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一宮七夕まつり
７月２５日（木）～２８日（日）開催

詳しくは、市観光協会ウェブサイト

 （ http://138ss.com ）をご確認ください

【問】一宮七夕まつり協進会（商工観光課内）　（２８）９１３１
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５月１２日（日）(消印有効)までに応募用紙を持

参または郵送。応募用紙は市観光協会ウェブ

サイトからダウンロード可

■　申し込み

▽平成１３年５月１９日以前生まれの未婚女性　

（高校生を除く）

▽他のミスコンテストなどの任期中でない方

▽ミス研修会・七夕まつりの行事・観光行事

（１年間）などに必ず参加できる方

■　応募資格

▼料　　金／２５，０００円

▼申込単位／２，０００個

▼デザイン／広告スペース（縦３．５×横１０．３）

に、申込者の広告などを印刷　

■　ポケッ トティ ッシュ

▼料　　金／３０，０００円

▼申込単位／４００本

▼デザイン／広告スペース（縦１６×横２３）に、

申込者の広告などを印刷　

■　うちわ

５月８日（水）までに料金を持参の上、申込書

を本庁舎商工観光課（なくなり次第締め切り）。

申込書は市観光協会ウェブサイトからダウン

ロード可

■　申し込み

賞金・賞品

ミス七夕・ミス織物

賞金２００，０００円と商品券３０，０００円

ミス七夕クイーン・ミス織物クイーン

賞金３００，０００円と商品券５０，０００円

※面接。洋装（ジーンズなどパンツ類は禁止、

水着審査はなし）

■　審査会（非公開）

市役所本庁舎５月１８日（土）
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【問】博物館　（４６）３２１５

博物館特集展示コーナー

川合玉堂の名品

大人２００円、高・大学生１００円、中学生以下無料（市外の小中学生５０円）

　市ゆかりの日本画家・川合玉堂（１８７３～１９５７）の、

情緒豊かな風景画や画賛を紹介します。

前期：４月９日（火）～５月１２日（日）

後期：５月１４日（火）～６月３０日（日）

午前９時３０分～午後５時

（入館は４時３０分まで）

※月曜日（４月２９日、５月６日を除く）

５月７日（火）は休館

１０２８０７８ ＩＤ 

たいけんの森

１０２８０８０ ＩＤ 戦国のよろいを着てみよう

５月１日（祝）～６日（休）

午前９時３０分～正午　各日１０人

午後１時～４時３０分　各日１４人

※小中学生が対象。当日午前９時３０分から配布

する整理券が必要

１０２８０８１ ＩＤ 

　学芸員と一緒に博物館に展示してあるさまざまな資料を見て、楽しみながら学びます。

※小学３年生～中学生が対象２０人（抽選）

５月３１日（金）（必着）までに電子申請、または住所・氏名・保護者名・学校名・学年・

電話番号・メールアドレスまたはファクス番号を記入し「キッズクラブ」と明記の上、

ハガキ・ファクス（〒４９１－０９２２　大和町妙興寺２３９０　博物館、（４６）３２１６）

申し込み

博物館キッズクラブの会員を募集

美術館コレクション展（常設展）

節子とエッセイに記された芸術家たち
４月９日（火）～６月２３日（日） 　三岸節子が書きつづったエッセイには、親交の

あった多くの芸術家たちが登場します。同時代を

生きた彼らとの関わりを、節子の作品と言葉から

紹介します。

※月曜日（４月２９日・５月６日を除く）、

５月７日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

大人３２０円、高・大学生２１０円、中学生以下無料（市外の小中学生１１０円）

▲「長閑」部分　１９４０年ごろ

▲「
花
」１
９
５
０
年
代
後
半


Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

１０２８０７９ ＩＤ 民族衣装を着てみよう

４月６日～４月３０日・

５月１１日～６月３０日の土・日曜日、祝休日

午前９時３０分～午後４時３０分

（正午～午後１時を除く）

※小中学生が対象

１０２８４４０ ＩＤ 
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テレビ電話の通訳サービス　ご利用ください ！

　市役所本庁舎などの窓口で、テレビ電話の仕組みとタブレット端末を利用し、

インターネットを介してリアルタイムに通訳を行います。

【問】福祉課　（２８）９０１７１００１１１６ ＩＤ 手話通訳サービス

▼ 利用可能施設　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、保健センター

▼ 利用可能施設　尾西・木曽川庁舎、保健センター

【来庁者】

手話通訳者
（福祉課内）

手話

通訳

通訳

案内

手話

通訳

【窓　口】

　全国の中学生と共に学び、世界で活躍する

リーダーの育成を目的とする「プラチナ未来

人財育成塾」への派遣を行います。

▼派遣期間／８月４日（日）～８日（木）

▼派遣先／東京都世田谷区　　▼定　員／５人

▼費　用／２５，０００円程度（その他諸経費が必要）

　国際的な視野を身に付け、友好都市トレビー

ゾ市と親善を図る目的で、イタリア共和国への

海外派遣を行います。

▼派遣期間／８月２４日（土）～２９日（木）

▼派遣先／イタリア共和国　　▼定　員／２０人

▼費　用／１３０，０００円程度（その他諸経費が必要）

ププララチチナナ未来人財育成未来人財育成塾塾

中中学学生生海海外外派派遣遣
いちのみや夢人材育成事業

　市では、未来のリーダーを育成するために、

右記の２カ所に派遣する市内在住の中学３年生

（国立・私立を含む）をそれぞれ募集します。

４月１５日（月）～２４日（水）に申込書を、市立

中学生は在籍中学校、それ以外は本庁舎

学校教育課。申込書は学校教育課・市立

中学校で４月１１日（木）から配布（参加者は、

作文・面接審査および抽選により決定）

申し込み

中学生の参加者を
募集します

１０２３６２０ ＩＤ 

【問】学校教育課　（８５）７０７３

～Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｂｙ　ｔａｂｌｅｔ　ｉｓ　ａ ｖ ａｉｌａｂｌｅ～

１３カ国語対応の通訳サービス

▼ 利用可能時間　午前１０ 時～正午・午後１時～３時

【問】情報推進課　（２８）８６７０

１０２１８２５ ＩＤ 

▼ 対応言語（利用可能時間は言語で異なります。）

インドネシア語
（４月から利用可）

英語 韓国語 ポルトガル語 タイ語 中国語 ネパール語

フィリピン語ベトナム語 ヒンディー語 スペイン語 フランス語

ロシア語



15２０１９（平成３１）年４月　広報一宮

【問】子育て支援課　（２８）９０２２
▼
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子育て支援情報をお届けします！

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちいちののののののののののののののののののののののみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみやややややややややややややややややややややや子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト ▼

子育て情報を簡単に探せる１

保育園の空き状況が分かる２

最新の子育て情報をお知らせ３

子育てイベントを簡単に探せる４

いちのみや子育て支援サイト 検索

スマホが子どもの成長日記・母子手帳に

子どもの成長に合わせた離乳食が分かる

予防接種のスケジュールをお知らせ

プッシュ通知で子育て情報をお知らせ

ＧＰＳ機能で施設へのルート検索
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■　市の子育て支援情報がこの１冊に！

■　昔と今の子育ての違いが分かる

■　保育士によるコラムも充実

１０２４１２７ ＩＤ 電子版もあります　▼

下記から
ダウンロード

Ａｎｄｒｏｉｄ版

ｉＯＳ版

市内公共施設で

配布中

【問】市民病院管理課　（７１）５１６７

申込期限（必着）までに、指定履歴書・成績証明書

・卒業見込み証明書（有資格者は指定履歴書・各職

種の免許証の写し）を持参または郵送（指定履歴書

は市民病院ウェブサイトからダウンロード可）

申し込み

２０２０年４月採用　市立病院職員を募集
採用人数選考方法応募資格職　種

５人

適性検査・面接

昭和３５年４月２日以降生ま
れで、資格があり市内の医
療機関に勤務していない方、
２０２０年３月に卒業見込みの
方

助 産 師

５１人看 護 師

①４月２７日（土）

②５月１１日（土）

③６月１５日（土）

１次試験日

①４月１８日（木）

②４月２５日（木）

③６月６日（木）

申込期限
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【問】消防本部通信指令課　（７２）１１９１

　災害発生時や台風接近時などに、一宮市の

避難所の開設状況や注意喚起などの情報を、

４月１日（月）から無料アプリで配信します。

　身の安全を守るためにお役立てください。

持ち物こんなとき

認め印・転出証明書・本人確認できる物※他市町村から転入した加
入
す
る
と
き

認め印・職場の健康保険資格喪失証明書・本人確認できる物※職場の健康保険などをやめた

認め印・保険証・本人確認できる物※子どもが生まれた

認め印・本人確認できる物※生活保護を受けなくなった

保険証他市町村へ転出したや
め
る
と
き

認め印・両方の保険証職場の健康保険などに加入した

認め印、保険証、振込先の店名・口座番号（葬祭費支給のため）、会葬礼状死亡した

認め印・保険証生活保護を受けることになった

認め印・保険証・本人確認できる物※住所・世帯主・氏名などが変わった
そ
の
他

認め印・破損した保険証・本人確認できる物※保険証をなくした、破損して使えなくなった

認め印、保険証、在学証明書または学生証（新入学は合格通知書と入学金の
払い込み控え）、転出先の住民票、本人確認できる物※

修学で被扶養者が他市町村へ転出した

※は運転免許証・パスポート・マイナンバーカード（個人番号カード）・身体障害者手帳など、公的機関発行で顔写真付きの物

　国民健康保険の世帯主は、世帯の被保険者資格に異動があった場合、１４日以内に届け出

をしなければ保険給付が制限される場合があります。下表に該当する方は、本庁舎保険年

金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所へ届け出をしてください。

　なお国民健康保険税は、異動を届け出た日の月からではなく、職場の健康保険の資格喪

失日や、転入などで加入した日の月にさかのぼってかかります。

届け出には、通知カードなどマイナンバーを確認できる物を、本人確認できる物と一緒にご持参ください

【問】保険年金課

（２８）９０１１

１０００８２２ ＩＤ 

資格の異動は１４日以内に届け出を国民健康保険

１０２８３２７ ＩＤ 

【問】危機管理課　（２８）８９５９

防災アプリ

Ｙａｈｏｏ！防災速報で

防 災 情 報
配信します ！

を

↓登録はこちらから

「火災メール１１９」を
ご利用ください

１０００６０６ ＩＤ 

４月
スタート

↓防災アプリのダウンロードはこちら

https://emg.yahoo.co.jp

Ｕ Ｒ Ｌ

表示されるメールアドレスに
空メールを送信し、登録してください。

情報を配信

選んだ地域の

情報だけの受信も！

火災の発生・鎮火、多数の

傷病者が発生した事故など

　迷惑メール対策をしている場合は「kasai＠１３８bousai. 
jp」からのメールを受信できるように設定してください。
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【問】農業振興課

（２８）９１３６

　経営所得安定対策では、主食用米だけではなく、麦・大豆・飼料用米・米粉用米など

需要のある作物の生産を促進し、農家所得の向上などにより農業経営の安定を図ります。

　申請を希望する方は４月１９日（金）までに、ＪＡ愛知西農産部（０５８７（３６）３３２６）または

支店へお申し出ください。

■交付単価

対象作物ごとの生産費、販売価格の差額、
品質に応じて決定

直 接 支 払

県への配分単価取り組み内容対象作物

１２，０００円／１０
多収品種への
取り組み

飼料用米・米粉用米

２０，０００円／１０
作付けの取り組み
（基幹作だけ）

そば・なたね

産地交付金

畑作物（麦、大豆、そば、なたねなど）

●水田の収益力を向上するとともに、産地づくりへの取

り組みに対して交付

●右表の取り組みに対して交付

●①転換作物の拡大②コメの新市場開拓③畑地化への取

り組み④高収益作物などの拡大⑤地域振興作物に対し

て交付（①～③は県へ、④⑤は地域へ配分）

▼対　象／水田・畑を問わず、対象作物を販売目的で生産

する認定農業者・集落営農・認定新規就農者の方

１０１３７３０ ＩＤ 

■交付単価（戦略作物助成）

単価対象作物

３５，０００円／１０麦・大豆・飼料作物

８０，０００円／１０ＷＣＳ用稲

２０，０００円／１０加工用米

収量に応じて交付単価を決定／１０飼料用米・米粉用米

主食用米からの転換作物の
生産に対する交付金（水田活用の直接支払交付金）

▼対　象／水田で対象作物を販売目的で生産（耕作）

する販売農家・集落営農の方

　一宮市の生産数量目標の目安は、

４，２７７ｔ、面積換算値９０１、生産面

積率５３．０％です。この数値を基に、

ＪＡ愛知西が生産数量目標を決定し、

農業者の方に配分します。

２２００１１９９年年産米の生産数量目産米の生産数量目標標
１００２６５７ ＩＤ 

　一宮市の農業の発展を目指し、若手農業者が情報交換や交流

をして、農業経営や知識・技法の研究などに取り組んでいます。

　おおむね２０～３９歳の市内農業者が対象です。申し込みは本庁

舎農業振興課で受け付けます。

尾張一尾張一宮宮４４ＨＨクラブ員を募クラブ員を募集集

市市内内若手若手農農業業者の者の交交流流のの場場

１０１３９０３ ＩＤ １０００２１６ ＩＤ 

「緑の募金」運動にご協力を
　市では、豊かな緑を次世代に引き継ぐために、緑

の募金箱を設置します。事業者からの募金は社会貢

献のＰＲにもなります。詳しくは、お尋ねください。

民有地の緑化費用を補助
　市では「あいち森と緑づくり税」を活用し、民

有地の緑化費用を予算の範囲内で補助します。

申請など詳しくは、工事前にお尋ねください。

◆設置期間

４月１日（月）～５月３１日（金）

◆設置場所

本庁舎１階ロビー・公園緑地課、尾西庁

舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課

◆補助限度額

５，０００，０００円（工事費の２分の１）

◆対　象　

市内の敷地・建物に５０以上などの

優秀な緑化を行う個人・法人

経営所得安定対策の申請を農業者の方へ

４月から補助条件を緩和
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【問】交通政策課　（２８）８９５５　　名鉄バス一宮営業所　（７２）１０１２

▼販売・利用期間／４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）

　※２０１８年度中に販売された「一宮おでかけバス手形」の利用期限は２０１９年３月３１日（日）です。

▼対象路線／名鉄バス（市内の路線）、　－バス

▼販売場所／名鉄一宮駅バスターミナル、利用時間のバス車内（対象路線）、本庁舎交通政策課、

尾西庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課

　※バス車内での販売は枚数に限りがあります。

▼販売価格／中学生以上６００円・小学生３００円

▼利用時間

１００１９９３ ＩＤ 

中央図書中央図書館館

中央子育て支援センタ中央子育て支援センターー

市民活動支援センタ市民活動支援センターー

※期間は２０２０年３月３１日（火）まで

降車時刻が
午前１０時～午後４時

月～金曜日
（祝休日を除く）

終　日
土・日曜日、祝休日
年末年始（名鉄バスだけ）
８月１３日（火）～１５日（木）

販売
中

販売
中！！

▼対象路線／　－バス

▼販売場所／バス車内（対象路線）

▼販売価格／中学生以上５００円・小学生２５０円

▼利用時間／終日

コミュニティバス
１日乗車券

「一宮おでかけバス手形」で、中央図書館・中央子育

て支援センター・市民活動支援センターのいずれか

に来館し、当日利用した施設で押印を受ける

使用済み手形が３枚

集まったら、名鉄一宮

駅バスターミナルへ

▼ ▼

好評 につき４月以降も販売！１ 日

名鉄バス（市内の路線）、

　－バスで利用可能

乗 車 券

一一宮宮おお でで かか けけババスス手手形形をを
ご利用くださご利用くださいい

１０００２３６ ＩＤ 

【問】広報課　（２８）８９５１

　「広報一宮」は町内会を通じて、市内各戸に配布して

いただいています。

　また市内公共施設などでも入手できるほか、市内の

ファミリーマートでも入手できるよう、店舗にご協力

をいただいています。

「広報一宮」「広報一宮」はは

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリァミリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーマママママママママママママママママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトマートでででででででででででででででででででででででででででででででででもももももももももももももももももももももももももももももももももでも入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手でででででででででででででででででででででででででででででででででききききききききききききききききききききききききききききききききき入手できまままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

使使用用済済み手形３枚み手形３枚とと
　新し新しいい手形手形１枚１枚をを交換交換しましますす

「一宮おでかけバス手形」で

　－ビル内の公共施設に行きませんか

１００１９９４ ＩＤ 

※交換する手形の種類は同じ物で、販売・利用期間は４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）です。

手形１
枚

手形１
枚とと

交換交換！！



　市では、第７次一宮市総合計画の実施計画

（２０１９～２０２１年度）を策定しました。実施計画は、

向こう３年度に実施する具体的な事業を取りま

とめた短期計画で、社会情勢や財政状況を考慮

して毎年度策定します。

　実施計画書は、市ウェブサイト、市資料コー

ナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１

階）、市立図書館（中央・尾西・玉堂記念木曽川）で

閲覧できます。

　市では「第７次一宮市総合計画」「第３次一宮

市男女共同参画計画」などに関する市民アンケ

ートを行います。無作為に選んだ１８歳以上の市

民３，０００人の方を対象に、４月上旬にアンケート

用紙を郵送します。ご協力をお願いします。

　地域防災の重要な役割を担う消防団の活動拠

点・小信中島分団庁舎（小信中島字中平１０、鉄

骨造２階建て１１６．３６）が完成しました。

対　象／１０月から市内で小規模保育事業Ａ型を

運営する事業者

申し込み／４月２６日（金）の午後５時までに応募書

類を本庁舎保育課。応募書類・募集要

項は、３月２５日（月）からダウンロード可

　公募で選ばれたハマダ

スポーツ企画が、４月～

２０２３年３月に総合体育館

・尾西スポーツセンター・

木曽川体育館・木曽川老

人福祉センターの管理を

行います。

　公募で選ばれたハマダスポーツ企画が、４月

～２０２４年３月に一宮地域文化広場・尾西文化広

場の管理を行います。

小規模保育事業
運営事業者を募集

【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １０１３７１７ ＩＤ 
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第７次一宮市総合計画
実施計画を策定

【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０２２８１８ ＩＤ 

市民アンケートにご協力を

【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０２６３７９ ＩＤ 

消防団　小信中島分団庁舎が完成

【問】消防本部総務課　（７２）１１９３　　

  １０２８２３９ ＩＤ 

総合体育館など
指定管理者が決定

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １０２７３５２ ＩＤ 

一宮地域文化広場など
指定管理者が決定

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １０２７８７４ ＩＤ 

【問】広報課　（２８）８９５１

１０１１１８４ ＩＤ 

市からのお知らせをＳＮＳなどで発信中 ！
イベントや市政情報など

ＬＩＮＥ

＠１３８_ｃｉｔｙ

Ｔｗｉｔｔｅｒ

＠ｃｉｔｙ_ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ

静止静止画画４０４０種セット種セット：：１２０１２０円円 アアニメーニメーシションョン８種セ８種セッット：ト：２４０２４０円円
１０２１３３５ ＩＤ 

「いちみん」「いちみん」のの

ＬＬＩＩＮＮＥＥススタタンンププもも販販売売中中 ！！

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

＠ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ．ｃｉｔｙ



　納税者が自己の土地や家屋の評価額が適正で

あるかどうかを判断するため、他の土地や家屋

の評価額と比較確認することができます。

縦覧できる方／市内に土地または家屋を所有し、３１年

度に固定資産税がかかる方または同居

の親族・代理人

縦覧内容／▽土地価格等縦覧帳簿＝所在・地番・

地目・地積・３１年度の評価額

▽家屋価格等縦覧帳簿＝所在・地番・

家屋番号・種類・構造・建築年・床

面積・３１年度の評価額

縦覧期間／４月１日（月）～５月７日（火）（土・日曜日、

祝休日を除く）

縦覧場所／本庁舎４階４０３会議室

持ち物／縦覧する方の本人確認ができる物（運

転免許証・保険証など）。代理人の場合

は所有者押印の委任状、社員の場合は

代表者印を押印した法人の委任状が必

要

※個人情報保護のため、所有者の住所・氏名を

表示しませんので、事前に比較する土地・家

屋の所在地番をご確認ください。また電話で

のお問い合わせには、お答えできません。

　３０・３１年度に地価の

下落傾向が見られる場

合には、土地の固定資

産評価額を修正する特

例措置を行います。そ

のため、宅地と宅地並

み評価の土地の評価額

に変動がありますので、

ご了承ください。

　また固定資産税の基礎となる課税標準額は、

今回の評価額の下落修正による影響がない場合

もあります。不動産取得税や所有権移転などの

登録免許税の課税標準は、連動して下がります。

　詳しくは、３１年度の課税明細書や、固定資産

課税台帳の閲覧でご確認ください。台帳の閲覧

は４月１日（月）～５月７日（火）（土・日曜日、祝休

日を除く）に限り無料です。

　市に住民登録があり、

視覚障害の等級が認定さ

れている身体障害者手帳

をお持ちの方を対象に、

歩行訓練士が自宅などに

出向き、歩行訓練を行い

ます。

　申し込み方法など詳しくは、お尋ねください。

　福祉タクシー・リフト付福祉タクシー利用券

を、３０年度に交付した方に郵送しました。新た

に利用を希望する方は、手続きが必要です。

対　象／次のいずれかに該当する方①身体障害

者手帳１～３級②療育手帳Ａ・Ｂ判定

③戦傷病者手帳特別項症～第５項症④

被爆者健康手帳を持ち法律に基づく手

当の受給者⑤精神障害者保健福祉手帳

１・２級⑥９０歳以上

申請場所／①～⑤本庁舎福祉課⑥本庁舎高年福祉

課（（２８）９０２１）①～⑥尾西庁舎窓口

課・木曽川庁舎総務窓口課

持ち物／①～⑤認め印と手帳⑥認め印と本人確

認できる物（保険証など）

　２０歳以上の大学・短大・専門学校などの学生

で所得の少ない方は、国民年金保険料の支払い

が猶予されます。３１年度の申請受け付けを４月

１日（月）から始めます。

　この制度は毎年申請が必要です。以前に申請

し、３１年度も学生であると想定される方には、

日本年金機構から申請用のハガキが届きます。

ハガキが届かない方や初めての方は、認め印・

学生証（在学証明書）・年金手帳を持参の上、本

庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課、出張所で申請してください。
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市政ニュース

３１年度の固定資産評価額の修正

　【問】資産税課　（２８）８９６５　　

  １０００９４１ ＩＤ 

固定資産の価格等縦覧帳簿の
縦覧は４月１日～５月７日

【問】資産税課　（２８）８９６７　　

  １０００９３２ ＩＤ 

国民年金保険料の学生納付特例
～申請受け付けが４月から始まります～

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４５ ＩＤ 

福祉タクシー利用券を郵送
～新たにご希望の方は手続きを～

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１０７６ ＩＤ 

視覚に障害のある方へ

歩行訓練をご利用ください

　【問】福祉課　（２８）９１３４　　

  １０２４１９８ ＩＤ 
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対　象／市内在住の６５歳以上の方

交付期間／４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）

利用方法／市内にある浴場組合加盟の公衆浴場に、

氏名を記入した入浴券を提出（スーパ

ー銭湯を除く）

交付枚数／年１人１冊（１８枚つづり）

申　請／本人確認できる物（介護保険証・運転

免許証など）を持参の上、本庁舎高年

福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課、出張所

　老齢基礎年金の満額支給額は、年額で８００円引

き上げられ、７８０，１００円です。その他の公的年金

も含めて、６月の支払いから反映されます。

　詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へ

お尋ねください。

　２０歳以上６０歳未満の方が会社を退職した場合、

国民年金の第１号被保険者となる手続きが必要

です。また扶養している配偶者が６０歳未満の場

合は、第３号から第１号被保険者への手続きが

必要です。

　手続きは、認め印、退職日を確認できる書類

（保険資格喪失連絡票や退職辞令など）、年金手

帳を持参の上、本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓

口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所にお越し

ください。

　なお免除を希望する方は、離職票または雇用

保険受給資格者証もお持ちください。

　４月・６月・８月に年金から引き落としされ

る国民健康保険税の仮徴収額は、原則２月に引

き落としされた税額と同じです。

　ただし資格異動や税額変更などにより、４月

から仮徴収がされない場合や、新たに仮徴収に

なる場合があります。変更になる方には、３月

上旬までに通知しました。

　４月・６月・８月に年金から引き落としされ

る市県民税の仮徴収額は、原則「平成３０年度　

市民税・県民税納税通知書兼税額通知書」のと

おり、３０年度の公的年金に係る年税額の６分の

１ずつです。

　健康保持・増進のため、協定保養所の宿泊利

用料を助成します。詳しくは、県後期高齢者医

療広域連合（０５２（９５５）１２０５）へお尋ねください。

助成額／１泊１，０００円（２０２０年３月３１日（火）宿泊

分まで、全保養所通算４泊まで）

利用方法／下表の協定保養所へ県後期高齢者医療

被保険者であることを伝えた上、申し

込み。宿泊当日は、保養所で被保険者

証を提示して利用カードを受け取り、

精算時に助成分１，０００円を引いた額を

支払い（２回目以降は利用カードを持

参し、カードに押印）

電話番号協定保養所名（所在地）

０５８７（５３）５５５５すいとぴあ江南（江南市）

０５６５（６２）０１００百 年 草 （ 豊 田 市 ）

０５９４（４２）３３３０
名古屋市休養温泉ホーム松ケ島
（ 三 重 県 桑 名 市 ）

０５６２（８２）０２１１
あいち健康の森プラザホテル
（ 知 多 郡 東 浦 町 ）

０５３１（３５）１１５１シーサイド伊良湖（田原市）

０５３３（６８）４６９６サンヒルズ三河湾（蒲郡市）

会社を退職した方へ

国民年金の手続きをお忘れなく

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４７ ＩＤ 

シルバー無料入浴券の申請を

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

  １０００９９７ ＩＤ 

公的年金の給付額が
４月分から改定されました

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４３ ＩＤ 

年金から引き落としされる方へ

国民健康保険税の仮徴収額

　【問】保険年金課　（２８）９０１２　　

  １０００９６３ ＩＤ 

年金から引き落としされる方へ

市県民税の仮徴収額

　【問】市民税課　（２８）８９６３　　

  １０００８６１ ＩＤ 

後期高齢者医療保険に加入している方へ

協定保養所の宿泊利用料を助成

　【問】保険年金課　（２８）８９８５　　

  １０００９６９ ＩＤ 
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市政ニュース

⑥介護保険料
（６５歳以上の方）

⑤後期高齢者
　医療保険料

④国民健康
　保険税

③固定資産税
　都市計画税

②軽自動車税①市県民税納期限月

１期（全納）５月７日（火）４月

全期５月３１日（金）５月

１期（全納）７月１日（月）６月

１期１期１期２期７月３１日（水）７月

２期２期２期２期９月２日（月）８月

３期３期３期９月３０日（月）９月

４期４期４期３期１０月３１日（木）１０月

５期５期５期１２月２日（月）１１月

６期６期６期３期１２月２７日（金）１２月

７期７期７期４期１月３１日（金）１月

８期８期８期４期３月２日（月）２月

介護保険課
（２８）９０１９

保険年金課
（２８）８９８５

保険年金課
（２８）９０１２

資産税課
（２８）８９６７

市民税課
（２８）８９６２

市民税課
（２８）８９６３担当課

（７３）１０１９（７３）９１３３（７３）９１３２（２３）６５６１

娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

１０００８７５ ＩＤ 

【問】納税課　（２８）８９７０

小型充電式電池が発火の原因？

　携帯用ゲーム機器・デジタルカメラ・電動歯

ブラシ・電気シェーバー・加熱式たばこ機器な

ど、さまざまな家電に小型充電式電池が使われ

ています。

　リサイクルセンターでは、不燃・粗大ごみを

破砕処理しており、衝撃による充電式電池から

の発火の検知件数は、年々増加しています。

火災を防ぐためにも正しい分別を

　小型家電を不燃ごみとして捨てるときは、取

り外し可能な小型充電式電池を外してください。

取り外した電池は、リサイクルできる貴重な資

源です。協力店のリサイクルボックスで回収し

ています。詳しくは、ＪＢＲＣのウェブサイト

（ https://www.jbrc.com ）をご確認ください。

どうしても外せないときは、市内１９カ所にある

「小型家電回収ボックス」に入れてください。

【問】環境センター　（４５）７００４

▲

充電式電池に付いているリサイクルマークが目印

リチウムイオン電池 ニッケル水素電池ニカド電池

市税などの納期限をご確認ください

・①、④～⑥は普通徴収の納期。６５歳以上の公的年金受給者の方は、年金支払い月（偶数月）に年金から引き落とされ

ます（特別徴収）。詳しくは、納税（入）通知書をご確認ください。

・４０歳以上６５歳未満の方は、④に介護保険料が含まれます。

▲リサイクルセンターで充電式電池から
発火している様子

リサイクルセンターで発リサイクルセンターで発火火！！

小型充電式電池の分別にご協力小型充電式電池の分別にご協力をを
環境センター
ニュース

１０２５９７６ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８９５４

活活 動動 だだ よよ りり地地域域づづくくりり協協議議会会

～開明連区編～
　開明連区地域づくり協議会の重点目標は「笑

顔のあふれる地域づくり」「出会い、ふれあい、

助け合いの三（愛）のある地域づくり」「火災、

盗難、交通事故のない安全・安心な地域づくり」

です。各種行事・事業は、この目標の達成を目

指して運営しています。

　３０年度は８月５日に、開明公民館前の駐車場

で「夏祭り」を開催しました。七夕の吹き流し

やちょうちんできらびやかに飾られた会場では、

食事コーナーを中央に、焼きそば・かき氷・綿

菓子などの屋台が６店、遊戯コーナーに輪投げ

や金魚すくいなど４店の出店が立ち並び、大盛

況でした。校長先生とのじゃんけん大会（写真）

のほか、フラダンスやよさこい踊りなどのショ

ータイムも見応え十分で、会場には笑顔があふ

れていました。ちびっ子の消防自動車体験乗車

と記念撮影も好評でした。地元の中学・高校生

のボランティアや 親  父 の会、厄年会、関係団体
おや じ

の役員の表情もイキイキと輝いていたのが印象

的でした。総勢約１，０００人の老若男女が集い、思

いっきり楽しんだ夏祭りとなりました。

　今後も関係機関との連携と協働をより強化し

ながら、各種事業を推進します。

▲

夏
祭
り
の
様
子

４４９９

　 陰  陽  師 といえば、多くの方は「安倍清明」を
おん みょう じ

思い浮かべるでしょう。１９８８（昭和６３）年に発

行された夢枕獏の著書「陰陽師」シリーズが火

付けとなり、２００１（平成１３）年には原作が映画

化されました。学会においても陰陽道をテーマ

とした研究大会が行われるなど、一大ブームを

巻き起こしました。一般的な清明像は超人的な

能力を持つ陰陽師として語られることがありま

すが、これは後世に創作されたものです。

　江戸時代には、一宮にも３人の陰陽師がいた

ようです。呪術を使っていたかは分かりません

が、新神戸村（今伊勢町）に江口材林と今井梅

立が、苅安賀村に浅野市之進という陰陽師が住

んでいました。江口と今井は、真清田神社の門

前で開かれる三八市で出店を構え、占いをして

いたようです。

　江戸時代に苅安賀村の庄屋を務めていた舩橋

家に、文書が残されています（写真参照）。内容

は、浅野が転居したときの届け出を直接、寺社

奉行所へ提出したことを、寺社奉行がとがめた

というものです。ただし書きで、陰陽師として

の浅野であれば寺社奉行所への届け出で問題は

ないと補足していますが、ここで問題となるの

は、浅野の身分が、陰陽師か、農民かというこ

とです。この１点の文書から、陰陽師という民

間宗教者がいかに身分的に浮遊していたかが分

かります。

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～～一一宮の陰陽師宮の陰陽師 ～～

▲舩橋家に残された文書


