
　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
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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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