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６㌻財政状況をお知らせします

４・５㌻市議会議長・副議長が決定しました

新しい学び ～ ネットでつながる ～

[市長メッセージ]

※※実実在在のの標標識識ででははあありりまませせんん
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午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…２・９・１６・３０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…２６日（日）

　　　　　▽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、市県民税・軽自動車税に

関する証明書などの発行

７月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８４，７８４（▲　７８）　男…１８８，０８０（▲　６３）　女…１９６，７０４（▲　１５）　世帯数…１６２，９８９（＋　４８）　※（　）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 

６月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

１００９９５６ ＩＤ 

納付のお知らせ

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 

納付は　７月３１日（金）　までに

　一部の掲載記事の内容は、市議会の議決後、実施します。

Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ7月の行事予定

美術館・コレクション展（常設展）「線と形」（～８月３０日／８㌻）　1

博物館・特集展示コーナー

「オリンピック記念コイン　－藤原コレクション－」（～１０月４日／９㌻）

こどもミュージアム２０２０

「ミギシ家のマリオネット　ジャイアントステップスの夏まつり」（～８月３０日／８㌻）

18

博物館で夏祭り ！（～８月３０日／９㌻）

尾西歴史民俗資料館・特別展

「美濃路　参勤交代物語　－本当はつらい大名旅行－」（～８月３０日／１０㌻）

１３８タワーパーク・サマーフェスタ（～８月３０日／１８㌻）

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、掲載している催し・教室などは中止・延期等になる
場合があります。また公共施設も臨時休館などになる場合があります。開催・開館状況は、市ウェブサイト
をご確認いただくか、問い合わせ先へお尋ねください。

固定資産税・都市計画税（第２期分）
国　民　健　康　保　険　税（第１期分）
後期高齢者医療保険料（第１期分）
介　　護　　保　　険　　料（第１期分）

１０００８７５ ＩＤ 
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　休校期間中に、市内の小中学校の先生たちが手分

けして、学年別・教科別でオリジナルの学習動画を

約４００本作りあげて、インターネット上で市内の児

童・生徒が見られるように公開しました。すると、

４月２６日から３週間で１００万！アクセスという実績

を残し、公開最終日の５月末までに１２０万を超える

視聴があったという記録でした。学校がお休みの間、

自分たちに身近な先生の言葉を、いかに児童・生徒

たちが待ち望んでいるかの 証 と受けとめました。取
あかし

り組んでいただいた教職員の皆さんに、あらためて

感謝を申し上げます。

　タブレットＰＣなどのハード面のみならず、ソフ

ト面として授業動画やアプリ等をどうやって充実さ

せていくか、ということは重要な課題です。教室で

対面利用されてきた“紙の教科書”を電子的に送信

することについては著作権法上の課題もあります。

今年度は「補償金なし」で利用可となったそうです

が、早く公式版“電子教科書”の誕生も待ち望まれ

るところ、国などへも働きかけてまいります。新型

コロナウイルスをきっかけに、世の中のデジタル化

や変革が一挙に進むことは、確実です。子どもたち

が新しい時代を生き抜いていく力をつけられるよう

に、市内の関係者の英知を結集しながら、引き続き

環境整備を進めてまいります。

　今年は３月から小中学校の休校が続きました。本

来でしたら新学期の４月になっても学校が始まらな

い中、どのようにして、学校と家庭、先生と児童・

生徒、とのつながりを築くのか、いろんな試みが市内

で行われました。まずは学習の前段階として、自宅

に居ながらのクラス・ミーティング、インターネット

を使った学級会が各小中学校で開かれました。家庭

にいながら学校を身近に感じていただける機会にな

ったようです。

　４月にオンライン学習「トライアル」調査として、

まだ一方通行でしたが、ネットを通じた動画の視聴

環境が、どこまで家庭で整っているのか、市内１２校

で調べました。バラつきはあっても、おおむね９割

の家庭では、既に私物でご覧いただけるとの調査結

果でした。私物でも使えるものは使わせてもらいな

がら、環境が整っていない児童・生徒のためには、

学校のパソコン教室を使う手もありますし、５月に

追加予算を決定して、これから貸出し用のタブレッ

ト端末１，０００台を調達することにしています。

新しい学び ～ネットでつながる～

１０３５５０３ ＩＤ 

休校中の試み

貸出し用タブレット１，０００台から

市内の先生の動画１００万！ アクセス

ハードと合わせソフトの充実も

市市長長メメッッセーセージジ
中野正中野正康康市市長長
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市政最前線

　５月１９日に臨時市議会が開かれ、市議会議長に横井忠史さん、同副議長に則竹安郎さんが選出されました。

が決定市議会議長・副議長
１０３５２９５ ＩＤ 

就任のあいさつ
　市民の皆さまには、日頃から市議会に対しご

理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　私どもは５月１９日の臨時市議会において、図

らずも市議会議長ならびに副議長の要職に就任

しました。もとより微力ではありますが、職責の

重さを心に刻み、誠心誠意、職務に取り組んでま

いる所存であります。

　さて、今年に入って新型コロナウイルスによ

る感染症が急速な勢いで世界中に拡大し、３月

に世界保健機関（ＷＨＯ）がパンデミックと表明

するに至っています。

　そのような中、我が国においても、４月に緊急

事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大し、小

中高校の一斉臨時休業や大規模イベントの自粛

要請などの対策を進めていますが、いまだ収束

する気配が見えず、国民生活や地域経済に多大

な影響を及ぼしています。

　市でもこの事態を重く受け止め、国や県によ

る経済対策だけでなく、市独自の対策を進めて

いますが、市議会といたしましても行政と共に

知恵を出し合い、一日も早い感染症の収束と、市

民の皆さまが平穏な生活を取り戻せるよう心か

ら願っています。

　また、議員一同、市議会がより身近に感じられ

るよう、開かれた議会を目指すとともに、議決機

関としての議会の役割を十分に発揮し、市勢発

展のために力を尽くしてまいります。

　皆さまには、一層のご支援とご協力を切にお

願い申し上げ、就任のあいさつといたします。

 令和２年５月１９日　　　　　　

　 一宮市議会　　　　　　　　

　　 議　長　　横　井　忠　史

　　 副議長　　則　竹　安　郎

議長の略歴
　７６代目の議長に新しく選出された横井忠史さんは昭和３３年２

月２４日生まれで６２歳。

　平成１５年５月１日、一宮市議会議員に初当選、現在５期目。

その間、副議長、監査委員、議会運営副委員長などの要職を歴任。

所属政党は無所属

▽住所＝萩原町　　▽職業＝農業

　８０代目の副議長に新しく選出された則竹安郎さんは昭和３０年

３月３日生まれで６５歳。

　平成１１年４月２６日、尾西市議会議員に初当選。合併後、一宮

市議会議員となり現在３期目。その間、監査委員、経済教育委

員長、建設水道委員長、厚生委員長、文教産業環境委員長など

の要職を歴任。所属政党は無所属

▽住所＝小信中島　　▽職業＝保険代理業

副議長の略歴
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　５月１９日に臨時市議会が開かれ、監査委員が選

任されました。また各常任委員会、議会運営委員

会の委員を決定するとともに、各委員会の正副委

員長が次のとおり互選されました。　　　（敬称略）

監査委員（２人)

島津秀典　　森ひとみ

総務委員会（１０人）　 　　　　　　　

▽委員長　京極扶美子

▽副委員長　東渕正人

▽委　員　尾関さとる　　鵜飼和司　　井上文男

　　　　　中村かずひと　八木丈之　　柴田雄二

　　　　　平松邦江　　　伊藤裕通

福祉健康委員会 （１０人）

▽委員長　渡部晃久

▽副委員長　河村弘保

▽委　員　木村健太　　小林けいめい　後藤美由紀

　　　　　島津秀典　　彦坂和子　　　則竹安郎

　　　　　髙木宏昌　　渡辺之良

経済教育委員会（９人） 

▽委員長　髙橋一

▽副委員長　長谷川八十

▽委　員　市川智明　　宇山祥子　　森ひとみ

　　　　　岡本将嗣　　花谷昌章　　横井忠史

　　　　　太田文人

建設水道委員会（９人）

▽委員長　水谷千恵子

▽副委員長　大津乃里予

▽委　員　本山廣次　　竹山聡　　　森利明

　　　　　西脇保廣　　浅井俊彦　　松井哲朗　　

　　　　　服部修寛

議会運営委員会（９人）

▽委員長　浅井俊彦

▽副委員長　髙木宏昌

▽委　員　鵜飼和司　　後藤美由紀　　長谷川八十

　　　　　水谷千恵子　中村かずひと　竹山聡

　　　　　岡本将嗣

監査委員（議会選出）、
常任・議会運営委員長が決定

ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　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した。

　計画などは、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）で閲覧できます。

市民意見
提出制度

　第７次一宮市総合計画や愛知県広域緑地

計画などに即した、緑地の保全および緑化

の推進に関する将来像や目標、施策などを

定める計画です。

　素案への意見を募集したところ、７件の

意見がありました。

緑緑のの基基本本計計画画をを改改定定

１０３１８３５ ＩＤ 

【問】公園緑地課　（２８）８６３５

　第７次一宮市総合計画や「尾張都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針」などに

即した、市全体の都市の将来像と方向性を

示す方針です。

　素案への意見を募集したところ、３件の

意見がありました。

都都市市計計画画
ママススタターーププラランンをを改改定定

【問】都市計画課　（２８）８６３２

１０３１４５４ ＩＤ 

６６月月にに ６６月月にに
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政状況をお知らせします

【問】財政課　（２８）８９６０

　令和元年度は、放課後児童クラブの施設整備や対象学年の拡大など、子育て支援施策の

充実に意を用いました。前年度との比較では、幼児教育・保育の無償化開始の影響などに

より、歳出では民生費が増加しました。一方、歳入では市税が増加しており、いわゆるバ

ブル期を含めても過去最高水準の市税収入となっています。

１０１５ ０４４ ＩＤ 

財財
一般会計　令和元年度の収入・支出

（出納整理期間中の借り入れを含む）市債（借入金）の令和元年度末残高

（３月３１日時点の前年度比較）令和元年度　収入・支出の主な増減

（条例に基づく公表）

※１＝臨時財政対策債…国の地方交付税の財源不足分を市債で補うもので、返済額の全てが後年度の地方交付税で
　　　　　　　　　　　まかなわれる。地方交付税の代替的なもの

※２＝合　併　特　例　債…新市建設計画に基づく事業の財源にできる市債で、返済額の７０％は後年度の地方交付税で
　　　　　　　　　　　まかなわれる。一宮市では、令和２年度まで活用可能

１，０７２．８億円一 般 会 計

０．５億円特 別 会 計

１３４．１億円病 院 事 業 会 計

２２６．３億円水 道 事 業 会 計

７７８．８億円下 水 道 事 業 会 計

２，２１２．４億円合 計

※端数処理の関係で積み上げと合計は一致しません

▲

市民１人当たりの市債残高　…　５７．５万円

その他の市債（都市計画・教育など）

臨時財政対策債（※１）

合併特例債（※２）

１ ５３．９ 億円

６１２ ．９ 億円

３０６．０ 億円

（個人市民税・固定資産税など）収入 市税の増加 ４８７．２ 億円 →  ４９７．０ 億円      （＋９．８ 億円）

民生費の増加 ４３２．８ 億円 → ４４８．６ 億円　（＋１５．８ 億円）支出

　主な内訳をお知らせします。出納整理期間（令和元年度予算分の未収・未払いの整理期間）中の

収入・支出は含まれていないため、最終的な決算額とは異なります。

市民１人当たりでは２７．４万円を支出しています

（　）内は構成比

収　入 １， １１１．５億円

市　税 ４９７．０億円（４４．７％）
▼市民１人当たりの市税負担　…　１３．６万円

支　出 １，０５４．９億円

子育て支援、障害者福祉、生活保護など福祉の充実

民生費 ４４８．６億円（４２．５％）

病院・上下水道・国民健康保険・介護保険などへの支援、基金への積立金など

諸支出金 １６４．６億円（１５．６％）

９１．２億円（８．６％）市の借入金の返済公債費

ごみ処理・公衆衛生、道路・水路・公園の整備、消防・救急など

衛生費・土木費・消防費など ２６４．７億円（２５．２％）

小中学校、生涯学習、スポーツなど教育費 ８５．８億円（８．１％）
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市政最前線 ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】商工観光課　（８５）７４３６

一宮市緊急経済対策

【問】秘書課　（２８）８９５０

詳しい内容は、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）で議会交際費と併せて閲覧できます。

令和元年度の市長交際費
執行状況を お知 ら せ し ま す

金　額件　数

７９７，１７５円１６慶 弔 費

４０,５９２円５渉 外 費

２０,０００円１賛 助 費

　２６，０００円５諸 会 費

０円０雑 費

１００５５７５ ＩＤ 

▼ 項目ごとの支出状況 

▼

予算額 １， ９００， ０００円

支出額　 合計　 ８８３， ７６７円（２７件）

ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひととととととととととととととととととととととととととととととととととりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一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律律律律律律律律律１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 特別定額給付特別定額給付金金

申請状況・振込日が確認できます

　特別定額給付金の一部業務を民間事業者

に委託しています。返信用封筒の宛先が

「株式会社近畿日本ツーリスト中部　名古

屋法人ＭＩＣＥ支店内」となっていますが、

詐欺などではありません。ご安心ください。

申請書の返送は、同封の返信用封筒で

【問】財政課　（８５）７４３４

　申請書に必要事項を記入し、本人確認書類・

振込口座の写しを同封の上、返送してください。

申請期限は８月３１日(月)(消印有効）です。

　まだ申請書が届いていない場合は、お早めに

特別定額給付金センターへご連絡ください。

忘れずに申請を ！

申請書に同封の

グレーの返信用封筒で

返送してください。

（事業者向け・一部）

３密対策リフォーム等補助金

　２月～７月に新型コロナウイルス感染症の影

響を緩和・克服するために「３密対策リフォー

ム」等に取り組み、経費が３万円以上かかった事

業者が対象です（消耗品費の加算は２万円まで）。

補助金額 ３分の２補助対象経費の

（上限２０万円。１，０００円未満は切り捨て）

雇用調整助成金申請支援金

　雇用調整助成金（特例措置）に係る緊急対応

期間（４月１日～９月３０日）に、雇用調整（休

業）を実施し、管轄する労働局長の支給決定を

受けている事業者が対象です。

申請方法など詳しくは、ウェブページをご確認ください。

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝休日は除く）

 ０５２(６８８)１５８７

一宮市特別定額給付金センター
（一宮市委託先）

　  １０３４８９７ から「問い合わせＷ

ＥＢサービス」にアクセスし、申請

書内に記載された「お問い合わせ

番号」を入力すると、確認できます。

 ＩＤ 

１０３５３０５ ＩＤ 

１０３５３３８ ＩＤ 

５万円支援金額

新型コロナウイルスに関する
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　花の作品は花そのものを見て、自らが揺さぶられる

感情・感動を造形と色彩により表現していた三岸節子。

節子の作品の形や線に込められた思いを紹介します。

１０３４８２９ ＩＤ 

６ 月２７日（土）～８ 月３０日（日）

※月曜日（８月１０日を除く）、８月１１日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

コレクション展
（ 常 設 展 ）

▲「二つの像」１９５９年ＭＩＧＩＳＨＩ

三岸節子記念美術館

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

大人３２０円　高・大学生２１０円　中学生以下無料

線 と 形形

こどもミュージアム２０２０ １０３５０８９ ＩＤ 

ペーパークラペーパークラフフトトのの

マリオネマリオネッットトをつくをつくろろうう ！！

ＧＩＡＮＧＩＡＮＴＴ　ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＳ

アート
ツール

ジャイアントステップスの
夏まつり

７月１８日（土）～８月３０日（日）

※月曜日（８月１０日を除く）、８月１１日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

スタン
プラリ

ー

尾州テキスタイルを使っ尾州テキスタイルを使ってて

マリオネマリオネッットトをつくをつくろろうう ！！

ワーク
ショッ

プ

日　時

８月１０日（祝）　①午前１０時～正午②午後２時～４時

　　２２日（土）　③午前１０時～正午④午後２時～４時

対　象

年少～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）

講　師／ギリヤッコ・Ａさん（ＧＩＡＮＴ　ＳＴＥＰＳ）

定　員／各１０人（抽選）

参加料／各１，０００円（材料費）

申し込み

７月２６日（日）（必着）までに電話、または郵便番号・

住所・氏名（ふりがな）・学校名・学年・電話番号・

保護者名（ふりがな）・希望日時を記入し「マリオネ

ットをつくろう」と明記の上、ハガキ・電子メール

（〒４９４－０００７　小信中島字郷南３１４７－１　三岸節

子記念美術館、migishi@city.ichinomiya.lg.jp ）

　館内にちりばめられたクイズを

解いてスタンプを集めよう。クリ

アできたら、オリジナルグッズを

プレゼント！

※中学生以下が対象

先着３００人

先着３００人

クイズ＆スタンプクイズ＆スタンプララリーリー
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博物館

博物館で夏祭り！

１０３５２２７ ＩＤ 

夏季イベント　

オリンピッオリンピックク記念コイン記念コイン

※月曜日（８月１０日・９月２１日を除く）、

　８月１１日（火）・９月２３日（水）は休館

午前９時 ３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

　個人コレクターが収集した世界各国の記念コインを

紹介します。

―藤原コレクション―

６ 月３０日（火）～ １０月 ４ 日（日）

【問】博物館　（４６）３２１５

大人３００円　高・大学生１５０円　中学生以下無料

１０３４６０４ ＩＤ 

特集展示コーナー　

かわり絵カード
 妖怪バージョン

７月２４日（祝）・８月８日（土）

①午前１０時②午後２時

対象虞小学生と保護者

定員虞各５組

（当日午前９時３０分から整理券を配布）

いちのみやミュージアムズ

３３館館ｄｄｅｅススタタンンププララリリーー

７月１８日（土）～８月３０日（日）

※月曜日（８月１０日を除く）、８月１１日（火）は休館

午前９時３０分～午後５時

（入館は４時３０分まで）

コイコインンでクイズ

　特集展示（下記参照）を見て、

クイズに挑戦！

クイズで

いちはく博士になろう ！

　「クイズで博物館マップ」など、

レベル別のワークシートに挑戦！

たいけんの森

ふりふり研究ノート

８月１日～３０日の土・日曜日、祝日

８月１２日（水）～１４日（金）・１８日（火）～２１日（金）

午前９時３０分～午後４時３０分

（正午～午後１時を除く）

紙でつくるメメダダルル

７月４日～２６日の土・日曜日、祝日

午前９時３０分～午後４時３０分

（正午～午後１時を除く）

※中学生以下が対象

　期間中に、博物館・三岸節子

記念美術館・尾西歴史民俗資

料館でスタンプを集めて、オ

リジナルグッズをもらおう！

※中学生以下が対象
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【問】人事課　（２８）８９５３

申込期限受　験　資　格職種・採用予定人数

８月１４日（金）

昭和４５年４月２日以降
生まれの方

公認心理師の資格があり、６月３０日時点で
公認心理師または臨床心理士として通算２
年以上の実務経験がある※

若干名公認心理師

実
務
経
験
者

看護師の資格があり、採用時までに介護保
険または障害福祉の認定調査員として通算
１年以上の実務経験がある※

若干名看 護 師

昭和６３年４月２日以降
生まれの方

社会福祉士または精神保健福祉士の資格が
あり、６月３０日時点でスクールソーシャル
ワーカーとして通算２年以上（認定スクー
ル〔学校〕ソーシャルワーク教育課程修了者
は通算１年以上）の実務経験がある※

若干名

社会福祉士

または精神

保健福祉士

９月１１日（金）
昭和４５年４月２日以降
生まれの方

資格取得者若干名獣 医 師

資格取得者若干名薬 剤 師

※は休職、育児休業期間を除く

市職員を募集

特別展尾西歴史民俗資料館

▲起宿林家脇本陣休泊帳

１０３２９１０ ＩＤ 

　「豪華な旅行」「権威の象徴」でもある大名旅行の

本当の姿を美濃路に残る資料から紹介します。

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

（入館は４時３０分まで）

７ 月 １８日（土）～ ８ 月 ３０日（日）

※月曜日（ ８月１０日を除く）、８月１１日（火）は休館

午前９時～午後５時

―本当はつらい大名旅行―

美濃路参勤交代物語

申込期限（消印有効）までに電子申請、または指定用紙を持参・郵送

※獣医師と薬剤師は小論文も必要、電子申請は不可（受け付け開始は７月１３日（月））

※指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９４円切手を貼った返信用封筒（長形３号）を

同封の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

１０００３１１ ＩＤ 指定用紙ダウンロード可
令和３年４月採用

※広報一宮５・６月号で掲載した、高校卒業（見込み）の方を対象とした一般事務・消防・土木職

の募集および、障害者（大学・短大・高校卒業（見込み））の方を対象とした一般事務職の募集

は、厚生労働省から選考の開始を１カ月遅らせる旨の公表を受け、日程が変更となりました。

変更後の日程については、改めてお知らせします。

申し込み
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【問】商工観光課　（２８）９１３０

　災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を、

令和５年３月３１日まで「一宮市サポートカンパニー」として認定

します。認定条件など詳しくは、お尋ねください。 

一宮市サポート カンパニーに
なりませんか

申請書類ダウンロード可１００２６７１ ＩＤ 

１年以上継続して事業を営み、

市税の滞納がない市内の企業・

個人事業所

７月３１日（金）までに申請書類を

本庁舎商工観光課

応募資格

申し込み

　「次世代のテキスタイル（生地）産業

を担う人材の発掘・育成」をテーマに、

コンテストを開催します。

　ファッションデザイナーの感性を刺

激するような作品をお待ちしています。

【問】ジャパン・テキスタイル・コンテスト開催委員会（ＦＤＣ内）　（４６）１３６１

作　品　募　集

応募方法など詳しくは、一宮地場産業ファッション

デザインセンター（ＦＤＣ）ウェブサイトを確認　

▲

９月１日（火）～３０日（水）（必着）

募集期間

洋服など明確な用途を狙って企画

・製作した織物などで未発表の物

募集内容
賞

グランプリ

その他の各賞にも

賞金あり ！

▼

５０ 万円

テキスタイル
コンテスト

ジャパン

サポートカンパニーのメリット

認定証・ステッカーを交付します

自社のウェブサイトなどでＰＲできます

広報一宮・市ウェブサイトで公表します

♪

♪

♪

総合評価落札方式の入札参加時に、

項目に応じて加点します

♪
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募集

※１０月２９日（木）開催の「元気はつらつ介護予防フェスタ」で表彰。

作品は自作で未発表の物に限る。作品の著作権は一宮市に帰属

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

【問】市民協働課　（２８）８６７１

　高齢運転者によるアクセルとブレーキの踏み間違いが原因となる交通事故を

防止するため、令和２年４月１日以降に設置した「後付けの急発進等抑制装置」

の費用の一部を補助します（令和２年度限りで、予算の範囲内で実施）。

　認知症への備えのために取り組んでいることを

「日々実践、これが私の認知症予防！」をテーマに、

ユーモアの効いた川柳にしてください。

賞賞
最優秀賞（１点）▼

３万円
優秀賞（３点）

▼
尾州産マフラー

応募方法／７月１日（水）～８月７日（金）（必着）に応募用紙

を持参または郵送・ファクス・電子メール

（１人２作品まで）。応募用紙は本庁舎高年福

祉課、尾西・木曽川庁舎、出張所などでも配布

応募用紙ダウンロード可１０１４６２９ ＩＤ 

介 護 予 防 川 柳
～　日々実践、これが私の認知症予防 ！ 　～

安全運転支援装置を設置することができ、自動車検

査証の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載

された個人が使用するもの

対象となる自動車

市内在住の昭和３１年４月１日以前に生まれた方で、

次の①～③の要件を満たしている方

①有効な運転免許証を所持している

②自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」に記載

されている氏名と、運転免許証に記載されている

氏名が同一である

③自動車税および市税の滞納がない

対象となる方

申請書類を本庁舎市民協働課に持参または

郵送。申請書類は市民協働課でも配布

申請方法

７月１日（水）～令和３年３月１５日（月）（必着）

受付期間

国土交通省の性能認定を受けた、後付けの

急発進等抑制装置で、次世代自動車振興セ

ンターが認定した「後付け装置取扱事業者」

のうち、愛知県内の店舗で設置したもの

対象となる装置

補助金額（１人１基限り）

障害物検知機能付き

上限３万 ２， ０００円

障害物検知機能なし

上限１ 万 ６， ０ ００円

１０３５２１０ ＩＤ 申請書ダウンロード可

設置費用を補助します ！
高齢者安全運転
　　　支援装置
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【問】介護保険課　（２８）９０１９

　対象の方に、自己負担割合を記載した「介護

保険負担割合証」を７月中旬に送付します。介

護サービスを利用する際に「介護保険被保険者

証」と共に提示してください。

介護保険負担割合証を送付します
１００１１３７ ＩＤ 

　保険料は、市民税の税額決定後に算出し、本人や世帯員の市民税の課税

状況や、本人の合計所得金額などによって１２段階に分けられます。

　今年度も、低所得者（第１～３段階）の保険料が軽減されます。

　詳しくは、７月中に送付する介護保険料納入通知書をご確認ください。

１００１１３５ ＩＤ 

介護保険料納入通知書 を 送付します
６５歳以上
　　の方へ

介護サービスを
 利用する方へ

自己負担割合（１～３割）

※所得・収入は平成３１・令和元年中の金額。上記に該当しない方、４０～６４歳の方

（第２号被保険者）、市民税非課税者、生活保護受給者は１割負担

３割負担次に該当する方は

本人の合計所得金額

２２０ 万円以上

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

４６３万円以上（単身世帯は３４０万円以上）
かつ

２割負担次に該当する方は （３割負担に該当する方を除く）

本人の合計所得金額

１６０万円以上

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

３４６万円以上（単身世帯は２８０万円以上）
かつ

新型コロナウイルスの影響による減免制度

▽要介護・要支援認定者

▽あんしん介護予防事業（介護予防・

日常生活支援総合事業）のうち、

介護予防・生活支援サービス事業

を利用する方

対　象

介護という問題を社会全体で支えるため

保険料は納め忘れのないようにお願いします

　介護保険料の納付方法は原則、特別徴収（年金からの天引き）です。

７月下旬までに送付する「介護保険料納入通知書兼特別徴収額

決定通知書」をご確認ください。

７月中旬までに「納入通知書（介護保険料額決定通知書）」を送付

しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。

口座振替の場合は、納期限に指定の口座から引き落とします。

※年度途中で特別徴収に替わる際は、通知書でお知らせします。

特別徴収ができない方

特別徴収の方　　　　

下記に該当する方は、減免を受けられる場合があります。ご相談ください。

第１期 の 納期限

７ 月３１日（金）

１０３５２１２ ＩＤ 

◇同一世帯内の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った

◇同一世帯内の主たる生計維持者の事業・給与・不動産・山林のいずれかの収入が、前年に比べて

３割以上減少する見込みで、その収入に係る所得以外の前年の所得合計が４００万円以下
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市政ニュース

　市では在宅福祉サービスとして、日常生活に支援が必要な高齢者の方に、

介護予防・生活支援のためのサービスを提供しています。申請方法など、

詳しくはお尋ねください。

在在在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉サササササササササササーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビスススススススススススなななななななななななどどどどどどどどどどどのののののののののののごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用利用ををををををををををを高齢者の皆さんへ

１人暮らしの方な１人暮らしの方などど 介護が必要な高齢者の家介護が必要な高齢者の家族族

その他の福祉サービその他の福祉サービスス

利用方法／介護保険証などの本人確認ができる物を持

参の上、各福祉施設で使用券の申し込みが

必要（２回目以降は使用券を提示）

※浴室利用は１回１００円

いこいの広場などの
福祉施設のご利用を

　高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問

看護に対する相談に応じています。

▽地域包括支援センター（１５㌻参照）

▽高年福祉課（（２８）９１５１）

１０１２３８４ ＩＤ 

在宅医療について 
ご相談ください

１００１０１５ ＩＤ 

※は対象に、病弱な高齢者世帯を含む

寝寝たたききりりのの方方

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

１０１０６１３ ＩＤ 

　「おでかけ広場」は、地域の皆さんが気軽に集ま

って交流できる場所です。健康づくりなど、さま

ざまな活動を行っています。

　開催日時・活動内容・申し込みなどは各広場で

異なります。詳しくは、お尋ねください。本庁舎

高年福祉課、尾西・木曽川庁舎、出張所などでマ

ップも配布しています。

おでかけ広場のご利用を １０１４５６３ ＩＤ 

緊急連絡通報システム※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／病気や緊急時に民間の受付センターに通報

できる機器を貸し出し

配食サービス（１食３３０～５７０円）※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／昼食を配り安否確認

日常生活用具給付※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしで、市民税

非課税世帯の方

内　容／住宅用火災警報器・電磁調理器・自動消火

器を支給

ねたきり高齢者等見舞金支給（月３，０００円）

対　象／要介護４・５と認定された方（特別養護老

人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療

施設・介護医療院に入所している方を除く）

寝具洗濯乾燥※

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきり・１人暮らし

の方

回　数／布団・毛布各２枚以内で年４回

訪問理美容サービス

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきりの方

利用料／１回１，０５０円（利用券を年６枚交付）

家族介護用品給付

対　象／市民税非課税世帯で要介護４・５と認定

された方を在宅で介護している家族

内　容／年６万円相当分の医薬品引換券または介

護用品を支給

認知症高齢者捜索支援サービス（月３８０円）

対　象／認知症などの症状により道に迷う可能性

のある高齢者を在宅で介護している家族

内　容／早期発見できる専用端末を貸し出し

福祉タクシー料金助成

対　象／９０歳以上の方

内　容／普通・リフト付きタクシー初乗り運賃分

の利用券を年３０枚交付（年度の途中で申

請した方は、申請月以降の利用券を交付）

利用方法／介護保険証などの本人確認ができる物を

提示の上、利用券を提出

「愛の 杖 」の給付
つえ

対　象／おおむね６５歳以上の歩行が不自由な方

シルバー入浴助成券（年１人１冊、１８枚つづり）

対　象／６５歳以上の方 

利用料／１回１００円
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【問】 保険年金課　（２８）８９８５

　高齢者に関する総合的な相談に応じています。

▽宮西・貴船・大志＝まちなか（（８５）８６７２）　 　▽神山・今伊勢町・奥町＝やすらぎ（（６１）３３５０）

▽向山・富士・丹陽町・千秋町＝ちあき（（８１）１７１１）　 　▽西成・浅井町＝アウン（（５１）１３８４）

▽葉栗・北方町・木曽川町＝コムネックスみづほ（（８６）５３３３）

▽大和町・萩原町＝萩の里（（６７）３６３３）

▽起・小信中島・三条・大徳・朝日・開明＝泰玄会（（６１）８２７３）

地域包括支援センターのご利用を １００１０１８ ＩＤ 

１０１１７４８ ＩＤ 

　専門知識を持つ看護師・精神保健福祉士などが、認知症またはその疑いのある方・家族を訪問し、一緒

に解決策を考えます。必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。

対　象／市内在住の４０歳以上で自宅で生活し、認知症の疑いのある方、または認知症で次のいずれかに該

当する方

　　　　①認知症疾患の診断を受けていない

　　　　②認知症疾患の臨床診断を受けたが、医療・介護サービスを受けていない、または中断している

　　　　③サービスを受けているが認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている

問い合わせ／認知症初期集中支援センターいまいせ（（８０）０５０６）

認知症初期集中支援チームのご活用を

　おおむね６０歳以上の方が対象で、談話やカラオケなどの

娯楽・趣味を通して交流できます。

▽千秋楽々会（千秋町塩尻７５１）

▽ふれあいルームサロンこじま（音羽２丁目９－３１）

▽春明いこいの舘さわやか会（春明字河戸５９）

ふれあいクラブのご利用を

後期高齢者医療に加入している方へ

　これまで８割軽減の対象であった方については、今年

度から７割軽減に変更となります。７．７５割軽減の方より

低い割合となりますが、その分、年金生活者支援給付金

の支給や介護保険料の負担軽減の強化など、低所得者へ

の社会保障の充実策が実施されています。

　また職場の健康保険などの被扶養者であった方の均等

割額の５割の軽減措置は、加入から２年間となります。

※６月１日以降に７５歳になった方には、８月以降にお知

らせします。

１０００９７８ ＩＤ 

保険料通知書を７月中旬に送付します

　現在お持ちの後期高齢者医療制度の保険証は、７月３１日（金）で有効期限が

切れ、使用できなくなります。新しい保険証を簡易書留郵便で送付します。

有効期限は令和３年７月３１日です。

新しい保険証を７月下旬に送付します

　保険証を受け取るときに押印または署名が必要です。不在のときは郵便局へ再配達を依頼するか、

郵便局でお受け取りください。郵便局に転送届を提出している場合は、保険証は配達されません。住民

登録地以外への郵送を希望する方は「送付先変更申請書」の提出が必要ですので、ご連絡ください。

●　今年度の保険料

所得割率 ９．６４％

４８，７６５円

限 度 額 ６４０，０００円

均 等 割
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市政ニュース

【問】 保険年金課　（２８）９０１２

７０～７４歳の方へ

　現在の受給者証は、７月３１日（金）で有効期限が

切れ、使用できなくなります。新しい受給者証

(白色）を７月中に送付します。有効期限の切れ

た受給者証は個人情報が読み取られないよう、

細かく切って処分してください。

高齢受給者証を送付

国民健康保険税の納税通知書　７月中旬に送付

　「納税通知書」と「第１～８期分の納付書（口座振替・年金天引きの方を除く）」を送付します。

年度途中で納付額が変わる世帯には「税額変更のお知らせ」と「変更後の新しい納付書（納期限を

過ぎていない分に限る）」を送付します。

　年金天引きの方で、確実な納付を約束できる場合は、７月３１日（金）までに申請すると、１０月天引き分

から口座振替に変更できます。

１０００９６３ ＩＤ 

１０００９６０ ＩＤ 軽減制度

会社の倒産・解雇・雇い止めなどにより

離職した方

１０００９６２ ＩＤ 

前年所得が２５０万円以下で、本年中の

所得が半分以下に減少する方など

減免制度

軽減・減免制度のご案内

申告すると、

税額の軽減を受けられる場合があります。

申請すると、税額が減免される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方への減免制度 １０３５２８３ ＩＤ 

　会社に雇われている方で、新型コロナウイルス

に感染または感染が疑われ、療養のため働くこと

ができず、給与の全額または一部を受け取れなか

った方が対象です。支給を受けるには要件があり

ます。詳しくは、お尋ねください。

【問】 保険年金課　（２８）９０１３ 【問】 保険年金課　（２８）８６６９

　世帯主の事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が、前年に比べて３割以上減少する見込み

などの場合、申請すると税額が減免されることがあります。詳しくは、お尋ねください。

国民健康保国民健康保険険に加入に加入してしている方へいる方へ

【問】 保険年金課　（２８）９０１１

１０１５１１６ ＩＤ 

　お持ちの心身障害者・後期高齢者福祉

医療費受給者証の有効期限が令和２（平

成３２）年７月３１日（金）の方は、更新手続き

が必要です。対象者へ更新申請書を送付

しましたので、必要事項を記入の上、ご

返送ください。

医療費受給者医療費受給者証証のの
更新手続きをお忘れな更新手続きをお忘れなくく

１０１３３３０ ＩＤ 

　６月から再開している健康診査について、次に該当

する方は受診できます（受診期限は１０月３１日（土））。希

望する方は、お早めにご連絡ください。

対　象／昭和５６年３月３１日以前生まれで、令和２年４

月２日以降に資格を取得し、８月３１日（月）まで

に資格取得届を提出した方

１００１２３７ ＩＤ 

健康診査を受診できま健康診査を受診できますす

４月以降、国民健康保険に加入した方へ

新型コロナウイルスに感染した方へ

傷病手当金を支給 １０３５３２４ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

※防犯カメラの画像や知り得た情報は、原則、

第三者に提供していません。

※警察への提供は、犯罪捜査の目的で文書に

よる要請を受けた場合に提供しています。

以下の全てに該当する防犯カメラ

　▽市が管理している　　▽防犯目的

　▽録画機能を有する

　▽不特定多数の人が出入り可能な場所を撮影

対象
件　数

連　区
令和元年度３０年度平成２９年度

２６２５１６宮西・貴船・神山・大志・向山・富士

２１０西成・千秋町

９８６
今伊勢町・奥町・起・小信中島・
三条・大徳・朝日・開明

１２２４１１丹陽町・大和町・萩原町

１１８１３葉栗・浅井町・北方町・木曽川町

６０６６４６合　計

１０２５１１０ ＩＤ 

警察からの照会によ警察からの照会によるる
映像提供情報を公表 映像提供情報を公表ししまますす

市が管理する防犯カメラ

警察からの要請で、市から提供した件数

　７月～令和３年６月分の国民年金保険料の免除申請を、７月１日（水）から受け付けます。保険

料の納付が困難で、免除を希望する方は申請してください（継続申請が認められた方を除く）。

　免除制度には、月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また納付が猶予

される場合もあります。

対　象／自営業者など第１号被保険者で所得が少ない方（申請者本人・配偶者・

世帯主の令和元（平成３１）年中の所得が基準以下）または失業・天災など

により納付が困難な方

　　　　※納付猶予制度は５０歳未満の方が対象で、世帯主の所得要件なし

　新型コロナウイルス感染症の影響で、

所得が減少した方には特例があります。

詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）

へお尋ねください。

未納の場合免除の場合

（納付猶予は反映なし）

通算あり

◆　障害・遺族年金の受給資格

納付した場合と同様の扱い

１０年

◆　老齢基礎年金 反映あり

◆　受給資格期間

◆　追納できる期間 ２２年年

◆　老齢基礎年金 反映な反映なしし

◆　追納できる期間

通算な通算なしし◆　受給資格期間

◆　障害・遺族年金の受給資格

資格を失う場合あ資格を失う場合ありり

１０００８４５ ＩＤ 

免除申請を７月から受け付けます
国民年金
保 険 料

【問】保険年金課　（２８）９０１４
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【問】国営木曽三川公園１ ３８タワーパーク　（５１）７１０５

１０２４０８９ ＩＤ 

【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

　母子健康手帳の交付や乳幼児健診、家庭訪問のほ

か、ライフサイクルに応じた各種教室・相談など、

母と子のための保健サービスを提供しています。

第１１回 中核市になると、ここが変わる！保健衛生分野①

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

　県が行っている「小児慢性特定疾病の医療費の助

成、対象となる方の相談支援」、県と市の両方が行っ

ている「特定不妊治療費の助成」についても、市が

担うことになります。

　手続きが市の窓口だけで済むように

なり便利になるだけでなく、妊娠期か

ら子育て期まで、切れ目のない支援が

可能になります。

現在の

市では…

中核市に

なると…

ここが

変わる ！

母子保健サービスが充母子保健サービスが充実実

　現在の愛知県一宮保健所の

施設を活用し、新たな保健衛

生行政の拠点とします。市内

に３カ所ある保健センターと

一体となり、市民サービスの

向上を目指します。

保健所を開保健所を開設設

７月１８日（土）
～８月３０日（日）

市政ニュース

午前１１時、午後１時・２時・３時　各３００円

各２０人　※小学生以上が対象

７７２２時間サバイバ時間サバイバルル
～かまどベンチを使いこなす～かまどベンチを使いこなす ！！ ～～

８
３０（日）
／

午後６時３０分・７時３０分　各２００円

各２０人　※３歳～中学生が対象

わくわわくわくく
花火スクー花火スクールル２０２０２０２０

８
１４（金）
／

※ツインアーチ１３８利用料が必要

チャバじいチャバじいのの
地球のなかまたち地球のなかまたち展展

期間中

１１３３８８タワタワーーパパーークク サササササササササササササササササササササササササササササササササマママママママママママママママママママママママママママママママママサマ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フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ

▼▼ 巨大気温グラフを設置巨大気温グラフを設置 ！！

　混雑状況によっては、ツイン

アーチ１３８の入場を制限する場

合があります。

※申し込み方法など詳しくは、

　ウェブサイトをご確認ください。

▼▼ 星空入 星空入門門
７７月月２２６６日日（日（日））、、８月８月１５１５日日（土（土））
午午後７時後７時～～８時８時３０３０分分

▼▼ 浴衣でタワー無料ご招 浴衣でタワー無料ご招待待
８月１８月１３３日日（木）（木）～～１６日１６日（日）（日）
午午後５時～後５時～９９時時
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　市では、第７次一宮市総合計画の進み具合を

測るために「成果指標」「市民の体感指標」を調

査しました。調査で行った市民アンケートの結

果と併せて公表します。内容は、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）、市立図書館（中央・尾西・

玉堂記念木曽川）で閲覧できます。

　市では、ふるさと財団の協力により、法人の

民間事業者に、無利子融資を行っています。

対象事業／次の全てに該当する事業①公益性・事

業採算性などの観点から行われる②１

人以上の新規雇用が見込まれる③設備

投資総額が１，０００万円以上（用地取得費

を除く）④用地取得などの契約後５年

以内に事業の営業開始が行われる⑤市

の総合計画など諸計画に整合する

　新型コロナウイルスの感染防止対策として、

消毒用アルコールを使用する機会が増えていま

す。アルコールは、取り扱いを誤ると火災などを

引き起こすので、次のことに注意してください。

▽火気の近くで使用しない

▽詰め替えを行う場所では換気をする

▽直射日光が当たる場所で保管しない

▽容器に「火気厳禁」などの注意事項を記載する

　昨年発生した火災により、粗大ごみ・不燃ご

みの処理ができなくなりましたが、移動式破砕

機を設置し処理が可能になりました。これまで

排出を控えていただいていた粗大ごみ・不燃ご

みを、徐々に排出していただけます。ただし処

理能力には限界があるので、引き続きごみの減

量と適正な分別に、ご協力をお願いします。

日　時／７月２２日（水）　午前９時３０分～午後３

時３５分

会　場／本庁舎商工観光課

対　象／市内在住の方

定　員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／７月１日（水）～２０日（月）に電話で商工観

光課

　市では、中小企業や商工業団体が貿易拡大の

ために行う事業に対し、経費の一部を補助して

います（限度額あり）。

対　象／令和３年３月３１日までに行う①国内見

本市参加等事業②海外貿易見本市参加

等事業

※事前に申請が必要です。補助対象経費など詳

しくは、  １０１６０１５をご確認ください。

　市では、中小企業が①特許②実用新案を出願

した経費（出願・弁理士の費用）の一部を補助

しています。

補助限度額／①１７万１，０００円②１１万４，０００円

申　請／出願日から３カ月以内に本庁舎商工観

光課

 ＩＤ 

第７次総合計画の進み具合を測る
指標の推移などを公表

【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０２６３７９ ＩＤ 

消毒用アルコールの
取り扱いにご注意を

【問】消防本部予防課　（７２）１２８２　　

  １０３４８３６ ＩＤ 

粗大ごみ・不燃ごみを
通常どおり排出できます

【問】環境センター　（４５）７００４　　

  １０３３７３８ ＩＤ 

ふるさと融資制度のご利用を

　【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １００２６９４ 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　　

  １０２４３９０ ＩＤ 

中小企業の特許・実用新案の
出願経費を補助

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２４００６ ＩＤ 

中小企業の貿易振興事業費を補助

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　



　８月以降、新たに身体障害者手帳・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳・被爆者手帳の交付を

受けた６５歳以上の方は、一宮市障害者手当の支

給対象外となります。現在受給中の６５歳以上の

方は引き続き受給できます。

※７月３１日（金）までに、手帳の交付申請をした方

は、手帳交付日時点の年齢にかかわらず受給

できます。

　４月１日現在で、戦没者等の死亡当時のご遺

族の中に、公務扶助料や遺族年金などを受ける

方がいない場合、次の対象の優先順位で該当す

る方１人に、特別弔慰金を支給します。請求方

法など詳しくは、お尋ねください。

対　象／①援護法による弔慰金の受給権者、②

子、③戦没者等と生計を共にしていた

父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、④③以

外の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、⑤

戦没者等の死亡時まで引き続き１年以

上生計を共にしていた３親等内の親族

支給内容／額面２５万円の記名国債（５年償還）

対　象／市内在住・在勤・在学の１０人以上の団体

派遣日時／１０月～令和３年３月の月～金曜日　午

前９時～午後６時の１時間以内

派遣場所／申し込み団体が準備する市内の会場

講　師／医師・歯科医師・薬剤師ほか

申し込み／７月１日（水）～１２月１８日（金）に電話で高

年福祉課（先着３５団体）

対　象／１月１日現在、一宮市住民基本台帳に

記録されており、引き続き市内に在住

する次に該当する夫婦

▽昭和４５年に結婚した

▽昭和４４年以前に結婚したが、やむを

得ない理由により申請していない

申し込み／８月１４日（金）までに本庁舎高年福祉課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口

課、出張所

※今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、金婚記念祝賀式は開催しません。
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市政ニュース

金婚記念の祝い品を贈ります
～８月１４日までに申し込みを～

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

  １０００９９２ ＩＤ 

戦没者等のご遺族へ

特別弔慰金を支給

　【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０３２６４５ ＩＤ 

出前講座「教えて在宅療養」
講師を派遣します

【問】高年福祉課　（２８）９１５１　　

  １０２３８５１ ＩＤ 

市の障害者手当の受給要件が
８月から変わります

【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０３３６９０ ＩＤ 

　運動不足による筋力低下を予防するため、

ストレッチや筋力強化など自宅でできる転倒

予防の体操を、インターネットで配信してい

ます。

動画で配動画で配信信

自宅で楽しく ！

１０３４１００ ＩＤ 

 貯  筋 体操
ちょ きん

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

▼

▼Ⅱ

ＹｏｕＴｕｂｅで

公開 中

本庁舎高年福祉課、尾西・木曽川庁舎、

出張所、一宮駅コンコースなど。郵送も可

配布場所

体操のリーフレットも配布しています
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掲載料／１枠５万円（税込み）

申し込み／令和３年１月８日（金）までに申込書・広

告案を持参・郵送・電子申請（掲載規

格など詳しくは、募集要項で確認）

　令和３年４月から一宮・尾西市民会館、木曽

川文化会館の３施設を一括して管理できる法人

・団体を募集します。公募説明会を次のとおり開

催します。

日　時／７月６日（月）　午前１０時

会　場／一宮市民会館

申し込み／７月３日（金）の午後５時までに申込書

を電子メール。申込書・募集要項など

は７月１日（水）からダウンロード可

※第１次提案の締め切りは８月６日（木）の午後

５時

　令和３年４月から温水プール・市テニス場・

光明寺公園球技場・尾西プール・都市公園プー

ル（４カ所）・学校開放プール（１３カ所）の２１施

設を一括して管理できる法人・団体を募集しま

す。公募説明会を次のとおり開催します。

日　時／７月８日（水）　午前９時３０分

会　場／市テニス場

申し込み／７月７日（火）の正午までに申込書を電

子メール。申込書・募集要項などは７

月１日（水）からダウンロード可

※第１次提案の締め切りは７月３０日（木）の午後

５時

【問】福祉課　（２８）９０１５

※個別支援者・地域支援者は、災害時、自分・家族の安全を確認した上で、支援をしてください。

善意により支援を行う制度で、個別支援者・地域支援者に責任を課すものではありません。

１００１１４７ ＩＤ 

災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害災 害 時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた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けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけあああああああああああああああああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいすけあい隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ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
登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録はははははははははははははははははははははははははははははは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済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみでででででででででででででででででででででででででででででで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かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

　災害時に１人で避難することが困難な方（要援護者）を、

地域の皆さんで手助けする助け合いの制度です。

個別支援者（近所の方）・地域支援者

（民生委員・町内会）の承諾を得た上で、

申請書を本庁舎福祉課・高年福祉課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所、社会

福祉協議会本部・尾西・木曽川支部

申請方法

▼ 身体障害者手帳１・２級

▼ 療育手帳Ａ判定　　

▼ 要介護３以上

▼６５歳以上だけの世帯

▼ 社会福祉協議会尾西支部で、災害弱者

支援登録制度に登録していた

対象要件

生涯学習情報誌に
掲載する広告を募集

【問】生涯学習課　（８５）７０７４　　

  １０３４７３４　申込書などダウンロード可 ＩＤ 

一宮市民会館などの
指定管理者を募集

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １０３５２９２ ＩＤ 

温水プール・市テニス場などの
指定管理者を募集

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １０３５２８５ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

少年の健全育成少年の健全育成とと

児童虐待の防児童虐待の防止止

環境センター
ニュース ７７月月１１日日かかららレジ袋が有料化レジ袋が有料化 ！！

（　）内は前年対比。※は３月末現在

市内の犯罪・事故（４月末現在）

主な重点犯罪

件　数区　分

７２８（＋　６）刑　法　犯

９７（＋３３）侵　入　盗

〔５３（＋１５）〕〔うち住宅対象〕

７７（▲１６）自動車関連窃盗

１８（＋１５）特殊詐欺※

交通事故

人　数件　数区　分

３（＋　３）３（＋　　３）死　亡

１４（＋　４）　１２（＋　　２）重　傷

４９７（▲１６９）４１１（▲１５２）軽　傷

５１４（▲１６２）４２６（▲１４７）計

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

　レジ袋をはじめとするプラスチック製品の普及で、私たちの

生活は便利になりました。しかし製造する過程で、地球温暖化

の原因となる二酸化炭素が発生したり、不要になったレジ袋が

海に流出したりするなど、さまざまな環境問題を引き起こして

います。

　これらの環境問題が深刻さを増している中、全国で７月１日

からレジ袋有料化がスタートしました。

　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけにエコバッグを持ち歩く

など、できるところから自身のライフスタイルを見つめ直して

みましょう。

　７月１１日～２０日は「夏の交通安全市民運動」です。

次のことを実践しましょう。

▽自宅周辺の危険箇所や安全な自転車の乗り方に

ついて十分話し合う

▽ドライバーから目立つように手を上げて横断す

る（ハンドアップ運動）

▽全ての座席でシートベルトやチャイルドシート

を正しく着用する

▽飲酒運転四ない運動「運転するなら酒を飲まな

い。酒を飲んだら運転しない。運転する人に酒

をすすめない。酒を飲んだ人に運転させない」

を徹底する

▽ドライバー・自転車利用者・歩行者が、それぞ

れの立場で思いやりの気持ちを持つ

夏の交通安全市民運夏の交通安全市民運動動

　子どもは、さまざまなこと

に興味を持ち、学び、成長し

ていきます。一方で、その行動の善悪を判断でき

ないので、子どもが犯罪の被害者・加害者になら

ないように、日頃から親子の会話を増やすことが

大切です。

　近年では、児童虐待が大きな社会問題となって

います。子どもに対する暴力のほか、子どもの目

の前での夫婦げんかも、子どもの心身にダメージ

を与える心理的虐待となり、増加傾向にあります。

　ご家庭で、しつけと虐待について、もう一度考

え直しましょう。

【問】環境センター　（４５）７００４

エコバ
ッグの

ご利用
を

エコバ
ッグの

ご利用
を ！！
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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。

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８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

７月１０日（金）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※７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)

７日（金）・１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１２日（水）・２６日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 

▼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
７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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

（３・１０・１７・２７日の午後、２３・

２４日を除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

１日（水）・１５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

（２３・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

５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

（２３・２４日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

１３日（月）・２８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
８日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１６日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

思いやり会館４階

 （７２）５０５２

木曜日　１０：００～１５：００

（２３日を除く）

内　　職仕
事

尾西庁舎４階

 （６３）４８００
火曜日　１０：００～１５：００

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（２３・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

（２３・２４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

（２３・２４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

（２３・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

（２３・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

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

（２３・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

（２３・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

精神障害者

家 族

思いやり会館３階２０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１５日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階３０日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１５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

１８日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１４日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３５３０６ ＩＤ 



日　時／７月２５日（土）　午後１時～

４時

会　場／尾西消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／１０人（先着。１０人程度の団

体は随時開催）

申し込み／７月１日（水）～１５日（水）に電

話または電子申請

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

日　時／７月１２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／７月２６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／７月２６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／７月２５日（土）　午後１時～

３時

会　場／１３８タワーパーク

内　容／竹を使った工作を体験する

定　員／１０人程度（当日午後０時４５

分から配布する整理券が必要）

受講料／２００円程度（教材費）

問い合わせ／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク　（５１）７１０５

日　時／８月２日からの日曜日　午

後７時～８時３０分（１２回）

会　場／市テニス場

対　象／市内在住・在勤・在学の高

校生以上の方

定　員／６０人（抽選）

受講料／８,５００円（保険料を含む）

申し込み／７月２６日（日）の午前１０時～

１０時１５分に受講料を持参の上、テニ

ス場

※申し込みは１人１人分

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／①９月７日～１１月３０日の月

曜日②９月４日～１１月６日の金曜日　

午前１０時～正午（各１０回）

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／１８歳以上の方（高校生を除

く）

定　員／各２０人（先着）

受講料／各７,５００円

申し込み／７月２日（木）の午前１０時か

ら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／８月２日（日）　午前９時（予

備日９日（日））

会　場／市テニス場

対　象／市内在住・在勤・在学の方

種　目／①男子Ａ②男子Ｂ③女子④

４５歳以上男子⑤５０歳以上女子⑥６５歳

以上男子・５５歳以上女子

定　員／各３６組（先着）

参加料／１組３,０００円（大学生は１組

１,５００円、小中学生・高校生は１組

１,０００円）

申し込み／７月２０日（月）までに本田（

（５１）４５６２）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８
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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

教室講座

普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

スポーツ

幼児教室児童館

社会福祉事業団　（５１）５０２０

詳しくは児童館へお尋ねください

※北方・葉栗・西成は、改修工事のため開催しません

電話番号開催曜日児童館名

（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

（７６）０５０８火・水丹 陽

（５１）１１４０火・（木＊２）浅 井

（４６）２６１２木・金大 和

（２４）１７６７水・木今伊勢

（６１）５３００水・（木＊２）奥

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

親子自然工作教室

ソフトテニス大会

初心者テニス教室

秋季テニス教室

申し込み／８月３日（月）～５日（水）の午前９時３０分

～午後５時３０分に児童館（抽選）

日　時／９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
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日　時／８月１６日からの日曜日

会　場／平島公園野球場ほか

対　象／市内在住・在勤の方で構成

するチーム

種　目／①Ａ級②Ｂ級③Ｃ級１部④

Ｃ級２部

参加料／①１万円②③④８,０００円（連

盟未加入チームは加盟金５,０００円も

必要）

申し込み／７月２６日（日）の①②は午後

１時、③④は午後２時３０分に富士公

民館（組み合わせ抽選・説明会を実

施、監督の出席が必要）

※問い合わせは水野（（７３）１３２９）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／８月２９日（土）　午前８時（予

備日３０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／市内在住の方、市内の中学

校を卒業した方

部　門／①小学生男子＝１．１、②小

学生女子＝１．１、③中学生男子＝

３．２、④中学生女子＝２．８、⑤ジュ

ニア（平成１４年４月２日～１７年４月

１日生まれ）男子＝４．７、⑥ジュ

ニア女子＝３．９、⑦一般（平成１４

年４月１日以前生まれ）男子＝４．８、

⑧一般女子＝３．２、⑨４０歳以上（昭

和５５年１２月５日以前生まれ）＝３．９

選考人数／各２人

申し込み／７月３１日（金）までに本庁舎

スポーツ課

※駅伝大会は１２月５日（土）に愛・地球

博記念公園（長久手市）で開催

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／①８月１９日

（水）②２０日（木）　午後

１時３０分～３時

会　場／神山公民館

対　象／市内在住・

在勤・在学の中学生

以上の方

定　員／各２０人（先着）

申し込み／７月３日（金）から電話また

は電子申請

※ふれあい体験に参加できる０歳児

と母親も募集

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

日　時／７月１５日（水）・１６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／７月２２日（水）　午前１０時～

正午

会　場／市民病院

内　容／講演「リンパ浮腫」、患者・

家族の交流

問い合わせ／市民病院がん相談支援セン

ター　（７１）１９１１

日　時／７月５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

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／７月２５日（土）　午後２時～

４時

会　場／三岸節子記念美術館

対　象／小中学生（小学３年生以下

は保護者同伴）

内　容／色紙を使って、バラ窓のよ

うな模様のオーナメントを作る

定　員／１０人（抽選）

参加料／３００円（材料費）

申し込み／７月１1日（土）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・学年・電話番号・保護者

名を記入し「オーナメントづくり」

と明記の上、ハガキ・電子メール

（〒４９４－０００７　小信中島字郷南３１４７

－１　三岸節子記念美術館、migishi

@city.ichinomiya.lg.jp ）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

日　時／①８月１日（土）②２日（日）　

午後２時～４時

会　場／三岸節子記念美術館

対　象／年少～小学生（小学３年生

以下は保護者同伴）

内　容／石粉粘土でできた大きな卵

に模様を描く

定　員／各１０人（抽選）

参加料／各５００円（材料費）

申し込み／７月１８日（土）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・学年・電話番号・保護者

名・参加希望日を記入し「おおきな

たまご」と明記の上、ハガキ・電子

メール（〒４９４－０００７　小信中島字郷

南３１４７－１　三岸節子記念美術館、

migishi@city.ichinomiya.lg.jp）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２
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←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

催しもの

愛知万博メモリアル

県市町村対抗駅伝競走大会
代表候補選手選考会
   １０１５２５０ ＩＤ 

秋季軟式野球大会

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３５５５２ ＩＤ 

がん患者サロン会・
勉強会

日曜新鮮市

せつこっこクラブ

バラ窓もようの
オーナメントづくり ！

   １０３５３７４ ＩＤ 

せつこっこクラブ

おおきなたまごに
絵をかこう ！

   １０３５３７５ ＩＤ 

赤ちゃんふれあい体験
   １０３４７２３ ＩＤ 
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応募資格／市内在住の①小学４～６年

生②中学１～３年生

部　門／①イラスト②ポスター（テ

ーマ・規格など詳しくは、  １０１６２１３

を確認）

応募方法／８月６日（木）（必着）までに

作品を持参または郵送

　賞　／特選＝１点、入選＝２点（学

年ごと。賞状・賞品を贈呈）

問い合わせ／環境センター　（４５）７００４

期　間／１０月１日（木）～令和３年２

月２７日（土）の受診日

会　場／木曽川市民病院・大雄会第

一病院・山下病院・一宮西病院・千

秋病院

対　象／昭和５６年４月１日～平成３

年３月３１日に生まれ、一宮市が受診

結果を受け取ることに同意する国民

健康保険加入者

健診内容／血液、呼吸器系、消化器系、

腹部超音波、大腸・肺がん、子宮 頸 
けい

がん（女性が対象、木曽川市民病院

を除く）ほか

定　員／３５０人（先着）

受診料／８,０００円

申し込み／７月１０日（金）～８月７日（金）

（消印有効）に申込書を持参、また

は郵便番号・住所・氏名（ふりがな）

・生年月日・性別・電話番号・被保

険者証番号・受診希望医療機関名を

記入し「人間ドック申し込み」と明

記の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁

舎保険年金課）。電子申請可。申込

書は保険年金課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所、保

健センターでも配布

問い合わせ／保険年金課　（２８）８６６９

 ＩＤ 

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／介護予防と高齢者の総合相

談

勤務場所／本庁舎高年福祉課

勤務日時／９月７日（月）～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

任用人数／１人

申し込み／７月２２日（水）（必着）までに

申込書と各免許証の写しを持参また

は郵送

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

応募資格／昭和５０年４月２日以降生ま

れで、診療報酬請求事務能力認定資

格があり、５年以上連続して２０床以

上の病院で診療報酬請求事務などの

勤務経験がある方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／７月２７日（月）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（指定履

歴書は市民病院ウェブサイトからダ

ウンロード可）

※１次試験は８月４日（火）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

職　種／①看護補助員②理学療法士

（②は資格が必要）

選考方法／面接

任用人数／①４人②２人

申し込み／７月２２日（水）（必着）までに

指定申込書と②は免許証の写しを持

参または郵送（指定申込書は木曽川

市民病院ウェブサイトからダウンロ

ード可）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

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

歯科保健業務

全般（乳幼児

健診・保健指

導ほか）

勤務場所／中保健センター

勤務日時／８月３日（月）～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

任用人数／１人

申し込み／７月１５日（水）（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

種　類／①自衛官候補生②一般曹候

補生③航空学生（航空・海上）④防

衛大学校学生（一般）⑤防衛医科大

学校学生（医学科・看護学科）

応募資格／①②昭和６３年４月２日～平

成１５年４月１日生まれの方③④⑤平

成１２年４月２日（海上は平成１０年４

月２日）～１５年４月１日生まれで高

校を卒業または令和３年３月に卒業

見込みの方

申し込み／①は随時、②③は９月１０日

（木）、④は１０月２２日（木）、⑤は医学科

１０月７日（水）、看護学科１０月１日（木）

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

　資料請求ハガキを本庁舎生涯学習

課（（８５）７０７４）で配布しています

（放送大学ウェブサイトで資料請求

可）。出願は９月１５日（火）までです。

問い合わせ／放送大学愛知学習センター　

０５２（８３１）１７７１

募　集

国民健康保険に加入している方へ

人間ドック受診者を募集
   １０１０６０９　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

環境月間ポスター・
イラスト作品を募集

会計年度任用職員

保健師を募集
   １０３５０８２　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

令和３年４月採用　木曽川市民病院

病院事務職員を募集

８月任用　木曽川市民病院

会計年度任用職員を募集

会計年度任用職員

歯科衛生士を募集
   １０３５２０１　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

自衛官を募集

放送大学
１０月入学生を募集
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　花火は人や家に向けたり、燃えや

すい物の近くで遊んだりするなど、

取り扱いを誤れば事故につながりま

す。遊び方の注意書きを守り、安全

に遊びましょう。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

　道路上にはみ出している樹木は通

行の妨げや、交通事故の原因になり

ます。枝の剪定など、適切な管理を

お願いします。

問い合わせ／道水路管理課　（２８）８６５３

　１等５億円、１等・前後賞合わせ

て７億円のサマージャンボ宝くじが、

７月１４日（火）から全国の宝くじ売り

場で販売されます。また「サマージ

ャンボミニ１，０００万円」も販売されま

す。これらの宝くじの収益金は、市

町村の明るく住みよいまちづくりに

使われます。

問い合わせ／財政課　（２８）８９６０

　取材・編集はスポーツ推進委員が

担当し、今号は各連区のスポーツ推

進委員を紹介しています。

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

　例年小中学校の夏休み期間に開場している下記の施設を、今年は休止します。

▼公園プール＝音羽公園・九品地公園・真清公園

▼学校プール＝南部中・北方中・大和中・奥中・萩原中・千秋中・葉栗小・西成小
・丹陽小・浅井南小・今伊勢小・神山小・富士小

▼一宮地域文化広場おやこプール

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）

申し込み／直接エコハウス１３８

受講料対　象日　時環境学習講座名

５００円年中以上７月１１日（土）　１３：３０～１５：００イ モ リ ・ カ エ ル

１，１００円年中以上７月２４日（祝）　１３：３０～１５：００カブトムシ・クワガタ

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座

教育指定管理課　（８５）７０８０市民開放プールを休止

　現在、休場中の尾西プールは、施設の著しい老朽化のため、復旧に必要な修
繕を見合わせています。冨田山公園の再整備計画に、今後のプールの在り方も
含めて検討中ですので、ご理解とご協力をお願いします。

教育指定管理課　（８５）７０８０尾西プール　休場のお知らせ

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは中央図書館で８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。

７
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

▽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。

７月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

いちのみや応援基金へ　４４件

社会福祉協議会へ　

ヤマコ納骨堂協会、エス・ビー

建材、中部経済新聞社尾張支社、

故大塚貴美子

総務関係へ　

サンダー、飯田宣郎、北勢商事

一宮事業所、一宮中央ロータリ

ークラブ、一宮青年会議所、ア

イネクション、エクスプラウド、

匿名１件

教育関係へ　

一宮土木協同組合、尾張三恵建

設協同組合、協同組合一宮グリ

ーンクラブ

病院関係へ　

玉山一男、ジャパンハート、ザ

・グランドティアラ一宮、尾泉染

色、江南市肢体不自由児・者父

母の会、伊藤園名古屋北支店、

伊藤二作、Ｂｅ・ＧＬＡＤ一陽、

藤井美穗子、豊島、京セラ、森

永製菓中部統括支店、日本コカ

・コーラ、一宮陸運協会、ネスレ

日本、森永市場開発中部営業所、

匿名２件

そ　の　他

７月１５日（水）は開館。７月の土・日曜日、祝日は午前９時から開館

花火による事故を防ごう
   １０２４６１５ ＩＤ 

道路上に
はみ出した樹木の 剪  定 を

せん てい

   １００２２３３ ＩＤ 

サマージャンボ
宝くじを発売

「一宮スポーツ推進委員
だより」第１８号を公開
   １０１３１０５ ＩＤ 

（５月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８３８（８８３）

▲４５ｇ

９，６７０ｔ（１０，２０２ｔ）

▲５３２ｔ

市内のごみの量（４月分）

祝日のごみ持ち込み
▽７月２３日（木）・２４日（金）は受け

付け

▽７月２３日（木）・２４日（金）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。

祝日のごみ収集
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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

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は２３）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

７月６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

７月２０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
（２３・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
（２３・２４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
（２３・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

▼７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（６・２０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（２３・２４日を除く）　５カ月です。ミルクは飲むけれど、麦茶や湯

冷ましは口から出してしまいます。そろそろ暑

くなってきたから心配です。

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

親子で楽しもう親子で楽しもう ！！

こっこ相談室

水分を取ってほしいのに…

対象は全て市内在住の方。参加料は全て無料

申し込み対象会場日時催し

当日直接会場（問い合わせは
東五城子育て支援センター）

未就園児と親尾西庁舎２階会議室Ｇ１０：００～１１：３０７月１１日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０３４７２１】

７月１７日（金）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１２組程度）

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ

１０：００～１１：３０

８月５日（水）
　　２６日（水）

フレッシュママ交流会
【　ＩＤ　１０３０７３９　】

木曽川庁舎
３階第３研修室

８月２０日（木）
　　２７日（木）

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

７月３日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

７月７日（火） 

丹陽・黒田北
子育て支援センター

７月８日（水）

　今までミルクしか飲ん

でいない赤ちゃんは、麦

茶や湯冷ましの味に慣れ

ず戸惑っているのかも。生後６カ月までは母乳やミ

ルクだけでも水分として足りているから、心配しな

くてもいいと思うよ。水分が足りているかどうかは

オシッコの回数が目安になるの。回数が減るような

ら、水分が足りていない可能性があるから気を付け

てね。朝起きた時や外から帰った時、入浴後など喉

が渇いていそうな時に少量ずつ試していくといいね。

こっこ相談員の

アドバイス

パパもいっしょに遊ぼっ！
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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

９日（木）８日（水）７日（火）６日（月）３日（金）２日（木）１日（水）

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

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 

子ども文化広場図書館大和南小学校※尾西南部生涯学習センター時之島いこいの広場奥公民館向山公民館

２０日（月）１７日（金）１６日（木）１５日（水）１４日（火）１３日（月）１０日（金）

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

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 

大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

木曽川公民館西成公民館神山公民館葉栗公民館萩原公民館

２８日（火）２７日（月）２１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

下段はこっこ浅井公民館開明いこいの広場今伊勢公民館

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）１０１２８２３ ＩＤ 

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。。

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７ １０１０６３１ ＩＤ 

　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。９月号の締め切りは７月２２日（水）です（抽選）。申し込み方法など詳しくは、 をご確
認ください。ウェブ版の「いちのみや’ｓ　情報発信地」も掲載しています。

問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

１０３４７１８ Ｉ Ｄ 

いちのみや市民活動情報サイトもご覧ください

　市民活動支援センターに登録しているさまざまな市民活動団体の活動内容や
イベントなどの情報を紹介しています。

問い合わせ　市民活動支援センター　（２３）８８８３

※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
報発信地
いちのみや’ｓ

情

今伊勢卓球クラブ

クラブ員を募集

卓球が好きな方、一緒にいい汗

を流しませんか。

日　時／毎週水・金曜日　午後

７時～９時

会　場／今伊勢中学校

対　象／高校生以上の方

会　費／年６，０００円（入会金

１，０００円も必要）

申し込み／阿部　０８０（３０７８）９６４８

家具転倒防止を

お手伝いします

近い将来起こるといわれている

南海トラフ巨大地震に備え、家

具転倒防止金具の取り付けをお

手伝いします。

対　象／市内の家

利用料／無料（金具代が必要）

申し込み／一宮防災ボランティア

ネットワーク・伊藤　０９０（４７９４）

８８６３

観世流・謡曲・仕舞の会

一謡会　会員を募集

初心者・経験者を問わず、誰でも

参加できます。「 高 
たか

 砂 」などの
さご

謡曲を、楽しく謡いましょう。

日　時／毎月第４土曜日　午後

１時～５時

会　場／いちのみや中央プラザ

体育館

会　費／１回５００円

問い合わせ／加藤　（７３）１４５３

千秋ミニバスケットボールクラブ

練習生を募集

「明るく　楽しく　強く」を目標に

活動しています。初心者も歓迎。

日　時／毎週土・日曜日　午前

９時～正午ほか

会　場／千秋小学校ほか

対　象／小学４～６年生

会　費／月２，０００円（保険料を含

む）

申し込み／中村　０９０（７８６２）７８５９

３０歳～４０歳代のママさん中心の

チームです。バスケ好きな方、大

歓迎。一緒に汗を流しませんか。

日　時／毎週火曜日　午後７時

～９時＝北方中学校、毎週金曜

日　午後５時～７時＝総合体育

館

対　象／２０歳以上の女性

会　費／１回３００円

問い合わせ／清水　０９０（１８６２）１７３８

ママさんバスケ　メンバーを募集

心にたまった思いを話すことで、

ゆとりが生まれ元気になってい

ただけます。

日　時／毎月第４水曜日　午後

１時～３時

会　場／　 －ビル３階市民活動

支援センター

問い合わせ／田中　０８０（９４９６）９２４３

傾聴ボランティ ア み みの木

みんなの傾聴



１０１０１１２ ＩＤ いちのみや応援基金 【問】行政課　（２８）８９５６

金　額件数分　野

１０，６０７，５５２円２２５保健・医療と福祉の充実

５７，９０５，０００円１２４生活環境の整備

２，４８７，００１円５８産業の振興

３７，１３４，２２５円１７０教育・文化の振興

１，７３７，０００円３６都市基盤の整備

１４４，０００円９住民参加・コミュニティー活動の推進

４９４，０００円７行財政基盤の強化

９，８６０，４６７円２１０特定分野の指定なし

寄付金の使用状況（元年度）

都市公園防都市公園防犯犯

カメラ用の備品購カメラ用の 備品購入入

６８，２００円

－バ　－バススミニ乗り場ミニ 乗り場 のの

標識購標 識 購入入

５７，４２０円

消防団用消防団用のの

防火帽等購防火帽等購入入

１，０００，０００円

１２０， ３６９， ２４５円（８３９件）

合計

寄せられた寄付の状寄せられた寄付の状況況
（令和元年度（令和元年度））
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★このページに掲載する有料広告を募集しています。

ご寄付ありがとうございました

１０１ ４７９７ ＩＤ 

７月 １ 日（水）から販売

【問】営業課　（８５）７０９４

お り ひ め
木曽川が織りなす水

災害
備蓄用
にも賞味期

限は

製造か
ら

５年

２，４００円１箱
（２４本入り）１００円１本

販売場所

ツインアーチ１３８ 尾西・木曽川商工会

本庁舎営業課 観光案内所 シルバー本町ふれあい広場

木 曽 川 の 伏 流 水

配送も受け付けます

３，５００円
（県内配送料を含む）

１箱
（２４本入り）

　電話・電子申請、または住所・氏名・電話番号・箱数を記入の上、

ファクス（（７３）９２５２）でお申し込みください。

※今年度は無料配送は行いません。県外への配送はお尋ねください。

１０１ ４７９７ ＩＤ 


