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■土地利用計画図

第5次犬山市総合計画改訂版が完成しました！
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特集 　第 5 次犬山市総合計画は、中間年度にあたる平成28年度に見直しを行いました。外部検討組織である犬山市総
合計画審議会やタウンミーティングなど、市民の皆さんから、たくさんの意見・提案をいただきながら議論をす
すめた結果、計画を取りまとめることができ、先の市議会 3 月定例会において議決を受け、改訂版の策定が完了
しました。改訂版の策定に関わっていただいた皆さん、本当にありがとうございました。

1  総合計画とは？

　総合計画とは、市の最上位計画であり、市で取り
組むすべての施策の基本です。12年間の長期計画で
あり、期間は平成23年度から平成34年度までです。
平成29年度は後期の開始年度となります。

2  なぜ見直しが必要だったの？

理由は 3つあります。
①市の人口は減少傾向にあり、現状にあわせた目標
人口の見直しが必要です。
②大規模な自然災害の発生、スマートフォン等の普
及による生活の変化、空き家の増加など近年の社会
情勢の変化への対応が必要です。
③計画策定から 6年が経過し、法令改正への対応や
目標指標の見直しなど、総合計画に記載されている
個別施策の時点修正が必要です。
　見直しは、基本的には当初計画のアップデートと
いう位置づけで、変えるところ、変えないところを
明らかにし、今後 6年間で特に必要な施策・事業を
見極めた、メリハリのある計画としました。

3  見直しのポイントは？

①人口の目標を見直しました
　当初計画では、目標を80,000人としています。一
方、本市の人口は平成21年をピークに減少局面に転

じ、その後も減少傾向が続いています。
　昨年度策定した「いいね！いぬやま総合戦略」の
成果も踏まえ、総合計画で初めて人口減少を前提と
した目標を設定しました。
　具体的には、計画終期における人口の目標を、基
本推計値72,700人から、700人増の73,400人としてい
ます。

②土地利用を見直しました
　考え方の柱は「土地利用の可能性を閉ざさない」
「新たな交流拠点の形成を目指す」「里山に囲まれ
た既存集落と住宅地を犬山の暮らしの多様性を実現
する大切な地域として再認識する」というものです。
　市街地の拡大を図る「生活交流ゾーン」は、「民
間活力の導入を含め、土地利用の可能性を閉ざさな
い」という考えから、都市的土地利用の可能性があ
るところはあらかじめゾーンに加え、範囲を拡大。
　また、犬山駅周辺地区や主要道路沿道と、橋爪・
五郎丸地区および周辺を「都市・交流拠点エリア」
と位置づけ、犬山駅周辺地区や主要道路沿道では、
市域全体のにぎわいをもたらす整備を進め、橋爪・
五郎丸地区およびその周辺については、市民活力向
上や産業活性化につながる新たな交流拠点の形成を
図ります。
　当初計画における「自然共生ゾーン」は、自然と
人の暮らしが調和・共生し、犬山市が持つ暮らしの
多様性を実現できる魅力的な地域である、との考え
から、そこに住む人の暮らしを大切にすることを改
めて捉え直し、名称を「暮らしと自然が調和したコ
ミュニティ形成ゾーン（暮らし・自然調和ゾーン）」
に変更しました。とりわけ、小学校のある集落や駅
周辺を新たに「調和型コミュニティ形成拠点」と位
置づけ、日常生活を支える機能が確保され、住民が
集い、交流する機能の形成を図ることとしています。

③ 3つの重点施策を設定しました
　総合計画は市政すべての分野を網羅した総合的な
計画です。113ある全ての個別施策を漏らすことな
く実施することが重要ですが、さらに、計画期間の
残り 6年間で、特に重点的に進めていく必要がある
と考える、 3つの重点施策を設定しました。

能性の扉を開く」という視点で、民間活力の導入も
視野に入れながら、土地利用など新たに見直した内
容を踏まえ、すべての施策事業を進めていくことが
重要です。 3つの重点施策を中心に事業を展開し、
夢と希望にあふれた、今まで以上に素晴らしい犬山
市の実現を目指します。

重点施策 1 　活躍の場づくり「学びと遊びのまちへ」
重点施策 2 　産業の活性化「商売繁盛のまちへ」
重点施策 3 　定住促進「多様な暮らしができるまちへ」

4  最後に

　計画は策定して終了ではありません。今後は「可

第5次犬山市総合計画改訂版が
完成しました！

犬山市長　山田拓郎

「可能性のトビラを開く」
　第 5次犬山市総合計画は、計画期間12年の中間地点を迎えました。
計画が策定された時点から現在までの間に、人口減少、高齢化など、社会
情勢の変化に伴う影響が、犬山市でも様々な課題となって現れています。

しかしながら、「社会が変化する時こそチャンス」です。
　ましてや、地域資源が豊富で地勢に恵まれた犬山は、大きな可能性を秘め
ています。
　このチャンスを活かすためにも、犬山の特徴を踏まえ、計画期間の後半で
は、活躍の場づくり「学びと遊びのまちへ」、産業の活性化「商売繁盛のまちへ」、定住促進「多様な暮らし
ができるまちへ」の 3つに重点を置き、民

みん

がもっと力を発揮できるよう「可能性の扉を開く」という視点で、
総合計画の強化見直しを行いました。
　可能性の扉を開いたら、扉の先の景色を眺めて終わりではありません。
そこに広がる世界へ足を踏み出し、夢や希望の実現に向かって、みんなで力を合わせていくことが大事です。

ここに可能性の扉が開かれました。そして前進へ!!

第 5次犬山市総合計画改訂版【本冊】は、市ホームページのほか下記の場所で閲覧することができます。
また、第 5次犬山市総合計画改訂版【概要版】と犬山市教育大綱についても市ホームページに掲載するとと
もに、下記にてお配りしています。
●配布・閲覧場所　企画広報課、市立図書館、各出張所　　　問合　企画広報課企画担当（℡44-0312）

「犬山市教育大綱」を策定しました
　犬山市総合教育会議での 6回にわたる協議を経て、「犬山市教育大綱」を策定し
ました。
　広報 2月 1日号で経過をお伝えしたとおり、大綱には、犬山の教育を次のステー
ジへと進めるための①基本理念（生涯にわたって自ら学び続ける感性豊かなひと
づくり）②教育の担い手（家庭、地域、子ども未来園・学校、市・教育委員会）
の役割③取り組みの方向性（学ぶ、繋

つな

がる、創る）を定めています。
　対象は、学校教育だけでなく、幼児教育、生涯学習、歴史文化など教育のすべ
ての分野にわたります。今後は、大綱に基づき、担い手である市民の皆さんと一
緒になって、「学びのまち犬山」を目指した取り組みを進めていきます。
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老朽化した福祉会館はどうなる
…今年11月頃までに方針決定

日本全体で施設の更新問題が…

福祉会館の今後には
多くの課題が・・・

　福祉会館は、昭和45年に開館して以来、市民の様々
な活動を支えてきました。福祉に関するボランティ
ア活動をはじめ、様々なサークル活動、町内会活動、
各種団体の総会や懇談会などを支える機能をもち、
周辺住民だけでなく、多くの市民が利用しています。
市内の公共施設の中では最も多くの市民が利用して
いる施設の一つかもしれません。
　しかし、この福祉会館も建築から46年が経過し、
外壁の剥

はくらく

落のほか空調や受電設備などの不調や故障
に悩まされているのが現状です。また、城下町地区
に位置することから、建物自体が景観を悪くしてい
ることも問題視されています。
　市では、『施設の更新問題』（P 5 参照）を踏まえ、
今後の福祉会館のあり方を検討しているところで
す。現段階では利用団体等から意見を聴取しながら、
一部機能（各種団体の事務所や相談窓口機能など）
を他の公共施設へ移転し、景観向上のためにも低層
階（ 2階建て）の施設としていく方針です。なお、
地域の集会機能は同施設内に残し、児童クラブなど
の機能は北小学校内への移転も視野に入れて検討し
ています。

市民生活と文化財の
保存・活用とのバランス

　史跡指定は、その指定によって文化財の価値を高
め、その後の事業や災害時の復旧工事などに国の補
助金を活用できるといったメリットはあるものの、
土地利用に大きな制限がかかるデメリットもありま
す。そのため、市民の皆さんからもおそらく、史跡
指定を受けるにあたり、次のような意見が出される
ことが想像されます。
①犬山城の城郭は後世に残していくべきであり、あ
る程度の代償はあっても史跡として保存していくべ
き
②犬山城の大切さは認めるが、新たな建物の建設が
制限されるなど、市民の利便性を損なうのはどうか
③現存している天守や石垣は保存していくべきだ
が、すでに形の無い大手門などは、史跡の指定範囲
から除外すべきではないか

　市としても史跡指定を目指していますが、将来的
な展望に立ちながら、市民生活と文化財の保存・活
用とのバランスを考慮する必要があると考えていま
す。
　現段階では史跡指定の範囲を、天守のある城山に
限定できないか、または福祉会館を解体撤去した場
合に、市民にとって有益な施設建設ができないかな
ど、文化庁と調整を進めていく方針です。

　平成23年の東京九段会館の天井崩落事故、平成
24年の中央自動車道の笹子トンネルの天井板崩落
事故は、皆さんの記憶にもあると思います。これ
らの施設は建設から多くの年月が経過していく中
で、通常管理に十分な予算がかけられず老朽化が
進み、物理的な崩壊が起こったといわれています。
こうした施設は、他にも数多く存在していると考
えられており、国や地方自治体は、危険回避のた
め、応急的な装置はとるものの、超高齢社会に突
入した状況下では、社会保障費に多くの予算が必
要となり、施設へ十分な予算を配分することは不
可能な状況です。

規模を縮小した
施設の新築が有力

　市では、前述のことを踏まえながら、低層階の施
設を残すとした場合、次の 2案を想定しています。
案①：�現施設の上層階を除却し景観に配慮した形で

改修する
案②：�現施設を解体撤去し、あらたに低層の施設を

新築する
　案①と案②を他市の事例を参考に試算し、比較し
てみると案①が案②の1.6倍程度費用がかかること
がわかりました。したがって案②の方が低コストで、
かつ十分に建物の寿命も確保できることから、今の
ところ有力であると考えています。ただし、この土
地に建物を建てることについては、別の課題が発生
することも懸念されます。

犬山城の大手門があった
福祉会館敷地

　別の課題とは、犬山城の史跡指定に伴うものです。
史跡指定とは、国が歴史上または学術上、価値が高
い城跡、古墳などの遺跡を保存するために行ってい
るものです。現在の福祉会館敷地は、かつて同城の
大手門があったといわれており、その敷地から遺構
が発掘される可能性がある点、城郭の範囲を明確化
する重要なポイントである点などから、犬山城を史
跡指定する場合、天守のある城山とともに有力な候
補地の一つになっています。

ぜひ皆さんのご意見を
お聞かせください

　以上、老朽化した福祉会館の今後のあり方につい
て、現状と課題をまとめてみました。ぜひ今回の記
事をお読みになった感想やご意見をお寄せください。
��また、改めて公共施設に関するアンケート調査も
実施する予定です。その結果も踏まえながら、11月
頃までには、福祉会館のあり方についての方針を決
定していきます。

問合　経営改善課（℡44-0301）
　　　Eメール　（011000@city.inuyama.lg.jp）

　犬山市でも、建物施設を現在のまま維持してい
こうとすると、今後65年間で約616億円が必要と
なり、最低でも300億円不足することが平成24年
度の調査で分かっています。なお道路や橋梁、水
道施設などは、これらには含まれておらず、実際
に不足する財源はこの数倍になると想定されます。
　そんな中でも市の事業の優先順位をつけようと
すれば、どうしても福祉や医療などに財源を振り
分けることが求められると思います。したがって、
公共施設にかける費用を縮減（施設の削減、統廃
合など）していくことは、避けられません。



6 7

「荵苳酒」醸造元
小島家住宅
春の特別公開

　国登録有形文化財の小島家住宅
座敷「残月の間」を公開します。
　「残月の間」は表千家の茶室「残
月亭」の写しで、江戸時代末の弘
化 4（1847）年に建築された書院
造りの座敷棟西面に位置する十二
畳の広間です。
　現在、建物は一部を除き使用さ
れていないため、通常は非公開で
す。公開範囲は座敷棟入口の御成
門から玄関、畳廊下を通り、広間
までです。
日時　 5月 3日㊗〜 5日㊗
　　　�10：00〜15：00、毎時00分
　　　（12：00の回を除く）
　　　各回先着10人
場所　「荵苳酒」　小島醸造の南
　　　犬山字東古券633
内容　建物解説、煎茶の呈茶
費用　保存協力金300円
　　　（建物保存修理費用に充当）
問合　�NPO法人犬山城下町を守る

会（℡61-8608）

臨時的任用職員募集
職種　事務職
勤務場所　市民課
業務内�容　戸籍や住民票などに関

する事務や窓口業務等
応募資格　パソコン操作経験者
勤務日数　月21日勤務
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　　　（うち休憩60分）
賃金日�給　7,200円（通勤距離 2

㎞以上は距離に応じて通勤
手当支給）

第13回
さくら市民公開講座

　「地域に健康と安心を��わかって
安心〜胃がん検診とピロリ菌〜」
日時　 5月20日㊏13：00〜16：00
　　　（13：00受付開始）
場所　大口町民会館
　　　大口町丸 2 - 8
●第 1 部　健康ブース
　13：00〜13：55
　�血圧測定、血糖測定、看護相談、
介護・訪問看護相談、ロコモ体
操、手洗いチェック、ハンド・
トリートメント

●第 2 部　講演
　13：55〜15：55
・「胃がん検診とピロリ菌」
さくら総合病院　消化器外科
医長　岡田隆雅氏
・「ピロリ菌除去における薬剤師
の介入」
さくら総合病院
薬剤師　西川佐紀子氏
費用　無料
申込　不要
※内容および時間は一部変更とな
る場合があります。
※手話の同時通訳もあります。
問合　�医療法人医仁会さくら総合

病院　さくら市民公開講座
事務局（℡0587-95-6711）

森のふれあい体験講座
〜トレッキング・ポールで森を歩いて健康づくり〜

　犬山ふれあいの森・八曽自然休
養林でトレッキング・ポールを使
い、体への負担を軽くしながら森
を楽しんで健康づくりをしません
か。
集合場所　八曽自然休養林ゲート

亀割駐車場
※第 5回のみ野外活動センター駐
車場
講師　林進氏（岐阜大学名誉教

授・NPO法人犬山里山学研
究所理事長）

対象　18歳以上
定員　先着20人
費用　無料

市公式ホームページのバナー広告を募集します！
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）
募集枠数　 6枠
　　バナー規格　縦50ピクセル×横150ピクセル以内
　　JPEGまたはGIF形式（アニメーション不可） 4キロバイト以内
掲載料　 1枠10,000円/月（消費税及び地方消費税含む）
　　バナー作成費用　広告主負担

●広告募集期間

申込　広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、広告案などを添えて、企画広報課（℡44-0311）へ
　　　※その他詳細は、市ホームページ「広告募集」を見てください。

掲載期間 広告掲載申込書・
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

一括申込み

7月 1日〜 9月30日

3 か月

5月31日㊌ 6月23日㊎ 6月30日㊎

10月 1 日〜12月31日 8 月31日㊍ 9月25日㊊ 9月29日㊎

平成30年 1 月 1 日
〜 3月31日 11月30日㊍ 12月26日㊋ 12月28日㊍

随時申込み

7月 1日〜31日

1 か月

5月31日㊌ 6月23日㊎ 6月30日㊎

8月 1日〜31日 6 月30日㊎ 7月26日㊌ 7月31日㊊

9月 1日〜30日 7 月31日㊊ 8月25日㊎ 8月31日㊍

10月 1 日〜31日 8 月31日㊍ 9月25日㊊ 9月29日㊎

持物　�飲み物、帽子、手袋、歩き
やすい服装、ポールがある
人は持参

　　　�※ポールのない人には毎回
無料で貸し出します

申込　 5月 6日㊏ 9：00から受付
開始

　　　氏名、性別、年齢、住所、
電話番号、ポールの有無を
犬山里山学センター（℡
65-2121）へ

問合　環境課（℡44-0345）

日　時
※雨天の場合翌日順延 内　容（全 5 回）

第 1回 5月27日㊏

9：30〜12：30

ふれあいの森黒平山コース

第 2回 6月24日㊏ ふれあいの森周回コース

第 3回 9月 9日㊏ ふれあいの森沢歩きコース

第 4回 10月 7 日㊏ ふれあいの森ヒノキ美林コース

第 5回 11月11日㊏ 栗栖鳩吹山コース

募 集
雇用期�間　 6月 1日〜
　　　　　平成30年 3 月31日
募集人数　 1人
社会保険　加入
雇用保険　加入
申込期間　 5月 1日㊊〜12日㊎
選考方法　�書類選考の上、面接（選

考日は 5月17日㊌午前
に予定）

申込方法　市所定の履歴書 1通
（写真貼付）を総務課職員
担当（℡44-0302）へ

※郵送の場合は、 5月12日㊎（必
着）、必ず返信先住所氏名を記入
した返信用封筒（82円切手貼付）
を同封。

※口利きなどの紹介行為があった
場合は、即不採用となります。
※市所定の履歴書は、市ホーム
ページよりダウンロードもしく
は、総務課で配布します。
問合　総務課（℡44-0302）

催 し
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総合治水推進週間
5月15日〜21日

　山林や田畑などには、雨水を一
時的にためたり、地下に浸透させ
る機能があり、河川への雨水の流
出量を抑える働きをしています。
　しかし、今日では開発が進み、
地表面がコンクリートやアスファ
ルトに覆われ、河川へ短い時間で
多くの雨水が入ってくるように
なったために、洪水の危険性が増
しています。また、河川に入りき
らない雨水によって、低い土地で
の浸水被害の危険性も増していま
す。
　新川流域では、「特定都市河川
浸水被害対策法」に基づいて、洪
水や浸水を防ぐための取り組みを
行っています。
　詳細は新川・境川流域総合治水
対策協議会ホームページ
http://www.sougo-chisui.jp/
をみてください。

●ビジュアルボードフェアの開催
　総合治水を市民の皆さんに理解
していただくために、図や写真を
用いたパネルの展示を行います。
日時　 5月19日㊎〜25日㊍
場所　市役所 2階　ロビー
問合　整備課（℡44-0332）

●犬山市での取り組み
　市では、下水道への接続等によ
り不要となる既設の浄化槽を雨水
利用貯留施設に転用する工事につ
いて、補助金を交付しています。
補助額　工事費の 2分の 1
　　　　上限 5万円
問合　土木管理課（℡44-0334）

母子家庭等
就業支援講習会
募集（県主催）

　市内在住の母子家庭の母・父子
家庭の父と寡婦で就業への意欲が
あり、下記日程において全日出席
できる人を対象に就業支援講習会
を開催します。

●パソコン（初級）
日時　 7月 2日㊐〜10月15日㊐
　　　毎週㊐　計15回
　　　10：00〜15：40
場所　ヒューマンアカデミー
　　　名古屋駅前校
　　　（名古屋市中村区名駅）
費用　2,138円（教材費）
対象　20人（県内）
　　　※応募多数抽選
　　　※託児あり
　　　�（無料、受講日に 6か月〜

10歳未満が対象）

●介護職員初任者研修（通信）
日時　 7月 1日㊏〜10月28日㊏
　　　毎週㊏　計16回
　　　 9：30〜17：30
場所　未来ケアカレッジ
　　　名古屋駅前校
　　　（名古屋市中村区椿町）
費用　6,480円
対象　20人（県内）
　　　※応募多数抽選
　　　※託児なし
申込　 5月 8日㊊〜29日㊊
問合　子ども未来課（℡44-0323）

よりよい川づくりを！
河川愛護モニター
募集

　国土交通省中部地方整備局で
は、河川整備、河川の利用、河川
環境に関する地域の皆さんの要望
を十分に把握するとともに、河川
愛護思想の普及啓発を図るため、
河川愛護モニターを委嘱していま
す。
　平成29年度についても、木曽川
上流河川事務所で河川愛護モニ
ターを募集します。
募集期間　 5月 1日㊊〜19日㊎
募集人員　 5人（予定）
応募資�格　20歳以上で木曽川上流

河川事務所管内の河川（木
曽川、長良川、揖斐川、牧
田川、杭瀬川、根尾川）の
近隣に住んでいる人。

　　　�川に接する機会が多く河川

愛護に関心のある人。
手当　�未定（参考　平成28年度月

額　4,580円）
委嘱期�間　 7月 1日〜平成30年 6

月30日まで（ただし、制度
改正等により期間満了以前
に委嘱を終了する場合があ
ります。）

問合　�国土交通省木曽川上流河川
事務所占用調整課

　　　〒500-8801
　　　岐阜市忠節町 5 - 1
　　　（℡058-251-1326）
※詳細は、木曽川上流河川事務所
ホームページをみてください。
http://www.cbr.mlit.go. jp/
kisojyo/index.html

流域モニタリング
一斉調査参加者募集

　河川やため池など身近な水環境

に興味を持っていただくため、県
民を対象に県内全域で「流域モニ
タリング一斉調査」を実施します。
　この調査は、参加者の五感によ
り水の色やにおいなどを評価する
もので、どなたでも簡単にできま
す。
調査�期間　�6 月 5 日㊊〜
　　　　　 9月30日㊏
※期間内に調査ができない場合
は、調査日を変更できます。
※小学生以下は、保護者と参加し
てください。
内容　�川やため池、湖、水路、海

辺などで「水のきれいさ」
「水の量」「生態系」「水辺
のようす」を調べ、所定の
調査票で報告

申込・�問合　 5月 8日㊊〜 8月18
日㊎に環境課（℡44-0345

　　　Eメール020300@city.inuya
　　　ma.lg.jp）へ

中高年男性料理入門
　初心者向けの男性料理教室で
す。高齢者のみの世帯、ひとり暮
らしの人が増えています。男性も
いざという時に困らないよう、台
所に立ってみませんか。調理の基
礎から家庭で簡単にできるちょっ
としたコース料理まで学べます。
何か始めてみようかなと思ってい
る人、ぜひ挑戦してみてください。
日時・内容　下表のとおり
場所　市民健康館
講師　市食生活改善推進員
対象　市内在住の男性で初受講す

る人のみ
　　　特に調理をしたことがない

人
定員　先着16人
費用　材料代実費
　　　�・初回は1,100円程度
　　　�（ 5 回分の米と調味料等の

代金も含みます。）
　　　・ 2〜 5回目は500円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭タオル、三角巾
やバンダナ（頭を覆うもの）

申込　 5月 8日㊊〜23日㊋に市民
健康館（電話可）

　　　（℡63-3800）へ

回 日　時 内　容

1 5 月30日㊋

9：45
〜13：30
（受付は
9：30〜）

ご飯の炊き方、だしのとり方等
基本の調理

2 6 月 6 日㊋ 買い物と購入した材料の調理

3 6 月20日㊋ 和風献立の調理

4 7 月 4 日㊋ 中華風献立の調理

5 7 月11日㊋ 洋風献立の調理

生 活

工業統計調査を
実施します

　統計法に基づき、すべての製造
事業所を対象とした平成29年工業
統計調査を全国で実施します。
　調査のため、期間中に統計調査

員が事業所を訪問しますので回答
をお願いします。
期間　 5月 8日㊊〜 7月 7日㊎
内容　平成28年中の事業内容や経

理項目について調査票を記
入

問合　総務課（℡44-0300）
※調査員は調査員証を携帯してい
ます。不審な点や不明な点があれ
ば問い合わせてください。

登録調査員を
募集しています

　登録調査員制度とは、各種統計
調査への従事を希望する人をあら
かじめ登録し、調査を円滑に実施
するための制度です。
　市では、この登録調査員を随時
募集しており、現在は定年退職し
た人や、子育てとパート職と両立
している人も登録しています。
対象　20歳以上70歳未満で、責任

をもって調査を行い、秘密
の保護に関して信頼のおけ
る人。

内容　登録後、直近で行う統計調
査の内容について随時案内
します。従事を強制される
ものではなく、都合に合っ
た調査に従事を希望できま
す。

報酬　�登録のみでは業務や報酬は
発生しません。金額は従事
した調査の種類や量により
異なります。

申込　調査についての説明や簡易
な面接を行いますので問い
合わせてください。

問合　総務課（℡44-0300）

統計調査に関する
情報発信について

　市ホームページに統計調査に関
する情報発信のためのページを作
成しました。今後は直近に行われ
る主な統計調査の周知やその結果
などについて掲載する予定です。
問合　総務課（℡44-0300）

県障害者委託訓練
いぬやまe-就職を目指す！
パソコン訓練コース
日時　 6月 2日㊎〜 7月26日㊌
　　　毎週㊊〜㊎　 9：30〜15：30
場所　�犬山国際観光センターフロ

イデ
内容　�MOS資格取得を目標にパ

ソコンの基礎から応用まで
の知識と技能を習得し、就
職を目指したビジネススキ
ルを身につけます。

対象　障害者手帳所持者
定員　10人（面接で選考）
費用　無料
　　　（テキスト代5,184円必要）
申込　�5 月12日㊎までに、公共職

業安定所（受講には安定所
での求職登録が必要）へ

問合　�公共職業安定所または愛知
障害者職業能力開発校（℡
0533-93-2505）
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地価公示価格を発表
　地価公示法に基づき、国土交通
省では地価調査を毎年行っていま
す。
　国の地価公示価格は県の基準地
価格とともに、土地を取り引きす
る時の参考になるものです。

●一定面積以上の土地取引には
　届出が必要
　市内の市街化区域では2,000㎡
以上、市街化調整区域では5,000
㎡以上の土地を取り引きする場合
（売買や交換、地上権・賃借権の
設定など）は、契約締結後、契約
日を含めて 2週間以内に土地の取
得者による届出が必要です。
　届出は、市で受け付け、県で利
用目的を審査して妥当性を判断し
ます。届出をしないで取り引きし
た場合は、国土利用計画法違反と
なり処罰されることがありますの
で、注意してください。
問合　企画広報課（℡44-0312）

生 活
消防法などの
必要なルールを
知っていますか？

　テナントや空き家などを利用
し、創業または新たに事業を始め
る場合や、店舗等の改修など、下
記のような場合には、消防本部へ
の事前の届け出、消防用設備等の
新たな設置が必要となる場合があ
ります。
○テナント等に入居し、事業等を
開業する場合
○空き家空き店舗等を利用し、事
業等を開業する場合
○店舗等の増築、改築、間仕切り
変更をする場合
○店舗等の用途を変更する場合
○独立した建物同士を接続する場
合
　このような場合には、事前に消
防本部へ相談してください。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

南部交番運用開始のお知らせ
4月4日から運用を開始しています！

　平成28年 8 月 1 日から犬山南部交番の建替え工事を進めていましたが、
このほど無事に工事が完了しました。
新交番は事務室も広く、出入口にはスロープも新設されました。
　勤務員一同、これまで以上に地域の安全安心のため、一丸となって取
り組んでまいります。

行政相談委員を紹介します。
　国の仕事やサービス、または手続きなどにおいて、「苦情がある」、「困っ
ていることがあるが、どこに相談してよいか分からない」または、「こう
してほしい」など、さまざまな苦情や意見・要望などがあった場合、重
要になるのは、その苦情などを感じている人と行政との間に立つパイプ
役の存在です。この役割を担っているのが、総務大臣により民間有識者
の中から委嘱された行政相談委員です。
　行政相談委員は、国民が抱えている行政への不満や苦情などを聴き、
そこで明らかになった問題を関係する行政機関へ通知します。また、受
け付けた相談に対して、相談者にアドバイスをすることもあります。

以下のところでも、行政相談を受け付けています。

●中部管区行政評価局　首席行政相談官室
　〒460-0001� 名古屋市中区三の丸 2丁目 5番 1号
� 名古屋合同庁舎第 2号館 4階
� ℡052-962-1100、Fax052-972-7419
� http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu.html

●行政苦情110番
　℡0570-09-0110（平日 8：30〜17：30�受付時間外は留守録音）
　Eメール　110cyb32＠soumu.go.jp

●名古屋総合行政相談所
　栄町ビル 9階（丸栄百貨店向かい）
　〒490-0003　名古屋市中区錦三丁目23番31号
　窓口受付時間　毎日10：00〜18：00（㊗、年末年始を除く）
　℡052-961-4522（受付時間外は留守録音）

行政相談委員

●相談日
毎月第 4㊎　市役所相談室
5月は第 3㊎（ 5月19日）
に変更します。

若井宗臣さん 小澤量子さん

●平成29年　国の地価公示価格（平成29年 1 月 1 日現在）

種　別 所在地 1 ㎡当たりの価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,800

2 橋爪字万願寺39番16 72,900

3 羽黒字八幡20番 5 外 55,800

4 犬山字西古券468番 56,200

5 上野新町192番 76,400

6 犬山字辰ヶ池30番 3 64,100

7 羽黒字小安101番 7 59,100

8 前原字天道新田81番173 36,000

9 字中唐曽65番22 61,400

10 松本町 3丁目29番外 105,000

11 前原字井島 5番14 65,300

12 五郎丸字狭間82番 7 外 59,500

13 羽黒字堂ヶ洞14番43 46,900

14 字横町191番 3 60,000

15 内田東町 8番 3 70,200

16 犬山字中野33番 3 60,000

17 犬山字白山平53番 7 47,000

18 字城山69番 8 59,300

商業地

5 - 1 犬山字東古券313番 2 外 111,000

5 - 2 犬山字専正寺町14番 3 92,400

5 - 3 天神町 1丁目 8番 134,000

5 - 4 羽黒字東向畑35番 4 65,400

工業地 9 - 1 字惣作 1番 2 50,600

●平成28年　県の基準値価格（平成28年 7 月 1 日現在）

種　別 所在地 1 ㎡当たりの価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,800

2 橋爪字一丁田12番32 89,600

3 字西北野112番69 65,000

4 五郎丸字猿屋東77番17 69,800

5 上坂町 5丁目73番 75,400

6 善師野字伏屋13番 29,800

7 字荒井76番 3 38,900

商業地

5 - 1 天神町 1丁目 8番 134,000

5 - 2 字外屋敷82番外 69,000

5 - 3 松本町 2丁目102番 1 外 109,000

工業地 9 - 1 羽黒新田字高見 1番 3外 44,000

林　地 17 今井字宮下31番 1 890
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　毎年 5月の赤十字運動月間を中心に、町内会・自
治会や赤十字ボランティアなどのご協力により広く
活動資金をお願いしています。昨年度犬山市では町
内会はじめ様々な人に活動資金として、8,827,181円
のご協力をいただいています。

5月は
赤十字運動月間

あなたの身近に、頼りに
皆さまからのご寄付が赤十字の活動 を支えています。

できる人がいる。

　日本赤十字社は、世界190の国
と地域に広がる赤十字・赤新月社
のひとつで、 7つの普遍的な原則
（赤十字の基本原則）「人道・公
平・中立・独立・奉仕・単一・世
界性」をもとに活動する世界最大
のネットワークをもった組織です。
　全国92病院のネットワークと、
約66,000人のマンパワーを活か
し、国内外における災害救護をは
じめとし、苦しむ人を救うために
幅広い分野で活動しています。

　災害時において、総力をあげて
被災者の災害救護活動に取り組む
とともに、平時には南海トラフ地
震などの大規模災害に備え、行政、
消防、警察等各関係機関と連携し
た救護訓練の実施や救援物資を配
備するなど、災害救護体制の充実
強化に努めています。

　たくさんの尊いいのちを「献血」
で支えていくために、安全な輸血
用血液をいつでも届けられるよう
な体制をつくるとともに、いのち
の大切さや献血の重要性を伝え、
献血のご協力をお願いしていま
す。犬山市でも、定期的に献血を
実施しています。

　日本からの思いやりの心を届け
るため、世界的ネットワークを生
かし、被災者への医療や衣食住と
いった緊急救援をはじめ、復興支
援や地域の基盤づくりなど包括的
な災害マネジメントに取り組んで
います。また、疾病や感染症といっ
た保健衛生分野を重点課題に挙げ
活動しています。

　赤十字の理念に基づいてボラン
ティア活動を全国各地で行ってい
ます。県内では87団体約 2万人が
赤十字の普及、災害救護活動、救
急法など講習の指導、地域のボラ
ンティア活動などで活躍していま
す。犬山市においても赤十字奉仕
団（団員数50人）が市内小学校な
どでの講習会やボランティア活動
などを活発に行っています。

　地域の皆さまに信頼される病院
として、質の高い医療を提供し、
地域の医療機関と連携し、地域の
中核病院として役割を果たす他、
災害時における国内外への医療
チーム派遣など、様々な活動を通
じて社会貢献しています。

　緊急時の手当や事故防止に必要
な知識や技術の普及のため、AED
を使った心肺蘇生法、三角巾を
使ったけがの手当など講習会を開
催しています。犬山市でも「生涯
学習まちづくり出前講座」として
講習を受講することができますの
でご利用ください。

■災害救護活動 ■血液事業■国際活動 ■赤十字ボランティア■医療活動 ■講習会の開催
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ごみ・リサイクル
5月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日　時
5 月14日㊐
9：00〜16：00

5 月21日㊐
9：00〜12：00

5 月28日㊐
9：00〜12：00

場　所
わん丸リサイクル小屋

敷地内
（上坂公園西）

南部公民館駐車場 市役所西庁舎

回　収
品　目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・ア
ルミ缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装

対　象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸エコステーション（常設）

日　時
平日：8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜：8：30〜11：30
※㊐㊗12/29〜 1 / 3 は休業

場　所 犬山市都市美化センター敷地内

回　収
品　目

エコステーションの品目に加えて空きびん（無色・茶色・そ
の他）、廃食用油（植物性のみ）・小型家電 9品目・パソコン

対　象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日　時 5 月14日㊐13：00〜16：00

場　所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内　容 家具・小物類・古本などの販売

対　象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：30〜）

　購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益　5,800円
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

●地域で行われる資源回収
6 日㊏　東部中学校
　　　　（℡67-7401）
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内℡61-0667）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（長瀬℡61-0888）
8 日㊊　西図師町内会
　　　　（石田℡62-0007）
13日㊏　本町町内会
　　　　（兼松℡62-1011）
　　　　橋爪上子供会
　　　　（三好℡090-8333-3348）
28日㊐　上野住宅自治会
　　　　（鷲見℡62-3678）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。

●取扱所の新設
清水屋犬山店
犬山字南古券166-14（℡62-1151）
し尿汲み取り券、粗大ごみ処理券
の取り扱いを開始しました。
問合　環境課（℡44-0344）

善意ありがとう
ございます

●市へ
8,000円
（株）カネスエ商事および
（株）カネスエ五郎丸店従業員
　　　一同より

●福祉基金寄附金へ
3,000円� K・Kより
35,045円� 四季の丘シニアクラ
� ブより
100,000円� 匿名

生 活 相 談

成年後見人制度
無料相談会

　「成年後見制度」は、認知症や
知的障害、精神障害などにより、
判断能力の不十分な人に対して、
家庭裁判所が定めた代理人が、財
産管理や施設入所、介護・障害
サービスの契約締結や解除などを
行い、本人の利益を守る制度です。
制度内容や制度利用に関する相談
など、困っている人の個別相談に
応じます。
日時　 5月17日㊌　13：00〜15：00
場所　福祉会館 4階401
申込　開催日に直接、会場にお越

しください
問合　（一社）コスモス成人後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

若者の就労無料相談
　専門のキャリアカウンセラー
（進路・就職相談の専門家）によ
る個別相談と適性診断を実施しま
す。
日時　 5月17日㊌
　　　10：00〜12：00
　　　13：00〜16：30
場所　ハローワーク犬山
　　　プレハブ会議室
対象　無業の状態にある若者
　　　（15歳〜概ね40歳）
　　　�子どもの就職に悩みがある

親
定員　 8人
費用　無料
申込　前日までに、いちのみや若

者サポートステーション
（℡0586-64-6349　㊋〜㊏
10：00〜17：00受付）へ

高 齢 者

高齢者の地域で集え
る場を紹介します！

　市では、住みなれた地域でいつ
までも暮らせる地域づくりを推進
しています。
　誰でも気軽に集える場は、孤立
防止や介護予防、認知症予防にも
つながります。
　近くで集える場を知りたいとき
は、お住まいの地区の高齢者あん
しん相談センターへ問い合わせて
ください。

●羽黒長者町　お茶処すずめ
　平成28年 4 月より自治会や住民
の皆さんの協力のもと立ち上げ、
長者町会館にて月 1回午前中にお
茶処を開催しています。近所の方
から提供を受けた野菜などを使っ
たサラダや手作りおやつと飲み物
をいただきながら、ご近所同士の
会話に花が咲いています。開催時
間中であれば好きな時間に立ち寄
ることができ、年齢問わず参加で
きますのでお気軽にお越しくださ
い。 1回100円（飲み物・おやつ
代）。
　羽黒・池野地区の集える場に関
する問い合わせは、羽黒・池野地
区高齢者あんしん相談センター
（℡68-1635）まで。
※掲載を希望される住民主体活動
を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

5 月に満85歳
になる人へ

　高齢者の外出支援として、タク
シー料金の基本料金相当額を助成
しています。85歳の誕生日の前日
から交付の手続きができます。
対象　満85歳以上の人
　　　�障害者タクシー料金助成の

対象となる人を除く
枚数　最大22枚（月 2枚相当）
持物　印鑑、顔写真
　　　（縦 4㎝× 3㎝） 1枚
申込・問合　長寿社会課高齢者
　　　福祉担当（℡44-0325）
※今年度は交付を受けた枚数全て
を利用した人に追加交付（ 4枚）
を行います。希望する人は、利用
済みの「平成29年度犬山市タク
シー利用券綴

つづり

」と印鑑を長寿社会
課または各出張所にお持ちくださ
い。利用券綴

つづり

を持っていない場合
は追加交付はできません。追加交
付は 1度のみです。
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市民健康館
メンテナンス休館

　「さら・さくらの湯」など館内
施設のメンテナンス作業を行うた
め、期間中は全館を臨時休館しま
す。
　休館時は、交流ホールや会議室
の使用も原則として中止します。
期間　 5月 8日㊊〜10日㊌
問合　市民健康館（℡63-3800）

市役所にて健康相談
　市民健康館の保健師・看護師が
市役所に出向いて血圧測定と健康
相談を実施します。喫煙者向けに
呼気一酸化炭素濃度測定も実施し
ます。
※一酸化炭素はタバコに含まれる
有害物質のひとつであり、どのく
らい有害物質を体内に取り込んで
いるかがわかります。
日時　 5月 8日㊊10：00〜11：30
場所　市役所ロビー
定員　なし（予約不要）
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康なんでも相談
　毎月、市民健康館において無料
かつ予約不要で、市内の医師に気
軽に相談できる健康相談を実施し
ています。
日時　 5月19日㊎13：30〜15：00
担当　くわばらクリニック
　　　医師　桑原生秀
場所　市民健康館
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

健 康 こころの悩み相談
●精神科専門医による相談
「最近眠れない日が続いている」
「何もやる気がしない」など、本
人の悩みの相談のほか、家族への
対応についての相談も可能です。
日時　 5月25日㊍13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
医師　くりきメンタルクリニック
　　　院長　栗木隆司
定員　 4人
費用　無料
申込・問合　 5月23日㊋までに市

民健康館（℡63-3800）へ

ちょこっと歩こう
犬山

　今回は、ひばりが丘を歩くコー
スです。健康づくり推進員と一緒
に歩いてみませんか。
日時　 5月10日㊌
　　　10：00〜（約 1時間）
集合場所　ひばりが丘公園
場所　ひばりが丘コース
費用　無料
持物　水分補給用飲み物
※歩きやすい服装で出かけてくだ
さい。
※当日血圧が高いなど、体調に
よってはお断りすることがありま
す。
※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。
問合　市民健康館（℡63-3800）

選んで楽しく
健康レストラン
（食事バランスチェック）

　健康を維持するには食はとても
大切です。あなたの日常の食事が
適量でバランスがよいかチェック
してみませんか。食べた献立を本
物そっくりの食品サンプルの中か
ら選んでセンサーボックスの上に

のせると、カロリーや栄養成分が
一目でわかります。食生活改善推
進員によるアドバイスも受けられ
ます。
日時　 5月10日㊌10：00〜11：45
　　　（受付は11：30まで）
※予約不要
場所　市立図書館
内容　栄養バランスチェックとア

ドバイス
対象　どなたでも
費用　無料
持物　健康手帳
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康体力チェック
と運動処方

　「体力が落ちてきたな」と感じ
ることはありませんか？現在の体
力をチェックしましょう。健康運
動指導士が効果的な運動方法をア
ドバイスします。
日時　 5月15日㊊10：00〜11：30
場所　市役所
内容　握力測定、長座体前屈など
　　　の体力測定
※年齢や体調によりチェック項目
が異なります。
費用　無料
持物　健康手帳、室内履き運動
　　　靴、過去に受けたことの
　　　ある人は体力チェック表
※運動できる服装で出かけてくだ
さい。
問合　市民健康館（℡63-3800）

成人歯科健康診査
　歯の健康を守るため、年に 1回
は歯の健康診査を受けましょう。
期間　 6月 1日㊍〜12月29日㊎

（医療機関の休診日は除く）
対象　29年度中に30歳、40歳、50

歳、60歳、70歳を迎える人
（歯を治療中の人は除く）

費用　無料
持物　健康手帳、受診券、歯ブラ

シ、保険証
※対象者へは 5月下旬に受診券を
個別郵送します。
※受託歯科医院へ事前予約して健
診を受けてください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

無料乳がん検診
（マンモグラフィ）
子宮頸がん検診

　国の「新たなステージに入った
がん検診の総合支援事業」を受け
て、下記に該当する市民（女性）
を対象に行います。対象者には 5
月下旬（予定）に自宅へ無料クー
ポン券を送りますので、がん検診
を受診してください。なお、詳し
くはクーポン券を送るときに案内
します。
期間　 6月 1日㊍〜12月30日㊏

（医療機関の休診日は除く）
対象　◎乳がん検診
　　　昭和51年 4 月 2 日〜
　　　昭和52年 4 月 1 日生まれ
　　　◎子宮頸がん検診
　　　平成 8年 4月 2日〜
　　　平成 9年 4月 1日生まれ

場所　＜個別検診＞
　　　◎乳がん検診
　　　総合犬山中央病院
　　　ふなびきクリニック
　　　◎子宮頸がん検診
　　　�総合犬山中央病院
　　　マザークリニックハピネス
　　　＜集団検診＞
　　　�乳がん検診・子宮頸がん検

診とも市民健康館ほか市内
施設（P20参照）

費用　無料
持物　クーポン券、健康手帳、
　　　保険証
問合　市民健康館（℡63-3800）

ける40歳以上のCOPD有病者は推
定530万人とされていますが、治
療を受けている人は 1割にも及び
ません。日本人の死亡原因の第10
位、男性に限っては第 8位となっ
ており、この病気が原因で亡くな
る人は年々増え続けています。
　たばこを吸っている人だけでは
なく煙を吸い込んでしまう周りの
人も病気になるリスクが高まりま
すので、この機会にたばこを吸っ
ている人は禁煙にチャレンジして
みてはどうでしょうか？禁煙が最
も効果的なCOPDの予防法です。
あなたはどの方法で禁煙します
か？
＜禁煙外来＞
　薬を用いて医者のサポートを受
けながら禁煙する方法。（一定の
条件を満たせば健康保険が適用さ
れます）
＜禁煙補助剤＞
　禁煙外来に行くのは気が引ける
が、自力ではちょっと...という人
は薬局でニコチンガムやパッチが

購入可能です。ガムやパッチがニ
コチンを吸収し、吸いたい気持ち
を和らげると言われていますが、
使用方法は薬剤師に必ず相談して
ください。
＜自力で頑張る＞
　自分の気持ちひとつでいつでも
どこでも始められます。まずは喫
煙している時の行動パターンを見
直し、その行動を変えてみてはど
うでしょうか。一度で成功しなく
ても「今回の経験が次に役立つ」
と考えあきらめないことが大切で
す。
　市民健康館でも禁煙したい人を
保健師がサポートしています。

●禁煙相談
　 6月 4日㊐ 9：00〜11：30
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康プラン21
禁煙してCOPDを
予防しよう！

　皆さん 5月31日は何の日か知っ
ていますか？世界保健機構（WHO）
が世界中の国々に呼びかけている
「世界禁煙デー」です。そして 5
月31日㊌から 6月 6日㊋までの 1
週間は禁煙週間です。
　平成28年度犬山市の国民健康保
険加入者による特定健診受診者
5,530人中、喫煙者は581人（喫煙
率は10.5％）でした。
　皆さんは喫煙がもたらす危険な
病気＝COPD（慢性閉塞性肺疾患）
という病気を知っていますか？長
年の喫煙が主な原因となり肺や気
管支の組織が壊れて呼吸がうまく
できなくなってしまう病気です。
風邪症状（咳や痰など）から始ま
り、病状が進むと息切れがひどく
なっていき、最終的には日常生活
が困難になり酸素ボンベが手放せ
なくなってしまいます。日本にお
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犬健チャレンジでポイント貯
た

めて
元気とお得をいただきましょう！

犬健チャレンジ対象事業

28年度当選者の声

ポイント付与の方法「まいか」でお得！
　　抽選でさらにお得！

楽しみながら健康づくり！
「犬健チャレンジ」を知っていますか！？

市では健康市民づくりを推進しており、市民一人ひとりの健康づくりを応援しています。
「犬健チャレンジ」は、楽しみながら健康づくりができる事業です。

●チャレンジしたきっかけと参加した事業は？
　犬健チャレンジは妹に教えてもらい、ミニ健診
と乳がん検診と骨密度チェックを受けてチャレン
ジしました。
●健診は毎年受けていますか？
　健診を受けると安心できるので毎年受けていま
す。
●当選のご感想は？
　とても嬉しかったです。来年もまたチャレンジ
します。

対 象 者　18歳以上の市民
実施期間　 5月 1日㊊〜平成30年 1 月31日㊌
参加方法　ステップ①
　　　　　�「犬健チャレンジ」ポイントシート（右ペー

ジ）を切り取る。（ポイントシートは、市
民健康館、保健センター、市役所総合受付、
各出張所でも配布しています。（市ホーム
ページからもダウンロードできます。）

　　　　　ステップ②
　　　　　ポイントを貯める
必須項目　※一つ以上受診
　　　　　�☆市が実施する特定健診や職場等での健

診、人間ドック、がん検診等を受けると
1回につき20ポイント

　　　　　例）特定健診＋がん検診で40ポイント
選択項目　�☆健康に関連した講座やイベントへの参

加で 5ポイント
　　　　　�☆健康づくりのために目標を立て 3か月

間取り組むと、 5ポイント
　　　　　ステップ③
　　　　　�40ポイント貯まったら「まいか」カード

と交換
交換場所　市民健康館または保健センター

必須項目　※必ず一つ以上受診
　　・国保加入者特定健康診査
　　・後期高齢者健康診査
　　・胃がん検診（医療機関・集団）
　　・大腸がん検診（医療機関・集団）
　　・肺がん検診（医療機関・集団）
　　・子宮頸がん検診（医療機関・集団）
　　・乳がん検診（医療機関・集団）
　　・ミニ健康診査（40歳未満の健診）
　　・成人歯科健康診査
　　・妊婦歯科健康診査（パパママ教室、歯科医院）
　　・職場等の一般健診
　　・職場等の人間ドック
　　・職場等の各種がん検診（胃バリウム検査等）
選択項目　●印… 1コースで 5ポイント
　　　　　◯印…年度内1回限り5ポイント
　　・国保加入者特定保健指導
　　・糖尿病・慢性腎臓病予防講座
　　・歯と口の健康センター
　　・骨密度チェック（骨検診）
　　●筋力トレーニング教室
　　・健康講座
　　◯らくらく体操などの健康体操
　　◯体力チェック
　　◯ウォーキング事業
　　・生き活き栄養講座
　　・シニア料理教室
　　◯健康レストラン
　　●中高年男性の料理入門
　　◯木曜サロン
　　◯老人クラブ、企業等の出前講座
　　・秋桜まつり
　　◯認知症サポーター養成講座
　　● 0、1、2歳児を持つ親の勉強部屋
　　●ファミリー・サポート・講習会
　　・犬山市民総合大学　敬道館
　　・レッツ・トライ・ウォーキング
　　・犬山市生涯学習まちづくり
　　　出前講座

必須項目
○医療機関で健診を受けたら、市民健康館・保健セ
ンターでスタンプを押します。
※健診結果票や健康手帳など、健診を受けたことが
証明できるものを持って来てください。医療機関で
はスタンプを押していませんので、注意してください。
選択項目
○各事業に参加するとき、受付でスタンプを押します。
参加した事業名と日にちを記入してください。
※市民総合大学では、配布する資料にあるマークを
切り取って下枠に貼ってください。
○健康づくりへの取り組み（3か月間）として、ポイ
ントシートの［わたしの取り組み］欄に目標を記入
します。達成後、下枠に取り組み「開始日」と「達
成日」を記入します。市民健康館・保健センターで
スタンプを押します。
問合　市民健康館（℡63-3800）

「まいか」は、県内の協力店舗で割引サービス等
を受けることができます。

さらに…抽選で景品が当たります！

景品内容
A賞　 5万円商品券 2人
B賞　5,000円相当の地元名産品20人
C賞　1,000円のクオカード50人

平成29年度　健康マイレージ事業　「犬
けん

健
けん

チャレンジ」
健診を受けると、家計にもこんなにお得！？ポイント貯

た

まって、さらにお得！
　「特定健診を受けていない人の年間医療費」を「受けている人の年間医療費」と比較すると約 3倍高いという
データもあります。健康に自信のある人も、若い人も、ぜひ健診を受けましょう！！

必 須 項 目

選 択 項 目

［わたしの取り組み］
　目標が2つある場合は、それぞれ記入してください。

平成29年度犬健チャレンジポイントシート

切　り　取　り
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平成29年度　犬山市各種検診等のお知らせ
★犬山市に住民票があり、勤務先等で受診する機会のない人を対象に、個別検診と集団検診のどちらかを受診できます。
　※検診日に犬山市に住民登録がない人は検診を受けることができません。（実費がかかりますので注意してください）
★�胃がん・肺がん・乳がん（X線）検診は、X線撮影による検査のため、妊娠中および妊娠の可能性のある人は集団検診は受診できません。
　医療機関で相談してください。

個別検診（医療機関で受診する検診）

種類 胃がん 大腸がん 肺がん 前立腺がん 子宮頸がん 乳がん 肝炎 胃がんリスク

対象年齢 30歳以上 35歳以上 35歳以上 50歳以上 20歳以上 40歳以上 40歳以上
（ 1回のみ）

40歳以上
（ 1回のみ）

検査方法 X線撮影または
胃カメラ 検便 X線撮影 血液検査 細胞診 X線撮影

および視触診 血液検査 血液検査

検診料

一般 3,800円 1,100円 1,000円 1,000円 1,700円 1,700円 無料 1,000円

犬 山 市
国保加入 1,900円 550円 500円 500円 850円 850円 無料 1,000円

持ち物
①健康手帳
②保険証

③無料クーポン券（対象者に 5月下旬に送付されます）
　対象者：子宮頸がん（平成8.4. 2 〜平成9.4. 1 生の人）、乳がん（X線）（昭和51.4. 2 〜昭和52.4. 1 生の人）
④胃がんリスク検診票（市民健康館で交付）：胃がんリスク検診を受診する人

検診の受け方 医療機関へ直接事前予約をしてください。※胃がんリスク検診は予約前に市民健康館で検診票を受取ってください。

検診実施期間 6月 1日㊍〜12月30日㊏　休診日を除く。

集団検診（検診バス等で受診する検診）

種類 胃がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん（超音波
またはX線）

対象年齢 30歳以上 35歳以上 20歳以上
超音波30〜39歳
X線40歳以上

検査方法 X線撮影 検便 細胞診
超音波またはX線
および視触診

検診料
一　　般 900円 500円 600円 1,000円

犬山市国保加入 450円 250円 300円 500円

予約時の持ち物 ①健康手帳　②保険証

予約受付

6月 5日㊊
10：00〜11：30 市民健康館

14：00〜15：00 楽田ふれあいセンター

6月 6日㊋

10：30〜11：30 南部公民館

14：00〜15：00 保健センター

18：30〜19：30 市民健康館

予約受付の
注意点

①電話受付はできません。
②予約受付会場毎に定員枠を設けておりますので、定員数を超えた場合は別の会場で
申し込んでください。
③検診時間の指定、および家族以外の代理申込みはできません。

その他

①定員に余裕がある場合は、6月 7日㊌から市民健康館で受付します。
（受付時間　㊏㊐㊗を除く　 8：30〜17：00）
②申込み予約後、キャンセルする場合は必ず市民健康館までお知らせいただき、受診
券・検（問）診票を返却してください。
③会場駐車場の混雑が予想されますので、乗り合わせなどご協力をお願いします。

●平成29年度中（平成30年 3 月31日まで）に対象年齢に達する人は受診できます。
●犬山市の検診は、すべて健康手帳を確認しますので必ずお持ちください。
　（市民健康館・保健センター・各出張所・市役所保険年金課で交付しています。）（㊏㊐㊗、12/29.30を除く（ 8：30〜17：00））
【個別検診のできる医療機関】　・胃がん検診の◎の医療機関は、胃カメラも実施します。

医療機関名 電話番号 胃 大腸 肺 前立腺 子宮 乳（X線） 肝炎 胃がんリスク

犬
山

安藤医院 61-0316 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

石原外科 62-2855 10/31迄○ ○ 11/30迄○ ○ × × ○ ×

樹クリニック 62-3101 ◎ ○ ○ ○ × × ○ ○

犬山駅西病院 61-2017 ◎ ○ ○ ○ × × ○ ○

岡部医院 62-7121 × ○ ○ ○ × × ○ ○

黒川すこやかクリニック 61-0083 × ○ ○ ○ × × ○ ○

こばやし耳鼻咽喉科 61-3154 × × × ○ × × ○ ×

城南クリニック 61-0132 × ○ ○ ○ × × ○ ○

総合犬山中央病院 62-8111 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハートクリニックさわだ 62-5556 × ○ ○ ○ × × ○ ○

松村クリニック 61-1488 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

村上医院 61-0555 12/20迄○ 12/20迄○ 12/20迄○ 12/20迄○ × × 12/20迄○ ×

村上内科 62-2201 ◎ ○ ○ ○ × × ○ ○

吉田内科クリニック 62-9222 10/31迄◎ 10/31迄○ 10/31迄○ 10/31迄○ × × 10/31迄○ 10/31迄○

城
　
東

安藤クリニック 62-8881 ○ ○ ○ ○ × × ○ ×

くわばらクリニック 61-1118 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

ふなびきクリニック 62-8811 ◎ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

マザークリニックハピネス 63-4103 × × × × ○ × ○ ×

羽
　
黒

木村内科 67-0008 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

さとう病院 67-7660 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

みどり診療所 67-3311 11/30迄○ 11/30迄○ 11/30迄○ 11/30迄○ × × 11/30迄○ 11/30迄○

宮崎整形外科・外科・内科 68-0461 ◎ ○ ○ ○ × × ○ ○

宮田医院 67-5566 ◎ ○ ○ ○ × × ○ ○

楽
　
田

いたつ内科クリニック 67-6333 ◎ ○ ○ ○ × × ○ ○

カワムラ整形外科 67-1134 × ○ ○ ○ × × ○ ○

たくや整形外科 69-1800 × ○ ○ ○ × × ○ ×

結ファミリークリニック 68-3311 × ○ × ○ × × ○ ○

※毎年『要精密検査』と判定される人は、犬山市の検診ではなく専門医による医療機関への受診をお勧めします。
※犬山市の検診の対象にならない人が検診を受けると、実費等が請求されることがありますのでご注意ください。
※自覚症状のある人は、犬山市の検診ではなく直接医療保険で受診してください。

★乳がん・子宮頸がん検診を希望する人
※乳がん検診（X線撮影）と子宮頸がん検診は 2年に 1度です。昨年犬山市の検診（個別・集団検診）を受けた人は受けられません。
（ただし、今年度クーポン券対象の人は受けられます）
※乳がん検診（X線撮影）は、ペースメーカーやVPシャントを入れている人、妊娠中の人、乳房形成手術を受けている人は受けられません。
※昭和51年 4 月 2 日〜昭和52年 4 月 1 日生まれ（乳がん検診）、平成 8年 4月 2日〜平成 9年 4月 1日生まれ（子宮頸がん検診）の女性には、
無料クーポン券が 5月下旬に送付されます。受診時にクーポン券を持参してください。検診料が無料になります。

【下記の人は集団検診では受診できません。医療機関で受診してください】
※妊娠10週以降の人で子宮頸がん検診を希望する人。（妊婦健診で受診してください）
※乳がん検診（X線撮影）を希望する人で、授乳をやめて 6か月を経過していない人。

★胃がんリスク検診を希望する人
【下記の人は申込みができません。】
※今までに医療機関等でピロリ菌検査、ピロリ菌の除菌治療を受けたことがある人。
※胃の手術をしたことがある人。
※現在、食道・胃・腸の病気で治療中の人。
※現在プロトンポンプ阻害薬を服用している、または 2か月以内に服用していた人。

問合　健康推進課（市民健康館）（℡63-3800）

集団検診（検診日・場所）

胃がん

6 月21日㊌　午前 市民健康館

6月23日㊎　午前 南部公民館

6月26日㊊　午前 楽田ふれあいセンター

6月27日㊋　午前 市民健康館

6月29日㊍　午前 保健センター

7月 2日㊐　午前 市民健康館

7月 7日㊎　午前 保健センター

子宮頸がん

6 月21日㊌　午後 市民健康館

6月29日㊍　午後 保健センター

7月11日㊋　午後 市民健康館

7月18日㊋　午前 市民健康館

7月19日㊌　午後 南部公民館

乳がん（X線）

6 月20日㊋　終日 市民健康館

6月27日㊋　午後 市民健康館

7月 2日㊐　午後 市民健康館

7月 6日㊍　終日 保健センター

7月18日㊋　午後 市民健康館

7月19日㊌　午前 南部公民館

乳がん（超音波）

7 月 5 日㊌　午前 市民健康館

7月11日㊋　午前 市民健康館

7月12日㊌　午前 市民健康館

大腸がん

検便の提出：提出日時は申込時にご案内します。
※キャンセルの時は検便の検体容器を返却してください。

●胃がんリスク検診
※受診前に申込みが必要です。
※市で実施する胃がんリスク検診を受けら
れるのは、生涯一度のみです。

【申込み】
日　時　 5月22日㊊
　　　　10：00〜11：00
場　所　市民健康館
定　員　300人
※定員に満たない場合は随時受付

●肝炎検査
検査の前に必ず市民健康館へ受診履歴の確
認をお願いします。
（℡63-3800）（㊏㊐㊗、12/29・30除く 8：30〜
17：00）

●胸部レントゲン検診

8 月29日
㊋

午前 池野老人憩の家

午前 善師野公民館

午後 保健センター

8月30日
㊌

午前 つつじヶ丘集会場

午前 上野地区学習等供用施設

午後 市役所

8月31日
㊍

午前 福祉会館

午前 西楽田団地集会場

午後 南部公民館

9月 1日
㊎

午前 楽田ふれあいセンター

午後 市民健康館

※詳細は広報 8月15日号でお知らせします。

下記の人は「健康診査等実費免除申請書」の
提出により、検診料が免除されます。
①生活保護世帯に属する人
②非課税世帯に属する人
③後期高齢者医療被保険者
①②の人は市民健康館で申請を
　受け付けます。
　（交付に日数がかかる場合がありますので
受診日より前に手続きをお願いします。）
③の人は、医療機関ほか各種検診会場で申請
できます。保険証を持参してください。

検診料の免除
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5月の子育て支援事業
　各施設で子育て支援事業を実施しています。※日程は変更されることがあります。

●児童館・児童センター　問合　羽黒児童センター（℡67-7169）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 5 月の行事

子育て広場
　「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と
保護者

毎週㊊〜㊎
10：00〜15：00
㊗は除く

市内 7か所
児童館・
児童センター

体操・手遊び
サーキット遊び・
新聞紙遊びなど

散歩に行こう・ミニ
講座（日程は各児童
館児童センターに問
い合わせてください）

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と
父親
（家族も大歓迎）

5月20日㊏
10：30〜11：30

犬山西
児童センター

運動遊び
※各児童館・児童セ
ンターでも自由に遊
べます。

●子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

にこにこタイム
未就園の多胎児と
保護者

5月17日㊌
10：30〜11：30

市民健康館
さら・さくら

交流・情報交換

さくらっこ　ひよこ
6か月〜 1歳未満の
お子さんと保護者

5月12日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話・離乳食講座

さくらっこ　あひる
1歳〜 1歳 6か月の
お子さんと保護者

5月19日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話

わくわくっこ
カンガルー

2歳 7か月〜就園前の
お子さんと保護者

5月18日㊍
10：30〜11：30

英語で遊ぼう・絵本

●ファミリー・サポート・センター　問合　ファミリー・サポート・センター（市役所内）（℡63-3818）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

ファミリー・
サポート・センター
講習会

ファミリーサポート
会員・子育てに関心
のある人

5月11日㊍
19日㊎、24日㊌

市民健康館
さら・さくら

乳幼児の発達や安全・
健康について専門家か
ら講習を受けます。

●相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐・㊊・㊗除く） 9：00〜16：00
さら・さくらつどいの広場
（℡63-3817）

毎日（㊏・㊐・㊗除く） 9：00〜16：00

犬山市子育て支援センター
（℡61-7533）
城東第 2子育て支援センター
（℡62-5677）

家庭児童 毎日（㊐・㊗除く） 9：00〜16：00 家庭児童相談室（℡62-4300）

利用者支援
毎日（㊏・㊐・㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。

子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

5月18日㊍、25日㊍、 3歳〜中学生
① 9：00〜　②10：30〜　③13：00〜　④14：30〜

子ども未来センター
（℡61-1295）

ステップ・アップ！子育て力！
子育て講座「0・1・2歳児を持つ親の勉強部屋」第1期　受講生募集

　「赤ちゃんとの向き合い方は、
今のままでいいのかな」「赤ちゃ
んに、どんな言葉をかけたらいい
のかな」…と悩んでいるママたち
のために、子育てについて専門の
先生からヒントをもらい、子育て
力がアップする講座です。
　今回の勉強部屋では、赤ちゃん
との絆を深めるための関わり方や
発達を促すためのポイント等、今
必要なお話を聞いたり、実習をし

ます。講座を通して子育て仲間の
輪も広がります。
場所　市民健康館さら・さくら
対象　 0歳児とその保護者（両親

祖父母）、妊婦等（保護者
のみの参加可）

定員　親子　20組
費用　 5回で1,000円
持物　水筒、着替え一式（記名）
託児　生後 6か月以上児（ 6か月

未満児は講義室で保護者の

回 日　程 時　間 講　座　名 講　師 託児

1 5 月30日㊋ 10：00〜11：00
講話
「子どもが感じる安心感と喜び」

家庭児童相談員
木澤　和子氏

あり

2 6 月 6 日㊋ 10：00〜11：00
親子あそび
「我が子に伝えたい

　わらべうたあそび」　　

NPO法人名古屋
コダーイセンター講師
山川　裕子氏

なし

3 6 月14日㊌ 10：00〜11：30
実技　調理実習
「愛情をこめて　離乳食作り」

保健センター
管理栄養士
岩見　恵美子氏

あり

4 6 月21日㊌ 10：00〜11：00
実技　産後のお腹をシェイプアップ
「骨盤底筋を鍛えて元気に美しく」

アロマセラピスト
神谷　かおり氏

なし

5 6 月27日㊋ 10：00〜11：00
講話
「子どものサインをみのがさないで」
（仮題）

名古屋経済大学短期大学
保育科　特任教授
堀　美鈴氏

あり

見守り）
申込　 5月 8日㊊〜13日㊏に
　　　さら・さくらつどいの広場
　　　（℡63-3817）へ
※講座内容は 0歳児向けです。
※第 2回目と第 4回目の講座は、
親子で一緒に参加します。
※第 3回は終了時間が11：30とな
ります。
※都合により講師が変更になる場
合があります。

たんぽぽ相談
　お子さんの発達が気になる、あ
るいは障害のあるお子さんの養
育・教育で不安のある保護者・教
職員は、県立一宮東特別支援学校
のたんぽぽ相談（教育相談）が利
用できます。たんぽぽ相談では、
保護者・教職員が抱えている疑問
や不安・悩みについて一緒に考え
ていきます。事前に電話で予約を
してください。相談内容について

は、秘密を厳守します。
費用　無料
相談　㊋・㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　㊊〜㊎（㊗除く）
　　　 9：00〜17：00
申込・問合　県立一宮東特別支援

学校　たんぽぽ相談係
　　　一宮市丹羽字中山1151-1
　　　（℡0586-51-5311）

県立一宮東
特別支援学校
学校説明会

　県立一宮東特別支援学校では、

障害のあるお子さんの保護者等を
対象に、学校説明会（小学部・中
学部）を開催します。適切な就学
には早期からの学校見学等が大切
です。次年度就学予定のお子さん
がいる人は、ぜひ参加してくださ
い。
日時　 6月13日㊋　 9：40〜12：00
申込　県立一宮東特別支援学校
　　　（℡0586-51-5311 ㊊〜㊎
　　　㊗除く 9：00〜17：00）へ

子 育 て
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問合　倉本（℡62-7547）
　　　舩橋（℡72-8577）

桃太郎まつり
　桃太郎行列、桃太郎おどり、宝
さがし、桃太郎ぬりえ、鬼神太鼓
（予定）など楽しいイベントがた
くさんあります。
日時　 5月 5日㊗11：00〜15：00
場所　桃太郎公園
問合　犬山物産（℡61-1576
　　　 9：00〜15：00）
※雨天時は、内容が一部変更にな
る場合があります。

桃太郎の衣装を着て
桃太郎まつりに参加
しませんか

　桃太郎の衣装に着替えて、お祓
はら

い、桃太郎行列、桃太郎おどりな
どのイベントに参加しませんか。
日時　 5月 5日㊗11：00〜15：00
　　　受付10：00〜
場所　桃太郎公園
費用　子ども1,000円
　　　大人1,500円（要予約）
定員　先着30人
申込　 5月 2日㊋までに桃太郎神

社（℡61-1586 10：00〜15：
30）へ

※子どもには、お守り、お土産付
きです。

タスポニー
ふれあいマッチ
参加者募集

日時　 5月14日㊐ 9：00〜12：30
　　　受付 8：30〜

親子リズム
　親子で触れ合い遊びを楽しんだ
り音楽に合わせたリズム表現で体
も心もスッキリ。お茶タイムで子
育てのおしゃべりにいっぱい花が
咲きます。
日時　毎週㊌10：30〜12：00
場所　丸山地区学習等供用施設
対象　 3歳までの乳幼児
費用　900円
問合　新婦人犬山
　　　黒田（℡61-6932）

親子であそぼう
イングリッシュ

　先生と一緒に歌をうたったり、
手遊びをしたり、ゲームをしたり
して英語に親しみ好きになれるよ
う楽しく遊びながらすすめていま
す。
日時　毎月第 1・第 3㊏
　　　10：30〜11：30
場所　丸山地区学習等供用施設
対象　小学生
費用　月1,500円
問合　新婦人犬山
　　　黒田（℡61-6932）

水墨画展
星風会

　水墨画作品展を開催します。
　四季折々の花や風景を墨の濃淡
で表現しました。
日時　 4月27日㊍〜 5月26日㊎
　　　初日は12：00から
　　　最終日は14：00まで
場所　名鉄犬山ホテル
　　　（別館連絡通路）

場所　東小学校体育館
対象　18歳以上
※タスポニーに興味のある人なら
どなたでも。
費用　 1人500円
　　　�参加賞、材料代、保険料な

ど（大会当日受付へ）
部門　●タスポニー
　　　男女各ダブルス
　　　●ソフトタスポニー
　　　男女各ダブルス
※各部門とも参加者が定数以下の
場合は、男女混合ダブルスとする。
※組合せは、当日抽選でペアとブ
ロックを決定する。
定員　先着100人
申込　 5月 8日㊊までに、申込用

紙（市体育館、勤労青少年
ホーム、楽田ふれあいセン
ター、文化スポーツ課にあ
ります）に記入して、Fax
で犬山タスポニー協会（Fax
67-2702）へ

問合　犬山タスポニー協会　小木
曽（℡080-3619-7403）

M.B.S.
遊歩道写真展

　会員撮影の新作品50点を展示、
各自の感性で切り取った様々な作
品をご鑑賞ください。
日時　 5月13日㊏〜21日㊐
　　　 9：00〜17：00
　　　初日は11：00から
　　　最終日は16：00まで
場所　旧磯部家住宅
費用　無料
問合　岡田（℡62-2429）

春です。
一緒に山に
行きましょう！

　犬山労山マップから、市民登山
教室机上学習と実践のご案内です。
① 5月10日㊌
　机上　山へ行こう！何が必要？
　　　　準備は！？
② 5月21日㊐
　実践　�流葉山、日帰り公開を兼

ねて。
③ 5月31日㊌
　机上　�山の歩き方・長く山を続

ける。天候変化への対応
④ 6月10日㊏
　実践　�簗谷山、山の歩き方・装

備の使い方。（犬山の水
源の山）

⑤ 6月21日㊌
　机上　地図の読み方、使い方
⑥ 7月 1日㊏
　実践　大白木山、地図読み山行。
　　　　（1234.5mの山）
⑦ 7月12日㊌
　机上　リスク回避、応急手当等
⑧ 7月22日㊏
　実践　�大日ケ岳、長時間歩行体

験。（長良川源流の山）
場所　羽黒学習等供用施設
　　　19：30〜20：15
費用　 1講座200円、 4講座で600

円＋テキスト代300円
※ 8月 5日㊏〜 6日㊐ 1泊 2日
会員募集　公開山行企画中
申込・問合　2017年度犬山労山

マップ公開系実行委員会
（Eメールmiya1202jp@yah

　　　oo.co.jp）宮崎（℡080-328
　　　4-9816）へ

犬山歴史研究会
5月例会案内

日時　 5月28日㊐13：30〜
場所　福祉会館
講演　犬山市前原の近・現代史
講師　犬山歴史研究会顧問

第20回ふれあい
フェスティバル

日時　 5月21日㊐10：00〜14：30
場所　ひかり学園
内容　太鼓演奏、犬山住みます芸

人の公演、わん丸君ショー、
ウマッチョのコミカルダンス
エンターテイメントショー、
あさぎの演舞、模擬店など

問合　ひかり学園（℡61-4591）
※ 9：30に犬山駅東口より送迎バ
スがでます。

「ふれあいトリオ」
コンサート犬山公演

日時　 6月 3日㊏13：30〜15：30
場所　南部公民館
内容　ピアノトリオ（ピアノ、ヴァ

イオリン、チェロ）による
クラシックコンサート

対象　小学生以上
定員　30人
費用　無料
申込　 5月 1日㊊〜19日㊎に郵便

はがきで、〒107-0062東京
都港区南青山 5 - 9 -12-504

　　　Kトレーディング内「ふれ
あいトリオ事務局」へ

問合　原口（℡03-6418-1008）

　　　小嶋毅氏
内容　江戸時代、入鹿池築造によ

り前原に移った「入鹿出」
の人々に受け継がれてきた
歴史や言い伝えなど、地域
の古老に聞き取り調査をし
て、まとめられた冊子の発
刊を記念した講演です。

費用　一般500円
問合　丸山（℡62-5781）

第2回社協城東支部
クロリティー大会
参加者募集！

　健康と地域のふれあいの場とし
てクロリティー大会を計画しまし
た。子どもから高齢者まで楽しめ
る簡単なルールです。気軽に参加
してください。
日時　 6月17日㊏
　　　10：00〜14：00
場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（市体育館）
対象　城東地区在住の人
費用　無料
申込・問合　城東出張所
　　　�（℡61-0310　㊏㊐㊗を除く
　　　 8：30〜17：00）

　掲載を希望する人は、所定の
申請書に必要事項を記入し、企
画広報課広報・広聴担当へ。
　 6月15日号の締め切りは 5月
2日㊋、 7月 1日号の締め切り
は 5月24日㊌。

　お詫びと訂正
　広報犬山 4月15日号16ページ
「いぬやま体協だより」におい
て、「第35回犬山国際有効シ
ティマラソン結果」は「第35回
犬山国際友好シティマラソン結
果」の誤りでした。お詫びして
訂正します。
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町会長の皆さん、今年 1 年よろしくお願い
します
　29年度の町会長委嘱状伝達式が 4月 8日、南部公民
館で開かれました。318人の町会長を代表して、椿台団
地町内会の永田昌己さんが山田市長より委嘱状を受け
取りました。

　山田市長は「町会長様には地域において様々な役
割を担っていただき、お骨折りいただいていること
に敬意と感謝を申し上げます」と挨拶しました。

祝！準大賞「犬山新成人の集い2017」
　 3月23日に大阪で開催された新成人式フォーラム
（文部科学省後援）で、「犬山新成人の集い2017」が
準大賞を受賞し、主催した犬山新成人の集い実行委員
長の井澤知弘氏が表彰状を受け取りました。
　今回の審査には、全国から57自治体等が応募しまし
た。「犬山新成人の集い」が準大賞を受賞するのは 6
回目となりました。

五条川、桜満開ライトアップも
　 4月上旬、羽黒地区を東西に流れる五条川の桜並木
が見事に咲き誇りました。堀田橋から東に眺めてみる
と、桜並木の中心に尾張冨士を望むことができ、山と
川との風景を満開の桜並木が彩りました。夜には、羽
黒橋から小弓橋上流にかけて羽黒コミュニティ推進協
議会によりライトアップが行われ、幻想的な景観とな
りました。

元気に泳げ！鯉のぼり
　満開の桜の中、郷瀬川小島橋付近で約20匹の鯉のぼ
りが元気よく泳いでいました。小島町有志でつくる白
雲の会（高木義勝代表、会員数11名）が毎年端午の節
句に向け飾っています。初めは針綱神社から譲り受け
た鯉のぼりを飾っていましたが、現在では知り合いに
声をかけ、不要になった鯉のぼりをもらっています。
郷瀬川の清掃や草刈り等の活動の一環として飾ってお
り、通りかかったひとは足を止めてシャッターを切っ
ていました。
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■各種相談コーナー（無料）
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内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：00

市役所 1階　市民相談室
下記時間帯は手話通訳が利用できます
㊌㊎ 8：30〜16：00

行 政 5 月19日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階　市民相談室

登 記 5 月10日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階　相談室②

不 動 産 取 引 5 月16日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②

行 政 書 士 5 月24日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

6 月 1 日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 5月11日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 5 月11日㊍　13：00〜15：00
5 月18日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

結 婚 毎週土曜日　毎月第 2水曜日
9：00〜12：00（受付11：30まで） 福祉会館相談室（℡62-6299）

ボ ラ ン テ ィ ア 毎週月曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡62-6299）

身 体 障 害 者 5 月10日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 5 月 8 日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

精 神 保 健 福 祉 士
に よ る 相 談

5 月 9 日㊋　 9：00〜12：00
　　23日㊋　13：00〜16：00 福祉課相談室（℡44-0321）

くらしの自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週月〜金曜日（㊗年末年始は除く）
8：30〜17：15 福祉課相談室（℡44-0320）

発 達 支 援
（要予約）

5 月18日㊍・25日㊍　※ 3歳〜中学生
① 9：00〜 ②10：30〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週金曜日　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 5 月12日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

人 権 5 月17日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青少年の非行・いじめ 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 市役所 3階　文化スポーツ課　
青少年センター（℡44-0353）

児 童 生 徒 の
不 登 校 相 談 室 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 福祉会館内適応指導教室「ゆう・ゆう」

（℡63-0502）

家 庭 児 童 毎日（㊐・㊗除く）9：00〜16：00 福祉会館内家庭児童相談室（℡62-4300）

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：15

子ども未来課（℡44-0322）
※電話（℡61-6288）は24時間対応です

ひ と り 親 自 立 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜16：00 子ども未来課（℡44-0323）

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定（㊏・㊐・㊗と年末年始は除く） 相談者宅など（予約により決定）
予約先：都市計画課（電話可℡44-0331）

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 5 月19日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階　204会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

消 費 生 活 毎週月〜木曜日（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで） 市役所 1階　相談室（℡44-0398）

労 働 5 月17日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

内 職 毎週火曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

年 金
毎週火・金曜日（㊗除く）
9：30〜16：30
（12：00〜13：00休憩、　受付16：00まで）

市役所 2階　相談室①
保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人
年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

5 月25日㊍　10：00〜15：00
（12：00〜13：00休憩） 保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人

オ ー プ ン 議 長 室
（議会の市政相談）

毎日（㊏・㊐・㊗と議会会期中は除く）
※要予約

市役所 6階議長室
※予約受付は議事課（℡44-0307）

積極的に推進
　日進月歩の情報技術は、市民サー
ビス、施策展開、庁内業務等の利便・
効率・機能などを高めていく上で、
極めて有効な手段です。今後、人工
知能（AI）やモノのインターネット
（IoT）などの分野は、さらに進歩し
て社会を大きく変えていくと予測さ
れます。当市としても、情報技術の
積極的活用に向け、以下のような取
り組みを進めています。

アプリケーションソフト活用
　アプリケーションソフト（以降ア
プリ）とは、特定の仕事をするために、
コンピュータを動作させるプログラ
ムで、スマートフォン（パソコン並
みの機能を持った携帯電話）でご利
用いただけます。

　今年度より以下のアプリを導入し
ます。

①生活習慣病予防対策の一環として、
ウォーキングの普及拡大を図るアプ
リ。（ 9月より利用可能）
②ごみ分別方法の案内や収集日の通
知など、ごみ排出マナーの向上を図
るアプリ。（10月より利用可能）（年
度内 6か国語対応予定）
③市広報閲覧の利便性向上や、読者
拡大を図る広報閲覧アプリ。（ 4月か
ら利用可能）

電子入札の推進
　電子入札とは、一連の入札事務を、
コンピュータ上のネットワーク経由
で行う方法です。透明性・品質・競
争性の向上や、経費削減、事務の迅
速化などの効果が期待できます。
　こうした電子入札の対象は、これ
まで工事のみでしたが、委託業務と
物品購入を追加して拡大しました。

公共施設予約への活用
　コンピュータ上のネットワーク経
由で、公共施設の空き状況確認や予
約等がもっとできるよう、対象施設
を 4施設から 5施設へ増やし、今後
も拡大していきます。

オープンデータに着手
　市民の皆様や民間事業者のデータ
利用需要に応えていくため、市に蓄

積されている各種統計データなどを、
コンピュータ処理に適した形式で
データ提供する「オープンデータ」
を進めています。すでに11項目のデー
タを市ホームページにて公開してお
り、今後も順次拡大していきます。

動画による情報発信強化
　市内外に犬山の魅力を広くわかり
やすく伝えるため、市の情報や市内
で活躍する人などに焦点を当てた動
画を作成し、市ホームページや動画
投稿サイト、SNS（コンピューター
を介した人のネットワーク）で発信
していきます。（今年度中予定）

Wi-Fi設置促進
　Wi-Fi（ワイファイ）とは、スマー
トフォンなどのネットワーク対応機
器が、無線の電波で接続できるよう
になる設備です。多くの人がスマー
トフォンなどで情報収集しており、
ネットワークへの接続環境を良くす
ることで、市民の皆様や観光客の利
便性が高まるため、昨年度に市内11
か所へWi-Fi設置を進めました。

　今後もできることから積極的に
情報技術の活用を進めてまいりま
す。

■休日（昼間）診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡62-8100
　犬山市五郎丸東1-70（国道41号五郎丸交差点東へ300m）
　受付時間　  8 ：30〜11：30（診療は 9：00〜）
　　　 　　　13：30〜16：15（診療は14：00〜）

■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡81-1133
　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○救急医療情報システム 　http://www.qq.pref.aichi.jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）
○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00

と  き 病・医院名 電　話

5 月 3 日㊗ 吉田内科クリニック� （犬山）
マザークリニックハピネス�（城東）

62-9222
63-4103

5 月 4 日㊗ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）宮田眼科� （犬山）
68-0461
61-0200

5 月 5 日㊗ みどり診療所� （羽黒）
さとう病院� （羽黒）

67-3311
67-7660

5 月 7 日㊐ 城南クリニック� （犬山）
こばやし眼科� （犬山）

61-0132
62-7278

5 月14日㊐ 村上内科� （犬山）
石原外科� （犬山）

62-2201
62-2855

上段は内科系、下段は外科系

■犬山市の人口と世帯（4月1日現在）
人口 　74,509人 （− 200人）
男 　37,093人 （− 139人）
女 　37,416人 （− 61人）
世帯 30,605世帯 （＋ 361 世帯）

（　 ）は前年同月との比較

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html

■休日歯科診療　電話受付時間／9：30〜11：30
㊗は12：00まで

と  き 病・医院名 電　話

5 月 3 日㊗ 青木歯科医院� （扶桑町） 0587-93-3388
5 月 4 日㊗ かみの歯科� （犬山） 65-4860
5 月 5 日㊗ 木下歯科� （扶桑町） 0587-93-8161
5 月 7 日㊐ すぎうら歯科� （羽黒） 62-8844
5 月14日㊐ きなな歯科� （扶桑町） 0587-22-7599

情報技術の活用促進へ



翡翠（カワセミ）に
　魅せられて
　カワセミの美しいブ
ルーの羽色は一目見た者
を魅了し虜

とりこ

にします。市
内郷瀬川の水辺で撮影し
ました。今日もカワセミに
逢いたくて、散歩に出か
けます。
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ちゃん
（赤鍋）

平成28年4月3日

とっても元気な
男の子です。

横
よこ

山
やま

　史
ふみ

華
か

ちゃん
（もえぎヶ丘）
平成28年4月22日

元気に大きくなってね。

小
お

倉
ぐら

　葵
あお

斗
と

ちゃん
（万願寺）
平成28年4月18日

いつもニコニコで元気な
男の子でいてね！

酒
さ

向
こう

　望
み

緒
お

ちゃん
（中島）

平成28年4月25日

いっぱい食べていっぱい
遊んで大きくなってね。
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