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●成人検診の おしらせ
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名古屋コーチン 発祥の地
名古屋コーチンは、 日本三大地鶏（有名な  鶏肉）の  一つで、 小牧市  池之内で  初めて  できました。 

小牧市内に  お店をもつ  シェフ（料理する人）が  名古屋コーチンを  使う  料理を  考えました。

タンドリー風チキン

カレールゥを  使って  時短調理

素材の  味が  生きる  ポトフ

塩と  水で  茹でるだけ！

濃厚ホットケーキ

名古屋コーチンの  卵を  使った

シティプロモーション課 TEL.0568-76-1172問合先
といあわせさき してぃ かぷろも ーしょん

小牧市で  新型  コロナウイルスの  病気に  かかった  人が  
とても  増えています。 

次の ホームページも 見てください。

新型  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

新型  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、 各問合先に  聞いてください。 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

小牧市まちづくり推進計画 
第１次基本計画の 紹介
小牧市まちづくり推進計画は、 小牧市で  一番の  基本になる  計画で、

小牧市の  運営の  基礎になる  計画です。

2019年度から  2026年度の  8年間です。

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、

持続可能な  世界を  作るための  国際目標です。

小牧市も  本計画の中で、 SDGsに  取り組みます。

“誰一人  取り残さない” 持続可能で  多様性と 

包摂性のある  社会の  実現を  めざします。

SDGsの推進

計画の ポイント

ダイバーシティは、 性別・人種・国籍・年齢・

障がいの  有無などの  違いをもつ  人たちの  

力を  活用しようとする  考えです。 

すべての  市民が  地域社会で  活躍し、 共に  

生きていくことが  できる  まちを  めざします。

ダイバーシティの  形成

秘書政策課 TEL.0568-76-1105問合先
といあわせさき ひしょせいさくか

3月10日は  名古屋コーチンの日です。

計画期間 けいかくきかん

●できるだけ 出かけないでください。 

　たくさんの 人が 集まる パーティーや 集まりには 行かないでください。

●食べたり 飲んだりする お店は、 20:00までに お店を 閉めてください。

●病気を これ以上 広げないために、 20:00までに できるだけ 

　家に 帰ってください。
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新型コロナウイルス感染症  関係者の  人権を  尊重しつつ  責任を  分かち合い、 社会を  支える  全ての人に  

感謝の  気持ちを  持ち、 互いに  支え合う  小牧市を  実現するために  条例を  作りました。

この条例は、 新型コロナウイルス感染症関係者に  対する  偏見等の  行為を  防止し、 

その人権を  擁護するため、 市、 市民  及び  事業者の  責務について  定める。

小牧市 新型コロナウイルス感染症関係者の 
人権擁護に 関する 条例 〈概要〉

《 》
趣 旨

市の 責務

市民の 責務 事業者の 責務

●感染症に  関して  正しく  理解する。

●感染症関係者に  対して  

　偏見等の  行為を  することが  

　ないように  努める

●感染症に  関して  正しく  理解し、 

　正確な  情報に  基づく  従業員の  教育に  努める。

●事業活動を  行うに  当たっては、 

　偏見等の  行為の  未然防止を  図り、 

　感染症に  感染した  従業員

　及び  感染した  疑いのある  従業員

　並びに  その家族の  人権を

　擁護するよう  努める。

●偏見等を  生じさせないために  感染症に  関して  

　正しく  理解するための  啓発

●感染拡大防止の  ために  必要な  情報の  公表に  努める。

●公表を  行うに  当たっては、 

　感染症関係者の  人権を  擁護するよう

　最大限配慮する。

防災危機管理課 TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき ぼうさい きき かんりか

語句の 説明

▶感染…病気が  うつること

▶人権擁護…人が  最初から  持っている  権利を  守ること   

▶条例…県や  市、 町などが  作る  法令（決まり）

▶概要…大切な  ところを  まとめた  大体の  内容

▶偏見…かたよった  見方、 考え方   

▶責務…責任を  もって  やるべきこと

▶啓発…社会に  広く  知ってもらうため  教えること   

▶公表…一般に  広く  知らせること

▶最大限配慮…できる限り  気を  配ること   

▶理解…内容や  意味が  わかること

▶従業員…業務（仕事）を  している人　　

▶事業者…事業（経済活動）を  する人や  会社

▶事業活動…事業を  すること　　▶行為…何かを  すること

▶未然防止…悪いことを  しないように、 何かをする前に  やめさせること

人権擁護

保健センター

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。 詳しい受付時間は  手紙で  確認してください。  ※マスクをつけて、 親子（母子）健康手帳と  バスタオルを  

忘れずに  持ってきてください。  ※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

13:45～14:30

種　類 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど日にち

母子健診などのカレンダー

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）

3月  7日（日）

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯

予防相談

10:00～11:00
（予定）

10:00～11:00
（予定）

保健センター 10:00～12:00

●対象／４か月児以降の 保護者  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、 お茶、 
　筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  子どもに  おすすめです）
●内容／歯みがき、 歯ならびに  ついての  不安や  心配なことの  相談
●持ち物／親子（母子）健康手帳・歯ブラシ・バスタオル　
●料金／0円　●申し込み／小牧南児童館

10:00～11:15

10:00

～

11:15

パパママ教室

3月  2日（火）
3月  9日（火）
3月16日（火）
3月23日（火）
3月30日（火）

2020年10月25日～31日生まれ
2020年11月  1日～  6日生まれ
2020年11月  7日～11日生まれ
2020年11月12日～17日生まれ
2020年11月18日～23日生まれ

3月5日（金）
3月12日（金）
3月19日（金）
3月26日（金）

2019年  9月  1日～  8日生まれ
2019年  9月  9日～16日生まれ
2019年  9月17日～24日生まれ
2019年  9月25日～30日生まれ

3月  4日（木）
3月11日（木）

2018年12月  1日～15日生まれ
2018年12月16日～31日生まれ

3月  3日（水）
3月10日（水）
3月18日（木）
3月24日（水）

2018年  2月21日～28日生まれ
2018年  3月  1日～10日生まれ
2018年  3月11日～20日生まれ
2018年  3月21日～31日生まれ

3月  8日（月）
3月17日（水）
3月25日（木）

3月12日（金）

3月  3日（水）

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

3月  5日（金）
3月  9日（火）
3月19日（金）
3月23日（火）
3月30日（火）

3月  2日（火）

3月12日（金）

●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 心配なことなどを 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、 在留カード、
　マイナンバーカード（マイナンバーカードが  ない場合は  通知カードが  いります）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

3月  2日（火）

●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、  おうちの  味を  知ろう（塩分濃度測定） ●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㏄くらい）、 飲み物、 バスタオル（1人  1枚） ●料金／0円  ●申し込み／保健センター

●対象／９か月児以降の  親子　
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 おてふき、 
　お茶、 筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター　

●対象／小牧市に 住んでいる 妊婦と その夫
 （妊婦のみでも  参加できます）

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

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）

小牧南児童館   ℡.0568-77-0454

大城児童館   ℡.0568-78-0046

小牧南児童館

子育て世代
包括支援センター

（ラピオ３階）

よやくひつよう

予約必要

よやくひつよう

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）

●内容／育児についての  不安や  心配なことの相談、 
身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望する人） 
●申し込み／各児童館

母乳相談

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

出生体重が  2,500ｇより  軽い  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出してください。 
●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か月ごろの  赤ちゃんが  いる家に  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  小牧市内の  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。

赤ちゃん訪問
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  もって  訪問します。（前もって  電話などで  都合を  聞きます）

※新型 コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため、 
　予定が 変わることが あります。

℡.0568-77-0454
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成人検診の おしらせ
日にち 場　所 対象・料金・申し込みなど

●受診期間

 3月31日（水）

 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。 

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

●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 （Tel.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。

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

種　類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

保健センター  TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545
ほけん せんたー

問合先
といあわせさき

対象者
② 誕生日が 1989年 1月7日 以前で 奇数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 偶数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で 2019年度に 受診して いない人

【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。

※新型 コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため 予定が 変わったり 
　中止になることが あります。

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

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。

❷ 市役所本庁舎  1階で、 税金を  払うことが  できます。

とき ▶ ３月 14日（日）、 ３月 28日（日）　8：30～17：15

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 ▶ 3月 7日（日）、 14日（日）、 21日（日）、 28日（日）　8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日(水) 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。 スマートフォンアプリ「PayB」でも  

市の  税金などの  支払いが  できます。 くわしくは  PayBホームページ（https://payb.jp/）から  ご確認ください。

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）

●国民健康保険税（第10期）

●介護保険料（第9期） 

●後期高齢者医療保険料（第8期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

支払いは
早めに！

収税課 TEL.0568-76-1117／0568-76-1118問合先
といあわせさき しゅうぜいか
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私たちは、 みんなで  助け合って  生活しています。 

しっかり  予防を  していても、 

新型コロナウイルスに  かかってしてしまう  可能性は、 誰にでもあります。

次は  自分が  かかってしまうかも  しれません。 

私たちが  戦うのは “ウイルス” であり “ヒト” では  ありません。

私たちは  新型コロナウイルスに  感染した人や  

感染が  起こった場所に  ついて、 悪口を  言ったりせず、 

相手の人を  傷つけないために、

ここに “コロナ差別ゼロ”を  宣言します。　 小牧市 （一社）小牧青年会議所

～小牧市からコロナ差別をなくそう～ コロナ差別ゼロ宣言

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527、0568-76-1675（通訳直通）問合先
といあわせさき たぶんか すいしんしつ つうやくちょくつうきょうせい

※日本語でも  相談できます

※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

外国人のための 相談窓口の おしらせ

月～金

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。 

場　所 ばしょ

言　葉 ことば

相談時間 そうだん
じかん

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

▼例えば  こんな  相談が  できます

予約が  いります。 相談の日の  2日前までに  多文化共生推進室へ  電話してください。

やさしい日本語  スペイン語、 英語、 ポルトガル語（通訳  あります。）

その他の言語は  自動翻訳機を  使って  相談が  できます。

小牧市役所 （多文化共生推進室） 0円

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

○会社を  クビに  なりました。 仕事を  探しています。 在留資格の  更新が  できますか。

○妻が  子どもを  産みます。 子どもの  在留資格の  手続きを  教えてください。

○私は、 留学生です。 卒業後、 日本で  働きたいです。 今の  アルバイト先で  正社員として  働きます。

　在留資格を  取ることが  できますか。

在留相談について
名古屋出入国在留管理局（名古屋入管）の  職員に  在留資格の  相談が  できます。 毎月  第１水曜日に  相談ができます。

第１水曜日が  祝日（お休み）の場合、 相談日が  変わります。 （5月 6日（木）と  11月 4日（木））

4月 7日（水）  13：00～、 14：00～、 15：00～、 16：00～

4月の

相談日
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日にち 場　所 対象・料金・申し込みなど

●受診期間

 3月31日（水）

 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。 
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   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。

※新型 コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため 予定が 変わったり 
　中止になることが あります。

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

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。

❷ 市役所本庁舎  1階で、 税金を  払うことが  できます。

とき ▶ ３月 14日（日）、 ３月 28日（日）　8：30～17：15

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。
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次の 税金の 支払い期限は 3月 31日(水) 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。 スマートフォンアプリ「PayB」でも  

市の  税金などの  支払いが  できます。 くわしくは  PayBホームページ（https://payb.jp/）から  ご確認ください。

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）

●国民健康保険税（第10期）
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●後期高齢者医療保険料（第8期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

支払いは
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もう こ さんふじんかしないこまきひとひょうした

ひょうした

もう こ ひょう れでぃーす くりにっくした ひと

まえ ほけん せんたー きひと

ひと まえ ほけん せんたー きひょうした

さんふじんか

こまきしない

れでぃーす

くりにっく

きかんじゅしん

にち すいがつ

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

ひと ひとじゅしんねんどいがいうぐうすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうきすうどしいぜんにちがつねんたんじょうびひととどくーぽんむりょう

たいしょうしゃ

かよてい

ちゅうし

ひろしんがた びょうきころ なう い るす

きだい

きだい

きだい

こくみん けんこう ほけんぜい

ほけんりょう

こうき いりょう ほけんりょうこうれいしゃ

かいご

かくにん すまーとふぉん

し しはら ほーむぺーじ かくにんぜいきん

あぷりかねのここうざひまえきげんしはら

しはら

しはら

わす

はや

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

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

そうだんかたはら はらぜいきん ぜいきんかいほんちょうしゃしやくしょ

まいしゅう にちようび しやくしょ まどぐち しはら ねんまつねんし

しやくしょ ほんちょうしゃ かい

のぞ

ぜいきん はら

つ こ ん び に え ん す す と あ

のうふしょ

のうふしょぜいきん はらば ー こ ー ど

きげんか

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ す いに ち
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私たちは、 みんなで  助け合って  生活しています。 

しっかり  予防を  していても、 

新型コロナウイルスに  かかってしてしまう  可能性は、 誰にでもあります。

次は  自分が  かかってしまうかも  しれません。 

私たちが  戦うのは “ウイルス” であり “ヒト” では  ありません。

私たちは  新型コロナウイルスに  感染した人や  

感染が  起こった場所に  ついて、 悪口を  言ったりせず、 

相手の人を  傷つけないために、

ここに “コロナ差別ゼロ”を  宣言します。　 小牧市 （一社）小牧青年会議所

～小牧市からコロナ差別をなくそう～ コロナ差別ゼロ宣言

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527、0568-76-1675（通訳直通）問合先
といあわせさき たぶんか すいしんしつ つうやくちょくつうきょうせい

※日本語でも  相談できます

※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

外国人のための 相談窓口の おしらせ

月～金

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。 

場　所 ばしょ

言　葉 ことば

相談時間 そうだん
じかん

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

▼例えば  こんな  相談が  できます

予約が  いります。 相談の日の  2日前までに  多文化共生推進室へ  電話してください。

やさしい日本語  スペイン語、 英語、 ポルトガル語（通訳  あります。）

その他の言語は  自動翻訳機を  使って  相談が  できます。

小牧市役所 （多文化共生推進室） 0円

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

○会社を  クビに  なりました。 仕事を  探しています。 在留資格の  更新が  できますか。

○妻が  子どもを  産みます。 子どもの  在留資格の  手続きを  教えてください。

○私は、 留学生です。 卒業後、 日本で  働きたいです。 今の  アルバイト先で  正社員として  働きます。

　在留資格を  取ることが  できますか。

在留相談について
名古屋出入国在留管理局（名古屋入管）の  職員に  在留資格の  相談が  できます。 毎月  第１水曜日に  相談ができます。

第１水曜日が  祝日（お休み）の場合、 相談日が  変わります。 （5月 6日（木）と  11月 4日（木））

4月 7日（水）  13：00～、 14：00～、 15：00～、 16：00～

4月の

相談日

こ ろ な さ べ つ ぜ ろ せ ん げ ん

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち

にほんご そうだん
きんげつご ご えいごぽると が る すぺ い ん

こまき しやくしょ ほんちょうしゃ かい たぶんか きょうせい すいしんしつ なか
やす

しょくいんはな

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

せんげん こまきし
いっぱん

しゃだんほうじん こまき せいねん かいぎしょぜろさべつころな

きずひとあいて

いわるぐちばしょおかんせん

ひとかんせんころなういるすしんがたわたし

ひとういるすたたかわたし

じぶんつぎ

だれかのうせいころなういるすしんがた

よぼう

せいかつあたすわたし

こ ま き し こ ろ な さ べ つ

ようじきょういくほけんいりょうか

ざ い り ゅ う そ う だ ん

そうだんたと

としかくざいりゅう

はたらせいしゃいんさきあるばいといまはたらにほんそつぎょうごりゅうがくせいわたし

おしてつづしかくざいりゅうこうこつま

こうしんしかくざいりゅうさがしごとくびかいしゃ

でんわすいしんしつきょうせいたぶんかまえにちひそうだんよやく

そうだんつかほんやくきじどうげんごほか

えん

つうやくぽるとがるごえいごすぺいんごにほんご

きにん にんふんくみ

すいしんしつきょうせいたぶんかしやくしょこまき

すいにちがつ

そうだんしかくざいりゅうしょくいんにゅうかんなごやかんりきょくざいりゅうしゅつにゅうこくなごや

もくにちがつもくにちがつかそうだんびばあいやすしゅくじつすいようびだい

そうだんすいようびだいまいつき

がつ

そうだんび
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新型コロナウイルス感染症  関係者の  人権を  尊重しつつ  責任を  分かち合い、 社会を  支える  全ての人に  

感謝の  気持ちを  持ち、 互いに  支え合う  小牧市を  実現するために  条例を  作りました。

この条例は、 新型コロナウイルス感染症関係者に  対する  偏見等の  行為を  防止し、 

その人権を  擁護するため、 市、 市民  及び  事業者の  責務について  定める。

小牧市 新型コロナウイルス感染症関係者の 
人権擁護に 関する 条例 〈概要〉

《 》
趣 旨

市の 責務

市民の 責務 事業者の 責務

●感染症に  関して  正しく  理解する。

●感染症関係者に  対して  

　偏見等の  行為を  することが  

　ないように  努める

●感染症に  関して  正しく  理解し、 

　正確な  情報に  基づく  従業員の  教育に  努める。

●事業活動を  行うに  当たっては、 

　偏見等の  行為の  未然防止を  図り、 

　感染症に  感染した  従業員

　及び  感染した  疑いのある  従業員

　並びに  その家族の  人権を

　擁護するよう  努める。

●偏見等を  生じさせないために  感染症に  関して  

　正しく  理解するための  啓発

●感染拡大防止の  ために  必要な  情報の  公表に  努める。

●公表を  行うに  当たっては、 

　感染症関係者の  人権を  擁護するよう

　最大限配慮する。

防災危機管理課 TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき ぼうさい きき かんりか

語句の 説明

▶感染…病気が  うつること

▶人権擁護…人が  最初から  持っている  権利を  守ること   

▶条例…県や  市、 町などが  作る  法令（決まり）

▶概要…大切な  ところを  まとめた  大体の  内容

▶偏見…かたよった  見方、 考え方   

▶責務…責任を  もって  やるべきこと

▶啓発…社会に  広く  知ってもらうため  教えること   

▶公表…一般に  広く  知らせること

▶最大限配慮…できる限り  気を  配ること   

▶理解…内容や  意味が  わかること

▶従業員…業務（仕事）を  している人　　

▶事業者…事業（経済活動）を  する人や  会社

▶事業活動…事業を  すること　　▶行為…何かを  すること

▶未然防止…悪いことを  しないように、 何かをする前に  やめさせること

人権擁護

保健センター

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。 詳しい受付時間は  手紙で  確認してください。  ※マスクをつけて、 親子（母子）健康手帳と  バスタオルを  

忘れずに  持ってきてください。  ※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

13:45～14:30

種　類 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど日にち

母子健診などのカレンダー

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）

3月  7日（日）

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯

予防相談

10:00～11:00
（予定）

10:00～11:00
（予定）

保健センター 10:00～12:00

●対象／４か月児以降の 保護者  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、 お茶、 
　筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  子どもに  おすすめです）
●内容／歯みがき、 歯ならびに  ついての  不安や  心配なことの  相談
●持ち物／親子（母子）健康手帳・歯ブラシ・バスタオル　
●料金／0円　●申し込み／小牧南児童館

10:00～11:15

10:00

～

11:15

パパママ教室

3月  2日（火）
3月  9日（火）
3月16日（火）
3月23日（火）
3月30日（火）

2020年10月25日～31日生まれ
2020年11月  1日～  6日生まれ
2020年11月  7日～11日生まれ
2020年11月12日～17日生まれ
2020年11月18日～23日生まれ

3月5日（金）
3月12日（金）
3月19日（金）
3月26日（金）

2019年  9月  1日～  8日生まれ
2019年  9月  9日～16日生まれ
2019年  9月17日～24日生まれ
2019年  9月25日～30日生まれ

3月  4日（木）
3月11日（木）

2018年12月  1日～15日生まれ
2018年12月16日～31日生まれ

3月  3日（水）
3月10日（水）
3月18日（木）
3月24日（水）

2018年  2月21日～28日生まれ
2018年  3月  1日～10日生まれ
2018年  3月11日～20日生まれ
2018年  3月21日～31日生まれ

3月  8日（月）
3月17日（水）
3月25日（木）

3月12日（金）

3月  3日（水）

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

3月  5日（金）
3月  9日（火）
3月19日（金）
3月23日（火）
3月30日（火）

3月  2日（火）

3月12日（金）

●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 心配なことなどを 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、 在留カード、
　マイナンバーカード（マイナンバーカードが  ない場合は  通知カードが  いります）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

3月  2日（火）

●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、  おうちの  味を  知ろう（塩分濃度測定） ●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㏄くらい）、 飲み物、 バスタオル（1人  1枚） ●料金／0円  ●申し込み／保健センター

●対象／９か月児以降の  親子　
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 おてふき、 
　お茶、 筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター　

●対象／小牧市に 住んでいる 妊婦と その夫
 （妊婦のみでも  参加できます）

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

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）

小牧南児童館   ℡.0568-77-0454

大城児童館   ℡.0568-78-0046

小牧南児童館

子育て世代
包括支援センター

（ラピオ３階）

よやくひつよう

予約必要

よやくひつよう

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）

●内容／育児についての  不安や  心配なことの相談、 
身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望する人） 
●申し込み／各児童館

母乳相談

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

出生体重が  2,500ｇより  軽い  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出してください。 
●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か月ごろの  赤ちゃんが  いる家に  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  小牧市内の  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。

赤ちゃん訪問
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  もって  訪問します。（前もって  電話などで  都合を  聞きます）

※新型 コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため、 
　予定が 変わることが あります。

℡.0568-77-0454

こ ま き し し ん が た

じ ん け ん よ う ご が い よ うじ ょ う れ いか ん

か ん け い し ゃか ん せ ん し ょ うこ ろ な う い る す

つくじょうれい

さだせきむじぎょうしゃ

はいりょさいだいげん

ようごじんけんかんけいしゃかんせんしょう

あおこなこうひょう

つとこうひょうじょうほうひつようぼうしかくだいかんせん

けいはつりかいただ

かんかんせんしょうしょうなどへんけん

せきむし

およしみんしようごじんけん

ぼうしこういなどへんけんたいかんけいしゃかんせんしょうころなういるすしんがたじょうれい

じつげんこまきしあささたが

しゅし

もき もかんしゃ

ひとすべささしゃかいあわせきにんそんちょうじんけんかんけいしゃかんせんしょうころなういるすしんがた

つと

こういなどへんけん

たいかんけいしゃかんせんしょう

りかいただかんかんせんしょう

しみん せきむ じぎょうしゃ

つとようご

じんけんかぞく

じぎょう こうい なにじぎょうかつどう

みぜんぼうし わる なに まえ

かいしゃひとかつどうけいざいじぎょうじぎょうしゃ

ひとしごとぎょうむじゅうぎょういん

いみないようりかい

くばきかぎさいだいげんはいりょ

しひろいっぱんこうひょう

おししひろしゃかいけいはつ

せきにんせきむ

かたかんがみかたへんけん

ないようだいたいたいせつがいよう

きほうれいつくまちしけんじょうれい

まもけんりもさいしょひとじんけんようご

びょうきかんせん

せつめいごく

なら

じゅうぎょういんうたがかんせんおよ

じゅうぎょういんかんせんかんせんしょう

あおこなかつどうじぎょう

へんけんなど こうい みぜん ぼうし はか

つときょういくじゅうぎょういんもとじょうほうせいかく

りかいただかんかんせんしょう

じんけん ようご

せきむ

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこま すく

しゅるい

ぼし

も

けんこうてちょう ば す た お る

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

ほけん せんたー

ほけん せんたー
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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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●名古屋コーチン 発祥の地

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●次の 税金の 支払い期限は 3月31日(水) です

●在留相談について

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●コロナ差別 ゼロ 宣言

●小牧市 

　新型コロナウイルス感染症関係者の 

　人権擁護に 関する 条例 概要

●小牧市まちづくり推進計画 

　第１次基本計画の 紹介

●小牧市で 新型 コロナウイルスの 

　病気に かかった 人が とても 増えています
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名古屋コーチン 発祥の地
名古屋コーチンは、 日本三大地鶏（有名な  鶏肉）の  一つで、 小牧市  池之内で  初めて  できました。 

小牧市内に  お店をもつ  シェフ（料理する人）が  名古屋コーチンを  使う  料理を  考えました。

タンドリー風チキン

カレールゥを  使って  時短調理

素材の  味が  生きる  ポトフ

塩と  水で  茹でるだけ！

濃厚ホットケーキ

名古屋コーチンの  卵を  使った

シティプロモーション課 TEL.0568-76-1172問合先
といあわせさき してぃ かぷろも ーしょん

小牧市で  新型  コロナウイルスの  病気に  かかった  人が  
とても  増えています。 

次の ホームページも 見てください。

新型  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

新型  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、 各問合先に  聞いてください。 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

小牧市まちづくり推進計画 
第１次基本計画の 紹介
小牧市まちづくり推進計画は、 小牧市で  一番の  基本になる  計画で、

小牧市の  運営の  基礎になる  計画です。

2019年度から  2026年度の  8年間です。

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、

持続可能な  世界を  作るための  国際目標です。

小牧市も  本計画の中で、 SDGsに  取り組みます。

“誰一人  取り残さない” 持続可能で  多様性と 

包摂性のある  社会の  実現を  めざします。

SDGsの推進

計画の ポイント

ダイバーシティは、 性別・人種・国籍・年齢・

障がいの  有無などの  違いをもつ  人たちの  

力を  活用しようとする  考えです。 

すべての  市民が  地域社会で  活躍し、 共に  

生きていくことが  できる  まちを  めざします。

ダイバーシティの  形成

秘書政策課 TEL.0568-76-1105問合先
といあわせさき ひしょせいさくか

3月10日は  名古屋コーチンの日です。

計画期間 けいかくきかん

●できるだけ 出かけないでください。 

　たくさんの 人が 集まる パーティーや 集まりには 行かないでください。

●食べたり 飲んだりする お店は、 20:00までに お店を 閉めてください。

●病気を これ以上 広げないために、 20:00までに できるだけ 

　家に 帰ってください。
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生活情報誌こまき やさしい日本語版 2021年3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

2021
月号3

外国人の人口：9,964人 / 小牧の人口：152,163人（2021年  2月 1日現在）


