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市政ニュース

好きな衣装や

 コスチュームで

木曽川町一豊まつ り
９月１５日（日）　午前１０時～午後４時

黒田小学校ほか

びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび ささささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつい ま つ りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり

１０２５９７１ ＩＤ 

【問】びさいまつり運営委員会事務局（尾西商工会内）　（６２）９１１１　　商工観光課　（２８）９１３１

　

▲

み　こ　し＝１団体１０人以上

　

▲

仮　　装＝１団体２０人以上

　

▲

みこし・仮装＝１団体３０人以上

１０月２７日（日）　午後２時～４時

８月２３日（金）～９月４日（水）に尾西商工会

中学生以上

みみみみみみみみみみみこここここここここここししししししししししし・・・・・・・・・・・仮仮仮仮仮仮仮仮仮仮装装装装装装装装装装パパパパパパパパパパレレレレレレレレレレーーーーーーーーーー仮装パレードドドドドドドドドドド

１０月２６
日（土）

２７日（日
）開催

パレードの参加者パレードの参 加 者をを募募 集集
職場や地域の皆職場や地域の皆ささんでんで参加参加ししまませせんんかか

好きな衣装

好きな衣装ややコスチューム

 コスチュームでで

８月２３日（金）～９月２７日（金）に尾西商工会、

または専用ウェブサイトから申し込み

アイ
デア
いっ
ぱい

アイ
デア
いっ
ぱい
のの

手作
りみ
こし

 
手作
りみ
こし
でで

午前１０時～１１時

戦国時代パレー戦国時代パレー ドド

１０月２６日（土）　午前１１時～午後１時

ハロウィンパレード
先着１１団体

先着３０
０人

参加資格

申 し込み

申 し込み

【問】木曽川町一豊まつり実行委員会事務局（木曽川商工会内）　（８７）３６１８　　商工観光課　（２８）９１３１

会会場場イイベベンントト

▽アユのつかみ捕り

▽乗馬体験

▽楽市楽座（グルメコーナー）

▽朝市

▽キャラクターショーほか

◆　コース

西尾張中央道外割田交差点銀座通り黒田小学校

※雨天の場合は一部内容を変更し、黒田小学校の屋内運動場で開催

　戦国武将・山内一豊の出生地とされる

黒田城跡（黒田小）周辺で開催します。
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【問】公園緑地課　（２８）８６３６

申し込み　９月１２日（木）までに申込書を持参または

ファクス・電子メール。申込書は本庁舎

公園緑地課で配布（市ウェブサイトから

ダウンロード可）

３ｍ ３ｍ ××
幅幅

２ｍ ２ｍ  
奥行奥行きき

６６００       ××６６００  
幅幅

     
奥行奥行きき

以以内内

ミニガーデンコンテナガーデン

フレンドシッ プ フフェェスステティィババルル２２００１ １９９
世界をあそ世界をあそぼぼうう  ！！

９９月月２２８８日日（土（土））・・２９２９ 日日（日（日））　午前午前１１００時時３０３０分分～午～午後後 ５５時時

▼ イ　ン　ド：音のヨガ

▼ 中　　国：二胡の演奏

▼ イタリア：マンドリンの演奏 ほか

１ｃｏｉｎ　ワークショップ
ハッピーハロウィン！

ボールペンハーバリウム

　　　　　　　　　　ほか

世界各国の
ステージパフォーマンス

有料

いちのみや秋の緑化フェア　参加者を募集 ！

詳し
くは
  

を

　　
      チ

ェッ
ク ！

　　
　　１０２１

２１２
 ＩＤ 【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６

スペシャルイベント

日　時　１０月１３日（日）・１４日（祝）　

　　　　午前９時３０分～午後４時（雨天中止）

対　象　市内在住の２０歳以上の方（業者は不可）

募集数　１日２４店（抽選）

出店料　１日１，０００円（間口３×奥行き３）

申し込み　９月９日（月）（消印有効）までに郵便番号・

住所・氏名・年齢・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・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁

舎公園緑地課、（７３）９２１８、kouen@city. 

ichinomiya.lg.jp ）

青空フリーマーケット １０１５７８１ ＩＤ 

部門・規格

１０１５７８１０１５７８６６ ＩＤ 

ガーデンコンテスガーデンコンテストト

国営木曽三川公園１３８タワーパークで開催

２２８８日日（土（土））

アンデス音楽×ハーアンデス音楽×ハーププ

コラボライコラボライブブ

南アフリカ伝統音南アフリカ伝統音楽楽

ＮＮＫＫＯＯＳＳＩＩ　ＡＦＡＦＲＲＩＩＣＣＡＡ

ライライブブ

２２９９日日（日（日））

イイオオンンモモーールル木曽木曽川川
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市政ニュース

【問】博物館　（４６）３２１５

１０２９９９１ ＩＤ 

　平成３０年８月２４日に真清田神社の「 金  銅  釣  燈  籠 」が新
こん どう つり とう ろう

たに県指定文化財に指定されたことを記念して、真清田

神社に大切に伝えられてきた宝物を紹介します。

企画展博物館

９ 月 ３ 日（火）～２９日（日）

※月曜日（１６日・２３日を除く）、１７日（火）・２４日（火）は休館

大人５００円、高・大学生２５０円、中学生以下無料（市外の小

中学生は１００円）

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

わくわく体験

古地図で紙バッグ

９月３日（火）～２９日（日）の土・日曜日、祝日

午前９時３０分～正午・午後１時～４時３０分

※中学生以下が対象

▲「金銅釣燈籠」室町時代（真清田神社蔵）

９月２３ 日（祝）　午後１時～４時　

◆受講料／２００円（資料代・保険料を含む）

◆申し込み／９月１０日（火）（必着）までに、返信表面に

郵便番号・住所・氏名を、往信裏面に参加者の

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号

を記入し「真清田神社界隈を歩く」と明記の上、

往復ハガキ（〒４９１－０９２２　大和町妙興寺２３９０　

博物館）。　申し込みは１枚１人分

真清田神社 界  隈 を歩く
かい わい

定員２０ 人（抽選）　

けけ んんいい
のの 森森たた

╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂▲

９月７日（土）　午後１時３０分　

▲

９月１４日（土）　午後２時　

▲

９月２１日（土）　午後１時３０分　

「古代尾張平野における真清田神社の 神 
しん

 　  と
ぎ

 祭  祀 」
さい し

演題

里神楽（真清伶人会）公演

「真清田神社の祭りと芸能」演題

定員各６０人（先着）

各日午後０時３０分から

整理券を配布

９月１５日（日）　午前１０時～１１時

※は企画展観覧料が必要

９月５日（木）・１９日（木）　

①午前１０時３０分　②午後２時

９月１５日（日）・２９ 日（日）　

午後２時～３時

関連催事
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂

※学芸員による３品解説

╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
子どもアートツアー ※

╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂

※ギャラリートーク

╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂

╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂
╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂╂

真 清 田 神 社

「尾張平野を語る２４　真清田神社」講座
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【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ 　～真清田神社のご祭神～

　一宮市の名前の由来でもある真清田神社は、

一宮市民の皆さまにも大変なじみ深い神社だ

と思われます。しかし真清田神社に祭られて

いる神様はご存じでしょうか。真清田神社は

約２，６００年とも伝えられる長い歴史の中で、主

に２柱の神様が祭られてきました。

　「 国 
くにの

 常 
とこ

 立 
たちの

 尊 」は、日本神話において「国産
みこと

み」で有名な 伊 
い

 邪 
ざ

 那 
な

 岐 や
ぎ

 伊 
い

 邪 
ざ

 那 
な

 美 よりも前の
み

世代の神様であり「国が常に立つ」との名前

から、日本の国土そのものが神格化した神様

ともいわれています。また真清田神社の由来

を記した「真清田宮御縁起」によると、尾張

国中島（一宮市の南部）に降臨し、現在の真

清田神社の地に祭られたと伝えられています。

　「 天 
あめの

 火 
ほ

 明 
あかりの

 命 」は太陽神・
みこと

 天 
あま

 照 
てらす

 大 
おお

 御 
み

 神 の孫に
かみ

当たる神様です。天火明命の名の通り、太陽

の光や熱の神様で、また「ほあかり」の部分

が「（稲）穂が赤くなる」とも読めることから

農業の神様とも伝えられています。天火明命

は古代に尾張地方を治めた尾張氏の祖神とも

伝えられており、この地域に縁が深い神様と

いえます。

　このような真清田神社の由来や、伝えられ

てきた神宝などを展示する企画展「真清田神

社」（１０㌻参照）

を、９月３日

（火）～２９日（日）

に博物館で開

催します。こ

の機会にぜひ、

ご来館くださ

い。 ▲真清田神社楼門

【問】介護保険課　（２８）９０１８

　１０月から消費税率が引き上げになった場合、

ほとんどの介護サービスの利用料金が改定さ

れます。これに伴って介護保険から給付され

る上限額（支給限度額）も引き上げられます。

　また施設および短期入所サービス（ショー

トステイ）を利用した際の食費・居住費（滞

在費）の標準的な費用額（基準費用額）も引

き上げられますが、負担限度額に変更はあり

ません。

※詳しくは担当のケアマネジャー、または利

　用されている各事業所へお尋ねください。

１０３０３６４ ＩＤ 

介護サービス
利用料金などを改定

　現在お持ちの介護保険証は、認定な

どの有効期間内であれば、そのままで

も改定後の限度額が適用されます。

▲

介護保険証について ▲

１０２５３０１ ＩＤ 

参加者が体験を報告します

いちのみや夢人材育成事業

９ 月 ７ 日（土） 午後２時～４時３０分

中中学学生生海海外外派派遣遣
　友好都市のイタリア・トレビーゾ市など

を訪問したり、地元の方と交流したりして、

学んだことを報告します。

【問】学校教育課　（８５）７０７３

　世界で活躍するリーダーの育成を目的と

する「プラチナ未来人財育成塾」に参加し

て、著名人による講義やグループワークな

どで学んだことを報告します。

プラチプラチナナ未来人財育成未来人財育成塾塾

尾西生涯学習センター講堂
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市政ニュース

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３

　「市民が選ぶ市民活動支援制度」は、市民の皆さんが支援する

市民活動団体を選んで投票し、その投票結果に応じた支援金が

団体に交付される制度です。

支援対象事業を募集

市民が選ぶ市民活動支援制度

　制度や申請書の書き方など、市民活動

団体向けの説明会です。申請予定の団体

は、ぜひご参加ください。

１０１２３４０ ＩＤ 

会場：  －ビル３階市民活動支援センター

午後２時～３時
９月２０日（金）

午後７時～８時

午前１０時～１１時９月２１日（土）

※３回とも同内容必要書類など詳しくは

「市民が選ぶ市民活動支援制度」の
ウ ェブサイ トをご確認ください。

 https://www.138npo.org/seido

対　象

１０月３日（木）～２６日（土）の午前９時～午後５時に必要

書類を  －ビル３階市民活動支援センター（５日（土）

・６日（日）、１２日（土）～１４日（祝）、２０日（日）・２２日（祝）を除

く。２５日（金）・２６日（土）は午後９時まで）

団体が行う社会貢献的な事業

申　請

制度説明会を開催

　申請は毎年必要です。前回支援を受け

た団体が、今回も支援を受けたい場合は、

あらためて申請してください。

　一宮市は、市制施行１００周年を迎える２０２１（令和３）年４月

の中核市移行を目指しています。中核市に関するいろいろな

情報を紹介します。

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

　新たに２，０００を超える仕事を、県から引き継ぎます。これらの仕事を市が直接

行うことで、よりきめ細やかなサービスの提供や、事務処理のスピードアップ、

特色あるまちづくりが可能になります。

第３回 中核市が行う主な仕事

▲

社会福祉施設（保育所､特別養護老人

ホームなど）の設置の認可･監督

▲

障害福祉サービス事業者、介護サー

ビス事業者の指定

▲

身体障害者手帳の交付

福　祉

▲

市保健所の設置

▲

結核などの感染症予防･まん延防止

▲

飲食店営業の許可、食中毒対策

▲

旅館業、興行場、公衆浴場の経営許可

▲

動物愛護、狂犬病予防対策

保健 衛生

▲

一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処

理施設の設置の許可･監督指導

▲

ばい煙発生施設の設置の届出の受理

環　境

▲

屋外広告物の条例による設置制限

▲

サービス付き高齢者住宅の登録

都市 計画

▲

市立小中学校の教職員の研修

▲

外部専門家による財務監査の実施

教育・その他
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大規模災害時のごみの出し大規模災害時のごみの出し方方
環境センター
ニュース

１０２６９９２ ＩＤ 

災害に備えて日頃からできること

きちんと分別してごみを出す

不用品は早めに処分する

段ボールコンポストを利用する

可燃ごみから収集します

　収集再開後は可燃ごみから優先的に収集しま

す。し尿は非常用トイレなどで凝固剤を使用し

て処理し、可燃ごみとして出してください。

災害発生後は市が発信する情報の確認を

　災害発生時には、平常時に出るごみに加えて、

壊れた家財やがれきなどのごみが大量に出るこ

とが予想されます。災害発生直後は、一時的に

ごみ収集ができなくなり再開まで自宅で保管し

ていただく場合や、いつもとは違う場所にごみ

集積場所を設置することもあります。災害発生

後は市が発信する情報に注意して、適切なごみ

出しをお願いします。

【問】環境センター　（４５）７００４

【問】市民協働課　（２８）８９５４

活活 動動 だだ よよ りり地地域域づづくくりり協協議議会会 ５５４４

　浅井町地域づくり協議会は平成２５年度に発足

し、５年目を迎えた２９年度から今年度までの３

年間「提案事業」を実施しています。

　初年度には浅井町２２町内に防災資機材を整備

し、防災講演会を開催しました。「町内防災リー

ダー養成講座」も３年間開催しています。また

各町内のサロン活動を応援するための補助制度

を創設し、協議会の認知度アップのためにウェ

ブサイト開設と社会見学も実施しました。他に

も「文化財・史跡マップ」を作成・全戸配布し、「防

災マップ」は今年度中に作成・全戸配布する予

定です。

　また今年度の事業として、小中学生や一般の

方から、書・写真・標語などの防災啓発資料を

募集し、優秀作品を各町内で掲示して、防災意

～浅井町連区編～ 識の向上を図ります。

　平成から令和に元号が変わり、今年は初めて

３小学校区一斉の防災訓練に挑戦しました。浅

井・西成消防出張所、危機管理課、消防団浅井

分団、日赤浅井支部、中学校ボランティアの方々

のご協力をいただき、３校それぞれが特色ある

防災訓練を実施して、合計６５３人が参加しました。

　これからも「安全で安心なまちづくりと子ど

もたちの健全

育成」という

重点施策に基

づき、明るい

まちづくりに

取り組んでい

きます。

▲防災訓練の様子
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市政ニュース

　市では、来年度新たに保育園（小規模保育事

業所・事業所内保育事業所・認定こども園の保

育部分を含む）への入園を希望する方の申し込

みを受け付けます。

申し込み／１０月１日（火）～３１日（木）に申込用紙など

を第１希望の保育園。申込用紙は９月

２７日（金）から保育園・本庁舎保育課で

配布

※面接は１１月下旬から第１希望の保育園で行う

予定。入所条件など詳しくは、  １００１４２２を

ご確認ください。

　小規模保育事業所は、６～

１９人の２歳以下の乳児を保育

する事業所で、市の認可事業

です。

　１０月から市内に、新たな小

規模保育事業所が開所します。

対象は０～２歳児です。入所の申し込みは、９

月２日（月）～１７日（火）に本庁舎保育課で受け付け

ます。必要書類など詳しくは、お尋ねください。

対　象／平成２５年４月２日～２６年４月１日生ま

れで、令和２年４月に小学校へ入学す

る予定の方

通　知／１０月上旬に健康診断通知書を送付しま

す。通知書が届かない場合は、教育文

化部総務課（（８５）７０７０）へご連絡く

ださい。

※子どもが外国籍で市内の小学校への入学を希

望する場合は、教育文化部総務課へ申請書の

提出が必要です。経済的理由で就学が困難な

場合は、学校にかかる費用を援助する制度が

あります。詳しくは、学校または学校教育課

へお尋ねください。

※各学校の実施日については、  １０２５９３０をご

確認ください。

 ＩＤ 

 ＩＤ 

期　間／１０月２日（水）～３０日（水）

会　場／市民病院・木曽川市民病院

　　　　※市民病院は月・水曜日だけ

対　象／脊髄損傷・脳血管障害などによる身体

障害者手帳を持ち、常時車椅子を使用

している在宅の方（特定健康診査など

の受診者を除く）

健診内容／問診、身体計測、理学的検査、血圧測

定、尿・心電図・貧血・肝機能・血糖

・エックス線などの検査

申し込み／９月２日（月）～１１日（水）に電話、または

住所・氏名・生年月日・電話番号・手

帳番号・受診希望日・受診希望会場を

記入の上、ファクス（（７３）９１２４）

　市では、１人暮らしの高齢者や、障害者手帳

をお持ちの方だけの世帯などを対象に、昼食を

配達し、安否の確認をしています。対象者数・

食数の増加に伴い、１０月から１食当たりの利用

者負担額を３３０円に引き上げます。

実施期間／１０月２６日（土）～１１月８日（金）

対　象／町内会・学校などの団体

内　容／公園などの清掃美化活動

申し込み／９月１３日（金）までに計画書を本庁舎市

民協働課、尾西庁舎総務管理課、木曽

川庁舎総務窓口課、出張所、環境セン

ター。計画書は市民協働課で配布。可

燃・不燃ごみ袋、残土袋を支給

小規模保育事業所が開所

　【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １０１２３２２ ＩＤ 

保育園の入園申し込みを
１０月１日～３１日に受け付け

【問】保育課　（２８）９０２４　　

小学校入学前の健康診断を実施

　【問】学校教育課　（８５）７０７２　　

身体障害者の健康診査を実施

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０１６２６４ ＩＤ 

配食サービスの料金を
１０月から変更します

【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

福祉課　　　（２８）９０１７　　

  １００１０１２ ＩＤ 

ごみゼロ運動参加団体を募集

　【問】市民協働課　（２８）８９５４　　

  １０２１０９４ ＩＤ 
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　広告板や突き出し広

告などの屋外広告物は、

風雨や日差しにさらさ

れ劣化し、落下・倒壊

の危険が高まっている

ことがあります。事故

を防ぐため、危険な広

告物を見つけたら、ご連絡ください。また屋外

広告物を出している方は、点検をお願いします。

なお屋外広告物を出すときは事前に公園緑地課

に相談し、条例を守り、周囲の景観との調和を

図りましょう。

　案内書（申込書）は、

９月２日（月）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／朝日・河端・今伊勢・大山・時之島・

春明・苅安賀・島村・毛受・和光・開

信・冨田などの３階建て以上の中高層

住宅

受付期間／９月６日（金）～１３日（金）

受付場所／市営住宅管理事務所

※入居希望者のない部屋は、１０月４日（金）から先

着順で追加募集あり

候補者の資格／地区内の土地所有者・借地権者

受付期間／９月１４日（土）～２３日（祝）（土・日曜日、祝

日を含む）

受付場所／本庁舎区画整理課

　市では、市全域から

排出される温室効果ガ

スを令和２年度までに

平成２年度（基準年度）

に比べ１５％削減するこ

とを目標としています。

平成２８年度の温室効果

ガス排出量（推計値）は、２３６万４，５９２ｔで、基

準年度から２．７％減少しました。

　今後も地球温暖化防止のため、ご協力をお願

いします。

日　時／９月１９日（木）　午前９時～午後４時

会　場／本庁舎商工観光課

対　象／市内在住の方

定　員／８人（先着。１人４０分）

申し込み／９月２日（月）～１７日（火）に電話で商工観

光課

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２１１４７ ＩＤ 

外崎土地区画整理審議会委員選挙

立候補・推薦届を受け付け

　【問】区画整理課　（２８）８６１８　　

  １０２５３４４ ＩＤ 

危険な屋外広告物にご注意を

　【問】公園緑地課　（２８）８６３６　　

  １０１５８２５ ＩＤ 

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　　

  １０２９８９６ ＩＤ 

地球温暖化対策実行計画（区画施策編）

温室効果ガス排出量を公表

　【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０１７２５８ ＩＤ 

プレミアム付商品券事業 １０２８９９９ ＩＤ 

商品券利用者向けコールセンター

０５２（３８０）７０３３

プレミアム付商品券事業

専用ウェブサイト

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝休日を除く）

　プレミアム付商品券が利用できる加盟店舗を、

９月中旬に右記のウェブサイトへ掲載します。

　なお商品券の販売窓口と販売期間は、購入対

象者へ送付する引換券でご案内します。

【問】商工観光課　（２８）９１３０




