
4 広報みよし　2021年 2月号

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

  認知症初期集中支援チームがサポートします
　みなよし地区地域包括支援センター　市民病院内　☎33-3502　N33-3501

対象者の住所地にある地域包括支援センター（下表参
照）へ電話

医師（認知症サポート医）、保健師、
看護師、薬剤師、理学療法士、作業
療法士、社会福祉士、精神保健福祉
士、相談支援専門員

チームメンバー

市内在宅の40歳以上で、認知症状や専門病院の受診
などで困っている本人またはその家族

　市には、認知症の人・認知症の疑いがある人・そのご家族を支援する「認知症初期集中支援チーム」がありま
す。「認知症かも」と思ったら、まずはお住まいの地域の『地域包括支援センター』へご相談ください。家庭訪
問や医療機関との調整、家族のサポートなど、支援チームが必要に応じて支援します。

「様子がおかしい…。 認知症かも？」

そう思ったら、 まず地域包括支援センターへ相談を

① 地域包括支援センターへ
電話または直接

② 認知症初期集中支援チーム
　　　　　がサポート開始

相談対象者

相談方法

住所地（学区） 相談先 電話番号

南中学校区 みなよし地区地域包括支援センター
（三好町八和田山15（市民病院内）） ☎33-3502

三好中学校区 なかよし地区地域包括支援センター
（三好町陣取山39-5（福祉センター内）） ☎34-6811

北中学校区・
三好丘中学校区

きたよし地区地域包括支援センター
（福谷町寺田4（ケアハウス寿睦苑内）） ☎33-0791

【地域包括支援センター一覧】

　支援チームの一員として活動して5年になりま
す。訪問看護師としてご自宅へ訪問し、直接のサ
ポートはもちろん、介護サービスや医師との橋渡し
役などをさせていただいています。
　私自身、認知症ではありませんでしたが数年前に
父を自宅で介護していたときがあり、「自宅で支え
る家族はこんなに不安な気持ちなんだ」と知りまし
た。それ以降、より一層「ご本人はもちろん、ご家

　訪問看護師として認知症初期集中支援チーム（以下支援チーム）で活動している
足
あだち
立久

く み こ
美子看護師から、皆さんへのメッセージをお届けします。

匿名でも、 電話でも構いません。

まずはお話を聞かせてください。

族の不安を少しでも軽くしたい」という気持ちで活
動しています。
　「もし相談して認知症じゃなかったら…」「認知症
状っぽいけど、まだ相談するほどでもないよな」そ
う思っている方もいるかもしれません。しかし認知
症は、早期発見・早期対応が大切です。まずは電話
だけ、匿名でも構いません。お話を聞かせてくださ
いね。
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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

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）

令和3年3月31日（水）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て、下

　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を補助しています。

補助対象となる装置
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）

  後付け安全運転支援装置の設置費用を補助します　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

●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いない

手続きの流れ

①��後付け安全運転支援
装置設置販売証明書・
領収書（レシート）

対象者

補助金額

申し込み

【必要書類】
□後付け安全運転支援装置設置販売証明書
□�設置購入費の支払いが確認できる書類（レシートまたは
領収書の写し）
□運転免許証の写し
□車検証の写し

ホームページ

みよし市

申請者

設置販売事業者

③�交付決定通知書を
送付
④�補助金支払い
　（口座振り込み）

②�交付申請書兼
実績報告書・
必要書類提出

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 4期�3月1日
国民健康保険税（普）

8期�3月1日後期高齢者医療保険料（普）
介護保険料（普）

市税などの納期

人口�����61,277人（ー5人）
男性�����31,437人（ー11人）
女性�����29,840人（＋6人）
世帯数��24,688世帯（＋16世帯）
　　　　　　　　　※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和3年1月1日現在）

記の必要書類を添えて、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。
※予算の範囲を超えた場合、受け付けできない場合が
あります。
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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

  災害時等におけるハイブリッドカーによる電力供給に関する協定締結
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　12月22日、災害時等におけるハイブリッドカーによる電力供給に関す
る協定締結式が行われ、小

お の だ

野田賢
けん

治
じ

市長と原田車両設計株式会社代表取締
役の原

は ら だ

田久
ひさみつ

光さんが協定書に署名しました。この協定は、災害による停電
時に原田車両設計株式会社の外部給電装置付きハイブリッドカーによる電
力供給を可能とするものです。その車両を各広域避難所に配備することで
避難所でさまざまな電化製品などが使用でき、避難者の安心につながるこ
とが期待されます。

▲�左から小野田賢治市長、原田久光さん

　この地域では、近い将来南海トラフ地震による甚大な被
害の発生が危惧されており、また近年頻発する集中豪雨や
台風の巨大化などによる風水害・土砂災害などの激甚化が
懸念されています。このような状況の中、いかなる大規模
自然災害が発生しても機能不全に陥らず、いつまでも元気
であり続けられる「強靭な地域」をつくりあげるため、本市
の強靭化に関する指針となる「みよし市地域強靭化計画」を
策定します。その案がまとまりましたので、皆さんにお知
らせし意見の募集を行います。

　詳しい内容は、下記期間中に市役所1階情報プラザ、サ
ンネット、市ホームページでご覧になれます。

【意見の提出方法】
　任意の様式に住所、氏名、電話番号、計画に対する意見
を明記して、2月6日（土）～3月8日（月）に防災安全課へ郵
送、ファクス、メール、または直接
※口頭および電話での受け付けは行いません。
※意見に対する個別の回答はしません。

ホームページ

  みよし市地域強靭化計画　パブリックコメント募集
���防災安全課　☎32-8046　N76-5702　{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　1月15日、みよし市安全安心なまちづくりキャラクターみよ獅子ちゃんを「みよし市
安全安心なまちづくり大使」に委嘱しました。今後、安全安心フェスタなどのイベント
に参加し、市民の皆さんの消防・防災・交通安全・防犯に対する意識の向上と安全安心な
まちづくりを推進します。

みよし市安全安心なまちづくり大使　「みよ獅子ちゃん」

  みよ獅子ちゃんを「みよし市安全安心なまちづくり大使」に委嘱しました
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　市と包括協定を結んでいる東海学園大学の学生により構成されたみよし市消防団機
能別分団「ちぃむ　ともいき」のアイディアで、2019年3月に誕生しました。

Q 出身地は?　　A 福谷の森の中　
Q 誕生日は?　　A 4月4日（しし）
Q 性格は?　　　A がんばり屋、負けず嫌い

プロフィール
安全安心なまちづくりのために、

全力で がんばるぞ～!!
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  全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国一斉伝達訓練を実施します
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が2月17
日（水）11：00に全国一斉に行われます。

　Jアラートとは、自然災害や武力攻撃など、皆さんの安
全に関わる情報をいち早くお届けするために整備されたも
のです。市では、市内54カ所の防災行政無線・防災ラジオ・
登録型の情報配信サービス「みよし安心ネット」を用いて情
報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する
場合があります。

2月17日（水）11：00

ごみを焼却できる焼却炉の基準

  野焼きは原則禁止です　環境課　☎32-8018　N76-5103

　ごみの野焼きや基準に満たない焼却炉でのごみの焼却は法律により原則禁止されています。焼却炉の基準は、
下記の基準を確認してください。

□煙突から火炎や黒煙を出さない
□煙突から焼却灰や未燃焼物をまき散らさない
□燃焼室に温度計が設けられている
□�外気と遮断された状態で定量ずつ燃焼室に投入できる（二重扉など）
□助燃バーナーが設けられている
□�炉内と外気が接することなく800度以上の状態で焼却可能である
□燃焼に必要な量の空気の通風が可能である
□煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されない

ホームページ

●�風俗慣習・宗教上の行事を行うため
に必要な焼却　　

●�災害の復旧活動や農林漁業を営む
ためのやむを得ない焼却・・・・・・

野焼きの禁止の例外（一例）

※野焼きの禁止の例外となる場合でも
風向きや火の管理など周囲の生活環境
に影響を及ぼさないように行う必要が
あります。

　市内小・中学校の児童・生徒に1人1台タブレットを配備しました。こ
れは、国が全国の小・中学生を対象に1人1台タブレット端末を配備する
「G

ギ ガ

IGAスクール構想」の一環として実施したものです。市ではタブレット
の配備と同時に、教室の無線LAN環境の整備とタブレット保管庫の設置
を行いました。また各教室に、液晶プロジェクターやスクリーン、ノー
トパソコンなどを搭載したICTカートを、特別支援学級に電子黒板を整備
し、学習支援ソフトとしてミライシードを導入しました。今後、より効果
的なICT教育を行っていきます。
導入時期　令和3年1月　　導入台数　6,033台（指導者用、予備機含む）

▲中部小学校6年生の授業の様子

  1人1台タブレットを導入しました　学校教育課　☎32-8026　N34-4379
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

  令和2年度(令和元年度実施事業)の行政評価の結果を公表します
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

ホームページ

　行政評価の概要と令和2年度に実施した令和元年度分の評価結果をお知らせします。

　市の目指す将来像の実現に向けて行政が行うさまざまな活動（行政活動）について、客観的に
判断できる値をもとに事業の評価・検証を行うことです。

　

■行政評価とは

■行政評価の目的

行政評価の概要

　PDCAサイクル（右図参照）とは、Plan（計画）ー
Do（実行）ーCheck（評価）ーAction（改善）という
手順を繰り返すことで、業務などを継続的に改
善する考え方です。行政評価はCheckとAction、
Planの一部を担います。市の施策や事務事業に対
して、行政活動の量だけではなく成果を重視した
評価を行うことで、さらに効果的・効率的に行政
活動を行えるようにしています。

目標を設定し
計画を作成

計画をもとに
事業を実行

評価をもとに
改善策を検討

実施した事業の
成果を評価

Plan（計画）

Action（改善）

Check（評価）

Do（実行）

■PDCAサイクルと行政評価の役割

　第2次みよし市総合計画で掲げた将来像「み
んなで育む��笑顔輝く��ずっと住みたいまち」
を実現するため、6つの「基本目標」とその基
本目標を達成するための15の「取組方針（施
策）」を定めています。さらに、各施策を達成
するためにさまざまな「事務事業」を行ってい
ます。
　行政評価では「取組方針（施策）」について評
価を行う「施策評価」と、「事務事業」について
評価を行う「事務事業評価」を行っています。

■施策評価と事務事業評価 　市の目指す将来像
　みんなで育む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち

事務事業事務事業

基本目標

取組方針（施策）取組方針（施策）

・各事業の目的や方法を見直し、継続的に行政サービスの向上を図ること
・施策・事務事業の評価内容を公表し、市民への説明責任の徹底と行政の透明性を確保すること
・市職員の意識改革を促すこと

施策評価施策評価

事務事業評価事務事業評価

行政評価
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施策評価結果

　「成果指標達成度」「市民満足度」「市民期待度」の各指標を数値化し、それをもとに次年度の重点施策を決定しま
した。

評価結果　①施策評価

　令和2年度は、令和元年度に実施した462の評価
対象となる事業について評価を行い、現在も実施さ
れている454の事業について「事業の方向性」を決
定しました。ここで決定した「事業の方向性」は、予
算編成を行う際の判断材料として活用しています。

　市では、より客観的に事業の必要性や効率性を評価・検証す
るために、外部の有識者で組織される行政評価委員会を設置し
ています。令和2年度は、令和元年度に実施した事務事業につ
いて462の評価対象から5つを選定し、内部評価の見直しが行
われました。

①内部評価結果 ②外部評価結果

事業の方向性 事務事業数 割合

現状維持 378 83.2％

見直し

拡大 28 6.2％

改善 23 5.1％

統合 8 1.8％

縮小 16 3.5％

廃止・休止 1 0.2％

計 454 100％

内部評価

縮小

現状維持

現状維持

現状維持

統合

外部評価

縮小

拡大

現状維持

拡大

統合

事務事業名

　年金相談事業

　感染症対策事業

　防災情報発信事業

　有害鳥獣捕獲事業

　さんさんの郷イベント
　実行委員会補助事業

　事業の対象と成果を数値化し、「目的妥当性」「有効性」「効率性」「公平性」の観点から評価を行いました。評価は、
市の職員が自ら行う「内部評価」と外部の有識者が行う「外部評価」の2つの視点で行っています。

評価結果　②事務事業評価

■令和3年度重点施策

・みよし市版「ネウボラ」の推進
・子育て支援センター事業の充実
・放課後児童クラブの環境整備

安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう

・省電力・省エネルギーの推進
・リサイクル活動の支援
・生ごみ減量化の推進

環境にやさしいまちにしよう

・教育環境の整備
・教育内容・活動の充実
・青少年への見守り活動の推進

心豊かな子どもを育てよう

・みよし市版地域包括ケアシステムの構築
・ひとり暮らしの高齢者などの見守りの充実
・福祉に関する相談支援体制の充実

豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう
・地区拠点施設の整備
・企業を支援する環境づくり
・友好都市交流の推進

まちのにぎわいや魅力を生み出そう

・さんさんバスの充実
・幹線道路の整備
・みどりと景観計画の推進

便利で快適な住環境をつくろう

事務事業評価結果


