
２iＣＨiＮＯＭiＹＡ
愛 わたし イノベーション

「第７次総合計画」を

進めています ２・３㌻

広報一宮

０
２
０２

１２月定例市議会　４２議案を可決 ６㌻

７㌻使用料・手数料などを改定します

８・９㌻市民税などの申告を受け付けます

▲１９６４（昭和３９）年の聖火リレーの様子（市役所前中継所）　※一部加工



2２０２０（令和２）年２月　広報一宮

「第 ７ 次総合計画」を進めています

安全・安心を高める

水と緑を活かしたまちをつくります

　

▲

光明寺公園・大野極楽寺公園の自転車道・遊歩道の整備が完了しました

公共交通網の整備を進めます

　
▲

  －バス、  －バスミニ（※）の運行を継続します

歩行者や自転車が安全に通行できる交通環境を整備します

　

▲

交通ビッグデータを活用して、ハンプ（舗装の段差）設置など

生活道路の安全対策を推進しています

※公共交通が利用しづらい地域の公民館等と最寄りのバス停等の間を予約制で運行

　

▲

一部地域で買い物のための「  －バスミニ（買物便）」を

試行運行しました

ハンプ（多加木４丁目）

快適にくらす

防犯対策を進めます

　

▲

町内会の防犯カメラや防犯灯への補助を継続します

災害に強い社会基盤整備を進めます

　

▲

治水対策を推進しています

　河川の改修や一時的に雨水を貯める施設の整備を進めるとともに、

水位情報をスピーディに市民に提供できるシステムを運用しています。

安心して子育てができる環境をつくります

　

▲

「放課後児童クラブ」の対象を６年生まで拡大しました

　

▲

小学校に居残りできる「放課後子ども教室」を全校に拡大

しました

適切な医療を受けられる体制を整えます

　

▲

一宮市民病院に新病棟をオープンしました

高齢者が安心していきいきと暮らせるよう支援します

　

▲

木曽川いこいの広場の「介護予防・地域交流」スペースに

コグニバイクや麻雀ゲーム機を設置しました

　緩和ケア病棟、ハイブリッド手術室、手術支援ロボット「ダヴィンチ」、

がん相談支援センターなどを備え、高度な医療を提供していきます。

健やかにいきる

スマホやパソコンで

検索一宮市　水位情報

Ｐｌａｎ
０１

Ｐｌａｎ
０２

Ｐｌａｎ
０３

１０２６３７９ ＩＤ 

　平成３０年度からスタートした第７次総合計画は、まちづくりの方向性を定めた市の最も

基本となる計画です。その中から主な事業の取り組み状況をお知らせします。

　詳しい状況は、成果指標・市民の体感指標の推移をまとめた「指標の推移」や、施策など

を評価した「行政評価結果報告書」により公表しています。

市長 中野　正康
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持続可能で未来につなげる

情報通信技術（ＩＣＴ）を積極的に利活用します

　

▲

インターネットを利用した市税のクレジット納付を開始しました

　

▲

市の業務にＲＰＡ（※） を導入しました

※ＲＰＡ（ Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ ）＝ソフトウェア型ロボットによるパソコンでの定型的な作業の自動化

　未来技術の利活用を推進し、事務の効率化と行政サービスの向上を進めています。

第７次総合計画

人を呼び込む　～シティプロモーション～

訪れてみたいまち、交流が盛んなまちをつくります

　

▲

映画やドラマ等の誘致を行うフィルムコミッション活動を推進しています

　映画＆連続ドラマ「太陽は動かない」（令和２年５月公開・放送予定）の

撮影が市役所で行われました。

　

▲

ミズベリングを推進しています　

　官民が連携した「木曽川の水辺空間を活かしたにぎわい創出と

魅力的なまちづくり」を進めています。

学校教育施設を整備します

　

▲

全小・中学校へのエアコンの整備が完了しました

する・みる・ささえるスポーツ活動を支援します

　

▲

ラグビーワールドカップ２０１９の公認チームキャンプ地

　　（南アフリカ代表・ニュージーランド代表）に選ばれました

　南アフリカ代表チームに練習会場を提供するとともに、交流イベントを開催しました。

　

▲

ＥＸＩＬＥ　Ｕ ̈ ＳＡさんらを招き、教職員などを対象にダンス体操の講習会を開催しました

未来の人財を育てる

既存産業や次世代産業の育成を支援します

　

▲

テキスタイル産地「尾州」のブランド価値を広く

分かりやすく発信するため、「尾州マーク」（※）の

活用を推進しています

活力を生みだす

魅力があり持続的発展性のある農業を支援します

　

▲

農業の６次産業化の支援や地産地消を推進する

「 いちのみや 野 菜
１３８

    プロジェク ト」を実施しました
８３１

幹線道路の整備を進めます

　

▲

国・県と連携した幹線道路の整備（要望）を継続します

　名岐道路の早期事業化に向けて国・県へ働き掛けるとともに、苅安賀駅付近の鉄道高架、

西尾張インターチェンジ（仮称）、新濃尾大橋（仮称）などの早期完成に向けて、愛知県と

連携した取り組みを推進しています。

Ｐｌａｎ
０４

Ｐｌａｎ
０５

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
０１

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
０２

※昨年４５１，０５３枚のタグ等を販売（過去最高）
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2月の行事予定
博物館・特集展示コーナー「尾張の洋画　筧忠治」（～２日／   １０３１５９０ ） ＩＤ 　1
特定個人情報保護評価書　意見募集（～１７日／   １０３２１４２ ） ＩＤ 

「市民が選ぶ市民活動支援制度」投票の受け付け（～２１日／   １０１２３４０ ） ＩＤ 

資料館・企画展「御裳神社の宝物」（～３月１日／   １０２８４９３ ） ＩＤ 

博物館・企画展「くらしの道具～博物館にすむ妖怪たち～」（～３月８日／   １０３１９１２ ） ＩＤ 

美術館・コレクション展（常設展）「春を待つ」（～４月１２日／   １０３１９７６ ） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「墨コレクション　火事装束」（～４月５日／２０㌻）　4

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～９日／１０㌻）　8

「いちのみや市１００周年ロゴマーク」市民投票の受け付け（～３月６日／５㌻）10

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略　意見募集（～３月１０日／５㌻）

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（１０㌻）11

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１６日／１０㌻）15

 凧 あげ祭り（２１㌻）
たこ

16

総合展「ＴＨＥ　尾州」（～２１日／１６）19

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～２３日　※２３日は本庁舎だけ／１０㌻）22
消費生活フェア（～２３日／１６）

ヤングフェスティバル（２０㌻）23

定例市議会・開会（   １ ００５１０６） ＩＤ 28

人口と世帯数

　　人口…３８５，２２８（＋　４０）　男…１８８，３１５（▲　１１）　女…１９６，９１３（＋　５１）　世帯数…１６１，９１８（＋１８３）　※（　）内は前月対比

Ｗｈｅｎ　ｅｎｔｅｒｉｎｇ　 （ ７　ｄｉｇｉｔ　ｎｕｍｂｅｒ ）　ｐｏｓｔｅｄ　ｉｎ　ｅａｃｈ　ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｎ　"Ｐａｇｅ　ＩＤ　ｓｅａｒｃｈ"　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ　ｃｉｔｙ　ｗｅｂｓｉｔｅ，　ｔｈｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　

ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｓ　ｄｉｓｐｌａｙｅｄ　ｄｉｒｅｃｔｌｙ．Ｔｈｅ　ｗｅｂｓｉｔｅ　ｃａｎ　ｂｅ　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｉｎｔｏ　Ｅｎｇｌｉｓｈ，　Ｃｈｉｎｅｓｅ，　ａｎｄ　Ｋｏｒｅａｎ．Ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｐａｇｅ　ｉｓ　  １００４９５８．

 ＩＤ 
 ＩＤ 

 ＩＤ 表示１０２１４３５

　各記事に掲載の　　（７桁の数字）を、市ウェブサイトの「ページＩＤ検索」に入力すると、

該当記事の情報がダイレクトに表示されます。

 ＩＤ 

１月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

市民ポスト　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所などで受け付け

市民ファクス（７３）９１２６

市民メール　ｉｎｆｏ＠ｃｉｔｙ.ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ.ｌｇ.ｊｐ

市政へのご意見・ご要望は １００４９５６ ＩＤ 

納付のお知らせ

納付は　３月２日（月）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

固定資産税・都市計画税（第４期分）
国　民　健　康　保　険　税（第８期分）
後期高齢者医療保険料（第８期分）
介　　護　　保　　険　　料（第８期分）

午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…６・１３・２０・２７日（木）

　　　　　▽市役所本庁舎…午後８時まで

　　　　　▽尾西・木曽川庁舎…午後７時まで

休日開設…２３日（祝）

　　　　　▽市役所本庁舎…午前９時～正午

取扱業務…住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、

印鑑登録証明書、各種税証明書などの発行

と市税の収納

２月の窓口の時間延長・休日開設 １００９９５６ ＩＤ 

Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ
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市民意見提出制度

意 見 募 集

▼募集期間／２月１０日（月）～３月１０日（火）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　本

庁舎政策課）・ファクス（（７３）９１２８）・電子

メール（ seisaku@city.ichinomiya.lg.jp )

マーク

の市民投票
を行います

 ！

　応募作品の中から選出した４作品について、

市民の皆さんからの投票を受け付けます。

ロゴ
１０３２１６６ ＩＤ 

２月１０日（月）
～３月６日（金）

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

投票場所

▲
２月１１日（祝）に投票イベントを開催 ！

　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。

　聖火リレーのコース沿いに設置するポイントで聖火ランナーを応援し、

楽器演奏やダンスなどで聖火リレーを盛り上げるグループを募集します。

市政最前線

申し込み方法など詳しくは、   １０３２１９６をご確認ください。 ＩＤ 

 ４月６日（月）応援
日時 ※時間は１月下旬以降に市ウェブサイト

で公開予定

 １月２７日（月）募集
期間 ～２月１４日（金）

東京２０２０オリンピック聖火リレー盛り上げ企画

沿道　　　隊応援聖聖火火ラランナー を募集 ！

【問】スポーツ課　（８５）７００６

　人口減少や地域経済の縮小という課題を克服

し、活力あるまちを維持・発展させるため、今後

５カ年に取り組むべき政策の基本的方向や、具

体的な施策を定める計画の素案を作成しました。

１０３２０９２ ＩＤ 【問】政策課　（２８）８９５２

第２期まち・ひと・しごと
創生総合戦略

本庁舎１階　尾西庁舎１階　木曽川庁舎１階　出張所

  ービル１階観光案内所　市立図書館　アピタ木曽川店

テラスウォーク一宮　イオンモール木曽川

いちのみや
市１００周年

▲▲電子申請
公式ツイッター
アカウント

市内に活動拠点を置く団体対象

ポイン
ト①

（音羽
１丁目

１）ガス供
給会社

営業所
前

ポイン
ト②

（桜１
丁目１２

）思いや
り会館

駐車場
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市政最前線

　１２月定例市議会は、１２月３日～２４日に２２日間の会期で開かれ、令和元年度一般会計補正予算案・

条例案などの議案（認定・同意・諮問を含む）が審議され、４２議案が可決されました。

 １２ 月定例市議会　４２ 議案を 可決

人権擁護委員の候補者の推薦

▽森雅昭さん

▽寺本倫子さん

▽森賢次さん

公平委員会委員の選任

▽竹内千賀子さん

固定資産評価審査委員会委員の選任

▽山田雄久さん

人事案件

▽一宮市森林環境譲与税基金の設置及び管理に関する条例

条例関係

※これらの事業費に必要な財源として、市税５億７９９万９ 千円、地方特例交付金７億３，２００万円などを充てます。

一般会計の主な事業費

予算関係

一般会計　１３ 億 ５， ５ ７ ４ 万７千円の増額

特別・企業会計　　　　 １， ２ ０ ３ 万 円　　 　の増額

合　　計　 １ ３  億 ６， ７ ７ ７ 万７千円の増額

補正後の予算総額

一般会計  １ ，  １５ ８  億   ６， ４ ２１ 万４ 千円 
（前年同期比０．４％の増加 → ）

全　会　計 ２， ３ ８ ３  億         ２  ５３ 万９ 千円 
（前年同期比０．３％の減少→  ）

補正予算の規模

[　台風１９号に係る災害対応経費　]　

◆　職員派遣旅費

  １ １ ３万 ５ 千円

   ５９ 万 ３ 千円 
◆　土のう等災害対応業務委託料

   ４６ 万 ２ 千円 
など

[　衛生費　]　

 ２ 億円　　　　　　　　　

◆ 不燃物収集処理手数料

１１月１３日に発生したリサイクルセンターの火災の

対応として、不燃ごみを他市や民間の処分場で処

理するための手数料

[　土木費　]　

◆　一宮駅公衆便所撤去費負担金

 １， ４６２ 万 ３ 千円 

[　諸支出金　]　

 １４ 億円　　　　　　　

◆　財政調整基金積立金

次年度以降の財政支出に備えた積み立て

◆　東京２０２０オリンピック聖火リレー実施事業

　　関係経費

[　教育費　]　

◆　テニス場便所改造工事請負費（継続費分）

  １４９ 万 ８ 千円
（令和元・２年度継続費　総額 ８，７４０万７千円）

  １５６ 万 ５ 千円

▽一宮市手数料条例　▽一宮市都市公園条例　▽一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例

▽一宮市営墓地条例　▽一宮市公衆便所条例　▽一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例

▽一宮市博物館条例　▽一宮市自動車整理場条例　▽一宮市地区計画等の案の作成手続に関する条例

▽一宮市尾西歴史民俗資料館条例　▽一宮市三岸節子記念美術館条例　▽一宮市口腔衛生センター条例

▽一宮市青少年センター設置条例　▽一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例

制定

改正

１０３２１０８ ＩＤ 

１０２８３１８ ＩＤ 
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

使用料・手数料などを改定します

【問】区画整理課　（２８）８６１８▼ 甲種防火管理講習【問】消防本部予防課　（７２）１２８０ ▼ 換地図

閲覧　３００円 複写　３００円新規講習　１， ９００円 再講習　４００円

■　新たに設ける主な手数料

１０３０９０１ ＩＤ 

　行政サービスの費用は、利用者の負担額（使用料・手数料）で不足する場合、税金などで補っています。

行政サービスを利用する方としない方とで公平性が保てるように、使用料・手数料を改定します。

【問】管財課　（２８）８９６１

使用料・利用料金の主な改定内容

改定後現行料金の項目施設名

大人３００円、高・大学生１５０円大人２００円、高・大学生１００円観覧料博 物 館４
月
か
ら 午前・午後　各７，０００円－

別館・旧林家住宅の

使用料（休館日だけ）

尾 西 歴 史

民 俗 資 料 館

２，２００円（２時間）１，６００円（２時間）
使用料(入場料など

を徴収しない場合)

平島公園野球場

(市 営 球 場 )７
月
か
ら ２，０００円（２時間）無料

グ ラ ウ ン ド の

使 用 料

尾 西 運 動 場

グ ラ ウ ン ド

非営利の場合　１１，０００円（全日）非営利の場合　無料
イベントスペースの

利 用 料 金

　 － ビ ル

シビックテラス

令
和
３
年
４
月
か
ら

営利（物販・展示あり）の場合　

３３，０００円（全日）

営利（物販・展示あり）の場合　

１３２，０００円（全日）

３０，６００円（全日）２０，４００円（全日）
尾西信金ホールの

利 用 料 金
木曽川文化会館

■　放課後児童クラブの利用手数料

改定後：５， ０００円（令和２年度）

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

市税に関する証明

▼ 所得課税（非課税）証明書

【問】市民税課　（２８）８９６２

▼ 納税証明書 など▼ 評価証明書

【問】資産税課　（２８）８９６７▼

改定後：３００円
など 【問】市民課　（２８）８９７１▼ 住民票の写し ▼　戸籍の附票の写し ▼　印鑑登録証明書

手数料の改定内容
４月から

１００円引きで取得できますコンビニ交付サービスなら

▼ 住民票の写し ▼　戸籍の附票の写し ▼　印鑑登録証明書 ▼　戸籍事項証明書（戸籍謄本・抄本）※

※の窓口交付は現行どおり４５０円ですが、コンビニ交付サービスの割引額を改定します。

■　各種の証明などに関する手数料

現行：２００円

現行：３，５００円月額

令和３年度は６， ０００円、令和４年度以降は７， ０００円となります

※８月分だけ月額に２， ０００円を加算（令和２年度から）
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１０００８６８ ＩＤ 

問い合わせ申告会場日時（土・日曜日、祝休日を除く）

一宮税務署
 （７２）４３３１

一宮地場産業ファッション
デザインセンター（ＦＤＣ）

２月１７日（月）～３ 月１６日（月）
＊２月２４日（休）・３月１日（日）は開設

所得税及び復興特別所得税

市役所市民税課
 （２８）８９６３

本庁舎１４階１４０１大会議室２月 １７日（月）～ ３月１６日（月）一 宮 会 場

市民税・県民税
※

尾西庁舎６階大ホール２月１７日（月）～２７日（木）尾 西 会 場

木曽川庁舎２階講堂
＊西側駐車場をご利用ください。

３月３日（火）～１２日（木）木曽川会場

時間は午前９時～午後５時（４時に受け付け終了。会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合あり）
駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
※午前１１時～午後１時は、受け付けを制限する場合があります。

２月１７日（月）から申告会場を開設

所得税　市民税・県民税　　申告情報

▽出張所では申告を受け付けません。　　▽申告会場では、電話での問い合わせを受け付けません。

▽申告期間中は、一宮税務署・市役所市民税課では作成指導・相談は行いません。
注意事項

□ 控除を受けるための証明書類

▽生命保険料、地震・長期損害保険料の控除証明書

▽社会保険料控除の関係書類

▽障害者手帳または障害者控除対象者認定書

▽寄附金控除・雑損控除などの証明書類

▽医療費控除の明細書・医療費通知ほか

□ 平成３１・令和元年中の所得を明らかにできる書類

▽源泉徴収票・支払調書の原本ほか

□ 申告者名義の預金通帳など口座番号が分かる物

（所得税の還付金が発生する場合）

□ 本人確認書類（提示または写しの添付が必要）

▽マイナンバーカード（個人番号カード）

▽通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の

写しなどと、本人確認ができる物（運転免許証・

健康保険証など）

「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

□

□ 認め印

申告時の主な持ち物（本人）

　確定申告会場と一宮税務署の窓口は大変混雑します。

所得税などの確定申告書の提出は、郵送や一宮税務署

の時間外収受箱をご利用ください。

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の確定申告　

　確定申告書の作成には、

国税庁ウェブサイトの

「確定申告書等作成コー

ナー」をご利用ください。

▽給与の年収が２，０００万円を超えた

▽給与を１カ所から受け、かつ各種の所得（給与・

退職所得を除く）の合計額が２０万円を超えた

▽給与を２カ所以上から受け、年末調整をしてい

ない給与の収入金額と、各種の所得（給与・退職

所得を除く）の合計額が２０万円を超えた

給与所得者で確定申告が必要な主な場合 確定申告をすると、所得税及び
復興特別所得税が還付される主な場合

▽多額の医療費を支払った

▽特定一般用医薬品等購入費を支払った　

▽災害や盗難に遭った

▽退職し、年末調整を受けていない

▽住宅をローンなどで取得した

　公的年金等の収入の合計額が４００万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が２０万円以下の

場合には、確定申告をする必要はありません。この場合でも、還付を受けるための確定申告はできます。

また確定申告を行わない方のうち「公的年金等以外の所得がある方」と「控除内容に変更または追加の

ある方」は、市民税・県民税の申告が必要です。

公的年金等を受給している方へ
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【問】市民課　（８５）７００８

　市役所本庁舎の申告会場では、期間中に限りマイナ

ンバーカード（個人番号カード）の交付申請ができます。

通知カード・顔写真・本人確認書類などが必要です。

詳しくは、   １０３２５７９をご確認ください。 ＩＤ 

【問】一宮税務署　（７２）４３３１

相談会場日　時

本庁舎１４階１４０１大会議室２月１７日（月）～２６日（水）
（土・日曜日、祝休日を除く）尾西庁舎６階大ホール

木曽川庁舎２階講堂３月３日（火）～６日（金）

時間は午前９時３０分～正午・午後１時～４時

税理士による無料税務相談申告会場で

マイナンバーカードの交付申請も

市民税・県民税の申告が必要な方
年末調整済み、または所得税の確定申告を
提出される方などは不要です。

３月　

▲

１０２７４０８ ＩＤ 

　申告会場（市民税・県民税）の待ち人数が、リアルタイムで確認できます。

市ウェブサイトから混雑状況を確認できます

　一宮会場の当日の順番が予約できます。

市ウェブサイトから当日の順番受け付けができます

確定申告は「ｅ-Ｔａｘ」が便利 いつでも どこでも 申告できます

市民税・県民税の申告　

　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・押印すれば、郵送などで提出できます。

パソコンなどで税額試算・申告書作成ができます １０２７１１７ ＩＤ 

今年の１月１日現在、市内に住んでいて、次に該当する方

▽平成３１・令和元年中に所得があった　▽給与所得のほかに、配当や不動産などの所得があった

▽給与を２カ所以上から受けた　　　　▽医療費控除、寄附金税額控除などを受ける

※申告は国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料、公営住宅の家賃等の算定や

軽減・減免、各種手当等の支給の判定、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。

１６日（月）１３日（金）１２日（木）１１日（水）１０日（火）９日（月）６日（金）５日（木）４日（水）３日（火）２日（月）
午前

一 宮 会 場
午後

午前
木曽川会場

午後

２８日（金）２７日（木）２６日（水）２５日（火）２１日（金）２０日（木）１９日（水）１８日（火）１７日（月）
午前

一 宮 会 場
午後

午前
尾 西 会 場

午後

＝激しい混雑 ＝かなりの混雑
混雑予想

２月　
▲

◆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

▽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

▽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　　　　　▽外国籍の方の申告

▽死亡した方の申告　　▽雑損控除・繰越損失の申告　　▽青色申告　　▽平成３０年分以前の申告

▽令和２年１月２日以降に一宮市へ住所を変更した方の申告　　　　　　▽仮想通貨の売却益の申告

▽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確定申告

ただし次の確定申告は、確定申告会場（ＦＤＣ）をご利用ください。
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市政ニュース

対　象／小学新１～３年生

内　容／市内の各小学校で、４月中旬～令和３

年３月中旬（新１年生は５月中旬から）

の週３日程度、授業終了後に教室で自

主学習や体験活動を行う（１時間程度）

定　員／各校４０人（抽選）

申し込み／２月１日（土）～１８日（火）に電子申請

※保険料が必要

　４月に新しく小学校へ入学する児童がいる保

護者へ、１月下旬に就学通知書を送付しました。

外国籍で、市内の小学校へ入学を希望する方へ

　入学手続きを済ませていない場合は、本庁舎

教育文化部総務課で手続きをしてください。

　市では、子どもを小中学校に通学させるのに

経済的にお困りの保護者に、給食・学用品など

の費用を援助します。

　また小中学校への入学準備の学用品費の支給

を入学前に行います（２月末までに申請が必要）。

対象の要件など詳しくは、お尋ねください。

日　時／２月８日～２３日の土・日曜日、祝日　

午前９時～午後５時（２３日は本庁舎だ

け）

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　国民年金保険料は、

２年分・１年分・半年

分をまとめて支払う

ことにより、割引を

受けることができ、

口座振替の方が現金

払いやクレジットカード払いより割引額が多く

なります。口座振替で毎月納付する場合も、翌

月ではなく、その月に引き落とす手続きをすれ

ば、割引が受けられます。

　希望する方は、一宮年金事務所や引き落とし

を希望する金融機関でお申し込みください。申

込用紙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、出張所でも配布してい

ます。

　なお令和２年度分または２・３年度分をまと

めて支払う場合は、２月中にお申し込みくださ

い。詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）

へお尋ねください。

放課後子ども教室「キッズ ｉ 」
参加申し込みを受け付け

【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １００１３５０ ＩＤ 

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１７５７１ ＩＤ 

小学校の就学通知書
２月中に届かない場合は連絡を

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０　　

  １０１２５１１ ＩＤ 

給食費・学用品費など
就学費用を援助

【問】学校教育課　（８５）７０７２　　

  １００１６７５ ＩＤ 

国民年金保険料

まとめて前払いすると
割引が受けられます

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４２ ＩＤ 

申し込み方法など詳しくは、

 をご確認ください１０１８２８５ ＩＤ 

◆対　象（利用日）

保護者が仕事などで不在になる次の児童

①令和元年度の小学１～６年生

　（３月２５日～３１日の月～土曜日）

②令和２年度の小学新１～６年生

　（４月１日～６日の月～土曜日）

※時間は午前７時３０分～午後７時

　※利用できる保護者の勤務条件は、学年で

異なります。

利用申し込みを受け付けます春休み期間限定の児童クラブ

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

※申込書は２月１０日（月）から児童クラブで配布。

募集施設は、受付期間にお知らせ

受付期間２月２１日（金）～２９日（土）

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
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　４月から、窓口の時間延長・休日開設では、

次の業務の取り扱いを廃止します。

廃止する業務／「市税の収納」「固定資産に係る評価証

明書や納税証明書などの発行」

※市県民税と軽自動車税の証明に係る業務は、

引き続き行います。

※市税の納付は、市や金融機関の窓口以外（コ

ンビニエンスストア・スマートフォンアプリ・

クレジットカード）でもできます。

※固定資産の各種証明書は郵送で請求できます。

掲載期間／４月１６日（木）～令和３年４月１５日（木）

掲載料／１枠年６万円（税込み）

申し込み／３月１３日（金）までに申込書・広告案を持

参・ファクス・電子メール（掲載規格

など詳しくは、掲載要領で確認）

掲載期間／４月１６日（木）～令和３年４月１５日（木）

掲載料／１枠年３万円（税込み）

申し込み／３月１６日（月）までに申込書・広告案を 

 －ビル３階市民活動支援センター（掲

載規格など詳しくは、掲載要領で確認）

掲載期間／４月１６日（木）～令和３年４月１５日（木）　

（１カ月単位で申し込み可）

掲載料／１枠月１万円（税込み）

申し込み／３月６日（金）までに申込書・広告案を持

参・電子メール（４月以降の申込期限

は毎月１６日。掲載開始日は翌月１６日。

１６日が土・日曜日の場合は翌開庁日。

掲載規格など詳しくは、広告作成ガイ

ドラインで確認）

掲載期間／当該年度末の最新号雑誌の発行分まで

（自動継続あり）

掲載料／当該年度末までの雑誌購入料

申し込み／申込書と必要書類を持参または郵送

（申込書は市立図書館で配布。応募資格

・必要書類など詳しくは、募集要領で確

認）

日　時／２月１９日（水）　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／２月３日（月）～１７日（月）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　　

  １０２１１６５ ＩＤ 

窓口の時間延長・休日開設

４月から一部の取扱業務を廃止

【問】納税課　　（２８）８９６９　　

 資産税課　（２８）８９６５　　

  １００９９５６ ＩＤ 

市立図書館の雑誌カバーへの
有料広告を募集

【問】中央図書館　（７２）２３４３　　

  １０１８１０３　申込書などダウンロード可 ＩＤ 

いちのみや子育て支援サイトへの
バナ ー広告を募集

【問】子育て支援課　（２８）９０２２　　

  １０１９２８４　申込書などダウンロード可 ＩＤ 

市ウェブサイトへの
バナ ー広告を募集

【問】行政課　（２８）８９５６　　

  １００２７０８　申込書などダウンロード可 ＩＤ 

市民活動ポータルサイトへの
バナ ー広告を募集

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３　　

  １０１８３７０　申込書などダウンロード可 ＩＤ 

【問】管財課　（２８）８９６１

１０１２５３１ ＩＤ 定期駐車券の利用者を募集

 ４ 月 １ 日(水)～令和３ 年 ３ 月３１日(水)

３月１日（日）～７日（土）の午前７時～翌午前

０時に一宮駅東地下駐車場管理人室（抽選、

１人１台１区分、複数申し込みは無効）

申し込み

利用期間

一宮駅東地下駐車場・銀座通公共駐車場市営駐車市営駐車場場

料　金
（１カ月）利用時間区　分

１６，５００円終日全　日

１１，０００円午前７時～翌午前０時昼　間

　５，５００円午後８時３０分～翌午前８時３０分夜　間

午前１時～７時は閉鎖
駐車場所の指定、車庫証明の発行は不可

定期駐車券料金表
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市政ニュース

【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

第８回 よくある質問

中核市になると、市の仕事が増えるらしいけど…

▼

　中核市移行により、

税金や公共料金が上が

ることはありません。

市の職員は増えるの？

▼

　新しい仕事に必要な職員数

として、８５人の増員を予定し

ています。特に保健所設置の

ため、現在の県一宮保健所と

同規模の人員が必要と考えて

います。職員の配置に当たっ

ては、増員だけではなく、組

織再編による効率化や、職員

の能力向上も図ります。 ▼

▼

市の財政は大丈夫？

　新しい仕事を行うために

毎年かかる費用は、国から

の地方交付税の増額によっ

て賄えると見込んでいます

が、支出が大幅に増えるこ

とのないよう、財政状況を

考えながら事務の実施方法

を調整していきます。 ▼

▼

税金が上がるの？

▼

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

▼

詳しくは、中核市移行基本計画

（   １０３１９２３ ）をご確認ください。 ＩＤ 

【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 ５５９９

めた冊子「ふるさと今昔」を全戸に配布しました。

　また昨年度から新企画として、里小牧の木曽

川緑地公園で「雀のお宿　野外音楽祭」を開催し

ています。爽やかな秋晴れの下、中野市長をは

じめ約７５０人の来場者があり、世代を超えた「ふ

れあいと絆」を深める場となりました。

　今後も町会長協議会や関係諸団体との連携を

図りながら「安全・安心で思いやりあふれる町

づくり」を目指した活動を推進していきます。

～木曽川町連区編～
　木曽川町連区地域づくり協議会は、発足から

６年が経過しました。現在、市の交付金を活用

した提案事業に取り組んでいます。

　「安全で安心なまちづくり事業」では、非常時

の災害に備え、町内の４小中学校に防災倉庫を

設置しました。

　「思いやりのあるまちづくり事業」では、町内

の社会資源を機能・役割で類型化して紹介した

「きそがわつながりマップ」を作成し、全戸に配

布しました。また役割分担をして実際に「声か

け」を行う「認知症徘徊模擬訓練」も実施し、参加

者にとって貴重な体験の機会になりました。こ

の市内初めての試みはＩＣＣで放映されました。

　「地域の歴史・文化を次世代に継承する事業」

では、木曽川町の歴史・文化・名所旧跡をまと

▲「
雀
の
お
宿
　野
外
音
楽
祭
」の
様
子
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【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～テイテイコブシ～

　昔々、今の東加賀野井が、まだ美濃の国だ

った頃の話です。

　ある旅の僧がこの地を訪れて、宿を探して

回りましたが、うさんくさがって誰も泊めて

くれません。結局「泊まって帰ってきた者は

一人もいない」という、恐ろしいうわさのあ

る無人の荒れ寺に泊まることになりました。

僧が寺でお経を唱えていると突如、天井から

大入道が降りてきました。僧は震えながらも、

一心不乱にお経を唱えました。すると「テイ

テイコブシはおるか！」と寺の扉をたたく音

がします。「誰だ！」と大入道が答えると、そ

こになんと、巨大なコイとニワトリと白狐の

化け物が現れ、テイテイコブシと呼ばれる大

入道とどうやって僧を食べようか話し始めた

ではありませんか。このままでは食べられる

と思った僧は覚悟を決め、 錫  杖 を構えて大声
しゃく じょう

で一喝。すると、驚いた化け物たちは煙のよ

うに消えていなくなりました。

　翌日、寺の天井裏を調べると、そこにはツ

バキで作られた 槌 とテイテイコブシが着てい
つち

た衣がありました。テイテイコブシの正体は、

この槌が化けて出たものでした。それ以来こ

の村では、ツバキで道具を作ることはしなく

なりました。

　博物館では、企画展「くらしの道具～博物

館にすむ妖怪たち～」を３月８日（日）まで開催

中です。妖怪のモデ

ルとなったさまざま

な昔の道具を展示し

ていますので、ぜひ

ご覧ください。 ▲衣と槌

【問】環境センター　（４５）７００４

環境センター
ニュース

環境にもお財布にも優し環境にもお財布にも優しいい！！

食品ロスを減食品ロスを減ららしましょうしましょう

食品ロスの約半分は家庭から

　６４３万ｔ…、日本で１年間に発生する食品ロス

です。まだ食べられるのに捨てられてしまう食

品を「食品ロス」といいます。その約半分は家

庭から排出されています。

◇家族の予定を確認せず、いつもの量の

食事を作って食べ切れなかった

◇特売日に買い込んだ食品を使い切れず

無駄にした

◇根菜の皮を厚くむいて捨てた

こんなことありませんか？

食品ロスを削減すると…

▼ごみ処理費用の削減

▼焼却や輸送時のＣ Ｏ ２発生量の削減

▼食費の削減

家計支出の

４分の１を

　占める
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【問】商工観光課　（２８）９１４８

　全国で寄せられる消費生活の相談のうち、６０歳以上の

方からの相談が年間で４０万件を超え、この１０年で最も多

くなっています。「民事訴訟を通知するハガキが届いた」

「説明をよく理解せずにスマホとタブレット、 Ｗｉ －
ワイ

 Ｆｉ を
ファイ

契約してしまった」などの相談のほか、より年齢の高い

世代では「訪問販売」「電話勧誘」「新聞契約」の相談が

多くなっています。

　高齢者の消費生活トラブルを防ぐには、家族や近所の

方が見守ることで、変化にいち早く気付くことが大切で

す。認知症の場合は、成年後見制度の活用も検討しまし

ょう。消費生活トラブルでお困りのときは、市消費生活

相談の窓口（（７１）２１８５、１５参照）にご相談ください。

高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者のののののののののの消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費生生生生生生生生生生高齢者の消費生活活活活活活活活活活活トトトトトトトトトトトララララララララララブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルラブルががががががががががが

増増増増増増増増増増増えええええええええええててててててててててていいいいいいいいいいままままままままままいますすすすすすすすすすす

（　）内は前年対比。※は１０月末現在

市内の犯罪・事故（１１月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

６（▲　１）６（▲　１）死　亡

２８（▲　２３）　２７（▲　２４）重　傷

１，６８６（▲５６０）１，４１６（▲４８３）軽　傷

１，７２０（▲５８４）１，４４９（▲５０８）計

主な重点犯罪

件　数区　分

２，１１５（▲　８４）刑　法　犯

２３９（▲　１３）侵　入　盗

〔１３３（▲３４）〕〔うち住宅対象〕

２２６（▲　６９）自動車関連窃盗

１９（▲　２）特殊詐欺※
　運転中にスマホや携帯電話などの画面を見た

り、通話や操作をしたりする「ながらスマホ」。

近年は「ながらスマホ」による交通事故が多発

しています。「ほんの一瞬だから大丈夫」と思っ

て「ながらスマホ」をしていませんか。

　道路交通法の改正により、昨年の１２月１日か

ら自動車などの運転中の「ながらスマホ」など

に対する罰則が強化されました。

　ほんのわずかな時間でも「ながらスマホ」を

すると、前方の安全確認がおろそかになって、

歩行者・自転車・自動車と衝突するなどの重大

な交通事故につながる恐れがあります。極めて

危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

絶対やめ絶対やめよようう「な「なががららススママホ」ホ」

不正プログラムに感染しないため不正プログラムに感染しないためにに

▽ソフトウェアを常に最新の状態にする

▽ウイルス対策ソフトを常に最新の状態にし、定期

的に全てのデータをウイルスチェックする

▽電子メールの添付ファイルを安易に開かない

▽電子メールや、匿名で投稿できる掲示板などに掲

載されたリンクを安易にクリックしない

▽作成者不明のプログラムを安易に実行しない

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

あなたのパソコンがあなたのパソコンが　

狙われてい狙われているる
▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

【問】市民協働課　（２８）８６７１

　パソコンが不正プログラム

に感染することで、サイバー

攻撃に悪用されてしまう可能性があります。
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▼電話番号がない相談は直接会場へ

（先着順で受け付け。混雑状況により、相談できない場合あり）

▼正午～午後１時に相談できない場合あり

裁判中・弁護士依頼済み事件の相談は不可。同居家族・同一事業所は月１回まで。

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののののののののののののの

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相法律相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談
（予約制（予約制））

申し込み会　場日　時

２月１０日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※２月分は随時受け付け中

思いやり会館３階

(市民総合相談室)

６日（金）・１３日（金）・１７日（火）・２７日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１１日（水）・２５日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののののののの無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相の無料相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談

相談電話・会場日　時相談名

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

月～金曜日　９：００～１７：００

（金曜日の午後、１１・２４日を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

５日（水）・１９日（水）　１０：００～

１２：００
行　　政

本庁舎９階相談室

 （２８）８９８４

月～金曜日　９：００～１２：００

（１１・２４日を除く）
多重債務

  －ビル６階
愛知県司法書士会一宮支部

 ０８０（３６２０）７６５４

２日（日）　１３：００～１６：００
司法書士の

多重債務

本庁舎９階相談室

 （７１）２１８５

月～金曜日　９：００～１６：３０

（１１・２４日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

４日（火）・１８日（火）　１３：３０～

１６：００

＜予約制　０５２（９６２）５１００

（県民相談・情報センター）＞

交通事故

思いやり会館３階

尾西庁舎４階
１２日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階２０日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１４日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　０５２（９６１）８０７０

（尾張県民事務所産業労働課）＞

職場での

悩みごと

仕
事

思いやり会館４階

 （７２）５０５２
木曜日　１０：００～１５：００

内　　職

尾西庁舎４階

 （６３）４８００

火曜日　１０：００～１５：００

（１１日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１１・２４日を除く）

女　　性

悩みごと

女
性
・
青
少
年

青少年センター

 （８４）０００３

火～土曜日　９：００～１７：００

（１１日を除く）

子ども・若者

悩みごと

  －ビル６階

いちのみや若者サポ

ートステーション

火～土曜日　１０：００～１７：００

（１１日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

（火～土曜日　１０：００～１８：００）＞

若 者

就職心理

相談電話・会場日　時相談名

本庁舎２階生活福祉課

 （２８）９１４５

月～金曜日　８：３０～１７：１５

（１１・２４日を除く）
生活支援

福
祉

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１３３

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１１・２４日を除く）

ひとり親

家　　庭
思いやり会館２階

 （７１）６５５１

火曜日　１０：００～１２：００

（１１日を除く）

尾西庁舎１階窓口課

 （８５）８３９３

１４日（金）・２８日（金）　１０：００～

１６：３０

地域包括支援センター

やすらぎ（６１）３３５０

コムネックスみづほ

 （８６）５３３３

アウン （５１）１３８４

ちあき（８１）１７１１

萩の里 （６７）３６３３

泰玄会 （６１）８２７３

まちなか（８５）８６７２

月～金曜日　９：００～１７：００

（１１・２４日を除く）
高　齢　者

障害者相談支援センター

あすか （８１）７２６０

ゆんたく（６４）５８８２

いまいせ（４５）１１２０

ピース（４６）５００９

夢うさぎ（８６）４００３

いちのみや（６２）８６７８

月～金曜日　９：００～１７：００

（１１・２４日を除く）

障　害　者

生活・サー

ビス利用

思いやり会館４階

 （７３）０５０５

月・水曜日　１０：００～１５：００

（２４日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１７日（月）　１３：００～１６：００
不動産取引

と悩みごと

不
動
産
・
建
設

尾西庁舎４階１９日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２７日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１９日（水）　１３：００～１５：００

  －ビル６階

愛知県土地家屋調

査士会一宮支部

１５日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

１０３２４０７ ＩＤ 
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商工観光課　（２８）９１４８

ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮＢＹＢＩＳＨＵ

２月１９日（水）～２１日（金）

ジャパン・テキスタイル・
コンテスト表彰式

午後１時・２時１５分・３時３０分

２０日（木）

２１日（金）

布の市

翔工房作品展

尾州産地の生地や、

その生地を使用した

小物の販売

期間中

ジャパン・
テキスタイル・
コンテスト優秀作品展

午前１０時～午後５時

総合体育館いちい信金アリーナＡ・Ｂ

一宮地場産業ファッションデザインセンター　（４６）１３６１

１９日（水）

ファッション関係の

学校紹介や現場女子

写真展示

▲

名鉄一宮駅バスターミナル１番のりば（２０分間隔）　

▲

ＪＲ木曽川駅東口（３０分間隔）

無料シャ トルバスを運行

翔工房ファッションショー

尾州ジャズオーケストラ　ライブ

午後１時

正午

午前１０時

ジョンズビ

ジョンズ合同ランウェイビ

１０３２１５７ ＩＤ 

総合展 ＴＨＥ尾州

２月２２ 日（土）・ ２３日（祝）
午前 １０時～午後 ４ 時　イオンモール木曽川

１０１２２２９ ＩＤ 

消費生活フ ェア
役立つ情報が盛りだくさん！

キャラクターダンスステージ

スタンプラリーで
生活に役立つ情報を手に入れよう ！

劇団シンデレラの公演 

キャッシュレス使い方講座

３Ｄプリンターで作るキーホルダー（一宮工業高校）、

くるみボタン（修文女子高校）、

１１０番通報体験が新たに登場！

体験ブース

壊れたおもちゃを無料で修理

おもちゃ病院がやってくる ！

▲
▲

２３日

２２日
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日　時／２月２９日～３月１４日の土曜

日　午前１０時～１１時３０分（３回）

会　場／尾西庁舎５階会議室Ａ・Ｂ

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の女性（高校生を除く）

演　題／「似合うがわかる！　ファッ

ション入門講座」

講　師／木村有記さん（ファッショ

ンアドバイザー）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／２月１２日（水）の午後５時１５

分までに電話または電子申請

※子どもの入場不可。託児あり（１

歳６カ月～３歳児、要予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／２月１４日（金）　午後１時～

４時３０分

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在住の２０歳以上で、援

助会員・両方会員として入会を希望

する方

内　容／子どもの発育・発達、心肺

蘇生法を学ぶ

申し込み／電話でファミリー・サポー

ト・センター（中央子育て支援セン

ター内）

※託児あり（要予約）

問い合わせ／いちのみやファミリー・サ

ポート・センター　（２８）９７７２

日　時／３月６日（金）・１８日（水）・２４日

（火）　午後１時３０分～３時

会　場／子ども文化広場図書館

対　象／市内在住の妊婦、０歳児を

持つ親・家族

演　題／「納得！　小児科医だけが知

っている、乳児の病気と急なけがへ

の対処法」「『その子らしさ』につい

て考える～気質・性格（パーソナリ

ティ）の発達～」「乳児期の食事と

アレルギーについて」

講　師／岩田直之さん（小児科医）

ほか

定　員／３０人（抽選）

申し込み／２月１７日（月）までに電話ま

たは電子申請

※子どもの入場不可。託児あり（抽

選で１７人、要予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／３月２日（月）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／尾西生涯学習センター講堂

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「親子フィットネス～子ど

もの動きを学びながら～」

講　師／柴田雅美さん（ＭＩＹＡＢＩ代

表取締役社長）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／２月５日（水）・６日（木）に電

話または電子申請

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

日　時／３月１４日（土）　午前１０時～

１１時３０分（形成だけ）

会　場／朝日西つどいの里

対　象／市内在住の小学生と保護者

定　員／８組（２人１組。抽選）

受講料／１人１，２００円（教材費）

申し込み／２月２１日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

日　時／３月１２日（木）　午後２時～

３時３０分

会　場／ －ビル２階大会議室

対　象／市内在住の６５歳以上の方

演　題／「将来肺炎にならないため

に」

講　師／野々垣憲二さん（一宮市歯

科医師会常務理事）

定　員／３０人（先着）

申し込み／２月３日（月）から電話で高

年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

女性講座
   １０３２２１６ ＩＤ 

赤ちゃんセミナー
   １０２９２８９ ＩＤ 

幼児教室児童館

社会福祉事業団　（５１）５０２０

日　時／４月～令和３年３月　午前１０時３０分

～１１時３０分（祝休日などを除く）

対　象／２歳以上の未就園児と保護者（０・１

歳児も可の教室あり）

　　　　※右表の＊１は０・１歳児が対象、

＊２は１歳児が対象

内　容／ふれあい遊び・手遊び・絵本の読み

聞かせほか

申し込み／３月２日（月）～４日（水）の午前９時３０

分～午後５時３０分に児童館（抽選）

詳しくは児童館へお尋ねください

教室講座

ファミリー・サポート
事業講習会
   １０３１７９７ ＩＤ 

育児講座
   １０３１７５４ ＩＤ 

電話番号開催曜日児童館名

（６１）５３００水・（木＊２）奥

（６９）６７３１火・（木＊２）萩 原

（７６）７２２２火・木千 秋

（６２）３３９８木・（金＊１）起

（６２）２９００水・（木＊２）小信中島

（６１）１６７０木・（金＊１）三 条

（６９）５９８０（水＊１）・木朝日東

（４５）３３２７火・（木＊２）開 明

（６１）５５５１火・（水＊１）大 徳

（８７）６５２３（火・木＊１）・水黒田南

（８７）６９２３（火・木＊１）・水黒 田

（８７）５３２３（火・木＊１）・水外割田

電話番号開催曜日児童館名

（７３）２８７７水・木宮 西

（７３）２５３３木・（金＊２）貴 船

（４５）２５００火・水神 山

（２４）１７４７（火＊２）・木大 志

（７２）１２６９（水＊２）・木向 山

（７１）１０２２（火＊２）・金富 士

（５１）５８５８火・木葉 栗

（７６）５６５６水・木西 成

（７６）０５０８火・水丹 陽

（５１）１１４０火・（木＊２）浅 井

（８７）３７５７（水＊２）・金北 方

（４６）２６１２木・金大 和

（２４）１７６７水・木今伊勢

家族で陶芸体験
パンダのお皿を作ろう
   １０３２２７４ ＩＤ 

いきいき 健  口 生活
けん こう

フレイル予防の話
   １０３２２０９ ＩＤ 



日　時／２月２８日（金）　午後２時～

３時３０分

会　場／本庁舎１１階１１０２会議室

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方

内　容／市国際交流員による、イタ

リア旅行に役立つ豆知識などの紹介

定　員／３０人（抽選）

申し込み／２月１４日（金）（必着）までに

電話、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「イタリア文化セミ

ナー」と明記の上、ハガキ・ファク

ス・電子メール（〒４９１－８５０１　本

庁舎国際交流協会、（７３）９２１３、

kokusai@city.ichinomiya.lg.jp ）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

日　時／２月９日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／２月２３日（祝）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／２月２３日（祝）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／①２月２１日（金）②２７日（木）　

午前１１時～午後３時３０分、③３月３

日（火）　午前１１時３０分～午後３時

会　場／①千秋病院（千秋町）②コ

ムネックスみづほ（木曽川町）③コ

ミュニティプラザ友（泉２丁目）

対　象／家庭で介護している方

内　容／交流会と①演習「介護者サ

ポート教室　転倒からの復活」②講

演「高齢者のための依存症の理解と

支援」③「高齢者施設の選び方」

定　員／①③各３０人②２０人（抽選）

受講料／①４００円②５８０円③４６０円（昼

食代）

申し込み／①は２月１４日（金）までに電

話で地域包括支援センターちあき

（（８１）１７１１）、②は１９日（水）までに電

話で地域包括支援センターコムネッ

クスみづほ（（８６）５３３３）、③は１４日

（金）までに電話で地域包括支援セン

ターまちなか（（８５）８６７２）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／４月～令和３年３月の３０日

間　午前１０時～午後４時

会　場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター

対　象／県内在住の昭和３５年４月１

日以前生まれの方（過去に受講した

方を除く）

定　員／９０人（抽選）

受講料／年２万３，３００円（予定）

申し込み／２月５日（水）（消印有効）ま

でに申込書を郵送。申込書などは本

庁舎高年福祉課、尾西庁舎窓口課、木

曽川庁舎総務窓口課、出張所で配布

※詳しくは愛知県社会福祉協議会福

祉生きがいセンター（０５２（２１２）

５５２１）へお尋ねください。

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

　学校体育施設を定期使用するには、

次のとおり登録が必要です。申込期

間を過ぎると追加登録はできません。

新規に登録する団体は、事前にお問

い合わせください。

登録資格／市内在住・在勤・在学の１０

人以上で構成し、スポーツ活動が目

的で、登録者全員が傷害保険などに

加入している団体（営利を除く）

申し込み／３月１日（日）～２４日（火）に登

録申請書などを本庁舎スポーツ課

（土・日曜日、祝日を除く）、総合体

育館・尾西スポーツセンター・木曽

川体育館・いちのみや中央プラザ体

育館（休館日を除く）

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／３月２２日（日）　午後１時～

４時（予備日２９日（日））

会　場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対　象／①小中学生②高校生以上の

方

定　員／各１５０人（先着）

参加料／①５００円②８００円

申し込み／２月１日（土）の午前１０時～

３月１６日（月）に電話でいちい信金ス

ポーツセンター

問い合わせ／いちい信金スポーツセンタ

ー　（７７）０５００

日　時／３月２２日（日）　午前９時３０

分～正午（予備日２９日（日））

会　場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対　象／小中学生

定　員／２４０人（先着）

参加料／５００円

申し込み／２月１日（土）の午前１０時～

３月１６日（月）に電話でいちい信金ス

ポーツセンター

問い合わせ／いちい信金スポーツセンタ

ー　（７７）０５００
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スポーツ

あいちシルバーカレッジ一宮
   １０２７３５１ ＩＤ 

令和２年度学校体育施設
利用団体は登録を
   １００２１４３　申請書ダウンロード可 ＩＤ 

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６９ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

スプリントトライアル

小・中学生のための
陸上教室

旅行に役立つ ！

イタリア文化セミナー
   １０３２１９７ ＩＤ 
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日　時／３月７日（土）　午後７時～

８時３０分

会　場／尾西庁舎

６階大ホール

対　象／市内在住

・在勤のスポーツ

指導者

内　容／ＫＴテー

プを使ったテーピ

ングについての講

義・実技

講　師／山北康介さん（名鉄病院理

学療法士）

定　員／５０人（先着）

申し込み／２月１０日（月）から電話でス

ポーツ課

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／２月２３日～３月８日の日曜

日　午前９時３０分～正午（３月１日

は午後１時３０分～４時。３回。予備

日３月１５日（日））

会　場／アーチェリー場（光明寺公

園球技場東側）

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学４年生以上の方（中学生以下は保

護者同伴）

定　員／２０人（先着）

受講料／２，０００円（１８歳以下は１，０００

円）

申し込み／２月３日（月）～１３日（木）に受

講料を持参の上、本庁舎スポーツ協

会（１８歳以下はスポーツ傷害保険の

加入が必要。中学生以下は保護者の

同意も必要）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／４月５日

～令和３年３月２８

日の毎週日曜日　

①午前９時～１１時

②午後１時～４時

会　場／宮西小学校ほか

対　象／市内在住の①小学新３・４

年生②小学新５・６年生

受講料／月２，０００円（保険料年８００円

も必要）

申し込み／２月１６日（日）の午前９時３０

分に受講料３カ月分と保険料を持参

の上、いちのみや中央プラザ体育館

（保護者の同意のため認め印が必要。

当日の見学も可）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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アーチェリー初心者教室スポーツ指導者講習会
   １０２２５８２ ＩＤ 

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

２月１６日（日）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会またはスケート場
（先着１００人）

５００円（貸靴料は別
に３００円）

－スケート場２月２２日（土）ス ケ ー ト

２月３日（月）までに前島（（８６）２９１４）
社会人５，０００円
高校生４，０００円
（小中学生は無料）

－
光明寺公園
球 技 場

３月１日・
８日・２２日（日）

ラ グ ビ ー

２月９日（日）までに山田（０９０（８８６５）９７３９）１組１，０００円中学生以上
総合体育館
ＤＩＡＤＯＲＡ
ア リ ー ナ

３月８日（日）ショートテニス

３月１日（日）の午前９時３０分（Ｂ級は午前１１時、
Ａ級は午後１時３０分）に富士公民館
（組み合わせ抽選・説明会を実施、監督または
主将の出席が必要）
※問い合わせは水野（（７３）１３２９）

Ａ級１０，０００円、
Ｂ級・Ｃ級１部・
Ｃ級２部８，０００円

－
平 島 公 園
野球場ほか

３月１５日（日）
からの日曜日

軟 式 野 球

２月１４日（金）までに申込用紙を松本（０９０
（９９０９）５０５６）。申込用紙はスポーツ協会ウェブ
サイトでダウンロード可

１チーム３，０００円

中学生以上で
構成するチーム
（２０人まで）

木曽川体育館３月２１日（土）ドッジボール

２月１０日（月）～３月１１日（水）に参加料を持参の
上、いちのみや中央プラザ体育館（金曜日の午
後７時～９時）または本庁舎スポーツ協会

１組２，０００円小学４年生以上
総合体育館
ＤＩＡＤＯＲＡ
ア リ ー ナ

３月２９日（日）
バドミントン
（ミックスダブルス）

軟式野球の連盟未加入チームは加盟金５，０００円も必要

＊市内在住・在勤・在学の方開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。

申し込み参加料対　象会　場開催日スポーツ

２月１日（土）～３月１０日（火）に
いちい信金スポーツセンター（先着２４組）

１組３，０００円
１８歳以上で初級の女性
（高校生を除く）

いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

３月１０日（火）
レディースビギナー
テニス（ダブルス）

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

ミニバスケットボール
スクール

スポーツ大会
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日　時／２月６日（木）　午前９時３０

分～午後１時３０分（荒天中止）

会　場／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク

内　容／ツインアーチ１３８を災害現

場と見立てた、消防職員による非常

階段駆け上がりレース

問い合わせ／葉栗消防出張所　（７２）

４６２２

日　時／２月１９日（水）　午後１時３０

分～４時

会　場／一宮市民会館（座席は２階）

内　容／宮崎総一郎さん（日本睡眠

教育機構理事長）の記念講演「伸び

る子の 秘  訣 は睡眠にあり」、市内中学
ひ けつ

校区青少年健全育成会の実践発表

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

日　時／２月２３日（祝）　午前１０時～

午後３時

会　場／木曽川庁舎

内　容／青少年グループによる演奏

会、ミュージカル、盆踊り、お茶会、

書・生け花展示、お絵かきせんべい

作り、スイーツ販売、キッズネイル、

ハンドマッサージ、バルーンアート

体験、遊びの広場、スタンプラリー

※参加料・整理券が必要な催しあり

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

日　時／２月２日（日）　午前６時～

９時（雨天決行）

会　場／総合卸売市場

内　容／新鮮野菜・果物・花き・精

肉・総合食料品・日用雑貨品などの

即売、豚汁の振る舞い（午前６時３０

分、７００食限定）

※購入者に日曜新鮮市抽選会（３月

１日（日））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／２月１９日（水）・２０日（木）　午

前１０時～午後７時

会　場／名鉄百貨店一宮店正面玄関

前

内　容／市内の福祉作業所の紹介、

お菓子など自主製品の販売

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　（２８）８６１９

日　時／３月５日（木）　午前１０時３０

分～午後３時

会　場／ －ビル２階大会議室

対　象／認知症の方と介護者

内　容／介護経験者による相談、認

知症の方と介護者などの交流

参加料／１００円程度（お茶代）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／２月２１日（金）　午前１０時３０

分～午後３時

会　場／市テニス場

内　容／体験発表（午前１０時３０分）、

交流会（午後１時）、勉強会（午後

２時）

問い合わせ／県一宮児童相談センター　

（４５）１５５８

ス
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ー
ツ

催
し
も
の

日曜新鮮市

認知症ケアラーズカフェ
   １０１６１０７ ＩＤ 

里親養育体験発表会

催しもの

ステアーレース１３８
   １０２２６７５ ＩＤ 

青少年健全育成推進大会
   １０２７０９１ ＩＤ 

ヤングフェスティバル
   １０３２１３１ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３２１２９ ＩＤ 

墨コレクション　火事装火事装束束
博物館 特集展示コーナー

　博物館が所蔵する毛織物コレクションから、武士の火事装束を紹介します。

▲

緋
黄
羅
紗
地
桧
扇
模
様
錏

博物館　（４６）３２１５１０３２２８０ ＩＤ 

２月４日（火）～４月５日（日）
午前９時３０分～午後５ 時（入館は４時３０分まで）
※月曜日（２月２４日を除く）、２月１２日（水）・２５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５０円）

※中学生以上の方が対象。当日午前９時３０分から配布する整理券が必要

たいけんの森
戦国の鎧 鎧 を着てみよう

よろい

３月２１日（土）・２２日（日）

おとな編

午前９時３０分～正午

▼定員／各５人

午後１時～４時３０分

▼定員／各７人
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日　時／２月１６日（日）　午前１０時～

午後３時（雨天中止）

会　場／１３８タワーパーク

内　容／和凧作り教室（午前１０時・

１１時、各３０個、当日開始３０分前から

配布する整理券が必要、各５００円）、

太鼓の演奏（午前１０時・午後１時３０

分）、凧あげの体験（午前１１時・午後

１時）、連凧あげに挑戦（午後２時）

※２月１６日（日）までツインアーチ１３８

で「凧の展示」を開催

問い合わせ／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク　（５１）７１０５

日　時／２月１６日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「早春の花のとる戦略」を

テーマにした自然観察会

定　員／３０人（先着）

参加料／１００円（教材費）

申し込み／２月４日（火）から電話で１３８

タワーパーク

問い合わせ／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク　（５１）７１０５

応募資格／昭和３５年４月２日以降生ま

れで資格がある方

選考方法／面接

採用人数／１人

申し込み／２月１９日（水）（必着）までに

写真を貼った履歴書と言語聴覚士免

許証の写しを持参または郵送（〒４９３

－０００１　木曽川町黒田字北野黒１６５　

木曽川市民病院業務課）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

　市では、令和２年度任用予定の事

務職・保育士・保健師などの会計年

度任用職員の登録者を募集していま

す。応募資格など詳しくは、  

１０３１７９２または市民病院ウェブサイ

トをご確認ください。

問い合わせ／人事課　（２８）８９５３、市民

病院管理課　（７１）５１６７

応募資格／普通自動車運転免許を持ち、

資格のある方

勤務内容／保健師業務全般

勤務場所／中・西・北保健センター

勤務日時／４月１日（水）～令和３年３

月３１日（水）　午前８時３０分～午後５

時（土・日曜日、祝休日、年末年始

を除く）

選考方法／面接

採用人数／３人

申し込み／３月１０日（火）（必着）までに

申込書と各免許証の写しを持参また

は郵送（〒４９１－００７６　貴船町３丁目

２　中保健センター）

問い合わせ／中保健センター　(７２) 

１１２１

職　種／①支援員

②世話人③世話人

（宿直専門）

勤務内容／①知的障

害者の生活支援②

調理・掃除・洗濯

ほか③宿直業務

勤務時間／①午前８時３０分～午後５時

（早番・遅番の変則勤務あり）②午

前６時３０分～９時３０分・午後４時３０

分～７時３０分③午後８時～翌午前８

時（②③はシフト制）

選考方法／面接

採用人数／①１人②３人③２人

申し込み／写真を貼った履歴書を持参

または郵送（〒４９１－０１１３　浅井町西

浅井字弐軒家４７　いずみ福祉園）

問い合わせ／いずみ福祉園　（５１）４４０１

 ＩＤ 

応募資格／市内在住・

在勤・在学の２０歳以

上の方で構成する３

人以上の団体（３人

に満たない場合は、

ご相談ください）

内　容／貼り紙・立て看板などの違

反簡易広告物を取り除く

申し込み／２月３日（月）～１７日（月）（消

印有効）に申込用紙を郵送。申込用

紙は市役所本庁舎、尾西・木曽川庁

舎、出張所などでも配布

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３６

応募資格／市内在住の昭和３０年４月２

日～平成１４年４月１日生まれの女性

で、全日程に参加でき、セミナー修

了後、修了生によるグループ活動な

ど、セミナーの成果を生かす取り組

みができる方（公務員などを除く）

募集人数／１人（選考。市が推薦した

方の中から県が決定）

申し込み／３月６日（金）（必着）までに、

作文に住所・氏名・生年月日・電話

番号を記入の上、郵送・ファクス・

電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎政

策課、（７３）９１２８、seisaku@city.ich　

inomiya.lg.jp ）

作　文／「男女共同参画人材育成セ

ミナーで学びたいこと」をテーマに

４００字程度

※セミナーの開催日時など詳しくは、

お尋ねください。

問い合わせ／政策課　（２８）８９５２

種　類／予備自衛官補（①一般②技

能）

応募資格／①昭和６１年７月２日～平成

１４年７月１日生まれの方②平成１４年

７月１日以前生まれで国家資格など

を有する方

申し込み／４月１０日（金）までに自衛隊

一宮地域事務所

問い合わせ／自衛隊一宮地域事務所　

（７３）７５２２

２０２０（令和２）年２月　広報一宮

募　集

自衛官を募集

グループホームいずみ

臨時職員を募集

令和２年度任用

会計年度任用職員の
登録者を募集

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

県 男女共同参画 人材育成セミナー

受講生を募集
   １０３２４５１ ＩＤ 

 凧 あげ祭り
たこ

   １０２２５７５ ＩＤ 

３月採用　木曽川市民病院

常勤臨時言語聴覚士を募集

令和２年度任用　会計年度任用職員

保健師を募集
   １０３２４４２　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

違反簡易広告物の
除却活動ボランティア募集
   １００２１７３　申込用紙ダウンロード可 ＩＤ 



22２０２０（令和２）年２月　広報一宮

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

そ
の
他

募

集

催
し
も
の

　今回の特集は「政治分野での女性

参画～一宮市議会編～」です。

　２月３日（月）から市役所本庁舎、尾

西・木曽川庁舎、出張所などの市の

施設で無料配布します。

問い合わせ／政策課　（２８）８９５２

対　象／市内在住

のおおむね６０歳以

上で、知識や技能

がある健康な方

指導分野／伝承文化、

教養の向上・学習、

生活文化・生活技

能、健康増進

登録方法／講師登録書を本庁舎高年福

祉課

※地域や学校などで講師の派遣を希

望する団体は、ご連絡ください。

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

　老朽化に伴い、一宮駅構内の公衆

便所を３月１日（日）から廃止します。

問い合わせ／都市計画課　（２８）８９８１

　自治総合センターの地域防災組織

育成助成事業（宝くじの助成金）に

より、購入しました。

問い合わせ／消防本部総務課　（７２）

１１９３

　市が事業所と契約して、消火器を

販売・点検することはありません。不

審な場合は、お問い合わせください。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

日　時／①３月２

日（月）②３日（火）　

午前９時３０分～午

後３時３０分

会　場／ －ビル

２階大会議室

対　象／看護師の資格を持ち、病院

に再就業を希望する方

内　容／①技術Ｂコース＝採血・注

射・点滴②技術Ｃコース＝呼吸・腹

部のフィジカルアセスメント

定　員／各１５人程度（先着）

※申し込み方法など詳しくは、愛知

県看護研修センターウェブページ

をご確認ください。

問い合わせ／中央看護専門学校　（７３）

８９１１

日　時／２月１０日（月）　午後１時３０

分～４時

会　場／一宮市民会館

内　容／土地の有効活用・相続、借

地権の権利調整、不動産投資などに

関する相談

問い合わせ／愛知県不動産コンサルティ

ング協会　０５２（５８２）２４０７

男女共同参画情報紙
「いーぶん」第４６号を配布
   １０１１６６７ ＩＤ 

伝承教育等講師の
登録・活用を
   １０００９９１ ＩＤ 

一宮駅の公衆便所を廃止
   １０３２２２５ ＩＤ 

消防団員用
シールド付き防火帽を購入
   １０３２０９４ ＩＤ 

そ　の　他

消火器の不適切な
訪問点検にご注意を
   １０００６９３ ＩＤ 

看護職カムバック研修
「技術選択コース」

不動産コンサルタント
による無料相談会

▽放送時間は７：３０・１２：３０・１７：３０

▽市ウェブサイトでも聴くことがで

きます。

２月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは市立図書館で３月から貸

し出し

▽動画サイト（ユーチ

ューブ）の市公式チ

ャンネルでも見るこ

とができます。

２
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

環境センター　（４５）７００４

▽２月１１日（火）・２４日（月）は収集

該当地区の方は午前８時３０分

までに指定袋に入れてお出し

ください。

祝休日のごみ収集

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８６７（８７７）

▲１０ｇ

１０，０２０ｔ（１０，１４８ｔ）

▲１２８ｔ

市内のごみの量（１１月分）

（１２月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

祝休日のごみ持ち込み

▽２月１１日（火）・２４日（月）は受け

付け

いちのみや応援基金へ　３６４件

社会福祉協議会へ　

　木曽川商工会女性部

　エス・ビー建材

　尾張中小企業協会

　一宮市グラウンド・ゴルフ協会

　一宮市母子寡婦福祉会

　起工業高等学校生徒会

　匿名４件

福祉関係へ

　一宮浴場組合



23２０２０（令和２）年２月　広報一宮

～いつでもどこでも「広報一宮」を～　無料アプリで配信中 情報ＢＯＸ

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

スケート場　（７２）７１９１スケート教室

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

スポーツ文化センター　（２４）１８８１スポーツ・文化教室

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

総合体育館　（５３）６３００一般大会利用の受け付け

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

教材費日　時教室名

無料
２月１２日（水）・１５日（土）・１９日（水）
・２６日（水）　１０：００・１３：３０

竹林整備体験
～竹きり隊！～

①

２，５００円２月２３日（祝）　９：００～１２：００
樹木医さんの
剪 定 講 習 会

②

対　象／１８歳以上の方
定　員／①各１０人②２０人（先着）

申し込み／２月４日（火）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

ふれあい作品展（①水彩画②編み物）
日　時／①２月２日（日）～１４日（金）②２９日（土）～３月１２日（木）　
午前９時～午後６時
休館日／２月２５日（月）

ロビーコンサート
「スプリング　Ｎｉｇｈｔ　ウィズ　ｔｈｅ　Ｓａｘｏｐｈｏｎｅｓ」
日　時／２月２４日（休）　午後５時

笑福亭たま　一宮独演会
日　時／２月１６日（日）　午後２時
入場料／２，３００円（６０歳以上の方は２，０００円、学生は１，５００円）。
未就学児は入場不可
申し込み／アイプラザ一宮で販売中（電話予約も可）

　総合体育館各アリーナの利用申し込み（７月～令和３年３
月分）を受け付けます。詳しくは、総合体育館・尾西スポー
ツセンター・木曽川体育館で配布する申請書またはウェブサ
イトでご確認ください。
対　象／一般の団体・学校・企業ほか

申し込み／２月１日（土）～２０日（木）に申請書など必要書類を総合
体育館

ふれあい無料コンサートＶｏｌ．１１

日　時／３月１４日（土）　午後１時３０分
会　場／尾西市民会館
出　演／「太陽と月」ｗｉｔｈ美郷
申し込み／２月１０日（月）～２１日（金）（必着）に往復ハガキで申し込
みが必要。詳しくはウェブサイトなどで確認

レジデンスアーティストコンサートＶｏｌ．６
日　時／３月８日（日）　午後１時３０分（１時開場）
会　場／尾西市民会館（（６２）８２２２）
出　演／波多野江莉さん（ユーフォニアム奏者）、左合栞さ
ん（打楽器奏者）、河原翌真さん（ピアノ奏者）
定　員／８２７人（先着。全席自由）

プラネタリウム館の新番組がスタート

　２月２９日（土）から「ＧＲＡＶＩＴＡＴＩＯＮ～魔法使いの少年とロ
ボットの不思議な一夜～」、低学年・幼児向け番組「そんごく
う」が始まります。※２月２６日（水）～２８日（金）は休館

かにの甲羅で輝く散開星団を見よう ！

～オリオン座大星雲、かに座のプレセペ星団～
日　時／①２月２１日（金）②２２日（土）　午後７時～８時１５分（雨
天中止）
定　員／各８０人（先着。中学生以下は保護者同伴）

申し込み／２月１１日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場　

申し込み／受講料を持参の上、スケート場（先着）

申込日時日　時教室名

受け付け中
２月１・１５日（土）　１６：００親 子

２月８日（土）　１７：４５サタデー

２月４日（火）
１１：００

２月２１日～３月１３日の金曜日
９：３０（４回）

大 人
２月２５日～３月１７日の火曜日
９：３０（４回）

２月７日（金）
１０：１５

２月１４日～３月１３日の金曜日
１７：３０（５回）

小 学 生
２月１２日（水）
１０：１５

２月１９日～３月１８日の水曜日
１７：３０（５回）

２月１２日（水）
１１：００

３月３日～１７日の火曜日　１６：００（３回）

幼 児 ３月４日～１８日の火曜日　１６：００（３回）

３月５日～１９日の水曜日　１６：００（３回）

３月３日～１７日の火曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）フィギュア

（上級者）３月５日～１９日の木曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

受け付け中
２月３日（月）　１７：２０

スピード
（ 体 験 ）

２月２１日（金）　１６：００幼児（体験）

受講料など詳しくは、ウェブサイトなどで確認

定　員／①２０人②③各１０人（先着）

申し込み／２月１日（土）の午前１０時からエコハウス１３８

受講料対　象日　時環境学習講座名

５００円年中以上
３月２３日（月）
１３：３０～１５：００

カブトムシ幼虫教室①

１，０００円年中以上
３月２９日（日）
１０：３０～１２：００

海 の 生 き 物 教 室②

１，５００円年中以上
３月２９日（日）
１３：３０～１５：００

クワガタ幼虫教室③

小学２年生以下は保護者同伴

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／各１５人（先着）
受講料／各４００円（プール利用料を含む）
申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

日　時プール講習会名

２月７・１４・２１・２８日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン

２月３・１０・１７日（月）　１４：００
水 中 ウ オ ー キ ン グ

２月１２・２６日（水）　１３：００

２月１２・２６日（水）　１４：００か ん た ん ア ク ア ビ ク ス

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会・プラネタリウム館

申し込み／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１
人分。④は抽選）

申込日時受講料日　時教室名

各開催日時各３５０円

２月６・１３・２０・２７日
（木）　１３：３０

らくらくヨガ①
２月７・１４・２１・２８日
（金）　１３：３０

２月４・１８・２５日（火）　
１３：３０

健康いきいき
体 操

②

２月１２・１９・２６日（水）　
１０：００

らくらく体操③

２月１６日（日）
９：３０

６００円
３月１日（日）
９：３０

ひ な 祭 り
ケ ー キ

④
　

④は教材費も必要。詳しくはウェブサイトなどで確認

ひなまつりワークショップ
日　時／２月２９日（土）　①午後１時②３時
定　員／各２０人（先着。小学生以下は保護者同伴）
申し込み／２月４日（火）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮
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ュースニ
まちかど

まちかどニュースの動画はこちら→

埼玉西武ライオンズ・平井克典投手が
パ・リーグ　シ ーズン最多登板記録を更新

　一宮市出身の埼玉西武ライオンズ・平井投手。昨年は

中継ぎ投手として、パ・リーグのシーズン最多記録とな

る８１試合に登板し、チームのリーグ優勝に大きく貢献し

ました。

　「僕も一宮市の野球で原点が作られている。いつか一緒

に同じグラウンドで野球をしよう」と市内の野球少年・

少女へメッセージを送りました。

ア ド ルフ・サックス国際コンクール

袴田美帆さんが入賞

　一宮市出身で、現在はパリの音楽大学に留学中の袴田

さん。昨年の11月にベルギーで開催された、サックスの

世界的なコンクール「アドルフ・サックス国際コンクー

ル」で、見事６位入賞を果たしました。

　「できるだけ多くの人に自分の音楽を聴いてもらいた

い。サックスを使って、音楽の素晴らしさ、豊かさを広

めていきたい」と今後の目標を話しました。

「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

北方中学校区学校運営協議会が受賞

　地域全体で子どもの成長を支えるために、地域と学校

が連携・協働する「地域学校協働活動」。北方中学校区

学校運営協議会の活動が評価され、見事、文部科学大臣

表彰を受賞しました。

　「北方町は小・中学校が隣り合っており、連携ができ

ている。学校・保護者・地域が一体となって、いい方向

に向かっているのが評価されたのでは」と話しました。

２０２０　ア ムール・デュ・ショコラ　出店

パ ティ シ エ　エス　コヤマ　小山進さんが来訪

　全国的に有名な洋菓子店「パティシエ　エス　コヤマ」

（兵庫県三田市）のオーナーシェフ・小山さん（写真左端

から２人目）が来訪。

　市内で生産されている河内さん（写真右端）の「木の芽」

と、大野さん（写真左端）の「青梅」を使用したショコラを

市長に紹介。ショコラはジェイアール名古屋タカシマヤ

のバレンタイン催事で限定販売されます。

←ウェブ版はこちら１０３１４３４ ＩＤ 
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※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場
情 報発信地

いちのみや’ｓ

なりまちニュースと

日　時／３月８日（日）　午後１時３０分

会　場／不二羽島文化センター

入場料／指定席＝２，０００円、自由席＝前売り大人１，２００

円・小学生以下５００円（当日大人１，５００円・小学生以下

７００円）。３歳未満は入場不可

前売り／不二羽島文化センターなどで販売中

問い合わせ／羽島市教育委員会生涯学習課　０５８（３９３）

４６７２

羽島太鼓ＬＩＶＥ２０２０羽島市

日　時／３月７日（土）・８日（日）　午前９時３０分～午後４

時

会　場／県植木センター

内　容／写真コンテスト、俳句大会、特産品の販売、

飲食コーナー、抹茶コーナー、植木・苗木即売会、樹

木ウオッチング、樹木医による緑化相談、盆梅展ほか

※３月１日～２９日の土・日曜日、祝日の午前９時～午

後４時は臨時開場

問い合わせ／稲沢市観光協会　０５８７（２２）１４１４

いなざわ梅まつり稲沢市

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／２月９日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／萩原町出張所

問い合わせ／実行委員会・伊藤　

０９０（５８６２）１３５５（平日の午前９時

～午後５時）

知らない町を歩いてみよう（パ ート２）

～萩原の見て歩き～

一宮健康クラブ　会員を募集

体を動かすことが好きな仲間を

募集中。無料体験もあります。

日　時／毎週土曜日　午前９時

３０分～１１時

会　場／スポーツ文化センター

対　象／６０歳以上の方

会　費／年５，０００円

申し込み／２月８日（土）～３月２８

日（土）の開催時に直接会場

問い合わせ／浅井　（４５）０９０７

コーラスフェスタ

今年も合唱を愛する７団体とオ

ーケストラが、音楽の楽しさと

響き合う美しいハーモニーを、

お届けします。皆さんお誘い合

わせの上、お越しください。

日　時／２月１１日（祝）　午後１時

（０時３０分開場）

会　場／尾西グリーンプラザ

問い合わせ／実行委員会・岩田　

（５１）１７３０

だいちふれあいバザー

施設をもっと知ってもらう機会として、リサイク

ルバザー・模擬店などを行います。

日　時／２月２３日（祝）　午前９時３０分～正午

会　場／障害福祉サービス事業所「だいち」（大和

町北高井字成道寺２１－１）

問い合わせ／障害福祉サービス事業所「だいち」・野田　

（６４）７１１２

健友ネット集会　講演会

「下流老人」著者の藤田孝典さん（ほっとプラス代

表理事）が「全世代に広がる貧困と格差～私たちは

どのように向き合うか～」をテーマに講演します。

日　時／２月２４日（休）　午前１０時（９時３０分開場）

会　場／アイプラザ一宮

問い合わせ／事務局・河田　（７６）０００３

このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。全市を対象にしていないものなど、掲載できない場合もあります。
４月号の締め切りは２月２５日（火）です（抽選）。詳しくは、お尋ねください。 問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

フォーラム２１少年少女合唱団

新入団員を募集

歌うことが大好きな子どもたちの合唱団です。団

員募集のオーディションを行いますので、ご参加

ください。見学できます。

日　時／３月８日（日）　午後４時

会　場／真光寺（大江１丁目）

対　象／小学２年生～中学２年生

申し込み／宇野　（７７）１６５０

修文大学短期大学部生活文化学科

シュガークラフト作品展

日　時／２月８日（土）・９日（日）　午前９時～午後５

時（９日は３時まで）

会　場／　 －ビル２階大会議室

内　容／作品の展示、シュガークラフト体験教室

（参加料１００円、終了の１時間前まで受け付け）

問い合わせ／修文大学短期大学部・櫻井　（４５）２１０１
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独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１５）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

２月３日（月）　１３：００～１５：００
育　　児

西保健センター
 （６３）４８３３

北保健センター
 （８６）１６１１

２月１７日（月）　１３：００～１５：００

本庁舎２階
こども家庭相談室
 （２８）９１５２

月～金曜日　８：３０～１７：１５
（１１・２４日を除く）

子　ど　も
悩みごと

（電話相談）
 （７３）４１９２

火～土曜日　１７：３０～２０：３０
（１１日を除く）

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

療育サポートプラザ 
 （６４）６３６２

月～金曜日　９：００～１６：００
（１１・２４日を除く）
※在住地区により担当が分か
れます＜予約制＞。

発達の気
になる子 いずみ学園

 （７８）３１１１

▼２月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

　▽中央子育て支援センター（　－ビル５階）＝９：００～

１７：００（３・１２・１７・２５日を除く）

　▽その他の子育て支援センター＝月～金曜日　９：００～

１６：００（１１・２４日を除く）

パパもいっしょに遊ぼっ ！

子育て支援センター

中　央　（８５）７０２６　　　丹　陽　（２８）９１４６
千　秋　（２８）９７７１　　　東五城　（８５）９３３９
黒田北　（２８）９７６９　　　里小牧　（２８）９７７０

　言葉の発達は個人差が

大きいから、そんなに神

経質にならずに子どもの

声を聞いて「そうなの、○○なのね」と言葉を返し

たり、子どもの視線や指さす方を見て「ワンワンだ

ね」「お花、きれいね」と、言いたいことや興味を持

ったものを短い言葉や単語でママが代わりに言って

あげたりするといいと思うよ。たくさん話しかけた

り、やりとりを楽しんだりして、子どもの「もっと

話したい」という意欲を引き出せるといいね。

１歳４カ月。私たちが話す言葉は分かっている

みたいなんだけど、なかなかしゃべる言葉の数

が増えなくて…。

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談室

子どもの言葉を引き出すには
どうすればいいの？

申し込み対象会場日時催し

当日直接会場（問い合わせは
千秋子育て支援センター）

未就園児と親富士保育園１０：００～１１：３０２月２２日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０３０５６０　】

２月１７日（月）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）。
電子申請可

第１子の３～１１カ月の
乳児と母親で２回とも
参加できる方
（抽選各２０組、＊は１２組）

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ＊

１０：００～１１：３０

３月４日（水）
　　２５日（水）

フレッシュママ交流会
【　ＩＤ　１０２７９８４　】

木曽川庁舎
３階第３研修室

３月５日（木）
　　２６日（木）

子ども文化広場図書館
３月１３日（金）
　　２７日（金）

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

第１子の３～１１カ月の
乳児と親

東五城
子育て支援センター

１４：００～１４：４０

２月７日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１０ ０１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

２月１８日（火） 

丹陽・黒田北
子育て支援センター

２月１９日（水）

親子で楽しもう親子で楽しもう ！！

いちのみや子育て支いちのみや子育て支援援
アアプリを配信していまプリを配信していますす

ＡＡｎｎｄｄｒｒｏｏｉｉｄｄ版版 ｉｉＯＯＳＳ版版

対象は全て市内在住の方。参加料は全て無料。



移動子育て支援センタ移動子育て支援センターーこっここっこ
月

移動図書移動図書館館ほたる号ほたる号 １０：１５～１１：００
１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００

１２日（水）１０日（月）７日（金）６日（木）５日（水）４日（火）３日（月）

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

丹羽公民館 
今伊勢西小学校
奥町前並二公民館

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

大和南小学校※萩原いきいきセンター奥公民館向山公民館尾西南部生涯学習センター時之島いこいの広場

２１日（金）２０日（木）１９日（水）１８日（火）１７日（月）１４日（金）１３日（木）

大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

千秋町出張所
丹陽南小学校
多加木記念館公民館

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

西成公民館神山公民館今伊勢公民館木曽川公民館子ども文化広場図書館

２８日（金）２７日（木）２６日（水）２５日（火）

上段はほたる号
西小島公民館
北方小学校 
光明寺愛宕神社

萩原町出張所
木曽川東小学校
馬寄石刀神社

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

下段はこっこ北方いこいの広場浅井公民館

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）１０１２８２３ ＩＤ 

　日本の社会で生まれ育ち、その風土

を背景に持つ日本人宇宙飛行士は、自

身の体験をどのようなものとして持ち

帰ったのか。秋山豊寛から金井宣茂ま

で歴代１２人の日本人宇宙飛行士に取材

し、その宇宙体験を明らかにする。

湊町の寅吉児童書

一般書

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

　江戸時代の新潟湊。 廻  船 問屋の息子
かい せん

の寅吉は、弟の文助といたずらをして

遊ぶ毎日。しかし質屋の金兵衛とした

ある約束から、湊祭りで文助と芝居に

挑む事になってしまい…。テンポのよ

いエンターテインメント時代小説。

悪天候で中止する場合があります悪天候で中止する場合があります。。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２ １０１０６３１ ＩＤ 
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稲泉連／著

文藝春秋／刊

宇宙から帰ってきた日本人

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし

中央図書館　（７２）２３４３

ストーリーテリングの会

１日（土）１１：００、１５日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　読み聞かせ

１日（土）・２日（日）１５：００、９日（日）・１６日（日）・２２日（土）

１１：００・１５：００、２７日（木）１０：３０

おはなし会　紙しばい／８日（土）・２３日（祝）１１：００・１５：００

おはなし会　ろうどく／１５日（土）１１：００

バリアフリーＤＶＤ上映会／２３日（祝）１４：００

尾西図書館　（６２）８１９１

（２７日（木）～３月４日（水）は特別整理休館）

おはなし会／１日～２３日の土・日曜日　１４：００

たのしいおはなし会　朗読／８日（土）１１：００

ストーリーテリングの会／２２日（土）１１：００（５歳以上）

尾西児童図書館　（６９）７４２９

（２７日（木）～３月４日（水）は特別整理休館）

ストーリーテリングの会／５日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／１９日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

（１３日（木）～１９日（水）は特別整理休館）

雑誌リサイクル市（なくなり次第終了）

１日（土）・２日（日）１０：００

読み聞かせ会／１日（土）・２２日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／８日（土）１１：００

おはなし会／９日（日）・２３日（祝）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

（２０日（木）～２６日（水）は特別整理休館）

おはなしひろば／１日（土）・８日（土）１４：００

よむりんの森のおはなし会

８日（土）・９日（日）１１：００・１６：００

はじめのいっぽ／１３日（木）・２７日（木）１０：３０（未就園児）

布絵本であそびましょう／１５日（土）１４：００

地域文化広場図書室　（５１）２１８０

（２０日（木）～２６日（水）は特別整理休館）

えほんのひろば／１８日（火）１０：３０（未就園児）

１０２７３２４ ＩＤ 

１０２７２２４ ＩＤ 

１０２７２２５ ＩＤ 

１０３２１４７ ＩＤ 

１０３２２３１ ＩＤ 

藤村沙希／作　Ｍｉｎｏｒｕ／絵

学研プラス／刊
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全面広告

広
 報
　一

宮

№
２
１
４
８
　
２
０
２
０
・
２

▽
毎
月
１
日
発
行

編
集
・
発
行
▽
一
宮
市
総
合
政
策
部
広
報
課
　
（
　
）８
１
０
０（
代
表
）

２８

〒
４
９
１
・
８
５
０
１
　
愛
知
県
一
宮
市
本
町
２
丁
目
５－

６

広
報
一
宮
に
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。


