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　令和３年度の一般会計、特別会計、企業会計について、決算額と内訳をお知らせします。

令和 3 年度決算の概要

一般会計歳入

一般会計歳出

市税  (37.7％)  115億1,568万円

自主財源
54.1％

歳入
305億

5,613万円

歳出
292億
829万円

依存財源
45.9％

繰入金  (4.9％)  15億878万円
基金の取崩しや他会計からの繰入金

国・県支出金  (24.1％)  
73億5,369万円
事業に対する国や県からの
補助金など

民生費  (37.1％）  
108億2,982万円
高齢者、障害者福祉、子育て、
医療など　

総務費  (19.8％)  
57億7,531万円
市役所運営、ふるさと
納税推進、広報、防災
活動など

教育費  (9.9％)  
29億505万円
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興など

衛生費  (9.6％)  
28億1,647万円
健康づくり、ごみ処理など

土木費  (8.7％）  25億3,051万円
道路や公園などの管理、整備など

公債費  (6.7％）  19億6,773万円
市債(借入金)の返済

消防費  (3.9％）  11億5,265万円
消防や救急活動など

その他  (4.3％）  12億3,075万円
商工費、農林業費、議会費、災害復旧費

繰越金  （3.7％）  11億4,494万円
前年度から繰り越された余剰金

市債  （6.2％）  19億131万円
事業を行うための借入金

地方譲与税等  （8.6％）  26億2,190万円
国や県が集めた税金等が配分されたもの

その他  （7.8％）  23億6,496万円
分担金および負担金、使用料および手数
料、財産収入、寄附金、諸収入

地方交付税 （7.0％）  21億4,487万円
国税の一部が市の財政状況に応じて配分されたもの

市民税
68,373円

軽自動車税
2,493円

市たばこ税
5,287円 都市計画税

10,187円

入湯税
20円

固定資産税
72,055円

　一般会計歳入は305億5,613万円で、前年度
より58億1,426万円減少しました。
　令和 3 年度に皆さんから納めていただい
た市税は115億1,568万円で、歳入の中でも大
きな割合を占めています。

■歳入の特徴
　・�令和 2 年度に実施した特別定額給付金
などの財源とした国・県支出金が55億
7,830万円減少

　・�令和 2年度に小中学校でのタブレット端末を用いた学習環境の
整備など大型事業が完了（財源とした市債が8億1,143万円減少）

　・地方交付税が 7億7,963万円増加

　一般会計歳出は292億829万円で、前年度より60億1,716万円減少しました。
　令和 3年度は、はしご付き消防自動車を購入したほか、老朽化に伴っ
て使わなくなった市役所分庁舎を解体しました。
　また、新型コロナウイルス感染症への対応として、ワクチン接種のほ
か、子育て世帯などへの給付金の給付やプレミアム商品券の販売などの
事業を行いました。

■歳出の特徴
　・�新型コロナウイルス感染症対策として子育て世帯への臨時特別給付
金の給付を実施したことなどにより、民生費が15億3,897万円増加

　・�令和 2年度に実施した特別定額給付金の影響などにより、総務費が
60億8,566万円減少

納めていただいた市税は市民 1人あたり
15万8,415円(前年度から948円減少)

※令和 4年 3月31日時点の人口72,693人で計算
※表示単位未満は四捨五入しています。(一部端数調整あり。)

種類 決算額 収納率
市　民　税 49億7,024万円 97.4%
固定資産税 52億3,790万円 98.6%
軽自動車税 1億8,123万円 94.4%
市たばこ税 3億8,432万円 100.0%
入　湯　税 148万円 100.0%
都市計画税 7億4,051万円 98.4%
合　計 115億1,568万円 98.1%

主な歳出の内訳
民生費
障害者福祉 17億6,018万円
保育所 14億9,314万円
児童手当 10億5,959万円
子育て世帯への臨時特別給付金
　 10億5,144万円
高齢者福祉 9億6,863万円
生活保護 5億5,360万円
総務費
財政調整基金積立金

18億3,773万円
ふるさと犬山応援基金積立金

8億6,307万円
ふるさと納税推進 3億4,150万円
戸籍住民基本台帳 1億4,528万円
交通防犯 1億　　526万円
教育費
小学校 9億5,848万円
中学校 5億3,857万円
幼稚園 2億5,009万円
図書館 1億3,779万円
衛生費
ごみ処理 10億　　　28万円
新型コロナウイルスワクチン接種

6億7,223万円
保健予防 3億5,245万円
市民健康館・さくら工房

9,484万円
土木費
公共下水道 9億4,078万円
道路橋梁 6億7,651万円
公園 1億　　200万円
河川 7,008万円
公債費
市債元金・利子 19億6,773万円
消防費
はしご付き消防自動車購入

2億　　735万円
消防団 2,876万円
その他
商工 7億4,378万円
農林業 2億4,841万円
議会 2億3,841万円
災害復旧 15万円
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市債残高の推移
一般会計　203億3,354万円
企業会計　 66億9,716万円

（億円）
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基金残高の推移
一般会計　59億5,531万円
特別会計　24億2,337万円

（億円）
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目的税の使途

基金（貯金）残高

市債（借入金）残高

健全化判断比率・資金不足比率

企業会計決算

特別会計決算

■入湯税
　観光の振興や消防施設等の
整備に要する経費に充ててい
ます。

　一般会計の基金残高は59億5,531万円で、財政調整
基金の積立てなどにより、前年度から18億8,678万円
増加しました。
　特別会計の基金残高は24億2,337万円で、前年度か
ら978万円増加しました。
■一般会計の主な増減
　・財政調整基金　　　　　　　12億5,043万円増加
　・広域ごみ処理施設整備基金　　　9,027万円増加
■特別会計の主な増減
　・介護保険事業給付費基金　　 1億5,234万円増加
　・国民健康保険事業基金　　　 1億2,359万円減少

市ホームページ�ページ番号1001281

　一般会計の市債残高は203億3,354万円で、新たな借
り入れとこれまでに借り入れたものの返済の結果を反
映し、前年度から685万円減少しました。
　企業会計の市債残高は66億9,716万円で、市債の返
済により前年度から4億4,940万円の減少となりました。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、健全化判断比率と公営企業の資金不足比率
を算定しました。すべての基準をクリアしていることから、財政運営に大きな問題はないと言えます。

実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する一般会計などの赤字の割合

連結実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する全ての会計の赤字の割合

実質公債費比率…4.4%
　財政規模に対する公債費(市債の返済額)の割合

将来負担比率…将来負担なし
　財政規模に対する将来負担すべき債務総額の割合

資金不足比率…資金不足なし
　公営企業会計（※）ごとの事業に対する資金
不足額の比率

下水道事業会計

水道事業会計
　企業会計は民間企業と同じように事業収益で運
営されている会計で、市では水道事業会計と下水
道事業会計があります。
　上下水道施設の運転・管理など事業を運営する
ための「収益的収支」と、施設を建設・整備する
ための「資本的収支」に分かれています。皆さん
から納めていただいた水道料金や下水道使用料な
どは収益的収支の収入となります。

　特定の事業における収支は一般会計とは区別
し、特別会計として個別に経理しており、犬山市
には 5つの特別会計があります。
　歳入決算額の合計は141億5,051万円で、前年度
から 1億402万円減少しました。
　歳出は135億8,594万円で、前年度から2,871万円
増加しました。

市民１人あたりの基金（貯金）残高
　11万5,261円（前年度から 2万6,790円増加）

市民１人あたりの市債（借入金）残高
　37万1,847円(前年度から3,309円減少)

各基準を超えると…
　基準以上となった場合、財政健全化計画などの策定が義務づけられており、自主的な改善努力に取り組
むこととなります。
　なお、財政再生基準以上となった場合は、計画の策定に加え、市債の発行が制限されるなど、国の強い
関与による確実な財政再建に取り込むことになります。

健全化判断比率

資金不足比率

■都市計画税
　都市計画事業や市債の返
済に充てています。

■地方消費税交付金 （社会保障財源化分）
　平成26年 4 月 1 日からの地方消費税の税率
引上げ分の地方消費税収は、社会保障施策に
充てています。

区分 充当額
観光振興事業 4万円
観光事業
振興基金積立金 57万円

消防施設等の
整備 87万円

合　計 148万円

区分 充当額
都市計画
（下水道） 4億3,326万円

市債返済 3億1,782万円
合　計 7億5,108万円

収支区分 収入 支出 補てん額
収益的 13億2,686万円 11億7,714万円 ー
資本的 1億1,858万円 3億8,870万円 2億7,012万円

会計名 歳入 歳出
国民健康保険 67億6,507万円 66億983万円
犬山城費 2億1,643万円 1億6,891万円
木曽川うかい事業費 5,860万円 4,971万円
介護保険 57億6,129万円 54億3,368万円
後期高齢者医療 13億4,912万円 13億2,381万円

合　　計 141億5,051万円 135億8,594万円

収支区分 収入 支出 補てん額
収益的 16億6,711万円 15億9,926万円 　ー
資本的 11億3,695万円 15億2,029万円 3億8,334万円

区分 充当額

社会福祉 児童福祉、
障害者福祉など 4億5,820万円

社会保険 後期高齢者医療、
介護保険など 3億9,307万円

保健衛生 疾病予防、
医療給付など 1億3,936万円

合　計 9億9,063万円

※令和 4年 5月31日時点

※令和 4年 5月31日時点

※下水道事業が令和元年度に特別会計から企業会計へ移行し
ました。

※ここでの公営企業会計は、資金不足比率算定上の分類であり、犬山市では水道事業会計、下水道事業会計、犬山城費特
別会計、木曽川うかい事業費特別会計が対象です。

早期健全化基準
▼

健全 注意 危険

経営健全化基準
▼

財政再生基準
▼

　令和 3年度に実施した事業の内容や事業評価などを記載した決算説
明書や令和 4年度予算の説明書、市の財政状況などをホームページで
公開しています。

詳しくは

問合　経営改善課（℡44-0313）

　犬山市の財政 検索

ホームページで公開中
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ストーリー部門（１～3 分程度）ストーリー部門ストーリー部門（（１１～33 分程度）分程度）

カラフル犬山

  い
いね

    
 動画

    
  コ

ンテスト

１点　 20万円
2点 各 3 万円

最優秀賞

優秀賞

ショートムービー部門（30秒程度）

応募締切

#カラフル犬山

#動画コンテスト

※詳しくはコンテスト特設ページを
見てください。

#カラフルイヌヤマ

「私が感じた
犬山市のいいところ紹介」

１点　 2 万円
2点 各 1 万円

最優秀賞

優秀賞

テーマ

令和 3年度
犬山市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見（要旨） 川と海の

クリーン大作戦

12月26日㊊

東之宮古墳
散策ツアー

木曽川中流域一帯で
アクティブイベント第68回犬山市民展

青空ヨガ体験

　川と海の水の恵みは、私たちの
生活を支える大切なものです。多
くの人に、ごみについて考えても
らう機会をつくろうと、平成12年
から住民が一斉に清掃ボランティ
アを行う「川と海のクリーン大作
戦」が始まり、令和元年は木曽川
水系の22市町で約 1万 1千人の参
加者がありました。

▲当日の集合・実施場所
日時　�10月23日㊐ 8 :00から
　　　�（ 1 時間程度)※小雨決行
場所　�①栗栖園地周辺
　　　②木曽川犬山緑地周辺
持物　軍手
申込・�問合　10月20日㊍までに住

所�・氏名・電話番号・参
加場所(①または②)を市
役所 2階土木管理課（℡44

　　　�-0334�Fax44-0366�㊏㊐㊗㊡
除く)へ。

　東之宮古墳を楽しく学ぶことが
できるアプリ「東之宮古墳たび」
を使って東之宮古墳とその周辺の
文化財をめぐる散策ツアーを実施
します。
　今回は犬山祭の神

みこし

輿巡幸に関わ
るルートを歩きます。
日時　10月29日㊏ 9 :00～12:00
　　　�（雨天時11月 5 日㊏）
場所　犬山遊園駅東口
費用　無料
定員　20人程度
持物　スマートフォン
※当日は動きやすい服装で来てく
ださい。
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長　赤塚次郎氏
申込・�問合　10月18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

▲アプリDLは
こちらから

　「日本ライン」と称される木曽
川中流域（犬山市、美濃加茂市、
各務原市、可児市、坂祝町）一帯
を会場に、川と山とまちのつなが　市民の芸術の祭典「第68回犬山

日時　11月 6 日㊐10:00～11:00
　　　�（受付 9 :30、雨天中止）
場所　�羽黒中央公園「ハグスポ」　　

多目的スポーツ広場
内容　人工芝の上でヨガ体験
講師　朝ヨガ・歪

ゆが

み改善講師
　　　YURI氏
定員　先着50人　　費用　無料
服装　�動きやすい服装、土の付い

ていない運動靴（人工芝の
ため）、バスタオル等（敷
きものとして）

※500㎖の飲料水を参加賞として
配布します（グラウンドへは水以
外の飲み物は持ち込み禁止）。
申込・�問合　10月31日㊊までに羽

黒地区コミュニティ推進協
議会�長谷川（℡090-2133-
4870）へ

市民展」を開催します。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。
日時　10月27日㊍～30日㊐
　　　11月 1 日㊋～ 3日㊗
　　　 9 :00～17:00
　　　�（11月 3 日㊗は15:00まで）
場所　南部公民館
問合　南部公民館（℡68-0834）

　令和 3年度における一般会計および特別会計の決算額は、歳入447億664万円、歳出427億9,423万円であり、
前年度と比較すると歳入で59億1,827万円、歳出で59億8,846万円減額となっている。
　一般会計と特別会計を合わせた歳入決算額から、歳出決算額を差し引いた形式収支は、19億1,241万円であり、
形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、17億2,936万円である。実質収支は、一般
会計で11億6,479万円、特別会計で 5億6,458万円の剰余金が生じており、健全性は維持されていると認められ
る。また、比率が高いほど財政が硬直化し、柔軟な運営が難しくなると言われる経常収支比率は前年度より8.1
ポイント減少した。財政調整基金は12億5,043万円増額し、29億3,548万円となったが、引き続き、歳入歳出に
おいて、十分に精査し、健全な財政運営を行われたい。
　今回、過去 5年以内に 3万円以上で購入した備品の抽出による実在確認を教育部と消防本部を対象に初めて
実施し、適切に管理されていたことを確認した。貴重な市の財産であるので、引き続き、適正な管理を心掛け
られたい。
　審査において、所属職員数が減少した課の多くで職員不足という声が聞かれた。また、採用後の辞退者の発
生に伴い、予定通り職員採用ができていない状況でもある。不足している職員分は他の職員が時間外勤務で補
うことになり、特定の課では毎年、時間外勤務時間が多くなっているので、業務改善の実施や職員配置等を一
考する等、時間外勤務の削減を検討されたい。
　なお、歳入確保の方策として、償却資産課税および事業所課税の調査、ふるさと納税および広告収入の確保
等に取り組んでいる。昨年も記載したが、予算を効果的に配分するためには、効果的な設備投資の検討や不必
要な歳出の削減が重要である。引き続き、施設管理および赤字事業については見直し、削減するか縮小する等
の見直しを検討し、限りある予算の有効活用を望むものである。
※表示単位未満は四捨五入しています。　　　　　　　　　　　　　　　　問合　監査事務局（℡44-0309）

監査委員
髙木正章

監査委員
水野正光

問合　企画広報課（℡44-0311）

りを通して持続可能な観光のカタ
チを考えるイベントを開催。
　川遊びや里山トレッキング、中
山道の街道歩きなど、多彩なアク
ティビティで会場を結び、各会場
ではマルシェも実施します。
日時　11月 5 日㊏・ 6日㊐
※スマホキャンペーンは10月15日
㊏～11月20日㊐
会場
● 木曽川河畔遊歩道（犬山市）
　　イベント遊覧船、マルシェ等
●リバーポートパーク美濃加茂
川下り、渡し舟、マルシェ等
●日特スパークテックWKS公園
　�（可児市)
●木曽川河畔遊歩道（各務原市)
●行幸公園（坂祝町）
　などでもイベントを開催
料金　入場無料
※一部有料プログラムあり
申込・�問合　「River�to�Summit
　　　�2022｣ 運営事務局（℡0584
　　　-71-6139）へ
※詳しくはホームペー
ジを見てください。
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　愛知県障害者職業能力開発校で
は、令和 5年 1月および 4月入校
の訓練生を募集しています。
場所　豊川市一宮町上新切33-14
選考方法　筆記試験と面接試験　　　
募集期日　11月16日㊌まで
問合　�愛知障害者職業能力開発校

（℡0533-93-2102）

障害者職業訓練生

市が所有する土地の一般競争入札 協働プラザ運営受託事業者

　次の土地を、インターネットオークションを使った一般競争入札で売却します。

※天神町四丁目79番 2 の物件については、地下残置有用工作物があるため、住宅建築に制限を受ける可能性が
あります。
※羽黒字桜海道、四季の丘四丁目の物件は、前回出品した際の最低入札価格から約10パーセント値下げしました。
申込期間　10月21日㊎13:00～11月 8 日㊋14:00　　　入札期間　11月22日㊋13:00～11月29日㊋13:00
参加資格　市内外を問わず個人および法人
※入札参加方法など詳しくは、市ホームページ�ページ番号1003670�を見てください。今回の入札は「インター
ネット公有財産売却システム（KSI官公庁オークション）」のシステムでのみ参加できます。
問合　経営改善課（℡44-0301）

募集概要

書いて伝えるボランティア講座　要約筆記入門

　病気、事故、高齢などにより「聞こ
え」が不自由になった人に話の内容を
書いて伝える方法を「要約筆記」とい
います。聞こえにくさを理解し、具体
的なサポート方法を学びます。
日時　�11月 1 日・ 8 日・15日・22日・

29日、12月 6 日10:00～12:00
　　　�（㊋全 6回）
場所　市民交流センターフロイデ 3階302会議室
対象　聴覚障害者福祉やボランティア活動に関心のある人
※親子での参加も可。要約筆記有。
※手話通訳の必要な人は申し出てください。
定員　先着15人　　　　
費用　無料　
申込・�問合　10月21日㊎�までに氏名・住所・電話番号・年齢を社会福

祉協議会ボランティアセンター（℡62-2508　Fax62-9923��Eメール
　　　volunteer@inuyama-welfare.net）へ

募集説明会　応募者は原則参加してください。
日時　11月 3 日㊗10:00～11:00　　　
場所　市役所 2階202会議室
申込　�10月31日㊊までに次の二次元コードから申し込み
※詳しくは市ホームページ�ページ番号1009051�を見てください。
問合　地域協働課（℡44-0349）

　木曽川（犬山頭首工）では、令
和 3年から令和 5年度の予定で小
水力発電施設の建設工事を実施し
ています。
　この建設工事に伴い、今年度は
11月 1 日㊋から令和 5年 3月19日
㊐までの間、木曽川の水位を50㎝
程度低下させ、工事完了後には元
の水位に戻します。
　川の中に立ち入る場合は注意し
てください。
問合　�東海農政局犬山頭首工管理

所（℡61-1003）

●A コース（㊌全 6 回）
日時　�11月 2 日・ 9日・16日・30
　　　日、12月 7 日・14日�
　　　各日 9 :50～11:50
●B コース（㊎全 6 回）
日時　11月 4 日・11日・18日・25
　　　日、12月 9 日・16日
　������各日19:00～21:00

【共通】
場所　�市民交流センターフロイデ

3階302会議室（12月 7 日
㊌は 2階204会議室）

定員　各コース15人
費用　無料
対象　�市内在住・在勤で手話や聴

覚障害者の福祉に関心のあ
る人

申込・�問合　10月28日㊎までに氏
名・住所・電話番号・年齢

　　　�・を犬山市社会福祉協議会
ボランティアセンター（℡

　　　�62-2508　Fax62-9923　Eメー
ル　volunteer@inuyama-
welfare.net）へ

工事により木曽川の
水位が変動します　

手話を
はじめてみませんか

　市では、平成27年度から登録有
形文化財「旧堀部家住宅」を民間
の自由な発想での利活用を推進す
るため、有料で貸し付けしてきま
した。
　現在の賃貸借契約は、令和 5年
2月28日で満了を迎えるため、 3
月 1日からの活用方法について民
間提案を募集します。
募集要項発表　10月24日㊊
質問受付期間
　　　10月24日㊊～11月 7 日㊊
企画提案書受付期間
　　　10月24日㊊～11月24日㊍
ヒアリング　12月上旬頃
問合　歴史まちづくり課
　　　�（℡44-0354）
※詳しくはホームページ�ページ
番号1009048�募集要項を見てくだ
さい。

旧堀部家住宅
民間提案事業

所在地 地目 土地面積 用途地域 最低入札価格 問合

天神町四丁目79番 2 宅地 189.27㎡ 第 1種住居地域 18,927,000円

経営改善課
（℡44-0301）富岡字片洞1036番 6 宅地 267.76㎡ 市街化調整区域 6,530,000円

羽黒字桜海道53番 1 、58番 3 、
59番 1 、60番 2 宅地 1,023.50㎡ 市街化調整区域 29,638,000円

四季の丘四丁目43番地 宅地 227.22㎡ 市街化調整区域 8,406,000円
学校教育課
（℡44-0351）

四季の丘四丁目44番地 宅地 253.70㎡ 市街化調整区域 7,308,000円

事業名 第Ⅱ期犬山市協働プラザ運営業務委託

委託場所 市民交流センター内協働プラザ
（松本町四丁目21番地）および市内

内容

協働プラザの管理運営・情報発信業務
相談・助言業務
地域資源バンクの運用およびシェアリングエコノミーに
よる活用業務
フューチャーセッション＠犬山の実施
地域づくり実践講座の実施
自主事業および人材育成の実施

事業期間 令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月31日

金額
委託料　事業者からの提案による
※上限（予定）単年度あたり14,695,000円（税込）

募集期間 令和 4年10月14日㊎～11月18日㊎

科目 選考日 入校月 期間

ITスキル科

12月 9 日㊎ 令和 5年 4月 1年
OAビジネス科

CAD設計科

総合実務科（知的障害者対象）

就業支援科
（精神障害者・発達障害者対象） 12月11日㊐ 令和 5年 1月 3か月
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　10月定例議会の日程案は下記の
とおりです。

　猫を外で飼うことが広く浸透していた時と比べ、最近は住環境の変化
などから飼い方も大きく変化してきています。
●室内飼いをする
　交通事故に迷子、猫同士のケンカによる伝染病（猫エイズなど）の感
染、地域のふん害を防止できます。
●飼い主を明確にする
　首輪と名札で野良猫と区別できます。マイクロチップは外れる可能性
が低いため、迷子や災害時の身元確認に有効です。
●エサは適量を室内で与える
　エサは 1匹ごとに 1皿用意し、室内であげることで健康管理をするこ
とができます。外でエサを与える場合は、決めた時間に食べ切れる量を
与え、食べ終えたら片付けてください。置きエサは野良猫やカラスを呼
び寄せたり、虫や臭いが発生し大変不衛生です。
●トイレのしつけをする
　室内にトイレを用意し排泄するように、しつけましょう。
　トイレが汚れていると、違う場所で排泄することがありますので、ト
イレは常に清潔にしてください。
●不妊去勢手術をする
　猫は 1年に 2回から 3回発情期があり、一度に 3匹から 5匹出産する
ため、あっという間に増えてしまいます。
　子猫を望まない場合は、飼い主が責任を持って不妊去勢手術をおこな
い不幸な命を増やさないよう心がけてください。
　手術をすることで、病気の予防、発情期の行動（尿のマーキング、鳴
き声、イライラなど）の抑制につながります。
問合　保健センター(℡61-1176)

※詳しくは次の二次元
コードを見てください。

※議会日程は、各定例議会等の初
日に正式に承認されます。
※会議は各日10:00開始です。
※会議の当日はYou
Tubeでライブ配信し
ています。次の二次元
コードを見てください。
※過去の議会録画映像
は次の二次元コードを
見てください。
問合　議会事務局（℡440307）

10月定例議会

人間と猫が共に幸せに暮らせる猫の飼い方

本当にお得？注文確定の前に契
約内容をしっかり確認
　SNS上に通常約 6 千円のシャ
ンプーが初回500円で購入できる
と広告があり、クレジットカード
決済で注文した。再度購入しよう
と思い同じ広告を見たところ、細
かい文字で「 5 回継続購入」の
記載があることに気付いた。画面
をスクロールしなければ全体が表
示されず、前回は気が付かなかっ
た。事業者に解約したいと伝えた
が「 5回継続購入の条件は明記さ
れている」と言われ断られた。
　　　　　　　　　（60代　男性）　　

消費者トラブルに
気をつけて

内容 日程
再開日 10月27日㊍

一般質問 11月 2 日㊌、 4日㊎
　 　 7 日㊊、 8日㊋

議案質疑 11月 9 日㊌、10日㊍
全員協議会 11月11日㊎
部門委員会 11月14日㊊～16日㊌
最終日 11月18日㊎

、

　愛知県の最低賃金は、10月 1
日から時間額986円に改定されまし
た。県内の事業所で働く常用、臨
時、派遣、パート、アルバイトなど
のすべての労働者に適用されます。
　雇用主は、適用される最低賃金
以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればなりません。
　日給制、月給制の労働者の場合
は、時間当たりの金額に換算して
最低賃金の時間額986円と比較し
ます。
問合　江南労働基準監督署
　　　�（℡0587-54-2443）

　10月 1 日付けで人権擁護委員に
岩田芳子さんが再任されました。
　人権擁護委員は法務大臣により
委嘱され、人権相談を受けて問題
解決のお手伝いや、人権侵害によ
る被害者の救済、人権に関する啓
発活動を行っています。
　毎月第 2 ㊌13:00～16:00南部公
民館で人権相談を行っています。
※相談日は変更になる場合があり
ます。
問合　市民課（℡44-0303）

愛知県最低賃金改定

人権擁護委員の再任

アドバイス
　ネット通販の注文画面では「初
回限定」などとお得感を強調した
表示に比べ、購入条件が小さく表
示されていたり、気付きにくい場
所に表示されていたりして、分か
りづらいことがあります。画面の
隅々まで見るなど注意が必要で
す。注文を確定する前に、定期購
入が条件になっていないかを確認
し、定期購入が条件の場合、継続
期間や支払うことになる総額など
契約内容もしっかり確認しましょ
う。
無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊～㊍（㊗除く)
　　　13:00～17:00
　　　�（受付は16:30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　�（℡44-0398）　
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊～㊎（㊗除く)
　　　 9 :00～16:30　
　　　㊏㊐ 9 :00～16:00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　10月21日㊎、11月18日㊎
　　　13:00～16:00
予約　産業課（℡44-0340）

　「家庭内や親族間のもめごと」
や「民事上のもめごと」について、
豊富な経験と知識をもった裁判所
の調停委員が調停で解決する手続
きの相談に無料で応じます。
日時　�11月10日㊍10:00～16:00
　　　�（最終受付15:30）
場所　�市民交流センターフロイデ　

3階会議室
相談員�　民事調停委員、家事調停

委員

無料調停相談会

　体の内側の筋肉を鍛えることで、
体のゆがみを直し、正しい姿勢へ
導きます。 2回シリーズです。
日時　第 1回　11月 8 日㊋
　　　第 2回　11月22日㊋
　　　14:00～15:30
場所　武道館　柔道場
講師　健康運動指導士
　　　松浦由佳氏
対象　市民　　　定員　先着15人
費用 各回300円
持物　�水分補給用の飲み物、ヨガ

マットまたはバスタオル。
※動きやすい服装で来てください。
申込・�問合　10月26日㊌から市

民健康館(℡63-3800)へ電
話か次の二次元
コードから申し
込み

※新型コロナの影響により延期・
中止する場合があります。

ピラティス運動講座

問合　�犬山調停協会（犬山簡易裁
判所内　℡61-0390）

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　①11月 2 日㊌
　　　②11月15日㊋　　　　
　　　各回13:30～15:00
場所　市民健康館
相談員
　①榊�原こどもクリニック
　　　　　　　　榊�原吉峰氏
　②いたつ内科クリニック
　　　　　　　　板津孝明氏
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。
※新型コロナの影響で中止する場
合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800)

歯と口の健康センター
　犬山扶桑歯科医師会による歯科
健診です。市民であればどなたで
も（年齢制限なし）無料で受けら
れます。
　感染対策（マスク着用、手洗い・
手指消毒、 3密の回避）にご協力
をお願いします。
日時　11月 6 日㊐ 9 :30～11:30
場所　市役所 2階会議室
内容　�歯科健診(年齢制限なし)、

フッ化物塗布(12歳以下)、
歯科相談

※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　保健センター（℡61-1176）

骨密度チェック
　骨粗しょう症予防のため骨密度
を測定してみませんか。
日時　①11月11日㊎　②29日㊋
　　　 9 :30～11:30
※ 6 部制、時間の指定不可。
場所　①市役所 2階205会議室
　　　②楽田ふれあいセンター
対象　市内在住の20歳以上の人
※令和 3年12月以降にチェックを
した人を除く。
定員　各先着40人　費用　300円
測定方�法　超音波によるかかとの

骨密度測定
持物　健康手帳
申込・�問合 ①10月24日㊊、②11

月10日 ㊍ 8 :30
から市民健康館
（℡63-3800）か
二次元コードか
ら申し込み

※新型コロナの影響に
より中止する場合があ
ります。

▲①

▲②
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11月の各種無料健康相談ガイド

特定健康診査・後期高齢者医療健康診査

※新型コロナの影響により中止する場合があります。事前に問い合わせ
てください（相談は 1人15分程度）�。�
問合　①②③市民健康館（℡63-3800）　④保健センター（℡61-1176）

　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
健康診査を行なっています。対象者には 5月下旬に受診票を発送してい
ます。まだ受診していない人は、ぜひ受診してください。
　また国保の加入者で結果が一定の基準より悪かった人は、保健師等か
ら食事や生活習慣等の改善指導（保健指導）が受けられます。
※受診票を紛失した人は、健診受診前に市役所 1階保険年金課で再発行
を受けてください。
対象 特定健康診査　40歳から74歳で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
期間　12月28日㊌まで（一部医療機関、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（詳しくは受診票に同封の案内参照）
※事前に医療機関への予約が必要です。
持物　�受診票、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（持っている人）

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

　多くのくすりを服用しているために、副作用を起こしたり、きちんとく
すりが飲めなくなったりしている状態をポリファーマシーといいます。こ
のような状態を避けるため、自分の処方されているくすりがわかるように、
お薬手帳は 1 冊にまとめてください。

特定保健指導利用者の声　自覚症状はなく自分では気が付かないうちに、
加齢と共に健診のデータが悪くなっていました。
　今回保健指導の案内が来て、始めはどんなことをするのか不安な気持ち
もありましたが、思い切って受けてみたら、自分の知らない食事や運動習
慣のことを教えてもらい、健康づくりへ取り組むきっかけとなりました。
　とにかく日常で体を動かすことを意識し、散歩や卓球などを孫と一緒に
することで、今では楽しいコミュニケーションとなっています。食事も白
米の量を決め特に夜は控えめにし、今では無理のない習慣となっています。
結果として体重が 2～ 3㎏減りました。
　自分がこれからも元気で過ごすためには、自覚症状がないうちから取り
組むことが大切だと改めて感じました。今回保健指導を受けたことで、スタッ
フとも顔見知りになり、今後気軽に相談できると思います。　　　（H.Oさん）

相談 日時・場所 担当

①おくすりなんでも相談 16日㊌13:30～15:00
市民健康館

スギ調剤薬局
薬剤師　太田浩氏

②保健師・看護師・
管理栄養士による相談 要予約（㊏㊐㊗除く、 8 :30～17:00）

市民健康館（電話相談可）
③禁煙相談

④歯科衛生士による
歯科相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8 :30～17:00）
保健センター（電話相談可）

母子健康手帳の
交付と説明会

精神科医による
こころの健康相談

※保健センターでは、妊娠中から
相談できます。
日時　�毎週㊋(㊗除く)� 9 :15から

約 1時間
※予約制です。事前に電話してく
ださい。上記日時で都合が悪い場
合も個別に対応しますので電話で
相談してください。
持物　�妊娠届出書、筆記用具、マ

イナンバーカード、または
通知カードと本人確認書類

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない本人確認書類（健康保険証
など）の場合は 2点必要。
申込・�問合　保健センター
　　　�（℡61-1176)へ

　「最近眠れない日が続いてい
る」、「何もやる気がしない」等、
本人の悩みや不登校・ひきこもり
などに関する家族からの相談も可
能です（要予約、初回優先）。
日時　11月17日㊍13:30～15:30
　　　�（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館　
相談員�　くりきメンタル
　　　クリニック　栗木隆司氏
定員　先着 4人　費用　無料
申込・�問合　10月31日㊊～11月11

日㊎に市民健康館（℡63-
3800）か次の二
次元コードから
申し込み

令和 5年度の放課後児童クラブ入会案内

ひとり親家庭の養育費確保のための補助金

　保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、下校後遊びや生活を通し健全な育成を図ります。
受付期間　11月16日㊌～18日㊎（入会申込書の配布は10月13日㊍から）
対象　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）
利用時間　①㊊～㊎の下校時から19:00まで（今井、各児童クラブの第 2児童クラブは18:00まで）
　　　　　②㊏と学校休業日は 7 :30～19:00（㊐㊗・年末年始（12月29日～ 1月 3日）は休業）
費用　 1か月3,500円（同世帯のうち同時利用 2人目は1,750円）、第 3子以降は無料になります。

●公正証書等作成費補助金� �令和 4 年 4 月以降に子どもを養育する人が支払った、養育費を取り決めるための
次の費用の一部（上限 4万円）
・公正証書作成費用�・家庭裁判所での調停申し立てや審判費用
●養育費保証契約保証料補助金
令和 4年 4月以降に、保証会社と養育費保証契約を締結した場合の保証契約料（上限 5万円）
※詳しくは市ホームページ�ページ番号1009044�を見てください。　　　　�問合　子ども未来課（℡44-0323）

問合　子ども未来課（℡44-0322）

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 楽田小学校 楽田児童センター（℡68-0519）
楽田児童クラブ(15:00以降�℡080-7552-0584）

城東小学校区 城東児童クラブ
城東第 2児童クラブ

城東児童センター
城東小学校 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 犬山南児童センター（℡62-4477）

こころの相談
　　　　　　　��【�電話】あいちこころほっとライン365（℡052-951-2881）　　毎日 9 :00～20:30
　　　　　　　��【�LINE】あいちこころのサポート相談（ID@aichi_soudan）「友達登録」し、トーク画面下の

「相談を開始する」から、移動先画面にて事前アンケートに回答後、相談を開始してください。
　　　　　　　��【�Twitter】あいちこころのサポート相談（ID@aichi_soudan）アカウントをフォローし、ダイレ

クトメッセージ画面から事前アンケートに回答後、相談を開始してください。

　　　　　　　��【�Facebook】「あいちこころのサポート相談」（ID@aichi.soudan）アカウントをフォローし、
メッセンジャー画面から事前アンケートに回答後、相談を開始してください。

　　　　　　　　※SNS相談は㊊～㊏20:00～24:00、㊐20:00～翌日 8 :00になります。
※市ホームページ�ページ番号1005070�や厚生労働省ホームページ「まもろうよこころ」では、こころの健
康に応えるさまざまな相談先を紹介しています。 「まもろうよこころ」

　　　　　　　��【�電話】あいちこころほっとライン365（℡052
　　　　　　　��【�LINE】あいちこころのサポート相談（ID@aichi_soudan）「友達登録」し、トーク画面下の

　　　　　　　��【�Twitter】あいちこころのサポート相談（ID@aichi_soudan）アカウントをフォローし、ダイレ

　　　　　　　��【�Facebook】「あいちこころのサポート相談」（ID@aichi.soudan）アカウントをフォローし、

　　　　　　　　※SNS相談は㊊～㊏20
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毎月第 1 ・第 3 火曜日
10/18㊋、11/ 1 ㊋、11/15㊋
19:00まで
●市民課　(℡44-0303)
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入
届、転出届の受付、マイナンバー
カードの交付
●保険年金課　（℡44-0327)
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
●福祉課　（℡44-0321)
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申請
※相談はできません。
●子ども未来課　（℡44-0323)
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請･各種届

　イヌ、ネコをはじめ、子ども、祭、
電車、風景など24作品を展示します。
日時　10月25日㊋～31日㊊
　　　�9 :00～16:00（初日11:00か

ら、最終日15:30まで）
入場料　無料
問合���旧磯部家住宅（℡65-3444)

●お祓
はら

い
日時　令和 5年 2月 4日㊏午前
場所　針綱神社（犬山北古券65-1 ）
●祝賀会
日時　令和 5年 2月25日㊏　　　　
　　　12:00～16:00
場所　名古屋市内ホテル
費用　会費制

【共通】
対象　�S38. 4 . 2 ～S39. 4 . 1 生で

市内在住または出身の人
申込・問合　犬山卯辰会（utatsu2
　　　023@ymail.ne.jp）へ
※詳しくは折り返しメールにて連
絡します。

平日窓口延長

水墨画個展

還暦のつどい

対象児
受付時間

11月16日㊌ 11月17日㊍ 11月18日㊎
子
ど
も
未
来
園

0 ～ 2 歳児
※個別面接あり

9 :30～11:00
13:00～16:00 13:00～16:00

3 ～ 5 歳児 ― 9 :30～10:00
※集団面接　10:00～（約30分）

保
育
園

犬山さくら保育園
（ 0～ 2歳児）

各10:00～11:30、13:30～16:00
※個別面接あり

白帝保育園
（ 0～ 5歳児）

各 9 :30～12:00、13:00～16:00
※個別面接あり

　口座振替は納期限が振替日とな
りますので、前日までに入金して
ください。

　口座振替以外の納付は、市指定
金融機関、コンビニ、アプリ、ク
レジットカード、ペイジーおよび
市役所・出張所でお願いします。
問合　収納課(℡44-0316)

毎月第 2 ・第 4 日曜日
10/23㊐、11/13㊐　 9 :00～12:00
　市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）

日曜市役所

マイナンバーカードの交付は
事前予約が必要です。予約状
況は市ホームページ
ページ番号1006949�
で確認できます。

納期限 10月31日㊊
市民税・県民税 3 期

国民健康保険税 5 期

介護保険料 7 期
後期高齢者
医療保険料 3 期

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。12月 1号の締め切りは10月19日㊌、12月15日号は11月 2 日㊌。

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。

子ども未来園・保育園　
令和５年度入園受付

　新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。来園の際
には、マスクを着用してください。今回は第 1次募集です。
提出書類　入園申込書、支給認定申請書等　持物　母子健康手帳
●各子ども未来園（公立13園）・保育園（私立 2 園）での入園受付
※第 1希望の園に入園希望の子どもと来てください。

●子ども未来課での入園受付
期間　11月21日㊊～30日㊌（㊏㊐㊗除く）
場所　市役所 1階子ども未来課
※ 0～ 2歳児は書類受付時、個別に子どもの面接を行います。
※ 3～ 5歳児の面接は、橋爪および羽黒子ども未来園で後日（12月20日
㊋・21日㊌10:00から、10:30から）行います。
問合　子ども未来課（℡44-0324）

ママ・ジョブ・
あいち無料出張相談

母子家庭等就業支援
講習会

市老連写真部
フォト写

しゃどう

憧の会

ノルディック
ウォーキング体験会

第 9回犬山桃太郎
かかしコンクール

仲良し
わんスポ交流会

日時　11月 4 日㊎
　　　① 9 :30から　②10:30から
　　　③11:30から
場所　東児童センター
対象　�結婚・出産・育児等で離職

し再就職を考えている女性
定員　先着 3人
託児　�無料（生後 6か月から未就

学児童）
※10月28日㊎までに申し込んでく
ださい。
申込・�問合　10月17日㊊から申込

書を直接、郵送、ファック
スまたはＥメールで市役所
1 階子ども未来課(℡44-
0322　Fax44-0365)へ

※申込書は市ホームページ�ペー
ジ番号1005143�にあります。

期間　令和 5年 1月～ 3月
場所　●名古屋市（名古屋駅）
　　　仕事に役立つパソコン講習
　　　福祉用具専門相談員研修
　　　●一宮市、豊橋市
　　　調剤薬局事務講習
定員　�各20人
※応募多数の場合は抽選
費用　無料（教材費等は自己負担）
申込・�問合　11月21日㊊までに市

役所 1 階子ども未来課（℡
44-0323)へ

　今回は全会員15人が「生き物と
の共生を楽しもう」というテーマ
で、個性豊かな作品を展示します。
日時　10月25日㊋～31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　加藤（℡61-0020）

　体を動かして、健康づくりをしま
せんか。
　ノルディックウォーキングは 2 本
の専用ポールを使って歩くフィット
ネスウォーキングです。年齢性別
を問わず楽しめるスポーツです。
日時　��11月12日㊏、20日㊐、12月
　　　10日㊏、25日㊐
　　　各回 8 :30～10:00
場所　木曽川犬山緑地
費用　初回無料
※レンタルポールあります。
申込・�問合　犬山ノルディックウ
　　　�ォークらぶ　日比野（℡090
　　　-5873-2745）へ
※活動予定など詳しくはホーム
ページ(http://inuyama-nw.jugem.
jp/）を見てください。

●かかしコンクール
（応募作品の展示、投票期間）
期間　11月20日㊐まで
※展示は12月 4 日㊐まで
●表彰式
日時　12月 4 日㊐10:00～10:30
申込・�問合　栗栖桃太郎発展会

（℡・Fax61-0943）へ

　健常者・障がい者の区別なく、

第23回　あつまれ
いぬやまっこ！
うきうき大行進！

日時　11月13日㊐10:00～15:00　
場所　�市民文化会館、南部公民館、

会館前駐車場
内容　あそび広場、ステージ発表
問合　市内児童センター
※10月17日㊊から、各児童セン
ターで無料参加券配布します。
※新型コロナの影響により変更・
中止する場合があります。

本の修理教室
～本の仕組みを知り、修理の仕方
を学ぼう～
日時　11月27日㊐14:00～15:30
場所　市立図書館 2階学習室
講師　一級製本技能士　田中稔氏
対象　小学 4年生以上
定員　先着 8人　持物　なし
申込　�11月 1 日㊋10:00から22日

㊋18:00に次の
二次元コードか
ら申し込み

問合　市立図書館（℡62-6300）
※新型コロナの影響により変更・
中止する場合があります。

軽スポーツを楽しみませんか。
日時　12月 3 日㊏ 9 :30～11:30
　　　�（受付 9 :10から）
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　市内在住の小中学生
定員　60人程度　費用　無料
申込・�問合　11月 8 日㊋までに所

定様式（文化スポーツ課、
市ホームページにあります）
を記入しスポーツ推進委員
連絡協議会事務局（文化ス
ポーツ課内　℡44-0352）
かNPO法人ぽんぽこネッ
トワーク（℡65-1231）へ

※軽スポーツはチーム対抗（当日
発表）で行います。
※詳しくは次の二次元
コードを見てください。
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第66号⑥

※�掲載団体の責任と費用で編集した紙面です。※�掲載団体の責任と費用で編集した紙面です。

●「グラウンド・ゴルフ初心者教室」
　 6月 8日～ 9月 7日
まで 4日間、羽黒中央
公園多目的スポーツ広
場で初心者を対象にグ
ラウンド・ゴルフ教室
を開催しました。初回の参加者は11人でした。
　参加者は「健康のために始めたい」「基本的なルール
を覚えたい」と意欲的に練習していました。最終日に犬

山グラウンド・ゴルフ協会
の村田信子会長による修了
証書をお一人ずつ授与し、
健康づくりのためにも続け
ていってほしいと激励があ
りました。

●「ジュニアゴルフ教室」
　犬山カンツリー倶楽部にて、 8月10日
から 3日間にわたって「ジュニアゴルフ
教室」を開催しました。
　今年はこの教室の受講者第1期生である藤田尚人JGTO�
ツアープロに指導を受けました。始めにストローク練習
を行い、個別にスイングを見てもらいました。次に、パ
ター練習場に移動し、傾斜・高低差を見ながらのパッ
ティングについてアドバイスを受けました。 3組に分か
れてのラウンド中では、藤田プロや協会役員からコース

上でアドバイスを受けながら実戦
練習をしました。ふだん小中学生
同志でラウンドする機会が少ない
参加者にとって励みとなるとても
良い経験になりました。

スポーツスクール事業 ジュニアアスリート育成事業

●�親（祖父母）子空手教室
　親（祖父母）子でふれ合いながら
楽しく空手の練習をします。
日時　10月29日㊏　10:00�～�11:30
場所　市武道館柔道場
対象　�幼年～小学低学年の親（祖父

母）子
定員　10組
費用　 1組200円（当日徴収）
持物　水筒、タオル、マスク
申込　�10月15日㊏～10月28日㊎に氏

名・住所・年齢・電話番号を
市体育協会事務局へ（TEL・
FAX・メール可）

　今年度から35歳以上シニアの部を
設けました。振るってご参加くださ
い。シニアの部は個人での参加も大
歓迎です！
日時　令和 5年 1月14日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　市内在住か在勤の人
費用　参加料 1人200円（当日徴収）
申込　�令和 5年 1月12日㊍までに氏

名・住所・年齢・電話番号を
市体育協会事務局へ（TEL・
FAX・メール可）

　　詳細はこちらから→

スポーツスクール事業

日時　12月20日㊋
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　�ハーフCUP（前半 9ホールの

成績で順位を決めます）
　　　�男性一般の部､男性シニア（満

70歳以上）･レディースの部
対象　市内在住か在勤の人
定員　各部門あわせて先着100人
費用　参加料200円
　　　プレー代（昼食代等を含む）　　
　　　11,000円（メンバー6,370円）
※キャディはつきません｡各自精算し
てください。70歳以上の人は､ゴルフ
場利用税950円が免除されるので健康
保険証または運転免許証を持参して
ください。
申込　�11月 6 日㊐10:00から犬山カンツ
　　　リー倶楽部 2階で受け付け。
問合　�犬山ゴルフ協会　斉藤
　　　（℡67-1586）
※今回は会食、表彰式は行いませ
ん。プレー終了後、成績表等をお持
ち帰りください。

6月12日　エナジーサポートアリーナ
ベテラン男子�松波昌史　　シニア男子　�大島英樹
一般男子　　�久保田光貴　ベテラン女子�杉寿子
シニア女子　�横田朋子　　一般女子　　�太田亜矢子

市民ゴルフ大会

第18回犬山藤田杯卓球大会　優勝者

市民バスケットボール大会

●軟式野球
5 月15日～ 6月25日
木曽川犬山緑地グラウンド
一般 1部（A・B級）の部　
　　　　　　　尾北バイオレッツ
一般 2部（C級・一般）の部　
　　　　　　　犬山市役所
中学生　　　　犬山中学校
小学生　　　　ホワイトフィリーズ
●ゴルフ
7 月20日　犬山カンツリー倶楽部
一般　　　　　　　　布施光彦
シニア・レディース　宮田晏雄
●バスケットボール
4 月 9 日、 5月15日、 6月26日
エナジーサポートアリーナ
一般男子　　STARS
一般女子　　SHIBATA'S
中学生男子　城東中
中学生女子　城東中
小学生男子　城東ミニバス
小学生女子　城東ミニバスA

市民大会優勝者　優勝チーム

問合　ＮＰＯ法人犬山市体育協会(9:00～17:00）
�℡･FaxFax54-1016　　〒484-0888　羽黒新田字上堅筬1-1
Eメール　office@inuyama-taikyou.net　　ホームページ　www.inuyama-taikyou.net

＜問い合わせ＞ 犬山城白帝文庫 62-4700

令和４年

月 日［水］～ 月 日［火］

城とまちミュージアム（文化史料館）

開館時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時半まで）
＊会期中休館日なし

入 館 料 300 円（ ＩＭＡＳＥＮ犬山からくりミュージアムを含む）

中学生以下無料／＊犬山城下町周遊券 760 円

主 催 公益財団法人 犬山城白帝文庫 後 援 犬山市教育委員会

城主のお道具

剣研鍾馗図 雪村筆 犬山城白帝文庫蔵

－ 由 緒 と 伝 来 －

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、ご来館時のマスク着用・検温・手指消毒のご協力をお願いします。
感染症の拡大状況により会期などに変更が生じる場合があります。

鎗 銘 平安城長吉作

犬山城白帝文庫蔵

犬山城主成瀬家に伝わった名
品は大きく分けて、将軍家や尾
張徳川家からの拝領品と先祖伝
来品があります。その中には、台
帳や蔵帳、箱書、鑑定書や伝記な
どの文献資料からどのように手
に入れたのか、またどのように
扱われてきたのかなどが分かる
ものも含まれています。
本展では従来の展覧会では紹

介できなかった箱書や由緒書、
伝来に関わる文献資料もあわせ
て展示します。刀剣・馬具・茶道
具・絵画などの名品をそれぞれ
にまつわるストーリーとともに
御覧ください。
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※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。広告

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）
※詳しくは市ホームページ ページ番号1002287 を
見てください。
　　　　　　　　　問合　企画広報課（℡44-0311）

このスペースに広告を出しませんか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
　　　　　　（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
※詳しくは市ホームページ ページ番号1002288 を
見てください。
　　　　　　　　　問合　企画広報課（℡44-0311）

▲グループで意見を出し合う参加者たち

▲講演を熱心に聞く参加者たち 教育シンポジウムに
関するページ▲

※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。広告

▲迫力ある演奏を楽しんだ参加者たち

▲コンサート
パンフレット

▲消防署職員の助けを借りながら、消火体験をする参加者

　 8 月18日、犬山教育シンポジウム「これからの教育と読
解力」が市民文化会館で開催されました。
　シンポジウムでは子ども未来園・小学校の先生が、市で
実践している読解力向上に向けたプログラムや取り組みを
発表し、桜花学園大学准教授の森川拓也氏には「未来を切
り拓く子どもの育成～”犬山読解力”の可能性～」という演
題で、講演していただきました。森川氏は講演の中で、「犬
山読解力」とは「人と向き合う力」「自分と向き合う力」だと
し、犬山読解力の可能性を高く評価していました。
　今回は、誰でも参加可能としたことで、多くの人に犬山
市の取り組みを知ってもらうきっかけとなりました。

犬山教育シンポジウム
「これからの教育と読解力」

　 8月20日と28日に令和 4年度犬山市タウンミーティング
「犬山市の地域福祉を考えよう」が市役所で開催されました。
　20代～80代の参加者55人が、「8050問題から考える地域
福祉」をテーマに各日グループワークを行いました。一人
ではなくグループで共有して考えることで、さまざまな意
見やアイディアについて話し合うことができ、すべてのグ
ループが内容の濃い発表となりました。
　山田市長は、各グループから出た意見やアイディアにそ
れぞれ着目し、社会的な課題にきめこまやかに対応するに
は行政だけでなく皆さんとの連携やつながりが大切である
と講評しました。

令和4年度犬山市タウンミーティング
「犬山市の地域福祉を考えよう」

　 8 月25日、国宝茶室「如庵」を有する日本庭園有楽苑で、
市内中学生を対象に防火教室が行われました。
　普段見ることのできない消火設備で消火体験をしたほか、
グループに分かれ有楽苑を舞台にした防火点検ゲームに
チャレンジし、歴史的建造物が守り継がれてきた方法や意
義を学び、話し合いました。
　参加した中学生からは、「防火点検ゲームで話を聞いた
り歴史を学ぶことができて楽しかった」「犬山城やその他の
歴史的建造物の防火方法なども学んでみたい」「大切に守り
継がれてきたからこそ歴史的なものになる、守りたいとい
う気持ちを持ち続けたい」といった声をもらいました。

日本庭園有楽苑で防火教室

　 8月26日、市民文化会館にて2022セイジ・オザワ松本フェ
スティバルスクリーンコンサートが行われました。これは、
世界のマエストロである小澤征爾氏が総監督の国際音楽祭
「2022セイジ・オザワ松本フェスティバル」が長野県松本市
で開催されるにあたり、その様子を全国 6 都市と生中継で
結び、スクリーンを通してコンサートを観覧できるという
いうものです。
　大型スクリーンによる迫力ある映像と高音質で演奏会の
雰囲気そのままに楽しむことができるこのコンサートに、
開演前から来場者の期待も高く、演奏者の入場や演奏終わ
りには、自然と会場から拍手があがりました。

2022セイジ・オザワ松本フェスティバル
スクリーンコンサート
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図書館
だより

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

　市立図書館では、利用者にもっと快適に図書館を利用してもらえるよ
う、システムの導入を進めています。現在進めている事例を紹介します。

◆自動貸出機の設置
　ブックキャンプには自動貸出機が設置されていることを知っていますか。
セルフレジのように自分で本のバーコードを読み取って借りることがで
きるため、お子様にも喜ばれています。
　今後カウンターでも自動貸出機の台数を増やし、さらにスムーズに本
が借りられるようにしていく予定です。

◆ IC タグ貼付
　現在、市立図書館では本にICタグを貼付しています。ICタグによっ
て本の貸出・返却をすると、従来よりも早く処理をすることができるため、
並んで待つ時間も短くなります。

　このように、新たな機能を取り入れることで、利用者にとってより
良い図書館にしていきます。ぜひ図書館を利用して新しいシステムを試
してみてください。

『黙示』　　真山 仁 著
　農薬を散布していたラジコンヘリが誤操作により子
どもたちが集まる教室に激突した。通常より100倍以
上の濃度を有する農薬を浴び、多くの子が病院に運
ばれた。　
　農薬の要否、農薬を不要とする遺伝子組み換え作
物の安全性の問題などを提起している。
　ウクライナ侵攻に関連し、世界に食料不安が広がっ
ている。私たちが毎日口にしている食料について、日
本の農業の未来を考えるにふさわしい 1 冊。レイチェ
ル・カーソンの『沈黙の春』との併読をお勧めします。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止となる

場合があります。

場所　市立図書館（本館）

図書館ICT化～利用しやすい図書館を目指して～

読書会藍の会の一冊 11月のイベント

■市立図書館公式
　Facebookアカウント

　みなさん、ボアタルデ！こんに
ちは！私は犬山市役所で働いて
いる多文化共生推進員の大島ヴィ
ルジニア・ユミです。日系ブラジ
ル人三世です。
　来月はあいち多文化共生推進月
間です。今回は犬山にも多く住ん
でいて、また私の歴史でもある日
系ブラジル人についてお話します。
　“日系人って何？”と思ってい
る人もたくさんいると思います。
私の歴史といいましたが、実は、
日本人の歴史でもあります。
　昔はたくさんの日本人が国の
政策として海外へ移民しました。
当時の日本は、日露戦争後の不
況から増大する失業者を海外へ
送り出す必要があったからです。
主な送り先は北米、カナダ、ハ
ワイ、ブラジル、ペルーでした。
ブラジルへの移民は1908年から開
始しました。
　移民先で生まれた子どもや孫た
ちを、“日系人”といいます。つ
まり日系人は、海外で生まれた日
本人の子孫です。

〇昼間診療　犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0568-62-8100 ※電話で予約のうえ来所してください。
　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～）　

〇夜間診療、歯科診療 ※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。

㊏㊐㊗�受付時間� 8 :30～16:30�診療時間� 9 :00～12:00、13:30～17:00�※保険外併用診療費（紹介状無く初診の場合7,700円）がかかります。
○江南厚生病院内（こども救急診察室）℡0587-51-3333

○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

〇犬山市『あんしんメール』
　登録は空メール（件名・本文なし）を送信

t-inuyama-city@sg-p.jp（空メール送信用アドレス）
〇犬山市公式 LINE アカウント�＠inuyamaでID検索
〇テレビ　NHKデータ放送　リモコンのdボタン
　　　　　ケーブルテレビCCNet（地デジ12ch）
〇ラジオ　愛知北エフエム　84.2MHz

■休日（日曜・祝日）診療

■救急医療の案内

■休日小児診療

■災害情報はここから

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

受付時間 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16日㊐ 結ファミリークリニック 68-3311 カワムラ整形外科 67-1134 河合歯科医院 0568-61-1409
10月23日㊐ 岡部医院 62-7121 高橋眼科 65-0066 おりの歯科 0587-91-0222
10月30日㊐ 樹クリニック 62-3101 竹内整形外科クリニック 61-7311 河田歯科医院 0568-61-0428
11月 3日㊗ 黒川すこやかクリニック 61-0083 にわ耳鼻咽喉科 67-6868 キトウ歯科医院 0568-62-2580

オリーブの実るころ
　　中島京子著

　斜向かいに越してきた老人に
は、品のいい佇

たたず

まいからは想像も
できない、愛した人を巡る壮絶な
過去があって…。表題作をはじ
め、結婚と家族と、真実の愛をめ
ぐる劇的で不思議な 6つの物語を
収録。『小説現代』掲載を書籍化。

写真集 明治大正昭和犬山
宮川芳照、横山住雄共編

　明治・大正・昭和と続いた激動
の時代、人それぞれに想い出があ
り、市や町それぞれに歴史があっ
た。木曽川、犬山城、神社と寺
院、名勝と公園、祭りなど、犬山
のなつかしい姿を物語る貴重な写
真の数々を収録する。

▲セルフ貸出機

▲ICタグ

▲ブックキャンプにあります

新着本この一冊
市立図書館（本館）

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

2 日㊌　ひよこちゃんおはなし会　　�11:00～11:30
5 日㊏�「けるるんくっく」紙芝居　　11:00～11:30
6 日㊐　辞典deてつがく対話　　　���13:30～15:00
8 日㊋　ふうちゃんおはなし会　�������10:00～11:30
12日㊏�「ももたろう」おはなし会　���11:00～11:30
19日㊏�「おはなしぼっくす」ストーリーテリング
　　　　　　　　　　　　　　　　　�11:00～11:30
20日㊐　絵本作家鈴木まもるさん講演会
　　　　　　　　　　　　　　　　　�13:30～16:00
26日㊏�「ももたろう」おはなし会　　11:00～11:30
27日㊐　本の修理教室　　　　　　　�14:00～15:30

　“海外で生まれた日本の子ども
は日本人ではないの？”と疑問に
思うかもしれませんが、実は各国
にある日本の大使館・領事館で出
生の手続きをすると、日本の国籍
になりますが、歴史的にさまざま
出来事があり、届けが出せなかっ
た人もいます。
　例えば、ブラジルでは第二次世
界大戦時には日本政府代表は日本
に引き揚げ、ブラジルとの国交を
断絶していたので、その間に生ま
れた日本人の子どもたちの出生届
が出せなかったのです。
　私の母も1942年にブラジルで生
まれましたが、日本人の子どもで
ありながら日本国籍は取れません
でした。そうすると、私は日本人
の孫でありながら、生まれたとき
には両親が日本国籍を持っていな
いため、私も日本国籍を取れな
かったのです。同じような歴史が
ペルー、ボリビア、アルゼンチン
など、日本人が移民した国で起き
ました。
　私はブラジルで生まれ、20歳ま
で暮らしていました。その間には
“国籍”のことを深く考えたこと
はなかったです。どうしてかと言
うと、私は周りのブラジル人から
は“日本人”と言われていました。
差別ではなく、“日本人ちゃん”
と友達からあだ名のように呼ばれ

ていました。正直に言うと、私は
そのことを誇りに思っていました。
　両親は、私をよく”日系人会“に
連れていきました。日系人会では
日本人の子孫たちが集まって、野
球大会、運動会、盆踊りなどさま
ざまな日本の文化を楽しんでいま
した。
　また私の両親や祖父母はそもそ
も私を“日本人”として育ててい
ました。
　31年前に日本に“出稼ぎ労働者”
として来日した時に、驚いたこと
はたくさんあります。その一つは、
日本では私は“ブラジル人”と言
われることです。当時はとても悲
しかったですが徐々にわかってき
たことは、法律上では私たちは日
本人として認められませんし、日
本人と同じ権利はないということ
です。
　少し悲しい話だと皆さん思うか
もしれませんが、そんなことない
ですよ。私は日本に来て、現在は
ブラジルと日本の架け橋のような
仕事をしています。そのおかげで
自分のアイデンティティの葛藤で
悩んできたことが少しずつ消えて
いきました。
　このコラムを機に、皆さんのご
近所にも住んでいる日系人につい
て、理解が少しでも深まればと思
います。

ユミの部屋
「日系人・
　日本人移民」
　　 について

ICタグ
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この日に向けてキツネザルやマダガ
スカルのことを多くの方に知っても
らおうと、今年も「世界キツネザル

（公財）日本モンキーセンター

　　　　　附属動物園部　坂口真悟

▲ワオキツネザル。
跳躍力のある、スラッとした足。 ▶クロキツネザル。

オスは黒、メスは
茶色の体毛です。

▲今年のフェス
ティバルロゴ

　食欲の秋ですね。秋には旬を迎え
る食材がたくさんあります。旬の食
べ物は栄養価が高く美味しい、値段
が安いなどいいことづくめです。給
食でも秋の食材をたくさん取り入れ
ています。

今回は、秋の旬食材の一つであるさつ
まいもを使った給食レシピを紹介しま
す。ご家庭でも秋の味覚を
味わってみてくださいね♪

　　　　　　　　●栗　　　●きのこ　
秋が旬の　　　　●里いも　●さつまいも
　美味しい食材　●秋刀魚　●秋鮭
　　　　　　　　●柿　　　●梨　　　など

　片栗粉………適量　　　　
　揚げ油………適量
　●蜜の材料

　　黒ごま……お好みで

「おうちで猿
エンジョイ

JOYどうぶつえん」
ケーブルテレビCCNet

　番組へのみなさんの疑問・質問
　募集中！
　　　CCNet春日井局
　　　Twitter　

「世界キツネザルの日」

給食レシピ紹介③
秋の給食レシピ

秋の味覚を味わおう♪さつまいもと大豆のかりんとう

　マダガスカル島はアフリカ大陸の

な島です。生息する動物や植物の多
くはマダガスカル島だけの固有種で、
代表的な動物がキツネザルのなかま

いのネズミキツネザルや、横っ飛び
するシファカ、竹ばかり食べるジェ

まりいると言われます。どの種もそ
れぞれ個性的で、私はとても愛らし
く感じます。
　でも、そのほとんどが絶滅の危機
に瀕

ひん

続く干ばつなどの気候変化、密猟や
森林破壊など、人間活動によるもの
がほとんどです。私たちが知らず知
らずのうちにキツネザルを絶滅の危
機に追いやっているのです。そんな
背景を発信できたらと考えています。
また、マダガスカルの政治情勢は複
雑で、貧富の差が大きく、児童労働
も問題視されています。多くの若者
たちが食糧難による栄養失調で勉学
に集中できないなど、数多くの問題
を抱えています。フェス期間中には

キツネザルの魅力だけでなく、マダ
ガスカルの環境問題などについても
お伝えしたいと思います。深刻な問
題ではありますが、目の前に魅力的
なキツネザルがいる動物園だからこ
そ、彼らの未来にも興味を持ち、楽
しみながら理解して頂けたらうれし
いです。

◆ 作り方 ◆

にし、水気をきっておく。

ぶし、油で揚げる。 

（蜜が焦げやすいので火加減に注
意！）。

める。

大豆を入れることで、たんぱく質やカ
ルシウムをとることができ、おやつに
もぴったりの一品です。


