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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

（　）内は前年対比。※は６月末現在

市内の犯罪・事故（７月末現在）

主な重点犯罪

件　数区　分

１，２５５（▲　４１）刑　法　犯

１３８（＋　１１）侵　入　盗

〔７７（＋  １）〕〔うち住宅対象〕

１２７（▲　１０）自動車関連窃盗

２５（＋　１０）特殊詐欺※

交通事故

人　数件　数区　分

６（＋　５）６（＋　　５）死　亡

２９（＋　９）　２６（＋　　６）重　傷

８３９（▲２６４）７０１（▲２３１）軽　傷

８７４（▲２５０）７３３（▲２２０）計

　覚醒剤や麻薬などの薬物

は、心も体もボロボロにしま

す。これらの薬物を乱用することで、幻覚・妄想

などの症状が現れ、殺人・放火といった凶悪な犯

罪や交通事故を引き起こすなど、取り返しのつか

ない事態になりかねません。

　薬物は「遊びのつもり」「好奇心」「友人からの

誘い」など、軽い気持ちで始めたものが、いつし

か止められなくなってしまう恐ろしいものです。

　私たち自身、そして私たちの周りから薬物の乱

用をなくしましょう。

　１０月１１日～２０日に「秋の安全なまちづくり県

民運動」が行われます。

　多発している侵入盗や自転車盗・車上狙いな

どを防ぐには「鍵掛け」が重要なポイントです。

　市内でも、無施錠の住宅や車両が被害に遭っ

ていますので、次のことを実践して犯罪による

被害を防ぎましょう。

▽短時間の外出や在宅中でも必ず鍵を掛け、窓

やドアなどは「ツーロック」にする

▽車から離れるときは、短時間でも鍵を掛け、

車内に貴重品を置かない

▽自転車から離れるときは、短時間でも鍵を掛

け、丈夫なワイヤー錠などを使って「ツーロ

ック」にする

秋の安全なまちづ秋の安全なまちづくくりり県民運動県民運動

　年金・保険・税金などの役所の仕事で分から

ないことや困りごとがあるときは、行政相談や

特設行政相談所（１３㌻参照）をご利用ください。

行政相談を
ご利用ください

【問】広報課　（２８）８９５１

１００１９５３ ＩＤ 

行政相談委員

▽伊藤雅淑さん　　▽岡西美子さん

▽近藤重幸さん　　▽後藤道子さん

▽前田旬子さん　　▽松本規予子さん

【問】危機管理課　（２８）８９５９

ご活用くださご活用くださいい

　市の防災会議の一員でもある中部電力パワー

グリッド社から、登録した地域の停電情報が通

知されるアプリが提供されています。

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

薬物乱薬物乱用用

ダ　ダメメ！！ ゼッタゼッタイイ！！

主な機能

停電情報の確認

避難所までのルート検索

チャット機能による電気

設備に関する問い合わせ

▼

▼

▼

Ａｎｄｒｏｉｄ版  ｉ ＯＳ版

停電情報お知らせサービス
無料スマートフォンアプリ １０２９５１３ ＩＤ １０月１９日（月）～２５日（日）は「行政相談週間」

行 政 苦 情 １ １ ０ 番

月～金曜日の午前８時３０分～午後５時３０分（祝休日を除く）

 ０５２(９６２)１１００
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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。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ １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

１０月１２日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１０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）・２０日（金）・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 

▼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

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

（２・９・１６・２３日の午後を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

７日（水）・２１日（水）　１０：００～

１２：００
行　　政

尾西庁舎４階

相談室３

特設相談所

２１日（水） １０：００～１２：００

本庁舎９階相談室

 （２８）８９８４
月～金曜日　９：００～１２：００多重債務

  －ビル６階

愛知県司法書士会一宮支部

 ０８０（３６２０）７６５４

４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消費生活

思いやり会館３階

１２日（月）・２６日（月）　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
１４日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１５日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

９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

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０
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

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

＜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

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

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１９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２１日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階
２２日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）

登　　記

尾西庁舎４階
２１日（水）　１３：００～１５：００

（１２：３０から受け付け）

  －ビル６階

愛知県土地家屋調

査士会一宮支部

１７日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１３日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３６６７７ ＩＤ 
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００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
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【問】環境センター　（４５）７００４

午前９時～午後４時

環境センター北館にお持ちください

フードドライブにご協力を
１０２３７５５ ＩＤ 

家庭などで余った

食品を持ち寄り、

それを必要とする

方々や施設に寄付

をする活動

フードドライフ ードドラ イブブとは･･･とは･･･

小型家電回収ボックスを
ご存じですか

　市ではごみ減量やレアメタルなどのリ

サイクルを目的として、回収ボックスを

設置し小型家電の回収を行っています。

　ＤＣＭカーマ尾西店、葉栗出張所にも

設置しました。その他の設置場所など詳

しくは、　　　　　　をご確認ください。１００１７８４ ＩＤ 

設置場所を増設

　市では毎年１０月を「一宮市環境月間」と位置付け、環境に優

しく、誰もが快適に暮らすことができるまちを目指して、環境

保全やごみ減量に関するさまざまな啓発事業を行っています。

住みよい環境を未来へつなぐために、自分たちに何ができるの

か考えてみませんか。

　市内の中学生から作品を募集し、審査の結果、渡部加寿さん

（中部中２年）の作品が最優秀作品に選ばれました（右写真）。

優秀作品は１１月１日（日）までエコハウス１３８に展示します。

一宮市環境月間のポスターデザインが決定

知っていますか？　「一宮市環境月間」

環境のことを考えてみません環境のことを考えてみませんかか
～１０月は「一宮市環境月間」～

環境センター
ニュース

１０１６２００ ＩＤ 

１０月２６日（月）～３０日（金）

▽缶詰

▽インスタント・レトルト食品

▽米

▽乾物（パスタ・うどんなど）

▽調味料

▽飲料ほか

※賞味期限まで１カ月以上あり、常温で

保存でき、未開封の物に限る

対　象

食品ロスを減らしましょう ！

回収できるもの

▽携帯電話　　　　▽携帯音楽プレーヤー

▽ビデオカメラ　　▽デジタルカメラ

▽ＡＣアダプタ　　▽電子ゲーム機器

▽電子辞書　　　　▽ポータブルカーナビ

▽電卓

▽小型充電式電池が取り外しできない小型家電

※投入口（縦１５cm×横３０cm）に入るものに限る


