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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

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（水）です

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先

口座振替にすると  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2期）●固定資産税（第2期） ●国民健康保険税（第2期）●国民健康保険税（第2期） ●介護保険料（第1期）●介護保険料（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。

❷ 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  7月 14日（日）、7月 28日（日） 　8:30～17:15

とき  7月 7日（日）、 14日（日）、 21日（日）、 28日（日）　8:30～17:15
❶ 市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。
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●第40回  小牧市民まつり  参加者募集！

　～みんなで  小牧市民まつりを  盛り上げよう～

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●母子健診などの  カレンダー

●こまき市民 「多文化共生」 ワークショップ

●成人検診の  おしらせ

●風水害・土砂災害への  備え

●れきしるこまき

（小牧山城  史跡情報館）を

　知っていますか？

●次の  税金の  支払い期限は  7月31日（水）です

●国民年金保険料を  払えない？  相談して  ください！

●母子・父子家庭  医療費受給者証の  更新の  お知らせ

保険年金課　TEL.0568-76-1128問合先
といあわせさき ほけん ねんきんか

母子・父子家庭 医療費受給者証の  更新の  おしらせ
今  使っている  受給者証は  7月31日（水）までしか  使えません。 お手紙と  ❶❷❸と  8月～10月有効の受給者証を  

市役所から  7月下旬に  送りますので、 ❶❷❸❹を  封筒に  いれて  市役所に  送ってください。

❶更新申請書　　❷養育費の 申告書　　❸申立書 （16歳以上  19歳未満の  控除対象扶養親族が  いる  世帯の  人）

❹受給者  全員分の  健康保険証の  写し

▶手続きを  した後、 新しい  受給者証は  10月下旬に  送ります。 （有効期限は  2019年11月～2020年10月）

※所得が  多すぎるなどで  受給者証が  もらえない  人には、 お手紙で  お知らせします。 ※2019年1月2日より  あとに  小牧市に  

　ひっこしてきた人、 2018年中の  所得を  申告していない  人は、 所得を  確認するための  手続きも  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）

といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

本人と  家族の  収入が  少ない時に、 申請して  認められると  国民年金保険料を  安くすることが  できます （免除申請といいます）。 

50歳未満の  人は、 本人と  配偶者（夫や妻）の  収入だけで  申請できるので、 希望する  人は  保険年金課に  申請して  ください。

☆申請時点の  2年１ヶ月前までの  期間に  ついて  申請が  できます。

　今までに  申請し  免除や  猶予に  なっている  人も、  毎年  ７月以降に  更新申請が  必要です。

日本の  法律により、 日本に  住んでいる  外国の人も  20歳以上  60歳未満の  人は、 

国民年金に  加入し、保険料を  払わなければ  なりません。 国民年金には、 3種類の  年金が  あります。

老齢基礎年金
国民年金保険料を  10年以上  払っている（免除が  認められている）人が  65歳に  

なってから  申請すると  もらえます。

障害基礎年金
国民年金加入中の  病気や  けがで  障害等級1級  または  2級に  なった  人が、 

申請して  認められると  もらえます。

遺族基礎年金 国民年金加入中に  亡くなった  人の  遺族の  方が、 申請して  認められると  もらえます。

国民年金保険料を 払えない？ 相談してください！

保険年金課　TEL.0568-76-1124保険年金課　TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき ほけんほけん ねんきんねんきん かか

※脱退一時金… 国民年金保険料を  6ヶ月以上  払った  外国の  人は、 出国後  2年以内であれば  

脱退一時金を  請求できる  場合が  あります。 出国する  前に  聞きに  きてください。

問合先
といあわせさき れきしるこまき   〒485-0046  小牧市堀の内一丁目2番地

TEL.0568-48-4646   FAX.0568-75-4651   HP : http://www.komakiyama.com/rekishiru

れきしるこまき （正式名  小牧山城  史跡情報館）

を  知っていますか？

今から  450年ぐらい  前に  織田信長が  初めて  自分で  つくった  城です。 山の  頂上を  一周するように  石垣を  積みました。 

今でも  石垣の  一部を  見ることが  できます。 その後、 徳川家康が  堀（大きな  溝）や  土塁（土で  つくった  堤防）などを  つくり、

戦いに  そなえました。 小牧付近で  大きな  戦いは  起こらず、 その後は、 城として  使われなく  なりました。

小牧山北駐車場 

（100円/30分、 ただし  最初の  2時間は  0円）
駐車場

第3木曜日（祝日の場合は  その翌日）、 

年末年始（12月29日から  1月3日）
休館日

9:00から  17:00（入場は  16:30まで）開館時間

一般：100円（30人以上で  入ると  1人  60円）　中学生以下：0円
常設展示室入場料

れきしるこまき（外観）

れきしるこまき

（内観）

エントランス城郭シアター

戦国プレイベース小牧山の  ふもとにある  施設です。 ここでは、 小牧山の  歴史や  

貴重な  自然に  ついて  紹介しています。 迫力のある  映像や 

小牧山で  見つかった  石垣と  同じ  大きさの  模型、 石を  積む  

体験などが  あります。 れきしるこまきを  見た後、 小牧山を  歩く  

コースも  紹介しています。

こまきし ほり うちいっちょうめ ばんち

れきしるこまきとは？

小牧山城って  誰が  つくったの？

※れきしるこまきの  常設展示室の  入場料で、  山頂の  

　小牧市歴史館へも  入れます。

石垣模型
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外国人の人口：9,529人 / 小牧の人口：152,975人（2019年 6月 1日現在）
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パレード 信長（さむらい）行列参加者
槍隊、 鉄砲隊、 腰元などの  行列参加者を  募集します。

第40回 小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民まつりを
盛り上げよう

も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月19日（土）、20日（日）に  開催されます。 

小牧市民まつりに  参加して  みませんか。
きっちゃん

問合先
といあわせさき 小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

10月20日（日）

ハロウィン仮装パレード参加者
ハロウィンの  仮装をして  パレードに  参加する  人を  募集します。

●応募資格： 小学生の  人は  保護者と  いっしょに  参加して  ください。 中学生は  保護者の  同意が  いります。   

　　　　　　 1組2人以上で  応募して  ください。

Dance Mix 2019 in Komaki出演グループ

フリー：10月19日（土）

●応募資格： 5人以上の  チーム　●内容：ダンス種目は、 自由　●演技時間：5分ぐらい

●募集チーム数：25組  ぐらい（申し込みが  多いときは  抽選）

※参加費：1人 500円（参加者全員に  記念品あり）

●応募資格： 武士の  格好をして  歩いてもらうので、 体力に  自信が  ある人 （武士の  格好は  重たいです）

●募集人員： 10人ぐらい

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（水）まで　申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールで  申し込み  できます。

●募集人員： 50組  ※応募者が  多いときは、 抽選で  参加できるかが  決まります。

●申し込み： 申し込み期限▶9月13日（金）まで　申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールで  申し込み  できます。

ラピオ会場

市民歌謡祭参加者
あさひホールに  あなたの  美声を  響かせませんか？

●対　　象：小牧市に  住んでいる  人 ・ 小牧市で  働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

●日 に ち：10月20日（日）  ●定員：100人（早く  申し込んだ人）  ●料金：500円（2コーラス）

10月19日（土）・20日（日）

まなび創造館あさひホール

●申し込み： 申し込み期間▶6月17日（月）～9月27日（金）※定員に  なり次第  締め切ります 

申し込み方法▶往復はがきに  住所、 氏名、 曲目（オリジナル歌手名）、 電話番号を  書いて、 

　　　　　　　小牧市民まつり実行委員会まで。

●申し込み： 

市民まつり専用ホームページはこちら  http://komaki-shimin-matsuri.jp/

申し込み期限▶7月10日（水）まで 

申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 申し込み用紙は  

市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールで  申し込みできます。

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

台風や  集中豪雨（とても  強く降る  雨）の  時は、 強い風と  たくさんの  雨で、

建物が  壊れたり  人が  けがを  する、 風水害が  起こることが  あります。

また、 たくさんの  雨や  地震などで、 山や  がけが  崩れたり、 水と  一緒に   

たくさんの  土や  石が  流れてくる、 土砂災害が  起こることが  あります。

風水害・土砂災害への 備え

風水害・土砂災害 土砂災害

避難する時の  注意事項

まっ黒い  積乱雲の  発生に  注意

避難情報などが  発表されていない  場合でも、 

危険や  不安を  感じた時は、 

避難  しましょう。

雨の  ピークや  夜など  外に出ると

危ないと  思ったら、 自分の  家や  

頑丈な  建物の  2階以上に  

避難するなど、 命を  守る  

行動を  とりましょう。

土砂の  流れてくる  方から、

遠くて  高い  場所へ  

逃げましょう。

頑丈な  建物の  高い  階（斜面の  反対）

などに、 避難しましょう。

※避難…安全な  場所に  

　逃げること

気象庁は、 大雨や  強風などに  よって  災害が  起こる  おそれの  あるときは 「注意報」を、 大きな  災害が  起こる  おそれの  

あるときは 「警報」を、 重大な  災害が  起こる  おそれが  とても  大きいときは 「特別警報」を  発表して  注意や  警戒を  

呼びかけます。 これらの情報は、 市や  マスコミ、 インターネットなどを  通じて  市民の  皆さんへ  伝えられます。

◆注意報・警報などの  発表と、 とるべき  行動

土 砂 災 害 警 戒 情 報 :

記録的短時間大雨情報:

注意報・警報などを  チェック! 早めの  避難を  心がけましょう!

大雨警報(土砂災害)発表後も  雨が  降り続き、 土砂災害発生の  危険度が  

さらに  高まったときに、 名古屋地方気象台と  愛知県が  共同で  発表する  防災情報です。

大雨の  状況

大雨の  可能性が  高くなる ■気象情報 ・ 空の  変化に  注意して、 

　必要に  応じて  避難を  考えましょう。

■最新の  情報に  注意して、 災害に  備えた  早めの  準備を  しましょう。

■雨 ・ 風の  影響を  受けやすい  地区、 高齢者 ・

　障がい者の  方などは、 早めの  行動を  心がけましょう。

■市が  発表する  避難に  関する  情報に  留意し、 

　必要に  応じ  すぐに  避難しましょう。

■すぐに  市の  避難情報に  従うなど  命を  守る  行動を  とりましょう。

■避難所へ  避難するか、 外に出ることが  危険な  場合は、 

　家の  中でも  2階などの  安全な  場所に  避難しましょう。

記録的  短時間

大雨情報

土砂災害

警戒情報

大雨

注意報

大雨警報

大雨

特別警報

強さが  増す

大雨が  一層  激しくなる

大雨が  降り始める

広い  範囲で

数十年に  一度の  大雨

注意報・警報など とるべき行動

大雨警報発表時に、 現在の  降雨が  その  地域にとって  災害の  発生に  つながるような、 

稀にしか  観測しない  雨量で  あるときに  発表されます。

「小石が  パラパラ  落ちる」 「がけから  水が  湧き出す」 「山鳴りが  する」 

「川が  濁り  流木が  混ざる」 これらは  土砂災害の  前ぶれかもしれません。

 これらの  現象を  見つけたら、 その場を  離れてください。

水害・土砂災害から  身を  守る  4つの  ポイント!
❶ 前もって  自分の  家の  周りの  危険な  場所を  マップで  確認する。

❷ 普段から  天気予報や  防災情報を  チェックする  習慣を  つける。

❸ 雨が  降り出したら、 避難情報や  注意報 ・ 警報などに  気を  配り、 

 危険な  場所に  いる  場合には  早めに  避難する。

❹ 危険や  不安を  感じたり、 高齢者 ・ 障がい者の  人などが

 一緒の  場合には、 早めに  避難する。

地震・大雨・暴風・ミサイルの

発射など、 防災の  おしらせを

メールで  受けとることが  できる  サービスです。

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

小牧市防災情報メール

防災のお知らせはこちらから

集中豪雨の  イメージ
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9:00
〜

11:10

胸部X線検診 7月25日（木）

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 

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／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／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 不要です。受けたい人は、直接会場に 来てください。 ※7月17日（水）から 変更に なりました。 

●受診期間

 2020年  

 3月31日（火）

 まで

●受診期間

 2020年

 2月14日(金)

 まで 

●受付期間  2020年2月28日（金）まで

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表の  いずれかの  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  人のみ　●申し込み／下の  表の  ①～③の人

直接  医療機関へ  申込み  下の表の  ④の人  事前に  保健センターへ  問い合わせて  ください。

保健センターで  2018年度の  受診の  有無を  確認し、 検診票を  郵送します。

〈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

7月30日（火）

9月  1日（日）

保健
センター 

保健
センター 

保健
センター 

※検体容器は 保健センターで 回収します。

　回収日の 予定は、検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

7月31日（水）

8月30日（金）

9:00
〜

14:30
9:00
〜

10:30

7月 9日（火）

9月 2日（月）

9:00
〜

11:00

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  いずれかの  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

保健
センター 

骨粗しょう症検診
（超音波）

9月  1日（日）
9:00
〜

10:30

●対象／30歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／700円　●申し込み／保健センター

●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）

人間ドック

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表の  いずれかの  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  直接  

みわレディースクリニックへ  申込み  下の  表の  ④の人  事前に  保健センターへ  問い合わせて  

ください。 保健センターで  2018年度の  受診の  有無を  確認し、 検診票を  郵送します。

●内容／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

●対象／40歳以上の  市内に  住民登録の  ある、 国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者・

協会けんぽ被扶養者　●料金／国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者  4,900円  

（70歳以上  1,900円）  協会けんぽ被扶養者  6,780円 （70歳以上  3,780円） ※人間ドックを  

受診する際は  各保険者から  送付された  受診券が  必要です。 ●申し込み／市内指定医療機関

【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。 ご理解と  ご協力を  お願いします。

詳しいことを  知りたい人は、 下記へ お問い合わせ  ください。

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

小牧市の

市内

産婦人科

市内の  

指定

医療機関

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

medical
checkup）（

集
団
検
診

対象者
② 誕生日が  1989年 1月 7日 以前で  偶数年に  生まれた  人① 無料クーポンが  届いた  人

③ 誕生日が  1989年 1月 8日 以降で  奇数年に  生まれた  人 ④ ①～③以外で、 2018年度に  受診していない  人

肺がん検診

（喀痰検査）

●対象／50歳以上で  喫煙指数  600以上の  小牧市に  住民登録の  

ある人　●定員／なし　●料金／500円　●申し込み／2020年

2月14日（金）までに  保健センターの  窓口へ  来てください。

※検体容器  回収日の  予定は、 

　検体容器を  送る時に  知らせます。

容器に  3日分の  痰を  

とり  保健センター等へ  

提出か  各自で  郵送

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　かしてぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　か

こまき市民「多文化共生」ワークショップ
日本人市民と  外国人市民が、 共に  暮らしていく  中で、 困っている  ことや、 こうしたほうが  よいと  思うことを  

話し合う  ワークショップです。 小牧市では、 多文化共生推進プラン 【第2次プラン】の  策定を  すすめています。 

今回の  ワークショップの  内容も  参考にします。 小牧市と  小牧青年会議所が  一緒に  やります。

7月3日（水）までに、 氏名・住所・電話番号・参加希望人数・国籍・話せる言語を  

書いて、 電話・メール・FAXで  シティプロモーション課まで  申し込んでください。0円

40人

小牧市に  住んでいる  人 ・ 働いている  人 ・ 小牧の  学校で  勉強している  人（日本語が  わかる人）

まなび創造館  4階  多目的室7月 6日（土） 15:00 ～ 17:15と　き ところ
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じゅうみんとうろくこまきしいじょうきつえんしすうさいいじょうたいしょう

ゆうそうかくじていしゅつ

などせんたーほけん

たんみっかぶんようき

かいしゅうびけんたいようき

ようきけんたい

し

せんたーほけんこもうえんりょうきんかいにんていいん

ひとじゅうみんとうろくこまきしさい さいたいしょう

せんたーほけんこもう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 した ひょう ひとじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

せんたーほけんこもう

へんこうにち すいがつき

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

よやく ふよう う ひと ちょくせつかいじょうもう こ

りょうきん えんひと ていいんとうろくじゅうみんこまきしさいいじょうたいしょう

さんふじんか

れでぃーす

しない

してい

いりょう きかん

くりにっく

こまきし

しないきかんじゅしん

きかんじゅしん

ねん

にち きんがつ

ねん

にち かがつ

ひと ひとねん がつ にち いぜん うとどくーぽんむりょう

じゅしんねんどいがい

ぐうすうどしたんじょうび

ひと ひとねん がつ にち いこう うたんじょうび きすうどし

たいしょうしゃ

じゅしん りかい きょうりょく ねがかいねん

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

べん

いぶ

ひと

きかんいりょうしていしないこもうひつようじゅしんけんそうふかくほけんしゃさいじゅしん

どっくにんげんえんさいいじょうえんひふようしゃきょうかいえんさいいじょう

えんひほけんしゃいりょうこうれいしゃこうきひほけんしゃほけんけんこうこくみんりょうきんひふようしゃきょうかい

ひほけんしゃいりょうこうれいしゃこうきひほけんしゃけんこう ほけんこくみんじゅうみんとうろくしないさいいじょうたいしょう

けんしんせんきょうぶだいちょういけつえきけんさにょうけんさけつあつしんたいそくていないよう

ゆうそうけんしんひょうかくにんうむじゅしんねんどせんたーほけん

あとせんたーほけんじぜんひとひょうしたもうしこくりにっくれでぃーす

ちょくせつひとひょうしたこもうえんさいいじょうえんりょうきん

ひょうしたひと ひとじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

ゆうそうけんしんひょうかくにんうむじゅしんねんどせんたーほけん

あとせんたーほけんじぜんひとひょうしたもうしこいりょうきかんちょくせつ

ひとひょうしたこも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 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

た ぶ ん かし み ん き ょ う せ い わ ー く し ょ っ ぷ

けんしん

けんさかくたん

はい

こもうかぷろもーしょんしてぃめーるでんわか

さんか きぼう にんずうでんわばんごう げんごはなじゅうしょ こくせきしめいすいにちがつ

えん

にん

ひとにほんごひとべんきょうがっこうこまきひとはたらひとすこまきし

たもくてきしつかいそうぞうかんにち どがつ

いっしょかいぎしょせいねんこまきこまきしさんこうないようわーくしょっぷこんかい

さくていぷらんじだいぷらんきょうせいすいしんたぶんかこまきしわーくしょっぷあはな

おもこまなかくともしみんがいこくじんしみんにほんじん

あとかきひとしくわ
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7月  7日（日）

保健連絡員  または  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。（前もって  電話で  都合を  ききます）  

7月  3日（水）

7月19日（金）

西部児童館

味岡児童館

篠岡児童館7月  5日（金）

7月  9日（火）

7月12日（金）

7月30日（火）
7月23日（火）
7月17日（水）
7月10日（水）
7月  2日（火）

毎月第3火曜日、

祝日、

年末年始除く

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～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

パパママ教室

7月9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）
7月30日（火）

2019年  3月  1日～  8日 生まれ
2019年  3月  9日～16日 生まれ
2019年  3月17日～23日 生まれ
2019年  3月24日～31日 生まれ

7月  5日（金）
7月12日（金）
7月19日（金）

2018年1月  1日～10日 生まれ
2018年1月11日～20日 生まれ
2018年1月21日～31日 生まれ

7月  4日（木）
7月18日（木）

2017年  4月  1日～15日 生まれ
2017年  4月16日～30日 生まれ

7月  3日（水）
7月10日（水）
7月24日（水）

2016年  7月  1日～10日 生まれ
2016年  7月11日～20日 生まれ
2016年  7月21日～31日 生まれ

7月  8日（月）
7月17日（水）
7月25日（木）

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

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～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 在住の 妊婦と その夫
　（妊婦のみでも 参加できます) 　30組

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／0円

●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

●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））（
月曜日～金曜日

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

詳しいことを  知りたい人は、 下記へ お問い合わせ  ください。

ぼ 　 し け ん し ん か れ ん だ ー
おやこ ぼ し も きけんこうてちょう わす

けんしん

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こしゅるい

げつじ　けんしん

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ねん がつ にちがつ にち か にち う

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

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

きん

もく

すい

げつ

せんたー

たいしょう ひと てがみまえ 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

にち

まいつき

しゅくじつ

ねんまつねんし のぞ

かようびだい

げつようび きんようび

りにゅうしょく きょうしつ

おやこ

ぼし てちょうけんこう こうふ

けんこう てちょう

しょき きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

げつ じたいしょう ほごしゃ めい

だばすたおるけんこうてちょうぼしおやこものも

あか

えん

えん

さんか

りょうきん もう こ ほけん せんたー

こ そだ せだい

みぶんしょうおよ ひつようかーどつうちばあいかーどばんごうこじん

かーどばんごうこじんしんだんしょいしにんしんとどけでしょものも

きがる そうだん くだしんぱいごとふあんにんしんちゅう

てちょう こうふけんこうおやこじょさんしほけんしないよう

ほうかつ しえん せんたー

らぴお

りょうきん ほけん

たいしょう

てばすたおるけんこうてちょうぼしおやこものも

もう こ

 げつ じ おやこ くみ

せんたー

さんか くみにんぷ

おっとにんぷざいじゅうしないたいしょう

しのおか じどうかん

あじおか じどうかん

せいぶ じどうかん

しのおか じどうかん

も

ほうもん でんわ つごうまえ

ほけん れんらくいん ほけん れんらくいん げつごろせいご あか じたく いわしゅっさん ひん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたーとどけでさき

みまんしゅっせいたいじゅう あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけんら ぴ お ねんきんか

あか ほうもん

よぼう　そうだん

ば

ぼにゅう そうだん

いくじ そうだん

そうだんけんこうさんぷ

ていたいじゅうじとどけ

にんぷ

えん

えん

ふあん

きぼうしゃけんさにょう

でんわ

らぴお

こ そだ せだい

ほうかつ しえん

せんたー

もう こ

りょうきん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー

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

とくにゅうようじたいしょう さい ぜんご こ

りょうきん

は ぶらしけんこうてちょうおやこ ぼしものもそうだんしんぱい

は はないよう

ぱぱ

も もの おやこ ぼし けんこうてちょう ひっき ようぐ そくていのうどえんぶん しるもの の もの

まま くち けんこう あか にんぎょう たいけん にんぷたいけん もう こ ほけん せんたー

ないよう あか とう やくわり にんしんちゅう しょくじ

あとかきひとしくわ
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9:00
〜

11:10

胸部X線検診 7月25日（木）

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 

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／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／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 不要です。受けたい人は、直接会場に 来てください。 ※7月17日（水）から 変更に なりました。 

●受診期間

 2020年  

 3月31日（火）

 まで

●受診期間

 2020年

 2月14日(金)

 まで 

●受付期間  2020年2月28日（金）まで

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表の  いずれかの  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  人のみ　●申し込み／下の  表の  ①～③の人

直接  医療機関へ  申込み  下の表の  ④の人  事前に  保健センターへ  問い合わせて  ください。

保健センターで  2018年度の  受診の  有無を  確認し、 検診票を  郵送します。

〈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

7月30日（火）

9月  1日（日）

保健
センター 

保健
センター 

保健
センター 

※検体容器は 保健センターで 回収します。

　回収日の 予定は、検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

7月31日（水）

8月30日（金）

9:00
〜

14:30
9:00
〜

10:30

7月 9日（火）

9月 2日（月）

9:00
〜

11:00

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  いずれかの  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

保健
センター 

骨粗しょう症検診
（超音波）

9月  1日（日）
9:00
〜

10:30

●対象／30歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／700円　●申し込み／保健センター

●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）

人間ドック

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表の  いずれかの  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  直接  

みわレディースクリニックへ  申込み  下の  表の  ④の人  事前に  保健センターへ  問い合わせて  

ください。 保健センターで  2018年度の  受診の  有無を  確認し、 検診票を  郵送します。

●内容／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

●対象／40歳以上の  市内に  住民登録の  ある、 国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者・

協会けんぽ被扶養者　●料金／国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者  4,900円  

（70歳以上  1,900円）  協会けんぽ被扶養者  6,780円 （70歳以上  3,780円） ※人間ドックを  

受診する際は  各保険者から  送付された  受診券が  必要です。 ●申し込み／市内指定医療機関

【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。 ご理解と  ご協力を  お願いします。

詳しいことを  知りたい人は、 下記へ お問い合わせ  ください。

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

小牧市の

市内

産婦人科

市内の  

指定

医療機関

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

medical
checkup）（

集
団
検
診

対象者
② 誕生日が  1989年 1月 7日 以前で  偶数年に  生まれた  人① 無料クーポンが  届いた  人

③ 誕生日が  1989年 1月 8日 以降で  奇数年に  生まれた  人 ④ ①～③以外で、 2018年度に  受診していない  人

肺がん検診

（喀痰検査）

●対象／50歳以上で  喫煙指数  600以上の  小牧市に  住民登録の  

ある人　●定員／なし　●料金／500円　●申し込み／2020年

2月14日（金）までに  保健センターの  窓口へ  来てください。

※検体容器  回収日の  予定は、 

　検体容器を  送る時に  知らせます。

容器に  3日分の  痰を  

とり  保健センター等へ  

提出か  各自で  郵送

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　かしてぃ　　　　　　ぷろもーしょん　　　　　　か

こまき市民「多文化共生」ワークショップ
日本人市民と  外国人市民が、 共に  暮らしていく  中で、 困っている  ことや、 こうしたほうが  よいと  思うことを  

話し合う  ワークショップです。 小牧市では、 多文化共生推進プラン 【第2次プラン】の  策定を  すすめています。 

今回の  ワークショップの  内容も  参考にします。 小牧市と  小牧青年会議所が  一緒に  やります。

7月3日（水）までに、 氏名・住所・電話番号・参加希望人数・国籍・話せる言語を  

書いて、 電話・メール・FAXで  シティプロモーション課まで  申し込んでください。0円

40人

小牧市に  住んでいる  人 ・ 働いている  人 ・ 小牧の  学校で  勉強している  人（日本語が  わかる人）

まなび創造館  4階  多目的室7月 6日（土） 15:00 ～ 17:15と　き ところ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

定　員 ていいん 申し込み もうしこみ

けんしん せいじん けんしん

け
ん
し
ん

こ
べ
つ

け
ん
し
ん

し
ゅ
う
だ
ん

まんもぐらふぃ

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

にんげん どっく

しきゅう

けんしんせんきょうぶ

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

こつそ しょうけんしん

けんさはんのうせんけつ

けんしんだいちょう

さつえいかんせつせん

けんしんい

しゅるい こもうりょうきんたいしょうばしょじかんひ

せんたーほけんこもう

せんたーほけんこもう

いじょうさいえん えんりょうきん

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いじょうさいたいしょう

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

か

すい

きん

にち

げつ

にち

もく

にちがつ

せんたーほけん

よてい おく ときかいしゅうび けんたい ようき

かいしゅう

きんにちがつねんうけつけきかん

しおく ときけんたいようき

よてい

きまどぐちせんたーほけんきんにちがつ

ねんこもうえんりょうきんていいんひと

じゅうみんとうろくこまきしいじょうきつえんしすうさいいじょうたいしょう

ゆうそうかくじていしゅつ

などせんたーほけん

たんみっかぶんようき

かいしゅうびけんたいようき

ようきけんたい

し

せんたーほけんこもうえんりょうきんかいにんていいん

ひとじゅうみんとうろくこまきしさい さいたいしょう

せんたーほけんこもう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 した ひょう ひとじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

せんたーほけんこもう

へんこうにち すいがつき

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

よやく ふよう う ひと ちょくせつかいじょうもう こ

りょうきん えんひと ていいんとうろくじゅうみんこまきしさいいじょうたいしょう

さんふじんか

れでぃーす

しない

してい

いりょう きかん

くりにっく

こまきし

しないきかんじゅしん

きかんじゅしん

ねん

にち きんがつ

ねん

にち かがつ

ひと ひとねん がつ にち いぜん うとどくーぽんむりょう

じゅしんねんどいがい

ぐうすうどしたんじょうび

ひと ひとねん がつ にち いこう うたんじょうび きすうどし

たいしょうしゃ

じゅしん りかい きょうりょく ねがかいねん

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

べん

いぶ

ひと

きかんいりょうしていしないこもうひつようじゅしんけんそうふかくほけんしゃさいじゅしん

どっくにんげんえんさいいじょうえんひふようしゃきょうかいえんさいいじょう

えんひほけんしゃいりょうこうれいしゃこうきひほけんしゃほけんけんこうこくみんりょうきんひふようしゃきょうかい

ひほけんしゃいりょうこうれいしゃこうきひほけんしゃけんこう ほけんこくみんじゅうみんとうろくしないさいいじょうたいしょう

けんしんせんきょうぶだいちょういけつえきけんさにょうけんさけつあつしんたいそくていないよう

ゆうそうけんしんひょうかくにんうむじゅしんねんどせんたーほけん

あとせんたーほけんじぜんひとひょうしたもうしこくりにっくれでぃーす

ちょくせつひとひょうしたこもうえんさいいじょうえんりょうきん

ひょうしたひと ひとじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

ゆうそうけんしんひょうかくにんうむじゅしんねんどせんたーほけん

あとせんたーほけんじぜんひとひょうしたもうしこいりょうきかんちょくせつ

ひとひょうしたこも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 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

た ぶ ん かし み ん き ょ う せ い わ ー く し ょ っ ぷ

けんしん

けんさかくたん

はい

こもうかぷろもーしょんしてぃめーるでんわか

さんか きぼう にんずうでんわばんごう げんごはなじゅうしょ こくせきしめいすいにちがつ

えん

にん

ひとにほんごひとべんきょうがっこうこまきひとはたらひとすこまきし

たもくてきしつかいそうぞうかんにち どがつ

いっしょかいぎしょせいねんこまきこまきしさんこうないようわーくしょっぷこんかい

さくていぷらんじだいぷらんきょうせいすいしんたぶんかこまきしわーくしょっぷあはな

おもこまなかくともしみんがいこくじんしみんにほんじん

あとかきひとしくわ
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7月  7日（日）

保健連絡員  または  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。（前もって  電話で  都合を  ききます）  

7月  3日（水）

7月19日（金）

西部児童館

味岡児童館

篠岡児童館7月  5日（金）

7月  9日（火）

7月12日（金）

7月30日（火）
7月23日（火）
7月17日（水）
7月10日（水）
7月  2日（火）

毎月第3火曜日、

祝日、

年末年始除く

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～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

パパママ教室

7月9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）
7月30日（火）

2019年  3月  1日～  8日 生まれ
2019年  3月  9日～16日 生まれ
2019年  3月17日～23日 生まれ
2019年  3月24日～31日 生まれ

7月  5日（金）
7月12日（金）
7月19日（金）

2018年1月  1日～10日 生まれ
2018年1月11日～20日 生まれ
2018年1月21日～31日 生まれ

7月  4日（木）
7月18日（木）

2017年  4月  1日～15日 生まれ
2017年  4月16日～30日 生まれ

7月  3日（水）
7月10日（水）
7月24日（水）

2016年  7月  1日～10日 生まれ
2016年  7月11日～20日 生まれ
2016年  7月21日～31日 生まれ

7月  8日（月）
7月17日（水）
7月25日（木）

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

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～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 在住の 妊婦と その夫
　（妊婦のみでも 参加できます) 　30組

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／0円

●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

●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））（
月曜日～金曜日

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

詳しいことを  知りたい人は、 下記へ お問い合わせ  ください。

ぼ 　 し け ん し ん か れ ん だ ー
おやこ ぼ し も きけんこうてちょう わす

けんしん

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こしゅるい

げつじ　けんしん

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ねん がつ にちがつ にち か にち う

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

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

きん

もく

すい

げつ

せんたー

たいしょう ひと てがみまえ 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

にち

まいつき

しゅくじつ

ねんまつねんし のぞ

かようびだい

げつようび きんようび

りにゅうしょく きょうしつ

おやこ

ぼし てちょうけんこう こうふ

けんこう てちょう

しょき きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

げつ じたいしょう ほごしゃ めい

だばすたおるけんこうてちょうぼしおやこものも

あか

えん

えん

さんか

りょうきん もう こ ほけん せんたー

こ そだ せだい

みぶんしょうおよ ひつようかーどつうちばあいかーどばんごうこじん

かーどばんごうこじんしんだんしょいしにんしんとどけでしょものも

きがる そうだん くだしんぱいごとふあんにんしんちゅう

てちょう こうふけんこうおやこじょさんしほけんしないよう

ほうかつ しえん せんたー

らぴお

りょうきん ほけん

たいしょう

てばすたおるけんこうてちょうぼしおやこものも

もう こ

 げつ じ おやこ くみ

せんたー

さんか くみにんぷ

おっとにんぷざいじゅうしないたいしょう

しのおか じどうかん

あじおか じどうかん

せいぶ じどうかん

しのおか じどうかん

も

ほうもん でんわ つごうまえ

ほけん れんらくいん ほけん れんらくいん げつごろせいご あか じたく いわしゅっさん ひん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたーとどけでさき

みまんしゅっせいたいじゅう あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけんら ぴ お ねんきんか

あか ほうもん

よぼう　そうだん

ば

ぼにゅう そうだん

いくじ そうだん

そうだんけんこうさんぷ

ていたいじゅうじとどけ

にんぷ

えん

えん

ふあん

きぼうしゃけんさにょう

でんわ

らぴお

こ そだ せだい

ほうかつ しえん

せんたー

もう こ

りょうきん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー

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

とくにゅうようじたいしょう さい ぜんご こ

りょうきん

は ぶらしけんこうてちょうおやこ ぼしものもそうだんしんぱい

は はないよう

ぱぱ

も もの おやこ ぼし けんこうてちょう ひっき ようぐ そくていのうどえんぶん しるもの の もの

まま くち けんこう あか にんぎょう たいけん にんぷたいけん もう こ ほけん せんたー

ないよう あか とう やくわり にんしんちゅう しょくじ

あとかきひとしくわ
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パレード 信長（さむらい）行列参加者
槍隊、 鉄砲隊、 腰元などの  行列参加者を  募集します。

第40回 小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民まつりを
盛り上げよう

も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月19日（土）、20日（日）に  開催されます。 

小牧市民まつりに  参加して  みませんか。
きっちゃん

問合先
といあわせさき 小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

10月20日（日）

ハロウィン仮装パレード参加者
ハロウィンの  仮装をして  パレードに  参加する  人を  募集します。

●応募資格： 小学生の  人は  保護者と  いっしょに  参加して  ください。 中学生は  保護者の  同意が  いります。   

　　　　　　 1組2人以上で  応募して  ください。

Dance Mix 2019 in Komaki出演グループ

フリー：10月19日（土）

●応募資格： 5人以上の  チーム　●内容：ダンス種目は、 自由　●演技時間：5分ぐらい

●募集チーム数：25組  ぐらい（申し込みが  多いときは  抽選）

※参加費：1人 500円（参加者全員に  記念品あり）

●応募資格： 武士の  格好をして  歩いてもらうので、 体力に  自信が  ある人 （武士の  格好は  重たいです）

●募集人員： 10人ぐらい

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（水）まで　申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールで  申し込み  できます。

●募集人員： 50組  ※応募者が  多いときは、 抽選で  参加できるかが  決まります。

●申し込み： 申し込み期限▶9月13日（金）まで　申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールで  申し込み  できます。

ラピオ会場

市民歌謡祭参加者
あさひホールに  あなたの  美声を  響かせませんか？

●対　　象：小牧市に  住んでいる  人 ・ 小牧市で  働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

●日 に ち：10月20日（日）  ●定員：100人（早く  申し込んだ人）  ●料金：500円（2コーラス）

10月19日（土）・20日（日）

まなび創造館あさひホール

●申し込み： 申し込み期間▶6月17日（月）～9月27日（金）※定員に  なり次第  締め切ります 

申し込み方法▶往復はがきに  住所、 氏名、 曲目（オリジナル歌手名）、 電話番号を  書いて、 

　　　　　　　小牧市民まつり実行委員会まで。

●申し込み： 

市民まつり専用ホームページはこちら  http://komaki-shimin-matsuri.jp/

申し込み期限▶7月10日（水）まで 

申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 申し込み用紙は  

市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールで  申し込みできます。

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

台風や  集中豪雨（とても  強く降る  雨）の  時は、 強い風と  たくさんの  雨で、

建物が  壊れたり  人が  けがを  する、 風水害が  起こることが  あります。

また、 たくさんの  雨や  地震などで、 山や  がけが  崩れたり、 水と  一緒に   

たくさんの  土や  石が  流れてくる、 土砂災害が  起こることが  あります。

風水害・土砂災害への 備え

風水害・土砂災害 土砂災害

避難する時の  注意事項

まっ黒い  積乱雲の  発生に  注意

避難情報などが  発表されていない  場合でも、 

危険や  不安を  感じた時は、 

避難  しましょう。

雨の  ピークや  夜など  外に出ると

危ないと  思ったら、 自分の  家や  

頑丈な  建物の  2階以上に  

避難するなど、 命を  守る  

行動を  とりましょう。

土砂の  流れてくる  方から、

遠くて  高い  場所へ  

逃げましょう。

頑丈な  建物の  高い  階（斜面の  反対）

などに、 避難しましょう。

※避難…安全な  場所に  

　逃げること

気象庁は、 大雨や  強風などに  よって  災害が  起こる  おそれの  あるときは 「注意報」を、 大きな  災害が  起こる  おそれの  

あるときは 「警報」を、 重大な  災害が  起こる  おそれが  とても  大きいときは 「特別警報」を  発表して  注意や  警戒を  

呼びかけます。 これらの情報は、 市や  マスコミ、 インターネットなどを  通じて  市民の  皆さんへ  伝えられます。

◆注意報・警報などの  発表と、 とるべき  行動

土 砂 災 害 警 戒 情 報 :

記録的短時間大雨情報:

注意報・警報などを  チェック! 早めの  避難を  心がけましょう!

大雨警報(土砂災害)発表後も  雨が  降り続き、 土砂災害発生の  危険度が  

さらに  高まったときに、 名古屋地方気象台と  愛知県が  共同で  発表する  防災情報です。

大雨の  状況

大雨の  可能性が  高くなる ■気象情報 ・ 空の  変化に  注意して、 

　必要に  応じて  避難を  考えましょう。

■最新の  情報に  注意して、 災害に  備えた  早めの  準備を  しましょう。

■雨 ・ 風の  影響を  受けやすい  地区、 高齢者 ・

　障がい者の  方などは、 早めの  行動を  心がけましょう。

■市が  発表する  避難に  関する  情報に  留意し、 

　必要に  応じ  すぐに  避難しましょう。

■すぐに  市の  避難情報に  従うなど  命を  守る  行動を  とりましょう。

■避難所へ  避難するか、 外に出ることが  危険な  場合は、 

　家の  中でも  2階などの  安全な  場所に  避難しましょう。

記録的  短時間

大雨情報

土砂災害

警戒情報

大雨

注意報

大雨警報

大雨

特別警報

強さが  増す

大雨が  一層  激しくなる

大雨が  降り始める

広い  範囲で

数十年に  一度の  大雨

注意報・警報など とるべき行動

大雨警報発表時に、 現在の  降雨が  その  地域にとって  災害の  発生に  つながるような、 

稀にしか  観測しない  雨量で  あるときに  発表されます。

「小石が  パラパラ  落ちる」 「がけから  水が  湧き出す」 「山鳴りが  する」 

「川が  濁り  流木が  混ざる」 これらは  土砂災害の  前ぶれかもしれません。

 これらの  現象を  見つけたら、 その場を  離れてください。

水害・土砂災害から  身を  守る  4つの  ポイント!
❶ 前もって  自分の  家の  周りの  危険な  場所を  マップで  確認する。

❷ 普段から  天気予報や  防災情報を  チェックする  習慣を  つける。

❸ 雨が  降り出したら、 避難情報や  注意報 ・ 警報などに  気を  配り、 

 危険な  場所に  いる  場合には  早めに  避難する。

❹ 危険や  不安を  感じたり、 高齢者 ・ 障がい者の  人などが

 一緒の  場合には、 早めに  避難する。

地震・大雨・暴風・ミサイルの

発射など、 防災の  おしらせを

メールで  受けとることが  できる  サービスです。

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

小牧市防災情報メール

防災のお知らせはこちらから

集中豪雨の  イメージ
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　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

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（水）です

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先

口座振替にすると  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2期）●固定資産税（第2期） ●国民健康保険税（第2期）●国民健康保険税（第2期） ●介護保険料（第1期）●介護保険料（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。

❷ 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  7月 14日（日）、7月 28日（日） 　8:30～17:15

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

P2

P1

P3

P4

P5

P6

●第40回  小牧市民まつり  参加者募集！

　～みんなで  小牧市民まつりを  盛り上げよう～

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●母子健診などの  カレンダー

●こまき市民 「多文化共生」 ワークショップ

●成人検診の  おしらせ

●風水害・土砂災害への  備え

●れきしるこまき

（小牧山城  史跡情報館）を

　知っていますか？

●次の  税金の  支払い期限は  7月31日（水）です

●国民年金保険料を  払えない？  相談して  ください！

●母子・父子家庭  医療費受給者証の  更新の  お知らせ

保険年金課　TEL.0568-76-1128問合先
といあわせさき ほけん ねんきんか

母子・父子家庭 医療費受給者証の  更新の  おしらせ
今  使っている  受給者証は  7月31日（水）までしか  使えません。 お手紙と  ❶❷❸と  8月～10月有効の受給者証を  

市役所から  7月下旬に  送りますので、 ❶❷❸❹を  封筒に  いれて  市役所に  送ってください。

❶更新申請書　　❷養育費の 申告書　　❸申立書 （16歳以上  19歳未満の  控除対象扶養親族が  いる  世帯の  人）

❹受給者  全員分の  健康保険証の  写し

▶手続きを  した後、 新しい  受給者証は  10月下旬に  送ります。 （有効期限は  2019年11月～2020年10月）

※所得が  多すぎるなどで  受給者証が  もらえない  人には、 お手紙で  お知らせします。 ※2019年1月2日より  あとに  小牧市に  

　ひっこしてきた人、 2018年中の  所得を  申告していない  人は、 所得を  確認するための  手続きも  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）

といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

本人と  家族の  収入が  少ない時に、 申請して  認められると  国民年金保険料を  安くすることが  できます （免除申請といいます）。 

50歳未満の  人は、 本人と  配偶者（夫や妻）の  収入だけで  申請できるので、 希望する  人は  保険年金課に  申請して  ください。

☆申請時点の  2年１ヶ月前までの  期間に  ついて  申請が  できます。

　今までに  申請し  免除や  猶予に  なっている  人も、  毎年  ７月以降に  更新申請が  必要です。

日本の  法律により、 日本に  住んでいる  外国の人も  20歳以上  60歳未満の  人は、 

国民年金に  加入し、保険料を  払わなければ  なりません。 国民年金には、 3種類の  年金が  あります。

老齢基礎年金
国民年金保険料を  10年以上  払っている（免除が  認められている）人が  65歳に  

なってから  申請すると  もらえます。

障害基礎年金
国民年金加入中の  病気や  けがで  障害等級1級  または  2級に  なった  人が、 

申請して  認められると  もらえます。

遺族基礎年金 国民年金加入中に  亡くなった  人の  遺族の  方が、 申請して  認められると  もらえます。

国民年金保険料を 払えない？ 相談してください！

保険年金課　TEL.0568-76-1124保険年金課　TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき ほけんほけん ねんきんねんきん かか

※脱退一時金… 国民年金保険料を  6ヶ月以上  払った  外国の  人は、 出国後  2年以内であれば  

脱退一時金を  請求できる  場合が  あります。 出国する  前に  聞きに  きてください。

問合先
といあわせさき れきしるこまき   〒485-0046  小牧市堀の内一丁目2番地

TEL.0568-48-4646   FAX.0568-75-4651   HP : http://www.komakiyama.com/rekishiru

れきしるこまき （正式名  小牧山城  史跡情報館）

を  知っていますか？

今から  450年ぐらい  前に  織田信長が  初めて  自分で  つくった  城です。 山の  頂上を  一周するように  石垣を  積みました。 

今でも  石垣の  一部を  見ることが  できます。 その後、 徳川家康が  堀（大きな  溝）や  土塁（土で  つくった  堤防）などを  つくり、

戦いに  そなえました。 小牧付近で  大きな  戦いは  起こらず、 その後は、 城として  使われなく  なりました。

小牧山北駐車場 

（100円/30分、 ただし  最初の  2時間は  0円）
駐車場

第3木曜日（祝日の場合は  その翌日）、 

年末年始（12月29日から  1月3日）
休館日

9:00から  17:00（入場は  16:30まで）開館時間

一般：100円（30人以上で  入ると  1人  60円）　中学生以下：0円
常設展示室入場料

れきしるこまき（外観）

れきしるこまき

（内観）

エントランス城郭シアター

戦国プレイベース小牧山の  ふもとにある  施設です。 ここでは、 小牧山の  歴史や  

貴重な  自然に  ついて  紹介しています。 迫力のある  映像や 

小牧山で  見つかった  石垣と  同じ  大きさの  模型、 石を  積む  

体験などが  あります。 れきしるこまきを  見た後、 小牧山を  歩く  

コースも  紹介しています。

こまきし ほり うちいっちょうめ ばんち

れきしるこまきとは？

小牧山城って  誰が  つくったの？

※れきしるこまきの  常設展示室の  入場料で、  山頂の  

　小牧市歴史館へも  入れます。

石垣模型

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 ばんち

てつづかくにんしょとくひとしんこくしょとくねんちゅうひと

こまきしにちがつねんしてがみひとじゅきゅうしゃしょうおおしょとく

おく ゆうこう きげん ねん がつ ねん がつがつげじゅんじゅきゅうしゃしょうあたらあとてつづ

うつほけんしょうけんこうぜんいんぶんじゅきゅうしゃ

ひとせたいこうじょたいしょう ふようしんぞくさいみまんさいいじょうもうしたてしょしんこくしょよういくひしんせいしょこうしん

おくしやくしょふうとうおくがつげじゅんしやくしょ

てがみ がつ がつゆうこうつかすいにちがつじゅきゅうしゃしょう じゅきゅうしゃしょうつかいま

こうし んじ ゅ き ゅ うし ゃしょ うい りょ う ひか て いふ しぼ し

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち す い

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

がつ にちにち にち にち にち にち にち にち

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ほんちょうしゃしやくしょ 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

のぞねんまつねんししはらまどぐちしやくしょにちようびまいしゅう

ぜいきん はら

はやはらし

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

こ て い し さ ん ぜ いこ て い し さ ん ぜ い か い ご ほ けん りょ うか い ご ほ けん りょ うだいだい きき だいだい きき だいだい ききこくみ ん けん こう ほ けん ぜ いこくみ ん けん こう ほ けん ぜ い

しこうしんじゅきゅうしゃしょういりょうひかていふしぼし

そうだんはらほけんりょうこくみんねんきん

すいにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

まどぐちそうだんがいこくじん

あもしみんこまき

ぼしゅうさんかしゃこまき しみんかいだい

か れ ん だ ーけんしんぼし

けんしんせいじん

わ ー くしょっぷきょうせいたぶんかしみん

そなさいがいどしゃふうすいがい

し

じょうほうかんしせきこまきやまじょう

そ う だ んは らほ け ん り ょ うね ん き んこ く み ん

ひつようしんせいこうしんいこうがつまいとしひとゆうよめんじょしんせいいま

しんせいきかんねんじてんしんせい

しんせいねんきんかほけんひときぼうしんせいしゅうにゅうつまおっとはいぐうしゃほんにんひとみまんさい

しんせいめんじょやすほけんりょうこくみんねんきんみとしんせいときすくしゅうにゅうかぞくほんにん

きまえしゅっこくばあいせいきゅういちじきんだったい

ねんいないしゅっこくごひとがいこくはらかげついじょうこくみんねんきんほけんりょういちじきんだったい

ひと いぞく かたなこくみんねんきんかにゅうちゅう

みと

みと

しんせい

ひときゅうきゅうしょうがいとうきゅうびょうきこくみんねんきんかにゅうちゅう

しんせい

しんせい

さいひとみとめんじょはらいじょうねんほけんりょうねんきんこくみん

いぞく

しょうがい

ねんきんきそ

ねんきんきそ

ねんきんきそ

ろうれい

ねんきんしゅるいねんきんこくみんはらほけんりょうかにゅうねんきんこくみん

ひとみまんさいいじょうさいひとがいこくすにほんほうりつにほん

つかしろごこまき ふきん おお おたたかたたか

ていぼうつちどるいみぞおおほりとくがわいえやすごみいちぶいしがきいま

ついしがきいっしゅうちょうじょうやましろじぶんはじおだのぶながまえねんいま

だれこまきやまじょう

えんじかんさいしょふんえん

こまきやまきたちゅうしゃじょう

にちがつにちがつねんまつねんし

もくようび しゅくじつ ばあい よくじつだい

にゅうじょう

はいれきしかんこまきし

さんちょうにゅうじょうりょうじょうせつてんじしつ

えんいかちゅうがくせいえんひとりはいにんいじょうえんいっぱん

ちゅうしゃじょう

きゅうかんび

かいかんじかん

じょうせつてんじしつにゅうじょうりょう

しょうかいこーす

あるこまきやまあとみたいけん

ついしもけいおおおないしがきみこまきやま

えいぞうはくりょくしょうかいしぜんきちょう

せんごく ぷれいべーす

じょうかくしあたー えんとらんす

れきしこまきやましせつこまきやま

し

じ ょ う ほ う か んし せ きこ ま き や ま じ ょ うせ い し き め い

がいかん

ないかん

かげつまえ

いしがきもけい
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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7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7

外国人の人口：9,529人 / 小牧の人口：152,975人（2019年 6月 1日現在）


