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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

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係
▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会　
☎（052）931－4068

名古屋・熱田神宮から三重・伊
勢神宮までの106.8㎞で「第53
回全日本大学駅伝対校選手権大
会」が開催されます。当日は国道
23号線などで交通規制を実施し
ます。
▼と　き　11月７日（日）
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、沿道での観戦はお
控えください。ご理解とご協力
のほどよろしくお願いいたしま
す。
https://daigaku-ekiden.com/
全日本大学駅伝事務局
☎（052）222－5926

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～

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。

▼申込期限
11月５日(金)まで（定員に達し
次第終了）
・　市役所健康推進課（内線
316）　

「自分のお店を開きたい」「会
社を経営したい」、そんな夢あふ
れる方の創業を応援します！
創業を予定している方・創業後
間もない方なら、どなたでもご参
加いただけます。
▼と　き　
10月30日（土）
午後１時～４時30分
▼ところ　
津島商工会議所
（津島市立込町４丁目144）
▼対象者　
創業を予定している方、創業・
経営に興味のある方、創業して
間もない方
▼定　員　20名（先着順）
▼内　容　
創業の基礎知識とビジネスプラ
ンの立て方。創業者に聞く！創
業体験談。公的機関による支援
制度の紹介
▼申込方法　
下記URLより必要事項を入力し
て申し込みください。
https://airrsv.net/cgc-aichi
/calendar
▼共　催　
愛知県信用保証協会、海部地区
７市町村、津島商工会議所、海
部地区６商工会
津島商工会議所　☎28ー2800

「創業支援セミナー」を
開催します
～あなたの夢を実現しよう～

パパママ教室を行います

10 月は「クリーン排水
推進月間」および
「浄化槽強調月間」です

防災展示会を開催します！
未曽有の東日本大震災・
伊勢湾台風から学ぼう
ー過去から現在へ

ハローワーク津島
企業支援・専門援助部門　
☎43－3911
職業相談部門　☎26－3159

愛知県では、毎年10月を「ク
リーン排水推進月間」および「浄
化槽強調月間」と定め、家庭での
生活排水対策や浄化槽の適正管理
などを呼びかけています。
生活排水対策は、一人ひとりの

取り組みが鍵となります。水環境
に優しい取り組みを続けていきま
しょう。
●身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで
汚れを取り除く

・食器や鍋は目立つ汚れを新聞紙
などで拭き取ってから洗う

・洗剤は適量を使う
●浄化槽の適正な管理
浄化槽を管理する方は、法令に
より保守点検・清掃を実施し、
法定検査を受けなければなりま
せん。
市役所環境課（内線233）

いこいの里では、海部地区環境
事務組合の施設点検整備のため給
湯ができません。このため、次の
期間においてお風呂がご利用でき
ませんので、ご理解、ご協力をお
願いします。なお、卓球室などは
ご利用いただけます。
▼休止期間
10月12日（火）～16日（土）
いこいの里　69－1600

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時

▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

医療機関などで医療費の一部負
担金の支払いが困難になった場
合、一部負担金の減免または徴収
猶予を一定期間受けられる制度で
す。
▼対象となる場合
①震災・風水害・火災などの災害
により、死亡した・障がい者に
なった・資産に大きな損害を受
けたとき

②干ばつ・冷害・霜害などにより
農産物が不作で収入が著しく減
少したとき

③事業・業務の休廃止、失業など
により収入が著しく減少したと
き

④上記事由に類する事由があった
とき

▼対象者
次の要件を満たす方
・資産、能力の活用を図っても生
活を維持できない方

・原則、国民健康保険税を滞納し
ていない方

▼その他
・原則、減免などを受ける場合は
事前に申請が必要です。

・上記の要件に該当する方でも、
世帯の所得状況や他の要件によ
って該当しない場合がありま
す。減免期間や減免額など、詳
細については市役所保険年金課
までご相談ください。
市役所保険年金課（内線122・
123）

地震などの発生時に備え、全国
緊急地震速報配信を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）※を用いたもの
です。
▼訓練実施日時
11月５日（金）午前10時頃

▼訓練で行う放送試験
市内90カ所に設置されている
防災行政無線から次のように一
斉に放送されます。

○放送内容
＜上りチャイム音＞
「こちらは、広報やとみです。
只今から訓練放送を行いま
す。」
｛＜緊急地震速報チャイム音＞
＋「緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」｝×３
回
「こちらは、広報やとみです。
これで訓練放送を終わりま
す。」
＜下りチャイム＞
※地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星な
どを通じて瞬時にお伝えするシ
ステムです。
市役所防災課（内線482）

▼と　き　
10月23日（土）午前11時、午
後１時30分（２回上演）

▼ところ　
海南こどもの国　多目的ホール

▼対象者　幼児・小学生
※本事業は、弥富市地域づくり補
助金の対象事業です。
おはなしの会「ゆめうさぎ」担

当：八木
☎67-3901

ハローワーク津島は、採用に意
欲的な地元企業28社（予定）が
参加する、「海部・津島合同就職
フェア」を開催します。
就職氷河期世代の方、令和４年

３月に高校を卒業する方で就職を
希望する方も含め、就職・転職を
目指し就職活動中の方が対象で
す。
▼と　き　
11月18日（木）
午後１時30分～４時(開場：午
後１時）

▼ところ　
津島市文化会館大ホール（津島
市藤浪町３丁目89番地10）

伊勢湾台風から62年が経過し、
近年大規模な水害が多発してお
り、今まで以上に地域防災力の重
要性が高まっています。そこで、
防災に関する知識を高めるため
に、過去の災害から学ぶ防災展示
会を開催します。
▼と　き　
10月2日（土）～24日（日）
▼ところ　
本庁舎南側図書館棟2階ロビー
▼内　容　
東日本大震災や市における伊勢
湾台風をはじめとする地震・津
波・高潮に関する全国の災害に
関する資料・報告書などの展示
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　市役所防災課
市役所防災課（内線483）
弥富防災ゼロの会
https://sites.google.com/vi
ew/yatomibousai/

初めての出産を迎えるご夫婦を
対象に、妊娠中の生活や子育てに
ついての教室を実施します。ぜひ
お2人揃ってご参加ください。
▼と　き
11月14日（日）午時10時～正
午頃（受付９時45分～）
▼ところ
保健センター（市役所３階）
▼対象者
第１子を妊娠中で安定期の妊婦
とそのパートナー10組（要予
約、先着順）
▼内　容
保健師による赤ちゃんのお世話
の話、歯科衛生士による歯の
話、沐浴体験、パパの妊婦体
験、交流会など

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
９月１日から開設しました。
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、１つの場所で手続
きすることができます。
▼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開庁日前
までに、市役所市民課までご連
絡ください。
▼対象者　
弥富市に住民登録があった方の
ご遺族
▼利用日時　
市役所１階で毎週水・金曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前９時30分、10時30分、午
後２時
▼予約受付　
死亡届を提出した２開庁日後よ
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。
　・　市役所市民課（内線143・
144）

防災行政無線（同報無線）を
用いた訓練を行います

絵本をペープサートで
＆シャボン玉あそび

いこいの里のお風呂休止に
ついて

行政書士による
無料相談会を開催

海部・津島合同就職フェア
の開催

「おくやみコーナー」を
開設しました

国民健康保険医療費の
一部負担金減免制度

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。

市役所市民協働課（内線434）

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
10月20日（水）午前10時～午
後４時

▼ところ　市役所
市役所健康推進課（内線318）

▼と　き　
10月16日（土）午前10時～正
午、午後１時～３時

▼ところ　
津島市生涯学習センター３階第
６会議室

▼相談内容　
遺言・相続、農地転用・開発申
請など許認可手続、戸籍手続、
内容証明、会社定款、入管関係

▼相談員　
愛知県行政書士会海部支部会員
愛知県行政書士会
☎（052）931－4068

▼配付予定時期
11月上旬

※就労（雇用）証明用紙につきまし
ては、事前にお渡し可能です。
▼配付場所
市役所児童課・十四山支所・各
保育所（園）でお渡しします。

▼申込期限　11月30日（火）
市役所児童課（内線157）

離婚した場合、２人の婚姻期間
について、厚生年金の支給額の計
算の基となる報酬額を分割して、
年金額を２人で分割できます。
原則として離婚後２年以内に手

続きを行っていただく必要がある
ので、お早めに、中村年金事務所
（最寄りの年金事務所）までご相
談ください。

※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

市では、自転車乗車用ヘルメッ
ト着用を促進し、自転車の転倒事
故の際の頭部負傷の軽減を図るた
め、令和３年４月から自転車乗車
用ヘルメット購入費について補助
を行っています。
また、10月1日からは愛知県の
「自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」により、自転車
損害賠償責任保険などへの加入が
義務化となります。万が一の事故
に備え、必ず加入しましょう。
▼対象者　
令和３年４月以降に自転車乗車
用ヘルメットを購入した方で、
市内に住所を有し、当該年度に
満７歳以上満18歳以下となる
方および満65歳以上となる方
▼補助対象経費
・自転車乗車用ヘルメット購入費
とし、１人につき１個限り
※対象となる自転車乗車用ヘルメ
ットは、SGマーク、JCFマー
ク、CEマークなど安全性の認
証を受けた新品の自転車乗車用

ヘルメット
▼補助金額
　自転車乗車用ヘルメット購入価
格の２分の１（10円未満の端
数は切り捨て）で、上限2,000円

▼申請方法
　自転車乗車用ヘルメットを購入
し、補助金交付申請書類に必要
事項を記入の上、領収書と自転
車乗車用ヘルメットの安全認証
適合が分かるもの（自転車乗車
用ヘルメットの現物提示でも
可）を添えて、市役所市民協働
課まで申請してください。
　・　市役所市民協働課（内線
434）

▼対象者　
私立高校生の保護者または私立
高校生本人（勤労学生に限る）
で、次の要件を満たす方
①本年10月１日から引き続き市
内に住所を有する方
②私立高校の全日制課程・定時制
課程・専修学校の高等課程、外
国人学校の高等課程に準ずる学
校に在籍している方
③本年度の愛知県私立高校授業料
軽減制度による軽減決定または
私立高校奨学資金制度の貸付決
定を受けている方（愛知県以外
の私立高校および外国人学校の
高等課程に準ずる学校に通学の
方はお尋ねください）※授業料
が全額免除・軽減になった方を
除く
▼補助金の額
私立高校生１人につき年額
10,000円以内
▼申請方法
申請書に、在籍する高校が発行
した「令和３年度愛知県私立高
校授業料軽減決定通知」または
「私立高校奨学資金貸与決定通
知書」を添付してください。通
知書が発行されない学校につい
ては、申請時に申し出てくださ
い。また保護者名義の預金通帳
など口座振込先を確認できるも
のを持参してください。※決定

通知書はコピー可能ですが、返
却できません。

▼申請期間
11月１日(月)～12月24日(金)

▼申請方法
市役所学校教育課または十四山
支所、鍋田支所に提出してくだ
さい。

　市役所学校教育課（内線414）

総務省では国や特殊法人などの
業務について、苦情や要望などを
受け付ける「行政相談」を行って
います。
この行政相談制度を皆さんに知

っていただき、利用していただく
ため、今年度は、10月18日(月)
から24日(日)までの１週間を「行
政相談週間」と定めています。
年金、保険、税金、登記、環境

衛生、消費者保護、交通安全、道
路、窓口サービスなどについて、
苦情や要望などがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は、無料で秘密は守られま

す。
▼とき・ところ　
毎月第４水曜日（２月は第４木
曜日）午後１時～４時／総合福
祉センター
偶数月の第３水曜日午後１時～
４時／十四山総合福祉センター

▼と　き　
11月８日（月）～12日（金）
午前９時～午後７時（正午～午
後１時を除く）

▼内　容　
相続登記および境界問題に関す
る手続きについて、法務局職
員、司法書士または土地家屋調
査士が通常の受付時間を延長し
て電話による手続き案内を行い
ます。（相続登記のみ午前９時
から午後４時まではWebによ
る手続き案内も行います）ま
た、11月９日（火）のみ、公
証人が遺言書に関する手続き案
内を電話でお受けします。手続

き案内は完全予約制です。（予
約がない場合はお受けできませ
ん）予約された日時に担当者か
ら予約者に電話連絡します。
（ただし、Web登記手続き案
内の予約者は、Teamsへアク
セスしていただきます）時間は
20分です。

▼申込期間　
10月１日（金）～11月２日
（火）平日午前８時30分～午
後５時15分（正午～午後１時
を除く）

　・　名古屋法務局民事行政調査
官室　☎（052）952－8170

弥富市内犯罪発生状況（令和３年７月）

市内では、特殊詐欺の前兆電話
を多数認知しています。特殊詐欺
被害の手口を分析すると、
・犯行グループからの初回アクシ
ョンで最も多いのは、「固定電
話」

・危険なキーワード「現金」、
「キャッシュカード」、「ATM」
・犯行グループの登場人物「警察
官」、「役所」、「百貨店」、
「金融機関」

となっています。
被害の多くは自宅固定電話へ

の着信から始まります。騙され
ないと思っている人でも、一度
電話に出てしまうと、犯人の巧
みな話術にかかり被害にあって
いるのが現状です。被害に遭わ
ないためには「犯人からの電話
に出ないこと」がポイントで
す。自動録音機能や警告機能の
ある電話を利用して、被害を未
然に防ぎましょう！

中村年金事務所お客様相談室
☎(052)453-7200（自動音声案
内「１」のあと「２」を押して
ください）

海部津島・稲沢地区の県立学校
13校が、合同説明会を開催しま
す。
▼と　き　　
10月31日（日）午前10時～午
後３時（入退場自由）

▼ところ　　
愛知県立津島北高等学校（津島
市又吉町）

※名鉄尾西線町方駅下車徒歩３分
※名鉄津島線津島駅下車徒歩15分
▼内　容　　
各校ブースでの発表・展示並び
に進路相談
海翔高校　☎52－3061
津島北高校　☎28－3414

※来場の際にはマスク着用、手指
消毒などにご協力ください。

※台風接近など、当日の天候によっ
ては中止となる場合があります。

成長につれ、不要となった子ど
も服、本などを弥生児童館へ、お
持ちください。お持ちいただいた
品物の点数分、交換会に他の品物
に交換できる「とりかえる券」を
お渡しします。
▼と　き　
毎週　月・木・土曜日
午前10時～午後５時

※物品受付時間は月～土曜日（祝
日休館)午前10時～11時45分、
午後１時～５時30分

▼ところ　弥生児童館
▼対象者　
児童館を利用する18歳までの
方、その保護者

▼物　品　
雑貨・本・衣類（汚れ、傷みが
ないもの）
弥生児童館　☎65－8107

10月の男女共同参画月間にあわ
せて、未来を担う市内の小中学生
に、男女共同参画について考えて
もらうことを目的に、ポスター制
作を行ってもらい、各校の代表作
品を展示しています。
▼と　き
10月１日（金）～15日（金）
（土・日曜日を除く）

▼ところ　市役所２階渡り廊下
　市役所市民協働課（内線433）

▼訓練期間　
令和４年１月７日(金)～６月24
日(金)(６か月)

▼募集科　物流機械運転科
▼選　考　
筆記試験、面接(12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　20人
▼料　金
無料（ただし教科書、作業服代
などは負担）

▼申込方法
10月１日(金)から11月30日(火)
までに、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
提出してください。
ポリテクセンター名古屋港（名
古屋市港区潮凪町３）

☎(052）381－2775
https://www3.jeed.go.jp/n
agoyakouwan/poly/

市民文化展の作品を募集しま
す。なお、作品はお１人様１点と
させていただきます。
▼申込期限　10月17日（日）
▼文化展開催期間　
11月５日（金）～７日（日）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

▼搬入・搬出日時　
出品、申し込みをされた方に個
別に連絡します。
市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

▼募集項目
陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）（一般）、自衛官候補
生

▼資　格
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子
成績優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長が推
薦できる者

・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
中卒（見込含）令和４年４月１
日現在、15歳以上17歳未満の
男子

・自衛官候補生
18歳以上33歳未満の男女

▼受付期間
・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
11月1日（月）～12月3日
（金）

・陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）
11月１日（月）～令和４年１
月14日（金）

・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

ガラスを組み合わせて「葉っ
ぱのリース」を作ります。
▼と　き　11月19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　1,800円（材料費）
▼申込方法
10月22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）

10月は、「里親月間」です。
愛知県では、親の病気、虐待な

どさまざまな事情により家庭で生
活できなくなった子どもたちをご
自分の家庭に迎え、養育していた
だく「里親」を募集しています。
愛知県海部児童・障害者相談セ
ンター

☎25－8118

男性と女性が、職場で、学校
で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するために
は、政府や地方公共団体だけでな
く、市民の皆さん一人ひとりの取
り組みが必要です。
この機会に、私たちのまわりの

男女のパートナーシップについ
て、考えてみませんか。
また、市では「男女ともに輝け

るまちづくりをめざして」を基本
理念として、男女が性別にかかわ
りなく、一人ひとりが持つ個性と
能力を十分に発揮し、自らの意思
によってあらゆる分野に参画し、
喜びも責任も分かち合う男女共同
参画社会の形成に向けて取り組ん
でいます。その一環として、毎年
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