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広報なごや

令和3年12月号

6
く ら し の ガ イ ド 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

市からのお知らせ
クリスマス･年末年始の新型コロ
ナウイルス感染症対策について
★パーティーなどに
参加するとき…マス
クの着用･大声での
会話を自粛しましょ
う｡
★初詣に行くとき…
密を避け､適切な対人距離を確保
しましょう｡
★帰省など普段会わない人と会うと
き…大人数･長時間の飲食は避け
ましょう｡
問合 防災危機管理局危機対策室
☎972-4063 FAX962-4030
年末ジャンボ宝くじの発売
1等･前後賞合わせて10億円｡1等･
前後賞合わせて5千万円の｢年末
ジャンボミニ｣も同時発売｡抽選は
12/31
（金）
期間 12/24
（金）
まで 価格 1枚300円
※売り上げの一部は市の収益とな
り､学校･公園の整備や図書館・博
物館の運営などに使われます｡
問合 財政局資金課
☎972-2308 FAX972-4107

住まい･空き家
利活用の相談

地域の困りごと解決応援助成
市有地の売り払い･貸し付け
地域の困りごとを解決するための取 一般競争入札による
り組みへ助成（3年間で上限30万円） 日程 2/4（金）開札
対象 市内に活動拠点があり､令和4
受付 12/27
（月）必着
年4月1日以降､同活動を開始･ 案内 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･財政局資産経営戦略室
拡充･継続する団体｡選考
受付 12/13
（月）～1/14（金）必着
☎972-2318 FAX972-4122
問合 市社会福祉協議会
土地･家屋の利用状況が変わると
☎911-3180 FAX917-0702
きはご連絡を
（健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2547 FAX955-3367） 固定資産税は1月1日現在の固定資
産の状況に応じて課税されます｡
不用品回収業者とのトラブルに
★土地…住宅の敷地は税負担が軽減
ご注意ください
されます｡事務所や店舗などを住
不用品回収業者が物を積み込んだ後
宅に改装した場合など､利用状況
で高額請求をするトラブルが報告さ
を変更した場合は令和4年1月20
れています｡あなたの出したものが
日（木）までにお知らせください｡
不法投棄されたり環境汚染の原因に ★家屋…建物の取り壊しや新築･増
なるおそれもあります｡ごみの廃棄
築を行った場合は令和3年12月28
は市のルールを守りましょう｡
日
（火）
までにお知らせください｡
問合 環境局廃棄物指導課
問合 土地･家屋のある区を担当する
☎972-2683 FAX972-4132
市税事務所固定資産税課

都市計画案の縦覧
①都市計画都市再生特別地区(錦三
丁目25番地区)･下水道(当知ポンプ
場)の変更､地区計画(大喜新町地区)
の決定②都市計画道路(広小路線地
下道１号線)の変更｡いずれも概要は
市ウェブサイトでも閲覧可｡期間中､
意見書の提出も受け付け
日時 12/6(月)～20(月)の開庁日､午
前8:45～正午･午後1:00～5:15
案内 市ウェブサイト
縦覧 ①住宅都市局都市計画課
･
問合 ☎972-2798 FAX972-4164
②住宅都市局街路計画課
☎972-2729 FAX972-4164

トラック･バスの買い替え補助
環境性能の良い車へ買い替える場合
に補助｡１台10～50万円
対象 幼稚園･福祉施設･中小企業など
受付 3/1(火)消印有効
案内 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･環境局大気環境対策課
☎972-2682 FAX972-4155

中小企業等経営強化法に基づく先
端設備等導入計画の認定申請受け
付け
認定後取得した対象資産の固定資産
税が3年間免除されるなどの支援制
度あり
問合 経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

ご存じですか?震災用マンホール
市内の避難所周辺
道路には､災害時に
仮設トイレを設置
できる震災用マン
ホールがあります｡
問合 上下水道局保全課
☎972-3742 FAX961-0304

無 料 相 談 窓 口
住まいの相談コーナー(中区栄三丁目)☎242-4555

看護職復職相談

★各種制度･相談窓口の案内など…午前10:00～午後7:00(木曜､第2･4
水曜日休み)
★税金､法律､登記･契約･相続､住宅取引､設計､リフォーム､分譲マンショ
ン管理､民間賃貸住宅入居に関する専門家による特別相談｡相談日はお
問い合わせください。
※ファクスでのお問い合わせは住宅都市局住宅企画課972-4172
高齢者排せつ
ケア電話相談

は い せ つ

高齢者排せつケアコールセンター☎364-8172

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡排尿･排便･介護方
法などの相談｡看護師などの専門職が対応｡対象は排せつでお悩みの高齢
者や家族など｡匿名での相談可
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局高齢福祉課955-3367
在宅歯科医療･介護連携室(南区弥次ヱ町)
在宅歯科医療相談
☎619-4188 FAX619-4189
火曜～土曜日の午前9:00～正午･午後1:00～5:00(祝休日休み)｡在宅で
の歯科検診･治療や口腔ケアに関する各種相談｡対象は市内在住の40歳
以上で､寝たきり･病気などで通院が困難な方

市政広報テレビ・ラジオ番組
テレビ番組（字幕放送あり）
メ〜テレ

日曜日 午後 10:55 ～ 11:00
（再放送 / 金曜日 午前 1:53 ～ 1:57､金曜日 午後 1:45 ～ 1:50）

交通事故相談

男性相談

問合 市長室広報課 ☎ 972-3134 FAX 972-4126

おもてなし隊なごや（出演：名古屋おもてなし武将隊）
6ch

メ〜テレ

月曜・金曜日 午前10：00ごろ～

HP zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/

12/13 南区街歩き
12/20 名古屋市立工業高等学校
12/27･1/3 放送休止
市博物館特別展｢大雅と蕪村ー文人画の
1/10
大成者｣

CBCラジオ

※1/10の放送は1/11午前10:16ごろ～

たい

が

ぶ

そん

各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。

●Nagoya

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

火曜･木曜日 午前11：28ごろ～ 水曜日 午前8：17ごろ～
金曜日 午後4：24ごろ～

火曜･木曜日は
「つボイノリオの聞けば聞くほど」
内､水曜日は
「多田しげおの気分爽快!!
～朝からP･O･N」
内､金曜日は
「ドラ魂キング」
内で放送
HP hicbc.com/radio/Nagoya ※ 12/28 ～ 1/4 は放送休止

Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and
the Nagoya International Center.
City of Nagoya website : www.city.nagoya.jp/en

月曜日 午後 6:57 ～ 7:00
（再放送 / 金曜日 午前 0:48 ～ 0:53､土曜日 午前 5:15 ～ 5:20）

名古屋市だより

月曜日は｢BRUNCH STYLE｣内､金曜日は｢FRIDAY MUSIC PUZZLE｣内で放送

●The

相談専用ダイヤル ☎050-3537-3644

水曜日の午後6:00～8:00(12/1･8･15は午後8:30まで延長)｡第4日曜日
の午前10:00～正午(祝休日休み)｡面接相談は予約制｡家族･仕事･人間関
係などの相談｡男性の相談員が対応｡対象は男性
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室
972-4206

各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイト ラジオ広報

※12/31は放送休止

市民相談室(市役所西庁舎)☎972-3162 FAX972-3164

月曜～金曜日の午前8:45～午後5:00(祝休日休み)｡交通事故の一般的な
諸問題の相談｡対象は市内在住か在勤(学)の方

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2021/

LOVE NAGOYA!

ZIP-FM 77.8MHz

認知症コールセンター☎734-7089 FAX734-7199

月曜･水曜～金曜日の午前10:00～午後4:00､火曜日の午後2:00～
8:00(祝休日休み)｡認知症の不安などの相談｡社会福祉士などの専門職･
介護経験者が対応｡対象は認知症の方や家族など

放送予定

放送予定

HP www.nagoyatv.com/koala/

NAGOYA CITY I

認知症電話相談

施設や行催事などを紹介します。

池干しで守る生態系
男女平等参画社会を目指して
もしもコロナに感染したら？
放送休止
朝ごはんを食べよう

ラジオ番組

電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～正午･午後1:00～5:15(祝休日休
み)｡面接相談は予約制｡対象は市内在住か市内で復職を希望する現在未
就業の看護師など

各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。

市政情報を分かりやすくお伝えします。
12/12
12/19
12/26
1/2
1/9

納税は便利な口座振替で
詳しくは納付書をご覧ください｡

なごやナースキャリアサポートセンター(東区葵一丁目)
☎936-4880 FAX979-4560

※都合により放送内容や放送日時が
変更になることがあります。

コアラが住む街なごや
6ch

納付をお忘れなく

固定資産税･都市計画税 第3期分
納期限は1/4
（火）

Nagoya International Center
website

International Center : ☎052-581-0100 website : www.nic-nagoya.or.jp

名古屋市広報課
フェイスブック

www.facebook.com/nagoyakoho

