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歳 入

３月定例市議会 ４９議案を可決３月定例市議会 ４９議案を可決
　３月定例市議会は、２月２８日～３月２３日に２４日間の会期で開かれ、令和４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、４９議案が可決されました。

１０４７３７４ＩＤ

予算関係

１０４７１４５ＩＤ

１，２２１１，２２１億６，０００万円億６，０００万円
前年度比１８億７，０００万円の増

令和４年度当初予算

１，２７７１，２７７億８，５８１万２千円億８，５８１万２千円
前年度比３５億５，０９２万２千円の増

一般会計 特別・企業会計 全会計

歳 出

国庫支出金（１７．１％）国庫支出金（１７．１％）
２０９億１，１９０万円２０９億１，１９０万円

その他（１１．９％）その他（１１．９％）
１４５億８，５９４万１千円１４５億８，５９４万１千円

県支出金（８．１％）県支出金（８．１％）
９９億４，７６５万９千円９９億４，７６５万９千円

地方交付税（１０．７％）地方交付税（１０．７％）
１３０億３，０００万円１３０億３，０００万円

市債（４．４％）市債（４．４％）
５３億３，４５０万円５３億３，４５０万円

民生費（４３．３％）民生費（４３．３％）
５２８億９，２７２万１千円５２８億９，２７２万１千円

その他（５．９％）その他（５．９％）
７１億１，６８７万３千円７１億１，６８７万３千円

土木費（６．６％）土木費（６．６％）
８０億８，８２８万４千円８０億８，８２８万４千円

教育費（８．０％）教育費（８．０％）
９７億４，１６０万４千円９７億４，１６０万４千円

公債費（８．２％）公債費（８．２％）
１００億１８７万７千円１００億１８７万７千円

衛生費（９．２％）衛生費（９．２％）
１１２億３，１８１万円２千円１１２億３，１８１万円２千円 諸支出金（１２．６％）諸支出金（１２．６％）

１５４億５，６６０万４千円１５４億５，６６０万４千円

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

教育費…学校・生涯学習などの費用

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

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

公債費…市の借金を返す費用

市税（４０．８％）市税（４０．８％）
４９８億５，０００万円４９８億５，０００万円８５億円８５億円

地方消費税地方消費税
交付金（７交付金（７．．０％）０％）

７６億３，０２２万５千円７６億３，０２２万５千円

総務費（６．２％）総務費（６．２％）

２，４９９２，４９９億４，５８１万２千円億４，５８１万２千円

主な事業費

自治体デジタル・
トランスフォーメーションを進めますを進めます

◆  スマート窓口システム導入事業費

◆  ごみ分別アプリ導入事業費

◆���市民病院のベッドサイド情報端末設置

事業費

地球温暖化防止に向けた
取り組みを進めます進めます

７，０２９万円

１８万円

８，７４５万円

◆   公共施設等再生可能エネルギー設備導入

調査事業費

◆  一宮市地域新電力会社設立事業費

◆  公共施設のＬＥＤ化事業費

１，２００万円

１，３７８万円

１億１，９１６万円

◆  冨田山公園再整備関連事業費

快適に、安全・安心に
暮らせるまちをつくりますつくります

◆  ごみボックス設置補助事業費

◆  通学路等の安全確保のための事業費

２，４００万円

６，８４０万円

６，０００万円

◆   木曽川地区の水道基幹管路耐震化事業費

５，８００万円

子どもから青少年まで
健全に育つ環境健全に育つ環境をつくりますをつくります

◆  児童館整備事業費

◆   市立中学校へのサポートルーム設置事業費

４億３，１７１万円

５６４万円

前年度比５４億２，０９２万２千円の増

１．６％ → ２．９％ → ２．２％ →
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

改正

副市長の選任

▽山田芳久さん

固定資産評価審査委員会委員の選任

▽松原哲夫さん

１０３９３６６ＩＤ令和３年度３月の補正予算の規模 補正後の予算総額

一般会計
（前年同期比１２．３％の減少 →）

全 会 計
（前年同期比４．９％の減少 →）

一般会計 ４０億　３３１万５千円の増額

特別・企業会計 ８億４，５４２万２千円の増額

合　　計 ４８億４，８７３万７千円の増額

１，４４０億５，３６９万４千円

２，７０６億４，９５３万９千円

一般会計の主な事業費

［民生費］

◆ 生産活動拡大支援事業補助金

６０万円

◆ 介護サービス提供体制確保事業補助金＊

１，７８６万１千円

◆  新型コロナウイルス感染症の発生に伴い

　  休園した市立保育園の消毒に係る手数料＊

２，０５２万４千円

［衛生費］

◆   新型コロナウイルスワクチン住民接種事業

関連経費＊
４億９，７２８万６千円

［土木費］

◆   幹線舗装改良事業など、国の補正予算に伴う

事業費の増額＊
６億７，３１４万１千円

※これらの事業費に必要な財源として、地方交付税２８億２，２６２万円、国庫支出金９億３，２２４万３千円などを充てます。

［教育費］

◆����新型コロナウイルス感染症の発生に伴い学級閉鎖

等をした市立小・中学校の消毒に係る手数料＊

２，４８８万３千円

◆�市立小・中学校の空調設備改修事業費

３億１，１３４万円

◆�中学校の屋内運動場便所洋式化工事

１，１７０万円

［基金費］

◆��公共施設整備等基金積立金＊

１４億円

◆�財政調整基金積立金＊

１０億円

＊は既決予算からの事業費の増額

条例関係

人事案件

▽地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行

に関する条例　▽一宮市手数料条例　▽一宮市民生委員定数条例　▽一宮市保育所条例

▽一宮市長の許可を要する雨水浸透阻害行為の規模の引下げ及び対策工事の計画についての技術的基準の

緩和に関する条例　▽一宮市公衆便所条例　▽一宮市国民健康保険税条例　▽一宮市都市公園条例

▽一宮市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例　▽一宮市公民館設置及び管理に関する条例

▽一宮市萩の里特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例　▽一宮市立学校施設使用条例

▽一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例　▽一宮市木曽川資料館条例

▽一宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例　▽一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例

▽一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例　▽一宮市消防団員等公務災害補償条例

▽いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例　▽一宮市消防団条例



Cafe menu

Cafe menu

レトロカフェ巡り

喫茶店の雰囲気や料理を楽しみながらスタンプを集めよう！

　市内の参加店舗で注文して、

会計時に二次元コード

を読み取り、スタンプ

を獲得できます。

　異なる４店舗で

スタンプを集めて

必要事項を入力し、

ご応募ください。

１ ２参加店舗で注文して参加店舗で注文して
スタンプを獲得スタンプを獲得

３スタンプを４個集めてスタンプを４個集めて
景品を手に入れよう景品を手に入れよう

予約不要・当日購入可能な

モーニングきっぷで一宮を満喫しよう

名 鉄
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火 まで５月３１日

【問】観光協会（観光交流課内）　（２８）９１３１

４月２９日（祝）～７月３１日（日）

いちのみや

【問】観光協会（観光交流課内）　（２８）９１３１

一宮篇

詳しくは、 または

左記の二次元コードから

特設サイトをご確認ください 

１０４９１３４ＩＤ

　右下の二次元コードから特設

サイトにアクセスし、スタンプ

ラリーに参加できます。
応 募

デジタルデジタル
スタンプラリーに参加スタンプラリーに参加

冊子にスタンプを集める
紙版のスタンプラリーも
実施します

名鉄電車
往復割引乗車券

一宮おでかけ
バス手形引換券

モーニング券２枚
市内１２店舗から選べる

クーポン券
ほか

詳しくは、 または

右記の二次元コードから

特設サイトをご確認ください  ▼

１０４７２８４ＩＤ

　名鉄「Ｅ
エ モ ー シ ョ ン

ＭＯＴＩＯＮ！」一宮篇に合わせ「繊維のまち」の工場

見学や、喫茶店を巡る観光キャンペーンを実施しています。



Cafe menu

Cafe menu

ハンカチタオル

【問】青少年課　（８４）００１７

１０４８１１９ＩＤ

　国際芸術祭「あいち２０２２」が一宮市で開催される

ことを機に、市民団体などが実施する文化芸術事業

を募集します。

【問】�あいち２０２２一宮会場実行委員会事務局

（博物館管理課内）　（８５）７４３５

開催記念事業開催記念事業を募集を募集

国際芸術祭 「あいち２０２２」国際芸術祭 「あいち２０２２」

　一宮市で生活する中での、何げない

日常の一こまを切り取った写真や動画

を募集します。

【問】政策課　（２８）８９５２

　４月から成年年齢が満２０歳から満１８歳に引き下げら

れました。新成人となる方には、お祝いのメッセージと

併せて成人の権利・義務に関する啓発リーフレットや、

故郷にゆかりのある記念品をお送りします。

一宮市の住民基本台帳に記載されていて、

令和４年度に１８～２０歳になる方

新成人の方へ

１８歳 の方 誕生月の翌月

１９歳 の方
５月

８月

２０歳 の方 １１月

お祝いメッセージ・
リーフレット

記念品

ガラ紡のハンカチタオルハンカチタオル

尾州産

５月１日（日）～９月３０日（金）

「＠１３８＿１００ｔｈ」「＃いちのみやの日常」
を付けてＩｎｓｔａｇｒａｍ・Ｔｗｉｔｔｅｒに投稿
または電子申請

次の全てを満たす事業

市内で実施する文化芸術関連の新規事業

４月以降に開始し、１２月３１日までに完了するもの

広く市民の交流に寄与するもの

補助対象経費の３分の２ （上限３０万円）

支 援 額

５月１日（日）～６月２４日（金）

募集期間

申し込み方法など詳しくは、申し込み方法など詳しくは、

をご確認くださいをご確認ください１０４３３６７１０４３３６７ＩＤ

支援対象事業

対　象

発送時期（予定）
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募集期間

応募方法

プロプロ・・アマアマ不問不問

募集要項など詳しくは、

１０４８１４３ＩＤ をご確認くださいをご確認ください

お祝いメッセージ 記念品お祝いメッセージお祝いメッセージやや記念品記念品をお送りしますをお送りします

いいちちののみみややのの日日常常
フォトフォト＆＆ムービームービーを募集を募集 春・夏

部門
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市発行物への 有料広告 を 募集

【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５年６月号
（毎月発行）

①４０万円
②２０万円
③１０万円

つうえんブック 裏表紙２枠 ４色刷 ７㎝×９㎝

令和５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４・５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、下記の申込先にお尋ねください。

【問】新型コロナワクチン接種推進室　（７２）１３８９

新型コロナワクチン接種コールセンター

  ０５８６（５２）７７５５
土・日曜日、祝日も開設

午前８時３０分～午後５時１５分

新型コロナワクチン接種 １０４３６０５ＩＤ

１２～１７歳の方も３回目接種を受けられます

　３回目接種の対象年齢が拡大され、２回目接

種から６カ月が経過する１２～１７歳の方にも、３

回目の接種券（接種券付き予診票）を送付しま

す。発送時期はウェブサイトをご確認ください。

接種は強制ではありません

※�市から接種に当たって料金を求めることはありません。不審な電話には騙されないようご注意ください。

※ワクチンの効果などは、接種券に同封の説明書または厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

　ファイザー社ワクチンで、１８歳以上の方が

接種しているものと同じです。１・２回目にモ

デルナ社ワクチンを接種した方も、ファイザー

社ワクチンを接種できます。

※モデルナ社ワクチンは接種できません。

使用するワクチン

中日総合サービス

（千秋町浅野羽根字羽知古１２５５－１、（６４）６０３０）

申込先

１０４４２９０ＩＤ

裏表紙裏表紙

広告位置広告位置

　接種券が届き次第、予約できます。接種を希

望する方で、届かない場合はコールセンターに

ご連絡ください。
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

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。

【問】治水課　（２８）８６４２

補助金あり

※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。

▼ 浄化槽転用貯留槽、雨水貯留タンクの設置

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

雨水浸透ます、透水性舗装へ改良▼

補助金あり

水を出さないための対策 みずから守るための対策

【問】維持課　（２８）８６３８

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！！

雨量や川の水位を知る

浸水を防ぐ

洪水ハザードマップ

避難経路を考える

河川等水位情報 １０２２３６９ＩＤ

防水板を設置

▼

土のうを設置▼
▼

▼

補助金あり

土のうを貸し出します

（土のう袋だけの貸し出し可）

貸出場所

丹陽・千秋・今伊勢・奥・浅井・大和防災倉庫

※案内図など詳しくは、　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　をご確認ください。

初期の市民活動をサポート

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３

　団体の初期活動を支援する「①スタート支援」、新たな　団体の初期活動を支援する「①スタート支援」、新たな

担い手を育成する「②若者支援」として、市民活動にかか担い手を育成する「②若者支援」として、市民活動にかか

る経費を補助します。る経費を補助します。

受付期間 ▼５月３０日（月）～６月１７日（金）

対　象 ▼①新規または設立２年未満の団体

②おおむね３０歳未満の方で構成された団体

５月１５日～２１日 は  総合治水推進週間

大きさ　������４５cm×３０cm

重　さ　　１０～１５kg▼
▼

１軒当たり ３０袋 まで

みんな で 浸水被害  を減らそう減らそう！！
１０１４２４３ＩＤ

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２１日（土）～２６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２１日（土）・２２日（日）

総合治水ＰＲイベント

ご希望の方は、事前にご連絡ください。

１０３７５４４ＩＤ

１０３７５４４ＩＤ

１０３８０４４ＩＤ

１００２２３９ＩＤ

募集要項など詳しくは、

　　　　　　　　　をご確認ください。１０３６９４０ＩＤ


