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。

くらし の
11 情報

弥富市職員を募集します
項
１

２

目

職

種

受験資格

保育士

保育士

採用予定人員

2020

〔＊社会人経験者〕

５人程度
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

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

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、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

※ 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

３

提出書類

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 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）

４

欠格事項

(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

５

試験日

11 月 29 日（日）

６

応募受付期間

11 月２日（月）〜 13 日（金）
（土・日曜日、祝日を除く）

７

問い合わせ先

〒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）

＊〔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。
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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。

お知らせします
国民健康保険税の納付を
お忘れなく
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）

個人事業税第 2 期分の
納付をお忘れなく
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/

寝具洗濯乾燥消毒サービス
（２回目）
を実施します
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

重要文化財服部家住宅
秋の見学会
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

第９回大藤学区文化財保存会
チャリティーコンサート
▼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
2020
（令和2）
年 11月号 広報やとみ

21

