
※詳しい内容は  P2に  書いてあります。
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●小牧市民まつり

●KIA  スポーツ交流会  in  小牧山

●KIA  チャリティー・ワールド・レストラン

●KIA  防災訓練と  ごみ分別教室

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせP5

●2020年度 保育施設等利用申請

●次の  税金の  支払期限は  10月31日（木）です

●小牧市ホームページを  外国語で  見ることが  できます

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●市営大輪住宅　空家入居者募集

●エコリンからの  お知らせ

　～プラスチック製容器包装の  正しい  分け方と  出し方～

建築課　TEL.0568-76-1143問合先
といあわせさき けんちくか

小牧市民まつり第40回

10月 19日（土）・20日（日）  10：00 ～ 16：00

●小牧山  小牧市  堀の内1-1

●小牧市市民会館 小牧市  小牧2-107

●ラピオ 小牧市  小牧3-555

19日（土）９:30　オープニングセレモニー

市民まつり

マスコットキャラクター

「きっちゃん」

日時

場所

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）　TEL.0568-76-1173
こまき しみん いいんかいじっこう じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

電話.0568-39-6527　FAX.0568-72-2340

小牧市役所  市民生活部  多文化共生推進室  多文化共生係
〒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  窓口に  聞いて  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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～プラスチック製容器包装の  正しい  分け方と  出し方～
エコリンからの  お知らせ

市営大輪住宅  空家入居者募集 【抽選】（一般世帯向け）

▶申込書を  配る  期間 2019年 10月 23日（水）～ 2019年 11月 18日（月）

▶申込期間 2019年 11月 11日（月）～ 2019年 11月 18日（月）

▶抽選日 2019年 11月 28日（木）

▶アパートに入れる日（予定） 2020年 ２月 １日（土）

❶ 申込方法 市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきてください （東側の  庁舎  １階）

❷ 募集内容 市営大輪住宅  １棟402号、 ２棟101号、 ３棟503号

❸ 募集日程のお知らせ（予定）

ごみ政策課　TEL.0568-76-1187問合先
せいさく かといあわせさき

15cmより  小さいものは、

燃やすごみで  出せます。

プラスチック製容器包装  とは　

商品を入れたもの（容器）や  包んでいたもの（包装）であり、 物を  使った時などに  いらなくなる  もの

（例）シャンプーや  ソースの  ボトル、 白色トレイや  弁当の  容器、 レジ袋や  食品の  パッケージ、 発泡スチロール  など

❶中身を  残さないようにし

　水で  よく洗う

❷資源用指定袋（緑袋）に

　入れる

❸資源回収場所へ  出す

プラスチック製容器包装

中身が見える

透明な袋

※マヨネーズなど  洗っても  きれいに  ならないものは 「破砕ごみ」で  出してね。 　　　が  目印だよ

入れては  いけないものと  正しい  分け方と  出し方

○ガスライターや  乾電池、 

　バッテリーが  入った物などの  危ないもの

○ハンガーや  ボールペンなどの  プラスチックで  できたもの

○マヨネーズや  歯磨き粉などの  汚れが  とれない  チューブ類

○酢や  しょうゆ、 みりんの  ボトルで

　ＰＥＴマークが  ついているもの

資源・ごみの  分け方と  出し方の  外国語版（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語）を  

新しく作りました。 詳しくは、 ごみ政策課窓口  または  ホームページ、 ごみ分別アプリで  見てください。

※プラ製容器包装とは  別の袋で

危険ごみ

（透明袋）

破砕ごみ（赤袋） または　

燃やすごみ（白袋）

ペットボトル（緑袋）

出し方
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外国人の人口：9,727人 / 小牧の人口：153,158人（2019年  9月 1日現在）
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●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3期）

●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3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  10月 13日（日）、 27日（日） 　8:30～17:15

とき  10月 ６日（日）、 13日（日）、 20日（日）、 27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。

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）

次の 税金の 支払い期限は 10月 31日（木）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。
支払いは  早めに！ 

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

小牧市ホームページを、 外国語で 見ることが できます

小牧市役所 本庁舎 2階  多文化共生推進室の中
9:00～17:00 （12:00～13:00は お休み）

そのほか、 保険年金課と  幼児教育・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。 

その他の  言語も、 自動翻訳機を  使って  話すことが  できます。

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

外国人のための 相談窓口の おしらせ

外

公民館

市民会館ホール

●ステージ イベント （5階あさひホール）

・Dance Mix 2019 in Komaki　19日（土） フリー  10:00～15:00

●その他
・おえかきパラダイス      自分で  描いた絵が、 画面を  動き回ります。

・市民歌謡祭　20日（日） 10:00～16:00

市民会館会場

ラピオ会場

パレード

小牧山会場

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）　TEL.0568-76-1173
こまき しみん いいんかいじっこう じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

信長行列（日本の  有名な  侍や  姫、 武士の  パレード）

ハロウィン 仮装パレード（自由に  仮装を  します）

小中学校  マーチングバンドなどが  パレードを  します。

ラピオ南西交差点付近

20日（日） 12:30～

出発地

到着地

市道小牧駅前線 ～ 市道犬山公園小牧線

※詳細は  10月１日号広報にある  「市民まつりパンフレット」 や 「ホームページ」を  見てください。

※小牧市民まつりの  時は  会場を  結ぶ  無料シャトルバスが  あります。

●メインステージ 子どもたちに  大人気の 

 「騎士竜戦隊リュウソウジャー」「きかんしゃトーマス」の  キャラクターショーなどが  あります。

●ステージイベント ダンスなどの  楽しい  ステージが  あります。

 19日（土） ９:30～16:00  /  20日（日） 10:00～16:00

●楽市楽座 食べ物の  お店などが  あります。

●駒来ぶらり市 食べ物の  お店や  体験ブースが  あります。

●げんき村 色々な  体験ブースや  芝生ステージの  イベントが  あります。

●その他 ウォークラリーなどが  あります。

●八雲町広場 北海道八雲町の  食べ物を  買ったり  木彫りの  体験が  できます。 

●各種ブース出展 食べ物の  お店や  工作ができる  コーナーが  あります。

●ステージイベント ダンスなどの  楽しい  ステージが  あります。

 19日（土） 9:30～16:00  /  20日（日） 10:00～16:00

●ステージイベント ダンスなどの  楽しい  ステージが  あります。

 10:00～16:00

●KIAチャリティー・ワールド・レストラン ※19日（土）だけ！

 小牧市公民館3階  学習室3-2

小牧市民まつり第40回

多文化共生推進室　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき たぶんか　　きょうせい　すいしんしつ そうだん ちょくつう

小牧市ホームページを、 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 韓国語、 ベトナム語で  見ることが  できます。

生活に  必要な  情報を  調べる時に、 使ってください。
※必ず、 パソコンを  使ってください。 

　携帯電話や スマートフォンでは  見ることが  できません。

この  生活情報誌こまきは、 小牧市ホームページでも  見ることが  できます。 さいごの  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。 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。 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。

❶ クリック

❷ クリックして選択
右の図の  とおり、 クリック  してください。

http://www.city.komaki.aichi.jp
小牧市ホームページに  パソコンから  アクセス  してください。❶

❷

多文化共生推進室　TEL.０５６８-39-6527問合先
といあわせさき たぶんか　　きょうせい　すいしんしつ

外国語で  見る  方法
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め い ん

し み んこ ま き
だ い か い

まわがめん うごえかじぶんぱらだ い す

小 牧 市 市 民 会 館
し み ん か い か んこ ま きし
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KIA 防災訓練と ごみ 分別 教室

会員：200円、 会員ではない人：700円 （食事と  保険の  お金が  入っています）

60人 （日本人30人、 外国人30人） ※小学生は  親と  一緒に  参加して  ください

いろいろな  国の  人と  交流したい  健康な  人 （小学生から）

小牧山エリア

世界の  友達と  ゲームしながら、 「れきしるこまき」を  体験しましょう！

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

KIAスポーツ交流会 in 小牧山
♪

10月1日（火）～26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。

※平日の  12：00～13：00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み。

10月1日（火）～10月19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。

※申し込みした  後に  キャンセルしても、 お金は  返しません。

※平日の  12：00～13：00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み。

なくなったら  おわります。

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 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しこまきこまきし

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

500円 （BBQと  保険の  お金が  入っています）

45人 （早く  申し込んだ  人が  参加できます）

小学3年生以上で  小牧市に  住んでいる・仕事を  している・学校で  勉強している  外国人、

または  KIA会員の  外国人。（小学生は、親子参加）

小牧市消防本部、 市民四季の森公園

10月 27日（日）9：00～15：30

11月 10日（日）9:30～13:30

100円以上の  募金に  ご協力ください。

200人

ナシゴレン他を

ワンプレートで!!

2018年の  ワールドレストラン

小牧市公民館  ３階  学習室３－２

世界の  手作り料理で  Magokoro交換！

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

♪

地震や  火事のとき、 どうする？ BBQの  後で  ごみ分別を  学ぼう‼地震や  火事のとき、 どうする？ BBQの  後で  ごみ分別を  学ぼう‼♪

いりません

１０月 １９日（土） 11：30～

小牧市民まつり
KIAチャリティー・ワールド・レストラン

幼児教育・保育課  TEL.0568-76-1130　各保育園・認定こども園・小規模保育施設問合先
といあわせさき ほいくようじ きょういく かく　ほいくえん にんてい しょうきぼ　　ほいく　　しせつえんか

開園時間

開園時間

開園時間

保育園
○ 第二保育園 小牧二丁目216 77-0844 7:30～18:30
○ 三ツ渕保育園 三ツ渕1622 77-0913 7:30～18:30
○ 陶保育園 上末字稲葉台1 79-2323 7:30～18:30
● 大山保育園 応時一丁目265 77-1005 7:00～19:00
● 北里保育園 下小針中島二丁目90 76-3337 7:30～18:30
● 岩崎保育園 岩崎1533-4 76-2880 7:30～18:30
● 小木保育園 小木二丁目350-1 77-8536 7:00～19:00
● 一色保育園 久保一色南二丁目8 77-8600 7:30～18:30
● 三ツ渕北保育園 三ツ渕2130-1 72-9330 7:30～18:30
○ さくら保育園 桜井40 73-5536 7:30～18:30
○ 山北保育園 安田町98 73-5535 7:30～18:30
○ 本庄保育園 本庄2597-433 79-6128 7:30～18:30
○ 藤島保育園 藤島町梵天110-35 75-2320 7:30～18:30
● 古雅保育園 古雅三丁目54 79-2477 7:30～18:30
○ 大城保育園 城山三丁目2-1 78-0797 7:00～19:00
★ 村中保育園 村中1058 42-0053 7:00～19:00
★ 味岡保育園 小松寺103-1 77-0425  7:00～19:00
★ レイモンド小牧保育園 新町三丁目135 77-0514 7:00～19:00
★ みなみ保育園 北外山2645-16 71-0373 7:00～19:00
★ 篠岡保育園 篠岡二丁目30 79-8336 7:00～19:00
☆ じょうぶし保育園 外堀一丁目27 74-5333 7:00～19:00

受入

※村中保育園、 味岡保育園、 レイモンド小牧保育園、 みなみ保育園、 篠岡保育園、 じょうぶし保育園は、 私立保育園です。　

※2021年4月には  一色保育園が  私立保育園となります。

申請書

配布

10月から  各保育園、 幼児教育  保育課で  配ります。（認定こども園は、 9月から  配ります）

※第1希望の  保育園、 認定こども園へ  申請書などを  取りに  行くと、 面接の  予約が できます。

申請

および

面接

※親子健康（母子）手帳を  持って、 子どもと  一緒に  面接を  受けてください。

※第1希望の  施設が   小規模保育施設の  場合は、 幼児教育・保育課で  受け付けます。（予約はいりません）

※第1希望が  認定こども園の  場合は、 10月に  受け付けます。 施設に  聞いてください。（予約必要）

▶とき  11月 5日（火）、 6日（水） 9:00～16:30　▶ところ  第1希望の  保育園（予約必要）

受入 ○:1歳児から  ●:0歳児（3か月目）から　★:0歳児（生後57日目）から  ☆:0歳児（6か月目）から

生後57日目 ～ 小学校  就学前の  子ども対象

2020年度 保育施設等利用申請

電 話

所在地小規模保育施設
● 小規模保育園こすも 小牧五丁目253番地中部公民館2階 71-0115 7:30～18:30
★ こぐま・たんぽぽ保育所 久保新町77 72-8618 7:30～18:30
☆ すくすくnursery中央 中央四丁目161 サンヴィレッシﾞSTⅡ1階 41-3455 7:30～19:00
★ キラッとＫＩＤＳサポート託児ルーム 新町三丁目297 43-2339 7:30～18:30
★ あすかキッズステーション 北外山字宮ノ腰19 54-8024 7:30～19:00
★ あすかちるどれん 北外山字宮ノ腰19 43-0012 7:30～19:00
☆ 小牧ステーションわかば 中央二丁目115第2さくらマンション中央210 48-1133 7:30～19:00
☆ 保育園きっずどるちぇ小牧新町園 新町一丁目150 55-5939 7:30～19:00
☆ すくすくnursery味岡 久保155　玉置ビル1階 54-1189 7:30～19:00
★ 味岡キッズ保育園 二重堀427-2 65-7522 7:00～19:00
☆ すくすくnursery小牧 小牧三丁目53 ルージュ小牧・アルデール1階 54-2880 7:30～19:00
☆ すくすくnursery小牧kids 小牧三丁目53ルージュ小牧・アルデール1階C 65-6188 7:30～19:00
★ イオン小牧キッズ保育園 東一丁目126　イオン小牧店1階 65-6966 7:00～19:00
☆ 保育園きっずどるちぇ小牧さくら園 桜井本町39 55-8886 7:30～19:00
★ スクルドエンジェル保育室こまき園 小牧四丁目108-1吉野家ビル１F 76-7679 7:30～18:30
☆ 保育園きっずどるちぇ小牧園 小牧四丁目604 68-6880 7:30～19:00
★ つぼみ小規模保育園 新町二丁目130　パインハイツ1階 68-6018 7:30～18:30

認定こども園

受入 電 話

所在地受入 電 話 かいえん
じかん

かいえん
じかんしょうきぼほいくしせつ

にんていこどもえん

うけ
いれ しょざいち でんわ

うけ
いれ しょざいち でんわ

ほいくえんうけ
いれ 所在地 しょざいち かいえん

じかんでんわ

☆ 旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘三丁目51 78-1620 7:00～19:00
☆ とやまこども園 南外山421 77-0807 7:30～18:30

やすしゅくじつげつようびにちようびへいじつ

きかいこうみんかんこまきしこうりゅうきょうかいこくさいこまきし

もかねあいだどかにち にちがつ

はいかねほけんしょくじえん えんかいいん かいいん

さんかいっしょおやしょうがくせいがいこくじんにほんじんにん にん

ひと

にん

しょうがくせいひとけんこうこうりゅうひとくに

えりあこまきやま

にちにちにちがつ

なしごれん

わんぷれーと

ほか

どにちがつ

たいけんげーむともだちせかい

りょうり こうかんて づくせかい

じしん かじ あと ぶんべつ まな

あいだどにちかにちがつ がつ

えん

がいこくじんかいいん

はや もう こにん

べんきょうがっこうしごと

しょうがくせい おやこ さんか

すこまきし がいこくじんいじょうしょうがく ねんせい

がくしゅうしつかい にんこうみんかんこまきし

かいこうみんかんこまきし

えんいじょう ぼきん きょうりょく

にちにちがつ

こ ま き や まこ う り ゅ う か いす ぽ ー つし ん せ いり よ うし せ つ と うほ い く
ね ん ど

ばあい ほいくかきょういくようじしせつほいくしょうきぼしせつきぼうだい う

ひつようよやくきしせつつうがつばあいえんにんていきぼうだい

つ よやく

いっしょ めんせつ うこもぼし てちょうおやこ けんこう

ほいくえん よやく ひつようきぼうだいすいにちかにちがつ

げつめ

ほいくえん ほいくえん しのおかほいくえん わたくしりつほいくえん

わたくしりつほいくえんがつねん

れいもんど こまき

いしき ほいくえん

ほいくえんあじおかほいくえんむらなかほいくえん

さいじにちめせいごさいじげつめさいじさいじ

しゅうがくまえ こしょうがっこうにちめせいご

よやくめんせついとしんせいしょえんにんてんほいくえんきぼうだい

がつ くばえんにんていほいくかようじ きょういく くばほいくえんかくがつ

めんせつ

しんせい

うけいれ

たいしょう

はいふ

しんせいしょ

だいにほいくえん

みつぶちほいくえん

すえほいくえん

おおやまほいくえん

きたさとほいくえん

いわさきほいくえん

こきほいくえん

いしきほいくえん

みつぶちきたほいくえん

さくらほいくえん

やまきたほいくえん

ほんじょうほいくえん

ふじしまほいくえん

こがほいくえん

おおしろほいくえん

むらなかほいくえん

あじおかほいくえん

れいもんどこまきほいくえん

みなみほいくえん

しのおかほいくえん

じょうぶしほいくえん

こまき2-216

みつぶち1622

かみずえあざいなばだい1

おうじ1-265

しもおばりなかしま2-90

いわざき1533-4

こき2-350-1

くぼいしきみなみ2-8

みつぶち2130-1

さくらい40

やすだちょう98

ほんじょう2597-433

ふじしまちょうぼんてん110-35

こが3-54

しろやま3-2-1

むらなか1058

こまつじ103-1

しんまち3-135

きたとやま2645-16

しのおか2-30

そとぼり1-27

あさひがおかだいにこどもえん

とやまこどもえん

ひかりがおか3-51

みなみとやま421

しょうきぼほいくえん こすも

こぐま・たんぽぽ ほいくしょ

すくすく なーさりー ちゅうおう

きらっときっずさぽーとたくじるーむ

あすか きっずすてーしょん

あすかちるどれん

こまき すてーしょん わかば

すくすく なーさりー あじおか

あじおか きっず ほいくえん

すくすく なーさりー こまき

すくすく なーさりー こまききっず

いおん こまき きっず ほいくえん

ほいくえん きっず どるちぇ こまきえん

つぼみ しょうきぼ ほいくえん

くぼしんまち77

しんまち3-297

きたとやまあざみやのこし19

きたとやまあざみやのこし19

しんまち1-150

くぼ155 たまおきびる1かい

ふたえぼり427-2

こまき3-53 るーじゅこまき・あるでーる1かい

こまき3-53 るーじゅこまき・あるでーる1かいC

ひがし1-126 いおんこまき1かい

さくらいほんまち39

こまき4-108-1 よしのやびる1かい

こまき4-604

しんまち2-130 ぱいんはいつ1かい

ほいくえん きっずどるちぇ
こまきしんまちえん

ほいくえん きっず どるちぇ
こまきさくらえん
すくるどえんじぇる
ほいくしつ こまきえん

ちゅうおう4-161
さんう ぃ゙れっじSTⅡ1かい

こまき5-253
ちゅうぶこうみんかん2かい

ちゅうおう2-115
だい2さくらまんしょんちゅうおう210

ぶ ん べ つ き ょ う し つく ん れ んぼ う さ い

れ す と ら んわ ー る ど

れすとらんわーるどねん

こ ま き し み ん

ち ゃ り て ぃ ー

やすげつようび しゅくじつにちようびへいじつ

かえかねきゃんせるあともう こ

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきし

もかね

はいかねほけん

さんかひと

こうえんもりしきしみんほんぶしょうぼうこまきし
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胸部X線検診 10月11日（金）

●受診期間 2020年 2月 28日（金）まで

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

健診のおしらせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

保健センター 

勤労センター 

勤労センター 

勤労センター 

勤労センター 

保健センター 

保健センター 

対象・料金・申し込みなど

●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／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 
　下の 表の どれかに あてはまる人　
●定員／10月6日・11月2日：200人/回、11月27日：90人/回　
●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／なし　
●料金／0円　●申し込み／予約は いりません。希望する人は、 
　当日会場に 直接 来てください。

●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 

●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 保健センターへ 聞いてください。

〈成人検診の おしらせ〉

10月11日（金）

11月  2日（土）

10月  6日（日）

10月  6日（日）

11月20日（水）

11月  2日（土）

11月  2日（土）

11月26日（火）

11月27日（水）

保健センター 

東部市民センター 

東部市民センター 

保健センター 

東部市民
センター 

東部市民センター 

※検体容器は 保健センターで 回収します。 回収日の

　予定は、 検体容器を 送る時に 知らせます。

※今年度最後の検診

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん検診
(頸部のみ)

乳がん検診
（超音波）

9:00～15:00

9:30～15:00

9:30～11:00

9:00～11:10

9:00～15:00

9:30～14:30

13:30～14:45

9:30～11:10

9:00～15:00

9:00～11:15

9:30～15:00

13:30～15:30

13:30～14:30

11月  2日（土）

10月16日（水）

●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／11月2日・20日：120人/回、11月26日：60人/回　
●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター

骨粗しょう症検診
（超音波）

11月27日（水）
12月12日（木）

●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／10月6日・11月2日：120人/回、10月16日：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 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 保健センターへ 聞いてください。

●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 受診する際は 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）

【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。
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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

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 奇数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

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／2020年 2月 14日(金)までに 直接保健センター

※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。

medical
checkup）（

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

11月10日（日）

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  ２～３か月ぐらいの  赤ちゃんの  いる家に、 

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）

10月  2日（水）

11月  6日（水）

10月18日（金）

西部児童館10月11日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  事前に  お手紙を  送りますので、 受付時間の  詳細は  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

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

ごろ

10:00～11:00

ごろ

保健センター 10:00～12:00

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  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

10月  1日（火）
10月  8日（火）
10月15日（火）
10月29日（火）

2019年  6月  1日～  8日生まれ
2019年  6月  9日～16日生まれ
2019年  6月17日～23日生まれ
2019年  6月24日～30日生まれ

10月  4日（金）
10月11日（金）
10月18日（金）
10月25日（金）

2017年  7月  1日～15日生まれ
2017年  7月16日～31日生まれ

10月  2日（水）
10月  9日（水）
10月23日（水）

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

10月  7日（月）
10月21日（月）
10月30日（水）

●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）

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お手ふきなど　

●料金／0円　●申し込み／保健センター

●対象／市内に  住んでいる  妊婦と  その夫
　（妊婦のみでも  参加できます)  30組

申し込みは いりません
もう こ

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

予約必要
よやくひつよう

健診のおしらせ

●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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも  など　

●料金／0円　●申し込み／保健センター

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3階） または  保険年金課

10か月ごろ  アンケートが  届きます。 アンケートを  出して  プレゼントを  もらいましょう。

●お渡し場所／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3階） または  市内児童館

低体重児届

1stアニバーサリー事業

篠岡児童館

西部児童館10月11日（金）

10月25日（金）

10月29日（火）
10月30日（水）

10月23日（水）
10月16日（水）
10月  8日（火）
10月  1日（火）

13:00～16:00

10:00～12:00

申し込みは いりません
もう こ

子育て世代
包括支援
センター

10:00～11:15

●料金／0円

●申し込み／子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）

　　　　　　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）

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

毎月第3火曜日、

祝日、年末年始除く

11月のみ 第3月曜日も 休み

9:30～17:15
子育て世代

包括支援センター

（ラピオ3階）

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

●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  気軽に  相談してください
●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 通知カードと 身分証明書が いります））（
平日  月～金

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

10月10日（木）
10月24日（木）

2018年  4月  1日～10日生まれ
2018年  4月11日～20日生まれ
2018年  4月21日～30日生まれ
2018年  5月  1日～10日生まれ
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胸部X線検診 10月11日（金）

●受診期間 2020年 2月 28日（金）まで

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

健診のおしらせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

保健センター 

勤労センター 

勤労センター 

勤労センター 

勤労センター 

保健センター 

保健センター 

対象・料金・申し込みなど

●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／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 
　下の 表の どれかに あてはまる人　
●定員／10月6日・11月2日：200人/回、11月27日：90人/回　
●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／なし　
●料金／0円　●申し込み／予約は いりません。希望する人は、 
　当日会場に 直接 来てください。

●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 

●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 保健センターへ 聞いてください。

〈成人検診の おしらせ〉

10月11日（金）

11月  2日（土）

10月  6日（日）

10月  6日（日）

11月20日（水）

11月  2日（土）

11月  2日（土）

11月26日（火）

11月27日（水）

保健センター 

東部市民センター 

東部市民センター 

保健センター 

東部市民
センター 

東部市民センター 

※検体容器は 保健センターで 回収します。 回収日の

　予定は、 検体容器を 送る時に 知らせます。

※今年度最後の検診

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん検診
(頸部のみ)

乳がん検診
（超音波）

9:00～15:00

9:30～15:00

9:30～11:00

9:00～11:10

9:00～15:00

9:30～14:30

13:30～14:45

9:30～11:10

9:00～15:00

9:00～11:15

9:30～15:00

13:30～15:30

13:30～14:30

11月  2日（土）

10月16日（水）

●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／11月2日・20日：120人/回、11月26日：60人/回　
●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター

骨粗しょう症検診
（超音波）

11月27日（水）
12月12日（木）

●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／10月6日・11月2日：120人/回、10月16日：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 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 保健センターへ 聞いてください。

●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 受診する際は 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）

【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。

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

小牧市内の

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 ）（

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

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 奇数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

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／2020年 2月 14日(金)までに 直接保健センター

※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。

medical
checkup）（

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

11月10日（日）

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  ２～３か月ぐらいの  赤ちゃんの  いる家に、 

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）

10月  2日（水）

11月  6日（水）

10月18日（金）

西部児童館10月11日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  事前に  お手紙を  送りますので、 受付時間の  詳細は  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

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

ごろ

10:00～11:00

ごろ

保健センター 10:00～12:00

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  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

10月  1日（火）
10月  8日（火）
10月15日（火）
10月29日（火）

2019年  6月  1日～  8日生まれ
2019年  6月  9日～16日生まれ
2019年  6月17日～23日生まれ
2019年  6月24日～30日生まれ

10月  4日（金）
10月11日（金）
10月18日（金）
10月25日（金）

2017年  7月  1日～15日生まれ
2017年  7月16日～31日生まれ

10月  2日（水）
10月  9日（水）
10月23日（水）

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

10月  7日（月）
10月21日（月）
10月30日（水）

●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）

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お手ふきなど　

●料金／0円　●申し込み／保健センター

●対象／市内に  住んでいる  妊婦と  その夫
　（妊婦のみでも  参加できます)  30組

申し込みは いりません
もう こ

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

予約必要
よやくひつよう

健診のおしらせ

●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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも  など　

●料金／0円　●申し込み／保健センター

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3階） または  保険年金課

10か月ごろ  アンケートが  届きます。 アンケートを  出して  プレゼントを  もらいましょう。

●お渡し場所／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3階） または  市内児童館

低体重児届

1stアニバーサリー事業

篠岡児童館

西部児童館10月11日（金）

10月25日（金）

10月29日（火）
10月30日（水）

10月23日（水）
10月16日（水）
10月  8日（火）
10月  1日（火）

13:00～16:00

10:00～12:00

申し込みは いりません
もう こ

子育て世代
包括支援
センター

10:00～11:15

●料金／0円

●申し込み／子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）

　　　　　　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）

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

毎月第3火曜日、

祝日、年末年始除く

11月のみ 第3月曜日も 休み

9:30～17:15
子育て世代

包括支援センター

（ラピオ3階）

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

●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  気軽に  相談してください
●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 通知カードと 身分証明書が いります））（
平日  月～金

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

10月10日（木）
10月24日（木）

2018年  4月  1日～10日生まれ
2018年  4月11日～20日生まれ
2018年  4月21日～30日生まれ
2018年  5月  1日～10日生まれ
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みぶんしょうめいしょ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

そうだんきがるしんぱいごとふあんにんしんちゅう

てちょう わた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 かい

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

じどうかんしないかいら ぴ おせんたーしえんほうかつせだいそだこわた ばしょ

ぷれぜんとだあんけーととどあんけーとげつ

あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけんら ぴ お か い ねんきんか

ていたいじゅうじとどけ

あ に ばー さ り ー じぎょう

せいぶ じどうかん

しのおか じどうかん

いくじ そうだん

そうだんけんこうさんぷにんぷ きぼうしゃけんさにょうそくていけつあつ

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

ぼにゅう そうだん

えん

でんわ

らぴお かい

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

まいつきだい
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KIA 防災訓練と ごみ 分別 教室

会員：200円、 会員ではない人：700円 （食事と  保険の  お金が  入っています）

60人 （日本人30人、 外国人30人） ※小学生は  親と  一緒に  参加して  ください

いろいろな  国の  人と  交流したい  健康な  人 （小学生から）

小牧山エリア

世界の  友達と  ゲームしながら、 「れきしるこまき」を  体験しましょう！

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

KIAスポーツ交流会 in 小牧山
♪

10月1日（火）～26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。

※平日の  12：00～13：00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み。

10月1日（火）～10月19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。

※申し込みした  後に  キャンセルしても、 お金は  返しません。

※平日の  12：00～13：00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み。

なくなったら  おわります。

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 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しこまきこまきし

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

500円 （BBQと  保険の  お金が  入っています）

45人 （早く  申し込んだ  人が  参加できます）

小学3年生以上で  小牧市に  住んでいる・仕事を  している・学校で  勉強している  外国人、

または  KIA会員の  外国人。（小学生は、親子参加）

小牧市消防本部、 市民四季の森公園

10月 27日（日）9：00～15：30

11月 10日（日）9:30～13:30

100円以上の  募金に  ご協力ください。

200人

ナシゴレン他を

ワンプレートで!!

2018年の  ワールドレストラン

小牧市公民館  ３階  学習室３－２

世界の  手作り料理で  Magokoro交換！

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

♪

地震や  火事のとき、 どうする？ BBQの  後で  ごみ分別を  学ぼう‼地震や  火事のとき、 どうする？ BBQの  後で  ごみ分別を  学ぼう‼♪

いりません

１０月 １９日（土） 11：30～

小牧市民まつり
KIAチャリティー・ワールド・レストラン

幼児教育・保育課  TEL.0568-76-1130　各保育園・認定こども園・小規模保育施設問合先
といあわせさき ほいくようじ きょういく かく　ほいくえん にんてい しょうきぼ　　ほいく　　しせつえんか

開園時間

開園時間

開園時間

保育園
○ 第二保育園 小牧二丁目216 77-0844 7:30～18:30
○ 三ツ渕保育園 三ツ渕1622 77-0913 7:30～18:30
○ 陶保育園 上末字稲葉台1 79-2323 7:30～18:30
● 大山保育園 応時一丁目265 77-1005 7:00～19:00
● 北里保育園 下小針中島二丁目90 76-3337 7:30～18:30
● 岩崎保育園 岩崎1533-4 76-2880 7:30～18:30
● 小木保育園 小木二丁目350-1 77-8536 7:00～19:00
● 一色保育園 久保一色南二丁目8 77-8600 7:30～18:30
● 三ツ渕北保育園 三ツ渕2130-1 72-9330 7:30～18:30
○ さくら保育園 桜井40 73-5536 7:30～18:30
○ 山北保育園 安田町98 73-5535 7:30～18:30
○ 本庄保育園 本庄2597-433 79-6128 7:30～18:30
○ 藤島保育園 藤島町梵天110-35 75-2320 7:30～18:30
● 古雅保育園 古雅三丁目54 79-2477 7:30～18:30
○ 大城保育園 城山三丁目2-1 78-0797 7:00～19:00
★ 村中保育園 村中1058 42-0053 7:00～19:00
★ 味岡保育園 小松寺103-1 77-0425  7:00～19:00
★ レイモンド小牧保育園 新町三丁目135 77-0514 7:00～19:00
★ みなみ保育園 北外山2645-16 71-0373 7:00～19:00
★ 篠岡保育園 篠岡二丁目30 79-8336 7:00～19:00
☆ じょうぶし保育園 外堀一丁目27 74-5333 7:00～19:00

受入

※村中保育園、 味岡保育園、 レイモンド小牧保育園、 みなみ保育園、 篠岡保育園、 じょうぶし保育園は、 私立保育園です。　

※2021年4月には  一色保育園が  私立保育園となります。

申請書

配布

10月から  各保育園、 幼児教育  保育課で  配ります。（認定こども園は、 9月から  配ります）

※第1希望の  保育園、 認定こども園へ  申請書などを  取りに  行くと、 面接の  予約が できます。

申請

および

面接

※親子健康（母子）手帳を  持って、 子どもと  一緒に  面接を  受けてください。

※第1希望の  施設が   小規模保育施設の  場合は、 幼児教育・保育課で  受け付けます。（予約はいりません）

※第1希望が  認定こども園の  場合は、 10月に  受け付けます。 施設に  聞いてください。（予約必要）

▶とき  11月 5日（火）、 6日（水） 9:00～16:30　▶ところ  第1希望の  保育園（予約必要）

受入 ○:1歳児から  ●:0歳児（3か月目）から　★:0歳児（生後57日目）から  ☆:0歳児（6か月目）から

生後57日目 ～ 小学校  就学前の  子ども対象

2020年度 保育施設等利用申請

電 話

所在地小規模保育施設
● 小規模保育園こすも 小牧五丁目253番地中部公民館2階 71-0115 7:30～18:30
★ こぐま・たんぽぽ保育所 久保新町77 72-8618 7:30～18:30
☆ すくすくnursery中央 中央四丁目161 サンヴィレッシﾞSTⅡ1階 41-3455 7:30～19:00
★ キラッとＫＩＤＳサポート託児ルーム 新町三丁目297 43-2339 7:30～18:30
★ あすかキッズステーション 北外山字宮ノ腰19 54-8024 7:30～19:00
★ あすかちるどれん 北外山字宮ノ腰19 43-0012 7:30～19:00
☆ 小牧ステーションわかば 中央二丁目115第2さくらマンション中央210 48-1133 7:30～19:00
☆ 保育園きっずどるちぇ小牧新町園 新町一丁目150 55-5939 7:30～19:00
☆ すくすくnursery味岡 久保155　玉置ビル1階 54-1189 7:30～19:00
★ 味岡キッズ保育園 二重堀427-2 65-7522 7:00～19:00
☆ すくすくnursery小牧 小牧三丁目53 ルージュ小牧・アルデール1階 54-2880 7:30～19:00
☆ すくすくnursery小牧kids 小牧三丁目53ルージュ小牧・アルデール1階C 65-6188 7:30～19:00
★ イオン小牧キッズ保育園 東一丁目126　イオン小牧店1階 65-6966 7:00～19:00
☆ 保育園きっずどるちぇ小牧さくら園 桜井本町39 55-8886 7:30～19:00
★ スクルドエンジェル保育室こまき園 小牧四丁目108-1吉野家ビル１F 76-7679 7:30～18:30
☆ 保育園きっずどるちぇ小牧園 小牧四丁目604 68-6880 7:30～19:00
★ つぼみ小規模保育園 新町二丁目130　パインハイツ1階 68-6018 7:30～18:30

認定こども園

受入 電 話

所在地受入 電 話 かいえん
じかん

かいえん
じかんしょうきぼほいくしせつ

にんていこどもえん

うけ
いれ しょざいち でんわ

うけ
いれ しょざいち でんわ

ほいくえんうけ
いれ 所在地 しょざいち かいえん

じかんでんわ

☆ 旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘三丁目51 78-1620 7:00～19:00
☆ とやまこども園 南外山421 77-0807 7:30～18:30

やすしゅくじつげつようびにちようびへいじつ

きかいこうみんかんこまきしこうりゅうきょうかいこくさいこまきし

もかねあいだどかにち にちがつ

はいかねほけんしょくじえん えんかいいん かいいん

さんかいっしょおやしょうがくせいがいこくじんにほんじんにん にん

ひと

にん

しょうがくせいひとけんこうこうりゅうひとくに

えりあこまきやま

にちにちにちがつ

なしごれん

わんぷれーと

ほか

どにちがつ

たいけんげーむともだちせかい

りょうり こうかんて づくせかい

じしん かじ あと ぶんべつ まな

あいだどにちかにちがつ がつ

えん

がいこくじんかいいん

はや もう こにん

べんきょうがっこうしごと

しょうがくせい おやこ さんか

すこまきし がいこくじんいじょうしょうがく ねんせい

がくしゅうしつかい にんこうみんかんこまきし

かいこうみんかんこまきし

えんいじょう ぼきん きょうりょく

にちにちがつ

こ ま き や まこ う り ゅ う か いす ぽ ー つし ん せ いり よ うし せ つ と うほ い く
ね ん ど

ばあい ほいくかきょういくようじしせつほいくしょうきぼしせつきぼうだい う

ひつようよやくきしせつつうがつばあいえんにんていきぼうだい

つ よやく

いっしょ めんせつ うこもぼし てちょうおやこ けんこう

ほいくえん よやく ひつようきぼうだいすいにちかにちがつ

げつめ

ほいくえん ほいくえん しのおかほいくえん わたくしりつほいくえん

わたくしりつほいくえんがつねん

れいもんど こまき

いしき ほいくえん

ほいくえんあじおかほいくえんむらなかほいくえん

さいじにちめせいごさいじげつめさいじさいじ

しゅうがくまえ こしょうがっこうにちめせいご

よやくめんせついとしんせいしょえんにんてんほいくえんきぼうだい

がつ くばえんにんていほいくかようじ きょういく くばほいくえんかくがつ

めんせつ

しんせい

うけいれ

たいしょう

はいふ

しんせいしょ

だいにほいくえん

みつぶちほいくえん

すえほいくえん

おおやまほいくえん

きたさとほいくえん

いわさきほいくえん

こきほいくえん

いしきほいくえん

みつぶちきたほいくえん

さくらほいくえん

やまきたほいくえん

ほんじょうほいくえん

ふじしまほいくえん

こがほいくえん

おおしろほいくえん

むらなかほいくえん

あじおかほいくえん

れいもんどこまきほいくえん

みなみほいくえん

しのおかほいくえん

じょうぶしほいくえん

こまき2-216

みつぶち1622

かみずえあざいなばだい1

おうじ1-265

しもおばりなかしま2-90

いわざき1533-4

こき2-350-1

くぼいしきみなみ2-8

みつぶち2130-1

さくらい40

やすだちょう98

ほんじょう2597-433

ふじしまちょうぼんてん110-35

こが3-54

しろやま3-2-1

むらなか1058

こまつじ103-1

しんまち3-135

きたとやま2645-16

しのおか2-30

そとぼり1-27

あさひがおかだいにこどもえん

とやまこどもえん

ひかりがおか3-51

みなみとやま421

しょうきぼほいくえん こすも

こぐま・たんぽぽ ほいくしょ

すくすく なーさりー ちゅうおう

きらっときっずさぽーとたくじるーむ

あすか きっずすてーしょん

あすかちるどれん

こまき すてーしょん わかば

すくすく なーさりー あじおか

あじおか きっず ほいくえん

すくすく なーさりー こまき

すくすく なーさりー こまききっず

いおん こまき きっず ほいくえん

ほいくえん きっず どるちぇ こまきえん

つぼみ しょうきぼ ほいくえん

くぼしんまち77

しんまち3-297

きたとやまあざみやのこし19

きたとやまあざみやのこし19

しんまち1-150

くぼ155 たまおきびる1かい

ふたえぼり427-2

こまき3-53 るーじゅこまき・あるでーる1かい

こまき3-53 るーじゅこまき・あるでーる1かいC

ひがし1-126 いおんこまき1かい

さくらいほんまち39

こまき4-108-1 よしのやびる1かい

こまき4-604

しんまち2-130 ぱいんはいつ1かい

ほいくえん きっずどるちぇ
こまきしんまちえん

ほいくえん きっず どるちぇ
こまきさくらえん
すくるどえんじぇる
ほいくしつ こまきえん

ちゅうおう4-161
さんう ぃ゙れっじSTⅡ1かい

こまき5-253
ちゅうぶこうみんかん2かい

ちゅうおう2-115
だい2さくらまんしょんちゅうおう210

ぶ ん べ つ き ょ う し つく ん れ んぼ う さ い

れ す と ら んわ ー る ど

れすとらんわーるどねん

こ ま き し み ん

ち ゃ り て ぃ ー

やすげつようび しゅくじつにちようびへいじつ

かえかねきゃんせるあともう こ

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきし

もかね

はいかねほけん

さんかひと

こうえんもりしきしみんほんぶしょうぼうこまきし
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●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3期）

●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3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  10月 13日（日）、 27日（日） 　8:30～17:15

とき  10月 ６日（日）、 13日（日）、 20日（日）、 27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。

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）

次の 税金の 支払い期限は 10月 31日（木）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。
支払いは  早めに！ 

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

小牧市ホームページを、 外国語で 見ることが できます

小牧市役所 本庁舎 2階  多文化共生推進室の中
9:00～17:00 （12:00～13:00は お休み）

そのほか、 保険年金課と  幼児教育・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。 

その他の  言語も、 自動翻訳機を  使って  話すことが  できます。

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

外国人のための 相談窓口の おしらせ

外

公民館

市民会館ホール

●ステージ イベント （5階あさひホール）

・Dance Mix 2019 in Komaki　19日（土） フリー  10:00～15:00

●その他
・おえかきパラダイス      自分で  描いた絵が、 画面を  動き回ります。

・市民歌謡祭　20日（日） 10:00～16:00

市民会館会場

ラピオ会場

パレード

小牧山会場

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）　TEL.0568-76-1173
こまき しみん いいんかいじっこう じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

信長行列（日本の  有名な  侍や  姫、 武士の  パレード）

ハロウィン 仮装パレード（自由に  仮装を  します）

小中学校  マーチングバンドなどが  パレードを  します。

ラピオ南西交差点付近

20日（日） 12:30～

出発地

到着地

市道小牧駅前線 ～ 市道犬山公園小牧線

※詳細は  10月１日号広報にある  「市民まつりパンフレット」 や 「ホームページ」を  見てください。

※小牧市民まつりの  時は  会場を  結ぶ  無料シャトルバスが  あります。

●メインステージ 子どもたちに  大人気の 

 「騎士竜戦隊リュウソウジャー」「きかんしゃトーマス」の  キャラクターショーなどが  あります。

●ステージイベント ダンスなどの  楽しい  ステージが  あります。

 19日（土） ９:30～16:00  /  20日（日） 10:00～16:00

●楽市楽座 食べ物の  お店などが  あります。

●駒来ぶらり市 食べ物の  お店や  体験ブースが  あります。

●げんき村 色々な  体験ブースや  芝生ステージの  イベントが  あります。

●その他 ウォークラリーなどが  あります。

●八雲町広場 北海道八雲町の  食べ物を  買ったり  木彫りの  体験が  できます。 

●各種ブース出展 食べ物の  お店や  工作ができる  コーナーが  あります。

●ステージイベント ダンスなどの  楽しい  ステージが  あります。

 19日（土） 9:30～16:00  /  20日（日） 10:00～16:00

●ステージイベント ダンスなどの  楽しい  ステージが  あります。

 10:00～16:00

●KIAチャリティー・ワールド・レストラン ※19日（土）だけ！

 小牧市公民館3階  学習室3-2

小牧市民まつり第40回

多文化共生推進室　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき たぶんか　　きょうせい　すいしんしつ そうだん ちょくつう

小牧市ホームページを、 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 韓国語、 ベトナム語で  見ることが  できます。

生活に  必要な  情報を  調べる時に、 使ってください。
※必ず、 パソコンを  使ってください。 

　携帯電話や スマートフォンでは  見ることが  できません。

この  生活情報誌こまきは、 小牧市ホームページでも  見ることが  できます。 さいごの  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。 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。 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。

❶ クリック

❷ クリックして選択
右の図の  とおり、 クリック  してください。

http://www.city.komaki.aichi.jp
小牧市ホームページに  パソコンから  アクセス  してください。❶

❷

多文化共生推進室　TEL.０５６８-39-6527問合先
といあわせさき たぶんか　　きょうせい　すいしんしつ

外国語で  見る  方法
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※詳しい内容は  P2に  書いてあります。

 

 

破砕ごみ用

（赤色）

小牧市指定収集袋

 

 

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

 

 資源用
（緑色）

小牧市指定収集袋

P1・2

P3

P6

P7

P4 P8

●小牧市民まつり

●KIA  スポーツ交流会  in  小牧山

●KIA  チャリティー・ワールド・レストラン

●KIA  防災訓練と  ごみ分別教室

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせP5

●2020年度 保育施設等利用申請

●次の  税金の  支払期限は  10月31日（木）です

●小牧市ホームページを  外国語で  見ることが  できます

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●市営大輪住宅　空家入居者募集

●エコリンからの  お知らせ

　～プラスチック製容器包装の  正しい  分け方と  出し方～

建築課　TEL.0568-76-1143問合先
といあわせさき けんちくか

小牧市民まつり第40回

10月 19日（土）・20日（日）  10：00 ～ 16：00

●小牧山  小牧市  堀の内1-1

●小牧市市民会館 小牧市  小牧2-107

●ラピオ 小牧市  小牧3-555

19日（土）９:30　オープニングセレモニー

市民まつり

マスコットキャラクター

「きっちゃん」

日時

場所

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）　TEL.0568-76-1173
こまき しみん いいんかいじっこう じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

電話.0568-39-6527　FAX.0568-72-2340

小牧市役所  市民生活部  多文化共生推進室  多文化共生係
〒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  窓口に  聞いて  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

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 き

へんしゅう

はっこう

しみん たぶんか きょうせい たぶんか きょうせいかかりすいしんしつせいかつぶ

あいちけん こまきし さんちょうめ ばんち こまきしがいこくじんのかたへ 検 索

～プラスチック製容器包装の  正しい  分け方と  出し方～
エコリンからの  お知らせ

市営大輪住宅  空家入居者募集 【抽選】（一般世帯向け）

▶申込書を  配る  期間 2019年 10月 23日（水）～ 2019年 11月 18日（月）

▶申込期間 2019年 11月 11日（月）～ 2019年 11月 18日（月）

▶抽選日 2019年 11月 28日（木）

▶アパートに入れる日（予定） 2020年 ２月 １日（土）

❶ 申込方法 市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきてください （東側の  庁舎  １階）

❷ 募集内容 市営大輪住宅  １棟402号、 ２棟101号、 ３棟503号

❸ 募集日程のお知らせ（予定）

ごみ政策課　TEL.0568-76-1187問合先
せいさく かといあわせさき

15cmより  小さいものは、

燃やすごみで  出せます。

プラスチック製容器包装  とは　

商品を入れたもの（容器）や  包んでいたもの（包装）であり、 物を  使った時などに  いらなくなる  もの

（例）シャンプーや  ソースの  ボトル、 白色トレイや  弁当の  容器、 レジ袋や  食品の  パッケージ、 発泡スチロール  など

❶中身を  残さないようにし

　水で  よく洗う

❷資源用指定袋（緑袋）に

　入れる

❸資源回収場所へ  出す

プラスチック製容器包装

中身が見える

透明な袋

※マヨネーズなど  洗っても  きれいに  ならないものは 「破砕ごみ」で  出してね。 　　　が  目印だよ

入れては  いけないものと  正しい  分け方と  出し方

○ガスライターや  乾電池、 

　バッテリーが  入った物などの  危ないもの

○ハンガーや  ボールペンなどの  プラスチックで  できたもの

○マヨネーズや  歯磨き粉などの  汚れが  とれない  チューブ類

○酢や  しょうゆ、 みりんの  ボトルで

　ＰＥＴマークが  ついているもの

資源・ごみの  分け方と  出し方の  外国語版（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語）を  

新しく作りました。 詳しくは、 ごみ政策課窓口  または  ホームページ、 ごみ分別アプリで  見てください。

※プラ製容器包装とは  別の袋で

危険ごみ

（透明袋）

破砕ごみ（赤袋） または　

燃やすごみ（白袋）

ペットボトル（緑袋）

出し方
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生活情報誌こまき やさしい日本語版 2019年10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10

外国人の人口：9,727人 / 小牧の人口：153,158人（2019年  9月 1日現在）


