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問い合わせ先（市外局番 0567）

（令和3年7月1日現在）

人口　44,111人（－23）
男　　22,137人（－15）
女　　21,974人（－8）
世帯　18,357　（＋10）

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
トピックス
・介護保険料 (65歳以上の方 )本算定の
  ご案内
・「おくやみコーナー」を開設します
・弥富市きんちゃん商品券　販売のお知らせ
とびだせ！！きんちゃん
まちの話題
市長の部屋
教育の広場
・大藤小学校
・十四山西部小学校
・広島研修
行事予定カレンダー
・8月の行事予定
子どもは宝　やとみのたから
・8月生まれの子どもたち
・保育士（会計年度任用職員）を募集します
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くらしの情報
図書館だより
スポーツ
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。

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。

市県民税　　　　　　　２期
国民健康保険税　　　　２期
後期高齢者医療保険料　２期
下水道等使用料　６・７月分
《納期限：８月 31日（火）》

今月の納税など

お詫びと訂正

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、7 月 10 日に碧南市の
明石公園にて開催した「やとみの金魚″す
くって★！大作戦″」の金魚すくいをしてい
る子どもたちの様子です。
このイベントは、新型コロナウイルス
感染症の影響により行き場を失った市の
特産品である「弥富金魚」の地場産業支
援と「弥富市ふるさと納税」の PR として
開催しました。
当日は、猛暑の中、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

を徹底し、碧南市民の皆さんに「弥富金魚」の魅力を知ってもら
うために「金魚すくい」や弥富金魚漁業協同組合、愛知県との同
時開催「親子で楽しむ金魚の学校」を行いました。
夏の涼ともいわれている「金魚」を知ってもらうために県内外
各地でこのイベントを開催していきます。

 予約受付中の対象年齢について
6 月 30 日現在、12 歳以上の方につきましては、基礎疾患の有無を問わず、予約の受け付けを行って
います。
なお、平成 21 年 7 月 1 日以降生まれの方については、生まれ月の翌月上旬に順次発送します。

※健康観察の時間（30 分程度）を含め 45 分～１時間程度かかります。　
※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。
※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、予約の受け付けができません。
※個別接種に関しては、１回目接種の３週間後の同じ曜日に２回目接種となりますので、必ず予定を空
けておいてください。１回目のみ Web や電話にて必ず予約が必要です。２回目は不要です。
※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。

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

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・　 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）

令和３年７月 14 日現在

 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います。
現在、国からのワクチンの供給の見込みがつかないため、保健センターでの集団接種につきまして
は、予約を受け付けることができません。状況が変わりましたら、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）にて情報を掲載します。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）

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

広報やとみ令和 3年 6月号 12
ページ「まちの話題」内【色鮮やか
な紫陽花】におきまして、紫陽花
の品種に誤りがありました。
お詫びして訂正させていただき

ます。

誤：ガクアジサイ
正：タマアジサイ

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　9：00～17：30 ☎（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、または右記の相談窓口へご
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
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第１号被保険者（65 歳以上）の介護保険料が、令和３年４月から変わりました。　
基準額は年額 72,600 円です。
介護保険料は、基準額をもとに 12 段階の区分で保険料を計算します。
市の介護サービスなどにかかる費用全体の 23％を 65 歳以上の方の保険料で賄います。

TOPICS 介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内介護保険料（６５歳以上の方）本算定のご案内

本算定通知とは、市民税額の確定に伴い、令和３年度の年間保険料を決定（確定賦課）したも
ので、各納期の保険料については、既に到来した納期と今後に到来する納期の保険料の合計額
が、年間保険料額になるように調整しています。

第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

８月２日（月） ９月３０日（木） １１月３０日（火） 令和４年１月３１日（月） 令和４年３月３１日（木）

普通徴収の納期限（令和３年度）

（年額）

確定した
令和３年度
保険料

（仮徴収）

=－
特別徴収

普通徴収 第１期・第２期

４月・６月・８月 10 月・12 月・令和４年２月の３回

第３期・第４期・第５期・第６期の４回

（以降の納期に振り分け）

◆介護保険料（年額）の通知を発送します

◆介護保険料（令和３年度～令和５年度）

保険料の納め方

●特別徴収（年金からの天引き）…65 歳以上で、年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年金）を
　　　　　　　　　　　　　　　年額 18 万円以上受給されている方
　２か月おきに支払われる年金から、支払ごとに保険料が天引きされます。
　→介護保険料額決定通知は、８月上旬に発送します。

●普通徴収（納付書、口座振替による納付）…年度の途中で 65 歳になられた方、転入の方、年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金が年額 18 万円未満の方など
　納付書による納付の方は、市役所または取扱金融機関で納めてください。
　納めに行く手間が省け、納め忘れの心配がない、口座振替がおすすめです。
　→介護保険料額決定通知は、８月下旬に発送します。
　　賦課明細書（本徴収分）と第３期から第６期の納入通知書をまとめたものを送付します。

生活保護被保護者、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を
受給している方、前年の課税年金収入額と合計所得金額から公的
年金等に係る雑所得を控除した額の合計額が80万円以下の方

世帯全員が市民税非課税かつ前年の課税年金収入額と
合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した
額の合計額が80万円超120万円以下の方

世帯全員が市民税非課税かつ前年の課税年金収入額と
合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した
額の合計額が120万円超の方

本人が市民税非課税（世帯課税）かつ前年の課税年金
収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を
控除した額の合計額が80万円以下の方

本人が市民税非課税（世帯課税）かつ前年の課税年金
収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を
控除した額の合計額が80万円超の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円
未満の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円
以上210万円未満の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円
以上500万円未満の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が500万円
以上700万円未満の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が700万円
以上1,000万円未満の方

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が1,000万
円以上の方

※第１～３段階は、公費による負担軽減後の負担割合および保険料です。
※合計所得金額　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除を
する前の金額です。第１～５段階の方は合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から最大で１０万円を控除し
た金額を用います。第６段階以上の方は合計所得金額に給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合は給
与所得および公的年金などに係る雑所得の合計額から１０万円控除した金額を用います。土地売却などに係る特別控除額が
ある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
※保険料（年額）の１００円未満は切り捨てです。
※年度途中に資格取得および喪失した人については、月割により保険料を計算します。

　市役所介護高齢課（内線 172、173）

所得段階 対象者 算定方法
（負担割合）

介護保険料
（年額）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階
（基準額）

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第11段階

第12段階

基準額×0.25

基準額×0.40

基準額×0.65

基準額×0.90

基準額×1.00

基準額×1.20

基準額×1.30

基準額×1.50

基準額×1.70

基準額×1.90

基準額×2.00

基準額×2.10

18,100円

29,000円

47,100円

65,300円

72,600円

87,100円

94,300円

108,900円

123,400円

137,900円

145,200円

152,400円
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「おくやみコーナー」を開設します「おくやみコーナー」を開設します

弥富市きんちゃん商品券　販売のお知らせ
（弥富市プレミアム付商品券）
弥富市きんちゃん商品券　販売のお知らせ
（弥富市プレミアム付商品券）

親族などが亡くなられたときには、多岐にわたる手続きが必要となり、ご遺族の負担が大きいところです。
市では、ご遺族の負担を少しでも軽減できるよう死亡後の手続き案内窓口「おくやみコーナー」を開設します。
おくやみコーナーでは、ご遺族の方が窓口を移動することなく亡くなられた方に関する市役所への各種届出を、一つの場

所で手続きすることができます。

▼開設日
　９月１日 (水 )
▼利用方法
　利用するには事前予約が必要です。利用を希望する３営業日前までに、市役所市民課まで連絡ください。
▼利用日時　市役所１階で毎週水・金曜日開設します。（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　午前９時 30分、10時 30分、午後２時の開始で、各 30分程度の予定
▼予約受付　死亡届を提出した２営業日後より予約できます。
　　　　　　平日午前９時～午後５時
▼その他
　他の市町村へ死亡届を提出した場合、予約可能日が変動する場合があります。
　申込・問合せ先　市役所市民課（内線 143・144）

市民課
福祉課
介護高齢課
保険年金課
税務課
収納課
児童課
その他

世帯主変更、印鑑登録証の返納
身体障がい者・療育・精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療、各種手当など
介護保険の資格喪失など
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、葬祭費の申請、福祉医療など
市県民税・固定資産税に関する相続人の代表者指定届、原動機付自転車などの名義変更など
市税の口座振替登録の解約など
児童手当、児童扶養手当、遺児手当(県・市)、児童クラブなど
農地の相続後の手続きや農業者年金に関すること、飼い犬の登録変更など

部署名 対象業務
▼取扱業務

 商品券発行概要
新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受ける地域経済の回復を図るとともに市内事業者への支援、消費者への

家計支援となるよう「弥富市プレミアム付商品券」の発行事業を実施します。
販売期間　10月 1日（金）～ 12月 30日（木）　　使用期間　10月 1日（金）～ 12月 31日（金）
発行総額　9千万円（販売総額 6千万円）　プレミアム率 50％
発行内訳　発行数　1万 2千セット　販売価格　5,000 円　額面　7,500 円　1セット＝1枚 500円×15枚
商品券内訳　中小店舗専用券 8枚+全店舗共通券 7枚　※全店舗共通券は大店舗を含めた全ての取扱店で使用可能。

 商品券の購入申込方法
申込期間　8月 2日（月）～ 9月 10日（金）【消印有効】　申込対象者　市内在住者　
申込限度セット数　1人 (1 応募 ) につき最大 2セットまで
応募方法　7月23日に新聞折込およびポスティングなどにて「販売のお知らせ兼申込はがき」を配布予定です。また、下記
　　　　　の施設でも配布します。チラシ記載の申込方法を参考に「専用はがき」を記入し、指定方法でご応募ください。
配布場所　弥富市商工会窓口、市役所、十四山支所、鍋田支所、総合社会教育センター、弥富市立図書館、
　　　　　総合福祉センター、白鳥コミュニティーセンター、南部コミュニティセンター　　【各施設の休館日は除く】
抽選結果　抽選結果通知書の発送をもって代えさせていただきます。
購入場所　右記の郵便局「弥富海老江・弥富中地・弥富佐古木・鍋田・十四山・弥富」
※詳細は「販売お知らせ兼申込チラシ」をご覧になるか、弥富市きんちゃん商品券専用ホームページをご覧
ください。

 　https://yatomi-sci.org/shouhinken/

連絡先　事業に関すること　市役所商工観光課（内線 243）
　　　　販売に関すること　弥富市商工会　☎65-3100

TOPICS

TOPICS

「きんちゃん」、「弥富金魚」が、弥富市内外へ市のＰＲ
のためにお出かけしています。
名古屋東急ホテルでは、「コロナ禍でお疲れ気味の皆

さんに少しでも癒しを与えたい」との思いから金魚の展
示をしています。大小の和金が泳いでいるのを、小さ
なお子さんからお年寄りまでさまざまな年齢層の方が
足を止めて見てくれているそうです。宿泊施設の和室
の中には、金魚が楽しめ、癒しの空間をつくっていま
す。
市内にリニューアルオープンしたユニクロでも、地

元の特産物をさらに盛り上げようと店内のいたるとこ
ろで金魚やきんちゃんがお出迎えしてくれます。オー
プンしてからの３日間は本物の金魚や、市の花である
金魚草の展示もありました。また、試着室には金魚版
画の展示もあり、「弥富」の文化や情報を感じることがで
きます。

きんちゃんＴシャツのポロシャツ版、「きんちゃん
ポロシャツ」を絶賛販売中です。
市役所では、クールビズ期間中の毎週金曜日を

「きんちゃんＰＲデー」として、きんちゃんポロシャ
ツの着用を推奨しており、多くの職員が全９種類の
ポロシャツを着用しています。
また、市内郵便局（弥富海老江、弥富中地、弥富

佐古木、鍋田、十四山）や、社会福祉法人弥富福祉
会の職員の皆さんも着用してくださり、市のＰＲに
ご協力いただいております。ポロシャツは動きやす
く、暑い中でも涼しく着ることができると好評のよ
うです。
きんちゃんポロシャツは市役所商工観光課と、総

合社会教育センターで販売しています。
皆さんも、暑い夏をきんちゃんポロシャツでおし

ゃれに乗り切りませんか。

※価格　1,300 円
※サイズ　SS、S、M、L、LL
　 市役所商工観光課（内線 244）
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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。

「ふたつやの渡し」から筏大橋を渡り、水郷公園を抜けると木曽
川堤防に水郷の塔があります。　
水郷の塔は吹き上げる水をイメージした形をしていて、手すり
の部分には金魚と文鳥がデザインされています。展望台からは
360 度の景色が見渡せます。近くには広大な木曽川と鈴鹿山脈
や養老山地、天気が良ければ御嶽山や南アルプスまでもが見られ
ます。
広大な景色を楽しみながらゆったりとした気分が味わえるた
め、市民や観光客の憩いの場となっています。
なお、塔の南側には伊勢湾台風の災害復旧竣功記念碑が建てら
れています。

蝉時雨れの降り注ぐ夏の盛りとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
本市のワクチン接種が始まり 2 か月が経過しております。ここまで医療関係
機関、市民の皆さんのご協力により順調に進めることができました。お礼申し
上げます。
これまでに 2 回の接種を済ませた方も多数いらっしゃることと思いますが、
発症予防効果の有効率は 100％ではなく、ワクチンを接種しても感染すること
はあります。それに変異株も心配です。
引き続き、3 密の回避やマスクの着用といった感染対策をお願いします。感
染対策を緩めることができるのは周りの感染者が十分減ってからです。「自分は
ワクチンを接種したから大丈夫」ではなく「感染した人が十分少なくなったから
大丈夫」を目指しましょう。
夏の疲れがそろそろ出る時期と存じます。
何卒、体調にはご留意ください。

水郷の塔

市長の部屋

水郷の塔

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 駅のホームで電車を待っているときに、激しい揺れに襲われた場合、
どのように行動すれば自分の身をまもれるでしょうか？

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 P9 の下をご覧ください。

駅の構内は危険なので
すぐに階段や出口を目指す。

❷ ❸
その場でじっとして

身を守る。

❶
停車中の電車があれば
すぐに乗り込む。

６月 17日、三ツ又池公園で、弥富市と蟹
江町の建設業者など 18社 35人による環境
美化活動が行われました。普段の清掃では
手の届かない川の護岸などの草をチェーン
ソーや草刈り機、重機などを活用し大変き
れいに刈っていただきました。手際のよい
作業で、約 300ｍの範囲をあっという間に
刈っていく姿はとても頼もしく感じました。

６月 15 日、フルハシ EPO 株式会社と「災害時におけるダンボール
製品等の供給に関する協定」を締結しました。
今回の締結により、大規模な災害が弥富市において発生した場合、
または発生する恐れがある場合において、避難所の設営などに必要な
ダンボールベッドなどの供給を円滑に行うことができるようになりま
した。
避難所の環境を良くするには、プライバシーの保護や就寝の改善が
重要です。
災害時に備え、各種協定の締結を今後も進めていきます。

フルハシEPO株式会社と協定を締結しました

三ツ又池公園
　　　環境美化活動

① ホームに電車が止まっている場合は、車内に緊急避難するのが最善の策です。頑丈な箱の構造なので、激しい揺れのなかでも安全を保ちやすいのです。車内では、手すりや座席などにつかまってしゃがみ、揺れが収まるのを待ちましょう。 答 え
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新型コロナウイルス感染症拡大防止への基本的な取り組みを徹底しながら、子ども
たちの日常が安心安全で充実したものになるよう、教育活動を行っています。

十四山西部小学校では、ＰＴＡや地域の方々の力をお借りし、さまざまな体験活動、地域に根ざ
した活動に取り組んでいます。今回は、「ＰＴＡ活動」「スクールガード活動」「読み聞かせボランティ
ア活動」について紹介します。

４月６日（火）男子 11 人、女子 11 人、合計 22 人の元気いっぱいの新 1 年生を迎え、入学式
を行うことができました。

毎年、約100ｍにわたる花壇への花の苗植えと、夏休みの土日の水やりは、ＰＴＡの環境整備委
員会の方を中心にご協力いただいています。毎年、春にはマリーゴールド、秋にはパンジー・ビ
オラのきれいな花が咲いています。子どもたちは、毎週木曜日の朝、全校で花壇の草取りを行
い、花壇の整備を頑張っています。

密を避けるため、1 年生と各学年の代表者のみが体育館に集まり、児童会の歓迎のあいさつ
やプレゼント渡し、クイズなど、楽しい時間を過ごすことができました。代表以外の児童は、教
室でその様子を映像を通して共有することができました。

月に 1 度、朝の読書タイムを利用して地域の方に読み聞かせをしていただいています。読み聞
かせが始まると、どの子も目を輝かせ静かに耳を傾けています。

子どもたちの下校時の安全のため、地域のスクールガードの皆さんに、毎週月曜日と金曜日に
付き添い・見守り下校を行っていただいています。平成 17 年度から始まったものですが、今年
度は 24 人の方に登録していただくことができ、子どもたちを温かく見守っていただいています。

月に 1 度、ボランティア（ピノキオ）の方に、本の読み聞かせをしていただいています。低学年
だけでなく、全学年の児童に読み聞かせをしていただくこともあります。読み聞かせを通して、
読書好きな児童がたくさん育ってくれることを期待しています。

大藤小学校 十四山西部小学校教育の広場 教育の広場

地域の支えの中で生き生きと学ぶ「十西っ子」

10 2021（令和3）年 8月号 広報やとみ 112021（令和3）年 8月号 広報やとみ



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
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
「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」および「成年後見制度について無料相談」は
海部南部権利擁護センター ☎69－8181

※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8
7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

5 6

21

22 23 24 25 26

山の日

27 28

29 30 31

休きんちゃんバス 休きんちゃんバス

1
休きんちゃんバス

休図書館

2 3 4
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

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

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）
9：00～12：00

生活自立支援相談
（市役所）
9：00～12：00

彦坂外科(津島市)
☎ ２５－８３５５

もりや整形外科(あま市)
☎ ４４５－３７１１

服部整形外科皮フ科
（弥富市）
☎ ６５－１２００

はせ川外科（津島市）
☎ ２４－３３７０

鈴木整形外科（愛西市）
☎ ２８－８８３８

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8 月 平日夜間・休日診療問い合わせ先

診療日 受付時間 診療先
平日夜間

土曜日

日・祝

日・祝

日・祝

平
日
夜
間
お
よ
び
休
日

（
土
・
日
・
祝
日
）

内
科
・
小
児
科

歯
科
外
科

薬
な
ど

9：00～ 11：30
14：00～ 16：30

9：00～ 11：30
13：00～ 16：30

9：00～ 17：00

当面の間、休診 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
内科および小児科については、当面の間、

平日夜間と土曜日は休診とさせていただきます。
※病状などのお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。
※診療再開については、決まり次第、市ホームページにてお知らせします。

津島海部薬剤師会　くすり安心電話
☎090－2136－3858

開設時間 21：00～ 24：00

海部地区急病診療所（☎25－5210）
（津島市莪原町字郷西 37）
http://amaq.sakura.ne.jp

上記カレンダーに記載の当番医療機関については、都合により変更されることがありますので下記の消防署または
救急医療情報センターへご確認の上、受診してください。
※午後 5 時以降は消防署へお尋ねください。　※あま市の市外局番は 052 です。
●海部南部消防署  ☎52ー 0119　 ●海部南部消防署北分署  ☎65ー 0119 　●救急医療情報センター  ☎26ー 1133

休図書館

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≫
下水道等使用料　  6・7月分
市県民税　　　　　　  ２期
国民健康保険税　　　  ２期
後期高齢者医療保険料  ２期

【被爆ピアノを聞いて】
広島研修の代替授業では、被爆ピアノの音色を聞きました。被爆ピアノは、原爆によって音を奏でられなくなってしまいまし

たが、ピアノ調律師の矢川さんの懸命の努力によって、再び音が奏でられるピアノとしてよみがえりました。そして、日本各地
だけでなく、世界でも演奏され、音楽によって平和の大切さを伝えています。私は被爆ピアノの音色を聞き、「挫折しそうなとき
には、この音色を思い出して頑張ろう」と思いました。被爆ピアノが矢川さんの手を借りて復活できたように、私たちもお互い
に助け合うことで、辛く苦しいことを乗り越えて次に進むことができると思います。
【平和学習を通して】
原爆や戦争を学ぶにつれ、たくさんのことを考えるようになりました。想像できないほどの大きな被害や、親がいなくなって

一人になってしまった子どもの気持ちなど、目を覆いたくなるようなことばかりで、実際に起きたことだとは信じられませんでし
た。しかし、悲しくなる一方で、前向きな気持ちにもなりました。被爆ピアノの音色や、辛い戦争を経験し一生懸命生き抜いて
きた被爆者の方の話を聴くことで、「私も強く生きよう」と思うことができ、とても勇気づけられました。また、二度と同じ過ちを
繰り返さないよう、世界中のみんなで努力することが大切だとも思いました。
現在、被爆者の平均年齢は 83 歳と高齢化しており、戦争について語り継ぐことが難しくなりつつあります。このままでは、

日本に大きな被害を与えた原爆が、過去のものとなってしまいます。原爆について全く知らない人たちだけの世界になってしま
うのです。今、何にもおびえることなく生活できているのは、戦争を経験したすべての
人々のおかげです。戦争で心も体も傷つきながらも復興のために努力し続けた経験があ
ったからこそ、私たちは平和に過ごすことができるのです。今の暮らしをつくってくれた
人々に感謝しながら、若い世代が原爆や戦争について語り継げば、世界中の人々が戦
争をもっと自分のことのように考えるようになり、今よりも平和になっていくと思います。
昭和 20 年８月６日午前８時 15 分、原爆が投下され、一瞬のうちにたくさんのものが

失われました。この日は、一生忘れてはいけない大切な日です。

【原爆がもたらした悲劇】
原爆とは、原子爆弾の略称で、重さ５トンもある超巨大な核兵器のことです。
1945 年８月６日、午前８時 15 分に広島に落とされました。
広島に原爆が落とされたのは、朝の、子どもたちは学校へ、大人たちは会社へと

向かっている時間でした。原爆が落とされると、熱線、放射線、爆風の三つによって
大きな被害が出ました。
原爆の爆発によって爆心地周辺の地表は摂氏 3,000 ～ 4,000 度にも達し、熱線

によって多くの人が重度の火傷を負い、亡くなりました。そして、放射線によって髪
の毛が抜けたり皮膚に紫色の斑点ができて亡くなったりしました。また、爆発した瞬
間には、爆発点が数十万気圧にもなり、まわりの空気が急激に膨張して衝撃波が発生し、その後に強烈な爆風が人々を襲いま
した。それによって、吹き飛ばされて即死した人、負傷した人、建物の下敷きになって圧死した人が相次ぎました。
【原爆がつくった悲しみ】
原爆によって様々な悲しみが生まれました。その中でも一番印象に残ったのは、「焼き場の少年」という１枚の写真です。男の

子が、死んだ幼子（少年の弟）を背負って火葬の順番を待っているときに撮られた写真です。この写真からは、少年の深い悲し
みと辛い苦しみがひしひしと伝わってきました。
【まとめ】
原爆とは「人が犯した過ち」であるということに気付きました。今後、このような残酷なことが起きないようにするためにも、

僕たちが戦争のことを後世に伝えなくてはなりません。たとえ戦争を経験していなくても、戦争のことについて学び、考えたこ
とを後世に伝えていきたいと思います。

過去を残すために
十四山中学校　安井　蓮太郎

私の考え、思い
十四山中学校　髙橋　明葉

修研島広
教育の広場

つつみ整形外科
クリニック(蟹江町)
☎ ９７－０２２３
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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
8

8月18日（水）
16：00～17：00

  大野 壽姫ちゃん
おお  の じゅ   き

3歳
（前ケ平）

産まれて来てくれてありがとっ♡

  岡田 采ちゃん
 おか　だ いろは

2歳
（小島町）

好奇心旺盛で食べる事が大好き☆

  島林 亮弥くん
しまばやし りょう や

2歳
（佐古木）

暑さに負けずにいっぱい遊んでね

  浅野 匠海くん
あさ  の たく   み

3歳
（鯏浦町）

元気に大きくなぁ～れっ！

  伊藤 颯桔ちゃん
い  とう さつ  き

3歳
（馬ケ地）

元気いっぱい！お料理大好き！

  服部 真人くん
はっとり まさ   と

1歳
（前ケ須町）

育ち盛りのあばれんぼう！

  妹尾 緋奈ちゃん
せの　お ひ　 な

1歳
（前ケ須町）

いつもニコニコ！祝一歳！

  市川 葵音ちゃん
いち  かわ あお  ね

3歳
（平島町）

元気いっぱい、大きくなぁれ♪

「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

育児支援・家事支援を行います。月～金　9：00～ 17：00
1回につき 2時間まで

産前・産後
サポート事業

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 8月1日～9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。

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

8月28日（土）
14：00～16：00

8月21日（土）
14：00～16：00

8月21日（土）
14：00～16：00

各児童館で夏休みの工作、遊びを行っています

8月2日（月）～

※8月はお休みになります

卓球をしよう
（小学生対象）

将棋をしよう
（小学生対象）

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

※７月１日（木）より住所と電話番号が変わりました！！
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階児童課横に移転することに伴い、
電話番号も☎58-3352 に変更となりました。

※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　8月4日(水)～11日(水)【必着】
▼対 象 者　10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）

保育士（会計年度任用職員）を募集します

市役所児童課 ( 内線154)

勤務場所
募集の種類
勤務日
勤務時間

必要書類

賃金・手当など

その他

市立保育所
保育士
月～金曜日（週２日以上）
午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（7 時間）または、
午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分（7 時間 30 分）
(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
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。

勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。

申込方法 市役所児童課で随時受け付けします。

じどうかんであそぼう
（１歳以上～未就園児対象）
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影響を及ぼし、妊娠する力・妊娠
させる力（妊よう性）が低下した
り、失われたりするおそれがあり
ます。そこで、将来自分の子ども
を産み育てることを望む小児・
AYA（思春期・若年成人）世代の
がん患者などの皆さんに、精子や
卵子などの採取・凍結保存を行う
「妊よう性温存治療」にかかる費
用を助成します。
詳しくは愛知県ウェブページを
ご覧ください。

世帯構成に変更があり、世帯全
員の市町村民税が非課税となった
方は年金生活者支援給付金の支給
対象となる場合があります。詳し
くはねんきんダイヤルへご相談く
ださい。
　ねんきんダイヤル
☎(0570)05－1165（ナビダイ
ヤル）

専門相談員（弁護士）による無
料相談を実施します。
消費者金融などの貸金業者か
ら過払い金を回収し、国民健康
保険税などの滞納分に充てるこ
とで、多重債務の解消と併せて
滞納市税の解消ができる場合も
あります。
▼と　 き　
相談者の希望と専門相談員の日
程を調整し、後日日時を決定し
ご連絡します。
▼ところ　市役所相談室など
▼対　象　国民健康保険加入者
▼申込方法　
電話にて随時受け付けていま
す。（相談は予約制）
▼主　 催　
愛知県国民健康保険団体連合会
　市役所保険年金課（内線 122・
123）

☆特別障がい者手当
重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と

弥富市内犯罪発生状況（令和3年5月）

県内では、就寝中や在宅中にド
ロボウと鉢合わせる事案が発生し
ています。凶悪事件に発展する危
険がありますので防犯対策を徹底
しましょう。
【対策】
●就寝、在宅時にも鍵を掛ける
●補助錠を活用する（補助錠は上
部に付けると効果的）

●室内灯を点灯するなど、在宅中
であることをアピールする

●ドロボウが入ってきた時は、外
に逃げ大声で助けを呼ぶ

いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩みごと、心配ごと
などの相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られま

すので、一人で悩まず、気軽に相
談してください。
▼と　き
8 月 27 日（金）～ 9 月 2 日（木）
午前 8 時 30 分～午後 7 時

※8 月 28 日（土）、29 日（日）
は午前 10 時～午後 5 時

国民健康保険
多重債務者相談

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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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

年金受給者の方へ

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
8 月の予定

子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯
以外分）について

「愛知県がん患者妊よう性
温存治療費助成事業」が
始まりました

民生委員・児童委員が
代わりました　　（敬称略）

栄南
民生委員・児童委員
前橋　妙子
（令和3年5月１日付け、委嘱）
久留宮　良孝

学区
職

新任委員氏名

前任委員氏名

ルート全体の再編を検討し実施し
ます。
▼実験運行期間
・第 1 期
9 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
（平日のみ）
・第 2 期
令和 4 年 4 月 1 日～ 8 月 31
日（平日のみ）（予定）
▼料　金
きんちゃんバスと同じ料金です
▼便　数 
朝：駅方面行 2 便、南部方面行
2 便　
夕：駅方面行 2 便、南部方面行
3 便（計 9 便）
▼停車バス停
南部コミュニティセンター、愛
知黎明高校、弥富市役所、近鉄
弥富駅南口、弥富中学校（朝 1
便のみ停車）
　市役所市民協働課（内線 434）

きんちゃんバスの北部ルートと
東部ルートに設置されているバス
停「ピアゴ十四山店」のバス停名
が、9 月 1 日より「鍋平」に変わ
ります。（設置場所の変更はあり
ません。）
　市役所市民協働課（内線 434）

▼利用可能期間
7月19日（月）～10月30日（土）
７月に、各家庭・小学生の皆さ
んにきんちゃんバス無料お試し乗
車券を配布しました。
きんちゃんバスに乗ったことが
なかった方も、この機会にぜひご
乗車ください。
無料お試し乗車券を利用の際
は、裏面のアンケートにご回答い
ただいたうえ、1 枚ずつ切り取っ
て、ご乗車時に運転手にお渡しく
ださい。1 枚で、大人、子どもを
問わず、1 乗車 1 名限り、無料で
乗車できます。
　市役所市民協働課（内線 434）

※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

空港ターミナルビル内に新型コ
ロナウイルスワクチン大規模集団
接種会場が開設されている期間
は、日または時間帯によって空港
内や周辺道路が混雑する恐れがあ
りますので、空港をご利用の際は、
時間に余裕を持ってお越しくださ
い。
　名古屋空港総合案内所
☎(0568)28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

きんちゃんバスの南部ルート
は、乗車時間が長く運行便数が少
ないという問題があり、意見交換
会でも数多くの意見が出されてい
ます。弥富市地域公共交通計画に
おいては「南部ルートの公共交通
網再編」として事業を位置づけて
おり、南部コミュニティセンター
などの施設を拠点とし、通勤、通
学需要に対応した市中心部への急
行便の社会実験運行を 9 月 1 日
から開始します。また、その結果
を評価し、本格運行に向けた運行
計画を検討するとともに、南部

▼支給できない方
施設に入所している方

☆愛知県在宅重度障がい者手当
▼対象者および支給額（月額）
［1 種］身体障がい者手帳 1 級
または 2 級かつ療育手帳Ａ判定
の方　15,500 円
［2 種］身体障がい者手帳 1 ～
2 級の方、療育手帳Ａ判定の方、
身体障がい者手帳 3 級かつ療育
手帳Ｂ判定の方 　6,750 円
（65 歳以上で新たに手帳を取得
した方を除く）

▼支給できない方
①特別障がい者手当などの国制度
の手当を受給している方

②施設に入所している方
③医療機関に長期入院（3 か月以
上）している方

④一定の所得のある方
⑤平成 20 年 4 月 1 日以降、65
歳以上で新たに手帳を取得した
方（第 2 種手当該当の方のみ）
これ以外にも、国制度の特別障

がい者手当、障がい児福祉手当な
どがあります。くわしくは、市ホー
ムページをご覧ください。
　市役所福祉課（内線 162・163）

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の利用
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、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～

する、20 歳以上の方（施設入所者、
長期入院者を除く）に手当を支給
します。
▼対象者
次のいずれかの条件に該当する方
①身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを重複して有する
方 

②身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方で、Ｉ
Ｑ20 以下の方または常時介護
が必要な精神障がいを有する方 

③身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方または
ＩＱ20 以下の方もしくは常時
介護が必要な精神障がいを有す
る方で、他に身体障がい 3 級
相当の障がいを 2 つ以上有す
る方 

④身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方または
ＩＱ20 以下の方もしくはこれ
と同程度の障がいまたは病状を
有する方で、日常生活において
ほぼ全面介護が必要な方

▼支給額
【国制度分】月額 27,350 円
【県制度分】手当の対象者のう
ち、次に該当する方は、国制度
分に加算して支給されます。
［Ａ種］身体障がい 1 級または
2 級かつＩＱ35 以下の方
月額 6,850 円
［Ｂ種］身体障がい 1 級、2 級
の方またはＩＱ35 以下の方
月額 1,050 円

▼支給制限
・医療機関に長期入院（３か月以
上）している方
・施設に入所している方（施設を
退所された場合は、申請するこ
とができます）
・一定の所得のある世帯の方

☆障がい児福祉手当
重度の障がいを有し、日常生活

において常時特別な介護を必要と
する、20 歳未満の方（施設入所
者を除く）に手当を支給します。
▼対象者
次のいずれかの条件に該当される
方

①身体障がい者 1 級（2 級の一部
を含む）の障がいを有する方

②ＩＱ20 以下の方
③①・②と同程度の障がいまたは
病状で、常時介護が必要な方

▼支給額
【国制度分】月額 14,880 円
【県制度分】手当の対象者のう
ち、次に該当する方は、国制度
分に加算して支給されます。
［Ａ種］身体障がい 1 級または
2 級かつＩＱ35 以下の方
月額 6,900 円
［Ｂ種］身体障がい 1 級、2 級
の方またはＩＱ35 以下の方
月額 1,150 円

▼支給制限
・施設に入所している方（施設を
退所された場合は、申請するこ
とができます）
・一定の所得のある世帯の方
・障がいを事由とした年金を受給
されている方

　市役所福祉課（内線 162・163）

☆心身障がい者扶助料（市制度）
▼対象者および支給額（月額）
［1 種］身体障がい者手帳 1 級
または 2 級かつ療育手帳Ａ判定
の方　7,000 円
［2 種］身体障がい者手帳 1 ～
2 級の方、療育手帳Ａ判定の方、
身体障がい者手帳 3 級かつ療育
手帳Ｂ判定の方　3,500 円
［3 種］身体障がい者手帳 3 ～
4 級の方、療育手帳Ｂ判定の方
　2,500 円
［4 種］身体障がい者手帳 5 ～
6 級の方、療育手帳Ｃ判定の方
　1,500 円

▼支給できない方
施設に入所している方

☆精神障がい者給付金（市制度）
▼対象者および支給額（月額）
精神障がい者保健福祉手帳 1 級
の方　3,500 円
精神障がい者保健福祉手帳 2 級
の方　2,500 円
精神障がい者保健福祉手帳 3 級
の方　1,500 円

個人事業税の第 1 期分の納期限
は 8 月 31 日 ( 火 ) です。
8 月中旬に県から納税通知書を
お送りしますので、納期限までに
納付をしてください。
納税通知書には第 1 期分と第 2
期分の納付書が同封されますの
で、納付にあたっては、納付書を
お間違いのないようにご注意くだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、ＭＭＫ
（マルチメディアキオスク）設
置店
・Pay-easy( ペイジー ) に対応し
たインターネットバンキングま
たはＡＴМ
・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ
設置店、スマートフォン決済ア
プリによる納付については、納
付書の納付金額が 30 万円以下
のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口、
県税事務所の窓口またはコンビニ
エンスストア、MMK 設置店で納
付してください。
また、納付には便利で安全な口
座振替の制度もあります。ご希望
の方は口座を開設している金融機
関の窓口で手続きをしてくださ
い。
　西尾張県税事務所　課税第一課
県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイヤル
イン )
　https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/zeimu/

市内に住所を有し、引き続き居
住している方で、令和 3 年 12
月 31 日までに婚姻生活が 50 年
になられるご夫婦（昭和 46 年
1月 1日～ 12月 31日までに婚
姻の届出をなされた方を対象）
▼必要書類
・申出書（市役所介護高齢課およ
び十四山支所備え付けの用紙）
・戸籍抄本（弥富市に本籍がある
方は不要です）

▼申込期限　8 月 27 日（金）
※式典の日程および詳細について
は、対象者に後日ご連絡します。

　・　市役所介護高齢課（内線
175）、市社会福祉協議会
☎65－8105

▼と　き　
8 月 29 日（日）午前 8 時集合

▼集合場所　総合福祉センター
▼ところ　
のんほいパーク（豊橋総合動植
物公園）（パーク内自由散策・
動物ふれあい体験）

▼対　象（市内在住）　　
①身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳所持児
童・生徒とその保護者など

②母子・父子家庭の児童・生徒と
その保護者

※児童・生徒対象年齢は平成15年

※強化週間以外の受付時間は平日
午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼相談専用電話（子どもの人権110番）
☎(0120)007－110（フリーダイヤル）
　名古屋法務局人権擁護部
☎(052)952－8111（内線 1483）

登校中の児童・生徒などへの交
通指導、交通安全啓発活動により、
交通事故から人々を守る交通指導
員を性別を問わず募集していま
す。
市では、現在 39 人が、交通指
導員として活躍されています。
▼活動内容　
・市内小中学校の通学路などにお
ける交通指導（平日のゼロが付
く日）
・交通安全啓発活動への参加 ( 交
通安全週間 )

　市役所市民協働課（内線 434）

金婚（結婚 50 年）を迎えられ
たご夫婦に対し、これからのます
ますのご長寿とご健康を祈念し、
式典を開催します。該当される方
はお申し出ください。
▼対象者
令和 3 年 4 月 1 日現在において

愛知県立農業大学校は、農業後
継者や農業の担い手を育成する 2
年間の専修学校です。
▼定　員　農学科 100 人
▼修業年限　2 年
▼専　攻
鉢物・緑花木、切花、作物、果樹、
露地野菜、施設野菜、酪農、養豚・
養鶏

▼試験日
・農業系高校後継者特別推薦入学試験
9 月 30 日（木）
・一般推薦入学試験
11 月 1 日（月）
・一般入学一次試験
12 月 10 日（金）

▼出願期間
・農業系高校後継者特別推薦入学試験
9 月 14 日（火）～ 17 日（金）
・一般推薦入学試験
9月29日（水）～10月15日（金）
・一般入学一次試験
11 月 11 日（木）～ 26 日（金）

※詳細は愛知県立農業大学校ホー
ムページ参照

　・　愛知県立農業大学校教育部
学務科
☎(0564)51－1602

▼利用時間
平日の午前 10時～午後 4時 30
分（最終受付は午後 3時 30分）

▼受付場所
富浜緑地内自転車貸出所

▼その他
草刈り作業時などは、利用がで
きませんので、事前にお問い合
わせください

　富浜緑地自転車貸出所
☎(090)7674－7074

令和 2 年 4 月 1 日より受け付
けております。既に申請手続きが
お済みの方は、改めて手続きをし
ていただく必要はありません。
▼支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族
で、令和 2 年 4 月 1 日（基準日）
において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻
や父母など）がいない場合にお
いて、次の順番による先順位の
ご遺族お 1 人に対し、第十一回
特別弔慰金が支給されます。

▼支給対象遺族の順位
（1）令和 2 年 4 月 1 日までに戦

傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方

（2）戦没者などの子
（3）戦没者などの①父母、②孫、③

祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関
係を有していることなどの要件
を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。

（4）前記（1）から（3）以外の
戦没者などの三親等内の親
族（甥、姪など）※戦没者な
どの死亡時まで引き続き 1
年以上の生計関係を有して
いた方に限ります。

【支給内容】
額面 25 万円、５年償還の記名国
債
【請求期限】
令和 5 年 3 月 31 日 ( 金 )
（請求期限を過ぎると時効により
権利が消滅し、特別弔慰金を受け
ることができなくなりますので、
ご注意ください）
　・　市役所福祉課（内線 164・
165）

４月２日以降に生まれた児童・
生徒

※保護者などの同伴は、原則 1 人
※①の場合は、対象児童・生徒 1 人
につき 1人の同伴を可とします。
さらにその他同伴者（対象児童・
生徒の兄弟・姉妹、保護者他）
が参加希望の場合はバス代を除
く実費相当額（大人 2,000 円 /
小人 1,500 円）を徴収します。

▼定　員　35 人
▼申込方法
電話、申込書持参または FAX

※申込書は本会窓口またはホーム
ページからダウンロードできま
す。

▼申込期限　
8 月 10 日 ( 火 ) まで（申し込
み多数の場合は抽選）

▼受付時間
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時

　・　市社会福祉協議会
☎65－8105　　65－8002
　https://www.shakyo.or.jp/
　hp/1069/

低所得の子育て世帯を支援する
ため、給付金を支給します。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ
とり親世帯分の給付金を受け取っ
た方を除く）
①令和 3 年 3 月 31 日時点で 18
歳未満の児童（障がい児の場合、
20 歳未満）を養育する父母な
ど
②令和 3 年度住民税（均等割）が
非課税（※未申告の方は申告が
必要です）または令和 3 年 1 月
1 日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
▼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）まで
令和 3 年 4 月分の児童手当な
どの受給者または令和 3 年 5 月
分～令和 4 年 3 月分の児童手当
などの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税申告が未申告の方・
公務員の方を除く）は申請不要で
す。
上記以外の方は申請が必要です。
　市役所児童課（内線 155）

民生委員・児童委員が次のとおり
代わりましたので、お知らせします。

　【民生委員に関すること】
市役所福祉課（内線 164・165）
【児童委員に関すること】
市役所児童課（内線 154）

がんなどの治療は、生殖機能に

次の手当を受給されている方
は、毎年 1 回、現況届・所得状況
届の提出が必要です。提出がない
と、8 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。
◎児童扶養手当
◎愛知県および市遺児手当
※児童扶養手当･愛知県および市
遺児手当は提出がないと、11
月分以降の手当が受けられなく
なります。
▼提出期限　8 月 31 日（火）
※７月下旬に対象となる受給者に
は通知をしています。
　市役所児童課（内線 155）

◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼提出期限　8 月 31 日（火）
※７月下旬に対象となる受給者に
は通知をしています。
　市役所福祉課（内線 162・163）

◎特別児童扶養手当
▼提出期限　9 月 13 日（月）
※８月上旬に対象となる受給者に
は通知をします。
　市役所児童課（内線 155）

◎特別障がい者手当
◎障がい児福祉手当
▼提出期限　9 月 13 日（月）
※８月上旬に対象となる受給者に
は通知をします。
　市役所福祉課（内線 162・163）

障がい者手当制度

障がい者手当制度（国制度）

現況届・所得状況届を
お忘れなく

お知らせします

※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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影響を及ぼし、妊娠する力・妊娠
させる力（妊よう性）が低下した
り、失われたりするおそれがあり
ます。そこで、将来自分の子ども
を産み育てることを望む小児・
AYA（思春期・若年成人）世代の
がん患者などの皆さんに、精子や
卵子などの採取・凍結保存を行う
「妊よう性温存治療」にかかる費
用を助成します。
詳しくは愛知県ウェブページを
ご覧ください。

世帯構成に変更があり、世帯全
員の市町村民税が非課税となった
方は年金生活者支援給付金の支給
対象となる場合があります。詳し
くはねんきんダイヤルへご相談く
ださい。
　ねんきんダイヤル
☎(0570)05－1165（ナビダイ
ヤル）

専門相談員（弁護士）による無
料相談を実施します。
消費者金融などの貸金業者か
ら過払い金を回収し、国民健康
保険税などの滞納分に充てるこ
とで、多重債務の解消と併せて
滞納市税の解消ができる場合も
あります。
▼と　 き　
相談者の希望と専門相談員の日
程を調整し、後日日時を決定し
ご連絡します。
▼ところ　市役所相談室など
▼対　象　国民健康保険加入者
▼申込方法　
電話にて随時受け付けていま
す。（相談は予約制）
▼主　 催　
愛知県国民健康保険団体連合会
　市役所保険年金課（内線 122・
123）

☆特別障がい者手当
重度の障がいを有し、日常生活
において常時特別な介護を必要と

弥富市内犯罪発生状況（令和3年5月）

県内では、就寝中や在宅中にド
ロボウと鉢合わせる事案が発生し
ています。凶悪事件に発展する危
険がありますので防犯対策を徹底
しましょう。
【対策】
●就寝、在宅時にも鍵を掛ける
●補助錠を活用する（補助錠は上
部に付けると効果的）

●室内灯を点灯するなど、在宅中
であることをアピールする

●ドロボウが入ってきた時は、外
に逃げ大声で助けを呼ぶ

いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩みごと、心配ごと
などの相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られま

すので、一人で悩まず、気軽に相
談してください。
▼と　き
8 月 27 日（金）～ 9 月 2 日（木）
午前 8 時 30 分～午後 7 時

※8 月 28 日（土）、29 日（日）
は午前 10 時～午後 5 時

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。

ドロボウと鉢合わせ事案続発

グラウンドゴルフ場
（富浜緑地内芝生広場）が
利用できます

無料お試し乗車券で
「きんちゃんバス」を
ご利用ください！

愛知県立農業大学校
入学試験案内

個人事業税第 1 期分の
納付をお忘れなく

きんちゃんバスの
バス停名が変わります

②
③
③
③
②
③
③
②
③
③
②
③

①
②
②
②
①
②
②
①
②
②
①
②

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

1 日
3 日
11 日
14 日
15 日
19 日
21 日
22 日
27 日
28 日
29 日
31 日

2 回目1 回目日　程 ルート全体の再編を検討し実施し
ます。
▼実験運行期間
・第 1 期
9 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
（平日のみ）
・第 2 期
令和 4 年 4 月 1 日～ 8 月 31
日（平日のみ）（予定）
▼料　金
きんちゃんバスと同じ料金です
▼便　数 
朝：駅方面行 2 便、南部方面行
2 便　
夕：駅方面行 2 便、南部方面行
3 便（計 9 便）
▼停車バス停
南部コミュニティセンター、愛
知黎明高校、弥富市役所、近鉄
弥富駅南口、弥富中学校（朝 1
便のみ停車）
　市役所市民協働課（内線 434）

きんちゃんバスの北部ルートと
東部ルートに設置されているバス
停「ピアゴ十四山店」のバス停名
が、9 月 1 日より「鍋平」に変わ
ります。（設置場所の変更はあり
ません。）
　市役所市民協働課（内線 434）

▼利用可能期間
7月19日（月）～10月30日（土）
７月に、各家庭・小学生の皆さ
んにきんちゃんバス無料お試し乗
車券を配布しました。
きんちゃんバスに乗ったことが
なかった方も、この機会にぜひご
乗車ください。
無料お試し乗車券を利用の際
は、裏面のアンケートにご回答い
ただいたうえ、1 枚ずつ切り取っ
て、ご乗車時に運転手にお渡しく
ださい。1 枚で、大人、子どもを
問わず、1 乗車 1 名限り、無料で
乗車できます。
　市役所市民協働課（内線 434）

※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

空港ターミナルビル内に新型コ
ロナウイルスワクチン大規模集団
接種会場が開設されている期間
は、日または時間帯によって空港
内や周辺道路が混雑する恐れがあ
りますので、空港をご利用の際は、
時間に余裕を持ってお越しくださ
い。
　名古屋空港総合案内所
☎(0568)28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

きんちゃんバスの南部ルート
は、乗車時間が長く運行便数が少
ないという問題があり、意見交換
会でも数多くの意見が出されてい
ます。弥富市地域公共交通計画に
おいては「南部ルートの公共交通
網再編」として事業を位置づけて
おり、南部コミュニティセンター
などの施設を拠点とし、通勤、通
学需要に対応した市中心部への急
行便の社会実験運行を 9 月 1 日
から開始します。また、その結果
を評価し、本格運行に向けた運行
計画を検討するとともに、南部

▼支給できない方
施設に入所している方

☆愛知県在宅重度障がい者手当
▼対象者および支給額（月額）
［1 種］身体障がい者手帳 1 級
または 2 級かつ療育手帳Ａ判定
の方　15,500 円
［2 種］身体障がい者手帳 1 ～
2 級の方、療育手帳Ａ判定の方、
身体障がい者手帳 3 級かつ療育
手帳Ｂ判定の方 　6,750 円
（65 歳以上で新たに手帳を取得
した方を除く）

▼支給できない方
①特別障がい者手当などの国制度
の手当を受給している方

②施設に入所している方
③医療機関に長期入院（3 か月以
上）している方

④一定の所得のある方
⑤平成 20 年 4 月 1 日以降、65
歳以上で新たに手帳を取得した
方（第 2 種手当該当の方のみ）
これ以外にも、国制度の特別障

がい者手当、障がい児福祉手当な
どがあります。くわしくは、市ホー
ムページをご覧ください。
　市役所福祉課（内線 162・163）

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の利用
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、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～

する、20 歳以上の方（施設入所者、
長期入院者を除く）に手当を支給
します。
▼対象者
次のいずれかの条件に該当する方
①身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを重複して有する
方 

②身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方で、Ｉ
Ｑ20 以下の方または常時介護
が必要な精神障がいを有する方 

③身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方または
ＩＱ20 以下の方もしくは常時
介護が必要な精神障がいを有す
る方で、他に身体障がい 3 級
相当の障がいを 2 つ以上有す
る方 

④身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方または
ＩＱ20 以下の方もしくはこれ
と同程度の障がいまたは病状を
有する方で、日常生活において
ほぼ全面介護が必要な方

▼支給額
【国制度分】月額 27,350 円
【県制度分】手当の対象者のう
ち、次に該当する方は、国制度
分に加算して支給されます。
［Ａ種］身体障がい 1 級または
2 級かつＩＱ35 以下の方
月額 6,850 円
［Ｂ種］身体障がい 1 級、2 級
の方またはＩＱ35 以下の方
月額 1,050 円

▼支給制限
・医療機関に長期入院（３か月以
上）している方
・施設に入所している方（施設を
退所された場合は、申請するこ
とができます）
・一定の所得のある世帯の方

☆障がい児福祉手当
重度の障がいを有し、日常生活

において常時特別な介護を必要と
する、20 歳未満の方（施設入所
者を除く）に手当を支給します。
▼対象者
次のいずれかの条件に該当される
方

①身体障がい者 1 級（2 級の一部
を含む）の障がいを有する方

②ＩＱ20 以下の方
③①・②と同程度の障がいまたは
病状で、常時介護が必要な方

▼支給額
【国制度分】月額 14,880 円
【県制度分】手当の対象者のう
ち、次に該当する方は、国制度
分に加算して支給されます。
［Ａ種］身体障がい 1 級または
2 級かつＩＱ35 以下の方
月額 6,900 円
［Ｂ種］身体障がい 1 級、2 級
の方またはＩＱ35 以下の方
月額 1,150 円

▼支給制限
・施設に入所している方（施設を
退所された場合は、申請するこ
とができます）
・一定の所得のある世帯の方
・障がいを事由とした年金を受給
されている方

　市役所福祉課（内線 162・163）

☆心身障がい者扶助料（市制度）
▼対象者および支給額（月額）
［1 種］身体障がい者手帳 1 級
または 2 級かつ療育手帳Ａ判定
の方　7,000 円
［2 種］身体障がい者手帳 1 ～
2 級の方、療育手帳Ａ判定の方、
身体障がい者手帳 3 級かつ療育
手帳Ｂ判定の方　3,500 円
［3 種］身体障がい者手帳 3 ～
4 級の方、療育手帳Ｂ判定の方
　2,500 円
［4 種］身体障がい者手帳 5 ～
6 級の方、療育手帳Ｃ判定の方
　1,500 円

▼支給できない方
施設に入所している方

☆精神障がい者給付金（市制度）
▼対象者および支給額（月額）
精神障がい者保健福祉手帳 1 級
の方　3,500 円
精神障がい者保健福祉手帳 2 級
の方　2,500 円
精神障がい者保健福祉手帳 3 級
の方　1,500 円

個人事業税の第 1 期分の納期限
は 8 月 31 日 ( 火 ) です。
8 月中旬に県から納税通知書を
お送りしますので、納期限までに
納付をしてください。
納税通知書には第 1 期分と第 2
期分の納付書が同封されますの
で、納付にあたっては、納付書を
お間違いのないようにご注意くだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、ＭＭＫ
（マルチメディアキオスク）設
置店
・Pay-easy( ペイジー ) に対応し
たインターネットバンキングま
たはＡＴМ
・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ
設置店、スマートフォン決済ア
プリによる納付については、納
付書の納付金額が 30 万円以下
のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口、
県税事務所の窓口またはコンビニ
エンスストア、MMK 設置店で納
付してください。
また、納付には便利で安全な口
座振替の制度もあります。ご希望
の方は口座を開設している金融機
関の窓口で手続きをしてくださ
い。
　西尾張県税事務所　課税第一課
県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイヤル
イン )
　https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/zeimu/

市内に住所を有し、引き続き居
住している方で、令和 3 年 12
月 31 日までに婚姻生活が 50 年
になられるご夫婦（昭和 46 年
1月 1日～ 12月 31日までに婚
姻の届出をなされた方を対象）
▼必要書類
・申出書（市役所介護高齢課およ
び十四山支所備え付けの用紙）
・戸籍抄本（弥富市に本籍がある
方は不要です）
▼申込期限　8 月 27 日（金）
※式典の日程および詳細について
は、対象者に後日ご連絡します。
　・　市役所介護高齢課（内線
175）、市社会福祉協議会
☎65－8105

▼と　き　
8 月 29 日（日）午前 8 時集合
▼集合場所　総合福祉センター
▼ところ　
のんほいパーク（豊橋総合動植
物公園）（パーク内自由散策・
動物ふれあい体験）
▼対　象（市内在住）　　
①身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳所持児
童・生徒とその保護者など
②母子・父子家庭の児童・生徒と
その保護者
※児童・生徒対象年齢は平成15年

※強化週間以外の受付時間は平日
午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼相談専用電話（子どもの人権110番）
☎(0120)007－110（フリーダイヤル）
　名古屋法務局人権擁護部
☎(052)952－8111（内線 1483）

登校中の児童・生徒などへの交
通指導、交通安全啓発活動により、
交通事故から人々を守る交通指導
員を性別を問わず募集していま
す。
市では、現在 39 人が、交通指
導員として活躍されています。
▼活動内容　
・市内小中学校の通学路などにお
ける交通指導（平日のゼロが付
く日）
・交通安全啓発活動への参加 ( 交
通安全週間 )
　市役所市民協働課（内線 434）

金婚（結婚 50 年）を迎えられ
たご夫婦に対し、これからのます
ますのご長寿とご健康を祈念し、
式典を開催します。該当される方
はお申し出ください。
▼対象者
令和 3 年 4 月 1 日現在において

愛知県立農業大学校は、農業後
継者や農業の担い手を育成する 2
年間の専修学校です。
▼定　員　農学科 100 人
▼修業年限　2 年
▼専　攻
鉢物・緑花木、切花、作物、果樹、
露地野菜、施設野菜、酪農、養豚・
養鶏

▼試験日
・農業系高校後継者特別推薦入学試験
9 月 30 日（木）
・一般推薦入学試験
11 月 1 日（月）
・一般入学一次試験
12 月 10 日（金）

▼出願期間
・農業系高校後継者特別推薦入学試験
9 月 14 日（火）～ 17 日（金）
・一般推薦入学試験
9月29日（水）～10月15日（金）
・一般入学一次試験
11 月 11 日（木）～ 26 日（金）

※詳細は愛知県立農業大学校ホー
ムページ参照

　・　愛知県立農業大学校教育部
学務科
☎(0564)51－1602

▼利用時間
平日の午前 10時～午後 4時 30
分（最終受付は午後 3時 30分）

▼受付場所
富浜緑地内自転車貸出所

▼その他
草刈り作業時などは、利用がで
きませんので、事前にお問い合
わせください

　富浜緑地自転車貸出所
☎(090)7674－7074

令和 2 年 4 月 1 日より受け付
けております。既に申請手続きが
お済みの方は、改めて手続きをし
ていただく必要はありません。
▼支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族
で、令和 2 年 4 月 1 日（基準日）
において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻
や父母など）がいない場合にお
いて、次の順番による先順位の
ご遺族お 1 人に対し、第十一回
特別弔慰金が支給されます。

▼支給対象遺族の順位
（1）令和 2 年 4 月 1 日までに戦

傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方

（2）戦没者などの子
（3）戦没者などの①父母、②孫、③

祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関
係を有していることなどの要件
を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。

（4）前記（1）から（3）以外の
戦没者などの三親等内の親
族（甥、姪など）※戦没者な
どの死亡時まで引き続き 1
年以上の生計関係を有して
いた方に限ります。

【支給内容】
額面 25 万円、５年償還の記名国
債
【請求期限】
令和 5 年 3 月 31 日 ( 金 )
（請求期限を過ぎると時効により
権利が消滅し、特別弔慰金を受け
ることができなくなりますので、
ご注意ください）
　・　市役所福祉課（内線 164・
165）

４月２日以降に生まれた児童・
生徒
※保護者などの同伴は、原則 1 人
※①の場合は、対象児童・生徒 1 人
につき 1人の同伴を可とします。
さらにその他同伴者（対象児童・
生徒の兄弟・姉妹、保護者他）
が参加希望の場合はバス代を除
く実費相当額（大人 2,000 円 /
小人 1,500 円）を徴収します。
▼定　員　35 人
▼申込方法
電話、申込書持参または FAX
※申込書は本会窓口またはホーム
ページからダウンロードできま
す。
▼申込期限　
8 月 10 日 ( 火 ) まで（申し込
み多数の場合は抽選）
▼受付時間
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105　　65－8002
　https://www.shakyo.or.jp/
　hp/1069/

低所得の子育て世帯を支援する
ため、給付金を支給します。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ
とり親世帯分の給付金を受け取っ
た方を除く）
①令和 3 年 3 月 31 日時点で 18
歳未満の児童（障がい児の場合、
20 歳未満）を養育する父母な
ど
②令和 3 年度住民税（均等割）が
非課税（※未申告の方は申告が
必要です）または令和 3 年 1 月
1 日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
▼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）まで
令和 3 年 4 月分の児童手当な
どの受給者または令和 3 年 5 月
分～令和 4 年 3 月分の児童手当
などの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税申告が未申告の方・
公務員の方を除く）は申請不要で
す。
上記以外の方は申請が必要です。
　市役所児童課（内線 155）

民生委員・児童委員が次のとおり
代わりましたので、お知らせします。

　【民生委員に関すること】
市役所福祉課（内線 164・165）
【児童委員に関すること】
市役所児童課（内線 154）

がんなどの治療は、生殖機能に

次の手当を受給されている方
は、毎年 1 回、現況届・所得状況
届の提出が必要です。提出がない
と、8 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。
◎児童扶養手当
◎愛知県および市遺児手当
※児童扶養手当･愛知県および市
遺児手当は提出がないと、11
月分以降の手当が受けられなく
なります。
▼提出期限　8 月 31 日（火）
※７月下旬に対象となる受給者に
は通知をしています。
　市役所児童課（内線 155）

◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼提出期限　8 月 31 日（火）
※７月下旬に対象となる受給者に
は通知をしています。
　市役所福祉課（内線 162・163）

◎特別児童扶養手当
▼提出期限　9 月 13 日（月）
※８月上旬に対象となる受給者に
は通知をします。
　市役所児童課（内線 155）

◎特別障がい者手当
◎障がい児福祉手当
▼提出期限　9 月 13 日（月）
※８月上旬に対象となる受給者に
は通知をします。
　市役所福祉課（内線 162・163）
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県営名古屋空港からの
お知らせ

きんちゃんバス南部地域
急行バス社会実験運行開始！

第十一回特別弔慰金の
請求はお済みですか

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

1918 2021（令和3）年 8月号 広報やとみ2021（令和3）年 8月号 広報やとみ



コミュニティ助成事業を活用

市議会からのお知らせ影響を及ぼし、妊娠する力・妊娠
させる力（妊よう性）が低下した
り、失われたりするおそれがあり
ます。そこで、将来自分の子ども
を産み育てることを望む小児・
AYA（思春期・若年成人）世代の
がん患者などの皆さんに、精子や
卵子などの採取・凍結保存を行う
「妊よう性温存治療」にかかる費
用を助成します。
詳しくは愛知県ウェブページを

ご覧ください。

世帯構成に変更があり、世帯全
員の市町村民税が非課税となった
方は年金生活者支援給付金の支給
対象となる場合があります。詳し
くはねんきんダイヤルへご相談く
ださい。
　ねんきんダイヤル
☎(0570)05－1165（ナビダイ
ヤル）

専門相談員（弁護士）による無
料相談を実施します。
消費者金融などの貸金業者か

ら過払い金を回収し、国民健康
保険税などの滞納分に充てるこ
とで、多重債務の解消と併せて
滞納市税の解消ができる場合も
あります。
▼と　 き　
相談者の希望と専門相談員の日
程を調整し、後日日時を決定し
ご連絡します。

▼ところ　市役所相談室など
▼対　象　国民健康保険加入者
▼申込方法　
電話にて随時受け付けていま
す。（相談は予約制）

▼主　 催　
愛知県国民健康保険団体連合会

　市役所保険年金課（内線 122・
123）

☆特別障がい者手当
重度の障がいを有し、日常生活

において常時特別な介護を必要と

弥富市内犯罪発生状況（令和3年5月）

県内では、就寝中や在宅中にド
ロボウと鉢合わせる事案が発生し
ています。凶悪事件に発展する危
険がありますので防犯対策を徹底
しましょう。
【対策】
●就寝、在宅時にも鍵を掛ける
●補助錠を活用する（補助錠は上
部に付けると効果的）

●室内灯を点灯するなど、在宅中
であることをアピールする

●ドロボウが入ってきた時は、外
に逃げ大声で助けを呼ぶ

いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩みごと、心配ごと
などの相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られま

すので、一人で悩まず、気軽に相
談してください。
▼と　き
8 月 27 日（金）～ 9 月 2 日（木）
午前 8 時 30 分～午後 7 時

※8 月 28 日（土）、29 日（日）
は午前 10 時～午後 5 時

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。

交通指導員を募集

金婚式のご案内

ルート全体の再編を検討し実施し
ます。
▼実験運行期間
・第 1 期
9 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
（平日のみ）
・第 2 期
令和 4 年 4 月 1 日～ 8 月 31
日（平日のみ）（予定）
▼料　金
きんちゃんバスと同じ料金です
▼便　数 
朝：駅方面行 2 便、南部方面行
2 便　
夕：駅方面行 2 便、南部方面行
3 便（計 9 便）
▼停車バス停
南部コミュニティセンター、愛
知黎明高校、弥富市役所、近鉄
弥富駅南口、弥富中学校（朝 1
便のみ停車）
　市役所市民協働課（内線 434）

きんちゃんバスの北部ルートと
東部ルートに設置されているバス
停「ピアゴ十四山店」のバス停名
が、9 月 1 日より「鍋平」に変わ
ります。（設置場所の変更はあり
ません。）
　市役所市民協働課（内線 434）

▼利用可能期間
7月19日（月）～10月30日（土）
７月に、各家庭・小学生の皆さ
んにきんちゃんバス無料お試し乗
車券を配布しました。
きんちゃんバスに乗ったことが
なかった方も、この機会にぜひご
乗車ください。
無料お試し乗車券を利用の際
は、裏面のアンケートにご回答い
ただいたうえ、1 枚ずつ切り取っ
て、ご乗車時に運転手にお渡しく
ださい。1 枚で、大人、子どもを
問わず、1 乗車 1 名限り、無料で
乗車できます。
　市役所市民協働課（内線 434）

※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

空港ターミナルビル内に新型コ
ロナウイルスワクチン大規模集団
接種会場が開設されている期間
は、日または時間帯によって空港
内や周辺道路が混雑する恐れがあ
りますので、空港をご利用の際は、
時間に余裕を持ってお越しくださ
い。
　名古屋空港総合案内所
☎(0568)28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

きんちゃんバスの南部ルート
は、乗車時間が長く運行便数が少
ないという問題があり、意見交換
会でも数多くの意見が出されてい
ます。弥富市地域公共交通計画に
おいては「南部ルートの公共交通
網再編」として事業を位置づけて
おり、南部コミュニティセンター
などの施設を拠点とし、通勤、通
学需要に対応した市中心部への急
行便の社会実験運行を 9 月 1 日
から開始します。また、その結果
を評価し、本格運行に向けた運行
計画を検討するとともに、南部

▼支給できない方
施設に入所している方

☆愛知県在宅重度障がい者手当
▼対象者および支給額（月額）
［1 種］身体障がい者手帳 1 級
または 2 級かつ療育手帳Ａ判定
の方　15,500 円
［2 種］身体障がい者手帳 1 ～
2 級の方、療育手帳Ａ判定の方、
身体障がい者手帳 3 級かつ療育
手帳Ｂ判定の方 　6,750 円
（65 歳以上で新たに手帳を取得
した方を除く）

▼支給できない方
①特別障がい者手当などの国制度
の手当を受給している方

②施設に入所している方
③医療機関に長期入院（3 か月以
上）している方

④一定の所得のある方
⑤平成 20 年 4 月 1 日以降、65
歳以上で新たに手帳を取得した
方（第 2 種手当該当の方のみ）
これ以外にも、国制度の特別障

がい者手当、障がい児福祉手当な
どがあります。くわしくは、市ホー
ムページをご覧ください。
　市役所福祉課（内線 162・163）

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の利用
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、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～

する、20 歳以上の方（施設入所者、
長期入院者を除く）に手当を支給
します。
▼対象者
次のいずれかの条件に該当する方
①身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを重複して有する
方 

②身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方で、Ｉ
Ｑ20 以下の方または常時介護
が必要な精神障がいを有する方 

③身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方または
ＩＱ20 以下の方もしくは常時
介護が必要な精神障がいを有す
る方で、他に身体障がい 3 級
相当の障がいを 2 つ以上有す
る方 

④身体障がい 2 級（一部を除く）
以上の障がいを有する方または
ＩＱ20 以下の方もしくはこれ
と同程度の障がいまたは病状を
有する方で、日常生活において
ほぼ全面介護が必要な方

▼支給額
【国制度分】月額 27,350 円
【県制度分】手当の対象者のう
ち、次に該当する方は、国制度
分に加算して支給されます。
［Ａ種］身体障がい 1 級または
2 級かつＩＱ35 以下の方
月額 6,850 円
［Ｂ種］身体障がい 1 級、2 級
の方またはＩＱ35 以下の方
月額 1,050 円

▼支給制限
・医療機関に長期入院（３か月以
上）している方
・施設に入所している方（施設を
退所された場合は、申請するこ
とができます）
・一定の所得のある世帯の方

☆障がい児福祉手当
重度の障がいを有し、日常生活

において常時特別な介護を必要と
する、20 歳未満の方（施設入所
者を除く）に手当を支給します。
▼対象者
次のいずれかの条件に該当される
方

①身体障がい者 1 級（2 級の一部
を含む）の障がいを有する方

②ＩＱ20 以下の方
③①・②と同程度の障がいまたは
病状で、常時介護が必要な方

▼支給額
【国制度分】月額 14,880 円
【県制度分】手当の対象者のう
ち、次に該当する方は、国制度
分に加算して支給されます。
［Ａ種］身体障がい 1 級または
2 級かつＩＱ35 以下の方
月額 6,900 円
［Ｂ種］身体障がい 1 級、2 級
の方またはＩＱ35 以下の方
月額 1,150 円

▼支給制限
・施設に入所している方（施設を
退所された場合は、申請するこ
とができます）
・一定の所得のある世帯の方
・障がいを事由とした年金を受給
されている方

　市役所福祉課（内線 162・163）

☆心身障がい者扶助料（市制度）
▼対象者および支給額（月額）
［1 種］身体障がい者手帳 1 級
または 2 級かつ療育手帳Ａ判定
の方　7,000 円
［2 種］身体障がい者手帳 1 ～
2 級の方、療育手帳Ａ判定の方、
身体障がい者手帳 3 級かつ療育
手帳Ｂ判定の方　3,500 円
［3 種］身体障がい者手帳 3 ～
4 級の方、療育手帳Ｂ判定の方
　2,500 円
［4 種］身体障がい者手帳 5 ～
6 級の方、療育手帳Ｃ判定の方
　1,500 円

▼支給できない方
施設に入所している方

☆精神障がい者給付金（市制度）
▼対象者および支給額（月額）
精神障がい者保健福祉手帳 1 級
の方　3,500 円
精神障がい者保健福祉手帳 2 級
の方　2,500 円
精神障がい者保健福祉手帳 3 級
の方　1,500 円

個人事業税の第 1 期分の納期限
は 8 月 31 日 ( 火 ) です。
8 月中旬に県から納税通知書を
お送りしますので、納期限までに
納付をしてください。
納税通知書には第 1 期分と第 2
期分の納付書が同封されますの
で、納付にあたっては、納付書を
お間違いのないようにご注意くだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、ＭＭＫ
（マルチメディアキオスク）設
置店
・Pay-easy( ペイジー ) に対応し
たインターネットバンキングま
たはＡＴМ
・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、ＭＭＫ
設置店、スマートフォン決済ア
プリによる納付については、納
付書の納付金額が 30 万円以下
のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融機
関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口、
県税事務所の窓口またはコンビニ
エンスストア、MMK 設置店で納
付してください。
また、納付には便利で安全な口
座振替の制度もあります。ご希望
の方は口座を開設している金融機
関の窓口で手続きをしてくださ
い。
　西尾張県税事務所　課税第一課
県民税・事業税第二グル－プ
☎（0586）45－3169 ( ダイヤル
イン )
　https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/zeimu/

市内に住所を有し、引き続き居
住している方で、令和 3 年 12
月 31 日までに婚姻生活が 50 年
になられるご夫婦（昭和 46 年
1月 1日～ 12月 31日までに婚
姻の届出をなされた方を対象）
▼必要書類
・申出書（市役所介護高齢課およ
び十四山支所備え付けの用紙）
・戸籍抄本（弥富市に本籍がある
方は不要です）
▼申込期限　8 月 27 日（金）
※式典の日程および詳細について
は、対象者に後日ご連絡します。
　・　市役所介護高齢課（内線
175）、市社会福祉協議会
☎65－8105

▼と　き　
8 月 29 日（日）午前 8 時集合
▼集合場所　総合福祉センター
▼ところ　
のんほいパーク（豊橋総合動植
物公園）（パーク内自由散策・
動物ふれあい体験）
▼対　象（市内在住）　　
①身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳所持児
童・生徒とその保護者など
②母子・父子家庭の児童・生徒と
その保護者
※児童・生徒対象年齢は平成15年

※強化週間以外の受付時間は平日
午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼相談専用電話（子どもの人権110番）
☎(0120)007－110（フリーダイヤル）
　名古屋法務局人権擁護部
☎(052)952－8111（内線 1483）

登校中の児童・生徒などへの交
通指導、交通安全啓発活動により、
交通事故から人々を守る交通指導
員を性別を問わず募集していま
す。
市では、現在 39 人が、交通指
導員として活躍されています。
▼活動内容　
・市内小中学校の通学路などにお
ける交通指導（平日のゼロが付
く日）
・交通安全啓発活動への参加 ( 交
通安全週間 )
　市役所市民協働課（内線 434）

金婚（結婚 50 年）を迎えられ
たご夫婦に対し、これからのます
ますのご長寿とご健康を祈念し、
式典を開催します。該当される方
はお申し出ください。
▼対象者
令和 3 年 4 月 1 日現在において

愛知県立農業大学校は、農業後
継者や農業の担い手を育成する 2
年間の専修学校です。
▼定　員　農学科 100 人
▼修業年限　2 年
▼専　攻
鉢物・緑花木、切花、作物、果樹、
露地野菜、施設野菜、酪農、養豚・
養鶏

▼試験日
・農業系高校後継者特別推薦入学試験
9 月 30 日（木）
・一般推薦入学試験
11 月 1 日（月）
・一般入学一次試験
12 月 10 日（金）

▼出願期間
・農業系高校後継者特別推薦入学試験
9 月 14 日（火）～ 17 日（金）
・一般推薦入学試験
9月29日（水）～10月15日（金）
・一般入学一次試験
11 月 11 日（木）～ 26 日（金）

※詳細は愛知県立農業大学校ホー
ムページ参照

　・　愛知県立農業大学校教育部
学務科
☎(0564)51－1602

▼利用時間
平日の午前 10時～午後 4時 30
分（最終受付は午後 3時 30分）

▼受付場所
富浜緑地内自転車貸出所

▼その他
草刈り作業時などは、利用がで
きませんので、事前にお問い合
わせください

　富浜緑地自転車貸出所
☎(090)7674－7074

令和 2 年 4 月 1 日より受け付
けております。既に申請手続きが
お済みの方は、改めて手続きをし
ていただく必要はありません。
▼支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族
で、令和 2 年 4 月 1 日（基準日）
において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻
や父母など）がいない場合にお
いて、次の順番による先順位の
ご遺族お 1 人に対し、第十一回
特別弔慰金が支給されます。

▼支給対象遺族の順位
（1）令和 2 年 4 月 1 日までに戦

傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方

（2）戦没者などの子
（3）戦没者などの①父母、②孫、③

祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関
係を有していることなどの要件
を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。

（4）前記（1）から（3）以外の
戦没者などの三親等内の親
族（甥、姪など）※戦没者な
どの死亡時まで引き続き 1
年以上の生計関係を有して
いた方に限ります。

【支給内容】
額面 25 万円、５年償還の記名国
債
【請求期限】
令和 5 年 3 月 31 日 ( 金 )
（請求期限を過ぎると時効により
権利が消滅し、特別弔慰金を受け
ることができなくなりますので、
ご注意ください）
　・　市役所福祉課（内線 164・
165）

４月２日以降に生まれた児童・
生徒
※保護者などの同伴は、原則 1 人
※①の場合は、対象児童・生徒 1 人
につき 1人の同伴を可とします。
さらにその他同伴者（対象児童・
生徒の兄弟・姉妹、保護者他）
が参加希望の場合はバス代を除
く実費相当額（大人 2,000 円 /
小人 1,500 円）を徴収します。
▼定　員　35 人
▼申込方法
電話、申込書持参または FAX
※申込書は本会窓口またはホーム
ページからダウンロードできま
す。
▼申込期限　
8 月 10 日 ( 火 ) まで（申し込
み多数の場合は抽選）
▼受付時間
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
　・　市社会福祉協議会
☎65－8105　　65－8002
　https://www.shakyo.or.jp/
　hp/1069/

低所得の子育て世帯を支援する
ため、給付金を支給します。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ

とり親世帯分の給付金を受け取っ
た方を除く）
①令和 3 年 3 月 31 日時点で 18
歳未満の児童（障がい児の場合、
20 歳未満）を養育する父母な
ど

②令和 3 年度住民税（均等割）が
非課税（※未申告の方は申告が
必要です）または令和 3 年 1 月
1 日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方

▼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）まで
令和 3 年 4 月分の児童手当な

どの受給者または令和 3 年 5 月
分～令和 4 年 3 月分の児童手当
などの新規認定者で住民税非課税
の方（住民税申告が未申告の方・
公務員の方を除く）は申請不要で
す。
上記以外の方は申請が必要です。

　市役所児童課（内線 155）

民生委員・児童委員が次のとおり
代わりましたので、お知らせします。

　【民生委員に関すること】
市役所福祉課（内線 164・165）
【児童委員に関すること】
市役所児童課（内線 154）

がんなどの治療は、生殖機能に

次の手当を受給されている方
は、毎年 1 回、現況届・所得状況
届の提出が必要です。提出がない
と、8 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。
◎児童扶養手当
◎愛知県および市遺児手当
※児童扶養手当･愛知県および市
遺児手当は提出がないと、11
月分以降の手当が受けられなく
なります。

▼提出期限　8 月 31 日（火）
※７月下旬に対象となる受給者に
は通知をしています。

　市役所児童課（内線 155）

◎愛知県在宅重度障がい者手当
▼提出期限　8 月 31 日（火）
※７月下旬に対象となる受給者に
は通知をしています。

　市役所福祉課（内線 162・163）

◎特別児童扶養手当
▼提出期限　9 月 13 日（月）
※８月上旬に対象となる受給者に
は通知をします。

　市役所児童課（内線 155）

◎特別障がい者手当
◎障がい児福祉手当
▼提出期限　9 月 13 日（月）
※８月上旬に対象となる受給者に
は通知をします。

　市役所福祉課（内線 162・163）
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本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（議案質疑）

行財政委員会

行財政委員会

本会議
（議案説明など）

本会議
（委員長報告･討論･採決）

８月２５日（水）

９月３日（金）

６日（月）

７日（火）

10日（金）

13日（月）

22日（水）

インターネット
配信予定

ケーブルテレビ
中継放映予定日程期日

８月25日（水)～９月22日（水)の
会期予定です。

９月定例会の開催日程
(予定)

市役所議会事務局 ( 内線 513)

※日程および放映は、変更になる場合があります
ので、ご了承ください。
※傍聴は、人数に制限はありますが、本会議のみ
可能となっております。

～ケーブルテレビ中継～
午前 10 時～会議終了まで

（録画放映は当日午後７時～予定）
～インターネット配信～

開催後、おおよそ７日後より配信予定

五之三地区防災会では、一般財団法人自治総合センターのコ
ミュニティ助成事業を活用して、救命ボートなど総額 180 万
円分の防災資機材を整備しました。これらの資機材の整備によ
り、五之三地区防災会の活動が今まで以上に活発になることが
期待されます。
このコミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢献広報事業費
を財源として、同センターが助成
決定を行うもので、コミュニティ
の健全な発展を図ることを目的と
しています。

　市役所防災課（内線 483）

令和 3 年度弥富市社会
福祉協議会『夏休み企画』

募集します

有料広告

社会福祉協議会に
▼ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部　様
 金８,６８０円

♥ 寄　付 ♥

以上のとおりご寄付いただき
ありがとうございました。
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令和４年４月の歴史民俗資料館移転のための改修工事に伴い、現在、1階および2階の改修工事を行っております。
このたび、2階フロアの改修に伴い、９月１５日（水）から１７日（金）まで、臨時休館をさせていただきます。
工事期間中は臨時休館を含めて皆さん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。

8/1 ～ 9/10
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

ファウンテンブルーの
魔人たち

白石　一文 / 著

ストップ！
ＳＮＳトラブル１
小寺　信良 / 著

１日１ページ、
365日で世界一周
井田　仁康 /監修

図 書 名 筆 者 名 等
●もりの 100 かいだてのいえ　 いわい　としお
●男の子になりたかった女の子に
　なりたかった女の子　　　　　松田　青子
●月下のサクラ　　　　　　　　柚月　裕子
●レンジでおいしい！
　１人分の定番おかず　　　　　小田　真規子
●子育てで眠れないあなたに　　森田　麻里子
●ヒポクラテスの悔恨　　　　　中山　七里
●学びの呼吸　　　　　　　　　岡田　昭人

■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

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、大変ご迷惑をおかけしますが、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）
■第１６回弥富市ソフトテニス大会

全国大会出場おめでとう！
（敬称略）

いぬかい ゆ　 い

ゆ　 ないぬかい

▼全農杯　２０２１年全日本卓球選手権大会
７月22日（木・祝）～25日（日）
兵庫県神戸総合運動公園内体育館（グリーンアリーナ神戸）
【バンビ女子の部】　　犬飼 友菜（神戸）
【ホープス女子の部】　犬飼 友唯（神戸）

ゆい   かくり  た

▼とびうお杯 
　第36回全国少年少女
　水泳競技大会
７月31日（土）～
８月１日（日）
浜松市総合水泳場　
ToBiO
栗田 唯花（平島東）

ふ　み　えうす  い

なる  みたち  き

▼第一三共ヘルスケア・
　レディース2021 
　第44回
　全国レディース卓球大会
９月17日（金）～19日（日）
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館）
臼井 二三江（佐古木）
立木 成美（五之三）

あ　おんか　とう

▼第99回
　全国高等学校
　相撲選手権大会
８月６日（金）～８日（日・祝）
糸魚川市民総合体育館
加藤 逢恩（鯏浦） たく　 まかわ  せ

▼第70回 
　全日本大学野球選手権
　記念大会
６月７日（月）～13日（日）
明治神宮野球場、
東京ドーム
川瀬　拓磨（五之三）

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

市役所生涯学習課（総合社会教育センター）

「パラリンピックの聖火はみんなのものであり、パラリンピックを応援する全ての人の熱意が集ま
ることで聖火を生み出す」という IPC（国際パラリンピック委員会）の理念に基づき、8 月 14 日に
弥富市採火式を「共生社会実現」の想いを込め、総合福祉センターにて挙行します。
採火式の中で、採火者として参加いただく𠮷村正年（よしむら　まさとし）さんを紹介します。

【採火者】𠮷村　正年（よしむら　まさとし）49 歳
平成 22 年仕事中に交通事故に遭い脊髄を損傷し車椅子ユーザーとなった。（当時 38 歳）
その後、平成 24 年に車イスマラソンと出会う。
現在は、競技者として練習の傍ら地域活動に参加している。

【大会実績】
2017 年度　第 29 回全国車いすマラソン大会　入賞
2018 年度　富山マラソンレース　入賞
2019 年度　愛知県障害者スポーツ大会 100m　入賞

【本人コメント】
弥富の心の火を東京へ繋ぐべく採火者として役割をしっかり
　果たしたいです。
●陸上競技用（レーサー）・・・空気抵抗をおさえた低姿勢で高速
走行する。
「レーサー」と呼ばれる車いすには３つの車輪があり、マラソン
の下り坂では、時速 50 ㎞に達することもあります。

東京2020パラリンピック　弥富市採火式　採火者の紹介！
TT OO KK YY OO 22 00 22 00 !!

図書館の臨時休館について

＜中・高校生の部：男子＞
優　勝　井上 翔斗・平野 翔　　　（高校生）
準優勝　堀木 雷万・藤山 航輔　　（弥富中）
第 ３ 位　近藤 壱颯・佐竹 伶王　　（弥富中）
第 ３ 位　水野 新太・佐久間 大輝　（弥富中）

＜小・中学生の部：女子＞
優　勝　浮貝 美希・西川 結菜　（小学生）
準優勝　近藤 亜澪・伊藤 円香　（弥富中）
第 ３ 位　後藤 愛貴・花木 心菜　（弥富中）
第 ３ 位　平野 心結・川平 にこ　（弥富中）

＜一般の部＞
優　勝　加藤 将臣・小山 忠助
準優勝　立松 正人・川平 一太

8月14日(土)
～29日(日)

中学生
100円在住・在学総合社会教育センター

（アリーナ）
第16回

市バレーボール大会
（中学生）

8月14日（土)
～9月5日(日)

高校生以上
200円

在住・在勤・
在学

白鳥コミュニティ
センター

第16回
市インディアカ大会

8月8日(日)
～29日(日)

中学生以下
100円在住・在学総合社会教育センター

（第二武道場）9月12日(日)

9月12日(日)

9月19日(日)

第16回
市柔道大会

参加資格 参加費
※一人あたり 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 ) に記入の上、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
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がん検診の予約・受診には、がん検診等受診券が必要です。（がん検診等受診券がないと受診できません）
対象の方（20歳以上の女性市民、40歳以上の男性市民）には、4月に郵送しましたので、がん検診の予約・受診の際は毎回

お忘れないようお持ちください。紛失された場合は再発行しますので、市役所健康推進課までお問い合わせください。

保健センターおよびバスにて集団検診を実施しています。
定員になり次第申し込みを終了します。希望される方は日程・空き状況を市役所健康推進課までお問い合わせください。

弥富市に住民登録がある、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性の方には市から風しん抗体検査および予防
接種の無料クーポン券を送付しています。
対象者で、まだ抗体検査や予防接種をお済みでない方は、ぜひこの機会にご利用ください。
クーポン券を紛失された方や転入された方は、再交付しますので市役所健康推進課までご連絡ください。

市役所健康推進課 (保健センター )( 内線 311～ 318)

8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

23日（月）

3日（火）

19日（木）

18日（水）

令和3年3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11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

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→

保健センターでは生後５～６か月頃（前期）と生後９か月頃
（後期）のお子さんとお母さんを対象に、離乳食講習会を行な
っています。「進め方がわからない」「どれくらいの固さがいい
の」など、疑問や不安がつきものの離乳食について、管理栄
養士がお話しします。昨年度はコロナウイルスの影響で中止
をしていましたが、ご要望もあり今年度は予約制、少人数で
再開することになりました。離乳食の動画も作成しましたの
で、市ホームページまたは二次元コードから、ぜひご覧くださ
い。

「離乳食講習会」のご紹介
～第１６１回～ 8 月号 その４６８

必要な歯科治療をやめないでください

（海部歯科医師会）

★弥富市健康増進計画ホームページ★
(https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/
1000209/1000230/1001456.html）
ぜひご覧ください。

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）

※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・肝炎ウイルス検診

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

●集団健診（バス検診）

歯科治療は新型コロナウイルスへの感染リスクが高い
という報道などで、歯科治療を控える患者さんが増えて
います。
このような報道などは多くの場合、歯科医院が行う感
染防止対策を考慮していません。
新型コロナウイルスに限らず、感染防止対策は歯科治
療にあたって必須事項です。そのため、歯科では以前か
ら日常的な感染防止対策の実施が求められてきました。
患者さんの不安な思いは当然ですが、それで受診をや

めてしまう前に、不安も含めて歯科医師に相談して下さ
い。患者さんの不安にも配慮して、治療の計画をご提案
します。
歯やお口の病気は、早く治療し、定期的なケアで重症
化を予防することが第一に大切です。
受診が遅れて重症化してしまい、もし自分の歯を失う

ことになれば、その後の健康や生活に大きな影響を及ぼ
すことになります。
お口の健康は全身の健康の基本です。コロナにおびえ

て大切な歯を失くしてしまう、そんなことがないよう、必
要な治療やケアは継続しましょう。
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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

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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