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歳入
257億
1,101万円

歳出
243億
5,148万円

民生費（36.1％）
88億92万円
高齢者、障害者福祉、子育て、
医療など

総務費（15.4％）
37億4,878万円
市役所運営、広報、
防災活動など

教育費（13.3％）
32億2,804万円
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興など

公債費（8.9％）
21億5,954万円
市債（借金）の返済

衛生費（8.7％）21億3,023万円
健康づくり、ごみ処理など

土木費（8.4％）20億3,957万円
道路や公園などの管理、整備など

消防費（4.0％）9億6,255万円
消防や救急活動など

その他（5.2％）12億8,185万円
商工費、議会費、農林業費、災害復旧費

※表示単位未満は四捨五入しています（一部端数調整あり）。

繰入金（5.1％）
12億9,991万円
基金からの取崩しや
他会計からの繰入金

依存財源
35.4％

自主財源
64.6％

繰越金（3.8％）9億6,978万円
前年度から繰り越された余剰金

その他（9.9％）25億6,921万円
使用料及び手数料、寄附金、分担金及び負担金、財産収入、諸収入

国・県支出金（15.6％）
40億2,829万円
事業に対する国や県からの
補助金など

市債（6.8％）17億4,394万円
事業を行うための借入金

地方交付税（5.3％）13億6,527万円
国税の一部が市の財政状況に応じて
配分されたもの

地方譲与税等（7.7％）
19億6,617万円
国や県が集めた税金等が配分されたもの

一般会計歳入
　一般会計歳入は257億1,101万円で、前年度
より 5億4,741万円増加しました。
　平成30年度に皆さんから納めていただいた
市税は117億6,844万円で、歳入のおよそ半分
を占めています。

■歳入の特徴
◦�楽田小学校の整備などにより、
　市債が 3億4,558万円増加
◦�地方交付税が 2億5,477万円増加
◦�未利用地の売却により、
　財産収入が 2億358万円増加
◦�ふるさと納税の増加により、
　寄附金が 1億8,868万円増加
◦前年度からの繰越金が 3億1,711万円減少

平成30年度決算の概要
平成30年度の一般会計、特別会計、企業会計について、決算額と内訳についてお知らせします。

一般会計歳出
　一般会計歳出は243億5,148万円で、前年度よ
り 1億5,766万円増加しました。
　平成30年度は、消防署北出張所庁舎の整備が
完了したほか、コミュニティバスの運行の再編
や救急自動車の購入を行いました。

■歳出の特徴
◦�楽田小学校の整備や、 4小学校のトイレの洋式化改修、犬山
北小学校の運動場改修などにより、教育費が 7億1,636万円
増加
◦�前年度に内田防災公園および観光駐車場の整備が終了したこ
となどにより、土木費が 5億9,191万円減少

納めていただいた市税は市民 1人あたり
15万9,018円（前年度から615円減少）

※平成31年 3 月31日時点の人口　74,007人で計算

市たばこ税�
5,099円

入湯税�
200円 都市計画税�

9,966円

軽自動車税�
2,132円

固定資産税�
70,521円

市民税�
71,100円

市税（45.8％）117億6,844万円
種　類 決　算　額 収納率

市 民 税 52億6,188万円 97.3%
固 定 資 産 税 52億1,903万円 98.3%
軽 自 動 車 税 1億5,781万円 94.5%
市 た ば こ 税 3億7,739万円 100.0%
入 湯 税 1,482万円 100.0%
都 市 計 画 税 7億3,751万円 97.9%
合　計 117億6,844万円 97.9%

主な歳出の内訳
民生費

障害者福祉� 13億8,192万円
保育所� 13億2,138万円
児童手当� 11億4,998万円
高齢者福祉� 8億5,971万円
生活保護� 6億7,580万円

総務費

財政調整基金積立金� 8億3,377万円
ふるさと犬山応援基金積立金
� 6億830万円
ふるさと納税推進� 2億5,471万円
交通防犯対策� 1億4,751万円
戸籍住民基本台帳� 8,461万円

教育費

小学校� 14億8,154万円
社会教育� 5億6,846万円
中学校� 3億9,058万円
スポーツ振興・体育施設� 3億1,868万円

公債費

市債元金・利子� 21億5,954万円

衛生費

ごみ処理� 10億7,480万円
保健予防� 3億5,686万円
市民健康館・さくら工房� 1億371万円

土木費

公共下水道� 9億611万円
道路橋梁� 4億5,773万円
公園� 1億1,785万円
河川� 7,438万円

消防費

消防施設� 1億6,740万円
消防団� 3,081万円

その他

観光� 4億8,418万円
商工� 2億5,287万円
議会� 2億5,241万円
農林業� 2億4,162万円
災害復旧� 5,076万円
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■一般会計　41億3,910万円
■特別会計　26億1,520万円

年度末基金残高の推移

■一般会計　193億6,129万円
■特別会計　  81億7,811万円

年度末市債残高の推移
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◀20.00◀12.79

危　険注　意健　全

早期健全化基準
▼

財政再生基準
▼

経営健全化基準
▼

◆

◀30.00◀17.79◆

◀35.0◀25.0◆

◀350.0◆

◀20.00◆

目的税の使途
■入湯税
　観光の振興や消防施設等の整備
に要する経費に充てています。

　特定の事業における収支は一般会計とは区別し、
特別会計として個別に経理しており、犬山市では
7つの特別会計があります。
　歳入決算額の合計は167億7,304万円で、前年度
から12億9,447万円減少しました。
　歳出は160億3,694万円で、前年度から 8億8,716
万円減少しました。

　企業会計は民間企業と同じように事業収益で運
営されている会計で、犬山市では水道事業会計が
あります。
　水道施設の運転・管理など事業を運営するための「収益的収支」と、水道施設を建設・整備するための「資本
的収支」に分かれています。皆さんから納めていただいた水道料金は収益的収支の収入となります。
　純利益（税抜き）は 1億6,195万円となりました。

　一般会計の基金残高は41億3,910万円で、ふるさと納税の
積立てなどにより、前年度から 3億7,373万円増加しました。
　特別会計の基金残高は26億1,520万円で、余剰金の積立て
などにより、前年度から 2億5,373万円増加しました。
■一般会計の主な増減
・ふるさと犬山応援基金� 2 億2,283万円増加
・広域ごみ処理施設整備基金� 9,007万円増加
■特別会計の主な増減
・介護保険事業給付費基金� 1 億1,397万円増加
・犬山城施設整備基金� 1 億601万円増加

■都市計画税
　都市計画事業や市債の返済に充
てています。

■地方消費税交付金（社会保障財源化分）
　平成26年 4 月 1 日からの地方消費税の
税率引上げ分の地方消費税収は、社会保
障施策に充てています。

　市民 1人あたりの基金（貯金）残高
　　 9万1,266円（前年度から8,834円増加）

区　分 充当額
観光振興事業 94万円
観光事業振興基金積立金 822万円
消防施設等の整備 566万円

合　計 1,482万円

区　分 充当額

都市
計画

街　路 1,011万円
公　園 464万円
下水道 4億6,052万円
その他 150万円

市債返済 2億6,074万円
合　計 7億3,751万円

区　分 充当額
社会
福祉

児童福祉、障害
者福祉など 2億5,308万円

社会
保険

後期高齢者医療、
介護保険など 2億2,506万円

保健
衛生

医療給付、疾病
予防対策など 1億1,877万円

合　計 5億9,691万円

市債（借金）残高

健全化判断比率・資金不足比率

　一般会計の市債残高は193億6,129万円で、借入額を抑制
したため前年度から 3億402万円減少しました。
　特別会計の市債残高は81億7,811万円で、市債の償還に
より公共下水道事業特別会計が 4億6,056万円の減少、農
業集落排水事業特別会計が1,726万円の減少、合計で 4億
7,782万円の減少となりました。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を
算定しました。すべての基準をクリアしていることから、財政運営に大きな問題はないと言えます。

　市民 1人あたりの市債（借金）残高
　　37万2,119円（前年度から8,922円減少）

　各基準を超えると…
　早期健全化基準または経営健全化基準以上となった場
合、財政健全化計画などの策定が義務づけられており、自
主的な改善努力に取り組むこととなります。
　なお財政再生基準以上となった場合は、計画の策定に加
え、市債の発行が制限されるなど、国の強い関与による確
実な財政再建に取り組むことになります。

実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する一般会計などの赤字の割合

連結実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する全ての会計の赤字の割合

実質公債費比率…5.0
　財政規模に対する公債費（市債の返済費）の割合

将来負担比率…3.3
　財政規模に対する将来負担すべき債務総額の割合

資金不足比率…資金不足なし
　公営企業会計（※）ごとの事業に対する
　資金不足額の比率

※�ここでの公営企業会計は資金不足比率算定上の分類
であり、犬山市では水道事業会計、犬山城費特別会計、
木曽川うかい事業費特別会計、公共下水道事業特別
会計、農業集落排水事業特別会計が対象です。

ホームページで公開中
　平成30年度に実施した事業の内容や事業評価などを記載した
決算説明書や令和元年度予算の説明書、犬山市の財政状況など
をホームページで公開しています。

特別会計決算

企業会計決算

基金（貯金）残高

会　計　名 歳　入 歳　出
国 民 健 康 保 険 73億3,565万円 72億1,154万円
犬 山 城 費 4億5,845万円 3億2,592万円
木曽川うかい事業費 6,897万円 5,850万円
公 共 下 水 道 事 業 22億766万円 20億9,715万円
農業集落排水事業 6,663万円 5,844万円
介 護 保 険 54億7,890万円 51億5,091万円
後 期 高 齢 者 医 療 11億5,678万円 11億3,448万円

合　　計 167億7,304万円 160億3,694万円

水道事業会計
収　入 支　出 補てん額

収益的 13億3,205万円 11億4,793万円 　
資本的 1億978万円 4億2,042万円 3億1,064万円

※�相馬育英事業基金、岡部育英事業基金および教育振興事業
基金は現在の会計区分に従い一般会計に区分しています。

健全化判断比率

資金不足比率

詳しくは

犬山市の財政
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催 し

募 集

　平成30年度一般会計・特別会計歳入歳出決算審査結果の概要は以下のとおりである。
　（総括）
　総務省が 7月に発表した住民基本台帳に基づく人口及び人口動態によると、国内における総人口は年々減少し
ており、10年連続のマイナス記録となった。人口の減少は、すなわち税収にも影響を及ぼす一因となる。また、
一部の地域を除き、全国的に土地の評価額も下落傾向が続いている。
　こうした中、本市の決算状況では平成30年度において固定資産税における税収の落ち込みがあり、都市計画税
を合わせると前年度比で 1億円ほどの減収となっている。主な要因としては、 3年に一度の評価替えの結果、お
おむね市内全域で土地の評価額が下落したこと及び家屋の経年劣化に伴う資産価値の低下が挙げられる。自主財
源である市税収入において、固定資産税（都市計画税を含む）は 5割程度の大きな割合を占めていることから、
厳しい財政状況に直面している危機感を共有すべきである。
　加えて、健康増進法の一部改正、健康志向の高まりなどに起因するたばこ税の減収のほか、宿泊施設の閉鎖に
伴う入湯税の減収も見られる状況である。
　一方、ふるさと納税（ふるさと犬山応援寄附金）は約 6億円であり、貴重な財源となっているが、市民が他の
自治体にふるさと納税した場合、目減りする犬山市の住民税額や、返礼品の支出に伴う事業費等を控除した実質
的な歳入増加で判断することも必要と思われる。現時点では、堅調なふるさと納税であるが、返礼品の人気度や、
制度の仕組み自体が変化していく不安定要素及び恒久的財源ではない点を考慮しながら、今後も財政上の取り組
みに鋭意努められたい。

平成30年度

犬山市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見（要旨）

創立63周年記念日
＆動物慰霊祭

　世界最多種、約60種850頭のサ
ル類たちに会いに来て！動物たち
に感謝し動物慰霊祭も開催します。
日時　10月17日㊍10：00〜17：00
　　　（動物慰霊祭は11：45〜）
※慰霊祭には竹下景子親善大使も
参列します。
場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ
※詳細はホームページ（http://
www.j-monkey.jp）を見てくだ
さい。
問合　公益財団法人日本モンキー

センター（℡61-2327）

人工芝を楽しもう　ハグスポキックゴルフ！
　健康な人ならだれでも参加できます。ジョギングができる程度の服装
で来てください。
日時　11月10日㊐ 9：30〜11：30（受付 9：00〜、雨天中止）
場所　羽黒中央公園「ハグスポ」　多目的スポーツ広場
内容　障害物のある50メートルのコースでボールをけって進み、フラフー

プリングの中に入れる競技です。けった回数の合計で競います（少
ないほうが上位）。

定員　先着45人
費用　無料
持物　土の付いていないスポーツシューズ（人工芝グラウンド利用のため）
※サッカーボールなどを持ってきてください（貸し出しもあり）。
※500㎖天然水を参加賞として配布します（人工芝グラウンドへは、スポー
ツドリンク、お茶等は持ち込み禁止）。
※けが等に対する安全管理は、自己責任でお願いします。
申込・問合　11月 5 日㊋までに羽黒コミュニティ事務局（羽黒出張所内

℡67-0004　 9：00〜17：00㊏㊐㊗除く）へ

博物館明治村　65歳以上　平日限定
年間パスポート『明治村御

お

散
さん

歩
ぽ

證
しょう

』発売
　博物館明治村では、シニアの皆さんが社会教育施設として一層活用で
きるよう、平日限定の年間パスポート『明治村御散歩證』を昨年に引き
続き発売します。明治村内で発売のため本来は入村料が必要となります
が、この期間の平日は入村無料券が利用できます。
期間　11月 1 日㊎〜30日㊏
場所　近衛局本部付属舎（博物館明治村内 1丁目 4番）
対象　市内在住の65歳以上
※住所および生年月日の分かる身分証の提示が必要となります。
料金　2,000円
問合　博物館明治村（℡67-0314）

障害者職業訓練生
　愛知障害者職業能力開発校（豊
川市一宮町上新切33-14）では令
和 2年 4月入校の訓練生を募集し
ています。
募集期間　11月20日㊌まで
募集科目　①ITスキル科
　　　　　②OAビジネス科
　　　　　③CAD設計科
　　　　　④総合実務科
　　　　　　（知的障害者対象）
　　　　　⑤ワークサポート科
　　　　　　�（精神障害者・発達

障害者対象）
訓練期間　①〜④　 1年間
　　　　　⑤　 9か月
選考日　①②③⑤　12月 6 日㊎
　　　　④　12月 1 日㊐
選考方法　筆記試験と面接試験
申込　ハローワーク犬山（住所を

管轄するハローワーク）へ
問合　ハローワーク犬山（℡61-2
　　　185）、愛知障害者職業能力

開発校（℡0533-93-2102）
※詳細は愛知障害者職業能力開発
校のホームページ（https://www.
pref.aichi.jp/soshiki/noryokukai
hatsuko/0000064947.html）を見
てください。

困難を抱えた
子ども・若者支援の
ための研修会

　保護者や指導者に「発達凸凹（発
達障がい）」の正しい理解が不足
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。発達凸凹について一
緒に学習しましょう。

日時 テーマ

①11月26日㊋
13：30〜15：00

変えよう！子ども
への言葉がけ

②12月10日㊋
13：30〜15：00

使おう！お助け道
具

③12月17日㊋
13：30〜15：00

活
い

かそう！子ども
のいいところ

場所　南部公民館講堂
講師　NPO法人アジャスト
　　　代表理事　清長豊氏
定員　先着各200人
※ 1回のみの参加もできます。
費用　無料
申込・問合　10月16日㊌から文化

スポーツ課青少年センター
（℡44-0353）へ

プレスクール指導者
養成講座受講生

　市では、来日して日が浅い場合
や家では日本語で生活をしていな
い「外国につながる子どもたち」
のために、スムーズに小学校生活
が送れるよう「プレスクール事業」
を行っています。
　小学校入学前の子どもたちが、
少しでも日本語や生活習慣を身に
つけ、学校生活が順調に送れるよ
う、応援ボランティアになりませ
んか。
（①は受講生以外の参加可）

日時 テーマ

①10月26日㊏
13：30〜15：30

「外国に繋
つな

がる子
ども達

たち

」って？

②11月 1 日㊎
13：00〜16：00

犬山市の現状を知
り、外国につなが
る子どもたちの応
援をしよう！

③11月15日㊎
13：00〜16：00

応援プログラム 1

④11月29日㊎
13：00〜16：00

応援プログラム 2

⑤12月13日㊎
13：00〜16：00

応援プログラム 3

場所　①�市役所 2階202・203会議
室

　　　�②④⑤
　　　　楽田ふれあいセンター
　　　③楽田ふれあいセンター・
　　　　楽田子ども未来園
講師　全体コーディネーター
　　　愛知淑徳大学講師
　　　松本一子氏
対象　 5回とも受講できる人
定員　先着20人（①は先着50人）
費用　無料
申込・問合　NPO法人シェイクハ
　　　ンズ�（℡090-9940-2939　Fax
　　　48-1533　Eメールinfo＠sha
　　　ke-hands.jp）へ　

博物館明治村　　平日のみ入村無料および
平日シニア限定年間パスポート『明治村御散歩證』登録票

監査委員
鈴木伸太郎

監査委員
髙木正章
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募 集

フューチャーセッション＠犬山とは
毎月20日に開催している、未来（フ
ューチャー）に向けて対話から新た
な価値を生み出す「創造的な語り場」
（セッション）です。
※詳細は市ホームページを見てくだ
さい。

★藤田浩子さんプロフィール
1937年東京生まれ　元幼児教育科講
師。日本女子大学卒業後、幼児教育
に携わる。現在は各地の幼稚園、保
育園、小学校、図書館等で講座を開
いている。
〈著書〉「おはなしおばさんの小道
具」「かたれやまんば」「遠藤登志子
の語り、福島の民話」「藤田浩子あ
やとりでおはなし」

犬山市協働プラザ運営受託事業者

●募集概要

事業名 犬山市協働プラザ運営業務委託

委託場所 犬山市民交流センター（現犬山国際観光センター）内犬山
市協働プラザ（松本町四丁目21番地）および犬山市内

内　容

犬山市協働プラザの管理運営業務
犬山市地域資源バンクの運用業務
相談・助言業務
「フューチャーセッション＠犬山」の運営
人材育成および自主事業の実施

事業期間 令和 2年 4月 1日〜令和 5年 3月31日

金　額 委託料　事業者からの提案による
※上限（予定）単年度あたり9,932,000円（税込み）

募集期間 令和元年10月 1 日〜11月 5 日

※詳細は市ホームページ「犬山市協働プラザ運営業務委託」を見てください。
問合　地域安全課（℡44-0346）

「未来の人材活躍補助金」　応援します！あなたの活動
　まちの中にある「埋もれたスキルや想

おも

い」をまちづくりの新たな資源として発掘・活性化し、まちや社会との
接点を持つきっかけとなることで、社会参画を促し、魅力的な市民社会づくりの実現を目的とした補助制度です。
　犬山のまちに対する思いを実現したい、普段使っている技術や経験を広げたい、など皆さんのさらなる活躍を
応援します。
資格　 3人以上のグループで、市内在住・在勤・在学の人および18〜49歳の人がそれぞれ過半数であること
※「フューチャーセッション＠犬山」への参加をお願いします。
対象　令和 2年 3月31日㊋までの事業で次の条件を全て満たすもの
　　　①犬山市のまちの魅力創出、課題解決を目的とした事業
　　　②今後、さらなる市民の社会参画を見込める事業
　　　③不特定多数に広報を行い、広く一般を対象とした事業
補助金額　 1事業あたり上限 5万円
申込・問合　12月27日㊎までに申請書を地域安全課（℡44-0346）へ
※詳細は市ホームページを見てください。

藤田浩子さんのお話会セミナー
おはなしおばさんの小道具を使った「おはなしであそぼう！」
　小道具を使った子ども向けお話会の指導を長年している藤田浩子さ
んを招いて、道具を生かした話の仕方を実技を交えながら学びます。
日時　11月16日㊏10：30〜（90分程度）
場所　市立図書館 2階展示室
対象　保育・幼児教育に関わっている人、読み聞かせをしている人、

ブックスタートの関係者
定員　先着50人
申込・問合　10月16日㊌〜11月 8 日㊎に直接か電話で市立図書館
　　　（℡62-6300）へ

手話講座　〜手話をはじめてみませんか？〜
　楽しく手話を学んで、簡単なあいさつや名前を覚えましょう。
日時　●Aコース（㊌全 6回）
　　　　11月 6 日・13日・20日・27日、12月 4 日・11日　各10：00〜11：45
　　　●Bコース（㊎全 6回）
　　　　11月 8 日・15日・22日・29日、12月 6 日・13日　各19：00〜20：45
場所　福祉会館 4階402会議室
定員　各コース15人
対象　市内在住・在勤で手話や聴覚障害者の福祉に関心のある人　　費用　無料
申込・問合　10月29日㊋までに氏名・住所・電話番号・年齢・希望のコースを社会福祉協議会ボランティアセン

ター（℡61-2563�Fax62-9923�Eメールvolunteer＠inuyama-welfare.net）へ

初心者向け
中高年男性料理入門

　高齢者のみの世帯や 1人暮らし
の人が増えています。いざという
時に困らないよう調理の基礎から
学んでみませんか�（全 5回）。

日程 内容

11月22日㊎
ご飯の炊き方、だし
汁のとり方等基本の
調理

12月 6 日㊎ 買い物と購入した材
料の調理

12月20日㊎ 和風献立の調理

令和 2年
1月17日㊎ 中華風献立の調理

1月24日㊎ 洋風献立の調理

時間　各回 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の男性で特に調理

をしたことがない人（過去
に受講した人は除く）

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を含む）
※ 2〜 5回目は各回600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭きタオル、三角
巾など頭を覆うもの

申込・問合　10月21日㊊〜11月15
日㊎に市民健康館（℡63-
3800）へ

第20回犬山市民音楽祭出演者
日付　令和 2年 2月23日㊗
場所　南部公民館講堂
対象　市内在住・在勤または音楽活動の拠点が市内にある団体・グルー

プ・個人
分野　クラシックまたは準クラシック
演奏時間　 1ステージにつき、入退場を含めて15分以内（時間厳守）
費用　団体・グループ・個人とも3,000円
※令和 2年 1月15日㊌19：00からの南部公民館での事前説明会で集金しま
す。
申込　11月23日㊗までに所定の参加申込書（市民文化会館にあります）

に必要事項を記入し、市民文化会館または犬山音楽文化協会へ
※応募者多数の場合、お断りすることもあります。
問合　犬山音楽文化協会事務局　河村（℡090-1831-4182）

市が所有する土地の一般競争入札
　市が所有する土地を一般競争入札により販売します。今回の入札は、
ヤフー株式会社が提供する「官公庁オークション　犬山市公有財産売却」
のシステム上でのみ参加できます。
申込期間　10月23日㊌13：00〜11月 8 日㊎14：00
入札期間　11月25日㊊13：00〜12月 2 日㊊13：00
参加資格　市内外を問わず個人および法人
※詳細は、市ホームページかヤフー株式会社が運営する「官公庁オーク
ション　犬山市公有財産売却」を見てください。
●販売物件（土地）

所在地 犬山字寺下312番

公簿地目 宅地

公簿面積 102.40㎡

用途地域 商業地域

最低入札価格 7,629,000円

問合　経営改善課（℡44-0301）

※犬山市在住の65歳以上の人に限りご利用いただけます。　※平日のみ利用可
※「明治村御散歩證」購入の人に限り有効　※コピー、転売は不可
※本券 1枚につき、 2人まで 1回限り使用可
※本券を切り取り、入村改札口で提示してください。� 有効期間：令和元年11月 1 日㊎〜11月30日㊏

●募集説明会
応募者は原則参加してください。
日時　10月21日㊊10：00〜11：00
場所　市役所 2階204会議室
申込　10月20日㊐までにEメー

ルで、件名を「犬山市協
働プラザ運営受託事業者
募集説明会参加申込」と
し、団体名、代表者氏名、
参加者氏名、連絡先を地
域安全課（010400＠city.
inuyama.lg.jp）へ
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募 集 生 活
広報犬山に掲載する広告と
市ホームページのバナー広告

●広報犬山に掲載する広告
掲載場所　広報犬山紙面（市が指定した位置）
印刷部数　27,600部
募集枠数　掲載号による　
規格（広告の大きさ）
　　 1枠　　　　縦45mm×横85mm（ただし、 2枠合併枠の掲載可）
　　 2枠合併枠　縦45mm×横173mm
掲載料　 1号 1枠：15,000円、 1号 2枠合併枠：30,000円（消費税および地方消費税含む）
掲載できない広告　政治活動・宗教活動・社会問題についての主義主張・公序良俗に反するものなど
※募集枠の優先順位としては、一括申し込み、 2枠合併申し込み、 1枠申し込みの順位で決定し、掲載します。
ただし申込書を提出し、犬山市広告掲載審査委員会において広告掲載について決定されたものから順に掲載しま
す。広告掲載が適当と認められる者が募集数を上回ったときは、抽選により決定します。
募集日程等

広告掲載号 号数 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

募集
枠数

一括申込 令和 2年 1月15日号〜 4月 1日号 6号 10月31日㊍ 11月27日㊌ 12月 4 日㊌ 1

随時申込

令和 2年 1月15日号

1号

10月31日㊍ 11月27日㊌ 12月 4 日㊌ 3

2 月 1 日号 10月31日㊍ 12月17日㊋ 12月24日㊋ 3

2 月15日号 11月28日㊍ 12月26日㊍ 1月 9日㊍ 3

3 月 1 日号 11月28日㊍ 1月20日㊊ 1月27日㊊ 1

3 月15日号 12月26日㊍ 2月 3日㊊ 2月10日㊊ 3

4 月 1 日号 12月26日㊍ 2月19日㊌ 2月26日㊌ 3

●市ホームページのバナー広告
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（消費税および地方消費税含む）
バナー作成費用　広告主負担
募集日程等

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
令和 2年 1月 1日〜

3月31日 3 か月 11月29日㊎ 12月24日㊋ 12月27日㊎

随
時

12月 1 日〜31日

1 か月

11月 1 日㊎ 11月26日㊋ 11月29日㊎

令和 2年　　　　　
1月 1日〜31日 11月29日㊎ 12月24日㊋ 12月27日㊎

2月 1日〜29日 12月27日㊎ 1月21日㊋ 1月31日㊎

3月 1日〜31日 1 月31日㊎ 2月25日㊋ 2月28日㊎

【共通】
申込・問合　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
※詳細は、市ホームページ「犬山市広告募集」を見てください。

　消費税増税の影響を緩和するため、所得の少ない人や子育て世帯を対象にプレミアム
付商品券を販売しています。ひとりにつき最大2.5万円の商品券が 2万円で購入できます。
　対象の人、世帯には購入引換券を順次発送しています。
対象　・�所得の少ない人（平成31年度の住民税が非課税の人で、住民税が課税されてい

る人の扶養親族等を除く）で購入引換券の交付申請をした人
　　　・�子育て世帯（平成28年 4 月 2 日から令和元年 9月30日までに生まれた子がいる

世帯）の世帯主
※商品券の販売期間・場所、使用期間、使用可能店舗等の詳細は、購入引換券に同封のチラシを見てください。
問合　・購入引換券に関すること　犬山市プレミアム付商品券コールセンター（℡39-5562）
　　　・商品券使用に関すること　犬山市プレミアム付商品券事業実行委員会（犬山商工会議所℡62-5233）

プレミアム付商品券購入引換券を発送

犬山頭首工（ライン大橋）通行規制
　水門の塗り替え塗装工事に伴い、次のとおり通行規制を実施します。
不便をおかけしますが協力をお願いします。
※㊐㊗の規制はありません。

●車道　片側交互通行となります。
規制期間および時間
　　　11月上旬〜（10日間程度）
　　　 2月上旬〜（ 5日間程度）
　　　各 9：00〜16：00

●歩道　�通行幅 1 m程度確保されますがクレーン作業時は通行止めとな
ります。

規制期間および時間
　　　11月下旬〜令和 2年 1月下旬　 9：00〜17：00
問合　東海農政局犬山頭首工管理所（℡61-1003）

ドライブレコーダー搭載車用ステッカーを作製
　交通事故減少および犯罪抑止を図るため、無料
配布しているドライブレコーダー搭載車用のマグ
ネットシートに加え、車体後面が金属製でない車
両に貼付できるステッカーを新たに用意しまし
た。希望する人は、マグネットシートかステッカー
を選択できます。マグネットシートをすでに受け
取った人でステッカーを希望するときは、マグネットシートと交換でス
テッカーをお渡しできます。
　マグネットシートやステッカー貼付車両の人は、事件・事故に対する
積極的な情報提供をお願いします。
配布開始日　11月 1 日㊎
問合　地域安全課（℡44-0347）

犬山西
ふれあいセンターの
利用予約受付

　広報犬山 6月15日号でお知らせ
したとおり、改修工事による犬山
西ふれあいセンター休館期間中、
当センターの施設利用予約は、市
役所 3階地域安全課で受け付けま
す。予約できるのは工事終了後の
令和 2年 2月分（11月 1 日㊎受付
開始）からです。令和 2年 2月 1日
㊏以降はセンターで受け付けます。
※令和 2年 2月利用分より所定の
利用料が必要となります。
地域安全課での予約受付期間
　　　�11月 1 日㊎〜令和 2年 1月

31日㊎（ 8：30〜17：15、㊏
㊐㊗㊡年末年始除く）

問合　地域安全課（℡44-0346）

行政書士無料相談
　行政書士は官公署と住民のパイ
プ役です。官公署に提出する書類、
権利義務・事実証明に関する書類
の作成等でお困りのときに利用し
てください。
日時　毎月第 4㊌13：30〜15：30
場所　市役所 2階相談室②
※相談は無料で秘密は守られます。
問合　愛知県行政書士会尾北支部
　　　事務局（℡0587-94-0727）

母子生活支援施設
運営事業者

　市では、犬山市母子生活支援施
設（キルシェハイム）を令和 2年
度から民間移譲することを予定し
ています。委譲先となる運営事業
者（社会福祉法人）は公募型プロ
ポーザル方式により選定します。
　詳細は、市ホームページを見て
ください。
応募期間
　　　参加意向申出書提出期限
　　　11月 1 日㊎まで
　　　提案書提出期間
　　　11月 1 日㊎〜11日㊊
問合　子ども未来課（℡44-0322）

※参考（イメージ図）

23広報犬山　R1.6.1号

広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

市公式LINE始めました！

　市の市政情報をお届けする市公式LINEを開設しまし
た。「友だち追加」から右のQRコードを読み
込むか、ID検索で「@inuyama」で検索して
ぜひ友だち登録してください ！

問合　企画広報課（℡44-0311）

令和元年 5月 1日令和元年 5月 1日
　元号が改まり「令和」元年となった 5月 1日。城前観
光案内所で犬山城の「御城印」の販売が開始され「令和
元年五月一日」の日付入りの御城印を手に入れようと市
民や観光客が殺到し、限定500枚の御城印はすぐに完売
となりました。
　また市役所の婚姻届臨時受付窓口には22組のカップル
が婚姻届を提出し、改元記念のフォトパネルで多くの
カップルが笑顔で記念撮影をしていました。（表紙写真）

桃太郎まつり桃太郎まつり
　毎年 5月 5日のこどもの日に桃太郎神社で行われてい
る桃太郎まつり。今年も約30人の子どもたちが桃太郎の
装束や陣羽織に身を包み無病息災を願いました。巫

み

女
こ

舞
やかわいらしい桃太郎たちによる踊りの後は、物語のよ
うにみんなで桃みこしや宝車を引っ張り、公園内を練り
歩きました。

白黒（1枠）
15,000円

白黒（2枠合併枠）
30,000円
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生 活 健 康

　収集を行った資源物を売却することにより平成30年度中に得た
収益金は、市の収入となります。その一部は、生ごみ処理機補助
金やごみ集積場整備事業補助金、折りたたみ式ごみ収集容器など
のごみ集積場資機材支給などの事業費として使われています。
　地域団体による資源回収や小売店による自主的な店頭回収が多
くなり市が収集する量が減少していることや、日本容器包装リサ
イクル協会を通して、処理をしているプラスチック製容器包装の
再商品化に要する費用が、想定額を上回ったことなどにより、売
却益は昨年より減少しています。
　今後、都市美化センターの老朽化に伴い、維持管理の中間処理
費が増えていくことが見込まれます。新ごみ処理施設ができるま
での間、ごみを減らし、設備等にかかる負担を少なくする必要が
あります。ごみの分別や資源物の再利用など、さらなるごみの減
量にご協力ください。

問合　環境課（℡44-0344）

●平成30年度資源物の売却益� （円）

品目 売却益
空きびん 33,003
アルミ缶 1,769,625
スチール缶 757,400
ペットボトル 7,678,708
飲料用紙パック 452,520
プラスチック製容器包装 9,509
新聞 1,629,440
雑誌 529,700
段ボール 526,080
布類 160,830
鉄くず 5,662,104
携帯電話 73,100
小型家電 427,418
廃食油 321,920
羽毛ふとん 34,776

剪
せんてい

定枝チップ 168,000
計 20,234,133

消費者トラブルに
気をつけて

最新スマホが100円？実は有料サ
ービスの申し込みだった
　パソコンを使っていたら、「簡
単なアンケートに答えると最新の
スマートフォンが11万円のところ
約100円で購入できる」と勝手に
表示された。アンケートに答え、
住所、名前、メールアドレス、ク
レジットカード番号を入力した。
すぐにメールが 2通届き、何らか
のサイトに登録されたというよう
なことが書いてあった。

　　　　　（60代男性）

アドバイス
パソコンやスマートフォンの画面
に、安価で最新スマートフォン等
が購入できるという表示がされ、
クレジットカード情報等を入力し
たところ、別の有料サービスの申
し込みになっていたという相談が
寄せられています。手順途中には、
よく見ると「キャンペーンに参加
する権利」「有料サービスの契約」
等と記載されています。安易に個
人情報、特にクレジットカードの
情報を入力してはいけません。も
し意図しない契約となってしまっ
た場合は、すぐにカード会社に連
絡しましょう。困ったときは、早
めに相談してください。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊎（㊗除く）
　　　 9：00〜16：30
　　　㊏㊐　 9：00〜16：00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　第 3㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

●平成30年度ごみ処理費� （円）

種別 収集運搬費 中間処理費 最終処分費・その他 合計
処理費 368,988,139 528,931,116 181,661,142 1,079,580,397
1 人あたり処理費 4,986 7,147 2,455 14,588

（小数点以下四捨五入　平成31年 3 月31日現在人口　74,007人）
　主に収集運搬費はごみの回収・容器設置等に要する費用、中間処理費は都市美化センターで焼却や破砕に要す
る費用、最終処分費・その他は最終処分場の維持管理、灰の埋立や新しい焼却施設のための基金積立費用になり
ます。

平成30年度ごみ処理に係る費用と資源物の売却益

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　11月21日㊍13：30〜15：00
場所　市民健康館
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（運動できる服装で来てください）
申込・問合　10月28日㊊から市民健康館（℡63-3800）へ

選んで楽しく健康レストラン
食事バランスチェック

　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
の改善推進員によるアドバイスも受けられます。
日時　10月27日㊐ 9：30〜12：00
　　　（受付 9：30〜11：30）
　　　11月 3 日㊗ 9：30〜13：30
　　　（秋桜健康福祉まつり内、
　　　受付 9：30〜13：00）
場所　市民健康館　　持物　健康手帳
問合　市民健康館（℡63-3800）

11月の各種無料健康相談ガイド

相　　談 日時・場所 担　　当

①おくすり
　なんでも相談

20日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

スギ薬局
薬剤師
服部美栄子氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

3日㊗ 9：30〜13：30
（秋桜健康福祉まつ
り内）
市民健康館

NPO法人
愛知県断酒連合会
尾北断酒会

③保健師・看護師・
　管理栄養士による相談 要予約　市民健康館（電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談 要予約　保健センター（電話相談可）

※①②は当日直接市民健康館に来てください（相談は 1人15分程度）。
問合　①〜③市民健康館（℡63-3800）、④保健センター（℡61-1176）

秋の歯と口の
健康センター

　犬山扶桑歯科医師会の歯医者さ
んによるイベントです。市民であ
ればだれでも歯科検診が受けられ
ます。家族でお出かけください。
日時　11月10日㊐ 9：00〜12：00
場所　市民健康館
内容　歯科健診（年齢制限なし）、

フッ化物塗布（12歳以下）
など

費用　無料
問合　保健センター（℡61-1176）
　　　市民健康館（℡63-3800）

禁煙相談
〜秋の歯と口の健康センター
　同時開催〜
　禁煙したい人やその家族を保健
師が応援します（ 1人20分程度）。
内容　呼気一酸化炭素濃度測定

（一酸化炭素はたばこに含
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
測ることができます）、血
圧測定、喫煙の害や禁煙外
来について

対象　禁煙に興味のある市民
　　　（喫煙者やその家族）
費用　無料
申込・問合　11月 8 日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ
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健 康 高 齢 者 子 育 て

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「オーラル・フレイル」
　「オーラル・フレイル」とは、
口の機能低下、食べる機能の障害、
さらには心身の機能低下までつな
がる「負の連鎖」に注意しましょ
う、という考え方です。
　「負の連鎖」とは、うまくかめ
ない→やわらかいものを食べる→
かむ機能の低下→うまくかめない
…の繰り返しを意味します。
　オーラル・フレイル予防には
①かかりつけ歯科医院を持つ
②バランスのとれた食事をとる
③口のささいな衰えに気をつける
ことが重要です。

次のような症状はありません
か？
・�お茶や汁物でむせることが多
くなった
・�半年前と比べると固いものが
食べにくく感じる
・口の渇きが気になる
・�半年前と比べて食欲が減っ
た。または少ししか食べられ
ない
・�やわらかいものばかり食べて
いる

　かかりつけ歯科医院での定期的
なチェックが大切です。
　これらの症状にあてはまる人
は、オーラル・フレイルの危険性
がありますので、かかりつけ歯科
医院に相談してください。

「 3か月ごとに
歯医者さんでケ
アを受けるよう
にしています」

見 

本

高齢者の生活を支えるために
　緊急時に救急隊員等の介助者に連絡先や持病等を伝えられるよう次の
事業があります。

●あんしんカード配布事業
緊急連絡先やかかりつけ医等の情
報を記入したカードを発行します。
対象　65歳以上の人
費用　無料

●あんしんキット配布事業
　緊急連絡先やかかりつけ医等の
医療情報を記載した用紙や診察
券、保険証の写しを自宅の冷蔵庫
で保管する救急医療キットを配布
します。
対象　65歳以上の人
費用　無料

※各出張所や各地区高齢者あんしん相談センターでも申請できます。
申込・問合　長寿社会課（℡44-0325）へ

▲冷蔵庫で保管

▲谷口宏一さん
　（80歳で20本以上がご自身の歯）

警察署だより

オレは誰？STOP！特殊詐欺
〜振り込め詐欺にご注意を〜
　振り込め詐欺はオレオレ詐欺、
架空請求詐欺、融資保証金詐欺、
還付金等詐欺の総称です。
被害に遭わないためには
・電話機を常時留守番電話設定に
しておき、相手が誰かを確認して
から電話に出る。
・ナンバーディスプレイや被害防
止対策機能が付いた電話機を使用
する。
・迷惑メール対策機能アプリを活
用する。
・相手の身分を疑う（一度電話を
切り、正しい電話番号を調べる）。
・お金を要求するメールやハガキ
に記載された電話番号には絶対に

電話をしない。
・第三者に絶対に現金やキャッ
シュカードを渡さない。暗証番号
を教えない。
・宅配便、レターパックなどで現
金を送らない（現金を送ることは
できません）。
・万一に備えてキャッシュカード
を利用したATMからの振込限度
額をあらかじめ₀

ゼロ

円に設定してお
いたり、引き下げておいたりする。
・普段から、家族や地域でコミュ
ニケーションを図り「振り込め詐
欺」の話をする。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

令和 2年度の子ども未来園・保育園の入園受付（第 1次募集分）
　令和 2年 4月 1日からの入園児童の受け付けおよび面接を次のとおり行います。必ず子ども同伴で保護者が申
請をしてください。今回は第 1次募集です（第 2次募集以降については問い合わせてください）。
提出書類　入園申込書、支給認定申請書等　　持物　母子健康手帳、印鑑等

①各子ども未来園・保育園での入園受付（11月18日㊊〜20日㊌）
　第 1希望の園に申請してください。
●子ども未来園（全13園）

対象児
受付日時

11月18日㊊ 11月19日㊋ 11月20日㊌

0 〜 2 歳児 9：30〜11：00
13：00〜16：00 13：00〜16：00

3 〜 5 歳児 － 9：30〜11：00
※集団面接10：00〜（約30分）

●私立保育園

保育園（対象児） 受付日時
犬山さくら保育園（ 0〜 2歳児） 11月18日㊊〜20日㊌

9：30〜16：00白帝保育園（ 0〜 5歳児）

②子ども未来課での入園受付
（11月25日㊊〜29日㊎）
受付場所　市役所 1階
　　　　　子ども未来課
※�0 〜 2 歳児は書類受付時、個別
に児童の面接を行います。
※�3 〜 5 歳児の面接は、五郎丸お
よび橋爪子ども未来園で後日
（12月17日㊋・18日㊌10：00〜、
10：30〜）行います。

問合　子ども未来課（℡44-0324）

子育て講座「 0・1・2歳児を持つ親の勉強部屋」第 3期　受講生募集
　「赤ちゃんとの関わり方は、どのようにするとよいのかな」「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（全
5回）です。講座を通して子育て仲間の輪も広がります。

日時 内容 託児

①11月15日㊎
10：00〜11：00

「無償の愛で育む基本的信頼感」
講師　子育てサークルアドバイザー
　　　長田初美氏

あり

②11月20日㊌
10：00〜11：00

「ママとベビーのファーストサイン体験」
手の動き、表情、声色を使った親子コミュニ
ケーション
講師　ロイヤルセラピスト協会認定講師
　　　松井愛氏

親子
参加

③11月27日㊌
10：00〜11：00

「 0 歳からの関わり方、子育ての楽しみ方」
講師　愛知江南短期大学こども健康学科
　　　保育専攻講師　笹瀬ひと美氏

親子
参加

④12月 5 日㊍
10：00〜11：00

「 0 歳からの心と体の伸ばし方」
講師　（一社）日本疾病予防協会代表理事
　　　理学療法士　秋山恵利子氏

あり

⑤12月10日㊋
10：00〜11：00

「親と子をつなぐおはなしの世界」
講師　愛知文教女子短期大学
　　　准教授　真下あさみ氏

あり

場所　市民健康館201研修室、
　　　204会議室、交流ホール
対象　 0〜 2歳児とその保護者
　　　�（両親、祖父母、保護者の

みの参加可）
定員　先着20組
費用　 5回で1,000円
託児　生後 6か月以上児
申込・問合　10月23日㊌から子育

て支援センター（℡66-5700�
9：30〜15：30　㊋㊏㊐を除
く）へ

※②・③は、親子で参加する講座
です。 0歳児向けの内容です。
※都合により講師が変更になる場
合があります。
※初めて受講希望する人を優先し
て受け付けます。
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子 育 て

市 税 等
納 期 限

時間外受付

第21回あつまれ
いぬやまっこ！
うきうき大行進

　子どもたちが挑戦したり、工夫
したりして楽しく過ごせるように
さまざまな遊びを用意しています。
　一日丸ごと親子で、友達同士で
いろいろな遊びを楽しみませんか。

●あそび広場
　参加型おはなし、遊べる工作、
丸太切りと木の工作、伝承遊び、
オリジナル缶バッジ作り、ぬり絵、
昭和の遊び、東之宮古墳の秘密、
ハンドマッサージ、消防車の展示
等

●ステージ発表
　市内児童館・児童センター、子
どもクラブ（ダンス、鳴子、詩吟
等）、市内在住の中・高校生の発
表、地域活動クラブの発表（合唱
等）

日時　11月10日㊐10：00〜15：00
場所　市民文化会館、南部公民館、

会館前駐車場
費用　無料
※10月15日㊋から各児童館・児童
センターで、無料参加券を配布し
ます。
※おにぎり券前売り（おにぎり 2
個200円）も販売します。
問合　市内各児童館・
　　　児童センター

巡回子育て
シェアエコ勉強会

　11月は各児童館・児童センター
を巡回し開催します。
　すでに開催した勉強会では、子
育てに役立ったり、ママの特技や
活動を応援したりするサービス等
のシェアエコの取り組みに「知っ
ている」「使ったことがある」と
いう声もありました。
　シェアエコについての体験談や
子育て時間の中で「シェア」でき
ることを情報交換などもしなが
ら、楽しく学ぶことができます（親
子参加できます）。
※シェアエコ（シェアリングエコ
ノミーサービス）とは、モノやス
キルを「提供」したい人と、それ
を「利用」したい人が、インター
ネット上のマッチングサービスを
通じて共有する、新しい助け合い
の仕組みのことです。
日時　各児童館・児童センター発

行のぽんぽこだより11月号
でお知らせします。

※市ホームページにも掲載します。
場所　市内各児童館・センター
対象　市内在住・在勤の子育て予

定または子育て中の女性
費用　無料
問合　東児童センターさんにぃれ

（℡67-9350　 9：30〜17：00
　　　㊋・㊐午後を除く）

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
　　　（説明会は約 1時間）
※参加できない人は問い合わせて
ください。
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、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、本人確認書類

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない本人確認書類（健康保険証、
国民年金手帳等）は 2点必要。
問合　保健センター（℡61-1176）

ママ友in犬山
　犬山で楽しく育児をするために
ママ友を作りませんか。年齢で区
切っているので同年代のママと話
ができます。
日時　11月 8 日㊎10：00〜11：30
　　　（受付 9：45〜10：00）
場所　保健センター
内容　ママ主体のおしゃべり会
対象　30歳以上の市内在住の妊婦

から未就園児を子育て中の
ママ

※30歳未満は令和 2年 1月17日㊎
に開催予定です。
予約　不要
問合　保健センター（℡61-1176）

　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 10月31日㊍
市民税・県民税 3期
国民健康保険税 5期
介護保険料 7期
後期高齢者
医療保険料 3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）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
10/15㊋、11/ 5 ㊋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
10/27㊐、11/10㊐ 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
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
10/27㊐、11/10㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

水道緊急時

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

先聖寺茶道クラブ
会員募集

　日本の伝統文化「茶の湯」をもっ
と身近に感じ、その魅力を味わっ
てみませんか。
日時　10月 9 日〜12月 4 日（全 9

回）毎週㊌19：00〜21：00
※仕事で遅刻しても構いません。
場所　勤労青少年ホーム 3階
講師　裏千家　芹澤道代氏
費用　問い合わせてください
対象　初心者から茶道経験者まで
定員　10〜15人
問合　森（℡68-0337）

「ハンセン病を
考える」パネル展

　ハンセン病の元患者さんたちが
長年差別に苦しんできたことにつ
いて一緒に考えてみませんか。
日時　10月21日㊊〜30日㊌
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　犬山地区女性の会ふれあい

クラブ�山口（℡62-7282）

尾関陶芸教室作品展
　日常の食器、おもてなしの器、
カップ、アクセサリー等、楽しみ
ながら作った陶芸教室会員の作品

を展示します。
日時　10月24日㊍〜27日㊐
　　　 9：30〜17：00
場所　尾関邦彦陶芸教室
　　　（犬山字相生13）
問合　尾関（℡62-2635）
●同時開催
〜創作陶器の動物達

たち

展〜
作者尾関まさるのオリジナル作品
を展示します。

ぎゃらりぃ木屋
展示会

長嶋貴子リレーART展
〜楽しいガラスとシャツ〜
日時　11月 1 日㊎〜 5日㊋
　　　10：00〜17：00
　　　期間中無休
　　　�（最終日16：00まで）
場所・問合　ぎゃらりぃ木屋（犬

山字東古券498　℡61-0591
　　　㊋㊌除く）

犬山詩吟交流会
吟詠大会

　市内で詩吟を楽しんでいる10団
体（約100人）による発表大会を
開催します。
日時　11月 2 日㊏ 9：30〜15：30
場所　福祉会館 5階大ホール
問合　犬山詩吟交流会　原
　　　（℡090-9906-4039）

第 6回楽田歴史散歩
　謎が多く残る薬師川沿いの史跡
（常福寺〜山の田腰古墳〜諸钁

くわ

神
社の約4.5㎞）を散策します。
日時　11月10日㊐ 9：00〜11：30
　　　（集合は 8：55、少雨決行）
集合場所　楽田駅東口
費用　300円（資料代）
申込　不要（直接集合場所へ）
問合　楽田コミュニティ�安藤
　　　（℡090-5858-8868）

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課広報・広聴担当へ。12月 1 日号の締め切りは10月21日㊊、12月15日号は11月 6 日㊌。
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第63号⑥

問合　NPO法人犬山市体育協会
（9：00〜17：00）　℡・Fax54-1016
Eメールoffice＠inuyama-taikyou．net

　愛知県大会を見事勝ち抜き、全国大会出場を決めた選
手の皆さんに激励費を贈りました。みなさんのさらなる
活躍を期待しています！（敬称略）

●犬山バウンドテニス協会
「第37回全日本バウンドテニス選手
権大会」　 7月 4日・ 5日　東京武蔵
野の森総合スポーツプラザアリーナ
今石多恵子

●犬山市スポーツ少年団（空手）
「第19回全日本少年少女空手道選手
権大会」　 8月 3日・ 4日東京武道館
伊藤　岳（小 1）・田島大煌（小 1）
増田雄心（小 4）・奥田稀羽（小 4）
真子陽遥（小 5）・一木咲太（小 6）
上村檜英（小 6）・上村樫蒼（小 6）

「第27回全国中学生空手道選手権大
会」 8月16日〜18日北海道立総合体
育センター
山田翔偉・林虎鉄（城東中 1）

●犬山弓道協会
「第32回全国健康福祉祭和歌山大
会」11月 9 日㊏〜12日㊋和歌山県田
辺市立弓道場　山羽賢市

●犬山卓球協会
「2019年度全日本卓球選手権大会
（マスターズの部）」11月 2 日㊏〜
4日㊡高知県立春野総合運動公園体
育館　長尾生野・和田善男

激励費を贈呈（全国大会出場）

犬山バウンドテニス協会

犬山弓道協会

犬山市スポーツ少年団（空手）

犬山市スポーツ少年団（空手）

ジュニアアスリート育成事業
「ゴルフ教室」

　 8月 6日から 8日までの 3日
間、犬山カンツリー倶楽部で
「ジュニアゴルフ教室」を開催
しました。子どもたちは犬山ゴ
ルフ協会役員をはじめ、PGA
コーチングプロ青地大輔氏から技術指導を受け、コース

では全国大会を視野に入れた技
術・メンタル等の習得を目指し
ました。生徒たちの上達ぶりは
目を見張るものがあり、暑さの
中、真剣に取り組みました。

指導者育成事業「卓球教室」
　 8月24日エナジーサポートア
リーナにTリーグ岡山リベッツ所
属の横山友一選手を迎え、「卓球
教室」を開催しました。市内中
学生150人と一般市民が参加しました。卓球の基礎技術
やフットワーク、サービス・レシーブを指導してもらい、

参加者は真剣なまなざしで横山選手
の話を聞き、練習に取り組みました。
全日本でも活躍経験のある一流選手
が指導することにより若手有力選手
の育成・強化を目指しています。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

第3₈回空手教室
演武会

日時　11月 3 日㊗ 9：00〜16：30
場所　犬山南小学校体育館
参加者　�犬山空手教室スポーツ少年

団・犬山空手道会会員
内容　 空手、古武道形並びに組術の

演武など、 1年間の練習の成
果を家族や地域の皆さんにみ
てもらいます。

※団員の募集を行っています。
　見学・体験もできます。

市民ゴルフ大会
日時　12月 2 日㊊
場所　犬山カンツリー倶楽部

催 し
対象　市内在住か在勤の人
部門　�男性一般の部、男性シニア（満

70歳以上）・レディースの部
競技方 法　スコア方式、男性一般は

白、男性シニアはゴールド、
レディースは赤マーク

定員　先着100人
費用　市民大会参加料200円
　　　�プレー代（賞品代・昼食代を

含む）11,000円（メンバー
6,370円）キャディはつきま
せん。各自精算してください。
70歳以上の人は、ゴルフ場利
用税950円が免除されるので
健康保険証または運転免許証
を持参してください。

申込　�10月20日㊐10：00から犬山カ
ンツリー倶楽部 2階で受け付
け。定員になり次第終了

問合　犬山ゴルフ協会　斉藤
　　　（℡67-1586）�

IBA杯争奪バドミントン大会
●シングルの部・ダブルス新人の部
日時　11月 3 日㊗ 9：00〜17：00
締切　10月27日㊐
●ダブルスの部
日時　11月17日㊐ 9：00〜17：00
締切　11月10日㊐
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般市民
費用　 1人1,200円（当日集金）
申込　�住所・氏名・年齢・電話番号

を明記し市体育協会へ
　　　℡・Fax可

〜お知らせ〜
「市民剣道大会」が変更になりました。
11月 9 日㊏→11月30日㊏
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第37回城東フェスティバル
　 9月 8日、城東地区の住民の日頃の活動成果を発表す
る「城東フェスティバル」が城東小学校体育館で開かれ
ました。
　体育館には小中学生の習字やバッグなどの作品や夏休
みの自由研究のほか、地域住民による作品も展示され、
人々は足をとめ丁寧に見て回っていました。ステージで
は城東子ども未来園児の鳴子踊りや城東児童センターの
子どもたちによる元気いっぱいのダンスが行われ観客か
ら大きな拍手が送られていました。

子ども人権教室
　 9月 9日、橋爪子ども未来園で「子ども人権教室」が
行われ、年長児15人が参加しました。この教室は法務大
臣から委嘱された人権擁護委員が、主に小学生や園児を
対象に 6年ほど前から行っています。委員たちは、人権
尊重思想を子どもたちでもわかりやすいように紙芝居や
簡単なクイズで紹介し、教室の終わりには、人権イメー
ジキャラクターのマスコット人形を手渡しました。

戦没者追悼式
　 8月31日、戦没者の慰霊と遺族の労苦に敬意を表し、
犬山国際観光センターフロイデで「戦没者追悼式」が行
われ、関係者ら151人が参加しました。
　黙とうに続き追悼の辞が述べられた後、戦争体験者か
ら話を聞いた児童の作文朗読があり、平和への誓いを新
たにしました。
　参加者全員による献花が行われた後は、犬山幼稚園児
が「イッツ� ア� スモールワールド」などの歌を披露し、
戦争のない平和な世界を願いました。

令和元年度救急広場
　 9月 8日、福祉会館ロビーで「令和元年度救急広場」
が開催されました。救急広場は、「救急の日（ 9月 9日）」
と「救急医療週間」に合わせて、応急手当の必要性や重
要性、救急業務への理解を深めることを目的として開催
されています。
　心肺蘇生法やAEDの使い方、棒と毛布を使った簡易担
架の作成方法を体験できるブースなどが設置され、市民
や城下町・犬山城を訪れた観光客が参加していました。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

14
■市立図書館公式
　フェイスブックページ

　こんにちは、皆さん無事に10月に
入りましたか？黒猫が横切らなかっ
たでしょうか？先月はドイツに伝わ
るさまざまな運が悪くなる迷信につ
いて話しました。今月は運がいいア
イテムを紹介します。
　まずは運がいい動物を紹介しま
す。それは豚とテントウムシです。
　豚については、昔は家畜をたくさ
ん飼っている人は空腹にならなかっ
たので、それは幸せな状態です。家
畜といっても、牛や馬ではなく、豚
がラッキーを表す動物になっていま
す。どうして豚なのかは分かりませ
んが。
　テントウムシは、昔、農薬がなかっ
たので虫が麦を食べてしまう恐れが
ありましたが、テントウムシが畑に
いれば、麦を食べる虫を食べてくれ

ます。そのためテントウムシがいれ
ば、収穫が多くなり、豚と同様に空
腹にならない状態になるからです。
　物の中でもさまざまな運がいい物
があります。その中で最も見つけや
すい物は 1セント（ドイツのお金の
中で一番小さい単位、日本の一円玉
と同じようなイメージ）です。 1セ
ントでも何回も何回も見つけたり、
きちんと貯金したりするとお金が増
えると言われています。
　クローバの葉も運がいいと言われ
ています。ただし普通のクローバで
はなく、四つ葉のクローバではない
といけません。四つ葉のクローバは
自然の中で結構珍しい植物なので、
見つけたら、見つけたこと自体がと
てもラッキーなことです。お正月が
近づくとドイツでは、四つ葉クロー
バが小さいポットで売られ、新年、
親戚の家にあいさつに行く時、その
クローバをプレゼントとして持って
いく人が多いです。そしてそのク
ローバのポットに幸運を表す飾りと
してとてもよくつけられているもの
があります。それは煙突を掃除する
人の人形です。煙突掃除人は他の職
業と違って一つのところ（煙突）だ
けでしか働きませんでした。仕事を

探しながら、国を歩き回る人たちで
した。そして昔の家で煙突が汚れで
閉じられると、火事の可能性が増え
るため、煙突掃除人がその煙突を掃
除しました。すると、家の中はまた
安全になりました。そのため昔は煙
突掃除人を見ることはとてもいいこ
とだと言われています。また見るだ
けでなく、煙突掃除人の制服の銀の
ボタンをぐるぐる回すともっと運が
良くなると言われています。

■災害情報はここから
○犬山市『あんしんメール』
　�登録は空メール送信か右の二次元コードを
　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

診療時間／ 9：30〜11：30

※年間当番表
　市HP https://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。

と��き 病・医院名 電　話

10月20日㊐ きなな歯科� （扶桑） 0587-22-7599

10月22日㊗ しみず歯科クリニック�（城東） 63-3981

10月27日㊐ 安芸歯科医院� （楽田） 67-6621

11月 3 日㊗ 阿部歯科医院� （犬山） 62-7818

■休日歯科診療

■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「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
　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。
○あいち救急医療ガイド�　https://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

10月20日㊐ すみれ内科クリニック� （楽田）
山本皮フ科クリニック� （犬山）

68-0025
62-6855

10月22日㊗ 犬山駅西病院� （犬山）
ふなびきクリニック� （城東）

61-2017
62-8811

10月27日㊐ 村上内科� （犬山）
カワムラ整形外科� （楽田）

62-2201
67-1134

11月 3 日㊗ 安藤医院� （犬山）
さとし眼科クリニック� （羽黒）

61-0316
68-3104

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP https://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。

▲�四つ葉クローバのポットにテントウム
シを持っている煙突掃除人とベニテン
グダケ（このきのこもラッキーアイテ
ムです）

図書館
だより

開館時間
　10：00〜18：00
問合
　市立図書館
　（℡62-6300）

一般書
『NHK国際放送が選んだ日本の名作』

朝井リョウ�石田衣良
『生きるための図書館』� 竹内哲
『眠れなくなるほど面白い病理学の話』
� 志賀貢監修
『リスク学事典』� 日本リスク研究学会
『亥子ころころ』� 西條奈加
『ガラスの城壁』� 神永学
『クジラアタマの王様』　� 伊坂幸太郎
『三体』� 劉慈欣
『ストーリー・オブ・マイ・キャリア』�
� L.M.モンゴメリ
『ツキノネ』� 　乾緑郎
『図書室』� 岸政彦
『百の夜は跳ねて』� 古市憲寿

児童書
【小学校低・中学年】
『おしっこもらスター』
『ぼくんちの海賊トレジャ』
【小学校中・高学年】
『「カルト」はすぐ隣に�オウムに引き寄
せられた若者たち』
『クマムシ調査隊、南極を行く！』
『ぼくたちは卵のなかにいた』
『わたしがいどんだ戦い1940年』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『あみ』
『おかあさんありがとう』
『かげパ』

新着本の紹介（一部）㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

旅ドロップ
江國香織著

旅した場所と空気、食べ物、
そして出会った人々。
時も場所も超えて、懐かし
い思い出とともに、はるか
な世界に連れ出してくれ
るー。
小さな物語のようなエッ
セー集。詩 3篇も収録。
『Please�プリーズ』連載
等を単行本化。

ゴースト
ジェイソン・レノルズ作
ないとうふみこ訳

少年キャスは、父親に銃を
向けられ、家から逃げ出し
た過去がある。
足の速さから自分でつけた
呼び名は“ゴースト”。中
学の陸上チームに入った彼
は、チームメイトたちとの
関係を通し、自分の才能と
弱さに向き合っていく…。

ヒキガエルがいく
パクジォンチェ作
申明浩訳

トン。ヒキガエルがあらわ
れた。トトトン。一匹、ま
た一匹と、集まってくる。
大群になったヒキガエルは、
産卵のために池を目指し…。
愚直に歩むヒキガエルの姿
を、太鼓の音とともに親し
みをこめて描いた、韓国の
絵本。

◎借りたい本をどこでも検索『web�OPAC』
　自分の借りたい本が貸し出し中ではないか、借り
たい本が図書館に所蔵されているか、手元のスマー
トフォンから簡単に確認できます。どこでも図書館
の資料を検索できるこの機能のことを『OPAC』（オ
パック）といいます。
　市立図書館のホームページを開き、「本を探す」も
しくは「資料検索・予約」の文字をクリックすると
図書館の検索機のような画面が表示されます。そこ
に書名や著者名、キーワード等々を打ち込み検索す
ると、該当する資料の一覧・貸し出し状況を誰でも
自由に見ることができます。
　また本以外の雑誌やCD・DVD等の資料検索、本
館にある本か楽田ふれあい図書館にある本かを絞っ
て検索することも可能です。
　図書館の検索機の前で並びたくない人、たくさん
の資料を時間を気にせず検索したい人、所蔵次第で
立ち寄るか考えたい人は利用してみてください。

図書館まめ知識
●読書会藍の会の一冊
「スティル・ライフ」　池澤夏樹
　ヤー・チャイカやロシア人の登場でロシアを知り
たいと思った。本書は1988年に発刊されて以来、現
代にもテーマを投げかけてくる。内容は新鮮であり
若者の成長や社会のことへと生活圏は広がっていく。
東西冷戦の核武装をめぐる議論は、そういう見方も
あるのかと考えさせられる。
　もちろん「ヤー・チャイカ」のストーリーの運び
は日常性から私たちを解き放し、精神世界へと誘っ
てくれる。それはとてもさわやかな読後感を残して
くれる。

11月のイベント（場所：図書館本館）
2 日㊏ 「けるるんくっく」紙芝居 11：00〜

秋のおはなし大会（人形劇） 13：30〜

6 日㊌ ひよこちゃんおはなし会（星とたんぽぽ） 11：00〜

9 日㊏�23日㊗　おはなし会「ももたろう」 11：00〜

16日㊏ 藤田浩子さんお話会セミナー 10：30〜

ストーリーテリング（おはなしぼっくす） 11：00〜

17日㊐ DVD上映会「ドナルドダック」 14：00〜

広報犬山10月 1 日号25ページのたくろ
う通信内の「株式会社メイトウツール
ズ」は「株式会社メイトクツールズ」
の誤りでした。お詫びして訂正します。

テントウムシは
ラッキーアイテム
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ます。レクチャーでは見学のポイン
トや霊長類の体の特徴などについて
お話しするのですが、私がサルの
しっぽについて話すときに紹介する
のがベルベットモンキーです。
　ベルベットモンキーは、アフリカ
に生息するオナガザルの仲間です。
頭胴長（頭の先からしっぽの付け根
までの長さ）より長いしっぽを持っ
ています。
　私が子どもたちにしっぽの話をす
るときは、ベルベットモンキーのは
く製を見せて「どうしてこんなに長
いしっぽなんだろうね？」と問いか
けます。
　たいていは「しっぽでぶらさがっ
たり、物をつかんだりするから」と
いった答えが返ってきます。ベル
ベットモンキーに限らずリスザルや
ワオキツネザルなど、しっぽの長い
サルはたくさんいますが、しっぽで
ぶらさがったり、物をつかんだりで
きるのはごく一部です。ではなぜ
しっぽが長いのかというと、地面を

走るときや木の上の枝を渡るとき
に、バランスをとるためだといわれ
ています。ヒトが走るときに腕を
ふったり、平均台の上で手を広げた
りするのと同じです。
　この話をすると、子どもたちは声
をあげて驚いたり、「そういうこと
か！」と納得したりしています。驚
いたり、はっとしたりする子どもた
ちを見ていると、霊長類のおもしろ
さが少しでも伝わったように感じて
うれしくなります。センターにやっ
てくる子どもたちに、少しでも霊長
類のおもしろさを伝えられるようお
話ししていきます。

　秋になるとたくさんの幼稚園、保
育園や小学校団体がモンキーセン
ターに来園し、私たちエデュケー
ターによるレクチャーを受けてくれ

10犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　旬の食材は、味のよさや栄養価
の高さ、価格の安さなど、いいこ
とばかり。食から自然のめぐみや
四季の変化を感じとることができ
るよう、給食でも積極的に旬の食
材を取り入れています。
　今月は、秋の食材を使ったおす
すめ給食レシピを紹介します。

10月の給食には、
こんなメニューがあります！

★栗ごはん�★豚きのこ丼�★大学芋
★さんまのかば焼き�★鬼まんじゅう
★りんごとハムのサラダ

季節（旬）の食材を使って

◆作り方◆
1 ��しめじは石づきを取り、小房に分ける。玉ねぎはくし切り、にんじんはいちょ
う切り、サツマイモは厚めのいちょう切り、鶏もも肉は一口大に切る。
2 ��ルウをつくる。鍋にバターとサラダ油を熱し、バターが溶けたら小麦粉を入
れてよく混ぜる。牛乳を少しずつ加えて混ぜる。
3 �別の鍋にサラダ油を熱し、鶏肉を炒め、玉ねぎ、にんじんを順に炒める。
4 �3に水、コンソメ、サツマイモを入れて10分ほど煮てしめじを入れる。
5 �ルウを加え、しっかりと混ぜ、塩とこしょうで味を整える。

秋のおすすめ給食レシピ
さつまいも と きのこ の クリーム煮

人気のヒミツは、手作りルウ。
小麦粉を米粉に代えてもできますよ。
季節の食材を入れて、ご家庭でもぜひ！

◆材料（ 4人分）◆
鶏もも肉�� �80g
玉ねぎ�� �160g
にんじん�� �40g
サツマイモ�� �120g
しめじ�� �80g
サラダ油�� �適量
水�� �400ml
コンソメ�� �4g

〈ルウ〉
小麦粉�� �25g
バター�� �12g
サラダ油�� �12g
牛乳�� �160ml
塩�� �ひとつまみ
こしょう�� �少々

「ベルベットモンキー
どうしてしっぽが長いのか？」

（公財）日本モンキーセンター
学術部エデュケーター� 阪倉若菜


