
市からの
　お知らせ

９月定例会のお知らせ

９月定例会は、９月３日㈮に開会予定です。
議事日程が変更となる場合がありますので、詳細

は市ホームページでお知らせします。
※傍聴につきましては、傍聴者の人数を制限する場合
があります。

※市ホームページでは、本会議およ
び委員会のライブ中継・録画配信
をしていますので、ご利用ください。

議会事務局（☎ 76‐1168）

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120‐95‐0178

※音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。

マイナポイントの申込み期間が
12月末までに延長されました ！

４月末までにマイナンバーカードを申請された
方は、マイナポイントの付与対象です。
マイナンバーカード受取後、マイナポイントを

申し込み、12月末までに選択したキャッシュレス
決済サービスでチャージまたは買物をすることで
最大5,000円分のポイントを受け取ることができ
ます。
４月末までにマイナンバーカードを申請済みの

方で、カードの受け取りがまだの方はお早目にお
受け取りください。

　　　

県営名古屋空港協議会（名古屋商工会議所内） 
（☎ 052‐223‐5701）

「県営名古屋空港PR展示」開催のご案内

県営名古屋空港協議会では、新型コロナウイル
ス感染症収束後の利用促進に向けて、愛知県内の
施設で空港や航空機の魅力を紹介する巡回展示を
行います。
とき　９月17日㈮～30日㈭
ところ　市役所　本庁舎１階
展示内容　空港や空港周辺から見える民間機、そ
の風景をテーマにしたフォトコンテストの入賞
作品、路線紹介パネル等

ふらっとみなみ・ゆう 友 せいぶの
臨時休館日

施設の定期清掃、設備の点検などのため下記の
日程で臨時休館します。
▶ ふらっとみなみ　とき 9月 6日㈪
▶ ゆう 友 せいぶ　とき 9月 8日㈬

ふらっとみなみ（☎ 77‐1375）
ゆう 友 せいぶ（☎ 42‐2030）

名古屋法務局春日井支局総務課
（☎ 81‐3210（代表）※自動音声案内「2」を選択）

ご存じですか？遺言書保管制度

　遺言書保管制度は、ご自身で作成した自筆証書
遺言書を法務局に預けることができる制度です。
　法務局に預けることで、紛失や亡失の心配がな
くなったり、他人による破棄や改ざんを防ぐなど
のメリットがありますので、ぜひ、ご利用ください。
　なお、この制度を利用する以外にも自筆証書遺
言書を自ら保管することや公正証
書遺言制度を利用することも可能
です。

詳しい手続きは、法務省ホーム
ページ（QRコード）をご覧ください。

市民窓口課（☎ 76‐1122）

マイナンバーカード
インターネット予約について

マイナンバーカードの申請および受取予約がイン
ターネットでできるようになりました。インターネッ
トでの受付は 24時間対応です。
ぜひ、ご利用ください。

▲市ホームページ
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史跡小牧山内の工事予定について 小牧山課（☎ 76‐1623）

市のシンボル「小牧山」の整備を進めています。
９月上旬から着手する山頂北側部分の整備工事に

伴い、山頂の一部が立入りできなくなります。
■ 史跡小牧山主郭地区第５工区整備工事
　（小牧山の主郭を整備する工事）
　史跡小牧山の山頂一帯（主郭）については、これ
までに発掘調査や整備の設計などを進めており、今
年度より５カ年にわたる整備工事を開始します。織
田信長築城時の石垣復元を含む整備工事で、工事
中は下図紺色で示した管理道を関係車両が往来し、
山頂の一部では立入規制を行います。
▶「第５工区」工事箇所

歴史館より北側周辺
▶「第５工区」工事の期間　
　　９月上旬～令和４年３月中旬（予定）

　　　

消防署（☎ 76‐0276）

９月９日は「救急の日」

　９月９日は「救急の日」です。さらに、この日
を含む１週間（日曜日から土曜日）を「救急医療
週間」としています。
　近年、救急車の出動件数は全国的に増加の一途
をたどり、市における令和 2年中の救急出動件
数は 6,223 件でした。これは平均すると１日
に約 17件出動していることになります。その一
方で、救急車で搬送された方のうち、市では約
35％が入院を必要としない軽症というのが現状
です。
　救急出動件数の増加は、出動過多による救急隊
の現場到着時間の遅れを招くおそれもあります。
救急医療は、真に緊急治療が必要な方に、できる
限り速やかに、かつ、症状に応じた医療を提供す
ることが目的です。
　突然の冷汗を伴う胸痛や突然の激しい頭痛、突

然に片方の腕や足に力が入らなくなる、またはろ
れつがまわりにくく、うまく話すことができない
などといった症状があれば、重大な病気の可能性
があるため、ためらわずに直ちに 119 番に通報
することが必要です。
　救急車や救急医療は限りある資源といえます。
皆さんで上手に救急車を利用し、安心して救急医
療が受けられる社会を目指していきましょう。

救急車は

地域の限られた救急資源

▶工事期間中の規制

【参考　令和３年度工事箇所写真】

工事場所
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都市計画課（☎ 76‐1155）

９月１日から１０日は
「屋外広告物適正化旬間」です。
屋外広告物を設置するときは
ルールを守りましょう。

屋外広告物を設置する場合には、原則許可が必
要です。（※一部除外あり）屋外広告物は日常生活
に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情
をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序
に設置されると景観が損なわれ、また、落下、倒
壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例

により屋外広告物を掲出する物件について、表示
の仕方や場所などにルールが定められています。
屋外広告物を設置するときは、事前に都市計画

課に相談いただき、愛知県屋外広告物条例を守り、
美しい地域づくりを進めましょう。
■ 対象となる方
　市内に屋外広告物を設置する方

名古屋北年金事務所（☎ 052‐９１２‐1213）
  市民窓口課（☎ 76‐1124）

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や
その他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給
されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内

や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が
実施します。
■ 対象となる方
▶老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件
をすべて満たしている方
・65歳以上である。
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
・年金収入額とその他所得額の合計が約 88万円
以下である。

▶障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
で、以下の条件を満たしている方

　・前年の所得額が約 472万円以下である。
■ 請求手続き
▶新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいた
だける方
・お受け取りの対象になる方には、日本年金機
構から８月下旬頃から請求可能な旨のお知ら
せを送付します。同封のはがき（年金生活者
支援給付金請求書）に記入し提出してくださ
い。令和４年１月４日までに請求手続きが完
了しますと、令和３年10月分からさかのぼっ
て受け取ることができます。

▶年金を受給しはじめる方
・年金の請求手続きと併せて年金事務所または
市区町村で請求手続きをしてください。

制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイ
ヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
『給付金専用ダイヤル』☎ 0570‐05‐4092
（ナビダイヤル）
名古屋北年金事務所　☎ 052‐912‐1213
　日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や
案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞

きしたり、手数料などの金銭を求めることはありま
せん。

９月の市税等のお知らせ

○国民健康保険税　（第４期）
○普通徴収介護保険料　（第３期）
○普通徴収後期高齢者医療保険料　（第２期）

納期限９月 30日㈭
納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

納期限内のバーコード付き納付書であれば、コンビニ
やスマホ（PayPay、LINEPay、PayB）で納付できます。
なお、納期限内までに給与減などの事情により納

付できない場合は、収税課までご相談ください。
相談もなく放置しますと、延滞金が加算されたり、
差押え等の滞納処分となり、市税等の強制徴収を
受けることになります。
■ 休日納付相談
とき　９月12日㈰、26日㈰
　　　午前８時３０分～午後５時１５分
ところ　本庁舎２階

■ 休日の納付窓口
とき　毎週日曜日（年末年始を除く）
　　　午前８時３０分～午後５時１５分
ところ　本庁舎１階

収税課（☎ 76‐1117）
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私立高等学校等授業料の補助

私立高等学校等の授業料については国・愛知県の
補助制度がありますが、市でも授業料の一部を補助
します。
■ 対象
 • 10 月１日現在、私立高等学校または専修学校の
高等課程に在籍する生徒の授業料を負担している
保護者（市内に住所を有する方）

 • 愛知県の授業料軽減制度の甲・乙区分に該当する方
※愛知県の補助制度に未申請の方でも、課税所得額等
により対象となる場合があります。
■ 補助金額　年額８万円（上限）
※区分毎に納付すべき授業料から国・県の補助を差し
引いた額を限度とします。
■ 申請　11月 30日㈫までに次の書類を学校教育
課へ提出してください。

※それ以降は受付けできません。
※在学している高等学校等でまとめて提出する場合が
あります。
■ 提出物
 • 小牧市私立高等学校等授業料補助金交付申請書・
請求書

 • 令和３年１月2日以降に市内へ転入された世帯（他
市町村で課税された人）で、県の補助制度に申請
されなかった方は、次の書類をいずれか1通を必
ず添付
①市民税・県民税特別徴収税額通知書（写）
②市民税・県民税納税通知書（写）
③所得課税証明書
■ その他
 • 関係書類は高等学校等を通じて配布する予定です
が、10月上旬になってもお手元に届かない場合
は学校教育課にご連絡ください。

 • 市ホームページにも様式を掲載してありますの
で、ご利用ください。

学校教育課（☎ 76‐1165）

広報こまきクイズクイズクイズクイズクイズ
エコバック＆

フリクション3本セット

今月のプレゼント（５名様）
広報クイズ

応募方法
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。

こまき巡回バス（こまくる）は、
〇〇歳以上無料

クイズ正解者の中から抽選でプレゼントが当たります。
当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせ
ていただきます。

提供のご連絡は
広報広聴課（☎ 76‐1101）まで！

＜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」

9/10㈮締切9/10㈮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たくさんのご応募、

　お待ちしていますコマ～！！

▲市ホームページ
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