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♪だ春
♪だ園公

公園大国 みよし

　みよし市は、市民1人当たりの都市公園※面積が県内3位を誇ること、知っています
か？　市営公園の市民1人当たりの公園面積はなんと県内1位（2019 年時点）で、県
内有数の公園大国なんです。そして、“みよしの春”といえば桜。今回の特集では、市
内のおすすめの公園や、桜を楽しめるスポットを紹介します。

※都市公園…都市公園法にのっとり設営される公園・緑地。市内には93カ所。

写真　2020年春に撮影した保田ケ池公園
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　市内の駐車場がある公園と、桜を楽
しめるスポットを紹介します。

…�桜スポット

CD市民農園や広場、バーベキュー施
設を備える「さんさんの郷」。見晴らし
のよい高台にはさわやかな風が吹き抜
け、春を目一杯感じられる。

●●三好丘公園

三好根浦公園●●

●●黒笹公園

　　　　  公園＆桜マップ

森
も り そ

曽公園●●

DD

CC

　約0.4haのグラウンドが
広がり、伸び伸びとスポー
ツを楽しむことができる。

　みよしの景観百選にも選ばれている、シダレザク
ラ。視界いっぱいに広がる樹冠は圧巻の一言。
※蜂ケ池公園は、駐車場がありません。

AB東名三好インターの近くに
ある。小さな子からお年寄りま
で楽しめる公園。

❷❷三好公園

❹❹三好丘桜公園

❺❺三好丘緑地

蜂
は ち が い け

ケ池公園●●

❶❶保
ぼ た が い け

田ケ池公園
●●さんさんの郷

❸❸細
ほそぐち

口公園

AA

BB
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　広い敷地にフィールドアスレチックや全長約1kmの散策
路、カヌーポロ競技場を備えています。晴れた日にはゆった
り散策路を歩いてみたり、咲き誇るソメイヨシノやオオシマ
ザクラの下で一休みをしたり。さわやかな空気に包まれて、
リフレッシュできること間違いなしです。

　元気いっぱいな子どもたちには、自
然を感じるフィールドアスレチックが
人気。

　2004年には世界カヌーポロ選手権大会も開催されたカヌーポ
ロ競技場。現在も市民大会やクラブの活動が行われる。

AA

AB南側駐車場からすぐのエリア。小さな子
も楽しめる遊具がそろう。

BB

　　　　  公園＆桜マップ

❶❶
保田ケ池公園

三好町大慈山2-1 他

5



❷❷
三好公園

三好町池ノ原1-1 他

　三好公園には、さまざまな施設がそろ
います。総合体育館やきれいな人工芝の
テニスコート、池を囲む全長約4kmのト
リムコース――。そして忘れてはいけな
いのが、第7駐車場から北へ少し足をの
ばした先にある芝生広場や長い滑り台な
ど心ときめく景色や遊具たち。他にも、
魅力的なスポットが盛りだくさんです。
　15.57haの広大な敷地の中から、あ
なたのお気に入りのスポットを見つけて
くださいね。

陸上競技場

野球場

じゃぶじゃぶ池

総合
体育館

ひょうたん池
テニスコート

P（第10）

P（第2）

P（第3）

P（第5）

P（第6）

P（第7）

P（第1）

三好池
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AA

BB

EE

CC

DD

FF

 写真説明　A三好池の堤
防から撮影した、陸上競
技場や総合体育館などの
スポーツ施設が集まるエ
リア（2018年撮影）、Bト
リムコースの桜並木、C
カヌーの練習風景。1994
年に開催されたわかしゃ
ち国体では三好池が会場
となり、それをきっかけ
にみよしは「カヌーのま
ち」として競技の普及振興
に取り組んでいる、D例
年6月上旬にトリムコー
スに咲くアジサイ。ピン
クや紫、水色など色とり
どりのアジサイがコース
を彩る、E 8月に行われ
ているみよしの三大夏祭
りの一つ「三好池まつり」
では、提灯船が池を巡る、
F空気の澄んだ冬の日の
出。池を美しくオレンジ
色に染める

　3月上旬にはカワヅザクラ
が満開に。運がよければメ
ジロにも会えるかも？

　子どもに大人気の長～い
滑り台。

園内園内
MAPMAP

芝生広場
スライダー

P第9

P（第4）

P（第5）

三好池・トリムコース

photo collection
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　珍しい遊具や小高い丘になった芝
生、アップダウンのある散策路が魅力
です。園内には彫刻が3基設置されて
おり、安らぎを感じられる住宅街のオ
アシスです。

　大型遊具が人気の公園。斜面
を利用した大きな滑り台は子ど
もたちに大人気です。市内有数
の梅スポットでもあり、2月下
旬～3月上旬には鮮やかに咲く
梅が見る人の目を楽しませてく
れます。

❸❸
細口公園
明知町細口浦40

❹❹
三好丘桜公園

三好丘桜3-5

　園内には約240本のソメイヨシノやヤマザク
ラが植えられており、散策路の桜並木は壮観。

　テニスコート2面とグラウンドを完備。（要予約。きたよし地区公園管理事
務所へ電話（☎36-8625）、または直接お越しください）
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　森に囲まれた広い緑地。気ままに散策するもよし、芝生に寝転がってのんびりと過ごすもよ
し。主要道路から少し離れているので、静かな空間でリラックスして過ごすことができます。ま
た三好丘緑地といえば浮き雲展望台。公園の奥へ進み新緑を抜けると、そこにはいつもと違うみ
よしの街があります。

❺❺
三好丘緑地

三好丘2 　浮き雲展望台は、市内屈指の夜景スポット。（駐車場は21：00に施錠
しますのでご注意ください）

市公式instagramスタート 新型コロナウイルス感染拡大防止
にご協力お願いします　4月1日、市公式インスタグラムをスタートしま

す。市内のイベントの様子や、みよしの美しい風
景など、みよしの魅力をたっぷりお伝えします！
ぜひフォローをお願いします。
　4月1日（木）～11日（日）に「＃みよしの桜」を付
けて投稿すると、市公式インスタグラムでピック
アップしてリストアさせていただきます。皆さん
のとっておきの写真をぜひお寄せください♪

　緊急事態宣言は解除されましたが、現在も感
染のリスクはなくなっておらず、感染の再拡大
が懸念されています。飲食を伴う宴会の自粛
や、お花見散策の際のマスク着用など、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。

アカウント名：miyoshicity_official
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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３年第1回みよし市議会定例会で小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長から令
和3年度の「施政方針」が発表されました。市民の皆さんに市政
運営についての理解を深めていただくため、令和3年度施政方
針から抜粋して、まちの目指すべき方向性と取り組みについ
て、新規事業を中心に紹介します。

　平成25年12月から市政を担わせていただき、7年3カ月が経過いたしまし
た。この間、私の政治姿勢であります「誠実・挑戦・飛躍」をモットーに、誠心
誠意、市政運営を進めてまいりました。
　令和3年度は、私の2期目の任期のまちづくり政策として掲げさせていただ
きました「8政策30施策」について、総仕上げの年となります。各施策を着実
に実施するという強い気持ちを持って、全力で市政運営に取り組んでまいり
ます。
　「第２次みよし市総合計画」に掲げました将来像「みんなで育む　笑顔輝く　
ずっと住みたいまち」の実現に向け、誰もが「ずっと住み続けたい」と思えるま
ちを、市民の皆さんと一緒に築いてまいりたいと考えています。

　
  

令和3年度　施政方針 ホームページ

切れ目のない子育て環境の整ったまち政策11

子どもを中心においた教育環境の充実したまち政策２２

　今後の急激な高齢者人口の増加に対応するため、市内4カ所目となる「地域包括支
援センター」をおかよし地域に整備します。福祉・医療・介護などさまざまな面から支
援する「拠点」として、地域で対応する機能の一層の整備充実を進め、「地域共生社
会」の実現を目指します。
　介護予防ケアマネジメントの資質向上を目指し地域の介護予防教室などにリハビリ
テーション専門職を派遣する「地域リハビリテーション活動支援事業」を開始します。

高齢者や障がい者への福祉・医療・介護支援が充実したまち政策３３

　すべての子ども・家庭の相談や支援を切れ目なく継続的に行うことを目指し、専門
性を持った機関・体制として「子ども家庭総合支援拠点」を設置します。関係機関およ
び他市町村と子どもの支援に必要な情報を共有するためのシステムを導入します。
　待機が発生している放課後児童クラブの小学1年生から4年生までの児童を対象に、
定員に余裕のある受け入れ可能な児童クラブへ下校時にタクシーで移送する「放課後児
童クラブ児童移送事業」を実施し、放課後児童クラブの待機児童解消を図ります。

市長あいさつ

　新型コロナウイルス感染症予防対策として1教室28人程度の児童数で実施した分
散授業を、今年度も引き続き小学校で実施していきます。
　小中学校を対象に、一人一台タブレット端末を配布するなど、整備したICT環境
を活用するとともに、子どもたちが多様な文化に対応できる力を身に付けられるよ
う、さらなる学習環境の整備と充実に努めます。

小野田賢治市長小野田賢治市長
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　現在、企業立地の推進を図るため着手している福田池下地区の工業団地造成事業
については、今年度末には造成工事が完了する予定であり、地域の産業振興と雇用
の創出を図っていきます。
　さらなる企業誘致の促進と将来的な雇用機会の創出を図るため、明知町八和田山
地区の工業団地実施計画を策定し、民間の活用も視野に入れて工業系土地利用への
誘導を進めます。

産業の振興による財政基盤の安定したまち政策４４

　今後想定される災害時には、従来の災害対策用備蓄品だけでなく新型コロナウイ
ルス感染症対策を踏まえた備蓄品が必要となります。より多くの備蓄品を保管する

「拠点防災備蓄倉庫」を整備するための実施設計を進めます。
　災害発生時に、ともに災害時要配慮者となる、聴覚障がい者に対してファクスを
使った伝達、外国人に対して外国語（英語・ポルトガル語・中国語）による情報発信の
ほか、気象情報や土砂災害警戒情報も発信できるよう、情報配信環境を拡充します。

自然災害に強く安全・安心なまち政策　55

　行政区をはじめ地区コミュニティ推進協議会が行う活動の支援と市民活動団体に
よる新たな公益事業を促進するため、がんばる地域応援補助金の交付やワークショ
ップ、人材研修などを開催することで市民との協働によるまちづくりを推進します。
　みなよし地域における地区拠点施設の整備に向けて、令和２年度に開催した市民
対象のワークショップでいただいた施設の役割や必要な機能などに関するご意見を
参考にして、施設の建設に向けた基本設計に着手します。

温かさのあふれる協働のまち政策 66

　「さんさんバス」のさらなる利便性の向上を目指し、令和４年度春ごろからのバス
再編による運行開始に向けて、バス路線やダイヤ、バス停の位置など、具体的な見
直しを推進します。　
　三好ケ丘駅周辺の整備事業については、今年度から新駅前広場の利用を開始し、
北井山公園内のトイレや駅周辺道路の視覚障がい者誘導用ブロックを整備します。

『住み続けたい』『暮らしたい』まち政策７７

　令和元年12月の「2050年ゼロカーボンシティ宣言」に伴う取り組みとして、2050
年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す具体的な計画策定に向けて、市内事
業所における太陽光発電などの再生可能エネルギーの使用量の現状や、将来使用可
能な見込み量などの調査を行います。
　エコエネルギー促進事業として、住宅用太陽光発電システムや燃料電池自動車、
電気自動車などの購入費補助を引き続き実施します。

人と自然が共生する環境にやさしいまち政策８８
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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
　市議会第1回定例会（3月議会）において、令和3年度みよし市一般会計・特別会計（3事
業）・下水道事業会計・病院事業会計の予算が可決されました。令和3年度はこの予算に
より「みんなで育む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち」を目指し、街づくりを進めていき
ます。一般会計予算を中心に当初予算の概要についてお知らせします。

  令和3年度

  当初予算　
  財政課　☎32-8002　

          N76-5021

一般会計

歳出項目歳出項目
民生費 社会福祉や児童福祉などに使

うお金

教育費 学校教育や生涯学習、スポー
ツ振興などに使うお金

土木費 道路や公園の整備、都市計画
などに使うお金

衛生費 保健事業や公害対策、廃棄物
処理に使うお金

総務費 統計や選挙、交通安全などに
使うお金

消防費 消防や火災、水害、地震など
の災害対策に使うお金

公債費 市が国や金融機関などから借
りたお金の返済に使うお金

農林
水産業費

農業振興や地籍調査、緑化推
進などに使うお金

商工費 商工業の振興や観光事業など
に使うお金

民生民生費（31.0％）費（31.0％）
77億1,602万円77億1,602万円

教育費（20.5％）教育費（20.5％）
51億846万円51億846万円

衛生費（12.3％）衛生費（12.3％）
30億7,560万円7千円30億7,560万円7千円

消防費（3.7％）消防費（3.7％）
9億2,664万6千円9億2,664万6千円

公債費（3.4％）公債費（3.4％）
8億4,168万3千円8億4,168万3千円

農林水産業費（1.8％）農林水産業費（1.8％）
4億5,727万7千円4億5,727万7千円

その他（1.4％）その他（1.4％）
3億5,712万1千円3億5,712万1千円

商工費（1.2％）商工費（1.2％）
2億9,666万9千円2億9,666万9千円

総務費（11.5％）総務費（11.5％）
28億5,740万9千円28億5,740万9千円

土木費（13.2％）土木費（13.2％）
32億8,010万8千円32億8,010万8千円

歳出
249億249億

1,700万円1,700万円

歳入項目歳入項目
市　税 市民の皆さんや事業所などが

納めたお金

繰入金 特定の目的のために基金から
おろしたお金

諸収入 預金利子やその他の収入
繰越金 前年度から繰り越されたお金

分担金及び
負担金

市が行う事業の受益者からの
応分の負担金

国庫支出金 市が行う事業に対する国から
のお金（負担金や補助金）

地方消費税
交付金

地方消費税（市町村分）のうち
県から市へ配分されたお金

県支出金 市が行う事業に対する県から
のお金（負担金や補助金）

市債 事業を行うために国や金融機
関などから借りたお金

市税の内訳
市民税 48億8,120万円

固定資産税 69億700万円
軽自動車税 1億2,920万1千円
市たばこ税 3億9,200万円
都市計画税 9億120万円

自主財源自主財源
74.1％74.1％

依存財源依存財源
25.9％25.9％

繰入金（15.5％）繰入金（15.5％）
38億5,602万5千円38億5,602万5千円繰越金（1.2％）繰越金（1.2％）

3億円3億円

諸収入（2.6％）諸収入（2.6％）
6億4,998万9千円6億4,998万9千円

分担金及び分担金及び
負担金（0.7％）負担金（0.7％）
1億8,242万4千円1億8,242万4千円

その他（3.1％）その他（3.1％）
7億6,800万1千円7億6,800万1千円

その他（1.3％）その他（1.3％）
3億2,124万5千円3億2,124万5千円

国庫支出金（9.4％）国庫支出金（9.4％）
23億4,483万円9千円23億4,483万円9千円

県支出金（4.8％）県支出金（4.8％）
11億9,567万6千円11億9,567万6千円
地方消費税交付金（5.2％）地方消費税交付金（5.2％）
13億円13億円

市債（3.2％）市債（3.2％）
7億8,820万円7億8,820万円

歳入
249億249億

1,700万円1,700万円

市税（53.0％）市税（53.0％）
132億1,060万1千円132億1,060万1千円

依存財源依存財源
25.7％25.7％

自主財源自主財源
74.3％74.3％
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　一般会計は、前年度比9億400万
円増額の249億1,700万円です。主
な増額要因は、サンアート大規模改
修工事や新型コロナウイルス感染症
対策経費によるものです。
　特別会計は、前年度比2億867万8
千円増額の77億8,622万4千円です。
主な増額要因は、介護保険給付費の
増加によるものです。
　公営企業会計の下水道事業は、前
年度比3,497万8千円減額の27億
5,376万5千円です。病院事業は前
年度比1億8,557万1千円減額の37
億7,095万3千円です。

※△はマイナスを表します。

特別会計
区　分 令和3年度 令和2年度 増減率

国民健康保険特別会計 42億9,525万9千円 43億9,754万6千円 △2.3%
介護保険特別会計 27億5,369万7千円 24億8,475万1千円 10.8%

保険事業勘定 27億196万7千円 24億2,429万1千円 11.5%
介護サービス事業勘定 5,173万円 6,046万円 △14.4%

後期高齢者医療特別会計 7億3,726万8千円 6億9,524万9千円 6.0%
合　計 77億8,622万4千円 75億7,754万6千円 2.8%

企業会計
区　分 令和3年度 令和2年度 増減率

下水道事業会計 27億5,376万5千円 27億8,874万3千円 △1.3%
病院事業会計 37億7,095万3千円 39億5,652万4千円 △4.7%

合　計 65億2,471万8千円 67億4,526万7千円 △3.3%

一般会計
区　分 令和3年度 令和2年度 増減率

一般会計 249億1,700万円 240億1,300万円 3.8%

会計別予算

主な事業主な事業

　令和２年度に引き続きサンアートを全館閉館して大規
模改修を行います。令和3年11月リニューアルオープン
予定です。

サンアート大規模改修工事
16億1,840万3千円（教育費）

主な新規事業主な新規事業

　生活困窮者の把握・相談を行い、困窮状態から脱出で
きるよう支援を行います。

生活困窮者自立支援事業
2,962万1千円（民生費）

　新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業
2億1,368万6千円（衛生費）

　令和４年度から民間移管することに合わせて、待機児
童対策として定員増を図るため、保育室などの増築工事
を行います。

なかよし保育園増築工事
1億8,600万円（民生費）

　都市機能の向上を目指し都市計画道路を整備します。

街路新設改良工事
（都市計画道路平池天王台線、東郷三好線、蜂ケ池線）
1億8,165万円（土木費）

　歩行者の安全確保のため、歩道の整備をします。

歩道築造工事
（市道山ノ間小林線、上ケ池東谷線、明知福田線）
1億3,350万円（土木費）

　地域特性を踏まえた脱炭素・低炭素エネルギーを調査
し、温室効果ガス排出削減効果を算出します。

（仮）カーボンゼロ都市再生可能エネルギー等
賦存量等調査事業
220万円（衛生費）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、校内の消
毒業務などを行うスタッフを各小中学校に配置します。

スクール・サポートスタッフ配置事業
3,616万８千円（教育費）

みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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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3年度の市税などの納付期限（口座振替日）　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。預貯金口座から自動的に納付できます。
※口座振替の申し込みは、通帳・届出印を持って、市内の指定金融機関などにある申込用紙で直接申し込んでください。市
外の本支店などで申し込む場合は、申込用紙を送付しますので、納税課までご連絡ください。申込日からおよそ1カ月半（ゆ
うちょ銀行はおよそ2カ月）以降の納付期限分から口座振替を開始します。

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市県民税（普）
1期

（前納）
30日

2期
31日

3期
1日

4期
31日

固定資産税・
都市計画税

1期
（前納） 

30日
2期
2日

3期
27日

4期
28日

軽自動車税（種別割） 全期
31日

国民健康保険税（普）
後期高齢者医療保険料

（普）
介護保険料（普）

1期
2日
2期
31日

3期
30日

4期
1日
5期
30日

6期
27日

7期
31日

8期
28日

し尿汲取り手数料 上期
15日

下期
15日

人口     61,229人（＋26人）

男性     31,475人（＋24人）

女性     29,754人（＋2人）

世帯数  24,335世帯（＋14世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和3年3月1日現在）

　令和3年4月1日から、みよし市税のクレジットカード納付・
ペイジー(ネットバンキング)納付を始めます。外出することな
く市税を納付することができますので、ご利用ください。詳し
くは、ホームページをご覧ください。

ホームページ

  自転車乗車用ヘルメット購入費補助　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　転倒や交通事故の衝撃から頭部を保護する自転車乗車用ヘ
ルメットの着用を促進することを目的として、ヘルメットの
購入費を補助します。
対象 申請時に市内に住所を有し、次のいずれかの認証を受け

た新品のヘルメットを令和3年4月1日以降に購入した人
①一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認
　証（SGマーク）
②公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合するこ
　とを認証（JCFマーク）
③その他①または②に類する認証を受けたマークなどが付さ
　れたもので、市長が認めるもの
補助 ヘルメット1個につき購入費の2分の1（10円未満切り捨

て、上限2,000円）
※補助は、補助対象者1人につき1個かつ1回までです。

  みよし市税のクレジットカード納付・
  ペイジー（ネットバンキング）納付を始めます　
   納税課　☎32-8051　N76-5103

申込    5月6日（木）から令和4年3月31日（木）ま
　　でに、申請書兼実績報告書（防災安全課
　　で配布、ホームページからダウンロード
　　可）に次の必要書類を添えて防災安全課へ
　　直接
※申請書兼実績報告書は現在準備中のため、準備が整
い次第防災安全課で配布、ホームページに掲載します。

■必要書類
・ヘルメット購入の領収書
・ 安全基準の認証を受けたものと分        

かる書類

ホームページ
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  令和3年度介護保険料を変更します　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

　現在、「特別徴収（年金からの引き落とし）」により徴収されている人の「令和3年度4月、6月、8月」の保険料額は、
「仮徴収額」として通知済みですが、今回の介護保険料改定および収入の変動などにより大幅な保険料額の変動が見込ま
れる人については、各月の保険料が年間を通してできるだけ均等な金額となるように、6月、8月の年金から差し引く
保険料を調整して納付額の平準化を図ります。平準化の対象となる人への通知は、4月下旬に発送予定です。

　65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料は、3年ごとに市町村が策定する介護保険事業計画において、65歳以上の
人口や介護サービスの利用量の見込みなどから算定されています。令和3年度からスタートする第8期高齢者福祉計画兼介
護保険事業計画（令和5年度まで）における介護保険料基準月額は4,600円です。この基準月額を基に、本人の所得や世帯の
課税状況に応じた負担となるように段階に分かれています。令和3年度から令和5年度までは13段階とします。

　令和3年度の介護保険料は令和2年中の所得や令和3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 11,040円
（920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 22,080円

（1,840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 38,640円
（3,220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 46,920円
（3,910円）

第5段階
（基準）

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 55,200円

（4,600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 60,720円

（5,060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210万円未満の人 基準額×1.30 71,760円

（5,980円）

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の人 基準額×1.50 82,800円

（6,900円）

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円
以上400万円未満の人 基準額×1.70 93,840円

（7,820円）

第10段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円
以上700万円未満の人 基準額×1.90 104,880円

（8,740円）

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円
以上1,000万円未満の人 基準額×2.00 110,400円

（9,200円）

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万
円以上1,500万円未満の人 基準額× 2.10 115,920円

（9,660円）

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万
円以上の人 基準額×2.20 121,440円

（10,120円）

■所得段階別の保険料

特別徴収（年金からの引き落とし）による保険料の支払いについて



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
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光触媒コーティングに関する
特別賞詞贈呈式
2月15日（月）みよし市役所

　みよし商工会青年部が地域貢献活動として
市内公共施設などに光触媒コーティングを
行ったことに対する特別賞詞贈呈式が行われ
ました。光触媒コーティングは抗菌作用があ
り、新型コロナウイルス感染症対策として期
待されます。みよし市社会福祉協議会の車両
2台と車いす36台、さんさんバス7台、サン
ライブ館内に施工されました。

　卒業を控えた3年生が地域の清掃活動や手作
り消毒液スタンドの贈呈、市民憲章をPRする
ポスターや紙芝居の披露を行いました。市民憲
章をPRする紙芝居を制作したグループは、登
場人物によりテンポよく読み手を変え、息の
合った読み聞かせを披露。「絵をきれいに描く
のが難しかった。一番のお気に入りは、表紙と
最後のページです」と笑顔で話していました。

地域貢献活動（三好中学校）
2月16日（火）みよし市役所 他

　この教室は市内在住・在勤・在学の外国人を
対象に、日本語サークルのボランティアが講
師を務め開催されています。参加者たちはレ
ベルに応じたクラスに分かれ、メモを取りな
がら日本語を学んでいました。参加した女性
の一人は「日本語を学べることはもちろん、
日常で気になったことを聞くこともできるの
で、とても助かっています」と話しました。

外国人のための日本語教室
2月10日（水）市民活動センター



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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　東日本大震災で被災した福島県名取市から
譲り受けたクロマツが植樹されました。オイ
スカ（公益財団法人オイスカみよし推進協議会）
がボランティアとして協力した際に、名取市
の「市の木」がみよし市と同じクロマツであった
ことが縁で実現。オイスカの伊

いとう
藤安

やすのぶ
信さんは

「このクロマツが、公園とともに皆さんに愛
され続けてくれたらうれしい」と話しました。

クロマツ植樹祭
2月20日（土）保田ケ池公園

　みよし市から3月に入隊するのは10人で、
全国各地の陸上・海上・航空自衛隊に配属され
ます。入隊予定者たちは「志を強く持って頑
張っていきたい」「家族のためにも、一日でも
早く立派な自衛官になりたい」などと抱負を
力強く述べました。その後、小

お の だ
野田賢

け ん じ
治市

長、自衛隊愛知地方協力本部長の降
ふりはた
籏慎

よし お
生さ

んが入隊予定者の皆さんを激励しました。

自衛隊入隊予定者激励会
2月24日（水）みよし市役所

　市内の生涯学習グループが日ごろの活動の
成果を発表する機会にしてもらおうと、生涯
学習発表会作品展示が開催されました。会場
には、写真や日本画、俳句などの壁面作品展
示、陶芸やフラワーアレンジメントなどの立
体作品などが展示。作品を見に訪れた人々
は、趣向を凝らした句や細部まで丁寧に描か
れた絵画に見入っていました。

生涯学習発表会（作品展示）
2月17日（水）～28日（日）サンライブ



広
報
ク
イ
ズ

みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

18 広報みよし　2021年 4月号

多
た が
賀 伊

いぶ き
吹くん

食べることが大好きな伊
吹！　いっぱい食べて大き
くなってね♡　〔明知町〕

2歳

東
ひがしで
出 柚

ゆ の
乃ちゃん

１歳おめでとう☆　元気いっ
ぱい優しい子に育ってね！
大好きだよ♡　〔三好町〕

1歳

宮
みやざき
崎 琥

こはる
陽くん

お誕生日おめでとう☆　い
つもニコニコなはるくんが
大好きだよ♪　〔園原〕

1歳

細
ほそかわ
川 さくらちゃん

お誕生日おめでとう！　
これからも元気にすくすく
育ってね☆　〔黒笹町〕

３歳

秋
あきやま
山 陽

ひな た
太くん

２歳おめでとう♡　たくさ
ん食べてたくさん遊ぼう
ね！　〔三好丘旭〕

近
こんどう
藤 碧

あお と
音くん

２歳の誕生日おめでとう♪　
これからも元気で明るい男の
子に育ってね♡ 〔莇生町〕

2歳

樋
ひぐち
口 櫻

さ な
奈ちゃん

どんな女の子になるのか
な？　これからの成長が楽
しみだよ！　〔西陣取山〕

2歳

対象６月生まれで申し込み時に3歳未満で、過去に掲載実績がない子
申込  ４月13日（火）までに、❶住所、❷保護者氏名、❸電話番号、❹
お子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日、❺お子さんへのメッ
セージ（30字以内）、❻ひまわりネットワーク「みよしTODAY」

み
よ
し
っ
子
集
ま
れ
！

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。結果は広報情報課からメールしま
すので、受信設定をお願いします。

メール

4月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

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。

【応募方法】①答え（例：㋐）、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】4月13日（火）必着
【3月号の正解】②（応募57通、正解56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】あなたがおすすめするみよし市
の公園とその理由を教えてください。

問題  今号の特集では市内の公園を紹介していますが、市内に都
市公園は何カ所あるでしょうか。㋐～㋓から一つ選んで
ください。

㋐9カ所　

㋑39カ所

㋒93カ所

㋓930カ所

2歳

野
のさか
坂 望

の え
笑ちゃん

いつもニコニコ元気いっぱ
いののえちゃん。１歳おめ
でとう！　〔三好丘あおば〕

１歳

ヒント
特集を読んでね
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我が家de食育 104
我が家de食育では、みよしの食に関するさまざまな情報
をお届けします。
問合健康推進課　☎34-5311　N34-5969

　バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜が揃った食事です。栄養
素はそれぞれ体への働きがあり、それらを揃えることが健康づくりに
は大切です。下記を参考に、今日から皆さんもバランスの良い食事を
心掛けましょう。

（主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2
回以上の日がほとんど毎日」と回答した人）

みよし市愛知県国

　主食・主菜・副菜を1品に組み合わせるとバランスの良い食事に。冷凍野
菜や缶詰めなど調理の手間が少ないものを上手に活用するとお手軽です。

　主食・主菜・副菜の「食の3色」を揃えることがバランスの良い食事につながりま
す。食事前に次の3色が揃っているか、確認しましょう。

バランスの良い食事で健康に

バランスの良い食事を実践しよう

あなたはバランス良く食事を取れていますか？あなたはバランス良く食事を取れていますか？

食の3色を揃えましょう食の3色を揃えましょう

うどんを使ったバランスレシピ

ご飯・パン・麺類など

主食

エネルギー源になるエネルギー源になる

野菜・きのこ・海藻

副菜

体の調子を整える体の調子を整える

肉・魚・卵・豆・豆製品

主菜

体の組織（筋肉・血液・体の組織（筋肉・血液・
骨など）をつくる骨など）をつくる

卵うどん

サラダうどん

＋
＋

＋うどん

たまご 冷凍野菜

ツナ缶 カット野菜

　健康みよし21※の中間評価で「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
が1日2回以上の日がほとんど毎日」と回答した市民は42.6％にとど
まりました。これは国の56.1％、県の59.8％と比較しても少ない状
況です。
※みよし市民の健康づくりを進めるために策定した計画。「栄養・食生
活」「身体運動・活動」「休養・こころの健康」などの目標を掲げています。

みよし市民のみよし市民の約6割約6割が、が、
バランスの悪い食事をしている!?バランスの悪い食事をしている!?

バランスの良い食事を取れている人バランスの良い食事を取れている人

42.6％42.6％

59.8％56.1％



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日、4月22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！

境川（西一色町付近）
　みよし市を南北に縦断する境川。周囲は自然が豊かで、川の
流れに沿った緑地帯では植物や野鳥を見ることができます。ウ
オーキングやサイ
クリングのコース
が整えられている
ので、春の陽気に
合わせてお出掛け
してみてはいかが
でしょうか。

図書館読書啓発事業

内容 �絵本『わたしとあそんで』（マリー・ホール・
エッツ/作�福音館書店）の作品を参加者全員
で語り合う

※絵本は事前に読んできてください。
日時 �5月9日（日）14：00～15：30
場所 �サンライブ3階会議室
講師 �子どもの本屋「本とごはん　ある日」店主
の榊
さかきばら
原悠

ゆうすけ
介さん

対象 �市内在住・在勤・在学��定員 �先着で8人
申込 �4月7日（水）以降にサンライブ２階総合案内
へ電話、または直接

　少人数で予約制のおはなし会を開催します。
日時 �5月3日（祝）・4日（祝）14：00、14：15、14：
30、14：45（各回10分）

場所 �中央図書館1階おはなしのへや
対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で各回親子2組（子どもだけの参加も可）
申込 �4月6日（火）以降にサンライブ2階総合案内
へ電話、または直接

絵本読書会

あなたのためのおはなし会

おすすめ図書

岸
きしみ
見一

いちろう
郎／著

扶桑社　請求記号159／キ

数えないで生きる

　「危機が過ぎ去るまであと何日か」「ノル
マは達成したか」などの数値に一喜一憂
し、いつしか数えること自体が目的にな
り、その意味を見失ってはいないでしょう
か。本書では、哲学者が考えを深めた末に
たどり着いた、日々を『価値あるもの』にす
るためにできることを紹介しています。

一般図書

エミリー・グラヴェット／作
福
ふくもと
本友

ゆ み こ
美子／訳

フレーベル館　請求記号E／クラ

シリルとパット  ともだちになろう

　ひとりぼっちだったリスのシリル
は、やっと自分に似ているパットを
見つけて友だちになった。ところ

絵本

が、「パットはリスじゃない」「いっしょにいるのはへんだ」といわれ
てしまう。友だちは見た目でえらぶの？　でも、パットは、シリル
にとって大切な友だちになったよ。

20 広報みよし　2021年 4月号

みよしの景観百選

図書館だより
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

作 品 名	 朝に想う
作 者 名　竹

たけたに
谷　邦

く に お
夫

受 賞	 1998年度特選　　	
設置箇所　保田ケ池公園
制作意図　人は、それぞれに目標を持って懸命に生きていま
す。一日の始まりである朝をさわやかで、すがすがしい気持
ちで迎えられることは、すばらしいことです。「精一杯　生
きる」という大きな期待と、踊る心を、内に秘めた乙女の姿
を借りて表出できれば、と願いながらの創作でした。私の想
いが、作品をかんがみて下さる人々に伝われば幸いです。

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。

5月の講座 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
2日（日） 琴を奏でてみよう 9：30～10：30 座敷で琴の演奏体験。見学も可

8日（土） 紙粘土で和菓子を作ろう 13：30～15：00 お花見団子などの和菓子を、紙粘土で作る。先着で3人

15日（土）
絵手紙をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。ポケットティッシュ・新聞紙を持参。

先着で3人

苔玉を作ろう 13：30～15：30 好きな木を植えてミニ盆栽を作る。ビニール袋持参。
先着で5人

22日（土） 塗り絵を極めよう 13：30～15：30 石川家住宅にちなんだ季節の絵に色を塗る。色鉛筆を
持参。先着で3人

27日（木） 布
ぬ の ぞ う り

草履を作ろう 13：30～15：30 布を裂いて縄を作り、草履を作る。和はさみ・綿の布を
持参。先着で3人

毎週土・日曜日 唱歌を聞こう・懐メロを聞こう 10：00～11：30 座敷で唱歌と懐メロを聞く。先着で8人

町なかアート町なかアート
ギャラリー写真館ギャラリー写真館 ３月に石川家で開催された町なかアートギャラリー。市民の皆さんの力作が展示されました。
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※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。

5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

▲

教室・相談などの申し込み 8：30～17：15 ホームページ

▲

妊　婦 Gestante

Exame Infantil de Saúde - Curso

▲

乳幼児健診・教室

教室名 日　程 対　象 内　容 定員 申し込み 備　考
すくすく教室
Aula de preven ção

sobre a alimentação e
5月12日（水） 生後7カ月ころ

の子 身体計測、離乳食の話 12人 ４月30日（金）
まで

時 間 は 予 約
時 に ご 案 内
します。

歯 科 健 診
Exame odontológico 5月18日（火） 就学前までの

子
歯科医師の診察・フッ化物歯面塗
布（希望児） 20人 5月11日（火）

まで
むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
5月17日（月） 令和２年4月生

まれの子
身体計測、むし歯予防の話、ブラ
ッシング指導 16人 5月10日（月）

まで
わんぱく教室

Conselho sobre 
nutrição da criança

5月11日（火） 平成31年3月・
4月生まれの子

身体計測、生活習慣の話、ブラッ
シング指導 16人 4月30日（金）

まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

5月26日（水）
受付 9：50～
10：00

多胎妊婦、多
胎児（未就園児）
とその保護者

身体計測、多胎児を育てている母
親や妊婦さん同士の交流、相談、
情報交換の場所

12組 5月19日（水）まで

健診名 日　程 備　考
3・4カ月児健診
Exame M�dico para
bebês de 3～4 meses

5月11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。
● 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。

5月25日（火）
1歳6カ月児健診
Exame M�dico para
crianças de 18 meses

5月13日（木）
5月26日（水）

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

5月12日（水）
5月19日（水）

教室名など 日　時 対　象 内容 持ち物 定員 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
曜日受付9：00～11：00
※都合の悪い人はご連
絡ください。

妊婦 ー

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。

－ －

パ
パ
マ
マ
教
室

前期（マタニティ）
コース
  1ªsessão（maternidade）

7月9日（金）
10：00～11：30

妊娠16～25週の
妊婦とその夫（妊
婦・夫 の み で も
可）

妊娠中の生活、母乳
育児と栄養、歯の健
康

母子健康手帳、
子育てサポート
ガイド、筆記用
具、 後 期 の み
バスタオル

10組 7月2日
（金）まで

後期（沐浴）コース
2ªsessão（banho）

5月14日（金）
9：00～10：30、10：30
～12：00

妊娠26週以降の
妊婦とその夫（妊
婦・夫のみでも可）

赤ちゃんのお世話体
験（着替え、オムツ
替え、抱っこなど）、
沐浴指導

各4組 5月7日
（金）まで

相談名 日　時 定員 申し込み 備　考
月曜育児健康相談
月 曜 健 康 相 談

Consulta sobre cuidados com a
criança Consulta sobre a saúde

5月10日・17日・24日・31
日の月曜日
受付 9：00～15：00

20人

要予約。保
健センター
まで電話

身体計測、発達、食事、歯の健康などの育児
相談

出 前 育 児 相 談
Consulta sobre cuidados com a

criança antes do nascimento
5月18日（火）  
受付 9：30～11：00 14人 おかよし交流センターにて保健師・歯科衛生

士・管理栄養士・助産師が相談に応じます
母 乳 育 児 相 談

Consulta sobre cuidados com a 
criança O leite de mamãe

5月24日（月）
受付 9：00～11：00 3人 助産師が相談に応じます。予約の際に相談内

容についてお聞かせください
発 達 育 児 相 談

Consulta sobre o desenvolvimento
da criança

5月10日（月） 
受付 9：00～11：00 3人 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

Consultas sobre Criação de 
Filhos e Saúde

▲

育児・健康相談 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。
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※接種券およびクーポン券は、３月末に発送予定です。接種券またはクーポン券を紛失した人や転入し
た人は、①は母子健康手帳、②は身分証明書を持って健康推進課へお越しください。
※医療機関によっては、事前に予約が必要な場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響で診療
時間や接種体制などを変更している場合がありますのでご注意ください。

対　象

場　所

助成額

持ち物

利用方法

市内に住民登録がある1歳～就学前までの、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）の既往歴がない子

市委託医療機関
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
※市委託医療機関以外で接種する場合は、助成制度は適用されません。

2，000円（1人1回のみ）

健康保険証、こども医療費受給者証、母子健康手帳

医療機関窓口で申請書（医療機関窓口で配布）に必要事項を記入
※生活保護受給者は、事前申請が必要です。母子健康手帳を持って、健康推進課へお越しください。

ホームページ

① ②

Vacinação

救急医療施設の連絡先
■5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。
●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・年末年始のみ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
2日（日） つかさ整形外科

豊田市司町5-12 ☎0565-37-3322

3日（祝） 細野クリニック
豊田市曙町2-21 ☎0565-28-3665

4日（祝） なかねクリニック
豊田市梅坪町8-3-9 ☎0565-37-8800

5日（祝） しばはらクリニック
豊田市貝津町箕輪216-1 ☎0565-45-6633

9日（日） 斉藤病院
豊田市四郷町森前166-1 ☎0565-44-0033

16日（日）浅井クリニック
豊田市中根町永池175-1 ☎0565-53-7711

23日（日）吉田整形外科病院
豊田市御立町7-100 ☎0565-89-1818

30日（日）たつや整形外科病院
豊田市若林西町北山畑117 ☎0565-52-3300

種　類 期　限 場　所 対　象 費　用 持ち物 備　考

①麻しん・風しん
混合（MR）第2期

令和4年3月
31日まで

市内および豊田市内の
実施契約医療機関
※詳しくは、接種券に
同封の「医療機関一覧
表」またはホームペー
ジをご覧ください。

平成27年4
月2日～平成
28年4月1
日に生まれ
た人

無料
※ 接 種 券 ま
たはクーポン
券を忘れずに
お持ちくださ
い。

麻しん・風しん（MR）
第2期接種券、健康
保険証、母子健康手
帳

②風しん第5期 令和4年2月
28日まで

事業協力医療機関
※詳しくは、クーポン
券に同封の案内チラ
シ、またはホームペー
ジをご覧ください。

昭和37年4
月2日～昭和
54年4 月1
日に生まれ
た男性

クーポン券

予防接種前に、抗体
検査を行います。予
防接種は検査の結
果、抗体価が低い
と判断された人の
み行います。

▲

予防接種

おたふくかぜの予防接種費用を助成します
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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
春の安全なまちづくり県民運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　4月1日(木)から10日(土)まで、春の
安全なまちづくり県民運動が展開され
ます。昨年から被害額が増加傾向にあ
る「特殊詐欺」や、過ごしやすい気候に
なるにつれて多発する傾向にあるつき
まといなどの子どもが被害に遭う犯罪
に注意しましょう。

【運動重点】
●特殊詐欺の被害防止
●子どもの犯罪被害防止

春の全国交通安全運動
防災安全課  ☎32-8046  N76-5702
　4月6日(火)から15日(木)まで、春の
全国交通安全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。

【運動重点】
●�子どもと高齢者をはじめとする歩行
者の安全の確保
●自転車の安全利用の推進
●�歩行者などの保護をはじめとする安
全運転意識の向上

後付け安全運転支援装置
設置費補助事業
防災安全課
☎32-8046  N76-5702
　市では高齢者のブレーキとアクセル
の踏み間違いによる事故を抑止するた
め、後付け安全運転支援装置設置費用
に対する補助を行います。
内容 �国土交通省の性能認定を受けた、

後付け急発進等抑制装置（ペダル
踏み間違い急発進等抑制装置）

対象 �自家用車に安全運転支援装置を設
置する個人で、次の全てに該当す
る人

●�市内に住所を有し、申請年度中に
65歳に到達する
●自動車運転免許証を保有する
●�補助対象車両の自動車検査証に記載
された使用者である
●市税および自動車税を滞納してない
補助 �補助対象経費の10分の9（1，000
円未満切り捨て、上限6万円）（補
助は1人1台まで）

申込 �令和4年3月31日（木）までに、交
付申請書兼実績報告書（防災安全
課で配布、ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入し、
必要書類を添えて、防災安全課へ
直接

※設置日から3カ月以内に提出してく
ださい。

NPO・協働相談
協働推進課  ☎32-8025  N76-5702
　市民活動を始めたい、現在の活動を
活性化したい、さまざまな団体とつな
がりたいなど、NPO法人あいちNPO
市民ネットワークセンター専門スタッ

フが相談に応じます。
日時 �毎月第1木曜日13:30～16:30
場所 �市役所3階協働推進課　費用 �無料
申込 �前日までに協働推進課へ電話、ま
たは直接

市民人材バンク
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
　知識や技能を生かして指導してみま
せんか。特に、外国語の翻訳ができる
人の登録を必要としています。指導レ
ベルは問いません。指導分野につい
て、詳しくはホームページをご覧くだ
さい。また市民活動で指導者が必要な
ときは、市民人材バンクをご利用くだ
さい。

【指導者の登録】
対象 �市民活動に理解があり、特技や知
識を生かして市民に指導していた
だける人（宗教、政治、営利目的
の活動を除く）

【市民人材バンクの利用】
対象 �市内在住・在勤・在学の個人、また
は市内で活動する団体

【登録・利用の申し込み】
　申込書（協働推進課で配布、ホーム
ページからダウンロード可）に必要事
項を記入し、協働推進課へ直接

　年度始めは、多くの人が入学、就職など新しい生活をスタ
ートさせる時期です。不慣れな道を行き交うドライバーや歩
行者などが多くなります。心にゆとりを持った安全運転を心
掛け、交通事故を1件でも減らしていきましょう。4月は業
務中における交通死亡事故の割合が高い月です。事故類型別

心にゆとりを持って安全運転を

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

では出合い頭の事故や追突事故が多発しています。各事業所は業務で車
を運転する人へ注意喚起をお願いします。

※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。

ホームページ

ホームページ
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男女共同参画交流ネットへの
登録団体・グループ募集
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
対象 �次の条件の全てに該当する団体、
グループ（特定の宗教および政治
団体を除く）

①�主に市内在住・在勤・在学の3人以上
で構成
②主に市内で活動
③男女共同参画を推進、実践
④活動実績が1年以上
支援 �団体間の交流機会の提供、みよ
し男女共同参画交流ネット通信
などによる登録団体の紹介、男
女共同参画に関する情報提供、
自主講座に対する講師料の補助
（上限2万円）他

申込 �申込書（協働推進課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、前年度活動
実績と会員名簿を添えて協働推
進課へ直接

男女共同参画審議会委員募集
協働推進課  
☎32-8025��N76-5702
内容 �男女共同参画の推進に関する施
策の審議

期間 �選任日～令和5年3月31日
対象 �次の全てに該当する人
�①男女共同参画について関心がある
②市内在住で18歳以上
③�平日の昼間に開催する審議会に出席
できる（年1回）
④�他の審議会委員、国家公務員および
地方公務員でない
⑤�過去に当審議会の委員となったこと
がない

定員 �2人　選考 �書類選考
報酬 �会議1回につき7,000円
申込 �4月30日（金）までに申込書（様式
自由）に住所、氏名、電話番号、
生年月日、職業、志望理由（簡潔
に記入）を明らかにしてレポート

（1,000字程度。テーマ「私の考え
る男女共同参画」）を添えて協働推
進課へ直接

※申込書およびレポートは返却しませ
ん。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

多文化共生ボランティア
協働推進課
☎32-8025  N76-5702

　さまざまな文化や価値観を認め合う
まちづくりに向けた多文化共生事業に
協力してくださるボランティアを募集
します。
内容 �外国人のための日本語指導、通訳・
翻訳、ホームステイの受け入れ

申込 �登録用紙（協働推進課で配布、ホ
ームぺージからダウンロード可）
に必要事項を記入し、協働推進課
へ直接

市営住宅空室待ち
入居者募集
都市計画課
☎32-8023  N34-4429
場所 �明知住宅（3DK）、福谷住宅（3DK、
2DK、シルバーハウジング）、莇
生住宅（3DK（16戸）改修工事の
ため8月初旬入居開始予定）

対象 �申込日時点および入居順位到来時
点で次の全てに該当する人

①市内在住、または在勤
②市税を滞納していない
③�現に同居、または同居しようとする
親族（内縁関係にある人（婚約者を含
む））がいる

※福谷住宅の2DK、シルバーハウジ
ングは除きます。
④�現に住宅に困窮している
⑤��申込者（同居親族を含む）が暴力団員
でない
※全ての住宅に所得要件があります。
※福谷住宅の2DK、シルバーハウジ
ングは、年齢などの制限があります。
申込 �4月5日（月）～16日（金）9：30～16：
00に申込用紙（都市計画課、サン
ネットで配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、都市計画課へ直接

※入居順位は4月26日（月）11：00に住
宅ごとに抽選を行い決定します。抽選
による入居順位は令和4年3月末日ま
で有効で、空室ができ次第、書類審査
後に入居することができます。

生涯学習推進事業
への補助
生涯学習推進課 サンライブ内
☎34-3111  N34-3114
　生涯学習活動を積極的に推進する団
体、または新たに生涯学習活動を始め
る団体に、生涯学習活動にかかる費用
を補助します。
内容 �次のすべてに該当する団体
①�会則などを有し経理などの機能が確
立している
②�団体の本拠地としての事務所などの
場所および活動場所を市内に有して
いる
③�設立3年以内で継続して同じ活動を
している
④�構成人数が10人以上であり、かつ
構成員の3分の2以上がみよし市在
住である
⑤�政治、宗教または営利活動を目的と
しない

補助 �補助対象経費の2分の1(上限33,7
　　50円)
申込 �申請書（生涯学習推進課で配布、
ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、生涯学
習推進課へ直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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お知らせ
エコエネルギー促進事業補助金
環境課  ☎32-8018��N76-5103
対象 �次の条件を
　　満たす個人、
　　または事業者
①�市内在住、または市内に事務所を有
する事業者
②市税などを滞納していない
③�対象となる住宅用システムを新設、
Z
ゼ ッ チ
EHを新築で購入、低公害車を新
車で購入した人、または自らの事業
用に供する目的で低公害車を新車で
購入した事業者

補助 �次のとおり
【住宅用システム（個人）】
①�太陽光発電システム…システム出力
1kwあたり4万円（上限5kw20万円）
②�燃料電池システム…本体および設置
費の10％（上限15万円）
③�蓄電システム…本体および設置費の
10％（上限15万円）
④�H

ヘ ム ス
EMS…本体および設置費の10％

（上限1万円）
⑤�電気自動車等充給電設備…本体およ
び設置費の10％（上限5万円）
⑥ZEH…定額40万円
※①・③・④、または、①・④・⑤の組み
合わせで同時に申請する場合、定額
15万円を加算します。
※ZEHの補助を申請する場合、加算
制度の対象となりません。
【低公害車（個人・事業者）】
①�燃料電池自動車…車両本体価格の
5%（上限35万円）
②�電気自動車・プラグインハイブリッド
車…車両本体価格の5%（上限15万円）
③超小型電気自動車…上限5万円

【外部給電用コンセント（個人）】
AC100V・1500W以上で、容易に取
り外せない給電コンセント…設置費用
（上限1万円）

申込 �4月1日（木）以降に、申請書（環境
課で配布、ホームページからダウ

※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。

ンロード可）に必要事項を記入し、
添付書類を添えて環境課へ直接

※予算がなくなり次第、受け付けを終
了します。

狂犬病の予防集合注射
環境課  ☎32-8018��N76-5103
　生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬
病の予防注射を毎年4月1日から6月30
日までの間に1回受けさせなければな
りません。市では狂犬病の予防集合注
射を行います。注射当日は、あらかじ
め郵送した登録確認通知書(はがき)に
必要事項を記入して、必ずお持ちくだ
さい。動物病院でも同じ期間内で注射
を受けられます。この場合も登録確認
通知書をお持ちください。
日時 �下表のとおり
日時 時間 場所

4月
12日
（月）

10：00～10：20 西一色ふれあい会館
10：30～10：50 三好下公民館
11：00～11：20 東山児童館
11：30～11：50 新屋児童館
13：00～13：20 明知下公民館
13：35～13：55 打越公民館

4月
13日
（火）

10：00～10：20 三好丘集会所
10：30～10：50 三好丘緑集会所
11：05～11：40 黒笹公民館
13：00～13：35 福谷公民館
13：45～14：05 莇生公民館

費用 �3,500円(狂犬病予防注射代2,950
円、注射済票交付手数料550円)

※犬の新規登録が必要な場合は、別途
3,000円が必要です。
他 �犬が死亡した場合や、飼い主の住
所が変更した場合などは、環境課
へ届け出が必要

犬・猫の避妊去勢手術費補助
環境課  
☎32-8018��N76-5103
対象 �次の全てに該当する人
①�市内在住
②�飼育する犬や猫を開業獣医師により
手術した
③市税などを滞納していない

④�犬については、登録および狂犬病予
防注射を実施している

補助 �犬…避妊手術費の2分の1（上限
5,000円）、去勢手術費の2分の1
（上限3,000円）、猫…避妊手術費
の2分の1（上限4,000円）、去勢
手術費の2分の1（上限2,000円）

申込 �手術実施後180日以内に申請書(環
境課で配布、ホームページからダ
ウンロード可)に必要事項を記入
し、環境課へ直接

緑のカーテン用苗の無料配布
環境課  ☎32-8018��N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　夏の省エネルギーや、地球温暖化防
止策の一環として「緑のカーテン設置
事業」を実施しています。今年は、ゴ
ーヤの苗2株、きゅうりの苗2株、小
玉すいかの苗2株を配布します。ぜひ
お申し込みください。
日時 �5月9日（日）9：00～10：00
場所 �市役所正面駐車場
対象 �市内在住で成長記録および写真を
提出できる人

定員 �先着で150世帯
申込 �4月12日（月）～5月7日（金）に環境
課へ電話、メール、ファクスまた
は直接

消費生活相談
産業課  ☎32-8015  N34-4189
　通信販売のトラブルや架空請求、送
りつけ商法などの悪質商法や商品に関
する消費生活上のトラブルに、専門の
相談員が相談に応じます。
日時 �月・水曜日9：00～12：00、木・金
曜日13：30～16：30

場所 �市役所4階相談室11　費用 �無料
相談 �産業課へ電話、または直接

個人ページ 事業者ページ

ホームページ
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農業支援ボランティアの募集
産業課  
☎32-8015��N34-4189

　農繁期などに農作業の手助けを必要
とする農家に対し、農業支援をしてい
ただけるボランティアと、ボランティ
アの受け入れ農家を募集します。
内容 ��土作り、種まき、植え付け、施
肥、草取り、収穫、販売補助など

時間 ��8：00～17：00頃の間（ボランティ
アと受け入れ農家で決定）

対象 �ボランティア…18歳以上で農業
に興味がある健康な人（20歳未満
は保護者の同意が必要）、受け入
れ農家（法人含む）…市内に10a以
上の農地を持ち自ら農業を営ん
でいる農家

申込 �申請書（産業課で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）に必要
事項を記入し、産業課へ直接

鳥獣被害防止対策事業
補助金
産業課 
☎32-8015  N34-4189
　市内で農業を営む人を対象に鳥獣被
害防止対策のための資材購入に対して
補助金を交付します。
対象 �市税を滞納していない、市内で農
業を営む人、または農業者団体
(共同で鳥獣被害防止施設を設置
する3戸以上の農業者、農地所有
適格法人および認定農業者）で次
の全てに該当する対象物を購入予
定の人

【対象物】
①令和3年4月1日以降に購入
②市内の農業振興地域内の農地に設置
③�鳥獣類の農地への侵入防止を目的
に設置する資材(電気柵、ワイヤー

メッシュ柵、鳥侵入防止網など)
補助 �補助対象経費の2分の1（上限5万
円(農業者団体は15万円)）

申込 �資材購入前に、交付申請書（産業課
で配布、ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入し、設
置場所の位置図、購入資材の見積
書、構成員名簿(農業者団体が共
同で設置する場合)を添付し、産
業課へ直接

農畜産資源を活用した
6次産業化の補助金　
産業課 
☎32-8015  N34-4189
　6次産業化を推進するため、新商品
開発や販路開拓の事業計画を募集•選
考し、採用された事業に補助金を交付
します。
対象 �市税などを滞納していない、市内
在住の農業者または市内に事務所
がある中小企業者

【対象事業】
　令和3年度中に完了する次のいずれ
かに該当する事業
①�新商品開発事業…新商品、新サービ
スなどの研究•開発を行う
②�販路開拓事業…開発した新商品、新
サービスまたは農業者が自ら生産し
た農畜産資源の販路拡大のために行
う展示会への出展など

補助 �①10万円以上50万円以内（補助
率2分の1以内）、②5万円以上20
万円以内（補助率2分の1以内）

申込 �事業計画書（産業課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、産業課へ直接

ジョブサポートみよしの相談
ジョブサポートみよし　ふれあい交流
館内  ☎33-1860  N32-8222
　ジョブサポートみよしでは、さまざ
まな相談を行っています。お気軽にお
越しください。
内容 �①就労相談…全国のハローワーク
の求人情報の検索や職業に関す

る相談など、②若者のための職
業相談、③巡回労働相談…職場
や仕事についての困りごと相談

日時 �①平日9：00～17：00、②毎月第
2火曜日9：00～、10：00～、11：
00～、毎月第4火曜日13：00～、
14：00～、15：00～、③毎月第2
火曜日13：00～、14：00～、15：
00～

場所 �ふれあい交流館1階
対象 �①・③どなたでも可、②15～49
歳の若者とその家族　

申込 �①不要。会場へ直接、②・③前日ま
でにジョブサポートみよしへ電話

学校ボランティアの募集
学校教育課　
☎32-8026��N34-4379
{gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

【学校安全ボランティア】
　子どもたちが事件や事故に巻き込ま
れることなく安心して過ごせるよう、
各小学校の安全対策活動に協力してい
ただける人を募集します。
内容 ��登下校時のパトロール、各ポイン
トや軒先での声掛け活動など

期間 ��4月～令和4年3月の活動できる日
申込 �4月1日(木)以降に申込用紙（学校
教育課、各小学校で配布）に必要
事項を記入し、各小学校へ直接

【学校支援ボランティア】
　児童生徒の教育活動や支援の充実、
円滑な学校運営の推進を図るために活
動していただける人を募集します。
内容 ��授業補助、部活動補助、図書室
補助、読み聞かせ・読み語り、学
校生活に関わることなど

申込 �登録票（学校教育課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、学校教育課
へメール、または直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ



28 広報みよし　2021年 4月号

お知らせ
狭あい道路
拡幅整備の補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429
　住宅が密集し道路幅員が狭く、災害
時などに緊急車両の円滑な通行ができ
ないなどの事態を解消し、安心･安全
なまちづくりを推進することを目的
に、補助金を交付します。
内容 �次のとおり
①�建築行為に伴い道路後退用地を寄付
する場合に、㋐後退道路用地確定に
伴う測量および分筆登記費用・㋑後
退用地内にあるフェンスおよび塀な
どの撤去費用の一部を補助
②�すみ切り用地を寄付した場合に、奨
励金を交付

補助 �次のとおり
�㋐1件あたり上限70万円
㋑間口1ｍあたり1万円（上限10万円）
②�固定資産税評価額を敷地面積で割り
返した1㎡あたりの額に、すみ切り
用地の面積を掛けた額の2分の1

申込 �申請書（道路河川課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、道路河川課へ
直接

雨水貯留タンク
設置事業補助金
道路河川課  
☎32-8020  N34-4429
　雨水の有効活用を図ることで、河川
などへの急激な雨水の流出を抑制し、
洪水や浸水被害を軽減することを目的
に、家庭用の雨水貯留タンク（地上据置
型、貯水容量100リットル以上の市販
されている未使用品）の設置に補助金を
交付します。
対象 �市内在住で市税の滞納がなく、住
宅（店舗などとの併用住宅を含
む）に雨水貯留タンクを設置する
人（補助は、当該年度につき1世

帯当たり1基まで）
補助 �雨水貯留タンク設置に係る材料
費・工事費の2分の1（1,000円未
満切り捨て、上限2万円）

申込 �購入前に、申請書（道路河川課で配
布、ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、道路河
川課へ直接

※事業完了後15日以内、または当該年
度の3月15日のいずれか早い日までに、
事業実績報告書の提出が必要です。

審議会・協議会委員の募集
長寿介護課  ☎32-8009��N34-3388
内容 �次のとおり
①�みよし市介護保険運営審議会委員…
介護保険事業計画の見直しに関する
調査および審議
②�みよし市地域包括支援センター運
営協議会委員…センターの設置、廃
止、運営に関する事項などの調査お
よび審議
③�みよし市地域密着型サービス運営審
議会委員…地域密着型サービス事業
者および地域密着型介護予防サービ
ス事業者の指定など、地域密着型サ
ービスに関する調査および審議
※①・②・③は兼任です。
期間 �委嘱日～令和6年5月31日
対象 �次の全てに該当する人
�①介護保険制度について関心がある
②市内在住で20歳以上
③�平日の昼間に開催する会議に出席
できる（令和3年度2回、令和4年度
2回、令和5年度5回の予定、1回当
たり約1時間30分）
※各会議は同日に開催されます。
④�国家公務員、地方公務員、および市
議会議員でない
⑤�過去に当審議会の委員となったこと
がない

定員 �2人　選考 �書類選考
報酬 �会議1回につき7,000円
申込 �4月20日（火）までに申込書（様式自
由）に住所、氏名、電話番号、生年
月日、職業、志望理由（簡潔に記

入）を明らかにしてレポート（1,000
字程度。テーマ「介護保険制度につ
いて」）を添えて長寿介護課へ直接

※申込書およびレポートは返却しませ
ん。
※応募人数が募集人数に満たない場合
でも、選考基準に達していない場合は
採用しないことがあります。

避難行動要支援者名簿
への登録
福祉課
☎32-8010  N34-3388
　災害が発生したときに、自分の力や
家族の介助だけでは避難することが難
しい人の名簿を作成し、災害時には地
域の皆さんの力をお借りして、迅速な
避難を支援できる仕組みづくりをして
います。
対象 �次のいずれかに該当する人で名簿
に未登録の人（自宅で生活してい
る人に限る）

①�身体障がい者手帳を持っている（肢
体不自由の障がい1～3級、または
視覚・聴覚障がい1、2級）
②療育手帳を持っている（A判定）
③�介護保険の要介護認定を受けている
（要介護3～5）
④難病患者で自ら避難することが困難
⑤上記以外で名簿への登録を希望する
申込 �登録同意書（福祉課で配布、ホー
ムページからダウンロード可）に
必要事項を記入して、福祉課へ郵
送または直接

緑化補助制度　
公園緑地課  
☎32-8024 �N34-4189
　都市緑化と都市環境の改善を目的に
市内の民有地の建物・敷地に行う緑化
や、市内の公有地で住民団体が行う植
栽などの活動にかかる費用を補助しま
す。着手前に申請書類の提出が必要
で、着手後の申請は受け付けできませ
ん。詳しくはホームページをご覧くだ
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。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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譲ります・譲ってください
環境課  ☎32-8018  N76-5103
●譲ります　保育園のスモック、大人
用パンツ・オムツ・パッド（すべて未使
用）、介護用シャワーチェア、浴槽用
すべり止めマット
●譲ってください　ガソリン式ミニ耕
運機、保育園のスモック・体操服

【譲りたい場合】
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

【譲ってほしい場合】
　4月5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
※登録期間は3カ月です。

シルバー人材センター入会説明会
シルバー人材センター  
☎34-1988��N34-2831

内容 �事業について、入会の要件、登
録手続きの進め方など

日時 �①4月～9月の毎月第３水曜日14：
00から1時間程度、②4月・6月・8
月の第4水曜日14：00から1時間
程度

場所 �①生きがいセンター「太陽の家」、
②ビジターセンター（カリヨンハ
ウス内）

対象 �市内在住で60歳以上の、健康で
働く意欲のある人

申込 �不要。開催日に会場へ直接

社会福祉協議会会員募集
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588��N34-5860　
　社会福祉協議会（以下「社協」）は、地域
の福祉を推進するため社協事業に賛同い
ただける、会員を募集しています。社協
は、地域と密着して社会福祉活動を推
進する営利を目的としない民間組織で
す。行政区を通じ、全世帯を対象に会
員募集の案内をさせていただきますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

愛知中部水道企業団土地売払い
愛知中部水道企業団
管財検査課
☎38-0149
　企業団が所有する土地を売り払いし
ます。詳しくはホームページをご覧く
ださい。
場所 �みよし市東山台28-5（実測地積
1,679.9ｍ2）

催し・講座
春期日本語ボランティア入門講座
協働推進課  ☎32-8025��N76-5702
　日本語を指導するボランティアにな
りませんか。
日時 �5月8日～7月3日の毎週土曜日（5

月22日、6月19日を除く）13：00
～14：30（全7回）

場所 �市民活動センター1階多目的室2
対象 �講座終了後、市が主催する日本語
教室でのボランティア活動に参加
してみたい人

※外国語能力は問いません。
定員 �先着で6人　費用 �無料　
申込 �4月23日（金）までに協働推進課へ
電話、または直接

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎課程）
福祉課  ☎32-8010��N34-3388

　聴覚障がいのある人の生活に関する
知識と、日常生活での初歩的なコミュ
ニケーション支援が行える手話技術の
習得を目指します。
日時 �入門課程…5月12日～9月15日の
水曜日10：00～12：00（全19回）、
基礎課程…9月22日～3月23日の
水曜日10：00～12：00（全24回）

場所 �サンライブ多目的室（予定）
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上
定員 �各20人（定員を超えた場合、受講
理由を基に選考）

費用 �無料（テキスト代3,300円が別途
必要）

申込 �４月16日（金）までに申込用紙（福
祉課で配布）に必要事項を記入
し、福祉課へ直接

　　有料広告

ホームページ
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催し・講座
シルバー直売会
シルバー人材センター
☎34-1988��N34-2831

　シルバー人材センターでは、年に7
回直売会を開催しています。四季折々
の草花や手作りの木工製品を販売しま
す。ぜひお越しください。
日時 �4月15日(木)、5月14日（金）、6
月15日（火）9：00～15：30

場所  生きがいセンター「太陽の家」

衣類リフォーム教室
尾三衛生組合エコサイクルプラザ
☎0561-38-2229
内容 �ゆかたを使った夏のパンツ作り
日時 �4月22日（木）13：30～15：30
場所 �尾三衛生組合エコサイクルプラザ
定員 �20人　費用 �500円　託児 �あり
申込 �4月11日（日）までに尾三衛生組合
エコサイクルプラザへ電話

史跡八橋かきつばたまつり
知立市観光協会  ☎0566-83-1111

　「伊勢物語」の昔から、人々を魅了し
てきた八橋のかきつばたを堪能しませ
んか。観光ガイドボランティアによる
案内や、夜間照明を行います。
日時 �4月25日（日）～5月20日（木）（夜間
照明は日没後～20：00）

場所 �八橋かきつばた園（知立市八
やつはし
橋町

寺
じ な い
内61-1、名鉄三河八橋駅から

徒歩8分）
他 �駐車場料金300円（有料日は5月2
日～5日・8日・９日・16日）

健康・福祉
介護サービス事業所の開所
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　みよし市第7期高齢者福祉計画兼介
護保険事業計画に基づいて市が指定し

た「認知症高齢者グループホーム（認知
症対応型共同生活介護）」と「地域密着
型特別養護老人ホーム（地域密着型介
護福祉施設入所者生活介護）」が次のと
おり開所します。
内容 �①認知症高齢者グループホーム、
②地域密着型特別養護老人ホーム

日時 �4月1日（木）から
場所 �きらめきみよし（西一色町神田80）
対象 �①市内在住で要支援2以上の認定
者、②市内在住で要介護3以上の
認定者

定員 �①18人、②29人
※利用料金など詳しくは施設へ電話
（☎56-3552）してください。

認知症介護家族交流会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、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。
内容 �介護者交流会
日時 �4月23日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
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。

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

4月22日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人
翔寿会ケアハ
ウス寿睦苑（福
谷町寺田4）

無料
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

若年の認知症カフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カフェ
afe

参加者同士の談話、音楽
との触れ合いなど

4月8日（木）・18日（日）・
28日（水）13：30～16：
00

三好丘旭1-4-8 100円
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

にこにこサロン
参加者同士の談話、薬剤
師や社会福祉士などによ
る相談

4月8日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座
室兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包括
支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房

参加者同士の談話、保健
師や社会福祉士などによ
る相談（参加希望者はみ
なよし地域包括支援セン
ターまで電話）

4月27日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議
室2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

4月の認知症カフェ

※内容は変更となる場合があります。

　認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催していま
す。認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。
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社会福祉協議会からのお知らせ
社会福祉協議会  福祉センター内
☎34-1588  N34-5860

【高齢者運転免許自主返納支援】

対象 �次の全てに該当する人
①�自主返納申請時に65歳以上
②�自主返納申請時に運転免許証に記載
の住所がみよし市
③�自主返納を申請した日から1年以内
④�公安委員会へ運転免許の取り消し通
知書の交付を申請し、交付されてい
る

補助 �交通系ICカード1枚（3,000円）、さ

んさんバス回数券（2,000円分）
申込 �運転免許の取り消し通知書の写し
を持って、社会福祉協議会へ直接

【地域福祉活動助成】
　法人格を持たない任意の団体または
特定非営利活動法人が市民と連携し取
り組む地域福祉活動を支援します。
※営利活動、政治や宗教などと連動す
る事業などは対象外です。
補助 �初回申請…団体15万円以内、年
間5団体まで、継続申請…2年目
以降1団体10万円以内(継続申請
の限度は4年)

【ガソリン助成】
対象 �次の全てに該当する人
①市内在住
②�身体障がい者手帳の等級区分1～2
級の下肢障がいがある
③�運転免許証を所有し、当該者名義の

自家用車を所有・使用する
補助 �年額5,000円
申込 �障がい者手帳・免許証・車検証の写
し、住民票（初回申請者のみ）を持
って、社会福祉協議会へ直接

【録音物・点字物の郵送・貸し出し】

　視覚障がいのある人に、社協だよ
り、広報みよしなどを録音したCDや
点字点訳書をお届けします。
申込 �社会福祉協議会へ直接

子育て
親子ルームの参加受け付け 子育て総合支援センター  ☎34-0500  N34-0501

時間 �10：00～11：00
対象 �市内在住の未就園児とその保護者。各ルームの対象は次のとおり
●�あかちゃんルーム…令和2年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�ぴよちゃんルーム…平成31年4月2日以降に生まれた子とその保護者
●�わくわくルーム…平成31年4月1日以前に生まれた子とその保護者
定員 �表のとおり　費用 �各ルームとも1回1人15円（傷害保険料）
申込 �4月13日（火）10：00～14：00に希望する支援センター・保育園へ直接

�みなよし…みなよし地区子育て支援センター（打越保育園内）
なかよし…なかよし地区子育て支援センター（子育て総合支援センター内）
きたよし…きたよし地区子育て支援センター（莇生保育園内）

三好丘…三好丘地区子育て支援センター（みどり保育園内）
黒笹…黒笹地区子育て支援センター（黒笹保育園内）
天王…天王保育園

親子で遊びながら、
友だちをつくりませんか？
子育てを一緒に楽しみましょう！

※1…9：30～10：30、11：00～12：00、※2…9：45～10：45、11：00～12：00の2教室実施します。

開催日 場所 定員

第1火曜日

なかよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

みなよし※1 各10組

第2火曜日

なかよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

黒笹※2 各7組

第3火曜日 三好丘（第1
子のみ対象） 10組

● あかちゃんルーム
開催日 場所 定員

第1水曜日

なかよし 15組

みなよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

第2水曜日

なかよし 15組

黒笹 15組

きたよし※1 各5組

第3水曜日
天王 15組

三好丘 10組

● ぴよちゃんルーム
開催日 場所 定員

第1木曜日

なかよし 15組

三好丘 10組

きたよし※1 各5組

第2木曜日
黒笹 15組

きたよし※1 各5組

第3木曜日

天王 15組

みなよし 15組

三好丘 10組

● わくわくルーム
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子育て
放課後児童クラブの支援員募集
子育て支援課  ☎32-8034  N34-4379
　市では放課後児童クラブの運営を民
間事業所に委託しています。詳しくは、
各事業所へお問い合わせください。
申込 �次の事業所へ電話
●株式会社明日葉（☎052-746-9231）

クラブ名 場所
北部児童クラブ 北部児童クラブ
天王児童クラブ 天王児童クラブ
三好丘児童クラブ 三好丘小学校
緑丘児童クラブ 緑丘小学校

●�シダックス大新東ヒューマンサービ
ス株式会社（☎0574-23-1041）

クラブ名 場所
中部児童クラブ 中部児童クラブ
南部児童クラブ 南部小学校
三吉児童クラブ 三吉児童クラブ
黒笹児童クラブ 黒笹小学校

スポーツ
スポーツ大会出場選手激励金
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　全国大会・世界大会に出場
する選手および団体に出場激励金を支

給します。
対象 �4月1日～令和4年3月31日に全国
大会・世界大会に出場する、市内
在住・在学の選手および団体

申込 �大会などの開催前日までに交付申
請書（スポーツ課で配布、ホームペ
ージからダウンロード可）に必要事
項を記入し、予選大会の開催要
項、結果資料、大会の内容がわか
る資料、出場登録を証する資料を
添えてスポーツ課へ郵送（〒470-
0224�三好町池ノ原1）、または直接

※交付対象となる大会などについて、
詳しくはホームページの交付要綱でご
確認ください。

※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。

　前期スポーツ教室の参加者を募集します。新たに成人スポーツ教室が始まります。
場所 �総合体育館　対象 �市内在住・在勤・在学・在園の人

教室名 日時 内容 対象 定員 受講料 ②

幼児の親子
体操教室

6月2日～30日の水曜日10：
00～11：30 親子で一緒にでき

る軽運動、親のス
トレッチ運動

平成29年4月2日～平
成31年4月1日生まれ
の幼児とその保護者

23組
1組

1,550円7月7日～8月4日の水曜日10：
00～11：30 23組

幼児体育
教室

6月2日～7月7日（6月9日 を
除く）の水曜日①15：00～
15：45、②16：00～16：45 ボール・とび箱・マッ

ト・鉄棒・大縄跳びで
楽しく運動する

①�平成28年4月2日～
平成29年4月1日生
まれの幼児
②�平成27年4月2日～
平成28年4月1日生
まれの幼児

各33人

1,350円
7月14日～8月11日の水曜日
①15：00～15：45、②16：00
～16：45

各33人

スタンツ
教室

5月22日～7月17日（6月12
日・26日、7月3日・10日を除
く）の土曜日13：30～15：00 とび箱・マットで楽

しく運動する 小学1～3年生

20人

900円
7月24日～8月28日（8月7
日を除く）の土曜日13：30～
15：00

20人

成人スポーツ
教室

6月4日～7月2日の金曜日19：
30～20：30 ボクシングエクサ

サイズで身体を動
かす

平成11年4月1日以前
に生まれた人

10人

2,620円
7月9日～8月13日（7月30
日を除く）の金曜日19：30～
20：30

10人

ホームページ

令和3年度前期スポーツ教室　スポーツ課  総合体育館内  ☎32-8027  N34-6030

申込 �4月30日(金)までに次のいずれか
①�申込用紙（スポーツ課、市役所2階教育委員会、サンネットで配布、ホームページ
からダウンロード可)に必要事項を記入し、スポーツ課へ郵送（〒470-0224�三好

▲�幼児の親子体操教室

町池ノ原1）（必着）、ファクス、直接、または市役所2階教育委員会、サ
ンネットへ直接
②あいち電子申請・届出システムで必要事項を入力（下図右参照）

ホームページ
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スポーツイベント
ボランティア
スポーツ課  総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　体育祭やマラソン駅伝大会など、市
内のスポーツイベントにボランティア
として参加してみませんか。
内容 �会場設営、交通整理、調理接待、運
営補助、受け付け、アナウンスなど

申込 �登録用紙（ホームページでダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
スポーツ課へメール、ファクス、
または直接

テニス協会の教室・大会
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
{i-nagayama@tim.hi-ho.ne.jp

【前期硬式テニス教室】
内容①初心者クラス、②初級者クラス
日時 �5月11日～6月29日までの毎週火
曜日19：00～21：00（全8回）

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学の①初心者、
②初級者

定員 �先着で各15人　費用 �7,000円
申込 �4月11日（日）9：00以降にテニス
協会へメール、または総合体育館
へ直接

【テニス選手権シングルステニス大会】
部門 �男子の部、女子の部
日時 �6月5日（土）9：00～（予備日12日
（土））

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学、またはテニ
ス協会登録者

費用 �1,000円（本年度協会未登録者は
会費500円が別途必要）

申込 �4月25日（日）までにテニス協会へ
メール、または総合体育館へ直接

ソフトテニス連盟の教室・大会
ソフトテニス連盟  林

はやし
幸

さちお
男さん

☎090-3482-5556
【アウトドアソフトテニス教室】

日時 �4月6日～10月26日までの毎週火
曜日19：00～21：00

場所三好公園テニスコート
対象 �市内在住・在勤・在学��費用 �100円
申込 �不要、会場へ直接

【市長杯ソフトテニス大会】
部門 �①中学生の部、②一般の部
日時 �①5月8日（土）、②5月9日（日）9：
00～

場所三好公園テニスコート
費用 �1人500円（高校生以下100円）
申込 �4月23日（金）までに総合体育館へ
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
内容 �スクールバス添乗員

勤務 �①7：35～9：05、②14：35～16：
05の計3時間、①・②のどちらか
だけも可

期間 �4月～令和4年3月（応相談）
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 �数名　選考 �面接
申込 �随時、三好特別支援学校へ電話

伝言板
三好ネコの会「ネコの譲渡会」
内容 �三好ネコの会PR、ネコの里親探し
日時 �4月4日（日）10：00～15：00
場所 �カリヨンハウスイベント広場
対象 �県内在住でネコを家族の一員とし
て最後まで飼うことができる人

申込不要。会場へ直接
問合 �銅

ど う き
城みえ子

こ
さんへ電話（☎090-

7618-1659）

新規市民農園の利用者募集
　NPO法人みよし協働農園
の会が運営する農園で野菜作
りをはじめませんか。随時、
現地での説明を受け付けています。お
気軽にご連絡ください。
内容 �1区画30㎡（5×6m）
募集 �30区画　場所 �打越町石坂地内
費用 �年額1区画6,000円、2区画8,000
円、3区画10,000円

申込 �加
かとう
藤憲
さとる
さん（☎080-6903-5361）、

または長
ながお
尾邦
くにまつ
松さん（☎090-2137-

8587）へ電話

    4 木
火

   1
    4

2021

　　有料広告

ホームページ

ホームページ



5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（休館日を除く）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 10日（月）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 14日（金）13：30～16：30 市役所2階202会議室 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）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）

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

障がい者面接相談
（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）☎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階ふくしの窓口 必要（前日まで）☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談 平日8：30～17：00

市役所1階長寿介護課

不要

☎32-8009
きたよし地域包括支援センター
（ケアハウス寿睦苑内） ☎33-0791

なかよし地域包括支援センター
（福祉センター内）� ☎34-6811

みなよし地域包括支援センター
（みよし市民病院内） ☎33-3502

成年後見相談 ①平日8：30～17：00、②12日（水）
13：00～17：00

①成年後見支援センター（福祉
センター内）、②おかよし交流
センター

必要（前日まで）成年後見支援センター☎41-8063

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 ☎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（水曜日を除く） 市役所2階子育て支援課 不要 ☎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）☎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 ☎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 6日・20日の木曜日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）☎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

必要 ☎0566-21-9338
夜間エイズ検査 17日（月）18：00～19：00 不要

☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査
11日の火曜日9：00～11：00骨髄バンクドナー登録 必要

精神科医による相談 17日（月）14：00～16：00 衣浦東部保健所 必要 ☎0566-21-933727日（木）14：00～16：00 衣浦東部保健所安城保健分室 必要
検便・水質検査 毎週火曜日（4日を除く）9：00～11：30 衣浦東部保健所みよし駐在 水質検査は要予約 ☎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特に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：2,308人　市人口に占める割合：3.7%（令和３年3月1日現在）

（日本語の記事は裏表紙参照）
新
しんがた

型コロナウイルスワクチン接
せっしゅ

種について

Sobre a vacinação contra o Novo Corona 
Vírus
Setor de Promoção da Saúde, Escritório de Promoção da 
Vacina do Corona Vírus (dentro do Centro de Saúde)
☎0561-34-5311��N0561-34-5969
Com relação à vacinação, a previsão é conforme abaixo:
▶Alvo＝Cidadãos de Miyoshi (Como regra geral, quem 
possui endereço registrado)
▶Taxa de Vacinação＝Gratuito
▶Forma de Vacinação＝
Pessoas com mais de 65 anos e pessoas com prioridade de 
vacinação：Vacinação INDIVIDUAL feita numa instituição 
médica contratada pela prefeitura ou no médico que 
costuma ir dentro cidade de Miyoshi
Pessoas com idade entre 16 à 64：anos Vacinação 
COLETIVA feita numa instalação pública
※As instituições médicas e instalações públicas onde poderá 
realizar a vacinação e também o método de reserva será 
enviado juntamente com o cupom de vacinação.
※Os detalhes sobre a programação do inicio da vacinação 
serão informados assim que forem decididos.

Health Care Div., Novel Coronavirus Vaccination Office 
(within the Health Center)
☎0561-34-5311�� N0561-34-5969
Miyoshi City’s Novel Coronavirus Vaccination is now beginning 
efforts for a Novel Coronavirus Vaccination program. Please see 
below for information on plans for the vaccination program.
▶Persons eligible for vaccination＝Citizens of Miyoshi City (in 
principle, anyone who has a certificate of residence (“Juminhyo”)
▶Vaccination fee＝The vaccination is free of charge
▶Vaccination procedures＝
For citizens 65 or older and citizens granted priority：vaccinations 
will be given individually at a medical institution that is within 
Miyoshi city limits and has been subcontracted to provide 
vaccinations, so if there is a doctor you normally see at one of 
these facilities, you can be vaccinated there.
For citizens aged 16 – 64：group vaccinations will be carried out 
at a public facility 
*A vaccination card will be sent to you along with a notification 
about vaccination locations (which medical institutions or public 
facilities) and how to make a reservation for the vaccination.
*Details of the vaccination schedule will be announced as soon as 
they are determined.

Novel Coronavirus Vaccination

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

　特選を受賞した2020年8月号は、全国広 ▲2020年8月号 ▲2020年10月号

今、繋
つ な

がる。
～伝統芸能 棒の手～

伝統芸能――――――伝統芸能――――――

この地に暮らし　この地を守りこの地に暮らし　この地を守り

この地を愛した人々がこの地を愛した人々が

私たちに遺したもの。私たちに遺したもの。

どうか、知ってほしい。どうか、知ってほしい。

その熱を。輝きを。その熱を。輝きを。

そして、受け継がれる思いをそして、受け継がれる思いを――――――――――――

　みよしには、多くの文化財や遺跡、郷土芸能があります。
　今回の特集では、約400年前から受け継がれてきた伝統芸能「棒
の手」の歴史と、それに関わる人々の思いに触れます。

写  真  昨年度の大提灯まつりで披露された棒の手

2 広報みよし　2020年 8月号 3

令和2年度愛知県広報コンクールにおいて、広報みよしが受賞しました！
   受賞内容
①広報紙部門　市部
　賞：特選（応募19点中、1点。1位に相当）　
　作品：2020年8月号
②広報写真の部　一枚写真
　賞：入選（応募47点中、2点）　
　作品：2020年10月号　表紙写真

Miyoshi
みよし広

報

みなさんと市政を結ぶホットライン

city magazine

10No.1207

2020

今月号の表紙
　9月6日、保田ケ池でカヌー
ポロ交流会が行われました。
水しぶきを上げながらボール
を追いかける選手たち。

▪我が家de食育･･･15　　▪保健ガイド･･･18　　▪みよしインフォメーション･･･20

市政ニュース
▶令和3年度がんばる地域補助金� 10
▶�パブリックコメント��さんさんバス路線等再編に向けての基
本方針� 11

▶令和2年度私立高等学校などの授業料の一部補助� 11

特 集 絆 ～みよし市・士別市友好都市締結20周年～

記
後
集

編

報コンクールに出品されます。これからも、皆さんとともによりよい広報みよしを作っていきたいと
思っていますので、ご協力、そしてご愛読をよろしくお願いいたします。
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新型コロナウイルスワクチン接種について

16歳以上で、接種を希望する人（接種時にみよ
し市民である人）

対象

事前予約による個別接種または集団接種方法

　市民の皆さんを対象としたワクチン接種を65歳以上の人（昭和32年4月1日以前に生まれた人）か
ら順に開始します。接種開始スケジュールなどは内容が変更となる場合があります。

４月 ５月 6月 7月 8月

▶高齢者施設入所者接種高齢者施設入所者接種65歳以上の人

　ワクチン接種は、ご本人の接種意思に基づいて実施されます。事前に予
防接種による感染症予防の効果と副反応リスクを確認し、不確かな情報に
惑わされずに接種を希望するかご検討ください。

ワクチン接種にかかる費用を請求することはありません

県内でワクチン接種に関連した特殊詐欺につながる不審な電話が確認されています。ワクチン接種は全額公費のた
め無料で接種できます。予約にも費用はかかりません。不審な電話を受けたときは、警察署に相談してください。

新型コロナワクチン接種推進室　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

ホームページ

個別接種…市内受託医療機関
集団接種…おかよし交流センター、保健センター

会場

費用 無料
回数 2回　

※一定の間隔を空ける必要があります。

【ワクチン接種に関する一般的なこと（接種会場、接種日、接種券など）】

※3月22日現在

みよし市新型コロナワクチン接種予約・問合せセンター　☎ 0570-03-5675　【平日のみ】9：00～17：00
【ワクチン接種の効果や副反応などに関すること】
　愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口　☎ 052-954-6272　【毎日】9：00～17：30

●夜間・休日専用窓口　☎ 052-856-0315　【平日】17：30～翌朝9：00
【土・日曜日、祝日】24時間

接種開始までのお願い

上記以外の人

16～64歳で基礎疾
患のある人

接種券
4月下旬以
降発送予定 ▶接　種接　種

▶接　種接　種

▶接　種接　種

接種券
6月発送予定

接種券
6月発送予定

問い合わせ一覧 ※各医療機関への直接の問い合わせは控えてください。

ホームページ

発行／愛知県みよし市　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
ホームページ http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/
声の広報のご要望は、広報情報課へご連絡ください。みよし市ホームページ

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
●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 ４月5日（月）、5月10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

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。
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