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１　郵便で ２　パソコンで ３　スマホで ４　対応している
　　証明用写真機 (※) で

マイナンバーカードでできる！便利なサービスを紹介！

始まりました！マイナポイント第２弾！
今度は最大20,000円分もらえる！

マイナンバーカードの作り方が分からない人は、市民課で
お手伝いします！（本人確認書類をお持ちください）

メリットいっぱい !

いつでも！
●コンビニ交付　　住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます！

●スマート申請　　スマホとマイナンバーカードで完結！

※㈱DNPフォトイメージングジャパン、日本オート･フォート㈱、富士フィルム㈱、三吉工業㈱、㈱北菱プリントテクノロジー

・毎日 6 :30から23:00まで利用できます。
・市役所や出張所の窓口が開いていない早朝や夜間、㊏㊐㊗でも、自分
　の都合に合わせて取得できます（システムメンテナンス日は除く）。

マイナンバー
カードを
セット

マルチコピー機の
メニューから

　　行政サービス  →　　　

　証明書交付サービス

利用者証明用
暗証番号４桁
を入力

希望する
証明書の

種別、記載事項、
部数を選択

手数料を
入金

（市役所窓口
と同額）

証明書の
発行

どこでも！

簡単！

スマホとマイナンバーカードで申請し、証明書を自宅へお届けします。
転出届もできます。

健康保険証としての
利用申し込み※2

公金受取口座の
登録※2

マイナンバーカードの
新規取得など※1

マイナンバーカードの
作り方　詳しくは→

コンビニ交付
詳しくは↓

・全国のコンビニエンスストア等、約 5 万 4千店舗で利用できます。
※１　カードをすでに取得した人のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない人も含む
※２　申し込みの詳細は未定（決定次第お知らせします）

●5,000円分のポイントのもらい方です。

①個人番号カード交付申請
　書に、申請日と氏名、電
　話番号を記入し、顔写真
　を貼り付けます
②送付用封筒に入れて、郵
　便ポストに投函します

①デジカメで写真を撮りパ
　ソコンに保存
②交付申請用のWEBサイ
　トにアクセス
③画面にしたがって必要事
　項を入力して写真をアッ
　プロード

①スマホのカメラで顔写真
　を撮影
②交付申請書の二次元コー
　ドで申請用WEBサイト
　にアクセス
③画面にしたがって必要事
　項を入力して写真をアッ
　プロード

①タッチパネルから「個人
　番号カード申請」を選択
　し、お金を入れて交付申
　請書の二次元コードをリ
　ーダーにかざす
②画面の案内にしたがっ
　て、必要事項を入力、顔
　写真を撮影し送信

マイナンバーカード !

・カードは申請から交付までにお
　おむね 1か月半かかります。
・マイナポイントを取得するため
　には、令和 4 年 9 月末までにカ 
　ードの申請が必要です。

・ご希望のキャッシュレス決済サ
　ービスがマイナポイント事業に
　参加している必要があります。
・申し込み後に別のキャッシュレ
　ス決済サービスに変更すること
　はできません。

・マイナポイント申込前のチャー
　ジ又は購入については、マイナ
　ポイントは付与されません。
・ポイント付与は令和 5 年 2 月末
　までです。

STEP1

今すぐ マイナンバーカードを
取得しよう !

カードが来たら マイナポイントの
予約・申込をしよう !

チャージ ｏｒ お買い物で
上限５,０００円分のポイントを

取得しよう !

STEP2 STEP3

　住民票の写しや印鑑登録証明書をコンビニでも取得できるなど、便利なマイナン
バーカード。そのマイナンバーカードを持っていると利用できる「マイナポイン
ト」の第 2 弾が始まっています。マイナンバーカードを持っていない人は、この機
会にぜひマイナンバーカードを取得してください！　　問合　市民課（℡44-0303）

マイナンバーカードの作り方　　申請方法は４種類！

マイナポイントのもらい方

　証明書の交付申請などの手続きを、スマホとマイナンバーカードを使用
して本人確認を行い、オンライン上で申請が完結できるサービスです。交
付手数料はクレジットカードでお支払いいただきます。申請受付後、郵送
で証明書をお届けします。
※マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です。

マイナポイント
詳しくは↓

窓口混雑状況
詳しくは↓

スマート申請
詳しくは↓

5,000円分 7,500円分 7,500円分

マイナポイントの申し込み、手伝います！

窓口の混雑状況が分かります！

●市民課　マイナポイント申し込み支援の予約は不要です。
●ICTコンシェルジュ（案内人）　予約が必要です。
　特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
　（℡0568-62-1888※㊊～㊏ 9 :00～17:00､㊐㊗除く）

　下記は混雑しやすい時間帯となっています。市民課窓口の混雑状況などを
インターネットで配信していますので、来庁する際の参考にしてください。
平日：12:00～13:00、月曜日など休日の翌開庁日
日曜市役所：第 2・第 4㊐　 9 :00～12:00
火曜延長窓口：第 1・第 3㊋　17:15～19:00
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地 域 を 見 守 る 民生委員・児童委員
　生活上の心配ごとや困りごと、医療や介護、子育ての不安などを、誰にも相談できずにひとりで抱えて
いる人はいませんか。 
　民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、担当の区域において高齢者や障がいのある人の  
安否確認や見守り、子どもたちへの声がけなどを行う地域の身近な相談相手です。 
　また内容に応じて必要な支援が受けられるよう、専門機関とのつなぎ役にもなります。 
　相談内容の秘密は守られますので、地域の民生委員・児童委員に気軽に声をかけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合　福祉課（℡44-0320）

　民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は
児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。給与の支給はなく、ボランティアとして活動し、任期は 3年
（再任可能）です。
　市では現在130人が民生委員・児童委員として活動しています。市内に 6地区（犬山北、犬山南、城東、羽
黒、楽田、池野）の法定単位民生委員児童委員協議会を設置し、地区単位での活動を行っています。また130
人のうち11人が主任児童委員として活動をしています。
　働きながら、子育てをしながら活動に取り組んでいる民生委員・児童委員もいます。

　全国民生委員児童委員連絡協議会は 5月12日を「民生委員・児童委員の日」と定めました。これは、大正 6
（1917）年に現在の民生委員・児童委員制度の元となった「岡山県済

さいせい

世顧問設置規定」が制定されたことに由
来します。この日から18日までの一週間を「民生委員・児童委員の日活動強化週間」として、民生委員・児童
委員の活動を皆さんに知ってもらうため、全国でさまざまな活動が行われています。
　市でも強化週間を中心に各地区で下記の活動を実施します。

　民生委員・児童委員の一覧は広報犬山 3月 1日号（ 8・ 9ページ）に掲載されています。地域の民生委員・
児童委員を知りたい場合は、福祉課まで問い合わせてください。
　また現在の民生委員・児童委員の任期は令和 4年11月30日までです。民生委員・児童委員の活動に興味があ
る人は、地域の民生委員・児童委員か市役所 1階福祉課まで連絡してください。

　民生委員・児童委員として活躍する 2人に話を聞きました。

　担当地区（町内）において、高齢者の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなど行っています。またさ
まざまな生活上の心配ごとなどの相談に応じています。相談内容を確認し、必要な支援が受けられるよう地域
の専門機関（行政、社会福祉協議会等）とのつなぎ役になります。
　民生委員・児童委員には民生委員法に基づく守秘義務があるため、相談内容の秘密は守られます。
　市から委託を受け、75歳以上の高齢者宅への訪問や乳幼児家庭への訪問を実施しており、地域の実態把握を
行っています。
　ほかにも、研修会を実施して民生委員としての資質向上に努めています。

　各地区（犬山北、犬山南、城東、羽黒、楽田、池野）に 1～ 2人の主任児童委員が活動しています。民生委
員・児童委員とは違い担当地区（町内）を持たず、地区の民生委員・児童委員と連携しながら、子育ての支援
や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
　市から委託を受け、乳児家庭への訪問活動を行っており、安心して子育てできる環境づくりに貢献していま
す。

民生委員・児童委員とは

5月１２日は「民生委員・児童委員の日」

知っていますか？あなたの地域の民生委員・児童委員

民生委員・児童委員の声

民生委員・児童委員は、地域を見守る身近な相談相手

子どもや子育てに関する支援を専門に担当する主任児童委員

◀高齢者が集える
　場所を提供しています。

乳児家庭を訪問し、▶
子育ての悩みを聞きます。

困りごとがありました
ら、地区の民生委員・
児童委員にお伝えくだ
さい。解決に向けて、
高齢者あんしん相談セ
ンター等にお繋ぎしま
す。 

コロナ禍でなかなか訪
問ができませんが、各
地区に主任児童委員が
いるので、子育てに関
する悩みを一人で抱え
込まず、お気軽にお声
がけください。

犬山北地区
5 月16日㊊
赤ちゃんの家さくらんぼに
て清掃活動

城東地区
5 月18日㊌
溢愛館とその周辺にて清掃
活動

犬山南地区
5 月17日㊋
地区内子ども未来園（橋爪、
五郎丸、上木）にて花壇作り、
雑草とりなどの環境整備

楽田地区
5 月18日㊌
地区内子ども未来園（楽田、
楽田東、楽田西）と楽田児童
センターにて花植えプラン
ターの設置

羽黒地区
5 月12日㊍
地区内養護老人ホームにて
除草清掃活動

池野地区
5 月19日㊍
池野老人憩の家にて、窓ふき
や草刈りなどの環境整備

犬山市民生委員児童委員協議会
紀藤総務会長

長嶌委員
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犬山市ゆめ選挙創造委員会

　このコーナーでは選挙への関心
が深まるよう、市内で活躍する
様々な年代の人の政治に対する考
えを紹介していきます。
問合　ゆめ選挙創造委員会事務局 　
　　　総務課内（℡44-0300）

注目！中学生

勝村　偉公朗
（犬山中学校
　　　　校長）

　社会科教師として、児童生徒の
公民的資質の育成を目指して社会
科の授業づくりに取り組んできま
した。昨今の選挙における投票率
の低さを考えると、世界に目を向
け、よりよい未来を描き、地域社
会に貢献する人材を育てたいとい
う想いと願いを実践に込めてきた
つもりですが、その成果は十分で
はないことを自身の戒めとしてい
ます。
　本校の生徒の中にも、犬山城周
辺や駅前地下道の清掃活動に取り
組んだり、犬山市の観光ＰＲのプ
レゼンテーションを作成したりす
る生徒がいました。中学生のポテ
ンシャルは大人が考えている以上
のものがあります。そのポテン

シャルを生かすことができる機
会は、学校教育の中だけではな
かなか創り出すことができませ
ん。「地域社会から期待される中
学生」を育てることが、「地域社
会に積極的にかかわる人材」を育
成することにつながると思ってい
ます。「今の社会の状況をすべて
『自分事としてとらえる』ことが
できる姿勢と感性、自分軸をもっ
て生きる「主体性」と「創造性」
を養うことが公民的資質の基礎だ
と考えています。その上で、望む
べき未来を創り出す方法の一つが
選挙であることを、身近な大人と
ともに考えたり、実践したりする
ことができるよう成長してほしい
と願っています。

●日本の中の世界遺産 新しい縄
文文化を知る
日時　 5月22日㊐13：30～15：00
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長 赤塚次郎
費用　500円
定員　先着35人
申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　（℡90-3744 12：00～18：00
      ㊊㊋休館）

●第12回　青塚古墳まつり
　古代体験コーナーや古墳グッズ
の販売、こいのぼり展示、音楽演
奏、遊べるブースなどが出店しま
す。
日時　 5月14日㊏10：00～14：00
※雨天時は 5月15日㊐に変更
場所　青塚古墳史跡公園
※駐車場に限りがあるため、自家
用車での来場はご遠慮ください。
●青塚古墳ミニ展示「写真展・青
塚古墳近くの自然」
　青塚古墳の周辺でみられる鳥や
動物の写真展を行います。
日時　 5月 1日㊐～ 7月24日㊐
      9 ：00～17：00
場所　青塚古墳ガイダンス施設
費用　無料
【共通】
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　（℡68-2272　㊊休館㊊が
　　　㊗の場合は翌平日休館）
※新型コロナの影響により、中止
する場合があります。

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
では各種選挙の投票率や民主政治、
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　 5月15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人
費用　無料
申込・問合　 4月28日㊍～ 5月13　　　
　　　日㊎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）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。

　市内在住で就業意欲があるひと
り親家庭の母や父、寡婦の人を対
象に就業支援講習会を開催します。
期間　 6月～10月
場所　名古屋市内（名古屋駅周辺）
内容　パソコン講習（初級）、介
　　　護職員初任者研修（通信）
定員　各20人（応募多数の場合は
　　　抽選）
費用　無料（教材費等自己負担）
申込・問合　 5月27日㊎までに市
　　　役所 1階子ども未来課（℡
　　　44-0323）へ

　南部公民館1階の展示室 1（床
面積113.98㎡、壁面の長さ30ⅿ、
展示用チェーンあり）を市民に無
料で開放します。出展期間が11月
からとなります。
日時　①11月30日㊌～12月 4 日㊐   
　　　②12月14日㊌～18日㊐
　　　③12月21日㊌～25日㊐
　　　④令和 5年
　　　　 1月18日㊌～22日㊐
　　　⑤ 3月 1日㊌～ 5日㊐
※展示・鑑賞時間は 9 ：00～16：30
（初日は展示準備終了後から、最
終日は15：00まで）。
内容　①自作品の個展かグループ
　　　展（鑑賞者に著しく不快感　
　　　を与えるなど、公安、衛生
　　　法規に触れるおそれのある　　
　　　作品の展示不可）
　　　②作品の販売は不可
出展資格　市内在住または在勤の　
　　　人かグループ
※グループの場合は、 3分の 2以
上が市内在住または在勤の人
※原則、希望日が重なった場合は、
初出展者を優先し、話し合いまた
は抽選で決定
その他　
・ 5月28日㊏13：30から申し込み
者を対象に南部公民館会議室 1で
事前打ち合わせ会を開催します。
・作品搬入・搬出、展示、監視な
どは出展者が責任をもって行って
ください。
・作品搬入は初日の 9 ：00から、
搬出は最終日の15：00から行い、
16：30には後片付けを完了してく
ださい。
・机、電源等を使用した場合は、
規定料金を負担してください。
申込・問合　 5月 6日㊎～20日㊎　　　
　　　（ 9 ：00～17：00　㊊休館）
　　　までに南部公民館（℡68-　　　
　　　0834）へ　

　第 2次犬山市環境基本計画のも
と、犬山市の良好な環境を保つた
めに必要なことを調査したり、審
議する委員を募集します。
　審議会は、学識経験者、市議会
議員、市内事業者や団体から選出
された方、市が選出した市民の代
表者などにより構成します。
定員　 1人
※書類審査を経て委員を決定しま
す。審査の結果は、申込者に郵送
で通知します(申込書は返却しま
せん)。
任期　 2年（最初の会議は令和 4
   年 7 月開催予定）
対象　①～④すべてに該当する人　
　　　①市内在住の人
　　　②環境基本計画に基づく市　　　
　　　　の環境への取組みに理解　　　　
　　　　と協力ができ、環境教育
　　　　・環境学習など協働によ
　　　　る環境活動の楽しさを未　　　　
　　　　来に伝える取組みの実績　　　　
　　　　や関心がある人
　　　③令和 4年 4月 1日現在で
　　　　18歳以上の人
　　　④平日昼間の会議に出席で　
　　　　きる人
※会議は毎年度 1・ 2回開催予定　
報酬　会議出席1回につき7,200円 
　　　（別途源泉徴収あり）
申込　 5月 2日㊊～26日㊍17：00
　　　までに、市役所 3階環境課
　　　で配布または市ホームペー
　　　ジ ページ番号1004927から
　　　ダウンロードした所定の応
　　　募用紙を直接または郵送、　　　
　　　Eメールで環境課（〒484-
　　　8501住所不要　Eメール
　　　020300@city.inuyama.
　　　lg.jp)へ
問合　環境課（℡44-0345）

　ワード、エクセル、パワーポイ
ントを学べます。ワード・エクセ
ルのＭＯＳ資格取得を目指し、就
職に向けた支援を受けられます。
日時　 7月 1日㊎～ 8月31日㊌の　
　　　毎週㊋～㊎（㊗、 8月10日　
　　　㊌～12日㊎を除く）
　　　 9 ：30～15：30
場所　市民交流センターフロイデ
対象　身体、知的、精神、その他　
　　　の障害の人
※ハローワーク（公共職業安定
所）での求職登録が必要です。
定員　 6人
※申し込み後、面接と実技（ワー
ドを使って短文を見本通りに入力
する）選考があります。
受講料　6,100円（テキスト代）
申込　 6月 3日㊎までに、犬山公　　
　　　共職業安定所へ
問合　犬山公共職業安定所（℡61
　　　-2185）か愛知障害者職業
　　　能力開発校（℡0533-93-　　　
　　　2505）

募 集

催 し

堀部邸　月
げっしん
津塾

じゅく

青塚古墳まつり
ミニ展示

公職選挙法の課題を
考えるシンポジウム

母子家庭等
就業支援講習会

市民ギャラリー
出展者

犬山市環境審議会
委員

障害者のための
就職支援
パソコンコース
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　●第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
　日時　令和 5年 1月14日㊏　場所　愛・地球博記念公園（長久手市）

　練習会の過程で監督、コーチが代表選手を選抜します。
日時　毎週㊏（ 5、 9～12月は15：00から、 6～ 8月は16：00から）
場所　木曽川犬山緑地
対象　市内在住で大会当日に参加できる健康な人
部門　小学生男女（ 5・ 6年生）、中学生男女、ジュニア男女、一般男
　　　女、40歳以上（男女不問）
※ジュニアは平成16年 4 月 2 日～平成19年 4 月 1 日生まれの人
※一般は平成16年 4 月 1 日以前に生まれた人
費用　無料（保険は各自負担）
申込・問合　 5月31日㊋までに氏名、年齢または学年、住所、電話番号　
　　　を電話で犬山陸上競技協会　小林（℡62-7590）へ
※詳しくは市ホームページ ページ番号1005731 を確認してください。

　犬山市議会は「市民フリースピーチ（ 5分間発言）」を実施していま
す。市をよりよくするアイディアを議場でスピーチしませんか。提案の
内容は議会で熟慮し、適切にアクションします。
「発言したいけど、どうしていいか
分からない。」そんなときは事前に
相談してください。議員がサポート
します。児童生徒、学生や女性の参
加も大歓迎です！
日時　 6月13日㊊15：30から
場所　市役所 6階議場
対象　市内在住、在勤、在学の人
定員　 7人
※応募多数の場合は抽選により決定。ただし発言内容により許可できな
い場合があります。
申込・問合　 5月24日㊋17：00までに所定の申込書（市ホームページ  
 ページ番号1004633 からダウンロードまたは市役所 6階議事課で配布）
に必要事項を記入して議事課へ持参または郵送で提出するか、ファッ
クスまたはEメールで件名「市民フリースピーチ制度 6月13日の発言希
望」とし、①住所②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤連絡先（昼間に連
絡可能な電話番号、Ｅメールアドレス）⑥発言項目⑦発言内容⑧配布資
料の有無（有の場合は 1部添付）⑨勤務先または学校名・学年⑩手話通
訳など配慮の希望の有無を明記して議事課（℡44-0307　Fax44-0368　 E
メール300100@city. inuyama.lg.jp）へ申し込んでください。
※申し込み後の発言項目の変更はできません。
※新型コロナウイルスの影響により、中止する場合があります。

　市では、統計調査に従事を希望
する登録統計調査員を随時募集し
ています。この制度に登録すると、
統計調査を実施する際、優先的に
調査員に任用します。
　統計調査員は、県や市が行う各
種統計調査の調査対象（世帯や事
業所）を訪問し、調査票の配布、
回収、点検などを行います。
内容　登録後、直近で行う統計調
　　　査の内容について随時案内　
　　　します。都合に合った調査
　　　に従事を希望できます。
※今年度は、就業構造基本調査
（ 9月～10月）、住宅・土地統計
調査の関連業務（令和 5年 1月～
2月）を予定。
従事期間　調査による（多くは 2
   か月程度）
報酬　従事した調査の種類・量に　　
　　　よって異なります。
※登録のみでは業務や報酬は発生
しません。
問合　総務課（℡44-0300）
※詳しくは市ホームページページ
番号1006056を見てください。

　皆さんの生活を支援し、市内消
費の拡大を図るため、全市民対象
プレミアム率100％の「犬山市プ
レミアム商品券事業」を 9月に実
施します。それに伴い、取扱店を
募集します。
期間　 5月 6日㊎～ 6月10日㊎
登録料　無料
条件　市内の店舗に限る
※市内に店舗が複数ある場合は店
舗ごとに登録が必要です。
※一部業種によっては取扱店登録
を断る場合があります。
※プレミアム商品券について、令
和 3年度は中小店限定券3,000円

　市では、旧大手門まちづくり拠
点施設（しみんてい）の活用方法
について提案を募集します。
　民間のアイディアやノウハウな
どを最大限活用することで、公共
サービスの向上、財政負担の軽減
などを実現することを目的として
います。詳しくは
次の二次元コード
から、市ホームペ
ージを見てください。
主な条件　
・自ら提案した内容を的確に遂行
　する意思と能力を有すること
・目的を達成する意思を持つ民間
　企業、ＮＰＯ法人等の法人（個　
　人は除く）
・本市の新たな財政支出または維　
　持管理費の増加を伴わないもの
※提案は審査により採用・不採用
を決定します。採用した提案の提
案者と協議が整った後、契約を締
結します。
問合　地域協働課（℡44-0349）

と全店共通券3,000円だったとこ
ろを、飲食店限定券2,000円と全
店共通券4,000円に変更します。
申込・問合　犬山商工会議所
　　　（℡62-5233）へ
※申込方法等詳細は、犬山商工会
議所ホームページ（http://www.
inuyama-cci.or.jp/）を見てくだ
さい。

よりよい川づくりのために
　国土交通省中部地方整備局では、
河川の整備、利用、環境に関する
地域の皆さんの要望を十分把握し、
河川愛護思想の普及啓発を図るた
め、河川愛護モニターを募集しま
す。
期間　 5月 9日㊊～13日㊎
募集人員　 5人（予定）
応募資格
・20歳以上で木曽川上流河川事務
所管内 6河川（市内は木曽川）の
近隣に住んでいる人
・川に接する機会が多く河川愛護
に関心のある人
手当　未定
※参考　令和 3年度月額4,580円
委嘱期間　 7月 1日～
　　　　　令和 5年 6月30日
※制度改正等により期間満了以前
に委嘱を終了する場合があります。

　軽自動車税（種別割）納税通知
書を 5月 6日㊎に発送します。通
知書の内容を確認して納期限（ 5
月31日㊋）までに納めてください。
　なお、配達には一週間程度かか
る場合があります。
問合　税務課（℡44-0315）

問合　国土交通省木曽川上流河川　　　
　　　事務所占用調整課（〒500-
　　　8801　岐阜市忠節町 5 - 1
　　　℡058-251-1326）
※詳しくは木曽川上流河川事務所
ホームページ（https://www.cbr.
mlit.go.jp/Kisojyo/）を見てくだ
さい。

採用種目 応募資格 受付期間 採用期日

自衛隊一般
幹部候補生

日本国籍を有し、令和 5年
4月 1日現在、22歳以上26
歳未満の者
※大学院修士課程修了者等
（令和 5年 3月学位取得見
込みを含む。）にあっては、
28歳未満の者

6月16日㊍まで
（一般要員のみ）

令和 5年 3月下
旬～4月上旬

自衛隊一般
曹候補生

日本国籍を有し、令和 5年
4月 1日現在、18歳以上33
歳未満の者

5月10日㊋まで
（締切日必着）

9月下旬、令和
5年 3月下旬～
4月上旬

自衛官
候補生 通年

8月下旬、 9月
下旬、11月下旬、
令和 5年 3月下
旬～ 4月上旬

申込・問合　自衛隊愛知地方協力本部　小牧分駐所（℡73-2190）へ
※詳細は自衛隊愛知地方協力本部ホームページ（https://www.mod.go.
jp/pco/aichi/）を見てください。

募 集

愛知県市町村対抗駅伝競走大会練習会

市議会市民フリースピーチ発言者

統計調査の
登録統計調査員

プレミアム商品券
取扱店

旧大手門まちづくり
拠点施設
民間提案事業

河川愛護モニター

自衛官採用案内

軽自動車税
納税通知書の発送

生 活
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　市民健康館では、「さら・さく
らの湯」など館内施設のメンテナ
ンス作業を行うため、期間中は全
館を臨時休館します。また、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。
【全館休館】
期間　 5月16日㊊～18日㊌
【さら・さくらの湯のみ休業】　
期間　 5月の毎週㊏㊐
問合　市民健康館（℡63-3800)

　山林や田畑などは、雨水を一時
的にため、地下に浸透させる機能
があり、河川への雨水の流出量を
抑える働きをしています。
　しかし、今日では開発が進み、
地表面がコンクリートやアスファ
ルトに覆われ、河川へ短時間で多
くの雨水が入ってくるようになっ
たために、洪水の危険性が増して
います。また、河川に入りきらな
い雨水によって、低い土地での浸
水被害の危険性も増しています。

　新川流域では、「特定都市河川
浸水被害対策法」に基づいて、洪
水や浸水を防ぐための取組みを
行っています。
　詳しくは新川・境川流域総合
治水対策協議会ホームページ
(http://www.sougo-chisui.jp/)
をみてください。
●ビジュアルボードフェア開催
　総合治水を理解できる、図や写
真のパネル展示を行います。
日時　 6月 6日㊊～ 9日㊍
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　整備課（℡44-0333)

　地価公示法に基づき、国土交通省では地価調査を毎年行っています。国の地価公示価格は県の基準地価格と
ともに、土地を取引する時の参考になるものです。
●令和 4 年国の地価公示価格（令和 4 年 1 月 1 日現在）

●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）

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

●令和 3 年県の基準地価格（令和 3 年 7 月 1 日現在）

種別 所在地 1 ㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,600

2 橋爪字万願寺39番16 72,200

3 羽黒字八幡20番 5 外 55,300

4 犬山字西古券468番 55,900

5 上野新町192番 73,800

6 犬山字辰ヶ池30番 3 64,200

7 羽黒字小安101番 7 58,600

8 前原字天道新田81番173 32,800

9 字中唐曽65番22 58,800

10 松本町 3丁目29番外 105,000

11 前原字井島 5番14 61,200

12 五郎丸字狭間82番 7 外 58,300

13 羽黒字堂ヶ洞14番43 42,300

14 字横町191番 3 59,200

15 内田東町 8番 3 69,000

16 犬山字中野33番 3 59,400

17 犬山字白山平53番 7 47,500

18 字城山69番 8 58,800

商業地

5-1 犬山字東古券195番 2 外 99,100

5-2 上坂町 4丁目149番 76,200

5-3 天神町 1丁目 8番 132,000

5-4 羽黒字東向畑35番 4 64,200

工業地 9-1 字惣作 1番 2 50,400

種別 所在地 1 ㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,300

2 橋爪字一丁田12番32 89,100

3 字西北野112番69 64,600

4 五郎丸字猿屋東77番17 69,300

5 上坂町 3丁目56番 1 84,200

6 善師野字伏屋13 番 29,000

7 字荒井76番 3 37,500

商業地

5-1 天神町 1丁目 8番 132,000

5-2 字外屋敷82番外 68,000

5-3 松本町 2丁目102番 1 外 107,000

工業地 9-1 字味加田 1番 1外 58,000

林　地 17 今井字宮下31番 1 810

●一定面積以上の土地取引には届け出が必要
　市内の市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整
区域では5,000㎡以上の土地を取引 (売買や交換、地
上権・賃借権の設定など) する場合は、契約締結後、
契約日を含めて 2週間以内に土地の取得者等による
届け出が必要です。
　届け出は、市で受け付け、県で利用目的を審査し
て妥当性を判断します。届け出をしないで取引した
場合は、国土利用計画法違反となり処罰されること
がありますので、注意してください。
問合　企画広報課（℡44-0312）

●わん丸リサイクル小屋収益
19,105円（ 3月分）
市環境保全基金へ積み立てさせて
いただきます。
● 5 月に地域で行われる資源回収
［小中学校］
7 日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　羽黒小学校PTA
　　　　（℡67-0046）
14日㊏　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
21日㊏　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
28日㊏　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
　　　　犬山北小学校PTA
　　　　（℡61-2234）
　　　　犬山南小学校PTA
　　　　（℡61-2231）
［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）
19日㊍～21日㊏　白帝保育園
　　　　（℡62-6488）
14日㊏　本町町内会
  　　　（安田　℡080-3619-2638)
　　　　橋爪上子供会
  　　（長谷川　℡080-2618-1230)
29日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸　℡62-4104）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。　
日程の変更・回収等については各
団体に確認してください。
問合　環境課（℡44-0344）

日時 5 月 8 日㊐
9 ：00～16：00

5 月21日㊏
9 ：00～12：00

5 月22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

日時 5 月 8 日㊐13：00～16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

回収
品目 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

生 活 地価公示価格を発表
ごみ・リサイクル　 5月分

市民健康館臨時休館 総合治水推進週間
5月１5日～２１日
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　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　 5月18日㊌13:00～15:00
場所　市役所 2階202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)

　本物そっくりのフードモデルを
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チェック。
　食の改善推進員によるアドバイ
スも受けられます。
日時　 5月30日㊊10：00～11：30
　　　（受け付けは11:15まで） 
場所　保健センター
費用　無料
持物　健康手帳
申込　不要
問合　市民健康館(℡63-3800）

　市内のごみ集積場に出されたア
ルミ缶、スチール缶、不燃ごみと
して出された金属類等の資源物が
持ち去られているとの情報が寄せ
られています。市から収集運搬委
託を受けた者以外がごみ集積場か
ら資源物を持ち去ることは、条例
で禁止されています。
問合　環境課(℡44-0344）

　カラスや猫等によるごみ散乱防
止対策として「折りたたみ式ごみ
収集容器」を必要に応じて町内会
へ支給しています。大きさは、大
（幅約180㎝、高さ約90㎝、奥行
約90㎝）と小（幅約120㎝、高さ
約90㎝、奥行約90㎝)があります。
※支給条件があるため、設置希望
場所を市の職員が事前に確認する
必要があります。支給希望の町内
会は問い合わせてください。
問合　環境課(℡44-0344）

　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　 5月申請は26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）

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

　初心者でも無理なくできる体操
です。健康づくり推進員と一緒に
カラダを動かして、楽しく体力づ
くりしませんか。
●ゆったりストレッチ体操
日時　① 5月12日㊍13：30～15：00
　　　② 5月26日㊍10：00～11：30
場所　①南部公民館展示室 2・ 3
　　　②南部公民館展示室 1
内容　音楽に合わせ全身を使った
　　　ストレッチ体操
講師　愛知県健康づくりリーダー　
　　　戸崎裕美子氏
費用　300円
●らくらく体操
日時　① 5月17日㊋10：00～11：00
　　　② 5月25日㊌10：00～11：00
場所　①南部公民館展示室 1
   ②南部公民館展示室 2 ・ 3
内容　らくらく体操や認知症の予
　　　防の体操など
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　室内用運動靴、飲み物
申込　不要
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。

　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　 5月30日㊊ 9 ：30～11：30
　　　（ 6部制、時間の指定はで　
　　　きません）
場所　保健センター
対象　市内在住の20歳以上の人
　　　（令和 3年 6月以降にチェ 
　　　ックをした人を除く）
定員　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　 5 月 9 日㊊ 8 ：30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す
る場合があります。

●民俗文化財保存伝承事業補助金　
　伝統行事などの保存伝承のため
の制度です。令和 5年度に伝統行
事などの道具の修理や新調、後継
者育成事業を計画していて、補助
金を希望する団体は、相談してく
ださい。
対象事業　継続的に行われている　
　　　祭礼、芸能、年中行事など　
　　　で指定文化財ではないもの
　　　に関連する事業のうち、次　
　　　のいずれかに該当するもの
①伝統行事などに使われる用具の
　保存修理事業または新調事業
②神楽屋形などの保存修理事業ま　
　たは復元新調事業
③後継者育成事業
対象団体　伝統行事などを継続的　
　　　に実施している団体
●民俗文化財復旧再開事業補助金
　休止している伝統行事などを再
開するための制度です。令和 5年
度に伝統行事などの再開に伴う用
具の修理や復元新調、後継者育成
事業を計画していて補助金を希望
する団体は、相談してください。
対象事業　かつて継続的に行われ
　　　ていた祭礼、芸能、年中行
　　　事などで維持が困難になり　
　　　休止の状態が続いているも　
　　　のの復旧再開に関連する事　
　　　業のうち、次のいずれかに　　
　　　該当するもの。
①休止中の伝統行事などの復旧再
　開に伴う用具の保存修理事業ま
　たは復元新調事業
②休止中の伝統行事などの復旧再
　開時と以後の後継者育成事業
※伝統行事などを再開し、将来に
わたって継続することが条件です。
一時的な復活は対象になりません。
【共通】
申込・問合　 5月27日㊎までに歴
　　史まちづくり課（℡44-0354)　
　　へ

　新緑の中、健康づくり推進員と
一緒にひばりヶ丘公園周辺を歩い
てみませんか。
　歩きやすい服装で出かけてくだ
さい。
日時　 5月11日㊌
　　　10：00から約 1 時間
場所　ひばりヶ丘公園駐車場
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。

　令和 4年度防火管理新規講習を(一財)日本防火・防災協会が開催しま
す。消防法第 8条に規定する防火管理者の選任が必要な事業所で、現に
未選任の場合や人事異動等により不在となる場合は必ず受講してくださ
い。
【防火管理者の選任が必要な建物】

※収容人員は、消防法施行規則第 1条の 3により、従業員数、客席など
の椅子の数、床面積等により算出します。
日時　①甲種防火管理新規講習　（ 2日間）
　　　　 6月25日㊏ 9 ：00～15：40、26日㊐ 9 ：20～16：25
　　　②乙種防火管理新規講習　 6月25日㊏ 9 ：00～16：35
場所　市民交流センター 4階フロイデホール
定員　①②合わせて80人
費用　①8‚000円　②7‚000円
申込　 5月12日㊍～19日㊍に（一財）日本防火・防災協会のホームペー
　　　ジ（https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html）　　　
　　　から申し込んでください。
※別の講習日程などは、同ホームページ内から確認できます。
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

ごみ集積場に
出された資源物の
持ち去りは禁止

建物の使用用途 甲種防火管理者 乙種防火管理者

養護老人ホームなどの消防法
施行令別表第 1 ( 6 )項ロに掲
げる防火対象物

収容人員10人以上 ―

（特定防火対象物）
飲食店・店舗・旅館・病院・
幼稚園・福祉施設など

収容人員30人以上
延面積300㎡以上

収容人員30人以上
延面積300㎡未満

（非特定防火対象物）
共同住宅・学校・寺院・工
場・倉庫・事務所など

収容人員50人以上
延面積500㎡以上

収容人員50人以上
延面積500㎡未満

成年後見制度
無料相談会

選んで楽しく
健康レストラン

5月に
満85歳になる人へ

5月の健康体操

骨密度チェック

民俗文化財
に関する補助金

折りたたみ式
ごみ収集容器を支給

ちょこっと歩こう犬山
IN　ひばりヶ丘

健 康

高 齢 者

相 談生 活 防火管理新規講習
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場所・時間
楽田老人福祉センター

(字横町216-6)
13:30～14:30

高齢者活動センター
(松本町二丁目7)

10:45～11:45

羽黒老人福祉センター
(羽黒新田字中屋敷17-1)

13:30～14:30

東部老人憩の家
(富岡字株池113-1)

10:45～11:45

10
回
コ
ー
ス

1 回目 6 月 1 日㊌ 6月 6日㊊ 6月21日㊋ 6月16日㊍
2 回目 7 月 6 日㊌ 7月 4日㊊ 7月19日㊋ 7月21日㊍
3 回目 8 月 3 日㊌ 8月 1日㊊ 8月16日㊋ 8月18日㊍
4 回目 9 月 7 日㊌ 9月 5日㊊ 9月20日㊋ 9月15日㊍
5 回目 10月 5 日㊌ 10月 3 日㊊ 10月18日㊋ 10月20日㊍
6 回目 11月 2 日㊌ 11月 7 日㊊ 11月15日㊋ 11月17日㊍
7 回目 12月 7 日㊌ 12月 5 日㊊ 12月20日㊋ 12月15日㊍
8 回目 令和 5年 1月11日㊌ 令和 5年 1月12日㊍ 令和 5年 1月17日㊋ 令和 5年 1月19日㊍
9 回目 2 月15日㊌ 2月 6日㊊ 2月21日㊋ 2月16日㊍

10回目 3 月15日㊌ 3月 6日㊊ 3月22日㊌ 3月16日㊍

対象 事業名 日時 開催場所 内容

① 3～ 5か月の子ども すくすくタイム 5月11日㊌
10：30～11：30

東児童センター
さんにぃれ あやし遊び・絵本

② 6か月～ 1歳未満の子ども さくらっこ
　　　ひよこ

5月13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

③ 1歳～1歳 6か月の子ども さくらっこ
　　　あひる

5月20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
離乳食講座

④ 1歳 7か月からの子ども さくらっこ
　　　こねこ

5月27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4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 5月19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 5月25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

　コロナ禍で会話が少なくなった方、閉じこもりがちになって
いる方にお勧めの、音楽と運動を融合させた健康教室です。月
1回の教室で基礎を学び、教室以外の日は無料貸与するDVDを
見ながら、自宅でも楽しく体を動していきましょう。
　次の二次元コードから教室の紹介動画を視聴でき
ます。

　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。

申込・問合　開催日の前日までにさら・さくら　つどいの広場（℡63-3817）に電話で申し込んでください。
①②は 4月26日㊋から、③④⑤⑥は 5月 6日㊎から申し込みを受け付けます。

●スポーツボイスとは
　声を職業とする人のためのトレーニングを、
より多くの人々が継続して楽しめるようにし
た全身運動・口腔機能訓練で、発声に必要な
筋肉の柔軟性や筋力をあげるボディ＆ボイス
トレーニングです。高齢者でも楽しく簡単に
行うことができます。日時・場所

講師　㈱東海第一興商　音楽健康指導士　対象　市内在住の65歳以上
定員　各会場20人（初回優先、定員を超えた場合は抽選）
費用　1,000円（10回分。 1回目に集金します。休んだ場合でも返金はありません）
持物　動きやすい服装、飲み物、タオル
申込・問合　 5月18日㊌までに高齢者支援課（℡44-0325）へ
※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。

　子どもと本との出会いや、家庭
での読み聞かせをはじめるきっか
けづくりのため、毎月開催するお
はなし会の会員を募集します。
　語り手は、「どんぐり文庫」の
古川よし子さんと図書館ボラン
ティア星とたんぽぽの皆さん。
日時　 7～ 3月毎月第 1㊌
　　　11：00から（30分程度）
※初回は 7月 6日㊌です。

　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　 5月28日㊏10：00～12：00
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）
※新型コロナの影響により中止・
延期する場合があります。

場所　市立図書館 1階児童室
　　　おはなしの部屋
内容　絵本、紙芝居、わらべうた、
　　　手あそびなど
対象　 1歳以上の未就学児と保護　　　
　　　者
定員　先着18組
費用　無料
申込　 5月10日㊋10：00から次の
　　　二次元コード
　　　から申込み

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。
　

●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　 5月21日㊏10：30～11：30
場所　犬山西児童センター
内容　運動あそび

★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)

★子育て支援センター

★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（㊐㊊㊗市民健康館休館日除く）
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）

5月13日㊎・24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)

高 齢 者 コロナ禍でも楽しめる　
月 １回の犬山スポーツボイス教室

子 育 て

ひよこちゃん
おはなし会会員募集

お父さんお母さん
交流会

5月の子育て支援事業
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①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数 所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

0人 622 833.3 858 1‚071

1人 660 875.6 896 1‚124

2 人 698 917.8 934 1‚162

3 人 736  960 972 1‚200

4 人 774 1‚002 1‚010 1‚238

5 人 812 1‚040 1‚048 1‚276

1 ．児童を養育している人の所得が一定額より高い場合は、令和 4年
6月分（令和 4年10月支払）から支給されなくなります。
　具体的には児童を養育している人の所得が、表の①（所得制限限度
額）未満の場合、児童手当（児童 1人当たり10,000円または15,000円）
を、所得が①以上②（所得上限限度額）未満の場合、特例給付（児童
1人当たり月額一律5,000円）を支給します。所得が②以上の場合、手
当は支給されません。
※特例給付が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改
めて申請が必要となります。

2．令和 4年度から現況届の提出が不要になります(一部の人を除く）。
　ア、以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。 5月下旬に個別
　　にお知らせします。
　①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が犬山市と異なる人
　②児童の戸籍や住民票がない人
　③離婚協議中で配偶者と別居している人
　④法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
　⑤その他、犬山市から提出の案内があった人
　イ、以下の①～⑤に該当するときは、届出が必要です。
　①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がい
　　なくなったとき
　②受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき（国外転出含　
　　む）
　③一緒に児童を養育する人と婚姻したとき、または児童を養育してい
　　た配偶者がいなくなったとき
　④受給者の加入する年金が変わったとき（受給者が公務員になったと
　　きを含む）
　⑤離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
※詳しくは、市ホームページ ページ番号1008600 を見てください。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

①たんぽぽ相談（教育相談）
　子どもの発達が気になる、ある
いは障害のある子どもの養育・教
育で不安のある保護者や教職員は、
無料で利用できます。相談内容に
ついては秘密を厳守します。
日時　㊋・㊎13：00～16：00 
　　　（㊗除く）
②小学部・中学部　学校説明会
　障害のある子どもの保護者等を
対象に学校説明会を開催します。
来年度就学予定の子どもがいる人
は参加してください。
日時　小学部
　　　 6月 1日㊌10：00～12：00
　　　中学部
　　　 6月 2日㊍10：00～12：00
【①②共通】
場所　一宮東特別支援学校
申込・問合　電話で一宮東特別支　
　　　援学校（一宮市丹羽字中山
      1151- 1 ℡0586-51-5311㊊　　　　　　
　　　～㊎ 9 ：00～17：00㊗除く)へ

　居合道は女性や高齢者に最適な
武道です。見学や無料体験を開催
しています。
日時　毎週㊐ 9 ：00～11：00
場所　市武道館
問合　渡邉（℡61-4261）

日時　 5月 8日㊐ 9 ：00～15：00
　　　（雨天開催）
場所　野外活動センター
内容　野外でゲームなどのボーイ　
　　　スカウト活動体験
対象　年長～小学 3年生
※保護者同伴で参加してください。
定員　先着10人
費用　 1人300円（保険料含む）
※子ども、保護者それぞれ必要。
申込・問合　 5月 1日㊐～ 6日㊎
　　　に住所、氏名、年齢、電話　
　　　番号を電話、ファックスで　
　　　ボーイスカウト犬山第 5団　　　
　　　境（℡・Fax61-5373）へ

　水墨画はモノクロームであるが
墨の濃淡、にじみぼかしにより、
光と影、描き手の心情をも映し出
す奥深い水墨画の作品を展示。
日時　 5月24日㊋～30日㊊
　　　 9 ：00～16：30
※初日12：00から、最終日15：30ま
で
場所　旧磯部家住宅展示室
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

日時　 5月17日㊋～23日㊊ 9 ：00
　　　～16：30（初日11：00から、
　　　最終日15：30まで）

場所　旧磯部家住宅展示室、奥土
　　　蔵
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

　蛍の光と和のしらべと茶道を
楽しみませんか。演奏は福原寛
（笛）、山田卓（長唄）、杵屋彌
四郎（三味線）、三輪知之（箏）。
庭園内では呈茶があります。席主
は武田征宏。
日時　 6月 4日㊏16：30から、
　　　17：30から、18：30から、　
　　　19：30から（全 4回）
場所　岩田洗心館前庭園・書院
定員　各回25人（前売りのみ）
費用　演奏会と呈茶　3,000円
※雨天時は蛍が鑑賞できない場合
があります。
申込・問合　水月会事務局  板津　　　
　　　（℡61-1018）へ

子育てで気になることのある人へ
　県教育委員会では、子育てで気
になることのある人、子どもに障
害があると思われる人、子どもの
就学について相談したい人など向
けに早期教育相談（予約制・無
料）を実施します。
日時　 8月 2日㊋・ 3日㊌
　　　10：00～16：00
場所　南部公民館
対象　 0歳から来年度に小学 1年　
　　　生になる子ども（ 6歳まで）　　　
　　　とその保護者
対象　どなたでも
申込・問合　 6月14日㊋までに市
　　　役所 3階学校教育課(℡44-
      0350)へ
※学校教育課や校区小中学校でも
早期からの相談を随時受け付けて
います。

ボーイスカウト
犬山第 5団
スカウト １日体験

第２0回
蘭風水墨画院星風会
作品展

　県教育委員会では、来年度に小 
・中学校、高等学校入学予定で、
障害のあると思われる子どもとそ
の保護者を対象に、特別支援学校
の体験入学を実施します。
　次の体験入学日以外にも随時相
談を行っていますので気軽に連絡
してください。
●知的な発達に遅れのある子ども
日にち　小学部　
　　　 9月 9日㊎・13日㊋
　　　中学部
　　　 9月12日㊊・14日㊌
　　　高等部見学会　 6月 7日㊋
場所　一宮東特別支援学校
　　　（℡0586-51-5311）

●手足の不自由な子ども
日にち　小学部　
　　　 9月 6日㊋・10月12日㊌
　　　中等部高等部　随時実施
場所　小牧特別支援学校
　　　（℡73-7661）

●病気で入院している子ども
日にち　 7月13日㊌・10月25日㊋
場所　大府特別支援学校
　　　（℡0562-48-5311）

●盲学校
日時　随時実施
場所　名古屋盲学校
　　　（℡052-711-0009）

●聾学校（説明会のみ）
日にち　幼稚部　 6月14日㊋
　　　小学部　 6月 7日㊋
　　　中学部　 6月 8日㊌
　　　高等部　 6月 9日㊍
場所　一宮聾学校
　　　（℡0586-45-6000）

【共通】
申込・問合　電話で体験入学先の
　　　学校へ

県立特別支援学校
体験入学子 育 て

児童手当の法律改正

県立一宮東特別支援
学校からのお知らせ

第47回
MBS遊歩道写真展

小夜のしらべ
邦楽演奏会と蛍茶会

居合道教室無料体験

早期教育相談

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。 6
月15日号の締め切りは 5月 6
日㊎、 7 月 1日号の締め切り
は 5月24日㊋、 7月15日号の
締め切りは 6月 7日㊋。
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5 月は赤十字運動月間です
～被災者に寄り添って～

日本赤十字社はこのような活動を行っています
皆さまからの大切なご支援は

活動に大切に使わせていただきます。

問合　日本赤十字社愛知県支部（℡052-971-1591）

災害救護活動

　赤十字は災害時には被災者の声に耳を傾け、心に寄り添った救護活動を実施
いたします。
　平時には、過去の大規模災害での経験を活かし、地域の自助力、共助力の向
上を図り、将来発生が危惧される南海トラフ地震などの災害による被害を減ら
す取り組みを行っています。
　また、その活動は国際的な救援活動や、救急法や水上安全法などの普及、赤
十字ボランティアや青少年赤十字の活動など多岐にわたっています。
　こうした活動は皆様から寄せられる活動資金により支えられています。

いつ、どこで発生するか予
測できない自然災害や航空
機事故などの人為災害。迅
速に医療救護活動を展開す
るために日頃から近隣県支
部や他機関と連携し、災害
時に必要な資機材を配備、
救援物資の備蓄をしていま
す。

青少年赤十字
「健康・安全」「奉
仕」「国際理解・親
善」の 3 つの実践目標
を掲げ、県内1090以上
の加盟校で学校教育を
通して世界の平和と人
類の福祉に貢献できる
青少年の育成に取り組
んでいます。

社会福祉
社会的支援を必要とする人々のために、状況
に応じた支援活動を実施しています。特に令
和 3 年には、児童養護施設等へのコロナ対策
事業を実施しました。また、地域の保健衛生
向上に寄与するために赤十字健康教室を行っ
ています。

国際活動
世界192の国と地域
に世界的ネット
ワークをもつ人道
支援機関として、
災害や病気で苦し
んでいる人を救う
ため、救助活動や
保健衛生環境の改善を行っています。また、現地
で活動できるように「国際救援・開発協力要員」
となる人材を育成しています。

救急法などの講習
救急時の手当や事故防
止に必要な知識技術を
学ぶ 4 つの講習会を県
内各地で開催するほか、
学校、PTA、会社、町
内会や自主防災組織な
ど団体からのご依頼に
合わせた講習にボラン
ティア講習指導員を派遣しています。また、コロ
ナ禍の中、オンライン環境での講習も開催し、継
続的な普及を行います。

血液事業

医療事業

～赤十字活動資金の流れ～
名古屋第一赤十字病院（中村日赤）、名古屋
第二赤十字病院（八事日赤）では、地域の中
核的な病院の役割を果たすほか、国内外の災
害時には医師や看護師を派遣します。また、
コロナ禍では、両病院において、新型コロナ
ウイルス感染患者の受け入れを行い、地域の
医療体制の確保に努めました。

■赤十字ボランティア
　「犬山市赤十字奉仕団」

　犬山市においても、犬山市赤十字奉仕
団（団員数31名）が防災講習会や地域で
のボランティア活動などを行っています。
　現在、犬山市赤十字奉仕団では団員を
募集しております。
　皆さまの活動へのご参加をお待ちして
おります。
　詳細については下記問い合わせ先まで
ご連絡ください。
問合　福祉課（℡44-0320）

赤十字ボランティア
赤十字の活動は多くのボランティアに支えら
れています。地域に根差した活動を行う「地
域赤十字奉仕団」、特技を生かした「特殊赤
十字奉仕団」、若者を中心とした「青年赤十
字奉仕団」が活躍しています。

①ご家庭・団体・法人の皆様にご協力のお願い
　自治会・町内会等のご担当者さまやボランティア
の皆さまを通してご依頼します。

②犬山市役所または各出張所に提出
　各地域でご協力いただいた活動資金を市役所など
で取りまとめます。

　活動資金は日本赤十字社の事業に大切に使わせて
いただきます。

③日本赤十字社愛知県支部へ送金

これからもご協力をお願いします

様々な活動を動画でご覧
ください。
YouTube公式チャンネル
はこちら

看護師養成
日本赤十字豊田看護大学では、赤十字の人道
の理念のもと、最先端の看護知識・技術を身
に付け広く社会に貢献できる赤十字看護師を
養成しています。

愛知県赤十字血液センターではコロナ禍において
協力者が減少するなか、病気やけがで輸血を必要
とする方々のため、広く献血について理解を求め、
多くの方のご協力をお願いし、安全な血液を安定
的に医療機関へ届けています。

※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
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愛知県犬山市天神町1-8（犬山商工会議所会館4階） 要事前予約愛知県犬山市天神町1-8（犬山商工会議所会館4階）

このスペースに広告を出しませんか
規格　　1枠　縦45㎜×横85㎜
　　　　2枠合併枠　縦45㎜×横173㎜
掲載料　1枠15,000円（消費税および地方消費税含む）
　　　　2枠合併枠30,000円
　　　　　　　　(消費税および地方消費税含む)
※詳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）

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！

犬山南高校生徒会から寄付
　 3 月17日、犬山南高校生徒会から、市へ500mlの消毒
液59本と、ポケットティッシュ1,300個の寄付がありま
した。寄付を受けた消毒液は、同校の生徒会による「犬
南向上プロジェクト」の一環として行われた募金活動に
よって集まったお金で購入されたものです。
　また、ポケットティッシュには校内で行われた感染予
防を啓発するポスターコンクールで選ばれた作品が封入
されています。
　消毒液は市内の障害者施設や高齢者施設へ、ポケット
ティッシュは子ども未来園で活用させていただく予定で
す。

多文化共生フォーラム
　 3月19日、エナジーサポートアリーナで、多文化共生
フォーラムを開催しました。
　第 1部の講演会では（一財）ダイバーシティ研究所代表
理事の田村太郎氏を講師としてお招きしました。講演の
中で、「外国人だけでなく、いろいろな人に開かれた地域
づくりは災害に強い。外国人が住みやすい地域は日本人
にとっても住みやすい」というお話が、特に印象的だった
ようです。第 2 部のトークセッションでは、パネラーの有
限会社ウシホ製作所代表取締役藤井友喜氏から、技能実
習生を受け入れて、「言葉や生活習慣の違いによって戸惑
うことはあったが、真面目で向上心も高いので日本人従業
員の製造管理技能の向上につながった」と現場の声を聴
くことができました。

農林水産大臣賞受賞を報告
　 3月18日、市内でこんにゃく、ところてんを製造販売
している倉地秀幸さん（小松屋商店）が、一般財団法人
食品産業センターなどが主催する「第43回食品産業優良
企業等表彰マイスター部門」で農林水産大臣賞を受賞し、
その報告のため山田市長を表敬訪問しました。倉地さん
は、こんにゃくを作る際に全ての行程を手作業で行い製
造する、日本古来の技術などが高く評価され、今回の受
賞となりました。
　倉地さんは「観光で犬山を訪れた際に商品を購入した
人が、今も遠方からこんにゃくを買いに来てくれる。」
と話されました。

町会長委嘱状伝達式
　 4月 9日市民文化会館において令和 4 年度の町会長委
嘱状伝達式が行われました。
　317人の町会長を代表し、楽田地区南二山町内会の金
山光烈さんが山田市長より委嘱状を受け取りました。
　山田市長は挨拶の中で「町会長は住民の皆さんに最も
近いところで活動を行います。1年間よろしくお願いいた
します。」と述べました。

▲犬山南高校生徒会の皆さん

▲（一財）ダイバーシティ
研究所代表理事の田村太郎氏

▼第 2 部トークセッションの様子

◀
表
彰
状
を
手
に
す
る
倉
地
秀
幸
さ
ん

※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
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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　
　　　☆ 9 ：30～12：00

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

5 月 1 日㊐ すみれ内科クリニック 68-0025 さとし眼科クリニック 68-3104 かみの歯科 0568-65-4860
5 月 3 日㊗ ハートクリニックさわだ 62-5556 あいちせぼね病院 20-9100 はまじま歯科医院☆ 0587-93-8448
5 月 4 日㊗ すみれ内科クリニック 68-0025 松村クリニック 61-1488 佐藤歯科医院☆ 0568-61-0037
5 月 5 日㊗ 犬山駅西病院 61-2017 こばやし眼科 62-7278 きなな歯科☆ 0587-22-7599
5 月 8 日㊐ 犬山駅西病院 61-2017 高橋眼科 65-0066 はまじま歯科医院 0587-93-8448
5 月15日㊐ 村上内科 62-2201 竹内皮膚科クリニック 62-7511 祖父江歯科 0568-67-9939

■休日（日曜・祝日）診療　

■犬山市の人口と世帯　（ 4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　

広域での新施設建設　
　現在、犬山市が単独で運営する
ごみ処理施設(塔野地)は、稼働か
ら39年が経ち、老朽化に伴う補修
費用の増加や、安全な稼働に不安
があります。そのため、高性能な
新施設建設は急務であり、施設更
新にあたっては、市単独ではなく、
犬山、江南、大口、扶桑の 2市 2
町で、ひとつの施設を整備・運営
する広域化を図ります。

建設地決定と供用開始目標　
　建設地の選定は、長年、混迷・
停滞が続きましたが、地元のご理
解と関係市町の連携により、平成
28年 3 月に、江南市中般若町北浦

地内(愛岐大橋南東)で建設するこ
とと決定しました。　
　当初、新施設の供用開始目標は
令和 7年 4月とし、環境影響評価
等調査や用地買収などの準備を進
めてきました。

問題と解決　
　新施設の建設と20年間の施設運
営に関し、事業者を決める入札を
令和 2年 5月に進めたところ、公
正な競争が行われない疑念が生じ
たため、第三者の公正入札監視委
員会での答申を踏まえ、令和 3年
7月に入札を中止いたしました。
また、確保見込みだった一部用地
で、確保の見通しが不透明となり
ました。
　その後、建設に必要な用地も確
保できたため、新たな入札要件で、
令和 4年 3月に入札公告を行い、
令和 4年11月に事業者が決定しま
す。

新たな供用開始目標　
　入札に関する問題発生と調査・
仕切り直し、用地確保の再調整に

時間を要したため、当初目標の令
和 7年 4月供用開始は困難となり
ました。そこで、施設建設に向け
た今後のスケジュールとしては、
入札による事業者決定後、令和 5
年 2月より、設計・工事を進め、
令和 9年には、施設の試運転を行
い、新たな供用開始目標を令和10
年 4 月とし、準備を進めていきま
す。

信頼第一　
　 2市 2町にとって、20年間で約
430億円(予算ベース)という大事
業ですので、疑念が晴れないまま、
スケジュールありきの既定路線で
進むのではなく、たとえ遠回りに
なっても、公正な事業者選定を確
実に行い、信頼第一で進めていく
ことが重要です。供用開始時期は、
令和10年 4 月へと少しズレ込みま
したが、これでなんとかレールに
乗せる目処が立ちました。新施設
の供用開始に向け、適正に着実に、
これからも最善を尽くします。

◯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

　㊏㊐㊗　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5,500円）がかかります。

人口 72,693人（−575人）
男 36,100人（−303人）
女 36,593人（−272人）
世帯 31,381世帯（−116世帯）

新広域ごみ処理施設の
建設に向けて

※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。

（　 ）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（内科・外科）℡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

■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 5月27日㊎10：00～15：00 市役所　会議室 当日先着順

登記 5月11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 5月17日㊋13：00～16：00 市役所　会議室 当日先着順

行政書士 5月25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
5月11日㊌13：00～16：00
6 月 1 日㊌10：00～12：00
          13：00～16：00

南部公民館会議室 3 ―

年金
毎週㊋・㊎（㊗除く）
 9 ：30～16：30
（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）

5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 5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） 5月20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） 5月18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 5月11日㊌10：00～16：00
② 5 月26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 ：30～17：00 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

6月 2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 5月12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 5月12日㊍13：00～16：00 フロイデ 1階社会福祉協議会 ―

ボランティア 5月 2日㊊・16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 5月11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

5月 9日㊊・23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-
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
5 月17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（℡44-0353)

5 月17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 1階適応指導教室
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 毎週㊎13：00～16：30 市役所 1階相談室 ―

英語・タガログ語・
中国語　外国人 5月27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） 5月12日㊍13：00～16：00 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

84
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赤
ちす

く
す
く ゃ ん

　練屋町の『国香欄』の中幕に
は、四種の動物模様が刺

し

繍
しゅう

で著さ
れている。車山の南向き正面に
「鳳凰（朱雀）」、東向きの左面に
「龍（青龍）」、西向きの右面に
「虎（白虎）」、北向きの後方に
「亀と蛇（玄武）」の図が白

しろ

羅
ら

紗
しゃ

地
じ

に金糸と色糸で繍われている。
　古代東洋では宇宙の四方を守護
する神獣としてこれら四種の霊獣

を信奉したのであり、国香欄に
あっても車山の神聖と周囲の安全
を願って幕に配したものと思われ
る。
　四面共に清白の羅紗地の上に金
糸刺繍を主体にしながら鮮やかな
色糸を加えて繍

ぬ

い上げていて、厳
かな唐様式に和風の写生調を混じ
た独自の表現をしている。
　記録では天保13年『尾張名所図
会』に載る国香欄の絵に四神図を
見ることから、本幕はこの頃に製
作されたと思われる。金糸による
刺繍が主体ながらも、綴じ糸の色
を変えて多種の金色表現が試みら
れ、江戸後期の刺繍の特徴が知ら
れる。
　また汚れた白羅紗地を昭和初年
に替えているが、このように大事
に扱われてきた幕も近年に褪色や
損傷が目立ち、令和 2年から練屋
町の歴史文化を尊重した幕の復

元新調が進められることとなっ
た。
　製作は京都の株式会社川島織
物セルコンが受け持ち、 2年を
費やして令和 4年 3月に完成し
た。
　長期の製作のために 2所の工
房で分担したが、両工房は共に
名匠としてよく知られており、
完成した幕は合作の成果を充分
に発揮して最高の出来栄えを証
している。本幕に見る美しさと
技術の刺繍幕が今後に見られる
だろうか。

広報犬山　令和 4年 ５月 1日号

編集発行 ￨ 犬山市経営部企画広報課　〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36　　電話  ￨ 0568-61-1800（代）
FAX ￨ 0568-44-0360 　Eメール ￨ 010201@city.inuyama.lg.jp　 ホームページ ￨https://www.city.inuyama.aichi.jp/

たくさんの笑顔を
ありがとう！

すくすく育ってね！

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、お姉ちゃんと
食べて遊んで

すくすく育ってね！

笑顔いっぱい
愛される子に
なってね !

いつもニコニコ笑顔で
たくさんの幸せを

届けてくれてありがとう！

令和 3年 3月生まれ 令和 3年 3月生まれ 令和 3年 3月生まれ 令和 3年 2月生まれ

応募はこちら

▲復元新調された中幕

令和 3年 3月生まれ 令和 3年 3月生まれ 令和 3年 3月生まれ 令和 3年 2月生まれ
莉

り お

央ちゃん 芽
め い な

衣那ちゃん 結
ゆい

菜
な

ちゃん 拓
たく

人
と

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　 5 月20日㊎
次回掲載予定　令和 4年 7月 1日号　　対象　令和 3 年 4 月・令和 3 年 5月生まれの赤ちゃん

練
ねり

屋
や

町
ちょう

『国
こっ

香
こう

欄
らん

』中幕の製作を
振り返って

（一社）犬山祭保存会

犬山祭伝承保存委員会
　　委員　藤井健三




