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11月1日現在の

岡崎市の人口

※（　）内は先月比を表しています。

　男　　195,995 人（－87）
　女　　190,256人（－69）
　計　　386,251 人（－156）
世帯数　164,707世帯（－62）

12月の税金・保険料

納期限 12月28日㈪

納税課　Л23Д6123　Я23Д5970

国保年金課　Л23Д6843　Я27Д1160

医療助成室　Л23Д6841　Я27Д1160

介護保険課　Л23Д6647　Я23Д6520

固定資産税（第3期分）

国民健康保険料（第6期分）

後期高齢者医療保険料（第6期分）

介護保険料（第6期分）

納付書は切り離さずに金融機関やコンビニエンス
ストアへ提出してください。ただし、バーコード
が印字されていない納付書はコンビニエンススト
アでは使用できません。
● 夜間納付窓口も利用できます。
　12月23日㈬～25日㈮　17時30分～20時
　場所／市役所東庁舎1階ロビー

納付が困難な場合にはお問い合わせを

※その他の支払いは納入通知書に記載の各担当課へ。
国保年金課　Л23Д6843　Я27Д1160

納　税　課　Л23Д6116　Я23Д5970
市　税

国民健康保険料

特別な日に向けて…。
親子造形センター（おかざき世界子ども美術博
物館内）では、サンタにトナカイ、雪だるまな
ど、様々な種類のクリスマスグッズ作りを楽し
めます。クリスマス当日の12月25日まで開
催。手作りグッズでおうちを彩って、楽しいク
リスマスを過ごしませんか。

今月の1枚
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特集1
市長就任のごあいさつ

特集2　岡崎市　1年のあゆみ
特集3　岡崎市の財政状況
今月のこれ！
・家康公生誕祭、年末年始のごみの収集　など

パーク＆ネイチャー
スポーツ
パパママ＆ベビー
シニア
芸術＆文化
まルちアングル・Story
お知らせ・相談
街角情報BOX
救急医療情報
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ケーブルテレビミクス
チャンネルおかざき121ch

FMおかざき 76.3MHz
こちら、おかざき情報室（763）
月～金曜日　7：45～7：55
月曜日：市役所探訪
火曜日：ＪＡＺＺコレ岡崎
水曜日：コロネットから　など
木曜日：ＬＩＣＣだより　など
金曜日：おでかけ情報

※都合により番組内容を変更することがあります。
CATVミクスへの加入は フリーダイアル

0120ひ345739

再放送 10：15～、12：15～、18：45～
※チャンネルおかざきでも7:45から放送します。

広報課　☎23Д6007　Я23Д6950

くいず?
図書カードが当

たる！

児童

○○公生誕祭郷土の英雄・徳川家康公が
生まれた12月26日を祝う祭

○○に入る言葉はなんでしょう？

応募方法ーはがき（1人1枚）に①答え②郵便番号・住所・氏名・
年齢③市政だよりの感想などを記入し、〒444…8601　広報課へ。
クイズ正解者の中から10人のかたに500円分の図書カードを贈呈
します。

10月1日号の答

12月24日㈭必着

LINEからクイズに
応募できます!

新型コロナウイルスの影響により、掲載情報の内容が変更となる場合があります。
その他関連情報も含めて、市ホームページで最新情報をご確認ください。

・やってみよう！テレワーク！！
・2020　この1年を振り返って

激動の2020年をニュース映像で振り返り
ます。

2020　この1年を振り返ってPick
up

特 集
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就任のごあいさつ
10月18日執行の市長選挙において
第12代岡崎市長に選ばれました。
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思いやりのある行動
ありがとうの気持ち
笑顔を忘れずに

岡崎市は、新たな日常生活を前向きにすごせるよう
スリーハートを呼びかけています。

スリーハート宣言
 心は密に 

1

2

3

⑥

新年交礼会（1日）
おかざき世界こども美術博物館入館者数500万人達成（18日）①

滝山寺の木造毘沙門天立像、蒔絵曲禄、
下山小学校のヤマザクラが県指定文化財に指定（7日）②

県内初の自治体出資による地域電力小売会社
「㈱さくら電力」を設立（9日）
駅南中央公園オープン（16日）③
桜城橋完成・徳川四天王像披露式典、渡り初め（22日）④

宮城県山元町と
災害時相互応援等に関する協定を締結（1日）
藤田医科大学岡崎医療センター開院（7日）
岡崎市民病院にがん医療機器
「PET－CT」、「手術支援ロボット」導入 ⑤

特殊詐欺対策装置、後付け安全運転支援装置購入費の
補助開始（1日～）

市制施行104周年記念式（1日）
龍北総合運動場リニューアルオープン（4日）⑧
SDGs未来都市として内閣府から選定（17日）

市立小中学校で全児童・生徒に1人1台のタブレットの
配布スタート（25日～）⑩

中部地方初となる公民連携の水道水源保全事業
「未来へつむぐ岡崎の水プロジェクト」の協定締結（28日）

六ツ美中部学区で乗り合い送迎サービス
「チョイソコおかざき」の実証運行開始（1日）⑪
男性相談とLGBT相談を開設（1日）
市長選挙、市議会議員一般選挙（18日）
中根康浩市長就任（21日）⑫
イオンモール岡崎に
「市民サービスコーナー」がオープン（29日）⑬

家康公生誕キャンペーン、
四季彩イルミネーションを開催（1日～）

ラリージャパン2020中止に伴い1年前イベントを開催（21日）
岡崎将棋まつりを開催（23日）

オンライン家康公生誕祭を開催（6日～26日）※予定

1月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

3月

5月

7月

9月

11月

帰国者・接触者相談センターを設置（12日）
開院前の藤田医科大学岡崎医療センターがクルーズ船
乗船中の感染者などを受け入れ（19日）

市立小中学校を臨時休業（2日～5月20日）
市内で初の感染者発生（11日）
公共施設を臨時休館（13日～5月20日）

家康行列開催中止（4日）
国が緊急事態宣言を発令（7日、県独自の宣言10日）
岡崎市でPCR検査開始（9日）
市独自の支援策として、市立小中学校・公私立保育園など
の給食無償化（9月まで）、水道料金（基本料金）の減額
（6カ月間）実施を発表（23日）

特別定額給付金申請開始（オンライン5日～、郵送25日～）
休業・短縮営業協力要請に応じた事業者に対する協力金
（県・市独自）申請開始（13日）

「スリーハート宣言―心は密にー」を発表　⑥
新型コロナウイルス対応避難所運営訓練を実施（13日）⑦

東京2020オリンピック、パラリンピック開催延期

花火大会中止
岡崎に希望のヒカリを「サプライズ花火」（1日）⑨
市立小中学校　夏季休業短縮（8日～23日）
新生児特別給付金（市独自）の支給を発表（17日）

「岡崎市プレミアム付商品券」申込開始(1日～)
“ 疫病退散 ” を願い、
岡崎アマビエピンバッジを販売（19日～）

高齢者のインフルエンザ定期予防接種を
無料で実施（15日～）

新型コロナウイルス感染症に
関連する主な出来事

び　しゃもんてんりゅうぞう　　まき　え　きょく　ろく

1年のあゆみSummary of

2020
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①① ③③

⑤ 手術支援ロボット⑤ 手術支援ロボット

⑩⑩⑩

⑪⑪

⑫⑫

⑬⑬⑬

⑦⑦⑦

④④②②

⑨

⑧⑧
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福祉サービスの充実

道路・公園などの整備、まちづくりなど

ごみ処理、保健、医療、環境対策など

学校教育、社会教育、スポーツ振興など

人事、広報、徴税、全般的な管理など

市債（借金）の返済

その他（消防、商工業の振興など）
※令和２年3月31日現在の人口（387,106人）により算出。

11.7万円

6.0万円

4.9万円

4.3万円

3.0万円

1.6万円

2.4万円

支出金額（一般会計）
市民1人当たりの 33.9万円合

計

合　計 ７億433万円の黒字

一般会計の歳入決算額（税金など市へ入ってきたお金）は1,374億2,383万円、歳出決
算額（市が使ったお金）は1,311億6,555万円で、歳入歳出差引総額は62億5,828万
円となり、ここから翌年度に繰り越した事業に充てるべき財源を控除
すると、純剰余金は42億3,881万円の黒字となりました。

岡崎市の財政状況は、国が定める基準（早
期健全化基準）を大きく下回り、健全な水
準です。また、すべての事業にお
いて資金不足は発生していません。

決算決算の状況状況
令和元年度

歳出決算額歳入決算額
簡易水道事業
阿知和地区工業団地造成事業
農業集落排水事業
国民健康保険事業（事業勘定）
国民健康保険事業（直営診療所勘定）
後期高齢者医療
介護保険
継続契約集合支払
額田北部診療所
こども発達医療センター
岡崎駅東土地区画整理事業清算金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
宮崎財産区
形埜財産区

4億5,548万円
25億5,599万円
4億 488万円

316億2,436万円
8,741万円

49億4,622万円
234億8,580万円
13億6,110万円

9,712万円
1億8,292万円
4億2,252万円
4,546万円
814万円
118万円

6億 359万円
27億6,704万円
4億 488万円

317億 420万円
8,741万円

49億5,413万円
238億9,671万円
13億6,110万円

9,712万円
1億8,292万円
4億3,627万円
8,784万円
883万円
192万円

※繰越し財源控除後

会　　計　　名

病院事業

水道事業

下水道事業

14億4,533万円の純損失 （赤字）

9億 919万円の純利益 （黒字）

9億2,689万円の純利益 （黒字）

一般会計

1,374億円
歳　入

一般会計

1,312億円
歳　出

市税
  713億（52％）

国庫支出金
182億（13％）

市債
81億（6％）

繰入金
93億（7％）

県支出金
75億（5％）

地方消費税交付金
67億（5％）

その他
163億（12％）

道路・公園などの整備、
まちづくりなど
231億円（18％）

その他（消防・商工業の振興など）
92億円（7％）

学校教育、社会教育、
スポーツ振興など
167億円（13％）

ごみ処理、保健、医療、
環境対策など
190億円（14％）

人事、広報、徴税、
全般的な管理など
117億円（9％）

福祉サービスの充実
  451億円（34％）

市債（借金）の返済
64億円（5％）

特　
　

別　
　

会　
　

計

企
業
会
計

令和元年度決算に基づく
健全化判断比率・資金不足比率の公表

市では毎年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和元年度の決算状況と
令和2年度上半期（9月30日現在）の予算執行状況の概要をお知らせします。

財政課　Л23Д6046
Я65Д2351
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※9月30日現在の状況であり、今後の予算執行により年度末現在高は増減します。 
※数値については表示単位未満を四捨五入しているため、合計や差引が一致しない場合があります。

12,260,489㎡

1,570億7,577万円
（内訳）

一般会計 594億1,802万円
特別会計 39億1,315万円
企業会計 937億4,460万円

※一時借入金はありません。

土地

1,144,106㎡ 279億1,929万円

11億9,839万円

建物 有価証券・
出資による権利

基金（貯金）

市債（借金）の現在高

市の財産・基金（貯金）・市債（借金）市の財産・基金（貯金）・市債（借金）の状況状況（9月30日現在）

企業会計（病院事業、水道事業、下
水道事業）の状況を含め、詳しくは
市ホームページをご覧ください。

令和2年度　上半期

予算執行予算執行状況（9月30日現在）
予算額 収入済額 支出済額

5,176万円
9,359万円

115億8,600万円
4,060万円

5億4,271万円
102億1,931万円
5億1,755万円
4,232万円
7,368万円

3,189万円
112万円
208万円

2億1,106万円
5,232万円

118億5,252万円
2,318万円

14億7,098万円
95億5,115万円

3,055万円
2,832万円
2,025万円
5,389万円
127万円
183万円

6億5,629万円
5億5,049万円

319億6,396万円
9,626万円

55億2,005万円
257億4,710万円
15億9,197万円
1億 495万円
2億3,069万円

5,916万円
550万円
677万円

858億6,953万円1,047億4,351万円1,768億3,098万円一　般　会　計

特　

別　

会　

計

会　計　名

阿知和地区工業団地造成事業
農業集落排水事業
国民健康保険事業（事業勘定）
国民健康保険事業（直営診療所勘定）
後期高齢者医療
介護保険
継続契約集合支払
額田北部診療所
こども発達医療センター
岡崎駅東土地区画整理事業清算金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
宮崎財産区
形埜財産区

決算額 58億8,322万円
救急医療拠点施設整備の支援

　救急医療体制の確保を通じて
市民の生命及び健康を守るた
め、藤田医科大学岡崎医療セン
ターの整備に対する支援を行
い、令和2年4月7日、岡崎医療
センターが開院しました。

決算額 3,405万円
病児保育施設整備費及び運営費の補助

令和元年度に実施した主な事業

　病児保育事業を推進するため、
医療機関併設型の病児保育施設
を整備し、事業を実施している
医療法人へ、施設整備及び運営
にかかる経費を補助しました。

決算額 8億5,164万円
シビックコア地区の整備

　岡崎駅東口駅前広場及び周辺
の利便性向上のための整備を行
い、令和元年10月1日、岡崎駅
ペデストリアンデッキが開通し
ました。

決算額 40億7,656万円
小・中学校の空調設備の設置

　児童・生徒が安全、安心、快
適に学べる教育環境を確保する
ため、市内全ての小中学校普通
教室及び特別教室の空調設備を
整備しました。
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11 年末年始の侵入盗防止
News

　帰省や旅行、休業などで不在となる年末年始は、侵入
盗被害が多発する傾向があります。防犯対策を強化し
て、被害を防ぎましょう。

●施錠を徹底し、サッシ締りなどの補助錠でツーロック
に！
●長期不在時は、電気をつけておく、新聞や郵便物の配
達を停止するなど、留守を悟られない対策を！
●無人の店舗、事務所には、現金を残さない！防犯カメ
ラや機械警備の導入を！

安全安心課　Л23Д6525　Я23Д6570
岡崎警察署　Л58Д0110

センサーライト

防犯フィルム
ツーロック

Event
第8回　家康公生誕祭　1

オンライン家康公生誕祭

郷土の英雄・徳川家康公が生まれた12月26日を祝し、家康公生誕祭を開催します。

Ю壱の陣『家康公大好き！』／12月5日㈯　13時30分～
　家康公が好きになる！家康公のここがいいとこ！を、
　家康愛あふれる子どもたちが語ります。
Ю弐の陣『つながろう！全国の武将』／12月12日㈯　13時30分～
　実はあの時こうだったかも？ 全国の武将が、戦国時代を振り返り
　ロマンあふれる歴史を語ります。
Ю参の陣『つながろう！家康公』／12月19日㈯　13時30分～
　きっと行ってみたくなる！家康公ゆかりの町の皆さんが、
　ゆかりの地ならではのエピソードを語ります。
Ю本　陣／12月26日㈯　14時～
　縁結びで知られる安産祈願道中を広忠公、於大の方と一緒に
　オンラインで練り歩き！六所神社・龍城神社でのご祈祷や、
　蟇
ひき

目
め

の神事・初子のお祝いも配信します。　

詳しくは家康公生誕祭ホームページで。

家康公生誕祭Webサイト

家康公生誕祭実行員会（一般社団法人岡崎市観光協会内）
☎64Д5255　Я64Д1638

※スケジュール・出演者などは変更する場合があります。

コメント
お待ちして
います！

YouTubeで

岡崎まつり

自宅にいながら生誕祭に参加しよう！
今年はZOOMを使ってYouTubeでライブ配信し、家康公のご生誕をお祝いします！ 

家康公生誕秘話や神事の様子がまる分かりの全4回！

これ！
今月の今月の
これ！

市からのお知らせやおすすめイベントなどを紹介します。
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受診の流れ（図参照）

発熱などの症状があるかたは、まずかかりつけ医に電話で相談しましょう。

引き続き感染拡大防止対策の徹底を！

受診の際の注意事項

　季節性インフルエンザの流行期を迎え、新型コロナウイル
スとの同時流行も懸念されるため、発熱などの症状があるか
たが大幅に増えることが予想されます。医療機関での院内感染
防止を図りつつ、患者さんに円滑に受診していただくため、
発熱などの症状で医療機関の受診を希望する場合は、かかり
つけ医などの地域の医療機関にまず電話で相談してください。

News

22 今冬の新型コロナウイルスとインフルエンザの
同時流行に備えて

生活衛生課　Л23Д5082
Я23Д6621

①　発熱などの症状が生じた場合は、かかりつけ医などの身
近な医療機関に電話で相談をしてください。

②　相談先がわからない場合やかかりつけ医などで対応できな
い場合、「受診・相談センター

※
」に電話で相談してくださ

い。対応可能な医療機関をご案内します。

※上記時間外、土・日曜日、
　祝日はコールセンターへ。

※土・日曜日、祝日は24時間対応

Л23Д5074
平日9時～17時

Л052Д856Д0318
平日17時～翌朝9時

≪受診・相談センター≫

≪コールセンター≫

※「受診・相談センター」
　　相談する医療機関がわからないかたに、対応できる医療機関
を案内する電話相談窓口です。

●症状が出たからといってすぐ受診するのではなく、まず自宅で安静にして様
子をみましょう。

●受診する場合は、必ず事前に医療機関に電話で相談し、受診方法や指示を確
認してください。

●受診時は必ずマスクを着用してください。
●各医療機関で感染防止対策を実施しているため、症状、流行状況によって簡
易な診察や処方になる可能性がありますので、ご了承ください。

●夜間・休日などは受診できる医療機関が限られ、特に混雑が予想されます。
●医療機関によっては感染防止対策のため、診察までの待ち時間が長くなるこ
ともありますので、トイレなどは済ませてから受診してください。

詳しくは
市ホームページ
をご覧ください。

マスクの着用、手指の消毒、身体的距離の確保など
「新しい生活様式」の実践をお願いします。

（新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言）

手洗い・消毒マスク着用 身体的距離

診療・検査 診療・検査

かかりつけ医などの
地域で身近な医療機関

対応できる医療機関

受診・相談
センター

案内案内

電話
相談

電話
相談

NO

YES

診療・検査可能であるか

発熱などの
症状があるかた

かかりつけ医を持たない場合や
相談する医療機関に迷う場合

Okazaki News & Topics
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総合資源ステーション『りすた稲熊』

※年末は12月29日㈫まで。年明けは１月4日㈪から開始します。
総合資源ステーション「りすた稲熊」

新聞（チラシ含む）・雑誌・ダンボール・牛乳パック・
古着（毛布、シーツ、タオル含む）・蛍光管・電池類・小型家電・
3分別（紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装）・
空き缶・空きびん・生きびん

稲熊町拠点回収所は、11月1日㈰から、リサイクルできる「資源物」をすべて
回収できる「総合資源ステーション『りすた稲熊』」にリニューアルしました。
場所：稲熊町字7丁目17番地1

毎日  9時～16時

総合資源
ステーション

「りすた稲熊」

稲熊橋北 稲熊１

稲熊８

稲前橋北

稲熊橋南

人間環境大学
岡崎学園高校・中学

岡崎北高校

伊
賀
川

東
名
高
速
道
路

小
呂
川

梅園小学校

梅園幼稚園

※年末は12月27日㈰まで。年明けは1月10日㈰から開始します。

新聞（チラシ含む）・雑誌・ダンボール・
牛乳パック・古着（毛布、シーツ、タオル含む）・
蛍光管・電池類・小型家電

紙製容器包装 ペットボトル プラスチック製
容器包装

※分別をして、指定袋に入れて出してください。
※3分別は、通常の拠点回収では回収できません。

通常の拠点回収 毎週日曜日  9時～16時

家庭ごみの年末特別受け入れ
可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・
空き缶・空きびん・3分別
※分別をして、可燃ごみ・不燃ごみは指定袋などの中身
　の見える袋に入れて搬入してください。
※施設内では、分別したごみごとに受け取る場所が異なり
　ますので、あらかじめ分別してお持ち込みください。

※例年、大変混み合います。少量のごみは収集日にごみステーションを利用するなど、スムーズなごみ出しに
　ご協力をお願いします。新聞・雑誌類は地域の「資源回収」や「拠点回収」をご利用ください。

年末の臨時拠点回収では、通常回収している
品目に加え、3分別を回収します。

12月29日㈫　8時30分～16時
  　 30日㈬　8時30分～11時30分

※市ホームページで公開しています。
岡崎市 ごみカレンダー 検索年末年始のごみの収集

中央クリーンセンター
八帖クリーンセンター
北部一般廃棄物最終処分場

Л27Д7153
Л22Д5436
Л27Д7101

●受け入れ場所

年末の臨時拠点回収

※電池類は、乾電池とそれ以外（ボタン電池、小型充電
　式電池）で分けてお持ち込みください。
※家電4品目、パソコン及び大型の家電は回収できません。

3分別

12月29日㈫　9時～16時

※せきれいホール
・高年者センター岡崎 南駐車場
※南部市民センター分館
・大平市民センター
・東部市民センター

・岩津市民センター
・矢作市民センター
・六ツ美市民センター
・中央市民センター
・北部地域交流センター
・額田支所

●回収場所（各施設の駐車場）

※通常の拠点回収と回収場所が
　異なります。

Л22Д1153　Я25Д815333 ごみ対策課からのお知らせ
News

可燃ごみ 12月31日㈭～1月3日㈰ 不燃ごみ、3分別、空き缶、空きびん、生きびん、その他 12月29日㈫～1月4日㈪

次の期間は ごみの収集がありません のでご注意ください。詳しくは、ごみ収集カレンダーをご覧ください。
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施設名・連絡先 28日㈪ 29日㈫ 30日㈬ 31日㈭ 1日㈷ 2日㈯ 3日㈰ 4日㈪

市役所・福祉会館・支所

粗大ごみ受付センター（収集予約）

中央クリーンセンター（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ）

八帖クリーンセンター（可燃ごみ・可燃性粗大ごみ）

北部一般廃棄物最終処分場（埋立ごみ）

額田宮崎診療所
額田北部診療所

市民センター（中央・南部・南部分館・大平・
　　　　　　　　　　　　東部・岩津・矢作・六ツ美）

岡崎市民病院

上下水道局

地域交流センター（北部・南部・西部・東部・六ツ美分館）

シビックセンター
岡崎げんき館
保健所
こども発達相談センター
岡崎中央総合公園
美術博物館
美術館
おかざき世界子ども美術博物館
岡崎市体育館
龍北総合運動場
三河武士のやかた家康館
岡崎城

東公園動物園
動物総合センター
ホタル学校
おかざき自然体験の森
わんパーク
奥殿陣屋
旧本多忠次邸
おかざき農遊館
ふれあいドーム岡崎
道の駅「藤川宿」

南公園

Л23Д6000
Я27Д1158

Л27Д7153　Я27Д7053

Л22Д5436　Я25Д8146

Л27Д7101　Я27Д7091

Л22Д2000

Л27Д0444　Я27Д0422
東公園
動物園
のみ開園

Л83Д2320
Л84Д2026

Л55Д0116　Я55Д0156

Л21Д8111　Я25Д2913

Л23Д6334　Я23Д6368

Л72Д5111　Я72Д5110

Л21Д1230　Я21Д1278

Л23Д6179　Я23Д6621

Л23Д7067　Я23Д7538

Л25Д7887　Я25Д5815

Л28Д5000　Я28Д5005

Л51Д4280　Я51Д4074

Л53Д3511　Я53Д3642

Л53Д1811　Я54Д7097

Л46Д3261　Я46Д3285

Л24Д2204　Я24Д2247

Л22Д2122　Я22Д2201

Л51Д4426　Я77Д5526

Л82Д3027　Я82Д3689

Л45Д5544　Я45Д5891

Л・Я82Д3511

Л45Д7230　Я45Д7458

Л・Я23Д5015

Л46Д4700　Я46Д4701

Л43Д0123　Я43Д0122

Л66Д6031　Я66Д6032

・戸籍の届け出は東庁舎当直室で受付
・埋火葬許可は東庁舎当直室前で受付（8時30分～17時15分）
※第1土曜日に行う土曜証明・届出窓口は9日㈯に開設

17時まで
※コンビニエンスストアは通常営業

岡崎市斎場（火葬場）
納骨堂　※葬祭場申込専用ダイヤル

Л46Д2688　Я46Д5151

Л46Д3310

年末特別
受け入れ

（右ページを
　ご覧ください）

水道の修繕についてはЛ52Д1510へ。

救急については、この限りではありません。

27日㈰から8時30分～17時

事務所は受付可事務所は
受付可

情報ライブ
ラリーは休み

27日㈰から8時30分～18時 8時30分
～17時

高年者センター岡崎
地域福祉センター（中央・北部・南部・西部・東部）
福祉の村　友愛の家
図書館交流プラザ
額田図書館

Л21Д8077　Я64Д7999

Л23Д3100　Я23Д3165

Л・Я82Д2953

各施設によって異なりますので、
ご注意ください。年末年始の市の業務 …営業 …休み

News
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●トレッドゴードマーケット（荒天中止）／12月12日㈯
　9時30分～15時
●あいかり屋冬の装い展／12月9日㈬～13日㈰
●金鳳亭メニュー／11時～14時30分
　季節料理（五目釜めし1,100円。12月上旬～2月末）

　　※以下のイベントは雨天中止
●和太鼓（かがり火）公演／12月13日㈰　11時30分、

13時
●骨とう市／12月20日㈰　9時30分～13時

日　時

持ち物
申　込

市民講座　乙川で野鳥を観察しよう

12月27日㈰　9時（市役所西庁舎ロータリー集
合）～11時（雨天中止）
あれば双眼鏡・望遠鏡
当日集合場所へ。

環境政策課　Л23Д6188　Я23Д6536

日 時

場 所
内 容
対 象
申 込

地球温暖化防止隊　自然エネルギー見学会

1月21日㈭　8時（せきれいホール西集合）～
15時30分
あいち新エネルギーパーク（知多市、常滑市）
再生可能エネルギー施設を見学する
20歳以上20人（抽選）
12月21日㈪までに電話で。

環境政策課　Л23Д6685　Я23Д6536

日 時
対 象
費 用
持ち物
申 込

少年自然の家　餅つきと凧
たこ

揚
あ

げを体験しよう

1月16日㈯　9時30分～14時30分
小中学生を含む10家族（抽選）
1家族1,500円
密閉保存容器
はがきに2ページの申込共通項目を記入し、
〒444…3341　須淵町字屋名平44番地1　少年
自然の家「お餅つきをしよう」係へ。12月19
日㈯必着

Л47Д2357　Я47Д3536

日 時
場 所
定 員
費 用
申 込

地元産大豆を使った手作り味
み

噌
そ

体験会

1月19日㈫　　10時～13時
むらさきかん
24人（抽選）
2,000円
往復はがきに2ページの申込共通項目と希望の
味噌の種類（赤・白）を記入し、〒446…
0066　安城市池浦町境目1　西三河農林水産事
務所農業改良普及課「体験」係へ。12月18日
㈮必着。詳しくは、農業改良普及課（Л0566
Д76Д2400）へ問い合わせを。

農務課　Л23Д6200　Я23Д8970

その他の自然体験イベント

おかざき農遊館　Л46Д4700　Я46Д4701
ふれあいドーム岡崎　Л43Д0123　Я43Д0122
道の駅「藤川宿」　Л66Д6031　Я66Д6032

年末年始のセール

Юクリスマスセール
日　時
内　容
Ю歳末福引セール（大抽選会）
日　時
Ю歳末セール
日　時
内　容
Ю新春初売りセール
日　時

12月3日㈭～6日㈰
お米10㌔お買上げごとに季節の鉢花をプレゼント

12月18日㈮～20日㈰

12月25日㈮～31日㈭
お正月用切花、しめ縄、鏡餅、おせち食材など

1月5日㈫
※おかざき農遊館、ふれあいドーム岡崎のみ

Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）
奥殿陣屋

日　時
定　員
持ち物

申　込

1月24日㈰　9時～12時30分（雨天中止)
20人（先着）
帽子・飲み物・タオル・雨具・あれば登山用ス
トック
12月8日㈫から電話で。

Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

ホタル学校（鳥川町）
新年の音羽富士トレッキング（約8㌔）

&Park Nature
パーク ネイチャー

市内の公園や体験施設などのイベントを紹介します。 持ち物＝マスク・飲み物共通項目
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Ю星の観察広場夜間開放（スターウオッチング）
日　時
内　容
定　員

Ю落ち葉とあそぼう！
日　時
内　容
対　象

1月9日㈯　18時～20時（雨天・曇天中止）
冬の星座・星雲・星団の観察
10家族（1家族5人まで）

1月17日㈰　9時30分～12時（雨天中止）
落ち葉を使った自然遊び
就園児、小学校低学年親子20人

●共通申込／はがきまたはEメール（�wanpark＠city.oka
　zaki.lg.jp）に2ページの申込共通項目と希望のイベントを記
入し、〒444…3617　淡渕町字堂面125　わんパーク「イベ
ント」係へ。12月20日㈰必着（抽選）

こども自然遊びの森 わんパーク
Л・Я82Д3511（火曜日定休）

おかざき自然体験の森
Л45Д5544　Я45Д5891（月曜日定休）

その他イベント多数開催！
詳しくは右のコードから確認を。

申　込
Юかわいい炭俵を作る
日　時
対　象
Ю寒茶づくり体験　
日　時

定　員

12月22日㈫9時から電話で（先着）。

1月9日㈯　9時～11時
小学4年生以上12人

1月16日㈯　9時30分～
15時（雨天中止）
20人

日 時
場 所
申 込

スポーツ協会　第61回岡崎市民スキー大会
Л53Д7644　Я54Д7097

2月13日㈯　9時
志賀高原一ノ瀬ダイヤモンドスキー場（長野県）
スポーツ振興課（東庁舎2階）、市体育館にあ
る要綱・申込書で。1月16日㈯必着。詳しくは
スポーツ協会へ。スキー協会によるツアーあり。
詳しくは要項で確認を。

日 時
申 込

岡崎中央総合公園　各種教室（1月～3月）
Л25Д7887　Я25Д5815

中学生以上　　費　用　1回410円
当日券売機で受講券を購入（先着）。教室開始
時間で終了。詳しくは問い合わせを。

Ю①～③共通
申　込

Ю①オリエンテーリング教室
日　時
場 所
内　容
対　象

Ю②親子里山散策教室
日　時
場 所
対　象

Ю③キッズダンス教室（10回コース）
日　時

場 所
定 員
費 用

Юバードウオッチング（初心者向け）
日　時

持ち物
申 込

岡崎中央総合公園
Л25Д7887　Я25Д5815

はがき、ファクスに2ページの申込共通項目と
希望教室、③は希望のクラス、性別を記入し、
〒444…0002　高隆寺町字峠1番地　岡崎中央
総合公園へ。①12月13日㈰17時②12月20日㈰
③12月18日㈮必着※①は直接、電話も可

12月19日㈯　9時～12時（雨天翌日）
市民球場第1会議室、岡崎中央総合公園周辺
自然に触れながらオリエンテーリング学ぶ
3歳以上20人（抽選。小学生以下は保護者同伴）

12月26日㈯　9時15分～10時30分（雨天翌日）
健康の森周辺
小学生親子10組（抽選）

1月～3月の土曜日（各45分）　5～6歳／14時、
小学校低学年／15時、小学校高学年／16時
多目的練習室
各5～10人（抽選）
1人7,200円（10回分）

1月9日㈯　9時（美術博物館第2駐車場集合）
～12時（雨天時3月13日㈯）
あれば双眼鏡
当日集合場所へ。

教　室　名 開催曜日・時間
かんたんヒップホップ（60分）
バレトン®（各60分）

ＺＵＭＢＡ®（各60分）

エアロビクス（各60分）
初級ウオーキング（各90分）
ノルディックウオーク（90分）

金曜日　10時
火曜日　19時30分、木曜日　10時

火・水曜日　10時
火・木曜日　10時
金曜日　10時

火曜日　11時30分
水曜日　18時、19時30分

スポーツに関する情報をお届けします。
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生活衛生課　Л23Д6714　Я23Д6621

予防接種を受けましょう
（子どもの定期予防接種）

　子どもの予防接種にはそれぞれ接種に適した時
期があります。対象年齢になる頃に接種券を送付
しますので、お子さんの体調の良いときに早めに
接種しましょう。予防接種を受ける際は、協力医
療機関に確認のうえ予約をしてくださ
い。各予防接種の詳細については、市
ホームページで。

Л53Д3511　Я53Д3642（月曜日休館）

申　込
Ю干

え

支
と

のオブジェ
日　時
場　所
内　容

費　用
Ю手作りの門松で迎えるお正月
日　時
場　所
内　容
費　用

期間中随時受付（小学3年生以下は保護者同伴）

12月1日㈫～27日㈰
EB教室
牛の形のオブジェに
絵付けをする
（なくなり次第終了）
800円（2個セット）

12月5日㈯～27日㈰
工作教室
ウレタンでオリジナルの門松を作る
800円

おかざき世界子ども美術博物館
親子造形センター特別教室

中央図書館　Л23Д3111　Я23Д3165

日　時
場　所
内　容

定　数

12月24日㈭・25日㈮　9時～21時
図書館交流プラザ2階子ども図書室
図書館職員がクリスマスをテーマに
選んだ子ども向けの本を貸し出し
（無くなり次第終了）
各日10セット

子ども図書室クリスマスイベント
おたのしみ袋

　場　所
持ち物

母子健康手帳の交付
健康増進課　Л23Д6084　Я23Д5071

保健所
産科医療機関発行の妊娠届出書、外国籍のかた
は在留カードも持参

月～金曜日

1月9日㈯、2月6日㈯、3月6日㈯

8時30分～16時

9時～11時30分

実　　施　　日 時間

日　時

対　象
費　用
持ち物
申　込

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

①1月15日・29日、2月12日の金曜日　10時30
分～11時30分（3回コース）
②2月26日、3月12日・26日の金曜日　10時30
分～11時30分（3回コース）
2カ月～1歳未満親子各5組（先着）
各1,800円（3回分）
バスタオル・赤ちゃん用の飲み物
12月8日㈫10時から電話で。

赤ちゃん教室＠甲山閣
心と体を育てる親子ふれあいベビ－マッサージ教室

※受診の1カ月前に通知書が届きます。
※3歳児健康診査の対象は3歳7カ月頃となります。
※2歳児歯科健康診査は今年度中止とします。

子どもの健康診査
健康増進課　Л23Д6069　Я23Д5071

■ 4カ月児（6カ月未満受診可）

■ 1歳6カ月児（2歳未満受診可）

■ 3歳児（4歳未満受診可）

対　象　・　場　所

場所／協力医療機関

場所／岡崎げんき館1階

場所／岡崎げんき館1階

子ども・子育てに関する情報をお届けします。
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　出産予定日やお子さんの誕生日を登録すると、妊娠週
数やお子さんの成長に合わせて、子育てに役立つ情報を
お届けします。下のアドレスに空メールを送信してくだ
さい。折り返し、登録手続きのメールが届きます。

岡崎市子育て応援
すくすくメール

出産後
okazaki_kosodate@
reg.kizunamail2.com

配信中!
こども育成課　☎23ひ6820　Я23ひ6833

妊娠期
okazaki@reg.kizuna
mail2.com

分40
約約
公演時間公演時間

（休憩なし）

プ魔法のラン
と世界旅行

し）

ホールニューワールド
アメイジング・グレイス
人形の夢と目覚め ほか

ホ ルニ ワ

      公 演 曲目

内容は一部変更となる場合あり。

第9回
才から入れる

0

魔魔魔魔魔法魔魔魔魔魔
「みん

なでいっ
しょ の

コーナーも
あるよ!!「みん

なでいっっ
し

ナ もああるよんなでい
っっしょ の

3月7日㈰ ①10時30分②14時
あおいホール

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

大人1,000円　3歳～小学生600円　親子券1,500円
※当日券は200円増。2歳以下は膝上無料。親子券は前売りのみ

前売り

12月12日㈯9時から直接岡崎市民会館へ。チケット

各230人
（全席指定）

入場料

対　象

費　用

申　込

受　付

こども育成課　Л23Д6330　Я23Д7292

春休み期間中（3月16日㈫～4月15日㈭）の昼
間、保護者が就労で留守となる家庭の小学生
（先着）※土曜日の利用は、一部の拠点セン
ターのみ
3月分・4月分＝各3,500円
※別料金にて7時30分から利用可
12月15日㈫からこども育成課（福祉会館2階※
12月28日㈪以降は福祉会館3階予定）、各児童
育成センターにある申請書（市ホームページか
ら入手可）を、受付日から希望の児童育成セン
ターへ直接
小学1～3年生＝1月16日㈯　9時～（先着）
小学4～6年生＝1月23日㈯　9時～（先着）
※小学4～6年生は定員に空きのある場合のみ
募集。受付開始日以外は平日のみ受付

児童育成センター
春休み入所児童募集

内 容

対　象

申　込

保育課　Л23Д6144　Я23Д6540

9月の申込で定員に達しなかった園を対象に2
次募集を実施します。申込可能園は1月12日㈫
から市ホームページで公表
市内在住で保護者が仕事や出産、病気などで、
保育が必要な児童（該当基準あり。該当しなく
なった場合の継続在籍は不可）。※1号認定（教
育認定）については、保育を必要とする事由は
必要ありません。※申込多数の場合は、1号認
定（教育認定）＝抽選、2号認定（保育認定）＝
選考（先着順ではありません）。※3～5歳児に
限り、保護者が育児休業中の場合も申込可
1月13日㈬～22日㈮に各保育園または認定こど
も園にある申込書で（平日9時～16時。土曜日
は12時まで）。※土曜日を希望される場合は、
受付可能時間を事前に保育園または認定こども
園へご確認ください。

令和3年度
保育園・認定こども園入園のご案内（2次募集）
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時　間
対　象
持ち物
申　込

寺子屋☆脳きらり

①東部市民センター＝12月18日㈮、1月8日㈮
②南部市民センター分館＝1月12日㈫
③図書館交流プラザ会議室103＝12月17日・24日、1月

7日の木曜日
10時～11時30分
65歳以上①③各15人②12人（先着）
①②は室内用シューズ
①②＝12月8日㈫、③＝12月9日㈬9時から電
話で高年者センター岡崎（Л55Д0116）へ。

認知症予防の脳トレーニング、回想法、ストレッチなど

情報交換など

日　時
場　所
対　象

12月22日㈫　10時～12時
図書館交流プラザ会議室101
認知症のかたを介護しているかた

当日会場へ

認知症のかたと家族、地域のかたが語らう集いの場

当日会場へ

会場・連絡先 日　時カフェ名

オレンジカフェ

9時30分～11時30分
12月9日㈬オレンジカフェ

日向家
アピタ岡崎北店1階フードコート（担当：ひな
地域包括支援センター　☎65Д8555）

10時45分～12時
12月21日㈪オレンジカフェ

新居
新居町公民館（担当：真福地域
包括支援センター　☎66Д2667）

10時～11時30分
12月18日㈮

※完全予約制
丘の上カフェ

岡崎市民病院（担当：認知症疾患
医療センター　☎66Д7474）
参加希望のかたは事前に電話を。

認知症介護家族交流会

お元気アップ丸ごと教室
１（運動）　２（栄養）　３（口腔）（6回コース）

対　象
申　込

65歳以上（先着）
12月8日㈫から電話で各担当へ。

ワン　　　　　　　　　ツー　　　　　　　　　スリー こうくう

会場・担当 日　　　時
1月4日・18日、2月1日・15日、
3月1日・15日の月曜日
10時～12時

東部地域福祉センター
担当：福祉事業団
☎48Д8090

1月7日・21日、2月4日・25日、
3月4日・18日の木曜日
13時15分～15時15分担当：くろせ接骨院

☎54Д5441

西部地域交流センター
やはぎかん

人

定員

1月13日・27日、2月10日・
24日、3月10日・24日の水曜日
13時30分～15時30分

1月13日・20日、2月3日・
17日、3月3日・17日の水曜日
10時～12時
1月15日・29日、2月12日・
26日、3月12日・26日の金曜日
13時～15時

北部地域福祉センター
担当：福祉事業団
☎45Д8790

名鉄セントラル
フィットネスクラブ岡崎
☎55Д0055

15

20

10

15

人

会場・連絡先 内容日　程 時　間 定員
10時～12時
13時30分～15時30分
10時～12時
13時30分～15時30分

10時～12時

13時30分～15時30分

①
②
②
①
①
②
③

①

②

①

20

10

15

10北部地域福祉センター
☎45Д8790

南部地域福祉センター
☎43Д6600

高年者センター岡崎
☎55Д0116

中央地域福祉センター
☎25Д7701

西部地域福祉センター
☎34Д3211

東部地域福祉センター
☎48Д8090

12月23日㈬
1 月13日㈬
12月24日㈭
1 月18日㈪
12月25日㈮
1 月 8 日㈮
1 月14日㈭

1 月 6 日㈬

1 月 8 日㈮

1 月12日㈫

内　容

対　象
持ち物
申　込

きらりシニア塾

①蓄音機で名曲コンサート
②リズムに合わせて3B体操
③落語で笑って健康に
65歳以上（先着）
室内用シューズ
12月10日㈭9時から前日までに電話で各会場へ。

講話とストレッチ

会場・担当 日時・内容

申　込

介護教室・家族の会

前日までに電話で担当へ。

12月15日㈫　13時30分～15時30分
糖尿病の怖さと予防について、
交流会

大樹寺学区市民ホーム
担当：さくら地域包括支援
センター　☎73Д3377

どなたでも参加できます

高齢者向けの教室や介護・医療に
関する情報をお届けします。

長寿課
Л23Д6837　Я23Д6520

持ち物＝マスク・飲み物共通項目
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瀧川鯉斗 ウクレレ漫談 ぴろき

マジシャン 山上兄弟 三遊亭円楽 桂鷹治

13時30分～16時
（予定）2月28日㈰

●全席指定　4,000円

※未就学児の入場不可。内容は一部変更する場合あり

※1月19日㈫以降のファクスでの問い合わせはЯ25Д0512へ。
せきれいホール　Л25Д0511　Я21Д6973

出演 三遊亭円楽、桂鷹治、ぴろき（ウクレレ漫談）、
瀧川鯉斗、山上兄弟（マジシャン）

1月10日㈰ 10時からせきれいホール窓口へ直接。
電話予約は翌日10時から。

時　間 10時～18時（入館は17時30分まで。最終日は
早めに終了）

●愛知県高文連写真専門部西三河支部高校生の写真展●
そら色クラブ水彩画展●第35回愛知県高等学校文化連
盟東・西三河支部高等学校書道展●ミニチュア・ドール
ハウス教室作品展●第32回新春富士山写真展●光のえ
んぴつ写真展

美術館
Л51Д4280　Я51Д4074（月曜日休館）

展覧会の日時など、詳しくは電話または
館内のチラシ、市ホームページで確認を。

岡崎市民会館あおいホール
サロンコンサート Л21Д9121　Я21Д6973

日　時
内　容
定　員
費　用

12月11日㈮　13時30分
シリーズ形式のミニコンサート
当日先着78人
500円

岡崎ゆかりの洋画家　中根寛の全貌展
美術博物館　Л28Д5000　Я28Д5005

2018年に92歳でその生涯を閉じた岡崎ゆかりの洋画家・
中根寛の70年におよぶ画業の全貌を紹介
日　時

費　用

11月28日㈯～1月11日㈷　10時～17時（入場
は16時30分まで）※月曜日、年末年始（12月
28日～1月3日）は休館。1月11日は開館
大人（高校生以上）500円、中学生以下無料

シビックセンター開館20周年記念事業
みんなの夢　大募集♪

Л72Д5111　Я72Д5110

内　容

対　象
申　込

「憧れのピアニストと共演したい！」「施設全館
を装飾して個展を開きたい！」など、あなたの
夢を全面バックアップします！※シビックセン
ター敷地内で実施できることに限る。
期間／令和3年4月～令和4年3月
市内在住、在学、在勤の個人または団体
シビックセンターにある申込書を郵送（〒444
…0813）、ファクス、Eメール（�okazaki@
sps.sgn.ne.jp）で。1月29日㈮必着

Ю企画展　岡崎城西高等学校共催企画
　　　　　僕らの巨大造形と未来をつむぐアーティスト展
日　時

場　所
内　容

12月3日㈭～13日㈰　10時～18時（入場は17
時30分まで。最終日は16時まで）
美術館本館2階第3・4展示室
岡崎の未来を担う高校生や若きアーティストた
ちの活動・作品を展示

シネマ・ド・りぶら「コンチネンタル」上映会
市民活動センター　Л23Д3114　Я23Д3142

日　時
場　所
定　員
申　込

12月17日㈭　①10時30分②14時③18時30分
図書館交流プラザりぶらホール
当日先着各100人
各回1時間前から整理券配布。託児無し

Art & Culture 芸術＆文化展覧会やコンサート・催しなどに
関する情報をお届けします。
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4日間で177人演奏!
♪OKAZAKI STREET PIANO♪

10月24日・25日・31日、11月1日

11月1日㈰

参加者の声

永田　葵ちゃん　咲月ちゃん
　葵　「発表会の練習中なので、今から
　　　ここで弾いてみようかな！」
咲月「こんな風にピアノが弾けたら
　　　楽しいな」

あおい さつき

世界手洗いの日・オカザえもんと
一緒に正しい手洗い～山中保育園～

スリーハートキャンペーン

10月15日㈭

詳しくは
こちらから

向井　渉くん
いつもの手洗いよりちょっと難し
かった。教えてもらったやり方で
きれいに手を洗います！

あゆむ 参加者の声

プレゼント企画もあるよ!

未来のオリンピック選手？
アーチェリー無料体験会

10月11日㈰

北川　るりさん

初めてのアーチェリーで、とても
楽しかった。的に当てるのは難し
かったけど、またやってみたい！

参加者の声

10月8日㈭

ファミサポ講習会
小児看護の基礎知識を学ぶ

中野　幸江さん

たくさんのかたが来ていましたね。
救命の内容に変更があったり、新
しい気付きもあったりして、何度
来ても勉強になります。

（援助会員）

参加者の声

ア
ン グ ル

まルち

市内のできごとを写真で紹介
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▲「OZmagazine」

◀蕎麦屋「丸長」さんの
　表情や手つき、昔なが
　らの調理場の雰囲気が
　伝わる1枚

▲写真前列　左から　山崎さん、中田さん、小瀧さん

まるちょう

岡崎カメラの
インスタグラムはこちらから

10代～40代までのおよそ20人のメンバーで活動中。
◆岡崎カメラ

　スマホで手軽に写真を撮り、SNSなどで誰でも発信で
きる今の時代。そんな中、地域に住む人やその暮らしぶ
りを、市民目線で発信するローカルフォトチーム「岡崎
カメラ」。岡崎のまちと一緒に、地域のお店や何気ない
出来事などにスポットを当て、日常の様子を伝えていま
す。
　メンバーは、有志で集まった学生や会社員など様々
で、それぞれが思う岡崎の魅力を共有しながら活動して
います。「場所の紹介だけでなく、お店のかたの人柄や
雰囲気を伝えたい」と話すメンバーの小

お

瀧
たき

さん。モノや
景色だけを写すのではなく、人も含めた日常の場面を切
り取った写真は、見る人の心を惹

ひ

き付けるといいます。
「ただ綺麗な写真ではなく、その人の生き方や背景な
ど、そこから読み取れるストーリーを写真を通じて表現
したい」と話すのは中田さん。どう撮るのかではなく、
なぜ撮るのか。その場で見て、感じたこと、その背景に
ある歴史や風土にも注目して、自分が伝えたいことを写
すように意識しているそうです。

　これまでに市内各所を取材し、様々な人と出会ってき
た岡崎カメラ。SNSでの情報発信をはじめ、市内のイベ

ント撮影や商業施設が発行するフリーペーパーの制作協
力など、徐々に活動の幅を広げています。“よりみち” を
テーマにした女性情報誌「OZmagazine（オズマガジ
ン）」でも、今年の6月号からスタートした「暮らし観
光郵便局」のコーナーで連載を担当。市内の人々に愛さ
れる人やスポットを紹介しています。8月号を担当した
山崎さんは、「ニッチな岡崎の魅力を深堀りして、『岡
崎はこんなに素敵なとこなんだよ！』ということを全国
に伝えていきたい」と意気込みを語ります。

　「地域で生きる人を撮影することで、撮影する側もさ
れる側も幸せな気持ちになれる。写真は人と人とをつな
ぐコミュニケーション。こうした活動を続けることで、
まちがもっと元気になっていくことを願っています」と
話す3人。岡崎カメラのレンズは、わたしたちが今まで
知らなかった、まちの人たちの姿や風景を見せてくれる
ことでしょう。

カメラを片手にまちの人と交流。写真を通じて岡崎の魅力を発信！

※ローカルフォト：写真によって地域を元気にする活動のこと。

※

SStory
わたし物語
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（①と②で参加企業が異なります）

進路選択
応援セミナー

商工労政課　Л23Д6351　Я23Д6213　岡崎商工会議所　Л53Д6165　Я53Д0101

▶内容／企業との面談会（ブース形式）
▶対象／大学生・短大生（令和3年～4年卒）、
　　　　中途求職者など

業界研究会＆
合同企業説明会
12月24日㈭
①9時30分～12時30分　②14時～17時

竜美丘会館 12月19日㈯
10時～12時

岡崎商工会議所

地元で就職したいかた必見! 高校生・中学生保護者向け

当日
会場へ

▶内容／高校卒業後の進学・就職に関する動向の解説
▶対象／中学生、高校生の保護者
▶申込／12月14日㈪17時までにOKナビ
　　　　2022ホームページの申込フォー
　　　　ムで。

干
え

支
と

スタンプを
設置します
岡崎城　Л22Д2122
　　　　Я22Д2201
Ψ 12月1日㈫～3月末
Б 天守5階
Ъ 入場料／大人（中学生以上）200円、
小人（5歳以上）100円

允
いん

文
ぶん

館
かん

歴史教室
家康公と三河武士たちの関東移封
～江戸町つくりと国づくり～
岡崎城　Л22Д2122　Я22Д2201
Ψ 1月17日㈰　14時～16時　
Б 巽閣（岡崎公園内）
Φ 旧岡崎藩の藩校をイメージした教
室で、岡崎城や三河武士などの歴
史を学ぶ

Λ 20人（先着）
Ъ 500円
Ж 12月7日㈪10時から電話で。

地球温暖化サイエンスカフェin岡崎
環境政策課　Л23Д6685

Я23Д6536
Ψ 12月19日㈯　10時～12時　
Бホタル学校（鳥川町）
Φ 南極観測隊員経験者による南極の
話、カードゲーム「エコレ」で省
エネを学ぶ

Θ小中学生親子20人（抽選）
Ж はがき、ファクス、Eメール（Й

ondankataisaku@city.okazaki.lg.
jp）に2ページの申込共通項目を
記入し、〒444…8601　環境政
策課「サイエンスカフェ」係へ。
12月15日㈫必着

第41回　市障がい者作品展
障がい福祉課　Л23Д6155

Я25Д7650
Ψ 1月22日㈮～26日㈫
Б図書館交流プラザギャラリー
Ж 出展希望は12月18日㈮までに電
話、ファクスで。

図書館年末イベント　本の福袋
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Ψ 12月26日㈯・27日㈰　9時～21
時

Б 図書館交流プラザ2階ポピュラー
ライブラリー・子ども図書室、額
田図書館

Φ 図書館職員がテーマごとに選んだ
本を福袋として貸出（無くなり次
第終了）

Λ 各日、中央図書館／一般向け75
セット、中高生向け10セット、
子ども向け15セット、額田図書
館／一般向け10セット、子ども
向け5セット

文化財保存活用
地域計画シンポジウム

社会教育課　Л23Д6177
Я23Д6643

Ψ 1月24日㈰　13時30分～15時
Б図書館交流プラザりぶらホール
Φ 文化財の保存と活用について考え
る

Λ 100人（先着）
Ж 12月10日㈭～1月8日㈮に、はが
き、ファクスに2ページの申込共
通項目を記入し、〒444…8601
社会教育課「文化財シンポジウ
ム」係へ。電子申請総合窓口から
申込可

Event & Lectures
催し・講座

市ホームページ（電子申請
総合窓口）から申込可 Information
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●催し・講座…P22

●募　集………P24

●暮らし………P25

●相　談………P29

お知らせ
市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどで
ご確認ください。

ご利用のスマートフォンやタブレット端末にアプリを
登録すれば、最新の市政だよりが配信されます。

右のコードを読み取っていた
だくか、App Store、Google 
play から無料アプリ「マチイ
ロ」をダウンロードしてくだ
さい。

登録方法≫スマホで市政だより

」「

初心者大菊づくり講習会
公園緑地課　Л23Д6399

Я23Д6559
Ψ 1月、3月～10月の日曜日　13時
～16時（9回コース。初回は1月
10日）

Б 矢作市民センター
Λ 38人（抽選）
Ъ 600円
Ж はがき、ファクスに2ページの申
込共通項目を記入し、〒444…
8601　公園緑地課「初心者大菊
づくり講習会」係へ。12月18日
㈮必着

障がいのあるかたのための講座
福祉の村　友愛の家　Л21Д8077

Я64Д7999
Ю教えて！理学療法士さん
　できるが増える講座
Ψ 1月10日㈰　10時～15時
Φ 筋力リハビリの方法、生活用品や
助成制度の紹介。個別相談可

Θ 難病の指定を受けたかた20人（先
着。支援者可）

Ъ 50円
Ж 12月8日㈫9時から直接、電話、
ファクスで。

Юゆうあいレクリエーションボッチャ
大会冬の陣
Ψ 1月30日㈯　10時～12時
Б こども発達センター体育館
Ч 室内用シューズ・タオル・飲み物
Ж 12月8日㈫9時～1月8日㈮に直
接、電話、ファクスで。

ことばの教室　フランス語（入門）
りぶら国際交流センター

Л23Д3148　Я23Д3125
Ψ 1月14日・21日・28日の木曜日

14時～16時（全3回）
Б 図書館交流プラザ3階国際交流セ
ンター

Λ 24人（先着）
Ж 12月7日㈪から電話で。

後期「りぶら講座」（12月～3月）
市民の市民による市民のための
「まなび」入門講座

市民活動センター　Л23Д3114
Я23Д3142

Φ 詳しくは、市民活動センター（図
書館交流プラザ2階）にある講座
一覧表で。

Ж直接または電話で。

動物総合センター　あにも
犬のための講習会

Л 27Д0444　Я 27Д0422
Ю❶❷共通
Ъ 500円
Ж ①12月19日㈯②1月16日㈯③2月

20日㈯11時から電話で（先着）。
Ю❶パピースクール（子犬の社会化。犬同伴）
Ψ ①1月16日㈯②2月13日㈯③3月6
日㈯　10時～11時30分

Θ 5種以上の混合ワクチンが1回以
上済んでいる8カ月未満（受講時）
の子犬を飼っているかた

Λ各5組
Ю❷しつけ相談（犬同伴）
Ψ ①1月30日㈯②2月14日㈰③3月

20日㈷　10時～12時、14時～16
時（2月14日は午前のみ。1組20分）

Λ①③各8組②4組
Ю事前講習会（犬を飼う心構え）
Ψ ①1月17日㈰②2月10日㈬③3月6
日㈯　13時30分～14時30分

Θ 動物総合センターから犬を譲り受
けたいかた、これから犬を飼う予
定のかた（未就学児同伴不可）

Ж直接または電話で。

リサイクルプラザ内ガラス工房・葵
ガラス工芸講座

ごみ対策課　Л22Д1153
Я25Д8153

Φ体験後、開放利用可
Ж はがき（1家族1枚）に希望のイ
ベントと希望の部、2ページの申
込共通項目を記入し、〒444…
0002　高隆寺町字阿世保5番地　
リサイクルプラザ係へ。12月22
日㈫必着

Юやってみよう！初めての手作りガラス
Ψ 1月26日～2月16日の火曜日　①

9時～12時②13時～16時（4回
コース）

Φ ガラスの基礎を学び、溶けたガラ
スで文鎮や器を作る

Θ 15歳以上各5人（抽選）
Ъ 10,000円（4回分）
Юガラス工芸1日体験
　HOT!なガラスでお雛様を作ろう！
Ψ 1月22日㈮　①9時～12時②13時
～16時

Φ溶けたガラスでお雛様を作る
Θ 15歳以上各6人（抽選）
Ъ 3,000円

●マーク説明 ：日時　　　：場所　　　：内容　　　：講師　　　：対象　　　：定員　　　：費用　　　：持ち物　　　：申込方法Ψ　　　　　Б　　　　　Φ　　　　　Γ　　　　　Θ　　　　　Λ　　　　　Ъ　　　　　Ч　　　　　　Ж
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雨量計などの
気象観測を停止します

　雨量や路上浸水情報を閲覧できる防災情報システムを改修
しています。改修に伴う機器の入れ替えなどにより、順次、
各機器の計測やメールサービスの一部機能を停止します。新
システムは3月1日㈪から稼働予定で、国や県が設置している
計測機器も併せて閲覧できるようになります。

●水 位 計／11月27日㈮～2月28日㈰
●浸 水 計／12月1日㈫～2月28日㈰
●サイレン／12月1日㈫～1月14日㈭

防災課　Л23Д6533　Я23Д6618

※メールサービスは浸水警報装置の発報のみ、12月1日㈫～1月14日
　㈭に各浸水計ごとに数日停止します。
※天候などにより、停止日が前後する場合があります。

　　　献血に
ご協力ください

雇用保険求職活動認定事業
ママたちの就職説明会

男女共同参画課　Л23Д6222
Я23Д6626

Ψ 1月29日㈮　10時～13時
Φ 企業PR＝10時～11時、個別相談
会＝11時～13時、就活ミニセミ
ナー、適性検査、相談・カウンセ
リング（先着）

Б 図書館交流プラザりぶらホール
Θ 就職を希望する女性
Ж 前日までに電話、ファクス（Л・
Я052Д485Д6996）で2ページ
の申込共通項目と年齢、雇用保険
求職活動に係る受講証明書の必要
の有無をママ・ジョブ・あいち
へ。ママ・ジョブ・あいちホーム
ページから申込可

碧南市
冬の特別展　にょろにょろな私たち
～思わず叫ぶ奇妙なうごき！～

碧南海浜水族館
Л0566Д48Д3761

Ψ 12月12日㈯～1月31日㈰
Φ ウナギやチンアナゴなど、なが～
い生きものを紹介

Ъ 入館料／大人500円、小人200円

岡崎げんき館市民会議
楽しく運動！
寒さに負けない体力づくり！

保健企画課　Л23Д6807
Я23Д5041

Ψ 1月18日、2月15日、3月1日の月
曜日　13時30分～15時20分（3
回コース）

Б多目的室
Φ ストレッチや有酸素運動などで楽
しく体を動かす

Λ 15人（抽選）
Ъ 900円（3回分）
Ч 室内用シューズ・飲み物・敷物・
タオル

Ж はがき（〒444…8545）、ファク
ス（Я23Д5073）に2ページの
申込共通項目を記入し、岡崎げん
き館市民会議事務局へ。12月14
日㈪必着

地域包括支援センター・
地域密着型サービス運営協議会
委員募集

介護保険課　Л23Д6682
Я23Д6520

Φ 会議に出席し、意見を述べる。任
期は3年。報酬あり

Θ 市内在住の40歳以上（令和3年4
月1日現在）2人（他の審議会委
員との重複は2つまで）

Ж 市政情報コーナー（西庁舎1階）、
介護保険課（福祉会館1階）にあ
る申込書（市ホームページから入
手可）で。1月15日㈮必着。詳し
くは募集要項で。

令和3年1月採用　収納員募集
介護保険課　Л23Д6677

Я23Д6520
Φ 自家用車で介護保険料滞納者宅を
訪問し、納付指導や徴収などをす
る。週5日、1日6時間45分勤務
（勤務時間などは要相談）
Θ要自動車運転免許。兼業不可
Λ 1人（選考）
Ж 12月18日㈮までに必要書類を介
護保険課（福祉会館1階）へ。詳
しくは問い合わせを。

市営住宅の公開抽選による
入居者募集

岡崎市営住宅管理センター
Л23Д6320　Я23Д6821

Φ 天神荘（岩津町）2戸、若松荘3
戸、舞木荘3戸、山中荘（舞木町）
5戸、岩津住宅2戸、土井住宅1
戸、萱林荘（若松町）4戸

Ж 12月1日㈫～14日㈪に岡崎市営住
宅管理センター（西庁舎1階）へ
直接※入居日は2月1日㈪から。
詳しくは問い合わせを。

令和3年4月採用　
額田宮崎診療所パート看護師募集
岡崎市民病院総務課　Л66Д7006

Я25Д2913
Φ 月～金曜日（火曜日は夜間診療あ
り）

Θ 看護師または准看護師の有資格者
1人（選考）

Ж 市民病院総務課にある申込書（市
民病院リクルートサイト

　から入手可）で。

Event & Lectures
催し・講座

Wanted
募　集

Information
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介護認定を受けているかたの所得控除

介護保険課　Л23Д6683　Я23Д6520障がい福祉課　Л23Д6867　Я25Д7650

●要介護認定（要介護1以上）を受けて
いる65歳以上のかたで、障がい者手
帳をお持ちでないかたは「障がい者控
除対象者認定証明」を受けられる場合
があります。詳しくは、障がい福祉課
（福祉会館1階）で確認を。

●要介護認定を受けているかたのおむつ代は、医療費控
除を受けられる場合があります。初めてのかたは医師
の証明書が必要ですが、2年目以降のかたで一定の条件
を満たす場合、市が発行する証明書で代替できます（1
通200円）。

●医療系サービスの自己負担額も、医療費控除の対象と
なる場合があります。詳しくは、介護保険課で確認を。

400ml・成分献血への定期的な
ご協力をお願いします。

実施日などはこちらから▶

　　　献血に
ご協力ください
　　　献血に
ご協力ください

岡崎地区献血推進協議会事務局
地域福祉課
Л23Д6145　Я23Д6857

月の12

令和3年度市立看護専門学校学生募集
市立看護専門学校　Л23Д2951

Я23Д2930
Ψ 一般入学試験／2月3日㈬
Φ ①国語総合（古文・漢文を除く）
②数学Ⅰ・Ａ③コミュニケーショ
ン英語Ⅰ・Ⅱ④面接

Θ 高等学校、中等教育学校を卒業し
たかた（令和3年3月卒業見込み
のかたを含む）

Ъ 検定料／8,000円
Ж 1月4日㈪～22日㈮に願書を提出
（郵送の場合は消印有効）。
　 詳しくは市ホームページで。

令和3年度市民センター
自主講座開設団体募集

市民協働推進課　Л23Д3110
Я23Д3165

Ж 受付期間は1月5日㈫～31日㈰。
詳しくは、12月1日㈫から各市民
センターにある手引きで確認を。

市営住宅建設予定地内（美合町）
の施設における放課後児童クラブ
運営法人募集

こども育成課　Л23Д6330
Я23Д7292

Ж 12月1日㈫からこども育成課（福
祉会館2階※12月28日㈪以降は福
祉会館3階予定）にある申込書
（市ホームページから入手可）
で。詳しくは、12月1日から市
ホームページで確認を。

令和3年度採用　放課後子ども教室
（学区こどもの家）指導員募集

こども育成課　Л23Д6694
Я23Д7292

Φ来館する児童の見守りや遊び指導
Λ 管理指導員10人、フリー指導員5
人（選考）

Ж 1月8日㈮までにこども育成課（福
祉会館2階※12月28日㈪以降は福
祉会館3階予定）にある申込書で。

自衛官候補生及び陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集
自衛隊岡崎出張所　Л58Д0095

Я58Д0095
Ж 自衛隊愛知地方協力本部ホーム
ページで。自衛隊岡崎出張所でも
随時説明を行います。詳しくは問
い合わせを。

Ю自衛官候補生
Ψ年間を通じて募集
Ю陸上自衛隊高等工科学校生徒
Ψ 1月6日㈬まで
Θ 中卒（見込み含む）で17歳未満
の男子

売店の運営事業者募集
公園緑地課　Л23Д7406

Я23Д6559
Ψ 12月14日㈪～
Φ東公園多目的広場内
Ж 公園緑地課（西庁舎4階）へ直
接。詳しくは市ホームページで。

就学援助費の入学前支給
学校指導課　Л23Д6425

Я23Д6529
Φ 小中学校入学時に必要な学用品費
の一部を援助

Θ 令和3年度入学予定の子どもを育て
ている経済的理由でお困りのかた

Ж 詳しくは、各学校または学校指導
課（福祉会館4階）へ問い合わせを。

令和3年新年交礼会
秘書課　Л23Д6006　Я23Д6456
Φ 新型コロナウイルス感染症対策の
ため、縮小して開催します。参加
申込されたかたは、開催の有無に
ついて当日7時からЛ0180Д991
Д779で確認できます。※一部の
携帯・固定電話からは利用できま
せん。

Life & Support
暮らし
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生活衛生課
Л23Д6068（食品衛生係）
Л23Д6714（感染症対策係）　Я23Д6621

▶人から人へ感染するため、手洗いが非常に重要。特
に、トイレの後、調理前は念入りに行い、共用のタ
オルは使用しない。

▶加熱により死滅するため、食品の中心部までしっか
り火を通す（85℃～90℃、90秒以上）。

▶調理器具やドアノブなどの消毒には塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）が有効。

▶感染している可能性のあるかたの吐
物などを処理する際は、塩素系漂白
剤が有効。ウイルスを飛散させない
こと、周りを汚染させないことが重
要。

ノロウイルスに
ご用心!

　冬はノロウイルスによる感染症や食中毒が多発します。ノロウイルスは
非常に感染力が強く、感染後、24～48時間で嘔

おう

吐
と

、下痢を発症しますが、
症状がなくても感染している可能性があります。アルコール消毒では効果
が低く、汚物を適切に処理しないと、ホコリやチリと一緒に空気中に漂
い、人に感染することがあります。

次のポイントに注意しましょう

母子・父子・寡婦家庭への
就学支度資金・修学資金の貸付

家庭児童課　Л23Д6769
Я23Д6833

Ψ 9時30分～17時15分（閉庁日を
除く）

Б 家庭児童課（東庁舎1階）
Φ 令和3年4月に高等学校、大学な
どに入学する子どものいる母子・
父子・寡婦家庭に対して、就学支
度資金、修学資金の貸付を行いま
す。また、在学中の子どもの修学
資金の貸付も行っています。貸付
条件などは電話で問い合わせを。
母子・父子自立支援員が相談に応
じます。

各種社会保険料控除
国保年金課　Л23Д6276

Я27Д1160
医療助成室　Л23Д6859

Я27Д1160
介護保険課　Л23Д6647

Я23Д6520
岡崎年金事務所　Л23Д2637

Φ 次の保険料は社会保険料控除とし
て、所得税や住民税の課税対象の
所得から差し引くことができま
す。令和2年1月～12月に納めた
額は、令和2年分の年末調整また

は確定申告の際に申告してくださ
い。

Ю国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料
▶年末調整の場合は領収証書・通帳
で、確定申告の場合は1月下旬に
郵送する「保険料納付済額のお知
らせ」（はがき）で確認を。

▶配偶者などの保険料は①配偶者な
どが受給する公的年金から差し引
かれた場合は、年金受給者本人の
控除に限られます②納付書または
口座振替で納めた場合は、納めた
かたの控除になります。

Ю国民年金保険料
▶申告には11月上旬に日本年金機構
から郵送された「国民年金保険料
控除証明書」などが必要です。

▶学生など収入のない親族の保険料
は、納付したかたが申告できます。

医療関係者の届け出
保健企画課　Л23Д6807

Я23Д5041
Ю医師・歯科医師・薬剤師調査
Θ 医師、歯科医師、薬剤師の有資格
者（業務に従事していないかたも
対象）

Φ 令和2年12月31日時点の状況を、
市内の医療機関に勤務しているか
たは医療機関を通じて、その他の
かたは保健所にある届出票（厚生
労働省ホームページから入手可）

で。他市の医療機関に勤務してい
るかたは、当該医療機関の管轄保
健所から提出可。1月14日㈭必着

Ю保健師等業務従事者届
Θ 令和2年12月31日現在で、保健
師、助産師、看護師、准看護師、
歯科衛生士、歯科技工士の有資格
者（業務に従事していないかたは
対象外）

Φ 市内の医療機関・施設などに勤務
しているかたは勤務先を通じて、
その他のかたは保健所にある届出
書に記入し提出。愛知県電子申請
総合窓口から提出可。1月14日㈭
必着

令和3年度
償却資産（固定資産税）の申告

資産税課　Л23Д6094
Я23Д6096

Φ 事業のために使用している構築
物・機械・器具・備品などは、償
却資産として申告が必要です。償
却資産の所有者は2月1日㈪まで
に申告してください。※新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、
事業収入が一定以上減少したかた
は、事業用家屋及び償却資産に係
る令和3年度の固定資産税及び都
市計画税の軽減が受けられます。
軽減を受けるためには、別途、申
告が必要です。詳しくは市ホーム
ページで。

Life & Support
暮らし
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市有財産の有効活用の一環として、
入札による市有地の売り払いを行います。

市有地の売り払い ■事前審査／1月6日㈬まで　■入札期間／1月7日㈭～19日㈫
■開札日／1月20日㈬
　※事前審査書類及び入札書類は、行政経営課（東庁舎5階）へ提出
■対象／個人・法人（事前審査が必要）
■その他／詳しくは行政経営課、市政情報コーナー（西庁舎1階）
にある概要（郵送可）で。市ホームページから入手可

物件
番号

2-1

2-2

2-3

2-4

根石町60番

柱曙二丁目12番5

美合新町2番5ほか

矢作町字祗園17番1ほか

10,000,000

13,490,000

27,890,000

8,870,000

106.41㎡
32.18坪

95.01㎡
28.74坪

371.90㎡
112.49坪

292.50㎡
88.48坪

市街化区域
（準工業地域）
市街化区域

（第一種住居地域及び近隣商業地域）
市街化区域

（準工業地域）
市街化区域

（第一種住居地域）

都市計画区域区分
（用途地域）

最低売払
価格（円）物件の表示 実測面積

500,000

680,000

1,400,000

450,000

入札保証金
（円）

宅地
（宅地）
宅地

（宅地）
宅地

（宅地）
雑種地

（雑種地）

公簿地目
（現況地目）

行政経営課　Л23Д6869　Я23Д6548

　夏　服　　　　　　冬　服

大気汚染・地球温暖化の防止に
ご協力を

環境保全課　Л23Д6194
Я23Д6536

環境政策課　Л23Д6685
Я23Д6536

Φ 冬は、一年中で最も空気が汚れや
すい季節です。家庭でできる小さ
な心掛けで大気汚染・地球温暖化
を防止しましょう。
▶重ね着などの工夫で暖房は
20℃を目安にする▶照明はこま
めに消す▶電化製品のプラグをコ
ンセントから抜くなど、待機電力
を削減する▶自動車の使用を控
え、公共交通機関や自転車を利用
する▶無用なアイドリングや、急
発進、急停車を避け、エコドライ
ブに努める▶薪

まき

ストーブは、十分
に乾燥した化学処理のされていな
い燃料を使う

ご寄付・ご寄贈
ありがとうございました（敬称略）
秘書課　Л23Д6009　Я23Д6456
▶株式会社豊▶ユニー株式会社アピ
タ岡崎北店▶リコーエレメックス株
式会社

歳末消防特別警戒
消防課　Л21Д9895　Я21Д9821
Ψ 12月28日㈪～30日㈬
Φ 期間中、21時に各地域の消防団
が一斉にサイレンを鳴らし火災予
防を呼びかけます。年末は火災の
発生が多くなります。お出かけ
前、おやすみ前には必ず火の元の
確認をしましょう。

人権擁護委員による
特別相談所を開設します

自治振興課　Л23Д6492
Я23Д6667

Ψ 12月4日㈮～10日㈭　13時～16
時（閉庁日を除く）

Б市民相談室（東庁舎2階）
Φ 人権問題、心配・悩みごとなどの
相談

障がい者自動車運転免許取得費
の補助は令和2年度で終了します

障がい福祉課　Л23Д6867
Я25Д7650

Φ 障がい者のかたが自動車運転免許
を取得した場合に、必要な経費の
一部を補助する制度は、今年度で
廃止します。申請は令和3年3月

31日㈬まで。申請時の持ち物な
どは障がい福祉課（福祉会館1階）
へ確認を。

Θ 免許取得時に身体障がい者手帳・
療育手帳を有していて、免許証取
得後6カ月以内のかた

流域関連公共下水道事業計画
変更案の縦覧

下水工事課　Л23Д6302
Я23Д6516

Ψ 12月8日㈫～21日㈪　8時30分～
17時15分（閉庁日は除く）

Б下水工事課（西庁舎5階）
Φ 変更案に意見のあるかたは、期間
中に意見書を提出できます。

上下水道局営業業務の委託先の変更
上下水道部サービス課

Л23Д6551　Я23Д7195
Φ 水道や下水道の申込の受付や検針
などを行う事業者を変更します。

　 ▶事業者／第一環境株式会社　中
部支店▶期間／令和3年1月1日～
令和7年12月31日（5年間）

従業員は社名入りの制服を着用して
います。
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男女共同参画課（福祉会館5階）　Л23Д6222　Я23Д6626

② ウィズプランおかざき
　（第5次岡崎市男女共同参画基本計画）（案）

　これまで男女共同参画及び女性活躍推進のための様々な施策
に取り組んできました。取り組みを継承しつつ、新たな課題に
対応し、更なる男女共同参画社会の実現に向け、計画を策定し
ます。

�danjo@city.okazaki.lg.jp

■募集期間／①～⑩12月7日㈪～1月7日㈭
■提出方法／住所、氏名または団体名、電話番号を記入し、直接または郵送（〒444…8601）、
Ｅメール、ファクスで各担当課へ。市ホームページ（パブリックコメント）から提出可

皆さんのご意見をお寄せください（パブリックコメント）

計画（案）は、市政情報コーナー（西庁舎1階）、各支所、市ホームページ、各担当課でご覧になれます。
以下の各計画について案がまとまりましたので、市民の皆さんにお知らせし、意見を募集します。

国際課（東庁舎2階）　Л23Д6656　Я23Д6667

④ 岡崎市多文化共生推進基本計画（案）

　これまで多文化共生を計画的に推進するため、岡崎市国際化
推進プラン、岡崎市多文化共生推進基本指針を制定し取り組ん
できました。このたび、令和3年度～令和7年度の計画をまとめ
ました。

�kokusai@city.okazaki.lg.jp

環境政策課（福祉会館5階）　Л23Д6188　Я23Д6536

⑦ 岡崎市水循環総合計画（案）

　環境・治水・利水の面から総合的に見た、身の回りの「水」
に関する繋がり（水循環）について、将来のあるべき姿とその
実現に向けた取り組みの方向性を定めるため、岡崎市水循環総
合計画（旧称：岡崎市水環境創造プラン）を改訂します。

�kankyoseisaku@city.okazaki.lg.jp

スポーツ振興課（東庁舎2階）　Л23Д6597　Я23Д7182

⑨ 第2期岡崎市スポーツ推進計画（案）

　近年、社会環境の変化に伴い様々な視点からスポーツが持つ
価値が見直されています。現行計画の計画期間終了に合わせ
て、スポーツが持つ社会的効果を幅広くとらえた新たなスポー
ツ推進計画を策定します。

�sports@city.okazaki.lg.jp

障がい福祉課（福祉会館1階）　Л23Д6163　Я25Д7650

⑥ 第5次岡崎市障がい者基本計画（第6期障がい福祉
　 計画・第2期障がい児福祉計画）（案）

　これまで障がい者基本計画に基づき、障がいの有無によって分け
隔てられることなく、障がい者が地域社会の主体として自分らしく
生きることができる環境づくりに取り組んできました。現行計画の計
画期間終了に合わせて、第5次障がい者基本計画を策定します。

�shogai@city.okazaki.lg.jp

家庭児童課（東庁舎1階）　Л23Д6776　Я23Д6833

③ 第3次岡崎市配偶者からの暴力防止及び
　 被害者支援基本計画（案）

　これまで配偶者からの暴力防止及び被害者支援を推進してきまし
た。現行計画の計画期間終了に合わせて、第3次計画を策定します。

�kateijido@city.okazaki.lg.jp
環境政策課（福祉会館5階）　Л23Д6671　Я23Д6536

⑧ 第2次岡崎市環境基本計画（案）

　地域の自然環境と特性を活かした社会経済活動との調和を図
りながら、これまで以上に環境への負荷の少ないライフスタイ
ルを推進し、良好な環境の保全及び創造を実現するため、必要
なビジョン、目標、施策の体系及び重点施策を定めます。

�kankyoseisaku@city.okazaki.lg.jp

動物総合センター　Л27Д0402　Я27Д0422

① 岡崎市動物行政推進計画（案）

　近年の社会情勢の変化に伴い、人と動物の関係に関わる問題
も多様化・複雑化しています。これらに対応する動物行政を推
進するため、岡崎市動物行政推進計画を策定します。

�animo@city.okazaki.lg.jp

長寿課（福祉会館1階）　Л23Д6149　Я23Д6520

⑩ 岡崎市地域包括ケア計画（第8期高齢者福祉計画・
　 介護保険事業計画）（案）

　これまで高齢化が進む中、介護が必要になったかたや認知症のか
たも、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、
地域包括ケアシステムの構築に取り組んできました。現行計画の計
画期間終了に合わせて、次期岡崎市地域包括ケア計画を策定します。

�choju@city.okazaki.lg.jp

⑤ 岡崎市一般廃棄物処理基本計画（案）

　長期的・総合的視点に立って、計画的な廃棄物処理の推進を
図るため、ごみ処理基本計画と生活排水処理基本計画で構成さ
れる一般廃棄物処理基本計画を策定します。

ごみ対策課（リサイクルプラザ管理棟3階）　　　　　　　　
Л23Д6723　Я25Д8153　�gomi@city.okazaki.lg.jp

廃棄物対策課（福祉会館5階）　Л23Д6871　Я23Д6536
�haikibutsu@city.okazaki.lg.jp

生活排水処理基本計画に関すること

ごみ処理基本計画に関すること

意見募集中の案件 岡崎市上下水道ビジョン（案）
岡崎市都市計画道路見直し方針（案）

南公園基本計画（素案）
都市計画マスタープラン（改定原案）募集期間

12月7日㈪まで
12月10日㈭まで
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相続・離婚

　　　 弁護士

　　　 司法書士

人権　※当日受付

行政　※当日受付

税金

登記（測量）

不動産

行政手続き

建築

年金労働

消費生活

法律

相　談　内　容 日　に　ち 時　　間 場　　所 問い合わせ

月～金曜日

月・水・木曜日

第1・第4火曜日

第1・第3火曜日

第2・第4火曜日

第1・第3木曜日

第2木曜日

第1金曜日

第2金曜日

第3金曜日

第4金曜日

月～金曜日

8：30～17：15

13：00～16：00

9：00～16：00

自治振興課
Л23Д6492

自治振興課

消費生活センター
Л23Д6459　Я23Д6570消費生活センター

市　

民　

相　

談

女性相談

男性相談（電話）※DV含む

ＬＧＢＴ相談（電話）

DV相談

申込時に決定

10：00～17：00

8：30～17：15

8：30～17：15

8：30～17：15

9：30～16：30

14：00～16：00

17：00～20：00

17：00～21：00

総合子育て支援センター
Л26Д0706　Я26Д6711

随時

随時

火曜日

第3水曜日

第3木曜日

第2金曜日

月～金曜日
（図書館交流プラザは
　水曜日休館）

月～土曜日

月～金曜日

育児相談（すくすくテレホン）

妊婦・乳幼児

子
育
て

商　
　
　

工

融資制度金融（中小企業者向け）

経営・創業・金融

税務（事業経営）

労務（　〃　）

法律（　〃　）

発明（　〃　）

OKa-Biz（ビジネスサポート）

そ
の
他

D
V 月～金曜日

水曜日以外

第2・第4火・土曜日

水曜日

第3木曜日

岡崎げんき館

商工労政課

家庭児童課

図書館交流プラザ

健康増進課Л23Д6084　Я23Д5071

健康増進課Л23Д6084　Я23Д5071

健康増進課
Л23Д6180　Я23Д5071

保　
　
　

健

健康

医師

保健師など

電話・面接

法律（女性のみ）

申込時に決定

　　　 一般

　　　 栄養・歯科

精神保健福祉

ひきこもり

難病生活（障がい年金）

難病医療（消化器）

不妊

がん患者・家族（電話）

月～金曜日

1/19㈫

随時

1/15㈮

1/19㈫

1/20㈬

12/11㈮

毎週火・木曜日

健康増進課
Л23Д6639　Я23Д5071

健康増進課
Л23Д6715　Я23Д5071岡崎げんき館

岡崎商工会議所
Л53Д6500　Я53Д0101

商工労政課Л23Д6214　Я23Д6213

イオンモール岡崎
図書館交流プラザ

岡崎商工会議所

OKa-BizЛ26Д2231　Я26Д2232

家庭児童課Л23Д6778

家庭児童課Л080Д2639Д2111

男女共同参画課Л23Д7681

（電話）Л23Д3113

（面接・法律）Л23Д3241

10：00～11：30
13：00～15：30

13：30～14：20
14：30～15：20

がんサポートほっとライン
Л052Д684Д8686

相談
相談内容は 秘密厳守  します。

※祝日は受け付けていない場合があります。

秘秘秘密厳厳守守守

 事前予約  が必要なものがあります。詳細は、お早めに問い合わせください。
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家康公生誕の日記念
生誕から岡崎城主への道コース

●事前予約／大人3,800円、5歳～小学生3,400円。4歳以下は無料
※昼食代、入館・拝観料、お土産代込み。

東岡崎駅（9時発）…駅北口ロータリー・家康公像→徳王稲荷
金
こ

刀
と

比
ひ

羅
ら

社
しゃ

→法蔵寺→ユギーノ・ユーゴ（イタリアン特別ランチ）
→大樹寺・宝物殿（拝観）→伊賀八幡宮→カクキュー八丁味

み

噌
そ

の
郷（見学・お土産付き）→岡崎公園・岡崎城（入館・300円金券・お土
産付き・イルミネーション見学）→東岡崎駅（17時着）

12月21日（月）・26日（土）

家康公と一向一揆の軌跡を
めぐるコース

●事前予約／大人3,000円、5歳～小学生2,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4歳以下は無料
※昼食代、入館・拝観料、お土産代込み。

東岡崎駅（9時20分発）…駅北口ロータリー・家康公像
→浄珠院→土呂八幡宮→勝鬘寺→妙源寺→大正庵釜春
（昼食）→大樹寺・宝物殿（拝観）→岡崎公園・岡崎城（入
館・300円金券・お土産付き）→東岡崎駅（16時45分着）

1月11日（祝）

申込／三重交通㈱観光販売システム営業部
　　　Л052Д253Д6324

岡崎歴史かたり人と行く！

岡崎ぐるり早めぐりバスツアー
12月7日㈪  10時から受付開始 各15人

（先着）

しょうまん　じ

情報をお寄せください
広報課　☎23Д6033

●原稿提出締め切りは前々月の20日

掲載ルールなど、詳しくは
市ホームページで確認を。

■親子で学ぶ育脳、免疫力の上げ方
12月9日㈬　10時。むらさきかん。1
人500円。Eメール（�yukak50302
@icloud.com）で申込。ハピママカ
レッジ　早川Л080Д4524Д0422

■親子のスキンシップを深める　ベビーマッサージ教室
▶12月9日㈬・15日㈫。むらさきかん
▶12月22日㈫。やはぎかん▶共通＝
10時30分。生後2カ月～ハイハイ前
親子。1回2,000円。電話、Eメール
（�kazue19730804@yahoo.co.jp）
で申込。にこにこほっぺ　滝Л090Д
5109Д8361

■ふたご座流星群ウオッチング　　～たくさんの流れ星を観察しよう！～
12月13日㈰　18時～20時。みつわ広
場（旧大雨河小学校）。当日会場へ（雨
天曇天中止）。岡崎星と遊ぶ会　神谷
Л090Д7690Д7161

■マンスリーイングリッシュサロン　（英語で母国を紹介）
▶1月10日㈰＝メキシコ▶2月7日㈰＝
アメリカミズーリ州▶3月7日㈰＝南
フランス▶共通＝10時。りぶら301。
1,500円（3回分）。12月31日㈭まで
に電話で申込。小川Л090Д6091Д
7064

■岡崎百景おでかけツアー　「まるや八丁味
み

噌
そ

蔵見学と名橋　矢作橋」
12月12日㈯　9時20分。まるや八丁味
噌駐車場。電話で申込。岡崎百景の会
竹本Л090Д6596Д4124

■「EM健康野菜づくり講座入門編」説明会
　～無農薬、無化学肥料で野菜作り～
12月13日㈰　9時30分。なごみん。
当日会場へ。EMひろば岡崎Л21Д
1746

■中高年の里山歩き
毎月第1・第2木曜日、第3・第4土曜
日。里山歩きの会員募集。詳しくは電
話で確認を。みなみ里山の会　安藤Л
53Д7914

■大人と子どものそろばん講座
▶大人＝10時。月2,500円▶親子＝①
10時②11時。月3,500円▶共通＝毎週
土曜日。岡崎商工会議所。電話、ファ
クス（Я53Д2100）で申込。日本珠
算連盟　鈴木Л090Д9915Д3177

■マークのやさしい英会話（初級）
12月～毎週土曜日　11時5分。りぶ
ら。1回800円（テキスト代別途）。E
メール（�yasashii.eikaiwa.aichi@
gmail.com）で申込。マークЛ0565
Д27Д2944

■見る・聴く・動く　スクエアダンス講座
毎週木曜日　13時30分～15時30分。
城南学区市民ホーム。月1,000円。当
日会場へ。ひよっこ岡崎　太田Л090
Д3381Д3361

■常磐剣道クラブ
毎週月・木・土曜日　19時。常磐中
学校。小学生～大人。月500円（大人
無料）。電話で申込。常磐剣道クラブ
西川Л46Д4466

■令和2年度スキルアップ講座
　受講者募集
1月7日㈭～2月26日㈮。「フライス盤
による穴の加工」ほか8講座。詳しく
はホームページで確認を。県立岡崎高
等技術専門校Л51Д0775

■絵本のリレー「りんご箱文庫」募集
読み終わった絵本の寄贈の受付と販
売。詳しくはホームページ（https://
kurashi-kyoiku.com）で確認を。暮
らしの教育機構Л64Д0608

街角情報BOX
催し・講座　市民活動　発表会　サークル

掲載行事が中止・延期となる場合があります。開催の有無は、各主催者にお問い合わせください。
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日
曜
・
祝
日
の
当
直
医
療
機
関
・
薬
局

※急な都合により変更される場合がありますので、ご注意ください。

※暴風警報及び特別警報発令時は休診する場合があります。詳しくは、岡崎市医師会、岡崎歯科医師会ホームページで確認を。

受付時間＝9時～12時、14時～18時●

2
次
救
急

365日24時間対応

北 斗 病 院（仁　木）☎66-2811

宇 野 病 院（中岡崎）☎24-2211

岡崎南病院（羽根東）☎51-5434

藤田医科大学岡崎医療センター（針崎町）☎64-8800

 2次救急医療機関は、入院・手術などが必要な患者及び救急車で搬送されたかたが優先となります。
また、急な都合により当番日の変更及び各病院で対応できる診療科目が異なりますので、来院の際は事前に電話で問い合わせください。

毎
日
の
救
急

※歯科総合センターでは12月30日㈬～1月3日㈰は日曜・祝日扱い（9時～11時30分、13時～15時30分）になります。

受付時間 場 所毎日＝19時30分～22時30分 岡崎市医師会公衆衛生センター1階（竜美西一丁目）
小児科・内 科・外 科（医師3人体制）

岡 崎 歯 科 総 合 セ ン タ ー　▶　☎21-8000●
月～土曜日＝19時30分～22時30分
日曜・祝日＝9時～11時30分、13時～15時30分

歯 科

岡崎歯科総合センター1階（中町）受付時間 場 所

岡崎市医師会夜間急病診療所 ▶　☎52-1906●

内　　　　　容 相　　談　　先 受付時間

愛知県小児救急電話相談

岡崎薬剤師会

19時～翌朝8時

20時～翌朝6時
☎＃8000

☎080-9730-5274

子どもの急な病気・けがへの対処方法を聞く

夜間おくすり相談

365日
24時間対応

いますぐ受診できる
医療機関を探す

毎
日
の
相
談

愛知県救急医療情報センター
消防本部共同通信課（聴覚障がい者専用）

☎21-1133
Я 119

331121☎2ンタセン情報セ療情急医療救急知県救愛知愛年末年始も
対応しています

12月2日㈬・9日㈬・16日㈬　18時～24時
12月12日㈯・19日㈯・25日㈮　18時～24時
12月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭　18時～翌朝8時、26日㈯　13時～翌朝8時、31日㈭　8時～翌朝8時

キョーワ薬局　岡崎店
（久右エ門）
☎83-6786

みつい調剤薬局
（中岡崎）
☎24-3215

山田薬局
（井　田）
☎23-8617

アポロ薬局　六ッ美店
（井　内）
☎58-5687

お～ろら薬局
（昭　和）
☎33-3254

伊藤薬局　クロノ店
（石　神）
☎22-3965

アポロ薬局　幸田店
（幸　田）
☎62-8328

調剤薬局アモス　緑丘店
（緑丘２）
☎71-7086

しらゆり薬局
（　中　）☎25-4671

調剤薬局アモス　大門店
（大門５）☎47-8881
エムハート薬局　さくら店
（六　供）☎28-5870ナンブ薬局　幸田店

（幸　田）☎56-3277

アイセイ薬局　洞店
（　洞　）☎26-6618

調剤薬局アモス　緑丘店
（緑丘２）☎71-7086

小田薬局
（本町通）☎21-0808

すみれ調剤薬局　上地店
（上地５）☎59-2882
むつみ薬局　南店

（庄司田１）☎59-3488
どれみ調剤薬局

（不　吹）☎71-2017
エムハート薬局　上地店
（上地２）☎72-7007

なのはな薬局
（本　宿）☎48-8886
ハロー薬局　岡崎店
（宮　地）☎57-1031
アイン薬局　岡崎大門店
（薮田２）☎66-1193
つばさ調剤薬局

（舳　越）☎33-0258
パナプラス薬局　むつな店
（向　山）☎58-2777

こうむら薬局
（上六名４）☎52-8899

愛知県救急医療情報センター（☎21-1133）へ問い合わせください。

てんま糖尿病・甲状腺内科
（久右エ門）
☎77-5873

宇野病院
（中岡崎）
☎24-2211

こん野ファミリークリニック
（幸　田）
☎56-1505

岡崎整形外科
（真　伝）
☎25-2511

みしま医院
【泌尿器科も可】（康生通）

☎21-1648

むつみ耳鼻咽喉科
（井　内）
☎72-2320

みやした眼科
（明大寺）
☎57-8166

みうらクリニック岩津
（岩　津）
☎66-8787

ごとう内科
（　中　）
☎25-4650

おはら内科クリニック
（幸　田）
☎62-8400

はまな整形外科クリニック
（　洞　）
☎66-0700

こうた皮フ科クリニック
（幸　田）
☎56-1311

中野耳鼻咽喉科
（本町通）
☎22-0261

緑丘アイクリニック
（緑丘２）
☎71-7711

おかざき糖尿病内科クリニック
（大門５）
☎26-3311

三嶋内科病院
（六　供）
☎22-3232

緑の森こどもクリニック
（上地２）
☎57-2710

西澤整形外科クリニック
（庄司田１）
☎58-2438

ぬまた皮フ科クリニック
（羽　根）
☎53-1128

耳鼻咽喉科 jクリニック
（不　吹）
☎71-6767

岡崎南上地眼科クリニック
（上地２）
☎73-3005

高村医院
（細　川）
☎45-2677

冨田病院
（本　宿）
☎48-2431

いしかわ内科クリニック
（宮　地）
☎54-8887

中西整形外科
（薮田２）
☎22-1112

野鳥の森皮フ科クリニック
（竜美旭）
☎72-7555

あさだ耳鼻咽喉科クリニック
（舳　越）
☎32-8741

岡田眼科医院
（六名東）
☎53-2800

岡崎たかはらクリニック
（　欠　）
☎26-1313

たなむらクリニック
（康生通）
☎65-1456

上地内科クリニック
（上地２）
☎72-5610

菅整形外科・内科クリニック
（石　神）
☎24-2828

酒井皮ふ科
（矢　作）
☎32-9929

西山みみ・はな・のどクリニック
（幸　田）
☎62-8781

緑丘アイクリニック
（緑丘２）
☎71-7711

内 科
または
小児科

外 科

皮膚科

耳 鼻
咽喉科

眼 科

産婦人科

薬 局

12月 12月6日㈰ 12月27日㈰12月20日㈰ 12月31日㈭12月13日㈰

救急患者のための
スマホ版はこちらから
ご覧いただけます。救急医療情報12月
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子どもの成長を祝って神社や寺などに詣
もう

でる七五三。11月の日曜日、
岡崎公園内の神社には多くの家族連れが訪れていました。慣れな
い晴れ着に身を包んだ子どもたちは、少し照れくさそうにしなが
らも、とってもうれしそう。これからも健やかに育ちますように。

表紙の説明 岡崎市公式LINE
友だち募集中! ID：@okazaki_city

岡崎市の情報を
LINEで発信!

クイズに答えて
図書カードを当てよう!

詳しくはこちら▶10人（抽選）

図書カード

2020年
12月

1日
号

 N
o.1383




