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市長メッセージ 

新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種の準備を進めています

４月から市役所窓口でのキャッシュレス決済を拡大
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４月の行事予定

 1  市役所窓口でのキャッシュレス決済の取り扱いを拡大（４㌻）

ブロック塀などの撤去費用 補助開始（７㌻）

固定資産の価格等縦覧帳簿の縦覧（７㌻）

桃花祭（～３日／真清田神社周辺）

１３８タワーパーク・さくら祭り（～４日／  ＩＤ  １０２２８８２ ）

一宮桜まつり（～１０日／  ＩＤ  １０３８７１１）

美術館・コレクション展（常設展）「三岸節子の言葉とともに」（～１１日／  ＩＤ  １０３６０６９ ）

 5  東京２０２０オリンピック聖火リレー 一宮市でも開催（１７㌻）

6  市立小学校入学式

博物館・特集展示コーナー「山喜多二郎太 自由な墨絵の世界（前期）」（～２９日／１０㌻）

7  市立保育園入園式

市立小学校始業式

市立中学校入学式・始業式

10  １３８タワーパーク・春のイベント（～５月５日／１２㌻）

13  美術館・コレクション展（常設展）「静物へのまなざし」（～７月４日／１１㌻）

17  博物館・所蔵品による企画展「川合玉堂 水の表現」（～５月１６日／１０㌻）

各記事に掲載の  ＩＤ （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。

人口と世帯数 ３月１日現在

人口…３８３，９５９（▲１９６）男…１８７，６１３（▲１３１）女…１９６，３４６（▲ ６５）世帯数…１６３，８４７（＋１０９）※（ ）内は前月対比

４月の時間外証明窓口

市役所の開庁時間 午前８時３０分～午後５時１５分

時間延長…１・８・１５・２２日（木）、３０日（金）

　　　　　▽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…２５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

Ｅｖｅｎｔ ｓｃｈｅｄｕｌｅ

市政へのご意見・ご要望は

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

Ｗｈｅｎ ｅｎｔｅｒｉｎｇ  ＩＤ  (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  ＩＤ  １００４９５８.

表示１０２１４３５

１００９９５６ＩＤ

１０００２２７ＩＤ

１００４９５６ＩＤ

ＩＤ

納付のお知らせ

固定資産税・都市計画税（第１期分）

納付は ４月３０日（金） までに

１０００８７５ＩＤ

（８㌻参照）

　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。

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。
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桜

市長メッセージ市長メッセージ
市長市長 中野正康中野正康

真清田神社と桜

　市制１００周年を記念して「岐阜さくらの会」から桜を

寄贈いただき、真清田神社前の宮前三八市広場に植樹し

ていただくこととなりました。１,５００年以上も昔の伝えに

ちなんで、品種はエドヒガンです。古文書（真清探当証）

によれば、継体天皇は幼い頃、真清田神社のある尾張一宮

から美濃の山奥に逃げ、隠れ住んでいました。成長され、

都に帰る際、美濃の地との別れを惜しみ、真清田神社に

植えられていた桜の苗木をお手植えになったそうです。

　その地に育ったエドヒガンが、岐阜県本巣市の淡墨公

園にある樹齢１,５００年以上の桜といわれています。この

桜は、散り際の花びらの色にちなんで淡墨桜と呼ばれて

います。毎年３月、継体天皇が歩かれたであろう一宮市

（真清田神社）

から、本巣市

根尾谷・淡墨

桜までのウォ

ーキング大会

が行われ、全

国各地から多

くの人が参加

しています。

木曽川堤の桜

　木曽川堤の桜は、明治時代の堤防補修の際、ヒガンザ

クラ・シダレザクラ・ヤマザクラを堤防の両側に植樹し

たことに始まります。一宮市北方町から江南市草井町ま

で約９㎞にわたります。その後、桜並木の景観として

整えられ、開花時の景観と種類の貴重さから１９２７(昭和

２)年に国の名勝及び天然記念物に指定されました。

　しかしながら、樹齢１００年を越え、衰弱や立ち枯れが

目立つようになりました。葉栗連区地域づくり協議会や

光明寺緑地保全会の方々がボランティアで、年１～２回、

施肥やつる切りなどを実施し、桜の保全につとめていた

だいております。

　一宮市としても、市制８０周年（平成１３年）には「二世

サクラ」を植樹しました。かつての景観を取り戻せるよう

に、関係機関とも協力して、地元の皆さまと一緒に木曽川

堤の桜の保全を応援していきます。

青木川の桜

　市内の東部を流れる青木川の両岸には、ソメイヨシノ

約２００本が１．５㎞にわたり植栽されております。千秋町

の地元の皆さまが毛虫の防除や草刈りなど、桜を大切に

育成し、周辺環境の美化にも取り組まれています。毎年、

綺麗に咲いており「青木川河畔桜まつり」(今年は中止）

が盛大に開催されています。

　この桜並木の下流側では、堤防上部を「青木川河川敷

公園」として右岸・左岸でトータル４．９㎞を遊歩道とし

て、整備を進めています。千秋町の佐野公園から丹陽町

の休郷公園を結び、ウォーキングによる健康増進や地域

のコミュニケーションの場となるように整備しており、

２０２４(令和６)年度の完成を目指しています。

大江川の桜

　一宮桜まつりは市内の各所を会場に毎年開催しており、

今年で５３回を数えます。とりわけ、市の中心を流れる

大江川の両岸では、３００本を超えるソメイヨシノが見事

に咲き誇ります。

　昨年の一宮桜まつりは、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため、急きょ中止といたしましたが、今年は

３密を防ぐ対策として、ぼんぼりの設置や歩行者天国等

を取りやめるなど規模を縮小して３月２５日から４月１０日

まで開催いたします。

　もちろん、今回ご紹介した他にも「萬葉公園」の河津桜

のように早く咲く桜をはじめ、「尾西公園」や「浅井山公

園」など、綺麗な花を咲かせる桜の木が、たくさんありま

すが、お花見に伴う宴会は自粛していただきますようお

願いします。季節の移ろいを愛でることができる、平穏な

日々を取り戻せるように、引き続きコロナ対策など市政

の課題に全力で取り組んでまいります。【３月１０日執筆】

１０３９６５１ＩＤ

淡墨桜（うすずみざくら）
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【問】会計課　（２８）９０２６

　４月１日（木）から、各種証明書の発行手数料などの支払いに、

キャッシュレス決済（クレジットカード・電子マネー・ＱＲコード

決済）を利用できます。

　決済の種類など詳しくは、 １０３７１２３ＩＤ をご確認ください。

市役所窓口でも

利用できます利用できますキャッシュレス決済キャッシュレス決済

　　　　　　　市 民 課

本 庁 舎 

▲  

市 民 税 課

　　　　

　 　 　

資 産 税 課

尾 西 庁 舎 

▲  

窓 口 課

木曽川庁舎 

▲  

総務窓口課

◆各窓口で発行する証明書の発行手数料

　（住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、印鑑登録証明書、

各種税務証明書など）

◆固定資産税課税台帳・土地台帳などの閲覧手数料

◆印鑑登録証紛失実費弁償金  ほか

※窓口での税金・保険料の納付には利用できません。

ワクチン接種ワクチン接種のの準備準備を進めていますを進めています

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

新型コロナワクチン接種コールセンター

午前８時３０分～午後５時１５分
（９月３０日までは土・日曜日、祝休日も開設）

(５２)７７５５

１０３９１７３ＩＤ

取扱窓口
利用できる�支払い対象

接種に当たり、市からお金を求めることはありません。接種に当たり、市からお金を求めることはありません。

不審な電話にはだまされないよう、ご注意ください。不審な電話にはだまされないよう、ご注意ください。

個別にお知らせ個別にお知らせ 予約予約するする 接種接種するする

【問】新型コロナワクチン接種推進室　（７２）１３８９〔開設は４月１日から〕

　市では、国の示す接種順位などに従って、保健センターおよび協力医療機関で新型コロナワクチン

が接種できるよう準備を進めています。なおワクチン接種は、接種による感染症予防の効果と副反応

のリスクを理解した上で、自らの意思で同意がある場合に限り行われます。

接種までの流れ接種までの流れ

クーポン券

高齢者へ４月１６日（金）に

発送（以降、接種順位に

従い順次発送）

電話や市の予約サイト

などで予約（接種希望

場所によって異なる）

接種は無料（公費で実施）
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

平日夜間の診療を平日夜間の診療を
終了します終了します

　３月３１日をもって、平日夜間の診療を

終了します（令和２年１０月から休診中）。

　４月からは、日曜日・祝休日・年末年

始（１２月３０日～１月３日）の休日診療

だけとなります。

休日急病診療所

緊急時の医療機関の案内は

２４時間３６５日対応

(７２)１１３３

救急医療情報センター

傷病手当金の適用期間を延長

　新型コロナウイルス感染症に感染した方に

対する傷病手当金の適用される期間を、６月

３０日（水）まで延長します。

新型コロナウイルス感染症での

詳しくは、ご確認ください

【問】保険年金課　（２８）８９８５

後期高齢者医療保険の方 １０３６７０４ＩＤ▼

【問】保険年金課　（２８）９０１１

国民健康保険の方 １０３５３２４ＩＤ▼

１００８９６８ＩＤ

【問】保健総務課　（７２）１１５３

〔３月３１日までは健康づくり課　（７２）１１２１〕

国民健康保険・

後期高齢者医療保険に加入している方へ

市民活動サポート補助金市民活動サポート補助金

申請方法などの説明会説明会をを開催開催

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３

電話で市民活動支援センター（１団体２人まで）

　ービル３階市民活動支援センター

５月１日（土）�午前１０時

若者支援部門若者支援部門

おおむね３０歳未満の方で

構成された市民活動団体

スタート支援部門スタート支援部門

新規または設立後２年未満

の市民活動団体

申し込み

１０３６９４０ＩＤ 提出書類ダウンロード可

▼

教育委員会委員候補者教育委員会委員候補者を募集しますを募集します

募集人数 １人

任期 １０月１日～令和７年９月３０日

待遇 非常勤特別職の公務員

月額５万１，２００円支給

４月３０日（金）（消印有効）までに申込書と

課題小論文を本庁舎教育部総務課

申し込み

※ 公募要項・申込書は、４月１日（木）から

市ウェブサイト、教育部総務課、尾西・

木曽川庁舎、出張所で配布

応募資格

一宮市長の被選挙権を有する市民

市内小学校に在学する５年生以下の児童の

保護者

破産者にあっては復権を得ていること

禁錮以上の刑に処せられたことがないこと

１０月１日時点で、次の全てに該当する方

【問】教育部総務課　（８５）７０７０

選考方法など詳しくは、

をご確認ください１０１９３０５ＩＤ
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行財政行財政  改革大綱改革大綱
（令和３～５年度）を策定

　市では「量の改革」「質の改革」という二つの改革の精神を引き継ぎながら、さらなる

改革を推進するため、行財政改革大綱を策定しました。

　令和３～５年度の間、下記の四つの項目を重点課題として改革を進めていきます。

１０３９１４５ＩＤ

重点課題と主な取り組み

 人に優しいデジタル化の推進

▼   自治体ＤＸ（※）の推進

▼ 市民サービスの向上

▼ ＩＣＴ推進の強化と事務の効率化

▼ 防災・災害時の情報提供

 財政・資産の改革

▼  中心市街地の公共施設・公有財産の活用検討

▼ 公共施設の有効活用

▼ 民間活力の導入

▼ 健全な財政運営

 人材・組織の改革

▼  人事制度と組織の見直し

▼ 職員の能力向上と人材の活用

▼ 組織の活性化

▼ 権限移譲による行政能力の強化

▼ 広域的な処理による効率化

 官民連携・コミュニティ力の強化

▼  産学官による連携
▼ 地域住民・ボランティア等との協働

市民意見提出制度市民意見提出制度
　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。

　「高齢者が健やかでいきいきと暮らせるまち」

の実現に向けた総合的な取り組み方針と各事業の

実施目標を定めた計画です。

　素案への意見を募集したところ、６１件の意見が

ありました。

第８期高齢者福祉計画第８期高齢者福祉計画
（介護保険事業計画を含む）（介護保険事業計画を含む）

【問】介護保険課　（２８）９０１８ １０３７３０２ＩＤ

　第２次情報化推進計画に代わり、官民データの

活用を推進するための計画です。

　素案への意見を募集したところ、寄せられた意

見はありませんでした。

官民データ活用推進計画官民データ活用推進計画
【問】デジタル推進室　（２８）８６７０

   〔３月３１日までは情報推進課〕

１０３９２４９ＩＤ

　一般廃棄物（ごみ・生活排水）の減量・資源化

や適正な処理を推進するための計画です。

　素案への意見を募集したところ、２件の意見が

ありました。

一般廃棄物処理基本計画一般廃棄物処理基本計画
【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

   〔３月３１日までは清掃対策課　（４５）７００４〕

１０３７４５２ＩＤ

　障害のある方が安心して暮らせる社会を目指し、

障害福祉施策を総合的に推進するための計画です。

　素案への意見を募集したところ、１件の意見が

ありました。

第３次障害者基本計画第３次障害者基本計画
第６期障害福祉計画第６期障害福祉計画
第２期障害児福祉計画第２期障害児福祉計画

１０３７２２８ＩＤ【問】障害福祉課　（８５）７６９８

  〔３月３１日までは福祉課　（２８）８６１９〕

【問】行政課　（２８）８９５６

　素案への意見を募集したところ、寄せられ

た意見はありませんでした。大綱は市ウェブ

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。

３月に計画を策定

※ ＤＸは「デジタル トランスフォーメーション」の略語。デジタル

技術を活用し、人々の生活をより良い方向へ変えること
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申請には事前協議などが必要です。詳しくは、お尋ねください。詳しくは、お尋ねください。

道路に面しており、道路からの高さが１ｍ以上

のブロック塀など

ブロック塀ブロック塀などのなどの撤去費用補助撤去費用補助

　固定資産税は、土地・家屋・償却資産の１月１日現在の所有者が、資産価値に応じて納める税金です。

土地と家屋の固定資産税算出の基となる評価額は、３年に１回の見直しがあり、令和３年度が評価替えの

年に当たります。

　令和２年１月１日を基準日として、国土交通省

が発表した地価公示価格の７割をめどとし、同年

７月１日までの地価下落を反映させています。

１０００９４１ＩＤ

【問】資産税課　（２８）８９６５

　固定資産評価基準の改正に伴い、物価水準の変動

を反映し再計算を行いました。

【問】資産税課　（２８）８９６６

評価額と課税標準額評価額と課税標準額

　土地の固定資産税の基礎となる課税標準額は、評価額を基に決められます。評価額と課税標準額は原

則一致しなければなりません。しかし評価額が著しく上昇した場合でも、課税標準額の上昇をなだらか

にする措置が取られているため、土地によっては評価額と課税標準額に開きがあります。

※ 税制改正により、令和３年度の評価替えに伴う課税標準額の上昇はありません。ただし土地の利用状

況に変更がある場合などは、課税標準額の変動があります。

土地の評価額土地の評価額 家屋の評価額家屋の評価額

【問】資産税課　（２８）８９６７

所在・地番・地目・地積・令和３年度の評価額

所在・地番・家屋番号・種類・構造・建築年・

床面積・令和３年度の評価額

縦覧内容

土地価格等縦覧帳簿

家屋価格等縦覧帳簿

※ 個人情報保護のため、所有者の住所・氏名を表示

しませんので、事前に比較する土地または家屋の

所在地番をご確認ください。また電話での問い合

わせには、お答えできません。

持ち物

縦覧する方の本人確認ができる物（運転免許証・

保険証など）。代理人の場合は委任状、社員の場

合は代表者印を押印した法人の委任状が必要

市内に土地または家屋を所有し、令和３年度に

固定資産税がかかる方または同一世帯の親族・

代理人

縦覧できる方

固定資産の価格等縦覧帳簿固定資産の価格等縦覧帳簿をを縦覧できます
　納税者が自己の土地や家屋の評価額が適正であるかどうかを判断するため、

他の土地や家屋の評価額と比較確認することができます。

縦覧期間縦覧期間

本庁舎７階 ７０１会議室

（土・日曜日、祝日を除く）

縦覧場所縦覧場所

４月１日（木）～３０日（金）

４月１日（木）から受け付け開始
補助限度額補助限度額

１０１０万円万円対 象対 象

【問】建築指導課　（２８）８６４４

固定資産評価額固定資産評価額がが変わります変わります

１０００９３２ＩＤ

１０２６３０７ＩＤ
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市税などの納期限をご確認ください

・ ４０歳以上６５歳未満の方は、④に介護保険分が含まれます。

・ ③～⑥は普通徴収の納期。６５歳以上の公的年金受給者の方は、原則、年金支払い月（偶数月）に年金から

引き落とされます（特別徴収）。詳しくは、納税（入）通知書をご確認ください。

・ Ａ４判の「市税等納期一覧表」は、市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、出張所で配布しています。

国民健康保険

　国民健康保険の世帯主は、世帯の被保険者資格に異動があった場合、１４日以内に届

け出をしなければ保険給付が制限される場合があります。下表に該当する方は、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、出張所へ届け出をしてください。

　なお国民健康保険税は、異動を届け出た日の月からではなく、職場の健康保険の資格

喪失日や、転入などで加入した日の月にさかのぼってかかります。

【問】納税課　（２８）８９７０

【問】保険年金課

　（２８）９０１１

１０００８２２ＩＤ

１０００８７５ＩＤ

月 納期限
①固定資産税
　都市計画税

②軽自動車税
（種別割） ③市県民税

④国民健康
保険税

⑤後期高齢者
　医療保険料

⑥介護保険料
（６５歳以上の方）

４月 ４月３０日（金） １期（全納）

５月 ５月３１日（月） 全期

６月 ６月３０日（水） １期（全納）

７月 ８月２日（月） ２期 １期 １期 １期

８月 ８月３１日（火） ２期 ２期 ２期 ２期

９月 ９月３０日（木） ３期 ３期 ３期

１０月 １１月１日（月） ３期 ４期 ４期 ４期

１１月 １１月３０日（火） ５期 ５期 ５期

１２月 １２月２７日（月） ３期 ６期 ６期 ６期

１月 １月３１日（月） ４期 ７期 ７期 ７期

２月 ２月２８日（月） ４期 ８期 ８期 ８期

担当課

資産税課
（２８）８９６７

市民税課
（２８）８９６２

市民税課
（２８）８９６３

保険年金課
（２８）９０１２

保険年金課
（２８）８９８５

介護保険課
（２８）９０１９

（７３）９１３２ （２３）６５６１ （７３）９１３３ （７３）１０１９

こんなとき 持ち物

加
入
す
る

他市町村から転入した 転出証明書、本人確認できる物※

職場の健康保険などをやめた 職場の健康保険資格喪失証明書、本人確認できる物※

子どもが生まれた 保険証、本人確認できる物※

や
め
る

他市町村へ転出した 保険証

職場の健康保険などに加入した 職場の健康保険証、国民健康保険証

死亡した 保険証、振込先の分かる物（葬祭費支給のため）、会葬礼状

そ
の
他

住所・世帯主・氏名などが変わった 保険証、本人確認できる物※

保険証をなくした、
破損して使えなくなった

破損した保険証、本人確認できる物※

修学で被扶養者が
他市町村へ転出した

保険証、在学証明書または学生証（新入学は合格通知書と入学金の払い込み控え）、
転出する被扶養者のマイナンバーが分かる物、本人確認できる物※

※はマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など、公的機関発行で顔写真付きの物

届け出には、マイナンバーの確認できる物を、本人確認できる物と一緒にご持参ください

資格の異動は１４日以内に届け出を
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６５歳以上の方へ

　市では、介護保険制度を健全に運営するため、３年ごとに介護保険事業計画を

見直しています。新しい事業計画では、高齢者数等の増加により介護サービスに

かかる費用の増加が見込まれるため、保険料を引き上げることになりました。

　保険料は、本人と同一世帯員(令和３年４月１日現在)の課税状況や令和２年中

の所得等により算出し、７月中旬以降に決定通知書を送付します。

【問】介護保険課　（２８）９０１９

令和３年度令和３年度からから

介護保険料介護保険料がが変わります変わります

１００１１３５ＩＤ

主な変更点

市の独自減免制度市の独自減免制度
災害や生計維持者の災害や生計維持者の
� 収入激減による減免� 収入激減による減免

　第１段階（生活保護受給者を除く）の

老齢福祉年金受給者または第３段階に該

当する方で、本人の前年の合計所得金額

が３３万円以下の場合は、保険料を２割

減免します。申請は不要です。

　災害その他特別な事情により保険料の

納付が困難と認められる場合は、申請に

より保険料の減免を受けられる場合があ

ります。

減 免 制 度

　税制改正による給与所得控除額・公的年金等控除額の１０万円引き下げに伴う所得増が

介護保険料に影響しないよう、所得金額を調整して保険料段階を判定します。

◆介護保険料の段階判定の基準

◆所得段階数の見直し

◆基準額の見直し

◆所得段階の境界金額の見直し

２００万円 ２１０万円 ３００万円

第７・８段階 第８・９段階
３２０万円

１２段階（合計所得金額が１，０００万円以上が対象） （１，５００万円以上が対象）

段階数・最高段階の合計所得金額を変更
１４段階

年額６万４，２００円（月額５，３５０円）

基準額である第５段階の保険料額を変更

年額６万９，８００円（月額５，８１７円）
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４月１７日（土）～５月１６日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（５月３日を除く）、

　４月３０日（金）・５月６日（木）は休館

▲「草紅葉」

特集展示コーナー

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（５月３日を除く）、４月３０日（金）・５月６日（木）は休館

キッズクラブキッズクラブ 会員を募集

４月２９日(祝)（必着）までに電子申請、または住所・

氏名・学校名・学年・保護者名・電話番号・メールア

ドレスまたはファクス番号を記入し「キッズクラブ」

と明記の上、ハガキ・ファクス（〒４９１ー０９２２　大和

町妙興寺２３９０　博物館、（４６）３２１６）

【問】博物館　（４６）３２１５

川合川合    玉玉      堂堂

水水  のの    表表  現現

４月６日（火）～２９日（祝）前期

山喜多二郎太 自由自由なな墨絵墨絵のの世界世界

　妙興寺仏殿の天井画を手掛けた山喜多二郎太（１８９７～１９６５）の、

墨による自由で温かな作品の数々を紹介します。

観覧料

大人３００円

高・大学生１５０円

中学生以下無料

▲

▲「山村の春」

申し込み

▲

小学３年生～中学生

２０人（抽選）

対　象

▲

定　員

▲

１０３９１８２ＩＤ

１０３９１８３ＩＤ

　木曽川町に生まれた日本画家・川合玉堂（１８７３～１９５７）の、

多彩な水の表現が感じられる作品を中心に紹介します。

５月１日（土）～３０日（日）後期

たいけんの森

１０３９１８６ＩＤ

４月３日（土）～５月３０日（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）

高校生以上１００円、中学生以下無料

とびだせ！

山喜多二郎太・龍の天井画

博物館 １０３９１８０ＩＤ所蔵品による企画展
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三岸節子記念美術館

４月１３日（火）～７月４日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（５月３日を除く）、４月３０日（金）・５月６日（木）は休館

１０１２５０６ＩＤ

尾西歴史民俗資料館
れきみんミュージアムサロンれきみんミュージアムサロン

　静物画家、そして風景画家としての画業を経て、最晩年に

そのまなざしを再び静物へと向けた三岸節子。身近なモチー

フに愛情を注いだ節子の静物画を中心に紹介します。

大人３２０円　高・大学生２１０円　中学生以下無料観覧料

▲

せつこっこクラブ

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

５月５日（祝）　午後２時～３時３０分

年少～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）対　象

定　員 １２人（抽選）

▲

参加料 ５００円（材料費）

▲▲

尾州の布でこいのぼりを作ろう尾州の布でこいのぼりを作ろう

親子で描いてくらべてみよう親子で描いてくらべてみよう

４月２９日（祝）　午後２時～４時

年少～小学生と保護者（２人１組）対　象

定　員 ８組（抽選）

▲

参加料 １組５００円（材料費）

▲▲

１０３９３５７ＩＤ

１０３９３６１ＩＤ

１０３８９８９ＩＤ

１０３９３５５ＩＤ

▲「作品Ⅲ」１９９１年ＭＩＧＩＳＨＩ

５月～令和４年２月の原則第３日曜日　午前１０時～１１時３０分

市内在住・在勤・在学の

小学生以上の方

対　象

▲

参加料 材料費など実費が必要

▲

定　員 各１０人（先着）

▲

毎月１日から電話で

歴史民俗資料館

申し込み

▲

たびぞうクラブたびぞうクラブ 会員を募集

※年５回程度、旅費・材料費など実費が必要

４月２５日（日）までに電話で歴史民俗資料館申し込み

▲

小学４年生～中学生対　象

▲

５人（抽選）定　員

▲

４月１６日(金)（必着）までに電話、

または郵便番号・住所・氏名（ふり

がな）・学年・保護者名・電話番号

を記入し、イベント名を明記の上、

ハガキ・電子メール（〒４９４ー０００７　

小信中島字郷南３１４７－１　三岸節

子記念美術館、migishi@city.ichin

omiya.lg.jp）

コレクション展（常設展）

特集

展 示

心象
黄太郎

の画家

三岸
期間中の第２・４木曜日　午後２時

▲

ガイドツアーガイドツアー学

芸
員による

静 物 静 物 へ のへ のまなざしまなざし

申し込み

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

講座への参加や講座への参加や

活動のお手伝いをするよ
活動のお手伝いをするよ！！

資料館「美濃路往来塾」で、資料を囲んで語り合うワークショップ

テーマ

５月１６日（日） 鍬
くわ

と備中鍬

６月２０日（日） 地図で探す神社

年間スケジュールは １０３８９８９ＩＤ を
確認。各テーマの内容は、資料館の
ウェブページで毎月紹介

日　時

▲
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１３８タワーパーク

４月１ ０日（土） ～５月５日（祝）

巨大こいのぼりも出現
巨大こいのぼりも出現！！

地上１００ｍの階段のぼりに挑戦！

４月１０日（土）～５月５日（祝）の土・日曜日、祝日

午前１０時～午後４時（受け付けは３時３０分まで）

※ツインアーチ１３８団体利用料と保険料が必要。

　雨天中止

アートする昆虫展
～  色彩   ーｉｒｏｄｏｒｉー  ～

４月２９日（祝）まで

午前９時３０分～午後５時（２９日は３時まで）

「ＢＩＳＨＵ」
～尾州織物の展示～

４月２９日（祝）まで

午前９時３０分～午後５時（２９日は３時まで）

春 のイベ   ント春 の イベ    ン  ト

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

　市内在住・在勤・在学の方から標語１５９点、ポスター６９点の応募があり、

次の皆さんが入賞しました。

標語の部 ポスターの部

みどりのバトン

たすけあい

つなげよう

　 優秀賞

淺野愛佳さん、名古路幸太郎さん

▼

　 市議会議長賞

内田桃菜さん

　 市緑化推進市民協議会長賞

鈴木珠央さん

▼
▼

林華怜さん

最優秀賞 柳田莉奈さん市長賞

１０３９３４８ＩＤ

１０２３５９２ＩＤ

シャーレ ー ポピーなどの
シャーレ ー ポピーなどの

　　　　　　　　花畑も楽しめます
　　　　　　　　花畑も楽しめます

みどりの標語

みどりのポスター
入賞者が決定愛知県植樹祭

【問】公園緑地課　（２８）８６３６
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令和３年産米の生産数量目標

　一宮市の生産数量目標の目安は、

４，２８２ｔ、面積換算値９０２、生産

面積率５４．０％です。この数値を基

に、ＪＡ愛知西が生産数量目標を決

定し、農業者の方に配分します。

▶対　象 　水田で対象作物を販売目的で生産（耕作）

　　　　 する販売農家・集落営農の方

対象作物 　麦・大豆・飼料作物、ＷＣＳ用稲、加工

　　　　 用米、飼料用米・米粉用米

▶

主食用米からの転換作物の

生産に対する交付金（戦略作物助成）

　水田の収益力を向上するとともに、産地づくりへ

の取り組みに対して交付します。

対象作物　 飼料用米・米粉用米（複数年契約）、

       そば・なたね、新市場開拓用米

※転換作物の拡大、高収益作物等の拡大、地域振興

　作物に対しても交付

▶

産地交付金

　「水田農業高収益化推進計画」に位置付けられ

た産地における取り組みに対して交付します。

内　容　 高収益作物定着促進支援、高収益作物

　　　　 畑地化支援、子実用とうもろこし支援

▶

水田農業高収益化推進助成

対　象　 水田・畑を問わず、対象作物を販売目

　　　　 的で生産する認定農業者・集落営農・

　　　　 認定新規就農者

▶
畑作物（麦、大豆、なたねなど）

農業者の方へ 経経      営営  所所      得得    安安    定定    対対    策 策   のの申申  請 請 をを
　経営所得安定対策では、主食用米だけではなく、麦・大豆・加工用米・飼料用米・米粉

用米など需要のある作物の生産を促進し、農業経営の安定を図ります。

　申請を希望する方は４月２０日（火）までに、ＪＡ愛知西営農部（０５８７（３６）３３２６）または

営農センターへお申し出ください。

尾 張 一 宮４Ｈクラブ員  尾 張 一 宮４Ｈクラブ員  を を   募 集募 集！！
市内若手農業者の交流の場市内若手農業者の交流の場

　一宮市の農業の発展を目指し、若手農業

者が情報交換や交流をして、農業経営や知

識・技法の研究などに取り組んでいます。

　おおむね２０～３９歳の市内農業者が対象

です。申し込みは本庁舎農業振興課で受け

付けます。

１００２６５７ＩＤ

交付単価など詳しくは、

　　　　　　　　　をご確認ください１０１３７３０ＩＤ

【問】農業振興課　（２８）９１３６

民有地の緑化費用を補助

対　象

補助限度額

「緑の募金」運動にご協力を

設置期間

設置場所

　市では「あいち森と緑づくり税」を活用し、

民有地の緑化費用を予算の範囲内で補助します。

申請など詳しくは、工事前にお尋ねください。

市内の敷地・建物に５０以上などの

優秀な緑化を行う個人・法人 ４月１日（木）～５月３１日（月）

本庁舎１階ロビー・公園緑地課、

尾西庁舎東玄関、木曽川庁舎総務窓口課

　市では、豊かな緑を次世代に引き継ぐために、

緑の募金箱を設置します。事業者からの募金は

社会貢献のＰＲにもなります。詳しくは、お尋

ねください。

５００万円（工事費の２分の１）

１０００２１６ＩＤ １０１３９０３ＩＤ

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

▼

▼

▼

▼ 申請期限

１２月２８日（火）

▼
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　第７次一宮市総合計画実施計画（令和３～５

年度）を策定しました。この実施計画は、向こ

う３年度に実施する具体的な事業を取りまとめ

た短期計画で、社会情勢や財政状況を考慮して

毎年度策定します。

　実施計画書は、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。

　公募で選ばれた大成が、４月～令和６年３月

に尾張一宮駅前ビルの管理を行います。

　公募で選ばれたＪＮＰ一宮パートナーズが、

４月～令和８年３月に一宮・尾西市民会館、木

曽川文化会館の管理を行います。

　公募で選ばれたコナミスポーツ・近鉄ファシ

リティーズグループが、４月～令和８年３月に

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）の管理を行います。

　ネーミングライツ（命名権）のスポンサーが

いちい信用金庫に決定し「いちい信金アリー

ナ」と命名されました。命名の期間は４月～令

和８年３月（５年）です。

対 象／１０月から市内で小規模保育事業Ａ型を

運営する事業者

申し込み／４月２８日（水）の午後５時までに応募書

類を本庁舎保育課。応募書類・募集要

項は、３月２４日（水）からダウンロード可

対 象／市内在住の６５歳以上の方

交付期間／４月１日（木）～令和４年３月３１日（木）

利用方法／市内にある浴場組合加盟の公衆浴場に、

氏名を記入した入浴助成券を提出し、

利用料を支払う（スーパー銭湯を除く）

利用料／１回１００円

交付枚数／年１人１冊（１８枚つづり）

申 請／本人確認できる物（介護保険証・運転

免許証など）を持参の上、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

第７次一宮市総合計画
実施計画を策定

【問】政策課　（２８）８９５２

ＩＤ  １０２２８１８

シルバー入浴助成券の申請を

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

ＩＤ  １０００９９７

尾張一宮駅前ビル（ －ビル）の
指定管理者が決定

【問】指定管理課　（８５）７０８０　

〔３月３１日までは商工観光課　（２８）９１３０〕

１００５７６９ＩＤ

一宮市民会館など
指定管理者が決定

【問】指定管理課　（８５）７０８０　

〔３月３１日までは教育指定管理課〕

１０３９２６８ＩＤ

温水プール・市テニス場など
指定管理者が決定

【問】指定管理課　（８５）７０８０　

〔３月３１日までは教育指定管理課〕

１０３９３６９ＩＤ

総合体育館第１競技場の
名称が決定

【問】指定管理課　（８５）７０８０　

〔３月３１日までは教育指定管理課〕

１０３９３８７ＩＤ

小規模保育事業
運営事業者を募集

【問】保育課　（２８）９０２４

ＩＤ  １０１３７１７
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対 象／次のいずれかに該当する方①身体障害

者手帳１～３級②療育手帳Ａ・Ｂ判定

③戦傷病者手帳特別項症～第５項症④

被爆者健康手帳を持ち法律に基づく手

当の受給者⑤精神障害者保健福祉手帳

１・２級⑥９０歳以上

申請場所／①～⑤本庁舎障害福祉課⑥本庁舎高年

福祉課（（２８）９０２１）①～⑥尾西庁

舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課

持ち物／①～⑤手帳⑥本人確認できる物（マイ

ナンバーカードなど）

※令和２年度に交付した方には、令和３年度分

を３月末に送付

　市に住民登録があり、視覚障害の等級が認定

されている身体障害者手帳をお持ちの方を対象

に、歩行訓練士が自宅などに出向き、歩行訓練

を行います。

　申し込み方法など詳しくは、お尋ねください。

　２０歳以上６０歳未満の方が会社を退職した場

合、国民年金の第１号被保険者となる手続きが

必要です。また扶養している配偶者が６０歳未

満の場合も手続きが必要です。

　退職日を確認できる書類（保険資格喪失連絡

票や退職辞令など）・年金手帳を持参の上、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、出張所にお越しください。

　なお保険料の免除を希望する方は、離職票ま

たは雇用保険受給資格者証もお持ちください。

　２０歳以上の学生などで所得の少ない方は、

国民年金保険料の支払いが猶予されます。

　この制度は毎年申請が必要です。以前に申請

した方には、日本年金機構から申請用のハガキ

が届きます。ハガキが届かない方や初めての方

は、学生証（在学証明書）・年金手帳を持参の上、

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、出張所で申請してください。

会社を退職した方へ

国民年金の手続きをお忘れなく

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ  １０００８４７

福祉タクシー利用券
新たにご希望の方は手続きを

【問】障害福祉課　（２８）９０１７　

〔３月３１日までは福祉課〕

１００１０７６ＩＤ

視覚に障害のある方へ

歩行訓練をご利用ください

【問】障害福祉課　（２８）９１３４　

〔３月３１日までは福祉課〕

１０２４１９８ＩＤ

国民年金保険料の学生納付特例
～令和３年度の申請を４月から受け付け～

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ  １０００８４５

職種 応募資格 勤務場所 選考方法 採用人数 申込期限 １次試験日

看護師※

昭和３７年４月２日以降
生まれで、資格があり
市内の医療機関に勤務
していない方、または
令和４年３月に卒業見
込みの方

市民病院

適性検査・面接

５０人

①４月１５日（木）
②４月２２日（木）
③６月１７日（木）

①４月２４日（土）
②５月８日（土）
③６月２６日（土）

＊�①②で採用人数
に達した場合、③
は実施しません。

木曽川
市民病院

３人

助産師 市民病院 ３人

※市民病院と木曽川市民病院の重複申し込みはできません。

申込期限（必着）までに、指定履歴書・成績証明書・卒業見込み証明書

（有資格者は指定履歴書・各職種の免許証の写し）を持参または郵送

（指定履歴書は各病院のウェブサイトからダウンロード可）

【問】市民病院管理課　（７１）５１６７

申し込み

市立病院職員市立病院職員をを募集募集令和４年４月採用
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４月以降も販売！

コミュニティバス「１日乗車券」「回数券」も販売中！

名鉄一宮駅バスターミナル、利用時間内のバス車内（対象路線）、

本庁舎地域交通課、尾西庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課

※バス車内での販売は枚数に限りがあります。

※令和２年度中に販売された「一宮おでかけバス手形」の

利用期限は３年３月３１日（水）です。

販売・

利用期間

一宮おでかけバス手形のご利用を

販売場所

利用時間

対象路線

４月１日（木）～令和４年３月３１日（木）

名鉄バス（市内の路線） ーバス

中学生以上

７００円
小学生

３５０円

月～金曜日

（祝休日を除く）
降車時刻が午前１０時～午後４時

終日
土・日曜日、祝休日、年末年始、

８月１３日（金）～１５日（日）

対象路線のバスに

１日乗り放題！
（利用時間あり）

【問】地域交通課　（２８）８９５５〔３月３１日までは交通政策課〕　　名鉄バス一宮営業所　（７２）１０１２

中学生以上

１日乗車券

５００円 ２５０円

小学生 １１枚つづり

１，０００円

回数券

ーバスで終日利用可能 ーバス車内で

利用当日に限り、

三岸節子記念美術館・

博物館・

ツインアーチ１３８で

割引を受けられます！

１００１９９３ＩＤ

１０３９１４９ＩＤ

名鉄一宮駅 一宮駅

尾張一宮駅 一宮駅東口

停留所の位置が変わります
名称が変わります

一宮コースの停留所の

一宮コース

今伊勢町馬寄字西平２７番地１

移設先
山島（木曽川庁舎行）

▼

尾西南コース

西萩原字八万東１３番地

移設先
西浦公民館（尾西庁舎行）

▼

４月から ーバスの…

北へ約１６０ｍ移動

東へ約５ｍ移動

▼ ▼



スタート

１４：２０ごろ 一宮踊ろまい会

１４：３５ごろ 奥風太鼓

稲荷公園

１４：４６

稲 荷 公 園 前

ゴール

１５：１７

九品地公園競技場前

ガス供給会社営業所前

１４：４５ごろ 一宮市消防団ラッパ隊

１４：４５ごろ 由喜太鼓

上本町公園

１４：１０ごろ 一宮太鼓保存会

宮前三八市広場

１５：００ごろ 一宮ワンチーム
バンド

思いやり会館駐車場

１５：００ごろ 萩原太鼓

古守神社境内

ジェイムス・ヘイブンスさん

愛知県実行委員会選出の主な聖火ランナー（順不同）

タレント

三浦伊織さん
女子野球選手

石田莉子さん
市内在住・中学生

東京２０２０オリンピック聖火リレー

問い合わせ スポーツ課　（８５）７００６

※東京２０２０オリンピック競技大会に関すること、東京２０２０オリンピック聖火リレー全体に関することについては、東京２０２０公式ウェブサイトをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、内容を一部変更・中止とする場合があります。

※コース沿道で観覧する際は、マスク着用など感染防止対策にご協力をお願いします。体調の優れない方の観覧は、ご遠慮ください。

一宮市での聖火リレーについて詳しくは、ＩＤ  １０３９２９４をご確認ください。

ますます
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４月５日（月）
午後２時４６分～３時１７分

聖火聖火がが 駆駆けけ抜抜けけ一宮市一宮市をを

聖火ランナー
通過日時

全面規制区間 全面規制時間

１４：００～１５：００

② ▼ ③ １４：００～１５：１５

③ ▼ ④ １４：３０～１５：１５

③ ▼ ⑤ １４：３０～１５：２５

⑤ ▼ ⑥ １４：３０～１５：４０

① ▼ ②

沿道の密集を避けるため、聖火リレーの模様は
なるべくライブ中継でご覧ください。

https://nhk.jp/torch

１５：０５ごろ 龍鼓

九品地公園希望の広場
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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

　皆さんは「いちのみや５
ごみぜろ

３０作戦」を知っていま

すか。市では１人１日５３ｇのごみ減量を目標に、

取り組みを行っています。「たった５３ｇでは、大

して変わらないよ」と思うかもしれません。し

かし市民の皆さんが１年間１人１日５３ｇごみを

減らすと、７，４００ｔのごみを減らすことができま

す。７，４００ｔと聞くとたくさんに聞こえますが、

１日５３ｇだとなんだかできそうな気がしませんか。

ぜひ皆さんも分別など身近なことから、取り組ん

でみてください。皆さんの小まめな取り組みが、

たくさんのごみ減量につながります。ご協力をよ

ろしくお願いします。

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４〔３月３１日までは清掃対策課　（４５）７００４ 〕

区　分 件　数

刑 法 犯 １３２（▲ ６８）

侵 入 盗 １１（▲ １６）

（うち住宅対象） 〔８（▲４）〕

自動車関連窃盗 １９（＋  １）

特殊詐欺 ３（±  ０）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ０（▲  １） ０（▲  １）

重　傷 ２（＋  ２） ２（＋  ２）

軽　傷 ８７（▲ １１） １０２（▲ ２３）

計 ８９（▲ １０） １０４（▲ ２２）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（１月末現在）

交通安全スリーＳ交通安全スリーＳ

　市では年間を通して「広めよう　交通安全スリ

ーＳ運動」を推進しています。

　スリーＳとは、Ｓｔｏｐ（ストップ）・Ｓｌｏｗ（ス

ロー）・Ｓｍａｒｔ（スマート）のことをいいます。

ドライバーの方はハンドルを握る際に、このスリ

ーＳを心掛け思いやりを持った安全運転をお願い

します。

　４月６日～１５日に「春の交通安全市民運動」を

行います。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）、自転車の安全

利用、子どもや高齢者への思いやり運転、飲酒運転

の根絶などを重点に、交通安全を心掛けましょう。

　市内では、住宅を狙った侵

入盗被害が多発しています。

無施錠の窓や勝手口から侵入されています。

　防犯対策として「防犯の４原則」があります。

「時間・音・光・地域の目」を意識しましょう。

▼時 間…ワンドア・ツーロック、防犯フィルムの

活用で侵入されるまでの時間をつくる

▼ 音 …防犯砂利や防犯センサーアラームで侵

入者を威嚇する

▼ 光 …照明やセンサーライトで明るくし、周

りから犯人を見えやすくする

▼地域の目…防犯カメラや住民が外に出ることで犯

人に「見られている」と思わせる

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

１日５３ｇから１日５３ｇから
ごみダイエットを始めましょうごみダイエットを始めましょう！！

１００１６７６ＩＤ

身近なごみの重さの目安

春の安全な春の安全な

まちづくり県民運動まちづくり県民運動

ペットボトルペットボトル
（１．５）（１．５）

５２ｇ

アルミ缶
（３５０）

１５ｇ

レジ袋

７ｇ

食品の
　トレイ

５ｇ
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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

（２・９・１６・２３日の午後を

除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
７日（水）・２１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

（２９日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
４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

（２９日を除く）

本庁舎９階相談室

（７１）２１８５

交通事故

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）＞

思いやり会館３階

人 権 １４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
１５日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

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）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００

（２９日を除く）

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

（２９日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１４９

不 妊・

不 育 症

２３日（金）　１４：００～１６：００

＜予約制　（５２）３８５８

１日（木）から受け付け＞

保健所健康支援課

子ども・若者

悩みごと

火～土曜日　９：００～１７：００

（２９日を除く）

青少年センター

（８４）０００３

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

（２９日を除く）

本庁舎２階

福祉総合相談室

（２８）９１４５

精 神

保健福祉

月～金曜日　９：００～１６：００

（２９日を除く）

＜予約制　（２８）９１４５

１日（木）から受け付け＞

本庁舎２階

福祉総合相談室

ひとり親

家 庭

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（２９日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（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

（２９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

（２９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

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

１９日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２１日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２２日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

２１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
１７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 １３日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

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

７日（金）・１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

４月１２日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※４月分は随時受け付け中１２日（水）・２６日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０３９４９１ＩＤ
月の無料相談月の無料相談４４ ▲

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

　 月の　 月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

１００１９５５ＩＤ

５５
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※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

そ
の
他

教
室
講
座

初挑戦！ イタリア語講座
� ＩＤ��１０２８３２６

日 時／５月１０日～６月７日の月

曜日　午後２時～３時３０分（５回）

会 場／本庁舎１１階１１０３会議室ほか

対 象／市内在住・在勤・在学の１８歳

以上で、原則５回とも受講できる方

（高校生を除く）

内 容／初心者

向けのイタリア

語指導、友好都

市トレビーゾの

文化紹介

定 員／２０人（抽選）

受講料／２，０００円（教材費を含む）

申し込み／４月１９日（月）（必着）までに

電話、または住所（在勤・在学は勤

務先・学校所在地）・氏名・年齢・

電話番号を記入し「イタリア語講座」

と明記の上、ハガキ・電子メール

（〒４９１－８５０１　本庁舎国際交流協会、

kokusai@city.ichinomiya.lg.jp）

問い合わせ／国際交流協会（商工観光課

内）　（８５）７０７６〔３月３１日までは

生涯学習課内〕

環境学習講座
� ＩＤ��１０２００１５ 申込書ダウンロード可

日 時／５月８日（土）　午後１時３０

分～３時

会 場／エコハウス１３８

対 象／市内在住・在勤・在学の方

内 容／家庭で実践できる省エネル

ギー対策について学ぶ

講 師／野田哲生さん（県地球温暖

化防止活動推進員）

定 員／２０人程度（抽選）

申し込み／４月１日（木）～２３日（金）に申

込書を持参またはファクス・電子メ

ール。申込書は出張所などでも配布

問い合わせ／環境政策課　（４５）９９５３

〔３月３１日までは環境保全課　

（４５）７１８５〕

育児講座
� ＩＤ��１０３９００４

日 時／４月２８日（水）　午前１０時～

１１時３０分

会 場

丹陽公民館

対 象

市内在住の

子育て中の

家族など

演 題

「こんな時どうする？！　～こども

の急病時の対応と事故防止～」

講 師／橋本侑美さん（一宮研伸大

学看護学部）

定 員／２５組（抽選）

申し込み／４月６日（火）・７日（水）に電

話または電子申請

問い合わせ／丹陽子育て支援センター　

（２８）９１４６

市民短歌教室
� ＩＤ��１０１８０１２

日 時／４月１１日（日）　午後１時～

２時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は４月６日（火）

までに電話で生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

育児講座
� ＩＤ��１０３９４８８

日 時／５月２７日（木）　午前１０時～

１１時３０分

会 場

神山公民館

対 象

市内在住の子育

て中の家族など

演 題

「２歳児の発達を学び、子育てを楽

しみましょう～イヤイヤ期の理解と

これからの関わり方～」

講 師／笹瀬ひと美さん（愛知江南

短期大学准教授）

定 員／２５組（抽選）

申し込み／４月１４日（水）・１５日（木）に電

話または電子申請

問い合わせ／黒田北子育て支援センター　

（２８）９７６９

市民川柳教室
� ＩＤ��１０１８０１４

日 時／４月２５日（日）　午後１時～

２時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は４月２０日（火）

までに電話で生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

教室講座

教室名 日　時 受講料

アロマで免疫力アップ！
５月１９日～７月２８日の水曜日　
１９：３０～２０：４５（６回）

４，５００円

（教材費を含む）

「あなただけに似合う」がわかる！
オシャレ入門講座

５月２２日～７月１７日の土曜日
１０：００～１１：３０（４回）

１，０００円

若者に向けて！
クラシック音楽をあなたのものに

５月２９日～７月３１日の土曜日
１４：００～１５：３０（３回）

７５０円

青年文化教室

会　場／木曽川庁舎２・３階研修室

対　象／市内在住・在勤・在学の１８～３９歳

　　　　の方（高校生を除く）

定　員／各１５人（抽選）

１０２１６５２ＩＤ

４月２０日（火）までに電話・電子申請、または

住所・氏名・年齢・電話番号・教室名を記入

の上、ファクス（（８７）６６３３）

申し込み

青少年課　（８４）００１７〔３月３１日までは青少年育成課〕
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そ
の
他

教
室
講
座

子どもわくわく学習会
� ＩＤ��１０３９２７２

日 時／５月１日～１５日の土曜日　

午前９時３０分～１１時３０分（３回）

会 場／木曽川庁舎３階第２研修室

対 象／市内在住・在学の小学生

内 容／自分で色を付けた色紙を使

い、コラージュ作品を作る

定 員／９人（抽選）

受講料／３００円（教材費）

申し込み／４月２０日（火）までに電話・

電子申請、または住所・氏名（ふり

がな）・学年・保護者名・電話番号

を記入し「子どもわくわく学習会」

と明記の上、ファクス（（８７）６６３３）

問い合わせ／青少年課　（８４）００１７〔３

月３１日までは青少年育成課〕

フォークダンス教室
� ＩＤ��１０３９３１１

日 時／４月３０日～６月４日の金曜

日　午前９時３０分～１１時３０分（６回）

会 場／尾西生涯学習センター講堂

定 員／２０人（抽選）

受講料／１，５００円

申し込み／４月１２日（月）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

美術教室「油絵」
� ＩＤ��１０３９３０８

日 時／５月１４日～６月１８日の金曜

日　午前１０時～正午（６回）

会 場／アイプラザ一宮

対 象／市内在住・在勤・在学の方

内 容／女性モデルを描きながら、

油絵の基礎を学ぶ

講 師／大島麻琴さん（一宮美術作

家協会）

定 員／２０人（抽選）

受講料／４，０００円（教材費を含む）

申し込み／４月１５日（木）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

普通救命講習
� ＩＤ��１０００４９９

日 時／４月２４日（土）　午後１時～

３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／４月１日（木）～１５日（木）に電

話または電子申請

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

美術教室「写真」
� ＩＤ��１０３９３１０

日 時／５月１６日～６月６日の日曜

日　午後１時３０分～３時３０分（４

回。５月３０日は午前１０時～正午）

会 場／スポーツ文化センターほか

対 象／市内在住・在勤・在学の方

内 容

屋外での撮影会を交え

ながら、写真の基礎を

学ぶ

講 師／一宮写真協会会員

定 員／１５人（抽選）

受講料／１，０００円（実費も必要な場

合あり）

申し込み／４月１６日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

親子自然工作教室

日 時／４月２４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／２０人程度（当日午後０時

４５分から整理券を配布）

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

←市公式ウェブサイトはこちら

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

教室名 対象学年 内　容 開催日 定　員 受講料

伝　承 小４～６ 昔の遊び・小物作り・お菓子作り ５月１５・２２・３０日、６月６・１３・２０・２７日 １２人 ２，４００円

ふるさと一宮探検 小３～６
博物館・科学館・警察・工場、木曽川の
渡し場を探検する

５月３０日、６月１９・２６日、７月３０日、
８月５（※）・１８・２４日

２０人 １，６００円

プログラミング

小１・２
プログラミングアプリをタブレット
で体験する

①５月１５・１６日　②６月１２・１３日
③６月１９・２０日

各１０人 各２，０００円

小３～６ ①７月３・４日　②７月１０・１１日 各１０人 各２，０００円

子ども文化広場図書館会場

生　物
（篠　島）

小４～６
カニ・貝の観察、海藻の採集、標本作
り

６月２０・２６（※）・２７日、７月３日 ２０人 ３，２００円

時間は午前９時３０分～１１時３０分（※は現地学習で１日開催）
受講料には、教材費・保険料などを含む

地域文化広場会場

児 童 文 化 教 室
子ども文化広場図書館 地域文化広場

市内の小学生が対象 １０３９２６６ＩＤ

申し込み
４月３日（土）から受講料を持参の上、

子ども文化広場図書館（先着）
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※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

そ
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室
講
座

生涯学習講座生涯学習講座
受講生を募集

対 象／市内在住・在勤・在学の１５歳以上の方（中学生を除く）

申し込み／４月６日（火）～１５日（木）の午前９時～午後４時３０分に直接

各会場（定員を超えた場合は４月２２日（木）の午前１０時から公開抽選。

結果はハガキで通知。尾西生涯学習センター会場のパソコン講座は

１人１講座だけ）

※申し込みが定員の３分の２に満たない講座は実施しません。

講座名 日　時 定員 受講料

パ ソ コ ン を
始 め よ う

７月６日～９月１４日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１０人 ５，１４０円

初 心 者 の
パソコン入門

７月６日～９月１４日の火曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

１０人 ５，１４０円

初 め て の
エ ク セ ル

７月７日～９月１５日の水曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１０人 ５，１４０円

エクセル初級
７月７日～９月１５日の水曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

１０人 ５，２５０円

ワードで役に立つ
も の を 作 ろ う

７月８日～９月１６日の木曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１０人 ５，１４０円

エ ク セ ル
(表・グラフ作成ほか)

７月８日～９月１６日の木曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

１０人 ６，０２０円

すぐに役立つ
家 庭 料 理

６月７日～１２月６日の月曜日
１０：００～１３：００（６回）

１２人 ６，５００円

楽 し い
男 の 料 理

６月１７日～１２月１６日の木曜日
１０：００～１３：００（６回）

１３人 ６，５００円

尾西生涯学習センター　（６２）８３３３

講座名 日　時 定員 受講料

Ｈａｐｐｙ Ｅｎｊｏｙ
Ｃｏｏｋｉｎｇ

６月２５日～１２月２４日の金曜日
１０：００～１３：００（６回）

１２人 ６，５００円

水 彩 画 入 門
６月１日～１０月１９日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１０人 ５，０００円

茶 道
７月８日～１１月１１日の木曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１０人 ５，０００円

書 道
６月２日～１０月２０日の水曜日
１３：００～１４：３０（１０回）

１０人 ２，５００円

フラワーアレンジメント
（ドライフラワー）

６月９日～７月７日の水曜日
１０：００～１２：００（３回）

１２人 ３，７５０円

フラワーアレンジメント
（生　　花）

１０月１４日～１１月２５日の木曜日
１０：００～１２：００（４回）

１２人 ５，０００円

手 芸
（木目込み）

９月６日～１１月１日の月曜日
１３：３０～１５：３０（５回）

１０人 ５，７５０円

手 芸
（パッチワークキルト）

８月６日～１０月２９日の金曜日
１０：００～１２：００（７回）

１０人 ６，７５０円

尾西生涯学習センター会場 １０２３６８７ＩＤ
受講料は教材費を含む

尾西南部生涯学習センター　（６９）７８５０

１０２３６９２ＩＤ尾西南部生涯学習センター会場 受講料は教材費を含む

講座名 日　時 定員 受講料

実生活の英会話
（初　　級）

６月５日～８月７日の土曜日
１０：３０～１２：００（１０回）

１５人 ４，５００円

実生活の英会話
（中　　級）

６月５日～８月７日の土曜日
１３：００～１４：３０（１０回）

１５人 ４，５００円

パ ソ コ ン・
パワーポイント

入　　門　

６月３日～８月５日の木曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１２人 ３，３００円

パ ソ コ ン・
パワーポイント
入門チャレンジ　

６月３日～８月５日の木曜日
１３：００～１５：００（１０回）

１２人 ４，０００円

パソコン・ワード
（身近で役立つワード）

６月７日～８月９日の月曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１２人 ４，０００円

パ ソ コ ン・
エクセル入門

（エクセル基本操作）

６月１日～８月３日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１２人 ４，７００円

パ ソ コ ン・
エ ク セ ル

（エクセル活用）

９月２日～１１月１１日の木曜日
１３：００～１５：００（１０回）

１２人 ４，７００円

パ ソ コ ン・
インターネット

９月２１日～１１月４日の木曜日
１８：００～２０：００（１０回）

１２人 ４，０００円

楽 し い
男 の 料 理

６月２５日～１１月２６日の金曜日
１０：００～１３：００（５回）

１３人 ５，２５０円

すぐに役立つ、簡単
おいしい料理レシピ

６月１４日～１０月１８日の月曜日
１０：００～１３：００（５回）

１４人 ５，２５０円

安心おいしい
手作り家庭料理

６月６日～１０月３日の日曜日
１０：００～１３：００（５回）

１２人 ５，２５０円

講座名 日　時 定員 受講料

パ ン づ く り
６月３日～１１月４日の木曜日
１０：００～１３：３０（５回）

１２人 ５，２５０円

ク リ ス マ ス・
正 月 料 理

１１月２１日（日）・２８日（日）
１０：００～１４：００

１２人 ３，０００円

絵 手 紙
６月１日～１１月２日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１６人 ３，５００円

デッサン入門
６月７日～１０月１８日の月曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

１７人 ５，０００円

水 彩 画
６月６日～９月１９日の日曜日
１０：００～１２：００（８回）

１８人 ２，０００円

油 絵
６月７日～１０月１１日の月曜日
１０：００～１２：００（１０回）

１８人 ２，５００円

書 道
（入門・実用）

６月３日～１０月２１日の木曜日
１０：００～１１：３０（１０回）

１５人 ２，５００円

書 道
（美文字入門）

６月４日～１０月１５日の金曜日
１３：００～１４：３０（１０回）

１５人 ２，５００円

生 け 花
（池　　坊）

６月１日～１１月１６日の火曜日　
１３：３０～１５：３０（１０回）

１０人
１１，３００円
（花代を含む）

社 交 ダ ン ス
６月９日～１１月２４日の水曜日
１４：００～１６：００（１２回）

１０人 ３，０００円

健 康 体 操
８月２３日～１１月２２日の月曜日　
１９：００～２０：３０（１０回）

２０人 ２，５００円

エアロビクス
６月３日～１０月２１日の木曜日　
１４：００～１５：３０（１０回）

３０人 ２，５００円
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頭と体の体操教室
� ＩＤ��１０１４０５７

日 時／５月７日～７月３０日の原

則金曜日　①午後１時３０分～２時１５

分②２時４５分～３時３０分（各１２回）

会 場／スポーツ文化センター

対 象／市内在住の６５歳以上の方

（介護認定を受けている方を除く）、

ふれあい・いきいきサロンやおでか

け広場の運営者

内 容／記憶力の向上を目的に、計

算など頭を使いながら体操をする

定 員／各２５人（抽選）

申し込み／４月５日（月）～１９日（月）に電

話で高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

高齢者のための 
簡単料理教室
� ＩＤ��１０１３３５８

日 時／①６月９日（水）・１６日（水）②

２３日（水）・３０日（水）　午前１０時～正午

会 場／①尾西庁舎５階料理実習室

②中保健センター

対 象／６５歳以上の男性で料理経験

の少ない方

メニュー／野菜と豚肉の味噌汁、野菜

炒め、こんがり焼きチキンほか

定 員／①１２人②８人（抽選）

申し込み／５月１２日（水）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

はじめての菊づくり教室
� ＩＤ��１０３９４５０

日 時／６月上旬から月１～２回　

午前１０時～正午

会 場／スポーツ文化センターほか

受講料／２，０００円（教材費）

申し込み／５月３１日（月）までに電話

で一宮菊花会・大野（０９０（９２６５）

２９２４）

※秋に開催する一宮菊花大会に出品

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

歴史講座「やさしい古文書」
� ＩＤ��１００５６２５

日 時／５月２２日～令和４年２月

２６日の原則毎月第４土曜日　午後１

時３０分～３時（１０回）

会 場／歴史民俗資料館

対 象／市内在住・在勤・在学の方

定 員／２４人（抽選）

受講料／３，０００円

申し込み／４月１１日（日）（必着）までに

郵便番号・住所（在勤・在学は勤務

先・学校所在地）・氏名（ふりがな）・

年齢・電話番号を記入し「やさしい古

文書」と明記の上、ハガキ（〒４９４

－０００６　起字下町２１１　歴史民俗資

料館）。申し込みは１枚１人分

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

全国大会などに出場する方へ 

激励金を支給

　スポーツ協会では、予選や選考会

などを突破し全国大会に出場、また

は日本代表として国際大会に出場す

る選手・監督に、激励金を支給します。

支給対象など詳しくは、お尋ねくだ

さい。申請書はスポーツ協会ウェブ

サイトからダウンロードできます。

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

初心者弓道教室

日 時／５月７日～６月９日の月・

水・金曜日　午後７時～８時３０分

（１５回）

会 場／大宮公園弓道場

対 象／市内在住・在勤・在学の高

校生以上の方

定 員／２０人（先着）

受講料／３，０００円

申し込み／４月１日（木）～３０日（金）の

午後７時～９時に受講料を持参の上、

大宮公園弓道場（日曜日を除く）

※詳しくは、大宮公園弓道場（

（２３）８２６２）へお尋ねください。

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

スポーツ教室
スポーツ 日　時  対　象 定　員 受講料 申込日時

卓 球

５月７日～７月９日の金曜日
１３：００～１５：００（１０回）

高校生以上

各４０人

４，０００円

４月２日（金）～４日（日）
９：００～１０：００

５月１１日～７月２日の火・金曜日
１９：００～２１：００（１６回）＊

小学４年生以上 ５，５００円

５月８日～７月１０日の土曜日
１７：００～１９：００（１０回）

小学３～６年生 ３，５００円

バドミントン

５月１２日～７月１４日の水曜日
９：００～１１：００（１０回）

高校生以上

各４０人

３，５００円※
４月７日（水）・１４日（水）
９：００～１０：００

５月７日～７月９日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

小学４年生以上 ４，０００円※
４月９日（金）・１６日（金）
９：００～１０：００

ソフトテニス
５月１３日～７月１５日の木曜日
１９：００～２１：００（１０回）

中学・高校生 ３０人 ５，０００円※
４月７日（水）・８日（木）
１９：３０～２０：３０

柔 道
５月７日～７月９日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

小学生以上 ４０人 ４，０００円※
４月９日～３０日の金曜日
１９：００～２０：３０

日時の＊は週１回の参加可（受講料は３，５００円）。受講料の※は申込時に受講料が必要

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

尾 西 ス ポ ー ツ セ ン タ ー
対　象／市内在住・在勤・在学の方

申し込み／下表の申込日時に尾西スポーツセンター（先着）

スポーツ

←イベントカレンダーはこちら
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ショートテニス教室

日 時／５月７日からの金曜日　午

後７時～９時（８回）

会 場／いちのみや中央プラザ体育

館尾西信金アリーナ

対 象／市内在住・在勤・在学の方

定 員／３０人（先着）

受講料／２，０００円（高校生以下は　

１，０００円）

申し込み／５月１日（土）までに山田

（（６２）６３２４）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

小学生が 
陸上競技に親しむ会

日 時／５月２２日（土）　午前９時～

１１時３０分

会 場／いちい信金スポーツセンタ

ー

対 象／市内の小学生

参加料／２００円（保険料を含む）

申し込み／４月１９日（月）～３０日（金）に本

庁舎スポーツ協会

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

囲碁大会
� ＩＤ��１０３９３１２

日 時／４月１８日（日）　午後１時～

５時

会 場／スポーツ文化センター

対 象／市内在住・在勤・在学の方

内 容／クラス別の対局

定 員／６０人（抽選）

参加料／５００円（小中学生・女性は

３００円）

申し込み／４月８日（木）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

認知症介護家族のための 
交流会　～ききょうの会～

� ＩＤ��１０１６０９６

日 時／５月６日（木）　午後１時３０

分～３時

会 場／ －ビル２階大会議室

申し込み／４月３０日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

０歳児ママの 
オンライン交流会
� ＩＤ��１０３９４１５

日 時／５月７日（金）　午前１０時～

１１時３０分

対 象／市内在住の０歳児と母親

内 容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」

を使い、母親同士の交流を楽しむ

定 員／９組（抽選）

申し込み／４月１６日（金）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

福祉マルシェ 
ｉ・愛・逢

あ い

マーケット
� ＩＤ��１０３９３５４

日 時／４月２１日（水）・２２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就労

支援部会（福祉総務課福祉総合相談

室内）　（２８）９１４５〔３月３１日まで

は福祉課内　（２８）８６１９〕

催しもの

スポーツ大会 開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。

スポーツ 日　時 会　場  対　象＊ 参加料 申し込み

バレーボール

９ 人 制 ４月１１日（日）
総 合 体 育 館
いちい信金アリーナＢ 高校生以上で構成

するチーム

１種目２，０００円
（年間登録料１
チーム５，０００円
が必要）

４月１日（木）の午後７時に参加料・
メンバー表を持参の上、いちのみや
中央プラザ（代表者会議を開催）６ 人 制 ５月１６日（日）

総 合 体 育 館
いちい信金アリーナほか

パ ー ク ゴ ル フ ５月１５日（土）
東 加 賀 野 井
パークゴルフ場

－
（学生を除く）

５００円

４月５日（月）～１０日（土）の午前８時
３０分～１１時に参加者が参加料を持
参の上、東加賀野井パークゴルフ場
管理棟（７日（水）を除く）

スーパーシニアオープン
テ ニ ス（ ダ ブ ル ス ）

５月２０日（木） 市 テ ニ ス 場
昭和３６年（女性は
４１年）１２月３１日以
前生まれ

１組２，０００円
５月６日（木）までに参加料を持参の
上、テニスパークｉ（（４５）５３００）

女 子 ソ フ ト ボ ー ル
６月６日（日）
　　１３日（日）

奥 町 公 園 －
１チーム
８，０００円

５月２０日（木）までに申込用紙を岩田
（０９０（７６７１）８７３３）
申込用紙はソフトボール協会ウェ
ブサイトからダウンロード可

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

スポーツ 日　時 会　場  対　象＊ 参加料 申し込み

レディースレギュラー
テ ニ ス（ ダ ブ ル ス ）

５月１１日（火）
い ち い 信 金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１８歳以上で初級・
中級の女性（高校
生を除く）

１組３，０００円
４月１日（木）～５月１０日（月）に
いちい信金スポーツセンター

（先着２４組）

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

＊市内在住・在勤・在学の方
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日曜新鮮市

日 時／４月４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

※購入者に、日曜新鮮市抽選会（５

月２日（日））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

８月採用 木曽川市民病院 

看護師を募集

応募資格／昭和３７年４月２日以降生

まれで資格がある方（市内の医療機

関に勤務している方を除く）

選考方法／適性検査・面接

採用人数／１人

申し込み／４月２２日（木）（必着）まで

に応募書類を持参または郵送（指定

履歴書は木曽川市民病院ウェブサイ

トからダウンロード可）

※適性検査は５月８日（土）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

７月採用 社会福祉事業団 

支援員を募集

応募資格／昭和５２年４月２日以降生ま

れで、社会福祉士・介護福祉士・精

神保健福祉士・保育士・教員・社会

福祉主事任用資格のいずれかの資格

がある方

勤務場所／社会福祉事業団施設

選考方法／１次試験＝一般教養・作文

・適性検査、２次試験＝面接

採用人数／２人

申し込み／４月２７日（火）（必着）までに

応募書類を持参または郵送。募集要

項・指定履歴書はいずみ福祉園内社

会福祉事業団で配布（社会福祉事業

団ウェブサイトからダウンロード可）

※１次試験は５月３０日（日）に社会福

祉事業団で実施

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

６月任用 木曽川市民病院 

会計年度任用職員を募集

職 種／看護師

選考方法／面接

任用人数／３人

申し込み／４月２１日（水）（必着）までに

写真を貼った履歴書と看護師免許

証の写しを持参または郵送（〒４９３

－０００１　木曽川町黒田字北野黒１６５　

木曽川市民病院業務課）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

自衛官を募集

種 類／一般幹部候補生

応募資格／平成８年４月２日～１２年４

月１日生まれの方

申し込み／４月２８日（水）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

子ども・若者 
総合相談窓口のご利用を
� ＩＤ��１００１３５１

　３９歳以下の

市内在住の方の

さまざまな悩み

について、相談

を受け付けてい

ます。家族・友人・知人の方でも相

談できます。（１９㌻参照）

日 時／火～土曜日　午前９時～午

後５時（祝休日などを除く）

相談電話／（８４）０００３

問い合わせ／青少年センター　（８４）

００１７

ふれあい相談のご利用を

　子どもの発達や養育で悩む保護者

の方は、ご相談ください。

日 時／月～金曜日　午後１時～４

時

申し込み／月～金曜日の午前９時～午

後５時に電話でいなざわ特別支援学

校（祝休日を除く）

問い合わせ／県立いなざわ特別支援学校　

０５８７（３５）２００５

子どもの療育相談の 
ご利用を
� ＩＤ��１０２８２６３

　毎年４月２日～８日は「発達障害

啓発週間」、４月２日は「世界自閉

症啓発デー」です。自閉症などの発

達障害を正しく理解し、発達障害の

方も暮らしやすい社会にしていきま

しょう。

　子どもの発達が気になる方は「い

ずみ学園（（７８）３１１１）」「療育サポー

トプラザ�チャイブ（（６４）６３６２）」

「まーぶるの森（（８６）６８２０）」にご

相談ください（３０㌻参照）。

日 時／月～金曜日　午前９時～午

後４時（祝休日を除く）

問い合わせ／福祉総務課福祉総合相談室　

（２８）９１４５〔３月３１日までは福祉課　

（２８）８６１９〕

シニアの「働きたい」を応援 

無料出張相談
� ＩＤ��１０３７１９０

日 時／４月２０日（火）　午前９時３０

分～午後０時２０分

会 場／ －ビル６階ビジネス支援

センター

対 象／５５歳以上で、再就職などで

お悩みの方

定 員／３人（先着）

申し込み／４月１日（木）から電話で商

工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３２

営業用の「はかり」は 
２年に１回定期検査を
� ＩＤ��１０１３３３１

　営業行為（取引・証明）に用いる

はかりは「取引・証明用のはかり」

を使用し、計量

法による定期検

査を２年に１回

受けなければな

りません。

　新たに開業した事業所や、検査を

受けていない事業所は、お申し出く

ださい。宅配便の取次店や調剤薬局

なども対象です。

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

その他

募　集

←市ソーシャルメディア一覧はこちらＩＤ１０１１１８４

相　談
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小学生を対象とした 
言語訓練
� ＩＤ��１０２８７４５

日 時／隔週土曜日の３０分間（月

２回）

会 場／尾西図書館・向山公民館

対 象／市内在住で小学校特別支援

学級または特別支援学校小学部に在

学し、言語訓練を必要とする方

内 容／言語聴覚士による訓練

申し込み／本庁舎学校教育課

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

外出時の 
火災事故をなくそう
� ＩＤ��１０００５１６

　出掛ける前には、ガスの元栓を閉

めたり、たばこの吸い殻を確実に消

したりするなど、火の元をチェック

しましょう。

また家の周り

に新聞やダン

ボールを放置

しないなど住

宅防火に努め

ましょう。

　店舗などで火災となった場合は、

従業員や非常放送の指示に従い、エ

レベーターは使用せず、慌てずに避

難してください。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

甲種防火管理新規講習会
� ＩＤ��１０００５６７

日 時／①５月１８日（火）・１９日（水）②

２０日（木）・２１日（金）　午前１０時～午後

４時３０分

会 場／尾西消防署

対 象／市内在住・在勤で、次のい

ずれかの事業所に勤務・管理してい

る方

▽３０人以上収容の公民館・集会場・

飲食店・店舗・病院など

▽５０人以上収容の共同住宅・学校・

工場など

▽火災時に自力で避難することが著

しく困難な方が入所する１０人以

上収容の社会福祉施設

定 員／各３０人（先着）

受講料／各５，７００円（教材費含む）

申し込み／４月１９日（月）の午前８時３０

分～５月７日（金）の午後５時１５分に

電子申請

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２４３

「生涯学習情報」を 
無料配布
� ＩＤ��１００５７０９

　令和３年度に開催する生涯学習関

連の講座・教室・展覧会などをまと

めた情報誌を、４月１日（木）から市

役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、出

張所などの市の施設で配布します。

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

国際交流協会ニュース 
「かけはし」第８７号を配布
� ＩＤ��１０１２１６９

　内容は「シンチャオ！�ベトナム

料理セミナー」の紹介などです。

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所、市立図書館などの市の施設

で無料配布しています。

問い合わせ／国際交流協会（商工観光課

内）　（８５）７０７６〔３月３１日までは

生涯学習課内〕

マンションなどの 
受水槽は清潔に
� ＩＤ��１００２１３３

　マンションなどの建物では、水道

水を受水槽にいったん貯めてから供

給しています。受水槽の管理を怠る

と、藻や微生物などが発生すること

があります。専門業者による清掃を

年１回以上行い、清潔な状態を保ち

ましょう。

問い合わせ／環境保全課　（４５）７１８５

公的年金の給付額が 
４月分から改定

　老齢基礎年金の満額支給額は、年

額で８００円引き下げられ、７８万９００円

です。その他の公的年金も含めて、

６月の支払いから反映されます。

問い合わせ／一宮年金事務所　（４５）

１４１８

ゴールデンウイークのごみ持ち込み

▽４月２９日（木）は受け付け

▽５月３日（月）～５日（水）は休み

施設管理課　（４８）５３８３
〔３月３１日までは（４５）７００４〕

ご寄付
ありがとうございました

（２月分まで・敬称略）

いちのみや応援基金へ　５２件

社会福祉協議会へ

エス・ビー建材

チャーチル会一宮

総務関係へ

イマショウ

明治安田生命保険相互会社

岩田レーベル

教育関係へ

夢コーポレーション

病院関係へ

豊田合成

Ｉ ＬＯＶＥ いちのみや

月の映像広報
ＩＣＣ�地デジ１２ｃｈ

▽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５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。

４

知っトク！ いちのみや

月の音声広報
ＦＭいちのみや�７６．５Ｍ

▽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。

４

一宮市ゴミチェッカー

　パソコンやスマー

トフォンで、ごみの

分別区分と収集日を

チェックできます。

▲左記を読み取り、

ご利用ください。

廃棄物対策課　（４５）５３７４
〔３月３１日までは清掃対策課 （４５）７００４〕
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～いつでもどこでも「広報一宮」を～　無料アプリで配信中

「友の会」会員募集 一宮市民会館 （７１）２０２１

会員特典／一宮市民会館・尾西市民会館・木曽川文化会館での
自主文化事業の公演チケットの優先販売、入場料の割引、会
報の配布、メールマガジンの配信など
※令和３年度の公演は８月ごろの再開予定。詳しくは、ウェブ
サイトを確認

入会金／年１，５００円（法人会員は年２万円）

申し込み／４月１日（木）の午前１０時から一宮・尾西市民会館（
（６２）８２２２）、木曽川文化会館（（８６）７５８１）で受け付け

教室名 日　時 定員 教材費

プリザーブド
フ ラ ワ ー

４月１８日（日） １０：００～１２：００
１５人

（先着）
２，０００円

ま ゆ 玉 工 作
リースづくり

５月１５日（土） １０：００・１３：００
各２０人
（先着）

各１，２００円

小学生以下は保護者同伴

文化教室 －ビル （２８）９１５３

楽しいガーデニング教室
日　時／５月８日（土）　午前１０時～正午
定　員／１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
受講料／１，５００円

申し込み／４月１日（木）の午前９時から電話で －ビル

文化教室 スポーツ文化センター （２４）１８８１

教室名 日　時 受講料 申込日時

ス ト レ ッ チ ＆
やさしいピラティス

４月２６日からの
月曜日　９：３０

（１０回）
５，５００円

４月１２日（月）
９：３０

カ ラ テ サ イ ズ
５月６日からの
木曜日　１０：００

（５回）
２，７５０円

４月１５日（木）
９：３０

カラーコーディネート
５月１１・１８日（火）　
１０：００

１，３００円
４月２０日（火）
９：３０

キ ッ ズ か け っ こ
（ 小 学 生 ）

５月１１日からの
火曜日　１７：００

（７回）
３，８５０円

４月２０日（火）
１７：００

大 人 の か ん た ん
ト レ ー ニ ン グ

５月１１日からの
火曜日　１９：００

（７回）
３，８５０円

４月２０日（火）
１８：３０

ス マ ー ト フ ォ ン
体 験 教 室

５月１５日（土）　
１３：３０

５５０円
４月２４日（土）
１５：３０

幼 児 体 操
（ 年 中・ 年 長 ）

５月１５日からの
土曜日　９：１５

（７回）
３，８５０円

４月２４日（土）
９：３０

キ ッ ズ ス ポ ー ツ
（小学１～３年生）

５月１５日からの
土曜日　１０：３０

（７回）
３，８５０円

４月２４日（土）
１０：３０

申し込み／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１
人分。抽選）

緑化教室 大野極楽寺公園管理棟 （５１）３０１５

申し込み／４月２日（金）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

プール講習会名 日　時

①水 中 ウ オ ー キ ン グ
４月１２・１９・２６日（月） １４：００

４月２８日（水） １３：００

②スイムワンポイントレッスン ４月９・１６・２３・３０日（金） １３：００

③かんたんアクアビクス ４月２８日（水） １４：００

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
申し込み／４月１日（木）の午前１０時からエコハウス１３８　

環境学習講座・プール講習会 エコハウス１３８ （４７）７１３８

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各１５人③７人（先着）
受講料／各１回４００円（プール利用料を含む）
申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

教室名 日　時 受講料

石ころアート
（ フ ク ロ ウ ）

４月２４日（土） １０：００～１１：３０ ５００円

海の生き物教室 ５月１６日（日） １３：３０～１５：００ ６００円

天体観望会・文化教室 一宮地域文化広場 （５１）２１８０

かにの甲羅に集まる散開星団を観望しよう！

～りょうけん座のコルカロリ、かに座のプレセペ星団～
日　時／①４月１６日（金）②１７日（土）　午後７時３０分～８時４５
分（雨天中止）
定　員／各２０人（先着。中学生以下は保護者同伴）
申し込み／４月６日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

文化教室（４月開始分）
対 象／２０歳以上の方
内 容／石田流生け花、池坊生け花、パッチワーク、手編み、
陶芸、茶道（表千家・裏千家）、書道、水墨画、水彩画、大正琴、
ベーシックヨガ、ヒーリングヨガ、ハタヨガ、タイ式ヨガ、
フラダンス、健康太極拳、骨盤エクササイズ、美ボディエク
ササイズ、バレトン、韓国語入門、韓国語会話、エクセル、
ワード
申し込み／４月４日（日）の午前９時３０分に受講料を持参の上、
地域文化広場（抽選）。開催日時・受講料など詳しくは、募
集チラシで確認

自主文化事業 アイプラザ一宮 （７７）６６１２

ゆったり朝ヨガ Ｖｏｌ．６
日　時／４月１５日～６月１７日の木曜日　午前１０時～１１時３０分

（６回）
定　員／１０人（先着）
受講料／５，４００円

申し込み／４月８日（木）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

コミュニケーション英会話 ２０２１春（①初級②中級）
日　時／４月２３日～６月１８日の金曜日
①午前１０時～１１時１０分②１１時２０分～午後０時３０分（各８回）
定　員／各１６人（先着）
受講料／各６，４００円
申し込み／４月１６日（金）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

びおっこ自然観察会
日 時／５月１６日（日）、６月６日（日）、７月１７日（土）・２１日（水）・
２８日（水）、８月２５日（水）、９月４日（土）・２５日（土）、１０月３１日（日）、
令和４年３月２６日（土）　午前１０時～１１時３０分
対　象／どなたでも（小学２年生以下は保護者同伴）
申し込み／各開催日時にエコハウス１３８
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　市民の皆さんのご希望に応じて、市の職員などが出向き

お話しします。受講は無料です

開講時間／原則午前９時～午後９時の２時間以内

開催場所／申込者が準備する市内の会場

対　　象／市内在住・在勤・在学の１０人以上のグループ

申し込み／事前に担当と日時などを調整し、開催日の１４日

前までに担当へ申込用紙を提出。講座メニューと申込用紙

は、本庁舎生涯学習課（（８５）７０７４）・出張所などでも配布。

希望日時に沿えない場合もあります。

ご利用くださいご利用ください！！いちのみや出前一聴＆施設見学いちのみや出前一聴＆施設見学

講座名 担　当

市政・くらし

１ 市からのお知らせナイスキャッチ！＊
広報課 （２８）８９５１

２ 行政相談をご利用ください＊

３
一宮市のグランドデザイン
～「総合計画」ってなーに？～＊

政策課 （２８）８９５２

４ １００周年記念事業について＊ １００周年推進室 （８５）７４３３

５ 知って得する市民税＊ 市民税課 （２８）８９６３

６
ご存じですか、
土地と建物の固定資産税＊

資産税課 （２８）８９６７

７
あなたの１票を大切に！
～投票制度について学ぶ～

選挙管理委員会事務局
（２８）８９５８

８ 家づくりに役立つ建物の法律 建築指導課 （２８）８６４５

９ 市議会とは？ 議事調査課 （２８）９１３９

まちづくり

１０「男女共同参画」ってなーに？＊

政策課 （２８）８９５２１１
「トカイナカ」のまちづくり
～まち・ひと・しごと創生総合戦略のはなし～＊

１２ みんなでやろまいまちづくり！！＊

１３ 地域づくり協議会とは 市民協働課 （２８）８９５４

１４ 一宮の都市計画＊ 都市計画課 （２８）８６３２

１５ 再開発によるまちづくり＊ 都市計画課 （２８）８９８１

１６
庭からはじめる緑豊かな街づくり＊

（一宮市緑化推進事業補助金制度
と市民参加の森づくり） 公園緑地課 （２８）８６３６

１７ ホタルも生息できる環境づくり＊

１８ 一宮市の都市公園＊ 公園緑地課 （２８）８６３４

健康・福祉

１９ 国保のはなし 保険年金課 （２８）９０１１

２０ 医療費受給者証のはなし 保険年金課 （２８）９０１３

２１ 後期高齢者医療制度のはなし 保険年金課 （２８）８９８５

２２
第２次健康日本２１いちのみや計画
～めざそう！元気で長生き～

健康支援課 （５２）３８５８

２３ 知って安心、介護保険＊ 介護保険課 （２８）９０１９

２４ 高齢者福祉と介護予防

高年福祉課 （２８）９１５１
２５

認知症になっても安心して
暮らせるまちづくり
（認知症サポーター養成講座）

２６
知っておきたい、
心臓に負担をかけない生活

市民病院管理課 
（７１）１９１１

２７ おいしく食べる秘密

２８
突然やってくる脳卒中
～あなたと家族を守るために～

２９ 冬場の感染症から身を守るためには

３０ つかってみよう！健康遊具＊ 公園緑地課 （２８）８６３５

３１ 社会福祉協議会ってどんなとこ？＊

社会福祉協議会
（８５）７０２４

３２ ふくし体験講座

３３
いつでも!どこでも!だれでも!
ボランティア活動の魅力

３４
ご存知ですか？地域社会に
貢献するシルバー人材センター

シルバー人材センター
（７１）０１０５

担当は４月１日（木）からのもので掲載しています。
＊はオンラインでの対応が可能です（６・１２・３１は要相談）。
施設見学の開催時間・方法などは、担当へ直接お尋ねください。

講座名 担　当

子育て・教育

３５ 親子でふれあってあ・そ・ぼ！ 【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

３６ 笑顔がつながる子育て支援センター＊

３７
子育てのお手伝いがしたい！
ファミリー・サポートって？
産後ヘルプって？ (援助者編）＊

３８「食育」ってなあに？ 保育課 （２８）９０２５

３９
学校を応援するひとのための

「学校がよくわかる講座」＊
学校教育課 （８５）７０７３

４０ 青少年の居場所づくりのはなし 青少年課 （８４）００１７

文化・スポーツ

４１ ニュースポーツってなんだろう？ スポーツ課 （８５）７０７８

４２ 水と芸術のまち、友好都市トレビーゾ＊ 商工観光課 （８５）７０７６

４３ いちのみやの歴史
博物館 （４６）３２１５

４４ 川合玉堂の作品と生涯

４５ 美濃路みちおこしプロジェクト 尾西歴史民俗資料館 （６２）９７１１

４６ 三岸節子の作品と生涯 三岸節子記念美術館 （６３）２８９２

４７
知ってるようで知らない

「せんい」のはなし＊
ファッションデザインセンター 
（４６）１３６１

安心・安全

４８「自主防犯」してますか？

市民協働課 （２８）８６７１
４９ 交通事故に遭わないために

５０
知ってる？守ってる？
自転車の交通ルール

５１
災害時たすけあい隊

（災害時要援護者支援制度）のはなし
福祉総務課 （２８）９０１５

５２
チェックしながら、家庭で防災

〈防災ハンドブックの活用方法について〉危機管理課 （２８）８９５９

５３ 地震への備え〈自助・共助・公助〉

５４ 救命入門コース

一宮消防署 （７２）１１０３５５ あなたが家族の救命士「普通救命講習」

５６ あなたが市民の救命士「上級救命講習」

５７ 一般救急講習
一宮消防署 （７２）１４０５

５８ 消火器取り扱い指導

５９ 防火教室「火災！そのときどうする」消防本部予防課 （７２）１２８０

６０
あなたのまわりに潜む危険な罠！
～消費者被害に遭わないために～

商工観光課 （２８）９１４８

環境

６１
みんなで取り組もう！
地球温暖化対策講座

環境政策課 （４５）９９５３

６２ ごみ出しルールを守りましょう＊ 収集業務課 （４５）７００４

６３ 下水道に接続して快適なくらしを 営業課 （８５）７０９４

６４
浄化槽を正しく使いましょう！
～浄化槽の維持管理と合併処理浄
化槽設置補助制度について～＊

廃棄物対策課 （４５）５３７４

施設見学

６５
環境センター見学
～ごみの減量・分別について考えましょう～

廃棄物対策課 （４５）５３７４

６６ 浄化センターの仕組み
施設保全課東部浄化センター
（７３）５４８６

６７ 美術館ガイドツアー 三岸節子記念美術館 （６３）２８９２

申込用紙ダウンロード可１０１２３０９ＩＤ
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尾張一宮柔道クラブ 会員を募集

「元気な子どもたちの健全育成」を目標に活動して

います。初心者・未経験者も大歓迎です。

日　時／毎週月・木・土曜日　午後７時１５分～９時

会　場／月曜日＝浅井中学校、木・土曜日＝南部中

学校

会　費／曜日ごとに月５００円（高校生以上は無料）

問い合わせ／内田　０９０（４４６７）９１８１

ネイティブスピーカーから

無料で英会話を学ぼう

オンライン会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を使い、英会話を

学べます（通信料は自己負担）。

日　時／毎週木曜日　午後７時～７時４５分

問い合わせ／ 田　０９０（５８７４）５６８５

テキストダウンロード可（ https://goeigo.org )

大江川で  「桜・菜の花・こいのぼり」

大江川河畔の桜や菜の花を見ながら、こいのぼりを

見ることができます。

日　時／３月２５日（木）～４月８日（木）

会　場／神
し め ど

明渡橋（和光１丁目８－２）

問い合わせ／宮崎　０９０（８３２４）１５６４

ローラー＆インラインスケート講習会

日　時／４月２９日（祝）　午後１時～３時

会　場／蘇南公園ローラースケート場（江南市）

対　象／小学生

申し込み／電話・ファクスで一宮市ローラー＆インラ

インスケート協会・脇田　（５１）８９５０

　このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。６月号の締め切りは４月２３日（金）です（抽選）。申し込
み方法など詳しくは、  ＩＤ  １０３４７１８をご確認ください。　　　　　　　　問い合わせ　広報課 （２８）８９５１

情
いちのみや’ｓ

報発信地
※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

ス
まちかど

ナップ

中央看護専門学校　卒業式・閉校式

　３月末に閉校となる中央看護専門学校の卒業式と

閉校式を行いました。学生たちは卒業証書を受け取

ると看護への熱い決意を述べ、最後の卒業生として

誇りと自信を持って巣立ちました。

　閉校式では開校後３０年の歩みをスライドショー

で振り返り、その歴史に幕を閉じました。

３月６日　　ービル７階シビックホール
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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

親子でねんど

▼４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（５・１９・３０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（２９日を除く）

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１９㌻）

相談名 日　時 相談電話・会場

育　　児

４月５日（月） １３：００～１５：００

中保健センター
（７２）１１２１

西保健センター
（６３）４８３３

４月１９日（月） １３：００～１５：００
北保健センター

（８６）１６１１

子 ど も
悩みごと

月～金曜日　８：３０～１７：１５
（２９日を除く）

本庁舎４階子ども家庭相談課
（２８）９１５２

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

火～土曜日 １７：３０～２０：３０
（２９日を除く）

（電話相談）
（７３）４１９２

発 達 の
気になる子

月～金曜日 ９：００～１６：００
（２９日を除く）
※在住地区により担当が
分かれます＜予約制＞。

養育サポートプラザ
（６４）６３６２

いずみ学園
（７８）３１１１

まーぶるの森
（８６）６８２０

こっこ相談室

公園から帰りたがらなくて…

　３歳２カ月。公園に出掛けると、帰りたがら

ないの。どうしたらいいの？

　「たくさん遊んだね」「楽

しかったね」と気持ちに共

感することから始めるとい

いよね。気持ちに寄り添った上で「ママの時計が鳴っ

たら帰ろうね」と子どもに『もうすぐ、おしまい』と

いう見通しが持てるよう声を掛けたり、「家でままご

としよう」「電車、見て行こうか」と次の楽しみが持

てるよう誘ったりすると気持ちの切り替えがしやすい

よ。それでも嫌と言うときは「滑り台とブランコどっ

ちか１回やったら帰ろう。どっちにする？」と選ばせ

たり「ママとあそこまで競争しようか？」と遊びなが

ら帰ったりするのも一つの方法だよ。

こっこ相談員の

アドバイス

対象は全て市内在住の方。参加料は全て無料。申し込みの※は電子申請可

催　し 日　時 会　場 対　象 申し込み

ママといっしょでいいな
ＩＤ  １０３９４８５

５月１３日（木）
２０日（木）

１０：１５～１１：１５ 中保健センター
１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

４月１２日（月）・１３日（火）に電話で
千秋子育て支援センター※

パパもいっしょに遊ぼっ！

ＩＤ  １０３９２７７
４月２４日（土）

１０：００～１１：３０

黒田北
子育て支援センター 未就園児と親

（抽選各２０組）

４月６日（火）・７日（水）に電話で
黒田北子育て支援センター※

パパもいっしょに遊ぼっ！

ＩＤ  １０３９５１３
５月２９日（土）

里小牧
子育て支援センター

４月２２日（木）・２３日（金）に電話で
里小牧子育て支援センター※

公園へいこっ！

ＩＤ  １０３９５１４
４月２７日（火）
（雨天中止）

１０：３０～１１：００ 奥町公園 未就園児と親・家族など
当日直接会場（問い合わせは
里小牧子育て支援センター）

親子でねんど
ＩＤ  １０３９４９０

５月２８日（金）１０：００～１１：３０
東五城
子育て支援センター

２歳児と親（抽選２０組）
４月２２日（木）・２３日（金）に電話で
東五城子育て支援センター※

フレッシュママ交流会
ＩＤ  １０３９４１１

５月１２日（水）
２６日（水）

１０：００～１１：００

尾西生涯学習センター
講堂 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）

４月１６日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※

５月６日（木）
２７日（木）

木曽川庁舎
３階第３研修室

５月１４日（金）
２８日（金）

千秋公民館

赤ちゃんセミナー
ＩＤ  １０３９４３５

５月６日（木） １０：００～１１：１５
　　１０日（月） １０：００～１１：３０
　　１６日（日） １３：３０～１５：００

尾西庁舎６階大ホール、
尾西生涯学習センター
講堂

妊婦、０歳児の親・家族
（抽選１５人）

４月１６日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※
５月１０日は子どもの入場不可

（託児あり、抽選７人）

あっぷっぷ
ＩＤ  １００１２８５ 

４月２日（金）

１４：００～１４：４０

東五城子育て支援センター
第１子の３～１１カ月の
乳児と親

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

４月１３日（火） 千秋・里小牧子育て支援センター

４月２１日（水） 丹陽・黒田北子育て支援センター

いちのみや子育て支援
アプリを配信しています

（裏表紙参照）
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月
移動図書館ほたる号 １０：１５～１１：００

１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００

移動子育て支援センターこっこ

上段はほたる号

下段はこっこ

１０１０６３１ＩＤ１０１２８２３ＩＤ

おすすめ本おすすめ本

中央図書館　（７２）２３４３

おはなし会 読み聞かせ／４月４日（日）・１１日（日）１５：００

一般書 そこに工場があるかぎり
小川洋子／著

集英社／刊

　国内唯一の競技用ボート、ベビーカ

ー、大人の色鉛筆…。日本の繊細でユ

ニークなものづくりのいとおしさと本

質、携わる人々の思いを伝える珠玉の

工場見学エッセイ。全６社の訪問記を

収録。

児童書 すきなこと にがてなこと
新井洋行／作　嶽まいこ／絵

くもん出版／刊

　ぼくは、スポーツが大好き。だけど、

みんなの前で話すのは苦手。話すのが

大好きなりんちゃんは、動物が苦手…。

「すき」も「にがて」も、ありのまま

でいい。ちがいが輝く世界を描く絵本。

４４ １０：００～１５：００（※は１４：００まで）

１日（木） ５日（月） ６日（火） ７日（水） ８日（木） ９日（金） １２日（月）

１３日（火） １４日（水） １５日（木） １６日（金） １９日（月） ２０日（火） ２１日（水）

２２日（木） ２３日（金） ２６日（月） ２７日（火）

宮後野見神社�
千秋南小学校�
平島公民館� 

西御堂津島神社�
葉栗小学校� 
西海戸公民館�

北方青衾社� 
丹陽小学校� 
浅野公園� 

丹羽公民館� 
今伊勢西小学校�
奥町前並二公民館�

奥町出張所� 
中島小学校� 
於保共同出荷場�

大野公民館� 
千秋東小学校�
浮野八幡社� 

千秋町出張所�
丹陽南小学校�
多加木記念館公民館�

島村若栗神社�
開明小学校� 
本神戸酒見神社�

尾関平山住宅�
朝日西小学校�
樫の木文化資料館�

萩原町出張所�
木曽川東小学校�
馬寄石刀神社�

東浅井浅井神社�
大和西小学校�
馬引公民館駐車場�

西小島公民館�
北方小学校� 
光明寺愛宕神社�

大和豊島台ちびっ子広場�
赤見小学校� 
佐千原坂手神社�

奥公民館 時之島いこいの広場 向山公民館 子ども文化広場図書館 萩原公民館

大和南小学校※ 神山公民館

北方公民館 開明いこいの広場

尾西南部生涯学習センター

葉栗公民館 木曽川公民館 今伊勢公民館

浅井公民館

図書館の催し図書館の催し
１０２８２７１ＩＤ

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

中央図書館　（７２）２３４３

１０３９２６５ＩＤ

１０２８２７４ＩＤ

　ボランティア団体の読み聞かせなどを行います。

１０：３０  ▼おはなし広場たんぽぽ

１３：３０  ▼一宮布絵本の会

１５：００  ▼おはなしぽけっと�※１

１１：００  ▼ストーリーテリング�※１

１３：００  ▼工作教室　　１４：００  ▼紙しばい

１５：００  ▼読み聞かせ

１０：３０・１１：３０・１５：００  ▼読み聞かせ

１４：００  ▼ストーリーテリング�※２

１１：００  ▼読み聞かせ

１３：３０  ▼ＤＶＤアニメ上映会

１５：００  ▼ストーリーテリング�※１

１０：３０・１３：３０  ▼一般参加の方

１５：００  ▼あおむしの会�※２

※１は５歳以上が対象。※２の４歳以下は保護者同伴

４月２４日（土）

悪天候で中止する場合があります。

４月２５日（日）

５月１日（土）

５月２日（日）

５月３日（祝）

尾西図書館　（６２）８１９１ １０２８０８６ＩＤ

１１：００  ▼ストーリーテリングの会�※１

１４：３０  ▼子どもアニメ上映会

４月２４日（土）

４月２９日（祝）

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６ １０３９２２１ＩＤ

１１：００  ▼おはなしトライアングル

１１：００  ▼よみきかせぷりん

１４：００  ▼おはなしグループいろりん

１１：００  ▼おはなしぱんだ

４月１７日（土）

４月２４日（土）

４月２５日（日）

５月１日（土）

子ども読書の日 記念行事
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火災メール１１９

ご利用ください

※迷惑メール対策をしている方は「 kasai@138bousai.jp」

からのメールを受信できるように設定してください。

【問】消防本部通信指令課　（７２）１１９１

【問】子育て支援課

（２８）９０２２をお届けします！

スマホが子どもの成長日記・母子手帳に

子どもの成長に合わせた離乳食が分かる

予防接種のスケジュールをお知らせ

プッシュ通知で子育て情報をお知らせ

ＧＰＳ機能で施設へのルート検索

いちのみや子育て支援アプリ

ｉＯＳ版Ａｎｄｒｏｉｄ版

昔と今の子育ての違いが分かる

保育士などによるコラムも充実

いちのみや子育て支援

ハンドブック

１０２４１２７ＩＤ

電子版は

子育て情報を簡単に探せる

保育園の空き状況が分かる

最新の子育て情報をお知らせ

子育てイベントを簡単に探せる

いちのみや子育て支援サイト

市の子育て支援情報が

この１冊に！

子育て支援情報

１０００６０６ＩＤ

火災発生などの災害情報を、

メールで配信しています。

選んだ地域の

情報だけの受信も！

スマートフォンやタブレットで、

右記の二次元コードを読み取るか

「 i.kasai@138bousai.jp 」へ空メー

ルを送信し、登録してください。

広　告

★広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします。

★財源確保のため有料広告を掲載しています。



中核市中核市一宮市スタートスタート！！

中核市中核市
２０２１年４月１日２０２１年４月１日

　一宮市は、４月から中核市へ移行します。中核市になると、保健衛生

や福祉、環境分野などの多くの仕事が県から市へ移ります。与えられる

権限を活用し、市民の皆さんの利便性や安全・安心を高め、さらに暮ら

しやすい魅力あるまちへと飛躍できるよう、力を尽くしてまいります。

� 【問】政策課　（２８）８９５２

一宮市一宮市
ＳＴＡＲＴ！

中核市とは？中核市とは？
　国の指定を受け、県の仕事の多くを行う、人口

２０万人以上の都市です。政令指定都市に次いで大

きな事務権限があります。

　２０２１年４月１日に一宮市と松本市（長野県）が

加わり、中核市は全国で６２市となります。愛知県

内では、豊田市・豊橋市・岡崎市に続いて４番目で、

尾張地域では初の中核市です。

　なお、中核市の仕事を行うのに必要な経費に対し

ては、国から地方交付税などの財政支援があります。

なぜ中核市になるの？
　中核市移行を、多様化する市民ニーズに的確に対応し、

本市がさらに発展・成長するためのチャンスととらえ、

まちづくりのステップアップを実現します。

一般市

指定都市

全国６８７市

県の事務県の事務

全国２０市

人口５０万人以上

施行時特例市

全国２３市

中核市

全国６２市

人口２０万人以上

一宮市
移行

小 大事務権限（できること）

広報一宮 別冊

ＰＲ動画ＰＲ動画を配信中を配信中

一宮市公式

ＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネル

一宮市の中核市移行を５分で分かりやすく紹介

中核市のメリット＞＞２㌻　市保健所の開設＞＞３㌻　市の組織の見直し＞＞４・５㌻　新しい業務と窓口案内＞＞６～８㌻

｜市
職員が手づくり｜
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　住民に最も身近な市が多くの事務を行うことで、

柔軟できめ細かなサービスを提供します。

　市を経由し県が行っていた事務を、市が一括して

行うので、手続きが便利になります。

●廃棄物対策窓口の一本化（家庭ごみ＋事業ごみ）

●保育所、介護保険・障害福祉

サービス事業者などの指定、

許可、指導監査

　市独自の基準を設定できる範囲が広がるため、

市の地域特性を活かしたまちづくりができます。

●社会福祉審議会の設置　　　●屋外広告物の許可

●市立小中学校教職員の研修

　中核市によって得られる新たな権限を活用し、

「一宮ならでは」の施策を充実させます。

　→５㌻をご覧ください。

■福祉総合相談室の開設

中核市中核市ののメリットメリット
中核市になると何が変わるの？

１ 市民サービスが充実市民サービスが充実 行政サービスをより早く提供行政サービスをより早く提供２

●身体障害者手帳の交付

●母子父子寡婦福祉資金の貸付

申請

市民

審査

市

県

進達

交付

送付

申請

市民

審査

市

交付

中核市移行

特色あるまちづくりを推進特色あるまちづくりを推進３
　尾張地域の拠点として知名度・存在感が上がり、

地域の活性化につながります。

●中核市市長会への参加

　→国への発信力強化

都市のイメージがアップ都市のイメージがアップ４

一宮オリジナルの取り組みにチャレンジ一宮オリジナルの取り組みにチャレンジ５

　空き地の雑草などを所有者が適切に管理するよう、

条例に基づく指導を行い、良好な生活環境を保持する

ための取り組みを進めます。

■空き地の不良状態の解消に関する条例の制定

　大規模災害に備え、高度

な救助資機材と、救助のた

めの専門的な知識・技術を

有する隊員から成る高度救

助隊を編成します。

　救助体制を強化し、市民

の安全・安心を守ります。

Ｓ
スーパー

Ｒ
レスキュー

高度救助隊が発隊します

市議会３月定例会で

市長が中核市移行を表明

２月

市長が県知事へ中核市移行に

向けた協力を要請

６月

中核市移行基本計画を策定１１月

総務省との協議１月

市議会３月定例会で中核市の

指定の申出について議決

３月

県知事に中核市指定の申出の

同意を申入れ

４月

中核市移行までの歩み中核市移行までの歩み

県議会の議決を経て、県知事が

中核市指定の申出を同意

７月

総務大臣に中核市の指定を申出

中核市の指定に関する政令公布１０月

県・市による事務引継書の締結３月２０２１年２０２１年

中核市移行

一宮市保健所開設

４月

市議会議長から市長へ

中核市移行を提言

１２月

２０１８年２０１８年

２０１９年２０１９年

２０２０年２０２０年

２０１７年２０１７年
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市保健所市保健所をを開設開設 ～市民の命と健康を守る身近な存在へ～～市民の命と健康を守る身近な存在へ～

　４月以降、これまで県が担ってきた保健所業務を

市が行います。県一宮保健所では一宮市と稲沢市を

管轄していましたが、市保健所では一宮市のみを管

轄します。場所はこれまでと同じです。

【問】保健総務課　（５２）３８５１

　市内に３カ所ある保健センターについては、これまで

行ってきた乳幼児や生活習慣病予防のための健康相談・

保健指導・健康診査など、市民に身近な保健サービスの

窓口として引き続き業務を行います。

※保健所の業務内容や窓口の変更などについては、

６～７㌻をご覧ください。

保健センターは、どうなるの？Ｑ

　健康危機対策の最前線となる市保健所が、新型コロナウイルスの

感染経路や濃厚接触者の調査、感染者の健康観察を行います。国や

医療機関から詳細な情報が直接入るようになり、感染防止に迅速な

対応が可能になります。県保健所でコロナ対応に当たった市職員の

経験やこれまでの市の取り組みも生かし、対策に全力を尽くします。

■新型コロナウイルスへの対応がパワーアップ

　医師・獣医師・薬剤師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士といった

高い技術と幅広い知識をもった専門職が、市職員として身近に活躍

し、市民の皆さんの健康と安全を守ります。

　市の保健センターが行っている母子保健や成人

保健のサービスと、県の保健所が行っていた専門

的なサービスを一体的に提供できるようになるの

で、子どもから高齢者までの健康づくりのための

支援が充実します。

総務・企画部門を
集約し体制強化

保
健
所

保健衛生行政
の拠点 保

健
セ
ン
タ

ー

市民に身近な
保健サービスの窓口

一体化による
サービスの充実

■専門職の配置で効果的な事業を展開

■総合的な保健衛生サービスを提供

市保健所の開設で、ここが変わる！

　動物の適正飼養の啓発や狂犬病予防対策

を行うため、中保健センター内に「動物愛

護事務所」を設置します。

　なお、犬・猫の保護、返還など、動物の

収容施設が必要な業務につ

いては、県動物愛護センタ

ー尾張支所（浅井町西海戸

字余陸寺３１－１）に市の職

員を配置し、対応します。

ペットと仲良く暮らす

ペットと仲良く暮らす

市保健所（新設）市保健センター

＋
健康相談・保健指導・健康診査など 食中毒対策・感染症対策など

すべてのライフステージにおける
健康づくりのサポート

まちづくりを進めますまちづくりを進めます

母子
保健

学校
保健

職域
保健

地域
保健

所在地／古金町１丁目３番地

業務時間／午前８時３０分～午後５時１５分

（市役所と同じ時間に変わります）

休業日／土・日曜日、祝休日、１２月２９日～１月３日

本町 泉

花岡町
浅野

至名古屋

Ｊ
Ｒ

名
鉄

一
宮
駅

至岐阜

警察署

市役所

松降

羽衣１

Ｒ１５５

Ｒ
２２大

江
川

一宮市保健所

至岐阜

至一宮ＩＣ

Ｎ

富士３

至
岩
倉
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活力創造部
文化・スポーツ施設の活用の幅を

広げ、まちの活力・魅力をアップ

　教育委員会（教育文化部）で行っていた文化・スポーツ

施設の管理運営や国際交流業務を、観光や地域振興を担

う市長部局（経済部）に移管し、経済部を「活力創造部」

に名称変更します。

市民健康部
保健所を設置し、市民の健康と

安全を守る体制を強化

環境部
廃棄物対策を市が一元的に担い、

良好な生活環境を確保

【問】行政課　（２８）８９５６　　教育部総務課　（８５）７０７０

市民健康部 市民課

出張所（１０カ所）

保険年金課

総務管理課

窓口課

総務窓口課

尾西事務所

木曽川事務所

保健総務課保健所

休日急病診療所

保健予防課

保健衛生課

動物愛護事務所

健康支援課

保健センター（３カ所）

健康づくり課

（保健所設置準備室を含む）

中央看護専門学校

廃　止

商工観光課

企業立地推進課

農業振興課

スポーツ課

指定管理課

博物館管理課

博物館

尾西歴史民俗資料館

三岸節子記念美術館

図書館管理課

中央図書館

尾西図書館

玉堂記念木曽川図書館

働く婦人の家

廃　止

子ども文化広場図書館

国際交流業務を移管

（生涯学習課→商工観光課）

その他

活力創造部

福祉総務課

福祉総合相談室

指導監査室

障害福祉課

生活福祉課

高年福祉課

福祉課

廃　止

介護保険課

福祉部 環境政策課

環境保全課

廃棄物対策課

収集業務課

施設管理課

霊園管理事務所
清掃対策課

浄化課

廃　止

環境部

　福祉課を「福祉総務課」と「障害福祉課」に分割し、

福祉総務課内に「福祉総合相談室」と「指導監査室（＝

福祉施設などの指導監査）」を新設します。

　部全体を再編し、「環境政策課（＝環境政策の立案）」

「廃棄物対策課（＝廃棄物処理業者の指導）」「収集業務課

（＝家庭ごみの収集）」を新設します。

福祉部
福祉部内の各課が連携し、

きめ細かなサービスを提供

　健康づくり課を廃止し、保健所に「保健総務課」「保健

予防課（＝環境衛生、感染症対策）」「保健衛生課（＝食品

衛生、動物愛護）」「健康支援課（保健センターを含む）」を

新設します。

４月から市の組織を見直します

新型コロナワクチン接種推進室



5

中核市中核市一宮市スタートスタート！！

【まちづくり部】

◆総合政策部交通政策課をまちづくり部に移管し、

「地域交通課」に名称変更

◆建設部維持課の交通安全施設の整備業務を

　地域交通課に移管

◆財務部管財課の市営駐車場の管理業務を

　都市計画課に移管

【教育部】

◆教育文化部を「教育部」に名称変更

◆教育部総務課内に「教育政策室」を新設

　（学校ＩＣＴ推進室と統合）

１４階 議場傍聴席

１３階 議場

１２階 議会事務局庶務課　議事調査課

１１階 食堂

１０階 経営総務課　営業課　計画調整課　上水道整備課　下水道整備課　給排水設備課

９階
保育課　商工観光課　企業立地推進課　農業振興課／農業委員会事務局
スポーツ課［４階］　指定管理課［４階］　監査事務局

８階
都市計画課　地域交通課［９階］　区画整理課　公園緑地課　維持課　道水路管理課
道路課　治水課

７階 契約課　建築指導課　公共建築課　住宅政策課／市営住宅管理事務所　建設総務課

６階
秘書課　広報課　政策課／１００周年推進室　市民協働課［９階］　人事課
工事検査課［８階］

５階 デジタル推進室　行政課／選挙管理委員会事務局　財政課　資産経営課

４階
危機管理課／新型コロナ対策室　子育て支援課［２階］　子ども家庭相談課［２階］　
教育部総務課／教育政策室　学校教育課　生涯学習課

３階 市民税課　資産税課　納税課／債権回収特別対策室

２階
福祉総務課／福祉総合相談室／指導監査室　障害福祉課　生活福祉課
高年福祉課　介護保険課

１階 市民課　保険年金課　会計課

【問】福祉総合相談室　（２８）９１４５

　中核市移行により市が業務を行うことに伴い、

福祉サービスを一体的に提供するため、窓口が県

一宮保健所から市役所本庁舎２階の福祉部に変わ

ります。

◇◇◇◇◇◇◇◇ 精神障害者・難病患者の方の窓口が保健所から市役所本庁舎に変更 ◇◇◇◇◇◇◇◇

　障害者、生活困窮などの問題を複雑に抱えてお困り

の方が気軽に相談できるよう、福祉についての相談窓

口として開設しました。

　精神保健福祉士や保健師などの専門スタッフが相談

者の悩み・不安を受け止め、担当課や関係機関とも連

携しながら、一人一人に寄り添った支援を進めます。

【問】資産経営課　（２８）８９６１

　組織の見直しに伴う、変更

後の配置は右表のとおりです。

市役所本庁舎の
各課配置

※赤字は変更のあった課

　［　］内は変更前の階

福祉の困りごとに

ワンストップで対応 福祉総合相談室福祉総合相談室本庁舎２階に を開設

障害者
に関する相談

精神障害・
難病患者

に関する相談
【新規事務】

高齢者とひきこもり
の世帯など
複雑な相談

生活困難・
生活の不安
に関する相談

●指定難病医療費の助成申請➡障害福祉課で受け付け

●精神保健福祉・難病患者の療養に関する相談

� ➡福祉総合相談室で受け付け

福祉総合
相談室

【総合政策部】

◆中核市移行推進課を廃止

【財務部】

◆管財課を「資産経営課」に名称変更

【子ども家庭部】

◆こども部を「子ども家庭部」に名称変更

◆子育て支援課こども家庭相談室を

　「子ども家庭相談課」に変更

◆青少年育成課を「青少年課」に名称変更

【総務部】

◆情報推進課を「デジタル推進室」に変更

その他の見直し
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担当窓口 主な手続き・業務内容

保

健

所

［

古
金
町
１
丁
目
３］

保健総務課 総務企画グループ

（５２）３８５１

●●小児慢性特定疾病医療費の支給

●○●○不妊治療費（一般・特定）の補助

●●肝炎治療費などの助成申請

○○未熟児養育医療費の給付

●●受動喫煙防止に関する申請、啓発

●●人口動態調査、国民生活基礎調査などの保健衛生統計

医務グループ

（５２）３８５２

●●病院・診療所・助産所の開設許可、立入検査

●●歯科技工所・施術所（柔道整復又はあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう）の開設の

届出、立入検査

●●医療安全相談　（５２）３８５３

●●医師・歯科医師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・保健師・助

産師・看護師・准看護師の免許申請

保健予防課 感染症グループ

（５２）３８５４

●●感染症の発生の届出、まん延防止対策

●●感染症患者に対する就業制限及び入院勧告

●●結核などの感染症患者に対する医療費負担

●●エイズなどの性感染症の検査、相談

○○予防接種に関すること

生活衛生グループ

（５２）３８５５

●●旅館・興行場・公衆浴場の営業許可、監視指導

●●理容所・美容所・クリーニング所の開設の届出、監視指導

●●住宅宿泊事業者（民泊）の届出、指導

●●特定建築物の届出、監視指導

●●温泉利用の許可、監視指導

●●遊泳用プールの届出、監視指導

●●薬局の開設許可、監視指導

●●医療機器販売業（貸与業）などの許可、届出、監視指導

●●医薬品店舗販売業の許可、監視指導

●●登録販売者試験の受験願書の受付、販売従事登録の申請

●●毒物劇物販売業などの登録、届出、監視指導

●●毒物劇物業務上取扱者の届出、監視指導

●●麻薬取扱者（麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬研究者・麻薬小売業者）の免許申請、届出

●●薬剤師・臨床検査技師・クリーニング師の免許申請

保健衛生課 食品衛生グループ

（５２）３８５７

●●食品関係施設の営業許可、届出、監視指導

●●食中毒の調査、予防啓発

●●化製場・動物処理場などの設置許可、監視指導

●●食鳥処理事業の許可、監視指導

●●調理師・製菓衛生師・ふぐ処理師の免許申請

衛生検査グループ

（５２）３８５９

●●食中毒・感染症の検査、食品検査、水質検査

　（依頼検査は､保健所内に同居する県清須保健所試験検査課が実施します。）

健康支援課 統括グループ

（５２）３８５８

●●不妊・不育症相談

●●特定給食施設の届出、栄養管理に関する指導助言

●●栄養士・管理栄養士の免許申請

　中核市への移行や組織の見直しに伴い、変更となる主な業務と窓口をお知らせします。

　手続きなど詳しくは、各担当課までお問い合わせください。

市の新しい業務と窓口のご案内市の新しい業務と窓口のご案内
申請などの手続きが県から市の窓口に変わります申請などの手続きが県から市の窓口に変わります

［ ●●＝市が新たに行う業務　○○＝市がすでに行っている業務 ］ ▼保健衛生業務
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担当窓口 主な手続き・業務内容

中保健センター

［貴船町３丁目２］

保健総務課

事業グループ

（７２）１１５３

○○がん検診に関すること

保健予防課

新型コロナワクチン接種推進室 

（７２）１３８９

○○新型コロナワクチンの接種に関すること

動物愛護事務所

 
保健衛生課

動物愛護グループ 

（７２）１１２２

●●放浪犬の捕獲、負傷動物の保護、犬猫の引き取りの相談

●●迷子動物、咬傷事故の届出

●●動物の適正飼養の啓発、指導、ペットに関する相談

●●特定動物の飼養許可、指導

○○犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付

○○猫の避妊・去勢手術費の助成

健康支援課

中保健センターグループ

（７２）１１２１

（各保健センター共通）

○○母子健康手帳の交付、妊産婦の教室、相談

○○産後ケア事業

○○乳幼児の健康診査、教室、相談

○○生活習慣予防などの教室、相談

○○保健師などによる家庭訪問

西保健センター

[東五城字備前１２（尾西庁舎内）]

健康支援課

西保健センターグループ

（６３）４８３３

北保健センター

[木曽川町黒田字中沼南ノ切２７]

健康支援課

北保健センターグループ

（８６）１６１１

市の新しい業務と窓口のご案内市の新しい業務と窓口のご案内

　中核市移行に伴い県から市に移譲される手続きで、

すでに県から許可などを受けている手続きについて、

令和３年３月３１日までに県の許可を受けている場

合は、市の許可を受けたものとみなされますので、

改めて許可を受ける必要はありません。

　ただし、４月以降に更新・変更などが必要な場合は、

市の窓口で手続きを行ってください。

　県での手数料の支払い方法は、県の収入証紙に

よる納付でしたが、市での手数料の支払いは、納入

通知書または現金による支払いになります。

　なお、保健所が取り扱う免許申請などの一部の　

手続きでは、引き続き県の収入証紙での納付にな

ります。（収入証紙は、市役所本庁舎及び市保健所

内で購入できます。）

県から受けた許可は

  ４月以降も有効です

手数料の支払いが

県証紙から現金に変わります

保健センター保健センターで扱っていたで扱っていた

� 手続き手続きの一部はの一部は窓口が変わります窓口が変わります

手続きについてご留意いただきたいこと手続きについてご留意いただきたいこと

◆予防接種に関すること　　➡保健所（保健予防課）で受け付け

◆不妊治療費の補助、未熟児養育医療費の給付

　　　　　　　　　　　　　➡保健所（保健総務課）で受け付け

◆犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付、

　猫の避妊･去勢手術費の助成

　　　　　　　　　　　　　➡中保健センターのみで受け付け　

◆新型コロナワクチンに関すること

　　　　　　　　　　　　　➡中保健センター

　　　　　　　　　　　　　　（新型コロナワクチン接種推進室）

  で受け付け
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市の新しい業務と窓口のご案内市の新しい業務と窓口のご案内

担当窓口 主な手続き・業務内容

本

庁

舎

［

本
町
２
丁
目
５

－

６］

２

階

福祉総務課 （２８）９０１５ ●○●○民生委員の定数決定、活動支援

福祉総合相談室 （２８）９１４５ ●●精神保健福祉、難病患者の療養に関する相談

○○障害者・生活困窮者・高齢者などの相談支援

指導監査室 （８５）７６９７ ●○●○障害福祉サービス事業者・介護保険サービス事業者・老人福祉施設などの

指導監査

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳･手当)

（２８）９０１７

●○●○身体障害者手帳の申請、交付決定

●●指定難病医療費の助成申請

障害福祉グループ(指定・給付)　

（２８）９１４７

●●指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定障害児通所支援事

業者の指定、更新

生活福祉課 （２８）９０１６ ●●生活保護受給者が利用する医療・介護・施術機関の指定

●●保護施設の設置認可

高年福祉課 地域支援グループ

（２８）９１５１

●●養護老人ホーム・軽費老人ホームの設置認可（許可）

●●有料老人ホームの設置の届出

介護保険課 介護保険グループ(指定)

（８５）７０１７

●○●○介護保険サービス事業者・介護保険施設の指定、許可、更新

４

階

子ども家庭相談課 （２８）９１４１ ●●母子父子寡婦福祉資金の貸付

７

階

住宅政策課 （８５）７０１１ ●●サービス付き高齢者向け住宅の登録

●●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の登録

８

階

公園緑地課 （２８）８６３６ ○○屋外広告物の許可

●●屋外広告業の登録

担当窓口 主な手続き・業務内容

環

境

セ

ン

タ

ー

［

奥
町
字
六
丁
山
５２］

廃棄物対策課 （４５）５３７４ ●●産業廃棄物処理業・廃棄物処理施設設置の許可、産業廃棄物の適正処理指導

●●使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく引取業・フロン類回収業

の登録、解体業・破砕業の許可

●●ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の保管・処分の状況に関する届出

●●浄化槽保守点検業の登録、浄化槽の維持管理指導、浄化槽の設置・変更に関

する届出

○○浄化槽設置の助成

収集業務課 （４５）７００４ ○○家庭ごみ・資源の収集、リサイクルの推進

施設管理課 （４８）５３８３ ○○持ち込みごみの計量、処理手数料の徴収

北

館

環境政策課

（霊園管理事務所）

（４５）９９５３ ○○住宅用地球温暖化対策設備（太陽光発電システム・蓄電システムなど）設置の助成

○○市営墓地・斎場の管理

衛

生

処

理

場

［

奥
町
字
六
丁
山
８］

環境保全課 （４５）７１８５ ●●ばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・特定粉じん発生施設・

　水銀排出施設の設置の届出、特定粉じん排出等作業の実施の届出

●●大気の汚染の状況を常時監視

●●ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置の届出

●●特定化学物質の排出・移動量の届出

○○水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、専用水道に関すること

▼福祉・子育て・まちづくり業務

▼環境業務

［ ●●＝市が新たに行う業務　○○＝市がすでに行っている業務 ］ 

［ ●●＝市が新たに行う業務　○○＝市がすでに行っている業務 ］ 


