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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
非課税の方または令和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
※住民税の申告がお済みでない
方、収入がなかったため申告を
していない方などは、速やかに
住民税の申告をしてください。
住民税未申告の場合、本給付金
の審査ができず、支給すること
ができません。
▼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）
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（住民税未申告の方・公務
員の方を除く）は申請不要で
す。対象の方には、順次案内お
よび支払通知を送付していま
す。
上記以外の方は申請が必要で
す。
　市役所児童課（内線155）

今年度は、２年に１度の入札参
加資格申請更新の年となります。
令和４・５年度に、市が発注す
る建設工事などの入札に参加を希
望される業者の方の定時受け付け
を行います。
▼定時受付期間（申請データの入
力期間）
令和４年１月４日（火）～２月
15日（火）午前８時～午後８
時（平日のみ）
▼別送書類の提出期限
申請仮受付日（申請データ送信
日）から土・日曜日、祝日を含
む7日以内（必着）

に１度の小規模工事契約希望者登
録申請更新の年となります。
▼定時受付期間
令和４年２月１日（火）～２月
28日（月）午前９時～午後５
時（平日のみ、正午～午後１時
までを除く）
▼申請方法
市役所財政課まで申請書などを
持参してください。（郵送不
可）
なお、詳細については、市ホー
ムページ（事業者情報）をご覧
ください。
　市役所財政課（内線464）

※最終提出期限は令和４年２月
22日（火）（必着）
▼申請方法
・建設工事、測量／設計／監理委
託業務の場合
「あいち電子調達共同システム
（CALS/EC）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
https://www.chotatsu.e-aic
hi.jp/portal/index.jsp
・物品購入、その他委託の場合
「あいち電子調達共同システム
（物品等）」による電子申請
ポータルサイトＵＲＬ：
http://www.buppin.e-aichi.jp/
なお、詳細については、市ホー
ムページ（事業者情報）をご覧く

ださい。
　市役所財政課（内線464）

市が発注する小額で内容が軽易
な工事（１件の予定価格が130万
円を超えないもの）について、弥
富市入札参加資格者名簿に登載さ
れていない方を対象に、随意契約
の受注を希望する方の登録を受け
付け、市内小規模事業者の受注機
会の拡大を図ることを目的とし
て、小規模工事契約希望者登録制
度を実施しております。
今年度（令和３年度）は、２年

１事業者あたり10万円
（予算上限に達し次第終了しま
す。）
▼申請期間
12月１日（水）～ 令和４年２
月18日（金）
※県のあいスタ認証取得に日数が
かかるため、早めに手続きをお
願いします。
▼その他
その他条件がありますので、詳
細は市のHPをご覧になるか、
お問い合わせください。
　市役所商工観光課（内線243）

５月より、ひとり親世帯を支援
するため、給付金を支給していま
す。
▼支給対象者
以下のいずれかに該当する方
①令和３年４月分の児童扶養手当
が支給された方
②公的年金などを受給しており、
令和３年４月分の児童扶養手当
の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となって
いる方
▼支給額
児童１人当たり一律５万円
▼申請期限
令和４年２月28日（月）
①に該当する方は申請不要で
す。令和３年５月にすでに支給
しております。
②、③に該当する方は申請が必
要です。

　市役所児童課（内線155）

７月より、低所得の子育て世帯
を支援するため、給付金を支給し
ています。
▼支給対象者
①②の両方に当てはまる方（ひ

市民の皆さんと、すがすがしい気
持ちで新年のあいさつを交わし、新
しい年の門出を祝いましょう。
※新型コロナウイルス感染症の状
　況によりやむを得ず中止とする
　場合、市ホームページでお知ら
　せします。
▼と　き　令和４年１月４日（火）
○弥生学区、桜・日の出学区、白
　鳥学区
　受　付：午前９時～９時15分
　交歓会：午前９時15分～10時
○大藤学区、栄南学区、十四山地区
　受　付：午前10時30分～10時
　45分
　交歓会：午前10時45分～11時
　30分
▼ところ　
　総合社会教育センター　公民館
　ホール
※駐車場に限りがあるため、でき
　るかぎり乗りあわせてお越しく
　ださい。
　市役所人事秘書課（内線474・
475）

▼対象事業者
弥富市内で飲食店を営む中小事
業者の内、令和４年１月31日
までに県の実施するあいスタ認
証を受けている者。

※テイクアウトおよびデリバリー
専門店など、その場所で飲食す
ることを主たる目的とした設備
を有さない飲食店は対象となり
ません。

▼支援金

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～

▼と　き
令和４年１月23日（日）午後
２時～午後３時30分（受付午
後１時30分～）
▼ところ
蟹江中央公民館
▼内　容
ACP（人生会議）を知っていま
すか。自分らしい生き方を選択
しましょう。
▼講　師
山本有厳医師（山本医院）
森香津子看護師（津島市民病
院）
青木ひふみ看護師（海南病院）
▼対　象
海部・津島地域に在住、在勤の
方
▼定　員　70名
▼申込方法
海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）まで
電話していただくか、下記の二
次元バーコードからお申し込み
ください。

▼申込期限
令和４年１月17日（月）
※感染防止対策のためマスクの着
用をお願いします。
　海部医療圏在宅医療・介護連携
支援センター（あまさぽ）
☎58－5989

警察では関係機関と緊密に連携
を図りながら拉致容疑事案および
北朝鮮による拉致の可能性を排除
できない事案の全容解明に向けた
捜査・調査を強力に推進しており
ます。
北朝鮮による拉致の可能性を排
除できない行方不明者の方々につ

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
12月６日(月)より受け付け開始
先着順（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

いては、愛知県警察ウェブサイト
に掲載しております。お心当たり
のある方は、どんな小さなことで
も結構ですから、蟹江警察署まで
情報をお寄せください。
　愛知県蟹江警察署
　☎95－0110

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でのご来港が増
加傾向にあるため、年末年始期間
中は、日あるいは時間帯によって
空港内や周辺道路が混雑する恐れ
があります。空港をご利用の際は
お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（7:00～
21:00）

▼意見募集期間
12月17日（金）～令和４年１
月17日（月）
▼閲覧場所
市ホームページ、市役所都市整
備課、十四山支所、鍋田支所
※閲覧時間　午前８時30分～午
後５時15分（土・日曜日、祝
日、12月29日～令和４年１月
３日を除く）

▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市ホ
ームページよりダウンロードし
た意見提出用紙により、持参、
郵送、ファクシミリ、電子メー
ルのいずれかの方法で提出して
ください。

　市役所都市整備課（内線264）
　67－4011
　toshikei@city.yatomi.lg.jp

「市心身障がい者・高齢者等福
祉タクシー料金助成利用券」に掲
載する広告を募集しています。
詳しくは、市ホームページの
「広告掲載事業のご案内」をご覧
ください。
　市役所福祉課（内線162）
介護高齢課（内線175）

「みる」より「支える」
国際芸術祭「あいち」組織委員
会では、2022年７月30日（土）
から10月10日（月・祝）まで開
催する、三年に一度の国際芸術祭
「あいち2022」の運営を支えて
くださるボランティアを募集しま
す。募集条件や申込方法などをホ
ームページで確認いただき、是非
応募ください。
▼と　き
2022年７月29日（金）から
10月10日（月・祝）まで
※内覧会含む
▼ところ
「国際芸術祭『あいち2022』」
各会場（愛知芸術文化センタ
ー、一宮市内、常滑市内、有松
地区(名古屋市)）
▼内　容
①展示作品の看視、会場の案内な
ど

②対話型鑑賞の手法を用いた来場
者の鑑賞サポートなど

③展示作品の案内など
▼募集期間
2021年12月１日（水）から
2022年３月４日（金）【必
着】まで

　・　国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア事務局　

☎（052）961－4561
　jimukyoku@aichi2022-volun
teer.jp
　https://aichitriennale.jp

愛知障害者職業能力開発校では
令和４年４月入校の訓練生を募集
します。
▼募集する科
①ＩＴスキル科、②ＯＡビジネ
ス科、③ＣＡＤ設計科、④総合
実務科（知的障がい者対象）、
⑤ワークサポート科（精神障が
い者・発達障がい者対象）
▼訓練期間
①～④１年間、⑤９か月
▼応募期間
令和４年１月４日（火）～２月
16日（水）
▼申込方法
ハローワーク津島へ申し込みく
ださい。
▼選考方法
筆記試験および面接試験
▼選考日
令和４年３月６日（日）④の科目
令和４年３月７日（月）①、
②、③、⑤の科目

　・　ハローワーク津島
　☎26－3158
または、愛知障害者職業能力開
発校☎（0533）93－2102
(豊川市一宮町上新切33－14)

シルバー人材センターでは習字
教室を開催します。　
▼と　き　
12月24日（金）、27日（月）
午前９時～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２階
多目的室(鯏浦町上本田95番地1)
▼講　師　野崎典道先生 
▼内　容
冬休みの日誌の宿題（習字）
▼対　象
小学３年生～中学３年生
▼募集人数　午前午後各10名
▼持ち物
習字道具・筆記用具・習字紙・

在宅医療・介護連携
推進事業地域住民普及
啓発講演会のお知らせ

県営名古屋空港からの
お知らせ

北朝鮮人権侵害問題啓発
週間（12月 10日～16日）

弥富市バリアフリー
基本構想（案）についての
意見募集

障害者職業訓練生を募集

冬休みの宿題をしよう
習字教室受講生の募集

国際芸術祭「あいち 2022」
ボランティア募集

「市福祉タクシー利用券」
広告募集

以上のとおり
ご寄付いただき
ありがとう
ございました。

社会福祉協議会に
▼岩本禮子　様
  金１０,０００円
▼海野寿美　様
  金１,０００円

♥ 寄　付 ♥

お済みですか？お子さんの予防接種
対象者には、４月にご案内を郵送しました。まだお済みでない方はお済ませください。予診票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。

13 歳の
お誕生日
前日まで

11 歳以上 13 歳のお誕生日の前日まで
※小学６年生に個別通知しています。
　小学５年生の方は令和４年４月に個別通知しますのでお待ちください。

２種混合

令和４年
３月31日
まで

平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれの児

受診方法

MR 混合　第２期

期　日対象年齢予防接種名

指定医療機関で予約の
上、予診票・母子健康
手帳・健康保険証を持
参し接種してください。
指定医療機関は市ホー
ムページでご確認くだ
さい。

募集します

市役所健康推進課（内線318）
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