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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  防災に関するお知らせ　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　通電火災とは、地震発生後の停電が復旧した際に、破損
した電化製品がショートするなどして火災が発生すること
です。この通電火災を予防する感震ブレーカーのうち、分
電盤タイプと簡易タイプ（おもり式・バネ式）の設置費の補
助をします。詳しくは申請様式（防災安全課で配布、また
はホームページからダウンロード可）をご確認ください。
補助 �感震ブレーカー購入および設置費用の2分の1。分電
盤タイプは20,000円、簡易タイプは2,000円が上限

対象 �市内に現在居住、または居住しようとして
おり、住宅に感震ブレーカーを設置する人

※申請は1世帯1回1個までです。

感震ブレーカー設置補助

ホームページ

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が全国一
斉に行われます。Jアラートとは、自然災害や武力攻撃な
ど、皆さんの安全に関わる情報をいち早くお届けするため
に整備されたシステムです。訓練に伴い市内54カ所の防
災行政無線や防災ラジオ、登録型の情報配信サービス「み
よし安心ネット」を用いて情報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する
場合があります。

8月5日（水）11：00ごろ
防災行政無線などを用いた伝達訓練

定員 �抽選で分電盤タイプ30世帯、簡易タイプ50世帯
申込 �8月3日（月）～9月18日（金）に提出書類をそろえて、防
災安全課へ直接

■提出書類
　�分電盤タイプ…①印鑑、②見積書の写し、③「設置を予定
している感震ブレーカーが一般社団法人日本配線システム
工業会の感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007付2）の規
格で定める構造および機能を有する製品であることを証明
するカタログなど
　�簡易タイプ…①印鑑、②設置後の写真、③領収書の写し
※簡易タイプは設置後の申請が可能です。

分電盤タイプ

後付型	内蔵型	

簡易タイプ

おもり式	 バネ式	

　災害時要配慮者世帯の家庭における地震対策を
推進するため、タンスや冷蔵庫など家具4点までに
家具転倒防止器具の取り付けを無料で行います。
対象 	市内在住で、次のいずれかに該当する世帯
①満65歳以上の人のみで構成
②�身体障がい者手帳1級･2級､ 療育手帳A判定･B判定､ 精神
障がい者保健福祉手帳1級･2級の所持者がいる
③介護保険法に基づく要支援･要介護認定者のみで構成
④中学生以下の子どもとその母親のみで構成
※過去にこの事業を実施した世帯は対象外になります。

家具等転倒防止器具の取り付け
定員  抽選で30世帯　
費用  無料
申込 	8月3日（月）～31日（月）
に､ 申請書（防災安全課
で配布、またはホームペ
ージからダウンロード
可）に必要事項を記入し、
防災安全課へファクス、
または直接

ホームページ

登録 �スマートフォンや携帯電話で右上の二次元コー
ドを読み込み、サイトへアクセスし空メールを送
信、または{anshin-miyoshi@sg-m.jpへ空メー
ルを送信。返送されるメールの指示に従って登録

　防災や交通安全、防犯に関する情報を、
メールでお届けします。

ホームページ

安心ネットへの登録
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 避難所における新型コロナウイルス感染症対策について
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　新型コロナウイルス感染症の広がりが再び心配される状況
において、災害などが発生して避難所などの密集した環境下
での集団生活などにより、新型コロナウイルスなどの感染が
拡大するリスクが高まります。

■避難所は自宅が被災して住めなくなったり、危険
になったりしたときに避難する場所です。自宅での
安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避
難場所に行く必要はありません。

避難の検討

衛生用品の持参
　必要なものは各世帯により異なりますが、
避難をする際には、食料、飲料水、衣類な
どのほか、右記の衛生用品も可能な限り準
備してください。
※避難所には必要最低限の物資しか配備さ
れていません。 アルコール

消毒液

体温計

マスク

石鹸

ごみ袋

■「避難所」への避難以外にも、「在宅避難」、「親戚・
知人宅への避難」、「車中泊」、「テント泊」などさまざ
まな避難方法を検討してください。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者などの避難について
　新型コロナウイルス感染症に罹患した人のご家族などの濃厚接触者や、発熱・咳などの症状がある人が避難する場
合に備えて、市では専用の避難所を用意しています。濃厚接触者などが避難する際は、事前に市災害対策本部（☎
32-8046）に連絡、または広域避難場所の避難者受付において、濃厚接触者などである旨を必ず申し出ていただきま
すようお願いします。

  テレビでいいじゃん！　踊っていいじゃん！　
　観光協会　産業課内　☎34-6000　N34-4189

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、第28回三好
いいじゃんまつりが中止となったこの夏、ひまわりネッ
トワーク株式会社の特別番組として、テレビを通じたリ
モートスタイルの三好いいじゃんまつりを放送します。
　ぜひ、テレビの前で一緒にいいじゃん踊りを踊りまし
ょう！
　　　　　
　
　
8月22日（土）18：00～19：00
放送日時

放送チャンネル
ひまわり12【地上デジタル12ch】

　避難や感染予防についてあらかじめ家族などと話し合っ
ておくなど、平時の準備および災害時の対応を考えておき
ましょう。
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  ひとり親世帯臨時特別給付金の支給　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症の影響によるひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行
うため、ひとり親世帯に国制度の給付金を支給します。
対象者

給付額など

①の対象者 ②の対象者 ③の対象者

基本
給付

給付額 1世帯5万円
（第2子以降、1人につき3万円加算）

申請 不要 要

支給時期 8月末予定 審査後、速やかに支給

追加
給付

給付額 1世帯5万円

申請 要 要

支給時期 審査後、速やかに支給

申請 ホームページ

�【基本給付】①から③までのいずれかに該当する人
①令和2年6月分の児童扶養手当受給者
②�公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺
族補償など）を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手
当の支給が全額停止されている人（児童扶養手当受給資格
者として認定を受けている人だけでなく、過去に児童扶養
手当を申請していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の
支給が全額停止されたと推測される人で、平成30年収入
額が収入基準額を下回る人も対象）
③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準に
なっている人（児童扶養手当の支給が全額停止されている
人または給付金の申請期間内にひとり親になった人で、令
和2年2月以降の任意の1カ月の収入額を12倍して算出し
た収入見込額が収入基準額を下回る人）
※基本給付②または③について、対象者と生計を同一にして
いる扶養義務者などがいる場合は、その扶養義務者などの収
入（見込）額が収入基準額を下回る必要があります。
※収入基準額については、ホームページをご覧ください。
【追加給付】基本給付①または②に該当する人のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減
少した人
※生活保護を受給している人は、収入が減少した分の保護費
が増加するため、追加給付の対象となりません。

●�基本給付①に該当する人…不要（児童扶養手当の受給口
座に振り込み）
●�基本給付②もしくは③に該当する人、または追加給 付
に該当する人…�令和3年2月28日（日）までに、申請書お
　よび収入（見込）額の申立書（ホームページからダウンロ
　ード可）に必要事項を記入し、必要書類を添えて子育て
　支援課へ郵送（当日消印有効）または直接
※申請者などの年金支給額が分かる書類、任意の1カ月の
給与明細書、戸籍謄本などが必要な場合があります。
※申請時点で扶養義務者などがいる場合は、その扶養義務
者などの収入（見込）額の申立書も必要です。

給付金不支給

基本給付①

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい はい

【フローチャート】
令和2年6月分児童扶
養手当の受給資格者か

令和2年6月分児童扶養手当を受給
しているか（全部または一部支給）

公的年金などの受給により全部または一
部支給停止となることが想定されるか

基本給付②

はい

いいえ

公的年金などの受給により全
部支給停止となっているか

平成30年の収入が
収入基準額未満か

はい

はい

はい

申請時点で児童扶養
手当の受給資格者か

はい 新型コロナウイルスの影響を受け家計が
急変し、急変後1年間の収入見込みが収
入基準額未満か 基本給付③

いいえ

＋ 追加給付

いいえ

＋ 追加給付

支給対象をチェック！
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  BABY IN CAR マグネット・スウィングポップの配布　
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

　7月から、健康推進課で次の人を対象に『BABY�IN�CAR�
マグネット・スウィングポップ』を配布しています。このス
テッカーには、みよし市健康づくり大使の「キューちゃん」
と名古屋グランパスマスコットの「グランパスくん」、そし
てみよし市の特産品「柿・ナシ・ブドウ」が描かれています。
このかわいらしいデザインに、子どもたちも喜ぶこと間違
いなし！　ぜひご活用ください。

  新型コロナウイルス感染症対策支援に関する寄付
　新型コロナウイルス感染症対策支援として、マスクや消毒液などを寄贈いただきました。いただいたマスクや消毒液など
は、市民病院や学校などで感染症対策に活用させていただきました。ご支援を賜り、ありがとうございました。

■c
ク オ レ
uore

■ビジネスフロンティア協同組合
■トヨタ自動車株式会社
■�トヨタ自動車株式会社販売支援
部発売準備支援室

寄付者一覧（順不同）敬称略（7月1日時点）
■�株式会社名古屋グランパスエイト

・豊田通商株式会社
・アイシン精機株式会社
・株式会社デンソー
・トヨタ紡織株式会社

　株式会社名古屋グランパスエイトの寄付に協力した10社
・株式会社豊田自動織機
・愛知製鋼株式会社
・株式会社ジェイテクト
・トヨタ車体株式会社

・豊田合成株式会社
・株式会社東海理化

対象 ��次のいずれかに該当する人
①令和2年4月1日以降に母子手帳を配布された人
②令和2年4月1日以降に転入された妊婦の人
③パパママ教室などのイベントに参加された人
※上記対象者以外の人にも希望者には企画政策課で配布し
ています（各世帯1つまで）。

  碧海信用金庫からの寄付　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　6月24日、碧海信用金庫から創立７０周年記念事業
の一環として50万円の寄付金をいただきました。寄
付金については、市の教育施設へのコンピューター環
境整備費用に充てさせていただく予定です。

▶�（左から）今
いませ
瀬良

よしえ
江教育長、碧海信用金庫みよし支店

齋
さいとう
藤博
ひろふみ
文支店長、小

お の だ
野田賢

けんじ
治市長　

▲マグネット ▲スウィングポップ
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  現況届・所得状況届の提出　福祉課　☎32-8010　N34-3388　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　今年度は、2年ごとの国民健康保険被保険者証（保険証）
の更新時期です。現在お持ちの保険証は、有効期限（令和
2年8月31日）を過ぎると、使用できません。対象者には、
8月中旬以降に新しい保険証を郵送しますので、9月1日
からは新しい保険証を医療機関などの窓口へ提示してく
ださい。
対象 	国民健康保険に加入する被保険者
【注意事項】
●�郵便物を自宅以外へ転送している場合でも、転送先へ
は送られません。保険年金課へお問い合せください。
●�古い保険証は有効期限後にご自分で破棄してください。
●�現在、勤め先の健康保険などに加入している人で、ま
だ国民健康保険の資格喪失の手続きを済ませていない
場合は、健康保険証、国民健康保険証、認め印、「マ
イナンバーカード」または「マイナンバーの分かる書類
と身分証明書（顔写真つきのもの）」を持参して、保険
年金課で早急に手続きをしてください。
※郵送での手続きを希望する人は保険年金課へ相談して
ください。

　今回の展示では、市内で唯一古代の瓦を焼いた窯である下
り松瓦窯を中心に、西三河地域の古代瓦を展示します。これ
らの瓦は寺院を造るために焼かれたものであり、この地域に
仏教がどのように広がっていったのかを示す貴重な資料で
す。ぜひご覧ください。
日時 	8月8日（土）～9月27日（日）9：00～16：30（休館日は毎
週月曜日（8月10日、9月21日を除く）、8月11日（火）、
9月23日（水））

場所 		歴史民俗資料館　費用 	無料

対象  ①特別障がい者手当、②障がい児福祉手当、③特別
児童扶養手当、④愛知県在宅重度障がい者手当、⑤児
童扶養手当、⑥愛知県遺児手当、⑦みよし市遺児手当

申請 	①②④は8月31日（月）までに、③は9月11日（金）ま
でに福祉課へ直接または、郵送、⑤～⑦は8月31日
（月）までに子育て支援課へ直接（⑦のみの場合は郵送
可）

 国民健康保険被保険者証（保険証）の
 更新　
 保険年金課　☎32-8011　N34-3388

　次の手当を受けている人は、毎年8月に現況届や所得状況
届などの必要書類を提出し、受給を継続するための手続きが
必要です。
　手続きに関する通知を8月上旬までに郵送します。提出が
ない場合は、①から④の手当は8月分以降の手当が、⑤から
⑦の手当は11月分以降の手当が受けられなくなりますので
ご注意ください。

  特別定額給付金　企画政策課　特別定額給付金推進室　☎76-5105　N76-5021

　一人当たり一律10万円が給付される「特別定額給付金」の申請期限は8月11日
（火）（消印有効）です。申請がまだ済んでいない世帯は、期限までに申請をお願い
します。申請書が届いていない、申請書をなくしてしまった、申請して2週間以
上経っても振り込みがないなどという人は、特別定額給付金推進室までお問い合
わせください。

申請期限
令和2年8月11日

（消印有効）

 市制施行10周年記念夏季特別展
 「下

く だ

り松
ま つ

瓦
が よ う

窯と西三河の古代瓦」
 歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150
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 公開講座「みよしの生きものと生物多様性」と写真展「みよしの生きもの～昆虫 
 と鳥と植物たち～」　生涯学習推進課　☎34-3111　N34-3114

プレミアム率30％！

【公開講座】
　みよしの生き物と生物多様性についての公開講座を行い
ます。
日時 ��8月16日（日）13：30～16：00
場所 �サンライブ2階研修室兼軽運動室
定員 �先着で60人
申込 �8月1日（土）以降に生涯学習推進課へ電話、またはサン
ライブ2階総合案内へ直接　

【写真展】
　市北部、境川源流域に住む昆虫や鳥、植物など
を、たくさんの写真で紹介します。
日時 ��8月15日（土）～21日（金）9：00～21：00（8月
16日（日）・21日（金）は9：00～18：00）

場所 �サンライブ1階ギャラリー

  市制施行10周年記念プレミアム付商品券の発行　産業課　☎32-8015　N34-4189

　市制施行10周年を記念して、市内事業所で利
用できるプレミアム付商品券を20,000冊発行
し、抽選販売します。
内容 �額面総額13,000円（10,000円で販売）
対象 �市内在住・在勤・在学の人
※1人2冊までです。

申込 �8月1日（土）～10日（月）に専用はがき（広報8月号で折
り込み配布）またははがきに必要事項を記入し、みよ
し市プレミアム付商品券事務局へ郵送

※利用期間は8月31日（月）～令和3年2月28日（日）の予定
です。

ホームページ

人口�����61,130人（＋25人）

男性�����31,398人（＋14人）

女性�����29,732人（＋11人）

世帯数��24,480世帯（＋22世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和2年7月1日現在）

納税課　☎32-8051  N76-5103
　市税などの納付は便利で安心な口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関へ直接お申し込みください。市外の
本支店などで申し込む場合は納税課までご連絡ください。

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 2期�8月31日
国民健康保険税（普）、介護保険料（普）、
後期高齢者医療保険料（普）

2期�8月31日
3期�9月30日

し尿汲取り手数料 下期�9月16日
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