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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

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

区　分 件　数

刑 法 犯 ４２７（▲１２８）

侵 入 盗 ３１（▲ ４５）

（うち住宅対象） 〔２２（▲ １８）〕

自動車関連窃盗 ６９（＋ １４）

特殊詐欺 ４（▲       ９）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ３（＋    ２） ３（＋    ２）

重　傷 ７（▲     １） ７（▲    ３）

軽　傷 ２５１（▲ ７３） ３１０（▲ ８９）

計 ２６１（▲ ７２） ３２０（▲ ９０）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（３月末現在）

子どもが犯罪に遭わないために子どもが犯罪に遭わないために

　子どもに声を掛けたり、付きまとう事件が発生

しています。小学１年生を対象に行っている「防

犯教室」では、連れ去られそうになったら防犯ブ

ザーを鳴らしたり、大声で助けを呼ぶように教え

ています。また「イカのおすし」（ついてイカない、

のらない、おおごえを出す、すぐ逃げる、しらせ

る）という合言葉を覚えてもらい、犯罪に遭わな

いための約束事も教えています。

　子どもは怖い思いをしても、うまく伝えること

ができない場合があります。日頃から会話を大切

にするとともに、子どもが安心して話ができる環

境を整え、子どもからのサインを見逃さないよう

にしましょう。

薬物乱用 ダメ薬物乱用 ダメ！！ 絶対 絶対！！

　薬物の恐ろしさは強い「依存性」

です。初めは「遊びのつもり」「好奇

心」など、軽い気持ちで始めたものが、

いつしかやめられなくなります。中毒症状とし

て妄想や幻覚が現れ、次第に薬物中心の生活に

なり、手に入れるため罪を犯すなど二次犯罪を

引き起こしてしまいます。

　近年は２０歳代以下の若者による大麻所持など

の事件が急増し、昨年の大麻関連犯罪の検挙者

のうち７割を若者が占め、５年前の５倍の数とな

っています。

　自分自身はもちろんのこと、周りからも薬物

の乱用をなくしましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

川の水をきれいにするために川の水をきれいにするために
～浄化槽の三つの義務～～浄化槽の三つの義務～ １００１７９４ＩＤ

事件などの情報を事件などの情報を
メールでお知らせメールでお知らせ

　川の水の汚れは、かつては工場排水が主

な原因でしたが、現在は家庭からの排水が

汚れの大きな原因となっています。

　浄化槽は、家庭からのし尿などの排水を

きれいにして川に流すための設備です。浄

化槽を正しく使用するためには「保守点

検」「清掃」「法定検査」が必要です。これ

は法律で決められているだけでなく、正し

く使用しないと浄化槽の故障や悪臭、川の

水の汚れの原因になってしまいます。三つ

の義務を守り、きれいで豊かな水環境を守

りましょう。 契約状況を契約状況を

再確認しましょう再確認しましょう！！

▲  ▲  
保守点検保守点検
（点検・修理）

▲  ▲  
清掃清掃

（汚泥の抜き取り）

▲  ▲  

法定検査法定検査
（水質等の検査）

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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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。

日　時 会　場 申し込み

２日（金）・９日（金）・１６日（金）・２６日（月）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

６月１０日（木）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※６月分は随時受け付け中１４日（水）・２８日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０４０４４１ＩＤ
月の無料相談月の無料相談６６ ▲

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

７７

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

（金曜日の午後を除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
２日（水）・１６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
本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
６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
本庁舎９階相談室

（７１）２１８５

交通事故

１４日（月）・２８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 ９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
１７日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

１１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

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１４９

不 妊・

不 育 症

２５日（金）　１４：００～１６：００

＜予約制　（５２）３８５８

１日（火）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

青少年センター

（８４）０００３

若 者

就職心理

火～土曜日　１０：００～１７：００

＜予約制　（５５）９２８６

火～土曜日　１０：００～１８：００＞

ービル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

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

＜予約制　（２８）９１４５＞

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

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

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

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

２１日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

１６日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２４日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

１６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
１９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 ８日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

新型コロナウイルスなどの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。


