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人口　44,338人（－15）
男　　22,302人（－9）
女　　22,036人（－6）
世帯　18,272　（＋36）
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今月の表紙は、鮫ケ地のコスモスです。
毎年 10 月頃になると稲の収穫が終えた
田んぼ一面にコスモスが咲きます。だんだ
ん日中も涼しくなってきてお散歩がしやす
い時期になったので、色とりどりのコスモ
スを見つけてくださいね。

　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

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 

国民健康保険税　　　　５期
介護保険料　　　　　　４期
後期高齢者医療保険料　５期

《納期限：11月 30日（月）》

※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。

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

　市では、皆さんに市政情報やイベント情報などをいち早くお届けするため、公式 SNS を運用
しています！！
　フォロー、チャンネル登録していち早く市内情報をチェックしましょう！

Twitter では、市内イベント情報などのさまざまな情報をツイートしています。
イベント当日には、その様子などをお送りしています。

YouTube では、さまざまな PR 動画や家でできるきんちゃん体操などを紹介
しています。
今後、イベントの様子などを投稿する予定です。

スマートフォンで「広報やとみ」が読めます。

TwitterTwitter

YouTubeYouTube

アカウント名：＠yatomi_city ▶二次元コードからも
　ご覧いただけます。

公式チャンネル名：弥富市役所
▶二次元コードからも
　ご覧いただけます。

▶二次元コードから
　ダウンロードできます。

　市では、「広報やとみ」をより多くの皆さんにお届けするため、株式会社ホープが運営する
電子広報紙配信アプリ「マチイロ」を導入しております。
　アプリをインストールすることで、スマートフォン、タブレットから、「広報やとみ」を快適に
お読みいただくことができます。
　電車の中、お出かけ先などいろんな場所でご活用ください♪
※アプリのダウンロードは無料で行えますが、通信費は利用者のご負担となります。
　マチイロに関して　株式会社ホープ☎（０９２）７１６－１４０４
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　令和元年度歳入歳出決算が、議会において認定されました。市民の皆さんや事業所などから納めていただいた
税金などが、どのように使われたのかをお知らせします。一般会計では歳入決算額 192 億 5,494.3 万円（前年
度比 15.9％増）に対し、歳出決算額 186 億 6,246.1 万円（前年度比 15.6％増）となり、令和２年度へ繰り越し
た事業に充てるための財源 6,314.7 万円を除いた実質収支が 5 億 2,933.5 万円の黒字になりました。また、令
和元年度のみの収支を示す単年度収支は 7,230.8 万円の黒字となりました。しかし、その額に実質的な黒字・
赤字の要素である令和元年度中の財政調整基金への積み立てや取り崩しを加味した実質単年度収支は、3 億
2,734.3 万円の赤字になりました。

■総務費
　新庁舎建設事業
　コミュニティバス運行事業
■民生費
　子ども医療費助成事業
　介護保険特別会計繰出事務
　後期高齢者医療事業
■衛生費
　市営火葬場建設事業
　予防接種事業
■農林水産業費
　農業基盤整備事業
■商工費
　企業誘致事業
■土木費
　道路改良事業
■消防費
　海部南部消防組合負担金事務
■教育費
　小学校管理運営事業（うち小学校空調機器設置工事）
　小学校管理運営事業（うち桜小学校長寿命化改良工事）

35 億 4,271.8 万円
9,833.8 万円

1億 9,969.8 万円
4億 5,407.4 万円
4億 6,086.9 万円

4,850.6 万円
1億 1,742.5 万円

2億 4,455.5 万円

1億 7,578.5 万円

1億 6,927.6 万円

6億   442.0 万円

3億 6,644.4 万円
5億 6,319.8 万円

一般会計　歳出（性質別）

一般会計　歳出（目的別）一般会計　歳入

主な歳出事業

扶助費
31億1,897.3万円

16.7％

民生費
61億2,546.7万円

32.8%

市税
85億9,078.2万円

44.6%

自主財源
53.6%

依存財源
46.4%

市債
41億5,640.0万円

21.6%

国庫支出金
17億3,070.7万円

9.0%

県支出金
11億4,576.1万円

5.9%

地方消費税交付金
8億386.2万円
4.2%

繰越金
4億5,831.6万円
2.4%

使用料および手数料
3億1,043.0万円
1.6%

総務費
50億6,840.1万円

27.2%

教育費
20億7,496.9万円

11.1%

公債費
10億9,658.3万円

5.9%

衛生費
10億8,339.4万円

5.8%

人件費
25億1,150.3万円

13.4％

義務的経費
36.0％

公債費
10億9,398.5万円

5.9%

普通建設事業費
52億6,254.1万円

28.2%

投資的経費
28.2％

その他の経費
35.8％

物件費
23億4,440.6万円

12.6%

補助費等
21億6,895.7万円

11.6%

繰出金
18億4,592.6万円

9.9%

その他
3億1,617.0万円
1.7%

総額
186億6,246.1万円

前年度比
15.6％増

総額
192億5,494.3万円

前年度比
15.9％増

土木費
8億7,550.2万円
4.7%

消防費
8億1,080.5万円
4.3%

農林水産業費
10億4,991.7万円

5.6%

地方交付税
4億1,911.1万円
2.2%

地方譲与税
3億4,067.3万円
1.8%

その他
3億4,124.7万円
1.7%

商工費
3億1,474.7万円
1.7%

その他
1億6,267.6万円
0.9%

繰入金
7億943.0万円
3.7%

その他
2億4,822.4万円
1.3%

　健全化判断比率とは、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて財政
の早期健全化および財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための行財政上の措置を講ずることによ
り、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基
づき、各地方公共団体が算出・公表する指標のことです。　
　公表するのは、健全化判断比率のうち、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比
率の４指標と資金不足比率です。
　令和元年度決算に基づき算定された弥富市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりで、すべて基
準を下回っておりますが、今後も慎重な財政運営に取り組みます。

　市は令和元年度末現在、特定の目的の
ために 8 の基金を設けています。大きく
分けると一般会計の基金が 5（財政調整基
金など）、資金を運用する基金が 1（土地
開発基金）、特別会計の基金が 2（国民健
康保険支払準備基金など）あります。

※ 平成 31 年 1 月 1 日現在の弥富市の人口は 44,440 人、世帯数は 17,776 世帯
※ 令和   2 年 1 月 1 日現在の弥富市の人口は 44,602 人、世帯数は 18,194 世帯

基金 ( 将来の蓄え）の状況

特別会計市債 ( 長期借入金）の借入状況

健全化判断比率などの公表

【一般会計の市債現在高】

健
全
化
判
断
比
率

会　計　名

2億6,726.3万円

38億7,736.1万円

5億6,657.0万円

32億5,057.5万円

4億   491.0万円

12億3,138.2万円

95億9,806.1万円

22億1,587.1万円

49,862円

124,655円

15億2,307.7万円

34,148円

83,713円

△6億9,279.4万円

△15,714円

△40,942円

2億6,726.3万円

37億8,083.9万円

5億6,425.4万円

31億7,976.1万円

3億5,183.3万円

12億1,566.3万円

93億5,961.3万円

歳入決算額 歳出決算額

30年度末現在高

指　標 弥富市 早期健全化基準 財政再生基準
（単位：％）

指　標 特別会計 弥富市 経営健全化基準
（単位：％）

元年度末現在高 増  減

会計区分 30年度末現在高 元年度末現在高 増  減

土 地 取 得

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

農 業 集 落 排 水 事 業

公 共 下 水 道 事 業

合 　 計

①実質赤字比率

資金不足比率

農業集落排水事業特別会計

公共下水道事業特別会計

13.29 20.00

18.29 30.00②連結実質赤字比率

③実質公債費比率 25.0 35.0

20.00

④将来負担比率 350.0

一 般 会 計

市民１人当たり

１ 世 帯 当 た り

一般会計

特別会計

合　　計

30年度末現在高 元年度末現在高 増  減

市民１人当たり

１世帯当たり

※資金不足比率がない会計は「－（該当なし）」で表示し、参考に資金剰余の比率を（△）で示しています。

※実質赤字額、連結実質赤字額がないため「－（該当なし）」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示しています。

－

（△83.46）

－

（△12.24）

－

（△5.16）

－

（△7.48）

5.7

96.8

69,108円

156,796円

31億2,452.2万円

2億5,909.5万円

33億8,361.7万円

329,175円

806,963円

260,067円

650,167円

146億8,188.5万円

77億4,342.9万円

224億2,531.4万円

115億5,736.3万円

74億8,433.4万円

190億4,169.7万円

令和元年度決算報告
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新庁舎建設事業に係る
損害賠償請求住民訴訟の判決について
平成 30 年２月 26 日 ( 事件番号 : 平成 30 年 ( 行ウ ) 第 26 号 ) および平成 30 年４月 16 日 ( 事件番号 :

平成 30 年 ( 行ウ ) 第 46 号 ) に弥富市民３名（２件とも同一人）が原告となり、弥富市長に対し新庁舎建設
事業の事業用地取得に関する損害賠償請求住民訴訟が名古屋地方裁判所に提起されておりましたが、令和２
年７月 22 日に２件の訴訟について名古屋地方裁判所から判決が言い渡されましたのでご報告いたします。

１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。　

１　市が、事業用地の買収に際し、代替地として鑑定評価額を下回る価格で市有地を売却したことは違法
である。

２　代替地の売却に対する議決は地方自治法に定める議決とは認められない。
３　市は、売却した代替地内の地中埋設物の撤去費用として、撤去費用相当分の市有地を譲渡したが、地
中埋設物は有用なものであり撤去費用を負担する必要はなかった。

４　市有地を撤去費用の支払い手段とすることについての議決は、地方自治法に定める議決とは認められ
ない。

１　市有地を鑑定評価額を下回る価格で売却する必要性やこれに至る経緯などを総合考慮すると本件売買
契約は市長の裁量権の範囲を逸脱し又これを乱用するものとはいえず、違法とは言えない。

２　市議会の審査経緯に照らせば、代替地を減額して譲渡する必要性および妥当性について審議されたと
評価でき地方自治法に定める議会の議決があったということができる。

３　市が地中埋設物の撤去費用を負担する必要がなかったということはできず、かえってその必要があっ
たというべきである。

４　市議会において、代物弁済契約を行う必要性や妥当性が審議されたということができ、本件議決は、
地方自治法に定める議会の議決があったということができる。

　以上のことから、主文のとおり原告らの請求をいずれも棄却するとの判決でした。

第 26 号事件

第 46 号事件

判決主文

訴えの内容

判決の要旨

１　本件訴えを却下する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。

１　市は、売却した代替地内の地中埋設物の撤去費用として、撤去費用相当分の市有地を譲渡したが、地
中埋設物は有用なものであり撤去費用を負担する必要はなかった。

１　本件訴訟における住民監査請求は、第 26 号事件おける住民監査請求と同一の財務会計上の行為を対
象としており、本件住民監査請求は不適法なものであり、本件訴訟は遅くとも平成 30 年２月 26 日第
26 号事件から 30 日の出訴期間内に提訴されなければならず、平成 30 年４月 16 日に提訴された本
件訴訟は提訴期間の遵守を欠くものであり、不適法として却下を免れない。

　よって、主文とおり本件訴えは却下されました。

以上、２件の訴訟はいずれも原告の訴えを退ける判決であり、原告らは控訴しなかったため、判決は
確定いたしました。

判決主文

訴えの内容

判決の要旨

地盤改良（砂杭）：敷地内に砂杭を設置することにより、液状化による地盤沈下を防ぎ、防災拠点として
機能を維持します。
免震装置：免震装置を設置することで、大地震でも建物の揺れを大幅に低減し、建物や設備などへの損
傷を防ぎ、災害対策の司令塔としての機能を維持します。
非常用発電機：３日間の電気供給が可能となる燃料オイルタンクを装備した非常用発電機を設置し、防災
拠点の機能を維持します。
防災会議室：市の災害対策本部が設置され、国・県などとの連携、被災状況の情報収集など、災害緊急
情報を一元的に把握することで、迅速な避難情報の発信、応急対策、復旧復興対策の拠点となります。
防災行政無線：愛知県防災行政無線は、複数の通信を備え、県と市町村との無線網を構築しています。
災害時には、県から通信統制を行うことにより県内の市町村に一斉に緊急通報を伝達し、災害現場の状
況をいち早く把握するなど、災害対策に大きく貢献します。
立体駐車場：３階は、「津波・高潮緊急時避難場所」に指定、災害時の避難場所として避難が可能です。
防水板：１階出入口には、地盤の嵩上げに加え防水板を設置し、出入口からの浸水を防ぎます。

特集

④防災行政無線（パラボラアンテナ）

②非常用発電機

地盤改良（砂杭）

③防災会議室

防水板

①免震装置

⑤立体駐車場
（津波・高潮緊急時避難場所）

東 西
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国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されます
令和 2 年分の年末調整や確定申告で、国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、納

付した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要となります。

年金生活者支援給付金制度について

◆11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」です

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受
給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が
実施します。
◆対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件をすべて満たしている必要があります
　・65 歳以上である
　・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
　・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である

障がい基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります
　・前年の所得額が約 462 万円以下である
◆請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象となる方には、日本年金機構より 10 月中旬頃から、請求可能な旨のお知ら
せを送付します。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。
令和３年２月１日までに請求手続きが完了しますと、令和２年８月分からさかのぼって受け
取ることができます。
②年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所で請求手続きをしてください。

国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、世帯主および配偶者も連帯して納付する義務
があります。世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付したときは、その全額が
所得税などの社会保険料控除の対象となります。令和 2 年中に納められたものであれば、過去の
年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
年末調整などの手続きの際に、ご自身の保険料額と合算して申告してください。なお、この場
合には、ご家族分の証明書や領収書を添付する必要があります。

保険料が未納の状態であると、将来（老齢）や万一（障がい・遺族）のときに
年金を受けられなくなります。

令和 2 年度保険料額（令和 2 年４月分～令和 3 年３月分）
定額保険料（月額）……16,540 円（年齢や所得に関係なく一律です。）　
付加込保険料（月額）……16,940 円（付加保険料（400円）を上乗せした場合。）

◆11 月上旬発送
令和２年１月１日～９月 30 日の間に国民年金保険料を納付された方
（証明書の内容は、１月～９月末に納付された分と、10 月～12 月末に納付が見込まれる分の国
民年金保険料額です）
◆２月上旬発送
令和２年 10 月１日以降に、今年はじめて国民年金保険料を納付された方
（証明書の内容は、10 月～ 12 月末に納付された国民年金保険料額です）
※証明書を紛失されたときは、ねんきん加入者ダイヤルもしくは年金事務所で再交付の手続きをしてください。

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年 11 月を「ねんきん月間」と位置付け、公
的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。
また、11 月 30 日は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などでご自身の年金記録や年金
受給見込み額を確認し、老後の生活設計に思いを巡らしていただく「年金の日」となっていま
す。「ねんきんネット」は、24 時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身
の年金情報を手軽に確認できるサービスです。将来の年金受給見込額について、ご自身の年
金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。「ねんきん定期便」や「ねんき
んネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、中村年金事務所へ
お問い合わせください。
　中村年金事務所　国民年金課　☎（052）453－7200
（自動音声案内に従って「２」を押したあと、もう一度「２」を押してください。）

◆保険料の納付が困難な方は、ご相談ください。
　国民年金には、保険料免除、学生納付特例、納付猶予などの制度があります。
　制度を利用されるには、申請が必要です。詳しくは、中村年金事務所にお問い合わせください。

◆日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番
号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
〇年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

ねんきんダイヤル　☎（0570）05－1165（ナビダイヤル）
中村年金事務所お客様相談室　☎（052）453－7200
（自動音声案内「１」のあと「２」を押してください。）

国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の対象となります

保険料は
忘れずに

納めましょう！！

＜ねんきん加入者ダイヤル＞
☎（0570）003－004（ナビダイヤル）
050 から始まる電話でおかけになる場合は　☎（03）6630－2525
【受付時間】　平日：午前 8 時 30 分～午後 7 時
　　　　　　第２土曜日：午前 9 時 30 分～午後 4 時
※日曜日、祝日 ( 第２土曜日を除く )、12 月 29 日～１月３日はご利用いただけません。

中村年金事務所　国民年金課　（名古屋市中村区太閤一丁目 19 番 46 号）

☎（052）453－7200
（自動音声案内に従って「２」を押したあと、もう一度「２」を押してください。）
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認定こども園弥富はばたき幼稚園　☎67－4008

◆申込書類配付場所
11 月 2 日（月）から市役所児童課、十四山支所、各保育所（園）でお渡しします。

ひので保育所、白鳥保育所、弥生保育所、栄南保育所、認定こども園弥富はばたき幼稚園

南部保育所、桜保育所、大藤保育所、西部保育所、十四山保育所

受付日

11 月 17 日（火）

11 月 18 日（水）

受付保育所 ( 園 )

TOPICS  令和 3年度　保育所（園）入所受付ご案内 令和3年度　保育所（園）入所受付ご案内

◆入所受付日程

◆受付時間　午後 3 時～ 5 時
申込書類を持参の上、受付日に申し込みください。　
◆申込期限　11 月 30 日（月）
※各受付日にご都合が悪い場合は、受付日の翌日以降も 11 月 30 日（月）まで随時保育所（園）にて受け
付けます。
※11 月 24 日（火）～ 30 日（月）の平日５日間は、市役所児童課窓口でも認定こども園弥富はばたき幼稚
園を除く保育所分を受け付けます（午前 8 時 30 分～午後 5 時）。
※令和３年４月からの入所だけでなく、産休または育休明けの職場復帰で年度の途中に入所を希望され
る児童も受け付けます。
◆入所基準
児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由などに該当すること。
①就労　②妊娠、出産　③保護者の疾病、障がい　④同居親族の介護・看護　
⑤災害復旧　⑥求職活動（起業準備を含む）　⑦就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む）
◆延長保育
午前７時 30 分～午後７時（平日のみ）
各保育所（園）で実施します。
※私的契約児や認定事由が求職活動・内職などの方は利用できません。
◆入所年齢
＜満８か月＞　南部、桜、大藤、白鳥、栄南、西部、十四山保育所
＜満６か月＞　ひので保育所、認定こども園弥富はばたき幼稚園
＜満３か月＞　弥生保育所
◆障がい児の入所
　入所基準に該当し、集団保育が可能な児童で心身に障がいがあると思われる場合は、事前に市役所児
童課へご相談ください。
◆私的契約児
市立保育所では、入所基準に該当しない児童について、優先入所区域保育所の定員に余裕がある場合
に限り、私的契約児として受け入れます（3 歳未満児を除きます。）。なお、保育無償化の対象外となり
ます。
私的契約児の年度途中入所はできません。
※詳細につきましては、11 月２日（月）から配付する入所のしおりをご覧ください。
市役所児童課（内線 157）

保育所（園）

◆入園受付場所　認定こども園弥富はばたき幼稚園
※3・4・5 歳児は締め切りしております。
※詳細については、事前に園へご確認をお願いいたします。

認定こども園弥富はばたき幼稚園
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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
11

「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・センターへお問い合わせください。

利用会員
入会出張所

11 月 19 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

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受付のみ）☎52－0922

ファミリー・サポート・センター 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！

※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。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

※「じどうかんであそぼう」は 11 月から毎月 1 回　土曜日に変更になりました。親子でふれあう時間を楽しん
でいただくプログラムです。市内在住の方ならどなたでも、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。

11月18日(水)
16:00～

12月9日（水）
16：00～

11月30日(月)
16:00～

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 ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 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。

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

  米重 成羅ちゃん
よね  しげ せ 　ら

2歳
（前ケ須町）

食いしん坊な我が家のアイドル♥

  松本 日向瀬くん
まつ  もと ひ　 な　 せ

1歳
（鯏浦町）

Yeahが口癖のムードメーカー

  松村 優李くん
まつ  むら ゆう　り

3歳
（佐古木）

お兄ちゃん大大大スキ♪

  
わた  なべ の　 あ

渡辺 乃愛ちゃん 3歳
（荷之上町）

優しいNOA☆3歳おめでとう

  竹村 昂大くん
たけ  むら こう　た

1歳
（東中地）

我が家のイタズラっ子

  鈴木 秀臥くん
すず　き　 しゅう　が

2歳
（鯏浦町）

毎日元気いっぱい！祝☆2歳！

  早川 嵩人くん
はや  かわ しゅう　と

2歳
（佐古木）

2歳おめでとう！

※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　11月6日(金)～13日(金)【必着】
▼対 象 者　1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）

「先生、アイス作ったよ。どうぞ。」砂場では
子どもたちが砂からイメージを膨らませ、先生
とのやりとりを楽しむ光景が見られます。
子どもたちは砂の感触を味わい、カップやバ
ケツに砂を入れる遊びを楽しむことから、花び
らや葉っぱを飾ってケーキを作ったり、お団子
を作ってお店屋さんごっこをしたりして遊びを
広げていきます。また、友だちと協力して全身
を使い大きな砂山やトンネル、水路も作ってい
ます。高い山を作るにはどうしたらいいのか、
どこに水路を通すと水が流れるかなど、考えた
り試したりしています。砂遊びから工夫する力
や繰り返しチャレンジする力、友だちと協力す
る力を養っています。
砂遊びは、子どもの豊かな発想を引き出し創
造力を高めてくれます。砂遊びを通して、子ど
もたちが主体的に考え工夫する力や創造力を育
んでいってほしいと願っています。

かわいい
お花だね

砂遊びから育まれる創造力

保育
のひろば

西 部 保 育 所

僕たちが作った
お団子だよ

どうぞ

いらっしゃい！
いらっしゃい！

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

親子であそぼう

親子でつくろう

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

11月24日(火) 
16:00～

11月21日（土）
14：00～16：00

11月28日(土)
10：30～11：00

12月5日(土)
10：30～11：00

11月7日(土)
10：30～11：00

11月14日(土)
10：30～11：00

12月5日（土）
①9：30～10：30
②10：30～11：30
定員20名

11月28日（土）
①9：30～10：30
②10：30～11：30
定員20名

11月28日（土）
①13：30～14：30
②14：30～15：30
定員20名

12月5日（土）
①13：30～14：30
②14：30～15：30
定員20名

11月28日（土）
14：00～16：00

11月14日(土)
10：30～11：00

11月7日(土)
10：30～11：00

12月5日(土)
10：30～11：00

11月28日(土)
10：30～11：00

11月14日（土）
14：00～16：00

11月21日（土）
14：00～16：00

11月21日（土）
14：00～16：00

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）

★クリスマスリースを
作ろう【2 部制】
（小学生対象）

じどうかんであそぼう
（１歳以上～
未就園児対象）

※行事によっては対象
年齢が変わりますので、
各児童館にお問い合わせ

ください。

月1回土曜日
10：30～ 11：00

児童館だより 11月1日～12月10日
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 17:00  　休 館  日　日曜日・祝日　
お知らせ：11 月 2 日～2 月末日までの間、閉館時間が午後 5 時までと変更になります。

11 月からインスタグラムを始めました。
URL は「https://www.instagram.com/yatomishijidoukan/」です。

お砂さらさら。

気持ちがいいね。

お砂のケーキに飾ろうよ！

高いお山が
できたらここに
水路作ろうね

砂を固めながら
お山を作ると
高くなるよ
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【平和記念資料館で心に残った展示物　－『三輪車・鉄かぶと』－】
１９４５年８月６日、銕谷伸一ちゃん（当時３歳１１か月）は、その三輪車で遊んでいる時に被爆したそうです。全身に大け
がや大やけどを負った伸一ちゃんは「水、水…」とうめきながら、その晩に亡くなりました。父親は、亡くなってからも遊
べるようにと、伸一ちゃんとともに三輪車も庭に埋めました。被爆から４０年後、父親は伸一ちゃんの遺骨を墓所に移す
ことにしました。土を掘りおこした時、鉄かぶとの中に伸一ちゃんの丸い頭の骨が残っていたのだそうです。
自宅前で遊んでいた時に命を落とした伸一ちゃんのことを知り、改めて“原爆”というものの恐ろしさを感じました。戦
争が奪う平和や幸せとは何かということを学び考えることができました。また、伸一ちゃんに対するお父さんの愛情も感
じました。展示の最後に、戦争が終わって親子が笑顔でいる写真が展示されていました。それを見て、終戦を迎えた時
の安堵感はとても大きかったのではないかと思いました。
【袋町小学校】
私達が訪れた袋町小学校は、爆心地からおよそ４６０メートルの位置にありました。当時は被爆者の避難場所や救護所

として、そして地域住民の安否確認の場所として使われていたため、壁には人々が家族への伝言を残した跡がありまし
た。その伝言から、人々が戦時中に生きようとする一生懸命さや自分は辛くても家族を安心させようとする優しさを感じ
ました。
【平和について考えたこと】
2 日間の広島研修を終えて、自分の知っている以上に戦争・原爆は恐ろし

いと思いました。原爆ドームを見た時には、「建物がここまでになる程の威力
だったんだ」と思いましたが、ガイドさんの説明を聞いているうちに、原爆ド
ームはただ戦争の恐ろしさを伝えているのではなく、二度と同じことを繰り
返してはいけないと未来へ伝えるために残っているのではないかと考えるよ
うになりました。
現在、戦争を体験した方は高齢になっているため、戦争のことを後世に伝

えられる人が減ってきています。だからこそ、戦争について学んだ私達が未
来の架け橋となってたくさんの人に学んだことを伝えていこうと思います。
そして、平和のために貢献していきたいです。

平和のために

【小さくて大きな恐怖】
広島原爆で、核分裂したウランの量を表した展示物には、「広島に投下された原爆は約５０キログラムのウラン２３５を含

む濃縮ウランが詰められていた。そのうち核分裂したのは１キログラムに満たない」と紹介されていた。原爆の被害につ
いてたくさん知った後にこの展示物を発見した。こんなに小さいものがあんなにたくさんの建物や人々を無惨な姿に変え
てしまうことを知り、その危険性に怖くなるとともに、何か悔しい気持ちになった。しかし、核分裂の構造を知ると、そ
れも納得だった。分裂することで、不安定で強力なエネルギーになり、それが「連鎖」することで考えられないほどの力
を発するウラン。高性能爆薬１６キロトン分のエネルギーを放ち、全てを破壊した小さな物質。戦争もこれと一緒で、小
さな出来事が「連鎖」して起きたのではないだろうか。
現代の科学によって生み出されたものはとても便利である。しかし、使い方によっては、このような強力な兵器になり

かねない。だから正しく使っていくことが大切である。
戦争は小さな出来事の「連鎖」だから、僕らも家族や友達との小さないさかいであってもていねいに扱っていかなくて

はならない。これを見て、そう思った。
【これからの平和について】
１９４５年以降も、核兵器を特にアメリカとソ連が競い合うように開発した。しかし、核
実験は人体や環境に被害を与えるので、世界各地で核兵器に反対するデモが起きた。そ
して、核不拡散条約を始めとするたくさんの条約が採択された。２００９年にはオバマ元大
統領が核のない世界を訴えた。今、世界で核兵器をなくそうという考えが広まっている。
世界は平和に向かって一歩ずつ歩み始めている。僕たちはどうだろうか。そんな世界の
こと、僕らには関係ないと思ってはいないだろうか。僕も初めはそう思っていた。しかし、
広島の平和記念資料館の資料を見た時、そんな思いは吹き飛んだ。その資料には、「絶対
に戦争を繰り返してはいけない」「みんなに考えてほしい」というメッセージが込められて
いた。平和は他人事ではない。一人一人が考える必要があるのだ。みんなで共有してこ
そ初めて平和は実現する。「戦争は小さな出来事の連鎖」ということ以外にも、僕たちが身
近で平和というものについて考えられる機会はたくさんある。まずはそこから始められた
らと思う。平和に向けて、僕たちも一歩ずつ歩み始めていきたい。

十四山中学校　安井 鈴蘭

平和への歩み
十四山中学校　廣辻 柑介

修研島広
弥富北中学校では、校訓「至誠」のもと、知・徳・体の調和がとれた人間性豊かで実践力のある生
徒の育成をめざし、さまざまな教育活動を行っています。その活動の一部を紹介します。

弥富北中学校 教育の広場

自ら考え行動する自問清掃

地域と連携したキャリア教育

特別活動と連携した健康教育

「弥富市健康都市宣言」に関する取り組みとして、体育の授業では「弥北７分トレーニング」と題し、
基礎体力づくりのためのトレーニングを行っています。また、「月別保健目標の設定や保健室前の掲示」
（保健委員会）、「食を通した健康増進の啓発活動」（給食委員会）など、特別活動と連携した健康教育
を推進しています。

「お帰り弥北の輝く先輩」と題し、各分野の第一線で活躍されている本校出身の方をお招きした講演
会を毎年行っています。母校の先輩が活躍されている姿を実際に見聞きすることで、働くことの素晴
らしさや将来の生き方について考える機会としています。地域の人材を活用し、地域と連携したキャリ
ア教育を推進しています。

清掃の時間を「自問清掃」と名付け活動しています。「人に言われてやる」のではなく、自ら気付き、
考え、具体的に行動する気持ちや姿勢を育んでいくことを目標にしています。自問清掃によって「根気
玉」（進んで清掃に取り組む心）、「親切玉」（人を助けようとする心）、「発見玉」（新しいことを見つける
心）という３つの玉（心）を磨いていきます。１５分間、全校生徒が一斉に、無言で、黙々と掃除に取り
組む姿は圧巻です。
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TOPICS

・「サイレントキラー」糖尿病を
　早期発見しよう

健康診断

・適度に休もう
・趣味やスポーツでストレス発散
・専門機関へ相談

ストレス

・禁煙しよう
たばこ ・適量飲酒、休肝日を作る

・おつまみのエネルギー過剰摂取に注意

アルコール

・１日３食バランスよく
・食べ過ぎ飲みすぎ厳禁
・脂っこいもの注意
・甘いもの注意

食事
・生活の中で積極的に動く
・ウォーキングなど定期的に
　運動習慣をつけよう

運動

休休館日・運休行事予定カレンダー月11
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。

6 75

8 9 10 13 1411

1 2 3 4

12

15 17 20 2118 19

22 23 24 27 2825 26

29 30

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11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。　※あま市および大治町の市外局番は 052 です。
●海部南部消防署  ☎52ー0119　●海部南部消防署北分署  ☎65ー0119　●救急医療情報センター  ☎26ー1133

新型コロナウイルス感染症に関する情報

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

16

※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。

あてはまらない

◆ 帰国者・接触者相談センターに電話
【津島保健所】　☎26－4137

午前９時～午後５時（平日）

◆ 一般電話相談窓口に電話

●新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した方
●【風邪のような症状】や【３７．５度以上の発熱】（解熱剤を飲み続けなければならない時を含む）があり、

●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）がある方
●【におい】や【あじ】の異常が２週間以上続いている場合

一般の方 … 症状が４日以上続いている場合

高齢・基礎疾患がある・妊婦の方 … 症状が２日程度続いている場合

【津島保健所】　☎24－6999
午前９時～午後５時

（夜間休日は 24 時間オンコール体制）

感染を疑う方

糖尿病の危険信号

糖尿病を予防するには

あてはまる

新型コロナウイルス感染症が心配なとき

市役所健康推進課（内線 313）

市役所健康推進課（内線 313）

後藤整形外科
（津島市）
☎２５－５５１１

彦坂外科
（津島市）
☎２５－８３５５

小西整形外科（あま市）
☎８７５－７１７８

奥村整形外科
（大治町）
☎４４５－５６６７

はせ川外科
（津島市）
☎２４－３３７０

こじま整形外科
（愛西市）
☎２５－９９１１

森整形外科クリニック
（あま市）
☎４４５－５０５０

国民健康保険税 ５期
介護保険料 ４期
後期高齢者医療保険料 ５期

≪納期限≫

消費生活相談
(十四山支所)
13：30～16：00

消費生活相談
(十四山支所)
13：30～16：00

生活自立支援相談
(市役所)
9：00～12：00

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

消費生活相談
(十四山支所)
13：30～16：00

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

司法書士による相続・
登記相談（予約制）
（十四山総合福祉センター）
13:00～15:00

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

生活自立支援相談
(市役所)
9：00～12：00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9：00～15：00

市民文化展
（総合社会教育センター）
9：00～17：00

中村年金事務所による
年金相談（予約制）
（市役所）
10：00～15：00
市民文化展
（総合社会教育センター）
9：00～17：00

文化の日

勤労感謝の日

　体を動かすエネルギーであるブドウ糖を体の細胞に取り込むインスリンが、減少したり働きが悪くなったりすること
で、血液中にブドウ糖が必要以上に増えている状態を「高血糖」といいます。高血糖状態が続くと糖尿病と診断され
ます。自覚症状はなく知らないうちに症状が進み、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害、糖尿病性腎症、動脈硬化な
ど、合併症が発症しており、からだの異常に気付いたときは、すでに深刻な状態になっていることも決して少なくな
いため、「サイレントキラー（沈黙の殺し屋）」と呼ばれます。

□やたらとのどが渇く □尿の回数・量が増えた □尿の匂いが強い
□異常なくらい食欲がある □体重が急に減った □からだがだるい、疲れやすい

□肌が異常にかゆい、かさつく □化膿しやすくなった □急に視力が低下してきた
□手足がしびれ、こむら返りが増えた □何もないところでつまずく
□やけどや傷の痛みを感じにくい □足の裏に違和感がある

１１月９日（月）～１５日（日）は、全国糖尿病週間です

信号
黄

信号
赤

糖尿病を発症している可能性あり

合併症を発症している可能性あり
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このコーナーでは、弥富市の
まだまだ知られざる歴史について、
弥富ふるさとガイドボランティアが
紹介していきます。

樹木が
すくないから

①　大雨が降ると地下に水がたくさんしみこみ、水を通しにくい粘土層の上に水がたまり、
　　その水の力にもち上げられて、粘土層をさかいに上の地面がゆっくりと動き出します。

答 え

問題 どうして崖くずれが、おこるのでしょうか

防災クイズに挑戦してみませんか？ちょっと一息

“防災”

答えは P18 の下をご覧ください。

❶ ❷ ❸
ふもとに団地が
できたから

水が土を
もちあげるから

令和2年度ボランティア活動功労者表彰を
受賞した点訳の「ありんこ」の皆さん

日の出小学校での福祉実践教室の様子

講師：矢野 きよ実 氏

令和2年度ボランティア活動功労者表彰を
受賞されました

　9 月 2 日、愛知県庁にて「令和 2 年度ボランティア活動功労者表彰式」が行われ、市か
らは点訳の「ありんこ」の皆さんが受賞されました。
　これは、公共福祉の向上のため、活動を 10 年以上にわたって活動しているボランティ
ア団体に贈られるものです。点訳の「ありんこ」の皆さんは、昭和 61 年 10 月より長年に
わたり視覚に障がいのある方に寄り添った支援を行っています。また、市内小中学校に出
向き福祉実践教室で生徒たちに点訳活動の必要性などを伝えています。

　明治元年に明治天皇が初めて京都から東京へ行幸し
た時、桑名から尾張藩の船「白鳥丸」で佐屋川を上り、
佐屋港（現愛西市）に向かうことになりました。
　しかし佐屋川は土砂が溜まり浅くなっていて、近隣
の人々が数千人がかりで川ざらえをしましたが、白鳥
丸は佐屋川を上ることができませんでした。
　そこで、一行は急きょ五之三の焼田港に上陸し、そ
こから陸路で佐屋へ向かいました。そのため、焼田港
は明治天皇が尾張へ初めて上陸した場所になりました。
　明治 5 年には桑名と前ケ須の「ふたつやの渡し」を結
ぶ新しい東海道が整備され、佐屋港に代わって前ケ須が栄えるようになりました。
　明治 100 年にあたる昭和 42 年に、地元の有志により焼田港の跡地に「明治天
皇焼田港御着船所跡」の記念碑が建立されました。

やとみ 歴 史 探 訪
明治天皇焼田港御着船所跡

『人権啓発講演会』の開催
▼と　き　12月6日（日）
　第1部【表彰式】午後１時～
　　　　共同募金作品・福祉体験作文コンクール表彰
　第2部【講演会】午後２時～
　　　　講師　矢野きよ実氏
　　　　『誰も一人では生きられない』
▼ところ
　総合社会教育センター　中央公民館ホール
▼対象者　市内在住の方
▼定　員　１００名
▼整理券配布
11月22日(日)午前9時から正午まで総合社会教育セ
ンターで配布します。１人２枚まで。整理券に余りがある
場合、11月24日(火)から総合福祉センター内市社会
福祉協議会で配布します。無くなり次第終了。
市役所福祉課（内線164、165）　市社会福祉協議会 ☎65ー8105

まちの話題 特集まちの話題 特集
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① 採用候補者試験申込書（指定様式）
　 （写真貼付）
② 最終学校の卒業証明書
③ 保育士の資格を証する書類
④ 勤務証明書（指定様式）（※最終合格
　 通知後に提出）

　11 月 30 日（月）は、国保税の
第５期の納期限です。自主納付の
方は、金融機関などで納めてくだ
さい。口座振替の方は預（貯）金残
高を確認してください。
　国民健康保険は、世帯単位で加
入するもので、国民健康保険税（国
保税）の納税義務者は世帯主です。
▼今後の納期限日
　第６期：12 月 25 日（金）
　第７期：令和３年２月１日（月）
　第８期：令和３年３月１日（月）
▼国保税の月割課税
　社会保険などを離脱すると、国
　民健康保険に加入することにな
　ります。加入した月から年度末
　の３月までが課税対象となり、
　届け出た日以後の納期に割り振
　って国保税が課されます。
▼届出は 14 日以内に
　届出が遅れると、少ない納期に
　割り振られ、１回当たりの納付
　額が高くなります。社会保険な
　どを離脱した場合は、14 日以
　内に届け出てください。
▼国保税の支払いにお困りの方へ
　納期ごとの納付が困難なときは、
　国保税を滞納のままにせず、お
　早めに市役所保険年金課に相談
　してください。
　特別な事情（一定の要件があり
　ます）で国保税を納めることが
　困難な場合は、申請により減免・
　分割納付などできる場合があり
　ます。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　個人事業税の第 2 期分の納期限
は 11 月 30 日（月）です。
　第 2 期分の納付書は、8 月にお
送りした納税通知書に同封してお
りますので、次のいずれかの方法
で納付してください。（納付書を紛
失された方は、管轄の県税事務所
へお問い合わせください）
▼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）
　　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

　寝具の衛生管理などが困難な方
を対象に、寝具洗濯乾燥消毒サー
ビスを実施します。
▼対象者
 ・おおむね 65 歳以上のひとり暮
　らし高齢者の方

 ・要介護 3 ～ 5（介護保険法）の認
　定を受けた方
 ・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用　世帯の市民
　税に応じて、0 円～ 300 円
▼申込方法
　市役所介護高齢課および十四山
　支所に備え付けの申請書に必要
　事項を記入のうえ、申し込みく
　ださい。
　なお、今年度中に申請された方
　については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ後
　日連絡します。
▼申込期限　11 月 16 日（月）
　・　
　市役所介護高齢課（内線 175）
　十四山支所

　国の重要文化財に指定されてい
る服部家住宅の見学会を開催しま
す。
▼と　き　11 月 22 日（日）
　1部：午後１時～、2部：午後２時～
▼ところ　服部家住宅
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
▼定　員　各 50 名（先着順）
▼料　金　300円（文化財保護費）
※小学生以下は無料です。
▼申込方法
　電話にて申し込みください。
▼共　催　弥富ふるさとガイドボ
　ランティア
　・　歴史民俗資料館

▼と　き
　12 月 5 日（土）午後６時開演
▼ところ　総合社会教育センター
▼内　容　神楽太鼓・和太鼓・雅
　楽・ポップス演奏など

　会場での募金は市社会福祉協議
会に寄付します。
　午後１時 30 分～３時には太鼓
体験教室を開催します。
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
▼主催・後援
　主催：大藤学区文化財保存会
　後援：市教育委員会、市文化財
　保存会
　歴史民俗資料館

▼と　き
　11 月６日（金）～８日（日）
　午前９時～午後５時
　（ただし、最終日は午後３時まで）
▼ところ　総合社会教育センター
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画区域区分の変更
　（県決定）
②名古屋都市計画臨港地区の変更
　（県決定）
③名古屋都市計画用途地域の変更
　（市決定）
▼縦覧期間
　11月６日（金）～20日（金）

　土・日曜日を除く開庁時間内
▼縦覧場所
　市役所都市整備課（市役所２階）
　愛知県都市計画課（愛知県本庁
　舎５階）
※愛知県では県決定（①、②）のみ
　縦覧できます。
▼意見書提出方法
　住民および利害関係人は、縦覧
　期間中に「県決定」は愛知県へ、
　「市決定」については市へ意見書
　を郵送または持参で提出するこ
　とができます。
　市役所都市整備課（内線 264）

　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症防止
のため、当面の間、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、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

　毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介護
職員・地域住民のささえあいを促
進するため「介護の日」と定められ
ています。
　今年度は新型コロナウイルス感
染症の状況を踏まえ「介護の日」の
前後の期間において、コロナ禍に
おいても業務に励んでいる介護事
業所の様子などをパネル展示にて
紹介します。また、過去に開催さ
れ た イ ベ ン ト「笑 大 学 校」の
YouTube による動画配信も行い
ます。住み慣れた地域で最期まで
過ごせる街を、市民の皆さんと専
門職でつくりあげましょう。
▼と　き
　11 月４日（水）～ 17 日（火）
　（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ　市役所１階市民プラザ
　海南病院たすけっと
　☎65－6072
　　https://www.kainan.
　jaaikosei.or.jp/
　department/welfare/
　welfare.html
　市役所介護高齢課（内線 172）

　第 28 回洋邦楽舞発表会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止になりました。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　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、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

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止および参加される皆さんの安
全を考慮し、例年実施していまし
た年末調整等説明会は開催を中止
とさせていただきます。
　ご不便をおかけいたしますが、
ご理解いただきますようお願い申
し上げます。

　なお、年末調整に関する各種情
報については、国税庁ホームペー
ジの年末調整特集ページをご覧く
ださい。
　津島税務署 
　☎26－2161（代表）
※電話は自動音声により案内して
　いますので、音声案内に従い「2」
　を選択してください。
▼国税庁
　https://www.nta.go.jp/
　users/gensen/nencho/
　index.htm

　聴覚障がい者と聴者を電話リレ
ーサービスセンターにいる通訳オ
ペレーターがテレビ電話や文字チ
ャットを使って、「手話や文字」と
「音声」を通訳することにより、電
話で即時双方向につなぐサービス
です。
　公益財団法人日本財団が、制度
化を目指してモデルプロジェクト
を実施しています。
▼必要なもの
　インターネットにつながるスマ
　ホ、タブレット、パソコンのど
　れか 1 つ
▼料　金　無料（インターネット
　回線使用料は各自負担です）
▼対象者　身体障害者 ( 聴覚・言
　語障害 ) 手帳をお持ちの方

▼利用方法
　日本財団電話リレーサービスの
　ホームページから利用登録が必
　要です。
※メールや FAX などによる申し
　込みはできません。
　市役所福祉課（内線 162）
　日本財団電話リレーサービス
　　https:/trs-nippon.jp/

　夫やパートナーからの暴力、セ
クハラ、ストーカー行為など女性に
関するさまざまな人権問題の解決を
図るため、電話相談に応じます。
　相談内容の秘密は固く守られま
すので、ひとりで悩まず、お気軽
にご相談ください。
▼と　き
　11 月 12 日（木）～ 18 日（水）
　午前８時 30 分～午後７時
　ただし、11 月 14 日（土）、15
　日（日）は午前 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
▼相談窓口
①相談専用電話
　（女性の人権ホットライン）
　☎0570－070－810

　（全国共通ナビダイヤル）
②LINE じんけん相談＠名古屋法
　務局
公式アカウント＠snsjinkensoudan

　詳しくは名古屋法務局ホームペ
ージに掲載しています。
　名古屋法務局人権擁護部
　☎（052）952－8111

　中部電力パワーグリッドでは、
停電情報をプッシュ通知でいち早
くお知らせするアプリ「停電情報
お知らせサービス」を無料で配信
するサービスをしております。他
にも電気設備に関する困りごとを
チャットで相談したり、緊急時に
は、付属の「防災マップ」にて避難
施設とルートも検索できます。こ
の機会にぜひご利用ください。
　中部電力パワーグリッド（株）

　港営業所
　☎（0120）929 ー 309

　愛知障害者職業能力開発では令
和３年１月および４月入校の訓練
生を募集しています。
▼募集する科
　①IT スキル科、②OA ビジネス
　科、③CAD 設計科、④総合実務
　科（知的障がい者対象）、⑤就業
　支援科（精神障がい者・発達障
　がい者対象）
▼訓練期間
　①～④１年間、⑤３か月
▼募集期限
　11 月 20 日（金）まで
▼提出先　ハローワーク津島

▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12月４日（金）①、②、③、⑤の科目
　12 月 13 日（日）④の科目
　ハローワーク津島
　☎26－3158
　愛知障害者職業能力開発校
　（豊川市一宮町上新切 33－14）
　☎（0533）93－2102
　　（0533）93－6554

▼と　き　12 月 25 日（金）
　午前 10 時～ 11 時 30 分
▼ところ　市役所
▼受付日　11 月 28 日（土）
▼受付場所
　総合社会教育センター
※午前９時 30 分時点で定員を超
　えた場合、抽選を行います。
▼内　容　新庁舎の防災機能など
　についてクイズラリーをしなが
　ら見学します。
▼対象者
　親子（小学生とその保護者）
▼定　員　
　5 ～ 7 組で最大で 15 名
※マスク着用でお越しください。
　市役所生涯学習課（総合社会教
　育センター）

　次代を担う小・中学生の皆さん
に人権尊重の理念を理解し、豊か
な人権感覚を身に付けていただく
ことを目的としています。
　なお、募集要項、入賞作品発表、
賞の授与などは、名古屋法務局津
島支局へお問い合わせください。
▼対象者
　県内の小・中学校（外国人学校
　および特別支援学校、中等教育
　学校を含む）の児童・生徒
▼応募作品
　ポスター、書道、標語
▼作品のテーマ
　「いじめ」「児童虐待」「障害のあ
　る人」「インターネットにおける
　人権侵害」など。
▼応募期間
　10月15日（木）～12月8日（火）
　名古屋法務局津島支局
　☎26－2423
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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

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。

※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。

寝具洗濯乾燥消毒サービス
（２回目）を実施します

個人事業税第 2 期分の
納付をお忘れなく

第９回大藤学区文化財保存会
チャリティーコンサート

重要文化財服部家住宅
秋の見学会

国民健康保険税の納付を
お忘れなく

＊〔社会人経験者〕枠の実務経験について
 ・雇用形態（正社員、アルバイト、パートタイマー）は問いませんが、企業などで週 30 時間以上の
　勤務のものに限ります。
 ・複数の民間企業などでの経験年数を通算することができます。
 ・同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみを対象とします。
　
（注意事項） 令和２年６月募集の弥富市職員採用候補者試験と併願することはできません。
　
〇試験会場などについては、申込み受付後、正式に個別通知します。
〇受験資格など不明な点は、事前に市役所人事秘書課にお問い合わせください。
〇試験申込書などは本庁舎１階総合案内横の広告付庁舎案内板下方ケースに備え付けのほか、市役
　所４階人事秘書課および十四山支所で開庁日に配布します。また、ホームページから印刷（サイズ
　指定有り）して使用もできます。

平成８年４月２日以降に生まれた人で、
４年制大学を卒業した人または令和３
年３月までに卒業見込みの人

平成 10 年４月２日以降に生まれた人
で、短期大学、専修学校などを卒業し
た人または令和３年３月までに卒業見
込みの人

※ 保育士資格を有している人または令
　 和３年３月までに取得見込みの人

昭和 61 年４月２日以降に生まれた人
で、４年制大学または短期大学、専修
学校などを卒業した人

※ 保育士資格を有し、保育士業務また
　 は幼稚園教諭業務での実務経験が通
　 算２年以上ある人

① 採用候補者試験申込書（指定様式）
　 （写真貼付）
② 最終学校の成績証明書
③ 最終学校の卒業（見込）証明書
④ 保育士の資格を証する書類または保
　 育士資格取得見込証明書

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けること
　  がなくなるまでの者
(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を
　  暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入
　  した者

11月２日（月）～ 13日（金） （土・日曜日、祝日を除く）

〒498ー 8501
　愛知県弥富市前ケ須町南本田 335番地
　　市役所　人事秘書課　人事グループ（内線 472・473）

11月 29日（日）

職　種
保育士

５人程度

保育士
〔＊社会人経験者〕項　目

１　採用予定人員

２　受験資格

３　提出書類

４　欠格事項

５　試験日

６　応募受付期間

７　問い合わせ先

弥富市職員を募集します弥富市職員を募集します

お知らせします
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コロナ対策
感染防止（安全確保）のため自宅などからの申告にご協力をお願いします。

　★マイナンバーカードで自宅などから送信！　　　　　　  
または

★最寄りの税務署でID・PWを取得して自宅などから送信！

令和2年分 確定申告会場は
津島市文化会館です！

e-Taxがより
  簡単・便利に！

安全確保のため混雑（＝3密）解消に向けた取組を実施予定。
　　　　　　　 毎日の申告相談に係る対応人数にも限界が発生します。

　火災が発生しやすい時季に備え、火災予防思想の一層の普及を図るとともに、火災による死傷・財産の
損失を防ぐため、運動期間中、市消防団が午後７時にサイレンを鳴らし、火災予防の啓発を実施します。
　火災とお間違えにならないよう、ご理解とご協力をお願いします。
▼と　き 11 月 9 日（月）～ 15 日（日）
　市役所防災課（内線 482）

（期間中サイレン吹鳴）サイレン３回

10秒休み10秒休み

吹鳴 30秒吹鳴 30秒吹鳴 30秒

秋季全国火災予防運動期間中サイレンを鳴らします

　11 月 30 日（月）は、国保税の
第５期の納期限です。自主納付の
方は、金融機関などで納めてくだ
さい。口座振替の方は預（貯）金残
高を確認してください。
　国民健康保険は、世帯単位で加
入するもので、国民健康保険税（国
保税）の納税義務者は世帯主です。
▼今後の納期限日
　第６期：12 月 25 日（金）
　第７期：令和３年２月１日（月）
　第８期：令和３年３月１日（月）
▼国保税の月割課税
　社会保険などを離脱すると、国
　民健康保険に加入することにな
　ります。加入した月から年度末
　の３月までが課税対象となり、
　届け出た日以後の納期に割り振
　って国保税が課されます。
▼届出は 14 日以内に
　届出が遅れると、少ない納期に
　割り振られ、１回当たりの納付
　額が高くなります。社会保険な
　どを離脱した場合は、14 日以
　内に届け出てください。
▼国保税の支払いにお困りの方へ
　納期ごとの納付が困難なときは、
　国保税を滞納のままにせず、お
　早めに市役所保険年金課に相談
　してください。
　特別な事情（一定の要件があり
　ます）で国保税を納めることが
　困難な場合は、申請により減免・
　分割納付などできる場合があり
　ます。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　個人事業税の第 2 期分の納期限
は 11 月 30 日（月）です。
　第 2 期分の納付書は、8 月にお
送りした納税通知書に同封してお
りますので、次のいずれかの方法
で納付してください。（納付書を紛
失された方は、管轄の県税事務所
へお問い合わせください）
▼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）
　　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

　寝具の衛生管理などが困難な方
を対象に、寝具洗濯乾燥消毒サー
ビスを実施します。
▼対象者
 ・おおむね 65 歳以上のひとり暮
　らし高齢者の方

 ・要介護 3 ～ 5（介護保険法）の認
　定を受けた方
 ・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用　世帯の市民
　税に応じて、0 円～ 300 円
▼申込方法
　市役所介護高齢課および十四山
　支所に備え付けの申請書に必要
　事項を記入のうえ、申し込みく
　ださい。
　なお、今年度中に申請された方
　については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ後
　日連絡します。
▼申込期限　11 月 16 日（月）
　・　
　市役所介護高齢課（内線 175）
　十四山支所

　国の重要文化財に指定されてい
る服部家住宅の見学会を開催しま
す。
▼と　き　11 月 22 日（日）
　1部：午後１時～、2部：午後２時～
▼ところ　服部家住宅
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
▼定　員　各 50 名（先着順）
▼料　金　300円（文化財保護費）
※小学生以下は無料です。
▼申込方法
　電話にて申し込みください。
▼共　催　弥富ふるさとガイドボ
　ランティア
　・　歴史民俗資料館

▼と　き
　12 月 5 日（土）午後６時開演
▼ところ　総合社会教育センター
▼内　容　神楽太鼓・和太鼓・雅
　楽・ポップス演奏など

　会場での募金は市社会福祉協議
会に寄付します。
　午後１時 30 分～３時には太鼓
体験教室を開催します。
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
▼主催・後援
　主催：大藤学区文化財保存会
　後援：市教育委員会、市文化財
　保存会
　歴史民俗資料館

▼と　き
　11 月６日（金）～８日（日）
　午前９時～午後５時
　（ただし、最終日は午後３時まで）
▼ところ　総合社会教育センター
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画区域区分の変更
　（県決定）
②名古屋都市計画臨港地区の変更
　（県決定）
③名古屋都市計画用途地域の変更
　（市決定）
▼縦覧期間
　11月６日（金）～20日（金）

　土・日曜日を除く開庁時間内
▼縦覧場所
　市役所都市整備課（市役所２階）
　愛知県都市計画課（愛知県本庁
　舎５階）
※愛知県では県決定（①、②）のみ
　縦覧できます。
▼意見書提出方法
　住民および利害関係人は、縦覧
　期間中に「県決定」は愛知県へ、
　「市決定」については市へ意見書
　を郵送または持参で提出するこ
　とができます。
　市役所都市整備課（内線 264）

　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症防止
のため、当面の間、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、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

　毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介護
職員・地域住民のささえあいを促
進するため「介護の日」と定められ
ています。
　今年度は新型コロナウイルス感
染症の状況を踏まえ「介護の日」の
前後の期間において、コロナ禍に
おいても業務に励んでいる介護事
業所の様子などをパネル展示にて
紹介します。また、過去に開催さ
れ た イ ベ ン ト「笑 大 学 校」の
YouTube による動画配信も行い
ます。住み慣れた地域で最期まで
過ごせる街を、市民の皆さんと専
門職でつくりあげましょう。
▼と　き
　11 月４日（水）～ 17 日（火）
　（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ　市役所１階市民プラザ
　海南病院たすけっと
　☎65－6072
　　https://www.kainan.
　jaaikosei.or.jp/
　department/welfare/
　welfare.html
　市役所介護高齢課（内線 172）

　第 28 回洋邦楽舞発表会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止になりました。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　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、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

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止および参加される皆さんの安
全を考慮し、例年実施していまし
た年末調整等説明会は開催を中止
とさせていただきます。
　ご不便をおかけいたしますが、
ご理解いただきますようお願い申
し上げます。

　なお、年末調整に関する各種情
報については、国税庁ホームペー
ジの年末調整特集ページをご覧く
ださい。
　津島税務署 
　☎26－2161（代表）
※電話は自動音声により案内して
　いますので、音声案内に従い「2」
　を選択してください。
▼国税庁
　https://www.nta.go.jp/
　users/gensen/nencho/
　index.htm

　聴覚障がい者と聴者を電話リレ
ーサービスセンターにいる通訳オ
ペレーターがテレビ電話や文字チ
ャットを使って、「手話や文字」と
「音声」を通訳することにより、電
話で即時双方向につなぐサービス
です。
　公益財団法人日本財団が、制度
化を目指してモデルプロジェクト
を実施しています。
▼必要なもの
　インターネットにつながるスマ
　ホ、タブレット、パソコンのど
　れか 1 つ
▼料　金　無料（インターネット
　回線使用料は各自負担です）
▼対象者　身体障害者 ( 聴覚・言
　語障害 ) 手帳をお持ちの方

▼利用方法
　日本財団電話リレーサービスの
　ホームページから利用登録が必
　要です。
※メールや FAX などによる申し
　込みはできません。
　市役所福祉課（内線 162）
　日本財団電話リレーサービス
　　https:/trs-nippon.jp/

　夫やパートナーからの暴力、セ
クハラ、ストーカー行為など女性に
関するさまざまな人権問題の解決を
図るため、電話相談に応じます。
　相談内容の秘密は固く守られま
すので、ひとりで悩まず、お気軽
にご相談ください。
▼と　き
　11 月 12 日（木）～ 18 日（水）
　午前８時 30 分～午後７時
　ただし、11 月 14 日（土）、15
　日（日）は午前 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
▼相談窓口
①相談専用電話
　（女性の人権ホットライン）
　☎0570－070－810

　（全国共通ナビダイヤル）
②LINE じんけん相談＠名古屋法
　務局
公式アカウント＠snsjinkensoudan

　詳しくは名古屋法務局ホームペ
ージに掲載しています。
　名古屋法務局人権擁護部
　☎（052）952－8111

　中部電力パワーグリッドでは、
停電情報をプッシュ通知でいち早
くお知らせするアプリ「停電情報
お知らせサービス」を無料で配信
するサービスをしております。他
にも電気設備に関する困りごとを
チャットで相談したり、緊急時に
は、付属の「防災マップ」にて避難
施設とルートも検索できます。こ
の機会にぜひご利用ください。
　中部電力パワーグリッド（株）

　港営業所
　☎（0120）929 ー 309

　愛知障害者職業能力開発では令
和３年１月および４月入校の訓練
生を募集しています。
▼募集する科
　①IT スキル科、②OA ビジネス
　科、③CAD 設計科、④総合実務
　科（知的障がい者対象）、⑤就業
　支援科（精神障がい者・発達障
　がい者対象）
▼訓練期間
　①～④１年間、⑤３か月
▼募集期限
　11 月 20 日（金）まで
▼提出先　ハローワーク津島

▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12月４日（金）①、②、③、⑤の科目
　12 月 13 日（日）④の科目
　ハローワーク津島
　☎26－3158
　愛知障害者職業能力開発校
　（豊川市一宮町上新切 33－14）
　☎（0533）93－2102
　　（0533）93－6554

▼と　き　12 月 25 日（金）
　午前 10 時～ 11 時 30 分
▼ところ　市役所
▼受付日　11 月 28 日（土）
▼受付場所
　総合社会教育センター
※午前９時 30 分時点で定員を超
　えた場合、抽選を行います。
▼内　容　新庁舎の防災機能など
　についてクイズラリーをしなが
　ら見学します。
▼対象者
　親子（小学生とその保護者）
▼定　員　
　5 ～ 7 組で最大で 15 名
※マスク着用でお越しください。
　市役所生涯学習課（総合社会教
　育センター）

　次代を担う小・中学生の皆さん
に人権尊重の理念を理解し、豊か
な人権感覚を身に付けていただく
ことを目的としています。
　なお、募集要項、入賞作品発表、
賞の授与などは、名古屋法務局津
島支局へお問い合わせください。
▼対象者
　県内の小・中学校（外国人学校
　および特別支援学校、中等教育
　学校を含む）の児童・生徒
▼応募作品
　ポスター、書道、標語
▼作品のテーマ
　「いじめ」「児童虐待」「障害のあ
　る人」「インターネットにおける
　人権侵害」など。
▼応募期間
　10月15日（木）～12月8日（火）
　名古屋法務局津島支局
　☎26－2423

①１０：００～ ②１４：３０～ ③１８：３０～
２回目１回目日　程

（日）
（火・祝）
（土）
（日）
（金）
（土）
（日）
（火）
（土）
（日）
（水）
（土）
（日）

①
①
②
①
②
②
①
②
②
①
②
②
①

②
②
③
②
③
③
②
③
③
②
③
③
②

1日
3日
7日
8日
13日
14日
15日
17日
21日
22日
25日
28日
29日

※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。

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。

フリースペース『なごみの会』の
開催中止について

第 28 回洋邦楽舞発表会の
中止について

令和 2 年分　年末調整等
説明会開催中止のお知らせ

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会11月の予定

第 28 回市民文化展

いい介護の日イベント

電話リレーサービス

都市計画の案の縦覧について

　津島税務署　☎26－2161（代表） 
※電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「２」を選択してください。

津島税務署からのお知らせ
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　11 月 30 日（月）は、国保税の
第５期の納期限です。自主納付の
方は、金融機関などで納めてくだ
さい。口座振替の方は預（貯）金残
高を確認してください。
　国民健康保険は、世帯単位で加
入するもので、国民健康保険税（国
保税）の納税義務者は世帯主です。
▼今後の納期限日
　第６期：12 月 25 日（金）
　第７期：令和３年２月１日（月）
　第８期：令和３年３月１日（月）
▼国保税の月割課税
　社会保険などを離脱すると、国
　民健康保険に加入することにな
　ります。加入した月から年度末
　の３月までが課税対象となり、
　届け出た日以後の納期に割り振
　って国保税が課されます。
▼届出は 14 日以内に
　届出が遅れると、少ない納期に
　割り振られ、１回当たりの納付
　額が高くなります。社会保険な
　どを離脱した場合は、14 日以
　内に届け出てください。
▼国保税の支払いにお困りの方へ
　納期ごとの納付が困難なときは、
　国保税を滞納のままにせず、お
　早めに市役所保険年金課に相談
　してください。
　特別な事情（一定の要件があり
　ます）で国保税を納めることが
　困難な場合は、申請により減免・
　分割納付などできる場合があり
　ます。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

　個人事業税の第 2 期分の納期限
は 11 月 30 日（月）です。
　第 2 期分の納付書は、8 月にお
送りした納税通知書に同封してお
りますので、次のいずれかの方法
で納付してください。（納付書を紛
失された方は、管轄の県税事務所
へお問い合わせください）
▼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）
　　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

　寝具の衛生管理などが困難な方
を対象に、寝具洗濯乾燥消毒サー
ビスを実施します。
▼対象者
 ・おおむね 65 歳以上のひとり暮
　らし高齢者の方

 ・要介護 3 ～ 5（介護保険法）の認
　定を受けた方
 ・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用　世帯の市民
　税に応じて、0 円～ 300 円
▼申込方法
　市役所介護高齢課および十四山
　支所に備え付けの申請書に必要
　事項を記入のうえ、申し込みく
　ださい。
　なお、今年度中に申請された方
　については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ後
　日連絡します。
▼申込期限　11 月 16 日（月）
　・　
　市役所介護高齢課（内線 175）
　十四山支所

　国の重要文化財に指定されてい
る服部家住宅の見学会を開催しま
す。
▼と　き　11 月 22 日（日）
　1部：午後１時～、2部：午後２時～
▼ところ　服部家住宅
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
▼定　員　各 50 名（先着順）
▼料　金　300円（文化財保護費）
※小学生以下は無料です。
▼申込方法
　電話にて申し込みください。
▼共　催　弥富ふるさとガイドボ
　ランティア
　・　歴史民俗資料館

▼と　き
　12 月 5 日（土）午後６時開演
▼ところ　総合社会教育センター
▼内　容　神楽太鼓・和太鼓・雅
　楽・ポップス演奏など

　会場での募金は市社会福祉協議
会に寄付します。
　午後１時 30 分～３時には太鼓
体験教室を開催します。
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
▼主催・後援
　主催：大藤学区文化財保存会
　後援：市教育委員会、市文化財
　保存会
　歴史民俗資料館

▼と　き
　11 月６日（金）～８日（日）
　午前９時～午後５時
　（ただし、最終日は午後３時まで）
▼ところ　総合社会教育センター
※来場する際は、マスクの着用を
　お願いします。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画区域区分の変更
　（県決定）
②名古屋都市計画臨港地区の変更
　（県決定）
③名古屋都市計画用途地域の変更
　（市決定）
▼縦覧期間
　11月６日（金）～20日（金）

　土・日曜日を除く開庁時間内
▼縦覧場所
　市役所都市整備課（市役所２階）
　愛知県都市計画課（愛知県本庁
　舎５階）
※愛知県では県決定（①、②）のみ
　縦覧できます。
▼意見書提出方法
　住民および利害関係人は、縦覧
　期間中に「県決定」は愛知県へ、
　「市決定」については市へ意見書
　を郵送または持参で提出するこ
　とができます。
　市役所都市整備課（内線 264）

　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症防止
のため、当面の間、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、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

　毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介護
職員・地域住民のささえあいを促
進するため「介護の日」と定められ
ています。
　今年度は新型コロナウイルス感
染症の状況を踏まえ「介護の日」の
前後の期間において、コロナ禍に
おいても業務に励んでいる介護事
業所の様子などをパネル展示にて
紹介します。また、過去に開催さ
れ た イ ベ ン ト「笑 大 学 校」の
YouTube による動画配信も行い
ます。住み慣れた地域で最期まで
過ごせる街を、市民の皆さんと専
門職でつくりあげましょう。
▼と　き
　11 月４日（水）～ 17 日（火）
　（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ　市役所１階市民プラザ
　海南病院たすけっと
　☎65－6072
　　https://www.kainan.
　jaaikosei.or.jp/
　department/welfare/
　welfare.html
　市役所介護高齢課（内線 172）

　第 28 回洋邦楽舞発表会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止になりました。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

　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、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

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止および参加される皆さんの安
全を考慮し、例年実施していまし
た年末調整等説明会は開催を中止
とさせていただきます。
　ご不便をおかけいたしますが、
ご理解いただきますようお願い申
し上げます。

　なお、年末調整に関する各種情
報については、国税庁ホームペー
ジの年末調整特集ページをご覧く
ださい。
　津島税務署 
　☎26－2161（代表）
※電話は自動音声により案内して
　いますので、音声案内に従い「2」
　を選択してください。
▼国税庁
　https://www.nta.go.jp/
　users/gensen/nencho/
　index.htm

　聴覚障がい者と聴者を電話リレ
ーサービスセンターにいる通訳オ
ペレーターがテレビ電話や文字チ
ャットを使って、「手話や文字」と
「音声」を通訳することにより、電
話で即時双方向につなぐサービス
です。
　公益財団法人日本財団が、制度
化を目指してモデルプロジェクト
を実施しています。
▼必要なもの
　インターネットにつながるスマ
　ホ、タブレット、パソコンのど
　れか 1 つ
▼料　金　無料（インターネット
　回線使用料は各自負担です）
▼対象者　身体障害者 ( 聴覚・言
　語障害 ) 手帳をお持ちの方

▼利用方法
　日本財団電話リレーサービスの
　ホームページから利用登録が必
　要です。
※メールや FAX などによる申し
　込みはできません。
　市役所福祉課（内線 162）
　日本財団電話リレーサービス
　　https:/trs-nippon.jp/

　夫やパートナーからの暴力、セ
クハラ、ストーカー行為など女性に
関するさまざまな人権問題の解決を
図るため、電話相談に応じます。
　相談内容の秘密は固く守られま
すので、ひとりで悩まず、お気軽
にご相談ください。
▼と　き
　11 月 12 日（木）～ 18 日（水）
　午前８時 30 分～午後７時
　ただし、11 月 14 日（土）、15
　日（日）は午前 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
▼相談窓口
①相談専用電話
　（女性の人権ホットライン）
　☎0570－070－810

　（全国共通ナビダイヤル）
②LINE じんけん相談＠名古屋法
　務局
公式アカウント＠snsjinkensoudan

　詳しくは名古屋法務局ホームペ
ージに掲載しています。
　名古屋法務局人権擁護部
　☎（052）952－8111

　中部電力パワーグリッドでは、
停電情報をプッシュ通知でいち早
くお知らせするアプリ「停電情報
お知らせサービス」を無料で配信
するサービスをしております。他
にも電気設備に関する困りごとを
チャットで相談したり、緊急時に
は、付属の「防災マップ」にて避難
施設とルートも検索できます。こ
の機会にぜひご利用ください。
　中部電力パワーグリッド（株）

　港営業所
　☎（0120）929 ー 309

　愛知障害者職業能力開発では令
和３年１月および４月入校の訓練
生を募集しています。
▼募集する科
　①IT スキル科、②OA ビジネス
　科、③CAD 設計科、④総合実務
　科（知的障がい者対象）、⑤就業
　支援科（精神障がい者・発達障
　がい者対象）
▼訓練期間
　①～④１年間、⑤３か月
▼募集期限
　11 月 20 日（金）まで
▼提出先　ハローワーク津島

▼選考方法
　筆記試験および面接試験
▼選考日
　12月４日（金）①、②、③、⑤の科目
　12 月 13 日（日）④の科目
　ハローワーク津島
　☎26－3158
　愛知障害者職業能力開発校
　（豊川市一宮町上新切 33－14）
　☎（0533）93－2102
　　（0533）93－6554

▼と　き　12 月 25 日（金）
　午前 10 時～ 11 時 30 分
▼ところ　市役所
▼受付日　11 月 28 日（土）
▼受付場所
　総合社会教育センター
※午前９時 30 分時点で定員を超
　えた場合、抽選を行います。
▼内　容　新庁舎の防災機能など
　についてクイズラリーをしなが
　ら見学します。
▼対象者
　親子（小学生とその保護者）
▼定　員　
　5 ～ 7 組で最大で 15 名
※マスク着用でお越しください。
　市役所生涯学習課（総合社会教
　育センター）

　次代を担う小・中学生の皆さん
に人権尊重の理念を理解し、豊か
な人権感覚を身に付けていただく
ことを目的としています。
　なお、募集要項、入賞作品発表、
賞の授与などは、名古屋法務局津
島支局へお問い合わせください。
▼対象者
　県内の小・中学校（外国人学校
　および特別支援学校、中等教育
　学校を含む）の児童・生徒
▼応募作品
　ポスター、書道、標語
▼作品のテーマ
　「いじめ」「児童虐待」「障害のあ
　る人」「インターネットにおける
　人権侵害」など。
▼応募期間
　10月15日（木）～12月8日（火）
　名古屋法務局津島支局
　☎26－2423

※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。

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。

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

第 48 回
「人権を理解する作品
コンクール」作品募集

スマートフォン無料アプリ
「停電情報お知らせサービス」
のご案内

障害者職業訓練生を募集

新庁舎見学会を開催します！

弥富市に
▼イオンビッグ株式会社　様　　　 金１３１，０４４円
▼中日興業株式会社様 手作りゴミ袋　３，０００枚
　
地域活動支援センター十四山に
▼匿名　様　　　　　　　　　  　  金２０，０００円
　
社会福祉協議会に
▼匿名　様　　　　　　　　　　  金１００，０００円

以上のとおりご寄付いただきありがとうございました。

♥ 寄　付 ♥

　NET119 とは、聴覚や言語機能障がいによって音声での会話に不安を感じている方が、音声ではなく
スマートフォンなどで、チャット形式で自宅や外出先から 119 番通報することができる無料のサービス
です。
　海部地方消防指令センターで、12 月 1 日（火）から運用開始する予定です。
　運用開始に伴い、11 月中旬～下旬におい
て、聴覚や言語機能障がいのある方に対して
説明会および事前登録会の開催を予定してい
ますので、登録を希望される方は参加してい
ただきますようお願いいたします。
　開催の詳細については、海部南部消防組合
ホームページに掲載するとともに、対象者の
方に郵送でお知らせします。
※スマートフォン、携帯電話などの通信（パケ
　ット）料金は別途必要となります。
　海部南部消防本部
　☎代表 52－0119
　　amananbu@ama119.jp

ＮＥＴ１１９　緊急通報システムのご案内

　来年の裁判員候補者名簿に登録された方に、最
高裁判所から本年 11 月中旬に通知をお送りしま
す。この通知は、令和３年２月頃からの約１年間
に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可
能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心
づもりをしていただくためのものです。
　名古屋地方裁判所裁判員係
　☎（052）203－8916

裁判員候補者名簿記載通知
について

　日没前後１時間の「薄暮時間帯」は視界
が悪くなりやすい上、下校や帰宅時間と
重なるため「危険な時間帯」となります。
外出時には、反射材はもちろんのこと、
道路を横断する際には左右の安全確認を
しっかりしましょう。
　愛知県蟹江警察署　
　☎95－0110

注意！夕方の５～７時は「魔の時間」

募集します

11月24日（火)～12月17日（木)の
会期予定です。

12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、人数に制限はありますが、本会議のみ可
　能となっております。

～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７日後より配信予定

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

○

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）

１７日（木）

１０日（木）

８日（火）

７日（月）

１２月  ４日（金）

１１月２４日（火）

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

自宅
外出先

①緊急通報

②通報確認

③緊急出場
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▼スポーツ事業

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため下表の大会を中止いたします。
　また、11 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。

新しく入った本

四畳半タイムマシンブルース
森見　登美彦 / 著

二百十番館にようこそ
加納　朋子 / 著

友だちってなんだろう？
齋藤　孝 / 著

図 書 名 筆 者 名
●四畳半タイムマシンブルース
●二百十番館にようこそ
●友だちってなんだろう？
●少女たちがみつめた長崎
●ベージュ
●ハリネズミは月を見上げる
●口福のレシピ
●僕の神さま
●アウア・エイジ 
●類

森見　登美彦
加納　朋子
齋藤　孝
渡辺　考
谷川　俊太郎
あさの　あつこ
原田　ひ香
芦沢　央
岡本　学
朝井　まかて

【1日目】
12月12日(土)
【2日目】

12月13日（日）

総合
社会教育
センター

在住・在勤・
在学

高校生以上
200円

中学生以下
100円

11月14日（土）
～

12月6日（日）

第15回
市ソフトテニス
室内大会

（小・中学生の部）
（一般・壮年の部）

参加資格 参加費
※一人あたり 申込期限ところと　き大会名

▼申込方法　申込用紙（総合社会教育センター備え付け）
　　　　　　に記入のうえ、参加費を添えて申し込みください。
▼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）

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。
状況によっては、再度、臨時休館や時間を短縮しての開館となる場合があります。
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。

12月13日（日）
【予備日】12月20日（日） 子宝グランドロードレース大会

実施場所実施日大会名

▼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）

■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。

これから行われるスポーツ大会のご案内や市内で行われたスポーツ大会の結果、
全国大会へ出場した皆さんなどを紹介します。
市役所生涯学習課（総合社会教育センター） ☎65－0002

SPORTSSPORTSSPORTS

スポーツ大会に参加しませんか

生涯学習課所管事業の中止のお知らせ

11/1～12/10
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

■よつば読書会
あなたも参加してみませんか？

▼と　き　11月14日(土) 10：00～正午

▼ところ　図書館
▼テキスト「眩（くらら）」(朝井　まかて/著)

☆一冊の本をみんなで読み、意見を述べ合い
　ながら、読書の領域を広げていきましょう!!!

◆第４３回全国JOCジュニア
　オリンピックカップ
　夏季水泳競技大会
　9月26日（土）～27日（日）
　日本ガイシアリーナ

　栗田 唯花(平島東)

◆２０２１年全日本卓球選手権
　（ジュニアの部）
　令和3年１月１１日（月・祝）～
　１月１７日（日）
　大阪市・丸善インテックアリーナ
　大阪（大阪市中央体育館）
　伊藤　詩菜 
　大阪 四天王寺中学校　
　ミキハウスJSC所属（東末広）

◆JOCジュニア
　オリンピックカップ
　全国中学生陸上競技大会
　10月16日（金）～18日（日）
　日産スタジアム（横浜市）

　女子１５００ｍ
　柴田 桃花(平島)

全国大会出場おめでとう！（敬称略）

2726 2020（令和2）年 11月号 広報やとみ2020（令和2）年 11月号 広報やとみ



市役所健康推進課（内線 311～ 317）

だよりだより１１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、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。
※歯みがき相談：歯科衛生士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。

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。

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11月出生児

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

25日（水）

10日（火）

19日（木）

新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間教室は中止させていただきます。
　離乳食講習会については、Web（YouTube）にて、初期、中期の動画をアップしましたので、

市ホームページからご覧ください。

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 13：00～14：00

13：00～14：00

9：30～10：15

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・祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・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・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・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。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）

9日（月）
30日（月）

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拡大防止のため、電話相談になる場合もあります。

※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、歯科指定医療機関にご確認ください。

～第152回～

感染症避けつつ
オーラルフレイル予防

11月号 その ４５９

１１月は「乳幼児
突然死症候群(SIDS)」の
対策強化月間です

検診の受け方

集団検診
（バス検診）

検診内容

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。

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・空き状況を健康推進課までお問い合わせください。

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。

　新型コロナウイルスの感染症で、外出を控え
る生活が続いています。高齢者は感染すると、重
症化しやすいため、警戒が必要です。一方で、家
に閉じこもりの生活は心身の衰弱を招きやすい
ので、健康維持のため散歩やジョギングは「必要
な外出」とされています。
　最近、よく聞くオーラルフレイルとは、①食べこ
ぼし ②わずかなむせ ③噛めない食品が増える
④滑舌低下などのお口の機能が衰えることで
す。
　オーラルフレイルを防ぐには、基本はしっかり
動き、しっかり食べること、そして人とのつながり
を大切にすることです。
　自粛生活が続くことで、口腔機能低下というこ
とにならないよう、かかりつけ歯科医と一緒に口
腔機能向上と口腔ケアを継続していくことがと
ても大切です。　　　　　　 （海部歯科医師会）

子どもの予防接種と
乳幼児健診

　乳幼児突然死症候群（SIDS）とは、何の予
兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原
因のわからない病気で、12月以降の冬期に
発生しやすいことから、厚生労働省は毎年
11月をSIDSの対策強化月間としています。
平成30年度には、全国で60名（概数）の赤ち
ゃんがSIDSで亡くなっており、乳幼児の死亡
原因としては第４位になっています。
　SIDSの予防方法は確立していませんが、
以下の３つのポイントを守ることによりSIDS
の発生率が低くなるというデータがありま
す。
①１歳になるまでは、寝かせる時はあおむけ
　に寝かせましょう
　うつぶせに寝かせた時のほうがSIDS の発
生率が高いことがわかっています。医学上の
理由でうつぶせ寝を勧められている以外は、
赤ちゃんの顔が見えるあおむけで寝かせまし
ょう。
②できるだけ母乳で育てましょう
　母乳で育てられている赤ちゃんのほうが
SIDSの発生率が低いことがわかっています。
できるだけ母乳育児にトライしましょう。
③たばこをやめましょう
　たばこはSIDS発症の
大きな危険因子です。子
どものそばでの喫煙は
やめましょう。

　お子さんの健康が気になるときだからこそ、予
防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どおり
受けましょう。予防接種や乳幼児健診は、お子さ
まの健やかな成長のために一番必要な時期に受
けていただくよう、お知らせしています。
　特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫
がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高
まります。お子さんの健康が気になるときだから
こそ、予防接種や健診などは、遅らせずに、予定
どおり受けましょう。　

★弥富市健康増進計画ホームページ★
(https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/
1000209/1001856/index.html）
ぜひご覧ください。
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編集
後
記 ｂｙきんちゃん

皆さんこんにちは。11月になり朝晩とても寒くなってきましたね。気温差で体調は崩れていません
か？乾燥しやすくなってきて風邪を引きやすい季節になってきたので手洗いうがいの他にも保湿など
をして予防をしていきましょう！

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。

有料広告 有料広告

有料広告

有料広告 有料広告

有料広告

OPEN 8:30　CLOSE 16:30

新メニュー
白玉モーニング
はじめました!!

弥富市鎌倉町126-2TEL0567-55-8168

※終日モーニングサービスも行っております！

風の子スクエアでは、
コロナ感染予防として

消毒・換気
席間をあけてのご案内
を徹底しております。 ※コロナ

 感染防止対策
 強化中

メインのパーソナルケア 120分
　　　      5,000円（税込）他

( マ ッ サ ー ジ ・ ピ ラ テ ィ ス ・ コ ア コ ン
 デ ィ シ ョ ニ ン グ ・ ス ト レ ッ チ ・ ア ロ マ ト
 リ ー ト メ ン ト ・ リ ン パ ド レ ナ ー ジ ュ ・ 筋
 膜 リ リ ー ス e t c ・ ・ ・個 別 メ ニ ュ ー 作 成 ）

☆ ☆ 民 家 サ ロ ン ☆ ☆
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