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犬山市における人事行政の運営等の状況について

二
〇
一
七
年

十
二
月
一
五
日
号

わん丸君フォトパネルで入籍記念撮影（1
いい 夫 婦 の 日

1月22日・市役所ロビーにて）



2 3広報犬山　H29.12.15号 広報犬山　H29.12.15号

犬山市における人事行政の運営等の状況について
　市では、人事行政運営の公正性、透明性を高めることを目的とした「犬山市人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例」を制定しており、今回この条例に基づき平成28年度の状況を公表します。
　なお、職員の給与に関する詳細、定員管理関係については全国統一様式により 3月に市ホームページで公表し
ます。
問合　総務課（℡44-0302）

●職員の任免および職員数に関する状況
（ 1）職員の採用・退職の状況（平成28年 4 月 1 日〜平成29年 4 月 1 日）

平成28年 4 月 1 日現在 退職者数 採用者数 平成29年 4 月 1 日現在
540人 21人 28人 547人

（ 2）部門別職員の状況と増減数（各年 4月 1日現在）

部門 職員数 増減数平成28年 平成29年
一般行政部門 360人 364人 4 人

特別行政部門（教育・消防） 133人 136人 3 人
公営企業等部門（上下水道等） 47人 47人 0 人

計 540人 547人 7 人

●職員の給与の状況
（ 1）職員人件費の状況（平成28年度普通会計決算）

住民基本台帳人口
（平成28年度末） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A） （参考）平成27年度

の人件費率
74,509人 23,468,682千円 1,135,442千円 3,942,353千円 16.8％ 16.1％

（ 2）職員の初任給の状況
　　　　　　　　　　　　　（平成29年 4 月 1 日現在）

区分 初任給 2 年後の給料

一般行政職 大学卒 184,800円 198,700円
高校卒 150,500円 160,400円

（ 4）職員手当の状況（平成29年 4 月 1 日現在）
手当の種類 内容

扶養手当 扶養親族 1人につき6,500円〜10,000円。満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1
人につき加算5,000円

地域手当 支給率 6％

住居手当 借家、借間…家賃額に応じて支給（限度額は月額27,000円）

通勤手当
①交通機関利用者… 6か月定期等の最も経済的な額（限度額は月額55,000円）
②交通用具利用者…距離に応じて2,000円〜31,600円の範囲内の額
（通勤距離が片道 2㎞未満の職員については支給対象外）

特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康、困難その他特殊な勤務についた時に支給
… 1日もしくは 1回当たり150円から2,000円

期末勤勉手当

（平成28年度実績）　　 6 月期　　　　　　　　 12月期　　　　         　計
　　期末手当	 1.225（　0.65）月分	 1.375（　　0.8）月分	 2.6（1.45）月分
　　勤勉手当	 0.8（0.375）月分	 0.9（0.425）月分	 1.7（　0.8）月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有
※（　）内は、再任用短時間勤務職員の支給率

退職手当
（支給率）	 勤続20年 勤続25年 勤続35年 最高限度額
　　自己都合	 　20.445月分	 　29.145月分	 41.325月分	 49.59月分
　　定年	 25.55625月分	 34.5825月分	 　49.59月分	 49.59月分

管理職手当 部長級　82,200円　課長級　66,400円　課長補佐級　51,900円

（ 5）臨時職員等の賃金の状況（平成29年 4 月 1 日現在）
代表的な職種 一般事務 保育士 調理員 学校事務員 学校非常勤講師

1 時間当たりの賃金 900円 1,070円 1,075円 900円 2,000円

●職員の勤務時間その他勤務条件の状況
（ 1）勤務時間の状況
　勤務時間　 8：30〜17：15（ 1 日 7 時間45分、週38時間45分）
　休憩時間　12：00〜13：00（60分間）
　交代勤務　週38時間45分で勤務を割振り（消防署など）
（ 2）休暇等の概要
　年次休暇　平成28年度平均取得日数　6.8日
　病気休暇　職員が負傷または疾病のため療養する必要最小限度の期間（最大90日間）
　特別休暇　	公民権の行使、骨髄提供、ボランティア活動、結婚、産前産後、出産介助、家族・子どもの介護、

忌引、父母の祭日、長期勤続リフレッシュの各休暇
（ 3）育児休業および介護休暇の取得状況
　育児休業　子どもが 3歳に達するまでの間、養育するために取得
　介護休暇　同居する配偶者や親族を 2週間以上にわたり介護するために取得
※いずれの休業もその期間中は無給

区分
育児休業 介護休暇

平成28年度に新たに取得可能となった職員 前年度から継続して
取得している職員

平成28年度取得職員対象職員 取得職員
男性職員 17人 1 人 0 人 0 人
女性職員 11人 11人 24人 1 人

（ 3）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
　　　　　　　　　　　								　　（平成29年 4 月 1 日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 39歳 8 月 313,100円 389,700円
技能労務職 54歳 2 月 302,200円 332,000円

（ 3）臨時職員等の雇用の状況（平成29年 4 月 1 日現在）
再任用短時間 嘱託員 臨時的任用職員 パート職員
21人 34人 97人 484人

●職員の分限および懲戒処分の状況
（ 1）分限処分
分限処分は、公務能率の維持を目的として、職員本
人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす
処分です。

（平成28年度新規）
分限の種類

区分 免職 休職 降任 降給
勤務実績が良くない場合 0 0 0 0
心身の故障 0 4 0 0
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

●職員の服務の状況
　職員は営利企業に従事することは制限されています。ただし、公務の遂行に悪影響を及ぼさないものについて
は、任命権者の許可を受けて従事することができます。
営利企業等従事許可の状況（平成28年度）

区分 申請件数 許可件数
会社等の役員の地位を兼ねる場合 0件 0件
自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0件 0件
報酬を得て、事業または事務に従事した場合 16件 16件

（ 2）懲戒処分
　懲戒処分は、公務員として一定の義務違反があっ
た場合に規律と公務遂行の秩序を維持するため、職
員の道義的責任を追及して行う処分です。

（平成28年度新規）
懲戒の種類

区分 免職 停職 減給 戒告
給与・任用に関する不正 0 0 0 0
一般服務違反関係 0 0 0 0
一般非行関係 0 1 0 0
収賄等関係 0 0 0 0
道路交通法違反 0 0 0 0
監督責任 0 0 0 0
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市民感謝デー
日本モンキーパーク
入園無料ご招待

　日頃の感謝の意を込めて日本モンキーパークへ招待します！その他
ほか

、
新年特別イベントも開催します。
期間　平成30年 1 月 2 日㊋、3日㊌
場所　日本モンキーパーク
方法　免許証や保険証など犬山市在住の証明ができるものを持参し、改

札係員へ提示してください。
※ 1人の証明で 4人まで入園無料
※駐車料金、世界サル類動物園などは別途料金が必要です。
問合　日本モンキーパーク（℡61-0870）

トップスイマーと泳ごう！！
　国内外で活躍するトップスイマーが直接教えるスイムクリニックを開
催します。
日時　平成30年 1 月 8 日㊗13：00〜16：00
場所　犬山国際観光センターフロイデ 2階（フィットネスフロイデ）
ゲスト　金藤理絵さん（2016リオ五輪	200m平泳ぎ金メダリスト）
　　　　小長谷研二さん（2016リオ五輪　400mリレー 8位）
　　　　野村陵太さん（2016ジャパンオープン　50m平泳ぎ 3位）
　　　　原翔太さん（2012ワールドカップ東京大会	50mバタフライ 3位）

内容　模範泳、スイムクリニック、記念撮影
対象　四泳法全てで25mを泳ぐことができる18歳以下の人（小中学生は

保護者の同意が必要）
定員　先着80人
費用　500円（施設使用料、写真代含む）
申込　市内在住・在学の人は12月23日㊗ 9：00から、市外の人は12月27日

㊌10：00から犬山国際観光センターフロイデ 2階フィットネス受付
に参加料を添えて申し込んでください。（申し込みは 1人 1回ま
で。定員になり次第終了。）

※24日㊐以降の受付時間10：00〜20：00（㊐は10：00〜18：00）ただし、休
館日（25日㊊、28日㊍〜平成30年 1 月 3 日㊌）は申し込みできません。
※駐車場の利用は 8：45からです。
問合　フィットネスフロイデ（℡61-7272）

消防団年末夜警
　年の瀬を控え慌ただしくなる時
期に、火気を使用する機会が多く
なり、火災の発生頻度が高くなり
ます。市民の防火意識の高揚と火
災発生時における初動体制を万全
にするため、消防団が年末夜警を
実施します。
日時　12月29日㊎19：00〜30日㊏
　　　 5：00
　　　12月30日㊏19：00〜31日㊐
　　　 5：00
問合　消防本部消防総務課
　　　消防担当（℡65-3122）

平成30年
市消防出初式

日時　平成30年 1 月 7 日㊐
　　　 9：00〜（荒天時 9：30〜）
場所　するすみふれあい広場
　　　	（荒天の場合は南部公民館

で式典のみ実施）
参加団体　消防本部・署、消防団、

楽田婦人消防クラブ、危険
物安全協会、㈱稲葉製作所
犬山工場、犬山太鼓クラブ
響

内容　分列行進、初期消火訓練、
はしご乗り、一斉放水、消
防広場開催（式典終了後）

問合　消防本部消防総務課
　　　消防担当（℡65-3122）

●職員の研修の状況
平成28年度犬山市職員研修計画に基づく研修実績

区分 主な研修内容 受講職員数
愛知県市町村振興協会
研修センター

一般研修 階層別研修（部長、課長、課長補佐） 9人
専門研修 地方税研修、民法研修、プレゼンテーション研修等 49人

尾張五市二町研修協議会 階層別研修（統括主査以下） 66人

公的機関派遣研修 市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所、国土
交通大学校 8人

その他派遣研修 愛知県実務研修、姉妹都市派遣研修等 51人

市自主研修
新規採用予定者研修、メンタルヘルス研修、若手職員研修、
人事評価制度研修、福祉体験研修、協働のまちづくり研修、
管理職対象イクボス研修等

376人

●職員の福祉および利益の保護の状況
（ 1）職員の健康管理等に関する状況（平成28年度）

区分 受診職員数
定期健康診断 186人
人間ドック 371人

（ 2）共済制度等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 3）公務災害等の発生状況（平成28年度）
　共済制度　　加入組織　愛知県市町村職員共済組合
　　　　　　　目的　　　職員の福祉向上と生活の安定
　　　　　　　制度　　　短期給付（健康保険制度）
　　　　　　　　　　　　長期給付（年金制度）
　互助会制度　組織名称　犬山市職員互助会
　　　　　　　目的　　　職員の福利厚生
　　　　　　　事業費　　11,687,918円
　　　　　　　市補助金　　4,054,355円　　　（補助率：補助対象事業費の 1 / 2 ）

●公平委員会の業務の状況
（ 1）勤務条件に関する措置の要求の状況
　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して市の当局により適切な措置がとられる
べきことを要求することができます。
　平成28年度の状況は次のとおりです。

年度当初係属件数 年度中申立て件数 年度中処理件数 年度末係属件数
0 件 0 件 0 件 0 件

（ 2）不利益処分に関する不服申立ての状況
　職員は、懲戒その他意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申立てをすることができます。
　平成28年度の状況は次のとおりです。

年度当初係属件数 年度中申立て件数 年度中処理件数 年度末係属件数
0 件 0 件 0 件 0 件

●人事評価制度の状況
　「業績評価」「能力態度評価」より、職員の勤務実績や職務に関連する能力、態度等を公平かつ統一的に把握し、
職員の人材育成を図ります。優秀評価者には手当への反映を実施します。
評価対象者　休職、育児休業等の職員を除く全正規職員
評価期間　　平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日（評価基準日　 1月 1日）
●退職管理の状況
　犬山市職員の退職管理に関する条例および規則（平成28年 4 月 1 日施行）に基づき、退職の日から 2年間は、
離職前 5年間の職務に属するものに関し、職務上の行為をするように、またはしないように要求すること、また
は依頼することを禁止しています。また、一定の職位以上で退職した者については、離職後 2年間は再就職先等
を届け出るよう義務付けています。

臨時職員等の健康診断受診者数
417人

区分 発生件数
傷病 死亡

公務災害 1件 0件
通勤災害 1件 0件

金藤理絵さん 小長谷研二さん 野村陵太さん 原翔太さん

▲昨年のようす
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　2010年に開館したヤマザキマ
ザック美術館は、初代館長山崎照
幸（1928-2011）が収集した、絵
画やガラス工芸品などのフランス
美術のコレクションを所蔵・展示
しています。
　本展では、彫刻家のはしもとみ
おによる、動物の木彫作品を紹介
します。クスノキを削り、彩色を
施して制作された動物たちは、彼
らの性格や飼い主の愛情まで反映
するように、生き生きとした魅力
を放っています。
　本展では、2018年の干支である
「犬」を中心に、猫、亀、羊、雀、
シロマユテナガザルなどのさまざ
まな動物彫刻と、その下絵となっ
たドローイングを約200点展示し
ます。作家の愛犬、月の幼少時の
肖像彫刻や、個人蔵の作品など10

ヤマザキマザック美術館
『木彫りどうぶつ美術館　はしもとみおの世界』展

点も初出品。生命が存在した証を
刻み続けるはしもとみおの真

しん

摯
し

な
創作の世界をご堪能ください。

日時　平成30年 2 月25日㊐まで
　　　平日10：00〜17：30
　　　（受付17：00まで）
　　　㊏㊐㊗10：00〜17：00
　　　（受付16：30まで）
※㊊（㊊が㊗の場合は翌平日）お
よび年末年始（12月29日〜 1月 4
日）は休館
費用　一般1,000円（800円）
※（　）内は10人以上の団体料金
　　　小・中・高生　500円
　　　未就学児　無料
問合　ヤマザキマザック美術館
　　　	（〒461-0004　名古屋市東区

葵 1 -19-30　℡052-937-37
　　　37）

●プレゼント
　 5組10人に「木彫りどうぶつ美
術館はしもとみおの世界」展招待
券をプレゼントします！
応募方法　62円切手を貼ったはが

きに「美術館招待券希望」、
郵便番号、住所、氏名、電
話番号を明記し、〒484-
8501（住所不要）犬山市役
所企画広報課へ

※12月31日消印有効、発送をもっ
て当選者の発表に代えます。

　市では、ヤマザキマザック美術館と共同で、親子
鑑賞ツアーを開催します。展覧会会場では、わん丸
君がお出迎え！皆さんの応募をお待ちしています。
日時　平成30年 2 月12日㊡（雨天決行）
　　　集合12：00　解散17：00頃
※集合、解散ともに市役所です。
場所　ヤマザキマザック美術館（名古屋市東区）
対象　市内在住の保護者とその子ども（小中学生対

象。小学生未満の場合は相談してください。）
定員　22人（大人 1人につき子ども 2人まで可）
※応募者多数の場合は抽選となります。
内容　①福祉バスでヤマザキマザック美術館へ行き

「木彫りどうぶつ美術館　はしもとみおの世
界展」を鑑賞します。

　　　	②美術館学芸員によるスペシャルガイド付き
です。

　　　	③会場でわん丸君が出迎えます。カメラやス
マホで木彫りどうぶつの作品やわん丸君と記
念撮影をしよう！

費用　一般800円（通常1,000円）
　　　小・中学生400円（通常500円）
※未就学児無料
申込　12月18日㊊〜平成30年 1 月12日㊎までに、
①参加する保護者と子どもの氏名・年齢
②住所　③電話番号
④メールアドレスを、直接またはFax、Eメールにて企
画広報課（Fax44-0360　Eメール010100@city.inuyama.
lg.jp）へ
※㊏㊐㊗年末年始（12/29〜1/3）を除く
※参加の可否は直接連絡します。
問合　企画広報課（℡44-0312）

わん丸君がお出迎え！親子で行く美術館鑑賞ツアー

職種・応募資格・募集人員

市
費
負
担
教
員

職　種 指導内容等 応募資格等 採用予定数

少人数学級の
学級担任　　

小学校

担任する学級の経営と
各教科・特別活動・総
合的な学習の時間等の
授業

〈推薦の部〉
・小学校教諭免許状取得者
・	犬山市内の小中学校に勤務する教員
のうち校長の推薦が得られた人
〈公募の部〉
・小学校教諭免許状取得者
・	過去10年間に公立小中学校の学級担
任として勤務実績を有する人
・勤務実績はないが情熱のある人

2人程度

備考
1　公立小中学校において学級担任など豊かな教職経験のある人、情熱のある人
2　勤務時間は 1日 7時間45分、 1週間につき38時間45分、休憩 1日45分
3 　平成30年 3 月教員免許取得予定者で、今年度 3月卒業見込みの人も可

特
別
支
援
教
育
支
援
員

職種 指導内容等 応募資格等 採用予定数

小・中学校
ADHD、高機能自閉症等の発達障害を
有する児童生徒に対し、適切な支援や
指導を行う。

小学校教諭免許状取得者
中学校教諭免許状取得者
特別支援学校教諭免許状取得者
養護教諭免許状取得者　　のいずれか

（中）1人程度
（小）2人程度

中学校
集団不適応の生徒への支援を行う。保
健室での指導や支援を行う。

養護教諭免許状取得者 1人程度

備考
1　平成30年 3 月教員免許取得予定者で、今年度 3月卒業見込みの人も可
2　勤務日数と勤務時間は原則として週 5日間、 1日 6時間、休憩 1日30分

※非常勤講師の募集はありません。
提出書類　 1　犬山市費負担教員への応募
　　　　　　①「犬山市費負担教員採用試験受験申込書」（所定の様式）
　　　　　　②教員免許状（写）　③履歴書（所定の様式）
　　　　　　※推薦の部の場合、「犬山市費負担教員採用候補者推薦書」（所定の様式）添付
　　　　　 2　特別支援教育支援員への応募
　　　　　　①「犬山市立小中学校特別支援教員支援員採用試験受験申込書」（所定の様式）
　　　　　　②教員免許状（写）　③履歴書（所定の様式）
※免許状更新講習の該当者は、更新講習修了確認証明書の写しまたは、修了確認期限延長証明書の写しも提出し
てください。
※募集案内や受験申込書は、市ホームページよりダウンロードできます。
選考方法　面接および作文（市役所にて平成30年 1 月29日㊊に行います）
申込・問合　12月15日㊎〜平成30年 1 月24日㊌までに学校教育課（℡44-0350）へ

犬山の学校で教えてみませんか

戌年記念事業

▲《りん》（ラブラドールレトリーバー）
　2009-10年　クスノキ・彩色　個人蔵
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募 集 生 活

事務用封筒掲載の
広告を募集します

封筒の種類 長 3封筒
作成予定枚数 150,000枚

使用期間
平成30年 2 月頃か
ら封筒がなくなる
まで（約 1年間）

広告規格 縦3.5㎝×横10㎝
募集枠 4 枠
掲載料 150,000円（ 1枠）

●掲載できない広告
　　　政治活動・宗教活動・意見

広告・公序良俗に反するも
のなど

申込　12月28日㊍までに広告案を
添えて掲載申込書を総務課
庁舎管理担当（℡44-0300）

　　　へ
※詳細は、市ホームページ「市事
務用封筒の広告」を見てください。

第 4回消費生活講座
参加者募集

〜賢い消費者になるために〜
　高齢者の消費生活相談が増加し
ています。増加の原因は何でしょ
うか？被害にあってから泣かない
ために一緒に学びましょう。（参
加者には生活情報冊子「くらしの
豆知識2018」を進呈）
日時　平成30年 1 月24日㊌
　　　10：30〜12：00
場所　市役所201会議室
講師　犬山警察署員
　　　消費生活センター相談員
対象　市内在住の人
定員　20人
費用　無料
申込・問合　平成30年 1 月23日㊋

までに産業課（℡44-0340）
　　　へ

自転車はルールを守って安全に乗りましょう！
　自転車は、便利で環境にもやさしい交通手段ですが、交通ルール違反
やマナーの悪さが原因となる事故が増えています。自転車も車両です。
自転車の安全で正しい乗り方をしっかり守り安全運転を心がけましょう。
特に携帯電話やイヤホン等を使用しながらの運転や、傘を差しながらの
運転は大変危険ですのでやめましょう。
　また、夜間に自転車を運転する場合、ライト点灯はもちろんのこと、
服や自転車に反射材などの目印を付けたり、できるだけ街灯の多い道を
通るようにするなど、しっかりと危険回避に努めることも大切です。

●自転車事故に備えた保険に加入しましょう！
　近年、自転車利用者が歩行者などを死傷させ、高額の賠償を命じられ
る判決が出ています。
　自転車事故による損害賠償責任は、「個人賠償責任保険」で備えること
ができます。自転車利用スタイルに合わせて、加入を検討してください。
〈自転車損害賠償保険等の種類〉

個人賠償責任保険

他人の物を壊したり、他人をケガさせてしまっ
た時など、法律上の損害賠償責任を負担する場
合に保険が支払われます。
・自転車向け保険　　・自動車保険の特約
・火災保険の特約　　・損害保険の特約
・会社等の団体保険　・PTA団体保険

共済 各種共済保険

TSマーク付帯保険
自転車安全整備店で購入または点検整備を行い、
基準に合格した自転車に貼り付けられるTSマー
クに付帯した保険

クレジットカード
の付帯保険 カード会員向けに付帯した保険

●自転車盗難被害にあわないために…
　犬山警察署管内、平成29年10月末現在の自転車盗認知件数は113件です。
　自転車盗に占める施錠なし被害の割合は年々増加しています。カギか
けの浸透や防犯性能の高いカギの普及により、施錠された自転車が盗み
にくくなったことが要因のひとつです。つまり、カギをかけていない自
転車は盗まれやすい！カギかけが被害を防ぐ「キーポイント」です。
　丈夫なカギを選ぶ、とめる場所を選ぶ、ツーロックにするなどの対策
を行い、自転車盗難の被害にあわないように心がけましょう。
問合　地域安全課（℡44-0347）

●平成29年度全国社会福祉大会
　ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰
　　手話サークル「HANDS」
●平成29年度愛知県戦没者遺族大会
　愛知県戦没者遺族大会会長表彰　伊藤千太郎
　愛知県戦没者遺族援護事業功労者知事感謝状
　　　　　　　　　　　　　　　　長瀬雅教
●第65回愛知県社会福祉大会
　愛知県知事感謝状
　　社会福祉団体役員・職員　小川良江
　　その他　オカリナ・フロックス、日の出住宅
　　　　「なごみの会」、あいち防災リーダー会犬山
　愛知県社会福祉協議会会長表彰状
　　民生委員・児童委員　森川小夜子、杉本裕子
　愛知県社会福祉協議会会長感謝状
　　民生委員・児童委員　紀藤秀夫、橋本和子
　　　　大須賀好子、奥村恵美子、松永汎人
　　　　千田八重子、佐橋正夫、布目訓久
　　　　福岡玲子、岩井みつ子、酒井敏夫
　　　　井藤秋男、奥村勝視、江口𛁈のぶ
　　　　池尾和幸、吉野正惠、宮島典子
　　社会福祉施設・団体役職員　水野孝昭、田中祐治
　　　　松本進、丹羽裕之、永井留美子
　　その	他　犬山災害ボランティアコーディネーターの

会、星とたんぽぽ、西楽田ミュージックク
ラブ、ボランティアODAYAKAクラブ

●平成29年度愛知県更生保護大会
　全国保護司連盟理事長表彰（内助功労）
　　羽澄富美子
　中部地方更生保護委員会委員長表彰（保護司）
　　小川進
　名古屋保護観察所長表彰（保護司）
　　五島茂樹、深見公子
　愛知県保護司会連合会長表彰（保護司）
　　武井隆明
　日本更生保護女性連盟会長表彰　宮地瑛子
　名古屋保護観察所長感謝状（更生保護女性会）
　　米山陽子
　愛知県更生保護女性連盟会長表彰
　　髙木サナヱ、奥村孝子
●日本赤十字社愛知県支部創立130周年記念大会
　社資功労・支部長表彰状　時々輪浩穏
　協賛委員功労・支部長感謝状（銀枠）
　　　早川陽一、江口眞一、脇田清、岡田正春、
　　　土屋伸吾、寺澤正男、岡崎光雄
　奉仕者功労・銀色有功章　桑原紀子、加藤英子
　奉仕者功労・支部感謝状（金枠）
　　加藤豊子、日比野綾子
　奉仕団功労・銀色有功章　犬山市赤十字奉仕団

おめでとうございます

　「総合消費料金未納分訴訟最終
通知書」というはがきが届いた。
はがきには連絡なき場合は原告側
の主張が全面的に受理され、裁判
の処置として給与の差し押さえを
すると記載があった。裁判取り下
げ期日が迫っていたので電話をし
たところ、「心配しなくていい。
弁護士会に電話しなさい」と言わ
れ、教えられた電話番号にかける
と弁護士を名乗る男性が出て、別
の会社の電話番号を教えられた。
その会社に電話すると恐ろしく怖
い口調で、コンビニのプリペイド
カードを購入するように指示され

た。10万円分は買ったが何かおか
しい。

アドバイス
　身に覚えのないはがきが届いた
として相談が急増しています。訴
訟を開始するといったはがきが届
いても無視してください。こうし
たはがきは不特定多数に送りつけ
る架空請求の手口であり、相手に
する必要はありません。連絡をと
ると、個人情報を聞き出されたり、
金銭等を請求されたりします。不
安を感じたり対処に困った場合に
は、早めに相談してください。

消費者トラブルに
気をつけて ●犬山市消費生活センター

日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受け付けは16：30まで）
問合　℡44-0398
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊐　 9：00〜16：30
　　　（㊏㊐は16：00まで）
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　第 3㊎（㊗休）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）●お詫びと訂正

　広報犬山11月15日号22ページ、犬山のフォト情報内の「おあしす運
動」において団体名の紹介に誤りがありました。「犬山地区婦人会」
ではなく、正しくは「犬山地区女性の会」です。お詫びして訂正します。

無料相談窓口
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国保だより

平成2₈年度　国民健康保険特別会計の決算状況
●平成28年度国民健康保険特別会計の決算は以下の
とおりです。
歳入　88億3,194万円　歳出　79億7,651万円
収支　 8億5,543万円
※収支＝歳入−歳出
●歳入から歳出を引いて、繰越金を除いた金額が単
年度収支となります。
単年度収支　△9,160万円
※単年度収支＝歳入−歳出−繰越金（ 9億4,703万円）

※繰越金…前年度の剰余金を翌年度の歳入として繰
り入れたもの
　単年度収支は、平成26年度が約1,674万円、平成27
年度が約603万円、平成28年度が約9,160万円と 3年連
続の赤字となっています。
　市では平成26年度にこれまでの繰越金を活用して、
保険税の資産割を廃止し、税負担の軽減を図ってき
ましたが、徐々にその影響が出てきたと分析してい
ます。

大きく変わる国民健康保険制度
　平成30年度からは国民健康保険制度が大きく変わ
り、県が財政運営の主体を担います。既にお知らせ
したとおり、県が示した本市の標準的な税率試算値
は現行税率を大きく上回っており、税率改正の必要
性が生じています。

　市では、国や県の激変緩和策と併せて、独自の緩
和策も実施し、保険税負担が急激に上昇しないよう、
国民健康保険運営協議会での議論を重ねているとこ
ろです。

歳出
79億

7,651万円

歳入
88億

3,194万円

156,821
件

50.5
億

17.3%

25.2%

19.7%

15.4%

国民健康保険税
15億2,576万円

疾病分類別の受診件数 疾病分類別の費用額

保険給付費
（医療費の支払い）
48億5,486万円
60.8%

介護保険のための納付金　4.0%
3億1,752万円

保健事業費　8,635万円　1.1%

21.0%
医療費平準化のための
共同事業拠出金
16億7,746万円

後期高齢者医療制度の
ための支援金
9億7,962万円

その他の支出　6,070万円　0.8%
（総務費・国庫支出金等の返還金など）

前年度繰越金
9億4,703万円

33.6％
自主財源

             66.4％
国庫金等からの
        財源

0.7%
その他の収入
6,650万円

一般会計からの
繰入金
4億3,182万円

前期高齢者
（65～74歳）
のための交付金
（社会保険から）
22億2,350万円 内分泌の疾患

27,864件
（17.8％）

循環器系の疾患
8.2億円
（16.2％）

循環器系の疾患
26,577件
（16.9％）

新生物
（がんなど）
6.7億円
（13.3％）

内分泌系の疾患
6.2億円
（12.2％）

眼および付属器の疾患
16,933件（10.8％）呼吸器系の疾患

15,002件（9.6％）
精神、行動障害
5.1億円
（10.1％）

筋骨格系の疾患
13,413件（8.6％） 筋骨格系の疾患

4.1億円（8.1％）

消化器系の
疾患
3.4億円
（6.7％）

呼吸器系の
疾患
3.4億円
（6.7％）

その他の疾病
13.4億円
（26.7％）

消化器系の疾患
10,068件
（6.4％）

その他の疾病
46,964件
（29.9％）

医療費平準化のための
共同事業交付金
17億4,132万円

国庫支出金
（ 療養給付等負担金、
調整交付金など）
13億5,894万円

4.1%
県支出金　3億6,053万円

2.0%　退職者制度の交付金（社会保険から）
1億7,654万円

10.7%

12.3%

4.9%

平成28年度国保特別会計

ジェネリック医薬品
　ジェネリック医薬品を使用すると、医療費の負担
軽減につながります。
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発医
薬品と治療学的に同等であるものとして承認され、
一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられるこ
とから、先発医薬品に対して価格が安くなっています。
　ジェネリック医薬品の利用を希望する意思を医療
機関等に伝えるための「希望シール」を、保険年金課、
各出張所で無料配布しています。健康保険証の余白
に張り付けて利用してください。
　市では、 2月、 6月、10月に「ジェネリック医薬
品に関するお知らせ」を送付しています。このお知
らせは、先発医薬品とジェネリック医薬品との差額
の合計額が500円以上の人に対して送付するもので、
送付時点で同一成分のジェネリック医薬品に切り替
えた場合の自己負担軽減額を紹介しています。

※ジェネリック医薬品への切り替えは、本人の意思
を第一に優先するものであり、このお知らせにより
切り替えを強要するものではありません。

　平成28年度診療分のデータを分析すると、受診件
数では、糖尿病などの内分泌系の疾患が17.8％を占め
て 1位。循環器系の疾患が16.9％、眼および付属器の
疾患が10.8％と続きます。

　かかった費用で分析すると、 1位は循環器系の疾
患で16.2％、 2位は新生物（がんなど）で13.3％、 3
位は内分泌系の疾患で12.2％でした。

犬山市の国保加入者に多い病気（受診件数、費用額とも平成2₈年度分）

※数値は四捨五入を行っていますが、端数調整により四捨五入ではない箇所があります。
※歯科およびデータ化されていないレセプトを除いた集計となります。

問合　保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）

国保だより

ジェネリック医薬品を希望します
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生 活

健 康

来年は明治元年から
起算して満150年

　国では、①「明治以降の歩みを
次世代に遺

のこ

す施策」②「明治の精
神に学び、さらに飛躍する国へ向
けた施策」③「明治150年に向け
た機運を高めていく施策」の 3つ
を柱として、「明治150年」関連施
策を推進しているところです。日
本各地でも「明治150年」に関連す
る多様な取り組みが推進されてい
ます。詳しくはホームページ（http:
//www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji
150/portal/）を見てください。
　明治時代の貴重な建造物などを
集積した「博物館明治村（犬山市
字内山）」では、来年「明治150年」
を記念した取り組みを実施予定で
す。その他、市でも関連事業を検
討していますので、お楽しみに。

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「咬
か

み合わせがよいとお顔もいき
いき」
　上の歯と下の歯できちんと咬む
と、あごの骨と筋肉が発達し、引
き締まった顔立ちになります。ま
た、咬み合わせがよいと顔もいき
いきしてきます。
　咬み合わせが悪いと、上の歯と
下の歯がきちんと咬めていないこ
とがあります。歯はお互い支え
合って咬む力に耐えているため、
きちんと咬めない歯があると、残

りの歯やあごなどに負担がかかり
ます。そうした不均衡（バランス
の悪さ）がストレスとなって、あ
ごに痛みが出てきたり、頭痛やめ
まい、肩こりが起こることもあり
ます。また、顔の表情にも咬み合
わせが深く関係しています。
　咬み合わせが悪く、口が閉じに
くい場合、口呼吸となり口の中が
乾きやすくなります。その結果、
唾液による口の中の自浄作用が落
ちてむし歯や歯周病のリスクが増
えることにもつながります。よい
咬み合わせでよく咬めることは、
食べ物の消化を促すことだけでな
く、口の周りの筋肉を発達させ、
全身の健康の維持に役立つのです。

3 R促進ポスター
コンクールで入賞

　環境省と 3 R活動推進フォーラ
ムが実施した「平成29年度 3 R促
進ポスターコンクール」で、市内
中学校から生徒 1人の作品が入賞
しました。
　今年度は、小学生低学年の部、
小学生中学年の部、小学生高学年
の部、中学生の部の 4部門に全国
から合計8,700点の応募があり、
各部門で最優秀賞 1点、優秀賞 3
点、佳作10点が選定されました。
入賞者　中学生の部佳作
　　　　南部中学校 2年
　　　　井藤圭吾さん

井藤圭吾さんの作品

問合　環境課（℡44-0344）

屋外の部　

優勝
大同メタル工業㈱

犬山事業所

準優勝
サントリープロダクツ㈱

木曽川工場
3 位 敷島製パン㈱犬山工場
4 位 ㈱稲葉製作所犬山工場
5 位 東洋紡㈱犬山工場
6 位 エナジーサポート㈱

屋内・屋外
消火栓取扱競練会

　「屋内・屋外消火栓取扱競練会」
が10月18日㊌、羽黒するすみふれ
あい広場で行われました。
屋内の部　

優勝 ㈱稲葉製作所犬山工場
準優勝 ㈱今仙電機製作所

3 位
スリーボンドファイン

ケミカル㈱犬山工場
4 位 敷島製パン㈱犬山工場
5 位 カラヤン㈱
6 位 矢崎化工㈱犬山工場A

県営名古屋空港から
のお知らせ

　年末年始の長期休暇時は、空港
の駐車場が満車になり駐車できな
い場合があります。公共交通機関
を利用してください。
問合　名古屋空港ビルディング
　　　株式会社（℡29-1600）

生き活
い

き栄養講座
（脂質異常症予防・
対策）

脳梗塞・心筋梗塞にならないために
　中性脂肪やコレステロールのこ
とが気になりませんか。脂質異常
症は働き盛りの年代にも多くみら
れる症状です。平成28年度の犬山
市の特定健康診査の40代と50代の
受診者のうち、悪玉コレステロー
ルと呼ばれるLDLコレステロー
ルの値で、基準値である120mg/
dl以上あった人が、52.6％で、約
2人に 1人が高い値を示しまし
た。この割合は、男女ともほとん
ど同じです。結果が高い値でも自
覚症状がないことが多く、放って
おきがちです。そのため、気づか
ぬうちに動脈硬化が進み、脳血管
疾患や心疾患など深刻な病気を招
くこともあります。自身の食生活
を中心に振り返りながら早めの予
防・改善をしましょう。希望者に
は当日SATチェック（栄養バラ
ンスチェック）を行います。
日時　平成30年 1 月17日㊌
　　　 9：50〜11：50
場所　市民健康館

内容　脂質異常症対策のための講
座

対象　市民
費用　無料
持物　健康手帳、筆記用具、健康診

断の結果表（持っている人）
申込　12月20日㊌から市民健康館

（℡63-3800）へ

高齢者に対する
インフルエンザ
予防接種について

●期間延長について
　ワクチン不足により市内医療機
関での接種が困難な事態に対応す
るため今年度の高齢者インフルエ
ンザ予防接種の接種期間を 1か月
延長します。
接種期間　平成30年 1 月31日㊌ま

で（年末年始の休診日を除
く）

対象　	12月31日㊐時点で65歳以上
の人

※接種医療機関によっては実施し
ていない場合もありますので事前
に確認の上、接種してください。
※詳細につきましては、広報犬山
10月 1 日号（13ページ）を見てく
ださい。
●予防接種ワクチン代助成手続き
　上記対象の人で生活保護世帯、
市民税非課税世帯の人は、ワクチ
ン代を助成します。接種前に手続
きを行ってください。
　交付済の助成券の有効期限は平
成30年 1 月31日㊌まで延長します。
期間　平成29年12月28日㊍まで
　　　（㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00）
場所　保健センター
持物　印鑑、健康手帳、加入してい

る医療保険の保険証（代理
人が手続きをする場合は、
代理人の身分証明書、印鑑
も必要。）

問合　保健センター（℡61-1176）

健康講座
心と身体を
つなぐヨガ！

〜体が硬くても楽しめるヨガを体
験しよう〜
日時　平成30年 1 月23日㊋
　　　 9：30〜11：30
場所　市民健康館
内容　体をほぐしながら手軽に柔

軟性を高める方法や自宅で
もできるヨガのポーズを学
べる講座です。寒くて身体
にコリを感じている人も講
座が終わる頃にはスッキリ
しますよ。

講師　ヨガインストラクター
　　　榊󠄀原浩文氏
対象　市民
定員　先着50人
持物　健康手帳、室内用運動靴、

水分補給用飲み物
費用　300円
申込　12月20日㊌から市民健康館

（℡63-3800）へ（電話申
込可）

相談 日時 内容 担当

①いきいき
　健康相談

17日㊌
13：30〜14：30

心と体に関する相
談や家族の健康に
関する相談など

保健師
看護師

②栄養士による
　栄養相談

17日㊌
13：30〜14：30

栄養に関する相談 管理栄養士

③おくすり
　なんでも相談

17日㊌
13：30〜15：00

薬に関する相談
ごとう薬局
薬剤師
後藤三吉

④アルコール
　相談

13日㊏
10：00〜15：00

飲酒に関する
悩み相談

断酒会会員

申込　①②については前日までに要予約（相談は 1人15分程度）
問合　市民健康館（℡63-3800）

1 月の市民健康館さら・さくら
各種無料相談ガイド
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高 齢 者

子 育 て

市 税 等
納 期 限

警察署だより

高齢者が地域で集え
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。
●『囲碁の会』
　毎週水曜日13：00から17：00ま
で、池野老人憩の家で活動してい
ます。池野地区で創設30年の歴史
あるクラブです。熱中できる趣味
があることは生きがいになり、活
力になります。外に出歩く機会を
持ち、頭と指先を使うことで認知
症の予防にもなっています。年 2
回のリーグ戦を行い、腕を競いま
す。初心者でも・池野地区以外の
人でも大歓迎です。参加料は当日
会費100円（菓子代）ですので、
ぜひ来てください。

　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）

　愛知県後期高齢者医療制度に加入している人は、下記の宿泊施設（協
定保養所）に宿泊すると、1泊あたり利用料金が、加入者 1人につき1,000
円安くなります（ 4月 1日から平成30年 3 月31日宿泊分まで、全保養所
合わせて 4回まで）。
　同窓会や仲間での会合など、お得に利用できます。

場　所 協定保養所名 電話番号

犬山市 レイクサイド入鹿 67-3811

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100

東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211

田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594-42-3330

利用方法　①協定保養所へ電話で申し込む（申し込みの際、「愛知県後期
高齢者医療の被保険者である」と伝えてください）。

　　　②宿泊当日に「後期高齢者医療被保険者証」を持って行き、宿泊
施設の窓口で保険証を（利用 2回目以降の人は「利用カード」も
併せて）提示する（保険証の提示がない場合は、助成を受けられ
ません）。

　　　③通常料金から1,000円を差し引いた額で支払いができる。
※初めて助成を利用する場合、協定保養所から「利用カード」を 1枚渡
します。このカードで利用回数を確認するので、なくさないでください。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（℡052-955-1205）

後期高齢者医療加入者に協定保養所利用料を助成
〜保養所でのんびり過ごしてみませんか〜

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）
　　　	受付時間 9：00〜 9：15（説

明会はこの後約 1時間かか
ります）

場所　保健センター
内容　妊娠中の生活・出産後の手

続きの話、妊婦健診等の説
明、保健師による個別相談

持物　妊娠届出書、筆記用具、マ
イナンバーカードまたは通
知カード、身分確認書類（マ

イナンバーカードがある場
合は不要）

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない身分確認書類（健康保険証、
国民年金手帳等）は 2点必要。
※外国籍の人は、在留期限確認書
類（在留カードまたは特別永住者
証明書）が必要。パスポートは不
可。
問合　保健センター（℡61-1176）
※説明会に参加できない人は保健
センターへ問い合わせてください。

新春カルタ取り大会
　犬山市子供会育成連絡協議会
（市子連）が、児童育成事業とし
てカルタ取り大会を開催します。
カルタ取りのほか、百人一首やす
ごろくなど、昔ながらのあそびで
新春のひと時をゆったりと楽しめ
る会です。あそんだ後は、ぜんざ
いを食べてほっこりしてください。
日時　平成30年 1 月20日㊏　13：30
　　　〜15：30（受付13：00〜）
会場　南部公民館 2階　和室
対象　市内在住の児童とその保護

者
定員　先着100人
費用　無料
申込・問合　12月25日㊊〜平成30

年 1 月 9 日㊋までに子ども
未来課（℡44-0323）へ

読み聞かせ
ボランティア
養成講座（実践編）

日時　平成30年 1 月19日㊎、 2月
16日㊎、 3月16日㊎

　　　各回14：00〜15：30
※ 3 回の連続講座となります。
場所　市立図書館 2階展示室
対象　読み聞かせをしてみたい

人、子育て中の人
定員　先着20人
費用　無料
講師　古川よし子氏
　　　（どんぐり文庫主宰）
申込　12月19日㊋10：00〜図書館

カウンター（℡62-6300）
へ（電話申込可）

発達障がい研修会
「発達障がい」の子どもへの
上手な学習支援
　保護者や指導者に「発達障がい」
について正しい理解が不足してい
るため、子どもを苦しめたり、能
力を十分伸ばせなかったり、不登

校などにつなげてしまうことがあ
ります。発達障がいについて一緒
に学習しましょう。
日時　平成30年 2 月 4 日㊐
　　　14：00〜15：30
場所　市役所 2階　205会議室
講師　発達障がい専門支援員
　　　アドバイザー　清長豊氏
定員　先着70人
費用　無料
申込　平成30年 1 月 9 日㊋　 9：00

より文化スポーツ課青少年
センター（℡44-0353）へ

気のゆるみ
一杯だけが
命とり

〜飲酒運転を根絶しよう〜
　飲酒運転は、重大事故に直結す
る悪質・危険な違反であることを
正しく認識し、「飲酒運転は酒を
飲む人も、飲ませた人も犯罪であ
る」ことを徹底して飲酒運転を根
絶しましょう。
　たとえわずかな量であっても、
飲酒時は絶対にハンドルを握らな
いでください。アルコールには中
枢神経を麻痺させる作用があり、
自分では「まだ酔っていない。大
丈夫だ」と思っていても、理性、
平衡感覚および視力が低下し、視
野が狭くなるなど、安全運転に必
要な情報処理能力、注意力、判断
力等が低下するため、正常な運転
ができなくなります。
　また、運転手だけでなく、以下
の飲酒運転の周辺者も懲役、罰金
のほか、免許取り消し・免許停止
等の処罰対象となります。
〇	飲酒運転をする恐れのある人に
対してお酒を提供した人
〇	飲酒をした人に運転を依頼して
車に同乗した人
〇	飲酒運転をする恐れのある人に

対して車を貸した人
●飲酒の機会には次のことを絶対
に守りましょう
〇	お酒の量に関わらず飲酒した人
は絶対に車を運転しない
〇	飲酒運転をする恐れのある人に
車を貸さない
〇	飲酒運転をする恐れのある人に
お酒を提供したり、お酒を勧め
ない
〇	運転する人がお酒を飲んでいる
ことを知りながらその車に同乗
したり、送ってもらうように依
頼しない
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニおよび市役所・出張所でお願
いします。

納期限 12月25日㊊

固定資産税・
都市計画税 3期

国民健康保険税 7期

介護保険料 9期

後期高齢者
医療保険料 5期

　口座振替の場合は納期限が振替
日となりますので、前日までに用
意してください。
問合　収納課（℡44-0316）
　

下水道事業
受益者負担金納期限

納期限 12月25日㊊

下水道事業
受益者負担金 3期

　納付は最寄りの金融機関か市役
所・出張所でお願いします。
問合　下水道課（℡44-0337）
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時間外受付 水道緊急時

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
12/19㊋、 1 /16㊋19：00まで
●市民課
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
問合　市民課（℡44-0303）
●保険年金課
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
問合　保険年金課（℡44-0327）
●福祉課
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請　※相談はできません。
問合　福祉課（℡44-0321）
●子ども未来課
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届
問合　子ども未来課（℡44-0323）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
12/24㊐、 1 /14㊐ 9：00〜12：00
※市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
を行っています。
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
12/24㊐、 1 /14㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は事前に予約してくだ
さい。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

桃太郎の節分祭
　節分に合わせ、子どもの守り神、
桃太郎神社で節分祭を開催しま
す。犬山版桃太郎伝説など楽しい
イベントも満載！
日時　平成30年 1 月28日㊐
※雨天決行
　　　午前の部　10：00〜
　　　午後の部　13：00〜
場所　桃太郎神社（犬山市栗栖）
内容　犬山版桃太郎伝説話・お祓

はら

い、豆まき・餅つき、桃太
郎のきび団子配布など

定員　各部先着50人（要予約）

対象　小学 6年生までの子ども
　　　（保護者同伴）
費用　子ども 1人1,500円
※お祓い・豆まきセット付き
※桃太郎で豆まき（羽織・はちま
きあり）
申込　桃太郎神社　若森へ電話
　　　（℡61-1586）か直接申し込み

JR2VH
犬山レピーター
439.64MHZ愛好会

　アマチュア無線の世界を広げ、
移動運用・デジタル通信・DX通
信を一緒に楽しみませんか？
　JR 2 VHレピーターを活用し災
害時の情報連絡、新たに無線局開
局・無線局再開局をする人、お手
伝いさせていただきます。
問合　JH 2 AKB　水野
　　　（EメールJh2akb@jarl.co
　　　m、Facebook JR2VH犬
　　　山レピーター愛好会）

　掲載を希望する人は、企画広報
課広報・広聴担当へ。 2月 1日号
の締め切りは12月13日㊌、 2月15
日号の締め切りは12月28日㊍

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

パート職員募集

　10月 9 日㊗、犬山市内のスポー
ツ少年団が一同に集まりスポーツ
少年少女フェスティバルを木曽川
犬山緑地グラウンドで開催しまし
た。参加者850人。

　チャレンジ種目では、14種目に挑戦し 3位入賞を目指しま
した。マラソンで、 1位になろうと必死になって走っている
姿は、さすが日頃からスポーツをしている子どもたちの集ま
りだと感極まる思いでした。
　午後からの大縄跳びでは、回す方も跳ぶ方も息を合わせて、
全員で心を一つにして取り組みました。
　気持ちのよい秋空のもと、団員たちが思いっきり楽しむ一
日となりました。
　また、このフェスティバルが楽しい思い出になったのは、
総勢170人のスタッフのご父兄に支えていただいたおかげだと
感謝しております。

　10月14日㊏・21日㊏、子ども柔
道体験教室を市武道館で開催しま
した。参加者 7人。
　遊びの要素を取り入れながらの
柔道体験教室です。

　実際に帯をつけて、1．立礼・座礼　 2．受身　 3．立技・
崩し・組み手・ひざつき　 4．寝技等を行いました。
　子どもたちは、新しい体験に興味津々で、笑顔が溢れてい
ました。
　指導者の小川さとみさんは、「受身は平素の生活でも身体を
けがなどから守ってくれます。柔道の形を経験し、身体を動
かす楽しさを知ってほしい」と語っていました。

日時　平成30年 1 月28日㊐
場所　モンデウス飛騨位山スノーパーク
対象　	市内在住・在勤・在学・市内のスポーツ団体に所属す

る人
部門　	男子の部（60歳以上・50歳以上・40歳以上・40歳未満）、

女子の部、ジュニアの部（小学生・中学生）、スノーボー
ドの部（男・女）

費用　1,000円（ジュニアは無料）当日徴収
申込　	12月20日㊌〜平成30年 1 月 6 日㊏市体育協会事務局ま

で所定の用紙に必要事項を記入し提出（Fax可）
その他�　ポールレッスンを平成30年 1 月21日㊐、 2月11日㊐

に、アルコピアで開催。参加料として実費徴収。
　　　希望者は 1月 6日㊏までに市体育協会事務局に申込み。

日時　平成30年 1 月13日㊏（日にちが変更になりました。）
　　　 9：00〜12：00
場所　市武道館剣道場
対象　市内幼年（年中・年長）・小学生の親子
定員　先着20組
費用　 1組200円
申込　	12月15日㊎から市体育協会事務局に直接申込み。その

際に、住所・氏名・年齢・保護者名・電話番号が必要。
（電話・Fax・メール可）

問合　犬山剣友会　木全昇宏（℡090-6573-5859）

職　種 施設管理 清掃
勤務場所 武道館 木曽川犬山緑地 野外活動センター 山ノ田公園・勤労青少年ホーム

勤務時間

昼の部 8：30〜17：15 8：30〜17：15 8：30〜17：15 8：15〜17：00 8：30〜12：30

夜の部 17：00〜21：30 − 17：00〜21：00 ①17：00〜21：30
②17：15〜21：45 −

その他
− 5月〜 8月

8：30〜19：00
夜勤21：00〜翌朝

8：45（仮眠・休憩あり） − −

交代制で月 7日〜13日程度 月15日程度
募 集 人 数 6人 1人
賃 金 時 給 871円（通勤距離 2㎞以上は通勤手当　 1日当たり200円支給）
雇 用 期 間 平成30年 4 月 1 日〜平成31年 3 月31日（契約更新あり）
申 込 期 間 平成30年 1 月 4 日㊍〜 1月31日㊌
申 込 方 法 履歴書 1通（写真添付）を市体育協会事務局まで持参してください
選 考 方 法 書類選考の上面接（面接日は 2月中旬を予定しています）
そ の 他 申込時に勤務条件の説明をします

問合　NPO法人犬山市体育協会事務局
　　　（ 9：00〜17：00　℡54-1016
　　　Eメールoffice@inuyama-taikyou.net）

スポーツ少年団が交流！
『スポーツ少年少女フェスティバル』を開催

親子剣道教室
親子で楽しみながらのトレーニングです柔道ってどんなことをするの？

『子ども柔道体験教室』を開催

市民冬季スキー大会

催 し

募 集

第61号⑨
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※inuyama.net からのメールが
　届くよう設定ください。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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からくり町巡り
　雨模様の10月28日、29日からくり町巡りが犬山城下町
で行われました。犬山祭の車山で奉納される各町内のか
らくりが車山蔵やどんでん館で行われ、人びとは傘を差
しながら城下町を巡りからくりを楽しみました。
　文化史料館からくり別館では、地元犬山中学校と犬山
高校の生徒による「猩

しょう

々
じょう

」と「紅葉狩」が上演され、地
域に根付き受け継がれていく伝統芸能に多くの観客が拍
手を送っていました。

サツマイモとれたよ！
　10月26日、犬山西児童センターに通う未就園児とその
保護者13組が、市内の農家が所有する畑でサツマイモの
収穫体験を行いました。サツマイモを掘り出すのは子ど
もたちにとって大変だったようで、地面から引っ張り出
すときには「うおーっ！」と気合いの入った声が聞こえ
てきました。秋晴れのもと収穫されたサツマイモは80本
ほど。子どもたちは食べるのを楽しみにしていました。

平成29年度社会教育功労者表彰を受賞
　市社会教育審議会会長の横井耕市氏が平成29年度社会
教育功労者表彰（文部科学大臣表彰）を受賞し、報告の
ため山田市長を表敬訪問しました。
　横井氏は市社会教育委員としての功績のほか、多年に
わたり地域の社会教育振興に功労があったとして11月 7
日に文部科学省にて開催された表彰式で大臣より表彰を
受けました。

アマチュア無線で世界に犬山祭を発信
　犬山祭がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記
念し、犬山祭開催に合わせて開局していたアマチュア無
線特別局が10月31日に終了しました。 7か月に世界63か
国、 1万1，000局以上と交信し、犬山祭や犬山市のPRを
行ってきました。
「電波状況が悪くても技術でカバーして、いろいろな人
と交信するのが醍

だい

醐
ご

味
み

。交信は終わっても交流はずっと
続いていきます。」とメンバーは語りました。
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新着本の紹介（一部）

岩塩の女王
諏訪哲史著

　その女は裸体のまま突き出
た岩のうえに横たわると身
体から石綿に似た白糸をひ
き…。表題作をはじめ、緻
密で典雅な言葉が紡ぐ 6篇
の異空間。独自の文学世界
を構築する記念碑的小説集。

カレーの教科書
石倉ヒロユキ編集

　カレーの歴史、昔と今の調
理法、インド人のカレーの食
べ方、スパイスとハーブの特
徴、カレーの色のひみつ…。
カレーにまつわるさまざまな
ことがらを、写真やイラスト
をまじえて紹介する。

ほしじいたけほしばあたけ
石川基子作

　きのこの里に大事件！ほし
ばあたけと森ではぐれたほし
じいたけは、あやしげな真っ
赤なきのこにとらわれてしま
い…。長老きのこの知恵と勇
気がつまった、驚きがいっぱ
いの楽しいきのこ絵本。

一般書
『夢と幽霊の書』	 アンドルー・ラング
『西郷どんとよばれた男』	 原口泉
『山の怪談』	 岡本綺堂他
『簡単！お寺ご飯』	 飯沼康祐
『はじめてのレコーディング』
	 満田恒春
『ニッポンの地方野菜』	 内田悟
『花の美術と物語』	 海野弘
『移植医たち』	 谷村志穂
『R帝国』	 中村文則
『おじいさんに聞いた話』
	 トーン・テレヘン
児童書

【小学校低学年】
『あらいぐまラスカル』
『こんやはてまきずし』
『ドン・キホーテ』

【小学校中・高学年】
『毒をもつ生き物たち』
『かえたい二人』
『歯科衛生士の一日』
『上杉謙信』
児童書（絵本）

【幼児向け】
『だいぶつさまのうんどうかい』
『サファリ』
『天女かあさん』
『てをつなぐ』

●本の各部の名称を知っていますか？

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

1 月のイベント（場所：図書館本館）
6日㊏　わん丸君から本を借りよう！！

10：00〜11：00、14：00〜15：00
13日㊏「ももたろう」おはなし会	 11：00〜
19日㊎　ボランティア養成講座　第 1回	14：00〜15：30
20日㊏　おはなしぼっくすおはなし会	 11：00〜
27日㊏「ももたろう」おはなし会	 11：00〜
27日㊏「くらしの法律セミナー」	 14：00〜

●読書会藍の会の一冊
◎「一塊の土」　芥川龍之介著
　息子に先立たれた老農婦は、嫁に再婚を促すが、
嫁は子供のためにと応じず、男まさりの働きで村人
から貞女の鑑と称賛される。家事と幼児を押しつけ
られた彼女は、年をとるにつれ仕事が辛くなり嫁を
憎むようになる。そんな時、嫁が腸チフスで急逝し、
孫とともに取り残された彼女自身がもっとも情けな
い人間と嘆き涙を流す…。
　この作品は大正時代の農村家族を題材に、姑

しゅうとめ

と嫁
の葛藤や若者に先立たれた老農婦の心境を見事に描
き出している。

図書館
だより

図書館まめ知識

1 ．天（てん）…本の上の部分　 2．地（ち）…本の下の部分
3．	小口（こぐち）…本を開く側
4．背（せ）…本を束ねている部分
5．	溝（みぞ）…表紙の両面、背の近くに刻まれている
「溝」。本を開きやすくするための加工
6．	スピン…天側の本分と背の部分に接着されている
紐しおり

7．	見返し…表紙と本の中身を接着するために用いら
れる紙

8．	帯（おび）…その本の魅力をアピールし、手に取って
もらうことを目的に、内容説明やキャッチコピー、推
薦文などを印刷し、カバーの上に巻く細長い紙

　最近、ドイツでも日本でも金銭
的な負担、自立していたい、いい
相手が見つからないなど、さまざ
まな理由で結婚をする人が減少し
つつあるという話をよく耳にしま
す。しかし、日本とドイツを比べ
ると違いが少しある気がします。
私は27歳で犬山に来ましたが、出
会った同い歳の多くの人がすでに
結婚していてびっくりしました。
ドイツでは30歳を超えて長く付き
合っている相手がいても、結婚し
ていない友達がほとんどでした。
ドイツの都市部では結婚する必要
はないと考えているカップルが多
いですが、日本では結婚したいと
いう気持ちがあるカップルが多い
ように思います。ちなみに、ドイ
ツでは結婚する前に同棲すること
が一般的ですが日本では結婚して
から一緒に住み始めることのほう
が多いと聞いて驚きました。一緒

に住んでみないと、本当に一緒に
暮らせるか、習慣が合うかどうか、
どうやって確かめるのでしょう
か？（笑）
　日本人が結婚したがるという気
持ちは分からなくもありません。
日本では今でも結婚に関してのプ
レッシャーが強い気がします。私
は以前、日本では25歳以上の女性
はクリスマスケーキに例えられる
という話を聞きました。25日を過
ぎるとクリスマスケーキが売れ
残っていくからです。つまり25歳
を過ぎた女性は売れ残りになって
いくとのこと。でも、今はそうい
う例えをしないようなのでほっと
しました。
　私は基本的に、「結婚も出産も、
しなくてもいい！」と思っていま
す。大切なのは、まず一人でも幸
せを見つけられるようになること
だと思います。それが逆に、素敵
な恋の秘

ひ

訣
けつ

だと思います。
　しかし、どんなに強く恋をした
いと思っても、だれでも素敵な人
と巡り合えたり、結婚するわけで
はありません。恋愛、結婚、出産、
離婚等々、とてもプライベートな
話です。「いつ結婚するの？」「い
つ子供を産むの？」と親戚や友達

にプレッシャーをかける人に「大
きなお世話だよ」と言いたいです。
私も昔は深く考えずにその質問を
していましたが、結婚したくても
いい相手が見つからない、子供が
ほしいが身体的にできないなど、
その言葉によって相手を傷つけて
しまっているかもしれません。そ
の質問をする前に相手の気持ちを
考えてみましょうね。
　今年の最後の記事は少しネガ
ティブな感じになってしまいまし
たが、犬山の皆さん、来年、本気
で恋をしたいと思う人は素敵な人
と出会えますように。素敵な相手
がもう見つかっている人は、永遠
に幸せに一緒に暮らせますよう
に。もちろん恋をしなくても、み
んな 1人ひとり元気で素敵な2018
年が送れますように！私は、犬山
の皆さんに、新年からまた愛をた
くさん送りますよ！良いお年を！

恋愛（3）

結婚式の 2次会で楽しくダンス中

■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

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■災害情報はここから
○犬山市安心情報メール
　	登録は空メール送信かQRコード（右記）を
　読み込んでください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）
○テレビ	 NHKデータ放送　リモコンのdボタン
	 中部ケーブルネットワーク　12ch
○ラジオ	 愛知北エフエム　84．2MHz

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■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
12月17日㊐ かみの歯科	 （犬山） 65-4860
12月23日㊗ ごとう歯科	 （犬山） 65-0503
12月24日㊐ きなな歯科	 （扶桑） 0587-22-7599

12月30日㊏ しみず歯科クリニック	（城東）
植月歯科クリニック	（扶桑）

63-3981
0587-93-8180

12月31日㊐ すぎうら歯科	 （犬山） 62-8844
平成30年
1 月 1 日㊗ おりの歯科	 （扶桑） 0587-91-0222

1 月 2 日㊋ たきざわ歯科医院	 （城東） 61-5250
1 月 3 日㊌ 大藪歯科医院	 （扶桑） 0587-93-8118

と  き 病・医院名 電　話

12月17日㊐ 安藤クリニック	 （城東）
山本皮フ科クリニック	 （犬山）

62-8881
62-6855

12月23日㊗ みどり診療所	 （羽黒）
ふなびきクリニック	 （城東）

67-3311
62-8811

12月24日㊐ 木村内科	 （羽黒）
さとし眼科クリニック	 （羽黒）

67-0008
68-3104

12月31日㊐ 木村内科	 （羽黒）
カワムラ整形外科	 （楽田）

67-0008
67-1134

平成30年
1 月 1 日㊗

結ファミリークリニック	（楽田）
くわばらクリニック	 （城東）

68-3311
61-1118

1 月 2 日㊋ 岡部医院	 （犬山）
山本皮フ科クリニック	 （犬山）

62-7121
62-6855

1 月 3 日㊌ 樹クリニック	 （犬山）
ふなびきクリニック	 （城東）

62-3101
62-8811

スピン（しおり）

天

小口

見返し

帯地

溝

背
表紙
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多いと思いますので、今回は私が一
押しのアヌビスヒヒをご紹介いたし
ます。
　アヌビスヒヒはアフリカ大陸の赤
道周辺に広く分布しています。顔が
黒く、体毛はオリーブ色をしていま
す。顔が古代エジプトの神「アヌビ
ス」に似ていることが名前の由来に
なっています。別名「ドグエラヒヒ」
とも呼ばれ、意味は「イヌに似たヒ
ヒ」だそうです。鳴き声の種類は多
数ありますが、注目していただきた
いのは「ワン！」という鳴き声です。
顔だけでなく、鳴き方もイヌに似て
いるのです。
　そんな魅力あるアヌビスヒヒを野
生で見る機会がありました。2016年
10月にアフリカのタンザニアを訪れ
ました。かれらはうっそうとした森
の中や開けたサバンナ、湖畔、とき
には宿泊施設の食糧庫の近くにまで
現れ、走りまわったり木から木へ跳
び移ったりと、とても躍動的な姿を
見せてくれました。私が担当してい

る「ヒヒの城」では、アヌビスヒヒ
の魅力を引き出し、それを伝えられ
るようにさまざまな工夫をしていま
す。ご来園の際は、いきいきとした
野生の姿を再現するための試行錯誤
をぜひご覧ください。
　2018年は戌年、犬山市、そしてア
ヌビスヒヒ…偶然にもイヌつながり
ですね。2016年は申年でモンキーセ
ンターは盛り上がりましたが、この
記事を機に、2018年はアヌビスヒヒ
でモンキーセンターと犬山市が盛り
上がることを期待しています。

　「ヒヒの城」を担当してもうすぐ
6年になる動物園部の荒木謙太です。
　唐突ですが、みなさんは「アヌビ
スヒヒ」をご存知でしょうか？
　おそらく「知らない」という方が

「戌
いぬ

年間近！モンキーセン
ターのイヌ？紹介」

（公財）日本モンキーセンター
動物園部　荒木謙太

　家康公は大勢力織田、今川に挟まれ
た三河の地に天文11年(1542)に生まれ

ました。 6歳で織田家の人質に、また
8歳で今川家の人質となった少年はそ
の境遇のなかで大人達の世界を見、人
を見る目(下から見る目)が培われたの
です。信長、秀吉、家康それぞれ生い
立ちが違い、培ってきたものは違いま
すが、一番役に立ち財産となったのは
家康公の人を見る目だったのではない
でしょうか。
　あの時代、信長や秀吉が目指したの
が大陸制覇であるのに対し、家康公の
目指したものは平和な日本の育成でし
た。私の経験では、みんなで仲良く助
け合おうという家康公の姿勢は外国の
方に高く評価されていると感じていま
す。
　平和がもたらしたものは、治水・農
地倍増・街道・貨幣・法律・文教・経
済発展であり、国家としての基礎的な
整備が進みました。特に教育は当時世
界最高の識字率を誇り、日本は世界で
唯一基礎教育を行っていた国でした。
　18世紀に入ると資源と人口のバラン
スが限界となり、吉宗公の質素倹約の
世界へ転換していくことになります。

どうやったら国が豊かになるか模索し
た150年でした。
　当時の日本の教育では、武家は藩校、
農工商は寺子屋で学びました。藩校で
は 6， 7歳から文武の鍛錬をし、長じ
ては江戸へ留学することにより都市文
明への視野拡大となりました。また藩
の垣根を越えて全国の俊英を教育した
湯島聖堂は今で言う大学院のようなも
ので、吉田松陰、高杉晋作、岩崎彌太
郎など綺羅星のごとき門下生を輩出し
ました。明治維新後の彼らの活躍はご
承知の通りですが、これも幕臣たちが
国を治めてきた実績であり、明治は江
戸の延長ともとらえることができます。
　長い歴史の中で繰り返されてきた人
種間・文明間の非人間的暴力は現在も
世界中で続いていますが、その中で日
本人の宗教観は奇跡であり、自然とと
もに生きる命を尊重し、神様・仏様の
共存する文明を築いてきました。日本
人の生きてきた道を思い出すとき、非
暴力・平和の世界への道が開けると感
じています。

「家康公について」

犬山城成瀬家拝領
400年記念講演会

公益財団法人徳川記念財団
理事長　徳川恒孝 氏


