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市政ニュース

　保護者が仕事などで不在になる小学１～６年生を対象に、児童クラブの利用申し込みを受け付けます。

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

終了後は各会場終了後は各会場でで

「新成人のつどい」を開「新成人のつどい」を開催催

▼児　童　館＝月～土曜日の午前９時３０分～午後５時３０分

▼児童クラブ＝月～土曜日の午後２時～５時３０分（土曜日は閉所の場合あり）
受付日時

会 場

　会場を２０カ所（一宮市民会館と市立中学校１９校）に分散して開催します。式典は一宮市民会館で行い、

その映像を各会場にライブ配信するとともに中継で結びます。

１００１ ２５０ ＩＤ 

一宮市成人式を分散開催
令和３年
１月１０日（日）　午後１時～２時

【問】青少年育成課　（８４）００１７

冬休み期間限定児童クラブ

※申込書は１１月１１日（水）から児童クラブで配布。

募集施設は、受付期間にお知らせ。通年利用

を申し込み済みで、入所保留の方へは別途案

内あり。

令和３年度 放課後児童クラブ

利用条件など詳しくは、

をご確認ください１０１６５５７ ＩＤ 

※申込書は１１月１６日（月）から児童クラブで配布。

隣接校入学を希望する方は、入学する小学校

が確定してから、受付期間内にお申し込みく

ださい。

受付期間 １１月１８日（水）～３０日（月）

申し込み方法など詳しくは、

をご確認ください１０１６８４２ ＩＤ 

対象

▼ 小学新１～６年生

開所日と開所時間

▼ 月～金曜日＝下校後～午後７時

▼ 土曜日＝午前７時３０分～午後７時

利用申し込みを受け付け児児童童ククララブブ

開所日と開所時間

▼ 冬休み期間中の月～土曜日（１２月２９日（火）

　 ～令和３年１月３日（日）を除く）

　 午前７時３０分～午後７時

午後０時３０分開場

一宮市立中学校を卒業した方

▼卒業した中学校（屋内運動場）

それ以外の方（私立中学校を卒業した方など）

▼一宮市民会館

１０２９００２ ＩＤ 

　市外在住の方などでも、令和３年１月４日

（月）までに電子申請することで参加できます。

申し込み方法など詳しくは、　　　　　　を

ご確認ください。

受付期間 １１月２４日（火）～１２月２４日（木）
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１０月２１日（水）～１１月２日（月）　木曽川庁舎１階

１１月５日（木）～１６日（月）　　　ツインアーチ１３８展望階

１１月１８日（水）～３０日（月）　　　  ービル５階中央図書館

１２月９日（水）～１７日（木）　　　尾西図書館

１０２６４４０ ＩＤ 

火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災にににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意ををををををををををををををご注意を ！！！！！！！！！！！！！！！

　本格的な寒さを迎えるに当たり、火を使う機会が多くなります。

火災を出さないよう、気を付けましょう。　

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

１１月９日～１５日は
「秋の火災予防運動」

　放置された枯れ草は小さな火種でも放置された枯れ草は小さな火種でも簡簡

単に火が付き、大きな火災になります単に火が付き、大きな火災になります。。

土地の所有者・管理者は枯れ草を刈　土地の所有者・管理者は枯れ草を刈りり

取り、処分するか土砂などで埋めて、空取り、処分するか土砂などで埋めて、空きき

地の適正な管理を行いましょう地の適正な管理を行いましょう。。

空き地など空き地などのの枯れ草は危枯れ草は危険険

～ 行ってきます 出かける前に 火の確認 ～

１１月２日（月）　午前９時４０分　大和南小学校

消防総合訓練

【問】情報推進課　（２８）８６７０

　第５世代移動通信システム（５Ｇ）の特性を活用した、消防・救急分野の官民協働の実証実験を行います。

この実験は「令和２年度元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）」を活用しています。

１０３７０５８ ＩＤ 

利活用実証実験
５５ＧＧ×消防・救急

対　象 ▼市内在住の方

定　員 ▼２０人（先着）

申し込み ▼１１月５日（木）の午前９時から

電子申請

※屋外での観覧は自由

日時
１１月１９日（木）
午前１０時～１１時２０分

▼総合体育館

▼１３８タワーパーク第３駐車場
会場

５Ｇを活用した消防・救急訓練の

映像伝送実験 ほか
内容

児童防火作品を展示　



　小中学生・高校生

から募集したところ、

３１９点の応募があり、

次の皆さんが最優秀

賞に決まりました。

最優秀賞・優秀賞の

作品は１０月２８日（水）

までスポーツ文化セ

ンター、最優秀賞・

優秀賞・入選の作品

は、１１月３日（祝）～９日（月）にエコハウス１３８、令

和３年１月６日（水）～１１日（月）に玉堂記念木曽川

図書館、１月１５日（金）～２１日（木）に尾西図書館で

展示します。 （敬称略）

最優秀賞

鵜飼葉月（浅井中小１年）、野田虎市（今伊勢

小２年）、矢箆原愛華（北方小３年）、森一喜（三

条小４年）、宇佐見紗奈（小信中島小５年）、

木村ななみ（瀬部小６年）、柳田莉奈（今伊勢

中１年）、石田夏彩（奥中２年）、藤谷美伶＝

写真＝（中部中３年）

　小中学生から４１６

点の応募があり、次

の皆さんが入賞しま

した。入賞・入選・

佳作の作品は、１１月

１４日（土）～２４日（火）に

エコハウス１３８で展

示します。

 （敬称略）

市長賞

新谷瑠基＝写真＝（奥小３年）

市議会議長賞

柳田莉奈（今伊勢中１年）

市教育委員会賞

古田隼輝（木曽川東小４年）

堀尾梨心（西成東部中１年）

一宮警察署長賞

堀田眞央（西成中３年）

　「日々実践、これが私の

認知症予防！」をテーマ

に募集したところ、全国

から１，２２０点の応募があ

りました。主な入選作品

は次のとおりです。

 （敬称略）

最優秀賞

▽認知症　増やす会話で　減るリスク

　清田三四郎（神奈川県横浜市）

優秀賞

▽距離とって　歩いて老いと　距離をとる

　堀水芽依（東京都国分寺市）

▽口喧嘩？　いいえ頭の　活性化

　吾郷洋平（茨城県牛久市）

▽散歩して　出会った話題　川柳に

　小林一雄（東京都目黒区）

　年末調整や確定申告などで国民年金保険料を

社会保険料控除として申告する場合、納付額を

証明する書類が必要です。日本年金機構では、

国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書

のハガキを１１月上旬に送付します。１０月以降に

保険料を納付し始めた方には、令和３年２月上

旬に送付します。

　詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へ

お尋ねください。

　付加年金は、国民年金保険料を自分で納めて

いる第１号被保険者が、月額４００円を上乗せし、

年金受給額を増やすことができる制度です（国

民年金基金加入者を除く）。納付した月数に２００

円を掛けた金額が、老齢基礎年金に加算されま

す。

申し込み／認め印・年金手帳・本人確認書類を持参

の上、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
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市政ニュース

明るい選挙の啓発ポスター
優秀作品が決定

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８　　

  １０３６７６１ ＩＤ 

いじめ・非行・万引き・暴走行為
防止ポスター　優秀作品が決定

【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１６５４５ ＩＤ 

介護予防川柳　入選作品が決定

　【問】高年福祉課　（２８）９１５１　　

  １０２１３９４ ＩＤ 

国民年金保険料の
控除証明書を送付

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８３０ ＩＤ 

国民年金付加年金のご利用を

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４９ ＩＤ 
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　放置自転車は、駅・バス停周辺、商店街で歩

行者などの通行を遮ったり、街の美観を損ねた

りしています。周辺住民の方にも大変な迷惑を

掛けています。駐輪場や預かり所を利用しまし

ょう。

一宮駅周辺は終日放置禁止

　一宮駅周辺は、自転車・原動機付自転車（５０

㏄以下）の放置禁止区域に指定されています。

この区域に自転車などを放置すると撤去され、

返還には次の手数料が必要です。

▽自転車＝１，０００円

▽バイク（５０㏄以下）＝２，０００円

日　時／１１月１８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／１１月２日（月）～１６日（月）に電話で商工観

光課

虐待を防止するには

　親が児童虐待に及ぶ背景には、さまざまな要

因があります。困難や悩みを抱えた親への、地

域の方の理解や援助が児童虐待の防止につなが

ります。

　子育ての悩みは気軽にご相談ください（２６㌻

参照）。市内の保育園でも相談を受け付けていま

す。

「虐待？」と思ったら通報を

　虐待の疑いがある場合はこども家庭相談室、

県一宮児童相談センターまたは児童相談所虐待

対応ダイヤルへ、至急ご連絡ください。相談内

容や情報源の秘密は守られます。

児童虐待のない社会を
目指しましょう

【問】子育て支援課こども家庭相談室　（２８）９１４１

  １００１３６４ ＩＤ 

やめよう放置自転車

　【問】交通政策課　（２８）８９５５　　

  １０１６５４２ 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　　

  １０２１１６０ ＩＤ 

【問】納税課　（２８）８９６８

　新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方は、申請により１年を限度に

納税が猶予されます。担保提供は不要で、延滞金もかかりません。

新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ

対象となる方 対象となる税

各期の納期限の日までに申請書と、収入や

現預金の状況が分かる資料を提出。詳しく

は、   をご確認ください。１０３３４９９ ＩＤ 

令和２年２月１日（土）～３年２月１日（月）に

納期限が到来する全ての市税

申請方法

次の①②の両方に該当する納税者・特別徴収事業者

一時に納付・納入することが困難である

令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）に、

事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね

２０％以上減少している

①

②

対象となる税を拡大
市税の支払いを延長する制度

▼ ▼
▼

 ０５８６
（４５）１５５８

愛知県

一宮児童相談センター

 ０５８６
（２８）９１５２

一宮市

こども家庭相談室

児童相談所

虐待対応ダイヤル  １ ８９
いちはやく

徴収猶予
の特例


