
広報へきなんでは要点のみ掲載しています。
詳しくは、各問い合わせ先又はホームページで確認してください。
　日時・期間
　場所・会場
　講師

　内容
　対象
　定員・募集人数

　費用・参加費
　持ち物
　問い合わせ

　申し込み
　注意・連絡

News Index6月1日～7日は水道週間
ポスター作品展

　水道課管理係　 41-3311
　5月27日㈮～6月7日㈫
　市役所　1階ホール

市長賞　池田柚香さん（鷲塚小4年）

●スローガン
　大切な　水と一緒に　暮らす日々

6月1日は景観の日

　都市計画課管理係　 95-9904
　景観とは、「まち」の姿、表情です。
景観は、自然、住宅や工場などの建
築物、構造物や公共施設、人々の営
み、歴史や文化といった様々な要素
が組み合わさってつくられています。
　市では、2021年10月から碧南市
景観条例を施行し、市全域を景観計
画区域として指定しています。建物
を建てる場合は、周りの景色や町並
みとの調和に配慮をお願いします。

6月は外国人労働者問題啓発月間

　刈谷公共職業安定所碧南出張所
　　 41-0327

　厚生労働省、愛知労働局、ハロー
ワーク（公共職業安定所）、労働基準
監督署を始め、政府全体で毎年6月
を「外国人労働者問題啓発月間」と
定め、集中的な啓発活動を実施して
います。
　外国人労働者の適正な雇用、労働
条件の確保と不法就労の防止につい
て、事業主を始め広く市民の皆さん
のご理解と協力をお願いします。

農地中間管理事業の貸出農地

　農業水産課管理水産係
95-9898

　農地中間管理事業を利用して、農
地の貸借を希望する場合は、随時申
し込んでください。

　市街化調整区域内の農地
　直接農業水産課又は市内のJAあ
いち中央各支店

サン・ビレッジ衣浦臨時休館

　 　サン・ビレッジ衣浦
　　 41-2655

　プール・浴場施設の清掃と機械の
整備点検のため臨時休館します。

　6月20日㈪～7月4日㈪

水道メーターの取り替え

　水道課給水業務係　 95-9914
　水道メーターは、8年に1回取り替
えをします。6月中旬から10月中旬
に市上下水道工事店協同組合が行い
ます。該当する世帯には事前に担当
工事店がお知らせ文書を配付します。

三州瓦利用促進加算
　新築住宅建設等促進補助金の対
象となる住宅で市内に本社又は工
場を有する事業者の事業所で生産
された瓦を屋根材として使用した
場合、1㎡あたり600円を加算（限
度額10万円）します。

新築住宅建設等促進補助制度
　地域経済の活性化、住宅建設の促進を図るため、市内に居住用の住宅を新築した人又は新築住宅・新築マンショ
ンを購入した人に建設費（購入費）の一部を補助します。

　以下の全てに該当すること
・�市内に居住用として2021年1月から12月に住宅を新築又は新築住宅・新�
築マンション（分譲住宅）を購入し、現に居住している人
※�2022年度に新たに固定資産課税（補充）台帳に登録された住宅が対象で�
す。
・住宅の居住部分の床面積が50㎡以上で、玄関、台所、便所などがあること
・市の住宅耐震改修等補助金（建替補助）を受けていないこと
補助額　固定資産評価額の0.7％（限度額40万円）

　6月1日㈬～12月28日㈬に直接

くらし
Life & Support

とき 地区

6・7月 新川、西端、旭北部、
臨海北部

9・10月 棚尾、旭南部、大浜、
臨海南部

　建築課建築行政係　 95-9907
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最新のイベント状況やワクチン接種状況は
市ホームページやKATCHデータ放送で

碧南市新型コロナウイルス
　　　　感染症特設ページ▷



市役所　 0566-41-3311（代表）

教科書展示会

　 　県教育委員会義務教育課
　 052-954-6799

　小中学生が使う教科書の展示会で
す。

　6月3日㈮～30日㈭
　岡崎市立中央図書館、安城市図
書情報館、西尾市立図書館
�

認知症サポーター養成講座

　高齢介護課地域支援係
95-9890

　認知症サポーターとは、認知症に
ついての正しい知識を持ち、認知症
の人やその家族の身近な理解者とし
て、自分のできる範囲で応援する人
です。この講座は、認知症の理解と、
認知症の人やその家族に対しての接
し方を学ぶ講座です。

　7月4日㈪　13時30分～15時
　市役所　2階談話室1～3
　50人（先着順）
　6月3日㈮より電話、FAX（ 46
-5510）、直接のいずれか

家屋の新築調査
取り壊しと土地の課税

　税務課固定資産税係
95-9879

　家屋を新築・増築すると新たに固
定資産税と都市計画税が課税されま
す（都市計画税は市街化区域のみ）。
税額のもとである評価額を算出する
ために、職員が家屋調査に伺うので
協力をお願いします。
　また、土地の税額は土地と家屋の
利用状況により決定します。店舗を
住宅に変更したり、工場を住宅用の
車庫などに変更すると税額が変わる
ことがあります。家屋の取り壊しな
ど、土地や家屋の利用状況を変更し
た場合は、必ず連絡してください。

衣浦港消防防災訓練

　衣浦東部広域連合消防局消防課
　　 63-0134

　消防車や船舶、ヘリコプターが参
加して、海上で発生した災害を想定
した訓練を行います。

　7月5日㈫　10時～（小雨決行）
　衣浦港中央ふ頭東2・3号岸壁及
びその周辺海域

充電式電池（リチウムイオン電池
など）を含む小型家電の廃棄

　環境課ごみ減量係　 95-9899
　全国で、ごみ収集時やごみ処理施
設でリチウムイオン電池の混入によ
る火災などのトラブルが発生してい
ます。充電式電池を含む、電子たば
こ、ゲーム機、タブレット端末など
の小型家電は、可燃ごみや可燃性粗
大ごみに入れず、資源ごみステーショ
ンの「金属類・その他分別できない
もの」の回収箱に入れてください。
　また、環境課や回収協力店（家電
販売店など）でも回収しています。
安心安全なごみ処理のため、協力お
願いします。

消防団観閲式

　防災課地域防災係　 95-9875
　消防団員の士気や品位向上を目的
とした観閲式を、感染症対策のため
規模を縮小して行います。

　6月5日㈰　9時～（小雨決行）
　市役所東駐車場
　チェーンソーで木材を切断する
障害物排除訓練、高所救助訓練、要
救助者を救護所へ搬送する搬送訓練、
ポーターボート取扱い訓練、一斉放
水訓練
他　東駐車場は6月4日㈯～5日㈰13
時利用不可／当日くるくるバス市役
所停留所は正面玄関前に移設

衣浦斎園規格葬儀
　葬儀の規格と料金を規定して、その内容に沿って指定
された葬儀業者と利用者との間で執り行われる規格葬儀
制度を導入しています。業者による価格差のない、統一
した価格での葬儀を提供します。
指定業者　まごころライフサービス㈱、㈲貝田商店、㈱
あいち中央サービス、㈱クロト文十鳳凰殿、エスケーア
イマネージメント㈱
※�別途式場使用料（仕様1・2は24時間で64,800円、仕
様3は24時間で24,840円）が必要です。他に追加オプ
ションもあります。

健康・福祉
Health & Welfare

内容 料金（税込）

仕様1

祭壇、会葬礼状50枚、司会進行
4人、葬儀備品、棺など、納棺
など、霊きゅう車、遺影、ドラ
イアイス10kg

30万300円

仕様2
葬儀備品、棺など、納棺など、
霊きゅう車、遺影、ドライアイ
ス10kg

15万5,100円

仕様3 棺、骨容器、納棺、霊きゅう車、ドライアイス10kg 10万100円

　衣浦斎園　 48-1620
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県立特別支援学校体験入学

　 　学校教育課　 95-9918
　来年度に小・中・高校入学予定で
障害の可能性があると思われる子と
保護者を対象に、以下の学校で体験
入学を行います。体験入学日以外に
も、随時相談に応じています。
●にしお特別支援学校

　新就学児…6月8日㈬、小学6年
…10日㈮、中学3年…6月2日㈭

　知的発達に遅れがある子、手足
の不自由な子

　電話（ 0563-65-5430）で
にしお特別支援学校
●大府特別支援学校

　7月13日㈬
　病気療養中の子
　電話（ 0562-48-5311）で
大府特別支援学校
�

碧南文協選抜美術展

　文化協会事務局　 42-3511
　7月2日㈯～8日㈮　9時～17時
　文化会館
　日本画、洋画、書、写真、陶芸、
彫塑・工芸、俳句、短歌

早期教育相談

　学校教育課　 95-9918
　子育てで気になることのある人、
お子さんに障害があると思われる人、
お子さんの就学について相談したい
人などに、早期教育相談を行います。

　7月27日㈬、8月1日㈪　10時～
16時

　西三河総合庁舎（岡崎市）
　乳幼児～2023年度に小学校に入
学する子と保護者

　無料
　7月1日㈮までに電話又は直接
学校教育課

心身障害児者水泳教室

　心身障害者福祉センター
48-1720

　心身障害児者の機能回復のため水
泳教室を開催します。

　7月3日～9月18日の毎週日曜日
10時～11時（7月31日、8月14日除
く／全10回）

　コパンスイミングスクール碧南
（作塚町）

　市内在住・在学・在勤の障害者
手帳がある人

　30人程度
※付き添いが必要な人は、同様に入
　水をお願いします。

　6月1日㈬より直接へきなん福祉
センターあいくる内心身障害者福祉
センター

介護支援専門員実務研修受講試験

　県社会福祉協議会　
　　福祉人材センター　
　　 052-212-5530

　10月9日㈰
　保健・医療・福祉に関する法定
資格に基づく業務又は特定の相談援
助業務に通算5年以上の実務経験が
あり、県内在住・在勤の人

　6月30日㈭までに県社会福祉協
議会福祉人材センター

　願書は高齢介護課、県福祉局高
齢福祉課、県福祉相談センター地域
福祉課、県民事務所、県社会福祉協
議会などで配布します。

障害者就労相談支援事業所

　社会福祉協議会　 46-3701
　就労希望の面談や職場訪問など、
就労を目指している障害のある人を
支援しています。家族や会社からの
相談も随時受け付けています。職業
のあっせんはしません。
「働きたいけど、どうしたらいいの
かわからない。」と悩んでいる人、不
安を抱えて就職活動をしている人な
ど、気軽に相談してください。

　平日の8時30分～17時15分
　へきなん福祉センターあいくる
内社会福祉協議会

　弁護士と社会福祉協議会職員による出
張相談会を開催します。同一案件1回に
限り40分までです。

　市内在住の人
　各3人
　無料
　開催日1週間前までに電話又は直接

へきなん福祉センターあいくる内成年後
見支援センター

成年後見制度に関する相談会 　成年後見支援センター　 46-3701

イベント・講座
Event & Lectures

とき ところ

6月30日㈭　13時30分～16時30分 碧南南部地域包括支援センター
（結いの家ご縁内）

9月29日㈭　13時30分～16時30分 碧南社協地域包括支援センター
西端出張所（宮下住宅地内）

12月15日㈭　13時30分～16時30分 東部市民プラザ

2023年3月18日㈯　9時30分～12時30分 へきなん福祉センターあいくる
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市役所　 0566-41-3311（代表）

市長杯争奪
ママさんバレーボール大会

　スポーツ課　 48-5311
　7月17日㈰　9時～
　東部市民プラザ
　市内在住・在勤の既婚女性で構
成されるチーム

　7月6日㈬までに直接臨海体育館
内スポーツ課

　7月13日㈬19時30分より臨海体
育館で主将会議を行います。

韓国語で楽しい会話

　友好親善協会　 48-2753
　韓国語を学びたい人、会話を楽し
みたい人は是非参加してください。
初級者も歓迎します。

　7月2日～8月20日の毎週土曜日　
19時30分～21時（全8回）

　市役所　2階談話室
　呉貴子氏
　15人（先着順）
　3,200円（初回集金）
　6月1日㈬9時～24日㈮に本人が
直接地域協働課内友好親善協会

　
・2022年度友好親善協会個人会員で
　ない人は入会が必要です（個人会
　員1口1,000円／18歳以上）。
・申し込み人数が最低開講人数に満
　たない場合は開講しません。

新体操大会
初夏のステップ＆スキル・アップ会

　スポーツ課　 48-5311
　6月26日㈰　9時30分～
　臨海体育館
　市内在住・在勤・在学又は市内
クラブに所属する人
部門　個人の部、団体の部
演技時間　個人…1分～1分30秒、
団体…2分～2分30秒

　無料
　6月10日㈮までに申込用紙を直
接臨海体育館内スポーツ課

市民バドミントン選手権大会

　スポーツ課　 48-5311
　6月25日㈯　9時30分～
　臨海体育館
　市内在住・在勤・在学の人

種目　男子ダブルス、男子シングル
ス、女子ダブルス

　バドミントン協会員…700円、
一般…1,000円、学生…500円（当
日集金）

　6月5日㈰までに直接臨海体育館
内スポーツ課

らくらくソフトボール大会

　 　スポーツ課　 48-5311
　7月3日より毎週日曜日　7時～
（期間は参加チーム数により決定）

　玉津浦グラウンド
　市内在住・在勤の人（1チーム
20人以内）

　無料
　6月8日㈬までに直接臨海体育館
内スポーツ課

　6月10日㈮19時に臨海体育館で
主将会議を行います。

市民体力テスト

　スポーツ課　 48-5311
　自分の体力年齢を知ることで、生
活の改善や体力の向上に役立てませ
んか。当日受付でも参加できます。

　6月19日㈰　9時～11時30分（受
付は11時まで）

　臨海体育館
　新体力テスト（6種目）

　20歳以上　 　無料
　6月18日㈯までに電話又は直接
臨海体育館内スポーツ課

肝炎ウイルス検診
　ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して肝細胞が壊れ、肝臓の働きが悪くなる病気です。自覚症状がほと
んどないまま病気が進行していき、放置すると慢性肝炎や肝硬変、肝がんになるおそれがあります。
　肝炎ウイルスに感染しても、適切な健康管理と治療で病気の悪化を予防することができます。この機会に検診を
受けましょう。

　6月1日㈬～11月30日㈬
　指定医療機関
※詳細は保健センターに問い合わせてください。

　B型・C型肝炎検査
　40歳以上（1983年3月31日以前生まれ）の人
（過去にB型・C型肝炎の治療や検査を受けた人は除く）
受診方法　保健センターで受診券を受領後、予約の上指定医療機関

共通 握力、上体起こし、長
座体前屈

20～64歳
の人

反復横とび、シャトル
ラン、立ち幅跳び

65歳以上
の人

開眼片足立ち、10m障
害物歩行、6分間歩行

　保健センター　 48-3751
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市民病院
臨床検査技師・理学療法士

　市民病院管理課　 48-5050
　詳しくはホームページで確認又は
問い合わせてください。

看護師インターンシップ

　市民病院看護部　 48-5050
　7月25日㈪～8月10日㈬　8時30
分～15時
※体験期間は1日から数日間です。
　3日目より1時間955円の手当があ
　ります。

　市民病院
　看護学生（2年生以上）
　7月7日㈭までにホームページ

の申し込みフォーム

世界を知ろう
幸せな国 デンマーク編

　友好親善協会　 48-2753
　碧南市在住のデンマークからの留
学生のルーカス・キャスパセンさん
に話を聞きます。

　7月16日㈯　13時～14時
　市役所　2階談話室3
　15人（先着順）　
　無料
　6月1日㈬9時～7月7日㈭に本人
が直接地域協働課内友好親善協会

網戸張り講習会

　シルバー人材センター 46-3703
　6月28日㈫　13時30分～15時30
分

　ものづくりセンター
　市内在住で60歳以上の人
　10人（先着順）
　6月1日㈬より電話又は直接

俳句を作ろう！

　油ヶ淵水辺公園　 41-1515
　6月18日㈯　9時30分～11時30
分（荒天中止）

　油ヶ淵水辺公園桃の園休憩所
　山本英子氏　
　12歳以上
　10人（先着順）　 　無料
　6月5日㈰9時より電話（1回の
電話につき1人分のみ受付）

市民憲章推進協議会講演会

　地域協働課地域協働係
95-9872

　脳の仕組みを活用し、夢をかなえ
る習慣形成についての講演会です。

　6月28日㈫　15時～
　市役所　2階会議室4・5
　吉井雅之氏
（㈲シンプルタスク代表取締役）

演題　未来を担う子どもたちに　
大人たちが今できること

　20人（先着順）　 　無料
　6月1日㈬9時より電話

リサイクル講座

　リサイクルプラザ　 53-5379
　不用になった衣類などを利用して、
動物人形を作ります。

　7月6日、20日、8月3日、17日、
31日、9月14日、28日、10月12日の
水曜日　10時15分～12時15分（全8
回）

　リサイクルプラザ
　板倉佐紀子氏
　市内在住・在勤の人
　18人（先着順）　 　無料
　6月7日㈫15時～28日㈫16時に
直接

募集
Recruitment

　ゆかたの着付け、半幅帯の結び方、マナーを学
びます。

　7月9日㈯、23日㈯　
10時～11時30分（全2回）

　鷲塚公民館
　絹の会
　女性
　6人（先着順）
　500円
　6月25日㈯9時より参加費を添えて直接

　けん玉の楽しさやレベルアップする喜びを体験してみま
しょう。毎回けん玉検定を受験できます。

　6月19日、7月17日、8月7日、28日、9月18日、25
日の日曜日　10時～11時30分（全6回）

　文化会館
　三河ゆるゆるけん玉くらぶメンバー
　10人
　4,000円（けん玉代含む／初回集金）
　6月3日㈮9時より電話又は直接文化会館内生涯学習課

ホームページID

6711

　生涯学習課　 42-3511
　鷲塚公民館　 48-5412

夏のゆかた着付け教室学ぼまい生涯学習
はじめてのけん玉コース
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市役所　 0566-41-3311（代表）

6月の税金・料金

人口・世帯数
72,793人��（前月比＋37）
29,867世帯�（前月比＋102）

［2022年4月30日現在］

男性
37,413人

女性
35,380人

納期限　6月30日㈭

市県民税（普通徴収）第1期
介護保険料　第2期

市民病院 高校生1日看護体験

　市民病院看護部　 48-5050
　将来看護師を目指している人、1
日看護師になってみませんか。白衣
を着て看護師と一緒に患者さんの身
の回りの世話をします。

　8月5日㈮　10時～15時30分
　市民病院
　看護系の学校に進学希望の高校
生

　9人（応募者多数の場合は抽せ
ん）

　6月23日㈭までにホームページ
の申し込みフォーム

呈茶券裏面広告

　哲学たいけん村無我苑
41-8522

　哲学たいけん村無我苑の立礼茶席
呈茶券裏面の広告募集します。

　事業を営む団体又は個人
広告規格　縦55mm×横55mmで市
のイメージを損なわないデザインの
もの
※色は市が指定する単色です。
募集枠　2枠（応募者多数の場合は
抽せん）
広告料　1枠2万円
印刷予定枚数　2万5,000枚（約2年
分）

　6月30日㈭までに指定の申込書
を直接

寄付をいただきました

　行政課財政係　 95-9869
・愛知県中央信用組合様
・㈱オリエントコーポレーション様
・碧南ロータリークラブ様
・安面隆史様
・ガレリアフィナルテ様
・筧三千代様

まちかどサロン
指定管理者審査委員

　 　高齢介護課高齢福祉係
　　 95-9888

任期　2025年3月31日㈪まで
　以下の全てを満たす人
・市内在住の人
・指定管理者と利害関係のない人
・平日の昼間に開催する審査委員会
（7～8月開催予定）に出席できる人

　1人
　6月15日㈬までに応募用紙（高
齢介護課又はホームページで入手）
又は市販の履歴書（写真貼付）を直
接高齢介護課

由仁町派遣メンバー

　友好親善協会　 48-2753
　青年友好都市である北海道夕張郡
由仁町へ市民派遣を行い、由仁町夏
まつりで交流します。航空運賃及び
宿泊料は補助します。

　7月30日㈯～31日㈰
　18歳以上の友好親善協会個人会
員
※会員でない人は申し込みの際に会
　員登録してください。また、今後
　5年間会員登録が必要です。

　2人
　6月30日㈭17時までに申込書（地
域協働課又はホームページで入手）
を直接地域協働課内友好親善協会

児童クラブ支援員

　社会福祉協議会　 46-3702
勤務　7月21日㈭～8月31日㈬の平
日（若干の変更可）

　夏休み中の児童の健全な育成、
指導など

　高卒以上（学生可）
　20人程度
　6月17日㈮までに市販の履歴書
（写真貼付）を直接社会福祉協議会

碧南一家

未稿

市政情報
City information

ホームページID

18470

あいち電子申請・届出システムにも簡単アクセス
碧南市 LINE公式アカウント
欲しい情報を選んで受信！
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