
ンス推進協議会」では、11 月第
３水曜日を「愛知県内一斉ノー
残業デー」として定め、働き方
を見直す契機となるよう普及啓
発に取り組んでいます。11 月
16 日（水）は、効率的に仕事を
進め定時に退社し、趣味や家族
との団らんなどの時間をお過ご
しください。
　愛知県労働福祉課　
☎（052）954－6360

都市計画の案について、次の
とおり縦覧します。
▼都市計画の種類および名称
①名古屋都市計画道路３・３・
261 号 名古屋第３環状線の変
更（県決定）
②名古屋都市計画道路３・４・
311 号 弥富蟹江名古屋線の変
更（県決定）
③名古屋都市計画道路３・４・
776 号 中央通線の変更（市決
定）
④名古屋都市計画道路３・４・
782 号 弥生通線の変更（市決
定）
⑤名古屋都市計画交通広場　弥
富駅北口交通広場の変更（市
決定）
⑥名古屋都市計画生産緑地の変
更（市決定）
▼縦覧期間
11 月 11 日（金）～ 28 日（月）
土・日曜日、祝日を除く開庁
時間内
▼縦覧場所
市役所都市整備課（本庁舎２階）
愛知県都市計画課（愛知県本
庁舎５階）
※愛知県では県決定のみ縦覧で
きます。
▼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、①・②は県
に、③・④・⑤・⑥は市に意見書
を提出することができます。

　市役所都市整備課（内線 264）

緊急時における住民への迅速
かつ確実な情報伝達ができるよ
う、全国一斉の情報伝達訓練を
実施します。
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。
※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。

▼訓練実施日時
11 月 16 日（水）午前 11 時頃

▼訓練で行う放送内容
市内 90 カ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。

〇放送内容
＜上りチャイム音＞
「これは、Ｊアラートのテスト
です。」×３回
「こちらは、広報やとみです。」
＜下りチャイム音＞

　市役所防災課（内線 482）

暴力は、その対象の性別や加
害者、被害者の間柄を問わず、
決して許されるものではありま
せん。特に、配偶者などからの
暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー
行為、売買春、人身取引、セクシュ
アルハラスメントなど女性に対
する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題です。
毎年 11 月 12 日から 25 日（女

性に対する暴力撤廃国際日）ま
での２週間は「女性に対する暴
力をなくす運動」実施期間です。

▼と　き　
11 月 19 日（土）午後１時から、
午後２時から（二部制）
▼ところ
服部家住宅
弥富市荷之上町石仏 419
▼内　容
国の重要文化財に指定されて
いる服部家住宅の見学会を開
催します。
▼定　員
各 50 人（先着順）
▼料　金
300 円（文化財保護費。小学
生以下は無料）
▼申し込み方法　電話　
▼共　催　やとみふるさとガイ
ドボランティア
※マスクを着用の上で入場をお
願いします。
　・　歴史民俗資料館

▼と　き
12 月３日（土）午後６時開演
▼ところ
総合社会教育センター　ホール

▼内　容
神楽太鼓・和太鼓・雅楽・ポッ
プス演奏など
会場での募金は社会福祉協議
会に寄付します。
※マスクをご着用の上で入場を
お願いします。
▼主催・後援
主催　大藤学区文化財保存会
後援　弥富市教育委員会・弥
富市文化財保存会

もし、性暴力の被害にあって
しまったら、ひとりで悩まず、
まずはご相談ください。
ワンストップ支援センター全
国共通短縮電話番号
☎＃8891
最寄りの性犯罪・性暴力被害
者のためのワンストップ支援セ
ンターにつながります。
　市役所市民協働課（内線 434）

個人事業税の第２期分の納期
限は 11 月 30 日 ( 水 ) です。
第２期分の納付書は、8 月にお
送りした納税通知書に同封して
おりますので、次のいずれかの
方法で納付してください。なお、
納付書を紛失された方は管轄の
県税事務所へお問い合わせくだ
さい。
▼納付場所および納付方法
・金融機関、県税事務所の窓口
・コンビニエンスストア、MMK
設置店

・Pay－easy( ペイジー ) に対応
したインターネットバンキン
グまたは ATM

・インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付

・スマートフォン決済アプリ（P
ayPay、LINE Pay および Pay
B）による納付
※コンビニエンスストア、MMK
設置店およびスマートフォン
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、コン
ビニエンスストアまたは 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/s
oshiki/zeimu/

11 月 30 日 ( 水 ) は、国保税
の第５期納期限です。自主納付
の方は、金融機関などで納めて
ください。口座振替の方は預（貯）
金残高を確認してください。
国民健康保険は、世帯単位で
加入するもので、国民健康保険
税（国保税）の納税義務者は世
帯主です。
▼今後の納期限日
第６期:12 月 26 日 ( 月 )
第７期：令和５年１月31日(火)
第８期：令和５年２月28日(火 )

▼国保税の月割課税
社会保険などを離脱すると、
国民健康保険に加入すること
になります。加入した月から
年度末の３月までが課税対象
となり、届け出た日以後の納
期に割り振って国保税が課さ
れます。

▼届け出は 14 日以内に
届け出が遅れると、少ない納
期に割り振られ、１回当たり
の納付額が高くなります。社
会保険などを離脱した場合は、
14 日以内に届け出てくださ
い。

▼国保税の支払いにお困りの方へ
納期ごとの納付が困難なとき
は、国保税を滞納のままにせ
ず、お早めに市役所保険年金
課にご相談ください。
特別な事情（一定の要件があ
ります）の場合は、申請によ
り減免・分割納付などできる
場合があります。
　市役所保険年金課　
内線（122・123）

　歴史民俗資料館

令和４年 10 月１日から愛知県
最低賃金が「時間額986 円」に
改正されました。
愛知県最低賃金は、県内の事
業所で働く、常用・臨時・派遣・
パート・アルバイトなどの全て
の労働者に適用されます。
使用者は、適用される最低賃
金以上の賃金を労働者に支払わ
なければなりません。
賃金が月給・日給など、時間給

以外で定められている場合、賃金
を１時間当たりの金額に換算して
時間額986円と比較します。
詳しくは、愛知労働局ホーム

ページや最寄りの労働基準監督
署にご確認ください。
　津島労働基準監督署
 ☎26－4155

毎年 11 月 11 日は、介護や認
知症を理解し、本人・家族・介
護職員・地域住民のささえあい
を促進するため「介護の日」と
定められています。この前後の
期間に、コロナ禍においても業
務に励んでいる介護事業所の様
子などをパネル展示にて紹介し
ます。また、毎年好評いただい
ている介護実態の寸劇「笑大学
校」の YouTube による動画配
信も行います。住み慣れた地域
で最期まで過ごせる街を、市民
の皆さんと共につくりあげま
しょう。
▼と　き
11 月７日（月）～ 18 日（金）
（土・日曜日を除く）
▼ところ
市役所１階　ロビー（介護高
齢課前）

　海南病院たすけっと
☎65 ー 6072

　市役所介護高齢課（内線 172）

「あいちワーク・ライフ・バラ

重要文化財服部家住宅
秋の見学会

「愛知県内一斉ノー残業デー」
実施のお知らせ

◎防災行政無線（同報無線）
を用いた訓練を行います

個人事業税第 2期分の
納付をお忘れなく

11月 12 日から 25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です

第10回大藤学区文化財保存会
チャリティーコンサート
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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。

お知らせします

愛知県最低賃金の改正のお知らせ

いい介護の日イベント

都市計画の案の縦覧

国民健康保険税の納付をお忘れなく
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