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おめでとうございます
生き生きと過ごしていらっしゃる高齢者の皆さんを紹介します。

Qどんな症状があるのですか？
A周辺症状と中核症状があります。
　 周辺症状とは性格、環境などに
より精神症状や行動に支障が起
きる症状です。

　 中核症状とは脳の細胞が壊れて
直接起こる症状です。

Q どんなときに認知症を疑うので
すか？
A�よく聞く認知症の初期症状の例
として
���「最近同じことを何度も聞く」
���「大事な約束を忘れている」
���「いらいらして怒りっぽくなる」
���「�通帳など大事なものを何度も
なくしてしまう」

などがあります。

　現在、認知症になる人は高齢者の約 7人に 1人といわれており、 5年後には約 5人に 1人と推計
されています。認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境
でその人らしく暮らしていくことができるよう、市ではさまざまな認知症施策を推進しています。
　認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を、地域全体で支えていきましょう。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

■まずは認知症を知りましょう
Q「認知症」とはどんな病気ですか？
A�「認知症」とは、いろいろな原因で正常に働いていた脳の機能が低下したために、記憶・判断力の
障害などが起こり、社会生活や対人関係に支障が出ている状態（およそ 6か月以上継続）をいいま
す。

Q どのように認知症は進行する
のですか？
A�認知症の経過は個人差が大き
く、人によってそれぞれ症状
が異なるので、その人に合わ
せた対応が必要になります。

特集 地 域 で 支 え る 認 知 症
〜認知症になっても安心して暮らせるまちづくり〜

認
知
機
能
の
程
度

時間の経過

認知症

予防対策で
落ちかけた認知機能
を維持・回復できる。

中度を超えると
周辺症状が
現れる人も。

ゆっくりと進行し、
明確な境界はない。

治療や対策をしないと
さらに悪化する。

高度

中度

軽度

正常

軽度認知障害｛
この段階で

早期発見することが
大切です

中核症状

周辺症状

記憶障害

時間や場所が
わからない判断力低下

話している言葉が
理解できない

怒りっぽく
なる

妄想

意欲が
なくなる

1人で
歩き回る

暴力行為

うつ状態 不安・幻覚

興奮

「₈020」達成者　100人
※本年度の表彰者（過去に表彰を受けた人を除く）です。

菅沼高志さん
（80歳）

奥田さんご夫婦（ダイヤモンド婚祝）

ダイヤモンド婚祝　₃₅組　　金婚祝　12₃組
※ダイヤモンド婚・金婚祝ともに本年度の申し込み組数です。

　毎日、朝と夕の畑仕事が日課の菅沼さん。
　「道楽」とおっしゃる畑の面積は 2反（約1,980
㎡）ほどあり、収穫した野菜はお知り合いに送
り、喜ばれるそうです。
　菅沼さんは自身の歯を29本お持ちで、そのう
ち治療していない歯はなんと25本。健康な歯の
秘訣を尋ねると、歯ブラシではもちろん、歯間
ブラシなどでの丁寧な歯の手入れを欠かしてい
ないとのこと。「あとは、胃腸の負担を少なく
するよう、よくかんで食事を味わっています」
と笑顔で教えてくださいました。

「₈020（ハチマルニイマル）運動」とは
　「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」
という運動です。愛知県から全国に発信して、
平成元年から進められています。
　20本以上の歯があれば、ほとんどの食べ物を
かみくだくことができるため、生涯自分の歯で
食べる楽しみを味わうことができます。

　康雄さんと美沙子さんは昭和35年 5 月に結婚
され、犬山市には昭和54年から住んでいます。
　軟式野球やソフトボールの経験があるスポー
ツマンの康雄さんは定年後チャレンジしたクロ
リティで「ねんりんピック」に出場されたこと
も。定年間近より始めた書道では市民展で受賞
したこともある腕前です。
　美沙子さんは子育てが一段落してから始めた
民謡を今でも仲間と楽しん
だり、得意の手芸で干支の
人形を作り、毎年たくさん
の方に贈ったりするなどし
て過ごしています。

※ダイヤモンド婚は結婚60周年、金婚は50周年
を迎えたご夫婦です。毎年、対象のご夫婦に市
より記念品を贈呈しています。

高齢者（₆₅歳以上）の生活を支える、こんな事業があります
　緊急時、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、次のものを配布しています。

申込・問合　市役所 1階高齢者支援課（℡44-0325）へ
※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。見 本

▲冷蔵庫で保管

●あんしんカード（無料）
　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。

●あんしんキット（無料）
　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ととも
に、診察券や保険証の写しを保管
してください。万が一の時、救急
隊員がわかるよう、自宅の冷蔵庫
に入れてください。

【認知症の経過】

【認知症の症状】
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■認知症を予防するために
　認知症は一度発症すると完治するのは難しいといわれています。認知症の原因の一つである脳血
管疾患を予防する生活習慣や脳を活性化する暮らしを心がけましょう。
※「予防」とは…「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知
症になっても進行を緩やかにする」という意味です。

　毎日の生活の中で、こんなことを心がけましょう。

■認知症の人を見守るためのネットワークやサービスがあります

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

・食事は腹八分目
・塩分や甘いものをとりすぎない
・野菜を積極的にとる

魚に（特に青魚に多く）含まれるDHAや
EPAは脳の働きを良くしてくれます

地域の集まりや体操教室に参加したり、
「おうちでスポーツボイス♪」（CCNetで配
信中）にチャレンジしたりしてみましょう
（写真は昨年の地域の教室のものです）

食事

・趣味や習い事を大切に
・新しいことにチャレンジ
・外に出て人と会う
・�読み、書き、計算などの脳トレー
ニングも効果的

暮らし方

・�ウォーキングや水泳などの有酸
素運動が効果的
・�からだを動かすことは認知症だ
けでなく寝たきりを招く転倒や
骨折の予防にもなる

運動習慣

【高齢者見守り支援ネットワーク】
　地域社会の中で、様々な活動をしている人や団体、事
業所の協力をいただき、さりげない見守りや声かけによ
り、お互いに負担のかからない方法で見守りを行うネッ
トワークです。
　日々の活動の中で何らかの異変に気付いた時は、高齢
者支援課に連絡することで、必要な支援につなげます。

協定事業所
募集中！
目印の

ステッカーが
あります。

【認知症サポーター養成講座】
　認知症の人やその家族を地域の中で見守り、支援する
ために、認知症に関する知識や関わり方を学ぶ講座を受
講しませんか。
　受講を希望する場合は、高齢者支援課またはお住まい
の地区の高齢者あんしん相談センターへ。

【見守りシールの交付】
　高齢者が行方不明になり、発見・保護された
場合に家族と連絡をとるための二次元コードを
記載したシールを交付
しています。

■認知症を早期に発見するために
　下記のチェックリストで確認してみましょう。 3つ以上あてはまったら相談しましょう。

（愛知県「認知症チェックリスト」より）

■もしかして認知症？認知症を疑ったとき
Qどこに相談したらよいかわかりません。
A�自分や家族の認知症について、一人で悩む必要はありません。ささいなことでも悩まず、気軽に相
談してください�（下記窓口はいずれも㊏㊐㊗を除きます）�。

高齢者あんしん相談センター（※） 電話（0568） 対応時間
犬山北地区（キャスタ

△

ヨシヅヤ犬山店内） 62-1166 ㊊〜㊎ 9：00〜17：45

犬山南地区（総合犬山中央病院内） 62-2270

㊊〜㊎ 8：30〜17：15
城東地区（特別養護老人ホームぬく森内） 61-7800

羽黒・池野地区（介護老人保健施設フローレンス犬山内） 68-1635

楽田地区（特別養護老人ホーム犬山白寿苑内） 68-6165

犬山市役所 電話（0568） 対応時間
高齢者支援課　高齢者福祉担当 44-0325 ㊊〜㊎ 8：30〜17：15

愛知県委託 電話（0568） 対応時間
尾張北部医療圏認知症疾患医療センター
（春日井市　特定医療法人晴和会あさひが丘ホスピタル内） 88-0959 ㊊〜㊎ 9：00〜17：00

（認知症相談）

※高齢者あんしん相談センターには、「認知症地域支援推進員」が配置されており、認知症に関する
取り組みをしています。

高齢者あんしん相談センタースタッフより
市外や遠方に暮らす家族が心配な場合でも、一人で悩まず、その家族がお住まいの「地域包括
支援センター」に、まずは相談してください。保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員など
が対応します。

認知症初期集中支援チームスタッフより
認知症は早期に発見することが大事です。私たちは医師や医療・介護の専門職で構成されてお
り、早期診断・早期対応につなげるため訪問などの支援を行っています。例えば、「認知症を
疑う症状が出ているが、本人が病院に行くのを拒んでいる」「認知症の薬を自己判断で中断し
てしまい、症状が悪化している」「認知症状がひどく、対応に困っている」ご家族の方、一人
で悩まず電話してください。

【早期診断・早期対応につなげるための相談先】
市委託 電話（0568） 対応時間

認知症初期集中支援チーム（総合犬山中央病院内） 62-8111（代表） ㊊〜㊎ 9：00〜16：00
（電話相談）

　□同じことを言ったり聞いたりする　　　□物の名前が出てこなくなった
　□置き忘れやしまい忘れが目立ってきた　□だらしなくなった
　□以前はあった関心や興味が失われた　　□日課をしなくなった
　□時間や場所の感覚が不確かになった　　□慣れた所で道に迷った
　□ささいなことで怒りっぽくなった　　　□財布などを盗まれたと言う
　□複雑なテレビドラマが理解できない　　□夜中に急に起きだして騒いだ
　□蛇口・ガス栓を締め忘れる、火の用心ができなくなった

▲受講後に渡されるオレンジリング

見本

【徘徊高齢者情報提供】
　高齢者が徘

はい

徊
かい

により
所在不明の場合に場所
の検索ができるGPS
機器を貸し出します。
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歳入
278億
4,676万円

歳出
268億
5,352万円

民生費（33.7％）
90億5,834万円
高齢者、障害者福祉、子育て、
医療など

総務費（16.6％）
44億6,269万円
市役所運営、
ふるさと納税推進、
広報、防災活動など

教育費（15.8％）
42億3,461万円
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興など

衛生費（8.6％）
23億2,049万円
健康づくり、ごみ処理など

土木費（8.3％）
22億3,778万円
道路や公園などの管理、整備など

公債費（7.7％）20億8,057万円
市債（借金）の返済

商工費（3.8％）10億2,572万円
産業振興、観光、国際交流など

その他（5.3％）14億3,332万円
消防費、農林業費、議会費、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（7.7％）
21億4,937万円
基金からの取崩しや
他会計からの繰入金

依存財源
35.9％

自主財源
64.1％

繰越金（4.9％）13億5,953万円
前年度から繰り越された余剰金

その他（8.0％）22億2,637万円
分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、
寄附金、諸収入

国・県支出金
（15.8％）44億10万円
事業に対する国や県からの
補助金など

地方譲与税等（7.3％）20億1,908万円
国や県が集めた税金等が配分されたもの

地方交付税（4.8％）13億2,258万円
国税の一部が市の財政状況に応じて配分されたもの

市債（8.1％）
22億6,099万円
事業を行うための借入金

一般会計歳入
　一般会計歳入は278億4,676万円で、前年度
より21億3,576万円増加しました。
　令和元年度に皆さんから納めていただいた
市税は121億876万円で、歳入のうち最も大き
な割合を占めています。

■歳入の特徴
◦�財政調整基金やふるさと犬山応援基金
　などからの繰入金が 8億4,946万円増加
◦�楽田小学校の整備や小中学校への
　空調設備整備などにより、
　市債が 5億1,705万円増加
　（平成30年度からの繰越分含む）
◦前年度からの繰越金が 3億8,975万円増加
◦幼児教育と保育の無償化の影響により、
　分担金及び負担金で9,149万円減少

令和元年度決算の概要
　令和元年度の一般会計、特別会計、企業会計について、決算額と内訳をお知らせします。

一般会計歳出
　一般会計歳出は268億5,352万円で、前年度より25億204万円増
加しました。
　令和元年度は、犬山国際観光センター「フロイデ」を改修し、
新たに犬山市民交流センターとして令和 2年 4月にリニューアル
オープンしたほか、からくり文化を発信する施設として文化史料
館南館「IMASEN犬山からくりミュージアム�玉屋庄兵衛工房」
の整備が完了しました。

納めていただいた市税は市民 1 人あたり
16万4,376円（前年度から5,358円増加）

※令和 2年 3月31日時点の人口　73,665人で計算

市たばこ税�
5,214円

入湯税�
106円 都市計画税�

10,108円

軽自動車税�
2,256円

固定資産税�
71,346円

市民税�
75,347円

■歳出の特徴
◦�楽田小学校の整備や、小中学校の空調設
備整備などにより、教育費が10億658万
円増加
◦�障害者福祉費の増加などにより、民生費
が 2億5,741万円増加

市税（43.5％）121億876万円
種　類 決　算　額 収納率

市 民 税 55億5,042万円 97.4％
固 定 資 産 税 52億5,569万円 98.5％
軽 自 動 車 税 1億6,619万円 94.6％
市 た ば こ 税 3億8,408万円 100.0％
入 湯 税 781万円 100.0％
都 市 計 画 税 7億4,458万円 98.1％
合　計 121億876万円 98.0％

主な歳出の内訳
民生費
障害者福祉� 14億9,720万円
保育所� 14億1,175万円
児童手当� 11億1,504万円
高齢者福祉� 9億1,328万円
生活保護� 6億9,129万円

総務費
財政調整基金積立金�11億5,501万円
ふるさと犬山応援基金積立金
� 6億7,870万円
ふるさと納税推進� 2億5,071万円
公共施設等管理基金積立金
� 2億2,861万円
交通防犯対策� 9,080万円

教育費
小学校� 20億8,088万円
社会教育� 7億2,789万円
中学校� 6億4,661万円
体育施設� 2億1,934万円

衛生費
ごみ処理� 11億7,860万円
保健予防� 3億5,197万円
市民健康館・さくら工房
� 1億812万円

土木費
公共下水道� 9億5,564万円
道路橋梁� 5億7,201万円
公園� 1億881万円
河川� 9,739万円

公債費
市債元金・利子� 20億8,057万円

商工費
国際交流施設� 3億5,956万円
観光� 3億4,290万円
商工� 1億9,487万円
プレミアム付商品券� 6,708万円

その他
消防� 8億8,731万円
農林業� 2億9,579万円
議会� 2億4,826万円
災害復旧� 195万円



8 9広報犬山　R2.10.15号 広報犬山　R2.10.15号

※令和 2年 5月31日時点
（億円）

（年度）

※令和 2年 5月31日時点

■一般会計　42億 4,027万円
■特別会計　25億 826万円

基金残高の推移

■一般会計　196億3,403万円
■企業会計　  77億1,983万円

市債残高の推移
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H27 H28 H30H29

225
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175

100

75

（億円）

（年度）H27 H28 H29 H30

R1

R1

◀20.00%◀12.80%

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%◀17.80%◆
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■特別会計　25億 826万円

基金残高の推移
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■一般会計　■特別会計

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
5つの特別会計があります。
　歳入決算額の合計は141億6,625万円で、前年度
から26億679万円減少しました。
　歳出は134億4,518万円で、前年度から25億9,176
万円減少しました。大きな要因は、平成30年度ま
で特別会計であった公共下水道事業と農業集落排水事業が、令和元年度から企業会計へ移行したことによります。

　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と
下水道事業会計があります。
　上下水道施設の運転・管理など事業を運営する
ための「収益的収支」と、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や下水道使用料な
どは収益的収支の収入となります。

　一般会計の基金残高は42億4,027万円で、ふるさと納税の
積立てなどにより、前年度から 1億117万円増加しました。
　特別会計の基金残高は25億826万円で、前年度から 1億693
万円減少しました。
■一般会計の主な増減
・公共施設等管理基金　　　 1億6,888万円増加
・ふるさと犬山応援基金　　　　9,705万円増加
■特別会計の主な増減
・国民健康保険事業基金　　 1億7,894万円減少
・犬山城施設整備基金　　　　　9,528万円増加

■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 万1,611円（前年度から345円増加）

区　分 充当額
観 光 振 興 事 業 108万円
観光事業振興基金積立金 390万円
消防施設等の整備 283万円

合　計 781万円

区　分 充当額

都市
計画

街　路 4,112万円
下水道 4億5,703万円

市債返済 2億4,643万円
合　計 7億4,458万円

区　分 充当額
社会
福祉

児童福祉、障害
者福祉など 2億5,855万円

社会
保険

後期高齢者医療、
介護保険など 2億2,541万円

保健
衛生

医療給付、疾病
予防対策など 8,212万円

合　計 5億6,608万円

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196億3,403万円で、小中学校の空
調設備整備などに係る借入を行ったため前年度から 2億
7,274万円増加しました。
　企業会計の市債残高は77億1,983万円で、市債の償還に
より合計で 4億5,829万円の減少となりました。
※下水道事業が令和元年度より特別会計から企業会計に移行したため、
令和元年度から特別会計の市債残高はありません。

　「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
　　37万1,328円（前年度から791円減少）

　各基準を超えると…
　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込むことになります。

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…3.9%
　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、下水道事業会計、犬山城費特別会計、木曽川うか
い事業費特別会計が対象です。

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 69億791万円 68億1,272万円
犬 山 城 費 4億3,420万円 3億7,532万円
木曽川うかい事業費 7,136万円 5,845万円
介 護 保 険 55億5,253万円 50億2,113万円
後 期 高 齢 者 医 療 12億25万円 11億7,754万円

合　　計 141億6,625万円 134億4,518万円

水道事業会計
収支区分 収　入 支　出 補てん額

収益的 13億1,971万円 11億2,920万円

資本的 7,519万円 4億5,577万円 3億8,058万円

下水道事業会計
収支区分 収　入 支　出 補てん額
収益的 16億3,070万円 15億6,939万円 　
資本的 12億9,113万円 15億9,222万円 3億109万円

健全化判断比率

資金不足比率

ホームページで公開中
　令和元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
2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。

市ホームページ　 ページ番号1001281 詳しくは

犬山市の財政
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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利用して
ください。相談は無料で秘密は守
られます。
日時　毎月第 4㊌13：30〜15：30
場所　市役所 2階相談室②
問合　愛知県行政書士会尾北支部
　　　事務局（℡0587-94-0727）

　令和元年度における一般会計及び特別会計の決算額は、歳入が約420億 1 千万円、歳出が約403億円であり、前
年度と比較すると歳入で約 4億 7千万円、歳出で約 9千万円の減額となっている。
　一般会計及び特別会計の実質収支額は約16億 3 千万円であり、健全性は維持されていると認められる。
　一般論ではあるが、自治体会計では各収支計算等のフロー面には手堅さが見られる反面、資金残高及び財産管
理等のストック面、あるいはバランスシート的管理は脆弱であると思われる。持続可能な都市経営を図るために
は、民間の福利厚生費に相当する分野で累積している赤字を解消し、できるだけ経費縮小の方針が示されるべき
であると考える。
　また、令和元年度においては、新型コロナウイルス感染症の蔓

まん

延に加えて、豪雨及び土砂災害等が全国的に頻
発しているため、不測の事態に即応できるよう常日頃から職務にあたられたい。
　一方で、他の自治体において国と係争事案が提訴される等、毎年話題となる「ふるさと納税（ふるさと犬山応
援寄附金）」の歳入は約 6億 5千万円であるが、返礼品等に関する経費のほか、犬山市民が他の自治体に対して
ふるさと納税を行った場合に、市民税が目減りする額を除いた純収入は 3億円程度になる。自主財源における貴
重な収入と位置付けられているところだが、特定の返礼品人気に対する依存比率が高く、不安定財源であること
に変わりはない。
　「入りを量りて、出ずるを制する」ため、歳出面において支出が比較的高い割合となっている委託料、工事請
負費及び補助金・負担金等の費用対効果を十分検証した上で、その妥当性を見極めるよう努められたい。

令和元年度

犬山市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見（要旨）

マラソン大会
開催中止

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、市民・参加者・関係
者の安心安全を最優先し、例年 2
月に行われている「いぬやまラン
ニングフェスティバル」と「読売
犬山ハーフマラソン」の開催を中
止します。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

教育委員と語ろう
　歴史まちづくりに関することや
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。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
日時　11月 7 日㊏14：00〜15：30
場所　南部公民館 1階展示室 1
申込　不要
問合　教育委員会事務局
　　　（学校教育課内℡44-0350）

堀部邸　催し
●漆＋空間 at 堀部邸
「浅井啓介　漆芸展」
　現代工芸美術家協会評議員・日
展会員である浅井啓介さんの作品
と堀部邸の空間のコラボレーショ
ンです。
期間　10月16日㊎〜25日㊐
費用　無料
●ワークショップ「マイ箸づくり」
　オリジナル箸を作成し、持ち帰
ります。

日時　10月17日㊏14：00〜15：00
定員　20人　　費用　2,000円
申込　前日までに堀部邸へ
●アコースティックLIVE
　和〜やすらぎライブ〜
日時　10月24日㊏14：00〜15：00
出演　ポチ　　定員　30人
費用　無料　　申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　（℡90-3744�10：00〜16：00
　　　㊊㊋休館）

外出や公共施設等利用時には
・�外出前に自宅で検温など体調
のチェックをし、いつもと違
うと感じたら、無理せず静養
しましょう。

・マスクを着用しましょう。
・�手洗い（手指消毒）を徹底し
ましょう。

・「 3密」を避けましょう。

東京大学犬山研究林
秋のふれあい
自然観察会

　長袖、長ズボン、運動靴、マス
ク着用の上、参加してください。
中学生以下のみでの参加や乳幼児
同伴による参加はできません。当
日、参加者の検温をします。
※新型コロナの影響により、中止
する場合があります。
日時　11月15日㊐ 9：30〜12：00
集合　市民健康館北玄関
※駐車場は第 3駐車場を利用して
ください。
定員　先着16人　費用　 1 人100円
持物　タオル、飲み物、ヘルメッ

ト（貸出可）
申 込・ 問 合　10月19日㊊ 9：00か

ら氏名・住所・電話番号を
環境課（℡44-0345）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。
※新型コロナの影響により、中止
する場合があります。
●Aコース（㊏全 6 回）
日時　11月 7 日・14日・21日・28

日、12月 5 日・12日
　　　各13：00〜15：00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 3階303会議室ほか
●Bコース（㊎全 6 回）
日時　11月 6 日・13日・20日・27

日、12月 4 日・11日
　　　各19：00〜21：00
場所　市民交流センターフロイデ

3階302会議室
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

定員　各コース10人
費用　無料
申込・問合　10月30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（℡62-2508　Fax62-99

　　　23　Eメール�volunteer＠
　　　inuyama-welfare.net）へ

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 3年 1月および 4月入校の訓練
生を募集します。
※詳細はホームページ（https://
www.pref.aichi.jp/soshiki/noryo
kukaihatsuko/0000064947.html）
を見てください。
募集科目　
・令和 3年 1月入校（ 3か月間）
　①就業支援科
　（精神障害者・発達障害者対象）
・令和 3年 4月入校（ 1年間）
　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）
申込　11月20日㊎までにハローワ
　　　ーク犬山へ
※申し込み後に選考（筆記と面接）
があります。
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）

SDGsから考える
男女共同参画

　2030年までに世界で達成を目指
す「SDGs」で取り上げられてい
る男女共同参画に関わる課題につ
いて一緒に学びませんか。
　ジェンダー平等について、また
家庭・職場・地域での無意識的な
役割分担など、犬山市の男女共同
参画を考えるワークショップを開

催します。
※ 1回のみの参加可能です。
日時　第 1回11月 1 日㊐
　　　10：00〜12：00
　　　第 2回11月29日㊐
　　　13：30〜16：00
場所　市民健康館交流ホール
内容　第 1回「SDGs2030カード

ゲームから世界の男女共同
参画を考える」

　　　�第 2 回「SDGs地方創生カ
　　　�ードゲームから犬山市の男

女共同参画を考える」
※新型コロナの影響により内容を
変更する場合があります。
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　各20人
費用　無料
申込　10月29日㊍までに下の二次

元コードから犬山男女共同
参画市民会議ホームページ
で申し込んでください。

問合　犬山男女共同参画市民会議
事務局（Eメールinuyama.
kirakira＠gmail.com）

鈴木伸太郎
監査委員

髙木正章
監査委員
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　収集した資源物を売却することにより令和元年度
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。
　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を再商品化する費用が
想定額を上回ったことから売却益が出なかったこと
や、鉄くずについて、昨年度より収集量が20t減少し、
また売却単価が低くなったことなどにより、全体の
売却益が昨年度より約300万円減少しています。
　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）

※プラスチック製容器包装の売却益は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会を通して翌年度に納入される
ため、平成30年度の収集量を記載しています。

●令和元年度資源物の売却益　 　（㎏）　　　  　（円）

品目 収集量 売却益
空きびん 394,629 23,355
アルミ缶 58,185 1,038,710
スチール缶 57,160 492,620
ペットボトル 187,220 10,245,360
飲料用紙パック 37,310 690,898
プラスチック製容器包装 561,060（※） 0
新聞 370,050 1,480,200
雑誌 490,700 490,700
段ボール 149,220 483,060
布類 149,510 149,510
鉄くず 315,680 1,084,994
携帯電話 110 88,000
小型家電 7,231 224,161
パソコン 2,333 72,323
廃食油 9,306 260,568
羽毛ふとん 187枚 69,602
剪定枝チップ 545,360 322,600

計 3,335,064 17,216,641

令和元年度ごみ処理にかかった費用と資源物の売却益
●令和元年度ごみ処理費 （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 377,520,312 518,575,213 287,629,578 1,183,725,103

1 人あたり処理費 5,125 7,040 3,905 16,070

（小数点以下四捨五入　令和 2年 3月31日現在人口　73,665人）
　主に収集運搬費はごみの回収・容器設置等にかかる費用、中間処理は都市美化センターで焼却や破砕にかかる
費用、最終処分費・その他は最終処分場の維持管理、灰の埋め立てや新ごみ処理施設建設のための基金積立費用
になります。昨年度と比べて、ごみ処理費の合計額は約 1億400万円増加しました。主に新ごみ処理施設建設の
ための負担金が増額となっています。

携帯電話・小型家電・パソコンのリサイクル
　携帯電話や小型家電には金・銀などが、パソコンには鉄や銅、ネオジウムなどが含まれています。市ではこれ
らの貴重な資源を再生利用するため、回収をしています。
回収場所

※犬山市も参加した「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」では、回収し
た携帯電話や小型家電などから金・銀・銅を
集め、東京オリンピック・パラリンピックで
使用する約5,000個のメダルに使われました。
問合　環境課（℡44-0344）

回収品目

小型家電・携帯電話 わん丸エコステーション（都市美化センター内）、市役所、出張所、
市民交流センターフロイデ、楽田ふれあいセンターしろやま

パソコン わん丸エコステーション（都市美化センター内）

お済みですか？マイナポイントの申し込み

・マイナポイントの付与は、令和 2年 9月 1日（マイナポイントを申し込んだ日が 9月 2日以降の場合はその日）
から令和 3年 3月31日までに行ったチャージまたは買い物に対して、行われます。
・マイナポイント申し込み後であっても、 8月31日までに行ったチャージまたは買い物に対しては、マイナポイ
ントは付与されません。
・ 9月から令和 3年 3月の間であってもマイナポイント申し込み前に行ったチャージまたは買い物に対してはマ
イナポイントは付与されません。

●令和 3 年 3 月より、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになります
　（保険年金課　℡44-0327）
　マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みは、現在マイナポータル（https://myna.go.jp）で受付中です。
　申し込みはマイナポイント申込完了後の画面からも行うことができます。

問合　・マイナンバー総合フリーダイヤル
　　　　℡0120-95-0178
　　　　㊊〜㊎　9：30〜20：00　㊏㊐㊗　9：30〜17：30

・市民課
　℡44-0303
　㊊〜㊎　 8：30〜17：15

マイナポイント

●マイナポイント事業が始まっています
　マイナポイントの申し込みはされましたか。
　市役所 1階市民課窓口でマイナポイントの申
し込みができますので利用してください。

申込方法等は、
広報犬山 8月
1日号10ペー
ジを見てくだ
さい。

マイナポイントの利
用は安心・安全です

申し込んだ人も確認のた
め、ぜひ読んでください。

　「マイナポイントの申し込み後に、誤って他人の
決済サービスID等で申し込んだことに気付いた」、
「マイナポイントを申し込んでいないのにマイナポ
イントが付与されている」などのお問い合わせは…

マイナポイント申込トラブル相談窓口
℡0120-227-292（ 9：30〜20：00）

各登録決済サービスが指定した
方法でポイントの付与状況を
実際に確認すると安心です。

マイナポイントホームページを見て、
各登録決済サービスの詳細や
事業内容等を確認してください。

・申し込み時に選択した登録決済サービスは、申し込み完了後は変更することができません。
・マイナポイントの付与方法（付与対象とする利用方法、付与されるポイント、付与タイミ
ング、付与ポイントの有効期限など）は、登録決済サービスごとに異なります。マイナポイ
ントホームページ内「対象となるキャシュレス決済サービス検索」ページで、各登録決済サー
ビスによるマイナポイントの付与方法をあらかじめ確認した上で、登録決済サービスを選択
してください。

マイナポイント申込時の注意事項

▲マイナポイント
（総務省）
ホームページ

例えば、利用方法が「前払（チャージ）」の登録決済サービスを選択した場合
　　→購入（買い物）をしても、マイナポイントは付与されません。
　　付与には、前払（チャージ）が必要です。

「前払（チャージ）」または「購入（買い物）」のどちらでマイナポイントが
付与されるかは登録決済サービスにより異なりますので確認が必要です。

※①マイナンバーカード　②利用者証明用パスワード
③決済サービスID/セキュリティコードが必要です。
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健 康

生 活
さら・さくら
秋桜健康展

秋桜健康福祉まつり中止に伴う
代替事業
　市民の健康づくりを応援する団
体等の活動や、健康づくりに関す
ることをパネルで紹介します。市
内園児が描いた「ごはんの絵」、
名古屋経済大学管理栄養学科学生
の「モーニングで野菜を」の活動
紹介パネル、市内小中学生考案の
犬山ドッグレシピも展示します。
※児童生徒による赤い羽根啓発ポ
スター・書道展を同時開催
日時　10月29日㊍〜11月 1 日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所・問合　市民健康館
　　　　　　（℡63-3800）

健康づくり運動講座
　動きやすい服装で来てください。
※新型コロナの影響により、変
更・中止する場合があります。

A からだ・こころ すっきりヨガ
　「自粛生活で低下した体力・筋
力を取り戻したい」、「疲れたここ
ろをリフレッシュしたい」人にお

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927円に改正されまし
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
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927円と比較し
ます。
問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

「ながらスマホ」
「歩きスマホ」は
絶対にやめましょう

　自動車・自転車を運転しながら
や、歩きながらのスマートフォン
の操作は、画面に意識が集中して
しまい、周囲の危険を発見するこ
とができません。歩行者や他の車
に衝突するなど、重大な交通事故
につながる極めて危険な行為なの
で、絶対にやめましょう。
●違反すると…
携帯電話使用等（保持）普通自動
車の場合
・反則金　 1万 8千円
・違反点数　 3点
・罰則　�6 月以下の懲役又は10万

円以下の罰金
問合　防災交通課（℡44-0347）

消費者トラブルに
気をつけて

災害時の宿泊施設の解約トラブル
　 6万円の旅館を宿泊予約し、ク
レジットカードで決済した。台風
の接近に伴い、電車が運休するこ

とになったため、行くことができ
ないと思い 2日前に解約の連絡を
したところ、50％のキャンセル料
を請求すると言われた。交通機関
が止まるため行くことができない
のにキャンセル料がかかるのは納
得できない。� （70代　男性）
アドバイス
　旅行や宿泊施設のキャンセルに
ついては、原則として旅行会社や
宿泊施設の規約に従うことになり
ます。台風や地震などの災害時で
も同様です。しかし、災害時には
特別な対応を行っている場合もあ
りますので、まずは事業者に問い
合わせてみましょう。台風シーズ
ンの利用の際は、予約する前に
キャンセル料等、規約をよく読み、
納得した上で申し込みましょう。

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　10月16日㊎13：00〜16：00
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

犬山頭首工
（ライン大橋）からの
お知らせ

●水門の塗り替え塗装工事に伴う
通行規制
　㊐㊗の規制はありません。
規制日時および内容
・車道　11月上旬（10日間程度）
と令和 3年 1月下旬（ 5日間程度）
各 9：00〜16：00に工事を行いま
す。期間中は片側交互通行となり
ます。

・歩道　10月下旬、11月下旬、令
和 3年 1月中旬（各 5日間程度）
の各 9：00〜16：00に通行幅 1 m程
度確保し作業しますが、クレーン
作業時は通行止めとなります。
●施設点検に伴う水位変動
　10月19日㊊〜11月 1 日㊐の間に
頭首工の施設点検を行います。
　その際、木曽川の水位が上がっ
たり下がったり、変動しますので、
川の中での遊びをする人は、注意
してください。
問合　東海農政局犬山頭首工管理

所（℡61-1003）�

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

唾液のパワー　その 2
　唾液の隠されたパワーは、むし
歯の進行を止めるだけではありま
せん。注目すべき唾液のパワーは
「胃腸の働きを助けていること」
です。消化は食物から栄養を摂取
するための必要な工程で、口の中
で咬

か

むことから始まります。咬む
ことで食べ物を細かく砕き、唾液
に含まれる消化酵素で分解してい
ます。咬まずに食べると、胃での
分解に時間がかかり、胃液の強い
酸が自分の胃壁を傷つけます。そ
のため、よく咬んで、消化を助け
栄養を摂取しやすい状態にするこ
とが重要です。
　唾液にはその他にも、「食べ物
を分解して積極的に味覚を感じさ
せるような作用」（口が渇いてい
ると食事がおいしくないのはこの
作用のためです）、「唾液ホルモン
の働きにより身体の細胞を新しく
作り若々しい体を保つ作用」、「歯
や粘膜の汚れを洗い流して口の中
を清潔に保ち口臭を予防する作
用」などがあります。

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

18日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

スギ薬局
薬剤師
太田浩氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

14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（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
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（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
保健センター（電話相談可）

※新型コロナの影響により変更・中止する場合があります。事前に問い
合わせてください。（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）

すすめの健康講座です。
日時　11月 6 日㊎10：00〜11：30
講師　理学療法士　間中麻耶氏
定員　先着15人
B 骨強化・ロコトレ運動講座
　加齢により骨・関節・筋肉など
の運動器の機能が低下し、「立つ」
「歩く」などの動作がしづらくな
り、要介護のリスクが高くなるこ
とを「ロコモティブシンドローム」
といいます。それに対する効果的
な運動が「ロコトレ」です。
　毎日実践すれば、ひざの痛みや
腰痛などが軽減し、いつまでも自
分の足で歩きつづけられます。
日時　11月12日㊍10：00〜11：30
講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
定員　先着16人

【A B 共通】
場所　市民健康館
費用　300円
持物　室内用運動靴、飲み物、タ

オル、健康手帳
申込・問合
　　　Aは10月23日㊎ 8：30から、

Bは10月26日㊊ 8：30から
　　　直接か電話で市民健康館
　　　（℡63-3800）へ

禁煙相談
　禁煙したい人やその家族からの
相談に無料で保健師が応じます。
喫煙の害や禁煙外来について、話
を聞くことができます。10月のタ
バコの値上がりをきっかけに禁煙
してみませんか。
※通常、相談時に行っていた呼気
一酸化炭素濃度測定は行いません。
日時　10月25日㊐13：30〜
　　　15：30（ 1 人20分程度）
場所　市民健康館
申込・問合　10月23日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ

医師による
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。新型コロナの
影響により、中止する場合があり
ます。
日時　10月27日㊋
　　　13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　竹内皮膚科クリニック
　　　　竹内淳子氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

精神科医による
こころの健康相談

　「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 9 日㊊13：30〜
　　　15：30（ 1 人30分程度）
場所　保健センター
相談員　犬山病院　黒川淳一氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　11月 5 日㊍までに市

民健康館（℡63-3800）へ
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子 育 て

時間外受付

水道緊急時

市 税 等
納 期 限

②子ども未来課での入園受付
　（11月20日㊎〜30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
に子どもの面接を行います。
※ 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15日㊋・16日㊌10：00〜、10：30
〜）行います。

問合　子ども未来課（℡44-0324）

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
10/20㊋、11/17㊋19：00まで
※11/ 3 は㊗のため開庁しません。

●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）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

道家夫婦写真展
　昨年撮影した風景・花の写真の
半切16点を展示します。
日時　10月19日㊊〜11月 2 日㊊
　　　�9：00〜17：00（初日11：00

から、最終日15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　道家（℡68-1322）

ミラマチ栗栖
収穫体験祭

　栗栖の畑で育てた野菜の収穫体
験や竹を使ったワークショップを
楽しめます（焼きイモなどのお土
産付き）。採れたて野菜の販売会
も同時開催します（販売会場は入
場無料）。
日時　11月 7 日㊏ 9：00〜12：00
集合　野縁公苑（栗栖古屋敷）
※車は桃太郎公園駐車場へとめて
ください。
定員　20人
費用　 1人1,500円
申込・問合　10月31日㊏までにE

メールで参加者の①氏名②
住所③電話番号をミラマチ
栗栖　若杉（Eメールkurisu

　　　＠yha.gr.jp）へ
※申込確認後、メールを返信しま
す。

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）
　　　 9：15から約 1時間
※予約制です。事前に電話してく
ださい。上記日時で都合が悪い場
合も個別に対応しますので電話で
相談してください。
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。
申込・問合　保健センター（℡61
　　　-1176）へ

子ども未来園・保育園
令和 3年度の入園受付　（第 1次募集分）

　令和 3年 4月 1日からの入園受付を次のとおり行います。必要書類を記
入の上、面接のため必ず子ども同伴で来てください。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）。子ども未来園で
の集団面接については、新型コロナの影響により、変更・中止する場合が
あります。来園の際には、マスクを着用してください。
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
①各子ども未来園・保育園での入園受付（11月17日㊋〜19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・面接 日時

11月17日㊋ 11月18日㊌ 11月19日㊍
0〜 2歳児

※個別面接あり
9：30〜11：00
13：00〜16：00 13：00〜16：00

3 〜 5 歳児 － 9：30〜11：00　※集団面接は
10：00から約30分間です。

●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17日㊋〜19日㊍各 9：30〜16：00

※個別面接あり白帝保育園（ 0〜 5歳児）

子育てママの
宣伝広告スキルUP
オンライン講座

　市では子育て中のママなどが自
分の得意なことを活

い

かして社会と
のつながりを広げていくことを応
援しています。今回はそのきっか
けづくりとして、自分の趣味や特
技をアピールするための宣伝広告
スキルを磨く講座を開催します。
　講座では、専門分野の講師が実
際にチラシを修正していく課程を
学ぶことができます。
※新型コロナ対策として、「Zoom」
を利用したオンライン講座としま
す。参加にはアプリが利用できる
端末とEメールアドレスが必要で
す。詳細は申し込み後にお知らせ
します。
日時　11月17日㊋、12月 8 日㊋
　　　各10：00〜11：30
※原則、両日参加してください。

講師　名古屋芸術大学アート＆
　　　デザインセンター長
　　　水内智英氏
対象　市内在住の子育て中や子育

てに関心のある女性
定員　先着10人
費用　無料（参加による通信料は

自己負担）
申込・問合　10月16日㊎〜30日㊎

にEメールで①氏名②住所
③電話番号を企画広報課
（Eメール010100＠city.inu

　　　yama.lg.jp）へ

国際交流員による
ドイツの部屋
「ランタン作り」

　ドイツで毎年11月に行われる
「ザンクトマーティンのお祭り」
にちなみ、ザンクトマーティンの
お話や、ランタン作りをします。
※新型コロナ対策のため、変更・
中止する場合があります。

日時　11月 7 日㊏
　　　 1回目11：00〜13：00
　　　 2回目15：00〜17：00
場所　市民交流センターフロイデ

2階205会議室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　小学生以上
※子どものみでも親子でも可
※小学 1〜 3年生は保護者同伴
定員　各回先着14人
費用　 1人100円
申込・問合　10月19日㊊〜30日㊎

に直接、ファックスかE
メールで件名「ドイツの部
屋（ランタン作り）」①希
望時間�②参加者氏名（ふ
りがな）③子どもの年齢④
昼間連絡がつく電話番号を
犬山国際交流協会事務局
（℡48-1355� ㊊〜㊎ 9：00
〜17：00� 第 2 ・ 4 ㊊ 除 く�
Fax48-1356�Eメールiia＠gra

　　　ce.ocn.ne.jp）へ

●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
10/25㊐、11/ 8 ㊐ 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
10/25㊐、11/ 8 ㊐ 9：00〜12：00
※新型コロナ対策のため納税相談
や納付書の発行については事前に
電話してください。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

　新型コロナの影響により納付
が困難なときは、納税や支払い
の猶予が受けられる場合があり
ますので、相談してください。

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニ、アプリ決済、市役所・出張
所でお願いします。

納期限 11月 2 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）

「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20日㊋、12月15日号は11月 4 日㊌
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　武将のシンボルである武器・武具には実
用性とともに軍事集団の指揮者にふさわし
い威儀が求められました。犬山城白帝文庫
で所蔵する武器・武具類は、刀剣、甲冑、
陣羽織などの衣類、馬具などから成り、と
くに犬山城主成瀬家の初代正成・二代正虎
と九代正肥（まさみつ）のものがまとまって
います。
　本展では白帝文庫所蔵品を中心に成瀬家
の武器・武具を一堂に展示します。 ※マスク着用の上、来館してください。

ジュニアアスリート育成事業
●「空手教室」
　 8月 2日より令和 3年 3月まで
5回にわたって市体育館サブア
リーナで「空手教室」を開催して
います。参加者は空手道会が推薦または承認した年

長から中学生の46人です。新型コ
ロナ対策として、参加者の時間帯
を 2つに分け、声を出すことも禁
止して開催しました。指導者の石

濱直鴻氏（福井国体出場）はご自身の経験から「基
本を何度も繰り返し練習することが試合でのポイン
トにつながる」という信念のもと、見本を示し、そ
れをやってみるという形で教室は進行しました。先
生から指摘されたところを集中して練習し、来年度
大会の上位入賞を目指して頑張っています。
　教室は11月
29日㊐・令和
3年 3月21日
㊐にも開催す
る予定です。

●「ゴルフ教室」
　 8月11日から 3日間にわたって
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。
将来のトッププレイヤーを目指す小学 3年生から中

学 3年生までの 9人が参加
しました。指導者の青地大
輔氏（PGAティーチング
プロ）より「目標のスコアー

を設定し、そのための練習方法・取り組み方を考え
ることが大切」と指導がありました。参加した子ど
もたちは基本のフォーム・長いアプローチを青地プ
ロの熱心な指導に耳を傾けながら実践練習をした後、
ラウンドに出て傾斜や深いラフからのショットの打
ち方などのアドバイスを受けました。炎天下の中、
熱中症対策と新型コロ
ナ対策にも気を配りな
がら、集中してプレイ
し、驚くほどレベル
アップしました。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

第64号⑤

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

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
ホームページwww.inuyama-taikyou.net

募 集

結　 果1

市民大会優勝チーム
●軟式野球
7 月 5 日〜 8月23日
木曽川犬山緑地多目的グラウンド
一般 1部（A・B級）の部
カイザーズ
一般 2部（C級・一般）の部
ダンデライオンズ
小学 6年生の部　木津ブライトA

市民ゴルフ大会
日時　11月30日㊊
場所　犬山カンツリー倶楽部
内 容　ハーフCUP（前半 9ホー

ルの成績で順位を決めます）
　　　男性一般の部、男性シニア

（満70歳以上）・レディー
スの部

対象　市内在住か在勤の人
定員　各部門あわせて先着100人
費用　参加料200円
　　　プレー代（昼食代等を含む）

9,500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　11月 1 日㊐10：00から犬山
カンツリー倶楽部 2階で受
け付け。

問合　犬山ゴルフ協会　斉藤
　　　（℡67-1586）
※今回は会食、表彰式は行いませ
ん。プレー終了後、成績表等をお
持ち帰りください。

親（祖父母）子空手教室
日時　10月31日㊏
　　　10：00〜11：30
場所　市武道館柔道場
内容　①�親（祖父母）子ふれあい

体幹トレーニング
　　　②�空手の基本練習（受け、

突き、蹴り等）
対象　�幼年・小学校低学年の親

（祖父母）子
定員　10組
費用　 1組200円（当日徴収）
持物　水筒、タオル、マスク

申込　�10月15日㊍〜30日㊎に市体
育協会事務局へ（℡・Fax・
メール可）

※当日会場での受付可
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「犬山の香り米ジェラート」が給食に初登場
　学校給食の食材は、食育の一環として、できるだけ地
元の食材を使用しています。 9月、市内小中学校で、「香
り米ジェラート」が給食のデザートとして登場しました。
学校に地元の食材を届ける「犬山子ども食育応援団」メ
ンバーである日比野清正さんが代表の日比野製茶が、楽
田地区で栽培されている古代米「香り米」を使ったジェ
ラートを販売している縁で実現しました。香ばしく炒っ
た香り米の風味やその食感から、児童からは「わらびも
ちみたい」、「つぶつぶしている」などの声が聞こえまし
た。

「第 8 回市民フリースピーチ」
　 9月 6日、市役所議場にて「第 8回市民フリースピー
チ」が行われました。フリースピーチは市内在住、在勤、
在学であれば、誰でも市政について自分の意見や提案を
5分間自由に発言できるというものです。今回 4人が「犬
山市中央児童館の今後について」や「年度途中の待機児
童について」などの発言をしました。中には今回が 3回
目となる人や発言者最高齢となる85歳の人がいました。

「くらしを守る」消防署見学
　 9月 9日、10日、城東小学校 4年生156人が五郎丸にある消防署を
見学しました。社会科の授業の一環で、消防署の役割や消防の仕組み
について理解を深めるとともに、火事からくらしを守る工夫や努力に
ついて学習することが目的です。児童らは 6グループに分かれ、消防
車両や消防署内などを見学したり、はしご車体験や放水体験を行った
りして、消防の仕事を学びました。
　参加した児童からは、「（放水体験の）ホースが結構重くて的を狙う
のが難しかったです」「（はしご車の上からは）犬山城や自分の家が見
えました」と感想があり、印象に残る見学となったようでした。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

26■市立図書館公式
　Facebookアカウント

図書館
だより

問合　市立図書館（℡62-6300）
開館時間　10：00〜18：00

※市立図書館でのイベントは当分の間、お休みしています。

本の紹介 ㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

どうぞ愛をお叫びください
武田綾乃著

「ユーチューバーやろう
ぜ」幼馴

な

染
じみ

にそう告げられ
た男子高校生の松尾は、
“僕的近付きたくない人間
ランキング” 1位の坂上や
美声の夏目先輩とともに
ゲーム実況動画を撮ること
になり…。爽快度120％の
最旬青春小説。

はこぶ仕事のひみつ図鑑
スタジオタッククリエイティブ作

鉄道やバス、タクシーと
いった旅客運送業の仕事と
特徴を写真で解説。宅配便、
郵便、貨物列車や石油運送
といった運送業が、どのよ
うに生活に役立っているの
かがわかる。海洋生物輸送
など、珍しい運ぶ仕事も紹
介する。

ぼくらはもりのダンゴムシ
まつおかたつひで さく

暗くなると動き出すダンゴ
ムシ。夜のあいだ、どこで
なにをしているの？丸くな
るのはどんなとき？あか
ちゃんはどうやって生まれ
るの？ダンゴムシのひみつ
をこっそり教えてくれる絵
本。

一般書
『オクトローグ』� 酉島伝法
『黄色い夜』� 宮内悠介
『KILLTASK』� 行成薫
『その日の予定』� エリック・ヴュイヤール
『ミニマリスト�スマホの中を片付ける』
� 飯島彩香
『イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑』

柴山元彦�中川昭男
『世界・夢の映画旅行』

パイインターナショナル
『気になる免疫力を自力で
　ぐんぐん高める最強食』� 主婦の友社
『捨てられる食べものたち』� 井出留美
『世界の郷土料理事典』� 青木ゆり子
『おいしいハーブ暮らし12か月』� 北村光世
『馬場のぼるのスケッチブック』

馬場のぼる
『ロレンスになれなかった男』� 小倉孝保
『類語分類感覚表現辞典』� 中村明

児童書（絵本）
『ほらふきカールおじさん』� 高畠純
『ティラノサウルスのはらぺこないちにち』
『トリケラトプスのなんでもないいちにち』

竹下文子

児童書
『ロスト・ワールド』� 学研プラス
『うちにカブトガニがやってきた！？』
� 石井里津子
『雨ふる本屋と雨かんむりの花』
� 日向理恵子
『モヤモヤそうだんクリニック』� 池谷裕二

青少年によい本をすすめる県民運動
「育てよう 豊かな心 読書から」  〜10月は強調月間〜��

〈推薦図書（一部）〉
幼児向け
『ここにも！そこにも！ダニ』� 皆越ようせい/写真・文
『さんびきのおさる』� あべけんじ/作
小学校低学年向け
『みえるとか�みえないとか』� ヨシタケシンスケ/作
『そらのうえのそうでんせん』� 鎌田歩/作
小学校中学年向け
『ようこそ！葉っぱ科学館』� 多田多恵子/写真・文
『夜のあいだに』� テリー・ファン＆エリック・ファン/作
『俳句ガール』� 堀直子/作　高橋由季/絵
小学校高学年向け
『へいわとせんそう』� 谷川俊太郎/文　Noritake/絵
『天使のにもつ』� いとうみく/著　丹下京子/絵
『シェーラ姫の冒険』� 村山早紀/著　佐竹美保/絵
中学生・高校生向け
『部長会議はじまります』� 吉野真理子/著�イシヤマアズサ/絵
『世界のはての少年』� ジェラルディン・マコックラン/著
『「空気」を読んでも従わない』� 鴻上尚史/著

青年向け
『ノーサイド・ゲーム』� 池井戸潤/著
『死にがいを求めて生きているの』

朝井リョウ/著
『空は逃げない』� まはら三桃/著

　本は、知らなかったことを学べるばかり
か、常識を疑うことも学べます。また、古
典の現代語訳では気軽に古典とその時代を
楽しむことができます。私が中学生の時、
図書館で借りた「ナルニア国物語」など分
厚い児童書を 2〜 3冊持って通学していま
したが、現代はアプリなどいろんなツール
で本やマンガに親しむことができていいで
すね。

ボランティア�
「南中を考える会
図書館部会」の
松山さん▶

■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

■休日昼間診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0568︲62︲8100
　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　℡0568︲81︲1133
　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（0568）

10月18日㊐
宮田医院� （羽黒）
山本皮フ科クリニック� （犬山）

67-5566
62-6855

10月25日㊐
樹クリニック� （犬山）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

62-3101
61-7311

11月 1 日㊐
黒川すこやかクリニック�（犬山）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

61-0083
67-6868

11月 3 日㊗
いたつ内科クリニック� （楽田）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

67-6333
62-7511

上段は内科系、下段は外科系
※10月18日㊐は、岡部医院から宮田医院に変更しています。
※年間当番表は、市ホームページ　　　　　　　　　　�を見てください。
※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　診療時間� 9：30〜11：30 
と  き 病・医院名 電話

10月18日㊐ いぬやま歯科医院� （犬山） 0568-61-7515

10月25日㊐ 小島歯科医院� （犬山） 0568-62-7288

11月 1 日㊐ おりの歯科� （扶桑） 0587-91-0222

11月 3 日㊗ すぎうら歯科� （犬山） 0568-62-8844

※年間当番表は、市ホームページ　　　　　　　　　　�を見てください。
※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。

　こんにちは！今月の16日は「国際
パンの日」で、ドイツ人はパンと深
い絆があるので、今回はパンについ
てのお話です。
　パンの基本的な材料は挽いた穀
物、水、膨張剤で、野菜やナッツ、
種、果物などを加えることも多いで
す。しかし、「パン」はどのように
発見されたのでしょうか。
　今までで最も古いパンの化石は 1
万4400年前のもので、現在のヨルダ
ンの北東部で見つかりましたが、皆
さんが知っている「パン」とはかな
り違うものだったそうです。
　昔の人々は、まず穀物の粒をその
まま、または、煎ったままで食べ、
その後、石で粒を挽くようになり、
それでできた粉でかゆのようなもの
を作り始めました。そのかゆにベ
リーや、ハチミツ、ハーブ、根を加
えることでよりおいしくでき上がり
ました。穀物かゆは、現在でも世界
の一部で主食です。しかし、穀物か

ゆは、日持ちせず、狩りや旅に持っ
ていきにくかったので、穀物かゆを
細く広げ、乾燥させることで、より
長持ちし、持っていくことも楽にな
りました。また、早く乾燥させるた
めに、火を使ったことで、初めて「平
べったいパン」が作られました。
　初めて現在のパンと似ているパン
を作った人は古代エジプトの人でし
た。彼らは「パン」のためにとても
大切な発見をしました。それはオー
ブンと膨張剤です。膨張剤はどう
やって発見されたかは不明ですが、
偶然だといわれています。
　パンは世界中にあり、それぞれの
地域で独自の「パン」ができ上がり
ました。インドでは「チャパティ」、
中近東やアフリカでは平べったいパ
ン、パキスタンでは「プリ」、メキ
シコや南米ではトウモロコシで作ら
れたパン、中国の北部や台湾ではマ
ントウというロールパン。種類や地
域は様々です。
　パンは大きく 2つに分けられ、膨
張剤を入れた（主にふわっとなる）
パンと膨張剤を入れていない（主に
平べったい）パンに分かれています。
他には、使われている穀物（小麦、
ライムギ、テフなど）や粉の種類（極
上小麦粉、全粒粉、細かく挽いた粉
など）、その他に使われた材料（種、

ナッツなど）で分けられます。
　世界的には最もパンの種類が多い
国はドイツだそうです。実際に何種
類のパンがあるかは不明ですが、ド
イツパン屋手工業会議所が現在のド
イツパンの種類を調査したところ、
3,163種類ありました。ちなみに、
ドイツ語では菓子パンは「パン」と
呼ばないので、その3,163種類はす
べて甘くないパンです。（カレーパ
ンのようなフィリングがあるパンも
「パン」として数えません。）この
種類豊かなドイツパン文化は2014年
に世界無形文化遺産として登録され
ました。
　パンの世界では信じられないぐら
いの数があり、各地域で独特のパン
もあるので、皆さんもぜひ機会があ
れば、世界の色々なパンを食べてみ
てください。

▲ドイツのパン屋さん

ページ番号1002705 ページ番号1000647

10月1₆日　国際パンの日
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　日本モンキーセンターには現在58
種の霊長類が飼育されていますが、
なかには国内でここでしか見られな
い種もいくつかいます。アフリカ館
でくらすサイクスモンキーのライト
も国内最後の 1頭となり、今はまだ
16歳で元気ですが、残念ながらそん
なに遠くない将来、日本でサイクス
モンキーを見ることができなくなる
でしょう。パートナーというわけに
はいきませんが、今はクチヒゲグエ

ノンのキャロルと同居し、毎日、穏
やかにすごしています。動物園とい
う限られた環境の中で、今飼育され
ている全種が永遠に繁殖を繰り返す
ことはできません。多くの種が、い
ずれ動物園で見ることができなくな
ります。動物たちが生きた証を後世
に残すことは、野生動物や地球環境
を学び考えるだけでなく、命の尊さ
や生と死について深く考えるきっか
けを与えてくれます。それが現代の
動物園の大きな役割のひとつなのだ
と思います。
　毎年、日本モンキーセンターの創
立記念日である10月17日に「動物慰
霊祭」が執り行われます。多くの方々
に参列いただき、今までに亡くなっ
た動物たちをしのびます。お供え物
として、亡くなった動物たちが生前
よく食べていた野菜や果物などをご
寄附いただき、いただいた食べ物は、
今を生きるつながれた命に分け与え
られます。私は、たくさんの人に、

動物たちの死をとおして、生きると
いうことを考えてほしいと思ってい
ます。それが亡くなった動物たちへ
の弔いにもなるでしょう。多くのみ
なさまのご参加をお待ちしておりま
す。

▲動物慰霊碑「猿塚」とお供え物

▲サイクスモンキーのライト

22犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

取り組み紹介
〜犬山西小学校〜

　犬山西小学校の児童は、毎日の給
食を楽しみにしてくれています。今
回はそんな給食を陰に日なたに支え

給食後の食器返却の手伝い
給食委員が交代で行っています。

ている給食委員会の活動について紹
介します。
　給食委員会の活動は、給食室への
食器返却の手伝い、放送での献立紹
介のほか、給食委員の意見をもとに
様々な啓発活動も行っています。
　昨年度は、児童が食器の後片付け
について意識するとともに、食べ物
を大切にする気持ちを育てることを
目的として『お皿きれいキャンペー
ン』を計画し、実施しました。食器
にご飯粒や野菜の食べ残しがない
か、食器の高さがそろっているかの
2点をチェックし、 1週間毎日きれ
いに片付けができた学級を表彰しま
した。キャンペーンにより、各学級
では食べ残しがないか互いに声かけ
をする姿が見られるようになり、調
理員さんからも「洗う作業がスムー
ズになりました」という喜びの声が
上がりました。
　今後も児童の意見をもとに様々な
給食委員会の取り組みを進めていき
たいと思います。

給食委員による調理員さんへの
感謝の気持ちを込めたあいさつ
学校に給食室がある犬山ならではの
光景です。

『お皿きれいキャンペーン』
の啓発ポスター

給食委員が皆に意識してほしいこと
をわかりやすく手書きしています。

”死” から ”生きる” を考える

（公財）日本モンキーセンター
事務部     今井由香


