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お知らせ
特別定額給付金の申請は
8月26日（水）までです！
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問い合わせ先（市外局番 0567）
市役所  ☎65－1111　　67－4011
（弥富市前ケ須町南本田 335番地）

1階　市民課、保険年金課、福祉課
　　　介護高齢課、児童課、会計課
2階　税務課、収納課、環境課、商工観光課
　　　農政課、土木課、都市整備課、下水道課
3階　健康推進課
　　　（保健センター・子育て世代包括支援センター）
4階　総務課、財政課、人事秘書課、防災課
　　　企画政策課、市民協働課、学校教育課
5階　監査委員事務局、議場および議会事務局
6階　議会傍聴席、展望休憩スペース

十四山支所　☎52－2111　　52－3276
（弥富市神戸三丁目 25番地）

1階　十四山支所　支所グループ

総合社会教育センター　☎65－0002　　65－1777
（弥富市前ケ須町野方 802番地 20）

1階　生涯学習課

各種施設
鍋田支所 ☎68－8001
総合福祉センター ☎65－8103
十四山総合福祉センター ☎52－3800
十四山スポーツセンター ☎52－2110（月曜休館）
図書館 ☎65－1117（月曜休館）
歴史民俗資料館 ☎65－4355（月・火曜休館）
白鳥コミュニティセンター ☎67－6021（月曜休館）
南部コミュニティセンター ☎68－3919（月曜休館）
同報無線確認電話 ☎65－8517
　※臨時放送の確認ができます。

（令和2年7月1日現在）

人口 44,427人 （－42）
男 22,342人 （－26）
女 22,085人 （－16）
世帯 18,255 （－11）

トピックス
・介護保険料（65歳以上の方）
  本算定のご案内
  きんちゃんバスに乗って
 どこまでも♪
弥富市キャラクター
「きんちゃん」に投票お願いします。
子どもは宝　やとみのたから
・8月生まれの子どもたち
保育士（会計年度任用職員）を募集します
SUKUSUKUPLAZA
・児童館だより
教育の広場
・栄南小学校
・十四山東部小学校
・広島研修
トピックス
・令和 2年度健診結果説明会
・令和 2年度熱中症予防行動
8 月行事予定カレンダー
くらしの情報
図書館だより
保健センターだより
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　今月の表紙は、市役所１階総合案内左側に
あります金魚です。こちらは、新庁舎開庁に
伴い、弥富金魚漁業組合様より寄贈していた
だきました。来庁する皆さんを優雅に泳ぎな
がらお待ちしています。来庁した際は、ぜひ
ご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、市内公共施設へ来館される方は
マスクの着用をお願い致します。

マスク着用のお願い

今月の納税など 《納期限：８月 31日（月）》

市県民税　　　　２期
国民健康保険税　２期

後期高齢者医療保険料　２期
下水道等使用料   6・7月分

※新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付
が困難な方は、猶予制度をご利用できる場合がありま
すので、市役所収納課までご相談ください。

お詫びと訂正
　広報やとみ令和 2年 7月号 3ページ「弥富市の財
政状況」におきまして市有財産の状況の中、建物の面
積に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

資格者証の未発行に対するお詫び
　要介護（支援）認定の申請及び更新の際に被保険者証
の提出と引き換えに資格者証（暫定被保険者証）をお渡
しすべき事務におきまして、担当課で資格者証を渡さ
ない対応を取っておりましたことをお詫び申し上げま
す。今後は適切に事務処理等をさせていただきます。

TOPICS 介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内

　本算定通知とは、市民税額の確定に伴い、令和２年度の年間保険料を決定（確定賦課）したもので、
各納期の保険料については、既に到来した納期と今後に到来する納期の保険料の合計額が、年間保険
料額になるように調整しています。

　 40 歳～64 歳の介護保険料は、各医療保険料（国民健康保険、社会保険、共済保険など）に含まれ
て徴収されますが、65 歳になると介護保険料の決め方と納め方が変わります。特別徴収（年金からの
天引き）が始まるまでの間は、普通徴収（納付書もしくは口座振替）で納めていただくことになります。
４月～８月生まれの方は９月に、９月～３月生まれの方は誕生日月の翌月までに納付書を送らせてい
ただきますので、最寄の金融機関などでお支払いをお願いします。

　市役所介護高齢課（内線 172 ～ 175）

　生活・介護支援サポーターは、誰もが安心して弥富市で暮
らし続けるために、市民ができる範囲でお手伝いするボラン
ティアのことです。研修を修了すると修了証を発行し、地域
包括支援センターと連携をとって、支援を必要とする方の見
守りや買い物などを手助けする「弥富市ささえあいセンター」
の協力会員として活躍することもできます。あなた自身の生
きがいづくり、健康づくりに大いに役立ちます。

開講式・オリエンテーション
弥富市の福祉施設の紹介

みんなで知ろうjimotoの障害福祉
親切とおせっかいのバランス

コミュニケーション
高齢者特有の病態

住みやすい弥富市を考える

グループに分かれて体験実習

講義「虐待しない・させないために」
修了式

９月５日（土）
9：00～正午

９月１2日（土）9：00～正午

９月19日（土）9：00～正午

９月26日（土）9：00～正午

9月23日（水）～２5日（金）
のうち１人１日ずつ
10：00～15：00

第２期 第３期 第 4 期 第５期 第６期
７月３１日（金） ９月３０日（水） 11月３０日（月） 令和３年２月１日（月） 令和３年３月３１日（水）

普通徴収の納期限（令和２年度）

（年額）
確定した
令和２年度
保険料

（仮徴収）

=－
特別徴収
普通徴収 第１期・第２期

４月・６月・８月 10 月・12 月・令和３年２月の３回
第３期・第４期・第５期・第６期の４回

（以降の納期に振り分け）

介護保険料（年額）の通知を発送します

65 歳（第１号被保険者）からの介護保険料について

保険料の納め方
●特別徴収（年金からの天引き）… 65 歳以上で、年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年金）を
　　　　　　　　　　　　　　　  年額 18 万円以上受給されている方
　２か月おきに支払われる年金から、支払ごとに保険料が天引きされます。
 　→介護保険料額決定通知は、８月上旬に発送します。

●普通徴収（納付書、口座振替による納付）…年度の途中で 65 歳になられた方、転入の方、年金が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額 18 万円未満の方など
　納付書による納付の方は、市役所または取扱金融機関で納めてください。
　納めに行く手間が省け、納め忘れの心配がない、口座振替がおすすめです。
　→介護保険料額決定通知は、９月中旬に発送します。
　　賦課明細書（本徴収分）と第３期から第６期の納入通知書をまとめたものを送付します。

▶対 象 者
▶定　　員
▶申込方法

▶申込締切
▶会　　場

全日程に参加し、その後、市内で活動できる方
30 名（先着順）
地域包括支援センターへお電話ください。
☎65－5521
（海南病院総合相談センター内）
9 月１日（火）
総合福祉センター　2 階　研修室

と　き プログラム名

生活・介護支援サポーター養成研修 ～市民がきずく弥富の絆～
参加者
募集！

市有財産の状況 建物 正　163,115.89 ㎡
 誤　149,990.89 ㎡
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北部・東部ルートは
緑色のマイクロバスが
走っています♪

南部ルートは
オレンジ色の中型バスが

走っています♪

市内を網羅しているきんちゃんバス。自宅の最寄りのバス停から、観光スポット、学校、病院などさまざまな場所へらくらく移動できます。

きんちゃんバスの運行路線と
市内のみどころ

３ルートをバス５台で運行しています。
北部ルート 弥生・桜・日の出・白鳥学区
南部ルート 大藤・栄南学区
東部ルート 十四山地区

《利用可能期間》
８月１日（土）～9月３０日（水）

　７月に各家庭・小学生の皆さんにきんちゃんバス無料お試し乗車券を配布いたしました。
　この機会に今までにきんちゃんバスに乗ったことがなかった方もぜひご乗車ください。
　この無料お試し乗車券をご利用の際は、裏面のアンケートにご回答いただいたうえ、１枚ずつ切り取って、ご乗
車時に運転手にお渡しください。１枚で、大人、子どもを問わず、１乗車１名限りに無料でご利用になれます。
市役所市民協働課（内線 433・434）

平　日：おおむね午前７時～午後７時
土曜日：おおむね午前８時～午後５時

運行時間

大　人　　　　　　　　　　　　　　 200 円
小学生から高校生　　　　　　　　　 100 円
障がい者（手帳所持者）・同伴の介護者  100 円
75 歳以上・未就学児　　　　　　　  無　 料

運　　賃
（１乗車）

夏休みにきんちゃんバス無料乗車券を使って出かけよう！夏休みにきんちゃんバス無料乗車券を使って出かけよう！

運 行 日 月～土曜日（日曜日・祝日・年末年始（12 月
29 日～１月３日）は運休）
※潮見台霊園へは、お盆（８月 12 日～16 日）
と春分の日および秋分の日の前の平日と土曜日
に運行します。

北部ルート
南部ルート
東部ルート
左回り
右回り

凡　　例

❷森津の藤公園

❶歴史民俗資料館

❸三ツ又池公園

❹海南こどもの国※春の様子

※春の様子

集特

前ケ平

10月3日（土）・4日（日）に岩手県において
「ゆるキャラグランプリ2020」が開催されます。

市のキャラクター「きんちゃん」がエントリーしています。
「金魚と芝桜のまち 弥富市」を全国の皆さんにも
知ってもらうため、ぜひ応援をお願いします。

なお、投票には登録が必要です。
詳しくは「きんちゃんゆるキャラ」で検索、

もしくは下記二次元コードで検索してください。

弥富市キャラクター!

ぜひ　　   をお願いします！投票投票
に

きんちゃんゆるキャラきんちゃんゆるキャラ
詳しくは・・・

で検索

投票してね！

投票期間は9/25（金）まで

投票はこちらから
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ちち月生まれの子どもた月生まれの子どもた
子どもは宝 やとみのたから
8

「基本事業」、「病児・病後児保育事業」の利用は、事前に会員登録が必要です。
事務所で平日 9：30 ～ 17：45 まで登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。

※詳しくはファミリー・サポート・センター　☎52－0922 へお問い合わせください。

利用会員
入会出張所

8 月 27 日（木）14：00 ～ 14：30 受付　
ところ／市役所１階　キッズコーナー前　　持ち物／印鑑・母子手帳
保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど　曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。

専用保育施設　キッズケアルーム「えがお」でお預かりします。
(看護師常駐 )月～金　8：30～ 17：00

基本事業
病児・病後児
保育事業

受 付  月～土曜日 / 9：30 ～ 17：45　（土曜日は電話受付のみ） 休業日  日曜日・祝日

ファミリー・サポート・センター

保育士（会計年度任用職員）を募集します

利用会員 と 協力会員 が  

 助け合う組織 です

協力会員募集中！

児童館だより 8月1日～9月10日
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

　下記スケジュールは、新型コロナウイルス感染症対策により変更となる
場合があります。

※お話しタイムはさくら・大藤・栄南（月曜日）、白鳥・弥生・東部（木曜日）10：30 ～・16：00 ～に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※８月に予定しておりましたオカリナ演奏会・英語であそぼうは、新型コロナウイルス感染症対策のため中止させていただきます。

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

8月20日（木）
16：00～

8月26日（水）
16：00～

8月12日（水）
16：00～

8月15日（土）
14：00～
16：00

9月9日（水）
工作

9月9日（水）
絵本の読み聞かせ

9月9日（水）
運動遊び

9月9日（水）
絵本の読み聞かせ

9月9日（水）
工作

9月9日（水）
絵本の読み聞かせ

8月22日（土）
14：00～
16：00

8月8日（土）
14：00～
16：00

8月15日（土）
14：00～
16：00

8月15日（土）
14：00～
16：00

8月1日（土）～ 8月1日（土）～ 8月1日（土）～ 8月1日（土）～ 8月1日（土）～ 8月1日（土）～

伝承遊びを楽しもう
( 小学生対象）

卓球をしよう
（小学生対象）

リサイクル工作
（小学生対象）

子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう！
★各支援センター共通　　開館時間　8：30 ～ 17：15　　休館日　土・日曜日、祝日

ひので子育て支援センター
☎66－0008
弥生子育て支援センター
☎65－8211
東部子育て支援センター
☎52－4612

電話相談 9：00 ～ 16：30
面接相談 13：00 ～ 16：30
訪問相談13：00～15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろばを行っています。
※「わくわくだより」・ホームページを通して情
報と日程をお知らせします。

※８月はじどうかんであそぼうはお休みです。1歳以上～未就園児の親子さん（市内在住）ならどなたでも、
　どの児童館でも参加できます。お母さんだけでなく、お父さん・おじいちゃん・おばあちゃんも大歓
　迎です。

相談日　月～金曜日 行　　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

“みんなで子育て”
応援します！子育て支援センター

じどうかんであそぼう
（１歳以上～
未就園児対象）
毎週水曜日

10：30～ 11：00

  山田 朝陽くん
やま　だ あさ　ひ

1歳
（南前新田）

生まれてきてくれてありがとう！

  須藤 大翔くん
す　どう つばさ

2歳
（子宝）

元気いっぱい！ニコニコ笑顔

  島林 亮弥くん
 しま ばやし りょう や

1歳
（佐古木）

誕生日おめでとう！

  
 よこ　ざわ こう　た

横澤 航大くん 3歳
（鎌倉町）

食べるの大好き！家族の宝物☆

  渡辺 創士郎くん
わた　なべ そう　し　ろう

2歳
（平島東）

元気いっぱい！外遊び大好き☆

  岡田 采ちゃん
おか　だ いろは

1歳
（小島町）

祝☆１歳おめでとう

  大野 壽姫ちゃん
おお　の じゅ　き

2歳
（前ケ平）

世話好きな壽ちゃんありがとっ♥

  佐藤 美咲ちゃん
  さ　とう  み　さき

3歳
（富島）

歌と踊りが大好きです♪

※詳しくは市ホームページまたは
　人事秘書課までお問い合わせください。子どもの写真を

載せませんか？
子どもの写真を
載せませんか？

▼応募期間　8月5日(水)～12日(水)【必着】
▼対 象 者　10月生まれで1歳～3歳までの子

ホームページでも
お写真を紹介しています！問市役所人事秘書課（内線475）

　・　 市役所児童課（内線 154）

勤務場所
募集の種類
勤務日
勤務時間

必要書類

賃金・手当など

その他

市立保育所
保育士
月～金曜日（週 3 日以上）
午前 8 時 30 分～午後 5 時
（7 時間 30 分以内）
(1) 弥富市会計年度任用職員登録申込書
(2) 顔写真（縦 4cm× 横 3cm 程度）
(3) 保育士証の写し
時給　1,006 円～
※交通費、期末手当など、要件によって支給あり。
勤務場所・勤務日・勤務時間については相談に応じます。

申込方法 市役所児童課で随時受け付けします。
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　十四山東部小学校では、６月の学校再開後には、子ど
もたちが健康で安心して学校に通えるように取り組んでい
ます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月２日から臨時休校が続いていましたが、６月１日か
ら通常登校が再開されました。児童も職員も日常の生活を送ることがいかに尊いものかを感じること
ができました。今後、新型コロナウイルス感染症の感染防止に心がけながら毎日を過ごしたいと思い
ます。４月６日は入学式で新１年生を迎えました。

栄南小学校 十四山東部小学校教育の広場 教育の広場
のりこえよう みんなで！

　男子３名、女子６名、合計９名という栄南小学校の長い歴史の中で最も少ない入学者数となり
ました。今後の小学校生活で活躍することを願っています。

　地域の方のご協力により、学校農園の耕耘、肥料やり、マルチ張りなどをしていただいてお
り、とても感謝しております。秋には甘いサツマイモがたくさん獲れることを願って苗植えをしま
した。

　２～６年生は３か月ぶりに学校給食をいただくことができました。給食をいただくことができな
くなってから改めて、給食に関わる多くの方々のおかげで今日の給食がいただけることを感じま
した。給食関係者の皆さん、いつもおいしい給食を届けていただき、ありがとうございます。

入学式

学校農園での栽培活動

おいしい給食

間隔をあけて登校します。校内に入る前に手を消毒し、健康観察をします。登校の様子

晴の日は運動場で、雨のときは教室と校長室をつないでオンラインで朝礼をします。朝礼の様子

今までの日常とは違った生活になりました。学校生活の様子

給食の様子

　休み時間の後・教室の移
動の前後・給食の前後・掃
除の後など何度も手を洗いま
す。

　図書室や理科室などのグル
ープで机を使用する場所に、
透明なシートの衝立を置きま
した。

　給食前の健康観察をして、
自分の分は自分で配膳しま
す。並ぶ時も間隔をあけて並
びます。

図書室の様子

児童の様子校長先生の話

校内に入る前の消毒児童が止まる目印間隔をあけて登校

手洗い
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感染対策は
忘れずに！

【平和記念資料館】
　平和記念資料館には、原爆が残した多くの爪痕、原爆によって失われたもの、原爆が生んだ悲しみが包み隠さず展示
されていました。
　数多くあった展示の中で僕が一番心に残ったのは、「我が子の名を呼び叫んでいる母親」という絵です。なぜなら、「息子
を亡くして悲しい」という母親の気持ちと、「息子をどこかへ連れ去ってしまった新型爆弾を許さない」という憎悪を強く感じ
たからです。その絵は、原爆が投下された直後に川を見て描かれた絵でした。川に浮かんでいるのは学徒動員によって働
いていた最中に原爆の光を浴びた学生たちです。動員された学徒の中には、先ほどの絵に描かれていた母親の息子もい
ます。みんな熱線を浴びて皮膚がどろどろになり、ほとんどの人が亡くなっています。誰が誰かなんてとても分からなかっ
たのです。でも、母親は最愛の息子を亡くしたくありません。だから必死に叫んでいるのです。たとえ息子が死んでしまう
と分かっていても……。
【原爆によって】
　原爆はいろいろなものを生み出しました。人々の恐怖、新しく認定された「原爆病」、放射能により、出たら確実に死ぬ
という「死の斑点」、熱線により皮膚が焼けただれてできる「ケロイド」。また、その一方、多くのものを奪いました。まず第
一に原爆は周囲の形あるもの全てをなくしました。そして、被爆した人々の生活、家族、友人、仲間、人間関係など、取
り戻すことなど不可能なものばかりです。
　原爆によって世界が変わりました。人が変わりました。心が変わりました。聞
こえるのは、みんなの叫び声、うめき声、見える光景は地獄、そんな世界が一
度でもあったのがとても信じられません。
【まとめ】
　広島研修では、今まで実感が湧かなかった、原爆を受けた方々への甚大な被
害や、原爆によって生まれた病気、被爆者の方々の心情がわかりました。
　広島は、原爆によって刻まれた爪痕を、後世に伝えるためにはっきりと残って
いました。僕たちはそれを肌で感じて学びました。その学んだことを他の人たち
と共有し、全員で平和について考えたいと思いました。何より、原爆の悲劇を
繰り返さないために、僕たちに何ができるのかを考えていきたいです。

平和を願う
十四山中学校　犬飼 崇文

【心に残った展示物　ー『息子のパンツ』ー　】
　その血がにじんだパンツは大尾田洋大ちゃん（当時２歳）が被爆時に履いていた物です。母親に背負われていた
洋大ちゃんは、背後から熱線に焼かれ、大火傷を負いました。救護所で「あつい、あつい」「水がほしい」とねだり
ましたが、水を飲ませると死ぬと聞いていた母親は、水を与えませんでした。その夜１１時に洋大ちゃんは息をひ
きとりました。
　私はこの展示を見た時、心が張り裂けるような何とも言えない衝撃を受けました。何の罪もない人たちの未来
や幸せを一瞬で奪っていく原爆の恐ろしさを間近に感じました。そして、二度と戦争が起きてほしくない、二度と
小さな幼い“命”がなくなってほしくないと強く思いました。
【被爆ピアノ】
　私は被爆ピアノを弾いて、戦争時に辛い思いをした方たちの
思いがつまった音だと感じました。いつも弾いているピアノの
ような透き通る音ではなかったけれど、本当に被爆したのかと
思うほど、他のピアノとは違う、特別なきれいな音だと思いま
した。そんな被爆ピアノの伴奏で『平和の鐘』を歌う貴重な機会
をいただき、本当に良い経験になりました。
【平和について】
　私が広島研修で一番学んだことは、命の尊さについてです。事前学習で知っていたことでも、実際に目で見る
と、思っていたよりもひどいものばかりでした。２キロメートル離れていても被害が出る。それは私にとって、どれ
だけ頑張っても、想像することが困難でした。笑顔、緑など、現在当たり前にあるものがない生活。それを少し
実感することができ、戦時中の方たちの思いを深く考えることができました。幼くして亡くなった人たちが今生き
ていれば…と考えるととても辛かったです。禎子さんのように１２年という長い時が経っても病気になることがあ
る。原爆よりも怖いものはないと心から思いました。そして、私が生まれてこられたことは本当に奇跡で、命はつ
ながっていくのだということも分かりました。原爆による惨劇が二度と起こらないように、次へ次へとつないでい
こうと思います。

失われたもの
十四山中学校　太田 里香

修研島広 TOPICS 令和２年度健診結果説明会令和２年度健診結果説明会
　健診を受けたことで、満足していませんか？気になる項目はありませんでしたか？
　検査の意味を理解して、自分の体のことを知りましょう。お気軽に参加してください。参加を
お待ちしています。

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
熱中症に関する詳しい情報：https://www.wbgt.env.go.jp/

　・　市役所健康推進課（内線 312～317）

8月20日（木）～9月4日（金）に、市役所健康推進課へ電話にて申し込みください。
お申し込みの際は「健診結果説明会のお申し込み」とお伝えください。申込方法

①健康診査の結果票　②筆記用具持ち物

・特定健診の検査項目の解説、生活習慣予防のポイント
・災害時の口腔ケア　～知っててよかった誤嚥性肺炎予防～
・健診結果にあわせた個別相談、特定保健指導

内容

30歳～74歳の市民の方で、特定健診（30代健診）を受診された方対象者
保健センター（市役所3階）ところ
9月14日（月）午前9時30分　※午前9時15分～受付開始とき

熱中症を防ぐために
マスクをはずしましょう

マスク着用時は

　　　・・・・・・・・
のどが渇いていなくても
こまめに水分補給を
しましょう

激しい運動は
避けましょう

屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）離れている時

熱中症予防×コロナ感染防止で
「新しい生活様式」を健康に！

TOPICS 令和 2年度の熱中症予防行動令和2年度の熱中症予防行動 環 境 省
厚 生 労 働 省
令和 2 年 6 月

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります注意
マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらくな
ってしまいます。暑さを避け、水分を摂るなどの「熱中症予防」と、マスク・換気などの「新しい生活様式」を両立さ
せましょう。

「新しい生活様式」とは：新型コロナウイルス感染防止の３つの基本である　
①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗いの実施や「３密 ( 密集、密接、密閉 )」を
避ける、等を取り入れた日常生活のこと。

気温・湿度が
高い時は
特に注意しましょう
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

　市では特別定額給付金（1 人一
律 10 万円）の申請書を 5 月 22
日に送付しました。
　申請書の受付期限は 8 月 26 日
（水）（市役所必着）となりますの
で、受給を希望される方で申請が
済んでいない方は、期日までに申
請をしてください。
※オンライン申請の場合は８月 26
　日中（午後 11 時 59 分まで）に
　申請を完了してください。
　特別定額給付金室
　（内線 711～713）

　次の手当を受給されている方
は、毎年１回、現況届・所得状況
届の提出が必要です。提出がない
と、8月分以降の手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。
◎児童扶養手当
◎愛知県および市遺児手当
※児童扶養手当･愛知県および市
　遺児手当は提出がないと、11
　月分以降の手当が受けられなく
　なります。
▼提出期限　8 月 31 日（月）
※7 月下旬に対象となる受給者に
　は通知をしています。
　市役所児童課（内線 155）
◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼提出期限　8 月 31 日（月）
※7 月下旬に対象となる受給者に
　は通知をしています。
　市役所福祉課（内線162・163）
◎特別児童扶養手当
▼提出期限　9 月 11 日（金）
※8 月上旬に対象となる受給者に

　は通知をします。
　市役所児童課（内線 155）
◎特別障がい者手当
◎障がい児福祉手当
▼提出期限　9 月 11 日（金）
※8 月上旬に対象となる受給者に
　は通知をします。
　市役所福祉課（内線162・163）

◎特別障がい者手当
　重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と
する、20 歳以上の方に手当を支
給します。（施設入所者、長期入院
者を除く。）
▼対象者　次のいずれかの条件に 
　該当する方
①身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを重複して有する方 
②身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方で、IQ
　20 以下の方または常時介護が
　必要な精神障がいを有する方 
③身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方または
　IQ20 以下の方もしくは常時介
　護が必要な精神障がいを有する
　方で、他に身体障がい３級相当
　の障がいを２つ以上有する方 
④身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方または
　IQ20 以下の方もしくはこれと
　同程度の障がいまたは病状を有
　する方で、日常生活においてほ
　ぼ全面介護が必要な方
▼支給額
　【国制度分】月額 27,350 円
　【県制度分】手当の対象者のうち、
　次に該当する方は、国制度分に
　加算して支給されます。
Ａ種　身体障がい１級または２級
　かつ IQ35 以下の方
　月額 6,850 円
Ｂ種　 身体障がい１級、２級の
　方または IQ35 以下の方
　月額 1,050 円
▼支給できない方
 ・医療機関に長期入院（３か月以
　上）している方
 ・施設に入所している方（施設を
　退所された場合は、申請するこ

　とができます。）
 ・一定の所得のある世帯の方
◎障がい児福祉手当
　重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と
する、20 歳未満の方に手当を支
給します。（施設入所者を除く。）
▼対象者　次のいずれかの条件に 
　該当される方
①身体障がい者１級（２級の一部
　を含む。）の障がいを有する方
②IQ20 以下の方
③①・②と同程度の障がいまたは 
　病状で、常時介護が必要な方
▼支給額
　【国制度分】月額 14,880 円
　【県制度分】手当の対象者のうち、
　次に該当する方は、国制度分に
　加算して支給されます。
Ａ種　身体障がい１級または２級
　かつ IQ35 以下の方
　月額 6,900 円
Ｂ種　身体障がい１級、２級の方
　または IQ35 以下の方
　月額 1,150 円
▼支給できない方
 ・施設に入所している方（施設を
　退所された場合は、申請するこ
　とができます。）
 ・一定の所得のある世帯の方
 ・障がいを事由とした年金を受給
　されている方
　市役所福祉課（内線162・163）

◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼対象者および支給額（月額）
1 種　身体障がい者手帳１級また
　は２級かつ療育手帳Ａ判定の方
　15,500 円
2 種　身体障がい者手帳１～２級
　の方、療育手帳Ａ判定の方、身
　体障がい者手帳３級かつ療育手
　帳Ｂ判定の方　6,750 円
　（65 才以上で新たに手帳を取得
　した方を除く）
▼支給できない方
 ・特別障がい者手当などの国制度
　の手当を受給している方
 ・施設に入所している方
 ・医療機関に長期入院（３か月以
　上）している方

現況届・所得状況届を
お忘れなく

特別定額給付金の申請は
お済みですか？

障がい者手当制度（国制度）お知らせします

休休館日・運休行事予定カレンダー月8
こちらのカレンダーは、広報から抜き取って見やすい所に貼ってください。

1

2 3 4 7 85 6

9 11 14 1512 13

16 17 18 21 2219 20

23 24 25 28 2926 27

30 31
※手話通訳者の設置　毎週水曜日（市役所）9：00～12：00
問「心配ごと相談所」、「法律相談」、「成年後見・相続（生前）相談」「相続・登記・成年後見相談」および
「結婚相談」は市社会福祉協議会　☎65－8105
※新型コロナウイルス感染症拡大防止により、やむを得ず中止になる場合があります。

くすり・医療用品などに関する緊
急の相談・質問などは右記へお問
い合わせください。

令和2年8月 平日夜間・休日診療問い合わせ先

診療日 受付時間 診療先
平日夜間

土曜日

日・祝

日・祝

日・祝

平
日
夜
間
お
よ
び
休
日

（
土
・
日
・
祝
日
）

内
科
・
小
児
科
歯
科
外
科

薬
な
ど

9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30

9：00～ 17：00

当面の間、休診 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
内科および小児科については、当面の間、

平日夜間と土曜日は休診とさせていただきます。
※病状などのお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。
※診療再開については、決まり次第、市ホームページにてお知らせします。

津島海部薬剤師会　くすり安心電話
☎090－2136－3858

開設時間 21：00～ 24：00まで

海部地区急病診療所（☎25－5210）
（津島市莪原町字郷西 37）
http://amaq.sakura.ne.jp

上記カレンダーに記載の当番医療機関については、都合により変更されることがありますので下記の消防署または
救急医療情報センターへご確認の上、受診してください。
※午後 5 時以降は消防署へお尋ねください。　※あま市の市外局番は 052 です。
●海部南部消防署  ☎52－0119　 ●海部南部消防署北分署  ☎65－0119 　●救急医療情報センター  ☎26－1133

≪納期限≫
市県民税 2期
国民健康保険税 2期
後期高齢者医療保険料 2期
下水道等使用料 6・7月分

彦坂外科
（津島市）
☎25－8355

小西整形外科
（あま市）
☎875－7178

はせ川外科
（津島市）
☎24－3370

服部整形外科皮フ科
（弥富市）
☎65－1200

駅前ふじたクリニック
（あま市）
☎462－0222

後藤整形外科
（津島市）
☎25－5511

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス
休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休きんちゃんバス

休図書館

休図書館

休図書館

休図書館

休図書館

社会保険労務士による
ねんきん相談（予約制）
（市役所）
10：00～16：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

心配ごと相談所
弁護士による
法律相談（予約制）
結婚相談（予約制）
(総合福祉センター)
13：00～16：00

弁護士による成年後見・
相続（生前）相談（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

中村年金事務所による
年金相談（予約制）
（市役所）
10：00～15：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

特別定額給付金申請締切
（必着）
心配ごと相談所弁護士による
法律相談（予約制）
行政相談所
(総合福祉センター)
13：00～16：00

心配ごと相談所
行政相談所
(十四山総合福祉センター)
13：00～16：00

10山の日

障がい者手当制度（県制度）
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　市社会福祉協議会
　☎65－8105

　さまざまな講義を受け、これか
らの生活をより豊かなものにしま
せんか。
▼と　き　10 月 14 日、
　12 月９日、1 月 20 日
　（いずれも水曜日）　全３回
※全３回の開催に変更いたしました。
※マスク着用でお越しください。
※研修旅行は中止になりました。
▼ところ　総合社会教育センター
▼受付日　8 月 18 日（火）
※午前９時 30 分時点で定員を超
　えた場合、抽選を行います。
▼対象者　60 歳以上の方
▼定　員　60 名
※100 名から変更になりました。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼訓練期間　10 月 2 日（金）～
　令和3年3月25日（木）（6か月）
▼選　考　筆記試験、
　面接（9 月 10 日（木））
▼対象者
　ハローワークで求職登録をして
　おり、訓練受講が必要と認めら
　れ、自動車運転免許（普通自動
　車以上）を取得している方
▼定　員　30 名
▼受講料　無料（教科書、作業服
　代などは自己負担）
▼申込方法　
　8 月 31 日（月）までに、入所願
　書に必要事項を記入し、ハロー
　ワークに提出してください。
▼説明会　8 月 5 日、19 日（いず
　れも水曜日）ポリテクセンター
　名古屋港にて午前 9 時 30 分か
　ら実施（予約不要）
　ポリテクセンター名古屋港
　（名古屋市港区潮凪町３番地）
　☎（052）381－2775

　　http://www3.jeed.or.jp/
　　nagoyakouwan/poly/

　警察官・警察職員の業務は非常
に幅広く、あなたの能力を発揮でき
る場所が必ず見つかります。警察
官・警察職員として働くこと、それ
は「正しいことをする生き方」で人を
守ることができるということ。
　あなたもそんな生き方をしません
か。あなたの正義感が誰かを守る！

　【採用試験について】
　採用センター直通電話
　☎（052）961－1479
　（月～金曜日・祝日は除く）
　【警察官・警察職員について】
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110（24 時間対応）

▼募集職種・人員
　一般事務職　１名
▼試験日
①第１次試験　9 月 20 日（日）
②第２次試験　10 月下旬予定
▼募集要項・申込書の配布
　海部南部水道企業団総務課で配
　布します。なお、海部南部水道
　企業団ホームページからも入手
　できます。
▼募集期間
　8 月 3 日（月）～ 18 日（火）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
　（土・日曜日、祝日を除く）

※郵送申し込みは受け付けており
　ません。
　・　海部南部水道企業団　総務課
　（愛西市西條町大池 180 番地）
　☎32－3111
　　http://amasui.co-site.jp/
　　recruit.html

　愛知県立農業大学校は、農業後継
者や農業の担い手を育成する２年間
の専修学校です。
▼定　員　農学科 100 名
▼修業年限　2 年
▼専　攻　鉢物・緑花木、切花、
　作物、果樹、露地野菜、酪農、
　養豚・養鶏
▼試験日
 ・農業系高校後継者特別推薦入学
　試験
　9 月 30 日（水）
 ・一般推薦入学試験
　10 月 30 日（金）
 ・一般入学 1 次試験
　12 月 8 日（火）
▼出願期間
 ・農業系高校後継者特別推薦入学
　試験
　9 月 15 日（火）～ 18 日（金）
 ・一般推薦入学試験
　9月29日（火）～10月15日（木）
 ・一般入学 1 次試験
　11月 12日（木）～ 26日（木）
※詳細は愛知県立農業大学校ホー
　ムページをご覧ください。
　・　愛知県立農業大学校教育部
　学務科
　☎（0564）51－1602

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。 ●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。 ●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

　市では特別定額給付金（1 人一
律 10 万円）の申請書を 5 月 22
日に送付しました。
　申請書の受付期限は 8 月 26 日
（水）（市役所必着）となりますの
で、受給を希望される方で申請が
済んでいない方は、期日までに申
請をしてください。
※オンライン申請の場合は８月 26
　日中（午後 11 時 59 分まで）に
　申請を完了してください。
　特別定額給付金室
　（内線 711～713）

　次の手当を受給されている方
は、毎年１回、現況届・所得状況
届の提出が必要です。提出がない
と、8月分以降の手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。
◎児童扶養手当
◎愛知県および市遺児手当
※児童扶養手当･愛知県および市
　遺児手当は提出がないと、11
　月分以降の手当が受けられなく
　なります。
▼提出期限　8 月 31 日（月）
※7 月下旬に対象となる受給者に
　は通知をしています。
　市役所児童課（内線 155）
◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼提出期限　8 月 31 日（月）
※7 月下旬に対象となる受給者に
　は通知をしています。
　市役所福祉課（内線162・163）
◎特別児童扶養手当
▼提出期限　9 月 11 日（金）
※8 月上旬に対象となる受給者に

　は通知をします。
　市役所児童課（内線 155）
◎特別障がい者手当
◎障がい児福祉手当
▼提出期限　9 月 11 日（金）
※8 月上旬に対象となる受給者に
　は通知をします。
　市役所福祉課（内線162・163）

◎特別障がい者手当
　重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と
する、20 歳以上の方に手当を支
給します。（施設入所者、長期入院
者を除く。）
▼対象者　次のいずれかの条件に 
　該当する方
①身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを重複して有する方 
②身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方で、IQ
　20 以下の方または常時介護が
　必要な精神障がいを有する方 
③身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方または
　IQ20 以下の方もしくは常時介
　護が必要な精神障がいを有する
　方で、他に身体障がい３級相当
　の障がいを２つ以上有する方 
④身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方または
　IQ20 以下の方もしくはこれと
　同程度の障がいまたは病状を有
　する方で、日常生活においてほ
　ぼ全面介護が必要な方
▼支給額
　【国制度分】月額 27,350 円
　【県制度分】手当の対象者のうち、
　次に該当する方は、国制度分に
　加算して支給されます。
Ａ種　身体障がい１級または２級
　かつ IQ35 以下の方
　月額 6,850 円
Ｂ種　 身体障がい１級、２級の
　方または IQ35 以下の方
　月額 1,050 円
▼支給できない方
 ・医療機関に長期入院（３か月以
　上）している方
 ・施設に入所している方（施設を
　退所された場合は、申請するこ

　とができます。）
 ・一定の所得のある世帯の方
◎障がい児福祉手当
　重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と
する、20 歳未満の方に手当を支
給します。（施設入所者を除く。）
▼対象者　次のいずれかの条件に 
　該当される方
①身体障がい者１級（２級の一部
　を含む。）の障がいを有する方
②IQ20 以下の方
③①・②と同程度の障がいまたは 
　病状で、常時介護が必要な方
▼支給額
　【国制度分】月額 14,880 円
　【県制度分】手当の対象者のうち、
　次に該当する方は、国制度分に
　加算して支給されます。
Ａ種　身体障がい１級または２級
　かつ IQ35 以下の方
　月額 6,900 円
Ｂ種　身体障がい１級、２級の方
　または IQ35 以下の方
　月額 1,150 円
▼支給できない方
 ・施設に入所している方（施設を
　退所された場合は、申請するこ
　とができます。）
 ・一定の所得のある世帯の方
 ・障がいを事由とした年金を受給
　されている方
　市役所福祉課（内線162・163）

◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼対象者および支給額（月額）
1 種　身体障がい者手帳１級また
　は２級かつ療育手帳Ａ判定の方
　15,500 円
2 種　身体障がい者手帳１～２級
　の方、療育手帳Ａ判定の方、身
　体障がい者手帳３級かつ療育手
　帳Ｂ判定の方　6,750 円
　（65 才以上で新たに手帳を取得
　した方を除く）
▼支給できない方
 ・特別障がい者手当などの国制度
　の手当を受給している方
 ・施設に入所している方
 ・医療機関に長期入院（３か月以
　上）している方

 ・一定の所得のある方
　市役所福祉課（内線162・163）

◎心身障がい者扶助料
▼対象者および支給額（月額）
1 種　身体障がい者手帳１級また
　は２級かつ療育手帳Ａ判定の方
　7,000 円
2 種　身体障がい者手帳１～２級
　の方、療育手帳Ａ判定の方、身
　体障がい者手帳３級かつ療育手
　帳Ｂ判定の方
　3,500 円
3 種　身体障がい者手帳３～４級
　の方、療育手帳Ｂ判定の方
　2,500 円
4 種　身体障がい者手帳５～６級
　の方、療育手帳Ｃ判定の方
　1,500 円
▼支給できない方
　施設に入所している方
◎精神障がい者給付金
▼対象者および支給額（月額）
　精神障がい者保健福祉手帳１級
　の方　3,500 円
　精神障がい者保健福祉手帳２級
　の方　2,500 円
　精神障がい者保健福祉手帳３級
　の方　1,500 円
▼支給できない方
　施設に入所している方
　市役所福祉課（内線162・163）

　個人事業税の第１期分の納期限
は 8 月 31 日（月）です。
　８月中旬に県から納税通知書を
お送りしますので、納期限までに
納付をしてください。
　納税通知書には第１期分と第２
期分の納付書が同封されますの
で、納付にあたっては、納付書を
お間違いのないようにご注意くだ
さい。
▼納付場所および納付方法
 ・金融機関、県税事務所の窓口
 ・コンビニエンスストア、ＭＭＫ
　設置店
 ・Pay－easy（ペイジー）に対応し
　たインターネットバンキングま

　たは ATM
 ・インターネット環境でのクレジッ
　トカードによる納付
 ・スマートフォンアプリ（PayB）
　による納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ
　設置店、PayB による納付につ
　いては、納付書の納付金額が 30
　万円以下のものに限ります。
▼その他
　領収証書が必要な方は、金融機
　関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口、
　県税事務所の窓口またはコンビ
　ニエンスストア、MMK 設置店
　で納付してください。
　　また、納付には便利で安全な
　口座振替の制度もあります。ご
　希望の方は口座を開設している
　金融機関の窓口で手続きをして
　ください。
　西尾張県税事務所
　県民税・事業税第二グル－プ
　☎（0586）45－3169
　 （ダイヤルイン）
　　http://www.pref.aichi.jp/
　　soshiki/zeimu/

　金婚（結婚 50 年）を迎えられた
ご夫婦に対し、これからのますま
すのご長寿とご健康を祈念し、式
典を開催します。該当される方は
お申し出ください。
▼対象者
　令和２年４月１日現在において
　市内に住所を有し、引き続き居
　住している方で、令和２年 12
　月 31 日までに婚姻生活が 50
　年になられるご夫婦（昭和 45年
　1 月 1 日～12 月 31 日に婚姻
　の届出をなされた方を対象）
※式典の日程および詳細について
　は、対象者に後日連絡します。
▼必要書類
 ・申出書（市役所介護高齢課およ
　び十四山支所備え付けの用紙）
 ・戸籍抄本（弥富市に本籍がある
　方は不要です）
▼申込期限　8 月 28 日（金）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 175）
　十四山支所

　市社会福祉協議会
　☎65－8105

　トレーニング室をご利用いただ
くには、初回に無料のトレーニン
グ講習会（器具説明など）を受講い
ただく必要があります。なお、小
学生以下のご利用はできません。
▼料　金
　大人 250 円・中学生 120 円

※講習は１時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があります。
※運動のできる服装と上履きをお
　持ちください。
※初回は予約が必要です。
　十四山スポーツセンター
　☎52－2110

　大規模地震が発生した場合にブ
ロック塀等の転倒による被害を防
ぐため、転倒のおそれがあるブロ
ック塀等の撤去を行う工事費の一
部を補助する制度です。
▼対象となるブロック塀等
　次の①から④のすべてに該当す
　るもの
①補強コンクリートブロック造お
　よびコンクリートブロック、れ

　んが、石材などを用いた組積造
　の塀または門柱
②道路または公共施設の敷地との
　境界に接面して設置されたもの
③接面する道路または公共施設の
　敷地からの高さが１ｍ以上で、
　かつ、敷地地盤面からの高さが
　60 ㎝以上のもの
④転倒のおそれがあるもの
▼補助金の額
　次の①と②を比較し、いずれか
　少ない方の額の 2分の 1で、か
　つ、上限 10 万円
①対象となるブロック塀等の撤去
　に要した経費
②対象となるブロック塀等を撤去
　する長さ（ｍ）×1 万円
▼申込方法
　工事の着手前（請負契約前）に市
　役所都市整備課へ必要書類を提
　出してください。
　申込書は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
　付を終了します。
▼注意事項
　交付決定通知を受ける前から工
　事に着手している場合、補助金
　を交付することができません。
　必ず事前に市役所都市整備課ま
　でご相談ください。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

　管理不全な空家による周辺環境
の悪化を防ぐため、不良住宅とみ
なされた空家の除却を行う工事費
の一部を補助する制度です。
▼対象となる空家
　「空き家等対策に係る特別措置
　法（以下、特措法）」に規定する
　空家等のうち、木造住宅で、市
　内に存在する戸建て住宅、長屋
　または共同住宅、併用住宅のい
　ずれかであり、市職員による外
　観目視調査で「不良住宅」と判定
　された物件です。
　なお、長屋または共同住宅につ
　いては全戸において１年以上使

　用されていないもの、併用住宅
　については居住部分の面積が延
　べ床面積の２分の１以上のもの
　が対象となります。
▼補助金の額　対象となる空家の
　除却に要した費用の５分の４、
　または 20 万円のうち、いずれ
　か少ない方の額となります。
▼申込方法　工事の着手前（請負
　契約前）に市役所都市整備課へ
　必要書類を提出してください。
　申込書は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
　付を終了します。
▼注意事項　交付決定通知を受け
　る前から工事に着手している場
　合、補助金を交付することがで
　きません。必ず事前に市役所都
　市整備課までご相談ください。
※建物を除却した場合、住宅地特
　例が外れることで土地の固定資
　産税が上がる場合があります。
　また、除却後の更地も適正な管
　理をお願いします。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

　大規模地震が発生した場合に家
屋の倒壊による被害を防ぐため、
旧耐震基準（旧建築基準）で建てら
れた木造住宅に対する補助制度で
す。
　なお、各補助制度の申し込みは
12 月末までですが、予定数にな
り次第締め切らせていただきます。
◎耐震診断員派遣補助（無料）
▼対象となる建築物
　昭和 56 年５月 31 日以前に着
　工した木造住宅（戸建て、長屋
　および共同住宅を含む）
▼申込方法　所定の申込書を市役
　所都市整備課へ提出してくださ
　い。
※申込書は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
◎耐震改修費補助金
　市では、民間木造住宅の耐震改
修費の補助を実施しています。補

助額は、最大 100 万円となって
います。対象となる住宅は、市ま
たは（財）愛知県住宅センターが実
施する耐震診断を受け、判定値が
1.0 未満の建物です。その他詳し
い内容については市役所都市整備
課までお問い合わせください。
◎耐震シェルター整備費補助金
　耐震改修費補助とは別に、耐震
シェルターの整備費の補助も実施
しています。補助額は、最大 30
万円となっています。対象となる
住宅は、市または（財）愛知県住宅
センターが実施する耐震診断を受
けて判定値が 0.4 未満であり、な
おかつ高齢者または障がい者が居
住している建物です。その他詳し
い内容については市役所都市整備
課までお問い合わせください。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

　ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給します。
◎基本給付
▼支給対象者
　以下のいずれかに該当する方
①令和 2 年 6 月分の児童扶養手
　当が支給された方
②公的年金などを受給しており、
　令和 2 年 6 月分の児童扶養手
　当の支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影
　響を受けて家計が急変するなど、
　収入が児童扶養手当を受給して
　いる方と同じ水準となっている方
▼給付額　1世帯 5 万円、第 2 子
　以降 1 人につき 3 万円
▼申請期間　8 月 3 日（月）より申
　請を受け付けします。
※①に該当する方は申請不要です。
◎追加給付
▼支給対象者
　上記、基本給付金対象の①また
　は②に該当する方のうち、新型
　コロナウイルス感染症の影響を
　受けて家計が急変し、収入が減
　少した方
▼給付額　1 世帯 5 万円
▼申請期間　8 月 3 日（月）より申
　請を受け付けします。

※7 月下旬の児童扶養手当現況届
　の通知に本給付の通知を同封し
　ております。
　市役所児童課（内線 155）

　国民健康保険被保険者証（保険
証）は９月１日から一斉に更新と
なります。
　新しい保険証は、世帯の国保加
入者全員分をまとめて、８月下旬
に世帯主宛てに簡易書留でお送り
します。お手元に届きましたら、
記載内容に間違いがないか、人数
分があるかをご確認ください。
　なお、国民健康保険税に未納が
ある方は、市役所にて納税相談後
に保険証をお渡ししています。該
当する方には８月下旬にご案内を
送らせていただきます。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　専門相談員（弁護士）による無料
相談を実施します。
　消費者金融などの貸金業者から
過払い金を回収し、国民健康保険
税などの滞納分に充てることで、
多重債務の解消とあわせて滞納市
税の解消ができる場合もあります。
▼と　き　相談者の希望と専門相
　談員の日程を調整し、後日日時
　を決定しご連絡します。
▼ところ　市役所　会議室など
▼対　象　国民健康保険加入者
▼申込方法　電話にて随時受け付
　けています。（相談は予約制）
▼主　催
　愛知県国民健康保険団体連合会
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　世帯構成に変更があり、世帯全
員の市町村民税が非課税となった方
は年金生活者支援給付金の該当にな
る場合があります。詳しくはねんき
んダイヤルへご相談ください。
　ねんきんダイヤル
　☎（0570）05－1165（ナビダイヤル）

　いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩みごと、心配ごと
などの相談に応じます。
　ひとりで悩まず、気軽に相談し
てください。
▼と　き
　8 月 28 日（金）～ 9 月 3 日（木）
　平日：午前 8時 30分～午後 7時
　休日：午前 10 時～午後 5 時
※強化週間以外の受付時間は平日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼相談専用電話
　（子どもの人権 110 番）
　☎（0120）007－110
　（フリーダイヤル）
　LINE・相談
　（検索 ID：＠snsjinkensoudan）

　名古屋法務局人権擁護部
　☎（052）952－8111
　（内線 1483）

　例年 10 月下旬に開催している
健康フェスタにつきましては、ご
来場される皆さんの健康や安全を
第一に考え、開催中止とさせてい
ただきます。開催を楽しみにされ
ていた皆さんには大変ご迷惑をお
かけしますが、ご理解のほどよろ
しくお願いします。
　健康まつり実行委員会事務局
　（市役所健康推進課（内線314））

▼と　き　8 月 30 日（日）
　午前 8 時 30 分集合
▼集合場所　総合福祉センター
▼ところ　伊賀の里　モクモク手
　づくりファーム
▼対　象（市内在住）　　

①身体障害者手帳・療育手帳・精
　神障害者保健福祉手帳所持児童・
　生徒とその保護者など
②母子・父子家庭の児童・生徒と
　その保護者
※児童・生徒対象年齢は平成 14
　年 4 月 2 日以降に生まれた児
　童・生徒
※保護者などの同伴は、原則１名
※①の場合は、対象児童・生徒 1
　名につき同伴１名
※①の対象児童・生徒の兄弟姉妹
　（非対象児童・生徒）とその保護
　者など（非対象者）で参加希望の
　場合は、バス代を除く実費相当
　額（大人2,000円、小人1,500円）
　を徴収します。
▼定　員　35 名
▼申込方法
　電話、申込書持参または FAX
※申込書は本会窓口またはホーム
　ページからダウンロードできます。
　　http://www.shakyo.or.jp/
　　hp/1069/
▼申込期限　８月 11 日（火）
　（申込多数の場合は抽選）
　・　市社会福祉協議会
　☎65－8105
　　65－8002

　空港をご利用の際は、航空機や
バスの運行状況、旅客ターミナル
ビルの開館時間、店舗や施設の営
業時間などの最新の情報を各社ホ
ームページなどでご確認の上、お
越しください。新しい生活様式な
どのマナーを守ったご利用にご協
力をお願いいたします。
　名古屋空港総合案内所
　☎（0568）28－5633
　（午前 7 時～午後 9 時）

　毎年 9 月に数え 80 歳以上の方
を対象として、長寿の祝いととも
に、感謝の気持ちを込めて「敬老
会」を開催しておりましたが、今
年度は中止させていただきます。
　介護高齢課（内線 174・175）

個人事業税第１期分の
納付をお忘れなく

令和２年度ブロック塀等
撤去費補助制度

令和２年度
空家等除却費補助制度

地震に負けない
家づくりを応援します

ひとり親世帯臨時特別給付金

金婚式のご案内

障がい者手当制度（市制度） 十四山スポーツセンター
トレーニング講習会８月の予定

①１０：００～ ②１４：３０～ ③１８：３０～
２回目１回目日　程

（金）
（土）
（日）
（金）
（土）
（日）
（火）
（金）
（土）
（日）
（水）
（土）
（日）

②
②
①
②
②
①
②
②
②
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②
②
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③
③
②
③
③
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③
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③
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7日
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 新型コロナウイルス感染防止のため、
当面の間、講習会およびご利用いただ
ける方については、市内在住の方のみと
させていただきます。
　また、各種制限や注意事項があります
ので、市ホームページ「感染症対策特設
サイト」にてご確認いただくか、直接お問
い合わせください。
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　市社会福祉協議会
　☎65－8105

　さまざまな講義を受け、これか
らの生活をより豊かなものにしま
せんか。
▼と　き　10 月 14 日、
　12 月９日、1 月 20 日
　（いずれも水曜日）　全３回
※全３回の開催に変更いたしました。
※マスク着用でお越しください。
※研修旅行は中止になりました。
▼ところ　総合社会教育センター
▼受付日　8 月 18 日（火）
※午前９時 30 分時点で定員を超
　えた場合、抽選を行います。
▼対象者　60 歳以上の方
▼定　員　60 名
※100 名から変更になりました。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼訓練期間　10 月 2 日（金）～
　令和3年3月25日（木）（6か月）
▼選　考　筆記試験、
　面接（9 月 10 日（木））
▼対象者
　ハローワークで求職登録をして
　おり、訓練受講が必要と認めら
　れ、自動車運転免許（普通自動
　車以上）を取得している方
▼定　員　30 名
▼受講料　無料（教科書、作業服
　代などは自己負担）
▼申込方法　
　8 月 31 日（月）までに、入所願
　書に必要事項を記入し、ハロー
　ワークに提出してください。
▼説明会　8 月 5 日、19 日（いず
　れも水曜日）ポリテクセンター
　名古屋港にて午前 9 時 30 分か
　ら実施（予約不要）
　ポリテクセンター名古屋港
　（名古屋市港区潮凪町３番地）
　☎（052）381－2775

　　http://www3.jeed.or.jp/
　　nagoyakouwan/poly/

　警察官・警察職員の業務は非常
に幅広く、あなたの能力を発揮でき
る場所が必ず見つかります。警察
官・警察職員として働くこと、それ
は「正しいことをする生き方」で人を
守ることができるということ。
　あなたもそんな生き方をしません
か。あなたの正義感が誰かを守る！

　【採用試験について】
　採用センター直通電話
　☎（052）961－1479
　（月～金曜日・祝日は除く）
　【警察官・警察職員について】
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110（24 時間対応）

▼募集職種・人員
　一般事務職　１名
▼試験日
①第１次試験　9 月 20 日（日）
②第２次試験　10 月下旬予定
▼募集要項・申込書の配布
　海部南部水道企業団総務課で配
　布します。なお、海部南部水道
　企業団ホームページからも入手
　できます。
▼募集期間
　8 月 3 日（月）～ 18 日（火）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
　（土・日曜日、祝日を除く）

※郵送申し込みは受け付けており
　ません。
　・　海部南部水道企業団　総務課
　（愛西市西條町大池 180 番地）
　☎32－3111
　　http://amasui.co-site.jp/
　　recruit.html

　愛知県立農業大学校は、農業後継
者や農業の担い手を育成する２年間
の専修学校です。
▼定　員　農学科 100 名
▼修業年限　2 年
▼専　攻　鉢物・緑花木、切花、
　作物、果樹、露地野菜、酪農、
　養豚・養鶏
▼試験日
 ・農業系高校後継者特別推薦入学
　試験
　9 月 30 日（水）
 ・一般推薦入学試験
　10 月 30 日（金）
 ・一般入学 1 次試験
　12 月 8 日（火）
▼出願期間
 ・農業系高校後継者特別推薦入学
　試験
　9 月 15 日（火）～ 18 日（金）
 ・一般推薦入学試験
　9月29日（火）～10月15日（木）
 ・一般入学 1 次試験
　11月 12日（木）～ 26日（木）
※詳細は愛知県立農業大学校ホー
　ムページをご覧ください。
　・　愛知県立農業大学校教育部
　学務科
　☎（0564）51－1602

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。 ●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。 ●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

　市では特別定額給付金（1 人一
律 10 万円）の申請書を 5 月 22
日に送付しました。
　申請書の受付期限は 8 月 26 日
（水）（市役所必着）となりますの
で、受給を希望される方で申請が
済んでいない方は、期日までに申
請をしてください。
※オンライン申請の場合は８月 26
　日中（午後 11 時 59 分まで）に
　申請を完了してください。
　特別定額給付金室
　（内線 711～713）

　次の手当を受給されている方
は、毎年１回、現況届・所得状況
届の提出が必要です。提出がない
と、8月分以降の手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。
◎児童扶養手当
◎愛知県および市遺児手当
※児童扶養手当･愛知県および市
　遺児手当は提出がないと、11
　月分以降の手当が受けられなく
　なります。
▼提出期限　8 月 31 日（月）
※7 月下旬に対象となる受給者に
　は通知をしています。
　市役所児童課（内線 155）
◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼提出期限　8 月 31 日（月）
※7 月下旬に対象となる受給者に
　は通知をしています。
　市役所福祉課（内線162・163）
◎特別児童扶養手当
▼提出期限　9 月 11 日（金）
※8 月上旬に対象となる受給者に

　は通知をします。
　市役所児童課（内線 155）
◎特別障がい者手当
◎障がい児福祉手当
▼提出期限　9 月 11 日（金）
※8 月上旬に対象となる受給者に
　は通知をします。
　市役所福祉課（内線162・163）

◎特別障がい者手当
　重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と
する、20 歳以上の方に手当を支
給します。（施設入所者、長期入院
者を除く。）
▼対象者　次のいずれかの条件に 
　該当する方
①身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを重複して有する方 
②身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方で、IQ
　20 以下の方または常時介護が
　必要な精神障がいを有する方 
③身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方または
　IQ20 以下の方もしくは常時介
　護が必要な精神障がいを有する
　方で、他に身体障がい３級相当
　の障がいを２つ以上有する方 
④身体障がい２級（一部を除く。）
　以上の障がいを有する方または
　IQ20 以下の方もしくはこれと
　同程度の障がいまたは病状を有
　する方で、日常生活においてほ
　ぼ全面介護が必要な方
▼支給額
　【国制度分】月額 27,350 円
　【県制度分】手当の対象者のうち、
　次に該当する方は、国制度分に
　加算して支給されます。
Ａ種　身体障がい１級または２級
　かつ IQ35 以下の方
　月額 6,850 円
Ｂ種　 身体障がい１級、２級の
　方または IQ35 以下の方
　月額 1,050 円
▼支給できない方
 ・医療機関に長期入院（３か月以
　上）している方
 ・施設に入所している方（施設を
　退所された場合は、申請するこ

　とができます。）
 ・一定の所得のある世帯の方
◎障がい児福祉手当
　重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と
する、20 歳未満の方に手当を支
給します。（施設入所者を除く。）
▼対象者　次のいずれかの条件に 
　該当される方
①身体障がい者１級（２級の一部
　を含む。）の障がいを有する方
②IQ20 以下の方
③①・②と同程度の障がいまたは 
　病状で、常時介護が必要な方
▼支給額
　【国制度分】月額 14,880 円
　【県制度分】手当の対象者のうち、
　次に該当する方は、国制度分に
　加算して支給されます。
Ａ種　身体障がい１級または２級
　かつ IQ35 以下の方
　月額 6,900 円
Ｂ種　身体障がい１級、２級の方
　または IQ35 以下の方
　月額 1,150 円
▼支給できない方
 ・施設に入所している方（施設を
　退所された場合は、申請するこ
　とができます。）
 ・一定の所得のある世帯の方
 ・障がいを事由とした年金を受給
　されている方
　市役所福祉課（内線162・163）

◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼対象者および支給額（月額）
1 種　身体障がい者手帳１級また
　は２級かつ療育手帳Ａ判定の方
　15,500 円
2 種　身体障がい者手帳１～２級
　の方、療育手帳Ａ判定の方、身
　体障がい者手帳３級かつ療育手
　帳Ｂ判定の方　6,750 円
　（65 才以上で新たに手帳を取得
　した方を除く）
▼支給できない方
 ・特別障がい者手当などの国制度
　の手当を受給している方
 ・施設に入所している方
 ・医療機関に長期入院（３か月以
　上）している方

 ・一定の所得のある方
　市役所福祉課（内線162・163）

◎心身障がい者扶助料
▼対象者および支給額（月額）
1 種　身体障がい者手帳１級また
　は２級かつ療育手帳Ａ判定の方
　7,000 円
2 種　身体障がい者手帳１～２級
　の方、療育手帳Ａ判定の方、身
　体障がい者手帳３級かつ療育手
　帳Ｂ判定の方
　3,500 円
3 種　身体障がい者手帳３～４級
　の方、療育手帳Ｂ判定の方
　2,500 円
4 種　身体障がい者手帳５～６級
　の方、療育手帳Ｃ判定の方
　1,500 円
▼支給できない方
　施設に入所している方
◎精神障がい者給付金
▼対象者および支給額（月額）
　精神障がい者保健福祉手帳１級
　の方　3,500 円
　精神障がい者保健福祉手帳２級
　の方　2,500 円
　精神障がい者保健福祉手帳３級
　の方　1,500 円
▼支給できない方
　施設に入所している方
　市役所福祉課（内線162・163）

　個人事業税の第１期分の納期限
は 8 月 31 日（月）です。
　８月中旬に県から納税通知書を
お送りしますので、納期限までに
納付をしてください。
　納税通知書には第１期分と第２
期分の納付書が同封されますの
で、納付にあたっては、納付書を
お間違いのないようにご注意くだ
さい。
▼納付場所および納付方法
 ・金融機関、県税事務所の窓口
 ・コンビニエンスストア、ＭＭＫ
　設置店
 ・Pay－easy（ペイジー）に対応し
　たインターネットバンキングま

　たは ATM
 ・インターネット環境でのクレジッ
　トカードによる納付
 ・スマートフォンアプリ（PayB）
　による納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ
　設置店、PayB による納付につ
　いては、納付書の納付金額が 30
　万円以下のものに限ります。
▼その他
　領収証書が必要な方は、金融機
　関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口、
　県税事務所の窓口またはコンビ
　ニエンスストア、MMK 設置店
　で納付してください。
　　また、納付には便利で安全な
　口座振替の制度もあります。ご
　希望の方は口座を開設している
　金融機関の窓口で手続きをして
　ください。
　西尾張県税事務所
　県民税・事業税第二グル－プ
　☎（0586）45－3169
　 （ダイヤルイン）
　　http://www.pref.aichi.jp/
　　soshiki/zeimu/

　金婚（結婚 50 年）を迎えられた
ご夫婦に対し、これからのますま
すのご長寿とご健康を祈念し、式
典を開催します。該当される方は
お申し出ください。
▼対象者
　令和２年４月１日現在において
　市内に住所を有し、引き続き居
　住している方で、令和２年 12
　月 31 日までに婚姻生活が 50
　年になられるご夫婦（昭和 45年
　1 月 1 日～12 月 31 日に婚姻
　の届出をなされた方を対象）
※式典の日程および詳細について
　は、対象者に後日連絡します。
▼必要書類
 ・申出書（市役所介護高齢課およ
　び十四山支所備え付けの用紙）
 ・戸籍抄本（弥富市に本籍がある
　方は不要です）
▼申込期限　8 月 28 日（金）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 175）
　十四山支所

　市社会福祉協議会
　☎65－8105

　トレーニング室をご利用いただ
くには、初回に無料のトレーニン
グ講習会（器具説明など）を受講い
ただく必要があります。なお、小
学生以下のご利用はできません。
▼料　金
　大人 250 円・中学生 120 円

※講習は１時間半程かかります。
※予定は変更になる場合があります。
※運動のできる服装と上履きをお
　持ちください。
※初回は予約が必要です。
　十四山スポーツセンター
　☎52－2110

　大規模地震が発生した場合にブ
ロック塀等の転倒による被害を防
ぐため、転倒のおそれがあるブロ
ック塀等の撤去を行う工事費の一
部を補助する制度です。
▼対象となるブロック塀等
　次の①から④のすべてに該当す
　るもの
①補強コンクリートブロック造お
　よびコンクリートブロック、れ

　んが、石材などを用いた組積造
　の塀または門柱
②道路または公共施設の敷地との
　境界に接面して設置されたもの
③接面する道路または公共施設の
　敷地からの高さが１ｍ以上で、
　かつ、敷地地盤面からの高さが
　60 ㎝以上のもの
④転倒のおそれがあるもの
▼補助金の額
　次の①と②を比較し、いずれか
　少ない方の額の 2分の 1で、か
　つ、上限 10 万円
①対象となるブロック塀等の撤去
　に要した経費
②対象となるブロック塀等を撤去
　する長さ（ｍ）×1 万円
▼申込方法
　工事の着手前（請負契約前）に市
　役所都市整備課へ必要書類を提
　出してください。
　申込書は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
　付を終了します。
▼注意事項
　交付決定通知を受ける前から工
　事に着手している場合、補助金
　を交付することができません。
　必ず事前に市役所都市整備課ま
　でご相談ください。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

　管理不全な空家による周辺環境
の悪化を防ぐため、不良住宅とみ
なされた空家の除却を行う工事費
の一部を補助する制度です。
▼対象となる空家
　「空き家等対策に係る特別措置
　法（以下、特措法）」に規定する
　空家等のうち、木造住宅で、市
　内に存在する戸建て住宅、長屋
　または共同住宅、併用住宅のい
　ずれかであり、市職員による外
　観目視調査で「不良住宅」と判定
　された物件です。
　なお、長屋または共同住宅につ
　いては全戸において１年以上使

　用されていないもの、併用住宅
　については居住部分の面積が延
　べ床面積の２分の１以上のもの
　が対象となります。
▼補助金の額　対象となる空家の
　除却に要した費用の５分の４、
　または 20 万円のうち、いずれ
　か少ない方の額となります。
▼申込方法　工事の着手前（請負
　契約前）に市役所都市整備課へ
　必要書類を提出してください。
　申込書は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
　付を終了します。
▼注意事項　交付決定通知を受け
　る前から工事に着手している場
　合、補助金を交付することがで
　きません。必ず事前に市役所都
　市整備課までご相談ください。
※建物を除却した場合、住宅地特
　例が外れることで土地の固定資
　産税が上がる場合があります。
　また、除却後の更地も適正な管
　理をお願いします。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

　大規模地震が発生した場合に家
屋の倒壊による被害を防ぐため、
旧耐震基準（旧建築基準）で建てら
れた木造住宅に対する補助制度で
す。
　なお、各補助制度の申し込みは
12 月末までですが、予定数にな
り次第締め切らせていただきます。
◎耐震診断員派遣補助（無料）
▼対象となる建築物
　昭和 56 年５月 31 日以前に着
　工した木造住宅（戸建て、長屋
　および共同住宅を含む）
▼申込方法　所定の申込書を市役
　所都市整備課へ提出してくださ
　い。
※申込書は、市ホームページから
　ダウンロードできます。
◎耐震改修費補助金
　市では、民間木造住宅の耐震改
修費の補助を実施しています。補

助額は、最大 100 万円となって
います。対象となる住宅は、市ま
たは（財）愛知県住宅センターが実
施する耐震診断を受け、判定値が
1.0 未満の建物です。その他詳し
い内容については市役所都市整備
課までお問い合わせください。
◎耐震シェルター整備費補助金
　耐震改修費補助とは別に、耐震
シェルターの整備費の補助も実施
しています。補助額は、最大 30
万円となっています。対象となる
住宅は、市または（財）愛知県住宅
センターが実施する耐震診断を受
けて判定値が 0.4 未満であり、な
おかつ高齢者または障がい者が居
住している建物です。その他詳し
い内容については市役所都市整備
課までお問い合わせください。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

　ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給します。
◎基本給付
▼支給対象者
　以下のいずれかに該当する方
①令和 2 年 6 月分の児童扶養手
　当が支給された方
②公的年金などを受給しており、
　令和 2 年 6 月分の児童扶養手
　当の支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影
　響を受けて家計が急変するなど、
　収入が児童扶養手当を受給して
　いる方と同じ水準となっている方
▼給付額　1世帯 5 万円、第 2 子
　以降 1 人につき 3 万円
▼申請期間　8 月 3 日（月）より申
　請を受け付けします。
※①に該当する方は申請不要です。
◎追加給付
▼支給対象者
　上記、基本給付金対象の①また
　は②に該当する方のうち、新型
　コロナウイルス感染症の影響を
　受けて家計が急変し、収入が減
　少した方
▼給付額　1 世帯 5 万円
▼申請期間　8 月 3 日（月）より申
　請を受け付けします。

※7 月下旬の児童扶養手当現況届
　の通知に本給付の通知を同封し
　ております。
　市役所児童課（内線 155）

　国民健康保険被保険者証（保険
証）は９月１日から一斉に更新と
なります。
　新しい保険証は、世帯の国保加
入者全員分をまとめて、８月下旬
に世帯主宛てに簡易書留でお送り
します。お手元に届きましたら、
記載内容に間違いがないか、人数
分があるかをご確認ください。
　なお、国民健康保険税に未納が
ある方は、市役所にて納税相談後
に保険証をお渡ししています。該
当する方には８月下旬にご案内を
送らせていただきます。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　専門相談員（弁護士）による無料
相談を実施します。
　消費者金融などの貸金業者から
過払い金を回収し、国民健康保険
税などの滞納分に充てることで、
多重債務の解消とあわせて滞納市
税の解消ができる場合もあります。
▼と　き　相談者の希望と専門相
　談員の日程を調整し、後日日時
　を決定しご連絡します。
▼ところ　市役所　会議室など
▼対　象　国民健康保険加入者
▼申込方法　電話にて随時受け付
　けています。（相談は予約制）
▼主　催
　愛知県国民健康保険団体連合会
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　世帯構成に変更があり、世帯全
員の市町村民税が非課税となった方
は年金生活者支援給付金の該当にな
る場合があります。詳しくはねんき
んダイヤルへご相談ください。
　ねんきんダイヤル
　☎（0570）05－1165（ナビダイヤル）

　いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩みごと、心配ごと
などの相談に応じます。
　ひとりで悩まず、気軽に相談し
てください。
▼と　き
　8 月 28 日（金）～ 9 月 3 日（木）
　平日：午前 8時 30分～午後 7時
　休日：午前 10 時～午後 5 時
※強化週間以外の受付時間は平日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼相談専用電話
　（子どもの人権 110 番）
　☎（0120）007－110
　（フリーダイヤル）
　LINE・相談
　（検索 ID：＠snsjinkensoudan）

　名古屋法務局人権擁護部
　☎（052）952－8111
　（内線 1483）

　例年 10 月下旬に開催している
健康フェスタにつきましては、ご
来場される皆さんの健康や安全を
第一に考え、開催中止とさせてい
ただきます。開催を楽しみにされ
ていた皆さんには大変ご迷惑をお
かけしますが、ご理解のほどよろ
しくお願いします。
　健康まつり実行委員会事務局
　（市役所健康推進課（内線314））

▼と　き　8 月 30 日（日）
　午前 8 時 30 分集合
▼集合場所　総合福祉センター
▼ところ　伊賀の里　モクモク手
　づくりファーム
▼対　象（市内在住）　　

①身体障害者手帳・療育手帳・精
　神障害者保健福祉手帳所持児童・
　生徒とその保護者など
②母子・父子家庭の児童・生徒と
　その保護者
※児童・生徒対象年齢は平成 14
　年 4 月 2 日以降に生まれた児
　童・生徒
※保護者などの同伴は、原則１名
※①の場合は、対象児童・生徒 1
　名につき同伴１名
※①の対象児童・生徒の兄弟姉妹
　（非対象児童・生徒）とその保護
　者など（非対象者）で参加希望の
　場合は、バス代を除く実費相当
　額（大人2,000円、小人1,500円）
　を徴収します。
▼定　員　35 名
▼申込方法
　電話、申込書持参または FAX
※申込書は本会窓口またはホーム
　ページからダウンロードできます。
　　http://www.shakyo.or.jp/
　　hp/1069/
▼申込期限　８月 11 日（火）
　（申込多数の場合は抽選）
　・　市社会福祉協議会
　☎65－8105
　　65－8002

　空港をご利用の際は、航空機や
バスの運行状況、旅客ターミナル
ビルの開館時間、店舗や施設の営
業時間などの最新の情報を各社ホ
ームページなどでご確認の上、お
越しください。新しい生活様式な
どのマナーを守ったご利用にご協
力をお願いいたします。
　名古屋空港総合案内所
　☎（0568）28－5633
　（午前 7 時～午後 9 時）

　毎年 9 月に数え 80 歳以上の方
を対象として、長寿の祝いととも
に、感謝の気持ちを込めて「敬老
会」を開催しておりましたが、今
年度は中止させていただきます。
　介護高齢課（内線 174・175）

ポリテクセンター名古屋港
クレーン運転科受講生の募集

海部南部水道企業団職員
採用候補者試験

愛知県警察官・警察職員
の募集

愛知県立農業大学校
入学試験

高齢者教室「大昭大学」の
開催

県営名古屋空港からの
お知らせ

国民健康保険の保険証を
更新します

健康フェスタの
開催中止について

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

『（夏休みじゃないけど）
夏休み企画』

国民健康保険多重債務者相談

年金受給者の方へ 令和２年度敬老会を中止します

第１次試験

第２次試験

受付期間
８月 11 日（火）～ 31 日（月）

試験日　　   ９月 20 日（日）
合格発表日　 9 月 29 日（火）

配布中の受験案内を確認してください

●令和２年度愛知県警察官第２回
　採用候補者試験日程

第１次試験

第２次試験

受付期間
８月 17日（月）～９月２日（水）

試験日　　　９月 27 日（日）
合格発表日　10 月 9 日（金）

試験日　10月 20日（火）～ 23日（金）
最終合格発表日　11月 20日（金）

●令和２年度愛知県警察職員第２回
　採用候補者試験日程（高等学校卒業程度）

募集します
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　新型コロナウイルス感染防止と皆さまの健康確保を優先させていた
だくため、図書館サービスを制限しております。
　図書館の開館時間およびサービスについては、随時、図書館ホーム
ページでお知らせします。
　利用者の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。

弥富市に
▼半田貢　様

金１，０００，０００円

市内全小中学校（１１校）に
▼あいち海部農業協同組合　様
防災用簡易テント（三方幕含む）

11張

市社会福祉協議会に
▼匿名　様
（特別定額給付金）　　  

金１００，０００円

木曽三川下流部では水上バイクや水上スキーの利用者が増え、他の利用者間での事故ト
ラブル、漁業や地域住民への影響を及ぼす問題が発生しています。

河川利用時は新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力を

●地域住民の迷惑となる行為はやめてください。
●漁業の操業に迷惑となる行為はやめてください。
●カヌーやレガッタなどの非動力船の周辺を通行するときは十分注意してください。
●河川敷での迷惑駐車など、他の利用者に迷惑となる行為はやめてください。
●迷惑行為が見られる箇所は河川内への車両による立ち入りを禁止する事があります。

市役所生涯学習課所管事業の中止のお知らせあなたに夢を 宝くじ
街に元気を

以上のとおり
ご寄付いただき
ありがとう
ございました。

受賞おめでとうございます

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

♥ 寄　付 ♥

▼スポーツ事業

総合社会教育センター中止9 月 20 日（日）第15回 市バレーボール（中学生）大会

鈴鹿カンツリー中止10 月 7 日（水）第15回 市ゴルフ大会

白鳥コミュニティセンター中止9 月 13 日（日）第15回 市インディアカ大会

総合社会教育センター中止9 月 13 日（日）第15回 市柔道大会

実施場所中止実施日大会名

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため下表の講座および大会を中止いたします。
また、８月以降の事業の申込受付・開催につきましては市ホームページまたは市役所生涯学習課窓口などでご
確認ください。
▼生涯学習講座

新しく入った本
8 / 1 ～ 9 / 10

ホームページ　http://www.yatomi-library.com
携帯用HP　https://ilisod001.apsel.jp/city-yatomi-lib/wopc/pc/mSrv
市立図書館　☎65－1117

きたきた捕物帖
宮部　みゆき / 著

合唱
中山　七里 / 著

語らいサンドイッチ
谷　瑞恵 / 著

図 書 名 筆 者 名
●きたきた捕物帖
●合唱
●語らいサンドイッチ
●水を縫う
●食っちゃ寝て書いて
●さよなら願いごと
●迷子のままで
●逃亡者
●雨女とホームラン
●ディズニーシンキング

宮部　みゆき
中山　七里
谷　瑞恵
寺地　はるな
小野寺　史宜
大崎　梢
天童　荒太
中村　文則
吉野　万理子
芳中　晃

総合社会教育センター中止9 月 26 日（土）筆ペンで楽描き教室

十四山公民館中止9 月 26 日（土）パソコン教室
（パワーポイントでクイズづくり②）

三ツ又池公園、海南こどもの国中止9 月 26 日（土）・
10 月 3 日（土）ノルディックウォーク

総合社会教育センター中止9 月 18 日（金）・
10 月 16 日（金）リトミックとママりょくセミナー

十四山公民館中止8 月 7 日（金）シニア教室

開催場所中止開催日講座名

▼受付時間　【火～土曜日】午前９時～午後９時　【日・祝日】午前９時～午後５時
　・　 市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

８月26日（水)～９月23日（水)の
会期予定です。

9月定例会の開催日程(予定)
市議会からのお知らせ

市役所議会事務局（内線 513）

※日程および放映は、変更になる場合がありますので、
　ご了承ください。
※傍聴は現在、人数制限をさせていただきますが、本
　会議のみ可能です。日程など、詳しくはお問い合わ
　せください。

～ケーブルテレビ中継～
午前 10 時～会議終了まで

（録画放映は当日午後７時～予定）
～インターネット配信～

開催後、おおよそ３日後より配信予定

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー
○ー

ー

○

行財政委員会
行財政委員会
本会議

（委員長報告･
討論･採決）

本会議
（議案質疑）

本会議
（一般質問）

本会議
（一般質問）

本会議
（議案説明など）

14日（月）

23日（水）

11日（金）

８日（火）

７日（月）

９月４日（金）

インター
ネット
配信予定

ケーブル
テレビ
中継放映
予定

日 程期 日

８月26日（水）

　弥生小学校区コミュニティ推
進協議会では、地域のコミュニ
ティ活動の充実を図るため、一
般財団法人自治総合センターが
宝くじの社会貢献広報事業とし
て実施している「宝くじ助成一
般コミュニティ助成事業」によ
り、４本柱台付大太鼓１台を購入
しました。今後、地域のイベント
などで活用され、地域活動がま
すます盛んになることが期待さ
れます。

　多年にわたる地域安全活動の功績が認められ、市の防
犯団体である弥富市平島東青色防犯パトロール会
の皆さんに、愛知県警察本部長・（公社）愛知県防犯協会
連合会会長連名感謝状が贈呈されました。

河川でのルールやマナーを守りましょう。河川でのルールやマナーを守りましょう。

木曽三川下流部水面利用 検 索

ホームページで詳細をご紹介しております。

避けよう！「密閉」 「密集」 「密接」

■開館時間
　火・水・木・金曜日　９：００～１９：００
　土・日曜日、祝日(月曜日を除く)
　９：００～１７：００
■休 館 日　月曜日
　※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。
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市役所健康推進課（内線 311～ 317）

だよりだより8月

20歳以上の方

妊娠中の方
産後１年以内の方

20・30・40・50・
60・70歳の方

対象者 実施期間
歯周病検診、節目歯
科無料クーポン検診
は令和3年3月31日
までのご利用となり
ます。
対象となる期間中
ご利用できます。

※母子健康手帳：月～金曜日、8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）に随時保健センターで交付します。
※母子健康手帳交付については個人番号（マイナンバー）の記入が必要となりますので、本人確認できるもの（運転免許証など）と
　「通知カード」または「個人番号カード」のいずれかを提示してください。
※子育て相談：保健師による個別相談を行います。事前に保健センターに電話などでご予約ください。

３～４か月児
健康診査

対象の方には個別通知で
ご案内します。

令和2年2月出生児

生後９か月（３回食）頃の児

1歳6～7か月頃のお子さん
を対象に個別通知します。

・対象月でも人数調整のため翌月に 
　変更することがあります。
・お子さんの誕生日により、受付時間
　が異なります。詳しくは個別通知を
　ご覧ください。

・管理栄養士による離乳食の話
 （予約はいりません）

・生活習慣や歯みがきの話、
　親子遊びなど（個別通知します）

3歳1～2か月頃のお子さん
を対象に個別通知します。

平成30年8月出生児

令和元年8月出生児

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

26日（水）

4日（火）

24日（月）

5日（水）

12日（水）

1歳6か月児
健康診査

保健
センター
（市役所
3階）

2歳児ピカピカ
歯科教室

3歳児健康診査

9：15～9：30

13：00～14：00

13：00～14：00

9：00～ 9：45

13：00～14：00

1歳児親子教室

離乳食講習会

歯周病検診

妊産婦歯科
健康診査

節目歯科無料
クーポン検診 無料

検診が受けられる歯科医院一覧（令和2年度弥
富市健康増進事業のご案内」を参照）に電話で
予約し、受診してください。
受診時には「保険証」を持参してください。
※節目歯科無料クーポン検診対象の方には、５
　月末に個人通知にて詳細案内をしています。
※妊産婦の方は、受診時に妊産婦歯科健康診
　査受診票、母子健康手帳をお持ちください。

歯科保健 受診料 受診方法場　所

歯科
指定医療
機関

随時（土・日曜日、祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・日曜日、祝日を除く）
9:30～13:30（要予約）

実施日時 内容など
生活習慣病など体や心の健康について心配がある方に、保健師が
個別に相談に応じます。
食事や栄養に関することについて、管理栄養士と一緒に考えてみま
せんか。※開催日は保健センターにお問い合わせください。

健康相談

栄養相談

随時（土・日曜日、祝日を除く）
9:00～15:00（要予約）

お口のケアや、誤えん性肺炎予防、お口の体操について歯科衛生
士が個別に相談に応じます。歯科相談

随時（土・日曜日、祝日を除く）
9:00～15:00 禁煙方法を保健師と一緒に考えましょう。

※健康手帳：月～金曜日、8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）40歳以上の方に随時保健センターで交付します。

禁煙相談

市民

成人保健 対象者 場　所

保健
センター
（市役所
3階）

6日（木）
27日（木）

一般不妊治療(人工授精)に要した費用の一部を助成します。
詳しくは保健センターへ
お問い合わせください。

一般不妊治療費助成

特定不妊治療費助成

内　容 備　考不妊治療

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により、やむを得ず中止(延期)する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、内容を変更および中止する場合があります。
　予約の際、医療機関にご確認ください。

　口内炎とは、口腔（口の中）の粘膜に起こる炎症の
ことです。炎症の状態によって、おおむねカタル性口
内炎、アフタ性口内炎、潰瘍性口内炎、壊疽性口内炎
などの型に分けられます。
　アフタ性口内炎とは疾患名ではなく、口の中の状態
（真ん中が白く、周りが赤い状態）を表すものです。一
般的に「口内炎」というと、この「アフタ性口内炎」を指
すことが多いです。このアフタは数ミリの円形または
楕円形の潰瘍で痛みがあります。このアフタが1個で
きる場合と数ヶ所にわたってできる場合もあり、1か所
が治ると２～３日でまた再発を繰り返すことがありま
す。これを再発性アフタ、慢性再発性アフタ、習慣性ア
フタ、再発性アフタ性口内炎などと呼ばれています。
　義歯性口内炎といって義歯（入れ歯）に接する粘膜
に炎症が起きることがあります。これは、義歯の内面
にプラーク（歯垢）が付き、【その中には、細菌が存在。
合わない義歯は食べ物が入りやすくなりプラークが
多量に付着・増殖】義歯が粘膜とこすれて傷が付くと
程度の差こそあれ義歯に沿って口内炎が発生します。
予防できる確実な方法はありませんが、口腔内の汚れ
がたまると細菌やウイルスが繁殖しやすくなりますの
で、正しい歯磨きや口腔内を清潔に保つことを心掛け
るのが大切です。
　口内炎は1週間から10日、長くても2週間程度で治
るのが一般的ですが、経過を見て
も改善しない場合は全身疾患と
の関連もあるので、先ずは、かか
りつけ歯科を受診してください。

　新型コロナウイルス感染症の流行により、マスクを着用する機会が増えたので
はないでしょうか。マスクを着けていることで、熱がこもりやすく、のどの渇きに
気付きにくくなります。そのため体調管理に努め、こまめに水分を摂りましょう。
　また、2歳未満のお子さんは窒息の可能性があるため使用しないようにし
ましょう。

～マスクについて～

（海部歯科医師会）

～第１４９回～

市役所26日(水) 13：00～16：00

時　間 対象者
16～69歳の方（65歳以上の
献血については、献血される方
の健康を考え、60～64歳の間
に献血経験がある方に限りま
す。）

献血に
ご協力ください

献　血 場　所実施日

献　血

8 月号 その 456

口内炎ってナニ？
子どもは大人に比べて熱中症になりやすい？！
　子どもは体温の調節機能が未熟です。体に熱がこもりやすく、こもった熱を
逃がすことが難しいです。また子どもは大人に比べて身長が低いため、地面
からの照り返しを大人以上に受けるため、大人より暑さを感じやすいのです。

熱中症になってしまったら？
　水分補給し、涼しい場所で休憩を取りましょう。
　水分が取れない場合や、重度に該当する場合はすぐに救急車をよびましょう。

 前期
9：15～9：30

 後期
10：45～11：00

熱中症の症状は？
軽度
中度

重度

めまい、たちくらみ、筋肉痛、汗が大量に出る　など
頭痛、吐き気、だるい（倦怠感）　など
意識がない、高い体温、けいれん、呼びかけると返事がおかしい、
まっすぐ歩けない　など

8月は「熱中症予防
強化月間」です。

熱中症の対策は？
●こまめな水分補給・・・「のどが渇いた」と感じるときにはすでに、体の
多くの水分が失われています。のどが渇く前に時間を決めるなどして水分
を補給するようにしましょう。
●お子さんの変化にアンテナを・・・顔が赤い、異常に汗をかいてい
る、元気がないなどいつもと違うなと感じた場合は注意です。
●涼しい環境づくり・・・涼しい服装を心掛け、室内ではクーラーなどを
適切に利用し、屋外では日向での長時間の活動は避けましょう。
●適度な運動・・・汗をかかない期間が長期間になると暑さに弱くなりま
す。適度に運動し、暑さに強い体づくりをしましょう。

検診の受け方

集団検診
（バス検診）

検診内容

※胃がん検診の内視鏡検査は、2年に1度の隔年受診です。今年度受けると、翌年度は胃がん検診（内視鏡検査、バリウム検査
　とも）を受けることはできません。

個別がん検診

がん検診の予約・受診には、がん検診等受診券が必要です。（がん検診等受診券がないと受診できません）
　対象の方（20歳以上の女性市民、40歳以上の男性市民）には、5月に郵送しましたので、がん検診の予約・受診の際は毎回お忘
れないようお持ちください。紛失された場合は再発行しますので、市役所健康推進課までお問い合わせください。

10月31日(土)
まで

※海南病院は
10月30日（金）まで

10月23日(金)
まで

※海南病院は
10月16日（金）まで

がん検診等受診券、
保険証、検診料

持ち物 検診の受け方

●個別がん（胃・肺・大腸・
　前立腺・子宮・乳がん）
　検診
●肝炎ウイルス検診

保健センターおよびバスにて集団検診を実施しています。定員になり次第申し込みを終了します。
希望される方は日程・空き状況を市役所健康推進課までお問い合わせください。

申込期間中に、希望の医
療機関で直接予約をと
り、検診票を受け取って
受診ください。

海部医師会等指定
医療機関および海
南病院(子宮・乳が
ん)

検診内容 検診期間 検診場所申込期間

治療開始日が令和２年４月1日以降の方に、体　、顕微授精による不妊治
療費の一部を助成します。
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編集
後
記 ｂｙきんちゃん

　皆さんこんにちは。「新しい生活様式」における熱中症予防行動が発表されました。暑い中マスクを
着用するときは、激しい運動は避けこまめの水分補給をしましょう！今月号でも「新しい生活様式」を紹
介していますので、ぜひ参考にご覧ください！！

広告の位置 裏表紙および中ページ（くらしの情報内）

　市では、イベントやまちの話題など幅広く市民の皆さんへ情報を
発信する「広報やとみ」を発行しています。
　「広報やとみ」に広告を掲載してお店や会社の PR をしませんか？

※3か月以上継続して掲載する場合は10％相当額を、6か月以上継続して掲載する場合は20％相当額を、それぞれの月
　額掲載料から割り引くものとします。

財源確保のため、有料広告を掲載しています。内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いします。

市役所人事秘書課（内線 475）

種　別 規　格 月　額

1種広告（裏表紙） 縦65mm以内×横88mm以内　4色刷り 10,000円

20,000円

40,000円

9,000円

縦65mm以内×横180mm以内　4色刷り

縦130mm以内×横180mm以内　4色刷り

縦60mm以内×横85mm以内　4色刷り

2種広告（裏表紙）

3種広告（裏表紙）

4種広告（中ページ）

お店や会社のPRに
「広報やとみ」をご活用ください！

有料広告 有料広告

有料広告
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