消防団年末警戒
安心安全課 防災係
（☎ ０１６０）

27

30

車両通行規制時間帯変更の
お知らせ
安心安全課 防犯交通係
（☎ ０１１５）
安城警察署（☎０５６６ ０１１０）

知立小学校区の車両通行規制時間
帯が 月 日㈪から変更になります。
車両通行規制時間は
［変更前］
午前７時～９時、午後１時～４時
［変更後］
午前７時～８時 分、午後２時 分
～４時と短縮されます。
※土・日曜日、祝日は全ての時間帯
において規制解除となります
※車両通行規制区域については、市
ホームページをご覧ください。

まちづくり課 区画整理係
（☎ ０１３０）

知立山土地区画整理事業変
更事業計画が縦覧できます

30

15

４階 土・日曜日および祝日は北玄
関宿直室）

古紙類の出し方について

環境課 ごみ減量係（☎ ０１２６）

不燃物処理場に古紙類を持ち込む
ときに、水などで濡れているとカビ
の発生や異臭の原因となりますので
乾かしてから持ち込んでいただくよ
うお願いします。

ハ ナ ガ メ・ タ イ ワ ン ハ ナ ガ
メを飼っていませんか

環境課 環境保全係（☎ ０１５４）
中部地方環境事務所 野生生物課
（☎
 ０５２ ２１３９）

野 焼 き（ 野 外 焼 却 ） 行 為 の
禁止について

最近、野焼き（野外焼却）行為に
ついて「部屋に煙が入り、窓が開け
られない」、「洗濯物に臭いがつく」
などの問合せが多く寄せられます。
野焼き行為は「廃棄物の処理および
清掃に関する法律」で禁止されてい
ます。違反した場合は、同法律で５
年以下の懲役または、１千万円以下
の罰金に科せられることがあります。
※農業を営むためにやむを得ない作
物残さ等の焼却行為は、例外的な
行為に位置づけられますが、大量
の煙や臭いが発生し、悪臭や煙害
などで近隣住民に迷惑となる場合
は、指導の対象となりますので、
天候、風向き、時間帯など十分に
注意を払ってください。

環境課 環境保全係（☎ ０１５４）

（95）

施設メンテナンスのため、次の期間
休館します。
▶平成29月1月8日㈰～31日㈫
※2月1日㈬から通常どおり開館いたし
ます。
▶問合せ ウォーターパレス KC
（☎24-6261）

（76）
（95）

（95）

12

ミニバスは12月31日㈯まで運行していますので
ご利用ください。
なお、12月29日㈭〜31日㈯は運行便数が通常
よりも少なくなりますのでご注意ください。
各コースの運行は、ミニバスガイドやホームペー
ジ等でご確認ください。
○平成29年1月1日㈷〜3日㈫は運休です。
▶問合せ まちづくり課 まちづくり推進係
（☎95-0158）

（95）

今、飼っているハナガメを飼い続
けるためには、許可申請手続きが必
要になります。
この亀は、外来生物法に基づく規
制の対象（特定外来生物）となり、
月から、飼養（飼育）には許可が
必要です。許可を受ければ飼い続け
ることができます。寿命を迎えるま
で大切に飼ってください。
▼許可手続き 平成 年３月までに
中部地方環境事務所へ申請書に必要
事項を記入のうえ、必要書類を添付
して郵送してください。
※申請書類は環境省のウェブサイト
からダウンロードできます。

ウォーターパレス KC
臨時休館のお知らせ

30

30 29

（955） （95）

29

26

31

知立山土地区画整理事業の変更事
業計画を縦覧します。
この変更事業計画で都市計画にお
いて定められた事項以外の事項につ
いて、意見のある利害関係者は、平
成 年１月 日㈫までに愛知県知事
に意見書を提出することができます。
▼縦覧期間 平成 年１月４日㈬～
日㈫ 午前８時 分～午後５時
分
▼縦覧場所 まちづくり課（市役所

10

12

29

17

（95）

火災予防と放火等の犯罪を防止す
るため、知立市消防団による年末警
戒を行います。
警戒中は、消防ポンプ車のスピー
カーで、火災予防を呼びかける広報
活動を行いますが、ご理解とご協力
をお願いします。
▼とき
月 日㈫～ 日㈮ 午後
９時～午前１時
▼ところ 市内全域

「ミニバス」年末年始運行のご案内

8

2016.12.16
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警察功労
宏二 氏（南新地）

○コンテスト結果（敬称略）
▼最優秀賞 相川弘
▼優秀賞 匿名希望
▼努力賞 遠藤建華、三浦直子、大
西秀一、杉浦五一、柴田湊、他３人
今回も次の事業者（店舗）様から、
昨年度分のレジ袋収益金をご寄付い
ただきました。これらの収益金は、
引き続き環境保全・環境教育事業に
活用します。ご寄付をいただきまし
た事業者様には、厚くお礼を申し上
げます。
▼平成 年度レ
ジ袋収益金の寄
付（敬称略）
ユニー株式会社
（アピタ知立店、 
ピアゴ知立店）
万１千 円

３Ｒ促進ポスターコンクー
ルの結果が発表されました

今回３Ｒポスターコンクールには
市内の小中学生から 人の応募があ
りました。ご協力ありがとうござい
ました。次回以降の参加もよろしく
お願いします。

髙木栄生さんの作品

緑のカーテンコンテスト
結果発表

叙勲受章者が11月3日付けで発令されました。
受章おめでとうございます。

27

環境課 ごみ減量係（☎ ０１２６）

353

（95）

環境課 ごみ減量係
（☎ ０１２６）
市では、レジ袋削減推進に取組む
ため、市内の販売店にご協力いただ
き、レジ袋削減取組協力店としてレ
ジ袋の有料販売を実施しています。
その収益（レジ袋販売金額とレジ袋
原価の差益）は、市へ寄付され、環
境保全事業や環境教育事業に役立っ
ています。
今夏もこの収益金を活用し、各ご
家庭で節電や省エネに効果があると
いわれている緑のカーテンを作製し
ていただく「緑のカーテンコンテス
ト」を実施しました。

危険業務従事者叙勲受章者

おいて子どもから高齢者までが利用
する最も身近な公共施設の一つであ
り、また市民の共有の財産でもあり
ます。道路を常に良好な状態に保つ
ためには地域の皆さんの積極的なご
協力が必要です。
市ではより良い交通環境の実現の
ために、道路の清掃ボランティア団
体（道路愛護会）を募集しています。
○道路愛護会設立の条件
・活動区域 ｍ以上
・構成員５人以上の団体であること
▼活動内容
市が管理する道路で以下の活動を
行っていただけること。
・道路および側溝の清掃（月１回以
上）
・除草および樹木の剪定（年２回以
上）
・樹木の水やり（随時）
・路面、側溝、照明等の施設点検（随
時）

知立なかよし保育園の縮小
について

100

子ども課 保育係 （☎ ０１２１）

平成 年度から、知立なかよし保
育園は現在の保育所を縮小し、３～
５歳児の受入れを終了します。
知立なかよし保育園へ入所申込さ
れる場合はご了承ください。

2016.12.16

9

（95）

（95）

中島理久さんの作品

アブリゴ チャームさんの作品

46

３Ｒ（廃棄物の発生抑制（リデュー
ス）、再使用（リユース）、再利用（リ
サイクル）を啓発・促進するために
３Ｒ促進ポスターコンクールが今
夏、環境省で開催され、小学生高学
年の部で八ツ田小学校５年生の髙木
道 路 清 掃 ボ ラ ン テ ィ ア（ 道
栄生さん、知立南小学校６年生の中
路愛護会）募集
島理久さん、中学生の部で知立南中
学校３年生アブリゴ チャームさん
土木課 道路工務係（☎ ０１２７）
の３人の作品が佳作入賞されました。 
おめでとうございます。
道路は、通勤や通学、日常生活に

33

秘書広報係（☎95-0112）
▶問合せ 協働推進課

905

（95）

瑞宝双光章

髙木

TEL 0566−83−1111（代表）
FAX 0566−83−1141
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp
※問合せは知立市役所

市政トピックス

の減免、児童扶養手当の支給世帯等
の一定基準を満たしているか、家計
が生活保護に準ずる程度困窮してい
ると教育委員会で認めた世帯に対し
援助が実施されます。
平成 年４月に市内小・中学校に
入学予定のご家庭について、前述の
認定基準に該当すれば、入学準備に
必要な学用品費などを３月頃に援助
できる場合があります。
※申請時に知立市に住所を有し、入
学時にも知立市に在住しているこ
とが要件です。
▼申請時期 平成 年１月 日㈫～
日㈫午前８時 分～午後５時 分
（土・日曜日・祝日除く）
▼申請場所
【新小学一年生】市役所２階 学校
教育課窓口⑭
【新中学一年生】在学中の小学校
▼申請に必要なもの 印鑑、申請者
（保護者）の振込口座のわかるもの、
申請要件の確認できる証明書等
※認定基準等詳細については、学校
教育課または市ホームページでご
確認ください。

学校教育課 学校教育係（☎ ０１３６）

（☎
 ８２１１）
健やかな妊娠・出産のために、定
期的に妊婦健診を受け、母体の健康
と胎児の成長を確認しましょう。
助産院や県外の医療機関で受診し
た場合、妊産婦・乳児健康診査分（診
察と指定項目の検査費用）の自己負

担額を、未使用の受診票の回数に応
じて限度額の範囲内で助成します。
申請時に受診票裏面の医療機関によ
る健診結果の記載が必要になります
のでご注意ください。
▼助成対象
①県外の医療機関で自己負担で受診
した場合
②助産
 院で自己負担で受診した場合
（県内で受診した場合も対象）
▼申請に必要なもの
①妊産婦・乳児健康診査費支給申請
書（ 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン
ロードできます。）
②母子手帳
③妊産婦・乳児健康診査受診票
・氏名・生年月日の記載があるもの
・医療機関の健診結果の記載がある
もの
④口座
 のわかるもの（申請者と同名
義のもの）
⑤領収書（原本の返却希望される人
は原本と写しの両方をお持ちくだ
さい）
⑥印鑑

妊娠に気づいたら早めに
届出をしましょう
保健センター

（☎
 ８２１１）

妊娠に気づき、診断を受け妊娠が
確 認 で き た ら、 す ぐ に 届 出 を し ま
しょう。また健やかな妊娠・出産の
ために、毎月１回（妊娠 週以降は
２週間に１回、 週以降は１週間に
１ 回 ）、 定 期 的 に 妊 婦 健 診 を 受 け、
母体の健康と胎児の成長を確認しま

しょう。
母子手帳は保健センターで交付し
ています。毎週火・木曜日にはマタ
ニティクラスとして、集団交付をし
ています。午前 時から母子手帳と
妊産婦・乳児健康診査受診票（公費
負担よる受診券）交付の他、助産師
等によるお話や妊娠中の様々な相談
にもお答えしています。交付には１
時間程度かかるため、お時間に余裕
もってお越しください。
※火曜
 日はポルトガル語通訳がいます。

新春講演会のご案内

知立市商工会

（☎
 ０９０４）

▼とき 平成 年１月 日㈬ 午後
４時～５時 分
▼ところ リリオ・コンサートホー
ル
▼講師
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋創業者
創業者特別顧問 宗次徳二氏
▼テーマ 「夢を持つな！目標を持
て！」～小さな目標達成の繰り返し
で、奇跡のような夢が実現する～
経営の素人が１千 店舗余まで達成
した宗次流の経営・商売に対する心
構えや取組み姿勢、実践論をお話し
いただきます。
▼入場料 無料（定員 人）
※知立市商工会へ事前申込み
が必要です。

29

30

平成 年度放課後子ども教
室について

平成 年度の放課後子ども教室の
申込みを次のとおり受付けます。変
更点をご確認の上、各学校から配布
される用紙で期限内に申込みしてく
ださい。
▼平成 年度からの変更点
・現１
 年生から５年生児童について
は４月の給食開始から教室を開始
します。新１年生については、５
月８日㈪から行います。
・夏休
 みなど、長期休業中は、放課
後子ども教室を行いません。
・すべて保護者の迎えが必要です。
▼申込み
・現１
 年生から５年生については平
成 年１月に各学校から申込用紙
を配付します。利用予定の人は１
月中に申込みをしてください。
・新１
 年生については、平成 年４
月に申込用紙を配布します。期限
までに申込みをしてください。
15

助産院や県外の医療機関で妊
産婦・乳児健診を受ける人へ

10

新入学児童・生徒学用品費等の
就学援助制度入学前申請について

29

保健センター

29

10

400

31

学校教育課 学校教育係（☎ ０１３６）

（82）

11 （81）

284

（82）

24

29

30

（95）

（95）

市では、経済的な理由等で就学が
困難な小・中学生のご家庭に対し、
学用品費や給食費等の経費を援助す
る、就学援助制度を行っています。
市民税の非課税または減免、国民
年金保険料の免除、国民健康保険税

36

29

29

29

29

10
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労働保険加入のお願い
（事業主の皆さんへ）
経済課 商工観光係 （  
☎ ０１２５）
刈谷公共職業安定所
（☎ ００４０）
刈谷労働基準監督署
（☎ ４８８５）
労働者（アルバイトを含む）を１
人でも雇っている事業主は、労働保
険（労災保険・雇用保険）に加入す
る義務があります。
労働保険は、労働者が不慮の業務
上災害・通勤災害を被った場合、失
業した場合、高齢者で賃金が低下し
た状態で継続して働いている場合、
育児休業および介護休業の場合、自
ら職業に関する教育訓練を受けた場
合に給付を受けることができます。
また、事業主の皆さんにも各種助
成金の対象となる制度です。
労働保険の諸手続きについては、
労働保険事務組合や社会保険労務士
を活用することもできます。
まだ、加入手続きをとられていな
い事業主の皆さんは、今すぐ加入手
続きをお願いします。

「雇用保険被保険者資格取得届」を
提出してください。
【 月末までに 歳以上の労働者を
雇用し、平成 年１月１日以降も継
続雇用している場合】
雇用保険の適用要件に該当する場
合は、平成 年１月１日から雇用保
険の適用対象となります。事業所管
轄のハローワークに「雇用保険被保
険者資格取得届」をご提出ください。
※適用条件とは、１週間の所定労働
時間が 時間以上であり、 日以
上の雇用見込みがあることをいい
ます。
■ 歳以上で働いている（今後働く）
皆さんへ
○平成 年１月１日以降、 歳以上
の人が新たに就職した場合
○ 月末までに 歳以上の人が就職
し、平成 年１月１日以降も継続し
ている場合
１週間の所定労働時間が 時間以
上で、 日以上就労する見込みがあ
る場合が対象となり、事業所が管轄
のハローワークに届け出ることにな
ります。
一定の要件を満たした場合は、失
業給付を受けることができます。
詳細は、ハローワークにお尋ねく
ださい。

ご存知ですか
「無期転換ルール」

平成 年に改正労働契約法が施行
されたことに伴い、有期労働契約が
繰り返し更新されて通算５年（平成
年４月１日以後に開始する有期労
働契約が対象です）を超えたときは、
労働者の申込みで期間の定めのない
労働契約に転換できるルール（無期
転換ルール）が規定されました。
本格的に行われる平成 年４月ま
で残り２年を切りました。有期労働
契約が繰り返し更新されて通算５年
を超えた時の対応の検討をお願いし
ます。このルールは、有期労働契約
の濫用的な利用を抑制し、労働者の
雇用の安定を図ることを目的として
います。
※厚生労働省ホームページ「有期労
働者の円滑な無期転換のために」
をご参照願います。
※非正 規 雇 用 の 労 働 者 の キ ャ リ ア
アップなどを促進するための助成
金制度があります。
▼問合せ 無期転換ルールは愛知労
働局雇用環境・均等部指導課、キャ
リアアップ助成金は愛知労働局あい
ち雇用助成室へ。
25

月１日から洗濯表示が
変わりました

25

衣類等の洗濯表示は、繊維製品品
質表示規程で、ＪＩＳ規格にならっ
て表示することになっています。今
までのＪＩＳ規格は日本独自のもの
でしたが、国際規格に合わせた改正

経済課 商工観光係（☎ ０１２５）

12

31
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65

65

29

29

20

29

29

31

12

65

愛知労働局あいち雇用助成室
（☎０５２ ５７５８）
愛知労働局雇用環境・均等部指導課
（☎０５２ ５５０９）

が行われ、 月１日から新しいＪＩ
Ｓ規格にならった表示に変更されま
した（それ以前に表示を行った製品
は、
そのままの表示で販売されます。
）
新表示は、基本記号といくつかの
付加記号や数字の組合せで構成され
ています。
基 本 記 号 は、「 洗 濯 」「 漂 白 」「 乾
燥」「アイロン」「クリーニング」の
５つです。付加記号は、処理・操作
の「強さ、温度、禁止」を表します。
表記の内容については、左記をご覧
ください。
○詳しくは、消費者庁ホームページ

12

（ http://www.caa.go.jp/policies/
policy/representation/household_
）をご
goods/laundry_symbols.html
覧ください。

2016.12.16

11

（88）

30

（95）

雇用保険の適用拡大等について

65

12

（21）
（88）
（95）

刈谷公共職業安定所
（☎ ００４０）

29

■事業主の皆さんへ（従業員の皆さ
んへもお知らせください。
）
【平成 年１月１日以降、新たに
歳以上の労働者を雇用した場合】
雇用保険の適用要件に該当する場
合は、事業所管轄のハローワークに

（219） （688）

TEL 0566−83−1111（代表）
FAX 0566−83−1141
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp
※問合せは知立市役所

