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個人住民税（市・県民税）の納付方法
期限内納付は
社会のルールです

　納付方法
○納付書で納める場合（下記のいずれか）
（1）6月中旬に「納税通知書」と「各期分の納付書」を郵送し

ます。各納期限（コンビニ取扱期限）までに近くのコン
ビニエンスストア、指定金融機関、納税課などで納め
てください。

（2）各納期限までにパソコン、スマートフォンからイン
ターネットを利用してクレジットカードで納めてくだ
さい。詳しくは、市ホームページのオンラインサービ
ス「Yahoo! 公金支払い」をご覧になるか、納税課まで。

○口座振替で納める場合
　6月中旬に「納税通知書」を郵送します。金融機関名、名
義人、振替方法（期別・全期）など相違がないか確認してくだ
さい。また、振替日の前日までに振替口座へ納付額を準備し
てください。
＊万一、残高不足などで振替ができなかった場合は、口座
再振替日に再度、振替を行います。
＊再振替日にも振替ができなかった場合は、振替不能通知
書を郵送します。同封の納付書で納めてください。
　ご注意ください
　全期分を選択されている人で口座振替／再振替ができな
かった場合、今年度のみ第 2期以降は期別での口座振替
に変更となります。（第 1期については振替不能通知書に
同封の納付書で納めてください）

　納付方法の変更を希望される場合
　納付書⇔口座振替、口座情報の変更（全期⇔期別、金融
機関名、口座番号、口座名義人など）は早めに金融機関で
手続きをしてください。内容によっては希望の開始年月に
間に合わない場合があります。

★納期限までに納付されない場合は滞納となり、下記
の金額を加算します。
○延滞金
　納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、特例
基準割合※に年7.3％を加算した割合（納期限の翌日から
1月を経過する日までについては特例基準割合に年 1％
を加算した割合。ただし、上限は 7.3％）を乗じて計算
した金額に相当する延滞金を徴収します。
※特例基準割合 ･･･ 国内銀行の貸出約定金利（新規 ･短
期）の前々年 10月から前年 9月までにおける平均に
年 1％の割合を加算した割合
○督促手数料
　定められた納期限までに納付されないと、納期限の
翌日から 50 日以内に督促状を発送します。督促状が
発せられた日の翌日から 100 円の督促手数料を徴収し
ます。また、滞納が続くと、税負担の公平を保つため、
やむを得ず財産の差し押さえをする場合があります。
（差し押さえをする財産は預貯金、給与、不動産など）

第 1期・全期 第 2期 第 3期 第 4期
納期限（振替日） 6月 30日（火） 8月31 日（月） 11月  2日（月） 2月　1日（月）
口座再振替日 7月 13日（月） 9月 11日（金） 11月16日（月） 2月 15日（月）

 納税課　  86-7793

災害や病気、そのほか特別な事情（新型コロナウイルスによる収
入減など）があり納付が困難な場合は、ご相談ください。

　6月 23日（火）～ 29日（月）の 1週間は「男女共同参画週間」です。
　男性と女性が、職場、学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、皆さん一人一
人の取り組みが必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考
えてみませんか？

　LGBT とは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、
Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、
両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越
境者）の頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリ
ティ（性的少数者）の総称のひとつです。
　性のあり方は多様で、一人一人の人権にかかわることで
す。性別や年齢、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的
指向、性自認（こころの性）などにかかわらず、一人一人が
違った個性や能力を持つ個人として尊重され、誰もが心豊
かに暮らせるまちづくりを推進しています。

≪令和 2年度男女共同参画週間キャッチフレーズ≫

『そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。』
『ワクワク・ライフ・バランス』

 人権福祉課　  86-7815 人権福祉課　  86-7815 男女共同参画週間LGBTって、知ってますか？

　令和3年度採用の職員採用試験（後期試験）を実施します。
●1次試験　筆記　9月 20日（日）　シビックコア 2階
●申込期間　7 月 1日（水）～ 8月 17日（月）
●提出書類　いなべ市職員採用後期試験申込書、履歴書（い

なべ市受験用）
●提出方法　持参　職員課
　　　　　　　　　（受付時間　8：30～ 17：00）

郵送　〒511-0498 いなべ市北勢町阿下喜
31番地　いなべ市役所総務部職員課

　　　　　　　　　※ 8月 17日（月）消印有効

募集職種 採用人数 共通受験資格 受験資格

事務職員 若干人
・平成 15年 4月 1日までに生
まれた人

・地方公務員法第 16 条の欠格
条項に該当しない人

事務職員
（自然科学館研究
員・植物分野）

1人

学校教育法に基づく大学、大学院、高等専門学校または
専修学校において自然科学分野の課程を修了し、かつ自
然科学分野の調査・研究業務に 2年以上従事したことの
ある人

職員採用試験 
 職員課　  86-7792

● 2・3次試験　
面接   2 次：10月中旬　3次：11月上旬
※試験内容に関する詳しい内容は、市ホー
ムページの採用案内をご覧ください。

　市では、昨年度から、「地域おこし協力隊制度」を活用し、
LGBTなどのセクシュアル・マイノリティを理解し支援
する取り組みとして、市内で講演会や啓発活動などを行っ
ています。

≪LGBTに関する展示≫
●日程　6月22日（月）～30日（火）
●場所　シビックコア 1階
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Q&AQ&AQ&A こんな場合はどうなるの？　～児童手当について～
Ｑ　月末に子どもが誕生します。児童手当の認定は、申請
月の翌月分からの支給とありますが、役所への申請は来月
になります。その場合、1カ月分の手当はもらえないので
しょうか？

Ａ　15日特例が適用されます。出生日や転入した日（転
出予定日）が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、
異動日の翌日から 15日以内（15日目が休日の場合、その
翌開庁日まで）であれば、申請月分から支給します。申請
が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受けられな
くなりますので、ご注意ください。

Ｑ　離婚協議中です。現在の受給者は父ですが、子どもと
同居する母に受給者を変更することはできますか？

Ａ　条件を満たせば、受給者の変更が可能です。状況によっ
て異なりますので、児童福祉課までご相談ください。

Q　児童手当の手続きに、マイナンバーが必要ですか？

A　以下のような場合、それぞれのマイナンバーが必要とな
ります。
●新規の認定請求：申請者および配偶者
●別居監護の申し立て：別居している児童
●離婚または婚姻：配偶者
　申請者の本人確認のため、本人確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証、パスポートなど）が必要です。
　詳しくは現況届提出の通知に同封したパンフレット「児
童手当制度のご案内」を確認してください。

　児童手当を受給している人は、毎年 6月に「現況届」を
提出する必要があります。
　この届は、6月 1日の状況を記入し、児童手当を引き続き
受ける要件があるか確認するためのものです。「現況届」を提
出しないと 6月分以降の手当を受給することができません。
　対象者には、6月初旬に現況届提出の通知を送付します
ので、期限までに必ず提出してください。
●提出期限　6 月 30 日（火）
●提出書類　
（1）「児童手当・特例給付　現況届」
（2）「受給者の健康保険証の写し」または「年金加入証明書

（事業所で証明を受けたもの）」いずれか 1点
※国民年金加入者および年金未加入者は提出不要

（3）「別居監護申立書」
※単身赴任などにより、養育している児童と別居の場合

（4） 外国籍の人は、受給者の「パスポート」または「在留カー
ド」の写し

●その他　（1）～（4）以外に受給者の状況に応じた必要
書類があります。対象者には個別に連絡します。

 児童福祉課　  86-7821
●提出先　児童福祉課
※開庁時間内に来庁できない場合は、郵送で提出ください。
※各支所では受け付けできません。

児童手当の現況届 6月中に提出をお願いします

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世
帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当（特
例給付を除く）を受給する世帯に対する臨時特別の給付金
（一時金）を支給します。対象者にはお知らせを送付しまし
たので、ご確認ください。
　申請は不要です。（公務員の人は申請が必要です。勤務
先で証明を受けてから、11月 30日（月）までに児童福祉
課へ提出してください）
　一般支給対象者には 6月中に児童手当と同じ金融機関
口座に振り込みます。

令和 2年度
子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯の生活支援のため、一時金を支給します！

健康マイレージ事業　

①市が実施する検診の受診、健康教室や協力事業所が実
施する健康イベントへの参加など、自主的な健康づく
り活動を「いなべ市健康マイレージパンフレット」に
記録してください。

※健康マイレージパンフレットは健康推進課で受
け取るか、市ホームページからダウンロードで
きます。

② 30 ポイント貯まったら、健康推進
課で「三重とこわか健康応援カード」
と引き換えます。

③「三重とこわか健康応援カード」を提携店で提示すると
お得なサービスが受けられます。

※詳細は三重県ホームページを確認してください。

○元気クラブ参加［1回参加で 1ポイント］
○いつもより、はやく歩く・いつもより、ゆっくり食べる
（自己申告） ［1日の取り組みで 1ポイント］
○特定健診、がん検診などの結果持参［1検診につき 1ポ
イント］
○市が主催する事業への参加［1回参加ごとに 1ポイント］
◎今だけの特典！家で体を動かしましょう！ 「元気クラ
ブ・まいまい運動」を家で実施（自己申告） ［1 回実施
で 1ポイント］
※まいまい運動は、元気クラブいなべホームページで動画
配信しています。

　健康づくりに取り組む市民を増やすことを目的に、市が中心となり実施している事業です。

 健康推進課　  86-7824

健康的な生活で、ポイントをためよう！

【参加方法】 【ポイント対象となる取り組み】

　健康推進課窓口に「いなべ市健康マイレージパンフレット」
を提出してください。

抽選で「にぎわいの森」キッチュ エ ビオ いなべヒュッテの豪華商品が当たる！！

30ポイント貯めて、豪華景品をゲットしよう！

●抽選応募期間　11 月 2日（月）～令和 3年 3月 31日（水）

●対象　いなべ市在住または在勤の人

4 人以上のグループで取り組みをすると、お楽しみグッズ 1人 1点をプレゼント！

【企画 1】

【企画 2】

1 等（1本）…食品詰め合わせ 5,000 円分相当
2等（1本）…食品詰め合わせ 3,000 円分相当
3等（1本）…食品詰め合わせ 1,000 円分相当
特別賞（50本）…元気づくり体験無料参加券 2回分

≪令和元年度 当選者≫
【1等】北勢町　山下ひさゑさん

山下さん（左から3人目：元気づくり体操の仲間と共に） 東松さん

【2等】北勢町　東松君代さん
【3等】大安町　永井ますみさん

　昨年度の応募参加者は 121 人でした。
　参加した皆さんは元気づくり体操への
参加やウォーキング、筋力トレーニング、
ストレッチなどを日常生活に取り入れ、
体を動かすことを楽しんでいます。
　また、食事にも気を使い、ゆっくり食
べることや、大豆や魚などを積極的に食
べ、バランスの良い食事を心がけている
と笑顔で話していました。
　これからも元気でご活躍されることを
期待しています。

当選おめでとう
ございます！

≪今年もやります！いなべ市だけの特別企画！≫
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 ふるさといなべ市の語り部の会 伊藤忠　
 090-3583-2827

　慶応2（1866）年に稲垣春陽さんと塚本元好さんの 2人の医師が開いた寺
子屋が、阿下喜小学校の始まりです。
　明治 17年に稲垣専八さんの土地を借りて校舎を建てました。完成した 4
月 13日を阿下喜小学校の創立記念日としています。
　明治 41年には、現在の「桐林館」の場所に校舎を新築し、昭和 12年に増
改築をしました。この校舎は、昭和 55年に現在の校舎が竣工したのち、文
化財保存施設として縮小整備され、桐林館となりました。平成 26年に国の
登録有形文化財に指定され、現在はその趣を活かしたカフェになっていま
す。子どもたちの学びの場は、多くの人に親しまれる交流の場となりました。
　現在の校歌は、明治 44年に作られたものです。作曲は、教育者であり考
古学者でもある鈴木敏雄さんで、作詞は、当時同校の教師であった三浦保
行さんです。それを昭和 22年に校医であった齋藤尚雄さんが補作し、のち
に一部分を再補作して現在の歌詞になりました。竣工した当初、校庭にた
くさんの桐の木を植えており、同校には桐にまつわるものが多く、今でも
阿下喜小学校の児童には「桐の子」という呼び名があります。

阿下喜小学校の校歌（作詞 三浦保行　作曲 鈴木敏雄　補作 斎藤尚雄）

校章は、中
ちゅうかげごさんきりもん

陰五三桐紋を基に、中央に阿下喜を表
すローマ字のAをあしらったもの。
　　　　　　　　　　　　（昭和 55年6月撮影）

一．天の恵みに　地を占めて
　　日々に栄ゆる　我が里の
　　ほまれを高く　荷

にな

いつゝ
　　集いて学ぶ　この庭に

二．桐の林に　すがすがと
　　学びを終えし　人々の
　　あとつがなんと　いそしみて
　　誓いて学ぶ　この庭に

三．誠のこころ　胸に満ち
　　伸び行く我等　このからだ
　　玉もみがきて　光そう
　　いよよ励まん　この庭に

いなべ
検定入門
165   15

 校歌で知る

執筆：ふるさといなべ市の語り部の会
わたしの母校 

藤原岳自然科学館

【キノコを見る会】
　藤原文化センター周辺で、里山の
キノコを観察します。
●日時　7月 2日（木）

9：30～ 12：00
●場所　藤原岳山麓
●集合場所　藤原文化センター
●講師　三輪秀子さん
●定員　40 人
●申込期限　6月 25日（木）
【夏休みの自然研究の仕方を聞く会】
　標本の採集方法や作り方、自然研究
の仕方について、相談や指導をします。
●日時　7月 11日（土）

9：00～ 12：00
●場所　藤原文化センター大研修室
●講師　葛山博次さん、川添昭夫さ
ん、安田喜正さん、武藤茂忠さん、　　　　　　　
山田乙三さん、出口省吾さん、片山
司さん、藤原岳自然科学館職員
●定員　なし
※当日参加も可能です。時間内に会
場に来てください。

【宇賀川の自然調べ】
　宇賀川の生物・岩石を観察します。
●日時　7月 18日（土）

9：30～ 15：00
●場所　宇賀川
●集合場所　大安公民館駐車場
●講師　出口省吾さん、藤原岳自然

科学館職員
●定員　40 人
●申込期限　7月 11日（土）
【身近な植物をしらべよう】
　身近な植物の特徴を学習し、図鑑
を使って名前を調べます。
●日時　7月 25日（土）

9：30～ 12：00
●場所　藤原文化センター大研修室
●講師　藤原岳自然科学館職員

【合同教室】
　観察会と室内ゲーム。
●日時　7月 25日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　藤井樹巳さん、藤田重輝さ
ん、伊藤一昭さん、大山義雄さん
≪共通事項≫
●場所　屋根のない学校（藤原町坂

本 2065「簡易パーキング
ふじわら」の隣）

●対象者　小学生（保護者の同伴が
必要）

●申込方法　はがきまたはFAX で
「住所」「氏名（ふりがな）」「学校名」
「学年」「電話番号」を記入して申込
先へ。
  自然学習室

（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 
藤原文化センター内）
 46-8488  46-4312

梅の実もぎとり体験

●日時　6月 20日（土）、21日（日）
　　　　8：00～ 15：00
●場所　梅林公園直売所（藤原町鼎

717）
●参加費　1,000 円／ 1袋（約 3キ

ログラム）
●持ち物　マスク（着用厳守）、長靴、
軍手、タオル、帽子、長袖の上着、
雨かっぱ（雨天時）
※申し込みの必要はありませんが、
梅の実がなくなり次第終了します。
※カゴ・エコバッグ・リュックなど
は持ち込まないように注意してく
ださい。
※今年度は「梅の実
もぎとり体験」の
み実施いたします。
「梅ジュースづく
り」は中止いたし
ますので、ご了承ください。
　　状況により内容を変更する場合
があります。詳しくは農業公園

●定員　10 組まで
●申込期限　7月 18日（土）
≪共通事項≫
●対象者　どなたでも参加できます。
（小学生以下は保護者の同伴が必要）
●参加費　小学生以上 1 人 100 円

（「夏休みの自然研究の仕
方を聞く会」は無料）

●持ち物　筆記用具・弁当・水筒・
返信はがき（詳細は参加者に連絡）
●申込方法　往復はがきまたはFAX
で「開催日・希望教室名」「参加者全
員の氏名・学年・人数」「住所」「電
話番号」を記入して申込先へ。
●その他　当日雨天の場合は屋内で

の学習とします。
  藤原岳自然科学館

（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 
藤原文化センター内）
 46-8488  46-4312

屋根のない学校
7月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　光る生き物、ウミホタルを光らせ
てみよう。
●日時　7月 4日（土）
　　　　9：00～ 11：00
●講師　俵秀作さん
【合同教室】
　小運動会。
●日時　7月 4日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　藤井樹巳さん、藤田重輝さ
ん、伊藤一昭さん、大山義雄さん
【昆虫と遊ぼう】
　クワガタを探そうよ。
●日時　7月 11日（土）
　　　　9：00～ 11：00
●講師　大山義雄さん
【人びとのいのちとくらしを守る植物】
　薬になる野山の植物を調べよう。
●日時　7月 11日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　葛山博次さん

催し

ホームページ、電話で確認してく
ださい。
 農業公園
 46-8377

市営住宅の入居者

●募集住宅　市営大安樫の木住宅
（大安町南金井地内、昭和 59 年度
建築、鉄筋コンクリート造 2階建
て戸建住宅、4ＤＫ）
●募集戸数　1 戸
●募集期間　
　6月 5日（金）～ 30日（火）
●申込資格
1.申込日の 3 カ月前から、市内に
在住または在勤
2.現に住居に困っている人で、同居
する親族がある人（60歳以上は単
身入居可、婚姻予定の人も入居可）

3.市区町村税、諸保険料、保育料、
上下水道使用料および過去に市営
住宅に入居していた人は、当時の
家賃を滞納していないこと
4.連帯保証人を2人立てること（連帯
保証人は申込者の親族または、市
内に在住または在勤の人に限る）
5.申込者または同居する親族が暴力
団員でないこと
6.外国籍の人は特別永住者または中
長期在留者であること
7.政令月収（（世帯の年間所得－控除
額）÷ 12）が 15万 8千円以下で
あること。ただし、次のいずれか
に該当する世帯は政令月収が25
万9千円以下であること
○申込者が 60歳以上で、同居する
親族がいずれも 60歳以上または、
18歳未満の世帯
○障害者手帳を所持する人がいる世帯
○小学校就学前の子どもがいる世帯

【控除額ついて】
　同居親族等控除…1人 38万円
老人控除対象配偶者控除、老人扶
養控除（70歳以上）…1人10万円
特定扶養親族控除（16歳以上 23  
歳未満）…1人 25万円
障害者控除…1人 27万円
特別障害者控除…1人 40万円
寡婦控除、寡夫控除…27万円
●審査方法　
【1次審査】書類審査
【2次審査】1次審査合格者の抽選会
●入居予定　8月中旬
●家賃　世帯の所得に応じて決定
●敷金　家賃の 3カ月分
●申込方法　申込用紙は、申込先で
配布します。配布時に詳しい説明を
聞いた上で、本人または同居する親
族が申し込んでください。（代理人
による申し込みは不可）
  住宅課　  86-7809

募集

み実施いたします。
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いなべ市図書館
キャラクター
いなピョン

「おはなしの世界で冒険だ」

≪ 6月23日（火）～29日（月）は男女共同参画週間≫

【図書館から本の紹介】

第1回「親子で読んでほしい絵本大賞」

6・7月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）
 北勢図書館 72-2200（開館時間／ 9：00～ 17：00）　員弁図書館 74-5077（開館時間／ 9：00～ 17：00）

　 大安図書館 87-0021（開館時間／ 9：30～ 17：30）　藤原図書館 46-4150（開館時間／ 9：00～ 17：00）

　性別を特定の役割に結び付けたり、行動の原因をその人の性別
に求めたりすることはありませんか。
　個性や多様な生き方が尊重される社会へ。

　全国で読みきかせボランティアなどとして活

動する JPIC 読書アドバイザークラブ選定

「親子で読んでほしい絵本大賞」1位

「誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方」
くどうみやこ著 /主婦の友社

「ジェンダーについて大
学生が真剣に考えてみ
た」あなたがあなたらし
くいられるための29問
佐藤文香監修、一橋大
学社会学部佐藤文香ゼ
ミ生一同著／明石書店

「字のないはがき」
向田邦子原作／角田光代文／
西加奈子絵　小学館
戦争中、疎開する小さな妹にお
父さんは「元気な日は、はがき
にまるを書いてポストにいれな
さい」と言って、たくさんのはがきを渡した。

介護職に関する
入門的テーマ別研修（無料）

　少子高齢化に伴い、介護職員が不
足することが懸念されています。こ
の研修を通じて、介護に関する基本
的な知識や技術を身につけていただ
き、一人でも多くの介護職員の育成
を図ります。
　この研修の実施に賛同いただける
企業や団体が主催者となって、受講
者を募集していただきます。実施す
る研修の内容については、お問い合
わせください。
●対象　三重県内の企業・自治体・
教育委員会・学校法人その他の団体
●申込期限　令和3年2月5日（金）
  三重県社会福祉協議会 

三重県福祉人材センター　
 059-227-5160

介護有資格者
再チャレンジ研修（無料）

　眠っている資格をもう一度活かし
ませんか？
　介護の資格は持っているけれど経
験がない人や、ブランクがあって介
護の職に就くことに不安がある人、
復帰したけれどもう一度『介護の基
本』を学び直したい人を対象に、介
護の知識や技術のスキルアップがで
きるウェブ研修会を開催します。
●内容　介護保険制度の動向、介護

技術、認知症ケア、就職相談、
施設体験（現在介護の仕事
をしていない人のみ）など

●日程　9月 1日（火）～令和 3年
2月 5日（金）

●対象者　介護資格を持ち、現在福
祉・介護の仕事をしてい
ない人、介護職として就
職または復帰後、1年未
満の人

※詳しくは三重県福祉人材センター
までお問い合わせください。

  三重県社会福祉協議会 
三重県福祉人材センター　
 059-227-5160

いなべ市消防団
女性団員募集

　市民の防火・防災意識を高めるた
め、広報活動に特化した女性消防団
を結成します。
　何か新しいことに挑戦したい人、
地域に貢献したい人、仲間との繋が
りが欲しい人など、たくさんの応募
をお待ちしております！
●活動内容　
・自治会や保育所、小学校での防火・
　防災啓発活動
・普通救命講習の講師
・消防団員募集活動
●対象  
・年齢 20歳以上の女性
・市内に居住している人
●定員　8 人（内、リーダーを 1人

選任）
●申込方法　電話で問い合わせ先へ。
 防災課　  86-7746

健康診査を
受けましょう

　生活習慣病に着目した健診です。
※特定健診・後期高齢者医療被保険
者の健康診査の実施は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、
受診期間が変更または中止となる
場合があります。ご了承ください。

《国民健康保険被保険者の特定健診》
●対象者　40～ 74歳
●受診期間　7 ～ 11 月（受診券が
届いても、健診を受診するまでに国
民健康保険から抜けられた場合は受
診できません）
●受診券発送　6月下旬
《人間ドック》
　市の人間ドックに申し込みをした
人への受診案内は、受診医療機関か

ら郵送されます。
※特定健診または人間ドックを受診
した人には、阿下喜温泉の「お得ー
ポン」をプレゼント！（保険料の
未納がある場合を除く）
 保険年金課　  86-7811

《後期高齢者医療被保険者の健康診査》
●対象者　75歳以上
●受診期間　7～ 11月
●受診券発送　6月下旬（三重県後
期高齢者医療広域連合から郵送）
※ 5～ 8 月に後期高齢者医療被保
険者になる人は、8月以降に受診
券を郵送します。
 三重県後期高齢者医療広域連合 

事業課　  059-221-6884 
 保険年金課　  86-7811

歯周病検診を
受けましょう

　歯を失う大きな原因は歯周病です。
健康で長生きするためには歯周病予
防など口の健康管理が重要です。今
年度 40歳、50歳、60歳、70歳
になる人を対象に歯周病検診を指定
医療機関で実施します。対象者には
診査票を送付します。
●実施期間　7 月 1 日（水）～ 12

月 31日（木）
●負担額　300 円
 健康推進課　  86-7824 

行政相談
（相談無料、秘密厳守）

　総務大臣から委嘱された「行政相
談委員」が、国、県、市ならびに特殊
法人などの仕事について、苦情や意
見、要望を聞き、その解決を図ります。
●日程、場所
6 月25日（木）シビックコア
7月 9日（木）員弁老人福祉センター
7月16日（木）藤原文化センター
●時間　13：00 ～ 16：00
【行政苦情 110番】

 0570-090-110
※平日 8：30～ 17：15、土日祝、
時間外は留守番電話で対応
 総務省三重行政監視行政相談セ

ンター　  059-227-6661
 総務課　  86-7745

ひきこもり相談窓口

　人間関係やこころの悩みなどで家
に閉じこもりがちの人。高校、大学、
専門学校などを長期間休んでいる人。
仕事が続かず、社会との関わりが薄
れている人など、今の生活に関わる
お悩みをご相談ください。
　ご自身に合った環境改善の方法を
一緒に考えます。プライバシーは厳
守します。

●時間　8：30 ～ 17：00
 アジサイ（アマガス）　  72-2618

いなべ市
命の相談電話

●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00～ 16：00
 78-3831

若者就職
支援相談（無料）

　15～49歳の無業状態にある人、そ
の家族、関係者をサポート。就労体験
やスキルアップのための支援もあり。
●日時　6月17日（水）
　　　　13：30～16：30
●場所　市役所 2階 2-1 相談室

※事前に申し込みが必要です。
 北勢地域若者サポートステー

ション　  059-359-7280
（火～土：9：30～ 18：00）

ほくサポ 検索

生活にお困りの人へ
（無料）

　「借金の返済が大変」、「仕事がみ
つからない」、「仕事が続かない」、「ど
こに相談していいのかわからない」、
「家族のことで悩んでいる」など、生
活や仕事にお困りの人への相談、サ
ポートを行います。ひとりで抱え込
まずに、まずはご相談ください。
 いなべ市くらしサポートセン

ター縁
えにし
　  86-7817

健康

相談
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今月の表紙
【撮影日】5月 18日（月）
【場 所】 北勢町奥村
　社会福祉協議会の手作りマスクボランティアに
協力している小学 3・6年生のきょうだいを取材。
マスクがなくて困っている人のために、学校休校
中の時間を有効に活用していました。
　弟の拓真さんはまだ授業で習っていないミシン
を使いこなし、珠希さんは慣れた手つきでプリー
ツ型マスクを作り上げていました。みえ子ども医療ダイヤル #8000

《毎日》19：30～翌朝 8：00
桑名市応急診療所 21-9916
《日祝》9：30～12：00／ 13：00～16：00《土》19：30～21：30

　　

緊急
相談

緊急
診察

※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止となる場合、市ホー
ムページに掲載します。

【育児相談】
日・対象者　

受付時間　　9：30～ 11：00
場　所　　　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　　　母子健康手帳

＊どなたでも参加できます。身体計測のみでも可。
　仲間づくりの場としてもお気軽にお越しください。

北勢町在住
藤原町在住

大安町在住
員弁町在住

7月1日（水）
7月8日（水）　　　　　　

7月15日（水）
7月22日（水）

対象者には
個別通知
します。

　　　　　　　　  　　　　　日時（受付時間）　          　　　 対　象　者
13：15～14：15
13：15～14：15
 9：15～ 9：30
13：15～14：15

7 月　2 日（木）
7月 30日（木）
7月 16日（木）
7月 9日（木）

H30. 10.16～11. 7 生 および前回欠席者
H30.  11. 8 ～12. 4 生 および前回欠席者
H30. 6 . 1 ～ 7.31生 および前回欠席者
H28.  10. 26～11.13生 および前回欠席者

【1歳6か月児健康診査】

【 2 歳 児 歯 科 教 室 】
【3歳6か月児健康診査】

場所：
保健センター

人権相談

【6月の相談】　6 月 17 日（水）
　　　　　　　13：00～ 16：00
●場所　員弁コミュニティプラザ
【7月の相談】　7 月 8日（水）
　　　　　　　13：00～ 16：00
●場所　大安公民館
 人権福祉課　  86-7815

令和 2年度
医師養成奨学資金

　市では、研修医および勤務医の確
保を目的に、現在、大学の医学部に
在学する人で、将来、市内の医療機
関で臨床研修をうけ、引き続き医師
として勤務しようとする人に修学費
用を貸付します。
●貸付額　毎月12万円
●貸付期間　貸付決定月から、在学
している大学を卒業する月までの間
（正規の修学期間）
●貸付条件　無利子で、出身地・大

学は問いません。
●募集定員　若干人
●募集期間　
　7月15日（水）～31日（金）
●償還免除　市内の医療機関で臨床
研修をうけ、引き続き医療機関に医
師として貸付期間の1.5倍の期間を
勤務したとき
 健康推進課　  86-7824

風しん抗体検査と
第 5期予防接種

　定期予防接種を受ける機会がな
かった男性を対象に風しん抗体検査
と定期予防接種を実施しています。
●対象者　昭和 37年 4月 2日～昭
和 54年 4月 1日生まれの男性
●持ち物　健康保険証、運転免許証
など本人確認ができるもの、クーポン券　
※対象者へクーポン券を郵送してい
ます。医療機関で個別に受診して
ください。健康推進課への申し込
みは不要です。

※令和元年度にクーポン券を送付し

た昭和 47 年 4 月 2 日～昭和 54
年 4 月 1 日生まれの人は、お手
元のクーポン券の有効期限を延
長しています。有効期限は令和 4
年 3月 31日となります。
※実施医療機関については、市の
ホームページをご確認ください。
 健康推進課　  86-7824

乳がん・子宮頚がん
無料クーポン券郵送

　市では、国が実施する「がん検診推
進事業」により、対象者へ「乳がん・
子宮頸がん検診無料クーポン券」を
郵送しています。無料クーポン券を利
用して、がん検診を受診しましょう。
●対象者　いなべ市に住所を有する
女性で下記の年齢になった人
①乳がん検診
40歳（S54.4.2～S55.4.1生まれの人）
②子宮頚がん検診
20歳（H11.4.2～H12.4.1生まれの人）
 健康推進課　  86-7824

献血

●日時　8 月 6 日（木）10：00～
　　　　12：30、14：00～16：00
●場所　イオン大安店
 健康推進課　  86-7824

防災ラジオ
試験放送

【7月の試験放送】
●日時　7月 9日（木）10：00～
 防災課　  86-7746

緊急地震速報訓練

　緊急地震速報訓練が行われます。
●日時　6月 17日（水）10：00～
 防災課　  86-7746

介護予防セミナー
一部開催延期

　シリーズで開催を予定していまし
た「介護予防セミナー～知っ得・やっ
得人生 100 年計画（全 6回）」につい
て、7月までの開催分を延期します。
【開催を延期するセミナー】
●日程
6 月 17 日（水）
「栄養・水分のポイント」
7月 15日（水）
「体のつくり方　応用編」
※詳しくは市社会福祉協議会ホーム
ページをご覧ください。
 市社会福祉協議会
 41-2944

期限内納付のお願い

● 6月の納付
○市・県民税　第 1期／全期
○介護保険料　第 2期

●納期限（口座振替日）6月30日（火）
【口座振替の人へ】
○前日までに振替口座へ納付額をご
準備ください。

○万一、残高不足などで口座振替日
に振替ができなかった場合は、7
月13日（月）に 口座≪再≫振替 を
行います。

【現金納付（納付書）の人へ】
（市・県民税、介護保険料）
○取り扱いコンビニエンスストアで
も納付できます。

（市・県民税）
○パソコン、スマートフォンからイ
ンターネットを利用して、クレ
ジットカードでも納付できます。
詳しくは、市ホームページのオン
ラインサービス「Yahoo! 公金支
払い」をご覧になるか、担当課まで。
※納付には便利な口座振替制度をご
利用ください。申し込みは近くの
指定金融機関などで！
 納税課　 86-7793
 介護保険課　  86-7820

マイナンバーカード
休日交付窓口開設

　平日の受け取りが困難な人のため
に休日交付窓口を開設します。
●日時　6月 28日（日）
　　　　9：00～ 12：00
　　　　（15分毎で予約受け付け）
●場所　市民課

●その他　マイナンバーカード用写
真の無料撮影および申請手続きのサ
ポートも行います。
※マイナンバーカードの受け取りに
は交付日の 3日前までに市民課
に予約が必要です。また通知カー
ドをまだ受け取っていない人で休
日の受け取りを希望する場合も、
事前連絡が必要です。
 市民課　  86-7810

リサイクルに
ご協力お願いします

【プラスチック製容器包装
ごみの出し方の注意点】
○識別マークを確認してください。
プラスチック製の容器や包装には
プラマークが付いています。
○捨てる際は汚れを落としてから黄
色の指定ごみ袋へ入れてくださ
い。（ごみを小袋にいれて黄色の
指定ごみ袋に入れない）
○汚れが取れない物はもえるごみで
出してください。

【プラスチック製容器包装ごみでは
ないもの】
○ペットボトル→資源ごみ（ペット
ボトル）※ラベルやキャップはプ
ラスチック製容器包装ごみです。
○プラスチック製商品（スプーン、バ
ケツなど）そのもの→もえるごみ
○缶（アルミ・スチール）→資源ごみ（缶）
 環境衛生課　  86-7813

その他

手当
制度
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