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自由な発想の

アイデアが

いっぱい ！

テーマ

【問】政策課　（２８）８９５２

　市内の小学６年生から募集した、まちづく

りのアイデアを、テーマごとに展示します。

ままちちづづくくりり
子ども子どもアアイイデデアアパパネルネル展展示会示会

１２月２１日（土）～１月９日（木）

　ービル５階中央図書館

１００２１６２ ＩＤ 

「思いやりのあるまち」「災害に備えるまち」

「交通事故のないまち」「犯罪のないまち」

「自然が豊かなまち」「ごみのないまち」

「産業が盛んなまち」など

※リニューアル作業を行うため、１２月２３日（月）・

２４日（火）は、予約システムが利用できません。

【問】スポーツ課　（８５）７０７９

自由な発想の

アイデアが

いっぱい！

※休館日を除く

テーマ

より
見やすく

ミス七夕・ミス織ミ ス七 夕・ミス 織 物物のの
ドドレレススデザデ ザ インイ ンをを募集募 集 ！！

一宮七夕まつり

詳しくは、市観光協会ウェブサイ ト
（ http://１３８ss.com ）をご確認ください

【問】一宮七夕まつり協進会（商工観光課内）　（２８）９１３１

２２００１９年１９ 年度度のの
ドレスデザイドレスデザイ ンン

市政ニュース

１２月２日（月）～１月６日（月）（消印有効）に応募

用紙を持参または郵送。応募用紙は市観光協

会ウェブサイトからダウンロード可

高校生・大学生・専門学校生

応募資格

応募方法

スマー
トフォ

ンにも

　　　
対応！

こちらから ▽

操作が

簡単に！

１０３１５５４ ＩＤ 

スススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムスポーツ施設予約システムがががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが

リニューアリニューアルル！！

午前 ８ 時３０分
から１２月２５日 （水）

採用作品に３万円を進呈
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市政ニュース

問い合わせ支給期間対　象種　類

子育て支援課
（２８）９０２３

申請月の翌月～
中学３年生の年度の末日

中学校修了前の児童を養育している方
（公務員は勤務先で手続き）

児 童 手 当
 （国）

申請月の翌月～
１８歳になる年度の末日※

次のいずれかに該当する児童を養育している方
①離婚・行方不明・死亡・拘禁などで父親または母親と生計を
　共にしていない
②父親または母親が重度の障害者
　（障害基礎年金１級、身体障害者手帳１・２級程度）

児童扶養手当
 （国）

申請月～
１８歳になる年度の末日

遺 児 手 当
 （県・市）

福祉課
（２８）９０１７

申請月の翌月～
２０歳の誕生日の前日

次のいずれかに該当する身体・知的・精神に障害のある児童を
養育している方
（内部機能障害は診断書により認められた場合に限る）
①重度障害（療育手帳Ａ、身体障害者手帳１・２級程度）
②中度障害（療育手帳Ｂ、身体障害者手帳３級程度・４級の一部）
③診断書により同程度以上と認められる障害

特別児童扶養
手当 （国）

※は児童に一定の障害がある場合は２０歳の誕生日の前日まで

▼婚姻歴などのないひとり親家庭の方へ

▼

　寡婦（夫）控除がみなし適用される場合が

あります。詳しくは、お尋ねください。

受給中の方受給中の方へへ

　転居した場合や振込先が変わる場合（金融機

関の統廃合を含む）は、手続きしてください。

　国・県・市では、児童手当・児童扶養手当などを支給しています。

まだ申請していない方は、お早めに手続きしてください。

　手当によって、所得制限があるもの、所得により支給停止や減額

になるものがあります。詳しくは、お尋ねください。

　保護者が仕事などで不在になる小学新１～６年生を対象に、

児童クラブの利用申し込みを受け付けます。

利用申し込みを受け付け

放課後児童クラブ令和２年度

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

児童手当などの
 請求はお早めに

１０００３７９ ＩＤ 

※申込書は１２月６日（金）から児童クラブで配布。

隣接校入学を希望する方は、入学する小学校

が確定してから、受付期間内にお申し込みく

ださい。

受付期間１２月２５日（水）～ １ 月１７日（金）

月～土曜日の

午前９時３０分～午後５時３０分

月～土曜日の

午後２時～５時３０分

（土曜日閉所の場合あり）

児童クラブ

児 童 館

開所日と開所時間

月～金曜日＝下校後～午後７時

土曜日＝午前７時３０分～午後７時

利用条件など詳しくは、

をご確認ください１０１６５５７ ＩＤ 
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１０１６０６８ ＩＤ 

【問】危機管理課　（２８）８９５９ 【問】危機管理課　（２８）８９５９

一宮防災ハンドブック
ご活用ください １０１３７４５ ＩＤ 

家族みんなで正しい知識を確認して、

いざというときに備えましょう

気象情報の活用方気象情報の活用方法法
～災害から身を守るために～

▽本庁舎危機管理課

▽尾西庁舎窓口課

▽木曽川庁舎総務窓口課

▽出張所

配布場所　現代の暑さや豪雨に対

応するためにはどのよう

に気象情報を活用すれば

良いのか、東海地方の天

候を例にお話しします。

尾西市民会館 ※手話通訳あり会　場

【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 ５５７７

重視していきます。来年２月ごろに防災に関す

る講座と炊き出しを実施する予定です。

　「企画広報部会」は、各部会行事の企画・支援

や「地域づくり協議会だより」の発行、月例会

議を中心に活動しています。

　当協議会は全員参加型で事業を推進し「皆さ

んの笑顔があふれる貴船連区」を目指します。

～貴船連区編～
　貴船連区地域づくり協議会は、設立５年目と

なる平成２９年度に「親睦」「互助」「協輪」をモット

ーとして掲げました。「共和」をあえて「協輪」

としたのは、当協議会が連区内の各団体間の融

和を図ると同時に、各団体との協力によって事

業を進めていくからです。「みんなで手を取り合

い、輪になって頑張りましょう」の精神です。

　当協議会は四つの部会で成り立っています。

「人とのつながりを考える会」は、映画会＆茶話

会を例年１１月に開催し、好評を得ています。

　「思いやりを考える会」は、６月９日にウォー

キング大会を開催。当日はあいにくの天気でし

たが、１２３人が参加しました。来年度は１１月また

は１２月に開催を予定しています。

　「安全安心を考える会」は、今後も防災関係を

▲

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
受
付
の
様
子

日　時
１２月１５日（日）
午前１０時～１１時３０分

自主防災講演会

講　師
虫鹿里佳さん
（気象予報士）

　地震や風水害など災害に関する知識や、

防災に関する情報をまとめたハンドブック。

避難所の一覧・マップ、洪水・地震被害の

予想範囲などを示した災害ハザードマップ

も付属

一宮防災ハンドブックとは…
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市政ニュース

尾張の洋画　筧忠治

【問】博物館　（４６）３２１５

▲

「
ノ
ラ
２
」

　萩原町生まれの洋画家・ 筧 
かけひ

 忠 
ちゅう

 治 （１９０８～２００４）の、
じ

迫力のある自画像や野良猫の作品などを紹介します。

１２ 月 ３ 日（火）～２ 月 ２ 日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（１月１３日を除く）、１２月２８日（土）～１月４日（土）、１月１４日（火）は休館

大人２００円／高・大学生１００円／中学生以下無料（市外の小中学生は５０円）

博　物　館
特集展示コーナー

※車椅子などで参加する方は１月１１日（土）までにご連絡ください。

午後から「新成人のつどい」を開催

１０ ０１ ２５０ ＩＤ 

９：３０

 ～１０：１０

葉栗・浅井町・北方町・奥町・萩原町・千秋町

・起・小信中島・三条・大徳・朝日・開明・木

曽川町連区の方

１１：００

 ～１１：４０

宮西・貴船・神山・大志・向山・富士・西成

・丹陽町・大和町・今伊勢町連区の方

平成１１年４月２日～１２年４月１日生まれで、

一宮市に住民登録のある方

【問】青少年育成課　（８４）００１７

平成１１年４月２日～１２年４月１日生まれで、

一宮市に住民登録のある方
対象

成年年齢引き下げに伴う一宮市成人式の開催方針

　成年年齢を１８歳に引き下げる改正民法が、令和４年４月１日に施行されます。施行日以降に

開催する一宮市成人式は以下の方針です。

　年度内に満２０歳となる方

が対象のまま変わりません。

対象年齢は２０歳

　「成人の日」の前日開催の

まま変わりません。

開催時期は１月

　２０歳の節目にふさわしい

名称・内容への変更を検討

します。

名称や内容の変更を検討

１０ ３１５７２ ＩＤ 

　一時的に市外に転出している方

でも、１月６日（月）までに電子申請

することで参加できます。

一宮市成人式一宮市成人式
一宮市民会館で開催１ 月１２日（日）

令和４年度以降

１０ ３１５９０ ＩＤ 
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【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～ 筧  忠  治 　自画像を描き続けて～
かけひ ちゅう じ

　筧忠治（１９０８～２００４）は一宮市萩原町に生

まれ、小信中島の農業と織物業を営む家で幼

少期を過ごしました。父の事業進出のため、

８歳の時に名古屋に移りますが、１３歳の時に

父を亡くしました。１４歳から愛知県測候所（現

在の名古屋地方気象台）で働く傍ら、独学で

絵を描き続けました。

　一宮市博物館では、ゆかりの画家として多

くの作品を所蔵しています。野良猫や花の作

品でも知られますが、特に自画像は生涯にわ

たって取り組んだ重要なテーマです。２０歳前

後の頃から、仕事の待機時間中にペンで何百

枚も自身の姿を描いていました。素早いタッ

チのあっさりとしたスケッチから、やがてコ

ンテや鉛筆による気迫ある表情を捉えた作品

になっていきました。

　右の作品は晩年のも

ので、若い頃の勢いの

あるタッチとは異なる、

繊細で柔らかい陰影表

現が見られます。しわ

の多い年老いた姿では

ありますが、目や鼻、

口元の力強さは、内か

ら生命力が湧いてくる

ようです。「僕と、鏡と、この作品と、これら

が一体にならなくてはならない」と語るほど、

一心に鏡に映る自身を見つめ、亡くなるまで

描き続けました。

　博物館では、特集展示「尾張の洋画　筧忠治」

（１２㌻参照）を開催します。独自の世界を貫い

た、力強い作品をお楽しみください。

▲藤蔓を冠した
年老いたる自画像

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

　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。中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

　平成３０年２月に市長が中核市移行

を表明した後、移行準備のための部

署を設置するなど庁内の体制を整え

た上で、県の協力を得て移行への取

り組みを本格化させました。

　現在は県から引き継ぐ仕事の範囲

や内容、職員の研修などについて協

議を重ねています。今後も、中核市

移行に向けた手続きを中心に、引き

続き準備を進めていきます。

第６回 中核市移行までのスケジュール

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

これからの予定月年

総務省・厚生労働省によるヒアリング中
核
市
移
行
の
手
続
き

１月

令和２年

市議会へ申出議案提出３月

県知事へ同意を申入れ４月

県知事が県議会に同意議案提出６月

県知事が一宮市へ同意７月

総務大臣へ申出８月

閣議決定、政令公布１０月

市議会へ関係条例案の議案提出１２月

県・市による事務引継書の締結３月

令和３年 中核市移行

一宮市保健所開設
４月



14２０１９（令和元）年１２月　広報一宮

市政ニュース

犬のふんは飼い主犬のふんは飼い主がが
責任を持って始末しましょ責任を持って始末しましょうう

環境センター
ニュース

【問】環境センター　（４５）７００４

　犬のふんの放置による相談が多く寄せられています。一部の心ない飼い主の行為が、

周囲の人を困らせたり不愉快な気持ちにさせたりしています。

　誰もが快適に暮らせるように、犬のふんは飼い主が責任を持って始末しましょう。

▼　トイレは散歩とは別に済ませましょう

▼　尿の場合は、ペットボトルなどで持参し

た水で洗い流しましょう

ふんの放置でお困りの方へ

　公共の場所での、ふんの放置

を防止するための「啓発用看板」

を貸し出しています。

考えよう　相手の気持ち
未来へつなげよう　違いを認め合う心

１２月４日～１０日は人権週間

　人権問題を一人一人が身近な問題として考え、いじめ・体罰・虐待、同和・性・国籍による

差別、インターネットを悪用した人権侵害などをなくし、お互いの人権を尊重しましょう。

１０１６２５８ ＩＤ 

【問】市民課　（２８）８９７５

▼　犬がふんをしたら、エチケット用品など

を使い、ふんを持ち帰りましょう

外国人のための人権相談  ０５７０（０９０）９１１

▼日　時／月～金曜日　午前９時～午後５時

　　　　　（祝休日・年末年始を除く）

▼対応言語／英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・

ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語

・スペイン語・インドネシア語・タイ語

▼会　場／名古屋法務局（名古屋市中区）

法務省ウェブサイトから

電子メールでも相談できます

検索法務省　人権相談

気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます

みんなの人権１１０番

子どもの人権１１０番

女性の人権ホッ トライン

▼日　時／月～金曜日　午前８時３０分～午後５時

１５分（祝休日・年末年始を除く）

▼日　時／１２月４日（水）　午後１時～４時

▼会　場／思いやり会館３階・尾西庁舎４階

一宮特設相談所

０５７０（００３）１１０

０１２０（００７）１１０

０５７０（０７０）８１０

１００１７８１ ＩＤ 

ふんの放置をな く す ために
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　非課税者向けのプレミアム付商品券引換券の

交付申請期限を１２月２７日（金）まで延長しました。

交付を希望する方は忘れずに申請してください。

　主な入賞者は次の皆

さんです。　　（敬称略）

ポスターの部

▽市長賞

　武藤礼旺＝写真＝　

（木曽川西小６年） 

▽市議会議長賞

　児玉幸子　　　　　

（大徳小２年）

習字の部

▽市長賞　 田煌翔（奥小５年）

▽市議会議長賞　伊藤萌優（浅井北小６年）

　パソコンやスマートフォンからインターネッ

トを通じて、２４時間３６５日簡単に行政手続きなど

の申請・届け出ができます。あいち電子申請・

届出システムをご利用ください。

主な申請／住民票の写しの交付、身分証明書の交

付、犬の登録事項の変更、図書リクエ

ストの申し込み

　国民健康保険には、災害や収入減少によって

生活が著しく困難となった場合、医療機関など

で支払う一部負担金の減額・免除・徴収猶予を

一定期間受けられる制度があります。

　収入減少による減免などは、事前に申請が必

要です。世帯の状況によっては、該当しない場

合がありますので、本庁舎保険年金課へご相談

ください。

　介護保険の要介護認定だけでも、所得税・市

県民税の申告で、障害者控除の対象になる場合

があります。１２月３１日現在、原則６５歳以上で、

要介護１～５の認定を受けていて、一定以上の

障害があると認められる方などに「障害者控除

対象者認定書」を１月中に送付します。年末調

整などで早く必要な場合は、お尋ねください。

日　時／１２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／１２月２日（月）～１７日（火）に電話で商工観

光課

国民健康保険に加入している方へ

医療費の一部負担金を減免

　【問】保険年金課　（２８）９０１１　　

  １０００８０７ ＩＤ 

電子申請のご利用を

　【問】情報推進課　（２８）８６７０　　

  １００５５４４ ＩＤ 

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２１１６１ ＩＤ 

要介護認定を受けている方へ

障害者控除には認定書が必要です

　【問】介護保険課　（２８）９０２０　　

  １００１１３８ ＩＤ 

児童防火作品の優秀作品が決定

　【問】消防本部予防課　（７２）１２８０　　

  １０２６７６２ ＩＤ 

【問】人事課　　　　　（２８）８９５３

　　　市民病院管理課　（７１）５１６７

　　　経営総務課　　　（２８）８６２０

　地方公務員法が改正され、これまで市で臨時

職員などとして任用していた職を、令和２年度

から会計年度任用職員として任用します。

　市では、４月・５月任用予定の事務職・保育

士・看護師・医療技師などの会計年度任用職員を

募集します。職種ごとの応募要件など詳しくは、

市ウェブサイトまたは市民病院ウェブサイトを

ご確認ください。

令和２年度任用

会計年度任用職員を
 募募集集します

市民税が非課税の方へ

プレミアム付商品券
申請期限を１２月２７日まで延長

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２８９９９ ＩＤ 

１０３１７９２ ＩＤ 




