
※親が  吸わない  場合と  比べて

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

P1 ●5月31日から 6月6日は 禁煙週間

●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 6月 30日（水）です

●国民健康保険税は 口座振替で 支払って ください

●2021年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●2021年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります

●2021年度所得（課税）証明書等を もらう 窓口について

●KIA こども企画　

●KIA にほんご体験隊“NAKAMA”

●6月から 児童手当 現況届の受付が はじまります

P7

P2

P3

P4

P5

P6

P8

●篠岡・味岡・北里の各支所で 

　QRコード決済「PayPay」、「LINE Pay」を 

　試しています！

●在留相談に ついて

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●新型コロナワクチンの 注射に ついて

●いつも マスクを  してください。

　新型コロナウイルスの 病気に 

　かかった人が 増えています。

いつも マスクを してください。
新型コロナウイルスの 病気に かかった人が 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

●お店で  食事をするときは、 できるだけ  早く  帰ってください。

●人が  多く  集まる  ところへは  行かないでください。

　他の県へ  行く  旅行は  できるだけ  しないでください。

●家族以外の人と  食事をする時は、

 「いつも  近くにいる  4人まで」に  してください。 たばこの  煙から  あなたの  大切な  人、 

子どもを  守るため  たばこを  やめることを

応援します。  たばこを  吸うときは  煙の  

においを  残さないように  

することも  大切です。

子どもの  体の  中に  入る  ニコチンの  量

室内で  吸うと 15倍

換気扇の  下で  吸うと 3.2倍

屋外で  吸うと 2.0倍

●ベランダで  吸っても  害が  あります！

たばこの  煙には、 私たちの  体に  害の  ある  物質が  多く  含まれて  います。 

たばこを  吸う人が  直接  吸い込む  煙だけでなく、 たばこの  火を  つけたところから  出る  

煙（副流煙）は、 体にとって  より悪い  影響が  あります。  そのため、 近くに  たばこを  吸う  

人が  いると、  たばこを  吸わない  人の  体にも  害が  あります。  

特に、 子どもや  妊婦さん、 病気の  人には  影響が  大きいです。  大人に  比べて  子どもは  

ダメージが  大きいです。 （ぜんそく、 気管支炎、 肺炎、 中耳炎  など）

●受動喫煙とは

5月31日から 6月6日は 禁煙週間

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

新型コロナワクチンの 注射に ついて
新型コロナワクチンの  注射には、  「予防接種効果」  （注射を  受けると  よくなること）と   「副反応リスク」

（注射を  受けて  悪くなるかもしれないこと）が  あります。 注射を  受けるかどうかは、 自分で  決めてください。

受けたくない人は、 無理に  注射を  受ける必要は  ありません。

接種券、 予診票※、 本人確認書類 （マイナンバーカード、 在留カード、 運転免許証、 健康保険証  など）

※外国語で  書いてある  予診票は  国の  ホームページや  集団接種会場にあります。

集団接種会場で  注射を  受ける  日にちは  市ホームページなどを  みてください。

年齢順に、 市から  接種券を  送ります。 接種券が  届いたら、

①LINE、 ②インターネット、 ③電話（0120-97-5727）の  どれかで  予約してください。

※予約方法や  場所の  詳しいことは  接種券に  入っている  チラシか、 市ホームページを  みてください。

集団接種会場 （市公民館や  東部市民センター、 市役所、 市民病院など） または  市内医療機関

2回  （1回目に  ワクチンを  打ったあと、 21日から  28日※を  過ぎてから  2回目を  打ちます。）

※ワクチンの  種類により  違います。

0円16歳  以上

○肩を  出しやすい  服で  きてください。 （Tシャツ  など）

○マスクを  してください。

○注射を  受けた後は  様子を  見るため、 15～30分  待ってから  帰ります。

ワクチン接種の予約
(フリーコール)

ワクチン接種に
関する問合先

といあわせさき

し ほーむぺーじ
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小牧市新型コロナワクチン電話相談窓口　受付 9:00～17:00（土日・祝日は除く）
TEL.0568-48-7311  FAX.0568-48-7312 ポルトガル語・スペイン語・

英語の  通訳が  います。
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小牧市予約受付窓口　受付 9:00～17:00（土日・祝日も 電話が できます）
TEL.0120-97-5727  FAX.0568-48-7312

まどぐちうけつけよやくこまきし どにち しゅくじつ でんわ

市ホームページはこちら

お願い ▲外国語で書いてある

　予診票はこちら

対象者
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※2021年 5月13日時点の  情報です。

　内容が  変わることがあります。
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外国人の人口：9,991人 / 小牧の人口：151,798人（2021年  5月 1日現在）
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行政改革課 TEL.0568-76-1113　篠岡支所  TEL.0568-79-8008
味岡支所  TEL.0568-76-2821　 北里支所  TEL.0568-76-2822  

問合先
といあわせさき

ぎょうせい しのおか ししょ

きたさと ししょあじおか ししょ

かかいかく

QRコード決済 
「PayPay」、「LINE Pay」を 試しています！

篠岡・味岡・北里の各支所で

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  持って来てください。 ※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）

7月11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／味岡児童館

10:00～11:15

10:00

～

11:15

パパママ教室

6月  1日（火）
6月  8日（火）
6月15日（火）
6月22日（火）
6月29日（火）

2021年  1月11日～20日生まれ
2021年  1月21日～31日生まれ
2021年  2月  1日～10日生まれ
2021年  2月11日～20日生まれ
2021年  2月21日～28日生まれ

6月  4日（金）
6月11日（金）
6月18日（金）

2019年12月  1日～10日生まれ
2019年12月11日～20日生まれ
2019年12月21日～31日生まれ

6月  3日（木）
6月17日（木）

2019年  3月  1日～15日生まれ
2019年  3月16日～31日生まれ

6月  2日（水）
6月16日（水）
6月23日（水）

2018年  6月  1日～10日生まれ
2018年  6月11日～20日生まれ
2018年  6月21日～30日生まれ

6月  9日（水）

6月17日（木）
6月30日（水）

6月25日（金）

6月  9日（水）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

6月  1日（火）
6月  8日（火）
6月15日（火）
6月22日（火）
6月29日（火）
6月  4日（金）
6月11日（金）
6月14日（月）
6月25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  通知カードと  身分証が  いります）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

6月11日（金）

●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、 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）

大城児童館　　℡.0568-78-0046
味岡児童館　　℡.0568-75-4999
西部児童館　　℡.0568-42-0205
小牧児童館　　℡.0568-77-0906

味岡児童館

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（希望者のみ） 
●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未満の  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  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。

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。

℡.0568-75-4999

●QRコード決済を  使うためには、 前もって 「PayPay」、「LINE Pay」の 

　アプリを  ダウンロードし、 お金を  チャージしておいてください。

●QRコード決済をする場合、 領収書が  でません。

　領収書が  必要な  場合は  現金で  払ってください。

気をつけること

利用者が、 カウンターにある  QRコードを  読み取ります。

払う金額を  入力し、 決済します。

住民票、 印鑑登録証明書、 戸籍謄・抄本、 所得・課税証明書、 納税証明書などを  

もらうときに  払う  お金

篠岡支所、 味岡支所、 

北里支所

PayPay  ：2021年 5月 6日（木）～2021年 9月 30日（木）

LINE Pay：2021年 5月 6日（木）～2021年 7月 30日（金）

下の  期間中に、 篠岡・味岡・北里の  それぞれの支所で、 住民票や  戸籍謄本などに  お金を  払う時、 

QRコード決済 「PayPay」、「LINE Pay」が  使えます。

職員が  画面を  確認して
会計が  完了

利用者が  払う  金額を  入力する

利用者が  スマートフォンで
窓口の  QRコードを  読み取る

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 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。 

※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

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 予約が  いります。 相談日の  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

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。（11月 4日（木））

6月2日（水）、 7月7日（水）  13:00～、 14:00～、 15:00～、 16:00～

6月と 7月の 
相談日

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

在留相談に 
ついて

外国人のための 相談窓口の おしらせ

住民票や  所得・課税証明書などに  お金を  払う時

が  使えます

試していること

対象となるもの

期　間 場　所

やり方

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 き

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

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

よてい

よてい

ほけん せんたー

うにちがつ にちねん

うにちがつ にちねん

うにちがつ にちねん

うにちがつ にちねん

がつ にち か

にち

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

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

もく

きん

すい

もく

げつ きん

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まえひとたいしょう

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 さんか

ちゃ

ひっきようぐ

けんこうてちょう ばすたおるぼしおやこものも

ばすたおる

ちゃ ひっきようぐ

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

せんたー

せんたー

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

きぼうしゃにょうけんさけつあつそくていしんたいけいそく

もう こ かく じどうかん

そうだんしんぱいふあんいくじないよう

こ

もう じどうかんあじおかこ

りょうきん えん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

こ そだ せだい

らぴお かい

ほうかつしえん せんたー

じどうかんあじおか

こ そだ せだい

ばあい みぶんしょうかーどまいなんばー つうち かーど

かーどまいなんばーざいりゅうかーど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 ばすたおる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

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ばしょ

ぷれぜんとだあんけーととどあんけーとげつせいご

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

えんりょうきんばすたおる にん まい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

こもう

えんぶんのうどそくていしあじあか たいけんにんぎょう

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

ぼ　し けんしん かれんだー

あか ほうもん
つごう きでんわまえほうもん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

かよてい

ひろびょうきしんがた ういるすころな

たいしょう こまきし す にんぷ おっと

にんぷ さんか

せいぶ じどうかん

こまき じどうかん

あじおか じどうかん

おおしろ じどうかん

せんたーほけん

が い こくじん そ うだ ん まどぐち

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

にほんご そうだん

ほか げんご じどう ほんやくき つか

はな

しょくいんはな

ご

こそだ 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

ざ いりゅう

た め

け っさ いこーど

か くししょきたさとあじ お かし の お か

そ うだ ん

でんわすいしんしつきょうせいたぶんかそうだんび にちまえよやく

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 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しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくなごや

かんりょうかいけい

かくにんがめんしょくいん

にゅうりょくきんがくはらりようしゃ

とよこーどまどぐち

すまーとふぉんりようしゃ

はらげんきんばあいひつようりょうしゅうしょ

りょうしゅうしょばあいけっさいこーど

ちゃーじかねだうんろーどあぷり

まえつかけっさいこーど

き

けっさいにゅうりょくきんがくはら

とよこーどかうんたーりようしゃ

かねはら

しょうめいしょのうぜいしょうめいしょかぜいしょとくしょうほんこせきとういんかんとうろくしょうめいしょじゅうみんひょう

きたさと ししょ

あじおかしのおか ししょ ししょ

きんにちがつねんもくにちがつねん

もくにちがつねんもくにちがつねん

つかけっさいこーど

ときはらかねこせきとうほんじゅうみんひょうししょきたさとあじおかしのおかきかんちゅうした

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 がつ

そうだんび

ため

たいしょう

かた

きかん ばしょ

つか

はら ときかねしょうめいしょかぜいしょとくじゅうみんひょう
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こども企画

お金を  もって  KIAへ  きてください。 ※1人で  3人まで  申し込むことが  できます。

6月 1日（火）～ 6月 19日（土）

会員 100円、 会員でない人 500円  ※他に  お金は  いりません。

7月 11日（日） 9:00 ～ 12:00　※お弁当を  もらって  帰ります。

小牧市公民館

小学3～6年生で  KIA会員  または  小牧市に  住んでいる人。  

外国ルーツ、 日本のこども  それぞれ  10人 （早く  申し込んだ人順）

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ 小牧山行　先 いきさき

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

少し  雨が  降っても  やります。 Covid-19の  ために  やめることも  あります。その他 そのほか

申し込み もうしこみ

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

世界の  友だちと、「宝探し」を  楽しもう！

にほんご体験隊“NAKAMA”

お金を  もって  KIAへ  きてください。

会員 100円、 会員でない人 300円

6月 13日（日） 9:00 ～ 12:00頃 小牧市公民館

中学生以上で、 KIA会員  または  小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  仕事をしている人、 

小牧市の  学校で  勉強をしている人。 

10人 （早く  申し込んだ人順、 会員優先）

あなたが  レポーター！ まちを  歩きながら  写真を  とろう。 

そして、 その写真を  みて  日本語で  話してみよう！

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

電話や  メール、 ラインで  連絡できること

6月 1日（火）～ 6月 12日（土）

その他 そのほか

勉強した  日本語を  使って  いろいろ体験し、 自分で  できることを  増やそう！

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）

健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉
日にち 時間 場　所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

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

●料金／500円　●申し込み／保健センター

●受診期間
 2021年
 6月1日（火）
 から
 2022年
 3月31日（木）
 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。 

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）

7月16日（金）

7月26日（月）

9:00～
11:05

7月21日（水）

7月30日（金）

9:00～
15:30

●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／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

●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

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）、

　　　　　　　　　　　　　　　  小牧ようてい記念病院（Tel.0568-65-7517） 

　　　　　  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
 ようてい
 記念病院

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 ）（

集
団
検
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 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 2020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。

※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。

次の 税金の 支払い期限は
6月 30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」 「PayPay」 「LINEPay」でも  納付（支払い）が  できます。
※口座振替を  利用している人は、 アプリによる  納付（支払い）は  できません。

　利用方法は、 各アプリの  ホームページを  みると  分かります。

▶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）

支払いは 
早めに！ 

○市県民税（第１期）
○国民健康保険税（第１期）
○市県民税（第１期）
○国民健康保険税（第１期）

平日の  昼は  忙しくて、
税金の  支払いが  
できない  人は…

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。
　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 市役所本庁舎2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。 税金を  払うことも  できます。
とき ▶6月 13日（日）、6月 27日（日）  8:30～17:15

とき ▶6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。

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

これ  見たことあるかな？

前の  活動の  ようす
集合場所 しゅうごう

ばしょ

募集期間 ぼしゅう
きかん

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

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

できるか  どうかを  確認する  ための  ものです。

市が  送る 「現況届」に、 必要書類を  つけて、 必ず  6月 30日（水）までに  出して  ください。

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

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

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

対応した  スマートフォンが  いります。

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき せいさくか

かえべんとうにちにちがつ

み

き か く

た い けんた い

せかい とも たから さが たの

べんきょう にほんご つか たいけん じぶん ふ

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

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

しきゅう

けんしんにゅう

まんもぐらふぃ

けんしんだいちょう

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 ーほけんこもうえんりょうきんよてい けんたい ようき おく とき し

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

ほけん せんたー

ほけん せんたー

すい

せんたー かいしゅうほけんようきけんたい

かいしゅうび

せんたーほけんこもう

せんたーほけんこもう

りょうきん

かいにんひと ていいん

かいにんていいん

ひと した ひょうじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

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

さいえん えんいじょう

りょうきん さいえん えんいじょう

りょうきん えんけんしんけいぶ けんしんけいぶ たいぶ

けんしん いし ひつよう みと ひと うたいぶ

えん えん

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

さいいじょう

りょうきん えん えんさいいじょう

たいしょう

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

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

こまき

きねんびょういん

こまき きねんびょういん

れでぃーす

くりにっく

きかんじゅしん

にち かがつ

ねん

にち もくがつ

ねん

にちがつ

きんにちがつ

きんにちがつ

げつにちがつ

じゅしんかいねん

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

べんせんけつはんのうけんさ

いぶ せんかんせつさつえい

ひと ひとじゅしんねんどいがいうきすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうぐう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

ひろしんがた びょうきころなういるす

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

のぞねんしねんまつ

しはら　まどぐち

にちようびまいしゅう しやくしょ

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

ぜいきん はら

はや

はらし

しはら

かくにんかねのこ

わほー む ぺーじあぷりかくほうほうりよう

こうざ ふりかえ りよう ひと あぷり のうふ しはら

しはらのうふあぷり

こうざひまえきげんしはら

す まーとふぉん

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わす

し　けんみんし　けんみん ぜいぜい
だいだい きき

ぜいぜいこくみんこくみん けんこうけんこう ほけんほけん
だいだい きき

ちゅういうよていふりこみがつてあてがつぶんだ

だすいにちがつかならしょるいひつようげんきょうとどけおくし

かくにん

てあてじどう つづで うとどじょうきょうにちがつまいとし

おくころ げんきょうとどけがつひとうてあてじどう

かーどまい な んばー

かーどまい な んばーかーど

す まーとふぉん

りーだらい た ーうけつけ つかつ い んた ーねっと

たいおう

い んた ーねっとうけつけ

う

つかゆうそうまどぐちせいさくか

うけ つ けとど けげん きょうて あ てじどうが つ

げんきょうとどけ

こもうにんにんかね

どにちがつかにちがつ

ふあめすこ

かねほかえんひとかいいんえんかいいん

ひとじゅんこもうはやにんにほんるーつがいこく

ねんせいしょうがく す ひとこまきしかいいん

こまきやまこうみんかんこまきし

かねれんらくらいんめーるでんわ

どにちがつかにちがつえんひとかいいんえんかいいん

ゆうせんかいいんじゅんひとこもうはやにん

いじょうちゅうがくせい かいいん

ひとべんきょうがっこうこまきし

ひとしごとこまきしひとすこまきし

かつどうまえ
こうみんかんこまきしころにちにちがつ

はなにほんごしゃしん

しゃしんあるれぽーたー
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〇〇BANK

普通預金通帳

小牧市では、 口座振替で  支払うことを  お願い  しています。

2021年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

国民健康保険税は 口座振替で 支払って ください

2021年度の  国民健康保険税の  支払いを  お知らせする  手紙を  

6月の  中ごろに  送ります。 国民健康保険税は  2021年 4月より  後に  

小牧市の  国民健康保険に  加入している人に  かかります。

2020年中の  所得 （会社から  もらった  給料など） などによって  

払うお金が  決まります。

申込方法

（口座振替申込用紙は  銀行など  及び  市役所（保険医療課）、 

　篠岡支所、 味岡支所、 北里支所に  あります。）

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

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

市役所へ  相談してください。

●会社の  保険証を  もらったら
会社で  健康保険に入ったら、 国民健康保険を  やめる手続きが  いります。

会社から  保険証をもらったら、 市役所に  連絡してください。

保険医療課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
といあわせさき いりょうか こくほかかりほけん

国民健康保険税の  計算の  しかたが  変わります。

国民健康保険税の  計算の  しかたは  毎年  少しずつ  変わります。 

計算の  しかたが  わからないときは、 市役所へ  相談してください。

銀行などへ  通帳 ・ 印かん ・ 納税通知書
（市役所からの  税金を  支払う  通知の  手紙）を  持って  

申し込んで  ください。

市役所では、 キャッシュカードを  使って  口座振替の  手続きが  できます 

（できない銀行も  あります）。

※銀行などでは  キャッシュカードを  使った  手続きは  できません。

もうしこみ ほうほう

てつづきゃっしゅか ーど

ぎんこう

そうだんしやくしょ

すくぜいきんこもうきげんき

はらぜいきんびょうきながしぼうさいがいへおおしょとくかいしゃ

げんめんぜいきん

かいしゃ

れんらくしやくしょほけんしょうかいしゃ

てつづほけんけんこうこくみんはいほけんけんこうかいしゃ

ほけんしょう

そうだんしやくしょけいさん

かすこまいとしけいさんほけんぜいけんこうこくみん

かけいさんほけんぜいけんこうこくみん

きゅうりょうかいしゃ

はら かね き

しょとくねんちゅう

ひとかにゅうほけんけんこうこくみんこまきし

あとがつねんほけんぜいけんこうこくみんなか おくがつ

てがみししはらほけんぜいけんこうこくみんねんど

ぎんこう

こうざつか

つか

ふりかえ てつづきゃっしゅか ーどしやくしょ

ししょ ししょ ししょきたさとあじおかしのおか

いりょうかほけんしやくしょおよぎんこうもうしこみようしふりかえこうざ

こもう

てがみつうち もしはらぜいきんしやくしょ

つうちしょのうぜいいんつうちょうぎんこう

ねがしはらふりかえこうざこまきし

ぜ いほ けんけん こうこくみ ん し はらふりかえこうざ

おくつ うちしょぜ いほ けんけん こうこくみ んね ん ど
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市民税課　TEL.0568-76-1182問合先
といあわせさき しみんぜいか

６月 １日（火）から、 2021年度  所得（課税）証明書等を  もらうことが  できます。 （お金が  かかります。）
住民票なども  欲しい人は、 市民窓口課  ４番窓口で  両方  もらうことが  できます。

６月 ２日（水） から  ６月 30日（水）まで、 市役所市民税課では、 窓口が  混むので、 所得（課税）証明書と  
法人市民税の  営業証明書を  もらう場所が  変わります。

市役所本庁舎  ２階  ２０２会議室

土・日曜日を  除く。 ただし、 日曜日は、 市民窓口課で  もらうことができます。

（収入に  関する情報が  ある人と、 申告を  している人だけが  もらうことができます。）

６月 ２日（水） ～ ６月 30日（水）　９：00～17：00とき▶

ところ▶

◎コンビニ等での  交付に  ついて
マルチコピー機を  使った  コンビニ等での  交付は、 メンテナンスのため  ６月 １日（火）の  12：00からです。

※コンビニ等では、 23：00 ～ ６：30 までは  もらうことができません。 また、 もらうことが  できるのは  

　2021年度の  所得（課税）証明書だけです。

2021年度の  納税通知書を  ６月の  はじめに  送ります。 個人の  市県民税は、 今年 １月 １日に、 市内に  

住所が  あった人に  かかります。 2020年中の  所得 （会社から  もらった  給料など） によって  変わります。

◎税金の  減免※に  ついて
退職※して  所得が  大きく  減った、 災害に  あった、 納税者本人が  亡くなった、

長い間の  病気の  治療などで、 税金が  払えないときは、 減免を  受けることが  できる場合が  あります。

減免の  申し込み期限は、 退職や  死亡などの  日の  次の日から  数えて  30日か、 支払い期限の日の

どちらか  遅い日までです。

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

市・県民税の納税通知書を送ります

○窓口に  来る人の  本人確認が  できる  身分証明書 （在留カード、 運転免許証、 マイナンバーカードなど）を

　持ってきてください。

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

○申し込んだ  年の  収入が  ない場合は、 申告書などを  市役所市民税課に  出すと、 証明書を  もらうことが  

　できます。

○７月 １日（木）からは、 いつものとおり  市役所市民税課  ３番窓口で  もらうことが  できます。

2021年度

2021年度 所得（課税）証明書等を もらう 
窓口について

し け ん み ん ぜ い お く

まどぐち

しょとく か ぜ い しょう め いしょ な ど

の う ぜ い つ う ち し ょ
ね ん ど

ね ん ど

すくぜいきんげんめん かいしゃたいしょく

ひおそ

ひきげんしはらにちかぞひつぎひしぼうたいしょくきげんこもうげんめん

ばあいうげんめんはらぜいきんちりょうびょうきあいだなが

なほんにんのうぜいしゃさいがいへおおしょとくたいしょく

げんめんぜいきん

かきゅうりょうかいしゃしょとくねんちゅうひとじゅうしょ

しないにちがつことしけんみんぜいしこじんおくがつつうちしょのうぜいねんど

かいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょ

ひとしんこくひとじょうほうかんしゅうにゅう

しみん　 まどぐちかにちようびのぞにちようびど

すいにちがつすいにちがつ

かばしょしょうめいしょえいぎょうしみんぜいほうじん

しょうめいしょかぜいしょとくこまどぐちしみんぜいかしやくしょすいにちがつすいにちがつ

まどぐち りょうほうばんしみん　 まどぐちかひとほじゅうみんひょう

かねなどしょうめいしょかぜいしょとくねんどかにちがつ

ねんど しょうめいしょかぜいしょとく

などこんびに

かにちがつめんてな んすこうふなどこんびにつかきこぴーまるち

こうふなどこんびに

まどぐちばんしみんぜいかしやくしょもくにちがつ

しょうめいしょだしみんぜいかしやくしょしんこくしょばあいしゅうにゅうとしこもう

いにんじょうこもうひといがいかぞくすいっしょしんぞくどうきょほんにん

も

まい な んばーか ーどめんきょしょううんてんかーどざいりゅうしょうめいしょみぶんかくにんほんにんひとくまどぐち
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こども企画

お金を  もって  KIAへ  きてください。 ※1人で  3人まで  申し込むことが  できます。

6月 1日（火）～ 6月 19日（土）

会員 100円、 会員でない人 500円  ※他に  お金は  いりません。

7月 11日（日） 9:00 ～ 12:00　※お弁当を  もらって  帰ります。

小牧市公民館

小学3～6年生で  KIA会員  または  小牧市に  住んでいる人。  

外国ルーツ、 日本のこども  それぞれ  10人 （早く  申し込んだ人順）

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ 小牧山行　先 いきさき

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

少し  雨が  降っても  やります。 Covid-19の  ために  やめることも  あります。その他 そのほか

申し込み もうしこみ

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

世界の  友だちと、「宝探し」を  楽しもう！

にほんご体験隊“NAKAMA”

お金を  もって  KIAへ  きてください。

会員 100円、 会員でない人 300円

6月 13日（日） 9:00 ～ 12:00頃 小牧市公民館

中学生以上で、 KIA会員  または  小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  仕事をしている人、 

小牧市の  学校で  勉強をしている人。 

10人 （早く  申し込んだ人順、 会員優先）

あなたが  レポーター！ まちを  歩きながら  写真を  とろう。 

そして、 その写真を  みて  日本語で  話してみよう！

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

電話や  メール、 ラインで  連絡できること

6月 1日（火）～ 6月 12日（土）

その他 そのほか

勉強した  日本語を  使って  いろいろ体験し、 自分で  できることを  増やそう！

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）

健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉
日にち 時間 場　所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

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

●料金／500円　●申し込み／保健センター

●受診期間
 2021年
 6月1日（火）
 から
 2022年
 3月31日（木）
 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。 

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）

7月16日（金）

7月26日（月）

9:00～
11:05

7月21日（水）

7月30日（金）

9:00～
15:30

●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／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

●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

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）、

　　　　　　　　　　　　　　　  小牧ようてい記念病院（Tel.0568-65-7517） 

　　　　　  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
 ようてい
 記念病院

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 ）（

集
団
検
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 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 2020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。

※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。

次の 税金の 支払い期限は
6月 30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」 「PayPay」 「LINEPay」でも  納付（支払い）が  できます。
※口座振替を  利用している人は、 アプリによる  納付（支払い）は  できません。

　利用方法は、 各アプリの  ホームページを  みると  分かります。

▶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）

支払いは 
早めに！ 

○市県民税（第１期）
○国民健康保険税（第１期）
○市県民税（第１期）
○国民健康保険税（第１期）

平日の  昼は  忙しくて、
税金の  支払いが  
できない  人は…

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。
　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 市役所本庁舎2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。 税金を  払うことも  できます。
とき ▶6月 13日（日）、6月 27日（日）  8:30～17:15

とき ▶6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。

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

これ  見たことあるかな？

前の  活動の  ようす
集合場所 しゅうごう

ばしょ

募集期間 ぼしゅう
きかん

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

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

できるか  どうかを  確認する  ための  ものです。

市が  送る 「現況届」に、 必要書類を  つけて、 必ず  6月 30日（水）までに  出して  ください。

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

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

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

対応した  スマートフォンが  いります。

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき せいさくか

かえべんとうにちにちがつ

み

き か く

た い けんた い
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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

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

しきゅう

けんしんにゅう

まんもぐらふぃ

けんしんだいちょう

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 ーほけんこもうえんりょうきんよてい けんたい ようき おく とき し
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行政改革課 TEL.0568-76-1113　篠岡支所  TEL.0568-79-8008
味岡支所  TEL.0568-76-2821　 北里支所  TEL.0568-76-2822  

問合先
といあわせさき

ぎょうせい しのおか ししょ

きたさと ししょあじおか ししょ

かかいかく

QRコード決済 
「PayPay」、「LINE Pay」を 試しています！

篠岡・味岡・北里の各支所で

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  持って来てください。 ※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）

7月11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／味岡児童館

10:00～11:15

10:00

～

11:15

パパママ教室

6月  1日（火）
6月  8日（火）
6月15日（火）
6月22日（火）
6月29日（火）

2021年  1月11日～20日生まれ
2021年  1月21日～31日生まれ
2021年  2月  1日～10日生まれ
2021年  2月11日～20日生まれ
2021年  2月21日～28日生まれ

6月  4日（金）
6月11日（金）
6月18日（金）

2019年12月  1日～10日生まれ
2019年12月11日～20日生まれ
2019年12月21日～31日生まれ

6月  3日（木）
6月17日（木）

2019年  3月  1日～15日生まれ
2019年  3月16日～31日生まれ

6月  2日（水）
6月16日（水）
6月23日（水）

2018年  6月  1日～10日生まれ
2018年  6月11日～20日生まれ
2018年  6月21日～30日生まれ

6月  9日（水）

6月17日（木）
6月30日（水）

6月25日（金）

6月  9日（水）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

6月  1日（火）
6月  8日（火）
6月15日（火）
6月22日（火）
6月29日（火）
6月  4日（金）
6月11日（金）
6月14日（月）
6月25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  通知カードと  身分証が  いります）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

6月11日（金）

●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、 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）

大城児童館　　℡.0568-78-0046
味岡児童館　　℡.0568-75-4999
西部児童館　　℡.0568-42-0205
小牧児童館　　℡.0568-77-0906

味岡児童館

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（希望者のみ） 
●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未満の  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  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。

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。

℡.0568-75-4999

●QRコード決済を  使うためには、 前もって 「PayPay」、「LINE Pay」の 

　アプリを  ダウンロードし、 お金を  チャージしておいてください。

●QRコード決済をする場合、 領収書が  でません。

　領収書が  必要な  場合は  現金で  払ってください。

気をつけること

利用者が、 カウンターにある  QRコードを  読み取ります。

払う金額を  入力し、 決済します。

住民票、 印鑑登録証明書、 戸籍謄・抄本、 所得・課税証明書、 納税証明書などを  

もらうときに  払う  お金

篠岡支所、 味岡支所、 

北里支所

PayPay  ：2021年 5月 6日（木）～2021年 9月 30日（木）

LINE Pay：2021年 5月 6日（木）～2021年 7月 30日（金）

下の  期間中に、 篠岡・味岡・北里の  それぞれの支所で、 住民票や  戸籍謄本などに  お金を  払う時、 

QRコード決済 「PayPay」、「LINE Pay」が  使えます。

職員が  画面を  確認して
会計が  完了

利用者が  払う  金額を  入力する

利用者が  スマートフォンで
窓口の  QRコードを  読み取る

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 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。 

※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

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 予約が  いります。 相談日の  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

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。（11月 4日（木））

6月2日（水）、 7月7日（水）  13:00～、 14:00～、 15:00～、 16:00～

6月と 7月の 
相談日

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

在留相談に 
ついて

外国人のための 相談窓口の おしらせ

住民票や  所得・課税証明書などに  お金を  払う時

が  使えます

試していること

対象となるもの

期　間 場　所

やり方
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※親が  吸わない  場合と  比べて

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

P1 ●5月31日から 6月6日は 禁煙週間

●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 6月 30日（水）です

●国民健康保険税は 口座振替で 支払って ください

●2021年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●2021年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります

●2021年度所得（課税）証明書等を もらう 窓口について

●KIA こども企画　

●KIA にほんご体験隊“NAKAMA”

●6月から 児童手当 現況届の受付が はじまります

P7

P2

P3

P4

P5

P6

P8

●篠岡・味岡・北里の各支所で 

　QRコード決済「PayPay」、「LINE Pay」を 

　試しています！

●在留相談に ついて

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●新型コロナワクチンの 注射に ついて

●いつも マスクを  してください。

　新型コロナウイルスの 病気に 

　かかった人が 増えています。

いつも マスクを してください。
新型コロナウイルスの 病気に かかった人が 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

●お店で  食事をするときは、 できるだけ  早く  帰ってください。

●人が  多く  集まる  ところへは  行かないでください。

　他の県へ  行く  旅行は  できるだけ  しないでください。

●家族以外の人と  食事をする時は、

 「いつも  近くにいる  4人まで」に  してください。 たばこの  煙から  あなたの  大切な  人、 

子どもを  守るため  たばこを  やめることを

応援します。  たばこを  吸うときは  煙の  

においを  残さないように  

することも  大切です。

子どもの  体の  中に  入る  ニコチンの  量

室内で  吸うと 15倍

換気扇の  下で  吸うと 3.2倍

屋外で  吸うと 2.0倍

●ベランダで  吸っても  害が  あります！

たばこの  煙には、 私たちの  体に  害の  ある  物質が  多く  含まれて  います。 

たばこを  吸う人が  直接  吸い込む  煙だけでなく、 たばこの  火を  つけたところから  出る  

煙（副流煙）は、 体にとって  より悪い  影響が  あります。  そのため、 近くに  たばこを  吸う  

人が  いると、  たばこを  吸わない  人の  体にも  害が  あります。  

特に、 子どもや  妊婦さん、 病気の  人には  影響が  大きいです。  大人に  比べて  子どもは  

ダメージが  大きいです。 （ぜんそく、 気管支炎、 肺炎、 中耳炎  など）

●受動喫煙とは

5月31日から 6月6日は 禁煙週間

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

新型コロナワクチンの 注射に ついて
新型コロナワクチンの  注射には、  「予防接種効果」  （注射を  受けると  よくなること）と   「副反応リスク」

（注射を  受けて  悪くなるかもしれないこと）が  あります。 注射を  受けるかどうかは、 自分で  決めてください。

受けたくない人は、 無理に  注射を  受ける必要は  ありません。

接種券、 予診票※、 本人確認書類 （マイナンバーカード、 在留カード、 運転免許証、 健康保険証  など）

※外国語で  書いてある  予診票は  国の  ホームページや  集団接種会場にあります。

集団接種会場で  注射を  受ける  日にちは  市ホームページなどを  みてください。

年齢順に、 市から  接種券を  送ります。 接種券が  届いたら、

①LINE、 ②インターネット、 ③電話（0120-97-5727）の  どれかで  予約してください。

※予約方法や  場所の  詳しいことは  接種券に  入っている  チラシか、 市ホームページを  みてください。

集団接種会場 （市公民館や  東部市民センター、 市役所、 市民病院など） または  市内医療機関

2回  （1回目に  ワクチンを  打ったあと、 21日から  28日※を  過ぎてから  2回目を  打ちます。）

※ワクチンの  種類により  違います。

0円16歳  以上

○肩を  出しやすい  服で  きてください。 （Tシャツ  など）

○マスクを  してください。

○注射を  受けた後は  様子を  見るため、 15～30分  待ってから  帰ります。

ワクチン接種の予約
(フリーコール)

ワクチン接種に
関する問合先

といあわせさき

し ほーむぺーじ

かん

わくちん せっしゅ

わくちん よやく

ふりーこーる

せっしゅ

小牧市新型コロナワクチン電話相談窓口　受付 9:00～17:00（土日・祝日は除く）
TEL.0568-48-7311  FAX.0568-48-7312 ポルトガル語・スペイン語・

英語の  通訳が  います。

まどぐち

ぽるとがるご すぺいんご

えいご つうやく

そうだんでんわわくちんころなしんがたこまきし どにち しゅくじつ のぞうけつけ

うけつけ

小牧市予約受付窓口　受付 9:00～17:00（土日・祝日も 電話が できます）
TEL.0120-97-5727  FAX.0568-48-7312

まどぐちうけつけよやくこまきし どにち しゅくじつ でんわ

市ホームページはこちら

お願い ▲外国語で書いてある

　予診票はこちら

対象者
たいしょうしゃ

打つ回数
う かいすう

場　所
ばしょ

注射を
受ける 方法

ちゅうしゃ

う ほうほう

日にち
ひ

持ち物
も もの

費　用
ひよう

※2021年 5月13日時点の  情報です。

　内容が  変わることがあります。

こまきしやくしょ
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ため
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ねんばんにほんごじょうほうしせいかつ
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2021
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外国人の人口：9,991人 / 小牧の人口：151,798人（2021年  5月 1日現在）


