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　毎日の生活で必ず出てくるごみ。「ごみを減らそう」「ごみを資源化し
よう」とよく言われますが、それはなぜでしょうか。どうしたら資源と
して再利用できるのでしょうか。そのために私たちができることは何
か。一人一人の意識がとても大切な、ごみの分別について考えます。
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ある1日の食事。どれだけ分別できますか。

分別のススメ
～混ぜればごみ、分ければ資源～

燃やすごみ プラスチック製
容器包装

陶磁器・
ガラスごみ金属ごみ 再利用資源

朝食 夕食昼食

ヨーグルトのカップ 木製の割り箸 汚れたアルミ
カップ

弁当のプラスチック
製空き容器 空のたれびん

割れた瓶、茶碗
生ごみ

瓶の金属製ふた

ペットボトルの
ふた

ペットボトルの
ラベル

パンのバッグ・
クロージャー

リサイクル
ステーション

？？

ストロー

空き瓶

ペットボトル
バラン

プラスチック製
の容器包装

環境課 ☎32-8018 N76-5103

壊れた鍋
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　この日は半分以上が「ごみ」ではなく、「資源」となるものでした。多くのものが資源となることに驚いた人もいる
のではないでしょうか。

生ごみは水切り
を十分に

ストローは
分別誤りに注意

中身が残ってい
れば燃やすごみ

木製の割り箸は資
源ごみ、竹製は燃
やすごみ

割れた瓶は陶磁器・
ガラスごみ

燃やすごみ

プラスチック製
容器包装

金属ごみ 陶磁器・
ガラスごみ 再利用資源

リサイクル
ステーション

どれだけ分別できましたか？

汚れたアルミカップ
は燃やすごみ

※汚れたプラスチック製容器包装は燃やすごみ

　私たちが生活していく上で必要な資源は無限ではあ
りません。限りある資源を未来へ残すため、ごみの再
利用、再資源化への取
り組みを始めませんか。

資源を未来へ

　ごみの再資源化には正しい分別が欠かせません。資
源の中に異物が混ざると、再資源化、再利用ができな
くなってしまいます。容器や包装には、分別しやすい
ように「識別マーク」が表示されています。分別すると
きに確認することを習慣にしましょう。「これってこん
な素材でできていたんだ！」「これはごみと思っていた
けど資源になるんだ！」と、ちょっとした気付きや発
見があるかもしれません。何気なく捨てているごみに
「ひと手間」をかけることで、ごみと思っていたものが
資源になると思うと、ちょっぴり嬉しくなりませんか。

ひと手間をかける

分別のポイントを分
かりやすく掲載した
「ごみと資源の出し
方・分け方」をご活用
ください。（令和2年
3月各家庭に配布）

ごみ

資源

資源 資源 資源

資源
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　分別した資源は、ごみ集積場所での回収の他、各学校区での資源回収、市
内スーパーなどにおける店頭回収、市内リサイクルステーションでも回収し
ています。リサイクルステーションでは、プラスチック製容器包装や新聞、
古着など多くの種類のものを資源として回収しています。「資源ごみの見守
り当番さん」であるシルバー人材センター会員さんに、特に気を付けていた
だきたいポイントをお聞きしました。

リサイクルステーションは市内に３カ所！

リサイクルステーションへ行こう！

【場所】①メグリア三好店
　　　②グリーンステーション三好
　　　③三好公園第4駐車場北　7月1日から新たにオープンします（右記地図参照）
【開所時間】10：00～18：00
【閉所日】年末年始（12月29日～翌年1月3日）

三好公園

三好公園
第4駐車場

TSUTAYA
三好店三好井ノ花

③リサイクル
ステーション

　ペットボトルは、PETマークの入った容器（飲
料・酒類・しょうゆ類など）が対象です。ふたとラ
ベルは剥がして出しましょう。特に多いのはラベ
ルの剥がし忘れ。ふたとラベルはペットボトルで
はなく、プラスチック製容器包装として出しま
しょう。

☝ペットボトルの分別

◀PETマーク

　ビンや、ふた付きのアルミ・スチール缶飲料な
どのふたは取ってください。プラスチック製なら
プラスチック製容器包装、金属製なら金属ごみへ
出しましょう。

☝ビンや缶の分別

☝プラスチック製容器包装の分別

◀プラマーク

　プラマーク表示のあるものが対象です。しか
し、このプラマークのないものや、汚れのついた
ものが混入していることがあります。特に、右写
真のような果物ネットやシート状・スポンジ状の
緩衝材の混入が多く、こちらは燃やすごみとして
出してください。

×
☝スプレー缶の出し方
　スプレー缶は、次の点を守って出しましょう。
①使い切って穴を開けて金属ごみ
②使い切って穴を開けずリサイクルステーション
③中身が残っている場合は東郷美化センター

▲新リサイクルステーション位置図
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私たちが出した資源はこれらのものに生まれ変わります
　ここでは私たちが出した資源が、どのように生まれ変わるのかを見てみましょう。

▲�フォークリフトなどで使う
パレット（荷台）や再生樹脂

プラスチック
製容器包装

ペットボトル

　　瓶

�　プラスチック製容器包装
に混ざっていた異物。プラ
マークのないものや、ペッ
トボトル類が多くみられる。

●●選 別 ●●圧 縮 ●●●●再 資 源 化

▲卵パックやユニフォーム

▲�新たなガラス瓶やグラス
ウール

出典「日本容器包装リサイクル協会」

　収集された資源をベルトコンベヤーで流し、リサイクルできない異物を手
作業で確認して取り除きます。分別された資源の中に、他の資源やごみが混
入していたり、汚れたものが入っている場合、再生品の品質が低下したり、
リサイクルできなくなったりします。

　捨ててしまえばただのごみ。きちんと分別されていれば、確実に新たなものとなって利用され
ます。私たち一人一人の意識を変えてみんなで取り組めば、今以上にごみの量を減らし再資源化
を図っていくことができます。ごみの減量へつながる分別、今日から意識してみませんか。

　ペットボトルに混
ざっていた異物
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  令和２年度介護保険料の一部を変更します　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

所得段階 令和元年度保険料 令和2年度保険料 軽減する額

第1段階 13,332円 9,696円 3,636円

第2段階 25,452円 19,392円 6,060円

第3段階 35,148円 33,936円 1,212円

　保険料の支払い方法は、原則、年金からの引き落とし（特別徴収）になります。ただし、65歳に達して間もない人や
年金額が年額18万円未満の人は、口座振替または納付書による支払い（普通徴収）になります。保険料の納期は、特別
徴収は年金受給月（偶数月、年6回）、普通徴収は7月から翌年2月までの毎月（年8回）になります。

　消費税率の改定（8%から10%）による、住民税非課税世帯の経済的負担の軽減を目的として、国・県・市町村が必要な経費
を負担し、介護保険料の軽減を実施します。軽減の対象は、住民税非課税世帯となる（介護保険料所得段階）第1段階、第2
段階、第3段階で、それぞれ令和2年度の介護保険料が下記のとおり変更となります。
■住民税非課税世帯の令和2年度介護保険料

　令和２年度の介護保険料は令和元年中の所得や令和2年度市民税の課税状況によって決まり
ます。介護保険料決定通知および普通徴収納付書は7月中旬に送付します。

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額
（保険料月額）

第1段階
生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非
課税で、老齢福祉年金を受給している人、または前年
の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.2 9,696円
（808円）

第2段階 �世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が80万円超120万円以下の人 基準額×0.4 19,392円

（1,616円）

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1・第2段階以外の人 基準額×0.7 33,936円
（2,828円）

第4段階
�本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がお
り、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円
以下の人

基準額×0.85 41,208円
（3,434円）

第5段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がい
る人（第4段階以外の人） 基準額×1.00 48,480円

（4,040円）

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円
未満の人 基準額×1.10 53,328円

（4,444円）

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円
以上200万円未満の人 基準額×1.25 60,600円

（5,050円）

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円
以上500万円未満の人 基準額×1.50 72,720円

（6,060円）

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円
以上800万円未満の人 基準額×1.70 82,416円

（6,868円）

第10段階 �本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円
以上の人 基準額×1.80 87,264円

（7,272円）

■所得段階別の保険料

保険料の支払い方法
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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



  特別障がい者手当・障がい児福祉手当
  在宅重度障がい手当・特別児童扶養手当
　福祉課　☎32-8010　N34-3388

　障がいがある人およびその家族を対象に、表のとお
り手当が支給されます。ただし、受給対象であっても
所得制限と併給制限で受給できないことがあります。
詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
申込 �必要書類（福祉課で配布）をそろえて福祉課へ

手当の
名称 対象者 手当額

（月額） 加算対象 加算額
（月額） 支払月

特別障がい
者手当

次のいずれかに該当する20歳以上の障がいがある人
※施設入所者または3カ月以上入院している人は対象外。また、在宅重度障
がい者手当との併給はできません。手帳区分はおよその目安であって、診断
書によって認定します。

特に重度な人には加算
あり

5月、
8月、
11月、
2月

①�身体障がい者手帳2級以上の障がいが重複してある人
②�身体障がい者手帳2級以上の障がいがあり、I

アイキュー

Q（知能指数）
20以下の人、または常時介護が必要な精神障がいがある人
③�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人、またはIQ20
以下の人、もしくは常時介護が必要な精神障がいがある人
で、他に身体障がい者手帳3級の障がいが2つ以上ある人
④�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人、またはIQ20
以下の人、もしくはこれと同程度の障がい、または病状が
ある人で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な人

27,350円

身体障がい者
手帳2級以上
かつIQ35以下
の人

A種
6,850円

身体障がい者
手帳2級以上、
またはIQ35以
下の人

B種
1,050円

障がい児福
祉手当

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある人（子）
※施設入所者および障がいを事由とした年金受給者は対象外。また、在宅重
度障がい者手当との併給はできません。

特に重度な人（子）には
加算あり

5月、
8月、
11月、
2月

①�身体障がい者手帳1級（2級の一部を含む）の障がいがある人
（子）
② IQ20以下の人（子）
③�上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な人
（子）

14,880円

身体障がい者
手帳2級以上
かつIQ35以下
の人（子）

A種
6,900円

身体障がい者
手帳2級以上、
またはIQ35以
下の人（子）

B種
1,150円

在宅重度障
がい者手当
　

次のいずれかに該当する在宅の障がいがある人（子）
※施設入所者、または3カ月以上の入院している人は対象外。また、特別障
がい者手当、障がい児福祉手当との併給はできません。

加算なし

4月、
8月、
12月

①�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人（子）で療育手帳
A判定（IQ35以下）の合併障がいがある人（子）

1種
15,500円

①身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人（子）
②療育手帳A判定（IQ35以下）の人（子）
③�身体障がい者手帳3級の障がいがある人（子）で療育手帳B判
定（IQ50以下）の人（子）
※2種では65歳以上で新たに障がい者となった人は除きます。

2種
6,750円

特別児童扶
養手当

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある人（子）を育てている人
※施設入所している人（子）は対象外。また、手当区分や手帳の等級・判定の
相互関係はあくまでも目安です。診断書などの内容によって手当額が異なる
場合があります。

4月、
8月、
11月

①�身体障がい者手帳2級以上の障がいがある人（子）
②療育手帳A判定（IQ35以下）の障がいがある人（子）

重度
52,500円

①�身体障がい者手帳3級（4級の一部を含む）の障がいがある一
部の人（子）
②療育手帳B判定（IQ50以下）の障がいがある人（子）

中度
34,970円
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  医療費の助成制度　保険年金課　☎32-8016　N34-3388

福祉医療制度 対象

子ども医療 ①15歳到達の年度末までの子ども（通院及び入院費の自己負担分）
②中学校卒業以降の人で18歳到達の年度末までの人（入院費の自己負担分）

障がい者医療
�①�身体障がい者手帳等級が1級から3級まで（腎臓機能障がいの人は4級まで、進行性筋
萎縮症の人は4級から6級まで）
②IQ（知能指数）が50以下の人
③自閉症状群と診断された人

母子家庭等医療
①母子・父子家庭で18歳以下の児童を扶養する父母とその児童（所得制限あり）
②父母のいない18歳以下の児童
③�父または母が重度の障がいを持つ家庭で、18歳以下の児童のいる家庭の父母および
児童（所得制限あり）

精神障がい者医療
（精神医療のみ）

�①精神障がい者保健福祉手帳3級を持っている人
②自立支援医療(精神通院)を受給している人
③精神科医により精神障がい者と診断された人

精神障がい者医療
（全疾病対応） 精神障がい者保健福祉手帳1級または2級を持っている人

後期高齢者福祉医療

後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかに該当する人
①障がい者医療受給資格者
②母子家庭等医療受給資格者
③精神障がい者医療受給資格者
④一人暮らしで市民税非課税の人
⑤3カ月以上寝たきりや認知症の状態で市民税非課税世帯の人（要介護4または5）
⑥結核による入院勧告措置の人
⑦精神の疾病で措置入院の人

　助成対象の人で、まだ助成を受ける手続きをしていない人は、早めの申請をお願いします。
対象 �市内在住の健康保険加入者で、表に該当する人
持物 �福祉医療…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、診断書など、養育医療…養育医療意見書な
ど、共通…健康保険証、印鑑（認め印）、本人確認のできるもの

申込 �随時。必要書類などを持参して保険年金課へ直接
他 �各医療の受給者で、加入保険や住所などに変更があった場合は、保険年金課へ届け出が必要

養育医療制度 対象

未熟児養育医療 養育医療となる未熟児と認められ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた
場合

人口�����61,105人（＋43人）

男性�����31,384人（＋10人）

女性�����29,721人（＋33人）

世帯数��24,458世帯（＋29世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和2年6月1日現在）

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。

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 2期�8月31日
固定資産税・都市計画税 2期�7月31日
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）

1期�7月31日
2期�8月31日
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  後期高齢者医療基準収入額適用申請　保険年金課　☎32-8016　N34-3388

         NEWS 119 尾三消防　尾三消防組合　☎38-0119

　本年度の予算額は、歳入歳出ともに36億2,021万2千円です。歳出における主要事
業として、消防車（化学消防ポンプ自動車）1台および救急車2台の更新を予定していま
す。その他、消防・救急フェスタなどのイベント開催、火災予防の啓発活動を積極的
に実施するための予算を計上しています。

　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

令和2年度尾三消防組合
一般会計当初予算について
お知らせします

　当組合の主な歳入は構成市町からの分担金です。今後も住民の安全・安心を守るため、消防広域化によるスケールメリット
を最大限に生かした組織運営に努めていきます。また、各種イベントの開催は、新型コロナウイルス感染症の影響により予
定を変更する場合があります。

公債費
5,264万1千円

予備費
500万円

議会費
141万8千円

その他
280万4千円

諸収入
5,670万4千円

国庫支出金・県支出金
2,047万7千円
使用料及び手数料
499万6千円

　後期高齢者医療の被保険者は、医療機関で受診する際、
所得の状況に応じて、医療費の1割または3割が自己負担
となります。 ただし、負担割合が3割と判定された人でも
次の対象に該当する場合は、申請により、負担割合が1割
に変更されます。該当する人は必ず申請をしてください。

対象 �後期高齢者医療の被保険者で、下記フローチャート
で1割負担となる人

申請 �令和元年中の確定申告書の控えや源泉徴収票など、収
入額が証明できる書類を持参して、保険年金課へ直接

3割負担3割負担 1割負担1割負担

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

被保険者の収入額が383万円未満である

同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療
保険に加入している70～74歳の人がいる

被保険者と70～74歳の人の収入額の
合計が520万円未満である

被保険者の収入額の合計が
520万円未満である

世帯に被保険者が1人である【フローチャート】

歳出
36億

2,021万2千円

歳入
36億

2,021万2千円

地方債
3,400万円

分担金および負担金
35億123万1千円

総務費
32億593万7千円

消防費
3億5,521万6千円
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　情報公開制度は、市が保有する文書について、皆さんか
らの「知りたい」という請求に応じて、その文書をお見せす
る（開示する）制度です。令和元年度の実施状況は
表1のとおりです。なお、部分開示および不開示
決定に対する審査請求はありませんでした。

　市では皆さんの知る権利を尊重するとともに、行政運営の
透明性の向上と公正の確保を図るため、情報公開を行ってい
ます。詳しくは、みよし情報プラザ（市役所1階）、またはホ
ームページをご覧ください。

　会議公開制度は、市民の皆さんの市政への参加を進め、
より開かれた市政の実現を目指して実施しています。令和
元年度の実施状況は表2のとおりです。令和2年度
も会議の公開を実施しています。どなたでも傍聴
できますのでお越しください。

情報公開制度

会議公開制度

  令和元年度情報公開制度・会議公開制度の実施状況　総務課　☎32-8000　N32-2165

（単位：件）表1  実施機関別の開示請求件数・処理状況
実施機関 開示請求

処理状況
決定の内容 決定

処理中
取り
下げ全部 部分 不開示

市長部局（合計） 65 42 9 2 0 12
企画政策課 1 1
広報情報課 1 1
総務課 1 1
人事課 2 1 1
防災安全課 1 1
市民課 1 1
税務課 4 3 1
協働推進課 7 3 2 2
福祉課 2 1 1
長寿介護課 3 2 1
子育て支援課 4 2 1 1
産業課 5 2 2 1
環境課 1 1
道路河川課 9 6 1 2
下水道課 18 17 1
都市計画課 2 1 1
公園緑地課 3 2 1
教育委員会（合計） 16 8 1 1 1 5
教育行政課 8 4 1 3
学校教育課 4 4
スポーツ課 1 1
生涯学習推進課 3 1 1 1
農業委員会 3 0 3 0 0 0
病院事業管理者 3 2 1 0 0 0

合計
87

（平成30年度
143件）

52 14 3 1 17

表2  附属機関などの会議公開状況

会議名 開催
回数

公開・
非公開の別

みよし市地域公共交通会議 4 公開
みよし市行政改革推進委員会 2 公開
みよし市行政評価委員会 3 公開
みよし市表彰審査委員会 1 非公開
みよし市情報公開・個人情報保護審査会 1 公開
みよし市特別職報酬等審議会 3 公開
みよし市防災会議 1 公開
みよし市男女共同参画審議会 1 公開

みよし市がんばる地域応援補助事業審査会 1 公開
(一部非公開)

みよし市障がい者福祉計画審議会 1 公開
みよし市地域福祉計画審議会 1 公開

みよし市障がい者福祉センター指定管理
者選定審査会 2 非公開

みよし市民生委員推薦会 1 公開
みよし市介護保険運営審議会、みよし市
地域包括支援センター運営協議会及びみ
よし市地域密着型サービス運営審議会

2 公開
(一部非公開)

みよし市老人福祉施設設置運営者選定審査会 3 非公開
みよし市国民健康保険運営協議会 3 公開
みよし市児童育成計画審議会 3 公開
みよし市家庭的保育事業所等設置者選定
審査会 2 公開

（一部非公開）
みよし市保健対策推進協議会 2 公開
みよし市食育推進会議 1 公開
みよし市環境審議会 2 公開
みよし市まちづくり審議会 1 非公開
みよし市都市計画審議会 4 公開
みよし市民病院運営協議会 1 公開
みよし市社会教育委員会 2 公開
みよし市文化財保護委員会 1 公開
みよし市教育振興基本計画推進委員会 1 公開
みよし市いじめ問題対策委員会 2 非公開
みよし市学校給食センター運営委員会 2 公開
みよし市スポーツ推進審議会 1 公開
みよし市図書館協議会 2 公開
みよし市総合教育会議 1 公開
みよし市民憲章推進会議 1 公開
みよし市福祉有償運送運営協議会 1 公開
みよし市地域包括ケア推進会議 4 公開
みよし市福祉・医療・介護拠点施設あり方
検討会議 3 公開

みよし市まちづくり基本計画策定委員会 3 公開
みよし悠学カレッジ推進会議 1 公開

合計 71

表1  実施機関別の開示請求件数・処理状況 （単位：件）

ホームページ

ホームページ
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　市制施行10周年を記念して、みよし市、名古屋
グランパスおよび東海学園大学が協働で企画した、
限定コラボガチャを販売します。
内容 �市がホームタウンになった2012年以降の歴代
ユニフォームアクセサリー16種と、東海学園大
学の学生がデザインしたパズルピース8種のう
ち、各1個入りのカプセルを2,600個限定販売

期間 �7月10日（金）～12月28日（月）（完売次第終了）
※新型コロナウイルスの影響により、販売時期が変
更になる可能性があります。
場所 �イオン三好店アイ・モール2階A

ア ス ビ ー

SBee前（エスカレ
ーター横）

価格 �1回300円
※売上金は市の新型コロナウイルス感染症対策事業に充てさせて
いただきます。

ユニフォームアクセサリー
の背番号は「3

み よ し

44」！

パズルピースをそろえて
コラボイラストを完成させよう！

　個人情報保護制度は、市が保有する個人情報について正しく管
理することを義務付け、皆さんが自分に関する情報について開
示、訂正などを求めることができる制度です。令和元
年度の実施状況は表のとおりです。なお、部分開示お
よび不開示決定に対する審査請求はありませんでした。

　愛知大学跡地で進められてきた宅地開発の区域につ
いて、新しい町の名称が黒

くろざさ

笹山
や ま て

手に決定しました。

  市制施行10周年記念コラボガチャの販売　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

  令和元年度個人情報保護制度の実施状況
　総務課　☎32-8000　N32-2165

  新たな町の名称が
  黒

くろざさ
笹山

や ま て
手に決定しました

　総務課　☎32-8000　N32-2165

表  実施機関別の開示請求件数・処理状況 （単位：件）

実施機関 開示請求
処理状況

決定の内容
全部 部分 不開示

市長部局（合計） 7 4 2 1
総務課 1 1
市民課 3 2 1
税務課 1 1
長寿介護課 1 1
道路河川課 1 1

教育委員会（合計） 2 0 2 0
学校教育課 2 2

議会 1 1 0 0
合計 10

（平成30年度15件） 5 4 1

  新型コロナウイルス感染症に関する寄付
　新型コロナウイルス感染症対策支援として、マスクや消毒液などを寄贈いただきました。いただいたマスクや消毒液など
は、市民病院や学校などで感染症対策に活用させていただきました。ご支援を賜り、ありがとうございました。

■株式会社彩裕
■株式会社カトー精工
■トヨタ自動車ヴェルブリッツ
■三好愛知ライオンズクラブ
■一般社団法人日中一帯一路促進協会
※この他、匿名での寄付をいただいています。

■ミクニ機工株式会社
■株式会社江口巖商店
■ひまわりネットワーク株式会社
■あいち豊田農業協同組合
■小島プレス工業株式会社
■株式会社安川電機

■株式会社ENEOSウイング
■株式会社三五
■協同組合アンジョウハーツ
■山

やまざき
崎美

み き こ
貴子さん

■小
お の だ
野田　さ

ゆたか
ん

寄付者一覧（順不同）敬称略（6月1日時点）

ホームページ

【効力発生日】
7月1日（水）

【区域】
　黒笹町清水およ
び黒笹町野田兼の
各一部、ならびに
福谷町根浦および
福谷町定壱貫の各
一部

黒笹山手

根浦町
五丁目

東郷町

豊田知立線

東名
高速道路

根浦町
一丁目

根浦橋西

豊
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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
「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。

まちの話題
ダイジェスト

ホームページ

12 広報みよし　2020年 7月号

　緑丘小学校で新1年生を対象に交通安全教
室が行われました。この日は、始めに豊田警
察署交通課職員の講話を聞き「道路で遊ばな
い」などの交通安全に関する知識を学びまし
た。その後、体育館に設置された交差点で、
横断歩道を渡る練習を実施。「右、左、右」と
声を掛け合いながら、元気に手を挙げて横断
歩道を渡っていました。

交通安全教室　　
6月10日（水）緑丘小学校

環境保全活動功労表彰伝達式
6月11日（木）市長公室

　長年にわたり環境保全活動の推進に尽力し
た功績をたたえ、NPO法人みよしの自然環
境を守る会の宮

みやじま
嶋英

ひでかず
一さんが、令和2年度環

境保全活動功労表彰を受賞しました。6月11
日に行われた伝達式では、小

お の だ
野田賢

けんじ
治市長か

ら表彰状が授与され、宮嶋さんは「今後もみ
よしの貴重な生態系を守り、子どもたちに引
き継いでいきたいです」と話していました。

　市指定文化財の石川家住宅では、昔懐かし
い遊びや体験講座が行われています。この
日は「苔玉を作ろう」が開催され、受講者たち
は、こねた土に苔を貼った後、好きな植物を
植え込んで思い思いの作品を完成させました。
参加した女性の一人は「苔玉作りは初めて。紅
葉を植えて可愛らしくできました」と完成した
苔玉に満足した様子で話していました。

苔玉を作ろう
6月13日（土）石川家住宅



みよしTODAY

みよし市ホームページの「市政番組『みよしTODAY』動
画配信」では、ケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」で
放映したイベントや行事の様子を紹介しています。
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　市制施行10周年の節目に、市を代表する史
跡である黒笹90号窯の出土品を見てもらお
うと開催されたこの展示会。きれいな文様が
描かれた9世紀代の高級陶器や、当時の都で
ある平安京との流通関係を示す陶器の欠片な
ど、普段は愛知県陶磁美術館に保管されてい
る貴重な資料の数々が展示されていました。

小・中学校授業再開
5月25日（月）南部小学校

市制施行10周年記念春季企画展
「市指定文化財 黒笹九〇号窯跡展」
5月20日（水）～6月28日（日）
歴史民俗資料館

　みよし市軟式野球連盟が毎年開催している
この大会。この日は、リーグ戦の第1試合が
行われました。「ナイスボール」「振っていこ
う」と声を掛け合いながら試合は進行し、観
客席からは、ピッチャーの投球や、守備の好
プレーに歓声が上がっていました。選手の一
人は「仲間と体を動かすのは気持ちが良いね」
と笑顔で話していました。

第11回商工会旗争奪
軟式野球大会
6月7日（日）三好公園野球場

　5月25日、市内の小・中学校で授業が再開
されました。約2カ月ぶりの授業となったこ
の日、南部小学校には分散登校で約半数の児
童が登校。感染予防として、手洗い場の前に
はソーシャルディスタンスを守るためのシー
ルが貼られるなど、今までとは違う雰囲気に
戸惑いながらも、子どもたちは、友達や先生
との会話に笑顔を見せていました。



対象 9月生まれで申し込み時に3歳未満の子　
申込 �掲載を希望する人は、7月16日（木）まで
に、❶住所、❷氏名、❸電話番号、❹お

みよしっ子集まれ！

子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日、❺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）

※申込多数の場合は抽選で掲載決定します。

メール

　ひまわりネットワークで放映中の市政番組「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。

みよし市
安全安心キャラクター
みよ獅子ちゃん

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY
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赤
あかさか
坂�遥

は る ひ
陽ちゃん

音楽に合わせてぴょんぴょん
踊るのが好き♪　これからも
すくすく育ってね♡　〔三好町〕

1歳

西
にしざき
崎�さくらちゃん

兄姉と仲良く、桜のように
愛らしく育ってね。〔黒笹〕

1歳

伊
いとう
藤�捺

なつ は
葉ちゃん

兄妹仲良くこれからも笑顔
あふれる人生を送ってね。
〔明知町〕

3歳

村
むらせ
瀬�巴

は な の

那乃ちゃん
おっとりマイペースなはーち
ゃん。自分のペースで成長し
てね。愛してるよ！　〔莇生町〕

1歳

田
たなか
中�陸

りく と
斗くん

いつも元気なりくちゃん。
1歳おめでとう！　大好き
だよ！　〔西一色町〕

1歳

佐
さ き ま
喜眞�百

もも か
夏ちゃん

歌ったり踊ったり走ったり
ニコニコももちゃん。元気で
大きくなってね！　〔三好町〕

2歳

7月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

広
報
ク
イ
ズ

問題 �7月1日から10日まで、夏の安全なまちづくり県民運動が展開されます。今回のクイズは、みよし市子ども連
れ去り防止合言葉「みよしっこ」に関する問題です。□に当てはまるものを、Ⓐ～Ⓒから1つ選んでください。

んなと　いつもいっしょみ
ーいどんで　にげるよ

いていかないっ
えをだして　
たすけをよぶ

こ

っかり　し

Ⓐねる　Ⓑたべる　Ⓒしらせる

助けて～！

【応募方法】①答え（例：Ⓑ）、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】7月13日（月）必着　
【6月号の正解】21（応募52通、正解52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】今号の特集の感想を教えてください。



      

感染症に負けない！～子どもの「衛生意識」を育てる～

【家庭でのルールの例】
●日中は1時間に1回、自分の部屋を換気する
●ペットボトルなど口をつけたものは、早く処分する
●部屋のドアノブを消毒する
●外出したらどこに行ったかを報告する
　できたときの成果が分かると励みにな
ります。スタンプカードを活用するなど、
簡単に取り組める工夫をして実践してみましょう。

子どもたちの声が響き渡る学校であり続けるために
　6月1日、3カ月ぶりに子どもたちの笑顔や歓声が学校に戻ってきました。「友達と過ごすって楽しいね」「一人で勉強するより、
みんなと勉強した方がやる気が出るよ」、そんな声がどの学校でも聞かれたようです。やっぱり、学校の主役は子どもたちです。
　保護者の皆さまには、この長い臨時休業の間、ご家庭でたくさんのご支援をいただき、誠にありがとうございました。また、
学校再開に当たっても、日々のマスクやハンカチの準備をいただき、心から感謝申し上げます。教育委員会では、子どもたちが
安心して学校生活を送ることができるよう、小学校での少人数体制を整えたり、中学校にフェイスシールドを配布したりするな
ど、できる限りの感染防止に尽力しているところです。12の小・中学校をしっかりと支え、学習面はもちろん、子どもの心のケ
アにも取り組んで参りますので、ご家庭でもお子さまの様子に気を配っていただき、心配なことがありましたら、ぜひ教育委員
会や学校にご相談ください。
　子どもたちの元気な声が響き渡る学校であり続けるために、家庭と学校、そして地域が一丸となって、「オールみよし」で乗り
越えていきましょう。                                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

　依然として脅威が収まることのない新型コロナウイルス。学校が再開した今でも、厳重な注意が必要
です。日常には感染のリスクが多く潜んでいますが、見えないウイルスに対して、子どもがリスクを実
感しにくいのが現状です。今回のはぐくみでは、子どもの衛生意識を育てるためのキーワードと実践の
ポイントを紹介します。

教育長からのメッセージ

え

「えいせい」実践のポイント

子どもの衛生意識を育てるためのキーワード「えいせい」

家庭に贈る　今回のプラスワン

【子どもにわかりやすく伝える】
●先に結論を話す
　説明が長いと子どもは飽きてしまいます。先に結論を話
し、子どもの興味を引きましょう。
●一緒に体験する
　体験は、子どもに伝える一番の近道で
す。手洗いの仕方や家で注意すること　　
を親子で体験しながら確認しましょう。　

い

い

せ

がおで
コミュニケーションの基本は笑
顔！　こんなときだからこそ笑顔
で伝えることを心掛けましょう。

つめいする
子どもの「なぜ？」に分かりやす
く答えることで、子どもにルー
ルを守る「意識」が芽生えます。

えでのルールをつくる
家族が一緒に取り組める感染予防のルールを
作り、なぜルールが必要なのか、子どもが考
えるきっかけにしましょう。

たわる
ルールを守ることが当然と思
わず、子どもがルールを守れ
たらたくさん誉めましょう。

みよし市教育委員会教育長　今
い ま せ

瀬良
よ し え

江

15

親子のコミュニケーションなどによって育まれる家族の
きずなや家庭のルールづくり、子どもたちの基本的な生
活習慣づくりを考えませんか。
問合教育行政課  ☎32-8028  N34-4379

家庭教育だより №14
はぐくみ



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、7月16日（木）（整理休館日）
問合中央図書館�サンライブ内�
������☎34-3111�N34-3114 ホームページ

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

　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。あなたの み よ し 百 景

教えて！

福田新池
　市の南部、明知町八和田山にある福田新
池。平成14年から17年に池周りが整備さ
れ、全長590ｍの散策路には、クヌギや
コナラ、シダレヤナギなどが植えられまし
た。美しい緑に囲まれて、ちょっと一息つ
きませんか。

ルイス・スロボドキン／作
わたなべしげお／訳

偕成社　請求記号E／スロ

　ジミーが「ありがとう」
と言うと、おばあちゃん
や郵便やさんは「どうい
たしまして」と答えます。
ジミーは「どういたしま

「ありがとう・・・どういたしまして」

垣
かきや
谷美

み う
雨／著

角川書店　請求記号913.6/カキ

　映画化が決定したベストセラー
小説「老後の資金がありません」の
著者、垣谷美雨さんの新刊。地方
で暮らす高齢ドライバーの現状に
触れながら、互いに助け合い生活

「うちの父が運転をやめません」

おすすめ図書 絵本

一般図書

して」と言いたくて、どうしたらいいか考えます。幼
い子どもの心の成長がほのぼの描かれています。

する家族を描いた物語。誰もがいつかは高齢者になる中
で、より良く生きることについて考えてみませんか。

　利用の際には、手洗い・うがいや咳エチケット、手指のアルコール消毒にご協力ください。また、長時間の閲覧・滞
在はお控えください。なお、閲覧スペースや学習席・おはなしのへやの利用など、一部サービスを中止しています。
来館する際は、ホームページで最新情報を確認してからお越しください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症　感染拡大防止のためのお願い

16 広報みよし　2020年 7月号

図書館だより

みよしの景観百選
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 天ノ戸河　　
作 者 名　亀

かめたに
谷  政

ま さ よ し
代司

受 賞	 1999年度特選　　
設置箇所　メグリア三好店
制作意図　牽牛と織姫を具現化し、日本の神話をテーマとして表現
した。「人」の文字形を逆さにした男と女の形として上に広がってい
くように意図した。

問合企画政策課  ☎32-8005  N76-5021

市指定文化財石川家住宅で、昔懐かしい遊びや
体験をしてみませんか。
	開館水・木・土・日曜日 9：00～16：30
問合石川家住宅　☎・N32-3711

　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。

8月の講座 　講座は原則予約が必要です。水・木・土・日曜日の9時から16時までに、石川家住宅へ電話、ま
たは直接お申し込みください。

ホームページ

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

1日（土）
飾り箱を作ろう 10：00～11：30 折り紙で箱を作る。先着で5人
伝承木綿講座　機織り 13：30～15：30 機織り機を使い、布を織る。先着で5人

2日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴を演奏する。見学可。予約不要

8日（土） ザリガニ釣り大会 10：00～11：00、
11：00～12：00 庭の池でザリガニを釣る。先着で各10人

22日（土）

布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 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

篠
しのぶえ

笛教室 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）

山吹鉄砲を作ろう 10：00～11：30 竹を削って鉄砲を作る。先着で5人

29日（土）
しゅろの葉でバッタを作ろう 10：00～11：30 葉っぱを使ってバッタを作る。先着で5人
小さな魚の飾りを作ろう 10：00～11：30 布に綿をつめて作る。先着で5人

開館日毎日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：00 唱歌と懐メロを聞く。先着で10人

※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。

　石川家住宅で講座が始まった平成27年から開催されている「琴を
奏でてみよう」。美しい庭に囲まれた、そよ風の心地よい座敷で奏
でる琴は格別です。
　初心者でも講師が丁寧に指導しますので、お気軽にご参加くださ
い。「演奏はちょっと…」という人も、縁側に腰を掛けて、音色を楽
しんでみませんか？　皆さんのお越しをお待ちしています。

琴を奏でてみようP
ic

k up!



※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、
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。

 8月の保健ガイド
お問い合わせは、健康推進課（保健センター内）へ
☎34-5311  N34-5969

▲

健診などの予約時間 8：30～17：15 ホームページ
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▲

妊　婦GRAVIDEZ

教室名など 日　時 持ち物 申し込み

母子健康手帳交付
Entrega da carteira de
saúde Materno-Infantil

閉所日を除く火・水・木曜日
（受け付けは9：00～11：00）
※都合の悪い人はご連絡ください。

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。

不要

CRIANÇAS

▲

乳幼児
健診名 日　程 備　考

3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

8月4日（火）
● 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。
● 健診が中止となっていた影響により、現在健診案内文の通知が遅れています。対象

者には順次ご案内しますので、お待ちください。
● 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。
● 状況により、健診が中止になる場合があります。最新の情報は、ホームページをご

覧ください。

8月25日（火）

1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

8月6日（木）

8月7日（金）

8月27日（木）

8月28日（金）

3 歳 児 健 診
Exame M�dico para
crianças de 3 anos

8月5日（水）

8月19日（水）

集団方式（保健センター）

※検診は要予約です。予約は、健康推進課（保健センター内）へ電話、または来所で行ってください。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。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、令和3年3月31日まで託児を中止します。
※子宮頸がん検診は、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。また、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。
※乳がん検診は、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受
けることができません。

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。無料クーポン券対象者には、
5月中旬にクーポン券と案内文を郵送しました。

▲

検　診 EXAME  MÉDICO

検診名 日　時 対　象 費　用 託児   申し込み

子宮頸
けい

がん検診
Exame de câncer

 do útero

8月1日（土）、
8月26日（水）、
9月10日（木）

8：45～11：30
20歳以上で本年度偶数歳
になる女性、または無料ク
ーポン券対象年齢の女性

800円
（無料クーポン券
対象の人は無料）

無し

8月1日の予約は、
7月1日（水）、8月
26日の予約は、7
月28日（火）、9月
10日の予約は、8
月11日（火）8：30
から受け付け
※検診日の1週間
前までに予約をし
てください。

乳がん検診（乳房超音波）
Exame de câncer de mama 

（Ultrassonografia Mamária）
8：45～11：30 30歳代で本年度偶数歳に

なる女性 1,200円

乳がん検診（乳房エックス線）
Exame de câncer de mama 

（mamografia Raio X）
8：45～11：30

40歳以上で本年度偶数歳
になる女性、または無料ク
ーポン券対象年齢の女性

1,200円
（無料クーポン券
対象の人は無料）
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救急医療施設の連絡先
■8月の休日救急外科

（昼間当直：受付 9：00～16：30）
■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。

2日（日） 斉藤病院
豊田市四郷町森前166-1 ☎0565-44-0033

9日（日） 浅井クリニック
豊田市中根町永池175-1 ☎0565-53-7711

10日（祝）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

16日（日）たつや整形外科クリニック
豊田市若林西町北山畑117 ☎0565-52-3300

23日（日）なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

30日（日）かみや外科クリニック
豊田市高上1-16-6 ☎0565-88-8568

●みよし市民病院
　みよし市三好町八和田山15 ☎0561-33-3300

●豊田地域医療センター
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-34-3000

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
　豊田市西山町3-30-1 ☎0565-32-7150

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）

時間は受付時間

39歳以下の健診の中止について
　本年度の健診は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止します。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

対象

女性がん検診無料クーポン券について
無料で受けられるのは、生涯で一度だけ！

　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。

令和2年4月20日現在、市に住民登録があり、下記の条件を満たす人

●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（年齢起算日：令和2年4月1日）

※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。

対象

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… 平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の人、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。

教室・相談事業の中止について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、乳幼児や妊婦を対象とした教室や、対面での育児相談を
中止しています。ご相談のある人は、保健センターへお電話ください。なお、今後の予定はホームペー
ジをご覧ください。

ホームページ
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■�市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
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）
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。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

お知らせ
成年後見制度に関する相談
福祉課��☎32-8010  N34-3388

　みよし市成年後見支援センターが、
7月1日に開所します。成年後見制度
の説明や手続きの相談など、専門の相
談員が常駐して対応します。相談は無
料です。秘密は厳守されますので、お
気軽にご相談ください。
日時 �平日（年末年始を除く）8：30～17：
15

※予約（☎41-8063）が必要です。
場所 �福祉センター

夏の安全なまちづくり県民運動
防災安全課��☎32-8046  N76-5702

　7月1日(水)から10日(金)まで、夏
の安全なまちづくり県民運動が展開さ
れます。豊田警察署管内では空き巣を
含む住宅対象侵入盗が発生していま
す。短い時間での外出・在宅中・就寝中
を問わず、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、
「防犯あいち」の回覧を行う予定です。
【運動の重点】
●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

夏の交通安全県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702

　7月11日(土)から20日(月)まで、夏
の交通安全県民運動が展開されます。
一人一人が交通安全意識を高め、交通
事故の防止を図りましょう。なお期間
中、啓発放送や立哨活動などを行う予
定です。

【運動の重点】
●�子どもをはじめとする歩行者の安全
の確保
●高齢運転者などの安全運転の励行
●飲酒運転などの危険運転防止

樹木せん定の受け付け開始
シルバー人材センター  
☎34-1988  N34-2831

　冬季樹木せん定作業の受け付けを開
始します。作業は、10月末から令和3
年3月31日までに行います。
申込 �8月3日(月)～令和3年2月26日(金)
の平日9：00～17：00にシルバー
人材センターへ電話

※来所による申し込みはできません。
※申し込み多数の場合は、作業が4月
以降になる場合があります。
※作業条件や日程の都合上、ご希望に
添えない場合がありますので、ご了承
ください。

※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。

「給付金」などに関連した
　　　不審なメール・電話にご注意！

住居への侵入窃盗にご注意！

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

　「給付金の案内」「検査代の支給」などをかたる、不審な
メールや電話が多発しています。むやみにメールのURL
にアクセスしたり、電話に応答せずに、直接、関係機関の
窓口に問い合わせたり、ホームページで確認したりしま

みよし市安心安全キャラクター
みよ獅子ちゃん

しょう。また、キャッシュカードを自宅に取りに来る詐欺も、依然と
して多発しています。他人に「キャッシュカードを渡さない」、「暗証
番号を教えない」を徹底しましょう。

　自粛要請も徐々に緩和され、自宅を不在にする機会が増えると、侵
入窃盗の被害が増加するおそれがあります。「テレビや音楽をつけた
ままにしておく」、「部屋や玄関などの明かりをつける」など、在宅を
アピールして、侵入窃盗被害を予防しましょう。

交
安
通
全

福祉センター
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ページからダウンロード可）を添
えて福祉課へ郵送または直接

※応募作品は返却しません。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
スキー板、スキー靴、車載用スキーキ
ャリア、ストック

【譲ってください】
三好中学校のジャージ（下）

【交渉の流れ】
　希望者は7月6日（月）8：30以降に環
境課へ電話連絡後、登録者と直接交渉
し、結果を環境課へ連絡

【リサイクル用品の登録】
期間 3カ月間
要件無料で譲渡でき、住所や電話番号

　　などを希望者に教えられる人
申込 �品名とその詳細情報（品質状態、
購入年月日など）を明らかにして、
環境課へ電話、または直接

有害鳥獣の捕獲	
産業課  ☎32-8015  N34-4189

　果樹や野菜などに被害を与える有害
鳥獣の捕獲を行います。捕獲は、散弾
銃、空気銃、網、カラス用の箱わなを
使用して行います。捕獲に伴う危険防
止対策は、万全を期して実施しますの
で、皆さんのご協力をお願いします。
日時 �7月初旬～10月中旬（9月を除く）
の週3回程度

場所 	鳥獣保護区を除く市内の果樹園と
野菜畑� � �

※農作物保護が目的であり、広く一般
の人からの要望に対応するものではあ
りません。

社会を明るくする運動
福祉課  
☎32-8010  N34-3388
　社会を明るくする運動は、犯罪の防
止と罪を犯した人たちの更生について
理解を深めるためのもので、毎年7月
を強調月間としています。みんなで力
を合わせ、犯罪や非行のない明るい社
会を築きましょう。
　また、「社会を明るくする運動～犯
罪や非行を防止し、立ち直りを支え
る地域のチカラ～」PR書を募集してい
ます。入選作品はイオン三好店に掲示
し、記念品を贈呈します。また、応募
者全員に参加賞を贈呈します。ぜひご
応募ください。
対象 �市内在住の小学生
課題 �小学1年生…まち、小学2年生…
あいさつ、小学3年生…思いやり、
小学4年生…明るい社会、小学5
年生…少しの勇気、小学6年生…
地域の力

申込 	半紙に課題を毛筆で書き、7月31
日（金）までに、応募用紙（ホーム

ホームページ

　緑と花のセンターには、気軽に野菜づくりなどができる市
民農園があります。余暇の充実や健康づくりのため、自然と
触れ合い、農作物を作る喜びを体験しませんか。
期間 �利用開始月～令和3年3月31日　場所 �さんさんの郷
費用 �1区画25㎡（5ｍ×5ｍ）につき、市内在住・在勤の人は
8,000円（年額）、それ以外の人は10,000円（年額）

※開始月により月割り計算します。
申込 �印鑑と利用料金を持参して緑と花のセンターへ直接

ふれあい農園の利用希望者募集　緑と花のセンター  ☎34-6111  N34-6161

●�水やりのための水槽タンクを配置してい
ます。
●�農具を無料で貸し出ししています。
●	野菜くずの集積場を4カ所設けています。
●	�農園指導員によるアドバイスを受けるこ
とができます。
●	�センター休館日（月曜日）、休館時間も利
用できます。
●	�新規で農園を利用される前に一度、除草
および耕起します。
●	�駐車場3カ所、屋外トイレ2カ所、飲料の
自動販売機を利用できます。
●	�農園は見晴らしの良い場所にあり、遠方
に山々が望めます。

ふれあい農園 おすすめポイント！
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お知らせ
多重債務相談
納税課　☎32-8051  N76-5103 

　借金のことで困っている人の相談
に、弁護士が応じます。借入先が1カ
所でも申し込むことができます。詳し
くは納税課へお問い合わせください。

日時 �8月28日（金）9：00～16：00
場所 �市役所2階相談室5　費用 �無料
申込 �8月21日（金）までに納税課へ電話、
または直接

※予約が必要です。

家族みんなでクールシェア
環境課　☎32-8018  N76-5103 

　涼しい部屋を家族みんなで共有（シ
ェア）し、家庭内のエアコンの使用を
控えることで、CO₂の排出が抑えら

れます。暑い夏も、環境に配慮しなが
ら、家族みんなで乗り切りましょう。
期間 �7月1日（水）～9月30日（水）

サマージャンボ宝くじ発売
愛知県市町村振興協会
☎052-962-4171  
N052-962-4154 
　サマージャンボ宝くじと、サマージ
ャンボミニが、7月14日（火）から8月
14日（金）まで発売されます。この宝
くじの収益は、市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。
　今年のサマージャンボ宝くじは、1
等・前後賞合わせて7億円、サマージ
ャンボミニは、1等1,000万円。公式
サイトから購入もできます。

【令和2年度版産直マップ】
　令和2年度版みよし市産直マップを作成しまし
た。今月号の広報みよしに折り込み配布しています
ので、ぜひご活用ください。

【令和3年度版みよし市産直マップ掲載者募集】
　令和3年度に発行する産直マップに皆さんの直売所を掲載しませんか。詳しくは申込書をご確認ください。
対象 �市内にみよし市産の農畜産物を販売する有人の直売所がある生産者（期間限定の営業可）
申込 �9月30日（水）までに申込書（産業課で配布、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、産業
課へ郵送、ファクス、メール、または直接

【特産品シール】
　市の特産品である柿・ナシ・ブドウを市内外の人によ
り知ってもらうため、特産品シールを作成していま

令和2年度版産直マップ・特産品シール　産業課  ☎32-8015  N34-4189

す。7月1日からはブドウのシール、7月15日からは
ナシのシールを配布します。

ホームページ

※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。

公式サイト

▲特産品シール

▲産直マップ

内容 �ブドウ（巨峰、シャインマスカット、デラウェア、クイーンニーナ）のシール、ナシ（あきづき、幸水、愛甘水、豊水）の
シール

※各品種、シールの大きさは2種類（大…直径85mm、小…直径30mm）があります。
※柿のシールは9月上旬から配布予定です。
対象 �市内で該当品種の農産物を生産している人　費用 �無料　申込 �不要。産業課へ直接
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々51-23）
対象 �みよし市・日進市・東郷町在住
定員 �20人　費用 �900円
申込 �7月7日（火）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザまで電話

第3回「ぶらり・みよし軽トラ☆
マルシェ」
緑と花のセンター
☎34-6111　N34-6161

　軽トラックの荷台などを店舗に見立
てた朝市を開催します。新鮮な野菜や
果物・加工品・雑貨などをお値打ちにお
買い求めいただけます。
日時 		7月4日(土)9：00～11：30（雨天開
催）

場所 		おかよし交流センター駐車場

親子エコ・クッキング教室
環境課  ☎32-8018　N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　東邦ガス株式会社と協働で、親子エ
コ・クッキング教室を開催します。環
境にやさしい買い物や調理、後片付け
の方法など、家庭でできるエコな食生
活について学んでみませんか。
内容 ��ジャージャー麺、トウモロコシと
シーチキンのごぼうサラダ、ミル
クゼリーキウイソースかけを作る

日時 ��8月21日（金）10：30～13：30
場所 ��サンライブ3階調理実習室
対象 �市内在住の小学生を含む親子（大
人1人に小学生2人まで可）

※未就学児の入場はできません。
定員 �抽選で12人
※結果は8月6日（木）までに通知します。
費用 ��1人500円（当日集金）
申込 �7月17日(金)までに参加者の氏名
（ふりがな）、子どもの学年、住所、
電話番号を明らかにして、環境課
へファクス、メール、または直接
（電話は不可）

第2回自然観察会
環境課  ☎32-8018　N76-5103

　夜行性昆虫の観察を中心に、自然の
中を一緒に回ります。植物や昆虫など
の生き物を観察しながら自然との触れ
合いを楽しんでみませんか。
日時 ��7月29日（水）19：00～
※雨天の場合は８月5日（水）に延期し
ます。なお、延期の場合は当日13：
00に決定し連絡します。
場所 ��三好公園（第6駐車場に集合）
対象 ��市内在住の小・中学生とその保護者
定員 �抽選で10組
申込 �7月22日(水)までに環境課へ電話
または直接

健康・福祉
認知症カフェ「オリーブ」　
社会福祉法人翔

しょうじゅかい

寿会  
☎ 33-0791  N34-0786
　認知症の有無を問わず、一緒に楽し
い時間を過ごしませんか。
内容 �脳トレや健康体操などの介護予防
日時 �7月23日（木）13：30～15：00
場所 �翔寿会ケアハウス寿睦苑（福谷町
寺田4）

対象 �どなたでも可　費用 �無料
申込 �不要。会場へ直接

豊田都市計画愛知大学跡地
地区計画の変更原案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021��N34-4429
　豊田都市計画愛知大学跡地地区計画
の変更原案について次のとおり縦覧し
ます。この原案について、土地所有者
や利害関係のある人は意見書を提出す
ることができます。
期間 �7月7日（火）～21日（火）
場所 �市役所4階都市計画課
提出 �期間中に、任意の様式で都市計画
課へ郵送、または直接

催し・講座
水生生物調査
環境課  ☎32-8018　N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　水生生物調査は、河川に生息する「肉
眼で見られる大きさ」のさまざまな生物
（指標生物）を調べ、その結果から河川
の水質を知ろうとするものです。この
調査の参加者を募集します。
日時 ��①8月18日（火）、②8月19日（水）、
③8月20日（木）9：30～11：30

※雨天または気温が高く、開催が危険
であると判断した場合は中止します。
場所 ��①境川上流（莇生町地内　川原橋付
近）、②境川下流（西一色町地内　
通学橋付近）、③茶屋川（明知町丸
山地内）

対象 �市内在住の小学４～６年生（引率と
して大人１人以上の同伴者が必要）

申込 �7月17日(金)までに住所、氏名、
年齢（学年）、電話番号を明らかに
して、環境課へ電話、ファクス、
メール、または直接

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎38-2229
　古い紙と着物を使って一閑張りのう
ちわを作る教室を開催します。
日時 		7月17日(金)13：30～15：30
場所 		エコサイクルプラザ（東郷町大字
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健康・福祉
国民年金保険料納付免除・納付
猶予の申請
保険年金課  
☎ 32-8016  N34-3388
豊田年金事務所　☎0565-33-1123
　国民年金保険料の納付が経済的に困
難な場合、保険料の納付が免除、また
は猶予される制度があります。
　制度の適用期間は、申請した月か
ら、2年1カ月前から翌年6月分（1月か
ら6月に申請する場合はその年の６月）
までです。なお、令和2年度分の申請
の受け付けは、7月1日からです。詳し
くは、ホームページをご覧ください。
申請 	年金手帳と印鑑（認め印）を持参
し、保険年金課へ直接

※失業を理由に申請する場合は、雇用
保険受給資格者証または雇用保険被保
険者離職票も持参してください。

後期高齢者医療被保険者証など
の更新
保険年金課  ☎ 32-8016  N34-3388
　現在お持ちの保険証の有効期限は、
7月31日（金）です。7月中旬に新しい
後期高齢者保険証（以下保険証）を郵送
しますので、8月1日からは、新しい
保険証をご利用ください。
　また、後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証（減額認定証）を
持っている人で、引き続き非課税世帯
の人については、7月下旬に新しい減
額認定証を郵送します。課税世帯とな

った人や世帯構成員に未申告の人がい
る場合は更新の対象外となります。
　なお、新たに非課税世帯となった人
で減額認定証の交付を希望する人は、
保険年金課で申請してください。

国民健康保険高齢受給者証の
更新
保険年金課  ☎ 32-8011  N34-3388
　現在お持ちの高齢受給者証の有効期
限は、7月31日（金）です。7月の中下
旬に新しい高齢受給者証を郵送します
ので、8月1日からは、新しい高齢受
給者証をご利用ください。
　なお、新しい高齢受給者証は、現在
のオレンジ色から白色に変わります。
古い高齢受給者証は、有効期限後に各
自で破棄してください。
対象 �70～74歳の国民健康保険加入者

回想法教室
「懐かし想ひ出列車」
長寿介護課  
☎ 32-8009  N34-3388

　懐かしい物や写真などを題材に、過
去の楽しい経験話をすることで脳を活
性化し、認知症・認知症の進行を予防
しませんか。
日時 �8月21日、9月4日・18日、10月

　　�2日・16日・30日、11月13日・27
日、12月4日・18日の金曜日14：
00～15：00

場所 �市役所または特別養護老人ホーム
安立荘（打越町山ノ神60）

対象 �市内在住で会場まで自分で通うこ
とができる65歳以上の人

定員 �抽選で8人程度
申込 �7月22日（水）までに申込書（長寿
介護課で配布、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、長寿介護課へ郵送、
または直接

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」
長寿介護課  
☎32-8009  N34-3388

　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人はいませんか。介護の不安や困り
ごとを相談し、交流しませんか。
内容 �認知症介護者同士の交流、認知症
介護の情報交換

日時 �7月31日(金)13：30～15：30
場所 �市役所3階研修室5
対象 �認知症の(認知症と思われる)家族
を介護している人

申込 �不要。当日、会場へ直接

※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。

 付時間 月 火 水 木 金 土 祝

 M8:35～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM3:35～７:15 ○ ○ ○  ○   

 ネット予約できます 三好ヶ丘整形外科 検索

  561-33- 111   561-41-8 33
 お問い合わせ・ご予約)  リハビリ直通)

 祝日の午前診療あり メグリア三好店より西へ500m

   7 水
月７

   12020

　　有料広告

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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スポーツ
カヌー教室
カヌー協会  ☎32-8558��N32-8699

 

　カヌー協会では、初心者コースから
中級者コースまで、ご自身のレベルに
合わせて参加できる、カヌー教室を実
施しています。「カヌーのまち、みよ
し」を一緒に盛り上げましょう！
内容 �①カヌー体験（初級・中級）、②夏
休みカヌー体験（どなたでも）、③
親子でカヌー体験（初心者・初級）

日時 �①7月4日～25日の土曜日、②8
月13日（木）～15日（土）、または20
日（木）～22日（土）③8月8日（土）・9
日（日）

※①・③は1日から参加できます。②
は3日間で1教室です。
場所保田ヶ池カヌーポロ競技場
対象 �②小学4年生以上、③親子(子ど
も1人につき保護者1人)

定員①10人、②25人、③10組�
費用 ��①・③市内在住…1回1,000円、市
外在住…1回1,500円、②市内在
住…1,500円、市外在住…2,000
円

※費用には保険料を含みます。
申込 �各開催日の10日前までに、印鑑

を持参し、参加費を添えてカヌー
協会へ直接

ショートテニス教室
なかよしクラブ  三好中学校内
☎・N34-1771
日時 �9月6日・27日、10月18日、11月
1日・15日、12月6日・20日、令和
3年1月17日・24日、2月7日・14
日の日曜日9：30～11：30

�場所 �中部小学校体育館　
対象 �小学生以上
費用 ��1回300円
※なかよしクラブ会員以外の人は、別
途年会費・スポーツ保険料が必要で
す。
※1回無料で体験ができます。
申込 �土・日曜日9：00～12：00、13：00
～17：00または平日（月曜日を除
く）13：00～17：00になかよしク
ラブへ電話、または直接

バドミントン教室
バドミントン連盟　近

こんどう
藤綾

あや
さん

☎34-8558 　
日時 �8月8日・15日・22日・29日、9月5
日・19日・26日の土曜日13：30～
16：00

場所 �総合体育館アリーナ
対象 �市内在住・在勤・在学の小学4年生
以上の人

定員 �先着で30人　費用 ��1回500円
申込 �申込用紙（総合体育館で配布）に必
要事項を記入し、総合体育館へ
ファクス（N34-6030）または直
接

採　用
三好特別支援学校臨時職員
三好特別支援学校  ☎34-4832
勤務 �7：35～9：05、14：35～16：05
の計3時間

期間 �令和2年11月末まで（予定）
内容 �スクールバス添乗員
賃金 �時間給930円
対象 �18歳以上（高校生不可）で、障が
いのある人に対して理解があり、
バス車内での指導が可能な人

人数 �6人　選考 �面接
申込 �随時、三好特別支援学校へ電話

消防職員
尾三消防組合事務局総務課
人事・庶務係  ☎38-7202
職種 �消防職（消防業務）
対象 �平成4年4月2日以降に生まれた人
で、大学または高等学校を卒業（令
和2年度卒業見込みを含む）した人

※他にも条件があります。詳しくは、
ホームページをご覧ください。
人数 �6人程度　
試験 �第1次試験…9月19日（土）、第2次
試験…10月19日（月）および10月
22日（木）

選考 �面接試験、適性検査など
申込 �8月11日（火）～9月4日（金）の平日
に申込書（尾三消防組合事務局総務
課で配布、またはホームページか
らダウンロード可）を尾三消防組合
事務局総務課人事・庶務係（東郷町
大字諸

もろわ
輪字曙

あけぼの
18）へ本人が直接

ホームページ



8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 予約 問い合わせ

一般住民相談
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所2階相談室

不要

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

毎週水曜日10：00～12：00、13：00
～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

人権相談、行政相談 11日（火）13：00～16：00 市役所2階202会議室 不要
法律相談 7日（金）13：30～16：30 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 18日（火）13：00～16：00 市役所3階研修室5 不要

外国人相談
（ポルトガル語通訳によ
る）

毎週月・火・金曜日13：00～16：00
毎週水・木曜日9：00～12：00、13：
00～16：00

市役所1階市民課

不要毎週月曜日9：00～12：00 保健センター
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 12日（水）13：00～16：00 市役所1階相談室 必要 保険年金課☎32-8016
障がい者相談
（就労・介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階ふくしの窓口 必要（前日まで）ふくしの窓口☎76-5663
高齢者面接相談
（介護・虐待など） 平日8：30～17：00 市役所1階長寿介護課、ふく

しの窓口 必要（前日まで）長寿介護課☎32-8009ふくしの窓口☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

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）

必要（前日まで）

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セ
ンター（福祉センター内）�

なかよし地区地域包括支援
センター☎34-6811

みなよし地区地域包括支援セ
ンター（みよし市民病院内）

みなよし地区地域包括支援
センター☎33-3502

医療相談 平日8：30～17：00 市民病院1階総合受付 不要 市民病院地域連携・医療相
談室☎33-3300

児童虐待・子ども相談 平日8：30～17：00 市役所2階子育て支援課 不要 子育て支援課
☎32-0910（専）

女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話（電話相談後に面接相談可）不要（面接相談は要予約）
子育て支援課
☎32-9539（専）

母子・父子・寡婦相談 平日9：00～16：30 市役所2階子育て支援課 不要 子育て支援課☎32-8034

子育て相談
毎週火～金曜日9：00～16：00 子育てふれあい広場

子育て総合支援センター内 不要 子育て総合支援センター
☎34-0500

毎週火・水曜日13：00～16：00 子育てふれあい広場
カリヨンハウス内 不要 子育てふれあい広場

☎36-1181
NPO・協働相談 6日（木）13：30～16：30 市役所3階協働推進課 必要（前日まで）協働推進課☎32-8025
消費生活相談 毎週月・水曜日9：00～12：00

毎週木・金曜日13：30～16：30 市役所4階相談室 不要 産業課☎32-8015

営農相談 12日・26日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要（前日まで）緑と花のセンター☎34-6111

教育に関する相談
（家庭・学校・不登校・特別
支援）

毎週月曜日10：00～16：00
毎週水曜日9：30～15：30
毎週木曜日13：00～17：00

教育センター「学びの森」 必要 学びの森☎33-5010
学校教育課☎32-8026

毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階学校教育課 必要（前日まで）
心配ごと相談 5日（水）・20日（木）9：00～12：00 福祉センター2階相談室 予約者優先 社会福祉協議会☎34-1588
こころの電話みよし（小学
生～19歳とその家族） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 教育行政課

☎34-5874（専）
くらし相談（生活困窮） 平日9：00～17：00 くらし・はたらく相談センター

ふれあい交流館内 必要 ☎33-5020（専）
はたらく相談 ☎33-5070（専）

若者のための職業相談
11日（火）9：00～、10：00～、11：
00～
25日（火）13：00～、14：00～、15：
00～

ジョブサポートみよし
ふれあい交流館内 必要（前日まで）ジョブサポートみよし☎33-1860（専）

巡回労働相談 11日（火）13：00～、14：00～、15：
00～

栄養・歯科相談 12日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所
（刈谷市大

おおてまち
手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
夜間エイズ・梅毒検査 17日（月）18：00～19：00 不要 衣浦東部保健所生活環境安

全課
☎0566-21-4797

エイズ・肝炎・梅毒検査 4日・11日の火曜日9：00～11：00 不要
骨髄バンクドナー登録 必要

精神科医による相談
5日（水）14：00～16：00 必要

☎0566-21-933724日（月）14：00～16：00
衣浦東部保健所安城保健分室
（安城市横

よこやま
山町下

し も け が ち
毛賀知93）

必要

検便・水質検査 毎週火曜日9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在（西
陣取山90）

水質検査は要予
約

衣浦東部保健所
☎0566-21-9353
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Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう

国語情報

※�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。

市内の外国人登録者数：2,214人　市人口に占める割合：3.6%（令和2年6月1日現在）

記
後
集

編

ポルトガル語
ご

通
つうやく

訳による外
がいこくじんそうだん

国人相談
Acompanhado por intérprete de Português

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

9：00～12：00 Centro de Saúde※ Setor de Cobranças Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Creche

13：00～16：00 Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania

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

市
し み ん か
民課  Departamento de cidadania

☎0561-32-8012 N0561-32-8048

  

　外出自粛期間中に趣味の写真を撮りに遠出する機会
がなかった反動か、とにかくカメラに触りたくて、自
宅の周辺で草花を撮ったり、ホタルを撮ったりと、市
内で写真を撮ることが増えました。市内にも魅力的な
被写体はいっぱいあります。日常の中に埋もれている
本市の魅力を発掘し、広報みよしを通して市民の皆さ
んにお伝えすることができたらいいなと思います。（陽） 砂後川（莇生町地内）のゲンジボタル

　

Foi publicado o "Novo Estilo de Vida" suposto devido 
ao Corona Vírus.
Exemplo na prática do "Novo Estilo de Vida"

【Medidas Preventivas Básicas p/ Cada Pessoa】
■3padrões básicos para prevenir a infecção
(1)Assegurar uma distância física
(2)Usar máscara
(3)Lavar as mãos
・Se possível, abrir uma distância de 2 m entre uma  
  pessoa  e a outra (no mínimo 1 m).
・Se deseja sair para se divertir, prefira passeios ao ar  
  livre  do que locais fechados.
・Ao conversar, evite o máximo possível ficar de frente    
  para a outra pessoa.
・Ao sair de casa ou quando estiver dentro de locais 
  fechados, e também ao conversar, use máscara mesmo 
  sem sintomas.
・Ao voltar para casa, primeiramente lave as mãos e o 
  rosto. E o quanto mais rápido possível, tomar banho 
  e trocar de roupa.
・Ao lavar as mãos, lave bem por cerca de 30 segundos 
  usando água e sabão. (Também pode ser usado 
  desinfetante p/ mãos e dedos)

With the outbreak of the novel coronavirus, “New 
Lifestyle” measures have been announced.
Practical examples of the “New Lifestyle”

【Basic infection prevention that we can all follow】
■Three Basic Principles for Prevention of Infection
(1) Maintain physical distance from others 
(2) Wear a mask 
(3) Wash your hands 
・Where possible, keep a 2-meter distance from others  
　(with a minimum of 1 meter). 
・For recreation outside the home, choose outdoor rather 
  than indoor recreation. 
・During conversations, avoid speaking directly at or in 
  front of others. 
・When outside the home, wear a mask indoors and    
  when talking with others, even if you have no  
  symptoms of illness. 
・Wash your hands and face upon returning home. As 
  much as possible, change your clothes and shower 
  immediately.
・Wash hands carefully with soap and water for about 　　
  30 seconds (use of hand sanitizer is also possible). 

"Novo　Estilo　de Vida"　suposto pelo
Ministério da Saúde,Trabalho e　Bem-
Estar　devido ao Corona Vírus

Life with the Novel Coronavirus: New 
Lifestyle Recommendations from the 
Ministry of Health, Labour, and Welfare

　
（日本語の記事は裏表紙参照）厚

こうせいろうどうしょう

生労働省より　新
しんがた

型コロナウイルスを想
そうてい

定した「新
あたら

しい生
せいかつようしき

活様式」
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広報みよしをスマホへお届け！

ダウンロード

市政情報番組

みよしTODAY（15分間） 月曜日～土曜日放送
初回放送19：00以降8回程度リピート放送
※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。

●コミュニティFM
　ラジオ・ラブィート 【78.6MHz】

みよしモーニングニュース 月曜日～金曜日放送（8：00～8:09）
みよしイブニングニュース 月曜日～金曜日放送（18：00～18：09）
市長ホットライン 7月6日（月）、8月3日（月）8：00～、18：00～
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）

● 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】

みよし市公式フェイスブック

はじめよう　新しい生活様式

移動に関する感染対策

これだけは知ってほしい！

日常生活を営む上での基本的生活様式

人との間隔は、できるだけ
2ｍ（最低1ｍ）空ける

感染が流行している地域から
の移動、感染が流行している
地域への移動は控える

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 咳エチケット 手洗い
出典：首相官邸ホームページより

帰省や旅行は控えめに、
出張はやむを得ない程度に

発症したときのため、誰と
どこで会ったかメモをする 地域の感染状況に注意する

家に帰ったら手や顔を洗い、
できるだけすぐ着替える

遊びにいくときは
屋内より屋外を選ぶ

手洗いは30秒程度かけて
水と石けんで丁寧に洗う

会話をする際は、
可能な限り真正面を避ける

外出時、屋内にいるときや
会話をするときは、症状が
なくてもマスクを着用

　5月に国が公表した、新型コロナウイルスを想定した「新しい
生活様式」。その一部を紹介します。あなたと、あなたの大切
な人を守るため、日常生活に取り入れていきましょう。

感染防止の3つの基本は、
①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗い
　高齢者や持病のある人など重症化リスクの高い人と会う
ときには、より意識して感染予防をしましょう。

屋外では適切に着脱してください。

発熱や風邪の症状がある場合は、無理せず自宅で療養しましょう。

一人ひとりの基本的感染対策
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