
・相談専用電話（子どもの人権
110 番）

　☎(0120）007－110（フリー
ダイヤル）

　名古屋法務局人権擁護部
　☎(052)952－8111
　（内線 1471）

市内犯罪発生状況（令和４年
５月）暫定値

警察官や警察職員は『県民の
安全と安心を守る』ために仕事
をしています。
・パトロールなどの地域に密着
した活動
・犯罪の起きにくい社会、安全
なまちづくりを進める活動
・交通指導や取り締まりなどに
よって交通事故の発生を防ぐ
活動
・災害やサイバー攻撃、テロ・ゲ
リラなどから県民を守る活動
部署によって役割は異なりま

すが、日々、私たちは強い正義
感を持って働いています。人々
の当たり前の日常が続くため
に・・・！
警察官・警察職員の業務は非常

に幅広く、あなたの能力を発揮で
きる場所が必ず見つかります。
あなたも「安全な社会を守り

続ける」仕事をしてみませんか。
あなたの正義感が誰かを守る！
第２回警察官（A）[ 大卒程度 ]・

（B）[ 高卒程度 ] 採用および第２
回警察職員採用 [ 大卒程度 ]

ジットカードによる納付
・スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINE Pay および PayB）
による納付
※コンビニエンスストア、MMK
設置店、スマートフォン決済
アプリによる納付については、
納付書の納付金額が 30 万円以
下のものに限ります。
▼その他
領収証書が必要な方は、金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）
の窓口、県税事務所の窓口ま
たはコンビニエンスストア、
MMK 設置店で納付してくださ
い。
また、納付には便利で安全な
口座振替の制度もあります。
ご希望の方は口座を開設して
いる金融機関の窓口で手続き
をしてください。
　西尾張県税事務所　
　課税第一課
　県民税・事業税第二グル－プ
　☎（0586）45－3169
　 ( ダイヤルイン )
　https://www.pref.aichi.jp/
　soshiki/zeimu/

７月１日に一宮生活協同組合
と弥富市見守り等活動に関する
協定を締結しました。
この協定は、市内で孤立死、
認知症により道に迷っている方、
虐待およびその他異変に対する
見守り等活動に関する連携体制
を構築することで、安心して暮
らせる地域社会づくりを目的と
しています。
市内で一宮生活協同組合の方
が業務中に市民の異変に気付い
た際に、市の担当部署へ、緊急
時には警察または消防に通報し
ます。
この協定と同様、見守り等活
動に関する協定は、平成 30 年度
から事業者と締結しており、今
回の締結で 7 団体目となります。

▼受付期間　
［警察官］
８月８日（月）～ 29 日（月）
［警察職員］
８月 15 日（月）～ 31 日（水）

■警察官・警察職員の採用に関
する案内および問い合わせ先
蟹江警察署　☎95－0110
採用センター直通電話
☎（052）961－1479
（月～金曜日（祝日は除く）
午前8時45分～午後5時30分）
愛知県警察Twitter　ユーザー
名：＠AP_saiyo
愛知県警察本部採用センター
LINE　ID：＠sum5558x

　市役所市民協働課（内線 432）

新型コロナウイルス感染症の影
響により自家用車でお越しになる
方が増えており、お盆期間中は空
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）

愛知県では、外出行動におけ
る交通手段の利用状況など、皆
さんの１日の交通の実態を把握
し、今後のまちづくりなどに活
用するため、９月から 11 月にか
けて交通に関する調査「第６回
中京都市圏パーソントリップ調
査」を実施いたします。調査に
あたり、無作為に抽出させてい
ただいた世帯の皆さんに案内は

がきをお送りしますので、本調
査へのご協力をお願いします。
中京都市圏パーソントリップ
調査サポートセンター
☎（0120）052－133
愛知県都市計画課 
☎（052）954－6516

台風や強風などで切れた電線
は、感電の恐れがあります。
切れた電線には絶対に触らず
に、お近くの中部電力パワーグ
リッドまでご連絡ください。
中部電力パワーグリッド㈱港
営業所
☎（0120）929－309

▼と　き　
9 月 10 日（土）午後５時から
▼ところ　
服部家住宅（弥富市荷之上町
石仏 419）
▼内　容　
服部家住宅で、中秋の名月や
風情ある抹茶が楽しめる観月
会を開催します。
●午後４時 30 分　 開場
服部家見学会
茶会
石田流生花の展示
神楽太鼓・雅楽演奏会・浦安
の舞 ( 森津保存会 )
▼定　員　50 人（先着順）
※未就学児は入場いただけません。
▼料　金　
　500 円（小学生は無料）
▼申込方法　電話
▼共　催　
やとみふるさとガイドボラン

世帯構成に変更があり、世帯
全員の市町村民税が非課税と
なった方は年金生活者支援給付
金の該当になる場合があります。
詳しくはねんきんダイヤルへご
相談ください。
　ねんきんダイヤル
☎（0570）05－1165（ナビダ
イヤル）

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

家庭から排出される刈草や剪
定木などの自己搬入手続きにつ
いて、令和 4 年 7 月より十四山
支所での受け付けを開始しまし
た。詳細は市ホームページをご
確認いただくか、市役所環境課
へお問い合わせください。
▼搬入できるもの
家庭から出た刈草、低木、幹、
枝 葉、竹、合 板（防 腐 処 理、
防蟻処理された木材およびシ
ロアリに食害された木材は除
きます。また、農業を含む事
業活動に伴い排出されたもの
も除きます。）

▼搬入場所
フルハシ EPO 株式会社　
愛知第二工場　弥富市楠一丁
目 118 番地

▼手続き窓口　　
市役所環境課（本庁舎 2 階）
十四山支所

▼その他
手続きには、搬入に利用され
る自動車の車両番号の全てが
必要となりますので、ご確認
の上お越しください。

　市役所環境課（内線 232・233）

▼と　き　
８月 26 日（金）
～９月１日（木）
午前８時 30 分～午後 7 時

※ただし、８月 27 日（土）・28
日（日）は午前 10 時～午後 5
時

▼内　容
・いじめ、虐待など、子どもの
人権に関わる悩みごと、心配
ごとなどの相談。

「子どもの人権 110 番」
強化週間

弥富市見守り等活動に
関する協定を締結しました

県営名古屋空港からの
お知らせ

切れた電線を見つけたら、
すぐにご連絡を！

第６回中京都市圏パーソン
トリップ調査にご協力を

何もなかった日ほど、
誇らしい日はない。
～警察官・警察職員募集～
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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。
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２回目１回目日　程

年金受給者の方へ

蟹江警察署からのお知らせ

重要文化財服部家住宅の観月会

募集します

フルハシ EPO（株）への
刈草、剪定木などの搬入
手続きについて

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会
８月の予定
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