第８回いわくら市民健康マラソン
交通規制のお知らせ
３月３日㈰ AM9:00 〜 11:00
至江南
至
江
南

至一宮

速道路

名神高

※総合体育文化センター周辺は 7:00 〜 12:00 までの規制となります。
※道路事情により、一部変更になる場合があります。

2.7km の部
4
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市政通信
◆◆介護保険サービスの自己負担額等が医療費控除の対象となる場合があります◆◆
●問合先 長寿介護課介護保険グループ（☎ 38-5811）
確定申告の際に領収証を添付または、提示してください。
居宅サービスの医療費控除
サービスの種類

1.（介護予防）訪問看護

2.（介護予防）訪問リハビリテーション
3.（介護予防）居宅療養管理指導

① 対 象 と な る 居 宅 サ ー ビ ス 4.（介護予防）通所リハビリテーション（食費を含む）

5.（介護予防）短期入所療養介護（滞在費・食費を含む）

（医療系サービス）

6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る）
7. 複合型サービス（医療系サービスを含む組合せにより提供されるもの（生活援助中心
型の訪問介護の部分を除く）に限る）
1.（介護予防）訪問介護（生活援助中心型を除く）
2. 夜間対応型訪問介護

3.（介護予防）訪問入浴介護
4.（介護予防）通所介護
5. 地域密着型通所介護

②医療系サービスと併せて利 6.（介護予防）認知症対応型通所介護

用する場合のみ対象となる居 7.（介護予防）小規模多機能型居宅介護
8.（介護予防）短期入所生活介護

宅サービス

9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用しない場合およ
び連携型事業所に限る）

10. 複合型サービス（医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもの（生活援
助中心型の訪問介護の部分を除く）に限る）

11. 地域支援事業の訪問・通所型サービス（生活援助中心のサービスを除く）
1. 訪問介護（生活援助中心型）
2.（介護予防）認知症対応型共同生活介護
3. 特定施設入居者生活介護
③対象外となる居宅サービス

4.（介護予防）地域密着型特定施設入居者生活介護
5.（介護予防）福祉用具貸与

6. 複合型サービス（生活援助中心型の訪問介護の部分）

7. 地域支援事業の訪問・通所型サービス（生活援助中心のサービスに限る）
8. 地域支援事業の生活支援サービス

※②の居宅サービス（①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限る）または③の居宅サービスにお
いて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価（居宅サービスの対価として支払った額の 10 分の
1 に相当する金額）は、医療費控除の対象となります。
施設サービスの医療費控除
1. 介護老人福祉施設

施設名

2. 地域密着型介護老人福祉施設
1. 介護老人保健施設
2. 介護療養型医療施設
3. 介護医療院

対象額

施設サービスの対価（介護費、食費および居住費）として
支払った額の 2 分の 1 に相当する金額

施設サービスの対価（介護費、食費および居住費）として
支払った額

※日常生活費、特別なサービスに対する費用等は、原則として医療費控除の対象となりません。
※指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設等が発行する領収書には、医療費控除の対象となる
金額が記載されることになっています。
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「市・県民税の申告」
「所得税および復興特別所得税の確定申告」が始まります！
問合先 ●確定申告については小牧税務署へ

●市県民税については市役所税務課へ

☎ 0568-72-2111
☎ 0587-38-5806 ≪直通≫

▼市・県民税の申告
２月１日㈮〜３月 15 日㈮
▼所得税および復興特別所得税の確定申告
小牧市公民館 2 月 18 日㈪〜 3 月 15 日㈮
岩倉市役所
2 月 18 日㈪〜 2 月 28 日㈭※
※譲渡所得がある申告は市役所では受付できません。

！

ご協力のお願い

岩倉市役所の確定申告会場では、各日 180 人〜 220 人の申告があります。
市役所駐車場が大変混雑しますので、自転車等での来庁にご協力ください。
また、混雑によりお待たせする時間が長くなることがあります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力いただきますようお願いします。

▼ 申告会場以外の確定申告提出方法のご案内
電子申告
マイナンバーカードがなくても自宅のパソコン等で電子申告ができるようになりました。
事前に税務署でＩＤ・パスワードを取得し、国税庁ホームページから、「確定申告書等作成コーナー」へ
アクセスしてください。
※詳しくはこちら（国税庁ホームページ）

郵送・持込
手書きまたは国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」等で作成し印刷した申告書は、
次の方法により提出できます。
①小牧税務署宛てに郵送する。 （〒 485-8651 小牧市中央一丁目 424 番地）
確定申告書在中と記載し、上記住所宛て送付してください。
②市役所税務課へ持ち込む。（市役所から小牧税務署に渡します）

▼ 各申告について
●１年間の所得に係る申告には、税務署への所得税および復興特別所得税の確定申告と、市への
市県民税の申告があります。
●所得税および復興特別所得税の申告は、所得とそこから算出した額を申告し、納付します。
実際納めるべき税額より納めすぎている場合は、還付を受けることができます。
●市県民税の申告は、平成 31 年度の市・県民税の計算を行うために必要な申告です。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の基礎にもなるため、加入世帯の人は
収入がない場合等、確定申告の必要がない場合でも忘れずに市県民税の申告をしてください。
確定申告をした人は市県民税の申告をする必要はありません。

広報いわくら
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市政通信
▼ 申告の対象者
市県民税の申告
確定申告の必要がない人で、平成 31 年 1 月 1 日現在、岩倉市在住であり、次のいずれかに該当する人
（確定申告した人を除く）
①平成 30 年分の確定申告をしなくてもよい人で、給与・年金以外の所得がある人
②国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険加入世帯で所得のない人

所得税および復興特別所得税の確定申告
主に次のいずれかに該当する人（ご不明な場合はお問い合わせください）
①申告の必要な所得のあった人
②給与所得がある人で年末調整ができなかった人
③給与収入額が 2,000 万円を超える人
④２カ所以上から給与を受けている人で、年末調整を受けていない給与収入などが 20 万円を超える人
⑤給与所得があり、給与所得・退職所得以外の所得の合計が 20 万円を超える人
⑥医療費控除など、年末調整で受けられない控除を受けたい人
※岩倉市役所の確定申告会場では、譲渡所得のある申告は受付できません！（小牧市公民館の申告会場
で申告してください）

▼ 申告会場のご案内（土・日曜日、祝日を除く※小牧市公民館：2/24・3/3 の日曜日開設）
会場
岩倉市役所２階税務課
市県民税の申告
（確定申告会場開設期間は７階会場）
小牧市公民館
（小牧市小牧二丁目 107 番地）
所得税および復興特
別所得税の確定申告
岩倉市役所７階申告会場

▼小牧市公民館へのアクセス
小牧駅発…徒歩 15 分または

持ち物

受付時間
2 月 1 日㈮〜 3 月 15 日㈮
午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
2 月 18 日㈪〜３月 15 日㈮
（※ 2/24・3/3 の日曜日は開設）
受付終了時間：午後 4 時
※会場の混雑状況により、早めに受付を終
了する場合があります。
２月 18 日㈪〜２月 28 日㈭
午前８時 30 分〜午後４時
※会場の混雑状況により早めに受付を終了
する可能性があります。
※税理士による無料相談は午前 9 時 30 分
からです。

①こまき巡回バス「西部右又は左まわりコース」
②こまき巡回バス「小牧・味岡西コース」

「市民会館前」下車

共通⇒個人番号確認書類（マイナンバーカード又は通知カードと身元確認書類（免許証等））、印鑑（過年
度の申告をする人）、収入がわかるもの（源泉徴収票、支払調書等）
・医療費控除を受ける場合⇒医療費控除の明細書
・社会保険料控除や生命保険・地震保険料控除を受ける場合⇒控除証明書等の控除金額がわかるもの
・障害者控除を受ける場合⇒障害者手帳等
・住宅借入金等特別控除を受ける場合⇒登記事項証明書、計算明細書、住宅取得のための借入金の年末残高
証明書、契約書等で家屋の取得価格を明らかにする書類の写し（認定住宅、増改築等の場合にはその他に
必要な書類があります）
・住宅耐震改修特別控除を受ける場合⇒住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書、
補助金の額を証する書類、計算明細書
・所得税が戻る場合は、振込先の金融機関名と口座番号（申告者名義）がわかるもの
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▼ 確定申告岩倉市役所会場Ｑ＆Ａ
Q．会場は混みますか？
A．例年、申告期間の前半・午前中は大変混雑します。
昨年の実績です。ご参考にしてください。
２月
人数

16 日㈮
186 人

19 日㈪
213 人

20 日㈫
214 人

21 日㈬
228 人

22 日㈭
224 人

23 日㈮
188 人

26 日㈪
174 人

27 日㈫
154 人

28 日㈬
122 人

Q．駐車場は混みますか？
A．大変混雑します。自転車等での来庁にご協力ください。
Q．この会場で申告できないものはありますか？
A．譲渡所得（株の売買・土地の譲渡・先物取引等）は、申し訳ありませんが小牧市公民館会場（広報 P.9）を
ご案内しております。
Q．住宅借入金等特別控除１年目は申告できますか？
A．岩倉市役所会場の税理士による無料相談で申告可能です。会場受付でお申し付けください。
Q．昨年の収入の源泉徴収票が全て揃っていないのですが申告できますか？
A．全ての源泉徴収票が必要です。不足がないかご確認のうえ、お越しください。

▼ 確定申告期に多いお問合せ事項 Q ＆ A
※詳しくはこちら（国税庁ホームページ）

介護保険要介護認定者のおむつ代を医療費控除の対象とする際の
●問合先 長寿介護課介護保険グループ（☎ 38-5811）
「確認書」を発行します
介護保険の要介護認定を受けている人のうち、次の要件を全て満たしている場合は、おむつ代を医療
費控除の対象とする際の「確認書」を発行します。発行を希望する人は、長寿介護課までお越しください。
なお、この条件に該当しない人が、医療費控除を受けるためには医師が発行する「おむつ使用証明書」
が必要です。
●交付条件 次の条件を全て満たしていること。
①おむつ代についての医療費控除を受けるのが継続した２年目以降であること。
②要介護認定の際の主治医意見書作成日がおむつを使用し控除を受けようとする年のものであること。
ただし、要介護認定の有効期間が 13 カ月以上の人については、認定された年のものであること。
③主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が「寝たきり」であること。
④主治医意見書の現在の状態が「尿失禁がある」であること。

小学校・中学校の入学通知書を送付しました
●問合先 学校教育課学校教育グループ（☎ 38-5818）
●入学対象者
★小学校・・・平成 24 年４月２日から平成 25 年４月１日までに生まれた人
★中学校・・・平成 18 年４月２日から平成 19 年４月１日までに生まれた人
※次の場合は、学校教育課へお問い合わせください。
・入学通知書が届かないとき
・転出等の理由で指定学校に入学しないとき
・私立学校等に入学するとき
なお、小学校新１年生で外国籍の人は、就学許可申請が必要ですので、在留カード（または特別
永住者証明書 ) と印鑑を持参のうえ、学校教育課にお申し出ください。
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児童手当の申請をお忘れではありませんか
●問合先

子育て支援課児童グループ（☎ 38-5810）

児童手当は、中学校卒業まで（15 歳になった後の最初の３月 31 日まで）の児童を養育している人に支
給されます。現在、受給資格があるものの、申請をしていなくて児童手当を受給していない人や、出生・
転入等により新たに受給資格が生じた人は、子育て支援課で申請が必要です。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を
受けられなくなりますので、出生・転入等の日の翌日から 15 日以内に申請してください。
●支給月額
・児童手当（所得制限限度額未満の人）
０歳〜３歳未満：
（一律）15,000 円
３歳〜小学校修了前：
（第１子・第２子）10,000 円、
（第３子以降）15,000 円
中学生：
（一律）10,000 円
・特例給付（所得制限限度額以上の人）
０歳〜中学生：
（一律）5,000 円
※必要書類等、詳しくは子育て支援課までお問い
合わせください。
なお、受給資格をお持ちの人が公務員の場合、
職場での申請となりますので、ご注意ください。

※児童手当の所得判定において、未婚のひとり親
に対する寡婦（夫）控除のみなし適用が平成 30
年度からはじまりました。未婚のひとり親の人で、
現在、特例給付を受給中の人はお問い合わせくだ
さい。ただし、婚姻歴のある人など、地方税法上
の寡婦（夫）控除が適用される人は対象になりま
せん。

児童扶養手当・遺児手当についてお知らせします
●問合先 子育て支援課児童グループ（☎ 38-5810）
児童扶養手当・遺児手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給される手当
です。
次の要件に当てはまる 18 歳以下（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで）の児童（児童扶養手
当は児童に一定の障害があるとき 20 歳未満）を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、
または父母以外で対象となる児童を養育している人に支給されます。
●対象となる児童
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童
・母が婚姻しないで生まれた児童 など
●支給月額
・ 児 童 扶 養 手 当 児 童 1 人 あ た り 42,500 円
（児童 2 人目には 10,040 円を加算、児童 3 人目
からは 1 人につき 6,020 円が加算されます。）
・愛知県遺児手当 児童 1 人あたり 4,350 円（支
給開始後 3 年経過すると 2 分の 1 に、5 年経過
すると終了）
・岩倉市遺児手当 児童 1 人あたり 2,500 円
※いずれの手当も所得制限があります。一定額を
超えていると、手当額の一部または全部が支給さ
れません。
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申請する人の状況によって必要となる書類が異な
りますので、申請を希望する人は、子育て支援課
児童グループまで事前にご来庁のうえご相談くだ
さい。
なお、平成 31 年 1 月から、岩倉市遺児手当の手
続きにおいて、マイナンバーの利用を開始しまし
たので、申請書にはマイナンバーのご記入が必要
となります。マイナンバーを利用し、自治体間で
税情報等の情報連携が可能となりますので、これ
まで必要だった添付書類（所得証明書等）を省略
することができます。
※状況により、添付をお願いする場合があります。

てん ぽ はし

天保橋が開通します！

●問合先

都市整備課整備グループ（☎ 38-5814）

開通予定日時：2 月 4 日㈪午前 (9 時）
平成 26 年度から工事を実施していました
天保橋が完成し、2 月 4 日午前に開通します。
この道路事業にご協力をいただきました土
地所有者を始めとする関係権利者や地域の皆
様に厚く御礼申し上げます。
なお、天保橋は開通しますが、橋の北側で
は幅員の狭い区間があるため、引き続き道路
拡幅工事を実施していきますので、通行にご
注意ください。

高齢者への虐待が
おこらないまちを目指して
●まずは、ご相談ください。
高齢者に対して「暴力をふるう」「言葉や態度で
精神的な苦痛を与える」
「介護や世話が必要なのに
放置する」
「性的な行為を強要する」このようなこ
とは高齢者虐待になります。「虐待かな？」と思っ
たら、一人で悩まず、まずはご相談ください。
相談が入ると・・・
虐待の状況や本人の意思を確認し、長寿介護課や
地域包括支援センターの職員、ケアマネジャーが連
携し必要な支援を行います。

●介護の負担を軽減しましょう。
介護は心身ともに大きな負担となりがちです。一
人で頑張りすぎないで、家族や周囲の人の協力を仰
ぎましょう。また、介護保険サービスを上手に利用
できるよう、ケアマネジャーや地域包括支援セン
ターなどに相談しましょう。
●地域で支え合いましょう。
「怒鳴り声や大きな物音が聞こえる」「天気が悪く
ても長時間外にいる」「居住する家が極端に非衛生
的である」など地域で気になる人がお見えでしたら、
お気軽にご連絡ください。
皆さんの声掛けなどで、高齢者虐待の早期発見や
深刻化を防ぐことができます。高齢者や介護する人
を温かく見守り地域からの孤立を防ぎましょう。

●問合先 長寿介護課長寿福祉グループ（☎ 38-5811）、岩倉市地域包括支援センター（岩倉中学校区
対応☎ 38-0303）、岩倉東部地域包括支援センター（南部中学校区対応☎ 96-6553）
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冬の鍋フェス in いわくらの表彰者と全レシピを公開します！
●問合先

商工農政課商工観光グループ（☎ 38-5812）
観光情報ステーション（ＮＰＯ法人いわくら観光振興会☎ 81-3368）

12 月８日㈯、９日㈰にお祭り広場で開催した冬の鍋フェス in いわくらでは、鍋をとおして市の魅力
をＰＲしようと、№１の鍋の投票を行いました。
●投票結果
◆優勝

千成（中本町）「純系名古屋コーチンつくね鍋」

◆準優勝

一元（栄町）「岩倉野菜のにぎやかつみれ鍋」

たくさんのご来場および投票へのご参加ありがとうございました。

受賞者のコメント

純系名古屋コーチンつくね鍋

優勝

昨年に続き今回も優勝でき、ありがとうございました。皆様に認めていただき、ありがた
く思っております。

千成

やはり、岩倉にふさわしい鍋料理は純系名古屋コーチンつくね鍋と思い、少々味付けを変
え優勝できたことを大変うれしく思っております。
その他イベントに携わった方々にも、心から深く感謝しております。
※「純系名古屋コーチンつくね鍋」はお店でも味わえます（要予約：☎ 37-2930）
。

準優勝

一元

初参加でしたが、準優勝をいただけて嬉しいです。
夜は遅くまで、朝は早くから準備等で疲れましたけど、その分とても楽しく、みんなにも
おいしいと言ってもらえたことがよかったです。
※「岩倉野菜のにぎやかつみれ鍋」はお店でも味わえます（要予約：☎ 37-9483）

レシピ公開中
冬の鍋フェス in いわくらに出品された全７店の鍋のレシピをＮＰＯ法人いわくら観光振興会ホー
ムページ（http://iwakura-kanko.com/）で公開しています。
ぜひ、おうちで再現するなどして味わってみてください。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度
●問合先
●対象者

市民窓口課窓口グループ（☎ 38-5807）・一宮年金事務所（☎ 0586-45-1418）

国民年金第１号被保険者で出産日が平成 31 年２月１日以降の人

●免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から４カ月間（多胎妊娠の場合は、３カ月前から

６カ月間）
※ただし、本制度の施行日が平成 31 年４月のため、平成３１年３月以前の期間は免除の対象になりません。
●届出時期

出産予定日の６カ月前から

※ただし、届出ができるのは平成 31 年４月１日からです。
●届出場所
●持ち物
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市役所 1 階市民窓口課
母子健康手帳、年金手帳など
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２月３日㈰は愛知県知事選挙です

岩倉市議会議員一般選挙

投票に出かけましょう

立候補予定者説明会を開きます

●問合先 選挙管理委員会（行政課内☎ 38-5804）

●問合先

選挙管理委員会（行政課内☎ 38-5804）

愛知県知事選挙が、２月３日㈰に行われます。
投票時間は、午前７時から午後８時までです。
お手元の投票所入場券にて投票所名を確認し投
票へお出かけください。
※投票日当日は、ご案内した指定の投票所以外で
の投票はできません。

４月 21 日㈰に執行する「岩倉市議会議員一般選
挙」の立候補予定者説明会を行います。
●とき ２月 24 日㈰午前 10 時〜
●ところ 市役所７階第２・第３委員会室
●その他 立候補予定者説明会に参加できる人は、
１候補者につき３人までとさせていただきます。

岩倉市婚活支援事業第３弾「おでかけコン」
●とき

平成 31 年 3 月 3 日㈰

●会場

博物館明治村（住所：犬山市字内山 1 番地）

●集合・解散場所
●時間

博物館明治村

午前 10 時 30 分〜午後 5 時

●対象者

市内に在住・在勤または、将来市内に住む意思のある

25 歳〜 39 歳の独身者
●対象人数
●参加費

60 人 ( 男性：30 人
男性：3,000 円

女性：30 人 )

女性：2,000 円

＜内容＞
・明治村版「リアル人生ゲーム」に男女で協力して挑む！
明治村全体をボードゲームの盤面に見立てて与えられた
ミッションなどをクリアしながらゲーム内の仮想通貨を集めます。
男女一緒に人生ゲームでドキドキ・ワクワクをしてみませんか。
・明治村グルメを食べ歩き（小倉ドックやコロッケなど）
・男女テーブルトークでじっくり交流
・カップリングなど
●イベント URL http://iwakura.gifu-aichi.com

※こちらの特設サイトで申込受付中です

※上記イベントは岩倉市から業務を受託した（株）ケイクリエイトおよび RunLand（株）が企画・運営を
行います。イベント参加のお申込みや内容に関するお問い合わせについては RunLand（株）までお願いします。
●主催 岩倉市
●問合先

RunLand( 株 )（☎ 0584-73-5123

MAIL：info@runland.co.jp）
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●問合先

危機管理課生活安全グループ（☎ 38-5831)

特殊詐欺

生 !!

だ発
まだま

江南警察署管内において「家電量販店」や「警察官」をかたってクレジットカードをだまし取ったり、
「役
所職員」をかたってＡＴＭから現金を振り込ませるといった詐欺被害が確認されています。
また、電話だけでなく、はがきやメールなどを用いた振り込め詐欺や架空請求詐欺も後を絶ちません。
特殊詐欺の被害に遭わないためには、ご家族やご近所同士でコミュニケーションをとるなど、日ごろか

らの対策が重要です。
下記にチェックシートを掲載しましたので、ご活用ください。

特殊詐欺チェックシート

こんな電話は
詐欺だ !!

〜電話があったら、まずチェック！〜

子どもや孫から
□
□
□
□
□
□
□
□

「携帯電話の番号が変わったんだ。新しい番号は・・・・」
「風邪をひいてて声が変なんだ」
「会社の金を使い込んで、会社にばれた」
「株やビットコインをやって損した」
「お金を振り込む時、銀行の人に目的を聞かれたら、車を買うとか葬儀代って言って」
「○○駅に現金を持って来て」
「弁護士（知人）が行くからお金を渡して」
「ＡＴＭでお金を振り込んで」

家電量販店から

□ 「あなたのカードで高額な買物をしている不審者がいます」
□ 「新しいカードに変更します。今使っているカードの金融機関と暗証番号を教えてください」

警察官から

□ 「カードが偽造、スキミングされているかもしれない」
□ 「カードを預からせてほしい」

役所職員から

□ 「医療費の還付金がある」
□ 「今日までなら間に合う」
□ 「ＡＴＭへ行ってください」

《ご注意いただきたいこと》

怪しい電話がかかってきたら
迷わず１１０番へ

犯人は子どもや孫の同窓会名簿を基に電話をかけてきています。
電話帳に女性の名前で載せている人！狙われています !!
15
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「第５次岩倉市一般廃棄物処理計画ｰごみ処理計画ｰ < 基本計画 >（案）」の
パブリックコメントを実施しています

●問合先

清掃事務所（☎ 66-5912）または環境保全課廃棄物グループ（☎ 38-5808）

平成 31 〜 40 年度を計画期間とする「第５次岩倉市一般廃棄物処理計画ｰごみ処理計画ｰ < 基本計画 >（案）
」
を作成しました。この計画（案）について市民の皆さんのご意見をお聞かせください。
●受付期間 ２月 20 日㈬まで
●閲覧場所 市役所１階情報サロン、３階環境保全課、市ホームページ
●意見を提出できる人 ①市内に在住、在勤または在学の人②市内で事業や活動を行う個人または団体
●意見の提出方法 ①持参②郵送（〒 482-8686【住所不要】環境保全課あて）※２月 20 日㈬当日消印有効③ファ
クス（ＦＡＸ 66-6100）④電子メール（kankyohozen@city.iwakura.lg.jp）⑤市ホームページ内のご意見投稿フォー
ム
●記載事項 様式は問いませんが、住所、氏名、連絡先（住所が市外の場合は、勤務・活動先または通学先の名称と
所在地）
、件名「第５次岩倉市一般廃棄物処理計画ｰごみ処理計画ｰ < 基本計画 >（案）に対する意見」、あなたの意
見を明記してください。
●意見の取り扱い 提出されたご意見は、
本市の考え方とともに整理したうえで、市ホームページで公表します。なお、
ご意見に対する個別の回答は行いません。また、求める内容と直接関係がないと判断されるものについては、意見と
して取り扱いませんのでご了承ください。

「岩倉市災害廃棄物処理計画（案）」のパブリックコメントを実施します
●問合先 清掃事務所（☎ 66-5912）または環境保全課廃棄物グループ（☎ 38-5808）
大規模災害が発生すると、大量の災害廃棄物が発生し、生活環境の悪化、復旧・復興の遅れへとつながることが懸
念されます。こうした事態に事前に対策を講じるため、「岩倉市災害廃棄物処理計画（案）」を作成しました。この計
画（案）について市民の皆さんのご意見をお聞かせください。
●受付期間 ２月 26 日㈫〜３月 27 日㈬
●閲覧場所 市役所１階情報サロン、３階環境保全課、市ホームページ
●意見を提出できる人 ①市内に在住、在勤または在学の人②市内で事業や活動を行う個人または団体
●意見の提出方法 ①持参②郵送（〒 482-8686【住所不要】環境保全課あて）※３月 27 日㈬当日消印有効③ファ
クス（ＦＡＸ 66-6100）④電子メール（kankyohozen@city.iwakura.lg.jp）⑤市ホームページ内のご意見投稿フォー
ム
●記載事項 様式は問いませんが、住所、氏名、連絡先（住所が市外の場合は、勤務・活動先または通学先の名称と
所在地）
、件名「岩倉市災害廃棄物処理計画（案）に対する意見」、あなたの意見を明記してください。
●意見の取り扱い 提出されたご意見は、
本市の考え方とともに整理したうえで、市ホームページで公表します。なお、
ご意見に対する個別の回答は行いません。また、求める内容と直接関係がないと判断されるものについては、意見と
して取り扱いませんのでご了承ください。

「岩倉市自殺対策計画（案）」のパブリックコメントを実施します

●問合先

福祉課障がい福祉グループ（☎ 38-5809）

自殺対策基本法に基づき、市の自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための計画「岩倉市自殺対策計画」を策
定しています。皆さんの意見をお寄せください。
●公表方法 市役所１階福祉課と情報サロン・観光情報ステーションで閲覧いただけるほか、市ホームページでもご
覧いただけます。
※個別に回答はしませんが、後日市ホームページにご意見と、市の考え方を掲載します。
●受付期間 2 月 1 日㈮〜 3 月 2 日㈯
●ご意見の提出方法①福祉課へ直接持ち込み②郵送（〒 482-8686【住所不要】福祉課あて）③ファクス（FAX66-6100）
④電子メール（fukushi@city.iwakura.lg.jp）⑤市ホームページ内の投稿フォーム
※様式は問いませんが、住所、氏名、件名「岩倉市自殺対策計画（案）に対する意見」を明記してください。
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