
太陽光発電設備・供
給管・冷却塔など
厨房設備・冷凍冷蔵
庫・レジスターなど
アスファルト駐車場・
フェンス・外灯など

各種製造設備・受変電
設備・搬送設備など

ブルドーザー・パワー
ショベル・ポータブ
ル発電機など
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侵入盗
特殊詐欺
自動車盗
車上ねらい
部品ねらい
自転車盗
自販機ねらい
ひったくり
強盗

前年比Ｒ2年9月Ｒ3年9月

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。

自立支援医療受給者証(精神通
院)をお持ちの方で、精神障がい
者保健福祉手帳をお持ちでない方
につきまして、以前よりお知らせ
していましたとおり、12月から
更新案内を廃止させていただきま
す。更新手続きは、有効期間満了
3か月前から申請できます。交付
までに約２か月かかりますので、
早めの準備をお願いいたします。
有効期限を過ぎると、新規申請と
なり、さかのぼって医療費助成を
受けることができませんので、ご
注意ください。
　市役所福祉課（内線163）

40歳から64歳までの介護保険
料は、各医療保険料（国民健康保
険、社会保険、共済保険など）に
含まれて徴収されますが、65歳
になると介護保険料の決め方と納
め方が変わります。特別徴収（年
金からの天引き）が始まるまでの
間は、普通徴収（納付書もしくは
口座振替）で納めていただくこと
になります。４月から７月生まれ
の方は８月に、８月から３月生ま
れの方は誕生月の翌月までに納付
書を送らせていただきますので、
最寄の金融機関などでお支払いを
お願いします。
　市役所介護高齢課（内線173）

▼と　き　
2月20日（日）午前10時～
▼ところ　三ツ又池公園
▼定　員　500組
※定員になり次第締め切ります。
▼料　金　4,000円
▼申込期限　12月25日（土）まで
▼申込方法　
Web「RUNNET」より申し込
みください。

※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

「障がいがあっても地域で普通
に暮らしたい」障がい者一人ひと
りの思いを実現するため、障がい
のある人もない人もお互いに支え
合って暮らせるまち。私たちがこ
れから目指す社会はこのような共
生社会です。広く障がい者の福祉
についての関心と理解を深め、障
がい者が社会・経済・文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参
加する意欲を高めることを目的と
して、毎年12月３日～９日を障
害者週間と定めています。この機
会に皆さんも一緒に共生社会につ
いて考えてみませんか。
　市役所福祉課（内線162）

近年の暖冬によって斑点米カメ
ムシ類が雑草の株元などで越冬
し、その翌年の産卵により更に発
生量が増加しています。その結
果、市の特産物である米の品質や
収量に大きな影響を及ぼしていま
す。水稲農家は農薬散布の回数を
増やすなどさまざまな対策を行っ
ておりますが、令和2年産に引き
続き令和3年産においても甚大な
被害となっております。
カメムシ類は空き地などの雑草

も越冬場所となりますので、カメ
ムシ類による被害を防ぐため、田
畑だけでなく住宅周辺や空き地な
どの除草にご協力下さい。
　市役所農政課（内線252）

参加資格およびカテゴリーにつ
いては、弥富ライオンズクラブ
ホームページをご覧ください。
▼主　催　弥富ライオンズクラブ
▼後　援　弥富市、飛島村
　弥富ライオンズクラブ事務局
☎65－1313
　https://e-clubhouse.org/
sites/yatomi

▼申告が必要な方
・市内で事業を営んでいる個人ま
たは法人
・市内で事業は営んでいないが、
事業用の償却資産を貸し付けて
いる個人または法人
▼申告基準日
令和４年１月１日現在の所有状
況
▼申告期限
令和４年１月31日（月）
▼償却資産申告の対象となる事業
および資産（例）

※廃業・解散をした個人・法人に
ついてもその旨を申告いただく
ようお願いします。
　市役所税務課
　（内線212～214）

令和４年４月１日より、配食業
者が４業者から３業者へ変更とな
ります。
【変更前】
●さくら配食サービス

●輪中の郷
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
【変更後】
●さくら配食サービス
●宅配クック1.2.3
●ライフデリ
　市役所介護高齢課（内線175）

【業者】さくら配食サービス　
【期間】12月30日（木）～令和

４年１月３日（月）
☎（052）309－5250
【業者】輪中の郷
【期間】令和４年１月１日（土）、

２日（日）
☎65－5531
【業者】宅配クック1.2.3
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎（052）442－5101
【業者】ライフデリ
【期間】令和４年１月１日（土）

～１月３日（月）
☎31－7341
　市役所介護高齢課（内線175）

固定資産税は、毎年１月１日
（賦課期日）現在の所有者に課税
されます。
本年12月末までに取り壊した
家屋については、翌年度から課税
されませんので、家屋を取り壊し
たときは、面積の大小にかかわら
ず「家屋とりこわし届」を提出し
てください。
「家屋とりこわし届」は市ホー
ムページ掲載の様式または市役所
税務課備え付けの届出用紙を使用
してください。
なお、登記済の家屋を取り壊し
た場合は、法務局にて滅失登記の
手続きをしてください。
　市役所税務課
　（内線212～214）

弥富市内犯罪発生状況（令和3年9月）

年末年始における犯罪被害防止
家を空ける機会が増える年末年
始は、空き巣などの侵入盗被害が
多発する時期です。
愛知県内では、現在侵入盗被害
は減少傾向にありますが、油断は
禁物です。
2018年までは12年連続で住宅
対象侵入盗の被害件数が、全国ワ
ースト１位だったこと、そして、
現在も全国トップレベルの被害件
数を記録していることを忘れない
でください。
空き巣や事務所荒しの犯人があ
なたを狙っています。
・外出する時は短時間でも必ず鍵
を掛け、在宅中でも鍵を掛け
る。
・玄関ドアや窓には補助錠などを
設置し、ガラスには防犯フィル
ムなどを貼付する。
・建物の周りは、夜間でも明るく
見通しの良い環境にする。
・防犯カメラや警報装置を設置す
る。
などを実践しましょう。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線434）

▼と　き　12月26日（日）
▼ところ　
総合社会教育センター公民館ホ
ール
▼内　容　
午前10時から11時まで「フィ

リックス・ザ・キャット」
午後2時から3時30分まで「赤
毛のアン」

▼受付時間　上映30分前から
▼定　員　先着80名
※当日は、マスク着用でお越しく
ださい。

　市役所生涯学習課（総合社会教
育センター）

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。
▼利用料
大人250円・中学生120円　

①10：00～②14：30～③18：30～

蟹江警察署からのお知らせ

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
12 月の予定

65 歳（第１号被保険者）
からの介護保険料について
支払い方法が変わります

自立支援医療受給者証
（精神通院）の更新案内
廃止について

害虫対策の除草に
ご協力ください

12 月 3 日～ 9 日は
障害者週間です

冬休み親子ふれあい
映画会を開催します！

家屋を取り壊したときの
届け出

令和４年度より
配食業者が変更となります

チャリティマラソン
第 7 回大会

年末年始のお弁当の
配達の休みのお知らせ固定資産税

償却資産の申告について
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