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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

家庭内で家庭内でのの

暴力も犯罪で　暴力も犯罪ですす

（　）内は前年対比。※は７月末現在

市内の犯罪・事故（８月末現在）

主な重点犯罪

件　数区　分

１，４０４（▲　９２）刑　法　犯

１４８（▲　１４）侵　入　盗

〔８３（▲１１）〕〔うち住宅対象〕

１３６（▲　３４）自動車関連窃盗

２８（＋　１２）特殊詐欺※

交通事故

人　数件　数区　分

６（＋　４）６（＋　　４）死　亡

３１（＋　１１）　２８（＋　　８）重　傷

９４０（▲３２５）７９０（▲２７７）軽　傷

９７７（▲３１０）８２４（▲２６５）計

　昨年１１月にリサイクルセンターで火災が発生

しました。市では、火災につながるリチウムイ

オン電池や中身の残ったライターなどの混入状

況を把握するため、不燃ごみの中身の確認を行

いました。写真は発火の恐れがある物の一部で

すが、リチウムイオン電池内蔵の加熱式たばこ

などが多く含まれていました。

　秋も深まり、日没時間が早くなりました。この

時季の午後５時～７時の時間帯は交通事故が起き

やすい「魔の時間」といえます。「魔の時間」であ

る夕暮れ時は周囲の視界が徐々に悪くなるため、

歩行者・自転車や自動車などからお互いが見えに

くくなります。

　夕暮れ以降に外出する際、歩行者や自転車の方

は、黄色や白色などの明るい目立つ色の服装や反

射材を着用し、自分の存在を見つけてもらいやす

くしましょう。

　またドライバーの方は、早めにライトを点灯す

ることにより、いち早く危険の発見や回避をする

ことができます。早めのライト点灯は、歩行者・

自転車や他の自動車に自車の存在をいち早く知ら

せることによる交通事故防止にもなります。

夕暮れ時の交通事故防夕暮れ時の交通事故防止止

　警察には「夫に殴られた」

などＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス）の相談・通報が数多く寄せられて

います。理由のいかんにかかわらず、暴力を振る

うことは許されません。家庭内であっても、暴力

は立派な犯罪です。また夫婦間以外であっても、

同居する相手に対する暴力は犯罪となり、子ども

の前で夫婦ゲンカをすれば児童虐待（心理的虐待）

となります。

　「夫婦ゲンカは犬も食わない」というのは昔の話

です。今は警察が積極的に介入しており、通報を

受ければ逮捕を含めた強い姿勢で対応しています。

【問】環境センター　（４５）７００４

環境センター
ニュース

１０２５９７６ ＩＤ 

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

正しい分別

火災を防ぐため火災を防ぐためにに
小型充電式電池の分別にご協力小型充電式電池の分別にご協力をを

▼取り外せない場合

　電池が取り外せない小

型家電を、市内２１カ所に

ある「小型家電回収ボッ

クス」に入れてください。

▼小型充電式電池が取り外せる場合

　取り外した小型充電式電池を、ＪＢＲＣ

リサイクル協力店（家電販売店など）へ

お持ちください。
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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。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１ ２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

１１月１０日（火）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１１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)

４日（金）・１１日（金）・１８日（金）・２５日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階９日（水）・２３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
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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、３・２３日を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

４日（水）・１８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

（３・２３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

１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

（３・２３日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

９日（月）・３０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
１１日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１９日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

本庁舎４階

４０１会議室

１３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

（３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

（３・２３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

（３・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

（３・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

（３・２３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

（３・２３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

（３日を除く）

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

（３・２３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

（３・２３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

（２３日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１６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１８日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階
２６日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）

登　　記

尾西庁舎４階
１８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

２１日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１０日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３７１０２ ＩＤ 
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【問】道路課　（２８）９１４４

ご存じです
か？

ラウラウンンドドアアババウウトトの交通ルーの交通ルールル

１００２１６７ ＩＤ 

　横断歩道の歩行者と、交差点内を走行

する車両に注意してください。歩行者が

いる場合は一時停止後、徐行して侵入し

てください。

交差点に入るときは１

　交差点は、時計回りの一方通行です。

反対回りや駐停車をしてはいけません。

赤茶色の部分は走行せず、できる限り左

端に寄って徐行してください。

交差点内は一方通行２

　左ウインカーを出し、交差点を出るま

で合図を出し続けましょう。歩行者や自

転車の巻き込みに十分注意してください。

交差点を出るときは３
歩行歩行者者・・自転車に注自転車に注意意

　ラウンドアバウトでは、交差点内を通

行している車両が優先です。

交差点内の車両が優先４

　車両の通行する部分が環状の交差点で、

道路標識により車両がその部分を右回り

（時計回り）に通行することが指定されてい

る交差点です。

ラウンドアバウト（環状交差点）とは

道路標識

　安全確認を行い、徐行して交差点内に侵入し、環道外側の

青色の矢羽根部分を時計回りに走行してください。

自転車で通るときは

優先


