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●6月から  児童手当現況届の  受付が  はじまります

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●小牧市休日急病診療所

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  お知らせ

●次の  税金の  支払い期限は  7月1日（月）です

P5 ●2019年度  市・県民税の  納税通知書を  送ります

●2019年度  所得（課税）証明書等を  もらう  

　申し込み窓口に  ついて

●国民健康保険税は、 口座振替で  お支払い  ください

●2019年度  国民健康保険税の  通知書を  送ります

●小牧市ホームページで、 生活情報誌こまきを  

　見ることが  できます

●KIA  こども企画「ディキャンプ」

●バリ島の  影絵人形芝居  ワヤン・クリッ

●KIA  インドネシア料理で  

　国際交流！

●KIA  にほんご  体験隊  NAKAMA

6月から 児童手当 現況届の受付が はじまります
児童手当を  受ける  ことが  できる  人には、 6月の  はじめ  頃に 「現況届」を  送ります。

現況届は、 毎年  6月 1日の  状況を  届け出る  ことで、 児童手当を  続けて  受ける  ことが

できるか  どうかを  確認する  ための  ものです。

市が  送る 「現況届」に、 必要書類を  つけて、 必ず  6月 28日（金）までに  出して  ください。

出さなかったときは、 6月分からの  手当（10月 振込予定）が  受けられなく  なりますので  注意してください。

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先

こども政策課の  窓口と、 郵送で  受け付けするほか、 マイナンバーカードを  使えば、 インターネットでも  

受け付けます。 インターネットの  受付を  使うときは、 ICカードリーダライタか、 マイナンバーカードに  

対応した  スマートフォンが  いります。

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）、 

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

国民健康保険税は 口座振替で お支払いください
小牧市では、 口座振替での  お支払いを  お願い  しています。

2019年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります
2019年度の  国民健康保険税の  支払いを  お知らせする  手紙を  6月の  中ごろに  送ります。

国民健康保険税は  2019年4月より  後に  小牧市の  国民健康保険に  加入している  人に  2018年中の  

所得（会社から  もらった  給料など）などに  よって  かかります。

申込方法 銀行などへ  通帳 ・ 印かん ・ 納税通知書

（市役所からの  税金を  支払う  通知の  手紙）を  持って  

申し込みを  してください。

（口座振替申込用紙は  銀行など  及び  市役所（保険年金課）に  あります。）

なお、 市役所では、 キャッシュカード（できない銀行も  あります）による  口座振替の  手続きが  できます。

※銀行などでは  キャッシュカードによる  手続きは  できません。

●税金の  減免に  ついて

会社を  やめたときなど  所得が  多く  減ったときや  災害、 死亡、 長い病気などで  税金を  払うことが  

できないときは、 決められた  期限までに  申し込めば、 税金が  少なくなることが  あります。

市役所まで  相談に  来てください。

保険年金課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
といあわせさき がかりねんきんか こくほほけん

国民健康保険税の  計算の  

しかたが  変わります。

国民健康保険税の  計算の  しかたは  毎年  少しずつ  変わって  います。 

計算の  しかたに  ついて  わからないことが  ありましたら、 市役所まで  

相談に  来てください。

この  生活情報誌こまきは、 ホームページでも  見ることが  できます。

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。

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、URLに  アクセスして  ください。

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。

小牧市ホームページで、 生活情報誌こまきを 見ることが できます
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外国人の人口：9,433人 / 小牧の人口：152,885人（2019年  5月 1日現在）
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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。 「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
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小牧市
休日急病診療所

こまきし
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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
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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

常普請一丁目中
いっちょうめ なかじょうぶし

ほ けん せ ん た ー ま え

内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科

日曜・祝日・休日・
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。

「ビマの 鬼たいじ」、
「鬼女となった 姫 ～マハーバーラタ物語～」

ワヤン・トゥンジュク梅田一座 （座長  梅田 英春）

インドネシアの  バリ島で  古くから  上演されてきた  ユネスコの  無形文化遺産・影絵人形芝居（ワヤン・クリッ）。 

この人形芝居には、 青銅製  ガムラン、 グンデル・ワヤンによる  伴奏が  つけられるのも  大きな魅力です。

6月 22日（土）

●一般：1,000円 【 アートフレンド会員：800円 】　●U25：500円 【 アートフレンド会員：300円 】

公民館 講堂  小牧市小牧2丁目107番地

※全席自由　※U25以下の  チケットは、 公演の  日に  25歳以下の  人が  使えます。 

公演の  日に  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  持ってきてください。

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

出　演 しゅつえん

チケット販売

電話予約

チケット販売中！　

●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）

9：00 ～ 17：00　　●こまき市民文化財団 （月曜休館）

※オンラインチケットサービスで  買うと、 チケット代の  他に  各種手数料が  かかることが  あります。

※施設により  開館時間、 休みの日が  ちがいます。

※予約後10日以内に  各販売窓口で  チケット代を  払う、 または  現金書留で  チケット代を  こまき市民文化財団へ  送って 

　ください。 公演の日に、 会場で  入場券を  渡します。

問合先 （一財）こまき市民文化財団  TEL.0568-71-9700  http://www.komaki-bunka.or.jp ※8:30～17:15  月曜日は お休み
といあわせさき ざいだんぶんかしみんいちざい やすげつようび

バリ島の 影絵人形芝居 ワヤン・クリッ

●子ども向け /「ビマの 鬼たいじ」 11：00～（10：30から  入れます）

●一般向け /「鬼女となった 姫  ～マハーバーラタ物語～」 15：00～（14：30から  入れます）

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

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

KIA会員または  小牧市に  住んでいる  小学3～6年生 

外国ルーツ、 日本のこども  それぞれ20人（早く  申し込んだ  人）

会員 300円   会員でない人 800円　他に  お金は  いりません。

6月 1日(土) ～ 6月 22日(土)  9:00 ～ 17:00

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

リトルワールド

7月 14日（日） 9:00～16:00

世界の  友だちと  一緒に、“カレー作り”と “クイズラリー”を  楽しもう！

こども企画「ディキャンプ」

 （雨でも  行きます）

※１人で  ３人まで  申し込めます。 

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日は  お休み
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インドネシア料理で国際交流！
本格的な  料理を  作ろう。

エプロン ・ ふきん ・ ペン  または  えんぴつ

6月 1日（土）～ 6月 15日（土） 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。

KIA会員 200円、 会員ではない人 700円

20人 （早く  申し込んだ  人順）

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  小学4年生  以上の  人 （小学生は  親子で  参加して  ください）

小牧市公民館3階  料理教室

6月 22日（土） 10:00 ～ 13:30

◆講師 ： ウィウィ スティアワティ  先生

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

持ち物 もちもの

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

小牧市に  住んでいる人（市内在住）、 小牧市で  仕事を  している人（在勤）、

小牧市の  学校で  勉強を  している人（在学） または、 

KIA会員で、 勉強した  日本語を  使って  いろいろなことに  チャレンジしたい人

12人 （予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）

電話や  メール、 ラインで  連絡できること

会員 0円　会員でない人 500円

6月13日（木）までに、 電話、 ファックス、 E-メールで、 ①名前、 ②市内在住・在勤・在学、

③会員か 会員でないか、 ④男の人か 女の人か、 ⑤国、 ⑥電話番号を 書いて 申し込んでください。

市公民館  学習室3－1、 市立図書館、 まなび創造館

6月 16日（日） 9:30 ～ 12:00　
6月 23日（日） 9:00 ～ 14:30頃

勉強した  日本語を  使って  いろいろ体験し、 

自分で  できることを  増やそう！

市巡回バスと  図書館、 スポーツセンターを  使ってみよう！

日　時 にちじ

内　容 ないよう

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

その他 そのほか

にほんご体験隊“NAKAMA”

参加費 さんかひ

2019新規事業

※二日とも  来ることが  できる人

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 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょう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かいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 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）

7月  7日（日）

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生後２～３か月頃の  赤ちゃんの  ご自宅に  出産祝い品を  持って  
訪問します。（事前に  電話で  ご都合を  伺います）  

6月  5日（水）

7月  3日（水）

6月21日（金）

7月19日（金）

小牧児童館

大城児童館

小牧南児童館6月  4日（火）

6月14日（金）

6月28日（金）

6月26日（水）
6月25日（火）
6月19日（水）
6月11日（火）

6月  5日（水）

毎月第3火曜日、

祝日、

年末年始除く ）（
平日

小牧児童館6月28日（金）

篠岡児童館7月  5日（金）

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（ラピオ3F） または  保険年金課

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

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）赤ちゃん参加も 可
●料金／無料　●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／無料　

10:00～11:15

パパママ教室

6月11日（火）
6月18日（火）
6月25日（火）
7月  2日（火）

2019年  2月  1日～  8日 生まれ
2019年  2月  9日～16日 生まれ
2019年  2月17日～23日 生まれ
2019年  2月24日～末日 生まれ

6月  7日（金）
6月14日（金）
6月21日（金）

2017年12月  1日～10日 生まれ
2017年12月11日～20日 生まれ
2017年12月21日～末日 生まれ

6月13日（木）
6月20日（木）

2017年  3月  1日～15日 生まれ
2017年  3月16日～末日 生まれ

6月  5日（水）
6月12日（水）
6月26日（水）

2016年  6月  1日～10日 生まれ
2016年  6月11日～20日 生まれ
2016年  6月21日～末日 生まれ

6月13日（木）

6月19日（水）
6月27日（木）

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

10:00～12:00

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 交付します
 妊娠中の 不安や 心配事など 気軽に 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 場合は 通知カード 及び 身分証が 必要）

9:30～17:15

●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、 塩分濃度測定の ための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物

●対象／９か月児以降の親子（21組）
●料金／無料　●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 在住の 妊婦と その夫
　（妊婦のみの 参加も 可) 　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

（ラピオ3F）

10:00～11:15

予約必要

申し込みは
いりません

●料金／無料　

●申し込み／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3F）

　　　　　　電話  0568-71-8611

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（希望者のみ）

低体重児届

よやくひつよう

もう こ

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

育児相談・

妊婦・産婦健康相談
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次の 税金の 支払い期限は 7月 1日（月）です

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！ 

○市県民税（第１期）　　○国民健康保険税（第１期）○市県民税（第１期）　　○国民健康保険税（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 ▶  6月 9日（日）、 23日（日）　8:30～17:15

とき ▶  6月 2日（日）、 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）、 30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。

市民税課　TEL.0568-76-1182市民税課　TEL.0568-76-1182問合先
といあわせさき しみんぜいかしみんぜいか

成人検診の 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

日にち 時間 場所

保健センター 

保健
センター 

保健センター 

対象・料金・申し込みなど

保健センター 

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）

6月24日（月）

7月31日（水）

6月17日（月）

7月30日（火）

7月25日（木）

9:00
〜

14:30

9:00
〜

11:10

6月26日（水）

7月  9日（火）

9:00
〜

10:30

9:00
〜

11:00

●対象／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある方

●定員／60人/回　●料金／1,000円　●申し込み／保健センター

種類

胸部Ｘ線検診

●対象／30歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある方

●料金／500円　●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある方

●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／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある方で  

　　　　①～③の  いずれかの方

　　　　①奇数年生まれの  方

　　　　②偶数年生まれの  方で  平成30年度  未受診の  方

　　　　③無料クーポン券が  届いた方

●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

※検体容器  回収日の  年間予定は、 

　検体容器発送時に  通知します。

●対象／65歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある方

●定員／なし　●料金／無料

●申し込み／不要 （当日  会場へ  お越しください）

乳がん（マンモグラフィ）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。 ご理解と  ご協力を  お願いします。
【乳がん検診について】

問合先
といあわせさき

しゅうぜいか だいひょう ないせん

ちょくつう
収税課 TEL.0568-72-2101（代表）  内線 276～279
 TEL.0568-76-1117 ／ 0568-76-1118（直通）

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

2019年度  市・県民税の 
納税通知書を 送ります

2019年度の  納税通知書を  6月の  はじめに  送ります。 個人の  市・県民税は、 今年  1月 1日 現在、 

市内に  住所が  ある人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

◯窓口に  来る人の  本人確認が  できる  身分証明書 （運転免許証、 マイナンバーカードなど）を  お持ちください。

◯住民票なども  一緒に  ほしい  ときは、 市民課の  証明発行窓口でも  申し込みが  できます。

◯本人や  同居の  親族（一緒に  住んでいる  家族）以外の  人が  申し込みを  するときは、 委任状が  いります。

◯なお、 申し込んだ  年の  収入が  ない  場合や  収入に  関する  情報が  わからない  場合は、 市民税課窓口に

　申告書（印鑑がいります）などを  出さないと、 証明書を  もらうことが  できません。

◯各支所、 所得（課税）証明書に  ついてのみ  マイナンバーカードを  利用しての  コンビニ等での  交付も  できます。

　なお、 マルチコピー機を  利用した  コンビニ等での  交付は  メンテナンスの  ため  

　6月 3日（月） 6:30 ～ 12:00  まで  サービスを  一時停止します。

　コンビニ等での  交付は、 メンテナンス終了後より  ご利用できます。

※退職…会社を やめること　　※減免…税金を  少なくしたり  なくしたり  すること

退職※して  所得が  大きく  減ったり、 災害、 死亡、 長い間の  病気の  治療などで  税金を  払えない  ときは、

減免※を  受けることが  できる  場合が  あります。 減免※の  申し込み  期限は、 退職※や  死亡などの  日の

次の日から  数えて  30日か、 支払い期限の  日の  どちらか  遅い日まで  です。  

2019年度  所得（課税）証明書等を もらう 
申し込み 窓口に  ついて
6月 3日（月）から、 2019年度  所得（課税）証明書等を  もらう  申し込みが  できます。

市民税課では、 窓口が  混み合うので、 所得（課税）証明書と  法人市民税の  営業証明書を  

もらう  申し込みを  する  窓口が、 6月中は  次の  とおりに  なります。

と　き

ところ

6月 3日（月）～ 6月 28日（金）　9:00 ～ 17:00

市役所本庁舎2階  202会議室

（土・日曜日を  除く） ただし、 日曜日に  ついては  市民課休日窓口で  発行することが  

できます。 （収入に  関する  情報の  ない人や、 申告を  していない人を  除きます。）

市・県民税の  納税通知書の  郵送

税金の  減免に  ついて税金の  減免に  ついて
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次の 税金の 支払い期限は 7月 1日（月）です

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！ 

○市県民税（第１期）　　○国民健康保険税（第１期）○市県民税（第１期）　　○国民健康保険税（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 ▶  6月 9日（日）、 23日（日）　8:30～17:15

とき ▶  6月 2日（日）、 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）、 30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。

市民税課　TEL.0568-76-1182市民税課　TEL.0568-76-1182問合先
といあわせさき しみんぜいかしみんぜいか

成人検診の 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

日にち 時間 場所

保健センター 

保健
センター 

保健センター 

対象・料金・申し込みなど

保健センター 

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）

6月24日（月）

7月31日（水）

6月17日（月）

7月30日（火）

7月25日（木）

9:00
〜

14:30

9:00
〜

11:10

6月26日（水）

7月  9日（火）

9:00
〜

10:30

9:00
〜

11:00

●対象／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある方

●定員／60人/回　●料金／1,000円　●申し込み／保健センター

種類

胸部Ｘ線検診

●対象／30歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある方

●料金／500円　●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある方

●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／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある方で  

　　　　①～③の  いずれかの方

　　　　①奇数年生まれの  方

　　　　②偶数年生まれの  方で  平成30年度  未受診の  方

　　　　③無料クーポン券が  届いた方

●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

※検体容器  回収日の  年間予定は、 

　検体容器発送時に  通知します。

●対象／65歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある方

●定員／なし　●料金／無料

●申し込み／不要 （当日  会場へ  お越しください）

乳がん（マンモグラフィ）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。 ご理解と  ご協力を  お願いします。
【乳がん検診について】

問合先
といあわせさき

しゅうぜいか だいひょう ないせん

ちょくつう
収税課 TEL.0568-72-2101（代表）  内線 276～279
 TEL.0568-76-1117 ／ 0568-76-1118（直通）

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

2019年度  市・県民税の 
納税通知書を 送ります

2019年度の  納税通知書を  6月の  はじめに  送ります。 個人の  市・県民税は、 今年  1月 1日 現在、 

市内に  住所が  ある人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

◯窓口に  来る人の  本人確認が  できる  身分証明書 （運転免許証、 マイナンバーカードなど）を  お持ちください。

◯住民票なども  一緒に  ほしい  ときは、 市民課の  証明発行窓口でも  申し込みが  できます。

◯本人や  同居の  親族（一緒に  住んでいる  家族）以外の  人が  申し込みを  するときは、 委任状が  いります。

◯なお、 申し込んだ  年の  収入が  ない  場合や  収入に  関する  情報が  わからない  場合は、 市民税課窓口に

　申告書（印鑑がいります）などを  出さないと、 証明書を  もらうことが  できません。

◯各支所、 所得（課税）証明書に  ついてのみ  マイナンバーカードを  利用しての  コンビニ等での  交付も  できます。

　なお、 マルチコピー機を  利用した  コンビニ等での  交付は  メンテナンスの  ため  

　6月 3日（月） 6:30 ～ 12:00  まで  サービスを  一時停止します。

　コンビニ等での  交付は、 メンテナンス終了後より  ご利用できます。

※退職…会社を やめること　　※減免…税金を  少なくしたり  なくしたり  すること

退職※して  所得が  大きく  減ったり、 災害、 死亡、 長い間の  病気の  治療などで  税金を  払えない  ときは、

減免※を  受けることが  できる  場合が  あります。 減免※の  申し込み  期限は、 退職※や  死亡などの  日の

次の日から  数えて  30日か、 支払い期限の  日の  どちらか  遅い日まで  です。  

2019年度  所得（課税）証明書等を もらう 
申し込み 窓口に  ついて
6月 3日（月）から、 2019年度  所得（課税）証明書等を  もらう  申し込みが  できます。

市民税課では、 窓口が  混み合うので、 所得（課税）証明書と  法人市民税の  営業証明書を  

もらう  申し込みを  する  窓口が、 6月中は  次の  とおりに  なります。

と　き

ところ

6月 3日（月）～ 6月 28日（金）　9:00 ～ 17:00

市役所本庁舎2階  202会議室

（土・日曜日を  除く） ただし、 日曜日に  ついては  市民課休日窓口で  発行することが  

できます。 （収入に  関する  情報の  ない人や、 申告を  していない人を  除きます。）

市・県民税の  納税通知書の  郵送

税金の  減免に  ついて税金の  減免に  ついて
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インドネシア料理で国際交流！
本格的な  料理を  作ろう。

エプロン ・ ふきん ・ ペン  または  えんぴつ

6月 1日（土）～ 6月 15日（土） 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。

KIA会員 200円、 会員ではない人 700円

20人 （早く  申し込んだ  人順）

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  小学4年生  以上の  人 （小学生は  親子で  参加して  ください）

小牧市公民館3階  料理教室

6月 22日（土） 10:00 ～ 13:30

◆講師 ： ウィウィ スティアワティ  先生

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

持ち物 もちもの

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

小牧市に  住んでいる人（市内在住）、 小牧市で  仕事を  している人（在勤）、

小牧市の  学校で  勉強を  している人（在学） または、 

KIA会員で、 勉強した  日本語を  使って  いろいろなことに  チャレンジしたい人

12人 （予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）

電話や  メール、 ラインで  連絡できること

会員 0円　会員でない人 500円

6月13日（木）までに、 電話、 ファックス、 E-メールで、 ①名前、 ②市内在住・在勤・在学、

③会員か 会員でないか、 ④男の人か 女の人か、 ⑤国、 ⑥電話番号を 書いて 申し込んでください。

市公民館  学習室3－1、 市立図書館、 まなび創造館

6月 16日（日） 9:30 ～ 12:00　
6月 23日（日） 9:00 ～ 14:30頃

勉強した  日本語を  使って  いろいろ体験し、 

自分で  できることを  増やそう！

市巡回バスと  図書館、 スポーツセンターを  使ってみよう！

日　時 にちじ

内　容 ないよう

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

その他 そのほか

にほんご体験隊“NAKAMA”

参加費 さんかひ

2019新規事業

※二日とも  来ることが  できる人

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 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょう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かいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 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）

7月  7日（日）

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生後２～３か月頃の  赤ちゃんの  ご自宅に  出産祝い品を  持って  
訪問します。（事前に  電話で  ご都合を  伺います）  

6月  5日（水）

7月  3日（水）

6月21日（金）

7月19日（金）

小牧児童館

大城児童館

小牧南児童館6月  4日（火）

6月14日（金）

6月28日（金）

6月26日（水）
6月25日（火）
6月19日（水）
6月11日（火）

6月  5日（水）

毎月第3火曜日、

祝日、

年末年始除く ）（
平日

小牧児童館6月28日（金）

篠岡児童館7月  5日（金）

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（ラピオ3F） または  保険年金課

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

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）赤ちゃん参加も 可
●料金／無料　●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／無料　

10:00～11:15

パパママ教室

6月11日（火）
6月18日（火）
6月25日（火）
7月  2日（火）

2019年  2月  1日～  8日 生まれ
2019年  2月  9日～16日 生まれ
2019年  2月17日～23日 生まれ
2019年  2月24日～末日 生まれ

6月  7日（金）
6月14日（金）
6月21日（金）

2017年12月  1日～10日 生まれ
2017年12月11日～20日 生まれ
2017年12月21日～末日 生まれ

6月13日（木）
6月20日（木）

2017年  3月  1日～15日 生まれ
2017年  3月16日～末日 生まれ

6月  5日（水）
6月12日（水）
6月26日（水）

2016年  6月  1日～10日 生まれ
2016年  6月11日～20日 生まれ
2016年  6月21日～末日 生まれ

6月13日（木）

6月19日（水）
6月27日（木）

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

10:00～12:00

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 交付します
 妊娠中の 不安や 心配事など 気軽に 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 場合は 通知カード 及び 身分証が 必要）

9:30～17:15

●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、 塩分濃度測定の ための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物

●対象／９か月児以降の親子（21組）
●料金／無料　●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 在住の 妊婦と その夫
　（妊婦のみの 参加も 可) 　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

（ラピオ3F）

10:00～11:15

予約必要

申し込みは
いりません

●料金／無料　

●申し込み／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3F）

　　　　　　電話  0568-71-8611

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（希望者のみ）

低体重児届

よやくひつよう

もう こ

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

育児相談・

妊婦・産婦健康相談
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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。 「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

常普請一丁目中
いっちょうめ なかじょうぶし

ほ けん せ ん た ー ま え

内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科

日曜・祝日・休日・
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。

「ビマの 鬼たいじ」、
「鬼女となった 姫 ～マハーバーラタ物語～」

ワヤン・トゥンジュク梅田一座 （座長  梅田 英春）

インドネシアの  バリ島で  古くから  上演されてきた  ユネスコの  無形文化遺産・影絵人形芝居（ワヤン・クリッ）。 

この人形芝居には、 青銅製  ガムラン、 グンデル・ワヤンによる  伴奏が  つけられるのも  大きな魅力です。

6月 22日（土）

●一般：1,000円 【 アートフレンド会員：800円 】　●U25：500円 【 アートフレンド会員：300円 】

公民館 講堂  小牧市小牧2丁目107番地

※全席自由　※U25以下の  チケットは、 公演の  日に  25歳以下の  人が  使えます。 

公演の  日に  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  持ってきてください。

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

出　演 しゅつえん

チケット販売

電話予約

チケット販売中！　

●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）

9：00 ～ 17：00　　●こまき市民文化財団 （月曜休館）

※オンラインチケットサービスで  買うと、 チケット代の  他に  各種手数料が  かかることが  あります。

※施設により  開館時間、 休みの日が  ちがいます。

※予約後10日以内に  各販売窓口で  チケット代を  払う、 または  現金書留で  チケット代を  こまき市民文化財団へ  送って 

　ください。 公演の日に、 会場で  入場券を  渡します。

問合先 （一財）こまき市民文化財団  TEL.0568-71-9700  http://www.komaki-bunka.or.jp ※8:30～17:15  月曜日は お休み
といあわせさき ざいだんぶんかしみんいちざい やすげつようび

バリ島の 影絵人形芝居 ワヤン・クリッ

●子ども向け /「ビマの 鬼たいじ」 11：00～（10：30から  入れます）

●一般向け /「鬼女となった 姫  ～マハーバーラタ物語～」 15：00～（14：30から  入れます）

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

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

KIA会員または  小牧市に  住んでいる  小学3～6年生 

外国ルーツ、 日本のこども  それぞれ20人（早く  申し込んだ  人）

会員 300円   会員でない人 800円　他に  お金は  いりません。

6月 1日(土) ～ 6月 22日(土)  9:00 ～ 17:00

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

リトルワールド

7月 14日（日） 9:00～16:00

世界の  友だちと  一緒に、“カレー作り”と “クイズラリー”を  楽しもう！

こども企画「ディキャンプ」

 （雨でも  行きます）

※１人で  ３人まで  申し込めます。 

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日は  お休み
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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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●6月から  児童手当現況届の  受付が  はじまります

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●小牧市休日急病診療所

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  お知らせ

●次の  税金の  支払い期限は  7月1日（月）です

P5 ●2019年度  市・県民税の  納税通知書を  送ります

●2019年度  所得（課税）証明書等を  もらう  

　申し込み窓口に  ついて

●国民健康保険税は、 口座振替で  お支払い  ください

●2019年度  国民健康保険税の  通知書を  送ります

●小牧市ホームページで、 生活情報誌こまきを  

　見ることが  できます

●KIA  こども企画「ディキャンプ」

●バリ島の  影絵人形芝居  ワヤン・クリッ

●KIA  インドネシア料理で  

　国際交流！

●KIA  にほんご  体験隊  NAKAMA

6月から 児童手当 現況届の受付が はじまります
児童手当を  受ける  ことが  できる  人には、 6月の  はじめ  頃に 「現況届」を  送ります。

現況届は、 毎年  6月 1日の  状況を  届け出る  ことで、 児童手当を  続けて  受ける  ことが

できるか  どうかを  確認する  ための  ものです。

市が  送る 「現況届」に、 必要書類を  つけて、 必ず  6月 28日（金）までに  出して  ください。

出さなかったときは、 6月分からの  手当（10月 振込予定）が  受けられなく  なりますので  注意してください。

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先

こども政策課の  窓口と、 郵送で  受け付けするほか、 マイナンバーカードを  使えば、 インターネットでも  

受け付けます。 インターネットの  受付を  使うときは、 ICカードリーダライタか、 マイナンバーカードに  

対応した  スマートフォンが  いります。

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）、 

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

国民健康保険税は 口座振替で お支払いください
小牧市では、 口座振替での  お支払いを  お願い  しています。

2019年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります
2019年度の  国民健康保険税の  支払いを  お知らせする  手紙を  6月の  中ごろに  送ります。

国民健康保険税は  2019年4月より  後に  小牧市の  国民健康保険に  加入している  人に  2018年中の  

所得（会社から  もらった  給料など）などに  よって  かかります。

申込方法 銀行などへ  通帳 ・ 印かん ・ 納税通知書

（市役所からの  税金を  支払う  通知の  手紙）を  持って  

申し込みを  してください。

（口座振替申込用紙は  銀行など  及び  市役所（保険年金課）に  あります。）

なお、 市役所では、 キャッシュカード（できない銀行も  あります）による  口座振替の  手続きが  できます。

※銀行などでは  キャッシュカードによる  手続きは  できません。

●税金の  減免に  ついて

会社を  やめたときなど  所得が  多く  減ったときや  災害、 死亡、 長い病気などで  税金を  払うことが  

できないときは、 決められた  期限までに  申し込めば、 税金が  少なくなることが  あります。

市役所まで  相談に  来てください。

保険年金課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
といあわせさき がかりねんきんか こくほほけん

国民健康保険税の  計算の  

しかたが  変わります。

国民健康保険税の  計算の  しかたは  毎年  少しずつ  変わって  います。 

計算の  しかたに  ついて  わからないことが  ありましたら、 市役所まで  

相談に  来てください。

この  生活情報誌こまきは、 ホームページでも  見ることが  できます。

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。

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、URLに  アクセスして  ください。

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。

小牧市ホームページで、 生活情報誌こまきを 見ることが できます
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外国人の人口：9,433人 / 小牧の人口：152,885人（2019年  5月 1日現在）


