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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

×�プラマークが表示されているが、
　汚れているもの・中身が取り除けないもの
×プラマークのないプラスチック製品
×ペットボトルのボトル部分

注意してくださいね
右のものは、プラスチック製容
器包装としては、出せません。
燃やすごみで出しましょう！

「プラスチック製容器包装」の収集開始に伴い、ごみの収集日・地区を変更します。
ごみの収集日・地区が変わります

□収集場所は「金属類ごみ」と「陶磁器・ガラスごみ」と同じ集積所です
□市の指定ごみ袋に入れて、収集日の当日朝8時30分までに出しましょう
□汚れているものはさっと洗い流し、汚れを落としてから出しましょう

　　無色透明・黒文字で、10枚入り150円。無色透明・黒文字で、10枚入り150円。
市指定ごみ袋販売店で販売します。市指定ごみ袋販売店で販売します。

プラスチック製容器包装の袋はプラスチック製容器包装の袋は
3月23日（月）から販売3月23日（月）から販売プラスチック製容器包装の出し方

収集日前にチェック

　現在「燃やすごみ」として収集している
「プラスチック製容器包装」を分別収集しま
す。ごみ減量化と資源のリサイクルに、皆
さんのご理解とご協力をお願いします。

※「プラスチック製容器包装」は、各リサイクルステーションみよしでも引き続き回収しています。

※詳しくは、今号と同時配布した「ごみカレンダー」と「ごみと資源の出し方・分け方」をご覧ください。

なかよし1…西一色、福田、スペクトル三好　　なかよし2…東山、好住、上ケ池　　
なかよし3…中島、平池、三好上の一部（国道153号北側）　　三好上…スペクトル三好・なかよし3地区を除く三好上行政区
きたよし1…莇生、福谷、黒笹（黒笹町・黒笹一丁目の一部）、根浦、ひばりケ丘、あみだ堂
きたよし2…三好丘、三好丘旭、三好丘あおば、黒笹の一部（黒笹町・黒笹一丁目の一部を除く）、潮見　　きたよし3…三好丘緑、三好丘桜
みなよし・高嶺…明知上、明知下、打越、山伏、高嶺

地区 燃やすごみ 金属類ごみ 陶磁器・
ガラスごみ

再利用資源
（びん・かん・ペットボトル） 粗大ごみ プラスチック製

容器包装

なかよし1 火・金曜日 第1・3木曜日 第2木曜日 第4木曜日 金曜日 水曜日
なかよし2 火・金曜日 第1・3月曜日 第2月曜日 第4火曜日 金曜日 水曜日
なかよし3 月・木曜日 第1・3金曜日 第2金曜日 第4金曜日 金曜日 水曜日

新屋 火・金曜日 第1・3木曜日 第2木曜日 第4金曜日 金曜日 水曜日
三好上 月・木曜日 第1・3火曜日 第2火曜日 第4火曜日 金曜日 水曜日
三好下 月・木曜日 第1・3金曜日 第2金曜日 第4木曜日 金曜日 水曜日

きたよし1 火・金曜日 第1・3水曜日 第2水曜日 第4水曜日 月曜日 木曜日
きたよし2 月・木曜日 第2・4水曜日 第1水曜日 第3水曜日 月曜日 金曜日
きたよし3 火・金曜日 第1・3水曜日 第2水曜日 第4水曜日 月曜日 木曜日

みなよし・高嶺 火・金曜日 第2・4水曜日 第1水曜日 第3水曜日 金曜日 水曜日

��4月からプラスチック製容器包装の収集を開始します　環境課　☎32-8018　N76-5103

　商品を入れる容器や商品を包む包装で、商品を使い切ったり、商品
と分離されたりする場合に不要となるプラスチック製のものです。

ボトル類、パック類、トレイ類、緩衝材類、
レジ袋、お菓子の袋、カップ類、ふた類例例

◀「プラマーク」が表示されているプラスチック製
の入れ物や包む物が収集の対象となります。

プラスチック製容器包装とは？

！

4月1日（水）からスタート

「プラスチック製容器包装」
分別収集

□�

注意
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休日臨時窓口で取り扱う業務休日臨時窓口で取り扱う業務

休日臨時窓口開設日時休日臨時窓口開設日時

☞

☞

　　毎年、3月下旬から4月上旬は、転入や転出などの手続きで窓口が大変混雑します。毎年、3月下旬から4月上旬は、転入や転出などの手続きで窓口が大変混雑します。
窓口の混雑緩和や平日に手続きができない人のために、休日臨時窓口を開設します。窓口の混雑緩和や平日に手続きができない人のために、休日臨時窓口を開設します。
　休日臨時窓口では、取り扱い業務が限られていますので、事前にご確認いただき、　休日臨時窓口では、取り扱い業務が限られていますので、事前にご確認いただき、
お越しください。お越しください。

3月28日（土）・29日（日）
4月4日（土）・5日（日）�

9：00～12：00

市民課 （市役所1階）  ☎32-8012

保険年金課 （市役所1階）  ☎32-8011

長寿介護課 （市役所1階）  ☎32-8009

子育て支援課 （市役所2階）  ☎32-8034

税務課 （市役所2階）  ☎32-8003

福祉課 （市役所1階）  ☎32-8010

※国外からの転入、他市町村へ確認が必要な異動および住民基
本台帳カードやマイナンバーカードを利用した転入届は除きま
す。また、他市町村から転入の場合は、事前に前住所地での転
出手続きが必要です。

※上記の業務であっても他の機関に確認が必要となる場合は、
取り扱いできない場合があります。

※交付手続き（転入者）は、廃車受付書（廃車申告済証）がある場
合のみ対応できます。

※受理証明書の当日発行はできません。

※事前に通知した必要書類を持参の上、本人の来庁が必要です。

※印鑑登録証明書は、申請当日に発行できない場合があります。

※本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）が必要です。

♦�住民異動（みよし市への転入や市内での転居、市外
への転出、世帯変更など）の届け出

♦� 国民健康保険の資格取得、喪失、変更の届け出
♦国民年金の異動の届け出
♦後期高齢者医療保険の届け出
♦ 子ども医療、障がい者医療、母子家庭等医療、後期

高齢者福祉医療の各種申請

♦� 介護保険の資格取得、喪失、変更の届け出
♦��高齢者福祉サービスの変更、廃止の手続き

♦� 児童手当の手続き
♦�� 児童扶養手当、愛知県遺児手当、みよし市遺児手当

の手続き（新規申請を除く）

♦� 原動機付自転車標識（ナンバープレート）の返納手続
き（転出者）、交付手続き（転入者）

♦� 障がい者手帳、障がい者手当、自立支援医療の手続き

♦�各種証明書（住民票（広域交付を除く）、印鑑登録証
明書、戸籍証明、税証明（住宅用家屋証明を除く）な
ど）の発行

�♦戸籍に関する届け出

�♦マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新

�♦印鑑登録の申請

�♦返戻された通知カードの受け取り

住民異動届・戸籍届に伴うものに限り、下記の届け出や手続きも受け付けます。

��休日臨時窓口を開設します　市民課　☎32-8012　N32-8048

！
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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

　　　　　　　��原則禁煙
※一定要件を満たせば、喫煙専用室など
（20歳未満は立入禁止）を設置できます。
　　　　　　　��規制なし

▪いつも家で「おかえり」の一言で私はほっとする。なぜか私は笑顔になれる。
▪私がおいしゃさんになっていつかママのびょうきをなおすからね。まっててね。
▪私の失敗を笑顔で笑い飛ばしてくれる母。私はとても幸せです。
▪たいせつなかぞくだからつたえたい　「ありがとう」と「ごめんなさい」

　「望まない受動喫煙」を防止することを目的
とした健康増進法の一部改正に伴い、令和元
年7月から第一種施設（※）が敷地内禁煙（全
面禁煙）となりました。これに続き、第一種
施設以外の全ての市公共施設について、4月
1日（水）から屋内禁煙（建物内は禁煙）となり
ます。
　なお、一部の施設については、利用者の状
況により敷地内禁煙とします。敷地内禁煙と
なる施設は、右のとおりです。

肺がん
11.3倍.3倍 11.3倍.3倍 4.7倍4.7倍

脳卒中 乳幼児突然死
症候群

受動喫煙にさらされている人は、
「病気にかかりやすくなる」というデータが！

出典：厚生労働省�望まない受動喫煙をなくすためのリーフレット

（※）第一種施設は、児童福祉施設など、受動喫
煙により健康を損なう恐れが高い人が主な利用
者である施設および庁舎が対象です。

明越会館、地区コミュニティ広場、おかよし交流センター、石川家
住宅、歴史民俗資料館、学校給食センター、三好公園総合体育館、
勤労体育センター、三好公園内屋外体育施設（陸上競技場、テニス
コートなど）、きたよし地区公園管理事務所、旭グラウンド管理事
務所、三好池カヌーセンター、保田ケ池カヌーポロ競技場管理事務
所、細口公園管理事務所、きたよしグラウンド、ゲートボール・グ
ラウンドゴルフ場「サンパワー」、やすらぎ霊園、リサイクルステー
ションみよし

※障がい者福祉センター、福祉センター、高齢者生きがいセンター、老人憩
いの家、教育センター、児童遊園地は敷地内禁煙を既に実施しています。

　4月1日（水）から多くの人が利用する施設（事
業所や店舗など）が、原則屋内禁煙となります。
※既存の経営規模の小さな飲食店については、
経過措置があります。

衣浦東部保健所  
☎0566-21-4778

◦ 事業所や店舗の禁煙
についての相談窓口

受動喫煙で、
どんな影響があるの？➡深刻な健康影響

　があります

なくそう！　望まない受動喫煙

市公共施設が屋内禁煙になります

事業所や店舗が禁煙になります

敷地内禁煙とする施設

屋内の取り扱い

屋外の取り扱い

ルール

ルール

1

2

��4月から受動喫煙を防ぐための新たなルールが始まります
　健康推進課　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

��「家庭の日�～家族へのメッセージ～」優秀作品　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　「家族に伝えたい自分の思い、この機会に伝えたい私の思い」をテーマに募集した
「家庭の日～家族へのメッセージ～」に500人からご応募をいただきました。審査の
結果、最優秀賞1点と優秀賞4点に輝いた作品を紹介します。

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞

▪帰宅して　我が子が炊いた　白米に
　成長感じ　涙の合掌 安

あづみ
積充
みちる
さん

寺
てらど
戸咲
さき
さん

小学生　匿名希望
北
きたがわ
川智

ちひ ろ
尋さん

三
みやけ
宅琢

たく ま
真さん

Q

A

受動喫煙防止に協力してね
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3月7日（土）13：00～15：00 サンアートレセプションホール

◦ 回想法事業「みよし市発懐かし
想ひ出列車」の報告
◦回想法ケアの実践発表
◦回想法の体験
◦昔の遊び道具の展示

講演会 講師紹介 ◦講演「認知症予防と回想法」
■認知症のつどい 2020■認知症のつどい 2020

　「回想法を知らない」、「認知症について知りたい」、「認知症の進行を遅らせたい」
など、興味のある人はぜひご参加ください。

　来島さんは、認知症の人への回想法や、
全国の健康高齢者とのまちづくりに向けた
「地域回想法」の普及に取り組んでいます。
回想法の教材として「テレビ回想法」、「パ
ソコン回想法」、「NHK回想法ライブラリ
ー」などの開発にも協力してきました。

過去の出来事や思い出を語り合うことを通して、
脳を活性化させ、

「認知症予防や症状の悪化を防ぐ」

回想法とは

日時 場所

��回想法のつどい�2020
　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388　　特別養護老人ホーム安立荘　☎32-0115　

��令和2年度みよし市奨学金　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

期間 �4月～正規の修業期間修了
※年度ごとに継続のための審査があります。
対象 �高等学校、大学もしくはこれらと同等の学校に在学、
または4月に入学予定の人

資格 �次の全てに該当する人
①�成績優秀および品行方正（5段階評価で平均3.5以上）
②�経済的に修学が困難である
③�保護者などが市内に継続して1年以上居住している

支給 �高校生など…月額8,000円、大学生など…月額12,000円
申込 �申請書（3月2日（月）から教育行政課で配布）に必要事
項を記入し、3月31日（火）までに教育行政課へ直接

■奨学基金への寄付を受け付けています
　奨学金は、奨学基金を設置し、皆さんからの寄付金を積
み立てて、経済的な理由により修学困難な学生に支給して
います。随時、寄付を受け付けていますので、趣旨にご賛
同いただける個人・団体は、教育行政課へご連絡ください。

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
固定資産税・
都市計画税

1期・全期前納
4月30日

し尿汲取り手数料 上期�4月15日

市税などの納期
人口�����61,203人（＋58人）
男性�����31,451人（＋41人）
女性�����29,752人（＋17人）
世帯数��24,321世帯（＋46世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和2年2月1日現在）

どなたでも可　　　　　　�先着で100人　　　　　　�不要。会場へ直接対象 定員 申込

取り組みです。

来来
き じ まき じ ま

島島修修
し ゅ う じし ゅ う じ

志志さんさん
NPO法人シルバー総合研究所副理事長NPO法人シルバー総合研究所副理事長


