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予算関係

　１２月定例市議会は、１１月２９日～１２月２０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（認定・承認・同意・諮問を含む）が審議され、４７議案が可決されました。

１０４７１４５ＩＤ

人事案件

樋田昌泰さん

固定資産評価審査委員会委員の選任

森雅昭さん

寺本倫子さん

森賢次さん

人権擁護委員の候補者の推薦

一般会計の主な事業費

※これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金

２６億３，４４９万８千円、県支出金１１億７，２０９万５千円

などを充てます。

◆ 愛知県子育て世帯臨時特別給付金

４億７，０００万円

◆ 一宮市子育て世帯臨時特別給付金

４，５００万円

◆ 保育園等給食費無償化事業費

９，３９９万２千円

民生費

◆ 医療機関等物価高騰対策支援金

２億５，３６２万円

◆ 出産・子育て応援交付金

２億９，０００万円

◆ 高齢者インフルエンザ予防接種委託料

１億９，３６７万８千円

◆ 省エネ家電製品購入補助金

　　　　　１億円

◆ 地域新電力会社出資金

５，１００万円

衛生費

◆ キャッシュレス決済ポイント還元事業

委託料

３億７，９４６万８千円

商工費

◆ 一宮市学校給食費無償化補助金

２億４，９４２万６千円

教育費

合 計 ６８億１，８２４万８千円の増額

一般会計 ７２億３，１１６万９千円の増額

特別会計 ７億２，６２３万１千円の減額

企業会計 ３億１，３３１万円　　の増額

補正予算の規模

一般会計 １，４０１億８，９３６万５千円

（前年同期比６．６％の増加 →）

全 会 計 ２，６７９億５，１００万６千円

（前年同期比４．２％の増加 →）

補正後の予算総額

４７４７議案議案を可決を可決
１０５３６７２ＩＤ

市政最前線

１２月定例市議会１２月定例市議会
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

条例関係

一宮市個人情報保護法施行条例

一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例

一宮市個人情報保護条例

一宮市情報公開条例　　 一宮市旅館業法施行条例

一宮市博物館条例　　　 一宮市三岸節子記念美術館条例

一宮市手数料条例　　　 一宮市道路占用条例

一宮市法定外公共物管理条例　　 一宮市都市公園条例

展望塔の管理及び運営に関する条例

一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例

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

一宮市公民館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
 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

制定

改正

廃止

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた

意見を参考にして最終案を決定するとともに、

寄せられた意見への市の考え方を公表します。

　素案は市ウェブサイト、市資料コーナー（市役

所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階）などで募

集期間中閲覧できます。

【問】保健衛生課　（５２）３８５７１０５３９４１ＩＤ

食の安全を
確保するための計画

　 　 　 ▼２月１日（水）～２８日（火）（必着）

　 　 　 ▼ 持参または電子メール（ hoken-eisei@

city.ichinomiya.lg.jp )・郵送（〒４９１－

０８６７　古金町１－３　保健所保健衛生

課）・ファクス（（２４）９３８８）

募集期間

提出方法

市民意見提出制度

皆さんの 意見 を募集します

　食の安全を確保するため、食品衛生法に基づく

「食品衛生監視指導計画」の素案を作成しました。

ステップアップ部門の

企画提案書企画提案書  を募集します

市民活動サポート補助金

　市民活動団体が行う公益活動に係る経費の

一部を補助します。

設立後２年以上の市民活動団体ほか

対　象

２月６日（月）～  ２４日（金）

受付期間

募集要項など詳しくは、

ＩＤ １０３６９３９をご確認ください。

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３
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２月１６日（木）～３月１５日（水）

３月２日（木）～１３日（月）２月１６日（木）～２８日（火）

尾西会場  ▼  尾西庁舎６階大ホール

※ 土・日曜日、祝日は休み。木曽川会場は西側駐車場をご利用ください。また出張所では申告を受け付けません。

申告会場の開設期間中は、本庁舎市民税課では作成指導・相談は行いません。

木曽川会場  ▼  木曽川庁舎２階研修室Ｃ

２２月月 ３３月月
一宮会場 ▼  本庁舎１４階１４０１大会議室

市民税・県民税の申告 【問】市民税課　（２８）８９６３

今年の１月１日現在、市内に住んでいて、次に該当する方

※申告は国民健康保険税などの算定や所得非課税証明書等の交付の資料にもなりますので、前年中

に収入のなかった方でも、必要な場合は申告してください。

令和４年中に所得があった

給与を２カ所以上から受けた

給与所得のほかに、配当や不動産などの所得があった

医療費控除、寄附金税額控除などを受ける

年末調整済み、または所得税の確定
申告を提出する方などは不要です。

　市民税・県民税の税額試算と申告書作成が、パソコンやスマートフォンでできます。作成した

申告書を印刷して氏名などを記入すれば、郵送などで提出できます。

１０２７１１７ＩＤ

ただし次の確定申告は、確定申告会場（９㌻参照）をご利用ください。

住宅借入金等特別控除を受ける初年度または連帯債務の申告

令和３年分以前の申告

暗号資産（仮想通貨）の売却益の申告

確定申告書の控えに収受印が必要な申告

土地・建物・株の譲渡所得等の分離課税の申告

青色申告

死亡した方の申告

国外に居住している方を扶養に追加する申告

雑損控除・繰越損失の申告

令和５年１月２日以降に一宮市へ住所を変更した方の申告

相続等により取得した年金受給権に係る個人年金を含む申告

事業（営業・農業）・不動産・総合譲渡所得の申告

外国税額控除の申告

市民税・県民税の申告が必要な方

パソコンなどで税額試算・申告書作成ができます

市民税・県民税の申告会場でも簡易な所得税の確定申告を受け付けます

 ＩＤ   １０３７５８５ または下記の

二次元コードからアクセス

午前９時～午後４時３０分
※土・日曜日、祝日を除く

 ０５０（１８０７）２０３６
２４時間受け付け

３月１日（水）の午前９時から受け付け

ＡＩ電話自動応答サービス
（８５）７４３７

※予約がない方は、原則入場不可受け付け開始 ２月１日（水） 午前９時

ネット予約 電話予約

申告会場は申告会場は完全予約制完全予約制ですです
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申告時の主な持ち物（本人）

確定申告（所得税・消費税・贈与税） 【問】一宮税務署　（７２）４３３１

日　時 相談会場

２月１６日（木）～３月７日（火） 本庁舎１４階１４０１大会議室

３月２日（木）～７日（火） 木曽川庁舎２階研修室Ｃ

時間は午前９時３０分～正午・午後１時～４時　

土・日曜日、祝日を除く

税理士による無料税務相談

【問】一宮税務署　（７２）４３３１

※所得税（譲渡・山林所得を除く）、個人事業者の消費税に

係る相談が対象

筆記用具

申告者名義の預金通帳など口座番号が分かる物
（所得税の還付が発生する場合）

「確定申告のお知らせ」と記載のあるハガキ
または通知書（受け取っている方だけ）　ほか

令和４年中の所得を明らかにできる書類

本人確認書類（提示または写しの添付が必要）

控除を受けるための証明書類

医療費控除の明細書・医療費通知（医療費

の領収書は不可）ほか

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、入場には「入場整理券」が必要です。当日会場で

配布するほか、スマートフォンなどから「ＬＩＮＥ」アプリで事前発行もできます。

入場整理券は、ＬＩＮＥアプリ

から国税庁ＬＩＮＥ公式アカウ

ントを友だち登録して取得し

てください。

※ＬＩＮＥで事前発行した際に表示される「受付完了」

画面を、入場時に確認します。

※指定された時間に遅れた場合は入場できないことが

あります。また混雑状況に応じ、指定された時間内

でもお待ちいただくことがあります。

入場には「入場整理券」が必要です

スマートフォンを使用した申告相談を実施します

　税務署が開設する確定申告の相談会場では、申告される内容に応じて、スマートフォンを使用した

申告相談を実施します。スマートフォンとマイナンバーカードを持参してください。

※�マイナンバーカードの暗証番号（利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書、券面事項入力補助

用）が必要。マイナンバーカード未取得で事前にｅ－Ｔａｘ用のＩＤ・パスワードを取得している場

合は、ＩＤ・パスワードが記載された書類が必要

申告時の主な持ち物（本人）

※市民税・県民税、確定申告の会場で共通

１０００８６８ＩＤ

会場   ▼    一宮地場産業ファッションデ ザインセンター（ＦＤＣ）

※ 土・日曜日、祝日は休み（２月１９日（日）・２６日（日）は開設）。駐車場に限りがあるので、公共交通機関をご利用ください。

２月１６日（木）～３月１５日（水）
２月１３日（月）

～１５日（水）

２２月月 ３３月月

主
な
対
象 ※住宅借入金等特別控除説明会も開催

所得税の還付申告

贈与税の申告

主
な
対
象

所得税の申告

贈与税の申告

個人事業主の消費税の全ての申告
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市政最前線

新型コロナウイルス感染症の 新型コロナウイルス感染症での

の適用期間を延長傷病手当金傷病手当金

介護保険料
国民健康保険税

▼ ３月３１日（金）まで

後期高齢者医療保険料 ▼ ５月３１日（水）まで

影響による減免申請減免申請

臨時特別給付金臨時特別給付金  を支給します

【問】子育て支援課　（２８）９７６８

子育て世帯へ市独自の

　県の「愛知県子育て世帯臨時特別給付金」事業で

所得制限により支給対象外となった方などへ、市独

自の給付金を支給します。

令和４年８月３１日時点で一宮市に住民票が

あり、令和４年９月分の特例給付を受給して

いる公務員の方（令和４年９月分の特例給付

を一宮市から受給した方は１月に支給済み）

令和４年８月３１日時点で一宮市に住民票が

あり、所得制限により児童手当・特例給付を

受給していない方

令和４年９月１日～１１月２１日に離婚（離婚協

議中を含む）をしたことにより、元養育者か

ら給付金を受け取れない現在の養育者

対　象

申請方法など詳しくは、

１０５３６５１ＩＤ  をご確認ください。

２月２０日（月）まで

申請期限

対象児童
１人当たり １万円▼

【問】保険年金課　（２８）８９８５１０３５９９６ＩＤ

後期高齢者医療保険料

【問】介護保険課　（２８）９０１９１０３５２１２ＩＤ

介護保険料

国民健康保険税

１０３５４６１ＩＤ 【問】保険年金課　（２８）９０１２
【問】保険年金課　（２８）９０１１１０３５３２４ＩＤ

国民健康保険

【問】保険年金課　（２８）８９８５１０３６７０４ＩＤ

後期高齢者医療保険

介護保険料・国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料

国民健康保険・後期高齢者医療保険

に加入している方へ

は

　新型コロナウイルス感染

症に感染した方に対する傷

病手当金の適用される期間

を、３月３１日（金）まで延長

します。


