広報なごや

11
●

く ら し の ガ イ ド

6
往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照

応急手当を身につけましょう

★交通事故多発！！
10月末現在で人身事故が6,716件発生
（前年同時期と比べ237件増）
12/1（水）～10
（金）は年末の交通安全市民運動期間です｡
歩行者…夕方から夜間に外出する際は､反射材や明るく目立つ色
の服を着用しましょう｡
ドライバー…12月は一年のうちで最も日没が早い時期です｡早め
のライト点灯･ハイビームの活用により､いち早く危険を発見･回
避できるようにしましょう｡
★飲酒運転は犯罪です｡12月は飲酒運転根絶強調月間
車･自転車を運転するときは次のことを徹底しましょう｡
｢運転するなら飲まない｣「飲んだら運転しない」
｢運転する人に飲酒をすすめない｣「飲んだ人に運転させない」
★自動車盗･特殊詐欺被害が多発
12/1（水）～20
（月）は年末の生活安全市民運動期間です｡
自動車盗…車両から離れるときは短時間でも鍵を
掛け､複数の盗難防止機器を組み合わせましょう｡
特殊詐欺…｢還付金があるからATMへ｣は詐欺で
す｡落ち着いて親族や警察に相談しましょう｡ま
た､犯人と会話しないよう留守番電話に設定しま
しょう｡
問合 スポーツ市民局地域安全推進課☎972-3123
FAX972-4823

令和3年12月号

無料

応急手当研修センター（昭和区御器所通）で救命講習を開催します｡救
命入門コース（①成人②小児･乳児）③普通救命Ⅰ（成人）④普通救命Ⅲ
（小児･乳児）｡
① ②

講習

③

④

日 時
1/23（日）･2/26
（土）･3/6（日）午前10:00～11:30
1/22
（土）
･2/20
（日）
･3/12
（土）
午前10:00～11:30･午後1:30～
3:00
1/4（火）
・6（木）
・7
（金）
・19
（水）
・31（月）
・2/1（火）
・4（金）
・
7（月）
・19（土）
・★21
（月）～23（水・祝）
・3/1（火）
・7（月）
・
14（月）
・23（水）～25（金）
・27（日）
・30（水）
・31（木）
午前9:00～正午
1/4（火）
・7（金）
・17（月）
・★19（水）
・31（月）
・2/1（火）
・2（水）
・
7（月）
・19（土）
・21
（月）～ 23（水・祝）
・3/1（火）
・2（水）
・
14（月）
・23（水）
・25（金）
・27（日）
・★29（火）午後1:30～4:30
1/17（月）
・21（金）
・2/2（水）
・14（月）
・3/2（水）
・29（火）午前
9:00～正午
1/6
（木）
・23
（日）
・2/8
（火）
・26
（土）
・3/6
（日）
・24
（木）
午後1:30～
4:30

対象 市内在住か在勤
（学）で①②小学4年生以上の方③④中学生以上の

方（★は女性のみ）｡

人数 先着各11人｡ただし､②は先着各8組
（子ども同伴可）
申込 ①②④12/14
（火）③12/13（月）午前8:45～電話で同センター

☎853-0099 FAX853-1682 市ウェブサイト 応急手当 検索

市立図書館からのお知らせ
★12月は10冊まで借りられます
日程 12/28
（火）まで（徳重図書館
は12/27まで）
★特別整理のため休館…鶴舞中央図
書館は12/6
（月）
～10
（金）
､南図書
館は12/13（月）
～17
（金）
問合 鶴舞中央図書館☎741-3131
（月曜日休み）FAX733-6337
冬の青少年をまもる運動
（12/11～1/10）
子どもたちの非行を防ぎ､事故や犯
罪から守るために､｢おはよう｣･｢こ
んにちは｣という声掛けや地域パト
ロールを行うなど､できることから
始めましょう｡
問合 子ども青少年局青少年家庭課
☎972-3257 FAX972-4439
｢市民の声｣を受け付けています
市政に関するご提
案･ご意見などを
ホームページ･E
メールなどで受け
付けています｡
↑ホームページ
問合 スポーツ市民
はこちら
局広聴課
☎972-3139 FAX972-3164
shimin-no-koe@sportsshimin.
city.nagoya.lg.jp

皆さんの意見を市政に

パブリックコメント

市営駐車場（久屋･大須･古沢公園）
の旧回数券の引き換え期限に
ご注意ください
市 営 駐 車 場（ 久 屋 ･ 大
須 ･ 古 沢 公 園 ）で 平 成
30年3月31日までに
販売した旧回数券は､
各駐車場の管理事務所
で､現行の回数券に引
き換えてご使用くださ
い｡
★引き換え期限は令和5年3月31日
まで。引き換え期限を過ぎた場合
は､無効となります｡
★久屋駐車場の旧回数券は､引き換
えの際､現行の回数券との差額の
支払いが必要です｡また精算機で
駐車料金280円分として使用する
ことも可能です（期限は令和5年3
月31日まで）｡
問合 住宅都市局交通施設管理課
☎972-2774 FAX972-4170
外食での｢食べきり」に
ご協力ください!
★注文は､食べきれる量にする
★料理を食べきる
★食べきれない場合は､お店に確認し
て持ち帰る
問合 環境局資源化推進室
☎972-2390 FAX972-4133

皆さまのご意見を
お寄せください

再犯防止推進計画（案）
再犯の防止等の推進に関する法律に基づき､本市の再犯の
防止等に関する施策を総合的に推進するため､計画（案）を
策定しました｡
配布 ･ 募集期間 12/17
（金）
まで
問合 スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3105 FAX972-4823
商業者等の地域貢献活動の推進に関する基本的な考え方
大型店をはじめとした商業者等による地域貢献活動の一層
の推進に向け､基本的な考え方を作成しました｡
配布 ･ 募集期間 12/20
（月）
まで
問合 経済局地域商業課☎972-2433 FAX972-4138
a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

木造住宅密集地域の各種助成制度
工事（契約）前の申請と期限までの完
了報告が必要です｡要事前相談｡対象
地域は､北･中村･瑞穂･昭和･中川･
南･守山区の各一部｡
★老朽木造住宅の除却…昭和56年
（1981年）5月31日以前に着工し
た居住用として使用している木造
住宅が対象｡最大40万円助成
★ブロック塀などの撤去…道路に面
する高さ1メートル以上のブロッ
ク塀などが対象｡最大15万円助成
★生活こみちの整備…狭あい道路沿
いの建て替えなどで生じる後退用
地が対象｡一般に通行できる通路と
するための整備費などを助成｡
問合 住宅都市局市街地整備課
☎972-2759 FAX972-4163
市納税お知らせセンター(市の業務
委託先)から電話で納付の呼び掛け
日時 12/16(木)～27(月)､月曜･金
曜～日曜日の午前9:00～午後
5:00､火曜～木曜日の正午～午
後8:00
対象 納付期限を過ぎても市民税･県
民税(普通徴収)の納付を確認で
きない方
問合 財政局収納対策課
☎972-2357 FAX972-4123

年末調整･確定申告で控除の申告を!
①国民年金②国民健康保険③後期高
齢者医療④介護保険の保険料は､全
額が｢社会保険料控除｣の対象です｡
※①は日本年金機構から送付された
｢控除証明書｣などが必要です｡
問合 ①②③区役所保険年金課･支所
区民福祉課（①の控除証明書に
ついては市内の年金事務所）④
区役所福祉課･支所区民福祉課
給与支払報告書･源泉徴収票･償却
資産申告書の提出はエルタックス
(電子申告)で!
受付 1/31(月)まで
案内 ホームページ
問合 財政局税務システム整備室
☎265-1109 FAX265-1118
HP eltax.lta.go.jp
令和4年度予算要求内容の公開･
意見募集
各局の予算要求内容を公開し､予算
編成の参考とするための意見を募集
閲覧 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
コーナー･市民情報センター（市
役所西庁舎1階）
受付 12/20
（月）必着
問合 財政局財政課
☎972-2306 FAX972-4120

計画（案）･資料などの配布･閲覧は区役所情報コーナー･市民情報セン
ター
（市役所西庁舎1階）
･市ウェブサイトでご覧いただけます｡点字版･音声
変換用テキストファイルを希望される方は問い合わせ先へご連絡ください｡
住生活基本計画2021-2030（案）及びマンション管理適正化の推進に関する
条例の制定の考え方
住生活の質の向上を目指し､多様な推進主体による住まい･まちづくりの方向
性を体系づける計画（案）を策定しました｡また､マンションの適切な管理を促
進し､良質なマンションストックや良好な居住環境の形成を図るための条例
制定に向けた考え方をまとめました｡
配布 ･ 募集期間 12/3
（金）～1/7
（金）
問合 住宅都市局住宅企画課☎972-2942 FAX972-4172
a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
市民活動促進基本方針改訂版（案）
市民活動の推進を図る方針の改訂版（案）を策定しました｡
配布 ･ 募集期間 12/24
（金）
まで
問合 市民活動推進センター☎228-8039 FAX228-8073
npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

