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市政ニュース

【問】人事課　（２８）８９５３

受　験　資　格職種・採用予定人数

平成８年４月２日以降
生まれで、高校を卒業ま
たは令和３年３月に卒
業見込みの方

若干名一 般 事 務
高
校
卒

若干名消 防

土木課程専攻若干名土 木

昭和５５年４月２日以降
生まれで、大学・短大・
高校を卒業または令和
３年３月に卒業見込み
の方

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
療育手帳のいずれかの交付を受けている方

５人程度一 般 事 務
障
害
者

１０００３１１ ＩＤ 

指定用紙ダウンロード可

　自転車のペダルをこぎながら、タッチパネ

ルで簡単な計算や絵の名前を答えていく「コ

グニバイク」で、運動をしながら認知症予防

をしませんか。

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

１０２６４９８ ＩＤ 

住宅用火災警報器
設置は義務って知ってますか

１０００５０８ ＩＤ 

住宅用火災警報器を設置して、

貴い命や大切な財産を守ろう

　寝室の天井または壁に煙式感知器を取り付け

ます。建物によっては、階段や廊下にも必要です。

　消防署などが、あっせんや販売をすることは

ありません。悪質な訪問販売にご注意ください。

日　時

①９月８日～１２月３日の火・木曜日

②９月９日～１１月２７日の水・金曜日　

午前９時～午後４時３０分の２０分程度

対　象

市内在住の６０歳以上の方

（脳活サイクルくらぶ経

験者を除く）

浅野いこいの広場でもスタート ！

脳活ササイイククルルくくららぶぶ

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

市職員を募集令和３年４月採用

どこにどんな警報器を取り付けるの？

先着５２人
寝室で寝ていたら… 警報音が ！

警報器で早期発見 ！

▼

▼

消火器で消火

たばこの不始末により

ごみ箱から出火

▼

８月３日（月）～２１日（金）に

電話で高年福祉課

※新型コロナウイルス感

染症予防のため、フェ

イスシールドの持参・

着用が必要です。

申し込み

９月１１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

※指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９４円切手を貼った返信用封筒（長形３号）を

同封の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

一宮市に
あなたの力を♪

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

実際に役立った事例

悪質な訪問販売にご注意を
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【問】保険年金課　（２８）９０１１

　医療費などの支払い後、２年以内の申請により

次の給付を受けられる場合があります。

申請方法など詳しくは、お尋ねください。

【問】保険年金課　（２８）８９８５

後期高齢者医療保険に
加入している方へ

▽葬祭費＝亡くなったとき

▽治療用装具費＝コルセットなどを購入したとき

▽高額療養費＝１カ月の医療費の自己負担額が限

度額を超えたとき

▽高額医療・介護合算療養費＝高額療養費・高額

介護サービス費をそれぞれ適用後、１年間の医

療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計

が限度額を超えたとき

給付などの手続き
 忘れていませんか

国民健康保険 に
加入している方へ

※後期高齢医療で負担区分が「一般」または

「現役並み所得Ⅲ」の方は、保険証だけで

自己負担限度額までの支払いになります

ので、申請の必要はありません。

※国民健康保険の７０歳以上で負担区分が

「一般」または「現役並みⅢ」の区分の方は、

高齢受給者証で自己負担限度額までの支

払いになりますので、申請の必要はあり

ません。

　現在お持ちの国民健康保険証は、８月３１日（月）で

有効期限が切れ、使用できなくなります。

　新しい保険証を簡易

書留郵便で８月中に送

付します。

※不在のときは不在連

絡票が届きますので、

記載してある期限ま

でにお受け取りくだ

さい。

９月からは
新しい保険証を使ってください

１０１５５８２ ＩＤ 

※認定証の有効期限は毎年７月３１日で、更

新には申請が必要（国民健康保険税の滞

納がある場合は発行できない場合あり）

※認定証をお持ちの方は、

資格要件に該当すれば

自動更新（申請は不要）

認め印・保険証を持参の上、本庁舎保険年

金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓

口課

認め印、保険証、マイナンバーカードなど

マイナンバーを確認できる物、本人確認で

きる物を持参の上、本庁舎保険年金課、尾

西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出

張所

▼　▼　申　請　▼　▼ ▼　▼　申　請　▼　▼

１０００９７３ ＩＤ 

１０１５５８３ ＩＤ １０３５８０２ ＩＤ 

高額な治療を受けるときは
 限度額適用認定証の申請を

限度額適用認定証

　１カ月の医療費が高額になった場合、保険証と一緒に医療機関に提示すると、

自己負担限度額までの支払いで済みます。

　また住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証の該当となり、入院時

の食事代も減額されます。
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【問】管財課　（２８）８９６１

駐車料金
営業時間駐車場

特　別普　通

１回５００円
※１

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

午前７時～
翌午前１時
<上限１回
１，０００円>

駅東・銀座通
１時間１００円　

（午後７時～翌午前１時）

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

２４時間本　町
１時間１００円　

（午後７時～翌午前７時）

１回６００円
※２

１時間まで１５０円　　　
（以降３０分５０円）　

午前８時～
午後９時３０分

大宮公園

３０分１００円
（上限なし）

２４時間
市役所本庁舎
自走式立体駐車場

※１は午前１時～７時、※２は午後９時～翌午前８時３０分
営業時間外は入出場不可

　一宮駅周辺には市役所の駐車場を含め、四つの市営駐車場があり

ます。２４時間営業や、料金の上限額・夜間料金の設定がある駐車場

もあります。

　下表の駐車場で利用できる回数駐車券も販売しています（  ービ

ルの駐車場など、他の駐車場では利用不可）。

名
鉄
一
宮
駅

尾
張
一
宮
駅

国道１５５号
真清田神社真清田神社

一宮警察署一宮警察署

一宮税務署一宮税務署

大宮公園大宮公園
自動車整理場自動車整理場
大宮公園
自動車整理場

本町自動車本町自動車
整理場
本町自動車
整理場

駅
東
・
銀
座
通
地
下
駐
車
場

駅
東
・
銀
座
通
地
下
駐
車
場

駅
東
・
銀
座
通
地
下
駐
車
場

本庁舎本庁舎本庁舎

市役所本庁舎市役所本庁舎
自走式立体駐車場自走式立体駐車場
市役所本庁舎
自走式立体駐車場

便利でお トク ！ 市営駐車場

　一宮駅東地下駐車場・スポー

ツ文化センターで販売中

▽　３，３００円相当券＝　３，０００円

▽　５，６００円相当券＝　５，０００円

▽１１，４００円相当券＝１０，０００円

１０００２４５ ＩＤ 

回数駐車券

市政ニュース

【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６

①「ベトナム料理と言えば 。 。 。」

②「イタリア“アレコレ”クイズ」

③「ニュージーランド〇×クイズ」

④「不思議の国ブラジル」

国際理解講座

８月１９日（水）　午前１０時～午後３時３０分
スポーツ文化センター

グローバルサマーセミナー
世界をまなぼう ！

申し込み
７月２２日（水）～８月１４日（金）（必着）に電話、または住所・氏名・

電話番号、希望する講座・公演の番号を記入し「サマーセミナー」

と明記の上、ハガキ・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎国際交

流協会、kokusai@city.ichinomiya.lg.jp ）

１０３５７７４ ＩＤ 講座・公演の開催時間など詳しくは、 をご確認ください

劇団シ ン デ レ ラ特別公演

⑤「天使が町にやってきた
　　　　　　～世界はひ と つ～」

３０人（先着）各２０人（先着）

ペーパークラフト

「ラグビーボール型Ｂｉｇ貯金箱」を

セミナー参加者にプレゼント！

プレゼントも
あるよ

プレゼントも
あるよ ！！

　歌や劇を通じて、大人から子どもまで楽しく

ＳＤＧｓを学ぶことができます。

見見本本



テレビ電話による通訳サービス

　市役所本庁舎などの窓口で、テレビ電話の仕

組みとタブレット端末を利用して通訳オペレー

ターを呼び出し、画面を見ながらリアルタイム

に通訳を行います。

利用可能施設／市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、保

健センター

対応言語／英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・

スペイン語・フィリピン語・ベトナム語

・タイ語・フランス語・ネパール語・ヒン

ディー語・ロシア語・インドネシア語

対応時間／本庁舎の開庁時間内（言語により対応

できない時間帯あり）

ＡＩ多言語翻訳機による通訳サービス

　より多くの場所での通訳に対応できるよう、

ＡＩ多言語翻訳機の運用を開始しました。

対象区画数／①常光＝５区画

②奥町＝４区画

③東島＝５区画

（抽選。１世帯

１区画）

申し込み／９月１日（火）～１１日（金）の午前９時～午

後４時３０分に申込書を環境センター

（土・日曜日を除く）。応募資格など詳

しくは、申込書で確認。申込書は環境

センター、本庁舎１階総合案内、尾西

・木曽川庁舎、出張所でも配布

　窓口で聴覚に障害のある方と円滑なコミュニ

ケーションを図るため、本庁舎福祉課内の手話

通訳者とテレビ電話で結び、手話通訳を行いま

す。

利用可能施設／尾西・木曽川庁舎、保健センター

対応時間／午前１０時～正午・午後１時～３時

　市内在住・在勤・在学の方から１１６点の応募が

あり、次の皆さんが入賞しました。　　（敬称略）

▽最優秀賞＝櫻井泰輔

　行ってきます　出かける前に　火の確認

▽優秀賞＝櫻井保香、前田直久、溝口哲也、

　　　　　鎌田達朗、小河路進吾

　市では、次の交付金などを８月下旬に町内会

口座に振り込みます。

▽町内会運営交付金＝町内会会員１世帯当たり

（事業所等を含む）年２３０円

▽町内会広報等配布手数料＝広報紙配布１部当

たり年３８０円

　これらの助成金の使い方は限定されていませ

ん。町内会運営の実情に合わせてご活用くださ

い。
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防火標語入賞者が決定

　【問】消防本部予防課　（７２）１２８０　　

  １０３５５４５ ＩＤ 

町内会に助成金を交付

　【問】市民協働課　（２８）８９５４　　

  １０２０８５９ ＩＤ 

通訳サービスをご利用ください

　【問】情報推進課　（２８）８６７０　　

  １０２１８２５ ＩＤ 

市営墓地の使用者を募集

　【問】霊園管理事務所　（４５）７００４　　

  １０１７６４５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

テレビ電話による
手話通訳サービスのご利用を

【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１１１６ ＩＤ 

１０００５７１ ＩＤ 

あんしん・防災ねっとに登録を ！
【問】危機管理課　（２８）８９５９

　スマートフォンや携帯電話で、災害時の緊急情報や

避難所情報などのお知らせを受け取ることができます。

災害に備えて Notification e‐mail in times of disaster

Korean

English

Portuguese

Chinese

多言語対応

Multilingual Send blank e‐mail

登録はこちらから

下記のメールアドレスに空メールを送信

i.anshin@138bousai.jp

▲
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　市内の私立幼稚園では、来年度の入園案内・

願書を９月１日（火）から配布します。願書は１０月

１日（木）から各幼稚園で受け付けます。詳しくは、

各幼稚園へお尋ねください。

　①特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害

児福祉手当・経過的福祉手当②県在宅重度障害

者手当を受給中の方へ、８月中旬までに所得状

況届・現況届の用紙を送付します。

　期限までに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。

受付期間／①８月１２日（水）～９月１１日（金）

　　　　②７月３１日（金）～８月３１日（月）

　市では調達方針を定め、障害のある方が働く

施設などからの物品・役務の調達の拡大に努め

ています。今年度の方針など詳しくは、  

１０１４９０１をご確認ください。

 ＩＤ 

　８月１５日は太平洋戦争が終結した日です。戦

争で貴い命を亡くした方々を追悼する「全国戦

没者追悼式」が行われます。正午には、職場や

家庭で１分間の黙とうをささげましょう。

※市主催の平和祈念事業・一宮市戦没者追悼式

は、１０月２４日（土）に開催します。

　過去の国民年金制度では、学生やサラリーマ

ンの配偶者などは、国民年金への加入が任意で

した。任意加入期間中に加入していなかったた

めに障害基礎年金を受給できない方は、条件を

満たしていれば特別障害給付金を受給できます。

対　象／次のいずれかの任意加入期間内に初診

日がある病気やけがにより、障害基礎

年金１・２級相当の障害がある方

　　　　①平成３年３月以前に学生だった期間

　　　　②昭和６１年３月以前に厚生年金・共済

組合等加入者・受給者（受給資格を満

たす者を含む）の配偶者だった期間

　給付金を受けるには、６５歳の誕生日の前々日

までに申請する必要があります。該当する方は、

本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課または一宮年金事務所（（４５）１４１８）

へご相談ください。

８月１５日の正午には黙とうを

　【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０２０６８６ ＩＤ 

市政ニュース

【問】建設総務課　（２８）８６２８

募集要項など詳しくは、

　　 をご確認ください１０１９９５６ ＩＤ 

歩道橋に名前を付けませんか
ネネーーミミンンググラライイツツ（命名権（命名権））ののパーパートトナーナーをを追加募集追加募集

対象対象物物

浅野歩道橋（浅野公園東）

８月３日（月）～９月３０日（水）（必着）に

応募書類を持参または郵送

申し込み

３～５年間

契約期間

年２０万円以上（税別）

応募価格

私立幼稚園の入園案内などを
９月から配布

【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １００１３９８ ＩＤ 

特別児童扶養手当など

所得状況届・現況届の提出を

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０２０７２１ ＩＤ 

障害者就労施設などからの
物品等の調達を推進

【問】福祉課　（２８）８６１９　　

特別障害給付金制度を
ご存じですか

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４０ ＩＤ 



13２０２０（令和２）年８月　広報一宮

　令和３年４月から大野極楽寺公園・光明寺公

園・木曽川沿線緑地の３公園を一括して管理運

営できる法人・団体を募集します。公募説明会

・現地見学会を次のとおり開催します。

日　時／８月７日（金）　午後２時

会　場／大野極楽寺公園管理棟

申し込み／８月５日（水）の正午までに申込書を電

子メール。申込書・募集要項などは、

７月２２日（水）からダウンロード可

　市では、地球温暖化対策実行計画「エコアク

ション一宮」を策定し、活動しています。計画

では、市の施設から排出される温室効果ガスを、

平成２８年度から５年間で２７年度と比べ８％削減

することを目標としています。令和元年度に排

出された温室効果ガスは、２７年度から1.４％減少

しました。

　また環境負荷の少ない商品などを率先して購

入するグリーン購入に取り組んでいます。元年

度のグリーン購入の割合は、全体で８4.９５％とな

りました。

　今後も削減目標の達成に向けた取り組みを、

引き続き推進していきます。

　工場立地法では、一定規模以上の工場の敷地

利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積

率が定められています。

　製造業または電気・ガス・熱供給業（水力・

地熱・太陽光発電所を除く）を営み、敷地面積

９，０００以上または建築面積３，０００以上の工場

の新設・増設などを行う際は、９０日前までに必

ず市に届け出をしてください。

　市では、企業の誘致

を進めています。千～

１万坪ほどの、まとま

った土地の売却や賃貸

をお考えの方や情報を

お持ちの方は、ご連絡

ください。

企業立地奨励措置

　市内で事業所を新設・増設しようとする方が、

一定の要件に該当すれば、奨励金の支給を受け

られます。

　奨励措置の適用を受けるには、着工の１カ月

前（高度先端産業は２カ月前）までに関係書類

を提出する必要があります。お早めにご相談く

ださい。

エコアクション一宮
令和元年度の活動報告

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０３５７１９ ＩＤ 

企業・事業主の皆さんへ

工場立地法の届け出を

　【問】企業立地推進課　（２８）８９８２　　

  １００２６２５ ＩＤ 

事業用地の情報をお寄せください

　【問】企業立地推進課　（２８）８９８２　　

  １００２６２３ ＩＤ 

大野極楽寺公園などの
指定管理者を募集

【問】公園緑地課　（２８）８６３４　　

  １０３５７８０ ＩＤ 

　市内（伝法寺）でバラの切り花生産を行う三輪真太郎さんは、

ガーデンローズとして育種・開発された繊細なイングリッシュ

ローズを、世界に先駆けて切り花用に生産したことでその名を

知られるバラのエキスパートです。

　現在は、その熱意に感銘を受けた「デビッド・オースチン社」

（同種を育種・販売する世界唯一の会社）が、切り花専用品種を

三輪さんに特別提供しています（国内では２者だけに提供）。

　生花店以外にＪＡ愛知西産直広場へも出品していますので、

一般の方でも購入が可能です。

バラの切り花生 産者を
市長が訪問


