
P1 ●小牧山

●在留相談に ついて

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●2022年度 保育施設等 利用申請

●2022年度 第一幼稚園の 園児募集

●次の 税金の 支払い期限は 11月 1日（月）です
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●KIA 防災訓練　●KIA 料理で 国際交流

●行政書士に 相談しませんか

●新型コロナワクチンの 注射に ついて

●愛知県 外国人 県民アンケート調査を 行います

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●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 

　「かからない、 うつさない」ように  気をつけてください

問合先
といあわせさき こまきやま か

小牧山課　TEL.0568-76-1623

小牧山
小牧山は、 標高85.9メートルの  山で、 

山頂の  小牧市歴史館からは  濃尾平野を  見渡すことが  できます。 

秋は、 紅葉が  とてもきれいです。

●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。

例えば こんな
相談が できます

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

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） 家で、 電話や  Zoomを  使った  相談も  できます。

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））

10月 6日（水）、 11月 4日（木）  13:00～、 14:00～、 15:00～、 16:00～

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

在留相談に ついて

10月と 11月の 相談日

ちゅうしゃころな わくちんしんがた
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びょうき

き

ころな ういるすしんがた

まどぐちそうだんがいこくじん

げつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

けんしんせいじん

ねんど ほいく しせつ とう りよう しんせい

ねんど だいいち ようちえん えんじ ぼしゅう

かれんだーけんしんぼし

そうだんざいりゅう

こまきやま

そうだんぎょうせいしょし

こくさいこうりゅうりょうりくんれんぼうさい

ますく

ざ いりゅう

こ ま き や ま

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

かいしゃ くび しごと さが ざいりゅう しかく こうしん

たと

そうだん

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 いえ でんわ つか そうだん

すいにちがつ もくにちがつ

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

こうようあき

みわたへいやのうびれきしかんこまきしさんちょう

やまめーとるひょうこうこまきやま

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

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

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 2021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

2021
月号10

外国人の人口：9,947人 / 小牧の人口：151,407人（2021年 9月 1日現在）



2 7

生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

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）

11月14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

北里児童館

※1回の枠は 25分です

9:30～12:00

●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／北里児童館

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室
（体験のみ）

10月  5日（火）
10月12日（火）
10月19日（火）
10月26日（火）

2021年 6月  1日 ～   8日生まれ
2021年 6月  9日 ～ 16日生まれ
2021年 6月17日 ～ 24日生まれ
2021年 6月25日 ～ 30日生まれ

10月  1日（金）
10月  8日（金）
10月15日（金）

2020年 4月  1日 ～ 10日生まれ
2020年 4月11日 ～ 20日生まれ
2020年 4月21日 ～ 30日生まれ

10月  7日（木）
10月21日（木）

2019年 7月  1日 ～ 15日生まれ
2019年 7月16日 ～ 31日生まれ

10月  6日（水）
10月20日（水）
10月27日（水）

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

10月13日（水）
10月21日（木）
10月28日（木）

10月22日（金）

10月  6日（水）

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

10月  4日（月）
10月  5日（火）
10月12日（火）
10月19日（火）
10月25日（月）

●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 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、 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

10月15日（金）

●内容／赤ちゃん人形 抱っこ体験、 おうちの 味を 知ろう（塩分濃度測定） ※前もって 市ホームページの 動画を 見て、アンケートに 
答えることが 必要です。 妊婦体験は やりません。 ●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／保健センターに 電話で 申し込んで ください。

●対象／9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　 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）

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）
母乳相談

10月26日（火）

10月15日（金）

篠岡児童館
℡.0568-79-0690

北里児童館
℡.0568-71-1183

よやくひつよう
予約必要

●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

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。 期日までに  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。

●対象／出産予定日が 2月～5月で 小牧市に住んでいる
　妊婦と その夫（妊婦だけでも 参加できます）

℡.0568-71-1183

●必要な  書類

※ワクチンパスポートが  できるまで  1週間くらい  かかります。 

　書類が  足りないときや、 ワクチンを  受けたことが  

　確認できないときは、 とても  時間が  かかります。

●申請書の  送り先 （郵送の  場合）

〒485-8650  愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

小牧市役所  新型コロナウイルスワクチン  接種推進室

ワクチンパスポートとは  新型コロナワクチンの  注射を  受けたことを  証明する  書類です。 

ワクチンパスポートが  あると、 他の国へ  行くとき、 緩和措置 （対象となる国に  入るとき、 

陰性証明を  見せなくて  すんだり、 外に出ては  いけない期間が  短くなったり、 外に出ては  

いけない期間が  過ぎた後の  再検査などを  しなくてすむこと）が  受けられることが  あります。

●申請（申し込み）できる人

●申請方法

①申請書 （市の  ホームページから  印刷できます）

②パスポートの  コピー （旅券番号、 名前が  書いてある  ページ）

③本人確認書類の  コピー （在留カード、 マイナンバーカード、 運転免許証など  名前と  

　ワクチンパスポートを  送る  住所が  書いてあるもの） 

④接種券の  コピー

⑤ワクチンの  注射を  受けたときに  もらう書類 （接種済証  または  接種記録書）の  コピー

⑥委任状 （必要な人  のみ）　あなたが  申請できない場合は、 ほかの人（代理人）が  申請できます。 

　その場合は、 あなたが  書いた 『委任状』が  いります。

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　
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。
ぽるとがるご すぺいんご えいご つうやく

そうだんまどぐち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

うけつけまどぐちよやくこまきし どにち しゅくじつ でんわ

市ホームページは
こちら

多文化共生推進室
ワクチン情報はこちら
（いろいろな国の言葉）

たぶんか

わくちん じょうほう

くに ことば

きょうせいすいしんしつ

受付 9:00～17:00

（土日・祝日は除く）

ワクチンを

打つ場所

❶LINE　
❷インターネット　
❸電話（0120-97-5727）

接種券と（年齢別）予約受付開始の  お知らせが  
届いた  人は  予約が  できます。

市ホームページ等で  分かります。 集団接種会場（市公民館、 東部市民センター、 

市役所、 市民病院など） または  小牧市の  医療機関などで  打ちます。

働いている  会社で  注射を  打つ  場合は  会社に  聞いてください。

ワクチンに ついて

●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分から  30分待ってから  帰ります。

●薬を  飲んでいる人は、 おくすり手帳等、 薬や  治療のことが  分かるものを  もってきてください。

●病気で  治療中の人や、 体調などに  不安が  ある人は、 前もって  かかりつけ医等に  ワクチンを  

　打つことが  できるか  相談してください。

28日武田・モデルナ社

21日
2回12歳以上

ファイザー社

ワクチンを
打つ 間隔

打つ
回数

対象年齢ワクチンの 種類

インターネットの
予約

※2021年9月8日時点の  情報です。
　内容が  変わることがあります。

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。

　外国語の  予診票を  見ながら、 日本語の  予診票に  書いてください。

新型コロナワクチンの 注射に ついて

場　所

持ち物

お願い

の  どれかで  

予約してください。

ワクチンパスポート （接種証明書）に  ついて

日本から  他の  国へ  行く予定があり、 小牧市が  発行した  接種券で  注射を  受けた人。

①インターネット、 ②郵送、 ③窓口  のどれかで  申請してください。

ワクチンパスポート
について

外国語で書いてある

予診票はこちら
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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

じどうかんしないこまき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きじつ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

あんけーと

こた ひつよう にんぷ たいけん

み

こもう

えんぶんのうどそくていし まえ し ほーむぺーじ どうがあじあか たいけんだにんぎょうないよう

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 こまきししゅっさんよていび がつ がつ す

にんぷ おっと にんぷ さんか

そうだんけんこうさんぷにんぷ

そうだんいくじ

きぼう ひと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きたさと じどうかん

しのおか じどうかん

せんたーほけん でんわ もう こ

う ばしょ

わくちん

わくちん ぱすぽーと

ばしょ

も もの

ねが

よやく

いんたーねっと

よやく
でんわ

いんたーねっと

よやくひと

にちしゃもでるなたけだ

にち

かいさいいじょう

しゃふぁいざー

かんかくう

わくちん

かいすう

う

ねんれいたいしょう

う そうだん

わくちんい などまえひとふあんたいちょうひとちりょうちゅうびょうき

わちりょうくすりてちょうなどひとのくすり

かえまふんふんみようすあとうちゅうしゃ

ますくしゃつふくだかた

かよしんひょうにほんごみよしんひょうがいこくご

しゅうだんせっしゅかいじようほーむぺーじくによしんひょうかがいこくご

ほけんしょうけんこううんてんめんきょしょうかーどざいりゅうまいなんばー かーどほんにんかくにんしょるいよしんひょうせっしゅけん

う

きかいしゃばあいうちゅうしゃかいしゃはたら

きかんいりょうこまきししみん　びょういんしやくしょ

せんたーしみんとうぶしこうみんかんしゅうだんせっしゅかいじょうわなどほーむぺーじし

わくちん しゅるい

わくちん

とど

せっしゅけん ねんれいべつ よやく うけつけ かいし し

しんが た

わ くちん せっしゅ しょう め いしょぱ す ぽ ーと

ころ な わ くちん ちゅうしゃ じょうほうじてんにちがつねん

ないよう か

すいしんしつせっしゅわくちんういるすころなしんがたしやくしょこまき

ばんちさんちょうめうちほりこまきしあいちけん

わくちん ぱすぽーと しゅうかん

かくにん じかん

しょるい た わくちん う

よしんひょう

かがいこくご

うさいけんさあとす

しんせい

しんせい ほうほう

ひつよう しょるい

しんせいしょ おく さき ゆうそう ばあい

ひともう こ

きかん

でそとみじかきかんでそとみしょうめいいんせい

はいくにたいしょうそちかんわいくにほかぱすぽーと

しょるいしょうめいうちゅうしゃわくちんころなしんがたぱすぽーとわくちん

わくちん

いにんじょうかばあい

しんせいだいりにんひとばあいしんせいひとひつよういにんじょう

こぴーきろくしょせっしゅせっしゅずみしょうしょるいうちゅうしゃわくちん

こぴーせっしゅけん

かじゅうしょおくぱすぽーとわくちん

なまえめんきょしょううんてんかーどまいなんばーかーどざいりゅうこぴーしょるいかくにんほんにん

ぺーじかなまえばんごうりょけんこぴーぱすぽーと

いんさつほーむぺーじししんせいしょ

しんせいまどぐちゆうそういんたーねっと

ひとうちゅうしゃせっしゅけんはっこうこまきしよていいくにほかにほん
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成人検診の おしらせ

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

※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。

9:00～11:05

胸部X線検診 10月28日（木）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

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／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。

●受診期間

 2022年

 3月31日（木）

 まで

●受診期間／2022年  2月28日（月）まで

●受診期間

 2022年

 2月14日（月）

 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。 

11月30日（火）

10月15日（金）

保健センター 

勤労センター

※検体容器は 保健センターで 回収します。

　回収日の 予定は、 検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

骨粗しょう症検診
（超音波）

10月18日（月）

11月19日（金）

ヤング健診

11月25日（木）

12月11日（土）

9:00～11:00

9:30～11:00

9:30～
11:00

9:00～15:30

10月26日（火）

●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（10/18）、60人（11/19）

●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター　

保健センター 

保健センター 

子宮がん検診
（頸部のみ）

11月19日（金）13:30～15:30

13:30～15:30

●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／50人

●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター

勤労センター

●身体計測（身長・体重・腹囲）・血圧測定・尿検査・血液検査(脂質・血糖・貧血）・

　歯科衛生士による相談 ・ 看護師による相談 ・ 医師診察

●対象／1982年４月２日 ～ 1987年４月１日生まれの 小牧市に 住民登録が

　ある人で、 会社などで 健診を 受けない人。　●定員／75人/回

●料金／０円　●申し込み／先に 申し込んだ人順。 健診を 受けたい日を

　選んでから、 保健センター（Tel.0568-75-6471）へ 電話してください。

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／60人　●料金／1,000円　●申し込み／保健センター

勤労センター13:30～14:3011月18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

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（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。

●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 小牧市に 住民登録の ある人で、 国民健康保険か

　後期高齢者医療保険に 入っている人、 または 協会けんぽ 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：4,800円

　（70歳以上 1,800円）、 協会けんぽ 被扶養者：6,150円（70歳以上 3,150円）

※人間ドックを 受診する時は 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／小牧市内の 指定医療機関　

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

小牧市内の

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

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／2022年 2月14日（月）までに 保健センター

※痰を とる 検査です。 容器に ３日分の 
痰を 取り、 自分で 提出します。

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。

保健センター

お金を  もって、 KIAへ  きてください。 ※申し込みした後に  キャンセルをしても、 お金は  返しません。

10月 1日（金）～10月 15日（金）

会員 300円、 会員でない人 500円（BBQ代と  保険の  お金が  入っています）

30人（早く  申し込んだ  人順。 会員優先。）1人で  3人分の  申し込みが  できます。

小学3年生以上の  外国人で、 KIAの会員、 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  勉強している人。 （小学生は、 親子で  参加してください）

小牧市消防本部と  市民四季の森

10月 24日（日）  9:00～16:00

災害が  起きたら、 あなたは  どうするの？

フランス風  アップルタルトを  作ろう！

お金を  もって、 KIAへ  きてください。10月 1日（金）～10月 23日（土）

会員 200円、 会員ではない人 700円10人（早く  申し込んだ  人順。）

小学4年生以上で、 KIA会員の人、 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  勉強している人。

（小学生は  親子で  参加してください）

高橋 節子  先生

小牧市公民館  3階  料理教室

11月 6日（土）  10:00～13:00

防災訓練

料理で 国際交流

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）

問合先
といあわせさき しみんあんぜん か

市民安全課　TEL.0568-76-1120

行政書士に 相談しませんか

予約が  いります。 市民安全課へ  電話してください。

日本語（スペイン語、 ポルトガル語、 英語は  通訳が  あります。）

小牧市役所（市民安全課）

帰化・在留相談、 遺言・相続、 建設業、 土地関係許可申請、 営業許可に  ついての  相談

0円

10月 8日（金）  10:00～12:00、 13:00～16:00

行政書士（市役所などに  出す  書類を  作る  専門家）に  相談ができます。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

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

募集期間 ぼしゅう
きかん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

講　師 こうし

参加費 さんかひ

エプロン、 マスク、 三角巾、 えんぴつ  または  ペン持ち物 もちもの

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

募集期間 ぼしゅう
きかん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

相談できること そうだん
できること

言　葉 ことば

申し込み もうしこみ

けんしんせいじん 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

りょうり

ぎょうせ い しょし そ うだ ん

こくさ い こうりゅう

ぼ うさ い くん れ ん

かえかねきゃんせるあともう こかね

きんにちがつきんにちがつ

ど かねにちがつきんにちがつ

でんわあんぜんかしみんよやく

つうやくえいごぽるとがるごすぺいんごにほんご

あんぜんかしみんこまき しやくしょ

そうだんきょかえいぎょうかんけいとち しんせいきょかけんせつぎょうそうぞくゆいごんざいりゅうそうだんきか

えん

きんにちがつ

そうだんせんもんかつくしょるいだしやくしょぎょうせいしょし

はいかねほけんだいえんひとかいいんえんかいいん

えんひとかいいんえんかいいん

えぷろん ますく さんかくきん ぺん

こもうにんぶんにんかいいんゆうせんひとじゅんこもうはやにん

ひとじゅんこもうはやにん

さんかおやこしょうがくせいひとべんきょうがっこうこまきし

しごと ひとこまきしひとすこまきし

かいいんがいこくじんいじょうねんせいしょうがく

さんかおやこしょうがくせい

べんきょう ひとがっこうこまきし

しごと ひとこまきしひとすこまきし

かいいん ひといじょうねんせいしょうがく

さいがい

ふらんす ふう あっぷる たると つく

お

もりしみん しきほんぶしょうぼうこまきし

りょうり きょうしつかいこうみんかんこまきし

たかはし せつこ せんせい

にちにちがつ

どにちがつ

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

にんげん どっく

しきゅう

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

しょうけんしんこつそ

まんもぐらふぃ

けんさはんのう

けんしんだいちょう

せんかんせつさつえい

けんしんい

しゅるい こもうりょうきんたいしょうばしょじかんひ

せんたーほけんこもう

せんた ーほけんこもう

いじょうさいえん えんりょうきん

えんりょうきんよてい けんたい ようき おく とき し

かいにんていいん

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

きんろう せんたー

きんろう せんたー

ほけん せんたー

きん

か

がつ にち

げつ

もく

もく

ど

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

せんたーほけん

りょうきん

にん にんひと 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

さいえん えん

りょうきん えん ほけんこもう

いじょう

けんしんしきゅう

けいぶ

ほけん せんたー

ほけん せんたー

せんたーほけんこもうりょうきん

にんひと 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

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

にんていいん

せんたーりょうきん えん ほけんこもうにん かいていいん

ひとじゅうみんとうろくこまきしさい さいたいしょう

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

ひと

りょうきん

りょうきん

えん よやく

えん

ていいん

ていいん

もう こ

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 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

ひと

ひとす ほんすうにち

じゅうみんとうろくこまきしさい いじょうたいしょう

す ねんすう いじょう

もう こ

りょうきん

ていいん

ひんけつけっとうししつしんたい しんちょうけいそく たいじゅう ふくい けつあつ にょうけんさ けんさけつえきそくてい

しか えいせいし そうだん かんごし そうだん いし しんさつ

もう こ

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 こまきくりにっく きねん びょういん

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

ねん がつ にち げつ

けんさ

じゅしん きかん ねん

じぶんと ていしゅつたん

たん

きんろう せんたー

にちぶんようき

がつ にち げつ

さんふじんか

こまきしない

こまきしない

れでぃーす

してい

いりょう きかん

くりにっく

こまき

きねんびょういん

きかんじゅしん

ねん

にち もくがつ

きかんじゅしん

ねん

にち げつがつ

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

いぶ

きかんいりょうしていしないこまきこもう

じゅしんけんおくほけんじゅしん ときどっくにんげん

えんさいいじょうえんひふようしゃきょうかいさいいじょう

えん

えん

ほけんいりょうこうれいしゃこうきほけんけんこうこくみんりょうきん

ひふようしゃきょうかいほけんいりょう

ひと

ひとはい

ひとはい

こうれいしゃこうき

けんこう ほけんこくみんじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

しんたい けいそく けつあつ にょうけんさ けんさけつえき い だいちょう きょうぶ せん けんしん

せんけんしん

けんしんやんぐ

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

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

でんわせんたーほけんえら

ひうけんしんじゅんひとこもうさきえん

う

う

にちがつねん にちがつねん

ひと にん かいひとかいしゃ けんしん

たいしょう じゅうみんとうろくこまきし
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2022年度 保育施設等 利用申請 2022年度 第一幼稚園の 園児募集

次の 税金の 支払い期限は 11月 1日（月）です

※市役所本庁舎は  新型コロナワクチン  接種会場なので、 人が  たくさんいます。 手を  きれいに  洗い、 マスクを  してください。

毎週  日曜日に  

市役所の  窓口で  

支払いが  できます。

（年末年始除く）

○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 10日（日）、 10月 24日（日）  8:30～17:15

とき ▶10月 3日（日）、 10日（日）、 17日（日）、 24日（日）、 31日（日）、  8:30～17:15

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

❷市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

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、 

　それぞれの  アプリの  ホームページを  みると  分かります。

9：30 ～ 17：00　※郵送で  申し込みは  できません。
※2020年 4月から  預かり保育が  始まりました。 通常保育の日は  教育時間終了後 ～16：30まで、

　長期休業期間は  8：30～16：30まで  子どもを  預けることが  できます。

支払いは 
早めに！ 

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

開いている時間保育園受け入れ

※「〇、●」は 公立園、「☆、★」は 私立保育園と  なります。  ※一色保育園は  2022年４月から  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）

▶日時…11月 1日（月）、 2日（火） 9:00～16:30　　▶場所…第1希望の  保育園（予約必要）

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

生後57日目 ～ 小学校へ  行く前の  子ども対象

電話番号

小規模保育施設

認定こども園

住所

開いている時間受け入れ 電話番号住所

開いている時間受け入れ 電話番号住所

○
○
○
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○
★
★
★
★
★
☆
★

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
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
一色保育園

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533-4
小木二丁目350-1
三ツ渕2130-1
桜井40
安田町98
本庄2597-433
藤島町梵天110-35
古雅三丁目54
城山三丁目2-1
村中1058
小松寺103-1
新町三丁目135
北外山2645-16
篠岡二丁目30
外堀一丁目27
久保一色南二丁目8

77-0844
77-0913
79-2323
77-1005
76-3337
76-2880
77-8536
72-9330
73-5536
73-5535
79-6128
75-2320
79-2477
78-0797
42-0053
77-0425
77-0514
71-0373
79-8336
74-5333
77-8600

7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00

☆
☆

旭ヶ丘第二こども園
とやまこども園

光ヶ丘三丁目51
南外山421

78-1620
77-0807

7:00～19:00
7:30～18:30

●
★
☆
★
★
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
★
☆
★
☆
★

小規模保育園こすも
こぐま・たんぽぽ保育所
すくすくnursery中央
キラッとＫＩＤＳサポート託児ルーム
あすかキッズステーション
あすかちるどれん
小牧ステーションわかば
保育園きっずどるちぇ小牧新町園
すくすくnursery味岡
味岡キッズ保育園
すくすくnursery小牧
すくすくnursery小牧kids
イオン小牧キッズ保育園
保育園きっずどるちぇ小牧さくら園
スクルドエンジェル保育室こまき園
保育園きっずどるちぇ小牧園
つぼみ小規模保育園

小牧五丁目253番地 中部公民館2階
久保新町77
中央四丁目161 サンヴィレッシﾞSTⅡ1階
新町三丁目297
北外山字宮ノ腰19
北外山字宮ノ腰19
中央二丁目115 第2さくらマンション中央210
新町一丁目150
久保155　玉置ビル1階
二重堀427-2
小牧三丁目53 ルージュ小牧・アルデール1階
小牧三丁目53 ルージュ小牧・アルデール1階C
東一丁目126 イオン小牧店1階
桜井本町39
小牧四丁目108-1 吉野家ビル１F
小牧四丁目604
新町二丁目130 パインハイツ1階

71-0115
72-8618
41-3455
43-2339
54-8024
43-0012
48-1133
55-5939
54-1189
65-7522
54-2880
65-6188
65-6966
55-8886
76-7679
68-6880
68-6018

7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～19:00
7:30～18:30
7:30～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:00～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:00～19:00
7:30～19:00
7:30～18:30
7:30～19:00
7:30～18:30

願書配布 がんしょはいふ

対　象 たいしょう

受付時間うけつけじかん

第一幼稚園 TEL.0568-77-0408 小牧市中央6-101問合先
といあわせさき だいいち　 ようちえん ちゅうおうこまきし

9月 1日（水）から  第一幼稚園、 幼児教育・保育課で  配ります。

小牧市に  住んでいる  子ども

※障がい児（3歳児）は、 2人まで  入園できます。　※4・5歳児の  障がい児に  ついては、 聞いてください。

●3歳児 （2018年 4月 2日 から 2019年 4月 1日 生まれ）… 40人

●4歳児 （2017年 4月 2日 から 2018年 4月 1日 生まれ）… 20人 くらい

●5歳児 （2016年 4月 2日 から 2017年 4月 1日 生まれ）… 20人 くらい

10月 1日（金）から 10月 29日（金）までに  願書を  第一幼稚園に  持って行って  ください。

（土・日・祝日と  10月 5日（火）、 20日（水）は  申し込みできません）

申し込み もうしこみ

受け入れ うけいれ

給料が  減ったりして、 決められた日  までに  納付できないときは、 収税課に  相談してください。 

相談しないと、 延滞金（支払いが  遅れたときに  払う  お金）を  払わないと  いけません。

あずこきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじかんきょういくひほいくつうじょうはじほいくあずがつねん

こもうゆうそう

こもうすいにちかにちがつしゅくじつにちど

いもようちえんだいいちがんしょきんにちがつきんにちがつ

にんうにちがつねんにちがつねんさいじ

にんうにちがつねんにちがつねんさいじ

にんうにちがつねんにちがつねんさいじ

きじしょうさいじにゅうえんにんさいじじしょう

こすこまきし

くばほいくかきょういくようじようちえんだいいちすい

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

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 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

しはら

かくにんかねのこ

わほー む ぺーじあぷり

ほうほうりようこうざ

しやくしょ ほんちょうしゃ しんがた ころなわくちん せっしゅかいじょう ひと て あら ますく

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

きゅうりょう

はらかねはらおくしはらえんたいきん

そうだんしゅうぜいかのうふひきへ

そうだん

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

かいごかいご ほけんりょうほけんりょう ほけんりょうほけんりょうこうきこうき こうれいしゃこうれいしゃ いりょういりょう

ぜいぜいぜいぜいふつうふつう ちょうしゅうちょうしゅう しけんみんしけんみん 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 ききだいだい きき

だいだい きき だいだい きき

し

はや

はら

しん せ いりようしせ つ とうほ い くね ん ど ぼ しゅうえ んじようちえ んだ い いちね 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かにちげつにちがつ

にちがつ

にちじ ばしょ

げつめさいじ にちめせいごさいじげつめさいじさいじ

い 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い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

ほいくえんう い

う い

じゅうしょ ひら じかん

ひら じかん

う い ひら じかん

でんわ  ばんごう

じゅうしょ でんわ  ばんごう

じゅうしょ でんわ  ばんごう

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

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

いしき 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

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

くぼいしきみなみ2-8

にんてい えん

いしき ねん がつわたくしりつほいくえん わたくしりつほいくえんこうりつえん ほいくえん

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 しせつ

つぼみ しょうきぼ ほいくえん

ほいくえん きっずどるちぇ 
こまきえん

いおん こまき きっず 
ほいくえん

すくすく なーさりー 
こまききっず

すくすく なーさりー こまき

あじおか きっず ほいくえん

すくすく なーさりー あじおか

こまき すてーしょん わかば

あすか ちるどれん

あすか きっずすてーしょん

きらっときっずさぽーと
たくじるーむ

すくすくなーさりー ちゅうおう

こぐま・たんぽぽ ほいくしょ

しょうきぼほいくえん こすも

しんまち2-130 ぱいんはいつ1かい

こまき4-604

こまき4-108-1 よしのやびる1かい

さくらいほんまち39

ひがし1-126 いおんこまきてん1かい

こまき3-53 
るーじゅこまき・あるでーる1かいC

こまき3-53 
るーじゅこまき・あるでーる1かい

ふたえぼり427-2

くぼ155 たまおきびる1かい

しんまち1-150

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3-297

くぼしんまち77

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
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（年末年始除く）

○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 10日（日）、 10月 24日（日）  8:30～17:15

とき ▶10月 3日（日）、 10日（日）、 17日（日）、 24日（日）、 31日（日）、  8:30～17:15

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

❷市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

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、 

　それぞれの  アプリの  ホームページを  みると  分かります。

9：30 ～ 17：00　※郵送で  申し込みは  できません。
※2020年 4月から  預かり保育が  始まりました。 通常保育の日は  教育時間終了後 ～16：30まで、

　長期休業期間は  8：30～16：30まで  子どもを  預けることが  できます。

支払いは 
早めに！ 

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

開いている時間保育園受け入れ

※「〇、●」は 公立園、「☆、★」は 私立保育園と  なります。  ※一色保育園は  2022年４月から  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）

▶日時…11月 1日（月）、 2日（火） 9:00～16:30　　▶場所…第1希望の  保育園（予約必要）

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

生後57日目 ～ 小学校へ  行く前の  子ども対象

電話番号

小規模保育施設

認定こども園

住所

開いている時間受け入れ 電話番号住所

開いている時間受け入れ 電話番号住所

○
○
○
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○
★
★
★
★
★
☆
★

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
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
一色保育園

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533-4
小木二丁目350-1
三ツ渕2130-1
桜井40
安田町98
本庄2597-433
藤島町梵天110-35
古雅三丁目54
城山三丁目2-1
村中1058
小松寺103-1
新町三丁目135
北外山2645-16
篠岡二丁目30
外堀一丁目27
久保一色南二丁目8

77-0844
77-0913
79-2323
77-1005
76-3337
76-2880
77-8536
72-9330
73-5536
73-5535
79-6128
75-2320
79-2477
78-0797
42-0053
77-0425
77-0514
71-0373
79-8336
74-5333
77-8600

7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00

☆
☆

旭ヶ丘第二こども園
とやまこども園

光ヶ丘三丁目51
南外山421

78-1620
77-0807

7:00～19:00
7:30～18:30

●
★
☆
★
★
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
★
☆
★
☆
★

小規模保育園こすも
こぐま・たんぽぽ保育所
すくすくnursery中央
キラッとＫＩＤＳサポート託児ルーム
あすかキッズステーション
あすかちるどれん
小牧ステーションわかば
保育園きっずどるちぇ小牧新町園
すくすくnursery味岡
味岡キッズ保育園
すくすくnursery小牧
すくすくnursery小牧kids
イオン小牧キッズ保育園
保育園きっずどるちぇ小牧さくら園
スクルドエンジェル保育室こまき園
保育園きっずどるちぇ小牧園
つぼみ小規模保育園

小牧五丁目253番地 中部公民館2階
久保新町77
中央四丁目161 サンヴィレッシﾞSTⅡ1階
新町三丁目297
北外山字宮ノ腰19
北外山字宮ノ腰19
中央二丁目115 第2さくらマンション中央210
新町一丁目150
久保155　玉置ビル1階
二重堀427-2
小牧三丁目53 ルージュ小牧・アルデール1階
小牧三丁目53 ルージュ小牧・アルデール1階C
東一丁目126 イオン小牧店1階
桜井本町39
小牧四丁目108-1 吉野家ビル１F
小牧四丁目604
新町二丁目130 パインハイツ1階

71-0115
72-8618
41-3455
43-2339
54-8024
43-0012
48-1133
55-5939
54-1189
65-7522
54-2880
65-6188
65-6966
55-8886
76-7679
68-6880
68-6018

7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～19:00
7:30～18:30
7:30～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:00～19:00
7:30～19:00
7:30～19:00
7:00～19:00
7:30～19:00
7:30～18:30
7:30～19:00
7:30～18:30

願書配布 がんしょはいふ

対　象 たいしょう

受付時間うけつけじかん

第一幼稚園 TEL.0568-77-0408 小牧市中央6-101問合先
といあわせさき だいいち　 ようちえん ちゅうおうこまきし

9月 1日（水）から  第一幼稚園、 幼児教育・保育課で  配ります。

小牧市に  住んでいる  子ども

※障がい児（3歳児）は、 2人まで  入園できます。　※4・5歳児の  障がい児に  ついては、 聞いてください。

●3歳児 （2018年 4月 2日 から 2019年 4月 1日 生まれ）… 40人

●4歳児 （2017年 4月 2日 から 2018年 4月 1日 生まれ）… 20人 くらい

●5歳児 （2016年 4月 2日 から 2017年 4月 1日 生まれ）… 20人 くらい

10月 1日（金）から 10月 29日（金）までに  願書を  第一幼稚園に  持って行って  ください。

（土・日・祝日と  10月 5日（火）、 20日（水）は  申し込みできません）

申し込み もうしこみ

受け入れ うけいれ

給料が  減ったりして、 決められた日  までに  納付できないときは、 収税課に  相談してください。 

相談しないと、 延滞金（支払いが  遅れたときに  払う  お金）を  払わないと  いけません。

あずこきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじかんきょういくひほいくつうじょうはじほいくあずがつねん

こもうゆうそう

こもうすいにちかにちがつしゅくじつにちど

いもようちえんだいいちがんしょきんにちがつきんにちがつ

にんうにちがつねんにちがつねんさいじ

にんうにちがつねんにちがつねんさいじ

にんうにちがつねんにちがつねんさいじ

きじしょうさいじにゅうえんにんさいじじしょう

こすこまきし

くばほいくかきょういくようじようちえんだいいちすい

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

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 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

しはら

かくにんかねのこ

わほー む ぺーじあぷり

ほうほうりようこうざ

しやくしょ ほんちょうしゃ しんがた ころなわくちん せっしゅかいじょう ひと て あら ますく

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

きゅうりょう

はらかねはらおくしはらえんたいきん

そうだんしゅうぜいかのうふひきへ

そうだん

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

かいごかいご ほけんりょうほけんりょう ほけんりょうほけんりょうこうきこうき こうれいしゃこうれいしゃ いりょういりょう

ぜいぜいぜいぜいふつうふつう ちょうしゅうちょうしゅう しけんみんしけんみん 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 ききだいだい きき

だいだい きき だいだい きき

し

はや

はら

しん せ いりようしせ つ とうほ い くね ん ど ぼ しゅうえ んじようちえ んだ い いちね 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かにちげつにちがつ

にちがつ

にちじ ばしょ

げつめさいじ にちめせいごさいじげつめさいじさいじ

い 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い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

ほいくえんう い

う い

じゅうしょ ひら じかん

ひら じかん

う い ひら じかん

でんわ  ばんごう

じゅうしょ でんわ  ばんごう

じゅうしょ でんわ  ばんごう

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

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

いしき 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

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

くぼいしきみなみ2-8

にんてい えん

いしき ねん がつわたくしりつほいくえん わたくしりつほいくえんこうりつえん ほいくえん

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 しせつ

つぼみ しょうきぼ ほいくえん

ほいくえん きっずどるちぇ 
こまきえん

いおん こまき きっず 
ほいくえん

すくすく なーさりー 
こまききっず

すくすく なーさりー こまき

あじおか きっず ほいくえん

すくすく なーさりー あじおか

こまき すてーしょん わかば

あすか ちるどれん

あすか きっずすてーしょん

きらっときっずさぽーと
たくじるーむ

すくすくなーさりー ちゅうおう

こぐま・たんぽぽ ほいくしょ

しょうきぼほいくえん こすも

しんまち2-130 ぱいんはいつ1かい

こまき4-604

こまき4-108-1 よしのやびる1かい

さくらいほんまち39

ひがし1-126 いおんこまきてん1かい

こまき3-53 
るーじゅこまき・あるでーる1かいC

こまき3-53 
るーじゅこまき・あるでーる1かい

ふたえぼり427-2

くぼ155 たまおきびる1かい

しんまち1-150

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3-297

くぼしんまち77

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
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成人検診の おしらせ

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

※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。

9:00～11:05

胸部X線検診 10月28日（木）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

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／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。

●受診期間

 2022年

 3月31日（木）

 まで

●受診期間／2022年  2月28日（月）まで

●受診期間

 2022年

 2月14日（月）

 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。 

11月30日（火）

10月15日（金）

保健センター 

勤労センター

※検体容器は 保健センターで 回収します。

　回収日の 予定は、 検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

骨粗しょう症検診
（超音波）

10月18日（月）

11月19日（金）

ヤング健診

11月25日（木）

12月11日（土）

9:00～11:00

9:30～11:00

9:30～
11:00

9:00～15:30

10月26日（火）

●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（10/18）、60人（11/19）

●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター　

保健センター 

保健センター 

子宮がん検診
（頸部のみ）

11月19日（金）13:30～15:30

13:30～15:30

●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／50人

●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター

勤労センター

●身体計測（身長・体重・腹囲）・血圧測定・尿検査・血液検査(脂質・血糖・貧血）・

　歯科衛生士による相談 ・ 看護師による相談 ・ 医師診察

●対象／1982年４月２日 ～ 1987年４月１日生まれの 小牧市に 住民登録が

　ある人で、 会社などで 健診を 受けない人。　●定員／75人/回

●料金／０円　●申し込み／先に 申し込んだ人順。 健診を 受けたい日を

　選んでから、 保健センター（Tel.0568-75-6471）へ 電話してください。

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／60人　●料金／1,000円　●申し込み／保健センター

勤労センター13:30～14:3011月18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

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（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。

●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 小牧市に 住民登録の ある人で、 国民健康保険か

　後期高齢者医療保険に 入っている人、 または 協会けんぽ 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：4,800円

　（70歳以上 1,800円）、 協会けんぽ 被扶養者：6,150円（70歳以上 3,150円）

※人間ドックを 受診する時は 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／小牧市内の 指定医療機関　

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

小牧市内の

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

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／2022年 2月14日（月）までに 保健センター

※痰を とる 検査です。 容器に ３日分の 
痰を 取り、 自分で 提出します。

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。

保健センター

お金を  もって、 KIAへ  きてください。 ※申し込みした後に  キャンセルをしても、 お金は  返しません。

10月 1日（金）～10月 15日（金）

会員 300円、 会員でない人 500円（BBQ代と  保険の  お金が  入っています）

30人（早く  申し込んだ  人順。 会員優先。）1人で  3人分の  申し込みが  できます。

小学3年生以上の  外国人で、 KIAの会員、 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  勉強している人。 （小学生は、 親子で  参加してください）

小牧市消防本部と  市民四季の森

10月 24日（日）  9:00～16:00

災害が  起きたら、 あなたは  どうするの？

フランス風  アップルタルトを  作ろう！

お金を  もって、 KIAへ  きてください。10月 1日（金）～10月 23日（土）

会員 200円、 会員ではない人 700円10人（早く  申し込んだ  人順。）

小学4年生以上で、 KIA会員の人、 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  勉強している人。

（小学生は  親子で  参加してください）

高橋 節子  先生

小牧市公民館  3階  料理教室

11月 6日（土）  10:00～13:00

防災訓練

料理で 国際交流

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）

問合先
といあわせさき しみんあんぜん か

市民安全課　TEL.0568-76-1120

行政書士に 相談しませんか

予約が  いります。 市民安全課へ  電話してください。

日本語（スペイン語、 ポルトガル語、 英語は  通訳が  あります。）

小牧市役所（市民安全課）

帰化・在留相談、 遺言・相続、 建設業、 土地関係許可申請、 営業許可に  ついての  相談

0円

10月 8日（金）  10:00～12:00、 13:00～16:00

行政書士（市役所などに  出す  書類を  作る  専門家）に  相談ができます。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

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

募集期間 ぼしゅう
きかん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

講　師 こうし

参加費 さんかひ

エプロン、 マスク、 三角巾、 えんぴつ  または  ペン持ち物 もちもの

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

募集期間 ぼしゅう
きかん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

相談できること そうだん
できること

言　葉 ことば

申し込み もうしこみ

けんしんせいじん 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

りょうり

ぎょうせ い しょし そ うだ ん

こくさ い こうりゅう

ぼ うさ い くん れ ん

かえかねきゃんせるあともう こかね

きんにちがつきんにちがつ

ど かねにちがつきんにちがつ

でんわあんぜんかしみんよやく

つうやくえいごぽるとがるごすぺいんごにほんご

あんぜんかしみんこまき しやくしょ

そうだんきょかえいぎょうかんけいとち しんせいきょかけんせつぎょうそうぞくゆいごんざいりゅうそうだんきか

えん

きんにちがつ

そうだんせんもんかつくしょるいだしやくしょぎょうせいしょし

はいかねほけんだいえんひとかいいんえんかいいん

えんひとかいいんえんかいいん

えぷろん ますく さんかくきん ぺん

こもうにんぶんにんかいいんゆうせんひとじゅんこもうはやにん

ひとじゅんこもうはやにん

さんかおやこしょうがくせいひとべんきょうがっこうこまきし

しごと ひとこまきしひとすこまきし

かいいんがいこくじんいじょうねんせいしょうがく

さんかおやこしょうがくせい

べんきょう ひとがっこうこまきし

しごと ひとこまきしひとすこまきし

かいいん ひといじょうねんせいしょうがく

さいがい

ふらんす ふう あっぷる たると つく

お

もりしみん しきほんぶしょうぼうこまきし

りょうり きょうしつかいこうみんかんこまきし

たかはし せつこ せんせい

にちにちがつ

どにちがつ

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

にんげん どっく

しきゅう

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

しょうけんしんこつそ

まんもぐらふぃ

けんさはんのう

けんしんだいちょう

せんかんせつさつえい

けんしんい

しゅるい こもうりょうきんたいしょうばしょじかんひ

せんたーほけんこもう

せんた ーほけんこもう

いじょうさいえん えんりょうきん

えんりょうきんよてい けんたい ようき おく とき し

かいにんていいん

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

きんろう せんたー

きんろう せんたー

ほけん せんたー

きん

か

がつ にち

げつ

もく

もく

ど

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

せんたーほけん

りょうきん

にん にんひと 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

さいえん えん

りょうきん えん ほけんこもう

いじょう

けんしんしきゅう

けいぶ

ほけん せんたー

ほけん せんたー

せんたーほけんこもうりょうきん

にんひと 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

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

にんていいん

せんたーりょうきん えん ほけんこもうにん かいていいん

ひとじゅうみんとうろくこまきしさい さいたいしょう

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

ひと

りょうきん

りょうきん

えん よやく

えん

ていいん

ていいん

もう こ

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 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

ひと

ひとす ほんすうにち

じゅうみんとうろくこまきしさい いじょうたいしょう

す ねんすう いじょう

もう こ

りょうきん

ていいん

ひんけつけっとうししつしんたい しんちょうけいそく たいじゅう ふくい けつあつ にょうけんさ けんさけつえきそくてい

しか えいせいし そうだん かんごし そうだん いし しんさつ

もう こ

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 こまきくりにっく きねん びょういん

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

ねん がつ にち げつ

けんさ

じゅしん きかん ねん

じぶんと ていしゅつたん

たん

きんろう せんたー

にちぶんようき

がつ にち げつ

さんふじんか

こまきしない

こまきしない

れでぃーす

してい

いりょう きかん

くりにっく

こまき

きねんびょういん

きかんじゅしん

ねん

にち もくがつ

きかんじゅしん

ねん

にち げつがつ

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

いぶ

きかんいりょうしていしないこまきこもう

じゅしんけんおくほけんじゅしん ときどっくにんげん

えんさいいじょうえんひふようしゃきょうかいさいいじょう

えん

えん

ほけんいりょうこうれいしゃこうきほけんけんこうこくみんりょうきん

ひふようしゃきょうかいほけんいりょう

ひと

ひとはい

ひとはい

こうれいしゃこうき

けんこう ほけんこくみんじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

しんたい けいそく けつあつ にょうけんさ けんさけつえき い だいちょう きょうぶ せん けんしん

せんけんしん

けんしんやんぐ

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

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

でんわせんたーほけんえら

ひうけんしんじゅんひとこもうさきえん

う

う

にちがつねん にちがつねん

ひと にん かいひとかいしゃ けんしん

たいしょう じゅうみんとうろくこまきし
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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

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）

11月14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

北里児童館

※1回の枠は 25分です

9:30～12:00

●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／北里児童館

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室
（体験のみ）

10月  5日（火）
10月12日（火）
10月19日（火）
10月26日（火）

2021年 6月  1日 ～   8日生まれ
2021年 6月  9日 ～ 16日生まれ
2021年 6月17日 ～ 24日生まれ
2021年 6月25日 ～ 30日生まれ

10月  1日（金）
10月  8日（金）
10月15日（金）

2020年 4月  1日 ～ 10日生まれ
2020年 4月11日 ～ 20日生まれ
2020年 4月21日 ～ 30日生まれ

10月  7日（木）
10月21日（木）

2019年 7月  1日 ～ 15日生まれ
2019年 7月16日 ～ 31日生まれ

10月  6日（水）
10月20日（水）
10月27日（水）

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

10月13日（水）
10月21日（木）
10月28日（木）

10月22日（金）

10月  6日（水）

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

10月  4日（月）
10月  5日（火）
10月12日（火）
10月19日（火）
10月25日（月）

●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 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、 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

10月15日（金）

●内容／赤ちゃん人形 抱っこ体験、 おうちの 味を 知ろう（塩分濃度測定） ※前もって 市ホームページの 動画を 見て、アンケートに 
答えることが 必要です。 妊婦体験は やりません。 ●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／保健センターに 電話で 申し込んで ください。

●対象／9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　 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）

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）
母乳相談

10月26日（火）

10月15日（金）

篠岡児童館
℡.0568-79-0690

北里児童館
℡.0568-71-1183

よやくひつよう
予約必要

●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

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。 期日までに  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。

●対象／出産予定日が 2月～5月で 小牧市に住んでいる
　妊婦と その夫（妊婦だけでも 参加できます）

℡.0568-71-1183

●必要な  書類

※ワクチンパスポートが  できるまで  1週間くらい  かかります。 

　書類が  足りないときや、 ワクチンを  受けたことが  

　確認できないときは、 とても  時間が  かかります。

●申請書の  送り先 （郵送の  場合）

〒485-8650  愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

小牧市役所  新型コロナウイルスワクチン  接種推進室

ワクチンパスポートとは  新型コロナワクチンの  注射を  受けたことを  証明する  書類です。 

ワクチンパスポートが  あると、 他の国へ  行くとき、 緩和措置 （対象となる国に  入るとき、 

陰性証明を  見せなくて  すんだり、 外に出ては  いけない期間が  短くなったり、 外に出ては  

いけない期間が  過ぎた後の  再検査などを  しなくてすむこと）が  受けられることが  あります。

●申請（申し込み）できる人

●申請方法

①申請書 （市の  ホームページから  印刷できます）

②パスポートの  コピー （旅券番号、 名前が  書いてある  ページ）

③本人確認書類の  コピー （在留カード、 マイナンバーカード、 運転免許証など  名前と  

　ワクチンパスポートを  送る  住所が  書いてあるもの） 

④接種券の  コピー

⑤ワクチンの  注射を  受けたときに  もらう書類 （接種済証  または  接種記録書）の  コピー

⑥委任状 （必要な人  のみ）　あなたが  申請できない場合は、 ほかの人（代理人）が  申請できます。 

　その場合は、 あなたが  書いた 『委任状』が  いります。

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　
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。
ぽるとがるご すぺいんご えいご つうやく

そうだんまどぐち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

うけつけまどぐちよやくこまきし どにち しゅくじつ でんわ

市ホームページは
こちら

多文化共生推進室
ワクチン情報はこちら
（いろいろな国の言葉）

たぶんか

わくちん じょうほう

くに ことば

きょうせいすいしんしつ

受付 9:00～17:00

（土日・祝日は除く）

ワクチンを

打つ場所

❶LINE　
❷インターネット　
❸電話（0120-97-5727）

接種券と（年齢別）予約受付開始の  お知らせが  
届いた  人は  予約が  できます。

市ホームページ等で  分かります。 集団接種会場（市公民館、 東部市民センター、 

市役所、 市民病院など） または  小牧市の  医療機関などで  打ちます。

働いている  会社で  注射を  打つ  場合は  会社に  聞いてください。

ワクチンに ついて

●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分から  30分待ってから  帰ります。

●薬を  飲んでいる人は、 おくすり手帳等、 薬や  治療のことが  分かるものを  もってきてください。

●病気で  治療中の人や、 体調などに  不安が  ある人は、 前もって  かかりつけ医等に  ワクチンを  

　打つことが  できるか  相談してください。

28日武田・モデルナ社

21日
2回12歳以上

ファイザー社

ワクチンを
打つ 間隔

打つ
回数

対象年齢ワクチンの 種類

インターネットの
予約

※2021年9月8日時点の  情報です。
　内容が  変わることがあります。

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。

　外国語の  予診票を  見ながら、 日本語の  予診票に  書いてください。

新型コロナワクチンの 注射に ついて

場　所

持ち物

お願い

の  どれかで  

予約してください。

ワクチンパスポート （接種証明書）に  ついて

日本から  他の  国へ  行く予定があり、 小牧市が  発行した  接種券で  注射を  受けた人。

①インターネット、 ②郵送、 ③窓口  のどれかで  申請してください。

ワクチンパスポート
について

外国語で書いてある

予診票はこちら

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

かい わく ふん

ほけん せんたー

きたさと じどうかん

きたさと じどうかん

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

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

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

たいけん

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

さんかあか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

ほけん

げつ じ ほごしゃ

せんたー

せんたー

ぼにゅう そうだん

もう こ

もう 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

こ そだ せだい

ばあい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にんしんとどけでしょものも

そうだんしんぱいふあん きがるにんしんちゅう

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

じどうかんしないこまき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きじつ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

あんけーと

こた ひつよう にんぷ たいけん

み

こもう

えんぶんのうどそくていし まえ し ほーむぺーじ どうがあじあか たいけんだにんぎょうないよう

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 こまきししゅっさんよていび がつ がつ す

にんぷ おっと にんぷ さんか

そうだんけんこうさんぷにんぷ

そうだんいくじ

きぼう ひと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きたさと じどうかん

しのおか じどうかん

せんたーほけん でんわ もう こ

う ばしょ

わくちん

わくちん ぱすぽーと

ばしょ

も もの

ねが

よやく

いんたーねっと

よやく
でんわ

いんたーねっと

よやくひと

にちしゃもでるなたけだ

にち

かいさいいじょう

しゃふぁいざー

かんかくう

わくちん

かいすう

う

ねんれいたいしょう

う そうだん

わくちんい などまえひとふあんたいちょうひとちりょうちゅうびょうき

わちりょうくすりてちょうなどひとのくすり

かえまふんふんみようすあとうちゅうしゃ

ますくしゃつふくだかた

かよしんひょうにほんごみよしんひょうがいこくご

しゅうだんせっしゅかいじようほーむぺーじくによしんひょうかがいこくご

ほけんしょうけんこううんてんめんきょしょうかーどざいりゅうまいなんばー かーどほんにんかくにんしょるいよしんひょうせっしゅけん

う

きかいしゃばあいうちゅうしゃかいしゃはたら

きかんいりょうこまきししみん　びょういんしやくしょ

せんたーしみんとうぶしこうみんかんしゅうだんせっしゅかいじょうわなどほーむぺーじし

わくちん しゅるい

わくちん

とど

せっしゅけん ねんれいべつ よやく うけつけ かいし し

しんが た

わ くちん せっしゅ しょう め いしょぱ す ぽ ーと

ころ な わ くちん ちゅうしゃ じょうほうじてんにちがつねん

ないよう か

すいしんしつせっしゅわくちんういるすころなしんがたしやくしょこまき

ばんちさんちょうめうちほりこまきしあいちけん

わくちん ぱすぽーと しゅうかん

かくにん じかん

しょるい た わくちん う

よしんひょう

かがいこくご

うさいけんさあとす

しんせい

しんせい ほうほう

ひつよう しょるい

しんせいしょ おく さき ゆうそう ばあい

ひともう こ

きかん

でそとみじかきかんでそとみしょうめいいんせい

はいくにたいしょうそちかんわいくにほかぱすぽーと

しょるいしょうめいうちゅうしゃわくちんころなしんがたぱすぽーとわくちん

わくちん

いにんじょうかばあい

しんせいだいりにんひとばあいしんせいひとひつよういにんじょう

こぴーきろくしょせっしゅせっしゅずみしょうしょるいうちゅうしゃわくちん

こぴーせっしゅけん

かじゅうしょおくぱすぽーとわくちん

なまえめんきょしょううんてんかーどまいなんばーかーどざいりゅうこぴーしょるいかくにんほんにん

ぺーじかなまえばんごうりょけんこぴーぱすぽーと

いんさつほーむぺーじししんせいしょ

しんせいまどぐちゆうそういんたーねっと

ひとうちゅうしゃせっしゅけんはっこうこまきしよていいくにほかにほん



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
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※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

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。

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 
「かからない、うつさない」ように  気をつけてください

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

外国人のための 相談窓口の おしらせ

愛知県 多文化共生推進室 TEL.052-954-6138問合先
といあわせさき あいちけん すいしんしつきょうせいたぶんか

期　間 きかん

対　象 たいしょう

答える方法 こたえる
ほうほう 届いた  調査の紙に  書くか、 調査の紙に  書いてある  IDと  パスワードを  使って  インターネットで  

答えてください。 日本語、 英語、 ポルトガル語、 中国語、 フィリピン語、 ベトナム語、 スペイン語、 

インドネシア語、 ネパール語で  答えることが  できます。

小牧市に  住んでいる  18歳以上の  外国人で、 調査の  紙が  届いた人

11月 5日（金）～ 11月 29日（月）

愛知県は、 県民の  みなさんにとって  暮らしやすい  まちづくりを  進めています。

「愛知県  外国人  県民アンケート調査」では、 みなさんが  生活で  困っていることなどを  聞いて、 

愛知県が  作る「あいち  多文化共生推進プラン」の  内容を  考えるための  資料にします。 

答えた内容は、 他の人に  知られることは  ありません。 ぜひ  アンケートに  協力してください。

愛知県 外国人 県民アンケート調査を 行います

こまきしやくしょ
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