
在①の業務に従事しておらず、
かつ、住所地が愛知県にある
方

▼願書の配布
５月 25 日（水）から６月 30
日（木）までに、市役所、県
福祉局高齢福祉課、県福祉相
談センター地域福祉課、県民
事務所広報コーナー、愛知県
社会福祉協議会で配布します。

▼願書の受付期間　
　６月１日（水）～ 30 日（木）
▼試験日　10 月９日（日）
　愛知県社会福祉協議会福祉人
　材センター　介護支援専門員
　実務研修受講試験係
・６月１日（水）～10月７日（金）
　☎052－212－5530
・上記期間以外
　☎052－212－5516

県教育委員会では、教科書に
対する理解や関心を深めていた
だくために、教科書展示会を開
催いたします。
※教科書の貸し出しはできませ
ん。

▼と　き　
　６月３日（金）～ 30 日（木）
※休館日６月 28 日（火）を除く
　午前９時～午後６時
▼ところ　
　津島市立図書館（津島市老松
　町１番地１）
　☎25－2145
　愛知県教育委員会義務教育課
　☎(052)954－6799

▼募集項目
・航空学生（海上・航空）
・一般曹候補生
・自衛官候補生
・防衛大学校学生（一般）
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
・自衛官候補生
▼資　格
・航空学生
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 23 歳未満の者（航空は
21歳未満の者）
・第２回一般曹候補生、自衛官候
　補生
18歳以上 33歳未満の者
・防衛大学校学生（一般）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
・防衛医科大学校学生（医学科・
　看護学科）
高卒者（見込み含む）、高専３
年次修了者（見込み含む）、18
歳以上 21歳未満の者
▼受付期間
・航空学生
　７月１日(金)～９月８日(木)
・一般曹候補生
　７月１日(金)～９月５日(月)
・防衛大学校学生（一般）
　７月１日(金)～10月26日(水)
・防衛医科大学校医学科学生
　７月１日(金)～10月12日(水)

家等対策に係る特別措置法（以
下、特措法）」に規定する空家
などのうち、市内に存在する
戸建て住宅、長屋または共同
住宅、併用住宅のいずれかで
あり、市職員による外観目視
調査により「不良住宅」と判
定された物件です。
なお、長屋または共同住宅に
ついては全戸において１年以
上使用されていないもの、併
用住宅については居住部分の
面積が延べ床面積の２分の１
以上のものが対象となります。
▼補助金の額
補助金の額については、対象
となる空家の除却に要した費
用の５分の４、または 20 万
円のうち、いずれか少ない方
の額となります。
▼申込方法
対象となる空家に該当し、除
却費の補助を希望する場合は、
工事の着手前（請負契約前）
に市役所都市整備課へ必要書
類を提出してください。
申込書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▼申込期限
12 月末まで
※本年度の予算に達した時点で
受け付けを終了します。
▼注意事項
工事の着手前（請負契約前）
に補助金の申請をして、交付
決定通知を受けておく必要が
あります。通知前から工事に
着手している場合、補助金を
交付することができません。
必ず事前に市役所都市整備課
までご相談ください。
建物を除却した場合、住宅地
特例が外れることで土地の固
定資産税が上がる場合があり
ます。また、除却後の更地も
適正な管理をお願いします。
　市役所都市整備課
　（内線 262・263）

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。
▼利用料
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

市では、管理不全な空家によ
る周辺環境の悪化を防ぐため、
不良住宅と見なされた空家の除
却を行う場合に工事費の一部を
補助する制度を設けています。
▼対象となる空家
補助の対象となるのは、「空き

「音に反応しない」「名前を呼
んでも振り向かない」地域でこ
のようなお子さまの子育てで悩
んでみえる保護者の方は、１日
でも早く、愛知県立一宮聾学校
の乳幼児教育相談をご利用くだ
さい。
「聞こえ」と「ことば」は、３
歳までにその基礎が確立すると
言われています。そのため、「聞
こえ」による「ことば」の遅れ
に対する教育は、早ければ早い
ほど効果が上がります。少しで
もお子さまの「聞こえ」や「こ
とば」に不安を抱かれましたら、
ためらわずにご連絡ください。
●教育相談
悩みや子育てへのアドバイス、 
聞こえに関する簡単な検査を
行います。

●乳幼児教室
聞こえや聞こえによることば
の障がいのあるお子さまと保
護者を対象にした個別の支援
を行います。（２歳児は、週１
回の集団指導も行っていま
す。）

●進路相談
難聴のお子さまの進路相談を
受け付けています。

▼相談は、随時行っています。
まずはお電話ください。

▼相談、聴力測定、指導料は無
料です。

　愛知県立一宮聾学校
一宮市大和町苅安賀字上西之
杁 30
幼稚部主事または教育相談担当

　☎0586(45)6000　　　
　　0586(43)4462
　（対象校区 尾張・海部地域）

　市内犯罪発生状況（令和４年
３月）　

不法就労・不法滞在防止にご
協力を！
日本に滞在している不法残留者

の数は、６万 6,759 人（令和４
年１月１日現在、法務省統計）
であり、その大半は、不法に就
労しているものとみられます。
不法就労や不法滞在は法律で禁

止されており、不法滞在者を雇っ
た人も処罰の対象となります。
警察では、こうした不法就労・

不法滞在者の取り締まりを推進
し、「安心」して暮らせる「安全」
な地域づくりを目指しています。
情報提供など、住民の皆さんの
ご協力をお願いします。
　愛知県蟹江警察署　生活安全課
　☎95－0110
　市役所市民協働課（内線 432）

▼受験資格
　次の①および②に該当する方
①保健・医療・福祉に関する法
定資格に基づく業務または特
定の相談援助業務に通算 5 年
以上の実務経験がある方

②①の業務に従事している勤務
地が愛知県にある方または現

▼と　き　
　6 月 18 日（土）
　午後 1 時 30 分～ 3 時
　受付開始時間　午後 1 時
▼ところ　
十四山スポーツセンター　第 2
アリーナ
▼内　容
・成年後見制度の基礎知識
・海部南部権利擁護センター
　を活用しよう
▼講　師　
特定非営利活動法人　海部南部
権利擁護センター職員
▼対象者　
弥富市、蟹江町、飛島村在住・
在勤の方
▼定　員　
　50 名（事前申し込みが必要）
▼申込締切　6 月 10 日（金）
　・　海部南部権利擁護センター
　☎69－8181　
　　69－8180
　　shien@amanankenri.net

市の国民健康保険に加入され
ている被保険者全員の、医療機
関で受診した医療費を記載した
「医療費のお知らせ（医療費通
知）」を世帯主へ送付しています。
▼送付時期および対象となる診
療月
医療費通知は、年 6 回、偶数月
の月末ごろに発送しています。
４月発送：１月・２月診療
６月発送：３月・４月診療
８月発送：５月・６月診療
10 月発送：７月・８月診療
12 月発送：９月・10 月診療
翌年２月発送：11 月・12 月
診療
世帯の中に該当月の受診者が
いない場合は送付されません。
また、原則再交付はしません
ので、届きましたら大切に保管
してください。
▼確定申告の医療費控除で使わ
れる方へ
11 月と 12 月診療分について
は、翌年２月中旬以降に発送
されますので、お待ちくださ
い。
医療費通知は、送付時期に届
いている医療機関からの請求
に基づいて作成しているため、
医療機関からの請求が遅れて
いるなどの状況で、医療費が
記載されない場合があります。
医療費通知に記載がされな
かった自己負担額については、
医療機関から発行される領収
書を参考にしていただく必要
がありますので、領収書はす
ぐには捨てずに保管するよう
お願いします。
　市役所保険年金課　
　内線（122・123）

　

市では高齢者の見守りを目的
として、高齢者福祉票を整備し
ています。
６月より随時、担当地区の民

生委員が昨年度までに福祉票を
作成した方を訪問するとともに、
新たに 70 歳以上でひとり暮ら
しの方および 80 歳以上の高齢
者のみの世帯を訪問し、本人の
意向を確認して福祉票を作成し
ます。
福祉票は高齢者の緊急時、関

係機関との連絡などに活用させ
ていただきますので、作成にご
協力ください。
市役所介護高齢課（内線 175）

令和４年度のキャッチフレー
ズは、『「あなたらしい」を築く、
「あたらしい」社会へ』です。
男女共同参画社会は、男性も

女性も、一人ひとりが職場で、
学校で、地域で、家庭で、それ
ぞれの個性と能力を十分に発揮
できる社会です。そうした社会
の実現に向けて、各界、各層に
おいてさまざまな取り組みが行
われるよう、国では男女共同参
画社会基本法の施行日（平成
11 年６月 23 日）にちなみ、「男
女共同参画週間」を実施してい
ます。
男女共同参画社会を実現する

ためには行政だけでなく、市民
の皆さん一人ひとりの取り組み
が必要です。それぞれの立場で
男女のパートナーシップやワー
ク・ライフ・バランスなどにつ
いて考え、男女が共に、さまざ
まな分野において活躍できる元
気な弥富市をつくりましょう。
　市役所市民協働課（内線 434）

毎年６月に市県民税の税額を
確定し、納税義務者の方へ納税
通知書を６月中旬に送付します。
納税通知書に添付の課税明細

の内容をご確認ください。
減免の申請は納付前に手続きを
災害、死亡、退職などによる

著しい所得の減少などで、税の
納付が困難なときは、減免を受
けられる場合がありますので、
納期限までに申請してください
（申請期日を過ぎた場合またはす
でに納付した税額については減
免対象とはなりません）。
　市役所税務課（内線 216）

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
６月 15 日（水）午前 10 時頃

▼訓練で行う放送試験
市内 90 箇所に設置されてい
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）

県教育委員会では、乳幼児期
（０歳以上）から、来年度に新１
年生になるお子さん（６歳まで）
とその保護者の方を対象とした
早期教育相談を実施します。子
育てで気になることのある方、
お子さんに障がいを有する可能
性があると思われる方、お子さ
んの就学について相談したい方
など、お気軽にご相談ください。
相談は予約制で、無料で行いま
す。
▼と　き　７月 29 日（金）
午前 10 時～午後４時

▼ところ　　　
あま市甚目寺公民館

▼申込方法　
６月 17 日（金）までに市役

　所学校教育課へ
※なお、就学の相談は、市役所
学校教育課でも随時行ってい
ます。

　市役所学校教育課（内線 414）

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会６月の予定

令和４年度空家等除却費
補助制度のご案内

医療費のお知らせ
（医療費通知）について

第 25 回愛知県介護支援
専門員実務研修受講試験

海部地区小中学校教科書
展示会の開催のお知らせ

聞こえの心配な乳幼児を
お育ての保護者の皆様へ
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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。

蟹江警察署からのお知らせ
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前年比Ｒ３年３月Ｒ４年３月

・防衛医科大学校看護学科学生
　７月１日(金)～10月５日(水)
・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
丁目1番地18　ワキタビル2階）
　☎（0586）73－7522

令和 5 年 4 月採用の海部地区環
境事務組合職員採用試験を実施し
ます。
▼募集職種
　技術職（機械、電気、化学）
▼試験日　　
（１）一般方式７月 16日（土 )
（２）SPI 方式
　　７月１日（金）～ 16日（土）
▼試験要領・申込書の配布
６月１日（水）から海部地区環
境事務組合総務課で配布します。
また、組合ホームページからも
入手できます。
▼申込期間
　６月１日（水）～ 17 日（金）　
　必着
　・　海部地区環境事務組合総務
　課（津島市新開町二丁目 212 番
　地）☎28－3810
　http://www.atkankyo.or.jp
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