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市政最前線

２０２１（令和３）年５月　広報一宮

３月定例市議会 ４２議案を可決３月定例市議会 ４２議案を可決
　３月定例市議会は、３月１日～２３日に２３日間の会期で開かれ、令和３年度一般会計予算案

・条例案などの議案（承認・同意を含む）が審議され、４２議案が可決されました。

１０３９３９５ＩＤ

１０３３１６６ＩＤ予算関係

補正予算の規模

一般会計

特別・企業会計

合　　計

２１億６，０８２万６千円の増額

 ９億２，６８０万８千円の増額

３０億８，７６３万４千円の増額

補正後の予算総額

一般会計 １，６４２億４，８５６万６千円
（前年同期比３９．３％の増加 →）

全 会 計 ２，８８５億６，０６９万６千円
（前年同期比２１．１％の増加 →）

◆幹線舗装改良事業費

１億７，９５０万円

一般会計の主な事業費

［民生費］

◆特別障害者手当等受給者臨時給付金給付事業

関連経費

２，４６３万円

◆高齢者新型コロナウイルス感染症対策支援事業

関連経費

２，２４４万５千円

◆橋梁保全工事請負費

１億３，９００万円

 これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金１６億３２１万７千円、

市債４億５，４９０万円などを充てます。

［土木費］

◆自転車通行空間整備事業費

２，６００万円　　

８，５１０万円　　

３，２５０万円　　

◆新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金

［商工費］

２億円

［総務費］

◆新生児特別給付金事業関連経費

１億３，５２１万８千円

◆流域貯留施設築造事業費

１億４，４５０万円

◆準用河川千間堀川改良事業費

◆公共街路整備工事請負費

２億　６２０万円

◆各種公園整備工事請負費

人事案件

固定資産評価審査委員会委員の選任

▽大森裕之さん
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条例関係

▽一宮市スケート場の設置及び管理に関する条例

▽一宮市簡易水道事業統合条例
廃止

▽一宮市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例　　▽一宮市手数料条例

▽一宮市保育所条例　　▽一宮市保健所等設置条例　　▽一宮市国民健康保険税条例

▽一宮市介護保険条例　　▽一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例

▽一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例　　▽ 一宮市営住宅条例

▽一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

▽一宮市病院事業の設置等に関する条例

改正

令和３年度当初予算

国庫支出金（１６．４％）国庫支出金（１６．４％）
市債（１０．７％）市債（１０．７％）

地方交付税（８．０％）地方交付税（８．０％）

県支出金（７．７％）県支出金（７．７％）

その他（１２．７％）その他（１２．７％）

民生費（４１．８％）民生費（４１．８％）

諸支出金（１４．７％）諸支出金（１４．７％）

衛生費（８．７％）衛生費（８．７％）

公債費（８．１％）公債費（８．１％）

教育費（７．６％）教育費（７．６％）

土木費（６．９％）土木費（６．９％）

その他（６．２％）その他（６．２％）

１９７億２，９５５万１千円１９７億２，９５５万１千円

１５３億９２万７千円１５３億９２万７千円

７９億円７９億円

９３億１，４８２万２千円９３億１，４８２万２千円

９５億９，０００万円９５億９，０００万円

１２８億５，４７０万円１２８億５，４７０万円

５０２億８，８８７万４千円５０２億８，８８７万４千円

７４億４，０６０万５千円７４億４，０６０万５千円

８２億４，１３７万５千円８２億４，１３７万５千円

９１億８，９５１万９千円９１億８，９５１万９千円

９７億９８６万６千円９７億９８６万６千円

１０５億３３９万円１０５億３３９万円

１７６億５，４１８万１千円１７６億５，４１８万１千円

特別・企業会計 １，２４２ １，２４２ 億３，４８９万円億３，４８９万円

前年度比１４億４，４８６万９千円の増

２，４４５２，４４５億２，４８９万円億２，４８９万円

前年度比５７億６，４８６万９千円の増

全 会 計

外崎土地区画整理事業

公共駐車場事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

国民健康保険事業 ３４４億６，１６８万９千円

５４億１，０２２万４千円

３１３億３，８０９万１千円

８，９８０万４千円

１億１，７１９万６千円

特別会計 ７１４億７１４億２，９９６万３千円２，９９６万３千円 病院事業

水道事業

下水道事業

２６９億        ４９９万８千円

１０５億１，５３８万４千円

１５３億８，４５４万５千円

企業会計 ５２８億４９２５２８億４９２万７千円万７千円

一般会計 １，２０２１，２０２億９，０００万円億９，０００万円
前年度比４３億２，０００万円の増

３．７％ →

１．２％ →

２．４％ →

地方交付税…

本来地方税として徴収される税金（所得税・

法人税・消費税・酒税の一部および地方法

人税）を国が徴収し、地方自治体の財政力

の格差を調整するため配分するお金

民生費…

福祉や保育などの費用

諸支出金…

特別・企業会計の繰り出し

などの費用

衛生費…

ごみ処理・保健衛生などの費用

土木費…

道路・水路などの費用

総務費…

庁舎管理などの費用

公債費…

市の借金を返す費用

教育費…

学校・生涯学習などの費用

一般会計

４９．２％

２９．２％ ２１．６％

１０３９３６６ＩＤ

歳  入
市税（３７．９％）市税（３７．９％）

４５６億円４５６億円

地方消費税交付金（６．６％）地方消費税交付金（６．６％）

歳  出

７２億６，２１９万円７２億６，２１９万円

総務費（６．０％）総務費（６．０％）

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 １，２９５万９千円



　募集したところ、８８団体の応募がありました。

審査の結果、４３件の事業が支援対象事業に決定し

ました。４月から順次事業を実施し、１００周年を

一緒に盛り上げていきます。

１００１００周年周年 記念事業記念事業いちのみや市いちのみや市

【問】１００周年推進室・いちのみや市１００周年実行委員会事務局　（８５）７４３３

コース名 期　間

１３８タワーパーク ５月１５日（土）～

せんい団地 ６月中旬

中心市街地 ７月中旬

尾西 ８月中旬

木曽川 ９月中旬

※�ウォークラリーマップは市内の公共施設

などで配布します。

　一宮にまつわる謎を解きながらコースを回り、

魅力いっぱいの一宮を体感しよう！

謎解きウォークラリーの

参加者を募集１０３９８４５ＩＤ

すべての謎を解いた方に抽選で、すべての謎を解いた方に抽選で、

限定グッズや市の特産品をプレゼント限定グッズや市の特産品をプレゼント！！

１０３９８４３ＩＤ開催日など詳しくは、　　　　　　をご確認ください

１００周年記念事業

イベントカレンダーを配布
　１００周年を記念して実施される各種事業を掲載　１００周年を記念して実施される各種事業を掲載

したイベントカレンダーを配布します。したイベントカレンダーを配布します。

市民チャレンジ事業

４３事業が決定！

・出張所

・観光案内所

・市立図書館

ほか

・本庁舎１００周年推進室

・尾西庁舎総務管理課

・木曽川庁舎総務窓口課

配布場所

主なイベント主なイベント

ＮＨＫ公開番組

「ＮＨＫのど自慢」
９月１９日（日）　

一宮市民会館

７月１０日（土）～

９月１日（水）

たくさんのご応募、
ありがとうございました！

さっぽろからやってきた！

「ぼく おばけのマール」
絵本原画展
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５月７日（金）（消印有効）までに電子申請、

または希望日（１日だけ）・参加人数、代表者の住所・氏名・電話番号を記入の上、

ハガキ・ファクス（〒４９１－８５０１　本庁舎公園緑地課、（７３）９２１８）

１０１４２４１ＩＤ

幻想的なホタルの光を楽しもう

ホタル観賞の夕べ

６月１１日（金）・１２日（土）

定　員

申し込み

各１８０人（抽選）※結果は全員（代表者）に通知

※ 参加者はマスクを着用。ホタルの育成状況によっては、

ホタルの数が少ない場合があります。

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

※�６月７日（月）は休館。１日は午後１時から、１５日は

午後１時まで

図書館所蔵写真展 ～記録の中の一宮～

「消防のあゆみ」 写真展

【問】消防本部総務課　（７２）１１９２

午前９時～午後９時６月１日（火）～１５日（火）

１
５月２８日（金）～６月６日（日）

尾西図書館  ▼  午前１０時～午後６時
２

６月１１日（金）～２０日（日）

玉堂記念木曽川図書館  ▼  午前１０時～午後６時

３
６月２５日（金）～７月４日（日）

子ども文化広場図書館  ▼  午前９時～午後５時
４

７月９日（金）～１８日（日）

中央図書館  ▼  午前９時～午後９時

　図書館が所蔵している昔の市内の風景などの

写真を展示します。※休館日を除く

【問】中央図書館　（７２）２３４３１０３９６６０ＩＤ

１０３９６７５ＩＤ－ビル６階 中央図書館

　明治から令和までの時代の流れとともに、さまざまな災害に

立ち向かい続けた「地域の守り手」の歴史を紹介します。

大野極楽寺公園

午後７時４５分～９時３０分

　平和・環境に対する関心を深めるため、令和

３年度に同じく１００周年を迎える沖縄県那覇市

を訪問し、現地の中学生と交流することで平和

や自然の大切さを学びます。

１０３９８４２ＩＤ▼  ▼  ▼  詳しくは、　　　　　をご確認ください

中学生を対象にした

平和・環境学習ツアーの参加者を募集

inin

沖縄沖縄

市内在住の中学生対 象
訪 問
場 所

対馬丸記念館

（沖縄県那覇市）ほか
日 程 ８月下旬
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午前９時～午後５時

（入館は４時３０分まで）

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

※月曜日（５月３日を除く）、

　５月６日（木）は休館

郵便 の はじまり

尾西歴史民俗資料館 春季収蔵品展

展示説明会

５月１日（土）
午後１時３０分

　明治時代の初代起郵便局

に残されていた資料から、

明治時代の郵便の様子を紹

介します。

５月１日（土）
    ～６月６日（日）

　市内の事業所で新しい生活様式に対応した

取り組みを行った事業者に、その経費の一部

を補助します。

１０３８９８２ＩＤ

【問】商工観光課　（２８）９１３０

申請書など詳しくは、

　　　　　　 をご確認ください。　１０４００２６ＩＤ

取り組み費用を補助

新しい生活様式への

９月１７日（金）（必着）までに申請書を郵送

申請方法

（上限１０万円。１，０００円未満切り捨て）

補助対象経費の２分 の１

補助額

テレワーク、キャッシュレス対応、

新分野への業態転換など

対象

令和３年中に婚姻届を提出し、婚姻日に

夫婦共に３９歳以下

夫婦の令和２年分の年間所得の合計が

４００万円未満

４月１日～１２月３１日に支払った住宅購入費、

住宅賃料、敷金・礼金など
対象費用

申請書など詳しくは、　　　　　  をご確認ください。１０３９７７９ＩＤ

【問】青少年課　（８４）００１７

対象要件

市政最前線

新 婚 生 活新 婚 生 活      をを    支 援  支 援  しますします

マイスイートホーム マイスイートホーム 事事  業業

１世帯当たり

２０２０ 万円まで

事業所の

いちのみや市いちのみや市

１００周年記念１００周年記念

新居となる住宅が市内にあり、その住宅に

夫婦共に住民票がある　ほか

申請方法 ６月１日（火）～令和４年１月２８日（金）に

申請書と必要書類を持参

（先着。予算に達し次第終了）

　新婚世帯に対し、新生活にかかる費用を補助します。

１１  年年
限定事業限定事業
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５月１５日～２１日 は  総合治水推進週間総合治水推進週間

みんな で 浸水被害浸水被害  を減らそう減らそう！！

総合治水総合治水とは…

　河川の改修や、雨水をためたり浸透させたり、雨水情報を共有

したりするなど浸水被害軽減に、市と住民で取り組むことです。

　市では、河川の改修や、学校の校庭を利用した雨水の一時貯留

施設、地下に雨水をためる調整池を設置しています。

総合治水ＰＲイベント
ＩＮ テラスウォーク一宮

総合治水ＰＲビジュアルボードの展示

５月２２日（土）～２７日（木）

雨水貯留タンク・雨水浸透ます・防水板の

展示、総合治水に関するクイズ

５月２２日（土）・２３日（日）

【問】治水課　（２８）８６４２

補助金あり

▼ 浄化槽転用貯留槽、雨水貯留タンクの設置

※新川流域で５００㎡以上の田畑などの開発には、

　雨水対策のための許可が必要です。

個人の敷地に雨水をためる

個人の敷地で雨水を浸透させる

水を出さないための対策

雨水浸透ます、透水性舗装へ改良▼

▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ 補助金あり

１０３７５４４ＩＤ

雨量や川の水位を知る

浸水を防ぐ

みずから守るための対策

洪水ハザードマップ ▼ ▼ ▼ １０３８０４４ＩＤ

避難経路を考える

河川等水位情報 １０２２３６９ＩＤ▼ ▼ ▼

防水板を設置

１０３７５４４ＩＤ▼ ▼ ▼

▼

▼

土のうを設置 １００２２３９ＩＤ▼ ▼ ▼

【問】維持課　（２８）８６３８

▼
▼

▼

防災防災  のこと、学びませんか？のこと、学びませんか？

自主防災講演会

日時

定員

内容

６月５日（土）　午前９時３０分～午後４時

　　１２日（土）　午前９時３０分～午後４時３０分

自主防災会の役割、資機材組立訓練、

風水害タイムラインの作成ほか

３０人程度（抽選）

日時

講師

定員

６月５日（土）

午前９時３０分～１１時１０分

荒木裕子さん（名古屋大学減災連携

研究センター特任准教授）

会場　　１２０人程度（抽選）

Ｚｏｏｍ 視聴　　１００人程度（抽選）

合同開催

申し込み ▼ ５月２５日（火）までに電話または電子申請（会場とＺｏｏｍ 視聴の重複申し込みは不可）

会場 本庁舎１４階１４０１大会議室▼ 市内在住・在勤・在学で、防災に関心のある方

※自主防災リーダー研修会は２日間とも参加できる方

対象 ▼

自主防災リーダー研修会

集中豪雨、台風時の対応は困難です。
集中豪雨、台風時の対応は困難です。

早めの早めの備え備えをしましょうをしましょう！！

▼

▼

【問】危機管理課　（２８）８９５９

補助金あり

１０１６０７０ＩＤ

ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」 対応！


