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年 月 日 月 発行

２つの条例を制定

４面もごらんください

市民の皆さんが健康で生き生きと過ごせるよう健康に関するさまざまな取り組みを実施しています。

何歳になっても自分らしく、住み慣れたまちで安心して暮らせるよう支援していきます。

大和市独自の相談窓口

認知症の人や家族等が尊厳を保ちながら、

住み慣れた地域で希望を持って暮らしてい

ける「共生」のまちを目指して、

同条例を制定しました。

認知症１万人時代条例
（令和３年９月制定）

自らや支えてくれた人のために、今を大切に

しながら、人生の最期に向けた準備をする

「終活」。これに取り組む人を支援

するため、同条例を制定しました。

終活支援条例
（令和３年６月制定）

何歳になっても 自分らしくいるために

高齢の人 支援施策

月・火・木曜日８：３０～１７：１５（祝日を除く）

046-260-5622 

葬儀、納骨などの生前契約やエンディングノート

など終活に関するさまざまな不安は、豊富な知

識と経験を持つ「わたしの終活コンシェルジュ」

にご相談ください。生前に準備しておくことな

どを、ご提案します（相談は要予約）。

コンシェルジュ
わたしの

終 活

月～金曜日８：３０～１７：１５（祝日を除く）

046-260-5641 

認知症について困ったり、迷ったりしたとき、ま

ずはご相談ください。保健師、社会福祉士など

が相談をお受けします。また、内容に応じて、市

の関係課や外部の関係機関、医療機関をご案内

します。

「認知症灯台」認 知 症

総合相談窓口

条例の内容はこちら 条例の内容はこちら
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「市民の掲示板」

「サークル会員募集」

掲載号 締め切り 掲載できるイベント

やまとニュース（４ １８発行予定） ２ ２８（月） ４ ２７（水）以降

やまとニュース（５ １６発行予定） ３ ３１（木） ５ ２５（水）以降

対 象 申請手続き

①

昨年１２月１０日時点で、世帯

全員の令和３年度分の住民税

均等割が非課税である世帯

※世帯全員が、住民税が課税されてい

る人の扶養を受けている場合を除く。

対象世帯に必要書類を送付しています（２月上旬から順次発送）。

返信用封筒で、「給付金支給要件確認書」を返送してください。

※対象世帯で必要書類が届いていない場合は、コールセンターへお問い合わせくだ

さい。

②

昨年１月１日以降、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、①と同様の

事情にあると認められる世帯

「給付金（家計急変世帯分）申請書」などの必要書類を入手し、添付書類を添えて提

出してください（締め切り：９月３０日 金 消印有効）。

◎ 公共施設で

（市役所１階市民課、保健福祉センター、各分室・連絡所、市社会福祉協議会）

◎ 市のホームページからダウンロード

◎ コールセンターへ請求

◎ 収入額が確認できる書類

（給与明細、源泉徴収票など）

◎ 本人確認書類

（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、介護保険証などの写し）

◎ 振込先口座の確認書類

（通帳、キャッシュカードなどの写し）

※必要な添付書類は、申請者により異なります。

※記載方法などの詳細はコールセンターへお問い合わせください。

年 月 日 月 発行／ 号

１０万円／１世帯支給額

住民税非課税世帯等 に対する

臨時特別給付金 を支給

広報やまとに掲載している、市民の皆さんからの情報

コーナー「市民の掲示板」「サークル会員募集」の掲載を、

３月からやまとニュースに移行します。

※広報やまとには、３ １号まで掲載します。

※掲載ルールなどに変更はありません。

「市民の掲示板」掲載依頼締め切り

【問】市役所広報広聴課 広報係 ☎ ０ ５３１３ ０４６ ２６１ ４５９２

へから

広報

新型コロナウイルス感染症の長期化を受けて、住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給します。

申請が必要です

【問】市役所生活・暮らし支援臨時特別給付金担当 同給付金コールセンター ☎ ００ ７８８５

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 

毎日 ８：３０～１７：００ 
046-200-7885 

入 手 方 法

主 な 添 付 書 類



とき（各回５０分） 講座名／市民講師名 とき（各回５０分） 講座名／市民講師名

１日 火 １１：００～
やってみよう血管ケア～肌つまみで血流いきいき！
／小宮山利恵子

１７日（木）１５：００～ 子や孫に伝えたい「人生設計」のお金の話
／若宮俊成

２日（水）１１：００～
日本の世界遺産を旅して！関西～中国地方編
／吉村光男

２０日（日）１１：００～
生きづらさを抱えていませんか～アルコールについて
／長島努

３日（木）１５：００～
「気持ちよく」心身をリセットできる椅子ヨガ
／鈴木会里

２１日（祝）１５：００～
磁器の技法と歴史～暁斎・北斎図を描くフランス磁器
／長野千裕

６日（日）１１：００～
ロシア雑学～クレオパトラ、ノアの方舟も登場するお酒
の話／鐵尾安夫

２２日 火 １１：００～
男女平等と人権～ジェンダー平等の実現を目指して
／市国際・男女共同参画課

７日（月）１５：００～
私の国際貢献記～ネパール山岳地域での学校建設
／伊藤俊郎

２３日（水）１１：００～
知っておくべき！今どきのお葬式
／岡上博美

８日（火 １５：００～
国旗のいろいろ 色々な思い～ウガンダからのお客さん
／望月則男

２７日（日）１１：００～
地球って～日本列島は動く、、、
／水谷 宏

９日（水）１１：００～
種から育てるエコガーデニング
／関喜代司

２８日（月）１５：００～
家庭科の魅力に迫る～人生１００年時代の新しい生活と
は？／安部明美

１０日（木）１５：００～
大和市のすばらしい自然～泉の森の旬情報紹介
／市スポーツ・よか・みどり財団

２９日（火）１１：００～
令和はじまりの祝宴を飾ったフランス銘醸ワインの世界
／山田俊明

１３日（日）１１：００～
健康寿命を延ばして健やかに
／福田伸子

３０日（水）１１：００～
現代の認知症（基礎知識

／滝口幸

１４日（月）１５：００～
子供は地球の宝もの
／寺田徹郎

３１日（木）１５：００～

１５日 火 １５：００～
人の免疫機能の基礎
／中村孝夫

１６日（水）１１：００～
日本の魅力！再発見の旅～鳥取編
／西岡貴史

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係 ☎

月の 健康都市大学 市民でつくる健康学部３
講師は市民、受講生も市民

会場

定員

シリウス４階健康テラス

各回３５人

申込

費用

不要

無料

（開始１５分前まで、会場前で抽選券を配布）

検 索健康都市大学最新情報は（３１日は２０人） （３１日は２００円）

次回からは、「広報やまと」でお知らせします（次は広報やまと３月１日号に掲載）

受講ポイント、ヤマトン健康ポイントを各１ポイント差し上げます。

※市民講師を随時募集しています。

※２４日（木）は、同大学修了式のため休講します。

正倉院に伝わる天下一の香木 蘭奢待を楽しむ

／豊田隆志

らんじゃたい

市民相談窓口・電話など
組織名の記載がないものは市役所担当課。曜日の記載がない

ものは毎週月～金曜日。 は予約制（当日予約はできません）。
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☎市長室 広報広聴課編 集 FAX 

【問】市役所デジタル戦略課 デジタル推進係 ☎046 ３６３ １ ４５９２FAX 

毎日の健康づくりを

サポート

・各種健診で健康をチェック 特定健診、長寿健診など

・保健師・管理栄養士が相談に応じます 窓口・電話・訪問での健康相談など

・日常生活に運動を 健康遊具体験会、やまとウォーキンピック、介護予防セミナー など

認知症に寄り添う

・正しく知って予防する 脳とからだの健康チェック、コグニサイズ

・本人や家族の安心を支える はいかい高齢者等ＳＯＳネットワーク、はいかい高齢者個人

賠償責任保険、はいかい高齢者等位置確認支援、公認心理師による認知症個別相談会・介護者交流会

・サポート体制を整備 認知症サポーター養成講座、チームオレンジ など

おひとりさまなどの

生活を支援

・一人一人を見守ります 在宅者の生活状況調査、高齢者見守りシステムなど

・住まいの不安解消に向けて
あんしん賃貸支援事業（住まい探し相談会、不動産協力店の紹介、不動産協力店への同行）

・一人暮らしに役立つ情報を発信
生活お役立ちガイド「これ一冊あればひとり暮らしもひと安心！」 など 

健康と安心を守る

市ホームページ リニューアル
２月１日、大和市ホームページが
さらに見やすく、使いやすく、
生まれ変わりました。

１面から続く

ゲートページを新設
ホームページを訪れたかたが、探した

い情報に迷うことなくたどり着けるよう

に、ゲートページを新設し、６ジャンル

の入り口を配置しました。

ライフシーンで表示
行政情報のページでは、ライフシーン

ごとに情報をまとめました。いま、ほし

い情報だけでなく、関連する情報もま

とめて閲覧できます。

新しい大和市ホームページを、

ぜひ、ご活用ください。


