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■ 市が主催する催しなどへの参加にあたって、
障がいを理由とする配慮が必要な人は、開催
日7日前までに担当課へお申し出ください。

■ 市役所への郵送物は、郵便番号（〒470-0295）
と担当課名のみで届きます。

■ みよし市の市外局番は0561です。

みよしインフォメーション

MIYOSHI Information

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

お知らせ
令和3年分保険料（税）納付額の
お知らせ
保険年金課  ☎32-8011  N34-3388
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料は、確定申告などの
社会保険料控除の対象になります。令
和3年1月から12月までの間にみよし
市に支払った保険料（税）がある人には

「保険料（税）納付額のお知らせ」を1月
下旬に郵送しますので、納付額の確認
にご利用ください。
　みよし市以外の市町村へ支払った保
険料（税）がある場合は、その納付額も
加算して申告ができます。なお特別徴
収（年金からの引き落とし）で支払った
保険料（税）は、日本年金機構などから
届く公的年金などの源泉徴収票にも記
載されていますので、重複して申告し
ないように注意してください。
　普通徴収（納付書または口座振替）に
よる納付額は、納付実態に合わせてご
家族などの申告に使用できますが、特
別徴収による納付額は、本人の申告の
みでしか使用することができませんの
でご注意ください。

確定申告用の医療費（介護用お
むつ代）控除証明書の発行
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　要介護認定を受けている人は、医師
が発行した「おむつ使用証明書」の代わ
りに、市が要介護認定に係る主治医意
見書の内容を確認して発行する「医療
費（おむつ代）控除証明書」を添付する
ことにより、確定申告で控除を受ける
ことができます。

対象  次の全てに該当する人
①おむつ代に係る控除を受けるのが2
　年目以降
②主治医意見書の障がい高齢者日常生
　活自立度がB1、B2、C1、C2
③主治医意見書の尿失禁の発生可能性
　が「あり」
申込長寿介護課へ直接
※証明書の即日交付はできません。後
日郵送します。

要介護認定者などの障がい者控除
長寿介護課  ☎32-8009  N34-3388
　本人または扶養している家族が介護
認定を受けている場合、一定の要件を
満たすときは確定申告をする際に障が
い者控除または特別障がい者控除とし
て一定金額が所得から控除されます。
　なお令和3年度から、みよし市内に
住所を有している控除対象者全員に

「障がい者控除対象者認定書」を1月下
旬に郵送します。認定基準日は令和3
年12月31日現在です。
【障がい者控除】
対象  65歳以上で要支援2以上と認定

を受け、次の全てに該当する人
①認定調査票および主治医意見書の障
　がい高齢者日常生活自立度が自立、
 J1、J2、A1、A2

② 認定調査票および主治医意見書の認
知症高齢者等日常生活自立度が自立、
Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb

【特別障がい者控除】
対象  65歳以上で次のいずれかに該当

する人
①要介護4、5
② 認定調査票または主治医意見書の障

がい高齢者日常生活自立度がB1、
B2、C1、C2

③ 認定調査票または主治医意見書の認
知症高齢者等日常生活自立度がⅢa、
Ⅲb、Ⅳ、M

申込  不 要（令 和３年12月31日 以 前 に
対象者が死亡した場合、再交付、
過年度分の発行については申請が
必要）

豊田都市計画用途地域の
変更案の縦覧
都市計画課  ☎32-8021  N34-4429
　豊田都市計画用途地域の変更案を縦
覧します。この案に意見のある人は、
意見書を提出することができます。
期間  1月26日（水）～2月9日（水）
場所市役所4階都市計画課
他 変更案に意見がある人は、期間中

に任意の様式で都市計画課へ郵
送、または直接

　みよし市内では、自転車盗難の被害が増加しています。
特に駅駐輪場などにおいて、無施錠の自転車が盗難被害に
遭っています。被害を防ぐため、対策をしましょう。

カギかけは防犯対策の第一歩

豊田警察署からのお知らせ  ☎0565-35-0110

● 自宅でも必ずカギをかけましょう　● 自転車の防犯登録をしましょう
●短時間の駐輪であっても必ずカギをかけ、丈夫なカギでツーロックしま
しょう　●見通しが良く明るい管理された駐輪場に駐輪しましょう

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 

☎0561-32-8357　N0561-76-5021

【対策】
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特設法律相談の開設
市民課  ☎32-8012  N32-8048
　相続や贈与、生活トラブルなどの法
律に関しての悩みや困りごとについ
て、一般社団法人FPみよしネットワ
ーク協会会員の弁護士や司法書士など
が相談に応じます。
　秘密は固く守られますので、お気軽
にご相談ください。
日時  2月18日(金)13：30～16：30（1

人30分以内）
場所  市役所2階202会議室　
対象  市内在住・在勤　定員  先着で6人
費用  無料
申込  2月1日(火)～15日(火)に市民課

へ電話、または直接

さんさんバス
車内有料広告の募集
企画政策課  
☎32-8005  N76-5021

　年間およそ21万人（令和2年度実績）
が利用する「さんさんバス」の車内に、
広告を掲載していただく広告主を募集
します。
　今年の4月に路線を2路線から3路
線へ増やし、より多くの市民の皆さん
に利用していただけるバスへリニュー
アルします。詳しくはホームページを
ご覧ください。
内容車内の広告枠へ掲載（広告物は広       
　　告主の責任と負担で作成）
※規格は縦364㎜×横515㎜（B3サ
イズ横）です。
期間 4月～令和５年3月の月単位
枠数 45枠（5枠×9台）／月
※応募多数の場合は、審査により決定
します。

費用月額1,000円／枠　
申込  1月28日（金）までに申込書（企画

政策課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、広告案と会社案内を添えて
企画政策課へ郵送または直接

愛知県特定最低賃金の改定
豊田労働基準監督署
☎0565-35-2323
N0565-35-2341
愛知県では令和3年12月16日から、

次の3業種の特定最低賃金額が改定さ
れました。

みよし市友好都市
ふるさと交流事業の
参加団体募集
観光協会　産業課内
☎34-6000  N34-4189
友好都市の北海道士別市、長野県木

曽町へ訪問交流する団体に補助金を交
付します。
対象市内在住・在勤・在学の4人以上で
　構成し、市内に活動拠点があり、
　士別市または木曽町の団体などと

　　交流活動を希望する団体
※3月末までに事業を完了する必要が
あります。
定員  抽選で年間2団体程度
※定員に満たなかった場合は、募集期
間終了後も随時募集します。
補助補助対象経費（交通費・宿泊費な
　　ど）の3分の1以内（上限あり）で、
　　1団体15人分まで
※詳細は応募要領（観光協会で配布）ま
たはホームページをご覧ください。
申込 事前申込書（観光協会で配布、ホ

ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、1月14日
（金）までに観光協会へ直接

カリヨンハウス2階図書コーナ
ーが広くなりました
市民情報サービスセンター
☎33-4150  N33-4151

カリヨンハウス2階図書コーナーの
工事が完了しました。個人学習スペー
スが広くなり、個室のテレワークスペ
ースを新設しました。ぜひご利用くだ
さい。
時間10：00～19：00
※毎週月曜日（月曜日が祝日・休日の
場合は翌平日）、年末年始（12月29日
～1月3日）は休館します。

国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア募集
国際芸術祭「あいち2022」
ボランティア事務局
☎052-961-4561
7月30日（土）から10月10日（祝）ま

で開催する、3年に一度の国際芸術祭
「あいち2022」の運営ボランティアを
募集します。
内容①展示作品の看視、会場案内など

②対話型鑑賞の手法を用いた来場
者の鑑賞サポートなど

③展示作品の案内など
期間7月29日（金）～10月10日（祝）
※内覧会を含みます。
場所 愛知芸術文化センター、一宮市

内、常滑市内、有松地区(名古屋
市)の各会場

申込 3月4日（金）（必着）まで
※募集条件、申込方法についてはホ
ームページをご覧ください。

ホームページ

特定最低賃金名 最低賃金額
（1時間）

鉄鋼業 996円

はん用機械器具製造業 968円

輸送用機械器具製造業 976円

所属
（担当）みよし市役所広報情報課 松田（内線5303）

☎0561-32-8357　N0561-76-5021

重要項目チェック項目 ※特に注意して確認をお願いします。
□ 連絡先（電話・FAX番号、メールアドレス）
□ 日時・曜日・場所
□ 氏名（ふりがな）・団体名・名称

ホームページ

ホームページ
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催し・講座
LGBT基礎講座～性の多様性に
ついて学ぼう～
協働推進課 ☎32-8025  N76-5702
{kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　LGBT（性的少数者）に対する正し
い知識を学び、理解を深めるための基
礎講座を開催します。
　皆さんの参加をお待ちしています。
日時  2月5日(土)10：00～12：00
場所  サンライブ講座室兼音楽室1・2
講師  NPO法人A

ア ス タ
STA

対象  どなたでも可
定員  抽選で30人　費用  無料
託児 5人（6か月～未就学児が対象）
申込  1月25日（火）までに、氏名、年

代、郵便番号、住所、電話番号、
託児を希望の場合は子どもの氏
名、生年月日を明らかにして、協
働推進課へ電話、ファクス、メー
ル、または直接

※ファクス送信後は、未着防止のた
め、協働推進課へ確認の電話をお願い
します。

防災ボランティアコ―
ディネーター養成講座
防災安全課 
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp
　大規模災害が発生した際に被災者の
支援活動を円滑に行うため、被災者か
らの支援依頼と支援活動をするボラン
ティアとの調整をするボランティアコ

ホームページ

ーディネーターを養成します。
日時  1月30日（日）、2月5日(土）10：

00～16：00
場所  市役所3階研修室
対象  市内在住・在勤・在学で2日間とも

受講できる人
定員  抽選で30人　費用  無料
申込 1月17日（月）までに申込書（防災

安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へ郵送、ファク
ス、メールまたは直接

防災リーダー養成講座
防災安全課 
☎32-8046  N76-5702
{bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp　

　大規模災害が発生した際､ 一人一人
が防災に関する知識や技術を身に付
け､ 対策を講じていれば、少しでも
被害を小さくすることができます｡
　そこで防災に対する正しい知識を
持ち､ 地域の防災活動の中心として
活躍する人材を養成するための｢防災
リーダー養成講座｣を開催します｡
内容  ① 基礎編…防災に関する基礎的

な知識についての講義、②養成編
…防災リーダーに必要な知識と行
動についての講義と災害時を想定

した演習
※基礎編のみの受講もできます。基礎
編・養成編の両方を受講した人には、
修了証を交付します。
日時  ①2月6日(日)10：00～16：30、
　　②2月12日(土)10：00～16：30
場所  ① 市役所3階研修室、②市役所3

階研修室、中部小学校体育館
対象  市内在住・在勤・在学の人
定員  抽選で30人　費用  無料
申込 1月21日（金）までに申込書（防災

安全課で配布、ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、防災安全課へ郵送、ファク
ス、メールまたは直接

出張！でんきの科学館
～地球温暖化とエネルギーの
仕組み～
環境課 ☎32-8018  N76-5103
{kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

発電体験やクイズなど、エネルギー
の不思議を楽しく学べる体験講座の参
加者を募集します。
　お気軽にご参加ください。
日時  1月29日(土)11：00～12：00
場所  市役所3階研修室
対象  市内在住の小学４年生以上（大人

１人以上の同伴が必要）
定員  抽選で15組　費用  無料
申込  1月14日(金)までに環境課へ電話、

ファクス、メールまたは直接
※メール、ファクスの場合は①参加者
名②学年③保護者名④住所⑤連絡先を
明記し、タイトルに「出張！でんきの
科学館」と記載してください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

   1   
木1

火   42022

　　有料広告

みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021

ホームページ
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学校給食センター見学会
学校給食センター 
☎32-0100  N34-0199

内容  学校給食センターの見学と給食
の試食

日時 2月1日(火)10：00～12：30
場所  学校給食センター
対象  市内在住
定員  先着で10人
費用  300円（給食の試食代）
申込1月17日（月）～21日（金）9：00～
　　17：00に学校給食センターへ電話

人にやさしい街づくり地域セ
ミナー（オンデマンド配信）
都市計画課 ☎32-8021  N34-4429
内容  第一部…講演「世代を超えたふく

しの魅力」、第二部…クロストー
ク「あなたにとっての人にやさし
い街とは」

期間   1月15日(土)～ 2月20日(日)
講師  第一部…植草学園大学教授の野

の ざ わ
澤

和
かずひろ

弘さん、第二部…建築、子育て
支援、高齢介護の各分野の有識者
4人

視聴  次のURLまたは二次元
コードからYouTubeで
視聴。Shttps://bit .
ly/3b4YSG8

※視聴料は無料です。（通信費は自己負
担）
問合社会福祉法人あさみどりの風・ひ
　　とまち実行委員会 （☎34-5975、
　　{warabi@kazewarabi.com）

健康・福祉
ヘルスパートナーとみよしを歩
こう～みどりのこみちコース～
健康推進課  ☎34-5311 N34-5969
　ヘルスパートナーと一緒に歩きなが
らみよしの魅力を再発見しませんか。
みよし市北部の境川周辺にある、自然
豊かなコースです。
内容  約5.3kmのコースを、約1時間30

分かけて歩く。
日時  2月4日（金）9：30～11：30（8：00

の時点で雨天の場合中止）

場所  福谷ハピネスホールに集合
対象  市内在住　費用  無料
申込  不要。当日、集合場所へ直接
※当日、自宅で体温測定をしてからお
越しください。
※過去にこの企画に参加したことがあ
る人は、名札を持参してください。

w
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afe 若年の認知症コミ

ュニティカフェでリフレッシュ
体操
きたよし地域包括支援センター
☎33-0791　N33-0786

　寒さでこわばった体をほぐし、幸せ
な気持ちを感じながら、楽しく脳と体
を動かしましょう。
日時 1月18日(火)14：00～15：30
場所三好丘旭1-4-8
講師  健康運動指導士の冨

とみなり

成祐
ゆうすけ

介さん
対象どなたでも可
申込不要。当日、会場へ直接

名称 内容 日時 場所 費用 問い合わせ

オリーブ 脳トレ、回想法、大正琴、
歌、健康体操など

1月27日（木）
13：30～15：00

社会福祉法人翔
寿会ケアハウス
寿睦苑（福谷町寺
田4）

無料
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

若年の認知症
コミュニティカフェ
w
ワ ラ ウ
arau c

カ フ ェ
afe

参加者同士の談話、手作り
自分史、音楽に接するなど

（18日（火）は「リフレッシュ
体操」を開催します）

1月8日（土）・18
日（火）・28日（金）
14：00～15：30

三好丘旭1-4-8 100円
きたよし地域包括
支援センター
☎33-0791

にこにこサロン 参加者同士の談話、薬剤師
や看護師などによる相談

1月13日（木）
14：00～15：00

サンライブ講座室
兼音楽室1・2 無料

なかよし地域包括
支援センター
☎34-6811

オレンジ茶房 参加者同士の談話、保健師や
社会福祉士などによる相談

1月25日（火）
10：00～11：00

サンライブ会議室
2・3 無料

みなよし地域包括
支援センター
☎33-3502

1月の認知症カフェ 　認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。
認知症の有無に限らず、どなたでも参加できます。※内容は変更となる場合があります。

※オリーブとオレンジ茶房は、予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。

You Tube

みよし市役所広報情報課 松田（内線5303） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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健康・福祉
家族介護者交流会「地域サロン」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388
  手作り炭酸泉で日頃の疲れを癒しま
せんか。
内容手作り炭酸泉で足浴、大人用おむ
　　つなどの展示
日時 1月12日(水)10：00～11：30
場所市民活動センター１階キッズルーム
対象高齢者を自宅で介護している家族
費用200円
申込不要。会場へ直接

認知症介護家族交流会
「ひまわりの会」
長寿介護課 ☎32-8009 N34-3388
　家族が認知症ではないかと気になっ
ている人、認知症の家族を介護してい
る人、認知症介護の不安や困りごとを
相談し、交流しませんか。
内容  介護者交流会～介護の仕方をみん

なで考えよう～
日時  1月28日（金）13：30～15：30
場所  市役所4階401会議室
対象  認知症の（認知症と思われる）家族

を介護している人
申込不要。当日、会場へ直接

子育て
育児講座「人形劇」
子育て総合支援センター　
☎34-1250  N34-0501
日時 1月14日（金）10：15～10：45

ファミリー・サポート・センタ
ー会員募集と講習会
ファミリー・サポート・センター　　　
子育て総合支援センター内
☎・N34-2228 

　ファミリー・サポート・センターは
「子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）」と「子育ての援助をしたい人（援助
会員）」をつなぐ、子育てを支援する組
織です。会員になるための入会説明と
講習会を開催します。皆さんの参加を
お待ちしています。
内容①入会説明、②講義「子どもの事

故予防について」「心肺蘇生法につ
いて」（依頼会員は入会説明のみ）

日時 2月17日（木）9：30～12：00
場所子育て総合支援センター交流室
対象市内在住・在勤・在学で生後2カ月

から小学6年生までの子どもを養
育していて育児援助を受けたいと
思う人。市内在住で、心身ともに
健康で育児の援助をしてくれる
20歳以上の人

託児あり
申込 1月11日（火）～29日（土）9：00～

16：30に ファミ リー・サ ポート・
センターへ電話または直接（日・月
曜日を除く）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。
行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

場所サンライブ軽運動室
出演人形劇サークル「ぐ･ちょき･ぱ」
対象 0歳以上の未就園児とその保護者
定員抽選で30組　費用 1人15円
申込 1月５日（水）～11日（火）9：00～

16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接（日・月曜日
を除く）

ママのための育児講座
「エアロ＆ストレッチ」
子育て総合支援センター
☎34-1250  N34-0501
日時 1月22日（土）10：00～11：00
場所サンライブ軽運動室
対象母親　託児あり
定員抽選で15人　費用 1人15円
持物上靴、ヨガマットまたはバスタオ

ル2枚
申込 1月７日（金）～14日（金）9：00～

16：00に子育て総合支援センタ
ーへ電話、または直接（日・月曜日
を除く）

ママと一緒に英語で遊ぼう
黒笹地区子育て支援センター　黒笹保
育園内
☎36-5722  N36-5108
日時 1月26日（水）10：00～11：00
場所黒笹保育園遊戯室
対象1歳半以上の未就園児とその保護

者
定員抽選で15組　費用 1人15円
申込 1月12日（水）～19日（水）9：00～

16：00に黒笹地区子育て支援セ
ンターへ電話、または直接

　　有料広告
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スポーツ
小・中学校の体育施設スポーツ開放
スポーツ課　総合体育館内
☎32-8027  N34-6030

令和4年度の市内小・中学校の体育
館・武道場の有料開放について申し込
みを受け付けます。
　気の合う仲間とスポーツを楽しみま
せんか。
期間 4月9日（土）～令和5年3月11日

（土）（12月28日（水）～1月4日
（水）を 除 く）18：30～21：30（学
校行事などにより利用中止となる
場合あり）

対象  定期的（年間20回以上）に施設を利
用する計画がある市内在住・在勤・
在学の10人以上で構成する団体

費用小学校体育館…460円、中学校体
育館…全面640円、半面320円、
中学校武道場…300円

※1回の使用料金です。
申込 2月12日（土）までに、申請書（総

合体育館で配布）に必要事項を記
入し、スポーツ課へ直接

※市内の総合型地域スポーツクラブ、
みよし市スポーツ協会加盟団体の利用
を優先します。

令和4年度テニス協会
（硬式）会員募集
テニス協会  長

ながやま
山家

いえひさ
久さん

☎090-3152-5986
対象市内在住・在勤・在学
申込 1月20日（木）～2月20日（日）に、

申込書（総合体育館で配布、ホー
ムページからダウンロード可）を
総合体育館へ直接

キッズダンス体験会
三好さんさんスポーツクラブ
☎・N34-3621
{sansan@hm9.aitai.ne.jp
①ZUMBA　KIDS体験会、②キラポ
ンダンスぷち講座体験会
日時  ①1月22日（土）10：00～11：00

② 2月19日（土）10：00～11：00
場所 緑と花のセンター研修室
対象  ①小学生、②年中・年長女児
※①については男児も可能です。
定員

費用

申込

①先着で15人程度、②先着で10
人程度
①②500円（当日集金）
①1月7日（金）、②1月14日（金）

9：00以降に体験会名、氏名（ふり
がな）、園・学校名、学年、電話番
号を明らかにして三好さんさんス
ポ ーツクラブへメール

採　用
令和4年度会計年度
任用職員の募集
人事課　
☎32-8351  N32-2165

会計年度任用職員を募集します。詳
しくはホームページをご覧ください。
申込  1月24日（月）までに「みよし市会

計年度任用職員登録申込書」（人事
課で配布、ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入

し、人事課へ郵送または直接

心理士および視能訓練士の募集
健康推進課　保健センター内
☎34-5311  N34-5969

3月から働いていただける①心理士
および②視能訓練士を募集します。
勤務  ①月7日程度（原則第1・3木曜日

午前、第3金曜日午前を含む）、
②月2日（原則第1・3水曜日午後）

業務①健診事後教室で教室の運営補
助、母子の相談業務、②３歳児健
診でスポットビジョンスクリーナ
ーを用いた検査および視力検査

賃金   1回7,000円
対象   ①臨床心理士または公認心理師、

②視能訓練士の資格を持っている
人

選考  書類選考、面接
定員  ①②各1人
※詳細については健康推進課までお問
い合わせください。

伝言板
ガールスカウトと遊ぼう！
内容スカウト活動を一緒に体験しよう

～皆で鬼退治にいこう～
日時 1月16日（日）9：45～12：00
場所さんさんの郷
対象年長園児～小学3年生の女児とそ

の保護者
定員  先着で5組　費用  無料
申込安

や す だ
田初

は つ よ
代さんへ電話（☎090-

1985-6347）、またはショート
メール

ホームページ

　　有料広告
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