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※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。

　国勢調査は、我が国に住んでい
るすべての人と世帯を対象とする
５年に１度の国の最も重要な統計
調査です。
　国や地方公共団体の政治・行政
において利用されることはもとよ
り、民間企業や研究機関でも広く
利用され、そのような利用を通じ
て国民生活に役立てられています。
▼調査期日　令和 2 年 10 月 1 日
　現在で実施します。
▼調査対象　令和 2 年 10 月 1 日
現在、日本国内に住んでいるす
べての人（外国人を含む）および
世帯が対象です。

▼調査事項　世帯員および世帯に
ついて調査を行います。

▼調査書類の配布と回答方法
　皆様方と国勢調査員の安心・安
全を確保するため、新型コロナ
ウイルス感染症の発生と感染拡
大を防止し、次のようにできる
限り対面しない方向で行うよう
にしたいと考えています。

 ・国勢調査員が９月中旬から各家
庭を訪問し、調査の趣旨などの
説明は原則インターホン越しに
行い、調査書類は郵便受け・ド
アポストなどに入れて配布しま
す。

※対面での説明が必要な場合は、
一定の距離を保ちつつ簡潔に行
わせていただきます。

 ・世帯の皆様からいただく調査の
回答は 10 月 7 日までに、でき
る限りインターネットでお願い
します（郵送も可能です。）。

※総務省統計局所管の統計調査を
装った「かたり調査」にご注意く

ださい。
　市役所商工観光課
　（内線 244・245）

　民生委員・児童委員が次のとお
り代わりましたので、お知らせし
ます。

 

　【民生委員に関すること】
　市役所福祉課（内線164・165）
　【児童委員に関すること】
　市役所児童課（内線 151）

　交通事故などの第三者（自分以
外の人）によるケガや病気につい
ては、届出により国民健康保険で
治療を受けることができます。保
険証を使って治療を受ける時は、
必ず届出を提出してください。相
手のいない事故（自損事故など）の
場合も、届出が必要です。
　なお、自損事故で飲酒運転や無
免許運転などの悪質な交通法令違
反の場合は、給付対象にはなりま
せん。
　この届出を怠ると、国保税で賄
われている国保が損害を受けます
ので、速やかに届け出てください。
▼届出方法　次の書類と保険証、
印鑑、個人番号（マイナンバー）
カードまたは通知カード、本人
確認ができる書類を持参の上、
市役所保険年金課へ届け出てく
ださい。

①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をすると
　きは知らせてください。
※負傷原因について尋ねる場合が
　あります。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

※既に申請手続きがお済の方は、
　改めて手続きをしていただく必
　要はありません。
▼支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、
　令和２年４月１日（基準日）にお
　いて、「恩給法による公務扶助料」
　や「戦傷病者戦没者遺族等援護
　法による遺族年金」等を受ける
　方（戦没者等の妻や父母等）がい
　ない場合において、次の順番に
　よる先順位のご遺族お一人に対
　し、第十一回特別弔慰金が支給
　されます。
▼支給対象遺族の順位
⑴令和２年４月１日までに戦傷病
　者戦没者遺族等援護法による弔
　慰金の受給権を取得した方
⑵戦没者等の子
⑶戦没者等の①父母、②孫、③祖父
　母、④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係
　を有していること等の要件を満
　たしているかどうかにより、順
　番が入れ替わります。
⑷前記⑴から⑶以外の戦没者等の
　三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き
　1 年以上の生計関係を有してい
　た方に限ります。
▼支給内容　額面 25 万円、5 年
　償還の記名国債

▼請求期間
　令和 5 年 3 月 31 日まで
　（請求期間を過ぎると時効によ
　り権利が消滅し、特別弔慰金を
　受けることができなくなります
　ので、ご注意ください。）
　・　市役所福祉課
　（内線 164・165）

　5月から延期していました定期
検査を実施します。
　計量器（はかり、分銅およびお
もり）を「取引又は証明」に使用す
る事業所は、2 年に 1 度検査を受
けることが計量法で義務づけられ
ています。検査は愛知県計量連合
会が行います。
　該当する計量器がありましたら
事前に申込みの上、受検してくだ
さい。
▼とき・ところ
10 月 8 日（木）
総合社会教育センター　1 階ロビー
10 月 9 日（金）
十四山支所　北側駐車場車庫
両日とも午前 10 時～正午、
午後 1 時～ 3 時

▼検査手数料
　計量器によって異なります。詳
しくは、愛知県計量連合会（☎
052－452－1821）へお尋ねく
ださい。
▼お願い　ご来場の際は、原則マ
スク着用をお願いします。な
お、マスクは各自でご用意をお
願いいたします。
▼その他　計量器の運搬が困難な
場合は申請の上、計量器の所在
場所で検査を受けることができ
ます（手数料は異なります。）。
　また、計量士による代検査に合
格した日が今回定期検査日以前
1 年以内のものは、検査が免除
されます。
　なお、次回（2 年後）の定期検査
の実施時期は 5 月に戻ります。
▼申込期限　9 月 30 日（水）
※延期前の 5 月 18 日および 19
日に申し込み済みの方は再度の

申し込みは必要ありません。
　・　市役所商工観光課
　（内線 243）

　10 月の法の日週間に合わせ、
司法書士による法律相談が開催さ
れます。
▼とき・ところ
①10 月２日（金）
　午前 10 時～午後３時　
　津島市生涯学習センター
　（津島市莪原町椋木５）
②10 月３日（土）
　午前 10 時～午後３時
　十四山総合福祉センター
▼相談内容
 ・土地や建物の相続、遺言、売買、
　贈与などに関すること
 ・株式会社設立や増資などの会社
　や法人に関すること
 ・供託手続き、訴訟書類の作成に
　関すること
※法律相談については 140 万円
　以下の民事紛争に限ります。
▼相談員　愛知県司法書士会会員
▼その他　予約が必要です。
　・　愛知県司法書士会
　☎（052）683－6686

▼と　き　10 月 17 日（土）
　午前 10時～正午、午後１時～３時
▼ところ
　津島市文化会館１階研修室
▼相談内容
　遺言・相続、農地転用・開発申
　請など許認可手続、戸籍手続、
　内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員
　愛知県行政書士会海部支部会員
　愛知県行政書士会
　☎（052）931－4068

　海部津島・稲沢地区の県立学校
13校が、合同説明会を開催します。
▼と　き　10 月 25 日（日）
　午前 10 時～午後 3 時
　（入場退場自由）
▼ところ　愛知県立津島北高等学
　校（津島市又吉町）
※名鉄尾西線町方駅下車徒歩３分
※名鉄津島線津島駅下車徒歩 15分
▼内　容　各校ブースでの発表・
　展示並びに進路相談
※来場の際にはマスク着用、手指
　消毒などにご協力ください。
※台風接近など、当日の天候によっ
　ては中止となる場合があります。
　海翔高校　　☎52－3061
　津島北高校　☎28－3414

　いこいの里では、海部地区環境
事務組合の施設点検整備のため給
湯ができません。このため、次の
期間においてお風呂がご利用でき
ませんので、ご理解、ご協力をお
願いします。なお、カラオケ、卓
球室などはご利用いただけます。
▼休止期間
　10 月 6 日（火）～ 10 日（土）
　いこいの里
　☎69－1600

　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。
　新型コロナウイルス感染防止の
ため、講習会およびトレーニング
室をご利用いただける方について

は、当面の間、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、ご利用する際は、必
ず「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。
▼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

　愛知県手帳、あいち県勢要覧、
愛知県地図（白地図）の予約申し込
みを受け付けます。
▼価格および体裁
①2021 年版愛知県手帳
　1 冊 600 円（税込み）
　縦 15cm× 横 9cm、黒色カバ
　ー版と赤色カバー版の２種類
②あいち県勢要覧
　1 部 300 円（税込み）
　A1判（折り畳みサイズでA5版）、
　両面カラー
　県の概要、県内市区町村の現勢、
　17 万分の 1
③愛知県地図（白地図）
　1 部 200 円（税込み）
　A1 判
▼申込期限　9 月 28 日（月）
※期限までに申し込みいただけな
かった場合には、県統計協会に
直接お申し込みください。県統

計協会電話（052）954－6101
▼申込方法
市役所商工観光課に備え付けの
申込書に記入のうえ、代金を添
えてお申し込みください。

▼お渡し時期　11 月頃予定
商品が届き次第ご連絡します。
領収書を持参のうえ、市役所商
工観光課までお越しください。

　市役所商工観光課
　（内線 244・245）

　奇数月に開催しているフリース
ペース『なごみの会』につきまして
は新型コロナウイルス感染拡大防
止と、ご参加される皆さんの健康
や安全を第一に考え、開催を中止
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
の程、宜しくお願いします。
　市社会福祉協議会
　☎65－3724

　ささえあいセンターは、生活の
援助を受けたい人（利用会員）に対
して、生活の援助ができる人（協
力会員）が、介護保険サービスや
障がい者福祉サービスでは、でき
ないことをお手伝いする、助け合
いの組織です。
▼職務内容
①コーディネイト業務（利用会員
の困り事、要望を聞いたのちに、
協力会員を手配してサービスに
繋げる。）

②一般事務
▼給　与　時給　1,145 円～
▼応募資格　普通自動車運転免許
証を持っている方

▼応募条件
福祉施設などで相談業務に従事
した経験のある方または、社会

福祉士または介護福祉士の資格
のある方

▼応募方法
9 月 18 日（金）までに履歴書を
市役所介護高齢課へ提出してく
ださい。

▼選　考　面接
　（面接日時は後日連絡します。）
▼勤務時間
　午前 8 時 30 分～午後 5 時
　（相談可）、週 5 日
▼休　日　土、日曜日・祝日、年
末年始

▼待　遇　交通費規定内支給、車
通勤可、福利厚生有

　・　市役所介護高齢課
　（内線 174、175）

〔令和 2 年度 後期会員募集〕 
9 月 1 日より受付開始！
　ヨガ教室・中高年健康体操・休
日のヨガなど 10 種目で活動中！
詳細は、9 月 1 日各戸配布のクラ
ブニュースにてご確認ください。
　NPO 法人やとみスポーツクラ
　ブ事務局
　☎67－6021

　雷や台風などで切れた電線は、
感電の恐れがあります。
　切れた電線を見つけたら、電線
に触ったり近づいたりしないで、
お近くの中部電力パワーグリッド
までご連絡ください。
　中部電力パワーグリッド ( 株 ) 
　港営業所
　☎（0120）929－309

特定計量器定期検査の
お知らせ

2021 年版
愛知県手帳等予約申込

弥富市ささえあいセンター
コーディネーター職員募集

ＮＰＯ法人やとみスポーツ
クラブからお知らせ

切れた電線を見つけたら
すぐにご連絡を！

フリースペース『なごみの会』
の開催中止について

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会９月の予定

いこいの里のお風呂休止
について

司法書士無料法律相談

行政書士無料相談会

県立学校合同説明会
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