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市政最前線

　任期満了に伴う一宮市議会議員一般選挙が４月２１日に行われ、新しい市議会議員が次のとおり決ま

りました。任期は５月１日～令和５年４月３０日です。（敬称略・五十音順、年齢は４月２１日現在）

【問】議事調査課　（２８）９１３９

小林　けいめい（４６歳）立新

後藤　美由紀 （４８歳）維新

髙木　宏昌 （７６歳）無現

島津　秀典 （６３歳）無現

柴田　雄二 （５８歳）公現

東渕　正人 （５８歳）無新

竹山　聡 （４０歳）自現

髙橋　一 （５８歳）無現

則竹　安郎 （６４歳）無現

西脇　保廣 （７６歳）無現

中村　かずひと（４２歳）無現

渡部　晃久 （４７歳）無現

松井　哲朗 （６５歳）無現

平松　邦江 （６０歳）公現

彦坂　和子 （６６歳）共現

森　　利明 （７３歳）無現

本山　廣次 （５２歳）無新

水谷　千恵子 （５７歳）公現

花谷　昌章 （６０歳）無現

服部　修寛 （６９歳）無現

長谷川　八十 （７３歳）無現

横井　忠史 （６１歳）無現

八木　丈之 （５５歳）無元

森　　ひとみ （５７歳）無現

１００００７８ ＩＤ 

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

新市議会議員

渡辺　之良 （５７歳）無現

伊藤　裕通 （５７歳）自現

市川　智明 （４０歳）公新

浅井　俊彦 （７４歳）無現

宇山　祥子 （５２歳）立新

鵜飼　和司 （３２歳）自現

井上　文男 （５２歳）自現

京極　扶美子 （６９歳）無現

木村　健太 （２７歳）無新

河村　弘保 （４７歳）公現

尾関　哲 （３９歳）無新

岡本　将嗣 （５４歳）無現

大津　乃里予 （３７歳）無新

太田　文人 （６９歳）無現

が決定

申込書ダウンロード可１０２８９９１ ＩＤ 

　一宮市は２０２１（令和３）年に市制施行１００周年を迎えます。

１００周年記念事業に関する会議に参加しませんか。

市民委員を募集市制施行１００周年

６月１７日（月）までに申込書を持参・郵送または電子メール。

申込書は本庁舎政策課、尾西・木曽川庁舎、出張所でも配布

申し込み

６月～令和２年３月

※会議は年３回程度（月～金曜日の夜または土・日曜日）、

１回につき謝礼７，４００円

任　　期

市内在住・在勤・在学で１８歳以上の方（高校生を除く）

応募資格

３人（うち１人は平成元年４月２日以降生まれの方）

募集人数
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】人事課　（２８）８９５３

試験科目受　験　資　格職種・採用予定人数

専門科目

昭和４９年４月２日～
昭和５９年４月１日生
まれの方

保育士資格があり、次のいずれかに該当する方
①一宮市立保育園に保育士の常勤臨時職員とし
て雇用され、平成１７年４月１日～令和元年５
月３１日に雇用期間が通算２年以上ある※
②保育園または幼稚園に正規の保育士または幼
稚園教諭として勤務し、採用時までに任用期
間が通算２年以上ある※

　５人

大 学 ・
短 大 卒

保 育 士

昭和５６年４月２日～
平成３年４月１日生
まれの方

保健師資格があり、採用時までに常勤（１日の勤
務が６時間以上）の保健師または看護師として
通算２年以上の実務経験がある※

　２人保 健 師

※は休職、育児休業期間を除く

申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申 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ししししししししししししししししし 込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込 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みみみみみみみみみみみみみみみみみ
６月２１日（金）（消印有効）までに電子申請、

または指定用紙を持参・郵送（〒４９１－８５０１　

本庁舎人事課）

指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９２円切

手を貼った返信用封筒（長形３号）を同封の上、郵送

※予定していた弁護士の募集は延期となりました。

実

務

経

験

者

試験科目受　験　資　格職種・採用予定人数

一般教養
【大学卒】
平成３年４月２日以降生まれで、大学を卒業ま
たは令和２年３月に卒業見込みの方

【短大卒】
平成５年４月２日以降生まれで、短大（高等専門
学校などを含む）を卒業または令和２年３月に
卒業見込みの方

４０人大 学 卒
一 般 事 務

　２人短 大 卒

救急救命士は
資格取得（見込み）者

　８人
大 学 卒消 防 ・

救急救命士 短 大 卒

専門科目

電気課程専攻　２人

大 学 ・
短 大 卒

電 気

資格取得（見込み）者５６人保 育 士

資格取得（見込み）者　３人保 健 師

【大学卒】
昭和６２年４月２日以降生まれで、大学を卒業ま
たは令和２年３月に卒業見込みの方

【短大卒】
平成元年４月２日以降生まれで、短大（高等専門
学校などを含む）を卒業または令和２年３月に
卒業見込みの方

化学課程専攻　３人化 学

一般教養
日本考古学専攻で資格取得（見込み）者。昭和５４年４月２日以降生まれ
で、大学を卒業または令和２年３月に卒業見込みの方

　１人大 学 卒学 芸 員

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市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にああああああああああああああああああああああああああああああああああ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なたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたのののののののののののののののののののののののののののののののののの力力力力力力力力力力力力力
力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力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を ！！！！！

！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

１０００３１１ ＩＤ 

令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月
月月月月月月月月月月月月月月月月月月採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採令和２年４月
採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用　市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員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募募

募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集市職員を募集

大

学
・
短

大

卒

業

者

指定用紙ダウンロード可
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【問】保育課　（２８）９０２４

保保育育所所等等施施設設
総総合合管管理理計計画画をを策策定定

１０２７６３６ ＩＤ 

　市では、５月に「保育所等施設総合管理計

画」を策定しました。今後の就学前人口や保

育需要などの推計から、乳幼児施設の再配置

などの基本的な方向性を定める計画です。

　素案への意見を募集したところ、２１４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。

　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最終案を決定すると

ともに、寄せられた意見への市の考え方を

公表しました。

市民意見提出制度
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ｉｉｎｎ　
一一宮宮

【【問問】ラグビーワールドカップ２０１９公認チームキャンプ】ラグビーワールドカップ２０１９公認チームキャンプ地地

　　　一宮市実行委員会事務一宮市実行委員会事務局局（スポーツ課内）（スポーツ課内）　（（８５８５））７００６７００６

市政最前線

総合
体育

館Ｄ
ＩＡＤ
ＯＲ
Ａア
リー
ナ

７月
１５日

（祝
）　午
後１

時～
５時

公式ＳＮＳで

情報発信中

１０２
８８８
０

 ＩＤ 
タグラグビー大会

電話で申し込みが必要
（６月１７日（月）から受け付け）

フェイスブック　

ツイッター 　

インスタグラム　 

ラグビーワールドカップのＰＲコーナー

ラグビーをイメージした
グルメの販売

タグラグビー体験コーナー
（屋内シューズが必要）

　消費税率の引き上げの影響緩和のため下記

の対象者に「プレミアム付商品券」の販売を

予定しています。対象の方は、住民票に登録

されている必要があります。

①令和元年度市民税非課税の方（市民税を

課税されている方の扶養親族や生活保護

受給者などを除く）

②平成２８年４月２日～令和元年９月３０日に

生まれた子のいる世帯の世帯主

対象

２５，０００円分（２０，０００円で販売）

※②は対象の子の人数分

購入限度額

【問】商工観光課　（２８）９１３０

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業

現在の住所を、住民票に

登録していますか？
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

１０１０１１２ ＩＤ いちのみや応援基金 【問】行政課　（２８）８９５６

金　額件数分　野

２４，２８７，３８５円５６５保健・医療と福祉の充実

４，３４５，３０５円１３９生活環境の整備

２，４４６，０００円９９産業の振興

７，７６１，０００円２７０教育・文化の振興

９００，０００円４７都市基盤の整備

２６５，０００円１７住民参加・コミュニティー活動の推進

３９０，０００円１４行財政基盤の強化

８，９３９，９９０円４０９特定分野の指定なし

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

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。

申し込み方法など詳しくは、

をご確認ください

※申込書は５月２７日（月）から児童クラブで配布。

児童クラブは土曜日閉所の場合あり。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

受付期間６月３日（月）～１５日（土）

夏休み期間限定の

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

　市内在住で未就学児の保護者を対象に、

みんなで一緒に子育てについて語り合い

ます。

６月２６日（水）　午前１０時～正午

Ｃいちのみや

育て ａｆｅ子
～

６月１２日（水）（必着）までに電子申請、

または申込書を持参・郵送・ファクス

※託児あり（１歳６カ月～

未就学児、先着１０人）

申込書ダウンロード可１０２６０９５ ＩＤ 

尾西庁舎６階大ホール

申し込み

３０人（先着）

定員

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

１０１４８４６ ＩＤ 

寄付金の使用状況（３０年度）

尾西歴史民俗資料館尾西歴史民俗資料館のの

常設展示替常設展示替ええ

７，６６２，２７８円

中島小学校のコンパ中島小学校のコンパククトト

グランドピアノ購グラン ドピア ノ購入入

１，０００，０００円

移動式赤ちゃん移動式赤ちゃんのの

駅の備品購駅の備品購入入

４２５，４７１円

今伊勢中学校今伊勢中学校のの

トイレ洋式化工トイ レ洋式化工事事

２５，２６８，８００円

ご寄付ありがとうございました

４９， ３３４， ６８０円（１， ５６０件）

合計

寄せられた寄付の状況
（平成３０年度）


