
P1 ●KIA こども企画

●KIA にほんご 体験隊“NAKAMA”

●次の 税金の 支払い 期限は 

　6月30日（木）です

●児童手当 現況届に 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

●5月31日は 世界禁煙デー

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●国民健康保険税は 口座振替で お支払いください

●2022年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●2022年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります

●2022年度 所得（課税）証明書等を もらう 窓口について

P6

P7

P8
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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。

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

※親が  吸わない場合と  

　比べて

子どもの  体の中に  入る  

ニコチンの  量

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日は 世界禁煙デー
5月 31日から  6月 6日は  禁煙週間

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
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保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の人には 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

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

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

7月10日（日）

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯
予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター

味岡児童館

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  心配ごとの  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

パパママ教室

6月  7日（火）
6月14日（火）
6月21日（火）
6月28日（火）

2022年   1月 25日 ～ 31日生まれ
2022年   2月   1日 ～ 10日生まれ
2022年   2月 11日 ～ 20日生まれ
2022年   2月 21日 ～ 28日生まれ

6月  3日（金）
6月10日（金）
6月17日（金）

2020年 12月   1日 ～ 10日生まれ
2020年 12月 11日 ～ 20日生まれ
2020年 12月 21日 ～ 31日生まれ

6月16日（木）
6月23日（木）

2020年   3月   1日 ～ 15日生まれ
2020年   3月 16日 ～ 31日生まれ

6月  1日（水）
6月  8日（水）
6月22日（水）

2019年   6月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   6月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   6月 21日 ～ 30日生まれ

6月24日（金）

6月  8日（水）

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

10:00～11:15

10:00～11:15

10:00～11:15

6月  7日（火）
6月13日（月）
6月14日（火）
6月21日（火）
6月28日（火）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します。
　妊娠中の 不安や 心配事など 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

6月  6日（月）

●内容／赤ちゃんとの 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

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  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 2022年 10月～2023年 1月の 
市内在住の 妊婦と その夫（妊婦のみの 参加も可）

℡.0568-75-4999

6月  6日（月）

6月17日（金）

6月24日（金）

小牧児童館
℡.0568-77-0906

大城児童館
℡.0568-78-0046

味岡児童館
℡.0568-75-4999

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
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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
 2022年
 6月1日（水）
 から
 2023年
 3月31日（金）
 まで

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 対象者表の 

　　　　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 対象者表の ①～③の人：小牧市内の 産婦人科、

　　　　　　下の 対象者表の 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 

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）

ヤング健診

7月21日（木）

7月28日（木）

7月13日（水）

9:00～
11:05

7月20日（水）

7月29日（金）

9:00～
15:30

9:30～
12:00

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 

　　　　対象者表の どれかに あてはまる人

●定員／110人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）

●申し込み／保健センター

●内容／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／1983年 4月 1日 ～ 1988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／60名　●料金／0円

●申し込み／保健センターへ 電話してください。

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／45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 対象者表の 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 対象者表の ①～③の人：

　　　　　　みわレディースクリニック （Tel.0568-76-2603）、

　　　　　　下の 対象者表の ④の人：

　　　　　　前もって 保健センターへ 聞いてください。

個
別
検
診

●みわ
 レディース
 クリニック

小牧市内の

産婦人科

種　類

子宮がん
個別検診
内診、視診、

細胞診 ）（

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 奇数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 偶数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で 2021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。
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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

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 でんわこもう

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

ていいん

かいにんていいん

ひと した

ひょうたいしょうしゃ

じゅうみんとうろくこまきしさい

めい

ひとうけんしんかいしゃひととうろくじゅうみん

こまきしうにちがつねん にちがつねん

しんさついしそうだんかんごし

そうだんえいせいししかひんけつけっとうししつけんさけつえき

にょうけんさそくていけつあつふくいたいじゅうしんちょうけいそくしんたいないよう

いじょうたいしょう

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

りょうきん 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 たいしょうしゃひょう

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 たいしょうしゃひょう

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たいしょうしゃひょうした

たいしょうしゃひょうした

もう こ たいしょうしゃひょう

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

たいしょうしゃひょうした

さんふじんか

こまきしない

れでぃーす

くりにっく

きかんじゅしん

にち すいがつ

ねん

にち きんがつ

ねん

にちがつ

すいにちがつ

きんにちがつ

もくにちがつ

もくにちがつ

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ぐうすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうきすうどしいぜんにちがつねんたんじょうびひととどくーぽんむりょう

たいしょうしゃ

かよてい

ひろしんがた びょうきころなういるす
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〇〇BANK

普通預金通帳

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

保険医療課　TEL.0568-76-1123問合先
ほけん いりょうかといあわせさき

国民健康保険税の 通知書を 送ります

税金の  減免について税金の  減免について

会社の  保険証を  もらったら会社の  保険証を  もらったら

▶国民健康保険税は 口座振替で お支払い ください
小牧市では、 口座振替で  支払うことを  お願いしています。

申込方法

（口座振替申込用紙は  銀行などや  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。）

会社を  やめたときなど  所得が  たくさん  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。

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。

国民健康保険税の  計算の  しかたが  変わります。

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。

▶▶2022年度  
2022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  2022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。

2021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。

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 はら かね きかいしゃ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

ししょしのおか ししょあじおか ししょきたさといりょうかほけんしやくしょ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
しみんぜいかといあわせさき

2022年度

2022年度

市・県民税の 納税通知書を 送ります
2022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、 小牧市内に  住所が  あった人に、 かかります。 

2021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。

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。

所得（課税）証明書等を もらう 窓口について
6月 1日（水）から、 2022年度  所得（課税）証明書等を  もらうことが  できます。（1枚  300円）

住民票なども  欲しい方は、 市民窓口課で  両方  もらうことが  できます。

6月 2日（木）からの  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。

と　き

ところ

6月 2日（木）～ 6月 30日（木）　9:00～17:00

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。）

税金の  減免について税金の  減免について

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

○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  または  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  ない場合や  収入に  関する  情報が  不明の  場合は、 申告書などを  市民税課に  

　提出すると、 証明書を  もらうことが  できます。

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

◎コンビニ等での  交付に  ついて

メンテナンスのため  5月 31日（火）は、 1日中  コンビニ交付を  使うことが  できません。

コンビニ等での  交付は  6月 1日（水）からです。

※コンビニ等では、 通常  6:00 ～ 23:00までは  もらうことが  できます。

　また、 もらうことが  できるのは  2022年度分の  所得（課税）証明書だけ  です。

し
ね んど

けん み ん ぜ い の うぜ い つ うちしょ おく

しょとく
ね ん ど

か ぜ い しょうめいしょ な ど まどぐち

げんめん

ちりょう

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はらぜいきん

びょうきなが あいだへおお のうぜいしゃ ほんにん なさいがいしょとくたいしょく

げんめんぜいきん

にちがつことし

けんみんぜいしこじんおくがつのうぜい つうちしょねんど

しないこまき じゅうしょ ひと

かねんちゅう しょとく かいしゃ きゅうりょう

など

まどぐち こ

しょうめいしょ ばしょ かえいぎょう

しみんぜいほうじんしょうめいしょかぜいしょとく

ほ かたじゅうみんひょう まどぐちか

しみんぜいか

しみんぜいか

しやくしょ

しみん りょうほう

まい えんしょうめいしょかぜいしょとくねんどすいにちがつ

もくにちがつ

きんにちがつ

かいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょ

のぞにちようび にちようび しみん まどぐちか

しゅうにゅう かん じょうほう ひと しんこく ひと

ど

もくにちがつもくにちがつ

こ ん び に

など

など こうふ

こうふ がつ にち すい

こ ん び に など つうじょう

ねんど ぶん しょとく かぜい しょうめいしょ

こ ん び に

がつ にち か にちじゅう こうふ つかめんて な んす こ ん び に

しみんぜいか

しょうめいしょていしゅつ

しんこくしょばあいじょうほうとし かんしゅうにゅうばあいしゅうにゅう

いにんじょうこもう

こもう

ひといがいかぞくす

ふめい

しんぞくどうきょほんにん

まどぐちばん

いっしょ

も

ま い な ん ばーか ーどか ーど めんきょしょううんてん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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日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
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

にほんご体験隊“NAKAMA”

こども企画

募集期間 ぼしゅう
きかん

募集期間 ぼしゅう
きかん

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（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（水）～ 6月 18日（土）

会員 300円、 会員でない人 800円　※他に  お金は  いりません

外国ルーツ、 日本のこども　

それぞれ  18人 （早く  申し込んだ人  順）

小学3～6年生で、 小牧市に  住んでいる人

または  KIA会員。

何が  かくれて  
いるかな？

日本モンキーセンター

7月 10日（日） 9：00～15：00ころ 
（雨でも  行きます）

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！

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）

申し込み先 ・ 問合先
といあわせさきもう さきこ

世界の  友だちと
  一緒に、 

   　　　　　お
サルの クイズ王

に  なろう！

緊急のときは、
 

　　　助けを  も
とめよう！

お金を  もって  直接小牧市国際交流協会（KIA）へ  きてください。

6月 1日（水）～ 6月 18日（土）

会員 100円、 会員でない人 300円

10人 （先に  申し込んだ人  順、 会員優先）

中学生以上で、 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、 または  KIA会員。
前回の  ようす

小牧市公民館4階　チェスルーム

6月 25日（土） 13：00～16：00ころ

こまきし こくさいこうりゅうきょうかいかね

こまきしちょくせつ こくさいこうりゅうきょうかいかね

にん にん もう こ

どにちがつすいにちがつ

どにちがつすいにちがつ

かねほか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

にほん

こ

がいこく るーつ

もうはやにん ひと

なに

じゅん

こもうさきにん ひと じゅん

かいいん

しょうがく ねんせい ひとすこまきし

かいいん

ぜんかい

ゆうせん

ひとべんきょう

がっこうこまきしひとしごとこまきし

ひとすこまきしちゅうがくせい いじょう

かいいん

もん きーせんた ーにほ ん

ちぇする ー むかいこうみんかんこまきし

きんきゅう

たす

いあめ

せかい
とも

いっしょ

さる
くいず おう

にち にちがつ

にち どがつ

き か く

た い けんた い

べんきょう にほんご つか たいけん

じぶん ふ
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□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■■■■
■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

次の 税金の 支払い期限は  6月 30日（木）です

▶普通徴収市県民税（第1期）　　▶国民健康保険税（第1期）

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

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

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。 

支払いは 
早めに！

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。

とき ▶ 6月 12日（日）、 6月 26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。

❷市役所本庁舎  1階で、 税金を  払うことが  できます。

とき ▶ 6月 5日（日）、 12日（日）、 19日（日）、 26日（日） 8：30～17：15

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）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

※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。

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

児童手当を  受けることが  できる人には、 2021年度までは  毎年6月に 「現況届」を  出してもらっていましたが、 

2022年度から  一部の  人を  除いて 「現況届」を  出してもらわなくて  よいこととなりました。 

2022年度も 「現況届」を  出さなければならない人には、 市から 「現況届」が  届きます。 

現況届が  届いた人のみ  6月中に  出してください。

※市から 「現況届」や 「消滅通知」が  送られない人は、「現況届」を  出さなくても、 

　引き続き  6月分からの  手当（10月振込  予定）を  受けることが  できます。

児童手当 現況届に ついて

しはら

ほー む ぺーじあぷりほうほうりよう わ

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

かくにんかねのこ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

き ひ す

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

へいじつ ひる ぜいきんいそが しはら ひと

がつ にちにち がつ にち にち

がつ にちにち にち にち にち にち にち にち

そうだんかたはら はらぜいきん ぜいきんかいほんちょうしゃしやくしょ

まいしゅう にちようび しやくしょ まどぐち しはら ねんまつねんし

しやくしょ ほんちょうしゃ かい

のぞ

ぜいきん はら

つ こ ん び に え ん す す と あ

のうふしょ

のうふしょぜいきん

かいしょうめいしょ しゅうぜいかのうぜい

かいしょうめいしょ しみんぜいかしょとく かぜい

あんないしょうめいしょ

はらば ー こ ー ど

きげんか

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち も く

ほけんぜいけんこうこくみんきだい きだいしけんみんぜいちょうしゅうふつう

しはら

はや

うふりこみ よていがつてあてがつぶんつづひ

だげんきょうとどけひとおくつうちしょうめつげんきょうとどけし

がつちゅうげんきょうとどけ とど ひと だ

げんきょうとどけ とどしひとだげんきょうとどけねんど

だげんきょうとどけのぞひといちぶねんど

だげんきょうとどけがつまいとしねんどひとうてあてじどう

げん きょうとど けて あ てじどう



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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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

●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

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  自動翻訳機等を  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。 

6月 1日（水）、 7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

6
月
と 

7
月
の 

相
談
日

新型コロナワクチン
接種の 予約

9:00～17:00
（土曜日・日曜日・祝日も
 電話が できます）

ポルトガル語
スペイン語　　英語

電話専用
0120-97-5727
（フリーコール）

新型コロナワクチン
接種の予約

新型コロナワクチンに
ついての 相談

9:00～17:00ポルトガル語
スペイン語　　英語

電話専用
0568-48-7311

新型コロナワクチン
電話相談

健診
予防接種

母子健診などが
あるときに います。

ポルトガル語保健センター
0568-75-6471

保健センター

母子手帳を もらう
子育ての 相談

9:30～17:30
ポルトガル語
スペイン語

ラピオ3階
0568-71-8611

子育て世代
包括支援センター

国民健康保険
医療証

9:00～17:00
（12:00～13:00は 休み）

市役所本庁舎1階⑨⑩
0568-76-1123

保険医療課

生活保護
9:00～16:30
（12:00～13:00は 休み）

9:00～17:00
（12:00～13:00と 水曜日は 
休み）いない時も あります

市役所本庁舎1階⑬
0568-76-1126

市役所本庁舎2階①
0568-76-1129

福祉総務課

保育園
幼稚園

児童クラブ
児童手当 こども政策課

9:00～17:00
（12:00～13:00は 休み）

ポルトガル語
スペイン語

ポルトガル語
スペイン語

ポルトガル語
スペイン語

ポルトガル語
スペイン語

市役所本庁舎2階②
0568-76-1130

幼児教育・保育課

いろいろな相談
9:00～17:00
（12:00～13:00は  休み）

※日本語でも 相談できます。
※自動翻訳機等を 使って、いろいろな 
　言葉で  相談が  できます。

英語　　スペイン語
ポルトガル語

市役所本庁舎2階⑪
0568-76-1675

多文化共生推進室

内　容 時間（月曜日～金曜日）言　葉場所・電話番号通訳のいる課・窓口

外国人のための 相談窓口の おしらせ

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527、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

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

ざ いりゅう 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 などじどうげんごほか

えん

つうやくぽるとがるごえいごにほんご

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 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

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

でんわ
よやくせっしゅ

そうだん

わくちんころなしんがた

わくちんころなしんがた

けんしん

よぼう せっしゅ

そうだんこそだ

てちょうぼし

いりょうしょう

ほけんけんこうこくみん

ほごせいかつ

ようちえん

ほいくえん

そうだん

しゅくじつどようび にちようび

けんしんぼし

やす

やす

やす

すいようび

やす とき

やす

そうだんことば

つかなどほんやくきじどう

そうだんにほんご

ごぽるとがる

ごぽるとがる

ごぽるとがる

ごぽるとがる

ごすぺいん

ごすぺいん

ごぽるとがる

ごすぺいん

ごぽるとがるじどう

せいさくか
じどう てあて

くらぶ

ごすぺいん

ごぽるとがる

ごすぺいん

ごぽるとがる

ごすぺいん

ごすぺいん

えいご

えいご

ごぽるとがる

ごすぺいん えいご
こーるふりー

せんようでんわ

せんようでんわ

かい

かいらぴお

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

かいほんちょうしゃしやくしょ

よやくせっしゅ

わくちんころなしんがた

わくちんころなしんがた

そうだんでんわ

せんたーほけん
せんたーほけん

せんたーしえんほうかつ

せだいこそだ

かいりょうほけん

かそうむふくし

かほいくきょういくようじ

すいしんしつきょうせいたぶんか

ようない きんようびげつようびじかんばことばんごうでんわばしょまどぐちかつうやく

が い こくじん そ うだ ん まどぐち

すぺいんご
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