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ご利用ください！
市公式LINEでは
新型コロナウイル
スワクチン接種に
関する情報を発信
しております。ぜひ
ご利用ください！

・みんなで公共交通を応援しよう！
・史跡小牧山主郭地区
  第13次発掘調査結果を報告します



目　次
CONTENTS

2021 年  4月1日号

掲載している各種イベント等は、新型コロナウイルス感染症
対策のため、急きょ中止・延期となる場合があります。

防災メモ
小牧市防災ガイドブックを
活用してみよう！
　市は、地震の揺れやすさや避難所、内水氾
濫による浸水想定などをマップにしたものや
備蓄品の備蓄のコツ、災害情報の入手方法な
どを１冊にまとめた「小牧市防災ガイドブッ
ク」を発行し、配布しています！
　４月に入り、新生活が始まった方も多いと
思いますので、今一度ご自宅でできる防災対
策を「小牧市防災ガイドブック」で見直して
みてはいかがでしょうか。

※「小牧市防災ガイドブック」は、市役所本庁舎
６階防災危機管理課、各支所等の窓口にてお
渡ししています。また市ホー
ムページ（QR コード）でも公
開しています。
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新型コロナワクチン接種に関する小牧市の方針について
3月 17日現在の情報です

・年齢の高い方から接種を開始します。
・接種券は、85歳以上の方からワクチンの供給量に
　応じて順次発送します。
・高齢者施設入居者等についても、施設内クラスター
　発生抑止等の観点から、並行して進めます。
・8月上旬頃までに接種を希望する65歳以上の全ての
　高齢者に対し、接種を終えるよう計画を立てています。

※現時点の予定であり、ワクチン流通の状況や国の指示により
　変更になる可能性があります。

4 月中に予定されている
ワクチン供給量
→約1,000 人分
　（38,000 人の約 2.6％）

ワクチン接種に関する市の方針

接種券発送について
国から届くワクチンの量に応じて接種券を発送します。

発送順序（予定）
①85歳以上（約4,600人）
②80～84歳（約5,700人）
③75～79歳（約8,300人）
④70～74歳（約10,500人）
⑤65～69歳（約8,400人）

以降は、供給されるワク
チンの量に応じて、順次
発送する予定です

● 85歳以上の方から段階的に接種券を発送し、
　 混乱のないようにワクチン接種を進めます。
●高齢者施設入居者等への接種を並行して進めます。

ポイント

●国から市に供給されるワクチン
　の量は極めて少量であり、限り
　があります。
●そのため、高齢者の方に一斉に
　ワクチンの接種券を送付しても、
　なかなか予約ができない状況が
　続くことが予想されます。

65歳以上の人口
約38,000人

4月12日の週に発送

ワクチン接種にワクチン接種に
関する問合せ先関する問合せ先

小牧市新型コロナワクチン電話相談窓口（市役所内）
　☎48‐7311 　 48‐7312
　受付  午前9時から午後5時（土日・祝日は除く）

ワクチン接種に関する情報を、
市ホームページで随時更新しています。
←市ホームページ

新型コロナウイルス対策
非対面型販路開拓支援補助金

問合先  商工振興課（☎76‐1112）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、
非対面での販路開拓にかかる費用の一部を助成します。
対象　次のいずれにも該当する方。
　・中小企業者である方
　・市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
　・市税の滞納のない方
　 ※対象の業種等については、市ホームページでご確認ください。

補助対象経費
　４月１日㈭～令和４年３月３１日㈭の間に要した下記に該当
する経費
　①自社でECサイトを製作する費用
　②既存の ECサイト出店にかかる費用（初期費用、月額費用、
      売上手数料等）
　③ウェブサイトの開設・改修にかかる費用
　 ※改修には新しいコンテンツの追加（PR動画作製等）も含みます。

補助金の額
　補助対象経費×1/2（新規導入）、1/3（導入済み）
限度額
　①30万円　②10万円　③15万円
　 ※併用可。ただし上限額は40万円

　            　 　  　      詳細は市ホームページ
                　　          （QRコード）をご覧ください▶
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問合先 支え合い協働推進課（☎ 76‐1629）
 　  　   ワクティブこまき　 （☎ 48‐6555）

募集期間

４月 1日㈭～ 5月 25日㈫必着

応募資格

協働事業の提案を募集します

★★

情報情報情報

① 小牧市市民活動推進条例に基づく「市民活動団体」として登録していること
▼登録要件    市民活動を行うことを目的とした団体で、　　

　　・主に市内で活動している、または活動の拠点が市内であること      
　　 ・3人以上の会員を有していること    ・代表者や運営方法が、定款、規約、会則等で決まっていること
② 「まちを育む 市民と行政の協働ルールブック」 に定める事項を遵守できる団体
③ 提案事業の契約を有効に締結できる団体

提出書類
市民提案型『きらめき』
① 協働事業提案書（様式第１）　② 収支予算書（様式第２）
③ 団体概要書（様式第３）
行政提案型『はばたき』
① 協働事業提案書（様式第７）② 団体概要書（様式第３）

提出先 支えあい協働推進課
市民交流テラス「ワクティブこまき」

働提案事業化制度とは？協
①市民だけ、行政だけでは
　解決できないまちの課題
　があります。

②お互いに課題解決のため
の事業提案をします。

③提案書・公開ヒアリング
等の審査で事業化を決定
します。

④市民（市民活動団体）と
行政で事業の詳細につい
て協議し、一緒に事業を
行います。

つの提案タイプ２
行政提案型行政提案型はばたきはばたき
市から市民（市民活動団体）へ
協働事業を提案するタイプ

市民提案型市民提案型きらめききらめき
市民（市民活動団体）から市へ
協働事業を提案するタイプ

 提案事業一覧（全 6事業）
・救命講習指導協力事業
・貸出し用草刈機の整備（消防本部）
・貸出し用草刈機の整備（消防署東支署）
・市民参加による広報作成事業
・小牧市新入職員向け「協働」研修事業
・史跡小牧山清掃事業

令和令和44年度に実施する年度に実施する

※提出前に事前にご相談ください。
※詳細は募集要項をご覧ください。募
集要項および提出書類の様式は、各
市民センター、支えあい協働推進課、
ワクティブこまきに設置。市、ワク
ティブこまきホームページに掲載。

広報こまきクイズクイズクイズクイズクイズ
アルミ風鈴「こまき山」ダイキ精工㈱

今月のプレゼント（3名様） 広報クイズ

応募方法

A.小牧市〇〇〇〇〇推進計画

〇〇〇〇〇に入る言葉を記入し、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を書いて下記の方法でご応募ください。

Q. 市民憲章に掲げる理想のまちを実現
するための計画は？

クイズ正解者の中から抽選でプレゼントが当たります。
当選者には、市役所広報広聴課窓口でプレゼントをお
渡しします。郵送はできませんのでご了承ください。

提供のご連絡は
広報広聴課（☎ 76‐1101）まで！

　市内で金型製作などを手がける「ダ
イキ精工」様より、自社製品をプレゼ
ントとして提供いただきました。あり
がとうございました。

　　ダイキ精工株式会社
　　（文津天王塚 642‐2、☎ 72‐8660）
　　　▼ホームページ
　　　　http://www.daiki-seiko.co.jp
　　　　ネット通販で風鈴が購入できます▶

　硬質アルミニウム製で、

「軽い」 「丈夫」 「錆びない」

風鈴です。

　ガラスや鉄の風鈴とは

一味違う、 高く澄んだ音

色が特長です。

＜はがき＞
〒 485‐8650　住所不要
広報広聴課「広報クイズ」係
＜メール＞
kohokocho@city.komaki.lg.jp
件名→「広報クイズ係」

4/12㈪締切4/12㈪締切
スマホから
QR コードで
簡単に応募で
きます。

プレゼントをご提供くださいプレゼントをご提供くださいダイキ・オン
ラインショップ
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