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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 ８３７（▲２４４）

侵 入 盗 ５５（▲ ７１）

（うち住宅対象） 〔３０（▲ ３８）〕

自動車関連窃盗 ９７（▲ ２０）

特殊詐欺 １０（▲ １３）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ３（▲    ２） ３（▲    ２）

重　傷 １８（▲     １） １８（▲ ４）

軽　傷 ５２１（▲ ８４） ６０７（▲ １２１）

計 ５４２（▲ ８７） ６２８（▲１２７）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（６月末現在）

秋の交通安全市民運動秋の交通安全市民運動

　９月２１日～３０日は「秋の交通安全市民運動」

です。これからの時季は日没時間が早くなり、運

転者・歩行者ともお互いの姿が見えにくくなるた

め、交通事故の危険性が高まります。次のことを

実践して交通事故をなくしましょう。

▽ 自動車・自転車は日没１時間前に点灯しましょ

う（ライト・オン運動）

▽ 夜間の外出時は、明るい色の服装で反射材を利

用しましょう

▽ 全ての座席でシートベルトとチャイルドシート

を正しく着用しましょう

▽ 「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さな

い」を徹底しましょう

警察への相談は警察への相談は

ダイヤル「＃９１１０」へダイヤル「＃９１１０」へ

不審者にご用心

　これからの時季は日没時間が早くなり、帰宅時

に不審者と遭遇する危険性が高くなります。防犯

ブザーを携帯し、照明のある明るい道や人通りの

多い道で帰ったり、複数人で帰ったりするなど工

夫しましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

あなたの土地が狙われていますあなたの土地が狙われています
～産業廃棄物の不法投棄～～産業廃棄物の不法投棄～ １０４１８２８ＩＤ

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

　「一時的に作業場・資材置き場として貸してほしい」などと言

われ、安易に土地を貸してしまった結果、あっという間に産業廃

棄物が山積みにされてしまった、というケースが発生しています。

　悪徳な事業者は、法律などの手続きを無視して短期間で廃棄物

を大量に持ち込み、逃げてしまう場合があります。また借主の資

金繰りが悪化し、倒産して廃棄物がそのまま残される場合もあり

ます。こうした廃棄物は市で片付けることはできません。

「廃棄物を保管しないこと」などの

契約条件を付けましょう。

土地を貸すときは土地を貸すときは

定期的に土地の状況を確認しましょう。

土地を貸した後も土地を貸した後も

　１１０番は緊急通報のための専用電話です。警察

による緊急の対応を必要としない相談などは、警

察相談専用電話（＃９１１０）または最寄りの警

察署「住民コーナー」へご相談ください。

～緊急電話は１１０番～緊急電話は１１０番
相談ごとは＃９１１０～相談ごとは＃９１１０～



15２０２１（令和３）年９月　広報一宮

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。

　 月の　 月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

１００１９５５ＩＤ

１０１０
日　時 会　場 申し込み

１日（金）・８日（金）・１５日（金）・２２日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

９月１０日（金）の午前９時か

ら電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※９月分は随時受け付け中１３日（水）・２７日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０４２２２３ＩＤ
月の無料相談月の無料相談９９ ▲

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

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

（２０・２３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

（２０・２３日を除く）

＜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

（２０・２３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

（２０・２３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

（２０・２３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

（２０日を除く）

思いやり会館４階

（７３）０５０５

医
療 医療安全

月～金曜日　８：３０～１７：００

＜予約制　（５２）３８５３＞

保健所

医療安全相談窓口

不
動
産
・
建
設

不動産取引

と悩みごと

６日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

１５日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

３０日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

１５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
１８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 １４日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

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、２０・２３日を

除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
１日（水）・１５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

（２０・２３日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
５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

（２０・２３日を除く）

本庁舎９階相談室

� （７１）２１８５

交通事故

１３日（月）・２７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 ８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
１６日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

１０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

（２３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

（２０・２３日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１４９

不 妊・

不 育 症

２４日（金）　１４：００～１６：００

＜予約制　（５２）３８５８

１日（水）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

（２１・２３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

（２１・２３日を除く）

＜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


