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人口　44,306人（－32）
男　　22,285人（－17）
女　　22,021人（－15）
世帯　18,269　（－3）
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今月の表紙は、サンタさんの格好をした
きんちゃんです。クリスマスといえばイル
ミネーションや美味しいチキンなどさまざ
まなものが思いつきます。
市では、近鉄弥富駅南口にて「巨大弥富
金魚イルミネーション」を点灯しています。
ぜひ、記念に巨大弥富金魚と写真を撮っ
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）
いこいの里　　　　　　 ☎69－1600（日・月曜、祝日休館）
同報無線確認電話 ☎65－8517
　※臨時放送の確認ができます。

※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。

今月の納税など 

固定資産税　　　　　　３期
国民健康保険税　　　　６期
後期高齢者医療保険料　６期
《納期限：12月 25日（金）》

下水道等使用料　10・11月分
《納期限：12月 31日（木）》

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

　市役所児童課（内線 154）
■私立弥富はばたき児童クラブ　弥富はばたき幼稚園（☎67―4008）へ直接お問い合わせください。

　児童クラブは、保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、
　授業が終了した放課後の生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、
　児童の健全育成を図ることを目的としています。
■対象児童
　市内の小学校に在籍する児童で、次のいずれかに該当すること。
　①母子または父子家庭で母または父が居宅外で労働している児童
　②両親双方が居宅外で労働している児童
　③その他市長が必要と認めた児童
■申込方法など

・平日は学校から集団下校で来所しますが、帰宅時は児童クラブの部屋まで保護者の迎えが必要です。土曜日や学校休業日  
　の送迎は、保護者の責任でお願いします。
・おやつは、児童クラブで用意します。（十四山東部児童クラブ除く）
・土曜日や学校休業日の昼食とお茶は、各自で用意してください。
・児童クラブ登録期間中に児童クラブに通う必要が無くなった場合は、前月 20日までに辞退届を市役所児童課へ提出してく
　ださい。20日を過ぎると、翌月の利用料が必要となります。
・定員に空きがある場合は、夏季休業日などの長期休業日のみの利用をすることができます。また、年度途中の申込みに関
　しても、児童クラブに空きがある場合のみです。
・弥生、桜、日の出児童クラブはどちらの児童クラブに入るかは、申請者の人数や学年、男女の比率などを勘案し、市役所
　児童課にて調整して決定させていただきます。

令和３年度児童クラブ入所のご案内TOPICS

１月４日（月）～ 20日（水）（土・日・祝日除く）
８：30～ 17：15
市役所児童課　
（市役所児童課へ提出ができない方は、開所時間中に児童クラブへ提出してください）
・児童クラブ登録申請書、雇用証明書など（居宅外での自営の方は自営証明書）
※書類は 12月 18日（金）より市役所児童課、十四山支所、各児童クラブおよび保育所に用意します。
・今年度入所中の児童も、継続希望の場合は、申し込みが必要です。
・実施期間は、令和３年４月１日～令和４年 3月 31日です。
・利用決定は、先着順ではありません。定員超過するクラブにおいては、市が定めた優先順位に従い認めていきます。
・定員を超えた場合は、入所できないことがあります。
・申込期限後も、定員に空きがあるクラブは受け付ける場合がありますのでお問い合わせください。
・申請書提出後に、その申請を取り下げたい場合は、辞退届を市役所児童課へ提出してください。

※次のことに該当する場合、利用料を減額または免除することができます。
　申請希望の方は「児童クラブ利用料減免申請書」の提出が必要です。
　・生活保護法による被保護世帯【全額免除】
　・前年度分（７月から３月までの間にあっては当該年度分）の市民税非課税世帯【全額免除】
　・遺児手当の受給世帯（手当支給開始月から 60月を経過した場合を含む）【２分の１減額】
　・就学援助を受けている世帯【２分の１減額】

平日　 下校後～ 18：30
土曜日・学校休業日　 8：00～ 18：30
日曜日・国民の祝日、12月 29日～１月３日、その他災害などによる臨時休所があります。

1月～ 7月および 9月～12月
8月

夏休み中のみ利用
冬休み中または春休み中のみ利用

日の出第一児童クラブ
日の出第二児童クラブ
桜第一児童クラブ
桜第二児童クラブ
弥生第一児童クラブ
弥生第二児童クラブ

ひので子育て支援センター西側

桜小学校敷地内

弥生児童館内
総合福祉センター内

大藤児童クラブ
白鳥児童クラブ
栄南児童クラブ

十四山東部児童クラブ
十四山西部児童クラブ

大藤児童館内
白鳥コミュニティセンター内

栄南児童館内
十四山公民館内

十四山西部小学校敷地内

5,000 円（月額）
7,500 円（月額）
10,000 円
5,000 円

1,000 円（月額）
1,000 円（月額）
1,500 円
500円

期　間

名　称 実施場所 名　称 実施場所

利用料 おやつ代（十四山東部児童クラブ以外）

入所希望月の前月 20日まで
（空きがない場合もあります）

申込期間

実施時間

休所日

利用料
および
おやつ代

その他

■児童クラブのご案内

■実施施設

申込場所

申し込みに
必要な書類

留意事項

令和 3年４月１日から入所希望 ５月以降
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※ 開館時間は、午後3時までです。

年末年始の業務のご案内
年末年始は下表のとおり休業になります。ただし出生届、死亡届、婚姻届などの
戸籍の届出は、市役所本庁舎１階宿直室（終日、 ☎65－1111）で受け付けます。 休業日

市役所、支所
保健センター
図書館
総合福祉センター
十四山総合福祉センター
いこいの里
総合社会教育センター
十四山スポーツセンター
白鳥・南部コミュニティセンター
歴史民俗資料館
十四山公民館
児童館
子育て支援センター
農村多目的センター
農村環境改善センター
産業会館
市営火葬場
コミュニティバス 通常運行

※
※

25日
（金）

26日
（土）

27日
（日）

28日
（月）

29日
（火）

30日
（水）

31日
（木）

1日
（金・祝）

2日
（土）

3日
（日）

4日
（月）

5日
（火）

6日
（水）

12 月
施　　　設　　　名

1 月

※

運休運休 運行 運行

弥富市きんちゃん商品券の「のぼり旗」「ポスター」の掲出店舗で使用できます。
店舗一覧は商品券ＨＰに掲載しています
　・中小店舗専用券（オレンジ）は取扱店舗の内、「中小店舗」にて使用できます。「大店舗」では使用できません。
　・中小大店舗共通券（ピンク）は全ての取扱店舗で使用できます。
使用上の注意事項
  おつりは出ません。転売、譲渡はできません。商品券の返金はできません。商品券の盗難、紛失または減失などに対しては発行
者はその責を負いません。たばこや市指定ごみ袋、粗大ごみ清掃券、換金性の高いものおよび、取扱店舗の指定するものはご
利用いただけません。

弥富市きんちゃん商品券の引換・使用期限のお知らせ
（弥富市プレミアム付商品券）

商品券の引換期限について

商品券の使用期限について

引換期限 12 月 30 日（水）まで ※以後引換はできません。

対象郵便局　弥富、弥富海老江、弥富中地、弥富佐古木、鍋田、十四山　（各郵便局の窓口営業時間に販売します。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ゆうゆう窓口では対応いたしません。
引換方法　抽選結果通知書を上記の郵便局窓口に持参してください。当選セット数まで購入できます。
　　　　　※引換は抽選結果通知書１枚につき１回のみです。

使用期限令和 3 年 1 月 31 日（日）まで ※使用期間終了後は
　使用できません。

事業に関すること　市役所商工観光課（内線243）、販売に関すること　市商工会　☎65ー3100

TOPICS 年末年始のくらしの情報年末年始のくらしの情報

●12月26日（土）、27日（日）および12月31日（木）～１月３日（日）の間は、
　ごみの収集はありません。※12月30日（水）は一部地区で特別回収を行います。
●八穂クリーンセンターへの自己搬入を希望される方は、年末は12月28日（月）まで、
　年始は１月４日（月）からとなります。
●し尿の汲取り・浄化槽清掃は12月29日（火）～１月３日（日）までお休みとなります。

可燃 可燃

プラ

プラプラ

プラ プラ

12月25日（金）

12月29日（火）

12月28日（月）

12月26日（土）、27日（日）

12月30日（水）

12月31日（木）～１月３日（日）

可燃

可燃

プラ 可燃

可燃 可燃

紙・布プラ

プラ

可燃
紙・布

プラ
紙・布

可燃可燃

年末年始のごみ収集のお知らせ
一般家庭ごみ収集地域全図

年末年始収集日程表

年末年始のごみ収集は下記の表のとおりですのでご注意ください。
必ず当日の午前 7 時 30 分までに集積場に出してください。

収集はありません

収集はありません

A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区 G地区

東名阪自動車道より北側の地
域と、JR関西本線より北側で、
国道155号線より東側の地域

筏川より南側の地域で、国道
23号線より北側の地域

二次元コードから
アクセスできます。
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TOPICSTOPICS

１　職員の任免および職員数の状況
●弥富市人事行政の運営などの状況について

（１）職員の任免の状況 （２）職員数の状況（各年４月１日現在）

２　職員の給与の状況
（１）職員給与費の状況（令和２年度普通会計予算）

（２）職員の平均給料月額および平均年齢の状況（令和２年４月１日現在）

（３）職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在）

注）対象期間　採用：平成31年４月２日～令和２年４月１日
 　　　　　　退職：平成31年４月１日～令和２年３月31日

（注）職員数は、一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を保有する
　　休職者および派遣職員を含み、臨時または非常勤職員は除きます。

（注）給与費は、令和２年度当初予算の計上額であり、職員手当には退職手当は含まれていません。

（注）１ 採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給と、その者が２年後に受けることとなる給料額について掲げたものです。
　　２ 給与制度の改正などにより変更となることがあります。

（４）職員手当の状況
期末・勤勉手当（令和２年４月１日現在）

地域手当（令和２年４月１日現在） 特殊勤務手当（令和元年度）

退職手当（令和２年４月１日現在）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された
　　平均額です。ただし、任期を定めて採用された職員は除きます。

（注）給与制度の改正により変更となることがあります。

（注）１人当たり平均支給年額は、令和元年度普通会計
　　決算額より算出した平均額です。

（注）弥富市長の給与の特例により、令和元年７月１日～令和４年12月１日の間、給料月額651,700円、
　　期末手当３割減額としています。

（注）対象職員１人当たり平均支給年額は、令和元年度普通会計決算額より算出した
　　平均額です。

人事行政の透明性を高めるため、職員の任用・給与などを市民の皆さんにお知らせします。

区　分 採用（人）
退職（人）

定　年 自己都合等 計
事 務 職
技 術 職
医 療 職
保 育 職
技能労務職
計

 　９ 　６ 　２ 　８
 　１ 　０ 　０ 　０
 　２ 　０ 　０ 　０
 　８ 　３ 　11 　14
 　０ 　１ 　０ 　１
 　20 　10 　13 　23

 ４　 ４　 ０　
 62　 63　 １　
 23　 23　 ０　
 　０　 ０　 ０　
 ９　 ９　 ０　
 ３　 ２　 △１　
 17　 21　 ４　
 

　　293　 287　 △６　
　　 31　 32　 １　
 324　 319　 △５　
 ５　 ５　 ０　
 14　 16　 ２　
 19　 21　 ２　
 343　 340　 △３　

部　　　　門
職　員　数（人） 対前年増減数

（人）令和元年度 令和２年度

一般行政部門

議会
総務・企画
税務
労働
農林水産
商工
土木

小計
教育
計
下水道
その他
小計

　　157　 146　 △11　
 18　 19　    １   

民生
衛生

特別行政部門
普通会計

公営企業等
会計部門

合　　　計

職　員　数
（Ａ）

給　　　　与　　　　費 １人当たり
給与費（Ｂ／Ａ）給　　　料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

340人

区　　　　分
一般行政職

区　　　分

一般行政職

区　　　　分

給　　料
市 　 長
副 市 長
教 育 長
議 　 長
副 議 長
議 　 員

931,000円
770,000円
672,000円
498,000円
446,000円
398,000円

報酬などの月額 期　末　手　当

６月期 　1.7月分
12月期 　1.7月分
　計 　3.4月分

報　　酬

区　分 研　　　修　　　名 実施件数 人　数
新規採用、一般前期・中期、新任係長研修など
地方自治法、地方税研修など
避難所運営研修、ゲートキーパー養成研修など

区　　　分

６月期
１２月期
計

期末手当 勤勉手当
支　給　割　合

有

職員全体に占める手当支給対象職員の割合
対象職員１人当たり平均支給年額
手当の種類（手当数）

手当の名称 行旅死亡人取扱手当、防疫作業手当、犬猫等
死体処理取扱手当、生活保護現業業務従事手当

1人当たり平均支給月額

全　地　域
6％

2.9％
10,440円
４手当340人

18,200円

区　　　分
支　給　割　合

定年前早期退職特例措置（2～45%加算）

自己都合 定　年
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

その他の加算措置など
１人当たり平均支給額

職制上の段階、
職務の級などに
よる加算措置

大学卒
高校卒
高校卒

 188,700円 203,700円
 154,900円 165,900円
 139,900円 147,900円

初　任　給 採用２年経過日給料額

技能労務職

技能労務職

平 均 給 料 月 額
 315,000円 401,933円 40.2歳
 237,400円 256,345円 52.5歳

平 均 給 与 月 額 平　均　年　齢

1,143,671千円 266,052千円 559,278千円 1,969,001千円 5,791千円

時間外勤務手当（令和元年度）
支給総額

１人当たり平均支給年額
79,604千円
274千円

扶養手当（令和２年４月１日現在）
内　　　　　　　　　　　　容

配偶者、
父母など

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級までの職員
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級の職員

6,500円

子
3,500円
10,000円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子については、
5,000円を加算

住居手当（令和２年４月１日現在） 通勤手当（令和２年４月１日現在）

（５）特別職の報酬などの状況（令和２年４月１日現在）

３　職員研修の実施状況（令和元年度）

交通機関利用者
自動車など使用者
（片道２ｋｍ未満の者は除く。）

運賃に応じて最高55,000円を支給
距離に応じて
月額2,000円から31,600円を支給

借家・借間の場合（家賃月額16,000円を
超える場合に限る。）家賃の額に応じて最
高28,000円を支給

階 層 別 研 修
派 遣 研 修
内 部 研 修

支 給 対 象 地 域
支 給 率
支 給 対 象 職 員 数

人事行政の運営などの状況人事行政の運営などの状況

76 2020（令和2）年 12月号 広報やとみ2020（令和2）年 12月号 広報やとみ



障がいのある方に対応した施設、設備やルールなどの存在を示したり、障がいのある方が支援を必要としている
ことを分かりやすく伝えるため、障がい者に関係するさまざまなマークがあります。これらは国際的に定められた
ものや、障がい者団体などが独自に策定して普及を進めているものもあります。
一人ひとりが障がいのことを知り、障がいの有無にかかわらず、互いを尊重し合いながら共生する社会となるよ

う、これらのマークへのご理解とご協力をお願いします。

障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボル
マークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により
定められています。
駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、ご

理解ご協力をお願いいたします。
※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障が
い者を限定し、使用されるものではありません。

障がい者のための国際シンボルマーク

身体障がい者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障がい者

補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、
レストランなどの民間施設は、身体障がいのある方が身体障がい者補助犬を同伴するの
を受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒
むことは障がい者差別に当たります。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困ってい

る様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。

ほじょ犬マーク

世界盲人連合で 1984 年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障が
い者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信
号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、ご理解ご協

力をお願いします。

盲人のための国際シンボルマーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない・聞こえにくい方への配慮を表す
マークでもあります。聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不
利益を被ったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、

コミュニケーションの方法などへの配慮についてご協力をお願いします。

耳マーク

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方な
ど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必
要としていることを知らせることができるマークです。（JIS 規格）
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困って

いるようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

市役所福祉課（内線162）

ヘルプマーク

耳が聞こえない方が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、
役所、公共および民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるとこ
ろが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着ける
ビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない方などがこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の

意味、窓口などが掲示している場合は「手話で対応します」などの意味になります。

手話マーク

耳が聞こえない方、音声言語障がい者、知的障がい者や外国人などが筆談でのコミュ
ニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共および民間施設・交通機関
の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。
また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示

することもできます。
耳が聞こえない方などがこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の

意味、窓口などが掲示している場合は「筆談で対応します」などの意味になります。

筆談マーク

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がい
のある障がい者のことをいいます。
このマーク（JIS Z8210）は、オストメイトのための設備（オストメイト対応のトイレ）

があることおよびオストメイトであることを表しています。
このマークを見かけた場合には、身体内部に障がいのある障がい者であることおよび

その配慮されたトイレであることをご理解の上、ご協力をお願いします。

オストメイト

「身体内部に障がいがある方」を表しています。
身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障がいが

ある方は外見からは分かりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。
内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、障がい者用駐車スペースに

停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮についてご

理解ご協力をお願いします。

ハート・プラスマーク

白杖を頭上 50cm 程度に掲げて SOS のシグナルを示している視覚に障がいのある方
を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖 SOS シグナル」運動の普及啓
発シンボルマークです。
白杖による SOS のシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを

聞き、サポートをしてください。
※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある方が危険に遭遇しそうな場合は、白杖に
より SOS のシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のためやむを
得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路
交通法の規定により罰せられます。

身体障がい者標識

聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込み

を行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

聴覚障がい者標識

福祉のマークをご存じですか？福祉のマークをご存じですか？
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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。

まちの
話題
まちの
話題

市ホームページ内フォトギャラリーや
公式ツイッターでもまちの
話題を紹介しています！ 

五之三町の千代稲荷社の横に、中国人小説家
郁達夫の漢詩碑があります。郁達夫は旧制八高 (
現名古屋大学 )在学中に漢詩人服部擔風と交流し、
擔風の書斎である藍亭を何度も訪れました。
漢詩には、擔風の村を訪れると子どもたちが

口々に擔風先生の家はあそこだと教えてくれたこ
となど、大正 5 年に初めて弥富を訪れた時の様子
が詠まれています。
郁達夫は東京帝国大学で学んだ後に帰国し、第二次世界大戦中は東南アジアで

日本軍の通訳などを務めましたが、終戦直後に日本軍憲兵に命を奪われました。
擔風との交流が縁で、平成 15 年にこの碑が建てられてから中国との交流が行

われ、この漢詩碑や森津の藤公園に移築された藍亭を郁達夫の孫が訪れています。

やとみ 歴 史 探 訪

災害情報が
いち早く得られる

問題 大災害時には、携帯電話は通話不能になる場合がありますが、
次のうち正しくないものはどれでしょうか？

買い物支援サービス実証に
向けた車両貸与式

レプリカキーの贈呈

10 月 28 日、市役所にて、トヨタカローラ名古屋株
式会社様およびロコモチャレンジ！推進協議会様の協力
のもと買い物支援サービス実証に向けた試行運行の開始
に先立ち、サービスに利用する車両 2 台（プリウス
PHV、シエンタ）の貸与式を行いました。
買い物支援サービスとは、市が運営する住民参加型生
活支援サービスである「弥富市ささえあいセンター」の利
用会員を対象に介護が必要な高齢者や障がいのある方の
買い物に行きたいというニーズに応え、買い物中の付き
添いに留まらず、自宅から買い物先への送迎や自宅内へ
の荷物の運び込みなど、1人では買い物が困難な方の支
援をします。また、車内での移動時間を活用し、利用者
の健康に資するヘルスケア情報を配信します。

芝桜植樹祭
丹精込めて植樹をするボランティア団体の皆さん

　10 月 18 日、三ツ又池公園にて、ボランティア団体の皆さんによる芝桜植樹
祭が行われました。
　今年は快晴の中、中之島に約１万 4000 株のピンクの芝桜を植樹しました。
　毎年 4 月中旬～下旬にかけてピンクや白、青色など色とりどりの芝桜が咲き、
多くの方が三ツ又池公園へ遊びに来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

男女共同参画
ポスターコンクール

市内小中学校から選出されたポスター

郁達夫漢詩碑　10 月 1 日～15 日、市役所１階市民プラザにて、
男女共同参画ポスターコンクール作品の展示が行わ
れました。このコンクールは、未来を担う市内の小
中学生に男女共同参画について考え、関心を持って
もらうことを目的に、ポスター制作を行ってもらい、
各校の代表作品を展示するものです。
　今年は各小中学校から選出された 30 作品の展示
を行いました。

音フェス

元気いっぱいに踊るダンスチーム

　10月18日、ウイングプラザパディー駐車場にて、
「弥富音フェス ×UNITY× うまいもん祭り」が行わ
れました。
　会場では、新型コロナウイルス感染症予防を徹底
して、キッチンカーをはじめ、マルシェが多く展開
されました。
　ステージでは、クッキー早食い選手権の他、
YATOXILE などのダンスチームが会場を盛り上げま
した。

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 P11 の下をご覧ください。

❶ ❷ ❸
家族間の
伝言がとれる

携帯電話は
無くても良い

①　防災情報メールなどは使用可能で、情報手段としていち早く情報が入手できます。
　　また、通話ができなくても「伝言ダイヤル１７１」で家族間の連絡も可能です。

答 え

郁達夫漢詩碑

1110 2020（令和2）年 12月号 広報やとみ2020（令和2）年 12月号 広報やとみ



　津島税務署 ☎26 ー 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。

・取得価額が 120 万円以上であること
・商品の生産もしくは販売または役務の提供のように直接供するものであること
・取得価額の合計額が 300 万円以上の先端設備などとともに導入されたものであること
・取得価額が 120 万円以上であること
・商品の生産もしくは販売または役務の提供のように直接供するものであること
・販売開始日が 14 年以内であること
・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均１％以上向上しているものであること

▼対象者
令和２年２月～ 10 月の任意の連続する３か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて 30％以上減少している中

小事業者など
※中小事業者などとは
・資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人
  ただし、大企業の子会社など（下記のいずれかの要件に該当する企業）は対象外となります。
・同一の大規模法人（資本金１億円を超える法人など）に発行済株式または出資の総数または総額の２分の１以上を
  所有されている法人
・２以上の大規模法人（資本金１億円を超える法人など）に発行済株式または出資の総数または総額の３分の２以上
  を所有されている法人
▼対象資産
１．事業用家屋
事業用家屋の事業の用に供している部分のみが適用対象となります。
※居住の用に供している部分は適用対象になりません。

２．償却資産
▼対象年度
令和３年度に限る

▼申告期限
２月１日（月）消印有効

※申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただき
ますようお願いします。
▼必要書類
・申告書（認定経営革新等支援機関などの記名・押印があるもの）
※申告書は、市役所税務課に備え付けてあります。また、市ホームページからダウンロードすることもできます。
・収入減を証する書類（会計簿や青色申告決算書の写しなど）
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書の写しなど）
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら
も新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、適用対象を拡充・延長します。

▼対象資産
本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に

加え、以下の固定資産が対象となります。

▼取得期間
生産性向上特別措置法の改正を前提とし、取得期限を令和５年３月 31 日まで延長する見込みです。（令和２年 10

月現在）

固定資産税が課されることとなった年度から、３年度分の課税標準額を０とします。

▼償却資産・事業用家屋共通
・先端設備等導入計画の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
※リース会社が申請を行う場合
・リース契約書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
▼償却資産
・固定資産税特例適用申請書（償却）
・当該設備に係る工業会などからの証明書の写し
▼事業用家屋
・固定資産税特例適用申請書（家屋）
・建築確認済証の写し
・家屋の見取り図の写し
・先端設備の購入契約書の写し
・当該家屋の事業用割合を示す書類
※固定資産税特例適用申請書（償却・家屋）は市役所税務課に備え付けてあります。また市ホームページからダウン
ロードすることもできます。

市役所税務課（内線 212 ～ 214）

例年、年明けから多くの納税者の皆さんが確定申告の手続きのため税務署へ来署され、２月 16 日～３月 15 日
の確定申告期間には、さらに多くの納税者の皆さんが確定申告会場（津島市文化会館）に来場されることが予想さ
れます。混雑した状況下では、密集・密接・密閉（＝３密）の環境が発生しやすく、少なからず感染リスクが
発生します。
令和２年分の確定申告においては、税務署側においても感染防止対策を第一に考え、納税者の皆さんの安全を

確保するため、入場制限などの会場運営を行います。
税務署や確定申告会場で対応できる納税者の人数にも限界が発生しますので、納税者の皆さんの安全確保という

観点におきましても、ぜひ、簡単・便利な自宅などからの e-Tax にご協力をお願いします。

適用要件

特例措置

必要書類

詳細は市ホームページ、中小企業庁ホームページを参照ください。

確定申告と感染防止対策について

①マイナンバーカード＋ＩＣカードリーダライタまたは②マイナンバーカード＋マイナンバーカード対応のス
マートフォンがあれば、e-Tax を利用して申告書を提出できます。また、事前に税務署でＩＤ・パスワードの発行
手続きを行っていただければ、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタなどをお持ちでない方でも、e-Tax
をご利用できます。
確定申告に備え、今のうちから、市町村でのマイナンバーカードの申請手続きまたは最寄りの税務署の窓口

でのＩＤ・パスワードの発行手続きをご検討ください。
なお、ＩＤ・パスワードの発行を希望される場合には、申告されるご本人が運転免許証などの本人確認書類をお

持ちの上、最寄りの税務署にお越しください。

年内に e-Tax のご準備を！

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

軽減率

申告方法

特例措置の適用要件

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した
中小事業者などの固定資産税の軽減措置TOPICS

津島税務署からのお願い
簡単・便利なe-Taxにご協力を！ スマホ・PCなどから申告できます！

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置（わがまち特例）の拡充

令和２年２月～10 月の任意の連続する３か月間の事業収入の対前年同期比減少率
50％以上減少
30％以上 50％未満減少

対象の固定資産 要件

事業用家屋

構築物

軽減率
全額

２分の１

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です
（所得税および復興特別所得税の申告が必要でない方も対象）。
詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署（所得税担当）に

お問い合わせください。
【国税庁 HP＞税の情報・手続・用紙＞税について調べる＞確定申告＞個人で事業を行っている方の記帳・帳簿
等の保存】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者などが所有する事業用家屋および償却資産
について、事業収入の減少割合に応じて、令和３年度分の１年間に限り、固定資産税の課税標準額を軽減します。
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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
12

「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

12 月 14 日（月）　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。弥富市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。

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、年齢にあわせて、 わくわくベ
ビー、キッズ、チャイルド、フレンズ、マタニ
ティーを行っています。( 人数制限あり )
※「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

  伊藤　翼くん
い　とう つばさ

１歳
（狐地）

つばくんお誕生日おめでとう

  今村　楓ちゃん
いま　むら かえで

２歳
（平島東）

お歌が大好き楓ちゃん♡

  伊藤 隆之介くん
い　とう りゅう の　 すけ

１歳
（加稲）

姉ちゃんと兄ちゃん大好き♥

  志水　美心ちゃん
しみ　ず み　 こ

２歳
（鮫ケ地）

三姉妹仲良く育ってね♡

  佐藤　瑞來ちゃん
さ　とう み　 く

１歳
（平島町）

１歳のお誕生日おめでとう☆

  小貝　鷹聖くん
こ   がい たか まさ

３歳
（前ケ平）

元気いっぱい大きくなぁれ♪

  鈴木　啓太くん
すず　き けい　た

３歳
（大谷）

お兄ちゃん大好き♡

  山口　聖矢くん
やま ぐち せい　や

１歳
（平島町）

強く優しい男になれ！！

※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　12月9日(水)～16日(水)【必着】
▼対 象 者　2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）

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（１歳児～２歳児の親子）

親子でつくろう（３歳児～５歳児の親子）

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

12月19日（土）
14：00～16：00

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

12月26日（土）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
定員20名

1月4日（月）～　こままわし・かるたとり・はねつきなどお正月の遊びをお友達と楽しみましょう。

12月19日(土)
10:30～11:00

12月 5日(土)
10:30～11:00

12月12日(土)
10:30～11:00

12月12日(土)
10:30～11:00

12月5日(土)
10:30～11:00

12月19 日(土)
10:30～11:00

12月17日（木）
16：00～

12月26日（土）
14：00～16：00

12月26日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員15名

12月12日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員15名

12月 26日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15名

12月23日（水）
16：00～

12月12日（土）
14：00～16：00

12月26日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員20名

12月19日（土）
14：00～16：00

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

12月26日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員20名

12月 9日（水）
16：00～

12月19日（土）
14：00～16：00

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

12月26日（土）
①10:30～11:30
②14:00～15:00
定員20名

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）

お正月遊びをしよう

★クリスマスリースを
作ろう【2 部制】
（小学生対象）
★毛糸でつくろう
【2 部制】

（小学生対象）

じどうかんであそぼう
（１歳以上～未就学児対象）
※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 12月1日～1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：2 月末日までの閉館時間が 17:00 に変更となります。

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。

弥生児童館は弥生小学校と弥生保育所の間にあります。
１階は子育て支援センターと児童クラブ、２階が児童館
です。午前は親子連れのにぎやかな声、午後はクラブさ
んと児童館に来る小学生の明るい笑い声が響きます。
弥生児童館では昨年から新しく、「ウクレレ部」「ホビー
クラブ」ができました！ウクレレ部は小学３年生から、
ホビークラブは１年生から誰でも申し込みができ、 会員
として参加できます。ウクレレは楽器の持ち方などの基
本から始まり、最新のヒット曲を課題曲として練習して
います。 ホビークラブでは、革でかわいい小物を作った
り、完成したあとも長く使ってもらえるようなアイデア
満載の作品を作ります。また、ボードゲームも 100 種
類以上あり、いつも友達や先生たちと一緒に楽しんでい
ます。
児童館に来ると、いたるところに面白いなぞなぞ、不
思議なおみくじ神社、毎日１回ひけるガチャポンなどワ
クワクがいっぱいです。おもしろ！ワクワク！児童館に
遊びに来てくださいね。

児 童児 童弥 生弥 生 館館児 童児 童弥 生弥 生 館館
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耳下腺マッサージ 舌下腺マッサージ顎下腺マッサージ パ タ カ ラ

新型コロナウイルス感染症の影響で、マスクをしていると、会話が減ったり、
口を動かすことが減ったりします。また、舌がスムーズに動かず「飲み込みにくい」「話しにくい」という状態になること

もあります。さらにマスクの中では口を開けて口呼吸している方が多いのではないでしょうか？お口が乾燥すると細菌が
増殖し、むし歯や歯周病にかかりやすいです。
お口の体操や唾液腺マッサージをして、日ごろからフレイル予防を意識しましょう！！

休休館日・運休行事予定カレンダー月12
こちらのカレンダーは、広報から切り取って見やすい所に貼ってください。
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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１2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

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

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 休きんちゃんバス
休図書館

休きんちゃんバス
休図書館

休きんちゃんバス
休図書館

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

冬休み親子ふれあい映画会
（総合社会教育センター）
10：00～、14：00～

中村年金事務所
による年金相談
（予約制）
（市役所）
10：00～15：00

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

2学期終業式
（小中学校）

心配ごと相談所
行政相談所
（十四山総合福祉センター）
13：00～16：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

弁護士による法律相談
（総合福祉センター）
13：00～16：00

≪納期限≫
下水道等使用料　10·11月分

≪納期限≫
固定資産税　　　　　 ３期
国民健康保険税　　　 ６期
後期高齢者医療保険料 ６期

5

19

26

12

奥村クリニック
(津島市)
☎２２－２６００

駅前ふじた
クリニック(あま市)
☎４６２－０２２２

小林クリニック
(あま市)
☎４４４－４５００

服部整形外科皮フ科
(弥富市)
☎６５－１２００

つつみ整形外科
クリニック(蟹江町)
☎９７－０２２３

脳神経外科のぞみ
クリニック(あま市)
☎４４３－５５３３

※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。

こんな症状ありませんか？ それは、ひょっとしてオーラルフレイルかもしれません・・・。

オーラルフレイルとは？

オーラルフレイル対策 1. お口の筋肉を鍛えるお口の体操が大切
2. 軽度な衰えに早く気付くことが大切

パタカラ体操唾液腺マッサージ

食欲がない 口臭が気になる 食べこぼす 滑舌が悪いお口が渇くむせる

オーラルフレイルご存じですか？

オーラルフレイル ( お口の機能が衰えること ) になると、食生活への影響はもちろん、「話す」「笑う」などのコミュ
ニケーション能力も低下していきます。噛む力が弱まり十分な栄養が取れないと、筋肉量や免疫力も低下してしま
います。
オーラルフレイルは、早い段階の老化のサインです。
要介護状態に進んでしまう一歩手前の状態です。

オーラルフレイルは、早めに気づいて対策を行えば、改善が可能です。自覚症状がある方はもちろん、自分には
関係ない！と思っている方も、ぜひお口の体操を習慣にしましょう。

お口の
体操

1 月 25 日 ( 月 ) 午前 9 時 30 分～　※9 時 15 分より受付開始

保健センター ( 市役所３階 )

・特定健診の検査項目の解説、生活習慣病予防と食生活のポイント
・災害時の口腔ケア　～知っててよかった誤嚥性肺炎予防～
・健診結果にあわせた個別相談、特定保健指導

30 歳～ 74 歳の市民で、特定健診 (30 代健診 )を受診された方

①健康診査の結果票　②筆記用具
12 月 21 日 ( 月 ) ～ 1 月 15 日 ( 金 )までに、
市役所健康推進課へ電話で、申し込みください。

　 健診を受けたことで、満足していませんか？気になる項目はありませんでしたか？
検査の意味を理解して、自分の体のことを知りましょう。お気軽に参加してください。
参加をお待ちしています。

令和２年度 健診結果説明会

と き
と こ ろ
対 象 者

内 容

持 ち 物

申 込 方 法

市役所健康推進課　（内線312.316）
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　昨年度末からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、３月、４月、５月と臨時休業が続
きました。６月からの十西小の新型コロナウイルス感染症予防の取り組みについて紹介します。

　本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3 月、４月、５月が臨時休業となり、夏休
みが短縮されました。また多くの行事が中止や延期、縮小になるなど例年にないスタートとなりまし
た。そんな中でも、子どもたちはマスクの着用や手洗いの徹底など感染防止に心がけながら毎日元気
一杯に過ごしています。

大藤小学校 十四山西部小学校教育の広場 教育の広場
十西小の「新型コロナウイルス感染症予防」

　朝礼は放送で行っています。２学期の学級委員の認証は校長先生が各教室に出向き、直接手
渡しました。現在は各教室と校長室を結ぶオンラインでの朝礼に移行中です。

　コロナ禍のなか、一堂に会して集会を行うことができないので、何とか楽しい時間を全校で
過ごすことはできないかと放送室と各教室を結んでできるゲームを児童会が企画しました。「あい
さつすごろく」や「旗あげゲーム」など、全校で楽しい時間を共有することができました。

　６年生では、週に１回程度「ちょボラ」（ちょこっとボランティア）活動を行っています。「学校をよ
くするために」、「全校を楽しませるために」どのようなことが今できるのかを話し合い、目的を共
有した仲間とともに活動する時間です。学校の畑の草取りや体育館のステージの清掃、１年生
が喜びそうなおもちゃを作りプレゼントするなどさまざまな活動をしています。

２学期の始まり

児童会の活動

ちょボラ

　「密」を避けるため、教室の机は離して配置しています。マスクだけでなくフェイスシールドを時々使
ったり、夏のエアコンも教室の換気をしながら使用しました。体育館で行う授業も換気に配慮していま
す。給食も、友達と向かい合っておしゃべりしながらわいわいと食べたいですが、「ｗｉｔｈ　コロナ」の
間は、しばらく我慢です。

　全校児童全員が体育館に入って過密になること避け、朝礼や児童集会は「Ｚｏｏｍ」を利用してオン
ラインで行っています。上段はオンライン朝礼の様子です。校長先生のお話などは会議室から行い、
児童スピーチは教室からタブレットＰＣのカメラに向かって行います。下段はオンライン集会「十西小　
先生　３択クイズ」の様子です。児童会役員が会議室から全校の児童に問題を出しました。

　毎朝、必ず体温を測り体調が悪い場合は、学校をお休みします。６月以降、発熱などでお休みする
場合は、「欠席」ではなく「出席停止」の扱いです。朝、登校したら昇降口で、まず「健康観察記録カー
ド」を提出します。忘れた児童は職員がすぐに検温し、異常がなければ教室に向かいます。夏休みが
短くなり、その分増えた７月、８月の授業日は、原則傘さし登下校、遠くから通っている通学団には下
校時の臨時通学バスが出ました。

授業 · 給食

朝礼 · 児童集会

登下校
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指定医療機関で予
約の上、予診票・
母子健康手帳・健
康保険証を持参し
接種してください。
指定医療機関は市
のホームページで
ご確認ください。

１３歳のお誕生日
前日まで

【広島平和記念公園・資料館】
現在、広島平和記念公園になっている場所は被爆前には中島地区と呼ばれ、びっしりと家々が

建ち並び、多くの人々が住んでいました。平和記念公園を歩くとき、原子爆弾によって人々の日
常生活が一瞬で失われてしまったことを思うと、とても複雑な気持ちで、一歩の重みを感じまし
た。
≪平和記念資料館≫
資料館では、「戦争」の恐ろしさ、辛さ、悲しさを改めて感じました。やはり何があっても「戦争」

という手段は選ぶべきではなく、広島、長崎のようなことが二度と起こらないようにしなければな
らないと思いました。
展示物には原子爆弾の恐ろしさや被害、戦時中の生活について、詳しく説明がされていました。

どれも、私にとってはとてもショックが大きく、見るのも辛かったです。
≪平和記念公園≫
２日間の広島研修で私が最も平和について考えさせられた場所は、平和記念公園内にある被爆
した墓石です。５つの石が積まれていた墓石は、原子爆弾による爆風によって上２つが飛ばされて
落ちていました。また、墓石のまわりの地面は、周囲より６０ｃｍほど低くなっていました。当時の
地面が残っているのです。平和公園は盛り土をして建設されたため、現在の地面は６０ｃｍほど上
にあるのです。この下に今も崩れた道路やその場所に住んでいた人の日用品なども埋まっている
のです。７０年前と言われると昔のように感じますが、地面の下に眠っている戦争跡の上で、人々
は日々生活しているのです。
【感想】
この２日間で私は、はるか昔だと思っていた 70 年前の戦争が、実はこんなにも身近にあり、忘
れてはいけないことであると気付かされました。と同時に軽く考えていたことに対して反省しまし
た。
そして、辛く悲しい過去から目を背けてしまえば、また同じ過ちを起こしてしまうかもしれないと
考えました。だからこそ、私はしっかりと向き合い、未来に平和な世界を作っていかなければなら
ないと思いました。

広島と向き合い、広島を知る
弥富中学校 珠島　瞳

【資料館内見学風景】

【被爆した三輪車
銕谷信男（てつたにのぶお）氏寄贈】

【被爆した慈仙寺（じせんじ）
跡の墓石】

【もしも弥富中に原爆が
投下されたら】

【学級で奉納した
折り鶴アート】

【平和記念公園】
私は、原爆ドームを見たのは２度目でした。最初に見たのは、小学校低学年の時でした。その頃

は、まだ戦争についてあまり知らなかったので、原爆ドームが保存されている意味がよくわかりま
せんでした。今回、広島研修にあたり事前学習をしてから見た原爆ドームは、恐怖しかありません
でした。
平和記念公園で、「平和の灯（ともしび）」という「この世界から核兵器がなくなるまで燃やし続けよ

う」という人々の願いの火を見ました。
私は、核兵器がなくなり、１日でも早く火が消えてほしいと思います。

【しげるちゃん弁当】
当時の昼食を再現したしげるちゃん弁当を食べて、現在の私たちは幸せだと改めて感じました。
しげるちゃん弁当の中身は、大豆が入った豆ごはんと小魚が入った切り干し大根だけでした。味
は薄くて、とても質素なものでした。
これから食事のとき、好き嫌いしないで、感謝しながら食べたいと思います。

【被爆ピアノ】
私は、被爆ピアノの演奏やそのお話を聞いて、とても悲しくなりました。また、被爆してしまった

ピアノなのに、再び音を奏でることができて、すごいと思いました。
被爆ピアノは、私たちに戦争の恐ろしさを教えてくれると同時に、世界に戦争と平和について考

えさせてくれるピアノだと思います。だからこそ、これからもずっと、このピアノによる演奏を続け
てほしいと思いました。
【広島研修を終えて】
広島研修体験を終えて、私は本当に行って良かったと思いました。そして、戦争を二度としては

いけないということを学びました。多くの人々の命や幸せを奪い、苦しみだけしか残さない戦争や
核兵器は、何の意味もないと思いました。
世界を平和にすることは私たちには難しいです。しかし、小さいことから平和を心掛けていきた

いと思います。毎日が平和であることに感謝しながら生活し、未来につなげていきたいです。

平和な未来へ
弥富中学校 野場　那穂

修研島広 新型コロナウイルス感染症に関する
「診療・検査医療機関」の指定および
「受診・相談センター」などの設置

市役所健康推進課（内線 313）

相談・受診方法

受診・相談センター

① 発熱などの症状が生じた場合は、まずはかかりつけ医などに電話相談する。
② 相談先が分からない場合や、かかりつけ医などで対応できない場合は、
 「受診・相談センター」や「電話相談体制を整備した医療機関」へ電話相談する。

③ 電話相談で案内された医療機関に電話連絡し、医療機関の指示に従って受診する。

※診療・検査医療機関および「電話相談体制を整備した医療機関につきましては、市ホームページでご確認ください。

電話相談窓口 電話番号 受付日時

津島保健所 24 ー 6999
【平日】9:00～17:30

( 所管区域：津島市、愛西市、弥富市、あま市、
大治町、蟹江町、飛島村 )

夜間・
休日相談窓口 （052）856 ー 0315

これまで、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方は、保健所に設置されていた「帰国者・接触
者相談センター」に相談の上、「帰国者・接触者外来」などを受診し、検査を受けていただいておりました。
季節性インフルエンザ流行期に備え、発熱患者などがかかりつけ医などの地域の医療機関に直接相談
の上、診察・検査を受けられる体制を整えるため、愛知県より「診療・検査医療機関」が指定されまし
た。
また、かかりつけ医を持たず、受診先に迷う方に、医療機関を案内する電話相談窓口として、「受診・
相談センター」が保健所に設置されるとともに、「電話相談体制を整備した医療機関」が指定されており
ます。
こうした体制整備に伴い、これまでの「帰国者・接触者相談センター」および「帰国者・接触者外来」の
名称は廃止となりました。

発熱などの症状が生じた場合

【平日夜間】17:30～9:00
【土日祝】24 時間体制

平成２６年４月２日～
平成２７年４月１日生まれの児童

令和３年
３月３１日まで

11 歳以上 13 歳のお誕生日の前日まで
※小学６年生に個別通知しています。

小学５年生の方は令和３年４月に個別通知しますのでお待ちください。

9 歳以上 13 歳のお誕生日の前日まで
※小学４年生に個別通知しています。

小学３年生の方は令和３年４月に個別通知しますのでお待ちください。

予防接種名 対象年齢 期限 受診方法
MR 混合
第２期

２種混合

日本脳炎
第２期

対象者の方には、４月にご案内を郵送しました。まだお済みでない方はお済ませください。
対象者の方で、予診票を紛失された方や転入者は、市役所健康推進課までご連絡ください。

お済みですか？お子さんの予防接種

TOPICS
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国 庫
支 出 金

NPO法人海部南部権利擁護センターとは？
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が十分でない方々の人権や財産などを守るお手伝いを
するため、弥富市、蟹江町、飛島村の 3 市町村が協力して立ち上げたセンターです。
このセンターには２つの働きがあります。

成年後見制度とは？
認知症、知的障がい、精神障がいなどがあることで、日常生活で困りごとや心配ごとがおきることがあります。そ
んな方たちが自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちを大切にし、生活や財産を守る、契約を代わりに行
うなど、法的にさまざまな支援を行う制度です。

TOPICS

NPO法人海部南部権利擁護センターはじまります

NPO法人海部南部権利擁護センター開所記念式典および記念講演会

NPO法人海部南部権利擁護センター

あ  ま なん ぶ けん り  よ うご

令和3年1月から

成年後見支援

あなたや家族や知り合いの
困りごと、心配ごとは 
ありませんか？

かぞく し あ

ほかにも…
・書類の手続きにこまっている
・悪い人にだまされたらどうしよう
・障がいのある子どもの将来が不安　など

・権利擁護や成年後見に関する相談
・成年後見制度の普及啓発　など

市町村の障がい者相談支援事業所と連携して
行政とともに支援を行います。

障がい者基幹相談支援

NPO法人海部南部権利擁護センター（十四山支所内 1 階）
☎69 ー 8181 　 69 ー 8180

NPO法人海部南部権利擁護センターは、成年後見制度の利用や申立てについてのご相談をおうけします。

　令和３年１月から弥富市、蟹江町、飛島村３市町村から委託を受けて運営する「NPO法人海部南部権利擁護セ
ンター」を設置します。開所にあたり、記念式典および記念講演会を開催します。
▼と　き　１月 11 日（月・祝）
　　　　　午前 9 時 30 分～正午（午前 9 時開場）
▼ところ　十四山スポーツセンター　１階　第２アリーナ
▼定　員　70 名（12 月 25 日（金）締め切り）
▼参加費　無料
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、人数制限があります。申し込みはセンターへ直接お申し込み
ください。
▼講　師　NPO 法人尾張北部権利擁護支援センター
　　　　　センター長　山中　和彦氏
　　講演：「認知症になっても障害があっても自分らしく暮らせるまちをつくろう」
共催　市社会福祉協議会
　・ 　NPO 法人海部南部権利擁護センター　　☎69 ー 8181

●市債現在高　218億2,145.6万円
市有財産の状況

地 方 譲 与 税

市 税 民 生 費

教 育 費

総 務 費

公 債 費

土 木 費

衛 生 費

農 林 水
産 業 費

消 防 費

商 工 費

そ の 他

市 債

県 支 出 金

繰 越 金

繰 入 金

そ の 他

歳入予算額
収 入 済 額

土 　 　 地 一 般 会 計

建 物

有価証券その他
（ う ち 基 金 ）

下水道事業会計
（公共下水道）

下水道事業会計
（農業集落排水）

令和２年度一般会計予算現額および執行状況

213億3,615.6万円
128億5,027.8万円

歳入 歳出 歳出予算額 213億3,615.6万円
114億9,151.8万円

　市では、毎年 2 回財政状況を公表しています。これは、市民の皆さんが納めた税金などが、どの
ように使われているかをご理解いただき、市政に対するご協力をお願いするものです。
　令和 2 年度予算の 9 月 30 日現在の執行状況は、一般会計の予算現額 213 億 3,615.6 万円に対
し、収入済額 128 億 5,027.8 万円、支出済額 114 億 9,151.8 万円となっています。
　市債の現在高は総額 218 億 2,145.6 万円で、このうち一般会計は 142 億 1,544.3 万円で、全
体の 65.2％を占めています。

支 出 済 額

903,126.08 ㎡

予算額 84 億 3,393.2 万円　収入済額（55億 9,442.0 万円）

10
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▼
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▼

100
▼

～

67億 6,465.0 万円（52億 784.3 万円）

142 億 1,544.3 万円
（65.2%）

13億 3,865.5 万円
（6.1%）

62億 6,735.8 万円
（28.7%）

市債の状況

163,115.89 ㎡

21億 3,366.7 万円
（20億 9,812.0 万円）

予算額 113 億 1,111.5 万円　支出済額（72億 5,298.3 万円）

18億 7,068.9 万円（5億 1,758.2 万円）

18億 2,880.6 万円（7億 1,302.6 万円）

17億 4,905.7 万円（7億 7,064.8 万円）

11億 3,039.5 万円（5億 7,563.8 万円）

10億 8,633.1 万円（5億 3,649.6 万円）

9億 1,832.6 万円（4億 709.7 万円）

7億 4,975.9 万円（3億 2,570.9 万円）

4億 8,011.3 万円（2億 9,772.2 万円）

2億 1,156.5 万円（9,461.7 万円）

11億 9,246.5 万円（1億 5,252.6 万円）

10億 5,440.0 万円（4,230.0 万円）

9億 8,000.0 万円（5億 5,391.4 万円）

7億 152.4 万円（940.5 万円）

5億 9,248.2 万円（5億 9,248.2 万円）

5億 3,777.4 万円（2億 6,685.3 万円）

3億 2,850.0 万円（1億 2,503.9 万円）

7億 5,042.9 万円（3億 549.6 万円）

地 方 消 費 税
交 付 金

地 方 交 付 税

弥富市の財政状況
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　例年１月初旬に開催しておりま
す新春交歓会ですが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を鑑
み、参加者および関係者の皆さま
の健康と安全面を考慮した結果、
開催を中止させていただきます。
　何卒ご理解のほどよろしくお願
い申し上げます。
　市役所人事秘書課（内線 474、475）

▼業　者　さくら配食サービス　
・期間　12 月 30 日（水）
　　　　～ 1 月 3 日（日）
▼業　者　輪中の郷
・期間　1 月 2 日（土）、3 日（日）
▼業　者　宅配クック 1.2.3
・期間　1 月 1 日（金・祝）
　　　　～ 3 日（日）
　市役所介護高齢課（内線 175）
▼業者連絡先
　さくら配食サービス
　☎（052）309－5250
　輪中の郷
　☎65－5531
　宅配クック 1.2.3 
　☎（052）442－5101

　固定資産税は、毎年1月 1日（賦
課期日）現在の所有者に課税され
ます。
　本年中 12 月までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
　「家屋とりこわし届」は市ホー

ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
　なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線 212 ～ 214）

　40 歳～ 64 歳の介護保険料は、
各医療保険料（国民健康保険、社
会保険、共済保険など）に含まれ
て徴収されますが、65 歳になる
と介護保険料の決め方と納め方が
変わります。特別徴収（年金から
の天引き）が始まるまでの間は、
普通徴収（納付書もしくは口座振
替）で納めていただくことになり
ます。4 月から 8 月生まれの方は
9 月に、9 月から 3 月生まれの方
は誕生月の翌月までに納付書を送
らせていただきますので、最寄の
金融機関などでお支払いをお願い
します。
　市役所介護高齢課（内線 173）

　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）

　
　近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が越冬し、その翌年の産卵
により更に発生量が増加していま
す。その結果、市の特産物である
米の品質や収量に大きな影響を及
ぼしています。水稲農家は農薬散
布の回数を増やすなどさまざまな
対策を行っていますが、令和 2 年
産は甚大な被害となっています。

　そこで、米の品質を低下させる
カメムシ類による被害を防ぐた
め、田畑だけでなく住宅周辺の除
草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線 252）

　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拡大
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　
①10：00～ ②14：30～ ③18：30～

※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
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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

年末年始のお弁当の
配達の休みについて

お知らせします

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
　たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
　事業用の償却資産を貸し付けて
　いる個人または法人
▼申告基準日
　令和 3 年 1 月 1 日現在の所有
　状況
▼申告期限
　2 月 1 日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
　および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
　ついてもその旨を申告いただく
　ようお願いします。
　市役所税務課（内線212～214）

　「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。
　広く障がい者の福祉についての
関心と理解を深め、障がい者が社
会・経済・文化その他あらゆる分
野の活動に積極的に参加する意欲
を高めることを目的として、毎年
12 月 3 日～ 9 日を障害者週間と
定めています。
　この機会に皆さんも一緒に共生
社会について考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線 162）

　　

　1948（昭和23）年12月 10日、
国連総会での世界人権宣言採択を
記念して、毎年 12 月 10 日を「人
権デー」と定めました。法務省と
全国人権擁護委員連合会では、人
権デーを最終日とする 12 月 4 日
～ 10 日を「人権週間」と定め、
全国的な人権啓発活動を行ってい
ます。市では、市民の皆さんに人
権尊重思想の普及高揚を図るた
め、人権擁護委員を中心とし、広
報車による巡回啓発や、大藤保育
所、栄南保育所での街頭啓発を実
施します。一人ひとりの人権が尊
重され、誰にとっても暮らしやす
い社会を実現するためにどうすれ
ばよいか、この機会に考えてみま
せんか。
　名古屋法務局
　☎（052）952－8111

▼と　き　令和3年1月10日（日）
　　　　　午後 1 時～
▼ところ　総合社会教育センター
　　　　　総合体育館アリーナ
▼受　付　中央公民館ホール
・弥富北中学校区
　正午～午後 0 時 30 分
・弥富中学校区、十四山中学校区
　午後 0 時 30 分～ 1 時
▼対象者　平成12年4月2日～
　平成13年4月1日生まれの方
※現在、就職・大学などで住民票
　を市外に異動されている方は案
　内状が届きません。
　弥富市で成人式を希望される方
はお問い合わせください。
※保護者の方は、入館できません。
※会場内に暖房設備はございませ
　ん。換気もされていますので、
　防寒対策をしてご参加ください。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

▼と　き　12 月 20 日（日）
▼ところ　総合社会教育センター
▼内　容
・午前 10 時～ 11 時
　「トムとジェリー（全 7 話）」
・午後 2 時～ 3 時 30 分
　「ガラスのうさぎ」
▼受　付　上映 30 分前から
▼対象者　どなたでも参加可能
▼定　員　先着 80 名
※当日は、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）

　12 月になり大雨や台風のシー
ズンは終わりを迎えましたが、対
策はすぐにはできないものもあり
ます。来年の大雨や台風に備えて
準備をし、災害被害を最小限にし
ましょう。
▼家の外の備え
・風で飛ばされる可能性のあるも
　のは、早めに撤去したり、飛ば
　ないように固定する。
・屋根、窓、雨戸などを点検し、
　必要に応じて修理、補強する。
・側溝や排水路は日頃から掃除し
　て水はけを良くしておく。
▼家の中の備え
　水や食料、マスク、体温計、ア
　ルコール消毒液、懐中電灯、携
　帯ラジオ、レインコートといっ
　た非常持ち出し品を点検準備し
　ておく。
▼避難場所や避難経路の確認
・家族で避難場所や避難所を確認
　しておく。（新型コロナウイル
　ス感染症による感染リスクを考
　え、自宅の 2 階へ避難（垂直避
　難）、親戚や知人の家などへの
　避難（縁故避難）検討もお願い
　します。）
・冠水や浸水などの恐れがある場
　所がないか、事前に確認してお
　く。

※「避難場所」とは、洪水や津波
　などの異常な現象が起きたとき
　に迅速に逃げる場所です。
　「避難所」とは、災害が発生し
　たときに居住の場所を確保する
　ことが困難な住民に、その場所
　を提供する施設です。
　市役所防災課（内線 482）

　弥富市総合交通戦略の策定に向
けて、計画案がまとまりましたの
で、その内容について、皆さんか
らの意見を募集します。
▼募集期間
　12月4日（金）～ 1月7日（木）
▼閲覧場所
　市ホームページ、市役所都市整
　備課、十四山支所、鍋田支所
※閲覧時間　午前 8 時 30 分～午
　後 5 時 15 分（土・日曜日、12
　月 29 日～ 1 月 3 日除く）
▼提出方法
　閲覧場所備え付けもしくは市ホー
　ムページよりダウンロードした
　意見提出用紙により、持参、郵
　送、ファクシミリ、電子メール
　のいずれかの方法で提出してく
　ださい。
　市役所都市整備課（内線 264）
　　67－4011
　　toshikei@city.yatomi.lg.jp

　「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
　詳しくは、市ホームページの「広
告掲載事業のご案内」をご覧くだ
さい。
　市役所福祉課（内線 162）
　介護高齢課（内線 175）

　県では「愛知県の素敵なヒト・
モノ・コト・バショ」の写真を、
専用ハッシュタグを付けてインス
タグラムまたはツイッターで投稿
する「#一番住みたい愛知ＳＮＳ
フォトコンテスト2020」の作品
を募集しています。
　募集するのは「夏」「秋」「冬」
の 3 部門で、優秀作品の応募者に
は、VERMICULAR（バーミキュ
ラ）のオーブンポットラウンドな
ど、愛知ゆかりの素敵な賞品を差
し上げます。
　詳細は、告知サイトをご覧くだ
さい。
▼応募期限　
　1 月 31 日（日）まで
　愛知県政策企画局企画調整部
　地方創生課　
　☎（052）954－6093
　　（ダイヤルイン）
▼告知サイト
　　https://turns.jp/38678

　警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除

できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
　北朝鮮による拉致の可能性を排
除できない行方不明者の方々につ
いては、愛知警察ウェブサイトに
掲載しております。お心当たりの
ある方は、どんな小さなことでも
結構ですから、蟹江警察署まで情
報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

　社会福祉法人弥富福祉会が運営
する、新設グループホーム「わじゅ
うの家結い」の利用者を募集しま
す。
▼施設種別
　グループホーム（共同生活援助）
▼住所
　大藤町 5 番地 5
　（特別養護老人ホーム輪中の郷東）
▼募集人数
　10 名（男性 5 名、女性 5 名）
▼応募資格
　市内に在住し、障害者総合支援
　法第 19 条第 1 項に規定する支
　給決定を受けた方で、次に該当
　する方
①身体障害者手帳または療育手帳
　の交付を受けている方
②満 18 歳以上の方
③伝染性疾患のない方
④日中活動（就労、就労継続支援
　など）を利用している方
⑤医療行為（たん吸引、注射、点
　滴など）を常時必要としない方
▼募集期間　12 月 15 日（火）～
　1 月 15 日（金）
▼入所審査、決定について
　「わじゅうの家　結い」入退所
　に関する要綱の規定に基づいて
　行います。
　・　社会福祉法人弥富福祉会　
　　　☎65－5531
　　　市役所福祉課（内線 162）

冬休み親子ふれあい
映画会を開催します！

アスファルト駐車場・
フェンス・外灯など不動産業

厨房設備・冷凍冷蔵庫・
レジスターなど飲食業

太陽光発電設備・
供給管・冷却塔など

電気・ガス・
水道業

各種製造設備・受変
電設備・搬送設備など製造業

ブルドーザー・
パワーショベル・
ポータブル発電機など

建設業

田植機・耕運機・
乾燥機・温室など農業

対象資産例事業例

固定資産税
償却資産の申告について

家屋を取り壊したときの届け出
害虫対策の除草にご協力ください

県営名古屋空港からのお知らせ

12月3日～9日は障害者週間です

令和3年成人式

新春交歓会を中止します

65 歳（第 1 号被保険者）からの
介護保険料について
支払い方法が変わります

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
12 月の予定

③
③
②
③
③
②
③
③
②
③
②

②
②
①
②
②
①
②
②
①
②
①

（金）
（土）
（日）
（火）
（土）
（日）
（木）
（土）
（日）
（土）
（日）

4 日
5 日
6 日
8 日
12 日
13 日
17 日
19 日
20 日
26 日
27 日

2 回目1 回目日　程

※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。

12月4日～10日は人権週間です

はんてんまい

日頃からの大雨や台風に備えて

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。
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▼ところ　保健センター（市役所 3 階）
▼募集人数　各 20 名程度
▼申込方法　1 月 15 日（金）までに、電話または窓口で申し込みく
ださい。
▼持ち物　マスク着用、ハンカチまたはタオル、筆記用具
　・　ファミリー・サポート・センター　☎52－0922
　　　市役所児童課（内線 154）

※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。

十四山総合福祉センター喫茶室

協力会員養成講習会のお知らせ

　例年１月初旬に開催しておりま
す新春交歓会ですが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を鑑
み、参加者および関係者の皆さま
の健康と安全面を考慮した結果、
開催を中止させていただきます。
　何卒ご理解のほどよろしくお願
い申し上げます。
　市役所人事秘書課（内線 474、475）

▼業　者　さくら配食サービス　
・期間　12 月 30 日（水）
　　　　～ 1 月 3 日（日）
▼業　者　輪中の郷
・期間　1 月 2 日（土）、3 日（日）
▼業　者　宅配クック 1.2.3
・期間　1 月 1 日（金・祝）
　　　　～ 3 日（日）
　市役所介護高齢課（内線 175）
▼業者連絡先
　さくら配食サービス
　☎（052）309－5250
　輪中の郷
　☎65－5531
　宅配クック 1.2.3 
　☎（052）442－5101

　固定資産税は、毎年1月 1日（賦
課期日）現在の所有者に課税され
ます。
　本年中 12 月までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
　「家屋とりこわし届」は市ホー

ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
　なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線 212 ～ 214）

　40 歳～ 64 歳の介護保険料は、
各医療保険料（国民健康保険、社
会保険、共済保険など）に含まれ
て徴収されますが、65 歳になる
と介護保険料の決め方と納め方が
変わります。特別徴収（年金から
の天引き）が始まるまでの間は、
普通徴収（納付書もしくは口座振
替）で納めていただくことになり
ます。4 月から 8 月生まれの方は
9 月に、9 月から 3 月生まれの方
は誕生月の翌月までに納付書を送
らせていただきますので、最寄の
金融機関などでお支払いをお願い
します。
　市役所介護高齢課（内線 173）

　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）

　
　近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が越冬し、その翌年の産卵
により更に発生量が増加していま
す。その結果、市の特産物である
米の品質や収量に大きな影響を及
ぼしています。水稲農家は農薬散
布の回数を増やすなどさまざまな
対策を行っていますが、令和 2 年
産は甚大な被害となっています。

　そこで、米の品質を低下させる
カメムシ類による被害を防ぐた
め、田畑だけでなく住宅周辺の除
草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線 252）

　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拡大
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　
①10：00～ ②14：30～ ③18：30～

※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

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
　たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
　事業用の償却資産を貸し付けて
　いる個人または法人
▼申告基準日
　令和 3 年 1 月 1 日現在の所有
　状況
▼申告期限
　2 月 1 日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
　および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
　ついてもその旨を申告いただく
　ようお願いします。
　市役所税務課（内線212～214）

　「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。
　広く障がい者の福祉についての
関心と理解を深め、障がい者が社
会・経済・文化その他あらゆる分
野の活動に積極的に参加する意欲
を高めることを目的として、毎年
12 月 3 日～ 9 日を障害者週間と
定めています。
　この機会に皆さんも一緒に共生
社会について考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線 162）

　　

　1948（昭和23）年12月 10日、
国連総会での世界人権宣言採択を
記念して、毎年 12 月 10 日を「人
権デー」と定めました。法務省と
全国人権擁護委員連合会では、人
権デーを最終日とする 12 月 4 日
～ 10 日を「人権週間」と定め、
全国的な人権啓発活動を行ってい
ます。市では、市民の皆さんに人
権尊重思想の普及高揚を図るた
め、人権擁護委員を中心とし、広
報車による巡回啓発や、大藤保育
所、栄南保育所での街頭啓発を実
施します。一人ひとりの人権が尊
重され、誰にとっても暮らしやす
い社会を実現するためにどうすれ
ばよいか、この機会に考えてみま
せんか。
　名古屋法務局
　☎（052）952－8111

▼と　き　令和3年1月10日（日）
　　　　　午後 1 時～
▼ところ　総合社会教育センター
　　　　　総合体育館アリーナ
▼受　付　中央公民館ホール
・弥富北中学校区
　正午～午後 0 時 30 分
・弥富中学校区、十四山中学校区
　午後 0 時 30 分～ 1 時
▼対象者　平成12年4月2日～
　平成13年4月1日生まれの方
※現在、就職・大学などで住民票
　を市外に異動されている方は案
　内状が届きません。
　弥富市で成人式を希望される方
はお問い合わせください。
※保護者の方は、入館できません。
※会場内に暖房設備はございませ
　ん。換気もされていますので、
　防寒対策をしてご参加ください。
　市役所生涯学習課
　（総合社会教育センター）

 
　

▼申込受付
　市役所児童課で随時受け付けし
　ます。
　市役所児童課（内線 154）

　11 月より、風の子スクエアの
施設外就労先、「十四山茶房　花
笑み」として、喫茶室がリニュー
アルオープンしました。
※給食サービス利用券は今まで通
　り利用できます。
　一般の方の利用も可能です。
　市役所介護高齢課（内線174・175）

▼と　き　12 月 20 日（日）
▼ところ　総合社会教育センター
▼内　容
・午前 10 時～ 11 時
　「トムとジェリー（全 7 話）」
・午後 2 時～ 3 時 30 分
　「ガラスのうさぎ」
▼受　付　上映 30 分前から
▼対象者　どなたでも参加可能
▼定　員　先着 80 名
※当日は、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）

　12 月になり大雨や台風のシー
ズンは終わりを迎えましたが、対
策はすぐにはできないものもあり
ます。来年の大雨や台風に備えて
準備をし、災害被害を最小限にし
ましょう。
▼家の外の備え
・風で飛ばされる可能性のあるも
　のは、早めに撤去したり、飛ば
　ないように固定する。
・屋根、窓、雨戸などを点検し、
　必要に応じて修理、補強する。
・側溝や排水路は日頃から掃除し
　て水はけを良くしておく。
▼家の中の備え
　水や食料、マスク、体温計、ア
　ルコール消毒液、懐中電灯、携
　帯ラジオ、レインコートといっ
　た非常持ち出し品を点検準備し
　ておく。
▼避難場所や避難経路の確認
・家族で避難場所や避難所を確認
　しておく。（新型コロナウイル
　ス感染症による感染リスクを考
　え、自宅の 2 階へ避難（垂直避
　難）、親戚や知人の家などへの
　避難（縁故避難）検討もお願い
　します。）
・冠水や浸水などの恐れがある場
　所がないか、事前に確認してお
　く。

※「避難場所」とは、洪水や津波
　などの異常な現象が起きたとき
　に迅速に逃げる場所です。
　「避難所」とは、災害が発生し
　たときに居住の場所を確保する
　ことが困難な住民に、その場所
　を提供する施設です。
　市役所防災課（内線 482）

　弥富市総合交通戦略の策定に向
けて、計画案がまとまりましたの
で、その内容について、皆さんか
らの意見を募集します。
▼募集期間
　12月4日（金）～ 1月7日（木）
▼閲覧場所
　市ホームページ、市役所都市整
　備課、十四山支所、鍋田支所
※閲覧時間　午前 8 時 30 分～午
　後 5 時 15 分（土・日曜日、12
　月 29 日～ 1 月 3 日除く）
▼提出方法
　閲覧場所備え付けもしくは市ホー
　ムページよりダウンロードした
　意見提出用紙により、持参、郵
　送、ファクシミリ、電子メール
　のいずれかの方法で提出してく
　ださい。
　市役所都市整備課（内線 264）
　　67－4011
　　toshikei@city.yatomi.lg.jp

　「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
　詳しくは、市ホームページの「広
告掲載事業のご案内」をご覧くだ
さい。
　市役所福祉課（内線 162）
　介護高齢課（内線 175）

　県では「愛知県の素敵なヒト・
モノ・コト・バショ」の写真を、
専用ハッシュタグを付けてインス
タグラムまたはツイッターで投稿
する「#一番住みたい愛知ＳＮＳ
フォトコンテスト2020」の作品
を募集しています。
　募集するのは「夏」「秋」「冬」
の 3 部門で、優秀作品の応募者に
は、VERMICULAR（バーミキュ
ラ）のオーブンポットラウンドな
ど、愛知ゆかりの素敵な賞品を差
し上げます。
　詳細は、告知サイトをご覧くだ
さい。
▼応募期限　
　1 月 31 日（日）まで
　愛知県政策企画局企画調整部
　地方創生課　
　☎（052）954－6093
　　（ダイヤルイン）
▼告知サイト
　　https://turns.jp/38678

　警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除

できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
　北朝鮮による拉致の可能性を排
除できない行方不明者の方々につ
いては、愛知警察ウェブサイトに
掲載しております。お心当たりの
ある方は、どんな小さなことでも
結構ですから、蟹江警察署まで情
報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

　社会福祉法人弥富福祉会が運営
する、新設グループホーム「わじゅ
うの家結い」の利用者を募集しま
す。
▼施設種別
　グループホーム（共同生活援助）
▼住所
　大藤町 5 番地 5
　（特別養護老人ホーム輪中の郷東）
▼募集人数
　10 名（男性 5 名、女性 5 名）
▼応募資格
　市内に在住し、障害者総合支援
　法第 19 条第 1 項に規定する支
　給決定を受けた方で、次に該当
　する方
①身体障害者手帳または療育手帳
　の交付を受けている方
②満 18 歳以上の方
③伝染性疾患のない方
④日中活動（就労、就労継続支援
　など）を利用している方
⑤医療行為（たん吸引、注射、点
　滴など）を常時必要としない方
▼募集期間　12 月 15 日（火）～
　1 月 15 日（金）
▼入所審査、決定について
　「わじゅうの家　結い」入退所
　に関する要綱の規定に基づいて
　行います。
　・　社会福祉法人弥富福祉会　
　　　☎65－5531
　　　市役所福祉課（内線 162）

募集します 勤務場所・勤務日数・
勤務時間については
相談に応じます。

その他

時給
1,006 円～ 1,200 円
※雇用条件により、
　交通費・期末手当
　など支給あり。

賃金・
手当等

（1）弥富市会計年度
 任用職員登録申込書
（2）顔写真
 （縦4cm×横3cm程度）
（3）保育士証の写し

必要書類

8：30～16：30
（7時間）
または、
8：30～17：00
（7時間30分）

勤務時間

月～金（週 2 日以上）勤務日
保育士募集の種類
市立保育所勤務場所

ふぁみさぽ井戸端会議・受講証交付
～事業を円滑に進めるために～
【説明】援助中の緊急対応と心構え、
　　　　マナー報告書の記載方法など
【講師】子育て世代包括支援センター
　　　　母子保健コーディネーター
　　　　ファミリー・サポート・
　　　　センターアドバイザー

15：00～
15：30

ふぁみさぽ保健室
【実習】～子どもの世話～　沐浴、調乳など
【講師】保健センター　保健師

13：30～
15：00

2月3日（水）

ふぁみさぽレスキュー
【講義・実技】～子どもの安全～ＡＥＤの使い方
　　　　　　　30分（5名）×4セット
【講師】海部南部消防署　救急救命士

13：30～
15：302月2日（火）

ふぁみさぽ栄養室
【講義】～子どもの栄養と食生活～
【講師】管理栄養士　伊藤摩美氏

13：30～
15：301月27日（水）

ふぁみさぽ保育室
【講義・実技】～保育の心・子どもの遊び～
【講師】弥富市立保育所　保育士

13：30～
15：001月26日（火）

講習内容時  間実施日

弥富市に
▼匿名　様 金10,000円

社会福祉協議会に
▼海野寿美　様 金1,000円
▼編物ボランティア一同　様 金50,000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 ♥

保育士（会計年度任用職員）を
募集

「市福祉タクシー利用券」
広告募集

北朝鮮人権侵害問題
啓発週間

「わじゅうの家結い」
利用者を募集

弥富市総合交通戦略（案）に
ついての意見を募集

「# 一番住みたい愛知
 SNSフォトコンテスト
 2020」の作品募集

　市では、地域全体で子どもを見守り、助け合い、安心して子育てが
できるまちづくりを目指しています。妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない支援のひとつとして、令和3年4月より「産前・産後サポー
ト事業」が始まります。妊産婦（利用会員）の育児不安や負担を軽減
するため、ファミリー・サポート・センターの協力会員が家事や育児
のサポートを行うものです。
　協力会員になって援助活動をしてみようと思う方、興味のある方、
ぜひご参加ください。
▼と　き

有料広告

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。
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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

2月21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

12月1日（火）
～

1月10日（日）

第15回
市剣道大会

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、参加費を添えてお申し
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）

スポーツ大会に参加しませんか

12/1～1/10
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 新しく入った本

海神の島
池上　永一 / 著

神様のパッチワーク
山本　悦子 / 作

空想クラブ
逸木　裕 / 著

図 書 名 筆 者 名
●空想クラブ
●海神の島
●神様のパッチワーク
●海蝶
●黒いサカナ
●我々は、みな孤独である
●月はまた昇る
●ニキ
●きんぎょ
●すべての人に星空を
  「病院がプラネタリウム」の風景

逸木　裕
池上　永一
山本　悦子
吉川　英梨
保坂　祐希
貴志　祐介
成田　名璃子
夏木　志朋
山本　久美子

高橋　真理子

■開館時間　火・水・木・金曜日　午前 9 時～午後 7 時　　土・日曜日、祝日（月曜日を除く）　午前 9 時～午後 5 時
■休 館 日　月曜日　　　　　　　　　 ■年末年始の休館日　12 月 28 日（月）～ 1 月 4 日（月）
※詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

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　12月 12日（土）
　　　　　午前 10時～正午

▼ところ　図書館

▼テキスト「デンジャラス」
　　　　　（桐野 夏生 /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 !!!

■雑誌の無料配布について
保存期限の切れた古い雑誌（概ね 4、5年）を
無料配布します。

▼と　き　12月 19日（土）～ 20日（日）
　　　　　午前 9時 30分～午後 4時

▼ところ　図書館棟 3階市民ホール

▼配布点数一世帯 10冊以内
※今年度は付録の配布は行いません。
※感染症対策を十分にとった上で実施します。マスクの
　着用、手のアルコール消毒などにご協力ください。

　令和3年2月2日（火）～12日（金）
の間は、蔵書点検を行う特別整理期
間のため、休館させていただきます。
　また、休館に伴い 2月 6日（土）、
7日（日）および 11 日（木・祝）は住
民票の写し、印鑑登録証明書の発行
はできませんので、ご了承ください。
　なお、閉架書庫に所蔵されている
資料につきましては、令和 3 年 1
月 12日（火）～ 2月 12日（金）の間
に蔵書点検を行うため、この期間中
はご利用できません。

特別整理期間に伴う
休館のお知らせ弥富市障がい者計画・第６期弥富市障がい福祉計画・

第２期弥富市障がい児福祉計画（案）

新型コロナウイルス感染症感染防止と皆さん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。
利用者の皆さんには、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。

弥富市第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）
 　令和３年度～令和５年度の３年間を計画期間とする「弥富市第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）」
について、皆さんの意見を聴取し策定の参考とするため、パブリックコメントを実施します。
▼計画案公表日　11 月 25 日（水）
▼意見募集期間　11 月 25 日（水）～ 12 月 24 日（木）　※郵送の場合は、募集期間内の消印有効
▼計画案の公表・閲覧場所
　市ホームページ、市役所介護高齢課、十四山支所
　※閲覧時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分（土、日曜日を除く）
▼意見提出方法
　意見提出用紙（市ホームページまたは閲覧場所で取得）に記入のうえ、市役所介護高齢課または十四山支所
へ持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
　市役所介護高齢課（内線 172）
　　67－4011　　kaigo@city.yatomi.lg.jp

　令和３年度～令和５年度の３年間を計画期間とする「弥富市障がい者計画・第６期弥富市障がい福祉計画・
第２期弥富市障がい児福祉計画（案）」について、皆さんの意見を聴取し策定の参考とするため、パブリック
コメントを実施します。
▼計画案公表日　12 月 15 日（火）
▼意見募集期間　12 月 15 日（火）～１月 14 日（木）　※郵送の場合は、募集期間内の消印有効
▼計画案の公表・閲覧場所
　市ホームページ、市役所福祉課、十四山支所
　※閲覧時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日曜日、祝日・12 月 29 日～１月３日を除く）
▼意見提出方法
　意見提出用紙（市ホームページまたは閲覧場所で取得）に記入のうえ、市役所福祉課または十四山支所へ持参、
郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
　市役所福祉課（内線 162・163）
　　67－4011　　shogai＠city.yatomi.lg.jp

　提出していただいた意見に対しての個人回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

パブリックコメント

昔の写真を募集します
　歴史民俗資料館では、昭和の写真を探しています。市内の風景や祭り、農業や漁業などくらしの様子、
学校行事など何でも結構です。
※大切な写真はデータ化した後、返却します。写真の寄贈も募集しています。
　歴史民俗資料館

冬休みの宿題をしよう 習字教室受講生募集のご案内
　シルバー人材センターでは習字教室を開催します。
▼と　き　12 月 24 日（木）、25 日（金）午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分、午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　市高齢者生きがいセンター多目的室（2 階）
▼講　師　野崎典道先生 ▼内　容　冬休みの日誌の宿題（習字）
▼対　象　小学３年生～中学３年生 ▼募集人数　午前、午後各 10 名
▼持ち物　習字道具、筆記用具、習字紙、新聞紙、マスク
▼料　金　1,000 円（２日間）　１日の参加でも 1,000 円を頂きます。
▼申込期間 12 月 7 日（月）より受付開始、先着順。電話にて申し込みください。
　・　市シルバー人材センター　☎65－5515
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市役所健康推進課（保健センター）（内線 311～ 317）

１2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。

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12月出生児

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

23日（水）

14日（月）

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

13：00～13：30

13：00～13：40

9：00～ 10：15

13：00～13：40

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)

1日（火）
8日（火）

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。 詳しくは市役所健康推
進課へお問い合わせく
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。

・母子健康手帳：月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分（土・日、祝日を除く）に随時市役所健康推進課（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。事前に市役所健康推進課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。事前に市役所健康推進課に電話などでご予約ください。

※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。

赤ちゃんのお口の発達12 月号 その ４60

検診の受け方

集団検診
（バス検診）

検診内容

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。

がん検診

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・空き状況を市役所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。

お済みですか？風しん抗体検査および定期予防接種（風しん第５期）

～第153回～
まだ間に合います！やとみ健康マイレージ事業

3日（木）
17日（木）

令和２年６月発送済
（有効期限は令和４年３月末です）

②昭和３７年４月２日から
　昭和４７年４月１日生まれの男性

クーポン券を利用し、委託医療機関か集団検診、
勤務先での特定健診などで受けてください。
※委託医療機関は、市および厚生労働省ホー
　ムページをご覧ください。

令和元年６月発送済
（有効期限は令和３年３月末です）

①昭和４７年４月２日から
　昭和５４年４月１日生まれの男性

受診方法クーポン券発送時期対象者

　対象者は、市が発行するクーポン券を利用し、無料で抗体検査（全員）と予防接種（抗体が不十分だった方のみ）
を受けられます。対象者で、６月にお送りした「風しんにおける抗体検査券および予防接種クーポン券」を紛失され
た方や転入者は、市役所健康推進課までご連絡ください。

　やとみ健康マイレージは、①健診を受け、②健康づくりを30日間実践しポイントを
ためると、『あいち健康づくり応援カード（まいか）』がもらえる事業です。今年度、本事
業に参加された方には、「特製きんちゃんボールペン」を差し上げます。
▼対象　小学生以上の弥富市在住・在勤・在学者
▼ポイントをためる期間　8月1日～１2月31日
▼ポイントカード提出期限　１月２９日(金)まで　(平日午前8時30分～午後5時15分）
▼提出先　保健センター（市役所３階）
※ポイントカードは市ホームページよりダウンロードまたは保健センター窓口で交付
　します
※詳しくは「やとみ健康マイレージ」で検索を！

『まいか』とは？
県内の協力店で、サービスが受け
られる優待カード
協力店一覧は、市ホームページで
確認できます

　近年、超音波診断が発達し胎児の動きが詳細に分かるようになりました。単純な下顎運動は妊娠11週頃に確認され、
指しゃぶりや嚥下動作は12週には始まっています。胎児は口腔に羊水を取り込み、頬や舌でしっかり口腔内に羊水を溜
め、「ごっくん」と嚥下する動作を練習しているのです。そして出生までの間に、味覚、嗅覚、唾液の分泌機能などが加わっ
ていきます。
　そして、赤ちゃんは原始反射と呼ばれるいくつかの反射機能を備えて生まれてきます。そのひとつに口唇探索反射が
あります。口唇周囲に何かが触れると反射的に顔を向けて口を開く動作です。次に口唇反射が加わります。これは口唇に
何かが触れると口唇を丸める動作をすることをいいます。次に始まる原始反射は吸啜反射です。これは口唇に触れたも
のは何でも自動的に吸おうという動作を始める反射です。これらの原始反射によって赤ちゃんは、母親や哺乳びんの乳
首を捜し、くわえ、そして吸う動作へとつなげているのです。この哺乳にかかわる口腔、咽頭の連続した機能は、口唇、頬、
舌、咽頭が一体となり、波を打つように動いているもので、指令を出す脳との共同作業といえます。
　また、原始反射のひとつに咬反射があります。これは口腔内の歯肉部分を指で触るなどして刺激すると下顎を噛み込
む動作をすることです。授乳時にも赤ちゃんは噛み込んでいます。この「噛み込む」力を新生児期にきちんと獲得すること
はとても重要なことです。噛み込むための筋がたくましく作られることで、後の離乳後の咀嚼・嚥下機能を十分発揮させ
ることができます。
　きちんとした授乳、乳児嚥下をしっかり行うことは、口唇、頬、舌、咽頭などの発育を促し、次に始まる咀嚼から嚥下へ
向けたトレーニングであり、そこに指令を出す脳のトレーニングになるのです。 　　　　　　　　　 (海部歯科医師会)

えんげ

こうしんたんさくはんしゃ

きゅうてつ

そしゃく

助成関係

▲こちらからも
　ご覧いただけます
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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
弥富市鎌倉町126-2TEL0567-55-8168

 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。

令和2年11月12日（木）
姉妹店「十四山茶房花笑み」OPENしました！

場所：十四山総合福祉センター内

体操服シューズ等販売しています。
小学校体操服・保育所スモックもあり
※弥富市プレミアム商品券取扱店
ご来店お待ちしています！

弥富市鯏浦町上六155
67-0317　P3台

月曜定休　9:00-19:30
商品案内・アクセス詳細のってます↑
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