
Thank you all medical workers.
皆さん、ありがとう。
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明るい未来に向かって

多くの命と健康を守るために尽力されている医療関係者の
皆さん。患者の受け入れやワクチン接種など、今もなお、
医療の最前線で奮闘しています。心からの敬意と感謝を。
私たちも今できることに取り組んでいきましょう。

今月の表紙
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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。
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エフエムEGAO  76.3MHz
え が お

こちら、おかざき情報室（763）
月～金曜日　7：45～7：55

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
女
計

世帯数

195,620 人
190,013 人
385,633人
166,411世帯

（＋12）
（－8）
（＋4）

（＋129）

広報課　Л23Д6007　Я23Д6950

ケーブルテレビミクス
チャンネルおかざき121ch

CATVミクスへの加入は フリーダイアル

0120◆345739

市内の身近な出来事をお届け！
動画サイトでも公開中

日替わりで市内の情報をお届けします。

市長メッセージや歴史・観光など
様々なジャンルの動画を配信中

12月の税金・保険料

納期限 12月27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）

市税及び保険料をスマートフォン決済
アプリで納付できます。

詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
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My favorite Okazaki
＃今日も岡崎

インスタグラムに投稿された市内の素敵な写真を紹介します。

キレイなもの　面白いもの　おいしいもの
岡崎の色んな写真をぜひご覧ください。

市公式インスタグラム
＃今日も岡崎 を付けて写真を投稿しよう

今日も岡崎

#follow_me

❶ 市内の好きなところを撮影
❷ 「@okazaki.cp」を写真にタグ付け
❸ ハッシュタグ「＃今日も岡崎」を付けて投稿！

▶市公式アカウントで紹介、広報紙に掲載されるかも！

忙
せわ

しなく過ぎる師走

ミーアキャットの手も借りたい

“穴掘りが終わったら手伝いましょうか？”

写真投稿者　@meg_s_i_m_h
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令和3年岡崎市成人式（10日）※分散会場　①
「おかざき鮎めし街道」と「おかざきカレーパン街道」が
県の「食と花の街道」に認定（28日）

幻のお米「ぬかたのミネアサヒ」が1日限定で
学校給食に登場（2日）②

せきれいホールリニューアルオープン（1日）
乙川ローラースポーツ場リニューアルオープン（6日）③
中央緑道完成（20日）④
桜まつり（25日～4月7日）⑤
「新しいまちづくりのモデル都市」として国土交通省から選定（31日）

ふくし総合サポートフロア（ふくサポ）＆
こども子育てサポートフロア（ここサポ）開設（1日）
市民病院の緩和ケア病棟の運用開始（1日）
岡崎市社会福祉センター、
総合学習センター多目的ホールオープン（1日）
東京2020オリンピック聖火リレー（岡崎市：6日）⑦

『岡崎市「どうする家康」活用推進本部』を設置（17日）
「岡崎アスリート支援事業」を開始

児童や生徒、高齢者の自転車乗車用ヘルメットの
購入補助制度申請受付開始（1日）

市制施行105周年記念式（1日）
株式会社スノーピークビジネスソリューションズと
公共空間に関する協定を締結（8日）
東公園動物園にヒトコブラクダの「ヒトミ」が仲間入り（20日）⑨

「岡崎市ゼロカーボンシティ推進本部」を設置（1日）
東京2020パラリンピック
聖火フェスティバル採火式（14日）

官民組織「岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会」を設立（14日）

スマートフォン決済アプリによる市税・保険料の納付受付開始（1日）
がん患者へのウィッグ等購入費補助制度開始（1日）
市内5箇所同時花火（30日）⑩

広島県福山市　親善都市提携50周年（9日）⑪
フォーラムエイト・セントラルラリー2021（13日）

1月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

3月

5月

7月

9月

11月

新年交礼会中止（1日）
2度目の緊急事態宣言発令（14日～2月28日）
公共施設を臨時休館（18日～2月7日）
テレワークアドバイザー派遣の緊急募集（22日～3月31日）
営業時間短縮店舗への見回り活動実施（28日～2月3日）

買い物支援サービス開始（8日）

市民病院で医療従事者へのワクチン接種開始（8日）⑥

市内飲食店へ市独自の感染防止対策協力金を支給（5日～6月30日）
すくすく赤ちゃん特別支援金を支給
新入学児童・生徒に図書カード配布
生理用品の無償配布開始（21日）
市内の大学生にフードドライブを実施（28日）⑧
高齢者施設入所者へのワクチン接種開始

3度目の緊急事態宣言発令（12日～6月20日）
ワクチンのロスゼロ岡崎プロジェクト始動（14日）
接種実施医療機関型接種、公共施設型接種開始

飲食店における宅配業務の人件費一部補助（1日～12月31日）
絵本・図書の宅配サービス開始（1日）
南公園岡崎市民プールの営業休止（26日～9月5日）

公共施設型接種を1週間あたり1万人規模に拡大（1日）
スマホ決済で20％ポイント付与キャンペーン第1弾
（1日～31日）
水道料金の基本料金を4カ月間全額減免

モンゴルアーチェリーナショナルチームの東京2020
オリンピック競技大会に向けた直前キャンプ中止

ＯＫフードドライブを実施（6日）
4度目の緊急事態宣言発令（27日～9月30日）

公共施設型接種会場での無料託児サービス開始（4日）
花火大会中止（11日）
高齢者の生活支援のためクオカード配布

障がいをお持ちのお子様も安心して接種できる
「おもいやり接種」開始（17日）

新型コロナウイルス安心検査（無料のPCR検査）開始（2日）
家康行列中止（6日）

スマホ決済で20％ポイント付与キャンペーン第2弾
（1日～1月10日）※予定

新型コロナウイルス感染症に関連する主な出来事

1年のあゆみSummary of

2021
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①①

②② ③③

④ ⑤⑤

⑧⑥

⑨

⑦ 佐野勇斗さん ⑦ 天野ひろゆきさん⑦ 天野ひろゆきさん ⑦ 東海オンエアの皆さん⑦ 東海オンエアの皆さん

⑪  ばら公園（福山市） ©福山観光コンベンション協会 ⑩
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人事、広報、徴税、全般的な管理など

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

学校教育、社会教育、スポーツ振興など

ごみ処理、保健、医療、環境対策など

市債（借金）の返済

その他（消防、商工業の振興など）
※令和３年3月31日現在の人口（385,823人）により算出。

14.6万円

12.0万円

5.1万円

4.7万円

3.5万円

1.7万円

2.7万円

支出金額（一般会計）
市民1人当たりの 44.3万円

合
計

合 　 計

一般会計の歳入決算額（税金など市へ入ってきたお金）は1,781億4,893万円、歳出決
算額（市が使ったお金）は1,709億6,907万円で、市民1人当たり10万円を支給する
特別定額給付金給付事業を実施したことなどにより、歳入歳出とも過去最高額
となりました。歳入歳出の差引額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53億2,839万円の黒字
となりました。

財政の健全度は、国が定める基準（早期健
全化基準）を大きく下回り、良好な値を維
持しています。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。
詳しくは、市ホームページをご覧
ください。

決算の状況
令和２年度

歳出決算額歳入決算額
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

4億2,160万円

4億9,478万円

305億7,898万円

9,916万円

55億3,257万円

238億4,454万円

12億8,197万円

9,993万円

2億1,603万円

2,081万円

3,876万円

297万円

564万円

5億2,119万円

4億9,478万円

308億1,347万円

9,916万円

55億3,941万円

243億6,860万円

12億8,197万円

1億 459万円

2億1,603万円

2,702万円

7,178万円

345万円

564万円

会　　計　　名

病院事業

水道事業

下水道事業

8億4,833万円の純損失 （赤字）

2億4,284万円の純利益 （黒字）

6億5,092万円の純利益 （黒字）

一般会計

1,781億円
歳　入

一般会計

1,710億円
歳　出

市税
  708億円（40％）

国庫支出金
612億円（34％）

市債
60億円（3％）

繰入金
80億円（5％）

県支出金
92億円（5％）

地方消費税交付金
82億円（5％）

その他
147億円（8％）

道路・公園などの整備、
まちづくりなど
196億円（11％）

その他（消防、商工業の振興など）
106億円（6％）

学校教育、社会教育、
スポーツ振興など
183億円（11％）

ごみ処理、保健、医療、
環境対策など
135億円（8％）

人事、広報、徴税、
全般的な管理など
563億円（33％）

（特別定額給付金を含む）

福祉サービスの充実
463億円（27％）

市債（借金）の返済
64億円（4％）

特

　
　別

　
　会

　
　計

企
業
会
計

令和２年度決算に基づく
健全化判断比率・資金不足比率の公表

８億976万円の黒字
※繰越し財源控除後

市では毎年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和2年度の決算状況と
令和3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

財政状況岡崎市
の

特集
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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。

12,314,109㎡

1,550億9,870万円
（内訳）

※一時借入金はありません。

土 地

1,143,946㎡ 275億9,217万円

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）の状況（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3年度　上半期

予算執行状況（9月30日現在）
予算額 収入済額 支出済額

1億2,841万円
9,407万円

123億4,032万円
4,577万円

5億5,904万円
99億4,512万円
5億5,648万円
4,198万円
8,194万円

0万円
2,233万円
109万円
8万円

9,959万円
3,939万円

118億8,855万円
3,183万円

15億4,867万円
103億 421万円

0万円
3,999万円
2,756万円
1,128万円
4,543万円
124万円
107万円

3億5,259万円
6億1,910万円

315億9,273万円
1億1,155万円
59億6,835万円
251億4,630万円
15億4,508万円
1億 194万円
2億3,804万円

3万円
4,924万円
516万円
168万円

464億3,776万円665億 544万円1,310億5,949万円一　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

一般会計 590億1,293万円
特別会計 38億6,643万円
企業会計 922億1,934万円

決算額 2億3,928万円
新生児特別給付金の支給

　新型コロナウイルス感染症拡
大の影響の長期化が見込まれる
中、子どもが産まれた家庭の経
済的負担を軽減・支援するた
め、給付金を支給しました。

決算額 4億6,508万円
プレミアム付商品券の発行

令和２年度に実施した主な事業

　新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、売上が減少し
た飲食・小売などの市内事業者
を支援するため、本市独自のプ
レミアム付商品券を発行・販売
しました。

決算額 20億3,966万円
小中学生にタブレット型情報端末の配備

　「岡崎版GIGAスクール構想」
の実現に向け、小中学生に1人1
台となるタブレット型情報端末
「Myタブレット」を配備し、
ICT教育の充実を図りました。

決算額 24億4,991万円
龍北総合運動場の整備

　第3種公認陸上競技場や本市
初となる人工芝のサッカー・ラ
グビー場などの整備が完了し、
本市の新たなスポーツの拠点と
して令和2年7月に供用を開始し
ました。
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採用者の内訳 退職者の内訳

職員の公務能率の向上と能力開発を目的
に職員研修を実施しています。
令和2年度に実施した研修は、計45コー
ス、延べ受講者数は1,729人です。

研 修

勤務時間、その他の勤務条件

令和２年度の分限処分は48人、懲戒処分は０人でした。

分限処分及び懲戒処分

分 限 処 分

懲 戒 処 分

8時30分～17時15分勤 務 時 間

12.4日年次休暇の平均取得日数

121人 ※男性29人・女性92人育児休業取得職員

病気などにより、職員がその職責を十分に果たせ
ない場合に、公務能率の維持を目的として行う不
利益処分（免職・降任・休職・降給）

職員が公務員としてふさわしくない非行・違法行為
や義務違反をした場合に、その責任を問うために
行う制裁的処分（免職・停職・減給・戒告）

年次休暇のほかにも、病気休暇、
特別休暇、介護休暇などの休暇
制度があります。

職員の任用など

採用者数 人人331331 退職者数259259
令和２年度

事　務　職
技　術　職
消　防　職
保　育　職
保育教育職
医　療　職
技能業務職

合　計

退 職（人）

定 年
16
3
6
7
0

11
29
72

1
1
0
0
0
4
0
6

12
8
3

18
3

130
7

181

29
12
9

25
3

145
36

259

区 分

事　務　職
技　術　職
消　防　職
保　育　職
医　療　職
技能業務職

合　計

採 用（人）

69
11
8

79
156

8
331

区 分 早 期 自己都合など 計

人事課　Л23Д6002　Я23Д6546

市では年１回、職員の任用・給与・勤務条件・福利厚生などを公表しています。
今回は令和２年度の状況をお知らせします。

特集

人事行政の運営状況人事行政の運営状況
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人事行政の運営などの状況に関する詳しい内容は、
市ホームページまたは市政情報コーナー（西庁舎１階）でご覧いただけます。

期末・勤勉手当

６月期
12月期

計

支給割合
期末手当

1.300月分
1.250月分
2.550月分

0.950月分
0.950月分
1.900月分

区 分 勤勉手当

退職手当

勤続20年
勤続25年
勤続35年

最高限度額
定年前早期退職特例措置

支給割合
自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709  月分

―

24.586875月分
33.27075  月分

　47.709　　月分
　47.709　　月分

１年につき3％加算

区 分 定年・早期

地域手当 （令和２年度普通会計決算）

平均支給月額
10.5％

32,351円
支給率

時間外勤務手当 （令和２年度普通会計決算）

537,299千円
221千円

支給総額
1人当たり平均支給年額

通勤手当
運賃等相当額（上限55,000円）

通勤距離に応じて支給（上限29,300円）

交通機関利用者
自動車等使用者

扶養手当
 6,500円
10,000円
 6,500円
 5,000円

配偶者
子

父母等
満16歳～22歳年度の子の加算

住居手当
家賃の額に応じて支給（上限28,000円）借家居住者

職制上の段階、職務の級などによる加算措置　有

手　当

職員の給与は、基本給としての給
料と、扶養手当や通勤手当などの
一定の条件にあてはまる場合に支
給される手当から成り立ちます。

給 与

給 与

手 当

給 料

職員の平均給料月額・給与月額・年齢 （令和2年4月1日現在）

 （令和2年4月1日現在）

一般行政職
技能業務職

平均給与月額 平均年齢平均給料月額
294,145円
301,461円

402,834円
370,807円

39歳6カ月
50歳8カ月

区 分

職員の初任給 （令和2年4月1日現在）

一般行政職

消防職

初任給
大学卒
高校卒
大学卒
高校卒

188,700円
154,900円
195,500円
160,100円

区 分

給　料

特殊勤務手当 （令和２年度普通会計決算）

39.1%
5,871円
26手当

支給職員割合
1人当たり平均支給月額

手当の種類

代表的な手当の名称 防疫等業務手当、有害物取扱手当、
消防業務手当、救急救命業務手当

※平均給与月額は、給料月額と諸手当（期末勤勉手当を除く）の額を合計したものです。
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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。

新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パック・古着・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・
蛍光管・電池類・小型家電・廃食用油

リサイクルできるすべての資源物を毎日回収しています。
場所：稲熊町字7丁目17番地1日時：毎日　9時～16時（暴風雨時を除く）

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

岡崎学園高校

岡崎北高校

伊賀川

東
名
高
速
道
路

小呂川

梅園小学校

梅園こども園

※年末は12月26日㈰まで。年明けは1月9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）・
ペットボトル・蛍光管・電池類・小型家電

紙製容器包装 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。

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・生きびん・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）
※分別をして、可燃ごみ・不燃ごみは指定袋などの中身の
　見える袋に入れて持ち込んでください。
※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持ち込んでください。

12月29日㈬　8時30分～16時

  　 30日㈭　8時30分～11時30分

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

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

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）で分けて持ち込んでください。
※家電4品目、パソコン及び大型の家電は回収できません。

Л22Д1153　Я25Д81531 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 ので注意してください。詳しくは、ごみ収集カレンダーで確認を。

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
ご協力ください。新聞・雑誌類は「拠点回収」や「り
すた稲熊」、地域の「資源回収」を利用してください。

通常回収している品目に加え、紙製容器包装とプラス
チック製容器包装を回収します。

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）

★は、通常の拠点回収と回収場所が
異なります。

年末の臨時拠点回収でのみ回収する品目

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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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・
市民サービスコーナー（イオンモール岡崎3階）

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

Л83Д2320

Л84Д2026

Л53Д4163　Я53Д4416

Л55Д0116　Я55Д0156

Л21Д8111　Я25Д2913

Л23Д6334　Я23Д6368

Л72Д5111　Я72Д5110

Л21Д1230　Я21Д1278

Л23Д6179　Я23Д6621

Л23Д7564　Я23Д7577

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・埋火葬許可の事務は市役所東庁舎当直で受付
※埋火葬許可は8時30分～17時15分

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。

展示替えのため12月20日㈪～1月28日㈮は臨時休館

8時30分～17時

8時30分～18時 8時30分
～17時

社会福祉センター
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）
友愛の家
図書館交流プラザ
額田図書館

Л21Д8077　Я64Д7999

Л23Д3100　Я23Д3165

Л・Я82Д2953

2 年末年始の市の業務
News

各施設によって異なりますので、
ご注意ください。 …営業 …休み

Okazaki News & Topics
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PayPay、d払い、auPAYに登録・加盟している
市内中小飲食店、宿泊業、タクシー業、運転代行業

対象店舗

このチラシが目印！

詳しくは市ホームページで。

　市内の対象飲食店などでスマートフォン決済システ
ムを利用したかたに、ポイントを付与するキャンペー
ンを実施します。

●期　　　間／12月1日㈬～1月10日㈷
●付　与　額／支払金額の20㌫相当額
●付与上限額／各決済システムにつき10,000円相当
　　　　　　　（1回の支払いでの上限は5,000円相当）
●対　　　象／PayPay、d払い、auPAY

3 「家康公生誕の地」岡崎！
スマホ決済で最大20％戻ってくるキャンペーン冬の陣！

商工労政課　Л23Д6210

Я23Д6213

News

※大型店、チェーン店などは除く

観光推進課　☎23Д6216　Я23Д6731
観光協会　☎64Д1637　Я64Д1638

Event
第28回岡崎将棋まつり1

スター棋士が勢ぞろいで
岡崎を盛り上げます！

※段位は10月現在のものです。※内容、出演棋士は予告なく変更になる場合あり。

木村　一基 九段 斎藤　慎太郎 八段

●日時／1月23日㈰・30日㈰
●場所／図書館交流プラザ
　　　　竜美丘会館

12月20日㈪までに岡崎おでかけナビ
ホームページで（抽選）。

●時間／10時～12時
●対象／小学生60人　　　●費用／500円

子ども将棋大会「竹千代杯」

参加
イベント

観覧
イベント

招待棋士によるトークショー・公開対局

1月23日㈰　図書館交流プラザ 1月30日㈰　竜美丘会館

●時間／①11時～12時②14時～16時30分
●内容／①トークショー②公開対局
●出演／①木村一基九段、斎藤慎太郎八段ほか
　　　　②「人気棋士対決」
　　　　　　中村太地七段 VS 高見泰地七段
　　　　　「トップ棋士対決」
　　　　　　木村一基九段 VS 斎藤慎太郎八段
●定員／400人　　　●費用／1,000円

共通申込

詳しくはこちらから

写真提供：公益財団法人 日本将棋連盟

Okazaki News & Topics
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ワクチン接種のお知らせ

発熱などの症状があるかたは、
受診について必ず電話で相談しましょう

保健予防課　Л23Д5082　Я23Д6621

受診の際の注意事項 発熱患者などの電話相談窓口

※上記時間外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≫

●必ず事前に医療機関に電話で相談し、医療機関が指定する方法で受診してく
ださい。
●来院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、症状や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。
●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。
●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がありますので、
トイレなどを済ませてから来院しましょう。

●ドラッグストアなどで販売されている「研究用」抗
原検査キットは感染の有無を調べる目的で使用しな
いでください。

●薬局で販売が認められている「医療用」抗原検査
キットが陽性の場合や、陰性であっても発熱などの
症状がある場合は、必ず電話でかかりつけ医や「受
診・相談センター」に相談してください。

　季節性インフルエンザと新型コロナウイルスの同時
流行により、発熱などの症状があるかたが大幅に増加
することが懸念されています。発熱などの症状で医療
機関の受診を希望する場合は、外出を控え、かかりつ
け医などに必ず電話で相談してください。相談する医
療機関に迷う場合は、「受診・相談センター」に相談し
てください。

抗原検査キットを使用する場合の注意事項

2回（無料）接種回数接種券

12歳以上（令和4年2月1日時点）のかたに接種券の発送が完了しています。予診票や接種に関するお知らせなどは
接種券に同封していますので、接種が２回完了するまで大切に保管してください。
また、接種後は接種券が接種を完了した証明になりますので、大切に保管してください。

※12歳に達していないかたは接種できません。
※今後の接種方法については、詳しくは市ホームページまたはコールセンターで確認を。

岡崎市新型コロナワクチンコールセンター
Л0570Д049Д900　Я050Д3512Д4223　受付時間／9時～18時

新型コロナウイルスワクチンの接種前後に他の予防接種を受ける場合は、
原則13日以上間隔を空ける必要があります。
※新型コロナウイルスワクチンの接種が2回終了するまで、他の予防接種は避けましょう。
※他の予防接種を行う場合は、新型コロナウイルスワクチンの接種済証をお持ちください。
※新型コロナウイルスワクチンやその他の予防接種済証は母子健康手帳に貼るなどして、
　大切に保管してください。

インフルエンザなどの
予防接種を
受けるかたへ

※12月29日㈬～1月3日㈪を除く

新型コロナウイルス感染症
関連情報

キャイ～ン
天野ひろゆきさん
デザイン！
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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凧
たこ

を作って揚げてみよう
日　時
定　員
Ю寒茶作り体験
日　時
定　員

12月22日㈬9時から電話で（先着）。

1月8日㈯　9時～15時
5家族

1月15日㈯　9時30分～15時
20人

●トレッドゴードマーケット／12月11日㈯　9時30分
～15時（荒天中止）

※以下のイベントは雨天中止
●和太鼓かがり火公演／12月12日㈰　①11時30分② 13時
●骨とう市／12月19日㈰　9時30分～13時
Ю金鳳亭（11時～14時30分）
●季節料理五目釜めし／12月11日㈯～2月末。1,100円
●干

え
支
と
土鈴プレゼント／1月4日㈫　11時～14時30分。

季節料理を注文したかた先着100人
●七草がゆ／1月7日㈮　10時～14時。250円。先着200杯

Л45Д7230　Я45Д7458（月曜日休館）
奥殿陣屋

Л52Д9095　Я77Д4511

場　所
Юみなどんと遊ぼう！
日　時

内　容

Ю大道芸人によるパフォーマンスショー
日　時

遊園地なかよしの塔前

毎月第1土曜日
10時～10時30分（雨天中止）
「みなどん」とのゲームと記念撮影。
オリジナルグッズのプレゼントあり

12月12日㈰・19日㈰・25日㈯・26日㈰、1月9
日㈰・16日㈰・29日㈯、2月13日㈰・20日㈰・
23日㈷・26日㈯、3月6日㈰・13日㈰・21日
㈷・26日㈯　①11時②13時③15時（雨天中止）

南公園

Л27Д0444　Я27Д0422（月曜日休館）

Юウン（運）がつくしおりプレゼント
日　時
内　容

ЮZooっとなかよく
　ハッピークリスマスプレゼント
日　時
内　容

12月8日㈬～　9時～17時
ゾウのふじ子のうんちで作った
しおりをプレゼント
（先着100枚）

12月11日㈯・12日㈰　9時30分～11時30分
クイズラリー参加者に動物のイラストの缶バッ
ジをプレゼント。各日先着50個

動物総合センター

ズー
受験生
限定

自然体験イベント

日　時

持ち物
申　込

乙川で野鳥を観察しよう

12月26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
定　員
費　用
申　込

初心者大菊づくり講習会

1月、3月～10月の日曜日　13時～16時（9回
コース。初回は1月9日）
矢作市民センター
22人（抽選。当選者のみ通知）
600円（9回分）
はがき、ファクスにページ上部の申込共通項目
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17日㈮必着

公園緑地課　Л23Д6399　Я23Д6559

&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＝マスク共通項目
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観光協会　Л64Д5255　Я64Д1638 詳しくは岡崎まつりホームページで。

9

広忠公と於大の方縁結び安産祈願道中
家康公の生誕を祝い、広忠公ご一行に「おめでとうございます」
などの言葉を投げかけると竹千代縁起米（もち米）をプレゼント

◆コース／六所神社（15時発）→ 家康公ひろば→ 桜城橋（15時45分着）
　→天守閣前（16時30分着）→御宮入り（16時40分）→御祈祷→
　蟇

ひき

目
め

の矢（17時15分）

竹千代行列
一緒に歩こう！竹千代くん
広忠公と於大の方と一緒に岡崎城（龍城神社）
まで練り歩き、蟇目の矢をプレゼント
◆時間／15時30分（桜城橋集合）
◆対象／小学生以下親子50組（先着）
　　　　　※蟇目の矢は1家族1本

当日集合場所へ。

※縁起米の配布は六所神社から天守閣前まで。

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。12月26日㈰

こども自然遊びの森　わんパーク
Л・Я82Д3511（火曜日定休）

申　込

Ю凧を作って揚げてみよう
日　時
対　象
費　用
Ю葉っぱで遊ぼう
日　時
内　容
対　象

はがき、Eメール（wanpark@city.okazaki.lg.jp）
にページ上部の申込共通項目と希望イベント名
を記入し、〒444…3617　淡渕町字堂面125番
地「わんパークイベント」係へ。
12月20日㈪必着（抽選）

1月23日㈰　13時～15時
小学生親子20人
1個200円

1月30日㈰　9時30分～12時（雨天中止）
落ち葉の色合わせと貼り絵
就園児以上親子20人

市街地整備課　Л23Д6264　Я23Д5988

出会いの岡崎駅マエ縁日

日　時
場 所
内 容

12月11日㈯　11時30分～19時30分
出会いの杜

もり
公園

キッチンカー、グレート家康公「葵」
武将隊演武、「みなどん」との記念
撮影、キッズダンス、ゴスペルなど。
詳しくは、出会いの駅おかざきホームページで。

ホタル学校
Л82Д3027　Я82Д3689（月曜日定休）

申　込
Ю水晶山トレッキング（約8㌔）
日　時
定　員
Ю体験！水の不思議
日　時
対　象

12月7日㈫から電話で（先着）。

1月23日㈰　9時～12時30分（雨天中止）
20人

1月30日㈰　9時30分～12時
小学生親子20人

少年自然の家
Л47Д2357　Я47Д3536

対　象
申　込

Ю①餅つき体験と凧を作って揚げてみよう
日　時
費　用
Ю②親子で火起こし体験とカレー作りを楽しもう！
日　時
費　用

小中学生を含む各10家族（抽選）
はがきにページ上部の申込共通項目と希望イベ
ント名を記入し、〒444…3341　須淵町字屋
名平44番地1　少年自然の家へ。①12月17日
㈮②1月7日㈮必着

1月15日㈯　9時30分～13時
1家族1,000円　

2月5日㈯　9時30分～14時30分
1人500円

●申込共通項目 参加者全員の ①郵便番号　②住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号
　　　学生は ⑤学校名　⑥学年も記入
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中央図書館　Л23Д3111　Я23Д3165

Ю手話と声のクリスマスおはなし会
日　時
場　所
定　員
Юクリスマスのおはなし会
日　時

場　所
定　員
Юクリスマスセット
日　時
場　所
内　容

12月19日㈰　11時30分～12時
図書館交流プラザ1階103
当日先着25人

12月20日㈪　16時～16時30分
12月23日㈭　16時30分～17時
12月25日㈯　14時30分～15時
図書館交流プラザ2階子ども図書室
当日先着各10人

12月24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出。当日
先着15セット

冬休みクリスマスイベント

日　時

対　象
費　用
申　込

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

▶1月14日・28日、2月4日の金曜日（3回コース）
▶2月11日、3月4日・11日の金曜日（3回コース）
①10時～10時40分②11時～11時40分
2カ月～1歳未満親子各5組（先着）
各1,800円（3回分）
12月7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ーマッサージ教室

持ち物

母子健康手帳の交付
家庭児童課　Л23Д7683　Я23Д6833

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
（年末年始・祝日を除く）

1月8日、2月5日、
3月5日の土曜日

8時30分～16時

9時～11時30分
※要予約（前日までに
電話で家庭児童課へ）

家庭児童課
（福祉会館3階）

市役所臨時窓口
（東庁舎1階）

実　施　日 時　間 場　所

場　所
定　員
申　込

乳児期からの食育教室（離乳食教室）
健康増進課　Л23Д6962　Я23Д5071

岡崎げんき館
各20組（抽選）
開催月の前月15日までに電子申請総
合窓口で。詳しくは市ホームページで確認を。

①離乳食初期（開催時におおむね4～5カ月）
1月24日、2月14日、3月7日の月曜日　10時～11時
②離乳食後期（開催時におおむね8～9カ月）
1月24日、2月14日、3月7日の月曜日　13時30分～14時30分

教室名・日時

日 時

場　所
内 容
対 象

申 込

まちかど　ほっと相談室（乳児健康相談）
健康増進課　Л23Д6084　Я23Д5071

1月21日㈮、2月18日㈮、3月22日㈫
①9時35分～10時20分②10時45分～11時30分
岡崎げんき館
体重計測、育児相談、小児科相談（2月のみ）など
①0～6カ月児親子各28組②7～12カ月児親子
各29組（抽選）
電子申請総合窓口で。期限など、詳しくは市
ホームページで確認を。

※受診の1カ月前に通知書が届きます。
※2歳児歯科健康診査は中止とします。
※3歳児健康診査の対象は3歳6カ月頃です。

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

協力医療機関

岡崎げんき館1階

岡崎げんき館1階

市ホームページ（電子申請総合窓口）
から申込可

子ども・子育てに関する情報をお届けします。
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きみのきもちはどんな音？

10第　　　回

「みん
なでいっし

ょに」の

コーナーも
あるよ!!

分

公演時間
約40
（休憩なし）

岡崎市民会館　Л21Д9121　Я21Д6973

3月6日㈰ ①10時30分②14時
あおいホール

各250人
（全席指定）

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11日㈯9時から岡崎市民会館窓口へ。チケット

入場料

Л53Д3511　Я53Д3642 （月曜日休館）

Ю特別教室　お正月の準備
日にち
内　容
費　用
申　込
Ю親子教室　来年は寅年！はりこの虎を作ろう
日　時
内　容
対　象
費　用
申　込

12月4日㈯～26日㈰
オリジナルのお正月グッズを作る
350円～
期間中随時受付（小学3年生以下は保護者同伴）

12月19日㈰　13時～15時
針金などで組み立てた土台に色紙を貼り付ける
小学生以下親子12組（先着）
500円
12月10日㈮10時から電話で。

おかざき世界子ども美術博物館
親子造形センター

日 時

場 所
内 容
対 象

申 込

国際交流協会　Л23Д6656　Я23Д6626

1月15日～2月19日の土曜日　14時～16時（6
回コース）※初回は保護者向け説明会
図書館交流プラザ
年齢に応じた日本語を学ぶ
おおむね4～6歳の外国にルーツを持つ子ども
15人（抽選）
12月8日㈬～1月7日㈮に電話（Л23Д6480）、
Eメール（kokusai@oia1.jp）で。
※スペイン語・ベトナム語での申込はEメール
のみ。

子ども向け日本語教室「ぴかぴか」

内 容
対 象

申 込

学校指導課　Л23Д6425　Я23Д6529

小中学校入学時に必要な学用品費の一部を援助
令和4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
詳しくは、各学校または学校指導課（福祉会館
4階）へ。

就学援助費の入学前支給

内 容
対 象

費 用

申 込

受 付

こども育成課　Л23Д6330 　Я23Д7292

募集するセンターは市ホームページで確認を。
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
各月3,500円
※別料金で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3階）、
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15日㈯　9時～
小学4～6年生＝1月22日㈯　9時～
※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

1次申込で定員に達しなかった園を対象に2次
申込を受け付けます。申込可能園は1月5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病気などにより保育
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不要
※申込多数の場合は、1号認定（教育認定）＝
抽選、2・3号認定（保育認定）＝選考（先着順
ではありません）。※育児休業終了により令和
4年4月末日までに職場復帰し、令和4年4月1日
に入園希望の場合は申込可。3～5歳児に限り
就園中に育児休業が終了し職場復帰する場合は
復帰時期を問わず申込可
1月6日㈭～13日㈭に各園で（平日9時～16時。
土曜日は12時まで）。事前に電話で希望の園に
受付予約が必要。こども園の4・5
歳児は、随時園へ問い合わせを。
詳しくは市ホームページで確認を。

令和4年度
保育園・認定こども園入園のご案内（2次申込）

17 OKAZAKI  2021年12月



時　間
対　象
申　込

寺子屋☆脳きらり

①東部市民センター＝12月17日㈮、1月7日㈮
②南部市民センター分館＝1月11日㈫
③図書館交流プラザ3階302＝12月16日㈭、1月13日㈭

10時～11時30分
65歳以上各15人（先着）
①②＝12月7日㈫、③＝12月8日㈬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

会場・連絡先 内容日　程 時　間 定員
10時～12時

10時～12時

10時～12時

10時～12時
13時30分～15時30分

①
②
②
③
④
②
③
②

②

③
②

20

10

15

10

中央地域福祉センター
☎25Д7701

東部地域福祉センター
☎48Д8090

南部地域福祉センター
☎43Д6600

高年者センター岡崎
☎55Д0116

北部地域福祉センター
☎45Д8790

西部地域福祉センター
☎34Д3211

12月16日㈭
1 月 6日㈭
12月21日㈫
1 月11日㈫
12月21日㈫
1 月18日㈫
12月21日㈫
1 月19日㈬

12月22日㈬

12月28日㈫
1 月13日㈭

人

内　容

対　象
申　込

きらりシニア塾

①耳と補聴器と認知症
②音楽レクリエーションで楽しく若返り
③コツコツ運動生活
④リズムに合わせて3B体操
65歳以上（先着）
12月9日㈭から前日までに電話で各会場へ。

講話とストレッチ

13時30分
～15時30分

13時30分
～15時30分

13時30分
～15時30分

認知症サポーター養成講座

日 時
場 所
定 員
申 込

12月19日㈰　10時30分～12時
イズモホール六ツ美（牧御堂町）
30人（先着）
12月8日㈬から電話で南部地域包括支援セン
ター（Л43Д6299）へ。

日 時
場 所
対 象

認知症介護家族交流会

12月21日㈫　10時～12時
市役所東庁舎7階701
認知症のかたを介護しているかた

情報交換など

当日会場へ

会場・連絡先 日時・内容

申　込

介護教室

前日までに電話で。

12月22日㈬　10時～11時
口
こう

腔
くう

ケアの大切さについて

中央地域福祉センター 
担当：中央地域包括支援
センター　Л25Д3199

物忘れの集い

日 時
場 所
内 容

対 象
申 込

12月14日㈫　13時30分～15時
籠田公園
不安に感じることを当事者同士で話し、前向き
に生活するヒントを得る
物忘れなど生活に不安を感じるかた
詳しくはケアプランセンターそら色（Л83Д
5514）へ。

認知症のかたと家族、地域のかたが語らう集いの場
当日会場へ認知症カフェ（オレンジカフェ）

会場・連絡先 日　時カフェ名

12月 8 日㈬
9時30分～11時30分

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）

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）

12月20日㈪
10時45分～12時

シニア
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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保健企画課　Л23Д6807　Я23Д5041
はがき（〒444…8545）、ファクス（Я23Д5073）に
ページ上部の申込共通項目と教室名を記入し、岡崎
げんき館市民会議事務局へ。岡崎げんき
館市民会議ホームページから申込可。
❶12月23日㈭❷1月13日㈭必着（抽選）

1月19日㈬　10時～13時
障がいのあるかた、家族、支援者10人
家族、支援者は200円

1月25日～2月22日の火曜日　9時20分～11時50分
（5回コース）
げんき館から東公園など各コースへウオーキング
25人　
800円（5回分）

Ж

Ю❶やまびこ料理教室
Ψ

Θ

Ъ

Ю❷楽しい健康ウオーキング
Ψ

Φ

Λ

Ъ

岡崎げんき館市民会議

●食中毒の問い合わせ
　保健衛生課　Л23Д6068　Я23Д6621

●感染症の問い合わせ
　保健予防課　Л23Д5082　Я23Д6808

▶手洗いが非常に重要。特に、トイレの後や調理前は
念入りに行い、共用のタオルは使用しない。

▶ウイルスは、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
感染力が非常に強く、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

　12月1日は世界エイズデーです。HIVへの理解
を深め予防に努めるとともに、差別・偏見を無く
しましょう。市ではHIVの検査を行っ
ています。詳しくはホームページで確
認を。

保健予防課　Л23Д5082　Я23Д6808

HIVへの理解を
深めましょう

Л6 4Д7 8 3 0
月～金曜日 / 13時～20時 ※祝日・年末年始を除く
対象 / こころの健康で悩んでいるかたと家族

無 理 しないで　　　な 　 や 　 み 　 を電話

健康増進課　☎23Д6715　Я23Д5071

こころホットライン
（こころの健康電話相談）

●申込共通項目 参加者全員の ①郵便番号　②住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号　　学生は ⑤学校名　⑥学年も記入

：日時に ：場所ば ：主な内容な

：講師こ ：対象た ：定員て

：費用り ：持ち物も ：申込方法ほほけんだより

Health InformationHealth Information
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岡崎げんき館　Л21Д1230　Я21Д1278 詳しくは館内チラシまたはホームページで確認を。

冬のげんきまつり 1月 9 日㈰
10日㈷

●日時／1月9日㈰　14時30分～15時30分
●対象／年少～年長児13人
●費用／500円

①すこやかキッズ体操体験会

●日時／1月9日㈰　16時～17時
●対象／中学生以上26人
●費用／500円

②ザ・サーキット体験会

●日時／1月10日㈷
　　　　9時30分～10時30分
●対象／25人

名古屋グランパス　幼児サッカー体験

●日時／1月10日㈷
　　　　11時～12時
●対象／25人

③年少児 ④年中児

共通申込 ①12月11日㈯②12月12日㈰③12月8日㈬
④12月9日㈭9時から1階総合受付に直接（先着）

Ю第19回岡崎市民オリエンテーリング大会
日　時
場　所
内　容
費　用

申　込

Ю第62回岡崎市民スキー大会
日　時
場　所
内　容
費　用
申　込

1月9日㈰　10時
岡崎中央総合公園
初級、中級、上級、グループ
中学生以下無料、18歳以下300円、19歳以上
500円、グループ500円（市外参加者は金額が
異なる）
12月19日㈰までにスポーツ振興課（福祉会館5
階）、市体育館にある申込書に参加費を添えて
直接市体育館へ。

2月5日㈯　9時
志賀高原一ノ瀬ダイヤモンドスキー場（長野県）
①個人戦（男女別、年齢別）②団体戦（3人1組）
①2,000円②1チーム3,000円
スポーツ振興課（福祉会館5階）、市体育館に
ある要項・申込書で。1月15日㈯必着。スキー
協会によるツアーあり。
詳しくは要項で。

スポーツ協会
Л53Д7644　Я54Д7097（火曜日定休）

内 容

申 込

龍北総合運動場　
令和3年度定期教室（第4期　1月～3月）

Л46Д3261　Я46Д3285（水曜日定休）

教室一覧は龍北総合運動場ホームページまたは
館内にあるチラシで確認を。
12月6日㈪～18日㈯に直接または
ホームページで（抽選）。

岡崎中央総合公園
Л25Д7887　Я25Д5815（月曜日定休）

Ю総合体育館内トレーニングルーム
　新規利用者紹介＆応援キャンペーン
日 時
内 容

対 象
費 用
申 込
Ю①②共通
申　込

Ю①オリエンテーリング教室
日　時
内　容
対　象
Ю②子ども対象教室（1月～3月）
内　容

12月7日㈫～1月9日㈰　
新規利用者と紹介者にスタンプカードを配布。
スタンプを5個集めるとスポーツタオルまたは
1回無料券をプレゼント
中学生以上
利用料310円（市外のかたは460円）
当日、窓口横の券売機でチケット購入後、受付へ。

はがき、ファクスにページ上部の申込共通項目
を記入し、〒444…0002　高隆寺町字峠1番地
岡崎中央総合公園へ。12月15日㈬必着。①は
直接、電話でも申込可

12月18日㈯　9時～12時（雨天翌週）
自然に触れ合いながらオリエンテーリングを学ぶ
3歳以上18人（抽選。小学生以下保護者同伴）

教室一覧など詳しくは、岡崎おでかけ
ナビホームページ、電話で確認を。

スポーツに関する情報をお届けします。

●申込共通項目 参加者全員の ①郵便番号　②住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号
　　　学生は ⑤学校名　⑥学年も記入

20OKAZAKI  2021年12月

Л53Д3511　Я53Д3642
おかざき世界子ども美術博物館 検索

開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日／月曜日（1月10日㈷は開館）、1月11日㈫、2月24日㈭、年末年始（12月28日～1月3日）
観 覧 料／一般（高校生以上）500円、小中学生100円
※市内小中学生、各種障がい者手帳所持者と介助者1人は無料（各種手帳を提示）

開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日／月曜日（1月10日㈷は開館）、1月11日㈫、2月24日㈭、年末年始（12月28日～1月3日）
観 覧 料／一般（高校生以上）500円、小中学生100円
※市内小中学生、各種障がい者手帳所持者と介助者1人は無料（各種手帳を提示）

時　間 10時～18時（入館は17時30分まで。最終日は
早めに終了）

●第34回高校生の写真展●そら色クラブ水彩画展●写楽
会寺子屋展（写真）●第11回四季彩クラブ水彩画展●第6
回松風会能面展●第33回新春富士山写真展●版画あそ
び●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
Л21Д9121　Я21Д6973（月曜日休館）

申 込

Ю①第25回甲山落語会「瀧川鯉昇一門会」
日 時
出 演
チケット
Ю②第42回　岡崎市民芸術文化祭
　　弥次喜多オペレッタ「岡崎の宿情けの往来」
日 時
出 演
チケット

①11月28日㈰②11月30日㈫10時から岡崎市民
会館、せきれいホール、竜美丘会館へ直接。電
話予約は13時から岡崎市民会館、チケットぴ
あ（Л0570Д02Д9999　Pコード509-371）へ。

1月10日㈷　14時
瀧川鯉昇、瀧川鯉斗、瀧川鯉三郎
全席指定　3,500円

2月20日㈰　14時
吉武大地、宇都宮直高、下総源太朗
全席指定　S席4,500円、A席3,000円

岡崎市民会館　第12回　落
おち

研
けん

寄
よ

席
せ

Л21Д9121　Я21Д6973（月曜日休館）

日 時
場 所
内 容
定 員
申 込

1月29日㈯　13時30分
甲山会館
小学校落語部と大学落語研究会による落語会
250人（先着）
12月11日㈯13時から岡崎市民会館、せきれい
ホール、竜美丘会館で整理券配布

美術博物館の臨時休館日
Л28Д5000　Я28Д5005（月曜日休館）

12月20日㈪～1月28日㈮は、展示替えのため臨時休館します。

シビックセンター
シビッククリスマス2021

Л72Д5111　Я72Д5110

日　時
場　所
内　容

Ю臨時休館日

12月18日㈯　10時30分～15時
交流広場、コロネット
クリスマスグッズ作り、ワークショップなど。
詳しくはシビックセンターホームペー
ジで。

1月10日㈷は、設備の全館保守点検のため臨時休館します。

こい　と　　　　　　こいさぶろう

たきがわりしょう

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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中学生が取材に初挑戦！
「江戸時代の治安維持～捕者と触書から探る～」

とりもの　　ふれがき

11月11日㈭

※この記事は北中学校2年生の2人がインターンシップで担当しました。

荻野  愛梨さん（左）・竹内  あいりさん
初めての取材で緊張しましたが、カ
メラの使い方などを学ぶことができ、
とても良い経験になりました。

あい　り

じって　　　てぐさり

こんな○○見つけたよ！
「秋の実りと生き物調査隊！」

11月3日㈷

波切　拓
たく

人
と

くん　鶴見　友
ゆ

唯
い

ちゃん
はじめてザリガニに触ったり
たくさん虫を捕まえれたよ！

参加者の声

離乳食の悩みを解決！
「乳児期からの食育教室（離乳食教室）」

11月1日㈪

森岡　有美さん・沙奈ちゃん
ちょうど切り替えのタイミング
だったので、事前に学べてとても
参考になりました。

参加者の声

どんなまちができるかな？
「オカザえもんと岡崎のまちをつくろう」

10月30日㈯

服部るこちゃん、なこちゃん、くこちゃん

お花がたくさん咲いた木を作ったよ。
材料がいっぱいあって楽しかった！

左から 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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岡崎市長
中根　康浩

Mayor’s Column市
コ ラ ム
長

　秋が深まったと思えばもう12月、年末の大掃除が気になり始める頃です。ご家庭から出された燃
えるごみは、コークス

※
で焼却溶融処理されます。現在、石炭価格が上昇しており、今後も更なる値上

がりが懸念されています。ごみ処理は、焼却溶融だけでなく不燃ごみの埋め立てなど、多くのお金と
エネルギーが必要で、市全体の処理費用は年約57億円（市民一人当たりに換算すると約1万5千円）。
　石炭の燃焼時に発生する二酸化炭素は、地球温暖化の一因となっています。国は2050年までに
二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指しており、本市でも昨年2月に「2050年ゼロカーボンシティ」
を目指すことを表明しました。
　リデュース・リユース・リサイクル（3R）はもちろん、生ごみの水キリや食品の使いキリ・食
べキリ（3キリ運動）など、一人ひとりの身近な取り組みが燃料の消費を抑え、持続可能な循環型
社会につながります。ごみが多く出る年末、改めて意識的な実践を。

※コークス：石炭を乾留して炭素部分だけを残した燃料

ごみ減量で、環境負荷と財政負担の軽減へ。

▲空中で技を決める心菜さん

　心菜さんと仁菜さんは3歳違いの仲良し姉妹。プロス
ノーボーダーとして、国内トップレベルの大会に出場し
ています。初めてスノーボードを滑ったのは、共に小学
1年生の頃。スノーボードが趣味の父親から影響を受け、
遊びの一つとして始めました。その後、心菜さんは中学
1年生、仁菜さんは小学4年生から本格的に大会に出場
するようになります。
　種目は、障害物やジャンプ台が設置されたコースで繰
り出す技の難易度と完成度を競う　“スロープスタイル”　と、
30メートルを超える高さから急斜面を滑り降りジャンプ台
から空中に飛び出し技を決める　“ビッグエア”。「技を一つ
ひとつ決めるだけでなく、いくつもの技をつなげて完成度

を高めることも大切。難しい
からこそできたときの達成感が
大きい。そこがスノーボード
の魅力」と笑顔を見せる心菜
さん。冬の大会シーズンは、

スキー場周辺に泊まり込み、連日練習に励みます。オフ
シーズンも人工芝が整った施設でのジャンプ練習や縄跳
び、ランニングなど基礎体力の維持を欠かしません。
　心菜さんはできない技に何度も挑戦して、着実に習得
するタイプ。自身の強みを「気合で恐怖心を乗り越え、
行くと決めたら楽しんで滑ることができるところ」と分
析します。仁菜さんは、教えてもらったことがすぐにで
きるタイプですが、思うように結果を出せず落ち込んだ
時などは、心菜さんが元気づけてくれるそう。「できな
い技を何度も教えてくれるし、元気がないと笑わせてく
れる」と姉の優しさに感謝しています。
　プロスノーボーダーになるという共通の目標を達成し、
これからは「競技で結果を残すことはもちろん、たくさ
んのかたに親しまれる選手になりたい」と声をそろえま
す。次に見据えた　“姉妹でオリンピックの表彰台に立つ”
という大きな目標に向かって、2人の挑戦は続きます。

目指すは姉妹そろってオリンピックの表彰台！
岡崎アスリート

※

としても注目の2人

榊原　心菜　さん、 仁菜さん
◆さかきばら　ここな さん ◆さかきばら　にいな さん

仁菜さん（左）心菜さん（右）

※岡崎アスリート
　本市にゆかりがあり、世界・全国レベルで活躍
　する選手・チームを発掘・登録しています。

愛知産業大学三河高等学校１年生
FIS第25回北海道スキー選手権大会 スロープスタイル6位
2021－22シーズン国内強化指定選手

翔南中学校１年生
第39回JSBA全日本スノーボード選手権大会
SJ優勝

Story
わたし物語
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「干支スタンプ」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

年末年始のセール
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
Ю歳末福引セール（大抽選会）
Ψ 12月17日㈮～19日㈰

Ю歳末セール
Ψ 12月25日㈯～31日㈮
Φ お正月用切花、しめ縄、鏡餅、お
せち食材など

Ю新春初売りセール
Ψ 1月5日㈬※おかざき農遊館、ふ
れあいドーム岡崎のみ

矢作市民センター市民講座
年越しそばを打ちませんか

Л・Я31Д3202
Ψ 12月28日㈫　①9時30分～11時

30分②13時30分～15時30分
Λ各10人（抽選）
Ъ 3,000円
Ж 12月10日㈮までに直接または電
話で。

図書館年末イベント　お楽しみ袋
中央図書館　Л23Д3111

Я23Д3165
Ψ 12月25日㈯・26日㈰
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（1セット3冊）を福袋として
貸出

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

個人向け市職員出前講座（12月）
生涯学習課　Л23Д3110

Я23Д3165
Ψ①12月20日㈪　❶10時❷11時
　 ②12月27日㈪　❸14時30分❹15
時30分（各30分）

Φ ❶防犯講座❷備えよう！巨大地震
❸成年後見制度を知っていますか
❹一緒に考えよう！人生最後の過
ごし方

Б図書館交流プラザ
Λ各20人（先着）
Ж 12月7日㈫から図書館交流プラ
ザ、各市民センターにある申込書
（市ホームページから入手可）を
直接、ファクス、Eメール（sho

　 gaigakushu@city.okazaki.lg.jp）
で。はがきの場合は左ページ上部
の申込共通項目と希望の講座名を
記入し、〒444…0059　図書館
交流プラザ内生涯学習課「個人向
け出前講座」係へ。

　①12月13日㈪
　②12月20日㈪必着

シネマ・ド・りぶら
『マダム・フローレンス』上映会

中央図書館　Л23Д3115
Я23Д3165

Ψ 12月13日㈪　①10時30分②14時
Б図書館交流プラザホール
Λ各回先着100 人
Ж各回1時間前から整理券配布

子育て中の怒りを
コントロールしよう
多様性社会推進課　Л23Д6222

Я23Д6626
Ψ 1月15日㈯　10時～12時
Б図書館交流プラザ
Φ 円滑なコミュニケーションやスト
レスの軽減について学ぶ

Λ 40人（抽選）
Ж はがき、ファクスに左ページ上部
の申込共通項目を記入し、〒444
…8601　多様性社会推進課「子
育てセミナー」係へ。電子申請総
合窓口から申込可。1月6日㈭必
着。生後6カ月以上未就学児の託
児あり。希望者は子どもの氏名
（ふりがな）、生年月日、性別を
記入

ひとり親家庭生活支援講習会
子どもの未来のための教育費セミナー

子育て支援室　Л23Д6769
Я23Д7279

Ψ 1月29日㈯　10時～12時
Б図書館交流プラザ
Φ希望者のみセミナー後個別相談可
Θひとり親20人（先着）
Ж 12月8日㈬～1月14日㈮に左ペー
ジ上部の申込共通項目と子どもの
学年、個別相談の希望有無を直接
（東庁舎1階）、電話、Eメール（
　 kosodateshien@city.okazaki.lg.jp）
で。生後6カ月以上未就学児の託
児あり。希望者は子どもの氏名
（ふりがな）、生年月日、性別を
記入

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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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。

●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

1月8日㈯ 10時＝アトラクション　10時30分＝開会
岡崎市民会館あおいホール

市長・市議会議長・総代会連絡協議会長年頭あいさつ（会員限定）
事前申込をしたかたは会員券をお持ちください。

※当日以外でも会員券と引き換えに名刺帳と記念品（えとの置物）をお渡しします。開催の有無は
　当日朝7時からЛ0180Д991Д779でご案内します（一部の携帯・固定電話からは利用できません）。

新年交礼会令和4年

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

岡崎地区献血推進協議会事務局
地域福祉課
Л23Д6145　Я23Д6515

秘書課　Л23Д6006　Я23Д6456

月の12

第42回　市障がい者作品展
障がい福祉課　Л23Д6155

Я25Д7650
Ψ 1月21日㈮～25日㈫
Б 図書館交流プラザギャラリー
Ж 出展希望は12月17日㈮までに電
話、ファクスで。

ことばの教室
ポルトガル語（入門）

りぶら国際交流センター
Л23Д3148　Я23Д3125

Ψ 1月16日・23日・30日の日曜日
14時～16時（3回コース）

Б 図書館交流プラザ
Λ 24人（先着）
Ж 12月7日㈫から電話で。

雇用保険求職活動認定事業
ママたちの就職説明会
多様性社会推進課　Л23Д6222

Я23Д6626
Ψ 1月25日㈫　10時～13時
Б 図書館交流プラザ
Φ 企業PR、個別相談会、就活ミニ
セミナー、適性検査、相談・カウ
ンセリング

Θ 就職を希望する女性
Ж 前日までに電話、ファクス（Л・
Я052Д485Д6996）でページ上
部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

手作り味
み

噌
そ

体験会
農務課　Л23Д6344　Я23Д8970
Ψ 1月19日㈬　10時～11時30分
Б東部地域交流センター
Λ 24人（抽選）
Ъ 1,500円
Ж 往復はがき（1人1枚）にページ上
部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17日㈮必
着。詳しくは、農業改良普及課
（Л0566Д76Д2400）へ問い合
わせを。

中小企業・勤労者支援センター
Л52Д4611　Я52Д4631

Юドローン操縦体験講座（1月～3月）
Ψ 1月6日㈭～9日㈰・22日㈯～23
日㈰、2月9日㈬～13日㈰・23日
㈷・25日㈮～27日㈰、3月9日㈬
～13日㈰・23日㈬・25日㈮～27
日㈰（1回60分）　10時～16時

Ъ 1回1,000円（3回目以降3,000円）
Ж 12月7日㈫から電話で。詳しくは
センターホームページで。

Ю中小企業向けドローン活用セミナー
Ψ ①1月21日㈮②2月24日㈭③3月

24日㈭
Φ ①基礎知識、ライセンス取得のメ
リットなど②太陽光パネル・建物
外壁点検③土地測定・屋根点検

Ъ各1,000円
Ж詳しくはセンターホー
　ムページで。

岡崎ガラス工房葵
ごみ対策課　Л22Д1153

Я25Д8153
Ж はがき、ファクスにページ上部の
共通申込項目と希望講座名、希望
時間（1人1申込まで）を記入し、
〒444…0002　高隆寺町字阿世
保5番地　ごみ対策課へ。電子申
請総合窓口から申込可。12月27
日㈪必着（抽選）

Юガラス工芸一日体験
　ＨＯＴ！なガラスでお雛様を作ろう！
Ψ 1月28日㈮　①9時～12時②13時
～16時

Θ 15歳以上各6人
Ъ 3,000円

Юやってみよう！初めての手作りガラス
Ψ 2月の火曜日　①9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
Ъ 10,000円（4回分）

女性のための
公安系公務員説明会

消防本部総務課　Л21Д9836
Я21Д9821

Ψ 1月15日㈯　13時～17時
Б消防本部3階講堂
Φ 消防士、警察官、自衛官、海上保
安官が仕事内容や魅力を紹介。各
ブースで個別説明あり

Θ 高校生以上の女性40人（保護者
の同伴可）

Ж 電子申請総合窓口で。詳しくは市
ホームページで確認を。

●申込共通項目 参加者全員の ①郵便番号　②住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号　　学生は ⑤学校名　⑥学年も記入
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自転車損害賠償
責任保険などへの
加入はお済みですか？

防犯交通安全課　Л23Д6340　Я23Д6570

　10月1日から自転車損害賠償保険などへの加入が義務化されました。
現在加入している自動車保険、火災保険などの特約で既に保障されてい
る場合もあります。まずは自身や家族の加入状況を確認しましょう。加
入していないかたは保険会社などへ問い合わせを。
　ヘルメットの着用も忘れずに。

動物総合センター　あにも
犬のための講習会

Л27Д0444　Я27Д0422
　❶❷共通
Ъ各500円
Ж ①12月18日㈯②1月22日㈯③2月

19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29日㈯②2月19日㈯③3月5
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5組

Ю❷しつけ相談（犬同伴）
Ψ ①1月15日㈯②2月20日㈰③3月

26日㈯　10時～12時、14時～16
時（2月20日は午前のみ。1組20分）

Λ①③各16組②8組
Ю事前講習会（犬を飼う心構え）
Ψ 1月8日㈯・20日㈭、2月5日㈯・

17日㈭、3月6日㈰・18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
けたい県内在住のかた、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。

甲種・乙種防火管理講習
予防課　Л21Д9858　Я21Д9821
Ψ ①甲種＝2月12日㈯・13日㈰　9
時～16時45分（2回コース）②乙
種＝2月12日㈯　9時～16時50分

Б消防本部
Φ 防火管理者として必要な知識を習
得し資格を得る

Λ計40人（先着）
Ъ①8,000円②7,000円

Ж 12月15日㈬～22日㈬に消防本部
予防課、各消防署にある申込書
（日本防火防災協会ホームページ
から入手可）で。ホームページか
ら申込可

冬の特別展
めでたい生きもの（碧南市）
碧南海浜水族館　Л0566Д48Д3761

Я0566Д41Д7288
Ψ 12月11日㈯～1月30日㈰
Φ 「めでたい」「縁起の良い」水の
中の生きものを紹介

Ъ入館料／大人500円、小人200円

岡崎イエヤスコウイルミネーション2021
インスタグラムフォトコンテスト

三河武士のやかた家康館
Л24Д2204　Я24Д2247

Ψ 11月27日㈯～1月10日㈷
Б岡崎公園
Ж 期間中に「岡崎イエヤスコウイル
ミネーション2021」を撮影し、イン
スタグラムで「@okazaki_park」
をフォロー、ハッシュタグ「＃イ
エヤスコウフォトコン2021」を
付けて投稿。優秀作品5作品に記
念品をプレゼント

令和4年度市民センター
自主講座開設団体募集

生涯学習課　Л23Д3110
Я23Д3165

Ж 1月4日㈫～30日㈰。詳しくは、
各市民センターにある手引きで。

令和4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2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4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㈫～21日㈮に願書（市
ホームページから入手可）を郵送
（消印有効）で。詳しく
　は市ホームページで。

令和3年度会計年度任用職員募集
岡崎市民病院医療職員
岡崎市民病院総務課　Л66Д7011

Я25Д2913
Φ 薬剤師、看護師、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、言
語聴覚士、作業療法士、視能訓練
士、管理栄養士、社会福祉士

Θ有資格者若干名（選考）
Ж詳しくは市民病院リク
　ルートサイトで。

市役所東庁舎2階の
レストラン出店者募集

庁舎車両管理課　Л23Д6062
Я23Д7272

Θ レストラン形式の飲食業を3年以
上営業している事業者。その他要
件あり。詳しくは市ホームページ
で。

Ж 12月22日㈬までに直接庁舎車両
管理課（東庁舎6階）へ。

Event & Lectures
催し・講座

Wanted
募　集

Vicinity Towns
となりのトコロ

Information
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地域創生課　Л23Д6486　Я23Д6698

「高齢者パス」購入費用を一部負担します

1カ月券
2カ月券
3カ月券

5,000円
10,000円
15,000円

1カ月券
2カ月券
3カ月券

6,000円
12,000円
18,000円

※高齢者パスについて詳しくは、名鉄バスホームページで。

（満70歳以上のかた）（満65歳以上～70歳未満のかた）

名鉄バスの

定額制・乗り放題! フリーパス●内容／定額制・乗り放題のフリーパスを1カ月分につき500円
　　　　負担
●対象／市内在住の満65歳以上
●申込／12月1日㈬～1月31日㈪（12月31日㈮～1月3日㈪を
　　　　除く）に名鉄バス東岡崎出札にある申込書で。保険証
　　　　や運転免許証などの身分証明書を提示

消防本部マスコットキャラクター
「レッサーくん」

令和3年度会計年度任用職員募集
看護師

障がい福祉課　Л23Д6180
Я25Д7650

Φ 難病対策などの障がい福祉に関す
る業務を行う

Θ 看護師資格と自動車運転免許証の
有資格者1人（選考）

Ж 電話で障がい福祉課へ。

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 福岡荘4戸、和志山荘（西本郷町）
2戸、東山荘（宇頭町）1戸、岩津
住宅1戸、伊賀山住宅（伊賀町）1
戸、土井住宅2戸、平地住宅（美
合町）2戸、五本松住宅（美合
町）2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。
※入居は2月1日㈫から。詳しく
は、市営住宅管理センターホーム
ページで確認を。

令和4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7日㈮までにこども育成課（福
祉会館3階）にある申込書で。

令和3年度会計年度任用職員募集
要介護認定調査員

介護保険課　Л23Д6683
Я23Д6520

Φ 自宅、施設などを訪問して認定調
査を行う

Θ 保健師、看護師、准看護師、社会
福祉士、介護支援専門員のいずれ
かと普通自動車運転免許の有資格
者若干名（選考）※兼業不可

Ж 介護保険課（福祉会館1階）にあ
る履歴書・申込書（市ホームペー
ジから入手可）で。資格者証の写
しを添付

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3年1月～12月に
納めた額は、令和3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10月下旬に日本年金機構
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。

令和4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。所
有者は1月31日㈪までに申告して
ください。

歳末消防特別警戒
消防課　Л21Д9872　Я21Д9821
Ψ 12月28日㈫～30日㈭
Φ 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。外出前、
就寝前には必ず火の
元の確認をしましょう。

Life & Support
暮らし
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■募集期間／12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。
以下の制度・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。

市民課（東庁舎1階）　Л23Д6141　Я27Д1158

③ 特定個人情報保護評価の再評価（案）
住民基本台帳に関する事務への意見

　特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを利用する事務ごとに、個
人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで、リスク
を分析し、それを軽減するための適切な措置を講じることを、評価書とし
て宣言（公表）するものです。このたび、住民基本台帳に関する事務と予
防接種に関する事務を再評価した評価書案がまとまりました。

 shimin@city.okazaki.lg.jp

保健予防課（〒444…8545　岡崎げんき館2階）
Л23Д6714　Я23Д6621

予防接種に関する事務への意見

 hokenyobo@city.okazaki.lg.jp

ふくし相談課（福祉会館1階）
Л23Д6774　Я23Д7987

① 第4次岡崎市地域福祉計画（案）

　平成28年度に策定した第3次岡崎市地域福祉計画
（平成29年度～令和3年度）の計画期間満了に伴い、
住民と地域・関係団体、行政が協働しながら地域の
福祉課題解決を図るとともに、誰もが支え合う共生
社会の実現を目指す第4次計画案がまとまりました。

 fukusapo@city.okazaki.lg.jp

まちづくりデザイン課（西庁舎1階）
Л23Д6261　Я23Д7967

② 岡崎市景観計画の一部変更（案）

　平成24年度に景観法に基づく岡崎市景観計画を策定
し、「美しく風格ある岡崎の創生」を基本理念に景観ま
ちづくりを推進しています。このたび、良好な景観の形
成に重要な道路を景観重要公共施設に追加し、整備に
関する事項及び占用許可の基準案がまとまりました。

machizukuri@city.okazaki.lg.jp
障がい福祉課（福祉会館1階）　Л23Д6165　Я25Д7650

④ 岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例（案）

　手話を用いて意思疎通を図ることの権利を保障し、手話を広く普及し、市民の
手話言語に対する理解を深め、ろう者とろう者以外の市民がお互いの人格と個性
を尊重し、理解し合える地域共生社会の実現を目指す条例案がまとまりました。

 shogai@city.okazaki.lg.jp

あいち
COOL CHOICE
県民運動実施中

人権問題などの特別相談所
防犯交通安全課　Л23Д6492

Я23Д6626
Ψ 12月6日㈪～10日㈮　13時～16時
Б市民相談室（東庁舎2階）
Φ人権問題、心配・悩みごとの相談

大気汚染・地球温暖化の防止に
ご協力を

環境保全課　Л23Д6194
Я23Д6536

ゼロカーボンシティ推進室
Л23Д6401　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

丸山町経ケ峯緑地協定を
認可しました

公園緑地課　Л23Д6717
Я23Д6559

Φ 公園緑地課（西庁舎4階）で関係
図書を縦覧できます。

入札参加資格審査申請の受付
契約課　Л23Д6460　Я23Д6630
Ψ 1月4日㈫～2月15日㈫（土・日曜
日、祝日を除く）

Θ 令和4・5年度中に市が発注する
工事などの競争入札への参加希望
者（現在登録中のかたを含む）

Ж 市ホームページ（あいち電子調達
共同システム）で確認を。問い合
わせは、建設工事、設計業務は審
査契約係（Л23Д6576）、業務
委託は入札係（Л23Д6460）、
物品購入は物品調達係（Л23Д
6066）へ。

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
▶株式会社エス・アイ・シー▶明治
安田生命保険相互会社岡崎支社

Life & Support
暮らし

Information
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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

防犯交通安全課
Л23Д6492

市民相談室
（東庁舎2階）

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）

若者相談

相談先が分からない福祉相談

DV相談

10：00～17：00

8：30～17：15

13：30～14：20
14：30～15：20

8：30～17：15

8：30～17：00

10：30～16：30

14：00～16：00

17：00～20：00

17：00～21：00

8：30～17：15

総合子育て支援センター
Л26Д0706　Я26Д6711

随時（お問い合わせください）

月～金曜日

月～土曜日

月～金曜日

育児相談（すくすくテレホン）

妊婦・乳児

幼児

子
育
て

商
　
　
　工

そ
　の
　他

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

月～金曜日

岡崎げんき館

商工労政課

家庭児童課

ふくし相談課

若者サポートセンター

健康増進課
Л23Д6084　Я23Д5071

健康増進課Л23Д6639　Я23Д5071

家庭児童課 家庭児童課
Л23Д7683　Я23Д6833

健康増進課
Л23Д6084　Я23Д5071

障がい福祉課
Л23Д6180　Я25Д7650

保
　
　
　健

医師

保健師など

電話・面接

法律（女性のみ）

申込時に決定

申込時に決定

　　　 一般・栄養・歯科

精神保健福祉

ひきこもり

月～金曜日

1/18㈫

随時

1/21㈮

12/24㈮

1/27㈭

健康増進課
Л23Д6715　Я23Д5071岡崎げんき館

障がい福祉課

岡崎商工会議所
Л53Д6500　Я53Д0101

商工労政課
（融資）Л23Д6214
（創業）Л23Д6212
（立地）Л23Д6287　Я23Д6213

図書館交流プラザ
イオンモール岡崎

岡崎商工会議所

岡崎ビジネスサポートセンター
（OKa-Biz）
Л26Д2231　Я26Д2232

月～金曜日
※図書館交流プラザ
　は水曜日休館

融資

創業・起業

工場立地

税務・労務・法律・発明

売上アップ・販路開拓など

家庭児童課Л23Д6778

家庭児童課Л23Д3241

家庭児童課Л080Д2639Д2111

多様性社会推進課Л23Д7681

社会福祉協議会Л64Д6665

ふくし相談課Л23Д6774

第1・第3水曜日
第2・第4金曜日

健康

不妊・不育

生活相談（障がい年金）

相談
相談内容は 秘密厳守  します。

※祝日・年末年始は受け付けていない場合があります。

 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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年末年始の侵入盗対策
年末年始は留守がちな住宅や休業中の事務所・店舗を狙った侵入盗被害が
多発する傾向にあります。防犯対策を強化して、被害を防ぎましょう。

▶施錠を徹底し、サッシ締まりなどの補助錠でツーロックに！
▶長期不在時は、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！
▶無人の事務所・店舗には、現金を残さない！防犯カメラや機械警備の導入を！
防犯交通安全課　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

公園緑地課　Л23Д7406　Я23Д6559

桜城橋に「動かす広場」が登場します
12/20㈪～1/21㈮ 桜城橋橋上広場

モバイルベンチやモバイルプランターなどを設置。
使い方を試す体験者の募集も。詳しくはホームページで。

お店の出店や催しを行うかたを募集しています。

12月26日㈰
には

イベントも！

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。

●申込は団体・グループで
●企業・事務所の申込は不可
●原稿提出締め切りは前々月の20日

情報をお寄せください
広報課　☎23Д6028

掲載ルールなど、詳しく
は市ホームページで確認
を。

■遺言書の保管と相続登記
12月12日㈰　10時～11時30分。りぶ
ら会議室103。当日会場へ。名古屋法
務局岡崎支局Л52Д6415

■「EM健康野菜づくり講座入門編」説明会
　～無農薬、無化学肥料で野菜づくり～
12月12日㈰・19日㈰　9時30分。な
ごみん。当日会場へ。EMひろば岡崎
Л21Д1746

■親子のスキンシップ講座
①ベビーマッサージ▶12月14日㈫・
23日㈭。やはぎかん▶12月21日㈫。
むらさきかん。生後1～6カ月親子。1
回2,000円②軽度発達障がいママ座談
会▶12月15日㈬。むらさきかん。
500円▶共通＝10時30分。Eメール
（ kazue-t@mbi.nifty.com）で申
込。にこにこほっぺ　滝Л090Д5109
Д8361

■ふたご座流星群ウオッチング
12月14日㈫　19時。みつわ広場（旧
大雨河小学校）。当日会場へ（雨天曇
天中止）。詳しくはホームページで確
認を。岡崎星と遊ぶ会
神谷Л090Д7690Д7161

■夜泣き・寝かしつけ・寝ない！を解消　乳幼児のねんね講座
12月16日㈭、1月26日㈬　10時。むら
さきかん。電話、ホームページで申
込。PEACEFUL SLEEP
鈴木Л080Д5137Д0829

■桜城橋初日の出　ラジオ体操・みんなの体操会
1月1日㈷　6時15分。桜城橋。当日会
場へ。六名・籠田・花北ふれあい公園
ラジオ体操会　小林Л090Д8074Д
7963

■おおだの森　初日の出を見る会
1月1日㈷　6時（鬼沢八幡社集合）。
当日会場へ。詳しくはホーム
ページで確認を。山

や

留
る

舞
まい

会
浅井Л090Д7912Д8321

■見る・聴く・動く　スクエアダンス運動
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Л090Д
3381Д3361

■話しながら　伊賀川・乙川河川敷をウオーキング
1月～5月の第2土曜日　10時（りぶら
南側テラス集合）。当日会場へ。コミュ
ニティシンクタンク 太田Л58Д5549

■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

30OKAZAKI  2021年12月

日
曜
・
祝
日
の
当
直
医
療
機
関
・
薬
局

※急な都合により変更す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●

受付時間 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）

岡崎歯科総合センター（中町）　▶　☎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

受付時間

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

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いますぐ受診できる医療機関を探す

毎
日
の
相
談

毎
日
の
救
急

2
次
救
急

365日24時間対応

宇 野 病 院（中岡崎）☎24-2211

岡崎南病院（羽根東）☎51-5434

愛知医科大学メディカルセンター（仁木）☎66-2811

藤田医科大学岡崎医療センター（針崎）☎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。

365日
24時間対応

小児科・内 科・外 科 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

※上記時間外、土・日曜日、祝日はコールセンターへ。
Л23Д5074　平日9時～17時
受診・相談センター

※土・日曜日、祝日は24時間対応

Л052Д856Д0318
平日17時～翌朝9時

≪コールセンター≫

（医師3人体制）

※12月30日㈭～1月3日㈪は日曜・祝日扱いになります。

12月11日㈯・18日㈯　18時～24時
12月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23日㈭　18時～翌朝8時、25日㈯・30日㈭　13時～翌朝8時

12月1日㈬・6日㈪・8日㈬・13日㈪・15日㈬・20日㈪・22日㈬・27日㈪・29日㈬　 18時～24時

真伝ケーアイ薬局
（真　伝）☎24-2783

アイセイ薬局　中島中町店
（中島中）☎57-7033

むつみ薬局
（宮　地）☎54-8819

アポロ薬局　幸田店
（幸　田）☎62-8328

ナンブ薬局　鴨田店
（鴨田本）
☎64-7112

ハーズ岡崎調剤薬局　北斗店
（仁　木）
☎45-1211

鈴木薬局
（戸　崎）
☎53-0053

アイセイ薬局　洞店
（　洞　）
☎26-6618

けやき調剤薬局
（幸　田）
☎63-6378

調剤薬局アモス　緑丘店
（緑丘２）
☎71-7086

吉文字屋大山薬局
（連尺通）
☎22-0144

そらいろ薬局
（　欠　）
☎65-5910

お～ろら薬局　にしおかざき
（昭　和）
☎33-3254

めいかじ薬局
（幸　田）
☎73-0031

すずな調剤薬局
（羽　根）
☎47-8664

イオン薬局　岡崎南店
（戸　崎）
☎58-8187

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。

にいのみ小児科
（矢　作）
☎31-5230

オハラ医院
（大　平）
☎21-6308

こうた内科クリニック
（幸　田）
☎62-2200

ワシミ整形外科羽根分院
（羽　根）
☎73-1234

荻須医院
【泌尿器科も可】（籠　田）

☎21-0781

水上眼科耳鼻咽喉科
（暮　戸）
☎33-2111

水上眼科耳鼻咽喉科
（暮　戸）
☎33-2111

花田こどもクリニック
（真　伝）
☎28-2400

たなむらクリニック
（康生通）
☎65-1456

村山医院
（中島中）
☎43-2027

城南整形外科
（宮　地）
☎54-6686

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

足立眼科
（井　田）
☎22-0219

須田クリニック
（鴨田本）
☎23-8011

船川医院
（明大寺）
☎51-1897

志貴こどもクリニック
（柱曙１）
☎58-1361

愛知医科大学メディカルセンター
（仁　木）
☎66-2811

みしま医院
【泌尿器科も可】（康生通）

☎21-1648

天野耳鼻咽喉科
（羽　根）
☎51-8741

みやした眼科
（明大寺）
☎57-8166

長谷川医院
（伊賀新）
☎23-1871

のびのびこどもクリニック
（　洞　）
☎28-7272

やまざきクリニック
（幸　田）
☎62-5225

別府外科
（鴨　田）
☎22-4139

こうた皮フ科クリニック
（幸　田）
☎56-1311

犬塚耳鼻咽喉科
（上里１）
☎26-3314

緑丘アイクリニック
（緑丘２）
☎71-7711

にしおかざきクリニック
（富　永）
☎33-7575

若山内科
（連尺通）
☎23-2102

こん野ファミリークリニック
（幸　田）
☎56-1505

ワシミ整形外科
（久後崎）
☎52-8811

野鳥の森皮フ科クリニック
（竜美旭）
☎72-7555

ふじ耳鼻科クリニック
（　欠　）
☎65-3336

すずき眼科クリニック
（上里１）
☎65-3001

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5日㈰ 12月12日㈰ 12月19日㈰ 12月26日㈰ 12月31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 市外局番〈0564〉
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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!

詳しくはこちら▶

今年7月、東公園動物園に仲間入りした
ヒトコブラクダの名前は？

○○ミ

応募方法　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。12月23日㈭必着 読書10月1日号の答

○○に入る言葉はなんでしょう？

LINEからクイズに
応募できます!

広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、取扱商品などは、市が必ずしも推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。
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