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市内460以上の店舗で使えます！犬山市プレミアム商品券（使用期限は12月31日）
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今、できることから始めよう　−大切な環境を守るために−
問合　環境課（℡44-0345）

　経済の発展や様々な技術の開発により私たちの生活は豊かで便利なものとなっています。その一方、今、地球
上では温暖化やごみ問題、生き物の絶滅など、さまざまな環境問題が起きていて、このままの生活を続けると地
球の環境はどんどん悪くなってしまいます。
　経済や社会でも世界にはたくさんの問題が山積みです。私たちがこの地球に暮らし続け、未来の人たちが安心
して暮らせる社会を作るためには、社会のあり方を見直し、持続可能な社会へと変えていく必要があります。
●SDGs（持続可能な開発目標）を知ろう
　SDGsとは、環境、経済、社会それぞれの課題を解決し、持続可能な社会を実現するために、2030年までに達
成すべき国際社会全体の目標です。17のゴールと169のターゲットから構成されています。「地球上の誰一人とし
て取り残さない」を理念に、行動変革につなげるため一人一人が持続可能な社会づくりに必要な知識とスキルを
得ることなどが掲げられています。� 〔参考〕子ども向けESD・SDGsパンフレット（環境省/平成30年 7 月発行）

●“ゼロカーボン”をめざして
　平成27年12月、パリで開催されたCOP21（国連気候変動枠組条約第21
回締約国会議）で合意された令和 2年以降の温暖化対策の国際的枠組みで
ある「パリ協定」では、「世界全体の平均気温の上昇の幅を 2℃未満とする」
目標が国際的に広く共有されました。
　国は、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」こ
とを宣言し、犬山市では令和 3年 2月26日に「温室効果ガスの実質排出量
ゼロ（ゼロカーボンシティ）」を表明しました。

●私たちにできるゼロカーボン
　地球温暖化対策のために、私たち一人一人ができる
ことを考え、行動をすることが大切です。
　家電製品の種類や使い方を見直すことも省エネにつ
ながります。特に、電気消費の割合が高い家電製品の
省エネが効果的です。

例えば…
・消費電力量の多い、古い冷蔵庫を買い替える。
・照明をLEDに交換する。
・使用していない家電製品はこまめに切る。
・�テレビやパソコンなどの画面の明るさを調整し
て消費電力の削減をする。

ゼロカーボンシティとは
　脱炭素社会に向けて、2050年二酸化炭素実質排出量ゼロ※に取り組む
ことを表明した地方公共団体のこと。令和 3年 8月31日現在、全国で
444自治体（40都道府県、394市町村、10特別区）が表明しています。
※CO2などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去
量との間の均衡を達成すること

環境の課題　○地球温暖化と自然災害　○増え続けるごみ　○生物多様性が失われていること　など
経済の課題　○所得格差　○貧困問題　○エネルギー問題　など
社会の課題　○人口問題　○食料問題　○大量生産・大量消費　など

◀メッセージは左の二次元コードからも見ることができます。

犬山市の表明に対する小泉環境大臣からのメッセージ▲

〔出典〕環境省COOL�CHOICE�ホームページより

消費電力量の多い家電を知ろう！

電気冷蔵庫� 14.2%

照明器具� 13.4%

エアコン� 7.4%

テレビ� 8.9%

電気便座� 3.7%

2009年

約4,618
［kWh/世帯］

世帯あたり電気使用量
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　食品ロスとは、期限切れや食べ残し、使い切れなかったことにより本来食べら
れるにもかかわらず廃棄される食品のことです。
　令和元年10月 1 日に「食品ロス削減の推進に関する法律」が施行され、毎年10
月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められています。
　食品が私たちの手に届くまでには、食品の生産・包装・運搬などにより多くの
エネルギーが使用され、温室効果ガスが発生しています。そのうえ廃棄すると、ごみ処理によるエネルギーも必
要となります。食品ロスを無くすことは、温室効果ガスの発生を抑えることにもつながります。
●「フードドライブ」で不要な食品を寄付してください
　フードドライブとは、家庭で眠っている不要な食品を、フードバンクを通して、支援を必要とする人たちに無
償で寄付する活動です。必要としている人へ食品を寄付することで、食品ロスを減らしましょう。
期間・場所
①10月 1 日㊎〜22日㊎� 8：30〜17：15（㊏㊐除く）・市役所 3階環境課
②10月24日㊐� 9：00〜12：00・市役所 1階正面玄関付近
※次回の開催予定は、令和 4年 1月です。日程等は広報犬山や市ホームページで
お知らせします。
受付できる食品
米、缶詰、インスタント食品、レトルト食品、乾物、菓子類、調味料、飲料
※アルコール飲料や、肉類・魚類・野菜等の生鮮食品は除く
受付できる食品の条件
・賞味期限が明記され令和 3年11月30日より先のもの（米、砂糖、塩は除く）
・包装や外装が破損していないもの
・未開封のもの

　COOL�CHOICEとは、温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会づく
りに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」など
地球温暖化対策として、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取り組みです。

●COOL CHOICEの普及促進と犬山市のこれからの取り組み
　COOL�CHOICEを広めるために、犬山市では、環境省の
二酸化炭素排出抑制対策費補助金も活用し、事業者や大学な
どとも協力しながら、様々な取り組みを行っています。
　今後も、市民や市内事業者を対象とした省エネ講座、子供
向けの省エネ教室、名古屋経済大学と連携した活動などを予
定しています。日程などの詳細は、決定次第、広報犬山や市
ホームページでお知らせします。

　一人一人が今日から未来の地球への「賢い選択」を始めることで「COOL�CHOICE」を広めていきましょう。

もったいない！　食品ロスをなくそう

みんなで広げようCOOL CHOICE

7 月実施時は、29人から186.4㎏の
食品を寄付いただきました。
ありがとうございました。

◀食品ロスの削減に
　関する詳細はこちら
　（市ホームページ）

◀環境省のCOOL�CHIOCE
　に関するホームページ　

▲ 7月に開催した親子向け省エネ講座
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新しい犬 山 市 総 合 計 画の

5 月〜 6 月　総合計画審議会の開催
5 月に第 1回の審議会を開催し、市長から審議会
へ諮問しました。 6月に開催した第 2回では、現
在の総合計画等を振り返りました。

8 月〜10月　各種団体への訪問インタビュー
いろいろな団体を訪問し、現状や今後のまちづくりへの考えをインタビュー
形式で聞き取りました。

7 月〜 8 月　アンケート調査等の実施
・市内 4中学校に通う中学生
・18歳以上の市民3,000人
・15歳以上39歳以下の市民3,000人
を対象としたアンケート調査等を実施しました。

10月〜　総合計画審議会の開催（定期的に開催）
　　　　地区別タウンミーティングの開催
令和 4 年夏　　　総合計画市民懇談会の開催
令和 4 年中　　　総合計画素案作成
令和 5 年 1 月　　パブリックコメント募集

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
オンラインで実施し
ました。

令和 5 年 3 月
新しい

総合計画
完成!!

ご協力いただいた
皆様、ありがとう
ございました。

総合計画ってなに？
10：00

総合計画は、将来、犬山市をどのような「まち」にしていくのか、そのために
何をするのか、を総合的・体系的にまとめたものです。長期的な市政の方向性
を示し、計画的にまちづくりを進めるために策定する市の最上位計画です。既読

10：10

現在の、第 5次犬山市総合計画改訂版は令和 5年 3月までとなっていますので、
途切れることがないように令和 5年 4月からの新しい計画を策定します。とて
も重要な計画ですので、今年から 2年間かけて策定します。既読

10：30

市議会議員や団体の代表者、学識経験者や公募市民の人が集まった犬山市総合
計画審議会で素案を作成します。市民のみなさんの意見は、職員がさまざまな
方法で集めて、審議会へ報告します。策定した素案はパブリックコメントを行
い、最後は議会の議決を経て完成します。既読

10：50

どうして今なの？
10：20

どうやって作るの？
10：40
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地区別タウンミーティング（要事前申込）を開催。
みなさまの参加をお待ちしています。

策 定を開 始しました！！

第 1 部だけでも参加できます！
「時間がないので、第 1部だけ参加したい」とい
う人も大歓迎。プログラムの都合で、第 2部のみ
の参加はできません。

お子様連れでも安心！託児あります。
（託児を希望する場合は、申込時にお知らせください。）

生後 6か月から小学校入学前のお子様連れの参加
者は、託児サービスを無料で利用できます。

参加にあたってのお願い
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マス
ク着用と入口での手指消毒にご協力ください。
　地区別タウンミーティングの内容や開催方法に
ついては、現時点での予定です。
　新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
変更となる場合があります。変更する場合には、
市ホームページや公式LINE等を通じてお知らせし
ます。

都市計画にも活用します！
タウンミーティングでのご意見、ご提案は、新し
い総合計画の策定に合わせて改定する「犬山市都
市計画マスタープラン」にも活

い

かされます。

第 1 部「犬山市のまちづくりを考えよう」　（約 1 時間半）
●犬山市総合計画について
　犬山市総合計画とは何かを簡単に説明します。
●ワークショップ（まちづくりについて考えよう）
「10年後の○○地区がこうなったらいいね。犬山市がこうなったらいいね。」
「○○地区、犬山市をよくするためにみんなで△△しよう。」
　同じグループの人と交流しながら、犬山市のまちづくりについて一緒に考えましょう。

●発表・まとめ
　各グループで話し合った結果を他のグループの人にも情報共有します。

地区 日時 定員 場所
犬山地区 10月 9 日㊏14：00から 25人 市役所� 2 階205会議室
城東地区 11月 3 日㊗14：00から 20人 城東地区学習等供用施設�集会室
羽黒地区 10月30日㊏14：00から 30人 エナジーサポートアリーナ�多目的室AB
楽田地区 10月24日㊐10：00から 20人 楽田ふれあいセンター�多目的ホール
池野地区 10月 9 日㊏10：00から 12人 池野老人憩の家�集会室

申込・問合　10月 1 日㊎から開催日の前日までに、①参加地区②氏名③Eメールアドレスまたは電話番号
を企画広報課（℡44-0312　 8：30〜17：15　Eメール010100＠city.inuyama.lg.jp　㊏㊐除く）へ

第 2 部「市長に提案！
　　　　こうすれば犬山市はもっと良くなる」（約20分）
　こういうことをすれば犬山市はもっと良くなるという提案を募集します。
第 1部の待ち時間や休憩時間を利用して、市長への提案を紙に書きましょう。
第 2部では、市長が「面白い」と思った提案についてコメントします。
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催 し

犬山市民総合大学敬道館　公開講座
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、先着順でのチケッ
ト販売は行いません。申込期間中に電子申請または往復はがきで申し込
んでください。応募者多数の場合は抽選となります。
日時　11月 6 日㊏14：00〜15：30（13：30開場）
場所　市民文化会館
講師　夏井いつき氏
　　　（俳人・俳句集団「いつき組」組長）
内容　夏井いつきの句会ライブ
　　　〜あなたも今日から俳人です〜
　　　参加者全員で即興俳句作りに挑戦します。
定員　150人
入場料　大人1,000円　小中学生500円
※未就学児の入場はお断りします。
※令和 3年度市民総合大学の受講生は申し込み不要です。当日、受講票
を提示して無料で参加できます。
申込　10月 5 日㊋〜15日㊎（消印有効）に、次のとおり申し込んでくだ

さい。重複して申し込んだ場合は無効となります。
　　　①電子申請　�犬山市ホームページ　ページ番号1000899　にある申

込サイトから申し込み
　　　②郵送　�往復はがき（郵便料金126円）の往信面通信欄に氏名、購

入枚数（ 2枚まで）、郵便番号、住所、電話番号、メール
アドレスを、返信面宛名欄に申込者の郵便番号、住所、
氏名を記載（返信面通信欄は記入しないでください）

　　　　　　　送付先：〒484-8501（住所不要）
　　　　　　　　　　　文化スポーツ課「夏井いつきの句会ライブ」担当
※当選結果は、返信はがきまたはメールで通知します。当選した人は、
当日、当選通知を持参し、会場で入場券を購入してください。
※障害により付添者を同伴して入場する人は、申込時に「付添者希望」
と記入してください。付添者 1人は無料で入場いただけます。手話通訳
を希望する人は、申込時に「手話通訳希望」と記入してください。
※新型コロナの影響により中止する場合があります。中止する場合は、
受講者に、はがきまたはメールでお知らせします。市ホームページ等で
もお知らせします。
※詳細は右の二次元コードから市ホームページを見てくだ
さい。
問合　文化スポーツ課（℡44-0352）

河川一斉清掃「川と海のクリーン大作戦」中止
　例年10月に実施している河川一斉清掃「川と海のクリーン大作戦」は、
新型コロナの影響により開催を中止します。
問合　土木管理課（℡44-0334）

第67回犬山市民展
　美術の部と文芸の部の作品を多
数展示します。作品を鑑賞して芸
術の秋を楽しみましょう。児童生
徒作品展も同時に開催します。

期間　10月26日㊋〜31日㊐、
　　　11月 2 日㊋・ 3日㊗
　　　 9：00〜17：00
　　　（11月 3 日は15：00まで）
場所・問合　南部公民館
　　　（℡68-0834）

東京大学犬山研究林
秋のふれあい
自然観察会

　東京大学犬山研究林は100年を
かけてはげ山からゆっくりと再生
した森林です。秋にはモミジバフ
ウなどの紅葉が見られます。多種
多様な動植物が生息している森で
楽しく自然を観察しませんか。
日時　11月13日㊏ 9：30〜12：00
集合　市民健康館第 3駐車場
※車は第 3駐車場に停めてくださ
い。
定員　先着16人
費用　 1人100円
持物　長袖、長ズボン、運動靴、

タオル、飲み物、ヘルメッ
ト（貸出可）

申込　10月11日㊊ 9：00から①氏
名②住所③年齢④連絡先⑤
緊急連絡先（本人以外）を
電話で環境課（℡44-0345）

　　　へ
※中学生以下のみ、または乳幼児
同伴による参加はご遠慮ください。
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3 市 2 町合同開催
就職フェアIN岩倉

　求職者（大学・短大などの学生
を含む）を対象に、 3市 2町（犬
山市・江南市・岩倉市・大口町・
扶桑町）合同で就職フェアを開催
します。
　求職活動中の皆さんの職業生活
設計やキャリア形成を支援します。
日時　11月11日㊍12：15〜16：00
場所　岩倉市総合体育文化センタ
　　　ー（岩倉市鈴井町下新田

123）
※駐車場約250台（無料）
内容・時間・定員
①合同企業説明会�13：00〜16：00
②�就職支援セミナー「あなたに合
　った求人サイトの見つけ方」
　12：15〜12：45
　当日先着30人
③職業適性診断�13：00〜16：00
　先着 9人（ 1人あたり45分）
④個人相談�13：00〜16：00
　先着 9人（ 1人あたり50分）
　�※うち 3人は子育て中の女性限
定（託児の利用可）

対象　大学・短大などの学生を含
む求職者とその家族

費用　無料
申込（③④のみ）　10月 1 日㊎〜

11月 5 日㊎（④で託児を利
用する人は11月 2 日㊋まで）

　　　に岩倉市商工農政課（℡05
　　　87-38-5812）へ
問合　産業課（℡44-0340）
※新型コロナの影響により変更・
中止となる場合があります。

堀部邸の催し
①秋の企画展「船徳利と笹徳利」
　江戸時代に製作された常滑の船
徳利と肥前の笹徳利。趣を異にす
る 2つの酒器を中心とした展示。
期間　10月 2 日㊏〜11月 7 日㊐
費用　無料
②企画展関連イベント「月

げっ

津
しん

塾」

日時　11月 7 日㊐13：30から
内容　酒器物語
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　客員研究員　坂野俊哉氏
費用　500円
定員　当日先着35人
【①②共通】
場所・問合　木之下城伝承館・堀

部邸（℡90-3744　12：00〜
18：00　㊊㊋休館）

③猪之子座「旭堂南海の上方講談
をたっぷり！ 7 」
日時　10月30日㊏14：00開演
　　　（13：30開場）
場所　木之下城伝承館・堀部邸
費用　2,500円（予約）
　　　3,000円（当日）
申込・問合　青塚古墳ガイダンス

施設（℡68-2272　 9：00〜
17：00　㊊休館）

あいちの史跡で
オリジナル御城印
を集めよう

　木ノ下城跡（愛宕神社）を訪問
してスマートフォンなどで写真を
撮影し、旧堀部家住宅（12：00〜
18：00　㊊㊋除く）で写真を提示
すると無料で木ノ下城のオリジナ
ル「御城印」がもらえます。
期間　10月 1 日㊎〜12月26日㊐
※県内37市町村でもそれぞれ「御
城印」や「御史跡印」の配布を行
います。詳細は愛知県史跡整備市
町村協議会ポータルサイト（https:
//aishikyo.com/）を見てください。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

野外民族博物館
リトルワールド

「世界の肉&チーズフェア」
　食欲が増す季節にぴったりな
「肉」と「チーズ」を使ったグル
メイベントを開催します。
　世界各国のグルメを食べ歩きな
がら 1日世界旅行をお楽しみくだ
さい。
期間　令和 4年 2月27日㊐まで
※当館の新型コロナ感染予防対
策、休館日等を来館前に必ず公式
ホームページ（https://www.litt
leworld.jp/）で確認してください。
問合　リトルワールド
　　　（℡62-5611）

博物館　明治村
●「ウォーリーをさがせ！」
　コラボイベント開催中
　謎解きゲームのほか、キャラク
ターをモチーフとしたコラボグル
メや体感型アトラクションなどが
楽しめます。謎解きゲームの詳細
は次のとおりです。
期間　12月12日㊐まで
　　　 9：45〜16：30
※11月 は 9：45〜15：30、12月 は
10：15〜15：30
受付　博物館　明治村内
　　　正門・北口付近特設
※事前予約不要
費用　1,300円・1,500円
※コースにより異なります。
※別途入村料必要
●市民特別入村割引
　下記期間は、通常料金より 1人
200円割引で入村できます。免許
証や保険証など市内在住を示すも
のを入村窓口に提示してください。
期間　10月 1 日㊎〜11月30日㊋
※ 1人の証明で 5人まで割引可
※他の割引券との併用、団体利用
は不可
問合　博物館明治村
　　　（℡67-0314）

リ
ト

ル
ワ

ー
ル

ド
　

犬
山

市
民

優
待

入
館
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券
■

入
館

料
／

大
人

1,000円（
通

常
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催 し

募 集

認知症についての市民シンポジウム

犬山まちづくり自主学校プロジェクト
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日
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　認知症についての理解を深め、認知症の人を地域で支える取り組みや現状について、話を聞いてみませんか。
日時　11月20日㊏13：00〜15：50（開場12：30）　※新型コロナの影響により中止する場合があります。
場所　春日井市東部市民センター　ホール（春日井市中央台 2丁目 2 - 1 ）　定員　160人　費用　無料

内容 講師等

第 1部基調講演
「認知症の予防と共生
について」

講師
京都大学大学院
医学研究科教授
木下彩栄氏

座長
県認知症疾患医療センター長、あさひが丘ホスピタル名誉院長
柴山漠人氏

第 2部シンポジウム
「認知症の人や家族の
視点を重視した地域社
会を目指して」

コーディネーター
京都大学大学院
医学研究科教授
木下彩栄氏

シンポジスト
春日井市社会福祉協議会認知症地域支援推進員　野嵜雅人氏
特定非営利活動法人一服亭かちがわ理事長　渡邊壽氏
公益社団法人認知症の人と家族の会愛知県支部世話人　若尾すえ子氏

※手話通訳、要約筆記あり。障害のために必要な配慮を希望する人は事前に申し出てください。
申込　10月28日㊍までに次のいずれかの方法で申し込んでください。
　　　・ファックスでの申し込み　右の二次元コードから参加申込書をダウンロードし、
　　　　送信してください。申込書は市役所 1階高齢者支援課にもあります。
　　　・WEBでの申し込み　右の二次元コードから申込フォームを入力して申し込んで
　　　　ください。
●春日井市YouTubeチャンネルで後日配信（基調講演のみ・要申し込み）
　右の二次元コードから申込フォームを入力してください。配信用URLを後日送付します。
問合　特定医療法人晴和会あさひが丘ホスピタル・尾張北部医療圏県認知症疾患
　　　医療センター　センター事務局（℡0568-88-0284）

　私たちが暮らすまちが、どのように運営されているか知っていますか。子育てに関わる女性を主な対象として、
地域課題に対して取り組む様々な立場の人の話を聞きながら、知る・学ぶことができる講座を開催します。家庭
での話題や子どもたちがまちに関心を持ちやすくなるきっかけとして一緒に学びませんか。
「犬山のまちの仕組みを学ぶ講座」

回 日時 内容

1 10月26日㊋
10：00〜12：00

「市長が考える�“まちのつくり方”�」
スピーカー　犬山市長　山田拓郎　場所　市役所 4階応接室

2 10月29日㊎
19：00〜20：30

「市長が考える�“まちのつくり方”�」（子ども対象）
スピーカー　犬山市長　山田拓郎　場所　市立図書館 2階子ども読書空間

3 11月14日㊐
10：00〜12：00

「文化や伝統から考える“まちのつくり方”」
スピーカー　犬山祭保存会長　石田芳弘氏
場所　IMASEN犬山からくりミュージアム 2階

4 12月12日㊐
10：00〜12：00

「人づくりと地域の連携から考える“まちのつくり方”」
スピーカー　名古屋経済大学　地域連携センター長　岡田和明氏、教育保育学科講師　堀美鈴氏
場所　いぬやまハチ公園（犬山富士見町14　犬山駅西口エスタシオン 1階）

5
令和 4年
1月18日㊋
10：00〜12：00

「元女性市議が考える“まちのつくり方”」
スピーカー　元尾張旭市議会議員　大島もえ氏
場所　いぬやまハチ公園（犬山富士見町14　犬山駅西口エスタシオン 1階）

対象　市内在住で子育てに関わる女性、学生、まちづくりに関心のある人（第 2回のみ小学生高学年〜高校生）
定員　各回先着10人　費用　無料
申込　右の二次元コードから詳細を確認して申し込んでください。
問合　NPO法人にこっと（Eメールnicotto.or＠gmail.com）

ファックス
申し込み▶

WEB
申し込み▶

後日配信
申し込み▶
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ハートフルケア
セミナー

家庭介護を担う人の心構え
　介護に関わる専門職の概要やス
トレスをためないことの重要性な
どを学びます。
日時　11月 2 日㊋13：20〜15：40
場所　市役所 2階205会議室
対象　自宅で介護をしている市内

在住の人
定員　20人（超えた場合は抽選）
費用　無料　　持物　筆記用具
申込・問合　10月 4 日㊊〜18日㊊

に高齢者支援課（℡44-032
　　　5）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

犬山桃太郎
かかしコンクール

　里山を楽しむ秋のイベント「犬
山桃太郎かかしコンクール」に、
かかしを楽しく手作りして応募し
ませんか。
●かかし作り
日時　10月 3 日㊐10：00〜16：00
場所　桃太郎公園
定員　先着20人　　費用　無料
持物　かかしの材料（竹、わら、

古着の無料準備あり）
※作品のテーマは自由ですが桃太
郎に関するものは加点があります。
※受賞者には地元産米60㎏等の賞
品があります。

申込・問合　栗栖桃太郎発展会
　　　（℡61-0943）へ

いちにち女性議員になってみませんか
　市議会では、誰にとっても住み
やすく暮らしやすいまちづくりを
目的として、家庭・職場・育児な
どに関して日頃から抱いている疑
問や意見などを、実際の議場で発
言できる「いちにち女性議員」を
募集し、女性議会を開催します。
質問にあたっては現職議員がサポ
ートします。
日時　令和 4年 2月 9日㊌ 9：00〜14：00
場所　市役所 6階議場
対象　市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性
※託児が必要な場合は事前に相談してください。
定員　10人程度
申込・問合　10月 1 日㊎〜20日㊌に立候補届出書に必要事項を記入して

直接または郵送かEメールで市役所 6階議事課（℡44-0307　〒484-
　　　8501住所不要　Eメール300100＠city.inuyama.lg.jp）へ
※立候補届出書は市ホームページ　ページ番号1008055　、市議会Facebook、
議事課にあります。

国際交流員によるドイツの部屋
「アドベントリース作り」
　ドイツでは、クリスマスの約 4週間前からアドベントという期間が始
まります。この期間には、家の中にクリスマスの飾りつけをしますが、
アドベントリースもそのひとつで
す。このリースにはろうそくを 4
本付け、アドベント期間中の毎週
日曜日に、 1本ずつ火をつけてい
きます。今回は、モミの木の枝を
使って作ります。
日時　11月20日㊏12：30〜16：00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 2階204会議室
講師　市国際交流員カタリナ・カウフマン氏
対象　中学生以上
定員　先着10人
費用　 1人3,000円
申込・問合　10月 5 日㊋〜21日㊍に、件名を「ドイツの部屋・アドベン

トリース」とし、①参加者氏名（ふりがな）②日中の連絡先を、
直接またはファックスかEメールで、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＠grace.ocn.ne.jp）へ

※天候や新型コロナの影響により中止する場合があります。

●かかしコンクール
（応募作品の展示、投票期間）
期間　10月 9 日㊏
　　　〜11月14日㊐
（展示は12月 4 日㊏まで）
●表彰式
日時　12月 4 日㊏
　　　10：00〜10：30

▲平成29年度女性議会の様子

▲アドベントリース
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募 集

生 活

創業支援セミナー
日時　10月23日㊏13：00〜16：30（受け付け12：30から）
場所　江南市民文化会館 2階第 2会議室
内容　創業の基礎知識や資金調達、ビジネスプランの立て方、創業者に

聞く経験談、創業保証制度の紹介、日本政策金融公庫の施策の紹介、
創業支援制度の紹介

対象　創業を予定（希望）する人
　　　創業しているが基礎的な経営知識を習得したい人
定員　先着20人　費用　無料
申込　10月 1 日㊎〜14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、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307）� 8：30〜17：15�㊏㊐㊗除く　Fax0587-
56-5516　Eメールshoko＠city.konan.lg.jp）へ

問合　産業課（℡44-0340）

令和 3 年度　危険物取扱者試験（後期分）

試験日 会場
受付期間

電子申請 書面申請

11月 7 日㊐ 名古屋工学院
専門学校 9月25日㊏

〜10月 4 日㊊
9月28日㊋
〜10月 7 日㊍

11月13日㊏ 愛知大学
豊橋キャンパス

12月12日㊐ 名古屋工学院
専門学校

11月 6 日㊏
〜15日㊊

11月 9 日㊋
〜18日㊍

令和 4年
1月16日㊐ 名古屋工学院

専門学校
11月27日㊏
〜12月 6 日㊊

11月30日㊋
〜12月 9 日㊍

1月23日㊐

2月27日㊐ 名古屋工学院
専門学校

令和 4年
1月22日㊏
〜31日㊊

令和 4年
1月25日㊋
〜 2月 3日㊍3月 6日㊐

申込　電子申請の場合は、（一財）消防試験研究センターのホームページ
から申し込んでください（受付期間の初日は 9：00から、最終日は
17：00まで）。

　　　�書面申請の場合は、願書（消防本部または消防署各出張所で随時
配布）を（一財）消防試験研究センターへ郵送してください。

※新型コロナの影響により日程が変更になる場合があります。変更等の
情報は、（一財）消防試験研究センターのホームページで確認してくださ
い。
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

ふるさと納税
記念品の提案

　犬山市および地元事業者のPR
と市内産業の活性化、犬山市の寄
附促進を目的に、ふるさと犬山応
援寄附金（ふるさと納税）のお礼
として市外在住の寄附者へ送付す
る記念品の提案を募集しています。
　ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイス」「楽天ふる
さと納税」「さとふる」「ふるなび」
の犬山市のページに自社商品を掲
載し、全国にPRすることができ
ます（サイト掲載料は無料）。
　市内に事業所を有するなど条件
がありますので、詳細は、市ホー
ムページ　ページ番号1002359　
を見るか、問い合わせてください。
掲載できる記念品
①�犬山市のPRにつながる商品ま
たはサービスであること。
②�市内で生産、製造、加工、販売
している商品またはサービスで
あること。
③�サービスの場合はそれを受給で
きる券などを発行すること。
④�宅配便等の配送に耐えうるもの
であること。
⑤�市から発注後、概ね 7日以内に
発送できるものであること。た
だし時期等（旬の時期）により
発送ができないものでも、期間
限定品としての提案は可能。
⑥�飲食物は、寄附者が商品を受け
取った時点で十分な消費期限ま
たは賞味期限が保証されるもの
であること。
⑦�総務省が示す基準に該当するも
のであること。

申込・問合　経営改善課（℡44-
0301　Eメ ー ルfurusato-
k i f u＠c i t y . i nuyama .
lg.jp）へ 危険物取扱者試験
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新型コロナウイルス感染症に係る施策

令和 3 年度 保険料（税）を減免します
　新型コロナの影響により収入が減少し、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付が困
難になった個人（世帯）の保険料（税）を減免します。詳細は各担当課へ問い合わせてください。

減免の条件 介護 国保 後期
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤
な傷病を負った世帯

全額免除
（＊ 1） 全額免除 全額免除

（＊ 2）
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、
不動産収入、山林収入または給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見
込まれる世帯（下記要件を満たすもの）
※主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には前年の合計所得
金額にかかわらず対象保険料（税）額の全額を免除します。

一部減額
（＊ 1） 一部減額 一部減額

（＊ 2）

要件

①事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補
填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の
10分の 3以上であること

〇 〇 〇

②前年の所得の合計額が1,000万円以下であること － 〇 〇
③減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること 〇 〇 〇

＊ 1　主たる生計維持者と同じ世帯の第 1号被保険者全員
＊ 2　主たる生計維持者と同じ世帯の被保険者全員
問合　介護保険料について　高齢者支援課（℡44-0326）
　　　国民健康保険税について　保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）
　　　後期高齢者医療保険料について　保険年金課医療担当（℡44-0328）

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による専門家相談（事前予約制）� 市ホームページ　ページ番号1007016　
　中小企業・小規模事業者を対象に、感染症対策の各種支援施策活用から売り上げ拡大、資金繰りなど様々
な相談に無料で応じます。
日時　毎月第 4㊎ 9：00〜17：30　　場所　市役所 2階相談ブース
●働き方改革全般・各種助成金相談窓口（事前予約制）� 市ホームページ　ページ番号1006831　
　働き方改革の推進、労働関係の助成金活用等の相談に無料で応じます。
日時　毎週㊋㊍ 9：00〜16：00　　場所　市役所 2階相談ブース
申込・問合　ハローワーク犬山（℡61-2185）へ
●中小企業生産性革命推進事業支援補助金� 市ホームページ　ページ番号1007451　
対象　国が令和 2年度第 3次補正予算事業として実施する中小企業生産性革命推進事業（ものづくり補助金、

小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金）の新特別枠（低感染リスク型ビジネス枠）に該当する補
助金の交付を受けた事業者

補助金額　上記補助金の自己負担相当額の 2分の 1の額（上限額20万円）
●犬山市事業継続支援事業（相談無料）� 市ホームページ　ページ番号1007848　
①�事業継続、新商品の開発、業態変換等に取り組む際の事業計画の策定支援の相談窓口を設置します。
相談専用ダイヤル　052-433-1078（11月18日㊍までの毎週㊍　10：00〜12：00、13：00〜15：00　㊗除く）
②�①の相談により策定した計画の実現に取り組む際、専門家への依頼に係る費用の一部を助成します。
対象　中小企業支援法第 2条第 1項に規定する中小企業者
補助金額　この事業で策定した事業計画を実現するために、必要となる専門家等との契約費用相当の 2分の

1の額（上限額30万円）
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生 活 子ども読書空間　愛称決定の投票
　市立図書館 2階にある「子ども読書空間」の愛称を決める投票を行い
ます。子ども司書によるワークショップで決定した候補は次のとおりで
す。ネット投票も行います。詳細は市ホームページ　ページ番号1008054
を見てください。

愛称候補
・ブックキャンプ　　　・ほんのわ　　　　・ゆめのそうこ
・ふぃーかきゃんぷ　　・わん！ぶっく　　・グリーンライブラリー

投票期間　10月 1 日㊎〜19日㊋
投票場所　市立図書館（㊊休館）、
　　　楽田ふれあい図書館（㊏㊐のみ）
※新型コロナの影響により期間や場所
を変更する場合があります。
問合　市立図書館（℡62-6300）

さら・さくらの湯
臨時休業

　市民健康館を新型コロナワクチ
ンの接種会場として使用する可能
性があるため、次の期間の㊏㊐は
「さら・さくらの湯」を臨時休業
します。
期間　10月31日㊐までの
　　　毎週㊏㊐
※延長となる場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

「育てよう　豊かな心　読書から」　青少年によい本をすすめる県民運動
　青少年が優れた本を読み、心の糧にすることは、青少年の創造力、社会性を養うとともに、豊かな人間性を培
う上で大きな役割を果たすものです。県では「青少年によい本をすすめる県民運動」を実施しています。
　下記の推薦図書を読んだ感想文や感想画をはがきに書いて送ると、選考により全国共通図書カードまたは児童
図書がもらえます。
〈推薦図書（一部）〉

対象 作品名 著者名 出版社

幼児向け
『なまえのないねこ』 竹下文子/文　町田尚子/絵 小峰書店

『こどもかいぎ』 北村裕花/作・絵 フレーベル館

小学校
低学年向け

『フルーツふれんず　スイカちゃん』 村上しいこ/作　角裕美/絵 あかね書房

『ようかい川柳』 石崎なおこ/作・絵 教育画劇

小学校
中学年向け

『はじまりはたき火
　火とくらしてきたわたしたち』 まつむらゆりこ/作　小林マキ/絵 福音館書店

『ねこの小児科医ローベルト』 木地雅映子/作　五十嵐大介/絵 偕成社

小学校
高学年向け

『命のうた
　ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤児』 竹内早希子/著　石井勉/絵 童心社

『キャラメル色のわたし』 シャロン・M・ドレイバー/作
横山和江/訳 鈴木出版

中学生・
高校生向け

『泣いたあとは、新しい靴をはこう』 日本ペンクラブ/編 ポプラ社

『アドリブ』 佐藤まどか/著 あすなろ書房

青年向け
『ハナコの愛したふたつの国』 シンシア・カドハタ/著

もりうちすみこ/訳 小学館

『赤毛証明』 光岡真理/著 くもん出版

申込　はがきの差出人欄に住所・氏名・学校名・学年または職業・年齢を記入し、11月 5 日㊎（必着）までに、
〒460-8501　愛知県庁内�愛知県青少年育成県民会議事務局「読書感想文・感想画」係へ送付してください。

※詳細は愛知県ホームページ（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/yoihon60.html）を見て
ください。
問合　市立図書館（℡62-6300）
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マイナンバーカード
受け取りの予約が
WEBでできます

　マイナンバーカードを申請し、
交付通知書（はがき）が自宅に届
いた後、カードの受け取り予約が
WEBでできるようになりました。
　都合のよい日時の空き状況を確
認しながら、24時間いつでも予約
できます。
予約方法　届いた交付通知書（は

がき）と同封の案内文書に
記載された二次元コードを
読み取り、希望日時を選択
後、氏名・電話番号・管理
番号・メールアドレス（任
意）を入力してください。

※予約、変更、キャンセルは受取
希望日の前日12：00までできます。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1007984　を見てください。

※電話による予約も引き続き受け
付けています。
問合　市民課（℡44-0303）

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
加藤裕章　39,411円
●子ども未来園へ
犬山家庭教会　50,000円

マイナポイントを
取得できる期間が
12月末まで延長

4 月末までにマイナンバーカード
の交付申請をした人が対象です
　12月末までにマイナポイントを
申し込んで、選択したキャッシュ
レス決済サービスでチャージまた
は買い物（決済）をすると、利用
金額の25％相当のマイナポイント
（ 1人上限5,000円分）が付与さ
れます。
※マイナポイントの申し込みが予
算の上限に達した場合、12月末よ
り前に申し込みを締め切る可能性
があります。
※マイナポイント事業
の詳細は、右の二次元
コードからマイナポイ
ントホームページを見てください。

問合　市民課（℡44-0303）

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
い、通行規制を実施しますので、
ご協力をお願いします。
※㊐㊗の規制はありません。
●車道は片側交互通行
期間　11月上旬（10日間程度）、

令和 4年 1月下旬（ 5日間
程度）の各 9：00〜16：00

●歩道は通行幅制限
期間　11月中旬（ 5日間程度）、

令和 4年 1月中旬（ 5日間
程度）の各 9：00〜16：00

※ 1 m程度確保して作業します
が、クレーン作業時は通行止めと
なります。
問合　東海農政局犬山頭首工管理

所（℡61-1003）

投票所変更の
お知らせ

第21投票区 楽田小学校体育館
　楽田小学校体育館の建て替え工
事完了に伴い、この秋に執行が予
定されている衆議院議員総選挙よ
り、第21投票区の投票所を「楽田
ふれあいセンター」から「楽田小
学校体育館」に戻します。
　該当の投票区域の人は、選挙の
際に届いた入場券に記載されてい
る「投票所」を確認の上、お間違
えのないよう、お出かけください。
対象町内会　つつじケ丘、内久保、

本郷第 1、本郷第 2、本郷
第 3、本郷第 4、横町、ア
サダ犬山寮、上本町、中町、
楽田下本町、市邨学園、ひ
まわり

問合　選挙管理委員会
　　　（℡44-0300）

犬山市公平委員会
委員を選任

　 9月28日付けで、髙橋美博氏（再
任）が選任されました。任期は 4
年間です。
　公平委員会は、市職員の給与、
勤務時間その他の勤務条件に関す
る措置の要求や職員に対する不利
益処分についての不服申立てなど
を審査する機関です。
　なお、ほかの委員は次の 2人で
す（敬称略）。
眞野健二、松本恵
問合　総務課（℡44-0300）

管
理
番
号
は
こ
ち
ら

▲楽田小学校新体育館

マイナポイント
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生 活
ごみ・リサイクル
10月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 10月10日㊐
9：00〜16：00

10月16日㊏
9：00〜12：00

10月24日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル
小屋敷地内
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場 市役所西庁舎

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％
以上の羽毛布団（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。
・羽毛布団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　※㊐㊗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）、小型家電10品目、パソコン、植物性廃食用油、ダウ
ン率50％以上の羽毛布団

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。
・羽毛布団は濡れないように出してください。

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）
※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10日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他

・一部抽選品あり（抽選は14：00から）
・マスクを着用して来てください。
・発熱など体調が悪い場合は利用を控えてください。
・入場時に氏名と電話番号を記入してください。
・購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益
　5,980円（ 8 月分）
市環境保全基金へ積み立てます。
●10月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
2日㊏　城東小学校PTA
　　　　（℡61-2501）
　　　　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
16日㊏　羽黒小学校PTA
　　　　（℡67-0046）
　　　　東小学校PTA
　　　　（℡67-5400）
23日㊏　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
30日㊏　犬山北小学校PTA
　　　　（℡61-2234）
［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）
4 日㊊　大本町
　　　　（兼松�℡97-0267）
14日㊍〜16日㊏　白帝保育園
　　　　（℡62-6488）
23日㊏　練屋町組
　　　　（長岡�℡090-1862-2139）
30日㊏　橋爪上子供会
　　　　（近藤�℡70-1780）
　　　　白帝子ども会
　　　　（中村�℡61-2705）
31日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
［羽黒地区］
6日㊌　�羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）
※天候や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）
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健 康

相 談

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。農地法・建築許可・建
設業許可等に関することや、遺産

分割協議書・契約書等の作成に関
すること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（予約不要）。
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（℡0587-55-7812）

利用してください
行政相談

10月18日〜24日は行政相談週間
　総務省では、国や特殊法人など
の行っている仕事について、国民
の皆さんから苦情や意見・要望を
お聞きするための「行政相談」を
行っています。相談は無料で、秘
密は守られます。
　「行政相談委員」とは総務大臣
から委嘱を受けている民間のボラ
ンティアで、皆さんの身近な相談
相手です。
日時　毎月第 4㊎10：00〜15：00
場所　市役所　会議室
※新型コロナの影響により変更・
中止する場合があります。
問合　企画広報課（℡44-0311）

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。
日時　10月12日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　宮田医院　宮田史行氏
定員　なし（当日先着順）
※相談者多数の場合は受け付けで
きないことがあります。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

浄化槽の維持管理を
適切に

　浄化槽の維持管理は浄化槽法で
定められた所有者の義務です。
　浄化槽は、きちんと維持管理を
行うことで下水道と同程度の処理
性能を発揮しますが、維持管理を
怠ると悪臭等の原因になります。
定期的に次の作業をしてください。
●清掃（ 1 年に 1 回以上・全ばっ
気方式は 6 か月に 1 回以上）
　浄化槽内に蓄積した汚泥を引き
抜きます。市の許可を受けた次の
清掃業者へ委託してください。
・有限会社犬山衛生管理組合
　羽黒字井島 1 -59
　（℡54-2397）
・合資会社犬山衛生社
　天神町 5丁目25
　（℡61-7888）
・株式会社東海SUNKEY
　中山町 2丁目37
　（℡63-3711）
・サニター株式会社
　春日井市知多町 1丁目46
　（℡32-7552）
・輪栄工業株式会社
　小牧市久保新町87
　（℡73-5210）
●保守点検（ 4 か月に 1 回以上・
全ばっ気方式は 3 か月に 1 回以上）
　浄化槽本体や付属機器の点検・
調整などを行います。愛知県の登
録を受けた保守点検業者へ委託し
てください。保守点検業者は県
ホームぺージの浄化槽の維持管理
ページから検索できます。
● 7 条検査（浄化槽設置後 4 〜 8
か月の間に 1 回）・11条検査（ 1
年に 1 回）
　浄化槽が適正に設置、使用され
ているかを調べます。
申込　�（一社）愛知県浄化槽協会
　　　（℡052-481-7160）へ
問合　環境課（℡44-0344）

10月は「里親月間」
里親を求める運動

　自分の家族と暮らせない子ども
たちのために、里親になりません
か。
　里親とは、さまざまな事情に
よって家庭で暮らせなくなった子
どもたちを、自分の家庭に迎え入
れて、温かい愛情と理解を持って
養育する人のことです。
　県では、里親になってくれる人
を募集しています。里親制度に興
味がある人は、問い合わせてくだ
さい。
問合　県一宮児童相談センター
　　　（℡0586-45-1558）

警察署だより
秋の安全なまちづくり県民運動
10月11日〜20日
　「犯罪にあわない」「犯罪を起こ
させない」「犯罪を見逃さない」
の 3 N（ない）をスローガンに、
地域一体となって、防犯意識の向
上と犯罪の減少を目指しましょう。
　安全に安心して暮らせる社会を
つくるには、「自分の身は自分で
守る」「犯罪の起きにくい社会を
自分たちの力でつくる」という気
持ちが大切です。
　特殊詐欺や侵入盗、子供や女性
を対象とした犯罪、ひったくりな
ど、自分の身のまわりの防犯につ
いて改めて考え、家庭や地域で対
策を話し合いましょう。
問合　犬山警察署（℡61-0110）
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健 康 健康いぬやま応援メニュー　スタンプラリー

問合　市民健康館（℡63-3800）
　健康に配慮した食事を美

お

味
い

しく食べてスタンプラリーに応募すると、抽選で10人に犬山産の米 5㎏を、42人に
協力店で使用できる食事券1,500円分が当たります。今年は、昨年より 3店舗増えて14店舗で実施します。
実施期間　10月 1 日㊎〜令和 4年 1月20日㊍
応募方法　①�協力店で「健康いぬやま応援メニュー」を食べると、スタンプカード（協力店で配布しています）

にスタンプを 1つもらえます。
　　　　　②�スタンプが 3店舗分集まったら、スタンプカードに氏名等の必要事項を記入し、協力店に設置され

ている応募箱へ実施期間中に投函してください。
※食事券を使用できる店舗は券ごとに決められており店舗の指定はできません。
※詳細は右の二次元コードを読み取るか、各協力店、市役所 1階、保健センター、市民健康館で配布
しているチラシを見てください。
●「健康いぬやま応援メニュー」とは？
　健康に関する 5つの項目「エネルギー・野菜・塩
分・地産地消・禁煙」を 3つ以上満たし、犬山に関連
した内容（犬山産の食材を使用、犬山に絡んだネーミ
ング）を取り入れたメニューのことです。このメニュー
を提供するお店を協力店として市が認定しています。

●協力店の紹介
店舗名 地区 メニュー名 金額（税込み） 電話番号（0568）

御食事処　志乃ぶ 富士見町 健康そのまんま定食 850円 62-0991
お好み焼き　佳味 上野字大門 福玉ランチ 880円 65-0443
炭焼き弁当�たまご家 五郎丸 白身魚の赤酢あんかけ弁当 600円 64-6031
珈琲�五条 長者町 ヘルシー焼うどんセット 820円 68-1701
アランチャ 塔野地 色々野菜カレー 1,090円 61-3070
キリン亭 天神町 犬山田カツ定食 820円 61-0264
カフェ＆レストラン�アイランド 喜六屋敷 入鹿池のダムカレー 800円 67-0998
びすとろMARU 五郎丸 1日の 1 / 2 分の野菜リゾットセット 1,450円 080-4227-0141
オアシスレストラン�八仙 官林 花子トマトラーメン�※ 750円 090-1758-0389
アジアンキッチン�アスカ 五郎丸 アスカカレーセット 930円 62-5561
自然薯工房 東古券 とろろごはん定食　※ 1,000円 080-5162-8123
活魚料理　みなみ 杉の山 上刺身ランチ 1,320円 62-8127

喫茶　ムーン 羽黒子安 ①野菜たっぷりモーニング
②おろし豆腐ハンバーグ野菜のせ

①ドリンク代＋
200円、②850円 67-0344

Café　Smile 羽黒古市場 羽黒発祥！黒ごまワッフルサンドセット
（根菜チキンサラダ） 950円 67-4144

※季節限定メニューである「花子トマトラーメン」（11月上旬頃〜）と「とろろごはん定食」（12月中旬〜）は、
スタンプラリーの対象になる時期が限られます。店舗で確認してください。

●新規協力店のメニュー紹介（ 9月から 1店舗増えました）
Café　Smile　「羽黒発祥！黒ごまワッフルサンドセット（根菜チキンサラダ）」

　オリジナルの手作り黒ごまワッフル
は黒ごまを多く使用し甘さ控えめで口
当たりの軽い生地。ワッフルサンドの
具にはチキンの他シャキシャキ野菜と
噛みごたえのある根菜がたくさん入っ
て栄養バランスも良いです。ミニサラ

ダとトルティーヤ、ドリンクがついてボリューム満点です。

エネルギー
700kcal
以下

エネルギー

塩分
3ℊ
以下

塩分

店内全面
禁煙

禁煙

野菜
120ℊ
以上

野菜

愛知県産の
食材を常時
1品目以上使用

地産地消

昨年スタンプラリーに参加した人の声
・カロリー計算されたメニューはヘルシーでよかった。　・普段行かない新しい店を開拓できた。
・散策しがてらの昼食、楽しかったです。　　　　　　　・メニューに関心を持ちました。

エネルギー
700kcal

エネルギー

禁煙

禁煙

野菜
143ℊ

野菜
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高 齢 者
特定健康診査・
後期高齢者医療
健康診査

　市ではメタボリックシンドロー
ムに着目した生活習慣病予防のた
めの健康診査を行っています。
　対象者で、まだ特定健康診査を
受診していない人には 9月初旬に
はがきを送りました。
　期間中に受診して、自身の健康
管理に努めましょう。
対象　特定健康診査
　　　�40歳〜74歳の国民健康保険

に加入している人
　　　後期高齢者医療健康診査
　　　�後期高齢者医療保険に加入

している人
※対象者には 5月下旬に受診券を
発送しています。紛失した人は、
再発行しますので市役所 1階保険
年金課か市民健康館に来てくださ
い。

期間　12月28日㊋まで
　　　�（一部医療機関を除く・医

療機関の休診日は除く）
場所　市内健康診査実施医療機関
※詳細は受診券を見てください。
※事前に医療機関への予約が必要
です。
持物　受診券、健康手帳、保険証、

健診料1,000円（後期高齢
者医療健康診査は無料）

※お薬手帳がある人は持ってきて
ください。

目標を立てて体重減少に成功
（市内在住　S.Kさん）

　夫の退職を機に、昨年、国保
の健診を受けました。
　保健指導の面談では、十分話
を聞いてくれて、自分に合った

体重の落とし方を教えてもらえ
ました。
　「間食を半分にする」「毎日
ウォーキングを30分する」とい
う目標を立てて取り組みまし
た。ウォーキングは続けるうち
に40分以上歩けるようになり、
「ここで食べたらもったいない」
と食事量も自制。体重を 2㎏減
らすことができました。また、
疲れてよく眠れることで精神的
なイライラも解消されたように
感じます。
　保健指導を受けて目標を立て
ていなければ、運動も食生活改
善も始められなかったと思いま
す。自分の体のために健診と保
健指導を受けることを、皆さん
にもお勧めしたいです。

問合　保険年金課
・特定健康診査について
　国民健康保険担当（℡44-0327）
・�後期高齢者医療健康診査につい
て
　医療担当（℡44-0328）

スローエアロビック
　エアロビ初心者もできる運動や
体のストレッチを一緒に行います。
日時　①10月25日㊊
　　　　10：00〜11：30
　　　②11月11日㊍
　　　　10：00〜11：30
場所　①保健センター
　　　②東ふれあいセンター
講師　愛知県エアロビック連盟
　　　横井純子氏
対象　①65歳以上
　　　②年齢制限なし
定員　先着15人
費用　 1人300円
持物　飲み物、タオル
申込・問合　10月 8 日㊎から市民

健康館（℡63-3800）へ
※新型コロナの影響により中止・
変更する場合があります。

10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　10月申請は16枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4㎝×

横 3㎝） 1枚、窓口で受け
取る人の本人確認書類

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない確認書類（健康保険証、年
金手帳等）の場合は 2点必要
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

からだ・こころ
すっきりヨガ

　「手軽に運動を始めてみたい」
「疲れたこころをリフレッシュし
たい」人におすすめの教室です。
日時　10月29日㊎10：00〜11：30
場所　武道館（犬山北古券16- 1 ）
講師　理学療法士　間中麻耶氏
対象　65歳以上
定員　先着20人
費用　 1人300円
持物　飲み物、ヨガマット（ない

人はバスタオルでも可）
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　10月12日㊋から市民

健康館（℡63-3800）へ（電
話可）

※新型コロナの影響により中止・
延期する場合があります。
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子 育 て 就学援助費 
新入学準備金

　令和 4年度に小学校に入学する
子どもがいる家庭で、経済的な理
由により入学にかかる費用の負担
で困っている保護者に、就学援助
費として新入学準備金を入学前に
支給します。
　支給を希望する人は、11月30日
㊋までに市役所 3階学校教育課へ
申請書を提出してください。
※所得等の審査があります。
※申請書は、学校教育課、各出張
所、市ホームページ　ページ番号
1006216　にあります。
問合　学校教育課（℡44-0350）

私立高等学校等
授業料補助

　私立高等学校、高等専門学校な
どに通う生徒の保護者負担を軽減
するため、授業料の補助を行いま
す。
　次の①②③の全ての条件に該当
する保護者は申請してください。
①�10月 1 日時点で、私立高等学校
の全日制か定時制課程、高等専
門学校、専修学校高等課程に在
学している生徒の保護者である
こと

②�10月 1 日時点で、生徒の保護者
（授業料負担者）の住所が市内
にあること

③�愛知県が実施する授業料補助金
の所得基準の甲または乙に該当
すること

補助額　所得に応じて決定（ただ
し実際に納入する授業料が
補助額よりも少ない場合は
納入額が限度）

申込・問合　10月29日㊎までに申
請書を市役所 3階学校教育
課（℡44-0350）へ

※申請書は、学校教育課、各出張
所、市ホームページ　ページ番号
1000891　にあります。

講演会「絵本でめぐる生命の旅」
最新恐竜学、生命の進化について学びます！
　市立図書館では子どもの読書活動を推進するため、絵本「せいめいの
れきし・改訂版」を監修した国立科学博物館の真鍋真氏をお迎えして講
演会を開催します。
　最新の恐竜学、生命の進化について、わかりやすく話します。

講師紹介　真鍋真氏
国立科学博物館（副館長）・
標本資料センター・コレクション
ディレクター（センター長）

（著書・監修など）
「鳥になった恐竜の図鑑」
「恐竜の魅せ方」
「わたしはみんなのおばあちゃん　はじめての進化のはなし」ほか

日時　11月14日㊐14:00〜16:00　場所　市立図書館 2階学習室
対象　小学生以上　定員　先着40人　費用　無料
申込・問合　10月 5 日㊋10:00から市立図書館（℡62-6300）へ（電話可）
※新型コロナの影響により変更・中止する場合があります。

児童手当のお知らせ
●10月定期支払い
　児童手当（ 6 〜 9月分）を10月 8 日㊎に振り込む予定です。受給者は
通帳で支給金額を確認してください。次回の定期支払いは、令和 4年 2
月を予定しています。
※児童手当・特例給付の全部か一部の支給を受けずに子育て支援に活

い

か
して欲しい人は簡単な手続きで市に寄附することができます。
●「児童手当・特例給付　現況届」は提出しましたか
　児童手当・特例給付を受けている人は毎年「児童手当・特例給付　現
況届」の提出が必要です。対象者には 5月末に書類を送付しました。
　提出がない場合は10月の定期支払いができませんので、早急に提出し
てください。現況届の提出後に随時支払いをします。
　現況届を失くした場合や不明な点がある場合は、電話か窓口で問い合
わせてください。
　なお公務員の人は職場へ現況届を提出してください。
提出方法　郵送または直接、市役所 1階子ども未来課（〒484-8501住所

不要）へ
※新型コロナ感染拡大防止のため郵送での提出にご協力ください。
※毎月第 1・ 3㊋は19:00まで受け付け延長
問合　子ども未来課（℡44-0323）

撮影：田中健一
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令和 4 年度の放課後児童クラブ入会案内
　児童クラブは、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、小学校の下校後、遊びや生活を通
し子どもたちの健全な育成を図るものです。
　令和 4年度の入会を希望する人は、児童クラブ入会申込書に必要事項を記入し、勤務先で証明を受けた後、希
望する児童クラブの申込先に直接提出してください（簡単な聞き取りをします）。

・�入会申込書は各児童クラブ、児童センター、市役所1階子ども未来課にあります。市ホームページ　ページ
番号1002487　にも掲載しています（入会申込書の配布は10月14日㊍から）。
・�長期学校休業日（春・夏・冬休み）のみ利用の人も、事前の児童クラブ入会申し込みが必要です。下記受付
期間に申し込んでください。
・提出された申込書は児童クラブ入会選考基準に基づき審査し、令和4年2月上旬に決定通知を送付します。

受付期間　　11月17日㊌〜19日㊎
対象児童　　小学 1〜 6年生（定員を超える申し込みがあった場合は、 4年生までを優先とします）
利用時間　　①月曜日〜金曜日の下校時から19：00まで
　　　　　　　（今井、各児童クラブの第 2・ 3児童クラブは18：00まで）
　　　　　　②土曜日と学校休業日は 7：30〜19：00
※日曜・祝日・年末年始（12月29日〜 1月 3日）は休業
利用手数料　 1か月3,500円（同世帯のうち 2人目の利用は1,750円）
※第 3子以降は無料になります。

該当校区 児童クラブ名 開設場所 申込・問合

犬山北小学校区 犬山北児童クラブ
犬山北第 2児童クラブ 犬山北小学校 犬山北児童クラブ

（15：00まで�℡070-3191-6409、
　15：00以降�℡080-7670-9086）
栗栖児童クラブ
（15：00以降�℡080-4148-9383）栗栖小学校区 栗栖児童クラブ 栗栖小学校

（体育館会議室）

楽田小学校区 楽田児童クラブ
楽田第 2児童クラブ 楽田小学校 楽田児童センター（℡68-0519）

城東小学校区
城東児童クラブ
城東第 2児童クラブ
城東第 3児童クラブ

城東児童センター
城東小学校
塔野地公民館 城東児童センター（℡62-3554）

今井小学校区 今井児童クラブ 今井子ども未来園

羽黒小学校区 羽黒児童クラブ
羽黒第 2児童クラブ 羽黒小学校

羽黒児童センター（℡67-7169）
羽黒児童クラブ
（15：00以降�℡090-3150-7169）

犬山西小学校区 犬山西児童クラブ
犬山西第 2児童クラブ

犬山西児童センター
犬山西小学校 犬山西児童センター（℡62-3041）

東小学校区 東児童クラブ 東小学校 東児童センター（℡67-9350）
東児童クラブ
（15：00以降�℡090-1477-8653）
池野児童クラブ（15：00以降�℡67-1033）池野小学校区 池野児童クラブ 池野小学校

（体育館会議室）

犬山南小学校区 犬山南児童クラブ
犬山南第 2児童クラブ

犬山南児童センター
犬山南小学校 犬山南児童センター（℡62-4477）

問合　子ども未来課（℡44-0324）



20 広報犬山　R3.10.1号

子 育 て 10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が、新型コロナウイルス感染症対策として、状況に応じ行事の中止・
変更を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。変更については市ホームページやセンターだよりなどで
もお知らせしていきます。

★子育て支援センター　親子で楽しく遊びましょう。
申込・問合　開催日の前日までに市民健康館（℡63-3817）に電話で申し込んでください。
　　　　　　①③④⑤は10月 1 日㊎から申し込みを受け付けます。

対象 事業名 日時 開催場所 内容

① 0歳の子ども 赤ちゃんサロン 10月27日㊌
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 体操・絵本など

② 3〜 5か月の子ども すくすくタイム 10月18日㊊
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ あやし遊び・絵本

③ 6か月〜 1歳未満の子ども さくらっこ
　　　ひよこ

10月15日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 親子ふれあい遊び・お話

④ 1歳〜 1歳 6か月の子ども さくらっこ
　　　あひる

10月22日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 親子ふれあい遊び・お話

⑤ 令和 3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 わくわくっこ 10月21日㊍

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 英語で遊ぼう・絵本

⑥ 未就園の多胎児
または多胎児の妊婦 にこにこタイム 10月 6 日㊌

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 親子遊び・情報交換

★相談事業
相談名 日時 場所

子育て

毎日（㊋㊗除く）10：00〜16：00�※㊐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
①�毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00
②�㊊、㊌、㊍、㊎　10：00〜13：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。

①子ども未来課（℡44-0324）（市役所 1階）
②子育て支援コーディネート「ぷらっと」
　（℡070-1277-2726）
　（東児童センターさんにぃれ内）

発達支援
（要予約）

10月 8 日㊎・26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）

★児童センター　親子で季節にあわせた手遊びや工作などで遊びます。��問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

●子育て広場「ぽんぽこ」
対象　 0歳〜未就園の乳幼児その保護者
日時　毎週㊊〜㊎（㊗除く）10：00〜15：00
場所　羽黒・楽田・犬山西・城東・犬山南
　　　各児童センター

●パパもあそぼう
対象　未就園の乳幼児と父親
日時　10月16日㊏10：30〜11：30
場所　犬山西児童センター
内容　運動遊び
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★児童センター　親子で季節にあわせた手遊びや工作などで遊びます。��問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

耳の不自由な方の
交流会

　耳が不自由で家に閉じこもりが
ちな人、聞こえない悩みや困りご
とのある人、日頃の思いを語り
合って解決の糸口を見つけません
か。
※当日は要約筆記があ
りますので聞こえなく
ても参加できます。
日時　10月16日㊏13：30〜15：30
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 2階202会議室
費用　無料
申込・問合　NPO法人愛知県難

聴・中途失聴者協会　古木
（Fax73-9433　Eメールfuru

　　　ki＠pop16.odn.ne.jp）へ
※当日の飛び込み参加も可。

道家夫婦写真展
　昨年秋に撮影した風景、花の写
真の半切16点を展示します。
期間・場所
①10月16日㊏〜24日㊐
　市役所 1階市民プラザ
②12月 1 日㊌〜20日㊊
　楽田ふれあいセンター
問合　道家（℡68-1322）

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。

2022春のSNC
「災害実習と交流」
企画実行委員を募集

　配慮を必要とする人たちとの合
同災害実習イベントを予定してい
ます。企画作りの段階から参加し
てくれる人を募集します。
　SNC（スペシャルニーズ・コ
ミュニティ）は、配慮の必要な人
たちに関わる 6団体と防災に関わ
る 3団体が連携しています。
対象　市内在住・在勤・在学で16

歳以上の人
※性別・国籍・障害の有無は問い
ません。
申 込・ 問 合　11月 1 日㊊までに

SNC事務局（℡090-9940-
2939　Eメール�hirari_koto

　　　noha@yahoo.ne.jp）へ

犬山篠笛クラブ
まちかどコンサート

　日本古来の竹の笛「篠笛」の音
色をお楽しみください。
日時　10月21日㊍13：30から
　　　（13：00開場）
場所　市民交流センターフロイデ

2階会議室
費用　無料
問合　鈴木（℡090-9936-9092）

第 8 回楽田歴史散歩
　小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉
軍の本陣として使われた楽田城。
現在も良く残る城の遺構を巡り、
約 4㎞を散策します。
日時　11月 7 日㊐ 9：00〜11：30
　　　�（受け付け 8：40から、少雨

決行）
集合　楽田ふれあいセンター
　　　駐車場
費用　300円（資料代）
申込　不要（直接集合場所へ）
問合　楽田コミュニティ�松山
　　　（℡090-1746-1095）

ミラマチ栗栖
収穫体験祭

　栗栖の畑で育った野菜などの収
穫体験や栗栖産のお茶の試飲とお
茶づくりのデモンストレーショ
ン、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）。
日時　11月 6 日㊏ 9：00〜12：00
場所　野縁公苑（栗栖古屋敷）
※車は桃太郎公園駐車場へ停めて
ください。
定員　先着40人
※付き添いの人は人数に含みませ
ん。
費用　 1人2,000円
申込　10月31日㊐までに①氏名②

住所（大字・丁目まで）③
電話番号をミラマチ栗栖　
若杉（Eメールkurisu＠yh

　　　a.gr.jp）へ
※申込確認後、メールを返信しま
す。

子ども多文化体験
ワールドキャンプ

　様々な国の文化やゲームなどに
ふれ、秋の一日を楽しみませんか。
日時　10月16日㊏13：00
　　　〜17日㊐14：00
場所　野外活動センター
対象　小中学生
定員　20人
費 用　 1人2,300円（食事代、材

料費、保険代など）
申込　10月14日㊍までに下の二次

元コードから参加申し込み
フォームを入力
し、送信してく
ださい。

問合　NPO法人シェイクハンズ
（℡090-9940-2939　Eメー
ルinfo＠shake-hands.
jp）

「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。11月15日号の締め切りは10月5日㊋、12月1日号は10月20日㊌。
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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。

このスペースに広告を出しませんか
規格　　1枠　縦45㎜×横85㎜
　　　　2枠合併枠　縦45㎜×横173㎜
掲載料　1枠15,000円（消費税および地方消費税含む）
　　　　2枠合併枠30,000円
　　　　　　　　(消費税および地方消費税含む)
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002287　を
　見てください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

桃太郎あゆまつり
　 8月 7日、栗栖にある桃太郎公園にて「あゆまつり」
が感染症対策をして開催されました。栗栖産の野菜と犬
山産の桃販売、鬼にボールを投げる鬼泣かせ、あゆのつ
かみ取りなど、多くの家族でにぎわいました。
　メインのつかみ取りでは、あゆが泳ぐプールに入り、
はじめは恐る恐るあゆを追いかけていた子どもも、慣れ
てくると大胆に手を入れてあゆを縁に追い詰め捕まえて
いました。捕まえたあゆを誇らしげに親に見せ、その雄
姿を親はスマホなどで撮影していました。
　つかみ取りを終えた後は、焼き立てのあゆの塩焼きを
家族で楽しんでいました。

第50回彫刻村in犬山2021
　 8月 4日〜22日、全国から彫刻家が集い、作品の公開
制作を行う「彫刻村in犬山2021」が継鹿尾の犬山国際交
流村で開催されました。
　この彫刻村は1971年に静岡県で始まり今回で50回目を
迎え、犬山では 5回目の開催となりました。
　今回参加した作家は 8人。持ち込んだ丸太などの木材
に、のみやチェーンソーなどでそれぞれ作品を制作して
いき、訪れた人はその様子を見学して楽しんでいました。

▲作品制作の様子

あゆの塩焼き▶

◀つかみ取りで
　そっとあゆに近づく
　子ども
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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。
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新型コロナウイルス感染症に関する相談
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で
相談してください。
※かかりつけ医がいない場合や相談する医療機関に
　迷う場合は、下記窓口へ電話してください。
受診相談センター ℡0587-55-16₉₉
（江南保健所内�平日� 9：00〜17：30）
（聴覚障害者向け　Fax0587-54-5422）
夜間・休日受診相談窓口 ℡052-526-5887
（平日夜間�17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗24時間体制）

新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA
新型コロナの感染者と接触した可能性について通知を
受けとることができる厚労省公式のアプリです。自分
をまもり、大切な人をまもり、地域と社会をまもるた
めに利用してください。

※行政機関や第三者が接触の
　記録や個人の情報を利用し、
　収集することはありません。

【iOS】 【Android OS】

東京2020パラリンピック聖火の採火
　 8月15日、東京2020パラリンピック聖火の犬山市にお
ける採火が市役所で行われました。
　始めに犬山原始人クラブの 4人の児童が、自分で作っ
たマイギリ式の火起こし器を上下に動かし、摩擦によっ
てできた火種を、ほぐした麻ひもで包みながら息を吹き
かけ、たき火台に火を起こしました。
　火は、市内福祉団体の代表者 4人と犬山市代表の紀藤
瞭太さんが点火棒を使ってランタンに移されました。ラ
ンタンに灯された犬山の火は、紀藤さんが愛知県庁に運
び、県内でそれぞれ採火された火を一つに合わせ「愛知
県の聖火」として東京に送り出されました。

犬山ロータリークラブよりタオルの寄贈
　創立60周年を迎えた犬山ロータリークラブから市に大
判タオル190枚が寄贈されました。
　 8月20日、髙橋秀治会長ほか 4人が市役所を訪れ、目
録を手渡しました。同クラブからは「在宅で高齢者を介
護している家庭に役立ててほしい」と毎年寄贈されてい
て、山田市長は「消耗品なので毎年いただけて大変あり
がたい」と感謝の言葉を述べました。
　寄贈されたタオルは、地区の民生委員児童委員を通し
て対象家庭に届けられます。

▲目録を手渡す犬山ロータリークラブの皆さんと山田市長

点火棒でランタンに
火を移しました▶

◀麻ひもから
　炎が上がった瞬間
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■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 10月22日㊎10：00〜15：00 市役所　会議室 ―

登　記 10月13日㊌13：00〜15：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

不動産・空き地・空き家 10月19日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 10月27日㊌13：30〜15：30 市役所 2階相談室② 当日先着順

住宅（要予約） ㊊〜㊎（㊗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 10月 2 日㊏13：00〜16：00 南部公民館会議室 3 ―

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

11月25日㊍10：00〜12：00
13：00〜15：00
（ 1 人30分間、奇数月のみ開催）

市役所　会議室
予約は11月15日㊊〜19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） 10月15日㊎13：00〜16：00 市役所 3階301会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 10月20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） ―

いちサポによる就職相談
（要予約）

①10月13日㊌10：00〜16：00
②10月28日㊍13：00〜16：00

①ハローワーク犬山
②市役所 2階相談室②

予約はいちのみや若者サポート
ステーション（℡0586-55-9286）へ

市民活動 ㊊〜㊏ 9：00〜17：00 フロイデ 1階協働プラザ
「わんまる―む」（℡48-1221） ―

くらし自立サポート
センター

（生活困窮者相談）

毎週㊊〜㊎（㊗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）

11月 4 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10月 7 日㊍13：00から電話
で社会福祉協議会（℡62-2508）
へ（先着 6人）

身体障害者当事者
による相談 10月 6 日㊌10：00〜15：00 身体障害者活動センター

ふれんど（℡61-8008） ―

知的障害者保護者
による相談

10月18日㊊・25日㊊
10：00〜12：00 市役所 1階相談室 ―

犬山市
スマホ・パソコン相談

（要予約）

毎週㊊13：30〜15：30
毎週㊌ 9：30〜11：30
毎週㊏13：30〜15：30

㊊㊌は市役所 2階相談室②
㊏は勤労青少年ホーム 2階講
習室

予約は電話でいぬやまe-コミュ
ニティーネットワーク
（℡62-1888� 9：00〜17：00
　㊐㊗除く）へ（先着 2人）

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（℡44-0352） ―

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
つながらない場合は児童相談所
虐待対応ダイヤル「189」（無料）へ

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・タガログ語・
中国語　　外国人

10月 1 日㊎・11月 5 日㊎
13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。
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■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡0568-81-1133
※電話のかけ間違いが多くなっています。電話番号はお間違いなく。

　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○あいち救急医療ガイド 　https://www.qq.pref.aichi.jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）
○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■犬山市の人口と世帯（ 9月 1日現在）
人口 73,263人 （－ 270人）

男 36,382人 （－ 182人）�

女 36,881人 （－ 88人）

世帯 31,562世帯 （＋ 183世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■休日（日曜・祝日）診療
○昼間診療　犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0568-62-8100
　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〜）

○夜間診療、歯科診療

日付
休日夜間診療（内科・外科）

受付時間17：00〜20：00
休日歯科診療

診療時間 9：30〜11：30

病・医院名（内科系） 電話（0568） 病・医院名（外科系） 電話（0568） 医院名 電話

10月 3 日㊐ すみれ内科クリニック 68-0025 にわ耳鼻咽喉科 67-6868 きなな歯科 0587-22-7599
10月10日㊐ 犬山駅西病院 61-2017 ふなびきクリニック 62-8811 のだ歯科医院 0568-62-7022
10月17日㊐ 村上内科 62-2201 くわばらクリニック 61-1118 わだち歯科クリニック 0587-93-6777

※都合により変更する場合がありますので電話確認の上、来院してください。

■休日小児診療　○江南厚生病院内（こども救急診察室）　℡0587-51-3333
㊏㊐㊗　受付時間 8：30〜16：30　診療時間 9：00〜12：00、13：30〜17：00
※保険外併用療養費（紹介状無く初診の場合5,500円）がかかります。

市が所有する遊休財産の売却
　と畜場跡地などの売却により、
約 4億1,340万円を確保。
国の新規補助金等の活用
　従来補助のない事業（例：フロ
イデ空調整備等）に対し、市の工
夫で補助が得られ、約 5億5,970
万円を確保。
市が保有する余剰空間の活用
　広告募集や自販機設置等によ
り、約4,210万円を確保。

支出抑制策の主な観点と成果
※市民サービスの切り捨てによる
支出抑制とならないよう、サービ
ス水準を維持する前提でのぞんで
います。
不要不急の事業の見直し
　観光バス転回場や道路美装化等
の大型事業を見直し、 1億10万円
を抑制。
各種事業における契約等の見直し
　各種契約や入札を工夫し、約 2
億1,320万円を抑制。
他市町と共同調達による経費削減
　複数市町でシステム機器を調達
した割り勘効果などにより、約
1,120万円を抑制。
市直営事業の民営化
　養護老人ホームや母子生活支援
施設の民営化により、サービスを
向上しつつ、約5,830万円を抑制。
職員雇用環境適正化と業務効率化
　通勤手当の支給額や再任用職員
の配置等を適正化したり、業務自
動化などの効率化により、約 1億

230万円を抑制。
補助金や負担金の見直し
　各種協議会や団体などの運営を
見直し、補助金や負担金を最適化
することにより、約5,830万円を
抑制。
経常経費抑制の工夫
　LED化に伴う電気使用料の節
減などにより、約2,590万円を抑制。

財源確保の合計と市民への還元
　前項までに記載の経営努力の結
果、この 6年間の収入増が約22億
3,910万円、支出減が約 6億3,020
万円で、新たに確保できた財源の
合計は、約28億6,930万円となり
ました。
　この財源を活かし、例えば、子
ども医療費助成を県内最低水準か
ら最高水準へ拡充したり、在宅介
護手当を県内最高水準へ拡充する
など、市民サービス向上という形
で、皆様への還元につなげてきま
した。また、急激に増加していた
市の借金を抑制でき、将来世代へ
の負担を適正化するなど、計画的
な財政運営につなげてきました。

終わりなき課題
　経営努力に終着点はなく、継続
して思考と行動を重ねながら、そ
の結果の検証を踏まえて、更に改
善を繰り返していくことが不可欠
です。これからも最善を尽くしま
す。

都市経営の好循環
　貴重な税金で運営される行政
は、 1円でもムダをなくし、財源
確保に向けた経営努力を徹底すべ
きです。その財源で行政サービス
を充実させ、定住促進や産業振興
を図り、それが都市の活力となっ
て、市民サービスが更に向上する
よう、都市経営の好循環を創り出
していくことが重要です。
　こうした経営努力は、自治体の
本気度が問われるところであり、
行動と結果で証明するのみです。
そこで、山田市政の約 6年間の経
営努力について、主な取り組みの
観点と成果を説明いたします。

収入増加策の主な観点と成果
ふるさと納税制度の積極的活用
　返礼品を新たに設定し、PRを
強化したことにより、この 6年間
で約10億9,770万円（寄付総額か
ら事業経費を除き、市外流出分も
考慮した実質的収入）を確保。

賢い都市経営の実践
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　「犬山祭を今よりも好きに！」
をモットーに、犬山祭保存会の
Facebookで、これまで企画広報
のメンバーとともに取材し、発信
してまいりました。
　祭礼としての素晴らしさを伝え
ることはもちろんですが、犬山祭
の楽しさ、待ち遠しい気持ち、そ
んな自分と同じ気持ちの人がたく
さんいるという事を知っていただ
きたいと思っています。
　毎年犬山祭の幟

のぼり

の立つ 3月 1日

から祭までの期間、毎日どなたか
にカウントダウンしていただくと
いう投稿などを企画し発信してま
いりました。
　自分で企画した事とはいえ、初
めは不安しかありませんでした。
しかしみなさんが本当に温かく迎
えてくださり、皆さんの想いが今
も原動力となっています。
　これまで、本当にたくさんの
方々のご協力をいただきました。
おかげさまで楽しい投稿がいっぱ
いできまして、皆様に感謝の気持
ちでいっぱいです。
　私は下本町に住んでおり、下本
町で犬山祭に携わってきました。
活動以前は町内での犬山祭でした
が、犬山祭保存会の活動を機に人
と人とのつながりが祭をより楽し
いものにすることをあらためて知
りました。
　現代は隣近所の関係が希薄な時
代です。祭においても、隣に並ん

だ車
や

山
ま

の町内の人と知り合いがい
ない、などということが起こり得
ます。そんな寂しいことのないよ
うに、これからも和を繋

つな

げていけ
たらと思います。
　今はコロナ禍で残念ながらカウ
ントダウン企画やSNSでの発信
は中断しております。
　犬山祭を愛する皆さんと祭の日
に、笑顔でお会いしたいと、晴天
無事を願うばかりです。

葵
き

心
こ

ちゃん
令和 2年 7月生まれ

たくさん食べて
たくさん遊んで

スクスク大きくなってね

湊
そう

大
た

ちゃん
令和 2年 7月生まれ

毎日楽しく過ごしていこうね。
大好きだよ。

大
たい

雅
が

ちゃん
令和 2年 7月生まれ

毎日素敵な笑顔を
ありがとう。
大好きだよ。

空
そら

ちゃん
令和 2年 8月生まれ

生まれてきてくれて
ありがとう。

のびのびと元気に育ってね。

　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　12月 1 日号　　対象　令和 2年 9月・10月生まれの赤ちゃん　　応募締切　10月20日㊌

1 歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか 応募はこちら
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犬山祭
（一社）犬山祭保存会

（一社）犬山祭保存会
企画広報副委員長

柴田　憲一（下本町）


