

〒485-8651 小牧市中央1-424

▶詳しくは、  国税庁ホームページを  見てください。（http://www.nta.go.jp）

2018年分の  確定申告相談会場  の おしらせ

問合先
といあわせさき

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  前もって  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

3月  3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

小牧児童館

小牧児童館

小牧南児童館

西部児童館

篠岡児童館

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 子どもに 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 ※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）

2月  5日（火）
2月12日（火）
2月19日（火）
2月26日（火）

2018年10月  1日～  8日生まれ
2018年10月  9日～16日生まれ
2018年10月17日～23日生まれ
2018年10月24日～31日生まれ

2月  1日（金）

2月  8日（金）

2月15日（金）

2017年  8月  1日～10日生まれ

2017年  8月11日～20日生まれ

2017年  8月21日～３1日生まれ

2月  7日（木）
2月21日（木）

2016年11月  1日～15日生まれ

2016年11月16日～３0日生まれ

2月  6日（水）
2月13日（水）
2月27日（水）

2016年  2月  1日～10日生まれ

2016年  2月11日～20日生まれ

2016年  2月21日～29日生まれ

2月18日（月）
2月28日（木）

  2月22日（金）

  2月  6日（水）

2月  5日（火）

2月25日（月）
2月26日（火）

2月20日（水）
2月12日（火）

2月  1日（金）

2月22日（金）

2月15日（金）

2月  8日（金）

2月  1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　●料金／0円
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 筆記用具、 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（妊婦だけでも参加できます）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

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

2月 18日（月）～3月 15日（金）

9:00～17:00

開いている

期間

小牧市小牧二丁目107番地（地図参照）小牧市公民館（小牧市市民会館南側）会　場

＊所得税や  復興特別所得税 ・ 贈与税の  申告と  納税の  期限は、 3月15日（金）です。

　個人事業者の  場合、 消費税や  地方消費税の  申告と  納税の  期限は、 4月1日（月）です。

（土曜日・日曜日は  開いて  いませんが、 2月 24日（日）と  3月  3日（日）は  開きます。）

1巡回バス （⑪西部右まわりコース、 ⑫西部左まわりコース、 ⑯小牧・味岡西コース）

 「市民会館前」で  降りてください。

2名鉄小牧駅で  降りてから  歩いて  15分くらい。

交通機関

開いている

時間 ＊会場が  混んでいると、  受け付けが  早めに  終わる  場合が  あります。

（受け付けは  16時に  終わります。）

年末調整を  していない  給与所得が  ある人、 2ヶ所  以上の  給与を  合計して  申告する人の  場合

持っていく

書類

＊申告される  内容により、 他にも  必要な  書類が  あります。

　分からない  ときは、 小牧税務署に  電話して  聞いて  ください。

＊この期間（2月18日（月）～3月15日（金））は、 税務署内では  申告書の  作り方は  

　教えていません。 作った  申告書の  提出だけ  受け付けしています。

生命保険料 ・ 地震保険料控除証明書

社会保険料を  証明する  書類

印鑑

医療費控除の  明細書

給与所得の  源泉徴収票（原本。コピーでは  受け付けすることが  できません。）

払いすぎた  税金が  返ってくる  場合は  振込先が  わかるもの（本人の  名前の  通帳）

2月14日（木）
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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 ▶ 2月10日（日）、 2月24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 2月 28日（木）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！ 

●固定資産税（第４期） ●国民健康保険税（第９期）

●介護保険料（第８期） ●後期高齢者医療保険料（第７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
といあわせさき しゅうぜいか
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●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。）

日にち 時間 場所

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

3月31日（日）
　　　  まで

●受診期間

保健センター 

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

2月  4日（月） 9:00
〜

14:30

2月27日（水）
9:30
〜

10:45

●対象／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／60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）

※検診を追加しました

※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／2月15日（金）までに 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。

※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

【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／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
人間ドック

市内の指定

医療機関）（
身体計測・血圧・

血液検査・

胃、大腸、

胸部X線の

がん検診

検診の おしらせ 成人検診の おしらせ

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
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至犬山
至一宮

至一宮
ホーム
センター

小牧駅

スーパー

いたるいぬやま
いたる　とうかだい

いたるおおくさ

むらなか

ままほんまち しみんかいかんきた

こまきしょうこうかいぎしょひがし

こまき  こうばん  きた

東新町
ひがし しんまち

米野小学校南
こめの しょうがっこう みなみ

らぴお

かいじょう

こまきえき

こまきやま

こまきしやくしょ

やよいちょう

　ふたえぼりひがし

ほーむせんたー

すーぱー

しんまちさんちょうめひがし

じざいまえ ひがしたなか

こまきはら

こまきはらえき

とう め い こう そ くどう ろこまき

いたるいちのみや

いたるいちのみや

いたる　なごや いたる あじよし

かすがいいたる

市民会館北

小牧小学校西

小牧三丁目西

新町三丁目東

小牧三丁目東

小牧三丁目北

バス停：市民会館前
155155

ラピオ

銀行
銀行

小牧小学校

市民会館

小牧駅

ばすてい

こまきしょうがっこう

しみんかいかんまえ

しみんかいかん

しみんかいかんきた

にししょうがっこうこまき

ら ぴ お

こまき きたさんちょうめ

こまき さんちょうめ にし
ぎんこう

ぎんこう

銀行

税務署

ぎんこう

ぜいむしょ

こまき さんちょうめひがし

こまきえき

しんまちさんちょうめひがし

公民館
こうみんかん

拡大地図
ちずかくだい案内地図

ちずあんない

※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 ▶ 2月10日（日）、 2月24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 2月 28日（木）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！ 

●固定資産税（第４期） ●国民健康保険税（第９期）

●介護保険料（第８期） ●後期高齢者医療保険料（第７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
といあわせさき しゅうぜいか

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きだいぜいしさんこてい

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち も く

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しはら

はや

しはら

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
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●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。）

日にち 時間 場所

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

3月31日（日）
　　　  まで

●受診期間

保健センター 

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

2月  4日（月） 9:00
〜

14:30

2月27日（水）
9:30
〜

10:45

●対象／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／60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）

※検診を追加しました

※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／2月15日（金）までに 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。

※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

【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／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
人間ドック

市内の指定

医療機関）（
身体計測・血圧・

血液検査・

胃、大腸、

胸部X線の

がん検診

検診の おしらせ 成人検診の おしらせ

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
ゅ
う
だ
ん

まんもぐらふぃ

けんしんにゅう
がつ

ついかけんしん

けんしんさいごこんねんど

げつにち

がつ すいにち

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

けんさはんのうせんけつ

けんしんだいちょう

しゅるい こもうりょうきんたいしょうばしょじかんひ

ほけん せんたー

せんたー

せんたー

ほけんこもう

こもう ほけん

えん さい いじょう えんりょうきん

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 いじょうたいしょう

えんりょうきんていいん にん かい

ひととうろくじゅうみんこまきしさい さいたいしょう

べん
せんたーほけんこ がつ にち きんもう

えんりょうきん

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
ほけん せんたーようき

ようき

けんたい

しときおく

けんたいよてい

ひかいしゅう かいしゅう

した ひょう ひと

けんしん
せいじん けんしん

け
ん
し
ん

こ
べ
つ

さいぼうしん

ししんないしん

けんしんこべつ

けんしんこべつ

まんもぐらふぃ

にゅう

しきゅう

れでぃーす

くりにっく

きかんじゅしん

しときわた

けんたいようきよてい

ひかいしゅうけんたいようき

けんさたん

せんたーほけんもくにちがつこもう

えんりょうきんていいん

ひといじょうねんすうすほんすうすにち

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

ほけん きまえ せんたーひとひょうした

さんふじんかこまき しないひとした ひょうこもう

くりにっくれでぃーすひとした ひょうこもう

うひとみとひつよういしけんしんたいぶ

えんさい いじょうえんりょうきん

ひと

ひと

した ひょうとうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

えんいじょうさいえんけんしんたいぶけいぶえんけんしんけいぶりょうきん

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

きせんたーほけんまえひとひょうした

ひょうした

さんふじんか

しない

こまき

にんげん

けんしん

せんきょうぶ

だいちょうい

けんさけつえき

けつあつけいそくしんたい

どっく

いりょうきかん

していしない

きせんたーほけんくわきかんいりょうしていしないこもう

じゅしんけん

おくほけんときじゅしんどっくにんげん

えんいじょうえんふようしゃひきょうかい

えんいじょうさいえん

ひとはいこうき いりょう ほけんこうれいしゃほけんけんこうこくみんりょうきん

ふようしゃひきょうかいひとはいいりょうほけんこうれいしゃこうき

こくみんけんこうほけんひとじゅうみんとうろくしないいじょうたいしょう

にち もくがつ

にち にちがつ

きかんじゅしん

さい

さい

けんしん

けんさかくたん

はい

ひとじゅしんねんどいがいひとうぐうすうねんいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうきすうねんいぜんにちがつねんたんじょうびひととどくーぽんむりょう

たいしょうしゃ

じゅしんかいねんもとししんけんしんこうせいろうどうしょうけんしんしきゅうまんもぐらふぃにゅう

けんしんしきゅうけんしんにゅう
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小牧税務署　TEL.0568-72-2111
ぜいむしょ こまきし ちゅうおうこまき

「確定申告書等作成コーナー」では、  所得税と  復興特別所得税の  確定申告書、 青色申告決算書、 

収支内訳書、 消費税の  確定申告書、 贈与税の  申告書などを  作ることが  できます。

●税務署に  行かなくても  家の  パソコンで  確定申告書を  作ることが  できます。

＊電話は  自動音声（日本語）で  案内しています。 案内に  従って  操作して  ください。

　電話を  かけるときは、  番号を  よく  確かめて  ください。

〒485-8651 小牧市中央1-424

▶詳しくは、  国税庁ホームページを  見てください。（http://www.nta.go.jp）

2018年分の  確定申告相談会場  の おしらせ

問合先
といあわせさき

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  前もって  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

3月  3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

小牧児童館

小牧児童館

小牧南児童館

西部児童館

篠岡児童館

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 子どもに 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 ※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）

2月  5日（火）
2月12日（火）
2月19日（火）
2月26日（火）

2018年10月  1日～  8日生まれ
2018年10月  9日～16日生まれ
2018年10月17日～23日生まれ
2018年10月24日～31日生まれ

2月  1日（金）

2月  8日（金）

2月15日（金）

2017年  8月  1日～10日生まれ

2017年  8月11日～20日生まれ

2017年  8月21日～３1日生まれ

2月  7日（木）
2月21日（木）

2016年11月  1日～15日生まれ

2016年11月16日～３0日生まれ

2月  6日（水）
2月13日（水）
2月27日（水）

2016年  2月  1日～10日生まれ

2016年  2月11日～20日生まれ

2016年  2月21日～29日生まれ

2月18日（月）
2月28日（木）

  2月22日（金）

  2月  6日（水）

2月  5日（火）

2月25日（月）
2月26日（火）

2月20日（水）
2月12日（火）

2月  1日（金）

2月22日（金）

2月15日（金）

2月  8日（金）

2月  1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　●料金／0円
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 筆記用具、 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（妊婦だけでも参加できます）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

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

2月 18日（月）～3月 15日（金）

9:00～17:00

開いている

期間

小牧市小牧二丁目107番地（地図参照）小牧市公民館（小牧市市民会館南側）会　場

＊所得税や  復興特別所得税 ・ 贈与税の  申告と  納税の  期限は、 3月15日（金）です。

　個人事業者の  場合、 消費税や  地方消費税の  申告と  納税の  期限は、 4月1日（月）です。

（土曜日・日曜日は  開いて  いませんが、 2月 24日（日）と  3月  3日（日）は  開きます。）

1巡回バス （⑪西部右まわりコース、 ⑫西部左まわりコース、 ⑯小牧・味岡西コース）

 「市民会館前」で  降りてください。

2名鉄小牧駅で  降りてから  歩いて  15分くらい。

交通機関

開いている

時間 ＊会場が  混んでいると、  受け付けが  早めに  終わる  場合が  あります。

（受け付けは  16時に  終わります。）

年末調整を  していない  給与所得が  ある人、 2ヶ所  以上の  給与を  合計して  申告する人の  場合

持っていく

書類

＊申告される  内容により、 他にも  必要な  書類が  あります。

　分からない  ときは、 小牧税務署に  電話して  聞いて  ください。

＊この期間（2月18日（月）～3月15日（金））は、 税務署内では  申告書の  作り方は  

　教えていません。 作った  申告書の  提出だけ  受け付けしています。

生命保険料 ・ 地震保険料控除証明書

社会保険料を  証明する  書類

印鑑

医療費控除の  明細書

給与所得の  源泉徴収票（原本。コピーでは  受け付けすることが  できません。）

払いすぎた  税金が  返ってくる  場合は  振込先が  わかるもの（本人の  名前の  通帳）

2月14日（木）
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●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

保育課　TEL.0568-76-1130問合先
といあわせさき ほいく 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）、 子育て世代包括支援センターに  

ポルトガル語と  スペイン語（9:30～17:30）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

名古屋北年金事務所  TEL.052-912-1246 / 保険年金課  TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき な ご や きた ねんきん じむしょ ほけん ねんきんか

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

●KIAジュニア企画

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●2018年分の 確定申告相談会場の おしらせ

●次の 税金の 支払い期限は 2月28日（木）です

●子どもを 産む前後の 期間は

　国民年金の 保険料が 免除されます！

●小牧市立小規模保育園「こすも」が 開園します！

子どもを 産む前後の 期間は 国民年金の 保険料が 免除されます！
2019年  4月から、 出産※1する  予定の日  または  出産した日の、 前の  月から  4か月間、 国民年金の  保険料が  免除※2

されます。 双子など、 2人以上を  同時に  出産するときは、 出産する  予定の日  または  出産した日の、 3か月前の  月から  

6か月間、 国民年金の  保険料が  免除されます。 出産するために  免除された期間は、 保険料を  払ったことになり、

老齢基礎年金（歳を取ったときにもらえる年金）の  額は  減りません。 対象になる人は、 4月以降に  手続きを  してください。

※1  出産…子どもを  産むこと。 妊娠して  85日（4か月）以上たってから  産む人が、 対象に  なります。

※2  免除…保険料を  払わなくても  よくなること。

保険年金課年金係

出産する  予定の日の  6か月前から  手続きが  できます。 ただし、 手続きが  できるのは  2019年4月からです。

国民年金第1号被保険者（国民年金保険料を  払っている人  または  免除されている人）で、 

出産する日が  2019年2月1日以降の人

対 象 者
たいしょうしゃ

場 　 所
ば し ょ

名 　 前
な ま え

施設運営者
しせつうんえいしゃ

定 　 員
ていいん

開園する日
かいえん ひ

保 育 時 間
ほいくじかん

休 み の 日
やす ひ

手続きする時期
てつづ じき

手続きする場所
てつづ ばしょ

小牧市立小規模保育園「こすも」が開園します！

日曜日、 祝日、 12月29日から  1月3日まで普通のとき  7:30～18:30　短い時間のとき  8:30～16:30

2019年5月1日（祝）※ただし、 通園できるのは  5月7日（火）からです。

19人（0歳（3か月目から）1人、 1～2歳18人）

小牧市 対　象
たいしょう 0歳児（３か月目から）～２歳児小牧市立小規模保育園こすも

小牧市小牧五丁目253番地  中部公民館2階（旧児童センター・中央子育て支援センター）

入園を  希望する日が  5月1日以降の  場合は、 希望する園に 「こすも」を  含めて  申請を  行うことが  できます。

「こすも」に  入園を  希望する人は、 保育課で  申請を  受け付けます。 申請書などは、 保育課で  配ります。

これから 2019年度の

保育施設等 利用申請をする 予定の人

既に 2019年度の

保育施設等 利用申請をした人

入園を  希望する月の  2か月前（育児休暇明けの人※は  入園を  希望する  月の

6か月前）から  申請できます。 利用申請書を  保育課へ  出してください。

❶入園を  希望する日が  4月1日～4月30日の人

4月の  最終結果が  保留になった人だけ  希望する園を  変えることが  できます。 

最終結果が  分かった後に、利用施設変更届を  保育課へ  出してください。 

なお、 4月の  最終結果は、 3月下旬頃に  決まります。

利用施設変更届を  保育課へ  出してください。

❷入園を  希望する日が  5月1日以降の人（育児休暇明けの人）

保育施設転園願を  保育課へ  出してください。

既に 他の 保育施設を 

利用している人、 または、 今後、 

利用する 保育施設が 決まっている人

※育児休暇明けの人…今は  育児休暇（子どもを  育てるため  仕事を  休むこと）を  取っている  人で、 もとの  仕事に  戻る  人 

世界の 友だちと 絵付け体験に チャレンジ！
KIA 

ジュニア
企画

小学3年～小学6年で  小牧市に  すんでいる人、 

小牧市の  学校で  勉強している人、 または  KIAの  会員。

ぎふ清流里山公園

3月10日（日）9:30～16:30  雨でも  行きます。

※ひとり3人まで  申し込むことが  できます。 お金を  もって  国際交流協会事務局（小牧市公民館4階）へ  きてください。

2月1日（金）～  2月15日（金）

会員：500円　会員でない人：1000円

日本人18人、 外国人18人の  子ども（早く  申し込んだ人）

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396

E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp　※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は お休み

きょうかい こまきし こうみんかん かいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようび

◆ 施 設 概 要

◆ 利 用 申 請 に つ い て
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2019
月号2

外国人の人口：9,182人 / 小牧の人口：152,971人（2019年  1月 1日現在）


