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　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★

　ＡＲ（拡張現実）カメラアプリを利用

すれば、どこでも看板と一緒に写真を

撮ることができます。

思い出のスポットで写真写真を撮ろう撮ろう！！
二十歳のつどいの日は

１００１２５０ＩＤ

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。

まちづくり

真清田神社

尾西歴史民俗資料館

【問】青少年課　（８４）００１７

１２月２４日（土）～１月１９日（木）

ービル５階中央図書館

【問】政策課　（２８）８９５２

１００２１６２ＩＤ

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

看板看板出せます出せます！！

ダウンロードはこちら ▼

博物館ービル３階シビックテラス

三岸節子記念美術館

１３８タワーパーク

二十歳のつどい二十歳のつどいを分散開催

交通事故のないまち

▼

思いやりのあるまち

▼

　市外在住の方などでも、１２月２７日（火）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、　　　　　 をご確認ください。１０２９００２ＩＤ

終了後は各会場で「つどい」「つどい」を開催

　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で結びます。

午後１時～１時５５分
（午後０時３０分開場）１月８日 日

会 場

それ以外の方（私立中学校を卒業した方など）

▼  一宮市民会館

一宮市立中学校を卒業した方

▼  卒業した中学校（屋内運動場）

※千秋中学校を卒業した方は、千秋小学校

▼

産業が盛んなまち

▼

ごみのないまち

▼

自然が豊かなまち

▼

犯罪のないまち

▼

災害に備えるまち
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【問】博物館　（４６）３２１５

三岸節子記念美術館

日　時 

▲

１月２８日（土）①午前１０時～１１時

　　　　　　　　　 ②午後２時～３時

対　象 

▲

小学生以下と保護者

講　師 

▲
 冨田めぐみさん（赤ちゃんからのアート

フレンドシップ協会代表理事）

定　員 

▲

各８組（２～３人１組。抽選）

※保護者は観覧料３２０円が必要

　アート鑑賞会を開催します。参加者には、小さな記念フォトをプレゼント。

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

せつこっこクラブ

「絵本『おばけのマールとモーニングのあとで』原画（部分）」

▲

２０２１年Ｒｅｉ ＮＡＫＡＩ／ＮＡＫＡＮＩＳＨＩ ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ

博物館 特集展示

生誕１００年生誕１００年
小川小川双双

そ う

々々
そ う

子子
し

郷土の俳人郷土の俳人

１２月２０日（火）～２月１２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９日を除く）、１２月２８日（水）～１月４日（水）、

１月１０日（火）は休館

　病をきっかけに深めた生への思いを生涯にわたって詠んだ

俳句と、詩的な絵画を紹介します。

おばけのマールの

クリスマスオーナメントをつくろう！

日　時 

▲  

１２月１７日（土）　

　　　　午前１０時～午後３時（１５分程度）

定　員 

▲

３０人（先着）　　参加料 

▲

３００円

日　時 

▲  

１２月１７日（土）　

　　　　午前１１時・午後２時

定　員 

▲

各１０人（先着）

絵本「おばけのマール」

読み聞かせ

１月１３日(金)までに電話、または郵便番号・住

所・氏名（ふりがな）・年齢（乳幼児は月齢も）

・学年・保護者名・電話番号・参加希望回を記

入し「こどもアート鑑賞会」と明記の上、電子

メール（migishi@city.ichinomiya.lg.jp）

申し込み

１０５３３５３ＩＤ

アート鑑賞会赤ちゃん＆こども美術の学校 １０５３３５９ＩＤ

１０５３０６８ＩＤ

観覧料

▲

大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料　

▲「鳩と人」

ふわふわうさぎの絵馬

日　時 

▲
 １２月３日～１月２９日の土・日曜日、祝日　

午前９時３０分～正午、午後１時～４時３０分

参加料 

▲

高校生以上１００円、中学生以下無料

たいけんの森

美術の学校
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申し込み

※託児あり（６カ月以上の未就学児、抽選５人、要予約）

１２月９日（金）までに電子申請または電話

男女共同参画セミナー

【問】政策課　（２８）８９５２

１０５３２９３ＩＤ

はじめて学ぶ

～女子中高生の可能性をひらく～～女子中高生の可能性をひらく～

デジタル社会の実現へ向けて

１０５３４０２ＩＤ

　進路選択支援を目的としたセミナーを

開催します。

「ＡＳＴＡ」の皆さん講　師

市内在住・在勤・在学の方対　象

尾西生涯学習センター大ホール会　場

ＬＧＢＴＱ＋ＬＧＢＴＱ＋

５０人
（抽選）

定 員
１２月１７日（土）

午前１０時～１１時４０分

市内在住・在学の

女子中学・高校生と保護者

対　象

本庁舎１４階１４０１大会議室会　場

講　師 浦田真由さん

（名古屋大学准教授）

１２月

マイナポイント第２弾実施中！ この機会にマイナンバーカードを作成しませんか。

マイナンバーカード
の申請をサポートします！！

最大２万円相当のポイント 写真撮影無料 予約不要

１４日（水） １５日（木）１２日（月） １６日（金） １７日（土） １８日（日）

１１日（日）１０日（土）

３日（土） ４日（日）

１３日（火）

※交付申請書をお持ちください。

※顔写真を撮影するので、申請者本人がお越しくだ

さい。

※カードは住所地により、本庁舎、尾西・木曽川庁舎

で後日の受け取りとなります。

　ービル

ビバホーム一宮

【問】市民課　（２８）８９７２１０５３３２６ＩＤ

　ＬＧＢＴＱ＋の基本的な知識や、当事者が

抱える問題などを学びます。

１２月１８日（日）

午前１０時～１１時３０分

ビバホーム一宮

午前９時～午後４時

－ビル

午後１時～８時

午前１０時～午後５時

１２日（月）～１６日（金）

１７日（土）・１８日（日）

▲
▲

ビバホーム一宮

５０人
（抽選）

定 員
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【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

職種・採用予定人数 受　験　資　格 申込期限

一 般 事 務 大学卒
１０人
程度

平成６年４月２日以降生まれで、大学を卒業または令和５年３月に卒
業見込みの方

１２月１８日（日）

土 木
大学・
短大卒＊

１０人
程度

平成６年４月２日以降生まれで、大学・短大を卒業または令和５年３
月に卒業見込みの方

実
務
経
験
者
※

土 木
大学・
短大＊・
高校卒

昭和５８年４月２日～平成６年４月１日生まれの方で、採用時までに
土木関係の業務に、通算４年以上の実務経験がある

保育士

大学・
短大卒＊

１０人
程度

昭和５２年４月２日～平成６年４月１日生まれの方で保育士資格があ
り、次のいずれかに該当する方

① 一宮市立保育園に保育士の常勤臨時職員または会計年度任用職員
として、平成１７年４月１日～採用時に雇用期間が通算２年以上ある

② 保育園、幼稚園または認定こども園に正規の保育士または幼稚園教
諭として勤務し、採用時までに任用期間が通算２年以上ある

保健師 若干名
昭和５９年４月２日～平成６年４月１日生まれの方で保健師資格があ
り、保健師、看護師または助産師として採用時までに実務経験期間が
通算２年以上ある

１２月２３日（金）

※は１日の勤務時間が６時間以上で、１週間の勤務が５日以上の期間（休職、育児休業期間を除く）
＊�は高等専門学校、専修学校専門課程（修学年限２年以上で年間６８０時間以上の授業の履修を義務付けられている課程）、
大学で６２単位以上習得した後に中退した方を含む

【問】人事課　（２８）８９５３

ＩＤ１０００３１１

指定用紙ダウンロード可

令和４年分の所得税等の確定申告

　２月１６日（木）～３月１５日（水）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（郵送での提出も可）。

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！

申 し 込 み

市職員市職員をを募集募集４月採用４月採用

※保健師は指定用紙・小論文を同封の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

申込期限までに電子申請

簡単・便利な のご利用をｅ－Ｔａｘ
１０００８９４ＩＤ

詳しくはこちら  ▼ ▼ ▼

確定申告の方法を

動画で確認できます

詳しくはこちら  ▼ ▼ ▼

マイナポータル連携で

申告書に自動入力できます

スマートフォンで
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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。手当によっては、所得により支給されない

ものや減額になるものがあります。詳しくは、お尋ねください。

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

【問】市民課　（２８）８９７５

　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。

特 設 相 談 所 も 開 設

１２月７日（水）　午後１時～４時

思いやり会館３階・尾西庁舎４階

）
　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

）

　ヘルプマークは、外見から

分からなくても援助や配慮を

必要としていることを知らせ

るマークです。身に着けた方

を見かけたときは、思いやり

のある行動をお願いします。

１０２４７３１ＩＤ

【問】障害福祉課　（８５）７６９８

義足や人工関節を使用している、内部障害

や難病、妊娠初期など、援助や配慮を必要

としていることが外見から分からない方

対　象▼

　本庁舎障害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、市保健所で配布しています。

をご存じですかをご存じですか

ヘルプマークヘルプマーク 「誰か」のこと
じゃない。

１０１６２５８ＩＤ

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（火）です。対象など詳しくは、

ＩＤ �１０５００７４ をご確認ください。

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。

人権週間１２月４日～１０日は
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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

　祖父江優斗＝写真＝（木曽川東小５年）

▽市議会議長賞　柴田桂秀（萩原小６年）

習字の部

▽市長賞　大城結菜＝写真＝（今伊勢小５年）

▽市議会議長賞　尾関凜（浅井南小６年）

　小中学生から３２１点の応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。  （敬称略）

▽�特選

　 岡庭陸巧（浅野小６年）、淺野愛佳（南部中

３年）

▽入選

　 酒井理吏（瀬部小６年）、伊藤柚香（丹陽南

小６年）、植手遥斗（大和東小６年）、滝川陽友

　 （中部中３年）、伊藤ことね（中部中３年）、

棚橋ことみ（奥中３年）

　国民健康保険には、災害や収入減少によって

生活が著しく困難となった場合、医療機関など

で支払う一部負担金の減額・免除・徴収猶予を

一定期間受けられる制度があります。

　収入減少による減免などは、事前に申請が必

要です。世帯の状況によっては、該当しない場

合がありますので、本庁舎保険年金課へご相談

ください。

　介護保険の要介護認定を受けていると、障害

者手帳などをお持ちでなくても、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。

　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。

日　時／１２月１６日（金）　午前

９時３０分～午後３時

３５分

会　場／本庁舎観光交流課

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（木）～１４日（水）に電話で観光交

流課

日 時／１２月１５日（木）　午前１０時・１１時３０分

対 象／市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事

業者

内 容／事業承継・Ｍ＆Ａ・経営者保証解除に

関する相談

定 員／各１組（先着）

申し込み／１２月８日（木）までに申込書を電子メー

ル・ファクス

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

ＩＤ��１００１１３８

国民健康保険に加入している方へ

医療費の一部負担金を減免

ＩＤ��１０００８０７

平和を考える作文の
優秀作品が決定

ＩＤ��１０５３２０７

家屋を取り壊したときは
届け出を

ＩＤ��１００５４４８�申告書ダウンロード可

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

【問】保険年金課　（２８）９０１１

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

児童防火作品の優秀作品が決定

ＩＤ��１０２６７６２

事業承継�個別相談会

ＩＤ��１０５０７５３�申込書ダウンロード可

弁護士による
多重債務者無料相談会

ＩＤ��１０２１１６０

【問】介護保険課　（２８）９０２０

【問】資産税課　（２８）８９６６

【問】観光交流課　（２８）９１４８

【問】産業振興課　（２８）９１３２


