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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

駐車場図

日時 �11月3日（祝）9：20～14：30（雨天決行、模擬店
の展示販売は9：40～）

場所 �さんさんの郷
※会場へは臨時巡回バス（新聞折込チラシに掲載予
定）、臨時駐車場（南部地区コミュニティ、南部小学
校、南中学校）、またはシャトルバス（トヨタ自動車明
知工場北側駐車場）をご利用ください。

　さわやかな秋空の下で、スポーツを楽しみ健康な心身を
育てましょう。体育祭では、各地区での応援、体力測定、
地域の人たちの交流など楽しさがいっぱいです。ぜひお出
掛けください。
日時 �10月13日（日）8：45～15：00
場所 �三好公園陸上競技場
※雨天の場合は、総合体育館で体力測定のみ行います。
【体力測定】
時間 �10：00～12：00　場所 �総合体育館アリーナ
対象 �20歳以上の健康な人
※20歳未満の人も参加できますが、測定対象外となりま
す。
費用 �無料
持物 �室内用シューズ
申込 �当日、9：45から総合体
育館アリーナ入り口へ
直接

※内容の詳細は10月下旬の新聞折込チラシに掲載予定です。
※子ども会まつりについては、子育て支援課（☎32-8034）へお問
い合わせください。

  産業フェスタみよし2019　緑と花のセンター　☎34-6111　N34-6161

  みよし市体育祭　スポーツ課　総合体育館内　☎32-8027　N34-6030

イベント名 内容

農業まつり 農産物の販売、おにぎり・おしるこなどの配布

商工まつり 飲食店・事業所のおすすめ品の販売など

子ども会
まつり 子ども会指導者によるレクリエーションなど

友好都市、
公共的団体PR

北海道士
しべつ
別市・長野県木

き そ ま ち
曽町三

みた け
岳・木曽広域連合の

特産品の販売、公共的団体の活動PR、福祉団体
のバザー、自衛隊による特殊車両の展示、尾三消
防本部によるはしご車の乗車体験など

ステージ
イベント ダンスステージなど

学びの森

テ
ニ
ス

コ
ー
ト

野球場 会場
陸上競技場

三
好
池

総合
体育館

県
道
豊
田
知
立
線

天王小学校（臨時）250台
国道１５３号

⑤12台

⑦84台

⑧20台
②79台

⑩80台

③135台

④112台

…②③④⑤⑦⑧⑩

指定車両駐車場
駐車禁止区域（自主規制）

指定車両

指定車両

天王小学校校庭
一般車両駐車場

…①⑥

⑥

①

納税課　☎32-8051  N76-5103
　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

区分 納付期限
市県民税（普） 3期�10月31日
国民健康保険税（普）

4期�10月31日
5期�12月2日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

市税などの納期
人口�����61,167人（＋8人）
男性�����31,416人（ー9人）
女性�����29,751人（＋17人）
世帯数��24,243世帯（＋6世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和元年9月1日現在）
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  協働推進課からのお知らせ　協働推進課　☎32-8025　N76-5702

　地域の人々が集い、交流する、活気ある地域づくりに向
けた本市初の地区拠点施設である、おかよし交流センター
が8月23日に開館しました。記念式典では、みよし少年少
女合唱団が素敵な歌声を披露。その後、この施設を中心に
地域が活性化し、新たな出会いやつながりの場となるよう
期待を込めて、将来を担う
子どもたちとともにテープ
カットが行われました。お
かよし交流センターの詳細
は、広報みよし11月号の
特集で紹介する予定です。

　男女共同参画社会の実現に向けた川柳の募集に、553
人から1,003点の応募がありました。審査の結果、18点

区分 作品 受賞者氏名
最優秀賞 父の日に　ステキなエプロン　プレゼント 横

よこい
井　光

みつお
生さん（三好丘中学校）

優秀賞

お父さん　特技はなあに？　「料理だよ。」 水
みずの
野　里

り さ
咲さん（北中学校）

休日は　母にかわって　父料理 冨
とみた
田　和

かずひさ
永さん（南中学校）

かっこいい　料理が上手な　お父さん 柴
しばた
田　直

なおや
弥さん（三好中学校）

「手伝うよ」　その一言で　母笑顔 黒
くろき
木　麻

ま お
央さん（三好丘中学校）

ネクタイを　はずしてエプロン　キメるパパ 角
つのもり
森　玲

れいこ
子さん（島根県）

佳作

夜ごはん　あたふたしながら　作る父 柘
つ げ
植　彩

あやか
加さん（三好中学校）

助け合う　家族の絆　深めよう 中
なかはま
浜　晃

ひかる
瑠さん（三好中学校）

ねえあなた　亭主関白　つらぬく気？ 森
もりた
田　大

たいち
智さん（北中学校）

女性はね　家事ロボットでは　ありません 長
ながはた
畑　昂

こうた
汰さん（北中学校）

母の味　明日はきっと　父の味 吉
よしだ
田　奈

ななか
央さん（北中学校）

きれい好き　父のそうじ力は　ルンバ級 平
ひらい
位　悠

ゆうと
人さん（北中学校）

令和から　パパもお料理　はい平和 水
みずぐち
口　葵

あおい
さん（南中学校）

台所　「何つくろうか」と　父の声 加
かとう
藤　妃

きらら
麗さん（南中学校）

どのくらい？　父の大敵　「目分量」 早
はやかわ
川　元

げん
さん（三好丘中学校）

やりなれず　がんばる父も　ステキだよ 井
いどう
道　咲

さやか
花さん（三好丘中学校）

お父さん　やればできるじゃん　包丁さばき 岡
おかだ
田　吏

つかさ
司さん（三好丘中学校）

運動会　おにぎりかたさで　父母わかる 久
く の
野　友

ともえ
栄さん（みよし市）

が入選しました。なお、選ばれた作品については、市の男
女共同参画社会のPRに広く活用していきます。

おかよし交流センターが開館しました

令和元年度男女共同参画川柳優秀作品
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

令和2年度分防災ラジオの有償配布

防災行政無線などを用いた緊急地震速報訓練
　地震に関する情報や弾道ミサイルの情報などの有事情報など、皆さんの安全に関わる情報を
いち早くお届けするために整備された全国瞬時警報システム（J

ジェイ

アラート）の緊急地震速報訓練
が全国一斉に行われます。それに伴い市内54カ所の防災行政無線や防災ラジオ、登録型の情
報配信サービス「みよし安心ネット」を用いて情報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する場合があります。

11月5日（火）
10：00ごろ

　10月11日から20日までの10日間、秋の安全な
まちづくり県民運動が展開されます。市内では空き
巣を含む住宅対象侵入盗が多発しています。確実に
戸締まりをして、被害防止に努めましょう。なお期
間中、啓発放送や「防犯あいち」の回覧などを行う予
定です。

運動重点□�

みよし市安全安心キャラクター
みよ獅子ちゃん

□住宅を対象とした侵入盗の防止
□自動車盗の防止　□�特殊詐欺の被害防止
□�子どもと女性の犯罪被害防止
□暴力追放運動の推進

  防災安全課からのお知らせ　☎32-8046　N76-5702　{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

対象 �市内在住、または市内に所在する事業所
※原則として1世帯、または1事業所につき1台の配布となります。
費用 �1台3,000円
※1台12,000円程度の高機能ラジオを、市の補助により3,000円で
提供します。
申込 �10月1日（火）～21日（月）に次のいずれかの方法で
①�防災安全課へ電話（専用ダイヤル（☎76-9009）、または直接（平日
のみ）
※電話がつながりにくい場合がありますので、ご了承ください。
②�申込書（防災安全課、またはサンネットで配布、もしく
はホームページからダウンロード可）に必要事項を記入
し、防災安全課へ郵送、ファクス、またはメール

秋の安全なまちづくり県民運動

●�配布決定者には令和2年6月以降に引換券を郵送します。ラジ
オの引き換えは令和2年7月以降にひまわりショップみよし店
（三好町夕田18-8）で行います。
●�緊急情報の取得にはラジオ・ラブィート（78.6MHz）の受信が必
要です。自宅設置予定場所でラジオ・ラブィートが受信できる
かについて、申し込み前に確認をお願いします。受信確認方法
が分からない人は防災安全課までご連絡ください。
●�緊急情報を正確に受信するため別途アンテナ代などがかかるこ
とがあります。

事前にご確認ください

ホームページ

　防災行政無線が聞こえづらい人のために自

●�ラジオが電源オフ、または他局を選局中
でも、緊急情報を受信したときには自動
的にエフエムとよた（ラジオ・ラブィート）
（78.6MHz）に切り替わり、最大音量で緊急
割込放送が流れます。その際には、赤色の
緊急ランプも点滅します。（電源確保のた
め、平常時はACアダプタを使用）
●�軽量（約560g（電池含まず））で、乾電池に
よる稼働ができるため、災害時には避難中
でも情報を収集できます。
●�毎月8日や訓練時の試験放送の際も最大音
量で緊急割込放送が流れます。
●�平常時はラジオとして使用できます。

【電源】�ACアダプタ6V/350mA、
　　　または単三電池3本

防災ラジオとは 令和2年度有償配布希望者の募集

防災ラジオの特徴

170mm 58
mm

125
mm

宅でも緊急
地震速報や
避難勧告な
どの緊急情
報をお知ら
せするため
のラジオで
す。
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事業所名 住所 電話番号
障がい者虐待防止センター
（ふくしの窓口） 三好町小坂50 ☎76-5663

（社福）あさみどりの会
わらび福祉園 三好町西荒田28 ☎34-5975

（社福）あじさいの会
相談支援事業所��希望 三好町上205-4 ☎65-5856

（社福）あゆみ会　しおみの丘 打越町新池浦83-7 ☎32-2501

（一社）みよしはたらく協議会�
はたらくサポートセンター

三好町湯ノ前98-3
ガスビル3階 ☎76-1873

（一社）キッズラバルカ
キッズラバルカ 三好丘桜1-8-4-102 ☎�090-8076-5925

オーケーサポート（株）
相談支援OKサポート 打越町畦違277-3 ☎76-0611

　総務省では、国や特殊法人などの行
っている仕事について、国民の皆さん
から苦情や意見、要望をお受けする行
政相談を行っています。
　10月7日から13日まで行政相談週
間が全国一斉に実施され、みよし市で
も特設行政相談所を開設します。
　総務大臣から委嘱されている行政相
談委員が皆さんの相談を伺います。年
金、医療保険、税金、登記、環境衛
生、消費者保護、交通安全、道路、窓
口サービスなどについて、苦情や意
見、要望がありましたら、秘密は厳守
されますので、お気軽にご相談くださ
い。
日時 �10月9日（水）13：00～16：00
場所 �市役所2階相談室5　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

　障がいのある人や、心身の病気や社会的な障壁によって日常生活や社会生
活が困難な人に対する虐待の通報や届出、支援などの相談を受け付けていま
す。個人情報は厳守されます。虐待をなくすために皆さんのご協力をお願い
します。

  障がい者などへの虐待を地域で防ごう
　ふくしの窓口　☎76-5663　N34-3388

 行政相談週間
  市民課　☎32-8012　N32-8048

 パブリックコメント
 みよし市地域公共交通網形成計画
  企画政策課　☎32-8005　N76-5021
  {kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　市ではさんさんバスをはじめとした地域公共交
通を推進し、誰もが利用しやすい移動手段とする
ことを目的に「みよし市地域公共交通網形成計画」
の策定を進めています。その案がまとまりました
ので、皆さんにお知らせし意見の募集を行います。
詳しい内容は、みよし情報プラザ（市
役所1階）、サンネット、またはみよし
市ホームページでご覧になれます。
【意見の提出方法】
　10月15日（火）～11月14日（木）に任意の様式に
住所、氏名、電話番号、計画に対する意見を明ら
かにして、企画政策課へ郵送、ファクス、メール、
または直接
※口頭および電話で
の受け付けは行いま
せん。
※意見に対する個別
の回答は行いません。

ホームページ

  文化の日記念式典　総務課　☎32-8000　N32-2165

　さまざまな分野において市政の発展に貢献され、その功績が顕
著な人に対し、文化の日記念式典において、みよし市表彰条例に
基づく表彰などを行います。どなたでも観覧できますので、ぜひ
お越しください。
日時 �11月2日（土）10：00～11：00　場所 �サンアート小ホール
※会場へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

  秋季企画展「太古のロマンを求めて
  稲

いながき
垣輝

てるゆき
行氏石器コレクション展」

　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

　平成25年に稲垣輝行さんから寄贈された石器約1,000点を中
心に展示します。石器時代に使われた、さま
ざまな石器の展示を通して、石器時代の文化
や技術を紹介します。
　また、愛知学院大学考古学研究会協力のも
と、関連展示として「あいちの石

いしやり
槍」を開催し

ます。皆さんのお越しをお待ちしています。
日時 �10月19日（土）～12月15日（日）9：00～
16：30（休館日は毎週月曜日（11月4日
は除く）、11月5日（火））

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料


