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新年のごあいさつ新年のごあいさつ

みよし市長

小
お や ま

山　祐
たすく

明けましておめでとうございます。皆様には希望に満
ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　さて、令和3（2021）年12月の就任以来1年が経過しま
した。この間、本市においては目指すべき市の姿として掲
げる「人が輝き、挑戦し続ける街づくり」の実現に向け、
前例に捉われることなくさまざまな施策の創設と改善に取
り組んでまいりました。その根底にあるのは、市役所は
「市民の役に立つ所」でなければならず「制度政策は行政が
つくるのではなく、市民の声と想いがつくる」という考え
です。そのため私自身、昨年1年間で市民・団体・企業等の
皆さんの下への訪問あるいは来訪いただいた件数は1,000
件を超え、また私が市民の皆さんと少人数で気軽に意見
交換する場である「市長と話そう！」は令和4（2022）年7月
28日の開催以来42回201人にご参加いただき、多くの生
の声をいただいてまいりました。
　本市においては、カーボンニュートラルの実現や急速な
高齢化に対応するための地域包括ケアの充実、老朽化する
公共施設の統廃合や社会インフラの更新など、先送りが許
されない課題も山積しております。私たち行政の役割はこ
うした市民の皆さんの「想い」を「かたち」にしていくことで
あると思います。そして行政と市民の皆さんで夢の実現に
向けてともに築き上げていくのが街づくりであります。
　私たちはこれからも市民の皆さんとともに歩み続けます。
そして、ともに未来を語り、ともに未来を切り拓いていき
ます。将来の不安を希望へとつくり変えていくため、一人
ひとりの生き方が尊重され、喜びと困難を分かち合ってい
ける社会のため、そしてこの街で叶えられない夢はないと
私たちが確信し困難を乗り越える力強さをもった街をつく
るために、これからも私たちは挑戦し続けます。
　本年が皆様にとって実り多き素晴らしい年になりますよ
う祈念申し上げ、新年のあいさつといたします。
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みよし市議会議長

水
み ず の

野 隆
りゅういち

市

明けましておめでとうございます。皆さまにおかれま
しては、清々しい初春を迎えられていること心から

お喜び申し上げます。日ごろから市議会活動に対してご理
解とご協力を賜り、議会を代表し深く感謝を申し上げます。
　昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症や物
価高騰などにより、生活に不安を募らせる日々が続く1年
でありました。本年はこれらが収束に向かい、市民の皆さ
まにとりまして希望あふれる年となりますことを切に願う
ものであります。
　さて本市では、三大夏まつりをはじめコロナ禍で中止と
なっていたイベントが再開され、活気あふれる会場で市民
の皆さまの笑顔を拝見し、大変うれしく思いました。
　市議会においても、３年ぶりとなる「議会報告会・市民と
の意見交換会」を開催しました。ワークショップ形式での
意見交換会は初の試みであり、市民の皆さまと議員とが議
論を深め合う有意義な会となりました。議会に対するご意
見もいただきましたので、併せて今後の議会活動に生かし
てまいります。そのほかにも、議会広報「きずな」を年５回
発行し活動状況などを発信しています。今後も皆さまに開
かれた議会を目指してまいります。
　二元代表制の一翼を担う市議会として、今後も市民目線
で市政を厳しく監視し、本市が一層住みよいまちとなるよ
う、皆さまの声を市政に反映させるべく議会活動に取り組
んでまいります。
　本年は統一地方選挙が予定されており、新たな議会体制
へつながる年です。気持ちを引き締め、引き続き市政課題
解決に精進していきたいと考えています。
　結びに、迎えた新年が皆さまにとって素晴らしいものと
なりますようご祈念申し上げますとともに、「ふるさとみ
よし」のさらなる発展に全力を注いでまいりますことをお
誓い申し上げ、年頭のあいさつといたします。
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新市長就任1年間で
市が新たに取り組んだ施策

広報情報課　☎32-8357　N76-5021

　令和3（2021）年12月に小
おや ま
山祐
たすく
市長が就任して、1年が経過しま

した。市はこの1年、さまざまな新しい取り組みに挑戦してきまし
た。今回の特集では、令和4（2022）年で新たに取り組んだ施策を
振り返るとともに、今後予定されている施策を紹介します。

●�乳幼児の3・4カ月児健診から1歳6カ月児健診までの
空白期間を解消する「子育て見守り訪問事業」を開始
●�食材費高騰による給食費の増額分を負担（保育園、小
中学校など合わせて約2,200万円）
●�私立幼稚園・保育所など
に電気・ガス・ガソリン代
などの高騰対策として市
独自の支援金を支給

保育園の登降園システム
保育園の登降園システム

●保育園に登降園システムおよびアプリを導入
●�児童手当法の一部改正により児童手当・特例給付が支
給対象外となった人に市独自の給付金を支給（児童1
人当たり4万円）
●�愛知県子育て世帯臨時特別給付金の支給対象外となっ
た人に市独自の給付金を支給（児童1人当たり1万円）
●�低所得の子育て世帯に対する国の給付金の支給対象外
となった住民税均等割のみ課税世帯に市独自の給付金
を支給（児童1人当たり5万円）
●�市民病院で「病児・病後児保育」を開始

 子育て 

●�水泳授業への民間スイミングスクールを試験的に南部
小学校、緑丘小学校において導入
●医療的ケア児を支援するため小中学校に看護師を配置

●全中学校体育館にエアコンを設置
●通学路へ防犯カメラを設置（16台）

 教育

●�市民および市内事業者を対象とした電気自動車や燃料
電池自動車などの低公害車リース費用補助金を創設
●�公共施設に電気自動車用充
電設備を設置（8カ所）

●��肥料価格高騰対策として、国制度の対象外となった農
業者に対し市独自の補助金を創設（国制度には市独自
の上乗せ補助を実施）
●�市内事業者を対象とした事業形態転換補助金を創設
●�市内の中小企業事業者を対象とした中小企業診断士に
よる経営相談やセミナーを無料開催電気自動車「bZ4X」電気自動車「bZ4X」

 環境・産業

大学生などへの生活応援品
大学生などへの生活応援品

●�大学生などへ生活応援品（みよし市産精米、うどんな
ど）を支給
●�住宅購入費・家賃・引っ越し費用など結婚に伴う新生活
支援補助金を導入
●市民課窓口でキャッシュレス決済を試験導入
●おかよし交流センターに期日前投票所を新設
●家庭用防犯カメラ設置費補助金を創設

 生活・防災
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●広報みよしに「人権特集コーナー」連載を開始
●�企業や団体などを対象とした持続可能なまちの実現に
向けて市と共に取り組みなどを実施する「SDGs推進
パートナー制度」を創設（56団体が登録）
●�核兵器のない世界と恒久平和の実現を目指す「非核平
和都市」を宣言
●�新型コロナウイルス感染症の感染者や医療従事者など
への差別や偏見を防ぐ「シトラスリボンプロジェクト」
を導入
●��燃料電池自動車「MIRAI」、電気自動車「bZ4X」から電源
を供給したイルミネーションをカリヨンハウスで開催
●�双方または一方が性的マイノリティである2人がお互
いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓
し、宣誓したことを市が証明する「パートナーシップ・
ファミリーシップ宣誓制度」を創設
●�全ての職員の多様な生き方に理解と配慮を示し、ワー
ク・ライフ・バランスの実現に向けて取り組みながら、
組織の結果も出すことを目指す「イクボス宣言」に市長
および全管理職職員が署名

カネヨシプレイス館銘板除幕式
カネヨシプレイス館銘板除幕式

市長と話そう！市長と話そう！

●�市長が直接市民の皆さまの声を伺う「市長と話そう！」
を開始（42回（計201人）実施）
●�ネーミングライツ制度の導入により、みよし市勤労文
化会館の愛称を「カネヨシプレイス」に改称

 その他

●�保育園でのおむつの定額サービス「手ぶら登園」を開始
（1～2月は利用料無料の試験期間、3月から本格導入）
●�高齢者へのさんさんバス運賃助成事業および要介護認
定者へのタクシー利用料助成事業を新年度から開始
●�企業が本市の地方創生プロジェクトを応援するため
に、企業から寄付をいただく「企業版ふるさと納税」を
1月から開始

●�保育料を県内トップクラスの安さに改定するととも
に、第2子の保育料・給食費を�新年度から無償化
●�帯
たいじょう
状疱

ほうしん
疹ワクチン接種に対する費用を4月1日接種分

から助成開始
●�放課後に学校で学習、体験、交流活動を行う「放課後
子ども教室」を試験的に北部小学校、天王小学校にお
いて新年度から運用開始

 令和5（2023）年に予定している施策および時期

●�出産予定日を過ぎて受診した妊婦健診費用を助成
●多胎妊婦の妊婦健診費用を増額交付

●�新型コロナウイルス感染症の自宅療養者と同居家族に
対する市独自の配食サービス、療養支援品の配布およ
び健康相談を実施
●�がん患者を対象としたアピアランスケア用品（医療用
ウィッグ、乳房補整具）の購入費補助金を創設
●�市内障がい福祉サービス事業所・介護サービス事業所
へ市備蓄抗原検査キットを緊急配布
●�物価高騰などの影響を受ける障がい福祉サービス事業
所・介護サービス事業所へ市独自の支援金を支給
●�介護支援専門員を対象に市独自の研修受講料および受
験手数料補助金を創設

 福祉・保健

配食サービス配食サービス
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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
  e-Taxまたは郵送での申告にご協力を
  確定申告

確定申告に関して 市民税・県民税に関して
豊田税務署
☎0565-35-7777
自動音声案内「0」

税務課（市民税担当）
☎32-8003　
N32-2585

　確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に発生した
全ての所得をとりまとめて、所得税を計算し税務署へ申告し
て納税する手続きのことです。

確定申告に当たっての留意事項

確定申告の方法

◇ふるさと納税
　次のいずれかに該当する人はふるさと納税のワンストッ
プ特例の適用申請の有無にかかわらず、全てのふるさと納
税に係る寄附金を含めて確定申告をする必要があります。
●令和4(2022)年分の確定申告をする
●ふるさと納税先が6団体以上ある

◇医療費控除
　申告会場を利用し医療費控除を受ける人は、完成した
「医療費控除の明細書」を必ず持参してください。なお医療
費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

　

☎0570-01-5901操作にお困りの人は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ電話

画面の案内に従い入力
提出はe-Taxまたは
郵送でOK！

パソコン・スマートフォンで申告
国税庁ホームページ

次のいずれかで提出
■�2月1日（水）～3月15日（水）に市役所2階税務課、または
サンネットへ直接
■豊田税務署（豊田市常

とき わ
盤町1-105-3）の時間外提出箱へ

　提出（土・日・祝日、執務時間外）
※提出箱や郵送で提出する場合で申告書控に受付印が必要
な人は、控用と返信用封筒（要切手）を同封してください。
■�名古屋国税局業務センター刈谷分室（〒448-8522　刈��
　谷市若

わかまつ
松町1-46-1）へ郵送

申告書に
必要事項
を記入

申告書を記入して郵送などで申告

申告・相談期間
2月16日（木）～3月15日（水）

　申告会場は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症対策のため、安全・安心な
自宅からのe-Taxまたは郵送による申告にご協力ください。

次のいずれかで申告書を入手

■�2月1日（水）以降に市役所

■�国税庁ホームページから
ダウンロード

ホームページ

2階税務課、サンネットで配付
※申告書には限りがあります。

※振替納税は、申告・納税期限までに確定申告書を提出され
た場合に限ります。還付される税金がある場合は、確定申告
書の「還付される税金の受取場所」欄に振込先金融機関名、支
店名、預金種類および口座番号（ゆうちょ銀行の口座への振
り込みの場合は記号および番号）を正確にご記入ください。

◇納税および還付について
税目 申告・納税期限 口座振替日

申告所得税・
復興特別所得税 3月15日（水） 4月24日（月）

消費税・地方消費税 3月31日（金） 4月27日（木）

　税の質問に対する回答を
税金の種類別やキーワード
で検索することができます。 ホームページ

●タックスアンサー
　e-TAXなど確定申告の内
容別に分かれた動画を配信
しています。

●動画でみる確定申告
　チャットボットに質問内
容を入力するとAI（人工知
能）が自動で回答します。 ホームページ

●チャットボット
自宅で申告にお困りのときのお問い合わせ先

ホームページ

確定申告書等作成コーナー
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みよし市役所申告会場
■日時　2月16日（木）～3月15日（水）の平日9：00～11：00、13：00～16：00

■予約　インターネット  
■場所　みよし市役所3階研修室1・2・3

※各会場とも、マスクの着用、会場でのアルコール消毒、その他感染症防止対策にご協力をお
願いします。また検温の結果、受け付けをお断りする場合がありますのでご了承ください。

□�所得金額の分かるもの（源泉徴収票の原本など）
□各種控除証明書の原本
□筆記用具、電卓
□�マイナンバーカード
　（またはマイナンバーの記載の　
　ある住民票と運転免許証など）

申告会場、相談会への持ち物チェックリスト□�

□�申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの（還付申告の場合）
□�昨年までに電子申告に係る利用者識別番号の交付を受けた人
は、その通知書など利用者識別番号の分かるもの
□�以前申告相談会場を利用した人は、確定申告書の控え
□�税務署から確定申告書、確定申告書のお知らせの封書、また
ははがきが送られてきた人はその書類

豊田市福祉センター
申告会場

　「豊田市福祉センター申告会場」の開設期間以外の平日
は、豊田税務署で申告相談を行います。1月11日（水）
までの相談は電話での事前予約（☎0565-35-7777（自
動音声案内「2」））、1月12日（木）以降の相談は入場整理
券が必要です。

対象 所得税・消費税（個人）・贈与税の
申告相談

対象 所得税のうち給与所得者・年金
受給者の申告相談

■受付　入場整理券の配付

■日時　2月16日（木）～3月15日（水）の平日9：00～17：00
※2月19日（日）、26日（日）は開設します。

入場整理券は会場での当日配付
のほか、1月10日（火）からLINE
アプリを使ったオンラインでの
事前発行が可能です。

予約

電話  ☎0561-76-5116
予約受付は2月1日（水）～3月14日（火）の
平日9：00～16：00
※2月1日（水）は回線が大変混み合いま
す。インターネットをご利用いただく
か、時間をおいてご連絡ください。

　次に該当する人は、みよし市役所申告会場で
相談できません。豊田市福祉センター申告会場
をご利用ください。

●みよし市内在住でない　●貸家・貸地がある
●住宅借入金等特別控除がある　●自営業・農業
●土地・建物・株式などの譲渡や贈与があった
●外国において支払われる公的年金があった
●消費税の申告が必要　●株の配当があった

予約受付は1月25日（水）9：00
～3月14日（火）17：00

LINE

申告会場

事前予約が必要です

※インターネット予約での受け付けを先
に開始します。

入場整理券が必要です

■場所　豊田市福祉センター4階（豊田市
　　　　錦

にしき

町1-1-1）

　国税庁をかたるショートメッセージやメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する
事例があります。不審なショートメッセージやメールに記載されたURLへはアクセスしないようご注意ください。
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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
  パブリックコメントの募集  

人口�����61,467人（＋2人）

男性�����31,520人（＋15人）

女性�����29,947人（－13人）

世帯数��25,370世帯（－1世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和4（2022）年12月1日現在）

●みよし市空家等対策計画　都市計画課　☎32-8021　N34-4429　{toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　近年、全国的に空き家が増加しているなかで、適切な管理が行われていない空き家は防災、衛生、景観など
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。市では空き家の発生抑制や適切な維持管
理対策、利活用の促進を目的に「みよし市空家等対策計画」の策定を進めています。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。
【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、1月10日（火）～2月10日（金）に都市
計画課へ郵送、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、意見に対する個別の回答は行いません。
※詳しい内容は、上記期間中にホームページ、みよし情報プラザ（市役所1階）、サンネット（カリヨンハウス2
階）でご覧ください。

●尾三衛生組合ごみ処理基本計画　尾三衛生組合総務課　☎38-2226　N38-6222　{soumu@bisan-eisei.or.jp
　ごみ処理基本計画は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき策定が義務付けられている一般廃棄物処
理計画のうち、ごみ処理について基本的な方針を定めるものです。この度、平成29(2017)年3月に策定され
た現計画の見直しを含めた、令和5(2023)年度から令和14(2032)年度までの10年間を計画期間とする新た
な計画の策定を進めています。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。
【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、1月4日（水）～2月3日（金）に尾三衛生
組合総務課（〒470-0151　愛知郡東郷町大字諸

も ろ わ

輪字百
どうどう

々51-23）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、意見に対する個別の回答は行いません。
【意見を提出できる人】
　みよし市、日進市および東郷町に在住・在学・在勤、または事業所を有する人。
※詳しい内容は、上記期間中にホームページまたは尾三衛生組合事務所でご覧ください。

ホームページ

ホームページ

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。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 4期�1月31日
固定資産税・都市計画税 4期�2月28日
国民健康保険税（普）

7期�1月31日
8期�2月28日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

  全国社会教育委員連合表彰受賞報告会　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　社会教育の推進に貢献し、地域の社会教育の発展に功績のあったことが評価され、
秋
あきまつ

松成
せ い き

喜さんが全国社会教育委員連合表彰を受けました。秋松さんは市の社会教育委
員を18年以上務め、青少年健全育成推進協議会委員など多くの社会教育団体で長年
にわたり活躍しました。
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川友
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越正良

主任児童
委員

 加
か と う

藤美
み ち こ

智子、伊
い と う

藤隆
たかもり

守、加
か の う

納千
ち か こ

華子、竹
た け お

生
八
や え

重

　民生委員・児童委員は、地域住民から社会福祉に関わる
相談を受け、支援を行うなど、地域に根ざした福祉活動を
展開しています。
　今回、全国一斉改選が行われ、民生委員・児童委員とし
て次の69人（敬称略）が厚生労働大臣から委嘱（新任・再任）
されました。
　家庭や生活での困りごとがあるときは、地域の民生委
員・児童委員に相談してください。

  民生委員・児童委員　福祉課　☎32-8010　N34-3388

  長野県木曽町から市内小学生へのリフト券の贈呈　秘書課　☎32-8032　N34-6008

　市と友好提携を結んでいる木曽町から市内の全小学生へ
スキー場のリフト券が贈られることとなり、令和4（2022）
年12月19日（月）に木曽町の原

はら

久
く に お

仁男町長から小
おやま�
山祐
たすく
市長

へ手渡されました。
　この時季の木曽町はかまくらまつりや氷柱群ライトアッ
プなどのイベントが開催されます。家族そろって木曽町に
足を運んでみてはいかがでしょうか。

【リフト券】
各小学校を通じて配付

【利用可能施設・期間】
木曽福島スキー場　3月26日（日）まで
開田高原マイアスキー場　4月9日（日）まで
※ご利用の際は、各スキー場のチケット売り場に提出くだ
さい。

見　本

見　本
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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

  エコエネルギー促進事業補助金に太陽熱利用システムを追加しました　
　環境課ゼロカーボン推進室　☎32-8018　N76-5103

【対象】
令和4（2022）年4月1日以降に設置した太陽熱利用システム

【補助金額】
●自然循環型…設置費の10％（上限５万円）
●強制循環型…設置費の10％（上限10万円）

【申請】
申請書（ホームページからダウンロード可）に必要書類を添
えて、環境課ゼロカーボン推進室へ直接

  公共施設に電気自動車などの充電設備を新たに設置しました　
　環境課ゼロカーボン推進室　☎32-8018　N76-5103

　ゼロカーボンシティを推進する市では、自
動車運転時に、温室効果ガスの大部分を占め
る二酸化炭素の排出削減が期待される電気自
動車などの普及を促進するため、公共施設利
用時に電気自動車などへの充電が可能となる
電気自動車充電設備の設置を進めています。
　既存の充電設備に加え、1月4日（水）から
新たに充電設備の利用が可能となった公共施
設を紹介します。

番号 施設名 設置
台数

利用可能日時
平日 休日

① カリヨンハウス（★） 1台 9：00～21：00
(月曜日は利用不可)

9：00～21：00
（土・日曜日）

② おかよし交流センター 1台 9：00～21：00
(月曜日は利用不可)

9：00～21：00
（土曜日）
9：00～17：00
（日曜日）

③ 三好公園第7駐車場（★）

各1台 9：00～21：00(月曜日は利用不可)

9：00～21：00
（土曜日）
9：00～17：00
（日曜日）

④ 三好公園第3駐車場（★）

⑤ 三好公園第2駐車場（★）

⑥ 三好公園総合体育館正面
駐車場（★）

⑦ みよし市役所 2台 8：30～17：15 終日利用不可

⑧ サンライブ（★） 1台 9：00～21：00
(月曜日は利用不可)

9：00～21：00
（土曜日）
9：00～18：00
（日曜日）

⑨
カネヨシプレイス（旧サン
アート）（★） 2台 9：00～21：00

(月曜日は利用不可)
9：00～21：00
（土・日曜日）

⑩ みよし市民病院（★） 1台 8：30～17：15 終日利用不可

ホームページ

※充電設備を利用できる人は施設利用者のみです。原則、利用可能日は施�
　設開館日です。
※一定時間（60分）経過すると自動的に停止します。利用料金は無料です。

①
②

③

④
⑤

⑥

⑧ ⑦

⑨

⑩

保田ケ池

細口池

三好池

国道153号

★：新設

　太陽光発電システムや蓄電池など、住宅用地球温暖化対
策設備の導入に対して補助金を給付するエコエネルギー促
進事業補助金に、新たに太陽熱利用システムを追加しまし
た。詳細についてはホームページをご確認ください。
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　住宅用火災警報器は、万が一の火災発生時に煙や熱を感
知して火災の発生を警報音で知らせてくれます。火災を早
期に見つけることができれば、早期避難はもちろん、火災
の初期段階で通報や消火ができ、被害を軽減することがで
きます。
　住宅用火災警報器は、火災予防条例で一般住宅などを対
象として設置が義務づけられていますが、令和4(2022)
年6月1日現在で尾三消防本部管内（みよし市・日進市・東郷
町・豊明市・長久手市）では約2割の住宅が未設置であるこ
とが分かりました。ご自身や家族、財産を守るためにも住
宅用火災警報器を必ず設置してください。

　住宅用火災警報器が正しく設置されているかチェック
をしましょう。また作動不良を防ぐために月に1度を目安
に自主点検を行い、設置から10年以上の場合は交換しま
しょう。

　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。

●住宅用火災警報器の設置場所と点検●住宅用火災警報器を設置しましょう

          NEWS 119 尾三消防  尾三消防本部予防課　☎38-7236

  みよし市議会議員一般選挙啓発標語の募集　
　選挙管理委員会（総務課内）　☎32-8000　N32-2165　{soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　みよし市議会議員の任期満了に伴うみよし市議会議員一
般選挙が、4月23日（日）に執行される予定です。これに
伴い、みよし市議会議員一般選挙の投票を呼び掛ける啓発
標語を募集します。

【応募資格】
どなたでも可

【応募期間】
1月1日（祝）～20日（金）（必着）

こんなところが設置場所

□台所
□寝室…寝室として使用すれば、子ども部屋や和室なども
　対象です。
□階段の上端…原則、２階以上に寝室がある場合に限りま
　す。

【応募方法】
応募作品（1人5点まで）、住所、氏名（ふりがな）、電話番
号を明らかにして、選挙管理委員会（総務課内）へ郵送、フ
ァクス、メール、または直接

【賞】
優秀作品1点を選び、粗品を贈呈。2月上旬に本人宛てに
通知
※優秀作品については、啓発活動で使用します。

　市制施行10周年を記念して作成した「みよし市暮らしの
便利帳」の第2版を令和4(2022)年
11月に全戸配布しました。市役所
での手続きや公共施設・医療機関の
案内など、市民の皆さんに役立つ
情報をお伝えするとともに、市の
魅力あるイベントや歴史、特産品
などを紹介しています。ぜひ、ご
活用ください。

 みよし市暮らしの便利帳（第2版）  を配布しました
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

  おくやみコーナーの実施  
　市民課　☎32-8012　N32-8048

　身近な人が亡くなられた後の市役所における手
続きについて、申請書作成補助や案内を行う「お
くやみコーナー」を1月17日（火）から実施します。
対象 �市の住民基本台帳に記録されている人が亡くなられた
場合の手続き

日時 �毎週火・水・木曜日（祝日、年末年始を除く）の9：00、
10：30、13：30、15：00

場所 �市役所1階市民課
※各時間に1組の予約ができます。
※来庁日の3開庁日前までに電話または市民課で直接予約
してください。

ホームページ



　部落差別（同和問題）は、日本社会の歴史的過程で形作
られた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、
経済的・社会的・文化的に低い状態に置かれることを強い
られ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなど
を理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上

　部落差別は、「同和地区」や「被差別部落」などと呼ばれ
る地域に生まれたり、そこに住んでいたりするだけで差
別されることがあるという重大な社会問題をいいます。
　現代でも「同和地区」や「被差別部落」への偏見が残り、
結婚を妨げられたり、就職で不平等に扱われたり、日常
生活で差別を受けたりするなどの問題があります。
　「同和地区」の起こりは、日本社会の歴史的過程で形作
られた身分制度によって、身分や住む場所を固定して

人人 権権 特特 集集 ココ ーー ナナ ーー 市民課　☎32-8012　N32-8048

部落差別（同和問題）と人権部落差別（同和問題）と人権

部落差別はどうして起こったのでしょうか
いったことに由来するといわれています。国はこの問題
を解決するために特別措置法を定め、地方公共団体と共
にさまざまな事業を進めてきました。その結果、道路や
住宅など生活環境の改善は進みましたが、いまだに差別
意識は根強く残っています。
　こうした中、平成28（2016）年12月に部落差別のな
い社会を実現するため「部落差別の解消の推進に関する
法律」が施行されました。

【参考：愛知県人権啓発ガイドブック「人権の世紀」へ】

で差別を受けたりするなどしている、わが国固有の人
権問題です。
　そこで今回は、部落差別（同和問題）と人権について
ご紹介します。

　「部落差別はそっとしておけば、なくなるのではない
か」という意見もあります。しかし基本的人権を保障し
た日本国憲法が施行され75年が経った今も、差別はな
くなったとは言えません。「そっとしておく」だけでは人
権意識は眠らされ、誤った考え方や偏見だけが情報とし
て伝えられ、結果的に差別を助長することにもなりま
す。
　昭和50（1975）年に見つかった「部落地名総鑑」は、全
国の同和地区・被差別部落の所在地などが記載されてお
り、身元調査をするために企業が購入していたことが分
かったため、大きな社会問題となりました。最近でも、
インターネットなどで同様の情報が流出したり、企業が
調査会社に依頼して身元調査を行ったりという問題が起
きています。
　就職の採用に本籍を調べる習慣は、身元を確認するた
めに明治時代の頃からあったといわれています。しかし

誰もが住みやすい社会に
調査の結果には偏見や風評が入りやすく、真実がゆがめ
られることも少なくありません。昔からのしきたりや習
慣だからという理由で行われる身元調査は、なくしてい
かなければなりません。
　部落差別は単に知識として知っていても、それだけで
は解決にはなりません。身近なことになると「悪いとは
分かっているが、他の人たちがそうなら仕方がない」な
ど、大勢の意見に流されて正しい判断ができなくなりま
す。しかしその考えは結果として差別を助長しているこ
とになるのです。
　結婚や就職における身元調査など、部落差別は生活に
関わる深刻な人権問題です。部落差別の解決のためには
人権問題であるという認識を持ち、誰もが生まれた場所
や住む場所で人を判断することのない社会になるよう、
主体的に取り組む姿勢が大切です。
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　法務省では、部落差別の解消の推進に関する法律第6
条に基づき、部落差別の実態に係る調査を平成30（201
8）年から令和元（2019）年にかけて実施しました。その
調査結果によれば、部落差別の実態としてインターネッ
ト上で特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷などの
差別表現や、結婚・交際の場面における差別が発生して
いること、正しい理解が進む一方で偏見・差別意識が依
然として残っていること、インターネット上で部落差別
関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られ
ることなどが明らかとなっています。
　法務省の人権擁護機関では、人権相談および人権侵犯
事件の調査・処理を通じ、被害の救済・予防を図っていま

法務省および法務省の人権擁護機関では
す。例えば結婚差別や差別発言などについて、行為者や
関係者に対して人権尊重の意識を啓発することにより、
自発的・自主的に人権侵害の事態を改善、停止、回復さ
せたり、将来再びそのような事態が発生しないよう注意
喚起したりしています。
　またインターネット上で、不当な差別的取り扱いを助
長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘
するなどの情報を認知した場合は、その情報の削除をプ
ロバイダなどに要請するなど適切な対応に努めていま
す。

プラスα
●人権擁護委員のひとこと

　皆さんは部落差別や同和問題という言葉を聞いたことがありますか。結婚したい人が同
和地区出身だからという理由で両親や周りの人から結婚に反対されたり、自身が同和地区
出身という理由だけで仕事を制限されたり、学校や会社で差別されたり、インターネット
上で差別的な事を書き込まれたりすることは、とても悲しいことです。こういった差別が
ない社会、一人一人の人権が保障される社会が実現されることを願っています。

深
ふ か や

谷智
ち え こ

恵子さん

▲部落差別（同和問題）を解消しましょう（法務省）（https://www.
moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html）をもとに市作成

類型別 平成25
（2013）年

平成26
（2014）年

平成27
（2015）年

平成28
（2016）年

平成29
（2017）年

結婚・交際に関する差別 10（13.9％） 17（19.1％） 11（15.9％） 11（22.9％） 8（16.7％）
雇用差別 3（4.2％） 0（0.0％） 1（1.4％） 1（2.1％） 0（0.0％）
正当な理由のない身元（戸籍）調査 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％）
差別落書き等の表現行為（賊称の使用、
不特定者に対する誹謗中傷を含む。） 28（38.9％） 33（37.1％） 18（26.1％） 7（14.6％） 10（20.8％）

特定個人に対する誹謗中傷 20（27.8％） 21（23.6％） 24（34.8％） 17（35.4％） 20（41.7％）
その他 11（15.3％） 18（20.2％） 15（21.7％） 12（25.0％） 10（20.8％）
合計 72（100.0％）89（100.0％）69（100.0％）48（100.0％）48（100.0％）

■実社会における部落差別等に関する人権侵犯事件

類型別 平成25
（2013）年

平成26
（2014）年

平成27
（2015）年

平成28
（2016）年

平成29
（2017）年

結婚・交際に関する差別 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1（1.8％）
雇用差別 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％）
正当な理由のない身元（戸籍）調査 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％）
差別落書き等の表現行為（賊称の使用、
不特定者に対する誹謗中傷を含む。） 1（12.5％） 2（9.5％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％）

特定個人に対する誹謗中傷 0（0.0％） 3（14.3％） 4（8.3％） 4（14.3％） 8（14.5％）
識別情報※の摘示 5（62.5％） 16（76.2％） 44（91.7％） 24（85.7％） 45（81.8％）
その他 2（25.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1（1.8％）
合計 8（100.0％）21（100.0％）48（100.0％）28（100.0％）55（100.0％）

■インターネット上の部落差別等に関する人権侵犯事件

▲資料：法務省人権擁護局「部落差別の実態に係る調査結果報告書」令和2（2020）年6月

※識別情報…不当な差別的取り扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であるとする情報
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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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　「感動、躍動、さらに成長」をテーマに文化
祭が開催されました。芸能発表では和太鼓や
大正琴など13組が出演。素晴らしい発表に
観客からは温かい拍手が送られました。展示
作品発表では書道や絵画、盆栽などが、菊花
展では丹精込めて育てられた菊の花が215鉢
出展され、訪れた人たちは素晴らしい作品の
数々をじっくり鑑賞して楽しんでいました。

　「創り出そう　未来へひろがる　みんなの夢」
をテーマに小中学生夢の作品展が行われ、市
内8小学校と4中学校の児童・生徒が制作した
作品およそ6,000点が展示されました。絵画
や木彫など夢にあふれた作品の数々を、訪れ
た人たちは熱心に鑑賞。子どもの作品を鑑賞
していた女性の一人は「子どもたちの発想力
は面白いですね」と話していました。

文化祭
11月3日（祝）～6日（日）
カネヨシプレイス（旧サンアート）

　11月にASBCアジアエリート男女ボクシン
グ選手権がヨルダンで開催されました。この
大会の女子63kg級で、市内在住で三好高校
ボクシング部の外部講師を務める鬼

き と う
頭茉

ま い
衣さ

んが銀メダルを獲得。鬼頭さんは「今回は準
優勝でしたが、オリンピックに出場するため
に、もっと質にこだわって練習していきたい
です」と今後の目標を話しました。

ASBCアジアエリート男女ボクシ
ング選手権準優勝選手表敬訪問
11月18日（金）みよし市役所

小中学生夢の作品展
11月19日（土）・20日（日）
カネヨシプレイス（旧サンアート）



みよしTODAY

みよし市ホームページの「市政情報番組『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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　先の大戦で命を落とされた330柱の英霊に
追悼の誠を捧げ、今日の平和を恒久のものと
して後世に継承するため戦没者追悼式が行わ
れました。遺族を代表してみよし市遺族会女
性部長の久

く の
野章

あ き こ
子さんが「今日の平和と繫栄こ

そは尊い生命の礎に築かれていることを忘れ
てはなりません」と追悼の言葉を述べ、およそ
250人の参加者は戦没者をしのびました。

　三好丘小学校4年生の小
お の

野笑
え み な

那さんが、10
月に行われた第23回大阪国際音楽コンクー
ルのユース部門自由曲インファントAでバイ
オリンを演奏して第4位となり、小山市長に
受賞を報告しました。小野さんは「本番では
緊張せず演奏できました」と報告。小山市長
は「これからも楽しみながら音楽を続けてく
ださい」と祝福しました。

第23回大阪国際音楽コンクール
出場者報告会
11月15日（火）みよし市役所

戦没者追悼式
11月9日（水）カネヨシプレイス（旧サンアート）

　10月に栃木県で開催された国民体育大会
で入賞した市内在住・在学の選手がその報告
に市役所を訪れました。出席したのはソフト
テニス、陸上競技ハンマー投げ、カヌース
プリント、ボウリング、弓道遠的で入賞した
12人の皆さん。小

おやま 
山祐

たすく
市長は「これからも選

手の皆さんを市全体で支えていきます」とね
ぎらいの言葉を送りました。

第77回国民体育大会「いちご一会
とちぎ国体」入賞選手報告会
11月16日（水）みよし市役所
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みよしっ子ひろば
HAPPY BIRTHDAY

古
ふるかわ

川 心
こ こ ろ

結ちゃん
歌が大好きなここちゃん。
これからも沢山上手な歌を
聞かせてね！　 〔莇生町〕

3 歳

打
うちづめ

詰 弥
み こ と

琴ちゃん
暴れん坊のみこち！　姉兄
からも可愛がられて嬉しい
ね☆　〔三好町〕

1 歳

杉
すぎはら

原 翠
すい

ちゃん
お誕生日おめでとう！　こ
れからもすーちゃんの成長
が楽しみ♡　〔三好町〕

岡
お か だ

田 杏
あ の ん

音ちゃん
1歳おめでとう‼　笑顔で
元気いっぱいのお姉ちゃん
になってね‼　〔打越町〕

1 歳

原
は ら だ

田 康
こ う き

生くん
お兄ちゃん大好き康生君♡
キラキラ笑顔で楽しく過ご
そうね！　〔三好町〕

1 歳

山
やました

下 絃
い と な

那ちゃん
一歳おめでとう！　これか
らの長い人生父母と一緒に
楽しもうね！  〔三好丘桜〕

1 歳

1月にお誕生日を迎える
お子さんを紹介します

【応募方法】①答え（例：①）、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】1月10日（火）必着
【12月号の正解】①（応募61通、正解61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】令和5（2023）年の皆さんの目標
を教えてください。今月のインフォメーションを読んでね！ヒント

 問題 1月21日(土)から始まる、毎年恒例のひな人
形展。さまざまなひな人形を見ることができる人
気の展示です。さて豪華な御殿が目を引くひな人
形を〇〇飾りひな人形といいますが、〇〇に入る
言葉は何でしょう。

1 歳

①お城

②内
だいり
裏

③御殿

④豪邸

　ひまわりネットワークで放映中の市政情報番組「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。

対象  3月生まれで申し込み時に3歳未満の過去
に掲載実績がない子　

申込  1月10日（火）までに、❶住所、❷保護者

みよしっ子集まれ！

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」で
の放送の希望の有無を明らかにして、写真データ

（JPEG形式で2MB以内）を添付、メールの件名を「お
誕生日コーナー申し込み」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
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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 №28
はぐくみ

　近年、学校で金融教育が取り入れられるようになるなど、子どものうちからお金の勉
強を始め、お金の問題に対して適切な判断をする力を身に付けていく重要性が増してい
ます。令和4（2022）年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられ、法定代理人（親など）
の同意がなくても携帯電話やクレジットカード、ローンなどお金に関する契約行為が可
能に。消費者トラブルを避け、また万が一巻き込まれてしまっても正しく対応できるよ
う子どもにお金の知識を身に付けさせたいと考える保護者は多いのではないでしょうか。

「お金の教育」始めてみませんか

お金の教育、いつ始めましたか

子どもたちのお金事情

保護者に聞きました

小学4年生と中学2年生
に聞きました

　子どもは成長するにつれ、お金を使う場面が増えてきます。またさまざまなキャッシュレス
決済の普及により、子どもたちを取り巻く「お金」のあり方は日々多様化しています。年末年始
は人と集まる機会も多くお小遣いをもらう子どもたちもいるかもしれません。お金のことを学
ぶ絶好の機会です。親子でお金の使い方について、一度話をしてみませんか。

　子どもが10歳になる頃までにお金の大
切さや使い方についての話をしている家
庭が多いことが分かります。日々の生活
の中でもお金に関する学びのきっかけは
たくさんあります。普段の買い物、家計
を支える仕事、お小遣いの使い方など、
子どもが興味を持ったタイミングで話を
してみてはいかがでしょうか。

～2歳
2％　

5～6歳5～6歳
43％43％　

3～4歳3～4歳
17％17％　

10歳～
7％　

7～9歳　7～9歳　
31％31％

Qお金について子どもに教えたのは
何歳の時でしたか　

Qお金について子どもにどんなことを
教えましたか

大切さ　大切さ　
33％33％　

使い方　使い方　
31％31％　

貯金　貯金　
17％17％　

感謝　感謝　
16％16％　

その他　
3％　

アプリ・課金

おもちゃ・ゲーム

飲食

漫画・書籍

貯金はい 77％ いいえ 23％

Qお小遣いをもらっていますか

0 10 20 30 40 50 60

56％
49％

42％
25％

43％
22％

31％
26％

8％
7％

24％
25％

中学2年生
小学4年生

　およそ8割の子どもたちがお小遣いをもらってい
ることが分かります。もらったお小遣いは貯金す
ると答えた子どもが小・中学生ともに多くいました。
お金を計画的に使いたいという意識が子どもたちの
中にあることが読み取れます。中学生では「飲食」や

「漫画・書籍」との回答も多くなっています。趣味や友
達との付き合いにお金を使う場面が増えてきている
ようです。

Qお小遣いは何に使いますか（複数回答）

0 605040302010

（参考：（公財）愛知県教育振興会　子とともに　ゆう＆ゆう2021年1月号）

文房具
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来てみりん！
石川家住宅

街角アート

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

ホームページ

作 品 名� 述懐
作 者 名　伊

い ば
庭　靖

やすじ
二

受 賞� 1992年特選�
設置箇所　福祉センター
制作意図　人体を扱った彫刻は、その人体のもつ造形的な
美しさはもちろん、その気配のようなものを感じさせてく
れる。人間のもつすばらしい面＜人のやさしさやぬくも
り、あるいは崇高な精神＞といったものを表現できればと
思う。

2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。

問合企画政策課��☎32-8005��N76-5021

　平成元(1989)年度から15(2003)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。

彫刻マップ

開催日 イベント名 時　間 内容・定員など

4日（土） 伊勢型紙の切絵を作ろう 13：00～16：00 小紋柄の型紙を切絵で作る。デザインカッター持参。全3回。先着で3人

11日（祝） 布
ぬのぞうり
草履を作ろう 13：30～15：30 古い布を使って草履を作る。和はさみ・綿の布を持参。先着で3人

18日（土） 絵手紙をはじめよう 13：30～15：30 季節の絵を描く。ハガキ・ポケットティッシュ・新聞紙を持参。先着で3人

19日（日） チューリップの額飾りを作ろう 13：30～15：30
紙粘土でチューリップを作り、フォトフレームに飾
りつける。フォトフレーム（18cm×13cm程度）を持
参。全2回。先着で3人

25日（土） おひな飾りを作ろう 13：30～15：30 クラフトテープや布などを使って小さなおひな飾りを作る。先着で3人

毎週日曜日 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

　自分だけの、小さなおひな飾りを作りま
せんか。お内

だい り
裏様と三人官女を作ります。

皆さんのご参加をお待ちしています。

おひな飾りを作ろう



�開館 �9：00～19：00（日曜日は9：00～18：00）
休館 �毎週月曜日（9日を除く）、1日（祝）～4日（水）、
10日（火）、26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

ホームページ

　みよし市では「景観百選」を随時募集しています。詳しくは都市計画課の
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！

おすすめ図書

　　　　　　中
なかの
野さとる／写真　小

こみや
宮輝

てるゆき
之／監修

ポンプラボ／編集
　　　　　�　カンゼン　請求記号488.9／カ

にっぽんのスズメ

　ピョンピョン飛び跳ね、敵が近づくとすば
やく飛び立つ小さな茶色い鳥、スズメ。時に
田畑を荒らす害鳥として、時に害虫を捕る益
鳥として、人間たちの生活に関わってきたス
ズメ。最も身近な野鳥の知られざる生態を豊
富な写真で解き明かす一冊です。

一般図書

うさぎがいっぱい
リチャード・スキャリー／作　木

きさかりょう
坂涼／訳

好学社　請求記号E／スキ

　しっぽが白い、ワタオウサギ。夏は茶色、
冬は真っ白、足も大きなカンジキウサギ。耳
が垂れているロップイヤー。毛がふわふわな

絵本

図書館読書啓発事業 
読書講演会

三好稲荷閣のシキザクラ
　三好稲荷閣の境内にはシキザクラ
の木があります。ソメイヨシノより
小さめな花ですが春と秋の2回開花
し、秋は11月中旬から12月上旬に
見頃を迎えます。見頃を過ぎた雪の
降る冬にも花を咲かせ、美しい花の
時期を長く楽しむことができます。

アンゴラウサギ。かわいいウサギが勢ぞろい。わかりやすい言葉と優
しいタッチの絵が幼い子どもにウサギへの興味と親しみを持たせてく
れます。

　今、静かなブームとなって
いる、31文字から広がる世界
を味わいます。

短歌と物語を味わう

日時 ���2月25日（土）10：00～11：30
場所 ��①サンライブ2階研修室兼軽運動室、
②オンライン配信

対象 �高校生以上
定員 �①先着で60人、②先着で100人　
費用 �無料
講師 �歌人で小説家、絵本作家の東

ひがし
直
なおこ
子さん

申込 �①1月18日（水）以降にサンライブ2階
総合案内へ電話、または直接、②1月
25日（水）9：00以降にホームページ
から

※新型コロナウイルス感染症の感染状況に
よりオンライン配信のみになる場合があり
ます。
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図書館だより

見てよし！
みよしの景観

広報担当職員が取材をする中で見つけた、皆さんに見てほ
しい「みよしらしい景観」を紹介します。
問合 �広報情報課��☎32-8357��N76-5021
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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した人で、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。

2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
{kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp　

▲

教室・相談などの申し込み 8：30～17：15 ホームページ

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
2月8日（水） 生後7カ月ころの子 身体計測、離乳食・事故防止・

口腔ケアの話 10人 2月1日（水）まで

時間は予約
時にご案内
します。

歯 科 健 診
Exame odontológico 2月9日（木） 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 2月2日（木）まで

むし歯予防教室
Aula de orienta ção

de preven ção de cárie
2月20日（月）令和4（2022）年1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 2月13日（月）まで

わんぱく教室
Conselho sobre 

nutrição da criança
3月7日（火） 令和3（2021）年1月

・2月生まれの子
身体計測、生活習慣の話、ブ
ラッシング指導 12人 2月28日（火）まで

さ く ら ん ぼ
Palestra para mamãe 

de filhos gameos

2月28日（火）
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 2月21日（火）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

2月14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。

2月28日（火）

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

2月8日（水）
2月17日（金）
2月22日（水）

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

2月1日（水）
2月15日（水）

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

2月6日・13日・20日・27
日の月曜日
受付 9：00～15：00

29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
2月14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

2月27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

2月6日（月） 
受付 9：00～14：00 5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。

Gestante

▲

妊　婦
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
※要予約

妊婦
母子健康手帳、妊産
婦乳児健康診査受診
票の交付・説明

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。

各日8人
交付希望日の
前日までに電
話またはメー
ル

パパママ教室
後期（沐浴）コース

2ªsessão（banho）

2月10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

母子健康手帳、
子育てサポート
ガイド、筆記用
具、バスタオル

抽選で
各5組

1月13日（金）
まで
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▲

検　診 EXAME  MÉDICO

ホームページ

　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4(2022)年度「みよし
市健康診査受診券」は令和4(2022)年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5(2023)年3月31日現在）の年齢

です。医療機関で検診を行う医療機関方式については、
ホームページをご覧ください。またがん検診には個人負
担金免除制度があります。対象者や対象の検診など詳し
くはホームページをご覧ください。
※自覚症状のある人は、検診ではなく早めに
医療機関を受診してください。

救急医療施設の連絡先

●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

●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）

5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

11日（祝）なかね整形外科
豊田市深田町1-5-3 ☎0565-74-0066

12日（日）かみや外科クリニック
豊田市高上1-16-6 ☎0565-88-8568

19日（日）山口胃腸外科クリニック
豊田市大清水町原山108-3 ☎0565-46-2211

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

26日（日）窪田整形外科リウマチクリニック
豊田市本町高根12 ☎0565-52-1631

■休日・夜間の救急医療施設
※電話で確認してからお越しください。

時間は受付時間 ■2月の休日救急外科（昼間当直：受付 9：00～16：30）

●健診（検診）はお済みですか ● 健診結果の健康電話事後相談を
実施しています

   【健診】
特定健診・後期高齢者健診（問診、身体計測、血圧測
定、血液検査、尿検査、心電図）

【がん検診】
肺、胃、大腸、前立腺、乳、子宮頸

【その他】
骨密度検診、肝炎ウイルス検診、胸部エックス線検
査、歯科健診など

令和4（2022）年度の健診（検診）受診期
限は、1月31日（火）までです。 　「テレビの健康情報を見て取り組んでいるけれど、

長続きしない」「コレステロールが高めだから、食
事や運動で改善したい」など、健康に関するお悩み
はありませんか。健診結果をもとに、保健師・管理
栄養士が個別で健康相談に応じます。職場などで受
けた健診の相談も可能です。相談を希望する人は健
康推進課へお電話ください。

新型コロナウイルス感染症情報について
　市内の新型コロナウイルス感染症情報については、ホームページをご覧ください。

　ご自身の健康管理のため、大切な家族のために、
ぜひ健診（検診）を受けましょう。まだお済みでない
場合は、お早めに受診してください。

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
固定資産税（償却資産）の申告
税務課  ☎32-8019  N32-2585
　1月1日現在、市内に償却資産(土地
家屋以外の構築物、機械、器具、備品
など事業用資産)を所有している人は、
申告が必要です。昨年度に申告した人
には、令和4（2022）年12月中旬に申
告書を郵送しましたので、必要事項を
記入し申告してください。
　また今回新たに申告が必要な人は、
税務課資産税担当へご連絡ください。
なお不申告や虚偽の申告があった場合
は、地方税法に基づく過料または罰則
が適用されることがありますので、ご
注意ください。
申告 �1月31日(火)までに税務課へ郵送、
または直接

※申告期限(1月31日)の直前は窓口が
大変混み合いますので、1月16日(月)
までの申告にご協力ください。

「譲ります」「譲ってください」
環境課　☎32-8018　N76-5103

【譲ります】　
黒笹小学校体育館シューズ（24.5cm）・上
履き（22.5cm）、キャットゲージ、電子
ピアノ、男性用パンツ（下着）・股引き・
VネックTシャツ・ランニングパンツ

【譲ってください】
芝刈り機、北中学校の体操服・学生服

【交渉の流れ】
　希望者は1月10日（火）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

愛知県特定最低賃金の改定
豊田労働基準監督署　
☎0565-35-2323
　愛知県では令和4（2022）年12月16
日から、次の2業種の特定最低賃金額
が改定されました。

特定最低賃金名 最低賃金額
（1時間）

鉄鋼業 1,018円

輸送用機械器具製造業 997円

特設法律相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　相続や贈与、生活トラブルなどの
法律に関しての悩みや困りごとについ
て、一般社団法人FPみよしネットワー
ク協会会員の弁護士や司法書士などが

相談に応じます。秘密は固く守られま
すので、お気軽にご相談ください。
日時 �2月3日(金)13：30～16：30（1人
30分以内）

場所 �市役所2階201会議室　
対象 �市内在住・在勤　定員 �先着で6人
費用 �無料
申込 �1月16日(月)～30日(月)に市民課
へ電話、または直接

豊田税務署から事業者への
お知らせ
豊田税務署　☎0565-35-7777　
　10月１日からインボイス制度が始ま
ります。10月１日からインボイスを交
付するためには、原則として３月31日
までに登録申請手続きを行う必要があ
ります。詳しくは、インボイス制度特
設サイトやチャットボット、平日9：00
～17：00にインボイスコールセンター
（フリーダイヤル☎0120-205-553）
をご利用ください。

※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。

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

チャットボット特設サイト

　市内において侵入盗や乗り物盗の発生件数は以下の通り
増加しています。（令和4（2022）年11月末現在）
●侵入盗※…21件（前年同期対比＋6件）
●自動車盗…13件（前年同期対比＋5件）
●自転車盗…60件（前年同期対比＋20件）

防犯の基本はカギかけです

被害を防ぐために…
　自宅を不在にする際、自転車・自動車か
ら離れる際には短時間でも確実な施錠をし
てください。

※住宅への空き巣・忍び込み・
居空きおよび事務所荒らしなど
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住民税非課税世帯への
5万円給付の申請期限

（電力・ガス・食料品等価
格高騰緊急支援給付金）
福祉課  ☎76-5190  N34-3388
　住民税非課税世帯への5万円給付（電
力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給
付金）の申請期限は1月31日（火）です。
対象の非課税世帯には令和4（2022）
年11月に確認書を送付していますので
期限までに申請してください。
　なお令和4（2022）年1月から12月
までの家計が急変し、住民税非課税世
帯と同様の事情にある世帯は、申請書
（福祉課で配布、ホームページからダ
ウンロード可）に必要書類を添えて福
祉課へ直接お申し込みください。
※必要書類など、詳細はホームページ
をご覧ください。

令和５年住宅・土地統計調査の
準備事務の実施
企画政策課　
☎32-8005　 N76-5021

　総務省統計局が10月に実施する「令
和５年住宅・土地統計調査」の準備事務
（単位区設定）を1月中旬から行います。
　この調査は、住宅・土地に関する大

規模で最も基本的な調査です。調査の
対象となる地域では、指導員証を持っ
た指導員が、マンションや建物の住戸
数や居住世帯の有無を確認するため、
地域を廻りますので、ご理解、ご協力
をよろしくお願いします。

都市計画道路の変更に係る
説明会
愛知県豊田加茂建設事務所　道路整備課  
☎0565-35-9322
豊田都市計画道路黒笹三好ケ丘線の
変更（一部区間の区域変更）に係る都市
計画決定の素案を作成しましたので、
次のとおり説明会を開催します。
日時 �1月17日（火）19：00～
場所黒笹公民館大ホール

水害ハザードマップ
外国語版の配布
防災安全課　
☎32-8046　 N76-5702
水害ハザードマップの外国語版（英
語、中国語、ポルトガル語）を作成し
ました。1月4日（水）以降に配布しま
すので、必要な場合は防災安全課窓口
までお越しください。

犬・猫避妊等手術費補助金の
見直し
環境課　☎32-8018　N76-5103
　野良犬・野良猫の増加抑制のため、飼
い主のいる犬猫を対象にこれまで交付
してきました避妊去勢手術費の補助金
を４月１日から廃止します。飼い主の
皆さんは地域の生活環境の保全のため、

引き続き飼い犬・飼い猫の適正な管理を
お願いします。
　なお地域ねこ活動団体が実施する猫
の避妊去勢手術に対する補助金は継続
します。

令和5（2023）年度愛知
県立刈谷東高等学校通
信制課程の生徒募集
愛知県立刈谷東高等学校
☎0566-21-3349
区分 ��①新入学、②転編入学、③特科
（聴講生）

対象 �①令和5（2023）年3月に中学校
を卒業予定および既卒者、また
は中学校卒業と同等以上の学力
があると認められる人、②高等学
校で一部単位を習得した人、③高
等学校に正規に入学する資格がな
く高等学校への入学年齢に達して
いる人

定員およそ200人
選考 �①②書類審査および面接、③書類
審査

試験 �①前期日程1月29日（日）・後期日程
3月22日（水）、②3月22日（水）

申込 ��①前期日程1月19日（木）～23日（月）
（日曜日を除く）、後期日程3月13
日（月）～17日（金）、②3月4日（土）～
8日（水）（日曜日を除く）、③2月28
日（火）～3月2日（木）・12日（日）（12
日は午後のみ）までに、出願書類（刈
谷東高等学校で交付）に必要事項
を記入して刈谷東高等学校へ直接

※願書交付や出願書類など、詳細はホ
ームページをご覧ください。

ホームページ

　　有料広告

ホームページ

広告主募集中
費用 �15,000円/1枠あたり
申込 �申込書（広報情報課で配布、ホームページからダウ

ホームページ

ンロード可）に必要事項を記入し、広告案
を添えて、広報情報課へ直接

※詳しくは、ホームぺージをご覧いただくか、
広報情報課へお問い合わせください。

ホームページ



24 広報みよし　2023年 1月号

催し・講座
学校給食センター見学会
学校給食センター　
☎32-0100　N34-0199
{kyushoku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
内容 �学校給食センターの見学と給食の
試食

日時�2月10日(金)10：00～12：30
場所 �学校給食センター
対象 �市内在住　定員 �抽選で10人
費用 �300円（給食の試食代）
申込�1月4日（水）～13日（金）9：00～
17：00に氏名、住所、電話番号を
明らかにして学校給食センターへ
電話、メール、または直接

マイナンバーカード
活用講座
企画政策課
☎32-8005　N76-5021
{kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　ご自身のスマートフォンを使って、
マイナポイントの予約・申込などの方法
を学ぶことができる講座を開催します。
�内容 �①マイナンバーカードのオンライ

ン申請、②健康保険証利用の登
録・公金受取口座の登録、③マイ
ナポイントの予約・申込

日時 �２月17日（金）①13：30～14：30、②
14：45～15：45、③16：00～17：00

場所 �サンライブ2階多目的室
対象 �市内在住　定員 �抽選で各回10人
費用 �無料
持物 �①スマートフォン、個人番号カー
ド交付申請書に記載されている申
請書ID、スマートフォンで受信
できるメールアドレス、②スマー
トフォン、マイナンバーカード、
本人名義の口座番号が分かるもの
（通帳、キャッシュカードなど）、
利用者証明用電子証明書パスワー
ド4桁、③スマートフォン、マイ
ナンバーカード、マイナポイント
を受け取る予定の決済サービス
IDまたはセキュリティコード（決
済サービスの各種カードなど）、
利用者証明用電子証明書パスワー
ド4桁

申込 �1月31日（火）までに申込書（企画
政策課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、企画政策課へ郵送、電話、
ファクス、メール、または直接

Ｌ
エルジービーティー

ＧＢＴ基礎講座
～性の多様性について学ぼう～
協働推進課
☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　LGBT（性的少数者）に対する正しい
知識を学び、理解を深めるための基礎
講座を開催します。
日時�2月18日（土）10：00～12：00
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室1・2

講師 ��NPO法人A
ア ス タ

STA
対象 �どなたでも可　定員 �抽選で30人
費用 �無料　
託児 �5人（6カ月～未就学児が対象）
申込 �2月7日（火）までに郵便番号、住所、
氏名、年代、電話番号、託児希望
の場合は、子どもの氏名、生年月
日を明らかにして、協働推進課へ
電話、ファクス、メール、または
直接

※ファクス送信後は、未着防止のため
協働推進課へ確認の電話をお願いしま
す。

シンビジウム(洋らん)の展示会
産業課　☎32-8015��N34-4189

　JAあいち豊田花き振興会、愛知県
花き温室園芸組合連合会洋らん部会の
主催で、県内有数のシンビジウムの産
地であるみよし市・豊田市の生産者が
丹精を込め、3年かけて育てたシンビ
ジウムを豪華にディスプレイします。
日時�1月13日(金)～29日（日）8：00～
20：00（最終日は12：00まで）

場所�コモ・スクエアウエスト1階(豊田
市喜

き た ま ち
多町2-160)

費用無料
問合�愛知県豊田加茂農林水産事務所農
業改良普及課（☎0565-32-7509）

   1   
金1

水   42023

　　有料広告

 続の花笑み
はな え

 続手続き

不動産処分

預貯金解約

遺言書作成

 12 -547- 53

詳しくはこちら

  70-022 みよし市三好町小坂1番地2

三好グランドハイツ1階10-G号室

（三好イオンすぐ側）

9時～2 時受付 土日祝対応

運営：行政書士市井しんじ事務所

ホームページ
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場所 �一般社団法人愛知県トラック協会
中部トラック総合研修センター

対象 �市内在住で65歳以上
定員 �若干名　費用 �無料　
申込 �1月31日（火）までに申込書（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（住所、
氏名、生年月日、電話番号）を記入
し、防災安全課へファクス、メー
ル、または直接

食育講演会
毎日の食事を考えよう～体と健
康をつくる食品の選び方～
産業課  ☎32-8015��N34-4189
{sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　食育の大切さをより多くの人に知っ
てもらうための講演会です。
日時 �1月28日（土）10：30～11：30
場所 �市役所6階601・602会議室
講師 ��あいちNPO市民ネットワークセ
ンターの新

しんたに

谷千
ち あ き

晶さん
対象 �どなたでも可　定員 �先着で20人
費用 �無料　
申込 �1月20日（金）までに代表者氏名、
参加人数を明らかにして産業課へ
電話、メール、または直接

消費生活講演会　
ヤクルトの製造工場を
オンライン見学しよう
産業課  ☎32-8015��N34-4189
　静岡県にある富士裾野工場をオンラ
インで見学します。製造工程や乳酸菌
とビフィズス菌の効果について学び、
自分に合った商品の選び方を学びましょ
う。ヤクルトの試飲とお土産付きです。
日時 �1月26日（木）14：00～15：30
場所 �サンライブ3階会議室１～３
講師 ��愛知中央ヤクルト販売株式会社管
理栄養士の荒

あらかわ

川敦
あ つ こ

子さん
対象 �市内在住・在勤・在学
定員 �先着で30人　費用 �無料　
申込 �1月20日（金）までに申込書（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

ひな人形展
歴史民俗資料館  
☎34-5000��N34-5150

　素朴で懐かしい土人形や大きく立派
な人形が特徴の内裏ひな人形、豪華な
御殿が目を引く御殿飾りひな人形、華
やかな衣装を着けて多くの道具類と一
緒に飾られる屏風段飾りひな人形など、
ひなまつりに飾られた人形の数々を多
数展示します。この機会に歴史民俗資
料館へぜひお越しください。期間内に
は、市内のひなめぐりスタンプラリー
や県内の博物館、資料館のひな人形を
巡るスタンプラリーも実施します。
日時 �1月21日（土）～3月19日（日）9：00
～16：30（祝日を除く毎週月曜日
休館）

場所 �歴史民俗資料館　費用 �無料　

シルバー交通安全教室
防災安全課  
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp　

　急速な高齢化の進展や交通環境の変
化に伴い、高齢者の交通事故が多発し
ています。悲惨な交通事故から高齢者
を守るため、高齢者対象の交通安全教
室を開催します。
内容 �豊田警察署交通課署員による交通
安全講話や運転適性検査など

日時 �2月16日（木）13：30～15：30

ホームページ

業課へファクス、または直接

高齢者向け消費生活講
演会　笑劇から消費者
トラブル対策を学ぼう
産業課  ☎32-8015��N34-4189
　みよし市消費生活センターには定期
購入や投資詐欺に関するトラブルなど
さまざまな相談が寄せられます。その
中でも高齢者は特に狙われやすい対象
です。笑劇から消費者トラブル事例と
対応を学び、未然に防ぐ力を身に付け
ましょう。
日時 �3月1日（水）14：00～15：30
場所 �おかよし交流センター1階ホール
講師 ��喜

きげきだん

劇団・笑
しょうげきは

劇波
対象 �市内在住で65歳以上
定員 �先着で100人　費用 �無料　
申込 �2月17日（金）までに申込書（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
課へファクス、または直接

防災ボランティアコ―
ディネーター養成講座
防災安全課 
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　大規模災害が発生した際に被災者の
支援活動を円滑に行うため、市はボラ
ンティア支援本部を開設します。ここ
で必要となる、被災者からの支援依頼
と支援活動をするボランティアとの調
整をするボランティアコーディネータ
ーを養成します。
日時 �2月11日（祝）、19日(日）10：00～
16：00

場所 �市役所3階研修室
対象 �市内在住・在勤・在学で2日間とも
受講できる人

定員 �抽選で30人　費用 �無料
申込�1月20日（金）までに申込書（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、防災安全課へ郵送、ファク
ス、または直接

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
市民茶会
文化協会  サンライブ内
☎34-3111  N34-3114�
　寒さの中にも徐々に兆す早春の気配
を、ふるさと会館でのお茶を味わいな
がらゆっくり楽しみませんか。
日時 �2月5日(日）10：00～15：00
場所 �ふるさと会館
席主 �松尾流　久

く の

野政
ま さ え

枝（宗
そ う が

雅）さん
費用 �茶券代（一服）当日券500円、前売
り券400円

※前売り券は、2月4日（土）17：00まで
文化協会で販売します。

財津和夫　
トークと歌のプレゼント
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232

　財津和夫が語るあの頃。福岡の話、
上京の話、アマチュア時代の話、そし
て今。楽しいトークと歌のプレゼン
ト、素敵な時間をお楽しみください。
日時 �1月29日（日）15：00開演（14：30
開場）

場所 �カネヨシプレイス大ホール　
費用 �前売券4,000円、当日券4,500円
申込 �カネヨシプレイス窓口、チケット
ぴあ、ローソンチケットにて受け
付け中

ロビーコンサート
カネヨシプレイス（旧サンアート）
☎32-2000  N32-3232
　子どもから大人まで気軽に生演奏を
楽しむことができるコンサートです。
日時 �1月19日（木）19：00開演

場所 �カネヨシプレイス1階ロビー
出演 �①櫻

さくらば

庭芳
よ し き

樹（エレクトーンソロ）、
②フェライト（アコースティックギ
ター＋ボーカル）、③L

リンク

ink　T
ト ー ン

one（ピ
アノ・歌・フルート）

費用 �無料

健康・福祉
フレイルサポーター養成講座
健康推進課　保健センター内
☎34-5311　N34-5969
　フレイルとは、高齢期に心身の機能
が衰えた状態をいいます。健康な状態
と、介護が必要な状態の中間の段階
で、要介護になる危険が高いといわれ
ています。しかしフレイルは早い時期
に生活習慣を見直すことで、健康な状
態に引き返すことが可能です。「フレ
イルサポーター」とはフレイルについ
て理解し、フレイル状態の人を必要な
支援につなげ見守る人のことです。
　この機会にフレイル予防について学
んでみませんか。ご自身はもちろん、
ご家族やお仲間とともに、人生100年
時代を健康に過ごすためのポイントを
楽しくお伝えします。
日時 �①2月22日（水）、②3月1日（水）、

ともに10：00～11：00（受け付け
は9：40～9：55）

場所 �①おかよし交流センター1階ホー
ル、②保健センター

講師 �東海学園大学スポーツ健康科学部
の丸
まるやま
山裕

ゆう じ
司准教授

対象 �市内在住　定員 �先着で各50人
申込��2月6日（月）までに健康推進課へ
電話、または直接

ヘルスパートナーとみよしを歩
こう～みどりのこみちコース～
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に歩きなが
らみよしの魅力を再発見しませんか。
市北部の境川周辺にある、自然豊かな
コースです。
内容 �約5.3kmのコースを、約1時間30
分かけて歩く。

日時 �2月3日（金）9：30～11：30（8：00
の時点で雨天の場合中止）

場所 �福谷ハピネスホール（福谷区民会
館）に集合

対象 �市内在住　費用 �無料
持物�過去にこの企画に参加した人は名札
申込 �不要。当日、集合場所へ直接
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。

市民病院コーナー 市民病院内　外科（血管外科） 　
☎33-3300　N33-3308

　高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などを背
景に発症する動脈硬化症は近年増加しています。
動脈硬化症は全身の動脈で発生し、進行すると
冠動脈疾患や脳血管疾患、腎疾患などを合併す
るため、早期の診断・治療が重要になります。特
に下肢の動脈硬化により血管が詰まるASOは、

歩行時の下肢痛や足の傷が治りづらくなることがあり、最悪の場合、足
の切断となる場合もあります。動脈の本幹に狭窄や閉塞があっても、側
副血行路が発達していれば手術が不要な場合もあり、�患者さん一人一人
に応じて手術だけでなく薬物療法、運動療法などの最適な治療を行うこ
とが大切です。早期発見により体に負担の少ない治療でも症状が改善す
ることもあるため、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴があり、歩行
時の下肢痛や足に傷がある人はお気軽に病院までご連絡ください。

下
かしへいそくせいどうみゃくこうかしょう

肢閉塞性動脈硬化症(A
エーエスオー

SO)のお話

　▲有
あ り ま

馬隆
たかひろ

紘医師
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名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

みんなの認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau�c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、音楽、
ゲームなど（8日は「音で
あそぼうコンサート！」を
開催。詳細は下記参照）

1月8日（日）・18日（水）
・28日（土）14：00～
15：30

三好丘旭1-4-8 無料
おかよし地域包括
支援センター
☎33-4177

オリーブ
（要予約。連絡は問
い合わせ先へ）

脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

1月26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

にこにこサロン 詳細は下記参照 1月12日（木）
14：00～15：00

サンライブ3階講
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 詳細は下記参照 1月24日（火）
10：00～11：00

サンライブ3階講
座室兼音楽室1・2 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

1月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず、誰もが楽しめる通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。

にこにこサロン　生活の中で簡単にできる体操
なかよし地域包括支援センター　☎34-6811　N34-5860

日時 �1月12日（木）14：00～15：00　
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室1・2　
講師 �中北薬品株式会社岡崎支店の健康運動士と管理栄養士
対象 �どなたでも可　費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

　地域の皆さんと楽しく交流しませんか。
体操も取り入れながら健康づくりを考え
ていきます。

オレンジ茶房　よくかんで介護予防
みなよし地域包括支援センター　☎33-3502　N33-3501

日時 �1月24日（火）10：00～11：00　
場所 �サンライブ3階講座室兼音楽室1・2　対象 �どなたでも可　
費用無料　申込 �不要。当日、会場へ直接

　よくかんで食べることは健康な体を作
り、認知症の予防にもつながります。口
からの健康作りに取り組んでみませんか。

みんなの認知症コミュニティカフェw
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afe　音であそぼうコンサート！

おかよし地域包括支援センター　☎33-4177　N36-2878

日時 �1月8日（日）14：30～　場所 �三好丘旭1-4-8　
出演 �ピアノ白

しらかみ
神由

ゆ み こ
美子、パーカッション美

みさと
郷　対象 �どなたでも可　

費用 �500円（8歳以下、80歳以上、認知症または障がいを持っている
人とその介護者は無料）　

持物 �ふた付きの空のペットボトル（乾燥しているもの）、米一合程
　　度（炊いていないもの）
申込 �不要。当日、会場へ直接

　前半にピアノとパーカッションによる
ミニコンサート、後半ではリサイクル楽
器を使って一緒に演奏しましょう。



28 広報みよし　2023年 1月号

5日（日）に筆記試験および面接試
験

申込�1月4日（水）～2月14日（火）に愛知
障害者職業能力開発校またはハロ
ーワーク豊田（☎0565-31-1400）

　　へ電話

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～介護の仕方をみん
なで考えよう～

日時 �1月27日（金）13：30～15：30
場所 �市役所2階202会議室
対象 �家族を介護している人
申込 �不要。当日、会場へ直接

子育て
育児講座　親子あそび
みなよし地区子育て支援センター
打越保育園内  ☎34-1867  N34-6791
日時 �1月24日（火）10：00～11：00
場所 �打越保育園遊戯室
対象 �1歳以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
申込 �1月10日（火）～17日（火）9：00～
16：00にみなよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接

ファミリー・サポート・センター
会員募集と講習会
ファミリー・サポート・センター　　　
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228
　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。会員になるための入会説明と
講習会を開催します。皆さんの参加を
お待ちしています。

健康・福祉
冬の献血
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969

　愛知県赤十字血液センターによる献
血を実施します。献血は心と命のボラ
ンティアです。あなたの優しさで誰か
が救われます。ご協力をお願いします。
日時�1月18日（水）9：00～11：00
場所 �市役所正面ロータリー
対象 ��16～69歳の健康な人(65歳以上
の人は、60～64歳までに１回以
上の献血の経験があること)

持物�献血カードまたは献血手帳(持っ
ている人)、身分確認できるもの(
運転免許証など）

※採血量は400mlのみです。
※献血者と輸血者の双方の健康を守
り、安全性を高めるために、さまざま
な基準を設けています。それにより、
献血をご遠慮いただく場合もあります。

障がい者職業訓練生の募集
愛知障害者職業能力開発校　
☎0533-93-2102
　令和5（2023）年4月入校の訓練生を
募集します。
科目 �①ITスキル科、②OAビジネス科、
③CAD設計科、④総合実務科（知
的障がい者対象）、⑤ワークサポ
ート科（精神障がい者・発達障がい
者対象）

※訓練期間は①～④は1年、⑤は9カ
月です。
※①～③は障がいの種類に関わらず障
がいの診断を受けている人が対象です。
※障がい者手帳の所持の有無は問いま
せん。
選考 �①・②・③・⑤3月6日（月）、④3月

内容 �①入会説明、②講義「子どもの事
故予防について」「心肺蘇生法につ
いて」（依頼会員は入会説明のみ）

日時 �2月9日（木）9：30～12：00
場所 �子育て総合支援センター交流室
対象 �市内在住・在勤・在学で生後2カ月
～小学6年生の子どもを養育して
いて育児援助を受けたいと思う
人。市内在住で、心身ともに健康
で育児の援助をしてくれる20歳
以上の人

託児 �あり
申込 �1月20日（金）まで（日・月曜日を除
く）の9：00～16：30にファミリー・
サポート・センターへ電話、または
直接

ママのための育児講座
エアロ＆ストレッチ
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
☎34-1250  N34-0501
日時 �1月27日（金）10：00～11：00
場所 �サンライブ2階軽運動室
対象 �母親　託児 �あり
定員 �抽選で15人　費用 �1人15円
持物 �室内用シューズ、ヨガマットまた
はバスタオル2枚

申込 �1月13日（金）～20日（金）9：00～
16：00になかよし地区子育て支援
センターへ電話、または直接（日・
月曜日を除く）

育児講座　足に合った靴選び
三好丘地区子育て支援センター 
みどり保育園内
☎36-0785  N36-5675
　靴選びの大切さや子どもの足に合っ
た靴の選び方について学びます。
日時 2月8日(水)10：00～11：00
場所三好丘地区子育て支援センター
対象 �未就園児とその保護者
定員 抽選で12組　費用 1人15円
申込 �1月25日（水）～2月1日（水）9：00
～16：00に三好丘地区子育て支
援センターへ電話、または直接
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親子体操
黒笹地区子育て支援センター　黒笹保
育園内　☎36-5722  N36-5108
　親子で気持ちよく体を動かして楽し
く遊びませんか。
日時 �1月27日（金）10：00～11：00
場所 �黒笹保育園遊戯室
対象 �1歳半以上の未就園児とその保護者
定員 �抽選で15組　費用 �1人15円
申込 �1月13日（金）～20日（金）9：00～
16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

スポーツ
タグラグビー体験
三好さんさんスポーツクラブ 
明越会館内　
☎・N34-3621

　体幹を鍛え、丈夫な体作りを目指
します。
日時 �2月12・26日、3月12日・26日の
日曜日14：00～16：00

場所 �さんさんの郷ふれあいA広場
対象 �年長～小学5年生
定員 �各日先着で20人（1人1回限り）
費用 �1回500円（保険料込み、当日集
金）

申込 �各開催日の2日前までにSAPラグ
ビー公式LINEに友達登録し「タグ
ラグビー体験申し込み」より

小・中学校の体育施設スポーツ
開放
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030
　令和5（2023）年度の市内小・中学校
の体育館・武道場の有料開放について
申し込みを受け付けます。気の合う仲
間とスポーツを楽しみませんか。
期間   4月15日（土）～令和6（2024）年3
　　月9日（土）（12月28日（木）～1月4
　　日（木）を除く）18：30～21：30（学校
　　行事などにより利用中止となる場
　　合あり）
対象 �定期的（年間20回以上）に施設を利
用する計画がある市内在住・在勤・
在学の10人以上で構成する団体

費用  下表のとおり

施設名 使用料

小学校体育館
半面 230円

全面 460円

中学校体育館
半面 320円

全面 640円

中学校武道場 300円

※1回の使用料金です。
※今後、中学校体育館には空調が整備
されますが、利用の際は別途使用料が
必要です。使用料については4月開催
の連絡会議にて説明します。
申込  1月31日（火）までに、申請書（総
合体育館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、スポーツ課へ直接

※市内の総合型地域スポーツクラブ、
みよし市スポーツ協会加盟団体の利用
を優先します。

採　用
令和5（2023）年度
会計年度任用職員
人事課　
☎32-8351  N32-2165
　会計年度任用職員（非常勤職員）を
募集します。
申込 �1月23日（月）までに「みよし市会
計年度任用職員登録申込書」（人事
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、人事課へ郵送または直接

伝言板
英語でアクティブラーニ
ング　思いっきりアート
　英語を学ぶのではなく、英
語を使って何かを学ぶプロジ
ェクトの第１弾「アート」。ネイティブ
講師、バイリンガル講師、友達と一緒
に大きな紙に思いっきりアートしよう。
日時 �1月15日（日）14：00～16：00
場所 �サンライブ3階美術室
対象 �小学生　 定員先着で15人
費用 �2,000円
申込 ��申し込みフォームより
問合 ��B

ブレイバーズ
ravers!の棚

たなはし
橋理

り さ
紗さんへメール

（{dance_bravers@yahoo.co.jp）

SAPラグビー
公式 LINE

ホームページ

　　有料広告

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

申し込み
フォーム

ホームページ



2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（金）13：30～16：30 市役所2階201会議室 不要
法律相談 10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 21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 不要 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 不要 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

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

平日9：00～17：30 おかよし地域包括支援センター
（カリヨンハウス内） ☎33-4177

成年後見相談 ①平日9：00～17：00、②7日（火）14：
00～16：00

①成年後見支援センター（くら
し・はたらく相談センター内）、
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☎33-5020

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（水曜日を除く）9：00～16：30 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 9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 8日・22日の水曜日13：00～15：30 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）

平日（火曜日を除く）9：00～17：00 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日の月曜日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（青
少年およびその保護者） 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 14日（火）9：00～、10：00～、11：00～
28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 14日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 8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 新型コロナウイルスの感染状況によ

り、変更がありますので電話でお問
い合わせください。

不要
☎0566-21-4797不要エイズ・肝炎・梅毒検査

骨髄バンクドナー登録 必要
精神科医による相談 21日（火）14：00～16：00 必要 ☎0566-21-9337
検便・水質検査 毎週火曜日（21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。

市内の外国人住民数：2,412人　市人口に占める割合：3.9%（令和4(2022)年12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

▶明知保育園へ餅つきの取材に行きました。今では目にすることが少なくなった石臼
と杵を使い、昔ながらの方法で行う餅つきに園児たちは興味津々。餅をつく真似をし
ながら「もちつき」の歌を歌う子やつきたての餅の感触に驚く子など、どの園児も楽し
そうに参加していました。餅つきの後は、ついた餅で年長園児が花餅作りに挑戦。花
餅、餅花、繭玉など地方により呼び方は異なりますが、お正月を彩る飾りです。白と
ピンクの餅で作られた花餅を見て、一足早いお正月を感じることができました。（松）

Distribuição de versões em idiomas 
estrangeiros do “Mapa de Risco de 
Inundações”
Setor de Prevenção de Desastres e Segurança
☎0561-32-8046　N0561-76-5702
Foram preparadas versões em idiomas 
estrangeiros (inglês, chinês e português) do 
Mapa de Risco de Inundações da Cidade de 
Miyoshi. Eles serão distribuídos a partir de 
janeiro de 2023, portanto, se você precisar de 
um, visite o Setor de Prevenção de Desastres e 
Segurança da prefeitura. 

（日本語の記事は23ページ参照）

毎
まいとし

年恒
こうれい

例「ひな人
にんぎょうてん

形展」の開催

（日本語の記事は25ページ参照）

Será realizada a "Exposição Anual de 
Bonecas Hina Ningyo"
Museu de História e Folclore 
☎0561-34-5000   N0561-34-5150
A exposição apresenta uma variedade de bonecas expostas 
durante o Festival Hinamatsuri, incluindo bonecas de barro 
simples e nostálgicas, bonecas Uchiura hina com bonecas 
grandes e esplêndidas, bonecas Goten-dori hina com seus 
lindos palácios e bonecas Byobu-dan-dori hina com seus 
lindos trajes e muitos acessórios. 
▶Período＝Sábado 21 de janeiro até domingo 19 de março 
das 9：00～16：30
▶Local＝Museu de História e Folclore
▶Fechado＝todas as segundas-feiras　▶Entrada＝grátisDistribution of Foreign Language 

Editions of the Flood Hazard Map
Disaster Prevention and Public Safety Dept.
☎0561-32-8046　N0561-76-5702
English, Chinese, and Portuguese versions 
of the Miyoshi Flood Hazard Map will be 
available for distribution from January of 
2023. Anyone 
needing this Map 
can obtain it at the 
Disaster Prevention 
and Public Safety 
counter at City Hall. 

水
すいがい

害ハザードマップ外
がいこく ご ば ん

国語版の配
は い ふ

布

Annual Hina Doll Exhibition to Be Held
Miyoshi Folklore Museum
☎0561-34-5000   N0561-34-5150
There are a wide range of dolls on display, from simple clay 
dolls of the past to large, splendid Imperial Palace dolls, and 
beautiful, eye-catching and luxurious palace dolls that are 
richly dressed, along with many pieces of furniture and other 
tools, all displayed in front of folding screens. 
▶Dates＝January 21 (Sat)～March 19 (Sun)9：00～16：30
▶Location＝Miyoshi Folklore Museum
▶Closed＝every Monday　▶Entrance fee＝none
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今
年
の
干
支
干
支
は

　今年の干支は「卯
う

」です。十二支の4番目である「卯」は動物のウサギにあたり、穏やか
な性格であることから家内安全や、跳躍する姿から飛躍、向上などの意味があるとさ
れています。童謡「うさぎとかめ」で知られ、月面の模様が餅つきをしているウサギに見
えることから月にすんでいると言われるなど、ウサギは古くから日本になじみがある動
物。今年一年が皆さんにとって、ウサギのように大きく飛躍できる良い年になりますよ
うに。

卯卯
公益社団法人みよ

し市シルバー人材

センター会員作製

の干支の置き物

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

●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 1月4日（水）、2月6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。

みよし市公式インスタグラム

市政情報番組
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