
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 Index交通事故で国保証を
使うときは必ず届出を

　国保年金課国保係　 95-9891
交通事故など自分以外の第三者の行
為によるけがの治療に保険証を使う
場合は、保険者への届け出が義務付
けられています。
本来、治療費は加害者が負担します
が、一時的に市が加害者に代わって
支払い、後から加害者に請求します。
ただし、加害者への請求を行うため
には被保険者から届出が必要となる
ので、保険証を使うときは必ず第三
者行為による傷病届を提出してくだ
さい。
　交通事故証明書、印鑑、国保証

11月30日（いいみらい）は年金の日

　刈谷年金事務所　 21-2110
自分の年金記録や年金見込額を確認
し、将来の生活設計を考えてみませ
んか。ねんきんネットを利用すると、
いつでも自分の年金記録を確認でき
るほか、年金記録から様々な条件を
設定した上で、年金見込額が試算で
きます。
詳しくは、日本年金機構ホームペー
ジで確認してください。

環境の状況に関する報告書の公表

　環境課環境保全係　 95-9900
令和3年度の環境調査結果をまとめ
ました。
▼大気　　　　　　　　　　　　　
市内における二酸化硫黄、二酸化窒
素、浮遊粒子状物質は、環境基準を
達成しており、経年でも数値は横ば
い傾向です。
▼水質　　　　　　　　　　　　　
市内の河川6地点、湖沼（油ヶ淵）と
海域（衣浦港南部2地点）で測定して
います。
市内の河川6地点の生物化学的酸素
要求量（BOD）は環境基準を全て達
成しています。油ヶ淵は化学的酸素
要求量（COD）の環境基準を達成で
きませんでした。衣浦港南部2地点
はCODの環境基準を達成していま
す。
環境基準を達成していない油ヶ淵は、
今後より一層水質浄化の取り組みに
努めます。
▼騒音　　　　　　　　　　　　　
市内における騒音調査結果は、全般
的に環境基準を達成しています。

日曜市役所臨時休業

　 　市民課市民係　 95-9881
　　　税務課管理係　 95-9876

市内全出張所も休業日のため、窓口
で証明の取得ができません。住民票
・印鑑証明・戸籍謄本は、マイナン
バーカードを使って、便利なコンビ
ニ交付サービスを利用してください。
　11月27日㈰

後期ごみ特別搬入受付

　環境課ごみ減量係　 95-9899
平日にごみが排出できない人や、一
時的にごみが多量に出た人のため設
けられています。できる限り地区の
ステーションへ排出してください。
　11月20日㈰、12月29日㈭※、

1月15日㈰、3月19日㈰　8時30分～
11時30分
※13時～16時30分受付可
　クリーンセンター衣浦

くらし
Life & Support

　�県内在住の母子家庭の母又は
　　父子家庭の父及び寡婦で全日
　　程参加できる人
　無料

　　（教材費のみ自己負担あり）
　11月21日㈪までに電話又は

　　直接こども課

日程 　こども課育成支援係　 95-9886

母子家庭等就業支援講習会受講者募集

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▷

内容 とき ところ
仕事に役立つパソ
コン講習

2月18日～3月18日の土曜日
10時～15時40分

ヒューマンアカデミー
（名古屋市）

調剤薬局事務講習
（豊橋会場）

1月28日～3月18日の土曜日
10時～15時40分

中部コンピューター・パティ
シエ専門学校（豊橋市）

調剤薬局事務講習
（一宮会場）

1月18日～3月1日の水曜日
10時～15時40分 ニチイ名古屋校　一宮教室

福祉用具専門相談
員研修

1月10日～2月21日の火曜日
9時～18時

未来ケアカレッジ
（名古屋駅前校）
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市役所　 0566-41-3311（代表）

民法の改正により2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられま
した。市では、「成人式」から「二十歳を祝う会」に名称を改め、対象年齢を20歳
として開催し、案内状を12月上旬に発送します。
※新型コロナの拡大状況により、開催方法を変更する場合があります。

　2023年1月8日㈰　①13時～（受付12時～）②15時～（受付14時～）
　文化会館
　2002年4月2日～2003年4月1日生まれの人

①新川、中央、西端の各中学校を卒業した人又は当該中学校区に住んでいる人
②南、東の各中学校を卒業した人又は当該中学校区に住んでいる人
※学校や職場の関係で市外在住の人が、碧南市での参加を希望する場合は、生
　涯学習課へ連絡してください。ホームページからも申請できます。

　生涯学習課　 42-3511
二十歳という人生の節目　二十歳を祝う会

11月11日～17日は
税を考える週間

　　 　刈谷税務署　 21-6211
国税庁では、租税の役割や税務行政
に対する理解を深めてもらうため、
様々な情報を提供しています。くら
しを支える税について、この機会に
考えてみてください。詳しくは国税
庁ホームページを確認してください。
▼電話相談センター　　　　　　　
受付時間　8時30分～17時（土・日
曜日、祝日、年末年始を除く）
方法　　
①刈谷税務署へ電話する
②自動音声案内で1を押す
③自動音声に従って、相談したい内
　容の番号を選択する
▼インターネット上の税務相談室　
　「タックスアンサー」　　　　　　
国税庁のホームページで、よくある
税に関する質問に対する回答を掲載
しています。

▼税に関する習字展　　　　　　　
小学5・6年生を対象に募集した作品
を展示します。
　①11月11日㈮～17日㈭

　　②11月19日㈯～30日㈬
　①文化会館

　　②ドン・キホーテUNY碧南店
　碧南商工会議所　 41-1100

11月は放置自転車
クリーンキャンペーン月間

　地域協働課交通防犯係
　　　　　　　　 95-9873

県内一斉に放置自転車の撤去や広報
啓発活動などが重点的に実施されま
す。
市では、駅の市営駐輪場に長期間放
置されている自転車の撤去を行いま
す。自分の自転車は責任をもって管
理し、放置するのは絶対にやめまし
ょう。また、盗難防止のため自転車
はきちんと駐輪場に止めて、二重ロ
ックを心がけましょう。

災害時に井戸水を提供します

　防災課地域防災係　 95-9875
災害の発生により水道
水が使えなくなったと
きに、生活用水として
井戸水を分けてくれる
井戸水提供の家が、市
内には約200軒ありま
す。指定された家の玄
関などには、紫色のプ
レートを掲示しています。
▼井戸水提供の家を募集します　　
井戸水を提供していただける家を募
集します。応募後に水質検査を行い、
適合の場合は提供の家に指定します。
協力いただける人は、12月15日㈭ま
でに防災課窓口へお願いします。

11月は子ども・若者育成支援
県民運動の強調月間

　生涯学習課　 42-3511
地域の大人が中心となり、子どもを
しっかり支えましょう。大人が背中
で子どもに熱く語り、まなざしで子
どもを温かく包むのはもちろん大切
ですが、愛の一声をはっきり言葉に
して積極的に伝えましょう。
家庭で「おはよう」「こんにちは」
「おかえり」など声をかけ合い、近
所や地域でのあいさつにつなげてい
きましょう。子どもは、大人からの
温かい愛の一声を待っています。
▼スローガン　　　　　　　　　　
育てよう　自分に勝てる子　負けな
い子

女性の人権ホットライン強化週間

　　　 　名古屋法務局人権擁護部
052-952-8111

ＤＶ、セクハラ、ストーカー行為と
いった女性に関する人権問題につい
て、相談時間を延長し土・日曜日、
祝日も電話相談に応じます。
秘密は厳守します。気軽に相談して
ください。
　11月18日㈮～24日㈭　8時30

分～19時（土・日曜日、祝日は10時
～17時）
相談員　人権擁護委員及び法務局職
員
相談専用電話　 0570-070-810
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パパママ教室

　　 　保健センター　 48-3751
　12月11日㈰　9時30分～12時
　保健センター
　勝浦眞仁氏（桜花学園大学保育

学部教授）
　・講演「私たちの物語のはじま

　　　り～育てられる者から育てる
　　　者へ～」
　　・赤ちゃんとの暮らしについて
　　　の話、オムツ交換・抱っこの
　　　仕方、赤ちゃんの泣きについ
　　　ての体験・対処方法・意見交
　　　換など
　妊婦と家族
　15組（先着順）　 　無料
　12月9日㈮までに電話

障がい者のつどい

　心身障害者福祉センター
48-1720　 42-5337

　12月3日㈯　10時～12時
　へきなん福祉センターあいくる
　市内在住・在学・在勤で障害者

手帳を持っている人
　新成人のお祝い、アトラクショ

ンなど

労働講座

　県西三河県民事務所産業労働課
　 0564-27-2782

副業・兼業の促進及び企業のハラス
メント防止対策について学びます。

　11月21日㈪　13時30分～16時
30分

　碧南商工会議所
　①小田秀樹氏（刈谷労働基準監

督署副署長）②山本祐子氏（特定社
会保険労務士）
　①副業・兼業の促進について②

職場のハラスメント防止対策につい
て
　中小企業の事業主、人事労務担

当者、一般勤労者
　20人（先着順）
　無料
　11月16日㈬までに県ホームペー

ジ

労働問題で困っている人へ
労働相談を利用してください

　 　西三河県民事務所産業労働課
　　 0564-27-2782

相談内容　解雇、賃金、退職金、労
働時間、労働条件など労働問題全般
相談方法　直接又は専用電話
（ 0564-26-6100）
相談時間　9時～17時30分（土・日
曜日、祝日、年末年始は除く）

11月は労働保険適用促進強化期間

　愛知労働局労働保険適用・事務
　　組合課　 052-219-5503
　　ハローワーク碧南　 41-0327
労働保険とは、労災保険と雇用保険
を総称した言葉です。雇用形態に関
わらず、一人でも雇っている場合、
事業主は労働保険の手続きを行う義
務があります。
電子申請での手続き、口座振替納付
が便利です。電子申請は24時間365
日いつでもできます。詳しくは、愛
知労働局のホームページ又はハロー
ワークに相談してください。

県最低賃金

　 　刈谷労働基準監督署
　　　 21-4885

県最低賃金が10月1日より時間額986
円に改定されました（現行955円か
ら31円アップ）。
県内の事業所で働く常用、臨時、パ
ートなど全ての労働者に適用されま
す。賃金が時間給以外で定められて
いる場合（月給・日給など）、賃金を
1時間当たりの金額に換算して時間
額986円と比較します。

健康・福祉
Health & Welfare

スマートフォンは持っているけれど使い方がよく分からない、もっと役に立つ使い方を知りたいという高齢者のため
の教室です。スマートフォンならではの機能を体験し、活用の第一歩にしてみませんか。
日程（全2回／いずれも13時30分～15時30分）

　市役所　2階会議室4・5
　65歳以上のスマートフォン利

用者
　スマートフォン・筆記用具

※データ通信は利用者負担です。
　15人（先着順）　 　無料
　11月4日㈮より電話又は直接

　高齢介護課地域支援係　 95-9890
高齢者のためのスマートフォン教室

とき 内容

11月
24日㈭

・スマートフォンに関する基本知識 
・操作方法（電源の入れ方、ボタン操作の仕方、電話のかけ方、カ
　メラの使い方、インターネットの使い方）

11月
25日㈮

・スマートフォンの操作方法（メールの使い方、アプリの追加方法、
　マップの使い方、アプリ（防災アプリ・介護予防アプリ・Zoom
　など）の使い方・便利な活用方法、SNS（主にLINE）の使い方） 
・高齢者が巻き込まれがちなトラブルや対応について
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市役所　 0566-41-3311（代表）

生涯学習文化講座
はじめてのローズウィンドウ講座

　生涯学習課　 42-3511
ローズウィンドウは、色の薄紙を重
ねて作るステンドグラスです。

　11月18日㈮
　　13時30分～15時30分
　文化会館
　橋詰真子氏
　10人（先着順）
　2,000円

（材料費含む／当日集金）
　11月2日㈬9時より電話又は直接

文化会館内生涯学習課

ものづくりセンター�12月の教室

　　 　ものづくりセンター
　　　　 43-5031

▼女性のための木工教室　　　　　
　見せるアウトドアテーブル　　　
　12月4日㈰　9時～12時
　県建設組合連合碧南支部青年部
　2,000円
▼女性工作教室　お正月飾り　　　
　12月18日㈰　9時～12時
　500円
【全共通】
　ものづくりセンター
　18歳以上の女性
　各10人（先着順）
　10月28日㈮9時より参加費を添

えて直接

市成年後見支援センター講演会

　社会福祉協議会　 46-3701
成年後見制度について、漫才を交え
ながら楽しく分かりやすく学べます。
　11月30日㈬　13時30分～15時
　へきなん福祉センターあいくる
　青空一風、千風氏
演題　漫才で学ぶ成年後見制度
～実は、市民後見人やってます！～
　100人　 　無料
　不要
　ライブ配信希望の人は11月22

日㈫までにメール（ chiikifukushi@
hekinan-shakyo.jp）で事前に申し込
みが必要です。

市消防団消防操法大会

　防災課地域防災係　 95-9875
　11月13日㈰　8時～
　碧南消防署

ワールドカップ水族館

　海浜水族館　 48-3761
サッカー場を模した水槽を整備し、
青い日本代表ユニフォームのルリス
ズメダイを展示します。
　11月1日㈫～12月18日㈰
　海浜水族館

ODOROMAI～洋舞発表会～

　生涯学習課　 42-3511
ジャズダンスやヒップホップ、チア
ダンス、フラダンスなど様々なダン
スを楽しんでください。
　12月4日㈰　午前の部…10時～

（開場9時30分～）、午後の部…14
時～（開場13時30分～）
　文化会館　 　無料

西端公民館まつり

　 　農業者コミュニティセンター
　 42-5888

作品展、芸能発表会、炊き出し訓練、
防災PR、商店街バザー、子ども広場
などを行います。
　11月19日㈯　9時～21時、20日

㈰　10時～14時
※19日㈯は作品展のみです。
　農業者コミュニティセンター

東部市民プラザ
陶芸教室�特別講演

　東部市民プラザ　 46-1188
　11月17日㈭　10時～11時
　東部市民プラザ
　赤羽一郎氏

（名古屋市博物館資料委員)
演題　やきものと自動車
～安全・快適な運転の秘密～
　10人　 　無料
　11月2日㈬9時より電話

おとう飯とは、男性が家族のため作る手軽でおいしい料理のことです。男性の
料理を通じた家事への参画促進を目的とする「“おとう飯”はじめよう」キャン
ペーンの一環として、へきなんの特産物であるニンジンを使い、子どもも手伝
える簡単な料理を作ります。

　地域協働課地域協働係　 95-9872

一緒に料理を作ろう！
父と子の料理教室

イベント・講座
Event & Lectures

　12月17日㈯　10時～13時　 　文化会館
　杉浦千秋氏

（JAあいち中央碧南人参部会長）
　にんじんカルボナーラ、にんじんゼリー
　小学生以下の子と保護者
　8組（1組2人まで／先着順）

　500円
（お土産付き／当日集金）
　11月1日㈫よりに電話、FAX

（ 41-5412）又はメール
（ tiikika@city.hekinan.lg.jp）で
地域協働課 △にんじんカルボナーラ
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市民協働講演会

　　　　 　地域協働課地域協働係
　　　　　　　　　　 95-9872
　12月10日㈯　14時～16時
　市役所　2階会議室4・5
　岩崎恭典氏（四日市大学学長）
　50人（先着順）　 　無料
　電話又は直接

大人のための干支の人形作り教室

　図書館中部分館　 41-1980
　12月3日㈯、11日㈰　10時～

12時（全2回）
　図書館中部分館　
　中学生以上　 　10人（先着順）
　200円（材料費含む）
　11月12日㈯9時より電話又は直

接

自衛官など

　　　　 　自衛隊安城募集案内所
　　　　　　　　　　 74-6894
自衛官候補生、陸上自衛隊高等工科
学校生徒の募集をしています。詳し
くは、ホームページで確認してくだ
さい。

ソフトミニバレーボール大会

　南部市民プラザ　 42-8211
　12月11日㈰　9時～
　南部市民プラザ　
　市内在住・在勤・在学の人で構

成する4～6人のチーム
部門　・レディース（女子）の部
　　　・トリム（男女混合）の部
　　　・Ⅰ部（男性2人、女性2人）
　　　・Ⅱ部（男性1人、女性3人）
　11月19日㈯までに電話又は直接
　組み合せ抽せん会及び事前練習

会を11月30日㈬19時より行います。

障子・襖
ふすま

張り講習会

　　　　 　シルバー人材センター
　　　　　　　　　　　 46-3703
日程
（いずれも13時30分～15時30分）

　ものづくりセンター
　市内在住でおおむね60歳以上の

人
　各10人（先着順）　 　無料
　11月1日㈫より電話又は直接シ

ルバー人材センター

イルミネーション点灯期間

　 　きらきらウォーク実行委員会
　　 090-8950-4840

　11月29日㈫～1月9日㈪　17時
～23時
　水門橋～久沓公園（約1.7km）
　12月17日㈯17時～21時に、き

らきらウォークを開催します。

クリスマスツリー作り講座

　リサイクルプラザ　 53-5379
　12月11日㈰　10時15分～12時

15分
　リサイクルプラザ
　松村満美子氏
　市内在住・在勤の人
　18人（先着順）
　1,000円（材料が必要な人のみ）
　11月11日㈮15時～12月4日㈰

16時に直接
　未就学児は保護者同伴

クリスマスリース作り

　鷲塚公民館　 48-5412
　12月4日㈰　10時～11時30分、

14時～15時30分
　鷲塚公民館
　松村まみこ氏
　各8人（先着順）
　3,300円（材料費含む）
　11月20日㈰9時より参加費を添

えて直接

募集
Recruitment

健康増進の秋、あたたかい温水プールで運動不足や
ストレスを解消しましょう。専門コーチが指導しま
すので、初心者でも安心して参加できます。

　サン・ビレッジ衣浦
　ヨガのみ15歳以上（中学生を除く）
　ヨガのみ18人
　入場料のみ必要　 　電話又は直接
　ヨガのワンポイントレッスン中は、卓球設備の

利用ができません。

日程

　サン・ビレッジ衣浦
　 41-2655

サン・ビレッジ衣浦ワンポイントレッスン

内容 とき
障子張り講習会 12月6日㈫
襖張り講習会 12月7日㈬

内容 とき
水中ウォーキング 第1水曜日　14時～14時30分
ポールエクササイズ 第1、3木曜日　19時～19時30分
アクアビクス 第2、4木曜日　19時～19時30分
ハタヨガ 第2、4水曜日　19時～20時
リラックスヨガ 第3、5水曜日　19時～20時
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市役所　 0566-41-3311（代表）

へきなん優良みやげ推奨品

　碧南商工会議所　 41-1100
応募資格　市内に事業所を有し、優
良みやげ品となる商品を製造又は販
売していること
対象商品　みやげ品全般（食品、菓
子、醸造品、鋳造品、陶磁器、繊維
製品、彫塑品、木彫品、民芸品、工
芸品など）
審査料　1点2,000円
　12月9日㈮までに申請書と審査

料を添えて直接

寄付をいただきました

　行政課財政係　 95-9869
・匿名希望　1件
・アリビオ衣浦寮生会様
・㈱出雲殿互助会愛知法人様

岡崎城下家康公秋まつり

　　　　　　 　岡崎市商工労政課
　　　　　　　 0564-23-6210
商工フェア、ストーンフェスタ岡崎、
農林業祭、おとがわびより2022秋な
どを行います。
　11月5日㈯・6日㈰　10時～16

時
　殿橋下流乙川河川敷、桜城橋ほ

か（岡崎市）

産業フェスタみよし2022

　緑と花のセンター
0561-34-6111

農工商業者が一堂に会し、地場物産
のPRやイベントを行います。
　11月6日㈰　9時20分～14時
　さんさんの郷（みよし市）

市民病院会計年度任用職員
産休育休代替管理栄養士

　　　　 　市民病院管理課総務係
　　　　　　　　　　 48-5050
業務内容　管理栄養士業務
募集人員　1人
応募資格　管理栄養士免許を取得し
ている人
勤務開始日　12月19日㈪
勤務　月～金曜日（祝日を除く）
8時30分～17時
面接日　11月24日㈭

　11月18日㈮までに市販の履歴書
（写真貼付）を市民病院管理課

市環境審議会委員

　環境課環境保全係　 95-9900
市では、環境保全に関する事項を調
査・審議するため、有識者、諸団体
を代表する者などを委員とした市環
境審議会を組織しています。市民の
皆さんから広く意見や提言をいただ
くため、審議会委員を公募します。
任期　2年（12月1日㈭～2024年11
月30日㈯）
　以下の全てを満たす人

・市内在住の人
・11月1日現在で18歳以上の人
・国及び地方公共団体の議員又は常
　勤の公務員でない人
・平日昼間に開催する審議会に出席
　できる人
　1人（書類審査あり）
報酬　審議会への出席ごとに日額
7,000円
　11月2日㈬～16日㈬に応募用紙

（環境課又は市ホームページで入手）
を郵送（〒447-8601松本町28）、メ
ール（ kankyoka@city.hekinan.lg.
jp）又は直接

11月の税金・料金

人口・世帯数
72,756人  （前月比△ 7）
29,947世帯 （前月比＋12）

［2022年9月30日現在］

男性
37,379人

女性
35,377人

納期限　11月30日㈬

国民健康保険税　第5期
後期高齢者医療保険料　第5期

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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