
伊勢湾台風と近年の水害に
学ぶ講演会を開催します！

◎近年の傾向
〇侵入盗
・認知件数は、平成 15 年の２万
　9,433 件をピークに減少傾向
　が継続しています。
・被害総数は全国ワースト１位　
　で、１件当たりの被害額が多
　額化の傾向にあります。
・組織的侵入盗グループが富裕層
　などを狙い撃ちした被害が多発
　していると考えられます。
〇自動車盗
・認知件数は、平成 15 年 9,865
　件をピークに減少傾向を示して
　いましたが、令和４年中は、レ
　クサスＬＸやランドクルーザー
　などの特定高級車を狙った被害
　が多発しています。
・組織的自動車盗グループが海外
　輸出などを目的に特定の高級車
　を狙って犯行を繰り返している
　と考えられています。
◎こんな時には、すぐ 110 番
　次の事例などは、不審者の顔
や服装、車などの特徴を覚えて、
できるだけ早く、110 番通報し
てください。
・見慣れない人が住宅街を徘徊し
　ている。
・留守の隣家で物音がする。
・近所の飼い犬が異常な吠え方を
　している。
・見知らぬ車がエンジンをかけた
　まま、いつまでも停まっている。
・バールを持ったまま車に乗り込
　んで、急発進していった。
・シャッター付きのガレージに人
　が集まり頻繁に出掛けている。
・深夜に閉店しているはずの店の
　中に人影が見える。
　蟹江警察署　☎95－0110　
　市役所市民協働課（内線 432）

　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

　近年大規模な水害が多発して
おり、今まで以上に地域防災力
の重要性が高まっています。
　そこで、弥富市が 63 年前に経
験した伊勢湾台風（高潮災害）と
近年の事例に学ぶ「伊勢湾ゼロ
メートル防災フォーラム 2022」
の講演会を開催します。
▼と　き　９月 25 日（日）　
午後１時 30 分～４時 30 分
▼ところ　　
総合社会教育センター　
中央公民館ホール
▼内　容　　
①伊勢湾台風（高潮災害）の原因、
　対策と避難行動
②災害の現場取材から見えた体
　験と教訓
▼主　催　弥富防災・ゼロの会
▼後　援　弥富市防災課
▼その他
講演会での質問や災害に関す
る意見を募集しています。
下記の二次元バーコードより
ご応募ください。

　市役所防災課（内線 483）
弥富市防災情報共有サイト（弥
富防災・ゼロの会）
　https://yatomi-bousai.info/

 

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

　

　認知症を正しく理解し、認知
症になっても希望を持って日常
生活を過ごせるよう、コロナ禍
における認知症の諸問題にも触
れながら、認知症の正しい理解
と対応をテーマに専門医が講演
します。
▼と　き
10 月 15 日（土）午後１時 30
分～３時（受付開始　午後１時）

▼ところ　
七宝病院　管理棟　会議室

▼内　容　
認知症の正しい理解と対応
～コロナ禍における認知症の
諸問題とその影響～
▼講　師　
覚前　淳氏
（愛知県認知症疾患医療セン
ター七宝病院　センター長）
▼定　員　
50 人
※新型コロナウイルス感染症の
感染状況によって、人数を制
限させていただきます。
▼申込開始日　
９月５日（月）
▼申込方法　
電話で受け付けています。
※定員になり次第締め切ります。
　・　愛知県認知症疾患医療セ
ンター七宝病院（あま市七宝
町下田矢倉下 1432 番地）
☎（052）443－7900　
平日　午前８時30分～午後５時

アルコールに関する悩みを抱
えていませんか？
精神科医師と専門の相談員が
お話を伺います。
▼と　き
９月 15 日（木）
午後 1 時 30 分～３時 30 分
▼ところ　
津島保健所（津島市橘町四丁
目 50 番地２）
▼対象者　
アルコールが原因の健康問題
に悩む本人または家族
▼申込方法　
９月 12 日（月）までに下記へ
ご連絡ください（予約制・定
員２組）
津島保健所　健康支援課
☎26－4137

　

　総務省統計局では、10 月１日
現在で就業構造基本調査を実施
します。
　この調査は、日本の就業・不
就業の実態を明らかにすること
を目的として、統計法に基づき
実施する、国の重要な統計調査
です。調査結果は、雇用政策、
経済政策など、国や地方公共団
体における各種行政施策の企画・
立案のための基礎資料として活
用されます。
　調査をお願いする世帯には、
９月上旬から調査員が伺います
ので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いします。
※「かたり調査」にご注意ください！
就業構造基本調査を装った不審
な訪問者や不審な電話・電子メー
ルなどに注意してください。不
審だと感じたときは、市役所市
民協働課までご連絡ください。
　市役所市民協働課（内線 432）

現在、第十一回特別弔慰金（額
面 25 万円、５年償還の記名国債）
の請求を受け付けています。
期限を過ぎると、第十一回特
別弔慰金を受ける権利がなくな
りますので、対象となる方はお
早めにご請求ください。
▼請求窓口
市役所福祉課
▼請求期限
令和５年３月 31 日（金）まで
　市役所福祉課（内線 165）

　交通事故などの第三者（自分
以外の人）によるケガや病気に
ついては、届け出により国民健
康保険で治療を受けることがで
きます。保険証を使って治療を
受ける時は、必ず届け出を提出
してください。相手のいない事
故（自損事故など）の場合も、

届け出が必要です。
　なお、自損事故で飲酒運転や
無免許運転などの悪質な交通法
令違反の場合は、給付対象には
なりません。
　この届け出を怠ると、国保税
で賄われている国保が損害を受
けますので、速やかに届け出て
ください。　
▼届出方法　
次の書類と保険証、マイナン
バーカードまたは通知カード、
本人確認ができる書類を持参
の上、市役所保険年金課へ届
け出てください。
①第三者行為による被害届
②事故発生状況報告書
③交通事故証明書
④念書（兼同意書）
※治療終了、転院、示談をする
　ときはお知らせください。
※負傷原因について尋ねる場合
　があります。
　市役所保険年金課　
　（内線 122・123）

　

　
　市内犯罪発生状況（令和４年
６月）暫定値
 

就業構造基本調査のお知らせ
～安心して働ける明日へ～

第十一回特別弔慰金の
請求はお済みですか？

交通事故などによる傷病で
国民健康保険を使ったら届け出を

あなたの声が　犯罪を防ぎ　
犯人の逮捕につながります　
見かけない人や車　
不審と思えば迷わず通報
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

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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蟹江警察署からのお知らせ

第８回 認知症講演会のご案内

アルコール専門相談

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会９月の予定

お知らせします
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