
　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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