
弥富市 15th Anniversary



問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和3年3月1日現在）

人口　44,254人（－7）
男　　22,266人（+3）
女　　21,988人（－10）
世帯　18,307　（+18）

児童手当制度についてのご案内／
児童扶養手当額・特別児童扶養手当額の
お知らせ／児童扶養手当と障がい年金の
供給調整の見直しについて
弥富市15th Anniversary
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今月の表紙は、三ツ又池公園（中之島）
で撮影しました「ネモフィラ」です。青と白
のお花をたくさんつけており、とてもかわ
いらしく咲いています。ネモフィラは４月中
旬から５月上旬が最盛期です。また、４月
中旬から下旬ごろには芝桜も見頃になって
いますので、暖かくなってきた春にお出か
けしてみてはどうでしょうか。

　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。

今月の納税など 

固定資産税　　　　　  １期
下水道等使用料　2・3月分
《納期限：４月 30日（金）》

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

《児童手当制度》についてのご案内《児童手当制度》についてのご案内

児童扶養手当額・特別児童扶養手当額のお知らせ児童扶養手当額・特別児童扶養手当額のお知らせ

児童扶養手当と障がい年金の併給調整の見直しについて児童扶養手当と障がい年金の併給調整の見直しについて

児童手当と特例給付は、市内に住所を有し、中学校修了前（15 歳の誕生日後の最初の 3 月 31
日まで）の児童を養育している父母などに支給されます。

　児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給額は令和２年４月１日以降変更ありません。

児童扶養手当法の一部改正により、障がい年金を受給しているひとり親家庭の方でも児童扶養
手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。
詳しくは市役所児童課までお問い合わせください。

 支給月
　原則として 6 月・10 月・2 月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
 認定請求（申請）
　出生や転入など新たに児童手当（特例給付）の申請事由が生じた方は、認定請求（申請）が必要です。公務員の場
　合は勤務先での申請となります。
　認定を受ければ、原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。（出生や転入が月末の場合、申請日が事
　由発生日の翌日から数えて 15 日以内であれば、事由発生月の翌月から支給対象となります）
 申請に必要なもの　※状況により、その他の書類が必要になる場合があります。

　◯申請者の健康保険証　◯申請者名義の通帳　◯申請者と配偶者の個人番号（通知）がわかるもの　

 その他の届け出
　次の場合には届け出が必要です。
　・受給者や児童が転出するとき　　　　・新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき
　・受給者や児童の氏名が変わったとき　・児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき
　・振込口座を変更したいとき　　　　　・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更になったとき
　・その他家庭状況に変更が生じたとき

※児童手当には所得制限があり、受給者の所得が制限額以上の場合、特例給付となります。
※第 3 子以降とは、高校卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで）の養育している
　児童のうち、3 人目以降をいいます。

※所得制限額は、扶養親族が 1 人増える
　ごとに 38 万円が加算されます。

市役所児童課（内線155）

市役所児童課（内線155）

市役所児童課（内線155）

児童の年齢

3 歳未満

3 歳以上小学校修了前

中学生

15,000 円

10,000 円
（第３子以降は 15,000 円） 5,000 円

10,000 円

児童１人当たりの月額 扶養人数 所得制限額

児童手当 特例給付 0 人

1 人
2 人

3 人
4 人

6,220,000 円

6,600,000 円
6,980,000 円

7,360,000 円
7,740,000 円

児童手当と特例給付の支給額 所得制限

児童扶養手当

特別児童扶養手当

本体額

第二子
加算額

第三子以降
加算額

全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給

１級
２級

42,910円
42,900円～10,120円
10,140円
10,130円～5,070円
6,080円
6,070円～3,040円
52,200円
34,770円
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弥富町と十四山村が合併、
「弥富市」となる

ケーブルテレビ網の
整備を開始

弥富中学校開校

三ツ又池公園開園

公共下水道の供用が開始

弥富市コミュニティバス
運行開始

市内中学 2年生平和教育
推進事業（広島研修）開始

ひので公園開園

日の出小学校開校

原付オリジナルナンバー
プレート交付開始

桜・芝桜・藤の「3花祭り」開始

やとみまたはちさん、深堀隆介さんに
「弥富市広報大使」を委嘱

（やとみまたはちさん、深堀隆介さん）

やとみ金魚サミットを開催

スイートハートプロジェクト
開始

やとみ金魚アクアリウム＆
深堀隆介展 2018を開催

伊勢湾台風 60年事業を開催

弥富市役所新庁舎開庁

2006 年 4 月、弥富市が誕生して 15 年を迎えました。
時代は「平成」から「令和」へと変わり、令和 2 年 2 月には、

市民の皆さま念願でありました新庁舎が完成いたしました。
職員一同新たな創意工夫のもと業務を執っております。
市政につきましては、新型コロナウイルス感染症対策など

市民の安全を第一に考え、2019 年度から始まりました本市
の最上位計画「第２次弥富市総合計画」を着実に進めてまいり
ます。
高齢者にやさしく、次世代を担う子どもたちが夢と希望を

持てる「まち」を一緒に創っていきましょう。

弥富市消防団出初式 あいち米初出荷式
コスモス（鮫ケ地）

やとみ健康づくりフェスティバルおもてなし文鳥職員
”ぶんちゃん”

食育講座 成人式十四山コミ体育祭
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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国民健康保険の加入、
喪失手続きをお願いします
国民健康保険の加入、

喪失手続きをお願いします
TOPICSTOPICS TOPICSTOPICS

学生納付特例制度のご案内 ～学生の方へ～

　 中村年金事務所　国民年金課　（名古屋市中村区太閤 1 ー 19 ー 46）
　　 ☎（052）453 ー 7200　自動音声案内「2」を押した後、もう一度「2」を押してください。
　 市役所保険年金課（内線 125）

　国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入、国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかし、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制
度」があります。
＊日本年金機構から学生納付特例申請のハガキが届いている方は、ハガキによる申請をお願いします。
＊申請の審査結果は、日本年金機構から本人にハガキで通知されます。

　前年所得が 128 万円以下である 20 歳以上の学生
　　（大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する学生など）
　　※各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。

対象者

国民健康保険の手続き

令和 3 年度分の申請は、4 月 1 日（木）より受け付けを開始します。
受　付

市役所保険年金課、十四山支所または中村年金事務所国民年金課
申請先

・基礎年金番号（年金手帳、国民年金保険料納付書など）またはマイナンバー（※）
・印鑑（本人が署名する場合は不要です）
・学生証または在学証明書（在学証明書は原本が必要です）
・退職（失業）し学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証

（※）マイナンバーにより申請を行う場合は以下の書類が必須です。
　◯マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類（通知カードまたはマイナンバーの表示がある住民票）
　◯身元確認書類（運転免許証、パスポート、在留カードなど）

学生納付特例制度は、保険料の納付義務を猶予するためのものです。将来受け取る年金額を増額させるた
めにも、追納をお勧めします。
①免除が承認された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されま
せん。（カラ期間として扱われます）

②10 年間に限り追納することができます。（追納した期間は保険料納付済み期間として年金額に反映されま
す）

③学生納付特例を受けた 3 年度目以降追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
④追納保険料には、口座振替はご利用できません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
追納にはお申し込みが必要です。詳細につきましては、年金事務所へお問い合わせください。

必要書類

　・20 歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請時点の 2 年 1 か月前か
　　ら（すでに保険料を納付した月を除く）将来期間は年度末まで申請できます。
　・1 枚の申請書につき 1 年度分（4 月から翌年 3 月まで）の申請となります。
　　過去の年度分も申請する場合は、申請年度毎の申請書の提出をお願いします。

申請期間

＜追納のご案内＞

毎年、４月は転入、転出または会社に入社、退社されること
などが多くあります。
国民健康保険への加入や喪失（やめる）は、自動的にはできま

せんので各自にて届け出が必要です。
健康保険の資格に変更がありましたら 14 日以内に市役所保

険年金課へ届け出てください。（届け出が遅れますと保険給付で
きない場合がありますのでご注意ください）

高額療養費の手続き
高額療養費とは、１か月に支払った医療費の自己負担分が限度額を超えたとき、その差額が支

給される制度です。（70 歳未満の方と 70 歳以上の方では、限度額や条件が異なります。また、加
入している保険によって申請方法が変わります）
弥富市国民健康保険の被保険者で高額療養費に該当となる方には、２～３か月後に市役所保険

年金課から高額療養費の申請書が送られます。申請時には、医療機関の領収書が必要となります
ので、大切に保管してください。

（※）国民健康保険の各種届出書や申請書にマイナンバーを記入していただく必要があります。上記の「手続きに必要なもの」のほかに、個
人番号（マイナンバー）カードもしくは通知カードと本人確認ができる書類をお持ちください。

市役所保険年金課（内線 122・123）

こんなとき 手続きに必要なもの（※）

加入するとき

やめるとき

その他

職場の健康保険をやめたとき

他市町村から転入したとき

子どもが生まれたとき

職場の健康保険に加入したとき

他市町村へ転出するとき

死亡したとき

市内転居したとき

氏名・世帯主が変わったとき

被保険者証を紛失したとき

健康保険をやめたことの証明書、印鑑

印鑑

保険証、職場の健康保険の保険証、印鑑

保険証、印鑑

保険証、印鑑、喪主の振込口座（葬祭費
支給のため）

保険証、印鑑

運転免許証などの本人確認書類、印鑑
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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
4

アカウント：
yatomishijidoukan

Instagram

利用会員
入会出張所

4 月 15 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～金曜日　8：30～ 17：00

基本事業
病児・病後児
保育事業

～いきいき子育ち、親育ち、応援します～

※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　4月8日(木)～15日(木)【必着】
▼対 象 者　6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）

「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。
事務所で平日午前 9時 30 分から午後 5時 45 分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。

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！

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

児童館だより
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

11 月からインスタグラムで情報を発信しています。

4月1日～5月10日

  伊藤　匡希くん
い　 とう まさ　き

1歳
（前ケ須町）

いつもニコニコ素敵な笑顔をありがとう！

  神山　絢月ちゃん
こう　やま あ　づき

3歳
（鯏浦町）

ぷっくりほっぺが自慢です♡

  曽根　綾乃ちゃん
そ　  ね あや  の

1歳
（前ケ須町）

遊んでくれる兄ちゃんに大笑い！

  長谷川　凱吏くん
は 　せ　 が わ か い り

1歳
（平島中）

いつもニコニコ☆モヒカンボーイ

  針生　紗綺ちゃん
はり　 う さ　 き

２歳
（五明）

我が家のアイドル！大好きだよ♥

  竹内　悠くん
たけ  うち ゆう

２歳
（前ケ須町）
車と果物大好き♪

※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。

子育て支援センターは、親子で
楽しく遊びながら、お子さんたち
に豊かな経験を積み重ねていける
ようにと考え、共に成長を感じマ
マたちが笑顔で子育てを楽しめる
ように応援しています。
新型コロナウイルス感染症の感

染予防に心がけ、人数制限を行っ
ていますが、“わくわくだより”を
参考にしてお出かけ下さい。

子育て支援センターではこんなことをしています

　〇子どもを安心して遊ばせることができます。
　〇地域の親子で交流できます。
　〇子育ての不安を相談できます。
　〇子育ての情報交換ができます。
　〇子育てについて学ぶことができます。
　　（育児講座・育児実技講座など）

●子育て相談
　・育児相談（基本的生活習慣・発達発育・育児方法など）
　　子育て支援センター職員による育児相談です。
　・臨床心理士の個別相談（要予約）
　　「子どもはかわいいけど、どうかかわっていいかわからない・・」
　　子育てや心に関する相談です。
　・訪問相談（要予約）
　　保育士が自宅に伺って受ける相談です。
　　子育てに迷ったら「子育て支援センタ―」にお電話・ご来所ください。

ままごと遊
び

ねぇ 
みて みて なかよし

歯みがき教室

※「じどうかんであそぼう」は毎月 1 回　土曜日に行っています。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。

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

親子でバルーンあそび

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

4月24日（土）
10：30～11:00

4月24日（土）
10：30～11:00

4月24日（土）
10：30～11:00

4月24日（土）
10：30～11:00

4月24日（土）
10：30～11:00

4月24日（土）
10：30～11:00

4月17日（土）
14：00～16：00

4月24日（土）
14：00～16：00

4月10日（土）
14：00～16：00

4月21日（水）
16：00～

4月10日（土）
10：30～
定員30名

4月10日（土）
10：30～
定員30名

4月10日（土）
10：30～
定員20名

4月10日（土）
14：00～
定員20名

4月10日（土）
10：30～
定員20名

4月10日（土）
14：00～
定員20名

4月17日（土）
14：00～16：00

4月17日（土）
14：00～16：00

卓球をしよう
（小学生対象）
将棋をしよう
（小学生対象）
★新一年生を
迎える会

（小学生対象）
4月24日（土）

13：00～14：00
5月8日（土）

①10：00～11：00
②13：00～14：00

定員20名

4月24日（土）
13：00～14：00

5月8日（土）
①10：00～11：00
②13：00～14：00

定員20名

4月24日（土）
14：00～15：00

定員10名
5月8日（土）

14：00～15：00
定員10名

4月24日（土）
14：00～15：00

5月8日（土）
10：30～11：30

定員20名

5月8日（土）
①9：30～
10：30

②10：30～
11：30

定員15名

4月24日（土）
13：30～

5月8日（土）
①10：30～11：30
②13：30～14：30

定員各5名

★母の日の
プレゼントづくり
（小学生対象）

★じどうかんであそぼう
（１歳児以上～
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
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年度の学校行事は例年とは大き
く違ったものとなりました。短い時間内での取り組みが求められた場面が多くありまし
たが、児童や職員のアイデアや工夫により、実りある活動になりました。

栄南小学校 十四山東部小学校　　教育の広場 教育の広場

２学期になり、だんだんいつもの学校生活が戻ってきました。秋には校外に出かけて今まで知ら
なかったことを見たり、聞いたりして多くの楽しい体験をすることができました。

昨年度は宿泊を伴う学校行事が自粛されたため、修学旅行や野外活動は日帰り日程で行われま
した。学年全員で行った修学旅行や野外活動は心に残るよい思い出となりました。

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、「スマイル運動会」と称して平日の半日日程で
運動会を行いました。どの学年の児童もとてもがんばり、充実した運動会となりました。

十四山東部小学校では、コロナ禍の中でも、子どもた
ちの日常が安全で、充実したものになるように、感染防
止のための様々な工夫をして、教育活動を行っています。

工夫して、取り組んでいます！

十四山東部小学校では、学校と家庭・地域との連携を大切にし、コロナ禍の中であっても、学校の
様子を伝える努力をしています。ホームページを毎日更新したり、オンラインで学校と家庭を繋げて、
コミュニケーションの方法を模索したりしています。

発表会形式の授業参観では、
保護者は座席指定で座り、学年を
入れ替えるたびに消毒をしました。

スペースを確保しカルタを並
べました。カルタは無言で取り、
観戦者は拍手で応援しました。

普段は教室で行いますが、
密を避けるため、体育館で行
いました。

歌を歌うときは、外で歌
ったり、体育館で歌ったり
します。

夏休みに、２・３・６年生が学校と家庭をオン
ラインで繋ぎ、担任と児童が交流しました。

冬休みに、１・４・５年生が学校と家庭をオン
ラインで繋ぎ、担任と児童が交流しました。

読み聞かせボランティ
アさんに、マスクとフェイ
スシールドをして読んでい
ただいています。

コロナが原因で不安定になったり、
いじめが起きたりしないように、コロナ
に対する正しい知識を教え、思いやり
の言葉がけの方法などを伝えています。
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休休館日・運休行事予定カレンダー

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。

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3年4 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・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

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

弁護士による法律相談
（予約制）
（総合福祉センター）
13：00～16：00

心配ごと相談所
行政相談所
（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～正午

小学校入学式
（各小学校）

中学校入学式
（各中学校）

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午

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

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

弁護士による
無料相談（予約制）
（権利擁護や
成年後見について）
（十四山支所内海南南部
権利擁護センター）
13：00～15：50

成年後見制度について
無料相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：20
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

≪納期限≫
下水道等使用料　２·3月分
固定資産税　　　１期

わたり整形外科
(あま市)
☎４４９－６６９９

奥村整形外科
(大治町)
☎４４５－５６６７

駅前ふじたクリニック
(あま市)
☎４６２－０２２２

脳神経外科のぞみ
クリニック(あま市)
☎４４３－５５３３

彦坂外科
(津島市)
☎２５－８３５５

※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」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。

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

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

月4

⑥保 育

ファミリー・サポート・センター（☎52－0922）、市役所児童課（内線154）、市役所健康推進課（内線312）

   ファミリー・サポート・センターは、
地域の中で「子育ての援助を受けたい人」と

「子育ての援助ができる人」が
利用会員と協力会員になって

子育てを助け合う有償ボランティアの組織です。

妊娠中または産後間もない母親 (産前・産後利用会員)の育児不安や負担を軽減するため、協力会員が家事や育児
のサポートを行うことにより妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目指します。

①援助利用の
申し込み

②前日に
予約申し込み

事前に母子保健
コーディネーターが
①面談
②登録

⑥育児支援・家事支援 ⑦報酬支払い

⑤移動

③予約
申し込み

①かかりつけ医に受診

【対象】 市内在住で
 満１歳から
 小学校３年生までの
 子どもをお持ちの方②援助協力の

依頼

③援助協力の
依頼

病児・病後児保育事業

産前・産後サポート事業

④援助協力の依頼

キッズケアルーム 「えがお」

子育て世代包括支援センター

産前・産後利用会員宅

利用会員

ファミリー・
サポート・センター

ファミリー・
サポート・
センター

ファミリー・
サポート・センター

利用会員

【対象】 
市内在住で
妊娠8か月から
産後２か月まで
多胎児は
産後６か月までの
妊産婦

産前・産後利用会員

協力会員

協力会員

協力会員

⑤送り
⑦お迎え

⑧報酬支払い

基本事業

【対象】 市内在住で生後６か月から
 小学校６年生までの
 子どもをお持ちの方

ファミリー・サポート・センター
からのお知らせ

ファミリー・サポート・センター
からのお知らせ

みんなが子育て応援団

産前・産後サポート事業始まります！

※既に利用会員として登録されている方も「病児・病後児保育」を
希望される方は、別に手続きが必要です。

③援助活動

④報酬支払い

④待機
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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。

令和2年度弥富市消防団観閲式

1 月 29 日、愛知学院大学と「浸水時における広域避難に関する協
定」を締結しました。この協定は、市内で高潮、洪水、または地震・
津波による浸水の発生、または発生するおそれがある場合、市民が愛
知学院大学（日進キャンパス）へ避難および受け入れ（広域避難）が可能
になるものです。
これにより、災害時など市から大学側へ避難所開設受入要請を行

い、その後、愛知学院大学（日進キャンパス）の施設内一部の 544 平
方メートルを広域避難場所として使用可能となります。
今後は、災害時などに広域避難が円滑に行うことができるよう体制づ

くりを確立し、平時から連携・協力して、訓練などを実施していきます。

3 月 7 日、総合社会教育センターにて、新型コロ
ナウイルス感染症対策を徹底した中、令和 2 年度弥
富市消防団観閲式が行われました。
消防団の皆さんは、「自分達の街は自分達で守る」と

いう強い思いを胸に、市民の安心安全を守るために
日々訓練に励んでいます。
鈴木団長からは「近年では、大規模な災害が多発し

ており、地域の消防 · 防災の要としての役割、重要
性を強く感じています。市民の皆さんの生命、財産
を守るべく一層の訓練を重ねていきたい」と市長へ謝
辞を送りました。

「浸水時における広域避難に関する協定」を
締結しました

①：台風が近づいている時は、強風で看板が飛んできたり、木が倒れる場合がありますので、むやみに外に出てはいけません。また、防災グッズは災害が起きる前に、普段から準備しておきましょう。 答 え

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！ 

問題 台風が近づいた時の行動として、「正しくないもの」は
どれでしょうか？

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 P15 の下をご覧ください。

避難に備えて、いつでも
防災グッズを持っていける

準備をする。

❷ ❸
テレビやラジオ、気象庁の
ホームページなどで天気予報を

チェックする。

❶
家の外に出て、

時々台風の状態を確認する。

服部擔風は全国的に有名な漢詩人 · 文化人で、弥富市の名誉市民です。
鯏浦の専念寺の境内に、孝忠園という庭園があります。孝忠園は、昭和 11 年に擔風

の古希を記念して門下生らにより作られました。孝忠園の詩碑には、「親や主人を大切に
するということが私の師である」という意味の、自筆の漢詩が刻まれています。
また、擔風の三回忌の昭和 41 年には門下生

らや地域の人々により、詩碑の隣に「擔風先生
筆塚」の碑が建てられました。筆塚の碑の文字
は、擔風が生前親交の厚かった永平寺の熊沢
泰禅師によるものです。
そして、園内には昭和 14 年に門人らにより

建てられた種徳碑もあり、擔風が門下生や地
域の人々に慕われていた様子がしのばれます。

孝忠園 · 擔風先生筆塚
たんぷう

こう ちゅう えん

うぐいうら

しゅとく ひ

図書館を利用する皆さんが、安心して本を読めるよう
「図書除菌機」を設置しました。30 秒で一度に６冊の本
を、紫外線を使って除菌し、消臭抗菌剤を循環させた風
で、本に挟まったほこりやにおいを取り除きます。ご自
由にご利用いただけますので、快適に読書をお楽しみく
ださい。

トレーニング室に新たに懸垂機 1 台を導入しました。
懸垂運動や押上運動により、胸や腕の筋肉強化やシェイ
プアップに効果を発揮する複数の機能があります。アシ
スト機能も付いていますので、お好みの加重でお使いい
ただけます。

新しい機械と機材を導入しました新しい機械と機材を導入しました！！

くまざわ

たいぜん
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ださい。
▼その他
説明会をポリテクセンター名古
屋港で 4 月 21 日（水）、5 月
12 日（水）、19 日（水）の 午
前9時30分から実施（予約不要）

　・　ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区潮凪町 3 番地）
☎（052）381－2775
　 https://www3.jeed.go.jp/
nagoyakouwan/poly/

曽川下流河川事務所
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
　（0594）24－5725
　https://www.cbr.mlit.go.jp/
　kisokaryu/kasenaigo/

▼選　考　筆記試験、面接（６月
10 日（木）） 

▼募集科　物流機械運転科
▼訓練期間　7 月 2 日（金）～
12 月 23 日（木）（６か月）

▼対象
公共職業安定所(ハローワーク)
で求職登録をしており、訓練受
講が必要と認められ、自動車運
転免許（普通自動車以上）を取
得している人。

▼定員　20 人
▼受講料
無料（教科書、作業服代など自
己負担）

▼申込方法
4 月 1 日（木）から 5 月 31 日
（月）までに、入所願書（ハロー
ワークで配布）を居住地を管轄
するハローワークに提出してく

7 月 1 日（木）～令和 4 年 6 月
30 日（木）

▼活動内容　
日常生活の範囲内において知り
得た河川に関する状況や情報に
ついて、木曽川下流河川事務所
（担当出張所）へ報告する。
▼モニター区間
①木曽川左岸
木曽岬町源緑輪中（国道 23 号
木曽川大橋）から愛西市立田町
富安（立田大橋）まで

②木曽川右岸
桑名市長島町福吉（国道 23 号
木曽川大橋）から愛西市福原新
田町（船頭平閘門）まで

▼募集人数　
モニター区間①・②各 1 名

▼応募資格　
・20 歳以上でモニター区間の近
隣にお住まいの方

・川に接する機会が多く河川愛護
に関心のある方

▼応募方法　
詳細は、ホームページに掲載し
ている募集要項をお読みのう
え、応 募 用 紙 を 郵 送 ま た は
FAX で送付してください。

▼応募締切　5 月 7 日（金）
　国土交通省　中部地方整備局木

研修会初日までにあいち健康プ
ラザで健康度評価を受検してく
ださい。なお、結果によっては、
研修会への参加を見合わせてい
ただく場合があります。

※愛知県が定める研修会開催要綱
の見直しがあった場合、一部内
容などが変更となることがあり
ます。
▼募集期間
4 月 5 日（月）～ 30 日（金）

　・　市役所介護高齢課
（内線 172 ～ 175）

毎年、河川愛護の活動として、
川についての関心や、川を大切に
する気持ちを高めてもらうことを
目的に、木曽三川沿いに住んでい
る小学生から河川愛護ポスターを
募集します。
▼募集内容　
河川愛護に関するポスター「川
をきれいに」「川を大切に」な
どの標語をいれて、八つ切り画
用紙（よこ指定）に描いてくだ
さい。
▼応募資格　
小学生に限ります。詳細は、ホー
ムページをご覧ください。
▼募集期間　
4 月 1 日（木）～ 6 月 4 日（金）
▼その他　
応募作品はすべて河川に看板と
して設置します。また、河川愛
護ポスター展（7 月実施予定）
として展示いたします。

　国土交通省　中部地方整備局木曽
川下流河川事務所
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
　（0594）24－5725
　https://www.cbr.mlit.go.jp/
　kisokaryu/kasenaigo/

地域の皆さんとの交流を深めな
がら、河川愛護の普及啓発を行い、
愛される川づくりについて一緒に
考えていただくため、河川愛護モ
ニターを募集しています。
▼モニター期間　

2021
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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

固定資産税の納税者は、「土地・
家屋価格等縦覧帳簿」にて、自分
の土地や家屋と他の土地や家屋の
価格とを比較することができま
す。
土地の納税者は「土地価格等縦

覧帳簿」を、家屋の納税者は「家
屋価格等縦覧帳簿」をご覧になれ
ます。なお、償却資産には縦覧の
制度はありません。　
▼とき　
4 月 1 日（木）～ 30 日（金）
午前 8時 30分～午後 5時 15分
（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ　
市役所税務課
▼縦覧できる方　
・納税者本人およびその同居の親
族、相続人

・納税管理人
・納税者の代理人 (委任状が必要 )
※非課税および免税点未満の土地
や家屋の所有者は、納税者でな
いため縦覧できません。

※賦課期日（令和 3 年 1 月 1 日）
後に所有者となった方は縦覧で
きません。
▼必要なもの
・本人確認書類（運転免許証、健
康保険証など）

※法人の場合は、社印または代表
者印を押印した委任状

　市役所税務課（内線212～214）

毎年 5 月に市内各所で実施して
いる狂犬病予防集合注射は、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止

と来場される皆さんの健康や安全
を第一に考え、令和 3 年度の狂犬
病予防集合注射を中止します。
予定されていた皆さんにはご迷

惑をおかけしますが、ご理解ご協
力をお願いします。
なお、狂犬病予防注射の接種は

動物病院で受けることができます
ので、3 月に送付しました狂犬病
予防注射の案内葉書を動物病院へ
お持ちください。診察時間や料金
などについては、各動物病院へお
問い合わせください。
　市役所環境課（内線 234）

自宅へお弁当の配達を行う事業
者が 1 社増えます。
【業 者 名】ライフデリ☎31－7341
【配達曜日】週 7 日（月～日曜日）
休業日：1 月 1 日～ 3 日

自宅へのお弁当の配達が昼食も
しくは夕食のいずれかを選択でき
るようになります。変更希望者は
市役所介護高齢課までご連絡くだ
さい。
夕食分の配達ができる事業者は

下記のとおりです。
①【業 者 名】宅配クック　ワン・
ツゥ・スリー
【配達曜日】週 7 日（月～日曜日）
休業日：1 月 1 日～ 3 日
【配達時間】午後 3 時頃～ 5 時
頃（交通状況により変更する場
合があります）
☎（052）442－5101

②【業 者 名】ライフデリ
【配達曜日】週 7 日（月～日曜日）
休業日：1 月 1 日～ 3 日
【配達時間】午後 3 時頃～ 5 時
頃（交通状況により変更する場
合があります）
☎31－7341

　市役所介護高齢課（内線174・
175）

交通事業とまちづくりが連携し
た総合的かつ戦略的な交通施策の
推進を図ることを目的とした、「弥
富市総合交通戦略」を令和 3 年 3
月に策定しました。
▼閲覧方法
市ホームページ、市役所都市整備課

　市役所都市整備課（内線 264）

市では、自転車乗車用ヘルメッ
ト着用を促進し、自転車の転倒事
故の際の頭部負傷の軽減を図るた
め、令和 3 年 4 月から自転車乗
車用ヘルメット購入費の補助を行
います。
▼補助対象者　
令和 3 年 4 月以降に自転車乗車
用ヘルメットを購入した方で、
市内に住所を有し、当該年度に
満 7 歳以上満 18 歳以下となる
方および満 65歳以上となる方
▼補助対象経費
・自転車乗車用ヘルメット購入費
とし、1 人につき 1 個限り

※対象となる自転車乗車用ヘル
メットは、SG マーク、JCF マー
ク、CE マークなど安全性の認
証を受けた新品の自転車乗車用
ヘルメット
▼補助金額
自転車乗車用ヘルメット購入価
格の２分の１（10 円未満の端数
は切捨て）で、上限 2,000 円
▼申請方法
自転車乗車用ヘルメットを購入
し、補助金交付申請書類に必要
事項をご記入の上、領収書と自
転車乗車用ヘルメットの安全認
証適合が分かるもの（自転車乗
車用ヘルメットの現物提示でも
可）を添えて、市役所市民協働
課まで申請してください。

　・　 市役所市民協働課（内線434）

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
する必要があります。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利用できる
方については、市内在住の方のみ
とします。
また、各種制限や注意事項があ

りますので、利用する際は、必ず
「感染症対策特設サイト」にて確
認していただくか、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

厚生労働省では、4 月 2 日の「世
界自閉症啓発デー」および 4 月 2
日から 8 日の「発達障害啓発週間」
を社会全体で自閉症をはじめとす
る発達障がいの啓発に取り組む機
会と捉え、各地で啓発活動が行わ
れます。
この機会に、自閉症をはじめと

する発達障がいについて考えてみ
ましょう。
　市役所福祉課（内線 162）

見えにくい、見えないなど見え
方が気になるお子さんの教育相談
を実施しています。また、社会人
の方で、見え方が気になる方の相
談も行っています。お気軽にお電
話ください。
▼受付日　月～金曜日　
午前 9 時～午後 4 時 30 分

　愛知県立名古屋盲学校
（名古屋市千種区北千種一丁目
8 番 22 号）
☎（052）711－0009

検察審査会は、国民の中から「く
じ」で選ばれた 11 人の検察審査
員によって構成され、検察官が被
疑者を裁判にかけなかったこと
（不起訴処分といいます）の当否
について審査します。20 歳以上
の方は検察審査員に選ばれること
があります。検察審査員に選ばれ

た際は、この任務に協力をお願い
します。
　名古屋簡易裁判所別館庁舎内
名古屋第一・第二検察審査会事務局
（名古屋市中区三の丸一丁目 7
番 5号）
☎(052)203－2423・2425

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）

令和 4 年 1 月 9 日（日）に行
う「成人式」の企画や運営を自分
たちの手で演出してみませんか。
▼対象者　
平成 13 年 4 月 2 日～平成 14
年 4 月 1 日生まれの方

▼内容　
式典およびアトラクションの内
容を企画・運営など

▼募集期間　
4月24日（土）～5月30日（日）

　市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

選挙権の年齢が満 18 歳以上と
なり、高校生に政治や地方行政へ
の関心を高めてもらうとともに、
次世代を担う高校生の提案などを
まちづくりに活かすため、高校生
議会を開催します。
▼とき　10 月 9 日（土）　
開催日までに勉強会を 3 回行い
ます。（8 月 6 日（金）・11 日
（水）・18 日（水）午後を予定）
▼ところ　
議会本会議場（市役所本庁舎 5
階）
▼対象者　
市内在住および市内の高校に通
学している高校生
▼定員　16 名
（3 ～ 4 名のグループでの申し
込みも可能です）応募多数の場
合は、応募内容を加味した上で
抽選を行います。なお、定員に
達しない場合、開催できないこ
とがあります。
▼申込期限　
4 月 29 日（木・祝）午後 5 時
▼申込方法　
参加申込書に必要事項（質問や
提案など）を記入し、市役所生
涯学習課へ提出してください。

※参加申込書は市ホームページ
（イベント情報「弥富市高校生
議会」）よりダウンロードして
ください。

　・　市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

市では、市の公共交通バス「き
んちゃんバス」について、市民の
皆さんの意見をお聞きするため、
地域公共交通活性化協議会に参加
していただける委員を募集しま
す。
▼募集期間　
4 月 1 日（木）～ 26 日（月）
▼定員　2 名
▼応募資格
・市内在住の満 18 歳以上で地域
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2 回目1 回目日　程

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。

※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。

公共交通に関心がある方
・平日開催の会議に出席できる方
▼任期
　令和 3 年 6 月～令和 5 年 3 月
▼任務
　年 4 回程の会議にて市の公共交
通バスなどへのご意見をいただ
きます。委員の方には報酬（会
議 1 回につき 5,000 円）をお
支払いします。
▼応募方法
・所定の応募用紙に、住所、氏名、

生年月日、電話番号、応募理由
を記入し、市役所市民協働課へ
郵送または持参してください。

・応募用紙は、市役所市民協働課
および市ホームページで入手で
きます。
▼決定通知
5 月中旬に文書にて本人にお知
らせします。

　・　 市役所市民協働課（内線 434）

健康日本 21 あいち新計画を推
進する担い手となる健康づくり
リーダーを養成し、健康づくり事
業（元気塾、ふれあいサロンなど）
で活躍する人材の育成を目的とし
て募集します。
▼とき
全 6 回予定（日程未定、例年 9
月～ 11 月頃に開催）
▼ところ
あいち健康プラザ（知多郡東浦町）
▼募集人数　5 名程度
▼応募条件
・市内在住の満 18 歳以上の方
・健康づくり事業に積極的な活動
を希望する方

・ボランティア活動に理解と関心
のある方

・全ての研修日程に出席できる方
（研修日程は 5 月中旬頃に公表
予定。公表後申込者に、参加へ
の最終確認をします）

※原則、研修会場へは公共交通機
関により直接行ってください。
（交通費は実費支給します）
※登録研修会を安全に行うため、

成人式実行委員を募集

弥富市総合交通戦略の策定

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
4 月の予定

自転車乗車用ヘルメット
購入費を補助します

給食サービス新規事業者
追加のお知らせ

給食サービス事業
変更のお知らせ

固定資産評価額（土地・家屋）
の縦覧について

令和 3 年度狂犬病
予防集合注射の中止について

　・　 海部南部権利擁護センター　☎69－8181　　69－8180　　shien@amanankenri.net

成年後見制度に関する巡回相談【要予約】
　毎月第 3 水曜日、相談員による無料相談を実施します。

▼とき　4 月 21 日（水）
①午後 1 時 30 分～ 2 時 20 分
②午後 2 時 30 分～ 3 時 20 分
③午後 3 時 30 分～ 4 時 20 分
▼ところ　市役所 1 階相談室

弁護士による法律相談【要予約】
　毎月第 3 木曜日、弁護士による権利擁護や
成年後見に関わる無料相談を実施します。
▼とき　4 月 15 日（木）
①午後 1 時～ 1 時 50 分
②午後 2 時～ 2 時 50 分
③午後 3 時～ 3 時 50 分
▼ところ　海部南部権利擁護センター（十四山支所 1 階）

4 月 2日は
「世界自閉症啓発デー」です

愛知県立名古屋盲学校
教育相談

県営名古屋空港からの
お知らせ

検察審査員に選ばれたら
協力を

※詳しくは海部南部権利擁護センターホームページをご覧ください。　※受付時間　平日午前 9 時～午後 5 時（祝日・年末年始を除く）
※手話通訳・要約筆記など障がいのための配慮が必要な方はご連絡ください。

お知らせします

募集します
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0567-65-6632

愛知県弥富市前ヶ須町東勘助 111-3

（火～金）13:00-21:00　（土）10:00-18:00

日,月

「弥富英会話」で検索

当クラブでは、手指の消毒、マスクの着用
定期的な換気、室内の消毒を行っております。

おしゃれでアットホームな英会話教室

English club BASEベース

ベビーから大人まで、外国人の先生と一緒
に英語を楽しんでいます。アシスタントの
先生もクラスに入るので安心です。

住
営
休
WEB

P 有

ださい。
▼その他
説明会をポリテクセンター名古
屋港で 4 月 21 日（水）、5 月
12 日（水）、19 日（水）の 午
前9時30分から実施（予約不要）

　・　ポリテクセンター名古屋港
（名古屋市港区潮凪町 3 番地）
☎（052）381－2775
　 https://www3.jeed.go.jp/
nagoyakouwan/poly/

曽川下流河川事務所
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
　（0594）24－5725
　https://www.cbr.mlit.go.jp/
　kisokaryu/kasenaigo/

▼選　考　筆記試験、面接（６月
10 日（木）） 

▼募集科　物流機械運転科
▼訓練期間　7 月 2 日（金）～
12 月 23 日（木）（６か月）

▼対象
公共職業安定所(ハローワーク)
で求職登録をしており、訓練受
講が必要と認められ、自動車運
転免許（普通自動車以上）を取
得している人。

▼定員　20 人
▼受講料
無料（教科書、作業服代など自
己負担）

▼申込方法
4 月 1 日（木）から 5 月 31 日
（月）までに、入所願書（ハロー
ワークで配布）を居住地を管轄
するハローワークに提出してく

7 月 1 日（木）～令和 4 年 6 月
30 日（木）

▼活動内容　
日常生活の範囲内において知り
得た河川に関する状況や情報に
ついて、木曽川下流河川事務所
（担当出張所）へ報告する。
▼モニター区間
①木曽川左岸
木曽岬町源緑輪中（国道 23 号
木曽川大橋）から愛西市立田町
富安（立田大橋）まで

②木曽川右岸
桑名市長島町福吉（国道 23 号
木曽川大橋）から愛西市福原新
田町（船頭平閘門）まで

▼募集人数　
モニター区間①・②各 1 名

▼応募資格　
・20 歳以上でモニター区間の近
隣にお住まいの方

・川に接する機会が多く河川愛護
に関心のある方

▼応募方法　
詳細は、ホームページに掲載し
ている募集要項をお読みのう
え、応 募 用 紙 を 郵 送 ま た は
FAX で送付してください。

▼応募締切　5 月 7 日（金）
　国土交通省　中部地方整備局木

研修会初日までにあいち健康プ
ラザで健康度評価を受検してく
ださい。なお、結果によっては、
研修会への参加を見合わせてい
ただく場合があります。

※愛知県が定める研修会開催要綱
の見直しがあった場合、一部内
容などが変更となることがあり
ます。
▼募集期間
4 月 5 日（月）～ 30 日（金）

　・　市役所介護高齢課
（内線 172 ～ 175）

毎年、河川愛護の活動として、
川についての関心や、川を大切に
する気持ちを高めてもらうことを
目的に、木曽三川沿いに住んでい
る小学生から河川愛護ポスターを
募集します。
▼募集内容　
河川愛護に関するポスター「川
をきれいに」「川を大切に」な
どの標語をいれて、八つ切り画
用紙（よこ指定）に描いてくだ
さい。
▼応募資格　
小学生に限ります。詳細は、ホー
ムページをご覧ください。
▼募集期間　
4 月 1 日（木）～ 6 月 4 日（金）
▼その他　
応募作品はすべて河川に看板と
して設置します。また、河川愛
護ポスター展（7 月実施予定）
として展示いたします。

　国土交通省　中部地方整備局木曽
川下流河川事務所
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
　（0594）24－5725
　https://www.cbr.mlit.go.jp/
　kisokaryu/kasenaigo/

地域の皆さんとの交流を深めな
がら、河川愛護の普及啓発を行い、
愛される川づくりについて一緒に
考えていただくため、河川愛護モ
ニターを募集しています。
▼モニター期間　

固定資産税の納税者は、「土地・
家屋価格等縦覧帳簿」にて、自分
の土地や家屋と他の土地や家屋の
価格とを比較することができま
す。
土地の納税者は「土地価格等縦

覧帳簿」を、家屋の納税者は「家
屋価格等縦覧帳簿」をご覧になれ
ます。なお、償却資産には縦覧の
制度はありません。　
▼とき　
4 月 1 日（木）～ 30 日（金）
午前 8時 30分～午後 5時 15分
（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ　
市役所税務課
▼縦覧できる方　
・納税者本人およびその同居の親
族、相続人

・納税管理人
・納税者の代理人 (委任状が必要 )
※非課税および免税点未満の土地
や家屋の所有者は、納税者でな
いため縦覧できません。

※賦課期日（令和 3 年 1 月 1 日）
後に所有者となった方は縦覧で
きません。
▼必要なもの
・本人確認書類（運転免許証、健
康保険証など）

※法人の場合は、社印または代表
者印を押印した委任状

　市役所税務課（内線212～214）

毎年 5 月に市内各所で実施して
いる狂犬病予防集合注射は、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止

と来場される皆さんの健康や安全
を第一に考え、令和 3 年度の狂犬
病予防集合注射を中止します。
予定されていた皆さんにはご迷

惑をおかけしますが、ご理解ご協
力をお願いします。
なお、狂犬病予防注射の接種は

動物病院で受けることができます
ので、3 月に送付しました狂犬病
予防注射の案内葉書を動物病院へ
お持ちください。診察時間や料金
などについては、各動物病院へお
問い合わせください。
　市役所環境課（内線 234）

自宅へお弁当の配達を行う事業
者が 1 社増えます。
【業 者 名】ライフデリ☎31－7341
【配達曜日】週 7 日（月～日曜日）
休業日：1 月 1 日～ 3 日

自宅へのお弁当の配達が昼食も
しくは夕食のいずれかを選択でき
るようになります。変更希望者は
市役所介護高齢課までご連絡くだ
さい。
夕食分の配達ができる事業者は

下記のとおりです。
①【業 者 名】宅配クック　ワン・
ツゥ・スリー
【配達曜日】週 7 日（月～日曜日）
休業日：1 月 1 日～ 3 日
【配達時間】午後 3 時頃～ 5 時
頃（交通状況により変更する場
合があります）
☎（052）442－5101

②【業 者 名】ライフデリ
【配達曜日】週 7 日（月～日曜日）
休業日：1 月 1 日～ 3 日
【配達時間】午後 3 時頃～ 5 時
頃（交通状況により変更する場
合があります）
☎31－7341

　市役所介護高齢課（内線174・
175）

交通事業とまちづくりが連携し
た総合的かつ戦略的な交通施策の
推進を図ることを目的とした、「弥
富市総合交通戦略」を令和 3 年 3
月に策定しました。
▼閲覧方法
市ホームページ、市役所都市整備課

　市役所都市整備課（内線 264）

市では、自転車乗車用ヘルメッ
ト着用を促進し、自転車の転倒事
故の際の頭部負傷の軽減を図るた
め、令和 3 年 4 月から自転車乗
車用ヘルメット購入費の補助を行
います。
▼補助対象者　
令和 3 年 4 月以降に自転車乗車
用ヘルメットを購入した方で、
市内に住所を有し、当該年度に
満 7 歳以上満 18 歳以下となる
方および満 65歳以上となる方
▼補助対象経費
・自転車乗車用ヘルメット購入費
とし、1 人につき 1 個限り

※対象となる自転車乗車用ヘル
メットは、SG マーク、JCF マー
ク、CE マークなど安全性の認
証を受けた新品の自転車乗車用
ヘルメット
▼補助金額
自転車乗車用ヘルメット購入価
格の２分の１（10 円未満の端数
は切捨て）で、上限 2,000 円
▼申請方法
自転車乗車用ヘルメットを購入
し、補助金交付申請書類に必要
事項をご記入の上、領収書と自
転車乗車用ヘルメットの安全認
証適合が分かるもの（自転車乗
車用ヘルメットの現物提示でも
可）を添えて、市役所市民協働
課まで申請してください。

　・　 市役所市民協働課（内線434）

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
する必要があります。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利用できる
方については、市内在住の方のみ
とします。
また、各種制限や注意事項があ

りますので、利用する際は、必ず
「感染症対策特設サイト」にて確
認していただくか、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

厚生労働省では、4 月 2 日の「世
界自閉症啓発デー」および 4 月 2
日から 8 日の「発達障害啓発週間」
を社会全体で自閉症をはじめとす
る発達障がいの啓発に取り組む機
会と捉え、各地で啓発活動が行わ
れます。
この機会に、自閉症をはじめと

する発達障がいについて考えてみ
ましょう。
　市役所福祉課（内線 162）

見えにくい、見えないなど見え
方が気になるお子さんの教育相談
を実施しています。また、社会人
の方で、見え方が気になる方の相
談も行っています。お気軽にお電
話ください。
▼受付日　月～金曜日　
午前 9 時～午後 4 時 30 分

　愛知県立名古屋盲学校
（名古屋市千種区北千種一丁目
8 番 22 号）
☎（052）711－0009

検察審査会は、国民の中から「く
じ」で選ばれた 11 人の検察審査
員によって構成され、検察官が被
疑者を裁判にかけなかったこと
（不起訴処分といいます）の当否
について審査します。20 歳以上
の方は検察審査員に選ばれること
があります。検察審査員に選ばれ

た際は、この任務に協力をお願い
します。
　名古屋簡易裁判所別館庁舎内
名古屋第一・第二検察審査会事務局
（名古屋市中区三の丸一丁目 7
番 5号）
☎(052)203－2423・2425

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）

令和 4 年 1 月 9 日（日）に行
う「成人式」の企画や運営を自分
たちの手で演出してみませんか。
▼対象者　
平成 13 年 4 月 2 日～平成 14
年 4 月 1 日生まれの方
▼内容　
式典およびアトラクションの内
容を企画・運営など
▼募集期間　
4月24日（土）～5月30日（日）

　市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

選挙権の年齢が満 18 歳以上と
なり、高校生に政治や地方行政へ
の関心を高めてもらうとともに、
次世代を担う高校生の提案などを
まちづくりに活かすため、高校生
議会を開催します。
▼とき　10 月 9 日（土）　
開催日までに勉強会を 3 回行い
ます。（8 月 6 日（金）・11 日
（水）・18 日（水）午後を予定）
▼ところ　
議会本会議場（市役所本庁舎 5
階）
▼対象者　
市内在住および市内の高校に通
学している高校生
▼定員　16 名
（3 ～ 4 名のグループでの申し
込みも可能です）応募多数の場
合は、応募内容を加味した上で
抽選を行います。なお、定員に
達しない場合、開催できないこ
とがあります。
▼申込期限　
4 月 29 日（木・祝）午後 5 時
▼申込方法　
参加申込書に必要事項（質問や
提案など）を記入し、市役所生
涯学習課へ提出してください。

※参加申込書は市ホームページ
（イベント情報「弥富市高校生
議会」）よりダウンロードして
ください。

　・　市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

市では、市の公共交通バス「き
んちゃんバス」について、市民の
皆さんの意見をお聞きするため、
地域公共交通活性化協議会に参加
していただける委員を募集しま
す。
▼募集期間　
4 月 1 日（木）～ 26 日（月）
▼定員　2 名
▼応募資格
・市内在住の満 18 歳以上で地域

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。

※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。

公共交通に関心がある方
・平日開催の会議に出席できる方
▼任期
　令和 3 年 6 月～令和 5 年 3 月
▼任務
　年 4 回程の会議にて市の公共交
通バスなどへのご意見をいただ
きます。委員の方には報酬（会
議 1 回につき 5,000 円）をお
支払いします。
▼応募方法
・所定の応募用紙に、住所、氏名、

生年月日、電話番号、応募理由
を記入し、市役所市民協働課へ
郵送または持参してください。

・応募用紙は、市役所市民協働課
および市ホームページで入手で
きます。
▼決定通知
5 月中旬に文書にて本人にお知
らせします。

　・　 市役所市民協働課（内線 434）

健康日本 21 あいち新計画を推
進する担い手となる健康づくり
リーダーを養成し、健康づくり事
業（元気塾、ふれあいサロンなど）
で活躍する人材の育成を目的とし
て募集します。
▼とき
全 6 回予定（日程未定、例年 9
月～ 11 月頃に開催）
▼ところ
あいち健康プラザ（知多郡東浦町）
▼募集人数　5 名程度
▼応募条件
・市内在住の満 18 歳以上の方
・健康づくり事業に積極的な活動
を希望する方

・ボランティア活動に理解と関心
のある方

・全ての研修日程に出席できる方
（研修日程は 5 月中旬頃に公表
予定。公表後申込者に、参加へ
の最終確認をします）

※原則、研修会場へは公共交通機
関により直接行ってください。
（交通費は実費支給します）
※登録研修会を安全に行うため、

勤務場所
募集の種類
勤務日

市立保育所
保育士
月～金曜日（週2日以上）
8:30～16:30（7時間）または、
8:30～17:00（7時間30分）勤務時間

(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

勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。

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。

その他

賃金・手当など

必要書類

以上のとおりご寄付いただき
ありがとうございました。

社会福祉協議会に
▼ユニー株式会社
“小さな善意で大きな愛の
輪運動”ピアゴ十四山店  様

  金11,782円
▼海野寿美 様 金1,000円

♥ 寄　付 ♥

河川愛護ポスター募集

河川愛護モニター募集

令和 3 年度愛知県
健康づくりリーダーバンク
登録研修会参加者の募集

ポリテクセンター
名古屋港　物流機械
運転科受講生を募集

　・　市役所児童課（内線 154）

　神戸自治会では、地域のコミュニティ活動の充実を図るため、一般財
団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施してい
る「宝くじ助成一般コミュニティ助成事業」により、神楽太鼓 1 台、欅
長太鼓 1 台を購入しました。今後、地域のイベントなどで活用され、地
域活動がますます盛んになることが期待されます。

弥富市地域公共交通
活性化協議会委員を募集

弥富市高校生議会の
高校生議員を募集

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。
192021（令和3）年 4月号 広報やとみ18 2021（令和3）年 4月号 広報やとみ
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スマートフォン（またはタブレットなど）のアプリを利用して、市税を納付することができます。
納付書に印刷されているバーコードを読み込み、市役所や金融機関、コンビニエンスストアなどの
窓口に出向くことなく、いつでも、どこでも市税を納付することができます。

●オンラインでの決済になるため領収書は発行されません。領収書が必要な方は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエン
スストア、市役所で納付してください。

●市役所窓口で納税証明書（車検用など）が発行できるのは、納付完了からおおむね 2 開庁日以降となります。お急ぎで納税証
明書が必要な方は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア、市役所で納付していただき、収納課窓口で領収書
を提示し、申請してください。

●納付手続き完了後の取り消しはできません。使用した納付書は破棄するなど、二重納付にご注意ください。
●手数料は無料ですが、通信にかかる費用は自己負担となります。

スマートフォン決済アプリで
市税の納付ができます

　市役所収納課（内線 224・225）

PayPay 残高から支払い

PayPay

LINE Pay 残高から支払い

LINE Pay PayB

登録した金融機関口座から
即時引き落とし

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

4/１～5/10
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

父と娘の認知症日記
長谷川 和夫 / 著

親も自分もすり減らない !?
シングル介護術

さらだ たまこ / 著

教室に並んだ背表紙
相沢 沙呼 / 著

図 書 名 筆 者 名

●十二支えほん
●妖怪の子預かります
●盆踊りの戦後史
●虫は人の鏡
●地図で読む松本清張
●二人がいた食卓
●透明な耳。

谷山 彩子
廣嶋 玲子
大石 始
養老 孟司
北川 清
遠藤 彩見
村本 大志

■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
※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　４月 10日 ( 土 )　午前 10時～正午　 ▼ところ　図書館

▼テキスト「生きるぼくら」(原田 マハ /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 !!!

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。

4月6日（火）
～28日（水）大人 200円在住・在勤・

在学
文化広場

市民グランド

【１日目】
5月9日(日）
【２日目】
5月16日(日)
【予備日】
5月23日(日)

第16回
市軟式野球大会

参加資格 参加費
※1 人あたり 申込期間ところと　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）

スポーツ大会に参加しませんか

注意事項

利用できない
納付書

利用方法

利用可能なスマートフォン決済アプリ

STEP 1
上記いずれかのスマートフォン
決済アプリをインストールし、
初期登録の手続きを行います。
すでに登録済の場合、初期登
録の必要はありませんので、
STEP2 にお進みください。

STEP 2 STEP 3 STEP 4

●納付書 1 枚の金額が 30 万円を超えるもの ●バーコードが印字されていないもの
●バーコードの読み取りができないもの ●金額を訂正したもの ●取扱期限を過ぎたもの

スマートフォン
決済アプリか
ら、納付書に
印刷されてい
るバーコードを
読み込みます。

支払い内容が表示さ
れますので、内容を
ご確認のうえ決済を
行います。

納付完了。（完了メッ
セージをご確認くだ
さい）

納付できる市税 市県民税
（普通徴収） 固定資産税 軽自動車税

（種別割）
国民健康
保険税
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市役所健康推進課（保健センター）（内線 311～ 317）

4月

20歳以上の方

妊娠中の方
産後１年以内の方

対象者 実施期間

令和4年3月31日
まで

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8～9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4～5か月頃のお子さんを対象に個別通知します。
※Ｈ30.4月生まれ以降の方には、日本脳炎１期の予
診票を３歳児健診の案内と一緒に送付します。３歳過
ぎてから医療機関にて接種をしてください。

母子保健 受付時間 対象者 内容など 場　所実施日

26日（月）

6日（火）

15日（木）

14日（水）
令和2年10月出生児 生後５～６か月頃のお子さん

４月～６月まで離乳食講習
会 【後期】はお休みです。

·管理栄養士による離乳食の話など

離乳食初期・
中期の動画は
こちらから→

予防接種の詳細はこちらからもご覧いただけます→

※МＲ２期・日本脳炎２期・２種混合については４月に対象の方へ個別通知をしています。
※ＭＲ１期・水痘は１歳のお誕生日前日から接種できます。
※子宮頸がん予防接種対象の方で市外で接種を希望される場合は、接種前に市役所健康推進課へ連絡をしてください。
　詳しくは市ホームページ【令和３年度予防接種事業のご案内】をご覧ください。　　　　

令和2年11月出生児

1歳6か月児
健康診査

保健
センター
(市役所
３階) 

3歳児健康診査

13：00～13：30

13：00～13：30

9：15～9：30

10：30～10：45

13：00～13：30

離乳食講習会【前期】
※希望の方は事前
に予約が必要です。

歯周病検診

妊産婦歯科
健診

無料

検診が受けられる歯科医院一覧（「令和3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。
※妊産婦の方は、受診時に妊産婦歯科健診受
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・日曜日・祝日を除く）
8:30～15:00

不定期（土・日曜日・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・日曜日・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・日曜日・祝日を除く）
9:00～15:00(要予約) 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)

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・日曜日、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。
妊娠届出書（医療機関が発行したもの）、本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証など）が必要です。マイナンバーの記入
が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちでない方は「通知カード」をお持ちください。

・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。
・２歳児ピカピカ歯科教室は、２歳６か月ピカピカ歯科教室に変わり１０月より実施します。市ホームページでご確認ください。

※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。

●健康手帳について：検診結果および精密検査結果は健康手帳を利用して、ご自身で管理しましょう。健康手帳は厚生労働省ホームページからダウンロードができます。

※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。

体　、顕微授精による不妊治療費の一部を助成します。

助成関係

小学校入学おめでとうございます。わたしは学校のはいしゃさん
です。むしばなど きみたちのお口の中のびょうきをしらべたり、学校
ではみがきのしかたなどを いっしょにべんきょうしたりします。6年
かんよろしくね。
むしばはお口の中にいる「むしばきん」という ばいきんが「は」に

あなをあけてしまう びょうきです。「は」にあながあくと いたかった
り ごはんをしっかり かめなくなったりします。むしばきんは ごはん
をたべたあと、たくさんでてきます。むしばにならないために ごは
んをたべたら はみがきをしてむしばきんをとりましょう。でも、むし
ばきんはお口の中にかくれるのがじょうずだから、よるねるまえは
おうちの人にもういちどみがいてもらってね。
むしばきんは　あまいおかしや　ジュースがだいすきです。むし

ばにならないように あまいおかしを ダラダラたべたり、たべすぎな
いようにしましょう。ジュースものみすぎないようにしましょう。
むしばは　くすりをのんだり　つけたりしても　なおりません。む

しばになってしまったら、はやくはいしゃさんで　なおさないといけ
ないから　ときどき　いつもいっている はいしゃさんに　みても
らいましょう。おうちの人に　むしばがあると、きみたちも　むしば
になりやすいから　おうちの人もいっしょに　みてもらってね。
では、学校で　あいましょう。
しっかり　はみがきしてきてね。

４月下旬頃に
“がん検診等受診券”が
自宅に届きます。
がん検診等受診券とは？ 
·あなたが今年度受けられる
がん検診等の種類をご案内します。
·市のがん検診を予約·受診する際に受診機関に提出します。
がん検診等受診券の使い方は？
①がん検診等受診券が届く（はがき又は封書）
※紛失された場合は、健康推進課にお申し出ください
※子宮がん·乳がん検診無料クーポン券対象者の方は、
　クーポンが同封されます。

②届いたがん検診等受診券を持参し、がん検診を受ける
※詳しい受診方法は、4月号広報と同時配布の「令和3
　年度弥富市がん検診·健康増進事業のご案内」をご覧
　ください。

③医療機関（集団検診の
　場合は保健センター）が、
受けたがん検診に
チェックを入れる
※各検診ごとにがん検診等
　受診券は必要です。

④受診後は、控えとして
　お使い下さい

早期発見・早期治療で、自分の体を守りましょう

受けよう がん検診！！
～第１５7回～ 4 月号 その 464

小学1年生になるみなさんへ

（海部歯科医師会）

予防接種に
ついて
お知らせ

令和４年３月３１日までの、定期接種対象者は以下のとおりです。対象者には４月中旬までに、高齢者肺炎球菌予防接
種券を郵送しますので、この機会にぜひ接種してください。

②６０歳以上６５歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の
機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障が
いのある方（身体障害者１級程度）

高齢者肺炎球菌ワクチン接種（定期接種）について

▼対象者　①次の生年月日に該当する方
６５歳

７０歳

７５歳

８０歳

８５歳

９０歳

９５歳

１００歳

昭和３１年４月２日生～昭和３２年４月１日生

昭和２６年４月２日生～昭和２７年４月１日生

昭和２１年４月２日生～昭和２２年４月１日生

昭和１６年４月２日生～昭和１７年４月１日生

昭和１１年４月２日生～昭和１２年４月１日生

昭和 ６年４月２日生～昭和　７年４月１日生

大正１５年４月２日生～昭和　２年４月１日生

大正１０年４月２日生～大正１１年４月１日生

▼接種期間　4月1日(木)～令和4年3月31日(木)
▼接種回数　定期接種回数は1人１回限りとなります。
※今までに肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）の接種を受けた
ことのある方は（自費も含みます）定期接種を終了したものと
みなします。接種後５年以上経過していても、定期接種の対象
とはなりません。
▼接種費用　2,000円
▼接種方法　高齢者肺炎球菌予防接種券、健康保険証、接種
費用を持参して、指定医療機関に予約の上、接種してくださ
い。指定医療機関など、詳しくは郵送する案内をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症が心配なとき

【平日夜間】
17：30 ～ 9：00
【土・日曜日、祝日】
24 時間体制

☎（052）856-0315夜間・
休日相談窓口

【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）

津島保健所 ☎24－6999

受付日時電話番号電話相談窓口
 発熱などの症状が生じた場合
▼相談・受診方法
　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。

▼受診・相談センター

※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いては、市ホームページをご覧ください。

しょう がく  いち  ねん   せい

しょう がっ こうにゅうがく がっ こう

がっ こう

がっ こう

ろくねん

くち なか

くち

ひと

ひと

ひと

なか

くち なか
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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
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