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市政ニュース

午前９時～午後５時

展覧会 絞り

６月５日（土）～１３日（日）※月曜日は休館

新緑のおもてなし １０３３０４０ＩＤ

浴衣で パシャパシャ

ジャズライブジャズライブ

浴衣で来館した方に、撮影した写真を

マグネットにしてプレゼント！

ｉｎ 旧林家住宅　クラシックギターソロ

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

１人各１，０００円

３０分ごとに１組（１組３人まで。先着）定　員

参加料

申し込み ６月１日（火）から電話で歴史民俗資料館

１，０００円２０人（先着）定　員 参加料

申し込み ６月１日（火）から電話で歴史民俗資料館

～有松 竹田嘉兵衛商店
竹田耕三コレクション～

尾西歴史民俗資料館

６月１２日（土）

午後２時～３時

６月５日（土）・６日（日）

午後１時～４時

有松絞りの 実演実演

６月１３日（日）

午前１０時～正午・午後１時～３時

６月１１日（金）

午前１０時～正午
午後１時～３時

有松絞りの 体験体験 ※写真提供：名古屋市博物館

旧林家住宅

（旧林家住宅への入館は４時まで）

松岡清子さん（有松・鳴海絞り 伝統工芸士）

伊藤史和さん（ギタリスト）演　奏

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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１０４０３９７ＩＤ

所蔵品による企画展

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

筧忠治
－自画像、花、ノラ、そして 母の像 　　

　萩原町出身で孤高の洋画家と呼ばれた筧
かけひ

忠
ちゅう

治
じ

（１９０８～２００４）

の自画像、花や野良猫の連作、そして１０年にわたって母を描い

た大作などを紹介します。

大人５００円　高・大学生２５０円　中学生以下無料

６月５日（土）～７月４日（日）

※月曜日は休館

博物館

▲ 「虫眼鏡を持てる老母」

特集展示コーナー １０４０３９８ＩＤ

記念コイン記念コイン  で 世界旅 行で 世界旅 行

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

６月１日（火）～８月２９日（日）

※月曜日（８月９日を除く）、８月１０日（火）は休館

　個人コレクターが収集した、世界各国の記念コインを紹介します。

藤原コレクション

※特集展示コーナーも観覧可

※企画展開催中は企画展観覧料が必要

大人３００円　高・大学生１５０円　中学生以下無料

▲  バルバドス記念コイン

ライトで照らせライトで照らせ！！ 島畑のいきもの 島畑のいきもの

たいけんの森

高校生以上１００円　中学生以下無料

１０４０３９９ＩＤ

午前９時３０分～正午・午後１時～４時３０分

▲

６月５日～７月１８日の土・日曜日、祝日

▲

７月２１日（水）～８月１日（日）（休館日を除く）

【問】博物館　（４６）３２１５

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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夏 休 み 期 間 限 定 の 児童クラブ児童クラブ
利用申し込みを受け付けます

　保護者が仕事などで不在になる小学１～６

年生を対象に、児童クラブの利用申し込みを

受け付けます。

受付期間６月１日（火）～１５日（火）

児 童 館

児童クラブ

月～土曜日の

午前９時３０分～午後５時３０分

月～土曜日の

午後２時～５時３０分

（土曜日閉所の場合あり）

※申込書は各児童クラブで配布。募集施設は、

受付期間にお知らせ。通年利用を申し込み済

みで、入所保留の方へは別途案内

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

派遣場所 申込団体が準備する屋内の会場

対 象 市内在住のおおむね６０歳以上の方で

１０人以上の団体

申し込み ６月１日（火）～７月３０日（金）に

電話で高年福祉課

講 師 リハビリ専門職、管理栄養士ほか

【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

募 集 作 品

一般の部

　

グランプリ　

▲

５０万円

学生の部

　

スプラウト賞

▲

１０万円

※優秀作品展を「ジャパン・クリエーション（１２月開催）」

　「総合展 ＴＨＥ尾州（令和４年２月開催）」で開催

開所日と開所時間

夏休み期間中の月～土曜日（祝休日を除く）

午前７時３０分～午後７時

１０１４８４６ＩＤ 申込書ダウンロード可

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

講師を派遣します１０２３８５１ＩＤ

出張します出張します！！

ますます元気にますます元気に
楽しいシニアライフを楽しいシニアライフを

出 前

講 座

　次世代のテキスタイル（生地）産業を担う人材の発掘・育成、

技術力・デザイン力・マーケティング力の強化などを目指し、

コンテストを開催します。ファッション業界を刺激するような

作品をお待ちしております。

応募カード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

からダウンロード可

作品に応募カードを添付の上、

９月１日（水）～３０日（木）（必着）

に持参または郵送

ジャパン

コンテスト

作品
� 募集テキスタイル

応募�
� 方法

洋服など明確な用途を狙って企画・製作した織物・

ニットなどで未発表の物（１人３点まで）

賞

その他の各賞にも

  賞金あり！

派遣日時 ９月１日（水）～令和４年３月３１日（木）

の月～金曜日　午前９時～午後４時

３０分の１時間（祝日を除く）

▽転倒予防の話と体操

▽認知症予防の話と体操

▽「むせ予防」の話と体操

▽栄養についての話　ほか

メニューから一つを選択内 容

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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　人権擁護委員は、人権について関心をもってもらえる

ような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談

を受け問題解決のお手伝いをしたりしています。

【問】保険年金課　（２８）９０１４

１００００３１ＩＤ 　国民年金は、老後や万が一の場合に、

その後の生活を支えてくれる制度です。

国内の２０歳以上６０歳未満の全ての方が、

加入しなければなりません。

　未納期間があると、過去に納めた期間が

無駄になったり、いざというときに年金を

受給できなかったりする場合があります。

未納は避けましょう未納は避けましょう！！

人権擁護委員人権擁護委員

１０４０２４２ＩＤ

【問】市民課　（２８）８９７５

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

あなたの街の�相談パートナー

森雅昭さん（宮西）　　　　寺本倫子さん（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）

原勝已さん（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）

永田文男さん（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）

浅野佐和さん（木曽川町）　東元徹夫さん（木曽川町）

◆みんなの人権１１０番

� （０５７０（００３）１１０）

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）

人権イメージキャラクター

� 人ＫＥＮまもる君　人ＫＥＮあゆみちゃん

※（　）は連区名
人権擁護委員

をご存じですか？

◆法務局一宮支局の人権相談所

� （（７１）０６００）

◆人権相談所

国 民 年 金国 民 年 金

※いずれの制度も受給するには、納付要件などを満たすことが必要です。

老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
原則６５歳から原則６５歳から

  受給できます。  受給できます。

けがや病気が原因で、けがや病気が原因で、

一定以上の障害が一定以上の障害が

残ったときに残ったときに

受給できます。受給できます。

１８歳以下（障害がある子は２０１８歳以下（障害がある子は２０

歳）の子がいる加入者が死亡歳）の子がいる加入者が死亡

したときに、配偶者または子したときに、配偶者または子

が受給できます。が受給できます。

ご
存じですか？

ご
存じですか？

■申請免除制度■申請免除制度

■納付猶予制度■納付猶予制度（５０歳未満の方が対象）

納付が困難な場合はご相談ください

１０００８４５ＩＤ

過去に未納期間があっても２年以内なら納付できます。

詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお尋ねください。

人権相談を
� ご利用ください 相談無料

人権の問題や身近なことでお困りの方

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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所得課税（非課税）証明書を６月から交付所得課税（非課税）証明書を６月から交付

　所得状況などに関する「３年度市県民税所得課税（非課税）証明書」の交付を、６月１日（火）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。郵送

でも請求できます。

　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。

１００５４５３ＩＤ

市県民税のお知らせ

減免を受ける方は、納付前に手続きを減免を受ける方は、納付前に手続きを

　毎年６月に市県民税の税額を確定し、６月中旬

に納税義務者へ納税通知書を送付しています。

　納付が困難で右記に該当する方は、減免が認め

られる場合があります。詳しくは １０００９０２ＩＤ を

ご確認ください。

１０００９２２ＩＤ

◇失業・廃業・傷病などの予測できない理

由で、本年の所得が前年の半分以下に

減少する方（所得制限あり）

◇被災し、死亡または障害が残った方や、

住宅などに一定以上の損害を受けた方

◇勤労学生など

【問】市民税課　（２８）８９６３

　３月１６日以降に市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書を提出された方は、申告書

の内容が課税（普通徴収の第１期または給与からの特別徴収の６月分）に反映されていな

い場合があります（確認でき次第、税額に反映します）。

■３月１６日以降に申告書を提出された方へ■３月１６日以降に申告書を提出された方へ

１００５４５６ＩＤ

【問】市民税課　（２８）８９６２

事業者の方へ

市県民税に関する手続きには

【問】市民税課　（２８）８９６４

ご利用ください

ｅＬＴＡＸの利用方法など詳しくは、

ｅＬＴＡＸウェブサイトをご確認ください

https://www.eltax.lta.go.jp

　給与所得者異動届出書の提出など市県民税に関する手続きを、

インターネットを利用して行うことができます。会社などから

簡単に手続きができるので、市役所へ書類を持参・郵送する手

間が掛かりません。

地方税ポータルシステム地方税ポータルシステムｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸをを

エ ル タ ッ ク ス

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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対象住宅／昭和５７年１月１日以前に建築した

対象工事／現行の耐震基準に適合し、１戸当たりの費用が５０万円を超えた耐震改修

減額内容／１２０㎡分までに相当する税額の２分の１（認定長期優良住宅の場合は３分の２）

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書③改修費用を証明する書類

※認定長期優良住宅の場合は通知書も必要

対象住宅／新築から１０年以上経過した

居住者要件／次のいずれかに該当する方

▽６５歳以上　▽要介護認定または要支援認定を受けている　▽障害の認定を受けている

対象工事／補助金などを除く自己負担が５０万円を超えた改修（廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイ

レの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り換え、床表面の滑り止め化など）

減額内容／１００㎡分までに相当する税額の３分の１

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②居住者要件を満たすことを証明する書類③工事明細書など工事内容が分かる書類

④工事箇所の写真⑤改修費用を証明する書類

対象住宅／平成２０年１月１日以前に建築された住宅

対象工事／現行の省エネ基準に適合し、窓の改修を含み、補助金などを除く自己負担が５０万円を超え

た断熱改修

減額内容／１２０㎡分までに相当する税額の３分の１（認定長期優良住宅の場合は３分の２）

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書③改修費用を証明する書類

※認定長期優良住宅の場合は通知書も必要

対象住宅／次の全てに該当する住宅

▽今年新築された認定長期優良住宅　

▽１戸当たりの床面積が５０㎡以上２８０㎡以下

減額内容／１２０㎡分までに相当する税額の２分の１

減額期間／新築後５年度分（中高層耐火住宅は７年度分）

必要書類／①申告書②認定長期優良住宅の通知書

１０００９３８ＩＤ

１０００９３５ＩＤ

１０００９３６ＩＤ

１０００９３３ＩＤ

【問】資産税課　（２８）８９６６

各種改修工事を行った住宅などの各種改修工事を行った住宅などの

固定資産税を固定資産税を減額減額しますします

＜＜�必要書類を持参の上、本庁舎資産税課で申告してください�＞＞

バリアフリー改修

省エネ改修

認定長期優良住宅

耐震改修

　家屋を新築・増築した方には、

固定資産税がかかります。家屋

の調査に伺いますので、ご協力

をお願いします。

新築・増築家屋の新築・増築家屋の

調査にご協力を調査にご協力を

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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災害時たすけあい隊への災害時たすけあい隊への
登録はお済みですか登録はお済みですか【問】福祉総務課　（２８）９０１５

１００１１４７ＩＤ

▼ 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

対象要件

土のうを貸し出します

・丹陽防災倉庫（丹陽町外崎、東部浄化センター東）

・千秋防災倉庫（千秋町佐野、千秋配水場内）

・今伊勢防災倉庫（今伊勢町馬寄、今伊勢西小北）

・奥防災倉庫（奥町字下口西、奥町出張所西）

・浅井防災倉庫（浅井町東浅井、浅井山公園東）

・大和防災倉庫（観音寺 1丁目、旧大和町出張所内）

貸出場所

１軒当たり ３０袋 まで

（土のう袋だけの貸し出し可）

【問】維持課　（２８）８６３８

設置をお手伝いします

　市では、住宅用火災警報器を自ら設置すること

が困難な高齢者などの世帯を対象に、取り付け・

取り替えの支援を行っています。

市内に６５歳以上の方だけで

住んでいる世帯

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

申し込み方法など申し込み方法など

詳しくは、お尋ねください詳しくは、お尋ねください

１０３６２５８ＩＤ

　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。

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

総務課・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

※ 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。

※ ビニールシートを用意の上、車でお越しくだ

さい。また土のう袋はできる限り個人で保管

してください。

１０～１５㎏重 さ

大きさ ４５㎝×３０㎝

▼
▼

対　象

▼  警報器本体

▼  乾電池

▼  取り付けに必要なネジなど

事前に用意する物

住宅用火災警報器浸水被害の事前の備えに
集中豪雨や台風での

１００２２３９ＩＤ案内図など詳しくは  ▼　　　　　

ご希望の方は、ご希望の方は、事前に事前に
4 4 44 4 4

ご連絡くださいご連絡ください

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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　情報公開制度は、市政の情報を皆さんの請求に基づいて原則公開する制度です。

また個人情報保護制度は、市が保有する皆さん自身の情報を、請求に基づいて開示・

訂正・利用停止する権利を明らかにし、個人の権利・利益を保護する制度です。

▼請求・公開状況 ▼実施機関別状況

▼審査請求の状況　　６件

処理状況 義務公開 任意公開 合計

公 開  ６９ ０  ６９

部 分 公 開  ７３ ２  ７５

非 公 開   ９ ０   ９

不 存 在  ２７ ０  ２７

未 処 理  　０ ０  　０

制 度 対 象 外  　６ ０  　６

取 り 下 げ  　６ ０  　６

合計（請求件数） １９０ ２ １９２

義務公開＝平成１０年４月１日以降の文書が対象
任意公開＝平成１０年３月３１日以前の文書が対象

実施機関 件数

市 長 １３３

教 育 委 員 会  ３１

水道事業等管理者  １０

病院事業管理者  　４

消 防 長  　８

議 会  　２

監 査 委 員  　３

選挙管理委員会  　１

合 計 １９２
▼訂正請求の状況　　１件

▼利用停止請求の状況� ０件

▼是正申出の状況　　０件

▼審査請求の状況　　１件

▼開示請求の状況

処理状況 件数

開 示  ８

一 部 開 示 １３

不 開 示  ０

不 存 在  ８

取 り 下 げ  ０

未 処 理  ０

合計（請求件数） ２９

情報公開制度 個人情報保護制度

令和２年度 令和２年度 の の 実実  施施  状状  況 況 を を おお  知らせ知らせしますします

【問】行政課　（２８）８９５６

情報公開制度・個人情報保護制度

　市では、市民の皆さんからのご意見・ご要望などを

受け付けています。

市民ポスト　   市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

　　　　　　   出張所などで受け付け

ファクス      　     （７３）９１２６

メール　　　   info@city.ichinomiya.lg.jp

※お急ぎのときや簡単な質問は、直接担当課へお尋ね

ください。　

市民 ポ市民 ポ  スト・市民スト・市民  ファクス・ファクス・

　　　　　市民　　　　　市民  メールメール    の の ご利用をご利用を

令和２年度 受け付け状況

１００４０５３ＩＤ
１００４０４４ＩＤ

▼ 種類別状況

市民ポスト 市民ファクス 市民メール 手　紙 合計

件数 ２２０ １７ １，１３２ ２８ １，３９７

▼ 内容別状況

要望 苦情 意見 相談 通報 質問 その他 合計

件数 ６９９ １４１ ２８９ ５ １８ １３５ １１０ １，３９７

　多数のご意見をお寄せいただき、

ありがとうございました。今後も開

かれた市政の実現にご協力ください。

【問】広報課　（２８）８９５１

■ 募集案件

■ 寄せられた意見の総数

１１ 件

２１５ 件

　市民意見提出制度は、市の基本的な

計画や条例を作成するときに、市民の

皆さんから意見を募集し、意見を参考

にして最終案を決定する制度です。

１０３４４８９ＩＤ

▼
▼

▼

令和２年度の実施状況

市民意見提出制度市政へのご意見・ご要望は

１０４０５６６ＩＤ

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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市政ニュース

　現況届の用紙を６月上旬に送付します。６

月３０日（水）までに提出してください（電子申請

可）。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。

日 時／６月１９日～２７日の土・日曜日　午前９

時～午後０時３０分・１時３０分～５時

対 象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　２０カ所の会場（一宮市民会館と市立中学校１９

校）で分散開催します。式典は一宮市民会館で

行い、その映像を各会場にライブ配信するとと

もに中継で結びます。また成人式終了後、各会

場で「新成人のつどい」を開催します。

日 時／令和４年１月９日（日）　午後１時～１

時５５分（０時３０分開場）

会 場／①一宮市立中学校を卒業した方＝卒業

した中学校（屋内運動場）

②①以外の方（私立中学校を卒業した

方など）＝一宮市民会館

※市外在住の方などでも、電子申請することで

参加できます。詳しくは、ＩＤ  １０２９００２をご確

認ください。

　市では、商店街の空き店舗などをリフォーム

して事業を行う方に、リフォーム費用の一部を

補助します。要件など詳しくは、ＩＤ  １０３５７００を

ご確認ください（事業に着手する前にご相談く

ださい）。

　市では、県内の公的試験施設が行う依頼試験

などを市内の中小企業者が利用する場合、手数

料などの一部を補助しています（限度額あり）。

対象となる依頼試験など詳しくは、ＩＤ  １０３５５４１

をご確認ください。

　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４年３月３１日までに行う①国内見

本市参加等事業（オンライン形式によ

る見本市を含む）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、ＩＤ  １０１６０１５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／①１７万１，０００円②１１万４，０００円

申 請／出願日から３カ月以内に本庁舎商工観

光課

日 時／６月１６日（水）　午前９時３０分～午後３

時３５分

会 場／本庁舎商工観光課

対 象／市内在住の方

定 員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／６月１日（火）～１４日（月）に電話で商工観

光課

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

ＩＤ  １００５４２６

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

ＩＤ  １０２４００６

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

【問】青少年課　（８４）００１７

ＩＤ  １０１７５７１

令和４年１月の一宮市成人式は
会場を分散して開催します

【問】青少年課　（８４）００１７

ＩＤ  １００１２５０

商店街の空き店舗などの
リフォーム費用を補助します

【問】商工観光課　（２８）９１３０

中小企業の依頼試験などの
手数料を補助

【問】商工観光課　（２８）９１３０

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）９１３０

ＩＤ  １０２４３８９

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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対 象／次のいずれかに

該当し、目的が

営利・宗教・政

治的でなく１５人

以上が参加でき

る団体①市内の

事業所②市内の事業者と共催の労働組

合・自主グループ③市内の事業者で組

織した団体

派遣時間／午前９時～午後９時の２時間以内

派遣場所／申し込み団体が準備する市内の会場

講 座／「働きやすい職場環境づくり」「管理

職のためのメンタルヘルス対策」「仕

事と私生活のバランス」ほか

申し込み／開催希望日の原則２カ月前までに申込

書を本庁舎政策課。申込書は政策課で

も配布

掲載料／１枠５万円（税込み）

申し込み／令和４年１月７日（金）までに申込書・

広告案を持参・郵送・電子申請（掲載

規格など詳しくは、募集要項で確認）

　令和２年４月１日時点で、戦没者等の死亡当

時のご遺族の中に、公務扶助料や遺族年金など

を受ける方がいない場合、次の対象の優先順位

で該当する方１人に、特別弔慰金を支給します。

請求方法など詳しくはお尋ねください。

対 象／①援護法による弔慰金の受給権者、②

子、③戦没者等と生計を共にしていた

父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、④③以

外の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、⑤

戦没者等の死亡時まで引き続き１年以

上生計を共にしていた３親等内の親族

支給内容／額面２５万円の記名国債（５年償還）

　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②１万円

申請場所／本庁舎①高年福祉課②障害福祉課

※現在受給中の方は、６月１日（火）～１５日（火）に

現況届を提出してください。

　中核市移行に伴い、窓口が保健所から市役所

障害福祉課に変わりました。

　受給者証の有効期限が令和３年９月３０日の

方の更新手続き期間は６月１日（火）～９月３０日

（木）です。本庁舎７階７０１会議室で受け付けま

すので、更新を希望する方は必要書類を持参し

てください。必要書類など詳しくは、郵送の案

内または  ＩＤ  １０３７８７６をご確認ください。

※有効期限が令和３年７月３１日の方の更新も、

６月１日以降は７０１会議室で受け付けます。

　令和２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１日（火）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。

ワーク・ライフ・バランスなど

事業所主催の研修会へ講師を派遣

【問】政策課　（２８）８９５２

ＩＤ  １０１１５７１ 申込書ダウンロード可

生涯学習情報誌に
掲載する広告を募集

【問】生涯学習課　（８５）７０７４

ＩＤ  １０３４７３４ 申込書ダウンロード可

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

障害福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １０２４２８３

特定医療費（指定難病）受給者証
更新手続きをお忘れなく

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

戦没者等のご遺族へ

特別弔意金の請求はお済みですか

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

ＩＤ  １０３２６４５

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

ＩＤ  １０００８０６

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。


