
近鉄弥富駅

近鉄佐古木駅

▼縦覧場所
市役所都市整備課、市ホーム
ページ

▼意見書の提出
この縦覧は、都市計画法第17
条第 1 項の規定に基づくもの
で、住民および利害関係人は、
縦覧期間内に限り、意見書を
提出することができます。

▼提出方法
閲覧場所備え付けもしくは市
ホームページの様式に意見を
記入し、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。
67－4011
toshikei@city.yatomi.lg.jp
市役所都市整備課（内線 264）

高齢になっても、住み慣れた
地域で安気な生活を送ることは、
誰もが願うことです。市では、
いつまでも元気で自立した生活
を送るための支援のひとつとし
て「88 歳おたっしゃ訪問」を実
施しています。ご本人の日頃の
様子をお聞きしながら、市が提
供している住民サービスの紹介
を兼ね、介護予防についてお話
しします。なお、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、
訪問ではなく電話対応をしてお
ります。
▼と　き
88歳の誕生月

▼対象者
満88歳を迎える方

▼連絡者
市地域包括支援センター（海
南病院総合相談センター、な
でしこ指定居宅介護支援事業
所）の職員
市地域包括支援センター
☎65－5521
市役所介護高齢課
（内線174・175）

▼と　き
令和5 年1月8日（日）午後1時

▼ところ
十四山スポーツセンター

▼対象者
平成 14 年 4 月 2 日～平成15
年 4 月1日生まれの方

※現在、就職・大学などで住民
票を市外に異動されている方
は案内状が届きません。
弥富市で参加を希望される方

　はお問い合わせください。
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

令和5年1月8日（日）に行う「二
十歳のつどい」の企画や運営を
自分たちの手で演出してみませ
んか。
▼対象者
平成14年4月2日～平成15年
4 月1日生まれの方

▼内　容
式典およびアトラクションの
内容を企画・運営など

▼募集期間
4 月26日（火）～ 5月29日（日）
市役所生涯学習課（総合社会
教育センター）

毎年５月に市内各所にて狂犬
病予防集合注射を実施していま
すが、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止とご来場される皆
さんのご健康や安全を第一に考
え、関係団体との協議の結果、
令和 4 年度の狂犬病予防集合注
射を中止とします。
ご来場を予定されていた皆さ

んにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。
なお、狂犬病予防注射の接種

は動物病院で受けることができ
ますので、3月に送付しました狂
犬病予防注射の案内葉書を動物
病院へお持ちください。診察時
間や料金などについては、各動
物病院へお問い合わせください。
市役所環境課（内線 234）

市内犯罪発生状況（令和4年1月）

4月1日から4月10日までの間
は、春の安全なまちづくり県民
運動期間です。新生活がスター
トする4月は、不慣れな生活から
隙が生じやすく、泥棒や痴漢な
どの犯罪が増える時期です。安
全で住みよい地域社会実現のた
め、一人ひとりが防犯意識を高
め、防犯環境作りに取り組みま
しょう。

【犯罪にあわない】
犯罪に巻き込まれないために
は、日頃から防犯の対策が大
切です。施錠をする、補助錠
を付けるなど、小さなことか
らでも少しずつ取り組みま
しょう。

【犯罪を起こさせない】
子どもの登下校の見守り活動、
自主パトロール活動、環境浄
化活動などを、地域の連帯感
をもって実施し、犯罪の機会
を与えないようにしましょう。

【犯罪を見逃さない】
犯罪を目撃したり、不審者を
発見したときには、すぐに警
察に通報しましょう。
愛知県蟹江警察署 生活安全課
☎95－0110（内線262・263）
市役所市民協働課（内線 434）

性犯罪・性暴力は、被害者の
尊厳を著しく踏みにじる行為で
あり、その心身に長期にわたり
重大な悪影響を及ぼします。
特に、10 代から 20 代の若年

層への性犯罪・性暴力は、未熟
さに付け込んだ重大な人権侵害
であり、決して許されるもので
はありません。
4 月は進学や就職などに伴い、

生活環境が大きく変わり、被害
に遭うリスクが高まります。も
し、被害に遭ってしまったら、
ひとりで悩まず、まずはご相談
ください。
▼相談窓口
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
警察相談専用電話
☎＃9110
市役所市民協働課（内線 433）

歴史民俗資料館は4月1日（金）
に、弥富まちなか交流館１階に
リニューアルオープンしました。
新しい資料館では、市民の皆

さんから寄贈いただいた資料や
写真をもとに郷土の歴史や自然、
災害、昔のくらしなどを分かり
やすく紹介しています。他にも
昔のくらしが体感できるコー
ナーなどたくさんの見どころが
あります。また、弥富金魚のえ
さやりや白文鳥とのふれあいも
楽しめます。新しくなった資料
館にぜひお出かけください。
資料館の情報は市ホームペー

ジや公式ツイッターで発信して
います。
▼開館時間　午前9時～午後5時
▼休館日　月曜日
　歴史民俗資料館

固定資産税の納税者の方が、
自己の土地や家屋と他の土地や
家屋の価格とを比較することが
できます。
土地の納税者の方は土地価格

等縦覧帳簿を、家屋の納税者の
方は家屋価格等縦覧帳簿をご覧
になれます。
▼と　き
4月1日（金）～5月2日（月）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
▼ところ
市役所税務課

▼縦覧できる人　
 ・納税者本人およびその同居の
親族、相続人

 ・納税管理人
 ・納税者の代理人（委任状が必
要）

※非課税および免税点未満の土
地や家屋の所有者の方は、納税
者でないため縦覧できません。
※賦課期日（令和4年1月1日）後
に所有者となった方は縦覧で
きません。

▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）

※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

固定資産税の納税義務者の方
が、自己の資産について固定資
産課税台帳に登録された内容を
確認することができます。
▼と　き
通年（4 月 1 日（金）から）　
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日、祝休日を除く）
▼ところ
市役所税務課

▼手数料
1枚200円（ただし、5月2日（月）
までは無料）

▼閲覧できる人
 ・納税義務者本人およびその同
居の親族、相続人

 ・納税管理人
 ・納税義務者の代理人（委任状
が必要）

※借地人・借家人は、賃貸権、
その他の使用または収益を目
的とする資産のみ閲覧できま
す。（契約書などが必要です）

▼必要なもの
 ・本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）

※法人の場合は、社印または代
表者印を押印した委任状
市役所税務課
（内線 212 ～ 214）

前ケ平地区計画の決定に関す
ることについて、案の縦覧を行
います。
▼都市計画の種類および名称
名古屋都市計画地区計画の決
定（市決定）

▼縦覧期間
4月 5日（火）～ 19日（火）
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜日を除く）

 ・ボランティア活動に理解と関
心のある方

 ・全ての研修日程に出席できる
方（研修日程は５月中旬頃に
公表予定。公表後申込者に対
し、参加への最終確認をさせ
ていただきます）

※原則、研修会場へは公共交通
機関により直接行っていただ
きます。

　（交通費は実費支給します）
※登録研修会を安全に行うため
の事前健康診断として、研修
会初日までにあいち健康プラ
ザにて健康度評価を受検して
いただきます。なお、健康度
評価の結果によっては、研修
会への参加を見合わせていた
だく場合があります。

※愛知県が定める研修会開催要
綱の見直しがあった場合、一
部内容などが変更となること
があります。

▼募集期間　
　４月４日（月）～ 28 日（木）
　・　市役所介護高齢課
　（内線 174・175）

地域の皆さんとの交流を深め
ながら、河川愛護の普及啓発を
行い、愛される川づくりについ
て一緒に考えていただくため、
河川愛護モニターを募集してい
ます。
▼モニター期間
7 月 1日（金）～令和 5 年 6 月
30日（金）
▼活動内容
日常生活の範囲内において知
り得た河川に関する状況や情
報について、木曽川下流河川
事務所（担当出張所）へ報告
する。

▼モニター区間
①木曽川左岸
木曽岬町源緑輪中（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市立
田町富安（立田大橋）まで

②木曽川右岸
桑名市長島町福吉（国道 23
号木曽川大橋）から愛西市福

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。
また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、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 300 円・中学生 150 円

①10：00～②14：30～③18：30～

※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

新型コロナウイルス感染症の

原新田町（船頭平閘門）まで
▼募集人数　
モニター区間①・②各1名（採
用人数を調整する場合があり
ます）

▼応募資格　
 ・20歳以上でモニター区間の近
隣にお住まいの方

 ・川に接する機会が多く河川愛
護に関心のある方

▼応募方法
詳細は、ホームページに掲載
している募集要項をお読みの
上、応募用紙を郵送または
FAX で送付してください。

▼応募締切　5 月 6 日（金）
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725
https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

毎年、河川愛護の活動として、
川についての関心や、川を大切
にする気持ちを高めてもらうこ
とを目的に、木曽三川沿いに住
んでいる小学生から河川愛護ポ
スターを募集します。
▼募集内容
河川愛護に関するポスター「川
をきれいに」「川を大切に」な
どの標語をいれて、八つ切り
画用紙（よこ指定）に描いて
ください。

▼応募資格
小学生に限ります。詳細は、
ホームページをご覧ください。

▼募集期間
4 月 1 日（金）～ 6 月 3 日（金）

▼その他
応募作品は全て河川に看板と
して設置します。また、河川
愛護ポスター展（7月実施予定）
として展示いたします。
国土交通省　中部地方整備局
木曽川下流河川事務所　
（三重県桑名市大字福島 465）
☎（0594）24－5718
（0594）24－5725

https://www.cbr.mlit.go.j
p/kisokaryu/kasenaigo/

▼訓練期間
7月5日（火）～12月23日（金）
（6カ月）
▼選　考
筆記試験、面接（6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）を取得している人。

▼定　員 　20 人
▼受講料
無料（ただし教科書、作業服
代などは負担）

▼申込方法
4月1日（金）から5月31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。

▼その他
説明会をポリテクセンター名
古屋港で 4 月20日（水）、5 月
11日（水）、18日（水）の 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/

　初心者を対象として、弓の正
しい引き方、身体の構えと動作、
心気の安定を学び、的に向かっ
て矢を放つ楽しさを習得すると
ともに、健康・体力の保持増進
を図ることを目的とする。
▼と　き
 ・夜間コース
5月14日（土）～ 7月16日（土）
毎週土曜日 10回
午後7時～9時

 ・昼間コース
5月12日（木）～ 7月14日（木）

影響により自家用車でのご来港
が増加傾向にあるため、ゴール
デンウイーク期間中は、日ある
いは時間帯によって周辺道路が
混雑し、空港駐車場が満車にな
る恐れがあります。空港をご利
用の際は公共交通機関もご利用
下さい。
名古屋空港総合案内所
☎（0568）28－5633
（午前 7 時～午後 9 時）

例年 2 月中旬から 6 月上旬ま
での間、カラスの巣作りが活発
になります。木の枝や金属ハン
ガーなどで作ったカラスの巣が
電線に接触すると停電が発生す
ることがありますので、電柱に
カラスの巣を発見した場合は、
中部電力パワーグリッドまでご
連絡ください。
中部電力パワーグリッド（株）
港営業所
 ☎（0120）929－309

5月と9月の2部に分け、市民
大学講座を開催します。年間の
テーマを「健康で幸せに生きる
ためのヒント」とし、今回の第 1
部では、「コミュニケーション」
や「食生活」について大学講師
による講義を実施します。
▼と　き
 ・第1回　5月14日（土）
「コミュニケーションについて
考える―人間関係に悩む人達
への3つのヒント―」
午前10時～正午　吉田あけみ
（椙山女学園大学教授）

 ・第2回　5月21日（土）
「いつまでも活力あふれる日常
を目指して～日頃の食生活を
セルフチェック～」
午前 10 時～正午　中村秀貴
（名古屋文理大学助教）
▼ところ　総合社会教育センター
▼対象者　一般
▼定　員　50 名
（定員を超えた場合は抽選）
▼申込方法
以下のいずれかの方法で申し
込みしてください。
①総合社会教育センター窓口で
申し込み。
②電話で総合社会教育センター
に申し込み。
※①、②とも、受付時間は開館日
の午前 9時から午後 9時まで。
ただし、日曜日、祝日は午前
9時から午後 5 時まで。
※1度の申し込みで全ての回に参
加ができます。
▼申込期間
4月16日（土）～ 5月1日（日）
市役所生涯学習課
（総合社会教育センター）

健康日本21あいち新計画を推
進する担い手となる健康づくり
リーダーを養成し、健康づくり
事業（元気塾、ふれあいサロン
など）において活躍する人材の
育成を目的として健康づくりに
理解と関心のある方を募集しま
す。
▼と　き
全６回予定（日程未定、例年
９月～ 11 月頃に開催）
▼ところ
あいち健康プラザ
（知多郡東浦町）
▼募集人数　５名程度
▼応募条件
 ・市内に在住する満18歳以上の
方
 ・健康づくりリーダーとして健
康づくり事業に積極的な活動
を希望する方

チャレンジハウス弥富に
▼チャレンジハウス弥富
　ボランティア様

　ひな祭弁当

社会福祉協議会に
▼匿名様

　金１００,０００円
▼やとみふくしハンドメイド様

　金２０,０００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。

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。

　発達が気になるお子さんの育児や教育に悩んでいませんか？ご家族の方や、関係の先生方、療
育の仕事に携わっている方で不安や悩みをおもちの方、佐織特別支援学校の職員がお話を伺わせ
ていただきますのでご相談ください。
　相談内容は秘密を厳守します。尚、新型コロナウイルス感染状況に応じて面接による相談また
は電話による相談になります。

発達が気になるお子さんの
相談室を開設しています。

勤務場所

募集の種類

勤務日

市立保育所・のびのび園（母子通園施設）
保育士
保育補助員（保育士資格なしでも可）
月～金曜日（週2日以上）
＜保育所保育士＞
８：30～16：30（7時間）または、８：30～17：00（7時間30分）
＜保育所保育補助員（資格なしでも可）＞
14:30～17:15（うち3時間以上）
＜のびのび園保育士＞
９：00～15：00（6時間程度）
※のびのび園は療育が必要な親子が通園する施設です。

勤務時間

(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

勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。

時　給 ＜保育士＞1,006円～1,200円
 ＜保育補助員＞990円～1,125円
 ※雇用条件により、交通費・期末手当など支給あり。

その他

賃金・手当など

必要書類

市役所児童課（内線154）▼申込方法　市役所児童課で随時受け付けします。

　令和 3 年度に下水道を整備した下記の区域が、3 月 31 日（木）より新たな供用開始区域となり、下
水道が使用できるようになりました。該当する区域にお住まいの方や、既に供用開始している区域にお
住まいで、まだ接続工事をされていない方は、速やかに下水道への接続工事を行っていただくようお願
いいたします。
　下水道は、全ての方にご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境や公衆衛生の向上と水質
の保全を達成することはできません。環境改善に向け１日も早い皆さんのご協力をお願いします。

　公共下水道への接続工事は、適切な構造の宅内排水設備を設置するために、市指定の下水道排水
設備指定工事店の中から業者を選んで施工してください。また、宅内排水設備工事は個人負担とな
ります。各家庭の現場条件によって工事に係る費用が異なりますので、指定工事店と工事内容を十
分にご相談の上、見積書の内容を確認して工事を進めていただくようお願いします。

市役所下水道課（内線 282・283）

現在の供用開始区域の詳細および指定工事店一覧は、市役所下水道課にお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

凡例

新たな供用開始区域

既供用区域

下水道供用開始区域が広がりました

4 月 20 日（水）～令和 5 年 3 月 8 日（水）
毎週水曜日　午後 3 時 30 分～5 時
＊予約の電話の時に日時を決めます。

■開催日

愛知県立佐織特別支援学校■開催場所

4 月 13 日（水）■予約開始日

午前 10 時～午後 5 時
（土・日曜日、祝日を除く）
＊事前に電話でご予約ください。

■予約受付時間

愛知県立佐織特別支援学校　教育支援部　はあと相談係
☎37 ー 2061

・予約

毎週木曜日 10回
午前10時～正午
▼ところ
愛西市親水公園総合体育館弓
道場（愛西市落合町上通 21）
▼対　象
高校生以上
▼定　員
各コースとも 10 名
▼料　金
5,000円（スポーツ保険料含む）
▼申込締切
4 月 27 日（水）
▼主　催
　愛知県弓道連盟　海部弓道会
▼その他
 ・弓具は貸し出します。

 ・服装　
靴下もしくは足袋着用、Ｔシャ
ツやジャージなど前側にボタ
ンがなく、運動のしやすい服
装。危険防止のため、イヤリ
ングや指輪などの装身具は外
してください。髪の長い方は
束ねるゴムなどを用意してく
ださい。
 ・会費は当日会場で納めてくだ
さい。
弓道会事務局　加賀和彦
☎31－0973
親水公園総合体育館
☎32－5455
弥富市弓道協会　服部清明　
☎090－7038－8443
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