
12月　公共資源ステーション　
▶北山公民館　駐車場 ▶ドミー大府店　店舗北側
12日・26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
13日・27日（火） 9：00～18：30 4日・18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
7日・21日（水） 9：00～18：30 4日・18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
14日・28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　12/26（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・
スマホでも納付できます。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

卓球冬季交流大会

▼日時　1/31（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（3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　12/2（金）～1/10（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時以降）

知多北地区 
ビーチボールバレー大会

▼日時　1/15（日）　10：00

▼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・一般混合（コート内男 
性2人以内）・エルダー女子（40歳以上）・
エルダー混合（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　12/16（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

市長杯　バドミントン大会

▼日時　1/22（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　1人800円
　　　　（当日集金・小学生300円）

▼申込　12 / 2（金）～1 / 6（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 

✉badobu.fed@gmail.com

冬の風物詩 
大府駅・共和駅前イルミネーション

▼期間　①11/30（水）～2/24（金）
　　　　②12/3（土）～2/28（火）

▼場所　①JR大府駅前　②JR共和駅前

▼料金　無料　※写真は昨年度のものです。

イルミネーション点灯式

▼日時　①11/30（水）　18：00
　　　　②12/3（土）　   17：00

▼場所　①JR大府駅東口
　　　　②JR共和駅西口

問/商工労政課　☎（45）6227

歴史民俗資料館ロビーコンサート 
PublicSingers

男性4人組が『上を向いて歩こう』『見上
げてごらん夜の星を』『Yesterday』などを
アカペラで歌います。

▼日時　12/18（日）　13：30～14：00

▼場所　歴史民俗資料館

▼定員　60人（先着順）

▼料金　無料
問/歴史民俗資料館　☎（48）1809

市役所ロビーコンサート 
クリスマスの小さな音楽会

tiny ensembleが『もろびとこぞりて
ファンファーレ』『ハウルの動く城メドレー』

『ふるさと』などをフルート・オーボエ・クラ
リネット・ホルンで演奏します。

▼日時　12/21（水）　12：15～12：50

▼場所　市役所1階市民健康ロビー

▼料金　無料
問/文化交流課　☎（45）6266

HOOK×近藤利樹×鈴木智貴  
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　2/5（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歳未満入場不可）

▼申込　12/2（金）　12：00からアローブ電
子チケットサービス、12/3（土）から直接
申込先へ。

※「100人ウクレレ」参加希望者は、申込
先に楽譜を取りに来て下さい。車いす
席は、申込先で購入してください。託児

（3カ月～就学前児・1人500円）希望者
は、2/2（木）までにネットワーク大府（☎

（85）7028）へ。
問・申込先/アローブ　☎（48）5155

一緒に演奏するメンバーも募集 
カルメラ音楽会2023

▼日時　1/9（月）　15：00

▼場所　アローブ

▼定員　300人（先着順）

▼料金　一般2500円・高校生以下1000円 
（演奏参加者はプラス500円・全席指定・ 

3歳以下入場不可）

▼申込　12/2（金）～8（木）に演奏参加者チ
ケットのみ申込先で事前販売。12/9

（金）　12：00からアローブ電子チケット
サービス、12/10（土）から直接申込先へ。

※車いす席・演奏参加者チケットは、申込
先で購入してください。託児（3カ月～
就学前児・１人500円）希望者は、1/5

（木）までにネットワーク大 府（☎（85）
7028）へ。

問・申込先/アローブ　☎（48）5155

公民館利用団体が日頃の成果を披露 
東山芸能まつり

▼日時　12/4（日）　10：00～12：00

▼場所　東山公民館

▼料金　無料
※12/3（土）・4（日）は、公民館が利用でき

ません。会場には駐車場がないので、
車での来場はご遠慮ください。

問/東山公民館　☎（47）1498

問/環境課　☎（45）6223
11月号

⃝  凛とした姿がとてもすてきです。（表紙　50代）
⃝ �わが家にも小さな子どもがいて、つい大きな声で叱ってしまうので、気を付けたいと思い

ました。（特集「虐待される怖さも、虐待する苦しさもないまちへ」　30代）
⃝ �ヤングケアラーについては、地域で考える問題でもあると思うので、広報紙で紹介される

のはとても良いと思いました。（特集「ヤングケアラーとその家族を支えます」　30代）
⃝ �冬は空気が乾燥するし、暖房器具などで火災が発生しやすいので、気を付けないといけ

ないと思いました。火災予防について考える機会になりました。（特集「ファイアー Xと学
ぶ火災予防」　30代）

⃝ �通り掛かって気になっていた美容室でした。こだわりがすてきだなと思いました。（私の
Work Style　40代）

　今号から、広報おおぶのロゴマークをビ
ジュアルプロモーションマークに変更しました。
前号までのロゴは、「Obu」の「O」と「b」と「u」
の間隔を離し、フィジカルディスタンスの確保
を呼び掛けたものでした。広報おおぶのロゴ
が変更になっても、感染症対策としてのフィ
ジカルディスタンスは続きますが、笑顔満開
のビジュアルプロモーションマークも皆さんに
とっての親しみが持てるものになることを願っ
ています。（D）

おぶちゃんピンバッジ
全17種　各100円

❶

❷

広報おおぶ
スマートフォンで！

を

大府市平和事業

平和へのトビラ

大会・催し 講座・講習 募集・その他 
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本郷
田面

北側駐車場：31台北側駐車場：31台

南側駐車場：7台南側駐車場：7台

大府 PA（上り）
大府PA（下り）

至大府西 IC

知多半島道路大府PA（上り）も
一般道から利用できるようになります

12/18（日）から  

　12/18（日）　16：00から、知多半島道路の大府PA（上り）が一般道からも利用できるようになります。
一般道からは、上りPA西側の専用駐車場（10台分）に駐車できますので、ご利用ください。

　市のイメージを視覚的に表現するビジュアルプロモーション
マークが決定しました。315作品の応募があり、有識者による
審査・選定を経て、左の1作品を採用しました。
　今号から、広報おおぶの表紙のロゴマークもビジュアルプロ
モーションマーク版に変更しています。市民の皆さんには親しみ
を、市外の皆さんには憧れを感じてもらえるよう、市は、今後
さまざまな場面で使用します。

▼  

PAの詳細はこちら

西側駐車場：10台西側駐車場：10台

大府 PA（上り）
大府PA（下り）

PA西側一般道利用者専用駐車場

▼駐車台数　10台

▼ �利用開始日時　 
12/18（日）　16：00

▼ �19日以降の駐車場開門時間 
8：00～20：00

問い合わせ　都市政策課　☎（45）6221 /  アクアイグニス大府PA事務所　☎（57）7770

デザイン制作者
中川亮さん

（東京都調布市在住）

キャッチコピー
SUSTAINABLE HEALTHY CITY

デザインコンセプト
　大府を表す「obu」の周りを、SDGsのテー
マカラー17色で囲むことで、多様性を表現
しています。「U」の部分に笑顔を取り入れ、
笑顔で健康的に持続可能な都市として成長
している様子を描いています。

問い合わせ　企画広報課　☎（45）6214

単色A 単色B 白抜き

採用作品

デザイン展開

ビジュアルプロモーションマークが
決定しました

315作品の頂点

子ども書き初め大会

▼日時　1/5（木）　①9：30～11：10
②10：30～12：25

▼場所　愛三文化会館

▼対象　市内在住・在園・在学の
　　　　①3歳～小学3年生
　　　　②小学4年生～高校生

▼定員　100人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12 / 2（金）～23（金）にQRコードの
申込フォームまたはFAX（氏名・学年・
連絡先を明記）・電話で申込先へ。

※参加賞があります。後日審査し、表彰し
ます。兄弟での参加で、同じ時間を希
望する方はご連絡ください。

問・申込先/文化協会　 
☎（48）6188（（月）・（水）・（金））　FAX（48）6188

知多半島の若手農業者との 
婚活パーティー

▼日時　1/28（土）　18：00～20：00

▼場所　ノンナ・カコーレ（東海市加木屋町）

▼対象　20～35歳の独身女性

▼定員　10人程度（抽選）

▼料金　2000円（当日集金）

▼申込　12/1（木）～23（金）　17：00までに
メール（件名に「婚活参加希望」、本文に
氏名・年齢・連絡先を明記）または電話
で申込先へ。

※会場と名鉄太田川駅を結ぶ送迎バスが
あります。当選者には、1/11（水）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 
✉chita-fukyu@pref.aichi.lg.jp

バイオリンの構造と聴きくらべ 
格付け大会

▼日時　12/23（金）　14：00～15：30

▼場所　長草公民館　

▼対象　市内在住・在学・在勤の方

▼定員　40人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/2（金）　9：00から市ウェブサイ
トの申込フォームまたは直接申込先へ。

問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

消防出初式

式典の後、消防車両による一斉放水を
行います。

▼日時　1/5（木）　10：00～10：30

▼場所　メディアス体育館おおぶ

▼料金　無料
問/消防総務課　☎（47）2207

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「通信制・サポート校につい
て」と家族交流会を行います。

▼日時　12/18（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

認知症介護家族交流会

▼日時　12/8（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　無料
問/高齢障がい支援課　☎（45）6289

認知症の方のつどい  コスモスクラブ 
クリスマスカードを作ろう

▼日時　12/19（月）　14：00～15：30

▼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 / 5（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

いただきまんぷく食堂　 
いちご大福とカレンダー作り

▼日時　1/7（土）　①9：30～11：30　
②13：30～15：30

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住の小・中学生
　　　　（小学1・2年生は保護者同伴）

▼定員　各6組（先着順）

▼料金　1人300円（当日集金・小学生無料）

▼申込　12/2（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

運行状況や混雑状況がわかります

バスは
今どこ？

募集・その他 講座・講習大会・催し
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市民講師企画講座

▼  開催時期　令和5年5月～9月

▼  開催回数　10回以内（1回あたり90～120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（土）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。

講座名 日時 対象 定員
（先着順）

料金
（初回集金） 場所・申込先

①
プリザーブドフラワー

レッスン
しめ縄・お正月花アレンジ

12/21（水）
10：00～12：00

巿内在住・在勤・
在学の方 10人

しめ縄2200円　
お正月花3200円

※申込時にどちらかを選択

吉田公民館　
☎（46）2123

② 赤ちゃんと踊ろう
ベビーダンス

12/21（水）
10：30～11：30

巿内在住・在勤・
在学の3～18カ月の
首の据わった乳児と

その保護者

10組 300円 長草公民館　
☎（48）5444

③ 子ども書道教室
冬休みの課題をしよう

12/23（金）・27（火）
10：00～11：00

（全2回）

市内在住の
小・中学生 15人

600円
（別途お手本代

300円/1枚）

東山公民館　
☎（47）1498

④ 子ども書道教室
冬休みの課題をしよう

12/23（金）
13：00～14：00

市内在住の
小・中学生 15人 600円 共長公民館　

☎（46）4931

⑤ ママ＆ベビーヨガ
1/11～2/22の（水）

11：00～12：00
（全5回）

巿内在住・在勤・
在学の3～12カ月の
首の据わった乳児と

その保護者

6組 1500円 吉田公民館　
☎（46）2123

▼  申込　12/2（金）　9：00から市ウェブサイトの申込フォームへ（①②⑤は申込先での窓口受付可）。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。受講者が少ないときは、開講しない場合があります。

市民講師企画講座（前期）講師募集 問/協働推進課　☎（45）6215

　県内では、交通死亡事故が増加しています。大切な命を
守るため、安全運転・安全行動に努めましょう。
⃝全ての自転車利用者は、ヘルメットを着用しましょう。
⃝青信号でも前後左右の安全確認をしてから渡りましょう。
⃝夕暮れ時は、早めのライト・オンを心掛けましょう。
⃝  自転車で車道の右側通行は禁止。
　左側を通行しましょう。

　市内では、特殊詐欺被害・自動車関連窃盗が増加しています。
⃝ �電話やメールで、お金・キャッシュカード・口座情報・

家族構成のワードが出たら詐欺の可能性があるので、家
族や警察に相談しましょう。

⃝ �特殊詐欺対策用電話機器などを活用しましょう（市の補
助制度あり）。

⃝ �ハンドルロックやナンバープレート盗難防止用ネジを活
用しましょう。

⃝車内にかばん・貴重品などを放置しないようにしましょう。

12/1（木）～10（土）　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

12/11（日）～20（火）　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

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

料理男子になろう

▼日時　12/24（土）　9：30～12：30

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住の小学4～6年生の男子

▼定員　12人（先着順）

▼料金　600円（当日集金）

▼申込　12/ 2（金）　9：00から市ウェブサ
イトの申込フォームへ。

問/大府公民館　☎（48）1007

ココロとカラダのメンテナンス　
経絡リセットヨーガで冷え対策

▼日時　1/16（月）　10：00～11：30

▼場所　ミューいしがせ

▼対象　女性

▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/2（金）から電話・メールまたは
直接申込先へ。

※詳細は、ミューいしがせウェブサイトを
ご覧ください。

問・申込先/ミューいしがせ　☎（48）0588　
✉misigase@ma.medias.ne.jp

チラシの作り方講座

▼日時　12/11（日）　10：00～12：00

▼場所　コラビア

▼定員　20人（先着順）

▼料金　100円（当日集金）

▼ 申込　12/2（金）から電話または直接申
込先へ。

問・申込先/コラビア　☎（44）8500

日本語ボランティア 
スキルアップ講座　経験者編

▼日時　1/8（日）　13：30～15：00

▼場所　市役所地下会議室001～003

▼定員　30人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/5（月）　9：00から市ウェブサイ
トの申込フォームまたは直接申込先へ。

問・申込先/文化交流課　☎（45）6266

健康は背中から　 
らくらく骨盤フィットネス

▼日時　1/5・19・2/2の（木）　
　　　　13：30～15：00（全3回）

▼場所　大府公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　990円（申込時集金）

▼申込　12/2（金）から直接申込先へ。
問・申込先/大府公民館　☎（48）1007

子どもの体力向上　 
親子で楽しむ運動遊び

▼日時　１/24（火）　10：30～11：00

▼場所　北山児童センター

▼対象　市内在住の2歳以上の就園前児
とその保護者

▼定員　10組（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/12（月）から直接申込先へ。
問・申込先/北山児童センター　☎（48）2771

募集・その他 講座・講習大会・催し
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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。

クラフトテープでバッグを作ろう

▼日時　1/13（金）・27（金）　
　　　　10：00～12：00（全2回）

▼場所　森岡公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の方

▼定員　12人（先着順）

▼料金　1660円（申込時集金）

▼申込　12/2（金）から直接申込先へ。
問・申込先/森岡公民館　☎（46）0435

ハイカラプラス　 
初級スマホ講座　Android編

▼日時　1/26（木）　10：00～11：30

▼場所　北山公民館

▼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（金）から直接申込先へ。
※この事業は、ソフトバンク㈱の協力を得

て行います。 他社メーカーのスマホを
使っている方・購入を検討している方も
参加できます。

問・申込先/北山公民館　☎（48）6015

終活 
高齢者の最後の生活設計と片付け

▼日時　1/12（木）　10：00～11：20

▼場所　北山公民館

▼対象　市内在住・在勤・在学の60歳以
上の方

▼定員　15人（先着順）

▼料金　無料

▼申込　12/2（金）　9：00から市ウェブサイ
トの申込フォームまたは直接申込先へ。

問・申込先/北山公民館　☎(48)6015

わくわく科学教室　 
ジェルキャンドル作りなどの実験

▼日時　12/10（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　30人（先着順）

▼料金　300円（当日集金）

▼申込　12/2（金）　9：00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

かわいい正月飾りを作ろう

▼日時　12/26（月）　10：00～12：00

▼場所　長草公民館　

▼対象　市内在住の小・中学生
　　　　（小学1・2年生は保護者同伴）

▼定員　16人（先着順）

▼料金　500円（当日集金）

▼申込　12/2（金）　9：00から市ウェブサイ
トの申込フォームまたは直接申込先へ。

問・申込先/長草公民館　☎（48）5444

文化・スポーツ活動表彰 
教育表彰対象者募集

2/11（土）に行う文化・スポーツ活動表
彰、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3年12月1日～
令和4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・中学生と学
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出場し、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 / 9（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・スポーツ活動表彰は秘書人
事課、教育表彰は学校教育課へ。

※大会の規模などにより、対象外となる場
合があります。

問/秘書人事課　☎（45）6211 
学校教育課　☎（46）3332

点字プリンターをご利用ください

4月に施行した「障がいのある人のコ
ミュニケーション手段の利用の促進に関す
る条例」に合わせて、高齢障がい支援課
に点字プリンターを設置しました。点字に
よる各種資料などの作成に利用できます。
詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問/高齢障がい支援課　☎（85）3558

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4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
保険料を納付した方に、納付（済）証明書
を令和5年1月下旬に送付します。この納
付（済）証明書は、所得税・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本
人確認書類（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
参し、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4年中に住宅用地・家屋・償却資
産などに変更のあった方は、1/31（火）
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4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4年中に取り壊した家屋は令和
5年度から課税されません。令和4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4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5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4年度分の申告をした方には、申告
書類を12/9（金）に発送する予定です。届
かない方や令和5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

第26期の民生児童委員が 
決まりました

12月1日付で、新しい民生児童委員が
委嘱されました。任期は、令和7年11月
30日までの3年間です。

市には現在148人の民生児童委員がお
り、市内を8地区に分け、地区民生児童
委員協議会をつくり、活動しています。各
委員はそれぞれ担当地区を持ち、地域で
一番身近な相談支援活動を行うボランティ
アとして、地域福祉のために活動していま
す。自分の地域を担当する民生児童委員
や担当区域などの詳細は、自治区の回覧
板をご覧ください。

問/地域福祉課　☎（45）6228

消防団年末夜警にご協力ください

消防団などが市内を巡回し、火災予防
を啓発します。

▼日時　12/28（水）　20：00～

▼場所　市内
問/消防総務課　☎（47）2207

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　12/11（日）・25（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　

ありがとうございました

DAIWA防災学習センターへ
大和機工㈱から　空気清浄機2台
中部復建㈱から　非接触式体温計2台
ひとまちおうえん基金へ
名南カントリークラブから　7万3061円
市庁舎敷地内へ
大府商工会議所から　桜（陽光桜）1本

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 

2022.12 362022.1237


