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「人生会議」をしてみませんか

自転車散歩inいぬやま2019（10月13日）



2 3広報犬山　R1.11.1号 広報犬山　R1.11.1号

催 し

あいち技能五輪・
アビリンピック201₉

　技能レベル日本一を競う大会を
県内複数の会場で開催します。
●第57回技能五輪全国大会
　原則23歳以下の青年技能者が42
の職種で競います。
期間　11月15日㊎〜18日㊊
場所　Aichi�Sky�Expo（常滑市

セントレア 5丁目）をメイ
ンに 4市 9会場

●第39回全国アビリンピック
　15歳以上の障害者が23の種目で
技能を競います。
期間　11月15日㊎〜17日㊐
場所　Aichi�Sky�Expo
【共通】
費用　無料
申込　不要
※詳細はホームページ（https://
aichi-gorin-abilym.jp/）を見て
ください。
問合　愛知県労働局産業人材育成

課技能五輪・アビリンピッ
ク推進室（℡052-954-6884）

第22回
SAGAシンポジウム

アフリカ・アジアに生きる大型類
人猿を支援する集い
　チンパンジーやオランウータン
などの野生動物の現状と将来につ
いて考えます。
日時　11月16日㊏・17日㊐
　　　各日10：30〜
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�Eメー
ルsaga22＠j-monkey.jp）

教育委員と語ろう
　市教育委員会では、教育に関す
ることや気になることについて、
市民の意見を聞くため教育委員と
の意見交換会を開催します。どな
たでも気軽に参加してください。
日時　11月16日㊏15：00〜16：30
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　教育委員会事務局
　　　（℡44-0350）

第 3回
観光まちづくり会議

　市が将来においても観光地とし
て持続発展するため、住民、事業
者、まちづくり団体などさまざま
な立場の人が集まり、現在の課題
を共有するとともに具体的な解決
や改善に向けて「未来のために今、
一人一人ができること」を考え、
実践することを目指します。
　今回は、第 1回会議で多くの参
加者から関心が寄せられた「市内
全域への観光の広がり」をテーマ
に語り合います。初めての人でも
参加できます。未来の「犬山観光」
をともに創りましょう。

日時　11月16日㊏19：00〜21：00
　　　（受付18：30〜）
場所　市役所 2階205会議室
内容　ワークショップ形式で参加

者同士が語り合います。
対象　市内在住・在勤・在学の

人、市内にある事業者や各
種団体の人

費用　無料　申込　不要
問合　観光交流課（℡44-0342　

Eメール040500＠city.inuya
　　　ma.lg.jp）

レオナルド・
ダ・ヴィンチ展
〜没後500年〜

　レオナルド・ダ・ヴィンチの没
後500年を記念して、市立図書館
と名古屋経済大学図書館の連携事
業として、それぞれが所蔵する
ダ・ヴィンチの貴重な資料「手稿」
を同時初公開します。
期間　11月16日㊏〜12月20日㊎
場所　市立図書館
　　　名古屋経済大学図書館
内容　特別展示
　　　「パリ手稿」：市立図書館
　　　「解剖手稿」：名古屋経済
　　　　　　　　��大学図書館
関連イベント　記念撮影用顔はめ

パネル、ダヴィンチクイズ、
ぬり絵（市立図書館のみ）

問合　市立図書館（℡62-6300）

図書館DVD上映会
日時　11月17日㊐14：00〜
　　　（上映時間約40分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品『ドナルドダック』
対象　幼児以上
定員　当日先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

空きスペースの活用
駐車場シェア説明会

　駐車場シェアとは、空きスペー
スをインターネット上に登録し貸
し出す仕組みです。駐車場シェア
の仕組みと登録方法についての説
明会を開催します。生活スタイル
に合わせて空きスペースを活用し
てみませんか。
日時　11月21日㊍18：00〜
　　　（90分程度）
場所　市役所 2階205会議室
内容　駐車場シェアを始めよう！
費用　無料　申込　不要
問合　企画広報課（℡44-0312）

もしものときを考える「人生会議」をしてみませんか

問合　長寿社会課（℡44-0325）

●伝えていますか？あなたの「思い」
　仮に重い病気になったとき、どんな治療を望んでいて、どこでどのように暮らしたいですか。これだけはやっ
てみたいと思うことは何ですか。
　万が一、あなたが言葉で思いを伝えられなくなったとしても、「人生会議」をしておくことで周囲の人々はあ
なたの希望を汲

く

んで最善の選択をすることができます。そして、いざというとき「この選択でよかったのだろう
か…」という家族の心の葛藤を減らすことができるでしょう。

　もしものときにあなたが望む医療やケア、大切にしてほしいことをあらかじめ考え、
家族や信頼できる友人、周囲の人々と、あなたの希望について話し合っておくことをい
います。
　厚生労働省は、11月30日を“いい看

み

取り・看
み

取られ“について考える「人生会議の日」
としています。
　あなたにとって大切なことやあなたの将来の希望について、身近な人に伝えておきま
しょう。

●「人生会議」とは

▲厚生労働省
　人生会議ロゴマーク

利用者の声
　テレビでもエンディングノートのことをよく見るので、面白そうだと思って書いてみることにしました。
項目が分かれているので、自分のノートより書きやすく、見る側も分かりやすいと思いました。家族には、
伝言ノートを書いたことと保管場所を伝えてあるので、時間があるときに見てもらおうと思っています。

（市内在住70代女性）

「わたしの伝言ノート」に書くこと
・治療方針や告知の希望
・延命治療に関する希望
・介護をお願いしたい人
・人生の最終段階で過ごしたい場所の希望
・葬儀やお墓のこと　　　　　　　　など

「エンディングノート」を書いてみませんか
　自身の思いを伝えるツールとして、犬山市版エンディングノート「わたしの伝言ノート」
を長寿社会課で無料配布しています。あなたの大切な「思い」を形にして残しませんか。

私たちもみなさんの「人生会議」を応援します！
　介護サービス事業所は、介護保険制度のサービス
を提供しています。
　人生会議は、元気なときから行うことが大切です。
一人でも多くの人が人生会議を通して自分らしい暮
らしを人生の最期まで送ることができるよう応援し
ています。医療や介護に対する思いがあれば私たち
にも気軽に話してください。

▲介護サービス事業所の皆さん
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募 集

　多様化する社会情勢の中で企業の採用・雇用の実態を把握し、これか
らの中小企業の採用活動に役立つセミナーを開催します。
日時　12月 2 日㊊14：00〜16：30　場所　犬山商工会議所会館 4階
内容　「採用力強化のためのパラダイムシフト」
講師　名古屋経済大学　キャリアセンター長　大黒光一氏
対象　市内企業を中心とした人事担当者等　定員　20人　費用　無料
申込・問合　11月26日㊋までに犬山商工会議所（℡62-5233）へ
※詳細は犬山商工会議所ホームページ（https://www.inuyama-cci.
or.jp）を見て下さい。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
特別企画展「月をめざす　人類の挑戦」

　人類初の月面着陸から50年、人類は再び月を目指しています。その目
的が何なのか、また月を回る有人拠点として開発される「ゲートウェイ」、
有人月面探査、民間企業の宇宙開発など、現在進められている月に関わ
る宇宙開発の詳細についてわかりやすく紹介します。
日時　11月30日㊏〜令和 2年 1月13日㊗
※12月 3 日㊋、 4日㊌、17日㊋、28日㊏〜令和 2年 1月 2日㊍は休館
場所　岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（各務原市下切町 5 - 1 ）
料金　大人800円、60歳以上・高校生500円、中学生以下無料
問合　岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（℡058-386-8500）

堀部邸　秋の催し
①第17回猪之子座
「旭堂南海の上方講談をたっぷ
り！ 5」
　上方講談の雄が登壇。堀部邸の
歴史を感じながら聞いてください。
日時　11月17日㊐14：00〜
　　　（13：30開場）
出演　旭堂南海
料金　2,500円（予約）
　　　2,800円（当日）
②第18回猪之子座
「日本の芸術歌謡曲コンサート」
〜犬山音頭の作曲家を訪ねて〜
日時　11月30日㊏13：30〜15：00
出演　長江希代子（ソプラノ）
　　　坂和真弓（キーボード）
料金　1,000円
【①②共通】
場所　木之下城伝承館・堀部邸
予約・問合　青塚古墳史跡公園ガ

イダンス施設（℡68-2272
　　　㊊休館　㊊が㊗の場合は翌

平日休館）へ

認知症についての市民シンポジウム
　認知症についての理解を深め、認知症の人を地域で支える取り組みや現状について話を聞きませんか。
日時　11月30日㊏13：00〜15：50　場所　小牧市まなび創造館あさひホール（ラピオビル 5階）

内容 講師等

第 1部　基調講演
「認知症について〜病気の
こと、予防のこと〜」

講師
国立研究開発法人国立
長寿医療研究センター
病院長　鷲見幸彦氏

座長
県認知症疾患医療センター長、あさひが丘ホスピタル
名誉院長　柴山漠人氏

第 2部　シンポジウム
「認知症の方を地域で支え
る〜認知症初期集中支援
チームの実践〜」

コーディネーター
国立研究開発法人国立
長寿医療研究センター
病院長　鷲見幸彦氏

シンポジスト　
・�認知症初期集中支援チーム医、小牧市医師会ピアー
レクリニック院長、（医）愛仁会老人保健施設こまき
の森理事　森真理子氏

・�認知症初期集中支援チーム員、小牧市健康福祉部地
域包括ケア推進課保健師　長谷川えい子氏

・�認知症地域支援推進員、北里地域包括支援センター
ゆうあい　澤田このみ氏

定員　300人　費用　無料　申込　不要
※手話通訳あり。障害のために必要な配慮を希望する人は申し出てください。
※駐車場はラピオ地下駐車場（ 3時間まで無料、駐車券を受付に提示）、小牧駅地下駐車場（ラピオテナントの
スタンプ押印・割引処理で 3時間まで無料）、他の市営駐車場や公共駐車場（有料）を利用してください。
問合　特定医療法人晴和会あさひが丘ホスピタル（尾張北部医療圏）県認知症疾患医療センター（℡88-0284）

青塚古墳ガイダンス
施設　企画展

「地域に眠る文化遺産in城東」
　城東（善師野・塔野地・富岡・
前原）地区にスポットを当て、地
域に残るさまざまな文化遺産を紹
介します。
期間　12月 4 日㊌〜
　　　令和 2年 3月22日㊐
場所　青塚古墳ガイダンス施設
費用　無料
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　�（℡68-2272　㊊休館　㊗の

場合は翌平日休館　12月28
日㊏〜令和 2年 1月 4日㊏
休館）

※展示準備のため12月 3 日㊋は臨
時休館となります。

一般廃棄物処理
基本計画に関する
パブリックコメント

　市では、計画的にごみや生活排
水の処理を行うため「犬山市一般
廃棄物処理基本計画」の改訂に取
り組んでいます。このたび計画素
案がまとまりましたので市民の皆
さんからの意見を募集します。
募集期間　11月11日㊊
　　　〜12月 6 日㊎
公表場所　市役所 3階環境課か各

出張所で閲覧、市ホーム
ページに掲載

意見提出　期間中に住所・氏名・
連絡先・意見を記入し直接
提出するか郵送、ファック
ス、Eメールで環境課（Fax

　　　44-0367　Eメール020300＠
　　　city.inuyama.lg.jp）へ
問合　環境課（℡44-0344）

犬山市民交流センター（フロイデ）食堂出店者
　フロイデを利用する人の利便性向上を図るため食堂の出店者を公募型
プロポーザル方式により選定します。
内容　食堂の出店および市民交流センター内の会議等への飲食物の提供
出店開始日　令和 2年 4月 1日㊌
申込・問合　11月 1 日㊎〜29日㊎までに地域安全課（℡44-0346）へ
※現状の施設・設備のほか改装・追加工事については事前に協議の上、
かかる費用は出店者負担となります。
※詳細は市ホームページ「犬山市民交流センター食堂出店者募集」を見
てください。

市が所有する土地の先着順による買い受け申し込み
　市が所有する土地を先着順により販売します。今回の募集では、最低
販売価格以上で、最初に申し込んだ人を買い受け人として決定し、売買
契約を締結します。
受付期間　11月 5 日㊋〜令和 2年 2月14日㊎
受付時間　 8：30〜17：15（㊏㊐㊗、年末年始を除く）
申込資格　市内外を問わず個人および法人
申込方法　申込書（市ホームページからダウンロードまたは経営改善課

で配布）に必要書類を添えて直接、経営改善課（℡44-0301）へ
※詳細は市ホームページを見てください。
販売物件（土地）

所 在 地 上坂町四丁目67番
公 簿 地 目 宅地
公 簿 面 積 154.83㎡

用 途 地 域 第 1種中高層
住居専用地域

最低販売価格 10,281,000円

所 在 地
羽黒字桜海道
53番 1 、58番 3
59番 1 、60番 2

公 簿 地 目 宅地
公 簿 面 積 1,023.50㎡
用 途 地 域 市街化調整区域
最低販売価格 37,047,000円

所 在 地 羽黒字小豆田 9番 6
公 簿 地 目 宅地
公 簿 面 積 218.99㎡
用 途 地 域 市街化調整区域
最低販売価格 13,065,000円

※先着順のため物件によっては受け付けを終了している場合があります。
申し込みの前に電話などで受け付け状況を確認してください。
問合　経営改善課（℡44-0301）

採用力向上セミナー
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募 集 市議会市民フリースピーチ制度　発言者

　民主主義は市民の希望と参加で始まります。その希望を示すよう、また市民が参加できるよう、犬山市議会は、
市民が議会（議場）で全議員に発言できる制度を実施します。議会は市民からの意見を全員協議会などの議論の
中で熟慮し、適切なアクションをとります。さらに市民の議会への関心と期待を高め、市民に、より身近で開か
れた議会の実現に努めます。
　12月定例会に市民フリースピーチ（ 5分間発言）制度を実施します。
　市政全般、市の一般事務などについて、自分の意見を自由に発言することができます。
日時　12月 1 日㊐10：00〜　場所　市役所 6階議場　対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　 7人
※応募多数の場合は抽選により決定します。ただし発言内容により許可できない場合があります。
申込　11月19日㊋17：00までに所定の申込書（市ホームページからダウンロードまたは議事課で配布）に、①住

所②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤昼間に連絡可能な電話番号、Eメールアドレス⑥発言項目、発言内
容⑦配布資料の希望の有無（希望する場合は、 1部添付）⑧在勤の場合は勤務先、在学の場合は学校名・
学年⑨手話通訳等、配慮の希望の有無（希望する場合はその他欄に記入）を記入して直接または郵送で提
出するか、下記の件名と①〜⑨の事項をファックスまたはEメ－ルで議事課へ

件名　「市民フリースピーチ制度　12月 1 日の発言希望」
※申し込み後の発言項目の変更はできません。
問合　議事課（℡44-0307　Fax44-0368　Eメール300100＠city.inuyama.lg.jp）

南部公民館「冬の 1 DAY講座」

講座名 日時・場所・内容・講師・定員・材料費・持物

犬山の蜜
みつ

蠟
ろう

と木の実で
つくるアロマワックスバー

日時　12月 3 日㊋10：00〜12：00　場所　料理実習室
内容　犬山産の入鹿はちみつの蜜蠟と犬山の里山でとれる木の実や草の実を使っ

て、オーナメントにも使えるクリスマスにぴったりの香りのアロマワック
スバーを作ります。蜜蠟やはちみつ、ハチについても学びます（ハーブティー
付き）。　

講師　半谷美野子氏　定員　先着12人　材料費　1,500円　持物　エプロン

クリスマスのための
ドイツの菓子パン
シュトーレン作り

日時　12月15日㊐10：00〜13：00　場所　料理実習室
内容　ドライフルーツやナッツを贅

ぜい

沢
た く

に練りこんだドイツのクリスマス菓子シュ
トーレンを楽しく作ります（試食、飲み物付き）。

講師　谷口英子氏　定員　先着16人　材料費　1,000円
持物　エプロン、筆記用具、持ち帰り用容器（20㎝×10㎝程度のもの）

簡単で手早くできる！
お正月のおもてなし料理

日時　12月19日㊍10：00〜13：00　場所　料理実習室
内容　身近な材料で和食とデザートを作ります。
講師　田中貴久枝氏　定員　先着16人　材料費　1,000円
持物　エプロン、ふきん、筆記用具

クリスマスのための
クリスマスケーキ作り

日時　12月22日㊐ 9：30〜13：00　場所　料理実習室
内容　シフォンケーキ（18㎝）を 1人 1台ずつ焼き、クリスマスリースのように

生クリームと果物で飾ります。
講師　牧野恵子氏　定員　先着15人　材料費　1,500円
持物　電動ハンドミキサー（持っている人）、エプロン、ふきん、持ち帰り用容器

費用　 1講座500円（当日集金、材料代別）
申込・問合　11月 6 日㊌〜17日㊐16：00に直接または電話で南部公民館（℡68-0834　 9：00〜17：00　㊊休館）へ
※申し込み後のキャンセルの場合、材料代を負担していただくことがあります。

令和元年度フィットネス「フロイデ」スイミングスクール
ジュニアクラス　後期（12月〜 3月）受講生
クラス 曜日 時間 定員 対象者 内容

ジュニア
（年少児〜
小学 6年生）
※おむつが取れ
ていない場合は
不可

㊋〜㊎

15：30〜16：30 各20人
3 歳（年少児）〜年長児
（平成25年 4 月 2 日〜
　平成28年 4 月 1 生まれ）

四泳法を身につけること
を目標とします。
レベルに応じてグループ
に分かれて実施します。
（欠席した場合の振り替
えはありません）

16：30〜17：30
各30人

5 歳（年長児）〜小学生
（平成19年 4 月 2 日〜
　平成26年 4 月 1 日生まれ）

17：30〜18：30 小学生のみ

㊏

10：30〜11：30 30人 小学生のみ

11：30〜12：30
各20人

3 歳（年少児）〜小学 3年生
※当スクール進級基準 6級
（クロール25m合格者）まで14：00〜15：00

15：00〜16：00 30人 小学生のみ

※犬山国際観光センターの改修工事に伴い、安全面を考慮して従来の定員から一部変更しています。
受講料　口座振替で毎月 6日に4,320円（現金での会費の納入はできません）
申込　11月 1 日㊎〜12日㊋にスイミングスクール受講申込書（フィットネス受付にあります）に記入し、フィッ

トネス受付に提出してください（電話での申し込み不可）。
申込人数発表　11月13日㊌に市ホームページとフィットネス受付で発表します（電話での問い合わせ不可）。
希望クラス変更期間　11月14日㊍〜15日㊎19：00（提出された希望クラス変更のみ受付、電話での変更不可）
公開抽選　申し込みが定員を超えるクラスは、11月16日㊏ 9：00からフィットネス受付で公開抽選を行います。
結果発表　11月16日㊏にフィットネス受付で行います。市ホームページでは11月19日㊋までに発表します。
　　　　　受講が決まった人は11月16日㊏〜24日㊐18：00に必ずフィットネス受付へ来てください。
※初めて受講する人は、11月19日㊋〜24日㊐18：00に会費 2か月分（4,320円× 2）と口座振替を行う金融機関の「通
帳」と「届出印」を持参してください。手続きは必ず保護者がしてください。
問合　犬山国際観光センター　フィットネス「フロイデ」
　　　（℡61-7272　㊊〜㊏10：00〜21：30　㊐10：00〜19：00　第 2・ 4㊊休館）

母子家庭等
就業支援講習会

　市内在住で、就業意欲があるひ
とり親家庭の母や父と寡婦の人を
対象に、就業支援講習会を開催し
ます。
期間　令和 2年 1月〜 3月
場所　名古屋市内（名古屋駅周辺）
内容　・パソコン講習
　　　　（仕事応用編）
　　　・調剤薬局事務講習
　　　・福祉用具専門相談員研修
定員　各20人
　　　（応募多数の場合は抽選）
費用　無料（教材費等自己負担）
申込・問合　11月 1 日㊎〜22日㊎

に子ども未来課（℡44-032
　　　3）へ

休日急病診療所
正看護師

職種　正看護師
勤務場所　犬山市休日急病診療所

（五郎丸東 1丁目70）
業務内容　診療補助等看護業務
勤務日　㊐、㊡、㊗、年末年始
※年間開設70日程度。勤務日数は
相談に応じます。
勤務時間　 8：30〜16：30
賃金　日額12,960円
勤務開始　採用決定後、随時
必要書類　履歴書（市販のもの、

写真貼付）、正看護師免許
の写し、普通自動車免許の
写し

問合　（一社）尾北医師会事務局
（℡0587-95-7020　㊊〜㊎

　　　 8：30〜17：00）

訪問看護ステーション
正看護師

職種　正看護師
勤務場所　犬山市訪問看護ステー

ション（五郎丸東 1丁目70）
業務内容　訪問看護に関する業務
勤務日　㊊〜㊎
※勤務日数は相談に応じます。
勤務時間　 8：30〜17：00
※勤務時間は相談に応じます。
賃金　時給1,200円〜
　　　（試用期間あり）
勤務開始　採用決定後、随時
必要書類　履歴書（市販のもの、

写真貼付）・正看護師免許
の写し・普通自動車免許の
写し

問合　犬山市訪問看護ステーショ
ン（℡65-1511� ㊊〜㊎ 8：
30〜17：00）
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募 集 生 活

犬山駅
東西エレベーター等
掲載広告

　犬山駅東西連絡橋にあるエレ
ベーター、エスカレーター、階段
に掲載する広告を募集します。
募集期間　11月 1 日㊎から随時
対象　民間事業者等
料金　 1枠2,000円/月〜
※規格等の詳細は市ホームページ
を見るか問い合わせてください。
問合　土木管理課（℡44-0334）

市パート職員
職種　事務職
勤務場所　市民文化会館
業務内容　窓口業務、財務会計、

県文化協会連合会関連事務
応募資格　普通自動車運転免許取

得者、パソコン操作経験者
勤務日数　月15日
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　（うち休憩60分）
賃金日給　7,440円（通勤距離 2㎞
　　　以上は200円支給）
雇用期間　12月 1 日〜
　　　令和 2年 3月31日
募集人数　 1人
社会保険　加入　雇用保険　加入
選考方法　書類選考の上面接
申込・問合　11月 1 日㊎〜18日㊊

に市指定の履歴書（市ホー
ムページからダウンロード
または総務課で配布） 1通
（写真貼付）を総務課（℡
44-0302）へ

※郵送の場合は11月18日㊊必着と
し、返信先住所・氏名を記入した
返信用封筒（84円切手貼付）を必
ず同封してください。※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。

野焼き行為の禁止・剪
せん

定
てい

枝粉砕機の貸し出し
　屋外での燃焼行為（野焼き）は、農業を営むためにやむを得ない場合
など一部例外を除き、法律や条例で禁止されています。
　農業を営むためにやむを得ない場合であっても、周囲の住宅環境等に
十分配慮して苦情が出ないように努めるとともに、野焼き行為そのもの
をできる限り控えるようにしてください。
　また市では、庭の手入れ等で出た木の枝をチップ化する剪定枝粉砕機
の貸し出しを行っています。できあがったチップは堆肥や土壌改良材に
利用できます。
　個人貸出用の小型機と町内貸出用の中型機があります。申請方法、粉
砕機の詳細や予約状況については事前に問い合わせてください。
問合　環境課（℡44-0344）

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、期限切れや食べ残し、使い切れなかったことなどに
より、本来食べられたにも関わらず廃棄される食品のことをいいます。
　日本では年間約643万tの食品ロスが発生しています。そのうち291万t
は家庭から発生しています（環境省「平成28年度推計」）。これを日本人
1人 1日当たりに換算すると、お茶碗約 1杯分が毎日捨てられているこ
とになります。
　次のことに取り組むことで、食品ロスの削減やごみの減量ができるだ
けでなく、家計の節約にも役立ちます。
・冷蔵庫の中身をチェックし、必要な分だけ買う。
・賞味期限と消費期限の違いを知り食材にあった方法で保存する。
・使い切れなかった食品は小分けして保管し、早めに使い切る。
・好き嫌いなく残さず食べる。
・生ごみ処理機を使ってリサイクルする。
問合　環境課（℡44-0344）

放置自転車クリーンキャンペーン月間
「放置ゼロ　キレイな街で　おもてなし」
　県では11月を「放置自転車クリーンキャンペーン」実施月間とし、放
置自転車の減少および自転車利用環境の向上に努めています。
　市では「犬山市自転車等の放置の防止に関する条例」を定めており、
道路や駅前広場などの放置自転車等の対策を推進しています。
　放置自転車は歩行者等の通行の妨げになるだけでなく、都市の美観も
損なう行為です。放置自転車をなくし、良好な生活環境の維持にご協力
ください。
問合　地域安全課（℡44-0347）

ごみ・リサイクル
11月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 11月10日㊐
9：00〜16：00

11月17日㊐
9：00〜12：00

11月24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

市役所前
公共北駐車場

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・植物
性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）・ダウン率50％以上の羽
毛ふとん（わん丸リサイクル小屋のみ）

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
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容
器ごと出してください
・羽毛ふとんはぬれないように出してください

●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　※㊐㊗は休業

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて、空きびん（無色・茶色・
その他）・植物性廃食用油・小型家電 9品目・パソコン・ダウン
率50％以上の羽毛ふとん

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
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容
器ごと出してください
・羽毛ふとんはぬれないように出してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 11月10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14：00から）

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　12,640円（9月分）
　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
［小中学校］
9日㊏　犬山北小学校PTA
　　　　（℡61-2234）
16日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　犬山南小学校PTA
　　　　（℡61-2231）

［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（寺田�℡65-2680）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　きりり作業所
　　　　（℡62-4733）
4 日㊡　大本町町内会
　　　　（林�℡61-0144）
9 日㊏　本町町内会
　　　　（兼松�℡62-1011）
24日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）

［羽黒地区］
9日㊏　長者町中央子供会
　　　　（奥村�℡090-9193-1820）
13日㊌　�羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）

※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。
問合　環境課（℡44-0344）

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
　3,000円　K・K
●市へ
　47,550円　犬山ガス株式会社
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生 活 プレミアム付商品券を販売中

　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。 5千円の商品券が 4千円で、最大 5セットまで購入できます。
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。
※購入引換券の申請期限は11月29日㊎です。申請書を持っている人は早めに申請してください。（子育て世帯の
人は申請の必要はありません）
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）

住民票などに
旧姓（旧氏）が
併記できます

　11月 5 日から、住民票とマイナ
ンバーカードなどへ旧姓（旧氏）
が併記できます。
　これにより、婚姻などで氏に変
更があった場合でも、従来称して
きた氏を住民票に記載した上でマ
イナンバーカードに記載し、公証
することができるようになります。
　住民票などに旧姓（旧氏）を併
記するためには、手続きが必要で
す。
　詳細は問い合わせてください。
問合　市民課（℡44-0303）

人権擁護委員の再任
　10月 1 日付けで人権擁護委員に
岩田芳子さんが再任されました。
任期は 3年です。人権擁護委員は、
法務大臣から委嘱され、人権侵害
や差別、いじめ問題など人権に関
する悩み事の相談や人権思想を広
めるための啓発活動を行っていま
す。
　毎月第 3㊌13：00〜16：00には南
部公民館で人権相談を行っていま
す（相談日は変更になる場合があ
ります）。
問合　市民課（℡44-0303）

社会保険（国民年金保険料）控除証明書を送付
　今年中に国民年金の保険料を納めた人へ、日本年金機構から11月上旬
に送付します。年末調整や確定申告の際に添付が必要となりますので、
大切に保管してください。
　ただし10月 1 日から年末までに今年初めて保険料を納めた人は、来年
2月上旬の発送となります。
問合　日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」（℡0570-003-004）
　　　㊊〜㊎� 8：30〜19：00　第 2㊏� 9：30〜16：00
※㊏㊐㊗（第 2㊏除く）と12月29日〜 1月 3日は休み
※050から始まる電話でかける場合は、℡03-6630-2525

一日犬山年金事務所を開設
　年金制度に対する理解を深めるため一宮年金事務所（日本年金機構）
の職員が、市役所で一日年金事務所を開設します。
　年金受給の手続きや相談、国民年金保険料の納付相談、厚生年金・健
康保険の加入相談、その他制度に関する相談を行います。
日時　11月28日㊍10：00〜12：00、13：00〜15：00
場所　市役所 2階202・203・204会議室
定員　①年金受給の手続きや相談　16人（事前予約必要）
　　　②納付相談等　定員なし
※①の予約は11月18日㊊〜22日㊎ 8：30〜17：15に電話で保険年金課（℡
44-0328）へ
持物　・基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書など
　　　・本人を確認できる免許証や健康保険証など
　　　　（代理人の場合は委任状が必要）
　　　・相談や手続きの内容に応じて、必要な書類、案内文書など
※混雑状況により待ち時間があります。
問合　保険年金課（℡44-0328）
　　　一宮年金事務所国民年金課（℡0586-45-1418）

主な税制改正のお知らせ
　税制改正により、令和 2年度の市民税・県民税から次の制度が適用されます。
1 .ふるさと納税制度の見直し
　 6月 1日から、総務大臣が指定した都道府県・市区町村のみが、ふるさと納税の対象となりました。指定を受
けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、寄附額のうち特例控除額等は対象となりませんので注意し
てください。
　対象となる地方団体については「総務省ふるさと納税ポータルサイト」を見てください。
2 .住宅ローン控除の拡充
　消費税率10％が適用される住宅
の取得等をして10月 1 日から令和
2年12月31日までの間に居住の用
に供した場合、所得税の住宅ロー
ン控除の適用期間が 3年延長され
ます（現行10年間→13年間）。
　11年目以降の 3年間は、消費税
率の 2％引き上げ分の負担に着目し、控除額に上限が設けられます。具体的には、各年において「建物購入価格
の2/3％」か「住宅ローン年末残高の 1％」のいずれか少ない金額が控除されます。
※入居10年目までは改正前の制度と同様の税額控除です。
　所得税から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額（所得税の課税総所得金額等の 7％で、
最高13.65万円）の範囲で翌年度分の個人住民税から控除します。
問合　税務課市民税担当（℡44-0314）

市税だより
税を考える週間　11月11日㊊〜17日㊐
　税を考える週間は、生活に深い関わりを持っている税について、そのしくみや使われ方などを多くの皆さんに正
しく理解してもらうために設けられています。この期間を中心に税務に関わるさまざまな取り組みが行われます。
●税の作品展
期間　11月11日㊊〜15日㊎　場所　市役所 1階市民プラザ
内容　税をテーマにした市内小学生の習字　問合　税務課庶務担当（℡44-0315）
●無料税務相談
日時　毎週㊊㊌（㊗除く）10：00〜16：00（通年開催）
※税を考える週間中は、通年の開催に加え11月16日㊏・17日㊐も開催します（原則予約制）。
場所　東海税理士会小牧支部事務局（小牧市中央 1丁目346番地　木津用水会館 2階）
問合　東海税理士会小牧支部（℡72-9712）　ホームページ（http://www.toukaizei-komaki.jp/）

所得税の青色申告決算等説明会および年末調整等説明会
内容 日時 場所 対象

所得税の青色申告決算等説明会 11月20日㊌10：00〜12：00 小牧市市民会館 個人で青色申告をして
いる人11月22日㊎10：00〜12：00 春日井市東部市民センター

年末調整等説明会 11月20日㊌13：15〜15：15 小牧市市民会館 個人および法人の源泉
徴収義務者の人11月22日㊎13：15〜15：15 春日井市東部市民センター

※青色申告決算書関係書類は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）からダウンロードすることもできます。
問合　小牧税務署　青色申告決算等説明会担当（℡72-2113）、年末調整等説明会担当（℡72-2116）

消費税軽減税率制度等説明会
内容 日時 場所 対象

消費税軽減税率制度等説明会 11月20日㊌15：30〜16：30 小牧市市民会館 個人および法人の事業
者の人11月22日㊎15：30〜16：30 春日井市東部市民センター

※事前申し込みは不要ですが、会場の収容人員の都合により参加できない場合もあります。
※駐車場には限りがありますので、来場の際には公共交通機関等を利用してください。
問合　小牧税務署　消費税軽減税率制度等説明会担当（℡72-2113または℡72-2115）

最大
40
万円

40 40 40 40 40 40 40 40 40

1年目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 131211

改正前の住宅ローン控除

【拡充のイメージ（一般住宅の場合）】

（ローン残高（最大4,000万円）の1%を控除（最大40万円））

控除期間を3年延長
消費税率2％引き上げの負担に着目し、

建物購入価格の2％（2/3％×3年間）の範囲で減税
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●児童虐待防止にご協力をお願いします
　児童虐待の相談対応件数は年々増加をしており、子どもの命にかかわる重篤な事例は後をたちません。特に死
亡事例は、年間50件あまりで推移しています。これは、およそ 1週間に 1人の子どもが命を落としている計算に
なります。児童虐待を無くすため、児童相談所の機能強化や市町村での児童虐待の発生予防などの対策が図られ
ていますが、市民の皆さんからの通報や協力も欠かすことはできません。痛ましい事件を防ぐためにも、虐待を
発見したり、子どもの様子が変だと感じたりしたら、子ども未来課または児童相談所に連絡してください。早期
の発見・対応が子どもたちを守ることにつながります。
●犬山市オレンジリボンキャンペーン
　オレンジリボンには「児童虐待防止」というメッセージが込められています。オレンジリボ
ンを身につけることで、児童虐待防止に関心を持ち、子どもたちの笑顔を守るため一人一人に
何ができるのかを呼びかけていく活動が「オレンジリボンキャンペーン」です。
　今年も地域活動クラブの皆さんの協力により、オレンジリボンを手作りしました。子ども未来課で配布してい
ますので、身につけるなどして活動の普及に協力をお願いします（配布はなくなり次第終了）。
児童虐待に関する連絡先　子ども未来課（℡61-6288　365日24時間対応）
児童相談所全国共通ダイヤル　1

いちはやく

89番（近くの児童相談所につながります）

秋の火災予防運動
　秋の火災予防運動を11月 9 日㊏〜15日㊎に実施します。秋は空気が乾
燥し、火災が発生しやすくなります。火災予防対策をしっかりと行い、
大切な命と財産を火災から守りましょう。
●防火ポスター展の実施
　市内小中学生より応募された作品の中から、優秀作品の33点を市立図
書館に展示します。
期間　11月 1 日㊎〜15日㊎　場所　市立図書館 1階玄関ロビー
犬山市長賞　小学生の部　犬山南小学校 6年　安藤蒼七さん
　　　　　　中学生の部　城東中学校 3年　　吉村樹さん

●一日消防署長防火イベント
　一日消防署長として任命された子どもたちが、消防官の制服姿で城下
町を歩きながら、火災の予防を呼びかけます。
日時　11月10日㊐ 9：00〜12：00
場所　城下町・消防署
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

▲安藤蒼七さんの作品 ▲吉村樹さんの作品

育てよう
自分に勝てる子
負けない子

　11月は子ども・若者育成支援県
民運動強調月間です。
　子ども・若者は社会の宝です。
未来を担う子ども・若者が健やか
に成長し、社会生活を円滑に営む
ことができるよう、家庭・学校・
企業・地域で温かく見守り支援し
ていきましょう。
　市青少年健全育成市民会議では
優しい社会を作るはじめの一歩と
して、おあしす（あいさつ）運動
を駅前や市内の小中高等学校通学
路、校門付近で実施しています。
　11月は市内 6駅で一斉にあいさ
つ運動を行います。皆さんの参加
を待っています。
日時・場所　11月15日㊎
　　 7：00〜善師野駅、富岡前駅
　　 7：30〜犬山駅、羽黒駅、
　　　　　� 楽田駅、犬山口駅
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

養護老人ホームから福祉活動センターへ
　市では養護老人ホーム事業を民営化したことで、これまで養護老人ホー
ムとして使用していた施設を11月 1 日から新たに福祉活動の拠点施設「犬
山市福祉活動センター」として開設します。子どもから高齢者まで誰で
も利用できます。
場所　犬山字勧行洞25
利用時間　 9：00〜21：00（利用申請がない場合12：00以降休館）
利用室　多目的室 1・ 2、会議室 1・ 2、活動室 1・ 2・ 3
休館日　㊍、毎年12月28日〜翌年 1月 3日
利用申請　利用する日の 3か月前（市外の人は 2か月前）の月の初日か

ら利用する日の前日までに施設へ申請

利用室 面積 9：00
〜12：00

12：00
〜15：00

15：00
〜18：00

18：00
〜21：00

多目的室 1 120.50㎡ 利用時間区分ごとに　850円
多目的室 2 92.39㎡ 利用時間区分ごとに　650円
会議室 1 24.65㎡

利用時間区分ごとに　300円会議室 2 22.26㎡
活動室 1・2・3 各15.15㎡

※利用時間を延長して利用するとき、延長 1時間ごとに利用時間区分の
1時間当たりの使用料を徴収します。
※営利、営業、商業宣伝目的で利用する場合は 3倍の使用料となります。
※使用料の徴収は公益社団法人犬山市シルバー人材センターへ委託しま
す。
問合　福祉活動センター（℡61-0193）、長寿社会課（℡44-0325）

市文化史料館の観覧料を改定
　南館の新設に伴い、令和 2年 4月 1日㊌から市文化史料館（本館・南
館共通）の観覧料を以下のとおり改定します。なお中学生以下の観覧料
はこれまでどおり無料です。
　令和 2年 4月 1日㊌に開館予定の南館を含め、展示・サービスの一層
の充実に努めますので、ご理解とご協
力をお願いします。
問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

質量計の定期検査
　質量計（はかり・分銅およびおもり）を取引や証明に使用する場合は、
2年に 1度の定期検査を受けることが計量法で義務づけられています。
　該当するはかり等がある場合は受検してください（受検を怠って取引ま
たは証明に使用すると計量法違反行為となり処罰されることがあります）。
※計量士（有資格者）による検査を、今回の定期検査日 1年以内に行い、
愛知県知事にその旨を届けたはかり等は、当該検査が免除されます。
日時　11月13日㊌〜15日㊎10：00〜12：00、13：00〜15：00
場所　南部公民館 1階展示室 1
費用　有料（はかり等の種類により異なる）
問合　産業課（℡44-0340）

現行 改定後
一般 100円 300円
団体

（30人以上） � 80円 240円

市民健康館休館
　市民健康館では「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
も原則として使用できません。
期間　11月11日㊊〜13日㊌
問合　市民健康館（℡63-3800）

労働保険加入手続き
　労働保険とは、労災保険と雇用
保険の総称です。正社員、パート、
アルバイトなどの雇用形態にかか
わらず、労働者を一人でも雇用し
たら労働保険に加入しなければな
りません（農林水産の事業の一部
を除く）。労働者を雇用したら、
速やかに労働保険に加入しましょ
う。
　加入の手続きについては、下記
へ相談してください。
問合　犬山公共職業安定所
　　　（℡61-2192）
　　　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

愛知県最低賃金改定
　愛知県の最低賃金は、10月 1 日
から時間額926円に改定されまし
た。
　愛知県内の事業場で働く常用、
臨時、パートなどすべての労働者
に適用されます。
　使用者は、適用される最低賃金
額以上の賃金を労働者に支払わな
ければなりません。
　日給制、月給制の労働者の場合
は、時間当たりの金額に換算して
最低賃金の時間額926円と比較し
ます。
問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

11月は児童虐待防止推進月間

Ⓡ
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●令和元年県の基準地価格（令和元年 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 3丁目56番 1 84,400

6 善師野字伏屋13番 29,800

7 字荒井76番 3 38,100

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 字味加田 1番 1外 58,000

林地 17 今井字宮下31番 1 840

●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㎡以上の土地を取引（売買や交換、地上
権・賃借権の設定など）する場合は、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。届出をしないで取引した場合
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）

●平成31年国の地価公示価格（平成31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 64,500

7 羽黒字小安101番7 59,100

8 前原字天道新田81番173 35,200

9 字中唐曽65番22 60,800

10 松本町3丁目29番外 105,000

11 前原字井島5番14 64,900

12 五郎丸字狭間82番7外 59,100

13 羽黒字堂ヶ洞14番43 44,900

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 47,600

18 字城山69番8 59,300

商業地

5-1 犬山字東古券195番2外 100,000

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

裁判員制度　まもなく名簿記載通知が発送されます
　令和 2年の裁判員候補者に登録された人を対象に、11月中旬頃、裁判所から名簿に登録されたことの通知（名
簿記載通知）が送られます（令和 2年 1月 1日時点で20歳以上の人に限られます）。
　この通知は来年 2月頃から再来年 2月頃までの間に裁判員に選ばれる可能性があることを事前に周知し、あら
かじめ心づもりをしていただくためのものです。
　なお、この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありません。実際に裁判員候補者
となった場合には、別途裁判所から通知があります。
問合　名古屋地方裁判所裁判員係（℡052-203-8916）

県の基準地価格を発表
　国土利用計画法に基づき、県では毎年地価調査を行い、基準地価格を公表しています。
　この基準地価格は、国の地価公示価格とともに、土地の取引をする時の参考になるものです。

健康プラン21
〜お酒と上手な
　付き合いを〜

　アルコールには、気持ちをリ
ラックスさせたり血液の流れを良
くしたりする効果がありますが、
過度な飲酒は肝機能障害をはじ
め、さまざまな健康障害を引き起
こす要因となります。
　習慣的に必要以上のアルコール
を摂取し続け、最終的に肝硬変を
発症すると、治すことが困難にな
ります。
　またお酒自体のカロリーだけで
なく、アルコールによる食欲増進
効果で食べ過ぎにつながり、内臓
脂肪型肥満（メタボリックシンド
ローム）などの生活習慣病のリス
クが高まります。
　次の 4つのことを守って上手に
お酒と付き合いましょう。

①適度な飲酒量を守る
　�（純アルコール量で20g・ビ�ー
　�ル中瓶約 1本分・日本酒約 1
合分）
②休肝日を設ける
③長時間飲み続けない
④少量ずつ飲む

●アルコール相談
　市民健康館では、毎月第 2㊏（11
月は除く）に尾北断酒会会員によ
るアルコール相談を無料で行って
います。
　11月は、秋桜健康福祉まつり内
で実施します。申し込みは不要で
す。気軽に来てください。
日時　11月 3 日㊗ 9：30〜13：30
　この機会にお酒の飲み方を見直
してみましょう。
問合　市民健康館（℡63-3800）

11月10日〜16日は
アルコール関連問題啓発週間

　アルコールの多量飲酒・未成年や妊婦などの不適切な飲酒は、がん等
臓器障害、アルコール依存症、さらには暴力・虐待、うつ・自殺などの
リスクを高める危険性もあります。
　本人のみならず、その家族や社会にも深刻な事態をもたらすお酒にま
つわるさまざまな問題を一人一人が理解し、アルコール健康障害の予防
とお酒の問題についてこの機会に考えてみませんか。
問合　NPO法人愛知県断酒連合会（℡052-824-1567）

選んで楽しく健康レストラン
食事バランスチェック

　あなたの日常の食事内容やバランスをチェック。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　11月10日㊐ 9：00〜12：00
　　　（受付 9：00〜11：30）
場所　市民健康館
　　　（秋の歯と口の健康センター内）
費用　無料
持物　健康手帳
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康なんでも相談
　無料、予約不要で、健康のことやからだの気になることなどを気軽に
相談できます。
日時　11月19日㊋13：30〜15：00　場所　市民健康館
相談員　城南クリニック�医師　保浦晃徳氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

第18回さくら市民公開講座
　薬剤師・口腔外科医師が意外と知らないカラダにまつわる疑問をわか
りやすくお話しします。
日時　11月16日㊏　第 1部　10：00〜12：00　第 2部　14：00〜15：00
場所　イオンモール扶桑店ウエストコート
　　　（扶桑町大字南山名高塚 5 - 1 ）
内容　健康ブース、講演など
費用　無料
申込　不要
問合　さくら市民公開講座事務局（さくら総合病院内℡0587-95-6711）



16 17広報犬山　R1.11.1号 広報犬山　R1.11.1号

健 康 相 談

高 齢 者

禁煙・健康相談
　禁煙したい人やその家族を保健
師が応援します。
　その他、健康に関する相談にも
応じます。
日時　11月22日㊎12：30〜13：30
場所　市役所 1階ロビー
内容　・呼気一酸化炭素測定
　　　　�（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）

　　　・�喫煙の害や禁煙外来につ
いて

　　　・血圧測定など
費用　無料
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康相談窓口の開設
　産業医等による健康相談を行い
ます。
　相談内容や指導内容については
秘密を厳守します。
日時　11月15日㊎14：00〜16：00
※受け付け・申し込みは15：30ま
で
※予約を優先します（当日の申し
込み可）。
場所　犬山商工会議所
対象　従業者数50人未満の事業者

やその事業場で働く人
相談員　いたつ内科クリニック　

板津義昭氏
費用　無料
申込・問合　尾北医師会（℡0587
　　　-95-7020）または犬山商工

会議所（℡62-5233）へ

骨密度チェック
　骨粗しょう症予防のため骨密度を測定してみませんか。
　節目の年を迎える女性は優先的に申し込みができますので、早めに申
し込んでください。

節目の年を迎える女性の測定 一般の測定

日時

12月18日㊌ 9：30〜11：30
�（申し込み順のため時間は指定できません）
※広報犬山 4月 1日号でお知らせした時間から30分早まっ
ています。

場所 市民健康館

対象

市内在住で本年度に40歳、45
歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳に達する女性（平成30年
12月以降に骨密度チェックを
した人を除く）

市内在住の20歳以上の人
（平成30年12月以降に骨
密度チェックをした人を
除く）

定員 50人

費用 300円

測定方法 超音波によるかかとの骨密度測定

持物 健康手帳

申込 11月20日㊌〜 11月27日㊌〜

節目の年を迎える女性の対象生年月日

40歳 昭和54年 4 月 1 日〜
昭和55年 3 月31日生 45歳 昭和49年 4 月 1 日〜

昭和50年 3 月31日生

50歳 昭和44年 4 月 1 日〜
昭和45年 3 月31日生 55歳 昭和39年 4 月 1 日〜

昭和40年 3 月31日生

60歳 昭和34年 4 月 1 日〜
昭和35年 3 月31日生 65歳 昭和29年 4 月 1 日〜

昭和30年 3 月31日生

70歳 昭和24年 4 月 1 日〜
昭和25年 3 月31日生

申込・問合　上記申込期間に市民健康館（℡63-3800）へ（電話可）

こころの悩み相談
　「最近眠れない日が続いている」、「何もやる気がしない」等、本人の悩
みやひきこもりなどに関する家族からの相談も可能です。
日時　11月28日㊍13：30〜15：30（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　くりきメンタルクリニック医師　栗木隆司氏
定員　先着 4人（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　11月25日㊊までに市民健康館（℡63-3800）へ

➡

【iOS】

【Android】
※てくてくの利用には、まずGoogle
Fitの設定が必要となります。

「てくてく」で
スタンプラリー

　ウォーキングアプリ「てくてく」
を使ってスタンプを集めましょう。
開催期間　11月 1 日㊎〜30日㊏
対象コース　木曽川犬山緑地コー

ス、さら・さくらコース
※どちらか 1コースのスタンプラ
リーを達成した人（市民）の中か
ら抽選で30人に景品をプレゼント
します（申し込み不要）。
※詳細はアプリ内の「お知らせ」
を見てください。
※抽選結果は12月上旬に発表しま
す。
※アプリは無料で利用できますが、
通信にかかる費用は利用者の負担
となります。

問合　市民健康館（℡63-3800）

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　11月13日㊌10：00〜12：00、13：00〜16：00
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〜39歳）
　　　子どもの就職に悩みがある保護者
定員　 5人　費用　無料
申込・問合　11月12日㊋までにいちのみや若者サポートステーション
　　　（℡0586-55-9286㊋〜㊏10：00〜17：00）へ

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、お困りの人の個別相談に応じ
ます。申し込みは不要です。
日時　11月20日㊌13：00〜15：00
場所　福祉会館 4階401会議室
問合　（一社）コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部事務局
　　　（℡052-908-3022）

社会保険労務士による無料相談会
　年金・労働保険・社会保険・人事労務の専門家である社会保険労務士
があなたの身近な問題の相談に無料で応えます。
日時　12月 1 日㊐10：00〜15：00
場所　イオンモール扶桑、アピタ江南西店、テラスウォーク一宮
　　　名鉄百貨店一宮店、アピタタウン稲沢
問合　愛知県社会保険労務士会尾張支部（℡0586-78-3883）

11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　11月申請は14枚交付（年間最大28枚交付）
持物　印鑑、顔写真（縦 4 cm× 3 cm） 1枚
問合　長寿社会課（℡44-0325）

GoogleFit てくてく
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高 齢 者 子 育 て

スポーツボイス教室
無料体験会開催・教室受講生募集

　音楽と運動を融合させた新しい健康づくりです。音楽に合わせて声を
出し、全身を動かしながら声帯ストレッチや腹式呼吸を行います。いつ
までも若々しく格好良い身体をつくりましょう。
●無料体験会を開催
日時　11月15日㊎13：30〜15：00（開場13：00）
場所　市民健康館交流ホール
講師　㈱東海第一興商　音楽健康指導士 2級　森下泉氏
対象　どなたでも参加可　定員　100人
持物　体を動かすことのできる服装、運動靴、水分補給用飲み物、タオル
申込・問合　長寿社会課（℡44-0325）へ
●スポーツボイス教室の受講生を募集

場所 羽黒老人福祉センター 東部老人憩いの家
申込締切 11月21日㊍ 11月28日㊍
抽選日 11月22日㊎ 11月29日㊎

10
回
コ
ー
ス

① 12月 5 日㊍ 12月13日㊎
② 12月12日㊍ 12月20日㊎
③ 12月19日㊍ 令和 2年 1月 8日㊌
④ 12月26日㊍ 1月17日㊎
⑤ 令和 2年 1月 9日㊍ 1月24日㊎
⑥ 1 月16日㊍ 1月31日㊎
⑦ 1 月23日㊍ 2月14日㊎
⑧ 1 月30日㊍ 2月21日㊎
⑨ 2 月 6 日㊍ 2月28日㊎
⑩ 2 月13日㊍ 3月13日㊎

※時間は、全て13：30〜15：00です。
対象　市内在住の65歳以上の人　　定員　各会場20人
※定員を超えた場合は抽選となります。
※申込者全員に抽選結果を発送します（抽選日に発送）。
費用　1,000円（10回分、休んだ場合でも返金はありません）
持物　体を動かすことのできる服装、水分補給用飲み物、タオル
申込・問合　上記の申込締切日までに長寿社会課（℡44-0325）へ

犬山北地区地域包括支援センター
運営事業者を募集

　市では、令和 2年度からの犬山北地区地域包括支援センターの運営事
業者（指定居宅介護支援事業所、社会福祉法人、医療機関）を公募型プ
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間　11月 8 日㊎〜12月 6 日㊎
　　　提案書提出期間　12月13日㊎〜令和 2年 1月 8日㊌
問合　長寿社会課（℡44-0325）

子育て家庭優待事業「はぐみんカード」で
子育てにあたたかい社会づくり

　市では、子育て家庭を地域全体で支援す
るとともに、地域の商業振興のために県と
協働で「子育て家庭優待事業」を実施して
います。はぐみんカードは、全国共通展開
ロゴマークのステッカーを貼った店舗や施
設で利用できます（店舗や施設によっては利用条件があります）。
配布場所　市役所 1階子ども未来課、市内各児童館・児童センター、子

育て支援センター（東児童センター内、市民健康館内、橋爪子ど
も未来園内）

※カードは、子ども 1人につき 1枚です。
※カード裏面に子どもの氏名、生年月日を記入して利用してください。
※カードの有効期限は、満18歳に達した最初の 3月31日までです。
※妊娠中の人には、保健センターで毎週㊋に母子健康手帳の交付と説明
をするときに、はぐみんカードを配布しています。
※詳しい事業内容や協賛店舗については、県ホームページ「あいちはぐ
みんネット」（http://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagu
min/）を見てください。右の二次元コードからも見るこ
とができます。
再交付・交換
　カードを破損または紛失した場合は、再交付します。保険証など子ど
もの生年月日のわかるもの（妊娠中の人は母子健康手帳）を持ってきて
ください。
　交換の場合は、使用していたはぐみんカードを持ってきてください。
●協賛店舗「はぐみん優待ショップ」を募集
　市では、子育て家庭優待事業の趣旨に賛同し、協賛いただける店舗や
施設を募集しています（協賛金はかかりません）。
問合　子ども未来課（℡44-0323）　

たんぽぽ相談
　子どもの発達が気になる、あるいは障害のある子どもの養育で不安の
ある保護者は、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　㊋㊎13：00〜16：00（㊗除く）
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　㊊〜㊎　 9：00〜

17：00　㊗除く）へ

高齢者が地域で
集える場を紹介します

　市では、住みなれた地域での気
軽に集える場を応援しています。
高齢者が集うことにより孤立防止
や介護予防、認知症予防にもつな
がります。
●つくし会
　高齢になっても外に出て楽しい
ひと時を過ごす場を創りたいとの
思いから、手芸好きの有志が集ま
り今年の 4月から始めました。
　毎月、第 2・第 4㊋13：00〜16：
00に羽黒老人福祉センターで手芸
をしたりおしゃべりをしたりして
楽しい時間を過ごしています。
　夏休みには、初めて近隣の住民
に声をかけ、16人の児童や保護者
と一緒に手芸に親しむ時間を持ち
ました。
　普段のつくし会は大人だけです
が、子どもたちと一緒にする物づ
くりの作業は活気に満ちていて、
一心不乱に作業に打ち込む子ども
たちの姿や発想の豊かさに感心し
ながら、ついつい大人も一生懸命
になります。普段とはまた違った
有意義で楽しい時間を過ごせまし
た。
　今後も世代を超えた交流の機会
が持てるように努めるとともに、
引き続き高齢者の外出機会の確保
や生き生きと活動できる場が提供
できるようにしていきます。

　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。
※掲載を希望する住民主体の活動
を随時募集しています。
問合　長寿社会課　（℡44-0325）

ひとり親家庭等手当
のお知らせ

●�児童扶養手当と犬山市遺児手当
の定期支払い
　児童扶養手当（ 8〜10月分）を
11月 8 日㊎に振り込みます。また
犬山市遺児手当（ 8〜11月分）を
11月29日㊎に振り込みます。
　受給者は、預貯金通帳で支払確
認をしてください（各手当とも支
払通知書は送付していません）。
確認できない場合は、連絡してく
ださい。
　次回の定期支払いは、児童扶養
手当は 1月、犬山市遺児手当は 3
月を予定しています。
※児童扶養手当と犬山市遺児手当
はひとり親家庭等への手当制度で
す。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

ふぁみりー教室
　子どもの月齢に合わせた取り分
け離乳食を一緒に作ってみません
か。
日時　12月 7 日㊏ 9：30〜12：30
　　　（受付 9：15〜）
場所　保健センター
内容　大人ごはんと取り分け離乳

食の調理実習
　　　子どもとふれあい遊び
対象　子どもが 1歳の誕生日を迎

える前までの家族
　　　（母子や父子での参加も可）
定員　10組
費用　大人 1人500円
持物　母子健康手帳、お茶、エプ

ロン、手拭きタオル、材料
費

申込・問合　11月 7 日㊍〜11月29
日㊎に保健センター（℡
61-1176）へ
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国際交流員による
ドイツの部屋

　ドイツの部屋は、ドイツの文化
や習慣を紹介するイベントです。
今回はドイツのクリスマスクッ
キーを皆さんと一緒に作ります。
●「小麦粉を使わないクッキー」
　小麦粉を使わずアーモンドの粉
を使ったお菓子“Mokkamakkro
nen”と“Mandelplätzchen”を作
ります。
日時　12月 1 日㊐14：00〜16：00
対象　中学生以上
●「クリスマスクッキー」
　小麦粉とバターと砂糖だけで
作った“Mürbeteig”クッキーを
作り、ツリーや星の形にして楽し
く飾りをつけます。
日時　12月 8 日㊐14：00〜16：00
対象　小学生以上
※小学 4年生までは親子で参加し
てください。小学 5年生からは 1
人でも参加できます。
【共通】
場所　南部公民館 2階調理室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
定員　各先着24人
費用　 1人300円
申込・問合　11月 1 日㊎〜15日㊎

に直接来館するか、ファッ
クスまたはEメールで件名
「ドイツの部屋」①参加す
るイベント名②参加者氏
名・ふりがな③参加者の年
齢④当日連絡が取れる電話
番号⑤同伴者との関係を犬
山国際交流協会事務局（℡
61-1000� 9：00〜17：00� ㊏
㊐㊗第 2・ 4㊊除く� Fax63-
0156�Eメ ー ルiia＠grace.
ocn.ne.jp）へ

ひよこちゃん
「ちょっと早めのクリスマスおはなし会」

　市立図書館で子どもと一緒に楽しいひとときを過ごすおはなし会を開
催します。
日時　12月 4 日㊌11：00〜11：45
場所　市立図書館 2階展示室
内容　パネルシアター、大型絵本や紙芝居の読み聞かせなど
語り手　・どんぐり文庫主宰
　　　　　古川よし子氏
　　　　・読み聞かせボランティア
　　　　　「星とたんぽぽ」
　　　　・図書館職員
対象　 4歳以下の子どもと保護者
定員　先着70組
費用　無料
申込・問合　11月 6 日㊌10：00から市立図書館（℡62-6300）へ（電話可）

図書館工作教室
くるくるまわるよ「しかけカード」を作ろう

日時　12月14日㊏13：30〜15：00
場所　市立図書館 2階展示室
講師　手づくり絵本同好会会員
対象　小学生以下
　　　（小学校低学年以下は
　　　保護者同伴）
定員　先着20人
費用　無料
持物　筆記用具、色鉛筆、色サインペン、のり、はさみ
申込・問合　11月 6 日㊌10：00から市立図書館（℡62-6300）へ（電話可）

仲良しわんスポ交流会
　健常者・障害者の区別なく、軽スポーツを楽しみませんか。
日時　12月 7 日㊏ 9：30〜11：30（受付 9：10〜）
場所　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
対象　市内在住の小学生
定員　60人程度
申込・問合　11月27日㊌までに所定様式（文化スポーツ課、市ホームペー

ジにあります）に必要事項を記入し、市スポーツ推進委員連絡協
議会事務局（文化スポーツ課内�℡44-0352）かNPO法人ぽんぽこ
ネットワークへ

※軽スポーツはチーム対抗（当日発表）で行います。
※当日の運営ボランティアも募集しています（若干名）。

　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　犬山西児童センター（℡62-3041）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 その他

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
㊗除く

市内児童館・
児童センター

スタンプ遊び
絵をかいて遊ぼう
など

各児童館・児童センター
で「秋を見つけよう」の遊
びを企画します。ぽんぽこ
だよりを見てください。

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と
父親
（家族も大歓迎）

11月16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

さくらっこ
　ひよこ

6か月〜 1歳未満の
子どもと保護者

11月 8 日㊎
10：30〜11：30

市民健康館

親子ふれあい遊び・季節の
歌・お話

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

11月22日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・季節の
歌・お話

にこにこタイム 0歳〜 3歳の多胎児と保護者
多胎児妊婦

11月 6 日㊌
10：30〜11：30 東児童センター

さんにぃれ

親子遊び・情報交換

わくわくっこ 2歳〜就園前の子どもと保護者 11月21日㊍
10：30〜11：30 英語で遊ぼう・絵本

※「 0・1・2歳児を持つ親の勉強部屋」第 3期は11月15日㊎・20日㊌・27日㊌、12月 5 日㊍・10日㊋です。

★ファミリー・サポート・センター　問合　東児童センターさんにぃれ内（℡48-1521）
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・
センター会員
子育てに関心のある人

11月 1 日㊎・
15日㊎・28日㊍
10：00〜11：30

東児童センター
さんにぃれ

乳幼児の生活・発達・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（㊐㊊㊗・健康館休館日除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00） さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）

毎日（㊋㊗除く） 9：00〜16：00※㊐は12：00まで
（来所による相談　10：00〜16：00）

犬山市子育て支援センター（℡66-5700）
（東児童センターさんにぃれ内）

毎日（㊏㊐㊗除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00）

橋爪子育て支援センター（℡61-7533）
（橋爪子ども未来園内）

家庭児童 毎日（㊐㊗除く） 9：00〜16：00 家庭児童相談室　（℡62-4300）
（福祉会館 4階）

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・援助などをおこないます。子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

11月 8 日㊎・12日㊋　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜　

子ども未来センター（℡61-1295）
（保健センター内）

すくすく❣
いぬまる

毎日 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く）※妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
専用電話　℡44-0359（保健センター内）
専用アドレスsukusukuinumaru＠city.inuyama.lg.jp（電話で対応しますので名前や電話番号を記載）

11月の子育て支援事業
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201₉「白帝フォト」
写真展

　写真愛好家の会員17人による作
品展です。自然風景、街中のスナッ
プ、海外、動物など独自の視点で
撮影した作品51点を展示します。
日時　11月 6 日㊌〜12日㊋
　　　�（初日12：00から、最終日

16：00まで　㊊休館）
場所　市立図書館
　　　 2階展示ギャラリー
問合　中道（℡62-4365）

第23回
おもしろそうだがや

　通り沿いに約100ブースが並び、
手作り作品の展示や実演・体験
コーナーもあります。余遊亭では
生演奏が行われ、食べ物の店が並
びます。
日時　11月10日㊐10：00〜16：00
　　　（雨天決行）
場所　魚屋町・余遊亭（余坂町）
※開催中は歩行者天国になります。
問合　おもしろそうだがや実行委

員会/ぎゃらりぃ木屋
　　　（℡・Fax61-0591　㊋㊌除く）

自分でできる
ツボ刺激体験

　ツボを使った鍼
はり

灸
きゅう

についての解
説・体験会です。
日時　11月10日㊐10：00〜11：00
　　　（受付 9：45〜）
場所　羽黒地区学習等供用施設
申込　不要
問合　犬山鍼灸マッサージ師会
　　　（℡62-6223）

MBS遊歩道写真展
日時　11月11日㊊〜17日㊐
　　　�9：00〜17：00（初日11：00

から、最終日16：00まで）
場所　旧磯部家住宅展示室
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

第13回オカリナ・
フロックスコンサート

日時　11月16日㊏13：30〜14：30
場所　市民健康館交流ホール
曲目　小さい秋見つけた、夢路よ

り、浜千鳥、追憶、白い恋
人たち、ムーン・リバー、
ある愛の歌、カントリー・
ロード�他

費用　無料
問合　オカリナ・フロックス事務

局�武澤（℡62-2421）

タスポニー大会
日時　11月17日㊐ 9：30〜12：30
　　　（受付 9：00〜）
場所　犬山中学校体育館
対象　小学 4年生以上で参加する

各種目に関心のある人
種目　タスポニー（一般男女各ダ

ブルス）、ソフトタスポニー
（一般男女各ダブルス、小
学生ダブルス）

※参加者が定員以下の場合は男女
混合ダブルスとします。
定員　先着50人
※組み合わせは大会事務局で決定
します。
費用　一般500円　小学生300円
申込・問合　11月10日㊐までに申

込用紙（文化スポーツ課、
市体育館、勤労青少年ホー
ム、楽田ふれあいセンター
で配布）をファックスで大
会事務局　小木曽（℡080-
3619-7403　Fax67-2702）へ

ラダーゲッター教室
日時　11月24日㊐ 9：30〜12：00
　　　（受付 9：00〜）
場所　東小学校体育館
対象　小学生以上でラダー（はし

ご）ゲッターに関心のある
人

定員　先着50人
費用　一般500円
　　　小中学生300円
申込　 2人 1組または個人単位で

11月17日㊐までに申込用紙
（文化スポーツ課、市体育
館、勤労青少年ホーム、楽
田ふれあいセンターで配
布）をファックスするかE
メールで氏名・年齢・性
別・住所・代表者電話番号
を小木曽（Fax67-2702　Eメ

　　　ールogi-ta＠mb.ccnw.ne.
　　　jp）へ
問合　市レクリエーション協会
　　　別府�（℡090-5619-3051）

映画「ピア」上映会
＆講演会

日時　11月30日㊏13：30〜
　　　（受付12：30〜）
場所　南部公民館講堂
対象　医療・介護に携わっている

人
　　　介護をしている人
　　　在宅医療に興味がある人
費用　1,000円（全席自由席）
申込・問合　電話、ファックスま

たはEメールで①名前②住
所③電話番号④ファックス
番号⑤メールアドレスを
「在宅医療・介護を支える
会」実行委員会事務局�結
ファミリークリニック（℡
68-3311�Fax68-3322�Eメール
3311yui＠gmail.com）へ

「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15日号は11月 6 日㊌、1月 1日号の締め切りは11月19日㊋



24 25広報犬山　R1.11.1号 広報犬山　R1.11.1号※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



26 27広報犬山　R1.11.1号 広報犬山　R1.11.1号

市消防団操法大会
　 9月29日、するすみふれあい広場で市消防団操法大会
が開かれ、市内 6消防分団の代表が日頃の訓練の成果を
競い合いました。操法とは車両後方に設置された防火水
槽から給水し、火災現場を想定した火点と呼ばれる的に
めがけてホースを延ばして放水し、撤収するまでの一連
の操作の正確性とタイムを競い合うものです。
　今大会では 7月の県消防操法大会に市代表として出場
し準優勝した第1分団がその実力を発揮し、優勝しました。

岐阜聖徳学園大学と連携協定調印
　 9月17日、市教育委員会は岐阜聖徳学園大学と連携協
定を締結しました。この協定は市教育委員会と同大学が
相互の機能を活用することで、学生の指導力育成や犬山
市の教育の発展に資することを趣旨として締結していま
す。連携内容には教育実習に関することや学校インター
ンシップに関することなどがあり、即戦力となる教師や
講師、岐阜県を含む近隣市町出身者をスクールサポート
スタッフとして獲得することなどを効果としています。

ダイヤモンド婚・金婚祝講演会
　 9月19日、犬山国際観光センターフロイデで「ダイヤ
モンド婚・金婚祝講演会」が開催されました。
　結婚して60周年となるダイヤモンド婚、50周年となる
金婚を祝う会で、今年は12組のダイヤモンド婚夫婦と57
組の金婚夫婦が出席しました。
　ダイヤモンド婚夫婦を代表し富塚さん夫婦、金婚夫婦
を代表して金尾さん夫婦が、山田市長から記念品を受け
取りました。記念品の贈呈後には芹澤保道禅師による
「魂

こん

魄
ぱく

」と題した講演会も行われました。

第44回犬山市民芸能祭
　 9月29日、市民文化会館で第44回犬山市民芸能祭が開
かれ、太鼓や箏曲の演奏や舞踊など22団体が出演しまし
た。昨年の市民芸能祭が台風24号の影響で中止となり本
年度に開催が持ち越されたもので、家族や知人らが見守
るなか出演者は日頃の練習の成果を発表しました。踊り
だけでも日本舞踊、民踊、フラダンス、モダンダンスと
さまざまなジャンルがあり、特に子どもたちが揃

そろ

いの衣
装で愛らしく踊る様子に、会場からは大きな拍手が送ら
れていました。
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■各種相談コーナー（無料）
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 11月22日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室

登 記 11月13日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階相談室②

不 動 産 取 引 11月19日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階相談室②

行 政 書 士 11月27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）

12月 5 日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※11月 7 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 11月 7 日㊍　13：00〜15：00
11月21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 11月 6 日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 11月11日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

くらし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）

11月 8 日㊎・12日㊋　※ 3歳児〜中学生
① 9：15〜 ②10：45〜 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 11月 1 日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階相談室

人 権 11月20日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青 少 年 の 悩 み 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
（㊏㊐㊗・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 相 談 11月15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 11月20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

11月28日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）
※11月18日㊊〜22日㊎（㊗除く）8：30〜17：15に
保険年金課で予約受付先着16人（電話受付のみ）

市役所会議室
※予約は保険年金課年金担当（℡44-0328）

ら見た場合に、市町村合併という手
段により、規模利益・規模効果が最
適となったかどうかは、検証が必要
です。
　一方、個別の施策や業務において、
広域連合、一部事務組合、協議会、
連携協約など、一定の広域連携も進
められてきました。人口減少社会に
突入し、市町村の枠を超えて、規模
利益・規模効果の最適化を図る努力
は、市町村合併の有無と関係なく、
今後の都市経営には不可欠です。

圏域マネジメントの視点
　市町村合併によらなくても、個々
の施策展開において、市町村の枠を
超えて、共同で取り組むことにより、
規模利益・規模効果が最適となるも
のが、まだまだあるはずです。そう
いう意味で、個々の施策を進める際
に、サービスの質を落とすことなく、
規模利益・規模効果が最適となるよ
う、検討過程においてそれを見極め
（圏域マネジメント）、効果が見込
めるものについて、近隣市町と連携
して共同化を進めたいと考えます。

具体例
　これまで取り組んできた圏域マネ
ジメントの事例として、例えば、市

が使用する情報機器端末について、
リース契約更新時に江南市と共同で
調達したことにより、年間約230万
円の経費削減を実現したり、都市計
画基本図の作成に係る航空写真の撮
影について、大口町・扶桑町と共同
で実施したことにより、約270万円
の経費削減が実現できたなどがあり
ます。

首長のリーダーシップ次第
　行政組織の中へ、広い圏域で施策
をマネジメントする視点を取り入
れ、実際に展開していくためには、
首長のリーダーシップが最も重要で
す。近隣市町の首長さんとも課題認
識を共有し、お互いのまちが良くな
るよう、リーダーシップを発揮しま
す。
　実務的には、すでに近隣市町と事
務レベルの研究会を立ち上げ、対象
業務の洗い出しを進めており、今後、
枠組みや課題を整理し、できるとこ
ろから着実に進めます。
　ただし、個別の施策展開での圏域
マネジメントは積極的に進めつつ、
現在国が進めようとしている圏域の
法制化については、地域性や枠組み
を考慮しながら、慎重な議論が必要
と考えます。

行政の体質と課題
　市町村の仕事は、どこの市町村で
も共通してやらなければならないも
のが多く、これまでは、それを単独
の市町村で個々に展開するという形
が、行政の固定観念として根強くあ
りました。そこには、市町村の枠を
超えて、規模利益・規模効果（スケー
ルメリット）を考える視点が薄く、
行政サービスや市役所内部の業務
が、必ずしも効率的に展開できてい
ないという課題がありました。

これまでの手段
　行政サービスや内部業務の規模利
益・規模効果について、市町村合併
という手段により、行政組織そのも
のを一体化させることで、効率化を
図ることが進められてきました。し
かしながら、サービスの質の側面か

圏域マネジメントの視点
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■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

■犬山市の人口と世帯（10月 1 日現在）
人口 73,923人 （－ 363人）
男 36,763人 （－ 199人）�
女 37,160人 （－ 164人）
世帯 31,276世帯 （＋ 232世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■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 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。

と��き 病・医院名 電　話

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

11月 4 日㊡ 城南クリニック� （犬山）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

61-0132
67-6868

11月10日㊐ 安藤クリニック� （城東）
こばやし耳鼻咽喉科� （犬山）

62-8881
61-3154

11月17日㊐ 吉田内科クリニック� （犬山）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

62-9222
62-7511

■休日歯科診療 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
11月 3 日㊗ 阿部歯科医院� （犬山） 62-7818
11月 4 日㊡ わだち歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-6777
11月10日㊐ 石井歯科室� （城東） 61-8002
11月17日㊐ 石原歯科医院� （羽黒） 67-0909
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　枝町のからくりは恵比寿さまが
鯛釣りに興じている様子を表現し
ています。
　その仕組みは他の車

や

山
ま

のからく
りと比べると単純で素朴なしかけ
の「糸からくり」によるものなの
で、糸の引き加減が演技の出来を

左右します。
　からくりの一番の見どころは、
鯛を釣り上げた時の恵比寿人形の
表情です。頭を振り、目と口を大
きく開けて喜びを表現していま
す。枝町のからくりを見る機会が
ありましたらぜひその場面を見逃
さないようにしてください。
　また長年の使用によって下

した

山
やま

の
赤幕は色褪

あ

せ、中
なか

山
やま

の中幕は金
きん

襴
らん

織物の変色や摩耗・破損が目立っ
てきたので、今年これらの幕を復
元新調しました。今年の祭りでは
赤幕の目にも鮮やかな朱色、中幕
の金色に輝く亀甲文様を見た人も
いると思います。
　現在では女の子が車山に上がっ
て小太鼓を叩

たた

く光景は普通に見ら
れますが、以前は「女人禁制」が
暗黙の掟

おきて

でした。
　しかし私たちの町内では小太鼓
で上がる男の子が少なくなり、苦
肉の策として女の子も上げること

にしました。おそらく犬山祭にお
いては初めてのことではなかった
かと思います。
　はじめの頃は他町内から非難の
声もありましたが、今ではどこの
町内も女の子を上げるようになっ
て、その可

か

愛
わい

さゆえに、ひと際観
客の目を引いています。
　わずか27世帯の小さな町内です
が、勇気を持って古いしきたりを
破ったこの町内の先輩たちを誇り
に思います。

湊
そう

大
た

ちゃん
平成30年 8 月生まれ

笑顔いっぱい！
すくすく元気に育ってね♪

希
き

虹
こ

ちゃん
平成30年 7 月生まれ

いつまでも笑顔を
忘れないでね

萩
しゅう

大
た

ちゃん
平成30年 9 月生まれ

にーちゃん大好き!!

咲
さ

空
ら

ちゃん
平成30年 9 月生まれ

元気いっぱいに
育ってね♡
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犬山祭
（一社）犬山祭保存会

遊漁神　枝町

枝町町会長

岡部勝成


