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令和 3 年分確定申告、市民税・県民税申告が始まります
❶ 確定申告、市民税・県民税申告とは
　所得税および復興特別所得税の確定申告は、 1月 1日から12月31日までの 1年間に得た全ての収入の金額から
所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定
納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
　また、市民税・県民税申告は、 1月 1日に住んでいた市区町村に対して、前年の収入について申告するもので
す。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定資料にもなるため、収入の多少にかかわらず
申告が必要です。なお、確定申告をする場合、原則市民税・県民税申告をする必要はありません。

❷ 確定申告、市民税・県民税申告が必要な人

❸ 確定申告

●自宅で確定申告書を作成する
　国税庁ホームページから確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力するだけ
で申告書や決算書などを作成することができます。なお、作成した申告書等はe-Tax（国税電子申告・納税シス
テム）で税務署へ送信することができるほか、印刷して郵送などにより提出することもできます。
　新型コロナウイルス感染症のリスク軽減のため、多くの人が訪れる会場ではなく、自宅からパソコンまたはス
マートフォンなどによる申告をお願いします。
　詳しくは右の二次元コードからe-Taxホームページを見るか、小牧税務署（℡72-2111）へ問い合
わせてください。

〈申告書を書面で提出する場合〉
　直接郵送するときは、「〒485-8651小牧市中央一丁目424番地�小牧税務署」へ送付してください。また、市役
所税務課の窓口では㊏㊐㊗を除く 2月15日㊋〜 3月15日㊋（ 8：30〜17：15）、南部公民館では㊏㊐㊗を除く 2月
15日㊋〜28日㊊（ 9：00〜16：00）の期間中に申告書提出用のポストを設置します。封筒に入れて封をして投函し
てください（職員による内容の確認はありません）。

確定申告書作成の流れ

確定申告書等作成コーナー活用のメリット

ス
タ
ー
ト

令
和
4
年
1
月
1
日
に

犬
山
市
に
住
ん
で
い
た

令
和
4
年
1
月
1
日
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村

の
住
民
税
担
当
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い

NO

YES

・市内在住の親族の税法上の扶養になっている 申告不要収入なし
または

非課税となる
収入のみ

主に
公的年金収入

主に
給与収入

次の収入
・営業、農業
・不動産
・利子、配当
・�雑（公的年
金以外）
・譲渡
・一時

・年末調整済の給与が 1か所からのみ 申告不要

・市外在住の親族の税法上の扶養になっている
・誰の扶養にもなっていない

市民税・　
県民税申告

・�400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加
や変更がない 申告不要

・�給与収入があり、20万円以下の給与または公的
年金以外の所得がある

市民税・　
県民税申告

・所得金額より控除金額の方が多い
　（所得税が課税されない）

市民税・
県民税申告

・所得金額より控除金額の方が少ない
　（所得税が課税される） 確定申告

・�給与収入が2,000万円を超えている
・医療費控除などの控除を追加、変更する
・ 2か所以上からの給与がある　※4

・給与以外の所得が20万円を超えている
・年末調整をしていない

確定申告

・�公的年金収入が400万円以下で、20万円以下の給
与または公的年金以外の所得がある

市民税・　
県民税申告

・�公的年金収入が400万円を超えている
・公的年金以外の所得が20万円を超えている 確定申告

※ 1　非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業給付金などがあります。
※ 2　行政サービスを受けるときなどに申告が必要な場合があります。
※ 3　市民税・県民税申告は原則不要です。
※ 4　�2 か所以上からの給与を受け取っていて年末調整されなかった給与の収入金額と給与

以外の所得との合計額が20万円を超えている場合を指します。

※1

※2

※2

※2

※3

※3

※3
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〇このフローチャートは一般的な例を示しています。目安として利用してください。
〇上記で「市民税・県民税申告」となった場合でも、次に該当する人は確定申告をする必要があります。
　・所得税の還付を受けようとする人
　・初めて住宅ローン控除を受けようとする人
　・土地、建物、株式等の譲渡、先物取引など分離課税の対象となる所得を申告する人

〈注意〉

申告期限および納期限
　令和 3年分の所得税および復興特別所得税、贈与税の申告と納税の期限は 3月15日㊋です。
　令和 3年分の個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納税の期限は 3月31日㊍です。

①作成コーナーへアクセス
国税庁ホームページから確定
申告書等作成コーナーへアク
セスします。

②申告書等作成開始
画面の案内に従って金額等を入
力すれば、税額等が自動計算さ
れ、申告書等が作成されます。

③税務署へ提出
申告書等をe-Taxで送
信、または印刷して郵送
などで提出します。

　●自宅で申告書等が作成できます！
・確定申告会場に出向かなくても、パソコンやスマートフォンなどを活用し、自宅で申告書等の作成が
　できます。

　　●証明書の提示や提出が少なくなります！
・生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して電子申告した場合、
　提示や提出を省略できます。

　●自動入力機能が付いています！
・マイナポータル連携や過去の申告データを利用して各種控除などが自動で入力されます。
・スマートフォンのカメラで給与の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報などが自動で入力されます。

　●いつでも利用できます！
・24時間いつでも利用できます。

　　●還付金を早く受け取れます！
・還付申告の場合、書面で提出したときより還付金を早く受け取ることができます。

　●自動計算機能が付いています！
・画面の案内に従って入力すれば税額まで自動で計算されます。

さらに
e-Taxで
送信すると…
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●確定申告会場を利用する
　確定申告会場を南部公民館と小牧勤労センターの 2か所で開設します。

〈来場にあたって〉
来場する際はマスクの着用、手指消毒をお願いします。またできる限り少人数でお越しください。
両会場で入場時の検温を行います。37.5度以上の発熱がある人や体調のすぐれない人は入場をお断りします。

南部公民館

小牧勤労センター

【開設日時】 2 月16日㊌〜28日㊊（㊏㊐㊗除く） 9：30〜12：00、13：00〜16：00
【受付方法】整理券による当日受付（確定申告とは別枠です）
・当日 8：40頃から南部公民館の南玄関にて整理券を配布します。

【開設日時】 2 月16日㊌〜28日㊊（㊏㊐㊗除く） 9：00〜12：00、13：00〜16：00
※収入が公的年金のみで還付申告をする人を対象に15日㊋も開設します。
※会場では簡単な整理表に扶養者情報等を記入していただき、その整理表と源泉徴収票や医療費控除
の明細書、生命保険料控除証明書などの持参した資料を参考に、担当者がパソコン入力を行います。
※自分で申告書を作成するためのパソコンは設置していません。
※必要な書類については、令和 4年 1月15日号の広報犬山や市ホームページ　ページ番号1000048　な
どで確認してください。
【受付方法】
①インターネットによる事前予約
・下のカレンダーから希望日の二次元コードを読み込んで予約をしてください。
・希望日の 7日前 9：00から前日23：00まで予約できます。（例：15日は 8日の 9：00から予約開始）
・当日は予約時間の10分前までに会場の受付に来てください。時間を過ぎた場合は受付できません。
また、当日の混雑状況により予約時間を過ぎてもお待ちいただくことがあります。
②整理券による当日受付
・当日 8：40頃から南部公民館の南玄関にて整理券を配布します。

小牧市内で開設される今年の確定申告会場は小牧市公民館ではありませんので、ご注意ください。
【開設日時】 2 月16日㊌〜 3月15日㊋（㊏㊐㊗除く） 9：00〜17：00
※ 2 月20日㊐・27日㊐も開設します。
※収入が公的年金のみで還付申告をする人や新規に住宅ローン控除を受ける人を主な対象として、
　 2月 9日㊌〜15日㊋にも開設します。
【受付方法】確定申告会場に入場するには「入場整理券」が必要です。
①国税庁の公式LINEアカウントによる事前発行
右の二次元コードを読み込み、国税庁の公式LINEアカウントと友だちになって予約を
してください。入場時に、LINEで事前発行した際に表示される「受付完了」画面を確認します。
②当日配布
当日会場で配布しますが、全て配布した場合など状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあり
ます。

混雑を避けるため当日の受付人数には限りがあります。当日分
を全て配布した場合など、状況に応じて後日の来場をお願いす
ることもあります。なお、例年 1週目が非常に混み合います。
2週目以降を利用するなど、混雑防止にご協力ください。

○当日配布する整理券について

次の申告は南部公民館ではできません。
小牧勤労センターで申告してください。
①�土地、建物、株式等の譲渡、先物取引
など分離課税の対象となる所得の申告

②贈与税の申告
③�令和元年分の消費税等の課税売上高が
3,000万円を超える場合の申告

④令和 2年分以前の申告

○南部公民館ではできない申告

税理士による無料相談で受付をします。無料相談の事前予約は
できないため、当日配布する整理券を利用してください。

○住宅ローン控除、事業や不動産の所得を申告する人へ

A.�医療費控除を申告する場合は、医療費を記入した明細書が必要です。令和 2年分以後の確定申告においては、
領収書のみでは申告できません。明細書の様式は、国税庁や市のホームページからダウンロードできるほか、
市役所窓口や各出張所でも配布しています。また、医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知
らせ」など）の記載分のみを申告する人は、通知を添付することで明細書の作成を省略できます。

A.�ふるさと納税のワンストップ特例の適用を受けていた人が確定申告や市民税・県民税申告を行う場合、特例
は適用されなくなるため、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。寄附先
の団体から交付される寄附金の受領書、または国税庁が認可したふるさと納税の各ポータルサイトで発行す
る寄附金控除に関する証明書などを用意して確定申告をしてください。

Q.医療費控除を申告する場合、何が必要ですか。

Q.確定申告や市民税・県民税申告をしても、ふるさと納税のワンストップ特例は適用されますか。

確定申告

確定申告

税理士による無料相談

【 2月24日〜28日】

　　　　　　　受付可能人数
　　　　　　　①予約：70人/日
　　　　　　　②当日：58人/日

【 2月21日・22日】

　　　　　　　受付可能人数
　　　　　　　①予約：42人/日
　　　　　　　②当日：86人/日

【 2月15日〜18日】
注1）15日は収入が公的年金のみ
の人が対象です。

　　　　　　　受付可能人数
　　　　　　　①予約：28人/日
　　　　　　　②当日：100人/日

問合　税務課（℡44-0314）

問合　小牧税務署（℡72-2111）

注1

2 月 9 日㊌〜 3月15日
㊋の期間中は、小牧税
務署では還付申告も含
めた全ての申告相談は
行いません。確定申告
会場を利用してくださ
い。

〈注意〉

こまき巡回バス 桃花台線　小牧駅発　 桃花台センター上行

❹ 市民税・県民税申告
　市民税・県民税申告書は市役所 1階税務課で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
　令和 3年中に市民税・県民税申告をした人には、 1月下旬に令和 4年度分の申告書を送付しています。

受付場所 受付日時 申告期限

市役所 1階税務課 ㊊〜㊎（㊗除く） 8：30〜17：15 3 月15日㊋

❺ よくある質問

〈南部公民館の会場を利用するにあたって〉
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介護に悩んでいませんか
●心や体が疲れていませんか
　介護は誰もが直面する可能性があることです。介護をしている人は、知らず知らずのうちに心身が疲れている
ことがあり、その中で「高齢者虐待」が起きてしまうことも少なくありません。介護をしている人もされる人も
健やかな生活を送るためには、心身の疲れを早めに自覚し、悩みがある場合は他者に相談することが重要です。

　今の状態を把握してみましょう

□周囲に介護を替わってくれる人がいない □介護のために自分のやりたいことを我慢することが多い

□介護のことを相談できる人がいない □自分にも治療している病気や介助が必要な障害などがある

●自覚なく高齢者虐待をされている・していることがあります
　自宅で介護を受けている高齢者や介護をしている人に、高齢者虐待を「されている」「している」という自覚
がない場合も少なくありません。本人のためを思ってしていることが虐待に当てはまることもあることから、「誰
もが当事者になり得る問題だ」という認識を一人ひとりが持つことが重要です。
　また、認知症や障害などの病気や症状を正しく理解できていないことから、虐待へつながってしまうこともあ
ります。病気や障害、症状などについて正しい知識を持つことが虐待を防止する一歩となります。

●養護者による高齢者虐待とは
　平成18年 4 月に施行された高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止
法）では、以下のとおり定められています。
　高齢者・・・①65歳以上の者　②介護保険法などに定められている施設に入所または事業を利用している者
　養護者・・・�金銭管理や食事や排

はい

泄
せつ

の介助など何らかの世話をしている者（同居をしていなくても、現に身辺
の世話をしている親族や知人も含まれる場合がある。）

身体的虐待 心理的虐待

□殴る　　□蹴る　　□つねる
□やけどをさせる　　□ものを投げつける
□無理やり食事を口に入れる
□本人に向かって刃物を振り回したりする　など

□怒鳴りつける　　□ののしる　　□悪口を言う
□無視する　　□侮辱を込めて子どものように扱う
□�自分でトイレに行けるが処理しやすいという理由
でオムツをあてる� など

介護・世話の放棄、放任（ネグレクト） 経済的虐待

□入浴させていないため異臭がする
□劣悪な環境で生活させる
□病気や徘

はい

徊
かい

の状態を放置する
□必要なサービス利用や受診をさせない
□脱水症状や栄養失調の状態にさせる
□他の親族や知人などからの虐待を放置する　など

□日常生活に必要な金銭を与えない、使わせない
□本人の自宅などを無断で処分する
□本人の年金や預貯金を無断で使用する
□必要なサービス利用や受診の費用を支払わない

など

性的虐待

□排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する　　□人前で排泄行為をさせる、オムツを交換する
□介助がしやすいという理由でオムツや裸のまま放置する　　□性器を写真に撮る、スケッチする
□性的行為を強要する　　□わいせつな行為をする� など

●虐待が起きている・起きやすい状態かもしれません　　（※一例です）
【本人編】
□室内から怒鳴り声やうめき声がする� □急にやせこけたり体調が悪そうになった
□見慣れないあざができている� □本人の自由になるお金が一銭もない
□今までしていた受診をしなくなった� □今まで利用していた介護保険サービスを利用しなくなった
□急に塞ぎこむようになった� □「家を売られる」「お金を盗まれた」という話が急に出てきた
□服がいつも汚れている� □本人の姿を長いこと見ない
□無力感やあきらめ、投げやりな様子になる� □家族の話になると急に無口になる
【養護者編】
□急によそよそしくなった� □何かに悩んでいる様子が見られる
□いつもイライラしている� □急に金遣いが荒くなった
□あまり家に帰っていないようだ� □一人で介護をしている
□養護者にも病気や障害がある

　高齢者虐待は様々な原因が絡み合って起こります。虐待をしてしまった人を加害者として捉えるのではなく、
原因を探り負担軽減などの解決方法を一緒に考えるといった支援を行う必要があり、早期に発見し第三者が介入
することが重要です。通報者の個人情報は守られること、通報による解雇などの不利益な扱いは受けないことも
高齢者虐待防止法で定められていますので、少しでも異変に気づいたときは近くの高齢者あんしん相談センター
まで連絡してください。

●介護をしている人へ
　自分をいたわる心を忘れずに。以下の点を意識し、ご自身の生活も守ってください。

完璧を求め過ぎないようにしましょう
「こうしなければならない」「こうであるべきだ」などに縛られると、
できなかったことばかりに目がいきストレスが大きくなります。小
さくてもできたことに目を向けて認めることが大切です。

いろいろな人と話をしましょう ひとりで考えていると、ストレスが大きくなることもあります。友
人や家族と世間話をすることで気分転換にもつながります。

自分の好きなことをする時間を持ちま
しょう

趣味や買い物などで自分のための時間をつくるようにすることで、
気分転換になります。

誰かに相談しましょう 介護の悩みや思いは、ひとりで抱え込まずに周囲に相談することが
大切です。高齢者あんしん相談センターでも相談を受け付けています。

介護サービスや様々なサービス、制度
を活用しましょう

養護者の自分の時間や暮らしを守るためにも、介護サービスや様々
なサービス、制度を利用することが大切です。高齢者あんしん相談
センターでも相談を受け付けています。

●気軽に相談してください
　高齢者の介護や暮らしに関する総合相談の窓口を設置しています。相談内容によっては必要な機関を紹介する
など、支援が途切れないような体制を整えています。また、介護をしている人同士の交流の場や認知症の知識を
学ぶ講座、体操教室なども開催しています。介護の悩みや相談も受け付けていますので、気軽に連絡してください。

地区 センター名 電話(0568) 対応時間
（㊏㊐㊗、年末年始除く）

犬山北地区 犬山北地区高齢者あんしん相談センター ℡62-1166 8：45〜17：30

犬山南地区 犬山南地区高齢者あんしん相談センター ℡62-2270

8：30〜17：15
城東地区 城東地区高齢者あんしん相談センター ℡61-7800

羽黒・池野地区 羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター ℡68-1635

楽田地区 楽田地区高齢者あんしん相談センター ℡68-6165

問合　高齢者支援課高齢者福祉担当（℡44-0325）
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大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のひとり
梶原景時のゆかりの地、羽黒

羽黒地区にある飲食店13店舗がここに集結！
　「鎌倉殿の13人」の放映を機に、羽黒地区
を盛り上げます。次の店舗で、特別メニュー
が食べられます。
①シャチホコ味噌かつセット（とんかつ大安）�
②ひつまぶし（うなぎの大安）�③羽黒御膳（レストラン大安）�④鎌倉殿！
13種類のソーセージ盛り合わせ鉄板グリル（犬山ローレライ麦酒館）�⑤
松花堂「梶原膳」（日本料理関西）�⑥梶原定食（冨士寿司）�⑦極太カニま
で入る！こぼれいくらの13種巻（武寿し）�⑧鎌倉ランチ（喫茶ムーン）�⑨
羽黒の「串祭り」（まんてん）�⑩特製鎌倉弁当（日の出プラザエール）�⑪
羽黒の13たい焼き（tona�cafe）�⑫13種類の雑穀入りSmileモッフル（Café�
Smile）�⑬夜明けクリームソーダ（五条）
※この事業は、JA愛知北羽黒支店、羽黒地区町会長会、羽黒地区コミュニ
ティ推進協議会、犬山市、（一社）犬山市観光協会も協力支援しています。
期間　 1月 1日㊏〜 7月31日㊐　　問合　犬山駅観光案内所（℡61-6000）

第10回犬山城下町
おひなさまめぐり

　今年で10回目を迎えます。犬山
北のまちづくり推進協議会により
城下町に、ひな人形が飾られます。

①おひなさま飾り展示
期間　 2月10日㊍〜 3月10日㊍
場所　旧磯部家住宅（吊

つ

るし飾り
展示も）、どんでん館、市
役所、城下町各店舗など約
50か所

問合　旧磯部家住宅（℡65-3444
　　　 9：00〜17：00）
②城下町歴訪とひなめぐり
（歴史ボランティアガイド「ナイ
スで犬山」案内）
期間　 2月10日㊍〜 3月10日㊍
　　　随時（所要時間約 1時間半）
場所　旧磯部家住宅（集合）
費用　 1回1,000円
　　　（ 1グループ10人まで）
申込・問合　希望する日の 5日前

までに、市観光協会（℡61
　　　-2825）へ

青塚古墳ガイダンス
施設
2 月のイベント

●あおつか歴史講座
「尾関家・瓦師から犬山焼窯元へ」
　 3月27日㊐まで開催の企画展
「地域に眠る文化遺産in犬山東」
に関連した講座です。
日時　 2月26日㊏10：00〜11：30
講師　高浜市やきものの里かわら

美術館　学芸員
　　　井上あゆこ氏
定員　先着20人
費用　無料
●青塚子ども教室
「古墳型ハガキ作り」
　青塚古墳で刈り取った笹を使っ
て、古墳型のハガキを作ります。
日時　 2月27日㊐10：00〜11：30
対象　小中学生とその家族
定員　先着 8組
費用　 1組500円
【共通】
場所　青塚古墳ガイダンス施設
　　　研修室
申込・問合　 2月 1日㊋〜25日㊎

までに青塚古墳ガイダンス
施設（℡68-2272㊊休館）
へ

わんスポ
フェスティバル

ニュースポーツ大会
日時　 3月 4日㊎19：00〜21：00
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
内容　ボッチャ、カローリング、

ラダーゲッター
※種目を変更する場合あり
※チーム編成は当日発表
対象　市内在住、在勤、在学の小

学生以上
定員　50人　費用　200円
※中学生以下無料、保護者同伴
持物　室内用運動靴、タオル、飲

み物
※運動できる服装で来てください。
申込・問合　 2月10日㊍までに件

名「わんスポフェスティバ
ル申込」、氏名、住所、年
齢及び連絡先をEメールで
文化スポーツ課（℡44-
0353�Eメール070300＠city.
inuyama.lg.jp）へ

※新型コロナの影響により変更す
る場合があります。

公職選挙法の課題を
考えるシンポジウム

講演とパネルディスカッション
　第一部では元三重県知事北川正
恭氏による「主権者教育」をテー
マとした基調講演を行い、第二部
では投票率や民主政治、公職選挙
法をテーマとしたパネルディス
カッションを行います。
日時　 2月23日㊗13：30〜15：30
場所　市民交流センター 4階
　　　フロイデホール
定員　先着70名　　費用　無料
申込・問合　 2月14日㊊までに電

話でゆめ選挙創造委員会
（選挙管理委員会事務局　
総務課内℡44-0300）へ

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
※当日の様子は、後日市公式You
Tubeで配信します。

東之宮古墳
シンポジウム

太陽と月　東之宮古墳譚（物語）
　 3世紀後半につくられた東之宮
古墳の史跡整備が完了し、まもな
く 1周年を迎えます。これを記念
したシンポジウムを開催します。
日時　 2月26日㊏13：00〜16：00
場所　市民交流センター 4階
　　　フロイデホール
内容　報告「史跡東之宮古墳の整

備について」犬山市教育委
員会歴史まちづくり課

　　　�基調講演「古墳と太陽と月」
　　　東海大学文学部
　　　教授　北條芳隆氏
　　　�講演「古代人と冬至の王」
　　　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長　赤塚次郎氏
　　　対談　東海大学文学部
　　　教授　北條芳隆氏
　　　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長　赤塚次郎氏
定員　150名（当日先着）
費用　無料
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

身体障害者社会見学
日時　 3月15日㊋ 7：30〜17：00
※雨天決行、警報発令時は中止
行先　ラグーナテンボス
対象　市内在住の身体障害者とそ
　　　の家族介護者
定員　50名
費用　3,300円
申込・問合　2月28日㊊15：00まで

に、身体障害者活動センタ
　　　ーふれんど（℡61-8008）か、

最寄りの身体障害者福祉協
会役員へ

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

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

犬山市民総合大学敬道館卒業式記念講演会
　苦難を乗り越え、義足ダンサーとして活躍する大前光市氏。2016年と
2021年のパラリンピック閉会式でダンスを披露。様々な舞台で活躍する
までの道のりを、芸術性豊かな力強いダンスと共にお伝えします。
日時　 3月12日㊏13：30〜15：30
　　　（13：00開場。卒業式を含む）
場所　犬山市民文化会館（全自由席）
講師　大前光市氏（義足のダンサー）
演題　誰にでも輝ける場所がある
定員　一般受講希望者150人
　　　（申込者多数の場合は抽選）
費用　大人1,000円、小中学生500円
※未就学児の入場はお断りします。
※令和 3年度市民総合大学の受講生は申し込み不要です。当日、受講票
を提示して無料で参加できます。
申込　 2月 2日㊌〜 3月 1日㊋（消印有効）に、次のとおり申し込んで

ください。①と②を重複して申し込んだ場合、①を有効とします。
　　　①電子申請　�犬山市ホームページ　ページ番号1000899　にある申

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

入枚数（ 2枚まで、大人・小中学生の別を明記）、郵便番
号、住所、電話番号、メールアドレスを、返信面宛名欄
に郵便番号、住所、氏名を記載（返信面通信欄は記入し
ないでください）

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

大前光市氏
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募 集

社会福祉協議会
ボランティア講座

●視覚障がい者ボランティア講座
　地域で暮らす視覚障がい者を支
えるボランティア活動をあなたも
はじめませんか。（全 3回）
日時・内容　各日10：00〜12：00
① 3 月 2 日㊌
　「情報を点字で伝えてみよう」
② 3月 9日㊌
　「情報を音で伝えてみよう」
③ 3月16日㊌
　「ガイドヘルプの基本と体験」
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 3階302会議室
対象　視覚障がい者福祉やボラン

ティア活動に関心のある人
●きこえのサポーター養成講座
　携帯ホワイトボードを使って、
聞こえない人と筆談でコミュニ
ケーションしてみませんか。（全
3回）

日時・内容　各日10：00〜12：00
① 3 月 5 日㊏
　「聞こえない人の話を聞こう」
② 3月12日㊏
　「携帯ホワイトボードを作ろう」
③ 3月19日㊏
　「筆談でコミュニケーションし
てみよう」
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 3階303会議室

犬山駅東からくり広場
犬山ひばりヶ丘公園の
物品販売事業者

　犬山駅東からくり広場、犬山ひ
ばりヶ丘公園内にて、キッチン
カー等を対象とした物品販売事業
者を募集します。
利用開始
　犬山駅東からくり広場
　 4月 1日㊎から
　犬山ひばりヶ丘公園
　 2月 1日㊋から
対象　民間事業者等
料金　 1区画2,000円/日〜
※予約開始日、申請方法など詳細
は、下記の二次元コードから市ホ
ームページを見るか問い合わせて
ください。

問合　土木管理課（℡44-0334）

避難支援者向け
講演会

災害時に知っていると役立つ避難
支援
　過去の災害で地域の人たちやボ
ランティアが実践した事例をもと
に、「知っていれば誰でもでき
る」、「日頃からの地域のつながり
の大切さ」など災害時に役立つ知
識などを紹介します。
日時　 3月 5日㊏10：00〜11：30
　　　（ 9：30開場）
場所　市民交流センター 4階
　　　フロイデホール
講師　認定特定非営利活動法人
　　　レスキューストックヤード
　　　常務理事　浦野�愛氏
対象　避難に支援が必要な人の近

隣住民や民生委員、町会長
など、その他防災に関心の
ある人

定員　先着200人　　費用　無料
申込・問合　 2月 4日㊎〜21日㊊

に直接または電話で市役所
3階防災交通課（℡44-0346
　平日 8：30〜17：15）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。

いちにち女性議会を
ライブ配信します

　市議会では、家庭・職場・育児
などに関して日頃から抱いている
疑問やご意見などを、実際の議場
でご発言いただくため、13名のい
ちにち女性議員による「女性議会」
を開催します。
　当日の様子をライブ配信します
ので是非ご覧ください。

ひばりヶ丘
公園

犬山駅東
からくり広場

犬山市観光戦略を作成しています

パブリックコメントを実施　−あなたの声を聞かせてください−

観光の方向性を決めるため

問合　観光課（℡44-0342）
　犬山市は国宝犬山城、木曽川、豊かな自然、テーマパーク、神社仏閣など、多くの資源を有しています。これ
までの様々な取組みにより多くの観光客が訪れていますが、市民生活への支障が顕在化するなど、新たな課題も
生まれています。持続可能な観光地として成長するには、観光に関する課題を市民及び関係者が共有した上で、
改善の為の取組みを進めることが重要と考えます。それらの取組みの方向性として、今後20年先を見据えた10年
間の指針となる犬山市観光戦略を作成しています。令和元年度から有識者や観光関係者で組織された観光戦略会
議で検討を続けてきました。今までの会議の内容は市ホームページ　ページ番号1006132　を見てください。

　この戦略の案がまとまりましたので、パブリックコメントを実施し市民の皆さんの意見を募集します。
いただいた意見は取りまとめの上、その回答と合わせて市ホームページと観光課で公表します。
募集期間　 2月 7日㊊〜 2月28日㊊
公開場所　市役所 1階ロビー、 3階観光課、各出張所、市立図書館、市ホームページ　ページ番号1001302
意見提出　期間中に住所・氏名（団体としての意見であれば団体名）・連絡先を記入して、
　　　　　観光課か各出張所に直接提出または郵送、ファックス、Eメールで観光課へ
　　　　　（〒484-8501住所不要　Fax44-0367　Eメール040500@city.inuyama.lg.jp）

▲木曽川 ▲成田山から見た犬山城

▲将来構想図（予定）

▲八曽自然休養林

　質問内容の詳細、視
聴は次の二次元コード
から市ホームページを
見てください。
※新型コロナ感染防止のため議場
での傍聴は関係者のみとします。
日時　 2月 9日㊌ 9：00〜12：00
場所　市役所 6階議場
問合　議会事務局（℡44-0307）

対象　聴覚障がい者福祉やボラン
ティア活動に関心がある方

　　　（親子での参加も可）
※要約筆記有。手話の必要な人は
申込時に申し出てください。
【共通】
費用　無料
定員　先着15人
申込・問合　 2月25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�volun
　　　teer＠inuyama-welfare.

net）へ

お詫びと訂正
広報犬山令和 4年 1月15日号 2
ページに掲載した情報に誤りが
ありました。お詫びして訂正し
ます。訂正の詳細は24ページ左
下を見てください。

戦略の内容
　これまでの観光の系譜とデータをもとに課題を捉え、対応するための
施策を体系的に整理しています。その中で犬山らしさの基本コンセプトを
「犬山三景　水景・城景・緑景」とし、観光施策を進める上で常に立ち
返る原点と考えます。
　また、将来像を「犬山らしさを磨き、ずっといたくなる、
みんなでつくる・みんなのための観光」としています。市
民、事業者、まちづくり団体など様々な方の参画により観
光施策を進めます。取組みについて、 8つの重点プロジェ
クトを設けるなど戦略に具体性を持たせるようにしていま
す。

今後の予定
　パブリックコメント実施後に戦略を完成させ、令和 4年
度より順次施策を進めていきます。
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募 集 令和 4 年度 会計年度任用職員

任用期間　 4月 1日〜令和 5年 3月31日
休日　表中に指定のない職種については原則㊏㊐㊗　　休憩時間　表中に指定のない職種は60分
選考方法　書類選考の上、面接（書類選考後に面接日を連絡します）
申込方法　 2月 1日㊋〜 8日㊋に市所定の履歴書（写真貼付）を市役所 4階総務課へ
※郵送の場合は 2 月 8 日㊋17：00必着とし、受付文書送付のため、返信先の住所氏名を記入した返信用封筒（84
円切手貼付）を必ず同封してください。
※市所定の履歴書は、総務課で配布または市ホームページ　ページ番号1000629　からダウンロードできます。
※申し込みできる職種は一つのみ（併願不可）です。希望する職種記号を希望職種欄に記載してください。
※仕事の内容・勤務時間・給料報酬額などは現時点の予定です。
※口利きなどの紹介行為があった場合は、即不採用となります。
問合　総務課　職員担当（℡44-0302）

●保育関係職（子ども未来園等）
　以下の職種については、登録制となります。
休憩時間　表中に指定のない職種は休憩なし
申込・問合　 2月 8日㊋までに市所定の履歴書（写真貼付）を子ども未来課（℡44-0324）へ

職種 職種 
記号

募集 
人数

月勤務 
日　数 勤務時間 給料・報酬 社会 

保障 応募資格 仕事の内容 勤務場所

窓口通訳
者（スペ
イン語）

A 1 15 9：00〜16：00 日額 10,800
社保
雇保

パソコン操作経験者
外国籍の方は就労制限のな
い在留資格
日本語、スペイン語の両言
語に堪能であること
※翻訳試験、通訳試験あり

スペイン語の通訳、翻訳と多文化共
生推進に関する一般的な事務、その
他庶務業務

地域協働課

認定
調査員

B 1 15 8：30〜17：15 日額 9,610
社保
雇保

保健師、看護師、社会福祉
士、介護福祉士、介護支援
専門員のいずれかの資格取
得者
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

障害支援区分認定調査、調査票の作
成、データ入力等

福祉課

生活困窮
者自立相
談支援員

C 1 21 9：00〜16：00 日額 6,000
社保
雇保

パソコン操作経験者
生活相談等、相談業務経験
者

生活困窮者相談、支援業務 福祉課

認定
調査員

D 1 15 8：30〜17：15 日額 9,610
社保
雇保

保健師、看護師、社会福祉
士、介護福祉士、介護支援
専門員のいずれかの資格取
得者
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

介護認定調査事務 高齢者支援課

事務職 E 1 21 9：00〜16：00 日額 6,000
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

国民健康保険に関する窓口対応やそ
の他庶務業務

保険年金課

保健師
または
助産師

F 1 15 8：30〜17：15 日額 11,005
社保
雇保

保健師または助産師資格取
得者
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

母子保健事業全般
個別予防接種等予防接種事務全般
システム入力事務

保健センター

保健師
または
助産師

G 1
5
〜 6

13：00〜16：00 日額 4,260 -

保健師または助産師資格取
得者
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

母子保健事業の補助
乳幼児健診の予診、計測、指導等

保健センター

事務職 H 1 15 8：30〜17：15 日額 7,750
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

がん検診等健診業務の事務全般
健康推進課の窓口対応やその他庶務
業務

市民健康館

事務職 I 1 15 8：30〜17：15 日額 7,750
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

さくら工房に関する事務全般
健康推進課の窓口対応やその他庶務
業務

市民健康館
さくら工房

事務職 J 1
9
〜10

9：00〜15：00
15：00〜21：00
（ 2 交代制、
㊏㊐㊗勤務有、
休憩30分）

日額 5,500 -
女性のみ（浴場の巡回があ
るため）

さらさくらの湯の温泉受付および庶
務全般、温泉利用者の救護

市民健康館

職種 職種 
記号

募集 
人数

月勤務 
日　数 勤務時間 給料・報酬 社会 

保障 応募資格 仕事の内容 勤務場所

事務職 K 5 21
8：30〜15：00
（休憩30分）

日額 6,000
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

学校事務や財務会計事務、学校清掃 市内小中学校

用務員 L 1 21 13：30〜17：00 日額 3,762 - ―
校内用務（消毒作業・トイレ清掃、
学校雑務処理）

市内小中学校

事務職 M 1 21 9：00〜16：00 日額 6,000
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

児童手当・児童扶養手当等一般事務 子ども未来課

事務職 N 1 21 9：00〜16：00 日額 6,000
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

多子・多胎業務等一般事務 子ども未来課

母子・
父子自立
支援員

O 1 21 9：00〜16：00 日額 7,660
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者
社会福祉士または福祉相談
業務の実務経験者（ 5年以
上）

ひとり親家庭の支援等一般事務、相
談対応

子ども未来課

司書職 P 1 15
9：30〜18：15
（㊏㊐㊗勤務
　有）

日額 7,750
社保
雇保

司書資格取得者
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

図書館司書業務全般、電話応対、図
書配送業務

図書館本館
楽田ふれあい図書館

事務職 Q 1 15
8：30〜17：15
（㊏㊐㊗勤務
　有）

日額 7,750
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

会館受付および広報、財務会計等庶
務業務
公民館講座に関する業務

市民文化会館

事務職 R 1 21 9：00〜16：00 日額 6,000
社保
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

文化財施設管理・運営業務
補助金手続業務
窓口対応、その他庶務業務全般

歴史まちづくり課

広報
専門員

S 1 21 9：00〜16：00 日額 9,806
社保
雇保

動画作成業務の実務経験者
（ 3年以上）
普通自動車免許取得者
※作成動画の提出が必要

市内イベント、市の取り組みなどを
伝える動画の作成
（企画、取材、撮影、編集、配信）

企画広報課

職種 職種
記号

募集
人数

月勤務
日　数 勤務時間 給料・報酬 社会

保障 応募資格 仕事の内容 勤務場所

保育士 あ

2
16
2
3

11
21
11
21

① 9：00〜16：00
② 9：00〜16：00
③ 8：30〜17：15
④11：00〜15：00
①〜③のみ
休憩60分

日額

①6,600
②6,600
③8,825
④4,400

社保
雇保
（②、
④
のみ）

保育士資格取得者
幼稚園教諭免許取得者

クラス担任、フリー保育士等
市内
子ども未来園
児童センター等

保育士 い 5 21 8：30〜17：15
月額
〜
184,800
192,938

社保
雇保

保育士資格取得者
幼稚園教諭免許取得者

クラス担任、フリー保育士等
市内
子ども未来園
児童センター等

保育士 う 2 2 13：00〜18：00 日額 5,980 - 保育士資格取得者 土曜日保育
市内
子ども未来園

保育士 え
1
1
4

21
21
21

① 7：00〜10：30
② 7：00〜 9：00
③16：00〜18：30

日額
①4,210
②2,560
③3,350

- 保育士資格取得者 早朝・延長保育
市内
子ども未来園

保育
補助員

お 4 21 16：00〜18：00 日額 2,000 - ―
未満児を対象におやつ、トイレの補助、
玩具の片付け、消毒等の保育業務の補助

市内
子ども未来園

放課後
児童
クラブ
支援員

か 7 21
15：00〜19：00
その他
変則勤務あり

日額 4,880 -

放課後児童支援員
保育士、社会福祉士
幼稚園教諭免許、教員
免許の
いずれかの資格取得者

放課後児童クラブの保育
市内
各児童クラブ

放課後
児童
クラブ
補助員

き 8 11
15：00〜19：00
その他
変則勤務あり

日額 4,000 - ― 放課後児童クラブの保育
市内
各児童クラブ
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募 集 生 活

市事務用封筒に
掲載する広告

封筒の種類　角20封筒
作成予定枚数　40,000枚
使用期間　令和 4年 6月頃から封

筒がなくなるまで
広告規格　縦 5㎝×横10㎝
募集枠数　 4枠

掲載料　 1枠40,000円（消費税お
よび地方消費税含む）

掲載できない広告　政治活動・宗
教活動・意見広告・公序良
俗に反するものなど

申込・問合　 2月14日㊊までに広
告掲載申込書を記入し広告
案を添えて市役所 4階総務
課（℡44-0300）へ

※詳細は市ホームページ　ページ
番号1002284　を見てください。

市指定ごみ袋に
掲載する広告

掲載場所　市指定ごみ袋
作成枚数　約3,500,000枚
使用期間　令和 4年度作成分で販

売開始から販売終了まで
（約 1年間）

募集枠数　 4枠
広告規格　
　同一デザインの広告を袋のサイ
ズに合わせて掲載します。
　大袋　縦7.5㎝×横30㎝
　中袋　縦5.5㎝×横22.5㎝
　小袋　縦 5㎝×横20㎝
　減量型袋　縦 4㎝×横12.5㎝

掲載料　 1枠250,000円
掲載できない広告　政治活動、宗

教活動、意見広告、公序良
俗に反するものなど

申込・問合　 2月16日㊌〜25日㊎
に広告掲載申込書を記入し
広告案を添えて市役所 3階
環境課（℡44-0344）へ

※詳細は市ホームページ　ページ
番号1002284　を見てください。

国際交流員による
ドイツ語講座

中級コース（全 5 回）
　今回は主に受身（受動態）を勉
強します。受身形の作り方や使用
場面、日本語の受身形との共通点
や違いについて、楽しく勉強しま
しょう。
日時　 2月15日・22日、 3月 1日
　　　15日・22日の㊋各日18：00

〜19：30
※天候や新型コロナの影響により
休講になる場合があります。
場所　市民交流センターフロイデ

2階203会議室
講師　市国際交流員カタリナ・カ

ウフマン
対象　15歳以上
定員　先着14人
費用　4,000円（テキスト代含む）
テキスト　講師が準備
申込・問合　 2月 1日㊋〜10日㊍

に、直接またはファックス
かEメールで、件名「国際
交流員・ドイツ語講座（中
級）」、①郵便番号・住所②
氏名（ふりがな）③日中の
連絡先を、犬山国際交流協
会（℡48-1355　Fax48-1356�

　　　Eメールiia＠grace.ocn.ne.
　　　jp）へ

身体障害者
活動センターふれんど
職員

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）
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
勤務日数　月12日程度
勤務時間　 8：30〜16：30

モモ栽培サポーター養成講座 受講生
　桃栽培の基礎を学びたい人や桃農家のお手伝いがしたい人を対象とし
た座学と実習の講座です。県農業改良普及課職員が桃栽培の基礎知識と
技術を教えます。
期間　 3月中旬〜12月中旬のうち 8日間程度（平日のみ）
場所　市役所、市内桃畑など　　内容　桃栽培の基礎知識と技術
定員　15人（応募者多数の場合は抽選、市内在住者を優先）
費用　年間1,000円（教材費等）
申込・問合　 2月28日㊊（必着）までに件名「モモ栽培サポーター養成

講座受講申込」①氏名②住所③電話番号④年齢⑤職業を、直接ま
たは電話、郵便、ファックス、Eメールで市役所 3階産業課

　　　（〒484-8501住所不要�℡44-0341�Fax44-0367�Eメール040900＠city.
　　　inuyama.lg.jp）へ

◀
角
20
封
筒
裏
面
広
告

　

掲
載
予
定
位
置
イ
メ
ー
ジ
図

　　　　（うち休憩60分）
賃金　時給990円
※交通費別途支給あり
雇用期間　 4月 1日〜令和 5年 3

月31日
募集人員　 2名
選考方法　面接選考（ 3月上旬）
申込・問合　 2月28日㊊（必着）

までに履歴書（写真貼付）
　　　を身体障害者福祉協会（障

害者地域活動センターふれ
んど内　℡61-8008　〒484-0

　　　081　犬山市大字犬山字相
生50）へ（郵送可）

歴史的風致
維持向上計画
パブリックコメント

　市では「地域の歴史的風致の維
持及び向上に関する法律」（通称：
歴史まちづくり法）に基づき、『犬
山市歴史的風致維持向上計画（第
2期）』を策定し、平成31年 3 月
に国の認定を受けました。
　この計画の一部を変更するにあ
たり、広く市民等の皆さんから意
見を募集します。
募集期間　 2月 1日㊋〜21日㊊
公開場所　市役所 1階ロビー、 3

階歴史まちづくり課、各出
張所、市立図書館で閲覧、
市ホームページ　ページ番
号1001302　に掲載

意見提出　期間中に住所、氏名、
意見を記入し、歴史まちづ
くり課か各出張所へ直接提
出または郵送（消印有効）、
ファックス、Eメールで歴
史まちづくり課（〒484-
8501　住所不要　 Fax44-0372�
Eメール070700＠city.inuya

　　　ma.lg.jp）へ
※いただいた意見は取りまとめの
上、回答と合わせて市ホームページ
と歴史まちづくり課で公表します。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

おめでとうございます
第69回愛知県社会福祉大会
　社会福祉事業功労者知事表彰　森川小夜子
　社会福祉事業功労者知事感謝状（民生委員・児童委員）
　　杉本裕子・紀藤秀夫・橋本和子・奥村恵美子・佐橋正夫・
　　布目訓久・宮川千鶴・井藤秋男・奧村勝視・宮島典子

民生委員児童委員の交代がありました
　 2区域で民生委員児童委員の交代がありましたのでお知らせします。
任期　令和 4年11月30日まで

氏名 電話番号（0568） 担当区域

小林葊子　 67-6082 東菊川、西菊川、北野、米野東、
起、稲葉製作所寮、メープル都築

大澤春都詩 62-6632 丸山 1、丸山 2、丸山 3

※他区域の民生委員児童委員は、広報犬山令和 3年 3月 1日号10・11ペー
ジに掲載しています。
問合　福祉課（℡44-0320）

新型コロナに係る事業者向け支援策
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

●働き方改革全般・各種助成金相談窓口（要予約）
市ホームページ　ページ番号1006831　

　事業者の働き方改革の推進、労働関係の助成金活用等の相談に無料で
応じます。相談希望日の 1週間前までに予約が必要です。
日時　 3月17日㊍までの毎週㊋㊍ 9：00〜16：00
場所　市役所 2階相談ブース
対象　中小企業・小規模事業者
●中小企業生産性革命推進事業支援補助金

市ホームページ　ページ番号1007451　
対象　国が令和 2年度第 3次補正予算事業として実施する中小企業生産

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

補助金額　上記補助金の自己負担相当額の 2分の 1の額
　　　（上限額20万円）
※市の補助金の交付を受けるためには、対象となる各種補助金の国の交
付決定の日から30日以内に市に認定申請をする必要があります。なお、
国から補助金の交付を受ける事業は年度内に完了する必要があります。

32.4㎝

22.9㎝

広告
（縦5㎝×横10㎝）

広告
（縦5㎝×横10㎝）

広告
（縦5㎝×横10㎝）

広告
（縦5㎝×横10㎝）

広告
広告

広告
広告

◀
イ
メ
ー
ジ
図
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生 活
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の
お知らせ

　令和 3年12月10日時点で、犬山市に住民登録がある令和 3年度住民税均等割非課税世帯に、 1世帯につき10万
円が支給されます。世帯員全員が住民税均等割非課税となっている世帯（世帯主）に対し確認書を 1月末に発送
します。
　確認書が届いた人は、記載されている振込先口座等の内容を確認し、署名のうえ、同封の返信用封筒で返送し
てください。
※該当すると思われる世帯の人で、確認書が 2月中旬になっても届かない場合は、問い合わせてください。
※住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は対象となりません。
※世帯員の中に収入申告をしていない人がいる場合は、令和 3年度住民税（令和 2年 1月〜12月収入）の申告が
必要です。税務課の窓口で手続きをしてください。
※世帯員の中に令和 3年 1月 2日以降に犬山市に転入した人がいる場合は、下記コールセンターに問い合わせて
ください。

　該当していない世帯でも、新型コロナ感染症の影響を受け令和 3年 1月以降の家計が急変し、世帯員全員が令
和 4年度住民税（令和 3年 1月〜12月収入）の均等割が非課税となる水準に相当する世帯については、臨時特別
給付金の支給対象となる可能性がありますので、下記コールセンターに問い合わせてください。
●相談・受付コールセンター
受付期間　 2月 1日㊋〜 9月30日㊎（平日 8：30〜17：00）
問合　臨時特別給付金コールセンター（℡070-1319-2775）（℡070-1408-3272）
●制度について
問合　内閣府コールセンター（℡0120-526-145　㊏㊐㊗含む 9：00〜20：00）

善意ありがとうございます
●新型コロナウイルス感染症対策寄附金として
三菱電機㈱サンマル会　20,319円
●各子ども未来園、犬山幼稚園へ
一般社団法人犬山青年会議所　防災絵本80冊
中村茂美　タオル300枚
●楽田子ども未来園へ
中部ケーブルネットワーク㈱　幼児遊具
●市へ
　犬山市出身のソフトバンク株式会社代表取締役社長執
行役員兼CEOである宮川潤一氏より、ふるさと犬山応
援寄附金として500万円の寄附をいただきました。

犬山駅東口階段に音声案内を設置
　犬山駅東西連絡橋の東口階段下に、人感センサーによる音声案内を設
置しました。人が近づくと鳥の鳴き声の後に、アナウンスが流れます。
アナウンス
「犬山駅東西連絡橋東口階段はこちらです」
案内時間　 6：00〜20：00
問合　土木管理課（℡44-0334）

400ml献血に
ご協力を

日時　 2月17日㊍ 9：00〜11：30
場所　市役所 1階市民プラザ
対象　男性17歳〜69歳、女性18歳

〜69歳の健康な方（65歳以
上の方は60歳〜64歳の間に
献血経験がある方）

※問診により献血をお断りする場
合があります
問合　福祉課（℡44-0320）

さら・さくらの湯
臨時休業

　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
くらの湯を臨時休業します。
期間　 2月、 3月の毎週㊏㊐
※延長となる場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

ごみ・リサイクル 2 月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
2 月13日㊐
9：00〜16：00

2 月19日㊏
9：00〜12：00

2 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 2 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。
・入場時に氏名と電話番号を記入してください。
・購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益
14,130円（12月分）
市環境保全基金へ積み立てさせて
いただきます。
● 2 月に地域で行われる資源回収
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内�℡61-0667）
第 2・ 4㊍ 9：00〜10：00
　　　　（雨天中止）
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　きりり作業所
　　　　（℡62-4733）
5 日㊏　練屋町組
　　　　（長岡�℡090-1862-2139）
7 日㊊��大本町
　　　　（兼松�℡97-0267）
12日㊏　本町町内会
　　　　（安田�℡61-4062）
27日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
※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）

50㎝以上の
ごみの出し方

　縦・横・奥行のいずれか 1辺が
50㎝以上のごみは、粗大ごみです。
指定ごみ袋に50㎝以上のごみを入
れて可燃ごみとして集積場に出し
ても、回収されません。
　剪

せん

定
てい

した樹木を捨てるときは、
長さ50㎝未満、直径10㎝以下に切
り、ひもでしばって、指定ごみ袋
には入れずに可燃ごみの収集日に
集積場に出してください。
　樹木以外の可燃ごみを出すとき
は、指定ごみ袋にごみを詰め込み
すぎないように入れ、袋の口を
しっかりとしばって、中のごみが
飛び出さないようにしてください。
問合　環境課（℡44-0344）

宮川潤一氏
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相 談 子 育 て

高 齢 者

健 康

MR、二種混合の
予防接種

　対象期間以外は自己負担となり
ます。
●MR（麻しん風しん混合ワクチン）
【接種対象者】

第 1期
1 歳〜 2 歳の誕生日の

前日まで

第 2期
小学校就学前 1 年間
平成27年 4 月 2 日生〜
平成28年 4 月 1 日生

※予診票はももたろう（予防接種
予診票綴）にあります。
※第 2期の対象者は、令和 4年 3
月31日㊍までが接種期間です。

●二種混合（ジフテリア・破傷風）
　対象となる人には昨年 4月に予
診票を個別に送付しています。
【接種対象者】小学 6 年生
※三種混合予防接種第 1期完了者
（合計 4回）が対象です。
※対象年齢は13歳未満であるた
め、小学 6年生の間で接種できな
かった場合は13歳の誕生日の前日
までが接種期間です。
問合　保健センター（℡61-1176）

入学通知書は
届いていますか

　 4月から小学校および中学校に
入学予定の児童の保護者あてに
「入学通知書」を 1月中旬に発送
しました。まだ通知書が届いてい
ない場合は、市役所 3階学校教育
課へ連絡してください。
問合　学校教育課（℡44-0350）

子育てガイド
「さくらんぼ」配布

　「さくらんぼ」には、子どもの
健診・相談の日程や、予防接種、
子育てに役立つ情報などを掲載し
ています。
　令和 4年 4月 1日現在で、未就
学児のいる家庭に、 2月中旬から
3月下旬に地域の民生委員児童委
員を通じて配布します。年間の日
程を掲載していますので、大切に
保管してください。
　「さくらんぼ」は保健センター、
市役所 1階市民課、各出張所にも
あります。
問合　保健センター（℡61-1176）
※民生委員児童委員、主任児童委
員は、市民生活や子育てに関する
相談、福祉サービスの情報提供、
行政とのパイプ役など、地域福祉
を増進するための活動をしていま
す。

親と子の
対話がつくる
よい家庭

「家庭の日」県民運動強調月間
2 月 1 日〜28日
　家庭はかけがえのない生活の基
盤であり、家族が互いの心のふれ
あいと連帯感を深め、子どもが人
間としての生き方の基本を学ぶ最
も大切な教育の場です。
　県では毎月第 3㊐を「家庭の日」
とし、家族のふれあいを呼びかけ
ています。家族全員が明るく、楽
しく、ゆとりある充実した日々を
送ることができるよう、次のこと
を意識し、対話のある温かい家庭
をつくりましょう。
①�家族全員で、楽しく過ごし、笑顔
あふれる時間を共有しましょう
②�家族みんなで家事を分担して
やってみましょう

問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

高齢者用肺炎球菌
ワクチン定期接種

　本年度の接種対象者には、令和
3年 4月に予診票を送付しまし
た。本年度の接種対象者で、接種
を希望する人は、必ず下記期限内
に接種をしてください。
対象者　過去に肺炎球菌ワクチン

の接種（商品名：ニューモ
バックスNP）を受けたこ
とがない人で、本年度に65
歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳、100歳 に
なる人

費用　自己負担2,000円（接種時
に医療機関へ支払う）

公費助成回数　生涯 1回
接種期限　 3月31日㊍まで
接種機関　犬山市・江南市・大口

町・扶桑町の受託医療機関

●手続きが必要な接種対象者
　下記の人は事前に手続きが必要
です。健康手帳、保険証、（②は
送付した予診票）を持って、保健
センターに来てください。
①生活保護・非課税世帯
②犬山市・江南市・大口町・扶桑
町以外の県内・県外で接種を希望
される人
③60歳以上65歳未満で、心臓、腎
臓又は呼吸器の機能に一定の障害
を有する身体障害者手帳 1級の
人、または医師が、それに相当す
ると判断した人（※身体障害者手
帳のコピーまたは医師の診断書が
必要）

問合　保健センター（℡61-1176）

健康体力チェック
　新型コロナの影響もあり「体力
が落ちたかもしれない」と感じる
ことはありませんか。まずは、現
在の体力をチェックしてみましょ
う。
日時　 2月24日㊍13：30〜15：00
場所　市役所 2階205会議室
内容　握力・柔軟性・バランス力

などの体力測定（要予約）
※年齢や体調により項目が異なり
ます。
定員　20人（ 3部制で実施）
費用　無料
持物　健康手帳、過去に受けたこ

とのある人は体力チェック
表

※動きやすい服装で来てください。
※新型コロナの影響により延期・
中止する場合があります。
申込・問合　 2月 7日㊊から電話

で市民健康館（℡63-3800）
　　　か次の二次元コ
　　　ードから申し込

み

てくてく
スタンプラリー

　ウォーキングアプリ「てくてく」
を使ってスタンプを集めましょ
う。対象コースのどちらか 1コー
スのスタンプラリーを達成した市
内在住・市内在勤者の中から、抽
選で15人に明治安田生命協賛の景
品をプレゼントします。
　詳細はアプリ内の「お知らせ」
を見てください。
開催期間　 2月10日㊍〜23日㊗
対象コース　桃太郎コース、古代

史ロマンコース
申込方法　上記期間内にアプリ内

お知らせ通知から電子申請
（ID、ユーザネームを入力）
してください

※IDは、アプリ内の設定→プロ
フィール画面で確認できます。

成年後見制度
無料相談会

　成年後見制度は、認知症や知的
障害、精神障害などにより、判断
能力の不十分な人に対して、家庭
裁判所が定めた代理人が、財産管
理や施設入所、介護・障害サービ
スの契約締結や解除などを行い、
本人の利益を守る制度です。制度
内容や制度利用に関することなど
個別相談に応じます（予約不要）。
日時　 2月16日㊌13：00〜15：00
場所　市役所 2階203会議室
問合　（一社）コスモス成年後見

サポートセンター愛知県支
部事務局

　　　（℡052-908-3022）

2 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　 2月申請は 8枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4㎝×

横 3㎝） 1枚、窓口で受け
取る人の確認書類

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

アルコール専門相談
　アルコール問題（依存症など）
について医師や酒害相談員との専
門相談を行います。本人をどう支
えていくか、家族が健やかに毎日
を送るにはどのようにしたらよい
か等を一緒に考えましょう。
日時　 2月 8日㊋14：00〜16：00
場所　江南保健所
　　　（江南市布袋下山町西80）
対象　市内在住でアルコール問題

で悩んでいる本人やその家
族

費用　無料
申込・問合　江南保健所健康支援

課（℡0587-56-2157　 9：00
　　　〜17：00㊏㊐㊗除く）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

※アプリは無料で利用できます
が、通信にかかる費用は利用者の
負担となります。
※アプリは下の二次元コードから

【iPhone】

【Android】
てくてくの利用には、まずGoogle
Fitの設定が必要となります。

➡

GoogleFit てくてく

問合　市民健康館（℡63-3800）

定期接種としての公費助成が受
けられるのは、対象となる年度
においてのみです。
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子 育 て

　各施設で子育て支援事業を実施していますが、新型コロナの影響により行事を中止・変更する場合があります
ので、ご理解・ご協力をお願いします。変更については市ホームページやセンターだよりなどでお知らせします。

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

●子育て広場「ぽんぽこ」
対象　 0歳〜未就園の乳幼児とその保護者
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　 2月19日㊏10：30〜11：30
場所　犬山西児童センター
内容　紙遊び

★子育て支援センター
申込・問合　開催日の前日までに市民健康館（℡63-3817）に電話で申し込んでください。
　　　　　　②⑥は 1月26日㊌から、①③④⑤は 2月 1日㊋から申し込みを受け付けます。

対象 事業名 日時 開催場所 内容

① 0歳の子ども 赤ちゃんサロン 2月16日㊌
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 体操・絵本など

② 3〜 5か月の子ども すくすくタイム 2月 7日㊊
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ あやし遊び・絵本

③ 6か月〜 1歳未満の子ども さくらっこ　　
　　　ひよこ

2月18日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ

離乳食講座
親子ふれあい遊び

④ 1歳〜 1歳 6か月の子ども さくらっこ
　　　あひる

2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

⑤ 令和 3年 4月 1日以前に 2歳の
誕生日を迎えた就園前の子ども わくわくっこ 2月17日㊍

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 英語で遊ぼう・絵本

⑥ 未就園の多胎児
または多胎児の妊婦 にこにこタイム 2月 2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）

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

①子ども未来課（℡44-0324）（市役所 1階）
②子育て支援コーディネート「ぷらっと」
　（℡070-1277-2726）
　（東児童センターさんにぃれ内）
����相談・予約の問合せフォームはこちら▶

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）

発達支援
（要予約）

2月18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）

2 月の子育て支援事業

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。

お父さんお母さん
交流会

　療育が必要な子どもを育ててい
るお父さんお母さんの交流会を開
催します。
日時　 2月12日㊏13：00〜15：00
場所　福祉活動センター 1階
　　　多目的室 2
申込　不要
問合　犬山市心身障害児（者）父

母の会　加藤（℡67-1103）

児童手当・特例給付
2 月定期支払い

　児童手当・特例給付（令和 3年
10月分〜令和 4年 1月分）を 2月
10日㊍に振り込みます。受給者は
通帳で支給金額の確認をしてくだ
さい。次回の定期支払いは 6月を
予定しています。
※児童手当・特例給付の全部か一
部の支給を受けずに、子育て支援
に活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）

杉藤教室写真展
　杉藤写真講座の受講者で構成さ
れる、さくら写心共会・さくら
フォトクラブの合同写真展です。

心を込めて撮影した自然風景や鉄
道写真などの作品30点を展示しま
す。
日時　 2月 2日㊌〜 6日㊐
　　　 9：00〜16：30
　　　（初日11：00〜最終日15：00）
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　北口（℡090-5851-9283）

ミラマチ栗栖
本物のキノコづくり

　キノコの原木への菌打ちを体験
します。菌打ちした原木を持ち
帰って自宅でキノコ栽培を楽しめ
ます。キノコ汁と焼き芋のお土産
付き。
日時　 2月19日㊏ 9：00〜12：00
　　　（受付 8：45から）
場所　YHAラフティング
　　　（栗栖古屋敷）
※車は桃太郎公園駐車場に停めて
ください。
定員　先着60人（ひらたけ・なめ

こ・しいたけ各20人）
※ 1人 1種類まで
費用　 1人1,000円
持物　軍手、タオル
申込・問合　 2月11日㊗までに参

加者の氏名・住所・電話番
号・希望するキノコの原木
の種類をミラマチ栗栖�若
杉（Eメールkurisu＠yha.
gr.jp）へ

※申込確認後メールを返信します。

耳の不自由な方の
交流会

　耳が不自由で家に閉じこもりが
ちな人、聞こえない悩みや困りご
とのある人、日頃の思いを語り
合って解決の糸口を見つけません
か。
※当日は要約筆記があ
りますので聞こえなく
ても参加できます。
日時　 2月22日㊋13：30〜15：00

場所　市民交流センターフロイデ
　　　 2階202会議室
費用　無料
申込・問合　古木（Fax73-9433　E
　　　メールfuruki＠pop16.odn.
　　　ne.jp）へ
※当日の飛び込み参加も可。

トランポリン
競技検定種目
無料体験

日時　 2月27日㊐10：00〜10：30
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）メインアリーナ
対象　小学生以上の市内在住者
定員　 5人
費用　無料
持物　靴下、室内用運動靴
申込・問合　 2月 1日㊋〜10日㊍

にEメールで、氏名、性別、
年齢、住所、電話番号、メー
ルアドレスを愛知体操協会
トランポリン委員会�後藤
（Eメールaichitramp＠g

　　　mail.com）へ

グラウンド・ゴルフ
をしませんか

　グラウンド・ゴルフを一緒に楽
しみませんか。道具がなくても大
丈夫です。
対象　どなたでも
費用　無料
持物　不要（道具は貸出します）
問合　市老人クラブ連合会グラン

ドゴルフ部　福田
　　　（℡090-3586-4846）

「市民のひろば」に掲載を希望す
る人は企画広報課へ。 3月15日号
の締め切りは 2月 1日㊋、 4月 1
日号の締め切りは 2月18日㊎、 4
月15日号は 3月 3日㊍。
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新型コロナウイルス感染症に関する相談
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で
相談してください。
※かかりつけ医がいない場合や相談する医療機関に
　迷う場合は、下記窓口へ電話してください。
受診相談センター ℡0₅87-₅₅-1699
（江南保健所内�平日� 9：00〜17：30）
（聴覚障害者向け　Fax0587-54-5422）
夜間・休日受診相談窓口 ℡0₅2-₅26-₅887
（平日夜間�17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗24時間体制）

広報犬山令和 ₄ 年 1 月15日号
2 ページの訂正

　「20歳にならないとできないこと」の大型・中型
自動車免許取得の記載が誤っていました。
　大型運転免許は、満21歳以上かつ普通自動車免許
などの取得後 3年経過が取得条件となります。なお
令和 4年 5月から、一定の教習を受けることで、年
齢要件が緩和されます。
問合　企画広報課（℡44-0311）

▲寄贈された
　「カメのジェシー」

じねんじょ「夢とろろ」品評会
　12月10日、愛知北農業協同組合犬山支店にて、令和 3
年じねんじょ「夢とろろ」品評会が開催されました。品
評会は今年で 4回目となり、犬山東部じねんじょ部会の
会員12名が自慢の逸品を出品しました。
　「夢とろろ」の生育には 2年かかり、栽培は湿度管理
が難しいなどで生産者の皆さんは、試行錯誤しながら栽
培しているとのことでした。
　審査員長から、「今年度、気候的には台風等の影響を
受けることが少なく、生育環境としては恵まれており、
出品された全てのじねんじょは甲乙つけ難い逸品揃いで
あった。」と講評がありました。

犬山青年会議所から「防災絵本」の寄贈
　12月10日、犬山青年会議所から、防災絵本「カメのジェ
シー」が子ども未来園へ寄贈され、代表して楽田西子ど
も未来園が受け取りました。
　犬山青年会議所は、子どもたちの災害から生き抜く力
を育むためには、防災教育に取り組む必要があると感じ
たため作成したとのこと。この絵本を園児らが読むこと
で、家族で防災について話し合うきっかけになってほし
いという想いが込められているそうです。
　絵本では突然起こった災害から、カメのジェシーが仲
間たちを救いながら、災害時にどのような行動をとれば
よいか学べる内容でとなっています。
　市が寄贈を受けた絵本は80冊で、各子ども未来園、犬
山幼稚園に配られます。

犬山ロータリークラブ、
クローラー運搬台車を設置
　12月18日、木曽川犬山緑地テニスコートで犬山ロータ
リークラブが「地域防災力向上プロジェクト」の一環で
テニスコート内に溜まった土砂の撤去作業を行いまし
た。集まったメンバーは、溜まった砂を土のう袋に詰め、
取り除いていきました。取り除いた砂を運ぶために、災
害時などに備蓄資材等を容易に運搬可能なクローラー運
搬台車が使用されました。
　この台車は、段差や雪道などでもスムーズに運搬でき
るもので、犬山ロータリークラブが作業後に災害時にも
活用できるようにと、市へ 4台設置されました。

「青少年によい本をすすめる県民運動」
　12月20日に犬山北小学校で図書贈呈式が行われまし
た。これは、愛知県および愛知県青少年育成県民会議が
読書を通じて青少年の健全育成を図るため、毎年10月の
強調月間に行っている「青少年によい本をすすめる県民
運動」の一環として実施したものです。今回尾張地区で
は犬山北小学校が代表として選ばれました。
　贈呈式では、愛知県書店商業組合から、図書50冊が児
童を代表した図書委員 2名へ贈られました。

◀�長さ、重さ、見栄えなど
　 5項目で審査されます

◀�クローラー運搬台車と
　髙橋会長（右）、山田市長

◀�土砂の撤去作業を行う皆さん

▲受賞した皆さん

▲贈られた図書と図書委員
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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 平日 8：30〜17：00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8：30〜16：00は
手話通訳利用可

行　政 2月25日㊎10：00〜15：00 市役所　会議室 当日先着順

登　記 2月 9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 2月15日㊋13：00〜16：00 市役所　会議室 当日先着順

行政書士 2月24日㊍13：30〜15：30 市役所　会議室 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 2月12日㊏13：00〜16：00 南部公民館会議室 3 ―

年　金 毎週㊋・㊎（㊗除く）
9：30〜12：00、13：00〜16：30 市役所 2階相談室①

市役所 1階保険年金課で当日受付
（先着12人、受付 8：30〜16：00）
※年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年金出張相談（要予約）

3月24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 3月14日㊊〜18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） 2月18日㊎13：00〜16：00� 市役所 2階相談室② 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 2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 2月 9日㊌10：00〜16：00
② 2 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）
平日 8：30〜17：00 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

3月 3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 2月 3日㊍13：00から電話
で社会福祉協議会（℡62-2508）
へ（先着 6人）

心配ごと 2月 3日㊍13：00〜16：00 フロイデ 1階社会福祉協議会 ―

ボランティア 2月 7日㊊・21日㊊
10：00〜12：00 フロイデ 1階協働プラザ ―

身体障害者当事者
による相談 2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

2月14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
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階講
習室
㊋㊐は市役所 1階相談室

予約は電話でいぬやまe-コミュ
ニティーネットワーク（℡62-18
88� 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
2 月 1 日㊋・15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（℡44-0352）

2 月 1 日㊋・15日㊋17：15〜19：00は
市役所 1階市民相談室

児童生徒の不登校相談室 平日 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 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児童相談所
虐待対応ダイヤル「189」（無料）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 毎週㊎13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

英語・タガログ語　外国人 2月 4日㊎、25日㊎
13：00〜16：30� 市役所 1階相談室 ―

中国語　外国人 2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。
現状
　行政等の支援機関の体制は、高
齢者に関するものは地域包括支援
センター、障害者に関するものは
障害者基幹相談支援センター、子
ども子育てに関するものは子育て
世代包括支援センターなど、相談
内容によって縦割りとなっていま
す。前項で述べたひとつの家庭で
複合的な課題を抱えている場合
や、制度の狭間に当たる場合には、
各機関で連携して対応しているも
のの、当事者が世代や相談内容ご
とに、それぞれの機関に出向かな
ければならない場合もあり、当事
者本位の支援体制という点で、隙
間や課題があります。

対応
　課題や現状への対応として、高
齢者、障害者、子ども、生活困窮
者など、全世代に対する相談や支
援を、包括的に提供できる体制（重
層的支援体制）へと改めます。

　スケジュールとしては、令和 4
年 4月から、まず現在の福祉課と
高齢者支援課の統合相談窓口を設
置します。また、令和 4年度中に、
ニーズ調査や関連団体との仕組み
づくりの準備を進め、計画策定を
行います。そして、令和 5年 4月
から、包括的な支援体制を運用開
始します。

効果
　属性や分野を超えた取組が、柔
軟に実施できるようになり、課題
を抱える相談者やその世帯への包
括的な支援や、地域住民等による
地域福祉の推進が展開しやすくな
ります。国の交付金などの活用の
幅も広がり、積極的な事業展開が
しやすくなります。支援が必要な
方々へ、必要な支援を、必要なタ
イミングで、適切に提供できるよ
う、関係機関とも連携して、着実
に進めていきます。

課題
　地域や家庭を取り巻く課題は、
ひとつの家庭で複数の課題を抱
え、複雑・複合化しているケース
が少なくありません。例えば、介
護と育児を同時に対応している世
帯、高齢の親と50代の引きこもり
の子が同居する世帯などのケース
です。また、孤立化などからゴミ
屋敷化する問題や、障害の疑いが
あっても手帳申請をしないことで
受けられないサービスがある問題
など、制度の狭間で対応が難しい
課題があります。

家庭を取り巻く課題への
対応強化へ！
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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（ 1月 1日現在）
人口 73,030人 （−368人）

男 36,263人 （−206人）�

女 36,767人 （−162人）

世帯 31,438世帯 （＋80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

2 月 6 日㊐ 村上内科 62-2201 にわ耳鼻咽喉科 67-6868 大藪歯科医院 0587-93-8118

2 月11日㊗ 城南クリニック 61-0132 高橋眼科 65-0066 キトウ歯科医院 0568-62-2580

2 月13日㊐ 安藤医院 61-0316 竹内皮膚科クリニック 62-7511 ごろうまる歯科 0568-62-0101

※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。
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　「どんでん返し」が語源と言わ
れる、犬山祭最大の見せどころの
ひとつ「どんでん」。大逆転とは
いきませんが、「あっ！」っと驚
く光景が目の前に繰り広げられま
す。全国の曳山祭の中でも、「ど
んでん」は特異な存在。車山（や
ま）の片側を担ぎ上げ、180度の
方向転換をします。「どんでん」

は「からくり」とともに、祭関係
者が、犬山祭は「日本最高の祭の
一つ」と自負している祭の代名詞
です。
　そんな、犬山祭の象徴ともいえ
る言葉を頂いている「どんでん
館」。観光客の皆さんに、少しで
も犬山祭を体感していただければ
と、実際に祭で城下町を巡行する
4台の車山が、祭の 1日を感じて
いただける映像や音声とともに展
示されています。
　初めてのお客様は、車山の大き
さ、迫力ある「どんでん」の映像
に驚き、とても興味を示していた
だけています。「是非、目の前で
祭が見たい。」と言って帰られる
お客様も多く、コロナ禍で 2年間
開催できていませんが、「次回こ
そは。」と関係者も期待し、準備
しています。 2年分の想いが満開

の桜と共に観光客の方々の前で花
開くことを、関係者の一人として
切に願っています。
　犬山祭は、全国に数多くある曳
山祭の中でも、33件しかないユネ
スコの無形文化遺産に登録されて
いる祭の 1つです。近隣の小中学
生は、校外活動で沢山見学に来ら
れますが、犬山市民の皆様も、是
非一度は来ていただきたく存じま
す。

琥
こ

太
た

郎
ろう

ちゃん
令和 2年12月生まれ

笑顔あふれる楽しい
毎日をみんなで過ごそうね。

だいすきだよ！

柊
し ゅ う

宇ちゃん
令和 2年12月生まれ

いっぱい食べて遊んで、
元気に

すくすく育ってね。

暁
あき

斗
と

ちゃん
令和 2年12月生まれ

いつも可愛い笑顔を
ありがとう!!

元気に大きくなってね。

賢
けん

吾
ご

ちゃん
令和 2年12月生まれ

いつもニコニコ、
元気いっぱい！

みんなで楽しく過ごそうね！

　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。　応募締切　令和 4年 2月20日㊐
次回掲載予定　令和 4年 4月 1日号　対象　令和 3年 1月・令和 3年 2月生まれの赤ちゃん

1 歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか 応募はこちら
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LOOK

犬山祭
（一社）犬山祭保存会

どんでん館　管理人

（中本町）   栗谷　和男

▲本物の車山が展示されているどんでん館


