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市政ニュース

　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。

　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。

　市の防災会議の一員でもある中部電力パワー

グリッド社から、登録した地域の停電情報が通

知されるアプリが提供されています。

無料スマートフォンアプリ

停電情報 停電情報 お知らせサービス
をご活用ください

Ａｎｄｒｏｉｄ 版 ｉＯＳ 版

主な機能

停電情報の確認

チャット機能による電気

設備に関する問い合わせ

避難所までのルート検索

あんしん・
防災ねっとに登録を

【問】危機管理課　（２８）８９５９

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

実際に役立った事例

　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

住宅用火災警報器住宅用火災警報器の の 設置設置ははお済みお済みですかですか

１０００５０８ＩＤ

　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。

どこに取り付けるの？

近所の人が換気扇から

煙が出ているのを見つけ

意識をなくしてしまい 警報音が！

迅速な通報で

火災には至らず

災害に備えて

貴い命や大切な財産を
火災から守ろう！

１０２９５１３ＩＤ

１０００５７１ＩＤ

防犯・交通安全

風水害

地震
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１０５０３６３ＩＤ

グローバルサマーセミナー オンライン

【問】国際交流協会（観光交流課内）　（８５）７０７６

グローバルサマーセミナー オンライン

右記の二次元コードから市国際交流協会

公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにアクセス

視聴方法

配信期間 ８月３１日（水）まで

対　象 市内在住の１８歳以上の方

（業者は不可）

出店料 １日１，０００円（間口３ｍ×奥行３ｍ）

申し込み ８月２５日（木）（必着）までに電子

申請、または郵便番号・住所・氏

名・電話番号・出店希望日（１日

だけ）を記入の上、ハガキ・ファ

クス（〒４９１ー８５０１　本庁舎公園

緑地課、（７３）９２１８）

１日７店（抽選）募集数

１３８タワーパーク

午前９時３０分～午後４時午前９時３０分～午後４時

１０１０月月１１日日（土）（土）・・２２日日（日）（日）　　

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

青空フリーマーケット

部門・規格

コンテナガーデン ミニガーデン

幅 奥行き

６０cm×６０cm 以内 ３ｍ×２ｍ以内

幅 奥行き

８月２５日（木）までに申込書を持参またはファ

クス。申込書は本庁舎公園緑地課でも配布

申し込み

１０５０００４ＩＤ

　日本にいるだけでは分からない、外国の文化のあんなことやこんなことを、

動画で紹介します。

ガーデンコンテスト １０５０５３７ＩＤ

申込書ダウンロード可

タイのレッドカレー

～そうめんと一緒に食べよう～


ニイハオ

好！ 中国語についてまなぼう

１５０カ国１３万㎞自転車世界一周

チャリダーマンの異文化見聞録

オレゴン州出身ジェイソン先生

に聞くアメリカの州のあんなこと

アンニョンハシムニカ！

ハングルって？ チマチョゴリって？

ニュージーランドのマオリ文化

「ティー・ラーカウ」

いちのみや秋の緑化フェア参加者を募集
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市政ニュース

　ワークシートを使いながら、資料館

のどこかに隠れている「たびぞう」と

資料館一押しの資料を探そう！

※��月曜日（９月１９日、１０月１０日を除く）、８月１２日（金）、
９月２０日（火）は休館

尾西歴史民俗資料館
１０４０９４８ＩＤ

午前９時～午後５時�
（入館・旧林家住宅の見学は４時３０分まで）

君は発見マスター発見マスター！！

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

小学生が対象 １０月１０日（祝）まで

１０５０４９３ＩＤ三岸節子記念美術館 企画展

絵本原画ニャー！ 猫が歩く絵本の世界

９月６日（火）は黒
９ ６

猫の日

黒猫スイーツ販売

午前１０時

参加料 ▼１，０００円

※�子ども用ドレスは１００㎝・１２０㎝だけ

協　力� ▼ロリィタ体験サロンＬＯＣＯＣＯ

尾州ロリィタ試着体験

午前１０時～午後３時

出　演� ▼碧みきさん（シンガーソングライター）　　

定　員� ▼１６人（先着）

参加料� ▼１，５００円（ドリンク・スイーツ付き）

申し込み� ▼ �８月６日（土）の午前９時から電話で三

岸節子記念美術館

黒猫 ｂｉｔｔｅｒ＆ｓｗｅｅｔ コンサート

午後４時～４時３０分

　９月６日（火）は黒猫にちなんだ催しを

行います。また黒猫コーデ（上下真っ黒

や、黒猫を装った服装）で来館した方は、

企画展を無料で観覧できます。

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

　一宮駅周辺には、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（ ービル

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

※１は午前１時～７時、※２は午後９時～翌午前８時３０分。駅東地下・銀座
通公共駐車場以外は料金の上限なし。営業時間外は入出場不可

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】都市計画課　（２８）８９８１

便利でおトク！�市営駐車場 １０００２４５ＩＤ

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

協　力� ▼シトロンヴェール
モデル：深澤翠
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　市では９月１日（木）から、互いを人生のパー

トナーとし、日常生活において相互に協力し合

うことを約束した２人が、その関係を宣誓する

制度を開始します。また生計を共にする子ども

なども含めたファミリーシップも、併せて宣誓

できます。宣誓方法など詳しくは、 ＩＤ  １０５０６５４

をご確認ください。

対　象／同性パートナーや、現行の婚姻制度を

利用できないなどの悩みを抱えている

事実婚の方

　改修工事に伴い、尾西南部生涯学習センター

（尾西南部公民館）の使用を休止します。

休止期間／８月１日（月）～令和５年３月３１日（金）

　神山・大和町・萩原町・小信中島・三条・朝

日連区では敬老会を開催し、祝い品を配布しま

す（その他の連区は祝い品の配布だけ）。対象

者には案内ハガキを郵送します。

対　象／昭和２１年１２月３１日以前生まれで、一宮

市の住民基本台帳に記録されている方

対　象／浸水対策施設（雨水タンク・浄化槽転

用貯留槽・透水性舗装・浸透ます・防

水板） 

補助額／雨水貯留施設は工事費の９割まで（補

助限度額有り）。その他の補助額など詳

しくは、 ＩＤ  １０３７５４４をご確認ください。

※申請など詳しくは、設置前にお尋ねください。

　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・所得状況届の提出の際にご利用ください。

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（木）・２３日（火）　午前１０時～午

後３時 

会　場／本庁舎５階５０３会議室

尾西南部生涯学習センターの
使用を休止

【問】尾西南部生涯学習センター　（６９）７８５０

７６歳以上の方へ

９月・１０月に敬老会を開催

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

ＩＤ  １００１０１９

浸水対策施設の設置費を補助

【問】治水課　（２８）８６４２

一宮市パートナーシップ・
ファミリーシップ宣誓制度を開始

【問】政策課　（２８）８９５２

雨水タンク

防水板

浄化槽転用貯留槽

浸透ます

透水性舗装

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  １０４９８０９

歩道橋ネーミングライツ（命名権）のパートナーを追加募集

【問】建設総務課　（２８）８６２８

大志・浅野・中島歩道橋も募集しています。

募集要項など詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０１９９５６ＩＤ

契約期間 応募価格

申し込み

歩道橋に名前を付けませんか

３～５年間 年２０万円以上（税別）

８月１日（月）～９月３０日（金）（必着）に応募書類

を持参または郵送

篭屋歩道橋（篭屋五丁目）

対象物
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市政ニュース

　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（木）から配布します。願

書は１０月１日（土）から各幼稚

園で受け付けます（幼稚園に

よっては３日（月）からの場合あり）。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。

　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（金）～９月１２日（月）②８月１

日（月）～３１日（水）

　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。

　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。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。

▽  町内会運営交付金＝町内会会員１世帯当たり

（事業所などを含む）年２３０円

▽ 町内会広報等配付手数料＝広報紙配付１部当

たり年３８０円

　受給資格がある方へ、８月１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１日（月）～３１日（水）

　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、令和３年度から１０年間で平成２７年度と比

べ２４％削減することを目標としています。令

和３年度に排出された温室効果ガスは、平成

２７年度から１１.４％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

３年度のグリーン購入の割合は、全体で７４.９％

となりました。

　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。

　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。

エコアクション一宮
令和３年度の活動報告

【問】環境政策課　（４５）９９５３

ＩＤ  １０５０３６４

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

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

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

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

町内会に助成金を交付

【問】市民協働課　（２８）８９５４

ＩＤ  １０２０８５９
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　市内在住・在勤・在学の方から２６０点の応募

があり、次の皆さんが入賞しました。（敬称略）

▽最優秀賞＝宮田蒼

　消したっけ たぶんじゃダメだよ 火の始末

▽ 優秀賞＝伊藤功、前田直久、水野秀隆、

　　　　　髙橋みどり、山田奏汰

　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。

　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。

日　時／８月１８日（木）　午前１０時・１１時３０分 

対　象／市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事

業者

内　容／事業承継・Ｍ＆Ａ・経営者保証解除に

関する相談

定　員／各１組（先着） 

申し込み／８月１１日（祝）までに申込書をファクス

・電子メール

　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２９日（土）に開催します。

対象区画数／①常光＝１０３区画②奥町＝６区画③東

島＝６９区画（抽選。１世帯１区画）

申し込み／８月２２日（月）～３１日（水）の午前８時３０

分～午後５時１５分に申込書を環境セン

ター北館（土・日曜日、祝日を除く）。

申し込み資格など詳しくは、募集案内

で確認。募集案内・申込書は環境セン

ター北館、本庁舎１階総合案内、尾西

・木曽川庁舎、出張所でも配布

日　時／８月１８日（木）　午前９時３０分～午後３

時３５分

会　場／本庁舎観光交流課

対　象／市内在住の方

定　員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／８月１日（月）～１６日（火）に電話で観光交

流課

８月１５日の正午には黙とうを

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

ＩＤ  １０２０６８６

事業承継 個別相談会

【問】産業振興課　（２８）９１３２

ＩＤ  １０５０７５３ 申込書ダウンロード可

企業・事業主の皆さんへ

工場立地法の届け出を

【問】産業振興課　（２８）８９８２

ＩＤ  １００２６２５

事業用地の
情報をお寄せください

【問】産業振興課　（２８）８９８２

ＩＤ  １００２６２３

市営墓地の使用者を募集

【問】霊園管理事務所　（４５）９９５３

ＩＤ  １０１７６４５ 申込書などダウンロード可

防火標語入賞者が決定

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

ＩＤ  １０３５５４５

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】観光交流課　（２８）９１４８

ＩＤ  １０２４３９１


