
 

 

燃やすごみ用

（白色）

小牧市指定収集袋
 

 資源用
（緑色）

小牧市指定収集袋

雑がみで
出せない紙

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

小牧市多文化共生協議会の  委員に  なりませんか？
小牧市では、 2011年 3月に  作った  小牧市多文化共生推進プランを  改定するため、 調査検討する、 
小牧市多文化共生協議会の  委員を  募集します。 会議は  2019年度に  多くて  5回くらいです。
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●雑がみの 収集が 週1回に 増えます

●母子健診などの カレンダー

●次の 税金の 支払い期限は 5月7日（火） です

●区（自治会）に 入りましょう

●住宅用地球温暖化対策設備設置費の 補助

●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！

●小牧市多文化共生協議会の 委員に なりませんか？

●KIA 英語基礎講座の おしらせ

●おやこde 楽しむ プラネタリウム

●土曜の 夜の プラネタリウム

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●小牧山 さくらまつり

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

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。

保険年金課年金係窓口 母子健康手帳など  出産（予定）日が  わかるもの

出産する予定の  日の  6か月前から  手続きが  できます。 

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 免除を受けている人）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

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 も もの

持ち物

※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。

満18歳以上の、 小牧市に  住んでいる人、 または 小牧市で  働いている人、 または  小牧市の  

学校で  勉強している人。 日本人も  外国人も  応募できます。

※小牧市多文化共生推進プランの  内容は、 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  みてください。

応募資格

応募方法
4月 23日（火）までに、 日本語で、 【住所・氏名・国籍・年齢・職業 （学生の場合は「学生」・電話番号・

メールアドレス（持っている人） ・ 「現在の  小牧市多文化共生推進プランを  読んで、 これからも 

「多文化共生のまち」を  めざすためには  何が  必要だと思うか （400字以内）」】 を書いて、 

FAX・メール・窓口で  申し込みしてください。

これまで  雑がみは  月２回の  収集でしたが、 出しやすくするために  毎週収集します。

ごみ分別アプリや  資源・ごみ収集カレンダーで  収集日を  確認して  出してください。

以下の  ものは  すべて  雑がみです。

紙製品

紙袋 包装紙 紙箱 封筒・はがき

紙の芯 台紙・画用紙 カレンダー

新聞・雑誌・

段ボール・紙パック

油で汚れた紙・

使用済ティッシュ、 

紙おむつ

紙との 複合物

その他

金属や  ビニールを  はずさずに
そのまま出せます！

燃やすごみ用
指定袋（白袋）は
やめてください

資源用指定袋（緑袋） あるいは  紙袋で  出してください。

ただし、 雨の日は  必ず  資源用指定袋（緑袋）を  使ってください。

小牧市環境キャラクター「エコリン」

ごみ政策課　TEL.0568-76-1147問合先
といあわせさき せいさくか

雑がみの 収集が 週1回に 増えます

雑がみとは

雑がみの 出し方

防水加工された 紙 絵を 描いた 紙レシートカーボン紙

ホチキス つきラップの 箱 窓付き封筒ティッシュ箱

×
× ×

問合先
といあわせさき シティプロモーション課 TEL.0568-76-1173 FAX.0568-75-8283 

Email:citypromotion@city.komaki.lg.jp
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2019
月号4

外国人の人口：9,330人 / 小牧の人口：152,953人（2019年  4月 1日現在）



2 7

生活情報誌こまきᦩᗇࢿ▕ƭǘƧ ᦩᗇࢿ▕ƭǘƧ

英語基礎講座の おしらせ 英語に  もう一度  
チャレンジして  みませんか！

4月 2日（火）～ 4月 20日（土）の  9:00～17:00の  間に  お金を  持って、 小牧市国際交流協会

（小牧市公民館4階）へ  来てください。

会員 3,000円　会員でない人 6,000円

●初級クラス  5月 15日 ～ 7月 31日 （水曜日 10：00～12：00） ※5月29日・6月19日は お休み
●中級クラス  5月 16日 ～ 7月 18日 （木曜日 10：00～12：00） （どちらも 全部で 10回）

小牧市公民館  4階  チェスルーム
小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・

小牧市の  学校で  勉強を  している人

または  KIA会員で  18歳以上の  人

初級・中級  それぞれ  16人

※申し込みが  16人より  多いときは、 くじで  決めます。  ※申し込みが  6人より  少ないときは、 止めます

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム

問合先
といあわせさき しみん ぶんか ざいだん こまき ちゅうぶ こうみんかん ぷらねたりうむ

こまき市民文化財団  小牧中部公民館  プラネタリウム　TEL.0568-75-1861

小牧市小牧5-253

おやこde 楽しむ プラネタリウム

土曜の 夜の プラネタリウム

©GOTO

ⒸKAGAYA studio

いりません100円 （中学生以下は 0円）80人 （先に 来た人）

だれでも4月 6日（土） 19：00～19：45

いりません100円 （中学生以下は 0円）

80人 （先に 来た人）だれでも

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム 小牧市小牧5-253場　所 ばしょ

4月 13日（土）・4月 20日（土） 10：30～11：10日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ定　員 ていいん

「星の旅　世界編」
南十字星や  天の川、 ウユニ塩湖の  水鏡に  映る  満天の  星たちなど、

旅を  すると  景色が  変わっていくように、 星空にも  その土地の  見え方が  あります。

そんな  星空を  追う世界の  旅を  ドーム映像で  再現します。

4月 13日（土）： 春の  星座案内と 「双子の星  第2話 ～海に 落ちた お星様～」
4月 20日（土）： 春の  星座案内と 「しし座 ・ おおぐま座 ・ こぐま座」の  神話
※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  お楽しみください。

※4月 13日は  天文クイズあり。 正解者に  缶バッジ  プレゼント。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

※12:00～13:00、 日曜日 ・ 月曜日 ・ 祝日は  お休み

※いつでも  会員に  なれます。（個人年会費  1口  2,000円）  ※初級は  テキスト代  2,500円が  いります。

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

小牧市公民館4階　※9:00～17:00（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

小牧市小牧2-107 
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

生まれてから  5か月～1歳未満

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

赤ちゃん訪問

5月19日（日）

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
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など

●対象／乳幼児（特に 1歳前後の お子さんに おすすめです）
●内容／歯みがき、 歯ならび 食べ方などについての 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　

10:00～11:15
※受付は
ラピオ4階
サークル室です

パパママ教室

生まれてから ２～３か月頃の 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）

4月  9日（火）
4月16日（火）
4月23日（火）
5月  7日（火）

2018年12月  1日～  8日 生まれ
2018年12月  9日～16日 生まれ
2018年12月17日～23日 生まれ
2018年12月24日～31日 生まれ

4月12日（金）
4月19日（金）
4月26日（金）

2017年10月  1日～10日 生まれ
2017年10月11日～20日 生まれ
2017年10月21日～31日 生まれ

4月11日（木）
4月25日（木）

2017年  1月  1日～15日 生まれ
2017年  1月16日～31日 生まれ

4月10日（水）
4月17日（水）
4月24日（水）

2016年  4月  1日～10日 生まれ
2016年  4月11日～20日 生まれ
2016年  4月21日～30日 生まれ

4月  8日（月）
4月18日（木）
4月22日（月）

4月26日（金）

4月17日（水）

味岡児童館

西部児童館

5月14日（火）

5月10日（金）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～16:00

4月3日（水）
4月9日（火）
4月17日（水）
4月23日（火）
4月24日（水）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します
 妊娠中の 不安や 心配事などを 相談して 下さい
●持ち物／妊娠届出書 または 医師の 診断書、 個人番号カード
（個人番号カードが ない 人は 通知カード 及び 身分証が いります）

9:30～17:15
毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

月曜日から
金曜日親子健康手帳

（母子手帳）交付

4月19日（金）
子育て世代

包括支援

センター

●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　●申し込み／保健センター
●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　●料金／0円

●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

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

申し込みは いりません
もう こ

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

）（

子育て世代
包括支援
センター

子育て世代
包括支援
センター

10:00～11:15

予約必要

申し込みは
いりません

●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

●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

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

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
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次の 税金の 支払い期限は 5月 7日（火）です

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

※納付期限の  日は  各月の  最後の日（12月は25日）です。

※納付期限の  日が  土・日・祝日の  場合は、 次に金融機関（銀行など）が  営業している日が  納付期限の日（口座振替日）です。

2019年度　税金など  納付期限  一覧表

3/31
（火）

3/2
（月）

1/31
（金）

12／25
（水）

12/2
（月）

10／31
（木）

9/30
（月）

9/2
（月）

7／31
（水）

7／1
（月）

5/31
（金）

5／7
（火）

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月税金

市県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

１期

１期

１期

１期

１期

２期

２期

２期

２期

２期

３期

３期

３期

３期

３期

４期

４期

４期

４期

４期

５期 6期 7期 8期 9期

9期

10期

全期

8期

8期

7期

7期

6期

6期

５期

５期

納付期限の日

および口座振替日

★市税は  納付期限までに  納めましょう！

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。

毎週日曜日に  市役所の  窓口で  支払いが  できます。 （年末年始除く）

支払いは  早めに！ 

○固定資産税（第1期）○固定資産税（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…

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 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 ▶  4月 14日（日）、 4月 28日（日）　8:30～17:15

とき ▶  4月 7日（日）、 4月 14日（日）、 4月 21日（日）、 4月 28日（日）　8:30～17:15
❷ 市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

市税を  納付書に  書いてある  期限までに  支払わないと、  市役所が  督促状や  催告書を  送ります。 

また、早く納めるように  電話で言うか  家まで言いに  行きます。

それでも  支払いを  しない場合は、  勤務先、  金融機関などへ  お金を  いくら  持っているかを調べます。

そして、  財産（給与、  預金、  不動産など  ）を  差押さえることが  あります。

それでもまだ、  支払いを  しない場合は、  差押さえた  財産を  市役所が  お金に  換えることも  あります。
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避難場所

200m

ばしょひなん

OK!

あやしい人を  見張る  近所の  目

まずは、 区長（自治会長）さんに  連絡を！

何か  あった時、 頼りに  
なるのは  近所の  人です。

「こんにちは」 などの  あいさつを  

することに  よって、 近所の  人と  

仲よくなり、 みんなで  犯罪を  

なくします。

※災害 … 地震や  大雨などに  よって  被害を  受けること　※避難場所 … 逃げる  場所　※被災者 … 災害を  受けた  人

災害が  起きた 時の  助け合い

大きな  災害が  起きた時、 消防や 警察、 

市の  職員などは、 すぐに  その場所に 

来ることが  できません。 

阪神・淡路大震災、 新潟県中越地震の  

時は、 被災者の  約90%の  人が、 

市民の  救助活動により  命を  救われました。

ᎁ䈰べ⏊ၹ䈱ಐ�ሠಯಣ౼ಬ౫

区って  なに? 区は、 地域の  住民や  事業所などが  
自主的に  組織している  団体です。

市内には  129の  区が  あり、 それぞれが  住みやすい  地域を  つくる  ために  活動して  います。

どんな  ことを  
しているの? 区は、 市と  かかわりながら、 皆さんの

ために  様々な  活動を  行って  います。

区の  代表者である  区長さんは、 市からの  お知らせなどを    皆さんに  伝えたり、道路の修理を 

市に  お願いしたり、 ごみ置場を  管理するなど、 さまざまな  ことを、市と  連絡 ・ 調整して  います。

ひときんじょ

たよときなに

ちょうせいれんらくしかんりおきばねがし

しゅうりどうろつたみなししくちょうだいひょうしゃく

おこなかつどうさまざま

みなしく

かつどうちいきすくしない

だんたいそしきじしゅてき

じぎょうしょじゅうみんちいきく
く

ひとうさいがいひさいしゃばしょにひなんばしょうひがいおおあめじしんさいがい

れんらくじち か いちょうくちょう

すくいのちかつどうきゅうじょしみん

ひとやくひさいしゃとき

じしんちゅうえつにいがたけんだいしんさいあわじはんしん

く

ばしょしょくいんし

けいさつしょうぼうときおさいがいおお

あたすときおさいがい

はんざいなか

ひときんじょ

めきんじょみ はひと

は い
じち か い

く
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問合先
といあわせさき きょうどう すいしん か

協働推進課　TEL.0568-76-1149

区の  おもな  活動

地域活動の  拠点となる  集会所の  管理や、  地域での  ふれあいの  輪を  広げるための  
さまざまな  活動など

ごみ置場の  設置と維持管理など 

交通死亡事故ゼロの  日の  街頭活動や  防犯パトロール隊による  防犯活動など 

防火 ・ 防災訓練の  実施、 自主防災会の  設置など  

まちの  清掃や  公園の  清掃、 排水側溝の  清掃など  

市の  広報や  地域の  情報紙を  配布、 回覧、 掲示など  

盆踊りやまつり、  運動会、 敬老会など  

そ　 の　 他

ごみ置場の管理

安全安心活動

防  災  活  動

美  化  活  動

広  報  活  動

親  睦  活  動

地域における  課題や  問題は、 一人では  解決できません。 

ぜひ、 あなたも  地域の  一員として  区に  入って、 自分が  

暮らす  地域を  みんなで  一緒に  より良く  していきましょう。

環境対策課　TEL.0568-76-1181環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先
といあわせさき かんきょうかんきょう たいさくたいさく かか

●太陽光発電システム…1kWあたり 26,000円
 （家庭用エネルギー管理システム（HEMS）及び  定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）を

　同時に  設置する  場合は  1kWあたり  30,000円）

　※上限104,000円 （HEMS及び  蓄電池を  同時に  設置する  場合は  上限120,000円）

●家庭用燃料電池システム…1基につき  100,000円

●HEMS …1基につき  10,000円

●蓄電池  …1基につき  100,000円

႘⢗ᘉ⟣⒯ῌ፣ᣞⲊ㖘ᆊ㖘⻱㛹ಓ�㓌ጊ
小牧市に  住んでいる人で、 自分の  家などに  住宅用地球温暖化対策設備を  設置する人に、 

設置費の  一部を  補助します。

対　象

申し込み

2019年度中に  市内に  自ら  居住する  住宅に  設備を  設置、 または  建売住宅供給者などから

設備付き住宅 （店舗などとの 併用住宅を 含む）を  購入する人

対象設備
及び
補助金額

4月 10日（水）より  受付開始。 申請書（市ホームページと、 環境対策課に  あります）と  
添付書類を  環境対策課へ  持ってきてください。

※全ての  設備において、 補助対象工事費が  補助金の  額を  

　下回る場合は、 補助対象工事費（税抜き）を  補助額とし、 

　1,000円未満は  切り捨てる。

いっしょ よく

じぶんはいくいちいんちいき

ちいき

かいけつひとりもんだいかだいちいき
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けいろうかいうんどうかいぼんおど
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かつどうしんぼく

かつどうく
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小牧市観光協会　TEL.0568-39-6123小牧市観光協会　TEL.0568-39-6123問合先
といあわせさき こまきしこまきし かんこうきょうかいかんこうきょうかい

ᣮ⛴ᤴ౺ಮಣಉಯ

※桜が  咲いているか  咲いていないかで  期間が  変わる場合が  あります。

4月1日（月）～10日（水）

甲冑 試着体験

●対象／小学生　●受付場所／小牧山の  広場（南側入口 付近） ●写生場所／小牧山の中

●日にち／4月6日（土） ●場所／青年の  家　●料金／一杯300円で  お抹茶を  出します。

�ὃధ�ὃ䈰�����䊆�����䈱ಓ�ೇഖ೫䈰㲜ಓᾊಔ�࿚⋱䈱

●場所／小牧山全体　●受付場所／小牧山の  広場（南側入口 付近）

甲冑を  身に着けて  戦国武将の  気分に  なれます。

●日にち／4月7日（日） ●対象／誰でも　●料金／0円　●受付場所／小牧山の  広場（南側入口 付近）

児童写生大会

小牧山
ガイドツアー

ガイドが  歴史や  自然について  案内してくれます。 

楽しい話を  聞きながら、 一緒に  小牧山を  登れます。

野点

3月 30日（土）、 31日（日）、 4月 6日（土）、 7日（日）  9:00～20:00まで  0円で  開いています。

携帯電話や  カメラで  小牧山の  桜や、 桜を  見に来て 楽しかったことを  写真で  撮ってください。

そして  写真を  小牧市観光協会の  Instagramに「＃小牧山さくらまつり」を  つけて  投稿してください。

抽選で  4人に  スイーツセットが  もらえます。

※桜が  咲いているか  咲いていないかで  期間が  変わる場合が  あります。

౺ಮಣಉಯಌ�,QVWDJUDP

℃ಓ�ഌೇ೫೦

ᣮ⛴ᨊ⌀ᐋ㷳�ᜲ㯐⛿ኮ㯉㷳

4月 1日（月）～ 10日（水） 小牧山全体

4月 1日（月）～ 10日（水） 18:00～21:00

※画用紙は  渡しますが、 写生に  必要な  道具は  自分で  持ってきてください。

※作品の  提出期限は  4月10日（水）です。 必ず  4月10日（水）に  着くようにしてください。

※提出先は  小牧駅前 観光案内所です。

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

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

（雨の時は  中止）

（雨の時は  中止）

こま き や ま

すいーつせっとにんちゅうせん

とうこうこまきやまきょうかいかんこうこまきししゃしん
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しょうがくせいたいしょう

きぶんぶしょうせんごくつみかっちゅう

ふきんいりぐちみなみがわ

ふきんいりぐちみなみがわ

ひろばこまきやまばしょうけつけえんりょうきんだれたいしょうにちにちがつひ

のだて
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たいかいしゃせいじどう

たいけんしちゃくかっちゅう

かいかんとくべつやかんれきしかんこまきし
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ら い と あ っ ぷさくら

ばあいかきかんさささくら

ばあいかきかんさささくら

すいにちげつにちがつ

ばしょ

が い こくじん そ うだ ん まどぐち

しょくいんはな

ご

こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー

ぽると が るそうむかふくしごぽると が る

ごぽると が る ごすぺ い ん
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やす
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きんげつご ご えいごぽると が る すぺ い ん
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英語基礎講座の おしらせ 英語に  もう一度  
チャレンジして  みませんか！

4月 2日（火）～ 4月 20日（土）の  9:00～17:00の  間に  お金を  持って、 小牧市国際交流協会

（小牧市公民館4階）へ  来てください。

会員 3,000円　会員でない人 6,000円

●初級クラス  5月 15日 ～ 7月 31日 （水曜日 10：00～12：00） ※5月29日・6月19日は お休み
●中級クラス  5月 16日 ～ 7月 18日 （木曜日 10：00～12：00） （どちらも 全部で 10回）

小牧市公民館  4階  チェスルーム
小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・

小牧市の  学校で  勉強を  している人

または  KIA会員で  18歳以上の  人

初級・中級  それぞれ  16人

※申し込みが  16人より  多いときは、 くじで  決めます。  ※申し込みが  6人より  少ないときは、 止めます

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム

問合先
といあわせさき しみん ぶんか ざいだん こまき ちゅうぶ こうみんかん ぷらねたりうむ

こまき市民文化財団  小牧中部公民館  プラネタリウム　TEL.0568-75-1861

小牧市小牧5-253

おやこde 楽しむ プラネタリウム

土曜の 夜の プラネタリウム

©GOTO

ⒸKAGAYA studio

いりません100円 （中学生以下は 0円）80人 （先に 来た人）

だれでも4月 6日（土） 19：00～19：45

いりません100円 （中学生以下は 0円）

80人 （先に 来た人）だれでも

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム 小牧市小牧5-253場　所 ばしょ

4月 13日（土）・4月 20日（土） 10：30～11：10日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ定　員 ていいん

「星の旅　世界編」
南十字星や  天の川、 ウユニ塩湖の  水鏡に  映る  満天の  星たちなど、

旅を  すると  景色が  変わっていくように、 星空にも  その土地の  見え方が  あります。

そんな  星空を  追う世界の  旅を  ドーム映像で  再現します。

4月 13日（土）： 春の  星座案内と 「双子の星  第2話 ～海に 落ちた お星様～」
4月 20日（土）： 春の  星座案内と 「しし座 ・ おおぐま座 ・ こぐま座」の  神話
※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  お楽しみください。

※4月 13日は  天文クイズあり。 正解者に  缶バッジ  プレゼント。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

※12:00～13:00、 日曜日 ・ 月曜日 ・ 祝日は  お休み

※いつでも  会員に  なれます。（個人年会費  1口  2,000円）  ※初級は  テキスト代  2,500円が  いります。

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

小牧市公民館4階　※9:00～17:00（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

小牧市小牧2-107 
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

生まれてから  5か月～1歳未満

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

赤ちゃん訪問

5月19日（日）

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
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など

●対象／乳幼児（特に 1歳前後の お子さんに おすすめです）
●内容／歯みがき、 歯ならび 食べ方などについての 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　

10:00～11:15
※受付は
ラピオ4階
サークル室です

パパママ教室

生まれてから ２～３か月頃の 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）

4月  9日（火）
4月16日（火）
4月23日（火）
5月  7日（火）

2018年12月  1日～  8日 生まれ
2018年12月  9日～16日 生まれ
2018年12月17日～23日 生まれ
2018年12月24日～31日 生まれ

4月12日（金）
4月19日（金）
4月26日（金）

2017年10月  1日～10日 生まれ
2017年10月11日～20日 生まれ
2017年10月21日～31日 生まれ

4月11日（木）
4月25日（木）

2017年  1月  1日～15日 生まれ
2017年  1月16日～31日 生まれ

4月10日（水）
4月17日（水）
4月24日（水）

2016年  4月  1日～10日 生まれ
2016年  4月11日～20日 生まれ
2016年  4月21日～30日 生まれ

4月  8日（月）
4月18日（木）
4月22日（月）

4月26日（金）

4月17日（水）

味岡児童館

西部児童館

5月14日（火）

5月10日（金）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～16:00

4月3日（水）
4月9日（火）
4月17日（水）
4月23日（火）
4月24日（水）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します
 妊娠中の 不安や 心配事などを 相談して 下さい
●持ち物／妊娠届出書 または 医師の 診断書、 個人番号カード
（個人番号カードが ない 人は 通知カード 及び 身分証が いります）

9:30～17:15
毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

月曜日から
金曜日親子健康手帳

（母子手帳）交付

4月19日（金）
子育て世代

包括支援

センター

●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　●申し込み／保健センター
●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　●料金／0円

●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

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

申し込みは いりません
もう こ

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

）（

子育て世代
包括支援
センター

子育て世代
包括支援
センター

10:00～11:15

予約必要

申し込みは
いりません

●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

●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

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

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
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あじおか じどうかん
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しょくじにんしんちゅうやくわりとうないよう あか

とくにゅうようじたいしょう
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さーくる しつ

ほうかつしえん
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りょうきん えん

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 た かたないよう

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 きまえ

う

ていたいじゅうじとどけ

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたーとどけでさき ほけん せんたー うけつけ

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

げつごろ あか いえ いわしゅっさん ひん

いこう



 

 

燃やすごみ用

（白色）

小牧市指定収集袋
 

 資源用
（緑色）

小牧市指定収集袋

雑がみで
出せない紙

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

小牧市多文化共生協議会の  委員に  なりませんか？
小牧市では、 2011年 3月に  作った  小牧市多文化共生推進プランを  改定するため、 調査検討する、 
小牧市多文化共生協議会の  委員を  募集します。 会議は  2019年度に  多くて  5回くらいです。

P2

P1

P3

P6

P7

P4・5 P8

●雑がみの 収集が 週1回に 増えます

●母子健診などの カレンダー

●次の 税金の 支払い期限は 5月7日（火） です

●区（自治会）に 入りましょう

●住宅用地球温暖化対策設備設置費の 補助

●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！

●小牧市多文化共生協議会の 委員に なりませんか？

●KIA 英語基礎講座の おしらせ

●おやこde 楽しむ プラネタリウム

●土曜の 夜の プラネタリウム

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●小牧山 さくらまつり

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

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。

保険年金課年金係窓口 母子健康手帳など  出産（予定）日が  わかるもの

出産する予定の  日の  6か月前から  手続きが  できます。 

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 免除を受けている人）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

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 も もの

持ち物

※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。

満18歳以上の、 小牧市に  住んでいる人、 または 小牧市で  働いている人、 または  小牧市の  

学校で  勉強している人。 日本人も  外国人も  応募できます。

※小牧市多文化共生推進プランの  内容は、 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  みてください。

応募資格

応募方法
4月 23日（火）までに、 日本語で、 【住所・氏名・国籍・年齢・職業 （学生の場合は「学生」・電話番号・

メールアドレス（持っている人） ・ 「現在の  小牧市多文化共生推進プランを  読んで、 これからも 

「多文化共生のまち」を  めざすためには  何が  必要だと思うか （400字以内）」】 を書いて、 

FAX・メール・窓口で  申し込みしてください。

これまで  雑がみは  月２回の  収集でしたが、 出しやすくするために  毎週収集します。

ごみ分別アプリや  資源・ごみ収集カレンダーで  収集日を  確認して  出してください。

以下の  ものは  すべて  雑がみです。

紙製品

紙袋 包装紙 紙箱 封筒・はがき

紙の芯 台紙・画用紙 カレンダー

新聞・雑誌・

段ボール・紙パック

油で汚れた紙・

使用済ティッシュ、 

紙おむつ

紙との 複合物

その他

金属や  ビニールを  はずさずに
そのまま出せます！

燃やすごみ用
指定袋（白袋）は
やめてください

資源用指定袋（緑袋） あるいは  紙袋で  出してください。

ただし、 雨の日は  必ず  資源用指定袋（緑袋）を  使ってください。

小牧市環境キャラクター「エコリン」

ごみ政策課　TEL.0568-76-1147問合先
といあわせさき せいさくか

雑がみの 収集が 週1回に 増えます

雑がみとは

雑がみの 出し方

防水加工された 紙 絵を 描いた 紙レシートカーボン紙

ホチキス つきラップの 箱 窓付き封筒ティッシュ箱

×
× ×

問合先
といあわせさき シティプロモーション課 TEL.0568-76-1173 FAX.0568-75-8283 

Email:citypromotion@city.komaki.lg.jp
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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

いいんきょうぎかいきょうせいたぶんかこまきし

めんじょほけんりょうねんきんこくみん

きかんぜんごうこ

ぷらねたりうむよるどよう

ぷらねたりうむたの

こうざきそえいご

こまきやま

まどぐちそうだんがいこくじん

ほじょせっちひせつびたいさくおんだんかちきゅうじゅうたくよう

はいじちかいく

かにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

かれんだーけんしんぼし

ふかいしゅうしゅうしゅうざつ

つかぶくろみどりしていぶくろしげんようかならひあめ

だかみぶくろぶくろみどりしていぶくろしげんよう

かただ

かみ

てぃっしゅしようずみ

かみよごあぶら

かみぱっくだんぼーる

ざっししんぶん

かみだ

ざつ

かみかみ え かれしーとし かこうぼうすいかーぼん

ほか

ふうとうまどつばこてぃっしゅほちきすはこらっぷ

ふくごうぶつかみ

かれんだーがようしだいししんかみ

ふうとうかみばこほうそうしかみぶくろ

かみせいひん

ざついか
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しろぶくろしていぶくろ

ようも

だ

びにーるきんぞく

かくにんしゅうしゅうびかれんだーしゅうしゅうしげんあぷりぶんべつ

しゅうしゅうまいしゅうだしゅうしゅうかいつきざつ

がかりねんきん まどぐち ぼし びよていしゅっさんてちょうけんこうねんきんかほけん

がつねんてつづ

てつづげつまえひよていしゅっさん

ひといこうにちがつねんひしゅっさん

ひと

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ないようぷらんすいしんきょうせいたぶんかこまきし

こもうまどぐちめーる

かじおも いないひつようなにきょうせいたぶんか

よぷらんすいしんきょうせいたぶんかこまきしげんざいひともめーるあどれす
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ねんきんととしねんきんきそろうれいはらほけんりょうきかんめんじょ
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ざ つ ふか いしゅうしゅうしゅう

ざつ

ざつ

こまきしかんきょう きゃらくたー えこりん
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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

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2019年4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

2019
月号4

外国人の人口：9,330人 / 小牧の人口：152,953人（2019年  4月 1日現在）


