
たくさんのご投稿ありがと

うございました。

第1回テーマ「私だけが知っている瀬戸」 3/1～31

今回の表紙写真は、168枚の
投稿写真の中から一般投票

（せと陶祖まつりで実施）で選
ばれた作品を掲載しています。

第２回目は
７/１～３１に
募集予定。

一般投票の様子

岩屋堂公園 @araitarai さん

窯垣の小径 @pinako_275 さん

も����の�
��

�め��



5月1日現在 前月比 前年同月比

128,470人

63,167人

65,303人

＋-

－

＋

0人

7人

7人

－

－

－

501人

292人

209人

2件（＋-0）

4月件数（前年比）

●児童手当・特例給付 2月～5月分 6月10日（金）

振込日指定の口座に振り込みます

440件（+8）

●問 こども未来課 ☎88・2631

児童手当・特例給付のお知らせ ●問 こども未来課 ☎88・2631

6月からの制度改正につ

いて、6月初旬に受給者

の方へお知らせを送付し

ます。

●6月提出の「現況届」が提出不要になりま

した。（一部の方除く)

提出が必要な方には、「現況届」を同封しま

すので、6月中に提出してください。

2 6 月号



瀬戸市
ホームページ

瀬戸市の

SNS一覧

瀬戸市の

情報をお届け

アプリで

広報をチェック

@setoscity

「ワッショイ！ワッショイ」。小雨の降る中、元気のいい

掛け声や太鼓の演奏とともに、深川神社の参道に

やって来た「道泉みこしまつり」の皆さん。あいにくの

お天気でしたが、皆さんの顔は晴れやかに輝いてい

ました。

「せと陶祖まつり 4/16（土）・17（日）」より

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載イベントなどは変更・

中止になる場合があります。くわしくは各問い合せ先に確認を。

イベントに参加する場合は感染対策にご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載イベントなどは変更・

中止になる場合があります。くわしくは各問い合せ先に確認を。

P4

P5-8

P9-10

P11

P12

P13

P14-15

P16-17

P18-21

P22-24

P25

P26

P27-33

P34

P35

P36

天草だより

未来の環境を守るためにできること

市政情報

まちかどスナップ

安全安心情報

イベント情報

瀬戸の教育

真に効果のある障害者施策の実現に向けた事業について

芸術・文化

子ども情報

図書館からのお知らせ

相談窓口

生活インフォメーション

ほっとネットせと

健康ガイド

休日急病診療予定表・ごみ収集予定日

CONTENTS (もくじ) 

軽自動車税(全期)

納付期限

6月10日（金）

●問 税務課 ☎88・2572

特集

ラジオサンキュー FM84.5デジタル放送 地上D121ch

瀬戸市

公式LINE
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西平椿公園内にそびえ立つ「アコウの木」は、高

さが20メートル程あり、巨岩を抱き込むように

根を張るさまや生命力が伝わるその風貌から

「天草のラピュタ」と呼ばれています。圧巻のス

ケールに自然の力強さを感じさせてくれます。

アコウの木  通称「天草のラピュタ」

11月ジブリパークのオープンにちなんで、天草市の自然が感じられるスポットをご紹介します。

天草下島西部に位置する西平椿

公園には天草市の天然記念物に

指定されている「ヤブツバキ」の群

生地があります。２月下旬から３月

下旬はヤブツバキや世界のさまざ

まなツバキが約2万本咲きほこりま

す。ツバキの実か

ら搾ったツバキ油

もあります。

西平椿公園

ヤブツバキの群生地

にし  びらつばきこう えん

西
平

椿
公
園内
にあるよ

日
本
の

夕
陽
百
選

4月は桜
も楽

し
め
ま
す

天草西海岸沿いの国道389号は「天草西海岸サン

セットライン」と呼ばれ、東シナ海に沈む夕日が美し

い海岸線でドライブコースとしてはもちろん、撮影

スポットとしても有名。西平椿公園や鬼海ケ浦展望

所から望む夕日は「日本の夕陽百選」、「天草夕陽

八景」に選ばれています。

き  かい  が うら

熊本県天草市とは、令和3年10月1日

に協定を締結し、やきもの(陶磁器)等を

通した交流など連携・協力しています。

交流連携協定

天草西海岸の夕日

熊
本
県

天草市

4 6 月号



●問 環境課 ☎88･2670

６月５日は「環境の日」、そして６月は環境月間です。未来の環境を

守るため、一人ひとりができることを考えてみましょう。

CO2など温室効果ガスの「排出量＝吐く量」と植

林、森林管理などによる「吸収量＝吸う量」がイコー

ルになること、つまり温室効果ガスの排出量を全体

としてゼロにすることを意味しています。

国は、2050年までにカーボンニュートラルを目指す

ことを宣言しました。本市でも温室効果ガス排出の

削減を目指す低炭素社会実現に向けた取り組みを

進めています（第3次瀬戸市環境基本計画）。

日本の温室効果ガス排出量の約6割が、衣食住を中

心とする「ライフスタイル」に起因しています（一人当

たり年間7.6tのCO2を排出：2017年）。生活の中で、

ちょっとした工夫をしながら無駄をなくすことで、ライ

フスタイルに起因するCO2削減に大きく貢献するこ

とができます。

脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サー

ビスの利用」、「ライフスタイルの選択」など、日々の生

活の中で、あらゆる「賢い選択＝COOL CHOICE」を意

識してみましょう。

出典「環境省 脱炭素ポータル」

•地産地消・旬産旬
消の食材利用

•販売期限間際の食
品の購入

•食べ残しの持帰り
 (mottECO) など

•高性能省エネ
機器への買換
え

•節電の実施

•再エネ電気へ
の切替えなど

•プラ製の使い捨てスプー
ン・ストローの受取辞退

•ばら売り、簡易包装商品
の選択

•リユース品の購入

•リペア(修理)の利用など

の選択

•リユース品の購入

•リペア(修理)の利用など

次ページではリデュース・リユース・リサイ
クル(3R)についてくわしくお話します。

•ファッションロス削減へ
の貢献

•サステナブルファッショ
ンの選択

•服のサブスク(定額利用
サービス)の利用など

•カーシェアの利
用

•シェアサイクル
の利用など

クール チョイス

消費ベース(カーボンフットプリント※)から

見た日本の温室効果ガス排出量

参考「環境省 COOL CHOICE」

食
12％

その他 4％

サービス 5％

レジャー 5％

住居
17％

移動
12％

家計消費
6割以上

消費財
10％

政府消費

10％

固定資本形成
（民間）

19％

固定資本形成
（公的）

6％

※商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでの全体
を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、
商品やサービスに分かりやすく表示する仕組み

5



ま�ま��Rに
����

�地あ��！

カーボンニュートラルの実現に向けた重要な取り組みの一つが「燃えるごみを減らす」こと。毎日の

生活の中でリデュース（ごみ排出抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）に取り組み、燃え

るごみを減らすことがCO2の削減に繋がります。「ごみ減量すごろく」を進めて、ゴールを目指そう。

瀬戸�の�家�から�る�み�の��は�

������ 家�から������み�27,608�� ���(�1,005��)

����日あ��の�み���589�/��日 ���(�18g)

�

�もがん�る

��������の����
��は������
��る�みでは���いで！

燃えるごみの中には、資源化できる紙類が多く含まれ

ており、ミックスペーパーは約８％含まれています。

紙類は燃えるごみの袋に入れることなく、きちんと分別

して資源物として出しましょう。

瀬戸市ごみ減量
イメージキャラクター

「へらせっとくん」

作りすぎ、食べきれなかった

残飯や未開封の食品、中身が

まだ残っている調味料など

令和3年度燃えるごみ
組成調査結果

��ロ�

��� 9％

プラ�����

���� 12％

新聞紙、雑誌類、紙パック、ダンボールや

ミックスペーパーなどの資源化できる紙類

特にミックスペーパーの混入

率8%で

引き続き分別をお願いします。

���で�る

�����12％

このマークを見つ

けて分別しよう！

6 6 月号



でも、ま����ではあ�ません

���まであと�
し

ここまで進んで来られた皆さんは、きっと環境への関心がこれまで

以上に高まっていると思います。

しかし、地球の環境を良好なまま未来の世代に引き継いでいくため、

３Rの取り組みに終わりはありません。これからも３Rを心がけて

いきましょう。

と��で、���の��ま�には、どん�自���が�がっているのでし��か�

�の���では、瀬戸の自���を�る�とがで�る���みを��します�

��ロ�の��
����、�い��、
���

食品ロスとは「まだ食べられるのに廃棄されてしま

う食品のこと」です。

家庭から出される生ごみのうち、食品ロスは約

9％含まれています。また、生ごみの約８０％は水分

と言われています。ごみ袋に入れる前に、ひとしぼり

しましょう。

プラ���������の

����

���促進の�め���から��を��します

プラスチック製容器包装とは、食品などの商品の「容器」

や「包装」で、中身の商品を取り出した後、不要となるプ

ラスチック製のものです。燃えるごみの中には、約12%

含まれています。収集方法などの詳細は、決まり次第、

広報せとや市ホームページでお知らせします。

�み����の���

������から��

さらなるごみの減量に向けて、その

他の施策もあわせて実施します。

●資源化の取り組み促進

●ごみ処理・排出の支援

●ごみ減量啓発・意識向上

このマークを見つ

けて分別しよう！

消費期限 と 賞味期限 の違い

過ぎたら食べない

食べられるか五感で判断

 消費期限 …

 賞味期限 …
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●問 文化課 ☎84･1740

自然や新しいライフスタイルなどが学べる講座です。

カーボンニュートラル実現に向けたヒントも発信していま

す。（オンライン講座も順次開催）

その他のコンテンツ

環境課公式インスタグラム 紙芝居「蛇ヶ洞大蛇伝説」 HP「蛇ヶ洞サラマンダー」

オオサンショウウオの暮らす蛇ヶ洞川を中心に森林

が広がり、多種多様な動植物が生息・生育してい

るこのエリアについて、希少な自然を保護・保全す

るための方針を定めています。令和元年１０月に自

然環境保護・保全特定地区に指定されました。

※特定地区内で工事などを行う場合は市へ届出が必要です。

　　　　人の手を加えずに自然

の働きに任せて、そのままの状態を

残して見守ることです

　　　　人が管理すること

によって現在の自然環境の

状態を維持することです

オオサンショウウオの生態や巣穴の解説と、幼生調査・人工巣穴の清掃をします。

日 時

集合場所

定 員

申込方法

７月２日（土）　午後１時～４時

下半田川町民会館

２０人（抽選）

申請フォーム・電話・FAX（85・0415）
※グループの場合はグループ単位で

締 切

申込結果

６/２0（月）

６/２３(木)にメールなどでお知らせ

テーマ・会場・講師が「瀬戸」

環境塾「ガサガサ体験～カメ博士と一緒に

いきもの調査をしよう～」（昨年）

関連

イベント

保護 保全

オオサンショウウオが観察できるかも

8 6 月号



をお知らせします ●問 財政課 ☎88・2524

令和４年３月３１日現在の執行額　※決算額は4月1日から5月31日までの2か月間で出納を整理したうえで確定します。

一般会計

特別会計

予算額

（収入または
支出済額）

グラフの見方

予算総額 496億2,552万9千円

収入済額 450億 9,190万3千円

予算総額 496億2,552万9千円

支出済額 381億 6,673万1千円

118億7,741万6千円

3,118万6千円

108億2,679万6千円

23億2,322万3千円

109億5,946万8千円

1,123万8千円

87億5,295万5千円

21億55万3千円

107億8,960万3千円

3,016万9千円

97億1,510万2千円

19億222万6千円

国民健康保険事業

春 雨 墓 苑 事 業

介 護 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

予算額会計名 収入済額 支出済額

歳入
（収入のこと）

市税
182億2,651万9千円

（178億6,640万円）

国庫支出金
115億8,522万8千円

（103億9,030万8千円）

市債
15億910万円

（7億8,690万円）

地方交付税
38億2,776万円

（40億1,728万3千円）

諸収入
13億6,866万4千円

（9億9,811万5千円）

県支出金
30億6,931万9千円

（25億1,814万5千円）

財産収入
1億6,166万7千円

（1億7,451万6千円）

その他
98億7,727万2千円

（83億4,023万6千円）

歳出
（支出のこと）

総務費
88億5,103万6千円

（48億3,517万2千円）

民生費
198億4,296万円

（163億8,027万7千円）

その他
5億5,155万2千円

（4億7,731万3千円）

公債費
21億2,066万1千円

（21億1,866万円）

教育費
46億9,044万4千円

（34億6,050万5千円）

消防費
20億6,021万1千円

（19億6,460万6千円）

土木費
48億4,654万9千円

（31億709万3千円）

商工費
17億6,895万8千円

（15億2,375万円）

衛生費
48億9,315万8千円

（42億9,935万6千円）

企業会計

市の財産・市債（借入金）の状況

基金
84億6,840万9千円

有価証券
11億7,533万2千円

出資金
10億4,902万9千円

市債

総現在高　364億9,595万8千円

土地
4,489,401.94㎡

建物
322,939.33㎡

水道事業
区分

下水道事業

28億5,617万4千円

25億2,698万9千円

1億6,293万3千円

12億731万円

28億6,069万5千円

24億1,885万6千円

1億5,591万3千円

8億4,380万4千円

執行済額予算額執行済額予算額

26億6,981万2千円

26億1,316万5千円

9億6,560万円

15億1,512万円

25億8,968万3千円

25億6,407万7千円

9億2,722万5千円

14億6,240万3千円

収
益
的

資
本
的

収入

支出

収入

支出

253億2,466万5千円

5,155万6千円

111億1,973万8千円

一般会計債

特別会計債

企業会計債

【用語説明】●一般会計/ 広く一般に市の通常業務を行うための経費 ●特別会計/ 一般会計と分けて収支を管理しているもの ●会計年度/ 毎年 4 月 1 日～翌
年３月３１日 ●基金/ 目的の決まっている「貯金」のようなもの。財政調整基金だけは特定の目的を持たない ●国庫・県支出金/ 市の事業に対して国・県から一定
の割合で支出されるお金 ●地方交付税/ 市が一定水準の行政サービスを提供できるよう、国から交付されるお金 ●民生費/ 社会福祉・高齢者福祉・福祉医療・
児童福祉・生活保護などへの支出●衛生費/ 健康推進、ごみ収集などへの支出●公債費：市債の返済への支出●収益的収支：使用料金収入や浄水費や汚水処
理費など、日々の営業活動に必要な収支●資本的収支：施設整備の工事費や補助金収入、整備資金の借入・返済など、資産形成に必要な収支

※各項目単位未満を四捨五入して表示しているため、会計などが一致しない場合があります。
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●問 地域産業振興会議

（産業政策課内） ☎88・2651

対象 市内中小事業者

（小規模事業者除く）

対象事業 新たにテレワークに対応した就業規則な

どを作成し、実際にテレワークを導入する事業

補助率/補助上限額

2分の1/２０万円

対象経費

就業規則等の作成、変更に係る社会保険労務士へ

の委託料、端末等の機器購入費、ＷＥＢ会議システ

ム等の導入費

申請期限

令和５年１月３１日

令和４年４月１日現在（住民基本台帳） ●問 政策推進課 ☎８８・２５５１

■人口総数　１２８，４７０人（前年比：６２６人減）

くわしくは、市政情報コーナーか

市ホームページで

東明連区

山口連区

水南連区

増加した主な連区 減少した主な連区

１８５人増

１１１人増

７８人増

１３２人減

１０６人減

１０２人減

■５連区で人口増加し、１５連区で人口減少

全国の年齢別人口割合※

０～１４歳

１５～６４歳

６５歳以上 ※２月１日概算値

１１．７％

５９．３％

２８．９％

市の年齢別人口割合

■６５歳以上の人口は総人口の２９．９％

❶３回目接種後、５か月以上経過している６０

歳以上の方

１５～６４歳

57.9%

６５歳以上

29.9%

０～１４歳

12.2%

■令和３年度（１年間）の人口増減

人口は減少していますが、転入は転出を上回っています。

女性

６５，２９６人

男性

６３，１７４人

長根連区

品野連区

效範連区

転出

死亡

３，８３２人

１，５１９人

減

少

転入

出生

※その他２２人増

３，９８９人

７１４人
増

加

下記の方を対象に４回目接種を行います。接種券が

届き次第予約ができます。

※6/1以降に60歳になる方は、３回目接種後、５か月経過

した翌月に接種券を発送します。

❷１８歳以上６０歳未満で基礎疾患を有する方、

重症化リスクが高いと医師が認める方

接種券の交付申請が必要です。

詳細はこちらから　

～1/15

1/16～29

1/30～2/2

2/3～6

5/30(月)～

6/2(木)～

6/16(木)～

6/20(月)～

接種券発送スケジュール

３回目
接種時期

郵送開始日

郵送開始から届くまでに２～３日程

度かかります

３回目
接種時期

郵送開始日

2/7～9

2/10～13

2/14～16

6/23(木)～

6/27(月)～

6/30(木)～

くわしくは
ホームページで

新型コロナワクチンの４回
目接種

●問 ワクチン接種コールセンター　☎56・0200

10 6 月号



文化ホールのロビーで一般開放されたグランドピア

ノ。演奏希望者の列は途切れることなく大盛況。多く

の方が陶壁とともにピアノの響きを堪能しました。

瀬戸ロータリークラブと瀬戸北ロータリークラブが主

体となって、にじの丘学園に瀬戸の木「クロガネモチ」

を植樹しました。

文化ホール 誰でも陶壁ピアノ4/17
（日）

4/20
（水）

カーボンゼロに向けた植樹式

磁祖・加藤民吉についてより深く知るために25名の

市民が集まりました。参加者は講師の説明に熱心に

耳を傾けていました。

市内医療機関等を対象とした「医療従事者等応援補

助金」を活用し、院内応援事業を行った公立陶生病院

から感謝のメッセージが届けられました。

医療従事者からの感謝のメッセージ4/20
（水）

第１回 加藤民吉勉強会4/24
（日）

まちかど スナップ

新�の小�

#窯垣の小径

#せとジェニック

#せとまちサポーター

#いいもんせともん

せとまちサポーターPhoto 瀬戸市をPRしてくださる「せとまちサポーター」を募集しています。

�m�em�e�ol� ��

�ポ���登��法

電話・メール・窓口などでシティプロモーション課へ

＃せとまちサポーター＃いいもんせともん＃せとジェニック

で検索

瀬戸のいいもんを見つけたら、

「＃いいもんせともん」で投稿を

Followme!

市PR公式Instagram

@seto_citypromo
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● 掃き出し窓に補助錠や防犯フィルムを取り付ける

● 防犯カメラ、センサーライト、警報ブザーを設置する

● 外出時に室内灯やテレビ・ラジオ等をつけておく

● 現金を必要以上に保管しない

● 自己資産や行動などをSNSで発信しない

３月末時点で、空き巣被害５件、しのび込み被害３件

の合計８件の被害が発生しています（昨年同時期は

０件。）多くは、留守中や夜間就寝中に窓ガラスを割

られて侵入されています。
●「クレジットが不正に使われている」などと伝え、

キャッシュカードの暗証番号を聞き出したり、カード

をだまし取って、現金を引き出す。

●「警察です。あなたのキャッシュ

カードを持った人を逮捕しました」

などと言い、暗証番号を聞き出す。

●お金に関する電話はいったん切り、落ち着いて事
実を確認する

●電話の近くに相談する家族や

警察署の電話番号を貼る

●在宅時でも留守番電話に設定

する

「お金・キャッシュカードが必要」「ＡＴＭに行って」は

詐欺の可能性大です。以下の被害に注意しましょう。

●問 瀬戸警察署 ☎82･0110 ●問 生活安全課 ☎88・2601

６月から１０月にかけては台風や集中豪雨などの風

水害が多く発生します。いざという時に備え、風水

害への対処は万全かチェックしましょう。

くわしくは、広報せと５月号か市ホーム

ページで

防災講演会「被災地から学ぶ～私たちが

日ごろからできること～」

日時７月２日（土）午後７時３０分～９時

場所 文化センター文化ホール

講師 認定ＮＰＯ法人愛知ネット内藤瑶 氏

参加費　無料

※参加券が必要です。

くわしくは、折り込みチラシか

市ホームページで

一連の　確かな所作で　無災害

●問 危機管理課 ☎８８・２６００

●問 消防本部予防課 ☎８５・０４７９

●問 消防本部予防課 ☎８５・０４７９

対策

対策

❶ 揚げ物調理中は離れない

❷ 危険物使用中は、近くで火を使用せず、屋内の

場合はよく換気を

❸ スプレー缶は必ず中身を使い切って捨てる

❹ 不要な油を排水口などに捨てない

❺ 着火剤の「つぎ足し」は絶対にダメ

❻ ガス漏れ警報器や住宅用火災警報器を設置

❼ 消火器は油火災用マークを。

油火災に水消火はダメ

❾ 危険物の容器は名前を書き、

栓をきちんと閉める。

12 6 月号



日　時 ７月１５日（金）

講　演

「転んだら、どう起きる？」

場　所

文化センター文化ホール

時　間

午後１時３０分（開場：０時３０分）

対　象 市内在住・在勤・在学

定　員１5０人（先着順）

申込方法 6/6（月）午前9時～

申込フォーム・窓口で

内　容

観光まちづくりの推進、観光誘客イベントなどの企

画・実施 など

年会費 一般：5,000円、団体：10,000円

特　典

①観光協会ホームページなどに情報を掲載できます。

②瀬戸蔵、観光案内所（パルティせと1階）、道の駅

瀬戸しなのにPRチラシなどを設置できます。

③せとちゃんを使ったPRグッズの

製作、販売をすることができます。

※くわしくはお問い合わせください。

70周年を記念した式典と、

宇梶剛士氏（俳優）の講演です。

「第72回社会を明るくする運動推進大会」も

兼ねて開催します。

●問 社会福祉課 ☎88・2610

瀬戸市の観光を一緒に盛り上げていただける

会員を募集します。

●問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
☎85・2730

日　時

７月12日（火）・26日（火）、８月5日（金）・19日（金）・

30日（火）、９月8日（木）　午後1時30分～3時

※３月には発表会を予定

場　所 市体育館 第3競技場

対　象 市内在住６５歳以上

定　員２０人（抽選）

申込方法 窓口・郵送・FAX

宛　先 〒489-8701瀬戸市役所

高齢者福祉課

申込期限６/1（水）～17（金）

プロモーション動画
「瀬戸の情熱」

お口を大きく動かしながら楽しく踊る、新しい

ダンスを広める伝道師を募集します。

●問 高齢者福祉課 ☎88・2626 FAX88・2633

老後の資金がありません！

●問 瀬戸蔵 ☎９７･１５５５

キャスト 天海祐希、松重豊　ほか

日　時 7月23日（土）

①午前10時～ ②午後1時30分～（上映開始）

場　所 瀬戸蔵2階 つばきホール 全席指定（各回300席）

入場料 各回500円

前売券 6月15日（水）から販売開始

　　　 午前9時30分～午後9時30分1階受付で販売

　　　 ※6/15は午前8時30分から整理券を配布

当日券 空席がある場合のみ会場入口横で販売

「老後は安泰」のはず
だったのに ! 娘の派
手婚、舅の葬式、姑の
生活費…ふりかかる
金難もなんのその !
痛快お金のコメディ・
エンターテイメント!

くわしくは
こちら

● 購入後の席の変更不可
● 開演後の入場不可
● 3歳未満児の入場不可

注
意
事
項

申込フォーム
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79%

16%

だいすき

すこしすき

すこしきらい

きらい

2%3%

瀬戸の運動促進プログラム

自ら考え・学び・生き抜く力を育む

近年、子どもの体力・運動能力の低下傾向が続くと

ともに、生活習慣や、運動に対する価値観の変化な

どから、運動離れ、生活習慣病の増加が社会問題と

なっています。

本市では、平成２８年度に保育園、小中学校、大学な

どの関係者で運動促進連携会議を発足させ、保育

園と大学が連携して取り組んでいた運動促進事業

を小学校へつなげ、活動を広げています。（連携大

学：中京大学、名古屋学院大学）

第5回

学校教育課

☎88・2760

問

保育園や小学校での実践の様子

動物の出てくる歌に合わせて、動きを真似し

て全身を動かす（幡山南保育園）

くぐる、わたる、転がる、跳ぶなどの様々な動

きを遊びながら経験（幡山東保育園）

実践3 大学の先生や学生が跳び箱の授業をサポート（長根小学校）

子どもたちは、本来体を動かすことが大好きです。

アンケートでも79％の子どもたちが体育を「だいす

き」と回答しています。

また、大学の先生の授業サポートを受け、９割の子

どもたちが、「できた」「わかった」「もっとやってみ

たい」と感じています。

授業終了後に子どもたちを対象に行ったアンケート（低学年）

体育は好きですか

実践１ 実践2

14 6 月 号



瀬戸の運動促進プログラム
（Exercise Promotion System of SETO）

運動促進連携会議では、「投げる編」「走る編」など１１種目の運動指導カードを

作成し、各小学校に配布しました。各校では体育館などに掲示し、体育の授業で

活用しています。

また、子どもたちが自発的に取り組むことができる運動チャレンジカードや運動

技能の級別表を一冊にまとめた「EPSS　活用ガイドブック」も発行しました。

家族で！地域で！はじめてみませんか
家族や地域の方々と学校が一体となり、健康面における

サポート（食事や運動、禁煙等）を進めることが第一歩に

つながります。ガイドブックを各家庭でも大いに活用して、

みんなで運動を始めてみましょう。

→　「学校が好き」「学校が楽しい」

と感じる子どもの割合が高い

また、運動時間が長い子どもは、家庭・社会・地域のサポートや環境の充実度が高いこと

もわかりました。

自ら体力があると思っている子ども

運動時間との相関関係 平日、週末の運動時間が長い児童
→　やり抜く力（GRITスコア）が高い

→　勤労を重んじる、豊かな道徳心など、教

育目標の達成度が高い

→　主体的な学習態度で、学習意欲が高い

小学生（全学年）と保護者へのアンケート

「体力・運動能力の向上」を始

め、「何事にも努力できる力」

「何事にも挑戦するような強い

心」が上位となっており、以下

「友人・仲間が増える」「規則や

ルールを守る」等が続きます。

体力や運動能力の向上だけで

なく、社会性の向上も期待され

ていることが分かります。

運動に何を期待しますか

「瀬戸の運動促進プログラム　活用ガイドブック」

はホームページからダウンロードできます。
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障害に対応した避難場所の確保や施設整備、耐震に関した補助を進めていきます。

★障害者用トイレの設置【小中学

校体育館トイレの改修工事】

…66，600千円（教育政策課）

●資器材の備蓄【障害に対応し

た備蓄用食料・発電機他】

…6,223千円（危機管理課）

避難所の
整備

●民間木造住宅耐震診断（補助）の拡充

…473千円（都市計画課）

●民間木造住宅耐震改修費補助金（補助）の拡充

…1,200千円（都市計画課）※今年度分終了

●木造住宅耐震シェルター設置工事費補助事業の

拡充…500千円（都市計画課）

在宅の
安全確保

★障害児の家族や支援者が情報を共有

するシステムの構築

…2,212千円（社会福祉課）

ネットワークの
構築

●小中学校障害児用階段昇降車購入

…3,300千円（教育政策課）

●補聴支援システム購入等

…1,000千円（教育政策課）

就労を必要と
する保護者へ

の支援

●のぞみ学園での延長療育の実施

…589千円（児童発達支援センター）

教育環境の
整備

●障害児保育等の巡回療育支援事業の拡

充…610千円（児童発達支援センター）

●ペアレント・プログラムの実施（親子支

援プログラム事業の充実）

…235千円（児童発達支援センター）

★障害児受入園の拡充

…4,000千円（保育課）

●医療的ケア児の受入

…56,393千円（児童発達支援センター）

●協議会の設置

…103千円（社会福祉課）

障害児
保育

医療的
ケア児

●市役所内における就労機会の創設

…1,000千円（人事課）

就労機会
の創出

●心身障害者交通料金助成の拡充

…5,940千円（社会福祉課）

利用料金
助成

★就労事業所までの交通費の一部助成

…1,200千円（社会福祉課）
就労の
支援

本市では、障害者手当廃止後の取り組みとして、危機管理、就労支援、外出支援、障害児、相談支援、権利擁

護、緊急時および生活支援の各分野において、障害福祉増進の視点から各部署が連携し、事業を実施します。

令和４年度に実施する の事業と当初事業費をお知らせしますつの分野8

★…新規事業

危機管理1

巡回療育支援事業拡充やネットワークの構築を行います。障害児障害児4

障害者が安心して働くことができる場の提供など、雇用機会の

拡大を目指します。

介護タクシーを利用する際の助成制度などの拡充を行

います。

外出支援外出支援3就労支援就労支援2

令和４年度
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●障害者施設歯科健診の助成

…1,560千円（健康課）

★バリアフリー基本構想重点地区内の

歩道の視覚障害者誘導用ブロック

の修繕…5,000千円（維持管理課）

★新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺の視覚障

害者誘導用ブロックの修繕

…5,000千円（建設課）

安心安全な
移動環境の

整備

障害がある方の生活を支援する取組の充実を図ります。

生活支援生活支援8

●電子書籍貸出サービス

…4,400千円（図書館）

読書の
バリアフリー

保護者の急な仕事や用事などの際に、一時的に受け入れができ

る施設や支援体制を整備します。

緊急時緊急時7

●緊急一時保護事業【施設入所】

…484千円（社会福祉課）

●緊急一時保護事業【宿泊施設】

…605千円（社会福祉課）

支援者の
緊急支援

●市民・事業者に対して障害理解を深

める啓発事業の実施／

　障害者理解の協議の場の設置

…142千円（社会福祉課）

●子どもの頃から障害者理解を深め

る機会の創出【学校向け】

…40千円（社会福祉課）

障害理解の
促進

安心安全な
診療体制

●障害者相談支援センターの拡充／

やすらぎ地域包括支援センター圏

域（陶原・長根連区）に新たな障害

者相談支援センターを設置

…10,294千円（社会福祉課）

●ネット環境整備による相談方法の

充実…250千円（社会福祉課）

相談機能の
充実

障害者相談支援センターを設置し、総合的・専門的な相談支援

の実施と体制の強化を行います。

相談支援相談支援5

障害理解を深める機会を作ります。

権利擁護権利擁護6

木造住宅耐震シェルター設置工事補助案内木造住宅耐震シェルター設置工事補助案内

市役所内で働く様子市役所内で働く様子

小中学校に設置した階段昇降車小中学校に設置した階段昇降車

障害者相談支援センター（やすらぎ会館内）障害者相談支援センター（やすらぎ会館内）

電子書籍貸出サービス電子書籍貸出サービス

●問 社会福祉課 ☎８８・2612
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。入場料・参加費が記載されていないものは無料です。

●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

6月26日（日）

①午前11時～正午　②午後1時～2時

新世紀工芸館

小学4年生以上（小学生以下保護者同伴）

1,670円（当日支払い）

各回4人（抽選）

6/12（日）午前10時～午後5時に電話で

※作品は後日郵送（着払）か窓口で引き渡し

日 時

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

ガラスの
ペーパーウェイトを作ろう！

6月25日(土)～9月19日(月・祝)

午前10時～午後6時

（入館は30分前まで）　

新世紀工芸館 展示棟

火曜

日 程

時 間

場 所

休 館 日

関連イベント （要申込・先着順）

●問 新世紀工芸館 ☎97・1001

企画展「73　中田ナオト　松藤孝一」

陶・ガラス素材を用いたアート表現を展示空間で体感

夏の季節感あふれる、涼しさを感じさせる作
品を展示販売します。

６月４日（土）～８月２１日（日）

午前１０時～午後６時（8/21は午後4時まで）

（入館は３０分前まで）

新世紀工芸館 交流棟２階ギャラリー

火曜

陶芸作家 18名　ガラス工芸作家 13名

日 程

時 間

場 所

休 館 日

出品作家

夏の陶とガラス展
●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

1トークイベント

7月16日（土）　午後３時～４時３０分

瀬戸蔵4階 多目的ホール

40人

日 時

場 所

定 員

2 瀬戸の森ツアー

7月24日（日）　午前9時～１１時

南公園・萩殿の森

中学生以上

500円　定　員 6人

日 時

場 所

対 象

参加費

3 マイノベルティを作ろう！

7月30日（土）　

①午前10時～正午　②午後２時～４時

新世紀工芸館

小学生以上

1,670円　定　員 各回6人

日 時

場 所

対 象

参加費

くわしくはホームページで▶
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。入場料・参加費が記載されていないものは無料です。

詩吟・民謡・和太鼓

洋楽 Ⅰ

共通事項

高北幸矢インスタレーション×
旧山繁商店「落花、瀬戸千年。」

国登録有形文化財旧山繁
商店の離れ、旧事務所で
造形作家高北幸矢氏によ
る五千の染付と千の椿の
競演する個展を行います。

●問 文化課 ☎84・1740

自慢の喉や三味線・太鼓を披露

吹奏楽や室内楽、合唱などをお聞きください

午後１時～（開場：午後０時３０分）

文化センター文化ホール

時 間

場 所

文化の祭典
●問 瀬戸市文化振興財団 ☎８４・１０９３

日程６月１２日（日）

日程６月１９日（日）

青磁で！夏の陶板作り
●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

磁器土に模様を貼りつけたり、スタンプを押し
て装飾し青磁釉で焼成します。

瀬戸染付体験教室
●問 瀬戸染付工芸館 ☎８９・６００１

そば猪口2個に呉須という絵具で絵付します。

６月２５日（土）　

①午前１０時～ ②午後２時～（2時間）

瀬戸染付工芸館

小学生以上（未就学児は保護者同伴）

１，１００円（当日支払い）

各回８人（抽選）　※１応募で２人まで

Eメール・往復はがき

件名「６月２５日教室応募」①希望日時②

住所③氏名④電話番号⑤2人目の参加

者の住所・氏名を記入

※付き添いの方は記名不要

sometsuke@gctv.ne.jp

〒489-0829 西郷町９８

瀬戸染付工芸館「６月２５日教室」係

６/１４(火)（必着）

６/１６（木）（発送）

※作品は焼成し、後日引き渡し

開 催 日

時 間

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

送 付 先

締 切

抽選結果

７月３日（日）

①午前１０時～正午 ②午後２時～４時

新世紀工芸館 体験工房（３階）

小学生以上（８歳以下保護者同伴）

１，６７０円（当日支払い）　

各回６人（先着順）

６/４（土）午前１０時～電話で

日 時

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

①6月5日（日）②12日（日）③18日（土）

午後2時～3時

各回30人（抽選）

申込フォームで①は６/3（金）、②③は

6/10（金）の各日午後3時まで受付

※各日の午後5時～メールで結果を

　連絡します。

日 時

定 員

申込方法

日　時

６月５日（日）～１９日（日）

午前１１時～午後４時

場　所 旧山繁商店（仲切町23）

高北幸矢アーティストトーク

申込はこちら▶
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。

６月２９日（水）

午前１０時～正午

市体育館 第１競技場

５００円

体育館シューズ、手拭い

はがき・Eメール・FAX・窓口

①名前②住所（町名まで）③電話番号を

記入

５/２６（木）～６/１０（金）

日 時

場 所

参 加 費

持 ち 物

申込方法

申込期間

●問 文化課 ☎84・１７４０

　　本業焼の窯場を
訪ねる

市指定建築物「王子窯モロ」、「洞本業窯」など
の施設や景観などを解説付でめぐります。

●TAIRIK／ヴァイオリン・ヴィオラ

●SUGURU／ピアノ

●KENTA／ヴァイオリン・二胡

出演者

5/28（土）正午～6/5（日）

午後9時まで

TSK☆LAB.（ツケラボ）　

ファンクラブ先行販売

HAPPYキッチン

ほかクラシックや

映画音楽などの

最新ミックス曲を

お届けします。

演目（予定）TSUKEMEN

文化センター窓口　午前８時３０分～

その他プレイガイド　午前10時～

　●チケットぴあ　（Pコード 218-331）

　●ローソンチケット （Lコード 43542）

　●e+（イープラス）

チケット販売 ６/11（土）～

●問 瀬戸市文化振興財団 ☎８４・１８１１

TSUKEMEN CONCERT HAPPYキッチン瀬戸市文化センター

開館４０周年記念

民踊講習会
●問 まちづくり協働課
☎88・2802 FAX 88・2803

 machidukuri＠city.seto.lg.jp

７月９日（土）

①午前9時30分～11時30分　

②午後1時３0分～3時30分

窯垣の小径駐車場（仲洞町8）

500円（瀬戸民藝館 入館料）

各回20人（抽選）

申込フォーム・電話・FAX（８５・０４１５）

６/1（水）～２８（火）

６/３０（木）までにメールなどで連絡

日 時

集合場所

参 加 費

定 員

申込方法

申込期間

申込結果

８月２１日（日）

開演：午後4時（開場：3時15分）

文化センター文化ホール　

４，０００円（全席指定）

※交換・払戻不可

※未就学児入場不可

日 程

場 所

入 場 料

“音の料理人”TSUKEMENが大胆にミックスした音楽を中心に演奏する生音コンサート。
楽曲解説を交え、分かりやすくお届けします。

王子窯モロ 洞本業窯

申込▶
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。

戦後、古陶磁研究家の小山冨士夫氏により命名さ

れた「日本六古窯」。昭和初期まで「瀬戸焼、常滑

焼、信楽焼、丹波焼、備前焼」の五産地が中世窯と

して確認されていましたが、戦後、越前焼の存在が

明らかになり、六古窯と呼ばれるようになりました。

日本六古窯とは…

発掘調査に携わる作業員を募集します。

埋蔵文化財の発掘作業

瀬戸市とその周辺

午前9時～午後4時30分　週4日程度

※昼休憩あり　実働6時間30分

65歳以下

時給1,078円

若干名

6/10（金）午後5時まで

申込方法など、くわしくは電話で

仕事内容

勤務場所

勤務時間

応募資格

賃 金

採用職員

締 切

●問 瀬戸市文化振興財団 ☎８４・１０９３

瀬戸市美術展　第75回作品募集

日本遺産六古窯のチョット深イイ話

●問 ものづくり商業振興課 ☎８８・２８０７

発掘調査作業員  職員募集
●問 埋蔵文化財センター ☎21・1951

１０月１９日（水）～２３日（日）

文化センター文化交流館

会 期

場 所

日本画・洋画・彫刻・陶芸・書道・写真・工芸美術

どなたでも可（中学生以下除く）

１人１部門につき１点（公募展未発表作品のみ）

１点１，０００円（市内在住・在勤、学生は５００円）

※作品搬入の際に支払い　

募集部門

応募資格

応募点数

出 品 料

持参・郵送

９/３０（金）（必着）　

※持参は午後５時まで

募集要項配布場所

文化センター、市役所、支所、市民サービスセン

ターなど

※くわしくは募集要項、ホームページで

応募方法

期 限

①多くの方に愛され、親しみを持てるもの

②色数は自由。拡大・縮小、単色での使用あり

どなたでも可

最優秀賞　賞金5万円

ホームページで確認を

6/1（水）～8/31（水）（必着）

応募要件

◀作品募集・
　ロゴマーク募集
　の詳細はこちら

応募要件

賞

応募方法

募集期間

ロゴマーク募集

「旅する、千年、
六古窯」

越前焼
福井県越前焼

丹波焼
兵庫県丹波篠山市

備前焼
岡山県備前市

信楽焼
滋賀県甲賀市

常滑焼
愛知県常滑市

瀬戸焼
愛知県瀬戸市

中世期では国内

で唯一、施釉陶

器を生産

瀬戸市美術展
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●問 瀬戸市文化振興財団 ☎８４・１０９３

時　間 10時～11時30分

　　 2時～3時30分

場　所 文化センター文化交流館 ほか

対　象 小・中・高校生の初心者

　　　 で全日程参加可能な方

参加費 無料　  定 員 8～30人

講　師 文化協会員

申込方法 ホームページで

　　　申込多数の場合は抽選後、

参加可否を郵送で連絡

締　切 6月24日（金）午後5時

学習用ソフト「スクラッチ」を使用して、簡単なゲー

ム作りをしながら、プログラミングを学びます。

日 時 ７月２日・９日（全２回 土曜）

午前１０時３０分～午後２時３０分

対 象 小学１～３年生　　参加費 ２００円

定 員１０人　　締 切６/２２（水）

ブロックプログラミングに挑戦してみよう！遊び

感覚でプログラミング的思考を体験します。

日 時 ７月１０日（日）午後２時～４時

対 象 中学生

参加費 20０円

定　員１０人　　締 切６/３０（木）

身体を動かしたり、ロボットのキュベットを使って、

楽しく遊びながらプログラミングを学びます。

日 時 7月３日（日）午後２時～３時３０分

対 象 年長のお子さんと保護者

参加費 ２００円　　定 員 ８組

締 切６/２３（木）

DRPCホームページから申し込みください。申込多数の場合は抽選後、受講可否をメールします。

●問 デジタルリサーチパークセンター（DRPC）☎87・3100

WeDo2.0を使って、LEGOロボットを組み立てな

がら楽しくプログラミングを学びます。

日 時 ７月２３日（土）

午前１０時３０分～午後２時３０分

対 象 小学１～３年生　　参加費 ２００円

定 員１０人　　締 切７/１３（水）

①箏をひいてみましょう ......... 7/21・28、8/4・18・25（木） 小4～高1

②フラダンスを体験しませんか....7/21・28、8/4・11（木） 小1～中3

③子供茶道教室裏千家 ..................7/21・28、8/4・18（木） 小3～中3

④大書に挑戦 ..............................................7/22・29、8/5（金） 小2～高3

⑤百人一首で楽しく遊ぼう ...........7/22・29、8/5・19（金） 小1～中3

⑥ちびっ子日本舞踊教室 .................. 7/25、8/1・8・15（月） 小1～6

⑦子供太鼓教室................. 7/28、8/3・10・17・18（水・木） 小1～6

⑧尺八の音出しチャレンジ.... 7/28、8/4・11・18・25（木） 小3～高3

⑨伝統の日本舞踊をおどってみましょう     
.............................................................. 7/31、8/7・14・21（日） 小1～中3

⑩想像は自由だ!さあ描こう............8/15・16・17（月～水） 小3～6

⑪空き缶を使ってマイカップを作ろう...8/15・16・17（月～水） 小3～6

⑫やさしい箏はじめ ...............................8/3・4・5・6（水～土） 小2～中3

⑬楽しく箏をひきましょう .................... 8/3・10・17・24（水） 小1～中3

⑭囲碁入門................................................ 8/3・10・17・24（水） 小1～6

⑮粘土で作る彫刻体験 .................................8/5・12・19（金） 小1～中3

⑯絶対弾けます津軽三味線 .................. 7/30、8/6・13（土） 小2～6

⑰楽しくお茶を...................................... 8/10・17・24・31（水） 小3～中3

⑱ハッピーマジック教室.............8/22・23・29・30（月・火） 小2～高3

こどもインフォメーション
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●問 せとっ子ファミリー交流館 ☎87・3636 （休館 月曜 祝日の場合は翌平日）

申込方法 ❶申込不要 ❷～❺市ホームページ  ❻電話

申込開始（9：30～）❷❸❹6/3(金)～  ❻6/9（木）～

申込締切 ❺6/20(月) ※❺は抽選、他は先着順

イベント詳細・申込はこちら

●問 交通児童遊園 ☎４８･２３５０（休園 火曜 祝日の場合は翌平日）

日 時６月１１日（土）

　　　 午後１時３０分～３時

対 象 市内在住の小学生

材料費110円

定 員１０人（抽選）

日 時 ７月９日（土）午前１０時～午後０時１５分

　　　予備日：７/１６（土）

対 象 市内在住の小学生

参加費 300円（水鉄砲代含）

定 員 ３０人（抽選）

申込方法

◆市ホームぺージで

　Ⓐ６/１（水）～５（日）、

　Ⓑ６/１３（月）～２７（月）（抽選）

◆❶～❼は開催日１週間前の午前９時から

窓口か電話（先着）

イベント詳細・
ⒶⒷの申込はこちら

❶折り紙教室 .............................................６/１１（土） 10:45～12:00

❷ふくちゃんと遊ぼう（腹話術）.........６/１5（水） 10:45～11:15

❸スタッフと遊ぼう..................................６/１８（土） 10:45～12:00

❹編み物教室............................................６/25（土） 10:45～12:00

❺子育て談笑　　　 ............................６/２７（月） 10:45～11:15

❻6月生まれの誕生会...........................６/23（木） 11:10～11:30

❼俳句教室 ...................................................７/２（土） 10:45～12:00

❶回れ！ぶんぶんゴマ  　　　 .............6/19(日)・25(土)・26(日) 9：30～12：30、14：00～16：３0

❷卓球あそび 　　　　 ......................................6/12(日)・25(土) 9：30～、11：00～、14：00～

❸ママとあそぼ♡たまごちゃん　　　　　 .................... 6/14(火) 10:15～11:15

❹ママとあそぼ♡ひよこちゃん　　　　　　....................7/5(火) 10:15～11:15

❺ママとあそぼ♡こっこちゃん　　　　  ....................... 7/14(木) 10:15～11:15

❻育児講座「孫育て応援講座」　　　 ........................... 7/29(金) 10：00～11：30

小 18歳

小 ～

～

小 18歳～

小 ～・

乳

乳

小

幼

乳 …乳児と保護者

…小学生 …18歳

…幼児と保護者 …年長 …2歳～就園児と保護者幼

小 18歳

長 2歳～対

象

18歳

18歳

幼・乳

小長 ～
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乳幼児健康相談
6月20日(月)
7月25日(月)

9：00～11：30

6月28日(火)
7月12日(火)

14：00～15：30

乳幼児と保護者

予 約 １か月前から

持ち物 母子健康手帳、
バスタオル（2歳未満児）

申 込 市ホームページ

予 約 １か月前から

申 込 市ホームページ
産後ママの

セルフケアサロン
乳児（4～７か月）の母親

（乳児同伴可）/15組

6･7月のこども相談・教室・予防接種など 健康課（やすらぎ会館）☎0561・85・5090問

事 業 名 日 時 内 容／予 約対 象／定 員

7月25日(月)
14：00～16：00

（受付：15分前～）
マタニティ教室 妊婦（中期～後期）

/9組

妊婦母子健康手帳交付

ミニママ教室

毎週金曜
9：30～10：30

毎週金曜
10：00～10：45

（受付9：30～9：50）

6月11日(土)
A9:30～10:30
B11:00～12:00
（受付：15分前～）

ミニマタニティ教室
妊婦（中期～後期）

/各回9組

持ち物

参加費

予 約 前日まで

申 込 電話無料

母子健康手帳、
筆記用具、ハンドタオル

6月8日(水)
7月6日(水)

10：00～11：０0
（受付10：00～10：15）

離乳食教室
乳児（4～5か月頃）の
保護者（乳児同伴可）

/10組

持ち物 母子健康手帳、
筆記用具、バスタオル

予 約 １か月前～１週間前

申 込 市ホームページ

乳幼児健康診査 個別に通知。市ホームページで確認を

持ち物
予
防
接
種

個別に通知　
市ホームページで
確認を

BCG（集団接種）
6月14日(火)・30日(木)、

7月27日(水)
13：20～14：20

母子健康手帳、
予診票

こんにちは赤ちゃん訪問 生後2～4か月頃の乳児　 個別に連絡対 象

さ  さ 　き　 あ　 お

佐々木 蒼桜ちゃん

いつも、ニコニコして
可愛いあーちゃん♡
これからも素敵な笑
顔でみんなを幸せに
してね♡

5か月／原山台

ひ ら ま  つ　 と　　わ　　　　　　 わ　 く

平松 叶羽くん/和空くん

２卵生の双子です！！ケンカ

もするけど元気に成長中で

す。（写真向かって左/和空・

向かって右/叶羽）

１歳／南山町

❶ 妊娠届出書
❷ 妊婦のマイナンバーカード（わかるもの）
❸ 本人確認書類（免許証など）

※代理人は委任状が必要。ホームページで確認を
※日程・時間など都合が悪い場合はご相談ください。

持
ち
物

こどもインフォメーション

対象
市内在住0～3歳児（申込時）

くわしくはこちら

広報せとに
お子さんの写真を

載せませんか？

おねえちゃんと弟にはさまれ
て元気いっぱい！みんなを笑
顔にしてくれる我が家のわ
んぱくアイドルです！元気に
すくすく育ってね！

2歳／熊野町

か　 と う　 い　 お  り

加藤 衣織ちゃん

おねえちゃん二人に囲まれ

ておっとり然くん。みんなの

アイドルだよ。すくすく元気

に育ってね！

か　 と う　  ぜ ん

加藤 然くん

5か月／熊野町

24 6 月号
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★正午~午後1時は昼休み

���� ��� � � ���� ������

消費生活相談
（多重債務相談も含む）

毎週 月・火・木・金曜
★午前10時~
　午後4時

市役所 （2階生活安全課）

で当日受付

生活安全課 ☎88・2660消費生活法律相談
（事前に消費生活相談が必要）

１日(水) 午後1時～4時
市役所

（2階消費生活センター）

行政相談 ３日(金)・１７日(金) 午後1時～4時 市役所（1階案内）

で当日受付人権相談（予約優先） ８日(水） ★午前10時~午後3時 社会福祉課 ☎88・2610

登記相談
（相続・遺言・贈与・売買・法人）

９日(木） 午前9時～正午
市役所（1階案内）

で当日受付

受付:午前8時30分～

（先着順）

愛知県司法書士会

☎052・683・6683

遺言・相続の困りごと相談 ２７日（月） 午前9時～正午
愛知県行政書士会東名支部

☎84・8484（金林）

不動産相談 １６日（木） 午前9時～正午
宅建業協会東尾張支部

☎52・6977

ひとり親家庭相談（要予約） 毎週 月・火・金曜 午前9時～午後4時 市役所（2階） こども未来課 ☎88・2631

子ども・若者相談
※事前予約可

毎週 月～金曜、
5日（日）・18日（土）

午前9時15分～
午後6時

パルティせと（3階）

子ども・若者センター

☎82・1990　☎88・2636

若者自立就労相談
（若者ひきこもり）（要予約）

８日(水）・２２日（水）
午後1時30分～
4時30分

春日井若者サポートステーション

☎0568・37・1583

女性の悩みごと相談
（要予約）

金曜：3日・１０日・１７日
火曜：２１日・２８日

★午前10時~
　午後3時

女性相談受付

☎97・1333

外国人相談（スペイン語）

Consulta en español 毎週火曜 ★午前10時~
　午後5時
受付:
午後4時30分まで

外国人相談窓口

☎83・7719外国人相談（ポルトガル語）

Consulta em português 1日(水)・15日（水）

NPO相談 毎週 月～土曜 午前9時～午後5時
瀬戸まちの活動センター

☎97・1161

心配ごと相談（面接相談） 毎週 木曜 午後1時～4時

やすらぎ会館

社会福祉協議会

☎84・2011

法律相談（要予約）
予約は相談日2週間前の

午前8時30分から先着順です

第１～第4木曜
午前9時～
11時30分

ボランティア相談 毎週 月～金曜
午前8時30分～
午後5時15分

内職相談 毎週 月曜 ★午前10時~午後3時

成年後見巡回相談（要予約） ７日(火)
午後1時30分～
4時15分

尾張東部権利擁護支援センター

☎75・5008

小中学生の不登校
などの相談 毎週 月～金曜

★午前9時~
　午後5時

適応指導教室オアシス21

☎84・5005

学校生活など
教育全般相談 毎週 月～金曜

★午前9時~
　午後5時

市役所（3階学校教育課）
教育相談室サン・テレフォン

☎84・8740

認知症相談（家族会） 10日(金） 午後1時30分～3時30分 市役所（3階301会議室） 高齢者福祉課 ☎88・2626

新事業展開・工場管理
技術支援・IT導入

創業相談など
（要予約）

毎週 火～木曜
※１５日、２9日を除く

★午前9時~
　午後4時

産業支援センター

せと（瀬戸蔵3階）

（同左）

☎97・1191

ITスキルアップ相談
（要予約）

1日(水)、8日(水)、22日(水) 午後1時～4時
デジタルリサーチパーク

センター

（同左）

 ☎87・3100

相談窓口6月

26 6 月号



言っても過言ではありません。必要

な栄養素について理解を深め、食

生活のポイントを学びましょう。

日時 ７月2日（土）

　　　午前９時３０分～１１時３０分

場所　パルティせと４階

　　　マルチメディアルーム

対象 市内在住６５歳以上とその家族

定員　４０人（先着順）

講師　種子田雅子先生

申込方法 ６/１(水)から窓口か電話

����������
��������

愛知県社会福祉協議会

052・212・5530

試験日 １０月９日(日)

受験資格　通算5年以上の実務経

験があり、愛知県在住・在勤の方

案内書配布場所　高齢者福祉課、

支所、市民サービスセンター　他

配布期間　６/３０(木)まで

申込期間　６/１(水)～３０(木)

����ー������

社会福祉協議会　

84・2011　FAX 85・2275

 info@seto-shakyo.or.jp

日程 7月13日（水）・20日（水）

　　　午前10時～正午

場所 やすらぎ会館1階 第2作業室

対象　市内在住で60歳以上か障

害者手帳がある方（介護者の付き

添いが必要な場合あり）

定員　6人

����������
����������������������������������������
���������
��������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

愛知県社会福祉協議会

052・212・5530

����ー�������������������������������������������������������������������������ー����ー��ーー���ーーー�ー�ーー�ー����ー���������������������������������������������������������������������������������������

社会福祉協議会　

84・2011　FAX 85・2275

 info@seto-shakyo.or.jp

����ー��ー����ー
入����

ファミリーサポートセンター　

97・2525

日時 7月9日（土）

　　　午前9時30分～正午

場所　せとっ子ファミリー交流館

対象　入会希望の方

内容　センターの利用方法

　　　乳幼児の主な病気と対応 など

定員　10人　※託児あり（先着順）

申込方法　直接窓口で

申込期間　6/1（水）～18（土）

※6/6・12・13除く

������

消防署　 ８５・０４６３

日時 ７月３日（日）

　　　午前９時～午後６時

場所　消防本部３階

対象　中学生以上（無料）

定員　２０人（先着順）

申込方法　７/２（土）までに電話

���������者の���

高齢者福祉課　 88･2626

健康な体は食事からできていると

����ー��ー����ー
入����入����入����入����入����入����入����
�
入����入����入����入����入����入����
�������
入����入����入����入����入����入����
��������������
入����入����入����入����入����入����
����������������
入����入����入����入����入����入����入����
������������������
入����入����入����入����入����入����
������������������ー
入����入����入����入����入����入����
���������ー���ーーー
入����入����入����入����入����入����

ーーー�ー�
入����入����入����入����入����

ーー�����
入����入����入����

����������ー�ー��ーーー�ーー�ーー�ーー�����ー����������������������������������ー�ー��ーーーーーーーー

ファミリーサポートセンター　

97・2525

教室・講座

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

消防署　 ８５・０４６３

福　祉

���������者の�����������������������������������������������������������������������������������者����者����者����者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者���者の���者���者のののののの���のの���の���のの������������������������������������������������������������������������

高齢者福祉課　 88･2626

申込方法　往復はがき・FAXで

①氏名（ふりがな）②住所③電話・

FAX④年齢⑤教室名⑥車椅子の有

無を記入

宛先　〒489-0919　川端町1-31  

　　　「福祉スマートフォン教室」係

申込期間 6/13（月）～27（月）（必着）

�����������

基幹型地域包括支援センター

88・1294

認知症を自分事として、一緒に楽し

みながら考えてみませんか。

日時　６月７日（火）

　　　午前９時３０分～１１時３０分

場所 下品野地域交流センター

　　　第１会議室

内容 コグニサイズ（認知症予防運

動プログラム）、認知症クイズ、認知

症・介護相談

申込 不要。直接会場へ

※靴の着脱が必要です。サポートが

必要な方はお知らせください。

������入���の���
居住�の��������

高齢者福祉課　 88・2620

介護保険施設やショートステイ利用

時の食費・居住費には、所得に応じ

た負担限度額が設けられています。

申請手続きをすることで自己負担

額が軽減されます。

●申請後発行される「介護保険負

担限度額認定証※」をサービス利用

前に施設へ必ず提示してください。

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

基幹型地域包括支援センター

88・1294

������入���の���
居住�の��������

高齢者福祉課　 88・2620

子ども

子
ど
も

教
室
・
講
座

福

祉

ス
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集
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令和４年���
���������
市民��募集

学びキャンパスせと事務局

59・1859

応募資格　１８歳以上

内容 一般向け講座と親子向け講座

開講期間 １０月～令和５年３月

※原則１回９０分。４回・８回・１２回を

選択

講師料 受講生１０人で１回３,３００円

※受講生数により増減あり

申込期間　６/１（水）～７（火）

申請方法 講座登録申請書を窓口へ

申請書配布場所

事務局（パルティせと

3階）、市役所、公民

館、ホームページ　他

市公共��
����者募集

観光課　 ９７・２５４３

施設　瀬戸蔵、瀬戸蔵ミュージアム

業務　施設管理・運営業務

資格　法人、団体、複数の法人など

で構成されるグループで施

募　集

令和４年���
���������
市民��募集市市市市市
�
市市市民市市民
���
市民市民民民民
��������
民民民��募集民��募集
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学びキャンパスせと事務局

59・1859

����者���

初めての講師希望者は必ずご

出席ください。

日時 ６月４日（土）

　　　午後７時～８時３０分

場所 パルティせと４階 大会議室
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観光課　 ９７・２５４３

※有効期限が7月31日までのもの

をお持ちで、引き続き必要な方も手

続きが必要です。

申請方法 高齢者福祉課窓口・郵送

宛先　489-8701（住所不要）

　　　高齢者福祉課

要件、申請手続きに必要なものな

ど、くわしくは市ホーム

ページかお問い合わせ

ください。

��ー������

市体育館　 48・0500

申込は市体育館窓口へ

（午前8時30分～午後8時）

������ル���������

日程 7月7日（木）

場所　南グラウンド

対象　市内在住・在勤

参加費　900円

申込期間 6/2（木）～20（月）

�ー��ール�����

日程 6月18日（土）

場所　市体育館 第3競技場

対象　市内在住・在勤・在学

申込　不要。当日、会場入り口へ

スポーツ

��ー�������������������ー���ーーーーーーーー�ー�ー�ー�����������������������������������������������������������������������������������������������������

市体育館　 48・0500

申込は市体育館窓口へ

（午前8時30分～午後8時）

設を一括管理できる者

期間　令和５年４月１日～

　　　令和１０年３月３１日

募集要項配布　６/１（水）～

くわしくは市ホームペー

ジで

�����ー����
事�者募集

高齢者福祉課　 88・2623

募集施設

介護医療院　１施設（１００床）

開設時期

令和７年４月１日まで

くわしくは市ホーム

ページで

�������者募集

産業政策課　 ８８・２６５３

 agri@city.seto.lg.jp

対象 市内で農業に従事する目的の方

期間　8月上旬～令和5年8月下旬

日程　火曜（原則）　

　　　午前中（2～3時間程度）

場所　あいち尾東農協瀬戸支店、

　　　幡西町　など

受講料　5,000円

定員　5人（申込多数の場合は抽選）

申込書配布場所　産業政策課窓

口・市ホームページ　など

申込方法　窓口・郵送・FAX・メール

宛先　〒489-8701（住所不要） 

産業政策課　FAX 82・2931

締切 6/20（月）午後5時15分（必着）
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高齢者福祉課　 88・2623
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産業政策課　 ８８・２６５３
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定員　各日20人（抽選）

申込 市ホームページで

締切　6/27（月）

������

図書館　 82・2202

令和５年度から尾張東部地区で使用す

る小・中学校の教科書を展示します。

日時　６月３日（金）～３０日（木）

　　　※２２日（水）休館

　　　午前９時～午後７時

場所　図書館 ２階ギャラリー

※期間中、教科書の貸出は不可。ご意

見・ご要望の投書箱を設置します。

�世��ー�ー
���ー�シ���

瀬戸市地域産業振興会議

　(産業政策課内)　 88･2651

次世代を担う中堅社員の方を対象

に外部講師を招きワークショップを

開催します。

日時・内容

①７月１５日（金） 

　ブランディング・マーケティング

②9月9日（金）

　原価管理・数値管理

③11月11日（金）

オペレーション・タイムマネジメント

④1月13日（金）

　組織マネジメント・部下育成

時間　各回 午後３時３０分～５時

場所　瀬戸蔵３階 

　　　産業支援センターせと

参加費　無料
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図書館　 82・2202
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瀬戸市地域産業振興会議

　(産業政策課内)　 88･2651

くわしくは市ホーム

ページで

��入������
����者募集

行政課　 ８８・２５６0

無償提供物

角型６号封筒３７，０００枚・角型Ａ４号

封筒２５，０００枚（予定）

封筒設置場所　市役所、支所、市民

サービスセンター

提供期間

令和５年１月１日～１２月３１日

募集期間　６/１（水）～１５（水）

提出書類　申込書、納税証明書、

　　　　　会社概要

くわしくは市ホームペー

ジで

��の������
��ー��ール

まちづくり協働課　 82・2802

名古屋学院大学の先生や学生と森

を探検しながら自然に触れたり小

川で遊んだりします。

日時 8月9日（火）・10日（水）

　　　※両日とも同内容

　　　午前10時～午後5時

　　　（集合：9時30分）

場所 名古屋学院大学瀬戸キャンパス

対象　小学3～6年生 

参加費　500円　
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行政課　 ８８・２５６0
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まちづくり協働課　 82・2802

定員　各回１２人（先着）

　　　※各回ごとで申込可

申込方法　メールに①氏名②会社

名③部署④申込希望回を記入

 isc-seto@city.seto.lg.jp

���������

生活安全課　 ８８・２６６０

行政相談委員が行政についての意

見や相談をお受けします。

日時 7月１日（金）

　　　午後１時～４時

場所　水南公民館

※事前申込不要。相談無料

※当日市役所での開設はありません。

�������の���
�������の��������

瀬戸市国際センター　

88・2790　FAX 97・1171 

 setokoku@gctv.ne.jp

直近の話題を交えながら、貴重な

写真と資料で紹介します。

日時 ６月１１日（土）

　　　午後２時～３時30分

場所　パルティせと5階 アリーナ

講師 中濱京氏（ジョン万次郎子孫）

定員　50人（先着順）

申込方法　FAX・Eメールで

①件名「ジョン万次郎」②氏名（ふり

がな）③電話・FAX番号を記入
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生活安全課　 ８８・２６６０
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瀬戸市国際センター

88・2790　FAX 97・1171 

 setokoku@gctv.ne.jp
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料で行います。

持ち物

●本人確認書類

●個人番号（マイナンバー）カード

交付申請書

くわしくは電話か

ホームページで

※カードの受け取りは後日市役所で

行います。

※市役所1階では、開庁日に申請サ

ポートを実施中です。

����������

マイナンバー総合フリーダイヤル

　 0120・95・0178

情報政策課　 88・2536

マイナポイント第１弾に申し込んで

いない方、マイナンバーカードの健

康保険証としての利用申込を行っ

た方、公金受取口座の登録を行っ

た方にポイント付与を行う、マイナ

ポイント第２弾が始まっています。

ポイント付与額など、くわしくは

ホームページで

�������

社会福祉課 ８８・２６１０

日時 ６月１０日（金）

　　　午前９時３０分～正午、

　　　午後１時１５分～４時

場所　市役所１階 シビックモール

※「骨髄ドナー登録」同時受付

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120・95・0178

情報政策課　 88・2536

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

社会福祉課 ８８・２６１０

�����ルシ�

行政課　 88・2525

日時 6月10日（金）

　　　午前10時～

場所　市役所1階 シビックモール

※歯と口の健康に関するブース有

����バー�ー�����

市民課（予約専用電話）

　 88・2882

平日 午前８時３０分～午後５時１５分

　　　（予約優先）

夜間　午後５時２０分～７時４０分

　　　６月１４日（火）・２３日（木）

　　　７月１２日（火）・２８日（木）

休日　午前8時30分～午後5時

　　　６月１１日（土）・２６日（日）

　　　７月16日（土）・２４日（日）

●夜間・休日は要予約

予約方法　予約サイト・

予約専用電話から

※くわしくは交付通知書で

����バー�ー�
��申���ー�

市民課 ８８・２５９０

※申請に必要な写真撮影などを無
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行政課　 88・2525

お知らせ

����バー�ー������������������������������������������������������バ�バ��バ��ババババー�ババババーバーバーーバーバーーーー�ー�ーーー�ー�ー����ーー�ー���ー�ー�ーー�ー�ー�ーー�ー�ー�ーー�ー�ー������ー����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

市民課（予約専用電話）

88・2882
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市民課 ８８・２５９０

６月7日（火）
午後１時～４時

TSUTAYAいまじん
白揚瀬戸店

６月２１日（火）
午前１0時～午後1時

バロー品野店

令和４年�市��民�
��通�������

税務課

　 市民税係 88・2571（課税内容）

　 収納係　 88・2573（納税方法）

市・県民税は令和３年中（R3.1/1～

12/31）の所得に基づき課税されま

す。一定の所得があるのに通知書

が届かない方は、ご連絡ください。

※給与天引きの方は、勤務先へ送付

※申告時期により、納税通知書に

未反映の場合、後日変更通知書

等を再送

●特別な事情により、徴収の猶予

等の措置あり

●スマートフォン決済なども可能

［注意］

源泉徴収票に記載のない控除の適

用を受ける場合は申告が必要です。

�月１���������の�

社会福祉課 ８８・２６１０

人権擁護委員は、皆さんの人権相

談を受け、人権についての啓発活

動を行っています。

�������の������

日時 ６月１日（水）

　　　午前１０時～正午、

　　　午後１時～３時

場所　市役所３階３０１会議室

※相談無料。予約優先

※毎月第２水曜も開設
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税務課

　 市民税係 88・2571（課税内容）

　 収納係　 88・2573（納税方法）
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社会福祉課 ８８・２６１０
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水道課 ８５・１２９７

期間 ６月１日（水）～３０日（木）

該当世帯には事前にお知らせし、管

工事業協同組合の加盟業者が伺い

ます。

●費用負担はありません。

●作業の際は３０分ほど断水します。

�市��������

都市計画課 88・2680

日時 ６月１１日（土）

　　　午前１０時～１１時

場所　水野地域交流センター

　　　大会議室

内容　瀬戸中水野駅周辺地区（三

沢町1・2丁目、内田町1・2丁目の各

一部）の都市計画案の説明

●市街化区域・市街化調整区域の変更

●用途地域の変更

●土地区画整理事業の決定

���の�������
��募集

こども未来課

88・2635　FAX 88・2633

 kodomo@city.seto.lg.jp

子どもの権利が保障された「こども

にやさしいまちづくり」を進めるため、

「瀬戸市子どもの権利条例」制定に

向け、皆さんの意見を募集します。

募集期間 ６月６日（月）～７月５日（火）

閲覧場所　こども未来課（市役所
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水道課 ８５・１２９７
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都市計画課 88・2680
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こども未来課

88・2635　FAX 88・2633

 kodomo@city.seto.lg.jp

�月�３�～���
��共�����

まちづくり協働課 88・2801
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������

性別に関わりなく、だれもが自分ら

しくいきいきと活躍できる「男女共

同参画社会」を実現するためには、

皆さん一人ひとりの取り組みが必

要です。「男だから・女だから」といっ

た性別役割意識にとらわれず、個性

と多様性を尊重し、自身の可能性を

信じて、誰もが生きがいを感じられ

る社会を目指しましょう。

女性の悩みごと相談

家庭内の悩み、DV、夫婦間の問題

など、女性相談員がお受けします。

（Ｐ26を参照）

�����������

下水道課 ８５・１２１３

浄化槽の切替費用を一部補助し

ます。

対象 ●下水道事業計画区域外地域

　　　●１０人槽以下の住宅

補助額　５人槽　332,000円

　　　　７人槽　414,000円

　　　 １０人槽　548,000円

※先着順

※新築、申請前の工事不可
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まちづくり協働課 88・2801
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下水道課 ８５・１２１３

2階）、市政情報コーナー（市役所１

階）、支所、市民サービスセンター、

せとっ子ファミリー交流館、交通児

童遊園、子ども・若者センター

提出方法　郵送・FAX・Ｅメール・

窓口で①件名「子どもの権利条例

(案）について」②住所③氏名④意

見を記入（様式自由）

宛先　〒489-8701（住所不要）こ

ども未来課

�����者����
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子ども・若者センター 88・2636

対象 市内で次の事業を実施する

団体・個人

①子ども食堂やフードパントリー、配食

②子どもや若者の居場所の提供

③子どもや若者の学習支援

※他の補助を受けている部分は非該当

対象経費　運営に係る経費：1回の

申請につき上限30万円（1団体あ

たり上限100万円）

くわしくは、市ホーム

ページで

�����ー����
����

市体育館 48･0500

市体育館のトレーニング室はリニュ

ーアルオープンに向けて改装工事

を行いますので、下記の期間臨時

休業します

臨時休業期間

6月1日(水)～6月下旬（予定）
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子ども・若者センター 88・2636
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市体育館 48･0500
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教室名 曜日 時間 開催日（7月）

子ども
① あばれ！発達塾（器械体操・小1～小6） 月

各
教
室

全
10
回

17:15～18:15 4日～

② チャレンジャーズ（ボール運動・小1～小3） 金 17:15～18:15 8日～

親子 ③ 親子リズム体操 木 11:15～12:00 7日～

女性限定

④ 体質改善昼ヨガ 火 13:15～14:15 12日～

⑤ やさしいフラダンス 水   9:30～10:30 6日～

⑥ ナイトヨガ 金 19:30～20:30 8日～

一般

⑦ ゆったり健康バランスボール 月   9:45～10:45 4日～

⑧ 体幹鍛えよう！バランスボール 月 11:15～12:15 4日～

⑨ サルセーション（ダンスエクササイズ） 水 11:00～12:00 6日～

⑩ 遊YOUテニス（硬式テニス） 水 13:30～14:30 6日～

⑪ コアマスター（体幹トレーニング） 木 19:15～20:15 7日～

⑫ ステップ45（音楽に合わせ踏み台昇降運動） 金 10:00～10:45 8日～

⑬ ボクシングフィットネス 金 11:15～12:15 8日～

市体育館 48・0500（午前8時30分～午後8時） 

デジタルリサーチパークセンター 87・3100（休館 月曜 祝日の場合は翌平日）

持ち物・対象・定員・申し込み方法など　

くわしくは電話・ホームページで

※申し込み多数の場合は抽選（結果はメールします）

場所　デジタルリサーチパークセンター

同時開催

「メルカリ教室～出品実践編～」

順次開催

講座 日時 受講料 締切

No.20

おうち起業・在宅ワーク講座

７月６日(水)

午前10時～正午
2,500円 6/25(土)

No.21

スマホ・タブレット講座(LINEの使い方編)

７月７日・７月14日（木）

午前10時～正午
3,200円 6/27(月)

No.22

オンライン講座の参加方法を学ぼう！

７月１３日～７月２７日(全3回・水曜) 

午前10時～正午
4,500円 7/2(土)

No.R03

オンライン講座(スプレッドシート2：関数編)

７月２３日（土）

午後3時３０分～５時
無料 7/１３(水)

ホームページ メルカリ教室

受講料　各5,500円（スポーツ保険料含む）　

定　員 ①②15人 ⑤⑦～⑬20人 ④⑥25人 ③30人 

　　　　（抽選、空きがあれば随時受付）

会　場 ⑤～⑨⑪～⑬第1会議室

（体育館） ①②第3競技場 ③④第1競技場 ⑩北スポーツ施設（北コート）

申込方法　体育館窓口へ　

※継続の方は電話申込可

（受講料支払時に申込用紙記入）

申込期間　6/1(水)～17(金)　 

入金期間　6/20(月)～30(木)

������ー���

������

子
ど
も

教
室
・
講
座

福

祉

ス
ポ
ー
ツ

募

集

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

32 6 月号



閲覧日 申出者 目的 閲覧に係る住民の範囲 件数

10月12日
(株)サーベイリサーチセンター
代表取締役　藤澤 士朗

（委託者）内閣官房

孤独・孤立の実態
把握のための全国
調査

萩殿町、熊野町、西権現町 50

10月19日
（一社)新情報センター
事務局長　山本 恭久

（委託者）お茶の水女子大学

ゲーム障害(依存)
に関する全国標準
サンプリング調査

窯町 34

10月20日
(株)名豊
代表取締役　小池 武史

（委託者）愛知県

愛知県
子ども・若者の生
活実態・意識調査

西吉田町、見付町、共栄通、北浦町、川端町、市場町、城屋
敷町、東寺山町、西寺山町、神川町、城ケ根町、東長根町、
美濃池町、西長根町、山口町、追分町、今池町、汗干町、孫
田町、北脇町、效範町、平町、田端町、川西町、川北町、西
山町、南山町、東山町、松原町、山手町、北山町、やまて坂

50

11月11日
（一社）中央調査社
会長　境 克彦
(委託者)大阪大学

くらしの好みと
満足度についての
アンケート

東山町、山手町、やまて坂、苗場町、西松山町 19

12月2日
（一社）中央調査社
会長　境 克彦
(委託者)野村総合研究所

テレビ視聴に
関する調査 熊野町、西権現町、東権現町、西茨町 14

12月2日
（一社）中央調査社
会長　境 克彦
(委託者)ＮＨＫ放送文化研究所

復帰50年の沖縄
に関する世論調査 原山台７丁目 12

12月2日
（一社）中央調査社
会長　境 克彦
(委託者)大阪商業大学

健康と暮らしに
ついての調査 中品野町 15

1月12日
（一社)新情報センター
事務局長　山本 恭久
(委託者)国土交通省

令和３年度大都市
交通センサス
大都市圏住民調査

瀬戸市全域 60

1月27日
（一社)新情報センター
事務局長　山本 恭久
(委託者)総務省

家計消費状況
調査 窯町 50

2月28日

（一社）中央調査社
会長　境 克彦
(委託者)公益財団法人
生命保険文化センター

2022年度
生活保障に関する
調査

東山町１丁目 36

3月3日

（一社）中央調査社
会長　境 克彦
(委託者)一般財団法人
日本宝くじ協会

宝くじに関する
世論調査 中水野町１丁目 18

６月1日から市営十軒家住宅への入居者を募集します。入居を希望する方は、申込案内書をよく読んでから申し込みください。
所在地　内田町1-７７０

共通事項
申込資格　世帯収入が定められた基準を下回り、現在、住宅に困窮していること　※詳細は案内書参照
申込方法 生活安全課窓口へ直接　※郵送不可 申込多数の場合は選考および抽選。
申込書・申込案内書の配布場所　生活安全課、支所、市民サービスセンター、市ホームページ
申込期間　6/1(水)～7/13(水)　※申込がない場合、令和4年度中は先着順に切り替わります。
入居予定日　8/26(金)以降

申込資格（一般世帯向）
間取　３DK
戸数　１戸　
家賃　27,400円～53,100円
対象　同居する親族または、内縁関係にある方や婚約

者がいる方
※単身入居不可

申込資格（シルバー世帯向）
間取　２DK
戸数　２戸
家賃　22,600円～43,800円
対象　7月1日現在で、いずれかに該当する方
●60歳以上の単身世帯
●夫婦の一方が60歳以上の高齢者世帯
●60歳以上の高齢者世帯

生活安全課　 88・2660市営十軒家住宅入居者募集

市民課　 ８８・２５９０住民基本台帳閲覧状況（令和３年１０月～令和４年３月）の公表
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教育講演会「七ヵ国語で話そう」 ヒッポファミリークラブ瀬戸  ☎090･4083・1638(近藤)問

日　時 ①６月２５日（土）　②６月２８日（火）　③７月３日（日）　午前１０時～１１時３０分

場　所 ①文化センター文化交流館2階 ２２会議室　②道泉地域交流センター 小会議室

　　　 ③パルティせと4階  大会議室

対　象 一般・子育て中の親子 ※無料託児あり（要申込）

内　容 講座＆ワークショップ　　参加費  無料

定　員 各日3０人（先着順）　　申込方法  各回の前日午後５時までに電話

瀬戸まちの活動センター 
☎97・1161　FAX 97・1171
   seto-npo@ma.gctv.ne.jp
ホームページ http://www.gc-net.jp/seto-npo/

問

ままのわフェスタinせと2022

パパ・ママ・子どもたちとともに楽しめるイベント
です。
日　時 7月2日（土）午前10時～午後０時30分
場　所 パルティせと5階 アリーナ・ホワイエ
内　容 ●ステージどらニャと踊る！招き猫音頭
  せとものfriends

●マルシェ・お下がりのフリーマーケット

●ママジョブあいち再就職相談ブース

●市民活動団体活動紹介 など

瀬戸まちの活動センター 登録団体紹介

なるほどザ学習会 スポーツウエルネス吹矢（瀬戸ハヤブサ支部）

❶第一回「リズムに合わせてストレッチ体操」

日　時 ６月８日（水）午後２時～３時30分
※動きやすい服装でお越しください。

❷第二回

「スマホだけで作る！プロモーション動画」

日　時 ６月２２日（水）
  午後１時30分～３時30分
※スマホアプリ「CapCut」を使用します。

場　所 パルティせと4階 マルチメディアルーム
定　員 各回20人程度（先着順）
申込方法 各回の前日までに①希望講座名

②氏名③連絡先を窓口・電話・
FAX・Eメールで連絡

胸式・腹式呼吸をともなうスポーツウエルネス吹矢では、
楽しく競い合いながら「精神統一・ストレス発散・認知症
予防・健康寿命を延ばすための活動」などをしています。
私たち仲間とともに吹矢を楽しみませんか。

活動場所・曜日

長根公民館・月／效範公民館・火／八幡公民館・水
祖母懐公民館・木／新郷地域交流センター・土
対象 60～90歳
　　（男女問わず）
※感染症対策を講じて
　行います。

レース時間 午前10時30～正午（予定） ※要予約
空きがあれば当日の参加可

定　員 40人（先着順）
申込方法

電話・FAX・Eメール・LINE・
瀬戸まちの活動センター窓口で

　①出場希望の子の名前②月年齢
③保護者の名前④連絡先を記入 LINE公式アカウント

はいはい・よちよちレース参加者募集
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健康よろず相談

スワサポ

（禁煙相談）

●生活習慣病などの相談●

体組成測定●禁煙相談●骨

密度測定（やすらぎ会館のみ）

持ち物 健康手帳（お持ちの方）

市内在住の方

骨密度測定は
定員5人

（先着順）

骨密度測定は、6/1（水）～電話

6/9（木）午前9時～11時30分

やすらぎ会館 (受付：11時まで)

6/28（火）午前10時～11時30分

市体育館 (受付：11時まで)

こころの

健康相談

精神科医師による、こころの

不調などの無料相談

産業医のいな

い事業所の事

業主・労働者

電話

●問 瀬戸地域産業保健センター

（瀬戸旭医師会館内）☎84･1139

6/17（金）午後２時～４時

瀬戸旭医師会館相談室

（西長根町１０）

日時・場所 対象 申込方法

出張がん相談

治療、仕事やお金、がんの予

防や検診、医療者との関わり

など

どなたでも可
申込不要

●問 公立陶生病院 がん相談支援

センター ☎070・5038・6270

6/20(月)午後２時～４時

市役所3階304会議室

不妊・不育症治療

支援相談

助産師・保健師による無料

相談
3人（先着順）

電話 ☎85･5090

くわしくは市ホーム

ページで

7/6(水)午前10時～11時30分

やすらぎ会館

イベントカレンダー

対　象 ① 骨髄提供者

　　　 ② 事業所

　　　　　（骨髄提供者を雇用）

助成金 ① 1日２万円

　　　 ② 1日１万円

※ 上限あり

申請期限 骨髄提供日から１年以内

保険適用により、本事業の目的である経済的な負担の軽減が図られる

ため、本事業は令和５年２月をもって終了します。ただし、保険適用移行

期の治療計画に支障が生じないよう経過措置を設けます。

経過措置

対　　象　令和４年３月３１日以前に治療を開始している方

補助期間　最長で令和４年３月から令和５年２月診療分まで

補助内容　対象となる治療費の自己負担額の１/２（上限５０，０００円）

　　　　　くわしくは市ホームぺージか健康課母子保健係へ

骨髄提供者などへの助成 不妊治療の保険適用に伴い

本市の「一般不妊治療費等助成事業」を終了します

参加費の記載がないものは無料

●問 健康課（やすらぎ会館4階）
☎85・5511 FAX 85・5120  　　 kenko@city.seto.lg.jp

喫煙は多くのガンを引き起こします。また、タバコの有害物質は、呼吸器疾患、脳卒中、心筋梗塞、慢性

気管支炎、歯周病、胃潰瘍、肌の老化など、多くの影響を与えます。

タバコの煙は、喫煙で直接吸い込まれる主流煙と、火のついた部分から立ちのぼる副流煙とに分けら

れます。有害物質は、副流煙に２～４倍以上多く含まれており、「受動喫煙」は、不快や苦痛を感じるだけ

でなく、健康を損なう恐れがあります。自分自身と周囲の人の健康を考え、禁煙に取り組みましょう。

５月３１日(火)～６月６日(月)は「禁煙週間」

めたぼうし 健康コラム

令和４年４月から「一般不妊治療」、「生殖補助治療」は全て

保険適用になり、窓口での負担額が治療費の３割※となり

ます。※保険診療の治療費

要件などくわしくは厚生労働省ホームページで

※くわしくは市ホームページで
不妊治療は保険適用になります
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金 ごみ・資源物収集カレンダーは市役所・支所・市民サービス
センターで配布。

びん・缶・

ペットボトル
紙類・古布

燃える

ごみ

聴覚などに障害のある方専用

FAX82・8751
※収集日などは後日、連絡します

燃えないごみ

収集日の午前8時30分までに、
予約時の指定場所へ

氏名・収集日を
書いた紙

氏名・収集日を
書いた処理券

粗大ごみ

●陶　原※…

●效範北※…

●效範南※…

●品野1※…

●品野2※…

原山町を除く

名鉄瀬戸線の北側　

名鉄瀬戸線の南側　

品野町1丁目～6丁目、窯町

品野町7丁目～8丁目、中品野町、
上品野町、白岩町、片草町、落合町、
広之田町、北丘町、八床町、井山町、
鳥原町、岩屋町、上半田川町、下半田川
町、定光寺町

燃えないごみ・粗大ごみ

予約時に収集日・場所を決めます。

電話・インターネット予約

紙・処理券を貼る

ごみを

出す

☎0561・84・5371
月～金曜 ※祝日も可

午前9時～午後5時

▶診療時間以外の場合、可
能な方はかかりつけの医
師にご相談を。その他の方
は救急医療情報センター

（☎0561・82・1133）へ

▶公立陶生病院は、救命救急
センターとして３次救急（重
篤な救急患者を24時間体
制で受け入れ）を主に対応
します。

梅 林 歯 科 医 院

大 沢 歯 科 医 院

大竹デンタルクリニック

大 谷 歯 科 クリニック

瀬戸旭休日急病診療所

（西長根町７）

●症状が比較的軽い方の応急的な診療
を行います。

●「付き添い者」と一緒にご来院ください。

●保険証等や問診票（市ホームページか
ら取得可）を持参してください。

診療時間
午前9時～正午

●歯科当直医は必ず事前に
右記「案内電話」で確認を

受付：午前８時４５分～１１時３０分
　　  午後１時４５分～４時３０分

午前9時～正午、午後2時～5時

5（日）

12（日）

19（日）

26（日）

休日急病診療
案内電話

☎0561・
82・0022

この広報紙は、植物油インキを使
用しています。

広報せとで募集するものは、それぞれ必要な範囲内で個人の情報を収集、利用します。
収集した個人情報は、その他の目的で無断利用することはいたしません。

個人情報の
利 用 目 的

※

※

※

※

※

予約サイト


