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広 報 や と み

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

マスク着用のお願い

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。

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）
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介護保険料（年額）の通知を発送します

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

支所グループ

総合社会教育センター ☎65−0002
（弥富市前ケ須町野方 802 番地 20）
1階

65−1777

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。
今月の納税など《納期限：８月 31 日（月）》
市県民税
２期 後期高齢者医療保険料 ２期
国民健康保険税 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

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。

人口
男
女
世帯

44,427人（−42）
22,342人（−26）
22,085人（−16）
18,255 （−11）

（令和2年7月1日現在）
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2020
（令和2）
年 8月号 広報やとみ

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。
市有財産の状況

建物

正
誤

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。
（年額）

確定した
令和２年度
保険料

（仮徴収）

−

特別徴収

４月・６月・８月

普通徴収

第１期・第２期

（以降の納期に振り分け）

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

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。

十四山支所 ☎52−2111
52−3276
（弥富市神戸三丁目 25 番地）
1階

介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内

TOPICS

163,115.89 ㎡
149,990.89 ㎡

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。

●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。
普通徴収の納期限（令和２年度）
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）

65 歳（第１号被保険者）からの介護保険料について
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養成研修

〜市民がきずく弥富の絆〜

参加者
募集！

生活・介護支援サポーターは、誰もが安心して弥富市で暮
と き
プログラム名
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
開講式・オリエンテーション
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
９月５日（土）
弥富市の福祉施設の紹介
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
9：00〜正午
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」
みんなで知ろうjimotoの障害福祉
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
親切とおせっかいのバランス
きがいづくり、健康づくりに大いに役立ちます。
９月１2日（土）9：00〜正午
▶対 象 者 全日程に参加し、その後、市内で活動できる方
▶定
員 30 名（先着順）
▶申込方法 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）
▶申込締切 9 月１日（火）
▶会
場 総合福祉センター 2 階 研修室

コミュニケーション

９月19日（土）9：00〜正午

高齢者特有の病態
住みやすい弥富市を考える

9月23日（水）〜２5日（金）
グループに分かれて体験実習
のうち１人１日ずつ
10：00〜15：00
９月26日（土）9：00〜正午

講義「虐待しない・させないために」
修了式
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