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　 3 月 1 日から 7 日までの間、全国一斉に春季火災予防運動を実施します。この運動の一環として、火災予防の
プロである消防本部予防課の職員が火災統計、火災原因調査、訓練指導の各担当者それぞれの立場から、住宅の
防火対策における特に重要なポイントをピックアップしてお話します。ぜひこの機会に家の防火対策を見直しま
しょう。また、令和 2 年に犬山市で発生した火災、救急、救助の統計と救急車の適正利用についても併せて紹介
します。 問合　消防本部予防課（℡65-3123）

　総務省消防庁の「令和 2 年版消防白書」によると、令和元年中の住宅火災
による死者（放火自殺等を除く）は全国で899人となっており、このうち65
歳以上の高齢者は662人（73.6％）で 7 割を超えています。
　死亡に至った経過をみると、死者数のうち「逃げ遅れ」が446人となって
おり、全体の49.6％でした。また、時間帯をみると、午前 0 時～ 6 時までが
最も多く、全時間帯の1.4倍となっており、就寝時間帯の死者の割合が高い
といえます。
　住宅火災による死者の割合として高齢者が高いことと、死者の発生経過で
逃げ遅れの割合が高いことは、令和元年に限ったことではありません。
　高齢になるほど運動機能の衰えから避難が困難となり、就寝中ともなると
火災の発生に気付くのが遅れ、逃げ遅れる可能性が高くなります。いかにし
て早く火災に気付き、早く避難できるかが高齢者の逃げ遅れを防ぐポイント
となります。そのポイントとなる防火対策を次のPickup02と03で紹介して
いますので、確認してみましょう。

　地域の消防訓練や防火講話などで初期消火の重要性をお伝えするとき、素
早く有効に消火できる住宅用消火器の設置をお勧めしています。火災を早期
に発見しても消火に手間取ると火災が拡大し逃げ遅れてしまうことがあるか
らです。
　消火器といえば赤色で重いというイメージがあるかもしれませんが、最近
の住宅用消火器は、軽量で女性やお年寄りにも火元が狙いやすいようになっ
ています。また、デザインも豊富でカラフルなものから家の雰囲気に馴染む
ようにスタイリッシュなものまで販売されていて、ホームセンターやインター
ネットショップで購入できます。使用期限（おおむね 5 年）がありますので、
定期的な交換が必要ですが、消火薬剤の交換や内部点検は必要ありません。
　小さな火のうちに早く消火できれば、被害を最小限に抑え住宅や家財、大
切な家族の命を火災から守ることができます。消火器が家に 1 つあれば、万
が一火災になった時にとても安心ですよ。

　火災原因調査では、出火原因や延焼
経過を調査し火災の予防はもちろん、
命を守るための対策に役立てています。
　これまで調査してきた犬山市の火災
事例のうち、被害の少なかった事例や
上手く避難ができた事例から住宅防火
の糸口を探ると、住宅用火災警報器が
鳴ったことで、家人がいち早く火災に気付き、すぐに消火や避難をすること
ができています。火災は起こさないことが最も重要ですが、発生した時に早
く気付き、早く消火、早く避難することも重要です。住宅用火災警報器は、
₃₆₅日₂₄時間休まず火災を警戒し家族を守っています。この機器を設置する
ことで確実に火災の被害軽減に繋

つな

がりますので、設置がまだの家は早急に設
置しましょう。
　住宅用火災警報器は、お近くの電気屋やホームセンター、インターネット
ショップで購入できます。就寝中の逃げ遅れを防ぐため、全ての寝室や 2 階
以上に寝室のある場合はその階の階段に設置することが基本となっていま
す。設置場所や設置方法がわからない場合は、消防本部予防課（℡65-
3123）へ問い合わせてください。
　また、住宅用火災警報器の設置が義務化になってから10年以上が経過して
います。住宅用火災警報器は10年を目安に交換が必要です。設置時期を確認
し、10年間家族を守ってくれた機器を新しい機器に交換しましょう。

住宅火災による死者の 7割超が高齢者
就寝時間帯の「逃げ遅れ」に注意

住宅用消火器は使いやすく
デザインも豊富になっています

住宅防火対策に絶対欠かせない
住宅用火災警報器
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消防本部　消防署
消防副士長　永井　翔太

救急隊

Pickup

05

←
ダウンロードは
こちら

全国版救急受信アプリ「Q助」

▲画面で緊急度をお知らせ。症状を選択するだけで救急車を呼ぶ目安がわかります。

価値ある文化財を次世代へ引き継ぐために

国宝犬山城天守と史跡犬山城跡の
保存活用計画を作成しています

問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

　犬山城は天守が国宝に、天守を含む
城山および周辺の土地が国の史跡に指
定されています。また城山は、木曽川
を含めた風光明媚な景観が名勝にも指
定されています。市はこれらの管理団
体として、文化財の価値を守り、次世
代へより良い状態で引き継ぐために
様々な取り組みを行っています。
　それらの取り組みを含む犬山城の保存と有効活用に向けた今後10年間の指針とするため、現在、犬山城の保存
活用計画を作成しています。平成30年度から、専門家や所有者などにより組織された委員会で検討を続けてきま
した。

計画の内容
　国宝天守を保存するためには、定期的な修理工事が必要で
す。城郭には未調査の遺構も多く、発掘調査等により価値を
明らかにした上で、保存や公開に向けた整備を検討する必要
があります。また近年多発する災害等への備えも重要です。
こうした現状を考慮して、この計画では犬山城の望ましい将
来像を設定し、その実現に向け「保存管理、防災、活用、整
備、運営・体制」の項目ごとに現状と課題を整理した上で今
後の方向性などを定めます。

計画の対象範囲（右地図参照）
　史跡指定範囲である城山から犬山丸の内緑地にかけての旧
城郭の一部と、史跡追加指定候補地である大手門枡

ます

形
がた

跡にあ
たる福祉会館跡地と大手門まちづくり拠点施設の敷地

今後の予定
　パブリックコメント実施後、計画を完成させ、 6月の文化
庁による計画認定を目指します。

　この計画の案がまとまりましたので、パブリックコメントを実施し市民の皆さんの意見を募集します。
　いただいた意見は取りまとめの上、その回答と合わせて市ホームページと歴史まちづくり課で公表します。
募集期間　 3月 5日㊎〜30日㊋
公開場所　市役所 1階ロビー、 3階歴史まちづくり課、各出張所、市立図書館、市ホームページ
意見提出　�期間中に住所・氏名（団体としての意見であれば団体名）・連絡先を記入して、歴史まちづくり

課か各出張所に直接提出または郵送、ファックス、Eメールで歴史まちづくり課（〒484-8501　
住所不要　Fax44-0372　Eメール070700＠city.inuyama.lg.jp）へ

パブリックコメントを実施　― あなたの意見を聞かせてください ―

▲計画対象範囲

火災件数
　令和 2 年中に発生した火災件数は14件で、前年の19件から 5 件
減少しました。火災の種別は、建物火災が 6 件、車両火災が 1 件、
その他の火災が 7 件となっており、林野火災は発生しませんでし
た。死傷者数は、死者 3 人、負傷者 2 人でした。出火原因のトッ
プは、たき火の 4 件で、続いて電気関係が 3 件、たばこやコンロ、
放火は 0 件で、その他（不明や調査中）が 7 件でした。
救急件数
　令和 2 年中の救急活動状況は、出動件数2,834件、搬送人員2,666
人で前年と比較すると出動件数は377件、搬送人員は407人の減少
でした。減少の要因としては、新型コロナウイルス感染症への予
防対策として、マスクの着用や手洗いなどが徹底されたことで、
感染症患者が減ったことや外出自粛により交通事故やケガの発生
が少なくなっているものと推測されます。出動件数の内訳は急病
が最も多く、1,861件、次いで一般負傷457件、以下は転院搬送
216件、交通事故180件の順となっています。
救助件数
　令和 2 年中の救助出動件数は46件、救出したのは27人でした。
原因別にみると、建物等の事故による出動件数12件（救出 4 人）、
交通事故による出動件数12件（救出 5 人）、水難事故による出動
件数 2 件（救出 1 人）、その他の救助20件（救出17人）となって
います。

令和 2年犬山市の
火災、救急、救助件数

　119番通報で救急要請を受けると、対応可能な近くの救急車が出動します。
同時に多くの救急要請が集中して市内の救急車が全て出動した場合は、近隣
消防本部に救急車の応援要請を行うことになります。こうした状況下では、
救急車の到着時間の遅延が発生します。
　令和 2 年の犬山市の救急件数は前年に比べると減少しましたが、20年前に
比べると約 2 倍となっています。このような状況へ対応していくため、犬山
市では今年 4 月から救急車を増車し体制を強化しますが、緊急性の高い事案
にできるだけ早く救急車を到着させるには、緊急性を適正に判断した救急要
請が必要です。
　緊急性が判断できず救急車を呼ぶべきか迷った時は、総務省消防庁が作成
した全国版救急受信アプリ「Q助」を利用してください。このアプリはスマー
トフォンやパソコンの画面上で該当の症状を選択すると、緊急度を判定し、
その緊急性に応じた必要な対応が確認できます。万が一のときにすぐに使え
るよう、アプリをダウンロードして、使い方を確認しておきましょう。

救急車の適正利用にご協力を

凡例 史跡指定範囲
追加指定候補地
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催 し
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野外民族博物館
リトルワールド
グルメイベント開催

　世界各国のサンドイッチとスー
プが楽しめます。見て楽しい、食
べておいしいグルメがいっぱい。
期間　 3月 6日㊏〜 7月11日㊐
※詳細はホームページ（https://
www.littleworld.jp/）を見てく
ださい。
問合　野外民族博物館リトルワー

ルド（℡62-5611）

博物館　明治村
明治探偵GAME
〜オワリノハジマリ〜
　みんなで一緒に楽しめる人気の
謎解きアトラクションです。事前
予約は不要です。正門・北口付近
にて受け付けします。
期間　 3月 6日㊏〜 7月18日㊐
　　　 9：45〜16：30
費用　300円から
　　　（コースにより異なる）
※別途入村料必要
●市民特別入村割引
　次の期間、免許証や保険証など
市内在住を示すものを入村窓口に
提示すると、入村料を 1人200円
割引します。
期間　 3月 6日㊏〜 4月18日㊐
※ 1人の証明で 5人まで割引可
※他の割引券や団体利用割引との
併用は不可
問合　博物館 明治村
　　　（℡67-0314）

　外出時や公共施設利用時はマ
スクを着用し、「 3密」を避け
ましょう。外出前には検温など
体調チェックをし、いつもと違
うと感じたら無理せず静養しま
しょう。

日本モンキーパーク
「しまじろう
　プレイパーク」

　「ちゃれんじじま」の世界が広
がるインドアプレイグラウンドで
す。期間中は毎日しまじろうが登
場し、歌やダンスなどを行います。
期間　 3月 6日㊏〜 7月 4日㊐
費用　 1人600円（ 1歳未満無料）
※別途入園料必要
※詳細はホームページ（https://
www.japan-monkeypark.jp/）
を見てください。
●市民優待入園割引（WEB限定）
　次の期間、右の二次
元コードから事前にチ
ケットを購入すると、
入園料などを割引します（窓口で
は購入できません）。
期間　 3月13日㊏〜 5月31日㊊
※購入後の払い戻し、キャンセル
はできません。
※わんだ村クエスト、世界サル類
動物園などは別途料金が必要
問合　日本モンキーパーク
　　　（℡61-0870）

犬山市公民館クラブ
活動習作展

　市では芸術文化振興の一環とし
て各公民館でのクラブ活動の支援
を行っています。この活動の後期
の成果発表として水彩画や書道の
作品を展示します。
日時　 3月 3日㊌〜 7日㊐
　　　 9：00〜16：30
　　　（最終日15：00まで）
場所　南部公民館
　　　 1階展示室 1・ 2・ 3
※新型コロナ対策のため、入場に
はマスクの着用と入口でチェック
シートの記入が必要です。 3密を
防ぐため入場制限等を行う場合が
あります。
問合　南部公民館（℡68-0834）

犬山祭ミニチュア
車
や

山
ま

展示
　城下町の町衆が代々大切に守り
伝えてきた犬山祭。そのシンボル
である「車山」のミニチュアを展
示します。城下町の人たちが細部
までこだわって手づくりしました。
期間　 3月15日㊊〜 4月 6日㊋
費用　無料
場所・問合　旧磯部家住宅（℡65
　　　-3444　 9：00〜17：00）

あおつか歴史講座
●防災・歴史講演会
　東日本大震災から10年。文化遺
産や歴史という視点から、地域の
防災を考える講演会を開催します。
日時　 3月 6日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　服部哲也氏ほか
定員　当日先着20人
費用　無料
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　（℡68-2272　㊊休館
　　　㊗の場合は翌平日休館）
●散策「上野遺跡を歩く」
　上野遺跡・上野古墳群の痕跡を
探して、上野周辺を散策します。
日時　 3月27日㊏10：00〜12：00
　　　（雨天時予定変更あり）
集合　犬山口駅
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　スタッフ
定員　先着20人　　費用　無料
申込・問合　 3月 2日㊋から青塚

古墳ガイダンス施設（℡68
　　　-2272　㊊休館　㊗の場合
　　　は翌平日休館）へ
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東京大学犬山研究林
春のふれあい
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。林業遺産に
選ばれた砂防、緑化の遺構が見ら
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。
※長袖、長ズボン、運動靴、マス
クを着用の上、参加してください。
※中学生以下のみでの参加や、乳
幼児同伴による参加はできません。
日時　 4月10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　ヘルメット（貸出可）、
　　　タオル、飲み物
申 込・ 問 合　 3月 4日㊍ 9：00か

ら①氏名②年齢③住所④電
話番号を環境課（℡44-034

　　　5）へ

市スポーツ表彰
候補者

　令和 2年 4月 1日〜令和 3年 3
月31日開催のスポーツ競技大会に
出場または優秀な成績を収めた選
手やその指導者を表彰します。
対象　市内在住・在勤・在学で、

次のいずれかに該当する個
人または団体

　①�国際大会または全国大会に出
場した場合

　②�中部地区大会・東海地区大
会・愛知県大会で、表彰の基
準以上の成績を収めた場合

　③�国際大会または全国大会に出
場予定であったが、大会中止
により出場できなかった場合

※予選会などを経て参加資格を得
た場合に限ります。
選考方法　提出された書類により

審査委員会が審査し決定
申込・問合　 3月19日㊎までに候

補者推薦調書（文化スポー
ツ課で配布または市ホーム
ページからダウンロード）
と成績や大会概要（参加資
格など）がわかる資料を市
役所 3階文化スポーツ課
（℡44-0352）へ

※自薦・他薦は問いません。
※対象③は、主催者発表の大会中
止がわかる資料も必要です。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1000807　を見るか文化ス
ポーツ課に問い合わせてください。
※ 3月20日㊗以降に対象となる大
会に出場予定の場合は連絡してく
ださい。

水道事業経営戦略、
下水道事業経営戦略
パブリックコメント

　市では、水道・下水道が今後も
安定して市民の生活を支えること
ができるよう、水道事業会計、下
水道事業会計の今後の収入の見通
しと投資の計画（水道管や下水道
管の工事費用など）を定め、その
収支を試算した経営戦略をそれぞ
れ策定します。この素案に対する
市民の皆さんからの意見を募集し
ます。
募集期間　 3月 3日㊌〜17日㊌
公開場所　市役所 1階ロビー、 2

階水道課、下水道課、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メールで水道課
（〒484-8501　住所不要

　　　Fax62-8579　Eメール400100
＠city.inuyama.lg.jp）また

　　　は下水道課（Fax44-0371　E
　　　メール050400＠city.inuya

　　　ma.lg.jp）へ
※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水道
課、下水道課で公表します。
問合　水道課（℡62-9300）
　　　下水道課（℡44-0337）

第 6次総合計画
審議会委員

　犬山市の将来像や、まちづくり
について一緒に考えてくれるメン
バーを募集します。
　審議会は、今回募集する公募委
員のほかに、学識経験者、公共的
団体の役員、市議会議員等により
構成されます。
定員　 2人程度
※書類審査を経て委員を決定しま
す。審査の結果は、申込者に郵送
で通知します（申込書は返却しま
せん）。
任期　 2年（最初の会議は令和 3

年 5月下旬開催予定）
対象　①②③すべてに該当する人
　　　①�市内在住・在勤・在学等

で市のまちづくりに関心
のある人

　　　②�令和 3年 4月 1日現在で
18歳以上の人

　　　③�平日（夜を予定）の会議
に出席できる人

※託児あり（おおむね生後 6か月
以上の未就学児）
※会議は令和 3年度に 7回程度、
令和 4年度に 5回程度開催予定。
報酬　会議出席 1回につき7,200

円（別途源泉徴収あり）
申込　 3月 1日㊊から31日㊌17：

00までに、市役所 4階企画
広報課で配布または市ホー
ムページ　ページ番号1007

　　　376　からダウンロードし
た所定の申込書を直接また
は郵送、Eメールで企画広
報課（〒484-8501　住所不
要　Eメール010100＠city.
inuyama.lg.jp）へ

問合　企画広報課（℡44-0312）
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募 集 生 活

令和 3年度
市民農園利用者

　青空の下で好きな野菜を自分で
栽培してみませんか。
●犬山市民農園（市営）
場所　善師野、羽黒摺墨
面積　 1区画約20㎡
費用　 1区画あたり年間3,000円
申込・問合　 3月 1日㊊〜12日㊎

に産業課（℡44-0341）へ
※応募者多数の場合は、 3月15日
㊊に抽選で決定します。
●市民ファーム（NPO運営）
場所　①善師野　②犬山妙覚
面積　 1区画約20〜25㎡
費用　 1㎡あたり①年間150円、
　　　②年間200円
申込・問合　 3月 1日㊊〜12日㊎

犬山里山学研究所（℡65-
2121）へ

※応募者多数の場合は、 3月13日
㊏に抽選で決定します。

　消防法第 8条に規定する防火管理者の選任が必要な事業所で、未選任
の場合や人事異動等により不在となる場合は必ず受講してください。
【防火管理者の選任が必要な建物】

建物の使用用途 甲種防火管理者 乙種防火管理者

養護老人ホームなどの消防法施行令
別表第 1（ 6）項ロに掲げる防火対象物 収容人員10人以上 ―

（特定防火対象物）
飲食店・店舗・旅館・病院・幼稚園・
福祉施設など

収容人員30人以上
延面積300㎡以上

収容人員30人以上
延面積300㎡未満

（非特定防火対象物）
共同住宅・学校・寺院・工場・倉庫・
事務所など

収容人員50人以上
延面積500㎡以上

収容人員50人以上
延面積500㎡未満

※収容人員は、消防法施行規則第 1条の 3により、従業員数、客席など
の椅子の数、床面積等により算出します。
日時　①甲種防火管理新規講習（ 2日間）
　　　　 4月24日㊏ 9：00〜16：00、25日㊐ 9：00〜16：45
　　　②乙種防火管理新規講習　 4月24日㊏ 9：00〜16：50
場所　エナジーサポートアリーナ（市体育館） 2階多目的室
定員　①②合わせて57人
費用　①8,000円　②7,000円
申込　 3月14日㊐〜21日㊐に（一財）日本防火・防災協会ホームページ

（https://www.n-bouka.or.jp/）から申し込んでください。
※別の講習日程等については上記ホームページ内で確認できます。
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

令和 3年度
防火管理新規講習

新型コロナウイルス感染症に係る施策

事業者向け支援策（市独自）

●小規模事業者設備投資等補助金（追加実施）� 市ホームページ　ページ番号1007450　
　小規模事業者（個人事業主を含む）が新型コロナ対策として取り組む感染拡大防止や販路開拓に対する
設備投資、新たな事業展開に必要な消耗品や事業PRに必要な経費を補助します。
対象　犬山商工会議所の指導を受けた小規模事業者
補助金額　①設備投資　補助対象経費の10分の 9の額（上限額50万円）
　　　　　②消耗品　　補助対象経費の 2分の 1の額（上限額10万円）
　　　　　③広告宣伝　補助対象経費の 2分の 1の額（上限額10万円）
※②③のみの事業は補助対象となりません。
●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、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）

犬山市地図情報
ポータルサイト
「わんマップ」

　 3月 1日から、犬山市の地図情
報を一元化したポータルサイト
「わんマップ」がオープンします。

　上記のほか、防災情報、観光情
報なども外部リンクで閲覧するこ
とができます。
　「わんマップ」は、市ホームペー
ジ　ページ番号1007187　または
右の二次元コードから
アクセスしてください。

問合　土木管理課（℡44-0334）

電柱にカラスの巣を
見つけたら

　カラスがハンガー等で作った巣
が原因で停電することがあります
ので、電柱にカラスの巣を発見し
たら、下記へ情報提供をお願いし
ます。
問合　中部電力（株）小牧営業所
　　　（℡0120-929-580）

マイナポイントを
取得できる期間が
₉月末まで延長

3 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
　 9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、 9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）

軽自動車・
原動機付自転車等の
変更手続き

　軽自動車税（種別割）は、毎年
4月 1日現在の定置場所の市町村
において、軽自動車や原動機付自
転車などを所有している人に課税
されます。
　これらの所有者で住所を変え、
車両の定置場所の変更をしたとき
は手続きが必要です。また車両を
譲渡したり所有者が死亡されたり
した場合は、名義変更や廃車の手
続きが必要となります。
　車両の種類により手続き先や必
要書類等が異なりますので問い合
せてください。
問合　税務課庶務担当
　　　（℡44-0315）

住民票等の証明書は
オンラインで申請・
支払いができます

　 3月 1日 9：00から住民票の写
し等の交付申請と支払い（交付手
数料・郵送料）がオンラインでで
きるようになります。
　市が申請を受け付けた後、 3営
業日程度で証明書を発送（申請に
不備がある場合は個別に連絡のう
え発送）します。
対象となる証明書
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本（全部事項証明書）
・戸籍抄本（個人事項証明書）
※利用にはマイナンバーカード、
マイナンバーカードの読み取りが
可能なスマートフォン、クレジッ
トカードが必要です。
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。
※ 1月から課税証明書、納税証明
書のオンライン申請・支払いサー
ビスも開始しています。
※住民票の写し、印鑑登録証明書
は、コンビニで取得することもで
きます。詳細は広報犬山 2月 1日
号 6ページを見てください。
問合　情報政策課（℡44-0304）

五条川左岸流域関連
公共下水道事業計画
の変更案を縦覧

　五条川左岸流域関連犬山市公共
下水道事業計画の変更（五ヶ村排
水区の追加）にあたり、変更案の
縦覧を行います。
※この変更案に意見のある人は、
縦覧期間中に市長に対して意見書
を提出することができます。
期間　 3月 1日㊊〜15日㊊
　　　 8：30〜17：15（㊏㊐除く）
場所　市役所 2階下水道課
問合　下水道課（℡44-0337）

▲「わんマップ」イメージ図

閲覧できる地図情報
・道路情報
　（市道名称、道路幅員等）
・都市計画情報
　（都市計画基本図、用途地域等）
・土地利用計画図データ（農地図）

申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

マイナポイント
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氏名 電話番号 担当区域

1 大澤美香 61-1322 本町、中本町、下本町、鍛治屋町

2 岡田慶子 61-7007 練屋町、新町、魚屋町、東新道

3 鈴木直子 61-2028 南熊野町、北熊野町、枝町、寺内町

4 紀藤秀夫 62-6704 御幸町、西松本町、富士見町

5 山本友子 61-9019 東松本町1区、ハイタウン

6 酒井敏子 61-8526 東松本町2区

7 川田周子 61-0918 東余坂、西余坂、小島町

8 常田明 61-4496 丸山1、丸山2、丸山3

9 秋田眞由美 61-3327 丸山4、丸山5

10 伊藤直之 61-4131 南丸山、丸山南別祖

11 伊藤久美 62-7026 丸山天白町東、丸山天白町中、丸山天白町西

12 前田光久 61-4296 内田1区、内田2区

13 河村芳郎 62-4439 内田3区

14 進藤一行 61-4409 内田4区、内田5区、

15 三品直俊 61-2471 西新道、東丸ノ内、西丸ノ内、大手町

16 橋本和子 61-0630 上大本町、西図師、大本町、下大本町

17 坂下大本町、材木町、七軒町、
鵜飼町

18 小川真由美 61-2089 井堀町南、井堀町北、新坂町

19 奥村恵美子 62-1001 中々切東、中々切西、中々切南

20 藤井和子 61-2145 上中切、中々切北

21 野呂一彦 62-1712 木津東、木津北、木津白帝台、木津白桜

22 野村武司 62-4346 木津南、木津西、木津中、東洋紡寮

23 安田満夫 55-1755 天神町1、天神町2

24 中村敏行 62-0509 天神町3、天神町4・5

25 森川小夜子 61-3031 名栗町、外町、坂井町、猪ノ子町

26 堀尾誠子 62-0531 出来町、末広町、犬山口、南徳明町、北徳明町

27 宮川千鶴 61-3065 薬師町、愛宕町、木ノ下

28 大澤和子 62-1619 東専正寺町、西専正寺町

29 谷貝圭子 62-3638 中三笠町、レインボー北笠屋、グランコート犬山

30 玉野裕子 62-9861 北三笠町

氏名 電話番号 担当区域

31 織田雅敏 61-0126 レインボー犬山秋葉下、南三笠町1、南三笠町2

32 前田多門 62-2385 村田機械社宅、第2名犬ハイツ、県営橋爪住宅

33 河田美喜夫 61-0917 橋爪上東、橋爪上北

34 宮島まち子 62-1734 橋爪上西、橋爪上南

35 原康眞佐 65-1808 橋爪中北

36 髙木光子 62-0872 橋爪中南

37 淺岡惠美子 61-4452 日生住宅、白帝団地

38 佐橋隆弘 61-6810 五郎丸南第1、五郎丸南第2

39 佐橋正夫 62-2229 五郎丸北第1

40 梅田新治 62-2286 五郎丸北第2

41 伊藤百合子 62-6711 名犬ハイツ

42 布目訓久 62-7068 地産団地

43 成田すみ枝 62-1785
犬山ニュータウン1、犬山ニュー
タウン2、犬山ニュータウン3、犬
山ニュータウン4

44 佐野眞知子 65-0635 第1桜ヶ丘、橋爪国正

45 前島均 61-4032 時迫間

46 谷和美 62-2114 上野城見

47 大杉治三 62-2721 コープタウン犬山

48 髙木力三 62-1899 上野米野

49 小栗忍 62-2714 上野東

50 小島順次 61-5885 上野西

51 石田義孝 62-1364 上野南

52 村野賢次 62-3703 上野住宅

53 松尾伸子 62-7604 上野新町

54 奥村修 62-0673 四ツ家、中屋敷、祢宜洞、虎熊

55 後藤富士子 61-2571 石蔵、観音堂、岩穴

56 吉原支郎 62-4039 前原上東、前原上西、前原中

57 田中哲司 62-3575 前原下、前原向屋敷、前原新田

58 吉田美知子 62-8218 前原台1、前原台2

59 島田哲男 61-7399 前原台3、前原台4

60 渡邊光夫 62-2782 前原台5、前原台6

61 和田和枝 62-0806 杉1、杉2、杉3、大畔京大、犬山病院、ハートフル、ぬく森、ひかり学園

62 紀藤隆通 61-5093 南西1、南中、南東

氏名 電話番号 担当区域

63 山下登美子 62-7259 南西2、青木団地

64 塩入裕明 62-3885 第2桜ヶ丘、長見

65 杉本京子 61-7951 塔野地北、中浦、城東団地

66 間宮美智子 61-3268 中東、中西1、中西2、寺田

67 奥村眞知子 61-1911 上切、中切、寺洞（寺洞1寺洞2）

68 吉田光一 61-4215 清水、伏屋、向野

69 片田知弘 97-2770 もえぎヶ丘1、もえぎヶ丘2、もえぎヶ丘3

70 寺西勢津 61-7781 四季の丘1、四季の丘2、四季の丘3、四季の丘4

71 田中町子 55-3326 四季の丘5、四季の丘6北、四季の丘6南、四季の丘7

72 鈴木利子 62-5862 富岡東1、富岡東2、富岡中、ひばりヶ丘1、ひばりヶ丘2、溢愛館

73 仙田亨 62-6732 富岡西、富岡新町1、富岡新町4、富岡新町5

74 佐藤阿佐子 62-2620
富岡新町2、富岡新町3－1、
富岡新町3－2、キルシェハイム、
さくらんぼ

75 大岩佳子 62-3335 栗栖全域、継鹿尾

76 栁富美代 65-0512 善師野台1、善師野台2、善師野台3、善師野台4

77 吉野泰永 67-2002 成海、貴船住宅、日の出町

78 岡田加多司 68-2830 八幡北、八幡町、ナビタウン1、ナビタウン2

79 井藤秋男 68-0544 蝉屋、八幡前住宅1、八幡前住宅2

80 澤野勝己 67-3620 川原口、二日町、金屋団地第1、金屋団地第2、レインボー第二羽黒

81 森藤美佐子 67-5558 稲葉、城南、城中、城北、大橋

82 森川弥生 67-6287 堀田第1、堀田第2、鳳町、レインボー羽黒、ベルヴィル、ベルドゥエ

83 保浦髙志 67-7525 朝日

84 山田かず枝 67-8548 吹上

85 奧村勝 67-1603 安戸、赤坂、外山、鉾添

86 石田峰子 67-6045 尾張富士グリーンハイツ

87 佐々忍 67-8731 緑ヶ丘北、緑ヶ丘南

88 箕浦仁美 67-3936 長者町団地1、富士苑

89 齊藤隆彦 67-3037 長者町団地2、長者町団地3

90 小川かね子 67-7811 長者町団地4、長者町団地5

91 意眞敏明 67-0190 長者町団地6、長者町団地7

92 橋本保志子 68-1002 富士見ヶ丘、朝日ヶ丘第1、朝日ヶ丘第2

93 武内義久 67-0035 東菊川、西菊川、北野、米野東、起、稲葉製作所寮、メープル都築

94 寺沢京子 67-2790 高橋、東椿、星和苑、シキシマ寮

95 三田村芳恵 67-5871 椿、椿台団地、南椿台団地、羽黒工業団地

96 木村賢司 67-5272 日の出住宅1街区A、日の出住宅1街区B

氏名 電話番号 担当区域

97 松本省司 67-1572 日の出住宅2街区A、日の出住宅2街区B

98 伊藤惠美子 67-6934 日の出住宅3街区A、日の出住宅3街区B

99 塩田晴海 67-8006 つつじヶ丘

100 中島美佐子 67-2576 桃山台

101 河村修 67-2776 内久保、荒井、蓮池、ひまわり

102 元安明 68-0072 二ノ宮、倉曽、南二山、白寿苑

103 鳥居馨 67-6021 山崎、北二山、番前、二ノ宮団地

104 鈴木佳代子 67-2322 長塚、長塚2、長塚3

105 雛成幸代 67-3191 長塚4、福住、山ノ田腰

106 鈴木直子 67-2501 追分1、追分2、県営住宅F、県営住宅G

107 奥野大和 67-5523 県営住宅A、県営住宅B、県営住宅C、県営住宅D、楽田原

108 服部知子 67-1886 原第1、原第2、県営住宅E、グリーンタウン楽田

109 服部正美 67-5430 本郷第1、本郷第4

110 長谷川公忠 67-5288 本郷第2、本郷第3

111 吉野克敏 67-3173 西北野、焼野、勝部1、勝部2、今仙寮

112 松山陽子 67-1058
横町、楽田工業団地、鶴池、
南ニュータウン、
イトーテック犬山寮

113 松山希久子 67-0637 楽田下本町、上本町、中町

114 兼松充子 67-0864 青塚、青塚新町、巾、一色浦、三和

115 押谷重昭 67-2864 西楽田団地1、西楽田団地2、西楽田団地3

116 西楽田団地4、西楽田団地5、
西楽田団地6

117 千葉みつる 68-1295 神尾

118 宮島典子 68-0143 入鹿

119 長岡昭雄 67-0303 富士、安楽寺、ヒルズ入鹿

120 和田幹子 65-1767 犬山北地区全域主任児童委員

121 伊東優香 61-5823 犬山北地区全域主任児童委員

122 長嶌貴栄 62-5520 犬山南地区全域主任児童委員

123 鈴木由美 髙木様方
61-1361 犬山南地区全域主任児童委員

124 林すわ子 61-4774 城東地区全域主任児童委員

125 大澤みどり 62-3158 城東地区全域主任児童委員

126 廣中典子 67-7683 羽黒地区全域主任児童委員

127 沖藤妙子 67-7779 羽黒地区全域主任児童委員

128 長谷川丈子 67-2905 楽田地区全域主任児童委員

129 杉本裕子 67-2022 楽田地区全域主任児童委員

130 新井里恵 68-2524 池野地区全域主任児童委員

生 活 民生委員児童委員および主任児童委員名簿

　民生委員児童委員は日常生活での悩みごとを持つ人の身近な相談相手であり支援者です。秘密は厳守されま
すので、気軽に相談してください。なお氏名・電話番号が空欄の箇所は、まだ委員が決まっていません。決ま
り次第お知らせします。
任期　令和 4年11月30日まで
問合　福祉課（℡44-0320）
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生 活

相 談

健 康

高 齢 者

●わん丸リサイクル小屋収益
　7,020円（ 1月分）
市環境保全基金へ積み立てます。

●地域で行われる資源回収
［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）
7 日㊐　地産団地子供会
　　　　（西田�℡90-1624）
14日㊐　県営橋爪住宅自治会
　　　　（甲斐�℡090-3481-9287）
23日㊋　犬山市身体障害者福祉
　　　　協会
　　　　（ふれんど�℡61-8008）
28日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
※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・リサイクル
3月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 3 月14日㊐
9：00〜16：00

3 月20日㊗
9：00〜12：00

3 月28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
※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　※㊐㊗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 9品目、パソコン、植物性廃食用油、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

●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、 3月は中止します。

リチウムイオン電池は「乾電池」に分別を！
　最近、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池が入った電子機
器が、不燃ごみの中に混入していることがあります。間違って不燃ごみ
として混入すると、不燃ごみや粗大ごみを粉々に砕くための「破砕処理」
をする過程で炎が出て火災につながる可能性があり大変危険です。リチ
ウムイオン電池が入った電子機器を処分するときは、「不燃ごみ」ではな
く「乾電池」の収集容器に出してください。
問合　環境課（℡44-0344）

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　 3月11日㊍ 5：20〜 8：30
　　　（予備日 3月12日㊎）
場所　航空自衛隊岐阜基地内
問合　航空自衛隊岐阜基地渉外室
　　　（℡058-382-1101内線2271）

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
日比野吉次　100,000円
K・K　3,000円
●市へ
株式会社義津屋
　除菌用アルコール200ℓ
特定非営利活動法人イエロー・エ
ンジェル
　�ホルン、トロンボーン（城東中
学校）、ホルン（南部中学校）
令和 3年犬山申酉会
　�黒板ふきクリーナー（犬山北小
学校）、マイク（マイカープロ・
犬山南小学校）、充電式クリー
ナー（城東小学校）、双眼鏡（今
井小学校）、冷凍冷蔵庫（栗栖
小学校）、加湿器（東小学校）、
デジタルカメラ（犬山西小学
校）、マイク（マイカープロ・
犬山中学校）、石油ファンヒー
ター（城東中学校）
●子ども未来園へ
犬山家庭教会　50,000円

ボランティアによる
パソコン初心者相談

　生涯学習活動を支援する市民講
師が自ら企画し指導する講座です。
　パソコン初心者を対象に、パソ
コンの操作方法やWordやExcelな
どの簡単な使い方などを教えます。
日時　毎週㊎15：00〜17：00（㊗、

第 5㊎、 8月13日を除く）
場所　丸山地区学習等供用施設
　　　学習室
講師　犬山市民講師�山口四郎
定員　14人　　費用　無料
持物　パソコン　　申込　不要
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

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　 3月16日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　いたつ内科クリニック
　　　　板津孝明氏
定員　なし（当日先着順）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
※相談者多数の場合は、受け付け
できないことがあります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

ぐっすり
眠れていますか

3 月は「自殺対策強化月間」
　自殺の動機や原因は様々です
が、多くの場合はうつ病などここ
ろの問題があるといわれています。
　眠りたいのに眠れない、睡眠中
に何度も目が覚めるなどの状態が
続く「不眠」は、うつ病につながっ
たり、うつ病のサインのひとつと
なったりすることがあります。
　 2週間以上、不眠が続くときは、
早めにかかりつけ医やメンタルク
リニックなどの専門機関に相談し
てください。
　また良い睡眠をとるためには昼
間に活動して適度に疲れることが
大切です。休日もなるべく普段と
同じ時間に起床し、朝の光を浴び、
睡眠のサイクルを乱さないようメ
リハリのある生活をしましょう。
またスマホやパソコンの光は眠り
を阻害する原因となるため寝る前
は使用しないようにしましょう。
問合　市民健康館（℡63-3800）

3 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　 3月申請は 6枚交付
持物　顔写真（縦 4㎝×横 3㎝）

1枚

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

シニア世代の
就労相談

　専属の支援員が、就労意欲のあ
る人の相談を受けて求人事業者と
のマッチングや職場見学の案内な
どをサポートする個別相談窓口を
開設しています。予約は不要です。
場所・日時
　　・シルバー城下町プラザ 2階
　　　（犬山字東古券76）
　　　㊊〜㊎（㊗除く）
　　　 9：00〜16：30
　　・高齢者活動センター 2階
　　　毎週㊊㊎（㊗除く）
　　　 9：30〜11：45
対象　55歳以上
費用　無料
問合　生涯現役促進地域連携協議

会（シルバー城下町プラザ
内�℡090-9194-8505）

▲

見
本
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子 育 て 入学前の予防接種は
済んでいますか

小学校・中学校へ入学する前に
　必要な予防接種を済ませて病気
を未然に防ぎましょう。母子健康
手帳を確認し、まだ接種が終わっ
ていない場合はすみやかに接種し
てください。
　下記期間外に接種する場合の費
用は自己負担となります。
●MR第 2期
対象　平成26年 4 月 2 日〜平成27

年 4 月 1 日生まれ
接種期間　小学校就学前の 1年間
※ 3月31日㊌まで接種可
※予診票は、ももたろう（予防接
種予診票綴）にあります。
●二種混合
対象　平成20年 4 月 2 日〜平成21

年 4 月 1 日生まれ
接種期間　小学 6年生の間
※ 3月31日㊌までに接種できな
かった場合は13歳の誕生日の前日
まで接種可
※予診票は令和 2年 4月に対象者
へ個別に送付しています。
問合　保健センター（℡61-1176）

ひとり親家庭等手当
のお知らせ

　児童扶養手当（ 1〜 2月分）を
3月10日㊌に振り込みます。また
犬山市遺児手当（令和 2年12月分
〜 3月分）を 3月31日㊌に振り込
みます。受給している人は預貯金
通帳で確認してください（各手当
とも支払通知書は送付していませ
ん）。
　次回の定期支払いは、児童扶養
手当は 5月、犬山市遺児手当は 7
月を予定しています。
※児童扶養手当と犬山市遺児手当
はひとり親家庭等への手当です。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

小中学生限定
わん丸君バス
春休み無料乗車券

　市内在住の小中学生に、次の期
間中、わん丸君バスに無料で乗車
できる乗車券を配布します。 3月
に卒業予定の中学 3年生も対象で
す。
期間　 3月 3日㊌〜 4月 6日㊋

乗車するときは「マスクの着用」
等の咳エチケットにご協力をお
願いします。また、車内での飲
食はお控えください。

※同伴する保護者等は通常料金
（ 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。
※市内の小中学校へ通学している
児童生徒には、期間前に各小中学
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 3月 1日㊊以
降に市役所 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）。

●バスの運行情報を確認できます
　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
いつでも確認できます。下の二次
元コードまたはバス停に貼られて
いる二次元コードを読
み取るか、市ホーム
ページから見てくださ
い。
問合　防災交通課（℡44-0347）

3 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、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 思い出工作

パパも
　あそぼう 未就園の乳幼児と父親 3月13日㊏

10：30〜11：30 犬山西児童センター 公園に行こう

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

3月12日㊎
10：30〜11：30

市民健康館
（℡63-3817）

ひよこ・あひる合同
交流ホールで親子ふれあい
遊びさくらっこ

　あひる
1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

3月12日㊎
10：30〜11：30

すくすくタイム 3〜 5か月の子どもと保護者 3月 2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

3月18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

3月 4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 3月17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）

3月12日㊎・23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）

10周年記念
彩フォト写真展

�会員21人による個性あふれる写
真42点を展示します。
日時　 3月10日㊌〜14日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　梅田（℡070-4470-8631）

東北のポスト写真展
　東日本大震災から10年の節目に
合わせて、岩手県陸前高田市の復
興祈念ポストなど東北のユニーク
なポストの写真16点を展示します。
日時　 3月 2日㊋〜15日㊊
　　　 9：00〜17：00
　　　（初日は10：00から）
場所　犬山薬師郵便局
　　　（犬山字薬師 3 - 9 ）
問合　鎌田（℡62-2309）

再生可能エネルギー
のパネル展示

　犬山の未来エネルギー、あなた
は何を選びますか。
日時　 3月15日㊊〜26日㊎
　　　 8：30〜17：15
　　　�（初日は10：00から、最終日

は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　田中（℡62-7796）

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。4月15日号の締め切りは 3月 5日㊎、5月 1日号は 3月23日㊋。
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「第54回教育研究論文」で優秀賞
　愛知県教育委員会が実施する、教職員の日頃の研究と
実践の成果を県内から広く募る「第54回教育研究論文」
において、犬山南小学校の鈴木寛央教諭が優秀賞を受賞
しました。今回応募があった376点の個人研究論文のう
ち、最優秀賞を含めた優秀賞 5点の一つに選ばれました。
鈴木教諭の論文は、 4年生の理科の授業を通して予習に
より児童が主体的に学んでいく授業づくりについての内
容。 1月 8日、滝教育長代読のもと表彰状が手渡され、
鈴木教諭は「この取り組みを通して、自ら課題を解決し
ようとする児童の成長を感じました」と語っていました。

名古屋経済大学「犬山市長と語ろう！」
　 1月12日、名古屋経済大学の学生が犬山市を舞台とし
て学習したことについて市長にプレゼンをする「犬山市
長と語ろう！」が市役所で行われました。この取り組み
は、産学官連携のひとつとして平成28年度から継続して
行われています。
　 5グループの発表のうち、管理栄養学科の学生は、市
内に工場がある「コーミ株式会社」にケチャップやソー
スの提供を受け、親子で作る簡単な 7つのレシピを考案
したことを発表しました。新型コロナの影響で集まって
試作・試食ができず、個人のアイデアをリモート会議で
出し合ったことなどを話していました。

　 1月 8日、犬山南高等学校生
徒会よりアルコール消毒液500ml
（50本）の寄付がありました。
　このアルコール消毒液は、生
徒が企画・運営する「犬南向上
プロジェクト」第 2弾である「募
金活動2020冬」で集まったお金で購入したもの。第1弾
である校内ポスターコンクールで選ばれた作品とともに
市内の障害児通所支援事業所で活用されています。

ありがとうございます
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、寄付がありました。

　12月24日、犬山ライオンズク
ラブよりサーモカメラ 4台の寄
付がありました。
　寄付を受けた自立式のカメラ
は、顔認証によりマスク着用の確認と体温測定が可能で、
音声で案内します。 4台はそれぞれエナジーサポートア
リーナ、市民交流センターフロイデ、市立図書館、市民
健康館（写真下）に置かれ活用されています。
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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 3月26日㊎10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室 ―

登　記 3月10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 3月16日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 3月24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 3月17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）

3月25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 3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） 3月19日㊎13：00〜16：00 市役所 2階201会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 3月17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）

4月 1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 3月 4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 3月 3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 3月 8日㊊・22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・タガログ語・
中国語　外国人

3月 5日㊎・12日㊎
13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

　こうした課題について、昔と今で
は、社会情勢や世代的な感性も異な
るため、育児負担を社会全体で支え
ていくことが必要です。多子・多胎
世帯についても、手厚い支援があっ
て安心できる環境を整えることによ
り、子育ての喜びを醸成していくと
ともに、犬山に住みたい・住み続け
たいという定住促進につなげていけ
たらと考えます。
　こうした考えに基づき、子育て支
援の弱点を補強する意味で、多子・
多胎世帯のお子様が、中学校を卒業
するまでの期間において、ライフス
テージに応じた連続的・横断的な支
援策を、市をあげて徹底的に強化し、
これまで弱点だったところを、犬山
市の子育て環境の強みに変えていき
ます。

※ここで示す多子世帯とは、同一世
帯で 3人以上のお子様がいらっしゃ
る世帯で、多胎世帯とは、双子以上
の妊婦やお子様がいらっしゃる世帯
のことです。

支援強化の具体的内容
　多子・多胎世帯への具体的な支援
策は次の通りです。これは、議会で
の関連予算可決が前提です。なお、
次の施策のうち②③⑦は多子・多胎

世帯を、④⑤⑥⑧⑨は多子世帯を対
象としています。

●令和 3年度より実施予定の施策
①�多胎妊婦の方に、健診受診票を追
加交付（通常14回に 5回追加）
②�妊娠期・乳幼児期に、家事・育児
援助のためのヘルパーを派遣
③�犬山産の新米10㎏を年 1回秋頃に
提供
④市主催の講座等の一部を無料化
⑤�既存の移住・定住補助金に20万円
上乗せ

●令和 4年度より実施予定の施策
⑥�1 歳まで、育児用品（おむつ等）
を 2か月ごとに宅配支給
⑦乳幼児健診等への付き添い支援
⑧�第 3 子以降の給食費・保育料（ 3
歳未満児）・児童クラブ利用手数
料（通年利用登録者）を無料化
⑨�世帯員がわん丸君バスを利用する
際の乗車料金を無料化

※これらの支援により、例えば第 3
子のお子様が 0歳から保育園に入園
した場合、中学校卒業までで、約
170万円相当額の負担が軽減される
ことになります（保護者の所得状況
により差異はあります）。

子どもを産み育てる環境
　人にはそれぞれの生き方があり、
結婚や出産に関しても、個々の価値
観や考え方が尊重されるべきと考え
ます。しかしその一方で、これから
日本社会が持続していくためには、
少子化対策も極めて重要です。
　これまで市は、子ども医療費助成
や一般不妊治療費助成の拡充、育休
退園の見直し等、子どもを産み育て
る環境を充実させてきました。

弱点を強みへ
　多くの子どもを育てる方々は、育
児に伴う経済的・精神的負担も大き
くなりますが、多子・多胎世帯への
支援という観点では、これまで少し
手薄な状況にありました。また、社
会的問題として、育児負担に起因す
る親の疲弊や子どもへの虐待などの
事案も発生しています。

多子・多胎世帯の支援強化へ

70

■日曜・祝日　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
※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

■休日夜間診療　受付時間　17：00〜20：00
と��き 病・医院名 電話（0568）

3 月 7 日㊐
すみれ内科クリニック�（楽田）
宮田眼科� （犬山）

68-0025
61-0200

3 月14日㊐
犬山駅西病院� （犬山）
さとう病院� （羽黒）

61-2017
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 医院名 電話（0568）

3 月 7 日㊐ 安芸歯科医院� （楽田） 67-6621

3 月14日㊐ 阿部歯科医院� （犬山） 62-7818

※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（ 2月 1日現在）
人口 73,429人 （－ 430人）
男 36,483人 （－ 241人）�
女 36,946人 （－ 189人）
世帯 31,445世帯 （＋ 135世帯）

（　 ）は前年同月との比較

※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。
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　中学を卒業したての春、犬山祭に

『てこ』として初めて参加させてい

ただきました。34年たった現在も余

坂町で現役てことしてお世話になっ

ています。車
や

山
ま

持ちの町内外の坂下

に住んでいた私にとって、てこはあ

こがれの存在で、初めて半
はん

纏
てん

を着た

時の感激は忘れられません。若い頃

は、半纏を着て、妻と妻の母が編ん

でくれた腰帯を 5重に巻いて、沢山

の観客の前で行う車切りや、どんで

んを粋に感じ、一年に二日しかない

ハレの日を楽しませてもらっていま

した。

　10年ほど前から我が家では、古傷

が痛む肩と腰に、反抗期を迎えてい

た娘が、このハレの日の朝だけは、

肩にはテーピング、腰にはサラシを

巻いてくれます。思い返せば月日が

経つ間に、沢山の先輩方に祭の神聖

さ、楽しさ、継続していく責任感や

使命などを教えていただきました。

今では毎年のように、お世話になっ

た方々が現役を引退されていきま

す。その花道を飾る為に恩返しの思

いを込めて最高のどんでんをしたい

と思い、娘がテーピングとサラシを

巻いてくれた肩や腰に、 5トンの重

みと共に、お世話になった方々への

リスペクトや感謝の気持ちがズッシ

リとかかり、肩や腰が悲鳴をあげて

きますが、花道を飾る為に何があっ

てもこの車山を落とすものかと、仲

間と共に必死になって支えます。そ

して、後輩達にもつないでいかなけ

ればと使命感がわいてきます。

　現在中学生の息子が、妻と妻の母

が編んでくれた腰帯を巻いて、私の

半纏を着て、余坂の車山を曳いてく

れるのが、私の夢であります。また

犬山祭保存会役員としても、石田会

長のスローガンの「つなぐ、ひきつ

ぐ、ささえる」のもと、この素晴ら

しい祭を支えていきたいと思います。

珠
す

好
ず

ちゃん
令和元年12月生まれ

三姉妹の末っ子！
おねえちゃんたちに負けず
元気に育ってね。

暁
あき

都
と

ちゃん
令和 2年 1月生まれ

お兄ちゃんと仲良く、
すくすくと元気に
大きくなってね！

柊
とう

利
り

ちゃん
令和 2年 1月生まれ

いつも可愛い柊利くん☆
お兄ちゃんと仲良くね！

佳
か

乃
のん

ちゃん・佳
かい

翔
と

ちゃん
令和 2年 1月生まれ

いつも笑顔をありがとう！
いっぱい食べて

すくすく成長してね

　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　 5月 1日号　　対象　令和 2年 2月・ 3月生まれの赤ちゃん　　応募締切　 3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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つなぐ、ひきつぐ、ささえる

（一社）犬山祭保存会

企画広報委員長���松田茂樹


