
翌年２月発送：11 月・12 月診
　療
世帯の中に該当月の受診者がい
ない場合は送付されません。
また、原則再交付はしませんの
で、届きましたら大切に保管して
ください。
▼確定申告の医療費控除で使われ
る方へ
11月と12月診療分については、
　翌年２月中旬以降に発送されま
　すので、お待ちください。
医療費通知は、送付時期に届い
　ている医療機関からの請求に基
　づいて作成しているため、医療
　機関からの請求が遅れているな
　どの状況で、医療費が記載され
　ない場合があります。
医療費通知に記載がされなかっ
　た自己負担額については、医療
　機関から発行される領収書を参
　考にする必要がありますので、
領収書はすぐには捨てずに保管
　するようお願いします。
市役所保険年金課　
（内線 122・123）

▼と　き　６月 24 日（木）
　午後１時 30 分～３時
　受付開始時間　午後１時
▼ところ　蟹江中央公民館
　１階　研修室
▼内　容　
 ・成年後見制度の基礎知識
 ・海部南部権利擁護センターを活
　用しよう
▼講　師　特定非営利活動法人
　海部南部権利擁護センター職員
▼対象者　
　弥富市、蟹江町、飛島村在住・
　在勤の方
▼定　員
　30 名（事前申し込みが必要）
　海部南部権利擁護センター
　☎69-8181　
　　69-8180
　　shien@amanan
　　kenri.net

　②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方、もしくは
現在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある方

▼願書配布
　５月 25 日（火）から６月 30
日（水）までに、市役所、愛知
県福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民事
務所広報コーナー、愛知県社会
福祉協議会で配布します。

▼受付期間　
　6月 1 日（火）～ 30日（水）
▼試験日　10月 10日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人材
センター　介護支援専門員実務
研修受講試験係

 ・６月１日（火）～ 10月８日（金）
　☎（052）212－5530
 ・上記期間以外
　☎（052）212－5516

※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

40 歳から 74 歳までの国民健
康保険加入者に、特定健康診査を
実施しています。６月１日（火）
から個別医療機関で健診を受ける
ことができます。特定健康診査で
は、生活習慣病と深くかかわるメ
タボリックシンドロームとその予
備軍の人を早期発見していきま
す。また健診結果から対象者を選
定し、対象者に合わせた教室や相
談のご案内をします。
▼特定健診（個別医療機関）実施
期間
６月１日（火）～10月30日（土）
市役所保険年金課（内線 125）

市の国民健康保険に加入されて
いる被保険者全員の、医療機関で
受診した医療費を記載した「医療
費のお知らせ（医療費通知）」を世
帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる
　診療月
医療費通知は、年６回、偶数月

　の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10月発送：７月・８月診療
12月発送：９月・10月診療

②公的年金などを受給しており、
　令和３年４月分の児童扶養手当
　の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影
　響を受けて家計が急変するな
　ど、収入が児童扶養手当を受給
　している方と同じ水準となって
　いる方
▼支給額
児童 1 人当たり一律５万円
▼申請期限
令和４年２月 28 日（月）
　①に該当する方は申請不要で
　す。令和３年５月に既に支給し
　ています。
　②、③に該当する方は申請が必
　要です。
　市役所児童課（内線 155）

初めての出産を迎えるご夫婦を
対象に、妊娠中の生活や子育てに
ついての教室を実施します。ぜひ
お二人揃ってご参加ください。
▼と　き　７月 25日（日）
　午前 10 時～正午頃（受付９時
45分～）
▼ところ　
　保健センター（市役所３階）
▼対象者
　第１子を妊娠中で安定期の妊婦
とそのパートナー10組（要予約、
先着順）
▼内　容
　保健師による赤ちゃんのお世話
の話、歯科衛生士による歯の話、
沐浴体験、パパの妊婦体験、交
流会など
▼申込期間
6 月1日（火）～７月16日（金）
（定員に達し次第終了）
市役所健康推進課（内線 316）

都市計画の変更について、案の
縦覧を行います。
▼都市計画の種類および名称
　名古屋都市計画生産緑地地区の
変更（市決定）
▼縦覧期間
　６月 14日（月）～ 28日（月）
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
（土・日曜日を除く）
▼縦覧場所
　市役所都市整備課
▼意見書の提出
　この縦覧は、都市計画法第 17
条第１項の規定に基づくもので、
住民および利害関係人は、縦覧
期間内に限り、意見書を提出す
ることができます。
　市役所都市整備課（内線 264）

国内には、約８万 2,800 人 ( 令
和３年１月１日現在、法務省統計 )
の不法残留者がいると言われ、そ
の大半は不法に就労しているもの
とみられ、凶悪犯罪や薬物犯罪な
どの悪質で組織的な犯罪に関与す
る者もいるなど、不法滞在者対策
はわが国の治安対策上重要な課題
の１つになっています。
警察では、これら不法滞在者の
取締りを行い、「安心」して暮らせ
る「安全」な地域づくりを目指し
ていますので、情報提供など、市
民の皆さんのご理解とご協力をお

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。

合 言葉は、『渡すな危険！！
キャッシュカード』です。
愛知県蟹江警察署生活安全課　
☎95－0110

弥富市内犯罪発生状況（令和３年
３月）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
　①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務、または特
定の相談援助業務に通算５年以
上の実務経験がある方

　☎052－954－6799

市役所職員などを名乗る「詐欺
犯人からのニセ電話情報」が多数
よせられています！
【手口】
1. 犯人はニセ電話で「保険料の払
い戻しがあります。振り込みの
ための口座番号を教えてくださ
い」などと言って口座情報や
キャッシュカードの暗証番号な
どを聞き出します。
2. その後、金融機関職員などを名
乗るニセ電話で「口座が古いた
め利用できなくなっています。
職員を自宅に向かわせます。職
員にキャッシュカードを渡して
ください。」と連絡し、自宅を訪
問した犯人がキャッシュカード
を騙し取る手口です。

【対策】
　ポイントは、「固定電話」です。
自動録音機能や警告機能のある　
電話を利用しましょう。
相手が個人情報を聞き出したら、
電話を中断して警察に相談しま
しょう。

願いします。
　愛知県蟹江警察署　
　☎95－0110

任期満了に伴い人権擁護員が令
和３年４月１日付けで法務大臣よ
り次のとおり委嘱されました。
〈再任〉飯田一氏
〈再任〉西川邦夫氏
〈新任〉竹川彰氏
人権擁護委員は『あなたの街の
相談パートナー』として地域の皆
さんから人権相談を受け問題解決
のお手伝いをしたり、人権侵害の
被害者を救済したり、人権につい
て関心を持ってもらえるような啓
発活動を行っています。
　市役所福祉課（内線 165）

県教育委員会では、教科書に対
する理解や関心を深めていただく
ために、教科書展示会を開催いた
します。
※教科書の貸出しはできません。
▼と　き　
　６月４日（金）～７月１日（木）
　（休館日を除く）
▼開館時間　
　午前９時～午後５時
▼ところ　愛西市中央図書館
　（愛西市須依町東田面６番地）
愛知県教育委員会義務教育課　

令和３年度のキャッチフレーズ
は、「女だから、男だから、では
なく、私だから、の時代へ。」です。
男女共同参画社会は、男性も女

性も、一人ひとりが職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を十分に発揮できる社
会です。そうした社会の実現に向
けて、各界、各層においてさまざ
まな取り組みが行われるよう、国
では男女共同参画社会基本法の施
行日（平成11年６月 23 日）にち
なみ、「男女共同参画週間」を実
施しています。
男女共同参画社会を実現するた

めには行政だけでなく、市民の皆
さん一人ひとりの取り組みが必要
です。それぞれの立場で「これか
ら」の社会について考え、男女が
共に、さまざまな分野において活
躍できる元気な弥富市をつくりま
しょう。
　市役所市民協働課（内線 433）

自己成長したりグループの成長
を促すためには、関係性を俯瞰し
てより良い関係性づくりに働きか
けることが大切です。この講座で
は、グループで楽しいワークを体
験しながらそうしたことを学んで
いきます。
人間関係で悩む方、自己成長し

たい方、会議などの場をうまく進行
したい方、グループの活性を図りた
い方など、ぜひご参加ください。
▼と　き　
　８月28日（土）、29日（日）、い
　ずれも午前９時 10 分～午後４
　時 50 分
▼ところ　総合福祉センター
▼料　金　9,000 円
   （テキスト代含む）
※７月15日までに申し込まれた方
　は 1,000 円引き

名古屋都市計画道路に「８・７・
783 号 弥富駅自由通路」を追加
するため、住民説明会を開催しま
す。
なお、新型コロナウイルス感染
拡大防止措置として、会場にご来
場いただけない方のために説明会
資料をＨＰで公開しています。
https://www.city.yatomi.lg.
jp/shisei/1000749/1000750
/1004191.html
▼と　き
６月 30 日（水）午後７時～
▼ところ
図書館棟３階　市民ホール
市役所都市整備課（内線 264）

児童手当を受けている方は、６
月初旬に「現況届」を郵送します
ので、６月末日までに提出してく
ださい。提出がないと、６月分以
降の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。
市役所児童課（内線 155）

ひとり親世帯を支援するため、
給付金を支給します。
▼支給対象者
　以下のいずれかに該当する方
①令和３年４月分の児童扶養手当
　が支給された方

▼主　催　
　弥富市レクリエーション協会
▼後　援　弥富市、市教育委員会、
市社会福祉協議会

▼備　考
　問い合わせいただいた方に詳し
　いチラシをお届けします。
　本事業は、「弥富市地域づくり
　補助金」を得て実施しています。
　コロナウイルス対応で延期にな
　る場合は、申込者にはその旨ご
　案内いたします。
　弥富市レクリエーション協会
鯖戸善弘　☎52-2062
携帯☎（090）3950-8983

　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利用できる
方は、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。
▼利用料
大人 250 円・中学生 120 円
①10：00～②14：30～③18：30～

蟹江警察署からのお知らせ

都市計画の変更（案）の縦覧

新型コロナウイルス感染症が心配なとき

海部地区環境事務組合
職員募集

第 24 回愛知県介護支援
専門員実務研修受講試験

海部地区小中学校教科書
展示会の開催のお知らせ

『あなたの街の相談パートナー』
人権擁護委員の紹介

不法滞在・不法就労防止
にご協力ください

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。
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発熱などの症状が生じた場合 ▼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

津島保健所

電話番号

24－6999

受付日時

【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）
856－0315

【平日夜間】17：30～9：00
【土・日曜日、祝日】24時間体制

令和３年度海部地区環境事務組
合職員採用試験（令和４年度採用）
を次のとおり実施します。
▼募集職種　
　事務職
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
　令和３年７月 17日（土）
▼試験要領・申込書の配布
6 月 1 日（火）から海部地区

環境事務組合総務課で配布しま
す。なお、組合ホームページ
（http://www.atkankyo.or.jp）
からも入手できます。
▼受付期間
　令和３年 6 月 1 日（火）～ 1８
日（金）（必着）

　海部地区環境事務組合総務課　
　（津島市新開町二丁目 212 番地）
☎28－3810

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・手当等

必要書類

　市役所児童課　市役所児童課で随時受け付けします。

社会福祉協議会に
▼はなもも会様 金4,915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 ♥

▼相談・受診方法

総務省東海総合通信局
不法無線局の相談
（☎052-971-9107）　
テレビ等の受信障害の相談
（☎052-971-9648）

募集します

【技適マーク】

◆電波の利用には、原則、免
許が必要です。

◆無線機器の使用
には「技適マー
ク」の確認をし
ましょう。

◆外国規格の無線
機器は国内では使用できま
せん。

不明な点は下記の所までお問
い合わせください。

6 月 1日～ 6月
10 日は電波利用
環境保護周知啓発
強化期間です
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