広報ながくて

旧上郷保育園
最後の落書きイベント/
10月3日
（日）
（旧上郷保育園）

新型コロナワクチン接種について、2回目の接種
を終えてからおおむね8か月以上経っていること
を目安に、3回目の接種を始める方針が国から示
されました。今後の予定は随時安心メールで配信
しますので、ぜひ登録をお願いし
ます。
詳しくは、健康推進課
（63-3300）
までお問い合わせください。
当月号に掲載している事業等については、変更・中止となる場合があります。最新情報については市HPをご確認ください。
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写 真 で 見 る な が く て

10月3日（日）、解体される旧上郷保育園
の園舎にメッセージや絵を描くイベントが開
催されました。参加した人たちは壁や床など
に思い思いのメッセージや絵を描いて園舎に
感謝の気持ちを伝えました。
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市と市民の力で開催しています!

ながくて・学び・アイ講座（1月開講）

0生涯学習課 ☎56-0627

公募の講師が企画し、
講師も受講生もお互いに
「学び合う」
講座です。
3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人

511月1日
（月）
〜20日
（土）
に生涯学習課窓口
（平日のみ）
、
ハガキ
（消印有効）
、市HPで申込。ハガキの書き方

等の詳細は市HPまたは広報ながくて5月号へ。

講

座

名

⓰ 初めての中国語

講
すず き

師
まさひと

鈴木 正人

日

時

場

1/15、29、2/12、26
（土）
10：30〜12：00

所

福祉の家 研修室

中国語は日本語とは異なる特徴を持つため、
ちょっとしたコツが必要となります。その手助けをする入門講座です。
312人 L1,300円 Fノート、
筆記用具 kお子さん連れ可
（10歳〜）

地域いきいきライフ推進事業
男性限定教室
511月4日
（木）
10：00〜(株）
長久手温泉に電話で申込

（先着）
。

ボイストレーニングを中心に声帯のストレッチや全身
の筋トレなどわかりやすい映像を見ながら行います。
111月23日
（火・祝）
10：30〜11：30

集会室

男のNOSS
日本舞踊の動きをスポーツにした、下肢筋力向上が
期待される新感覚エクササイズ。

112月7日
（火）
13：30〜14：30
2福祉の家

研修室

けん玉で健康づくり教室
けん玉を使った全身運動や筋トレ、ストレッチの他、
コミュニケーションゲームで楽しい時間を過ごしま
せんか。
111月9日、
16日
（火）
10：30〜11：30

24日
（水）
13：30〜14：30
集会室

2福祉の家

ディーラーde健康づくり（駐車場無）
① 111月5日、19日（金）13：30〜14：30
2ネッツトヨタ中部

（卯塚一丁目401）

プラザ長久手店

② 111月26日（金）9：30〜10：30

2名古屋トヨペット長久手店
（熊田125）

③ 111月23日（火・祝）9：30〜10：30
2トヨタモビリティ東名古屋

（武蔵塚910）

長久手店

モール de ウォーキング
ロコモ予防のながくてハーモニー体操、
歩行トレー
ニング＆ゲーム、
健康ミニセミナー

111月17日
（水）
13：30〜15：00
2イオンモール長久手4階

イオンホール

楽しく学べる♪
マイボディメンテ教室（駐車場有）
心と身体を美しく健康に！自分の身体を自分で守る

ための健康づくり教室です。今回は
「歩き方講座」
を
行います。

511月4日
（木）
10：00〜(株）
長久手温泉に電話で申込

111月15日(月）
10：30〜12：00

fけん玉
（持っていない人は購入可）

2平安会館

（先着）
。
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みんコラ（一部市民の手伝い募集）
筋力アップの体操、
①けん玉、
②③栄養ミニセミナー

スポーツボイス〜男の声を取り戻せ！〜

2福祉の家

0長寿課 ☎56-0639 ㈱長久手温泉 ☎64-3511
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（受付10：00〜)

東名斎場（熊田209）

このアイコンはみなさんに手伝ってほしい事業につけています。
詳細は事業担当課にお問い合わせください。

オレンジクーテカフェ
0社会福祉協議会 ☎62-4700

認知症の心配のある人やその家族、
認知症に関心のある人や福祉の専
門職などが集い、交流する場です。
参加希望者は事前に各カフェへ
連絡ください。

新鮮野菜の収穫体験

0みどりの推進課

のうがっこう

☎56-0620

長久手農楽校で育てた、おいしい新鮮野菜の収穫体験を
行います。

111月27日
（土）
10：00〜12：30※小雨決行
2旧集出荷選果場

長久手農楽校実習ほ場（前熊前山地内）

3市内在住の家族10組
（1家族5人まで/抽選）

なないろカフェバンバン
111月5日(金)13：00〜

2なないろカフェバンバン（城屋敷114）
0なないろカフェバンバン ☎57-7604

長久手の「喫茶オレンジ」
111月20日(土)14：00〜
2福祉の家2階

集会室

0社会福祉協議会 ☎62-4700

きららの里
111月28日(日)11：00〜

2きららの里（岩作中根57-1）

0きららの里
（山本：☎090-1230-4684）

スマホ講座〜写真とLINE編〜
0シルバー人材センター ☎62-9100
112月3日〜24日
（毎週金曜）
（全4回）

10：00〜11：30
2高齢者生きがいセンター2階 会議室
3市内在住の60歳以上の人 12人
（抽選）
L2,000円(教材費、
設備費等含む)

Fアンドロイドスマホ
（アイフォーン不可）
511月12日
（金）
までにシルバー窓口に

申込。当選者のみ16日頃までに

「参加決定通知」
を発送。

L1組2,000円
（当日集金）

511月1日
（月）
〜12日
（金）
に申込用紙をメール、郵送

またはFAXで提出。

第9回
長久手市民芸能フェスタ〜健〜
すこやか

0生涯学習課 ☎56-0627

市文化協会芸能部門加盟16団体と市民公募4団体が日頃
の練習成果を発表するステージです。趣向を凝らした演
技をお楽しみください。詳細は市HPへ。

111月７日
（日）
10：30〜
（10：00開場）
2文化の家

森のホール

K主催：長久手市文化協会

パソコン講座

〜リモートミーティング編〜
0シルバー人材センター ☎62-9100
112月3日〜2022年1月21日

（毎週金曜）
（全6回）
13：30〜15：30
※12月24日、31日休講
2高齢者生きがいセンター2階 会議室
3市内在住の60歳以上の人 14人
（先着）
L3,000円(教材費、
設備費等含む)

Fパソコン
（Windows8、
10、
11）

511月8日
（月）
からシルバー人材センター窓口

に申込。

愛知県の最低賃金が、
１０月１日から時間額９５５円に改定されました。愛知県内の事業所で働くすべての労働者
（常用、臨時、パート、アルバイト等）
に適用されます。 0瀬戸労働基準監督署 ☎0561-82-2103
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「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜

学ぼう！〜認知症のこと〜
テーマ／当事者の声を聴こう。

0社会福祉協議会 ☎62-4700

11月は、
ケアラーズカフェを開催します。ケアラーズカフェ

0社会福祉協議会 ☎62-4700

は、認知症の人もその家族も、そして認知症に関心のある

111月17日
（水）
10：00〜11：00
2福祉の家2階
320人
（先着）

地域の人も参加できるカフェです。認知症の介護経験者が

集会室

相談にも応じます。

111月26日
（金）
10：30〜15：00

511月3日
（水・祝）
〜10日
（水）
に社会福祉

2福祉の家2階

協議会へ電話で申込。

集会室

L100円
（お茶代）

k混み具合によって、
入場を制限する場合があります。

認知症サポーター養成講座

0社会福祉協議会 ☎62-4700、長寿課 ☎56-0639

「認知症のことを正しく知ってほしい・
・
・」
そんな思い
からボランティアとして活動する長久手市オレンジ

クーテサポーターのみなさんが、講義や寸劇体験な
ど工夫して、
講座を開催します。

112月5日
（日）
14：00〜15：30（13：30〜受付）
2福祉の家2階
330人

集会室

511月30日
（火）
までに社会福祉協議会または長寿課

に電話で申込。
（席に余裕があれば当日受付可）

0情報課 ☎56-0601
市民記者は、行政の一面的な視点では伝えきれない、長久手市の

魅力やまちづくりに関する課題などを市民の視点で切り取り、
さま

ざまな角度から読者に伝えます。まちがもっと身近になり、みんなで

まちのことを考えるきっかけになる広報を目的としていつもブログに
投稿しています。※最近投稿された記事を下記で紹介します。

応募に関する詳細は市HPへ。

「お月見どろぼう」を楽しみました。（市民記者：吉田菊夫）
北小校区共生ステーションで昔からの伝統行事
「お月見どろぼう」
が行われました。
昔、子どもたちは月からの使者と考えられており、中秋の名月の日に限ってお月見の
お供え物を盗むことが許されていたそうです。お供え物を盗まれ
ることは縁起が良く、農作物が豊作になり、盗んだお供え物を食べ
た子どもたちは長者になるとも言われていたそうです。
用意していたお供えのお菓子はすべてなくなり、子どもも大人
も楽しみました。
続きはこちら
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11月 各種相談
内 容（ 予 は要 予 約 ）

と き

と こ ろ

談

9日（火）

13:30-16:30

不 動 産 相 談

10日（水）

13:00-16:00

行

政

相

予法

律

相

市役所本庁舎2階 打合せ室1

4日（木）、18日（木） 13:30-16:30

予司 法 書 士 相 談

地域共生推進課（56-0551）

談 11日（木）、25日（木） 13:00-16:00

相続・遺言手続相談

市役所西庁舎2階
悩みごと相談室

9:00-12:00

18日（木）

［月］9:00-12:00
［火、水、金］
月・火・水・金※
10:00-16:00
（12:00-13:00除く）

消 費 生 活 相 談

消費生活センター
（64-6503）

ひ き こ も り 相 談 10日（水）、24日（水） 13:00-15:00
人

権

相

談

予 生活困窮者相談

19日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00除く）

6日（土）

10:00-11:30

水曜

13:30-16:00

25日（木）

13:30-16:30

予 ボランティア相談

年

後

見

福祉の家1階 N-ジョイ
福祉の家1階 相談室 電話相談も可

9:00-16:00

火〜土※

年金相談（予約優先）

予成

13:30-16:30

18日（木）

予 女性相談（男性も相談可） 12日
（金）、26日（金） 10:00-15:30

家庭児童相談室
虐 待 等 相 談・通 告

月〜金※

9:00-17:00

予ひ と り 親 家 庭

月〜金※

10:00-15:30

予発

達

相

談

予約制

予 子育て相談（就学前児童） 18日
（木）、26日（金）

9:00-17:00

社会福祉協議会（62-4700）

福祉の家1階 相談室
市役所本庁舎1階 相談室

保険医療課（56-0618）

福祉の家 1階 ボランティアプラザ

ボランティアセンター
（61-3434）

市役所本庁舎1階 相談スペース

尾張東部権利擁護支援センター
（0561-75-5008）

市役所北庁舎2階 会議室5

子ども家庭課（56-0633）

市役所本庁舎2階 子ども家庭課

家庭児童相談室専用ダイヤル
（63-9500）

こどもの発達相談室
（前熊前山173-3）

子ども家庭課 療育支援係
専用ダイヤル（62-8812）

保健センター

健康推進課（63-3300）

瀬戸旭医師会館相談室

瀬戸地域産業保健センター
（0561-84-1139）

商工会館

商工会（62-7111）

予約時調整

平日 9:00-16:30 要予約※

予 こころ の 相 談 室

問 合 先

子ども家庭課（56-0633）

予 こころの健康相談

22日（月）

14:00-16:00

税務相談（事業者対象）

16日（火）

10:00-16:00

一日公庫（事業用資金）

16日（火）

10:00-16:00

予 職業適性検査&就職相談

18日（木）

14:00-16:00

市役所本庁舎2階 打合せ室1

たつせがある課（56-0641）

9日（火）

13:00-16:00
（予約優先）

市役所本庁舎1階 相談スペース

長寿課（56-0639）

NEW

認 知 症 相 談
（若年性認知症も可）

（相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

※ … 3日（水・祝）、23日（火・祝）は実施しません。

統計情報
2021年10月1日

人口 現在（先月比）
総人口
男 性
女 性
世帯数

60,350
29,930
30,420
24,913

−4
＋14
−18
＋2

月間異動数（9月）
転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

195
227
55
21
1

交通事故（人）
9月
死 亡
重 傷
軽 傷

2021年 前年同期
累計

1
4
1
2
3
1
14 142 171

犯罪 発生状況（件）
9月
刑法犯
うち侵入犯

2021年 前年同期
累計

19 157 201
0
8
17

※消防に通報があったが、既に死亡した状態であった単身者の方や死亡後に発見された方などで、生活状況を把握できた場合の総数です。

【障害者職業訓練生募集】愛知県障害者職業能力開発校では、2022年1月および4月入校の訓練生を11月19日（金）
まで
募集しています。詳細は愛知県障害者職業能力開発校HPへ。 0ハローワーク名古屋東 ☎052-774-1115
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2022 年 4 月 1 日から

使用料 手数料 を改定します。
0財政課 ☎56-0606

市民のみなさんが使う公共施設などの使用料・手数料については、これまで統一的な算定方法がなく、
施設開設以来、消費税増税分による見直しを除き大きな見直しを一度も行ってきませんでした。そこで、
使用料・手数料の考え方を整理し、2022年4 月1 日から、市内公共施設の使用料や各種証明書などの手数
料を改定します。ここでは、今回の見直しの背景や効果、今後の課題などを紹介します。

背景

公共施設では、利用者から使用料を徴収することで、施設を利用する人とそうでない人の負担の公平性
を確保していく必要があります。
現状では、使用料を徴収する施設の運営に係る経費は年間で約 9.2 億円かかっており（2018年度決
算）、これに対し使用料収入は約 4,400 万円です。使用料収入の割合は経費に対して 4.8％となっており、
残りの 95.2％は税金などでまかなわれている状況です。これまでは、この状況が適切かどうか判断する
基準がありませんでした。

95%の税金
負担は多い？

4.8%で十分かな？

見直しの 考 え 方

使用料は施設の運営経費（人件費、維持管理費、減価償却費）をもとに算出する方法とします。具
体的には、運営経費を利用時間と利用面積に応じてあん分することで基準額を算出し、これに利用者の負
担割合（50％または100%。市場性の観点などから税金負担の必要性を判断）
を乗じて使用料とします。
今回の見直しでは、最大で現在の使用料の 1.5 倍までしか引き上げを行わないため、運営経費に対する
使用料収入の割合は、6.8% となります。今後、5 年おきに見直しを行うことで、運営経費から算出される
使用料に近づけていきます。

財源

支出

現在

運営経費
9.2 億円

税金等
93.2％

税金等
95.2％
使用料
4.8％

使用料
6.8％
1.4倍

広報ながくて 2021 年 11 月号

見直し後

将来
税金等

使用料
さらに高める

見直し後の金 額（ 一 例 ）
見直し後は、利用時間や利用面積によって使用料が異なるようになり、施設によって、使用料が上がっ
たり下がったりします。

施設名（部屋名）または証明

現在の使用料・手数料

見直し後の使用料・手数料

公民館（学習室１）

200 円／１時間

140 円／１時間

杁ケ池テニスコート

430 円／２時間

590 円／２時間

文化の家（森のホール）

21,600 円／９〜 12 時

32,400 円／９〜 12 時

住民票の写し

２００円／１通

３００円／１通

※上記以外にも使用料・手数料が見直しとなります。詳細は市ＨＰへ。

今 後 について

今後は、5 年おきに使用料を見直すことで、使用料負担の割合を高めていきます。あわせて、施設利
用率の向上による使用料収入の増加や運営経費の縮減など、公共施設のあり方の見直しを行い、使用料
収入の割合を高めていきます。

施設利用率を向上させるには？

1日○○円

1 時間□□円

開館時間や貸出の
単位時間を見直す？

○○室

利用されていない
施設の用途を変える？

運営経費を縮減するには？

類似の貸室が乱立

貸室を集約

貸室の統廃合は
必要ないか？

会議室

管理コスト多

維持管理経費の
見直しを行う

管理コスト少

2020年度決算・財政の状況

※各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入した
ものであり、合計と一致しない場合があります。

2020年度の決算状況と実施した主な事業等をお知らせします。

歳入
会

計

2020年度

2019年度

一般会計

279億2,004万円

210億1,321万円

特別会計

86億9,952万円

93億7,901万円

−6億7,949万円

−7.2%

企業会計

25億6,773万円

22億4,157万円

3億2,616万円

14.6%

391億8,729万円

326億3,379万円

65億5,350万円

20.1％

合

名

0財政課 ☎56-0606

計

差

特別定額給付金事業費補助金
（59億6,400万円）
や新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金
（3億7,949万円）
により国庫支出金が
大幅に増加しました。

歳出
会

名

増減率

69億683万円

32.9%

一般会計歳入のうち、
市税収入は117億9,807万円で、
対前年比で2.0％増加しました。

2020年度

2019年度

一般会計

273億9,046万円

203億3,457万円

特別会計

84億8,380万円

91億2,650万円

−6億4,270万円

−7.0%

企業会計

29億1,968万円

27億2,390万円

1億9,578万円

7.2%

387億9,394万円

321億8,497万円

66億897万円

20.5％

合

計

引

計

差

引

増減率

70億5,589万円

34.7%

特別定額給付金事業
（59億9,471万円）
を始め新型コロナウイルス感染症対策を実施したため、大幅に増加しました。
そのほか、以下の事業などを実施しました。

上郷保育園改築事業
（9億633万円）
リニモテラス
整備事業
（2億1,154万円）
南中学校増築事業
（2億1,341万円）

財政健全化関連指標
健全化判断比率

2020年度 2019年度 早期健全化基準

実質赤字比率…一般会計等における赤字の割合

12.98％

連結赤字比率…全会計における赤字の割合

17.98％

実質公債費比率(3か年平均)…財政規模に占める市債等の割合

−1.7％

−1.7％

将来負担比率…将来財政を圧迫する可能性を示すもの
資金不足比率

350.00％

2020年度 2019年度 早期健全化基準

下水道事業会計

20.0％

公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計

20.0％

※実質公債費比率
（3か年平均）
を除き、負数の場合は表示されません。
なお、早期健全化基準を上回ると厳しい財政状況とされ、
自主的な改善を要します。
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いずれの指標も、長久手市は
「

健全」です。

ふるさと納税制度について

0財政課 ☎56-0606

個人住民税から一定額が控除される「ふるさと納税制度」は、寄附を通して応援したい自治体に直接気持ち
を伝えることができる反面、市民が他の自治体に寄附をすると、本市の税収が減少する側面があります。
ふるさと納税によって流出している市税は、本来は、私たち長久手市民のために使われる貴重な財源です。

？
状況は
の
市
久手

長

約2億円も
税金が減って
いるのね

2.3億円

約

差額

2.1億円

約

が市外に

市税減収額

0.2億円

約

本市への寄附額

どの事業も
なくなると困るなあ

？
ことは
る
き
円でで
億
２
約
公園管理事業

（年間約1億円）
の2年分

中央図書館の運営

（年間約1億円）
の2年分

道路維持管理事業費
（年間約2億円）
の1年分

本 市 の ふ る さ と 納 税 へ の 取 り 組 み
本市への寄附を増やすため、返礼品の充実や窓口となるポータルサイトの増設

などを行っていますが、流出分に追いついていないのが現状です。寄附金を増やす
取り組みを引き続き行っていきます。

また、市民のみなさんから市外にお住いの人へ、本市のふるさと納税

（右記QRコード）
をぜひ紹介ください。

愛知県農業総合試験場では、試験場を知り、農業への理解を深めるため、初めての試みとしてオンラインで
愛知県農業総合試験場公開デーを開催します。詳細は試験場HPへ。 0愛知県農業総合試験場 ☎62-0085
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お知らせ

〜 応募いただいたメッセージを紹介します 〜

0企画政策課

☎56-0634

来年1月に市制施行10周年を迎えるにあたり、普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」などの気持ちをこ
めたメッセージを募集したところ、多くのメッセージが寄せられました。応募いただいたみなさん、ありがとうござ
いました！9月号から不定期で、その一部を紹介しています。
「ありがとうの花」が咲き誇るまちになりますように。

世界のみんなへ
世界は、
「ありがとう」であふれている。
大きな声で「ありがとう」。少し照れながら「ありがとう」。
その言葉を聞いただけで、
うれしい、あったかい気持ちになってくる。
（10歳、女性）

「ありがとう」と言ってくれる人、ありがとう。

0尾三消防本部（予防課）☎0561-38-7236

NEWS119 尾三消防
秋の火災予防運動

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町を
管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

１１月９日から１５日まで、秋の火災予防運動が全国一斉に始まります。
家庭の防火対策は万全ですか？ この機会に家庭の防火対策をチェックしよう !

住宅防火 いのちを守る
４つの習慣
❶寝たばこは絶対にしない、
させない。
❷ストーブの周りに燃えやすいものを
置かない。
❸こんろを使うときは火のそばを離れ
ない。
❹コンセントはほこりを清掃し、不必要
なプラグは抜く。

10 のポイント
６つの対策

❶ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
❷住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
❸部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。
❹消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
❺お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し
備える。
❻防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより地域ぐるみの防火対策
を行う。

◆ 2020年度尾三消防組合一般会計決算
2020年度は、歳入総額３６億７，
４８２万２千円に対し、歳出総額３６億１，
０８９万５千円で、歳出予算の執行率は
98.3％となりました。消防広域化のスケールメリットを最大限に活用するとともに、消防のサービス向上を目指し、
「住民から信頼される消防、住民に安全・安心を提供できる消防」の実現に向け盤石な
消防組織を目指します。
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お知らせ

ヤングケアラー 知っていますか?
0子ども家庭課 ☎56-0633
ヤングケアラーとは、障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯等の家事をした
り、幼いきょうだいの世話をするなど、本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っている子どものことを言います。厚生労働省の調査では、中学2年生の約17人に1人が「世
話をしている家族がいる」と回答したことがわかりました。
家族の事で悩んでいる、身近にヤングケアラーと思われる子どもがいる、などがありましたら早めに
ご相談ください。

＜相談窓口＞
名

称

受付日時

電話番号

児童相談所相談
専用ダイヤル

24時間365日

0120-189-783

24時間子供SOS
ダイヤル（文部科学省）

24時間365日

0120-0-78310

月〜金曜日
8：30〜17：15

0120-007-110

子どもの人権110番
（法務省）

(祝日、年末年始を除く。)

内閣府男女共同参画局では、最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに

つながる、全国共通短縮番号「#8891
（はやくワンストップ）」を開始しました。性犯罪・性暴力

に関する相談窓口で、医療・法律などの総合的な支援につなぎます。ひとりで悩まずに、
まずはご相談
ください。
※全国共通短縮番号は一部のIP電話、PHSからはつながりません。
つながらない場合は以下へ連絡ください。

＜相談窓口＞
名

称

ハートフルステーション・
あいち
性暴力救援センター
日赤なごや なごみ

受付日時

月〜土曜日
9:00〜20:00

(祝日、年末年始を除く。)

24時間365日

電話番号
0570-064-810
愛知県内からのみ通話可

052-835-0753

11月は児童虐待防止月間です。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル：#189（いちはやく）
または☎052-961-7250 0子ども家庭課 ☎56-0633

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒ 予 予約が必要なもの

0子ども家庭課 ☎56-0633

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

性 犯 罪・性 暴 力 に 悩 ん で い る 人 へ
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福祉の家の施設情報
0福祉の家 ☎64-6500

●月曜日休館
●歩行浴室（水・金・日）
・福祉浴室（火・木・土）は隔日営業
●温泉スタンドの休止日 11月1日（月）

長久手てくてくサッカー

0㈱長久手温泉 ☎64-3511 長寿課 ☎56-0639
自分のペースで呼吸しながら、転倒予防、バランス感覚アップを目的として、走ることが禁止の「歩く
サッカー」を体験してみませんか。

111月22日〜12月20日
（毎週月曜）
（全5回）10:00〜11:30
2愛知フットサルクラブ（前熊原山38-28）
360歳以上の人 16人（先着）
F動きやすい服装・靴・帽子
511月4日（木）10：00〜 ㈱長久手温泉に電話で申込。

かんたんスマホ教室

0ひまわりネットワーク㈱ ☎0120-210-114 長寿課 ☎56-0639

スマートフォンの基本操作やLINE等のアプリ操作を学んでみませんか？
（店舗は全て同内容、オンラ
インは①のみ別内容）

3スマホを始めたい、もっと使いこなしたいと思っている60歳以上の人
店舗

オンライン

111月18日
（木）

111月17日
（水）

①10：00〜11：00、②11：00〜12：00、
③13：00〜14：00、④14：30〜15：30、
⑤15：45〜16：45

2ひまわりショップ長久手店（氏神前215）
3各回1人（先着）
511月4日（木）ひまわりネットワークフリーコー

ル（☎0120-210-114）に電話（9：00〜）また
はひまわりショップ長久手店に来店（10：00〜）
して申込。

①10：30〜12：00、②13：30〜14：30、
③15：00〜16：00

2オンライン（Zoom利用）
3①5人（先着） ②③各回1人（先着）
511月4日（木）ひまわりネットワークフリーコー

ル（☎0120-210-114）に電話（9：00〜）また
はひまわりネットワークHPから申込。

K参加のためのZoom利用事前サポート有。
①のみ講座形式。

11月のテーマは「スマホでインターネット検索」

※感染症予防の観点から、可能な限り郵送での提出をおすすめします。
14
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公民館の一部利用再開

公民館に関すること：0生涯学習課 ☎56-0627

ワクチン接種に関すること：0健康推進課 ☎63-3300

お知らせ

長久手市公民館は、新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種の会場とするため、一般利用を
中止していましたが、一部利用を再開します。
2022年1月17日（月）以降は、再度予防接種会場の設営準備のため、全館一般利用を中止します。
今後のワクチン予防接種の予定については、随時安心メールで配信します。

111月15日
（月）〜2022年1月16日（日）
2市役所西庁舎3階 公民館
（研修室、講義室、和風会議室）
※教養会議室、学習室1・2は利用不可。

511月19日（金）17:00までに平成こど

コーナ ー

申

より詳細な情報は、
市HPで見るこ
とができます。

111月27日
（土）
13：00〜16：30
2日進市役所南庁舎 第５会議室
3創業を予定している人や、創業・経営

（QRコードからダウンロード）
等を
ご活用ください。

に興味のある人、創業して間もない人
20人

スポーツ教室の募集、
スポーツ
イベント等についてはこちらから
ご確認ください。

G税理士が教える創業の基礎知識とビ
ジネスプランの立て方、創業者に聞く
創業体験談、公的機関による支援制度

から申込。

くらし環境

プレーパークや子どもの遊びについて
つか もと

のエキスパートである塚本 岳氏と塚本
み

絵美氏を招いて、講演会を行います。

111月20日
（土）
13：30〜15：30
2平成こども塾
3子どもの遊びに興味のある大人、幼児
から小学生の子どもがいる大人 20人

G講演：
「ごちゃまぜの遊び場作り〜母親
から見たプレーパーク〜」
講師：塚本 岳氏
（
（特非）
日本冒険遊び
場づくり協会 地域運営委員 東海担
当）、塚本 絵美氏（リトルハウス
「ちい

F筆記用具、水筒

天正12年、羽柴(後の豊臣)秀吉と徳川
家康が唯一直接対決した
「小牧・長久手の
戦い」
がこの地で繰り広げられました。
この戦いで活躍し、ここ長久手で亡く
なった森長可の武勇、武功談、武器などの
「武」
に着目した企画展を開催します。

1１１月１７日
（水)〜12月19日

(日)

2郷土資料室1階 観光交流サポートセ
ンター内

G森 長 可に関 する実 物 資 料を中 心に
展示

の戦い」

0平成こども塾 ☎ 64-0045

さなお庭」
代表）

0生涯学習課 ☎ 56-0627

関連講座「本能寺の変から小牧・長久手

プレーパーク講演会

つか もと たけし

もり なが よし

文化・スポーツ

ほとぎのさと展示室の
展示替え
0生涯学習課 ☎ 56-0627

111月28日(日)10:00〜11:30
2文化の家 光のホール
335人(先着)
G講師:可児市文化財課文化財係長
まつ だ あつし

松田 篤 氏

511月8日(月)9:00〜生涯学習課窓口
または電話で申込。

市が洞小校区共生ステーション内のほ
とぎのさと展示室で、11月22日(月)に展
示替えを行います。

G市指定文化財「刻銘須恵器」を含めた
須恵器の展示品11点の内、7点を展
示替え

K展示替え後の展示物は、11月23日
（火・祝）から見学できます。

11月10日
（水）
〜16日
（火）
はアルコール関連問題啓発週間です。自分と家族の健康のために、
飲酒習慣をもう一度振り返りましょう。 0健康推進課 ☎63-3300

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒ 予 予約が必要なもの

5愛知県信用保証協会HP（QRコード）

郷土資料室企画展
ぶ
「森長可の武」
申

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

紹介

イベント

え

創業支援セミナー

0たつせがある課 ☎ 56-0641

子育てに関する情報については、
市HPまたは
「子育て支援アプリ」

申

も塾へ電話で申込。

イベント

511月8日（月）9：00から生涯学習課窓口で申込。
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募

集

募

災害時看護師等ボランティア
登録および研修会

集

0健康推進課 ☎ 63-3300
大規模な災害に備え、
トリアージ実施
の補助等の医療救護活動について研修
会を開催します。
（研修会のみの参加可）

お知らせ

ボランティア登録は当日受付も可。
（災
害時の活動が強制されるのではなく、自

（公財）瀬戸信用金庫
地域振興協力基金助成
0たつせがある課 ☎ ５６-０６０２
地域社会の活性化のため、2022年度
中に公共的団体が行う事業活動に助成を
行います。詳細は市HPへ。

5１１月22日（月）までに、所定の申請書
をたつせがある課へ提出。

K同財団で審査し、
２０２２年３月末頃に
決定。

【申請】個人番号カード交付申請書
※顔写真は無料で撮影。

【 電 子 証 明 書 更 新 の 場 合 】マイナン

バーカードおよび電子証明書の有効
期限通知書

税務署に行かなくても
確定申告できます！
0昭和税務署

☎ ０５２-８８１-８１７１

マイナンバーカードとICカードリーダ

身や家族が無事であり、活動可能な場合

ライタまたはマイナンバーカード読み取

に活動していただきます。）

り対応スマートフォンがあれば、e-Tax

112月7日(火)13:30〜15:00
2保健センター3階 会議室
3 市内在住、在勤の保健師、助産師、看
護師、准看護師の資格を有し、災害時
に保健センターで活動できる見込み
がある人

G講師：愛知医科大学病院
救命救急科

きし の

たか あき

岸野 孝昭先生

511月30日（火）までに健康推進課窓口
または電話にて申込。
ボランティア登録は、窓口または郵送
で①看護師免許の写し②ボランティア
登録確認票（市HPまたは健康推進課

（電子申告）
で申告書を提出できます。

お 知らせ
くらし環境

証明書等発行停止日
0市民課 ☎ 56-0607
1１１月６日
（土）
、
７日
（日）
2Ｎピア、文化の家、コンビニ交付（コン
ビニエンスストア等）

G区画整理におけるシステム改修のた
め、住民票
（除票）
の写し、各種証明お

窓口にて配布）
を提出。

マイナンバーカードがなくても、事前
に税務署で本人確認の上、ID・パスワー
ドの発行を受ければ、同様にe-Taxが利
用できます。
新型コロナウイルス感染症感染拡大
防 止 の ためにも、お 早 めに準 備 の 上 、
e-Taxを利用ください。

健康・福祉

国民年金保険料控除証明書
0ナビダイヤル
☎

0570-003-004

よび戸籍謄抄本等が発行できません
（Nピアでの文化の家イベントチケット

農業委員
0みどりの推進課 ☎ 56-0620
農業委員会に出席し、農地法や他の法
令に基づく農地の権利に係る許可等に関
して審議を行う委員を募集します。詳細
は市HPへ。

3農業に関する識見を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項その
他の農業委員会の所掌に属する事項
に関し、その職務を適切に行うことが
できる人

G任 期

2 0 2 2 年 5 月 下 旬（ 予 定 ）〜

2023年7月19日
募集人数

1人

511月1日（月）〜30日（火）に、所定の
応募用紙をみどりの推進課へ提出。

や市発行書籍は購入可）
。

2021年1月〜12月に納めた国民年金
保険料は、税申告において社会保険料控
除の対象です。11月上旬に日本年金機

マイナンバーカード臨時窓口
0 市マイナンバーコールセンター
☎ 63-0178
市民課 ☎ 56-0607

構より送付される
「社会保険料
（国民年金
保険料）控除証明書」
は、年末調整・確定
申告に添付ください。また2021年10月
1日〜12月31日に今年はじめて国民年
金保険料を納付した人は、2022年2月上
旬に送付予定です。

マイナンバーカードの受け取りは予約
制です。申請のお手伝いもできます。

1１１月１０日(水)17：15〜19：00

１１月１３日(土)、
２８日
（日）
9:00〜12:40

2市役所本庁舎１階 市民課
F
【共通】運転免許証などの本人確認書

類、通知カード、住民基本台帳カード

(ある人)
【受取】個人番号カード交付・電子証明
書発行通知書兼照会書(はがき)

女性の人権ホットライン
強化週間
0福祉課 ☎ 56-0553

名古屋法務局
☎ 052-952-8111

111月12日
（金）〜18日（木）
平日8:30〜19:00、土日10:00〜

※感染症予防の観点から、可能な限り郵送での提出をおすすめします。
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17:00（強化週間以外は平日8:30〜
17:15のみ）

1 7 条 第 1 項 の 規 定に基 づき縦 覧し

●長久手北学童保育所
（北小）

ます。

☎63-5310

GＤＶ、セクハラ、ストーカー行為などの

K縦覧期間中、市に対して意見書を提

●市が洞学童保育所
（市が洞小）

出できます。

とう

容の秘密は固く守られます。
相談専用電話 ☎０５７０-０７０-８１０

病児・病後児保育室を
知っていますか？

子育て

寄附寄贈
0福祉課 ☎ 56-0614

0子ども未来課 ☎ 56-0615

2022年度
児童クラブ・学童保育所

匿名で、本市の福祉に役立ててほしい
金 100,000円

育制度を利用ください。病気または病気

守となる家庭の小学１〜６年生までの児

の回復期にある子どもを一時的にお預か

童を、保護者に代わってお預かりする
「放

りします。詳細は市HPへ。

課後児童健全育成事業」
を行っています。

は除く）、子ども未来課窓口で配布。
詳細は市HPへ。
学童保育所
（対象校区）

5申込方法等詳細は対象校区の各学童
保育所へ。
●長久手学童保育所
（西小）

小・東小）

金 ３１４，
０００円

市政情報

名古屋都市計画生産緑地
地区の変更案の縦覧
0都市計画課 ☎ 56-0622
111月4日
（木）
〜18日
（木）
2都市計画課
G名古屋都市計画生産緑地地区の変更
案を作成しましたので、都市計画法第

長久手市職員を募集します!

0人事課 ☎56-0604

2022年4月1日採用の第２回長久手市職員採用候補者試験を次のとおり行います。
詳細は市HPへ。
募集職種

募集人数

受

験

資

格

・平成3年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく短期大学以上を
保育士

若干名

卒業した人または令和4年3月卒業見込みの人。
・保育士資格を有する人または令和4年3月31日までに資格取得見込みの人。
・平成3年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく短期大学以上を

保健師

1人程度

卒業した人または令和4年3月卒業見込みの人。
・保健師資格を有する人または令和4年3月31日までに資格取得見込みの人。

申 込 方 法 11月1日(月)〜24日(水)に人事課窓口または郵送（11月19日(金)消印有効・書留郵便）で提出。
１１月は放置自転車クリーンキャンペーン月間です。一人ひとりが駐輪マナーを守って、放置自転車の無い
快適なまちづくりに協力ください。 0安心安全課 ☎56-0611

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒ 予 予約が必要なもの

●長久手長南学童保育所（長久手小・南

してほしいと、寄附がありました。

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

☎62-9466

0財政課 ☎ 56-0606

支社様より、地域住民の健康増進に活用

511月22日（月）〜12月10日（金）17:00
市HP、各児童館
（青少年児童センター

寄附寄贈

明治安田生命保険相互会社名古屋東

児童クラブ
まで。申込案内等は11月1日
（月）
から

集

就労や病気などの理由で保護者が留

とう

りませんか？ そんなとき、病児・病後児保

あ りが

けれど仕事は休めない…と困ったことあ

と、寄附がありました。

募

子どもが急に体調を崩し、看病したい

0子ども未来課 ☎ 56-0616

☎61-2003

お知らせ

☎56-1143

あ りが

女性の人権問題に関する相談。相談内
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Weekly ながくて （市政情報番組）

0情報課 ☎ 56-0601

〜スマホなどからでも見ることができます〜

市内で行われたイベントや地 域のみなさんの活 動などを 、週 替わりでお伝えするひまわりネットワークの
「Weeklyながくて（10分番組）」。
メープルチャンネル（CATV125ch）
とひまわり12（地デジ12）
で毎日放送中。
また、番組の主な内容は、市HPからもご覧いただけます。トップページの下部右側の市政情報番組
「Weeklyながくて」をクリックしてください。
QRコードからも番組をご覧いただけます。
長久手市HPトップページ

Weekly ながくて視聴ページ

下にスクロール

ドクターから

あなたへ

管理栄養士による食生活改善について
ファミリークリニック優

管理栄養士

おお た

や

え

こ

太田 八重子

当初かなり偏ったお食事内容でしたが食生活
今回は当院管理栄養士より日頃の栄養指導の様子を紹介 がおられました。
させて頂きます。

の改善にしっかり取り組まれ検査数値も改善されたため
「意思

もう栄養指導を受けられなくてもいいです
現在は病気の治療の一環として栄養指導も含まれていま もお強いですし、
とお伝えしたところ、
「 意思、弱いんです!」
ときっぱり仰ら
す。私も中学生の時に栄養指導を受けた経験があり、肝臓を よ。」
その後も毎月来院されました。
なかなかお一人で気持ちを
悪くしたため食事と運動の制限がありました。約2ヶ月の入院 れ、
により筋力が落ち驚きましたが、規則正しい食生活により便通 持続することは難しいと実感し、患者様のご要望によっては数
が良くなり、バランスの良い食事と運動は健康維持に必要と 年続けて来院していただくこともあります。
身を持って感じました。
この経験がきっかけとなり生活習慣病
の方を中心に現在栄養指導をさせていただいております。
以前担当させていただいた糖尿病の患者様で印象深い人
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お薬をのんでいるから食事のコントロールはしなくても大丈
夫、
ではありません。食生活、運動などによりお薬が減る可能
性もあるので気軽にご相談をしていただけたら、
と思います。

11月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

0健康推進課 ☎63-3300
と き

9日
（火）

親子健康手帳交付

対

9：45集合

象

妊婦

26日
（金） 13：30集合

予 パパママ教室（1回目）
9日
（火） 10：30受付〜11：30終了
※定員10組

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫

母子保健

予 妊婦訪問

訪問は予約制です。
妊婦
（訪問は妊娠中１回）
（希望者は保健センターへ連絡してください）

こんにちは
赤ちゃん訪問

３〜４か月児健診受診前

すべての赤ちゃんとその保護者
（里帰り出産で市内滞在中の人も対象となります）

8日
（月） 10：00〜10：30受付

主に第１子（４〜５か月）をもつ保護者（乳児同伴可）

25日
（木） 10：00〜11：15

予 妊産婦歯科健康診査

予約してから、市内委託医療機関で受診してください。 妊婦と産後1年未満の産婦

予 ロタウイルス １価ワクチン：出生６〜２４週 ５価ワクチン：出生６〜３２週
予 B型肝炎

生後1歳未満

予 ヒブ、小児用肺炎球菌

生後2〜60月に至るまで

予 4種混合、不活化単独ポリオ

生後３〜90月未満

予 BCG

生後1歳未満

予 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独

第１期：生後１２〜２４月未満
第２期：小学校入学前の１年間

生後１２〜36月未満
１期：生後6〜90月未満、2期：9〜13歳未満
救済制度により対象以外で接種可能な場合あり

11〜13歳未満

予 子宮頸がんワクチン 小学６年生〜高校1年生の女子

※厚生労働省の勧告を受け、
積極的な接種の勧奨を一時
的に差し控えています。

予 高齢者インフルエンザ

65歳以上、60〜64歳は条件あり

予 高齢者肺炎球菌ワクチン

65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

予 新型コロナワクチン

集団接種は終了しました。各医療機関へ相談ください。
☎0561-56-0120(9:00〜16:45)

予 特定健康診査
24日(水)
がん検診(胸部・胃・大腸・前立腺)

納

期

問合先

国民健康保険税

第5期

収納課
☎56-0610

後期高齢者
医療保険料

第5期

保険医療課
☎56-0617

口座振替の人は、納期限の日に引落しますの
で残高を確認してください。
納付は便利な口座振替を利用してください。
スマホアプリ決済もご利用になれます。
※市税については、パソコン、スマートフォン
からクレジットカード納付もできます。

市国民健康保険加入者で40~74歳の人
(検診によって対象制限あり)

成人保健

予 子宮検診

12日(金)

予 個別子宮検診

2月28日までに市内委託医
療機関で受診してください。

予 子宮乳腺検診

4日(木)、
22日(月)

予 乳腺検診

11日(木)、
29日(月)

予 個別乳腺検診

2月28日までに市内委託医
療機関で受診してください。

予 歯周病健診

30歳、
35歳、
40歳、
45歳、
50歳、
55歳、
1月31日までに市内委託歯 20歳、
65歳、
70歳、
75歳、
80歳の人
科医院で受診してください。 60歳、

20歳以上の西暦奇数年生まれの女性
(昨年度受診していない西暦偶数年生まれの人も可)

40歳以上の西暦奇数年生まれの女性
(昨年度受診していない西暦偶数年生まれの人も可)

日曜・祝日の受診は
東名古屋医師会休日急病診療所

☎0561-73-7555
診療日時 日曜・祝日
9:00〜16:30（昼休憩１時間あり）
診療科目 内科・小児科
所在地
日進市蟹甲町中島22

急な病気・ケガの時は
救急医療情報センター

☎0561-82-1133
24時間365日対応可。症状に応じてその時
診療できる最寄りの医療機関を案内。

愛知医科大学病院 時間外診療
救急でかかりつけ医が開いていない場合、
診療
を受けることができます。
まず、電話で相談してください。

☎62-3311
（代表）

なお、時間内、時間外問わず、紹介状なしで受
診する等の場合、
選定療養費が必要になること
があります。詳しくは愛知医科大学病院へお問
い合わせください。
11月23日
（火・祝）
は開院
（通常診療）
します。

まちの保健師
保健師がさまざまな
場所に出向き、健康相
談をお受けします。
詳細は市HPへ。

１１月１２日
（金）
〜１１月２５日
（木）
は、女性に対する暴力をなくす運動週間です。一人で悩まず、まずは
電話ください。 0子ども家庭課 ☎56-0633

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒ 予 予約が必要なもの

予 二種混合

納期限（11月30日）

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

予防接種

予約してから︑市内委託
医療機関で接種してください

※子どもの予防接種は
「不要不急」
ではありません。お早めに接種をお済ませください。

予 日本脳炎

納 期 一 覧

未就園児 ※1医師の診察はありません。
持 親子（母子）健康手帳・乳児の場合はバスタオル

予 離乳食教室

予 水痘

の

税 目

（火） 13：１５受付〜15：00終了
予 パパママ教室（2回目） 9日
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
※各回定員10組
21日
（日） 9：１５受付〜11：00終了

のびのび
保健センター
計測日※1

11 月
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Vol.92 長久手のまちづくり

そこで働く人達と意見交換したりしていました。市が洞小学校区まちづくり協議会の役員会に参加したとき、
こんなことを思いながら聞いていました。
その昔、市が洞小学校区の高速道路より南側は、狭い道路が数本通るだけの雑木林で、古タイヤや壊れた電化
製品などの不法投棄が絶えませんでした。
「 自分達のふるさとが、ごみの山になってしまう」と危機感を抱いた

No.704 Nov.2021

ました。そこで私は、空いた時間を使って、地域共生ステーションを回り、まちづくり協議会の会議に参加したり、

City Public Relations Magazine

例年、土日には、さまざまな行事に参加させていただいていますが、コロナ禍で多くの行事が中止・延期になり

広報ながくて

市長のまちづくりにかける想いを市長の語り口でお伝えします。
市ＨＰ
「にょぜがもん」
もぜひご覧ください。

地元住民が、平成３年に準備委員会を立ち上げ、平成5年に土地区画整理発起人会を作り、地権者に同意をいた
長湫南部土地区画整理事業では、
「歩くことが楽しくなるまち」を基本理念に「駅よりも、みどりに近い方が価
値がある」との思いを持って、ハード面の整備を行ってきました。
「どういう公園にするか？」といったことを話し合
うときには、より多くの人に集まってもらえるように、話し合いの隣で餅つきを行ったりもしました。
「ふるさとをご
高齢になり、亡くなった方も大勢います。今、この地域に暮らす人達が、
「次の世代のために何ができるだろうか」
とまちづくりに取り組んでいる姿を、もし、亡くなった方々が見たら、
「きっと感動するだろう」と私は胸が熱くなり
ました。
備してきました。土地区画整理事業では、公園や道路といった公共用地を作るために、地権者から土地の一部を
提供してもらう必要があります。先人たちは、地権者から「自分の持つ土地の面積が減るが、まちづくりへの同意
を得る」という大変な苦労をしながら、後世にわたって住みやすい長久手を作ろうと頑張ってきたのです。
昭和４７年当時、長久手の人口は１万2千人余りでした。それから５０年が経って、今や人口は６万人を超えまし
とっては、この長久手が「ふるさと」です。私は、子ども達に、困ったことがあれば「助けて」と言える、お互いに支え
合える「ふるさと長久手」を残したいと思っています。そうした地域になるまでには、まだまだ悩みや苦労があると
思いますが、その積み重ねが物語になり、さらに住みやすい長久手になっていくのだと確信しています。

市 が 洞 小学校区まちづくり協議会

災害時の避難のあり方が変わりました
避難先は
①自宅が安全なら
「在宅避難」
②可能であれば親戚・知人宅への
「縁故避難」
③「避難所への避難」の順で検討してください。
（＊消毒液・体温計・スリッパ・マスク等を持参する）

Eメール

■ 子どもたちが植えた“さつま芋”を収穫します
小学２年生が、この春に植え付けた
“さつま芋”が元気に育っています。
秋の収穫を次のとおり予定しています。
【収穫】
１１月１８日（木）に子どもたちが、畑で芋掘りをします。
植え付けに引き続いて協議会がこのお手伝いをします。
【味見】
１２月には、学校で２年生と一緒に、芋をふかしてみの
りの味を楽しみます。

長久手市地域見守り安心ほっとライン

0561-63-5556

ご近所で「いつもと違う」と気づいたときはお電話ください
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◆今年度も、例年と同様の一斉防災訓練はありません。
参加者を地域の代表者に限定し、感染症対策をした避難
所の開設訓練を行う予定です。

https://ichigahora.jimdofree.com/ (協議会HP)
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た。
「長久手市に住みたい」と多くの世帯に引っ越してきていただいています。その世帯から生まれた子ども達に
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長久手では、昭和４７年以降、市街化区域のほとんどをこうした住民が行う組合施行の土地区画整理事業で整
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みの山にしてはいけない」と動き始めてから３０年以上が経ち、熱い思いを持って事業に取り組んできた人達は、
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だき、
平成１０年に長湫南部土地区画整理組合を立ち上げました。私もそのメンバーの一人でした。

