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各種補助制度／令和 2 年度　予算の概要

▲明智光秀旧蔵と伝わる脇指「明智兼光」　（公財）犬山城白帝文庫所蔵
　（写真上）全体
　（写真下）銘「天正五年八月吉日日向守上之」

▲

▲

IMASEN犬山からくりミュージアム 玉屋庄兵衛工房 外観（写真上）
　　と館内展示（写真下）

▲ 3か年の工事が完了した国宝犬山城
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活用してください　各種補助制度

高齢者の踏み間違いによる交通事故防止のために
●安全運転支援装置設置費補助制度（本年度限りの制度です）
　高齢運転者の交通事故に多いのがブレーキとアクセルの踏み間違い。この踏み間違いによる高齢運転者の交通
事故防止のため、安全運転支援装置を購入設置する人に経費の一部を補助します。令和 3年 2月 1日㊊までに申
請してください。

県主催「防災・減災カレッジ」講座の受講料を補助します
●防災人材育成補助金
　近年、台風等の大雨や暴風により、各地で大きな被害が発生しています。災害
に対する知識を持ち、自助・共助の取り組みを推進する防災人材を育成するため、
県などが主催する防災に対する講座「防災・減災カレッジ」の受講料を補助しま
す。「防災・減災カレッジ」は 5 月中旬に申し込みが開始されます。補助金の
交付を希望する人は講座を申し込む前に連絡してください。
補助の対象となる人
　「防災・減災カレッジ」必須講座「防災基礎研修」と任意講座「地域防災コース」
か「防災VCoコース」を受講する人
※「犬山市あんしんメール」への登録（市からの防災に関する情報の配信に同意）
が条件となります。
補助の金額　限度額6,000円　　受付開始日　 4月20日㊊　　　定員　先着20人
申込・問合　電話またはEメールで防災交通課（℡44-0346　Eメール010400＠city.inuyama.lg.jp）へ

合併処理浄化槽（家庭用浄化槽）を設置する人へ
●合併処理浄化槽設置整備事業補助金
　生活排水による水質汚濁を防ぐため、居住用住宅のし尿汲

く

み取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に
転換する場合に補助しています。本年度より宅内配管工事費および撤去費も対象となります。
補助の金額（限度額）

人槽区分 設置費 宅内配管工事費 撤去費
5 人槽 332,000円

300,000円 90,000円6 〜 7 人槽 414,000円

8 〜10人槽 548,000円

※新築時は対象外になる等交付要件がありますので、事前に補助対象に該当するか問い合わせてください。
申込・問合　市役所 3階環境課（℡44-0344）へ

補助の対象となる人　市内在住の65歳以上（令和 3年 3月31日時点）の人
補助の対象装置
　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（ 3分類 9装置）
※設置業者から設置の説明を受けてください。
補助の対象設置業者
　国から認定を受けた取り扱い事業者か、取り扱い事業者から指定を受けた業者
※それ以外で設置されたものは補助の対象になりません。
補助の金額
　装置購入設置費の 5分の 4の額（限度額32,000円）
※装置により補助金額が変わります。
申込・問合　市役所 3階防災交通課（℡44-0347）へ

国の認定対象装置（ 3 分類）
1 �　障害物検知機能付きペ
ダル踏み間違い急発進等
抑制装置
2 �　ペダル踏み間違い急発
進等抑制装置
3 �　ペダル踏み間違い防止
装置

家庭用浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合
併処理浄化槽」がありますが、「単独処理
浄化槽」はし尿処理しかできず、「合併処
理浄化槽」は、し尿処理に加えて生活排
水も浄化できます。

▲昨年のパンフレット

本年度の講座申し込みの
際には、新型コロナウイ
ルスの感染状況に十分注
意してください。

大雨等による被害軽減施設を設置する人へ

・設置前の申請が必要です。補助の対象とならないものの詳細は事前に問い合わせてください。
・設置前に市へ申請がない場合は、補助を受けることができません。
・申請した年度の3月20日までに設置完了の報告が必要です。
申込・問合　土木管理課（℡44-0334）へ

●雨水貯留浸透施設補助制度
　豪雨による河川の急激な増水、道路冠水被害の軽減を図るため、自分の住宅敷地内に雨水貯留浸透施設（雨水
タンク、雨水浸透桝

ます

、浄化槽転用施設のことをいいます）を設置する人に、設置にかかった経費の一部を補助し
ます。設置基準があります。
補助の対象となる人
・市内に自らが居住する住宅を所有している人または取得予定のある人
・市税を滞納していない人
補助の対象施設
・雨水タンク
　�建物の雨どいに接続
し雨水を貯

た

めるタン
ク
・雨水浸透桝
　�雨水配管に接続し敷
地内に降った雨水を
地下へ浸透させる桝
・浄化槽転用施設
　下水道への接続等に伴って不要となる浄化槽に雨水を貯留しポンプで汲

く

み上げ利用する施設
補助の金額
　設置に要する材料費、工事費の 2分の 1の額
※各施設の補助金額には下記のとおり限度額があります。

種別 1 基当たりの限度額 備　　考
雨水タンク 25,000円 容量100リットル以上が対象、複数設置する場合の上限額は50,000円

雨水浸透桝 15,000円 複数設置する場合の上限額は50,000円

浄化槽転用施設 50,000円 浄化槽内部の汚泥汲み取り、清掃、不要部品の撤去等は対象経費に
含みません。

●浸水防止施設補助制度
　近年頻発している集中豪雨による家屋等への浸水被害の防止・軽減を図るため、新たに浸水防止施設（浸水防
止塀または浸水防止板のことをいいます）を設置する人に、設置にかかった経費の一部を補助する制度です。
補助の対象となる人
・市内において自らが家屋を所有し、自らの負担により浸水防止施設の設置を行う人または法人
・市税を滞納していない人
補助の対象施設
・浸水防止塀　土盛またはブロック塀等で敷地への浸水を防止する施設
・浸水防止板　①敷地または家屋の出入口に設置する板により浸水を防止するための施設
　　　　　　　　（取り外しまたは移動が可能なもの）
　　　　　　　②ブロック塀等および家屋の換気口等に浸水を防止するために設置する板
補助の金額
　設置に要する材料費、工事費の 2分の 1の額（限度額200,000円）

雨水タンク

浄化槽転用施設

雨水
浸透桝 道路 河川散水等に利用

地下へ浸透
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令和 2 年度の主な事業　　「子育て環境の充実と活力創出」に向けて取り組みます

通学路等の安全対策
2,₉2₁万円

　通学路の安全対策として、グリーン
ベルトおよびカラー舗装などを重点的
に整備し、子どもたちが安心して通学
できる歩行空間の確保を推進していき
ます。
　また園児散歩コース緊急点検の結果
に基づき、防護柵設置など安全対策工
事を行います。

子どもたちの読書空間の整備 ₃,₃₅₅万円
　幼児期に読書への興味関心を育み、中学生になるまでに読
書習慣の形成を促すため、市立図書館 2階展示室を「読書キャ
ンプ」をコンセプトに子どもたちの読書空間としてリニュー
アルします。
　犬山の自然や歴史を感じながら本に親しみ、子どもと保護
者が気軽に読書ができる空間づくりを目指します。

市内企業への設備投資補助
₃億₁,₁₃₀万円

　市内で長年操業する企業が市外へ流
出することを防ぐため、市内に工場の
建設など設備投資を行う際、愛知県と
連携して補助をします。
・東洋紡株式会社　　�補助額 2億円
・株式会社メイトクツールズ
　　　　　　　補助額 1億1,130万円

問合　経営改善課（℡44-0313）

救急車4台体制を構築
₅,₃2₄万円

　救急需要の増加に伴い、令和 3年 4
月から救急自動車 4台体制とするため
救急自動車を 1台増車します。
　また、救急自動車の増車に伴い、職
員の増員および救急救命士や救急隊員
の育成を行い、救急救命体制を強化し
ます。

（子どもたちの読書空間イメージ）

福祉会館の解体 2億2,230万円
　昭和45年に竣

しゅん

工
こう

した福祉会館は、老朽化や景観阻害建築物
となっていたことから、貸館などの機能を犬山市民交流セン
ターフロイデなど市内他施
設へ移転させ、 3月末で閉
館しました。
　夏頃までに工事に着手し、
本年度中に解体工事を完了
する予定です。

キャッシュレス化の推進 ₁,₁₀₇万円
　スマートフォンのアプリ決
済で、市税の納付や窓口での
住民票等の証明書発行手数料
を支払えるようにします。
　また令和 3年度のクレジッ
ト収納の導入に向けてシステ
ム改修を行うなど、納付方法
の選択肢を広げ市民サービス
の向上に努めます。

犬山市の財政

市ホームページで詳しく公開中
当初予算書、予算説明書、わかりやすい予算書など

令和 2年度予算の概要

会計別予算
　一般会計は259億2,244万円で、前年度と比較し
て1.1％、 2億7,033万円増加しました。
　特別会計と企業会計を合わせた全会計の総額は
453億5,022万円で、前年度から1.3％、 5億9,554
万円増加し、過去最大となりました。

会計別予算
一般会計 259億2,244万円

特別
会計

国民健康保険特別会計 69億5,227万円
犬山城費特別会計 2億3,041万円
木曽川うかい事業費特別会計 5,985万円
介護保険特別会計 58億6,884万円
後期高齢者医療特別会計 14億5,335万円

小　計 145億6,472万円

企業
会計

水道事業会計 18億1,428万円
下水道事業会計 30億4,877万円

小　計 48億6,306万円
合　計 453億5,022万円

一般会計歳入
　歳入全体の44.7％を占める市税は115億8,077万
円で、前年度から4,119万円減少しました。
　令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始
まったことなどにより、分担金及び負担金が前年
度から 1億6,319万円減少し、一方で国・県支出
金が 2億4,428万円増加しました。
　また、令和元年10月 1 日から消費税率が改定さ
れたことなどにより、地方譲与税等が 3億6,109
万円増加しました。

一般会計歳入 （構成比）

自主
財源

市税 115億8,077万円 44.7％
繰入金 17億2,393万円 6.7％
寄附金 8億6,130万円 3.3％
諸収入 8億409万円 3.1％
繰越金 7億円 2.7％
使用料及び手数料 5億7,707万円 2.2％
分担金及び負担金 1億714万円 0.4％
財産収入 2,927万円 0.1％

小　計 163億8,356万円 63.2％

依存
財源

国・県支出金 43億7,117万円 16.9％
地方譲与税等 22億4,152万円 8.6％
市債 16億4,740万円 6.4％
地方交付税 12億7,879万円 4.9％

小　計 95億3,889万円 36.8％
合　計 259億2,244万円 100％

一般会計歳出
　高齢者や障害者福祉、子育てや医療などに係る
民生費は、福祉会館の解体工事などにより前年度
から 3億3,659万円増加しました。次に大きな総
務費は、防災や市役所に係る経費のほか、ふるさ
と納税関連経費を含んでおり、前年度から 1億
7,507万円増加しました。そのほか、富岡荒井線
道路整備などにより土木費が前年度から 3億
6,033万円増加しました。
　一方で、教育費は、国の補助金を活用するため、
令和 2年度に実施する楽田小学校の整備を令和元
年度予算として計上したことなどにより、前年度
から 3億8,819万円減少しました。

一般会計歳出 （構成比）
福祉と医療� （民生費） 95億1,496万円 36.7％
防災と市民サービス�（総務費） 36億1,829万円 14.0％
教育と文化� （教育費） 30億3,784万円 11.7％
都市の整備� （土木費） 27億7,552万円 10.7％
健康と環境� （衛生費） 23億6,882万円 9.1％
借金の返済� （公債費） 20億8,655万円 8.0％
消防と救急� （消防費） 9億5,871万円 3.7％
産業と観光� （商工費） 8億5,604万円 3.3％
農業と林業� （農林業費） 3億4,479万円 1.3％
議会の活動� （議会費） 2億5,292万円 1.0％
非常時の対応
（災害復旧費、予備費など） 1億800万円 0.4％

合　計 259億2,244万円 100％

　 3月定例市議会で令和 2年度予算が原案どおり可決されましたので、予算の概要をお知らせします。
　令和 2年度は「賢い都市経営による持続可能なまち“犬山市”を目指して」をテーマにした予算としました。

（注）表示単位未満を四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。
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募 集 広報犬山に掲載する広告と市ホームページのバナー広告
●広報犬山に掲載する広告
掲載場所　広報犬山紙面（市が指定した位置）　　印刷部数　27,500部
募集枠数　 1号あたり12枠
規格（広告の大きさ）
　　　 1枠　　　　縦45㎜×横85㎜（ただし 2枠合併枠の掲載可）
　　　 2枠合併枠　縦45㎜×横173㎜
掲載料　 1号 1枠：15,000円、 1号 2枠合併枠：30,000円（消費税および地方消費税含む）
掲載できない広告　政治活動・宗教活動・社会問題についての主義主張・公序良俗に
　　　反するものなど

※募集枠の優先順位としては、一括申し込み、 2枠合併申し込み、 1枠申し込みの順位で決定し、掲載します。
ただし申込書を提出し、犬山市広告掲載審査委員会において広告掲載について決定されたものから順に掲載しま
す。広告掲載が適当と認められる者が募集数を上回ったときは、抽選により決定します。
募集日程等

広告掲載号 号数 広告掲載申込書・
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

募集
枠数

一括
申込

7月15日号〜10月 1 日号
6号

4月30日㊍ 6月 5日㊎ 6月12日㊎ 1
10月15日号〜令和 3年 1月 1日号 7月30日㊍ 9月 2日㊌ 9月 9日㊌ 2
令和 3年 1月15日号〜 4月 1日号 10月29日㊍ 11月30日㊊ 12月 7 日㊊ 4

随時
申込

7月15日号

1号

4月30日㊍ 6月 5日㊎ 6月12日㊎ 1
8 月 1 日号 4月30日㊍ 6月22日㊊ 6月29日㊊ 2
8 月15日号 5月28日㊍ 7月 3日㊎ 7月10日㊎ 1
9 月 1 日号 5月28日㊍ 7月14日㊋ 7月21日㊋ 2
9 月15日号 6月25日㊍ 8月 5日㊌ 8月12日㊌ 3
10月 1 日号 6月25日㊍ 8月19日㊌ 8月26日㊌ 4

●市ホームページのバナー広告
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）　募集枠数　 5枠
バナー規格　縦50ピクセル×横150ピクセル以内　JPEGまたはGIF形式（アニメーション不可）10キロバイト以内
掲載料　 1枠10,000円/月（消費税および地方消費税含む）　バナー作成費用　広告主負担
募集日程等

掲載期間 広告掲載申込書・
広告案提出期限 広告データ提出期限 広告掲載料

納入期限

一括
7月 1日〜 9月30日

3 か月
5月29日㊎ 6月23日㊋ 6月30日㊋

10月 1 日〜12月31日 8 月28日㊎ 9月23日㊌ 9月30日㊌
令和 3年 1月 1日〜 3月31日 11月27日㊎ 12月22日㊋ 12月28日㊊

随時

6月 1日〜30日

1 か月

5月 1日㊎ 5月26日㊋ 5月29日㊎
7月 1日〜31日 5 月29日㊎ 6月23日㊋ 6月30日㊋
8月 1日〜31日 6 月26日㊎ 7月21日㊋ 7月31日㊎
9月 1日〜30日 7 月31日㊎ 8月25日㊋ 8月28日㊎
10月 1 日〜31日 8 月28日㊎ 9月23日㊌ 9月30日㊌
11月 1 日〜30日 9 月25日㊎ 10月20日㊋ 10月30日㊎

【共通】
申込・問合　広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、広告案などを添えて、市役所4階企画広報課（℡44-

0311）へ
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002287　　ページ番号1002288　を見てください。

初心者向け中高年男性料理入門

回 日程 内容

1 5 月22日㊎
ご飯の炊き方、だ
し汁のとり方等基
本の調理

2 5 月29日㊎ 買い物と購入した
材料の調理

3 6 月12日㊎ 和風献立の調理

4 6 月26日㊎ 中華風献立の調理

5 7 月10日㊎ 洋風献立の調理

市議会　市民フリースピーチ制度　発言者
　民主主義は市民の希望と参加で始まります。その希望を示すよう、ま
た市民が参加できるよう、犬山市議会は市民フリースピーチ（ 5分間発言）
制度を実施します。議会は皆さんの市政全般に対する意見・提案に期待
しています。発言内容は議会で熟慮し、適切にアクションします。

日時　 6月 7日㊐10：00〜
場所　市役所 6階議場
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　 7人（応募多数の場合は抽選により決定。ただし発言内容により

許可できない場合があります。）
申込・問合　 5月25日㊊17：00までに所定の申込書（市ホームページから

ダウンロードまたは議事課で配布）に、件名「市民フリースピー
チ制度　 6月 7日の発言希望」①住所②氏名（ふりがな）③年齢
④性別⑤Eメールアドレスと昼間に連絡可能な電話番号⑥発言項
目・発言内容⑦配布資料の希望の有無（希望する場合、1部添付）
⑧在勤の場合は勤務先、在学の場合は学校名・学年⑨手話通訳等、
配慮の希望の有無を記入して、直接または郵送、ファクス、Eメ－
ルで市役所 6階議事課（℡44-0307　Fax44-0368　Eメール300100＠

　　　city.inuyama.lg.jp）へ
※申し込み後の発言項目の変更はできません。
※次回開催は 9月定例議会の再開日です。

「発言したいけど、どうしていいか分からない」そんなときでも…
事前に相談してください。議員がサポートします。児童・生徒・学生
や女性の参加も大歓迎です！

令和 ₃年度採用
市職員

　来年 4月 1日採用の市職員を募
集します。詳細（募集人数・応募
に必要な資格要件・受付方法等）
は下記の広報犬山と市ホームペー
ジに掲載していきます。
募集職種　行政職（一般事務、障

害者、建築、土木）、消防職、
保育職、保健職、学芸員

※募集の詳細は今後の広報犬山に
順次掲載します。
　掲載予定の広報犬山と職種は以
下のとおりです。
　 5月 1日号…保育職、
　 6月 1日号…行政職、消防職、
　　　　　　　保健職
　 8月 1日号…消防職（高校卒）、
　　　　　　　学芸員
※各職種の受験資格等の詳細は、
市ホームページ　ページ番号1000
627　を見てください。広報犬山
の配布にあわせ、募集要項を順次
掲載していきます。
問合　総務課（℡44-0302）

　市では市民とともにまちづくり
を積極的に進めるために、職員自
ら「犬山市内に居住すること」を
推奨しています。この考えに共感
し、意欲とやる気にあふれる人の
応募を待っています。

▲昨年度採用職員

時間　 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館 1階調理実習室
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の男性で特に調理

をしたことがない人（過去
に受講した人は除く）

定員　先着16人
費用　材料代実費
※初回は1,100円程度（ 5回分の
米と調味料等の代金を含む）
※ 2〜 5回目は各回600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭きタオル、三角
巾など頭を覆うもの

問合　市民健康館（℡63-3800）

回 日程 内容

1 5 月22日㊎
ご飯の炊き方、だ
し汁のとり方等基
本の調理

2 5 月29日㊎ 買い物と購入した
材料の調理

3 6 月12日㊎ 和風献立の調理

4 6 月26日㊎ 中華風献立の調理

5 7 月10日㊎ 洋風献立の調理

時間　 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館 1階調理実習室
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の男性で特に調理

をしたことがない人（過去
に受講した人は除く）

定員　先着16人
費用　材料代実費
※初回は1,100円程度（ 5回分の
米と調味料等の代金を含む）
※ 2〜 5回目は各回600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭きタオル、三角
巾など頭を覆うもの

問合　市民健康館（℡63-3800）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
この催事は中止します。

新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、主催者へ問い合わせてください。

※参考（イメージ図）
19広報犬山　R2.3.1号

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

市公式LINE配信中！

　市の市政情報をお届けする市公式LINEを配信していま
す。「友だち追加」から右の二次元コードを読
み込むか、ID検索で「@inuyama」で検索し
てぜひ友だち登録してください ！

問合　企画広報課（℡44-0311）

犬山市議会市民と語る会
　 1月25日、市議会は「若者の投票率向上」をテーマに
市民と語る会を南部公民館で開催し、約150人が参加し
ました。
　第 1部ではテレビでおなじみの中部大学総合工学研究
所武田邦彦特任教授による講演会が行われました。
　第 2部では市内の犬山高校、犬山南高校、名古屋経済
大学の各校 2人の学生がパネリストとして参加するパネ
ルディスカッションを行い、学生たちはコーディネー
ターの議員からの質問に自分たちの思う選挙や政治家像
を語りました。

子ども大学活動成果発表会
　 2月 2日、市民文化会館で子ども大学活動成果発表会
が開催されました。子ども大学は小中学生を対象に休日
や長期休みを利用した自主学習の場として、芸術、科学
実験、自然体験、農業体験、国際理解など21講座が設け
られ、434人が受講しました。
　受講した子どもたちは作品展示や体験の様子の映像を
用い、成果発表を行いました。また楽しかった思い出や
印象に残った出来事を笑顔で語り「来年もやりたい」と
意欲を見せました。

白黒（1枠）
15,000円

白黒（2枠合併枠）
30,000円
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日時　 6月21日㊐、 7月12日㊐、
　　　 8月 9日㊐、 9月13日㊐、
　　　10月18日㊐、11月 8 日㊐
　　　各10：00〜
対象　日本モンキーセンター友の

会会員で、原則 6回すべて
受講できる人

費用　15,000円
　　　20歳以下9,000円
申込・問合　 5月31日㊐までに郵

便番号・住所、氏名、電話
番号を明記し、郵便はがき、
ファックスまたはホーム
ページ内応募フォームで日
本モンキーセンター（〒48

　　　4-0081� 犬山字官林26　℡
61-2327、Fax62-6823）へ

感染症対策「手洗い」
　新型コロナウイルスを含む感染
症対策の基本は「手洗い」や「マ
スクの着用を含む咳エチケット」
です。

駐輪場の快適な利用のために
　市では、鉄道駅の周辺に自転車と原動機付自転車専用の自転車等駐車
場（駐輪場）を設け、利用者が快適に利用できるよう、自転車等の整理
整頓やごみ拾いなどの維持管理を行っています。
　駐輪場内に長期間放置された自転車等は、駐輪スペースを狭くするば
かりか盗難などの原因となるので、放置しないようにしてください。盗
難防止のため駐輪する際は必ず鍵をかけてください。
　なお放置自転車等とみなしたものは、条例に基づき撤去します。撤去
した自転車等の返還には費用がかかります。撤去前にはハンドル等に札
をつけ、事前の利用状況調査を行いますので、ご協力をお願いします。
撤去対象　長期間放置されたとみな

された自転車等
保管期間　 6か月間（引き取りがな

い場合には市において処分）
返還費用　自転車1,000円、原動機付

自転車2,000円
問合　防災交通課（℡44-0347）

尾張冨士の石上げ祭
調査報告書

　市は平成29年度より、犬山市指
定無形民俗文化財「石上祭」の総
合調査を 3か年にわたって進めて
きました。
　その調査成果を『尾張冨士の石
上げ祭調査報告書』として刊行し
ました。報告書は市立図書館で閲
覧できるほか、4月15日㊌から50
部限定で販売します。
販売価格　2,500円（税込み）
販売場所　市役所 3階歴史まちづ

くり課

※郵送での販売を希望する人は問
い合わせてください。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

いぬやま
住まいる便利帳

　市民の生活に便利な「いぬやま
住まいる便利帳2020」が発行され
ました。市役所をはじめ公共施設
の場所や、各種届出や諸手続きに
かかる行政情報が掲載されていま
す。
　市が提供した情報の編集・発行・
配布を株式会社ゼンリンが行い、
3月から各世帯へ配布していま
す。 5月になっても届かない場合
は連絡してください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

消費者トラブルに
気をつけて

　賃貸住宅の退去時のトラブルを
防ごう！
　春は就職や転勤などに伴い賃貸
住宅への入退去が多くなります。
アパート等の賃貸住宅では退去時
に高額な原状回復費用を請求され
るなど、貸主との間でトラブルが
起こるケースがあります。
例 1 . 退去時に部屋全体の壁紙・
畳の張替え等の請求をされたが、
高額で納得できない。
例 2 . 退去後、住んでいた部屋の
ハウスクリーニング代金を請求さ
れた。
アドバイス
　「原状回復費用」とは部屋を借
りた当時の状態に戻すための費用
ではなく、借主の住居・使用に
よって発生した建物価値の減少の
うち、借主の故意・過失等や通常
の使用を超える使用による損耗・
毀
き

損
そん

を修繕するための費用のこと
です。契約時には契約内容を十分
確認しましょう。入居時と退去時
には、貸主と借主の両者で部屋の
状況を確認し、写真を撮るなど、
記録を残しましょう。

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　 4月17日㊎13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

京大モンキー
キャンパス（全 6回）

　サルやヒトにまつわるさまざま
な話題を通して、生物の多様性や
進化について考えてみませんか。
※詳細はホームページhttp://www.
j-monkey.jp/を見てください。

大型連休中のごみ収集とエコステーション
●ごみ収集
　各集積場からのごみの収集は通常どおりです。
●粗大ごみの収集
　�　収集を希望する人は収集日の 7日前までに、電話で、粗大ごみ受付
センター（℡0120-484-530　㊏㊐㊗除く 9：00〜17：00）へ

●都市美化センターへの直接搬入
　　 5 / 2 ㊏ 8：30〜11：30受け付け
　　（ 4 /29㊗、 5 / 3 ㊗〜 6㊡は受付不可）
●わん丸エコステーション（都市美化センター敷地内）
　　 5 / 2 ㊏ 8：30〜11：30開設
●市役所前公共北駐車場エコステーション
　　 4 /26㊐ 9：00〜12：00開設
問合　環境課（℡44-0344）

大型連休中　コミュニティバス一部運休
　大型連休中は、特に犬山城周辺において行楽に伴う交通集中による渋
滞が予想されます。これにより運行に大幅な遅延が発生することが予想
されるコミュニティバス内田線の一部区間において終日運休します。
●一部運休路線と区間
　内田線　「犬山駅西口」バス停〜「駅前通り」バス停
運休期間　 5月 4日㊗〜 6日㊡
※内田線「犬山駅西口」バス停から「犬山市体育館（エナジーサポート
アリーナ）」バス停までの区間とその他路線においては通常どおり運行し
ますが、道路の渋滞に伴い遅延が発生する恐れがあります。
※犬山城は 4月30日㊍まで閉鎖しています（ 3月31日現在）。
問合　防災交通課（℡44-0347）

新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、主催者へ問い合わせてください。
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水槽車（消防車）を更新
　長年の使用により老朽化が進んでいた水槽車（消防車）を更新し、消
防署に配備しました。
　この車両には、火災現場で必要となる水を10 t 積載しています。
　また緊急消防援助隊に登録し、日本全国の大規模災害にも出動します。
購入金額　53,350,000円
問合　消防総務課（℡65-3121）

土木常設員制度と「土木要望」の流れについて
●土木常設員制度とは
　市内の道路や水路の改良や新設、街路灯の修繕や新設、ガードレールやカーブミラー等の交通安全対策施設の
修繕や設置等について、地域の土木常設員が市と市民の連絡調整に当たり、公平で円滑な施行を期するための制
度です。
　市長から委嘱を受けた土木常設員は、各地区割りにより担当地区（計44人）が決まっています。
　犬山地区…13人、城東地区… 9人、羽黒地区… 9人、楽田地区… 9人、池野地区… 4人

　土木常設員は、各町内会から提出される土木要望を市に提出します。さまざまな土木要望を円滑に施行するた
めに、地域と行政を結ぶパイプ役として、なくてはならない重要な役割を担っています。

●土木要望の基本的な流れ（イメージ図）

※原則、土木要望は土木常設員を通じて受け付けします。
※緊急時（道路の穴あき、側溝の蓋割れ、街路灯の球切れ等）は土木管理課まで連絡してください。
問合　土木管理課（℡44-0334）

町会長

市役所

・町内の土木要望を取りまとめ、土木常設員へ伝える
・要望者へ報告

市民
・土木要望があるときは

③土木要望提出

②土木要望提出

・土木常設員とのヒアリングを開催
　（実施可否、施工順位を協議）
　（現地確認）
・工事施工　・要望対応
・土木常設員へ報告

土木常設員
・担当地区要望をとりまとめ
　市へ要望書を提出
・市のヒアリングに出席
　（施工順位を協議、現地確認）
・町会長へ報告

・工事施工
・要望対応

①要望 ⑦報告

緊�急�時

・（10月上旬）
　　中間報告
・（ 2月上旬）
　　実績報告

⑥ ④

⑤
・（ 9月下旬）中間報告
・（ 1月下旬）実績報告

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品と同じ有効成分を同量含有し、同等の効き目があります。
先発医薬品と異なる添加剤が使用されることがありますが、品質、有効性、安全性について国が厳格な審査のう
え製造販売の承認をしています。
　ジェネリック医薬品は、低価格で医療の質を落とすことなく薬にかかる個人負担（薬代）を軽くすることがで
きます。特に複数の薬の服用や長期服用が必要な場合などは効果的です。
　少子高齢化が進む日本では、今後も医療費の増大が予想されます。ジェネリック医薬品の使用は、一人一人の
保険料の負担軽減につながるほか、優れた医療保険制度を次世代に引き継ぐことにも貢献します。
　詳細は県医薬安全課のホームページ（https://www.pref.aichi.jp
/0000053532.html）を見てください。
問合　県保健医療局医薬安全課　（℡052-954-6303）

　ジェネリック医薬品の利用を希望する意思を医療機関等に伝えるた
めの「希望シール」を、保険年金課、各出張所で無料配布しています。
健康保険証の余白に張り付けて利用してください。
問合　保険年金課　国民健康保険担当（℡44-0327）

知っていますか？ジェネリック医薬品

市の人事異動
4 月 1 日付け
課長以上、（　）は前職
部長級
都市整備部長（都市計画課長）� 森川圭二
都市整備部次長（愛知県から）� 飯吉勝巳
教育部子ども・子育て監
（子ども未来課主幹（指導保育士）)� 矢野ひとみ
議会事務局長兼議事課長（総務課長)� 武藤裕一朗
課長級
総務課長（総務課長補佐）� 長谷川敦
情報政策課長（情報管理課長）� 長瀨隆生
地域協働課長（長寿社会課長補佐）� 中村亘
防災交通課長（地域安全課長）� 百武俊一
市民課長（長寿社会課長）� 吉田高弘
高齢者支援課長（文化スポーツ課長）� 上原敬正
都市計画課長（都市計画課長補佐）� 高木誠太
水道課長（下水道課長）� 五十嵐康
下水道課長（水道課長）� 梅村幸男
観光課長（観光交流課長）� 新原達也
出納室長兼会計課長（会計課長補佐）� 諌山知真
子ども未来課長（子ども未来課長補佐）� 上原眞由美
子ども未来課主幹（指導保育士）
（こすもす園長）� 伊藤真弓
子ども未来課主幹兼丸山子ども未来園長
（丸山子ども未来園長）� 小幡千尋

文化スポーツ課長（文化スポーツ課長補佐）�山本直美
予防課長（消防署副署長）� 中村肇
消防署副署長（消防署長補佐）� 福岡康彦

●退職者（ 3月31日付け）
部長級
都市整備部長� 光清毅
議会事務局長兼議事課長� 後藤年明
教育部子ども・子育て監� 小島千枝
課長級
予防課長� 宮川敏也
子ども未来課長� 間宮宏昌
市民課長� 宮島照美
出納室長兼会計課長� 田中豊明
子ども未来課主幹兼城東第 2子ども未来園長

中川定代
問合　総務課（℡44-0302）

教育委員会教育長に滝誠氏が再任
　市教育委員会教育長に滝誠氏が 4月 1日付けで再
任されました。
　任期は 3年間です。
問合　学校教育課（℡44-0350）

ジェネリック医薬品を希望します
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市 民 の 皆 様 へ

感染者・濃厚接触者へどう対応しているのか

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力を！
※掲載されている情報は 3月31日時点での情報です。
　最新の情報については市ホームページをご確認ください。

　 3月25日より、犬山市においても新型コロナウイルスの感染者が複数確認されています。
　感染拡大を防止するため、市では以下の対応を取っています。
　市民の皆様におかれましては、どうかご理解・ご協力をいただくとともに、裏面に掲載しました「 ₃つの密」
を避けるよう行動していただき、引き続き手洗いやアルコール消毒の実施、マスクの着用を含む咳エチケットの
徹底をお願いいたします。

●各公共施設の一般利用・予約受付の停止と行催事の中止の延長について
　各公共施設の一般利用・予約受付の一時停止と、市主催（共催含む）の行催事の中止を ₄ 月₃₀日㊍まで延長し
ています。なお都市美化センターへの直接持ち込みについては、 4月 1日より再開しています。
　また市が主催する行催事以外については、開催は主催者様の判断となりますが、感染拡大防止の観点から開催
を自粛していただきますようお願いいたします。やむを得ず開催する場合は裏面に掲載の「 ₃つの密」を避け、
手洗いの励行、アルコール消毒、咳エチケットの徹底など感染予防策の実施をお願いします。
　問合　総務課（℡0568-44-0300）

●体調に不安を感じたら
　次の症状がある方は①②を目安に下記の「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談してください。
①風邪の症状や37.5℃以上の発熱が 4日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患のある方は、風邪の症状や37.5℃以上の発熱が 2日程度続く場合、または強いだるさ（倦怠感）
や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は相談してください。
　開設時間　　㊊〜㊎ 9：00〜17：00、夜間・㊏㊐㊗24時間体制
　問合　　帰国者・接触者相談センター（愛知県）　江南保健所（℡0587-55-1699）
　　　　　※一般電話相談窓口とは別の電話番号になっています。

　感染者・濃厚接触者への対応については以下のとおりです。

◦�感染の有無を調べる検査、感染者が出た場合の対応、濃厚接触者の調査及び対応は、県保健所を監督す
る愛知県が、法令等に基づいて対応しています。

◦�新型コロナウイルスの感染者が確認された場合の現時点での受け入れ先は、感染症への体制を備えた指
定医療機関、協力医療機関になっており、速やかに入院いただき、回復するまで療養します。受け入れ
体制としては、県内に250床の専用病床がありますが、それに加え、軽症の方などの一時生活可能な入所
施設については県施設の3,4か所を検討中です。これにより、重症者と分けて対応することで、医療崩壊
を起こさないような体制が敷かれていきます（ 3月31日現在）。

◦�濃厚接触者については、県がまず感染経路を確認し、感染者を取り巻く濃厚接触者の有無についても、
詳細に聞き取って特定します。確認できた濃厚接触者へは、県が直接連絡を取り、自宅待機を要請して、
健康観察や検査をすることにより、そこから先の拡大を食い止めるよう対応しています。

◦�なお感染者が確認された場合、県により、感染者の年代、性別、市町村名、症状、経過が公表されます。
感染者・濃厚接触者の氏名や住所は、人権に配慮する観点から公表されることはなく、市へも伝えられ
ません。感染者及び濃厚接触者へは、県により上記の対応が徹底されますので、正しく恐れ、各自が予
防等に気をつけていただくために、感染者情報を参考にしてください。

一般電話相談窓口　　江南保健所（℡0587-56-2157　㊊〜㊎ 9：00〜17：00）
　　　　　　　　　　愛知県（℡052-954-6272　 9：00〜17：00㊏㊐㊗も実施）
問合　保健センター（℡0568-61-1176）
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生 活

公共施設使用料などの徴収・収納を委託
　市では、一部の公共施設の使用料や市が実施する事業の利用料などの徴収・収納を委託しています。

施設・使用料名等 委託先

市福祉活動センター・犬山西公民館・塔野地公民
館・善師野公民館・市民健康館・さくら工房の使用
料、文化史料館（本館・南館）の観覧料

公益社団法人�犬山市シルバー人材センター

武道館、弓道場、野外活動センター、体育センター、
山の田公園（野球場・テニスコート）の使用料 特定非営利活動法人�犬山市体育協会

フィットネスフロイデの使用料 株式会社 メイギガードサービス

休日急病診療所の診療料など 一般社団法人�尾北医師会

観光駐車場の使用料 アマノマネジメントサービス株式会社

犬山城入場登閣料 一般社団法人 犬山市観光協会

中本町まちづくり拠点施設の観覧料など 中本町町内会

旧磯部家住宅復原施設の使用料 特定非営利活動法人�犬山城下町を守る会

青塚古墳史跡公園の刊行物販売代金 特定非営利活動法人�古代邇
に

波
わ

の里・文化遺産ネット
ワーク

犬山里山学センター、環境保全ボランティアセンター
の使用料など 特定非営利活動法人�犬山里山学研究所

水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料 株式会社�フューチャーイン

都市美化センター塵
じん

芥
かい

処理手数料 株式会社�川崎技研

身体障害者活動センター内における地域生活支援セ
ンター事業の利用手数料 犬山市身体障害者福祉協会

旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設の使用料など 堀田町内会

余坂木戸口まちづくり拠点施設の使用料 余遊亭運営委員会

楽田ふれあいセンターの使用料など 楽田地区コミュニティ推進協議会

犬山市民交流センターの使用料など 株式会社 COSMO　CONSULTANT

犬の登録手数料など

犬山動物総合医療センター、小島動物診療所、中原
動物病院、リタペットクリニック、犬山ウエストサ
イド動物医院、野田動物病院、ひかる動物クリニック、
やませどうぶつ病院、こうなん動物病院、おおはし
動物病院

今井ふれあいセンターの使用料 今井小学校区コミュニティ推進協議会

犬山西ふれあいセンターの使用料 犬山西地区コミュニティ推進協議会

問合　会計課（℡44-0308）
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健 康骨髄移植ドナー
支援助成事業

　骨髄等（骨髄または末梢血幹細
胞）移植ドナーとドナーの勤務す
る事業所への助成事業です。
　骨髄等の提供のために要した通
院・入院に対し、ドナーについて
は日額 2万円、ドナーの勤務事業
所については日額 1万円、 7日を
限度として助成します。
※助成を希望する場合は、まずは
下記へ連絡してください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

警察署だより

警察署の
免許更新受付時間が
変わります

6 月から「午後のみ」の受け付け
となります
　 6月 1日から高齢運転者免許更
新にかかる認知機能検査を警察署
で実施することになりました。こ
れにあわせ、運転免許更新受付は
「午後のみ（12：00〜16：00）」の
受け付けとなります。
※平針運転免許試験場と東三河運
転免許センターは午前中も運転免
許更新を受け付けています。

午前
9：00〜11：00

午後
12：00〜16：00

認知機能検査 免許更新

　詳細は愛知県警察ホームページ
を見てください。

問合　犬山警察署交通課
　　　（℡61-0110）

愛知県警察運転免許課

はちまるくんだより　犬山扶桑歯科医師会
「強い歯と再石灰化」
　強い歯は何でもおいしく食べる
ことができるため、生活を豊かに
してくれます。またスポーツや力
仕事で歯を食いしばることができ
るのも、強い歯があってのことで
す。
　強い歯を作る基本は、毎日の歯
みがきでむし歯の原因となるプ
ラークを除去することです。歯は、
たんぱく質、カルシウム、リンな
どのミネラル成分でできている身
体の中で最もかたい組織ですが、
ひとたび酸の攻撃に会うとミネラ
ルが溶け出してしまいます。この

ことを「脱灰」と言います。脱灰
に対して、私たちの唾液の中には
カルシウムやリンが含まれてお
り、溶け出したミネラルを補う「再
石灰化」という働きがあります。
　口の中では、「脱灰」と「再石
灰化」が繰り返されています。
　歯の石灰化を促進させるために
は『歯と口の健康センター（春と
秋に開催）』や歯科医院で実施し
ているフッ化物塗布、市内の年長
児が実施しているフッ化物洗口、
家庭で使用されているフッ素配合
の歯みがき剤が推奨されています。

精神科医によるこころの健康相談
　「子どもの落ち着きがない」「ひととのかかわりが難しい」「気分が落ち
込む」等、本人の悩みの相談の他、家族への対応についての相談も可能
です。
日時　 5月26日㊋13：30〜15：30（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　犬山病院　多羅尾陽子氏
定員　先着 4人（要予約、初回優先）　　費用　無料
申込・問合　 5月21日㊍までに市民健康館（℡63-3800）へ

₅ 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

13日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

はぐろ薬局
薬剤師
奥村正幸氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

9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

㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00
市民健康館（要予約、電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談

㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00
保健センター（要予約、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）

新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、主催者へ問い合わせてください。
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高 齢 者 子 育 て

水道緊急時

健 康

地域で集える場を
紹介します

　市では、住みなれた地域での気
軽に集える場づくりを応援してい
ます。高齢者が集うことにより孤
立防止や介護予防、認知症予防に
もつながります。
●富岡木曜会
日時　毎週㊍13：30〜15：00
場所　富岡第 1公民館
　高齢者あんしん相談センター主
催「筋力アップ教室」終了後、教
室参加者有志が自主的に運営する
形で立ち上げました。県健康づく
りリーダーの指導でストレッチ運
動、介護予防体操、大小のボール
を使った体操などを行っています。
　「できること」ではなく、「やる
こと」が目的の体操には誤

ご

嚥
えん

性肺
炎予防や脳トレ、筋トレの効果も
あり、バランス感覚も養います。
参加者からは「悪天候時など会場
まで足を運びにくいときもあるが
ふれあうことが楽しい」「会の発
足から 3か月続けているが、筋肉
がついたと感じたり、食欲もわい
たりしてきた。笑うことが良いと
思うし、楽しい」などの声があり、
皆で無理せず楽しく取り組んでい
ます。
　今後の目標は「筋力アップの運
動を楽しく長く続けること」です。
年齢、地
区を問わ
ず誰でも
参加でき
ます。
　城東地区の集える場に関する問
い合わせは、城東地区高齢者あん
しん相談センター（℡61-7800）
まで。
※掲載を希望する住民主体の活動
を随時募集しています。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

チャレンジ
おやこ運動塾

　幼児期は人間の生涯にわたる運
動全般の基本となる体の動きを習
得する時期です。
　ハイハイ競争や簡単エアロビな
ど親子で楽しく体を動かし、体力
を培うきっかけづくりをしません
か。
日時　 5月15日㊎10：00〜11：30
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士
対象　市内在住の 2〜 3歳児とそ

の親
定員　先着20人
費用　 1組300円
持物　室内用運動靴（子どもは素

足でも可）、飲み物
※動きやすい服装で来てください
申込・問合　 4月28日㊋から市民

健康館（℡63-3800）へ（電
話可）

平和について学ぼう
親子記者事業

　犬山市をはじめ、全国342の自
治体が加盟し、核兵器廃絶と恒久
平和の実現を推進している日本非
核宣言自治体協議会が「親子記者
事業」の参加者を募集しています。
　親子で長崎原爆犠牲者慰霊平和
祈念式典へ参列し、平和に取り組
む人等を取材して新聞を作成する
貴重な体験ができます。
日時　 8月 8日㊏〜11日㊋
対象　市内在住の小学 4〜 6年生

1人とその保護者 1人
申込・問合　 5月 8日㊎までにE

メールで日本非核宣言自治
体協議会事務局（長崎市平
和推進課内 Eメールinfo＠

　　　nucfreejapan.com ℡095

　　　-844-9923）へ
※費用（犬山駅から長崎市までの
航空・鉄道往復運賃、ホテル宿泊
代、取材補助経費（ 1組 1万円））
は、主催者が負担します。
※Eメールで申し込みできない場
合は郵便（封書）で申し込んでく
ださい（ 5月 8日㊎必着）。詳し
い応募方法は、日本非核宣言自治
体協議会のホームページ（http://
www.nucfreejapan.com） を見
てください。

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）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、主催者へ問い合わせてください。

　新型コロナウイルス感染拡
大を受け、 4月30日まで毎週
火曜日の母子健康手帳説明会
を中止とさせていただきます。
　母子健康手帳の交付は随時
（㊏㊐㊗除く）個別対応させ
ていただきますので、保健セ
ンターへ事前に電話してくだ
さい。

「てくてく」で
スタンプラリー

　ウオーキングアプリ「てくてく」
では市内のおすすめ10コースを
「ウオーキングコース機能」で紹
介しています。距離や消費カロ
リーもわかります。対象コースを
歩いてアプリ内のスタンプを集め
ましょう。
期間　 5月 1日㊎〜15日㊎
対象コース　ひばりヶ丘公園コー

ス、城下町散策コース
※どちらか 1コースのスタンプラ
リーを達成した市民の中から抽選
で15人に景品をプレゼントします
（申し込み不要）。
※詳細はアプリ内の「お知らせ」
を見てください。

➡

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

問合　市民健康館（℡63-3800）

※アプリは無料で利用できます
が、通信にかかる費用は利用者の
負担となります。
【iPhone】

ちょこっと歩こう犬山
　健康づくり推進員と一緒に歩いてみませんか。
日時　 5月13日㊌10：00〜（約 1時間）
集合　ひばりヶ丘公園駐車場
場所　ひばりヶ丘コース
費用　無料
持物　飲み物
※歩きやすい服装で来てください。
※当日 8：30時点で雨天の場合は中止します。当日血圧が高いなど体調に
よっては参加できないこともあります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康づくり運動講座
A.今日からできる！
　ウオーキング講座
　生活習慣病予防に効果的な歩き
方を知りたい人、これからウオー
キングを始めようと思っている人
におすすめの講座です。実技を中
心に学びます。
日時　 5月12日㊋10：00〜11：30
講師　㈱NPFC健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
定員　先着25人
費用　無料
申込　 4月23日㊍〜

B.脂肪燃焼ができる運動講座
　体重やお腹周りが気になる人に
おすすめの講座です。日常生活に
取り入れられる、脂肪燃焼に効果
の高いエクササイズを学びます。
日時　 5月13日㊌10：00〜11：30
講師　健康運動指導士
定員　先着20人
費用　300円
申込　 4月27日㊊〜

C.体力に自信がない人のための　
　筋力トレーニングルーム
（全 6 回）
　最近体力がなくなったと感じて
いる人、いつまでも元気で過ごす
ために筋力を維持したい人におす
すめの講座です。
　椅子やボールを使用した自宅で
もできる筋力トレーニング方法を
仲間とともに学びます。
日時　 6月 3日・10日・24日、
　　　 7月 1日・ 8日・15日の㊌

13：30〜15：00
※初回と最終回に体力チェックを
行います。
講師　健康運動指導士等
対象　65歳以上で、総合事業や要

支援・要介護認定を受けて
いない人

　　　（過去に受講したことのな
い人を優先）

定員　先着25人
費用　1,800円（初回に集金）
申込　 4月22日㊌〜 5月13日㊌

【共通】
場所　市民健康館
対象　市内在住の人
持物　健康手帳、室内用運動靴、飲み物
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　市民健康館（℡63-3800）へ（電話可）

新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、主催者へ問い合わせてください。

GoogleFit てくてく
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市 税 等
納 期 限

時間外受付

う・ふふクラブ
　タスポニー、バドミントン、ミ
ニテニス、ドッジビー等を50歳代
前後の男女に楽しみながら体を動
かしています。気軽に来てくださ
い。
日時　毎週㊎19：30〜21：30
場所　犬山西小学校体育館
費用　 1回100円（年間1,500円）
持物　室内用運動靴
問合　小口（℡61-4519）

市民野菜づくり講座
採りたて野菜を食卓へ
　広い場所や土地がなくても野菜
やハーブがつくれます。体にやさ
しい野菜やハーブが身近にある生
活を始めませんか。まずはオリエ
ンテーションに出席してください。
●オリエンテーション（要予約）
日時　 4月18日㊏10：00〜11：30
場所　市役所分庁舎 1階研修室
●講座（前期）全₂₄回
期間　 4月〜 9月の㊏
　　　 9：30〜11：30
場所　市役所分庁舎 1階研修室
内容　プランター栽培から本格的

畑栽培まで、種まき、土つ
くり、施肥、害虫防除等

費用　12,000円
　　　（全24回分資料代含む）

申込・問合　NPO法人犬山グリー
　　　ンライフ（市役所分庁舎）�
　　　長谷川（℡090-1231-3455）
　　　へ

円空彫り作品展
　円空上人の粗削りと「ほほ笑み」
を浮かべた優しい表情に魅せられ
た円空仏を彫る会の作品展です。
日時　 4月23日㊍〜29日㊗
　　　 9：00〜17：00（初日13：00

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

堀部邸春の企画展
NPO法人ニワ里ねっと1₀周年の
歩み
　堀部邸を運営するニワ里ねっと
のこれまでの企画展・催し物など
を写真パネルなどで紹介します。
期間　 5月 1日㊎〜24日㊐
場所　堀部邸土蔵
問合　堀部邸（10：00〜16：00
　　　�℡90-3744　㊊㊋休館㊗の

場合は翌平日休館）

トランポリン
競技大会・実演会

　オリンピックの正式種目である
トランポリンの愛知県競技大会と
公開実演を観覧できます（撮影は
できません）。費用は無料です。
室内シューズを持参してください。
日時　 5月 5日㊗
　　　競技11：00〜16：30
　　　実演16：30〜17：00
※当日進行により、スケジュール
が変更する場合があります。
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）メインアリー
ナ 2階

問合　愛知体操協会トランポリン
委員会・後藤（aichitramp
＠gmail.com）

ボーイスカウト
犬山第₅団
スカウト₁日体験

　屋内・野外でのボーイスカウト
活動体験（ゲーム、野外調理など）
をします。保護者同伴で来てくだ
さい。
日時　 5月 6日㊡ 9：00〜15：00
場所　野外活動センター
対象　年長〜小学 3年生
定員　先着10人程度
費用　 1人300円（材料代・保険

料、子ども・保護者それぞ
れ必要）

申込・問合　ボーイスカウト犬山
第 5団　境（℡61-5373）へ

第₉回歴史散策
明智城跡散策と可児大河ドラマ館
日時　 5月14日㊍雨天決行
集合　犬山駅東口 8：50
※往復とも電車を利用し、帰着は
15：00の予定です。
費用　 1人600円（ボランティア

ガイド代・ドラマ館入館料
含む）、交通費1,250円別途

持物　弁当、飲み物、筆記用具
※歩きやすい服装で来てください。
※花フェスタ「バラまつり」見学
には別途入場料がかかります。
申込・問合　 4月30日㊍までに犬

山年金者の会吉田（℡090-
7697-1784）へ

桜桂会学会₂₀₂₀
　「ともに生きる」をテーマに精
神科医師の講演、各専門職による
研究発表やワークショップを行い
ます。
日時　 5月20日㊌13：00〜
場所　犬山病院
問合　医療法人桜桂会医事課
　　　野村（℡61-1505）

「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。 6月15日号の締め切りは 4月30日㊍、 7月 1日号は 5月22日㊎

　「ともに生きる」をテーマに精
神科医師の講演、各専門職による
研究発表やワークショップを行い
ます。
日時　 5月20日㊌13：00〜
場所　犬山病院

　屋内・野外でのボーイスカウト
活動体験（ゲーム、野外調理など）
をします。保護者同伴で来てくだ
さい。
日時　 5月 6日㊡ 9：00〜15：00
場所　野外活動センター
対象　年長〜小学 3年生
定員　先着10人程度
費用　 1人300円（材料代・保険

料、子ども・保護者それぞ
れ必要）

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、この催
事は中止となりました。

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、この催
事は中止します。
スカウトは随時募集して
います。

　円空上人の粗削りと「ほほ笑み」
を浮かべた優しい表情に魅せられ
た円空仏を彫る会の作品展です。
日時　 4月23日㊍〜29日㊗
　　　 9：00〜17：00（初日13：00

から、最終日16：00まで）
場所　旧磯部家住宅

　オリンピックの正式種目である
トランポリンの愛知県競技大会と
公開実演を観覧できます（撮影は
できません）。費用は無料です。
室内シューズを持参してください。
日時　 5月 5日㊗
　　　競技11：00〜16：30
　　　実演16：30〜17：00
※当日進行により、スケジュール
が変更する場合があります。
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）メインアリー
ナ 2階

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、この催
事は中止となりました。

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、この催
事は中止となりました。

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、各公共施設の一般
利用は ₄ 月3₀日㊍まで停止され
ています（ 3 月31日現在）。催
事の開催については各主催者に
問い合わせてください。

　市税、国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納期限は下表のとおりです。
　納付は、市指定金融機関かコンビニおよび市役所・出張所でお願いします。納期限を過ぎると、延滞金がかか
ることがありますので、早めの納付をお願いします。

納期限 固定資産税・
都市計画税

市民税・
県民税 軽自動車税 国民健康

保険税 介護保険料 後期高齢者
医療保険料

4 月30日㊍ 1期・全期 1期
6月 1日㊊ 全期 2期
6月30日㊋ 1期・全期 1期 3期
7月31日㊎ 2期 2期 4期
8月31日㊊ 2期 3期 5期 1期
9月30日㊌ 4期 6期 2期
11月 2 日㊊ 3期 5期 7期 3期
11月30日㊊ 6期 8期 4期
12月25日㊎ 3期 7期 9期 5期
2月 1日㊊ 4期 8期 10期 6 期
3 月 1 日㊊ 4期 9期 11期 7 期
3 月31日㊌ 10期 12期 8 期

令和 ₂年度の市税などの納期限

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
4 /21㊋、 5 /19㊋19：00まで
※ 5 / 5 ㊗は実施しません。
●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）
●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）

●早めにご相談を！！
　市税は、納税者の皆さんが納期
限までに自主的に納めることに
なっています。「うっかり忘れ」
などで、納期限を過ぎても納付が
ないときは、市から督促状を送付
します。　また納期限を過ぎると、
税額のほかに延滞金も加算され、
差し押さえなどの滞納処分を受け
ることになりますので、納期限内
に納付して下さい。
　なお病気や災害、新型コロナウ
イルス感染症の影響などやむを得
ない事情で納付が困難な場合は、
猶予制度がありますので早めに相
談してください。

●納付は便利な口座振替を！！
　市税等の納付は、口座振替が便
利です。納付に出かける手間や納
期を忘れるなどの心配が無く、自
動的に各納期限に振替納付されま
すので、ぜひ利用してください。
　手続きは、預金通帳・通帳使用
印・納税通知書か領収証書を持っ
て、市指定の金融機関に申し込ん
でください。
　振替開始は、金融機関で手続き
した日の翌月以降からとなりま
す。なお年度途中の全期前納申し
込みの場合は、翌年度からとなり
ます。
問合　収納課（℡44-0316）

休日納税相談
毎月第 ₂ ・第 ₄ 日曜日
4 /26㊐、 5 /10㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

日曜市役所
毎月第 ₂ ・第 ₄ 日曜日
4 /26㊐、 5 /10㊐ 9：00〜12：00
市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）
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第64号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

令和元年度愛知県スポーツ協会表彰者
【スポーツ功労賞】

　（公財）愛知県スポーツ協会は毎年体育スポーツの向
上・発展に功績のあった県下の個人や団体に対して体育
表彰を行っています。令和元年度は、犬山市から「スポー
ツ功労賞」に中村洋一氏・多和田聡氏・大澤美智代氏が
選ばれました。日頃の功績、貢献をたたえられての受賞
となりました。おめでとうございます。

生徒募集
●柔道教室
日時　毎週㊊・㊎
　　　19：00〜21：00
場所　市武道館柔道場
対象　年長〜一般
費用　2,000円/月
申込　練習日に直接市武道館柔道場へ
問合　犬山柔道会　小川さとみ　℡61-0082
※ 1 か月間無料体験あり
●剣道教室
日時　毎週火・金曜日　19：00〜21：00
場所　市武道館剣道場　　対象　年中〜一般
費用　3,000円/月（兄弟割引あり）
申込　練習日に直接市武道館剣道場へ
問合　犬山剣道連盟　木全昇宏　℡090-6573-5859

軟式野球連盟
中村洋一氏

ソフトボール協会
大澤美智代氏

ソフトテニス連盟
多和田聡氏

募 集

催 し

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

スポーツスクール事業
●親（祖父母）子空手教室
　親（祖父母）子でふれ合いながら
楽しく空手の練習をします。
日時　 5月 9日㊏10：00〜12：00
場所　市武道館柔道場
対象　�幼年・小学低学年の親（祖父母）子
費用　 1組200円
申込　�4 月15日㊌〜 5月 8日㊎に市

体育協会事務局へ（℡・Fax可）
●初心者弓道教室
日時　 5月 9日〜 7月18日の毎週㊏
　　　19：00〜20：45（全11回）
場所　市弓道場
対象　�市内在住・在勤・在学で18歳以

上の人（高校弓道部部員は除く）
費用　5,000円
　　　（用具代・保険料を含む）
申込　�4 月15日㊌〜 5月 1日㊎に市

体育協会事務局へ（℡・Fax可）
●女性弓道教室
日時　 5月12日〜 7月14日の毎週㊋
　　　 9：30〜12：00（全10回）
場所　市弓道場
対象　�市内在住・在勤・在学で18歳

以上の女性
費用　5,000円
　　　（用具代・保険料を含む）
申込　�4 月15日㊌〜 5月 3日㊗に市

体育協会事務局へ（℡・Fax可）

春の市民ハイキング
日時　 6月14日㊐ 6：00
　　　犬山駅東口集合
場所　車山（東山肩〜八島ケ原湿原）
　　　標高差　123m
対象　�市内在住・在勤・在学で 4時

間程度歩ける健康な人
費用　 1人5,000円（当日徴収）
定員　先着40人

●バウンドテニス教室
日時　① 5月30日㊏13：00〜16：00
　　　② 6月 6日㊏13：00〜16：00
場所　①エナジーサポートアリーナ
　　　②市武道館剣道場
対象　市内在住・在勤・在学の人
　　　（小学生可）
費用　300円
持物　運動靴・飲み物・タオル
申込　�4 月16日㊍〜 5月28日㊍に市

体育協会事務局へ（℡・Fax可）
持ち物　運動靴・飲み物・タオル
●初級・中級テニス教室
日時　 5月24日〜 6月14日の毎週㊐
　　　 8：30〜12：30（全 4回）
場所　山の田公園テニス場
対象　�市内在住・在勤・在学で小学

5年生以上、またはテニス協
会会員

費用　3,000円（高校生以下2,000円）
申込　�4 月15日㊌〜 5月17日㊐に市

体育協会事務局へ（℡・Fax可）

申込　�5 月17日㊐ 9：00〜24日㊐に
氏名・性別・生年月日・住
所・電話番号・血液型・持病
の有無・当日の緊急連絡先
（氏名・電話番号）を勤労青
少年ホームへ

※雨天時などでハイキング中止の場
合は、諏訪大社、諏訪湖周辺の散策
となります。

第₁₈回犬山藤田杯卓球大会
日時　 6月14日㊐
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般男女　先着150人
部門　シングルス
　　　ベテラン男子（60歳以上）
　　　ベテラン女子（60歳以上）
　　　シニア男子（45歳〜59歳）
　　　シニア女子（45歳〜59歳）
　　　青年男子（45歳未満）
　　　青年女子（45歳未満）
※年齢は大会当日のものとします。
費用　 1人1,000円
申込　 5月10日㊐までに申込用紙に

氏名・住所・電話番号・所
属チーム名・年齢を記入し、
参加料を添えて下記へ現金
書留にて申し込み

申込先
　〒484-8799　犬山市天神町 1 - 7
　日本郵便犬山支店　局留め
　犬山卓球協会�理事長�入尾範之
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犬山城下町おひなさまめぐり
　犬山北のまちづくり推進協議会による「犬山城下町お
ひなさまめぐり」が 2月10日から 3月10日まで開催され
ました。旧磯部家住宅などの公共施設のほか、町家や店
舗など約50か所にひな人形が展示されました。このうち
市役所には 2組のひな飾りが並び、来庁した市民などが
足を止めていました。

児童発達支援センター喜
き

璃
り

夢
む

が開所します
　児童発達支援センターは地域の障害児やその家族の相
談を受け、障害児を支援している施設への援助や助言を
行います。前原にできたこのセンターは市内では初の施
設となり、地域の中核的な療育支援施設として市は同セ
ンターと連携し障害児の支援を強化していきます。
　同センター内覧会が 4月29日㊗・30日㊍に行われま
す。申し込み、問い合わせはNPO法人ぽんぽこネット
ワーク（℡65-1231）へ

東之宮古墳散策ツアー
　 2月24日、東之宮古墳と岐阜県各務原市鵜沼に点在す
る古墳群を巡る散策ツアーが開催されました。
　ツアー起点となった坊の塚古墳（各務原市鵜沼羽場町）
は、岐阜県で 2番目に大きい前方後円墳で木曽川の河岸
段丘上に造られ、対岸に東之宮古墳、犬山城、遠くに尾
張冨士、本宮山を望むことができます。参加者25人は講
師とともに鵜沼宿のある中山道沿いに進み、付近の神社
などに残る古墳を見学、犬山橋を渡り、白山平山頂に位
置する東之宮古墳に至るまで約 7㎞を約 3時間かけ散策
しました。

市民4人がフリースピーチ
　 2月27日、市役所議場において「第 6回市民フリース
ピーチ」が行われました。市政などについて自分の思い
や提案を 5分間自由に議会に対し発言できるという制
度。傍聴席は毎回ほぼ満席となりますが、今回は新型コ
ロナウイルスの感染拡大を受け、傍聴席を開放しません
でした。
　発言者は「市民講師の活用」、「城下町の案内板不足」、
「道の駅計画」、「私が80歳になった時の犬山での生活」
について、自分の考えを壇上で語りました。
※「第 7回市民フリースピーチ」の参加者募集の記事を
6ページに掲載しています。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

20
■市立図書館公式
　フェイスブックページ

　みなさんこんにちは。春が来まし
たね。桜もとてもきれいでしたね。
　ドイツの春もとてもきれいです。
りんごの花やアーモンドの花が咲
き、緑の芝生にオレンジ色や黄色、
赤、白、紫などとても鮮やかに花が
咲きます。日の光も長くなるので、
ドイツ人は大喜びです。そしてイー
スターという祭りもその時期にあ
ります。この祭りはキリスト教と関
係があり、実はキリストの復活を祝
う、キリスト教の中で最も大切な祭
りの一つです。この祭りは毎年 3月
か 4月に行います。つまり、毎年祭
りの日にちが違います。その理由
は、イースターは春の第一満月の後
の日曜日にあります。春の始まりは
3月21日で固定していますが、満月
の日は毎年決まっていませんよね。
そのため、イースターは 3月22日か

ら 4月25日の間にあります。
　教会の行事以外にも、子どもたち
に大人気の「玉子探し」があります。
「玉子探し」は自宅でも、公園やそ
の他の場所でも行うイベントです。
大人がお菓子や色付けしたゆで玉
子を隠し、子どもたちがそれを探し
に行きます。私も小さいころに毎年
毎年それを楽しみにしていました。
しかし、父は玉子を隠すのがとても
上手で、たまに数時間も探さないと
いけなかったです。ときには、父も
隠した場所を忘れて、数日後に見つ
かった事もありました。
　ではなぜイースターエッグは玉子
に色が付いているのでしょうか？
　イースターは 1日だけの祭りで
はなく、実はイースターの40日前か
ら始まります。そのイースター前の
40日間は肉や玉子などの動物系の
食べ物は食べません。しかし、人間
がその間だけ玉子を食べなくても、
鶏は急に玉子を産まなくなるわけ
ではないですよね。そのため、食べ
られずにたまっていた玉子がたく
さんありました。その玉子が悪くな
るともったいないので、昔の人たち
はイースターの前の40日間に産ま
れた玉子をゆでました。そして、40
日間のいつ頃にゆでたか分かるよ

うに、色を付けました。そうすると
イースターが来たとき、たくさんの
色付けした玉子があり、イースター
の日からまた肉と玉子も食べられ
るので、イースターのシンボルに
なったという説があります。ところ
で、最近では肉や玉子ではなく、自
分が好きなもの、例えばコーヒーや
チョコなどを40日間食べない人が
増えてきています。
　玉子に色を付けることはドイツや
キリスト教だけかというとそうでは
ありません。いろいろな地域や宗教
で色を付けた玉子があります。ヨー
ロッパの中で比較的、有名な色付け
玉子はソルブ民族の玉子です。独特
の模様や色にはそれぞれ意味があ
り、とても細かい柄が並んで、とて
もきれいです。みなさんはイース
ターエッグどう思いますか？

■災害情報はここから
○犬山市『あんしんメール』
　�登録は空メール送信か右の二次元コードを
　読み込んでください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）
○テレビ� NHKデータ放送　リモコンのdボタン
� 中部ケーブルネットワーク　12ch
○ラジオ� 愛知北エフエム　84.2MHz

診療時間／9：30〜11：30、　4/29・5/3は9：30〜12：00

※年間当番表
　市HP https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

と  き 病・医院名 電　話

4 月19日㊐ 桜歯科クリニック� （羽黒） 0568-67-6600

4 月26日㊐ 野田歯科医院� （犬山） 0568-62-7022

4 月29日㊗ 塚原歯科医院� （犬山） 0568-61-4540

5 月 3 日㊗ わだち歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-6777

■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）　℡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）

4 月19日㊐ ハートクリニックさわだ�（犬山）
ふなびきクリニック� （城東）

62-5556
62-8811

4 月26日㊐ すみれ内科クリニック� （楽田）
さとし眼科クリニック� （羽黒）

68-0025
68-3104

4 月29日㊗ 犬山駅西病院� （犬山）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

61-2017
61-7311

5 月 3 日㊗ 犬山駅西病院� （犬山）
あいちせぼね病院� （犬山）

61-2017
20-9100

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。

▲ソルブ民族のイースターエッグ

図書館
だより

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

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

背高泡立草
古川真人著

草は刈らねばならない。そ
こに埋もれているのは、納
屋だけではないからー。長
崎の島に暮らし、時に海か
ら来る者を受け入れてきた
一族の、歴史と記憶の物語。
『すばる』掲載を単行本化。
［芥川賞（162（2019下半期））］

稽古場物語
佐々木一郎著・画

取組で力を発揮するため
に、力士は稽古場で日々鍛
錬している。44部屋の稽古
場をイラストで読み解くと
ともに、稽古場の歴史や隠
れた秘話をつづる。部屋の
顔である「看板のはなし」
も収録。『相撲』連載を大
幅に加筆修正。

世界の国旗図鑑
苅安望著

197の独立国と13の国際オ
リンピック・パラリンピッ
ク委員会加盟地域の新旧国
旗を掲載し、意匠・色・縦
横比率、由来、使用期間や
国（地域）の歴史などを紹
介。非独立国40の域旗も地
域データとともに収める。

一般書
『てしごと』

あさのあつこ、奥山景布子
『さいはての家』� 彩瀬まる
『イマジン？』� 有川ひろ
『御社のチャラ男』� 絲山秋子
『スピリチュアル系のトリセツ』

辛酸なめ子
『しょぼい生活革命』

内田樹、えらいてんちょう
『日本の水生昆虫』� 中島淳、林成多
『アルツハイマー病のことがわかる本』

新井平伊監修
『日本の建築家解剖図鑑』� 二村悟
『デジタル一眼カメラ入門』

保坂さほ監修
『国立西洋美術館名画の見かた』

渡辺晋輔、陳岡めぐみ
『60分でわかる！ 5 Gビジネス最前線』

佐野正弘

児童書
【小学校中・高学年】
『ぎゃくたいってなあに？』
『イチからつくるのり〈接着剤〉』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『いちにちうんち』
『ひなまつりパーティーはるらんらん』
『えんまだいおうごいっこう』
『きょうからほいくえん』

●読書会藍の会の一冊
『老骨の悠々閑々』　半藤一利
　昭和 5年生まれ、半藤一利氏85歳のエッセイ集。文学は和漢を問わず、
文化は洋の東西を問わず、無くなりつつある日本人の風習などを雑誌社の
編集長という経験から、読者に読ませるプロが書いた読みやすい本です。
　難しい漢文や漢詩などうーんと唸

うな

りますが、すぐ次に載っている著者の
意訳に吹き出します。
　また余技とは思えぬ木版画が素晴らしく楽しく、この本の魅力を一層際
立たせています。どこを開いても面白く、版画を見てクスッ、へぇと唸る
箇所が満載の本です。

●市立図書館所蔵の半藤一利のその他の著作
　『戦う石橋湛山』2019.4　筑摩書房　　　　　　　　『世界史のなかの昭和史』2018.2　平凡社
　『平成と天皇』2019.4　大和書房　　　　　　　　　『其角と楽しむ江戸俳句』2017.9　平凡社
　『明治維新とは何だったのか』2018.5　祥伝社　　　『昭和の男』2017.9　東京書籍
　『歴史と戦争』2018.3　幻冬舎

イースターエッグと
食事制限の関係って？
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給食から学ぶ食育

になりました。私は、京大モンキー
キャンパス受講生の有志のみなさん
で構成される「行動観察サークル」
の一員として、マントヒヒを含むア
フリカ館のサルたちの行動観察を継
続的におこなってきました。彼らの
飼育環境が改善される前と後の彼ら
の行動を比較し、動物福祉向上の効
果を検証しようと考えています。
　1989年生まれでご長寿オスのラム
セス、メスのパトラとその息子たち
のカエサル、メネスの 4個体を対象
として、彼らが部屋のどこにいるか、
何をしているかを 1分間隔で記録し
ていきます。行動観察では、“ご支
猿”でいただいたインターバルタイ
マーが大活躍。 1分ごとに音が鳴
り、記録忘れを防ぎます。
　昼寝が長い個体もいれば、時おり
常同行動（何度も同じ行動を繰り返
すこと）がみられる個体もいます。
また個体間でグルーミングがよくみ
られる日もあれば、メネスがパトラ

をしつこく追い回して、見ているこ
ちらがハラハラする日もあります。
その日の気候や群れの状況によって
も 1日の過ごし方は異なるのです
が、飼育環境が改善されるたびに彼
らの行動はどのように変わるだろう
か、と想像しながら観察しています。
　2020年度京大モンキーキャンパス
の受講生募集をしています（ 8ペー
ジ参照）。著名な先生方のお話を聞
いて学んだあとは、みずから研究者
となってサルの行動を記録してみま
せんか？

　現在、アフリカ館の端の二部屋で
くらしているマントヒヒ。オスは肩
から背にかけてマントのような長い
毛が生えていることから、この和名

16犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　学校給食は、食を通じて豊かな人
間性を育む「食育」の推進に重要な
役割を担っています。学校給食を「生
きた教材」として活用しながら、右
記の 6つの視点でさまざまな食育の
取り組みを行っています。
　子どもたちには、安全・安心でお
いしい給食を楽しく食べてほしい、
そして食事や健康について自ら考
え、実践する力を身につけてほしい
という願いを持って、給食を通じた
食育に力を入れています。

6つの
視点で
取り組む
食育

望ましい食事のとり方や
必要な栄養について食べ
ながら覚えます。

心身の健康

食事のマナーを身につけ
ることや、コミュニケー
ションの場になります。

社 会 性

行事食や郷土料理、地域
の食材を知る機会となり
ます。

食 文 化

食べ物や食に関わる人々
への感謝の気持ちを育み
ます。

感 謝 の 心

食べ物の知識をふやし、
安全面・衛生面について
も理解を深めます。

食品を選択する能力

みんなとの給食は、食べ
る楽しさ、大切さを知る
きっかけになります。

食事の重要性

マントヒヒの行動は
どのように変わるだろう？

（公財）日本モンキーセンター
キュレーター     田和優子


