
弥富駅周辺の課題および
対策について



地 方 消 費 税
交 付 金

問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和3年6月1日現在）

人口　44,134人（－17）
男　　22,152人（－36）
女　　21,982人（+19）
世帯　18,347　（－9）

弥富市の財政状況
弥富駅周辺の課題および対策について
災害から命を守るために備えましょう
令和 3年度新型コロナウイルスワクチン
予防接種のご案内
行事予定カレンダー
・7月の行事予定
国民年金からのお知らせ
トピックス
・後期高齢者医療制度のお知らせ
まちの話題
市長の部屋
子どもは宝　やとみのたから
・7月生まれの子どもたち
一時保育を行っています
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教育の広場
・広島研修
くらしの情報
スポーツ
図書館だより
保健センターだより
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　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。

　市役所福祉課では、生理用品の無償配布を開始します。
詳細は、P.23「くらしの情報」をご覧ください。

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 《納期限：８月２日（月）》

固定資産税　　　　　　２期
国民健康保険税　　　　１期
介護保険料　　　　　　２期
後期高齢者医療保険料　１期

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

今月の表紙は、十四山保育所の子ど
もたちによる七夕の飾りつけです。子ど
もたちは、「けいさつかんになりたい」「お
おきくなったらぱぱみたいになれますよ
うに」「ぴあののせんせいになれますよう
に」など、それぞれの将来の夢を込めて
短冊に書きました。
その後、大きな笹にくずかごや吹き流

し、短冊などを飾りつけし立派な七夕飾
りが完成しました。

市有財産の状況

国 庫 支 出 金

繰 入 金

市 税 民 生 費

総 務 費

教 育 費

土 木 費

公 債 費

衛 生 費

消 防 費

商 工 費

そ の 他

市 債

県 支 出 金

繰 越 金

地 方 譲 与 税

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

210億6,559.3万円
198億2,322.1万円

歳入 歳出 歳出予算額 210億6,559.3万円
184億7,934.8万円

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。
今回は、令和 2 年度下半期の財政状況をお知らせします。なお、数値は令和 3 年 3 月 31 日現在のものですが、
出納整理期間がありますので、決算額とは異なります。
令和 2 年度予算の令和 3 年 3 月 31 日現在の執行状況は、一般会計の予算現額 210 億 6,559.3 万円に対し、
収入済額 198 億 2,322.1 万円、支出済額 184 億 7,934.8 万円となっています。市債の現在高は、総額 223
億 1,010.9 万円で、このうち一般会計の市債現在高は、143 億 1,319.7 万円で全体の 64.1％を占めています。

支 出 済 額

904,046.25 ㎡

予算額 84 億 5,563.2 万円　収入済額（83億 4,464.5 万円）
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68億 4,039.0 万円（65億 4,632.7 万円）

143 億 1,319.7 万円
(64.1%)

●市債現在高　223億1,010.9万円

12 億 8,936.8 万円
(5.8%)

67 億 754.4 万円
(30.1%)

市債の状況

163,783.17 ㎡

19億 5,418.2 万円
（19億 1,863.5 万円）

予算額 112 億 3,898.0 万円　支出済額（105億 6,351.1 万円）

18億 9,751.1 万円（15億 6,453.6 万円）

18億 1,847.4 万円（12億 4,222.2 万円）

17億 1,335.2 万円（12億 2,478.4 万円）

10億 8,665.2 万円（8億 5,365.5 万円）

10億 7,833.1 万円（10億 7,832.0 万円）

9億 953.1 万円（7億 8,370.2 万円）

7億 3,347.3 万円（6億 9,917.8 万円）

3億 9,810.5 万円（2億 8,996.6 万円）

1億 9,118.4 万円（1億 7,947.4 万円）

11億 4,370.0 万円（6億 5,550.0 万円）

11億 3,460.1 万円（8億 3,407.4 万円）

9億 7,800.0 万円（9億 7,864.7 万円）

5億 9,248.2 円（5億 9,248.3 万円）

5億 3,777.4 万円（5億 3,224.7 万円）

3億 2,460.0 万円（3億 2,998.4 万円）

3億 515.0 万円（3億 514.6 万円）

7億 5,326.4 万円（7億 416.8 万円）

地 方 交 付 税

弥富市の財政状況

農 林
水 産 業 費

生理用品の無償配布します。
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弥富駅周辺の課題に対応するため、交通結節点機能の
強化や踏切対策およびバリアフリー化に向けて、
自由通路整備に取り組みます。

 弥富駅周辺地区の現状と課題
■ＪＲ関西本線、名鉄尾西線、近鉄名古屋線により、地域が南北に分断されているため、北側地区から
のアクセスを始めとする交通が限定的で不便
■弥富駅周辺では幅の狭い道路が多く、歩道も未整備のままとなっており、踏切道では歩行者、自転
車、自動車が混雑し、交通誘導員を配置しなければならないほど危険
■通勤・通学する駅利用者のほかに、送迎車両や通過交通が集中し、朝夕のラッシュ時には各所で渋滞
が発生

 これまでに検討されてきた経緯
・昭和 25 年　近鉄、ＪＲ、名鉄を駅前広場で結ぶ案の検討を実施（～昭和 53 年頃）
・昭和 54 年　駅周辺地区の整備構想を作成し、協議・検討を開始
・昭和 62 年　駅周辺土地区画整理事業（駅北・駅中・駅南の 3 地区 約 25ha）の基本計画を作成
・平成 14 年　土地区画整理事業のほかに道路整備を基本とした整備も含めて検討（～平成 16 年）
・平成 18 年　弥富町と十四山村が町村合併
・平成 21 年　第 1次弥富市総合計画、弥富市都市計画マスタープランを策定（当事業を主要施策に位置付け）
・平成 22 年　弥富駅周辺整備基本構想を策定し、ＪＲ名鉄弥富駅自由通路整備事業の検討を開始
・平成 26 年　第 1 次弥富市総合計画（後期基本計画）を受けて、関係事業者と協議を再開
・平成 28 年　施政方針で自由通路および橋上駅舎化事業の着手を公表
・平成 29 年　自由通路および橋上駅舎化に関する調査設計を実施（～令和元年）
・平成 31 年　第 2次弥富市総合計画、弥富市都市計画マスタープランを策定（当事業を主要施策に位置付け）
・令和３年 　 ＪＲ名鉄弥富駅自由通路および橋上駅舎化事業に関する覚書を締結

 弥富駅周辺地区のまちづくり方針
積年の課題となっている南北地区の分断、東西にある踏切道の安全確保、駅周辺地区のバリアフリー
化に向けて、整備効果の発現が早い自由通路整備事業を実施し、東西踏切道の横断交通量を減少させ、
周辺交通の安全性と利便性を向上させます。
自由通路と北口駅前広場の整備により、交通結節機能の強化を図った上で、ＪＲ名鉄弥富駅と近鉄弥富
駅間の連携およびバリアフリー化の強化を駅周辺まちづくり事業や県道整備事業により実施します。

詳しくはこちら

自由通路および駅前広場整備

南口外観イメージ

弥富駅周辺の構想

自由通路イメージ

安全で快適な 駅前づくり

交通結節機能の強化
(自由通路、駅前広場、きんちゃんバス、駐輪場 ) 
駅北地区のアクセス改善 

交通渋滞の軽減

交通渋滞の軽減

踏切の交通集中回避 
歩行者錯綜の早期改善
安心・安全な交通確保

※ピーク遮断時間 : 約 20分 /時間
踏切の交通集中回避
歩行者錯綜の早期改善
安心・安全な交通確保

※ピーク遮断時間 : 約 20分 /時間
※交通誘導員配置 : 7 時～10時 

駅間の連携強化
道路整備による安全と安心確保
まちの賑わい創出 

・コンパクトで利便性の高い都市拠点の整備
・南北地区の連携が取れた一体的なまちづくり
・安全・快適に暮らせる道路空間の整備
・人が集い、交流できる魅力ある空間の整備
・生活サービス施設の立地誘導

交通渋滞の軽減
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初夏から秋にかけては水害が発生しやすい季節です。水害はまだまだ大丈夫と思っていて
も、急激に状況が変化する場合があります。危険が迫ってからでは手遅れになることもありま
すので、異変を感じたらすぐに対応できるよう日頃から準備をしておきましょう。

①避難所や危険箇所の確認
自宅からの適切な避難所や周辺の危険箇所についてハザードマップなどで事前に確認しましょう。
また、避難する経路の安全確保も重要です。

②自宅での安全確保
自宅での安全が確保できる場合は、在宅避難を検討しましょう（２階以上へ垂直避難）。ただし、自
宅での安全確保がされていないにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大を恐れて避難するこ
とを迷わないように注意してください。

③避難する場所の検討
市が指定した避難所だけでなく、災害の危険のない親戚や友人・知人の家など、避難所が密集・密
接状態になることを防ぐために検討しましょう。

④衛生管理に必要な物資などの持参
避難所では衛生用品を十分確保することが難しくなります。感染防止や健康の観点から避難所へ携
行する物（食料や水など）に下記のものも加えて持参してください。
・マスク（タオルなど）
・体温計
・アルコール消毒液
・ティッシュ、ペーパータオル、ウエットティッシュ
・ポリ袋
・最低３日分の食料と飲料水
・常備薬
・スリッパ
・着替え
・つめ切り
・生理用品　など

市では、国、愛知県、気象庁と連携をとり、気象情報に注視しながら、命の危険がおよぶ場合には、
いち早く避難情報（警戒レベル３以上）を発令し、皆さんに避難をお願いします。
避難情報を発令した場合には、市内の避難所を随時開設しますが、自宅の２階以上への避難（垂直避
難）することも大変有効となります。

今年度から従来使用されてきた「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に統一されました。気象庁および
市が発表する避難情報につきましては、以下のとおりです。

市が、災害の恐れがあり避難が必要と判断した場合は、避難情報（警戒レベル３以上）を発令し、防災
行政無線や広報車、携帯電話の緊急速報メール、市ホームページ、防災情報ツイッターなどを通じてお
伝えします。
避難情報（警戒レベル３以上）が発令される前でも、自主的に判断して、早めの避難を心がけましょ
う。

災害に備えた事前確認

自分の住んでいる場所が避難の必要がある場所か確認する

弥富市が発令する避難情報

避難のために考えておきましょう

災害から命を守るために備えましょう

災害から命を守るために備えましょう
状況警戒レベル

（洪水・土砂災害） 市民の行動 避難行動を促す情報

警　戒
レベル5

警　戒
レベル4
警　戒
レベル3
警　戒
レベル2
警　戒
レベル1

災害が発生
または切迫

命の危険、
直ちに安全確保

災害発生の
恐れが高い

危険な場所から
全員避難

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

災害発生の
恐れがある

危険な場所から
高齢者らは避難

気象状況悪化
自らの
避難行動を
確認

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

今後気象状況
悪化の恐れ

災害への
心構えを
高める

既に災害が発生している
状況です

◎自主避難
自主避難所に関しては、原則、飲料水、食料品、日用品、寝具などの提供
を行いません。各自の判断で最低限の必要品を用意して避難してください。
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市が指定した避難所だけでなく、災害の危険のない親戚や友人・知人の家など、避難所が密集・密接
状態になることを防ぐためにお願いします。

避難所については、密集した空間で集団生活により新型コロナウイルス感染症のリスクが高まる危険
性があります。
市においても可能な限り避難所の衛生環境の確保に努めてまいりますが、少しでも感染リスクを軽減
するため、次のことについてご協力をお願いします。

※万が一、避難所内で発熱や咳などの症状が出た場合は、速やかに避難所担当に申告し、指示を受けて
ください。

◎情報を取る手段
テレビ、ラジオ、同報無線、安全・安心メール、エリアメール、防災アプリ、広報車両による避難
広報、市ホームページ、近隣の方との声かけ

◎どんな内容を見聞きすればよいか
①気象情報
②避難行動情報
③避難所開設状況
④わが身に影響を及ぼす被害状況

情報を早めにしっかり取ってください

◎弥富市安全・防災メールの登録はこちらから
①親戚や知人の家などへの避難が可能か確認する

以下の症状がある場合は、かかりつけ医、もしくは津島保健所（電話 26－4137）に相談
してください。
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状はないか。
・重症化しやすい方（高齢の方や基礎疾患などがある方）で発熱や咳などの軽い風邪の症状
はないか。

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いていないか。

②避難する際には健康状態を確認する（必ず検温をお願いします）

・自宅にて検温を行い、受け付けで体温を申告
してください

・うがい、手洗い、咳エチケットを徹底する
・避難者同士の間隔をあける
・定期的に検温、室内の換気、消毒を行う

風水害時の避難所における
新型コロナウイルス感染症対策

③避難所内での感染拡大を防止するため、避難所を開設した際は、
　市では以下の対応を行いますのでご協力お願いします

災害から命を守る避難情報!!

市役所防災課（内線 483）※今回上記のようなシールを作成しました。防災行政無線は天候などにより聞きづらいことがありま
す。ぜひご活用ください。

その他の防災情報については、市ホームページをご覧いただくか、二次元コードを
読み取りご覧ください。

ＰＣ・スマートフォン
の場合

フィーチャーフォン
（ガラケー）の場合
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 予約について
・日比クリニックは、８月分の接種からＷeb予約、コールセンターでの予約に変更します。
　また、７月接種分の予約は終了しております。
・偕行会リハビリテーション病院は、リハビリテーション病院で透析等治療を行っている方のみが対象
となるため、予約受け付けができません。

・予約の変更・キャンセルはコールセンターへお電話ください。Ｗebでは行うことができません。

新型コロナウイルスワクチン接種券の再交付については、市役所健康推進課へお問い合わせください。

弥富市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種
Ｗeb予約はこちら

弥富市ホームページ
新型コロナウイルスワクチン推進室からの

お知らせ

予約・　 弥富市ワクチン接種コールセンター☎66ー 0097（平日午前8時 30分～午後5時 15分）

7月 ※予定ですので、ワクチンの供給状況などによりスケジュール変更になる可能性があります。
日土金木水火月

令和３年６月 17 日現在

令和３年度新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内

 ワクチン接種について
保健センター、市内医療機関で新型コロナウイルスワクチン予防接種を実施しております。
希望の方は、Ｗeb予約またはコールセンターへ予約をお願いします。
※接種実施日についてはＷeb予約にてご確認ください。ワクチン接種は必ず予約が必要です。
※かかりつけ医のある方は、接種日までに予防接種を受けてよいか、相談されることを推奨します。（か
かりつけ医以外で接種する方のみ）

【保健センター】
13：30～ 16：30
（２回目の方のみ）

【保健センター】
9：00～ 16：30
9：00～ 12：00
（２回目の方のみ）
13：30～ 16：30
（２回目の方のみ）

【保健センター】
13：30～ 15：00
（１回目の方のみ）
→２回目 8/7

★50～ 59歳の方
　予約受付開始予定日

【保健センター】
13：30～ 15：00
13：30～ 14：15
（２回目の方のみ）
14：15～ 15：00
（1回目の方のみ）
→２回目 7/20

【保健センター】
13：30～ 15：00
13：30～ 14：15
（２回目の方のみ）
14：15～ 15：00
（1回目の方のみ）
→２回目 7/27

【保健センター】
9：00～ 16：30
9：00～ 12：00
（1回目の方のみ）
→２回目 8/8 午前
13：30～ 16：30
（2回目の方のみ）

【保健センター】
9：00～ 16：30
9：00～ 12：00
（１回目の方のみ）
13：30～ 16：30
（１回目の方のみ）
→２回目 8/22

【保健センター】
13：30～ 15：00
13：30～ 14：15
（２回目の方のみ）
14：15～ 15：00
（1回目の方のみ）
→２回目 8/5

【保健センター】
13：30～ 15：00
13：30～ 14：15
（２回目の方のみ）
14：15～ 15：00
（1回目の方のみ）
→２回目 8/8

【保健センター】
13：30～ 14：15
（２回目の方のみ）

新型コロナウイルス感染症が心配なとき
▼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

愛知県健康相談窓口
月曜日～金曜日　午前9時～午後5時30分 ☎（052）954ー6272

上記以外の日時 ☎（052）526ー5887

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

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。

発熱などの症状が生じた場合

新型コロナウイルスワクチンの接種後に体調が優れないとき

かかりつけ医や最寄りの医療機関、または以下の相談窓口へご
相談ください。

症状がひどい場合やなかなか改善しない場合

▼相談・受診方法
 新型コロナウイルスワクチン接種を受ける方へ事前のお願い
●接種券は台紙のままでお持ちください。（予診票に貼らないでください）
●予診票を記入してお越しください。
●当日は、体温を測り、体調に問題がないことを確認の上、マスクを着用してご来場ください。
●保健センターでの接種について本庁舎 1 階で受け付けを行いますので、必ず 1 階にお越しください。
●接種会場では靴を脱いでいただきます。スリッパなどは用意していません。
●人が密集するのを避けるため、予約時間 15 分前にお越しください。予約時間に遅れた場合は、接種
を受けていただけない場合があります。ご了承ください。

 新型コロナウイルスワクチンの廃棄防止の取り組み（キャンセル待ち）について
６月広報とホームページに掲載しておりますが、接種候補者について対象者年齢を拡大しました。弥
富市のクーポン券をお持ちの１６歳以上の方で連絡があったらすぐに会場まで来ることができる方の受
け付けを行っています。
コールセンターへご連絡いただくか、こちら（vaccine@city.yatomi.lg.jp）の本文に「接種券番号」「
氏名」「生年月日」「電話番号」を記載して送信いただければ、登録いたします。（完了の返信はいたしませ
ん）
※詳細はホームページに掲載しております。

 ６０歳未満の方の予約受付開始について
予約受付開始日が変更となる場合があります。上記弥富市ホームページ「新型コロナウイルスワクチン
推進室からのお知らせ」に随時情報を掲載しますので、ご確認をお願いします。
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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
令和３年度申請免除の受け付けが始まります

追納は申し込みが必要ですので、詳しくは下記へご連絡ください。　　
　中村年金事務所　国民年金課  　
☎（052）453－7200　自動音声案内「2」番を押した後、もう一度「2」番を押してください。

　失業や所得の減少などにより保険料の納付が経済的に難しい場合、未納のままにせず、「国民年
金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

※「１人扶養」、「３人扶養」は、夫か妻のいずれかのみに所得のある世帯の場合です。「３人扶養」の子はいずれも　
　16 歳未満の場合の目安です。
※上記の所得の目安は、標準的なモデルをもとに計算しています。所得の種類や控除額などによって免除に該当
　しない場合もあります。

　・前年所得を審査する必要性から、申請は毎年必要です。
　　（継続審査希望のある方で、全額免除または納付猶予の承認を受けた方は、申請手続き不要です。）
　※過去の期間については、申請日より、原則２年 1 か月前までさかのぼって申請できます。

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の
前年所得が一定額以下の場合、保険料の
全額または一部が免除されます。

20歳～50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以
下の場合、保険料の納付を後払いにできる制度です。

保険料免除制度 保険料納付猶予制度

■免除となる所得の目安　（申請する年度の前年所得で審査されます。）

扶養人数
一　部　納　付

１／４納付 半額納付 ３／４納付
・全額免除
・納付猶予
67 万円

102万円

172万円

103万円

152万円

 240 万円

151万円

205万円

292万円

199万円

257万円

345万円

扶養なし　

１人扶養　（ご夫婦のみ）

３人扶養　（ご夫婦、お子さん 2人）

▼受付期間　７月１日（木）から
▼申請窓口　市役所保険年金課・十四山支所
▼持 ち  物　年金手帳・印鑑
　　　　　　（失業などを理由とするとき）雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など

　国民年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎
年金の年金額が少なくなります。
　承認された期間の保険料は、10 年以内であればさかのぼって納めること（追納）ができます。
　ただし、納める保険料は３年度目以降、加算額が上乗せされます。
　老齢基礎年金の減額を防ぐためにも、なるべく早めに追納するように心がけ、満額の年金に近づけましょう。
※一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。

保険料は追納できます

申請手続

免除となる申請期間 《7 月分から翌年６月分まで》

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。

※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」、「司法書士による相談」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。

休休館日・運休行事予定カレンダー月7
3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

1 2

17

18 19 20 21 22 海の日 スポーツの日23 24

29 30 3125 26 27 28

休きんちゃんバス 休図書館

休図書館

休図書館

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

8月1日 2
休図書館休きんちゃんバス

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

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00
中村年金事務所による
年金相談（予約制）
（市役所）
10：00～15：00

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00
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）
13：00～15：50

消費生活相談（予約制）
（市役所）
13：30～16：00
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

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～正午
１学期終業式
（各小中学校）

奥村整形外科(大治町)
☎ 445－5667

脳神経外科のぞみ
クリニック（あま市）
☎443－5533

こじま整形外科（愛西市）
☎25－9911

駅前ふじたクリニック（あま市）
☎462－0222

小西整形外科（あま市）
☎875－7178

小林クリニック（あま市）
☎444－4500

成年後見制度について
無料相談（予約制）（市役所）
13：30～16：20
司法書士による相続・
登記相談（予約制）
（十四山総合福祉センター）
13：00～15：00

行政相談所
心配ごと相談所
（総合福祉センター）
13：00～16：00

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7 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

≪納期限≫
固定資産税　　　　　  2期
国民健康保険税　　  　1期
後期高齢者医療保険料  1期
介護保険料　　　　  　2期
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市役所保険年金課（内線 126・127）

　７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」および「後期高齢者医療保険料納入通知書（納
付書）」を送付し、お知らせします。

●保険料納付について
 ・納付書または口座振替で納付する場合（普通徴収）
　今回決定した年間保険料額を７月から翌年２月の各納期（全８期）までに納付してください。
　納付書で納める方は８期分を一括してお送りしますので、紛失されないようご注意ください。
 ・年金からの天引きで納付する場合（特別徴収）
　10 月～翌年２月の年金が本徴収です。10 月以降の保険料額は、今回決定した年間保険料額か
ら４月・６月・８月の仮徴収額を差し引いた額となります。
　年度途中に被保険者となった方や保険料額に変更が生じた場合などは、普通徴収と特別徴収の
両方になる場合があります。保険料の納付方法について、必ず納入通知書を確認してください。

　医療機関の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する
と、窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
　医療費が高額になると予想される場合は、事前に申請しておくと便利です。対象になると思わ
れる方は市役所保険年金課へ申請してください。

▼対象　現役Ⅱ・現役Ⅰ・区分Ⅱ・区分Ⅰに該当する方
　　　　※世帯員の中に前年所得の確認ができない方（申告をされてない方）がいる場合は、その
　　　　　方の住民税申告が必要です。（収入のない方もその旨の申告が必要です。）
▼申請に必要なもの　保険証・写真付きの身分証明書など・マイナンバーカードまたは個人番号
　　　　　　　　　　 通知書
　既に認定証の交付を受けている方で令和３年度の負担割合（１割・３割）に変更がない方には、
新しい有効期限（令和４年７月 31 日）の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額
認定証」を７月下旬に送付します。更新の手続きは必要ありません。

令和３年度後期高齢者医療保険料が決定します2

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を3

自己負担限度額（月額）

負担区分 負担
割合

個人の限度額
（外来のみ）

世帯の限度額
（外来＋入院）

交付できる
認定証の種類

現役並み
所得の
ある方

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

課税所得 690万円以上 252,600 円＋（医療費－842,000 円）×１％

167,400 円＋（医療費－558,000 円）×１％

交付できません

交付できません
「限度額適用・標準負担額
減額認定証」が交付できます

「限度額適用認定証」が
交付できます80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１％

３割

1割

課税所得 380万円以上

課税所得 145万円以上

一般
区分Ⅱ
区分Ⅰ

住民税非課税世帯

18,000 円

8,000 円

57,600 円
24,600 円
15,000 円

●後期高齢者医療被保険者証（保険証）の送付
後期高齢者医療保険に加入している方が現在お持ちの保険

証の有効期限は、７月 31 日（土）です。
８月１日（日）から使用していただく保険証は、７月中旬から
順次、簡易書留郵便（転送不要）でお送りします。郵便支店へ
郵便物の転送届を出されている方は、転送先へは配達されませんのでご注意ください。新しい保
険証の色は若草色です。
簡易書留郵便では、受け取るときに押印または署名が必要となります。配達時に不在の場合は、

郵便受けに「不在通知書」が入りますので、郵便支店へ再配達の依頼をしていただくか、直接受け
取りに行ってください。郵便支店での留置期間（不在通知書に記載されている期間）を過ぎると保
険証は市役所に返還されます。その場合は、市役所保険年金課の窓口でお渡ししますので、ご本
人が現在お持ちの保険証と写真付きの身分証明書などの本人確認ができる書類を持ってお越しく
ださい。

●郵送ではなく市役所での受け取りをご希望される場合
　電話などで事前にお申し出ください。
　▼申出期間　７月１日（木）～ 12 日（月）（土・日曜日を除く）
　▼受取期間　７月８日（木）～ 30 日（金）（土・日曜日、祝日を除く）
　▼受取場所　市役所保険年金課（十四山支所ではお取り扱いできません）
　▼持 ち 物　現在お持ちの保険証、写真付きの身分証明書など
　※本人以外の方が受け取りに来られる場合は、委任状が必要です。申し出の際にご相談くだ
　　さい。

●住民登録地と異なる場所へ保険証の郵送を希望する場合
　保険証は郵便支店への転送届では転送されません。後期高齢者医療制度の送付先変更の申請が
必要です。希望される方は本人確認ができる書類を持って７月 12 日（月）までに市役所保険年金
課または十四山支所で手続きをしてください。代理の方がお越しいただく場合は委任状が必要で
す。
　すでに『送付先変更申請書』を提出されている場合は、改めて申請する必要はありません。

●保険証は、有効期限を過ぎると使用できません
　８月１日（日）以降に医療機関などで受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。
現在使用しているオレンジ色の保険証は、８月以降にご自分で破棄していただくか、市役所保険
年金課または十四山支所へ返却してください。

●基準収入額適用申請
　負担割合（１割または３割）は前年所得に応じて毎年決定しています。保険証の更新に伴い、負
担割合が変わることがあります。負担割合が３割と判定された方でも、前年の収入によっては、
申請をすることで負担割合が１割に変わる場合がありますので、該当すると思われる方は申請を
してください。

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせTOPICS

８月から保険証が変わります1

申請により３割→１割となる方
　①同一世帯で被保険者が１人の場合、その収入額が 383 万円未満
　②同一世帯で被保険者が２人以上の場合、その収入額の合計が 520 万円未満
　③同一世帯で被保険者が１人で世帯内に高齢受給者（他の医療保険に加入している 70 歳から
　　74 歳までの方）がいる場合、その収入額の合計が 520 万円未満
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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。

【児童の作文】（抜粋）
この体験をして米づくりをしている人はすごいと思いました。この人たちが田植えをしなければ
私たちはお米が食べられないので本当に感謝です。今度からお米を食べるときはいつも以上に感謝
して食べます。

③ 歩道橋や橋の上では、すぐにしゃがみこんで手すりなどにしがみつき、揺れがおさまったらただちにその場から離れ、広い場所に避難しましょう。 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 歩道橋を歩いている時、地震にあったらどのような行動をとりますか？

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 P17 の下をご覧ください。

できるだけゆっくりと
歩いて歩道橋から降りる。

❷ ❸
その場にしゃがんで手すりや
柵をつかみ、揺れがおさまってから

歩道橋から降りる。

❶
できるだけ急いで
歩道橋から降りる。

歴史民俗資料館から狭い路地を西に入ったあたりは、かつて旅
人が行き交う宿場でした。「ふたつやの渡し」と呼ばれる川港があ
り、弥富特産の金魚も、江戸時代の終わり頃に旅人によって前ケ
須にもたらされたと伝わります。
明治 5 年には、桑名から船で前ケ須に上陸し、陸路で平島、
十四山を経由し熱田に向かう新しい東海道が整備されました。昭
和 8 年に尾張大橋が完成し国道 1 号が開通するまで、前ケ須は
愛知と三重を結ぶ水上交通の要地として繁栄し、郡役所や警察署
などが置かれました。当時の面影は薄れましたが、宿屋や商店が
軒を連ねていた地区には「駅地」という地名が残っています。

今年も酷暑になるのでしょうか。
マスクが暑苦しく感じる季節となりました。
本市では 65 歳以上の皆さんの新型コロナウイルスワクチン接

種が始まり 1 か月が経過しました。
これまでに 2 回接種を済まされた方も多数いらっしゃることと

思いますが、依然として収束には至っておらず、引き続き感染防
止対策をお願いいたします。
これからも希望する市民がワクチン接種を終えるまで、全庁一

丸となって、スムーズな対応に努めてまいりますので皆さまのご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。
元気に夏をお過ごしください。

前ケ須の宿

市長の部屋

「ふたつやの渡し」の碑

５月 26 日、十四山東部小学校の５年生
が、農業体験の一環で田植えをしました。
あいち海部農協から苗を提供していただき、
植え方を教わりました。子どもたちはぬか
るみに足を取られながらも、ていねいに苗
を植えました。このあと、稲刈り、脱穀も
子どもたちで行い、米づくりについて学び
ます。秋にこのお米をいただくのが楽しみ
です。

瑞宝単光章を受章された遠藤東子さん

4 月 29 日、弥富市民生・児童委員協議会会長の遠藤 東子さんが瑞
宝単光章を受章されました。
これは、永年にわたり民生・児童委員として福祉発展にご尽力され
た功績が認められたものです。

受章おめでとうございます

おいしいお米にな～れ！
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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
7

  南 祐輝くん
 みなみ ゆう  き

1歳
（佐古木）

笑顔をいっぱいありがとう！

  濱田 一成くん
 はま　だ  いっ せい

3歳
（前ケ須町）

いつもニコニコ楽しくね！

  谷口 愛侑ちゃん
たに  ぐち あ　 ゆ

1歳
（平島町）

ぐんぐん成長中☆

  加藤 蓮凰くん
か　とう れ　 お

1歳
（松名）

お兄ちゃんと食べるの大好き☆

  松本 直くん
まつ もと なお

3歳
（前ケ須町）

おとんたん　だいすき

  吉村 優真くん
よし  むら ゆう　ま

1歳
（鯏浦町）

 これからも強く優しく育ってね♪

  服部 花音ちゃん
   はっ　とり か　のん

3歳
（五明町）

いちごダイスキ♡かんちゃんです

「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。
「産前・産後サポート事業」のご利用は、子育て世代包括支援センターにご相談ください。
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。

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）☎58－3352( 直通 )

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！

児童館だより 7月1日～8月10日
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

　下記スケジュールは、新型コロナウイルス感染症対策により変更となる
場合があります。

※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。

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

7月31日（土）
14：00～16：00

7月17日（土）
14：00～16：00

7月10日（土）
14：00～16：00

7月17日（土）
14：00～16：00

7月17日（土）
14：00～16：00

7月21日（水）
16：00～

7月10日（土）
10：30～11：00

7月10日（土）
10：30～11：00

7月10日（土）
10：30～11：00

7月10日（土）
10：30～11：00

7月10日（土）
10：30～11：00

7月10日（土）
10：30～11：00

7月3日（土）
10：30～
定員　20名

7月3日（土）
10：30～
定員　20名

7月3日（土）
14：00～
定員　20名

7月3日（土）
10：30～16：30
定員　なし

7月3日（土）
14：00～
定員　20名

7月3日（土）
14：00～
定員　20名

6月28日（月）～

夏をたのしもう

卓球をしよう
（小学生対象）

将棋をしよう
（小学生対象）

★七夕会

七夕飾り作り

8月2日（月）～リサイクル工作

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
☎66－0008
弥生子育て支援センター
☎65－8211
東部子育て支援センター
☎52－4612

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

★じどうかんであそぼう
（1歳以上～
未就学児対象）

一時保育を行っています一時保育を行っています

　市役所児童課（内線 157）、白鳥保育所☎67 ー 1301

※７月１日（木）から住所と電話番号が変わります！！
ファミリー・サポート・センター事務所が現在の東部児童館内から、市役所本庁舎１階児童課横に移転します。
それに伴い、電話番号も☎58－3352 に変更となります。

▼ところ　白鳥保育所
▼対象児童　市内在住の満６か月（翌月の 1 日から）以上就学前までの児童
▼定員　おおむね 5 名
▼利用できる日数　１か月に 10 日以内
▼利用できる時間　（平日）午前 8 時～午後 5 時　（土曜日）午前 8 時～正午
　※日曜日、祝日および年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）は利用でき
　　ません。また、保育所でのイベント開催日は利用できません。
▼料金　１時間当たり　３歳未満児：400 円　３歳以上児：200 円
　※当該年度４月１日の年齢です。
　　当日、白鳥保育所にて現金でお支払いください。
▼申込方法
　利用希望日の前月１日から利用日の 5 日前（土・日曜日、祝日を除く）まで受け付けます。ただし、
　緊急の場合はご相談ください。
　事前に申込書類をご準備の上申し込みください。申込書類は、市役所児童課・白鳥保育所で配布し
　ております。
▼申込場所・時間
　市役所児童課（平日）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　白鳥保育所（平日）午前 8 時～午後 5 時 15 分、（土曜日）午前 8 時～正午

保護者の仕事・就学・職業訓練、家族の病気や入院・冠婚葬祭、心理的、肉体的な育児疲れの解消
のため、一時的に家庭での保育が困難となった児童を保育所で一時的に保育する制度

▼一時保育とは

※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　7月7日(水)～14日(水)【必着】
▼対 象 者　9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）
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【思いを伝え・繋ぐこと】
1945 年８月６日午前８時 15 分、広島の上空から見たこともないくらい大きな雲が出現し、黒い雨が降ってきました。一瞬で

あたりは炎に包まれ、14 万人近くの命が失われました。被爆した人たちの中には、子どもからお年寄りまでたくさんの人がい
ました。原爆投下の数カ月後に、病気が見つかった人もいました。
大切な人や思い出の場所など、たくさんのものを奪ったこの原子爆弾は７６年の時を越えて、今でも私たちに大きな傷跡を残

しています。多くの人に影響を与えたこの日の恐ろしさを、広島県にある「原爆ドーム」から実感することができました。
【平和を願うわたし】
私には家族や友達もいて、毎日平和に過ごすことができています。しかし、平和について

の勉強を進めていく中で、「今ある平和」というものが当たり前ではないことに気付きました。
原爆による放射線被害で白血病になってしまった佐々木偵子さんは、病気の克服を目

指して千羽鶴を折り続けたそうです。現在、平和記念公園には、日本各地から贈られた
折り鶴がたくさんあります。また、平和記念公園には、「平和の鐘」があり、国境のない
世界地図が描かれています。世界中の人々が平和を願う「思い」が形となって表現されて
います。
直接何か行動できなかったとしても、平和について学び続けることや、平和な暮らし

に感謝することが大切であると学ぶことができました。
【私たちと平和】
この広島研修を通して、「今ある平和な生活に感謝すること」がどれだけ大切なことなのかについて、改めて考えるきっかけと
なりました。被爆ピアノ公演、平和に関する授業など、どれもが私に「平和とは何か」を考えるきっかけを与えてくれました。
コロナ禍により、広島の地を訪れることはできませんでしたが、リモート講演や被爆ピアノ演奏を聞くことにより、平和につい
て学ぶべき大切なことを勉強することができました。今ある自分の大切な人やものに感謝し、日頃の生活の中で、その感謝を
伝えていくことが大切だと感じました。
戦争はとても恐ろしいものです。もう二度と戦争を引き起こさないためにも、この研修を通して学んだことを忘れず、自分に

できることを考えて行動していきたいと思います。

【奇跡の音】
原爆が投下された広島で、奇跡的に残ったピアノを修復したもの。それが「被爆ピアノ」

です。僕はこの被爆ピアノの音色を聴いたとき、やさしく癒される気持ちになりました。被
爆ピアノを聴いて改めて「戦争のない時代に生きる僕たちはとても幸せだ」と感じました。
それと同時に、これからもずっと、平和な世界であってほしいという願いが、よりいっそう
強まりました。
戦火を乗り越えたこの「被爆ピアノ」のように、僕たちも強く生きなければならないと思い

ます。広島に行くことはできませんでしたが、学校で実際に「被爆ピアノ」の演奏を聴くこと
ができてよかったです。
【僕たちにできること　～被爆体験伝承者講話を通して～】
リモートでの被爆体験者の伝承講話を通し、二度と戦争を繰り返してはならないと思いました。初めて知ることが多く、こん
なことが本当にこの日本で起こったなんて信じることができませんでした。
原爆によって亡くなった人は約 14 万人。原爆からの放射線の影響で病気になったり、心に傷を負ったりした人はさらにたく

さんいます。今回の講話を通して、原爆のもたらした影響や体験された方々の苦しみを知り、命の尊さを改めて実感しました。
平和な社会の実現のために、原爆の恐ろしさを忘れないようにしたいと思います。
【広島研修で学んだこと】
広島研修を通して、様々な人の平和に対する願いや戦争の悲惨さについて知ることができました。戦争を知らない僕たちも、

戦争の悲劇を忘れてはいけないし、二度と繰り返さないためにも戦争がもたらした悲惨さを語り継いでいくことが必要であると
思いました。
今、この平和な社会があるのも、「二度とこの悲惨な出来事を繰り返してはいけない」という、多くの人々の思いの積み重ねの

上に成り立っているものだと感じました。僕たちもこうした「平和への願いや思い」を受け継ぎ、平和な世界を守り抜いていかな
ければならないという思いを強くしました。
今回、このような貴重な体験ができて本当によかったと思います。今後もこの体験を生かし、生活をしていきたいと思います。

未来へ繋がる道となる
弥富北中学校　長田 晶奈

平和を願う
弥富北中学校　伊藤 大翔

修研島広
教育の広場 【見て、聞いて、感じた　戦争のこと】

ピースあいちでは、戦争の恐ろしさや経緯、そして戦時中の暮らしや様子などをパネ
ルやガイドさんの解説を通じて詳しく知ることができました。私が一番心に残ったところ
は「命の壁」という展示場です。そこには、戦場での兵士の死、東京大空襲での多くの人
の死など、悲惨な現状が鮮明に記録されています。私はそれらを見て、戦争という行い
に対して強い憤りを感じました。たくさんの尊い命が消えるだけの行為を繰り返すこと
に、意味はあるのかと。しかし、起こってしまったことはもうどうにもできません。だか
らこそ私は命の壁に記してあった、「どうか目をそらさないでください」という言葉が強く
印象に残りました。
【世界のために働く人々】
私は JICA 中部で、世界のつながりや SDＧｓについてなど、世界中で起きている現実についてたくさん学ぶことができまし

た。特に青年海外協力隊として海外で活動された方の話はとても興味深いものでした。
その中で一番心に残ったことは、コミュニケーションの大切さです。「派遣先の国で何かを変えるためには、その国の人々と仲
良くなることが第一の条件である」と話してくれました。このことを聞いて、私は改めて「人と人とをつなぐのはコミュニケーショ
ン」だと実感しました。私たちに体験談を話してくれた方々は、私の目にとても輝いて映りました。
【広島研修を振り返って】
私は今回の広島研修で、戦争の恐ろしさ、世界とのつながりの大切さを改めて知ることができました。ピースあいちや被爆

体験伝承者講話などでは実際に体験した人でないと分からない、とても貴重な話を聞くことができました。そして、これから大
切なことは、現実を知るだけではなく、後世へ受け継いでいくことではないかと思いました。JICA 中部では、海外で活躍され
た青年海外協力隊の方の話を聞いて、困っている人や国のために、自分にできることを実際に行動に移すことは、とても格好
よく、誇らしいことだと感じました。
今回の広島研修で学んだこと、感じたことをこれからの自分の人生に生かすことができるよう、これからの学習につなげてい

きたいと思いました。

平和な世界について知る
弥富北中学校　駒田 妃那乃

市役所学校教育課（内線 414）

戦争の悲惨さを伝え、平和を祈念するために、平和パネル展・弥富
市中学校平和学習展示会を開催します。
平和パネル展では、原爆による悲惨な状況を被爆者自らが描いた絵

（複製）などを展示します。
また、弥富市中学校平和学習展示会では、市内の中学生が平和学習

で学んだことをまとめた作品を展示します。
▼と　き　8 月 2 日（月）～ 16 日（月）※土・日曜日、祝日を除く
▼ところ　市役所 1 階　

平和パネル展・
弥富市中学校平和学習展示会
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お困りの方に生理用品を無償配布します

×× さんという銀行員を知って
いますか。同居の家族は何人い
ますか。何時くらいに自宅に帰
りますか。」などと質問をしてき
て、質問に答えるとすぐに電話
を切るという内容でした。

▼対策しましょう
・電話で警察官を名乗っても、金
銭や個人情報に関する電話であ
れば、すぐに電話を切って警察
署に相談してください。
・自宅の電話を在宅時でも留守番
電話設定にしておく。
・電話番号表示サービスなどに加
入する。
・自宅の電話を迷惑電話防止機能
付き電話機に買い替える。

　愛知県蟹江警察署
☎95－0110

市では、ふるさと納税により市
へ寄付をいただいた市外在住の方
に対して、お礼として地元特産品
などをお贈りしています。
市の「魅力発信」、「地元特産品

のＰＲ」をより一層推進するため
に、返礼品の登録にご協力いただ
ける市内事業者を募集します。
▼対象者　原則、市内で生産また
は加工、サービスの提供を行っ
ている事業者

　市役所財政課（内線 462）

▼と　き
7 月 27 日（火）、28 日（水）
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 
▼対　象　小学 3年生～中学 3年生
▼募集人数　各 10 名
▼持ち物　習字道具・筆記用具・

総合福祉センター
▼表彰式
11 月 6 日（土）午前 11 時～
総合社会教育センター

※受賞者には個別にご案内し、賞
品を贈呈します。

　文化協会事務局（市役所生涯学
習課）

悪質商法などによる被害、不適
切な表示に関するトラブル、製品
やサービスなどによる危険や被害
などについて相談したいときは
「消費者ホットライン　局番なし
の『188』」をご利用ください。
「188」へ電話をすると、音声
ガイダンスが流れ、郵便番号を入
力するなどを行えば、お住まいの
地域の消費生活センターなどをご
案内します。
利用料金は、相談窓口につな

がった時点からの通話料金をご負
担いただきます。電話番号および
受付時間の案内ガイダンスについ
ては、電話料金はかかりません。
▼連絡先　消費者ホットライン
☎局番なし　188
※身近な消費生活相談窓口につな
がります。

弥富市内犯罪発生状況（令和3年4月）

市内で、蟹江警察署の警察官を
名乗る「不審電話」が多数寄せら
れています！
【手口】
犯人はニセ電話で「〇× 銀行の

愛知県では、がんのピアサポー
ターによる、がん患者さんとその
ご家族を対象とした電話相談を
行っています。
ほっとライン☎（052）684－8686
○こんな時にご利用ください○
「がんの不安や悩みを聞いてほ
しい」「地域の医療機関の情報
を得たい」「がんの患者会に出
たい」「同じがんの体験者と話
したい」 など
▼と　き　
毎週火・木曜日と土曜日（月2回）

・午前 10 時～正午（受付 11 時
30 分まで）

・午後 1 時～ 4 時（受付 3 時 30
分まで）
※ご予約をお勧めします。詳細日
程の確認、予約はNPO法人ミー
ネット事務局へお問い合わせく
ださい。
　NPO法人ミーネット事務局
☎（052）252－7277
火～土曜日午前 9 時 30 分～午
後 5 時

奇数月に開催しているフリース
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、ご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
変ご迷惑をお掛けしますが、ご理
解の程、よろしくお願いします。
　市社会福祉協議会
☎65－3724

▼投句期限　
8 月 31 日（火）
▼投句用紙
指定のものを使用。投句箱設置
場所にあります。
▼投句箱設置場所
総合社会教育センター、市役所
本庁舎、図書館、十四山支所、

▼受験資格
⑴年齢・学歴　平成 8 年 4 月 2
日以降に生まれ、学校教育法に
基づく高等学校以上を卒業した
者または令和 4 年 3 月卒業見
込みの者

⑵身体要件　消防職員として必要
な身体的適性を有する者

▼申込方法
受験申込書および履歴書を、本
人が海部南部消防本部総務課へ
持参してください。

※様式は、組合ホ－ムペ－ジから
ダウンロ－ドできます。

▼受付期間　
7月14日（水）～8月23日（月）
午前 8 時 30 分～午後 5 時（土・
日曜日、祝日を除く）

▼ 第 1 次試験
9 月 19日（日） 午前 8時 30分

　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3149
　http://www.ama119.jp

放送大学は、令和 3 年 10 月入
学生を募集しています。
資料は放送大学までご請求くだ

さい。
▼申込期限　
第 1 回：8 月 31 日（火）まで
第 2 回：9 月 14 日（火）まで

　放送大学愛知学習センター
☎（052）831－1771

福祉票は緊急時、関係機関との
連絡などに活用しますので、作成
にご協力ください。
　市役所介護高齢課（内線 175）

国民健康保険税は世帯主に課税
されます。世帯主が75歳となり、
後期高齢者医療制度に加入したと
きでも、同世帯で国民健康保険の
加入者がいる場合は、世帯主が納
税義務者になります。
令和3年度に75歳になる方で、
国民健康保険税を 2 月まで年金天
引きで納めた方は 7 月から普通徴
収（納付書払いまたは口座振替）
で納めることになります。
　市役所保険年金課（内線 122・
123）

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でき
る方は、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、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～

▼申請方法
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。
※実施日などは申請された方へ後
日連絡します。
▼申込期限　7 月 26 日（月）
　・　市役所介護高齢課（内線 175）
十四山支所

令和３年度国民健康保険税の低
所得者の世帯に対する均等割と平
等割の軽減基準が表のとおりに変
更となります。なお、国民健康保
険税の税率については変更ありま
せん。

※一定の給与所得者と公的年金な
どに係る所得を有する方の数を
いいます。
　市役所保険年金課
（内線 122・123）

市では高齢者の見守りを目的と
して、高齢者福祉票を整備してい
ます。
7 月より随時、担当地区の民生
委員が昨年度までに福祉票を作成
した方を訪問するとともに、新た
に 70 歳以上でひとり暮らしの方
および 80 歳以上の高齢者のみの
世帯を訪問し、本人の意向を確認
して福祉票を作成します。

ガラスを組み合わせて「壁掛け
ミラー」を作ります。
▼と　き　8 月 20 日（金）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　7 名
▼料　金　2,000 円（材料費）
▼申込方法
7 月 16 日（金）午前 9 時 15
分から総合社会教育センターで
整理券を配布します。午前 9 時
30 分の時点で定員を超えた場
合は抽選を行います。

※電話での受け付けは行いません。
　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

自粛生活のストレスを発散させ
るためにも、ギターの音色や音楽
に触れてみませんか。
▼と　き　7 月 18 日（日）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

▼ところ　総合社会教育センター
3 階　視聴覚室

▼対象者　小学生以上
▼定　員　10 名
▼申込期限　7 月 16 日（金）
▼申込方法
総合社会教育センター、福祉セ
ンター、白鳥コミュニティセン
ターに備え付けの申込書を
FAX または電話にて申し込み
ください。

▼備　考
ギターをお持ちの方は、持参し
てください。

▼本事業は弥富市地域づくり補助
金の対象事業です。

　弥富ファンタジーギターサークル
担当　三村

☎・　65－0526

▼内　容
訓練期間：10 月 5 日 ( 火 ) ～

高齢者福祉票作成のご協力を

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
7 月の予定

国民健康保険税の
低所得者の世帯に対する
軽減基準が変更になります

令和 3 年度ブロック塀等
撤去費補助制度

75 歳になる国民健康保険
加入者の世帯主の方へ

介護保険負担限度額
認定証の更新

2021

7
「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

令和３年度令和２年度
軽減基準（世帯主および国保加入者の合計所得）

33万円＋
（28万５千円×
被保険者
などの数）

43万円＋
（10万円×
給与所得者
などの数※－１）
＋（28万５千円×
被保険者などの数）

33万円＋
（52万円×
被保険者
などの数）

43万円＋
（10万円×
給与所得者
などの数※－１）
＋（52万円×
被保険者などの数）

区　分

５割軽減

33万円

43万円＋
（10万円×
給与所得者
などの数※－１）

７割軽減

２割軽減

③
③
②
③
③
②
③
③
②
③
②
②
③
③

②
②
①
②
②
①
②
②
①
②
①
①
②
②

（金）
（土）
（日）
（火）
（土）
（日）
（水）
（土）
（日）
（火）
（木・祝）
（日）
（金）
（土）

2 日
3 日
4 日
6 日
10 日
11 日
14 日
17 日
18 日
20 日
22 日
25 日
30 日
31 日

2 回目1 回目日　程

介護保険負担限度額認定とは、
要介護（要支援）認定を受けてい
る方で所得の低い方が介護保険施
設への入所または短期入所された
際にかかる食費・居住費を軽減す
る制度になります。
介護保険負担限度額認定証は毎
年 7 月 31 日が有効期限となり、
8 月以降も認定を希望される方は
更新の手続きが必要です。
※8 月 1 日以降に施設サービスや
短期入所の予定がない方または
適用要件が明らかに該当しない
方は申請の必要はありません。
▼適用要件
・本人および世帯全員が住民税非
課税であること（別世帯に配偶
者がいる場合は、別世帯の配偶
者も住民税非課税）
・預貯金などが一定額以下
（詳しくは市役所介護高齢課にお
問い合わせください）
　・　市役所介護高齢課
（内線 172・173）

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
ビスを実施いたします。
▼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
認定を受けた高齢者の方
・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用
世帯の前年度分の市民税に応じ
て、0 円～ 300 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

大規模地震が発生した場合にブ
ロック塀などの転倒による被害を
防ぐため、転倒の恐れがあるブ
ロック塀などの撤去を行う際に工
事費の一部を補助します。
▼対象となるブロック塀など
次の①から④の全てに該当する
もの

①補強コンクリートブロック造お
よびコンクリートブロック、れ
んが、石材などを用いた組積造
の塀または門柱

②道路または公共施設の敷地との
境界に接面して設置されたもの

③接面する道路または公共施設の
敷地からの高さが 1ｍ以上で、
かつ、敷地地盤面からの高さが
60cm 以上のもの

④転倒の恐れがあるもの
▼補助金の額
次の①と②を比較し、いずれか
少ない方の額の 2 分の 1 で、
かつ、上限 10 万円

①対象となるブロック塀などの撤
去に要した経費

②対象となるブロック塀などを撤
去する長さ（ｍ）×1 万円

▼申込方法
工事の着手前（請負契約前）に
市役所都市整備課へ必要書類を
提出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。

▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。

▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。

　市役所都市整備課（内線 262・
263）

管理不全な空家による周辺環境
の悪化を防ぐため、不良住宅とみ
なされた空家の除却を行う場合に
工事費の一部を補助します。
▼対象となる空家
「空き家等対策に係る特別措置
法（以下、特措法）」に規定す
る空家等のうち、市内に存在す
る戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかであ
り、市職員による外観目視調査
により「不良住宅」と判定され
た物件です。
なお、長屋または共同住宅につ
いては全戸において 1 年以上使
用されていないもの、併用住宅
については、居住部分の面積が
延べ床面積の 2 分の 1 以上の
ものが対象となります。

▼補助金の額
補助金の額については、対象と
なる空家の除却に要した費用の
5分の4、または20万円のうち、
いずれか少ない方の額となりま
す。

▼申込方法
対象となる空家に該当し、除却
費の補助を希望する場合は、工
事の着手前（請負契約前）に市

役所都市整備課へ必要書類を提
出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。
▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。
※建物を除却した場合、住宅地特
例が外れることで土地の固定資
産税が上がる場合があります。
また、除却後の更地も適正な管
理をお願いします。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

大規模地震が発生した場合に家
屋の倒壊による被害を防ぐため、
旧耐震基準（旧建築基準）で建て
られた木造住宅に対しての補助制
度です。
◎耐震診断員派遣補助（無料）
▼対象となる建築物
昭和 56 年 5 月 31 日以前に着
工された木造住宅（戸建て、長
屋および共同住宅を含む）
▼申込方法
所定の申込書に必要事項を記入
のうえ、市役所都市整備課に提
出してください。
※申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
◎耐震改修費補助
民間木造住宅の耐震改修費の補
助を実施しています。補助額は、
最大 100 万円となっています。
対象となる住宅は、市または
（財）愛知県住宅センターが実
施する耐震診断を受け、判定値
が 1.0 未満の建物です。その他
詳しい内容については市役所都
市整備課までお問い合わせくだ
さい。
◎耐震シェルター整備費補助
平成 27 年度より、耐震改修費

補助とは別に、耐震シェルター
の整備費の補助も実施していま
す。補助額は、最大 30 万円と
なっています。対象となる住宅
は、市または（財）愛知県住宅
センターが実施する耐震診断を
受けて判定値が 0.4 未満であ
り、なおかつ高齢者または障が
い者が居住している建物です。
その他詳しい内容については市
役所都市整備課までお問い合わ
せください。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

親子で浄化センターを見学し、
下水道の仕組みを学びませんか？
▼と　き　7 月 27 日（火）
午前の部：午前 10 時～正午
午後の部：午後1時30分～3時30分
▼ところ　日光川下流浄化センター
▼内　容　
・浄化センターの見学
・顕微鏡観察「微生物を見つけよう！」
・科学工作など
▼対　象　小学生とその保護者
▼定　員　各 20 名（先着順）（定
員になり次第締め切ります）
▼その他
参加者は動きやすい服装・運動
靴、タオル、上履き持参
（大人用スリッパの用意はあります）
延期または中止にさせていただ
く場合があります。
▼申込方法
日光川下流浄化センターまで電
話で申し込みください。
▼申込期間　
7 月 12 日 ( 月 ) ～ 21 日（水）
（土・日曜日、祝日を除く）
午前 10 時～午後 4 時
　・　日光川下流浄化センター　
☎68－6162

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。

▼申込方法
7 月 5 日 ( 月 ) より受付開始

※定員になり次第締め切ります
　・　市シルバー人材センター
☎65－5515

▼募集項目
・航空学生（航空・海上）
・第 2 回一般曹候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
・自衛官候補生
▼資格
・航空学生
高卒（見込み含む）18 歳以上
23 歳未満の方（航空は 21 歳
未満の方）
・第 2 回一般曹候補生、自衛官候
補生
18 歳以上 33 歳未満の方
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方

▼受付期限
・航空学生
9 月 9 日 ( 木 ) まで
・第 2 回一般曹候補生
9 月 6 日 ( 月 ) まで
・防衛大学校学生（一般）
10月 27日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（医学科）
10月 13日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（看護学科）
10 月 6 日 ( 水 ) まで
・自衛官候補生
年間を通じて受け付けています。

　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
－1－18　ワキタビル 2 階）

☎（0586）73－7522

令和4年3月25日(金)(6か月)
募集科：クレーン運転科
選考：筆記試験、面接 (9 月 9
日 ( 木 ))

▼対象者
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
得している方

▼定　員　30 名
▼料　金 　無料
（教科書、作業服代など負担）
▼申込期間 　
7月1日 (木 )～8月31日 (火 )

▼申込方法
入所願書(ハローワークで配布)
に必要事項を記入し、居住地を
管轄するハローワークに提出

▼その他 
説明会をポリテクセンター名古
屋港で 7 月 21 日 ( 水 )、8 月
4 日 ( 水 )、18 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/

▼と　き　7 月 18 日（日）
午前 9 時～正午

▼ところ　海部南部消防組合消防署
▼内　容　
成人を対象にした心肺蘇生法など
▼定　員　10 名
▼受講資格　
市内在住（小学 5 年生以上）、
在勤の方

▼申込方法
電話で受け付けています。

※定員になり次第締め切ります。
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3111　　52－3114

▼採用人数　若干名
▼採用職　消防職

寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施します

令和 3 年度
空家除却費補助制度

市役所福祉課（内線 164）

長引くコロナ禍による経済的理由や家庭的背景などで生理用品の入手が困難になっている女性に生理用
品を無償配布します。
▼対象者 経済的理由などで生理用品の購入が困難な弥富市民
▼配布内容 生理用ナプキン（昼用）※一人 1パック（一回のみ）、相談案内チラシ
▼配布個数 750 パック
▼配布期間 ・7月 22日（木・祝）～ 25日（日）午前 9時～午後 5時
 ・7月 26日（月）～ 8月 31日（火）（土・日曜日、祝日を除く）午前 8時 30分～午後 5時
 ※在庫が無くなり次第終了します。
▼ところ 市役所福祉課窓口
▼配布方法
市役所 1 階総合案内に設置されている「専用カード」を入手し、市役
所福祉課窓口でご提示ください。来庁者本人にお渡しします。
生理用品が必要であることをお声に出さなくても大丈夫です。

お知らせします

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。

※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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×× さんという銀行員を知って
いますか。同居の家族は何人い
ますか。何時くらいに自宅に帰
りますか。」などと質問をしてき
て、質問に答えるとすぐに電話
を切るという内容でした。

▼対策しましょう
・電話で警察官を名乗っても、金
銭や個人情報に関する電話であ
れば、すぐに電話を切って警察
署に相談してください。
・自宅の電話を在宅時でも留守番
電話設定にしておく。
・電話番号表示サービスなどに加
入する。
・自宅の電話を迷惑電話防止機能
付き電話機に買い替える。

　愛知県蟹江警察署
☎95－0110

市では、ふるさと納税により市
へ寄付をいただいた市外在住の方
に対して、お礼として地元特産品
などをお贈りしています。
市の「魅力発信」、「地元特産品

のＰＲ」をより一層推進するため
に、返礼品の登録にご協力いただ
ける市内事業者を募集します。
▼対象者　原則、市内で生産また
は加工、サービスの提供を行っ
ている事業者

　市役所財政課（内線 462）

▼と　き
7 月 27 日（火）、28 日（水）
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 
▼対　象　小学 3年生～中学 3年生
▼募集人数　各 10 名
▼持ち物　習字道具・筆記用具・

総合福祉センター
▼表彰式
11 月 6 日（土）午前 11 時～
総合社会教育センター

※受賞者には個別にご案内し、賞
品を贈呈します。

　文化協会事務局（市役所生涯学
習課）

悪質商法などによる被害、不適
切な表示に関するトラブル、製品
やサービスなどによる危険や被害
などについて相談したいときは
「消費者ホットライン　局番なし
の『188』」をご利用ください。
「188」へ電話をすると、音声
ガイダンスが流れ、郵便番号を入
力するなどを行えば、お住まいの
地域の消費生活センターなどをご
案内します。
利用料金は、相談窓口につな

がった時点からの通話料金をご負
担いただきます。電話番号および
受付時間の案内ガイダンスについ
ては、電話料金はかかりません。
▼連絡先　消費者ホットライン
☎局番なし　188
※身近な消費生活相談窓口につな
がります。

弥富市内犯罪発生状況（令和3年4月）

市内で、蟹江警察署の警察官を
名乗る「不審電話」が多数寄せら
れています！
【手口】
犯人はニセ電話で「〇× 銀行の

ふるさと納税返礼品
事業者を募集

募集します

愛知県では、がんのピアサポー
ターによる、がん患者さんとその
ご家族を対象とした電話相談を
行っています。
ほっとライン☎（052）684－8686
○こんな時にご利用ください○
「がんの不安や悩みを聞いてほ
しい」「地域の医療機関の情報
を得たい」「がんの患者会に出
たい」「同じがんの体験者と話
したい」 など
▼と　き　
毎週火・木曜日と土曜日（月2回）

・午前 10 時～正午（受付 11 時
30 分まで）

・午後 1 時～ 4 時（受付 3 時 30
分まで）
※ご予約をお勧めします。詳細日
程の確認、予約はNPO法人ミー
ネット事務局へお問い合わせく
ださい。
　NPO法人ミーネット事務局
☎（052）252－7277
火～土曜日午前 9 時 30 分～午
後 5 時

奇数月に開催しているフリース
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、ご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
変ご迷惑をお掛けしますが、ご理
解の程、よろしくお願いします。
　市社会福祉協議会
☎65－3724

▼投句期限　
8 月 31 日（火）
▼投句用紙
指定のものを使用。投句箱設置
場所にあります。
▼投句箱設置場所
総合社会教育センター、市役所
本庁舎、図書館、十四山支所、

▼受験資格
⑴年齢・学歴　平成 8 年 4 月 2
日以降に生まれ、学校教育法に
基づく高等学校以上を卒業した
者または令和 4 年 3 月卒業見
込みの者
⑵身体要件　消防職員として必要
な身体的適性を有する者
▼申込方法
受験申込書および履歴書を、本
人が海部南部消防本部総務課へ
持参してください。
※様式は、組合ホ－ムペ－ジから
ダウンロ－ドできます。
▼受付期間　
7月14日（水）～8月23日（月）
午前 8 時 30 分～午後 5 時（土・
日曜日、祝日を除く）
▼ 第 1 次試験
9 月 19日（日） 午前 8時 30分
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3149
　http://www.ama119.jp

放送大学は、令和 3 年 10 月入
学生を募集しています。
資料は放送大学までご請求くだ
さい。
▼申込期限　
第 1 回：8 月 31 日（火）まで
第 2 回：9 月 14 日（火）まで
　放送大学愛知学習センター
☎（052）831－1771

福祉票は緊急時、関係機関との
連絡などに活用しますので、作成
にご協力ください。
　市役所介護高齢課（内線 175）

国民健康保険税は世帯主に課税
されます。世帯主が75歳となり、
後期高齢者医療制度に加入したと
きでも、同世帯で国民健康保険の
加入者がいる場合は、世帯主が納
税義務者になります。
令和3年度に75歳になる方で、
国民健康保険税を 2 月まで年金天
引きで納めた方は 7 月から普通徴
収（納付書払いまたは口座振替）
で納めることになります。
　市役所保険年金課（内線 122・
123）

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でき
る方は、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、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～

▼申請方法
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。
※実施日などは申請された方へ後
日連絡します。
▼申込期限　7 月 26 日（月）
　・　市役所介護高齢課（内線 175）
十四山支所

令和３年度国民健康保険税の低
所得者の世帯に対する均等割と平
等割の軽減基準が表のとおりに変
更となります。なお、国民健康保
険税の税率については変更ありま
せん。

※一定の給与所得者と公的年金な
どに係る所得を有する方の数を
いいます。
　市役所保険年金課
（内線 122・123）

市では高齢者の見守りを目的と
して、高齢者福祉票を整備してい
ます。
7 月より随時、担当地区の民生
委員が昨年度までに福祉票を作成
した方を訪問するとともに、新た
に 70 歳以上でひとり暮らしの方
および 80 歳以上の高齢者のみの
世帯を訪問し、本人の意向を確認
して福祉票を作成します。

ガラスを組み合わせて「壁掛け
ミラー」を作ります。
▼と　き　8 月 20 日（金）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　7 名
▼料　金　2,000 円（材料費）
▼申込方法
7 月 16 日（金）午前 9 時 15
分から総合社会教育センターで
整理券を配布します。午前 9 時
30 分の時点で定員を超えた場
合は抽選を行います。
※電話での受け付けは行いません。
　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

自粛生活のストレスを発散させ
るためにも、ギターの音色や音楽
に触れてみませんか。
▼と　き　7 月 18 日（日）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
3 階　視聴覚室
▼対象者　小学生以上
▼定　員　10 名
▼申込期限　7 月 16 日（金）
▼申込方法
総合社会教育センター、福祉セ
ンター、白鳥コミュニティセン
ターに備え付けの申込書を
FAX または電話にて申し込み
ください。
▼備　考
ギターをお持ちの方は、持参し
てください。
▼本事業は弥富市地域づくり補助
金の対象事業です。
　弥富ファンタジーギターサークル
担当　三村
☎・　65－0526

▼内　容
訓練期間：10 月 5 日 ( 火 ) ～

自衛官などを募集

第 14 回市民俳句大会開催

がんサポートほっとライン

消費者ホットライン
消費生活相談の電話番号は
188 番（いやや！）へ

フリースペース
『なごみの会』の開催中止
について

警察官をかたる
不審電話に注意！

夏休みの宿題をしよう
習字教室受講生を募集

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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侵入盗
特殊詐欺
自動車盗
車上ねらい
部品狙い
自転車盗
自販機ねらい
ひったくり
強盗

前年比R2年4月R3年4月

※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。

介護保険負担限度額認定とは、
要介護（要支援）認定を受けてい
る方で所得の低い方が介護保険施
設への入所または短期入所された
際にかかる食費・居住費を軽減す
る制度になります。
介護保険負担限度額認定証は毎
年 7 月 31 日が有効期限となり、
8 月以降も認定を希望される方は
更新の手続きが必要です。
※8 月 1 日以降に施設サービスや
短期入所の予定がない方または
適用要件が明らかに該当しない
方は申請の必要はありません。
▼適用要件
・本人および世帯全員が住民税非
課税であること（別世帯に配偶
者がいる場合は、別世帯の配偶
者も住民税非課税）
・預貯金などが一定額以下
（詳しくは市役所介護高齢課にお
問い合わせください）
　・　市役所介護高齢課
（内線 172・173）

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
ビスを実施いたします。
▼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
認定を受けた高齢者の方
・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用
世帯の前年度分の市民税に応じ
て、0 円～ 300 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

大規模地震が発生した場合にブ
ロック塀などの転倒による被害を
防ぐため、転倒の恐れがあるブ
ロック塀などの撤去を行う際に工
事費の一部を補助します。
▼対象となるブロック塀など
次の①から④の全てに該当する
もの

①補強コンクリートブロック造お
よびコンクリートブロック、れ
んが、石材などを用いた組積造
の塀または門柱

②道路または公共施設の敷地との
境界に接面して設置されたもの

③接面する道路または公共施設の
敷地からの高さが 1ｍ以上で、
かつ、敷地地盤面からの高さが
60cm 以上のもの

④転倒の恐れがあるもの
▼補助金の額
次の①と②を比較し、いずれか
少ない方の額の 2 分の 1 で、
かつ、上限 10 万円

①対象となるブロック塀などの撤
去に要した経費

②対象となるブロック塀などを撤
去する長さ（ｍ）×1 万円

▼申込方法
工事の着手前（請負契約前）に
市役所都市整備課へ必要書類を
提出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。

▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。

▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。

　市役所都市整備課（内線 262・
263）

管理不全な空家による周辺環境
の悪化を防ぐため、不良住宅とみ
なされた空家の除却を行う場合に
工事費の一部を補助します。
▼対象となる空家
「空き家等対策に係る特別措置
法（以下、特措法）」に規定す
る空家等のうち、市内に存在す
る戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかであ
り、市職員による外観目視調査
により「不良住宅」と判定され
た物件です。
なお、長屋または共同住宅につ
いては全戸において 1 年以上使
用されていないもの、併用住宅
については、居住部分の面積が
延べ床面積の 2 分の 1 以上の
ものが対象となります。

▼補助金の額
補助金の額については、対象と
なる空家の除却に要した費用の
5分の4、または20万円のうち、
いずれか少ない方の額となりま
す。

▼申込方法
対象となる空家に該当し、除却
費の補助を希望する場合は、工
事の着手前（請負契約前）に市

役所都市整備課へ必要書類を提
出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。
▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。
※建物を除却した場合、住宅地特
例が外れることで土地の固定資
産税が上がる場合があります。
また、除却後の更地も適正な管
理をお願いします。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

大規模地震が発生した場合に家
屋の倒壊による被害を防ぐため、
旧耐震基準（旧建築基準）で建て
られた木造住宅に対しての補助制
度です。
◎耐震診断員派遣補助（無料）
▼対象となる建築物
昭和 56 年 5 月 31 日以前に着
工された木造住宅（戸建て、長
屋および共同住宅を含む）
▼申込方法
所定の申込書に必要事項を記入
のうえ、市役所都市整備課に提
出してください。
※申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
◎耐震改修費補助
民間木造住宅の耐震改修費の補
助を実施しています。補助額は、
最大 100 万円となっています。
対象となる住宅は、市または
（財）愛知県住宅センターが実
施する耐震診断を受け、判定値
が 1.0 未満の建物です。その他
詳しい内容については市役所都
市整備課までお問い合わせくだ
さい。
◎耐震シェルター整備費補助
平成 27 年度より、耐震改修費

補助とは別に、耐震シェルター
の整備費の補助も実施していま
す。補助額は、最大 30 万円と
なっています。対象となる住宅
は、市または（財）愛知県住宅
センターが実施する耐震診断を
受けて判定値が 0.4 未満であ
り、なおかつ高齢者または障が
い者が居住している建物です。
その他詳しい内容については市
役所都市整備課までお問い合わ
せください。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

親子で浄化センターを見学し、
下水道の仕組みを学びませんか？
▼と　き　7 月 27 日（火）
午前の部：午前 10 時～正午
午後の部：午後1時30分～3時30分
▼ところ　日光川下流浄化センター
▼内　容　
・浄化センターの見学
・顕微鏡観察「微生物を見つけよう！」
・科学工作など
▼対　象　小学生とその保護者
▼定　員　各 20 名（先着順）（定
員になり次第締め切ります）
▼その他
参加者は動きやすい服装・運動
靴、タオル、上履き持参
（大人用スリッパの用意はあります）
延期または中止にさせていただ
く場合があります。
▼申込方法
日光川下流浄化センターまで電
話で申し込みください。
▼申込期間　
7 月 12 日 ( 月 ) ～ 21 日（水）
（土・日曜日、祝日を除く）
午前 10 時～午後 4 時
　・　日光川下流浄化センター　
☎68－6162

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。

▼申込方法
7 月 5 日 ( 月 ) より受付開始

※定員になり次第締め切ります
　・　市シルバー人材センター
☎65－5515

▼募集項目
・航空学生（航空・海上）
・第 2 回一般曹候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
・自衛官候補生
▼資格
・航空学生
高卒（見込み含む）18 歳以上
23 歳未満の方（航空は 21 歳
未満の方）
・第 2 回一般曹候補生、自衛官候
補生
18 歳以上 33 歳未満の方
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方

▼受付期限
・航空学生
9 月 9 日 ( 木 ) まで
・第 2 回一般曹候補生
9 月 6 日 ( 月 ) まで
・防衛大学校学生（一般）
10月 27日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（医学科）
10月 13日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（看護学科）
10 月 6 日 ( 水 ) まで
・自衛官候補生
年間を通じて受け付けています。

　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
－1－18　ワキタビル 2 階）

☎（0586）73－7522

令和4年3月25日(金)(6か月)
募集科：クレーン運転科
選考：筆記試験、面接 (9 月 9
日 ( 木 ))
▼対象者
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
得している方
▼定　員　30 名
▼料　金 　無料
（教科書、作業服代など負担）
▼申込期間 　
7月1日 (木 )～8月31日 (火 )
▼申込方法
入所願書(ハローワークで配布)
に必要事項を記入し、居住地を
管轄するハローワークに提出
▼その他 
説明会をポリテクセンター名古
屋港で 7 月 21 日 ( 水 )、8 月
4 日 ( 水 )、18 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/

▼と　き　7 月 18 日（日）
午前 9 時～正午
▼ところ　海部南部消防組合消防署
▼内　容　
成人を対象にした心肺蘇生法など
▼定　員　10 名
▼受講資格　
市内在住（小学 5 年生以上）、
在勤の方
▼申込方法
電話で受け付けています。
※定員になり次第締め切ります。
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3111　　52－3114

▼採用人数　若干名
▼採用職　消防職

地震に負けない
家づくりを応援します

夏休み親子下水道教室
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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）

脳若トレーニング教室（介護予防教室）参加者を募集
×× さんという銀行員を知って
いますか。同居の家族は何人い
ますか。何時くらいに自宅に帰
りますか。」などと質問をしてき
て、質問に答えるとすぐに電話
を切るという内容でした。

▼対策しましょう
・電話で警察官を名乗っても、金
銭や個人情報に関する電話であ
れば、すぐに電話を切って警察
署に相談してください。
・自宅の電話を在宅時でも留守番
電話設定にしておく。
・電話番号表示サービスなどに加
入する。
・自宅の電話を迷惑電話防止機能
付き電話機に買い替える。

　愛知県蟹江警察署
☎95－0110

市では、ふるさと納税により市
へ寄付をいただいた市外在住の方
に対して、お礼として地元特産品
などをお贈りしています。
市の「魅力発信」、「地元特産品

のＰＲ」をより一層推進するため
に、返礼品の登録にご協力いただ
ける市内事業者を募集します。
▼対象者　原則、市内で生産また
は加工、サービスの提供を行っ
ている事業者

　市役所財政課（内線 462）

▼と　き
7 月 27 日（火）、28 日（水）
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 
▼対　象　小学 3年生～中学 3年生
▼募集人数　各 10 名
▼持ち物　習字道具・筆記用具・

総合福祉センター
▼表彰式
11 月 6 日（土）午前 11 時～
総合社会教育センター

※受賞者には個別にご案内し、賞
品を贈呈します。

　文化協会事務局（市役所生涯学
習課）

悪質商法などによる被害、不適
切な表示に関するトラブル、製品
やサービスなどによる危険や被害
などについて相談したいときは
「消費者ホットライン　局番なし
の『188』」をご利用ください。
「188」へ電話をすると、音声
ガイダンスが流れ、郵便番号を入
力するなどを行えば、お住まいの
地域の消費生活センターなどをご
案内します。
利用料金は、相談窓口につな

がった時点からの通話料金をご負
担いただきます。電話番号および
受付時間の案内ガイダンスについ
ては、電話料金はかかりません。
▼連絡先　消費者ホットライン
☎局番なし　188
※身近な消費生活相談窓口につな
がります。

弥富市内犯罪発生状況（令和3年4月）

市内で、蟹江警察署の警察官を
名乗る「不審電話」が多数寄せら
れています！
【手口】
犯人はニセ電話で「〇× 銀行の

愛知県では、がんのピアサポー
ターによる、がん患者さんとその
ご家族を対象とした電話相談を
行っています。
ほっとライン☎（052）684－8686
○こんな時にご利用ください○
「がんの不安や悩みを聞いてほ
しい」「地域の医療機関の情報
を得たい」「がんの患者会に出
たい」「同じがんの体験者と話
したい」 など
▼と　き　
毎週火・木曜日と土曜日（月2回）

・午前 10 時～正午（受付 11 時
30 分まで）

・午後 1 時～ 4 時（受付 3 時 30
分まで）
※ご予約をお勧めします。詳細日
程の確認、予約はNPO法人ミー
ネット事務局へお問い合わせく
ださい。
　NPO法人ミーネット事務局
☎（052）252－7277
火～土曜日午前 9 時 30 分～午
後 5 時

奇数月に開催しているフリース
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、ご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
変ご迷惑をお掛けしますが、ご理
解の程、よろしくお願いします。
　市社会福祉協議会
☎65－3724

▼投句期限　
8 月 31 日（火）
▼投句用紙
指定のものを使用。投句箱設置
場所にあります。
▼投句箱設置場所
総合社会教育センター、市役所
本庁舎、図書館、十四山支所、

市役所にて献血活動を行
ないます。皆さんのご協
力をお願いいたします。
▼と　き　
7月21日（水）
午後1時30分～4時

▼ところ　弥富市役所

　市役所健康推進課
　（内線318）

▼受験資格
⑴年齢・学歴　平成 8 年 4 月 2
日以降に生まれ、学校教育法に
基づく高等学校以上を卒業した
者または令和 4 年 3 月卒業見
込みの者
⑵身体要件　消防職員として必要
な身体的適性を有する者
▼申込方法
受験申込書および履歴書を、本
人が海部南部消防本部総務課へ
持参してください。
※様式は、組合ホ－ムペ－ジから
ダウンロ－ドできます。
▼受付期間　
7月14日（水）～8月23日（月）
午前 8 時 30 分～午後 5 時（土・
日曜日、祝日を除く）
▼ 第 1 次試験
9 月 19日（日） 午前 8時 30分
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3149
　http://www.ama119.jp

放送大学は、令和 3 年 10 月入
学生を募集しています。
資料は放送大学までご請求くだ
さい。
▼申込期限　
第 1 回：8 月 31 日（火）まで
第 2 回：9 月 14 日（火）まで
　放送大学愛知学習センター
☎（052）831－1771

福祉票は緊急時、関係機関との
連絡などに活用しますので、作成
にご協力ください。
　市役所介護高齢課（内線 175）

国民健康保険税は世帯主に課税
されます。世帯主が75歳となり、
後期高齢者医療制度に加入したと
きでも、同世帯で国民健康保険の
加入者がいる場合は、世帯主が納
税義務者になります。
令和3年度に75歳になる方で、

国民健康保険税を 2 月まで年金天
引きで納めた方は 7 月から普通徴
収（納付書払いまたは口座振替）
で納めることになります。
　市役所保険年金課（内線 122・
123）

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でき
る方は、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、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～

▼申請方法
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。

※実施日などは申請された方へ後
日連絡します。

▼申込期限　7 月 26 日（月）
　・　市役所介護高齢課（内線 175）
十四山支所

令和３年度国民健康保険税の低
所得者の世帯に対する均等割と平
等割の軽減基準が表のとおりに変
更となります。なお、国民健康保
険税の税率については変更ありま
せん。

※一定の給与所得者と公的年金な
どに係る所得を有する方の数を
いいます。
　市役所保険年金課
（内線 122・123）

市では高齢者の見守りを目的と
して、高齢者福祉票を整備してい
ます。
7 月より随時、担当地区の民生

委員が昨年度までに福祉票を作成
した方を訪問するとともに、新た
に 70 歳以上でひとり暮らしの方
および 80 歳以上の高齢者のみの
世帯を訪問し、本人の意向を確認
して福祉票を作成します。

ガラスを組み合わせて「壁掛け
ミラー」を作ります。
▼と　き　8 月 20 日（金）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　7 名
▼料　金　2,000 円（材料費）
▼申込方法
7 月 16 日（金）午前 9 時 15
分から総合社会教育センターで
整理券を配布します。午前 9 時
30 分の時点で定員を超えた場
合は抽選を行います。
※電話での受け付けは行いません。
　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

自粛生活のストレスを発散させ
るためにも、ギターの音色や音楽
に触れてみませんか。
▼と　き　7 月 18 日（日）
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
▼ところ　総合社会教育センター
3 階　視聴覚室
▼対象者　小学生以上
▼定　員　10 名
▼申込期限　7 月 16 日（金）
▼申込方法
総合社会教育センター、福祉セ
ンター、白鳥コミュニティセン
ターに備え付けの申込書を
FAX または電話にて申し込み
ください。
▼備　考
ギターをお持ちの方は、持参し
てください。
▼本事業は弥富市地域づくり補助
金の対象事業です。
　弥富ファンタジーギターサークル
担当　三村
☎・　65－0526

▼内　容
訓練期間：10 月 5 日 ( 火 ) ～

放送大学入学生を募集

救命講習会参加者を募集

無料ギターふれあい教室

海部南部消防組合
令和 4 年度
採用職員候補者を募集

ポリテクセンター名古屋港
受講生クレーン運転科
受講生を募集

ステンドグラス体験教室
参加者を募集

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。

 8月 12日（木） 
 8月 26日（木） 
 9月 9日（木） 
 10月 14日（木） 
 10月 28日（木） 
 11月 11日（木） 
 11月 25日（木） 
 12月 9日（木） 
 12月 23日（木） 
 1月 13日（木） 
 1月 27日（木） 
 2月 10日（木） 
 2月 24日（木） 
 3月 10日（木） 
 3月 24日（木） 

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第 10 回
第 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回
第 15 回

以上のとおりご寄付いただき
ありがとうございました。

弥富市に
▼境港をよくする会　様
  金100,000円

社会福祉協議会に
▼海野寿美　様 金1,000円
▼名古屋ヤクルト販売株式会社
  金５,６７０円
▼平島３子ども

♥ 寄　付 ♥

※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。

介護保険負担限度額認定とは、
要介護（要支援）認定を受けてい
る方で所得の低い方が介護保険施
設への入所または短期入所された
際にかかる食費・居住費を軽減す
る制度になります。
介護保険負担限度額認定証は毎

年 7 月 31 日が有効期限となり、
8 月以降も認定を希望される方は
更新の手続きが必要です。
※8 月 1 日以降に施設サービスや
短期入所の予定がない方または
適用要件が明らかに該当しない
方は申請の必要はありません。

▼適用要件
・本人および世帯全員が住民税非
課税であること（別世帯に配偶
者がいる場合は、別世帯の配偶
者も住民税非課税）
・預貯金などが一定額以下
（詳しくは市役所介護高齢課にお
問い合わせください）
　・　市役所介護高齢課
（内線 172・173）

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
ビスを実施いたします。
▼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
認定を受けた高齢者の方
・身体障がい者 1・2 級の方
▼自己負担分の費用
世帯の前年度分の市民税に応じ
て、0 円～ 300 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

大規模地震が発生した場合にブ
ロック塀などの転倒による被害を
防ぐため、転倒の恐れがあるブ
ロック塀などの撤去を行う際に工
事費の一部を補助します。
▼対象となるブロック塀など
次の①から④の全てに該当する
もの

①補強コンクリートブロック造お
よびコンクリートブロック、れ
んが、石材などを用いた組積造
の塀または門柱

②道路または公共施設の敷地との
境界に接面して設置されたもの

③接面する道路または公共施設の
敷地からの高さが 1ｍ以上で、
かつ、敷地地盤面からの高さが
60cm 以上のもの

④転倒の恐れがあるもの
▼補助金の額
次の①と②を比較し、いずれか
少ない方の額の 2 分の 1 で、
かつ、上限 10 万円

①対象となるブロック塀などの撤
去に要した経費

②対象となるブロック塀などを撤
去する長さ（ｍ）×1 万円

▼申込方法
工事の着手前（請負契約前）に
市役所都市整備課へ必要書類を
提出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。

▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。

▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。

　市役所都市整備課（内線 262・
263）

管理不全な空家による周辺環境
の悪化を防ぐため、不良住宅とみ
なされた空家の除却を行う場合に
工事費の一部を補助します。
▼対象となる空家
「空き家等対策に係る特別措置
法（以下、特措法）」に規定す
る空家等のうち、市内に存在す
る戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかであ
り、市職員による外観目視調査
により「不良住宅」と判定され
た物件です。
なお、長屋または共同住宅につ
いては全戸において 1 年以上使
用されていないもの、併用住宅
については、居住部分の面積が
延べ床面積の 2 分の 1 以上の
ものが対象となります。

▼補助金の額
補助金の額については、対象と
なる空家の除却に要した費用の
5分の4、または20万円のうち、
いずれか少ない方の額となりま
す。

▼申込方法
対象となる空家に該当し、除却
費の補助を希望する場合は、工
事の着手前（請負契約前）に市

役所都市整備課へ必要書類を提
出してください。
申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
▼申込期限　12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で受
け付けを終了します。
▼注意事項
交付決定通知を受ける前から工
事に着手している場合、補助金
を交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課ま
でご相談ください。
※建物を除却した場合、住宅地特
例が外れることで土地の固定資
産税が上がる場合があります。
また、除却後の更地も適正な管
理をお願いします。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

大規模地震が発生した場合に家
屋の倒壊による被害を防ぐため、
旧耐震基準（旧建築基準）で建て
られた木造住宅に対しての補助制
度です。
◎耐震診断員派遣補助（無料）
▼対象となる建築物
昭和 56 年 5 月 31 日以前に着
工された木造住宅（戸建て、長
屋および共同住宅を含む）
▼申込方法
所定の申込書に必要事項を記入
のうえ、市役所都市整備課に提
出してください。
※申込書は、市ホームページから
ダウンロードできます。
◎耐震改修費補助
民間木造住宅の耐震改修費の補
助を実施しています。補助額は、
最大 100 万円となっています。
対象となる住宅は、市または
（財）愛知県住宅センターが実
施する耐震診断を受け、判定値
が 1.0 未満の建物です。その他
詳しい内容については市役所都
市整備課までお問い合わせくだ
さい。
◎耐震シェルター整備費補助
平成 27 年度より、耐震改修費

補助とは別に、耐震シェルター
の整備費の補助も実施していま
す。補助額は、最大 30 万円と
なっています。対象となる住宅
は、市または（財）愛知県住宅
センターが実施する耐震診断を
受けて判定値が 0.4 未満であ
り、なおかつ高齢者または障が
い者が居住している建物です。
その他詳しい内容については市
役所都市整備課までお問い合わ
せください。
　市役所都市整備課（内線 262・
263）

親子で浄化センターを見学し、
下水道の仕組みを学びませんか？
▼と　き　7 月 27 日（火）
午前の部：午前 10 時～正午
午後の部：午後1時30分～3時30分
▼ところ　日光川下流浄化センター
▼内　容　
・浄化センターの見学
・顕微鏡観察「微生物を見つけよう！」
・科学工作など
▼対　象　小学生とその保護者
▼定　員　各 20 名（先着順）（定
員になり次第締め切ります）
▼その他
参加者は動きやすい服装・運動
靴、タオル、上履き持参
（大人用スリッパの用意はあります）
延期または中止にさせていただ
く場合があります。
▼申込方法
日光川下流浄化センターまで電
話で申し込みください。
▼申込期間　
7 月 12 日 ( 月 ) ～ 21 日（水）
（土・日曜日、祝日を除く）
午前 10 時～午後 4 時
　・　日光川下流浄化センター　
☎68－6162

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。

▼申込方法
7 月 5 日 ( 月 ) より受付開始

※定員になり次第締め切ります
　・　市シルバー人材センター
☎65－5515

▼募集項目
・航空学生（航空・海上）
・第 2 回一般曹候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
・自衛官候補生
▼資格
・航空学生
高卒（見込み含む）18 歳以上
23 歳未満の方（航空は 21 歳
未満の方）
・第 2 回一般曹候補生、自衛官候
補生
18 歳以上 33 歳未満の方
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方
・防衛医科大学校学生（医学科・
看護学科）
高卒者（見込み含む）18 歳以
上 21 歳未満の方

▼受付期限
・航空学生
9 月 9 日 ( 木 ) まで
・第 2 回一般曹候補生
9 月 6 日 ( 月 ) まで
・防衛大学校学生（一般）
10月 27日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（医学科）
10月 13日 ( 水 ) まで
・防衛医科大学校学生（看護学科）
10 月 6 日 ( 水 ) まで
・自衛官候補生
年間を通じて受け付けています。

　・　自衛隊愛知地方協力本部　
一宮地域事務所（一宮市大江 2
－1－18　ワキタビル 2 階）

☎（0586）73－7522

令和4年3月25日(金)(6か月)
募集科：クレーン運転科
選考：筆記試験、面接 (9 月 9
日 ( 木 ))
▼対象者
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
得している方
▼定　員　30 名
▼料　金 　無料
（教科書、作業服代など負担）
▼申込期間 　
7月1日 (木 )～8月31日 (火 )
▼申込方法
入所願書(ハローワークで配布)
に必要事項を記入し、居住地を
管轄するハローワークに提出
▼その他 
説明会をポリテクセンター名古
屋港で 7 月 21 日 ( 水 )、8 月
4 日 ( 水 )、18 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/

▼と　き　7 月 18 日（日）
午前 9 時～正午
▼ところ　海部南部消防組合消防署
▼内　容　
成人を対象にした心肺蘇生法など
▼定　員　10 名
▼受講資格　
市内在住（小学 5 年生以上）、
在勤の方
▼申込方法
電話で受け付けています。
※定員になり次第締め切ります。
　・　海部南部消防組合消防本部
（海部郡飛島村大宝五丁目182）
☎52－3111　　52－3114

▼採用人数　若干名
▼採用職　消防職

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、「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。

タブレット端末を使い、楽しく脳を活性化する「脳若トレーニ
ング」に運動を組み合わせた教室を行います。
（株）オズワールドと広島大学が共同で実施し、教室は全
15 回で、実施前後に評価測定を行います。介護が必要な状態
にならない身体づくりをしてみませんか。
※タブレット端末の準備や購入の必要はありません。
▼ところ　総合福祉センター２階研修室
▼講　師　（株）オズワールド　西島直樹氏
▼対象者　65 歳以上の方
▼定　員　24 名
▼申込方法　７月 21 日（水）総合福祉センターにて午前 10
時から整理券を配布し、午前 10 時 30 分に受け付けを開始
します。受付開始時刻に定員を超えた場合は抽選を行います。

※初めて参加される方を優先します。
※定員に達しなかった場合、7 月 26 日（月）から 30 日（金）
までの間、電話でも受け付けます。

対象者 有効期限

令和 4年
3月末まで

クーポン券発送時期 受診方法

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

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

令和元年 6 月に発送しまし
たクーポン券の有効期限が
切れています。
新しいクーポン券を交付し
ますので、市役所健康推進
課までご連絡ください。

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、弥
富市および厚生労働
省ホームページをご
覧ください。

令和 2年 6月に
発送しました

献血に
ご協力ください

市役所健康推進課（内線 318）

市役所介護高齢課（内線 174・175）

▼と　き　午前 10 時～ 11 時 30 分
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第 67 回青少年読書感想文全国コンクール課題図書一覧

課題図書の取り扱いについて
別表の第67回青少年読書感想文全国コンクール課題図書につきまして、少しでも多くの方にご利用いただくため、７月３日

（土）～８月31日（火）の期間中は下記のとおり利用制限させていただきます。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

令和４年４月の歴史民俗資料館移転に伴う改修工事が、図書館棟で始まりました。
工事期間中は皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い

いたします。

▼貸出点数 一人１冊まで ▼貸出期間 ２週間以内（貸出延期は行いません。）
▼貸出対象者 小学生以上高校生以下 ▼予　　約 一人１冊まで（対象の児童・生徒本人のみ）
※HP、OPACでの予約および２冊以上のご予約はできません。図書館受付カウンターにて、手続きをしてください。また予約本のお
取り置き期間は、連絡後３日間（休館日を除く）です。期間を過ぎた場合はキャンセルとさせていただきますので、ご了承ください。

7/1～８/10
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

マンガでわかる
災害の日本史
磯田　道史 / 著

本当の自由を
手に入れるお金の大学
両＠リベ大学長 / 著

明日、学校へ行きたくない
茂木　健一郎・
信田　さよ子・
山崎　聡一郎 / 著

図 書 名 筆 者 名 等

●白鳥とコウモリ 東野　圭吾
●高齢者施設の費用・選び方・
　手続きのすべてこれ一冊で安心！ 岡本　弘子
●自分でできる子に育つほめ方叱り方 島村　華子
●お菓子はすごい！ 菅又　亮輔 ほか
●サイコーの通知表 工藤　純子
●フクシマ 内堀　タケシ
●気温が1度上がると、どうなるの？ Ｋ.Ｓ. シュライバー

■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 ７月 10日 ( 土 ) 午前 10 時～正午　　
▼ところ 図書館
▼テキスト 「おなじ世界のどこかで」(藤野　恵美 /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います。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、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

スポーツ大会結果 （敬称略）
優　勝　中京マクリーズ　　準優勝　ＨＯＰＥ’Ｓ　　第３位　ゲッツ■第１６回弥富市軟式野球大会

全国大会出場おめでとう！
（敬称略）

うらら

服部 小春（又八）
はっとり

▼～輝け君の汗と涙　北信越総体2021～
第60回全国高等学校なぎなた選手権大会
8月10日（火）～12日（木）
石川県松任総合運動公園体育館
【演技競技・団体戦の部】 服部　小春（又八）
【個人戦の部】 服部　帆南（佐古木） はっとり ほ なみ

服部 帆南（佐古木）

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

現役のグランドハンドリングスタッフが、国際空港のお仕事を分かりやすく紹介します！世界と海部地
区をつなぐ中部国際空港セントレアからライブ配信する、海部地区限定のオンライン教室です。
▼と　　き 第 1 回：8月 5日（木）　午前 10時～ 11時 30分
 第 2回：8月 5日（木）　午後 1時～ 2時 30分
 第 3回：8月 6日（金）　午前 10時～ 11時 30分
 ※第 1回～第 3回ともに同じ内容ですので、いずれかにご応募ください。
▼参加方法 ZOOMによるオンライン参加
▼料　　金 無料　ただし、パソコン・タブレット端末、インターネット通信環境が必要です。
▼対　　象 海部地区在住の小学校 3年生から 6年生までの児童とその保護者
▼定　　員 親子 750組（各回 250組）
▼応募方法 7 月 20 日（火）までに市ホームページから応募してください。
 URL：https://www.city.yatomi.lg.jp/event_info/1001259/1004274.html
▼主　　催 中部国際空港海部地区連絡会　　
▼協　　力 中部スカイサポート株式会社
▼そ の 他 応募者多数の場合は抽選とし、当選された方には 7月 23日 ( 金・祝 )
 ごろに、メールにてお知らせいたします。

市役所市民協働課（内線 432・433）

市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

セントレアオンライン親子航空教室参加者募集
～親子で楽しめる国際空港のお仕事～

令和
3年度

小学校低学年の部（１・２年生）
●あなふさぎのジグモンタ ●そのときがくるくる
●みずをくむプリンセス ●どこからきたの？おべんとう

小学校高学年の部（５・６年生）
●エカシの森と子馬のポンコ ●サンドイッチクラブ
●おいで、アラスカ！ ●オランウータンに会いたい

小学校中学年の部（３・４年生）
●わたしたちのカメムシずかん ●ゆりの木荘の子どもたち
●ぼくのあいぼうはカモノハシ ●カラスのいいぶん

高等学校の部
●水を縫う
●兄の名は、ジェシカ
●科学者になりたい君へ

中学校の部
●ウィズ・ユー
●アーニャは、きっと来る
●牧野富太郎

そのときが
くるくる

ゆりの木荘の
子どもたち

エカシの森と
子馬のポンコ

各障がい福祉事業所のみなさんと一緒に“弥富の火”を灯します。
▼と　き　８月 14 日（土）　10：30 ～
▼ところ　総合福祉センター

東京2020パラリンピック弥富市採火式のお知らせ‼
TT OO KK YY OO 22 00 22 00 !!

図書館棟改修工事のお知らせ
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市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

7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

歯周病検診、節目歯
科無料クーポン検診
は令和4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8～9か月頃のお子さん
を対象に個別通知します。

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。

乳幼児健診 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3年2月
出生児

生後５～６か月頃の
お子さん

生後９か月頃の
お子さん

令和2年10月
出生児

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。

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

13：00～13：40

13：00～13：40

前期
9：15～9：30

後期
10：15～10：30

13：00～13：30

離乳食講習会
※希望の方は事前
に予約が必要です。

歯周病検診

20、30、40、50、
60、70歳の方

節目歯科無料
クーポン検診

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。
※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。
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・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（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。

〇母子健康手帳：月～金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで（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。
〇子育て相談：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。
〇歯みがき相談: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。
〇２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。

※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。

※内容を変更及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。

体外、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

予防接種に
ついて
お知らせ

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、延期・中止になる場合があります。
●個別がん検診

●集団健診（バス検診）

胃がん

肺がん

子宮がん

乳がん

前立腺がん
肝炎ウイルス

※1 50歳以上の方で喫煙指数が600以上の方が対象です。(喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年数)※2 最近6か月に症状（不正性器出血・月経異常・褐色帯下）があった方が対象です。

内視鏡検査 申込期間中に、希望の医療機関で直接予約をと
り、検診票を受け取って受診ください

▼検診場所 海部医師会等指定医療機関
 および海南病院(子宮・乳がん)
▼検診期間 10月30日(土)まで
 ※海南病院（子宮・乳がん）は10月29日(金)まで
▼持ち物 がん検診等受診券（４月に個別通知済）、
 保険証、検診料
▼申込期間　10月23日(土)まで
 ※海南病院（子宮・乳がん）は10月15日(金)まで
詳細は、「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。

2,900円

2,800円
1,100円
1,700円
700円
1,100円
1,900円
1,300円
1,500円
1,000円
1,000円

1,500円

1,400円
600円
900円
400円
600円
1,000円
700円
800円
500円
500円

50歳以上の方
（2年に１度）

40歳以上の方

20歳以上の女性
（2年に１度）
30歳以上の女性
（2年に１度）
50歳以上の男性
40歳の方

バリウム検査
X線のみ

X線+喀痰※1

頸部のみ
頸部+体部※2
超音波

マンモグラフィ

検診項目 料　金 検診の受け方対　象
69歳以下 70歳以上

がん検診

大腸がん

管理栄養士による離乳食の講話
があります。後期のみ歯のお話し
があります。
離乳食初期・中
期の動画がご覧
いただけます→

ウェブ予約は
こちらから

▲

子どもは体温調節機能が未熟です。体に熱がこもりやすく、こもった熱を逃
すことが難しいです。また、大人に比べて身長が低いため、地面からの照り返
しを大人以上に受けて、大人より暑さを感じやすいのです。
熱中症の症状は？

熱中症になってしまったら…
水分補給し、涼しい場所で休憩をとりましょう。
水分が取れない場合や、重度に該当する場合はすぐに救急車を呼びましょう。

「新しい生活様式」における熱中症対策とは？
1.暑さを避ける　涼しい服装を心がけ、室内ではクーラーなどを適度に活
用しましょう。

２.こまめな水分補給　「のどが渇いた」と感じるときにはすでに、体の多く
の水分が失われています。時間を決めるなどしてのどが渇く前に水分補
給するようにしましょう。

３.適度にマスクを外しましょう　気温・湿度の高い中でのマスク着用は注
意が必要です。負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十
分にとり（２メートル以上）適宜マスクを外して休憩しましょう。

４.適度な運動をしましょう　汗をかかない期間が続くと暑さに弱くなって
しまいます。適度に運動し、暑さに強い体づくりをしましょう。

５.日頃から健康管理をしましょう　日頃から体温計測定、健康チェックを
行いましょう。体調が悪いと感じたら、無理をせず自宅で静養しましょう。

６.お子さんの変化にアンテナを　顔が赤い、異常に汗をかいている、元気
がないなどいつもと違うなと思った場合は注意です。

熱中症に注意！！
子どもは大人に比べて熱中症になりやすい？

～第１６０回～ 7 月号 その467

歯ぎしり

（海部歯科医師会）

軽 度

中 度

重 度

めまい、たちくらみ、筋肉痛、汗が大量に出る　など

頭痛、吐き気、だるい、（倦怠感）　など

意識がない、高い体温、けいれん、
呼びかけると返事がおかしい、まっすぐ歩けない　など

最近、朝起きた時あごが重たかったり、歯のすり減りが気に
なりませんか、歯ぎしりを睡眠時に行っている可能性がありま
す。夜間の睡眠中に、ギギギーと歯が強く擦れ合う時の音が出
ることだけが歯ぎしりと思われていますが、これはグラインデ
ィングと呼ばれるもので、歯ぎしりの中の代表的なものです。
他にも歯を強く噛みしめたり、くいしばるクレンチング、歯をす
ばやくカチカチ鳴らすタッピングがあります。これらは、昼間に
も無意識に行います。これらの３つをあわせてブラキシズムと
いいます。 
原因については、精神的なストレスを抱えていて、しかも眠り
が浅い場合や歯並びが悪かったり（不正咬合）、一見よくみえて
も、噛み合わせた時に均等に歯が接触しなくて、特定の歯が強
く接触する噛み合わせになっている場合（早期接触）などいろ
いろいわれてはいますがよくわからないというのが現状です。
歯ぎしりが進むと歯がすり減ったり、歯がしみたり、歯が割れ

たり、被せ物詰め物が頻繁に外れたりなどの症状がでたり、ま
た顎関節症が悪化したり頭痛、肩、首の痛みがでたりします。
治療方法としては、一般的には、歯科医院にて個々歯並びに
合ったマウスピースを作成し夜間等に使用することです。
自己診断としては、歯の擦り減りや、頬粘膜に線ができたり、
舌に歯の跡がついてデコボコしたり、骨隆起（骨の高まり）など
があれば歯ぎしりを行っている可能性があります。
一度かかりつけ歯科医院にてご相談ください。歯の健康は、
体の健康の源ですから！

検診の受け方

集団検診
（バス検診）

検診内容

保健センターおよび検診バスにて集団検診を実施します。一度に複数の検診を同時に受けることができます。
▼申込方法 ※お手元に「がん検診等受診券」をご用意のうえお申込みください。
 ＜ウェブ予約＞ ６月１４日（月）9:00～7月９日（金）17:00まで
  （パソコン・スマホより24時間受付）
 ＜電話予約＞ ６月26日（土）8:30より電話予約を開始
  6月27日（日）は電話受け付けを行いません。
  6月28日（月）以降は8:30～17:00まで（土・日、祝日を除く平日）
  感染症予防のため、窓口来所はできる限りご遠慮ください。
▼申込期間 各検診日の10日前まで（土・日、祝日を除く平日）　
 ※ただし定員に達した場合は、申込期間内でも申込を締め切ります。
▼日　　程 料金や注意事項は、広報やとみ６月号やホームページ等でご確認ください。
　・　市役所健康推進課（内線314・315）
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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

私たちは自動車の重要保安部品となる「パワートレイン関連部
品」や広範囲の産業分野で使用される「精密機械部品」・「産業
用機械部品等」を製造する総合機械部品メーカーです。
これからも長年築き上げてきた確かな品質と豊富なノウハウを
駆使し、世界の発展に貢献していきます。

高雄工業株式会社
「世界基準の品質そして技術力」

愛知事業所
　本社 ： 〒498-0066　弥富市楠三丁目13-2
　　　　（TEL  0567-68-8149） 
　海南 ： 〒490-1402　弥富市五斗山三丁目22
　　　　（TEL  0567-56-6686）
岡山事業所・静岡事業所・海外３事業所（北米、タイ）
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