
10 ２０２１（令和３）年５月　広報一宮

市政ニュース

【問】人事課　（２８）８９５３

　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。

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。

市民意見提出制度市民意見提出制度

計画を策定

を策定を策定

１０３７９５８ＩＤ

　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、今後の方向性を示した計画です。

　素案への意見を募集したところ、１０件の意見が

ありました。

新水道ビジョン新水道ビジョン

【問】計画調整課　（２８）８６２３

３月に３月に を策定を策定

　良好な景観形成を推進するための、景観法に基

づく計画です。

　素案への意見を募集したところ、１２件の意見が

ありました。

景観計画景観計画

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

４月に４月に

１０３９５９７ＩＤ

５月２０日（木）（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、９４円切手を貼った返信用封筒（長形３号）を同封の上、郵送

職種・採用予定人数 受　験　資　格

土 木 若干名 土木課程専攻 【大学卒】平成元年４月２日以降生まれで、大学を卒業または
令和４年３月に卒業見込みの方

【短大卒】平成３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４年３月に卒業見込みの方建 築 若干名 建築課程専攻

一般事務
（障害者）

５人
程度

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

昭和５６年４月２日以降生まれで、大学・短大を
卒業または令和４年３月に卒業見込みの方

市職員を募集 １０００３１１ＩＤ

指定用紙ダウンロード可
令和４年４月採用

申し込み

大学・大学・
短大卒短大卒

職　種 募集案内公表日 申込期間

一般事務・消防・
保育士・保健師ほか

５月２１日（金）
５月２８日（金）～
６月１５日（火）

一般事務・技術・消防ほか

６月２３日（水）

７月１２日（月）～
８月１３日（金）

一般事務（障害者）

獣医師・薬剤師
７月１２日（月）～
９月１０日（金）

令和４年４月採用　募集日程

大学卒大学卒 短大卒短大卒

高校卒高校卒

高校卒高校卒

１０２８９１１ＩＤ
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【問】行政課　（２８）８９５６

発行物名 掲載場所 色 １枠の大きさ 掲載時期 掲載料※

広 報 一 宮 裏表紙１～４枠 ４色刷
①２７㎝×１８㎝
②１３．２㎝×１８㎝
③１３．２㎝×８．８㎝

７月号～令和４年６月号
（毎月発行）

①４０万円
②２０万円
③１０万円

広 報 号 外
「いち のみやし
保健所だより」

裏表紙２枠 １色刷 ６㎝×８㎝
７月号～令和４年５月号
（奇数月発行）

５万円

つうえんブック 裏表紙２枠 ４色刷 ７㎝×９㎝

令和４年度使用分

７万円

ウ ェ ル カ ム
チ ケ ッ ト

裏表紙２枠 ４色刷 ５．９㎝×５．９㎝ ２万円

軽自動車税種別割
納税通知書封筒

封筒裏面１枠 １色刷 ６．５㎝×９㎝ ８万円

※掲載料は１枠当たりで税込み

　令和３・４年度に広告を掲載する発行物は、下表

のとおりです。広告は要綱に基づく審査があります。

詳しくは、右記の申込先にお尋ねください。

１００２６９６ＩＤ市発行物への有料広告を募集

中日総合サービス

（富士３丁目５－１５、（２３）２１１２）

一宮市 １００２６７１ＩＤ 応募書類ダウンロード可

【問】商工観光課　（２８）９１３０

サポートカンパニーサポートカンパニーを募集

申込先

①認定証・ステッカーを交付します

②広報一宮・市ウェブサイトで

　公表します

③自社のウェブサイトなどで

　ＰＲできます

④総合評価落札方式の入札参加時に、

　項目に応じて加点します

　災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を

「一宮市サポートカンパニー」として認定します。認定条件など

詳しくは、お尋ねください。

応募資格応募資格

次のすべてに該当する企業・個人事業所

①市内に事業所がある

②１年以上継続して事業を営んでいる

③市税を滞納していない

申し込み申し込み

５月６日（木）から応募書類を郵送

メリットメリット
サポート
� カンパニーの
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住宅の などを一部補助します

１０１１８０１ＩＤ 指定用紙ダウンロード可

あなたの家族を守るために

木造住宅 無料耐震診断木造住宅 無料耐震診断

※�プレハブ・ツーバイフォーなどを除く

昭和５６年５月３１日以前に着工された

木造住宅

対　象

【問】住宅政策課　（８５）７０１０

耐 震耐 震
改 修改 修

倒壊の可能性が高い場合倒壊の可能性が高い場合

あなたの家と

はつらつ農業塾はつらつ農業塾

診断の結果…診断の結果…

補助を受けるには、契約前に申請が必要です。申請方法など詳しくは、お尋ねください。

１０３９２５６ＩＤ 申込書ダウンロード可塾生を募集塾生を募集

【問】農業振興課　（２８）９１３６　　ＪＡ愛知西営農企画課　０５８７（３６）３３２６

② 生きがい農業コース① 担い手育成コース

応募資格
一宮・稲沢市で就農を希望する

就農時５０歳未満の方
一宮・稲沢市に在住の未受講者

研修日時
８月～令和５年７月の

原則毎週月～金曜日

８月～令和４年７月の原則毎週金曜日

午前９時３０分～正午（稲沢会場は原則毎週水曜日）

研修内容 ほ場での栽培管理、専門農家での研修ほか 秋冬野菜・春夏野菜を栽培

定　　員 各会場若干名（面接）
各会場３５人（抽選）

※２人までのグループ申し込み可

ＪＡ愛知西本店近辺ほ場（北小渕）または

ＪＡ愛知西一色下方研修センター近辺ほ場（稲沢市一色下方町）

各年１万円（教材費・保険料などを含む）

会 場

受 講 料

申し込み ①は６月１１日（金）、②は５月１４日（金）（必着）までに申込書を本庁舎農業振興課または

ＪＡ愛知西本店・支店。申込書は農業振興課、出張所、ＪＡ愛知西本店・支店でも配布

※昭和５６年５月３１日以前に着工された木造以外の一戸建ての住宅が対象

木造以外の住宅にお住まいの方は木造以外の住宅にお住まいの方は 非木造住宅等耐震診断補助　限度額１０万円

限度額

木造住宅耐震改修補助 １００万円

３０万円

２０万円

２５万円

木造住宅簡易耐震改修補助

耐震シェルター等補助

木造住宅解体補助
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　尾西運動場グラウンドの９月・１０月の利用時

間の終了を２時間早め、午前９時～午後５時に

変更します。

日 時／５月８日～１６日の土・日曜日　午前９

時～午後０時３０分・１時３０分～５時

対 象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

テレビ電話による通訳サービス

　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、市

保健所、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多言語翻訳機を運用しています。

　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、本庁舎障害福祉課内の

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、市保健所、保健セ

ンター

対応時間／午前１０時～正午・午後１時～３時

　市内の中小企業が生産・開発した独自の新商

品を市が認定し、市ウェブサイトで公表します。

また市の関係部署へ働き掛けて受注実績を作る

ことで、販路開拓を支援します。

申し込み／５月６日（木）～３１日（月）（消印有効）に

申請書類を郵送

※新商品の条件など詳しくは、市ウェブサイト

をご確認ください。

　市では中小企業の事業主向けに、補助制度を

設けています。①愛知県信用保証協会を利用さ

れた方への信用保証料の補助と、日本政策金融

公庫を利用された方への利子の補助をしていま

す。②中小企業退職金共済加入促進補助金や障

害者特別雇用奨励金などの補助金・奨励金もあ

ります。①については  ＩＤ  １００２６３４を、②につい

ては  ＩＤ  １０１０７１９をご確認ください。

日 時／５月２０日（木）　午前９時３０分～午後３

時３５分

会 場／本庁舎商工観光課

対 象／市内在住の方

定 員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／５月６日（木）～１８日（火）に電話で商工観

光課

対 象／市内在住・在勤・在学の１０人以上の団体

派遣日時／８月～令和４年３月の月～金曜日　午

前９時～午後６時の１時間以内

派遣場所／申し込み団体が準備する市内の会場

講 師／医師・歯科医師・薬剤師ほか

申し込み／５月６日（木）～１２月２４日（金）に電話で

高年福祉課（先着３５団体）

尾西運動場グラウンド 利用時間を変更

【問】スポーツ課　（８５）７０７９

ＩＤ  １００９３７９

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

【問】青少年課　（８４）００１７

ＩＤ  １０１７５７１

通訳サービスをご利用ください

【問】デジタル推進室　（２８）８６７０

ＩＤ  １０２１８２５

テレビ電話による
手話通訳サービスのご利用を

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １００１１１６

いちのみやの新商品を募集します

【問】商工観光課　（２８）９１３０

ＩＤ  １００２６７９ 申込書類ダウンロード可

事業主向け補助制度のご利用を

【問】商工観光課　（２８）９１３２

弁護士による多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８

ＩＤ  １０２４３８８

「そこが知りたい！ 在宅療養」
出前講座の講師を派遣します

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

ＩＤ  １０２３８５１
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　案内書（申込書）は、５月７日（金）から本庁

舎市営住宅管理事務所、尾西庁舎窓口課、木曽

川庁舎総務窓口課、出張所で配布します。申し

込み資格は、案内書でご確認ください。

常時募集（先着順）

　今回申し込むと、今年度に空き家が出た場合、

先着順で入居できます。

募集住宅／尾関・大山・春明・萩原・竹橋などの

簡易耐火平屋または２階建て住宅

申し込み／５月１４日（金）～令和４年３月３１日（木）に

申込書を持参

定期募集（抽選）

　空き部屋の入居希望者を募集します。

募集住宅／花祇・松降・朝日・大山・時之島・春明・

島村・毛受・東五城・開明・開信・冨田・

玉野などの３階建て以上の中高層住宅

申し込み／５月１４日（金）～２４日（月）（必着）に申込

書を郵送または持参

※入居希望者のない部屋は、６月７日（月）から

先着順で追加募集あり

　既存住宅の単独処理浄化槽・くみ取り便槽か

ら、し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併

処理浄化槽に転換設置する方に、予算の範囲内

で補助します（法人を除く）。

対象地域／市内全域（公共下水道の整備予定区域

などを除く）

対象住宅／申請者本人が居住する既存住宅（併用

住宅は延べ床面積の２分の１以上が居

住用であること）

※新築・建て替え、建築確認申請を伴

う増改築などでの設置は対象外

対象浄化槽／一定の条件を満たす処理対象人員５０

人以下の合併処理浄化槽

補助限度額／５人槽＝３３万２，０００円、６・７人槽＝

４１万４，０００円、８～５０人槽＝５４万８，０００

円（既設単独処理浄化槽を全撤去し、

合併処理浄化槽に転換する場合は９万

円を加算）

申 請／着工前に必要書類を廃棄物対策課（令

和４年１月３１日（月）まで）

　フードドライブとは、家庭で余った食品を持

ち寄り、それを必要とする方々に寄付をする活

動です。賞味期限まで１カ月以上あり、常温で

保存でき、未開封の食品を集めます。食品ロス

（まだ食べられるのに捨てられている食品）を

削減するため、ご協力ください。

日 時／５月１０日（月）～１４日（金）　午前９時～午

後４時

会 場／環境センター北館

対 象／缶詰、インスタント食品、米、乾物

（うどん・パスタなど）、調味料、飲料

　自分が居住する市内の住宅に、次の対象設備

を設置する費用の一部を、予算の範囲内で補助

します（法人を除く。１世帯各１回限り）。

対象設備／①住宅用太陽光発電システム（単体で

の補助なし）②家庭用燃料電池コージ

ェネレーションシステム③定置用リチ

ウムイオン蓄電システム④家庭用エネ

ルギー管理システム⑤電気自動車等充

給電設備

補助額／①太陽光電池１kW当たり１万８，０００円

（７万２，０００円まで）②６万円③⑤５万

円④１万円

申 請／工事着工の２週間前までに必要書類を

環境センター北館内環境政策課

　保険料は原則年金からの天引きです。ただし

「保険加入後６カ月から１年間」など、天引き

にならない場合には、納付書または口座振替で

納めることになります。

　口座振替は、市内の金融機関で手続きできま

す（専用ハガキで申し込み可）。国民健康保険

税を口座振替で納めていた方が、後期高齢者医

療保険に加入した場合も手続きが必要です。

市営住宅（常時・定期募集）を受け付け

【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９

ＩＤ  １０３３６７９

フードドライブにご協力を

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

ＩＤ  １０２３７５５

合併処理浄化槽に転換する
設置費を補助します

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

ＩＤ  １０１３５９６ 申請書類ダウンロード可

住宅用地球温暖化対策設備
設置費を補助します

【問】環境政策課　（４５）９９５３

ＩＤ  １０３７８６５ 申請用紙ダウンロード可

後期高齢者医療保険

納付は便利な口座振替のご利用を

【問】保険年金課　（２８）８９８５

ＩＤ  １０００９７６



15２０２１（令和３）年５月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　毎年７月に新しい保険証を発送します。保険

証は、郵便局に転送の届け出をしている場合で

も、転送先には届きません。住民登録地以外へ

の郵送を希望する場合は、ご連絡ください。

給付などの手続きもお忘れなく

　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。

▽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

　未整備の都市計画道路の見直しについての説

明会を開催します。素案は市ウェブサイトで閲

覧できます。

日 時／５月１８日（火）　午後７時～８時

会 場／本庁舎１４階１４０１大会議室

　市では、新たに二つの

地区計画を決定しました。

計画内容は、本庁舎都市

計画課で縦覧できます。

後期高齢者医療保険

保険証の送り先変更は手続きが必要

【問】保険年金課　（２８）８９８５

ＩＤ  １０１６３２０

尾張都市計画

「一宮稲沢北ＩＣ西部」および
「本町２丁目」地区計画を決定

【問】都市計画課　（２８）８６３２

ＩＤ  １０３９８６３

都市計画道路見直しの
説明会を開催します

【問】都市計画課　（２８）８６３２

ＩＤ  １０３９８６３

名岐道路に関する
要望活動を行っています

【問】都市計画課　（２８）８９８１

　市は、関連市町で構成される「名岐道

路整備促進期成同盟会」で、国・県へ要

望活動を行っています。

　昨年度から、都市計画および環境影響

評価に係る手続きを進めています。

　経済の活性化や、交通安全の実現が期

待される名岐道路の早期完成に向けて、

引き続き取り組んでいきます。

赤ちゃんの駅の
協力事業者を募集しています

１０４０２２１ＩＤ

　５月１日（土）から名古屋高速道路の

料金が、均一料金制から、走行距離に

応じた料金（対距離料金制）に変わり

ます。

　詳しくは、名古屋高速

道路ウェブサイトをご確

認ください。

１０１９２９１ 申込書ダウンロード可ＩＤ

名古屋高速の料金が変わります

　子育て家庭の方が安心

して外出できるよう、

オムツ替え・授乳がで

きる施設として登録し

ていただける事業者を

募集しています。登録に

は要綱に基づく審査があります。

　申し込み方法など詳しくは、お尋ね

ください。

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

主な条件

利用者に無料で提供でき、次のいずれか

に該当する施設・店舗

オムツ替えスペースがある

授乳できるスペースがある

授乳できるスペースに加え、ミルク用の

お湯が提供できる


