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撮った写真に

＃みのじみちおこし

を付けて投稿しよう！

　保健所は食の安全・安心を守る仕事もしています。飲食店など

の営業許可、食中毒の未然防止、不良食品に対する措置を「食品

衛生監視員」に任命された獣医師・薬剤師などが行っています。

　昨年３月までは県の保健所が行っていたので、一部の判断は県

庁との相談が必要でした。市の保健所になってからは「市の食品

衛生監視員」が自ら判断できるため、迅速な対応が可能になりま

した。

　一刻を争う「食」の危機管理。中核市になったことで、一層充

実した体制を整え、食の安全・安心の確保に努めていきます。

【問】保健衛生課　（５２）３８５７

食の安全・安心を確保します！

第２回

一宮 市保健所 より

１０３９８９７ＩＤ

美濃路みちおこし
プロジェクト

１０３３１１４ＩＤ

　木曽川や美濃路など、市内各所の一押しの景観

を撮影した写真に、ハッシュタグを付けてＳＮＳ

に投稿し、資料館へご来館ください。

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

受付
期間 ３月５日（土）～２７日（日）

※��月曜日（２１日を除く）、２２日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

美濃路×木曽川の景観を楽しむ

尾西歴史民俗資料館

資料館へ来館し、ＳＮＳの投稿が確認できた方（先着２００人）に

オリジナルステッカーをプレゼント！

ｉ．ａｍ．Ｉｃｈｉｍｉｎ＿１３８

いいね！ １３８件

ｉ．ａｍ．Ｉｃｈｉｍｉｎ＿１３８
＃みのじみちおこし

撮影：羽木貴規さん
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家庭用インク
カートリッジ回収ボックスを設置

　市では、ごみの減量やＣＯ２削減のため、４月から家庭用プリンターで使用したインクカートリッジ

の回収を始めます。

多くのインクカートリッジが 廃棄されています インクカートリッジを 焼却すると

設置場所

市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、葉栗・丹陽町・浅井町・大和町・

萩原町・千秋町出張所、博物館、一宮地域文化広場、尾西南部生涯

学習センター、総合体育館、エコハウス１３８、温水プール、 －ビル、

環境センター北館

１０４６２１０ＩＤ
使用
済み

年間流通量

１億１千万個
約６千万個

（約５４．５％）

廃棄量

【問】収集業務課　（４５）７００４

回収・リサイクルすることで、焼却時のＣＯ２排出の抑制とごみの減量につながります。

約１１０ｇ Ｅ社製

約 ５８ｇ Ｃ社製

１個当たりの
ＣＯ２排出量

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６６回になって中核市中核市

【問】保健衛生課　（７２）１１２２

人や動物に優しく、暮らしやすいまちを目指します！

　動物愛護事務所を設置し、迷子犬の保護や返還・犬が人を

かんでしまった場合の届け出の受理・ペットに関する相談・

地域猫活動の推進など、これまで県が行っていた動物愛護に

関する業務を、市独自で行うことができるようになりました。

　動物愛護法で、毎年９月２０日～２６日は動物愛護週間と定

められています。市ではこの期間に、イオンモール木曽川で

動物に関するクイズやパネル展を開催し、動物の適正飼養に

ついて啓発を行いました。

　今後もペットの飼い主へ啓発することで、人にも動物にも

優しく、暮らしやすいまちになるように努めていきます。
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【問】政策課　（２８）８９５２

３月２３日（水）　午前１０時～正午

　ストレスの軽減やさまざまな場面で

のコミュニケーションに役立つ、怒り

の感情のコントロール法を学びます。

１０４６４８９ＩＤ

申込書ダウンロード可

１０４６４９３ＩＤ

申込書ダウンロード可

午前１０時～正午

午前１０時～正午

午後１時～３時

３月２１日（祝）

３月２６日（土）

【問】政策課　（２８）８９５２

新生活新生活
応援セミナー応援セミナー

アンガーアンガー
マネジメントマネジメント

魅力アップ！ スキルアップ！ 怒りのコントロールを学ぼう

尾西庁舎６階大ホール

４０人
（抽選）

定 員

３０人
（抽選）

定 員

１

２

３

本庁舎１４階１４０１大会議室会 場

市内在住の１８歳以上の女性で、３回とも

参加できる方

対 象

アンコンシャスバイアス
無意識の思い込みを知り、一歩踏み出そう

１

アナウンサーに学ぶ
マスク会話のコツとビジネスマナー

２

対面でもオンラインでも第一印象で勝負！

魅力ＵＰの自己紹介
３

演 題

会 場

市内在住・在勤の１５歳以上の方対 象

１００４１６３ＩＤ

市内在住・在勤・在学で平成５年４月２日～

１６年４月１日生まれの女性 

応募資格

「第２期一宮市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の効果の検証など

（年１回程度、１回につき

報酬７，４００円）

内 容

一宮市まち・ひと・しごと創生推進会議

を募集若者委員若者委員
募集人数

１人

申し込み

３月２２日（火）（必着）までに、志望動機

（５０～２００字程度）・住所・氏名・生年月

日・職業・電話番号を記入の上、郵送

・ファクス・電子メール（〒４９１－８５０１　

本庁舎政策課、（７３）９１２８、seisaku@

city.ichinomiya.lg.jp ）

申し込み

３月１１日（金）までに電話・電子申請、または住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、

セミナー名を明記の上、電子メール（ seisaku@city.ichinomiya.lg.jp  ）

※ファクスでの申し込みも可（申込書が必要）
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　春先は特に空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。

火の取り扱いには十分注意しましょう。

１０３８６６８ＩＤ

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

関連行事

▼保育園消防訓練　　▼消防本部・消防団予防広報（３月１日（火）～７日（月）　市内全域）

▼婦人消防クラブ員による防火パトロール（３月４日（金）　北方町・千秋町連区など）

住宅用火災警報器 住宅用火災警報器 のの設置設置とと維持管理維持管理をを

　全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。設置していない

方は、一日も早く取り付けましょう。また１０年を経過した物は、電池の寿命などで

正常に作動しない場合があるので、新しい物に交換しましょう。

３月１日～７日は「春の火災予防運動」

火災 にご注意を！

行ってきます

出かける前に

火の確認

▼ 電気器具は正しく使い、たこ足配線をしない▼ 寝たばこや、たばこの投げ捨てをしない

▼ 調理器具のそばを離れるときは必ず火を消す ▼ 子どもにマッチやライターで遊ばせない

火災火災を起こさないためにを起こさないために

５月３日（祝）～５日（祝）

国営木曽三川公園１３８タワーパーク

ＩＤ１０１８１０１

【問】いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会事務局（公園緑地課内）　（２８）８６３６

３月８日（火）（消印有効）までに電子申請、または

郵便番号・住所・氏名・電話番号、①は出店希望

日（１日だけ）を記入の上、ハガキ・ファクス

（〒４９１－８５０１　本庁舎公園緑地課、（７３）９２１８）

※申し込みは、①１家族１店②１団体１店に限る。

抽選結果の通知を全員に発送

電子申請

キッチンカー

青空
フリーマーケット

リバーサイドフェスティバルフェスティバル

出店者を募集

対　象 ▼  市内在住の方（業者を除く）

内　容 ▼  家庭の不用品を販売（新品または新品

に近い物。法律で禁止されている物、

化粧品・食料品・薬品などは販売不可）

募集数 ▼  １日３０店（抽選）

出店料 ▼  １日１，０００円（間口３ｍ×奥行き３ｍ）

青空フリーマーケット青空フリーマーケット１

キッチンカーキッチンカー２
内　容 ▼  飲食物を販売

募集数 ▼  １日８店（抽選。市内在住の方を優先）

出店料 ▼  １日１万５，０００円（間口６ｍ×奥行き２．４ｍ）２．４ｍ）

応募方法
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３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ５年１月 ２月

妙興寺駅南第１駐輪場

妙興寺駅南第２駐輪場

妙 興 寺 駅 北 駐 輪 場

仮 設 駐 輪 場

１０４６３０５ＩＤ

【問】地域交通課　（２８）８９５５

移転する駐輪場

妙興寺駅南第１駐輪場

妙興寺駅南第２駐輪場

妙興寺駅北駐輪場

※工事日程の変更により移転期間を変更する場合があります。

妙興寺駅駐輪場の一部を

仮設駐輪場に移転します

１０００７９９ＩＤ３月 ・４月は市民課の窓口が大変混雑します

出張所 や 尾西・木曽川 庁 舎もご利用ください

　ウェブページ（　　　　　 ）で、市民課と保険年金課の現在の待ち人数を表示し、

混雑状況を確認できます。お越しになる際の目安としてください。

～リアルタイムの状況が分かります～
窓口の混雑状況を配信しています

１０３８９６２ＩＤ

【問】市民課　（２８）８９７５

　３月・４月は住民異動の届け出や、各種証明

書の申請が増えます。特に月曜日は、本庁舎市

民課の窓口が大変混雑し、長時間お待たせする

ことがあります。

　尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課・出

張所でも、住民異動の届け出・各種証明書発行

・印鑑登録などの業務を行っています。

【問】市民課　（２８）８９７２

窓口の混雑緩和のためのサービス

コンビニなどでの証明書交付

証明発行窓口の時間延長・休日開設（２㌻参照）

※住民異動の届け出・印鑑登録などを除く

住民票の写しの電話予約

▶

▶
▶

　妙興寺駅駐輪場で、名古屋鉄道による高架橋耐震補強工事

が実施されるため、駐輪場の一部を仮設駐輪場に移転します。

工事期間中は、仮設駐輪場をご利用ください。

利用不可

利用不可

利用不可

利用可能
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　市県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動

車税（種別割）・国民健康保険税は、金融機関

で口座引き落としができます。

　口座振替を始めるには、納税通知書・預貯金

通帳・届け出印を持参の上、金融機関で手続き

してください。申込日の翌月末納期の税から口

座振替をします。ハガキでも申し込めます。ご

希望の方はご連絡ください。

日 時／３月１７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／３月１日（火）～１５日（火）に電話で商工観

光課

　身体障害者手帳などを持ち、車両の所有状況

や等級などの条件に該当する方は、申請すると

軽自動車税（種別割）が減免されます。減免は、

所有する普通自動車・軽自動車などのうち１台

だけです。

　詳しくは、軽自動車税（種別割）の減免につ

いては市民税課へ、普通自動車などの自動車税

（種別割）の減免については、県西尾張県税事

務所（（４５）３１７０）へお尋ねください。

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在

でオートバイや軽自動車などを所有する方に課

税されます。売却や譲渡した場合でも、届け出

をしていないと課税されます。廃車・売却・譲

渡をした方や、転入などで他市町村のナンバー

プレートの車両を所有している方は、手続きが

必要です。３月下旬は窓口が混雑するため、早

めに手続きをしてください。

手続き場所

▽原動機付自転車（１２５㏄以下）、小型特殊自動

車、ミニカー＝本庁舎市民税課、尾西庁舎窓

口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所

▽軽自動車（四輪）＝軽自動車検査協会愛知主

管事務所小牧支所（０５０（３８１６）１７７３）

▽軽自動車（二輪・１２５㏄超２５０㏄以下）、小型

自動車（二輪・２５０㏄超）＝愛知運輸支局小

牧自動車検査登録事務所（０５０（５５４０）２０４８）

　令和４年度の国民年金保険料は月額で２０円引

き下げられ、１万６，５９０円です。年額１９万９，０８０

円を、納付書で一括して支払う場合の割引額は

３，５３０円です。詳しくは、一宮年金事務所（

（４５）１４１８）へお問い合わせください。

　１０月から後期高齢者医療制度において、医療

費の窓口負担割合に２割が加わります。自己負

担割合については、９月に届く新しい保険証で

ご確認ください。

　制度に関する質問は厚生労働省コールセンタ

ー（０１２０（００２）７１９）へお問い合わせください。

身体障害者手帳などをお持ちの方へ

軽自動車税（種別割）を減免

【問】市民税課　（２８）８９６２

ＩＤ  １０００９４９

国民年金保険料が４月から改定

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ  １０００８４２

７５歳以上で一定以上の所得のある方など

医療費の窓口負担割合が
１０月から変わります

【問】保険年金課　（２８）８９８５

納税は口座振替が便利

【問】納税課　（２８）８９７０

ＩＤ  １０００８７２

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  １０２１１６７

オートバイや軽自動車などの
廃車・名義変更はお早めに

【問】市民税課　（２８）８９６２

ＩＤ  １０００９５１


