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年末年始の業務案内／コミュニティバスの愛称が決定

子ども未来園運動会（10月13日　丸山子ども未来園）
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※
犬
山
市
民
に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。

※
本
券
1
枚
に
つ
き
、
5
人
ま
で
使
用
可
�

有
効
期
間
：
令
和
2
年
12月

5
日
㊏
〜
令
和
3
年
1
月
11日
㊗

※
他
の
割
引
券
と
の
併
用
、団
体
利
用
、コ
ピ
ー
、転
売
は
不
可
�

【
休
村
日
：
12/14〜

18、12/31】
※
本
券
を
切
り
取
り
、入
村
窓
口
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

年末年始の業務案内
　　　は休みです。市役所休業中の出生・婚姻・死亡など戸籍に関する届出は市役所日直室（正面玄関右手通用
口）へお願いします。市役所公共駐車場は、年末年始を通して利用できます。

施設名 問合
12月 1 月

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
土 日 月 火 水 木 祝 土 日 月 火

犬山市役所・各出張所 ℡61-1800 ※ 1

市民健康館

さら・さくらの湯 ℡63-3810 ※ 2

貸会議室・さくら工房 ℡63-3801

つどいの広場 ℡63-3817

健康推進課窓口 ℡63-3800

保健センター ℡61-1176

東児童センター「さんにぃれ」・
犬山市子育て支援センター ℡66-5700 12：00

まで

橋爪子育て支援センター 子ども未来課
℡44-0322児童センター

身体障害者活動センター「ふれんど」 福祉課
℡44-0321

老人憩の家・老人福祉センター・
南部高齢者活動センター

高齢者支援課
℡44-0325高齢者活動センター

福祉活動センター

市民文化会館・南部公民館 ℡67-2411

市立図書館 ℡62-6300 ※ 3

楽田ふれあい図書館 ℡69-2662

公民館（塔野地・犬山西・善師野）・
各地区学習等供用施設

文化スポーツ課
℡44-0353

勤労青少年ホーム・武道館・
野外活動センター・弓道場・体育センター・
山の田公園（野球場、テニスコート）・
木曽川犬山緑地（野球場、多目的グラウンド、
テニスコート）・内田多目的広場テニスコート

エナジーサポートアリーナ（市体育館）・
多目的スポーツ広場 ℡67-8080

フィットネスフロイデ ℡61-7272

犬山市民交流センターフロイデ ℡61-1000 ※ 4

協働プラザ ℡48-1221

余遊亭 ℡61-6660

小弓の庄 ℡68-3767

楽田ふれあいセンター ℡69-2722 9：00〜18：00開館

今井ふれあいセンター ℡62-3940

犬山西ふれあいセンター ℡61-2335

犬山城 ℡61-1711

文化史料館（本館・南館） ℡62-4802

どんでん館 ℡65-1728

旧磯部家住宅 ℡65-3444

青塚古墳ガイダンス施設 ℡68-2272

犬山里山学センター ℡65-2121

コミュニティバスの運行 防災交通課
℡44-0347

●休業日

可燃ごみ 12/31㊍〜令和 3年1/3㊐
不燃ごみ・
資源物等、

し尿汲み取り
12/29㊋〜令和 3年1/3㊐

●年末年始日程表�����ごみは 8：00までに集積場へ��（注 1）
12月 1 月

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 祝 土 日 月 火 水

可燃
ごみ

月・木コース 〇 × ×

休

〇 × ×

火・金コース × 〇 × × 〇 ×

水・土コース × × 〇 × × 〇

不燃ごみ・資源物等� （注 2）

通
常
ど
お
り

休 通常どおり

都市美化センター（℡61-3392）・
わん丸エコステーション

粗大ごみの回収� （注 3）

粗大ごみ受付センター

し尿汲み取り� （注 4）

（注 1）�8：00から順次ごみ回収を行っていますので、ごみは 8：00までに出すようお願いします。特に年末年始
はごみの排出量が多く人員を増やして収集するためパッカー車の到着時間が普段よりも早くなることが
ありますので、ごみの排出時間を必ず守ってください。

（注 2）�不燃ごみ、有害ごみ、スプレー缶類、空きびん、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、ペッ
トボトル、飲料用紙パック、新聞紙、雑誌・雑がみ、布類、段ボール

（注 3）�粗大ごみの回収は地区ごとに決められた月 2回の収集日の 7日前までに、粗大ごみ受付センター（℡
0120-484-530）へ申し込んでください。ただし申し込み状況によっては回収日の希望に添えない場合も
ありますので、ご了承ください。

（注 4）�年内の汲み取りを希望する場合は12月18日㊎17：00までに、㈲犬山衛生管理組合（℡54-2397）へ申し込
んでください。ただし申し込み状況によっては希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
また、し尿汲み取り券は事前に用意してください。

●テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは粗大ごみに出せません！
　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・保冷・冷温）、洗濯機・衣類乾燥機、
エアコンを廃棄するときは、リサイクル料金と収集・運搬費用を支払って小売店に引き渡すなどしてください。
※詳細は犬山市ごみ収集カレンダーの21ページを見てください。
問合　環境課（℡44-0344）

※ 1　12月27日㊐ 9：00〜12：00は日曜市役所を開設します（住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明書の発行など）。
※ 2　さら・さくらの湯は、新型コロナ対策として、例年混み合う年始の臨時営業は行いません。
※ 3　市立図書館休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストへ
　　　（CD、ビデオ、DVD等の視聴覚資料は返却不可）
※ 4　市民交流センターフロイデに事務所がある団体については、直接各団体に問い合わせてください。

左の期間は、集積場にごみ
を出さないでください。
下の収集日程表を確認し
て、ごみを出してください。

年末年始のごみ収集・し尿汲
く

み取り
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催 し 障害者作品展
　障害者による手芸、工芸、絵画、
写真、書道などの作品を展示しま
す。
日時　12月 2 日㊌〜 4日㊎
　　　 8：30〜17：15
　　　（最終日は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
費用　無料
問合　身体障害者福祉協会
　　　（身体障害者活動センター

ふれんど内）（℡61-8008）

文化史料館企画展
●くらしのなかの土人形
　土人形は、粘土を型に詰めて
作った素地を素焼きして色をつけ
たもので、江戸末期から昭和初期
まで全国各地で生産されました。
　犬山では、雛

ひな

人形や七福神など
の縁起物、歌舞伎の登場人物など
様々な種類が製作され、節句や子
どもの誕生祝いに贈られました。
　本展では素朴で温もりを感じる
土人形の魅力を紹介します。犬山
や近隣の郷土
玩具も展示し
ます。

期間　12月 4 日㊎〜
　　　令和 3年 2月 2日㊋
場所・問合　城とまちミュージア

ム（本館�℡62-4802）
費用　300円（中学生以下無料）
※本館・南館共通券
●からくり郷土玩具展
　郷土玩具は各地域の風土・伝統・
慣習の一部として現在に伝わる民
俗文化財で、日本の伝統的なから
くり文化の一端を担っています。
　本展では全国各地から収集した
様々な郷土玩具を展示し、その変
遷を紹介します。
期間　（江戸から戦前）12月 4 日
　　　㊎〜令和 3年 1月11日㊗、
　　　（戦後から現在）令和 3年
　　　 1月12日㊋〜 2月15日㊊
場所　IMASEN犬山からくりミュ
　　　ージアム（南館）
費用　300円（中学生以下無料）
※本館・南館共通券
問合　犬山祭保存会（℡55-4875）

第17回犬山市産業振興祭
わいわい犬山フェスティバル

　例年開催している産業振興祭は、新型コロナの影響
により方法を変更してWebで開催しています。また
特別企画として「市民優待ワンコインDay」を実施します。下記の日に
各チケット売り場で市内在住を証明できるもの（免許証等）を提示すると、
1人の証明で 4人まで割引します。
●リトルワールド「世界のチーズ＆スイーツフェア」開催中（℡62-5611）
日付　12月 5 日㊏・ 6日㊐
入館料　小学生以上500円（通常700円〜1,800円）、幼児（ 3歳以上）100

円（通常300円）
●日本モンキーパーク「リラックマ＆すみっコぐらしフェスティバル」
開催中（℡61-0870）
日付　12月12日㊏・13日㊐
入園料　中学生以上500円（通常1,300円）、小学生・幼児（ 2歳以上）

100円（通常800円）
※のりもの、催事館、世界サル類動物園、駐車場は別途料金が必要です。
問合　産業振興祭について　犬山商工会議所（℡62-5233）

犬山二
は た ち

十歳の集い2021
支援〜支えられる側から支える側へ〜

今年は参加申し込みが必要です
　本年度20歳を迎える有志で構成される実行委員
会により「二十歳の集い�2021」が開催されます。
日時　令和 3年 1月10日㊐
　　　第 1部（南部・東部地区）
　　　　12：15〜13：30（11：45から受付）
　　　第 2部（犬山・城東地区）
　　　　14：45〜16：00（14：15から受付）
場所　市民文化会館、南部公民館
内容　祝いの演舞、恩師との再会、思い出のスライドショー、ゲーム、

お楽しみ抽選会等
対象　平成12年 4 月 2 日〜平成13年 4 月 1 日生まれの人
費用　1,000円（当日集金）
※犬山市に住民登録のある対象者と市外在住で申し込みのあった人には11
月下旬に案内状を送付しました。参加を希望する人でまだ申し込んでいな
い人は、案内状に同封の返信用はがきを、すみやかに返送してください。
※市外へ転出した対象者を知っている人は「二十歳の集い」の開催につい
て伝えてください。また案内状が必要な場合は送付先を連絡してください。
※案内状には新型コロナ対策のお願いを記載していますので、必ず熟読し、
記載内容を遵守して参加してください。また当日は指定席となります。
※新型コロナの影響により開催時間や会場等が変更となることがあります。
実行委員会ではインスタグラム「＠inuyama2021」で随時情報を発信して
います。また変更がある場合は市ホームページ　ページ番号1005524　で
もお知らせします。
問合　青少年センター（文化スポーツ課内　℡44-0353）

きらめき明治村
　イルミネーションがはじまったのは「明治時代」。現代技術と融合し、
幻想的な光に包まれる明治建築をお楽しみください。
期間　令和 3年 1月11日㊗までの㊏㊐㊗（ 1月 1日㊗除く）、
　　　12月24日㊍・25日㊎
※開催日は19：30まで延長開村
場所　「帝国ホテル中央玄関」「聖ザビエル天主堂」を中心とした 4丁目・

5丁目エリア（博物館明治村内）
※点灯時間・休村日はホームページ（https://www.meijimura.com/）
を見てください。
※荒天・積雪、凍結による道路規制により中止の場合があります。
費用　入村料金のみ
問合　博物館明治村（℡67-0314）博
物
館
明
治
村
　
犬
山
市
民
　
特
別
入
村
割
引
券【
入
村
料
金
ワ
ン
コ
イ
ン
特
別
企
画
】

■
入
村
料
／
お
と
な
　
2,
00
0円
→
50
0 円
� □
人
、 シ
ニ
ア （
65
歳
以
上
）・
大
学
生
　
1,
60
0円
→
50
0円
� □
人

　
　
　
　
　
高
校
生
　
1,
20
0円
→
50
0 円
� □
人
、 小
・
中
学
生
　
70
0円
→
50
0 円
� □
人

●バスの運行情報がいつでも確認できます
　10月から導入した「バスロケーションシステム」により、インターネット上でバスの位置情報や遅
延状況などの運行情報を確認できます。右の二次元コードまたは各バス停に貼られている二次元コー
ドを読み取るか、市ホームページから見ることができます。
問合　防災交通課（℡44-0347）

　 8月に市内在住の小中学生から募集したコミュニ
ティバスの愛称が決まりました。募集は、昨年度に犬
山中学校で行われた「選挙の大切さを伝える主権者教
育」の意見交換会で、当時中学 3年生の生徒から提案
を受けて実施したものです。
　応募総数681件の中から、 1次選考を経て、市内在
住の小中学生を対象に行ったアンケート形式での投票により決まりました。
　愛称は、バスの車体や路線図、バス停留所、チラシなどへ順次表示していきます。

コミュニティバスの愛称が

																																															に決定しました！

市内在住の小中学生限定　冬休み無料乗車券を配布
無料乗車日　12月24日㊍・25日㊎・28日㊊、令和 3年 1月 5日㊋・ 6日㊌
※同伴する保護者等は一人につき通常料金（ 1日200円）が必要です。
※路線図兼時刻表は市役所と各出張所で配布しています。市ホームページ　ページ番号1000010　にも掲
載しています。
対象　市内在住の小中学生
※市内の小中学校へ通学している児童生徒には冬休み前に各小中学校を通じて配布します。
※市外の小中学校へ通学している場合は、該当者が小中学生であることと市内在住であることを確認でき
る書類を持って12月 1 日㊋から市役所 3階防災交通課へ来てください（代理申し込み・受け取り可）。

関連イベント　親子からくり教室
日時　12月 6 日㊐・13日㊐
　　　各日①10：30〜12：10、
　　　②12：40〜14：10の 2 回
費用　500円
定員　各回10組20人
申込・問合　犬山祭保存会
　　　（℡55-4875）へ

わん丸君バス
▲産業振興祭は
　こちらから
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募 集

図書館バッグに
掲載する広告

　令和 3年 3月、市立図書館 2階
に新しく「子ども読書空間」がオー
プンします。その記念品として作
成する「図書館バッグ」に掲載す
る広告を募集します。図書館バッ
グは、希望者へ配布するほか図書
貸出用としても利用します。
※広告掲載の対価として申込者の
負担でバッグを納入していただき
ます。
※広告面の裏面に市の指定したデ
ザインを印刷してください。
※複数の事業者が共同で申し込む
場合は 1枚に 4者まで掲載可。

作成予定枚数
　　　 1件につき100枚以上
使用期間　令和 3年 3月から配布

終了まで（貸出用は 5年間）
広告規格　縦22㎝×横25㎝程度
　　　（バッグのサイズは縦40㎝

×横42㎝×マチ12㎝程度）
掲載できない広告　政治活動・宗

教活動・意見広告・公序良
俗に反するものなど

申込・問合　12月 3 日㊍から広告
掲載申込書を記入し広告案
等を添えて市立図書館（℡
62-6300）へ

※バッグの素材や色などは申込時
に相談のうえ決定します。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1007237　を見てください。

創業支援セミナー
日時　令和 3年 1月23日㊏
　　　13：00〜16：30
場所　江南市民文化会館 2階第 2

会議室
内容　創業の基礎知識とビジネス

プランの立て方、創業者に
聞く経験談、創業保証制
度・日本政策金融公庫の施
策・創業支援制度の紹介

対象　創業を予定（希望）する人、
創業していて経営知識を習
得したい人

定員　先着10人　　費用　無料
申込　12月 3 日㊍〜令和 3年 1月

8日㊎に電話、ファックス
またはEメールで、郵便番
号・住所・氏名・年齢・性
別・電話番号・Eメールア
ドレスを江南市商工観光課
（℡0587-54-1111（内線33

　　　7）� Fax0587-56-5516　Eメー
ルshoko＠city.konan.lg.

　　　jp� 8：30〜17：15㊏㊐㊗除
く）へ

問合　産業課（℡44-0340）

犬山商工会議所職員
募集対象　 4年制大学を平成30年

3 月以降に卒業した人（卒
業見込みの人）

採用人数　若干名
採用時期　令和 3年 4月
応募資格　普通自動車運転免許取

得者、パソコンに精通して
いる人

選考方法　 1次選考（書類審査）
　　　令和 3年 1月21日㊍
　　　 2次選考（筆記試験、面接）
　　　令和 3年 2月10日㊌
申込・問合　令和 3年 1月15日㊎

（必着）までに履歴書を直
接または郵送で犬山商工会
議所（〒484-8510　天神町
1 - 8 　℡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/）を見てください。

チームで活動するためのコツとお作法（全 2 回）
　地域での活動や、サークル活動など「誰かと何かを一緒にやる時」に
必要な基礎・基本を理解し、うまく行動するための組織論とコミュニケー
ションを学びます。オンライン（Zoom）で開催します。
日時・内容　①12月10日㊍「チームで活動するとは？組織論の基本」
　　　　　　②令和 3年 1月14日㊍
　　　　　　　「誰かと何かを一緒にするためのコミュニケーション術」
　　　　　　各日14：00〜16：00（ 1 回のみの受講も可）
講師　NPO法人あっとわん　代表理事　河野弓子氏
対象　市内在住・在勤・在学の人
申込・問合　12月 8 日㊋までに住所、氏名、電話番号、メールアドレス

をEメールで地域協働課（℡44-0349　Eメール010410＠city.inuya
　　　ma.lg.jp）へ
※申込確認メールが届かない場合、電話で問い合わせてください。

応援します　あなたの活動
令和 3年度�市民活動助成金企画提案事業
　「市民活動助成金」は、自主的で積極的なまちづくり、市民活動を促進
することを目的として、地域を元気に、まちを快適で魅力あるものにし
ていく企画提案事業に必要な経費の一部を助成するものです。
　令和 3年 4月から実施する企画提案事業を次のとおり募集します。
※詳細は募集要領を見るか、事前説明会へ参加してください。
●募集内容
部門　・はじめの一歩部門（始めたばかりの活動を応援します）
　　　・�市民活動助成部門（地域の課題解決、まちの魅力創出を応援し

ます）
　　　・コラボ・マッチング部門（協働による社会貢献を応援します）
対象　令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの事業
申込　令和 3年 1月22日㊎までに所定の申込用紙に必要事項を記入し、

必要書類を添えて市役所 3階地域協働課へ
●事前説明会
　申請手順、対象経費等の内容（前年度より変更有）および申請書の書
き方などについて説明します。
日時　①12月18日㊎10：00から　②12月19日㊏14：00から（各日90分程度）
場所　協働プラザ（市民交流センターフロイデ 1階）
申込　12月15日㊋までに協働プラザ（℡48-1221�Eメールinfo@inuyama
　　　-plaza.com）へ
●企画提案発表会（公開審査）
　提案者が事業を 5分以内で発表し、公開審査により助成金額を決定し
ます（一部部門は書類審査のみ）。
日時　令和 3年 2月20日㊏10：00〜14：00
場所　市役所 2階205会議室
※募集要領・申込用紙は、市役所 3階地域協働課で配布しています。市
ホームページ　ページ番号1000761　からダウンロードもできます。
※この助成金は市議会での令和 3年度予算成立が前提となります。
問合　地域協働課（℡44-0349）

第 9 次犬山市高齢者福祉計画・
第 8 次犬山市介護保険事業計画
パブリックコメント

　市では、高齢者福祉の充実と介護保険事業の円滑な運営を実現するた
め第 9次犬山市高齢者福祉計画および第 8次介護保険事業計画を策定し
ます。この度、計画素案を作成し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　12月 4 日㊎〜18日㊎
公開場所　市役所 1階ロビー、高齢者支援課、各出張所、市立図書館で

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・意見を記入して直接提出する

か郵送、ファックス、Eメールで高齢者支援課（030200＠city.inu
　　　yama.lg.jp）へ
※いただいた意見は取りまとめの上、回答と合わせて市ホームページと
高齢者支援課で公表します。
問合　高齢者支援課（℡44-0326）

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んでみませんか。
日時　令和 3年 1月18日㊊
　　　 1回目�10：00〜11：30　 2 回目�13：30〜15：00
※ 1 回目と 2回目は同じ内容です。
場所　市役所 2階205会議室　　対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　各回先着30人　　費用　無料　　持物　筆記用具
※マスクを着用して来てください。
申込・問合　12月25日㊎までに電話かEメールで①氏名②年齢③昼間連

絡がつく電話番号④希望時間を高齢者支援課（℡44-0325　Eメー
ル030200＠city.inuyama.lg.jp）へ

いぬやまコミュニティ農園 説明会
　楽田三ツ塚に「いぬやまコミュニティ農園」を開設します。農作業や
農作物の加工・販売を通して、いろいろな人と交流しながら健康増進や
楽しみづくりに取り組みませんか。
　多世代・多文化交流による農業と福祉の連携で、気軽にふらっと集え
る地域の居場所づくりを目指します。年代・国籍・地域などは問いませ
ん。農業を教えてくれる人の参加も大歓迎です。
1 回目　日時　12月12日㊏16：30〜17：30
　　　　場所　地域資源カフェ�チャンティ（中本町）
2 回目　日時　12月13日㊐13：30〜14：30
　　　　場所　楽田ふれあいセンター
※ 1回目と 2回目は同じ内容です。
定員　各回先着20人　　費用　無料
申込・問合　各回前日までにNPO法人シェイクハンズ（℡090-9940-2939

　Eメールinfo＠shake-hands.jp）へ

市の指定した
デザイン広告

バッグ（表） バッグ（裏）
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年末年始の
食品ロスを減らそう

　日本では、年間約612万tの食品
ロスが発生しています。そのうち
284万tは家庭から発生しています
（環境省「平成29年度推計」）。こ
れは国民 1人当たり茶碗約 1杯分

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 4月入校の訓練生を募集し
ます。
募集科目　①ITスキル科
　　　　　②OAビジネス科
　　　　　③CAD設計科
　　　　　④総合実務科
　　　　　　（知的障害者対象）
　　　　　⑤ワークサポート科
　　　　　　�（精神障害者・発達

障害者対象）
訓練期間　①〜④1年間　⑤9か月
選考日　　①②③⑤
　　　　　　令和 3年 3月12日㊎
　　　　　④令和 3年 3月 7日㊐
選考方法　筆記試験と面接試験
申込　令和 3年 1月 4日㊊〜 2月

26日㊎にハローワーク犬山
（住所を管轄するハローワ

　　　ーク）へ
問合　ハローワーク犬山（℡61-21
　　　85）、愛知障害者職業能力開

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

事業所のごみは集積場に捨てないで
　店舗、飲食店、オフィス、工場等の事業所から排出されるごみはすべ
て「事業系ごみ」です。町内の集積場は「家庭系ごみ」の集積場ですの
で事業系ごみは捨てないでください。
　事業系ごみの中でも紙くず、生ごみなどは事業系一般廃棄物として市
内の収集運搬許可業者に依頼するか直接都市美化センターに搬入するこ
とで市が処理できます。
　またプラスチック・金属・ガラスなどは産業廃棄物として許可を受け
た産業廃棄物処理業者に処理委託をしてください。古紙・缶・びん・ペッ
トボトルなどは資源物回収業者に依頼してください。
問合　環境課（℡44-0344）

が毎日捨てられていることになり
ます。
　年末年始に家族や親戚などで集
まるときも、次のことに取り組み、
食品ロスを減らすよう意識しまし
ょう。
・�集まる人数を事前に把握し、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。
・�生ごみ処理機を使ってリサイク
ルする。
問合　環境課（℡44-0344）

年末の安全な
まちづくり県民運動
12月 1 日〜20日

　年の瀬を控え、慌ただしさを感
じるこの時期は防犯意識が薄れが
ちになります。
　県内の空き巣や自動車盗は依然
として多発しています。被害に遭
わないためには、確実に戸締りを
する・窓やドアはツーロックにす
るなど日頃から防犯意識を高く持
ち身近な対策を実践しましょう。
重点項目
〇住宅を対象とした侵入盗の防止
〇特殊詐欺の被害防止
〇自動車盗の防止
〇子供と女性の犯罪被害防止
●住宅侵入盗防止の 4原則
　次の 4原則に基づく対策を組み
合わせることで、より高い防犯効
果が得られます。
「時間�」侵入までに時間のかかる

防犯対策物品を取り付ける
「光」家の周りを明るくする
「音」�警報器、防犯砂利で周囲に

侵入を知らせる
「目」住民同士の連携を強化する

　市では住宅侵入盗を防止する
ための防犯対策物品の購入費等
を一部補助する制度があります。
詳細は問い合わせてください。

問合　防災交通課（℡44-0347）

年末の
交通安全県民運動
12月 1 日〜10日

　12月 4 日㊎は県内一斉に交通安
全大監視を行います。
　一人一人が交通安全意識を高
め、交通事故の防止に努めましょ
う。
重点項目
〇�夕暮れ時と夜間の交通事故防止
と飲酒運転等の危険運転の根絶

〇�子供を始めとする歩行者の安全
と自転車の安全利用の確保

〇高齢運転者等の安全運転の励行
●横断歩道は歩行者優先
　ドライバーは、横断歩道に近づ
いたら横断歩道直前で停止できる
ような速度で進み、横断しようと
する人や横断中の人がいたら必ず
止まりましょう。歩行者はドライ
バーからよく見えるように、明る
い服装や、反射材の着用を心掛け
ましょう。
問合　防災交通課（℡44-0347）

警察署だより
5
ゴ ー ナ ナ

〜 7 は魔の時間
　冬季は視認性の悪い時間帯が長
いことから交通事故が多発する傾
向があります。特に17：00〜19：00
の時間帯に交通死亡事故が多発し
ています。
　夕暮れ時は周囲の視界が徐々に
悪くなるため、自動車や歩行者、
自転車がお互いに発見が遅れた
り、距離や速度が分かりにくく
なったりします。
　ドライバーは16：00を目安に暗
くなる前にライトを点灯したり、
対向車などがいないときは積極的
にハイビームを活用したりするな
ど、いち早く危険を発見、回避で
きるよう心掛けてください。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

ごみ・リサイクル　12月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 12月13日㊐
9：00〜16：00

12月19日㊏
9：00〜12：00

12月27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）
※リサイクル品の販売
は中止しています。

南部公民館
駐車場

市役所西庁舎
※市役所前公共北
駐車場から場所を
変更しています。

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
・羽毛ふとんは濡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　※㊐㊗、12/29〜 1 / 3 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
・羽毛ふとんは濡れないように出してください

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
12日㊏　犬山中学校PTA
　　　　（℡61-2409）
　　　　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
　　　　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内�℡61-0667）
第 2・ 4㊍ 9：00〜10：00
　　　　（雨天中止）
　　　　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）
6 日㊐　県営橋爪住宅自治会
　　　　（甲斐�℡090-3481-9287）
22日㊋　犬山市身体障害者福祉協
　　　　会（ふれんど�℡61-8008）
27日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
［羽黒地区］
9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）

ごみは 8：00までに
出しましょう

　可燃ごみ、不燃ごみ、資源物な
どのごみは 8：00までに各ごみ集
積場に出してください。 8：00を
過ぎて出すと、収集業務に支障を
きたす場合があります。
問合　環境課（℡44-0344）
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航空自衛隊岐阜基地
からのお知らせ

●航空機救難消防訓練のお知らせ
　航空機事故等発生時の被害を最
小限に止めるため、法律等で定め
られた訓練を行います。本訓練に
伴い黒煙が発生しますが、環境に
配慮し、灯油の使用は最小限とし
ていますので、ご理解をお願いし
ます。
日時　12月10日㊍ 5：20〜 8：30
　　　（予備日12月11日㊎）
場所　岐阜基地内
●令和 3年度基地モニターを募集
　自衛隊の活動を周辺住民に理解
していただくため基地モニターを
募集します。詳細は岐阜基地ホー
ムページを見てください。
定員　10人（男女各 5人）
応募期限　令和 3年 1月31日㊐
問合　航空自衛隊岐阜基地渉外室
　　　（℡058-382-1101）

確定申告書は
自宅で作成できます

　国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」では、自宅
のパソコンやスマートフォンで確
定申告書を作成することができま
す。会場に出かける必要がなく、
計算機能により所得額や控除額の
算出誤りを防ぐことができます。
※令和2年分の申告ページは申告
期間前のため未開設です。

申告方法
　パソコンまたはスマートフォン
で作成した申告書は、次の①②い
ずれかの方法で提出してください。
①電子申告により提出する。
※「マイナンバーカード」と「IC
カードリーダライタまたはマイナ
ンバーカード対応のスマートフォ
ン」が必要です。
※郵送は不要です。
②作成した申告書を印刷し、税務
署へ郵送で提出する。

●確定申告会場へ来場する人への
お願い
　例年、南部公民館を会場として
いる確定申告は、新型コロナ対策
をとった上で開設しますので、来
場の際は次のとおりご協力をお願
いします。

・�会場内の密集を避けるため、
入場制限を行います。なるべ
く一人で来場してください。
・マスクを着用してください。
・�発熱などの体調不良がある人
は来場をご遠慮ください。

　会場で1日に受け付けできる人
数には限りがあります。また3密
を避けるため自宅のパソコンやス
マートフォンからの申告にご協力
ください。
問合　税務課市民税担当
　　　（℡44-0314）

事業者向け支援策
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

●愛知県よろず支援拠点の専門家による相談
　新型コロナの影響を受けている中小・小規模事業者を対象に相談窓口を開設しています。感染症対策の
各種支援施策活用から売上拡大、資金繰り等の相談まで幅広く対応します。事前予約制です。
日時　毎週㊎ 9：00〜17：30（相談は90分間）　場所　市役所 2階�専用相談ブース　定員　 1日 5人

●中小企業等家賃補助金（市独自）� 市ホームページ　ページ番号1006835　
対象　経済産業省『持続化給付金』の認定を受けた人、店舗等の事業所を賃借し事業を行っている人　等
補助金額　 4・ 5月分の賃料 2か月分の 2分の 1の額（限度額10万円）
申込期限　令和 3年 1月29日㊎

●セーフティネット資金融資信用保証料補助金、利子補給補助金（市独自）
市ホームページ　ページ番号1001146・1006742　

　愛知県の経済環境適応資金のうち、セーフティネット保証（ 4号・ 5号）または危機関連保証（ 6項）
の認定を受け、融資を受けた事業者に対して、その融資額に対する信用保証料の補助（上限30万円）を実
施し、あわせて返済時に発生する利子の一部（ 6か月分・上限30万円）を補助します。
対象　 5月 1日以降にセーフティネット保証（ 4号・ 5号）か危機関連保証（ 6項）の融資を受けた人　等

愛北広域事務組合からのお知らせ
●指名競争入札参加資格審査申請（追加受付）
　愛北広域事務組合が令和 3年度に発注する建設工事、設計業務等、物
品の製造・販売および役務の提供等に関する指名競争入札に参加を希望
する人は、申請書を提出してください。
　令和 2年に申請し受理された人は、申請する必要はありません。
受付期間　令和 3年 1月20日㊌〜26日㊋
受付時間　 9：30〜12：00、13：00〜15：30
受付場所　愛北クリーンセンター 2階�愛北広域事務組合事務室
※申請様式はホームページからダウンロードしてください。
※郵送での受け付けは行いません。

●人事行政の運営等の状況
　愛北広域事務組合の人事行政の運営等の状況をホームページで公表し
ています。

問合　愛北広域事務組合（℡0587-37-0840�ホームページhttp://www.
aihoku-kouiki.jp/）

市税だより　〜固定資産税の賦課・申告〜
●次の場合は連絡・申告してください
①令和 2年 1月 2日〜令和 3年 1月 1日に土地の利用状況を変更したと
き、または家屋（居宅・物置・店舗など）を新築・増築したとき
　担当職員による調査が済んでい
る場合を除き税務課資産税担当へ
連絡してください。
　令和 3年度から固定資産税およ
び都市計画税が見直しまたは新た
に課税されます。
②家屋を取り壊したとき
　「家屋取り壊し届出書」を税務
課資産税担当へ提出してください。ただし年内に法務局で滅失登記の手
続きをした場合は提出不要です。
　なお固定資産税は 1月 1日現在の所有状況により課税されますので、
1月 2日以後に家屋を取り壊した場合でも翌年度は課税されます。
③既存住宅の改修をしたとき
　既存住宅の耐震改修、省エネ改修またはバリアフリー改修の工事を行
い、一定の要件を満たす場合は固定資産税が減額されます。工事完了後
3か月以内に必要書類を添えて申告してください。

●償却資産は申告が必要です
償却資産とは
　事業で使用する資産（構築物や機械、器具、備品など）をいい、固定
資産に該当します。アパートなどの資産を所有している人で次のような
資産がある場合も申告の対象となります。
（例）�看板、塀、門、庭園などの外構、アスファルト舗装、フェンス、

自転車置場、屋根に設置した太陽光発電設備など
申告は毎年必要です
　市内に事業用の償却資産を所有している人は、毎年 1月 1日現在の所
有状況を市へ申告する必要があります。昨年度申告のあった人には12月
中旬に申告書を送付しますので、償却資産の増加・減少がない人も申告
してください。
　新たに申告が必要となる人は申告書を市ホームページ　ページ番号
1000318　からダウンロードするか税務課資産税担当へ連絡してください。
※eLTAX（エルタックス）を利用し、インターネットを通じて申告する
こともできます。詳細はeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.
go.jp/）を確認してください。
※新型コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業
者向けの固定資産税・都市計画税の軽減措置を申告する場合は、市ホー
ムページ　ページ番号1007044　を確認のうえ、必ず期限までに必要書類
を提出してください。
申告期限　令和 3年 2月 1日㊊（必着）
※期限前は大変混み合いますので令和 3年 1月20日㊌までの申告にご協
力ください。
問合　税務課資産税担当（℡44-0315）

新型コロナウイルス感染症に係る施策

利用状況の例

畑

宅地

その他
（駐車場など）
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生 活 水道管の冬じたく
●夜の冷え込みに注意
　気温がマイナス 4℃以下になる
と、防寒の不完全な水道管は凍っ
たり、破裂したりします。
　むき出しになっている水道管な
どには、事前に防寒対策を行い凍
結を防ぎましょう。
●防寒のしかた
①水道管や蛇口のまわりに毛布や
布などの保温材を巻いて、濡れな
いように上からビニールなどを巻
きつけてください。
②メーターボックスの中に毛布や
布などを入れ、内部を保温してく
ださい（メーター検針が行える状
態にしておいてください）。
③蛇口を少し開けて少量の水を出
しておくと凍結しにくくなります。
●水道管が破裂したとき
　メーターボックスの中にある止
水栓を閉めて水を止めてから、市
指定水道工事店に修理を依頼して
ください。修理は有料です。
市指定水道工事店は市ホームペー
ジ　ページ番号1000700　で確認
できます。
●水道管が凍って水が出ないとき
　凍結部分にタオルをかぶせ、そ
の上からゆっくりとぬるま湯をか
けてください。熱湯をかけると、
水道管が破裂したり割れたりする
ことがあるので注意してください。
問合　水道課（℡62-9300）�

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
匿名　100,000円
●犬山市環境保全基金として
匿名　100,000円
●市へ
一般社団法人全国保健室コーチン
グ連絡協議会　マスク1,250枚

12月 4 日〜10日 第72回「人権週間」
〜人権啓発キャッチコピー〜
　『誰か』のこと　じゃない。
●人権週間とは
　国際連合は、世界人権宣言を採択し
た12月10日を「人権デー」と定め、日
本では、法務省と全国人権擁護委員連
合会が、毎年12月 4 日〜10日を「人権
週間」と定めています。世界人権宣言
の趣旨やその重要性を広め、人権尊重
思想の普及・高揚を図るため、啓発活動を行っています。
●人権擁護委員
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けて、活動を行う民間のボラ
ンティアです。
　人権問題解決に向けて相談業務のほか、人権尊重思想の普及・啓発を
図るため、各学校や子ども未来園での人権教室の開催、街頭での啓発活動、
人権作文の審査など、人権擁護のための幅広い活動を行っています。
　犬山市では 6人の委員が活動しています（順不同）。
　　紀藤久美子さん　髙橋由里子さん　梅村幹雄さん
　　岩田芳子さん　　玉置純二さん　　髙木浩行さん
活動紹介�〜子ども人権教室〜
　主に小学生、保育園児などを対象に、
人権教室を開催しています。
　人権尊重思想について理解しやすい
内容となるようDVD、紙芝居、かるた、
クイズなどを活用し思いやりの大切さ
やいじめをなくすことなどを伝える活
動をしています。
●人権週間の行事予定
　・人権相談　12月 8 日㊋13：00〜16：00　南部公民館 2階会議室 3
　・DVD上映会　12月 8 日㊋〜10日㊍　各日14：30〜16：00
　　　　　　　　市役所 2階205会議室
●人権擁護委員による人権相談
　毎月第 3㊌13：00〜16：00　南部公民館 2階会議室 3
※月によって日時が変更になることがあります（12月は 8日㊋）。
●常設人権相談所　㊏㊐㊗を除く毎日 8：30〜17：15開設
「みんなの人権110番」　℡0570-003-110
「子どもの人権110番」　℡0120-007-110
「女性の人権ホットライン」　℡0570-070-810
「SNS人権相談」LINEじんけん相談＠名古屋法務局
　　　　　　　　　　　　　　＠snsjinkensoudan

新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の
被害の相談も受けています。困った時は、一人で悩まず相談してくだ
さい。

問合　市民課（℡44-0303）

▲LINE人権相談
　友だち追加は
　こちら

●福祉課からのお知らせ
　・10月 1 日から成年後見センターを設置しました（市役所 1階高齢者支援課・福祉課内）。
　・�補装具費支給制度の対象外となる軽度・中等度難聴児（18歳未満）が補聴器を購入する場合等の費用の助成

制度があります。
　・日常生活用具給付対象の「情報通信支援用具」の耐用年数を 5年に改正しました。
　・ボランティア団体が作製した音声による広報犬山「声の広報」の貸し出しを行っています。
　・「ヘルプマーク」は福祉課窓口で配布しています（ 1人 1個）。
問合　福祉課（℡44-0321）

手話通訳者・要約筆記者を派遣しています
　聴覚障害の人が通院などで通訳が必要な場合
に、手話通訳者や要約筆記者を派遣しています。
費用は無料です。

聞こえの不自由な方とお話してみませんか
　手話や要約筆記を学ぶことができる講座を開催
しています。開催する際は広報犬山でお知らせし
ます。また手話サークルもあります。

　市では、次の事業を実施しています。気軽に市役所1階福祉課へ問い合わせてください。

●聴覚障害者とのコミュニケーション方法
手話
　手話は、手や指の動き、顔の表情などを使って表現することば（言語）です。
生まれつき耳が聞こえない人は、第一言語として使用することが多く、手話を使っ
て会話をします。
　最近では、新型コロナウイルス感染症の記者会見などで手話通訳者を見かける
機会が多くなりました。
要約筆記
　要約筆記は、手書きやパソコンを使って話の内容を要約し、聴覚障害者に書いて伝える方法です。

　障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の
活動へ積極的に参加することを促進するため、障害者基本法では毎年12月 3 日〜 9日を「障害者週間」と定めて
います。この機会に、障害について考えてみませんか。

●知っていますか？障害者に関するマーク
　障害のある人に関するマークを紹介します。街で見かけた際は、必要な支援や配慮をお願いします。この他に
も、障害のある人に関するマークは様々なものがあります。「なんのマークかな？」と思ったら一度調べてみて
ください。

ヘルプマーク
　内部障害など、外見
から分からなくても援
助や配慮を必要として
いる人が、周囲の人に

配慮を必要としていることを知ら
せるマークです。
　電車・バス内で席をゆずる、
困っているようであれば声をかけ
る等、思いやりのある行動をお願
いします。

耳マーク
　聞こえが不自由な
ことを表すと同時
に、聞こえない人・

聞こえにくい人への配慮を表す
マークでもあります。�
　このマークを提示された場合
は、相手が「聞こえない・聞こえ
にくい」ことを理解し、コミュニ
ケーションの方法等への配慮をお
願いします。

「白杖SOSシグナル」
普及啓発シンボル
マーク
　白杖を頭上50㎝程
度掲げてSOSを示

している視覚障害の人を見かけた
ら、進んで声をかけて支援しよう
という運動のシンボルマークです。
　このシグナルを見かけたら、
困っていることなどを聞き、サ
ポートをお願いします。

12月 3 日〜 9 日　「障害者週間」
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生 活 健 康 高 齢 者

子 育 て

安全運転支援装置の
設置費補助は
今年度限りです

申請は 2月 1日まで
　車の運転でペダルを踏み間違え
てヒヤリとしたことはありません
か。高齢運転者のペダルの踏み間
違いによる死亡事故は増加傾向に
あります。踏み間違い事故を防止
するため、後付けで設置できる安
全運転支援装置があります。
　市では、この装置を設置する高
齢者に購入経費の一部を補助して
います。今年度限りの制度ですの
で早めに申請してください。
申請期限　令和 3年 2月 1日㊊
※装置設置後の補助金申請はでき
ませんので、必ず設置前に申請を
してください。
対象者　市内在住の65歳以上（令

和 3年 3月31日時点）の人
対象装置　ペダル踏み間違い急発

進等抑制装置としての機能
があるもの（国の性能認定
制度を受けている装置）

※設置業者から設置の説明を受け
てください。
対象設置業者　国から認定を受け

た取扱事業者か、取扱事業
者から指定を受けた業者

　　　（愛知県内に限る）
補助金額　装置購入設置費の 5分

の 4の額
※装置により上限が変わります
（障害物検知機能付きは上限
32,000円、それ以外は上限16,000
円）。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1006588　を見るか問い合わ
せてください。
申込・問合　防災交通課（℡44-

0347）へ

問合　市民健康館（℡63-3800）

うつ病家族教室
　うつ病で治療中の人の家族が、
病気についての理解を深め、本人
をどう支えていくかを学ぶ教室で
す。
日時　12月22日㊋14：00〜15：30
場所　江南保健所
　　　（江南市布袋下山町西80）
内容　講義「うつ病家族の役割」
　　　�〜ご家族もすこやかに過ご

すために〜
講師　犬山病院　精神保健福祉士
　　　舘未輝子氏
定員　10人
費用　無料
申込・問合　12月11日㊎までに電

話で江南保健所健康支援課
（℡0587-56-2157� 9：00〜
17：00㊏㊐㊗除く）へ

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

年金生活者
支援給付金

　「年金生活者支援給付金」は、
基礎年金を受給していて、公的年
金収入と年金以外の所得を含めた
所得額が一定以下の人に対して給
付されます。
　対象者には10月中旬に日本年金
機構から書類が送られています
が、令和 3年 2月 1日までに手続
きをしない場合、令和 2年 8月分
からの給付金が受け取れません。
　まだ手続きをしていない人は書
類に同封されているはがきに提出
日、氏名、電話番号を記入してす
みやかに日本年金機構へ提出して
ください。
※給付金の金額や給付時期は書類
の提出時期によって異なります。
※日本年金機構や厚生労働省が口
座番号を聞いたり、手数料などの
金銭を求めたりすることはありま
せんので、詐欺に注意してください。
問合　日本年金機構給付金専用ダ

イヤル（℡0570-05-4092）

第11回特別弔慰金
　令和 2年 4月 1日から戦没者等
の遺族に対する第11回特別弔慰金
の請求が始まりました。
　先順位の遺族一人に、額面25万
円、 5年償還の記名国債が支給さ
れます。戦没者の遺族で対象と思
われる人は問い合わせてください。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1000218　を見てください。
※請求に必要な書類は市役所 1階
福祉課で配布しています。書類配
布時に請求手続きについて説明し
ますので時間に余裕をもって来て
ください。
受付期間　令和 5年 3月31日㊎まで
問合　福祉課（℡44-0320）

ウォーキングで
病気を予防

コロナ禍でも
健診や予防接種を
受けましょう

　生活習慣病やがんの早期発見に
は、定期的な健診と適切な受診が
重要です。また乳幼児の予防接種
を遅らせると、免疫がつくのが遅
れ、重い感染症になるリスクが高
まります。
　気になることは早めにかかりつ
け医に相談し、必要な健診や予防
接種は予定どおり受けましょう。

困難を抱えた
子ども・若者
支援のための研修会

　保護者や指導者に「発達障がい」
の正しい理解が不足していること
で、子どもを苦しめたり、能力を
十分伸ばせなかったり、不登校な
どにつなげてしまうことがありま
す。発達障がいと上手な支援につ
いて一緒に学習しましょう（ 1回
のみの参加も可）。
日時
①12月17日㊍（小学校編）
②令和 3年 1月20日㊌（中学校編）
③令和 3年 2月 3日㊌（高等学校編）
各回13：30〜15：00
場所　南部公民館講堂
講師　NPO法人アジャスト
　　　代表理事　清長豊氏
定員　各回先着100人　費用　無料
申込・問合　12月 1 日㊋ 9：00か

ら青少年センター（文化ス
ポーツ課内�℡44-0353）へ問合　市民健康館（℡63-3800）

「もうちょこっと歩こう　もうちょこっとからだを動かそう」
（犬山市健康づくりキャッチフレーズ）

　ウォーキングをすることは、生活習慣病や認知症の予防、心の健康維
持につながります。
　群馬県中之条町で高齢者を対象に行われた長期的な研究では、下表の
とおり病気予防に有効な歩数等がわかってきました。また歩数だけでな
く早歩きをする時間も重要といわれています。
　はじめは低めの目標から少しずつ歩数を増やしていき、毎日適度な運
動ができるように心がけましょう。

1 日の歩数 左のうち　　
早歩きの時間 予防できる病気

4,000歩以上 5分以上 うつ病
5,000歩以上 7.5分以上 認知症・心疾患・脳卒中
7,000歩以上 15分以上 がん・骨粗しょう症
8,000歩以上 20分以上 高血圧症・糖尿病・脂質異常症

※参考：中之条研究（青柳幸利・東京都健康長寿医療センター研究所）
※歩き過ぎ（ 1日12,000歩以上）は健康を害することもあるので気をつ
けましょう。
●ウォーキングコースを歩きませんか
　市では、市内に10のウォーキングコースを設定しています。詳細は市
民健康館で配布しているウォーキングマップや市ホームページ　ページ
番号1000284　、ウォーキングアプリ「てくてく」で紹介しています。
問合　市民健康館（℡63-3800）

犬
けん

健
けん

チャレンジ　応募は令和 3 年 1 月29日まで
　健（検）診や健康づくりでポイントを貯

た

めると、抽選で賞品が当たり
ます。詳細はホームページ　ページ番号1002942　を見てください。
対象　18歳以上の市内在住・在勤の人
参加方法　ポイントシートにポイントを貯めて応募してください。
　①健（検）診を受ける　…健（検）診 1回20ポイント（最大40ポイント）
　②対象のイベント等に参加する　… 1回 1ポイント（最大20ポイント）
　③自分の目標（ 2つ）に取り組む　…目標ごとに 1日 1ポイント
　　（例　朝食をとる・ 1日〇歩以上歩く・腹筋〇回・間食しない�など）
　④合計100ポイントになったら市民健康館か保健センターで応募する
※郵送、FAX、メールでも応募できます（令和 3年 1月29日㊎必着）。

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

12月に
満85歳になる人へ

　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　12月申請は12枚交付
持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝×横

3㎝） 1枚

▲

見
本

●応募した人の中から抽選で賞品が当たります
　Ａ賞　1万円のQUOカード� 10人
　Ｂ賞　5,000円相当の地元名産品� 20人
　Ｃ賞　1,000円のQUOカード	 50人
●賞品が外れた人にも市内事業所の協賛品が当たるWチャンス
　協賛事業所
　�（一社）尾北医師会・（一社）犬山扶桑歯科医師会・犬山薬剤師会・
入鹿ハチミツ・大野屋・尾関作十郎陶房・サイトウハム・JA愛
知北・自

じ

然
ねん

薯
じょ

工房・高田屋製菓・日比野製茶・（有）マルヒロ
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子 育 て 市体育館自主事業
●チアダンススクール体験者募集
　初心者も大歓迎。みんなで楽しく身体を動かします。
日時　毎月 3回㊋16：30〜17：30
※スケジュールの詳細は問い合わせてください。
場所　エナジーサポートアリーナ（市体育館）多目的スタジオ
対象　小学 1〜 3年生の女子児童
費用　 1回500円
申込　電話でエナジーサポートアリーナ（市体育館）（℡67-8080）へ

●すぽーつぱ〜く
　広い人工芝のグラウンドで子どもと一緒にめいっぱい遊びます。
日時　毎月第 1・ 3㊎10：00〜12：00
※当日 9：00時点で雨天の場合は中止。
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ広場　
対象　未就園児（保護者同伴）
費用　 1回500円
※事前申し込みは不要です。当日、現地で受け付けます。
問合　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
　　　（℡67-8080　 8：30〜21：30　㊊（㊗除く）休館）
※新型コロナの影響により中止する場合があります。

冬休みロボット塾（全 4 回）
〜プログラミング教室〜
　レゴロボット製作キットを使ってオリジナルロ
ボットを作成し、プログラミングをしてロボット
の操作や競技を楽しみませんか。
　「できた！」の感動から、物づくりの喜びとチャレンジすることの楽し
さが体感できます。
※作成したロボットは持ち帰れません。
日時　12月24日㊍・25日㊎・26日㊏の 9：00〜12：00、
　　　27日㊐ 9：00〜16：00
場所　市民交流センターフロイデ 3階301教室
講師　いぬやまe-コミュニティーネットワーク講師
対象　市内在住の小学 4〜 6年生　定員　10人
※応募者多数の場合は初めて受講する人を優先したうえで抽選。
※当選者には受講券を郵送します。抽選にはずれた人にはEメールで結果
を伝えます。
費用　500円　　持物　筆記用具
申込　12月 4 日㊎までに、右の二次元コードから応募フォー

ムで申し込んでください。
※申込時に自動応答メールが届きますのでinuyama.netから
のEメールが届くように設定してください。
問合　NPO法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
　　　（℡62-1888　 9：00〜17：00�㊐除く）

12月の子育て支援事業

　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更することがあります。
　施設の利用については新型コロナ対策のため、人数を制限し、実施していきます。親子ともに検温をした上で、
健康状態が良好な人のみ参加をお願いします。大人はマスクを着用してください。また当面の間、施設内での食
事はできません。

★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

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㊊〜㊎（㊗除く）
10：00〜15：00 市内児童センター 楽器遊び

クリスマス工作

パパも
あそぼう 未就園の乳幼児と父親 12月19日㊏

10：30〜11：30 犬山西児童センター 音遊び

★子育て支援センター
申込・問合　開催日の前日までに各開催場所に電話で申し込んでください。

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

12月11日㊎
10：30〜11：30

市民健康館
（℡63-3817）

親子ふれあい遊び・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

※12月は
　お休みです。 親子ふれあい遊び・お話

すくすくタイム 3〜 5か月の子どもと保護者 12月 1 日㊋
10：30〜11：30 あやし遊び・絵本

わくわくっこ
令和 2年 4月 1日以前に
2歳の誕生日を迎えた就園前の
子どもと保護者

12月17日㊍
10：30〜11：30 英語で遊ぼう・絵本

にこにこタイム 未就園の多胎児と保護者
多胎児妊婦

12月 2 日㊌
10：30〜11：30 東児童センター

さんにぃれ
（℡66-5700）

親子遊び・情報交換

赤ちゃんサロン 0歳の子どもと保護者 12月16日㊌
14：00〜15：00 体操・絵本など

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊋㊗除く）10：00〜15：00※㊐は12：00まで 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）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）

毎日（㊐㊊㊗健康館休館日除く）10：00〜15：00 さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）
（市民健康館内）

家庭児童 毎日（㊏㊐㊗除く） 9：00〜17：00 家庭児童相談室　（℡62-4300）
（保健センター 2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・援助などを行います。

子ども未来課（℡44-0324）
（市役所 1階）

発達支援
（要予約）

12月22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 1階）

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してください）

アートワーク犬山
第 5 回作品展

　風景、人物、静物などを洋画・
CG・パッチワーク等で描いた約
40点の作品を展示します。
日時　12月15日㊋〜20日㊐
　　　�9：00〜16：30（初日13：00

から、最終日16：00まで）
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　渥美（℡090-4110-8925）

親子で星空撮影会
in栗栖

　栗栖で美しい星空を撮影しませ
んか。星景カメラマンから撮り方
を学び自分のスマホで星空を撮影
します。栗栖の夜空をお手元に！
日時　12月12日㊏18：30〜21：00
※雨天時は中止します。
場所　栗栖野外活動センター
講師　鎌田科学　鎌田祐一氏
定員　10家族
費用　 1家族500円
持物　スマートフォン
申込・問合　にわ里ねっと事務局

（℡070-6420-5164　Eメー
ルevent＠niwasato.net）
へ

新型コロナの影響により掲載
の行催事が変更・中止となる
場合があります。外出の際は
各自、検温やマスク着用をし
てください。

「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 1日号の締め切りは12月
16日㊌、2月15日号は 1月 4日㊊。
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羽黒地区コミュニティと小学生が稲刈り
　10月 7 日、羽黒小学校の 5年生が、米づくり体験学習
として 6月の田植えから育ててきた、もち米「十五夜」
の稲刈りを行いました。この学習は羽黒地区コミュニ
ティ推進協議会（会長�横井耕市）の全面協力で、20年
間続けられています。
　子どもたちは、急に出てきたカエルやバッタに驚くな
どしていましたが、コミュニティの人に教えてもらいな
がら、しっかりと実った稲穂を慣れない手つきで真剣に
刈り取っていました。

子ども未来園　運動会
　10月13日、市内子ども未来園の運動会が行われました。
本年度は新型コロナの影響により、年少・年中・年長の
各クラスが時間帯ごとの入れ替え制で競技や遊戯を披露
しました。 3密を避けるため、参観の保護者らも人数制
限されたおかげで、園児らとの距離が近く、園児は保護
者をすぐに見つけては大きく手を振っていました。保護
者らは、芝生の園庭をはだしで元気よく競技や演技をす
る我が子を思う存分カメラやスマホに収めていました。
（写真は丸山子ども未来園）

愛知県教育委員会教職員表彰を受賞
　犬山中学校の家庭科教諭である外山広美さんが、愛知
県教育委員会教職員表彰を受賞しました。この表彰は、
学校教育において、創意・工夫にあふれ特色ある教育活
動を実践し、顕著な成果をあげ他の模範となる教職員を
対象に平成19年から実施されています。
　外山教諭は「全国中学校お弁当コンクール」で平成26
年から 3年連続受賞するなど生徒の食に対する意識や関
心の向上に大きな成果を挙げているほか、卓球部顧問と
して尾北支所大会で10年連続優勝を成し遂げている功績
が認められました。

苦戦しました、今年の木曽川うかい
　10月15日、今シーズン最後となる木曽川うかいが行わ
れました。今年は新型コロナウイルス感染症により、 6
月 1日の開幕が18日遅れたほか、開幕後も木曽川増水に
よる運休や乗船定員の制限などの影響が多大にあり、今
シーズンの乗船人数は3079人と、例年より大きく落ち込
みました。最終日となったこの日の昼うかいに訪れた観
覧客は、船から鵜が魚を捕らえる様子を間近で見られ「上
手だね〜」と感嘆の声をあげていました。

▲写真左から　犬山中 勝村校長、外山教諭、滝教育長
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■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）

12月 6 日㊐
城南クリニック� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

61-0132
61-0200

12月13日㊐
安藤医院� （犬山）
さとう病院� （羽黒）

61-0316
67-7660

上段は内科系、下段は外科系
※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（0568）

12月 6 日㊐ 塚原歯科医院� （犬山） 61-4540

12月13日㊐ しみず歯科クリニック�（城東） 63-3981

※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。

ページ番号1002705

ページ番号1000647

■犬山市の人口と世帯（11月 1 日現在）
人口 73,429人 （− 464人）
男 36,495人 （− 243人）�
女 36,934人 （− 221人）
世帯 31,372世帯 （＋ 　92世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■各種相談コーナー（無料）
内容 日時 場所 その他

市　民 毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8：30〜16：00は

手話通訳利用可

行　政 12月25日㊎10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室 ―

登　記 12月 9 日㊌13：00〜15：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

不動産取引 12月15日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 12月23日㊌13：30〜15：30 市役所 2階相談室② 当日先着順

住宅（要予約） ㊊〜㊎（㊗・年末年始除く）
（予約により決定）

相談者宅など
（予約により決定）

予約は直接または電話で市役所
2階都市計画課（℡44-0331）へ

人　権 12月 8 日㊋13：00〜16：00 南部公民館会議室 3 ―

年　金
毎週㊋・㊎（㊗除く）
� 9：30〜16：30
（12：00〜13：00は休憩）

市役所 2階相談室①

市役所 1階保険年金課窓口で
当日受付
（先着12人、受付 8：30〜16：00）
※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
（要予約）

令和 3年 1月28日㊍
10：00〜15：00
（12：00〜13：00は休憩、
1人30分間、奇数月のみ開催）

市役所　会議室

予約は 1月18日㊊〜22日㊎
8：30〜17：15に電話で
保険年金課年金担当
（℡44-0328）へ（先着16人）

消費生活 毎週㊊〜㊍（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで）

市役所 1階相談室
（℡44-0398） ―

弁護士による消費生活
法律（要予約） 12月18日㊎13：00〜16：00 市役所 2階203会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 12月16日㊌13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 予約は前日までに市役所
3階産業課（℡44-0340）へ

内　職 毎週㊋（㊗除く）
9：00〜12：00

市役所 1階相談室
（℡44-0340） ―

市民活動（要予約） 第 1㊏ 9：00〜12：00
第 2・4 ㊎、第 2㊏14：00〜17：00 フロイデ 1階協働プラザ 予約は協働プラザ

（℡48-1221）へ

くらし自立サポート
センター

（生活困窮者相談）

毎週㊊〜㊎
（㊗・年末年始除く）
8：30〜17：00

福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

令和 3年 1月 7日㊍
9：00〜12：00
（ 1 人20分間）

フロイデ 1階社会福祉協議会
予約は12月 3 日㊍13：00から
電話で社会福祉協議会
（℡62-2508）へ（先着 6人）

当事者による身体障害者 12月 2 日㊌10：00〜15：00 身体障害者活動センター
ふれんど（℡61-8008） ―

保護者による知的障害者 12月14日・21日㊊
10：00〜12：00 市役所 1階相談室 ―

青少年の悩み相談 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

フロイデ内適応指導教室
「ゆう・ゆう」（℡63-0502�相談
専用℡39-5522）

―

児童虐待に関する
情報提供

毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：15

市役所 1階子ども未来課
（℡44-0322） 電話（℡61-6288）は24時間対応

ひとり親自立 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜16：00

市役所 1階子ども未来課
（℡44-0323） ―

ポルトガル語・
スペイン語　外国人 毎週㊎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 12月 4 日㊎13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

建設にあたり、地下室を築造したた
め、大手門の遺構の一部はすでに滅
失していますが、その状況も含めて、
専門家の指導の下、詳細な調査を行
い、報告書として文化庁に提出しま
す。

開発行為への制限
　取り壊したあと、この場所の活用
の方向性を考える上で、前提となる
ことがあります。それは、この場所
が史跡指定候補地であることから、
開発行為や建築物に対して厳しい規
制がかかる可能性が高いため、市の
意向だけで好き勝手にできない事情
があります。史跡指定地内での開発
行為は原則認められませんが、例え
ば史跡のガイダンス施設やトイレな
どの便益施設は、協議の上認められ
る場合があります。
　ただし、現時点で、史跡指定を受
けているわけではありませんので、
今現在としては開発行為の制限を受
けているわけではありませんが、史
跡指定候補地として、発掘調査の成
果に基づき、文化庁とも協議してい
く必要があります。

跡地活用の方向性
　まず大手門の復元は極めて困難で
す。理由は、遺構が滅失しているこ
と、忠実に復元するための資料がな

いこと、道路形態の変更に伴い自動
車の通行や犬山祭の車山の運行に支
障が生じることなどです。
　現時点では、発掘調査を踏まえた
文化庁との協議や、今後の史跡指定
の動向が不透明なため、確定的なこ
とは言えませんが、市では、城下町
の景観に配慮し、 2階建て程度の建
物として建て替える考えです。
　建物には、開発行為への制限も想
定し、史跡のガイダンス機能に加え
て、地域コミュニティ活性化など市
民が利用するための機能や、民間活
力の導入により、市の歳入にもつな
がるような富を生む機能を付加する
ことを視野に、広く市民の皆さんの
意見も聞きながら検討していきます。

今後のスケジュール
　令和 2年度末までに解体工事およ
び更地化を進めます。令和 3年度末
にかけて発掘調査を進め、令和 4年
度には史跡の追加指定に関する文化
庁との協議を行います。
　協議の状況にもよりますが、その
後は史跡全体の整備計画を策定し、
基本設計、実施設計などの手順を経
て、福祉会館跡地の整備については、
令和 8年度前後に完了となる見込み
で進めていきます。

取り壊し
　福祉会館は昭和45年に建設されて
以来、福祉や文化活動の場および会
議室として活用され、市民の皆様の
ために重要な役割を果たしてきまし
た。しかしながら、築50年が経過す
る中で老朽化が進み、今後の維持管
理や城下町の景観などを考慮し、現
在、取り壊しを進めているところで
す。多くの皆さんの思いが息づき、
ひとつの時代を担った建物ですが、
その役割を終えるにあたり、感謝の
気持ちを忘れてはいけません。

発掘調査
　福祉会館が建っている場所は、犬
山城の大手門のあった場所であり、
史跡指定候補地になっていることか
ら、取り壊したあとは、発掘調査等
を行う必要があります。福祉会館の

福祉会館の取り壊し後は
どうなるのか？
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　はじめに、私は犬山祭が大好き
です。何故なら、子どもの頃より
小太鼓、笛、てこ、からくり操作

に携わってきたからです。
　練屋町では町会長が犬山祭保存
会の理事を兼任しており、町会長
になって以来、保存会の企画広報
委員も務めております。そうした
縁で、市内小学校へのからくり体
験教室のお手伝いをするようにな
りました。
　保存会会長、役員、担当者、玉
屋庄兵衛さんが同行し、体験教室
を行います。児童の皆さんは真剣
に説明を聞いてくれます。
　まずはからくりの模範演技とし
て、三

さん

番
ば

叟
そう

の披露を行います。そ
の後子どもたちには、玉屋庄兵衛
さんによる弓

ゆみ

曳
ひき

童
どう

子
じ

や、茶運人形
等の体験コーナーを順番に回って
もらって、人形の説明を受けて、
実際に人形に触れてもらいます。
「どの糸を引くと頭、腕、足が動
くかな？」と質問すると、人形が
壊れるかと思う程、元気に力いっ
ぱい糸を引きます。

　最後には 3人 1組になって、か
らくりの歩く操作をしてもらう
と、「難しい」と反応が返ってき
たりします。
　将来この子どもたちの中から、
犬山祭に興味を持ち、好きになり、
やがては犬山祭に参加してもらえ
る人が出ればと願います。
　残念なことに今年はコロナウイ
ルス感染症の影響を受け、犬山祭
をはじめ各諸行事が中止になりま
した。一日も早い収束を心から願
います。来年は楽しい犬山祭がで
きることを祈念いたします。

弦
げん

太
た

朗
ろう

ちゃん
令和元年10月生まれ

健康第一！
10月から保育園
頑張ってね。

莉
り

子
こ

ちゃん
令和元年10月生まれ

いつもかわいい笑顔を
ありがとう！
大好きだよ！

櫂
かい

ちゃん
令和元年10月生まれ

ニコニコ笑顔で
元気に過ごそうね！

玲
れ

生
お

ちゃん
令和元年10月生まれ

いっぱい食べて
大きくなってねっ！
1歳の誕生日おめでとう!!

　毎月20日までの応募の中から抽選で 4人の写真を翌々月の広報犬山 1日号に掲載します。
次回掲載予定　令和 3年 2月 1日号　　対象　令和元年11・12月生まれの赤ちゃん　　応募締切　12月20日㊐

赤ちゃんの写真を募集しています 応募はこちら
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犬山祭
（一社）犬山祭保存会

小学校からくり体験教室

（一社）犬山祭保存会
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