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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

P2

●図書館に ようこそ！

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金について

●在留相談に ついて / 外国人のための 相談窓口の おしらせ

●次の 税金の 支払い 期限は 3月31日（木）です

P5

P6

●こまき巡回バス 「こまくる」

●あいさつで つながろう！

●小牧市まちづくり推進計画 

　第1次基本計画

●書かずに 簡単！「こまき スマート窓口」　　　　　　

P3

P4

https://www.library.komaki.aichi.jp/child/use

ぜひ来てくださいね！

5か国語（英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 中国語、 ベトナム語）＋
やさしい  にほんごの  利用案内を  用意しています。

話を  しては  いけない  サイレントルームや、 1人で  入れる  

部屋が  あります。 集中して  勉強したり、 本を  読んだり  

できます。 インターネットで  予約することが  できます。

イベントや  おはなし会（絵本の  読み聞かせ）を  

毎月  行っています。

子どもと  いっしょに  楽しむことが  できます。

外国語の  本や、 日本語を  勉強しはじめた人でも  読みやすい  

LLブックも  あります。 ファッションや  スポーツの  雑誌、 

CDや  DVDも  あります。

テラス席や  ソファ席が  あり、 

カフェも  あるので、 ゆっくりと  すごせます。
ポイント1

ポイント2

ポイント3

ポイント4

2021年 3月に  できた  小牧市中央図書館は、 
とても  すてきな  場所です。 ぜひ、 来てくださいね。

図書館に ようこそ！
87.5%84.4%（2018年度）外国人生徒の  中学卒業後の  進学率

29.0%33.3%（2017年度）
日常生活で  外国人市民と  接する  

機会がある  日本人市民の  割合
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❶外国人市民が  住みやすい  環境を  整えます。

❷日本人市民と  外国人市民が  互いの

　「ちがい」を  学び  活躍する機会を  

　増やします。

展開方向（やること）

国籍などに  関わらず、 基本的人権を  尊重しながら  

お互いに  理解し、 交流を  深め、 支え合い  

協力することで、 日本人市民と  外国人市民が  

活躍する  多文化共生の  まちを  目指します。

目指すこと

基本施策3  多文化共生

小牧市が  2019年度から  2026年度までの  8年間、 どのような  まちづくりを  進めていくのかを  まとめた  計画です。

まちづくり推進計画  第1次基本計画とは

転入※・転居・転出・住民票の写し・納税証明書・児童手当・マイナンバーカードなど

※転入手続きは  2022年 6月から  はじめます。
対象手続き

「こまき  スマート窓口」では、 市役所本庁舎で  手続きを  する人が  マイナンバーカードや  在留カードを  見せて

「確認・署名」を  することで、 氏名や  住所等を  何度も  書く  必要が  なくなります。

※支所は  2022年 11月から  はじめます。

今後は  ありません！

●書き方が  わからない

●氏名や  住所を  

　何度も  記入
発 

行

窓口利用者

作った  申請書を  

確認して、 サインする

職  員

職員が  申請書を  

作ります

窓口利用者

申請したいことを  

言って、 身分証を  見せる

ステップ1 ステップ2

小牧市まちづくり推進計画 第1次基本計画

書かずに 簡単！「こまき スマート窓口」

小牧市中央図書館 TEL.0568-73-9951問合先
といあわせさき こまきし としょかんちゅうおう

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

市民窓口課 TEL.0568-76-1121／行政改革課 TEL.0568-76-1156問合先
といあわせさき しみん まどぐちか ぎょうせい かいかくか
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生活情報誌こまき

がつ ごう
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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 2022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

2022
月号3

外国人の人口：9,785人 / 小牧の人口：150,909人（2022年 2月 1日現在）
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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）

3月13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

大城児童館

10：00～11:30

●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／大城児童館

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室

3月  1日（火）
3月  8日（火）
3月15日（火）
3月22日（火）

2021年 11月   1日 ～   8日生まれ
2021年 11月   9日 ～ 16日生まれ
2021年 11月 17日 ～ 24日生まれ
2021年 11月 25日 ～ 30日生まれ

3月  4日（金）
3月11日（金）
3月18日（金）

2020年   9月  1日 ～ 10日生まれ
2020年   9月11日 ～ 20日生まれ
2020年   9月21日 ～ 30日生まれ

3月  3日（木）
3月17日（木）

2019年 12月   1日 ～ 15日生まれ
2019年 12月 16日 ～ 31日生まれ

3月  2日（水）
3月  9日（水）
3月16日（水）

2019年   3月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   3月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   3月 21日 ～ 31日生まれ

3月  7日（月）
3月14日（月）
3月23日（水）

3月18日（金）

3月  9日（水）

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

3月  1日（火）
3月  8日（火）
3月14日（月）
3月15日（火）
3月22日（火）
3月29日（火）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します。
　妊娠中の 不安や 心配なことなどを 気軽に 相談して下さい。
●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  4日（金）

●内容／赤ちゃんの 暮らしに ついて、 お父さんの 役割に ついて、 妊娠中の 食事に ついて、 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） ※内容は 変わることが あります。  ●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 予約を してください。　

●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）
 ℡.0568-71-8611

母乳相談

3月  4日（金）
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） 
●料金／0円　●申し込み／大城児童館

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

生まれてから 10か月ごろに 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）

※新しい 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 6月～9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）

℡.0568-78-0046

大城児童館
℡.0568-78-0046

保健センター TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

都市整備課  TEL.0568-76-1138問合先
といあわせさき とし せいびか

スマホや  ケータイで

QRコードを  読み取って

運行情報を  チェック!

2022年 3月 1日に、 

こまき巡回バス 「こまくる」の  

一部の  路線が  変わりました。 

詳しくは、 こまくるガイドを  

見てください。 

「こまくる」の  バスや  

市役所などに  あります。

「おはよう」と  声を  かけても  返事が  ない… あなたの  周りの人が  いつもと  違う  様子に  気づくことは  ありませんか？

「おはよう」「いってらっしゃい」 声を  かけることは 「あなたのことを  ちゃんと  みているよ」「一人じゃないよ」という 

メッセージ。 その気持ちを  伝えてみませんか。 大切な  人に  声を  かける、 それが 「ゲートキーパー」。

あいさつが  ゲートキーパーの  第1歩です。

3月は、 季節の  変化、 生活環境の  変化などが  あります。 この時期に  こころの  健康を  崩してしまう人も  います。

～3月は  自殺対策強化月間です～

こまき巡回バス 「こまくる」

あいさつで つながろう！

あなたの  存在で  救われる人が  います。 「ゲートキーパー」は  悩んでいる人に  気づき、 声をかけ、 話をきき、 

必要な  支援に  つなぎ、 見守る人の  ことです。 大切な人の “いつもと  違う  様子”に  気づいたら  声を  かけて

みませんか？ 話をきき、 一緒に  考えてくれると、 悩んでいる人は  安心します。 特別な  資格は  必要ありません。

誰もが  誰かの  大切な  ゲートキーパーです。

❶ あいさつで  つながろう！

❷ ゲートキーパーを  知っていますか？

 T4 高根線

 T3 池之内上末線

 T2 城山大草線
ダイヤ変更

 T1 篠岡光ヶ丘線

 A3 岩崎原線

 A2 久保一色線

 A1 田県線 ダイヤ変更、 バス停新設

 H6 多気線 ルート・ダイヤ変更、 バス停新設 

 H5 春日寺線

 H4 間々原線

 H3 村中線

 H2 三ツ渕北線

 H1 舟津線

 13 野口大山線
ダイヤ変更

 12 文津線

 11 味岡桃花台線

 7 桃花台線

 6 岩崎線

 5 小牧原線

 4 市之久田線

 3 藤島線

 2 河内屋線

 1 小牧駅市役所線

●対象路線 ※色の  付いている  路線は  変わった  路線です（23路線中  19路線）

路線名 見直し内容

変更なし

変更なし

ダイヤ変更

ルート・ダイヤ変更、 バス停新設 

バスは  いつ来る？
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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

日にち 場所 対象・料金・申し込みなど

●受診期間

 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。

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 ）（

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（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。

【乳がん検診・子宮がん検診】に ついて 

新型コロナウイルス感染症の  影響が  続いているので、 生活 ・ 暮らしへの  支援のため、

住民税非課税世帯等は  臨時特別給付金が  もらえます。

2022年 9月 30日（金）まで●申出期間 ………

市役所へ  申請書を  出してください。 収入が  分かる  書類（給与明細等）が  必要。●手続の  仕方  …

1世帯につき　100，000円●もらえる  お金…

上に  該当しない  世帯のうち、 新型コロナウイルス感染症の  影響を  受けて  2021年 1月を  過ぎて、 家計が  急変

（収入が減少）した  世帯で、 同じ世帯にいる人  全員が、 住民税非課税世帯と  同じ事情にあると  認められる  世帯

※租税条約に  基づいて

　住民税が  免除されている

　世帯は  もらえません。

臨時特別給付金コールセンター  TEL.0568-54-1517　9：00～17：00 （土曜日・日曜日、祝日は休み）問合先
といあわせさき りんじ とくべつ きゅうふきん こー る せ ん た ー どようび にちようび しゅくじつ やす

住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金について

2022年 5月 31日（火）まで●受付期間 ………

① 支給対象と  思われる  世帯に、 2月中に  市から  確認書を  郵便で  送ります。

② 確認書が  届いたら、 内容を  確認してから、 必要なことを  書いて、 市へ  送り返して  ください。

※確認書は、 5月31日までに  市へ  送り返さないと、 もらえません。

●手続の  仕方  …

1世帯につき　100，000円●もらえる  お金…

2021年 12月 10日 時点で  小牧市に  住んでいる  世帯で、 

その世帯に  いる人  全員が、 下の  要件を  両方  満たしている  世帯

❶ 2021年度  市民税が  課税  されていない

❷ 市民税が  課税  されている方の  扶養親族だけの  世帯で  ない

●もらえる  世帯…

住民税非課税世帯

家計急変（収入が減った）世帯

※新しい 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。
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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

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。

3月 2日（水）、 4月 6日（水）  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
3月と 4月の 相談日

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

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。 

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。

決められた日を  過ぎると、 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。

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。

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 13日（日）、 3月 27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 6日（日）、 13日（日）、 20日（日）、 27日（日）　8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日(木) です

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）

●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！

※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。

※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。

納税証明書は  収税課（2階 ⑤）で  とることが  できます。

所得課税証明書は  市民税課（2階 ③）で  とることが  できます。

＊証明書の  ご案内 …
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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

日にち 場所 対象・料金・申し込みなど

●受診期間

 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。

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 ）（

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（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。

【乳がん検診・子宮がん検診】に ついて 

新型コロナウイルス感染症の  影響が  続いているので、 生活 ・ 暮らしへの  支援のため、

住民税非課税世帯等は  臨時特別給付金が  もらえます。

2022年 9月 30日（金）まで●申出期間 ………

市役所へ  申請書を  出してください。 収入が  分かる  書類（給与明細等）が  必要。●手続の  仕方  …

1世帯につき　100，000円●もらえる  お金…

上に  該当しない  世帯のうち、 新型コロナウイルス感染症の  影響を  受けて  2021年 1月を  過ぎて、 家計が  急変

（収入が減少）した  世帯で、 同じ世帯にいる人  全員が、 住民税非課税世帯と  同じ事情にあると  認められる  世帯

※租税条約に  基づいて

　住民税が  免除されている

　世帯は  もらえません。

臨時特別給付金コールセンター  TEL.0568-54-1517　9：00～17：00 （土曜日・日曜日、祝日は休み）問合先
といあわせさき りんじ とくべつ きゅうふきん こー る せ ん た ー どようび にちようび しゅくじつ やす

住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金について

2022年 5月 31日（火）まで●受付期間 ………

① 支給対象と  思われる  世帯に、 2月中に  市から  確認書を  郵便で  送ります。

② 確認書が  届いたら、 内容を  確認してから、 必要なことを  書いて、 市へ  送り返して  ください。

※確認書は、 5月31日までに  市へ  送り返さないと、 もらえません。

●手続の  仕方  …

1世帯につき　100，000円●もらえる  お金…

2021年 12月 10日 時点で  小牧市に  住んでいる  世帯で、 

その世帯に  いる人  全員が、 下の  要件を  両方  満たしている  世帯

❶ 2021年度  市民税が  課税  されていない

❷ 市民税が  課税  されている方の  扶養親族だけの  世帯で  ない

●もらえる  世帯…

住民税非課税世帯

家計急変（収入が減った）世帯

※新しい 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。
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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

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。

3月 2日（水）、 4月 6日（水）  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
3月と 4月の 相談日

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

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。 

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。

決められた日を  過ぎると、 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。

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。

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 13日（日）、 3月 27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 6日（日）、 13日（日）、 20日（日）、 27日（日）　8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日(木) です

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）

●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！

※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。

※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。

納税証明書は  収税課（2階 ⑤）で  とることが  できます。

所得課税証明書は  市民税課（2階 ③）で  とることが  できます。

＊証明書の  ご案内 …
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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）

3月13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

大城児童館

10：00～11:30

●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／大城児童館

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室

3月  1日（火）
3月  8日（火）
3月15日（火）
3月22日（火）

2021年 11月   1日 ～   8日生まれ
2021年 11月   9日 ～ 16日生まれ
2021年 11月 17日 ～ 24日生まれ
2021年 11月 25日 ～ 30日生まれ

3月  4日（金）
3月11日（金）
3月18日（金）

2020年   9月  1日 ～ 10日生まれ
2020年   9月11日 ～ 20日生まれ
2020年   9月21日 ～ 30日生まれ

3月  3日（木）
3月17日（木）

2019年 12月   1日 ～ 15日生まれ
2019年 12月 16日 ～ 31日生まれ

3月  2日（水）
3月  9日（水）
3月16日（水）

2019年   3月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   3月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   3月 21日 ～ 31日生まれ

3月  7日（月）
3月14日（月）
3月23日（水）

3月18日（金）

3月  9日（水）

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

3月  1日（火）
3月  8日（火）
3月14日（月）
3月15日（火）
3月22日（火）
3月29日（火）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します。
　妊娠中の 不安や 心配なことなどを 気軽に 相談して下さい。
●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  4日（金）

●内容／赤ちゃんの 暮らしに ついて、 お父さんの 役割に ついて、 妊娠中の 食事に ついて、 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） ※内容は 変わることが あります。  ●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 予約を してください。　

●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）
 ℡.0568-71-8611

母乳相談

3月  4日（金）
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） 
●料金／0円　●申し込み／大城児童館

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

生まれてから 10か月ごろに 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）

※新しい 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 6月～9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）

℡.0568-78-0046

大城児童館
℡.0568-78-0046

保健センター TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

都市整備課  TEL.0568-76-1138問合先
といあわせさき とし せいびか

スマホや  ケータイで

QRコードを  読み取って

運行情報を  チェック!

2022年 3月 1日に、 

こまき巡回バス 「こまくる」の  

一部の  路線が  変わりました。 

詳しくは、 こまくるガイドを  

見てください。 

「こまくる」の  バスや  

市役所などに  あります。

「おはよう」と  声を  かけても  返事が  ない… あなたの  周りの人が  いつもと  違う  様子に  気づくことは  ありませんか？

「おはよう」「いってらっしゃい」 声を  かけることは 「あなたのことを  ちゃんと  みているよ」「一人じゃないよ」という 

メッセージ。 その気持ちを  伝えてみませんか。 大切な  人に  声を  かける、 それが 「ゲートキーパー」。

あいさつが  ゲートキーパーの  第1歩です。

3月は、 季節の  変化、 生活環境の  変化などが  あります。 この時期に  こころの  健康を  崩してしまう人も  います。

～3月は  自殺対策強化月間です～

こまき巡回バス 「こまくる」

あいさつで つながろう！

あなたの  存在で  救われる人が  います。 「ゲートキーパー」は  悩んでいる人に  気づき、 声をかけ、 話をきき、 

必要な  支援に  つなぎ、 見守る人の  ことです。 大切な人の “いつもと  違う  様子”に  気づいたら  声を  かけて

みませんか？ 話をきき、 一緒に  考えてくれると、 悩んでいる人は  安心します。 特別な  資格は  必要ありません。

誰もが  誰かの  大切な  ゲートキーパーです。

❶ あいさつで  つながろう！

❷ ゲートキーパーを  知っていますか？

 T4 高根線

 T3 池之内上末線

 T2 城山大草線
ダイヤ変更

 T1 篠岡光ヶ丘線

 A3 岩崎原線

 A2 久保一色線

 A1 田県線 ダイヤ変更、 バス停新設

 H6 多気線 ルート・ダイヤ変更、 バス停新設 

 H5 春日寺線

 H4 間々原線

 H3 村中線

 H2 三ツ渕北線

 H1 舟津線

 13 野口大山線
ダイヤ変更

 12 文津線

 11 味岡桃花台線

 7 桃花台線

 6 岩崎線

 5 小牧原線

 4 市之久田線

 3 藤島線

 2 河内屋線

 1 小牧駅市役所線

●対象路線 ※色の  付いている  路線は  変わった  路線です（23路線中  19路線）

路線名 見直し内容

変更なし

変更なし

ダイヤ変更

ルート・ダイヤ変更、 バス停新設 

バスは  いつ来る？
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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

P2

●図書館に ようこそ！

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金について

●在留相談に ついて / 外国人のための 相談窓口の おしらせ

●次の 税金の 支払い 期限は 3月31日（木）です

P5

P6

●こまき巡回バス 「こまくる」

●あいさつで つながろう！

●小牧市まちづくり推進計画 

　第1次基本計画

●書かずに 簡単！「こまき スマート窓口」　　　　　　

P3

P4

https://www.library.komaki.aichi.jp/child/use

ぜひ来てくださいね！

5か国語（英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 中国語、 ベトナム語）＋
やさしい  にほんごの  利用案内を  用意しています。

話を  しては  いけない  サイレントルームや、 1人で  入れる  

部屋が  あります。 集中して  勉強したり、 本を  読んだり  

できます。 インターネットで  予約することが  できます。

イベントや  おはなし会（絵本の  読み聞かせ）を  

毎月  行っています。

子どもと  いっしょに  楽しむことが  できます。

外国語の  本や、 日本語を  勉強しはじめた人でも  読みやすい  

LLブックも  あります。 ファッションや  スポーツの  雑誌、 

CDや  DVDも  あります。

テラス席や  ソファ席が  あり、 

カフェも  あるので、 ゆっくりと  すごせます。
ポイント1

ポイント2

ポイント3

ポイント4

2021年 3月に  できた  小牧市中央図書館は、 
とても  すてきな  場所です。 ぜひ、 来てくださいね。

図書館に ようこそ！
87.5%84.4%（2018年度）外国人生徒の  中学卒業後の  進学率

29.0%33.3%（2017年度）
日常生活で  外国人市民と  接する  

機会がある  日本人市民の  割合

2020年度

実績値

2026年度

目指す 方向
基準値指　標指

標
の 

進
捗
状
況

（
ま
ち
の  

状
態
指
標
）

❶外国人市民が  住みやすい  環境を  整えます。

❷日本人市民と  外国人市民が  互いの

　「ちがい」を  学び  活躍する機会を  

　増やします。

展開方向（やること）

国籍などに  関わらず、 基本的人権を  尊重しながら  

お互いに  理解し、 交流を  深め、 支え合い  

協力することで、 日本人市民と  外国人市民が  

活躍する  多文化共生の  まちを  目指します。

目指すこと

基本施策3  多文化共生

小牧市が  2019年度から  2026年度までの  8年間、 どのような  まちづくりを  進めていくのかを  まとめた  計画です。

まちづくり推進計画  第1次基本計画とは

転入※・転居・転出・住民票の写し・納税証明書・児童手当・マイナンバーカードなど

※転入手続きは  2022年 6月から  はじめます。
対象手続き

「こまき  スマート窓口」では、 市役所本庁舎で  手続きを  する人が  マイナンバーカードや  在留カードを  見せて

「確認・署名」を  することで、 氏名や  住所等を  何度も  書く  必要が  なくなります。

※支所は  2022年 11月から  はじめます。

今後は  ありません！

●書き方が  わからない

●氏名や  住所を  

　何度も  記入
発 

行

窓口利用者

作った  申請書を  

確認して、 サインする

職  員

職員が  申請書を  

作ります

窓口利用者

申請したいことを  

言って、 身分証を  見せる

ステップ1 ステップ2

小牧市まちづくり推進計画 第1次基本計画

書かずに 簡単！「こまき スマート窓口」

小牧市中央図書館 TEL.0568-73-9951問合先
といあわせさき こまきし としょかんちゅうおう

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

市民窓口課 TEL.0568-76-1121／行政改革課 TEL.0568-76-1156問合先
といあわせさき しみん まどぐちか ぎょうせい かいかくか

こまきしやくしょ

 ほりのうち

でんわ

まどぐちかくたんとうくわ き

へんしゅう

はっこう

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

あいちけん こまきし さんちょうめ ばんち

まどぐちす ま ー とかんたんか

けいかくきほんじだい

けいかくすいしんこまきし

ばすじゅんかい

もくにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

そうだん がいこくじん そうだん まどぐちざいりゅう

きゅうふきんとくべつりんじたいせたい などひかぜいじゅうみんぜい

けんしんせいじん

か れ ん だ ーけんしんぼし

としょかん

き

よういあんないりよう

ごべとなむごちゅうごくごぽるとがるごすぺいんえいごこくご

い ん た ー ねっと よやく

よほんべんきょうしゅうちゅうへや

はいひとりる ー むさ い れ ん とはなし

たのこ

おこなまいつき

きよえほんかいい べ ん と

ざっしす ぽ ーつふ ぁっしょ んぶっく

よひとべんきょうにほんごほんがいこくご

か ふ ぇ

せきそふ ぁせきてらす

きばしょ

としょかんちゅうおうこまきしがつねん

けいかくすすねんかんねんどねんどこまきし

けいかくきほんじだいけいかくすいしん

じっせきち

ねんど

めざ ほうこう

ねんど

ねんど

ねんど

きじゅんち

しんがくりつそつぎょうごちゅうがくせいとがいこくじん

がつねんてつづてんにゅう

か ー どま い な ん ばーてあてじどうのうぜいしょうめいしょうつじゅうみんひょうてんしゅつてんきょてんにゅう

てつづたいしょう

きにゅうなんど

じゅうしょしめい

か かた

こんご

は
っ
こ
う

りようしゃまどぐち

さ い んかくにん

しんせいしょつく

しょくいん

つく

しんせいしょしょくいん

りようしゃまどぐち

みみぶんしょうい

しんせい

す てっぷ す てっぷ

がつねんししょ

ひつようかなんどじゅうしょなどしめいしょめいかくにん

みか ー どざいりゅうか ー どま い な ん ばーひとてつづほんちょうしゃしやくしょまどぐちす ま ー と

しみん わりあいにほんじんきかい

せっしみんがいこくじんにちじょうせいかつ

し ひょう

し
ひ
ょ
う

じ
ょ
う
た
い

じ
ょ
う
き
ょ
う

し
ん
ち
ょ
く

し
ひ
ょ
う

ふ

きかいかつやくまな

たがしみんがいこくじんしみんにほんじん

ととのかんきょうすしみんがいこくじん

ほうこうてんかい

めざきょうせいたぶんかかつやく

しみんがいこくじんしみんにほんじんきょうりょく

あささふかこうりゅうりかいたが

そんちょうじんけんきほんてきかかこくせき

めざ

きょうせいたぶんかしさくきほん

と し ょ か ん

け い か くき ほ んじだ いけ い か くす い し んこ ま き し

か か ん た ん
す ま ー と ま ど ぐ ち ぽ い ん と

ぽ い ん と

ぽ い ん と

ぽ い ん と
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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 2022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

2022
月号3

外国人の人口：9,785人 / 小牧の人口：150,909人（2022年 2月 1日現在）


