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人事行政の運営等の状況を公表

「国際交流員のカティーさんと作ったよ！」（11月12日 羽黒南子ども未来園）
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犬山市における人事行政の運営等の状況
　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」に基づき平成30年度の職員数・職員給与など人事行政運営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令和 2年 4月に市ホームページで
公表します。� 問合　総務課（℡44-0302）

（ 2）職員の初任給の状況（平成31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 187,200円 200,900円
高校卒 153,000円 162,900円

（ 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31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 40歳 3 月 316,800円 425,600円
技能労務職 47歳 8 月 278,000円 318,900円

●職員の給与の状況
（ 1）職員人件費の状況（平成30年度普通会計決算）千円単位を四捨五入しています。

住民基本台帳人口
（平成30年度末）

歳出額
（A） 実質収支 人件費

（B）
人件費比率

（B/A）
（参考）

平成29年度の人件費比率

74,007人 243億5,148万円 10億5,257万円 38億7,694万円 15.9％ 16.5％

（ 4）職員手当の状況（平成31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…3,500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 km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ときに支給
… 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30年度実績）� 6 月期� 12月期� 計
　　期末手当� 1.225（0.65）月分� 1.375（0.80）月分� 2.6（1.45）月分
　　勤勉手当�  0.9（0.425）月分� 0.95（0.475）月分� 1.85（0.9）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� 　　19.6695月分� 　28.0395月分� 39.7575月分� 47.709月分
　　定年� 24.586875月分� 33.27075月分� 　47.709月分� 47.709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

●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30年 4 月 1 日〜平成31年 4 月 1 日）
平成30年

4 月 1 日現在 退職者数 採用者数 平成31年
4 月 1 日現在

546人 26人 20人 540人

（ 2）部門別職員の状況と増減数� （各年 4月 1日）

部門
職員数

増減
平成30年 平成31年

一般行政部門 361人 356人 △ 5人
特別行政部門
（教育・消防） 138人 138人 0 人

公営企業等部門
（上下水道等） 47人 46人 △ 1人

計 546人 540人 △ 6人

●職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（ 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（消防署など）　週38時間45分で勤務を割振り
（ 2）年次有給休暇の取得状況　　平成30年度平均取得日数　7.3日（付与日数20日）
（ 3）育児休業および介護休暇の取得状況

区分
育児休業 介護休暇

平成30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30年度
取得職員対象職員 取得職員

男性職員 22人 1 人 0 人 0 人
女性職員 16人 16人 27人 0 人

（ 2）共済制度等の状況�

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 1,063万1,808円

市補助金
370万4,562円
（補助率：
　補助対象事業費の1/2）

●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30年度）
・受診職員数　　定期健康診断　178人、人間ドック　361人

●職員の研修の状況
平成30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） 17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 47人

尾張五市二町研修協議会 階層別研修（統括主査以下） 77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 11人

その他派遣研修 愛知県実務研修、姉妹都市派遣研修等 33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、DV対応研修、接遇研修、
債権管理研修

728人

（ 3）公務災害等の発生状況（平成30年度）
・公務災害認定件数　 4件

●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（平成30年度）

年度当初係属件数 年度中要求件数 年度中処理件数 年度末係属件数

0 件 0 件 0 件 0 件

※人事行政の運営等に関する詳しい内容は、市ホームページで見ることができます。

（ 2）不利益処分に関する審査請求の状況（平成30年度）
年度当初係属件数 年度中請求件数 年度中処理件数 年度末係属件数

0 件 0 件 0 件 0 件

●職員の分限および懲戒処分の状況
（ 1）分限処分（平成30年度）　　休職　 7件（心身の故障）、降任　 4件（自己申告）
（ 2）懲戒処分（平成30年度）　　該当なし
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催 し「イベント民泊」に協力しませんか

　 豊田合成
スコーピオンズ
ホームゲーム

いぬやまスポーツコミッション応
援事業
　バスケットボールのトップリー
グへの登竜門である全12クラブで
構成されるB 3リーグ。愛知県に
本拠地をもち、今シーズン首位争
いを展開する（第 9節終了時点）
「豊田合成スコーピオンズ」のホー
ムゲームを開催します。
日時　令和 2年 1月25日㊏・
　　　　　　　　　26日㊐
　　　試合開始13：00（開場 9：00）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
内容　2019-20シーズン第17節
　　　VS佐賀バルーナーズ
※試合前にミニバスケットボール
スポーツ少年団による前座試合、試
合終了後にゲームコートを使用し
たフリースロー体験、選手とのハイ
タッチ、サイン会を開催します。
費用　指定席2,500円、自由席大人
　　　1,500円・小中高生1,000円、
　　　未就学児無料
※いずれも当日券のみ。
※市内在住でチケットを購入した
人には、1枚につき試合が観戦でき
る市民無料観戦入場引換券（自由
席、㊏㊐両日）1人分を配布します
（各日チケット購入先着100枚分。
㊏にチケットを購入した場合は、翌
㊐の試合も 1人無料観戦できます）。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

▲豊田合成スコーピオンズ　東選手

さら・さくら
新春寄せ植え講座

　お正月に向け、部屋に飾る寄せ
植え（フキタンポポ、笹など）を
作ってみませんか。
日時　12月25日㊌ 9：30〜12：00
場所　市民健康館
定員　先着10人
費用　1,500円
持物　はさみ、ゴム手袋
申込・問合　12月20日㊎・23日㊊
　　　・24日㊋に市民健康館（℡

63-3800）へ

市消防出初式
日時　令和 2年 1月12日㊐
　　　 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）
内容　はしご乗り、一斉放水、鳴子

踊りチーム「笑」゙の演舞など
問合　消防総務課（℡65-3122）

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　令和 2年 1月13日㊗13：00〜16：30
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）
講師　小長谷研二選手（2016リオ五輪日本代表 4×100フリーリレー 8位）
　　　小西杏奈選手（2018アジア大会100m背泳ぎ 2位）
　　　野村陵太選手（2013東アジア大会日本代表100平泳ぎ 2位）
　　　宇野柊平選手（2017ユニバーシアード100m背泳ぎ出場）

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）
※見学のみを希望する人は施設使用料410円で見学できます。
申込　12月21日㊏ 9：00から、費用を添えて犬山国際観光センターフロイ

デ 2階フィットネス受付へ（申し込みは 1人 1回まで）。
※22日㊐以降の受付時間10：00〜20：00（㊐は10：00〜18：00）。ただし休館
日（23日㊊、28日㊏〜令和 2年 1月 3日㊎）は申し込みできません。
※犬山国際観光センターは改修工事中のため、建物西側の外階段を利用
してください。
※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）

小長谷研二選手 宇野柊平選手野村陵太選手小西杏奈選手

●イベント民泊とは何ですか？
　多くの人が集まるイベント開催時に、宿泊施設が不足する地域において、自治体があらかじめ自宅提供者を募
集し、要件を満たした人に自宅の提供を要請して行う宿泊のことをいいます。

●どうして犬山市で実施するのですか？
　名鉄犬山ホテルが 8月末に閉鎖・建て替えとなり、市内での宿泊者の受け入れが十分にできなくなる恐れがあ
ります。今回の「イベント民泊」は、国から示されたガイドラインに基づいて行います。犬山市における宿泊者
数の増加を図るだけでなく、特に宿泊形態の多様性や観光客と市民の皆さんとの交流の形を検討するため、試験
的に実施するものです。

●宿泊するのはどんな人ですか　そのイベントを観戦する人や参加者、観光客です。

●いつ宿泊を提供するのですか（対象となるイベント（予定））

宿泊提供期間 イベント名称 開催日

令和 2年 1月24日㊎〜27日㊊

B 3 リーグ　豊田合成スコーピオンズ

　　　　　　vs佐賀バルーナーズ

令和 2年 1月25日㊏・26日㊐

令和 2年 3月 6日㊎〜 8日㊐ 犬山八曽トレイルランニングレース 令和 2年 3月 7日㊏（予定）

令和 2年 4月 3日㊎〜 6日㊊ 第386回犬山祭 令和 2年 4月 4日㊏・ 5日㊐

※最終日はチェックアウトのみ。 1泊のみの提供もできます。

●提供する部屋に条件はありますか？
主な募集要件は以下のとおりです。
1　市内にある自宅等であること。マンション・アパートは対象外。
※応募者またはその親族が住んでいる住宅を想定していますが、
住宅の同一敷地内の離れも可能です（緊急時に対応できるなどの要件があります）。
2　宿泊に関するすべての対応を自身で行うことができる人であること。
3　自宅提供者が反社会的勢力に該当しないこと。
4　提供する部屋に住宅用火災警報器が設置してあること（提供する日の前日までに）。

●提供にあたり気をつけることは？
留意事項として主に次の項目があります。
1　宿泊者への食事の提供は不要です（できません）。
2　 1回のイベントで宿泊者の入れ替わりはできません。
3　宿泊のみの提供で、周遊観光や特別なおもてなしは不要です。
4　宿泊料金、受け入れ日数、受け入れ人数などは、自分で設定可能です。

●申し込み方法は？
申込書兼同意書に必要事項を記入し、市観光協会まで提出してください。
※申込書兼同意書は観光交流課、市観光協会にあります。
市ホームページからもダウンロードできます。

●もっと詳しく知りたいときは？
個別に相談に応じます。
問合　・制度に関すること
　　　　観光交流課（℡44-0342）
　　　・申し込みに関すること
　　　　�（一社）犬山市観光協会

シェアリングエコノミー
推進担当

　　　　（℡080-3454-1897）
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募 集

生 活

女性の再就職を
応援します！

●ママたちの井戸端会議in犬山市
　仕事と家庭の両立など、再就職
に向けての不安や悩みをファシリ
テーターとともに話し合い、課題
解決のヒントを得るためのワーク
ショップです。
日時　令和 2年 1月17日㊎
　　　10：00〜12：00
場所　東児童センターさんにぃれ
講師　キャリアコンサルタント
　　　窪田ゆり氏
定員　先着10人

●「ママ・ジョブ・あいち」
　無料出張相談
　ブランクが長くて不安、今の自
分にあった働き方を見つけたいな
ど、専門のカウンセラーに気軽に
相談できます。
日時　令和 2年 2月 6日㊍
　　　 9：30〜12：20
　　　（ 1人50分以内）
場所　市役所 3階301会議室
定員　先着 3人

【共通】
対象　出産・育児・介護などで離

職し、再就職を考えている
女性

※託児あり（無料、生後 6か月以
上児、要申し込み）
費用　無料
申込・問合　12月16日㊊から企画

広報課（℡44-0312）へ

※写真はイメージです

文化の薫り高いまちづくり事業補助金
令和 2 年度新規および令和元年度追加募集
対象事業　文学、音楽、美術、写真、演劇、生活文化（茶道、華道、書道）

等の文化芸術事業で、令和 2年度中に市内において開催される事業
※事業の内容によっては対象とならない場合があります。
対象団体　非営利の団体（実行委員会形式のものを含む）で、過去 3年間

に、毎年 1回以上文化芸術事業を企画し実行したことがある団体
募集数　上限 5事業
※令和元年度中に事業実施の追加募集も行います。募集数は 1事業です。
補助額　補助対象経費の 2分の 1以内の額（上限 5万円）
申込・問合　令和 2年 1月24日㊎17：15までに応募書類を市民文化会館

（℡67-2411　㊊休館㊗の場合は翌平日休館）または市役所 3階文
化スポーツ課（℡44-0353）へ（郵送可。当日の消印まで有効）

※応募書類をもとに選定審査会の審査により決定します。
※詳細は、市ホームページを見るか市民文化会館に問い合わせてください。

第 2 回
上級救命講習会

　特別な資格がなくても、誰でも
行えるのが応急手当です。万が一
の事態に備えて、適切な応急手当
を学び、身につけておきましょう。
日時　令和 2年 1月25日㊏
　　　 9：00〜17：30（昼休憩含む）
場所　消防署北出張所会議室
内容　成人・小児・乳児の心肺蘇

生法、手当ての要領、搬送
法などの実技と筆記試験

※詳細は、市ホームページ「上級
救命講習会を開催します」を見て
ください。
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　先着10人　　費用　無料
持物　筆記用具、昼食
※動きやすい服装・靴で参加して
ください。
申込・問合　12月25日㊌〜 1月22

日㊌に消防署北出張所（℡
61-0999� 9：00〜17：00）へ

※災害等の出動により職員不在の
場合は、留守番電話メッセージに
氏名・電話番号を残してくださ
い。折り返し連絡します。
※先着順で受け付けますが定員に
達した後に、キャンセル等で欠員

が出た場合は、繰り上がりで参加
できます。

介護に関する
入門的研修

　介護に興味・関心があり勉強し
たい人や介護事業所で活躍したい
人を対象に、基礎講座と入門講座
の演習を交えた分かりやすい研修
を実施します。
　受講した人は、あいち介護サ
ポーターバンクに登録し、サポー
ターとして介護事業所で活躍する
こともできます。
日時　基礎講座
　　　令和 2年 1月18日㊏
　　　13：30〜16：30
　　　入門講座
　　　�令和 2年 1月24日㊎・29日㊌
　　　 2月11日㊗ 9：30〜16：30
※各講座のみの受講も可能。
場所　ウインクあいち（名古屋市

中村区名駅 4丁目 4 -38）
対象　県内在住の高校生以上の人
費用　無料
申込・問合　あいち介護サポー

ターバンク運営事務局（℡
0800-200-4415� 9：00〜17：
45�㊏㊐㊗除く）

リフレッシュ講座
　介護ストレスを抱えがちな家庭
介護者が心身ともにリフレッシュ
するためのレクリエーションを体
験できます。家庭介護をしていな
い人も参加できます。動きやすい
服装で来てください。
日時　令和 2年 1月22日㊌
　　　10：00〜12：10
場所　市役所 2階205会議室
講師　音楽療法士 小森由美子氏
対象　市内在住・在勤の人
定員　40人　
費用　無料
持物　筆記用具、水分補給用飲み

物、タオル
申込・問合　12月16日㊊〜令和 2

年 1月17日㊎に長寿社会課
（℡44-0325）へ

図書館で課題解決
暮らしの法律セミナー

　生活の中にある課題を解決する
ために「暮らしの法律セミナー」
を開催します。「身近な悩み　相
続と遺言」をテーマに、事例や判
例をもとにわかりやすく解説しま
す。
日時　令和 2年 1月18日㊏
　　　14：00〜15：30
場所　市立図書館 2階展示室
講師　弁護士�中村弥生氏
対象　20歳以上
定員　先着20人　　費用　無料
申 込・ 問 合　12月17日㊋10：00か

ら市立図書館（℡62-6300）
　　　へ

　 第 2 期犬山市子ども・
子育て支援事業計画
パブリックコメント

　「第 2期犬山市子ども・子育て
支援事業計画」の策定に伴い、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。

家電 4 品目の
排出方法

　使用済みのテレビ（ブラウン管
式・液晶式・プラズマ式）、冷蔵
庫・冷凍庫（保冷庫・冷温庫）、
洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの
4品目については、郵便局でリサ
イクル料金を支払い直接指定引き
取り場所に持ち込むか、リサイク
ル料金と収集・運搬費用を支払っ
て小売店などに引き渡すことが家
電リサイクル法により定められて
います。
　市ではこれらの家電は収集しな
いので注意してください。詳細は
市ホームページかごみ収集カレン
ダーを見てください。
※家電 4品目引き取り協力店へは
搬入前に問い合わせてください。
問合　環境課（℡44-0344）

募集期間　12月16日㊊〜
　　　令和 2年 1月10日㊎
公表場所　市役所 1階子ども未来

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メールで子ども未来
課（Fax44-0365　Eメール03

　　　0300＠city.inuyama.lg.jp）
　　　へ
問合　子ども未来課（℡44-0324）

県営名古屋空港から
のお知らせ

　年末年始は、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。空港へは公共交通機関を利
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）

小型家電ごみの分別
　日頃排出されるごみの中には、
分別を行うことで資源として売却
やリサイクルできるものがありま
す。
　しかし分別しないで排出する
と、資源化できなくなるなど環境
に悪影響を及ぼす場合もあります。
　環境維持を図るためにも、ごみ
の分別にご協力ください。

●分別する理由
　日本全体でごみとして排出され
る携帯電話やデジタルカメラなど
の小型家電は、年間約65万tと推
定されています。その中には鉄や
銅といった資源が多く含まれ、金
額にすると約844億円にもなると
いわれています。また現在使用中
の製品も含めると、国内には金が

6,800t、銀が 6万tあるといわれて
います。

●小型家電ごみを回収しています
　家庭で不要となった使用済み小
型家電の資源化に協力をお願いし
ます（次の 9品目）。

携帯電話、デジタルカメラ、ビ
デオカメラ、ポータブルAVプ
レーヤー、ポータブル音楽プ
レーヤー、ポータブル小型ゲー
ム機、ポータブルラジオ、電子
手帳・電子辞書、ICレコーダー

回収場所　市役所、各出張所、わ
ん丸エコステーション（都
市美化センター）、犬山国
際観光センターフロイデ、
楽田ふれあいセンター

問合　環境課（℡44-0344）

市役所 1階の　
　回収ボックス

▲
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屋内・屋外
消火栓取扱競練会

　10月30日、「屋内・屋外消火栓
取扱競練会」がするすみふれあい
広場で行われ、市内の19事業所が
日頃の訓練の成果を披露しました。

屋内の部

優　勝 ㈱稲葉製作所犬山工場

準優勝 スリーボンドファイン
ケミカル㈱犬山工場

3 　位 カラヤン㈱

入　賞 アサダ㈱犬山工場

屋外の部

優　勝 ㈱稲葉製作所犬山工場

準優勝 東洋紡㈱犬山工場

3 　位 村田機械㈱犬山事業所

入　賞

エナジーサポート㈱、
敷島製パン㈱犬山工場、
大同メタル工業㈱犬山
事業所

おめでとうございます
令和元年度全国社会福祉大会
　全国社会福祉協議会会長表彰（民生委員・児童委員功労）森川小夜子
第₈₈回全国民生委員児童委員大会
　令和元年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰
　（優良民生委員児童委員協議会表彰）楽田地区民生委員児童委員協議会
　（民生委員・児童委員功労者表彰）森川小夜子
　（永年勤続民生委員・児童委員表彰）山本友子・亀井郊美
第₆₇回愛知県社会福祉大会
　愛知県知事感謝状　（民生委員・児童委員）森川小夜子
　愛知県社会福祉協議会会長感謝状
　（民生委員・児童委員）織田寛子・大澤美香

更生保護制度施行₇₀周年記念愛知県更生保護大会
　中部地方更生保護委員会委員長感謝状（更生保護女性会員）今枝芳子
　中部地方保護司連盟会長表彰
　（保護司）小林重夫・粥川邦彦・五島茂樹・深見公子
　名古屋保護観察所長表彰（保護司）武井隆明
　名古屋保護観察所長感謝状（更生保護女性会員）大岩佳子
　愛知県保護司会連合会長表彰（保護司）髙間信雄
　愛知県更生保護女性連盟会長表彰
　（更生保護女性会員）堀江千歳・市橋和加子

愛知県遺族連合会
　令和元年度愛知県遺族連合会会長表彰　奥村幸雄
第₅₉回愛知県身体障害者福祉大会
　愛知県知事表彰（更生援護功労者）林明子
問合　福祉課（℡44-0320）

キケン！道路にはみ出した枝やモノ
　私有地の生垣等の枝が道路にはみ出
したり、プランターや鉄板等が道路側
溝上に置いてあると、歩行者や車の通
行に支障が生じたり、交通標識等が見
えにくくなる場合があります。また塀
が道路側に傾くと、道路へ倒壊し事故
等の恐れがあり、大変危険です。
　このような場合、市は現場の状況を
確認し、樹木等の所有者に枝の剪

せん

定
てい

や
占用物（モノ）の撤去をお願いするこ
とがあります。皆さんも自宅の樹木や
塀などの周りを点検し、道路上にはみ
出さないよう手入れや修繕をお願いします。
　市では、道路交通の安全を確保するため、市道の維持管理に努めてい
ます。
問合　土木管理課（℡44-0334）

問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

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㊐20：00〜23：00
　　　12月30日㊊20：00〜23：00
問合　消防総務課（℡65-3122）

▲㈱稲葉製作所犬山工場の皆さん

問合　保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）

平成₃₀年度　国民健康保険（国保）特別会計の決算状況
●昨年度の国民健康保険特別会計の決算状況は以下のとおりです。
　歳入�73億3,565万円　　歳出�72億1,154万円�　�収支� 1 億2,411万円　※収支＝歳入－歳出
● 歳入から歳出を差し引いた「収支」から、前年度繰越金を除き、基金の繰入・積立を精算した金額が「単年度

収支」となります。
　単年度実質収支�△ 2 億3,806万円
　※単年度収支＝歳入－歳出－繰越金－基金繰入金＋基金積立金
　※繰越金　　…平成29年度の剰余金を平成30年度の歳入として繰り入れたもの（ 3億9,592万円）
　※基金繰入金…平成29年度以前に積立てた基金を平成30年度の歳入として繰り入れたもの（ 3億2,608万円）
　※基金積立金…平成30年度の余剰金を歳出として基金に積立てたもの（ 3億5,983万円）

国の制度改革に伴い平成₃₀年度は税率を改定
　�　市では、国の大規模な国民健康保険制度改革に合わせ、平成30年度に保険税率を改定（一人当たり約 6％の
増税）しました。
　�　しかし単年度収支は、平成29年度が約4,071万円の赤字であったのに対し、平成30年度は 2億3,806万円と赤
字が約 4倍に拡大したことになります。
　�　令和元年度は国の制度改革による影響を検証するために保険税率を改定しませんでしたが、平成29年度にお
知らせしたとおり、最終的には税率を平成29年度の負担から30％程度上げないと国民健康保険の運営が立ち行
かなくなることがはっきりしてきました。

今後、保険税はどうなるの
　平成30年度の決算、令和元年度の収支状況を検証しながら、令和 2年度以降の国民健康保険税の税率をどのよ
うにしていくのかについて、保険税負担が急激に上昇しないよう、引き続き国民健康保険運営協議会での議論を
重ねています。

平成30年度国保特別会計

歳出
72億

1,154万円

歳入
73億

3,565万円

19.0%

国民健康保険税　13億9,301万円

保険給付費
（医療費の支払い）
46億7,827万円
64.9%

事業納付金
20億54万円
27.7%

基金への積立金　3億5,983万円　5.0%
保健事業費　8,408万円　1.2%
その他の支出　8,882万円　1.2%

（総務費・国庫支出金等の返還金など）

前年度繰越金
3億9,592万円

基金からの繰入金
3億2,608万円35.5％

自主財源

64.5％
県等からの
財源

その他の収入
6,242万円
0.9%

一般会計からの繰入金
4億2,209万円

県支出金
47億3,399万円

0.1%　退職者制度の交付金（社会保険から）
214万円

5.8%
5.4%
4.4%

64.4%
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生 活
犬山西公民館は
令和 3 年 3 月31日に
閉館予定

　市では、将来に多額の費用が見
込まれる公共施設の更新問題に対
応していくため、公共施設の再配
置を進めています。
　犬山西公民館は築56年が経過
し、建物の老朽化からくる雨漏り
など施設全体の老朽化が著しく、
建物の改修に多額の費用が必要に
なること、また周辺に公共施設が
集中し、代わりに利用できる施設
が配置されていることなどの理由
から、令和 3年 3月31日をもって
閉館を予定しています。
　なお閉館に伴い、代わりの施設
の利用を希望する人は、文化ス
ポーツ課へ気軽に相談してくださ
い。
問合　文化スポーツ課
　　　�（℡44-0353）

キャッシュレスで
ポイント還元

　10月 1 日の消費税率引き上げに
合わせ「キャッシュレス・消費者
還元事業」（ポイント還元制度）
が始まりました。本制度の期間中
（令和 2年 6月末まで）、対象店
舗（上記ロゴが目印）でクレジッ
トカード、電子マネー等のキャッ
シュレス決済手段を使って買い物
をすると、最大 5％のポイント還
元が受けられます。
　主なキャッシュレス決済手段は、
・クレジットカード
・電子マネーやプリペイドカード
　�（マナカ・トイカなどの交通系
ICカードやナナコ・ユニコなど）
・デビットカード

・スマートフォン
　�（PayPayなどのバーコードや
QRコードを利用した決済サー
ビスなど）
などです。
　お店により使えるキャッシュレ
ス決済手段が異なります。
　ポイント還元が受けられるお店
やキャッシュレス決済サービスな
どの詳細はホームページ（https:
//cashless.go.jp/consumer/）
を見てください。
問合　キャッシュレス・消費者還

元事業事務局
　　　（℡0120-010-975）

●ポイント還元制度を利用した悪
質な問い合わせにご注意！
　キャッシュレス決済のサポート
会社やタブレット会社を装い、口
座番号を聞き出そうとする電話が
全国各地で報告されています。本
事業では、電話口で口座番号を聞
くようなことは一切しておりませ
んので注意してください。

こころの悩み相談
　ストレスへの対処法、ひきこも
りに関する相談等、本人または家
族が無料で相談できます。
日時　令和 2年 1月15日㊌
　　　13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　公認心理師（※）
　　　　池山英里子氏
※心理的な相談、助言等を行う国
家資格を持つ専門家
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
申込・問合　令和 2年 1月10日㊎

までに市民健康館（℡63-38
　　　00）へ

令和 2 年 1 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

15日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

ごとう薬局
薬剤師
後藤三吉氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

11日㊏
10：00〜15：00
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）

パソコンやスマホを使って確定申告ができます
●確定申告会場へ出かける必要がありません
　国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは画面の案
内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できます。作
成した確定申告書等はe-Tax（国税電子申告・納税システム）で
送信することができます。
　また印刷して郵送等により提出することもできます。
※e-Taxの利用にあたっては、国税庁ホームページの説明や注意
事項を確認してください。

作成から提出までの流れ
①�国税庁ホームページから「確定申告書
等作成コーナー」へアクセスします。

②�画面の案内に従い金額等を入力すれば
税額等が自動計算され、申告書等が作
成されます。

③税務署へ提出します。
　・e-Taxで送信
　・印刷して郵送等で提出

●e-Taxによる確定申告書等の送信方式
　確定申告書等作成コーナーで申告書を作成してe-Taxで申告書等を送信する場合、「マイナンバーカード方式」
と「ID・パスワード方式」があります。

マイナンバーカード方式
①事前にマイナンバーカードを取得します。
②�申告等データを作成し送信
　します（ICカードリーダラ
　イタが必要です）。

ID・パスワード方式
①�事前に税務署で職員との対面による本人確
認をし、ID・パスワード方式の利用ができ
るe-TaxのID・パスワードを受け取ります。

②申告等データを作成し送信します。

●スマホでの確定申告がさらに便利になります
　令和 2年 1月 6日から、スマホ専用画面を利用できる人の範囲が「 2か所以上の給与所得が
ある人」、「年金収入や副業等の雑所得がある人」にも広がります。
　また令和 2年 1月31日以降、マイナンバーカードと対応のスマートフォンを持っている人は
e-Taxで送信できます。

令和 2年 1月31日以降の対象端末の一覧（予定）はこちら▶

●e-Taxはこんなに便利です
1 　税務署に行かなくても自宅からネットで申告できます。
2 �　添付書類の提出または提示を省略することができます（法定申告期限から 5年間、税務署から書類の提出ま
たは提示を求められることがあります）。マイナンバーに関する本人確認書類についても、e-Taxで送信すれ
ば提示や写しの提出が不要です。
3　還付がスピーディーです。
　�　自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は 3週間程度で処理しています（書類不備や別送書類
の提出が遅れた場合には、上記期間内に還付できないことがあります）。
4　確定申告期間中は、㊏㊐㊗も24時間、提出（送信）できます（メンテナンス時間を除く）。

問合　小牧税務署（℡72-2111�自動音声の案内に従って操作してください）
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健 康

高 齢 者

子 育 て

健康体力チェック
　「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　令和 2年 1月20日㊊
　　　10：00〜11：30
場所　楽田ふれあいセンター
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　令和 2年 1月 7日㊋

から市民健康館（℡63-3800）
　　　へ

風しん抗体検査および予防接種を
受けましょう

　妊娠初期の妊婦さんが風しんに感染すると、難聴や心疾患、白内障、
発達障害などの先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれてくる可能性が
あります。
　風しんの感染拡大防止のため公的な接種の機会がなかった年代の男性
を対象に、風しんの抗体検査と予防接種を公費で実施しています。まず
抗体検査を受け、十分な抗体がなかった人は予防接種を受けましょう。
対象　市内在住で昭和47年 4 月 2 日〜昭和54年 4 月 1 日の間に生まれた

男性（ 5月にクーポン券発送済み、有効期限は令和 2年 3月31日）
※昭和37年 4 月 2 日〜昭和47年
4 月 1 日の間に生まれた男性は
次年度以降にクーポン券を発送
予定ですが、希望者は本年度で
も抗体検査および予防接種がで
きますので問い合わせてくださ
い。
※抗体検査・予防接種を受けら
れる医療機関等の詳細は、厚生
労働省ホームページ「風しんの
追加的対策について」を見てく
ださい。
問合　保健センター
　　　（℡61-1176）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「災害と誤
ご

嚥
えん

性肺炎」
　誤嚥とは、のどの筋肉や反射機
能が低下し、食べ物や唾液が食道
ではなく誤って気管に入ることで
す。口の中の細菌が気管を通って
肺の中に入り増殖し炎症を起こす
のが誤嚥性肺炎です。
　災害時には誤嚥性肺炎が増える
といわれています。災害時は水不
足があり、口の中のケアが満足に
できないため、口の中の細菌が増
えること、被災後のストレスや避
難生活など集団生活による睡眠が
不足すること、そして疲労からく
る抵抗力の低下、嚥

えん

下
げ

と言われる
飲み込む機能の低下など、誤嚥性
肺炎のリスクが高まることが原因

です。
　断水や限られた水の供給によ
り、避難所では口の中のケアは後
回しにされがちです。高齢者は人
前で入れ歯をはずすことが恥ずか
しく、何日も口の中に入れたまま
で、口の中の細菌が爆発的に増え
てしまうこともあります。
　高カロリーな菓子パンやおにぎ
りなど糖質中心の食事や歯みがき
が満足にできないことから、被災
地ではむし歯が増えたという報告
もあります。
　普段より口腔ケアに気を配り、
防災グッズの中に口の中のケア関
連グッズを入れておくことが大切
です。

1 人暮らしの高齢者
が安心して暮らせる
サービス

●高齢者食事サービス
　㊊〜㊎(㊗、年末年始除く)の昼
食を手渡しで配達します。
対象　65歳以上の 1人暮らしまた

は65歳以上の高齢者のみの
世帯で栄養改善と安否確認
の必要がある人

費用　 1食350円〜
※介護保険サービス等により安否
確認ができる日は利用できません。
※申し込みから配達まで一週間ほ
どかかります。
申込・問合　長寿社会課（℡44-

0325）へ

　令和 2年 4月 1日からの入園児童の第 2次募集、第 3次募集の受け付けおよび面接を行います。必ず子ども同
伴で保護者が申請してください。
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

児童年齢 受付日時・場所 面接日時・場所

第 2次募集
※ 4月 1日に求
職活動で入園希
望の場合を除く。

0〜 2歳児 1月 6日㊊〜17日㊎
9：00〜17：00（㊏㊐㊗除く）
市役所 1階子ども未来課

1月 6日㊊〜17日㊎ 9：00〜17：00（㊏㊐㊗除く）
市役所 1階子ども未来課

3〜 5歳児 1月20日㊊・23日㊍10：00〜、10：30〜
橋爪または五郎丸子ども未来園

第 3次募集
0〜 2歳児 2月 3日㊊〜14日㊎

9：00〜17：00（㊏㊐㊗除く）
市役所 1階子ども未来課

2月 3日㊊〜14日㊎ 9：00〜17：00（㊏㊐㊗除く）
市役所 1階子ども未来課

3〜 5歳児 2月18日㊋・19日㊌10：00〜、10：30〜
橋爪または五郎丸子ども未来園

※ 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歳児は、書類受付と児童面接の日が異なります。
※年度始め（ 4月 1日）の入園は第 3次募集が最終です。
※ 4月 2日以降の入園を希望する人は、問い合わせてください。
問合　子ども未来課（℡44-0324）

読み聞かせ
ボランティア
養成講座（全 3 回）

　赤ちゃん向け絵本などを使い、
読み聞かせの方法などを学びます。
日時　令和 2年 1月17日㊎、
　　　 2月14日㊎、 3月13日㊎
　　　各回14：00〜15：30
場所　市立図書館 2階展示室
講師　古川よし子氏
対象　読み聞かせをしてみたい人、
　　　読み聞かせボランティア団

体
定員　先着20人
費用　無料
持物　筆記用具
申込・問合　12月17日㊋10：00から

市立図書館（℡62-6300）へ
★古川よし子さんプロフィール
　家庭文庫「どんぐり文庫」主宰。
平成30年度子ども読書活動優秀実
践個人に対する文部科学大臣表彰
受賞。図書館ボランティア「星と
たんぽぽ」代表。市内の子ども未
来園、児童センター、小学校等に

おいてボランティアでブックトー
クや読み聞かせを行っている。
　　　

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。
ほかにも百人一首やすごろくなど
で遊べます。遊んだ後は、ぜんざ
いを食べてほっこりしてください。
日時　令和 2年 1月18日㊏
　　　13：30〜15：30（受付13：00〜）
場所　南部公民館 2階 和室
対象　市内在住の子どもと保護者
定員　先着100人
費用　無料
申込・問合　12月16日㊊〜令和 2

年 1月 7日㊋に子ども未来
課（℡44-0323）へ

桃太郎の節分祭
　「栗栖・継鹿尾を楽しくする会」
では今年も、子どもの守り神、桃
太郎神社で節分祭を開催します。
桃太郎になって豆まきしませんか。
日時　令和 2年 1月26日㊐
　　　（雨天決行）
　　　午前の部　10：00〜12：00
　　　午後の部　13：00〜15：00
場所　桃太郎神社（栗栖字大平）
内容　犬山版桃太郎伝説の話、豆

まき（陣羽織・はちまき付
き）、餅つき等

定員　各回先着50人
対象　 3歳〜小学 6年生
　　　（保護者同伴）
費用　子ども 1人2,000円
申込・問合　令和 2年 1月 6日㊊

〜25日㊏に直接か電話で桃
太郎神社（℡61-1586）へ

令和 2 年度の子ども未来園・保育園の入園受付
（第 2 次募集・第 3 次募集）
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子 育 て

時間外受付

市 税 等
納 期 限

水道緊急時

非行の芽　はやめにつもう　みな我が子
青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（冬期）
（12月20日㊎〜令和 2 年 1 月10日㊎）
　青少年が心身ともに明るく健やかに成長することは、子を持つすべて
の親の願いであり、県民の誰もが期待するところです。
　スマートフォンの普及、SNS社会が浸透し、インターネットの有害サ
イトにより青少年が犯罪に巻き込まれる事件が多く発生する等、青少年
を取り巻く近年の環境は大きく変化してきています。
　冬休みはイベントも多く、解放感から青少年が有害環境に接する機会
が多くなる時期です。家庭、学校、地域社会がそれぞれの果たすべき役
割を認識し、青少年を取り巻く有害環境を浄化し、青少年を犯罪から守
りましょう。
　12月20日㊎〜令和 2年 1月 6日㊊に青少年健全育成推進員および青少
年センター運営協議会委員により地域の見回りを行います。
問合　文化スポーツ課青少年センター（℡44-0353）

みんなでつくろう安心の街
戸締り、万全ですか。細心の注意があなたを守ります。
　年末年始はイベントが多く、買い物や初詣など、家を留守にすること
が多い時期です。住宅を対象とした侵入盗は強盗などの凶悪犯罪に発展
するおそれのある危険な犯罪です。快適な暮らしを続けていくために防
犯の基本を守りましょう。

●住宅侵入盗にあわないためには
・出かけるときや就寝するときはもちろん、在宅中も必ずカギをかける。
・カギは、屋外に隠しておかず、必ず持って出かける。
・ドアや窓は、補助錠を取り付ける。（ワンドア・ツーロック）
・窓ガラスに防犯フィルムを貼り付ける。
・防犯カメラ・センサーライト・警報機などの防犯器具を取り付ける。
・夜間は、門灯や玄関灯を点灯するなど家の周りを明るくする。
・侵入の足場になるものを放置しない。
・敷地の周囲は植栽等で死角をつくらないようにする。
・出かける時には近所にひと声かける。
・近所のあいさつ運動を積極的にして不審者を近づけさせない。
・多額の現金を家におかない。

問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

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）

警察署だより

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
12/17㊋、1 / 7 ㊋・21㊋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
12/22㊐、 1 /12㊐ 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
（12/22㊐はマイナンバーカード
の交付は行いません）
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
12/22㊐、 1 /12㊐ 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）

　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

　納付は、市指定金融機関、市役
所・出張所でお願いします。

納期限 12月25日㊌

下水道事業
受益者負担金 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　下水道課（℡44-0337）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

犬山高校生による
プロジェクション
マッピング

　市内中高生・大学生とつくり上
げた地域活性化イベントです。屋
外で開催するので防寒対策をして
来てください。
日時　12月21日㊏18：00〜18：45
　　　（雨天時22日㊐）
場所　お菓子の城（字新川 1 - 1 ）
費用　無料
問合　犬山高等学校 佐野
　　　（℡61-0236）

もちつき大会
　つきたてのお餅を一緒に食べた
り、杵

きね

と臼で「餅つき」を体験し
ませんか。
日時　①12月27日㊎14：00〜15：30
　　　②12月28日㊏14：00〜15：30
場所　①�特別養護老人ホームぬく

森・第二
　　　　（羽黒安戸南 1 -57）
　　　②�特別養護老人ホームぬく

森（前原橋爪山15-121）
費用　無料
問合　①℡68-3100�②℡65-1888

犬山こども
長唄クラブ演奏会

　発足 9年目、メンバーによる長
唄、三味線、小鼓、太鼓、篠笛、
能管の発表会です。
日時　令和 2年 1月13日㊗
　　　13：00〜（開場12：30〜）
場所　南部公民館　　費用　無料
問合　山田（℡090-1479-7531）

長唄「四季の犬山」
復元事業

〜蘇
よみがえ

る、長唄「四季の犬山」〜
　昭和のはじめまで、大本町あた
りには多くの芸

げい

妓
ぎ

寮が立ち並び、
長唄や常磐津節、日本舞踊に精通
した芸者衆らによって名古屋の奥
座敷として知られていました。
　ご当地ソングとして演奏されて
いた長唄「四季の犬山」が、残さ
れた一本のテープから蘇ります。
日時　令和 2年 1月13日㊗
　　　15：00〜（開場14：30〜）
場所　南部公民館
内容　一部　�長唄の魅力、楽しみ

方の紹介
　　　�二部　長唄「四季の犬山」
　　　　　　演奏
※演奏者　東音山田卓、杵屋三澄
那、福原寛、堅田喜代音ほか
定員　300人
費用　無料
問合　犬山伝統音楽研究会　山田

（℡090-1479-7531）

「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。 2月15日号の締め切りは12月26日㊍、3月 1日号は 1月20日㊊
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●シニア・レディースゴルフ教室
　 9月 2日〜 5日の 4日間、青地大
輔ティーチングプロ、犬山ゴルフ協
会役員による「シニア・レディース
ゴルフ教室」を犬山カンツリー倶楽
部で開催しました。グリップの握り
方から各参加者のレベルに合わせ、
丁寧な指導で和やかな雰囲気のもと
行われました。

●子ども柔道体験教室
　10月19日・26日の 2回、
市武道館で「子ども柔道
体験教室」を開催しまし
た。子どもたちの笑い声
と畳の響く音が混じる和
やかな雰囲気の中、広い
畳の上で体を動かし柔道
の動きを体験しました。

市民スポーツスクールを開催

パート職員募集

第34回小・中学生
バドミントン大会

日時　令和 2年 2月 2日㊐
　　　 9：00〜15：00
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　市内在住の小・中学生
費用　 1人200円
内容　�学年別リーグ戦又はトーナメ

ント戦
申込　�令和 2年 1月19日㊐までに参

加者の氏名・住所・年齢（学
年）・電話番号・保護者名を
市体育協会事務局へ（℡・Fax
可）

第₅1回愛知県スポーツ少
年大会 西尾張支部大会

8 月 4 日〜25日　西尾張各地区
サッカー
　　犬山北ロケット� 2 回戦敗退
　　犬山東FC� 3 位　　　
ソフトボール
　　城東スポーツ少年団� 3 位
ミニバスケットボール
　　犬山ミ二バス（女子）� 優勝
軟式野球
　　羽黒ファイターズ�Bブロック 3位
バレーボール
　　こくまろkid's� 1 回戦敗退

市民スキー大会・
ポールレッスン

日時　令和 2年 1月26日㊐ 8：00〜
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（60歳以上・50歳以上・

40歳以上・40歳未満）、女子、
ジュニア男子・女子、スノー
ボード男子・女子

費用　�1 人1,000円（ジュニアは無
料）当日徴収

その他 　ポールレッスンを令和 2年
1月19日㊐にひだ舟山スノー
リゾートアルコピアで開催。
参加料として実費徴収。

申込　�令和 2年 1月16日㊍正午まで
に市体育協会事務局へ（℡・
Fax可）

催 し

募 集

結　 果1

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

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

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 山の田公園・
勤労青少年ホーム 羽黒中央公園

勤務時間

昼の部 8：30〜17：15 8：30〜17：15 8：30〜17：15 8：15〜17：00 8：00〜12：00
夜の部 17：00〜21：30 － 17：00〜21：00 17：00〜21：30 －

その他 － 5月〜 8月
8：30〜19：15

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10日程度
募集人数 10人 4 人
賃金時給 926円
交 通 費 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 令和 2年 4月 1日〜令和 3年 3月31日
申込期間 12月15日㊐〜令和 2年 1月20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 雇い止め規定あり（70歳）  更新は 1年ごと契約 申込時に勤務条件の説明をします
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・AIならワンタッチで人物の背景を
削除！
・おしゃれな桜のパッチワーク風
タペストリーを作ろう

※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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東小学校で総合防災訓練
　10月27日、令和元年度総合防災訓練が東小学校で行わ
れました。今回の防災訓練は、同小学校区域を対象に行
われ、地区のコミュニティ推進協議会役員や避難者とし
ての地域住民ら450人を含む総勢600人が参加しました。
今回の、避難者自らが避難所運営に携わる実践的な訓練
では、参加者らに役割が書かれた「アクションカード」
が配られ、カードに従って生活スペース用の間仕切りを
用意したり、マンホールトイレを設置したりするなど、
避難所運営に必要なものや避難所環境について学びまし
た。

上木子ども未来園園児がサツマイモ掘り
　11月 1 日、上木子ども未来園の園児ら70人がサツマイ
モ掘りを体験しました。サツマイモは園近くの畑で育て
られており、「おイモの周りの土を掘ってね」とイモを
育てた地域の人から説明を聞いてさっそく畑へ。説明ど
おり周りの土を掘ってからサツマイモに手を伸ばす園児
もいれば、力任せに引き抜こうとしイモが折れてしまっ
た園児もいて、思い思いにサツマイモ掘りを楽しんでい
ました。

「からくり町巡り」
　晴天に恵まれた10月26日と27日、犬山城下町で「から
くり町巡り」が開催されました。
　車

や

山
ま

蔵の前に車山を曳
ひ

き出し、 4月に開催される犬山
祭さながらに上演されるからくりに、多くの外国人観光
客が盛んにシャッターを切っていました。文化史料館か
らくり展示館では、犬山中学校アートコミュニケーショ
ンクラブが「猩

しょう

々
じょう

」を、犬山高校からくり文化部が「紅
葉狩」を実際のからくり人形で上演すると、観客からは
大きな拍手が送られました。

中学生が市広報の職業体験
　10月31日と11月 1 日、城東中学校 2年生 4人が職業体
験として、市役所の広報担当を訪問しました。
　 4人は市職員と一緒に市民展や教育長を訪れた旧楽田
商工発展会の取材を実際に体験。
　 1日目の市民へのインタビューでは緊張で言葉が出ま
せんでしたが、 2日目の取材ではだいぶ慣れた様子で質
問しメモを取っていました。
（中学生の書いた記事は、市ホームページ「フォトニュー
ス」で見ることができます。）
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■市立図書館公式
　フェイスブックページ

カティーの

独言
ひ と り ご と

16図書館
だより

開館時間　10：00〜18：00
　　　　　（㊊、12/28㊏〜1/3㊎休館）
問合　市立図書館（℡62-6300）

一般書
『妻の終活』� 坂井希久子
『プルースト効果の実験と結果』
� 佐々木愛
『スナック墓場』� 嶋津輝
『写楽とお喜瀬』� 吉川永青
『たそがれダンサーズ』� 桂望実
『ヤットコスットコ女旅』� 室井滋
『誰も老人を経験していない』
� 井口昭久
『サムシングナイス』� 金子みすゞ
『仕事に効く！ポジティブため息』
� 倉橋竜哉
『マネへの招待』� 朝日新聞出版編
『シリーズ人体　遺伝子』

NHKスペシャル「人体」取材班

児童書
【小学校低学年】
『モンスター・ホテルでオリンピック』
『おじいちゃんの小さかったとき』
『おばあちゃんの小さかったとき』
【小学校中・高学年】
『博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう』
『地球が危ない！プラスチックごみ　1』
『オオカミが来た朝』
『くらす、はたらく、経済のはなし　1』
『新幹線大百科』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『かぜがふくふく』
『ハロウィーンくまちゃん』
『たたたんたたたん』

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

某
川上弘美著

名前も記憶もお金も持たな
い某

ぼう

は、丹羽ハルカ（16歳）
に擬態することに決めた。
変遷し続ける＜誰でもない
者＞はついに仲間に出会う
―。愛と未来をめぐる長編。
『小説幻冬』連載に加筆・
修正。

どんと来い！三途の川
折原由美子脚本・絵

昔、仲の良い爺
じい

さまと婆
ばあ

さ
まが、どちらが先にあの世
に行っても、残された方は
後添えをもらわないと誓い
合う。まもなく爺さまが
ポックリ逝って、婆さまは
悲しんでいたのだけれども
…。思わず笑いが起こる、
高齢者向け紙芝居。

宇宙の終わりってどう
なるの？
佐藤勝彦監修

地球や月が生まれたときの
様子から、地球生命の歴史、
太陽系の素顔、天の川銀河
の秘密、ビッグバンから数
千億年先の宇宙の未来ま
で、最新の研究に基づいて
わかりやすく解説する。図
や写真も多数収録。

　市立図書館はレオナルド・ダ・ヴィンチ『パリ手
稿』（ファクシミリ版、岩波書店）を所蔵しています。
この本は、全世界で998セットの限定版として発売さ
れ、そのうち日本語版は115セットが限定刊行された
貴重な本です。
　その『パリ手稿』が現在、名古屋経済大学図書館
×犬山市立図書館連携事業「レオナルド・ダ・ヴィ
ンチ展　－没後500年」開催により、特別に館内で展
示しており、間近に目にすることができます。
　また開催期間中、名古屋経済大学図書館では同じ
くレオナルド・ダ・ヴィンチによる『解剖手稿』（岩
波書店、日本語版350部限定）が展示されています。
　その他にもダ・ヴィンチクイズなどレオナルド・
ダ・ヴィンチについて楽しく触れられるイベントも
開催していますので、残り少ない期間にはなります
が、展示と併せてお楽しみください。

「レオナルド・ダ・ヴィンチ展　－没後₅00年」
期間　12月20日㊎まで（現在開催中）
場所　市立図書館と名古屋経済大学図書館

市立図書館にレオナルド・ダ・ヴィンチの手稿があるのを知っていますか？図書館まめ知識

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

8 日㊌ 「星とたんぽぽ」ひよこちゃんおはなし会 11：00〜

11日㊏・25日㊏　「ももたろう」おはなし会 11：00〜

17日㊎ 読み聞かせボランティア養成講座 14：00〜

18日㊏ 「おはなしぼっくす」
ストーリー・テリング 11：00〜

18日㊏ 暮らしの法律セミナー 14：00〜

19日㊐ DVD上映会「アルプスの少女ハイジ」 14：00〜

■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

※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。

■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

12月15日㊐ 岡部医院� （犬山）
マザークリニックハピネス�（城東）

62-7121
63-4103

12月22日㊐ 樹クリニック� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

62-3101
61-0200

12月29日㊐ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
さとう病院� （羽黒）

61-0083
67-7660

12月31日㊋ いたつ内科クリニック� （楽田）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

67-6333
67-6868

1 月 1 日㊗ 宮田医院� （羽黒）
こばやし耳鼻咽喉科� （犬山）

67-5566
61-3154

1 月 2 日㊍ ハートクリニックさわだ�（犬山）
竹内皮膚科クリッニク� （犬山）

62-5556
62-7511

1 月 3 日㊎ すみれ内科クリニック� （楽田）
たくや整形外科� （楽田）

68-0025
69-1800

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

12月15日㊐ 河田キャスタ歯科� （犬山） 0120-13-1547
12月22日㊐ キトウ歯科医院� （城東） 62-2580
12月29日㊐ はまじま歯科医院� （扶桑） 0587-93-8448

12月30日㊊
桜歯科クリニック� （犬山） 67-6600
わだち歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-6777

12月31日㊋ 四季の丘デンタルクリニック�（犬山） 65-1118
1 月 1 日㊗ あさの歯科医院� （扶桑） 0587-92-3718
1 月 2 日㊍ 吉田歯科医院� （犬山） 61-0122
1 月 3 日㊎ 青木歯科医院� （扶桑） 0587-93-3388

診療時間／ 9：30〜11：30
　　　　　（12/30〜 1 / 3 は 9：00〜12：00）

　2019年も最後の月となりました。今
年もたくさん面白いことがあり、たく
さん新しい知り合いもでき、非常に楽
しい一年間でした。今月の記事では、
ドイツ国内でも有名なエルツ山脈で作
られたクリスマス飾りを二つ紹介しま
す。
　みなさんはこの最初の飾りを知って
いますか。これは、「煙出し人形」です。
ドイツの多くの
家庭はこの飾り
を持っていて、
クリスマスの時
期に家の中に飾
ります。煙出し
人形は木で作ら
れ、形はサンタ
クロースや木こ
り、地域に昔か

らあった職業の形が多く、パイプを
持っていることも多いです。
　この飾りはドイツの東、チェコの国
境近くにあるエルツ山脈で昔から作ら
れており、現在はドイツ国内に多数あ
る、エルツ山脈の職人の店やクリスマ
スマーケットで売られています。スー
パーや雑貨屋で買える煙出し人形はと
ても安いのですが、実際にエルツ山脈
の職人によって作られたものではあり
ません。
　なぜ「煙出し人形」の名前が付いて
いるのでしょうか。実はこの人形、上
半身と下半身を分けることができ、下
半身に円錐

すい

型の線香を入れます。線香
に火をつけて、人形の上と下の部分を
また合わせると、穴が開いている口か
ら線香の煙が出てきます。人形はパイ
プを持っている場合は、パイプを吸っ
ているように見えます。作り手の技術
が上達し、近代になってからは、手で
持っている鍋やコーヒーポットから煙
が出るしくみになっており、その人形
が熱いものを持っているように見えま
す。煙出し人形はドイツ人に大人気で、
とてもかわいい人形がいっぱいあるの
で、観光客にもお土産として人気があ
ります。伝統的な形には人形が多いで
すが、最近は物（電車、ハートなど）

や植物（キノコなど）、動物（ゾウ、
ウサギなど）の形の煙出し人形も作ら
れています。
　二つ目に紹介したい飾りは、「クリ
スマスピラミッド」です。この飾りも
木で作られ、一段だけのものや数段の
ピラミッドのような形をしているもの
もあります。それぞれの段にはキリス
ト教かエルツ山脈の職業、または景色
と関係する小さな木材人形が付き、一
番上は風車のような羽根が付いていま
す。ピラミッドの足の部分についてい
る金属にろうそくを立て、その熱で上
の羽根がメリーゴーランドのように動
きます（暖かい空気が上昇し、ピラミッ
ドの上にある羽を動かし、中の人形も
自動的に動き始めます）。実家にもこ
ういうピラミッドが昔からあり、子ど
ものころから、クッキーを食べながら、
人形が動く
ことを見る
のが好きで
した。
　みなさん
はクリスマ
スにどのよ
うな飾りを
飾りますか。

▲牧者型の煙出し人形 ▲クリスマスピラミッド

　　エルツ山脈の
クリスマス飾り　　
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付近のアフリカに広く分布し、樹上
生活をしながら植物の葉や果実を食
べてくらしています。見た目はとて
も独特で、体の大部分は黒いのです
が、顔の輪郭と背中のマントのよう
な長い毛の先、そして太い筆のよう
なしっぽの途中から先が白くなって
います。いっぽう赤ちゃんは全身
真っ白でうまれてきます。群れにい
る数頭のメスが交代で抱いて育てる
ため、群れのなかで赤ちゃんが目立
つように真っ白でうまれてくるとも
いわれています。モンキーセンター
でも昨年11月に真っ白な赤ちゃんが
うまれました。名前は「イイチコ」
です。生後 3〜 4か月でおとなと同
じ色になるので、今では立派にシロ
クロになりましたが、まだまだ元気
に飛び回るかわいらしい姿をご覧い
ただけます。
　来年度はこのアビシニアコロブス
を含むアフリカのサルを中心とし
た、新施設の建設を予定しています。
アビシニアコロブスの特徴のひとつ

である木から木への大ジャンプが、
小さなイイチコだけでなく、おとな
でもみられるような楽しい施設にな
る予定です。完成の際にはぜひ足を
お運びください。また老朽化が進む
施設はアフリカ館だけではありませ
ん。今すぐにでもすべての動物たち
の施設を新しくしたい。それぞれの
担当飼育員がアツい想

おも

いを込めてク
ラウドファンディングを立ち上げて
います。12月31日が期限となってい
ますので、こちらもどうぞよろしく
お願いいたします。

　モンキーセンターにはシロクロの
サルが何種かいます。今回はその中
の一種、アビシニアコロブスを紹介
します。アビシニアコロブスは赤道

12犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　現在、市では給食に関して、さま
ざまな角度から見直しをすすめてい
ます。その一環として、小中学生の
保護者に学校給食に関するアンケー
トを実施したところ4,069の家庭の
うち、3,508の家庭より回答をいた
だきました。
　その結果「子どもの成長に必要な
量や栄養価を満たした給食」や「校
内にある給食室（単独調理場）で、
作りたての給食を提供」などについ
て、大切であると考える保護者が多
いことがわかりました。

給食に関するアンケート

（次のことは）学校給食でどれくらい大切だと思われますか。
（回答率 86.2%）

42.4 48.2
7.3

22.0 48.6 25.9

83.3 13.1
1.1

48.0 44.2
6.3

45.1 46.1
6.8

59.7 32.6
5.3

3.5

2.1

2.5

2.0

1.5

2.4

0.0 100.0
（%）

90.080.070.060.050.040.030.020.010.0

特に大切 まあまあ大切 あまり大切ではない 全く大切ではない

①国産や地場産（愛知
県・犬山市産）が中心
の安心安全な食材の
使用

②食材は安さが最優先
（外国産の割合が増え
てもよい）

③子どもの成長に必要な
量や栄養価を満たし
た給食

④何でも食べられること
を願う、さまざまな食
材や味つけの給食

⑤季節の行事食・リクエ
スト給食・セレクト給食
等お楽しみ給食の実
施

⑥校内にある給食室（単
独調理場）で、作りたて
の給食を提供

「角刈りマントの
  アビシニアコロブス」

（公財）日本モンキーセンター
事務部　根本真菜美


