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 特別定額給付金課　  86-7830

　申請期限までに申請がなかった場合、特別定額給付金を
受け取れなくなるので注意してください。申請書の提出が
まだの人は、早めに手続きをしてください。

　国や市が次のようなお願いをすることはありません。
・現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いする
・手数料の振り込みを求める

福祉医療費受給資格証の更新  保険年金課　 86-7811 

各制度と対象者
●障がい者医療費助成
• 1 ～ 4級の身体障害者手帳をお持ちの人
• 判定機関で、知的障がい者と判定された人のうち IQ50
以下の人、またはA・B1の療育手帳をお持ちの人
• 1 級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人（通院分の
みの助成となります）

●子ども医療費助成
・15 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にあ
る児童

●一人親家庭等医療費助成
• 18歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある
児童を扶養する一人親家庭の母または父、および 18 歳
に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある児童
• 父母が一定の障がいがある家庭において、18歳に達する
日以後の最初の 3月 31 日までの間にある児童を扶養す
る母または父、および 18 歳に達する日以後の最初の 3
月 31日までの間にある児童
• 父母のいない 18歳に達する日以後の最初の 3月 31 日
までの間にある児童　

●所得制限　本人と扶養義務者（子ども医療費は保護者）
の前年の所得

共通事項

●助成額　自己負担金額（保険適用分のみ。高額療養費・
付加給付分を除く）

※県内の医療機関で受診の場合は、受給資格証を医療機関窓
口へ提示してください。県外の医療機関で受診の場合は、
領収書を添付して保険年金課へ助成申請をしてください。
（三重県後期高齢者医療制度適用者は、提示も申請も必要
ありません）

※これまで福祉医療費の申請手続きをしていない人で、該当
すると思われる人は保険年金課までご連絡ください。た
だし、所得制限などの受給資格要件があります。

ご注意ください

　毎年、9月 1日に福祉医療費受給資格証を更新しています。8月 31 日まで
の受給資格証をお持ちの人で、引き続き受給資格がある人には 8月下旬に更新
申請の案内通知を送付しますので、更新の手続きをしてください。

　学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センターの災害給付制度の対象になる医療費は、
福祉医療費助成制度の対象外です。医療機関窓口で受給資格
証を提示せず、その旨をお申し出ください。重複して助成を
受けると、後日、助成金を返還していただくことになります。
　転出などで受給資格を喪失した際は、受給資格証を返還
してください。受給資格が無い状態で医療機関を受診する
と、助成金を返還いただく場合があります。

　障がい者・子ども・一人親家庭などの人が医療機関
で診察を受けたときに支払った自己負担金額（保険適
用分）の一部または全部を県や市が助成する制度です。

福祉医療費
助成制度

　保険料の納付方法は、原則として年金からの天引き（特別徴収）です。
ただし、次の場合は、納付書や口座振替（普通徴収）で納付することになります。　　
①年金の受給額が年額 18万円未満の人
②新たに第 1号被保険者（65歳）になった人や他の市区町村から転入した人
③税の申告の修正などで保険料の所得段階が変更になった人　
※②および③の場合、年金からの天引きが可能となり次第、特別徴収に切り替わります。
※普通徴収の人の現金納付には口座振替をご利用ください。

　65歳以上の人の介護保険料は、基準額（第 5段階　年額 72,605 円）をもとに、所得の低い人の
負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。

　所得の低い世帯に属する人（第 1～ 3段階）の保険料の軽減措置を強化しました。

《所得段階別の介護保険料》

《保険料の軽減措置》

《保険料の納付》

介護保険料額について

段　階 対　　象　　者 基準額に
対する割合 年　額

第 1段階
・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税
・生活保護の受給者
・本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額※と課税年金収入額の合
計が 80万円以下の人

0.300 21,782 円

第 2段階 ・本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計
が 120 万円以下の人 0.500 36,303 円

第 3段階 ・本人および世帯全員が市民税非課税で、第 1段階、第 2段階以外の人 0.700 50,824 円

第 4段階 ・本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下
の人（世帯内に市民税課税者がいる場合） 0.900 65,345 円

第 5段階 ・本人が市民税非課税で、第 4段階以外の人（世帯内に市民税課税者がいる場合） 1.000 72,605 円
　（基準額）

第 6段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満の人 1.200 87,126 円

第 7段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の人 1.325 96,202 円

第 8段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の人 1.525 110,723 円

第 9段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 300 万円以上 380 万円未満の人 1.650 119,798 円

第 10段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 380 万円以上 570 万円未満の人 1.775 128,874 円

第 11段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 570 万円以上 760 万円未満の人 1.900 137,950 円

第 12段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 760 万円以上の人 2.000 145,210 円

 介護保険課　 86-7820

段　階
平成 30年度 令和元年度 令和 2年度

基準額に
対する割合 年　額 基準額に

対する割合 年　額 基準額に
対する割合 年　額

第 1段階 0.45 32,672 円 0.375 27,227 円 0.3 21,782 円
第 2段階 0.65 47,193 円 0.575 41,748 円 0.5 36,303 円
第 3段階 0.75 54,454 円 0.725 52,639 円 0.7 50,824 円

※合計所得金額とは、実際の「収入」から「必要経費」相当額を差し引いた金額で、
　扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

特別定額給付金
《振り込め詐欺にご注意ください》《申請期限は 8月 31日まで》

総務省特別定額
給付金ホームページ
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パートナーシップ宣誓制度
　すべての市民が性の多様性を認め合い、人権が尊重され
る社会の実現を目的とした取り組みの一つとして、7月か
らパートナーシップ宣誓制度を始めました。
　現行の法制度では婚姻が認められていない性的マイノリ
ティ（少数者）のパートナー同士が、継続的に共同生活を
行うことを市に宣誓し、それを公的に証明するものです。
宣誓者にはパートナーシップ登録証明書を交付します。（事
前予約制です。婚姻と同等の法律上の効果があることを証
明するものではありません）

 人権福祉課　 86-7815 

●宣誓要件　
・20歳以上の市民（転入予定者も含む）
・配偶者や他のパートナーがいないこと
・近親者でないこと
●必要書類
①パートナーシップ宣誓書（人権福祉課で配布もしくは   
市ホームページからダウンロード）
②住民票の写し（転入予定者は転出証明書など）
③戸籍抄本などの独身を証明する書類
④本人確認ができるもの（運転免許証など）
※プライバシーの保護を希望する場合は、個室で受け付け
することもできます。

多様な性を認め合おう

ひとり親世帯臨時特別給付金  児童福祉課　  86-7821

現況届の提出を忘れずに  児童福祉課　  86-7821

水道メーターの交換

 下水道課　 72-3515

●日程　9月 1日（火）～ 18日（金）
●費用　無料。ただし交換時に宅内側で漏水が発見された

場合の修繕工事は、使用者の負担になります。　
●その他　交換後、一時的に空気泡の入った水や濁った水

が出ることがありますので、浄水器などがつい
ていない蛇口から水道管内の空気や水を流して
ください。【児童扶養手当】

●提出期限　8月 31日（月）
●提出書類
①「児童扶養手当現況届」　　
②「現況届調書」
③「前年度に交付された証書」 ※手当受給中の人のみ
④「養育費に関する申告書」※離婚した人のみ（養育費が　
　「0円」であっても提出してください）
①～④以外に受給者の状況に応じて必要となる書類があり
ます。対象者には個別に連絡します。

　現況届は、毎年 8月 1日現在の家庭の状況を報告し、児童扶養手当やひと
り親家庭等就学金を引き続き受給できるかを確認するためのものです。対象者
には現況届の用紙を送付します。必要書類とともに期限までに提出してくださ
い。未提出の場合、11月分以降の手当を受給できません。

【ひとり親家庭等就学金】
●提出期限　9 月 11 日（金）
●提出書類
①「ひとり親家庭等就学金現況届」　
②「在学（園）証明書」
※高等学校に在学している生徒または、いなべ市外の保
育園や幼稚園に在園している児童のみ

③「令和 2年度所得課税証明書」
※令和 2年 1月 2日以降にいなべ市へ転入した人のみ
（控除額・扶養人数などが分かる所得課税証明書を令
和 2年 1月 1日の住所地で取得してください）

児童扶養手当・ひとり親家庭等就学金

異物流入による故障が多発しています

●調理後の油類は紙などで拭き取り、「もえるごみ」で出し
てください。
●水洗便所では、マスク・ウエットティッシュ・タオル類・
下着・生理用品などトイレットペーパー以外の紙は流さ
ないでください。

　異物が流入すると下水道管の閉塞やマンホールポンプの故障につながり、下水道
が使用できなくなります。下水道管の機能を十分に発揮させるため、下水道の使用
には十分注意しましょう。

●飲食店などを営業し、グリーストラップ（油水分離槽）を
設置している場合、定期的に清掃しましょう。
●ガソリンスタンドや洗車場を経営し、オイルトラップ（油
水分離槽）などを設置している場合、定期的に清掃しま
しょう。

　国の施策にとって重要な統計調査である「国勢調査」を、
令和 2年 10月 1日を基準日として実施します。
　9月から調査員が世帯ごとに調査票を配布しますので、
調査にご協力をお願いします。
●回答方法　インターネット回答または、調査票（郵送）
※調査員が調査書類を届けに各家庭を訪問するときに、世
帯主名と世帯員の人数を伺います。

※調査員は調査票の回収を行いません。

国勢調査にご協力をお願いします

　新型コロナウイルス感染症の影響による子育て費用の負
担増加や収入の減少に対して支援するため、収入の少ない
ひとり親世帯の人に対し臨時特別給付金を支給します。
●基本給付対象者
①令和 2年 6月分の児童扶養手当受給者
②公的年金（遺族年金や障害年金など）を受給しているた
め、令和 2年 6月分の児童扶養手当の受給ができない人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、 収入が児童
扶養手当受給者と同じ水準へ下がった人

●追加給付対象者
①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると
の申し出があった人
≪給付金額≫
●基本給付　1世帯5万円（第2子以降1人につき3万円）
●追加給付　1世帯 5万円
※詳細については、児童福祉課までお問い合わせください。

北勢町 員弁町 大安町 藤原町

西貝野・飯倉・瀬木・京ヶ野新田・川原・千司久連新田
小原一色・皷・北中津原・南中津原・平野新田

石仏・畑新田
平古 梅戸・南金井 鼎・上之山田

 上相場

●対象地区

≪指定業者が交換します≫
　市が発行した証明書を携帯していま
すので不審に思われた場合は提示を求
めるか、水道工務課までご連絡くださ
い。一時的に断水するため、一言お断
りしてから作業に入ります。留守の場
合でも支障がなければ作業します。

 水道工務課　 72-2724 

インターネット回答期間
9 月 14日（月）～ 10月 7日（水）

調査票（郵送）での回答期間
10 月 1日（木）～ 10月 7日（水）

 文書統計室　  72-3588

10 月 1日（木）～ 10月 7日（水）
詳細については、市ホームページをご覧い
ただくか、担当課へお問い合わせください。

市ホームページ「国勢調査」
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 ふるさといなべ市の語り部の会 
伊藤忠　  090-3583-2827

　明治 8年に東貝野、下平、塩崎と川原に学校が設置されました。数回の統
合などを経て、明治 34年に畑毛（現在の校地）に十社尋常高等小学校を設け、
川原と東貝野に分教場を設けました。
　昭和 30年の町村合併により、校名を北勢町立十社小学校に変更し、2つ
の分教場も、川原分校と貝野分校に校名を変更しました。
　平成 16年に川原分校と貝野分校を廃止し、十社小学校に統合しました。
　最初の校歌は大正時代に制定されましたが、時代とともに校歌は改作され、
現在の校歌は 4作目です。
　2番の歌詞にある「おおち」とは、かつて校庭にあったセンダンの木のこと
を歌っています。
　作詞は、当時の校長 川瀬一郎さん（北勢町畑毛）で、川瀬さんは若くして
校長となり、学校の教育向上に尽力しました。

十社小学校の校歌（作詞 川瀬一郎　作曲 不明）

校章は、校庭の周囲に咲く桜を
デザインしています

一．せせらぐ水は　美しく　
　　山は緑に　風かおる
　　このよき里に　うまれきて
　　学ぶわれらは　幸なれや

二．おおち茂れる　この庭に
　　へだてぬ友の　交わりて
　　世界の人の　なごみあう
　　正しき道を　求めなん

三．文化の花を　たおるべく
　　進む日本の　教え草
　　つばら※に摘みて　わが里の
　　ほまれをあげん　もろともに

いなべ
検定入門
167   17

 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 

※つばら　一つ一つのことを事細かに

いなべ
市民大学講座 vol.1

第1回「漆で魅せる彫刻～いなべで
続ける好きなこと～」

●日時　9月 12日（土）
　　　　13：30～ 15：00
●講師　横田千明さん（彫刻家）
第2回「日本酒のいろ

は～おうち時
間をワンラン
クアップする
日本酒の楽しみ方～」

●日時　9月 19日（土）
　　　　13：30～ 15：00
●講師　森田真衣さん（日本酒文化

研究家、初代ミス日本酒）
第3回「アフリカ　自然に根差した

暮らし～豊かな人々から学
んだこと～」

●日時　10月 24日（土）
　　　　13：30～ 15：00
●講師　川﨑亮太さん（農業家）
第4回 「免疫力アップ！

～お金も時間
も使わない疲
労回復術～」

●日時　10月 31日（土）
　　　　13：30～ 15：00
●講師　植森美緒さん（健康運動指

導士）
≪共通事項≫
●対象　小学 4年生以上
※小学生は保護者同伴
●定員　各講座 100 人（先着順）
●場所　員弁コミュニティプラザ
●参加費　500 円（1講座、当日徴

収、中学生以下無料）
●申込開始　8 月 11 日（火）
●申込方法　いなべ市芸術文化協会
窓口、電話、郵送、FAX、ホームペー
ジ、Eメール
●その他　参加する場合は、検温と

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※このコンサートは 3月 14日の振
り替え公演です。3月 14日のチ
ケットで入場可能です。

《チケット取り扱い》
○ （一社）いなべ市芸術文化協会（北
勢市民会館内）
　平日 9：00～ 17：00
○ローソンチケット
　ローソン、ミニストップ
　（Lコード：41920）
○チケットぴあ
　各ぴあスポット、セブンイレブン
　（Pコード：185 － 446）
 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ
ん
ン
家
ヂ
ガフェ」

　自由に話をしながら、情報交換、勉
強会などの「座談会」です。ぜひご参
加ください。
●日時　8 月 23 日（日）10：00～
12：00（受け付け 9：30～）
●場所　えんむすび（藤原町本郷 

836 番地「白瀬駐在所裏」）
●参加費　300 円（カフェ代、傷害

保険代）
●申込期限　8 月 17 日（月）

 NPO法人快生教学会　
 37-7062  37-5088

屋根のない学校
9月の教室

【自然とふれあって遊ぼう】
　ミニキャンプしよう！
●日時　9月 5日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　藤田重輝さん、伊藤一昭さん
【人びとのいのちとくらしを守る植物】
　薬になる植物。
●日時　9月 12日（土）
　　　　13：30～ 15：30
●講師　葛山博次さん

マスクの着用をお願いします。
  （一社）いなべ市芸術文化

協会（〒 511-0428 北勢町阿下喜
3083-1 北勢市民会館内）　
 82-1551  82-1561
 jimukyoku@inabe-

bunka.com　

北海道歌旅座
昭和の歌コンサート

【予定曲】 喝采、札幌ブルース、二
人でお酒を、いつでも夢を、大阪ラ
プソディー、北酒場など他にも多数
※当日変更する場合あり
●販売開始　チケット発売中
●日時　9 月 25 日（金）

13：30（開場 13：00）
●場所　藤原文化センター2階市民

ホール
●入場料（税込・自由席）　1,500 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※このコンサートは 3月 11日の振
り替え公演です。3月 11日のチ
ケットで入場可能です。

《チケット取り扱い》
○ （一社）いなべ市芸術文化協会（北
勢市民会館内）

　平日 9：00～ 17：00　
 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

いなべ縁コンサート
1966カルテットコンサート

●内容　阿下喜小学校出身のヴァイ
オリニスト花井悠希さんを
含む女性 4人コンサート

●販売開始　チケット発売中
●日時　12 月 20 日（日）

14：00（開場 13：30）
●場所　北勢市民会館さくらホール
●入場料（税込・自由席）
一般： 1,000 円（当日 1,500 円）
小人：500 円（当日 1,000 円）
※小人料金は中学生以下です。

催し

≪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」の近く）

●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

藤原岳自然科学館

【登奈井尾林道の秋をさぐろう】
　秋の自然を観察します。
●日時　9 月 19 日（土）

9：30～ 15：00
●場所　藤原文化センター集合　

　　　　登奈井尾林道（北勢町川原）
●講師　細川健太郎さん、山田乙三
さん、藤原岳自然科学館職員
●定員　40 人
●参加費　小学生以上 1人 100 円
●申込期限　9月 12日（土）
●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）
●持ち物　筆記用具・返信はがき・

弁当・水筒（服装など詳
しくは参加者に連絡）

●その他　観察コースは天候などに
より変更することがあります。当日
雨天の場合は屋内での学習とします。
※当日 6：00 の段階で三重県北部
に暴風警報が発令されている場合
は中止とします。
●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。
【第 42回児童生徒自然科学作品展】
　市内および近隣市町の児童生徒が

作製した自然科学作品を展示します。
●日時　9月13日（日）～27日（日）
　　　　9：00～ 17：00　　　　
※火曜日は休館
●場所　藤原文化センター 2階大研

修室
●入場料　無料
※新型コロナウイルス感染症により
変更する場合があります。

【企画展「秋に鳴く虫」】
　スズムシなど秋に鳴く虫の生体展
示と解説を行います。
●日時　9月13日（日）～27日（日）

9：00 ～ 17：00（最終日
は 16：00まで）

※火曜日は休館
●場所　藤原文化センター1階企画
展示コーナー「みんなの広場」
●入場料　無料
  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
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いなべ市図書館
キャラクター
いなピョン

「ひんやりスイーツめしあがれ」

9・10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）

　図書館にある本は、インターネットを通じて、検索・予約ができます。
　また、借りている返却期限内の本は「利用者のページ」から、延期
ができます。（次の予約がない本に限ります）
　いなべ市公式ウェブサイトの図書館のページ「図書検索・
予約」からご利用ください。
※予約・延期にはパスワードが必要です。詳しくは図書館窓口まで。

≪WEBで予約！WEBで延期！≫

【いなべ市公式ウェブサイト】

 いなべ暮らしの保健室 
090-1789-0904

　「いなべ暮らしの保健室」の紹介です。皆さんは、自分や家族、友人の
ちょっとした健康や介護の悩みをどこで解決していますか？「病院に行く
ほどではないけど、誰かに相談したい」「家族の介護のことを相談したい
けど、誰に相談していいのか分からない」と思ったことはありませんか？
　そんなとき、気軽に相談できる場所が「いなべ暮らしの保健室」です。
おいしいコーヒーなども用意しているので、気軽にお立ち寄りください。
　今後、日常で役に立つ健康づくりなどのミニ情報を発信していきます。

誰もが気軽に過ごせる場所を目指して

No.1

いなべ暮らしの保健室スタッフ

いなべ暮らしの保健室
ホームページ

にぎわいの森
日曜マルシェ

にぎわいの森で手作り雑貨や食べ物、
いなべ産品の販売をしませんか　
　まちづくりへの参画やにぎわいの
森来訪者との交流を目的として、に
ぎわいの森のイベントスペースを貸
し出しています。
※詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。
 （一社）グリーンクリエイティブ

いなべ　  72-7705

就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験

●対象者　病気などのやむを得ない
理由で、義務教育諸学校への就学を
猶予または免除された人など
●日時　10月 22日（木）
　　　　10：00～ 15：40
●場所　三重県合同ビル（津市栄町

1-891）
●試験科目　国語・社会・数学・理

科・外国語（英語）
●受付期限　9 月 4日（金）消印有効
 三重県教育委員会事務局 高校教

育課 キャリア教育班
 059-224-2913　

募集
アビリンピック三重

参加者を募集しています
●日時　11月 29日（日）
　　　　9：30～ 12：30
●場所　ポリテクセンター三重（四

日市市西日野町 4691）
●競技種目　パソコン文書作成・パ
ソコン表計算・電子機器組立・喫茶
サービス・ビルクリーニング・製品
パッキング・オフィスアシスタント
●申込期限　9 月 18 日（金）
●参加費　無料
  （独）高齢・障害・求職者

雇用支援機構三重支部
 059-213-9255

いなべ市立保育園
保育士募集

●就業形態　会計年度任用職員
●雇用期間　令和 3年 3月 31 日ま
で（条件に応じ、年度ごとに更新）
●就業時間　8：15～ 16：45また

は 8：30～ 17：00（休
憩時間 60分を含む）

●賃金　日額9,000円～9,750円（時
　　　　給 1,200 ～ 1,300 円）
●休日　有給休暇あり、土曜日・日

曜日・祝日（週休 2日）

※早朝保育、延長保育および土曜保
育の勤務については、相談に応じ
ます。
●勤務場所　いなべ市立保育園（マ

イカー通勤可、片道
2km以上に手当支給）

●仕事の内容　保育業務
●必要な資格　保育士
●採用試験　随時
※詳しくは、問い合わせ先まで。
※ハローワークの求人票でもご確認
いただけます。
 保育課　  86-7823

下水道排水設備工事
責任技術者試験

●申込期間　8 月 11 日（火）～ 9月
　　　　　　10日（木）
●申込方法　受験申込書類を三重県
下水道公社まで持参または郵送。9
月 10日（木）消印有効。申込書は三
重県下水道公社ホーム
ページでダウンロード、
または電話で請求。
●日時　11 月 27 日（金）
　　　　13：00～
●場所　三重県総合文化センター
（津市一身田上津部田 1234）
 （公財）三重県下水道公社 総務課
 0598-53-2331

人権相談

　法務大臣から委嘱された人権擁護
委員が人権問題に関する相談に乗り
ます。秘密は固く守ります。
9 月の相談　9 月 23 日（水）

　　13：00～ 16：00
●場所　北勢福祉センター
 人権福祉課　  86-7815

ＬＧＢＴ相談
（相談無料、秘密厳守）

　こころの性とからだの性が一致せ
ず悩んでいる人やご家族に対して専
門相談員が相談に応じます。
●日時　9月 7日（月）
　　　　11：00～ 15：00
●場所　いなべ市役所内相談室
 人権福祉課　 86-7815

行政相談
（無料、秘密厳守）

　総務大臣から委嘱された「行政相
談委員」が、行政への苦情や意見、要
望を聞き、その解決を図ります。
●日時　9月 10日（木）
　　　　13：00～ 16：00
●場所　員弁老人福祉センター
【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

いなべ市
命の相談電話

　死にたいと思うほどつらい思いを
している人、気持ちがいっぱいに

なっている人、少しお話しませんか。
匿名で相談できます。
●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、関係者をサポートします。
　就労体験やスキルアップのための
支援もあります。
●日時　8月 19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

相談

≪データベースのご案内≫
　北勢図書館ではインターネッ
ト辞書・辞典検索サイト「ジャ
パンナレッジ」が利用できます。
　日本有数の百科辞典や辞書類
が持つ膨大な知識情報を収録し
たオンラインデータベースです。
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今月の表紙
【撮影日】 7 月 15日（水）
【場 所】 治田小学校体育館
　三重とこわか国体の認知度を高めるダンスキャラ
バンを取材。インストラクターに教えてもらいなが
ら、楽しそうに踊る児童。張り切りすぎて、終盤に
は疲れがみえる児童も見られましたが、全員無事に
踊りきりました。満面の笑みでダンスをする児童の
姿に、ファインダー越しに元気をもらいました。緊急

相談
緊急
診察

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》20：00～22：00

場所

保健センター
対象者には
個別通知
します。

【ぷれmamaセミナー（妊婦教室）】　　　
日　程　9 月 29 日（火）
時　間　10：00 ～ 12：30（受け付け 9：50～）
場　所　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　母子健康手帳、エプロン
定　員　10 人
内　容　マタニティクッキングとランチ会（調理実習を含む）
※電話で予約してください。
※託児が必要な人は相談してください。

【育児相談】
日・対象者　9月  2 日（水）　北勢町在住
　　　　　　9月  9 日（水）　藤原町在住
　　　　　　9月 16日（水）　大安町在住
　　　　　　9月 23日（水）　員弁町在住
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気軽に参加してください。

　　　　　　　　  　　　　　日時（受付時間）　               　　　 対　象　者
【1歳6か月児健康診査】9 月 17 日（木）13：15～ 14：15 　H31.  1.4 ～ 2.5 生 および前回欠席者
【 2 歳 児 歯 科 教 室 】9 月 10 日（木）   9：15 ～  9：30 　H30.  8・9月生
【3歳6か月児健康診査】9 月  3 日（木）13：15～ 14：15 　H28.12.7 ～ H29.1.5 生 および前回欠席者

参加の場合は、来庁前の検温とマスクの着用をお願いします。

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
など、今の生活に関わる悩みを相談
してください。
　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

生活にお困りの人へ
（無料）

　生活や仕事に困っている人のサ
ポートを行います。ひとりで抱え込
まずに、まずは相談してください。
 いなべ市くらしサポートセン

ター縁
えにし
　  86-7817

国民健康保険
限度額適用・

標準負担額減額認定証
　医療機関で 1カ月に支払った窓
口負担が自己負担限度額を超えた場
合、窓口負担は認定証や高齢受給者
証を提示することで、自己負担限度
額までになります。これらの提示が
ない場合は、いったん費用を支払い、
自己負担限度額を超えた分は後から
申請することで国民健康保険から払
い戻しされます。
　あらかじめ高額な窓口負担が発生
することが分かっている場合は、認
定証の申請をしてください。
　7月 31 日（金）までの認定証を
持っていて、8月 1日（土）以降も利
用する場合は、更新の手続きをして
ください。
※保険税（料）に滞納がある場合は、
認定証の発行はできません。

●必要書類　本人確認書類（保険証・
運転免許証・パスポートなど）

手当
制度 ※代理人が申請する場合、委任状ま

たは申請者の保険証
●受付場所　保険年金課
 保険年金課　  86-7811

津地方法務局
からのお知らせ

≪相続登記について≫
　土地・建物などの不動産の所有者
が亡くなったときは、法務局で相続
登記の申請をしましょう。放置する
と、相続人の確定が困難になる、所
有者が誰か分からなくなる、管理者
のいない荒れ地となるなどの問題が
発生します。
≪法定相続情報証明制度について≫
　相続手続の簡素化を目的として、
戸籍などの書類を基に、相続人が誰
であるかを確認し、戸籍謄本などに
代わる公的証明書を無料で発行する
「法定相続情報証明制度」を開始しま
した。相続登記、預貯金の払い戻し、

その他

相続税の申告などさまざまな相続手
続きで利用できます。
※法定相続情報証明制度の詳しい内
容は、法務局のホー
ムページをご覧くだ
さい。
 津地方法務局桑名支局
0594-32-5363
 三重県司法書士会
059-224-5171

マイナンバーカード
休日交付窓口
（事前予約制）

　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ています。
●日時　8月 23日（日）
　　　　9：00～ 15：00
　　　　（20分毎で予約受け付け）
●場所　市民課
●取り扱い業務
・マイナンバーカードの受け取り
・マイナンバーカード用写真の無料
　撮影
・申請手続きのサポート
●その他　3 日前までに要予約
 市民課　  86-7810

救急医療情報
おたすけ箱

　おたすけ箱とは、「かかりつけ医
療機関」「服薬内容」「持病」などの
医療情報や、親族などの「緊急連絡
先」が書かれた救急医療情報の用紙
が入った専用の容器です。
　自宅の冷蔵庫内に保管しておくこ
とで、万一の緊急時に備えます。
　救急隊などにおたすけ箱の存在を
知らせるステッカーを冷蔵庫のドア
に貼ります。
※おたすけ箱は、地区民生委員の協
力をいただき、配布しています。
≪配布対象者≫　　
・75歳以上の 1人暮らしの人
・75歳以上の高齢者世帯

上記以外でも必要と思われる人は相
談してください。
≪活用例≫
・急な病気やケガのために救急車を
呼んだときに、本人の情報を救急
隊員に確実に伝えられます。
・緊急時に連絡をしてほしい人（親
族など）の情報を確認することが
できます。
 長寿福祉課　  86-7819
 いなべ市地域包括支援センター
 86-7818

ウェブ福祉の
就職フェア in 三重

　福祉の仕事を探している人を対象
に、新型コロナウイルス感染防止対
策としてウェブサイトに福祉事業
所の情報を公開します。
希望者にはオンライン
面接会を実施します。
※オンライン面接会は事前申込が必
要です。
●サイト公開日　8月 1日（土） 
●参加事業所数　46 事業所（予定）
 三重県社会福祉協議会　三重県

福祉人材センター
 059-227-5160

期限内納付のお願い

● 8月の納付
〇市・県民税　第 2期

○国民健康保険税（料）　第 2期
○後期高齢者医療保険料　第 2期
〇介護保険料　第 3期
●納期限（口座振替日）8月31日（月）
【口座振替の人へ】
○前日までに振替口座へ納付額を準
備してください。

○万一、残高不足などで口座振替日
に振替ができなかった場合は、9
月11日（金）に 口座≪再≫振替 を
行います。（後期高齢者医療保険
料を除く）

【現金納付（納付書）の人へ】
○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、国民健康保険税（料）≫
○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
 保険年金課　 86-7811
 介護保険課　 86-7820

防災ラジオ
試験放送

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