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　医療に関する相談は、県医療安全支援センターで受け付けてい

ましたが、４月からはより身近な一宮市保健所の窓口で受け付け

られるようになりました。この窓口では、専門の職員が電話・メ

ール・面談により相談を受けています。プライバシーの保護に十

分配慮していますので、安心して相談できます（匿名の相談も

可）。医療機関を受診した際に、医師の説明が難しくてよく分か

らない、心身の不調に関してどこに受診したらよいかなどの相談

に対して情報提供を行い、問題解決の糸口を探すお手伝いをして

います。市民の皆さんが安心して医療を受けられるように努めて

いきます。

職種・採用予定人数 受　験　資　格

一 般 事 務 大学卒 若干名
平成５年４月２日以降生まれで、大学を卒業
または令和４年３月に卒業見込みの方

一 般 事 務
（ 障 害 者 ）

大学・

短大・

高校卒

若干名
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
手帳、療育手帳のいずれかの交付を受
けている

昭和５６年４月２日以降生まれで、大学・短大
・高校を卒業または令和４年３月に卒業見込
みの方

土 木

大学・

短大卒
若干名

土木課程専攻 平成元年４月２日以降生まれで、大学または
短大を卒業または令和４年３月に卒業見込
みの方建 築 建築課程専攻

実

務

経

験

者

土 木
土木課程専攻で通算５年以上の実務経
験期間がある 昭和５７年４月２日から平成元年４月１日生

まれで、大学または短大を卒業の方
建 築

１級建築士の資格があり、通算５年以上
の実務経験期間がある

看 護 師 若干名
資格があり、採用時までに介護保険また
は障害福祉の認定調査員として通算１
年以上の実務経験期間がある

昭和４６年４月２日以降生まれの方

市職員市職員をを募集募集令和４年４月採用令和４年４月採用
【問】人事課　（２８）８９５３

ＩＤ１０００３１１

指定用紙ダウンロード可

【問】保健総務課　（５２）３８５３

医療安全相談窓口を新たに開設しました

第１回

一宮 市保健所 より

１０３８８２６ＩＤ

申し込み
１２月１３日（月）（消印有効）までに電子申請、または指定用紙を郵送（〒４９１－８５０１　

本庁舎人事課）。指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９４円切手を貼った

返信用封筒（長形３号）を同封の上、郵送
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ままちづくりちづくり
子どもアイデアパネル展示会子どもアイデアパネル展示会

１００２１６２ＩＤ 【問】政策課　（２８）８９５２

　市内の小学６年生から募集した、まちづくりの

アイデアをテーマごとに展示します。

１２月１８日（土）～１月１３日（木）

ービル５階中央図書館

思いやりのあるまち 自然が豊かなまち

産業が盛んなまち交通事故のないまち

災害に備えるまち
犯罪のないまち

ごみのないまち

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３３回になって中核市中核市

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　　廃棄物対策課　（４５）５３７４

大気測定局を増設し、きめ細かく大気汚染をモニタリング

　従来の松降通、小信中島、木曽川町の測定局に加えて、新たに平島測定局を増設

しました。４カ所で大気の汚染状況を常時監視しています。測定値は環境基準への

適合状況の評価に使用し、速報値を １０３７８３５ＩＤ で公表しています。

廃棄物の窓口が一つになってスピーディーに

　一般廃棄物（家庭などから出るごみ）に加えて、産業廃棄物（工場など事業者から出るごみ）につい

ても市が直接指導することになりました。そのため不法投棄や不適切な保管などの問題に対してスピー

ディーな対応ができるようになりました。地域の課題や実情にマッチした迅速かつきめ細やかな対応で、

生活環境の保全に努めます。

１２月４日（土）・ ５日（日） 午前１０時～午後４時

銀座銀座
ストリートイベントストリートイベント

まちなかウォーカブル

　市制施行１００周年を記念して、銀座通りの

歩道で開催します。マーケットやキッチンカ

ーなどが出店し、ワークショップも開かれま

す。駅前で楽しい時間をお過ごしください！

１０４２９３７ＩＤ

【問】いちのみや市１００周年実行委員会

事務局　（８５）７４３３
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「誰か」のこと
じゃない。

１０１６２５８ＩＤ

人権週間

（ ）
　電話や電子メールでも相談できます。相談

は無料で、秘密は守られます。詳しくは、法務

省ウェブサイトをご確認ください。

法務省　人権相談 検索

特 設 相 談 所 も 開 設

【問】市民課　（２８）８９７５

【問】青少年課　（８４）００１７

　午前中に振り袖やスーツに身を包んだら、式が始まるまでは、市内の各スポットで

地元一宮市の思い出と共に、家族や友人と記念写真を撮りませんか★

会 場

一宮市立中学校を卒業した方

それ以外の方（私立中学校を卒業した方など）

▼  卒業した中学校（屋内運動場）

▼  一宮市民会館　市外在住の方などでも、１月３日（月）までに

電子申請することで参加できます。申し込み

方法など詳しくは、  ＩＤ  １０２９００２ をご確認くだ

さい。

一宮市成人式を分散開催 １月９日（日）
午後１時～１時５５分

午後０時３０分開場

　令和４年も会場を２０カ所（一宮市民会館と

市立中学校１９校）に分散して開催します。式

典は一宮市民会館で行い、その映像を各会場に

ライブ配信するとともに中継で結びます。

　ＡＲ（拡張現実）カメラアプリを利用

すれば、どこでも成人式の看板と一緒

に写真を撮ることができます。

ダウンロードはこちら ▼

成人式の看板、成人式の看板、
出せます出せます！！

思い出のスポットで写真を撮ろう！

三岸節子記念美術館 博物館

尾西歴史民俗資料館

真清田神社

　ービル３階シビックテラス

１００１２５０ＩＤ

成人式の日は

　人権問題を一人一人が身近な問題として考え、いじめ・体罰・虐待、同和・性・国籍による差別、

インターネットを悪用した人権侵害などをなくし、お互いの人権を尊重しましょう。

１２月４日～１０日は

１２月８日（水）　午後１時～４時

思いやり会館３階・尾西庁舎４階

終了後は各会場で終了後は各会場で
「新成人のつどい」を開催「新成人のつどい」を開催

１３８タワーパーク
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１０００３７９ＩＤ

児童手当などの請求はお早めに
　国・県・市では、児童手当・児童扶養手当などを支給しています。まだ申請して

いない方は、お早めに手続きしてください。手当によって、所得制限があるもの、

所得により支給停止や減額になるものがあります。詳しくは、お尋ねください。

受給中の方へ

　転居した場合や振込先が変わる場合（金融機

関の統廃合を含む）は、手続きしてください。

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか

　申請期限は２月２８日（月）です。対象など詳しく

は、  ＩＤ  １０４０８０８ をご確認ください。

種　類 対　象 支給期間 問い合わせ

児 童 手 当
（国）

中学校修了前の児童を養育している方
（公務員は勤務先で手続き）

申請月の翌月～
中学３年生の年度の末日

子育て支援課
（２８）９０２３

児童扶養手当
（国）

次のいずれかに該当する児童を養育している方
①離婚・行方不明・死亡・拘禁などで父親または母親と生計を
　共にしていない
②父親または母親が重度の障害者
　（障害基礎年金１級、身体障害者手帳１・２級程度）

申請月の翌月～
１８歳になる年度の末日※

遺 児 手 当
（県・市）

申請月～
１８歳になる年度の末日

特別児童扶養
手当  （国）

次のいずれかに該当する身体・知的・精神に障害のある児童を
養育している方
（内部機能障害は診断書により認められた場合に限る）
①重度障害（療育手帳Ａ、身体障害者手帳１・２級程度）
②中度障害（療育手帳Ｂ、身体障害者手帳３級程度・４級の一部）
③診断書により同程度以上と認められる障害

申請月の翌月～
２０歳の誕生日の前日

障害福祉課
（２８）９０１７

 ※は児童に一定の障害がある場合は２０歳の誕生日の前日まで

令和３年分の所得税等の確定申告

新型コロナウイルスの感染防止のため

安心・安全な　　　　　　 のご利用をｅ－Ｔａｘ
　２月１６日（水）～３月１５日（火）に市が開設する市民税・県民税の申告相談会場は、混雑を

緩和させ新型コロナウイルスの感染リスクを低減させるため、今回も予約制にします。

確定申告は、会場に行かなくても自宅からパソコン・

スマートフォンで利用できるｅ－Ｔａｘが便利！

【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

１０００８９４ＩＤ

ｅ－Ｔａｘで

申告手続きが完結！

「マイナンバーカード」とマイナンバーカード対応の

スマートフォン・タブレットをお持ちなら

事前に税務署でＩＤ・パスワード（※）を発行すれば

スマートフォンによるｅ－Ｔａｘの申告がさらに便利に！

　令和３年分からは、スマートフォンのカメラ

で給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額な

どを自動入力できるようになります。

源泉徴収票の撮影で情報を自動入力できます

　上場株式などの「特定口座年間取引報告書」

「繰越損失」の入力ができるようになります。

対象範囲が拡大します

※ＩＤ・パスワードの発行方法など詳しくは、一宮税務署にお尋ねください。
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　主な入賞者は次の皆さん

です。� （敬称略）

ポスターの部

▽市長賞

松原朱音＝写真＝（向山小

５年）

▽市議会議長賞

宇佐見紗奈（小信中島小６年）

習字の部

▽市長賞　横山眞子（奥小５年）

▽市議会議長賞　宇佐見紗奈（小信中島小６年）

　小中学生から２３５点の応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。� 　（敬称略）

▽特選

小林れい（丹陽西小６年）、金野海瑠（中部中

３年）

▽入選

岩越兜馬（丹陽南小６年）、木全舞佳（大徳小

６年）、光川采希（奥小６年）、小早川真緒（中

部中３年）、佐々木聖菜（中部中３年）、 井未彩

（尾西第一中３年）

　家屋を取り壊したときは「取壊家屋申告書」

をご提出ください。申告書は本庁舎資産税課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張

所でも配布しています。

　改修工事に伴い、尾西図書館を休館します。

休館期間／１月５日（水）～２月２８日（月）

※工事の進捗状況により、変更する場合あり

　市では、広く市民の皆さんの意見を聴くため、

あらかじめ名簿に登録いただいた方に、会議な

どの開催案内を送付する「無作為選出による市

民参加制度」を行っています。

　今回、市内在住の１８～７４歳の方の中から、

無作為に選んだ１，０００人の方に名簿登録のご案

内を送付します。案内が届いた方は、ぜひご登

録ください。

平和を考える作文
優秀作品が決定

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

ＩＤ  １０３１１２２

児童防火作品の優秀作品が決定

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

ＩＤ  １０２６７６２

尾西図書館を臨時休館します

【問】尾西図書館　（６２）８１９１

ＩＤ  １０４３５５６

家屋を取り壊したときは
届け出を

【問】資産税課　（２８）８９６６

ＩＤ  １００５４４８ 申告書ダウンロード可

無作為選出による市民参加制度に
参加しませんか

【問】政策課　（２８）８９５２

ＩＤ  １０１１８４８

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

せつこっこクラブ

　クリスマス工作を楽しんだ後、子ど

もと一緒に展示室で観覧します。

※保護者は観覧料３２０円が必要

ベビーカーでミュージアムベビーカーでミュージアム！！

１０４３２５１ＩＤ１２１２月月１７１７日日（金）（金）

午前１０時～１１時１０分午前１０時～１１時１０分

定　員 ５組程度（２人１組）▼

対　象 ０～３歳児と保護者▼

１０４３４０２ＩＤ

参加料 ３００円▼

クリスマスオーナメントをつくろうクリスマスオーナメントをつくろう！！
おばけのマールのおばけのマールの

４０人（先着）定　員 ▼

１２１２月月１８１８日日（土）（土）

午前１０時～午後３時午前１０時～午後３時

絵本「おばけのマール」読み聞かせ絵本「おばけのマール」読み聞かせ

各２０人（先着）定　員 ▼

１２１２月月１８１８日日（土）（土）  午前１１時・午後２時午前１１時・午後２時
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　介護保険の要介護認定だけでも、所得税・市

県民税の申告で、障害者控除の対象になる場合

があります。１２月３１日現在、原則６５歳以上で、

要介護１～５の認定を受けていて、一定以上の

障害があると認められる方などに「障害者控除

対象者認定書」を１月中に送付します。年末調

整などで早く必要な場合は、お尋ねください。

　市長・市議会議員の候補者など（現職を含む）

や後援団体が、政治活動で使用する事務所に立

て札・看板を掲示する場合、市選挙管理委員会

が交付する証票が必要です。現在交付している

証票の有効期限は１２月３１日（金）です。証票をお

持ちの方（政治資金規正法第１７条第２項適用の

後援団体を除く）には、関係書類を送付します

ので、更新の手続きをしてください。

　新たに証票が必要な方は、本庁舎選挙管理委

員会事務局で手続きをしてください。

縦覧期間／１２月１３日（月）～２７日（月）（土・日曜日を

除く）

縦覧場所／本庁舎計画調整課

縦覧内容／「一宮市公共下水道事業計画」「日光

川上流流域関連公共下水道事業計画」

「五条川右岸流域関連公共下水道事業

計画」

日 時／１２月１５日（水）　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／１２月１日（水）～１３日（月）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  １０２１１６１

要介護認定を受けている方へ

障害者控除には認定書が必要です

【問】介護保険課　（２８）９０２０

ＩＤ  １００１１３８

政治活動用の立て札・看板の
証票更新手続きを

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８

ＩＤ  １０２１８４８

一宮市公共下水道

事業計画変更案の縦覧

【問】計画調整課　（２８）８６２３

ＩＤ  １０４３３８５

　江戸時代に外国からもたらされた布で作られた、

陣羽織やたばこ入れなどを紹介します。

▼ 

黒呉呂地石畳模様
　 剣片喰紋陣羽織

１０４３２４３ＩＤ

【問】博物館　（４６）３２１５

どきどきちゃん福笑い

１２月４日（土）～１月３０日（日）
の土・日曜日、祝日

博物館　特集展示コーナー

墨コレクション

舶来の布の装い

たいけんの森

高校生以上１００円、

中学生以下無料

午前９時３０分～正午

午後１時～４時３０分

１１月３０日（火）～２月１３日（日）

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※ 月曜日（１月１０日を除く）、１２月２８日（火）～
１月４日（火）、１月１１日（火）は休館

大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料


