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　あけましておめでとうございます。本年もみなさまにとってよき年になります
ようご祈念申し上げます。

どんな犬山にしたいのか
　昨年12月17日から、新たに犬山市長として就任させていただきました。これも市民みなさんのおかげさまと
心から感謝申し上げます。私が当選させていただけたのは、前任の山田拓郎市長が犬山に心を寄せて積み重ね
てきた思いをこれからにつないで、原らしく犬山を変えて欲しい、成長させて欲しいという期待であると思っ
ています。そのため、市民のみなさんと犬山に、真面目で正直で、丁寧に向き合いながら、何事にも全力を尽
くしていきます。
　こんな時代だからこそ、改めて犬山が！地方が！強くならなければならないのだと思っています。それは、
どこにでもあるまちではありません。犬山にしかできないまちづくりです。他にはマネのできない地域づくり
を考えていかなければならないのです。いいまちってなんでしょう…まちの力は、土地の大きさじゃない。ま
ちの元気は、人の数じゃない。みなさんの犬山への想いだと思います。まちは建物の集まりでもないし、区割
りでもない。人と人のつながりだと思います。だから、みなさんが真ん中にいる「やさしく」「げんきな」ま
ちでありたい。ずっとずっと犬山に住みたいと思ってもらえるまちづくりに臨みます。
これから進む犬山の方向性
　今ある犬山の問題は、人口減少や少子高齢化、働き・子育て世代が減っていることです。周りの市町の人口
が増えていることを受け止めると、まだ犬山には何かが足りないのだと思います。それで、都市間競争に後れ
を取っているのだと思っています。今やるべきことは、子どもに未来の投資と、教育で子どもの成長支援、み
んなで支えあう高齢者と福祉、市民に寄り添う犬山市役所であたたかいまちへの制度構築を図っていくことで
す。そうすることで、犬山の社会は、もっと子どもにあったかくなり、もっと高齢者に向き合えるようになる
と考えます。
　また新しい犬山づくりへの転換には、これからのまちのグランドデザインと新たな財源の確保が求められま
す。そこで犬山市にある 7つの鉄道駅と地域をつなげていきます。でも駅が近くにあるからといって何ができ
てもよいというものではありません。まちにはバランスと調和が必要です。駅と地域をつなげながら、企業を
誘致するゾーンや商業などの賑わいゾーン、移住・定住の住宅ゾーン、さらには木曽川や里山、田園風景など
の自然文化を大切にしていくゾーンなど、犬山全域と犬山の地域のゾーニングを活かしつつ、犬山の新しいま
ちづくりと地域の発展、新たな財源の確保につなげていきます。
　こうした子どもや高齢者、みなさんと向き合える「やさしい」犬山で、みんなが「げんき」になって、その
結果、人口減に歯止めがかかる。出生数が上がる。働き・子育て世代が移住・定住する。地域経済が活性化す
る。誰もが住みやすくなる。そんな、あたたかく犬山らしい社会の中で、ずっとずっと住み続けられる持続可
能な犬山を創出していきます。
市長としての姿勢
　わたしは、ずっと言い続けてきました。「わたしの夢は市長になることではありません。市長になってみな
さんと犬山をよくすることがわたしの夢です。」その思いを持ち続けながら、73,000人市民のみなさんに向き
合い、寄り添い、近い存在で信頼できる市長でいられるよう力を注いでまいります。
　本年もご指導下さいますようよろしくお願い申し上げます。

令和 5年　新年のごあいさつ

「 1期目の犬山への想い」
犬山市長 原　欣伸

心あらたに
犬山市議会議長 三浦 知里

犬山商工会議所　会頭 髙橋 秀治

　新年あけましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年の11月
に行われました市長選挙で新市長が誕生し、新しいリーダーの元、本年がスタートいたしました。
　私ども犬山市議会も今年の 4月に任期満了を迎え、選挙が行われます。
　これからもまた、改選後も、議員一人一人が研鑽に努め、地域の課題にしっかりと取り組み、皆様の声に耳
を傾けながら、より市民に身近な議会として感じていただけるように、市民福祉の向上のために頑張ってまい
ります。
　さて、コロナにより、ここ数年、人と会うこと、人と話すこと、人と一緒に楽しむことに制限がかかり、苦
しいこともいっぱいありましたが、人間の生きぬく力は想像以上にたくましく、皆様の明るく勇気ある行動に
市民力の強さを感じる場面がたくさんありました。
　そういった市民の皆様のご協力をいただきながら、今年も魅力ある犬山をめざして、議会と市長が連携し議
論を重ねながら、より良いまちづくりを目指してまいります。本年も市議会に対して、ご指導賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　結びに、本年が皆様にとりまして、輝かしく実り多い飛躍の年となりますことを心からご祈念申し上げまし
て、新年のあいさつといたします。

抜け出るマインド

　新年明けまして誠におめでとうございます。
　皆々様におかれましては、心新たに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年の干支は「癸卯（みず
のとう）」であります。十干の癸は暗雲立ち込めた冬枯れの景色の中、それまで隠れて見えなかった道筋が
くっきりと現れて来る様相を象った文字です。そして十二支の卯は芽や葉が茂ること、すなわち陽気の衝動や
豊かさと繁栄を意味していると言われています。したがって本年は自らの律する基準や道筋をしっかりと見定
めた上で行動し新たな発展へと向かう年としたいものです。
　企業経営にとっても内外の変動が激しい中に於いて自社の強みと弱みをしっかりと分析しこの先の確固たる
道筋を決定し、新たな成長ステージに向かう年といえるでしょう。昨年の日本経済は新型コロナのまん延防止
等重点措置が全面解除となった 4～ 6 月期に実質GDP成長率が前期比年率で+4.6％となったものの、 7～ 9
月期は世界的な物価高の影響から消費が盛り上がりに欠け、また、外需部門の不振も相まって▲1.2％のマイ
ナス成長となりました。10月以降は外国人旅行者の水際対策緩和によるインバウンド需要の回復が見込まれる
一方で物価高による消費者マインドの低下、米国の金融引き締めや中国のゼロコロナ政策による世界経済の下
押し圧力もあり、多くの民間調査機関での昨年の実質GDP成長率は+ 1％台と予測されています。
　諸外国と比較し、大変に遅まきながら我が国もデジタル庁が立ち上がりサイバーセキュリティ強化、国際戦
略の推進、何より包括的データ戦略の推進により行政が社会の基本データを保有・整備しオープンなプラット
フォームで利活用することにより経済的発展と社会的課題の解決に心地良いスピードで取り組んで頂きたいと
ころであります。但し、誰一人取り残されない人に優しいデジタル化でないと風土上難しい面もありますが、
我々市民や企業もある程度の努力は必要と考えます。
　岸田首相におかれましては聞く力の発揮具合と同じだけのダイナミックな行動と発言を大いに期待致します。
犬山市、犬山市民、そして商工業者の集まりである犬山商工会議所が「三方良し」と成り、オーセンティック
な犬山市を目指して本年も注力して参ります。

これは全国の商工会議所統一の
マークで、犬山商工会議所も使
用しています。

い
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第６次犬山市総合計画（案）がまとまりました！第６次犬山市総合計画（案）がまとまりました！

「総合計画」とは

パブリックコメントを募集します

　「総合計画」とは、犬山市を将来どのような「まち」にしていくのか、そのためにどんなことをしていくの
かを、総合的・体系的にまとめた、市のすべての計画の基本となるものです。現在の第 5次犬山市総合計画は
平成23年に策定（平成29年改訂）され、令和 5年 3月に計画期間が終了します。計画が途切れることがないよ
う、次の総合計画となる「第 6次犬山市総合計画」の策定を令和 3年 5月から開始しました。
　総合計画は、団体の代表者や学識経験者、公募市民、市議会議員からなる「犬山市総合計画審議会（会長：
愛知大学地域政策学部　鈴木誠教授）」が市長からの諮問を受け、計画案について審議してきました。計画案
には市民意識調査（アンケート）や民間企業なども含めた各種団体へのインタビュー、地区別タウンミーティ
ングの開催などで得られた市民の皆さんのさまざまな意見が反映されています。
　昨年12月 1 日に、計画案について審議会から山田市長（当時）へ答申がありました。その内容をお知らせす
るとともに、市民の皆さんから意見を募るパブリックコメントを実施します。

　「第 6次犬山市総合計画」は、長期的な市政の方向性を示し、市民と行政が主体的かつ計画的に取組みを進
め、持続可能なまちを実現するために、次の 3つの役割を担います。

「第 6次犬山市総合計画」における犬山の将来像

「第 6次犬山市総合計画」の役割

　この計画案に対して、市民の皆さんから意見を募集するパブリックコメントの手続きを経たうえで、令和 5
年 2月定例議会に議案として上程し、議決を受けて策定完了となります。
　総合計画は、犬山市政の道しるべとなる「市政の羅針盤」として、市民と行政が対話や交流を重ね、お互い
の理解と共感に基づき協力してまちづくりを進めていくための共通目標を示すものです。市はこの計画を作る
ことをゴールとせず、計画を活用してより一層市民のみなさんと協働してまちづくりを進め、犬山での暮らし
の豊かさ向上を目指していきます。

今後の予定

　皆さんからの意見は、取りまとめのうえ、回答と合わせ市ホームページ、企画広報課窓口で公表します。
募集期間　令和 4年12月28日㊌から令和 5年 1月20日㊎17:00まで
公開場所　市役所 1階ロビー、市役所 4階企画広報課、各出張所、市立図書館、市民交流センター
　　　　　フロイデ 1階協働プラザで閲覧または次の二次元コードから市ホームページ ページ番号
　　　　　1009477 へ
意見提出　住所、氏名、意見を記入し、企画広報課か各出張所に直接提出するか、郵送、
　　　　　ファックス、Eメールで企画広報課（Fax44-0360　Eメール010100＠city.inuyama.lg.jp）へ
問合　企画広報課（℡44-0312）

第 6次犬山市総合計画（案）に関するパブリックコメントを実施します

水と緑と伝統
みんなつながり　みんなうるおう

豊かさ実感都市 犬山

　持続可能なまちづくりを進めていくためには、このまちで暮らす人が豊かさを実感し、このまちでの暮らし
を続けたいと思うことが必要です。『このまちでの暮らしが、今よりもっと豊かになるように。』まちづくり
を進めるにあたり、この考え方を基本として、第 6次犬山市総合計画では犬山の将来像を次のように描きまし
た。

　たくさんある魅力の中でも、特に犬山市を象徴するものが歴史、文化、自然です。犬山らしさを出すために、
「水と緑」で自然などを表現し、木曽川をはじめとする市内を流れる川や入鹿池に代表されるため池、飛騨木
曽川国定公園や市内の田園風景などを表しています。
　「伝統」では歴史、文化を表現するとともに、これまで培われてきたものだけでなく、これから新たな伝統
を創り上げていこうという思いが込められています。
　また、地域や産業、資源など、さまざまな分野でヒト、モノ、コトが、時には分野を超えて「つながる」こ
とで、このまちで暮らす人の生活が「うるおう」まちを目指します。そして、このまちで暮らしている人が
「豊かさを実感」することで、周りの人々も犬山市に住みたいと思うようになります。それが持続可能なまち
の実現につながっていきます。

▲答申の様子（令和 4年12月 1 日） ▲審議会メンバー
　（令和 4年12月 1 日出席者）

▲昨年度行った地区別タウン
　ミーティング

水と緑と伝統　みんなつながり　みんなうるおう　豊かさ実感都市　犬山

産業が栄えるまちへ

農　　　業
商　工　業
観　　　光

誰もが育ち、
楽しみ、

活躍できるまちへ

子　育　て
教　　　育
生 涯 学 習
歴 史 文 化
健康・福祉

人にも地球にも
やさしいまちへ

住環境・インフラ
安全・安心

低炭素・循環型・
自然共生

行財政運営　　　市民参画と交流、協働　　　シティプロモーション

まちの将来像

まちづくりの
基本目標

まちの将来像の
実現のための施策

計画実現を
下支えするもの

●第 6次犬山市総合計画の体系図

①市の最上位計画であり、犬
山市政の道しるべとなる“市
政の羅針盤”
　市で取り組むすべての施策
の基本となり、市が目指すま
ちの将来像を描き、その実現
に向けた取組みの方向性を指
し示す「羅針盤」とします。

②市民の参画と行政との協働
による“まちづくりの行動指
針”
　市民と行政が協働の心を持
ち、対話や交流を重ね、お互
いの理解と共感に基づき協力
してまちづくりを進めていく
ための共通目標や取組みの方
向性を示す「行動指針」とし
ます。

③計画的なまちづくりの達成
状況を測る“進行管理の基準”

　計画の評価・検証など進行
管理を行うため、具体的な目
標と、その目標の達成度が確
認できる指標等を定めた「進
行管理の基準」とします。
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卯年卯年
賀
正

　2023年の十二支は「卯（う）」です。ウサギの跳ねる姿にあやかり、本年を「飛躍する年」にしたい人も多
いのではないでしょうか。
　そこで広報犬山は、新春特別企画として今年（2023年）、この犬山で12歳を迎える子どもたちに、「今年の
抱負」「将来の夢」と「犬山の好きなところ」を聞いてみました！
　今年が飛躍の年になることを祈念して、また、初めての年男・年女を迎える記念として、広報犬山は皆さん
の活躍を応援しています！

名前　しょうた
今年の抱負
ピアノで、『鎌倉殿の13人』の
メインテーマを完璧に弾けるよ
うにすること
犬山の好きなところ
歴史ある城（犬山城）や梶原景
時のゆかりの土地があるところ。
また、森とか尾張冨士のような
自然があり、気分がすっきりす
るところ。

名前　石田 悠衣華
将来の夢
看護師
犬山の好きなところ
犬山城

名前　あおちゃん
将来の夢
保育士になる事
犬山の好きなところ
石上げ祭りが楽しい所

名前　Azu
今年の抱負
中学校生活を思いっき
り楽しむ！
犬山の好きなところ
夕日につつまれる
犬山城

名前　楽田クルーズ
今年の抱負
バレーボールの大会で
優勝する!!
犬山の好きなところ
バレーボールの楽しさ
を教えてくれ、大切な
仲間ができ、新しい仲
間ともどんどん繋がっ
ていけるところ

名前　犬山北ロケット
今年の抱負
今年こそはサッカーの大会で優勝するぞー！
犬山の好きなところ
犬山城とかあって、歴史があるところ

～広報犬山令和 5年 1月 1日号 新春特別企画～

―うさぎどし―
は

●教えてください！あなたの「今年の抱負」「将来の夢」、そして「犬山の好きなところ」

卯年跳ね
ろ！

問合　企画広報課（℡44-0311）

　犬山市には犬山城や犬山祭、名勝木曽川、青塚古墳、東之宮古墳、天然記念物ヒトツバタゴ自生地などの指
定・登録文化財をはじめ、遺跡、神社仏閣、祭礼、風習、風景などの多種多様な歴史文化資源があり、これら
は「地域の宝」として愛されています。市では、市内の歴史文化資源を総合的・一体的に保存・活用するため
のマスタープランかつアクションプランである「犬山市文化財保存活用地域計画」の策定を令和 ２年度から令
和 4年度にかけて行っています。
　この犬山市文化財保存活用地域計画に関する説明会と歴史文化資源を活

い

かした今後のまちづくりについての
講演会を開催します。
日時　1月２9日㊐14:00～16:00（開場13:30）
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　第 1部　概要説明　「犬山市文化財保存活用地域計画について」
　　　　　　　　　　　　犬山市教育委員会歴史まちづくり課　中村篤史
　　　第 ２部　基調講演　「犬山市文化財保存活用地域計画と犬山のまちづくり」
　　　　　　　　　　　　講師　國學院大學教授　西村幸夫氏
　　　第 3部　トークセッション　「歴史文化資源を活かした犬山の今後のまちづくり」
　　　　　　　　　　　　対談者　國學院大學教授　西村幸夫氏
　　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人ニワ里ねっと　理事長　赤塚次郎氏
定員　先着２00人
費用　無料
申込・問合　 1 月 5 日㊍～２5日㊌に、①氏名②住所③電話番号を市役所 3 階歴史まちづくり課（℡44-0354
　　　8:30～17:15㊏㊐㊗除く　Eメール070700＠city.inuyama.lg.jp）か次の二次元コードから
　　　申し込み
※Eメールで申し込む際は件名を「説明会申込」としてください。
※詳しくは市ホームページ ページ番号1009475 を見てください。
※新型コロナの影響により中止・延期となる場合があります。
※ ２月15日㊌～ 3月10日㊎にこの犬山市文化財保存活用地域計画に関するパブリックコメントを実施する予定
です。

　昭和２4年 1 月２6日に、現存する
最古の木造建造物である法隆寺
（奈良県斑

いかるが

鳩町）の金堂が炎上し、
壁画が焼損したことを契機として、
昭和30年に「文化財防火デー」が
制定されました。
　 1・ ２月は特に火災が発生しや
すい時期でもあることから、毎年
この日を中心に文化財防火運動が
全国で行われており、 1月２6日㊍
に犬山城、 1月２7日㊎に明治村、
1月31日㊋に有楽苑で消防訓練を
実施します。また、 1月２6日㊍の
犬山城での訓練の公開に合わせ、

次の施設を無料開放します。
　この機会に、貴重な文化財を火
災、震災などの災害から守ってい
くことの大切さを考えましょう。
無料開放日　 1月２6日㊍
対象施設　犬山城、文化史料館
　　　（本館・南館）、中本町ま　
　　　ちづくり拠点施設（どんで
　　　ん館）
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

「石器の見かた〜尾張地方の石器
から〜」
　今井・池野地区をテーマにした

連続講座の 1回目です。入鹿池遺
跡群などから出土している石器に
ついて学びます。石器製作の手順
も実演します。
日時　 1月２8日㊏10:00～11:30
場所　青塚古墳ガイダンス施設
　　　研修室
講師　名古屋市教育委員会
　　　水野裕之氏
定員　先着２0人
費用　無料
申込・問合　 1月 5日㊍～２7日㊎
　　　に青塚古墳ガイダンス施設
　　　（℡68-２２7２㊊休館　㊗の
　　　場合は翌平日休館）へ

催 し 犬山市文化財保存活用地域計画の説明会と講演会

1月26日は
文化財防火デー

あおつか歴史講座

▲市内の歴史文化資源の一例
　（木曽街道の石仏）
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　航空自衛隊岐阜基地では、自衛
隊の活動を周辺住民に理解しても
らうため基地モニターを募集して
います。
　応募資格、応募方法、応募用紙
の送付先など詳しくは岐阜基地
ホームページを見てください。
募集期限　 1月1２日㊍まで
定員　10人（男女各 5人）
問合　航空自衛隊岐阜基地渉外室
　　　（℡058-38２-1101
　　　内線２２73）

     （℡6２-5２33、Fax61-3986）へ
※詳細は犬山商工会議所ホーム
ページ（https://www.inuyama
-cci.or.jp）を見てください。
※新型コロナの状況により定員等
を変更する場合があります。

　市では、世代や属性を超えた包
括的な支援体制を構築するため、
地域福祉の理念を示す「犬山市地
域福祉計画」に加え、より実践的
な「犬山市重層的支援体制整備事
業計画」等をまとめたため、皆さ
んからの意見を募集します。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市
役所 1階福祉課で公表します。
募集期間　 1月 4日㊌～２0日㊎
公開場所　市役所 1階ロビー、市　　　
　　　役所 1階福祉課、各出張所、　
　　　市立図書館で閲覧または市　　　
　　　ホームページページ番号10
　　　09506 に掲載
意見提出先　期間中に住所、氏名、
　　　意見を記入し、市役所 1階
　　　福祉課か各出張所に直接提
　　　出するか、郵送、ファック
　　　ス、Eメールで福祉課（Fax
　　　44-0364、Eメール030100＠
　　　city.inuyama.lg.jp）へ
問合　福祉課（℡44-0319）

　尾張北部聖苑の待合ロビーに、
令和 5年 4月から自動販売機を設
置する事業者を募集します。
　詳しくは、愛北広域事務組合の
ホームページ （http://www.aiho

ku-kouiki.jp/）を確認してくだ
さい。
問合　愛北広域事務組合
　　　（℡0587-37-0840）

　犬山商工会議所は、小牧法人会
犬山支部、犬山祭保存会、犬山市
観光協会との共催で、商工業の振
興と豊かなまちづくりを目指し、
新春講演会を開催します。
日時　 1月２8日㊏15:00～17:10
　　　（開場14:30）
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 ２階２01・２0２会議室
内容　・原欣伸市長による講演
　　　・名古屋工業大学　若山滋
　　　　名誉教授と犬山祭保存会
　　　　石田芳弘会長との対談
定員　先着130人
費用　無料
申込・問合　犬山商工会議所

　天神町線路沿いの名鉄協商パー
キング敷地内にある犬山駅東第 1
駐輪場は、 1月31日㊋をもって廃
止となります。
　現在、第 1駐輪場を利用してい
る人は、 ２月 1日以降、現在の駐
輪場から南に約30メートル離れた
第 4駐輪場を利用してください。
今回の第 1駐輪場廃止は、ファシ
リティマネジメントの観点から、
近隣にある駐輪場への集約を目的
としています。
　なお、この第 4駐輪場は ２月か
ら「犬山駅東第 1自転車等駐車
場」に名称を変更します。

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　 1月の毎週㊏㊐
※変更・延長となる場合がありま
す。
問合　市民健康館（℡63-3800）

　青少年の非行・被害防止に取り
組む県民運動は 1月10日㊋まで
　青少年が心身ともに明るく健や
かに成長することは、子を持つす
べての親の願いであり、県民の誰
もが期待するところです。
　スマートフォンの普及、ＳＮＳ
が社会に浸透し、インターネット
の有害サイトにより青少年が犯罪
に巻き込まれる事件が多く発生す
るなど、青少年を取り巻く近年の
環境は大きく変化してきています。　
　家庭、学校、地域がそれぞれの
果たすべき役割を認識し、青少年
を取り巻く有害な社会環境を浄化
し、青少年を犯罪から守りましょ
う。
問合　文化スポーツ課青少年セン
　　　ター（℡44-035２）

　堀部邸は次の期間、建物の改修
と邸内のメンテナンスによる臨時
休館を含む休館となります。
期間　 1月16日㊊～31日㊋
※㊊㊋は定休日です。
問合　・建物の改修について
　　　　歴史まちづくり課
　　　　（℡44-0354）
　　　・建物の利用について
　　　　木之下城伝承館・堀部邸　　　　　　　　　
　　　　（℡90-3744㊊㊋休館）

　高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）とは、高齢になっても住み慣れた地域で安心して生
活するために市が委託により設置している総合相談機関です。
　地域の住民が自分らしく安心して暮らせるよう、一緒に取り組む職員を募集しています。

業務内容　地域包括支援センター業務および介護予防支援業務
※勤務日時・賃金・福利厚生については、直接各センターに問い合わせてください。
必要書類　履歴書、資格免許状の写し、普通自動車免許証の写し

　定年退職を間近に控えたサラ
リーマンを対象とした「年金制度
の概要・手続き」「雇用保険の上
手な活用方法」などについて理解
を深めるためのセミナーです。
日時　① 1月14日㊏ 9 :30～11:45
　　　② 1月14日㊏13:00～15:15
　　　③ 1月15日㊐ 9 :30～11:45
　　　④ 1月15日㊐13:00～15:15
場所　①②小牧勤労センター
　　　（小牧市大字上末２２33-２）
　　　③④グリーンパレス春日井
　　　（春日井市東野町字落合池
　　　1-２）
対象　55歳以上のサラリーマンと
　　　その配偶者
定員　各回先着２5人
費用　無料
申込・問合　 1月 4日㊌から電話
　　　で愛知労働者福祉協議会尾
　　　張北支部（℡39-5376 
　　　 9 :00～17:00㊏㊐㊗除く)
　　　へ

　県では、消費者を取り巻くさま
ざまな問題に対応するため、消費
生活モニターとして消費者行政の
推進に協力できる人を募集します。
期間　依頼した日から
　　　令和 6年 3月31日まで
対象　県内在住の満18歳以上の人
　　　（公務員、公職選挙法によ
　　　る公職者は除く）
活動内容
①日常生活の中で危険と思われる
　商品、不当な表示、悪質商法な
　どの観察・県への情報提供(年　
　 ２回程度)
②地域・周囲など身近な人への消
　費生活に関する情報の提供
③消費生活に関するアンケートへ
　の回答（年 1回）
④研修会（年 1回の予定）への出
　席（交通費は自己負担）
謝礼　年額1,500円以内（予定）
申込・問合　 1月 5日㊍から ２月
　　　17日㊎までに所定の用紙
　　　（産業課で配布）に必要事
　　　項を記入し市役所 3階産業
　　　課（℡44-0340）へ

センター名 募集職種 募集人数 申込・問合

城東地区高齢者あんしん相談センター
（特別養護老人ホームぬく森内）

保健師 1人
社会福祉法人ともいき福祉会
担当　丹羽、山口
　　　（℡48-２２55）

社会福祉士または
主任介護支援専門員 1人

羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター
（老人保健施設フローレンス犬山内）

主任介護支援専門員 1人
医療法人啓友会
担当　川村（℡68-1366）社会福祉士または

保健師 1人

楽田地区高齢者あんしん相談センター
（特別養護老人ホーム犬山白寿苑内） 保健師 1人 社会福祉法人白寿苑

担当　水野（℡67-6699）

堀部邸休館の
お知らせ

募 集

尾張北部聖苑に
設置する自動販売機
の設置事業者

非行の芽
はやめにつもう
みな我が子

さら・さくらの湯
臨時休業

犬山駅東の駐輪場を
廃止します

令和 5年度
岐阜基地モニター

地域福祉計画等
パブリックコメント

生 活

退職準備セミナー
県消費生活モニター

新春講演会

高齢者あんしん相談センター職員催 し
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野村秀夫 児童用図書

所在地 羽黒字大見下38番 1、
40番 3 、50番、51番

地目 雑種地
土地面積 743.94㎡
用途地域 市街化調整区域
最低入札
価格 ２3,460,000円

公益社団法人
小牧法人会
女性部会

タオル300本

● 1月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
２0日㊎　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
２1日㊏　今井小学校PTA
　　　　（℡61-２191）
　　　　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
　　　　城東小学校PTA
　　　　（℡61-２501）
　　　　東小学校PTA
　　　　（℡67-5400）
２8日㊏　栗栖小学校PTA
　　　　（℡61-0580）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内　℡61-0667）
第 ２・ 4㊍ 9 :00～10:00
　　　　（雨天中止)
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦　℡61-２２00)
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　きりり作業所
　　　　（℡6２-4733）
10日㊋　大本町
　　　　（鷲見　℡090-1093-1149)
14日㊏　本町町内会
　　　　（安田　℡080-3619-２638)
19日㊍～２1日㊏　白帝保育園
　　　　保護者会（℡6２-6488）
２9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 1 月 8 日㊐
9 :00～16:00

1 月２1日㊏
9 :00～1２:00

1 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。

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 1 月 8 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

　社会福祉の推進に多年にわたり尽力され、その功績が顕著であるとし
て表彰を受けた人を紹介します。
令和 4年度全国社会福祉大会
　厚生労働大臣表彰（社会福祉功労者）　森川小夜子
第91回全国民生委員児童委員大会
　令和 ４年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰
　（民生委員・児童委員功労者表彰）　杉本裕子
　（永年勤続民生委員・児童委員表彰）　橋本和子
第70回愛知県社会福祉大会
　知事感謝状（民生委員・児童委員）　森川弥生・小川真由美
　愛知県社会福祉協議会会長感謝状（民生委員・児童委員）
　酒井敏子・成田すみ枝・村野賢次・松尾伸子・森川弥生・秋田眞由美・
　伊藤直之・伊藤久美・進藤一行・野呂一彦・中村敏行・谷貝圭子・
　河田美喜夫・宮島まち子・佐橋隆弘・梅田新治・伊藤百合子・髙木力三·
　小栗忍・後藤富士子・渡邊光夫・和田和枝・紀藤隆通・間宮美智子・
　奥村眞知子・吉田光一・田中町子・大岩佳子・栁富美代・岡田加多司・
　森藤美佐子・保浦髙志・箕浦仁美・塩田晴海・鈴木佳代子・鈴木直子・
　奥野大和・兼松充子・押谷重昭・千葉みつる・長嶌貴栄・鈴木由美・
　林すわ子・沖藤妙子・新井里恵
令和 ４年度愛知県更生保護大会
　法務大臣感謝状（更生保護女性会）　宮地瑛子
　中部地方更生保護委員会委員長表彰（保護司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　粥川邦彦・五島茂樹・深見公子
　中部地方保護司連盟会長表彰（保護司）　大澤渡
　名古屋保護観察所長表彰（保護司）　橋場美雪
　名古屋保護観察所長感謝状（更生保護女性会員）　山口昭恵
　愛知県保護司会連合会長表彰（保護司）　奥村由季恵・玉置幸哉
　愛知県更生保護女性連盟会長表彰（更生保護女性会員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺沢京子・水野里美
令和 ４年度愛知県戦没者遺族大会
　知事感謝状（戦没者遺族援護事業功労者）　藤原英子
　愛知県遺族連合会会長表彰　大井雅雄
令和 ４年愛知県赤十字大会
　役職員功労・金色有功章　齊木昭子
　奉仕団功労・金色有功章　犬山市赤十字奉仕団
　奉仕者功労・金色有功章　阿諏訪澄枝
　奉仕者功労・銀色有功章　宮地瑛子・齊木成子
　奉仕者功労・支部長感謝状（銀枠）　渡邊道明・渡邊由美子
　協賛委員功労・支部長感謝状（銀枠）　千田利光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
問合　福祉課（℡44-03２0）

●市（犬山北小学校）へ　　　　　　　
　　　　　　　　　　（敬称略）

●市（消防本部）へ

　市が所有する土地を一般競争入
札により売却します。
申込期間　 1月 6日㊎ 9 :00～
　　　31日㊋17:00
入札日時　 ２月15日㊌10:00
入札会場　南部公民館
　　　 ２階会議室 1
販売物件（土地）

※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100
9480 を見てください。
問合　南部公民館（℡68-0834 
　　　 9 :00～17:00　㊊休館
　　　㊗の場合は翌平日休館）

ごみ・リサイクル　 1月分

おめでとうございます

生 活

善意ありがとう
ございます

市の所有する土地の
一般競争入札



12 13広報犬山　R5.1.1 号 広報犬山　R5.1.1 号

　民生委員児童委員は日常生活での悩みごとを持つ人の身近な相談相手であり支援者です。秘密は厳守されま
すので、気軽に相談してください。氏名・電話番号が空欄の委員は決まり次第お知らせします。
任期　令和 7年11月30日まで
問合　福祉課（℡44-03２0）

番号 氏名 電話番号 担当区域

1 大澤　美香 61-13２２ 本町、中本町、下本町、鍛治屋町

２ 岡田　慶子 61-7007 練屋町、新町、魚屋町、東新道

3 鈴木　直子 61-２0２8 南熊野町、北熊野町、枝町、
寺内町

4 石田　雅夫 6２-8650 御幸町、西松本町、富士見町

5 山本　友子 61-9019 東松本町 1区、ハイタウン

6 平林　茂子 6２-4836 東松本町 ２ 区

7 水野　善朗 61-0050 東余坂、西余坂、小島町

8 大澤春都詩 6２-663２ 丸山 1、丸山 ２ 、丸山 3

9 秋田眞由美 61-33２7 丸山 4 、丸山 5

10 山口　勝司 65-0661 南丸山、丸山南別祖

11 伊藤　久美 6２-70２6 丸山天白町東、丸山天白町中、
丸山天白町西

1２ 追住　常明 61-0２41 内田 1区、内田 ２ 区

13 平林　保良 61-6067 内田 3 区

14 木納　武男 61-3２00 内田 4 区、内田 5 区

15 三品　直俊 61-２471 西新道、東丸ノ内、西丸ノ内、
大手町

16 奥山　玲子 61-２415 上大本町、西図師、大本町、
下大本町

17 小川　聡子 61-1856 坂下大本町、材木町、七軒町、
鵜飼町

18 小川真由美 61-２089 井堀町南、井堀町北、新坂町

19 水野真理子 6２-0037 中々切東、中々切西、中々切南

２0 藤井　和子 61-２145 上中切、中々切北

２1 野呂　一彦 6２-171２ 木津東、木津北、木津白帝台、
木津白桜

２２ 野村　武司 6２-4346 木津南、木津西、木津中、東洋紡
寮

２3 安田　満夫 55-1755 天神町 1、天神町 ２

２4 神田　裕子 6２-5935 天神町 3 、天神町 4・5

２5 森川小夜子 61-3031 名栗町、外町、南徳明町、
北徳明町、猪ノ子町

２6 堀尾　誠子 6２-0531 出来町、末広町、犬山口、坂井町

２7 宮川　千鶴 61-3065 薬師町、愛宕町、木ノ下

２8 大澤　和子 6２-1619 東専正寺町、西専正寺町

２9 谷貝　圭子 6２-3638 中三笠町、レインボー北笠屋、
グランコート犬山

30 玉野　裕子 6２-9861 北三笠町

番号 氏名 電話番号 担当区域

63 伊藤　　仁 6２-33２1 南西 ２、青木団地

64 山田　恵司 6２-3490 第 ２ 桜ヶ丘、長見

65 杉本　京子 61-7951 塔野地北、中浦、城東団地

66 野村　幸治 6２-8685 中東、中西 1、中西 ２、寺田

67 奥村　厚子 6２-0448 上切、中切、
寺洞（寺洞 1　寺洞 ２）

68 吉田　光一 61-4２15 清水、伏屋、向野

69 四宮　俊一 54-344２ もえぎヶ丘 1、もえぎヶ丘 ２、
もえぎヶ丘 3

70 寺西　勢津 61-7781 四季の丘 1、四季の丘 ２、
四季の丘 3、四季の丘 4

71 田中　町子 55-33２6 四季の丘 5、四季の丘 6北、
四季の丘 6南、四季の丘 7

7２ 津谷　直樹 63-２336
富岡東 1、富岡東 ２、富岡中、
ひばりヶ丘 1 ､ひばりヶ丘 ２、
溢愛館

73 小川　　博 6２-518２ 富岡西、富岡新町 1、
富岡新町 4、富岡新町 5

74 梅田夕佳里 61-6773
富岡新町 ２、富岡新町 3－ 1、
富岡新町 3－ ２、
キルシェハイム、さくらんぼ

75 大岩　佳子 6２-3335 栗栖全域、継鹿尾

76 須田　郊美 61-8445 善師野台 1、善師野台 ２、
善師野台 3、善師野台 4

77 吉野　泰永 67-２00２ 成海、貴船住宅、日の出町

78 岡田加多司 68-２830 八幡北、八幡町、ナビタウン 1、
ナビタウン ２

79 藤井　　豊 67-9087 蝉屋、八幡前住宅 1、
八幡前住宅 ２

80 澤野　勝己 67-36２0
川原口、二日町、金屋団地第 1、
金屋団地第 ２、
レインボー第二羽黒

81 松浦智惠子 69-２05２ 稲葉、城南、城中、城北、大橋

8２ 森川　弥生 67-6２87
堀田第 1、堀田第 ２、鳳町、
レインボー羽黒、ベルヴィル、
ベルドゥエ

83 保浦　髙志 67-75２5 朝日

84 山田かず枝 67-8548 吹上

85 奧村　勝視 67-1603 安戸、赤坂、外山、鉾添

86 石田　峰子 67-6045 尾張富士グリーンハイツ

87 佐々　　忍 67-8731 緑ヶ丘北、緑ヶ丘南

88 箕浦　仁美 67-3936 長者町団地 1、富士苑

89 齊藤　隆彦 67-3037 長者町団地 ２、長者町団地 3

90 小川かね子 67-7811 長者町団地 4、長者町団地 5

91 意眞　敏明 67-0190 長者町団地 6、長者町団地 7

9２ 橋本保志子 68-100２ 富士見ヶ丘、朝日ヶ丘第 1、
朝日ヶ丘第 ２

93 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

94 寺沢　京子 67-２790 高橋、東椿、星和苑、
シキシマ寮

95 三田村芳恵 67-5871 椿、椿台団地、南椿台団地、
羽黒工業団地

番号 氏名 電話番号 担当区域

31 織田　雅敏 61-01２6 レインボー犬山秋葉下、
南三笠町 1、南三笠町 ２

3２ 水野　正喜 6２-1765 村田機械社宅、第 ２ 名犬ハイツ、
県営橋爪住宅

33 田中えり子 61-1089 橋爪上東、橋爪上北

34 宮島まち子 6２-1734 橋爪上西、橋爪上南

35 坂下　敬子 6２-1665 橋爪中北

36 髙木　光子 6２-087２ 橋爪中南

37 淺岡惠美子 61-445２ 日生住宅、白帝団地

38 佐橋　順司 61-0664 五郎丸南第 1、五郎丸南第 ２

39 五郎丸北第 1

40 加藤由美子 61-２646 五郎丸北第 ２

41 伊藤百合子 6２-6711 名犬ハイツ

4２ 布目　訓久 6２-7068 地産団地

43 鈴木　千代 61-5005

犬山ニュータウン 1、
犬山ニュータウン ２ 、
犬山ニュータウン 3、
犬山ニュータウン 4

44 佐野眞知子 65-0635 第 1 桜ヶ丘、橋爪国正

45 前島　　均 61-403２ 時迫間

46 谷　　和美 6２-２114 上野城見

47 河村美智子 6２-0916 コープタウン犬山

48 高木　眞澄 6２-1371 上野米野

49 小栗　　忍 6２-２714 上野東

50 小島　順次 61-5885 上野西

51 石田　義孝 6２-1364 上野南

5２ 上野住宅

53 長谷川明男 090-6583-46２5 上野新町

54 奥村　　修 6２-0673 四ツ家、中屋敷、祢宜洞、虎熊

55 奥村　昌彦 6２-0345 石蔵、観音堂、岩穴

56 吉原　支郎 6２-4039 前原上東、前原上西、前原中

57 田中　哲司 6２-3575 前原下、前原向屋敷、前原新田

58 仲村やよ子 6２-73２6 前原台 1、前原台 ２

59 島田　哲男 61-7399 前原台 3、前原台 4

60 渡邊　光夫 6２-２78２ 前原台 5、前原台 6  

61 紀藤　正弘 6２-3799
杉 1、杉 ２、杉 3、大畔京大、
犬山病院、ハートフル、
ぬく森、ひかり学園

6２ 大澤　　進 61-4851 南西 1、南中、南東

番号 氏名 電話番号 担当区域

96 木村　賢司　67-5２7２ 日の出住宅 1街区Ａ、
日の出住宅 1街区Ｂ

97 芝　　達也 67-1599 日の出住宅 ２街区Ａ、
日の出住宅 ２街区Ｂ

98 矢野　好美 97-4２84 日の出住宅 3街区Ａ、
日の出住宅 3街区Ｂ

99 塩田　晴海 67-8006 つつじヶ丘

100 櫻井　恵子 67-0391 桃山台

101 河村　憲一 67-0986 内久保、荒井、蓮池、ひまわり

10２ 元安　　明 68-007２ 二ノ宮、倉曽、南二山、白寿苑

103 鳥居　　馨 67-60２1 山崎、北二山、番前、
二ノ宮団地

104 梅村　秀子 67-２330 長塚、長塚 ２、長塚 3

105 雛成　幸代 67-3191 長塚 4、福住、山ノ田腰

106 鈴木多加子 68-２985 追分 1、追分 ２、県営住宅Ｆ、
県営住宅Ｇ

107 奥野　大和 67-55２3 県営住宅Ａ､県営住宅Ｂ､
県営住宅Ｃ､県営住宅Ｄ､楽田原

108 服部　知子 67-1886 原第 1 ､原第 ２ ､県営住宅Ｅ、
グリーンタウン楽田

109 宮嶋　雅洋 68-3335 本郷第 1、本郷第 4

110 青山　眞弓 67-0961 本郷第 ２、本郷第 3

111 吉野　克敏 67-3173 西北野、焼野、勝部 1、勝部 ２、
今仙寮

11２ 川村　辰雄 67-6744
横町、楽田工業団地、鶴池、
南ニュータウン、
イトーテック犬山寮

113 松山希久子 67-0637 楽田下本町、上本町、中町

114 伊藤　詠子 67-64２8 青塚、青塚新町、巾、一色浦、
三和

115 押谷　重昭 67-２864 西楽田団地 1、西楽田団地 ２、
西楽田団地 3  

116 池田　英夫 68-0２35 西楽田団地 4、西楽田団地 5、
西楽田団地 6

117 落合　智子 68-1555 神尾

118 宮島紀久乃 68-1２68 入鹿 

119 長岡　昭雄 67-0303 富士、安楽寺、ヒルズ入鹿

1２0 山本　智子 64-6711 犬山北地区全域主任児童委員

1２1 木納　聖子 61-1148 犬山北地区全域主任児童委員

1２２ 長嶌　貴栄 6２-55２0 犬山南地区全域主任児童委員

1２3 水野　佳子 6２-88２0 犬山南地区全域主任児童委員

1２4 林　すわ子 61-4774 城東地区全域主任児童委員

1２5 大澤みどり 6２-3158 城東地区全域主任児童委員

1２6 廣中　典子 67-7683 羽黒地区全域主任児童委員

1２7 伊藤　恭子 67-5２86 羽黒地区全域主任児童委員

1２8 長谷川丈子 67-２905 楽田地区全域主任児童委員

1２9 杉本　裕子 67-２0２２ 楽田地区全域主任児童委員

130 新井　里恵 68-２5２4 池野地区全域主任児童委員

生 活 民生委員児童委員および主任児童委員名簿
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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 1月11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 1月13日㊎10:30～11:30 親子遊び

1歳～ 1歳 6か月 さくらっこ　あひる 1月２0日㊎10:30～11:30 離乳食講座・親子遊び

1歳 7か月～ さくらっこ　こねこ 1月２7日㊎10:30～11:30 歯磨き講座・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 1月19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 1月２5日㊌10:30～11:30 親子遊び・情報交換

特定最低賃金名 最低賃金額
（ 1時間）

鉄鋼業 1,018円

輸送用機械器具
製造業  997円

★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 （㊗､年末年始を除く）　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　 1月２1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）
　相談・援助などを行います。　日時　㊊、㊌～㊎10:00～13:00 （年末年始を除く）
●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　 1月２0日㊎・２4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（㊏㊐㊗、年末年始を除く） 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（㊏㊐㊗、年末年始を除く）
　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　 1月 5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

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

　愛知県内の特定の産業に適用さ
れる ２業種の特定最低賃金につい
て、令和 4年1２月16日から改定さ
れました。

※愛知県最低賃金は、令和 4年10
月 1 日から時間額986円に改定さ
れています。
問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-２443）

　シルバー人材センター女性委員
会主催の健康体操・茶話会を開催
します。
日時　 1月２6日㊍13:30～15:30
場所　高齢者活動センター
対象　市内在住で60歳以上の女性
定員　２0人
費用　無料
申込・問合　 1月19日㊍までに
　　　シルバー人材センター（℡
　　　6２-8505）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　 1月申請は10枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4cm×
　　　横 3cm） 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）

う支えていくか、家族がすこやか
に毎日を送るにはどうすればよい
かを一緒に考えます。
日時　 ２月 7日㊋14:00～16:00
場所　江南保健所
　　　（江南市布袋下山町西80）
対象　犬山市・江南市・岩倉市・
　　　大口町・扶桑町在住でアル
　　　コール問題で悩んでいる家
　　　族もしくは本人
費用　無料
申込・問合　江南保健所健康支援
　　　課こころの健康推進グルー
　　　プ（℡0587-56-２157）

　令和 4年1２月16日の任期満了に
伴い、令和 4年11月２7日に市長選
挙が執行されました。結果を次の
とおりお知らせします。
開票結果（得票順）　
　　原　　よしのぶ　17,675票
　　丸山　こうじ　　 5,２91票
　　田中　ゆきのり　 5,047票
当日有権者数　59,386人
投票者数　２8,304人
　　　　（うち無効票２91票）
投票率　47.66％
問合　選挙管理委員会事務局　
　　　（総務課内℡44-0300）

　依存症などアルコール問題の悩
みを持つ家族が、医師や酒害相談
員との相談することで、本人をど

　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
　全身を使ったストレッチ体操や
ヨガ風体操です。
日時　① 1月1２日㊍
　　　② 1月２6日㊍
　　　いずれも10:00～11:30
場所　①市民健康館２01研修室
　　　②南部公民館展示室 1
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　① 1月18日㊌
　　　② 1月２5日㊌
　　　いずれも10:00～11:00
場所　①市民健康館２01研修室
　　　②南部公民館展示室 1
講師　健康づくり推進員
費用　各回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）
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

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

愛知県特定最低賃金
の改定

シルバー人材センター
健康体操・茶話会

1月に
満85歳になる人へ

健 康

生 活

市長選挙結果

アルコール専門相談

当

1 月の健康体操

1月の子育て情報子 育 て

見本
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　日本画、洋画、書、工芸、写真
など1２会派の作品100点を展示し
ます。
日時　 1月11日㊌～15日㊐
　　　 9 :00～16:00（初日は
　　　1２:00から、最終日は
　　　15:00まで）
場所　南部公民館
　　　 1階展示室 1・ ２・ 3
問合　文化協会美術部長　伊藤
　　　（℡67-２48２）

　ショートテニスはバドミントン
コートを使用して柔らかいスポン
ジボールを打つ老若男女が手軽に

　居合道は女性や高齢者に最適な
武道です。見学や無料体験会を開
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　Eメール
　　　sakio@mvg.biglobe.ne.
　　　jp）

できるテニスです。親子での参加
歓迎、小学生の子供さんと一緒に
遊びに来てください。
　経験者、初心者ＯＫ。希望者に
は基礎練習もやっています。
日時　毎週㊎18:30～２1:00
場所　東小学校体育館
費用　月500円
※体験期間は無料
持物　体育館シューズ
※ラケットは貸し出します。
申込・問合　イヌップショートテ
　　　ニスクラブ　北山（℡080-
　　　1556-1710 Ｅメール tana
　　　bata２２２@gmail.com）へ
※詳しくはFacebookで「イヌッ
プショートテニスクラブ」と検索
してください。

ショートテニス
やりませんか

事件・事故 緊急事案は 110番
〜警察の相談ダイヤル＃9110〜
●110番は緊急通報のための専
用電話です
　事件解決のキーワードは、
「すばやい通報」にあります。
次のようなときは、迷わず、
落ち着いて、すぐに110番をし
てください。　　　　　　　　
・ドロボウや強盗などの被害
にあった、目撃した。
・指名手配犯人によく似た人
を見た、知らない人が家の中
をのぞいている。
・ひき逃げ事故にあった、ひ
き逃げ事故を目撃した。
●緊急性のない相談などは、
警察相談専用電話「＃9110」へ
　愛知県警察本部の住民コー
ナーにつながります。ご家庭
の電話がダイヤル回線の場合
は05２-953-9110へかけてくだ
さい。
開設時間　㊊～㊎ 9 :00～17:00

　　（㊗、年末年始を除く)
※相談料は無料ですが、通話
料が発生します。
問合　犬山警察署 (℡61-0110)

　犬山市のオフィシャル動画広報「まるいちTV」を、令和 4 年 7 月
より配信しています。

※取材情報募集中！地域のイベントや市民活動等ありまし
たら、気軽に連絡してください。なお、すべての情報を取
材できるわけではありませんので、予めご了承ください 。
問合　企画広報課（℡44-0311）

市政情報 イベントお知らせ

 まるいちTV  　検索

犬山市オフィシャル動画広報「まるいちＴ
ティービー

Ｖ」配信中！

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

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。

文化協会美術部
第24回新春展

警察署だより

居合道教室無料体験

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

公平委員の齊木さんが総務大臣賞を受賞
　公平委員会制度70周年記念の総務大臣表彰を受
賞した齊木昭子さんが11月 4日、その報告に市役所
を訪れました。公平委員会とは市職員の利益の保護
と、公平な人事権の行使を保障するために置かれて
いる中立的な行政機関です。齊木さんは 3 期1２年と
いう多年にわたり委員会に尽力され、その貢献が認
められ今回の受賞となりました。これまでの活動を
振り返り齊木さんは「こちらこそ、色々と勉強をさせ
ていただきました。続けることができたのも、家族
の協力があってこそでした」と話してくれました。

犬山赤十字奉仕団が「金色有功章」を受章
　「犬山市赤十字奉仕団」は、赤十字に多大な貢
献をしたとして、「令和 4年愛知県赤十字大会」
にて金色有功章を受賞しました。
　11月17日にその報告で山田市長（当時）を訪れ
た同団のメンバーは、「若い人に活動を知ってもら
い、参加してもらうこと」が今後の活動で大事な
ことであり、「団員をこれからも増やしていきた
い」とさらなる活躍への意気込みを見せてくれま
した。

▲受賞の報告を行った犬山赤十字奉仕団 ▲協定を締結した山田市長（当時）（左）と杉浦社長（右）

▲総務大臣賞の受賞を報告した齊木さん

県立犬山南高校との連携を強化
　11月18日、犬山市は県立犬山南高校と連携・協
力に関する包括協定を締結しました。この協定は
4月から県立犬山南高校が「県立犬山総合高校」
に生まれ変わるにあたり、市との連携をより深く
することで若い世代の活力ある地域社会の創出に
つなげることを目的としています。
　市と同校は今後、新 1年生を対象に市職員によ
るまちづくりに関する講話や、市施設の見学・体
験などのフィールドワークを行う予定です。 株式会社スギ薬局と包括連携協定を締結　　　　　

　11月２9日、犬山市は株式会社スギ薬局と地域活性
化包括連携協定を締結しました。この協定では、健
康で元気な人を増やし活力のある社会の実現を目指
す同社と市が協力し、地域の活性化を図ることを目
的としています。
　今後は、地域の見守りや、同社と連携した市民向
け講座の実施、市が実施する講座などへの店舗ス
ペースの提供など、双方で合意した事業を順次実施
していきます。▲協定を締結した森校長（左）と山田市長（当時）（右）
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ユミの部屋

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　☆9:00～1２:00

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

1月 1日㊗ 城南クリニック 61-013２ 宮田眼科 61-0２00 祖父江歯科☆ 0568-67-9939
1月 ２日㊡ 安藤医院 61-0316 さとう病院 67-7660 あさの歯科医院☆ 0587-9２-3718
1月 3日㊋ 安藤クリニック 6２-8881 カワムラ整形外科 67-1134 たきざわ歯科医院☆ 0568-61-5２50
1月 8日㊐ ともこころのクリニック 6２-0556 カワムラ整形外科 67-1134 はまじま歯科医院 0587-93-8448
1月 9日㊗ 吉田内科クリニック 6２-9２２２ くわばらクリニック 61-1118 しみず歯科クリニック 0568-63-3981
1月15日㊐ 木村内科 67-0008 山本皮フ科クリニック 6２-6855 すぎうら歯科 0568-6２-8844

■休日（日曜・祝日）診療　

■犬山市の人口と世帯　（1２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～）
　年末年始の診療日　1２月31日㊏～ 1月 3日㊋
◯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 7２,8２0人（－２64人）
男 36,15２人（－154人）
女 36,668人（－110人）
世帯 31,79２世帯（＋317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

■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 1月２7日㊎10:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順
登記 1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 1月17日㊋13:00～16:00 市役所　会議室 当日先着順
行政書士 1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 1月11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）

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） 1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） 1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 1月17日㊋10:00～16:00
② 1 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 :30～17:15 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

① ２月 ２日㊍
② ２月16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① 1月 5日㊍､ ② 1 月19
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 1月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 1月 4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

1月16日㊊・30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
1 月 8 日㊐は 9 :00～1２:00
1 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（℡44-0318)

1 月 8 日㊐と17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） ―

英語・タガログ語・
中国語　外国人 1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）

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

※ ２月から尾北医師会による在宅当番制の夜間診療は廃止され、犬山市休日急病診療所の診療時間が延長されます。

　Feliz Ano Novo（フェリス・
アノ・ノヴォ）! あけましておめ
でとうございます。
　とても寒いですが、よいお年を
迎えられたことと思います。私が
生まれ育ったブラジルの季節は日
本とは逆で、今は真夏です！今日
はブラジルの正月の過ごし方を紹
介します。
　正月はどこの家庭でも肉料理、
パスタ、ケーキなどたくさんのご
馳走を用意し、お祝いします。真
夏なので、海でバーベキューをし
たりする人もいますよ。大晦日は
家族みんなで集まって食事をし、
年越しのカウントダウンをした後
は、シャンパンで乾杯をします。
もちろん、強いハグもセットです！
　日本では除夜の鐘が鳴ります
が、ブラジルでは 0時ちょうど

に花火が上がります。特に、海辺
のホテルなどでは、毎年“正月プ
ラン”として花火ショーをやった
り、朝日が昇るまでみんなで踊っ
たり、いろんなイベントをやりま
す。若い人は、家族と乾杯をした
後にディスコに行くことが好きで
す。ブラジルでは、人が集まると
料理と音楽は欠かせないものに
なっています。
　そして、新しい年がもっといい
年になるようにいろいろな願掛け
があります。例えば、夕食にブド
ウを1２粒食べることで、来年の1２
か月が豊かになると信じられてい
ます。また、“前を向いて歩く、
泳ぐ”ことにあやかるために、豚
肉や牛肉、魚を食べる習慣もあり
ます。しかし、鳥肉は正月には食
べない方がいいと考える人もいま
す。古くから鳥は“後ろ足で砂を
蹴る”ことから、人生が後ろ向き
になると言い伝えられているか
らです。
　もう一つのおもしろい願掛けは、
正月に履く“パンツの色”です。

新しい年に金運を望んでいる人
は、黄色のパンツを履いて新年を
迎えます。私が一番おもしろいと
思うのは、ピンク色です。ピンク
は、新しい恋、素敵な人と出会い
を願います。既婚者でこれからも
ずっと相手との愛と情熱を望んで
いる方は“赤色”の下着にしても
大丈夫です（笑）
　この記事を書いていると、離れ
ているふるさとのお正月を思い出
し、懐かしい気持ちになります。
最近は市内にも、たくさんの外国
人が住んでいます。文化や習慣が
異なることで、お互いに理解がで
きないことがあるかもしれませ
ん。私たち地域協働課では、日本
人と外国人たちがお互いの文化、
習慣、制度などを理解して、共に
暮らしていけるようにこれからも
頑張ります。
　この気持ちを込めて、ポルトガ
ル語で乾杯しましょう！“SAÚ
D E ! （サウーデ）”“V I V A !
（ヴィヴァ）”

ブラジルの
お正月
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わんぱく悠くん！
すくすく元気に
大きくなってね！

1歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか

可愛い笑顔が
みんな大好きだよ☆
元気に大きくなってね！

いつもニコニコ素敵な笑顔。
元気いっぱい
大きくなあれ！

そうちゃんの
可愛い笑顔に

家族皆んな癒されてるよ！

令和 3年11月生まれ 令和 3年11月生まれ 令和 3年11月生まれ 令和 3年11月生まれ

応募はこちら
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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　 1月２0日㊎
次回掲載予定　令和 5 年 3月 1日号　　対象　令和 3 年1２月・令和 4 年 1月生まれの赤ちゃん

　犬山祭の文化財としての呼称は
「犬山祭・車

や ま

山行事」といいま
す。犬山祭のような高い構築物を
一般的にダシと呼びますが、全国
では山、鉾、屋台、ダンジリなど
様々な呼び方をします。犬山の場
合は昔から「車山」と書いて「や
ま」という習わしです。
　このタイプの祭りのルーツは京
都祇園祭。科学というものが存在

しなかった時代、疫病や戦争や災
害などの災難を鎮めるために人知
を超えたカミに救いを求めた祈り
の表現だったのです。それが時代
とともに風流（ふりゅう）といっ
て時の流行を取り入れ、見物人を
意識し、観光客を対象に、見せる
祭り、文化としての祭りに変化し
ていきました。
　先日、「都市祭礼文化の継承と
変容を考える」という祇園祭に関
する著作を大変興味深く読みまし
た。京都祇園祭の行われるエリア
は、街の様子が時代とともにどん
どん変化。町屋がなくなり高層ビ
ルが立ち並ぶ時代をどうやって乗
り越えたのかなど祭りの栄枯盛衰
を学びました。
　この著作から得たヒントを一言
でいうならば“伝統はタイト（厳

密）に、祭りの運営組織はオープ
ン（解放）に”ということです。
　わが犬山祭も、祭りの精神的原
点や車山・囃子の様式は厳格（タ
イト）に継承し、運営の主体者は
次世代が中心に解放（オープン）
された改革が目指すべき方向です。
　昨年の暮れ、岐阜県の郡上踊が
犬山祭同様のユネスコ登録になり
ました。京都とはまた違った祭り
として、郡上踊とも交流したいと
考えています。

（一社）犬山祭保存会

タイト＆オープン
犬山祭保存会長　
　　　　　　　　石田 芳弘


