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年末年始の業務のご案内
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Ｅｖｅｎｔ ｓｃｈｅｄｕｌｅ１２月の行事予定

各記事に掲載の  ＩＤ （７桁の数字）を、市ウェブサイトの「ページＩＤ検索」に入力すると、該

当記事の情報がダイレクトに表示されます。

人口と世帯数 １１月１日現在

人口…３８２，５４６（▲１１０）男…１８６，８５２（▲ １６）女…１９５，６９４（▲ ９４）世帯数…１６４，５０２（＋ ３２）※（ ）内は前月対比

１２月の時間外証明窓口

市役所の開庁時間 午前８時３０分～午後５時１５分

時間延長…２・９・１６・２３日（木）

　　　　　▽市役所本庁舎…午後８時まで

　　　　　▽尾西・木曽川庁舎…午後７時まで

休日開設…２６日（日）

　　　　　▽市役所本庁舎…午前９時～正午

取扱業務…住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、

印鑑登録証明書、市県民税・軽自動車税に

関する証明書などの発行

市政へのご意見・ご要望は

市民ポスト　 ▽市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所などで受け付け

市民ファクス ▽（７３）９１２８

市民メール　 ▽info@city.ichinomiya.lg.jp

納付のお知らせ

納付は １２月２７日（月） までに

Ｗｈｅｎ ｅｎｔｅｒｉｎｇ  ＩＤ  (７ ｄｉｇｉｔ ｎｕｍｂｅｒ) ｐｏｓｔｅｄ ｉｎ ｅａｃｈ ａｒｔｉｃｌｅ ｉｎ ＂Ｐａｇｅ ＩＤ ｓｅａｒｃｈ＂ ｏｆ ｔｈｅ Ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ ｃｉｔｙ ｗｅｂｓｉｔｅ， ｔｈｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ａｒｔｉｃｌｅ

ｉｓ ｄｉｓｐｌａｙｅｄ ｄｉｒｅｃｔｌｙ． Ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃａｎ ｂｅ ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ ｉｎｔｏ Ｅｎｇｌｉｓｈ， Ｃｈｉｎｅｓｅ， ａｎｄ Ｋｏｒｅａｎ． Ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｐａｇｅ ｉｓ  ＩＤ  １００４９５８.

表示１０２１４３５

１００９９５６ＩＤ

１０００２２７ＩＤ

１００４９５６ＩＤ

１０００８７５ＩＤ

ＩＤ

固定資産税・都市計画税（第３期分）
国 民 健 康 保 険 税（第６期分）
後期高齢者医療保険料（第６期分）
介 護 保 険 料（第６期分）

 1  市制施行１００周年記念式典（１６㌻）

第１１次一宮市交通安全計画 意見募集（～１月４日／５㌻）

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」（～２月１３日／１３㌻）

「消防のあゆみ」 写真展（～３日／  ＩＤ  １０３９６７５）

ツインアーチのメリークリスマス（～２６日／  ＩＤ  １０２４０８９）

キャッシュレス決済 ポイント還元キャンペーン（～３１日／  ＩＤ  １０４２９６５）

 3  定例市議会（一般質問）　※議会関係は  ＩＤ  １００５１０６

 4  ホワイトイルミネーション（～１２月２４日／１６㌻）

まちなかウォーカブル「銀座ストリートイベント」（～５日／９㌻）

 6  定例市議会（一般質問）

 7  定例市議会（一般質問）

9  総務委員会

10  福祉健康委員会

一宮市子ども読書活動推進計画（第４次） 意見募集（～１月９日／５㌻）

11  宝くじスポーツフェア ドリーム・サッカー ～日本代表ＯＢがやってくる！～（～１２日／  ＩＤ  １０４２２８０）

13  経済教育委員会

14  建設水道委員会

18  まちづくり子どもアイデアパネル展示会（～１月１３日／９㌻）

20  定例市議会・閉会

23  市立小中学校終業式

28  市役所仕事納め（６・７㌻）

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ため、掲載している催し・教室などは中止・延期
等になる場合があります。また公共施設も臨時
休館などになる場合があります。開催・開館状況
は、市ウェブサイトをご確認いただくか、問い合
わせ先へお尋ねください。
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中学校の制服が変わります

気候の変動、変わるライフスタイル

　一宮市の公立中学校では制服として、男子は詰め襟学

生服、女子はセーラー服を採用してきました。時代は

「昭和」から「平成」、そして「令和」へと移り、気候の

変動や、性別に対する受け止め方も変わり、制服につい

ても変化への対応が求められるようになりました。

みんなの制服プロジェクト

　令和２年に立ち上げられた「みんなの制服プロジェク

ト」は、学識経験者や臨床心理士、繊維技術の研究者、

保護者、教員といったメンバーで、

■服育の充実 → 表現手段の一つとして考える

■シビックプライド（郷土愛） → 地場産業としての繊維

■保護者負担への配慮 → 購入費用や管理のしやすさ

を三つの柱に検討を進めました。

　児童生徒に「どのような制服が令和の時代にふさわし

いか」「スラックス・スカート・キュロットを選択でき

るようにすることについて」「一宮らしさを一番よく表

していると思うのは何か」といったアンケートを複数回

実施し、中学生の意見を聞くために「中学生いちのみや

夢サミット」や「みんなの制服プロジェクトシンポジウ

ム」を開催しました。中学生だけでなく保護者や教員も

参加し、現行の制服について改善してほしい部分などを

中心に活発な意見交換が行われました。

小中学校で「投票」

　令和３年、「みんなの制服プロジェクト」委員会と協

力メーカーで作成した新制服のサンプルが完成しました。

そのサンプルについて、１月「中学生いちのみや夢サミ

ット」で候補を４体に絞り込みました。この４体のサン

プルを市内全小中学校（６１校）で巡回展示し、その後、

各小中学校で「新制服基本デザイン投票」が実施されま

した。投票に当たり、家庭で親子の話し合いもあり「衣

服」や「装う」ことについて考える機会にもなったよう

です。このように児童生徒や保護者、学校が一緒になっ

て新しい制服づくりを進めることは、近隣の自治体では

例を見ない取り組みで、新聞やテレビなど多くのメディ

アで紹介されました。

地場産業への理解とプライド

　新制服は「家庭洗濯可能・ストレッチ生地・はっ水機

能・袖の反射材の縫い込み・前合わせ変更可能」を標準

としており、子どもの安全・安心やご家庭での管理のし

やすさを考慮したものとなっています。

　また、新制服の中には、地元での製造工程を経た「尾

州」マーク付きで、現行の制服と同じような価格帯で販

売されるものもあります。

　この秋、工場見学やワークショップ、物販などを行う

産業観光イベント「ひつじサミット尾州」が開催されま

した。また「一宮市まちなかウォーカブル推進事業」の

一環で、若手社員グループ「尾州のカレント」の皆さん

が約１００年にわたり受け継がれるシャトル織機（通称：

ションヘル）を、駅やまちなかに展示しました。市内だ

けでなく全国に広く産地の歴史と文化を発信し、繊維産

業や尾州産地の周知と地元の活性化につなげています。

　令和４年春、新制服を着た中学生が新たに一宮市の風

景を彩ります。こうした変化も子どもたちが郷土への愛

着と誇りを深めるきっかけになることを期待しています。

１０４３５２０ＩＤ

市長メッセージ市長メッセージ
市長市長 中野正康中野正康

▼

小学校での投票の様子

▼新しいデザインの制服

▲一宮駅コンコースに展示したションヘル
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市政最前線

実施状況を公表
　市では、平成３０年度～令和２年度の行財政改革大綱を策定し、具体的な取り組み計画に

基づいて行財政改革を進めてきました。３年間の主な成果は下記のとおりです。

官民連携・コミュニティ力の強化

６４事業 １０億３，０７８万１千円

実　施　状　況

主な取り組み

地域住民などとの協働による

おでかけ広場づくりの推進

取り組み 効果額

　資料は本庁舎行政課で配布するほか、市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、

尾西・木曽川庁舎１階）で閲覧できます。

（歳入増加：１０億４７６万９千円　　歳出削減：２，６０１万２千円）

ＩＣＴ・情報化による革新

ＲＰＡの導入

ＡⅠ総合案内サービスの実施 

聴覚・言語機能障害者に対応した１１９番

通報システム（Ｎｅｔ１１９）の導入

本庁舎への業務記録システムの導入

市税などのクレジットカード納付の導入

（１億５，２６３万７千円）

地域医療連係情報システムの構築

財政・資産の改革

手数料・使用料の見直し

事業所税の経過措置減免の減免割合の逓減

（２億２，８６９万３千円）

学校事務・用務員業務の民間委託

（５９７万１千円）

市税などの滞納整理事務の民間委託に

よる効率化

（５億９，７２９万４千円）

－バスミニの運行

人材・組織の改革

中核市移行に向けた組織体制の強化 

子ども家庭総合支援拠点の設置

高度救助隊の編成 

官民協働による５G 利活用モデル

の実証実験 

１

３

※（ ）内は３年間の効果額

行財政行財政  改革大綱改革大綱

【問】行政課　（２８）８９５６

１

２

３

４

１０４３３４４ＩＤ

２

４
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

追加接種（３回目接種）の準備を進めています

新型コロナワクチン接種

新型コロナワクチン接種コールセンター

  ０５８６（５２）７７５５
午前８時３０分～午後５時１５分
（市役所開庁日のみ開設）

【問】新型コロナワクチン接種推進室　（７２）１３８９

※市から接種に当たって料金を求めることはありません。不審な電話には騙されないようご注意ください。

〒４９１－０８５８　栄３丁目１－２　中央図書館、

（２３）２１３６、library@city.ichinomiya.lg.jp
２〒４９１－８５０１　本庁舎市民協働課、　（７３）

９１２８、shiminkyodo@city.ichinomiya.lg.jp
１

　国の方針により、２回目接種からおおむね８カ月以

上経過した方を対象に、３回目接種を行うことになり

ました。

　対象の方には、下記のとおり案内（接種券付予診票）

を郵送します。接種を希望する方は、案内に沿って接

種の予約をしてください。

※以降、接種時期に応じて案内を郵送予定

　接種は強制ではありませんが、国の

ワクチン分科会では、ワクチンの効果

の持続期間、科学的知見などから、追

加接種の必要があるとされています。

必ず３回目接種を受けなければなりま

せんか。

　一宮市が発行する接種券で２回目の

接種をしていない方は、市に接種記録

がありませんので、案内を送ることが

できません。発行申請が必要ですので、

詳しくは　　　　　  をご確認くださ

い。

ワクチン接種後に転入したのですが…

海外で接種したのですが…

１０４１１４０ＩＤ

案内郵送時期 ３回目接種

～３年４月 １２月以降１１月下旬

１２月下旬５月 ４年１月以降

６月 ４年１月下旬 ２月以降

市民意見提出制度

提出方法 下記の提出先に持参または郵送・ファクス・電子メール

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を

決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。

　素案は市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽

川庁舎１階）などで募集期間中閲覧できます。意見 を募集

２回目接種完了月

２

　子どもの読書環境を整え、読書活動を推進す

るため「一宮市子ども読書活動推進計画（第４

次）」の素案を作成しました。

【問】図書館管理課　（７２）２３４３１０４３２９１ＩＤ

▼募集期間／１２月１０日（金）～１月９日（日）（必着）

子どもが読書を通じて子どもが読書を通じて

豊かな心を育むための計画豊かな心を育むための計画

　交通事故を減少させるため「第１１次一宮市交

通安全計画」の素案を作成しました。

【問】市民協働課　（２８）８６７１１０４３４６１ＩＤ

▼募集期間／１２月１日（水）～１月４日（火）（必着）

交通事故件数を交通事故件数を
１

減らすための計画減らすための計画
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　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎と出張所は、１２月

２９日（水）～１月３日（月）は休みです。ただし死亡・婚

姻届など、一部の届け出は本庁舎、尾西・木曽川庁舎

の時間外受付でお預かりします。

　年内のくみ取り・清掃業務は１２月２８日（火）

まで行います。ご希望の方は１２月２１日（火）

までに、くみ取り・清掃業者にお申し込み

ください。

▼環境センターへのごみの持ち込み（有料）

可燃ごみと不燃ごみに分別して、お持ち込みく

ださい。特に１２月２８日（火）・１月４日（火）は大変混雑

しますので、早めに持ち込むか、時間に余裕をも

ってお持ち込みください。

▼ごみ・収集資源

　休み期間中は絶対にごみを出さないでください。

▼資源の拠点回収

１月１日（祝）・２日（日）は休みです。

▼犬・猫などの死骸を見つけたら

休み中に道路などの公共の場所に犬・猫など

の死骸を見つけたら、市役所へご連絡ください。

１０１６９４１ＩＤ

▼受付時間／午前９時１５分～１１時３０分

　　　　　　午後１時～４時３０分

▼受付時間／午後１時～５時

▼受付時間／午前９時～正午

※天候により休診となる場合があります

※は各曜日収集地区の可燃ごみまたはプラスチック製容器包装を収集

【問】地域交通課　（２８）８９５５ 【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

【問】市役所代表電話　（２８）８１００

【問】一宮斎場　（４５）４２０４
　　 尾西斎場　（４５）２５３５

【問】収集業務課　（４５）７００４

斎　場

市役所・出張所

の業務のご案内の業務のご案内年末年始

ごみ・資源

急病などの診療

県救急医療情報センター

（７２）１１３３

（７１）２７６６ （７２）５５４８

１２月２９日（水）～１月３日（月）は休み

休日急病診療所（中保健センター内） 口腔衛生センター（ききょう会館内）

休日診療

心身障害者歯科
診療（予約制）

休日歯科診療

　医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な

医療機関を２４時間３６５日ご紹介します。

１２月 １月

２５日（土） ２６日（日） ２７日（月） ２８日（火） ２９日（水） ３０日（木） ３１日（金） １日（祝） ２日（日） ３日（月） ４日（火）

ごみの
持ち込み

休み 平常どおり 休み
平常
どおり

ごみ・
収集資源

休み 平常どおり ※ 休み
平常
どおり

１２月 １月

２５日（土） ２６日（日） ２７日（月） ２８日（火） ２９日（水） ３０日（木） ３１日（金） １日（祝） ２日（日） ３日（月） ４日（火）

休日急病
診療所

休み 休日診療 休み 休日診療 休み

口腔衛生
センター

休み 休日診療 休み 休日診療 休み

　－バスミニ

　－バス

内科・
小児科

【問】施設管理課　（４８）５３８３

１２月２９日（水）

～１月３日（月）は運休

１２月２５日（土）・３１日（金）、

１月１日（祝）・５日（水）は休み
　年内のくみ取り・清掃業務は１２月２８日（火）

まで行います。ご希望の方は１２月２１日（火）

までに、くみ取り・清掃業者にお申し込み

ください。

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

し尿くみ取り・浄化槽の清掃

１２月２９日（水）～１月３日（月）は休み



▼　－ビル１階の中央エレベーター横・北側入り口横

▼尾西図書館の玄関横

▼玉堂記念木曽川図書館の南玄関横・北側職員通用口横

▼子ども文化広場図書館の玄関横

▼一宮地域文化広場有隣会館の玄関横

１２月２９日（水）～１月４日（火）は休館

施　設　名 休館・休場期間

生
涯
学
習

尾西生涯学習センター

尾西生涯学習センター墨会館

尾西南部生涯学習センター

市立公民館

１２月２８日（火）～

１月４日（火）

ス
ポ
ー
ツ

尾西スポーツセンター

木曽川体育館（臨時休館中）

温水プール

市テニス場

光明寺公園球技場

１２月２８日（火）～

１月４日（火）

総合体育館

いちのみや中央プラザ体育館

１２月２９日（水）～

１月３日（月）

歴
史
・
美
術

博物館

三岸節子記念美術館

尾西歴史民俗資料館

木曽川資料館

１２月２８日（火）～

１月４日（火）

福
祉

社会福祉協議会

社会福祉協議会尾西支部

社会福祉協議会木曽川支部

社会福祉協議会大和事務所

１２月２９日（水）～

１月３日（月）

児
童
福
祉

中央子育て支援センター

丹陽子育て支援センター

千秋子育て支援センター

東五城子育て支援センター

黒田北子育て支援センター

里小牧子育て支援センター

児童館

１２月２９日（水）～

１月３日（月）

高
齢
者
福
祉

いきいきセンター

いこいの広場

つどいの里

１２月２８日（火）～

１月４日（火）

高齢者生きがいセンター
１２月２９日（水）～

１月３日（月）

保
健

中保健センター

西保健センター

北保健センター

保健所

１２月２９日（水）～

１月３日（月）

施　設　名 休館・休場期間

そ 

の 

他

木曽川文化会館

スポーツ文化センター

１２月２８日（火）～

１月３日（月）

一宮地域文化広場

尾西文化広場

市民活動支援センター

一宮地場産業ファッションデザインセンター

ききょう会館

青少年センター

大野極楽寺公園管理棟

12月２８日（火）～

１月４日（火）

市民総合相談室

療育サポートプラザ「チャイブ」

いずみ学園

すぎの子教室

たけのこ園

はとぽっぽ

チューリップ教室

シルバー人材センター

シルバー人材センター尾西支部

シルバー人材センター木曽川支部

尾西グリーンプラザ

エコハウス１３８

水道お客さまセンター

一宮駅自転車一時保管所

ビジネス支援センター

日本赤十字社一宮市地区

アイプラザ一宮

ゆうゆうのやかた

いちのみや若者サポートステーション

シルバー本町ふれあい広場

１２月２９日（水）～

１月３日（月）

一宮市民会館

尾西市民会館

１２月２９日（水）～

１月４日（火）

スケート場 １月１日（祝）

　ビデオテープ・カセットテープ・

ＣＤ・ＤＶＤ・大型絵本・大型紙芝

居は返却ポストを利用できません

ので、１月５日（水）以降に図書館に

お返しください。

年末年始の休休  館・休場

（地域文化広場図書館は１２月２８日（火）も休館）

休館中の図書返却には、下記の「図書返却ポスト」をご利用ください。

図 書 館 【問】中央図書館　（７２）２３４３

１２/２８
　～１/４

▼観光案内所　午前１０時～午後６時（休所日なし）

▼国営木曽三川公園１３８タワーパーク（休園日なし）

▼ 　－ビル　午前９時～午後９時（休館日なし）

▼オリナス一宮　午前９時～午後９時（休館日なし）

※  尾西図書館は１月５日（水）から

臨時休館（１２㌻参照）

7２０２１（令和３）年１２月　広報一宮
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市政ニュース

　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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市政ニュース

「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



11２０２１（令和３）年１２月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

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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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　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
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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

　１２月１日～２０日は「年末の安全な

まちづくり県民運動」が行われます。期

間中は、さまざまな取り組みを行います。

　年末は、一般住宅への侵入窃盗や特殊詐欺、

自動車の盗難被害が増える時期です。帰省など

で長期間不在にする際は、自宅の防犯対策をし

っかり行ってください。最近の特殊詐欺は、息

子や孫をかたるオレオレ詐欺のほか、警察官を

かたってキャッシュカードをだまし取る手口が

多く発生しています。また自動車の盗難に対し

ては、ハンドルロックなどの後付けできる対策

が効果的です。

【問】環境政策課　（４５）９９５３

区　分 件　数

刑 法 犯１，２７３（▲３０３）

侵 入 盗 ９０（▲ ７２）

（うち住宅対象） 〔４４（▲ ４６）〕

自動車関連窃盗 １３０（▲ １５）

特殊詐欺 １８（▲ １２）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ４（▲    ２） ４（▲      ２）

重　傷 ２９（▲    ５） ２９（▲     ８）

軽　傷 ７４６（▲１２２） ８８１（▲ １４６）

計 ７７９（▲１２９） ９１４（▲ １５６）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（９月末現在）

年末の交通安全市民運動年末の交通安全市民運動

　１２月１日～１０日に「年末の交通安全市民運動」

を行います。次のことを実践しましょう。

▽ 飲酒運転四ない運動を推進する（運転するなら

飲まない・飲んだら運転しない・運転する人に

勧めない・飲んだ人に運転させない）

▽ 「横断歩道が近くにある所では横断歩道を利用

する」「信号を守る」など、交通ルールを守る

▽ 夕方や夜間は、明るい服装や反射材などを着用

し、運転手は早めにライトを点灯する

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

やめようやめよう！！「ポイ捨て」「ポイ捨て」
１０１７２４４ＩＤ

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

 　道路や公園、河川などに散乱するペットボトル

や空き缶、たばこの吸い殻。至る所でポイ捨てさ

れているのを見掛けます。いくら清掃活動を行っ

ても、ポイ捨てをする人がいると、まちはきれい

になりません。

　ポイ捨てをなくし、きれいなまちを守り続けて

いくためには、市民の皆さま一人一人の取り組み

が大切です。まちを汚すポイ捨て行為は絶対にや

めましょう。

年末の安全な年末の安全な

まちづくり県民運動まちづくり県民運動

ポイ捨てごみ用の袋を配布

　道路などに落ちているポイ捨てごみを

清掃していただける団体に、専用のごみ

袋を無料で配布しています。

みんなでみんなで

きれいなまちを守ろう
きれいなまちを守ろう！！

「他の人がしているから

自分もポイ捨てをしても

いい」という考えは、やめ

ましょう
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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

７日（金）・１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

１２月１０日（金）の午前９時か

ら電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１２月分は随時受け付け中１２日（水）・２６日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０４３４６７ＩＤ
月の無料相談月の無料相談１２１２ ▲

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

１１

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

（２９～３１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

（２９～３１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

（２９～３１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

（２９～３１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

（２９～３１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

（２９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

２０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

２３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、２９～３１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

（２９～３１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

（２９～３１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

（３０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

（２９～３１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＞
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

（２８～３１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

（２９～３１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



　９月１日に予定していた式典は、緊急事態宣言の発出に

より延期し、改めて市民の皆さんと市制１００周年をお祝い

するため、１２月１日（水）に開催します。

　式典では、市の発展に貢献した方々と、叙勲・褒章受章

者の方々の栄誉を広く披露します。

市制施行１００周年

記 念 式 典

１０４１０４２ＩＤ

【問】秘書課　（２８）８９５０

１２月１日（水）午後１時３０分 一宮市民会館

大正１０年９月１日に

一宮市が誕生して

今年で１００周年

来場者には先着で来場者には先着で
記念品を配布記念品を配布！！

【問】ホワイトイルミネーション実行委員会事務局（尾西商工会内）　（６２）９１１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工観光課　（２８）９１３１
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１０４３５２８ＩＤ

尾西庁舎西側の市道の街路樹を華やかにライトアップ尾西庁舎西側の市道の街路樹を華やかにライトアップ

ホワイト
イルミネーション
１２１２月月４４日日（土）（土）～～２４２４日日（金）（金）

午後５時～９時午後５時～９時
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令和５年４月１日現在に
おける定員の数値目標

３，８７８人

令和２年との比較
３５人増

（＋０．９％）

部　門 令和２年 ３年 ４年 ５年

一　　般

計　画 ２，４６８人 ２，５２２人 ２，５１８人 ２，５１４人

職員数 － ２，５２６人

計画との差 － ４人

地方公営企業等
(病院･上下水道)

計　画 １，３７５人 １，３６６人 １，３６５人 １，３６４人

職員数 － １，３８２人

計画との差 － １６人

合　　計

計　画 ３，８４３人 ３，８８８人 ３，８８３人 ３，８７８人

職員数 － ３，９０８人

計画との差 － ２０人

勤務時間
月～金曜日の週５日間

（祝休日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）

１日当たり
の勤務時間

午前８時３０分～午後５時１５分
休憩時間を除き、７時間４５分勤務

区　分 平均取得日数（令和２年４月～令和３年３月）

年次有給休暇 １２．７日

区　分 新たに取得 前年度から継続

育児休業 １１５人 １５１人

部分休業 ４０人 ７８人

介護休暇 １人 ０人

種類 処分者数・処分事由　※延べ人数

降　任 ０人

免　職 ０人

休　職 １２６人 心身の故障

降　給 ０人

種類 処分者数・処分事由

戒　告 ０人

減　給 ０人

停　職 ０人

免　職 ０人

区　分 令和２年度許可件数 主な許可内容

営利企業等の従事 ３８件 スポーツ推進委員

名　称 受講人数 時間数

階
層
別
研
修

新入職員研修 ２３９人 １１時間

一般職員研修 １７２人 １０時間

中堅職員研修 １０５人 ３９時間

役職別研修 １７２人 ４８時間３０分

特別・専門研修 １１１人 １６時間３０分

職場研修 １４８人 －

派遣研修 ２０人 －

自
主
研
修

自主研究グループ １８人 －

合　計 ９８５人 －

時 期 年１回　

項 目 能力評価・業績評価

反 映 勤勉手当・昇給

事業名 実施事業

給 付 事 業 結婚・死亡・災害見舞金などの給付

貸 付 事 業 住宅・教育資金などの貸し付け

福 利 厚 生 事 業
クラブ助成、
生命保険の給与引き去りなど

市負担額 会員数 互助会掛け金

２，２１３万９，２６９円 ３，８４３人
市：給料月額の１．５／１０００
職員：　〃　　  ４／１０００

区　分 対象者 受診者数

定 期
健康診断

短期人間ドック ３５歳以上 １，４５０人

一 般 上記以外 ９２８人

その他の健康診断
深夜業務従事者ほか
特定職場勤務者　

延べ１，２３２人

●定員適正化計画の数値目標・進
しん

捗
ちょく

状況 （各年４月１日現在）

●勤務時間の状況（市役所本庁舎などの標準的な形態）

●休暇などの取得状況

●職員研修実績（令和２年度）

●懲戒処分の状況（令和２年度）

●互助会における事業の実施状況（令和２年度）

●人事評価

●職員健康診断実施状況（令和２年度）

●分限処分の状況（令和２年度）

（注） 再任用（短時間除く）などを含み、会計年度任用職員を除く

勤務時間・その他勤務条件の状況２ 研修・人事評価の状況５

分限・懲戒処分の状況３

服務の状況４

福祉・利益保護の状況６

（注） 分限処分＝職員の身分保障を前提に、一定の事由がある
場合、公務能率を維持するために行う処分です。

（注） 懲戒処分＝職員の一定の義務違反に対する道義的責任を
問うことにより、規律と公務遂行の秩序を維持するため
に行う処分です。

人事行政の運営などの状況
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区　分 令和２年度中
令和３年３月３１日
時点の継続

勤務条件に関する措置の要求 ０件 ０件

不利益処分に関する不服申し立て ０件 ０件

区　分
住民基本台帳

人口
歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

３１年度の
人件費率

普通会計決算 ３８万３，５８２人 １，５８３億２，０２６万円 ４１億４，７９１万６，０００円 ２０６億３，１８０万８，０００円 １３．０％ １５．２％

区　分
職員数
（Ａ）

給　与　費 １人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

普通会計予算 ２，４５３人 ８５億６，５３０万６，０００円 ２０億８，１６３万２，０００円 ３５億２，９８０万８，０００円１４１億７，６７４万６，０００円 ５７７万９，０００円

平均給料月額 平均給与月額
税・共済掛け金
控除後の手取り額

平均年齢

３０万６，６９６円 ３４万６，４８３円 ２５万５，７６４円 ３９歳１月

一般行政職
大学卒 １８万８，７００円

高校卒 １５万４，９００円

区　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数３０年

一般行政職
大学卒 ２７万４，５１８円 ３５万９，２４７円 ４１万４，８００円

高校卒 ２２万８，１００円 ３１万５，０００円 ３８万　 ６１０円

平成３０年度 令和元年度 ２年度

１００．９ １００．６ １００．７

期 末・
勤 勉
手 当

支給率　　　　　　　　　　  （　）内は再任用
　　　　   期末／勤勉

６月期　１．２７５（０．７２５）月分／０．９５（０．４５）月分
１２月期　１．２７５（０．７２５）月分／０．９５（０．４５）月分

　計　  ２．５５     （１．４５）      月分／１  ．９０（０．９）   月分

退 職
手 当

支給率
　　　　　　 自己都合／定年
勤続２０年　１９．６６９５月分／２４．５８６８７５月分
勤続２５年　２８．０３９５月分／３３．２７０７５ 月分
勤続３５年　３９．７５７５月分／４７．７０９   月分
最高限度額　４７．７０９ 月分／４７．７０９　 月分

１人当たり平均支給額
　▽定年・早期退職者＝２，０５６万３，５２１円
　▽自己都合退職者＝　１７６万７，５９３円

区分 内　容 月　額

扶養
手当

子 １万円

満１６歳の年度初めから
満２２歳の年度末までの子

５，０００円加算

配偶者および扶養親族 ３，５００円～６，５００円

住居
手当

借家　家賃額に応じて 最高限度額
２万８，０００円

通勤
手当

２km以上の交通機関利用者 最高限度額
５万５，０００円

２km以上の交通用具利用者 ３，２００円～
１万９，３００円

区　分 支給率 支給対象職員
１人当たり

平均支給年額

普通会計決算 ６％ ２，４３４人 ２０万３，４８５円

区　分
手当の種類
（手当数）

代表的な手当
１人当たり

平均支給年額

普通会計決算 １１
清掃作業従事手当、
消防吏員消火・
救急作業従事手当

１万２，４７０円

区　分 支給総額
１人当たり

平均支給年額

普通会計決算 ３億４，１２５万３，０００円 １５万８，４２８円

区　分 給料月額など
税・共済掛け金

控除後の手取り額

給料
市 長 １０８万２，０００円 ７７万６，５４３円

副 市 長 ８８万９，０００円 ６５万１，２５５円

報酬

議 長 ６３万９，０００円 ５３万１，９３０円

副 議 長 ５８万７，０００円 ５０万　  ６７０円

議 員 ５４万５，０００円 ４６万６，２３３円

公益通報 相　談

１件 ０件

給与の状況９

公平委員会の報告事項７ 公益通報の状況８

●人件費の状況（令和２年度）

●職員給与費の状況（令和３年度）

●職員の平均給料・給与月額などの状況

●職員の初任給の状況

●職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

●ラスパイレス指数の状況

●期末・勤勉手当、退職手当の状況

●特別職の報酬などの状況

●時間外勤務手当の状況（令和２年度）

●特殊勤務手当の状況（令和２年度）

●地域手当の状況（令和２年度）

●扶養・住居・通勤手当の状況 （令和３年４月１日現在）
（令和３年４月１日現在）

（令和３年４月１日現在）

（令和３年４月１日現在）

（令和３年４月１日現在）

（令和３年４月１日現在）

（注） ラスパイレス指数＝国家公務員の給料を１００とした場合の市
職員の給料水準を示したもので、比較の対象は一般行政職

人事行政の運営などの状況

（注） 公益通報＝事業者に違反が生じ、または生じようとして
いる旨を、そこで働く労働者が不正の目的ではなく、事
業内部・行政機関、その他の事業者外部にする通報

（注） 人口は令和３年３月３１日現在で、人件費には特別職に支給する給料・報酬などを含む

（注） 退職手当１人当たり平均支給額は、令和２年度に退職し
た全職種に係る職員に支給した平均額
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情報ＢＯＸ

催
し
も
の

募
　
集

相

談

※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

そ
の
他

ス
ポ

ー

ツ

教
室
講
座

普通救命講習
ＩＤ  １０００４９９

日 時／１２月１８日（土）　午後１時～

３時

会 場／尾西消防署

対 象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定 員／１６人（先着）

申し込み／１２月１日（水）～１５日（水）に

電話または電子申請

※団体は条件付きで随時開催

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

市民短歌教室
ＩＤ  １０４１１３６

日 時／１２月１２日（日）　午後１時～

２時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１２月７日（火）

までに電話で生涯学習課

問い合わせ／芸術文化協会事務局（生涯

学習課内）　（８５）７０７４

市民俳句教室
ＩＤ  １０４０９６０

日 時／１月１６日（日）　午後１時～

３時

会 場／スポーツ文化センター

定 員／２５人（抽選）

申し込み／１２月２８日（火）（必着）まで

に当季雑詠２句（初参加の方は希

望者だけ）・郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・参加経験の

有無を記入し「市民俳句教室１月」

と明記の上、ハガキ（〒４９１－８５０１　

本庁舎芸術文化協会事務局）

問い合わせ／芸術文化協会事務局（生涯

学習課内）　（８５）７０７４

市民川柳教室
ＩＤ  １０４１３５５

日 時／１２月１９日（日）　午後１時～

２時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１２月１４日（火）

までに電話で生涯学習課

問い合わせ／芸術文化協会事務局（生涯

学習課内）　（８５）７０７４

育児講座
ＩＤ  １０４２８８８

日 時／１月２２日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会 場／東五城子育て支援センター

対 象／市内在住の子育て中の家族

など

演 題／「心の育ちを知ってあんし

ん子育て」

講 師／競朗子さん（Ｏｆｆｉｃｅ ＭＯ

ＴＯＨＩＲＯ代表）

定 員／２５組（抽選）

申し込み／１２月２１日（火）・２２日（水）に電

話または電子申請

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

うつ病家族教室
ＩＤ  １０４３３７１

日 時／１月１４日（金）　午後２時～

３時３０分

会 場／本庁舎１１階１１０１会議室

対 象／うつ病の方の家族

内 容／講演「うつ病についての正

しい知識と適切な対応」

定 員／２０人（先着）

申し込み／１２月１日（水）～２４日（金）に

電話、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「うつ病家族教室」

と明記の上、ファクス（（７３）９２７０）

問い合わせ／福祉総合相談室　（２８）

９１４５

環境学習講座
ＩＤ  １０４３３４７ 申込書ダウンロード可

日 時／１月２２日（土）　午後２時～

３時

会 場／エコハウス１３８

対 象／市内在住・在勤・在学の方

内 容／「知って得する！　家庭の

省エネ講座」をテーマに、家庭ででき

る上手な電気の使い方について学ぶ

定 員／２０人（抽選）

申し込み／１２月１日（水）～２０日（月）に申

込書を持参またはファクス・電子メ

ール。申込書は出張所などでも配布

問い合わせ／環境政策課　（４５）９９５３

スキー大会（大回転競技）

日 時／２月６日（日）　午前８時３０

分

会 場／九頭竜スキー場（福井県大

野市）

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方

種 目／一般の部・スノーボードの

部

参加料／１，０００円（高校生以下は無料）

申し込み／１月２０日（木）までに参加料

を持参の上、本庁舎スポーツ協会

（当日参加も可）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

教室講座

スポーツ

教室名 日　時 受講料

① 恋愛・結婚心理学
～ベストパートナーとは～

１月１１日～２月１日の火曜日　
１９：３０～２１：００（３回）

７５０円

② 初心者のための
ソロキャンプ講座

１月１９日～３月２日の水曜日
１９：００～２０：３０（４回）

１，０００円

③おしゃれでカラフル！

オリジナルカード作り
１月２０日～３月３日の木曜日
１９：００～２０：３０（４回）

４，２００円
（教材費を含む）

④それってお得？行動経済学入門
１月１５日～２月１９日の土曜日
１４：００～１５：３０（４回）

１，０００円

会　場／木曽川庁舎３階研修室

対　象／ 市内在住・在勤・在学の１８～３９歳の方

（高校生を除く）

定　員／各１５人（抽選）

青少年課　（８４）００１７

１２月２２日（水）までに電話・電子申請、または住所・氏名・年齢・

電話番号・教室名を記入の上、ファクス（（８７）６６３３）

※受講者が３人未満で中止する場合あり

申し込み

青年文化教室
１０２１６５２ＩＤ
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スポーツ 日　時 会　場  対　象＊ 参加料 申し込み

レ デ ィ ー ス
レギュラーテニス
（ダブルス）

１月１１日（火）
いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１８歳以上で初級・
中級の女性（学生
を除く）

１組３，０００円
１２月２日（木）の午前１０時からいちい
信金スポーツセンター（先着２４組）

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

＊市内在住・在勤・在学の方

開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。

スポーツ 日　時 対　象 定　員 受講料 申込日時

卓 球

１月７日～３月１１日の金曜日
１３：００～１５：００（１０回）

高校生以上

各４０人

４，０００円

１２月３日（金）～５日（日）
９：００～１０：００

１月２５日～３月１８日の火・金曜日
１９：００～２１：００（１６回）＊

小学４年生以上 ５，５００円

１月１５日～３月１９日の土曜日
１７：００～１９：００（１０回）

小学３～６年生 ３，５００円

バドミントン

１月５日～３月１６日の水曜日
９：００～１１：００（１０回）

高校生以上

各４０人

３，５００円※
１２月１日（水）・８日（水）
９：００～１０：００

１月７日～３月１１日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

小学４年生以上 ４，０００円※
１２月３日（金）・１０日（金）
９：００～１０：００

ソフトテニス
１月１３日～３月２４日の木曜日
１９：００～２１：００（１０回）

中学・高校生 ３０人 ５，０００円※
１２月８日（水）・９日（木）
１９：３０～２０：３０

柔 道
１月７日～３月１８日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

小学生以上 ４０人 ４，０００円※
１２月３日～１７日の金曜日
１９：００～２０：３０

日時の＊は週１回の参加可（受講料は３，５００円）。受講料の※は申込時に受講料が必要

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

スポーツスポーツ大会大会

スポーツスポーツ教室教室
尾西スポーツセンター

スポーツ 日　時 対　象 受講料 申し込み

テ ニ ス

１月１４日～３月１１日の金曜日
１０：００～１２：００（８回）

１８歳以上（学生を除く） 各６，０００円
１２月２日（木）の午前１０時から電話
でいちい信金スポーツセンター

（先着各２０人）１月１７日～３月７日の月曜日
１０：００～１２：００（８回）

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

いちい信金スポーツセンター

申し込み／下表の申込日時に尾西スポーツセンター（先着）

スポーツ 日　時 会　場 　対　象＊ 参加料 申し込み

卓球（団体戦）

２月５日（土）

総合体育館
いちい信金
ア リ ー ナ

中学生 １チーム２，０００円

一宮市卓球協会への登録が必要（大
学生以下を除く）。詳しくは、一宮市
卓球協会ウェブサイトを確認

２月１３日（日）
高校生以上（男女
別）

１チーム３，０００円

卓球（個人戦） ２月１３日（日） 小学生（男女別） 無料

ハンドボール １月３０日（日）
総合体育館
いちい信金
アリーナほか

高校生以上で構成
するチーム（１５人
まで登録可）

１チーム１，０００円

１月１５日（土）までに申込用紙を土屋
（０９０（９１７９）０６８２）。申込用紙は一
宮市ハンドボール協会ウェブサイト
からダウンロード可

弓 道 １月１６日（日）
大 宮 公 園
弓 道 場

中学生以上 無料
１２月２４日（金）までに弓道場（（２３）
８２６２、月～土曜日の午後７時～９時）
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ロードレース大会

日 時／２月１１日（祝）　午前９時

（小雨・小雪決行、予備日１２日（土））

会 場／いちい信金スポーツセンタ

ー

対 象／市内在住・在勤・在学の方

種 目／①４０歳以上女子②４０歳以

上男子③一般・高校生女子④一般・高

校生男子⑤中学生女子⑥中学生男子

⑦小学３年生女子⑧小学３年生男子

⑨小学４年生女子⑩小学４年生男子

⑪小学５年生女子⑫小学５年生男子

⑬小学６年生女子⑭小学６年生男子

（①③⑤は２km、②④⑥は３km、⑦

～⑩は８００m、⑪～⑭は１km）

参加料／１人３００円（保険料を含む）

申し込み／１２月１日（水）～１月１２日（水）

に本庁舎スポーツ協会

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

全国大会などに 
出場した方は申請を

　スポーツ協会では、２０２１年中に

愛知県大会で優勝や全国大会など

に出場した選手・監督を、２月２６日

（土）開催の「一宮市スポーツ協会表

彰式」で表彰します。該当する方

は、１月６日（木）までに申請してく

ださい。大会の条件など詳しくは、

ＩＤ  １０２１８５１をご確認ください。

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

雑誌リサイクル会
ＩＤ  １０２３９６４

日 時／１２月１８

日（土）　①午前９

時～１１時５５分のう

ち１５分間②正午～

午後３時

※①は１１日（土）の午前８時５０分から

配布する整理券が必要（１人１枚

まで。１枚で２人まで参加可）

会 場／ －ビル６階中央図書館

内 容／保存期限を過ぎた大人向け

の雑誌を無料配布（１人１０冊まで。

なくなり次第終了）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

０歳児ママの 
オンライン交流会

ＩＤ  １０３９７６４

日 時／１月７日（金）　午前１０時～

１１時３０分

対 象／市内在住の０歳児と母親

内 容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏ

ｍ」を使い、母親同士の交流を楽しむ

定 員／９組（抽選）

申し込み／１２月１７日（金）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

認知症介護家族のための 
交流会　～ききょうの会～

ＩＤ  １０１６０９６

日 時／１月６日（木）　午後１時３０

分～３時

会 場／ －ビル２階大会議室

申し込み／１月５日（水）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

発達障害講演会
ＩＤ  １０４３３６５

日 時／１２月２３日（木）　午前１０時～

１１時３０分

会 場／尾西庁舎６階大ホール

演 題／「発達障害児の支援と育て

方のヒント」

※手話通訳あり

講 師／堀英太郎さん（愛知県臨床

心理士会理事・教育領域部会長）

定 員／８０人（先着）

申し込み／１２月１日（水）～１４日（火）に

電子申請

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉総合相談室内）　（２８）９１４５

福祉マルシェ 
ｉ・愛・逢

あ い

マーケット
ＩＤ  １０４３３４０

日 時／１２月１５日（水）・１６日（木）　午

前１０時～午後７時

会 場／名鉄百貨店一宮店正面玄関

前

内 容／市内の福祉作業所の紹介、

お菓子など自主製品の販売

問い合わせ／障害者自立支援協議会就労

支援部会（福祉総合相談室内）　

（２８）９１４５

一宮市現代作家 
美術秀選展

ＩＤ  １０４３２４２

日 時／１２月４日（土）～１９日（日）　

午前９時３０分～午後５時（４日は

４時３０分まで。入館は閉館の３０分

前まで）

会 場／博物館

内 容／一宮市美術展市長賞受賞者、

一宮美術作家協会・一宮書道協会・

一宮写真協会の推薦を受けた作家の

作品を展示

観覧料／大人３００円、高・大学生１５０

円、中学生以下無料。１２月３日（金）

まで前売りの販売あり

休館日／月曜日

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日曜新鮮市

日 時／１２月５日（日）　午前６時～

９時（雨天決行）

会 場／総合卸売市場

内 容／新鮮野菜・果物・花き・精肉・

総合食料品・日用雑貨品などの即売

※購入者に歳末新鮮市抽選会（１２

月３０日（木））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

歳末新鮮市

日 時／１２月３０日（木）　午前６時～

９時（雨天決行）

会 場／総合卸売市場

内 容／正月用品・新鮮野菜・果物・

花き・鮮魚・精肉・総合食料品・日用雑

貨品などの即売

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

高齢者演芸発表大会

日 時／１月１５日（土）　午前１１時

会 場／尾西庁舎６階大ホール

対 象／市内在住の６０歳以上の方

（平成３１・令和２年の両方に出演し

た方を除く）

内 容／民謡・舞踊・カラオケほか

定 員／３０組（抽選）

申し込み／１２月１日（水）～９日（木）に

社会福祉協議会、本庁舎高年福祉課

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

催しもの
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確定申告の受け付け補助など 

会計年度任用職員を募集
ＩＤ  １０３１３８９

勤務内容／①確定申告などの受け付け

補助②電話予約の受け付け③給与支

払報告書の整理ほか

勤務日時／①２月１５日～３月中旬　午

前８時４５分～午後５時のうち４時

間～５時間３０分②１月３１日～３月中

旬　午前８時４５分～午後４時４５分

③１月５日～３月３１日　午前９時～

午後３時

※土・日曜日、祝日を除く

勤務場所／①市役所本庁舎、尾西・木

曽川庁舎のいずれか②③本庁舎

時 給／各９５５円

任用人数／①１２人程度②５人程度③

９人程度（選考）

申し込み／１２月１５日（水）までに電話で

市民税課

問い合わせ／市民税課　（２８）８９６４

４月採用 

言語聴覚士を募集

応募資格／平成５年４月２日以降生ま

れで資格がある、または令和４年３

月に卒業見込みの方

勤務場所／①市民病院②木曽川市民病

院

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／①２人②１人

申し込み／１２月２４日（金）（必着）まで

に指定履歴書を持参または郵送（指

定履歴書は市民病院ウェブサイトか

らダウンロード可）

※１次試験は１月７日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

４月採用 木曽川市民病院 

理学療法士を募集

応募資格／平成５年４月２日以降生ま

れで資格がある、または令和４年３

月卒業見込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／１２月２４日（金）（必着）まで

に応募書類を持参または郵送（指定

履歴書は市民病院ウェブサイトから

ダウンロード可）

※１次試験は１月７日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

国際芸術祭「あいち２０２２」 

ボランティアを募集
ＩＤ  １０４３３６７

活動日時／７月２９日（金）～１０月１０日（祝）

活動場所／愛知芸術文化センター（名

古屋市）、一宮・常滑市内、有松地

区（名古屋市）

※活動内容や申し込み方法など詳し

くは、電話で国際芸術祭「あいち

２０２２」ボランティア事務局（

０５２（９６１）４５６１）または公式ウェブ

サイト（https://aichitriennale 

.jp）をご確認ください。

問い合わせ／博物館管理課　（８５）７４３５

４月採用 シルバー人材センター 

事務職員を募集

受験資格／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

選考方法／一般教養・作文

採用人数／２人

申し込み／１２月２４日（金）（必着）まで

に指定履歴書を持参または郵送。指

定履歴書はシルバー人材センターで

配布（シルバー人材センターウェブ

サイトからダウンロード可）。郵送

希望の方は、８４円切手を貼った返信

用封筒（長形３号）を同封の上、郵

送（〒４９１－００３６　桜１丁目１２－１　

シルバー人材センター）

※１次試験は１月１６日（日）に思いや

り会館で実施

問い合わせ／シルバー人材センター　

（７１）０１０５

シニアの「働きたい」を応援 

無料出張相談
ＩＤ  １０３７１９０

日 時／１月１４日（金）　午前９時３０

分～午後０時２０分

会 場／ －ビル６階ビジネス支援

センター

対 象／５５歳以上で、再就職などで

お悩みの方

定 員／３人（先着）

申し込み／１２月１日（水）から電話で商

工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３２

医師によるアルコール依存症相談

ＩＤ  １０４３２５０

日 時／１２月１６日（木）　午後２時～

４時

会 場／本庁舎福祉総合相談室

内 容／精神科医師・酒害相談員に

よる個別相談

定 員／２人

申し込み／１２月９日（木）までに電話、

または住所・氏名・電話番号を記入

し「医師相談（アルコール依存症）

希望」と明記の上、ファクス（

（７３）９２７０）

問い合わせ／福祉総合相談室　（２８）

９１４５

社会保険労務士無料相談会

日 時／１２月５日（日）　午前１０時～

午後３時

会 場／名鉄百貨店一宮店

内 容／働き方改革・年金・定年後

の再就職などに関する相談

問い合わせ／愛知県社会保険労務士会尾

張支部　（７８）３８８３

弁護士会 無料電話相談 

空き家問題１１０番

日 時／１２月８日（水）　午前１０時～

午後４時

内 容／空き家に関する法律問題な

どの相談

相談電話／０５２（２２３）２３５５（当日だけ）

問い合わせ／愛知県弁護士会　０５２

（２０３）０７３０

募　集 相　談
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消防団による 
年末特別警戒

ＩＤ  １０４３２６９

日 時／１２月２９日（水）・３０日（木）　午

後６時３０分～午前０時

場 所／警備本部＝消防本部、分団

警備＝各消防分団庁舎

問い合わせ／消防本部総務課　（７２）

１１９３

男女共同参画カレンダー 
無料配布

ＩＤ  １０２６９８２

　小中学生が考えた標語を用いたカ

レンダーを作成しました。１２月１日

（水）から本庁舎１階総合案内、尾西

庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓

口課、出張所、市立図書館で配布し

ます。

問い合わせ／政策課　（２８）８９５２

国際交流協会ニュース 
「かけはし」第８９号を配布

ＩＤ  １０１２１６９

　内容は「グローバルサマーセミナ

ー・オンライン」の紹介などです。

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所、市立図書館などの市の施設

で無料配布しています。

問い合わせ／国際交流協会（商工観光課

内）　（８５）７０７６

市が発注する建設工事・物件など 

入札参加者を受け付け

　令和４・５年度に市が発注する建

設工事・物件などの一般（指名）競

争入札に参加を希望する方を対象に、

入札参加資格審査申請をあいち電子

調達共同システムの電子申請で受け

付けます。詳しくは、ＩＤ  １００９８８６を

ご確認ください。

受付日時／１月４日（火）～２月１５日（火）　

午前８時～午後８時（４月１日（金）

からは随時受け付け。土・日曜日、

祝休日を除く）

問い合わせ／契約課　（２８）８６３１

危険物取扱者保安講習

日 時／２月２日（水）～４日（金）　午

前９時４０分・午後１時３０分

会 場／ウィルあいち（名古屋市東

区）

対 象／危険物取扱者免状を持ち危

険物取扱所などで危険物の取り扱い

に従事する方（受講は３年ごと）

受講料／各４，７００円

申し込み／１２月１７日（金）までに愛知県

危険物安全協会連合会のウェブサイ

トから電子申請、または専用封筒で

郵送。申請書・専用封筒は消防署な

どで配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

危険物取扱者試験

日 時／①１月１６日（日）②２３日（日）

会 場／名古屋工学院専門学校（名

古屋市熱田区）

受験料／甲種６，６００円・乙種４，６００

円・丙種３，７００円

申し込み／１１月２７日（土）の午前９時～

１２月６日（月）の午後５時に消防試験

研究センターウェブサイトから電子

申請、または１１月３０日（火）～１２月９

日（木）（消印有効）に願書を郵送。願

書は消防署などで配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

その他

ご寄付
ありがとうございました

（１０月分まで・敬称略）

いちのみや応援基金へ　１５３件

社会福祉協議会へ

エス・ビー建材、西成２１会、

Ｖｅｒａｃｉｔｙ、のんきやお客

一同

福祉関係へ　豊島福祉基金

子ども家庭関係へ

いちのみや秋まつり実行委員会

活力創造関係へ　中山雅麗

教育関係へ

ダイセーエブリー二十四、

Ｖｅｒａｃｉｔｙ、桜会

病院関係へ

渡邉元男、渡邉喜美江

Ｉ ＬＯＶＥ いちのみや

月の映像広報
ＩＣＣ 地デジ１２ｃｈ

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは中央図書館で１月から貸

し出し

▽動画サイト（ユーチ

ューブ）の市公式チ

ャンネルでも見る

ことができます。

１２

知っトク！ いちのみや

月の音声広報
ＦＭいちのみや ７６．５Ｍ

▽放送時間は７：３０・１２：３０・１７：３０

▽市ウェブサイトでも聴くことがで

きます。

１２

年末年始のごみ収集・持ち込みは

６㌻をご覧ください。

廃棄物対策課　（４５）５３７４

一宮市ゴミチェッカー

パソコンやスマートフォンな

どで、ごみの分別方法やお住

まいの地区の収集日をチェッ

クできます。

下記を読み取り
ご利用ください。

▼
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←市ソーシャルメディア一覧はこちらＩＤ１０２１１００

文化教室 スポーツ文化センター （２４）１８８１

教室名 日　時 受講料 申込日時

①クリスマス
ケーキ作り

・

１２月２２日（水）　９：３０
１２月２３日（木）　９：３０

各６５０円
１２月１日（水）
９：３０

②おせち料理１２月２５日（土）　９：３０ １，３００円
１２月４日（土）
９：３０

③男 の 旨 めし
おうちごはん

１月１５日からの土曜日
９：３０（５回）

３，２５０円
１２月２５日（土）
９：３０

教材費も必要な教室あり。詳しくはウェブサイトなどで確認

対　象／①高校生以上の方②１８歳以上の方③男性

申し込み／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１
人分。抽選）

自主文化事業 一宮市民会館 （７１）２０２１

三遊亭小遊三・三遊亭円楽 二人会
日　時／２月１３日（日）　午後２時
会 場／一宮市民会館
入場料／３，５００円（全席指定）。未就学児は入場不可
前売り／１２月１０日（金）の午前１０時からネット予約、または１１
日（土）の午前９時から一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館

まちを明るく元気にする市民文化プロデューサー養成講座
日 時／２月５日～３月１９日の土・日曜日、祝日（４回）
会 場／木曽川文化会館尾西信金ホールほか
対 象／高校生～５９歳の方　　定 員／２０人（先着）
参加料／２，０００円（教材費）
申し込み／１２月４日（土）の午前９時～１月１６日（日）の午後５時
に申込書と参加料を一宮市民会館。申込書は市民会館等ウェ
ブサイトからダウンロード可

冬休み短期水泳教室 温水プール （７７）４７２７

日 時／１２月２３日（木）～２６日（日）に１時間の教室を４回
対 象／市内在住・在学・在園の年少～中学生（定員に達し
ない場合は市外も可）　　受講料／５，０００円

申し込み／１２月２日（木）～８日（水）に温水プール（抽選）
※コース・受付時間・定員などの詳細は問い合わせ

緑化教室 大野極楽寺公園管理棟 （５１）３０１５

教室名 日　時 教材費

①梅林管理体験 １２月８日（水）　１０：００
１００円

（保険料）

②プリザーブド
フ ラ ワ ー

１２月１９日（日）　１０：００ ２，０００円

③冬の寄せ植え １２月２５日（土）　１０：００・１４：００ 各３，０００円

小学生は保護者同伴

対 象／①１８歳以上の方②③小学生以上の方
定　員／①１０人②１５人③各２０組（１組２人まで。先着）

申し込み／①は１２月２日（木）～７日（火）、②③は２日（木）～１５日
（水）の午前１０時～午後５時１５分に電話で大野極楽寺公園管理
棟（０８０（９１１０）３０１５）

環境学習講座・プール講習会 エコハウス１３８ （４７）７１３８

プール講習会名 日　時

①スイムワンポイントレッスン１２月３・１０・１７日（金）　１３：００

②水 中 ウ ォ ー キ ン グ
１２月６・１３日（月） １４：００

１２月８日（水） １３：００

③か ん た ん ア ク ア ビ ク ス１２月８日（水） １４：００

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
申し込み／①は１２月４日（土）、②は１９日（日）の午前１０時からエ
コハウス１３８　

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各１５人③７人（先着）
受講料／各１回４００円（プール利用料を含む）
申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

講座名 日　時 受講料

①石 こ ろ ア ー ト
（ゴマフアザラシ）

１月１６日（日）　１０：００～１１：３０ ５００円

②石ころアート（カモ）２月６日（日）　１０：００～１１：３０ ５００円

天体観望会・文化教室 一宮地域文化広場 （５１）２１８０

おうし座の首飾り、青く輝く星団を観望しよう！

～ぎょしゃ座の散開星団、おうし座のプレアデス星団～

日　時／①１２月１０日（金）②１１日（土）　午後７時～８時１５分
（雨天中止）
定　員／各２０人（先着。中学生以下は保護者同伴）
申し込み／１２月１日（水）の午前１０時から電話で地域文化広場

文化教室
対 象／２０歳以上の方
内 容／石田流生け花、パッチワーク、フラダンス、池坊
生け花、ベーシックヨガ、美ボディエクササイズ、手編み、
陶芸、ヒーリングヨガ、ハタヨガ、茶道（表千家・裏千家）、
書道、水彩画、健康太極拳、韓国語入門、韓国語会話、水墨
画、バレトン、骨盤エクササイズ、タイ式ヨガ、大正琴、エ
クセル、ワード
※開催日時・受講料・申し込み方法など詳しくは、募集チラ
シで確認

プラネタリウム館の新番組がスタート
　１２月４日（土）から「えんとつ町のプペル」、低学年・幼児
向け番組「ジャックとまめのつる」が始まります。

スケート教室 スケート場 （７２）７１９１

申し込み／受講料を持参の上、スケート場（①は抽選、②～⑨
は先着）

教室名 日　時 申込日時

①小 学 生

１月１２日～２月９日の水曜日　
１７：３０（５回）

１２月２２日（水）　
１０：１５

１月１４日～２月１８日の金曜日　
１７：３０（５回）

１２月２４日（金）　
１０：１５

②幼児（体験）１２月６・１３日（月） １６：００

受け付け中
③ド リ ル １２月６日（月）　１８：００

④サ タ デ ー １２月１１日（土）　１７：４５

⑤親 子 １２月１１日（土）　１６：００

⑥ビ ギ ナ ー
１２月１４日～１月１８日の火曜日　
９：３０（４回）

１２月７日（火）　
１１：００

⑦幼 児

１月１１～２５日の火曜日
１６：００（３回）

１２月１６日（木）　
１１：００

１月１２～２６日の水曜日
１６：００（３回）

１月１３～２７日の木曜日
１６：００（３回）

⑧フィギュア
（ 上 級 者 ）

１月１１～２５日の火曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０

１月１３～２７日の木曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０

⑨サ タ デ ー
ステップアップ

１月１５日～３月１９日の土曜日
１７：４５（５回）

１２月１８日（土）
１０：００

受講料など詳しくは、ウェブサイトなどで確認

教室名 日　時

①ショートテニス １月６日からの木曜日　９：３０（１０回）

②リ ラ ッ ク ス
ベビーマッサージ

１月６日からの木曜日　９：３０（１０回）

③ま す ま す 元 気 １月６日からの木曜日　１３：３０（１０回）

④ズ ン バ １月１７日からの月曜日　１９：３０（８回）

カルチャー教室 総合体育館 （５３）６３００

対 象／①④１５歳以上の方（中学生を除く）②２～１１カ月
の乳児と保護者③６０歳以上の方
定　員／①③④各３０人②１５組（抽選）
受講料／①②各５，５００円③３，３００円④４，４００円

申し込み／１２月４日（土）～１９日（日）の午後５時までに総合体育
館・尾西スポーツセンター
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▼１２月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

▽中央子育て支援センター（ －ビル５階）＝９：００～

１７：００（６・２０・２９ ～３１日を除く）

▽その他の子育て支援センター＝月～金曜日　９：００～

１６：００（２９ ～３１日を除く）

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１５㌻）

相談名 日　時 相談電話・会場

育　　児

１２月６日（月） １３：００～１５：００

中保健センター
（７２）１１２１

西保健センター
（６３）４８３３

１２月２０日（月） １３：００～１５：００
北保健センター

（８６）１６１１

子 ど も
悩みごと

月～金曜日　８：３０～１７：１５
（２９～３１日を除く）

本庁舎４階子ども家庭相談課
（２８）９１５２

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

火～土曜日 １７：３０～２０：３０
（２８～３１日を除く）

（電話相談）
（７３）４１９２

発達の気
になる子

月～金曜日 ９：００～１６：００
（２９～３１日を除く）
※在住地区により担当が
分かれます＜予約制＞。

療育サポートプラザ
（６４）６３６２

いずみ学園
（７８）３１１１

まーぶるの森
（８６）６８２０

催　し 日　時 会　場 対　象 申し込み

ママといっしょでいいな
ＩＤ  １０４２９１４

１月１７日（月）
２４日（月）

１０：１５～１１：１５ 中保健センター
１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

１２月２１日（火）・２２日（水）に電話で
丹陽子育て支援センター※

パパもいっしょに遊ぼっ！

ＩＤ  １０４２８８４
１月１５日（土）１０：００～１１：３０

里小牧
子育て支援センター

未就園児と親（抽選２０組）
１２月１５日（水）・１６日（木）に電話で
里小牧子育て支援センター※

公園へいこっ！

ＩＤ  １０４２５９０
１２月１日（水）１０：３０～１１：００ 大野極楽寺公園 未就園児と親・家族など

当日直接会場（問い合わせは
黒田北子育て支援センター）

親子でねんど
ＩＤ  １０４２５９１

１月１４日（金）１０：００～１１：３０
東五城
子育て支援センター

２歳児と親（抽選２０組）
１２月７日（火）・８日（水）に電話
で千秋子育て支援センター※

フレッシュママ
交流会

ＩＤ  １０４０７６８

１月１２日（水）
２６日（水）

１０：００～１１：００

尾西生涯学習センター
講堂 第１子の３～１１カ月の乳

児と母親で２回とも参加
できる方

（抽選各１２組）

１２月１７日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※

１月１３日（木）
２７日（木）

木曽川庁舎
３階第３研修室

１月１４日（金）
２８日（金）

千秋公民館

赤ちゃんセミナー
ＩＤ  １０３９４３９

１月１５日（土）
　　２３日（日）
　　２７日（木）

１０：００～１１：３０
１０：００～１１：００
１０：００～１１：３０

尾西庁舎６階大ホール、
尾西生涯学習センター
講堂

妊婦、０歳児の親・家族
（抽選１５人）

１２月１７日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）
※２７日は子どもの入場不可

（託児あり、抽選７人）

あっぷっぷ
ＩＤ  １００１２８５

１２月３日（金）

１４：００～１４：４０

東五城子育て支援センター

第１子の３～１１カ月の
乳児と親

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

１２月１４日（火） 千秋・里小牧子育て支援センター

１２月１５日（水） 丹陽・黒田北子育て支援センター

ママといっしょでいいな中　央 （８５）７０２６　　　丹　陽 （２８）９１４６
千　秋 （２８）９７７１　　　東五城 （８５）９３３９
黒田北 （２８）９７６９　　　里小牧 （２８）９７７０

いちのみや子育て支援
アプリを配信しています

Ａｎｄｒｏｉｄ版 ｉＯＳ版

子育て支援センター

こっこ相談室

　１歳８カ月。寝る前に布団を掛けても気が付く

と布団を蹴飛ばしてしまって…。風邪をひかない

か心配です。

　子どもは体温が高くて、

布団の内にこもった熱気で

体が熱くなるの。布団を蹴

飛ばしたり、手や足を出したりするのは、そんな不快

な暑さから逃れるためだと思うわ。だから、パジャマ

を厚手のものにしたり、寝室を暖め過ぎたりするより

は、寝具を通気性や吸汗性がよいものにするといいわ

ね。お腹の冷えは免疫機能の低下と体調不良につなが

りやすいから、暑がりの子どもでもお腹周りは温かく

するといいわね。腹巻きやスリーパー、上下をボタン

でつなげられるパジャマの利用もお勧めね。

こっこ相談員の

アドバイス

布団を蹴飛ばしちゃって…

親子で楽しもう！ 対象は全て市内在住の方。参加料は全て無料。
申し込みの※は電子申請可
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月
移動図書館ほたる号 １０：１５～１１：００

１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００

移動子育て支援センターこっこ

上段はほたる号

下段はこっこ

１０１０６３１ＩＤ１０１２８２３ＩＤ

悪天候で中止する場合があります。

おすすめ本おすすめ本

一般書

児童書

七転びなのに八起きできるわけ
浅暮三文／著

柏書房／刊

　「棚からぼた餅」が発生する傾きは？

「へそが茶を沸かす」ための条件とは？

ことわざ・慣用句の矛盾や謎を、ミステ

リー小説家が論理的に解明。「ことばの

隅」をつつく超絶エッセイ。

１２１２ １０：００～１５：００（※は１４：００まで）

１日（水） ２日（木） ３日（金） ６日（月） ７日（火） ８日（水） ９日（木）

１０日（金） １３日（月） １４日（火） １５日（水） １６日（木） １７日（金） ２０日（月）

２１日（火） ２３日（木） ２７日（月）

丹羽公民館� 
今伊勢西小学校�
奥町前並二公民館�

奥町出張所� 
中島小学校� 
於保共同出荷場�

千秋町出張所�
丹陽南小学校�
多加木記念館公民館�

島村若栗神社�
開明小学校� 
本神戸酒見神社�

尾関平山住宅�
朝日西小学校�
樫の木文化資料館�

東浅井浅井神社�
大和西小学校�
馬引公民館駐車場�

奥公民館

葉栗公民館

大和南小学校※ 子ども文化広場図書館

今伊勢公民館

神山公民館萩原公民館 木曽川公民館

開明いこいの広場北方公民館

宮後野見神社�
千秋南小学校�
平島公民館� 

西御堂津島神社�
葉栗小学校� 
西海戸公民館�

大野公民館� 
千秋東小学校�
浮野八幡社� 

大和豊島台ちびっ子広場�
赤見小学校� 
佐千原坂手神社�

萩原町出張所�
木曽川東小学校�
馬寄石刀神社�

西小島公民館�
北方小学校� 
光明寺愛宕神社�

時之島いこいの広場

西成公民館

マイケル・モーパーゴ／作　エミリー・グラヴェット／絵

すぎたななえ／訳　小学館／刊

　クロウタドリが、木の上で歌い出す。

その歌は、森から川、海へと伝わって、

生き物たちみんなに届き、響き渡り…。

地球で生きる生き物たちが、心を一つに

して歌を歌う絵本。

ありがとうのうたをうたえば

北方青衾社� 
丹陽小学校� 
浅野公園� 

向山公民館

初日の出を見ながら！

初もうでジョギング２０２２

真清田神社から国府宮神社（稲沢市）

までの往復約１４㎞を、初日の出を見

ながら走ります。

日　時／１月１日（祝）　午前５時５０

分集合（小雨決行）

会　場／真清田神社本殿前

問い合わせ／一宮初もうでジョギングの

会・伊藤　０９０（６６４２）４００２

幼少より武術を学んだ樊
はん

先生に学び

ます。精神と筋力を鍛えるカンフー、

足腰を鍛える太極拳を始めてみませ

んか。初心者大歓迎！

日　時／毎月第２・４日曜日（カン

フーは午後１時、太極拳は午後２時

３０分）

会　場／スポーツ文化センター

申し込み／浅井　０９０（４８６３）５１５１

７６年前の戦争体験を語る動画

「写真でたどる一宮大空襲」

大志連区出身の森靖雄さん（８６）の

戦争体験動画をＹｏｕＴｕｂｅで公開。

他にも一宮市１００周年記念事業のイ

ベントを企画しています。詳しくは

ウェブサイト（�https://138daishi.org

/news-daishi/�）をご確認ください。

問い合わせ／大志連区地域づくり協議会

・木村　０９０（１８３２）９０２９

カンフー太極拳の仲間募集

　このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。２月号の締め切りは１２月２４日（金）です（抽選）。
申し込み方法など詳しくは、  ＩＤ��１０３４７１８をご確認ください。  問い合わせ　広報課 （２８）８９５１

情
いちのみや’ｓ

報発信地
※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

おはなし会 読み聞かせ １０２６６０２ＩＤ

日　時／１２月５日（日）・１２日（日）　午後３時

　一般書または児童書・絵本を、テーマ別に２

冊ずつのセットにして１２月１８日（土）から貸し出

します（なくなり次第終了）。

会　場／　ービル５・６階中央図書館

１０２６６４５ＩＤおたのしみ袋
「いちみんパック よむりんパック」



全面広告

★財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします。
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