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1 年に 1度の受診を忘れずに
特定健康診査・後期高齢者医療健康診査

問合　保険年金課　特定健診：国保担当（℡44-0327）、後期高齢者医療健診：医療担当（℡44-0328）

　健康診査（健診）は、今の健康状態を知るチャンスです。これからも元気に過ごすために、忙しい人や健康に
自信がある人も、 1年に 1度は健康診査を受けて自分の健康状態を把握しましょう。

　特定健診は生活習慣病の予防を目的とした健康診査です。生活習慣病とは、食事・運動・休養・喫煙・飲酒な
どの生活習慣がその発症や進行に関与する病気のことを言います。主な生活習慣病は糖尿病、脂質異常、高血圧、
大腸がんや肺がんなどに代表されるがん、脳卒中、心臓病などがあります。

〈特定健診はメリットがいっぱい！〉

（＊）メタボリックシンドローム…内臓脂肪型肥満をきっかけに脂質異常、高血糖、高血圧となる状態。

対象　犬山市国民健康保険加入者（40〜74歳）
　　　※職場の健康保険などに加入して犬山市国保加入者でなくなった場合は対象外となります。特定健康診査

　後期高齢者医療健康診査が受けられます。特に「フレイル」といわれる、加齢により心身の活力が徐々に低下
した状態に着目して健康状態を把握します。費用は無料です。

対象　後期高齢者医療保険加入者
　　　（75歳以上の人、65〜74歳で一定の障害のある人）

後期高齢者医療健康診査

　対象者には、 5月末までに受診券を送付します。
〈受診の流れ〉

共通事項

　通常、個人で申し込んだ場合、
約 1万円かかる検査を1,000円で
受けることができます。また今年
度40歳になる人は無料クーポン券
を発行します。

　特定健診を受けることにより、普
段の生活では気づかないような体の
異常に早い段階で気づくことがで
き、安心です。生活習慣の見直しの
きっかけにもなります。

　特定保健指導に対する自己負担は
発生しません。お金をかけずにアド
バイスがもらえて健康度がアップ！
体だけでなく、長期的な治療やリハ
ビリにかかる医療費の負担も軽くで
きます。

　毎年受診することで、生活習慣病
のリスクを高めるメタボを見つけや
すくなります。さらに、メタボのリ
スクがある人は生活習慣改善のため
のアドバイスやサポートが専門ス
タッフから受けられ、特定保健指導
により継続した健康管理ができます。

早い段階で
生活習慣病の
芽が摘める

メタボ（＊）を
発見し
保健指導が
受けられる

かかる費用は
1,000円のみ

体と医療費の
負担を

軽くできる

受診券が届く

・受診券に記載された持ち物などを事前に確認してください。
※犬山市国民健康保険加入者で期間中に75歳になる等により後期高齢者医療保険に加入と
なったあとは、後期高齢者医療健診の受診となりますので保険年金課で受診券の交付手続き
をしてください。

予約して
健診を受ける

・事前に受診を希望する医療機関に電話などで受診する日を相談・予約してください。
・�実施期間の終了間際は受診希望者が多くなり、希望日に受診できない場合がありますので、
早い時期に受診してください。

判定・結果通知 ・受診した医療機関から後日結果が渡されますので、必ず説明を受けてください。
・後日、特定保健指導（後期高齢者は保健指導）の案内をする場合があります。
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健診実施期間　 6月 1日㊋〜12月28日㊋（各医療機関の休診日は除く）
※新型コロナの影響により、やむを得ず健診の中止または期間の変更をする場合がありますので、事前に各医療
機関へ問い合わせてください。
検査項目　身体測定（身長、体重からBMIを算出）、腹囲測定（内臓脂肪の蓄積状態を確認）、血圧測定（心臓病

や脳卒中のリスク）、検尿（腎臓病や糖尿病のリスク）、採血（糖尿病、脂質異常症、肝臓病のリスク）、
問診（喫煙歴、服薬歴）

※医師の判断により、貧血検査、心電図検査、眼底検査などを行うことがあります。

健康診査実施医療機関

医療機関名
電話番号
（0568）

健康診査
実施期間

①すべての
検査が可能

②眼底検査以
外の検査が可
能　

③眼底検査のみ
（②で医師の指示
を受けた人のみ）

犬
山

あいちせぼね病院 20-9105 6/1〜12/28 ○
安藤医院 61-0316 〃 ○
樹クリニック 62-3101 〃 ○
犬山駅西病院 61-2017 〃 ○ ○
岡部医院 62-7121 〃 ○
黒川すこやかクリニック 61-0083 〃 ○
こばやし眼科 62-7278 〃 ○
城南クリニック 61-0132 6/1〜12/11 ○
総合犬山中央病院 62-8111 6/1〜12/28 ○ ○
竹内整形外科クリニック 61-7311 〃 ○
高橋眼科 65-0066 〃 ○
ハートクリニックさわだ 62-5556 6/1〜12/17 ○
松村クリニック 61-1488 6/1〜12/28 ○
宮田眼科 61-0200 〃 ○
村上内科 62-2201 〃 ○
吉田内科クリニック 62-9222 6/1〜10/30 ○

城
東

安藤クリニック 62-8881 6/1〜12/28 ○
くわばらクリニック 61-1118 〃 ○
ふなびきクリニック 62-8811 〃 ○
マザークリニックハピネス 63-4103 〃 ○

羽
黒

木村内科 67-0008 〃 ○
さとう病院 67-7660 〃 ○
さとし眼科クリニック 68-3104 〃 ○
みどり診療所 67-3311 6/1〜11/30 ○
宮崎整形外科・外科・内科 68-0461 6/1〜12/28 ○
宮田医院 67-5566 〃 ○

楽
田

いたつ内科クリニック 67-6333 〃 ○
カワムラ整形外科 67-1134 〃 ○
すみれ内科クリニック 68-0025 〃 ○
たくや整形外科 69-1800 〃 ○
結ファミリークリニック 68-3311 〃 ○

※②の医療機関を受診後、医師の指示を受けた人は③の医療機関で眼底検査を受診してください。
※③の眼底検査のみを受診することはできません。
※健診の前日はアルコールの摂取や激しい運動を控え、健診の10時間前から水以外の飲食物を摂取しないように
してください。

●国民健康保険と後期高齢者医療保険以外の保険に加入している人の健康診査
　40歳以上の人は加入している健康保険で健康診査を受けられます。勤務先で加入している保険の事務局へ問い
合わせてください。また市ではがん検診、肝炎検査、胃がんリスク検診、緑内障検診、歯科健康診査を実施して
います。詳細は広報犬山 5月15日号 7〜11ページを見てください。
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　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。

令和 4年度採用市職員募集
『犬山市の明日のため、市民とともに、
　情熱を持ってチャレンジできる職員』

　令和 4年 4月 1日採用予定の職種や人員などは次のとおりです。
【大学卒・短大卒・高等専門学校卒】

募集職種 募集人数 学歴 年齢

行政職（一般事務） 5人程度
大学卒 平成 6年 4月 2日以降に生まれた人
短大卒 平成 8年 4月 2日以降に生まれた人

行政職（建築） 3人程度
大学卒

昭和62年 4 月 2 日以降に生まれた人
高専卒

行政職（土木） 3人程度
大学卒

昭和62年 4 月 2 日以降に生まれた人
高専卒

消防職 5人程度
大学卒 平成 6年 4月 2日以降に生まれた人
短大卒 平成 8年 4月 2日以降に生まれた人

【専門資格枠】

募集職種 募集人数 年齢
保健職 3人程度 昭和62年 4 月 2 日以降に生まれた人

第 1次試験日・会場
　筆記試験　 7月11日㊐　会場　犬山市役所、犬山市消防署、市民交流センターフロイデ（職種ごとに会場を指定）
　集団面接　 7月13日㊋・14日㊌・20日㊋・21日㊌　会場　犬山市役所
申込方法　犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（市ホームページに掲載、市役所 4階総務課でも配布）を郵

送で総務課職員担当（〒484-8501　住所不要）へ
申込期間　 6月 1日㊋〜16日㊌（ 6月15日㊋の消印まで有効）
※合格を働きかけるといった口利きなどの紹介行為があった場合は、即不合格となります。
※試験会場では、換気と間隔をあけた配席を行い、新型コロナ対策をとります。
※令和 4年度職員採用に関する内容、各職種の受験資格等の詳細については、右の二次元コードから
市ホームページに掲載している募集要項を確認してください（市役所 4階総務課でも配布しています）。
問合　総務課（℡44-0302）

先輩の声〈行政職（一般事務）〉
市民部 税務課
三宅尚希（令和 2 年度 入庁）
　現在、固定資産税担当として土地・
家屋などの税金の価格決定に関わる
様々な業務をしています。業務を通して税の専門
知識が深まり、その知識をいかして市民の方への
対応ができたときは、とてもやりがいを感じます。
職場は優しくユーモアあふれる先輩ばかりで、困っ
たときは気兼ねなく何でも相談できる環境です。
また市役所は市民の方が様々な用件で来るので、
相手の話にしっかり耳を傾け正確に理解すること
を日常から意識しています。

先輩の声〈行政職（建築）〉
都市整備部 都市計画課
近藤帆夏（令和 2 年度 入庁）
　建築に興味を持ったきっかけであ
る城下町のある地元犬山で働きたい
と思い入庁しました。定住促進や耐震関係の補助
金、空き家や景観に関することなど様々な業務の
中で、市内にどんな建築事業の計画があるかを知
ることができるのが楽しいと感じています。また
電話や窓口などで市民の方や業者の方に対し、ど
なたにも伝わる説明ができるよう日々心がけてい
ます。これから受験する皆さんも、色々な世代の
方と話すことに慣れていると職員になったとき役
立つかもしれません。

▲令和 3年度採用職員
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催 し 募 集

ニワ里カレッジ
　「美濃金山城跡と近辺の中世城
館」の歴史を学ぶ講座です。
日時　 6月19日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設　

研修室
講師　長江真和氏
定員　当日先着20人
費用　500円
問合　青塚古墳ガイダンス施設

（℡68-2272　㊊休館）

堀部邸
第22回猪之子座

上方落語　九雀亭
　明治薫る屋敷での落語会、第 6
弾。生のお囃

はや

子
し

でお届けします。
日時　 6月27日㊐14：00から
　　　（13：30開場）
場所　木之下城伝承館・堀部邸
出演　桂九雀、林家染左
費用　2,500円（予約）
　　　3,000円（当日）
※費用は当日お支払いください。
申込・問合　青塚古墳ガイダンス

施設（℡68-2272　㊊休館）へ

市民健康館
さら・さくら
20周年記念写真展示

　平成13年 6 月 3 日に開館した市
民健康館が20周年を迎えるのを記
念して、イ
ベント時の
様子などの
メモリアル
写真を展示
します。
期間　 6月 8日㊋〜13日㊐
　　　10：00〜17：00
場所　市民健康館ふれあいコー

ナー
問合　市民健康館（℡63-3800）

「市民活動」と「地域活動」を考えてみませんか
　市では、令和元年 7月 1日に「犬山市協働のまちづくり基本条例」（以
下、基本条例）を施行しました。まちづくりの基本的な考え方やルール
として、市民、議会、行政が協働して地域課題の解決に向けた取り組み
を進めるにあたり、基本原則やそれぞれの役割などを定めています。
　一方、平成13年施行の「犬山市市民活動の支援に関する条例」は、市
が市民活動を支援することを主眼に制定しましたが、制定から15年以上
が経過していること、基本条例を制定したことから、市民参加のあり方
や対象となる活動団体の幅を広げるため見直しを行うことにしました。
　このワークショップでは、基本条例で目指す「持続可能なまち」をイメー
ジし、テーマを目的とした「市民活動」と地縁による「地域活動」が果
たす役割とその支援について考えます。
犬山のまちづくり「市民活動」と「地域活動」を考えるワークショップ
日時　各回14：00〜16：00（ 1 回のみの参加も可）

回 日にち 内容（テーマ）
1 6 月26日㊏ 「持続可能なまち」ってどんなまち？
2 7 月24日㊏ あったらいいな！こんな活動　できたらいいな！こんなこと
3 8 月21日㊏ 活用しよう！協働プラザ　こうなったら！支援のしくみ
4 9 月11日㊏ まとめ　〜市民活動支援条例の磨き直し〜

場所　Zoom（オンライン開催）　※オンライン参加が難しい人向けに、
サテライト会場（協働プラザ「わんまるーむ」）も設置します。

講師　中京大学現代社会部　講師　加藤武志氏
対象　市民活動や地域活動をしている人、テーマに関心のある市民
定員　30人
申込・問合　各開催日の 3日前までに、住所、氏名、電話番号、メール

アドレスをEメールで地域協働課（℡44-0349　Eメール010410＠
　　　city.inuyama.lg.jp）へ
※申込確認メールが届かない場合、電話でお問い合わせください。

国際交流員によるドイツ語講座
中級コース（全 5 回）
　道案内や食事の注文など旅行でのシーンをテーマに、前置詞や接続詞、
接続法などを様々な方法で楽しく練習します。教科書は不要です。
日時　 6月22日㊋・29日㊋、 7月 6日㊋・13日㊋・20日㊋
　　　各回18：00〜19：30
※天候や新型コロナの影響により休講・中止する場合があります。
場所　市民交流センターフロイデ 2階205会議室
講師　市国際交流員　カタリナ・カウフマン氏
対象　15歳以上　　定員　先着14人　　費用　4,000円
申込・問合　 6月 1日㊋〜11日㊎に、①郵便番号・住所②氏名（ふりがな）

③携帯電話番号など日中の連絡先を、直接またはファックスかE
メール（件名「国際交流員のドイツ語講座　中級」）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
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募 集

児童クラブ　夏休みアルバイト
期間　 7月17日㊏〜 8月31日㊋のうち15日以上勤務できる人（㊐除く）
勤務場所・時間　犬山北、東、池野児童クラブ�① 8：00〜13：00�②13：00〜19：00
　　　犬山北、東、池野以外の児童クラブ　③ 8：30〜17：15（休憩60分）
内容　児童クラブ（学童保育）の遊び補助　　採用人数　30人程度
応募資格　児童クラブに関心がある人
賃金　①日額5,000円　②日額6,000円　③日額7,750円
申込・問合　 6月30日㊌までに市所定の履歴書（市ホームページ、各受付場所に

あります）を記入の上、勤務を希望する児童クラブの各受付場所または市
役所 1階子ども未来課（℡44-0322）へ

※履歴書提出時に随時、面接を行います。

犬山ふれあいの森 ガイドトレッキング
〜健康ウォーキングと自然観察〜

　山歩きの基本技術とふれあいの森の魅力を学びます。運動不足でウォー
キングをしたいと思っている人、犬山里山学センターのボランティアス
タッフと一緒に歩きませんか。
※内容（コース）は変更する場合があります。

回 日付 時間 コース 集合場所
1 6 月20日㊐ 9：30〜15：00 黒平山登頂

犬山ふれあいの森
（八曽亀割駐車場）2 9 月19日㊐

9：30〜12：30 森のコース
3 11月21日㊐

定員　先着15人　費用　無料
持物　弁当（第 1回のみ）、水筒、タオル、帽子、軍手
※長袖、長ズボン、トレッキングシューズ、マスクを着用してください。
申込・問合　 6月 3日㊍から、①氏名②住所③電話番号を電話または

ファックスで犬山里山学センター（℡・Fax65-2121　 9：00〜17：00
　㊊休館）へ

犬山フォレスター養成講座
〜新たな森林産業を担う〜

　犬山ふれあいの森を実際に整備しているスタッフから森林の成り立ち
や整備技術を学びます。森林への理解を深めながら一緒に活動しませんか。

回 日付 時間 内容 集合場所

1 7 月 3 日㊏ 9：30〜
12：30

座学
「森林整備の可能性」 犬山里山学センター

2 8 月 8 日㊗
9：30〜
15：00

実習
「多様な森を育てる技術」

犬山ふれあいの森
（八曽亀割駐車場）3 9 月 4 日㊏

4 10月 3 日㊐

5 11月 7 日㊐ 9：30〜
12：30

座学「森の関わりを続けるた
めに」、修了式 犬山里山学センター

※受付での検温とチェックシートの記入をしてください。
定員　先着 5人　費用　2,000円　持物　弁当（第 1回、第 5回は不要）
申込・問合　 6月 8日㊋から、①氏名②住所③電話番号を電話または

ファックスで犬山里山学センター（℡・Fax65-2121　 9：00〜17：00
　　　㊊休館）へ

就職フェアIN岩倉
「合同企業説明会」
参加企業

　企業と地元就職を望む求職者
（大学生などを含む）にマッチン
グの場を提供し、求職者の就職機
会の拡大と区域内の企業の人材確
保を支援することを目的として、
犬山市、岩倉市、江南市、大口町、
扶桑町が合同で開催する就職フェ
アの「合同企業説明会」に出展す
る企業を募集します。
日時　 9月 8日㊌13：00〜16：00
場所　岩倉市総合体育文化セン

ター多目的ホール（岩倉市
鈴井町下新田123）

内容　各企業ブースにて事業内容
や求人内容について説明

定員　24社（犬山市、岩倉市、江
南市、大口町、扶桑町内に
営業拠点がある事業所）

※来場者は令和 4年春に卒業予定
の大学・短大などの学生含む一般
求職者です。
費用　犬山・岩倉・江南・大口・

扶桑の商工会議所および商
工会の会員企業は無料、非
会員企業は3,000円

申込　 6月18日㊎までに犬山商工
会議所（℡62-5233）へ

問合　産業課（℡44-0340）

児童
クラブ 受付場所 電話番号

（0568）
犬山北
犬山西

犬山西児童
センター 62-3041

犬山南 犬山南児童
センター 62-4477

城東 城東児童
センター 62-3554

東
池野

東児童
センター 67-9350

羽黒 羽黒児童
センター 67-7169

楽田 楽田児童
センター 68-0519
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犬山市公平委員会
委員を選任

　 5月14日付けで、松本恵氏（新
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。

松本恵氏

　なお、ほかの委員は次の 2人で
す（敬称略）。
髙橋美博、眞野健二
問合　総務課（℡44-0300）

消費者問題出前講座
受講団体

　消費者契約トラブルがあとを絶
ちません。振り込め詐欺や還付金
詐欺、悪質な住宅リフォームなど
高額な被害を受ける例も少なくあ
りません。
　消費者問題への意識を高め、被
害の未然防止を図るため、一緒に
学びましょう。
時間　 1時間程度
場所　市内（会場は申込者で用意

してください）
講師　市消費生活相談員
対象　老人クラブ、町内会、子供

会、保護者会、コミュニティ
など原則10人以上（少人数
の場合は応相談）

費用　無料
問合　産業課（℡44-0340）

固定資産評価審査
委員会委員の再任

　 5月18日付けで、石井和宏氏、
原好恵氏が再任されました。任期
は 3年間です。
　固定資産評価審査委員会は、固
定資産課税台帳に登録された価格
に関する不服の審査決定をする機
関です。
問合　総務課（℡44-0300）

市民税・県民税
納税通知書の発送

　令和 3年度市民税・県民税納税
通知書を 6月10日㊍に発送しま
す。通知書の内容を確認して、納
期限までに納めてください。
　なお、配達には一週間程度かか
る場合があります。
問合　税務課（℡44-0314）

課税証明書は
オンラインで申請・
支払いができます

　令和 3年度の課税証明書は 6月
1日㊋から申請可能です。
　市では、市役所に出かけなくて
もオンラインで証明書の申請が完
結する「スマート申請」のサービ
スを行っています。
　市が申請を受け付けた後、 3営
業日程度で自宅へ証明書を発送し
ます。手数料と郵送料はクレジッ
トカードでの決済となります。
　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。
　そのほか、住民票、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本、納税証明
書の申請も可能です。詳細は下の
二次元コードから市
ホームページを見てく
ださい。
問合　税務課（℡44-0315）

家屋調査にご協力を
　家屋を新築または増築した場
合、翌年度から固定資産税と都市
計画税が課税されます。「固定資
産評価補助員証」を携帯した市職
員が訪問し、所有者立会のもと、
家屋図面の閲覧、各部屋の仕上げ
や設備などの確認をします。完成
後に順次、担当の市職員から調査
の依頼をしますので、ご理解とご
協力をお願いします。
●新型コロナの対策をとって訪問
します
　職員は毎日検温し当日平熱であ
ることを確認した上でマスクを着
用し訪問します。また携帯用消毒
液とスリッパを持参し手指消毒を
した後に家の中に入らせていただ
きます。
問合　税務課（℡44-0315）

住宅改修工事による
固定資産税の減額

　既存住宅の耐震改修、省エネ改
修、バリアフリー改修の工事を行
い一定の要件を満たす場合は固定
資産税が減額されます。工事完了
後 3か月以内に必要書類を添えて
申告してください。
問合　税務課（℡44-0315）

こんなときは
連絡してください

　固定資産税・都市計画税は、毎
年 1月 1日現在の固定資産（土
地・家屋・償却資産）の利用・保
有状況に応じ、所有者に課税され
ます。適正な課税を行うため、次
のような場合は連絡してください。
● 土地・家屋の利用状況を変更し

たとき
● 納税通知書の送り先を変更した

いとき
●家屋を取り壊したとき
問合　税務課（℡44-0315）



8 広報犬山　R3.6.1号

生 活

消毒用アルコールは
車内に放置しないで

　暑い日に消毒用アルコールを車
内に放置すると、高温になったア
ルコールから多量の蒸気が発生
し、容器が破裂したり蒸気が漏れ
出たりすることで火災が起きる危
険性が高まります。
　消毒用アルコールは、車内など
の密閉された空間には置かないよ
うにし、携帯用の容器などで持ち
運んで使用するようにしましょう。

●消毒用アルコールを使用する際
の注意点
・�アルコールは非常に引火しやす
いためガスコンロなどの火気の
近くで使用しない。
・�密閉した室内で多量に噴霧する
ことは避ける。
・�容器を落下させたり、衝撃を与
えたりしない。
・�容器に詰め替えるときは通風性
の良い場所で行い、容器に消毒
用アルコールである旨と「火気
厳禁」等の注意事項を書く。

● 6 月 6 日～12日は危険物安全週
間「事故ゼロへ　トライ重ねる　
ワンチーム」
　危険物事故を防ぐため、この危
険物安全週間を機会に、どんな危
険物が身の回りにあるか関心を持
ち、日頃から安全管理に注意しま
しょう。
※ここでいう「危険物」とは、消
防法で定められたものを指します。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

生活も
ウイルス予防も
蛇口から

6 月 1 日～ 7 日は全国一斉水道週
間
　期間中、市では市役所や各出張
所に水道水に関するポスターを掲
示し、市指定水道工事店協同組合
の協力を得て無人公共施設の水道
設備の点検などを行います。
　水道は、飲料水や調理を始め、
手洗い、うがい、掃除、入浴など
日常の生活に欠かすことのできな
い施設です。皆さんも、この機会
に水道の大切さについて改めて考
えてみましょう。
問合　水道課（℡62-9300）

下水道に接続を
お願いします

　公共下水道を利用できる区域内
の全ての家が下水道に接続する
と、排水による悪臭や害虫の発生
が抑えられます。また側溝や河川
がきれいになり自然環境を守るこ
とにもつながります。
　現在、市の公共下水道が利用で
きる区域内の接続率は約86％で
す。下水道法第10条には「公共下
水道が供用開始された場合は、下
水道に遅滞なく接続しなければな
らない」と接続義務が明記されて
います。接続が済んでいない人は、
一日も早く接続工事をしてくださ
い。
　接続工事は、市排水設備指定工
事店に直接依頼してください。な
お現在接続済みで増改築や建て替
えをする場合でも指定工事店に依
頼してください。
　指定工事店は市ホームページ　
　ページ番号1000706　を見てくだ
さい。
問合　下水道課（℡44-0337）

生ごみは水切りを
して出しましょう

　生ごみの80％程度は水分です。
生ごみの水分は、悪臭の原因とな
るほか、水分の多いごみを焼却す
るには多くの燃料が必要となり、
処理費への負担となります。生ご
みを出す際は、水切りをしっかり
してから出すよう心がけましょう。
●生ごみの水分を減らす方法
・�野菜の皮、お茶がら・ティー
バッグなどは乾かしてから捨て
ましょう。

・�スイカなどの皮は細かく切るこ
とで水分を減らせます。

問合　環境課（℡44-0344）

家庭用生ごみ処理機
補助金

　市では生ごみの減量対策の一環
として、家庭用生ごみ処理機の購
入費を補助しています。家庭での
生ごみの減量対策として、ごみの
分別とあわせて活用してください。
対象　生ごみ処理機を購入した人
※ 1世帯 1基（すでに補助を受け
た処理機を買い替える場合は、前
回の補助金受給から 5年以上経過
している場合のみ対象）
補助金額　購入費の 2分の 1
　 　（100円未満切り捨て、上限

3万円）
申請　家庭用生ごみ処理機補助金

交付申請書兼実績報告書、
家庭用生ごみ処理機販売証
明書（市ホームページ　ペ

　　　ージ番号1000682　からダ
ウンロードまたは環境課で
配布）と領収書を市役所 3
階環境課へ

※購入を検討している人は事前に
相談してください。
問合　環境課（℡44-0344）
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ごみ・リサイクル　 6 月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 6 月13日㊐
9：00〜16：00

6 月19日㊏
9：00〜12：00

6 月27日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル
小屋敷地内
（上坂公園西）

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 6 月13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。
・ 5人ずつ入場制限を行います。
・購入品は各自16：00までに搬出してください。

● 6 月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
5日㊏　城東小学校PTA
　　　　（℡61-2501）
12日㊏　東小学校PTA
　　　　（℡67-5400）
19日㊏　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
26日㊏　栗栖小学校PTA
　　　　（℡61-0580）

［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㊊　大本町
　　　　（兼松�℡97-0267）
27日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）

［羽黒地区］
9日㊌　�羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）

※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）

ごみは朝 8 時まで
に出しましょう

　可燃ごみ、不燃ごみ、資源物な
どのごみは朝 8時までに各ごみ集
積場に出してください。朝 8時を
過ぎて出すと、収集業務に支障を
きたす場合があります。
問合　環境課（℡44-0344）
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Olá（こんにちは）！ポルト
ガル語の通訳の赤木です。
しっかりお手伝いします。

令和 2 年度
情報公開請求・
個人情報開示請求

●情報公開条例運営状況
・公開請求受理件数　32件
　公開決定件数　25件
　（うち一部非公開　 1件）
　公開拒否件数　 7件
・審査請求件数　 2件
　審査請求処理状況　 2件
●個人情報保護条例運営状況
・開示請求受理件数　 7件
　開示承諾件数　 6件
　開示不承諾件数　 1件
　�訂正・消去等・中止請求受理件
数　 0件

・審査請求件数　 0件
　審査請求処理状況　 0件
問合　総務課（℡44-0300）

市役所の窓口で
ポルトガル語の
通訳が利用できます

　市役所で手続きするときに、ポ
ルトガル語の通訳が必要な人は窓
口で言ってください。
日時　月曜日・金曜日
　 9：00〜12：00、13：00〜15：00

問合　地域協働課（℡44-0343）

教科書展示会
　県教育委員会では、教科書に対
する理解や関心を深めてもらうた
め教科書展示会を開催します。
　展示会場には投書箱を用意しま
すので、教科書に対するご意見や
ご要望をお寄せください。
期間　 6月 4日㊎〜 7月 1日㊍
　　　 9：00〜18：00
場所　江南市立図書館（江南市石

枕町神明82、第 4㊍除く）
問合　県教育委員会義務教育課
　　　�（℡052-954-6799、https://
　　　�www.pref.aichi.jp/soshi
　　　ki/gimukyoiku/）

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）の減免を実施します
　新型コロナの影響により収入が減少し、介護保険料・国民健康保険税の納付が困難になった場合、個人
（世帯）の保険料（税）を減免する制度があります。詳細は各担当課へ問い合わせてください。
※後期高齢者医療保険料は減免を実施するか未定のため、決定次第、市ホームページなどでお知らせします。

減免の条件 介護 国保

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
（＊）

全額免除

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
（＊）

一部減額

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

②前年の所得の合計額が1,000万円以下であること − 〇

③�減少することが見込まれる事業収入等にかか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

（＊）主たる生計維持者と同じ世帯の第 1号被保険者全員
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）
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国保だより 国民健康保険税が確定
問合　保険年金課　国民健康保険担当（℡44-0327）

　令和 3年度分の国民健康保険（国保）税について、一部改正を行いました。改正内容は、 1 .所得割率および
賦課限度額の引き上げ、 2 .軽減判定所得の算定方法の変更です。
1 .所得割率および賦課限度額の引き上げ
　税制改正により、令和 3年度から市県民税の給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、
基礎控除が10万円引き上げられます。この改正による保険税の減収分を補うことを基本とし、所得割率の引き上
げを行いました。また賦課限度額は現行の法定限度額まで引き上げました。改正後の税率等は次のとおりです。

区分 課税の対象
税率等

医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分（₄0～6₄歳）

①所得割額 前年中の所得金額−43万円 5.₈5％ 2.35％ 1.61％

②均等割額 加入者 1人につき 18,960円 9,360円 8,160円

③平等割額 1世帯につき 18,240円 8,640円 6,240円

④賦課限度額 年税額の上限 ₆₃₀,₀₀₀円 190,000円 1₇₀,₀₀₀円

※①②③の合計（④を超えるときは④の額）がそれぞれの年税額になります。

₂ .軽減判定所得の算定方法の変更
　世帯の前年中の所得が一定の基準を下回る場合、保険税（均等割、平等割）が軽減されます。令和 3年度より、
税制改正の影響が及ばないよう軽減判定所得の基準が次のとおり変更されました。

軽減割合 （令和 ₃年度）軽減の対象となる所得の基準 （令和 ₂年度）軽減の対象となる所得の基準

7 割 前年中の所得が4₃万円＋（給与所得者等の数－ 1）
×1₀万円以下 前年中の所得が33万円以下

5割 前年中の所得が4₃万円＋（給与所得者等の数－ 1）
×1₀万円＋（₂₈.5万円×被保険者数）以下

前年中の所得が33万円＋28.5万円×被保険者
数以下

2割 前年中の所得が4₃万円＋（給与所得者等の数－ 1）
×1₀万円＋（5₂万円×被保険者数）以下

前年中の所得が33万円＋52万円×被保険者数
以下

※前年中の所得とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額（65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、
専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額）です。
※被保険者数とは、国保加入者、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。
※給与所得者等とは、55万円を超える給与収入を有する人または一定額（65歳未満は60万円、65歳以上は125万円）
を超える公的年金等の支給を受ける人です。

●非自発的失業者にかかる国保税の軽減措置
　非自発的失業者とは、「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めによる離職」等、会社都合により離職した
人です。該当する人は、国保税を計算する際に対象者の前年中給与所得を30％として計算しています。
対象者（次の①〜④の条件をすべて満たす人が対象となります）
①離職日時点で65歳未満である。
②離職日が平成29年 3 月31日以降である。
③「雇用保険受給資格者証」を持っている（受給期間満了している人も含む）。
④�「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由」が「離職理由コード」の「11,12,21,22,23,31,32,33,34」
のいずれかに該当する。

●納税で困ったときは相談を
　失業、廃業で大幅に所得が減ったり災害などの事情で国保税の納付が困難なとき、または新型コロナウイルス
感染症の影響により収入の減少が見込まれるときなど、減免を受けられる場合がありますので相談してください。
いずれの場合も、納期限前に申請をしないと減免の適用が受けられません。
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生 活

高 齢 者

健 康

犬山市土砂災害
応急復旧対策費
補助金

　近年、全国各地で局地的な大雨
による土砂災害が頻発し大きな被
害が発生しています。土砂災害に
より居住家屋等に被害を受け、自
力で応急措置をとることが難しい
人に、住宅敷地に流入した土砂の
撤去費用の一部を補助しています。
対象となる人　土砂災害により居

住家屋等に土砂などが流入
した場合

　　　①�土砂災害が発生した土地
の所有者

　　　②�居住家屋等の居住者また
は所有者

※同じ土砂災害で①②双方から申
請することはできません。
補助金額　応急復旧対策（土砂な

どの撤去、運搬、処分）に
かかる費用の 2分の 1（上
限20万円）

申請期限　災害発生日から 3か月
以内

※原則、土砂撤去工事前に申請し
てください。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1004410　を見てください。
問合　整備課　（℡44-0333）

善意ありがとう
ございます

●市へ
匿名
　500,000円（今井小学校）
犬山南未申会
　逆上がり練習台（羽黒小学校）、
　�ブックトラック、案内板（楽田
小学校）、校章旗（南部中学校）
池野商工発展会�会長�中竹宏
　防犯ブザー（池野小学校）

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　 6月17日㊍ 5：20〜 8：30
　　　（予備日 6月18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）

第24回愛知県
介護支援専門員
実務研修受講試験

　介護支援専門員は、介護サービ
ス利用者からの相談に応じて、適
切にサービス利用ができるよう
サービス事業者と調整を図り、介
護（介護予防）サービス計画の作
成を行う資格者です。
試験日　10月10日㊐
受験資格　県内在住で保健・医療・
　　　福祉の法定資格を保有し、

各分野で通算 5年以上の実
務経験がある人など

願書受付期限　 6月30日㊌まで
※試験案内・願書は、市役所 1階
高齢者支援課、県高齢福祉課、県
社会福祉協議会などで配布してい
ます。
問合　愛知県社会福祉協議会福祉

人材センター（℡052-212-
5530）

6 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　 6月申請は24枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4㎝×

横 3㎝） 1枚、健康保険証
などの本人確認書類

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

選んで楽しく
健康レストラン
食事バランスチェック

　日常の食事が適量で栄養バラン
スがとれているかチェック。本物
そっくりのフードモデルをセン
サーボックスの上にのせると、カ
ロリーや栄養成分が一目でわかり
ます。食の改善推進員によるアド
バイスも受けられます。
日時　 6月16日㊌10：00〜11：30
　　　（受付は11：15まで）
場所　市民健康館　費用　無料
持物　健康手帳　申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）
※新型コロナの影響で変更・中止
する場合があります。

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　 6月16日㊌13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　城南クリニック
　　　　保浦晃徳氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）
※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。
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子 育 て

児童手当に関する
お願いとお知らせ

●「児童手当・特例給付　現況届」
を提出してください
　児童手当を受けている人は、毎
年 6月に支給要件を確認するため
の現況届の提出が必要です（ 5月
に転入等で認定請求書を提出した
人を除く）。
　対象者には 5月下旬に現況届の
関係書類を送付しましたので、必
ず期限までに提出してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため郵送での提出をお願いしま
す。期限までに提出がない場合は
児童手当が受けられないことがあ
ります。
　なお 6月 6日㊐を過ぎても現況
届の関係書類が届いていない場合
は、子ども未来課へ問い合わせて
ください。
添付書類　健康保険被保険者証の

写しなど（受給者がサラリ
　　　ーマンなどの場合）
※その他必要に応じて提出する書
類があります。
提出方法　 6月30日㊌（必着）ま

でに郵送または直接、市役
所 1階子ども未来課

　　　（〒484-8501住所不要）へ
※ 6月 1日㊋・15日㊋は19：00ま
で受付延長
● 6 月定期支払いのお知らせ
　 2〜 5月分の児童手当を 6月10
日㊍に振り込む予定です。該当の
人は通帳で確認してください。次
回の定期支払は10月を予定してい
ます。
※児童手当の全部か一部の支給を
受けずに、子育て支援に生かして
欲しいという人は簡単な手続きで
市に寄附することができます。
問合　子ども未来課
　　　（℡44-0323）

「歯と口の健康センター」開催中止
　広報犬山 5月 1日号14ページでお知らせした、 6月 6日㊐の「歯と口
の健康センター」は新型コロナの影響により中止します。
問合　保健センター（℡61-1176）

子育て講座「 0・1・2 歳児を持つ親の勉強部屋」
第 2 期（全 5 回）受講生募集

　子育てに悩んでいるママたちのために、各専門の先生からヒントをも
らい子育て力をアップする講座です。親子の絆を深めながら、子どもの
発達を促すための関わり方や育て方のポイント等のお話を聞きます。講
座を通して子育て仲間の輪も広がります。

日時 内容 託児

① 6月23日㊌
10：30〜11：30

「発達を知る」〜動きたい、触りたい、
お口で確かめたい〜
講師　愛知県立大学非常勤講師
　　　臨床発達心理士　近藤みえ子氏

あり

② 7月 1日㊍
10：30〜11：30

よちよちから始める防災講座
講師　防災ママかきつばた　高木香津恵氏

あり

③ 7月14日㊌
10：30〜11：30

えほんはたのしい
講師　どんぐり文庫主宰　古川よし子氏

あり

④ 7月21日㊌
10：30〜11：30

バランスボールを使ってリフレッシュ
講師　（一社）体力メンテナンス協会認定
　　　バランスボールインストラクター
　　　佐古聡子氏

あり

⑤ 7月30日㊎
10：30〜11：30

こころとこころが触れあう音楽遊び
講師　日本音楽療法学会認定音楽療法士
　　　丹羽弥生氏

親子
参加

場所　東児童センターさんにぃれ
対象　 1歳から 1歳 6か月の子どもとその保護者（両親や祖父母など保

護者のみの参加も可）
定員　先着10組
費用　 5回で1,000円（大人 1人につき）
※子どもが 3人以上または双子がいる世帯は無料で参加できます。申し
込み時にお知らせください。
※生後 6か月以上児の託児あり（定員10人、 6か月未満児は親子同室で
保護者の見守り）
※初めて受講する人を優先して受け付けます。
申込・問合　 6月 2日㊌〜 9日㊌（㊐㊊除く）に子育て支援センター「さ

ら・さくらつどいの広場」（℡63-3817　 9：30〜15：30）へ
※新型コロナの影響により募集人数の変更や中止することがあります。
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子 育 て 6 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の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　親子で季節にあわせた手遊びや工作などをして遊びます。（犬山西児童センター�℡62-3041）

★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各開催場所に電話で申し込んでください。
　　　　　　東児童センターさんにぃれ（℡66-5700）、市民健康館（℡63-3817）

対象 事業名 日時 開催場所 内容

0 歳の子ども 赤ちゃんサロン 6月30日㊌
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 体操・絵本など

3〜 5か月の子ども すくすくタイム 6月 1日㊋
10：30〜11：30 市民健康館 あやし遊び・絵本

6か月〜 1歳未満の子ども さくらっこ
　ひよこ

6月11日㊎
10：30〜11：30 市民健康館 親子ふれあい遊び・お話

1歳〜 1歳 6か月の子ども さくらっこ
　あひる

6月25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

令和 3年 4月 1日以前に 2歳の
誕生日を迎えた未就園の子ども わくわくっこ 6月17日㊍

10：30〜11：30 市民健康館 英語で遊ぼう・絵本

未就園の多胎児
または多胎児の妊婦 にこにこタイム 6月 9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 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）

6月11日㊎・22日㊋　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜　

子ども未来センター（℡61-1295）
（保健センター 1階）

すくすく❣

いぬまる

毎日 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く）※妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
専用電話　℡44-0359（保健センター内）
専用アドレス　sukusukuinumaru＠city.inuyama.lg.jp
（電話で対応しますので名前や電話番号を記載してください）

●子育て広場「ぽんぽこ」
対象　 0歳〜未就園の乳幼児とその保護者
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　 6月19日㊏10：30〜11：30
場所　犬山西児童センター
内容　運動あそび
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蘭風水墨画院
緑風会作品展

　身近な花、風景等を飯田蘭舟先
生指導の下、墨の力を借りて表現
しました。
日時　 6月11日㊎〜18日㊎
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　増田（℡61-0145）

フラダンス
無料体験会

　健康維持のひとつとしてフラを
一緒に楽しみませんか。男女問わ
ず参加できます。
日時　 6月12日㊏・19日㊏
　　　13：00〜14：00
場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（市体育館） 1階スタジオ
定員　各日10人　
持物　飲み物
※マスク着用の上、動きやすい服
装で来てください。
※他の日程で無料体験を希望する
人は気軽に問い合わせてください。
申込・問合　Hula・Ohana
　　　安田（℡080-5163-3812）へ

ドイツ友好都市の
中学生と交流しよう

　夏休みに犬山市の友好都市ザン
クト・ゴアルスハウゼン市とポス
ター交換などで交流をします。グ
ループに分かれ英語で犬山市を紹
介するポスターを作り、ドイツの
中学校に送ります。

日時　 7月26日㊊・29日㊍、 8月
5日㊍・18日㊌・30日㊊

　　　各 9：00〜12：00
※天候や新型コロナの影響により
日程を変更・中止する場合があり
ます。
場所　市役所 2階202会議室
費用　無料
定員　先着16人
対象　市内在住の中学生
申込・問合　 6月29日㊋〜 7月 9

日㊎に直接またはファック
スかEメールで、件名「ド
イツの中学生と交流」、①
郵便番号・住所②氏名（ふ
りがな）③保護者の日中の
連絡先④学校名・学年を犬
山国際交流協会事務局（℡
48-1355　 9：00〜17：00�㊏
㊐㊗第 2・ 4㊊除く� Fax48-
1356�Eメ ー ルiia＠grace.
ocn.ne.jp）へ

※参加者決定通知は 7月14日㊌に
発送します。
※市内中学校通学者には 6月中に
各学校で説明会を開催します。
●市外中学校通学者向け説明会
　参加を検討している人向けに、
事業内容の詳細を説明します。
日時　 6月27日㊐14：00〜15：00
場所　市役所 2階205会議室
費用　無料
定員　先着30人

絵本の世界にご招待
おひざでえほん講座

　絵本の素晴らしさや読み聞かせ
の大切さを理解し、子どもと一緒
に絵本を読む喜びを経験しましょ
う。

日時　第 1回　 6月27日㊐
　　　第 2回　 8月29日㊐
　　　各日10：30から90分程度
※各回別々の内容です。
場所　市立図書館 1階おはなしの

部屋
講師　古川よし子氏
対象　市内在住の乳幼児とその保

護者
定員　先着10人　　費用　無料
申込・問合　 6月 4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。

●古川よし子氏プロフィール
　市内自宅で家庭文庫「どんぐ
り文庫」を主宰。平成30年度子
ども読書活動優秀実践個人に対
する文部科学大臣表彰、令和元
年度（公財）伊藤忠記念財団「子
ども文庫功労章」受賞。市内の
子ども未来園などで読み聞かせ
をボランティアで行っている。

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。 7月15日号の締め切りは 6月
4日㊎、8月 1日号は 6月21日㊊、
8月15日号は 7月 2日㊎。

申込・問合　 6月 1日㊋〜15日㊋
に、直接またはファックス
かEメールで、件名「ドイ
ツの中学生と交流　説明
会」、①郵便番号・住所②
氏名（ふりがな）③保護者
の日中の連絡先を犬山国際
交流協会事務局へ�
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新型コロナウイルス感染症に関する相談

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。

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】

●発熱等の症状があるとき
　 まず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）

●感染拡大に伴う不安やストレスなどで
　つらい気持ちがつづくとき
誰かに話したり相談したりすることでつらさが和ら
ぐことがあります。匿名で相談できます。
愛知県精神保健福祉センター　℡₀5₂-9₆₂-5₃₇₇
　（平日 9：00〜12：00、13：00〜16：30）

いぬやま×かかみがはら おでかけガイドブック
　犬山市と各務原市が連携して観光振興を進める「犬
山・各務原広域観光推進協議会」が、犬山と各務原の観
光スポットを紹介するガイドブック「いぬやま×かかみ
がはら　エリアガイド」を発行しました。
　このガイドブックは、「女性（ママ）が選ぶ、家族み
んなでお出かけしたいスポット」をコンセプトに犬山市
の女性職員 2名が中心となって企画・編集し、A 5サイ
ズで持ち運びやすさにもこだわっています。
　犬山市観光案内所や各務原市の川島パーキングエリア
（各務原市）などで配布しています。

職犬ココちゃんの園訪問
　市の職員ならぬ「職犬」として任命されているココちゃ
ん（ラブラドルレトリバー）が、 4月19日、五郎丸子ど
も未来園を訪問しました。新型コロナの影響により昨年
は訪問がお休みとなった時期もありましたが、クラスで
分かれるなど対策を徹底した上で行いました。職犬見習
いのおとひめちゃん（ラブラドルレトリバー）と幸

ゆ

来
き

男
お

くん（パグ）も一緒に訪問。それぞれの得意技を披露す
ると、園児からは声援があがる場面もあり、楽しい時間
を過ごしました。また犬をさわるときのお約束を教えて
もらった園児たちは「さわってもいいですか」と聞いて
から優しくなでていました。
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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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市ホームページに掲載するバナー広告を募集中
掲載位置　トップページ（市が指定した位置）
規格　　縦50ピクセル×横150ピクセル
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
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002288　を
　見てください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

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）

新デザインのオリジナルランドセルカバー
　市では毎年、小学 1年生にランドセルカバーを配布し
ています。自動車の運転手から目に付きやすい黄色のこ
のカバーは、児童の交通安全を願って毎年「CO・OP共
済」から寄贈していただいています。
　今年は、CO・OP共済キャラクター「コーすけ」と、
犬山市の公式キャラクター「わん丸君」が並んでプリン
トされた新デザイン。犬山市向けのオリジナルデザイン
は「かわいい」と好評で、 2年生以上の児童からうらや
ましいとの声もありました。

子ども図書館まつり
手帳づくりワークショップ
　 5月 8日、市立図書館で「子ども図書館まつり」のイ
ベントとして手帳づくりワークショップが行われまし
た。一級製本技能士の先生から身近な絵本などのハード
カバー製本の成り立ちを教えてもらったあと、それぞれ
好きな色の台紙と手帳の中身を選んでスタート。
　細かい作業も多く本格的な手帳づくりに初めて挑戦し
た子どもたちは、一つ一つの作業を慎重な様子で取り組
んでいました。最後に、のり付けした手帳を専用の機械
でプレスし、オリジナルの手帳が完成。
　参加した子どもたちは「きれいにできた！」と、自分
で作った手帳を大切そうに持ち帰っていました。
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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 6月25日㊎10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室 ―

登　記 6月 9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 6月15日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 6月23日㊌13：30〜15：30 市役所 2階相談室② 当日先着順

住宅（要予約） ㊊〜㊎（㊗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 6月 1日㊋10：00〜12：00、
　　　　　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（ 8：30〜16：00、先着12人）
※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）

7月21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 7月12日㊊〜16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） 6月18日㊎13：00〜16：00� 市役所 2階203会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 6月16日㊌13：00〜16：00� 市役所 2階相談室② 予約は前日までに市役所 3階産
業課（℡44-0340）へ

内　職 毎週㊋（㊗除く）
9：00〜12：00�

市役所 1階相談室
（℡44-0340） ―

いちサポによる就職相談
（要予約）

① 6月 9日㊌10：00〜16：00
② 6 月24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）

㊊〜㊎（㊗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）

7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 6月 3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 6月 2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

6月 7日㊊・28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（℡44-0353） ―

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
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 6月 4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（ 5月 1日現在）
人口 73,199人 （− 540人）

男 36,352人 （− 348人）�

女 36,847人 （− 192人）

世帯 31,466世帯 （＋ 77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

6 月 6 日㊐ 黒川すこやかクリニック 61-0083 こばやし眼科 62-7278 小島歯科医院（犬山） 0568-62-7288

6 月13日㊐ いたつ内科クリニック 67-6333 マザークリニックハピネス 63-4103 大藪歯科医院（扶桑） 0587-93-8118

※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。

選定を予定していましたが、新型
コロナウイルス感染症が拡大した
ため、市民生活や地域経済の立て
直しを最優先にすべきという点
と、コロナの影響で民間参入が厳
しい状況下にある点を考慮し、実
施を一時見合わせることとして、
現在に至っています。

今後について
　新型コロナの感染拡大に伴う影
響は、まだ落ち着いていません。
道の駅整備の今後を考える上で
は、以下の状況を踏まえる必要が
あります。
　現在、ワクチン接種に関する対
応として、医療関係者等のご理解
ご協力のもとで、市としても最善
を尽くしているところです。希望
する方々に接種が完了するまで、
まだまだ時間を要します。市民の
健康を第一に考え、今は、こうし
た業務へ注力していく時期にあり
ます。
　また、経済の動向としても、回
復を目指しつつも、まだ不安定で
す。特に犬山市が想定する道の駅
は、市民負担やリスクを軽減する
ため、民間事業者の資金・経営能
力・技術力を積極的に取り入れる

計画となっていることから、民間
参入や市にとって、経済的に良い
条件が整うタイミングを、見極め
ることが不可欠です。今はまだ、
経済状況を見極める時期にありま
す。
　以上の点を踏まえ、現時点では、
道の駅の事業を再開する時期とし
て尚早であり、引き続き見合わせ
る判断をしています。今後の市民
生活や経済情勢、市の将来を十分
に考慮し、検討再開の時期や今後
の進め方を、適切に判断してまい
ります。なお、こうした中断の影
響で、開駅の時期も予定より後ろ
へズレ込みます。

市民合意
　将来的に事業を再開する局面と
なった場合、事業者を選定して事
業化する前に、市民の皆様への丁
寧な説明・意見集約と、市の方針
に対する市民の皆様との合意形成
を、事業推進の前提と考えていま
す。これまでも適宜、市広報や全
戸回覧のかわら版等で、市民の皆
様と丁寧に情報共有してきました
が、再開の時期が来ましたら、あ
らためて市民説明会や市民アン
ケートを進めてまいります。

これまでの進捗状況
　総合犬山中央病院東側の国道41
号南側へ、道の駅の整備を進め、
これを突破口に、周辺の土地利用
転換による税収増、将来の五郎丸
駅整備、国道41号北側の開発促進
などを図るよう、検討を進めてい
ました。
　道の駅の整備は、民間資金等の
活用を除く市費負担約22億円の想
定で、税金による赤字補填をしな
い民間の独立採算型の運営とし
て、令和 8年度の開駅を目指して
いました。進捗としては、基本計
画の策定まで完了しています。

新型コロナに伴う検討中断
　昨年度は、市民説明会及び市民
アンケート、整備・運営の事業者

道の駅の今後について
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　小学生時代、犬山祭の季節が近
づくと何人かの同級生が学校を早
退しました。お囃

はや

子
し

の稽古が始ま
るからです。ニコニコ顔で帰って
いくのを車

や

山
ま

のない町内に住む私
は何ともうらやましく見送ったも
のです。
　祭り当日、微

かす

かに聞こえるお囃
子に誘われ、足は勝手に祭り会場
に向いてしまいます。祖母がくれ

た小遣いをギュッと握りしめ、何
度も会場へ通いました。
　とりわけ心に残っているのは夜
車山です。めったに夜間外出する
ことの無い幼少期、春風と妙に心
地良い音色に包まれ、夜空を飾る
提
ちょう

灯
ちん

が力強い車山の動きに合わせ
揺れ踊る。そのとき沸き上がる歓
声と創り出す風景は、まさに別世
界でした。
　そんな夜車山に金襦

じゅ

袢
ばん

で着飾っ
た同級生たちが、神妙な顔つきで
お囃子を奏でる誇らしげな姿はと
ても印象的でした。
　社会人になると犬山祭が絶好の
同窓会の場になります。中々会え
ない人たちが、祭り会場で不思議
とバッタリ出くわし、会話がはず
みます。なつかしい同級生と会わ
せてくれる、故郷を離れた人が
帰ってくる。祭りが持つ不変の魅

力のひとつです。
　私は現在、犬山市観光協会で広
報の仕事をしています。祭りを取
材する中でいつも感じることは、
町内のみなさんの頭の中には年中
お囃子が流れ、車山を組み巡行し
ている。そして祭りが地域のコ
ミュニケーションの中心にあると
いうことです。
　ご近所づきあいという言葉が風
化しそうな昨今にあって、祭りは
今も個性と共生をつなぐ大切な役
割を果たしています。そうした
様々な角度から祭りの魅力を広く
発信できればと思います。

38

LOOK

犬山祭
（一社）犬山祭保存会

犬山祭の魅力
（一社）犬山市観光協会   後藤真司

晄
おう

太
た

郎
ろう

ちゃん
令和 2年 3月生まれ

ダンスとボール遊び大好き！
いつもニコニコ笑顔を

ありがとう！

佳
けい

吾
ご

ちゃん
令和 2年 4月生まれ

健康で元気に
大きくなってね！

司
つかさ

ちゃん
令和 2年 3月生まれ

HAPPY
犬山BOY
よろしくね！

結
ゆい

楓
か

ちゃん
令和 2年 3月生まれ

これからもたくさん
思い出を

作っていこうね！

　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　 8月 1日号　　対象　令和 2年 5月・ 6月生まれの赤ちゃん　　応募締切　 6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


