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津波到達時刻の3時56分で止まった時計

旧岩沼市図書館（2011.3.12撮影）
宮城県道海浜緑地線
（2011.4.22撮影）

年に愛知県が公表した南
26
約

人という予測がされており︑

ました︒

減災に関するお話をしていただき

る岩沼市の防災課長さんに防災・

災害時相互応援協定を締結してい

ンティアの会の皆さんと岩倉市と

今回の特集では︑岩倉防災ボラ

被害が予想されます︒

ラインの断絶など岩倉市に大きな

直接的な被害だけでなく︑ライフ

10

火災による焼失約２００棟︑死者

は︑揺れによる倒壊約２００棟︑

海トラフ地震の被害予測結果で

平成

いかねばなりません︒

全・安心のまちづくり﹂を進めて

訓や被害想定などをもとに﹁安

す︒岩倉市では︑各地の災害の教

儀なくされている人が多くいま

被災地では︑今なお避難生活を余

月日が経過しようとしています︒

東日本大震災から早くも５年の

必ずくる災害に備えよう
特集

岩倉防災ボランティアの会の皆さんにお話をお聞きしました！

◯
Ｑ どのような活動をされていま

すか？

◯
Ａ 地域︑小学校などで防災につ

いての講義やボランティアコー

ディネーター養成講座など年に

６回程度実施しています︒ま

た︑８月に行われる防災訓練で

は︑地域ボランティア支援本部

の設置訓練を行ったり︑いわく

ら市民ふれ愛まつりでは︑防災

の啓発に努めたり︑地震防災講

▲岩倉防災ボランティアの会の皆さん

2
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対する危機意識と正しい知識を持

習会では︑講師を務め地震災害に

ことです︒家具の固定による転倒

備えるうえで一番大切にしている

◯
Ａ 自分の命を守ることが災害に

れていることはありますか？

◯
Ｑ 災害に備えるうえで大切にさ

い方法かもしれません︒

のサークル活動に参加するのもい

っておくといいと思います︒市内

所の人とコミュニケーションをと

﹁共助﹂が大切です︒日頃から近

には互いに助けあい︑支えあう

があると思います︒いざという時

地域や住んでいる場所によって差

Ａ 市民同士のつながりの深さは
◯

てください︒本気になってイメー

◯
Ａ 日頃から防災・減災を意識し

セージをお願いします︒

れません︒そんな人に向けてメッ

係だと思っている人もいるかもし

◯
Ｑ 最後に︑災害は自分とは無関

す︒

ていくことが大切だと考えていま

習会を開催して防災・減災に努め

るのではなく︑地域が自主的に講

たちが地域に出向いて講習会をす

す︒そして︑最終的には︑わたし

いくことができればと考えていま

所で防災の講習会などを実施して

◯
Ａ 会員を増やし︑さまざまな場

割を担います︒

とボランティアしたい人を結ぶ役

ーとしてボランティアを求める人

は︑ボランティアコーディネータ

ップを図っています︒災害時に

することで知識の向上やスキルア

とを互いに話し合い︑情報交換を

災に関する講演会などで学んだこ

活動内容の打ち合わせ以外にも防

毎月第１土曜日の定例会では︑

りもしています︒

って行動できるよう講演を行った

防止などは徹底して行っていま

ジしてください︒災害は必ず起こ

◯
Ｑ 岩倉市民の防災に対する意識

す︒

ります︒災害そのものに抗うこと

◯
Ａ 岩倉市民の防災に対する意識

はどのように感じていますか？

◯
Ｑ 今後の活動の展望をお聞かせ

はまだまだ︑高いとは言えないと

とから始めましょう︒

です︒今のうちに自分にできるこ

ことはできないかもしれません︒
・・・
ただ︑﹃備えあれば憂い少なし﹄

ぎましょう︒被害を完全になくす

今︑小さな出費で大きな出費を防

来に大きな出費をしないために︑

が災害の被害ではありません︒未

が出てきます︒命を失うことだけ

人とでは︑いざという時︑必ず差

災害に備えていた人とそうでない

はできません︒しかし︑ちゃんと

思います︒防災についての知識を
持っている人は大勢いますが︑じ
ゃあ実際に防災用備品があって具
体的な対策をしているかと聞くと
そうではないことがよくありま
す︒岩倉市では︑津波や土砂の災
害は起こりませんが︑建物の倒壊
や火災などは起こります︒日頃か
ら被災するのは自分の家だという
気持ちを持つことが大切です︒
Ｑ 岩倉市民同士のつながりの深
◯

さはどのように感じていますか？
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ください︒

▲防災訓練でボランティアの受付をしています。

▲地震防災講習会で図上訓練を行っています。

▲災害ボランティア講座の様子

岩沼市で防災課長を務める平井光昭さんにお話をお聞きしました！
をしていました︒

◯
Ａ 岩沼市庁舎５階防災課で執務

何をしていましたか？

◯
Ｑ 震災前と比べて︑現在の岩沼

５世帯ありました︒

の集団移転です︒対象世帯が４６

◯
Ａ 津波被害を受けた沿岸６地区

のような苦労がありましたか？

復興に向けて動き出したあとはど

◯
Ｑ 応急・復旧作業が一段落し︑

時停止してしまったことです︒

の不足により医療機関の機能が一

◯
Ａ 燃料︵ガソリン︑灯油など︶

◯
Ａ 建物の倒壊を防ぐため︑昭和

イスをお願いします︒

害を最小限に抑えるためのアドバ

◯
Ｑ 最後に岩倉市民に向けて︑被

とってください︒

◯
Ａ 自分の身を守るための行動を

があれば教えてください︒

だけは鉄則！﹂という行動の仕方

◯
Ｑ 地震が発生した際に︑﹁これ

を確保してください︒

うとはせず︑まず自分の身の安全

た︑火災が発生しても無理に消そ

防止するためには必要です︒ま

確認しておくことも事故を未然に

危険ブロック塀等がどこにあるか

故が発生する可能性もあるので︑

◯
Ａ 集団移転をしたことで︑新し

市はどのように変わりましたか？

断を行いましょう︒また︑家具の

造住宅に住んでいる場合は耐震診

◯
Ｑ 東日本大震災発生時︑どこで

いましたか？

転倒防止器具等を設置しましょ

年

い街ができました︒被災者も昔の

▲千年希望の丘

◯
Ａ ２００９年１月の時点で︑宮
城県沖地震の発生する確率が

のようなことに取り組んでいます

◯
Ｑ 震災の経験から岩沼市ではど

宮城県沖地震が起きたと思いまし
か？

㌫と言われていたので︑

た︒また︑被害状況を把握するた

◯
Ａ 千年希望の丘やかさ上げ道

以内で

めにブロック塀などの倒壊や水

の整備︑津波避難訓練などを行っ

路︑避難路の整備や情報伝達体制

有無について考えていました︒

ています︒

道︑下水道の被害︑火災の発生の

◯
Ｑ 津波の被害を除いた地震の被
害はどの程度ありましたか？
戸︑一部

戸︑火災は０件でし

◯
Ａ 建物の半壊が１千
損壊が３千
た︒

▲津波避難訓練で高い場所に
避難しています。

地震には、南海トラフ地震のような海溝型の地震
と、濃尾地震のような直下型の地震がありますが、
岩倉市では、発生すると被害が大きくなるとされて
いる直下型の地震が市内に起きた場合に、どのよう
な被害が想定されるか平成27年度に地震対策基礎
調査を実施しました。その調査結果がまとまりまし
たので、報告会を開催します。ぜひ、ご参加くださ
い。
なお、会場の都合がありますので、参加を希望さ
れる場合は危機管理課までご連絡ください。
●とき 3月26日㈯午前10時30分〜正午（予定）
●ところ 市役所7階大会議室
●内容 岩倉市地震対策基礎調査結果の報告と講演
●講師 山田 公夫さん（中部大学教授）
●応募期限 3月11日㈮
●申込方法 危機管理課へ直接お申し込みください
（電話可）。
●申込・問合先 危機管理課危機管理グループ（☎
38‐5831）

30

後︑まずどのようなことを考えて

年５月 日以前に着工された木

◯
Ｑ 東日本大震災が発生した直

（岩沼市総務部防災課長）

う︒ブロック塀等の倒壊による事

31

みつあき

光昭さん

生活に戻りつつあります︒

56

ひら い

平井

97

◯
Ｑ 各地からの支援が本格化する

86

まで︑特に苦労されたことはなん
ですか？

岩倉市地震対策基礎調査報告会を実施します

99

※「千年希望の丘」の写真と「津波避難訓練」の写真は「東日本大震災 岩沼市の記録〜震災から3年 地域再生
と復興への軌跡〜」より抜粋。
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・交 通 安 全 都 市 宣 言（昭和37年１月27日）
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境

都
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宣

言（平成25年３月28日）
のまちです。
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小さなまちから大きな夢を
岩倉市民憲章
悠久の時を刻みながら流れる五条川。多くの文化遺産。
私たちは、この自然と伝統に恵まれた岩倉を愛し、
調和のとれたまちづくりをめざして市民憲章を定めます。
広げよう 愛 ふれ合い みんなの和
育てよう 心 からだ みんなの健康
高めよう 文化 芸術 みんなの暮らし
守 ろ う 自然 環境 みんなの地球
つくろう 人 まち みんなの未来

（家族仲間の和を願って）
（市民一人一人の幸せを願って）
（生活の質の向上を願って）
（かけがえのない地球の存続を願って）
（豊かな社会の実現を願って）

日㈰︶

分︑②４月２
分〜午後４

6

広報いわくら 平成28年3月1日

岩倉桜まつりを開催します︵ ４月 １日㈮〜

●とき
分〜午後９時

①４月２日㈯・３日㈰午前

をお願いします︒

商工農政課商工観光グループ︵☎ ３８ ‐
５ ８ １ ２︶
３ ４ ０ ０︶
または︑岩倉市商工会︵☎ ６６ ‐
岩倉市では４月１日㈮から 日㈰
まで︑五条川河畔で桜まつりを開催
９時
日㈯・３日㈰午前９時

します︒各イベントおよび協賛事業
のとき・ところ・問合先については
分

五
条
川
生涯学習センター

10

①駅前通り︵生田通り︑

時
●ところ

30

下 図 参 照 ︶︑ ② 五 条 川 沿 い 堤 防 道 路

生田通り

一豊橋

岩 喫茶店
倉
駅

次ページの表をご確認ください︒
桜まつり期間中︑道路の交通規制

︻桜まつりに伴う交通規制︼
︵左図参照︶

“さくらカフェ
＆手作り体験工房”
（さくらワーク内）

お祭り広場
アピタ

30

30

30

10

を実施しますので︑ご理解とご協力

4月2日
3日

伊勢橋

真光寺橋

4月2日
3日

彦太橋

※自動車および軽車両等でご来場される人への酒類の販売は行いません。

※桟敷の設置はご遠慮くださいますようお願いします。

市政通信
イベント・協賛事業のとき・ところ・問合先等
イベント・
協賛事業等

岩倉桜まつり

とき

ところ

4月1日㈮〜10日㈰
・セレモニー 4月2日㈯午前10時30分 明治橋〜大市場橋
〜
・セレモニー お祭り広場
※セレモニー前 、午 前 1 0 時 1 5 分より
い〜わくんステージイベントを行います。

夜桜ライトアップ 4月1日㈮〜10日㈰午後6時〜午後9時

昭和橋〜彦太橋

申込・問合先
商工農政課商工観光グループ
（☎38‐5812）、岩倉市商工会
（☎66‐3400）、
まつり大会本部
（☎090‐4188‐6350）
※まつり大会本部の開設日時は4
月1日㈮〜10日㈰ 月〜金曜日は
午前10時〜午後9時、土・日曜日
は午前9時〜午後9時まで開設。

のんぼり洗い

①4月2日㈯・3日㈰午前10時30分〜、
午後0時30分〜、
午後2時30分〜
豊国橋北
②4月1日㈮・4日㈪〜10日㈰午前11時〜
※天候により中止になることがあります。

岩倉桜まつり実行委員会（商工
会内☎66‐3400）

花咲か大声
コンテスト

4月3日㈰正午〜午後1時

岩倉市商工会（☎66‐3400）

お祭り広場特設ステージ

桜まつり
スタンプラリー 4月1日㈮〜10日㈰

・スタンプ台紙配布場所
岩倉駅東西地下連絡道
・スタンプ場所 ①岩倉駅東西 岩倉桜まつり実行委員会（商工
地下連絡道、②パンフレット掲載 会内☎66‐3400）
店舗、③お祭り広場（本部）、④
東町休憩所、⑤八剱憩いの広場

お茶席（有料） 4月2日㈯・3日㈰午前11時〜午後4時

第3児童館児童クラブ室

岩倉桜まつり実行委員会（商工
会内☎66‐3400）

岩倉街道山車巡 ・セレモニー 4月2日㈯午前11時〜
行とからくり実 ・からくり実演 4月2日㈯午前11時15 くすのきの家（中本町）
分〜
（セレモニー終了後）
演

五条川河畔
からくり実演

山車展示

【1回目】4月2日㈯午後1時30分〜1時
45分
【2回目】4月2日㈯午後2時〜2時15分
【3回目】4月2日㈯午後3時〜3時15分

4月3日㈰午前10時〜午後5時

【１回目】大上市場（昭和橋）
【２回目】
中本町（岩倉橋）
生涯学習課生涯学習グループ
【3回目】下本町（真光寺橋） （☎38‐5819）
※次ページに巡行路の図があり ※2日㈯が雨天の場合は3日㈰に
ます。
順延になります。
大上市場山車格納庫（新溝神
社内）、中本町山車格納庫（神
明大一社内）、下本町山車格納
庫（神明生田神社内）

いわくら・ひと ・お祭り広場特設ブース出店
4月1日㈮、
4日㈪〜10日㈰
・さくら・まつ
お祭り広場
※他にもイベン
トが多数あります。詳細に
り2016
ついては、問合先にご確認ください。

「まちづくり百貨店」事務局
山口
（☎080‐5120‐9402）

さくらカフェ＆ 4月2日㈯・3日㈰午前9時〜午後3時30
さくらワーク敷地内
手作り体験工房 分

福祉課障がい福祉グループ（☎
38‐5809）、社会福祉協議会（☎
37‐3135）

お祭り広場内岩倉青年会議所
第８回小学生写 4月3日㈰午前11時〜午後4時
テン
ト ※入選作品の展示…ア
生大会「桜で岩 ※参加対象 岩倉市在住の小学生
ピタ岩倉店2階ポケッ
トひろば
（数に限りあり）
倉を咲かせよう」 ※参加費無料、参加賞あり
4月25日㈪〜5月8日㈰

岩 倉 青 年 会 議 所 事 務 局（ ☎
66‐3400） ※写生方法等詳細
につきましては、問合先にご確認
ください。

岩倉駅案内所の
4月1日㈮〜10日㈰午前9時〜午後4時
開設（いわくら塾）
観光ボランティ 4月1日㈮〜10日㈰
アガイド案内 ・午前11時〜 ・午後2時〜
定員20人
（いわくら塾） ※各回1時間程度、
八剱憩いの広場
案内所の開設
4月1日㈮〜10日㈰午前9時〜午後4時
（岩倉五条川桜
並木保存会）
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岩倉駅東西地下連絡道

丹羽（☎66‐3335）
※観光ボランティアガイド案内に
ついては、案内所で直接受け付け
ます
（事前申込可）。

八剱憩いの広場

長谷川
（☎37‐5622）
※「桜募金」
に協力をしてくれた人
には桜の廃材を活用した粗品を
プレゼントします
（数量限定）。

︻のんぼり洗い体験者の募集︼
などを大声で叫んでいただき︑その
●申込方法

ゼントします︒

日㈭

事項︵テーマ等を含む︶をご記入の
3月3日㈭〜

うえ︑お申込ください︒
●受付期間

市︑稲沢市植木市は2日㈯︑3日㈰

4月1日㈮〜 日㈰

による飲食コーナーなどが行われま

す︒

●とき

して︑空き店舗に地元業者の人が出

4月1日㈮〜 日㈰

店します︒

●とき

8
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商工農政課および岩倉

声の大きさなどを競うコンテストを

市商工会に備え付けの申込書に必要

先着 人︵市内・市

お祭り広場特設ステージ

4月3日㈰正午〜午後1時

開催します︒
●とき
●ところ
●定員・対象

友好交流市である福

︻物産市・飲食コーナー︼
・お祭り広場

市︑名古屋コーチン︑商工会の飲食

︻岩倉駅前通り︵生田通り︶賑わい

井県大野市の物産市や稲沢市の植木
参加する人には事前

コーナー︑い〜わくんショップな

づくり︼

無料︵叫ぶ言葉の審査

外は問いません︶
●参加費
有︶
に︑①テーマ︑②叫ぶ言葉︑③その

ど︑お祭り広場いっぱいにテントが

ます︒

のみ

桜まつり期間中︑賑わいづくりと

言葉に対する想いを提出していただ

●コンテストの方法 叫んだ声の大

・東町休憩所

みのりの里による障

きい順に順位を決定し︑賞品をプレ

※福井県大野市物産

張られます︒

●事前審査

30

き実行委員会が参加者の決定を行い

10

10

真光寺橋

駅前通り︵生田通り︶

3回目15：00〜
からくり実演

●場所

岩倉市役所

害者作品コーナーや岩倉市体育協会

くすのきの家
からくり実演 10：45着
11：15〜
12：00発

●とき 4月2日㈯・3日㈰午前
分〜︑午後2

24

千亀橋

分〜︑午後0時

五
条
川

分〜
両日とも各回3人︵先着

昭和橋

時
時
●定員

豊国橋

神明大一社

順︶
定員になり次第締め切
小学生以下はご遠慮くだ

卍

10：00発
16：30着

●申込期限
ります︒
●その他

卍

10：00発 神明生田神社
16：30着
下本町山車庫

名鉄岩倉駅

さい︒体験者には︑粗品をプレゼン

中本町山車庫

JA

トします︒
︻花咲か大声コンテスト参加者の募
集︼
﹁は な さ か じ い さ ん﹂を ヒ ン ト に

10

し︑参加者の皆さんに﹁叶えたい夢﹂

2回目14：00〜
からくり実演
岩倉橋
卍
卍

山
車
巡
行
路
9：45発
16：30着

30

や﹁嬉しい事﹂︑また﹁伝えたい想い﹂

1回目13：30〜
からくり実演
新溝神社
大上市場
山車庫

30 30

▲岩倉街道山車巡行とからくり実演

市政通信

中野町御山寺︵ござんじ︶に架か
る主要地方道春日井一宮線の高架下
に︑面積約１千２００平方㍍の﹁ご
ざんじ公園﹂が完成しました︒
この公園は高架下にあるため︑比
較的天候に左右されることなく利用
できます︒また︑子どもたちが多目
的な遊びができるように︑アスファ
ルト舗装の広場と土舗装の広場があ
り︑自転車や一輪車の練習の場所と
してや︑小さなお子さんは三輪車で
遊ぶこともできますので︑お気軽に
ご利用ください︒
●パネルのデザイン 橋脚のパネル
のデザインは︑原案を岩倉北小学校
６年生の皆さんが作成し︑それを五
条川小学校の校長先生が編集したも
ので︑公園に彩りを加えてくれてい
ます︒
●愛称決定 新しい公園に愛着を持
っていただこうと︑市内の小学校へ
公園の愛称募集をお願いしたとこ
ろ︑非常にたくさんの案が集まり︑
その中から︑岩倉北小学校４年生奥
村洸斗くんが考えてくれた﹁ブリッ
ジパーク﹂を愛称に決定させていた
だきました︒公園の場所も分かりや
すく︑英語でお洒落なイメージでは
ないでしょうか？ 皆さん︑新しい
公園とともに︑この愛称もよろしく
お願いします︒

広報いわくら 平成28年3月1日

9

▲8つの設置パネル

▲ござんじ公園位置図

愛称は「ブリッジパーク」
「ござんじ公園」完成！

維持管理課維持グループ（☎３８‐５８１３）

3

職員の手当の状況
区 分

期末・勤勉手当

（平成27年4月1日現在）
内

容

期末手当

勤勉手当

合計

6月期

1.225月分（0.65月分）

0.675月分（0.325月分）

1.9月分（0.975月分）

12月期

1.375月分（0.80月分）

0.825月分（0.375月分）

2.2月分（1.175月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置が有り。（
支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

452,442千円

1,210千円

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

39,383千円

105,585円

支給率
地域手当

）内は再任用職員に係る支給割合です。

4％

扶養親族1人につき…6,500円〜13,000円
扶養手当

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

29,799千円

214,381円

借間・借家…12,000円を超える家賃の額に応じ、最高27,000円
住居手当

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

22,995千円

273,749円

①交通機関利用者…運賃等の額に応じ、最高55,000円
②交通用具利用者…通勤距離に応じ、2,000円〜31,600円
③交通機関と交通用具の利用者…①と②の合計額、最高55,000円

通勤手当

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

21,426千円
部長職…70,800円
管理職手当

時間外勤務手当
特殊勤務手当

83,693円

課長職…54,000円

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

32,546千円

581,187円

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

62,207千円

215,249円

支給実績（平成26年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

3,575千円

19,430円

支給率（勤続20年）
自己都合

20.445月分

定年

25.55625月分

最高限度額

退職手当

主幹職…39,700円

支給率（勤続25年）
自己都合

29.145月分

応募認定・定年 34.5825月分

自己都合…49.59月分

支給率（勤続35年）
自己都合

41.325月分

応募認定・定年

49.590月分

応募認定・定年…49.59月分

その他の加算措置…定年前早期退職特例措置（2％〜15％加算）
1人当たり平均支給額（平成26年度に退職した職員に支給された平均額）
普通退職

応募認定・定年退職

4,392千円
※その他、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当の支給有り。

4

特別職の報酬等の状況
区 分
給料

報酬

退職
手当

市

23,631千円

（平成27年4月1日現在）
月

額

期末手当

長

989,000円

副市長

816,000円

議

長

512,000円

副議長

462,000円

議

員

431,000円

市

長

退職日前1年間の給料月額の平均額×在職月数×0.392

副市長

退職日前1年間の給料月額の平均額×在職月数×0.235

（給料月額＋（給料月額×0.45））×3.1月分

(平成26年度支給割合)

（給料月額＋（給料月額×0.45））×3.1月分

(平成26年度支給割合)

（算定方式）
※任期毎に支給

広報いわくら 平成28年3月1日
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市政通信

岩倉市職員の給与状況を公表します
秘書企画課秘書人事グループ（☎３８‐５８０１）
岩倉市職員の給与は、地方公務員法、その他の法律の規定に基づき市条例で定められています。さらに、市議会
で給与条例、予算の審議を通じて公にされていますが、市民の皆さんに理解を深めていただくためその概要を公表
します。なお、今回の公表内容は、公営企業（水道事業）会計を除いたものです。また、詳細は、岩倉市ホームペ
ージ（アドレス裏表紙参照）に３月下旬に掲載します。
１ 職員の給与の状況
（1）人件費の状況
歳出額（A）
人件費（B）
14,492,745千円
2,689,198千円
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬を含みます。

人件費率（B/A）
18.6％

（2）職員給与費の状況
職員数〔A〕

給料
1,166,214千円
362人
※再任用職員15人を含み、教育長を除く。

（平成26年度普通会計決算）
平成25年度の人件費率
19.6％

（平成26年度普通会計決算）
1人当たり給与費
計〔B〕
〔B/A〕
1,798,768千円
4,969千円

給与費
職員手当
期末・勤勉手当
209,995千円
422,559千円

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況
（平成27年4月1日現在）
一般行政職
技能労務職
平均給料月額
平均給与月額
平均年齢
平均給料月額
平均給与月額
平均年齢
351,153円
36.2歳
279,065円
309,250円
41.8歳
288,096円
※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計
したものです。
（4）職員の初任給の状況

（平成27年4月1日現在）

一般行政職
大学卒
短大卒
高校卒
180,800円
157,700円
146,500円
※技能労務職については職務によって異なるため、平均額を記載しています。

技能労務職
161,100円

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成27年4月1日現在）
区 分
経験年数10年以上15年未満
経験年数15年以上20年未満
経験年数20年以上25年未満
大学卒
276,756円
335,213円
396,978円
一般行政職
短大卒
−
−
373,825円
高校卒
−
−
Ⅹ
大学卒
Ⅹ
288,375円
Ⅹ
技能労務職
短大卒
Ⅹ
278,360円
302,033円
高校卒
−
292,250円
Ⅹ
※個人が特定される項目については公表しません。（2人以下の項目はⅩと記載しています。）

2 一般行政職の級別職員数の状況
職員数
構成比
標準的な職務内容
区分
7.1％
12人
1級 定型的な業務を行う職務
41.8％
71人
2級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
11.2％
19人
3級 上級主事の職務
6.5％
11人
4級 主任の職務
14.1％
24人
5級 主査の職務
7.6％
13人
6級 主幹の職務
8.2％
14人
7級 課長及び専門員の職務
3.5％
6人
8級 部長の職務
※1 岩倉市職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
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（平成27年4月1日現在）
1号給の給料月額
最高号給の給料月額
137,600円
244,900円
187,700円
301,900円
223,900円
347,700円
258,300円
378,700円
285,000円
390,700円
315,800円
407,900円
360,100円
442,600円
405,800円
466,300円

第二次岩倉市子ども読書活動推進計画︵案︶
のパブリックコメントを募集します

書発行通知書兼照会書﹂︵はがき︶

●代理人が受け取りをする場合

口へお越しください︒

・本人確認書類︵詳細は通知カード

ている人︶

・住民基本台帳カード︵交付を受け

で紙製のもの︶

①
※︑②は電子証明書を希望された
人のみ

︵数字４桁︶

②利用者証明用電子証明書暗証番号

字は大文字︶

し︑子どもの読書活動を推進してき

岩倉市図書館あて︺︑③ファクシミ

１１︵岩倉市昭和町二丁目

年度でその計画期間

が終了し︑引き続き第二次計画を策

ました︒平成

リ︵ＦＡＸ６６ ５９０７︶︑④Ｅ
‐
︶
メール︵ iwa- lib@k-net.or.jp

定するにあたり︑次のとおり﹁第二
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マイナンバーカードを申請された人へ

市民窓口課窓口グループ︵☎３８ ‐
５８０７︶

を順次送付します︒はがきが届きま

院・入所などのやむを得ない場合に

きないため︑法定代理人と一緒に窓

したら︑市民窓口課へ電話予約して

限られます︵持ち物など詳細はお尋

﹁個人番号カード交付・電子証明

ください︒

ねください︶︒

生涯学習課図書館グループ︵☎３７ ‐
６８０４︶
︶︑岩倉市ホームページ︵ア
com/
ドレス裏表紙参照︶でもご覧いただ

●交付場所 市役所１階市民窓口課

●暗証番号をあらかじめ決めておい

︵月・振休︶まで

文字以下︒英

入

けます︒

●持ち物︵申請者本人が受け取りに

てください

①市内に在

住︑在勤または在学の人②市内で事

●意見を提出できる人

日

来てください︶

①署名用電子証明書暗証番号

３月１日㈫〜

・交付通知書︵届いたはがき︶

︵英数字６文字以上

●受付期間

・通知カード︵マイナンバーの通知

に同封されていた﹁ご案内﹂を参

③住民基本台帳用暗証番号

業や活動を行う個人または団体

照︶

︵数字４桁︶

①図書館へ直接

①運転免許証などの顔写真付き公的

④券面事項入力補助用暗証番号

●意見の提出方法

身分証明書の場合は１点

︵数字４桁︶

年度に﹁岩倉

原則として︑電話での意見提出は
※
受け付けません︒

②①がない場合は健康保険証︑年金

図書館では︑平成

次岩倉市子ども読書活動推進計画

●記載事項

手帳など２点

００
持ち込み︑②郵送︹〒４８２ ‐
番地︶

︵案︶﹂を公表しますので︑皆さん

・題名﹁第二次岩倉市子ども読書活

②
※〜④は同じ暗証番号を設定でき
ます︒

市子ども読書活動推進計画﹂を策定

のご意見をお寄せください︒いただ

・代理権の確認書類
歳未満の人は︑親権者が法定代

﹁
※マイナンバーカード﹂をお渡し
する際に︑顔認証システムにより本

動推進計画に対する意見﹂
の場合は︑勤務・活動先または通学

※歳未満の人︑成年被後見人は︑
申請者本人が直接受け取ることがで

定代理人のため登記事項証明書

②成年被後見人は︑成年後見人が法

理人となりますので戸籍謄本︵同一

いたご意見は︑本市の考え方ととも
回答はしません︒

先の名称と所在地︶
・あなたの意見

図書館と市役所１階岩

倉市観光情報ステーション︵情報サ

●公表方法

ロン︶で閲覧いただけるほか︑図書

人確認をする場合があります︒

①
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以上の事項が記載されていれば様
※
式は問いません︒

世帯の親は不要︶

・住所︑氏名︑連絡先︵住所が市外

16

21

に公表します︒ただし︑個々に直接

22

http://www.iwakura-library.

館ホームページ
︵

15

15

27

市政通信

平成28年度より軽自動車税の税率が一部変更になります
税務課課税グループ（☎３８‐５８０６）
１．原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
平成28年度から次のとおり改正されます。
車両区分
50cc以下
50cc超90cc以下
原動機付自転車
90cc超125cc以下
ミニカー
二輪の軽自動車（125cc超250cc以下）
二輪の小型自動車（250cc超）
農耕作業用のもの
小型特殊自動車
その他のもの
ボートトレーラー

改正前
1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
1,600円
4,700円
2,400円

改正後
2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円
3,600円

２．四輪以上および三輪の軽自動車
平成28年度より最初の新規検査年月に応じて下表の税率が適用されます。
新規検査年月
車種区分
乗用
四輪以上
貨物

自家用
営業用
自家用
営業用

三輪

【A】
最初の新規検査が平
成27年3月31日まで
の車両
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円
3,100円

【B】
【C】
最初の新規検査が平 最初の新規検査から
成27年4月1日以降 13年が経過した車両
の車両
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円
3,900円

12,900円
8,200円
6,000円
4,500円
4,600円

平成28年度【C】に該当する車両は平成14年以前に新規検査が行われた車両です。
※「最初の新規検査」とは、新規検査（新車）のことをいいます。
なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
・軽自動車税のグリーン化特例（軽減）について
上記の表【B】に該当する車両で平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査が行われた車両
は平成28年度に限り軽減税率を適用します。
＜軽乗用車＞
対象車
電気自動車等
平成32年度燃費基準＋20％達成車
平成32年度燃費基準達成車

内容
税率の概ね75％軽減
税率の概ね50％軽減
税率の概ね25％軽減

＜軽貨物車＞
対象車
電気自動車等
平成27年度燃費基準＋35％達成車
平成27年度燃費基準＋15％達成車
＜軽減が適用された後の税率＞
車種区分
三輪
乗用
四輪
貨物用
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自家用
営業用
自家用
営業用

内容
税率の概ね75％軽減
税率の概ね50％軽減
税率の概ね25％軽減
75％低減
1,000円
2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

50％低減
2,000円
5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

25％低減
3,000円
8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

保健師すこやか日誌
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

「保健推進員活動」
をご存知ですか？
「保健推進員」とは、岩倉市が行う健康に関する事業が、より皆さんの身近なものとなるよう、地域と保健セン
ターを結ぶパイプ役です。岩倉市では、174人の保健推進員が自分の住む地域で「健康づくりの輪を広げる」活動
をしています。また、保健推進員自らが保健事業に積極的に参加し、PRや普及活動にも協力していただいていま
す。
地域での活動内容は、「歩け歩け運動・栄養教室・健康体操教室・健康講座」この他にも各地域で工夫した活動
をしています。健康づくりに加え、地域のお友達づくりにもつながっています。

東新町 「知って得する応急手当」

本町 「歩け歩け 市内史跡巡り」

AEDってどこに

この道に名前（鎌倉街

あるの？

道・岩倉街道）がある
なんて知らなかった！

消防署職員を講師
に応急手当とAED
講習を東新町自主防
災会と共催で行いま

心臓マッサージは
人手が必要だね。

いわくら塾の皆さんを講師にお招きし、市内を歩
いて史跡の説明をしていただきました。

した。

八剱町 「災害時に使える火を使わないレシピ」

勉強になった！

栄養士と食生活改善推進
これらは、活動の一例です。各行政区ごと
にさまざまな活動を行っていますので、お住

員を講師にお招きし、災害
食作りをしました。

まいの地区の保健推進員活動にぜひご参加く
ださい。活動のお知らせは、回覧板をご覧く
ださい。

広報いわくら 平成28年3月1日
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働
協
い〜わくんの

のまちづくりコーナー

【市民活動に関する問合先】市民活動支援センター（市民プラザ内☎・FAX37‐0257）
【掲載に関する問合先】協働推進課市民協働グループ (☎38‐5803)

民族音楽レクチャー＆ライブ第5弾（市民活動助成金対象事業）
●問合先 「コミュニティカフェかがよひ」岸（☎090‐3562‐0479）
ジンバブエ共和国に伝わる楽器、ムビラの奏者を迎えます。ムビラは、木製共鳴板に取り付けられた鋼鉄の
鍵盤を指で弾くオルゴールのような優しい響きの楽器です。
●と き 3月5日㈯午後7時〜（開場：午後6時）
●ところ コミュニティカフェかがよひ 昭和町1-23（おさや糸店2階）
●内 容 講師・演奏 松平勇二さん（日本学術振興会特別研究員、国立民族学博物館外来研究員）
●参加費 500円
●定 員 30人

歌声喫茶で街を元気に！
（市民活動助成金対象事業）
●問合先 「岩倉生涯学習市民の会」井上（☎080‐3060‐7986）、倉知（☎090‐4267‐2386）
懐かしの “歌声喫茶” で、思い出の歌や懐かしい歌をみんなで楽しく歌いましょう。
●と き 3月17日㈭午後2時30分〜4時30分
●ところ 喫茶店メイソオ 鈴井町観音寺38‐4
●参加費 1,000円（ケーキセット付）
●定 員 40人
●チケット販売 3月12日㈯〜13日㈰午前10時〜午後3時
NPO法人MODSグリーンファーム岩倉事務所（三菱東京UFJ銀行岩倉支店前）
※当日券はありませんので、必ず事前にチケットをお求めください。

見る春・食べる春 〜自然観察＆収穫・食事会〜
●問合先 「岩倉ナチュラリストクラブ」桑山（☎090‐4401‐7884）、「のらり」水野（☎66‐5337）
自然生態園や周囲の畑で自然観察をしながら、摘んだ野草で天ぷら料理を楽しみます。
●と き 3月26日㈯午前10時〜午後2時
●ところ 自然生態園ワークハウス前
●持ち物 はさみ、レジ袋、水筒、はし、器
●定 員 10組（先着順）
●申込先 市民活動支援センター（☎37‐0257）

『ポケットひろば』
で市民活動を応援しましょう
●問合先 「市民活動支援センター」山口（☎37‐0257、Ｅメール city-iwakuraplaza@city.iwakura.lg.jp）
アピタ岩倉店2階の「ポケットひろば」は、週末にいろいろなイベントが行われ賑わっています。市民活動
団体の活動を市民に披露するイベントを、この “ひろば” で開催します。
●と き 3月27日㈰午前10時〜午後2時
●ところ アピタ岩倉店2階 ポケットひろば
●内 容 市民活動支援センター登録団体によるパフォーマンスやパネル展示等
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イベ ント

情報コーナー

みどりの家の催し

ベビーマッサージとヨガでふ
れあいあそび

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

子育て支援センター（市民プラザ
内☎38‐3911）

やま もと まさ

み

つつみひで き

し

みや もと とも

やま ぐち ち

か

が

く

ぼ

た りょう こ

うん ひろ やす

さだ まつ

さ

や

か

第一児童館（☎38‐1106）また
は、各児童館

子ども

募

集 ……… P19

健

康 ……… P21

お知らせ ……… P21

イベ ント
児童館行事 EPOC環境教
育講座「電気実験教室」
第三児童館（☎37‐3832）また
は、各児童館

磁石とコイルを使ったいくつかの
実験を通して電気の作り方とエネル
ギーを作る大変さを体験します。
●とき 3月25日㈮午後2時〜3時
30分
●ところ 第三児童館
●講師 三根一素さん（中部電力株
式会社小牧営業所）
●対象 小学生2年生以上
●参加費 無料
●定員 30人（先着順）
●締切 3月19日㈯
●申込方法 最寄りの児童館でお申
し込みください。
み

ね かず もと
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広報いわくら 平成28年3月1日

康

児童館では、子どもたちが豊かな
心を育むことを願って映画会を行い
ます。入場は無料です。
●題名 「怪盗グルーのミニオン危
機一発」
●とき 3月18日㈮午後1時30分〜
3時10分
●ところ 第一児童館（くすのきの
家）
●上映時間 98分
●対象年齢 小学生以上
※幼児は保護者とご参加ください。

高齢者

健

ミニミニコンサート〜YAPPYの
HAPPYなコンサートⅤ〜
東海地方を中心にテレビ・ミュー
ジカルなどの音楽を手がける作曲家
兼演奏家の安田ゆかりによるエレク
トーンsoloコンサートです♪ 入
場無料。
●とき 3月20日(日・祝)午後2時〜
●出演 安田ゆかり
●曲目 Anpanman in Jazz
ほか
共通事項
●ところ みどりの家ふれあい交流
ホール
※駐車場がありませんので車での来
場はご遠慮ください。

どなたでも

集

児童館行事「映画会」

主な対象

募

●とき 3月14日㈪午前10時〜11
時30分
●ところ 子育て支援センター活動
室
●講師 定松沙弥果さん（ベビーマ
ッサージ・ベビーヨガセラピスト）
●対象 平成27年9月〜12月生ま
れの乳児親子
●定員 親子20組
●費用 200円（材料費）
●申込受付 3月1日㈫午前9時から
受け付けます（電話可）。
●申込締切日 3月11日㈮
※初回の人を優先します。2回目の
受講を希望される人は、お問い合わ
せください。

イベント ……… P16

イベント

みどりのコンサート『ホルンととも
に♪』
みどりの家では、セントラル愛知
交響楽団の協力による『みどりのコ
ンサート』を開催しています。入場
無料。
●とき 3月5日㈯午後3時開演
●演奏 ホルン…山本雅士、宮本智
美、堤秀樹、山口千果、臥雲弘安、
ピアノ＆ホルン…久保田涼子
●曲目 サウンドオブミュージック
メドレー、ゴムホース四重奏、ホル
ン協奏曲 ほか

Iwakura City Information

イベ ント
市民スペース情報
生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

イベント
募
集
健
康

市役所庁舎ミニステージ
【H＆Hファミリーズ フォークコ
ンサート】
●とき 3月26日㈯午後1時30分〜
3時
●問合先 鷲見（☎66‐5236）
生涯学習センターギャラリー
【ふぉとくらぶ5en・「風景写真展
にご縁がありまして」】
●とき 3月3日㈭午後3時〜9日㈬
午後3時
●問合先 秋山（☎37‐0028）
【岩倉市生涯学習講座「色鉛筆画」
を楽しむ・受講生作品展】
●とき 3月16日㈬午前9時〜22日
㈫午後4時
●問合先 生涯学習センター（☎
38‐0100）
【華風会・春の華風会展】
●とき 3月28日㈪午後1時〜4月3
日㈰午後4時
●問合先 奥野（☎66‐6951）

春のNゲージ鉄道模型運
転会
お知らせ

岩倉市図書館（☎37‐6804）

岩倉市民吹奏楽団第34回
定期演奏会
岩倉市民吹奏楽団事務局
（☎090‐3159‐7549）

岩倉市郷土研究会
（☎66‐4631）

●とき 3月20日(日・祝)午後1時開
場、午後1時30分開演
●ところ 総合体育文化センター多
目的ホール
●演奏曲目 チャップリンの肖像、
カラオケ・デュエット・メドレー
ほか
●入場料 無料

図書館春の子ども劇場
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森

●とき 3月12日㈯午後1時30分〜
3時（午後1時から受付）
●ところ 生涯学習センター研修室
1・2
●講師 鬼頭秀明さん（民俗芸能研
究家）
●参加費 無料（事前申し込み不要）
●内容 尾張地方は山車祭りが盛ん
です。尾張徳川家の城下町であった
名古屋の繁栄とともに独特な祭礼文
化として発達してきました。特に岩
倉の3輌の山車は、この地方でも古
い伝統を有し、その形態やからくり
人形は古い伝統を受け継ぐもので
す。
本講座では岩倉を中心とした山車
の歴史と文化の魅力を探ります。
●主催 岩倉市郷土研究会
●後援 岩倉市教育委員会、岩倉市
文化協会

岩倉市図書館（☎37‐6804）

史跡公園
図書館では、春に人形劇を楽しん
でもらうため「子ども劇場」を開催
します。皆さんぜひお越しくださ
い。入場は無料です。
●とき 3月12日㈯午後2時〜3時
（開場は上演の15分前から）
●ところ 図書館2階視聴覚室
●出演 人形劇団よろずや○
●内容 人形劇「夢見小僧」、他
●主催 岩倉市図書館、岩倉市図書
館読み聞かせボランティアおはなし
会
まる

図書館では、岩倉鉄道模型愛好会
の協力で鉄道模型の運転会を開催し
ます。
●とき 3月20日(日・祝)から27日
㈰午前10時から午後5時まで（最終
日は午後3時まで）
※23日㈬は鉄道模型の調整日のた
めお休みです。
●ところ 図書館2階視聴覚室

岩倉市郷土研究会公開講
座「岩倉の山車と祭り」

月釜

岩倉市文化協会事務局（生涯学習
課内☎38‐5819）

気軽にご家族でお茶に親しんでい
ただくために、お茶会を開催します。
●とき 3月20日(日・祝)午前10時
〜正午（雨天決行）
●ところ 史跡公園鳥居建民家（大
地町野合51）
●茶券 1席300円（お抹茶とお菓子）
●席主 岩倉市茶華道連盟 社本社
中

イベ ント
多世代交流センターさくらの家講座・事業計画のご案内
長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）
、または、多世代交流センターさくらの家（☎81‐4941）
自主企画講座 事前に申し込みが必要です。対象者：市内在住60歳以上の人
講座名／定員・回数
講 師
実施日程・時間・場所
世界遺産を旅しようⅨ 倉知典子(元旅行添乗員)
合田まゆみ(旅行添乗員)
／30人・6回

持ち物

4/1㈮,5/6㈮,6/3㈮,7/1㈮,8/5㈮,9/2㈮ 筆記用具
午前10時30分〜正午、会議室

集
健
康

どなたでも自由に参加できます。実施日に会場へお越しください。対象者：市内在住60歳以上の人
講 師
実施日程・時間・場所
持ち物

募

介護予防事業
教室名

イベント

第1回ドイツ,第2回アメリカ,第3回中国,第4回ポルトガル,第5回アフリカ,第6回ニュージーランド
※講師の都合により、内容は変更となる場合があります。
縫い針、ものさし(20cm
5/13㈮,5/20㈮,6/10㈮,
こぎん刺し
山田るみ子
ぐらい)、しつけ糸、
6/24㈮,7/8㈮,7/22㈮
／15人・6回
（R-coudreクードル）
材料費2,000円
午前10時〜正午、会議室
“こぎん刺し”は、青森県津軽地方の伝統工芸で、手縫いの温かみと手作りの楽しさがあります。図案を見ながら、カラ
フルな刺繍糸を使ってチクチクと刺していきます。ストラップ、ブローチ、ポーチを作ります。
み さと
動きやすい服装（ひざ上
4/28㈭,5/12㈭,5/26㈭,
足もみ健康講座
武藤美里
10㎝まで上げれるズボ
午前9時30分〜11時30分、
／10人・3回
(健康工房 一宮店)
ン）、タオル、筆記用具
大会議室
足もみは、虫歯以外の全ての症状に効果があると言われています。足で自分の体調を知り、自分で足を毎日揉む事で自
然治癒力を高め、薬のいらない健康体へ戻るためのセルフケア法を習得します。
※午前9時までに朝食を済ませて参加してください。
動きやすい服装、靴ひも
中山恵子
4/21㈭,5/19㈭,6/16㈭
いきいき健康体操
のある室内シューズ、タ
(アメリカスポーツ医学会 7/21㈭,8/18㈭,9/15㈭
／25人・6回
オル、飲み物
公認運動生理学士)
午後1時30分〜3時、大会議室
最新の科学的データに基づいた認知症予防、介護予防のための健康体操です。楽しみながら、正しい知識と、安全で効
果的な運動の方法を学びます。いつまでも自分らしく自立した生活が送れるよう一緒に頑張りましょう。
自主企画講座の申込方法
申込場所 多世代交流センターさくらの家（八剱町下池田806番地1、☎81‐4941）
申込方法 所定の申込用紙にご記入のうえ申し込んでください。なお、定員を超える場合は抽選とします。
申込期間 3月1日㈫〜10日㈭ 午前9時〜午後5時(日曜日を除く)
抽選結果 3月15日㈫に多世代交流センターさくらの家に掲示します。なお、電話での問い合わせもできます。

よし こ

広報いわくら 平成28年3月1日
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お知らせ

歌って元気！ 手塚淑子(名古屋二期会準会員)
4/7㈭,5/19㈭,6/9㈭,7/7㈭,8/4㈭,9/1㈭
筆記用具
ぜん り あや か
歌う健康法
午前10時〜11時、すこやかホール
善利彩加(ピアノ)
有酸素運動、脳内ホルモンの活性化、ストレスの解消など、歌うことは誰でも気軽に行える表現療法や行動療法と考え
られます。楽しく歌ってイキイキ！仲間と一緒に歌いましょう！ただし、会場の広さの都合上、受講できるのは先着
80人のみとなりますので、ご了承ください。
よし こ
動きやすい服装、
岩田佳子(介護予防運動指導員)
4/20㈬,5/18㈬,6/15㈬,7/20㈬,8/17㈬,9/21㈬
室内シューズ、
タ
介護予防体操
日比野理絵(介護予防運動指導員) 午前10時〜11時30分、すこやかホール
オル、飲み物
生活習慣病の改善や予防、また、加齢による筋力低下からの歩行障害や転倒の予防を目的に、ストレッチングや運動を
行います。自分のペースで取り組め、継続的に参加することでより効果が期待できます。
動きやすい服装、
4/27㈬,5/25㈬,6/22㈬,7/27㈬,8/24㈬,9/28㈬
上靴、
タオル、飲
介護予防教室 地域包括支援センター職員
午後1時30分〜3時、すこやかホール
み物
からだを動かす体操やお話会など、毎月、さまざまな内容を企画しています。
4/13㈬,5/11㈬,6/8㈬,7/13㈬,8/10㈬,9/14㈬
保健福祉相談 地域包括支援センター職員
−
午後1時30分〜3時、ラウンジ
保健師による血圧測定や健康相談 、専門職による制度の説明など高齢者の身近な相談に応じます。
多世代交流事業
多世代交流センターさくらの家は、カラオケや卓球、囲碁・将棋など、高齢者の趣味活動や健康づくりの場としてたく
さんの人に利用されています。また、子どもルームやお風呂などは、子ども（小学生以下）とその保護者、60歳以上の
高齢者が一緒に利用できます。
なお、高齢者間、多世代間の交流を目的とした行事や講座などを開催する場合、すこやかホールや大会議室などを占
有（有料）でご利用いただけますので、敬老事業や祖父母参加型行事の開催場所としてご活用ください。
ご利用時は、徒歩・自転車でお越しくださいますようご協力をお願いします。
多世代交流センターさくらの家では、年間を通して世代間交流を目的にさまざまな事業を開催していきます。

募

イベ ント

集

学校給食パート調理員

上級救命講習会

学校給食センター
（☎66−7331）

消防署（☎37‐5333）

イベント

市では、学校給食センターのパー
ト調理員を募集しています。
春休みなど学校給食のない日はお
休みです。
●応募資格 健康な人（資格は必要
ありません）
●勤務時間 午前8時45分から午後
4時15分までの間で応相談
●勤務場所 学校給食センター（八
剱町）
●賃金 1時間820円

広報配達員
協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

募
集
健
康

●業務内容 市広報等の配布
●任期 6カ月（再任も可）
●報酬 1世帯あたり12〜18円
●募集人数 若干名
●募集期間 3月10日㈭まで
●申込方法 市役所4階協働推進課
まで履歴書を提出していただき、面
接のうえ決定します。

消防署では、3月9日㈬に上級救
命講習を開催します。
AEDの使用を含めた心肺蘇生
法、熱傷の手当、止血法や搬送法の
講習を行っています。
すでに受講された人については、
2年から3年間隔で再講習を受けて
いただきますようお願いします。
●とき 3月9日㈬午前9時〜午後5
時（昼食1時間の予定）。
●ところ 消防庁舎2階大会議室
●定員 30人
●申込方法 随時消防署で受け付け
ています（電話可）。
※指導員は、救急救命士・救急隊員
が担当します。

募

集

お知らせ

自衛官
自衛隊愛知地方協力本部 小牧地域事務所（☎0568‐73‐2190）
ホームページ（http://www.mod.go.jp/pco/aichi/）
採用
種目
採用
時期

自衛隊幹部候補生

自衛隊幹部候補生
（歯科）

自衛隊幹部候補生
（薬剤科）

平成29年3月下旬から4月上旬まで

平成29年4月1日現在、 平成29年4月1日現在、 平成29年4月1日現在、
日本国籍を有する22歳 日本国籍を有する20歳 日本国籍を有する20歳
以上26歳未満の人（大 以上30歳未満の人で、 以上28歳未満の人で、
学院の修士課程を修了 学校教育法に基づく大 学校教育法に基づく大
した人（平成29年3月学 学において正規の歯学 学において正規の薬学
に の課程を修めて卒業し の課程（6年制の課程に
応募 位取得見込みを含む）
資格 あって は 2 8 歳 未 満 の た人（平成29年3月卒業 限る。）を修めて卒業し
た人（平成29年3月卒業
見込みの人を含む）
人）
見込みの人を含む）
大学院において、薬学修
士の学位を受けた人は
28歳未満
一次
試験
期日
受付
期間
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5月14日㈯、15㈰
15日は飛行要員希望者
のみ

5月14日㈯
3月1日㈫〜5月6日㈮
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5月14日㈯

岩倉市地域福祉計画推進
事業
福祉課障がい福祉グループ（☎38
‐5809）または、社会福祉協議会
（☎37‐3135）

☆みんな あつまれ☆ 〜公園で楽
しく遊びませんか〜
公園で子どもたちに楽しく遊んで
もらえるよう、車輪ころがしや竹馬
などの遊具を使った遊びを企画しま
した。親子一緒にぜひご参加くださ
い。
●とき 3月13日㈰午前9時30分〜
11時
●ところ お祭り広場（下本町下市
場3番地1）
●参加対象 小学生とその保護者
●持ち物 飲み物、タオル
●参加費 無料
●申込 不要
●その他 雨天の場合は中止しま
す。駐車場はございませんので、お
車でのお越しは
ご遠慮ください。
●主催 岩倉市
地域福祉計画・
いわくら福祉
市民会議
平成27年度地域福祉推進フォーラム
●とき 3月19日㈯午前10時〜正
午
●ところ 市役所7階 大会議室
●内容
【第1部 ふくし講演会】
・講師：長屋勝彦（岩倉市教育長）
・演題：地域での子育てや地域づく
りについて（仮称）
【第2部 いわくら福祉市民会議の
活動報告】
「交通安全啓発」「史跡めぐり
みんなでさんぽ」「公園で遊ぼう」
「地域の居場所づくり」などの活動
報告があります。
【第3部 ふくし川柳の表彰式】
●参加費 無料
●申込 不要
●主催 岩倉市地域福祉計画・いわ
くら福祉市民会議

募
小・中・高校生の皆さん

集

スポーツ少年団に参加しませんか

岩倉市スポーツ少年団事務局（生涯学習課内スポーツグループ☎38‐5819）

岩倉市では次のスポーツ少年団が活動しています。入団を希望する人は、随時受け付けていますので各団へ直接
お申し込みください[子供リズム体操（キッズダンス）については、3月2日・9日の練習日に受付]。
名称

会場

岩倉空手道

総合体育文化センター

五条川空手道

五条川小学校体育館

岩倉東新町

岩倉団地集会所

空手道

東小学校体育館

岩倉女子

市立体育館
（北小学校内）

岩倉卓球
岩倉武道館
（剣道）

（剣道）
岩倉桜武館

（男子部・女子部）

五条川小学校体育館
中央公園
五条川小学校グラウン
ド

入会金

月・水曜日
午後7時〜8時30分
月曜日 午後7時〜9時
金曜日 午後7時〜9時
日曜日
（1〜３年生

午前8時30分

〜正午、4〜6年生

午前8時30分

午前9時〜10時30分
火・木曜日
午後7時〜9時
火・木曜日
午後7時〜9時
火・木曜日
午後6時45分〜9時
火・木曜日
午後7時〜9時
土曜日午後1時〜5時

3，500円

年

3，000円

年

2，500円 小・中学生

年

18，000円

年

18，000円

年

18，000円

年

18，000円

1，000円

年

13，200円

南小学校グラウンド

岩倉南野球
曽野小学校グラウンド

年

午前8時〜午後5時

13，000円

4年生以下

日曜日・祝日
午前8時30分〜正午

小・中学生
・高校生
小学生
（男子も募集）

小・中学生
・高校生
小・中学生
・高校生
小・中学生
・高校生
小・中学生
・高校生

多数

多数

多数

会場で受付
村松

37-8343

会場で受付
今井

66-4844

会場で受付
北上

37-6126

多数

会場で受付

多数

会場で受付

多数

会場で受付

多数

会場で受付
会場で受付

小学生

多数

藤本
080-5101-8377

1，000円

5・6年生

土・日曜日・祝日

会場で受付

年

9，000円

入会金

1，000円

小学生
（男・女）

多数

お知らせ

北小学校グラウンド

多数

月

入会金

岩倉北野球

会場で受付

2，000円 小・中学生

入会金

日曜日午後1時〜5時

多数

1，500円 ・高校生

〜午後3時）
日曜日

小・中学生

月

申込先

康

岩倉ソフトボール

東小学校体育館

1，000円

募集

健

（剣道）

南小学校体育館

月

対象

集

岩倉東武館

総合体育文化センター

午後6時30分〜8時15分

2，000円

募

岩倉南武館
（剣道）

東小学校体育館

会費
入会金

イベント

バレーボール

とき
水・金曜日

会場で受付
宮川

66-8590

年

第2・4土曜日・日曜日

6年生

12，
000円 小学生

5年生

10，
000円 （南小・曽野小

4年生

正午〜午後4時

多数

8，000円 の男女）

会場で受付
高柳

37-3004

3年生以下 6，000円
※２人目以降は半額

土曜日
五条川軟式野球

五条川小学校

午後1時〜5時

グラウンド

日曜日

軟式野球
半年
Ｔボール

午前8時〜正午

岩倉北部サッカー 石仏スポーツ広場

午前

8時３０分〜正午）
第2・4・5土曜日
（4〜6年生
8時30分〜正午）

(男・女)

半年

日曜日
（1〜3年生 午前8時30分
〜10時30分、4〜6年生

7,000円 小学生

午前

多数

会場で受付
山田

66-4118

5,000円

1〜3年生
年14,400円 小学生
4〜6年生

（男・女）

多数

会場で受付

年18,000円

広報いわくら 平成28年3月1日
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募
名称

会場

とき

会費

第1・3・5土曜日
（４・５・６年生
岩倉 FC フォルテ 曽野小学校グラウンド

集
対象

募集

午

前9時〜午後５時）
日曜日（全学年 午前8時30分〜

年

12,800円

小・中学生
（男・女）

会場で受付
多数

総合体育文化センター

岩倉バドミントン 五条川小学校体育館
岩倉ミニバスケッ
トボール
岩倉子供リズム体
操（キッズダンス）
岩倉フットサル

曽野小学校体育館

火・木・土曜日

入会金

午後7時〜9時

月

日曜日
午前9時30分〜正午
水曜日 午後6時30分〜8時30分
土・日曜日 午後1時30分〜6時30分
水曜日

総合体育文化センター 低学年：午後4時〜５時30分
高学年：午後5時〜6時30分
総合体育文化センター 木曜日 午後５時〜７時

1，000円 小・中学生・
1，000円 高校生

4，000円 小学2・3・4年生 若干名

月

1，500円 小学生

月
年

イベント
募
集

商工農政課商工観光グループ
（☎38‐5812）

健
康
お知らせ

市内で活動する市民活動団体等の
皆さんに市をより広くPRしてもら
うことを目的に市の魅力を発信する
ための名刺を作成しました。無償で
配布しますので、名刺交換等をする
際には、ぜひ、ご活用ください。
●配布種類 5パターン
●料金 無償
●配布場所 市役所4階商工農政課
および市民プラザ
●配布数 1人1回につき、5パター
ンについて2枚ずつを上限（名刺合
計100枚分）※無くなり次第終了
●その他 氏名等の印字について
は、各自でお願いします。
テンプレート等の詳細は岩倉市ホ
ームページ（アドレス裏表紙参照）
をご覧ください。

多数

1，000円 新小学1年生（女子）10人
1，500円 新小学2年生（女子）1人
12,800円

お 知 らせ
岩倉市シティプロモーション
用名刺を配布しています！

多数

年

入会金

健

小学生
（男・女）

塚本
090-2347-6662

正午）
岩倉柔道

申込先

多数

会場で受付
鉄屋

37-3452

会場で受付
中山

38-0252

会場で受付
会場で受付
3月2日、
９日
午後4時〜５時30分
会場で受付

康

妊婦歯科健康診査

平成27年度分一般不妊治療費
の助成

健康課健康支援グループ（保健セ
ンター内☎37‐3511）

健康課健康支援グループ（保健セ
ンター内☎37‐3511）

※予約が必要です。
●とき 3月25日㈮
●ところ 保健センター
●受付時間 午後1時20分〜2時35
分（予約された時間にお越しくださ
い）
●対象 妊婦
●定員 20人
●内容 歯牙・歯周診査、RDテス
ト（むし歯菌の検査）、歯垢染め出
し、ブラッシング指導ほか（所要時
間45分程度）
●持ち物 母子健康手帳、歯ブラ
シ、コップ、タオル
●申込方法 保健センターで受け付
けます（電話可）。
し

が

●対象期間 平成27年3月から平成
28年2月までの診療分
●申請期限 3月31日㈭
●対象となる治療 人工授精（医療
保険適用外のみ）
●所得制限 夫および妻の平成26
年の所得の合計額が730万円未満
●助成額・助成期間 自己負担額の
2分の1で1年度あたり4万5千円を
上限として連続する2年間
●申請方法 保健センターにある申
請書類一式に必要事項を記入のうえ
領収書等を添えて保健センターに申
請してください。申請に必要な書類
は岩倉市ホームページ（アドレス裏
表紙参照）からもダウンロード可能。

お 知 らせ
献血にご協力ください
岩倉市献血推進協議会（岩倉市社会福祉協議会内☎37‐3135）

●とき 3月13日㈰午前9時30分〜
11時30分、午後1時〜4時
●ところ アピタ岩倉店 ※受付は
北中央出入口付近で行います。
▲名刺デザイン例（表・裏）
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●その他 200㎖献血の必要量が県
内の各献血会場で確保できた場合
は、200㎖献血の受付を終了させて
いただくことがあります。

お 知 らせ
ペットを捨てないで

春の全国火災予防運動

バイク等の廃車などの手続き
はお早めに

カラスの営巣に起因する停電
事故防止へのご協力のお願い
中部電力小牧営業所フリーダイヤル
（☎0120‐985‐752）

カラスがハンガーなどで作った巣
が原因で停電することがあります。
中部電力ではカラスの営巣の早期発
見と停電防止措置に努めています。
鉄塔や電柱、電
線などにカラス
の巣を発見した
場合は、ご連絡
をお願いします。

就学援助制度のお知らせ
学校教育課学校教育グループ（☎38‐5818）

市では、就学困難な児童生徒の保
護者に対し、学用品費・学校給食
費・修学旅行費等を援助する就学援
助制度を設けています。
●対象 生活保護世帯以外の世帯の
児童・生徒の保護者で就学援助基準
に該当し、かつ経済的にお困りの人
●就学援助基準 ①生活保護が停止
または廃止された人、②市民税が非
課税または、減免された人、③個人
事業税または、固定資産税が減免さ
れた人

④国民年金保険料の掛金が全額免除
または、国民健康保険税が減免され
た人、⑤児童扶養手当が支給された
人（児童手当・特別児童扶養手当受
給者は該当しません）、⑥生活福祉
資金の貸付を受けた人、⑦失業対策
事業適格者手帳を持っている日雇労
働者または職業安定所登録日雇労働
者、⑧①〜⑦に該当されない人で特
別な事情で経済的にお困りの人
広報いわくら 平成28年3月1日
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お知らせ

軽自動車税は、4月1日現在の所
有者に1年分課税されます。4月2日
以降に譲渡（名義変更）・廃車など
の手続きをされても、税額は変更さ
れませんのでご注意ください。
また、他の市町村から転入された
人や転出された人は、住所変更の手
続きをお願いします。
毎年、4月1日が近づくと、手続
きが集中し、窓口が混雑しますの
で、手続きはお早めにお願いしま
す。
●手続・問合先
★原動機付自転車（125㏄以下）・
小型特殊自動車…税務課課税グルー
プ（☎38‐5806）
★軽二輪（125㏄超250㏄以下）・
二輪の小型自動車（250㏄超）…中
部運輸局愛知陸運支局小牧自動車検
査登録事務所（小牧市新小木
3‐32、☎050‐5540‐2048）
★軽三輪・軽四輪…軽自動車検査協
会愛知主管事務所小牧支所（小牧市
新小木3‐36、☎050‐3816‐17
73）
軽自動車の名義変更・廃車等の手
続きの詳細は、軽自動車検査協会の
ホームページ（http://www.
keikenkyo.or.jp）からご覧いただ
けます。

康

3月1日㈫から7日㈪まで春の全国
火災予防運動が行われます。
冬から春先にかけては、空気が乾
燥し、強風が続くなど、ちょっとし
た不注意から大きな火災につながる
季節です。
皆さんも次のポイントに気をつけ
て家庭から火事を出さないようにし
ましょう。
・家のまわりに燃えやすいものを置
かない。
・寝たばこや、たばこの投げ捨てを
しない。
・天ぷらを揚げるときは、その場を
離れない。
・風の強いときは、たき火をしない。
・子どもには、マッチやライターで
遊ばせない。
・電気器具は正しく使い、たこ足配
線はしない。
・ストーブには、燃えやすいものを
近づけない。
また、年末年始には、各地で住宅
火災が多く発生し、尊い命が失われ
ています。この原因の多くが、火災
に気が付かなかったために起こる
「逃げ遅れ」によるものです。こう
した火災による犠牲者をなくすため
には、早期発見が重要な決め手とな
ります。まだ住宅用火災警報器を設
置されていない住宅は早急に設置し
てください。

健

犬・猫等のペットを捨てることは犯
罪です
「動物の愛護及び管理に関する法
律」で、飼い主が飼っているペット
を捨てることは禁止されています。
違反すると、100万円以下の罰金
に処されます。
飼い主の責任には、ペットを正し
く飼い、愛情を持って扱うことだけ
でなく、最後まできちんと飼うこと
も含まれます。飼えないからとペッ
トを捨てることは、ペットを命の危
険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛
を与えるばかりでなく、近隣住民に
も多大な迷惑になります。
一度動物を飼い始めたら、家族の
一員として一生涯責任を持って飼う
ようにしましょう。
●動物に関する相談窓口
愛知県動物保護管理センター尾張支
所（☎0586‐78‐2595）では次
のような相談を受付けています。
★動物の愛護と正しい飼い方の相
談・指導
★犬・ねこなどに関する苦情の受
付・処理
★野犬・放し飼いの犬などの人への
危害の防止
★所有者の判明しない負傷動物の保
護・治療

集

税務課課税グループ
（☎38‐5806）

募

消防本部総務課総務グループ
（☎37‐5333、内線 220）

イベント

環境保全課環境グループ
（☎38‐5808）

お 知 らせ
福祉医療費助成制度をお知らせします
市民窓口課保険医療グループ（☎38‐5807）

申請の方法など詳しいことは、市民窓口課保険医療グループまでお問い合わせください。
制度名

対象者

子ども医療 ・中学校3年生まで

助成の範囲
保険診療の自己負担額

・身体障害者 1〜3級
・
〃
4級（腎臓機能障害）
・
〃
4〜6級（進行性筋萎縮症）
保険診療の自己負担額
・知的障害者 知能指数50以下
・自閉症状群と診断された人（高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む）
障害者医療 ・精神障害者 1・2級
イベント

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条に
基づく自立支援医療（精神通院）を受けている人

精神通院医療に係る保
険診療の自己負担額

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による精神障害者
入院治療に係る保険診
と診断され入院した人（アルコール依存症など病名により助成が受けられな
療の自己負担額
い場合があります。）

募
集

母子・父子
家 庭 医 療 ・母子（父子）家庭の母（父）およびその18歳以下の子（注1）（注2）
（所得制限 ・父母のいない18歳以下の子
あり）

保険診療の自己負担額

健
康
お知らせ

後期高齢者医療制度の加入者で、次のいずれかに当てはまる人
・身体障害者 1〜3級
・
〃
4級（腎臓機能障害）
・
〃
4〜6級（進行性筋萎縮症）
・知的障害者 知能指数50以下
・自閉症状群と診断された人（高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む）
後期高齢者 ・精神障害者 1・2級
保険診療の自己負担額
福祉医療 ・戦傷病者（所得制限あり）
・精神障害の措置入院患者、結核の勧告・措置入院患者
・母子・父子家庭の人（所得制限あり）
・介護保険の要介護認定4または5を受け、生活介護を3カ月以上継続して受
けている人で、主たる生計維持者が市民税非課税の人
・長寿介護課のひとり暮らしの認定を受けている市民税非課税世帯の人で、
税法上の被扶養者になっていない人
（注1）18歳以下の子とは、18歳に達した日の属する年度の末日までです。
（注2）母子（父子）家庭の母（父）とは
1 配偶者と死別して現に婚姻していない人
2 離婚して現に婚姻していない人
3 配偶者の生死が1年以上明らかでない人
4 配偶者から1年以上遺棄されている人
5 裁判所から配偶者によるDV保護命令を受けた人
6 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けること
ができない人
7 配偶者が法令により、1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
8 婚姻によらないで母または父となり、現に婚姻をしていない人
※婚姻とは、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
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お 知 らせ
届け出は14日以内に
国民健康保険の異動の届け出
をお忘れなく

平成28年度タクシー料金助成利用券を配布します
長寿介護課（☎38‐5811）または、福祉課（☎38‐5809）

高齢者等の日常生活における外出
を容易にするため、下表のとおり、
タクシー料金助成利用券をお渡しし
ます。
平成28年度分の利用券（4月1日
から利用できます）を3月29日㈫か
ら交付します。
●申請に必要なもの 印かん
※心身障害者福祉タクシー料金助成
事業名

利用券の申請をされる人は、障害者
手帳もあわせてご持参ください。
●申込・問合先
・岩倉市高齢者すこやかタクシー料
金助成利用券および岩倉市高齢者等
リフトタクシー料金助成利用券につ
いて…長寿介護課
・岩倉市心身障害者福祉タクシー料
金助成利用券について…福祉課

対象者（いずれも市内在住）

助成額

交付枚数
（※1）

・市が認定した、在宅で常時ねた
きり状態の人
・在宅で要介護状態区分が要介護
高齢者等リフ
4または5に認定された人
トタクシー
・在宅で身体障害者手帳体幹また
は下肢1級の人

１乗車につき
乗車料金の半
額（限度額５
千円）

月1枚

申請の月からの当該年度分を一括交付します。
心身障害者福祉タクシーの対象となる満 85 歳以上の人は、心身障害
者福祉タクシーの申請を優先してください（心身障害者福祉タクシー
と高齢者すこやかタクシーの両方の助成を受けることはできません。）。

「白杖SOSシグナル」
シンボル
マーク

お知らせ

※1
※2

福祉課障がい福祉グループ
（☎38‐5809）

不用品データバンク
商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）

ご家庭で眠っている不用品の有効
利用と、むだのない消費生活のため
に不用品データバンクをご活用くだ
さい。交渉は当事者間で行っていた
だきます。
登録物品（2月10日現在）
●譲ります（有償）
サイクロン掃除機
●あげます（無償）
大人用簡易トイレ、クーハン、バン
ボ、たんす、電気式餅つき器、ひな
人形、都市ガス用ガステーブル

●求めます
南部中学校女子用制服・体操服、ア
イススケート靴、ベビーベット、電
気ポット、トミカ高速道路にぎやかド
ライブ、男児用一輪車、
３乗り自転車、
デスクトップ型パソコン、可変速付
自転車、ベビー用クーハン、プロパ
ン用ガスコンロ、ジュニアシート
※掲載中のものでも、交渉中や交渉
が成立している場合があります。
市ホームページ（アドレス裏表紙
参照）でも確認できます。

視覚障害の人が白杖を頭上50cm
程度に掲げて周囲の人にサポートを
求める「白杖SOSシグナル」のシ
ンボルマークが誕生しました。白杖
を使用しサポートを求める視覚障害
者の人を見かけたら、すすんで声を
かけましょう。

広報いわくら 平成28年3月1日

康

月2枚

健

１乗車につき
タクシー基本
料金と迎車料
金

集

（※2）
高齢者すこや ・満85歳以上の人
かタクシー

募

月3枚

会社等を退職し、職場の健康保険
の資格がなくなったり、被扶養者の
認定を取り消されたときは、国民健
康保険に加入しなければなりませ
ん。また、会社等に就職し、健康保
険の被保険者証を受けとったとき
は、国民健康保険をやめる手続きが
必要です。
国民健康保険税は、加入の届け出
をした日からではなく、資格を取得
した月（社会保険等の資格がなくな
ったときや転入したとき）までさか
のぼり課税されます。
異動があった場合は、異動の日か
ら14日以内に市民窓口課で手続き
をしてください。

イベント

・身体障害者手帳1級、2級
１乗車につき
・身体障害者手帳の内容に、下肢、
タクシー基本
心身障害者福
体幹または視覚の3級が記載
料金と迎車料
祉タクシー
・療育手帳A判定
金
・精神障害者保健福祉手帳1級

市民窓口課保険医療グループ
（☎38‐5807）
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お 知 らせ
自転車を道路や歩道に放置す
るのはやめましょう
危機管理課生活安全グループ（☎
38‐5831）または、放置自転車
等保管場所（☎66‐8111）

イベント
募
集
健
康

近年、自転車は環境にやさしい交
通手段として見直され、また健康志
向の高まりを背景にその利用ニーズ
が高まっています。
その一方で、多くの放置自転車が
発生し、歩行者の妨げになったり、
美観を損ねたりしています。
岩倉駅周辺は「岩倉市自転車等の
放置の防止に関する条例」に基づ
き、放置禁止区域に指定されていま
す。通勤、通学に自転車を利用する
人は、専用の自転車置場に正しく止
めるようにしましょう。
●撤去自転車等の保管と返還
自転車等放置禁止区域内に放置さ
れた自転車等は撤去後、放置自転車
等保管場所で保管します。
●返還日・時間（4月1日から変更
します） 月〜土曜日（祝日および
年末年始は除く）午前11時〜午後6
時

自転車等放置禁止区域および
市営駐輪場・保管場所位置
お知らせ
放置自転車等保管場所
TEL 0587-66-8111
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凡 例
自転車等放置禁止区域
駐輪場位置

広報いわくら 平成28年3月1日

小規模工事等契約希望者登録
について
行政課契約検査グループ
（☎38‐5800）

岩倉市では、市が発注する予定価
格が30万円以下の工事および修繕
について、市内事業者の受注機会の
拡大を図るため、入札参加資格審査
を受けていない人への登録制度を実
施しています。
市内で事業を営まれ、登録を希望
する人は申請してください。
なお、すでに平成28・29年度の
入札参加資格申請（建設工事）をさ
れている人は、小規模工事等契約希
望者登録への申請は必要ありませ
ん。
●申請者の資格
次のいずれかに該当する人は、申
請の資格がありません。
①市内に主たる事業所または住所を
有しない人
②成年被後見人および被保佐人並び
に破産者で復権を得ていない人
③希望する業種を履行するために必
要な資格を有しない人
④市税の滞納がある人
●受付日時 午前8時30分〜正午、
午後1時〜5時（土・日曜日、祝日
を除く）
●登録有効期間 平成28・29年度
分です（岩倉市入札参加資格審査申
請の有効期間と同じ）。
●受付場所 市役所3階行政課契約
検査グループ（郵送では受け付けし
ません）
●申請用紙 指定用紙を使用して提
出してください。用紙は、市ホーム
ページ（アドレス裏表紙参照）から
ダウンロードできます。また市役所
3階行政課契約検査グループでも配
布します。
●提出部数 1部

岩倉市まちづくり文化振興事
業助成制度
生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

市民の皆さんが行う文化事業に助
成を行っています。ぜひ、ご活用く
ださい。
●助成対象事業 自主的に行われる
次の文化活動を対象とします。
ただし、専ら営利を目的とする事
業や、特定の政治、宗教活動を目的
に行われる事業、および恒常的に行
われる事業は助成の対象とはなりま
せん。また、外部から人を招いて開
催するコンサートやショー等も対象
とはなりません。
①活動発表事業…複数の団体が共同
で行ったり、実行委員会をつくった
りするなどして、従来の活動の枠を
越えて行われる発表会などの事業。
ただし、特定の流派、会員、個展な
どにかかわる事業は原則として対象
外です。
②文化情報事業…岩倉市の文化情報
のPRや、ネットワークづくりのた
めに製作されるパンフレットや情報
誌などの発行
③人材育成・交流事業…文化に関す
る人材育成や交流の推進を目的とし
て行われる研究会やフォーラムなど
の開催
④その他、文化によるまちづくりの
振興に関する事業
●助成金額 助成金額は、日常的な
活動費や人件費、入場料などの収入
を除いた事業費の2分の1以内で、
限度額は300万円。
●事業期間 平成28年度に実施予
定の事業
●申請の手続き 所定の申請用紙に
必要事項を記入のうえ、3月31日㈭
までに生涯学習課へ提出してくださ
い。

お 知 らせ
外国人健康相談＆外国人法律
相談
岩倉市国際交流協会事務局 [☎66
‐7347（内藤方）]、外国人医療
センター（☎052‐588‐7040、
火・木・土曜日午後 1 時〜5 時）

福祉課障がい福祉グループ（☎38‐5809）

毎年3月は、就職や転勤、転居な
ど生活環境が大きく変化する時期で
あり自殺者が増加する傾向にありま
す。

大切ないのちを救うために、悩み
ごとはひとりで抱え込まず、こころ
の相談窓口へお気軽にご相談くださ
い。
面接

○

○
（要予約）

メンタルヘルス相談
江南保健所

平日
0587‐56‐2157 9：00〜12：00
13：00〜16：30

○

○
（要予約）

岩倉市保健センター

平日
0587‐37‐3511 9：00〜12：00
13：00〜16：00

○

○
（要予約）

×

面接のみ
月一回開催
（要予約）

○

×

○

×

○

×

×

○
（要予約）

○

×

○

×

電話番号

受付時間

集
健
康

平日
0587‐37‐3511 8：30〜12：00
13：00〜17：00
毎日
あいちこころほっとライン
052‐951‐2881
9：00〜16：30
365
毎日
名古屋いのちの電話
052‐931‐4343
24時間
土曜日
あいち自殺防止センター
0568‐70‐9090
0：00〜5：00
こころの健康（夜間・土日） 052‐962‐9002 平日
無料相談
（予約専用） 8：45〜17：30
0120‐279‐338 毎日
よりそいホットライン
（フリーダイヤル） 24時間
チャイルドライン
0120‐99‐7777 毎日
あいち（18歳まで）
（フリーダイヤル） 16：00〜21：00
臨床心理士による
こころの健康相談
（岩倉市
保健センター）

募

電話

平日
メンタルヘルス相談
052‐962‐5377 9：00〜12：00
愛知県精神保健福祉センター
13：00〜16：30

相談窓口名称

お知らせ

寄付をいただきました
岸孝之さん（稲荷町）から、昨年
秋の叙勲の記念として、防犯カメラ
を寄贈していただきました。
この防犯カメラは岩倉市の駐輪場
に設置されました。

ひがし の

けい

ご

みなと

いけ い

ど

じゅん
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図書館ニュース

①人魚の眠る家
（東野 圭吾著）
②ユートピア
（湊 かなえ著）
③下町ロケット2ガウディ計画
（池井戸 潤著）

︵☎３７︲６８０４︶

（12月〜1月）

新着図書のご案内
一般新着図書
★異類婚姻譚
ゆ き こ
もと や
本谷 有希子 著
★ここまで進んだ
心の病気のクスリ
く ぼ た
まさはる
久保田 正春 著
児童新着図書
★わたし︑もうすぐ
2ねんせい！
えがしら
みち こ
江頭 路子 絵
★キキに出会った人びと
えい こ
かど の
角野 栄子 作
み ほ
さ たけ
佐竹 美保 画
※その他の新着図書について
は︑図書館ホームページ
︵ http://www.iwakura-libr
︶をご覧ください
ary.com/
︵ホームページから貸出中の
図書の予約ができます︶︒
※３月は７日㈪︑ 日㈪︑
日㈪︑ 日㈭が休館日です︒

予約の多かった本

イベント

岩倉市国際交流協会では、NPO
法人外国人医療センターとの共催
で、外国人のための無料健康相談を
行います。外国人であれば、外国人
登録の有無、健康保険加入の有無を
問いません。相談はボランティアの
医師、看護師、保健師、通訳などで
行い、秘密は守ります。
同時に外国人を対象に法律相談も
開催します。就労やビザのことなど
法的な相談をお受けします。
●とき 3月27日㈰午後2時〜4時
●ところ 岩倉団地集会所（東新町
釜之口1‐1）
●対象 岩倉市および近隣にお住ま
いの外国人
●内容 1.健康診断（尿検査、体
重・身長・レントゲン撮影）
2.看護師問診（既往歴、アレルギ
ー、不安な箇所、生活全般について
など12項目）
3.歯科医師診療
4.相談
●費用 無料

3月は「自殺対策強化月間」です
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各種相談一覧
市民相談

市民相談室（☎38‐5822）

市民相談室は市役所１階です。個室の相談室となっていますので、お気軽にご相談ください。
なお、各相談は、正午から午後1時までお昼の休憩をいただきます。
相 談

と き

一般・消費生活相談

月〜金曜日（祝日、振替休日を除く）午前9時〜午後4時

消費生活専門相談

毎月第1〜4金曜日午前9時〜正午

年金相談

3月2日㈬午前10時〜午後3時

法律相談（予約制）
（各回定員6人）

3月8日㈫・23日㈬午後1時〜4時
※3月1日㈫午前9時から市民相談室で当月分の予約を受け付けます（先着順、電話可）。

登記相談

3月9日㈬午後1時〜4時

不動産相談

3月10日㈭午後1時〜4時

人権相談

3月11日㈮午後1時〜4時

行政相談

3月11日㈮午後1時〜4時

戦没者遺族相談

3月18日㈮午後1時〜4時

心の相談電話
（☎37‐7867）

毎週月曜日午前10時〜午後4時（祝日、振替休日を除く）

その他の相談
相 談

多重債務者相談
（無料）

若年者就職相談
（無料）
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と き

3月17日㈭
午後1時〜4時
※予約優先（毎月第3
木曜日同時間開設）

ところ

問合先／備考

市役所1階市民相談室

クレサラあしたの会（☎090‐3252
‐5652）
相談員：司法書士、ボランティアスタ
ッフ
相談内容：クレジットサラ金返済問題
解決、借入に頼った生活の見直し、借
入金の法的整理後の生活再建支援、ヤ
ミ金など
※相談の際には契約書等の借入のわか
る書類をお持ちください。

3月28日㈪
①午後1時〜1時50分、 市役所1階市民相談室
②午後2時〜2時50分、
③午後3時〜3時50分

広報いわくら 平成28年3月1日

商工農政課商工観光グループ（☎38‐
5812）
・対象者 45歳未満の若年者（大学、
短大等の学生を含む）およびその家族
・定員 3人（各時間1人/50分）
ふく なが

えい こ

・アドバイザー 福永 英子（県委嘱）
・申込方法 3月18日㈮午後5時まで
にお申込みください。

高齢者すこやかだより

毎月１日号で高齢者のみなさんに
さまざまな情報をお知らせしています

消費者トラブルを未然に防ぎましょう！ ●問合先 長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）
近年、高齢者を狙った消費者トラブルが増えて

やキャッシュカードを要求することはありませ

きています。全国の消費生活センターに寄せられ

ん。また、預金口座や所得、家族の情報等の個人

た、契約当事者が70歳以上の人からの相談は、

情報を聞き出すこともありません。

平成26年度には20万件近くにもなりました。被

②上京型詐欺

害の内容はさまざまですが、その手口には、本人

事例：息子を名乗る者から電話があり「今日中に

の不安をあおって行動を起こさせることや、本人

取引先に支払わないといけないお金を落としてし

の家族を名乗ってお金を要求すること等がありま

まった。今お金が手元にないため至急東京に届け

す。今回は、そういった消費者被害の最近の事例

に来てほしい」と言われる。その後、あわててす

と、それを防ぐためのポイントをご紹介します。

ぐにお金をおろし、新幹線や飛行機で東京へ行っ

①マイナンバー制度を利用した詐欺

た。見知らぬ土地で戸惑っているうちに、息子の

事例：家を訪問した市の職員を名乗る者に「マイ

同僚を名乗る者にお金を渡してしまった。

ナンバーの発行にお金がかかる」と言われ、その

ポイント：相手の話だけをすぐに信用せず、必ず

場で現金を渡してしまった。

こちらから家族等に連絡を取って確認しましょ

ポイント：マイナンバーの通知や利用、マイナン

う。また、「自分は大丈夫」と思わないで、一人

バーカードの交付のために、国や市の職員がお金

で判断せず、誰かに相談しましょう。

Departamento de Informações
Informações (☎ 3 8 - 5 8 0 7 )

Dia da coleta do lixo reciclável

Disponível intérprete em português

1/3(ter)・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
4/3(sex)・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto Machi・
Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
8/3(ter)・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・Minamishin
Machi・Kawai Cho・Kitazima Cho・Noyori Cho
11/3(sex)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
16/2(ter)・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano Cho・Suzui
Cho
18/3(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・Sakae
Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
22/3(ter)・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・
Sakae Machi1chome

Exames de saúde de crianças em fase
pré-escolar:
◎Exame de saúde para bebês de 4 meses-8/3(ter)【nascidos em
1 à 15/11/2015】e 30/3(qua)【nascidos em 16 à 30/11/2015】
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para bebês de 1 ano e 6 meses-1/3(ter) recepção
12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para criança de 2 anos-14/3(seg)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para pais e filhos de 2 anos e 6
meses-11/3(sex) recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para crianças de 3 anos-15/3(ter) recepção
12:45~13:30

Vacinação preventiva contra a BCG:
Aplicar a vacina entre 5 meses à 8 meses, no máximo antes
de completar 1 ano). Local de vacinação: Posto de Saúde
9/3(qua)e 22/3(ter) – comparecer no horário de recepção das
13:00 as 14:00.

Dia da coleta de papel velho e roupa usada
1/3(ter)・Nakahon Machi・Suzui Cho
4/3(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・Sakae
Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
8/3(ter)・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・Sakae
Machi1chome
12/3(sub)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
15/3(ter)・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
18/3(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho
22/3(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho

広報いわくら 平成28年3月1日
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健康いわくら21 〜プラス1品、野菜（80g）の提案〜

簡単！！
旬の美味しい野菜レシピ（春の野菜編）
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

にんじんのマリネ
メ モ

〈材 料〉
にんじん
レーズン
パセリ
A）合わせ調味料
酢
砂糖
塩
オリーブ油

２人分
150g
大さじ2
少々
大さじ2
大さじ2
少々
小さじ2
※1人分の野菜の分量（75g）

クロスワードパズル

頭

にんじんは、抗酸化物質のβーカロテンを含みま
す。老化予防や生活習慣病予防の効果もあります。
にんじんはビタミンC破壊酵素のアスコルビナー
ゼを含みますが、この酵素は熱や酸に弱いため加熱
調理がおすすめです。生食の場合は、酢やレモン汁
などが入った合わせ調味料を使うと、酵素の働きを
抑えられます。またカロテンは、熱にも強く油脂と
同時に摂取すると体内での吸収率が向上します。

の 体 操

タテのキーワード

作り方
①にんじんは、
2㎜幅の細切りにします。
②耐熱容器に①を入れ、A）の合わせ調味料をからめ、ラッ
プをふんわりかけ、電子レンジで3分加熱します。
③②にレーズン、
パセリ
（みじん切り）
を加えて混ぜます。
☆岩倉市食生活改善推進員が作成した「季節の野菜料理プラス
1品集」を保健センターで配布しています。

キーワードをもとに、クロスワードを完成させよう !
色マスの文字を並べかえると答え（ヒント：3月12日にクリ
ーンアップが行われます）ができます。正解者の中から抽選
で３人に、い〜わくんピンバッチをプレゼント!!

ヨコのキーワード

1

2

3

1. ささえて持ちこたえること。
1. 平成の前の元号は？
２. 江戸時代に発達した民衆的な
4. 十二支の第二。また、昔の時刻
4
6
風俗画の一様式。
「―――絵」
の名でおよそ午前２時ごろ。
「song」。
日本語では？
３. 書籍・品物など貴重なものの持
5. 英語で
5
7
6
8
ち出しを許さないこと。
「門外―
7. 家の四方を囲うもの、または部
―」
屋と部屋の隔てとなるもの。
5. 一見もっともらしいが、何らか
8. 磁石に吸い付く砂。
7
8
9
の虚偽が含まれると疑われる弁 10. 一切のものは何らかの原因か
論のこと。
ら生じた結果であり、原因がな
11
くては何ものも生じないという 10
6. 金属製の環をつなぎあわせて
つくった綱。
法則。
7. 障がい者や高齢者の生活支援。 12. オリンピックで優勝するともら
12
えるメダルは
「――メダル」
9. かるたで間違って別の札に手を
つけること。
「お――」
先月の答えは
「ナゴヤコーチン
（名古屋コーチ
11. 危機にひんした様子「――っぷ
ン）」
でした。
ち」

応募方法
官製はがきに記入事項を明記のうえ、下記あて先までお送りください。
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
また、下記フォームからも応募を受け付けています。
http://www.shinsei.e-aichi.jp/city-iwakura-aichi-u/oﬀer/
oﬀerList̲detail.action?tempSeq=5136
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●あて先 〒482-8686 岩倉市協働推進
課広報情報グループあて
●記入事項 1.並び替えた答え 2.氏名（ふ
りがな）3.郵便番号・住所 4.電話番号
●応募期限 3月15日㈫まで（当日消印有
効）

オ

岩倉市ジュニアオーケストラワークショップ

ーケストラを知る

１月31日㈰、市役所で岩倉市ジュニアオーケストラワ
ークショップが開催され、参加した子どもたちはヴァイ
オリンやトランペットなど12種類の楽器の中から興味の
ある楽器を選び、プロの演奏家の手ほどきを受けなが
ら体験しました。
最後には、実際にオーケストラの中に入って演奏する
楽しさや素晴らしさを学びました。

五

大寒ののんぼり洗い

大寒の１月21日㈭、五条川で岩倉の早春の風物詩で
ある「のんぼり洗い」が行われました。冷たい水面に
浮かぶ色鮮やかなこいのぼりは、のりを包丁やハケで
丁寧に洗い落とされることによってよりいっそう彩りを
見せていました。
のんぼり洗いは、４月１日から行われる岩倉桜まつり
の期間中にも見ることができます。
●申込先

しい給食！

1月26日㈫、岩倉南小学校の１年生と２年生のクラ
スを市長や市議会議員らが訪問し、ふれあい給食会が
開催されました。この日のメニューは、岩倉市特産の
鶏肉を使った「名古屋コーチン入りごぼう飯」や市内
で収穫したねぎの入った「めかぶ汁」などでした。
会の最後には子どもたちから歌のプレゼントもあ
り、楽しい時間になりました。

豆

条川を彩るこいのぼり

広報に掲載した写真をさしあげます。

楽

学校給食週間 ふれあい給食会

節分の豆まき

をぶつけて鬼退治！

節分の日の2月3日㈬に市内各保育園で豆まきが行
われました（写真は南部保育園の様子）。子どもたち
は交代で鬼役や豆まき役をやり、元気に豆まきを楽し
んでいました。最後に大きな鬼が太鼓の音とともに現
れると、逃げたり泣きじゃくったりする子もいました
が、子どもたちは勇敢に豆をぶつけて鬼を退治し、一
年の無病息災を願いました。
協働推進課広報情報グループ（☎３８‐５８０２）
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3月のカレンダー
1㈫

★1歳6か月児健康診査
（受付12：45〜13：30）

2㈬

★健康チェックの日
（受付9：00〜11：00）
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

3㈭

★母子健康手帳の交付

分別収集

4㈮

八剱町・井上町・神野町・石仏町

1日㈫

曽野町・稲荷町・大山寺町・大山寺元町・
大山寺本町・五条町・大市場町

4日㈮

大地町・大地新町・中央町・南新町・川井町・
北島町・野寄町

8日㈫

5㈯

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

東新町（岩倉団地）

11日㈮

いわくら市民健康マラソン
休日急病診療（伊藤乙彦 伊藤皮フ科・外科）
日曜市役所（証明発行業務）開設（8：30〜12：00）

中本町・東町・中野町・鈴井町

15日㈫

6㈰
7㈪

★乳幼児健康相談（受付9：00〜10：45）

8㈫

★4か月児健康診査
（受付12：45〜13：30）

9㈬

★BCG（受付13：00〜14：00）
野菜の広場/岩倉駅東西地下連絡道

古紙と古着の日

10 ㈭

★母子健康手帳の交付

11 ㈮

★2歳6か月児親子歯科健康診査
（受付12：45〜13：30）

12 ㈯

クリーンアップ五条川2016
野菜の広場/岩倉駅東西地下連絡道

13 ㈰

休日急病診療（植田豊一 岩倉眼科医院）
日曜市役所（証明発行業務）開設（8：30〜12：00）
午後から市民スペースはお休みです

14 ㈪

★2歳児歯科健康診査（受付12：45〜13：30）

15 ㈫

★3歳児健康診査（受付12：45〜13：30）

中本町・鈴井町

1日㈫

下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・新柳町・
新柳町１区

4日㈮

西市町・本町・宮前町・栄町一丁目

8日㈫

東新町（岩倉団地）

12日㈯

八剱町・神野町・石仏町

15日㈫

日曜資源回収（9：00〜12：00）
e-ライフプラザ
（清掃事務所）
消防署東側防災公園

6日㈰
13日㈰

税・保険料納期限
国民健康保険税第12期

3月31日㈭
（口座振替を利用して
後期高齢者医療保険料第12期 いる人は、
預金残高を
3月30日㈬までにご
確認ください。）
介護保険料第12期

★印は、
保健センターで行います。
休日急病診療の担当医は、
変更する場合があります。
岩倉市のホームページをご覧ください。

岩倉市の人口
２月１日現在

前月比

前年比

前月詳細

総人口

47,788人

49人

72人

出生

30人

男

23,868人

13人

42人

死亡

44人

女
世帯

23,920人

36人

30人

転入等

206人

20,900世帯

50世帯

245世帯

転出等

143人

電話番号案内
●戸籍・住民票・印鑑登録・国民健康保険・
後期高齢者医療 等
市民窓口課（☎３８‐５８０７）
●ごみの収集・処理、犬・猫などペットの死体処理、
公害、環境保全 等
環境保全課（☎３８‐５８０８）
●保育園、児童福祉、児童手当 等
子育て支援課（☎３８‐５８１０）
●防災無線テレホンサービス（☎３７‐００９９）
●消防テレホンサービス（☎３８‐３１１９)
●救急医療情報センター（☎０５８６‐７２‐１１３３）
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●休日急病診療所（日曜日・祝日）
（☎０５８７‐６６‐４７０８）
受付 ９：００〜１１：３０、１３：００〜１６：３０
●小児救急外来 江南厚生病院内（こども救急診察室）
（☎０５８７‐５１‐３３３３）
○日曜日・祝日・第２・４・５土曜日
受付 ８：３０〜１６：３０
○第１・３土曜日 受付 １２：２０〜１６：３０
●愛知県小児救急電話相談
（☎♯８０００ ☎０５２‐９６２‐９９００）
○毎日 受付 １９：００〜翌朝８：００

岩倉市消防団唯一の女性団員である
若松美鈴さんを紹介するイワ。

どうしても気づきにくいことがあ

がきっかけでした︒若松さんは︑

防災部に所属することになったの

消防団に入団したのは︑自治会の

専業主婦をしている若松さんが

とメッセージを送ってくれまし

すきっかけになると思います︒﹂

害に備えて自分の生活を見つめ直

してほしいと思います︒また︑災

ことがあると思うので︑ぜひ参加

ります︒女性目線ならではという

入団２年目で︑地域の防災活動に

た︒

女性ならではの視点で

貢献できることや色々な経験をで
きることに消防団の魅力を感じて
いるそうです︒
消防団に入団して生活のリズム
に変化はないが︑サイレンの音に
敏感に反応するようになり︑﹁消
防団員として何か手伝えることは
ないか？﹂と考えるようになった
そうです︒
若松さんは︑消防団に興味を持
つ女性に向けて﹁男性ばかりでは

穴をあける際に
ご活用ください。

たけ ひろ

はやし

わ さく ら

●お父さん・お母さんの一言

●お父さん・お母さんの一言

咲良のニコニコ笑顔に
お父さんとお母さんは毎日
元気をもらっているよ。生
まれてきてくれてありがと
う。
これから沢山の思い出
を作っていこうね。

活発で誰とでもフレンド
リーな岳大君。
蒸気機関車が大好きで、
「リニア鉄道博物館に連れ
てって」
といつも言います。
将来は立派な鉄道マニ
アかな？
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●発行 岩倉市役所 〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地
☎0587-66-1111 FAX0587-66-6100
広報いわくら音声版（CD）を用意しています。また、ホームページでも
公開しています。どなたでもお聴きになれますのでご利用ください。

に

林 岳大 くん
（3歳）

丹羽咲良 ちゃん
（0歳）

若松美鈴さん（新柳町在
住、第2分団所属）
毎月9のつく日には防
火・防犯PRで巡回した
り、放水訓練を行ったりし
ています。実際の火災現場
では、放水地点・水利・車
両間の連絡やホース等必要
物資の運搬などをしていま
す。
▲平成28年岩倉市消防出初式に参加
しています。

すず

み

まつ

わか

●毎月2回 1日・15日発行
●岩倉市ホームページアドレス http://www.city.iwakura.aichi.jp/
●岩倉市Ｅメールアドレス（代表） koho.prsec@city.iwakura.lg.jp
●編集・問合先 総務部協働推進課広報情報グループ（☎38-5802）

い〜わくんの岩倉じまんッ！

