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可燃ごみ 12/31㊏～令和 ５年1/3㊋
不燃ごみ・
資源物等、

し尿汲み取り
12/29㊍～令和 ５年1/3㊋

施設名 問合
12月 1 月

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
月 火 水 木 金 土 祝 月 火 水 木

犬山市役所・各出張所 ℡61-1800

市民
健康館

さら・さくらの湯 ℡63-3810
さくら工房 ℡63-3800
つどいの広場 ℡63-3817
健康推進課窓口 ℡63-3800

保健センター ℡61-1176
東児童センター「さんにぃれ」
・犬山市子育て支援センター ℡66-5700

橋爪子育て支援センター ℡61-7533

児童センター 子ども未来課
（℡44-0322）

身体障害者活動センター「ふれんど」 福祉課
（℡44-0321）

老人憩の家・老人福祉センター
高齢者支援課
（℡44-0325）

高齢者活動センター・南部高齢者活動セ
ンター
福祉活動センター
市民文化会館・南部公民館 ℡67-2411
市立図書館（※ 1） ℡62-6300
楽田ふれあい図書館（※ 1） ℡69-2662
公民館(塔野地・善師野)・
各地区学習等供用施設

文化スポーツ課
（℡44-0353）

勤労青少年ホーム（弓道場、体育センター）・
武道館・野外活動センター・
山の田公園（野球場、テニスコート）・
木曽川犬山緑地（野球場、多目的グラン
ド・テニスコート)・
内田多目的広場テニスコート

エナジーサポートアリーナ（市体育館）・
多目的スポーツ広場 ℡67-8080

フィットネスフロイデ ℡61-7272
市民交流センターフロイデ（※ 2） ℡61-1000
協働プラザ「わんまるーむ」 ℡48-1221
余遊亭 ℡61-6660
小弓の庄 ℡68-3767
楽田ふれあいセンター ℡69-2722 9 :00～18:00開館
今井ふれあいセンター ℡62-3940
犬山西ふれあいセンター ℡61-2335
東ふれあいセンター ℡67-4404
犬山城 ℡61-1711
文化史料館（本館・南館） ℡62-4802
どんでん館 ℡65-1728
旧磯部家住宅 ℡65-3444
青塚古墳ガイダンス施設 ℡68-2272
犬山里山学センター ℡65-2121

わん丸君バスの運行 防災交通課
（℡44-0347）

12月 1 月
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
水 木 金 土 祝 月 火 水 木 金

可燃ごみ
月・木コース × ○ ×

休み
× ○ ×

火・金コース × × ○ × × ○
水・土コース ○ × × ○ × ×

不燃ごみ・資源物等　　      （注 2 ）

通
常
ど
お
り

休み 通常どおり

都市美化センター（℡61-3392）・
わん丸エコステーション
粗大ごみの回収　　　　      （注 3 ）

粗大ごみ受付センター
し尿汲み取り　　　　　      （注 4 ）

　　　　は休みです。市役所休業中の出生・婚姻・死亡など戸籍に関する手続きは市役所日直室（正面
玄関右手通用口）へお願いします。市役所前公共駐車場は、年末年始を通して利用できます。

※ 1　図書館休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストへ（CD、ビデオ、DVD等の視聴覚資料は返却不可）
※ 2　市民交流センターフロイデに事務所がある団体については、直接各団体に問い合わせてください。

●休業日

●年末年始日程表　ごみは 8 :00までに集積場へ（注1）

（注 1） 8 :00から順次ごみ回収を行っていますので、ごみは 8 :00までに出すようお願いします。特に年末年
　　　　始はごみの量が多く人員を増やして収集するため、パッカー車の到着時間が通常よりも早くなること
　　　　がありますので、ごみを出す時間は必ず守ってください。
（注 2）不燃ごみ、乾電池、蛍光管、スプレー缶類、空きびん、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチー
　　　　ル缶、ペットボトル、飲料用紙パック、新聞紙、雑誌・雑がみ、布類、段ボール
（注 3）粗大ごみの回収は地区ごとに決められた月 2回の収集日の 7日前まで（ 1月 4日㊌～ 6日㊎・ 9日㊗
　　　　・10日㊋が収集地区になっている場合は12月28日㊌まで）に、粗大ごみ受付センター（℡0120-484-
　　　　530）へ申し込んでください。ただし申し込み状況によっては回収日の希望に添えない場合もありま
　　　　すので、ご了承ください。
（注 4）年内の汲み取りを希望する場合は12月20日㊋17:00までに、㈲犬山衛生管理組合（℡54-2397）へ申し
　　　　込んでください。ただし申し込み状況によっては希望に添えない場合もありますので、ご了承くださ
　　　　い。また、し尿汲み取り券は事前に用意してください。

●テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは粗大ごみに出せません！
　使用済みのテレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）、冷蔵庫（冷凍・保冷・冷温）、洗濯機・衣類乾
燥機、エアコンを廃棄するときは、リサイクル料金と収集・運搬費用を支払って小売店に引き渡すなどしてく
ださい。
※詳しくは「犬山市ごみ分別なんでも百科」の15ページを見てください。
問合　環境課（℡44-0344）

左の期間は、集積場にごみ
を出さないでください。
下の収集日程表を確認して、
ごみを出してください。

年末年始の業務案内

年末年始のごみ収集・し尿汲
く

み取り
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講座名
内容

日時・場所・定員・講師・費用・持物

季節を楽しむ
お菓子作り
（全 5回）

季節の行事のものや旬のフルーツを使い、おやつやプレゼントにも喜ばれるお菓子を
作ります。

日時　令和5年1月18日㊌・25日㊌、 2月 1日㊌・ 8日㊌、 3月 1日㊌　10:00～12:00
場所　料理実習室　　定員　12人　　講師　山田章子氏
費用　受講料2,500円、材料費初回900円　※ 2回目以降 1講座900円を回ごとに集金
持物　エプロン、タオル、持ち帰り容器、筆記用具

リフレッシュ・
ヨガ
（全 5回）

無理のないポーズを中心にレッスンを進めていきます。癒しのひと時を過ごしましょ
う。

日時　令和5年1月18日㊌・25日㊌、 2月 1日㊌・ 8日㊌・15日㊌　10:00～12:00
場所　和室 1・ 2　　定員　12人　　講師　太田和世氏　　費用　受講料2,500円
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物

楽しい俳句
（全 5回）

初心者向けの俳句講座です。名句鑑賞と実作を通して俳句を学びましょう。

日時　令和5年1月11日㊌・25日㊌、 2月 8日㊌・22日㊌、 3月 8日㊌　10:00～12:00
場所　講義室　　定員　12人　　講師　宮地瑛子氏　　費用　受講料2,500円
持物　筆記用具

健康太極拳
（全 5回）

床ストレッチ、八段錦（気功法）、足の運びに手をつけて練習します。太極拳の動作
を 1番から 9番まで行います。

日時　令和 5年 1月12日㊍・19日㊍・26日㊍、 2月 2日㊍、 9日㊍　13:00～15:00
場所　展示室など　　定員　12人　　講師　西代晃子氏　　費用　受講料2,500円
持物　動きやすい服装、底が厚くないシューズ、マットまたはバスタオル、タオル、
　　　飲み物

おしゃれ園芸
（ガーデニング）
（全 3回）

「花は暮らしのアクセサリー」をコンセプトに季節を感じさせるコンテナガーデンを
楽しみ、作品つくりから管理方法、飾り方の工夫など楽しく学びます。

日時　令和 5年 1月19日㊍、 2月 2日㊍、23日㊗　10:00～12:00
場所　講義室　　定員　12人　　講師　安藤祥子氏
費用　受講料1,500円、材料費初回3,500円
　　　※ 2回目以降 1講座3,500円～4,000円を回ごとに集金
持物　手袋（園芸用または使い捨て）、割りばし、レジャーシート、はさみ

旬の食材を使った
おもてなし料理
（全 5回）

和食、洋食、中華料理など簡単に作ります。

日時　令和5年1月12日㊍・26日㊍、 2月 2日㊍・ 9日㊍、 3月 2日㊍　10:00～12:00
場所　料理実習室　　定員　12人　　講師　田中貴久枝氏
費用　受講料2,500円、材料費初回800円　※ 2回目以降 1講座800円を回ごとに集金
持物　エプロン、布巾、タオル、持ち帰り容器、筆記用具

大人可愛い
ビーズアクセサリ
ー作り
（全 5回）

ビンテージ、ランプビーズ等多種の素材を使って初心者から上級者テクニックを楽し
く学びながら 5 作品を作ります。

日時　令和5年 1月20日㊎、 2月 3日㊎・17日㊎、 3月 3日㊎・17日㊎　10:00～12:00
場所　講義室　　定員　12人　　講師　柴山美起子氏
費用　受講料2,500円、材料費初回3,500円
　　　※ 2回目以降 1講座2,800円～3,800円を回ごとに集金
持物　ニッパー（はさみ可）、平型ペンチ、丸やっとこ、受け皿、定規

講座名
内容

日時・場所・定員・講師・費用・持物

リラックス・ヨガ
（全 5回）

ヨガで体をほぐして簡単なエクササイズで体を引き締めていきます。

日時　令和 5年 1月17日㊋・31日㊋、 2月 7日㊋・21日㊋、 3月 7日㊋
　　　10:00～12:00
場所　塔野地公民館　和室　　定員　12人　　講師　大原祐美加氏
費用　受講料2,500円
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物

次のページへ続く

文化史料館35周年企画展（愛知県
政150周年記念）「文化史料館セレ
クション展」後期
　犬山市文化史料館は昭和62年の
開館から今年で35周年を迎えまし
た。そこで、開館35周年を記念し、
市の所蔵品や寄託を受けた資料か
らセレクトした企画展を開催しま
す。
　本展では、犬山焼と犬山城を描
いた風景画を中心に展示します。
この機会に、犬山市が所蔵する貴
重な資料をお楽しみください。
期間　12月 8 日㊍～
　　　令和 5年 2月14日㊋
※12月29日～31日は休館
時間　 9 :00～17:00
　　　（最終入館16:30）
場所　城とまちミュージアム
　　　展示室 2
料金　300円（中学生以下無料）
※本館・南館共通
問合　文化史料館（℡62-4802）

　日本人、外国人を問わず市民が
交流できる催事「多文化交流フェ
ス×フロイデまつり」を開催しま
す。
　会場の 2～ 4階では「多文化交

　市では国内外の都市と姉妹・友
好都市提携を結んでいて、それぞ
れの児童生徒が描いた絵画を互い
に展示する作品展を開催し、交流
を図っています。
　今回は姉妹都市である宮崎県日
南市から、日南市の魅力が描かれ
た作品 6点が届きました。犬山市
の小中学生が「犬山城」をテーマ
に描いた作品 6点と合わせて、計
12点を市役所で展示します。
日時　12月10日㊏～21日㊌
　　　 8 :30～17:15
場所　市役所 1階　市民プラザ
問合　地域協働課（℡44-0343）

流」をテーマとした出展やステー
ジ、 1階ではキッチンカーの出店
などがあります。
　出店者、出演者をはじめイベン
トについて詳しくは、次の二次元
コードまたは市ホー
ムページ ページ番号
1008881 で確認でき
ます。
日時　12月18日㊐10:00～16:00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　（松本町四丁目21番地）
内容　・フラダンスやアルプホル　　
　　　　ンの演奏
　　　・世界の食べ物や雑貨の販　　　
　　　　売
　　　・犬山朝市協同組合による　　　　　　
　　　　キッチンカーやブースの　　　
　　　　出店
　　　・犬山市協働プラザや入居　
　　　　団体の活動紹介など
問合　地域協働課（℡44-0349）

【南部公民館・塔野地公民館　共通】
対象　市内在住または在勤の18歳以上の人
申込・問合　①12月 2 日㊎・ 3日㊏で初心者（令和 3・ 4年に受講してない人）を対象に電話で
　　　南部公民館（℡68-0834）か次の二次元コードから申し込み。
　　　②12月 6 日㊋・ 7日㊌で定員に満たなかった講座を、経験者を含め電話で申し込み。
※①②の申込期間で応募多数となった講座は抽選となります。
※障害があり介添人の同伴や手話通訳を希望する場合は事前に問い合わせてください。
※定員に満たなかった講座は市外の人も申し込み可能になります。
※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。

●南部公民館

●塔野地公民館

姉妹・友好都市
絵画交流事業作品展

多文化交流フェス×
フロイデまつり

文化史料館企画展

後期公民館講座催 し
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　採用担当者から直接話を聞くこ
とができる就職面接会を開催しま
す。希望する企業のブースで具体
的な仕事の内容や会社の雰囲気な
どを確認することができます。
日時　12月15日㊍
　　　10:00～12:00、
　　　13:00～15:00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 4階フロイデホール
対象　新型コロナの影響により離
　　　職を余儀なくされた人など
　　　の一般求職者
費用　無料
申込　不要（入退場自由）
※詳しくはホームページ（https:
//www.aichi-job.info/event/）
を見てください。
問合　愛知県就業促進課
　　　（℡052-954-6366）

●参加者募集
日時　令和 5年 2月12日㊐
　　　（雨天決行）
　　　 1 ㎞ 9 :40～、3 ㎞ 9 :50～
場所　スタート
　　　 1㎞犬山北小学校正門付近

　今年度大会は、コース上にある
犬山城北側木曽川沿いの城下トン
ネル内で 9月 5日㊊に発生した壁
の剥離による通行止めが、大会ま
でに復旧の見通しが立たないこと
から開催中止となりました。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

　リトルワールドは2023年 3 月18
日㊏で40周年を迎えます。
　その約100日前にあたる次の期
間で、小学生以下入館無料デーが
実施されます。詳しくは公式ホー
ムページを確認してください。
期間　12月10日㊏・11日㊐
　　　10:00～16:00（11日㊐は
　　　11:00に開館）
問合　リトルワールド
　　　（℡62-5611）
※営業情報、休館日を来館前に
公式ホームページ（https://www
.littleworld.jp/）で確認してくだ
さい。

　本年度新成人を迎えるメンバー
で構成されている二十歳の集い実
行委員会により「二十歳の集い
2023」が開催されます。

　次の期間中、犬山市民の入村料
金がワンコインになる特別企画が
開催されます。
期間　12月 3日㊏～
　　　　　令和 5年 1月 9日㊗
料金　500円
※通常料金は、大人2,000円、
シニア（65歳以上）・大学生　　　
1,600円、高校生1,200円、小中学
生700円
※マイナンバーカードや免許証な
ど、市内在住の証明ができるもの
を提示してください。
※ 1人の証明で 5人まで割引可
※シニア、大学生、高校生は要証
明
※他の割引券やサービス券との併
用不可。また、団体利用不可
問合　博物館明治村（℡67-0314）
※来村前に、休村日や新型コロナ
の感染予防対策を必ず公式ホーム
ページ（https://www.meijimura.
com/）で確認してください。

　「市民活動助成金」は、自主的で積極的なまちづくり、市民活動を促
進することを目的として、地域を元気に、まちを快適で魅力あるものに
していく企画提案事業に必要な経費の一部を助成するものです。
　令和 5年 4月から実施する企画提案事業を次のとおり募集します。
※詳しくは市ホームページ ページ番号1000761にある募集要領を見るか、
助成金申請説明会へ参加してください。
●募集内容
対象　令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの事業
申込　令和 5年 1月23日㊊までに所定の申込用紙に必要事項を記入し、
　　　必要書類を添えて市役所 3階地域協働課へ
●助成金申請説明会「助成金申請にトライしてみよう！」
　市民活動助成金の概要や、申請のコツなどを教える説明会を開催しま
す。
日時　①12月10日㊏14:00から
　　　②12月16日㊎11:00から
　　　※各日60分程度。①②は同じ内容です。
場所　協働プラザ「わんまるーむ」
　　　（市民交流センターフロイデ 1階）
申込　各回の 3日前までに次の二次元コードから申し込むか、
　　　協働プラザ「わんまるーむ」（℡48-1221　Eメールinfo
　　　＠inuyama-plaza.com）へ

●企画提案発表会（公開審査）
　企画提案の発表（ 5分以内）、提案書、質疑応答の内容を総合して審
査します（申請団体は参加必須）。
日時　令和 5年 2月18日㊏10:00～14:00（予定）
※募集要領・申込用紙は、市役所 3階地域協働課で配布し
ています。次の二次元コードからダウンロードもできます。
※この助成金は、市議会での令和 5年度予算成立が前提と
なります。
問合　地域協働課（℡44-0349）

日時　毎月第 2・ 4㊐（年末年始除く)
　　　①未経験者向け　 9 :10～10:10
　　　②経験者向け　　10:10～11:40
場所　楽田ふれあいセンター
講師　シルバー会員（将棋 3段の有資格者）
費用　月額2,000円
申込・問合　シルバー人材センター（℡62-8505）へ

日時　令和 5年 1月 8日㊐
　　　12:15～16:00
　　　（受付開始11:30）

　　　・式典およびイベント
　　　　12:15～14:30
　　　・中学校地区別フリートー
　　　　クタイム
　　　　14:30～16:00
　　　　（随時解散）
場所　市民文化会館
内容　祝いの演舞、恩師との再会、
　　　思い出のスライドショー、
　　　お楽しみ抽選会等
対象　平成14年 4 月 2 日～平成15
　　　年 4月 1日生まれの人
費用　1,000円（当日集金）
※犬山市に住民登録のある対象者
と、市外在住で申し込みのあった
人には、11月下旬に案内状を送付
しました。
※市外へ転出した対象者を知って
いる人は、「二十歳の集い」の開
催についてお伝えください。また
案内状が必要な人は、送付先を下
記問合先へ連絡してください。
※案内状には、新型コロナ対策の
お願いを記載していますので、必
ず熟読し記載内容を遵守して参加
してください。
※新型コロナの影響により、内容
等変更になる場合があります。

　　　 3㎞ライン大橋付近
費用　 1人100円
申込　11月28日㊊～12月23日㊎に
　　　申込書と費用を直接、市役　　　　
　　　所 3階文化スポーツ課か勤　　
　　　労青少年ホーム、エナジー　
　　　サポートアリーナ（市体育　
　　　館）、各出張所へ（郵送・　　　　　
　　　電話申し込み不可）
※当日申し込みも受け付けます
（ 8 :15～ 9 :15の予定）が、申込
者多数の場合は時間の都合により
受付できない場合があります。
※募集要項（申込書）は、市ホー
ムページページ番号1007135に掲
載しているほか、市役所、各出張
所、市内スポーツ施設、犬山キャ
スタなどで配布しています。
●ボランティアスタッフ募集
申込　12月23日㊎までに直接また　　　
　　　は電話で市役所 3階文化ス　
　　　ポーツ課（℡44-0352）へ
※当日はスタッフビブスを貸与
【共通】
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

問合　青少年センター（文化スポ
　　　ーツ課内　℡44-0353）

スポーツ振興くじ助成事業

実行委員会ではイン
スタグラムで随時情
報を発信しています。
また変更がある場合
は、市ホームページ ページ番号
1005524 でもお知らせします。

犬山二
は た ち

十歳の集い2023
テーマ「わ」

博物館 明治村
入村料金ワンコイン

応援します　あなたの活動
令和 ５ 年度市民活動助成金企画提案事業

催 し

リアル&地元で
会える！
地域別就職面接会

いぬやまランニング
フェスティバル
2023

読売犬山
ハーフマラソン
開催中止

リトルワールドで
小学生以下
入館無料デー

シルバー人材センターによる将棋教室

募 集
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部屋名
利用区分

9 :00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 18:00～21:00

多目的室 1 利用区分ごとに　390円
多目的室 2 利用区分ごとに　240円
多目的室 3 利用区分ごとに　480円

ミーティング
ルーム 利用区分ごとに　150円

・住宅敷地を買い増ししたとき
●住宅改修による固定資産税の減
額
　既存住宅の耐震改修、省エネ改
修またはバリアフリー改修工事を
行い、一定の要件を満たすときは
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。詳
しくは市ホームページページ番号
1006232 を見るか問い合わせてく
ださい。
●償却資産の申告
・償却資産とは
　構築物や機械、器具、備品など
事業で使用する資産をいい、固定
資産税の対象となります。
　太陽光発電設備やアパート経営
などによる次のような資産も含み
ます。
例：看板、塀、門、植栽などの外
構、アスファルト舗装、フェンス、
自転車置場など
・申告は毎年必要です
　市内に償却資産を所有している
人は、令和 5年 1月 1日時点の所
有状況を申告する必要があります。
昨年度申告のあった人には12月中
旬に申告の案内を送付しますので、
償却資産の増加・減少がない場合
もその旨を申告してください。
　新たに申告が必要となる人は申
告書を市ホームページ ページ番
号1006941 からダウンロードする
か問い合わせてください。
　申告はeLTAX（エルタックス）
（https://www.eltax.lta.go.jp/）
を利用することで、インターネッ
トからも行うことができます。

　eLTAXはこちら▶
申告期限　令和 5年 1月31日㊋
※ 1月20日㊎までの提出にご協力
ください。
問合　税務課　資産税担当
　　　（℡44-0315）

　新型コロナの影響により、市内
事業所の雇用と市民の就業環境が
厳しい状況となっています。
　市では、市内事業所の人材確保
と求職者の就職機会の拡大を支援
するための合同企業相談会を開催
します。この相談会に参加する事
業所を募集しています。

日時　令和 5年 2月 9日㊍
　　　10:00～15:00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 4階フロイデホール
内容　各事業所ブースにて事業内
　　　容や求人内容の説明
※来場者は現在求職活動中の人で
市民に限定しません。
対象　ハローワークに求人を出し
　　　ている事業所（相談会当日
　　　に有効な求人票を出すこと
　　　が条件）
※60歳以上の人を募集する事業所、
市内に営業拠点のある事業所を優
先的に選考します。
募集数　25社
費用　無料
申込・問合　12月16日㊎までに
　　　産業課（℡44-0340）へ
※詳しくは市ホームページページ
番号1007085を見てください。
※新型コロナの影響により、中止
する場合があります。

●年内の連絡をお願いします
　固定資産税・都市計画税は、毎
年 1月 1日現在に土地・家屋・償
却資産を所有する人にかかる市税
です。
　市では市内の土地・家屋の現況
把握に努めていますが、家屋の取
り壊しなどについて確認のため所
有者からの連絡をお願いしていま
す。
　令和 5年度課税に向けて実地調
査を行う必要があるため、次のよ
うなときは年内に連絡してくださ
い。
・家屋を取り壊したとき
・家屋を新築・増築したとき
・土地・家屋の利用状況を変更し
　たとき

　年の瀬を控え、慌ただしさを感
じるこの時期は防犯意識が薄れが
ちになります。
　また、一日の中で暗い時間が長
くなるので、侵入盗や不審者の出
没など、さまざまな犯罪の発生が
懸念されます。被害に遭わないた
めに、確実に戸締りをする・窓や
ドアはツーロックにするなど日頃
から高い防犯意識を持ち身近な対
策を実践しましょう。
【重点項目】
・特殊詐欺の被害防止
・侵入盗の防止
・自動車盗の防止
問合　防災交通課（℡44-0347）

　12月 6 日㊋は県内一斉に交通安
全大監視を行います。
　一人ひとりが交通安全意識を高
め、交通事故の防止に努めましょ
う。
【重点項目】
・夕暮れ時と夜間の事故防止およ
　び歩行者の安全確保
・運転者の安全運転意識の向上お
　よび飲酒運転等の根絶
・自転車の交通ルール遵守の徹底
問合　防災交通課（℡44-0347）

　市民健康館は新型コロナワクチ
ン接種会場として使用する可能性
があるため、次の期間は「さら・
さくらの湯」は臨時休業します。
期間　12月の毎週㊏㊐
※変更となる場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

●夜の冷え込みに注意
　気温がマイナス 4℃以下になる
と、防寒の不完全な水道管は凍っ
たり、破裂したりします。
　むき出しになっている水道管な
どには、事前に防寒対策を行い凍
結を防ぎましょう。
●防寒のしかた
①水道管や蛇口のまわりに毛布や
布などの保温材を巻いて、濡れな
いように上からビニールなどを巻
きつけてください。
②メーターボックスの中に毛布や
布などを入れ、内部を保温してく
ださい（メーター検針が行える状
態にしておいてください）。
③蛇口を少し開けて少量の水を出

しておくと凍結しにくくなります。
●水道管が破裂したとき
　メーターボックスの中にある止
水栓を閉めて水を止めてから、市
指定水道工事店（市ホームページ
 ページ番号1000700 で確認でき
ます）に修理を依頼してください。
修理は有料です。
●水道管が凍って水が出ないとき　　
　凍結部分にタオルをかぶせ、そ
の上からゆっくりとぬるま湯をか
けてください。熱湯をかけると、
水道管が破裂したり割れたりする
ことがあるので注意してください。
問合　水道課（℡62-9300）

　令和 3年 4月に羽黒東部老人憩の家が東ふれあいセンターに変わり、
地域のみなさんが利用しやすい施設とするため、令和 4年 5月より改修
工事を行いました。このたび、工事が終了し11月20日にリニューアル
オープンしましたので、ぜひ利用してください。
　施設の利用方法など詳しくは、次の二次元コードから
市ホームページ ページ番号1001537 で確認できます。
利用時間　 9 :00～21:00 
場所　羽黒字水井戸30番地
休館日　㊊および12月28日から翌年 1月 3日まで
利用申請　利用したい日の 3か月前（市外の人は 2か月前）の月の初日　
　　　から利用したい日の前日までにセンターへ申請（利用申請や問い
　　　合わせは9:00～12:00）
使用料

※営利、営業、商業宣伝またはこれらに類する目的で利用する場合（地
域またはセンターの活性化を目的とする場合を除く）の使用料は、この
表に記載されている使用料の 3倍の金額となります。
問合　地域協働課（℡44-0349）
　　　東ふれあいセンター（℡67-4404）

募集人員　 3人
雇用期間　
　 1人：随時～令和 5年 3月31日
　 2人：令和 5年 4月 1日～
　　　　　　令和 6年 3月31日
※原則更新あり
勤務日時　月12日程度
　　　　　 8 :30～16:30
　　　　　（うち休憩60分）
勤務場所　
　　　身体障害者活動センター
　　　ふれんど
　　　（㊐㊗、年末年始休館）
賃金　時給990円
　　　交通費別途支給あり
業務内容　施設利用の障害者の機
　　　能回復訓練、教養活動の支
　　　援、施設利用者の身の回り
　　　の簡単な介助、施設利用者
　　　の送迎業務
応募資格　普通自動車免許取得者
選考方法　面接選考（ 1月上旬）
申込・問合　12月23日㊎までに履
　　　歴書（写真貼付）を直接ま
　　　たは郵送（必着）で身体障
　　　害者福祉協会（身体障害者
　　　活動センターふれんど内
　　　℡61-8008　〒484-0081大字
　　　犬山字相生50）へ

募 集

合同企業相談会
参加事業所

年末の安全な
まちづくり県民運動
12月 1 日㊍～20日㊋

年末の
交通安全県民運動
12月 1 日㊍～10日㊏

さら・さくらの湯
臨時休業

身体障害者福祉協会
職員募集

固定資産税の
適正課税に協力を

生 活

水道管の冬じたく

東ふれあいセンターリニューアルオープン
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　障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動へ積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障
害者基本法では毎年12月 3 日から 9日を「障害者週間」と定めています。一人ひとりが
障害のことを理解して、それぞれの立場でできることをすると、すべての人たちが暮ら
しやすいまちになっていきます。障害の有無に関わらず、共に生きる社会を考えてみま
せんか。

　知っていますか？　「心のバリアフリー」

　障害者支援制度のお知らせ　※詳しくは市役所 1階福祉課（℡44-0321）へ問い合わせてください。

社会的障壁（バリア）に気づく、取り除く

障害を持つ人やその家族への差別を行わない

自分とは異なる条件を持つ人とコミュニケーションをとる力を養い、
すべての人が抱える困りごとを想像し、共感する力を持つ

　心のバリアフリーとは、障害の有無や年齢・性別、考え方に関わらず、すべての人がお互いに理解を深める
ためにコミュニケーションをとり支えあうことです。心のバリアフリーを実現するための 3つのポイントを紹
介します。

・障害者タクシー券が、令和 4年度より自動車税の減免を受けている人でも申請できるようになりました。
・自動車改造費等の助成について令和 4年 8月より対象を拡大し、重度身体障害者の介護者が身体障害者の移
　動のために使用する自動車を改造、もしくは購入する場合にも助成を受けることができるようになりました。
　※助成を受けるには改造等をする前に申請が必要です
・ボランティア団体が作製した音声による広報「声の広報」の貸し出しを行っています。
・「ヘルプマーク」は市役所 1階福祉課窓口で配布しています。（一人 1個）。
問合　福祉課（℡44-0321　fax44-0364）

　心身に障害がある人にとって、日常生活を送るのに障壁となるもの（＝バリア）が社会
にはたくさんあります。バリアを作り出さないようにする、バリアを取り除く、バリアが
あることを伝えることが大切です。
例 1：視覚障害者の妨げになるので、点字ブロックの上に自転車をとめない
例 2：音声案内のみで電車の運行情報のお知らせがあったら、聴覚障害の人や外国人に　　　　
　　　メモを使って知らせる

　障害のある人に正当な理由なく、障害のない人と異なる対応をしてはいけません。また、障害のある人から
何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応をするようにしましょう。

　人によって困りごとや求めるサポートは異なります。「身体が不自由」「目が見えない」など一括りにせずに、
まずはコミュニケーションをとり、困りごとはないか、必要なサポートは何かを聞くことからはじめましょう。

【悪い例①】
「車いすを利用している人だから、
押してあげなきゃ！」と、相手の
意向を聞かずに勝手に車いすを押
す。

【悪い例②】
「目が不自由な人だから、点字ブ
ロックまで連れて行かなきゃ！」
と、いきなり腕を引っ張る。

【良い例】
「何かお手伝いすることはありま
すか」と優しく声をかける。

ポイント①

ポイント②

ポイント③

◀
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク

日常で使える手話

左
ひだり

手
て

の甲
こう

に、揃
そろ

えた右
みぎ

手
て

をのせ右
みぎ

手
て

を上
あ

げながら
頭
あたま

を下
さ

げる

～人権啓発キャッチコピー～
　「誰か」のこと　じゃない。
●人権週間とは
　国際連合は、世界人権宣言を採択した12月10日を
「人権デー」と定め、日本では、法務省と全国人権
擁護委員連合会が、毎年12月 4 日～10日を「人権週
間」と定め、世界人権宣言の趣旨およびその重要性を広め、人権尊重思
想の普及・高揚を図るため、啓発活動を行っています。
●人権擁護委員
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けて、活動を行う民間のボラ
ンティアです。
　人権問題解決に向けて相談業務のほか、人権尊重思想の普及啓発を図
るため、各学校や子ども未来園での人権教室の開催、街頭での啓発活動、
人権作文の審査など、人権擁護のための幅広い活動を行っています。
　犬山市では 6人の委員が活動しています。
　【委員紹介】　梅村幹雄さん　　岩田芳子さん　　玉置純二さん
　　　　　　　　髙木浩行さん　　上島洋子さん　　丹羽美代子さん

人権擁護委員による人権相談
日時　毎月第 2㊌13:00～16:00　場所　南部公民館 2階会議室 3
※月によって日時が変更になることがあります。
●人権週間の行事予定
　人権相談　12月 7 日㊌13:00～16:00　場所　南部公民館 2階会議室 3
　ＤＶＤ上映会　12月 7 日㊌～ 9日㊎　各日14:30～16:00
　　　　　　　　場所　市立図書館 2階視聴覚室
　パネル・作品展示　12月 7 日㊌～ 9日㊎　各日 8 :30～17:00
　　　　　　　　　　場所　市役所 1階市民プラザ
●常設人権相談所　日時　㊏㊐㊗を除く毎日 8 :30～17:15
　「みんなの人権110番」　℡0570-003-110
　「子どもの人権110番」　℡0120-007-110
　「女性の人権ホットライン」　℡0570-070-810
　「インターネット人権相談」　受付窓口はこちら▶

●外
がいこくじん

国人人
じんけん

権相
そうだん

談　日
にち

時
じ

　㊏㊐㊗を除
のぞ

く毎
まいにち

日 9 :00～17:00
　「外

がいこくご

国語人
じんけん

権相
そうだん

談ダイヤル」　℡0570-090-911

問合　市民課（℡44-0303）

　新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等
の被害の相談も受け付けています。
　困った時は、一人で悩まず相談してください。

活動紹介～子ども人権教室～
　主に小学生、保育園児などを対象に、人権
教室を開催しています。
　人権尊重思想について理解しやすい内容と
なるようビデオ、紙芝居、かるた、クイズな
どを活用し思いやりの大切さやいじめをなく
すことなどを伝える活動をしています。

▲子ども人権教室の様子

　各市営住宅の空き地について、
周辺住環境の改善・予防や地域の
振興につながる下記用途を目的と
する場合であれば、使用料を支払
うことで使用することができます。
　空き地の使用を希望する場合は、
都市計画課まで相談してください。
対象となる使用用途
①駐車場（建て替え工事などの一
　時的利用のもの）
②資材置き場（町内会や工事など
　の資材で容易に撤去可能なもの）
③工事、調査等作業場所（平面的
　な利用で、周辺に影響を与えな
　いもの）
④その他、周辺住環境の改善・予
　防や地域の振興につながる一時
　的な行為
使用の条件
・既存の市営住宅の環境に影響を
　与えないこと
・使用後については、市営住宅の
　使用に支障の無いように回復す
　ること
使用期間　 2 年以内
※更新可能
使用料　犬山市行政財産目的外使
　　用料条例による
※市営住宅一覧は次
の二次元コードから
市ホームページペー
ジ番号1008828 を見てください。
申込・問合　申込書を直接、郵送、
　　　ファックスまたはＥメール
　　　で市役所 2階都市計画課
　　　（℡44-0331　Fax44-0366　
　　　〒484-8501住所不要
　　　Eメール080100@city.inu
　　　yama.lg.jp）
　　　または次の二次
　　　元コードから申
　　　し込み
※申込書は市ホームページページ
番号1001354 にあります

「第74回「人権週間」12月 4 日～10日生 活
市営住宅未利用地の
使用について「障害者週間」12月 3 日～ 9 日
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犬山北地区
民生委員児童
委員協議会

各施設
図書カード
30,000円

　ノルディックウォーキングは 2
本のポールを使い、腕を後ろに押
して歩く全身運動です。一度体験
してみませんか。
日時　12月22日㊍、
　　　令和 5年 1月19日㊍
　　　10:00～11:30
場所　市民健康館201研修室
内容　講習と屋外ウォーキング
　　　（雨天時は屋内）
※ 2日間とも同じ内容です
講師　犬山ノルディックウォーク
　　　らぶインストラクター
対象　市民
定員　各回15人
費用　無料
持物　水分補給用の飲み物
※動きやすい服装で来てください。
※専用のポールを貸し出します。
申込・問合　12月 7 日㊌から市民
　　　健康館（℡63-3800）か次の　
　　　二次元コードか
　　　ら申し込み
※新型コロナの影響に
より中止・延期する場合がありま
す。

●丸山子ども未来園、こすもす園、
　犬山西児童センター、犬山北児
　童クラブ、犬山幼稚園へ

●指名競争入札資格審査申請（追
加受付）
　愛北広域事務組合が令和 5年度
に発注する建設工事、設計業務等、
物品の製造・販売および役務の提
供等に関する指名競争入札に参加
を希望する人は、申請書を郵送で
提出してください。
　令和 4・ 5年度用に申請し受理
された人は必要ありません
申込・問合　12月15日㊍～令和 5
　　　年 1月20日㊎に、愛北広域
　　　事務組合業務第 1 係（℡
　　　0587-37-0840　〒482-0016
　　　岩倉市野寄町向山760）へ

　労働保険とは、労災保険と雇用
保険の総称で、正社員、パート、
アルバイトなどの雇用形態にかか
わらず、労働者を一人でも雇用し
たら、加入手続きをしなければな
りません。労働者を雇用したら速
やかに労働保険への加入手続きを
しましょう。
　手続きについて詳しくは、下記
問い合わせ先へ相談してください。
問合　・雇用保険について
　　　　犬山公共職業安定所
　　　　（℡61-2192）
　　　・労災保険について
　　　　江南労働基準監督署
　　　　（℡0587-54-2443）

※申請様式は組合ホームページ
（http://www.aihoku-kouiki
.jp/）からダウンロードしてくだ
さい。
●人事行政の運営等の状況
　愛北広域事務組合の人事行政の
運営等の状況を組合ホームページ
で公表しています。

　遊歩道が整備され、水辺の景色
も楽しめます。
　健康づくり推進員が引率します。
日時　12月 6 日㊋10:00から
      約 1 時間
集合　市民健康館正面玄関前
場所　中島池コース
費用　無料
持物　飲み物
問合　市民健康館（℡63-3800）
※当日 8 :30時点で雨天の場合は
中止します。
※発熱や風邪症状のある人は参加
を控えてください。当日血圧が高
いなど体調によっては参加できな
いこともあります。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

　申し込み不要で初心者の人でも
無理なくできる体操です。
●ゆったりストレッチ体操
音楽に合わせ全身を使ったストレ
ッチ体操です。
日時　12月 8 日㊍・22日㊍
　　　いずれも10:00～11:30
場所　南部公民館 2階和室
講師　愛知県健康づくりリーダー
費用　各回300円
●らくらく体操

　椅子に座って「肩こり、腰痛、
膝痛」予防の体操などを行います。
日時　12月14日㊌10:00～11:00
場所　南部公民館 2階会議室 1
講師　健康づくり推進員
費用　100円
【共通】
対象　どなたでも
持物　水分補給用の飲み物、健康
　　　手帳、マットまたはバスタ
　　　オル（ゆったりストレッチ
　　　のみ）
問合　市民健康館（℡63-3800）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

●12月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
3 日㊏　犬山中学校PTA
　　　　（℡61-2409）
　　　　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
　　　　南部中学校PTA
　　　　（℡67-0030）
10日㊏　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
24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）
5 日㊊　大本町
　　　　（鷲見　℡090-1093-1149)
15日㊍　七軒町町内会
　　　　（浅野　℡61-2495)
25日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸　℡62-4104)
［楽田地区］
第 2・ 4㊌　楽田東子ども未来園
　　　　保護者会（℡67-4446）

※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）

ごみの分別と出し
方について詳しく
はこちら▶

ごみの分別アプリ
「さんあ～る」
の紹介はこちら▶

●エコステーション（資源物の回収拠点）

●わん丸エコステーション（常設）

日時 12月11日㊐
9 :00～16:00

12月17日㊏
9 :00～12:00

12月25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。

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）

日時 12月11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。

※新型コロナの影響により中止する場合があります

健 康

善意ありがとう
ございます

愛北広域事務組合
からのお知らせ

12月の健康体操

労働保険加入手続き

ちょこっと歩こう
犬山 IN中島池

ごみ・リサイクル　12月分生 活

ノルディック
ウォーキング
講習会
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子どもの年齢 講座名 日時 内容

3 ～ 5 か月 すくすくタイム 12月14日㊌10:30～11:30 あやし遊び・絵本

6か月～ 1歳未満 さくらっこ　ひよこ 12月 9 日㊎10:30～11:30 歯磨き講座・親子遊び

1歳～ 1歳 6か月 さくらっこ　あひる 12月16日㊎10:30～11:30 歯磨き講座・親子遊び

1歳 7か月～ さくらっこ　こねこ 12月23日㊎10:30～11:30 離乳食講座・戸外遊び

今年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 12月15日㊍10:30～11:30 英語で遊ぼう・絵本

0～3歳の多胎児（多胎児の妊婦を含む） にこにこタイム 12月21日㊌10:30～11:30 親子遊び・情報交換

★児童センター
　18歳未満の子どもが自由に遊べる施設で、市内に 6か所あります。
　開館時間　毎週㊊～㊏ 9 :00～18:00（㊐㊗年末年始を除く）
　※東児童センターさんにぃれは㊋㊗と㊐の午後、年末年始が休館
●子育て広場ぽんぽこ（乳幼児とその保護者）ふれあい遊びや体操、育児情報などを提供します。
　日時　㊊～㊎10:00～15:00 （㊗、年末年始除く）　場所　犬山南、犬山西、城東、羽黒、楽田の 5つの児童センター
●パパもあそぼう（乳幼児とその保護者）子どもとお父さんが楽しく関われる遊びを提供します。
　日時　12月17日㊏10:30～11:30　場所　犬山西児童センター

　子どもと遊ぶ、子どもと学ぶ、子育てについて相談する。各施設で実施している子育て支援事業を紹介します。
新型コロナの影響により、行事を中止・変更する場合は市ホームページやセンターだよりなどでお知らせします。

★子育て支援センター
　市内に 3か所あり、おおむね 0～ 3歳までの子どもとその保護者が
一緒に遊べる場所を提供します。子育てに関する相談もできます。

●子育て支援コーディネート「ぷらっと」（℡070-1277-2726）（東児童センター内）
　子育ての相談・援助などを行います。　日時　㊊、㊌～㊎10:00～13:00　
●子ども未来課　（℡44-0324）（市役所 1階）　子育て情報を提供します。
●子ども未来センター（要予約）（℡61-1295）（保健センター 1階）　対象　 3歳児～中学生
　子どもの精神発達に関する心配事や、子育ての悩みごとについて専門家に相談ができます。
　日時　12月13日㊋　① 9 :15～　②10:45～　③13:00～　④14:30～
●家庭児童相談室（℡62－4300）（保健センター 2階）　日時　毎日（㊏㊐㊗除く） 9 :00～17:00
●すくすく❣いぬまる（℡44-0359）（保健センター内）　日時　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Eメール　sukusukuinumaru@city.inuyama.lg.jp（名前、電話番号を記載してください）

★子育て講座
　子育てに関する知識や遊び体験など育児に役立つ講座を実施します。
　場所　東児童センターさんにぃれ
　申込・問合　12月 1 日㊍から開催前日までにさら・さくら　つどいの広場（℡63-3817　 9 :30～15:30）へ

●犬山市子育て支援センター
　（東児童センターさんにぃれ内）
日時　毎週㊌～㊊10:00～16:00
※㊐は正午まで
問合　℡66-5700

●橋爪子育て支援センター
　（橋爪子ども未来園内）
日時　毎週㊊～㊎10:00～15:00
問合　℡61-7533

●さら・さくら　つどいの広場
　（市民健康館内）
日時　毎週㊋～㊏10:00～15:00
※市民健康館の休館日は除く
問合　℡63-3817　市内在住の小中学生に、期間限

定のわん丸君バス無料乗車券を配
布します。
利用期間　令和 4年12月26日㊊～
　　　12月28日㊌、令和 5年 1月
　　　 5日㊍・ 6日㊎・ 9日㊗
配布方法
市内の小中学校に通学している人
　冬休み前に各小中学校を通じて
配布します。
市外の小中学校に通学している人
①直接配布
　市役所 3階防災交通課へ来てく
　ださい（代理受け取り可）。
②郵送にて配布
　Eメールに件名「小中学校無料
　乗車券」として住所、氏名、生
　年月日、電話番号、学校名を防
　災交通課（010400@city.inuya
　ma.lg.jp）へ
※発送には 2日程度かかります。
※土曜日・日曜日は運休です。
※同伴する保護者は通常料金（ 1
日200円）が必要です。
●バスの運行情報がいつでも確認
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
確認できます。次の二
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）

　フードモデルを使って日常の食
事が適量で栄養バランスがとれて
いるかをチェックでき、食の改善
推進員からアドバイスを受けるこ
とができます。
日時　12月13日㊋10:00～11:30
　　　（受け付けは11:15まで）
場所　南部公民館1階展示室 2・3
費用　無料
持物　健康手帳　申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

～痛くない方向・部位の運動でカ
ラダはよみがえる～
　股関節や膝関節などに不調があ
り、動かしづらい時でもできる運
動法を紹介します。
日時　第1回 令和 5年 1月11日㊌
　　　第2回 令和 5年 1月25日㊌
　　　第3回 令和 5年 2月 8日㊌
　　　10:00～11:30
場所　丸山地区学習等供用施設
　　　集会室
内容　関節の動きの確認や痛みの
　　　出にくい動かし方などの運
　　　動実習
講師　NPO法人日本健康体育協
　　　会　代表理事　土屋真人氏
対象　65歳以上の市民
定員　先着15人
費用　900円 (1回300円ずつ集金）
持物　水分補給用の飲み物
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　12月 8 日㊍から市民
　　　健康館（℡63-
　　　3800） か次の二
　　　次元コードから
　　　申し込み

給付金額　児童 1人あたり 1万円
支給方法　令和 4年 9月分の児童　
　　　手当を支給した口座に振り　
　　　込みました。公務員は、申
　　　請受付後、指定口座に振り
　　　込みます。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

　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　12月申請は12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
いない本人確認書類（健康保険証、
介護保険証等）の場合は 2点必要
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

　令和 4年 9月分の児童手当を受
給する人へ、愛知県子育て世帯臨
時特別給付金を11月29日㊋に支給
しました。
対象　令和 4年 8月31日に愛知県　
　　　内に居住し、令和 4年 9月
　　　分の児童手当を受給してい
　　　る人（対象児童：平成19年
　　　 4月 2日～令和 4年 8月31
　　　日生まれ）
※所得制限限度額以上の人（児童
1人あたり月額5,000円が支給さ
れている特例給付受給者、所得制
限上限額以上で特例給付が支給さ
れない人）は対象ではありません。
※公務員は給付金を受けるための
申請が必要です。必要な書類は市
ホームページ ページ番号1009377
を見てください。

12月の子育て情報

子どもと遊ぶ

子どもと学ぶ

子育てについて相談する

児童センターについて
詳しくはこちら▶

子育て講座について
詳しくはこちら▶

「ぷらっと」への
相談予約はこちら▶

子育て支援センターについて
詳しくはこちら▶

高 齢 者

子 育 て

選んで楽しく
健康レストラン

関節が痛いときの
運動法（全 3 回）

小中学生限定
わん丸君バス
冬休み無料乗車券

12月に
満8５歳になる人へ

愛知県子育て世帯
臨時特別給付金

健 康
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　こどもの包括支援に関わり協会
を立ち上げた遠藤浩克先生と、今
まで携わってきたこどもたちとの
経験を通して、周囲の大人たちが
できることは何か、実例を挙げな
がら一緒に考えていきます。
日時　12月10日㊏10:00～11:30
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 3階301会議室
講師　（一社）あいち子ども包括
　　　支援協会
　　　代表　遠藤浩克氏
対象　保護者、支援者、教師、保
　　　育士など興味のある人

　健康維持のためにフラダンスを
一緒に楽しみませんか。クリスマ
スソングの体験もあります。
日時　12月10日㊏・11日㊐
　　　13:00～15:00
場所　上野地区学習等供用施設
対象　女性
定員　 6人
※要事前申込
持物　動きやすい服装（スカート
　　　不可）、飲み物
申込・問合　藤津（℡090-7679-　　　
　　　0044）へ

費用　500円
定員　50人
申込　ホームページから申し込み
問合　NPO法人こどもサポート
　　　クラブ東海　三輪（Eメー
　　　ルinfo.kodomo.sct@gma
　　　il.com
　　　℡090-8498-2015）
※詳しくは次の二次
元コードからホーム
ページ（https://ko
domo-sct.org/)を見てください。

ます。
日時　12月14日㊌～18日㊐
　　　 9 :00～16:30
　　　（初日13:00から、最終日
　　　15:00まで）
場所　南部公民館 1階展示室 1
費用　無料
問合　渥美（℡090-4110-8925）

　風景、人物、静物等を洋画、C
G、パッチワーク、トールペイン
ト等で描いた作品を約50点展示し

　日常ですぐに使える、“脳科学
に基づく子育てのヒント”を楽し
く学ぶ定期的な子育て勉強会の場
です。
　12月のテーマは「自分も相手も
尊重するコミュニケーションをと
ろう」です。子どもとペースが合
わない、思うように伝わらないと
いうケースから考えます。子ども
連れで参加できます。
日時　12月21日㊌10:00～11:30
場所　名古屋経済大学 1号館
講師　（一社）ハートマッスル
　　　トレーニングジム
　　　桑原朱美氏
対象　保護者、支援者
費用　500円
定員　 8人
申込　ホームページから申し込み
問合　NPO法人にこっと 佐曽利
　　　（Eメールnicotto.or@gm
　　　ail.com　℡090-4259-3320）
※詳しくは次の二次
元コードからホーム
ページ（https://ni
cotto2525.org）を見てください。

アートワーク犬山
第 7 回作品展

　具象、抽象の作品を油彩、水彩
などで描かれた作品、約30点を展
示します。
日時　12月20日㊋～25日㊐
　　　 9 :00～16:00
　　　（最終日15:30まで）
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　鎌野（℡090-1294-0035)

■各種相談コーナー（無料）
内容 日時 場所 その他

市民 平日 8 :30～17:00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8 :30～16:00は手話通訳可
㊌㊍㊎相談員は女性

行政 12月23日㊎10:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順
登記 12月14日㊌13:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順

不動産・空き地・空き家 12月20日㊋13:00～16:00 市役所　会議室 当日先着順
行政書士 12月21日㊌13:30～15:30 市役所　会議室 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 12月 7 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）

令和 5年 1月26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 1月16日㊊～20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） 12月16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） 12月21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）

①12月 6 日㊋10:00～16:00
②12月22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（要予約） ㊊～㊏ 9 :00～17:00 フロイデ 1階協働プラザ
「わんまるーむ」(℡48-1221) ―

ふくし総合相談 平日 8 :30～17:15 市役所 1階福祉課(℡44-0319) ―
生活困窮者相談 平日 8 :30～17:15 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

①令和 5年 1月 5日㊍
②令和 5年 1月19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①12月 1 日㊍、 ②12月15
日㊍の各日13:00から電話で社
会福祉協議会（℡62-2508）へ
（先着順）

ボランティア 12月 5 日㊊・19日㊊
10:00～12:00

フロイデ 1階
協働プラザ交流スペース ―

身体障害者当事者
による相談 12月 7 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

12月12日㊊・19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
第 1 ・ 3 ㊋17:00～19:00
第 2 ・ 4 ㊐ 9 :00～12:00

㊊㊋㊌㊐は市役所 2階相談室②
㊏は勤労青少年ホーム 2階

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、㊐は先着 3人）

青少年の悩み相談 平日 9 :00～17:00
12月 6 日㊋・20日㊋は19:00まで

市役所 3階文化スポーツ課
青少年センター（℡44-0318)

12月 6 日㊋・20日㊋17:15～
19:00は市役所 1階市民相談室
左記時間外は留守電対応

児童生徒の不登校相談室 平日 9 :00～17:00
フロイデ 1階適応指導教室
ゆう・ゆう（℡63-0502、 
℡39-5522）

―

児童虐待に関する
情報提供 平日 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ダイヤル「189」へ

ひとり親自立 平日 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

12月 2 日㊎、 9日㊎、16日㊎
13:00～16:30 市役所 1階相談室 ―

中国語　外国人 12月23日㊎13:00～16:30 市役所 1階相談室 ―

税理士による税務相談
（要予約）

令和 5年 1月12日㊍13:00～16:00
※キャンセルが出た場合のみ受付 市役所 2階相談室② 予約は直接または電話で市役所

1階税務課（℡44-0315）へ

安心・安全な年末を迎えるた
めに
●飲酒運転を根絶しよう
　12月 1 日から10日までの10
日間、年末の交通安全県民運
動が実施されます。住民の一
人ひとりが、飲酒運転は、重
大事故に直結する悪質・危険
な違反であることを正しく認
識し、「飲酒運転はお酒を飲
む人も、飲ませた人も犯罪で
ある」ことを徹底して、飲酒
運転を根絶しましょう。
問合　犬山警察署(℡61-0110)

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。

「市民のひろば」に掲載を希
望する人は企画広報課へ。
2月 1日号の締め切りは12月
16日㊎、 2月15日号の締め切
りは令和 5年 1月 5日㊍、 3
月 1日号の締め切りは令和 5
年 1月18日㊌。

親と支援者の学び場
「子育て勉強会
イロドリ」

講演会
「子どもの未来の
ためにできること」

フラダンス
新規メンバー募集
無料験会

警察署だより

洋画会展
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規　格　 枠　縦 ㎜×横 ㎜
　　　　 枠合併枠　縦 ㎜×横 ㎜
掲載料　 枠 , 円（消費税および地方消費税含む）
　　　　 枠合併枠 , 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  を
見てください。
　　　　　　　　　　問合　企画広報課（℡ - ）

このスペースに広告を出しませんか

売買・賃貸・管理

㈱中央不動産センター
売買無料査定、土地活用等、不動産の相談承ります！

〒484－0086 犬山市松本町3－1
TEL：（0568）65－0565

AM ９：３０ ～ PM 6：0０
Email / inuyama@apamanshop-fc.com 

定休日：なし

犬山店
全国1000店舗超、
盛況営業中！

※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※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

4 年ぶりの開催に多くの賑わい
　10月 8 日・ 9日の 2日間にわたり「第19回犬山
市産業振興祭わいわい犬山フェスティバル」が市
民文化会館を中心に開催されました。 4年ぶりの
会場開催となったことから、今回のテーマは「リ
スタート がんばろう犬山！」となりました。
　会場では農産物や飲食物の販売があったほか、
寄せ植え教室やプランター野菜講座、刃物研ぎ、
木工教室、城東中学校吹奏楽部による演奏、わん
丸君のお誕生日会などが行われ、多くの人で賑わ
いました。

谷口克之さん、軟式野球大会優勝を報告
　10月12日、「日本スポーツマスターズ2022岩手大
会軟式野球」に出場した羽黒在住の谷口克之さん
が、全国大会優勝の報告に山田市長を訪れました。
　この大会は、35歳以上のマスターズ世代を対象
とした国内唯一の総合スポーツ大会で、谷口さん
は安城ベースボールクラブに所属し、 8番セカン
ドで出場しました。 3日間で 5試合という過酷な
スケジュールでしたが、若い時から全国大会の出
場経験をもつメンバーたちと戦い抜き優勝を勝ち
取りました。

自転車で巡る秋の犬山
　10月 9 日、自転車で秋の犬山市内をめぐる「自
転車散歩inいぬやま」が開催されました。今回が
10回目となった「自転車散歩inいぬやま」は、新型
コロナの影響により、令和元年以来 3年ぶりの開催
となっています。40㎞を走る「ツール・ド・コー
ス」、20㎞を走る「ファミリーコース」の 2コー
スが用意され、730人が参加しました。参加者らは
オリジナルTシャツに身を包み、笑顔で走り出し
ていきました。

16事業所が初期消火の技術競い合う
　10月13日、するすみふれあい広場で令和 4年度
屋内・屋外消火栓取扱競練会が開催されました。
　この競練会は事業所などで火災が起きた場合に
備えて、迅速に初期消火を実施する技術の習得を
目的に開催されていて、例年多くの市内事業所が
屋内・屋外での消火技術を競い合っています。
　今回は市内16事業所が参加し、日ごろの訓練の
成果を披露しました。

▲スタート地点の内田防災公園を出発する参加者

▲賞状を持つ谷口さん▲多くの人出に賑わう会場

▲屋内の部優勝の
　「株式会社今仙電機製作所」

▲屋外の部優勝の
　「リスパック株式会社」
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● 賢い都市経営で財源確保を
　大きく進めました！
　市長就任から昨年度までの 7年間で確保できた
新たな財源は、約36億 2 千万円です。ふるさと納
税活用、余剰空間活用、遊休財産売却などの収入
増加策と、不要不急事業や各種契約の見直し、市
直営事業の民営化などの支出抑制策を、徹底して
進めました。顕著な成果はふるさと納税で、事業
経費や市外流出分を除いた実質的収入は、市長就
任から昨年度分までで約14億 4 千万円です。
　就任前と比較し、貯金（財政調整基金）は約10
億円増加、借金（市債残高）は 3億 5千万円減少
となり、サービス水準を向上させながら、財政の
将来見通しも大幅に改善いたしました。

● 子育て環境は県内最低から
　最高水準としました！
　子ども医療費助成を18歳まで拡充し、第 3子以
降の幼稚園・保育園・小中学校の給食費無料化、
0～ 2歳の保育料無料化、放課後児童クラブ利用
料の無料化、犬山産の新米提供、 1歳までの育児
用品宅配支給など、多子多胎世帯の支援拡充を進
め、ひとり親家庭の養育費確保を支援強化するな
ど、サービス水準を県内最高レベルへ押し上げま
した。
　また、保育士の増員、保育士の負担軽減、子ど
も未来園への障害児支援員配置、育休退園見直し、
病児保育実施に向けた受託者決定、子育て世代包
括支援センター設置による支援強化、栗栖での児
童クラブ開設、子ども読書空間整備、子ども未来
園整備や 3歳未満児の保育環境の充実なども進め
ました。

● 便利で簡単でわかりやすい市役所
　になり、デジタル対応も県内最先
　端としました！
　市役所の手続き等では、あちこち窓口を回らな
くてよいワンストップ化、添付書類を減らし書か
なくてよいなどの簡素化、市役所に行かなくてよ
いオンライン化、支払いが便利なキャッシュレス
化、お役所言葉の見直しなど文書改革の推進等を
徹底して進めました。
　また、ゴミ分別や子育て支援など複数のアプリ
導入、シェアリングエコノミー（資源を共有活用
する仕組み）の活用による地域課題への対応、AI-
OCRやRPAなど情報技術活用による市役所業務の
自動化推進、デジタルが苦手な方への支援強化な
どを進めました。
　情報公開日本一を目指し、オープンデータ推進
や、多様な広報媒体を通じたシティプロモーショ
ンなど情報発信を工夫しました。公文書管理条例
制定により信頼向上を図りました。公共施設のト
イレ洋式化を前倒しました。

● 停滞していた懸案事項が
　前進できました！
　20年以上決まらなかったゴミ処理施設の建設地
が決まり、令和10年供用開始に向けた道筋がつき
ました。放置されていた都市美化センターおよび
八曽最終処分場の地元協定を総括し、塔野地地区、
善師野地区、入鹿地区と新たな覚書を交わし、地
元要望への対応を推進しました。また、前原台へ
の下水整備を大幅に前倒し、令和10年供用開始に
向け推進中です。

● 新型コロナ・物価高騰には
　迅速に対応できました！
　ワクチン接種は、全国や県内と比較しても大変
早いペースで推進でき、各種給付金や支援策も手
際よく進められました。また、地域経済の振興や
生活支援としてのプレミアム商品券事業は、県内
最高水準の内容で、全市民が購入できる形で進め
られました。物価高騰への負担軽減として、水道
基本料金と給食費の無料化を進めました。

● 学習環境の改善と
　犬山らしい教育を推進しました！　
　全小中学校のトイレ改修、エアコン整備、情報
機器等整備を進め、学校改修と通学路安全対策の
予算アップ・スピードアップを図りました。
　少人数学級の拡大、就学援助の拡充、私学助成
拡充、特別支援教育の支援体制・支援内容の拡充、
不登校の新たな受け皿開設と支援人材配置、制服
や校則等の見直し、交通指導員増員、小規模特認
校の検討着手、中学生の学習支援の地域未来塾開
設を進めました。また、考えて行動する教育委員
会となるよう、教育委員会基本条例を制定しまし
た。
　国語教育日本一を目指し、読解力向上に向けた
授業づくりを推進し、学校図書室の改修や活用促
進、人員体制の強化を図りました。

● 農・商・工・観光の振興や
　支援強化を進めました！
　産業集積誘導エリアへの企業誘致（見込みを含
め 8社）、既存事業所の事業拡大支援（見込みを
含め 6件）、商業集積ラインへの商業店舗立地促
進（見込みを含め 6店）を進め、地域活力の創
出を図りました。また、小規模事業者への補助メ
ニュー充実、事業承継支援、マーケティング等相
談支援体制の強化、雇用創出のための合同企業説
明会の開催を進めました。産業振興基本条例を制
定しました。
　新規就農者への支援強化、農業者の設備投資や
6次化などへの補助創設、耕作放棄地やイノシシ
への対策強化など、農業振興を図りました。また、
観光戦略の策定、木曽川遊覧事業や宵のいぬやマ
ルシェなど観光コンテンツ強化、地域資源や異分
野の連携促進、情報発信強化など、観光振興を図
りました。

● 健康、老後、福祉への対応を
　強化しました！
　不妊治療費助成の県内最高水準への引き上げ、
ピロリ菌検査助成・糖尿病ハイリスク検診・子宮
頸がん自己採取検査の導入、若年層の健診等予防
メニューの拡充、国保脳検診定員拡大、ワクチン
助成拡充（おたふくかぜワクチン）、産婦健診補助
拡充や産後ケア事業開始、子どもの聴覚や視覚異
常への健診充実、歯科検診の無料化および対象年
齢拡充、受動喫煙対策強化などを進めました。
　特別養護老人ホームの増床など受け皿充実や、
在宅介護手当の県内最高額への引き上げによる
支援強化、介護予防メニューの拡充、見守り強化
など、介護問題への対応強化を進めました。また、
生活困窮・児童虐待への人的体制強化、障害者基
幹相談支援センター設置による支援強化、機械入
浴やタクシー利用助成拡充など障害者の支援強化
を進めました。
　引きこもりやヤングケアラーなど、高齢・障
害・子ども・生活困窮の課題を複数抱える家庭
へ、全世代の包括的な支援を進めるため、体制構
築（重層的支援体制）に着手しました。

（次のページへ続きます）

山田市政 ２ 期 ８ 年の総括！
　　　　山田市政は何点か？

　 2期 8年の市政運営ができたことは、すべて市民の皆さまのおかげです。ありがとうございました。
また、市職員や議会の皆さまにも、心より感謝申し上げます。
　市政運営には、正直に、丁寧に、本気でのぞみ、信頼第一をモットーにしてきました。その前提は皆
さまとの情報共有と考え、さまざまな広報媒体を通じて、積極的に発信してきました。そこで、山田拓
郎が市長としてどんな政策課題に取り組んできたのか、特に選挙公約への対応を中心に、最後の説明責
任を果たす意味で、山田市政 2期 8年を総括いたしました。皆さまで山田市政を検証いただき、今後の
犬山を考えるきっかけにしていただければと思います。
　12月16日に市長を退任いたしますが、愛する故郷犬山の持続的繁栄を願い、今後は一市民として地域
を支えていきます。同じ犬山の住民として、今後ともよろしくお願いします。

最終回

◀小学校の教室　
　に設置された
　エアコン

▲ワンストップ窓口（ 1階エレベーター前）

▲企業誘致を行った塔野地字下前田

▶ 1歳までの第 3子以降　
　がいる世帯に支給して
　いる紙おむつ
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最終回

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

12月 4日㊐ 村上内科 62-2201 こばやし眼科 62-7278 かみの歯科 0568-65-4860

12月11日㊐ 城南クリニック 61-0132 マザークリニックハピネ
ス 63-4103 ないとう歯科 0587-93-5500

20・21ページからの続きです

● 都市整備は攻めの姿勢で
　進めました！
　長年の懸案であった都市計画道路「富岡荒井
線」が、本年11月に開通できました。生活道路の
維持補修予算を大幅に増やしました。
　市街化区域内未利用地の活用推進、調整区域で
の住宅立地規制緩和（栗栖・今井・塔野地・富
岡）、幹線道路沿線の店舗立地の規制緩和、狭あ
い道路や宅地開発への補助制度創設など、家や店
舗を建てやすくしました。また、空き家バンク運
用・空き家利活用補助創設・空き家の除却支援強
化・空き家空き地条例制定など空き家対策を強化
しました。移住・定住補助制度を創設しました。
　公園の魅力向上に向けて検討を進め、新しい都
市計画マスタープランで市街地拡大の検討を進め
るなど、将来への道筋をつけました。
　全国でトップレベルに安い水道を、失ってはな
らない犬山の魅力として維持しつつ、持続可能な
水道経営に向け、設備更新等を加速させました。
また、下水道の経営改善に向け、不明水対策の管
路整備を加速させました。

● 安全・安心に関する施策が
　推進できました！
　ため池の防災・減災対策推進（22池）、冠水地
域への対策推進（村田機械南側や五ヶ村排水区）、
老朽インフラの計画的改修を進めました。
　地域や家庭の防災対策への支援拡充、カーブミ
ラー設置予算を1.5倍へ拡充、防犯カメラの計画的
設置や家庭の防犯対策への補助制度創設、土砂災
害特別警戒区域の住宅への補助制度創設、防災ハ
ンドブック作成、災害備蓄品の充実や災害協定推
進、災害弱者への支援体制強化やペットの避難対

● 町内会・地域コミュニティや市民
　活動への支援を強化しました！
　わん丸君バスの運行日数増加と空白地対応強化、
町内公民館改修等への補助額を約 2倍へ拡充、デ
ジタル町内会のモデル事業実施、市広報配布の見
直しなど町内会の負担軽減推進、西・東・今井地
区のコミュニティ拠点整備などを進めました。
　協働のまちづくり基本条例制定と市民活動支援
条例改正による支援の拡充、地域資源バンク創設
やまちづくりの新たな担い手掘り起こしの推進、
地域の課題解決支援や活躍の場づくり推進、在住
外国人への窓口対応強化やプレスクール拡充、地
域猫活動の支援実施などを進めました。

策など、災害に強く犯罪が少なくなるよう進めま
した。
　また、救急車の 4台運用体制確立と消防職員の
増員、AEDのコンビニ設置推進など、救急・火災
等への対応強化を進めました。近隣市町と消防通
信指令の共同化を進め、業務の効率化を図りまし
た。

● 歴史・文化に関する取り組みを
　推進しました！
　犬山城跡の史跡指定や門・櫓などの整備に向け
た取り組み推進、犬山祭のユネスコ無形文化遺産
の登録、文化史料館南館の整備、東之宮古墳の整
備完了、ヒトツバタゴ自生地の公有地化、石上げ
祭の県文化財指定に向けた取り組み推進と木曽川
鵜飼の調査準備着手および船頭育成推進、小牧・
長久手の戦いに関係する市との同盟締結、市民文
化会館舞台貸し実施、市史編さん推進、子ども大
学の講座拡充、東京2020オリンピック聖火リレー
誘致などを進めました。

● 十分な成果が得られなかったもの
　道の駅や将来の五郎丸駅整備を視野に、新たな都市拠点および交流エリア基本構想と、道の駅エリ
ア基本計画の策定まで進めましたが、新型コロナに伴う経済停滞や国際情勢に連動した物価高騰の影
響、市民生活の支援優先を理由に、事業推進を一時見合わせざるを得ませんでした。大きな事業であ
るため、抜本的な検証を踏まえ、次の市政での政策判断となります。
　また、定住人口維持に向け、様々な施策を展開しましたが、十分な成果が得られておらず、さらな
る工夫が求められます。
　スポーツコミッションを設立し、大会誘致を模索してきましたが、十分な成果が得られておらず、
犬山の地域特性に合ったスポーツイベントの誘致・支援へ軌道修正しているところです。

● 環境施策や河川空間活用に向けた
　取り組みが進みました！
　公共施設等のLED化・空調更新や太陽光発電
設置の促進、省エネ講座開催や啓発強化、住宅の
省エネ改修や電気自動車・燃料電池自動車の購入
に対する補助制度創設、リサイクル推進や食品ロ
ス・生ごみ減量への対策推進、浄化槽への補助拡
充、不法投棄監視カメラの増設、ごみ集積場整備
への補助制度創設や折りたたみ式ごみ収集容器の
設置拡充、環境基本計画の改定、担い手掘り起こ
し着手などを進めました。
　木曽川の河川空間全体活性化夢プランを作成し、
内田地区の木曽川沿川遊歩道整備や栗栖園地の拡
大に着手し、野縁公苑および竹林の整備などミラ
マチ栗栖の皆さんと協働を進めました。

■休日（日曜・祝日）診療　

■犬山市の人口と世帯　（11月 1 日現在）　

■休日小児診療　◯江南厚生病院内（こども救急診察室）℡0587-51-3333

◯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～）

◯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。

人口 72,846人（−329人）

男 36,190人（−146人）

女 36,656人（−183人）

世帯 31,784世帯（＋247世帯）

（　　）は前年同月との比較

■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

▲富岡荒井線（「上小針」交差点北　11月15日撮影）

▲令和 3年 4月より 4台体制となった救急車

▲「ミラマチ栗栖」による竹林の整備
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お兄ちゃん達と
いっぱい遊んで

すくすく大きくなぁれ

1歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか

お兄ちゃんと仲良く
すくすく

大きくなってね！

お兄ちゃんのアイドル
佑希天ちゃん！

一緒に遊んで育ってね。

これからもお兄ちゃんと
仲良く元気に育ってね！

令和 3年10月生まれ 令和 3年10月生まれ 令和 3年10月生まれ 令和 3年10月生まれ

応募はこちら

栞
し お り

里ちゃん 音
おと

羽
は

ちゃん 佑
ゆ の あ

希天ちゃん 乃
の あ

彩ちゃん

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。　応募締切　12月20日㊋
次回掲載予定　令和 5 年 2月 1日号　　対象　令和 3 年11月・令和 3 年12月生まれの赤ちゃん

　江戸時代後期から明治時代にか
けて造られた犬山祭の車

や ま

山は「動
く文化財」です。長い歳月、所有
町内の皆さんが大切に守ってきた
車山を、将来にわたってできる限
りもとの状態のまま伝えていくた
めには、適切な修理が不可欠です。
歴史まちづくり課では犬山祭保存
会や町内の皆さんと二人三脚で車
山の修理に取り組んでいます。
　車山の修理には二つの側面があ
ります。一つは、文化財の保存修

理という側面で、美術品などと同
様、修理後に、どこをどう直した
のかひと目見ただけでは分からな
いのが理想とされます。現状を損
なうことなく保ち、永く後世に伝
えるための「現状維持修理」だけ
でなく、修復が不可能な場合に原
本を保存して複製品をつくる「復
元新調」も保存修理に含まれます。
　もう一つの側面は、動く車の修
理という側面です。犬山祭の車山
のように動かされて使われる民俗
文化財の場合、文化財としての修
理に加え、安全に動かすための改
修（例えば、車軸や車輪などの修
繕や取り替えなど）も必要になり
ます。
　このように、車山の修理は、こ
れまで守られてきたものの価値を
保つための修理と、安全な運行の
ための修理の両方が必要で、一方
を尊重すればもう一方が成り立た

ない場合もあり、バランスをとる
ことが時として大変困難な作業に
なります。事業は、専門の委員会
を設けて、専門家、町内代表者、
行政と、犬山祭保存会、請負業者
が連携をとって進めます。
　限られた予算の中で、二つの側
面を調和させながら進める車山の
修理は、案件ごとに新たな課題と
向き合うことの繰り返しです。
400年近い犬山祭の歴史の中で、
車山を造った職人たちの技や守っ
てきた町の人々の思いまで引き継
いで将来へわたす、という気持ち
が、修理に携わるすべての人に求
められていると言えます。

（一社）犬山祭保存会

― 「動く文化財」の修理 ―
犬山市教育委員会　
　　　　　　　　歴史まちづくり課
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