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市政ニュース

日本人らしく
　フランス滞在をきっかけに日本人らしさを追求した

三岸節子の画風の変遷をたどります。

大人３２０円、高・大学生２１０円、

中学生以下無料（９月３日（火）以降は市外の小中学生１１０円）

※８月１８日（日）までは企画展観覧料（上記参照）が必要

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

１０２９０１３ ＩＤ 

１０２９００３ ＩＤ 

６月２９日（土）～１０月６日（日）

※月曜日（７月１５日、８月１２日、９月１６日・２３日を除く）、

　７月１６日（火）、８月１３日（火）、９月１７日（火）・２４日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

コレクション展（常設展）

▲「
盾
を
持
っ
た
武
士
」１
９
５
６
年

Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ

　「大和力を、世界へ。」のコンセプトの下、聖なる世界の

入り口にいて、その見えない世界と人間の世界をつなげる

存在であるという「神獣」「守護獣」を一貫して描き続けて

いる、小松美羽さんの独創的な作品を紹介します。

企画展三岸節子記念美術館

学芸員によるギャラリートーク

７月１３日（土）・８月１０日（土）　午後２時　

※企画展観覧料が必要

小松美羽　サイン会

６月２９日（土）　午後２時　

　　３０日（日）　午後２時３０分

※２９日は正午、３０日は午前１０時から、対象商品を

購入した方に整理券を配布（各日１人１枚）

定員各日１００人（先着）

小松美羽　講演会

６月３０日（日）　午後１時　

※企画展観覧料（前日までの半券でも可）が必要

　当日午前１０時から整理券を配布（１人１枚）

定員１００人（先着）

▲「
幸
せ
に
生
ま
れ
、
幸
せ
に
栄
え
る
」
２
０
１
６
年

６月２９日（土）～８月１８日（日）

※６月２９日は正午から一般公開

※月曜日（７月１５日・８月１２日を除く）、７月１６日（火）、８月１３日（火）は休館

※コレクション展（下記参照）も観覧可

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

ＤＩＶＩＮＥ　ＳＰＩＲＩＴ
～　神獣の世界　～

小松美羽

定員１００人（先着）

オープニングライブペインティング

６月２９日（土）　午前１０時

※企画展観覧料が必要

　当日午前９時から整理券を配布（１人１枚）

大人８００円

高・大学生４００円

中学生以下無料

観覧料
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高橋果歩さん
（ピアノ奏者）

森岡日向野さん
（フルート奏者）

※会場周辺には、無料駐車場がありません。

公共交通機関をご利用ください。

満員の場合は入場制限あり

１０２９ ００１ ＩＤ 

【問】商工観光課　（２８）９１３０

松浦絵里奈さん
（バイオリン奏者）

６月７日（金）　午後１時３０分（１時開場）

観覧無料オリナス一宮（本庁舎西側）

オリナス一宮
宗次ホール主催事業

いきいきコンサート
ＶＯＬ．４

別館・旧林家住宅（国登録有形文化財）の耐震補強工事を終え
１００００１８ ＩＤ 

６ 月 ８ 日（土）～ ７ 月 １５日（祝）

※月曜日（ ７ 月１５日を除く）は休館

午前９時～午後５時

歴史民俗資料館の一押しの資料を展示します。

▲起宿本陣加藤家宛ての本居宣長書状

当日浴衣で来館した方に記念品をプレゼント

浴衣でパシャ

７月１５日（祝）　午前１０時～午後３時３０分（正午～午後１後１時３時３００分を除く）分を除く）　

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

 ６ 月 ８ 日（土）

尾尾西歴史民俗資料館 が 開館します

特別展　「資料館の逸品」

―　曲目　―

ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」

葉加瀬太郎「ひまわり」　ほか

（入館は４時３０分まで）

旧林家住宅　案内

６月３０日（日）　午後１時３０分～２時３０分　

演奏会(電子ピア ノ)

６月８日（土）・９日（日）　午前１０時３０分～１１時３０分・午後２時～３時

講演会「本居宣長と尾張の人々」

６月２３日（日）　午後１時３０分～３時　

※定員４０人。当日正午から整理券を配布

展示説明会

６月１６日（日）、 ７ 月 ７ 日（日）　午後１時３０分～２時３０分　

※旧林家住宅は、オープニングセレモニー終了後から見学できます。
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市政ニュース

　７月１日（月）から販売する飲料水「おりひめ」

（５００サイズ）を、市内に限り配送料無料で販

売します。

【問】営業課　（８５）７０９４

１０１ ４７９７ ＩＤ 

木曽川の伏流水

おりひめ
木曽川が織りなす水

配送料無料で販売

期間
限定

賞味期
限は

製造か
ら

５年 災害
備蓄用
にも

６月３日（月）～７月３１日（水）に電話・電子申請、

または住所・氏名・電話番号・箱数を記入の上、

ファクス（（７３）９２５２）

申し込み（先着１，０００箱。１世帯１０箱まで）

１箱２４本入り・２，４００円

販売価格

　第７次一宮市総合計画の平成３０年度の進み具合などを、

参加者同士で楽しく話し合ってみませんか。

１０２８９９３ ＩＤ 

ワークショップの参加者を募集

①６月２９日（土）②７月７日（日）③１４日（日）　

午後２時～４時３０分

※内容は毎回異なります。１回だけの参

加も可

日時

定員

各３０人
（抽選）

①本庁舎１１階１１０１会議室

②③尾西生涯学習センター講堂

会場

市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方

対象

６月１４日（金）（必着）までに電話・電子申請、または住所・

氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・参加希望日を記入し

「総合計画ワークショップ」と明記の上、ハガキ・ファクス

（〒４９１ー８５０１　本庁舎政策課、（７３）９１２８）

申し込み

総合計画に関する

【問】政策課　（２８）８９５２

電子申請は

こちら
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　「次世代のテキスタイル（生地）産業を担う人材の発掘・育成」をテーマに、コンテストを開催します。

ファッションデザイナーの感性を刺激するような作品をお待ちしています。

【問】ジャパン・テキスタイル・コンテスト開催委員会（ＦＤＣ内）　 （４６）１３６１

【問】商工観光課　（２８）９１３０

　災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を、

令和４年３月３１日まで「一宮市サポートカンパニー」として認定

します。認定条件など詳しくは、お尋ねください。 

一宮市サポート
カンパニーを募集

地域貢献企業認定事業

応募資格

１年以上継続して事業を営み、市税の

滞納がない市内の企業・個人事業所

申し込み

６月３日（月）～７月３１日（水）に申請書類を

本庁舎商工観光課

サポートカンパニーのメリット

認定証・ステッカーを交付

自社のウェブサイトなどで掲載可

広報一宮・市ウェブサイトで公表

申請書類ダウンロード可１００２６７１ ＩＤ 

▲
▲
▲

総合評価落札方式の入札参加時に、

項目に応じて加点

▲

作品を募集

ジャパン

コンテスト

応募方法など詳しくは、一宮地場産業ファッション

デザインセンター（ＦＤＣ）ウェブサイトを確認　

▲

テキスタイル

９月２日（月）～３０日（月）（必着）

募集期間

洋服など明確な用途を狙って企画

・製作した織物などで未発表の物

募集内容賞

グラン
プリ

その他
の各賞

にも

賞金あ
り！

▼

５００， ００
０円
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市政ニュース

　毎年６月に市県民税の税額を確定し、納税義務者の方へ納税通知書を送付しています。

納税通知書に添付の賦課明細書の内容をご確認ください。

１０００９２２ ＩＤ 

【問】市民税課　（２８）８９６３

６ 月 中旬 に送 付

【問】市民税課　（２８）８９６２

　所得状況などに関する、令和元年

度市県民税所得課税（非課税）証明

書の交付を、６月３日（月）から本庁舎

市民税課・市民課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所で開

始します。収入がない方は、交付窓

口（市民課を除く）で簡易な申告を

することで取得できます。

所得課税（非課税）証明書を
６月から交付 １００５４５６ ＩＤ 

納付が困難な

減免の手続きは
納付前に ！

減免減免がが
認められる場合がありま認め られる場合があ り ますす

詳しくは、納税通知書または

をご確認ください１０００９０２ ＩＤ 

◇前年所得が２５０万円以下で、

　本年中の所得が半分以下に減少する方

◇勤労学生など

個人市県民税の納付は給与から
　市では、法令等の規定に基づき、給与所得者の市県民税を普通徴収（納税義務者

が自分で納付）から特別徴収（給与からの引き去り）に切り替えています。

１０１２３９２ ＩＤ 

　詳しくは、ｅＬＴＡＸヘルプデスク（（０５７０）０８１４５９）にお尋ねください。

事業者・
給与所得者の方へ

　インターネットを利用して給与所得者異動届出書の提出

などの手続きを行うことができます。

【問】市民税課　
（２８）８９６４

　特別徴収への切り替えについて詳しくは、お尋ねください。

地方税ポータルシステム「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」をご利用ください

　事業者（給与支払者）が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収

義務者として従業員（給与所得者）の毎月の給与から市県民税を徴収しな

ければなりません（地方税法第３２１条の４、市税条例第４５条）。

※特別徴収は、給与所得以外の所得に係る市県民税を除き、事業者や給与

所得者が徴収方法を選択することはできません。

会社や自宅から簡単に申告

書類を持参・郵送する手間いらず ！

市県民税の納税通知書

１００５４５３ ＩＤ 
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【問】福祉課　（２８）９０１５

災害時災 害 時たたすけあい隊への
登録はお済みですか

　災害時に１人で避難することが困難な方（要援護者）を、

地域の皆さんで手助けする助け合いの制度です。次の対象の

いずれかに該当し、登録を希望する方は、申請が必要です。

※個別支援者・地域支援者は、災害時、自分・家族の安全を確認した上で、支援をしてください。

善意により支援を行う制度で、個別支援者・地域支援者に責任を課すものではありません。

１００１１４７ ＩＤ 

【問】市民課　（２８）８９７５

　毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です。人権擁護委員はボラン

ティアで、地域の方から寄せられた人権相談を解決するための手伝い

や、法務局と協力して人権侵害による被害者の救済、人権についての

啓発活動などを行っています。

１０１４１８０ ＩＤ 

ごご存存じじでですすかか ？？ 人権擁護委人権擁護委員員

人権の問題や

身近なことでお困りの方

■みんなの人権１■みんなの人権１１１００番番（０５７０（００３）１１０）

■法務局一宮支局の人権相談■法務局一宮支局の人権相談所所（（７１）０６００）

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

（祝休日・年末年始を除く）

■人権相談■人権相談所所（２１㌻参照）

毎月第２水曜日　午後１時～４時

思いやり会館３階・尾西庁舎４階

人権相談をご利用ください

相談無料
人権擁護委員 ※（　）は連区名

森雅昭さん（宮西）　 　　　松波克英さん（神山）

長谷川響子さん（大志）　 　松岡理恵さん（向山）

鵜飼正和さん（葉栗）　 　　脇田みさ子さん（西成）

米田和浩さん（西成）　 　　森輝義さん（丹陽町）

松本良祐さん（浅井町）　 　宇佐見茂子さん（北方町）

梅村安男さん（大和町）　 　見神孝則さん（大和町）

森賢次さん（今伊勢町）　 　林豊子さん（奥町）

魚住文明さん（萩原町）　 　橋本和子さん（千秋町）

筧正人さん（起）　 　　　　中島正人さん（三条）

松井幸雄さん（大徳）　 　　越野達博さん（開明）

菊地妙子さん（木曽川町）　東元徹夫さん（木曽川町）

人権イメージキャラクター

　　　　　人ＫＥＮまもる君　人ＫＥＮあゆみちゃん

▽身体障害者手帳１・２級

▽療育手帳Ａ判定　　

▽要介護３以上

▽６５歳以上だけの世帯

▽社会福祉協議会尾西支部で、災害弱者

支援登録制度に登録していた

対象となる方

個別支援者（近所の方）・地域支援者

（民生委員・町内会）の承諾を得た上

で、申請書を本庁舎福祉課・高年福

祉課、木曽川庁舎総務窓口課、出張

所、社会福祉協議会本部・尾西・木

曽川支部

申請方法
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市政ニュース

【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 ５５１１

　小信中島連区地域づくり協議会は、今年度で

９年目を迎えました。発足以来、安心・安全な

地域づくりを目指して活動を続けてきました。

　災害時に備えるため、提案事業では「避難所

マップ（全戸配布）」の作成や、災害対策用資機

材の整備を進めました。昨年度は、今後の緊急

時や災害時に備えて、避難所の運営マニュアル

の作成や実施訓練の具体化を進めることに決定

しました。また防犯対策として、業者のご好意

により、防犯カメラを各地区の要所に４台設置

しました。過去、侵入盗などが急増した経緯を

鑑みると、有効な対策の一歩になると思います。

　５月中旬には「小信中島連区市民体育祭」を

開催しています。一昨年は４０周年を迎え「みん

なでつくろう地域の和」をスローガンに掲げ、

～小信中島連区編～ 約２，３００人が参加し、盛大に開催することができ

ました。世代間、地域の交流の場として欠かせ

ない行事になっています。また１２月中旬には

「年の瀬ウオーキング＆ つき大会」を開催して

います。連区内の木曽川河川敷の優美な景観を

眺めながら、幼児からお年寄りまで約６００人が参

加し、ウオーキングや餅つきを楽しむ行事です。

現在では、小信中島連区の冬の風物詩となって

います。

▲

年
の
瀬
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

の
様
子

　市では、１人１日５３ｇのごみ減量に

チャレンジする「いちのみや ５３０ 作戦」
ごみぜろ

を引き続き行っています。ごみを減ら

すためには、リサイクルより「ごみを

出さない」ことが大切です。

【問】環境センター　（４５）７００４

１１人人１１日日５５３３ｇのごみ減量にご協力ｇのごみ減量にご協力をを
～平成３０年度のごみ量が前年度に比べ４２７ｔ増～

環境センター
ニュース

１００１６８５ ＩＤ 

 １１人１日のごみ人１日のごみ量量

２７年２７年度度 ２８年２８年度度
０

９００

８００

８５２

２９年２９年度度

～～

８７６ ８３６

３０年３０年度度２６年２６年度度

８３７

８３３

市の３０年度のごみ量 １１７，６９４ｔ
（前年度比＋４２７ｔ）

１人１日当たりのごみ量 ８３７ｇ
（前年度比＋　　４ｇ）

ごみの減量に

ご協力お願いします

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物ををををををををををををををををををををををををををををををををを繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返ししししししししししししししししししししししししししししししししし大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切ににににににににににににににににににににににににににににににににに使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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物を繰り返し大切に使用するるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみををををををををををををををををををををををををををををををををを作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作らららららららららららららららららららららららららららららららららなななななななななななななななななななななななななななななななななごみを作らないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみににににににににににににににににににににににににににににににににになななななななななななななななななななななななななななななななななるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物ははははははははははははははははははははははははははははははははは買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわなななななななななななななななななななななななななななななななななごみになる物は買わないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　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らららららららららららららららららららららららららららららららららわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわなななななななななななななななななななななななななななななななななもらわないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装ははははははははははははははははははははははははははははははははは断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断過剰包装は断るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
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国民年金は、皆さんの老後や万が一の場合に、生活を支えてくれる制度です

１００００３１ ＩＤ 

※どの年金も受給するには納付要件などを満たすことが必要です。

【問】保険年金課　（２８）９０１４

障害基礎年金

原則６５歳から支給され、

老後の生活を支える年金

けがや病気が原因で、一定

以上の障害が残ったときに

支給される年金

１８歳以下の子がいる加入者が、

死亡したときに支給される年金

ご存じですか？

遺族基礎年金老齢基礎年金

　平成３０年１１月～３１年３月に、福塚前遺跡（今

伊勢町馬寄）の発掘調査を行いました。現在

は報告書の刊行に向けて、出土品などの整理

作業を進めています。

　発掘調査が終了した後、忘れてはならない

重要な手続きがあります。それは、出土品を

「落とし物（拾得物）」として警察署に届け出

ることです。出土品は、持ち主が分からない

ので、法律上は拾得物として扱われます。し

かし、出土品は土で汚れている上、量がとて

も多く、警察署で預かることが困難です。そ

のため「埋蔵物発見届」を提出することで、

現物を提出したという扱いにします。

　届け出をし、所有者が現れるのを待つ３カ

月の間に「落とし物」が文化財としての価値が

あるのか、県の教育委員会が認定を行います。

３カ月たっても所有者が現れず、文化財とし

て認定された物は、県の教育委員会の所有に

なり、ほとんどは発掘を行った市町村で保管

を行うことになります。

　ちなみに、一宮市での発掘調査の「落とし

物」に所有者が現れたことは、今まで一度も

ありません。

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～出土品は、誰の物 ？ ～

【問】一宮年金事務所　（４５）１４１８

未納期間があっても…

過去２年以内なら納付できます

国民年金を受給できない場合があります ！→

国 民民 年 金金

があります。ご相談ください。

■申請免除制度

（５０歳未満の方が対象）■納付猶予制度

納付が困難な場合は… １０００８４５ ＩＤ 

▲福塚前遺跡の出土品

保険料の未納があると…



　児童手当・特例給付受給者に、現況届の用紙

を６月上旬に送付します。６月２８日（金）までに同

封の返信用封筒で提出してください。電子申請

または本庁舎子育て支援課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも受け付けま

す。期限までに現況届を提出しなかった場合、

手当の支払いを停止することがあります。

　現在、休場中の尾西プールは、施設の著しい

老朽化のため、復旧に必要な修繕を見合わせて

おります。

　冨田山公園の再整備計画の中で、今後のプー

ルの在り方も含めて検討中ですので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　令和元年度の成人式の日時は次のとおりです。

また当日午後に、各中学校などで「新成人のつ

どい」を開催します。

日　時／令和２年１月１２日（日）　①午前９時３０

分～１０時１０分＝葉栗・浅井町・北方町・

奥町・萩原町・千秋町・起・小信中島・

三条・大徳・朝日・開明・木曽川町連

区の方②午前１１時～１１時４０分＝宮西・

貴船・神山・大志・向山・富士・西成・

丹陽町・大和町・今伊勢町連区の方

会　場／一宮市民会館

日　時／６月１５日～２３日の土・日曜日　午前９

時～午後５時

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

18２０１９（令和元）年６月　広報一宮

市政ニュース

尾西プール　休場のお知らせ

　【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １００８９９９ ＩＤ 

児童手当・特例給付の
現況届の提出を

【問】子育て支援課　（２８）９０２３　　

  １００５４２６ ＩＤ 

【問】情報推進課　（２８）８６７０

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１ ７５７１  ＩＤ 

成人式を令和 ２ 年 １ 月 １２ 日 に開催

　【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １００１２５０ ＩＤ 

　７月２日（火）から、利用ルールを下記のとおり変更します。

変更点

をご確認ください１０１４４７７ ＩＤ 

登録方法など詳しくは

◆メールアドレスまたはＳＮＳアカウントでの

利用者登録が必要（登録は１年間有効）

◆１回の接続時間を２時間に延長

※地震などの大規模災害時は、利用者登録なしで

利用できます。

７月から利用者登録が必要になります

いちのみやフリーＷｉ－Ｆｉ
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　平成３０年度に住民基本台帳を閲覧した方の氏

名・法人名、利用目的などを公表します。６月

３日（月）から市ウェブサイト、市資料コーナー

（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階）で

閲覧できます。

対象区画数／①常光＝１４区画

②奥町＝１区画

③東島＝１１区画

（抽選。１世帯

１区画） 

申し込み／７月８日（月）～１９日（金）の午前９時～午

後４時３０分に申込書を環境センター

（土・日曜日を除く）。応募資格など詳

しくは、申込書で確認。申込書は環境

センター、本庁舎１階総合案内、尾西・

木曽川庁舎、出張所でも配布

　市では、公的年金を受けていない外国人の方

を対象に①外国人高齢者福祉手当②外国人心身

障害者福祉手当を支給しています（支給制限あ

り）。該当する方は申請してください。持ち物な

ど詳しくは、お尋ねください。

対　象／昭和５７年１月１日（基準日）以前に旧

外国人登録台帳に登録し永住許可を受

け、１年以上市内に在住する外国人で

①大正１５年４月１日以前生まれの方②

昭和３７年１月１日以前生まれで、初診

日が基準日以前の傷病で重度心身障害

者になった方

手当月額／①５，０００円②１０，０００円

申請場所／本庁舎①高年福祉課②福祉課

※現在受給中の方は、６月３日（月）～１７日（月）に

現況届を提出してください。

　４月１日以降に東京圏

（東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県）から一宮市に移

住し、支給要件に該当する

方に、移住支援金を支給し

ます。支給要件・申請時期

など詳しくは、  １０２８９２６

をご確認ください。

　市では、中小企業が①特許②実用新案を出願

した経費（出願・弁理士の費用）の一部を補助

しています。

補助限度額／①１７1，０００円②１1４，０００円

申　請／出願日から３カ月以内に本庁舎商工観

光課

　市では、中小企業や商工業団体が貿易拡大の

ために行う事業に対し、経費の一部を補助して

います（限度額あり）。

対　象／令和２年３月３１日までに行う①国内見

本市参加等事業②海外貿易見本市参加

等事業

※事前に申請が必要です。補助対象経費など詳

しくは、  １０１６０１５ をご確認ください。

日　時／６月２０日（木）　午前９時～午後４時 

会　場／本庁舎商工観光課

対　象／市内在住の方

定　員／８人（先着。１人４０分）

申し込み／６月３日（月）～１８日（火）に電話で商工観

光課

 ＩＤ 

 ＩＤ 

市営墓地の使用者を募集

　【問】霊園管理事務所　（４５）７００４　　

  １０１７６４５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧状況を公表

【問】市民課　（２８）８９７１　　

  １０００８０６ ＩＤ 

在日外国人の高齢者・心身障害者の方へ

福祉手当を支給

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

福祉課　　　（２８）９０１７　　

  １０２４２８３ ＩＤ 

東京圏からの移住を支援します

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

中小企業の特許・実用新案の
出願経費を補助

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２４００６ ＩＤ 

中小企業の
貿易振興事業費を補助

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２４３８９ ＩＤ 


