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会計年度任用職員募集

▼  申込　申込期限までに必要書類を持参の上、申込先へ。

※契約期間に応じて期末手当などを支給します。

　応募資格や必要書類などの詳細は、

市ウェブサイトをご覧ください。

職種 募集人数 勤務時間 勤務場所
応募
資格

報酬
勤務
開始日

申込期限 問・申込先

一般事務
（窓口業務）

1人

平日
9：00～14：00
または

12：00～17：00
月1回程度

水曜 14：00～19：00
日曜 9：00～12：00

市民課 不要 955円/時間 応相談
12/15
（水）

市民課
☎（45）6218

一般事務
（ワクチン接種業務）

10人程度

週3・4日程度
平日 12：00～15：30
土曜 12：00～17：30

日曜・祝日
8：30～15：30

保健センター・
市内公共施設

不要 955円/時間
1月上旬
～3/31（木）

12/10
（金）

健康増進課
☎（47）8000

看護師
（ワクチン接種業務）

10人程度

週3・4日程度
平日 12：00～15：30
土曜 12：00～17：30

日曜・祝日
8：30～15：30

保健センター・
市内公共施設

要

正看護師
1350円/時間
准看護師

1300円/時間

1月上旬
～3/31（木）

12/10
（金）

健康増進課
☎（47）8000

給食調理員 若干人
週3～5日
平日

9：00～15：00

市内
小・中学校

不要

週3・4日
970円/時間
週5日

1000円/時間

1月以降
応相談

12/15
（水）

学校教育課
☎（46）3332

学校生活支援員 若干人
週5日
平日

9：00～15：00

市内
小・中学校

不要 1100円/時間
1月以降
応相談

12/15
（水）

学校教育課
☎（46）3332

●全ての自転車利用者はヘルメットを着用しましょう

●夕暮れ時、早めのライト点灯を心掛けましょう

●飲酒運転「しない　させない　すすめない」

● 自転車で車道の右側通行は禁止 

左側を通行しましょう

　年末年始は留守の家庭、さらに閉店中の店舗や事業所

などを狙った泥棒被害の増加が懸念されます。

● 全ての出入口や窓をツーロック以上にし、施錠を徹底

しましょう

●高額な現金や貴金属を置かないようにしましょう

●不審な人や車両を見かけたら110番通報しましょう

12/1（水）～10（金）　年末の交通安全県民運動期間

問/危機管理課　☎（45）6320　東海警察署　☎（33）0110

12/1（水）～20（月）　年末の安全なまちづくり県民運動期間

年末こそ気を引き締めて
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

　　12月　公共資源ステーション　問/環境課　☎（45）6223

▶北山公民館　駐車場 ▶ドミー大府店　店舗北側

13日・27日（月） 9：00～18：30 毎週（水） 10：00～21：00

▶メディアス体育館おおぶ　建物北側 ▶吉田公民館　駐輪場

14日・28日（火） 9：00～18：30 5日・19日（日） 9：00～18：30

▶愛三文化会館　駐車場 ▶マックスバリュ大府店　南側駐車場

1日・15日（水） 9：00～18：30 5日・19日（日） 9：00～21：00

▶保健センター　駐車場 ▶アピタパワー大府店　南側駐車場

8日・22日（水） 9：00～18：30 毎週（月） 9：00～21：00

12月の納税

固定資産税・都市計画税　第3期分
国民健康保険税　第6期分

納期限　12/27（月）

納税には、便利な口座振替をご利用
ください。納期限までは、コンビニ・
スマホでも納付いただけます。既に口
座振替をご利用の方は、納期限前日ま
でに口座残高をご確認ください。

問/税務課　☎（45）6263

バイオリンの里・大府をめざして 
鈴木政吉生誕祭

日本のバイオリ 
ン王・鈴木政吉さ 
んの銅像の愛三文 
化会館設置を記念 
して、廣江安彦さ 
んの講演と鈴木バ 
イオリンカルテッ 
トによるミニコン 
サートを行います。

▼日時　12/12（日）　14：00～15：30

▼場所　愛三文化会館

▼定員　160人（先着順）

▼料金　無料
※当日12:30から整理券を配布します。

問/愛三文化会館　☎（48）6151

文協社交ダンス交流会

▼日時　1/16（日） 
①初心者のつどい　10：00～11：15 
②社交ダンス交流会　12：30～15：30
▼場所　愛三文化会館

▼定員　①50人　②100人

▼料金　①無料　②600円（当日集金・50 
枚限定前売券400円）

▼申込　12/2（木）から電話で申込先へ。
問・申込先/文化協会　社交ダンス交流会 
実行委員長　森　☎080（2617）8830

HOOK×近藤利樹×KYAS 
ウクレレコンサート

国内外で活躍するウクレレプレーヤー 
3人によるコンサートを開催します。一般 
のプレーヤー100人とウクレレを合奏す 
る「100人ウクレレ」の企画も行います。

▼日時　1/30（日）　14：00～

▼場所　アローブ

▼定員　300人（先着順）

▼料金　一般3800円・中学生以下2800円 
（全席指定・3歳以下入場不可）

▼申込　12/6（月） 12:00からアローブ電 
子チケットサービス、12/7（火） 9:00 
からアローブで販売。

※「100人ウクレレ」参加希望の方（先着順） 
は、アローブに楽譜を取りに来てくだ 
さい。車いす席を希望する方は、アローブ 
で購入してください。託児（3カ月～就 
学前児・1人500円）を希望する方は、 
1/27（木）までにネットワーク大府（☎ 
（85）7028）へ。

問/アローブ　☎（48）5155

認知症介護家族交流会

▼日時　12/9（木）　13：30～15：30

▼場所　スピカ

▼対象　認知症の方を介護している家族

▼料金　100円（当日集金）
問/高齢障がい支援課　☎（45）6289

認知症の方ご本人のつどい 
コスモスクラブ

交流やフロッカー（屋内スポーツ）を行 
います。

▼日時　12/23（木）　10：00～12：00

▼場所　共長公民館

▼対象　認知症の方（疑われる方、若年性 
認知症の方を含む）とその家族

▼料金　無料

▼申込　12/6（月）から電話または直接申 
込先へ。

問・申込先/高齢障がい支援課　☎（45）6289

不登校・ひきこもりに悩む家族
のためのふぁみり～Cafe

ミニ勉強会「ひきこもりとこころの病・ 
障がいについて」と家族交流会を行います。

▼日時　12/19（日）　10：00～12：00

▼場所　エスコートおおぶ（憩の郷内）

▼対象　不登校・ひきこもりの方を支え
る家族

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料
問/福祉総合相談室　☎（45）6219

毅 わが家にもフジバカマを植えてアサギマダラに遊びに来てほしいと思いました。たく
さんの方が関わっているのですね！　頑張って活動してほしいと思います。（特集「よ
うこそ、アサギマダラ」　50代）

毅 市民の声をきちんと捉えて適切に回答している様子が伺えて、市政に興味が湧くと同時
に大府市に愛着が湧きました。（市長への手紙・市長へのメールに寄せられた声　30代）
毅 マルシェに行くことが好きで、地元でもやらないかなと思っていた矢先、家の近くで
やっていることを知りました。育児中でリフレッシュにもなるため、大変助かります。
毎週金曜を楽しみに、頑張ろうと思いました！（特集「大府駅西金曜マルシェ」　20代）

11月号
　もうすぐ2021年が終わりますね。今号の
21～24頁では、2021年を振り返り、大府に
まつわる10大（重大）NEWSを紹介しています。
私の2021年は、友達の結婚と出産ブームの年。
吉報が、たくさん舞い込んできました。かたや
自分は、今年こそはと予め休みにしておいたク
リスマスイブを、例年通り自分だけのために消
化することになりそうです。来年こそは、三重
県にある恋人の聖地で、キレイなイルミネー
ションに圧倒されていたいです。（帆）

市長杯　バドミントン大会

▼日時　1/16（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　一般（バドミントン部に所属する 
方・当日加入可（別途会費））、市内在住 
または市内クラブ所属の小・中学生

▼種目　ダブルス＝一般（レベル・男女別） 
シングルス＝小学生（学年・男女別）

▼料金　1200円
　　　　（当日集金・小学生以下300円）

▼申込　12/2（木）～24（金）にメールまた 
は直接スポーツ協会（メディアス体育 
館おおぶ内）へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。
問/スポーツ協会バドミントン部　近藤 

☎090（8549）1469 
糸badobu.fed@gmail.com

市長杯 
ソフトテニス（インドア）大会

▼日時　1/23（日）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の高校生 
以上の方

▼種目　ダブルス＝一般男女別・壮年ミッ 
クス

▼料金　1000円（当日集金・高校生300円）

▼申込　12/2（木）～1/16（日）にFAXで申 
込先へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。

問・申込先/スポーツ協会ソフトテニス部長 
後藤　☎090（3308）1450　℻（48）5944

知多北地区 
ビーチボールバレー大会

▼日時　1/16（日）　9：30

▼場所　東海市民体育館（東海市高横須 
賀町）

▼対象　大府市・東海市・知多市・東浦町 
在住・在勤・在学の中学生以上の方で 
構成されたチーム（1チーム4～7人）

▼種目　一般女子の部・一般混合の部 
（コート内男性2人以内）・エルダー女子 
の部（40歳以上）・エルダー混合の部 
（40歳以上・コート内男性2人以内）

▼料金　1チーム1000円（申込時集金）

▼申込　12/17（金）までに直接申込先へ。
※申込書は、申込先・メディアス体育館 
おおぶ・市ウェブサイトに用意してい 
ます。
問・申込先/健康都市スポーツ推進課 

☎（45）6233

卓球冬季交流大会

▼日時　2/1（火）　9：00

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼種目　団体戦（ダブルス・1チーム3人・ 
チーム編成は当日抽選）

▼料金　750円（当日集金）

▼申込　12/21（火）～1/11（火）に直接ス 
ポーツ協会（メディアス体育館おおぶ 
内）へ。

※詳細は、スポーツ協会ウェブサイトを 
ご覧ください。

問/スポーツ協会卓球部長　千賀 
☎（46）3484（17：00以降）

東山芸能まつり

公民館利用団体が日頃の練習の成果を披 
露します（例年より規模を縮小して開催）。

▼日時　12/5（日）　10：00～12：00
※12/4（土）・5（日）は、公民館の使用がで 
きません。会場には駐車場がありませ 
んので、車での来場はご遠慮ください。

問/東山公民館　☎（47）1498

おおぶシネマルシェ 
フェアトレードでやさしく、美しく

おおぶフェアトレードタウン推進委員 
会がひとまちおうえん基金の助成を受け、 
フェアトレードに関する映画上映会・トー 
クショー・マルシェを開催します。

▼場所　ミューいしがせ

映画上映会

ドキュメント映画『ザ・トゥルー・コス 
ト～ファストファッション　真の代償～』 
を上映します。

▼日時　12/11（土）　9：45～11：30

▼定員　50人（先着順）

▼料金　500円（当日集金、中学生以下・ 
学生証提示で無料）

▼申込　12/2（木）からおおぶ 
フェアトレードタウン推進 
委員会公式LINEへ。

トークショー＆マルシェ

▼日時　12/11（土）　11：30～12：30

▼料金　無料
問/おおぶフェアトレードタウン推進委員会 

☎090（2922）8834

新型コロナウイルス

感染症に関する情報

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

親子うどん打ち教室

▼日時　1/15（土）　13：30～15：30

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　8組（先着順）

▼料金　300円（申込時集金）

▼申込　12/2（木）から直接申込先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

市民講師企画講座 
ゆったりヨガ

▼日時　1/6～2/24の（木）
　　　　11：00～12：15（全5回）

▼場所　吉田公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　8人（先着順）

▼料金　1500円（初回集金）

▼申込　12/2日（木）～16（木）に直接申込 
先へ。
問・申込先/吉田公民館　☎（46）2123

市民講師企画講座（前期） 
講師募集

▼開催時期　5月～9月

▼開催回数　10回以内
　　　　　　（1回あたり90分～120分）

▼開催場所　市内公民館

▼講師料　受講者から1人1回300円以 
内を受領できます。

▼応募資格　18歳以上の方

▼申込　事前連絡の上、12/24（金）まで 
に申込書を直接各公民館へ。

※申込書は、各公民館・市ウェブサイト 
に用意しています。

問/協働推進課　☎（45）6215

イタリアオンラインツアー＆ 
オリーブオイル試食会

ウェブ会議システム「Zoom」を使った 
イタリアオンラインツアーとオリーブオ
イル試食会を行います。

▼日時　12/23（木）・1/25（火）
　　　　18：30～20：00（全2回）

▼場所　アローブ

▼定員　20人（先着順）

▼料金　3800円（申込時集金）
▼申込　12/2（木）～21（火）に直接申込先へ。

問・申込先/アローブ　☎（48）5155

多文化子育てサロン

▼対象　就学前児（0～6歳）とその保護者

▼料金　無料

▼申込　電話またはメールで申込先へ。

冬に負けない体づくり

保健師から冬にかかりやすい病気につ 
いて学び、藤根由紀子さん（NPO法人み 
らいっこ理事長）とリトミックをします。

▼日時　12/12（日）　10：00～11：30

▼場所　北山公民館

▼定員　15組（先着順）

ブラジルの独立記念日を体験しよう

ブラジルの独立にまつわる話を聞き、 
ゲームを通してブラジルの文化を学び 
ます。

▼日時　12/18（土）　10：00～11：30

▼場所　ミューいしがせ

▼定員　20組（先着順）
問・申込先/国際交流協会　☎080（4525）5931 

糸oia@ma.medias.ne.jp

成年後見サポーター研修講座

▼日時　1/14～2/25の（金）
　　　　13：30～16：00（全6回）

▼場所　ミューいしがせ

▼定員　30人（先着順）

▼料金　1000円（初回集金）

▼申込　12/6（月）から電話で申込先へ。
問・申込先/知多地域成年後見センター 

☎（39）2663

わくわく科学教室 
ジェルキャンドル作り

▼日時　12/18（土）　9：30～11：00

▼場所　子どもステーション

▼対象　市内在住の小・中学生（小学1～ 
3年生は保護者同伴可）

▼定員　24人（先着順）

▼料金　300円（当日集金）

▼申込　12/3（金）から市ウェブサイトの 
申込フォームへ。
問/少年少女発明クラブ　☎（48）7450

食育講座 
耳石ハンター入門講座

煮干しを解剖し、魚の宝石と呼ばれる 
耳石取り体験をします。干物のお土産も 
あります。

▼日時　12/24（金）　9：30～11：30

▼場所　保健センター

▼対象　小学生

▼定員　20人（先着順）

▼料金　200円（当日集金）

▼申込　12/2（木）～17（金）に電話・FAX・ 
メール（件名に講座名、本文に氏名・ 
住所・連絡先を明記）または直接申込 
先へ。
問・申込先/健康増進課　☎（47）8000 
℻（48）6667　糸hkn-c@city.obu.lg.jp

本の福袋　貸し出しします

子ども向けから大人向けまで図書館ス 
タッフがテーマごとにおすすめ本を3冊 
選びました。どんな本に出会えるかは開 
けてからのお楽しみ。

▼日時　1/4（火）　9：00～20：00

▼場所　アローブ

▼料金　無料
※1人1袋のみ貸し出し可。なくなり次 
第終了。

問/アローブ図書館　☎（48）1808

知多半島の若手農業者との 
オンライン婚活会

ウェブ会議システム「Zoom」を用いた 
知多地域の若手農業者との婚活会を行い 
ます。

▼日時　1/22（土）　18：00～20：00

▼対象　20～35歳の独身女性

▼定員　10人程度（抽選）

▼料金　無料

▼申込　12/2（木）～24（金）17:00までに 
メール（件名に催し名、本文に氏名・年 
齢・連絡先を明記）で申込先へ。

※当選者には、1/13（木）以降にメールで 
お知らせします。

問・申込先/県知多農林水産事務所 
農業改良普及課　☎0569（21）8111 

糸chita-fukyu@pref.aichi.lg.jp

大府市民球場プレオープン記念 
少年少女野球教室

大府高校硬式野球部の選手・指導者か 
ら守備やピッチング・バッティングを学 
びます。

▼日時　12/18（土）　10：00～12：00

▼場所　大府市民球場（横根町箕手）

▼対象　市内在住または市内で野球をし 
ている小学6年生

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/2（木）～13（月）に市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

少年少女サッカー教室

FC刈谷の選手からサッカーの基本や 
楽しさを学びます。

▼日時　1/22（土）
　①小学1～3年生　12：30～13：30 
②小学4～6年生　14：00～15：30

▼場所　横根多目的グラウンド(雨天時は 
メディアス体育館おおぶ）

▼対象　市内在住または市内サッカー 
チーム所属の小学生

▼定員　各50人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/2（木）～24（金）に市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問/健康都市スポーツ推進課　☎（45）6233

いただきまんぷく食堂

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住の小・中学生とその保 
護者（小学3年生以上は子どものみの参 
加可）

▼定員　各6組（先着順）

▼料金　300円
　　　　（当日集金・中学生以下は無料）

松ぼっくりツリーとケーキ作り

▼日時　12/11（土）　①9：30～11：30 
②13：30～15：30

▼申込　12/2（木） 9：00から市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

五平餅作り・福笑いで遊ぼう

▼日時　1/15（土）　①9：30～11：30 
　　　　　　　　②13：30～15：30

▼申込　12/3（金） 9：00から市ウェブサ 
イトの申込フォームへ。

問/北山公民館　☎（48）6015

ハイカラプラス 
小学生プログラミング講座

キャラクターに動きを与えるプログラ 
ムを作成します。

▼日時　12/24（金）　①10：00～12：00 
②13：00～15：00

▼場所　共長公民館

▼対象　①市内在住の小学1～3年生（保 
護者同伴）　②市内在住の小学4～6年生

▼定員　各10人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/3（金）から市ウェブサイトの 
申込フォームへ。

※この事業は、ソフトバンク㈱の協力を 
得て実施します。

問/共長公民館　☎（46）4931

環境講座　親子で考えよう 
自分ができる地球にやさしいこと

地球温暖化に関するクイズや映画上映、 
環境標語のポスター作りなどをします。

▼日時　12/26（日）　9：30～11：30

▼場所　神田公民館

▼対象　市内在住の小学生とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/2（木）から直接申込先または 
市ウェブサイトの申込フォームへ。
問・申込先/神田公民館　☎(46)2620

おおぶアカデミー 
愛知空襲と愛知のモノづくり

名城大学の渋井康弘教授から、戦時中 
の軍需工業の様子や空襲を転機としたモ 
ノづくりの変遷を学びます。

▼日時　1/22（土）　10：00～11：30

▼場所　横根公民館
▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）
▼料金　無料

▼申込　12/2（木）から直接申込先または 
市ウェブサイトの申込フォームへ。
問・申込先/横根公民館　☎（46）7722

広報おおぶ

スマートフォンで！

を

マ チ を 好 き に な る ア プ リ

おぶちゃん多機能ボールペンおぶちゃん多機能ボールペン
KURUTOおおぶ・
市役所企画広報課で販売中

OBU×Instagram
＠obu_style
大府の魅力発信中

運行状況は
こちらから

バスは
今どこ？
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開催日から
イベントサーチ！

市ウェブサイト イベントカレンダー

工事・委託・物品の定時業者 
登録を受け付けます

令和4・5年度に、市が発注する工事・ 
委託業務・物品などの指名競争入札など 
への参加を希望する方は、入札参加資格 
審査申請手続きを次の通り行ってくださ 
い。令和4年4月1日（金）から市との取引な 
どを行う場合、期限内の申請手続きが必 
要です。

▼受付期間　1/4（火）～2/15（火）の平日 
　　　　　8：00～20：00

▼有効期間　令和4年4月1日（金）～令和6 
年3月31日（日）の2年間

▼申請方法　インターネットから申請し 
てください。

●工事・工事関係委託（設計・測量など） 
あいち電子調達共同システム（CALS/EC） 
ヘルプデスク　☎0120（059）399

●物品・その他委託 
あいち電子調達共同システム（物品等） 
ヘルプデスク　☎0120（511）270

※システムの操作・必要書類などの詳細 
は、あいち電子調達共同システムウェ 
ブサイトをご覧いただくか、ヘルプデ 
スク（平日9：00～17：00・物品等のみ 
受付期間中は20：00まで）にお問い合 
わせください。申請は原則電子としま 
すが、所在地が市内にあり、一定の要 
件を満たす場合には紙申請の特例があ 
ります。紙申請の受付期間は、1/4（火） 
～21（金）の開庁日です。詳細は、行政 
管理課へお問い合わせください。

問/行政管理課　☎（45）6216

マイナンバーカードの申請を 
お手伝いします

マイナンバーカード（顔写真付き）の作 
成について、職員がその場で写真撮影し、 
申請手続きを行います。

▼日時　①12/1（水）～2/28（月）の平日 
9：00～11：00、14：00～16：00 
②12/12・26・1/9・23・2/13・27 
の（日）　9：00～12：00

▼場所　市役所1階市民課
▼定員　①各日32人 

　　　②各日24人
　　　　（先着順）

▼料金　無料

▼申込　希望日の前日 
（閉庁日を除く）まで 
に電話または直接申込先へ。

▼持ち物　本人確認書類（運転免許証・パ 
スポート・在留カードなどのうち1点、 
または健康保険証・年金手帳・医療受 
給者証などのうち2点）

※マイナンバーカードは申請から交付ま 
でに約2カ月程度かかります。

問・申込先/市民課　☎（45）6218

マイナンバーカード交付・電子
証明書更新の臨時開庁

▼日時　12/12・26（日）　9：00～12：00

▼場所　市民課
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/市民課　☎（45）6218

マイナポイントの付与期間が 
12月末で終了します

マイナポイント（1人上限5000円分） 
を受け取るには、マイナンバーカード受 
取後、マイナポイントの申し込みを行い、 
12月末までにチャージまたはお買い物を 
する必要があります。

▼対象　マイナンバー 
カードの申請を令和 
3年4月末までにした方

※詳細は、総務省ウェ 
ブサイトでご確認く 
ださい。

問/商工労政課　☎（45）6227

ありがとうございました

●新型コロナウイルス感染症対策基金へ
　23、24𠮷川子丑会から　8千円
●市へ
　豊和住建㈲から 
生活に困窮するひとり親家庭の子ども 
たちへのクリスマスプレゼント（20万
円相当）

●柊山保育園へ
　豊和住建㈲から 
コンビネーション遊具（15万2千円相当）

●発達支援センターおひさま・みのり、 
市内医療機関などへ

　西川コミュニケーションズ㈱から 
桜のマスキングウォールステッカー 
200セット

文化・スポーツ活動表彰・ 
教育表彰対象者募集

2/11（金）に行う文化・スポーツ活動表 
彰、2/12（土）に行う教育表彰に該当する 
方を募集します。

▼対象　市内在住の方または市内に在籍 
している団体で、令和2年12月1日～ 
令和3年11月30日に次の選考基準を 
満たした方（文化・スポーツ活動表彰は 
一般の方、教育表彰は小・中学生およ 
び学校教育などに尽力した方が対象）

▼選考基準
●県内全域を対象とした展覧会で最高位 
の賞を受賞または全国規模の展覧会に 
入選した方

●個人で県大会優勝または全国大会で入 
賞した方

●団体などで全国大会以上に参加し、入 
賞した方

※スポーツ活動における全国大会とは、 
県大会などの選考会などにおいて、優 
秀な成績を収め、または標準の記録に 
達し出場する大会とします。該当しな 
い全国大会であっても、優勝した場合 
には、選考基準を満たすものとします。

▼申込　12/10（金）までに受賞の証明が 
できるもの（賞状の写しなど）・大会の 
概要が分かるもの（大会要項など）を持 
参し、文化・スポーツ活動表彰に該当 
する方は秘書人事課、教育表彰に該当 
する方は学校教育課へ。

※大会の規模などにより対象外となる場 
合があります。詳細は、秘書人事課ま 
たは学校教育課へお問い合わせくだ 
さい。
問・申込先/秘書人事課　☎（45）6211 

学校教育課　☎（46）3332

公安系公務員合同説明会

自衛隊など4機関の公安系公務員の採 
用制度についての説明会を開催します。

▼日時　1/23（日）　①9：30　②14：00

▼場所　アイプラザ半田（半田市東洋町）

▼定員　各50人（先着順）

▼申込　QRコードから申込 
フォームへ。

問/自衛隊半田地域事務所 
☎0569（21）0004

年末調整などで必要な方に 
納付（済）証明書を発行します

令和3年1月1日～12月31日に国民健
康保険税・後期高齢者医療保険料・介護
保険料を納付された方に、納付（済）証明
書を令和4年1月下旬に送付します。こ
の納付（済）証明書は、所得税や市県民税
の申告をする際に、社会保険料控除額の
証明書類となります。国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料・介護保険料を老
齢年金から天引き（特別徴収）されている
方は、納付（済）証明書が送付されません
ので、申告をする際は、年金保険者から
送付される「公的年金等の源泉徴収票」を
ご利用ください。
年末調整などで事前に納付（済）証明

書が必要な方は、本人または同居家族
が身分を証明できるもの（マイナンバー
カード・運転免許証・健康保険証・パス
ポートなど）を持参の上、次の窓口で申
請してください。介護保険料を障害者年
金または遺族年金から天引きされている
方で納付（済）証明書が必要な方は、高齢
障がい支援課にご相談ください。

▼窓口
●国民健康保険税　税務課
●後期高齢者医療保険料　保険医療課
●介護保険料　高齢障がい支援課

問/税務課　☎（45）6263 
保険医療課　☎（45）6230 

高齢障がい支援課　☎（45）6289 
知多北部広域連合事業課　☎052（689）2261

固定資産税に関する 
申告・届け出をしてください

令和3年中に住宅用地や家屋、償却資 
産などに変更のあった方は、1/31（月）ま 
でにそれらの固定資産税に関する申告・ 
届け出を次の通り行ってください。

住宅用地の申告

令和3年中に店舗や倉庫などを住宅に 
した方や一世帯住宅を二世帯住宅に改築 
した方など、家屋の用途を変更した方は、 
住宅用地変更の申告書を提出してくださ 
い。住宅用地として利用している土地の 
固定資産税は、税負担の軽減を受けるこ 
とができます。申告をしていない場合、 
軽減が受けられないことがあります。

家屋の取り壊しの届け出

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現 
在に存在する家屋に対して課税されるた
め、令和3年中に取り壊した家屋は令和 
4年度から課税されません。令和3年中 
に家屋の全部または一部を取り壊した方 
は、家屋取り壊し届と令和3年中に取り 
壊したことを確認できる書類を提出して 
ください。

償却資産の申告

工場・商店・農業などの経営や駐車場・ 
アパートなどを貸し付けている法人や個 
人で、その事業のために構築物・機械・ 
工具・器具・備品などの償却資産を所有 
している方は、令和4年1月1日現在の償 
却資産申告書を提出してください。令和 
3年度分の申告をした方には、申告書類 
を12/10（金）に発送する予定です。届か 
ない方や令和4年度分から新たに申告が 
必要になった方は、税務課へご連絡くだ 
さい。申告の有無にかかわらず、実地調 
査を行う場合があります。
※住宅用地変更の申告書と償却資産申告 
書にはマイナンバーの記載・提示が必 
要です。共同住宅を所有し、不動産賃 
貸業を営んでいる方は、駐車場などの 
アスファルト舗装・フェンス・緑化施 
設なども償却資産に該当しますので、 
忘れずに申告してください。詳細は、 
市ウェブサイトをご覧ください。

問/税務課　☎（45）6260財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市が推奨するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。

広告

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


