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【問】納税課　（２８）８９７０

【問】行政課　（２８）８９５７

１００３１０５ ＩＤ 

いつでも好きな時間に、パソコンやスマートフォン

などから、インターネット回答が可能です。

※ご記入いただいた調査票を同封の封筒で郵送するか、

調査員にお渡しいただくことも可能です。

９月中旬～下旬に調査員が各世帯を訪問して調査書類

を配布しますので、回答をお願いします。

国勢調査にご協力を ！

　国勢調査は、日本に住んでいる全ての方を対象に、全国

一斉に行われます。結果は福祉・医療・雇用など、暮らし

のさまざまな分野で役立てられます。

１ ２ ３ ４

▼ ▼ ▼

納付書のコンビニ

バーコードをスキャン

支払い情報などを

事前に登録

アプリを

ダウンロード
支払い完了

・・・・・・

・・・・

●●●●

┃▼

市県民税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、

介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ利用手数料、市営住宅家賃
対象の税・料金

スマートフォン決済アプリ

国 勢 調 査 ２ ０ ２ ０

ＰａｙＰａｙ ＬＩＮＥ　Ｐａｙ 支払いができます
で税金などの

▼

支払手数料なし
※領収書は発行されないので、

ご注意ください。

１０２９４４２ ＩＤ 

▼
コンビニバーコードがある
納付書が対象

※納付書に記載の納期限・使用期限までに

お支払いください。
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【問】健康づくり課　（７２）１１２１

ににごご用用心心 ！！

【問】財政課　（８５）７４３４

ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひととととととととととととととととととととととととととととととととととりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり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律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
特別定額給付特別定額給付金金

【問】子育て支援課　（２８）９７６８

　今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため「新しい生活様式」を取り入れた、

熱中症への予防対策が必要です。

　申請書に必要事項を記入し、本人確認書

類・振込口座の写しを同封の上、返送して

ください。

　申請書が届いていない場合や、申請書を

紛失した場合は、お早めに特別定額給付金

センターへご連絡ください。

暑さを避ける

適宜マスクを外す

水分・塩分を小まめに補給

日頃からの健康管理

暑さに備えた体づくり

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり

親世帯を支援するため、給付金を支給します。

１００１１７６ ＩＤ 

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝日を除く）

 ０５２(６８８)１５８７

一宮市特別定額給付金センター
（一宮市委託先）

申請期限は

８ 月３１日（月）
（消印有効）

１０３４８９７ ＩＤ 

熱熱中中症症

基本給付 １世帯５万円
第２子以降１人につき３万円

対象

６月分の児童扶養手当の支給を受けている方①

公的年金などを受給していることにより６月

分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※公的年金などを含む平成３０年の収入が臨時

特別給付金の支給基準を下回る方に限る

②

①②以外で新型コロナウイルス感染症の影響

により家計が急変し、直近の収入が児童扶養

手当の対象となる基準を下回った方

③

臨時特別給付金を支給
ひとり親世帯に

熱中症予防のポイント

基本給付の対象①②のうち、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により家計が急変した方が

対象です。

追加給付 １世帯５万円

①の方は申請不要（７月２７日（月）に振り込み。

確認できない場合はご連絡ください）。②③の

方と追加給付を希望する方は申請が必要です。

申請期間など詳しくは、　　　　　　をご確認

ください。

１０３５６６６ ＩＤ 

児童扶養手当・遺児手当（県・市）

現況届・所得状況届の提出を
　受給資格がある方へ、７月末に案内を送付

しました。お早めにご提出ください。

【問】子育て支援課　（２８）９０２３１０１５３１４ ＩＤ 

受付期間　 ▼ ８月３日（月）～３１日（月）
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　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す。

　素案・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）などで閲覧できます（素案は募集期間中に閲覧可）。

８８月月にに立立地地適適正正化化計計画画をを改改定定

　多拠点ネットワーク型都市の実現に向けて

策定した「一宮市立地適正化計画」に居住誘

導区域編を追加しました。

　素案への意見を募集したところ、１件の意

見がありました。

【問】都市計画課　（２８）８６３２１０３１４５６ ＩＤ 

６６月月にに地地域域強強靭靭化化計計画画をを策策定定

　大規模な自然災害などに備えるための施策

を計画的に実施し、強靭な地域づくりを推進

する計画です。

　素案への意見を募集したところ、１件の意

見がありました。

【問】危機管理課　（２８）８９５９１０３４５９２ ＩＤ 

意 見 募 集

１０３５６３５ ＩＤ 

中核市移行に関する条例

　令和３年４月の中核市移行に向けて、保健所

業務や障害福祉・介護サービス事業に関する基

準など、新たに行う事務のために制定する条例

２３本の素案を作成しました。

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

▼募集期間／８月３日（月）～９月２日（水）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　本

庁舎中核市移行推進課）・ファクス（（７３）

９１２８）・電子メール（ chukakushi@city.ichino

 miya.lg.jp )

市民意見提出制度

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

　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。中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

第１２回 中核市になると、ここが変わる！保健衛生分野②

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

市民の食の安全・安心を確保

　市が新たに設置する保健所には、食の安全を守る重要な役割があります。食中毒など

の健康被害を未然に防ぐため、以下の取り組みを充実させます。

食品の収去検査

　市内で流通する食品を小売

店や食品製造工場などから持

ち帰り、安全性に問題がない

か検査を実施

２

　飲食店や食品製造業の営業

許可を行うとともに、市独自

の計画を定め、定期的に衛生

状況の監視指導を実施

１
飲食店などの営業許可、

監視・指導
食中毒の予防と調査

　食中毒を予防するための啓

発や指導、食中毒が発生した

際の原因調査、再発を防止す

る対策を実施

３



　６月定例市議会は、６月１日～２３日に２３日間の会期で開かれ、令和２年度一般会計補正予算案・

条例案などの議案（承認・同意・諮問を含む）が審議され、４７議案が可決されました。

 ６ 月定例市議会　４７ 議案を 可決

農業委員会委員の任命

▽山内磨砂樹さん　▽戸松勲さん　　　▽浅野冨士男さん

▽浅野豊久さん　　▽河邉直喜さん　　▽武田金之さん

▽坂井利弘さん　　▽加藤和敏さん　　▽成瀬宏満さん

▽本多幸信さん　　▽大橋源一郎さん　▽杉本ひろ子さん

▽伊藤真澄さん　　▽稲垣哲夫さん　　▽江嵜正雄さん

▽服田裕二さん　　▽伊藤真由美さん

▽森下重信さん　　▽野田正広さん

固定資産評価員の選任

▽丹羽克成さん

固定資産評価審査委員会委員の選任

▽渡邊賢吾さん

人事案件

条例関係

一般会計の主な事業費

予算関係

一般会計　２ 億 ７， ２ ０ １ 万８千円の増額

特別・企業会計　　　　　１， ５ ５ ６ 万３千円の増額

合　　計　２ 億 ８， ７ ５ ８ 万１千円の増額

補正後の予算総額

一般会計  １ ，  ５７ ８  億   ９， ９ ４７ 万４ 千円 
（前年同期比３８．７％の増加 → ）

全　会　計 ２， ８ １ １  億         ５  ０５ 万８ 千円 
（前年同期比１９．２％の増加 → ）

補正予算の規模

[　総務費　]　

３，０７２ 万円 

[　民生費　]　

▽一宮市手数料条例　　　　　▽一宮市市税条例　　　　　　　▽一宮市介護保険条例

▽一宮市都市計画税条例　　　▽一宮市事業所税条例　　　　　▽一宮市後期高齢者医療に関する条例

▽一宮市国民健康保険条例　　▽一宮市国民健康保険税条例　　▽一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

改正

１０３５４２７ ＩＤ 

１０３３１６６ ＩＤ 
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１，９４０ 万円 

◆ 放課後等デイサービス事業給付費＊

◆ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

４ 億 １， ４３６ 万 ５ 千円  

[　商工費　]　

[　労働費　]　

２，０００ 万円 

◆　雇用調整助成金申請支援金

１，０００ 万円 

◆ 複合商業施設等入居事業者休業協力支援金

◆ ３密対策リフォーム等補助金

＊は新年度予算からの事業費の増額

※これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金１２億８， ０３３万円、県支出金５， ０３１万円などを充てます。

企業会計の主な事業費

[　病院事業会計　]

◆ 新型コロナウイルス感染症患者を診察・看護する職員に対する特殊勤務手当

１， ４６２ 万 ５ 千円  

人権擁護委員の候補者の推薦

▽原勝已さん

▽越野達博さん

◆　高齢者安全運転支援装置設置補助金

２，０００ 万円 

８，０００ 万円 


