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市政ニュース

　キャッシュレス社会への足掛かりとして、

昭和２０年１２月３１日以前生まれで、市内に住民

登録がある方へ、電子マネーｍａｎａｃａ（マ

ナカ）を令和３年２月に送付しました。まだ

利用していない方は、この機会にご利用くだ

さい。

ココココが変わったが変わった！！

　一宮市は、２０２１（令和３）年４月に中核市へ

移行しました。中核市になってどんな変化が

あったのか、ご紹介します。

第４４回になって中核市中核市

【問】消防署管理課　（７２）１１９０　　

高度救助隊が市民の皆さんを災害から守ります！

　人命救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊

員１４人で、高度救助隊を編成しました。

　編成に伴い、倒壊した家屋の中を映す「画像探索

機」や、がれき・土砂の中の音を感知する「地中音響探

知機」などの高度救助資材を新たに導入しました。市

内で火災・危険物漏えい・土砂災害・地震などが発生

した際に、本署に配備された救助資機材搬送車で災害

現場に出動します。これらの資機材を活用して、市民

の皆さんの安心・安全を守るために全力を尽くします。

高度救助隊のＰＲ動画を
ＹｏｕＴｕｂｅで公開中！

利用されましたか利用されましたか

電子マネー
ｍａｎａｃａ

簡単 ・便利

高齢者の方へ

１０４３５５７ＩＤ

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

本庁舎高年福祉課・尾西庁舎総務管理課・木曽川

庁舎総務窓口課で残高を確認できます

使い方は、コンビニや公共
交通機関などで、読み取り
機にタッチするだけ！

残額が少なくなったら、
コンビニなどでチャージ
（入金）できます

出会いや交流を求める若い世代の方へ

ｉｃｈｉ恋 交流会ｉｃｈｉ恋 交流会  にに
参 加しません か参 加しません か

　男女がコミュニケーションをとりながら自

分に似合うファッションを学びます。今回は

「ファッション講座」を開催し、骨格スタイ

ル・着こなしポイントなどの診断を行います。

男女各８人（抽選）

定 員 参加料

１，２５０円

対 象

１８歳～３９歳の独身の方

※男性は市内在住・在勤・在学の方

申し込み

２月１０日（木）までに電子申請

【問】青少年課　（８４）００１７

１０４３６７０ＩＤ

３月１２日（土） 午前９時３０分～午後０時３０分

木曽川庁舎３階研修室
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【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

令和３年分 所得税、市民税・県民税の申告

１０３７５８５ＩＤ市民税・県民税の申告相談会場は市民税・県民税の申告相談会場は

今回も 今回も 予約制予約制  ですです

１月から一宮税務署で１月から一宮税務署で

還付申告還付申告  の の 相談会場相談会場  を開設しますを開設します

医療費控除を受ける申告には医療費控除を受ける申告には

「医療費の明細書」 「医療費の明細書」 が必要が必要

　２月１６日（水）～３月１５日（火）に市が開設する市民税・県民税の

申告相談会場は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

ため、予約制で行います。予約がない方は原則入場できません。

　令和２年分以後は「医療費の明細書」の添付が必要です。

従来の医療費の領収書の提示・提出では受け付けませんので、ご注意ください。

※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、

提示または提出しなければなりません。

電話予約電話予約

（８５）７４３７
専用ダイヤル

（午前９時～午後４時３０分。

� 土・日曜日、祝日を除く）

ネット予約ネット予約

２２月月１１日日（火）（火）

午前９時午前９時

受け付け開始受け付け開始

※開始当初は電話がつながりにくい場合がありますが、予約枠は十分確保されていますので、時間を空けて

再度おかけください。

銀座銀座
ストリートストリート

イベントイベント
まちなかウォーカブル

２２日１月

午前１０時～午後４時

土

日２３日

　市制施行１００周年を記念して、銀

座通りの歩道で開催します。マーケ

ットやキッチンカーなどが出店し、

ワークショップも開かれます。駅前

で楽しい時間をお過ごしください！

１０４２９３７ＩＤ

　申告相談会場（一宮地場産業ファッションデザインセンター）開設前の２月１５日（火）までは、

一宮税務署内でパソコンや自身のスマートフォンを使用した還付申告の相談を行っています。

※事前予約が必要です。詳しくは、一宮税務署へお尋ねください。

　　　　　または

右記の二次元コー

ドからアクセス

１０３７５８５ＩＤ

【問】いちのみや市１００周年実行委員会事務局　（８５）７４３３
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市政ニュース

１月１６日（日）　午前１０時・午後１時

　イタリアのトレビーゾ市との交流を紹介する

展示物などが楽しめます。

１月２１日（金）～３月３１日（木）

【問】国際交流協会（商工観光課内）　（８５）７０７６

博物館

企画展

そうかな？ パズルＢＯＸ
２月５日～３月２７日の土・日曜日、祝日 午前９時３０分～正午・午後１時～４時３０分

高校生以上１００円、中学生以下無料

たいけんの森

フレンドシップ

フェスティバル オンライン
１０４３６９１ＩＤ

先行公開イベント＠ イオンモール木曽川

　世界各国の音楽の演奏やパフォーマンスを楽しめる動画を期間限定で公開します。

１月２１日（金）～３月３１日（木）

【問】博物館　（４６）３２１５

昔の道具をさわってみよう

１月２９日（土）、３月６日（日）　①午前１１時

②午後２時

各１０人（３０分前から整理券を

配布）

各１００円

対　象

定　員

参加料

小学生▼
▼

▼

着物を学ぼう！

２月２３日（祝）・２７日（日）　①午前１０時～１１時３０分

②午後１時～２時３０分

小学３～６年生（小学４年生以下は

保護者同伴）

各８人（抽選）

各２００円（材料費を含む）

１月４日（火）の午前１０時～２月１５日

（火）の午前１０時に博物館ウェブサイ

トから電子申請

※申し込みは１家族各１回まで

対　象 ▼

参加料 ▼

定　員 ▼

申し込み ▼

市国際交流協会公式ＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネルにアクセス

視聴方法

　昔懐かしい生活道具の展示のほか、出生・成長・結婚などの人生儀礼に

おける「ハレ」の場面や行事を衣装や道具などで紹介します。

大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料くらし体験講座

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日、２月２４日（木）は休館

～ ハレ～ ハレのの日 日 いろいろ いろいろ ～～
１１月月１５１５日日（土）（土）～～３３月月１３１３日日（日）（日）

くらしくらしのの道具道具

西アフリカ伝統音楽の演奏・パフォーマンス

フラダンス　　カントリーダンス　ほか

イタリア音楽のバイオリンとピアノ演奏

１０４３３１９ＩＤ



11２０２２（令和４）年１月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

１月３１日(月)までに提出を
給与支払報告書・償却資産申告書

住宅用地申告書・被災住宅用地申告書

【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４６ＩＤ

　令和３年１月２日～４年１月１日に、風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、

４年１月１日現在で家屋や構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後２年度

分に限り住宅用地の特例（みなし住宅用地）の適用対象になる場合があります。該当する方は、

本庁舎資産税課へご相談の上、申告書をご提出ください。

被災住宅用地被災住宅用地申告書申告書

【問】資産税課　（２８）８９６７ １０２１９８４ＩＤ

市内で事業のために使用している

機械・設備・備品などの償却資産が

ある方

◆対　象

本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

◆提出先

　新しく事業を始めた方や、以前から事業を営んで

いて申告書が１２月中に届いていない方は、お申し

出ください。

※「令和４年度固定資産税償却資産の申告について」

のハガキで、償却資産の増減が「なし」と回答し

た方は、申告する必要はありません。

エルタックスでも提出できます

　詳しくは、エルタックスのウェブ

サイトをご確認ください。

 https://www.eltax.lta.go.jp ▼

▽新設の事業所は、対象となる全部の償却資産を

申告してください。

▽テナントなどの借用建物で、賃借人が施工した

事業用の内装・造作・建築設備などは、賃借人

の償却資産として申告してください。

申告についてのお願い

償却資産償却資産申告書申告書

【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４９ＩＤ

※宅地にかかる固定資産税は、利用状況により居住用の住宅用地と非住宅用地に区分され、

それぞれ税負担が異なります。詳しくは、お尋ねください。

令和３年１月２日～４年１月１日に、

新築や取り壊しなどで利用状況が変

わった、右記のいずれかに該当する

土地の所有者

◆対　象

本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

◆提出先

▽専用住宅または併用住宅（居住部分の床面積

が４分の１以上）を新築した（建て替えを除く）

▽専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫な

どの非住宅に利用変更した

▽併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅

を専用住宅に利用変更した

▽住宅を取り壊し、空き地や駐車場などにした

住宅用地住宅用地申告書

１０１２３８９ＩＤ

▽給与支払報告書（市区町村提出用）は総括表を

付けてご提出ください。

従業員（給与所得者）を雇って事業

や商売を営み、令和３年中に給与

を支払っている方

◆対　象

本庁舎市民税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

◆提出先

※提出先は、令和４年１月１日（退職者は

退職時）に給与所得者が居住している

市区町村

　地方税ポータルシステム（エルタックス）では、

給与支払報告書が提出できるほか、給与から特別

徴収した個人住民税の納入もできます。

※令和２年分から、前々年に税務署に提出すべき

源泉徴収票が１００枚以上の支払者は、エルタッ

クスまたは光ディスクなどで提出することが義

務付けられました。

【問】市民税課　（２８）８９６４給与支払給与支払報告書

１月３１日(月)までに提出を

提出・納入はエルタックスで
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　市では、４月以降新たに保育園（小規模保育

事業所・事業所内保育事業所を含む）へ入園を

希望する方の追加申し込みを受け付けます。入

園できる保育園など詳しくは、２月１日（火）以

降に  ＩＤ  １０１６７８５をご確認ください。

申し込み／２月１日（火）～１５日（火）に申込用紙など

を本庁舎保育課。申込用紙は保育園、

保育課で配布

※市立保育園は、申込時に面接を行うため、開

庁時間内に児童と一緒にお越しください。

　四輪以上および三輪の軽自動車（電気自動車

などを除く）は、最初の新規検査から１３年を経

過すると、軽自動車税（種別割）の税率が重く

なります（重課）。４年度は、平成２１年３月ま

でに最初の新規検査を受けた車両が対象になり

ます。最初の新規検査を受けた年月は、自動車

検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

詳しくは、  ＩＤ  １０００９５２をご確認ください。

重課の税率（年額）

▽乗用自家用＝１万２，９００円

▽貨物用自家用＝６，０００円　ほか

　１月２６日は「文化財防火デー」です。文化

財の防火について関心を高め、かけがえのない

文化財を保護しましょう。

文化財防火訓練

日　時／１月２６日（水）　午前１０時

会　場／真清田神社（真清田１丁目）

　国民年金は国が運営する年金制度で、国内に

住所がある方は２０歳から加入しなければなりま

せん。国民年金は老後だけでなく、病気・けが

で障害が残ったときなど万が一のときには、あ

なたや家族の生活を支えてくれます。厚生年金

に加入していない方には、２０歳になると加入

のお知らせおよび納付書などが日本年金機構か

ら送付されます。お知らせなどが届かない場合

は、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお問い合わ

せください。

保険料を納めましょう

　年金を受給するには、保険料をきちんと納付

しなければなりません。ただし所得が少なく納

付が困難な方や学生の方には、保険料を免除・

猶予する制度がありますので、ご相談ください。

　国民健康保険には、災害や収入減少によって

生活が著しく困難となった場合、医療機関など

で支払う一部負担金の減額・免除・徴収猶予を

一定期間受けられる制度があります。

　収入減少による減免などは、事前に申請が必

要です。世帯の状況によっては、該当しない場

合がありますので、本庁舎保険年金課へご相談

ください。

　案内書（申込書）は、１月５日（水）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。

募集住宅／花祇・松降・朝日・河端・大山・時之

島・春明・苅安賀・島村・宝江・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／１月１２日（水）～２０日（木）（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、２月７日（月）から

先着順で追加募集あり

保育園の入園申し込み（追加分）
２月１日～１５日に受け付け

【問】保育課　（２８）９０２４

軽自動車の経年車に
重課の税率を適用

【問】市民税課　（２８）８９６２

文化財を火災から守りましょう

【問】博物館　（４６）３２１５

ＩＤ  １０４３５００

スタートは２０歳！ 国民年金

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ  １０００８４９

国民健康保険に加入している方へ

医療費の一部負担金を減免

【問】保険年金課　（２８）９０１１

ＩＤ  １０００８０７

市営住宅（定期募集）を受け付け

【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９

ＩＤ  １０４３４２１
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　国民健康保険税（（２８）９０１２）・後期高齢者

医療保険料（（２８）８９８５）・介護保険料（（２８）

９０１９）を納めている方へ、１月末までに納付確

認書を送付します（年金からの特別徴収だけの

方を除く）。確定申告などの社会保険料控除に

ご利用ください。

　身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・被

爆者手帳を持っている方が、転居・死亡・振込

先の変更や特定の施設に入所した場合は、速や

かに本庁舎障害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽

川庁舎総務窓口課で手続きをしてください。な

お過払いがあった場合は、返納が必要です。

日　時／１月８日（土）～１０

日（祝）　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）

　市が発行する資料を自由に閲覧できるよう、

市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階に市

資料コーナーを設けています。現在、閲覧でき

る主な資料は、次のとおりです。

▽市長交際費、議会交際費、議会会議録、予算書、

決算書、建設工事入札契約結果、市民意見提

出制度公表資料、総合計画公表資料

対　象／市街化区域内の合計面積３００以上の

農地（商業地域・工業専用地域を除く）

申し込み／１月４日（火）～３月３１日（木）に必要書類

を本庁舎農業振興課

※必要書類など詳しくは、お尋ねください。

日 時／１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／１月４日（火）～１８日（火）に電話で商工観

光課

納付確認書を送付

【問】保険年金課
【問】介護保険課

ＩＤ  １０１８１１４

障害者手当を受給している方へ

手当の異動手続きはお早めに

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １００１１１３

木曽川庁舎の学習室のご利用を

【問】青少年課　（８４）００１７

ＩＤ  １０１７５７１

消防出初式を開催

【問】消防本部総務課　（７２）１１９３

九品地公園競技場

１月１６日（日）午前１０時

式典・太鼓演奏・式典・太鼓演奏・

車両分列行進・一斉放水ほか
車両分列行進・一斉放水ほか

消防団員を募集

市内２５の消防分団には、市内２５の消防分団には、

若い力が必要です若い力が必要です！！

※報酬・手当あり。活動に必要な装備などは貸与

入団資格入団資格
市内在住・在勤・在学の市内在住・在勤・在学の
１８歳以上の方１８歳以上の方

１０２２１２４ＩＤ １０４３５８０ＩＤ

市資料コーナーのご利用を

【問】行政課　（２８）８９５７

ＩＤ  １００００６５

生産緑地地区に追加指定する
農地を募集

【問】農業振興課　（２８）９１３５

ＩＤ  １０２７０８５

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  １０２１１６３

※悪天候時は中止

地域防災の要 消防車両が大集合

地域の災害対応・防火活動ほか地域の災害対応・防火活動ほか
消防団の消防団の

役割役割




