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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

環境センター
ニュース

区　分 件　数

刑 法 犯 １，１７６（＋　６１）

侵 入 盗 １０５（＋　２９）

（うち住宅対象） 〔５２（＋　１１）〕

自動車関連窃盗 ７９（▲　４０）

特殊詐欺 ２８（＋　１３）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ４（＋　１） ４（＋　１）

重　傷 ２３（▲　１） ２３（▲　１）

軽　傷 ７３２（＋　７０） ８６８（＋　９３）

計 ７５９（＋　７０） ８９５（＋　９３）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（８月末現在）

交通事故から身を守るために交通事故から身を守るために

　コロナ禍での外出自粛の減少に伴い、市内の交

通事故発生件数や人数が、前年と比較して増加し

ています。

　これからの時季は日没時間が早くなり、運転者

や歩行者の姿が見えにくくなります。「これくら

いは大丈夫」と横断歩道のない所で道路を横断し

たり、一時停止の標識がある交差点で止まらなか

ったりするなど、少しの油断が交通事故につなが

ります。身近な慣れた道でも油断は禁物です。自

分の身を守るために、少し遠回りでも横断歩道を

必ず利用するようにしましょう。また夕方や夜間

の外出時には、黄色や白色などの明るい目立つ色

の服装や反射材を身に着けましょう。

１１月２５日～１２月１日は１１月２５日～１２月１日は

犯罪被害者週間犯罪被害者週間

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

　犯罪被害者は命を奪われる、けが

をするなどの被害だけでなく、以下の

ような問題に苦しめられています。

▽ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身

体の不調

▽ 医療費の負担や失業などによる経済的困窮

▽ 捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担

▽ 周囲の人々によるうわさ話やマスコミの取材、

報道によるストレス・不快感　ほか

　警察では被害者やその家族・友人からの相談

に応じています。困っていることなどがあれば、

お気軽にご相談ください。

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

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

増える家庭ごみ、かさむ処理費用増える家庭ごみ、かさむ処理費用！！

１００１６７６ＩＤ

　令和３年度のごみ処理費用は、約３６億円でした。

市民１人当たりに換算すると９，３４２円になります。

ごみ処理総量は約１１万５，０００ｔで、市民１人当たり

毎日８２３ｇのごみを排出したことになります。

家庭ごみを減らすために…

生ごみは絞って水切りをする

食べ残しをしない

決められたとおりに分別する

繰り返し使える物は大切に使う

一人一人が

ごみを減らす気持ちを

大切にしましょう

処理施設の維持管理費

ごみを収集するための収集運搬費

焼却灰などを埋め立てる最終処分費

主なごみ処理費用
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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

２日（金）・９日（金）・１６日（金）・２３日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

１１月１０日（木）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１１月分は随時受け付け中１４日（水）・２８日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

　 月の　 月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

１００１９５５ＩＤ

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、３・２３日を

除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
２日（水）・１６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

（３・２３日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
６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

（３・２３日を除く）

本庁舎９階相談室

� （７１）２１８５

交通事故

１４日（月）・２８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 ９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
１７日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

１１日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　（２８）９１３２

（産業振興課）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００

（３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

（３・２３日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１４９

不 妊・

不 育 症

２５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

（３・２３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

（３・２３日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

火～土曜日　１０：００～１７：００＞

ービル６階

いちのみや若者

サポートステーション

１２１２

月の無料相談月の無料相談

▲

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 １０５２８３３ＩＤ
１１１１

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

（３・２３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

（３・２３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

（３・２３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

（３・２３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

（３・２３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

やすらぎ（８３）０８８１

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

（２３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

２１日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

１６日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２４日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

１６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

１９日（土）　９：３０～１２：３０

（受け付けは１２：１０まで）

－ビル６階

愛知県土地家屋調査士会

一宮支部

建 築 ８日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階


