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下記の提出先に持参または

郵送・ファクス・電子メール
提出方法

市民意見提出制度

意見 を募集します

　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す。

　素案は市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽

川庁舎１階）などで募集期間中閲覧できます。

　令和３年度～５年度に行う行財政改革の基本

的な考え方と具体的な取り組み計画である「行

財政改革大綱」の素案を作成しました。

【問】行政課　（２８）８９５６１０３７８４１ＩＤ

▼募集期間／２月１日（月）～３月２日（火）（必着）

行政のスリム化・サービスの質の行政のスリム化・サービスの質の

向上を推進するための計画向上を推進するための計画

１

▼募集期間／２月８日（月）～３月８日（月）（必着）

　将来にわたり、安全で安心な水道水を持続的

に供給するため、水道事業の現状と将来の見通

しを分析・評価し、今後の方向性を示す「新水

道ビジョン」の素案を作成しました。

【問】計画調整課　（２８）８６２３１０３７９５８ＩＤ

安全で安心な水道水を安全で安心な水道水を

持続的に供給するための計画持続的に供給するための計画

３

１ 〒４９１－８５０１　本庁舎行政課、（７３）９１２７、

gyosei@city.ichinomiya.lg.jp

３ 〒４９１－８５０１　本庁舎計画調整課、（７３）９２５２、

keikakuchousei@city.ichinomiya.lg.jp

２ 〒４９１－８５０１　本庁舎情報推進課、（７３）９２１４、

joho@city.ichinomiya.lg.jp

　第２次情報化推進計画に代わり、官民データ

の活用を推進するため「官民データ活用推進計

画」の素案を作成しました。

【問】情報推進課　（２８）８６７０１０３７９７３ＩＤ

データ活用をデータ活用を

さらに推進するための計画さらに推進するための計画

２

▼募集期間／２月１日（月）～３月２日（火）（必着）
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【問】道路課　（２８）９１４４

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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１２月定例市議会 ９４議案を可決１２月定例市議会 ９４議案を可決
　１２月定例市議会は、１１月３０日～１２月２１日に２２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（認定・諮問を含む）が審議され、９４議案が可決されました。

予算関係

補正予算の規模

一般会計

特別・企業会計

合　　計

７億４，７８５万２千円の増額

３億５，３５７万６千円の減額

３億９，４２７万６千円の増額

補正後の予算総額

一般会計 １，６１６億４，４９５万８千円
（前年同期比３９．５％の増加 →）

全 会 計 ２，８５０億３，０２８万円
（前年同期比１９．６％の増加 →）

［民生費］

◆ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業関連経費

［商工費］

◆キャッシュレス決済ポイント還元事業委託料

１億５，４００万円

◆３密対策リフォーム等補助金

一般会計の主な事業費

［総務費］

◆新型コロナウイルスクラスター対策補助金

１００万円

人事案件

人権擁護委員の候補者の推薦

▽永田文男さん

▽浅野佐和さん

１０３７６５０ＩＤ

１０３３１６６ＩＤ

◆避難所における感染症対策関連経費

◆本庁舎１階待合スペース３密対策関連経費

１，６００万７千円

２１８万８千円

１億３，０００万円※�国民健康保険事業特別会計で計上された

事業費との合算 ※既決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３億６，６７５万９千円、県支出金１億９，５１１万

７千円などを充てます。

［教育費］

◆教職員オンライン研修環境整備事業関連経費

２，０２７万２千円

２億７，１６５万７千円

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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条例関係

▽一宮市ホテル等の建築の規制に関する条例

▽一宮市保健センターの設置及び管理に関する条例

▽一宮市青少年問題協議会条例

▽一宮市都市景観条例

廃止

制定 ▽中核市移行に伴う新規制定条例　３０件

▽一宮市景観条例

▽組織改正に伴う条例改正　２５件

▽�地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

　関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例

▽一宮市手数料条例

▽一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

▽議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

▽一宮市青少年センター設置条例

▽一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

▽一宮市保育所条例

▽一宮市心身障害児母子通園施設の設置及び管理に関する条例

▽�一宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

▽一宮市遺児手当支給条例

▽一宮市休日・夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例

▽一宮市火災予防条例

改正

一宮市一宮市はは

中核市中核市へへ

第１８回 中核市になると、ここが変わる！ 都市計画分野

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

広告旗

突出広告

▲屋外広告物の例

立て看板

　屋外広告物について、市独自の条例を制定します。新たに策定

する景観計画とも連携し、屋外広告物を設置してはいけない区域

や許可の基準などを地域の特性に応じて定め、きめ細かな規制を

行うことで、良好な景観づくりを進めます。

　中核市への移行などに伴う組織改編のため、２月中旬～３月末にかけて、本庁舎内で改修工

事や執務室の移転作業を行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

　詳しくは、　　　　　�をご確認ください。

屋外広告物のルールを定め、地域にふさわしい街並みを保全屋外広告物のルールを定め、地域にふさわしい街並みを保全

市役所本庁舎の改修工事および執務室の移転作業を行います市役所本庁舎の改修工事および執務室の移転作業を行います

　一宮市は、市制施行１００周年を迎える２０２１（令和３）年４月に中核市

へ移行します。中核市に関するいろいろな情報を紹介します。

１０１４１２１ＩＤ

【問】管財課　（２８）８９６１

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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【問】高年福祉課　（２８）９０２１

【問】商工観光課　（２８）９１３０

付与上限付与上限 １回につき１，０００円相当（期間中上限５，０００円相当）

▲

１０３７９３８ＩＤ

～ 電子マネー～ 電子マネー  ｍａｎａｃａｍａｎａｃａ  を送付します ～を送付します ～

でのキャッシュレス決 済で ポイント還 元 

１０３７４８６ＩＤ

スマートフォン決済アプリ

　消費喚起と、非接触のキャッシュレス決済による感染抑止の

推進を目的に、市独自のポイント還元キャンペーンを行います。

【問】保険年金課　（２８）９０１２

【問】保険年金課　（２８）８９８５

国民健康保険税は １０３５４６１ＩＤ

後期高齢者医療保険料は １０３５９９６ＩＤ

【問】介護保険課　（２８）９０１９

介護保険料は １０３５２１２ＩＤ

新型コロナウイルス感染症  の影響による

減減    免免  申申  請 請   は３月３１日（水）まで

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

詳しくは、ご確認ください。

ＰａｙＰａｙ

―― 新新
ニューニュー
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ノ ー マ ルノ ー マ ル

態態のお買い物をのお買い物を ――

１０％
ポイント
付与率

市独自の

対象店舗対象店舗 ＰａｙＰａｙが利用できる市内の店舗（約３，０００店）

▲

期　間期　間 ２月１日（月）～２８日（日）

▲

７５歳以上の方へ キャッシュレス決 済 使ってますかキャッシュレス決 済 使ってますか？？    

　コロナ禍での生活を支援するとともに、キャッシュレス社会へ

の足掛かりとしていただくために、電子マネーｍａｎａｃａ（マナカ）

３，０００円分を２月末までに郵送します。申し込みは不要です。

対象

昭和２０年１２月３１日以前生まれで、市内に住民登録がある方

▶

【問】保険年金課　（２８）９０１１

国民健康保険の方は １０３５３２４ＩＤ

【問】保険年金課　（２８）８９８５

後期高齢者医療保険の方は １０３６７０４ＩＤ

新型コロナウイルス感染症での

傷傷    病病  手手  当当  金金   適用期間を延長

　新型コロナウイルス感染症に感染した方に対

する傷病手当金の適用される期間を、３月３１日

（水）まで延長します。詳しくは、ご確認ください。

国民健康保険・国民健康保険・

後期高齢者医療保険に加入している方へ後期高齢者医療保険に加入している方へ

コンビニや公共交通機関などで利用できます。

詳しくは、ｍａｎａｃａと併せて送付する案内をご確認ください。

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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【問】国際交流会（生涯学習課内）　（４６）１３６１

１７日（水）

オープニングセレモニー（午前９時４５分）

ジャパン・テキスタイル・

コンテスト表彰式（午前１０時）

▶
▶

期 間 中

翔工房作品展ほか

※地場産品の販売、布の市はありません。

ジャパン・テキスタイル・

コンテスト優秀作品展

▶

▶

　今回のフレンドシップフェスティバルは、自宅で楽しめるようにオンラインで

開催します。友好都市提携を結んでいるイタリア共和国トレビーゾ市の紹介や、

イタリア音楽の演奏などの映像を配信します。

配信期間配信期間

２月２８日（日）まで

イタリア音楽の演奏
イタリア人アーティストによる
イタリア人アーティストによる

視聴方法視聴方法

市国際交流協会公式ＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネルにアクセス

翔工房ファッションショー

ＪＴＣファッションショー

※映像の放映だけで、会場でのファッション

ショーはありません。

特別セミナー▶
▶
▶
「ＴＨＥ 尾州」ＯＮＬＩＮＥ

期間中、自宅でも見ることができます。

詳しくは、　　　　　 をご確認ください。

総合体育館いちい信金アリーナＡ

～ ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ～ ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ 
  ｂｙ ＢＩＳＨＵ ～  ｂｙ ＢＩＳＨＵ ～

２２月月１７１７日日（水）（水）～～１９１９日日（金）（金）
午前１０時～午後５時午前１０時～午後５時

総 合 展総 合 展      「「  ＴＨＥＴＨＥ   尾 州    尾 州 」」

【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６

フレンドシップフレンドシップ  　   　 フェ フェ   スス    ティバ ティバ   ルル
オンラインオンライン

１０３７３９３ＩＤ

名鉄一宮駅バスターミナル１番のりば（２０分間隔）
無料シャトルバスを運行

※ＪＲ木曽川駅からのシャトルバスはありません。

【問】一宮地場産業ファッションデザインセンター　（４６）１３６１

▶
１０３７８２７ＩＤ

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。




