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　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（　－ビ

ルの駐車場など、他の駐車場では利用不可）。

駐車場 営業時間
駐車料金

普　通 特　別

駅東・銀座通

午前７時～
翌午前１時

〈上限１回
１，０００円〉

３０分１００円
（午前７時～午後７時） １回５００円

※１１時間１００円
（午後７時～翌午前１時）

本町 ２４時間

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

１時間１００円
（午後７時～翌午前７時）

大宮公園
午前８時～
午後９時３０分

１時間まで１５０円
（以降３０分５０円）

１回６００円
※２

市役所本庁舎
自走式立体駐車場

２４時間
３０分１００円

（上限なし）

※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

【問】都市計画課　（２８）８６３２

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

栄自動車整理場
一宮市
栄自動車整理場
一宮市

一
宮
駅
東
地
下
駐
車
場

一
宮
駅
東
地
下
駐
車
場

銀座
通

銀座
通

公共
駐車
場

公共
駐車
場

銀座
通

公共
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

▽ 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

一宮駅東地下駐車場・スポーツ

文化センターで販売中

回数駐車券

【問】保険年金課　（２８）９０１１

１０１５５８３ＩＤ

※ 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）

高額な治療を受けるときは限度額適用認定証の申請を

【問】保険年金課　（２８）８９８５

　世帯の主たる生計維持者の事業・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、申請すると保険料額

が減免されることがあります。

　詳しくは、　　　　　　をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度

１０３５９９６ＩＤ

※ 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。

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

申し込み

　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。

限度額適用認定証限度額適用認定証

便利でおトク便利でおトク！ ！ 市営駐車場市営駐車場
１０００２４５ＩＤ

１０３５８０２ＩＤ

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

申し込み

※ ７０歳以上で負担区分が「一般」または「現

役並みⅢ」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。

国民健康保険国民健康保険 に加入している方 後期高齢者医療保険後期高齢者医療保険 に加入している方
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総合防災訓練

※�当日の気象・会場の状況により、

中止の場合があります。会場付近

を訓練車両が多数走行します。

災害に強いまちづくりを目指して

【問】危機管理課　（２８）８９５９

貴い命や大切な財産を

火災から守ろう！

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

１０００５０８ＩＤ
実際に役立った事例

　訓練当日、登録者の皆さんに、

災害時緊急メールを送信します。

九品地公園競技場 １０００５９１ＩＤ

８月２９日（日）　午前７時～９時

情報伝達の訓練

　スマートフォンや携帯電話で、災害時の緊急情報や

避難所情報などを受け取ることができます。

あんしん・防災ねっとに登録を！

　左記の二次元コードを読み取るか、

「i.anshin@138bousai.jp」へ空メール

を送信し、登録してください。

警報音が！意識をなくしてしまい

近所の人が換気扇から
煙が出ているのを見つけ

迅速な通報で
火災には至らず

住宅用火災警報器の設置はお済みですか

　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。

悪質な訪問販売にご注意を

どこにどんな警報器を取り付けるの？

１０００５７１ＩＤ





12 ２０２１（令和３）年８月　広報一宮

市政ニュース

１０４１３８２ＩＤ

　コロナ禍で集まって会話ができない今だからこそ、職場や家庭で感じて

いる「ホンネ」や「モヤモヤ」を共有してみませんか。

【問】政策課　（２８）８９５２

【問】国際交流協会（商工観光課内）　（８５）７０７６

視聴方法

オンラインオンライングローバルサマーセミナーグローバルサマーセミナー

８月３１日（火）まで配信期間

　国際理解セミナーなどの動画を期間限定で配信します。

話そうよ話そうよ！！ 聞いてみようよ聞いてみようよ！！

職場で、家庭で、私の役割、職場で、家庭で、私の役割、私のいーぶん私のいーぶん！！！！

申し込み

８月６日（金）までに電話・電子申請、または住所・氏名

（ふりがな）・電話番号を記入し「私のいーぶん」と明記

の上、ファクス（（７３）９１２８）

市国際交流協会公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにアクセス

※　   は申し込みが必要。詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０４０７７４ＩＤ

市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方対　象

参加者同士の意見交換内　容

３０人（抽選）定　員

８月２１日（土） 午後１時３０分～３時３０分 本庁舎１４階１４０１大会議室

▲

教えて国際交流員　番外編

「イタリアにもお盆休みがある？」
２

フランス人落語パフォーマーによる

爆笑英語落語！５

アミット先生の「インド式算数を知ろう」３

ベトナムの食文化を学ぼう！１ 英語で楽しむ「オカチリマジック」ック」４

１

©Ｃｙｒｉｌ Ｃｏｐｐ
ｉｎ

ｉ
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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（水）

から配布します。願書

は１０月１日（金）から各

幼稚園で受け付けます。

また満３歳児の入園に

ついては、随時受け付けています。詳しくは、

各幼稚園へお尋ねください。

　８月２日（月）に、市内２カ所目となる病児保

育室を新設します。

名 称／病児保育室Ｈｕｇ（ハグ）

場 所／大和町馬引字乾出２２（杉本こどもク

リニック内）

※利用には事前に登録・予約が必要です。

　受給資格がある方へ、８月２日（月）から案内

を送付します。お早めにご提出ください。

受付期間／８月２日（月）～３１日（火）

　ハローワーク一宮では、児童扶養手当受給者

などで早期の就職・転職を希望する方を対象に、

特設相談窓口を開設します。児童扶養手当の現

況届・所得状況届の提出と併せてご利用くださ

い。詳しくはハローワーク一宮（（４５）２０４８）

へお尋ねください。

日 時／８月４日（水）・２５日（水）　午前１０時～午

後３時

会 場／本庁舎１１階

　改修工事に伴い、木曽川体育館および木曽川

いきいきセンターの使用を休止します。

休止期間／１１月１日（月）～令和４年１月３１日（月）

（アリーナは６月３０日（木）まで）

※工事の進捗状況により、変更する場合あり

　機器メンテナンスに伴い、いちのみやフリー

Ｗｉ－Ｆｉを停止します。

停止日時／８月２日（月）　午後１時～５時

児童扶養手当・遺児手当（県・市）

現況届・所得状況届の提出を

【問】子育て支援課　（２８）９０２３

ＩＤ  １０１５３１４

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

ＩＤ  １００１３９８

病児保育室を新設します

【問】保育課　（２８）９０２４

ＩＤ  １００１４０９

出張ハローワーク！

ひとり親全力サポートキャンペーン

【問】子ども家庭相談課　（２８）９１３３

ＩＤ  １００１３６２

木曽川体育館・木曽川いきいきセンター
の使用を一時的に休止します

【問】指定管理課　（８５）７０８０

高年福祉課　（２８）９０２１

いちのみやフリーＷｉ－Ｆｉを
一時的に停止します

【問】デジタル推進室　（２８）８６７０

ＩＤ  １０１４４７７

経営力向上支援補助金
を支給します

　従業者の雇用を維持し、経営力・技術

力の強化や従業者のスキルアップを目的

とした研修の受講料に対して、その一部

を補助します。申請方法など詳しくは、

ＩＤ  １０４１１７１でご確認ください。

【問】商工観光課　（２８）９１３０

補助額

（上限５万円。１，０００円未満切り捨て）

補助対象経費の２分の１

申請期間

令和４年３月１８日（金）まで
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　市では、第７次一宮市総合計画の進み具合を

測るために「成果指標」「市民の体感指標」を

調査しました。調査で行った市民アンケートの

結果と併せて公表します。内容は、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）、市立図書館（中央・尾

西・玉堂記念木曽川）で閲覧できます。

　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２年度に

排出された温室効果ガスは、２７年度から２．８％

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。令

和２年度のグリーン購入の割合は、全体で

７６.３％となりました。

　令和２年度から計画を見直し、温室効果ガス

を今後１０年間で、平成２７年度に比べ２４％削減

する目標を定めました。

　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。

　８月１日（日）から －バス千秋町コースの停

留所の名称を「一宮駅」から「一宮駅東口」に

変更します。

　都市計画税条例の改正により、令和４年１月

２日（日）以降に新築される一般住宅および長期

優良住宅などに対する都市計画税の減額措置を

廃止します。

※令和４年１月１日以前に新築された家屋は、

従前の適用期間の軽減を行います。固定資産

税は、引き続き軽減措置を行います。

　８月１５日は、太平洋戦争

が終結した日です。戦争で

貴い命を亡くした多くの

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３０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。

第７次総合計画の進み具合を測る
指標の推移などを公表

【問】政策課　（２８）８９５２

ＩＤ  １０２６３７９

エコアクション一宮
令和２年度の活動報告

【問】環境政策課　（４５）９９５３

ＩＤ  １０４１３３７

－バス千秋町コース
８月から停留所の名称を変更

【問】地域交通課　（２８）８９５５

ＩＤ  １０４１２７１

新築住宅に対する
都市計画税の減額措置を廃止

【問】資産税課　（２８）８９６６

ＩＤ  １０４１０８２

８月１５日の正午には黙とうを

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

ＩＤ  １０２０６８６

特別障害給付金制度を
ご存じですか

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ  １０００８４０
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　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（木）～９月１３日（月）②７月３０

日（金）～８月３１日（火）

　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、

ＩＤ  １０１４９０１をご確認ください。

貸付期間／１１月１日～令和５年３月３１日

申し込み／８月２７日（金）～３１日（火）に必要書類を

本庁舎指定管理課

※応募資格・必要書類など詳しく

は、入札説明書で確認。入札説

明書などは、８月６日（金）から

ＩＤ  １０２６３６７でダウンロード可

　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。

　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。

日 時／８月１９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／８月２日（月）～１７日（火）に電話で商工観

光課

特別児童扶養手当など

所得状況届・現況届の提出を

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １０２０７２１

障害者就労施設などからの
物品等の調達を推進

【問】障害福祉課　（８５）７６９８

－ビルの
自動販売機設置業者を募集

【問】指定管理課　（８５）７０８０

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

ＩＤ  １００２６２５

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

ＩＤ  １００２６２３

町内会に助成金を交付

【問】市民協働課　（２８）８９５４

ＩＤ  １０２０８５９

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  １０２４３９１


