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市政ニュース

保護者が仕事などで不在になる小学１～６年生を対象に、児童クラブの利用申し込みを受け付けます。

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

ココココが変わったが変わった！！

　一宮市は、２０２１（令和３）年４月に中核市へ

移行しました。中核市になってどんな変化が

あったのか、ご紹介します。

第２２回になって中核市中核市

【問】福祉総合相談室　（２８）９１４５

福祉の困りごとにワンストップで対応！

　福祉総合相談室（本庁舎２階）では、生活困窮・障害者・

難病・こころの病気などの相談を行っています。４月の開設

からこれまでにさまざまな相談を受け、高齢者の方から「生

活が苦しい」との相談で、実はずっと働いていない息子がい

て悩んでいることが分かったり、また「こころの相談がした

い」と訴えがあった方では、実は以前に受診をしたが今は通

院しておらず、精神的に不安定で日常生活に困っていること

が分かったりしました。

　今後も相談された方の状況や気持ちを整理し、解決に向け

て一緒に考えたり、必要に応じて関係者を集めた会議を開い

たりするなど、困りごとを抱え込ませない支援体制作りに努

めていきます。

月～金曜日＝下校後～午後７時　　土曜日＝午前７時３０分～午後７時

※祝日や利用状況により実施していない日・時間帯は受け付けできません。
受付時間

児童クラブ児童クラブ 利用申し込みを受け付け

受付期間　１１月１６日（火）～１２月２４日（金）

※申込書は１１月１６日（火）から児童クラブなどで

配布。申込要件は受付開始日からお知らせ。

隣接校入学を希望する方は、入学先が確定し

てから、受付期間内にお申し込みください。

令和４年度 放課後児童クラブ

詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０４２６５８ＩＤ

※申込書は１１月１０日（水）から児童クラブなどで

配布。募集施設は、受付開始日からお知らせ。

通年利用を申し込み済みで、入所保留の方へ

は別途案内あり。

冬休み期間限定児童クラブ

詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０１６８４２ＩＤ

冬休み期間中の月～土曜日（１２月２９日（水）

～令和４年１月３日（月）を除く）

午前７時３０分～午後７時

開所日と開所時間

受付期間　１１月１６日（火）～３０日（火）

▲ ▲

月～金曜日＝下校後～午後７時

土曜日＝午前７時３０分～午後７時

開所日と開所時間

小学新１～６年生対象

祝日、年末年始を除く
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１１月９日～１５日は秋の火災予防運動

　全国から集まった消防職員および消防団員がツインアーチ１３８の屋外階段

を駆け上がり、地上約１００ｍの展望階に到着するまでの時間を競います。

きて・みて・たいけん１３８きて・みて・たいけん１３８

消防自動車写生大会

消防自動車と記念撮影、

放水・はしご車・ＡＥＤ・資器材体験ほか

体験コーナー

▼
▼

１１月６日（土） 午前１０時～午後３時

会場 ▼ １３８タワーパーク

１０３９６４１ＩＤ

１０１６０５１ＩＤ

２０２１２０２１

全国大会全国大会

１０２６４４０ＩＤ

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

１１月１１日（木）　午後２時　一宮医療療育センター

消防総合訓練

児童防火作品展示

１０月２１日（木）～２８日（木）　　　木曽川庁舎１階

１０月３０日（土）～１１月１１日（木）　ツインアーチ１３８展望階

１１月１３日（土）～１２月２日（木）　中央図書館

　放置された枯れ草は小さな火種でも簡

単に火が付き、大きな火災になります。

　土地の所有者・管理者は枯れ草を刈り理者は枯れ草を刈り

取り、処分するか土砂などで埋めて、空取り、処分するか土砂などで埋めて、空

き地の適正な管理を行いましょう。き地の適正な管理を行いましょう。

空き地などの枯れ草は危険

～行ってきます　出かける前に　火の確認～

火災火災にご注意をにご注意を！！
　本格的な寒さを迎えるに当たり、

火を使う機会が多くなります。火

災を出さないように、気を付けま

しょう。

ステアーレース１３８ステアーレース１３８

【問】消防署管理課　（７２）１１９０

消防フェア消防フェア
同時開催同時開催
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市政ニュース

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

紅葉のおもてなし 

１０１２４６７ＩＤ

旧林家住宅 １１月１３日（土）～２３日（祝） 

秋秋の
※月曜日は休館

午前９時～午後５時

（入館は４時３０分まで）

尾西歴史民俗資料館

④ れきみんコンサート

信長と道三の出逢い

～婿と舅
しゅうと

の化かし合い～

⑤ れきみん講談会

１１月２１日（日）   午後１時３０分～２時３０分

入場料   ２，５００円（お茶・茶菓子代を含む）▼

講談師   旭堂南海さん▼

定　員   ２０人（抽選）▼

▼ 

撮影：羽木貴規さん

① 展覧会

蓄音機が奏でる旧林家住宅の秋

１１月１３日（土）　①午前１０時～正午

②午後２時～４時

② ミュージックサロン

③ ミュージアムサロン

１１月２３日（祝）　①午前１０時～１１時３０分

②午後１時～３時３０分

竜巻絞りの実演（伝統工芸士 松岡清子さん）

山野草展

旧林家住宅の歴史がつなぐ

～有松絞り・糸・常滑焼～

１１月１３日（土）・１４日（日）

１１月１６日（火）～２３日（祝）

古建築に息を吹き込む

１１月１４日（日）　①午前１１時～正午

②午後２時～３時

ジャズボサノバライブ

１１月２０日（土）　午後２時～３時

入場料   ２，５００円（お茶・茶菓子代を含む）▼

出　演   伊藤史和さん（ギター奏者）▼

定　員   ２０人（抽選）▼

④⑤は１１月３日（祝）までに

電話で歴史民俗資料館
申し込み

出　演   西田尚史さん（ハンドパン奏者）▼

犬飼裕哉さん（ピアノ奏者）▼
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　節子作品の代表的モチーフ「花」。あるとき

は抽象的に、あるときは色彩豊かに咲き誇る

花々を描きました。自信の持てる一枚の花を生

涯描きたいと願い制作し続けた花の絵を中心に、

その画業を紹介します。

▲「花」１９５０年代ＭＩＧＩＳＨＩ

三岸節子記念美術館

花花の

コレクション展（常設展）

饗宴

１０４２０７１ＩＤ

学芸員 による ガイドツアー

期間中の第２・４木曜日

午後２時

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（１月１０日を除く）、１１月４日（木）・２４日

（水）、１２月２８日（火）～１月４日（火）・１１日（火）は

休館

大人３２０円、高・大学生２１０円、

中学生以下無料
観覧料

１１月２日（火）～令和４年２月１３日（日） 

１０４２９７５ＩＤ

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

コラボ

　人気菓子店ＴＳＵＢＯＹＡの協力のもと、

三岸好太郎・節子夫妻をイメージしたカヌ

レを販売します。

１１月３日は開館記念日

無料観覧デー

ＴＳＵＢＯＹＡ×三岸節子記念美術館

販売カヌレカヌレ

３００
限定

個

午前１０時３０分祝１１月３日

１０４２９７５ＩＤ
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傷病手当金傷病手当金のの適用期間適用期間をを延長延長

　　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、１２

月３１日（金）まで延長します。

新型コロナウイルス感染症での

国民健康保険・後期高齢者医療保険に
加入している方へ

【問】保険年金課　（２８）８９８５

【問】保険年金課　（２８）９０１１

１０３５３２４ＩＤ

１０３６７０４ＩＤ

【問】中央図書館　（７２）２３４３

予約方法など詳しくは、

１０４２７１２ＩＤ をご確認ください

　　１２月１日利用分から中央図書館の

学習室が、事前に専用のウェブサイト

から予約できるようになります。

パートナーの活動を支援していただける

サポーターも募集します！

パートナーのメリット

ＳＤＧｓ活動を市ウェブサイトでＰＲできますＳＤＧｓ活動を市ウェブサイトでＰＲできます

交流会やセミナーをお知らせします交流会やセミナーをお知らせします

パートナー同士の情報交換や連携ができますパートナー同士の情報交換や連携ができます

課題解決や新たな事業展開につながります課題解決や新たな事業展開につながります

学習室の予約が

できるようになります

※�利用日の１週間前から予約可。

貸出カードの利用者登録が必要

国民健康保険の方

後期高齢者医療保険の方

中央図書館

 ＳＤＧｓパートナーを募集 ＳＤＧｓパートナー

インターネット
インターネットでで

一宮市

　市では、官と民が一体となってＳＤＧｓに取り組むため「一宮市ＳＤＧｓ

パートナー制度」を創設しました。ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に向

けて取り組むパートナーを募集します。

【問】政策課　（２８）８９５２

ＳＤＧｓに関する活動をしている、

または関心を持っている企業・教

育機関・団体ほか

対　象

１１月１日（月）から申請書を電子メール

（�seisaku@city.ichinomiya.lg.jp�)。

申請書は  ＩＤ  １０４２９３２ からダウンロー

ド可

申し込み
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　小中学生・高校生から

募集したところ、２６８点

の応募があり、次の皆さ

んが最優秀賞に決まりま

した。最優秀賞・優秀

賞・入選の作品は、１２月

８日（水）～１２日（日）に尾西

図書館、１２月１５日（水）～

２１日（火）に木曽川公民館、

令和４年１月７日（金）～１３日（木）にエコハウス

１３８、最優秀賞・優秀賞の作品は、１月１９日（水）

～２５日（火）に －ビル５階中央図書館、１月２７

日（木）～２月２日（水）にスポーツ文化センターで

展示します。� （敬称略）

最優秀賞

　平林優芽（木曽川東小１年）、後藤侑里（木曽

川東小２年）、野崎澪（萩原小３年）、矢箆原

愛華（北方小４年）、森一喜（三条小５年）、

名和佳凛（瀬部小６年）、渡辺絢羽（尾西第

二中１年）、深井心琴＝写真＝（尾西第三中

２年）、岩橋知咲（木曽川中３年）、花木凜

（木曽川高２年）

　小中学生から９１３点の

応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。入

賞・入選・佳作の作品

は、１２月１１日（土）～２０日

（月）にエコハウス１３８で展

示します。� （敬称略）

市長賞

　田中初菜＝写真＝（木曽川中３年）�

市議会議長賞

　新美月愛（木曽川東小２年）

市教育委員会賞

　後藤咲空（千秋東小５年）

　柴山翔祇（大和南中１年）�

一宮警察署長賞

　山本彩乃（黒田小４年）

　小中学生から７４６点の

応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。入

賞・入選作品は、１０月２２

日（金）～１１月７日（日）に子

ども文化広場図書館、１１

月１２日（金）～２１日（日）に玉

堂記念木曽川図書館、１１

月２６日（金）～１２月５日（日）

に尾西図書館、１２月１０日（金）～１９日（日）に －ビ

ル６階中央図書館で展示します。� （敬称略）

市長賞

　西村瑞彩＝写真＝（末広小１年）

市議会議長賞

　林愛織衣（今伊勢中１年）

市教育委員会賞

　田中悠菜（富士小５年）

　雪丸果楓（木曽川中２年）

審査委員特別賞

　新美月愛（木曽川東小２年）

　石井泉乃介（中部中３年）

　改修工事に伴い、体育室以外の尾西南部生涯

学習センター（尾西南部公民館）の使用を休止

します。

休止期間／１１月１２日（金）～令和４年３月３１日（木）

（学習室２・３、視聴覚室以外は令和

４年２月１日（火）から休止）

※工事の進捗状況により、変更する場合あり

日　時／１１月２０日～２８日の土・日曜日、祝日　

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）

明るい選挙の啓発ポスター
優秀作品が決定

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８

ＩＤ １０４２６４２

いじめ・非行・被害防止ポスター
優秀作品が決定

【問】青少年課　（８４）００１７

ＩＤ １０１６５４５

子ども読書のまち宣言
啓発ポスター 優秀作品が決定

【問】中央図書館　（７２）２３４３

ＩＤ １０２６６０４

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

尾西南部生涯学習センターの
使用を一時的に休止します

【問】生涯学習課　（８５）７０７７

ＩＤ １０４２６５０



14 ２０２１（令和３）年１１月　広報一宮

市政ニュース

　「コロナに打ち克つ！　

介護予防」をテーマに募

集したところ、全国から

８６５点の応募がありまし

た。主な入選作品は次の

とおりです。�（敬称略）

最優秀賞

▽よく笑い　老いもコロナも　寄せつけず

　竹田秋治（新潟県糸魚川市）

優秀賞

▽コロナ禍に　覚えた料理　妻が褒め

　長村宣道（愛知県一宮市）

▽自粛でも　萎縮させない　脳と足

　田原公彦（宮崎県宮崎市）

▽孫たちが　笑い宅配　オンライン

　田崎信（東京都三鷹市）

　年末調整や確定申告などで国民年金保険料を

社会保険料控除として申告する場合、納付額を

証明する書類が必要です。日本年金機構では、

国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書

のハガキを１１月上旬に送付します。１０月以降

に保険料を納付し始めた方には、令和４年２月

上旬に送付します。

　詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へ

お尋ねください。

　付加年金は、国民年金保険料を自分で納め

ている第１号被保険者が、月額４００円を上乗せ

し、年金受給額を増やすことができる制度です

（国民年金基金加入者を除く）。納付した月数に

２００円を掛けた金額が、老齢基礎年金に加算さ

れます。

申し込み／年金手帳・本人確認書類を持参の上、

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

入札日時／１１月２５日（木）　午前９時

入札会場／本庁舎６階６０１会議室

内　容／①宅地３７５．０３（松降通七丁目２７番

１、市街化区域、昭和３８年以降建築

家屋あり、環境への配慮の土地利用条

件付き）②宅地１，０２８．３３（時之島字

古薬師２７番１１、市街化調整区域・線

引き前宅地）③雑種地２４４．５６（富士

一丁目５番１、市街化区域）④雑種地

３８３．８５（富士一丁目１３番２、市街化

区域）⑤雑種地３４３．２６（起字西生

出９２番１、市街化区域、住宅開発の

土地利用条件付き）⑥雑種地９９３．１８

（起字西生出９３番１外１筆、市街化区

域、住宅開発の土地利用条件付き）

申し込み／１１月１日（月）～２２日（月）に、本庁舎資

産経営課（土・日曜日、祝日を除く）。必

要書類など詳しくは、お尋ねください。

対　象／認知症対応型共同生活介護を提供でき

る事業者

申し込み／１１月１日（月）～１２月２０日（月）に、応募書

類を本庁舎介護保険課。応募書類は介

護保険課でも配布

　市では、市全域から排

出される温室効果ガス

を令和１２年度までに平成

２５年度（基準年度）に

比べ２６％削減すること

を目標としています。平

成３０年度の温室効果ガス排出量（推計値）は、

２３２万８，７０９ｔで、基準年度から２．５％減少しま

した。

　今後も地球温暖化防止のため、ご協力をお願

いします。

介護予防川柳 入選作品が決定

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

ＩＤ １０２１３９４

国民年金保険料の
控除証明書を送付

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ １０００８３０

国民年金付加年金のご利用を

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ １０００８４９

介護保険地域密着型サービス
事業者を募集

【問】介護保険課　（８５）７０１７

ＩＤ １０４２６１３ 応募書類ダウンロード可

市有地を入札で売り払い

【問】資産経営課　（２８）８９６１

ＩＤ １０１６６０５

いちのみや気候変動対策アクションプラン２０３０

温室効果ガスの排出量を公表

【問】環境政策課　（４５）９９５３

ＩＤ １０３３６８６
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　放置自転車は、駅・バス停周辺、商店街で歩

行者などの通行を遮ったり、街の美観を損ねた

りしています。周辺住民の方にも大変な迷惑を

掛けています。駐輪場や預かり所を利用しまし

ょう。

一宮駅周辺は終日放置禁止

　一宮駅周辺は、自転車・原動機付自転車（５０

cc以下）の放置禁止区域に指定されています。

この区域に自転車などを放置すると撤去され、

返還には次の手数料が必要です。

▽自転車＝１，０００円

▽バイク（５０cc以下）＝２，０００円

虐待を防止するには

　親が児童虐待に及ぶ背景には、さまざまな要

因があります。困難や悩みを抱えた親への、地

域の方の理解や援助が児童虐待の防止につなが

ります。

　子育ての悩みは気軽にご相談ください（２６㌻

参照）。市内の保育園でも相談を受け付けます。

「虐待？」と思ったら通報を

　虐待の疑いがある場合は子ども家庭相談課、

県一宮児童相談センター（（４５）１５５８）または

児童相談所虐待対応ダイヤル（１
いちはやく

８９）へ、至急

ご連絡ください。相談内容や情報源の秘密は守

られます。

縦覧期間／１１月１２日（金）～２９日（月）（利害関係者は、

市長へ意見を提出可。土・日曜日、祝

日を除く）

縦覧場所／本庁舎区画整理課

縦覧期間／１１月１２日（金）～２９日（月）（市民・利害関

係者は、市・県へ意見書を提出可。土

・日曜日、祝日を除く）�

縦覧場所／本庁舎都市計画課、県都市計画課

※詳しくは、ＩＤ�１０３９８６３をご確認いただくか、

県都市計画課（０５２（９５４）６５１５）へお尋ね

ください。

日　時／１１月１８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／１１月１日（月）～１６日（火）に電話で商工観

光課

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 １０２１１６０

やめよう放置自転車

【問】地域交通課　（２８）８９５５

ＩＤ １０１６５４２

児童虐待のない社会を
目指しましょう

【問】子ども家庭相談課　（２８）９１４１

ＩＤ １００１３６４

尾張都市計画

外崎地区計画案の縦覧

【問】区画整理課　（２８）８６１８

ＩＤ １０３９８６３

尾張都市計画道路
変更案（市・県決定）の縦覧

【問】都市計画課　（２８）８６３２

 

※�２４日（水）は休館。１９日は午後１時から、３日は午後１時まで

【問】消防本部総務課　（７２）１１９２

午前９時～午後９時

１０３９６７５ＩＤ

　明治から令和までの時代の流れとともに、さまざま

な災害に立ち向かい続けた「地域の守り手」の歴史を

紹介します。

「消防のあゆみ」 写真展

いちのみや市１００周年記念事業

－ビル６階
中央図書館

１１月１９日（金）～１２月３日（金）


