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▶令和元年度下半期財政状況の公表 
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収穫が行われました。この
日は小梅を収穫。ほんのり
赤みがかかった梅を丁寧に
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摘み取っていました。

▲みよし施設園芸センターMGMI（恵み）で栽培しているチンゲン菜

みよしの食育

食育って何だろう
食育とは、
「食」に関するさまざまな知識やバラ

6月は食育月間～地産地消の勧め～
産業課 ☎ 32-8015

ンスの良い
「食」を選択する力を身に付け、健康的

N34-4189

6月は食育月間です。「食」は私たちが生活する上
で命の源であり、おいしさや食事の楽しさは心も豊
かにする大切なものです。今回の特集では、「食」の
大切さを再認識し、
より豊かな暮らしを目指すため、
地産地消について考えます。

市では、市民の皆さんに食育に取り組んでいただ

けるよう、令和元年度に第3次食育推進計画を策定
しました。この計画では、
「食を通した、人づくり、
健康づくり、環境づくり」
を基本理念とし、これをも
とに3つの基本目標が立てられています。
計画作成時のアンケート調査結果では、地元食材
の購入に努めている人の割合が増加しているものの、
更なる改善が見込める状況です。市内の農産物を市
民の皆さんにさらに食べてもらうため、この計画に

育むことです。また、伝
統的な食への理解を深め
ることで、次世代に食文
化を継承していきます。

第３次みよし市食育推進計画

第3次みよし市食育推進計画

な食生活を実践する力を

人づくり

食の大切さや、楽しさが分
かる心豊かな人を育てます

健康づくり

食を通して、
健康な体をはぐくみます

環境づくり

食に関する環境
を整えます

おいても、地産地消を推進をしています。

地産地消の勧め
いいこと5箇条

地域で生産された食料を地域で消費する「地域生産・地域消費」の略語である
地産地消。地産地消は、生産者、消費者の両方にさまざまなメリットがありま
す。この機会に地産地消について考えてみてましょう。

食の安全

食文化の伝承

たかについて分か

地元農業の活性化

ら伝統料理の由来

もらえると生産者の

継承できます。

どこで誰が作っ

とれたて新鮮

一番おいしい時期
に収穫した旬のもの
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るので、安心して
食べられます。

地域の農産物か

地域の人に食べて

を知り、次世代へ

環境に優しい

輸送距離が短く、
消費エネルギーが少

を、新鮮な状態で食

やる気も増し、農業

ないため、環境に優

べられます。

が活性化します。

しいです。
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私たちも作ってます

私たちも作ってます

農事組合法人
ファームズみよし

農事組合法人

町内会

米

小麦

ム60個分）水田でお米が作られて

産の「きぬあかり」という銘柄の小

います。

麦が多く作られています。

市内では、約280ha（東京ドー

うどんなどに使われる、愛知県

食べよう
みよし市産

私たちも作ってます

私たちも作ってます

市内の農作物といえば、柿・

増岡和明さん

白菜

漬物の原料として多く栽培され

ています。給食の食材としても使
用されています。

ナシ・ブドウを思い浮かべる人
が多いかもしれませんが、果物
以外にもみよし市産のものはた
くさんあります。市内で作られ

原田俊明さん

大根

市南部では古くから切干大根が

ている代表的な農産物を紹介し

作られており、その原料として大

ます。

根が栽培されています。
私たちも作ってます

私たちも作ってます

JAあいち豊田
MGMI

塚崎牧場

牛乳

ナス

があり、毎日おいしい牛乳を出荷

は、研修生がナスをハウスで栽培

しています。

しています。

市内には3軒の酪農を営む農家

市内の施設園芸支援センターで

みよし市産はこれが目印！
みよし市内で生産された農畜産物や、その加工品であ
ることが分かるように、みよし産農畜産物表示シールを
貼り付けて販売しています。また、市内でとれた新鮮な
農産物を販売する直売所を案内している、産直マップを
市役所で配布しています。
ぜひ、それらを活用して市内で生産された新鮮な食材
をご賞味ください。
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新鮮な野菜を
皆さんに届けたい
市と JA あいち豊田が連携して

地域農業の活性化のために設立し
た、みよし施設園芸支援センター
こんどう たかあき

MGMI
（恵み）
。MGMIの 近 藤 高 明
さんにお話を伺いました。

新しい農業の担い手を育成
MGMIでは、地域の農業の担い手を育成するた
め、ハウス栽培に関する研修が行われています。
現在は、2 人の研修生が市内で就農することを目
指して研修を受けています。

こもりぞの ゆ

き

お

の

だ さくらこ

▲ハウス栽培を学ぶ研修生の小森園由紀さんと小野田桜子さん

農業が子どもたちに身近になるように
市内の子ども食堂にMGMIで収穫したナスを提供して
います。子どもたちにMGMIで栽培されたナスを食べて
もらい、市内の食材と農
業に関心を持ってほしい
と考えています。
子どもたちに農業をよ
り身近に感じてほしいと
思い、今後は、MGMIの
施設を活用した農作業体
験を検討しています。

▲市内子ども食堂へのナスの提供

▲ナス、チンゲン菜をハウスで栽培

みよしの野菜を長期間提供
ハウス栽培は、夏を準備期間として、秋から翌春
にかけて農作物を収穫できます。露地物と比べて農
作物を長い期間
栽培することが
できるので、み
よしの野菜を季
節を問わず皆さ
んに届けること
ができます。

▲みよし施設園芸センター
MGMI
（恵み）
▲ MGMI のスタッフの皆さん
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我が家de食育 99
みよし市産ナスで夏を味わおう！

今回の我が家de食育は、特集に続きみよしのナスを使っ

たレシピを紹介します。これからの季節に旬を迎えるおい
しいナスを使った料理をぜひ食べてみてください。

栄養豊富な夏野菜

ナスの皮にはナス特有のポリフェノール
「ナスニ
「ナスニ

ン」
が豊富です。ナスニンは強い抗酸化力
ナスニンは強い抗酸化力とともに、
とともに、
眼精疲労軽減の効果もあると言われています。ま
眼精疲労軽減
の効果もあると言われています。ま
た、豊富に含まれるカリウム
た、豊富に含まれる
カリウムは、
は、体の熱を逃がす
体の熱を逃がす
働きがあり、夏バテ予防に効果的です。
働きがあり、
夏バテ予防に効果的です。

！ ナスを調理する際のポイント
□皮も一緒に調理しましよう
ナスは皮に多くの栄養素（主にナスニン）が含ま
れているため、皮はむかずに調理しましょう。

ナスを使った簡単レシピ

ナスのチーズ焼き
材料
（2人分）
ナス…1本
ブロッコリー…適量
パプリカ…適量
ミートソース
…1/2 カップ
（市販品可）
ピザ用チーズ…25g

ミートソースと
チーズの量はお
好みで調整！

作り方
①ナスを厚さ1cm程度の輪切りにする。

旬を迎えるナスを味わってください！

②熱したフライパンにオリーブ油（サラダ油も可）をひ
き、ナスを両面焼く。軽く焦げ目がついてナスがし
んなりするまで焼く。
③焼いたナスを耐熱皿に並べ、ミートソースとピザ用
チーズを乗せ、細切りにしたパプリカ、下ゆでした
ブロッコリーを飾る。
④オーブントースターで5～7分程度焼く。チーズに軽
く焦げ目がついたら出来上がり。
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市政ニュース

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。

特別定額給付金

企画政策課

特別定額給付金推進室

ちか
ら

☎76-5105

N76-5021

よし
み

新型コロナウイルス関連
給付金・事業

あわせて
を

コロナウイルスとたたかう
全ての皆さん
ありがとうございます

みんなで力をあわせて
1人当たり一律10万円が給付される特別定額給付金の申請を受け付けています。4月27日現在の住民基本台
乗り越えましょう

帳をもとに作成した申請書を、5月11日に世帯主宛に発送しています。内容を確認のうえ、期限までに申請して
みよし市

ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として窓口での受け付けは行いません。

申請期限 令和2年8月11日
（消印有効）
給付金詐欺にご注意ください！

手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません！

市 役 所 か ら 問 い合わせをする場合は、

カードの暗証番号を聞くことは、絶対にありません！

0561-76-5105から発信します。非通知

ATMの操作をお願いすることは、絶対にありません！

や携帯電話からは発信しません。

介護保険料の徴収猶予

長寿介護課

☎32-8009

N34-3388

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少などがあった介護保険第1号被保険者は、介護保険料の徴
収猶予を受けることができる場合があります。詳しくは長寿介護課へお問い合わせください。
対象者
対象者

介護保険第1号被保険者
（65歳以上の人）

市税の徴収猶予の特例

納税課

☎32-8051

N76-5103

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間
（1カ月以上）において、事業などに
係る収入が大幅に減少
（前年同時期に比べて概ね20％以上）した場合で、一時的に市税の納付が困難と認められ
る場合には、徴収猶予の特例を受けることができます。
対象者

対象となる税目

納税者

市県民税
（普通徴収）
、固定資産税・都市計画税、軽自動

特別徴収義務者
（法人・個人事業者）

市県民税（特別徴収）

（法人・個人
（個人事業者、正社員、パート・アルバイト）
） 車税（種別割）、法人市民税、国民健康保険税

【徴収猶予された場合のメリット】
猶予期間内の延滞金が免除されます。また、今回の特

納期限の翌日から1年間（納期限が複数ある税目につ

例により猶予を受ける場合は、担保の提供は必要あり

いては各納期限の翌日から1年間）

ません。
【提出書類】
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【猶予の期間】

【申請】
すでに納期限を経過している税目（期別）については、

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

令和2年6月30日までに、納期限が到来していない税

①徴収猶予申請書、②財産収支状況書、③収入が概ね

目（期別）については、各納期限までに、提出書類を納

20％以上減少したことが分かる書類

税課へ郵送または直接

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、原則、

①徴収猶予申請書、②財産目録、③収支の明細書、④

郵送での申請をお願いします。

収入が概ね20％以上減少したことが分かる書類

※申請をする場合は、事前に納税課へお電話ください。

広報みよし

2020 年 6 月号

下記以外にも、新型コロナウイルス感染症に関する対策・支援を実施しています。広
報みよし7月号でもお知らせしますので、ご覧ください。なお、下記記載の情報は変更
する場合があります。最新の情報については、ホームページをご覧ください。

臨時特別給付金

子育て支援課

☎32-8034

ホームページ

N34-4379

新型コロナウイルス感染症による小学校などの臨時休業などの影響を受けた子育て世帯を支援す
るため、国が、対象児童1人につき1万円を児童手当受給者に支給します。支給は6月末の予定です。

ホームページ

児童手当の令和2年4月分
（または令和2年3月分）の対象となる児童

対象者

※特例給付の受給者は対象外です。
【申請】 申請の必要はありません。児童手当の受給口座に振り込みます。
※公務員は、申請書を提出する必要があります。12月28日までに申請書
（ホームページからダウンロード
可）
に必要事項を記入し、勤務先で証明を受けた上で子育て支援課へ郵送または直接提出してください。

子育て世帯への食費の支援

子育て支援課

☎32-8034

N34-4379

子育て世帯の経済的影響を緩和するため、「乳幼児等ランチサポート事業」を実施します。自宅で
ホームページ

の食費として対象児童1人につき1万円を保護者に支給します。支給は6月末の予定です。
対象者

児童手当・特例給付の令和2年4月分の対象となる乳幼児および小・中学生の準要保護児童・生徒

【申請】 申請の必要はありません。児童手当・特例給付の受給口座に振り込みます。
※公務員は、申請書を提出する必要があります。令和3年2月26日までに申請書
（ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入し、勤務先で証明を受けた上で子育て支援課へ郵送または直接提出し
てください。
※小・中学生の準要保護児童・生徒の保護者は、先に送付した案内にしたがって申請書を提出してください。

水道料金および下水道使用料の支払いに関する相談
下水道課

☎32-8022

N34-4429

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少したなどの事情により、水道料金および下水道使
用料のお支払いが困難な人は、愛知中部水道企業団へご相談ください。納入に関する相談に応じます。
対象者

水道料金および下水道使用料を納めている人

【受付時間】 平日8：30～17：15

【お問い合わせ】 愛知中部水道企業団（☎38-0034）

新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口
●感染が疑われるとき
衣浦東部保健所

●中小企業者への金融支援

☎0566-22-1699

●県民相談総合窓口
（主に休業などの協力要請に関して）
県民相談総合窓口

☎052-954-7453

県経済産業局中小企業金融課

●労働相談コーナー（主に労働に関して）
県労働局労働福祉課

●中小・小規模企業総合相談窓口
（主に経営や資金繰り支援など）
県経済産業局産業政策課

☎052-974-6330

☎052-954-6333

☎052-589-1405

●様々な人権問題について
みんなの人権110番

☎0570-003-110
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市政ニュース

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。

市では、市の収入や支出、財産などの状況を市民の皆さんに知っていただき、

令和元年度下半期

財政状況の公表
財政課

市政へのご理解とご協力をお願いするために、毎年上半期と下半期の2回、財
政状況を公表しています。今回は、令和元年度下半期
（令和2年3月31日現在）

☎32-8002 N76-5021

の財政状況をお知らせします。

一般会計
■ 予算額
301億3,386万円
■ 収入済額 290億1,209万円
収入率
（96.3%）

歳入合計

168億6,060万円
171億9,700万円(102.0%）

市税

32億272万円
31億9,850万円（99.9%）

繰入金

28億4,147万円
28億4,147万円（100.0%）

繰越金

25億4,714万円
19億3,119万円（75.8%）

国庫支出金
地方消費税
交付金

10億7,000万円
11億7,576万円（109.9%）

6億3,722万円
6億2,013万円（97.3%）

諸収入
その他

0
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130

140

73億901万円
66億4,546万円(90.9%）
66億

教育費

71億3,334万円
51億7,884万円(72.6%）

総務費

53億976万円
48億2,857万円(90.9%）

土木費

43億3,255万円
22億2,749万円(51.4%）
26億4,352万円
21億8,527万円(82.7%）

公債費

10億2,714万円
10億2,400万円(99.7%）

消防費

9億8,008万円
9億1,747万円(93.6%）

その他

19億387万円
12億4,114万円（65.2%）

（15項目）

民生費

衛生費

10億7,084万円
8億690万円（75.4%）

県支出金

■ 予算額
301億3,386万円
■ 支出済額
242億16万円
執行率（80.3％）

歳出合計

13億9,846万円
11億9,306万円(85.3%）

（7項目）
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特別会計
区分

予算額

収入済額

支出済額

執行率

国民健康保険特別会計

44億8,629万円

41億2,106万円

91.9％

41億2,809万円

92.0％

介護保険特別会計

24億7,156万円

23億2,445万円

94.0％

21億5,113万円

87.0％

6億5,231万円

6億278万円

92.4％

5億6,700万円

86.9％

後期高齢者医療特別会計

企業会計（病院事業）
区分

予算額

企業会計（下水道事業）
収入・支出額

収入・執行率

事業収益

30億4,851万円 27億3,854万円

89.8％

事業費用

32億5,864万円 29億9,831万円

区分

予算額

収入・支出額

収入・執行率

事業収益

16億9,405万円

19億224万円

112.2％

19億9,372万円 18億7,523万円

94.1％

92.0％

事業費用

資本的収入

3億1,890万円

2億8,461万円

89.2％

資本的収入

9億3,990万円

9億2,262万円

98.2％

資本的支出

4億8,166万円

4億5,238万円

93.9％

資本的支出

9億6,696万円

8億7,921万円

90.9％

市債の状況
一般会計
下水道事業会計
病院事業会計
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収入率

広報みよし

市有財産の状況
58億9,873万円

土地

60億343万円

建物

21億7,795万円

2020 年 6 月号

有価証券

337万3,685㎡

一般会計基金

203億3,527万円

22万751㎡

特別会計基金

9億9,811万円

1億2,522万円

新リサイクルステーションの開設

環境課

☎32-8018

N76-5103

令和2年7月1日に市内3カ所目のリサイクルステーションが開設します。

T Ｓ U TAYA
三好店
リサイクル
ステーション

三好井ノ花

名称 リサイクルステーションみよし三好公園第4駐車場北
場所 みよし市三好町井ノ花16-1

三好公園
第4駐車場

開業日時 毎日10：00～18：00
（12月29日～1月3日を除く）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業日や開設時間は
変更になる可能性があります。

三好公園

◎回収できるもの

アルミ缶、スチール缶、
びん、ペットボトル

新聞紙、雑誌、
段ボール

陶磁器

小型家電製品
乾電池、
バッテリー（自動車、
オートバイ用）

CD・DVD、
CD・DVDケース

プラスチック製容器包
装、白色トレイ

古着

使い捨てライター

QRコード付き
「みまもりシール」の交付

木製割り箸、
紙パック

蛍光管、水銀入り体温計

インクカートリッジ

長寿介護課

廃食用油

☎32-8009

スプレー缶

N34-3388

認知症などにより外出中に行方不明になるおそれのある人に、QRコード付き
「みまもりシール」を交付しま
す。費用は無料です。申し込み方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
対象 認知症の人、認知症の疑いのある人、若年性認知症の人、若年性認知症の疑いのある人、知的障がいのあ

ホームページ

る人、精神障がいのある人

「みまもりシール」
とは？
みまもりシール

見本
みよし市

ＡＡ0000

▲みまもりシール

行方不明になった際、衣服などに貼ったQRコードが読み取られると、保護者へ瞬時
に発見通知メールが届きます。発見者は、QRコードを読み取り伝言板にアクセスする
と、ニックネームや注意すべきことなど対処方法がわかるので安心です。チャット形式
の伝言板なので、やりとりも簡単です。お迎えまで迅速に行うことができます。
みまもりシールを身に付けた人が道に迷っていたら、やさしく声掛けをお願いします

大変！ おばあちゃんがいなくなった！
伝言板

基本情報
ニックネーム：○○
既往歴：○○○○
注意すべきこと：○○
発見情報
発見場所：
現在の居場所：
送信

洋服などに
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市政ニュース

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。

児童手当・特例給付の現況届

子育て支援課

☎32-8034

N34-4379

6月30日（火）までに、現況届を必ず提出してください
児童手当、または特例給付を受給している人は、毎年6月現在の扶養状況や所得状
況を確認するため、現況届を提出する必要があります。6月初旬に現況届の用紙を送
付しますので、6月30日(火)までに必ず提出してください。現況届の提出がない場合
は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。
また、支給要件(みよし市に住民登録があり、中学生以下の児童を養育している)に
該当する人で、児童手当などを受給していない人は、子育て支援課で認定請求の手続
きが必要です。なお、公務員は勤務先へ確認してください。

国民健康保険税に関するお知らせ

保険年金課

☎32-8011

N34-3388

将来にわたり持続可能な国民健康保険制度とするため、国民健康保険税の税率・税額などを改正します。改正
内容は下表のとおりです。加入者の皆さんには、ご理解とご協力をお願いします。なお、令和2年度の税額につ
いては、国民健康保険に加入している世帯主に、7月中旬に郵送でお知らせします。

ホームページ

●税率・税額（金額）
・課税限度額
区分

医療保険分（全加入者）

後期支援分（全加入者）

6.02％

所得割額に係る税率

1.53％

〔5.94％〕

19万円

軽減割合

33万円以下の世帯

7割

33万円＋
（28.5万円×世帯の被保険者数）
以下の世帯
〔28万円〕
33万円＋
（52万円×世帯の被保険者数）以下の世帯
〔51万円〕
※〔

5割
2割

〕
内は前年度の数字です。

☎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

市県民税
（普）
固定資産税・都市計画税
国民健康保険税
（普）
、介護保険料
（普）
、
後期高齢者医療保険料
（普）

2020 年 6 月号

17万円

〔16万円〕

※〔

世帯主および加入者の合計所得

広報みよし

〔4,600円〕

〔19万円〕

●均等割額・平等割額の軽減割合
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4,700円

〔4,400円〕

63万円

納税課

〔8,500円〕

4,800円

20,400円

〔61万円〕

市税などの納期

8,900円

〔8,200円〕

〔20,900円〕

課税限度額

〔1.20％〕

8,400円

〔24,500円〕

平等割額に係る金額（1世帯当たり）

1.38％

〔1.34％〕

24,800円

均等割額に係る金額

納付期限
1期・全期前納 6月30日
2期 7月31日
1期 7月31日

介護保険料
（40～60歳）

〕
内は前年度の数字です。

保険料の計算方法
年間保険料額＝
所得割額＋均等割額＋平等割額
所得割額＝（加入者の前年中所得ー33万円）×税率
均等割額＝加入者の人数×金額
平等割額＝1世帯当たりの金額

みよし市の人口

（令和2年5月1日現在）
人口

61,062人（＋22人）

男性

31,374人（＋15人）

女性

29,688人（＋7人）

世帯数 24,429世帯（＋66世帯）
※（

）は前月比

後期高齢者医療保険料に関するお知らせ

保険年金課

☎32-8016

N34-3388

愛知県後期高齢者医療広域連合保険料グループ

☎052-955-1223

被保険者一人当たりの医療給付費が伸びたことなどにより、保険料率などが改定されました。改定内容は下表
のとおりです。また、所得の低い世帯を対象に、法律で定められた軽減制度に上乗せした特例の軽減が行われて
きましたが、令和元年度から令和3年度にかけて、段階的に特例は廃止されることとなりました。加入者の皆さ

ホームページ

んにはご理解とご協力をお願いします。なお、令和2年度の保険料の決定通知書は7月中旬に送付します。

●保険料率

平成30・31年度

令和2・3年度

均等割額

45,379円

48,765円

所得割率

8.76％

9.64％

平成31年度まで

令和2年度から

62万円

64万円

●保険料限度額

年間保険料
限度額
●均等割額の軽減割合

世帯主および世帯の被保険者全員の前年の所得合計額
下記以外の場合
33万円以下の世帯

世帯内の被保険者全員の年金収入の合計が 80
万円以下で、その他の所得がない

33万円+
（28.5万円×世帯の被保険者数）以下の世帯
〔28万円〕
33万円+
（52万円×世帯の被保険者数）以下の世帯
〔51万円〕

軽減割合

軽減後の均等割額

7.75割

10,972円／年

〔8.5割〕

7割

14,629円／年

〔8割〕

5割

24,382円／年

2割

39,012円／年

※健康保険などの被扶養者だった人について

※〔

〕内は前年度の数字です。

これまで職場の健康保険などの被扶養者であった人は、後期高齢者医療保険の加入から2年
を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。また、所得割額は当面の間かかりません。

保険料の計算方法

年間保険料額＝均等割額＋所得割額

（所得割額＝総所得金額などー基礎控除（33万円）×所得割率）
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市政ニュース

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。

プラスチック製容器包装の出し方について

環境課

☎32-8018

N76-5103

4月1日から、リサイクルをする

①収集場所をご確認ください

ため、プラスチック製容器包装を収

②中身がよく見えるように入れてください
③出せるもの・出せないものを再確認しましょう

集しています。今一度、左記の点に
ついて確認しましょう。

①収集場所は、金属類ごみ・陶磁器・ガラスごみと同じ場所です
一部地域にある燃やすごみ専用の集積所には出せませんので、ご注意ください。

②中身はしっかり見えていますか？
不純物の混入を防ぐため、指定袋にはプラスチック製容器包装を直接入れ、中身がよく見えるようにしてください。
指定袋に
直接入れている
指定袋

指定袋

レジ袋に入れるなど
袋が二重で
中身が見えない

オムツや食べ残しで汚れている容
器などが混入していることがありま
す。しっかりと中身が見える状態で
指定袋に入れるようにしましょう。
皆さんのご理解・ご協力をお願い
します。

③プラスチック製のスプーンを、入れていませんか？

問題

プラスチック製容器包装として回収できないものはどれ？

CD・DVDのケース

プラスチック製のストロー

正解は、全部です。

プラスチック製であっても、容器包装ではなく商品そのもの（例：プ

ラスチック製のスプーンやストロー、ハンガー）
、汚れや水分を含ん
でいてリサイクルに向かないもの、袋が二重になっていて、中身の確
認ができないもの、硬質プラスチック
（例：おもちゃ、バケツ、歯ブラ
シ、CD・DVDケース）
は回収ができません。

よくある間違い
カップ麺の容器はプ
ラスチック製であれば

ホームページ

紛らわしいものは
ホームページで
チェック！

回収できます。断熱のため紙製容器となって
いるものは回収できませんので、リサイクル
識別表示マークを確認してください。

回収できるもの

また、シャンプーやドレッシングのボトル

プラマークがついている容器や包装
（例：発泡スチロー

はプラスチック製容器包装ですが、汚れを落

ルなどの緩衝材、お菓子の袋、トレイ、卵や豆腐のパッ

とすことが困難な場合は「燃やすごみ」
で出し

ク、レジ袋、ラップ、コンビニ弁当の容器）
は回収ができ
ます。水ですすいで汚れを落としてから出しましょう。
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プラスチック製のスプーン

広報みよし

2020 年 6 月号

プラマーク

てください。ペットボトルは回収できません
が、ラベルとふたは回収できます。

ま ち の話 題

広報担当が取材したイベントや出来事を紹介し
ます。また、みよし市ホームページに掲載の

ダイジ ェスト

「Topics（まちの話題）」では、ここに掲載した以
外の話題や写真もご覧いただけます。

ホームページ

みよし施設園芸支援センター
（MGMI）
～恵み～入講式
4月13日
（月）JAあいち豊田

ハウス栽培の生産者を育成するため、市と
JAあいち豊田が連携して開講したMGMI。そ
お

の

だ さくらこ

の入講式が行われ、第2期生の小野田桜子さ
んは
「機械などを活用した新しい農業を学び、
若い農家の担い手として頑張りたいです」と
抱負を語りました。今後は、ハウス栽培の生
産技術や経営管理などに関する研修を2年間
受講し、市内で就農することを目指します。

高齢者叙勲の授章
4月23日（木）
かんどりえじょう

ずいほうそうこうしょう

神取惠淨さんが、高齢者叙勲の瑞宝双光章

を授章しました。高齢者叙勲は、春秋叙勲の
対象でありながらこれまで授章していなかっ
た人が、米寿を迎えた際に授章するもので
す。その中でも瑞宝章は、社会や公共のため
に功労がある人に授与される章。神取さん
は、三好町立中部小学校長を務めるなど、教
育の分野で多くの功績を残しています。

ラッピングカーお披露目
4月29日
（水）株式会社カネヨシ本社

株式会社カネヨシが地域貢献の一環として
制作したラッピングカー。
「三好大提灯まつ
り」
、
「三好池まつり」
の写真などがあしらわれ
す ず き かつひさ

ています。鈴 木克 尚代表取締役社長は
「市の
PRに貢献できたらうれしく思います。また、
お世話になっています市民の方々に、この
ラッピングカーを見て少しでも笑顔になって
いただけたらうれしいです」
と話しました。
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HAPPY BIRTHDAY

みよしっ子ひろば

6月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

いわい

あきと

岩井 滉音くん

お兄ちゃんたちが大好き！
これからも笑顔いっぱいの
滉音でいてね♪ 〔根浦町〕

いとう

みはる

伊藤 未晴ちゃん

1歳誕 生日お めでと う♥
これからも兄妹仲良く笑顔
〔明知町〕
で元気よく育ってね。

おいかわ か れ ん

及川 華蓮ちゃん

1歳 お め で と う！ マ マ と
パパの宝物。すくすく大き
くなってね。〔三好町〕

２歳

３歳

ひがしやま こうた

東山

晄太くん

元気いっぱいお ちゃらけ 面
白い晄太 くん♡ 笑顔いっ
ぱい楽しい毎日を！ 〔三好丘〕

のざわ

3歳

１歳

1歳

2歳

おとは

アンパ ンマン が大好 きな音
ちゃん！ 素直で優しい元気
な子になってね。〔三好丘緑〕

まえだ

はると

前田 悠翔くん

いつもニコニコ笑顔をあり
がとう。悠翔の元気は、家
族の元気！ 〔黒笹〕

みよしっ子集まれ！

申込 掲 載を希望する人は、6月12日
（金）
までに、❶住所、❷氏名、

❸電話番号、❹お子さんの氏名
（ふりがな）
・性別・生年月日、❺

メール
お子さんへのメッセージ（30字程度）
、❻ひまわりネットワーク
「みよしTODAY」
での放送の希望を明らかにして、写真データ
（JPEG形式で2MB

以内）を添付、メールの件名を
「お誕生日コーナー申込」として、広報情報課
へメール
（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）

広報クイズ

みよし○○」を推進するための健康ボランティア
として、さまざまな活動を行っています。さて、
○○に入る数字はなんでしょうか 。

『健康みよし○○』
ホームページにもヒントがあるよ！

ちひろ

加藤 千裕くん

可愛い可愛い千裕くん！
毎日、元気に笑顔で過ごし
ていこうね。〔根浦町〕

放映中の市政番組「みよし
TODAY」の 中 で お 誕 生 日
のお子さんを紹介します。
希望した人には、後日、ひ
まわりネットワークから申
込書を郵送します。

※申込多数の場合は抽選で掲載決定します。

ヘルスパートナーさん。市の健康行動計画「健康

かとう

ひ ま わ り ネ ッ ト ワー ク で

対象 8月生まれで申し込み時に3歳未満の子

問題  今号のみよしインフォメーションで募集している

いつも明るく元気な唯ちゃ
ん、3歳おめでとう！ 優し
い女の子に育ってね。
〔黒笹〕
1歳

１歳

野澤 音葉ちゃん

た な か ゆい

田中 唯ちゃん

【応募方法】①答え（例：10）、②郵便番号、③住所、
④ 氏 名、 ⑤ 年 齢、 ⑥ 電 話 番 号、 ⑦ 今 月 の ア ン ケー

トを必ず記入し、はがき
（〒470-0295 みよし市役
所 広 報 情 報 課 宛）、ファクス（N76-5021）、メール

（{koho@city.aichi-miyoshi.lg.jp）のいずれかで広報
情報課へお送りください。正解者の中から抽選で10
人に図書カード500円分を贈呈します。

【締め切り】
6月12日（金）必着

【5月号の正解】
①（応募52通、正解51通）

※当選者の発表は図書カードの発送をもって代えさせ
ていただきます。

【今月のアンケート】
広報みよしで取り上げてほしい内
ホームページ
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容を教えてください。

みよしの景観百選

みよしの景観百選では、皆さんが日ごろから大切
に感じている
「みよしらしい景観」
を紹介します。
問合 都市計画課 ☎32-8021 N34-4429

ホームページ

満福寺奥之院へと続く鳥居
中部小学校の北に位置する満福寺。本堂のすぐ隣にある朱塗が美しい
いざな

三好稲荷閣本殿を奥へ進むと、奥之院へと誘 う鮮やかな鳥居が続きま
す。新緑とのコントラストは壮観です。

教えて！あなたの

み よ し 百 景

皆さんが知っている、みよしらしい景観を教えてください！ みよし
市景観百選は、随時応募を受け付けています。詳しくはホームページを
ご確認ください。

街 角 アート

問合 企画政策課 ☎ 32-8005 N 76-5021
彫刻マップ

平成元年度から15年度まで開催されたアート
タウン三好彫刻フェスタ。市内には、入選作品
70点が設置され、日常の景色の中で出会うこと
ができます。
作 品 名 Continue Stone
いけがみ

作 者 名 池上
受

すすむ

奨

賞 1990年度グランプリ

設置箇所

三好丘桜公園

制作意図

石の凝縮されたエネルギーにぶつかっ

ていくことにより何か新しい価値を発見すること
ができる。その造形的発見に新しい芸術的要因を
付加していくことによってより具体的に永くかか
わり続けることで、自己にとっての彫刻の素材と
しての石の存在が明確になる。
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お問い合わせは、健康推進課
（保健センター内）
へ

7月の保健ガイド

☎34-5311 N34-5969
▲

健診などの予約時間 8：30～17：15

ホームページ

※場所の記載がない場合の会場は、保健センターです。保健セ

ンター内では、ミルクとお茶以外の飲食は禁止です。他市町村、

▲

乳幼児

または海外から転入された人で、ご不明なことがあれば健康推
進課へお問い合わせください。

CRIANÇAS

健診名

日

程

備

3・4 カ 月 児 健 診 7月14日（火）
Exame Mdico para
bebês de 3～4 meses

7月28日（火）

Exame Mdico para
crianças de 18 meses

7月22日（水）

Exame Mdico para
crianças de 3 anos

7月15日（水）

1歳6カ月児健診 7月8日（水）
3 歳 児 健 診 7月1日（水）
教室名

日

●健診案内文と問診票を対象者に送付します。転入などで届かなかった人はご連絡ください。
●指定日で受けられないときのみ、別の日を予約しますのでお知らせください。ただし、指
定日前への変更はできません。
●健診によって持ち物が異なります。詳しくは健診案内をご覧ください。

時

対

象

内

容

定員

申し込み

すくすく教室

7月8日（水）
受付 9：30～9：50

歯

Aula de preven ção
odontológica

7月21日（火）
就学前までの子
受付 12：30～13：30

むし歯予防教室

7月20日（月）

令和元年6月生まれ 身体計測、発育・発達およびむし歯予防
20人 7月13日（月）
まで
の話、ブラッシング指導
の子

わんぱく教室

7月14日（火）
受付 9：30～9：50

平成30年7月・8月生 身体計測、生活習慣・食事の話、ブラッ
20人 7月7日（火）まで
シング指導
まれの子

Aula de preven ção
sobre a alimentação e

科

健

診

Aula de orienta ção
de preven ção de cárie 受付 9：30～9：50
Conselho sobre
nutrição da criança

さ く ら ん ぼ

Palestra para mamãe
de filhos gameos

▲

妊

30人 7月1日（水）まで

生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食の話と試食

歯ブラシ・コップ・タオル・母子健康手
帳・フッ化物塗布費300円
（希望する場 40人 7月14日（火）
まで
合のみ）を持参

身体計測、多胎児を育てている母親や
7月28日（火）
多胎妊婦、多胎児
（未 妊婦さん同士の相談、交流の場、保育
とその保護者 士による手遊び
受付 9：50～10：00 就園児）
（奇数月のみ託児ボラン
ティアあり）

婦 GRAVIDEZ

教室名など

日

時

内

閉所日を除く火・水・木曜
日受付 9：00～11：00
※都合の悪い人はご連
絡ください。

Entrega da carteira de
saúde Materno-Infantil

パパママ教室

マタニティコース

7月10日（金）

容

持ち物

不要

定員

申し込み

妊娠届出書
※手続きには
「個人番号
（マ
－
イナンバー）
」
と
「本人が確
認できる書類」が必要です。

－
リラックス法、母乳育児と
栄養、妊娠中からの食事

Aula para futuros mamãe e
受付 9：15～9：30
papai Curso para gestante

－

20組 7月3日
（金）
まで

母子健康手帳、子育てサポ
市の子育て情報、ママと赤 ートガイド、筆記用具
もくよく
（金）
まで
ちゃんのお口の健康、沐浴 ※マタニティコースは運動 16組 8月7日
のできる服装でお越しくだ
指導
さい。
赤 ちゃん の お 世 話 体 験、
20組 9月4日
（金）
まで
妊娠シミュレーター体験

子 育 て コ ー ス

（金）
Aula para futuros mamãe e 8月14日
papai Curso de:como cuidar 受付 9：15～9：30
do bebê

体 験 コ ー ス

（金）
Aula para futuros mamãe e 9月11日
papai Exercicios para gestante 受付 9：15～9：30
e como dar banho no bebê

▲

相 談 CONSULTA

－

●パパママ教室は、妊娠16週以降の妊婦およびその夫が対象です
（妊婦・夫のみでも可）
。

母子健康手帳交付

健康に関して相談のある人は気軽にご相談ください。
母子健康手帳・みよし市発行の健康手帳をお持ちください。

相談名
月曜育児健康相談
月 曜 健 康 相 談

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde

日

時

7月6日・13日・20日・27日の月曜日
受付 9：00～11：00

備

考

27日は助産師が相談に応じます
（予約制）
（Temos um
（a） interprete de português）

Consulta sobre cuidados com a
criança antes do nascimento

出 前 育 児 相 談

7月21日（火）
受付 9：30～11：00

場所はおかよし交流センター。保健師・歯科衛生士・管
理栄養士・助産師が相談に応じます

Consulta sobre cuidados com a
criança O leite de mamãe

母 乳 育 児 相 談

7月27日（月）
受付 9：00～11：00

助産師が相談に応じます（予約制）。
予約の際に相談内容についてお聞かせください

Consulta sobre o desenvolvimento
da criança

発 達 育 児 相 談

7月6日（月）
受付 9：00～11：00

精神発達で心配のある就学前のお子さんの相談に心理
相談員が応じます（予約制）

成 人 歯 科 相 談

7月9日（木）
受付 13：30～15：00

歯・歯肉などに関する相談に歯科医師が応じます（予約
制）。予約は7月2日（木）まで（先着で5人）

Consulta odontológica para Adultos
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＜日本脳炎予防接種の特例について＞
▶日本脳炎1期特例対象者＝①平成19年4月1日までに生まれた、20歳未満の人、②平成19年4月2日から平成21年10月
1日までに生まれた、9歳以上13歳未満の人
▶日本脳炎2期特例対象者＝平成19年4月1日までに生まれた、13歳以上20歳未満の人
※接種券は健康推進課
（保健センター内）
で発行します。母子健康手帳をご持参ください。

診 EXAME MÉDICO

▲

検

集団方式
（保健センター）

みよし市で受ける各種成人の健診
（検診）
には「みよし市健康診査受診券」が必要です。令和2年度
「みよし市健康診査受診券」
は3月中旬に発送しました。受診を希望する人で、受診券がお手元に
ない人は、健康推進課
（保健センター内）
にお問い合わせください。年齢は、本年度末
（令和3年3
月31日現在）の年齢です。また、がん検診には個人負担金免除制度があります。

※予約は健康推進課
（保健センター内）へ電話、または来所で行い、定員になり次第締め切ります。無料クーポン券をお持ちの人は、
予約の際に申し出てください。今後の日程はホームページや保健事業日程表をご覧ください。全日程で託児もあります。

検診名

日

39歳以下の健診

時

対

象

費

用

託児

申し込み

7月7日(火)の健診は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、中止します。今後の日程についてはホーム
ページでご確認ください。

けい

子宮頸がん検診
Exame de câncer
do útero

20歳以上で本年度偶数歳になる女 800円
9：30～11：00 性、または無料クーポン券対象年齢（無料クーポン券
の女性
対象の人は無料）

8月1日の予
約は、
7月1日
乳がん検診（乳房超音波）
（水）
、
8月26
8月1日（土） 9：15～11：00 30歳代で本年度偶数歳になる女性 1,200円
Exame de câncer de mama
有り 日 の 予 約 は、
8月26日
（水）
（Ultrassonografia Mamária）
7月28日
（火）
乳がん検診
8：30から受
40歳以上で本年度偶数歳になる女 1,200円
（乳房エックス線）
け付け
9：00～11：00 性、または無料クーポン券対象年齢（無料クーポン券
Exame de câncer de mama
の女性
対象の人は無料）
（mamografia Raio X）

子宮頸がん検診について

◆妊 娠中の人、または産後生理が始まっていない人は、医療機関にご相談
ください。
◆生理中の人は受けることができません。
◆初めて子宮頸がん検診を受ける人は、医療機関での検診をお勧めします。

乳がん検診について

◆妊娠中や授乳中の人（断乳して 1年未満の場合を含
む）
、豊胸術を行った人、ペースメーカー植込術を
受けた人は乳がん検診を受けることができません。

無料で受けられるのは、生涯で一度だけ！

女性がん検診無料クーポン券について
対象年齢の女性には、がん検診の無料クーポン券を5月中旬に個別に郵送しました。
検診を受診する際には、必ず無料クーポン券をお持ちください。
対象 令和2年4月20日現在、市に住民登録があり、以下の条件を満たす人
年齢起算日：令和2年4月1日
●子宮頸がん検診
20歳（平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）
の人

年齢起算日：令和2年4月1日
●乳がん検診
40歳
（昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれ）
の人

※上記の年齢の人で令和2年4月21日以降にみよし市に転入してきた人は、健康推進課へお問い合わせください。

救急医療施設の連絡先
■休日・夜間の救急医療施設

※電話で確認してからお越しください。 時間は受付時間
●みよし市民病院
☎0561-33-3300
みよし市三好町八和田山15
●豊田地域医療センター
☎0565-34-3000
豊田市西山町3-30-1
①内科・外科（翌朝8：30まで）
平日19：00～、土曜日14：00～（外科は19：00～）
日・祝・年末年始17：00～
②歯科 日・祝・年末年始・お盆のみ10：00～14：30
③小児科 土曜日のみ19：00～翌朝8：30
●休日救急内科診療所
☎0565-32-7150
豊田市西山町3-30-1
内科・小児科 日・祝・年末年始の9：00～11：30、13：00
～16：30
●愛知県救急医療情報センター
☎0561-82-1133
（上記で救急診療が利用できない場合、医療機関を検索）

■7月の休日救急外科（昼間当直：受付 9：00～16：30）
三九朗病院
5日
（日）
豊田市小坂町7-80

☎0565-32-0282

きたまちクリニック
12日
（日）豊田市喜多町3-80 クラウン ☎0565-37-0618
ハイツ2階
つかさ整形外科
19日
（日）
豊田市司町5-12

☎0565-37-3322

細野クリニック
23日（祝）
豊田市曙町2-21

☎0565-28-3665

なかねクリニック
24日（祝）
豊田市梅坪町8-3-9

☎0565-37-8800

しばはらクリニック
26日（日）
豊田市貝津町箕輪216-1

☎0565-45-6633
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
■市が主催する催しなどへの参加にあたって、

みよしインフォメーション

障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催

MIYOSHI Information

と担当課名のみで届きます。
■みよし市の市外局番は0561です。

ページに掲載し、記念品を贈呈

お知らせ

申込 登録用紙
（生涯学習推進課で配布、

※詳しくは応募要領をご覧ください。

緑のカーテンコンテスト

また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、生

生涯学習活動団体の登録

環境課

☎32-8018 N76-5103

日7日前までに担当課へお申し出ください。
■市役所への郵送物は、郵便番号
（〒470-0295）

学習推進課へ直接

生涯学習推進課 サンライブ内
ホームページ

☎34-3111 N34-3114

{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ホームページ

市内で趣味の講座や教養講座などで
活動中の、生涯学習活動団体の登録を
募集しています。

教育行政課 ☎32-8028 N34-4379
学校生活、いじめ、不登校、身体、
家族や友人関係などで、身近な人にも

登録した団体には生涯学習活動情報

打ち明けられず、悩んでいる人のため

誌での紹介と、令和3年2月下旬に開

に、電話による相談を受け付けていま

催予定の生涯学習発表会で、活動の成

す。

果を発表する機会を提供します。
「緑のカーテン」
の普及を図るための

こころの電話みよし

名前を言わなくても相談できますの

対象 次の全てを満たす団体

で、一人で悩まずにお気軽にお電話く

①市内の公民館や集会所などで活動し

ださい。
日時 毎週土曜日12：00～16：00
（祝日、

ている

コンテストを開催します。苗の無料配
布を受けていない人も参加できますの

②おおむね10人以上で構成

で、多くの皆さんのご参加をお待ちし

③メンバーのうち、8割以上が市内在

年末年始を除く）


住・在勤・在学

ています。
対象 市内在住で、自宅につる性植物の

対象 小学生～19歳の人とその家族
費用 無料

電話 ☎34-5874
（相談専用）

豊田警察署からのお知らせ ☎0565-35-0110

「緑のカーテン」
を設置している人

交通安全のポイント

申込 10月2日
（金）までに応募用紙
（環

6月は、自転車の死亡事故および飲酒運転による重大事

境課およびサンネットで配布、ま

故が最も多い月です。

たはホームページからダウンロー

梅雨の時季は、少ない晴れの日に自転車で外出する人が

ド可）に必要事項を記入し、緑の

集中するため、自転車が関係する交通事故の増加が懸念されます。

カーテンの設置状況が分かる写真

自転車に乗る人はヘルメットを着用して自らの身を守るようにしましょ

を添付し環境課へ郵送、メール、

う。また、ドライバーは見通しの悪い交差点やスーパー、病院などの高齢

または直接

者が行き交う施設周辺での運転に、一層注意してください。

他 優秀作品は広報紙および市ホーム

有料広告

2020 6 1 月

6

★祝日の午前診療あり ★メグリア三好店より西へ500m
受付時間

月

火

水

木

金

土

祝

AM8:35～12:00

○

○

○

○

○

○

○

PM3:35～７:15

○

○

○

／

○

／

／

★ネット予約できます

三好ヶ丘整形外科

検索

📞📞0561-33-0111／📞📞0561-41-8033
(お問い合わせ・ご予約)
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(リハビリ直通)

土

成人式実行委員の募集

教育行政課 ☎32-8028 N34-4379

は、5月31日 か ら６月６日 を 禁 煙 週

早めに行いましょう
②無理のない作業計画を作りましょう

間と定めています。今年度のテーマは

③農作業や機械作業に適した服装を心

「2020年、受動喫煙のない社会を目
指して～たばこの煙から子ども達をま

掛けましょう
④農地への出入りやあぜ越えは、適切
な速度で慎重に行いましょう
⑤機械類の点検・調整をするときは必
ずエンジンを停止しましょう

令和3年1月10日(日)に開催する成

もろう～」です。受動喫煙の危険性や
ニコチンの依存症を踏まえると、喫煙
習慣は個人の嗜好にとどまらない健康
問題です。
この機会にたばこを吸わないことを

教科書展示会

習慣として、また受動喫煙防止を社会

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

人式の実行委員を募集します。

に広めましょう。

新規就農相談会

対象 平 成12年4月2日～平 成13年4月

豊田加茂農林水産事務所

1日に生まれた市内在住の新成人
で実行委員会（4～5回程）と成人

農業改良普及課

式に出席できる人

☎0565-32-7509 N0565-35-0416

{toyotakamo-fukyu@pref.aichi.lg.jp

人数 16人
申込 6月15日
（月）までに教育行政課へ

電話、または直接

農作業事故にご注意を
産業課

☎32-8015

N34-4189

教科書に対する理解や関心を深めて

内容 就農準備および農地制度などの説

いただく展示会です。展示会場には投

明、先輩就農者の事例発表、個別

書箱を用意しますので、教科書に対す

相談

るご意見やご要望をお寄せください。

日時 6月20日(土)13：00～16：00

日時 6月5日(金)～7月1日
（水）

場所 豊 田加茂総合庁舎別館2階第1会

※月曜日と6月25日
（木）
は休館日です。
場所 中 央図書館
（サンライブ内）
1階テ

ィーンズコーナー前
※上記会場を含め、県内29カ所の会

定員 先着で20人

場で開催。 詳しくは愛知県

申込 6月17日(水)まで
（必着）に郵便番

教育委員会義務教育課のホ

穫期とともに、1年のうちで最も農作

ームページをご覧ください。

業機械による事故は、重大な事故につ
ながる場合が多いので、安全な農作業
に努めましょう。
【農作業を安全に行うために】
①農業機械の点検•整備は、計画的に

対象 みよし市または豊田市で新たに農

業に取り組む意欲のある人

農繁期を迎えるこの時期は、秋の収
業の事故が発生しやすい時期です。農

もとしろ

議室(豊田市元城町4-45)

号、住所、氏名、メール、ファク
愛知県教育委員会
義務教育課

世界禁煙デー・禁煙週間
健康推進課

保健センター内

☎34-5311 N34-5969
5月31日は世界保健機関（WHO）が
定める世界禁煙デーです。 わが国で

ス、電話番号、就農・農地相談希
望の有無、
「新規就農相談会に参
加希望」であることを明らかにし
て、豊田加茂農林水産事務所農業
改良普及課へ郵送(〒471-8566
豊田市元城町4-45)、ファクス、
またはメ－ル

有料広告
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
ります。有料化の対象となるのは、購

お知らせ

入した商品を持ち運ぶために用いる、
持ち手のついたプラスチック製買物袋

新型コロナウイルス感染症に関
連した法務大臣メッセージ

ーズ、三好中学校ジャージ下
【交渉の流れ】
希望者は6月8日（月）8：30以降に環
境課へ電話連絡後、登録者と直接交渉

です。
プラスチックは非常に便利な素材で

し、結果を環境課へ連絡
【リサイクル用品の登録】

名古屋法務局人権擁護部

あらゆる分野で私たちの生活に貢献し

☎052-952-8111
（代表）

ています。一方で、廃棄物や、海洋プ

期間 3カ月間

ラスチックごみなどの課題もありま

要件 無料で譲渡でき、住所や電話番号

新型コロナウイルス感染

法務大臣
メッセージ

症に関連して、感染者・濃厚接触者、

などを希望者に教えられる人

す。

医療従事者などに対する誤解や偏見に

この機会にライフスタイルを見直

申込 品名とその詳細情報
（品質状態、

基づく差別は決してあってはなりませ

し、エコバッグを持ち歩くなど、でき

購入年月日など）
を明らかにして、

ん。

るところからプラスチックの過剰な使

環境課へ電話、または直接

法 務 大 臣 メッセージ は、YouTube

用を抑制する工夫をしてみましょう。

法 務 省 チャン ネ ル
（https://youtu.be/

【プラスチック製買物袋の有料化に関

RYS00qCxo-0）
をご覧ください。

する相談窓口】

なお、新型コロナウイルス感染症に

消費者向け ☎0570-080180

関連する不当な差別、偏見、いじめな

事業者向け ☎0570-000930

ふれあいバード
社会福祉協議会
☎34-1588

どの被害に遭った人からの相談を名古
屋法務局人権擁護部で受け付けていま
す。

「譲ります」
「譲ってください」
環境課

環境課

☎32-8018

☎32-8018

N76-5103

N76-5103

7月1日から、全国でプラスチック

障がいのある人の芸術・文化を通じ
た自立と社会参加を促進するため、作
日時 7月1日
（水）～31日（金）

ャリア、ストック

場所 イオン三好店
（三好町青木91）
2階

パブリックスペース

保育園のスモック・体操着・バレエシュ

費用 無料

ヘルスパートナー養成教室

健康推進課

保健センター内

☎34-5311

日
N34-5969

みよし市の健康づくりのためにボランティアとして活動しませ
んか。第10期生の募集を開始します。
場所 保健センター
対象 市内在住で健康づくりに関心があり、養成教室後はボラン

ティアとして活動できる人
定員 20 人
申込 6月17日
（水）
までに保健センターへ電話、または直接

ヘルスパートナーって？
市の健康行動計画
「健康みよし21」
を推進するため、生涯を通じた健康づ
くりを目標にさまざまな活動を行うボ
ランティア団体です。運動教室など身
体の健康づくりや、子育てママのリフ
レッシュ教室などこころの健康づくり
を行います。
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N34-5860

スキー板、スキー靴、車載用スキーキ
【譲ってください】

製買物袋、いわゆるレジ袋が有料にな

福祉センター内

品展示会を行います。

【譲ります】

レジ袋有料化について

健康・福祉

7月1日（水）
10：00～11：30

11月4日（水）
10：00～11：30

8月25日（火）
10：00～11：30

11月26日（木）
10：00～12：00

9月11日（金）
10：00～12：00

1月8日（金）
9：00～17：00

10月2日（金）
10：00～12：00

2月下旬、3月上旬
日時未定

きただ

【ヘルスパートナー北田会長のお話】
棒体操やウォーキングなど、各
自の体力に合わせて続けられる運
動のお手伝いをしています。
私たちと一緒に活動して、健康
づくりの楽しさをたくさんの人に
伝えていきましょう！

時

おおしみず

はらやま

☎0565-44-1151
大清水町原山66）

子育て

～16：00

日時 7月8日(水)・10月21日(水)

【病気で療養しているお子さん】

特別支援学校への体験入学

じほんまち

寺本町1-4）

もり

○愛知県立大府特別支援学校
（大府市森

県教育委員会では、来年度に小・中・
高等学校へ入学する予定で、障がいの
あると思われるお子さんとその保護者
を対象に体験入学を行います。体験入
学日以外にも随時相談を行っています。

申込 ６月26日
（金）までに学校教育課

おか

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

めいだい

場所 西 三河総合庁舎7階
（岡崎市明 大

岡町7-427）
☎0562-48-5311

へ電話

日時 10月21日(水)

採

申込 事前に各学校へ電話

早期教育相談

学校教育課 ☎32-8026  N34-4379

用

市民病院職員
市民病院

【知的な発達に遅れのあるお子さん】

県教育委員会では、乳幼児
（0歳以

○愛知県立三好特別支援学校
（みよし

上）
から、令和3年度に小学校に入学す

市打越町山ノ神1-2）☎34-4832

るお子さん
（6歳まで）とその保護者を

職種 臨床検査技師

対象とした早期教育相談を実施しま

対象 臨床検査技師の資格を有する人

す。子育てで気になることのある人や

人数 若干名

○愛知県立岡崎特別支援学校
（岡崎市本

お子さんに障がいがあると思われる人

選考 書類審査、面接試験

宿町字古新田78）
☎0564-48-2601

など、お気軽にご相談ください。相談

申込 提出書類
（募集案内を参照）
をそろ

日時 7月21日(火)・22日(水)

【手足の不自由なお子さん】
じゅく

もと

ふるしんでん

日時 9月16日(木)

は予約制で、無料で行います。

○豊田市立豊田特別支援学校（豊田市

日時 7月29日(水)、8月4日
（火）9：30

石川家住宅
7月のイベント
開催日

問合 石川家住宅

機織り

絵手紙をはじめよう
5日
（日） 琴を奏でてみよう
11日
（土） 魚の飾りを作ろう
布草履を作ろう
25日
（土） しのぶえ
篠笛教室
苔玉を作ろう

【令和2年度会計年度任用職員採用】

えて、市民病院管理課へ直接
他 院内保育所完備

申込 開館日時に、石川家住宅へ電話、または直接

カエルの飾りものを作ろう

ぬのぞうり

ホームページ

開館 水・木・土・日曜日9：00～16：30

イベント名

4日
（土） 伝承木綿講座

☎33-3300 N33-3308

時

間

10：00～11：30

☎・N 32-3711

ホームページ

内容・定員など
竹の節を利用し、飾り物を作る。先着で５人（小学
３年生以上）

13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人
13：30～15：30
9：30～10：30

季節の絵を描く。先着で10人。ポケットティッシ
ュ・新聞紙を持参
座敷で琴の演奏体験。見学可

10：00～11：30 布を使い魚の飾りを作る。先着で５人
9：30～11：30

布を裂いて縄を作り、草履を作る。先着で3人。
和はさみ・綿の布を持参

10：00～11：00

日本の歌曲や童謡などを演奏する。先着で10人（小
学3年生以上）

13：30～15：30 好きな木を植えてミニ盆栽を作る。先着で5人

有料広告
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。

7月の相談

◦いずれの相談も祝日は実施しませんので、ご注意ください。
◦相談室の番号など、詳しくは市役所1階総合受付モニターでご確認ください。
◦電話番号末尾の（専）は、相談専用の電話番号です。

相談名

日時
場所
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所2階相談室
一般住民相談
毎週水曜日10：00～12：00、13：00 サンネット相談室
～17：00
カリヨンハウス内
人権相談・行政相談
10日（金）13：00～16：00
法律相談
10日（金）13：30～16：30
市役所2階相談室
司法書士・行政書士・土地
21日（火）13：00～16：00
家屋調査士合同相談
毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13： 市役所1階市民課
外国人相談
00～16：00
（ポルトガル語通訳によ
毎週月曜日9：00～12：00
保健センター
る）
毎週火曜日9：00～12：00
市役所2階納税課
毎週金曜日9：00～12：00
市役所2階子育て支援課
年金相談
8日（水）13：00～16：00
市役所1階相談室
障がい者相談
平日8：30～17：00
市役所1階ふくしの窓口
（就労・介護・虐待など）
高齢者面接相談
市役所1階長寿介護課、ふく
平日8：30～17：00
（介護・虐待など）
しの窓口
きたよし地区地域包括支援セ
ンター
（ケアハウス寿睦苑内）
介 護・高 齢 者 福 祉 サービ
なかよし地区地域包括支援セ
平日8：30～17：00
スの相談
ンター
（福祉センター内）

みなよし地区地域包括支援セ
ンター
（みよし市民病院内）
医療相談

平日8：30～17：00

児童虐待・子ども相談

平日8：30～17：00

女性の悩みごと相談

毎週月曜日12：00～16：00

母子・父子・寡婦相談

平日9：00～16：30
毎週火～金曜日
9：00～12：00、13：00～16：00

子育て相談

毎週火・水曜日13：00～16：00

NPO・協働相談
消費生活相談
営農相談

2日（木）13：30～16：30
毎週月・水曜日9：00～12：00
毎週木・金曜日13：30～16：30
8日・22日の水曜日13：30～15：30

広報みよし
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問い合わせ

不要
不要
必要
（前日まで）
市民課☎32-8012
不要
※各相談の受け付けは、終
了時間の30分前までです。
不要

必要

保険年金課☎32-8016

必要
（前日まで）ふくしの窓口☎76-5663

長寿介護課☎32-8009
必要
（前日まで）
ふくしの窓口☎76-5663
きたよし地区地域包括支援
センター☎33-0791
なかよし地区地域包括支援
必要
（前日まで）
センター☎34-6811
みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502
市民病院地域連携・医療相
市民病院1階総合受付
不要
談室☎33-3300
子育て支援課
市役所2階子育て支援課
不要
☎32-0910
（専）
不要（面接相談 子育て支援課
電話
（電話相談後に面接相談可）
は要予約）
☎32-9539
（専）
市役所2階子育て支援課
不要
子育て支援課☎32-8034
子育てふれあい広場
子育て総合支援センター
不要
子育て総合支援センター内
☎34-0500
子育てふれあい広場
子育てふれあい広場
不要
カリヨンハウス内
☎36-1181
市役所3階協働推進課
必要
（前日まで）協働推進課☎32-8025
市役所4階相談室

不要

産業課☎32-8015

緑と花のセンター
緑と花のセンター営農相談室 必要
（前日まで）
☎34-6111

毎週月曜日10：00～16：00
教育に関する相談
教育センター「学びの森」
毎週水曜日9：30～15：30
（家庭・学校・不登校・特別 毎週木曜日13：00～17：00
支援）
毎週木曜日18：00～20：00
市役所2階学校教育課
心配ごと相談
6日（月）
・20日（月）9：00～12：00
福祉センター2階相談室
こころの電話みよし
（小学
毎週土曜日12：00～16：00
電話のみ
生～19歳とその家族）
くらし相談（生活困窮）
くらし・はたらく相談センター
平日9：00～17：00
ふれあい交流館内
はたらく相談
14日（火）①9：00～、②10：00～、③
11：00～
若者のための職業相談
28日（火）①13：00～、②14：00～、 ジョブサポートみよし
③15：00～
ふれあい交流館内
14日（火）①13：00～、②14：00～、
巡回労働相談
③15：00～
栄養・歯科相談
8日（水）9：00～11：30
精神科医による相談
17日（金）14：00～16：00
衣浦東部保健所
おおてまち
夜間エイズ・梅毒検査
20日（月）18：00～19：00
（刈谷市大手町1-12）
エイズ・肝炎・梅毒検査
7日・14日の火曜日9：00～11：00
骨髄バンクドナー登録
7日・14日・28日の火曜日
衣浦東部保健所みよし駐在
（西
検便・水質検査
9：00～11：30
陣取山90）
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予約

必要

学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026
必要
（前日まで）
予約者優先
社会福祉協議会☎34-1588
教育行政課
不要
☎34-5874
（専）
☎33-5020
（専）
必要
☎33-5070
（専）
ジョブサポートみよし
必要
（前日まで）
☎33-1860
（専）
必要
必要
不要
不要
必要
水質検査は要予
約

☎0566-21-9338
☎0566-21-9337
衣浦東部保健所生活環境安
全課
☎0566-21-4797
衣浦東部保健所
☎0566-21-9353

Novas Informações（Português）

がいこくごじょうほう

外国語情報

News & Information（English）

（日本語の記事は裏表紙参照）
ひと

せっしょく

わり へ

人との接触を8割減らす、
10のポイント

poucas pessoas, e escolha parques

becoming infected or infecting

que sejam abertos e com poucas

others. Please take another look

pessoas

at your everyday life and try

④Para compras que podem esperar,

these tips to protect yourself and

use o método de compra on-line

people around you from the novel

10 pontos que lhe ajudarão
a diminuir 80% de contato
com pessoas

⑤Quando quiser beber com amigos,

emergência, qualquer um de nós

⑦Use vídeos para se exercitar ou

coronavirus.

faça isso on-line
⑥Para consultas médicas, use o

①Have a family reunion via

método de consulta à distância

Em meio ao decreto de estado de

video chat without visiting your
hometown

praticar yoga em casa

corre o risco de ser contaminado

②Go to the supermarket alone or

⑧Leve as comidas e bebidas para

ou de contaminar outras pessoas.

in a small group at less crowded

casa ou use o método de entrega

Assim sendo, para proteger a sua
própria vida e a de outras pessoas
do Novo Corona Vírus, reavalie sua

times

⑨Use o método de

③Enjoy jogging in a

trabalho em casa

small group in less

⑩Use máscara

vida cotidiana.

crowded parks at less

para conversar

crowded times
④Do non-urgent shopping online

①Volte para sua
cidade natal

⑤Enjoy drinking with friends online

via on-line por

⑥Use remote medical services

chamada de
vídeo
②Vá ao supermercado sozinho ou
em poucas pessoas num horário
que esteja vazio
③Pratique Jogging (caminhada) em

Life with the Novel
Coronavirus
Ten Tips for Reducing
Contact by 80%

⑦Use videos at home for workouts,

Under the current state of

⑨Work from home

emergency, anyone is at risk of

⑩Wear a mask when talking

yoga, etc.
⑧Use takeout or
delivery for food

※広 報みよしの中から、外国人の皆さんにもお知らせしたい情報を選び翻訳（ポルトガル語・英語）しています。
ご つうやく

がいこくじんそうだん

しみんか

ポルトガル語通訳による外国人相談
Acompanhado por intérprete de Português
Horário
9：00～12：00

Segunda-feira
Centro de Saúde※

13：00～16：00 Setor de Cidadania

Terça-feira
Setor de Cobranças
Setor de Cidadania

市民課 Departamento de cidadania
☎0561-32-8012 N0561-32-8048
Quarta-feira
Setor de Cidadania
Setor de Cidadania

Quinta-feira
Setor de Cidadania
Setor de Cidadania

Sexta-feira
Setor de Creche
Setor de Cidadania

※A consulta será realizada dentro do Centro de Saúde. O tradutor não poderá se deslocar para outro setor.

市内の外国人登録者数：2,233人

編
後

市人口に占める割合：3.7%（令和2年5月1日現在）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、みよし市でもほと

集

んどのイベントが中止や延期。広報でお伝えするまちの話題も極

記

がとてもまぶしく見えました。油断は禁物ですが、自分でできる

端に少ない状況です。そんな中、今朝、小学生の登校風景を久し
ぶりに目にしました。黄色い帽子とランドセル。当たり前の光景
対策を続けながら、感染拡大の収束を祈りたいと思います。（千）
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ょう！
し
ま
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す 、10の ポ イ
ら
減
認
ント
8割
確
を
度
新型コロナウイルス感染症から
一
接触
あなたとあなたの大切な人の命を守るため、
の
う
いま一度ご協力ください。
と
も
人
ビデオ通話でオンライン帰省

スーパーは1人または少人数で
市内の飲食店を応援しよう
テイクアウトできるお店特集
をホームページで紹介中！

ジョギングは少人数で
ホームページ

すいた時間に

公園はすいた時間・場所を選ぶ

飲食はテイクアウト・宅配も

飲み会はオンラインで

みよし市民病院考案
オリジナル体操公開中です

ホームページ

今まで以上に

診療は遠隔診療

筋トレやヨガは自宅で動画を活用

自分の体の声に耳を傾けて
熱はないですか？

待てる買い物は通販で

咳は出ていませんか？
呼吸のしづらさはありませんか？

仕事は在宅勤務

健康記録表をホームページで公開
しています。ぜひご活用ください。
ホームページ

会話はマスクをつけて

新型コロナウイルス感染症
関連情報

あわせて
を

よし
み

市の情報は、こちらから

ちか
ら

新型コロナウイルス感染症に関する

ケーブルテレビ・コミュニティＦＭの市政情報
番組でも発信しています。放送日時などは、下
部をご覧ください↓↓↓

コロナウイルスとたたかう
全ての皆さん
ありがとうございます

市政情報番組
●ケーブルテレビ
さんさんチャンネル【123ch】 ひまわり12【地上デジタル 12ch】

●コミュニティFM
ラジオ・ラブィート【78.6MHz】

みんなで力をあわせて
乗り越えましょう

みよしTODAY（15分間）月曜日～土曜日放送

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8:09）

初回放送19：00以降8回程度リピート放送

みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）

みよし市

※みよし市ホームページで、番組のニュース項目と「みよし散歩道」
の動画配信を行っています。
発行／愛知県みよし市

市長ホットライン 6月1日
（月）
、7月6日
（月）
8：00～、18：00～
ホームページ

みよしコミュニティニュース 毎週土曜日生放送（15：50～16：00）

広報みよしをスマホへお届け！

編集／広報情報課

☎0561-32-2111（代）
〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地

みよし市公式フェイスブック

ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
みよし市ホームページ

声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。

ダウンロード

