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環境センター
ニュース

主な重点犯罪 交通事故

【問】市民協働課　（２８）８６７１

　火災の原因となるスプレー缶やリチウム

イオン電池、資源となるプラスチック製容

器包装や空き缶類などが、不燃ごみにどの

くらい混入しているのかを調査したところ、

不燃ごみのうち、約１６％が不燃ごみ対象

外品であることが分かりました。右記グラ

フは不燃ごみ対象外品の内訳です。プラス

チック製容器包装や空き缶金属類などのリ

サイクル資源が多く交ざっており、火災の

原因となる中身の残ったライター、スプレ

ー缶などの危険ごみやリチウムイオン電池

などの充電式電池なども含まれていました。

【問】環境センター　（４５）７００４

区　分 件　数

刑 法 犯 １，７１３（▲１９１）

侵 入 盗 １７１（▲ ３９）

（うち住宅対象） 〔９５（▲２３）〕

自動車関連窃盗 １５５（▲ ５７）

特殊詐欺 ３３（＋ １４）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ７（＋ ３） ７（＋ ３）

重　症 ４０（＋ １６） ４３（＋ １８）

軽　傷 ９８８（▲３２５）１，１６３（▲４０９）

計 １，０３５（▲３０６）１，２１３（▲３８８）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（１０月末現在）

特殊詐欺の被害防止特殊詐欺の被害防止

　令和２年中の市内の特殊詐欺の認知件数は、平

成３１・令和元年と比べ大幅に増加しました。また

被害に至らないまでも、前兆電話が多数確認され

ています。次の特殊詐欺の被害防止対策を実践し

ましょう。

▽在宅時でも常時、留守番電話設定にしたり、被

害防止機能付き電話機などの被害防止機器を活

用する

▽電話の相手が「キャッシュカード」「暗証番号」

と話したら、すぐに電話を切り、警察に相談す

る。他人にキャッシュカードを絶対に渡さない

▽有料サイトの利用料などを請求するメールや、

「訴訟」「差し押さえ」などと書かれたハガキや

封書が届いても、絶対に電話をしない

事件・事故事件・事故

緊急事案は１１０番緊急事案は１１０番

　１月１０日は「１１０番の日」で

す。１１０番は事件・事故など、

緊急事態に遭遇したときのための「緊急電話」です。

「ひったくりなどの被害に遭った、目撃した」「見掛

けない人が家の中をのぞいている」「当て逃げ・ひ

き逃げ事故などに遭った、目撃した」などで、すぐ

に警察官に現場へ来てほしい場合は、すぐに１１０番

通報し、慌てず、焦らず、簡潔明瞭に、警察官から

の質問にお答えください。

地理案内や相談事など緊急の対応を必要としない

場合は、警察相談ダイヤル「＃９１１０」または最寄

りの警察署へご相談ください。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

不燃ごみの中には、こんなものが…不燃ごみの中には、こんなものが…

１０３７０８６ＩＤ

ごみと資源の分別にご協力を

不燃ごみ対象外品内訳

危険ごみ

２．７％

１８．２％

プラスチック製容器包装

ペットボトル

１．７％

充電式電池・

充電式電池内蔵製品

３８．７％

可燃物に

該当するもの

２．８％

その他資源・

有害ごみ

３６．０％

空き缶・金属類
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１月の無料相談１月の無料相談

▲

電場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

相談名 日　時 相談電話・会場

生
活
・
市
政

市民総合

月～金曜日　９：００～１７：００

（４・８・１５・２２日の午後、１・

１１日を除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
６日（水）・２０日（水）　１０：００

～１２：００

思いやり会館３階

（７３）４３６３

多重債務
月～金曜日　９：００～１２：００

（１・１１日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
１０日（日）　１３：００～１６：００

－ビル６階

愛知県司法書士会一宮支部

０８０（３６２０）７６５４

消費生活
月～金曜日　９：００～１６：３０

（１・１１日を除く）

本庁舎９階相談室

（７１）２１８５

交通事故

７日（木）・２５日（月）　１３：３０～

１６：００

＜予約制　０５２（９６２）５１００

（県民相談・情報センター）＞

思いやり会館３階

人 権 １３日（水）　１３：００～１６：００
思いやり会館３階

尾西庁舎４階

行政書士の

許認可手続
２１日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

８日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　０５２（９６１）８０７０

（尾張県民事務所産業労働課）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００
思いやり会館４階

（７２）５０５２

火曜日　１０：００～１５：００
尾西庁舎４階

（６３）４８００

女
性
・
青
少
年

女 性

悩みごと

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１・１１日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

（２８）９１４９

子ども・若者

悩みごと

火～土曜日　９：００～１７：００

（１・２・１２日を除く）

青少年センター

（８４）０００３

若 者

就職心理

火～土曜日　１０：００～１７：００

（１・２・１２日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

（火～土曜日　１０：００～１８：００）＞

－ビル６階

いちのみや若者サポート

ステーション

相談名 日　時 相談電話・会場

福
祉

生活支援
月～金曜日　８：３０～１７：１５

（１・１１日を除く）

本庁舎２階生活福祉課

（２８）９１４５

ひとり親

家 庭

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１・１１日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

（２８）９１３３

火曜日　１０：００～１２：００
思いやり会館２階

（７１）６５５１

高 齢 者
月～金曜日　９：００～１７：００

（ 1・１１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

障害者生活・

サービス利用

月～金曜日　９：００～１７：００

（１・１１日を除く）

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

精神障害者

家 族

月・水曜日　１０：００～１５：００

（１１日を除く）

思いやり会館４階

（７３）０５０５

不
動
産
・
建
設

不動産取引

と悩みごと

１８日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２０日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２８日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

２０日（水）　１３：００～１５：００

（１２：３０から受け付け）
尾西庁舎４階

登 記・

境界問題
１６日（土）　９：３０～１２：３０

－ビル６階

愛知県土地家屋調査士会

一宮支部

建築・地震 １２日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２月の２月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

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。

日　時 会　場 申し込み

５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

１月１２日（火）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１月分は随時受け付け中１０日（水）・２４日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０３７７７４ＩＤ

１００１９５５ＩＤ


