令和 3 年（2021 年）11 月 10 日号

環境対策室

意見

東山墓園合葬式墓所の申込を開始しました

63‐7492

合葬式墓所は、埋葬・納骨後、お墓の維持管理や継承をしていく必要がないので、

申 込

▶親族などの焼骨を所持し、埋蔵しようとする人

申請書に添付書類を添えて、市役所 4 階 環

▶ご自身の焼骨を埋蔵するために生前に使用許

境対策室の窓口へ。詳しくは問合せ先へ

可を受けようとする人（ご自身の焼骨を納骨し

◎一般墓所の貸付申込も 11 月 26 日 まで

ていただく人がいる場合に限る）

受付中。詳しくは、市 HP、広報なばり 9

▶合葬式墓所に改葬しようとする人

ばりっ子すくすく計画
（第 5 次）
計画期間 令和 4 年度〜 6 年度

「名張市子ども条例」に基づく子どもの健全
育成の基本計画です。

月 25 日 号

使用料

素案と募集要領などは、11 月 18 日
以降に市 HP、市役所 1 階案内、子ども家庭室、
市民センターなどでご覧いただけます。

をご覧くだ
さい。

▶合葬室一体につき 55,000 円
▶記名板一枚につき 33,000 円（希望制）

障害者アグリ就労推進研修会

日時 令和4年1月9日

午後1時30分〜5時

「パブコメ」って何？「計画」って難しそう・・・
「パブ

計
計画の素案を、動画で
簡
簡潔に分かりやすく
ご
ご紹介します！

午後1時〜1時50分

（午後0時15分から受付）

場所 アスピア（南町）
対象 農業・障害福祉・教育・企業関係者、

場所 マツヤマSSKアリーナ（夏見）

または関心のある一般の人

対象 11月30日現在、名張市に住民登録がある

子ども家庭室

平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれの人

内容 ▼基調講演 榊 原 典俊さん（社会福祉法

がきを送付します。

▼事例報告 笠井 博政さん（OKB農林研究所

◎就職や就学で市外に住民登録をしている人で、

所長）
定員 50人 ※先着順。参加無料
◎要申込。詳しくは、市 HP または問
合せ先へ
市障害者人材センター
63‐7591
63‐4629
shogai@city.nabari.mie.jp

（一財）自治総合センターの

名張市の成人式への出席を希望する人は、12月

一般コミュニティ助成事業

3日 までに電話で問合せ先へ(平日午前8時30

を活用して、滝之原区がコ

分〜午後5時15分)

ミュニティ活動備品（祭用

文化生涯学習室

品）を整備しました。

63‐7892

地域経営室

対象 三重県後期高齢者医療被保険者で本市に住

講演会「遊びのアレンジ力を身につけよう」
午後1時30分〜3時

場所 防災センター（鴻之台1）

所のある令和 3 年 3 月 31 日現在で 76 歳の人

申込 11月10日 〜30日 までに、

受診期間 12 月 1 日 〜令和 4 年 2 月 28 日

直接または電話で問合せ先へ

定員 20人 ※先着順。参加無料

こども支援センターかがやき

野焼きは禁止されています！

63‐7484

76 歳歯科健康診査のお知らせ

保育士、幼稚園教諭、子育て支援者 対象
日時 1
12
2月2日

63‐7594

宝くじ助成でまちづくり
備品を整備しました

◎対象者には、12月中旬に、入場券を兼ねた案内は

人 青葉仁会 理事長）

そん
あなた な
に！

11 月 18 日公開

新成人の皆さんへ
1 月 9 日は「成人式」

農業分野での障害者雇用を目指す

日時 12月21日

意見募集期間 11 月 18 日 〜 12 月 17 日

素案

対 象

あなたの声を計画に反映！
ご意見を募集します

パブリックコメント

後継者にお悩みの人でも安心してご利用いただけます。宗旨・宗派は問いません。
申請書は
こちらから

12

年金通信

◎対象者には、11 月中旬に無料受診券を送付

67 - 0250

保険年金室

63‐7105

国民年金機構 ねんきん加入者ダイヤル
0570‐003‐004（ナビダイヤル） 03‐6630‐2525（一般電話）

ごみだけでなく庭のせん定枝
や草などを焼却することも禁止
されています。農作業に伴う焼却

11月に社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が届きます

など一部認められている野焼き

国民年金保険料は、納付額全額が所得税と住

付済額や見込額以上に、追納や前納などの制度

についても、煙や臭いなどの苦情

民税の社会保険料控除の対象です。令和3年1月

を活用し追加で保険料を納付された場合は、そ

が多数寄せられていますので、火災防止や周

1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納

の領収証書も申告書に添付すれば、それらを合

辺への配慮をお願いします。

付した人は、「社会保険料（国民年金保険料）

わせた額が社会保険料控除の対象となります。

主な苦情

▶洗濯物が干せない
▶窓を開けられない
▶火事になりそうで怖い

環境対策室

日時

11月15日

午前10時〜

自衛官募集 募集職種

れます。年末調整や確定申告の際に、この証明

に今年初めて国民年金保険料を納付された人は、

書（または領収証書）を添付してください。

令和4年2月上旬に送付されます。

料（国民年金保険料）控除証明書」に記載の納

医療福祉総務室
63‐3913

午後0時30分、午後2時〜4時
場所 市役所1階大会議室
内容 一般献血（400ml）

なお、令和3年10月1日から12月31日までの間

また、10月以降12月31日までに「社会保険

63‐7492

11月の献血

控除証明書」が11月に日本年金機構から送付さ

ケンコー !
マイレージ対象

年金相談

年金を受給されている人の「令和3年分源泉徴
収票」は令和4年1月に送付されます。

※事前に予約が必要です。基礎年金番号が分かるものをご準備ください。

■ アスピア(南町)
日時 12月14日
午前10時〜午後3時
◎予約は開催日の4週間前から1週間前まで
津年金事務所お客様相談室
059‐228‐9112

■ 津年金事務所(津市桜橋)
日時 平日 午前8時30分〜午後5時15分(週初め
は午後7時)、第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
全国年金事務所予約受付専用電話
0570‐05‐4890
03‐6631‐7521

▼陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦、一般） ▼貸費学生（技術） ▼自衛官候補生

◎受付期限や年齢要件など、詳しくは、問合せ先へ

自衛隊伊賀地域事務所

21‐6720

