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午前９時３０分～午後４時

１０月２３日（土）・ ２４日（日）
尾西市民会館

１０１０月月２２日日（土）（土）～～３１３１日日（日）（日）

１０４２４０８ＩＤ

１０４２２８２ＩＤ

【問】びさいまつり運営委員会事務局（尾西商工会内）　（６２）９１１１　　　商工観光課　（２８）９１３１

ままつりつり
びびさいさい

２４日２３日

１３８だいだいフェスタ

ハロウィンフォトコンテスト

ｆｏｒｆｏｒ   Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ ２ ０ ２ １Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ ２ ０ ２ １　　一宮
　　一宮だいだいフェスタだいだいフェスタ大集合大集合

　各イベント会場や自宅などでハロ

ウィンの仮装をした写真を、インス

タグラムで募集します。

１０月１日１０月１日（金）（金）～３１日～３１日（日）（日）
（３１日は２時まで）  

　ービル３階シビックテラス

木曽川高校美術部による

ハロウィンフォトスポット

３０日３０日（土）（土）・３１日・３１日（日）（日）　午前１０時～午後４時

イベント会場など詳しくは、

一宮だいだいフェスタウェブ

サイトをご覧ください。

※今年度は各種パレードを中止します。

・オープニングセレモニー

・金剛プラザ幼稚園、尾西幼稚園、

尾西第一中学校による演奏

・市民のパフォーマンス　ほか

【問】いちのみや秋まつり実行委員会（一宮商工会議所内）　（７２）４６１１

・金剛幼稚園による演奏

・市民のパフォーマンス　ほか
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【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

イルミネーション内覧会イルミネーション内覧会

オータムオータム
１３８タワーパーク１３８タワーパーク

フェスタフェスタ
１１１１月月３３日日（祝）（祝）までまで

午後５時～８時午後５時～８時

一足先にイルミネーション

を観覧

特別内覧

定　員／３０人（先着）

申し込み／１１月１日（月）の午前１０時

から電話で１３８タワーパーク

午後５時午後５時

ガイドツアー

午前９時３０分

オリジナルマスクをプレゼント

※先着１０１人。ツインアーチ１３８

利用料が必要

１０月１日１０月１日（金）（金）

「展望の日」記念プレゼント

期間中の土・日曜日、祝日期間中の土・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

地上１００ｍの階段のぼりに挑戦！

１１月１１日（木）

本物のジャンボカボチャを

使ったフォトスポット

１０月３１日１０月３１日（日）（日）までまで

ハロウィンフォトスポット

午後２時～４時

（受け付けは３時４５分まで）

※小雨決行

１１月７日１１月７日（日）（日）

コスモス刈り取り体験

期間中期間中

サイクリングで四つの公園

などを巡るクイズラリー

秋のサイクリング

クイズラリー
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高校などの就学費を助成します

１０月１日現在、生徒が下表の助成対

象の高等学校等に在学し、助成要件

に該当する市内在住の保護者（生徒

が一宮・木全・オーシマ奨学基金奨学

金を受給している場合を除く）　

１１月３０日（火）までに申請書などを

持参または郵送

※申請は毎年必要です。

申請書など

　　ダウンロード可

１０１５７１９

助成要件
助成額（年額）

助成対象の高等学校等
私立 国公立

生活保護

１万円 １万円

▽高等学校（専攻科・別科・通信制の特科を除く）

▽中等教育学校の後期課程（専攻科・別科を除く）

▽特別支援学校の高等部（専攻科を除く）

▽高等専門学校（１～３年生）

▽�専修学校（修業年限が３年の高等課程）

　など

保護者の�
令和３年度�
市県民税�
所得割合算額

非課税

２７万２，５００円未満 １万円 ー

助成額は生徒１人当たり

入学する学校を
隣接校から選択できます

対象 令和４年度に市立小中学校に

入学する新１年生

◆小学新１年生の保護者の方へ

　１０月に各小学校で行う就学時健康診断

の時に、実施要項を配布し、説明します。

※�選択できる学校、

決定方法など詳し

くは、実施要項を

ご確認ください。

【問】広報課　（２８）８９５１

行政相談を
ご利用ください

１０月１８日（月）～２４日（日）は
「行政相談週間」

１００１９５３ＩＤ

伊藤雅淑さん

近藤重幸さん

前田旬子さん

岡西美子さん

後藤道子さん

松本規予子さん

行 政 苦 情 １１０ 番

０５２(９６２)１１００
月～金曜日の午前８時３０分～午後５時３０分（祝休日を除く）

行政相談委員

対象 申請

【問】教育部総務課　（８５）７０７０

【問】教育部総務課　（８５）７０７０

１０００１６１ＩＤ

◆中学新１年生の保護者の方へ

　各小学校で後日開催する説明会で実施

要項を配布し、説明します。

　年金・保険・税金などの役所の仕事で分から

ないことや困りごとがあるときは、行政相談を

ご利用ください。

ＩＤ



11２０２１（令和３）年１０月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

日 時／１０月２日～１０日の土・日曜日　午前９

時～午後０時３０分・１時３０分～５時

対 象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　市では１０月１日～３１日に「青少年によい本を

すすめる市民運動」を行い、読書感想文・感想

画を募集します。推薦図書１６冊から図書を選び、

作成してください。応募方法など詳しくは、県

青少年育成県民会議ウェブページをご確認くだ

さい。

対 象／市内在住の聴覚に障害のある方ほか

派 遣／原則県内（無料）

申し込み／�利用日の７日前までに申請書をファク

ス（（７３）９１２４）。申請書は本庁舎障

害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁

舎総務窓口課でも配布

日 時／１０月３０日（土）　午後２時

会 場／木曽川文化会館尾西信金ホール

内 容／献花、小中学生の平和を考える作文の

表彰・朗読・展示、戦災・原爆被災時

の写真パネルの展示

※手話通訳あり

　生産緑地地区内での行為の制限の解除などに

よる変更案を縦覧できます。

縦覧期間／１０月１日（金）～１５日（金）（市民・利害関

係者は市へ意見書を提出可。土・日曜

日を除く）

縦覧場所／本庁舎農業振興課

日 時／１０月２１日（木）　午前９時３０分～午後３

時３５分

会 場／本庁舎商工観光課

対 象／市内在住の方

定 員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／１０月１日（金）～１９日（火）に電話で商工観

光課

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

【問】青少年課　（８４）００１７

ＩＤ  １０１７５７１

青少年によい本を

【問】青少年センター　（８４）００１７

ＩＤ  １０１６０９１

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８

ＩＤ  １０２１１４８

一宮市戦没者追悼式

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

ＩＤ  １０２０９３８

手話通訳者・要約筆記者を派遣

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １００１０７１ 申請書ダウンロード可

尾張都市計画

生産緑地地区変更案の縦覧

【問】農業振興課　（２８）９１３５

ＩＤ  １０３９８６３

ＳＮＳなどで発信しています

ＬＩＮＥ

▼

Ｔｗｉｔｔｅｒ

▼

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

▼

【問】広報課　（２８）８９５１

１０１１１８４ＩＤ

市からのお知らせを
新型コロナウイルス感染症に
新型コロナウイルス感染症に�

関連する情報も
�

関連する情報も
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　ごみや草木などを屋外で燃やす野焼きによる

「煙や臭いで気分が悪くなり困っている」など

の相談が増えています。野焼きは「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」で、一部の例外を除

き禁止されています。可燃ごみとして集積場所

に出すか、環境センターへ持ち込むなど、でき

る限り燃やさずに処分しましょう

　次の全てに該当する方を対象に、公的年金等

所得に係る市県民税の公的年金（非課税年金を

除く）からの引き落とし（特別徴収）を行って

います。

▽昭和３１年４月２日以前生まれで、１月１日以

降引き続き市内に住所がある

▽介護保険料が公的年金から特別徴収されてい

る

▽公的年金等所得に係る特別徴収税額が、老齢

等年金給付の年額を超えない

　給与や配当など、公的年金以外の所得に係る

市県民税は、給与からの特別徴収や、納付書ま

たは口座振替など（普通徴収）で納めることに

なります。

その野焼き
近所迷惑になっていませんか

【問】環境保全課　（４５）７１８５

ＩＤ  １０１７２５１

年金を受給している方へ

市県民税の年金からの特別徴収

【問】市民税課　（２８）８９６３

ＩＤ  １０００８６１

川と海のクリーン大作戦

１０月１７日（日）�午前８時～９時

不法投棄をなくし

　きれいな川と海を子どもたちに残そう
１０４２２０８ＩＤ

木曽川左岸の

　清掃活動ボランティアに

参加してみませんか

【問】治水課　（２８）８６４１

集合場所

１３８タワーパーク駐車場付近１

光明寺公園球技場駐車場付近２

北方町新堤下付近３

木曽川緑地公園駐車場付近４

金刀比羅神社付近５

尾西プール駐車場付近６

申し込み

１０月８日（金）（必着）までに電話、または住所・

氏名・希望する集合場所の番号を記入し「川と

海のクリーン大作戦」と明記の上、ハガキ・ファ

クス・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎治水課、

（７３）９２１７、chisui@city.ichinomiya.lg.jp)

（小雨決行）


