
KIAスペイン語講座（入門） 受講生募集

ボランティア説明会  参加者募集

5月 2日（土）～ 5月 23日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。
12:00～13:00、 日曜日・月曜日、祝日は お休み

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

6月 6日 ～ 8月 8日の  土曜日　16:45～18:45 全部で10回

小牧市公民館4階　ローズルーム

森川  パトリシア  先生

16人 （先に  申し込んだ人順）※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

講　師 こうし

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

ボランティア活動を　

はじめませんか。

0円  ※来る  前に  電話を  してください。

5月 23日（土） 13:00～15:00

いろいろな  国の人と  一緒に  楽しむことが  好きな人。

開催日 かいさいび

市公民館4F　チェスルーム場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

小牧市に  住んでいる人・小牧市で  仕事を  している人・
小牧の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で  18歳以上の人

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

たばこに ついて  マナーから ルールへ

事業者の みなさんへ

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

こまきしがいこくじんのかたへ 検 索

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、 ベトナム語、 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。

新しい  コロナウイルスの  病気（COVID-19）が  広がるのを  防ぐため、 いろいろな  行事が  変わったり  
なくなったり  するかも  しれません。 詳しくは、 各問合せ先に  聞いて  ください。

○新しい  コロナウイルス（COVID-19）の  病気に  ついて
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/28919.html

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

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）

簡単な  スペイン語で  

話す、 聞く…
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P2

P3

P4・5

P6

P6●たばこについて  マナーから  ルールへ

●市税等が  スマートフォンアプリ「Pay B」で  

　支払うことが  できます

●母子健診などの  カレンダー 

●2020年度  当初予算の  内容

●KIA  第1期  日本語教室

●パブリックコメントの  結果

P7

P8

●外国人のための  相談窓口の  おしらせ

●自転車を  安全に  使おう！

●次の 税金の  支払い期限は  6月1日（月）です

●KIA  スペイン語講座（入門）受講生募集

●KIA  ボランティア説明会  参加者募集

●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

●新しい  コロナウイルスの  病気に  ついて

多くの 建物の 
中では たばこが 
吸えません

たばこを 吸える 部屋と
わかるように しなければ
なりません
（ステッカーなどを 貼る）

建物の 中で たばこを
吸うためには、 そのための
部屋を つくらなければ
なりません

20歳 未満の 人は
タバコを 吸うことの
できる 場所には 
入れません

改正された  健康増進法が、 2020年 4月 1日より  全面施行されました。

2020年 4月 1日から  「原則屋内禁煙」です。

学校・児童福祉施設、 病院・診療所、 

行政機関の 庁舎  等

事務所、 工場、 ホテル・旅館、 旅客運送 事業

船舶・鉄道、 その他全ての施設

飲食店
オフィス・事業所など病院・学校

建物の 中で たばこが 吸えないことは 基本的な ルールと なりました。

2019年 7月 1日から  「敷地内禁煙」です。 
※屋外に 喫煙場所を 設置することも できます。 ※喫煙専用室、 加熱式 たばこ専用 喫煙室を 設置することも できます。

★5月号より  ベトナム語が  加わって  6ヶ国語に  なりました！！

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

詳しいことを  知りたい人は、 下の  問合先へ  聞いて  ください。
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生活情報誌こまき
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生活情報誌こまき やさしい日本語版 2020年5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

2020
月号5

外国人の人口：9,984人 / 小牧の人口：152,842人（2020年  4月 1日現在）
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市税等が スマートフォンアプリ 「PayB」で支払うことが できます

アプリの  登録や  操作方法などに  関することは、 

PayBユーザーサポートセンターへ  問い合わせて  ください。

【PayBユーザーサポートセンター】 Tel.03-6457-9459（24時間受付）

問い合わせ先

・納付期限を  過ぎた  納付書は  使えません。

・1枚あたりの  金額が  30万円を  超えている  納付書は  使えません。

・アプリ利用は  0円ですが、  パケット通信料は  自己負担に  なります。

・領収書は  出ません。 通知メールや  取引履歴、 通帳記帳を  確認して  ください。

・支払った後、 5日くらいは  確認が  できないため  納税証明書が  発行できません。

・領収書や  車検（継続検査）用納税証明書が  必要な  場合、「PayB」を  使わずに、 納付書裏面の  金融機関、

  コンビニ  または  市役所・支所で  支払って  ください。
・個人名義の  普通預金口座のみ  登録できます （法人名義の  口座は  登録できません）。

・クレジットカードによる  支払方法は  使えません。 金融機関の  口座振替による  支払方法のみ、 使えます。

・「PayB」で  支払った後、 アプリから  取り消しを  することは  できません。 使用した  納付書は  破りすてるなどして、 二重に

　納付（支払い）しないよう  注意して  ください。

【注意事項】

金融機関によって、 対応するアプリが  ちがいます。 詳しくは、 PayBホームページ（https://payb.jp/）を  

確認して  ください。 右の  QRコードからも  PayBホームページへ  アクセスできます。

※パケット通信料は  自己負担に  なります。

【PayBアプリについて】

※そのほか、 利用できる  金融機関は  変わることが  あります。 PayBホームページ（https://payb.jp/）を  確認して  ください。

・三菱UFJ銀行　・大垣共立銀行　・みずほ銀行　・十六銀行　・ゆうちょ銀行  他

PayBが 利用できる 金融機関（銀行等）

・市県民税（普通徴収） ・固定資産税 / 都市計画税 ・軽自動車税（種別割） ・国民健康保険税（普通徴収）
・介護保険料（普通徴収） ・後期高齢者医療保険料（普通徴収）

PayBが 利用できる 市税等

支払い完了 バーコードを
スキャンして、
暗証番号を入力

名前、生年月日、
支払い方法などを
前もって登録

アプリをダウンロード

0円

利用（支払う）方法

市税等の  コンビニ用納付書に  印字してある  バーコードを  読み込むだけで、 前もって  登録した  

銀行口座から  いつでも  どこでも  簡単に  支払い（納めること）が  できる  多機能な  決済アプリです。 自転車に  乗るときは、 自動車と  同じように  法律で  きめられた  交通ルールを  守る

せきにんがあり、 ルールを  守らないときには  罰則を  科せられる  ことも  あります。

自転車を  安全に使おう！PayB（ペイビー）とは

次の 税金の 支払い期限は 6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。

支払いは  早めに！ 

○軽自動車税（全期）○軽自動車税（全期）

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 ▶  5月10日（日）、 5月24日（日）　8:30～17:15

とき ▶  5月 3日（日）、 10日（日）、 17日（日）、 24日（日）、 31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。

収税課   TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
といあわせさき しゅうぜいか ちょくつう

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

市民安全課（交通防犯係）　TEL.0568-76-1137（直通）問合先
といあわせさき しみんあんぜんか こうつうぼうはんかかり ちょくつう

❺ 子どもは ヘルメットを 着用

❹ 安全ルールを 守る

❸ 歩道は 歩行者優先で、 

　 車道寄りを ゆっくり 進む

❷ 車道は、 左側を 通る

❶ 自転車は、 車道が 原則 歩道を  通ることができる  特別なときは、 自転車が  歩道を  

通ってよいことを  示す  標識が  あるときや、 13歳より  小さい  

または  70歳以上、 からだに  障害を  持つ、 工事などのため  

車道の  左側を  通行することが  むずかしいときです。

・飲酒運転、 二人乗り、 横に  並んで  進むことの  禁止

・夜の  間は  ライトを  つける

・交差点で  信号を  しっかり  守ること、  一時停止、安全確認

●もしも、 相手に  けがを  させて  しまったときには、 刑事せきにんを  負ったり、 損害に  対して  お金を  払うよう

　求められたり  することも  あります。 そうした  せきにんの  大きさを  考え、 保険に  入りましょう。

市税等の  収納に  関することは、 

小牧市役所収税課へ  問い合わせて  ください。

（年末年始除く）
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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  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

13：05～13：55

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10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

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

10:00～11:00
ごろ

10:00～11:00
ごろ

保健センター 10:00～12:00

●対象／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　

●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）

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  1～３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  電話等で  都合を  ききます）   

5月12日（火）
5月19日（火）
5月26日（火）
6月  2日（火）

2019年12月10日～12月20日生まれ
2019年12月21日～2020年1月3日生まれ
2020年  1月  4日～1月16日生まれ
2020年  1月17日～1月23日生まれ

5月15日（金）
5月22日（金）
5月29日（金）
6月  5日（金）

2018年11月  1日～10日生まれ
2018年11月11日～20日生まれ
2018年11月21日～30日生まれ
2018年12月  1日～10日生まれ

5月14日（木）
5月28日（木）

2018年  1月12日～31日生まれ
2018年  2月  1日～28日生まれ

5月13日（水）
5月20日（水）
5月27日（水）
6月  3日（水）

2017年  5月  1日～10日生まれ
2017年  5月11日～20日生まれ
2017年  5月21日～31日生まれ
2017年  6月  1日～10日生まれ

5月11日（月）
5月21日（木）
5月28日（木）

5月29日（金）

5月13日（水）

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

5月  1日（金）
5月  8日（金）
5月12日（火）
5月20日（水）
5月25日（月）
5月15日（金）
5月22日（金）
5月26日（火）

●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 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  身分証が  いります）

9:30～17:30
平日親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

5月22日（金） 西部児童館

篠岡児童館
西部児童館
味岡児童館

●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、 おうちの  味を  知ろう（塩分濃度測定） ●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

祝日、
年末年始除く）（

子育て世代
包括支援センター
（ラピオ３階）

子育て世代
包括支援センター
（ラピオ３階）

予約必要●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

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  保険医療課低体重児届

生後  10か月ごろ  自宅に  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。
●もらえる場所／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

1st  アニバーサリー 事業

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

詳しいことを  知りたい人は、
右の  問合先へ  
聞いて  ください。

※新型コロナウイルスの 感染拡大防止のため 状況により 変更 または中止となる 場合があります。

ＫＩＡ事務所に  直接  来てください

1,000円（A～Jクラス）  KIA年会費 2,000円
テキスト代  A～Fクラス1000円、 ひらがな練習帳500円、 G～Jクラス2000円

小牧市公民館4階  チェスルーム・ローズルーム・学習室4-3

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

日曜日 （5月10日 ～ 8月16日の  12回）

外国人

①5月10日　②5月17日　③5月24日　④6月7日　⑤6月14日　⑥6月28日
⑦7月5日　⑧7月19日　⑨7月26日　⑩8月2日　⑪8月9日　⑫8月16日

中級（前半）初級 初中級 中級（後半）

A B C D E F G H I

上級

J
クラス

先 生

時 間

曜日

朝倉 松岡 朝倉 他 松岡 松岡 松岡 朝倉 他 朝倉 他朝倉 朝倉

～15:00
13:00

～17:00
15:00

～17:00
15:00

～15:00
13:00

～12:30
10:30

～10:30
8:30

～17:00
15:00

～12:30
10:30

～10:30
8:30

～19:00
17:00

日曜日

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。
第1期  日本語教室

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）

小牧市多文化共生推進プラン（第2次プラン）（案）パブリックコメントの結果
結果▶●意見を  出した人 ： 2人   ●意見の数 ： 2件   

●そのうち  意見として 取り扱う、 人数と  意見の数 ： 2人、 2件

詳しい結果が  見られる  場所▶ 市ホームページ、 多文化共生推進室（本庁舎2階）、 情報公開コーナー（本庁舎1階）、

東部・味岡・北里の 各市民センター、 小牧市国際交流協会（KIA）

詳しい結果が  見られる  期間▶ 4月 15日（水） ～ 7月 14日（火）

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

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、 保険医療課と  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

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

ぼ　し けんしん か れ んだ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ

ばあいちゅうしへんこうじょうきょうぼうしかくだいかんせんういるすころなしんがた

たいしょう ないよう もう こ

おやこ

しゅるい

ぼし も きけんこうてちょう わす

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 がつにちがつ にち か

にち

にち う

けんしん

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

へいじつ

しゅくじつ

のぞねんまつねんし

せんたー そうだんほけんわる ばあいつごううかならけんしん

かくにんてがみじかんうけつけくわおくてがみじぜんひとたいしょう

あか ほうもん

よぼう　そうだん

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

ば

りょうきん ほけん

いこうげつ じたいしょう

たいしょう

ほごしゃ めい さんか

だばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

てばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

あか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

ほけん

 げつ じ おやこ くみ

せんたー

せんたー

さんか くみかにんぷ

おっとにんぷざいじゅうしないたいしょう

よやくひつよう

ぼにゅう そうだん

そうだんけんこうさんぷにんぷ

そうだんいくじ

もう こ

りょうきん えん

こ

でんわ

そだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお

きぼうしゃにょうけんさ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

かい

こ そだ せだい

らぴお かい

あじおかじどうかん

せいぶじどうかん

せいぶじどうかん

しのおかじどうかん

ほうかつしえん せんたー

こ そだ せだい

みぶんしょ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とどけでしょにんしんものも

そうだんしんぱいごとふあんにんしんちゅう

わたてちょう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

らぴお かい

せんたー

とくにゅうようじたいしょう さい こ

りょうきん えん

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

ふあんは はないよう

つごうでんわなどまえほうもんもひんしゅっさんいわ

いえあかげつうほけんれんらくいんほけんれんらくいん

ていたいじゅうじとどけ

あにばーさりー じぎょう

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー かいらぴおとどけでさき

みまんたいじゅうしゅっせい

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ばしょ

ぷれぜんとだあんけーととどあんけーとじたくげつせいご

あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけん いりょうか

いこう

えんりょうきんもののしるものはかのうどえんぶんようぐひっきけんこうてちょうぼしおやこものも

せんたーほけんこもうそくていのうどえんぶんしあじたいけんにんぷたいけんにんぎょうあかけんこう

くちままぱぱしょくじにんしんちゅうやくわりとうあかないよう

き

みぎ といあわせさき

ひとしくわ

あさくら まつおかまつおか あさくらあさくら ほかあさくら ほか ほかあさくら あさくらまつおか まつおか

しょきゅう しょちゅうきゅう

き ょ う し つに ほ ん ごきだ い

ちゅうきゅう ちゅうきゅうぜんはん こうはん じょうきゅう

くらす

じかん

ようび にちようび

せんせい

かいにちがつにちがつ
にちようび

がつ にち

がつ にち がつ にち がつ にちがつ にち がつ にち がつ にち

がつ にち がつ にち がつ にち がつ にち がつ にち

ちょくせつ き

ねんかいひえん えん

てきすと えんくらす えんれんしゅうちょう えんくらすだい

くらす

がいこくじん

ちぇするーむ ろーずるーむ がくしゅうしつかいこうみんかんこまきし

じむしょ

じぶん れべる くらす

こ ま きし た ぶ んか きょうせ い す いしん ぷらん ぱ ぶりっく こ め ん と け っかだ い あ んじ ぷらん

きょうかいこうりゅうこくさいこまきしせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶ

かいほんちょうしゃこーなーこうかいじょうほうかいほんちょうしゃすいしんしつきょうせいたぶんかほーむぺーじしばしょみけっかくわ

かにちがつすいにちがつきかんみけっかくわ

けんかずいけんにんずうあつかといけん

けんかずいけんにん

にん

ひとだいけんけっか

しょくいんはな

が い こくじん そ うだ ん まどぐち

ご

こそだ

ほか げんご じどう ほんやくき つか はな

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

ほいくかようじきょういくほけんいりょうか

やす

なかたぶんか きょうせい すいしんしつかいほんちょうしゃしやくしょこまき

きんげつご ご えいごぽると が る すぺ い ん



4

生活情報誌こまき

金　額

当 初 予算 の  内 容2020年度

収入に  ついて…

月給（1月ごとの給料）は、基本給は

減りましたが、 諸手当が  増えた

ため  増加しましたが、 パート収入

等は  減りました。

自分の家の  増築※3、修繕費※4 などが

増えたので  貯金の取崩し※5 や

銀行から  お金を  借りることは、

増えました。

支出に  ついて…

（+5万8,000円）

（+1万8,000円）

（+2万3,000円）

（△4,000円）

52万5,000円

2万2,000円

5万4,000円

（△1,000円）

（+1万8,000円）

（+1万7,000円）

（+2,000円）

（△6,000円）

3万2,000円

（+2万2,000円）14万4,000円

合　計

合　計

銀行からの借入れ

貯金の取崩し

パート収入等

諸手当
内　訳

月　給

その他

子どもへの仕送り

自宅の増築・修繕費

光熱水費等

ローンの返済

医療費等

食費等

補助費等

繰出金　出資金

投資的経費　維持補修費

物件費

公債費

扶助費　

人件費

市　債

繰入金

使用料・手数料、諸収入等

地方譲与税　国・県支出金等 

市　税

内　容

金　額内　容

収　入

支　出

基本給 27万3,000円

41万7,000円

（+5万8,000円）

（△6,000円）

52万5,000円

6万3,000円

（△3,000円）

5万円

（+5万6,000円）11万1,000円

（△2,000円）

9万9000円

1万1,000円

10万9,000円

8万2,000円

▶ 小牧市の  予算を  家計に  例えると…
小牧市には  いろいろな  収入※1 があり、 わたしたちの  家庭とは  少し違う  種類の  支出※2があるため、 

全部同じでは  ありませんが、 市の予算を  1年あたりの  給料（手当を含む）が  500万円の  家計だとすると、

1月あたりの  家計簿は  どうなるのか  作ってみました。

※(  )内は  前年度  当初予算額から  増えたか  減ったかを  表しています。

※1 収入…入ってくる  お金

※2 支出…支払うことで  出ていく  お金

※3 増築…いま  建っている  家に  家をつけたして  建てること

※4 修繕…悪くなった  ところを  直すこと

親戚の  家の  改築※6への  補助※7は

減りましたが、 自分の  家の  

増築※3、 修繕費※4などが  増えた

ので、 昨年度と  比べて  合計の  

お金は  増えました。

※5 貯金の  取崩し…貯めていた  お金を  つかうこと
※6 改築…いま  建っている  家を  壊して  新しい  家を  建てること
※7 補助…足りない  ところを  補い  助けること

一般会計は  特別会計以外の  歳入（入ってくる  お金）と、 歳出（出ていく  お金）を  計算して  処理する  会計です。
2020年度の  一般会計当初予算額（一般会計の  予算の  金額）は、 615億7,600万円で、 
昨年度の  当初予算に  比べて  68億2,400万円、 増えています。

とうしょ よさん ないようねんど

まんえんおくくら ふよさんとうしょさくねんど

まんえんおくきんがくよさんかいけいいっぱん

かいけいしょりけいさんかねでさいしゅつさいにゅういがいかいけいとくべつかいけいいっぱん かねはい

がくよさんとうしょかいけいいっぱんねんど

つくかけいぼひとつき

かけい

ふ

ふ

へ

かね

ごうけい

かねたとりくずちょきん

なおわるしゅうぜん

いえ いえた たぞうちく
たすおぎなたほじょ

たいえあたらこわいえたかいちく
かねでしはらししゅつ

かねはいしゅうにゅう

あらわへふよさんがくとうしょぜんねんどない

くらさくねんど

しゅうぜんひぞうちく

いえじぶん

ほじょかいちくいえしんせき

かかねぎんこう

とりくずちょきん

しゅうぜんひ

ふ

ふ

じぶん ぞうちくいえ

へなど

しゅうにゅうぱーとぞうか

ふしょてあてへ

きほんきゅうきゅうりょうつきげっきゅう

まんえんふくてあてきゅうりょうねんよさんしぜんぶ おな

しゅるい ししゅつちがすこかていしゅうにゅうこまきし

たとか け いよさんこまきし

えんまん まん

まん

えん

えんまん

まん

まん

まん

えん

えんまん えん

えん えんまん

まん

まん

まん

えんまん えん

えん えん

えん えんしさい

くりいれきん

しょしゅうにゅうなどてすうりょうしようりょう

くに けんししゅつきん などちほうじょうよぜい

しぜい

ごうけい

かりいぎんこう

とりくずちょきん

ぱーとしゅうにゅうなど

しょてあて

きほんきゅう

うちわけ

げっきゅう

きんがくないよう

しゅうにゅう しゅうにゅう

ほじょひ

しゅっしきんくりだしきん

いじほしゅうひとうしてきけいひ

ぶっけんひ

こうさいひ

ふじょひ

じんけんひ

た

しおくこ

しゅうぜんひぞうちくじたく

こうねつすいひ

へんさいろーん

いりょうひ

しょくひ など

など

など

など

ししゅつ

まん

まん

えんまん

えん

えん えん

えん

えんまん えん

えんまん えん

えんまん

まん

えんえんまん

まん えん えん

まん えん えん

ごうけい

きんがくないよう

ししゅつ
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19.3％
国庫・県支出金

8.1％

地方譲与税・
交付金

10.4%
繰入金

4.2％
市債

51.9％
市税

615億7,600万円
歳入総額

その他
6.6％

その他の
経費
42.0％

民生費
36.7％

13.8％
土木費

8.9％

衛生費

商工費 3.1％

教育費

総務費

10.0％

20.9％

615億7,600万円

歳出総額
（目的別）

615億7,600万円

歳出総額
（性質別）

7.9％
繰出金

19.4％
普通建設事業費

人件費
15.7％

義務的
経費
38.6％

投資的経費
19.4％

投資及び出資金・
貸付金2.2％

補助費等
11.2％

公債費
2.1％

維持
補修費
1.8％

物件費

災害復旧費 0.0％

積立金
0.0％

18.8％

予備費 0.1％

扶助費
20.8％

その他
6.1％ 《 歳 入 》

●市　税…個人や  会社などの  市民税、 

 土地や  建物に  かかる  固定資産税など

●国庫・県支出金…国・県から  入ってくる  お金

●繰入金…市の  貯金から  入ってくる  お金

●地方譲与税・交付金…国・県から  入ってくる  お金

●市　債…銀行から  借りる  お金

《 歳出（目的別）》

●民生費…福祉に  使う  お金

●教育費…小中学校の  教育や  文化に  使う  お金

●土木費…道路や  川の  工事に  使う  お金

●衛生費…病気の  予防や  ごみの  処理に  使う  お金

●総務費…市の  事務などに  使う  お金

●商工費…会社への  補助や  お祭りの  業務などに  

 使う  お金

《 歳出（性質別）》

●人　 件　 費…職員の  給料や  手当
●扶　 助　 費…生活保護や  児童福祉の  当てはまる人を  
 助けるための  お金
●普通建設事業費…道路、 学校や  公園などを  
 作るための  お金
●物　 件　 費…事務を  行うのに  必要な  
 様々な  お金
●義務的経費…人件費、  扶助費、  公債費など  
 市が  必ず  払わなければならない  お金
●投資的経費…施設や  道路の  整備など、 長い  年月  
 形が  のこるものに  使う  お金

言葉の  解説

言葉の  解説

言葉の  解説

財政課　TEL.0568-76-1190問合先
ざいせいかといあわせさき

こうふきん

ちほうじょうよぜい

しさい

くりいれきん

こっこ ししゅつきんけん

えいせいひ

どぼくひ

みんせいひ

そうむひ

さいしゅつ

もくてきべつ

せいしつべつ

おく まんえん

きょういくひ

た

た

とうしてき けいひ

かしつけきん

しゅっしきんおよとうし

こうさいひ

じんけんひ

ぎむてき

ぶっけんひ

さいがいふっきゅうひ

つみたてきん

ふつうけんせつじぎょうひ

ふじょひ

くりだしきん

ほじょひ など

た

けいひ
けいひ

よびひ

いじ

ほしゅうひ

しぜい

さいにゅう そうがく

そうがく

さいしゅつ

おく まんえん

そうがく

おく まんえん

かねつかかたち

なが ねんげつせいびどうろしせつとうしてきけ いひ

かねはらかならし

こうさいひふじょひじんけんひぎ むてきけ いひ

かねさまざま

ひつようおこなじむぶっけんひ

かねつく

こうえんがっこうどうろふつうけんせつじぎょうひ

かねたす

ひとあじどう ふくしせいかつ ほごふじょひ

せいしつべつ

かねつかしょりよぼうびょうきえいせいひ

かね

かねつか

ぎょうむまつほじょかいしゃしょうこうひ

つかじむしそうむひ

かねつかこうじかわどうろどぼくひ

かねつかふくしみんせいひ

けんししゅつきん くにこっこ けん

こうふきんちほうじょうよぜい

かねはい

かねはい

けん

かねかぎんこうさいし

くに かねはい

ちょきんしくりいれきん

こてい しさん ぜいたてものとち

しみんぜいかいしゃこじんしぜい

ことば かいせつ

ことば かいせつ

ことば かいせつ

さいにゅう

もくてきべつさいしゅつ

さいしゅつ

かねつかぶんかきょういくしょうちゅうがっこうきょういくひ

しょうこうひ

てあてきゅうりょうしょくいんじんけんひ
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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  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

13：05～13：55

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10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

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

10:00～11:00
ごろ

10:00～11:00
ごろ

保健センター 10:00～12:00

●対象／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　

●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）

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  1～３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  電話等で  都合を  ききます）   

5月12日（火）
5月19日（火）
5月26日（火）
6月  2日（火）

2019年12月10日～12月20日生まれ
2019年12月21日～2020年1月3日生まれ
2020年  1月  4日～1月16日生まれ
2020年  1月17日～1月23日生まれ

5月15日（金）
5月22日（金）
5月29日（金）
6月  5日（金）

2018年11月  1日～10日生まれ
2018年11月11日～20日生まれ
2018年11月21日～30日生まれ
2018年12月  1日～10日生まれ

5月14日（木）
5月28日（木）

2018年  1月12日～31日生まれ
2018年  2月  1日～28日生まれ

5月13日（水）
5月20日（水）
5月27日（水）
6月  3日（水）

2017年  5月  1日～10日生まれ
2017年  5月11日～20日生まれ
2017年  5月21日～31日生まれ
2017年  6月  1日～10日生まれ

5月11日（月）
5月21日（木）
5月28日（木）

5月29日（金）

5月13日（水）

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

5月  1日（金）
5月  8日（金）
5月12日（火）
5月20日（水）
5月25日（月）
5月15日（金）
5月22日（金）
5月26日（火）

●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 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  身分証が  いります）

9:30～17:30
平日親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

5月22日（金） 西部児童館

篠岡児童館
西部児童館
味岡児童館

●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、 おうちの  味を  知ろう（塩分濃度測定） ●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

祝日、
年末年始除く）（

子育て世代
包括支援センター
（ラピオ３階）

子育て世代
包括支援センター
（ラピオ３階）

予約必要●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

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  保険医療課低体重児届

生後  10か月ごろ  自宅に  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。
●もらえる場所／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

1st  アニバーサリー 事業

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

詳しいことを  知りたい人は、
右の  問合先へ  
聞いて  ください。

※新型コロナウイルスの 感染拡大防止のため 状況により 変更 または中止となる 場合があります。

ＫＩＡ事務所に  直接  来てください

1,000円（A～Jクラス）  KIA年会費 2,000円
テキスト代  A～Fクラス1000円、 ひらがな練習帳500円、 G～Jクラス2000円

小牧市公民館4階  チェスルーム・ローズルーム・学習室4-3

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

日曜日 （5月10日 ～ 8月16日の  12回）

外国人

①5月10日　②5月17日　③5月24日　④6月7日　⑤6月14日　⑥6月28日
⑦7月5日　⑧7月19日　⑨7月26日　⑩8月2日　⑪8月9日　⑫8月16日

中級（前半）初級 初中級 中級（後半）

A B C D E F G H I

上級

J
クラス

先 生

時 間

曜日

朝倉 松岡 朝倉 他 松岡 松岡 松岡 朝倉 他 朝倉 他朝倉 朝倉

～15:00
13:00

～17:00
15:00

～17:00
15:00

～15:00
13:00

～12:30
10:30

～10:30
8:30

～17:00
15:00

～12:30
10:30

～10:30
8:30

～19:00
17:00

日曜日

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。
第1期  日本語教室

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）

小牧市多文化共生推進プラン（第2次プラン）（案）パブリックコメントの結果
結果▶●意見を  出した人 ： 2人   ●意見の数 ： 2件   

●そのうち  意見として 取り扱う、 人数と  意見の数 ： 2人、 2件

詳しい結果が  見られる  場所▶ 市ホームページ、 多文化共生推進室（本庁舎2階）、 情報公開コーナー（本庁舎1階）、

東部・味岡・北里の 各市民センター、 小牧市国際交流協会（KIA）

詳しい結果が  見られる  期間▶ 4月 15日（水） ～ 7月 14日（火）

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

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、 保険医療課と  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

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

ぼ　し けんしん か れ んだ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ

ばあいちゅうしへんこうじょうきょうぼうしかくだいかんせんういるすころなしんがた

たいしょう ないよう もう こ

おやこ

しゅるい

ぼし も きけんこうてちょう わす

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 がつにちがつ にち か

にち

にち う

けんしん

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
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市税等が スマートフォンアプリ 「PayB」で支払うことが できます

アプリの  登録や  操作方法などに  関することは、 

PayBユーザーサポートセンターへ  問い合わせて  ください。

【PayBユーザーサポートセンター】 Tel.03-6457-9459（24時間受付）

問い合わせ先

・納付期限を  過ぎた  納付書は  使えません。

・1枚あたりの  金額が  30万円を  超えている  納付書は  使えません。

・アプリ利用は  0円ですが、  パケット通信料は  自己負担に  なります。

・領収書は  出ません。 通知メールや  取引履歴、 通帳記帳を  確認して  ください。

・支払った後、 5日くらいは  確認が  できないため  納税証明書が  発行できません。

・領収書や  車検（継続検査）用納税証明書が  必要な  場合、「PayB」を  使わずに、 納付書裏面の  金融機関、

  コンビニ  または  市役所・支所で  支払って  ください。
・個人名義の  普通預金口座のみ  登録できます （法人名義の  口座は  登録できません）。

・クレジットカードによる  支払方法は  使えません。 金融機関の  口座振替による  支払方法のみ、 使えます。

・「PayB」で  支払った後、 アプリから  取り消しを  することは  できません。 使用した  納付書は  破りすてるなどして、 二重に

　納付（支払い）しないよう  注意して  ください。

【注意事項】

金融機関によって、 対応するアプリが  ちがいます。 詳しくは、 PayBホームページ（https://payb.jp/）を  

確認して  ください。 右の  QRコードからも  PayBホームページへ  アクセスできます。

※パケット通信料は  自己負担に  なります。

【PayBアプリについて】

※そのほか、 利用できる  金融機関は  変わることが  あります。 PayBホームページ（https://payb.jp/）を  確認して  ください。

・三菱UFJ銀行　・大垣共立銀行　・みずほ銀行　・十六銀行　・ゆうちょ銀行  他

PayBが 利用できる 金融機関（銀行等）

・市県民税（普通徴収） ・固定資産税 / 都市計画税 ・軽自動車税（種別割） ・国民健康保険税（普通徴収）
・介護保険料（普通徴収） ・後期高齢者医療保険料（普通徴収）

PayBが 利用できる 市税等

支払い完了 バーコードを
スキャンして、
暗証番号を入力

名前、生年月日、
支払い方法などを
前もって登録

アプリをダウンロード

0円

利用（支払う）方法

市税等の  コンビニ用納付書に  印字してある  バーコードを  読み込むだけで、 前もって  登録した  

銀行口座から  いつでも  どこでも  簡単に  支払い（納めること）が  できる  多機能な  決済アプリです。 自転車に  乗るときは、 自動車と  同じように  法律で  きめられた  交通ルールを  守る

せきにんがあり、 ルールを  守らないときには  罰則を  科せられる  ことも  あります。

自転車を  安全に使おう！PayB（ペイビー）とは

次の 税金の 支払い期限は 6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。

支払いは  早めに！ 

○軽自動車税（全期）○軽自動車税（全期）

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 ▶  5月10日（日）、 5月24日（日）　8:30～17:15

とき ▶  5月 3日（日）、 10日（日）、 17日（日）、 24日（日）、 31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。

収税課   TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
といあわせさき しゅうぜいか ちょくつう

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

市民安全課（交通防犯係）　TEL.0568-76-1137（直通）問合先
といあわせさき しみんあんぜんか こうつうぼうはんかかり ちょくつう

❺ 子どもは ヘルメットを 着用

❹ 安全ルールを 守る

❸ 歩道は 歩行者優先で、 

　 車道寄りを ゆっくり 進む

❷ 車道は、 左側を 通る

❶ 自転車は、 車道が 原則 歩道を  通ることができる  特別なときは、 自転車が  歩道を  

通ってよいことを  示す  標識が  あるときや、 13歳より  小さい  

または  70歳以上、 からだに  障害を  持つ、 工事などのため  

車道の  左側を  通行することが  むずかしいときです。

・飲酒運転、 二人乗り、 横に  並んで  進むことの  禁止

・夜の  間は  ライトを  つける

・交差点で  信号を  しっかり  守ること、  一時停止、安全確認

●もしも、 相手に  けがを  させて  しまったときには、 刑事せきにんを  負ったり、 損害に  対して  お金を  払うよう

　求められたり  することも  あります。 そうした  せきにんの  大きさを  考え、 保険に  入りましょう。

市税等の  収納に  関することは、 

小牧市役所収税課へ  問い合わせて  ください。

（年末年始除く）
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KIAスペイン語講座（入門） 受講生募集

ボランティア説明会  参加者募集

5月 2日（土）～ 5月 23日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。
12:00～13:00、 日曜日・月曜日、祝日は お休み

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

6月 6日 ～ 8月 8日の  土曜日　16:45～18:45 全部で10回

小牧市公民館4階　ローズルーム

森川  パトリシア  先生

16人 （先に  申し込んだ人順）※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

講　師 こうし

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

ボランティア活動を　

はじめませんか。

0円  ※来る  前に  電話を  してください。

5月 23日（土） 13:00～15:00

いろいろな  国の人と  一緒に  楽しむことが  好きな人。

開催日 かいさいび

市公民館4F　チェスルーム場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

小牧市に  住んでいる人・小牧市で  仕事を  している人・
小牧の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で  18歳以上の人

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

たばこに ついて  マナーから ルールへ

事業者の みなさんへ

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

こまきしがいこくじんのかたへ 検 索

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、 ベトナム語、 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。

新しい  コロナウイルスの  病気（COVID-19）が  広がるのを  防ぐため、 いろいろな  行事が  変わったり  
なくなったり  するかも  しれません。 詳しくは、 各問合せ先に  聞いて  ください。

○新しい  コロナウイルス（COVID-19）の  病気に  ついて
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/28919.html

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

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）

簡単な  スペイン語で  

話す、 聞く…

P1

P2

P3

P4・5

P6

P6●たばこについて  マナーから  ルールへ

●市税等が  スマートフォンアプリ「Pay B」で  

　支払うことが  できます

●母子健診などの  カレンダー 

●2020年度  当初予算の  内容

●KIA  第1期  日本語教室

●パブリックコメントの  結果

P7

P8

●外国人のための  相談窓口の  おしらせ

●自転車を  安全に  使おう！

●次の 税金の  支払い期限は  6月1日（月）です

●KIA  スペイン語講座（入門）受講生募集

●KIA  ボランティア説明会  参加者募集

●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

●新しい  コロナウイルスの  病気に  ついて

多くの 建物の 
中では たばこが 
吸えません

たばこを 吸える 部屋と
わかるように しなければ
なりません
（ステッカーなどを 貼る）

建物の 中で たばこを
吸うためには、 そのための
部屋を つくらなければ
なりません

20歳 未満の 人は
タバコを 吸うことの
できる 場所には 
入れません

改正された  健康増進法が、 2020年 4月 1日より  全面施行されました。

2020年 4月 1日から  「原則屋内禁煙」です。

学校・児童福祉施設、 病院・診療所、 

行政機関の 庁舎  等

事務所、 工場、 ホテル・旅館、 旅客運送 事業

船舶・鉄道、 その他全ての施設

飲食店
オフィス・事業所など病院・学校

建物の 中で たばこが 吸えないことは 基本的な ルールと なりました。

2019年 7月 1日から  「敷地内禁煙」です。 
※屋外に 喫煙場所を 設置することも できます。 ※喫煙専用室、 加熱式 たばこ専用 喫煙室を 設置することも できます。

★5月号より  ベトナム語が  加わって  6ヶ国語に  なりました！！

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

詳しいことを  知りたい人は、 下の  問合先へ  聞いて  ください。
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生活情報誌こまき

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 2020年5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

2020
月号5

外国人の人口：9,984人 / 小牧の人口：152,842人（2020年  4月 1日現在）


