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市政ニュース

【問】行政課　（２８）８９５６

・市税の滞納がないこと

・インターネットが使えること

１月６日（月）から申込書を持参または郵送

一宮市内で生産されたものやサービス

で、市の魅力を体感できるものや市の

ＰＲにつながるもの

申込書ダウンロード可１００５７１７ ＩＤ 

応 募 資 格

記念品の要件

申 し 込 み

記念品贈呈の流れ

①寄付（ふるさと納税）
②記念品の選択

④記念品の発送

協賛企業一宮市
⑤送付実績の報告

③送付先の連絡
⑥記念品代の支払い

寄　付　者
（ふるさと納税者）

いちのみや応援寄付金(ふるさと納税)

　一宮市へのふるさと納税での寄付促進と、市の魅力や地元特産品のＰＲを図るため、

令和２年度の記念品として、特産品などを提供していただける事業者を募集します。

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０
【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

計画の内容（一部）

市保健所の設置中核市移行の目的

財政影響額の推計
中核市移行の効果（メリット）

▼市民サービスの充実

▼行政サービスの迅速化

▼特色あるまちづくりの推進

▼都市としてのイメージアップ

▼「一宮ならでは」の施策の展開

事務執行体制の構築

▼新しい組織体制と必要な職員数

▼研修などによる人材の育成

条例の整備

中核市移行までのスケジュール

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして計画を

策定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。

　市では、１１月に「中核市移行基本計画」を策定しました。市が目指す中核市の姿と、

移行への取り組みを示す計画です。素案への意見を募集したところ、３８件の意見があり

ました。計画は、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）で閲覧できます。なお意見に対する市の考え方も閲覧できます。

中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

市民意見
提出制度

　一宮市は、市制施行１００周年を迎える２０２１（令和３）年４月の中核市移行を

目指しています。中核市に関するいろいろな情報を紹介します。

第７回中核市移行基本計画を策定 １０３０６９４ ＩＤ 

記念品の協賛企業を募集
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【問】いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会事務局（公園緑地課内）　（２８）８６３６

　出　演

午前９時３０分～午後４時の３０分間程度

※出演料なし。タイムテーブルは事務局で決定

申し込み

１月１４日（火）までに申込書を公園緑地課（抽選）

出展料

　①社会貢献活動が主となるもの　　＝無料

　②企業の販売物などが主となるもの＝４０，０００円

　申し込み

　１月１４日（火）までに申込書を本庁舎公園緑地課

体験教室などの出展者を募集

野外ステージの出演者を募集

協賛者を募集

協賛内容

　１口　２００，０００円

　１口　５０，０００円

　 物品での協賛

特典

野外ステージ壁面への広告掲示

リーフレットへの掲載

協賛ブースでの広告・宣伝などの掲示

　申し込み

　は２月１４日（金）まで、は３月２７日（金）

までに申込書を公園緑地課

申し込み資格など詳しくは、  をご確認ください（申込書ダウンロード可）１０１８１０１ ＩＤ 

５月３日（祝）～５日（祝）に国営木曽三川公園１３８タワーパークで開催

リバーサイ ドフ ェステ ィ バ ルにご協力を

【問】環境センター　（４５）７００４

海海ががごごみみでで溢溢れれてしまてしまうう
環境センター
ニュース

愛知県主催　海岸に漂着したごみの多くは、私たちが生活する

街から河川を通して流れたごみといわれています。

　その中でも、食品の包装袋、容器、ペットボトル、

レジ袋など、日常生活から出るプラスチックごみが

多く含まれており、こうした

ごみは、一度海に流れてしま

うと半永久的に分解されるこ

とはありません。

　このままでは、海がごみで

溢れてしまいます。

▼　ごみはポイ捨てせず、分別して排出を ！

私たち一人一人にできることは…

▼　不要なレジ袋は断り、マイバッグの利用を ！
※イベント時間などは予告なく変更する場合があります。

１月２５日（土）　午前１１時～

午後１時～１時３０分

鈴木福さん

午後３時３０分～４時

いとうまい子さん

トークショー

ステージショー

Ｒｅ☆Ｓｔａ名古屋ＣＬＥＡＲ’ Ｓ

海ごみ減らそう

 プロジェクト

イオンモール
木曽川
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【問】消防本部総務課　（７２）１１９３

【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 ５５８８

　「史跡・文化財等の情報整備事業」では、足元

に眠っている遺跡や忘れられている史跡を改め

て顕彰し「朝日史跡めぐりマップ」にまとめ、

目で確認できるカラフルな資料を作成しました。

連区内の全家庭に配布し、郷土に誇りを持ち、

郷土を愛する意識の高揚を図りました。また小

中学校にマップと解説冊子を贈り、児童・生徒

の郷土学習に役立ててもらうことにしました。

～朝日連区編～
　朝日連区地域づくり協議会は、発足から７年

目を迎えました。３年計画で実施する提案事業

の最終年度となり、仕上げの年度となりました。

　「健康づくり推進事業」では「朝日連区市民体

育祭」の充実を目指し、備品倉庫の新設をはじ

め必要な用具・器具の整備を進めました。楽し

い体育祭を運営し、地域の方々に積極的な参加

を促すとともに健康増進の啓発に役立てること

ができました。

　「災害時救援資材等整備事業」では、災害時に

備えるための救援資材を購入し、いざというと

きの共助や防災訓練に備え、整備しました。今

年度の連区防災訓練の際には、リヤカーがもう

１台必要などの要望が多く出され、今後の整備

内容の方向が示されました。

▲

マ
ッ
プ
を
活
用
し
た

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
の
様
子

市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方の方

※報酬・手当あり。あり。活動に必要な装備装備

などは貸与

■　入団資格

▽地域の防火・消火活動

▽さまざまな災害時の防御活動

▽巡回広報・特別警戒などの活動

■　消防団の役割

１０２２１２４ ＩＤ 地域防 災 の 要

市内２５の消防分団には若い力が必要です

消防団員を募集

 ＩＤ １０３１９３１消防出初消防出初式式

消防訓練・一斉放水・

 階 
かい

 梯 演技ほか
てい

※悪天候時は北部中学校屋内運動場で開催

九品地公園競技場

 １ 月１９日（日）午前１０時
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一宮市サポ一宮市サポーートトカカンンパパニニーー
を認定しましを認定 し ま し たた

地域貢献企業認定事業 １０１７４６３ ＩＤ 

【問】商工観光課　（２８）９１３０

１０２２８１４ ＩＤ 

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

　人生の最期のときを「自

宅で迎えたい」と答える人

は多いです。

　どうしたら自宅で逝ける、

あるいは 看  取 れるのか一緒
み と

に考えてみませんか。

市内在住・在勤・在学の方

対 象

３００人（先着）

定 員

申し込み

１月６日（月）から電話で高年福祉課

中村伸一さん
（国民健康保険名田庄診療所所長）

一宮市サポートカンパニーとは

　地域での社会貢献活動により、

市が認定した市内の企業・個人

事業所で、自社のＰＲに認定事

業所であることを活用できるな

どのメリットがあります。

講　師

在宅在宅医医療療・・介護介護連携連携　
市民講演市民講演会会

ービル７階シビックホール

２月１ ５日（土）午後  １ 時３０分 ～ ３時３０分

◆◆グランツハー　グランツハートト

◆◆　ダイセーエクスプレスシステダイセーエクスプレスシステムム

◆◆　中村工中村工業業

◆◆　ヤグヤグミミ

（敬称略、五十音順）

令和元年度 新令和元年度　新規規認定認定 事業事業所所 ４４

事業事業所所９９１１令和元年度 更令和元年度　更新新認定認定

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～妙興寺と豊臣秀吉像～

　大和町の妙興寺には、豊臣秀吉像（県指定

文化財）が寺宝として伝えられています。こ

れは学校の教科書などで、おなじみかと思い

ます。

　「なぜ、妙興寺に豊臣秀吉像？」と思われる

かもしれません。妙興寺と豊臣氏との関係は、

１５９０（天正１８）年に京都の妙心寺の住職であ

った南化玄興を妙興寺に入寺させたことに始

まります。当時の妙興寺は、足利将軍家の 終 
しゅう

 焉 とともに荒廃していました。それを憂いた
えん

豊臣秀次の意向によって、南化玄興を入寺さ

せたとされています。豊臣秀次は小田原攻め

の後、尾張国に入国し国内巡視の際「国中無

双禅刹」ともいわれていた大寺・妙興寺の荒

廃を憂いたのでしょう。１５９２（文禄元）年に

豊臣秀吉は妙興寺に対し寺内での殺生などを

禁止し、１５９５（文禄４）年には３００石の土地を

与えています。また豊臣秀次は１５９３（文禄２）

年に妙興寺仏殿の修理に助力しています。豊

臣氏の力がなければ、妙興寺は再興されなか

ったでしょう。また多くの寺宝も散逸したか

もしれません。

　妙興寺に豊臣秀吉像が寺

宝の一つとして所有され、

大切にされてきたのも、こ

のような歴史的背景があっ

たからです。豊臣秀吉像の

上部には、豊臣秀吉が亡く

なった２年後の１６００（慶長

５）年に南化玄興が記した

文があります。 ▲豊臣秀吉像
（妙興寺蔵）

自宅で大往生
～「ええ人生やった」というために～「ええ人生やった」というために～～
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１０ ００８９４ ＩＤ 

▽開設期間中は、一宮税務署では申告書の作成指導・相談は行いません。

▽申告書は郵送でも提出できます。

【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

２２月月１１７７日日（月（月））～～３月３月１６１６日日（月（月））にに
一宮地場産一宮地場産業業フファァッッシショョンンデザイデザインンセンセンタターーでで

確定申告会確定申告会場場をを開設開設

令和元令和元年年分の分の所得税等所得税等のの確定申告確定申告

※土・日曜日を除く
　（２月２４日（休）・３月１日（日）は開設）

申告書作成は国税庁ウ ェブサイ ト
「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください

申告会場申告会場はは大変混雑大変混雑しますのしますのでで、、長時間お待た長時間お待たせせするする可能可能性があります性があります。。

１月か
ら

　令和２年１月から、２カ所以上の給与所得がある方、年金収入や副業などの雑所得がある方も

利用できるようになります。

スマートフォンで申告できる方の範囲が広がりまスマー トフ ォンで申告で きる方の 範 囲 が広 がり ますす

◆国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用

　して金額などを入力する

い つ で も

ど こ で も

申告で
きます

マイナンバーカード、マイナンバーカード対応の

スマートフォンをお持ちの方

税務署で発行される「ＩＤ・パスワード方式の届出

完了通知」をお持ちの方

※発行を希望する方は、税務署に運転免許証など

の本人確認書類を持参して申請してください。

▼

▼

▼
▼

申 告 完 了

申告書を作成

マイナンバーカードを使って送信ｅーＴａｘで送信

ＩＤとパスワードで送信

　令和元年分の消費税の確定申告は、消費税率引き上げ（軽減税率制度実施）前後で

課税売り上げおよび課税仕入れなどを区分して集計する必要があります。

　国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で「課税取引金額計算表」に転記する内容を

画面案内のとおりに入力すれば、「消費税確定申告書」が作成できます。

※決算書などからは消費税確定申告書の作成ができません。

確定申告の準備はお済みですか
消費税課税事業者

（個人事業者）の方へ
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給与支払報告書・償却資産申告書
住宅用地申告書・被災住宅用地申告書 １月３１日（金）までに提出を

給与支払報告書と償却資産申告書給与支払報告書と償却資産申告書はは

地方税ポータルシステ地方税ポータルシステムム（（エエ ルタックスル タ ックス、、https://www.eltax.lta.go.jphttps://www.eltax.l ta.go.jp  ））でも提出できます。でも提出できます。

・給与支払報告書（市区町村提出用）は総括表を付け

てご提出ください。

・令和元年中の退職者の給与支払報告書は、退職時の

住所地の市区町村にご提出ください。

・前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票が１，０００枚

以上の支払者は、エルタックスまたは光ディスクな

どで提出することが義務付けられています。

　※令和２年分から、提出を義務付けられる対象が１００

枚以上の支払者に変更されます。

給与支払報告給与支払報告書書 【問】市民税課　（２８）８９６４ １０１２３８９ ＩＤ 

◆　対　象

◆　提出先

従業員（給与所得者）を雇って事業

や商売を営み、令和元年中に給与

を支払っている方

本庁舎市民税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

※令和２年１月１日に居住している

市区町村

・新しく事業を始めた方や、以前から事業を営んでい

て申告書が１２月中に届いていない方は、お申し出く

ださい。

　※「令和２年度固定資産税償却資産の申告について」

　　のハガキで、償却資産の増減が「なし」と回答し

　　た方は、申告する必要はありません。

【問】資産税課　（２８）８９６７ １０２１９８４ ＩＤ 償却資産申告償却資産申告書書

市内で事業のために使用している

機械・設備・備品などの償却資産が

ある方

◆　対　象

◆　提出先 本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

　　申告についてのお願い

▽新設の事業所は、対象となる全部の償却資産を申告してください。

▽テナントなどの借用建物で、賃借人が施工した事業用の内装・造作・建築設備などは、賃借人の償却資産

として申告してください。

【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４９ ＩＤ 住宅用地申告住宅用地申告書書

※宅地にかかる固定資産税は、利用状況により居住用の住宅用地と非住宅用地に区分され、それぞれ税負担が

異なります。詳しくは、お尋ねください。

平成３１年１月２日～令和２年１月１日に、新築や取り壊しなどで利用状況が変わった、次のい

ずれかに該当する土地の所有者

▽専用住宅または併用住宅（居住部分の床面積が４分の１以上）を新築した（建て替えを除く）

▽専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅に利用変更した

▽併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅を専用住宅に利用変更した

▽住宅を取り壊し、空き地や駐車場などにした

◆　対　象

◆　提出先 本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所

　平成３１年１月２日～令和２年１月１日に、風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、２年１月１

日現在で家屋や構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後２年度分に限り住宅用地の特例（み

なし住宅用地）の適用対象になる場合があります。該当する方は、本庁舎資産税課へご相談の上、申告書をご

提出ください。

【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４６ ＩＤ 被災住宅用地申告被災住宅用地申告書書
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市政ニュース

　市では、４月以降新

たに保育園（小規模保

育事業所・事業所内保

育事業所を含む）へ入

園を希望する方の追加

申し込みを受け付けま

す。入所条件や入所できる保育園などは、２月

３日（月）以降に保育課（   １０１６７８５）でご確認

ください。

申し込み／２月３日（月）～１７日（月）に申込用紙など

を本庁舎保育課。申込用紙は保育園、

保育課で配布

※市立保育園は、申込時に面接を行うため、開

庁時間内に児童と一緒にお越しください。

日　時／１月１１日（土）～１３日（祝）　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）

　国民年金は国が運営する年金制度で、国内に

住所がある方は２０歳から加入しなければなりま

せん。国民年金は老後だけでなく、病気・けが

で障害が残ったときなど万が一のときには、あ

なたや家族の生活を支えてくれます。厚生年金

に加入していない方には、２０歳になると加入の

お知らせおよび納付書などが日本年金機構から

送付されます。お知らせなどが届かない場合は、

一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお問い合わせ

ください。

保険料を納めましょう

　年金を受給するには、保険料をきちんと納付

しなければなりません。ただし所得が少なく納

付が困難な方や学生の方には、保険料を免除・

猶予する制度がありますので、ご相談ください。

 ＩＤ 

　案内書（申込書）は、１月６日（月）から本庁舎

市営住宅管理事務所、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、出張所で配布します。申し込

み資格は、案内書でご確認ください。

募集住宅／松降・朝日・河端・大山・春明・島村

・宝江・大和東・東五城・玉野などの３

階建て以上の中高層住宅

受付期間／１月１４日（火）～２１日（火）

受付場所／市営住宅管理事務所

※入居希望者のない部屋は、２月７日（金）から先

着順で追加募集あり

　１月２６日は「文化財

防火デー」です。文化

財の防火について関心

を高め、かけがえのな

い文化財を保護しまし

ょう。

文化財防火パトロール

日　時／１月１６日（木）　午前１０時～午後３時

内　容／文化財周辺の環境保全・防火指導

文化財防火訓練

日　時／１月２４日（金）　午前１０時

会　場／賀茂神社（木曽川町玉ノ井）

　四輪以上および三輪の軽自動車（電気自動車

などを除く）は、最初の新規検査から１３年を経

過すると、軽自動車税（種別割）の税率が重く

なります（重課）。２年度は、平成１９年３月まで

に最初の新規検査を受けた車両が対象になりま

す。最初の新規検査を受けた年月は、自動車検

査証の「初度検査年月」欄で確認できます。詳

しくは、  １０００９５２をご確認ください。

重課の税率（年額）

▽乗用自家用＝１２，９００円

▽貨物用自家用＝６，０００円　ほか

 ＩＤ 

新成人のあなたへ

スタートは２０歳！ 　国民年金

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４９ ＩＤ 

保育園の入園申し込み（追加分）
２月３日～１７日に受け付け

【問】保育課　（２８）９０２４　　

軽自動車の経年車に
重課の税率を適用

【問】市民税課　（２８）８９６２　　

市営住宅（定期募集）を受け付け

　【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９　　

  １０３１２９７ ＩＤ 

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　　

  １０１７５７１ ＩＤ 

文化財を火災から守りましょう

　【問】博物館　（４６）３２１５　

  １０３１８３８ ＩＤ 
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　プレミアム付商品券の購入期限および使用期

限は次のとおりです。

購入期限／１月３１日（金）

使用期限／２月２９日（土）

※購入された商品券は、いかなる場合でも返金

できませんので、期限内にご使用ください。

　市が発行する資料を自由に閲覧できるよう、

市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階に市

資料コーナーを設けています。現在、閲覧でき

る主な資料は、次のとおりです。

▽市長交際費、議会交際費、議会会議録、予算

書、決算書、建設工事入札契約結果、市民意

見提出制度公表資料、総合計画公表資料

　身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・被

爆者手帳を持っている方が、転居・死亡、振込

先の変更や特定の施設に入所した場合は、速や

かに本庁舎福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁

舎総務窓口課で手続きをしてください。なお過

払いがあった場合は、返納が必要です。

　保険料を納付書で納めている方が口座振替を

希望する場合、市内金融機関で手続きできます。

ゆうちょ銀行以外は専用のハガキで申し込めま

すので、ご連絡ください。国民健康保険税を口

座振替で納めていた方が新たに加入した場合も、

手続きが必要です。

　保険料を年金天引きで納めている方が口座振

替への変更を希望する場合、納付方法変更の手

続きが必要です。

　国民健康保険に加入している７０～７４歳の方に、

所得などに応じて医療費の一部負担金割合を記

載した、高齢受給者証を交付しています。適用

期間は７０歳の誕生日の翌月（１日生まれは誕生

月）から７５歳の誕生日の前日です。

　受給者証は７０歳になる誕生月（１日生まれは

誕生月の前月）の２０日ごろに送付します。医療

機関で受診の際は、保険証と一緒に提示してく

ださい。

　国民健康保険税（（２８）９０１２）・後期高齢者医

療保険料（（２８）８９８５）・介護保険料（（２８）９０１９）

を納めている方へ、１月末までに納付確認書を

送付します（年金からの特別徴収だけの方を除

く）。確定申告などの社会保険料控除にご利用く

ださい。

対　象／市街化区域内の合計面積３００以上の

農地（商業地域・工業専用地域を除く）

申し込み／１月６日（月）～３月３１日（火）に必要書類

を本庁舎農業振興課

※必要書類など詳しくは、お尋ねください。

日　時／１月２３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／１月６日（月）～２１日（火）に電話で商工観

光課

令和２年度都市計画

生産緑地地区に追加指定する
農地を募集

　【問】農業振興課　（２８）９１３５　　

  １０２７０８５ ＩＤ 

弁護士による
多重債務無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２１１６３ ＩＤ 

プレミアム付商品券
購入・使用期限にご注意を

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２８９９９ ＩＤ 

市資料コーナーのご利用を

　【問】行政課　（２８）８９５７　　

  １００００６５ ＩＤ 

障害者手当を受給している方へ

手当の異動手続きはお早めに

【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１１１３ ＩＤ 

後期高齢者医療保険料

口座振替を希望する方は手続きを

【問】保険年金課　（２８）８９８５　　

  １０００９７６ ＩＤ 

国民健康保険に加入している方へ

７０歳になると高齢受給者証を交付

【問】保険年金課　（２８）９０１１　　

  １０００８１８ ＩＤ 

納付確認書を送付

　【問】保険年金課　　

【問】介護保険課　　

  １０１８１１４ ＩＤ 




