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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




