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㈱インフォファームに感謝状を贈呈
　５月20日（水）、輪之内町役場にて、㈱インフォファームが
新型コロナウイルス感染症対策として町内３こども園に抗菌・抗
ウイルスコーティング処理の寄附を行ったことへの感謝状が贈呈
されました。
　このコーティング剤は、抗ウイルス、抗菌、消臭、防カビ、防
汚、ＶＯＣ分解の６つの効果があり、吹き付け機で保育室をはじ
め園内の手洗い場や玩具から職員のパソコンまで塗布しました。

　㈱インフォファームの代表取締役社長　辻博文氏の「こどもの密集する場所や玩具は意外と菌が多いため、予防する
ことが大切になります。」との言葉に、町長は「次の世代を担うこども達がこれから健やかに過ごしていく中でも、本
当にありがたいです。」と話しました。

輪之内町災害復旧支援有志の会より
善意の寄贈
　５月28日（木）、輪之内町災害復旧支援有志の会より、マ
スク1万枚、アルコール消毒液の一斗缶（18ℓ）7本等が寄贈
されました。同会の結成は4月末頃で、賛同した町内企業7社
が参加しています。
　会長である安田洋一氏の「教育の場が安全・安心であって
ほしいという思いが強く、子ども達のために使ってほしいで
す。」との言葉に、町長は「感染防止対策の徹底のために有
効に使わせていただきます。」と返しました。

　5月20日（水）、未来工業㈱から医療用フェースシールドが10
箱（640枚）寄贈されました。寄贈されたフェースシールドは、同
社が医療関係者を支援するために製造をしているもので、従来の
ものより顔へフィットする工夫が凝らされています。町内の小中
学校や各施設で使用される予定です。
　未来工業㈱代表取締役社長　山田雅裕氏の「町のために何がで
きるかを話し合い、今回の寄贈に至りました。社会貢献に繋がれ
ばと思います。」との言葉に、町長は「本当にありがたいです。大
切に使わせていただきます。」と返しました。

窓口で町職員の手作りマスクを配布

ありがとうございました

未来工業㈱より善意の寄贈

　町内在住の方や事業所よりサージカルマスク2,000枚、マスク50枚100箱、マスク大2,000枚4箱、マスク小2,000
枚2箱、現金5万円が寄附・寄贈されました。

　役場福祉課の窓口で、手作りマスクの配布を行っております。マスク
は役場職員がひとつひとつ作成しており、幼児・こども・大人用の３サ
イズを用意しております。是非ご利用ください。
　また、こちらのマスクの作成手順や型紙は町ホームページや12チャン
ネルでも紹介しております。
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新型コロナウイルス感染症に伴う
各種支援のご案内 令和２年６月１０日現在

　新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援についてご案内します。（ｐ3：町が問い合わせ先の支援、ｐ4,5：国及び県が問い合わ
せ先の支援）最新の情報および詳細は、随時下記ホームページにてご確認いただくか、表の各窓口までお問い合わせください。
県の詳細／新型コロナウイルス感染症について（https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona.html）
国の詳細／内閣官房：新型コロナウイルス感染症対策（https://corona.go.jp/）

町が問い合わせ先の支援
◆世帯や個人の皆様へ

◆世帯や個人の皆様・事業者の皆様へ
支援策 対　　　象 概　　　要 問い合わせ先

町税の納税猶予の
特例

以下のいずれも満たす方

1.新型コロナウイルス感染
症の影響により､令和2年2
月以降の任意の期間(1か月
以上)において収入が前年
同期比概ね▲20%以上
2.一時に納税を行うことが
困難である

納税が1年間猶予される｡特例制度では担保の提供は不要
で､猶予期間中の延滞金もかからない｡
対象となる町税：
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来
する町税
※令和2年度町県民税(普通徴収)第4期分及び国民健康保険
税第8期分は対象外

税務課
0584-69-3181

水道料金等
支払猶予 支払いが困難な方

対象となる料金：
水道料金・下水道使用料・下水道事業受益者負担金
猶予期間は最長6か月、最大で令和３年３月末まで

建設課
0584-69-3137

支援策 対　　　象 概　　　要 問い合わせ先

特別定額給付金

子育て世帯への
臨時特別給付金

令和２年4月27日時点で住
民基本台帳に記載されてい
る方

※世帯の人数分を一括で支
払うため、世帯員ごとの分割
は不可

一律1人当たり10万円
　　郵送受付8/19まで（当日消印有効）
申請方法
マイナンバーカードを用いたオンライン申請または申請書に
同封してある返信封筒による郵送申請。
※オンライン申請にはマイナンバーカードの他、カードリーダ
　ーまたはICカードの読み取りが可能なスマートフォンが必要
申請に必要なもの
①申請書（5月に町から全世帯へ郵送済み）
②本人確認書類の写し（申請者又は代理申請者のもの）運転
　免許証、保険証、パスポート等のいずれか1点
③振込金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し

危機管理課
0584-69-3117

児童手当を受給する世帯 子ども1人当たり1万円

福祉課
0584-69-3128

産業課
0584-69-3138

ひとり親世帯
特別給付金

令和２年６月分の児童扶養
手当の支給を受けている方

子ども１人当たり１万円
（案内等準備中）

新生児特別給付金 令和２年４月２８日～令和３年
４月１日に出生した新生児

１人当たり１０万円
（案内等準備中）

国民健康保険税・
後期高齢者医療
保険料の減免

収入減で
保険料が払えない 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を減免

国民健康保険
：税務課
0584-69-3181
後期高齢者医療
保険：福祉課
0584-69-3128

傷病手当金 国民健康保険加入者､
後期高齢者医療保険加入者

新型コロナウイルス感染症への感染や感染の疑いにより､
4日以上就労できなくなり､給与が支払われないとき

輪之内わくわく
割引クーポン券

令和2年7月１日時点で住民
票のある町民全員

町内取扱店舗等で使用できる割引券を､1人300円×10枚配
布する（案内等準備中）

教育委員会
0584-69-4500

就学助成事業
臨時給付金

学費の支弁が困難な高校生
を持つ保護者

保護者の令和2年度町県民税所得割に係る課税標準額の合
計が150万円未満の場合、高校生1人につき5万円就学に必
要な費用を助成する

住民課
0584-69-3127
保健センター
0584-69-5155

特定健診負担金 40～74歳までの国民健康
保険加入者

特定健診負担金１千円が無料

国民健康保険
：住民課
0584-69-3127
後期高齢者医療
保険：福祉課
0584-69-3128

※公務員受給者は所属庁等の
　証明の上、申請が必要です。
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◆世帯や個人の皆様へ
支援策 対　　　象 概　　　要 問い合わせ先

住居確保
給付金

休業による収入減で住居を
失うおそれのある方

原則3か月、最長9か月で家賃相当額を支援。
従来の離職、廃業後2年以内の方も

総合支援資金 緊急小口資金を申請後、更
に貸付を希望される方 償還期限：10年以内

国民年金保険料
の減免、免除

2月以降、所得が相当程度
まで減少した方

本人申告の所得見込額を記載した「所得の申
立書」を添付することで、免除申請ができる

納税猶予、公共
料金の支払猶予

生活が苦しくて税、公共料
金が払えない方

国税、地方税、電気、ガス、電話料金、NHK受信
料等の各種公共料金の支払を猶予

県社協生活支援・相談センター
（西濃県事務所内）
0584-73-1111

学生支援緊急
給付金

アルバイト収入減で学業継
続が厳しい方

大学、短大、高専、専門学校生徒等1人当たり
20万円（住民税非課税世帯）
10万円（上記以外）

各大学等の学生課等の窓口

（準備中）ひとり親世帯 児童扶養手当受給世帯数に対して5万円（第2
子以降は+3万円、収入減の場合+5万円）

小学校休業等
対応支援金

臨時休業に伴い、契約した
仕事ができなくなっている
保護者

R2.2.27～R2.6.30のうち、小学校・保育所等
の臨時休業に伴い就業できなかった日数×
4,100円

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999

生活福祉資金貸付
制度
緊急小口資金

収入減で生活が苦しい方 無利子・保証人不要　上限20万円以内
償還期限：2年以内　※7/31まで 町社会福祉協議会

0584-69-4433

大垣年金事務所
0584-78-5166

国税⇒国税局猶予相談センター
（名古屋国税局）
0120-380-769
地方税⇒各地方団体の窓口まで
各種公共料金⇒各事業者まで

新型コロナウイルス
感染症対応休業
支援金

休業期間中に賃金が支払わ
れない方

事業主から休業手当を受け取っていない中小
企業で働く方々に対して月額最大33万円（月
額賃金の8割）

（準備中）

◆事業者の皆様へ

給
　
　
　
　
付

貸
　
付

助
　
成
そ
の
他

猶
　
予
　
・
　
減
　
免

県立高等学校の
授業料減免

家計が困窮している家庭の
学生

自己都合によらない失業により家計が著しく困
窮している場合に授業料を免除

県教育委員会
058-272-8727

国立大学等の
授業料減免 家計が急変した家庭の学生 国立大学、国立高等学校等、実施する私立大学

の授業料減免支援 各大学の窓口

公立・私立高等
学校の奨学金
返還猶予

家計が困窮している家庭の
学生

新型コロナウイルス感染症
にかかった方

経済的な事情により困窮している場合、申請よ
り最大1年間

（公立）県教育委員会
058-272-8727
（私立）県環境生活部
058-272-8240

税務申告・納付
期限の延長 2月以降、収入が減少した方 4/17以降であっても柔軟に確定申告を受けつ

ける

感染者の自己負担相当額を公費負担（任意で
特別療養室を利用した場合等は一部自己負担
あり）

国税局猶予相談センター
（名古屋国税局）0120-380-769

県営住宅による
支援

居住住宅からの退去を余儀
なくされた方 収入状況に関わらず県営住宅を一時提供 県住宅供給公社

0584-81-8502

占用料・使用料等
納入猶予

新型コロナウイルス
感染症患者の入院
医療費の公費負担

道路、河川、砂防の占用料等、
また都市公園における公園
施設の設置若しくは管理許
可または占用許可に基づく
使用料の納入が困難な方

最長で1年間猶予 大垣土木事務所
0584-73-1111

̶

支援策 対　　　象 概　　　要 問い合わせ先
従業員等の感染により
一時的に閉鎖した事業
所等への支援

従業員が感染して一時的に
閉鎖した事業所 消毒に要する経費を給付 県商工労働部 労働雇用課

058-272-8402

ハローワーク大垣
0584-73-9296

給
付

雇
　
用
　
継
　
続

感
染
拡
大
防
止

家賃支援給付金 一定の売上減少要件を満た
す事業所

中小企業等 最大600万円
個人事業者等 最大300万円

雇用調整助成金 労働者の雇用維持を図りた
い事業所

休業手当､賃金等の一部を助成｡休業手当100%
で雇用維持なら中小は県の休業要請を受けた場
合､最大10割助成※日額15,000円が上限

学校等休業助成金･
支援金等相談コールセンター
0120-60-3999

小学校休業等
対応助成金

子どもがいる従業員に有給
休暇を取得させた事業所

労働法の年次有給休暇とは別途で有給休暇を
取得させた日数分を助成

県商工労働部労働雇用課
058-272-8402

離職者雇用企業
給付金

新たに従業員を雇いたい事
業所

求職者を正社員として雇用　1人当たり60万
円の給付　8/31まで。雇い入れ日から30日以
内に申請（当日消印有効）。5/27までに雇った
場合は6/30までに申請。

（準備中）

交
付
金

高収益作物次期作
支援交付金

収入保険、農業共済等に加
入（検討）しており、今年2月
から4月に高収益作物の出
荷実績があるか出荷できな
かった生産者

高収益作物（野菜、花き、果樹、茶等）について、
次期作に前向きに取り組む生産者への支援
※公募期間あり（問い合わせ先へ確認を）

東海農政局生産部園芸特産課　
０５２-２２３-４６２４

ひとり親世帯への
臨時特別給付金
※町の「ひとり親世帯
　特別給付金」とは別

国及び県が問い合わせ先の支援
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※1~※3について:『特別利子補給制度(実質無利子)』の併用で実質的な無利子化ができる(公庫等の既往債務の借換も対象)窓口:中小企業金融相談窓口  0570-783183

支援策 対　　　象 概　　　要 問い合わせ先

県商工労働部 商業･金融課
058-272-8389

事

業

継

続
（

資

金

繰

り

融

資

等

）

経
営
の
建
て
直
し

納
税
等
の
特
例

新型コロナウイルス
感染症対応資金

新型コロナウイルス
感染症対策資金

町にセーフティネット保証4号､
5号､危機関連保証のいずれか
の認定を受けた事業所

資金繰りのための融資(実質無利子･無担保)
限度額3千万円
一定要件を満たせば借入後3年間無利子

岐阜県信用保証協会
058-276-8123

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505

町商工会
0584-69-2188

商工組合中央金庫
0120-542-711

日本公庫⇒0120-154-505
商工中金⇒0120-542-711
民間金融⇒0570-783-183
(中小企業金融相談窓口)

危機関連対応
資金

第三者事業承継
補助金

中小･小規模事業所

中小･小規模事業所

融資利率：年1.0%､
信用保証料負担：年0.5%
融資限度額：運転･設備8千万円
融資利率：年1.0%､
信用保証料負担：年0.6%
融資限度額：運転･設備1億円

事業継承する第三者 廃業等経営の危機に直面する事業所と創業
を希望する第三者とのマッチングを支援

危機関連保証 直近の売上が前年比▲
15%以上の事業所

通常の保証枠及びセーフティネット保証の保証
枠とは別枠で2.8億円まで借入債務を100%保証

セーフティネット
保証

(4号)原則として最近１ヶ月の売
上が前年比▲20%以上の事業所
(5号)原則として最近1ヶ月の売
上が前年比▲5%以上な感染症
の影響が生じている対象業種の
事業所

(4号)
通常の保証枠とは別枠で2.8億円まで借入債
務を100%保証
(5号)
通常の保証枠とは別枠で2.8億円まで借入債
務を80%保証

新型コロナウイルス
感染症特別貸付※1

直近の売上が前年または前々
年比▲5%以上の事業所
※前年または前々年と単純に比較で
きない場合は最近1か月の売上高が、
①～③のどれかと比べ▲5％の方
①過去3か月（最近1か月含む）の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月～12月の売上高平均額
※個人事業主は影響に対する
　定性的な説明でも可

通常の融資枠とは別枠で無担保･無保証人の
一律金利の貸付
一定要件を満たせば借入後3年間無利子

融資限度額：
中小事業　6億円
国民事業　8千万円

マル経融資(小規模事業
者経営改善資金)※2

商工会の経営指導を受けてい
る小規模事業者の商工業者

商工会で原則6か月以上の経営指導を受ける
と、無担保・無保証人で最大2千万円の貸付

危機対応融資(商工
組合中央金庫)※3

直近の売上が前年比▲5%
以上の事業所

一律金利の貸付で､融資後3年間まで金利
0.9%引下げ(措置期間：最長5年)
一定要件を満たせば借入後3年間無利子

危機対応融資
(日本政策投資銀行等)

直近の売上が前年比▲5%
以上の事業所

貸付期間：
設備20年以内､運転15年以内(措置期間5年
以内)

実質無利子･
無担保融資

セーフティネット4号､5号､
危機関連保証のいずれかを
利用した事業所

3年間無利子､最長5年間元本措置｡日本政策
金融公庫等に加え､地銀､信金､信組等でも利
用可

持続化給付金

税金､社会保険料
の納税猶予の特例

持続化補助金

･新型コロナウイルス感染症
の影響により､売上が前年同
月比▲50%以上
･資本金10億円以上の大企業
を除く中堅､中小企業､小規
模事業者､フリーランスなど
個人事業者、農業者も対象
･医療法人､NPO法人､社会福
祉法人など､会社以外の法人

給付額：
法人200万円､個人事業者100万円
※ただし､昨年1年間の売上からの減少分が
上限

前年同月比▲50%月の対象期間：
2020年1月~2020年12月のうち､事業者が
選択したひと月

経営計画に基づき商工会の支援を受けながら行う。
販路開拓のための取り組み。補助率2/3、上限50万円

経営環境変化対応資金
(セーフティネット貸付)

経営状態が悪化･悪化する
見込みがある事業所

減少幅に関係なく、今後の影響が見込まれ
る事業者も対象

衛生環境激変特別貸付
(特別貸付)

直近の売上が前年比▲
10%以上の事業所

旅館業者：限度額3千万円
それ以外：限度額1千万円

町商工会
0584-69-2188

大垣税務署
0584-78-4101

持続化給付金事業
コールセンター
0120-115-570

事前相談専用窓口
0570-015-078

商工会地区で事業を営む小
規模事業者

国:名古屋国税局 0120-380-769
県:西濃県事務所 0584-73-1111
社会保険料:大垣年金事務所
0584-78-5166

税金､社会保険料について無担保かつ延滞税
なしの納税猶予

2月以降の売上が一定額減
少した事業所・個人

ﾃﾅﾝﾄ賃料を免除した場合の
損失の税務上の損金算入

賃料を減免した場合､その免除による損害額
は寄付金でなく税務上の損金として計上可

不動産を賃貸する所有者

大垣土木事務所
0584-73-1111

占用料等･使用料
納入猶予

道路、河川、砂防の占用料等、都市公園に
おける公園施設の設置もしくは管理許可ま
たは占用許可に基づく使用料の納入猶予

納入が困難な法人

















ビオトープの水路での水遊び
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7月の予定
　子育て支援センターは、お母さん同士気軽におしゃべりしたり、お子さんが安
心して遊べる場所を提供しています。また、楽しい行事も予定しています。予約
は不要ですので、いつでも気軽に遊びに来てください。

仁木こども園 TEL 050-8026-8976
   　　　　　     69-3757
福束こども園 TEL 050-8026-8951
      　　　　　  69-3723
大藪こども園 TEL 050-8026-8948
       　　　　　 69-3029

児童
センター
児童
センター

TEL 050-8026-8940
　　 69-5411
FAX 69-5156

開館時間　9：00～17：00

休館日は
日曜日、月曜日、祝日です。

7 11・25
（土）（土）

7 4・18
（土）（土）

育児相談（面接・電話）
曜　日
時　間

月～金曜日（祝日除く）　
9：00～16：00

にちじ　月～金曜日（祝日を除く）１０：００～１５：００
ところ　各こども園にて

困った時、悩みのある時
は気軽に声をかけてく
ださい。

水遊び

支援センター利用時間

※毎月の行事については、「広報わのうち」および「輪之内スマイルチャンネル」
内の文字放送にてお知らせしています。尚、日程について変更する場合があり
ますので、子育て支援センターの掲示にてご覧ください。

絵本の読み聞かせ
絵本の読み聞かせは、しばらくお休みさせていただ
きます。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

園庭あそび

日時／毎週火曜日１０：３０～１1：3０

おひさま げんきっこげんきっこ（運動遊び）

小学生対象　１４：００～１５：００

ダーツをしよう

毎週
火曜日

幼児親子・小学生対象　１4：００～１5：００

風鈴を作ろう

つくってあそぼ（工作遊び）

親子のふれあいを大切にしながら、体操や手遊び、本の読み聞かせ等を行い
ます。 また、保護者同士の交流の場にもなりますので、是非ご参加ください。

０・１歳児対象行事

日時／毎週木曜日　１０：３０～１１：0０

リズムであそぼ 毎週
木曜日 乳幼児対象行事

体操や手遊びなど、リズムを使って親子で楽しく活動します。
また、大人のリフレッシュにもなりますので、是非ご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する場合がございます。ご了承ください。

日　時　月～金曜日
時　間　１０：００～１１：３０
ところ　各こども園にて
持ち物　着替え・タオル
　　　　帽子（親子）・お茶

施設だより

　児童センターは、自主的な遊びや行事への参加を通じて、健康的な
子どもの育成をめざしています。　利用料は無料です。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する場合
　がございます。ご了承ください。
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7月
TEL 050－5808－9600
　  （0584）69－3111㈹
FAX（0584）69－3119

※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する場合がございます。ご了承ください。

地区集積場
家庭ごみ収集日　7月3日～8月3日

分別種類

可燃ごみ

不燃ごみ

かん類

ペットボトル

ビン類

指定ごみ袋
青

7/3（金）・6（月）・10（金）・13（月）・
17（金）・20（月）・24（金）・27（月）・
31（金）・8/3（月）

7/14（火）

7/15（水）

7/28（火）

7/29（水）

7/9（木）

7/7（火）

7/7（火）

7/8（水）

7/8（水）

7/15（水） 7/29（水）

7/16（木） 7/30（木）

7/28（火）

指定ごみ袋
黄

回収かご
（アルミ・スチール）

回収かご
（色別）

回収かご

指定ごみ袋
赤

出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

問 住民課

その他プラスチック製
容器包装

持ち込み
品目

（有料のものも
あります）

粗大ごみの有料回収 期間／9月14日（月）～20日（日）

紙類、布類、金属（かん類、小型金物）、ペットボトル、ビン類、
プラ資源（食品トレー、発泡スチロール、その他プラ）、小型家電
電池、電球、蛍光灯、割り箸、生ごみ、ふとん、カーペット類、
廃食油（天ぷら油）、ＣＤ、バッテリー、インクカートリッジ

※詳細については、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

050-8026-8914
69-5374

開館時間　9：00～17：00

7/14（火）

※１ スプレー缶類は必ず中身を使い切ってから（出し切ってから）、周囲に人がいなく火の
気のない風通しの良い安全な場所で穴を開け、不燃ごみとして排出いただくようご協
力をお願いします。また、穴開け後のスチール製スプレー缶に限り、エコドームでリサイ
クル回収していますので、是非ご利用ください。

※２ 本体に着色がある口の白いビン、半透明なビンは、今まで無色ビンとして回収してい
ましたが、今後はその他ビンで回収します。本体色で分別ください。

（※1）

（※2）

※業者による代理申請は不可
住民課への事前予約が必要です（有料）

人権相談 住民課

消費生活相談 住民課・西濃６町

●相談

　行政の仕事や身近な施設について苦情や
要望をお聞きします。
と　き　7月21日（火）９：３０～１１：３０
ところ　町民センター１階　営農相談室
相談員　𠮷田　則義 行政相談委員

　ひとりで悩まずご相談ください。
■一般相談
と　き　7月10日（金）13：00～15：00
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　民生委員児童委員
■こども相談「なかよしコール」
と　き　7月11日（土）13：00～15：00
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　主任児童委員
ＴＥＬ　0584‒69‒3511
　　　　050‒8026‒8745
■法律相談
と　き　7月20日（月）9：30～11：30
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　弁護士
予約先　0584‒69‒4433
　　　　050‒8026‒8949

行政相談 総務課

心配ごと相談 社会福祉協議会

予約優先

西濃６町のどこでも相談ができます！

0584-68-0185
0584-32-1108
0584-22-1152
0584-43-0070
0584-27-0178
0584-64-3111

輪之内町
養老町
垂井町
関ケ原町
神戸町
安八町

相談会場 予約 ☎ 専門相談員配置日【6月・7月】

※専門相談員による面談は、各会場とも
　10時～12時と13時～15時です。

7/2(木)，16(木)，8/6(木)
7/6(月)，20(月)，8/3(月)
7/7(火)，21(火) ，8/4(火)
7/14(火)，28(火) ，8/11(火)
7/13(月)，27(月) ，8/7(金)
7/9(木)，30(木) ，8/13(木)

　家庭内の問題、いじめ、体罰、虐待などで
お困りの方はご相談ください。
と　き　8月3日（月）13：00～15：00
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　人権擁護委員

●今月の納付
　国民健康保険税　第２期分　固定資産税　第２期分
　下水道事業受益者負担金　第１期分
　後期高齢者医療保険料　　第１期分　　学校給食費　第３期分　
　こども園利用料　7月分　　 納期限は7月31日（金）です。
●農業委員会（傍聴希望者は事務局の産業課まで）
8月5日（水）の農業委員会への申請締切日は7月20日（月）です。

納税には、便利な口座振替をおすすめします。

「せせらぎに
　　ぼくも魚も　すきとおる」

７月は河川愛護月間です
　川は私たちの憩いの場。みんなで川を美しくし
ましょう。
　川には沢山の自然があります。川の環境保全・
再生に心がけましょう。
　堤防は私達の生命や財産を守っています。
　ルールを守って、川に親しみましょう。
国土交通省　木曽川上流河川事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/index.html

今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて７億円。

同時発売のサマージャンボミニは、１等 1，０００万円

　１　　等　５億円×２1本
　前後賞各　１億円×４2本 
　　※当せん本数は発売総額６3０億円・２1ユニットの場合）

　１　　等　１，０００万円×８０本
　　※当せん本数は発売総額２４０億円・８ユニットの場合
※発売期間　令和2年7月14日(火) ～ 8月14日(金)

※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
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