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市政ニュース

７月１７日７月１７日（土）（土）～８月２９日～８月２９日（日）（日）

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

８月１３日（金）～１５日（日）

午後６時～８時３０分

サマースポットイルミネーション

８月１３日（金）～１５日（日）

午後６時～８時３０分　参加料／１区画１００円

１３８タワーパークで花火をしよう！

８月１４日（土）　①午後６時３０分②７時３０分

受講料／各２００円　　定　員／各２０人（先着）

申し込み／７月２０日（火）の午前１０時から電話で

１３８タワーパーク　※３歳児～中学生が対象

わくわく花火スクール２０２１

８月１５日（日）　午後７時～８時３０分

星空入門

１３８タワーパーク１３８タワーパーク

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

謎解きウォークラリー

第３弾 中心市街地コース

７月１７日（土）から

　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！

ササ  ママ  ーー
フェフェ    スス  タタ

いちのみや秋の緑化フェア

を募集！

野外ステージ出演者
イベント出展者

キッチンカー出店者

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

申し込み資格など詳しくは、
をご確認ください。１０２９６６７ＩＤ

８月６日（金）までに申込書を本庁舎公園

緑地課（抽選。申込書は市ウェブサイト

からダウンロード可）

申し込み

１０２４０８９ＩＤ

１３８タワーパークで１０月２日（土）・３日（日）に開催

７月２０日（火）～８月３１日（火）に

巨大気温グラフを設置巨大気温グラフを設置！！

８月１４日（土）　午後４時２０分～８時

キャンドルフェスタ２０２１

１００周年記念市民チャレンジ事業

延期となっていたコースも同時開催！！

第１弾　１３８タワーパークコース

第２弾　せんい団地コース

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！

詳しくは、　　　　　      をご確認ください。１０３９８４５ＩＤ

▲
▲

ウォークラリーマップ配布場所

観光案内所（　－ビル１階）

７月１７日（土）から配布（先着１，０００人）

午前１０時～午後６時

▲



13２０２１（令和３）年７月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　高齢運転者によるアクセルとブレーキの踏み間違いが原因となる交通事故を防止するため、

令和３年４月１日以降に設置した「後付けの急発進等抑制装置」の費用の一部を補助します。

【問】市民協働課　（２８）８６７１

１０３５２１０ＩＤ 申請書ダウンロード可

市内在住の昭和３２年４月１日以前生まれで、

次の全ての要件を満たしている方

▼自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」に

記載されている氏名と、運転免許証に記載さ

れている氏名が同一である

▼過去に高齢者安全運転支援装置設置補助金の

適用を受けていない

対象

安全運転支援装置を設置することができ、自動

車検査証の「自家用・事業用の別」に「自家用」

と記載された個人が使用するもの

対象となる自動車

国土交通省の性能認定を受けた、後付けの急発

進等抑制装置で、次世代自動車振興センターが

認定した「後付け装置取扱事業者」のうち、愛

知県内の店舗で設置したもの

対象となる装置

７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）（必着）に、

申請書類を持参または郵送（先着。予算に達し

次第終了）。申請書は市民協働課でも配布

申請方法

　自転車用ヘルメットの着用促進と交通事故

による被害の軽減を図るため、購入費用の一

部を補助します（先着。予算に達し次第終了）。

自転車用ヘルメットの

購入費用を補助します購入費用を補助します

▼平成１５年４月２日～平成２７年４月１日に生まれ

た児童生徒など

▼昭和３２年４月１日以前に生まれた方

ＳＧマークなどの安全性の認証を受けており、４

月１日以降に市内の店舗で購入した新品の物

※学校指定の通学用ヘルメットを除く

　市では、令和５年度から「第１期地域福祉計画

・地域福祉活動計画」を策定します。この計画に

皆さんの意見を反映させるため、策定委員会の委

員を２人募集します。

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

地域福祉計画策定委員会

補助

　金額 （上限２，０００円。１００円未満切り捨て）（上限２，０００円。１００円未満切り捨て）

ヘルメット購入額 の２分の１ヘルメット購入額 の２分の１

設置費用を補助します！
アクセルとブレーキの
　　踏み間違い防止装置

補助金額（１人１基限り）

障害物検知機能付き

障害物検知機能なし

上限３万２，０００円

上限１万６，０００円

▲
▲

７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）（必着）に、

店舗の販売証明を受けた申請書類を持参または

郵送。申請書は  ＩＤ  １０４０８３７からダウンロード可

（市民協働課でも配布）

１０４０８８１ＩＤ

【問】市民協働課　（２８）８６７１

委員委員をを募集募集

申請方法

対象のヘルメット

対象者（市内在住の方に限る）

７月１６日（金）（必着）までに、小論文に住所・氏名・

生年月日・職業・電話番号を記入の上、持参または

郵送・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎福祉総

務課、ｆｕｋｕｓｈｉ－ｓｏｍｕ＠ｃｉｔｙ．ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ．ｌｇ．ｊｐ ）

応募方法

「地域における支え・支えられる関係づくり」を

テーマに８００字以内の小論文（選考結果は全員に

通知）

選考方法

平日の昼間に開催する委員会に出

席（令和３年度は２回、４年度は

４回を予定）

内　容

市内在住の平成１３年７月１日以

前に生まれた方
応募資格

設置購入費 の５分 の４
（１，０００円未満切り捨て）

業務上使用する事業者への補助は １０４００２３ＩＤ
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【問】高年福祉課　（２８）９０２１

１０１０６１３ＩＤ

　市では在宅福祉サービスとして、日常生活に支援が必要な高齢者の方に、

介護予防・生活支援のためのサービスを提供しています。新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、一部郵送での申請も受け付けます。申請方法など、

詳しくはお尋ねください。

緊急連絡通報システム※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／病気や緊急時に民間の受付センターに通報

できる機器を貸し出し

配食サービス（１食３３０～５７０円）※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／昼食を配り安否確認

ねたきり高齢者等見舞金支給（月３，０００円）

対　象／要介護４・５と認定された方（特別養護老

人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療

施設・介護医療院に入所している方を除く）

寝具洗濯乾燥※

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきり・１人暮らし

の方

回　数／布団・毛布各２枚以内で年４回

訪問理美容サービス

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきりの方

利用料／１回１，０５０円（利用券を年６枚交付）

家族介護用品給付

対　象／市民税非課税世帯で要介護４・５と認

定された方を在宅で介護している家族

内　容／年６万円相当分の医薬品引換券または

介護用品を支給

認知症高齢者捜索支援サービス（月３８０円）

対　象／認知症などの症状により道に迷う可能

性のある高齢者を在宅で介護している

家族

内　容／早期発見できる専用端末を貸し出し

福祉タクシー料金助成

対　象／９０歳以上の方

内　容／普通・リフト付きタクシー初乗り運賃

分の利用券を年３０枚交付（年度の途

中で申請した方は、申請月以降の利用

券を交付）

「愛の杖
つ え

」の給付

対　象／おおむね６５歳以上の歩行が不自由な方

シルバー入浴助成券(年１人１冊、１８枚つづり)

対　象／６５歳以上の方

利用料／１回１００円

※は対象に、病弱な高齢者世帯を含む

　高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問

看護に対する相談に応じています。

▽地域包括支援センター（１５㌻参照）

▽高年福祉課（（２８）９１５１）

１０１２３８４ＩＤ

１００１０１５ＩＤ

利用方法／介護保険証などの本人確認ができる物を持

参の上、各福祉施設で使用券の申し込みが

必要（２回目以降は使用券を提示）

※浴室利用は１回１００円

１０１４５６３ＩＤ

　「おでかけ広場」は、地域の皆さんが気軽に

集まって交流できる場所です。健康づくりなど、

さまざまな活動を行っています。

　開催日時・活動内容・申し込みなどは各広場

で異なります。また新型コロナウイルス感染症

の影響により、活動を休止し

ている場合があります。詳し

くは、お尋ねください。本庁

舎高年福祉課、尾西・木曽川

庁舎、出張所などでマップも

配布しています。

日常生活用具給付※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしで、市民　

税非課税世帯の方　

内　容／住宅用火災警報器・電磁調理器を支給

高齢者の皆さんへ 在宅福祉サービスなどのご利用を

1人暮らしの方など1人暮らしの方など

寝たきりの方寝たきりの方

介護が必要な高齢者の家族介護が必要な高齢者の家族

その他の福祉サービスその他の福祉サービス

在宅医療についてご相談ください

いこいの広場などの
福祉施設のご利用を

おでかけ広場のご利用を
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１０１１７４８ＩＤ

１０００９７８ＩＤ

１００１０１８ＩＤ

　専門知識を持つ看護師・精神保健福祉士などが、認知症またはその疑いのある方・家族を訪問し、一緒

に解決策を考えます。必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。

対　象／市内在住の４０歳以上で自宅で生活し、認知症の疑いのある方、または認知症で次のいずれかに

該当する方

①認知症疾患の診断を受けていない

②認知症疾患の臨床診断を受けたが、医療・介護サービスを受けていない、または中断している

③サービスを受けているが認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている

問い合わせ／認知症初期集中支援センターいまいせ（（８０）０５０６）

　高齢者に関する総合的な相談に応じています。

▽宮西・貴船・大志＝まちなか（（８５）８６７２）　　▽神山・今伊勢町・奥町＝やすらぎ（（６１）３３５０）

▽向山・富士・丹陽町・千秋町＝ちあき（（８１）１７１１）　　▽西成・浅井町＝アウン（（５１）１３８４）

▽葉栗・北方町・木曽川町＝コムネックスみづほ（（８６）５３３３）

▽大和町・萩原町＝萩の里（（６７）３６３３）

▽起・小信中島・三条・大徳・朝日・開明＝泰玄会（（６１）８２７３）

　おおむね６０歳以上の方が対象で、談話やカラオケなど

の娯楽・趣味を通して交流できます。

▽千秋楽々会（千秋町塩尻７５１）

▽ふれあいルームサロンこじま（音羽２丁目９－３１）

▽春明いこいの舘さわやか会（春明字河戸５９）

【問】保険年金課　（２８）８９８５

　均等割額の軽減特例は、段階的見直しにより令和２年度

限りで廃止されました。

　また職場の健康保険などの被扶養者であった方の均等割

額は、加入から２年間を経過する月まで５割軽減されます。

※６月１日以降に７５歳になった方には、８月以降にお知ら

せします。

後期高齢者医療に加入している方へ

　現在お持ちの後期高齢者医療制度の保険証は、７月３１日

（土）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送付します。有効期限は令和４年７

月３１日です。

９．６４％

４８，７６５円

６４０，０００円

所得割率

均 等 割

限 度 額

今年度の保険料

認知症初期集中支援チームのご活用を

地域包括支援センターのご利用を

ふれあいクラブのご利用を

保険料通知書を７月中旬に送付します

新しい保険証を７月下旬に送付します
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国民健康保険 に加入している方へ

　令和３年４月からの加入分について、「納税通知書」と「第１～８期分の納付書（口座振替・

年金天引きの方を除く）」を送付します。

　年金天引きの方で、確実な納付を約束できる場合は、７月３０日（金）までに申請すると、１０月天

引き分から口座振替に変更できます。

　世帯主の事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が、前年に比べて３割以上減少する見込み

などの場合、申請すると税額が減免されることがあります。詳しくは、お尋ねください。

【問】保険年金課　（２８）９０１２

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方への減免制度 １０３５２８３ＩＤ

１０００９６０ＩＤ
軽減制度

会社の倒産・解雇・雇い止めなどに

より離職した方

申告すると、

税額の軽減を受けられる場合があります。

１０００９６２ＩＤ
減免制度

前年所得が２７０万円以下で、本年中

の所得が半分以下に減少する方など

申請すると、

税額が減免される場合があります。

１０００９６４ＩＤ国民健康保険税の納税通知書　７月中旬に送付

軽減・減免制度のご案内

　次に該当する方は受診できます（受診期限は

１２月３１日（金））。希望する方は、お早めにご連絡

ください。

【問】保険年金課　（２８）８６６９

　現在の受給者証は、７月３１日（土）で有効期限が切れ、使用できなくなります。新しい受給者証

(薄いだいだい色）を７月中に送付します。有効期限の切れた受給者証は個人情報が読み取られ

ないよう、細かく切って処分してください。

【問】保険年金課　（２８）９０１１

高齢受給者証 を送付７０～７４歳の方へ

健康診査を受診できます

４月以降
国民健康保険に加入した方へ

１０１３３３０ＩＤ １００１２３７ＩＤ

昭和５７年３月３１日以前生まれで、令和３年

４月２日以降に資格を取得し、１０月３１日（日）

までに資格取得届を提出した方

対　象

【問】保険年金課　（２８）９０１３

１０１５１１６ＩＤ

　お持ちの後期高齢者福祉医療費受給者証につ

いて、対象者へ更新申請書を送付しましたので、

必要事項を記入の上、ご返送ください。

対　象

有効期限が

令和３（平成３３）年７月３１日（土）の方

医療費受給者証の

更新手続きをお忘れなく
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免除申請を７月から受け付けます

国民年金保険料

　７月～令和４年６月分の国民年金保険料の免除申請を、７月１日（木）から受け付けます。保険

料の納付が困難で、免除を希望する方は申請してください（継続申請が認められた方を除く）。

　免除制度には、月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また納付が猶予さ

れる場合もあります。

【問】保険年金課　（２８）９０１４

　コロナ禍であなたが取り組んでいる介護予防を「コロナに打ち克
か

つ！ 介護予防」

をテーマに、ユーモアの効いた川柳にしてください。

７月１日（木）～８月６日（金）（必着）に応募用紙を持参また

は郵送・ファクス・電子メール（１人２作品まで）。応募

用紙は本庁舎高年福祉課、尾西・木曽川庁舎、出張所など

でも配布

※ １０月２８日（木）開催の「元気はつらつ介護予防フェスタ」で表彰。

作品は自作で未発表の物に限る。作品の著作権は一宮市に帰属

１０００８４５ＩＤ

自営業者など第１号被保険者で所得が少ない方（申請者本人・配偶者・世帯主の

令和２年中の所得が基準以下）または失業・天災などにより納付が困難な方

※納付猶予制度は５０歳未満の方が対象で、世帯主の所得要件なし

対　象

未納の場合免除の場合

老齢基礎年金
反映あり

（納付猶予は反映なし）
反映なし

受給資格期間 通算あり 通算なし

障害・遺族年金の
受給資格

納付した場合と
同様の扱い

資格を失う場合あり

追納できる期間 １０年 ２年

１０１４６２９ＩＤ

応募用紙ダウンロード可

介護予防川柳 を募集

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

～コロナに打ち克つ！ 介護予防～

応募方法

優秀賞（３点）

最優秀賞（１点）

２万円

　新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少した方には特例があります。

詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお尋ねください。 １０３５０１３ＩＤ

尾州産マフラー
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介護保険料納入通知書を送 付します

　保険料は、市民税の税額決定後に算出し、本人や世帯員の市民税の課税

状況や、本人の合計所得金額などによって１４段階に分けられます。

　詳しくは、７月中に送付する介護保険料納入通知書をご確認ください。

介護という問題を社会全体で支えるため

保険料は納め忘れのないようにお願いします

　介護保険料の納付方法は原則、特別徴収（年金からの天引き）です。

◇同一世帯内の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った

◇同一世帯内の主たる生計維持者の事業・給与・不動産・山林のいずれかの収入が、前年に比べて

３割以上減少する見込みで、その収入に係る所得以外の前年の所得合計が４００万円以下

下記に該当する方は、減免を受けられる場合があります。ご相談ください。

介護保険負担割合証を送 付します

▽要介護・要支援認定者

▽あんしん介護予防事業（介護予防・日常

　生活支援総合事業）のうち、介護予防・

　生活支援サービス事業を利用する方

　対象の方に、自己負担割合を記載した「介護

保険負担割合証」を７月中旬に送付します。介

護サービスを利用する際に「介護保険被保険者

証」と共に提示してください。

次に該当する方は３割負担

次に該当する方は２割負担（３割負担に該当する方を除く）

※所得・収入は令和２年中の金額。上記に該当しない方、４０～６４歳の方（第２号被保険者）、

市民税非課税者、生活保護受給者は１割負担。税制改正による給与所得控除額・公的年金

等控除額の１０万円引き下げに伴う所得増が負担割合に影響しないよう調整して判定

６５歳以上の方へ

新型コロナウイルスの影響による減免制度

第１期の納期限

８月２日（月）

特別徴収の方

特別徴収ができない方 ７月中旬までに「納入通知書（介護保険料額決定通知書）」を送付

しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。口座

振替の場合は、納期限に指定の口座から引き落とします。

※年度途中で特別徴収に替わる際は、通知書でお知らせします。

７月下旬までに送付する「介護保険料納入通知書兼特別徴収額決定

通知書」をご確認ください。

１００１１３５ＩＤ

介護サービスを
　　　利用する方へ

１００１１３７ＩＤ

【問】介護保険課　（２８）９０１９

対　象

自己負担割合（１～３割）

本人の合計所得金額

２２０万円以上

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

４６３万円以上（単身世帯は３４０万円以上）

かつ

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

３４６万円以上（単身世帯は２８０万円以上）

本人の合計所得金額

１６０万円以上
かつ

１０３５２１２ＩＤ
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　次の皆さんが入

賞しました。表彰

式は７月３日（土）

の午前１０時からツ

インアーチ１３８エ

ントランスホール

で行います。入賞

作品は７月３日

（土）～８月１日（日）

にツインアーチ

１３８展望階に展示

します。�（敬称略）

▽市長賞　柳田莉奈＝写真＝（今伊勢中２年）

▽国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事

務所長賞　市川結菜（貴船小１年）

▽市議会議長賞　松瀬太志（向山小３年）

▽市教育委員会賞　柳田隼弥（今伊勢小６年）

▽木曽三川公園管理センター長賞　井岡裕衣菜

（大和東幼稚園年少）

　市では、ふるさと財団の協力により、法人の

民間事業者に、無利子融資を行っています。

対象事業／次の全てに該当する事業①公益性・事

業採算性などの観点から行われる②１

人以上の新規雇用が見込まれる③設備

投資総額が１，０００万円以上（用地取得

費を除く）④用地取得などの契約後５

年以内に事業の営業開始が行われる⑤

市の総合計画など諸計画に整合する

対 象／看護小規模多機能型居宅介護を提供で

きる事業者

申し込み／７月１日（木）～８月１６日（月）に、応募書

類を持参。応募書類は本庁舎介護保険

課でも配布

　現在、休場中の尾西プールは、施設の著しい

老朽化のため、復旧に必要な修繕を見合わせて

います。

　冨田山公園の再整備計画の中で、今後のプー

ルのあり方も含めて検討中ですので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　令和４年４月からスポーツ文化センターを管

理できる法人・団体を募集します。公募説明会

を次のとおり開催します。

日 時／７月１２日（月）　午前１０時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／７月８日（木）の午後５時までに申込書

を電子メール。申込書・募集要項など

は、７月１日（木）からダウンロード可

※第１次提案の締め切りは８月５日（木）の午後

５時

　１０月１３日（水）に一宮市民会館で開催します。

対 象／１月１日現在、一宮市住民基本台帳に

記録されており、引き続き市内に在住

する次に該当する夫婦

▽昭和４６年に結婚した

▽昭和４５年以前に結婚したが、やむ

を得ない理由により申請していない

申し込み／８月１３日（金）までに本庁舎高年福祉課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口

課、出張所

※当日送迎バスあり【要予約。一宮駅、千秋町

出張所、尾西庁舎、尾西南部生涯学習センタ

ー、木曽川体育館発着】

リバーサイドフェスティバル

写生画コンクールの入賞者が決定

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

ＩＤ  １０２４５６９

一宮スポーツ文化センターの
指定管理者を募集

【問】指定管理課　（８５）７０８０

ＩＤ  １０４０６６４

ふるさと融資制度のご利用を

【問】政策課　（２８）８９５２

ＩＤ  １００２６９４

介護保険地域密着型サービス
事業者を募集

【問】介護保険課　（８５）７０１７

ＩＤ  １０４０５６５ 応募書類ダウンロード可

尾西プール 休場のお知らせ

【問】指定管理課　（８５）７０８０

ＩＤ  １００８９９９

長寿を祝う金婚記念祝賀式
～８月１３日までに申し込みを～

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

ＩＤ  １０００９９２


