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６月定例市議会 ２０議案を可決６月定例市議会 ２０議案を可決
　６月定例市議会は、６月２日～２３日に２２日間の会期で開かれ、令和４年度一般会計補正

予算案・条例案などの議案（承認・諮問を含む）が審議され、２０議案が可決されました。

１０５０２１１ＩＤ

予算関係

１０４７１４５ＩＤ補正予算の規模 補正後の予算総額

一般会計 １，２４１億４，３４１万６千円
（前年同期比１．９％の増加 →）

全 会 計

＊は既決予算からの事業費の増額

※これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金１４億３，８７９万３千円、県支出金４億９，０２３万

５千円などを充てます。

一般会計の主な事業費

［総務費］

◆ 税証明コンビニ交付サービス導入事業費

［商工費］

◆ １００＋１日間買い物ラリー事業費

◆ がん患者医療用ウィッグ等購入補助金

３６４万円

［衛生費］

特別会計

一般会計

合　　計

２，５１９億           ４７９万円

［民生費］

◆ 子育て世帯生活支援特別給付金

◆ 食材高騰にかかる保育施設等への補助等

◆  保育士等の処遇改善にかかる補助金

［教育費］

◆ 学校給食食材等高騰対策支援金

［都市開発費］

◆ まちなかウォーカブル推進事業委託料＊

１億２，１５３万１千円

３，０７５万円

１，９８５万８千円

▽一宮市市税条例

▽一宮市都市計画税条例

▽一宮市地区計画等の区域内における建築物の　

　制限に関する条例

▽一宮市下水道事業受益者負担に関する条例

改正

▽鵜飼正和さん

人権擁護委員の候補者の推薦人権擁護委員の候補者の推薦

▽尾中法さん

条例関係 人事案件

１９億８，３４１万６千円の増額

１９億５，８９７万８千円の増額

２，０６３万６千円の減額

３８０万２千円の減額

（前年同期比２．４％の増加 →）

２，７５１万１千円

３億９，０００万円

２，１９０万９千円

５，６１３万７千円

企業会計



5２０２２（令和４）年８月　広報一宮
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新型コロナワクチン接種 【問】新型コロナワクチン接種推進室　（ ７２ ）１３８９

非課税世帯給付金センター

  ０５８６（８５）９９５９

（９月３０日（金）まで市役所開庁日のみ開設）
午前９時～午後５時

臨時特別給付金臨時特別給付金のの対象世帯対象世帯がが変更変更

１ 令和３年度または４年度の住民税均等割

が非課税である世帯

２ ①以外で、新型コロナウイルス感染症の

影響により令和４年１月以降の収入が非

課税相当の水準に下がった世帯

▼申請が必要

接種を希望する方はお早めにご予約を

住民税非課税世帯などへの

タタクシー料金クシー料金を助成を助成新型コロナワクチン接種（４回目）の

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

　要介護認定を受けた高齢者が、新型コロナワクチン接種でタクシーを利用する際に、初乗り運賃が

差し引かれる助成券を交付します。

タクシーを利用する１０日前までに

電話またはファクス（（７３）１０１９）

※�３回目までのワクチン接種で助成券を

利用した方は、申し込み不要です。３

回目接種から約５カ月後までに、助成

券を送付します。

１０４５０２０ＩＤ

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

昭和３３年４月１日以前生まれで要

介護１～５の認定を受けている方

対 象

９月３０日（金）（消印有効）提出期限

申し込み

対 象

対 象

【問】福祉総務課　（２８）８６１９

１世帯当たり１０万円

１０４１１４０ＩＤ

　国が示す新型コロナワクチン接種の実施期間は、��９月３０日（金）までです（７月１２日現在）。

　国の方針により期間が延長される場合もありますが、接種券が届いた方で、接種を希望する場合

はお早めにご予約ください。最新情報は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

▼新たに令和４年度に対象となった方は、

市から送付した確認書などを返送

申請方法など詳しくは、①は

② は　　　　　 をご確認ください

１０５０２４９ＩＤ

１０４６４８６ＩＤ

３回目接種後、５カ月を経過する右記の

いずれかに該当する方

６０歳以上の方

接種券（接種券付き予診票）の申請方法

下記の二次元コードから電子申請または申請書を郵送・ファクス

※ ６０歳以上の方と、１・２回目接種の時に基礎疾患を

理由に接種券の先行発行を申請した方は、申請の

必要はありません。

１８歳以上で基礎疾患を有する方、その他

重症化リスクが高いと医師が認める方

対　象

▼

４回目接種を希望する方へ １０４９６２６ＩＤ 申請書ダウンロード可
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▼

買い物ラリー

応募方法

【問】産業振興課　（２８）９１３０

地下１２ｍ

応募用紙など詳しくは、

� ＩＤ�１０５０５６７をご確認ください

【問】下水道整備課　（２８）８６２７１０５０２３５ＩＤ

日間

　市内の三つ以上の店舗でそれぞれ１回５００円（税込み）以上の買い物をし、その合計金額２万

円以上を１口として応募。応募用紙にレシートなどを添付し、持参または郵送してください。

抽選で抽選で１１万人万人に地元のに地元の特産品特産品が当たるが当たる！！

「いちのみや市１００周年＋１」�記念事業

８月２２日（月）～１１月３０日（水）買い物対象期間 ▼

１２月１６日（金）まで

応 募 期 間

※消印有効

見学してみませんか
のトンネル工事を

？
雨 水 管 工 事 の 現 場 見 学 会 を 開 催

【問】秘書課　（２８）８９５０１０４１０４２ＩＤ

１０１周年を迎えます！
市 制 施 行１０１周 年 記 念 式 典 を 開 催

一宮市が誕生して

　大正１０年９月１日に一宮市が誕生して、今年

で１０１周年です。式典では、叙勲・褒章受章者の

栄誉を広く披露するとともに、市の発展に貢献し

た方々を表彰し、今後の活躍をお祈りします。

　消防音楽隊によるコンサートや、来場者に記念

品の配布を予定しています。ぜひ、ご来場ください。

９月１日（木） 午後１時３０分

尾西市民会館

日 時

▼会 場

▼ ９月１０日（土） 午前１０時・午後２時

梅ケ枝公園

日 時日 時

▼会 場会 場

▼ ▼

１時間程度１時間程度

対　象�� ▼   小学生以上の方（小学生は保護者同伴）

定　員�� ▼   各３０人（抽選）

申し込み�� ▼   ８月５日（金）～１９日（金）に電話または

電子申請（１組４人まで）
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【問】博物館管理課　（８５）７４３５

　国内最大規模の現代アートの祭典・国際芸術祭「あいち２０２２」。

１０月１０日（祝）まで市内各会場で、国内外のアーティストの作品を

見ることができます。ぜひ、お出掛けください。

　ハートの形は、愛知県全体の形状と、知多半島

と渥美半島に囲まれる三河湾の形状が二重のハー

トを連想させること、また「ＳＴＩＬＬ ＡＬＩＶＥ」

というテーマから「生きる」意味を象徴する心臓

をイメージさせるというインスピレーションから

生まれたもの。それを起点に、県名が「愛」知県で

あることや、この地への「愛」情という意味なども

重なってできたとのことです。

　色は「猩
しょう

々
じょう

緋
ひ

※」や「常滑焼」など、愛知県を

イメージする複数の赤を集約しています。

※猩
しょう

々
じょう

とは、サルに似た伝説上の生き物で、名古屋市南

部を中心に地域のお祭りで親しまれ、今回の会場の

一つである有松地区の有松天満社の秋祭りでも登場。

猩々緋の毛織物は織田信長などの武将が陣羽織に仕

立てたという歴史もあり、愛知にもゆかりがある色

ハートのロゴの意味 アーティストとみつける「生き抜くちから」
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　市役所本庁舎で展示されている眞田岳彦さんの

作品は、県内７カ所の美術館・博物館で開催され

た「あいちＮＡＵプロジェクト」の参加者と共に

制作されました。羊毛から手作業で綯
な

われた縄に

は、参加者一人一人の名前が記されています。こ

れらの縄が綯い合わされ、一つの造形作品となり

空間いっぱいに広がります。

　この作品を通して、眞田さんが表現する今回の

テーマ「ＳＴＩＬＬ ＡＬＩＶＥ 今、を生き抜くアート

のちから」を、ぜひ体感してください。

国際芸術祭「あいち２０２２」  情報コーナー
１０４３３６７ＩＤ

【問】市民課　（２８）８９７２１０５０３７４ＩＤ

大和
公民館

１８日（木）

８月

葉栗
公民館

１９日（金）

萩原
公民館

２５日（木）

奥
公民館

２６日（金）

千秋
公民館

２３日（火）

今伊勢
公民館

２４日（水）

西成
公民館

２２日（月）

浅井
公民館

３０日（火）

北方
公民館

３１日（水）

丹陽
公民館

２９日（月）

午前１０時～午後４時

マイナンバーカード
の申請をサポートします

常設
窓口 午前８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

本庁舎市民課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課

特設
窓口

！！
マイナポイント第２弾実施中の今、ぜひマイナンバーカードを作成しませんか。

写真撮影
無料

予約不要

最大２万円相当

のポイント

市内各地で！

※交付申請書または本人確認書類をお持ち

ください。

※顔写真を撮影するので、申請者本人がお

越しください。

※カードは住所地により、本庁舎、尾西・木

曽川庁舎で後日の受け取りとなります。


