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人の動き（9月末現在）
（前月比　  33人増）人口 人54,959 男 人27,349 （前月比 　  24人増） （前月比　  9人増）女 人27,610

（前月比 　 34世帯増）世帯数 世帯21,579
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みずほ市民メールが「LINE」で受け取れるようになります
防災行政無線の放送内容や市からのお知らせをメールにて配信している「みずほ市民メール」。
１２月１日から新たに「LINE」でも同じ内容を受信することができるようになります。

防災行政無線が聞きづらい・・とい
うかただけでなく、市からの情報
をいち早くキャッチしたいかたに
も非常に便利です。登録がお済み
でないかたは、この機会にぜひ登
録をお願いします。

●みずほ市民メールで配信する情報
①気象情報 …………
②地震情報 …………
③防災情報 …………
④地域安全情報 ……
⑤行方不明者情報 …
⑥健康情報 …………
⑦イベント情報 ………
⑧その他の情報 ……

市内の気象警報などの発令状況
市内の地震発生に関する情報
災害の発生、避難に関する情報など
交通安全、特殊詐欺の注意喚起など
行方不明者の情報など
食中毒、熱中症予防の情報など
市内の催し物の情報など
上記以外の情報

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　１２月１日以降、「みずほ市民メール」のメールアドレスを変更します。迷惑メール設定をされ
ているかたは、次のドメイン「sg-p.jp」からの受信ができるように設定を変更してください。
※設定をしていないかたは、特に操作は必要ありません

現在、みずほ市民メールを
登録している皆さんへ
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※登録後、登録完了メールが届きます ※登録料は無料です。ただし、受信にかかる通信料は、利用者の負担となります

⑤入力内容を確認し、［登録］ボタンをクリックします。

④配信カテゴリを選択、登録情報を入力し、［確認画面へ］ボタンをクリックします。

②メールが届きます。

※メールが届かない場合は迷惑メール設定の確認をし、次のドメイン
　「sg-ｐ.jp」からの受信ができるように設定してください。

②LINEにメッセージが届きます。

①LINEアプリを開いてＱＲコードを読み取って
　友だち追加します。

メールに記載された登録用URLをクリックします。
メッセージに記載された登録用URLをクリックします。

LINEアプリを開いて、友だち追加
ボタン＞［QRコード］をタップして、
コードリーダーでスキャンしてくだ
さい。

①空メールを送信します。
サイトにアクセスし、[空メールを送信する]から空メールを送信します。

○LINEでの登録方法 ○メールでの登録方法

◀PC・スマートフォンの場合
https://plus.sugumail.com/
usr/mizuho/home

◀フィーチャーフォン（ガラケー）の場合
https://m.sugumail.com/
m/mizuho/home

③利用規約を確認し、ご了承いただいた後、［同意する］ボタンをクリックします。

もう登録
できます
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●問い合わせ
　根尾谷地震断層観察館 … 根尾公民館　☎0581-38-2515
　船来山赤彩古墳の館 秋の特別開館 … 本巣市社会教育課　☎323-7764

12月22日（日）＜冬至の日＞16：00～20：00
長良川右岸プロムナード一帯
　岐阜市出身のアー
ティスト・日比野克彦さ
んが監修する冬の風物
詩。市民らが制作した
巨大な数字の行灯を
屋形船に乗せて長良
川へ流します。

日　時
会　場
見どころ

イベント情報

こよみのよぶね

　国史跡に指定されている岐阜城跡
は、最近の調査で、新たに金華山の中
腹部や山上部で石垣群や巨石石組み
が見つかり、その価値が見直されてきま
した。中でも、450年以上前からそのま
まの形で残っている山上部の石垣は
必見です！斎藤道三や織田信長が築
いたとされる数々の石垣。現地で“本
物”を体感してみませんか。

岐阜市
名所紹介

岐阜城跡

うーたん

11月23日（土・祝）・24日（日） 9：00～16：00
富有柿の里　古墳と柿の館（本巣市上保1-1-1）
　県内で発見された5基の赤彩古墳（石室内が赤く塗られた古墳）のう
ち、3基が船来山古墳群で見つかりま
した。そのうち、復元した「船来山272
号墳」の石室を特別に公開します。幻
想的な赤の世界を堪能ください。古墳
めぐりや里山ウォークも開催します。

日　時
会　場
見どころ

イベント情報

船来山赤彩古墳の館 秋の特別開館

11月10日（日） 9：15～16：00
北方町防災公園
　特産品の販売や、バ
ザー、楽しいショーなどが
開催されます。

日　時
会　場
見どころ

イベント情報

未来タウン北方ふれあいまつり 11月2日（土） 9：30～（9：00～受付開始）
大桑椿野（大桑椿野はじかみ林道入口集合）
　大桑城跡が残る古城山を通る、大桑椿野はじかみ林道約3.0kmを
ウォーキングします。周囲の山々も色づ
き、深まる秋を感じることができます。
また、峠のゴールでは山県市観光親善
大使ナッチョルくんがお出迎え。そこで
振舞われる豚汁は毎年大人気です。

日　時
会　場
見どころ

イベント情報

～はじかみ林道ウォーキング～

　大桑城は、室町から戦国時代にかけて美濃、尾張、伊勢の3国の
守護として権勢を誇った土岐氏の最後の拠点です。標高407.5mの
古城山山頂一帯に構築された大桑城は、多くの曲輪や堀切などを持
つ堅固な山城で、麓には城下町
や、四国堀などの大規模な堀が築
かれました。現在も山頂一帯の遺
構や四国堀、斎藤道三との壮絶
な戦いを物語る六万墓など、当時
をしのばせる遺構が残っています。

山県市
名所紹介

大桑城跡

ナッチョルくん

●問い合わせ　岐阜市広報広聴課　☎214-2387

令和2年1月26日（日） 9：30～（予定）
岐南町中央公民館、講堂
　伏屋獅子芝居保存会
による獅子芝居のほかさ
まざまなステージパフォー
マンスや、美術作品の展
示などを行います。

日　時
会　場
見どころ

イベント情報

美術・芸能大会

　旧宮川家住宅は岐阜県重要有形民俗文化財に指定される明治時代を代表
するかやぶき農家です。明治26年、現在の徳田６丁目に濃尾震災後に建てられ
たものを、昭和54年に現在の場所に移築しました。農家建築として代表的なかや
ぶき家屋で、間取りは8畳間4室を「田の字型」に配列し、襖などを外すことで広間
にできるなど、多用途に使えます。
　また、にわとりの止まり木、わら打ち
石、かまど、ふろなどが極めて良い状
態で保たれています。明治の中期以
後から昭和30年代までの、岐南町お
よびその周辺地域の生活様式を知る
ことができる貴重な建築物です。

岐南町
名所紹介

旧宮川家住宅

ねぎっちょ

●問い合わせ　岐南町総務課　☎247-1335

令和2年1月26日（日） 9：00受付開始
笠松競馬場　　　　　100円
　笠松競馬場の走路を
走るイベントです。4人1
組で騎馬を組んでゴー
ルを目指す特別レース
「ありゃま記念」では、落
馬しながらも熱いレース
が繰り広げられます。

日　時
会　場 参加費
見どころ

イベント情報

第42回新春ファミリーマラソン（要申込）

　木曽川笠松渡船場跡「石畳」は、木曽川流域最大の川湊として栄えた笠
松湊をしのぶものとして、岐阜県史跡に指定されています。現在、この場所に
は親水施設やBBQ広場を備えた
笠松みなと公園が整備され、木曽
川を臨む緑豊かな公園として多く
のかたの憩いの場となっています。
　また、今年３月には笠松みなと公
園から河川環境楽園を結ぶサイク
リングロードも開通しました。

笠松町
名所紹介

木曽川笠松渡船場跡の石畳

●問い合わせ　笠松町企画課　☎388-1113

●問い合わせ　山県市生涯学習課　☎0581-22-6845　

明智光秀ゆかりの地　やまがた秋のウォーキングイベント

　濃尾地震で出現した、垂直に最大約6m、長さ1kmの断層崖「根
尾谷断層」は、1952年に国の特別天然記念物に指定されました。そ
の一部を保存、展示している「根
尾谷地震断層観察館」では、地
震について学ぶことができ、震度
６までの地震体験もできます。断
層を実際に見て、必要な備えにつ
いて考えてみませんか。

本巣市
名所紹介

根尾谷地震断層観察館

もとまる

　北方町は、伝統にはぐくまれた歴史と文化の町として、多くの文化財があり
ます。弘法大師が弘仁2年に創建したという円鏡寺には、国の指定重要文
化財である木造聖観音立像や楼門などがあります。美しい景観の庭園や三
重塔などがあり、北方町を代表するお寺の一つです。
　また、いつまでも住み続けたい町として公園等の整備にも力を入れていま
す。家族連れなどでにぎわう自然溢
れる公園として、岐阜県の名水50
選に選ばれている夕べが池公園
や、“生きとし生けるものの命”の大
切さを後世に伝える目的で整備され
た清流平和公園などがあります。

北方町
名所紹介

円鏡寺

●問い合わせ　北方町総務課　☎323-1111（代）

かさまるくん かさまるちゃん

本巣市

山県市

岐阜市
北方町

瑞穂市 岐南町
笠松町

岐阜連携都市圏
を知ろう
　活力と魅力あふれる圏域づくりに取り組むため、平
成29年に岐阜市と周辺の連携市町（瑞穂市、山県市、
本巣市、岐南町、笠松町、北方町）で「岐阜連携都市
圏」を形成しました。
　現在、さまざまな分野において瑞穂市との連携が
進められている6市町のことをもっと知っていただく
ために、各市町の見どころやイベントを紹介します。
　ぜひ、お出かけの際の参考にしてください。

特　集
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た清流平和公園などがあります。

北方町
名所紹介

円鏡寺

●問い合わせ　北方町総務課　☎323-1111（代）

かさまるくん かさまるちゃん

本巣市

山県市

岐阜市
北方町

瑞穂市 岐南町
笠松町

岐阜連携都市圏
を知ろう
　活力と魅力あふれる圏域づくりに取り組むため、平
成29年に岐阜市と周辺の連携市町（瑞穂市、山県市、
本巣市、岐南町、笠松町、北方町）で「岐阜連携都市
圏」を形成しました。
　現在、さまざまな分野において瑞穂市との連携が
進められている6市町のことをもっと知っていただく
ために、各市町の見どころやイベントを紹介します。
　ぜひ、お出かけの際の参考にしてください。

特　集
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人事行政
の

あらまし

1 職員の任免および職員数に関する状況
（1）職員の採用・退職の状況 （単位:人）

※県からの割愛および任期付職員含む

職　種
一般行政職
保健師

保育士･教諭
技能労務職
消防職
合　計

H30.4.1現在
211
10
115
13
70
419

退職者数
7
1
8
1
70
87

採用者数
13
0
3
2
0
18

H31.4.1現在
217
9
110
14
0
350

（3）採用試験の実施状況（平成30年度） （単位:人）
職　種 申込者数

98
6
4
1
15
1
2
127

受験者数
78
4
3
1
11
1
2
100

採用者数
6
1
1
1
3
0
2
14

（4）部門別職員数（各年4月1日現在） （単位:人）

一般行政部門

特別行政部門

普通会計　小計

公営企業等会計部門

全部門合計

議会
総務
税務
労働
農林水産
商工
土木
民生
衛生
小　計
教　育
消　防
小　計

水　道
その他
小　計

平成30年
4
69
18
1
5
2
20
132
22
273
52
70
122
395
8
16
24
419

平成31年
4
71
18
1
4
2
24
128
20
272
54
0
54
326
8
16
24
350

対前年増減数
0
2
0
0
△1
0
4
△4
△2
△1
2
△70
△68
△69
0
0
0
△69

※県などへの派遣職員などを含む

（2）事由別退職者数（平成30年度） （単位:人）

※1 県へ復帰は、割愛職員の数  ※2 岐阜市職員への身分統一のため。退職後に再任用となった職員は除く

職　種
一般行政職
保健師

保育士･教諭
技能労務職
消防職
合　計

定年退職

4
1

5

2

2

1
1
4

70
76

4

4 0 0 0 0

早期退職自己退職 県へ復帰分限免職懲戒免職 失　職 死亡退職 計
7
1
8
1
70
87

2 職員の人事評価の状況（平成30年度）
〈能力評価〉

評価の回数
評価の時期
評価の対象職員
評価の方法

年2回
平成30年9月、平成31年3月

全職員
直属の上司(管理職)による4段階評価

〈業績評価〉
評価の回数
評価の時期
評価の対象職員
評価の方法

年1回
平成31年3月
全職員

直属の上司(管理職)による5段階評価

（2）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢

平成30年度
平成31年度

一般行政職
平均給与月額
381,900
428,200

平均給料月額
314,100 
311,900 

平均年齢
42.8
42.8

技能労務職
平均給与月額
237,400
235,300

平均給料月額
225,300
223,300

平均年齢
51.8
51.2

（各年度4月1日現在）

※平均給与月額には、給料のほか扶養、住居、時間外勤務などの各手当を含む

（3）職員の初任給（一般行政職）

平成30年度
平成31年度
国（平成31年度）

大学卒
179,200
180,700
180,700

短大卒
159,800
161,300
161,300

高校卒
147,100
148,600
148,600

 （各年度4月1日現在）（単位:円）

※平成30年度人事院勧告により、1,500円の引き上げあり

（6）退職手当の支給率
区　分
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

自己都合退職
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

定年退職
24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

（平成31年4月1日現在）

※岐阜県市町村職員退職手当組合の規定によるもの

（7）特別職の報酬等 （平成31年4月1日現在）

給料

報酬

区　分
2.225月分
2.225月分
4.450月分
2.225月分
2.225月分
4.450月分

　　　　
6月期
12月期

計
6月期
12月期

計

期末手当

議長
副議長
議員

給料月額等
860,000 
720,000 
650,000 
385,000 
330,000 
308,000 

市長
副市長
教育長

（4）一般行政職の級別職員数 （各年度4月1日現在）

平成30年度

平成31年度

標準的な職務内容
職員数（人）
構成比（％）
職員数（人）
構成比（％）

7級
部長・総括課長
11
6.0
12
6.5

6級
課長・主幹
21
11.5
23
12.4

5級
総括課長補佐
24
13.2
25
13.4

4級
課長補佐
45
24.7
37
19.9

3級
主査
31
17.0
34
18.3

2級
主任
25
13.7
24
12.9

1級
主事
25
13.7
31
16.7

3 職員の給与の状況
（1）人件費の状況（平成30年度普通会計決算）
住民基本台帳人口(年度末)／人

54,735
人件費(B)／千円
3,028,472

実質収支／千円
763,473

前年度の人件費率／％
17.0

歳出額(A)／千円
18,023,245

人件費率(B/A)／％
16.8

（5）職員手当の状況（一般行政職） （平成31年4月1日現在）（単位:円）
平均支給月額

10,000
24,700

4,800

2,600

47,900

101,300

平成30年年額
1,547,800
期末手当
889,500
勤勉手当
658,300
4,400

手当名

地域手当
住居手当

通勤手当

期末手当
勤勉手当

宿日直手当

支給額等／円
6,500 
10,000 
6,500 

(給料＋管理職手当＋扶養手当)×3％
27,000
55,000

2,000～24,500
日額　2,000
日額　3,000

1体当たり　500
月額　59,600
月額　44,400
時間単価×1.25
時間単価×1.50
時間単価×1.35
時間単価×1.60
時間単価×1.50
時間単価×1.75
時間単価×1.50
時間単価×1.75

1回当たり　4,400

配偶者 
子 
父母等
  
借家・借間居住者　最高支給限度額
交通機関利用者　運賃等相当額に応じて最高支給限度額
自動車等使用者　片道2km以上
感染症防疫作業手当
死体取扱手当
犬猫等死体取扱手当
部長級
課長級
勤務日　下記以外
　　　　午後10時～午前5時
週休日　下記以外
　　　　午後10時～午前5時
　　勤務日 下記以外
 午後10時～午前5時
　　週休日 下記以外
 午後10時～午前5時
 期末手当　　　勤勉手当  
　  6月期 
　12月期 
　　 計     
※職務の級等による加算措置　有

60

超
間
時

扶養手当

特殊勤務手当

管理職手当

時間外勤務手当

22,800

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

（2）年次有給休暇の状況（H30.1.1～H30.12.31）    （単位:日）
制度の概要

1年につき20日付与※付与された翌年に限り繰越可能(最大40日)
平均取得日数
10.7

平均付与日数
35.97

4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）職員の勤務時間（標準的なもの）     

開始時間
8時30分

終了時間
17時15分

休憩時間
12時～13時

1日の勤務時間
7時間45分

1週間の勤務時間
38時間45分

（3）その他の休暇制度の導入状況
休暇日数等

必要と認められる期間
必要と認められる期間
必要と認められる期間
1年につき5日
連続する5日の範囲内の期間
出産予定日までの6週間
出産日の翌日から8週間

1歳未満の子を養育する職員につき1日2回各30分以内

2日の範囲内
1年につき5日(小学校就学前の子に限る)
続柄及び死亡日の生計関係により、1～7日の連続する範囲内
1日
7月～9月の期間内で連続する3日
7日
必要と認められる期間
必要と認められる期間
1年につき30日の範囲内
１の要介護状態につき連続する6月の範囲内
１日につき２時間を超えない範囲内
子が3歳に達する日までの範囲内

休暇の種類
選挙権、権利行使
証人、鑑定人、参考人

骨髄提供
ボランティア活動

結婚
出産前
出産後
育児時間

(男性の育児参加含)
妻の出産
子の看病
親族の死亡
父母の追悼
夏季休暇

住居滅失、損壊
交通機関の事故
通勤途上の危険
組合休暇
介護休暇
介護時間
育児休暇

有給

無給

5 職員の休業の状況

※3歳未満の子を養育する職員であれば、男女を問わず取得可能

育児休業の状況（平成31年4月1日現在）  （単位:人）

部分休業
取得者数
1
0
1

育児休業
取得者数
0
11
11

部分休業
取得者数
0
0
0

育児休業
取得者数
0
6
6

育児休業
対象者数
16
6
22

区分

男性
女性
計

平成30年度に新たに取得可能となった職員 前年度からの継続者

（3）職員表彰の状況（平成30年度）

7 職員の服務の状況
（1）宿日直業務の状況（平成30年度）
庁　舎

穂積庁舎

　　　業務形態
宿直業務 男性1名

日直業務 2名

頻　度
1.7ヶ月に1回

4ヶ月に1回（穂積庁舎職員）
6ヶ月に１回（巣南庁舎職員）

（2）職員自動車事故の状況（平成30年度） （単位:件） （単位:人）
状　況
公用車

通勤途上
その他私用車

件　数
12
7
14

表彰の種類
勤続40年
勤続30年
勤続20年

人数
3
1
8

8 職員の退職管理の状況
　本市では職員の退職管理を適正に確保するため、「瑞穂市職員の退職管理に関する条例」および「瑞穂市職員の退職管理に関する規則」を定め、元職員による現職職員への働きかけを規制するな
ど適正な退職管理に取り組んでいます。

9 職員の研修の状況
職員研修の実施状況（平成30年度） （単位:人）

受講者数
46 
56 
15 
8 
5 

1,459 
10 

区　分

短期研修

長期研修

その他

市町村研修センター

大垣共立銀行
研修機関派遣　市町村職員中央研修所　他
職場内研修
日本経営協会研修　他

主な研修内容等
基礎研修 ： 課長級研修 ほか
専門研修 ： 公文書作成講座、パソコン講座 ほか
特別研修 ： 保育士研修 ほか
新入社員研修 ： 新人接遇研修
議会事務 ほか
セクハラ・パワハラ防止、クレーム対応 ほか
選挙管理事務の基本実務 ほか

（3）措置要求および不服申立ての状況（平成30年度）
　  該当なし

10 職員の福祉および利益の保護の状況
（1）職員の定期健康診断の状況（平成30年度） （単位:人）

※人間ドック受診者は除く

検診区分

一般検診 員
職
全

害
災
務
公

対象者
30歳未満の職員
30～34歳職員
35～39歳職員
40歳以上の職員

計

受診者数
80 
40 
31 
170 
321 

（2）公務災害の発生状況（平成30年度） （単位:件）
区　分

職務遂行中の負傷
職務に伴う合理的行為または準備・後始末中の負傷
出張中の負傷
レクリエーション参加中の負傷
その他の行為中の負傷
通勤災害

災害件数
4 
0 
0 
0 
0 
1 

6 職員の分限および懲戒処分の状況
（平成30年度） （単位:人）

区　分
分限処分
懲戒処分

処分者数
3
0

備考
病気休職

　
瑞
穂
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
第
６
条
に

基
づ
き
、人
事
行
政
の
運
営
状
況
に
つ

い
て
公
表
し
ま
す
。

一般行政職（行政）
一般行政職（土木）
一般行政職（建築）

一般行政職（障がい者）
保育士

精神保健福祉士
調理員
合　計

※1

※2

0.925月分
0.925月分
1.850月分

1.300月分 　
1.300月分 　
2.600月分 　
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人事行政
の

あらまし

1 職員の任免および職員数に関する状況
（1）職員の採用・退職の状況 （単位:人）

※県からの割愛および任期付職員含む

職　種
一般行政職
保健師

保育士･教諭
技能労務職
消防職
合　計

H30.4.1現在
211
10
115
13
70
419

退職者数
7
1
8
1
70
87

採用者数
13
0
3
2
0
18

H31.4.1現在
217
9
110
14
0
350

（3）採用試験の実施状況（平成30年度） （単位:人）
職　種 申込者数

98
6
4
1
15
1
2
127

受験者数
78
4
3
1
11
1
2
100

採用者数
6
1
1
1
3
0
2
14

（4）部門別職員数（各年4月1日現在） （単位:人）

一般行政部門

特別行政部門

普通会計　小計

公営企業等会計部門

全部門合計

議会
総務
税務
労働
農林水産
商工
土木
民生
衛生
小　計
教　育
消　防
小　計

水　道
その他
小　計

平成30年
4
69
18
1
5
2
20
132
22
273
52
70
122
395
8
16
24
419

平成31年
4
71
18
1
4
2
24
128
20
272
54
0
54
326
8
16
24
350

対前年増減数
0
2
0
0
△1
0
4
△4
△2
△1
2
△70
△68
△69
0
0
0
△69

※県などへの派遣職員などを含む

（2）事由別退職者数（平成30年度） （単位:人）

※1 県へ復帰は、割愛職員の数  ※2 岐阜市職員への身分統一のため。退職後に再任用となった職員は除く

職　種
一般行政職
保健師

保育士･教諭
技能労務職
消防職
合　計

定年退職

4
1

5

2

2

1
1
4

70
76

4

4 0 0 0 0

早期退職自己退職 県へ復帰分限免職懲戒免職 失　職 死亡退職 計
7
1
8
1
70
87

2 職員の人事評価の状況（平成30年度）
〈能力評価〉

評価の回数
評価の時期
評価の対象職員
評価の方法

年2回
平成30年9月、平成31年3月

全職員
直属の上司(管理職)による4段階評価

〈業績評価〉
評価の回数
評価の時期
評価の対象職員
評価の方法

年1回
平成31年3月
全職員

直属の上司(管理職)による5段階評価

（2）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢

平成30年度
平成31年度

一般行政職
平均給与月額
381,900
428,200

平均給料月額
314,100 
311,900 

平均年齢
42.8
42.8

技能労務職
平均給与月額
237,400
235,300

平均給料月額
225,300
223,300

平均年齢
51.8
51.2

（各年度4月1日現在）

※平均給与月額には、給料のほか扶養、住居、時間外勤務などの各手当を含む

（3）職員の初任給（一般行政職）

平成30年度
平成31年度
国（平成31年度）

大学卒
179,200
180,700
180,700

短大卒
159,800
161,300
161,300

高校卒
147,100
148,600
148,600

 （各年度4月1日現在）（単位:円）

※平成30年度人事院勧告により、1,500円の引き上げあり

（6）退職手当の支給率
区　分
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

自己都合退職
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

定年退職
24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

（平成31年4月1日現在）

※岐阜県市町村職員退職手当組合の規定によるもの

（7）特別職の報酬等 （平成31年4月1日現在）

給料

報酬

区　分
2.225月分
2.225月分
4.450月分
2.225月分
2.225月分
4.450月分

　　　　
6月期
12月期

計
6月期
12月期

計

期末手当

議長
副議長
議員

給料月額等
860,000 
720,000 
650,000 
385,000 
330,000 
308,000 

市長
副市長
教育長

（4）一般行政職の級別職員数 （各年度4月1日現在）

平成30年度

平成31年度

標準的な職務内容
職員数（人）
構成比（％）
職員数（人）
構成比（％）

7級
部長・総括課長
11
6.0
12
6.5

6級
課長・主幹
21
11.5
23
12.4

5級
総括課長補佐
24
13.2
25
13.4

4級
課長補佐
45
24.7
37
19.9

3級
主査
31
17.0
34
18.3

2級
主任
25
13.7
24
12.9

1級
主事
25
13.7
31
16.7

3 職員の給与の状況
（1）人件費の状況（平成30年度普通会計決算）
住民基本台帳人口(年度末)／人

54,735
人件費(B)／千円
3,028,472

実質収支／千円
763,473

前年度の人件費率／％
17.0

歳出額(A)／千円
18,023,245

人件費率(B/A)／％
16.8

（5）職員手当の状況（一般行政職） （平成31年4月1日現在）（単位:円）
平均支給月額

10,000
24,700

4,800

2,600

47,900

101,300

平成30年年額
1,547,800
期末手当
889,500
勤勉手当
658,300
4,400

手当名

地域手当
住居手当

通勤手当

期末手当
勤勉手当

宿日直手当

支給額等／円
6,500 
10,000 
6,500 

(給料＋管理職手当＋扶養手当)×3％
27,000
55,000

2,000～24,500
日額　2,000
日額　3,000

1体当たり　500
月額　59,600
月額　44,400
時間単価×1.25
時間単価×1.50
時間単価×1.35
時間単価×1.60
時間単価×1.50
時間単価×1.75
時間単価×1.50
時間単価×1.75

1回当たり　4,400

配偶者 
子 
父母等
  
借家・借間居住者　最高支給限度額
交通機関利用者　運賃等相当額に応じて最高支給限度額
自動車等使用者　片道2km以上
感染症防疫作業手当
死体取扱手当
犬猫等死体取扱手当
部長級
課長級
勤務日　下記以外
　　　　午後10時～午前5時
週休日　下記以外
　　　　午後10時～午前5時
　　勤務日 下記以外
 午後10時～午前5時
　　週休日 下記以外
 午後10時～午前5時
 期末手当　　　勤勉手当  
　  6月期 
　12月期 
　　 計     
※職務の級等による加算措置　有

60

超
間
時

扶養手当

特殊勤務手当

管理職手当

時間外勤務手当

22,800

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

（2）年次有給休暇の状況（H30.1.1～H30.12.31）    （単位:日）
制度の概要

1年につき20日付与※付与された翌年に限り繰越可能(最大40日)
平均取得日数
10.7

平均付与日数
35.97

4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）職員の勤務時間（標準的なもの）     

開始時間
8時30分

終了時間
17時15分

休憩時間
12時～13時

1日の勤務時間
7時間45分

1週間の勤務時間
38時間45分

（3）その他の休暇制度の導入状況
休暇日数等

必要と認められる期間
必要と認められる期間
必要と認められる期間
1年につき5日
連続する5日の範囲内の期間
出産予定日までの6週間
出産日の翌日から8週間

1歳未満の子を養育する職員につき1日2回各30分以内

2日の範囲内
1年につき5日(小学校就学前の子に限る)
続柄及び死亡日の生計関係により、1～7日の連続する範囲内
1日
7月～9月の期間内で連続する3日
7日
必要と認められる期間
必要と認められる期間
1年につき30日の範囲内
１の要介護状態につき連続する6月の範囲内
１日につき２時間を超えない範囲内
子が3歳に達する日までの範囲内

休暇の種類
選挙権、権利行使
証人、鑑定人、参考人

骨髄提供
ボランティア活動

結婚
出産前
出産後
育児時間

(男性の育児参加含)
妻の出産
子の看病
親族の死亡
父母の追悼
夏季休暇

住居滅失、損壊
交通機関の事故
通勤途上の危険
組合休暇
介護休暇
介護時間
育児休暇

有給

無給

5 職員の休業の状況

※3歳未満の子を養育する職員であれば、男女を問わず取得可能

育児休業の状況（平成31年4月1日現在）  （単位:人）

部分休業
取得者数
1
0
1

育児休業
取得者数
0
11
11

部分休業
取得者数
0
0
0

育児休業
取得者数
0
6
6

育児休業
対象者数
16
6
22

区分

男性
女性
計

平成30年度に新たに取得可能となった職員 前年度からの継続者

（3）職員表彰の状況（平成30年度）

7 職員の服務の状況
（1）宿日直業務の状況（平成30年度）
庁　舎

穂積庁舎

　　　業務形態
宿直業務 男性1名

日直業務 2名

頻　度
1.7ヶ月に1回

4ヶ月に1回（穂積庁舎職員）
6ヶ月に１回（巣南庁舎職員）

（2）職員自動車事故の状況（平成30年度） （単位:件） （単位:人）
状　況
公用車

通勤途上
その他私用車

件　数
12
7
14

表彰の種類
勤続40年
勤続30年
勤続20年

人数
3
1
8

8 職員の退職管理の状況
　本市では職員の退職管理を適正に確保するため、「瑞穂市職員の退職管理に関する条例」および「瑞穂市職員の退職管理に関する規則」を定め、元職員による現職職員への働きかけを規制するな
ど適正な退職管理に取り組んでいます。

9 職員の研修の状況
職員研修の実施状況（平成30年度） （単位:人）

受講者数
46 
56 
15 
8 
5 

1,459 
10 

区　分

短期研修

長期研修

その他

市町村研修センター

大垣共立銀行
研修機関派遣　市町村職員中央研修所　他
職場内研修
日本経営協会研修　他

主な研修内容等
基礎研修 ： 課長級研修 ほか
専門研修 ： 公文書作成講座、パソコン講座 ほか
特別研修 ： 保育士研修 ほか
新入社員研修 ： 新人接遇研修
議会事務 ほか
セクハラ・パワハラ防止、クレーム対応 ほか
選挙管理事務の基本実務 ほか

（3）措置要求および不服申立ての状況（平成30年度）
　  該当なし

10 職員の福祉および利益の保護の状況
（1）職員の定期健康診断の状況（平成30年度） （単位:人）

※人間ドック受診者は除く

検診区分

一般検診 員
職
全

害
災
務
公

対象者
30歳未満の職員
30～34歳職員
35～39歳職員
40歳以上の職員

計

受診者数
80 
40 
31 
170 
321 

（2）公務災害の発生状況（平成30年度） （単位:件）
区　分

職務遂行中の負傷
職務に伴う合理的行為または準備・後始末中の負傷
出張中の負傷
レクリエーション参加中の負傷
その他の行為中の負傷
通勤災害

災害件数
4 
0 
0 
0 
0 
1 

6 職員の分限および懲戒処分の状況
（平成30年度） （単位:人）

区　分
分限処分
懲戒処分

処分者数
3
0

備考
病気休職

　
瑞
穂
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
第
６
条
に

基
づ
き
、人
事
行
政
の
運
営
状
況
に
つ

い
て
公
表
し
ま
す
。

一般行政職（行政）
一般行政職（土木）
一般行政職（建築）

一般行政職（障がい者）
保育士

精神保健福祉士
調理員
合　計

※1

※2

0.925月分
0.925月分
1.850月分

1.300月分 　
1.300月分 　
2.600月分 　
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●予約・申込・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　

大腸がん検診のお知らせ

離乳食教室(７～８か月対象)のお知らせ

がん検診の予約状況について

　岐阜県の補助により40歳～69歳のかたは無料で受けられます！

　じょうずに「ゴックン」ができるようになったら、そろそろモグモグ期。この時期の離乳食の進め方の話や、実際に試食をして
固さや味つけなどを確認するための教室です。（毎月１回行っています）

　予約制がん検診の10月16日現在の予約状況は以下のとおりです

実施期間 11月1日（金）～12月14日（土）
検査内容 便潜血反応検査（２日法）
対　　象 40歳以上のかた　　

※年齢の基準は、平成３１年４月１日現在です

自己負担金 ①40歳～69歳のかた　
　⇒　無料
②70歳以上のかた　
　⇒　５００円（医療機関窓口にてお支払いください）

実施場所＜検診票・採便容器の送付について＞　
以下のかたには一斉送付いたします
①平成３１年4月1日現在、40歳のかた
②平成２８～３０年度内に市の大腸がん検診を
　受けたことのあるかた
※上記以外のかたは、電話での申し込みにより検診票
　と採便容器を発送します

●電話予約について
☎327-8611（健康推進課直通電話番号のみ）
受付時間　8:45～17:15
（土・日および祝日、時間外の受付はできません）

検診種別 11月 12月 計

乳 が ん 検 診

胃 が ん 検 診

肺 が ん 検 診
※一部予約制

定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率

600人
544人
90.7％
500人
349人
69.8％
160人
130人
81.3％

600人
258人
43％
200人
62人
31％
80人
11人
13.8％

1,200人
802人
66.8％
700人
411人
58.7％
240人
141人
58.8％

●予約・問い合わせ　岐阜保健所 健康増進課 保健予防係　☎３８０-３００４

令和元年度 岐阜保健所 こころの健康相談

期　　日 １１月２１日（木）、令和２年２月２０日（木）　
時　　間 １３：３０～１５：００
場　　所 保健センター（総合センター３階）

　岐阜保健所が管轄している市町に出向き、精神科の
専門医による相談を定期的に開催します。

◯費用は無料、完全予約制です
◯相談者のプライバシーに配慮し、秘密は厳守します
◯ご本人以外のご家族、ご友人などからの相談も
　お受けします
◯１回の相談は約３０分です
◯相談を希望される場合は、事前にご予約ください

●問い合わせ　岐阜市民病院　☎251-1101（担当者内線4309）

第2回岐阜市民病院・もとす医師会・瑞穂市公開講座のおしらせ
日　　時 11月9日（土） 

14：30～16：00（受付14：00～）
場　　所 市民センター　ハナミズキホール

講　　演 １．認知症(物忘れ)について　　明石クリニック院長　明石 憲尚医師
２．緩和ケアに関する最近の話題　　岐阜市民病院副院長　杉山 保幸医師
３．大腸がんの最新の内視鏡治療について
　岐阜市民病院 消化器内科部副部長・治療管理センター長　小木曽 富生医師

入 場 料 無料

対 象 者 一般のかたにもわかりやすい講座になっています。
どなたでもご参加ください。

定　　員 150名（定員に達し次第締切）
申　　込 健康推進課　☎327-8611

日　　時 ①１１月２８日（木） または ②１２月２６日（木） １０：３０～１１：３０
場　　所 保健センター（総合センター３階）
持 ち 物 普段使用しているお子さん用のスプーン、お茶碗、とり皿、母子健康手帳
定　　員 ２０組　※要予約
申込期限 ①１１月２１日（木）、②１２月１９日（木）まで　

※定員に達し次第締切 ※託児を希望されるかたは申込み時にお伝えください

対　　象 市内にお住まいの概ね７～８か月のお子さんとその保護者

●ウェブ予約について
瑞穂けんこうナビ 検索
https://city-mizuho-i.
secure.force.com

◉国民健康保険の保険証は受け取られましたか？
　１０月中旬に、翌年１０月末日有効期限の保険証を簡易書留で発送しました。
　まだ受け取られていない場合は下記のとおり医療保険課にて受け取りをお願いします。

①ご本人・同じ世帯のかたが来られる場合　
　印鑑と本人確認できるもの（運転免許証など）をお持ちください。
②①以外のかたが来られる場合
　委任状が必要ですので事前にお問い合わせください。

＊保険税の未納で保険証をお送りできていない場合もあります。納税相談は随時行っています。

◉「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象です。
　※その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」の添付が必要です。平成３１年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付したかたには、１１月上旬
に日本年金機構本部から証明書を送付します。年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書を添付してください。
　※令和元年１０月１日から１２月３１日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付したかたには、翌年２月上旬に
送付します
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付したご本人の社会保険料控除に加えることができます。ご
家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
　証明書についての照会は、控除証明書のハガキに記されている番号にお問い合わせください。

年末調整・確定申告まで大切に保管を！

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

委託医療機関（市内１５医療機関）※５０音順
明石クリニック（旧下野外科胃腸科医院）・宇土医
院・国枝医院・さくらクリニック・サンシャインＭ＆
Ｄクリニック・関谷皮フ科・高木クリニック・所内科
医院・名和内科・広瀬内科クリニック・福田内科医
院・みずほクリニック・三輪クリニック・吉村内科・
若園医院
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●予約・申込・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　

大腸がん検診のお知らせ

離乳食教室(７～８か月対象)のお知らせ

がん検診の予約状況について

　岐阜県の補助により40歳～69歳のかたは無料で受けられます！

　じょうずに「ゴックン」ができるようになったら、そろそろモグモグ期。この時期の離乳食の進め方の話や、実際に試食をして
固さや味つけなどを確認するための教室です。（毎月１回行っています）

　予約制がん検診の10月16日現在の予約状況は以下のとおりです

実施期間 11月1日（金）～12月14日（土）
検査内容 便潜血反応検査（２日法）
対　　象 40歳以上のかた　　

※年齢の基準は、平成３１年４月１日現在です

自己負担金 ①40歳～69歳のかた　
　⇒　無料
②70歳以上のかた　
　⇒　５００円（医療機関窓口にてお支払いください）

実施場所＜検診票・採便容器の送付について＞　
以下のかたには一斉送付いたします
①平成３１年4月1日現在、40歳のかた
②平成２８～３０年度内に市の大腸がん検診を
　受けたことのあるかた
※上記以外のかたは、電話での申し込みにより検診票
　と採便容器を発送します

●電話予約について
☎327-8611（健康推進課直通電話番号のみ）
受付時間　8:45～17:15
（土・日および祝日、時間外の受付はできません）

検診種別 11月 12月 計

乳がん検診

胃がん検診

肺がん検診
※一部予約制

定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率

600人
544人
90.7％
500人
349人
69.8％
160人
130人
81.3％

600人
258人
43％
200人
62人
31％
80人
11人
13.8％

1,200人
802人
66.8％
700人
411人
58.7％
240人
141人
58.8％

●予約・問い合わせ　岐阜保健所 健康増進課 保健予防係　☎３８０-３００４

令和元年度 岐阜保健所 こころの健康相談

期　　日 １１月２１日（木）、令和２年２月２０日（木）　
時　　間 １３：３０～１５：００
場　　所 保健センター（総合センター３階）

　岐阜保健所が管轄している市町に出向き、精神科の
専門医による相談を定期的に開催します。

◯費用は無料、完全予約制です
◯相談者のプライバシーに配慮し、秘密は厳守します
◯ご本人以外のご家族、ご友人などからの相談も
　お受けします
◯１回の相談は約３０分です
◯相談を希望される場合は、事前にご予約ください

●問い合わせ　岐阜市民病院　☎251-1101（担当者内線4309）

第2回岐阜市民病院・もとす医師会・瑞穂市公開講座のおしらせ
日　　時 11月9日（土） 

14：30～16：00（受付14：00～）
場　　所 市民センター　ハナミズキホール

講　　演 １．認知症(物忘れ)について　　明石クリニック院長　明石 憲尚医師
２．緩和ケアに関する最近の話題　　岐阜市民病院副院長　杉山 保幸医師
３．大腸がんの最新の内視鏡治療について
　岐阜市民病院 消化器内科部副部長・治療管理センター長　小木曽 富生医師

入 場 料 無料

対 象 者 一般のかたにもわかりやすい講座になっています。
どなたでもご参加ください。

定　　員 150名（定員に達し次第締切）
申　　込 健康推進課　☎327-8611

日　　時 ①１１月２８日（木） または ②１２月２６日（木） １０：３０～１１：３０
場　　所 保健センター（総合センター３階）
持 ち 物 普段使用しているお子さん用のスプーン、お茶碗、とり皿、母子健康手帳
定　　員 ２０組　※要予約
申込期限 ①１１月２１日（木）、②１２月１９日（木）まで　

※定員に達し次第締切 ※託児を希望されるかたは申込み時にお伝えください

対　　象 市内にお住まいの概ね７～８か月のお子さんとその保護者

●ウェブ予約について
瑞穂けんこうナビ 検索
https://city-mizuho-i.
secure.force.com

◉国民健康保険の保険証は受け取られましたか？
　１０月中旬に、翌年１０月末日有効期限の保険証を簡易書留で発送しました。
　まだ受け取られていない場合は下記のとおり医療保険課にて受け取りをお願いします。

①ご本人・同じ世帯のかたが来られる場合　
　印鑑と本人確認できるもの（運転免許証など）をお持ちください。
②①以外のかたが来られる場合
　委任状が必要ですので事前にお問い合わせください。

＊保険税の未納で保険証をお送りできていない場合もあります。納税相談は随時行っています。

◉「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象です。
　※その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」の添付が必要です。平成３１年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付したかたには、１１月上旬
に日本年金機構本部から証明書を送付します。年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書を添付してください。
　※令和元年１０月１日から１２月３１日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付したかたには、翌年２月上旬に
送付します
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付したご本人の社会保険料控除に加えることができます。ご
家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
　証明書についての照会は、控除証明書のハガキに記されている番号にお問い合わせください。

年末調整・確定申告まで大切に保管を！

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

委託医療機関（市内１５医療機関）※５０音順
明石クリニック（旧下野外科胃腸科医院）・宇土医
院・国枝医院・さくらクリニック・サンシャインＭ＆
Ｄクリニック・関谷皮フ科・高木クリニック・所内科
医院・名和内科・広瀬内科クリニック・福田内科医
院・みずほクリニック・三輪クリニック・吉村内科・
若園医院
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　第7回ほづみ夜市を12月7日（土）に開催します。
（12月6日(金)は前夜祭の開催も検討中）
　開催時間や企画、出店店舗などの詳細は、決まり
次第、随時「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想協議
会」のfacebookページでお知らせします。

●問い合わせ

ワイワイ会議の開催予定や話し合いの内容などは、「瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議
会」というfacebook ページで公開しています。『穂積 駅前』などで検索してみてください。
https://www.facebook.com/hozumiekimaekyotennka/

総合政策課　
☎327-4128　　327-4103　
　sougou@city.mizuho.lg.jp

興味のあるかたは、下記連絡先までご連絡ください！

ワイワイ会議事務局 駅前拠点事務所
別府658番地13
☎329-5520　　329-5521　　hozumiekishu@gmail.com

◆と　き　11月10日（日）　9:00～11:00
◆ところ　中ふれあい広場グランド（美江寺276番地）

11月10日は、
瑞穂市総合防災訓練！

～災害に備え、防災知識の向上をめざす～
防災訓練に参加しましょう

健康づくりでお得をゲット！　清流の国健康ポイント事業　実施中！ ミナモ健康カードを提示して県内協力店で特典をゲット！　清流の国健康ポイント事業　実施中！

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

商工農政観光課
からのお知らせ

　野外でゴミを焼却することは、法律で禁止されています。
　ただし、農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却および国・地方公共団体が堤防
の草刈後の草の焼却など施設管理を行なうための廃棄物の焼却については、周辺の住民に迷惑をかけない範囲で
例外として認められています。
　秋の収穫期を迎え、農作業に伴う稲わら、あぜ草、果樹の葉やせん定枝などをやむを得ず
焼却する場合は、周辺のかたがたに煙による迷惑がおよばないよう、草や枝などをよく乾燥
させ、速やかに消火できる準備を整えたうえ、風のない昼間に焼却してください。
　また、家庭ゴミや庭木など、他からゴミを持ち込み焼却することのないよう、周辺住民のか
たや、環境に対する最大限の配慮をお願いします。

　わが国では、毎年のように地震、台風、大雨などの自然災害が発生し、各地で多くの被害が出ています。なかでも、平成23年3月
11日に発生した東日本大震災では、地震と津波などにより死者・行方不明者が2万2,000人を超える甚大な被害が発生しました。
　また直下型地震や南海トラフ巨大地震といった大規模地震の切迫性も指摘されています。
　このような状況の下、市民一人ひとりが災害に対する正しい知識を身につけ、いざというときに落ち着いて行動できるようにし
ておくことが、被害を最小限にするために非常に重要です。また、災害に対する備えは日頃の防災意識や防災訓練の体験によって
培われますので、そのためにも防災訓練に積極的に参加することが望まれます。

　今年度の瑞穂市防災訓
練では、瑞穂消防団ほか
防災協定締結団体などが
参加し、訓練を披露しま
す。倒壊家屋での救助犬
訓練も実施されますので、
ぜひこの機会に防災訓練
にご参加ください。

稲わら・せん定枝などを燃やすときは
周りに迷惑がかからないように

防災
あれこれ

①非常脱出口の確保など身の安全を守ること
②非常持ち出し品の準備、避難地までの順路の確認
③消火器具の正しい使い方などの習得、冷静に火災を防ぐこと
④正しい情報の入手方法
⑤軽いけがの処置など、協力して行う応急救護の方法

⑥地域の住民などで協力して行う救出活動の方法
⑦避難前の安全確認
⑧家族や近隣の人の安否を確認する方法
⑨周囲の危険地域の確認
⑩行政や消防署の役割、自分でできることの確認

防災訓練に参加する際に、心がけておくこと

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

訓
練
内
容
な
ど

地震体験車

初期消火訓練

煙避難体験

放水訓練

瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ
第7回ほづみ夜市、開催決定！

　ワイワイ会議では、会場の
設営や開会中の運営にご
協力いただけるかたを募集し
ています。

ほづみ夜市ボランティア募集中！

駅前の活性化に
ご興味のある皆さん、

ぜひこの機会にご参加ください！
興味のあるかたは、下記
連絡先までご連絡ください！

　ほづみ夜市とは、「汽車まつり」
が駅前で開催されていたときのよ
うに、元気で、みんなが集まってく
る駅前を復活させたい！という地域
の皆さんの想いから、自分達の力
でやってみようとワイワイ会議で
企画・開催している取り組みです。
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　第7回ほづみ夜市を12月7日（土）に開催します。
（12月6日(金)は前夜祭の開催も検討中）
　開催時間や企画、出店店舗などの詳細は、決まり
次第、随時「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想協議
会」のfacebookページでお知らせします。

●問い合わせ

ワイワイ会議の開催予定や話し合いの内容などは、「瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議
会」というfacebook ページで公開しています。『穂積 駅前』などで検索してみてください。
https://www.facebook.com/hozumiekimaekyotennka/

総合政策課　
☎327-4128　　327-4103　
　sougou@city.mizuho.lg.jp

興味のあるかたは、下記連絡先までご連絡ください！

ワイワイ会議事務局 駅前拠点事務所
別府658番地13
☎329-5520　　329-5521　　hozumiekishu@gmail.com

◆と　き　11月10日（日）　9:00～11:00
◆ところ　中ふれあい広場グランド（美江寺276番地）

11月10日は、
瑞穂市総合防災訓練！

～災害に備え、防災知識の向上をめざす～
防災訓練に参加しましょう

健康づくりでお得をゲット！　清流の国健康ポイント事業　実施中！ ミナモ健康カードを提示して県内協力店で特典をゲット！　清流の国健康ポイント事業　実施中！

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

商工農政観光課
からのお知らせ

　野外でゴミを焼却することは、法律で禁止されています。
　ただし、農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却および国・地方公共団体が堤防
の草刈後の草の焼却など施設管理を行なうための廃棄物の焼却については、周辺の住民に迷惑をかけない範囲で
例外として認められています。
　秋の収穫期を迎え、農作業に伴う稲わら、あぜ草、果樹の葉やせん定枝などをやむを得ず
焼却する場合は、周辺のかたがたに煙による迷惑がおよばないよう、草や枝などをよく乾燥
させ、速やかに消火できる準備を整えたうえ、風のない昼間に焼却してください。
　また、家庭ゴミや庭木など、他からゴミを持ち込み焼却することのないよう、周辺住民のか
たや、環境に対する最大限の配慮をお願いします。

　わが国では、毎年のように地震、台風、大雨などの自然災害が発生し、各地で多くの被害が出ています。なかでも、平成23年3月
11日に発生した東日本大震災では、地震と津波などにより死者・行方不明者が2万2,000人を超える甚大な被害が発生しました。
　また直下型地震や南海トラフ巨大地震といった大規模地震の切迫性も指摘されています。
　このような状況の下、市民一人ひとりが災害に対する正しい知識を身につけ、いざというときに落ち着いて行動できるようにし
ておくことが、被害を最小限にするために非常に重要です。また、災害に対する備えは日頃の防災意識や防災訓練の体験によって
培われますので、そのためにも防災訓練に積極的に参加することが望まれます。

　今年度の瑞穂市防災訓
練では、瑞穂消防団ほか
防災協定締結団体などが
参加し、訓練を披露しま
す。倒壊家屋での救助犬
訓練も実施されますので、
ぜひこの機会に防災訓練
にご参加ください。

稲わら・せん定枝などを燃やすときは
周りに迷惑がかからないように

防災
あれこれ

①非常脱出口の確保など身の安全を守ること
②非常持ち出し品の準備、避難地までの順路の確認
③消火器具の正しい使い方などの習得、冷静に火災を防ぐこと
④正しい情報の入手方法
⑤軽いけがの処置など、協力して行う応急救護の方法

⑥地域の住民などで協力して行う救出活動の方法
⑦避難前の安全確認
⑧家族や近隣の人の安否を確認する方法
⑨周囲の危険地域の確認
⑩行政や消防署の役割、自分でできることの確認

防災訓練に参加する際に、心がけておくこと

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

訓
練
内
容
な
ど

地震体験車

初期消火訓練

煙避難体験

放水訓練

瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ
第7回ほづみ夜市、開催決定！

　ワイワイ会議では、会場の
設営や開会中の運営にご
協力いただけるかたを募集し
ています。

ほづみ夜市ボランティア募集中！

駅前の活性化に
ご興味のある皆さん、

ぜひこの機会にご参加ください！
興味のあるかたは、下記
連絡先までご連絡ください！

　ほづみ夜市とは、「汽車まつり」
が駅前で開催されていたときのよ
うに、元気で、みんなが集まってく
る駅前を復活させたい！という地域
の皆さんの想いから、自分達の力
でやってみようとワイワイ会議で
企画・開催している取り組みです。
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○子育て世帯分
１１月中旬ごろに子育て世帯分の購入引換券を発送します。
今回発送分の対象者
令和元年８月１日から９月３０日までに生まれたお子さんがいる世帯
※平成２８年４月２日から令和元年７月３１日までに生まれたお子さんがいる
　世帯へは発送しました

○非課税者分　
申請期間　１１月２２日（金）まで
　　　　　穂積庁舎特設受付会場（３階大会議室）　
　　　　　８：３０～１７：００（土日祝日を除く）
◯瑞穂市に転入されたかたへ
　瑞穂市への転入手続きをされたかたで、他自治体が発行した購入引換券をお持ちのかたは、残りの購入回数に応
じて瑞穂市の購入引換券と交換することができます。福祉生活課または商工農政観光課へお越しください。
■手続きに必要なもの
・他の自治体で発行された購入引換券（原本）
・来庁されるかたの本人確認書類
※他自治体で購入したプレミアム付商品券は交換できません

瑞穂市プレミアム付商品券に関するお知らせ

●問い合わせ　（申請・購入対象者の確認に関すること）福祉生活課　　　　　　　☎327-4123
　　　　　　　（商品券の購入、使用に関すること）商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

令和元年度 瑞穂市職員採用第1次試験要項
令和2年4月採用予定

【一般行政職（行政・建築）（２次募集）】【保育士（３次募集）】

瑞穂市が求める人物像

試験方法

１1月30日（土）　　９：２０試験開始　　※なお、保育士受験のかたは、１２月１日（日）に実技試験を実施します試験日時
瑞穂市役所 穂積庁舎（瑞穂市別府1288番地）試験場所

■提出書類

■試験申込書の配布と受付

　試験申込書、履歴書※いずれも所定の様式のもの

受験手続

職種

一般行政職

保育士

行政

建築

Ａ 大学卒業程度
Ｂ 短大卒業程度
Ｃ 大学卒業程度

大学卒業程度

若干名
Ｄ

E

F

短大卒業程度

短大卒業程度

試験区分 受験資格採用予定人数

●申込・問い合わせ　総務課　〒501-0293 瑞穂市別府 1288番地　☎327-4111　

●問い合わせ　議会事務局　☎327-4121　　326-1336　　gikai@city.mizuho.lg.jp

11月5日（火）8時30分から11月15日（金）17時15分まで、瑞穂市役所穂積庁舎２階総務課の窓口にて、試験申込
書の配布と受付を行います。土日、祝日は行いません。

※試験区分における基準は、次のとおりとします。
・大学卒業程度：４年制大学卒業、または来春卒業予定のかた（大学院を含む）。
・短大卒業程度：３年制短期大学、２年制短期大学、専修学校、専門学校などを卒業、または来春卒業予定のかた。
　　　　　　　　ただし、大学卒業程度のかたはこの区分での受験はできません。

○市民協働のまちづくりを推進する､常に自己研鑽に努める人
○人間関係を円滑に築き､協調性･柔軟性のある人
○豊かな創造性と広い視野を持ち､情熱をもって行動する人
○市民全体の奉仕者としての使命感や気概をもって行動できる人

さん

■教養試験（１２０分）　　　※大学卒業程度、短大卒業程度の２区分に分けて実施
■建築専門試験（120分） ※建築受験のかたのみ実施
■保育士専門試験（90分）※保育士受験のかたのみ実施

■事務適性検査（10分）
■特別性格検査（50分）
■作文（60分）
■一次面接　※一般行政職受験のかたのみ実施予定

昭和61年4月2日以降に生まれたかた。ただし、令和元
年7月28日に実施した一般行政職（行政・建築）採用第
1次試験を受験されたかたは、受験できません。

昭和49年4月2日以降に生まれたかたで、保育士および
幼稚園教諭の資格を有するかた。または令和2年3月31
日までに取得見込みのかた。ただし、令和元年7月28日
および令和元年10月20日に実施した保育士採用第１次
試験を受験されたかたは、受験できません。

瑞穂市あたまの健康チェック DO YOU 
KNOW（脳）？

お申込みお待ちしています！
●問い合わせ  地域福祉高齢課（総合センター） ☎327-4126

実 施 日 11月6日（水）、13日（水）、20日（水）、27日（水）
時 間 ①１３：３０～　②１４：３０～

③１５：３０～　④１６：３０～

時間 9：３０～11：３０

所 要 時 間 結果説明含め、約３０分程度

場 　 所 総合センター２階　交流ルーム

対 　 象 ６０歳以上で要介護・要支援認定を
受けていないかた

申 込 方 法 各実施日の前日までに地域福祉
高齢課の窓口か電話にて
⇒

これが目印！

料 金 無料

１人１０分程度で行う認知機能テストです。
個別に質問をお聞きするもので、集団で行うことができません。
そのため、事前に予約が必要です。

あたまの健康
チェックとは？

集いの場のご案内（11月の予定）

●問い合わせ 地域福祉高齢課（総合センター）
☎３２７-４１２６
地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●問い合わせ 地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●瑞穂市認知症カフェ事業 ●みずほ生き活きサポーターによる瑞穂市介護予防カフェ
んな 　　っと 　　っと　カフェ　参加費：１００円 くつろぎカフェ　参加費：１００円み ず ほ

古橋
駅西
本田
牛牧

古橋北公民館
駅西会館
本田コミュニティセンター
牛牧南部コミュニティセンター

12日（火）
14日（木）
20日（水）
28日（木）

浄明寺（重里）　 13日（水）  9:30～11:00
いなほの家（本田）　 19日（火）10：００～11：30

～開かれた市議会を目指して～

議会中継・録画配信
に伴う意見交換会

　議会映像・予算決算検討部会が中心となり議会の中継・録画配信について、市民の皆さんにご意見
やご提言をお聞きする意見交換会を開催します。
　どなたでもご自由に参加できます。この機会にぜひご参加ください。
※議会の中継・録画配信について、ご意見等がございましたら議会事務局までお寄せください
　（郵送、ＦＡＸまたはＥメールなど）

１１月２４日（日）
市民センター（大ホール）
９：３０～１１：３０（受付 ９：１５～）

会　場

期　日

時　間

瑞穂市議会
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○子育て世帯分
１１月中旬ごろに子育て世帯分の購入引換券を発送します。
今回発送分の対象者
令和元年８月１日から９月３０日までに生まれたお子さんがいる世帯
※平成２８年４月２日から令和元年７月３１日までに生まれたお子さんがいる
　世帯へは発送しました

○非課税者分　
申請期間　１１月２２日（金）まで
　　　　　穂積庁舎特設受付会場（３階大会議室）　
　　　　　８：３０～１７：００（土日祝日を除く）
◯瑞穂市に転入されたかたへ
　瑞穂市への転入手続きをされたかたで、他自治体が発行した購入引換券をお持ちのかたは、残りの購入回数に応
じて瑞穂市の購入引換券と交換することができます。福祉生活課または商工農政観光課へお越しください。
■手続きに必要なもの
・他の自治体で発行された購入引換券（原本）
・来庁されるかたの本人確認書類
※他自治体で購入したプレミアム付商品券は交換できません

瑞穂市プレミアム付商品券に関するお知らせ

●問い合わせ　（申請・購入対象者の確認に関すること）福祉生活課　　　　　　　☎327-4123
　　　　　　　（商品券の購入、使用に関すること）商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

令和元年度 瑞穂市職員採用第1次試験要項
令和2年4月採用予定

【一般行政職（行政・建築）（２次募集）】【保育士（３次募集）】

瑞穂市が求める人物像

試験方法

１1月30日（土）　　９：２０試験開始　　※なお、保育士受験のかたは、１２月１日（日）に実技試験を実施します試験日時
瑞穂市役所 穂積庁舎（瑞穂市別府1288番地）試験場所

■提出書類

■試験申込書の配布と受付

　試験申込書、履歴書※いずれも所定の様式のもの

受験手続

職種

一般行政職

保育士

行政

建築

Ａ 大学卒業程度
Ｂ 短大卒業程度
Ｃ 大学卒業程度

大学卒業程度

若干名
Ｄ

E

F

短大卒業程度

短大卒業程度

試験区分 受験資格採用予定人数

●申込・問い合わせ　総務課　〒501-0293 瑞穂市別府 1288番地　☎327-4111　

●問い合わせ　議会事務局　☎327-4121　　326-1336　　gikai@city.mizuho.lg.jp

11月5日（火）8時30分から11月15日（金）17時15分まで、瑞穂市役所穂積庁舎２階総務課の窓口にて、試験申込
書の配布と受付を行います。土日、祝日は行いません。

※試験区分における基準は、次のとおりとします。
・大学卒業程度：４年制大学卒業、または来春卒業予定のかた（大学院を含む）。
・短大卒業程度：３年制短期大学、２年制短期大学、専修学校、専門学校などを卒業、または来春卒業予定のかた。
　　　　　　　　ただし、大学卒業程度のかたはこの区分での受験はできません。

○市民協働のまちづくりを推進する､常に自己研鑽に努める人
○人間関係を円滑に築き､協調性･柔軟性のある人
○豊かな創造性と広い視野を持ち､情熱をもって行動する人
○市民全体の奉仕者としての使命感や気概をもって行動できる人

さん

■教養試験（１２０分）　　　※大学卒業程度、短大卒業程度の２区分に分けて実施
■建築専門試験（120分） ※建築受験のかたのみ実施
■保育士専門試験（90分）※保育士受験のかたのみ実施

■事務適性検査（10分）
■特別性格検査（50分）
■作文（60分）
■一次面接　※一般行政職受験のかたのみ実施予定

昭和61年4月2日以降に生まれたかた。ただし、令和元
年7月28日に実施した一般行政職（行政・建築）採用第
1次試験を受験されたかたは、受験できません。

昭和49年4月2日以降に生まれたかたで、保育士および
幼稚園教諭の資格を有するかた。または令和2年3月31
日までに取得見込みのかた。ただし、令和元年7月28日
および令和元年10月20日に実施した保育士採用第１次
試験を受験されたかたは、受験できません。

瑞穂市あたまの健康チェック DO YOU 
KNOW（脳）？

お申込みお待ちしています！
●問い合わせ  地域福祉高齢課（総合センター） ☎327-4126

実 施 日 11月6日（水）、13日（水）、20日（水）、27日（水）
時 間 ①１３：３０～　②１４：３０～

③１５：３０～　④１６：３０～

時間 9：３０～11：３０

所 要 時 間 結果説明含め、約３０分程度

場 　 所 総合センター２階　交流ルーム

対 　 象 ６０歳以上で要介護・要支援認定を
受けていないかた

申 込 方 法 各実施日の前日までに地域福祉
高齢課の窓口か電話にて

⇒

これが目印！

料 金 無料

１人１０分程度で行う認知機能テストです。
個別に質問をお聞きするもので、集団で行うことができません。
そのため、事前に予約が必要です。

あたまの健康
チェックとは？

集いの場のご案内（11月の予定）

●問い合わせ 地域福祉高齢課（総合センター）
☎３２７-４１２６
地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●問い合わせ 地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●瑞穂市認知症カフェ事業 ●みずほ生き活きサポーターによる瑞穂市介護予防カフェ
んな 　　っと 　　っと　カフェ　参加費：１００円 くつろぎカフェ　参加費：１００円み ず ほ

古橋
駅西
本田
牛牧

古橋北公民館
駅西会館
本田コミュニティセンター
牛牧南部コミュニティセンター

12日（火）
14日（木）
20日（水）
28日（木）

浄明寺（重里）　 13日（水）  9:30～11:00
いなほの家（本田）　 19日（火）10：００～11：30

～開かれた市議会を目指して～

議会中継・録画配信
に伴う意見交換会

　議会映像・予算決算検討部会が中心となり議会の中継・録画配信について、市民の皆さんにご意見
やご提言をお聞きする意見交換会を開催します。
　どなたでもご自由に参加できます。この機会にぜひご参加ください。
※議会の中継・録画配信について、ご意見等がございましたら議会事務局までお寄せください
　（郵送、ＦＡＸまたはＥメールなど）

１１月２４日（日）
市民センター（大ホール）
９：３０～１１：３０（受付 ９：１５～）

会　場

期　日

時　間

瑞穂市議会
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令和２年度 瑞穂市放課後児童クラブ利用申込み

●問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）　☎３２７-２１４７

名　称
生津小校区放課後児童クラブ
本田小校区放課後児童クラブ
穂積小校区放課後児童クラブ
牛牧小校区放課後児童クラブ①
牛牧小校区放課後児童クラブ②
西小校区放課後児童クラブ
中小校区放課後児童クラブ
南小校区放課後児童クラブ

馬場上光町2-108（学校内）
本田977-1（コミュニティセンター内）
穂積452（学校内）
牛牧1608-1（クラブ施設）
牛牧1523（学校内）
居倉389（学校内）
美江寺166-4（学校内）
古橋1635-7（クラブ施設）

所在地

●申込書配布開始日　11月12日（火）※土日祝日除く 
●配布場所・時間 ※書類を受け取り、必要事項をご記入のうえ、お申し込みください　

●申込受付期間・受付場所

※やむをえず、施設に直接提出することが困難な場合は、郵送による提出も可能です（１２月１３日（金）必着）
※穂積庁舎での受付は実施していません
※長期休業期間のみの申込みの場合も上記の期間内に申請してください（夏季休業期間利用など）

※申込状況により定員を超える場合、低学年の児童の受入れを優先します
※令和元年度は、平日利用者の４年生以上の一部の受入れが難しく、タクシー利用による他校区での
　受入れを実施しました

●利用対象児童　次の条件にすべて該当する児童です。
・令和２年度に市内の小学校に通う１年生～６年生の児童
・保護者など（同居する父、母、祖父、祖母）が就労など（目安は１５時以降まで勤務）により家庭にいない
 ため、保護を受けられず、かつ、放課後児童クラブの利用日数が月１５日以上継続的に見込まれる児童

各小校区の放課後児童クラブ（13:00～19:00）

受付場所

巣南庁舎 ２階 大会議室
１２月5日（木）～１３日（金）
（※土日祝日を除く）

受付期間

9：００～17：００

受付時間

　11月5日（火）から、下記の書類に旧姓（旧氏）が併記できるようになります。
　　◯住民票
　　◯印鑑証明書
　　◯マイナンバーカード
　　◯公的個人認証の署名用電子証明書

　住民票などに記載できる旧氏は、１人に１つだけになります。希望されるか
たは、旧氏が記載された戸籍謄本などを添付して申請してください。くわしく
は、総務省のホームページをご覧ください。

●問い合わせ　市民課　☎327-4113

総務省　旧姓併記　　で検索

住民票などに旧姓（旧氏）が
併記できるようになります

環境に優しいみずほバス・樽見鉄道でゆったりぶらり旅してみませんか バスや電車等の公共交通機関は皆さんのご利用により保たれています

　親子がふれあう時間は、子どもの心の成長にとても大切です。生涯学習課では、親子がふれあい・楽しめる事業を考えて
います。今年度は、昔ながらの遊びである凧揚げを親子で楽しめるプログラムとなっています。以下をご覧いただき、ぜひ
お申し込みください。

1名

3名

平日の7:30～11:30 子育て支援員
（地域保育コース）の
認定を受けているかた平日の15:00～19:00

時給943円未満児保育の
補助業務

⑤子育て
　支援員パート

市内保育所
（未満児保育を
実施している6か所
のうちいずれか）

市内保育所
（8か所のうち
いずれか）

保育士、幼稚園教諭免許
または養護教諭免許のうち、
いずれかをお持ちのかた

0～5歳児の保育

8名

3名

原則として
平日の8:30～17:15
※早番遅番あり

③保育士
日額8,658円

※経験加算、通勤加算あり

平日の7：30～11：30、
9：00～15：00、

15：00～19：00のいずれか
※応相談

④保育士パート 時給1,083円

●問い合わせ　①～⑧総務課　☎327-4111　　⑨学校教育課　☎327-2116　

令和元年度 補助職員募集
職 種 勤務内容 賃金等勤務時間人 数 勤務場所 必要資格

11月7日（木）必着 ※11月中に面接を行います締め切り 採用日～令和2年3月31日勤務期間
①～⑧履歴書（写真添付）・資格証明書の写しを総務課へ提出　⑨履歴書（写真添付）を学校教育課へ提出応募方法

ほづみ幼稚園 幼稚園教諭幼児教育若干名

原則として
平日の8:15～17:00

原則として
平日の10:00～14:00
※勤務時間は応相談

①幼稚園教諭

②幼稚園教諭
　パート

日額8,658円
※経験加算、通勤加算あり

時給1,083円

1名 配架業務、
カウンター業務など 司書図書館

土・日・祝日および長期休業期間の
平日(休館日を除く)のうち指定日の

9:30～18:15
時給906円⑦図書館司書

　(繁忙期)

1名
母子保健や育児に
関する相談対応
および保健指導

保健師

健康推進課
保健センター

巣南保健センター
市内訪問先

日額11,178円
※通勤加算あり⑧保健師

給食センター 特にありません2名
原則として

平日の８:00～１６:４５
※早番あり（７:３０～１６:１５）

原則として
平日の8:30～17:15

1名 児童生徒の
生活支援 特にありません市内小・中学校 時給８５１円⑨学校等生活支援員

原則として
平日の６時間

※時間帯は学校による

日額６，971円
※経験加算、通勤加算あり

給食（保育所、
幼稚園、小・中学校）
の調理、給食センター
設備の清掃など

⑥調理員

親子カイト作り教室 ～カイト（凧）を作り、飛ばしてみよう！～親子カイト作り教室 ～カイト（凧）を作り、飛ばしてみよう！～
★瑞穂市子育て家族支援事業　2019★

ハサミ、ネームペンやマーカー（凧へのイラスト記入用）持 ち 物

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

12月8日（日） 
9：00～11：30 （受付開始8：４５）

開 催 日

時　　間

5００円（当日集金します）参 加 費

瑞穂市少年少女発明クラブ　指導員指 導 者

巣南公民館　多目的ホール
（凧揚げは、（仮称）中山道大月多目的広場にて行います）

会 　 場

申 込 み

窓口へ１１月８日（金）までに提出（期限厳守）
※申込者多数の場合は生涯学習課で抽選させていただきます
　後日、受講の可否をハガキで通知いたします

期　　限

対　　象 市内の小学生とその保護者　3０組

市内小学校に配布した申込書のほか、「市民センター」、「巣南公民館」
および「総合センター」に申込書がありますので、必要事項を記入のう
え、各センターまたは公民館の窓口へご提出ください。

▲昨年の凧上げのようす
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令和２年度 瑞穂市放課後児童クラブ利用申込み

●問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）　☎３２７-２１４７

名　称
生津小校区放課後児童クラブ
本田小校区放課後児童クラブ
穂積小校区放課後児童クラブ
牛牧小校区放課後児童クラブ①
牛牧小校区放課後児童クラブ②
西小校区放課後児童クラブ
中小校区放課後児童クラブ
南小校区放課後児童クラブ

馬場上光町2-108（学校内）
本田977-1（コミュニティセンター内）
穂積452（学校内）
牛牧1608-1（クラブ施設）
牛牧1523（学校内）
居倉389（学校内）
美江寺166-4（学校内）
古橋1635-7（クラブ施設）

所在地

●申込書配布開始日　11月12日（火）※土日祝日除く 
●配布場所・時間 ※書類を受け取り、必要事項をご記入のうえ、お申し込みください　

●申込受付期間・受付場所

※やむをえず、施設に直接提出することが困難な場合は、郵送による提出も可能です（１２月１３日（金）必着）
※穂積庁舎での受付は実施していません
※長期休業期間のみの申込みの場合も上記の期間内に申請してください（夏季休業期間利用など）

※申込状況により定員を超える場合、低学年の児童の受入れを優先します
※令和元年度は、平日利用者の４年生以上の一部の受入れが難しく、タクシー利用による他校区での
　受入れを実施しました

●利用対象児童　次の条件にすべて該当する児童です。
・令和２年度に市内の小学校に通う１年生～６年生の児童
・保護者など（同居する父、母、祖父、祖母）が就労など（目安は１５時以降まで勤務）により家庭にいない
 ため、保護を受けられず、かつ、放課後児童クラブの利用日数が月１５日以上継続的に見込まれる児童

各小校区の放課後児童クラブ（13:00～19:00）

受付場所

巣南庁舎 ２階 大会議室
１２月5日（木）～１３日（金）
（※土日祝日を除く）

受付期間

9：００～17：００

受付時間

　11月5日（火）から、下記の書類に旧姓（旧氏）が併記できるようになります。
　　◯住民票
　　◯印鑑証明書
　　◯マイナンバーカード
　　◯公的個人認証の署名用電子証明書

　住民票などに記載できる旧氏は、１人に１つだけになります。希望されるか
たは、旧氏が記載された戸籍謄本などを添付して申請してください。くわしく
は、総務省のホームページをご覧ください。

●問い合わせ　市民課　☎327-4113

総務省　旧姓併記　　で検索

住民票などに旧姓（旧氏）が
併記できるようになります

環境に優しいみずほバス・樽見鉄道でゆったりぶらり旅してみませんか バスや電車等の公共交通機関は皆さんのご利用により保たれています

　親子がふれあう時間は、子どもの心の成長にとても大切です。生涯学習課では、親子がふれあい・楽しめる事業を考えて
います。今年度は、昔ながらの遊びである凧揚げを親子で楽しめるプログラムとなっています。以下をご覧いただき、ぜひ
お申し込みください。

1名

3名

平日の7:30～11:30 子育て支援員
（地域保育コース）の
認定を受けているかた平日の15:00～19:00

時給943円未満児保育の
補助業務

⑤子育て
　支援員パート

市内保育所
（未満児保育を
実施している6か所
のうちいずれか）

市内保育所
（8か所のうち
いずれか）

保育士、幼稚園教諭免許
または養護教諭免許のうち、
いずれかをお持ちのかた

0～5歳児の保育

8名

3名

原則として
平日の8:30～17:15
※早番遅番あり

③保育士
日額8,658円

※経験加算、通勤加算あり

平日の7：30～11：30、
9：00～15：00、

15：00～19：00のいずれか
※応相談

④保育士パート 時給1,083円

●問い合わせ　①～⑧総務課　☎327-4111　　⑨学校教育課　☎327-2116　

令和元年度 補助職員募集
職 種 勤務内容 賃金等勤務時間人 数 勤務場所 必要資格

11月7日（木）必着 ※11月中に面接を行います締め切り 採用日～令和2年3月31日勤務期間
①～⑧履歴書（写真添付）・資格証明書の写しを総務課へ提出　⑨履歴書（写真添付）を学校教育課へ提出応募方法

ほづみ幼稚園 幼稚園教諭幼児教育若干名

原則として
平日の8:15～17:00

原則として
平日の10:00～14:00
※勤務時間は応相談

①幼稚園教諭

②幼稚園教諭
　パート

日額8,658円
※経験加算、通勤加算あり

時給1,083円

1名 配架業務、
カウンター業務など 司書図書館

土・日・祝日および長期休業期間の
平日(休館日を除く)のうち指定日の

9:30～18:15
時給906円⑦図書館司書

　(繁忙期)

1名
母子保健や育児に
関する相談対応
および保健指導

保健師

健康推進課
保健センター

巣南保健センター
市内訪問先

日額11,178円
※通勤加算あり⑧保健師

給食センター 特にありません2名
原則として

平日の８:00～１６:４５
※早番あり（７:３０～１６:１５）

原則として
平日の8:30～17:15

1名 児童生徒の
生活支援 特にありません市内小・中学校 時給８５１円⑨学校等生活支援員

原則として
平日の６時間

※時間帯は学校による

日額６，971円
※経験加算、通勤加算あり

給食（保育所、
幼稚園、小・中学校）
の調理、給食センター
設備の清掃など

⑥調理員

親子カイト作り教室 ～カイト（凧）を作り、飛ばしてみよう！～親子カイト作り教室 ～カイト（凧）を作り、飛ばしてみよう！～
★瑞穂市子育て家族支援事業　2019★

ハサミ、ネームペンやマーカー（凧へのイラスト記入用）持 ち 物

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

12月8日（日） 
9：00～11：30 （受付開始8：４５）

開 催 日

時　　間

5００円（当日集金します）参 加 費

瑞穂市少年少女発明クラブ　指導員指 導 者

巣南公民館　多目的ホール
（凧揚げは、（仮称）中山道大月多目的広場にて行います）

会 　 場

申 込 み

窓口へ１１月８日（金）までに提出（期限厳守）
※申込者多数の場合は生涯学習課で抽選させていただきます
　後日、受講の可否をハガキで通知いたします

期　　限

対　　象 市内の小学生とその保護者　3０組

市内小学校に配布した申込書のほか、「市民センター」、「巣南公民館」
および「総合センター」に申込書がありますので、必要事項を記入のう
え、各センターまたは公民館の窓口へご提出ください。

▲昨年の凧上げのようす
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●問い合わせ　西濃環境整備組合　総務課　☎0585-32-4153（8:30～16:30）

●今の仕事を始めたきっかけ
　小さな頃から、家で犬、鶏、猫などを飼育していたため、子ど
もの頃からの夢はトリマーでした。
　トリマーとなり実際の接客を担当するようになってからは、技
術はもちろんのこと、接客の仕方によってお客様の反応が変わ
ることを、身をもって学びました。
　また、都市では、カフェ店内でペットと人が普通にお茶をして
います。そんな風に過ごせるカフェを併設したドッグサロンを作
ることが私の夢です。
　私の年齢でこの大きな店舗を持つことは難しいことでした
が、父が店を開くことに賛同してくれたことが、大きな一歩でし
た。店舗作りがスタートした頃、結婚、妊娠が続き、店を続けるこ
とができるのか悩みましたが、母の「なんとかなるでしょ」の前
向きな言葉と手助けのおかげで、現在２店舗を経営しながら、娘
を育てています。

●今の生活
　出産後は、娘を店内で寝かせたり、授乳をしたりと、仕事と子
育ての両立は大変でした。娘が保育園に通いだしても、急遽お
迎えに行かなければならないことが多々有りました。そんな時
は家族に預かってもらったり、お迎えを頼んだりしています。
　お店は土曜、日曜も営業しているため、娘と関わる時間が少
なくならないよう、定休日に娘もお休みさせ、親子の時間をとっ
たりしています。夫がお休みの日や夜の時間もフル活用し、でき
るだけ娘と関わるようにしています。

　自分一人で子育て、家事、
仕事の全てを完璧にこなす
のは無理だと思います。で
も、困ったなと思った時、家
族、店長、スタッフ、保育園の
先生、お客様など沢山の人が
手助けや助言をしてくれるこ
とに、お店を開いて気がつき
ました。自分も同じように、み
んなが接してくれたときの気
持ちを返していきたいと日々
思っています。

●これからの目標
　目標は、お客様が笑顔になってもらえること。店作りにおいて
の基本です。
　笑顔と笑顔のキャッチボールは何より大切だと思っています。
「よかったよ」「落ち着くね」「おいしかった」「かわいい」そんな
言葉があふれる店作りをしていきたいと思っています。

●皆さんへ応援メッセージ
　これがやりたい！あれ
がやりたい！など口にし
てみると、意外と縁があ
るものです。即実行に！

１１月は児童虐待防止推進月間です。子育てにお悩みのかた、すぐにご相談ください。 児童相談所全国共通３桁ダイヤル　☎１８９（イチハヤク）

この記事についてのご意見・ご感想をお待ちしております。　

　sougou@city.mizuho.lg.jp　URL：http://www.city.mizuho.lg.jp/3923.htm
●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128　　327-4103

瑞穂市で活躍する女性に聞く「男女共同参画」
瑞穂市男女共同参画社会づくり

　瑞穂市では、『「おもいやり」「ささえあい」から始まる瑞穂の夢のまちづくり』をスローガンに、男女がお互いを
尊重し、性別に関りなく個性と能力を活かして充実した生き方ができる社会づくりを目指しています。
　今回は、「みずほコン」の会場である「LUFFLE　CAFE（ラッフルカフェ）」と、併設されているドッグサロン
「LEAD」の「LEAD&LUFFLE」オーナー吉川　加奈さんにお話を伺いました。

テーマ ： 一人じゃない！感謝の気持ちを忘れずに

過去の記事や男女共同参画に
関する取り組みについて、
くわしくはこちらから
ホームページをご覧ください。

単独処理浄化槽など
から合併処理浄化槽

への転換は補助金の活用を

浄化槽（汲取り便槽を含む）
を廃止するときは最終清掃
をお忘れなく！

あれこれ
環境

　秋口から年末にかけて、日没時間が早まるにつれ、薄暮
時間帯（16時から20時）に重大な事故が多発する傾向が
あります。
　過去に取り扱った交通事故で、夜間、歩行者が後方から
走ってきたトラックに跳ねられ、大きな怪我をしたというも
のがあります。事故現場は、夜間は人や車の通行がほとん
どない場所で、街路灯や民家なども付近になく真っ暗な
状態でした。この時、運転手はロービームで走行してお
り、事故の状況について「歩行者を発見し、すぐにブレーキ
をかけたが間に合わなかった。」と話していました。
　前方を照らす距離はロービームで約４０メートル、ハイ
ビームで約１００メートルです。乾いた路面で車が停止す
るには、時速６０キロで約３３メートル必要となりますので
ロービームで走行すると発見がわずかに遅れるだけで、
事故の回避が難しくなります。

　交通量の多い市街地などを走行しているときを除い
て、ハイビームにして歩行者などを少しでも早く発見でき
るようにしましょう。
　ただし、対向車とすれ違うときや、ほかの車の直後を走
行しているときは、ロービームにしてくださいね。
　歩行者、自転車のかたは反射材を身に着け、ライトを点
灯するなどして、
車から早く見つ
けてもらえるよ
うに意識してく
ださい。

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

ハイビームを使いましょう北方警察署の「窓」

消費税率引き上げに便乗した詐欺にご注意！
●社会的に話題になっているできごとを悪
用し、言葉巧みに近づく詐欺手口が見られ
ます。今後、消費税の引き上げに便乗した
手口の発生が予想され、注意が必要です。 

●金融機関や行政などが、消費税増税を理
由に消費者個人に電話をかけてくること
はありません。「お金が戻ってくる」などと
言われても信用してはいけません。

●着信番号通知や録音機を活用し、知ってい
る人以外の電話には直接出ないこともト
ラブルを避ける一つの方法です。

　平成12年の浄化槽法改正以降、浄化槽の新設は合併
浄化槽が義務付けられています。それ以前から設置され
ている単独処理浄化槽も浄化槽とみなす（みなし浄化
槽）とされていますが、単独浄化槽または汲取り便槽をご
利用のかたは汚水処理未普及人口の解消のために、合併
処理浄化槽への転換をご検討ください。
　市では、浄化槽の設置に対して補助金の交付がありま
すが、令和2年度から交付要件に変更があります。情報は
ホームページなどに順次掲載する予定ですが、詳細につ
いては環境課へお問い合わせください。

　浄化槽や汲取り便槽を廃止するときは、槽内の汚泥を
適正に処理するために、最終清掃を市の許可業者に必ず
依頼してください。槽内に残存する汚泥などは一般廃棄
物となりますので、地下浸透させることや側溝などに捨
てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条
に違反し、５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金に
処されます。（法人の場合は３億円以下の罰金）
　また、浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止してから３
０日以内に環境課へ浄化槽廃止届を提出してください。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、５万円以下の
過料に処されます。

業界団体を名乗る男から、「消費税増税
の関係で高齢者に社会保険料の一部が
戻ることになったので、通帳とキャッシュ

カードの番号を知らせてほしい。お宅は3万円戻る」
と不審な電話があった。

事例

消費生活相談室だより

消費者への
アドバイス

　瑞穂市消費生活相談室　☎322-6517
　消費者ホットライン（局番なし）188
　岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イ ヤ ヤ！

●問い合わせ　 

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

LUFFLE CAFE（ラッフルカフェ）にて
みずほコン（瑞穂市主催婚活イベント）
を開催します！

「瑞穂市第２次男女共同参画
基本計画（案）」への意見募集

イベントの詳細についてはこちらをご確認ください。
瑞穂市ホームページ

http://www.city.mizuho.lg.jp/9663.htm

12月1日
（日）

「LEAD&LUFFLE」オーナー

吉川 加奈さん（写真左から3人目）

よし かわ　　か　 な

　カフェ自慢の食事やゲームを楽しみながら、１対１で参加者
同士じっくりお話できるイベントです。
　オシャレなカフェで素敵な出会いを見つけませんか。
※申込みが定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。

　市では、令和２年度から令和１1年度（１０年間）の、新しい男女
共同参画推進のための計画「瑞穂市第２次男女共同参画基本計
画」の策定を進めています。
　市民意識調査結果や審議会などでいただいた意見を踏まえて
作成した計画案がまとまりましたので、本案に対する皆さんから
のご意見（パブリックコメント）を募集します。

令和2年4月1日採用　西濃環境整備組合職員募集案内
●職種　一般行政職　　●内容　ごみ焼却施設の運転・保守管理　　●人員　若干名
●資格　昭和６０年４月２日以降に生まれた者で大学卒業程度のかた（令和２年３月卒業見込み含む）
●試験日時（第１次試験）　１２月１日（日）
●受付期間　１１月１日（金）～１１月２０日（水）のうち土日祝日を除く平日8：30～16：30
　　　　　　必要書類・提出方法はお問い合わせください

【募集期間】令和元年１１月１３日（水）～１２月１２日（木）

パブリックコメント

※計画案・募集要項・提出方法などの公表は次の場所で行います。
◯市ホームページ　◯市役所（穂積庁舎２階総合案内、巣南庁舎１階ロビー）
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●問い合わせ　西濃環境整備組合　総務課　☎0585-32-4153（8:30～16:30）

●今の仕事を始めたきっかけ
　小さな頃から、家で犬、鶏、猫などを飼育していたため、子ど
もの頃からの夢はトリマーでした。
　トリマーとなり実際の接客を担当するようになってからは、技
術はもちろんのこと、接客の仕方によってお客様の反応が変わ
ることを、身をもって学びました。
　また、都市では、カフェ店内でペットと人が普通にお茶をして
います。そんな風に過ごせるカフェを併設したドッグサロンを作
ることが私の夢です。
　私の年齢でこの大きな店舗を持つことは難しいことでした
が、父が店を開くことに賛同してくれたことが、大きな一歩でし
た。店舗作りがスタートした頃、結婚、妊娠が続き、店を続けるこ
とができるのか悩みましたが、母の「なんとかなるでしょ」の前
向きな言葉と手助けのおかげで、現在２店舗を経営しながら、娘
を育てています。

●今の生活
　出産後は、娘を店内で寝かせたり、授乳をしたりと、仕事と子
育ての両立は大変でした。娘が保育園に通いだしても、急遽お
迎えに行かなければならないことが多々有りました。そんな時
は家族に預かってもらったり、お迎えを頼んだりしています。
　お店は土曜、日曜も営業しているため、娘と関わる時間が少
なくならないよう、定休日に娘もお休みさせ、親子の時間をとっ
たりしています。夫がお休みの日や夜の時間もフル活用し、でき
るだけ娘と関わるようにしています。

　自分一人で子育て、家事、
仕事の全てを完璧にこなす
のは無理だと思います。で
も、困ったなと思った時、家
族、店長、スタッフ、保育園の
先生、お客様など沢山の人が
手助けや助言をしてくれるこ
とに、お店を開いて気がつき
ました。自分も同じように、み
んなが接してくれたときの気
持ちを返していきたいと日々
思っています。

●これからの目標
　目標は、お客様が笑顔になってもらえること。店作りにおいて
の基本です。
　笑顔と笑顔のキャッチボールは何より大切だと思っています。
「よかったよ」「落ち着くね」「おいしかった」「かわいい」そんな
言葉があふれる店作りをしていきたいと思っています。

●皆さんへ応援メッセージ
　これがやりたい！あれ
がやりたい！など口にし
てみると、意外と縁があ
るものです。即実行に！

１１月は児童虐待防止推進月間です。子育てにお悩みのかた、すぐにご相談ください。 児童相談所全国共通３桁ダイヤル　☎１８９（イチハヤク）

この記事についてのご意見・ご感想をお待ちしております。　

　sougou@city.mizuho.lg.jp　URL：http://www.city.mizuho.lg.jp/3923.htm
●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128　　327-4103

瑞穂市で活躍する女性に聞く「男女共同参画」
瑞穂市男女共同参画社会づくり

　瑞穂市では、『「おもいやり」「ささえあい」から始まる瑞穂の夢のまちづくり』をスローガンに、男女がお互いを
尊重し、性別に関りなく個性と能力を活かして充実した生き方ができる社会づくりを目指しています。
　今回は、「みずほコン」の会場である「LUFFLE　CAFE（ラッフルカフェ）」と、併設されているドッグサロン
「LEAD」の「LEAD&LUFFLE」オーナー吉川　加奈さんにお話を伺いました。

テーマ ： 一人じゃない！感謝の気持ちを忘れずに

過去の記事や男女共同参画に
関する取り組みについて、
くわしくはこちらから
ホームページをご覧ください。

単独処理浄化槽など
から合併処理浄化槽

への転換は補助金の活用を

浄化槽（汲取り便槽を含む）
を廃止するときは最終清掃
をお忘れなく！

あれこれ
環境

　秋口から年末にかけて、日没時間が早まるにつれ、薄暮
時間帯（16時から20時）に重大な事故が多発する傾向が
あります。
　過去に取り扱った交通事故で、夜間、歩行者が後方から
走ってきたトラックに跳ねられ、大きな怪我をしたというも
のがあります。事故現場は、夜間は人や車の通行がほとん
どない場所で、街路灯や民家なども付近になく真っ暗な
状態でした。この時、運転手はロービームで走行してお
り、事故の状況について「歩行者を発見し、すぐにブレーキ
をかけたが間に合わなかった。」と話していました。
　前方を照らす距離はロービームで約４０メートル、ハイ
ビームで約１００メートルです。乾いた路面で車が停止す
るには、時速６０キロで約３３メートル必要となりますので
ロービームで走行すると発見がわずかに遅れるだけで、
事故の回避が難しくなります。

　交通量の多い市街地などを走行しているときを除い
て、ハイビームにして歩行者などを少しでも早く発見でき
るようにしましょう。
　ただし、対向車とすれ違うときや、ほかの車の直後を走
行しているときは、ロービームにしてくださいね。
　歩行者、自転車のかたは反射材を身に着け、ライトを点
灯するなどして、
車から早く見つ
けてもらえるよ
うに意識してく
ださい。

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

ハイビームを使いましょう北方警察署の「窓」

消費税率引き上げに便乗した詐欺にご注意！
●社会的に話題になっているできごとを悪
用し、言葉巧みに近づく詐欺手口が見られ
ます。今後、消費税の引き上げに便乗した
手口の発生が予想され、注意が必要です。 

●金融機関や行政などが、消費税増税を理
由に消費者個人に電話をかけてくること
はありません。「お金が戻ってくる」などと
言われても信用してはいけません。

●着信番号通知や録音機を活用し、知ってい
る人以外の電話には直接出ないこともト
ラブルを避ける一つの方法です。

　平成12年の浄化槽法改正以降、浄化槽の新設は合併
浄化槽が義務付けられています。それ以前から設置され
ている単独処理浄化槽も浄化槽とみなす（みなし浄化
槽）とされていますが、単独浄化槽または汲取り便槽をご
利用のかたは汚水処理未普及人口の解消のために、合併
処理浄化槽への転換をご検討ください。
　市では、浄化槽の設置に対して補助金の交付がありま
すが、令和2年度から交付要件に変更があります。情報は
ホームページなどに順次掲載する予定ですが、詳細につ
いては環境課へお問い合わせください。

　浄化槽や汲取り便槽を廃止するときは、槽内の汚泥を
適正に処理するために、最終清掃を市の許可業者に必ず
依頼してください。槽内に残存する汚泥などは一般廃棄
物となりますので、地下浸透させることや側溝などに捨
てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条
に違反し、５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金に
処されます。（法人の場合は３億円以下の罰金）
　また、浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止してから３
０日以内に環境課へ浄化槽廃止届を提出してください。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、５万円以下の
過料に処されます。

業界団体を名乗る男から、「消費税増税
の関係で高齢者に社会保険料の一部が
戻ることになったので、通帳とキャッシュ

カードの番号を知らせてほしい。お宅は3万円戻る」
と不審な電話があった。

事例

消費生活相談室だより

消費者への
アドバイス

　瑞穂市消費生活相談室　☎322-6517
　消費者ホットライン（局番なし）188
　岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イ ヤ ヤ！

●問い合わせ　 

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

LUFFLE CAFE（ラッフルカフェ）にて
みずほコン（瑞穂市主催婚活イベント）
を開催します！

「瑞穂市第２次男女共同参画
基本計画（案）」への意見募集

イベントの詳細についてはこちらをご確認ください。
瑞穂市ホームページ

http://www.city.mizuho.lg.jp/9663.htm

12月1日
（日）

「LEAD&LUFFLE」オーナー

吉川 加奈さん（写真左から3人目）

よし かわ　　か　 な

　カフェ自慢の食事やゲームを楽しみながら、１対１で参加者
同士じっくりお話できるイベントです。
　オシャレなカフェで素敵な出会いを見つけませんか。
※申込みが定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。

　市では、令和２年度から令和１1年度（１０年間）の、新しい男女
共同参画推進のための計画「瑞穂市第２次男女共同参画基本計
画」の策定を進めています。
　市民意識調査結果や審議会などでいただいた意見を踏まえて
作成した計画案がまとまりましたので、本案に対する皆さんから
のご意見（パブリックコメント）を募集します。

令和2年4月1日採用　西濃環境整備組合職員募集案内
●職種　一般行政職　　●内容　ごみ焼却施設の運転・保守管理　　●人員　若干名
●資格　昭和６０年４月２日以降に生まれた者で大学卒業程度のかた（令和２年３月卒業見込み含む）
●試験日時（第１次試験）　１２月１日（日）
●受付期間　１１月１日（金）～１１月２０日（水）のうち土日祝日を除く平日8：30～16：30
　　　　　　必要書類・提出方法はお問い合わせください

【募集期間】令和元年１１月１３日（水）～１２月１２日（木）

パブリックコメント

※計画案・募集要項・提出方法などの公表は次の場所で行います。
◯市ホームページ　◯市役所（穂積庁舎２階総合案内、巣南庁舎１階ロビー）
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●申込・問い合わせ
本田コミュニティセンター
〒501-0236 本田977番地1
☎329-1600　　329-1601

牛牧北部防災コミュニティセンター
〒501-0235  十九条413番地1
☎329-0147　　329-0148

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
〒501-0234 牛牧1580番地1
☎329-1511　　329-1512

コミュニティセンターからのお知らせ
牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉

≪ハーモニカ定期演奏会のご案内≫
牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉

開催日時　１１月１６日（土） 
　　　　　１０:３０～１１:３０  
入場無料

≪自然教室のご案内≫
牛牧北部防災コミュニティセンター

五六川野鳥観察会 ～五六川で冬鳥たちに会おう～
開催日時　１１月３０日（土） ９：００～１１：３０　
定　　員　２０名（対象は小学５年生以上）
※申込は、１１月２６日（火）までに当施設へ電話かFAXで

≪秋の音楽祭～ハープとクラリネットによる～のご案内≫
本田コミュニティセンター

開催日時　１１月２７日（水）
　　　　 １４：３０～１５：３０ （開場１４：００）
入場無料

≪しめ縄づくり教室のご案内≫
開催日時　１２月２１日（土）　午前の部９：００～１１：３０（受付８：４０～）、
　　　　　　　　　　　　 午後の部１３：００～１５：３０（受付１２：４０～）
申込開始　１１月１日（金）～（午前の部、午後の部、それぞれ２７名の定員
　　　　　　　　　　　　　　に達し次第締め切らせていただきます）
参加料　５００円（エビ飾り付き）　持ち物　ペンチ、はさみ、千枚通し
※くわしくは当施設の窓口までお問い合わせください。

トレーニングルーム・歩行用温水プール
講習会のお知らせ

5日（木）　１８：４５～２１：００
9日（月）　　９：４５～１２：００
20日（金）　１８：４５～２１：００

７日（木）　　９：４５～１２：００
１５日（金）　１８：４５～２１：００
２５日（月）　　９：４５～１２：００

 

人材育成研修①No.20

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　地域のつながりづくりは、あなたの思いから始まります。
あなた自身が「地域で自分ができること」を見つけるヒントにしていただきたいと思います。

　この夏に各小学校区で行った「タウンミーティング」では、地域課
題をワークショップで話し合いました。地域のみなさんが一緒に考え
ていくことや、地域のつながりの大切さを共通認識していただく機
会となりました。そのタウンミーティングのフォローアップの１つの
取り組みとして実施しているのが、４回のシリーズで実施する「人材
育成研修」です。昨年度に引き続き、NPO法人ぎふNPOセンター理
事長の野村典博先生に、全体コーディネートをお願いしています。
　今年度のテーマは「多様な主体が関わってこそのまちづくり　あ
なたも一歩踏み出しませんか！」です。子どもたちや、若い世代、子育
て中のかたなど、世代や状況の違いを超えて、みんなでまちづくりに
取り組むためのヒントを盛り込んだ研修として企画しています。
　今回は、9月１７日（火）に行った第１回の研修についてレポートし
たいと思います。

コミュニティの希薄化の中で
　「自治会役員の後継者がいない。」「行事や会議に出てくるのはい
つも同じ顔。」「新しく転入してきたかたは自治会に加入してくれな
い。」など、どこの自治会でも同じような悩みを抱えています。
　少子高齢化の進む地域の状況を考えてみると、独居、核家族、夫
婦共働き、働いているご高齢のかたも多い状況で、自分や家族のこ
とで精一杯で自治会活動までとても手がまわらないというのが、正
直なところだと思います。
　第１回講師の岐阜大学地域協学センターの益川浩一教授は、その
ような社会状況の中で、「自らの存在を実感できない子どもたち」
「自分が大切な存在と感じられない子どもたち」のことを話され、子
どもたちが求めている人間関係、絆の必要性、重要性を話していた
だきました。

今、地域に求められていること
　つまり、地域の中で起こっているコミュニティの希薄化と同じよう
に、家族の中でもコミュニティの希薄化が起きているのです。そして

11月の講習会

12月の講習会

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～

「若い力を地域で生かす」

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～

「若い力を地域で生かす」

子どもたちは、敏感にその状況を
感じ取っています。そして求めて
います。益川先生は「人は人間関
係の中でしか充足感を持てない。
他の人から思われて、自分の大切
さも感じることができる。」と話
されました。誰かとつながってこ
そ、自分の生きている意味を感じることができ、誰かに愛されてこ
そ、自分のことを好きになれるのではないかと思います。私は、子ど
もたちみんなが、自分を大切に思える子どもであってほしいと願い
ます。
　そして、こんな時代だからこそ、顔の見える距離（地域や小学校区
など）における、『あてにされる関係』、『気にし気にされる関係』が
「ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）」の重要なものとして位置
づけられています。
　この「ソーシャル・キャピタル」をいかに蓄えていくかが地域課題
です。何かを一緒にやった共同体験、成功体験を積み上げることで
「ソーシャル・キャピタル」は蓄えられます。自治会活動は、そのチャ
ンスの場として捉え直す必要があるとのことでした。そして自治会
などの地域のコミュニティ組織の存在意義もそこにあるのです。

受け入れる側としての度量
　今回の研修のポイントとなると思いますが、益川先生からは、若い
世代を受け入れる側の地域へのアドバイスがありました。
　「都合よく求めないこと」・「感性を否定しないこと」・「ギャップを
理解すること」を心掛け、若者に役目と出番をつくること。
　地域は一部の人でつくるものではありません。なぜなら一部の人
のものではないからです。子どもも若い世代もご高齢のかたも、み
んながいて地域なのです。みんなが自分の役割があり、活躍できる
出番のある地域になってほしいと思います。
　全体コーディネーターの野村先生からは、ぎふＮＰＯセンターへの
相談内容にも変化があり、以前はＮＰＯの立ち上げについての相談
ばかりだったが、ここ最近は、ＮＰＯの解散についての相談もあると
のことでした。地域だけではなく、社会全体が担い手不足、「次につ
なぐこと」が困難になってきていること、次の世代をどう巻き込んで
いくかが課題だというお話をいただきました。

平日は、毎日開放しています。気軽にお越しください。  ＜利用可能日時＞平日１０：００～１５：００

別府保育所地域子育て支援センター
別府140　☎326-2525

下記以外にもさまざまな事業があります。くわしくは各センターにお問い合わせください。11月のお知らせ

子育て中の皆さん！支援センターに遊びに来ませんか？

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

子育て支援センターとは？

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
森555　☎328-1077 ホームページアドレス　http://www.lieberrystyle.com/mizuho-hoiku/institution/moremaam.html

日にち 事業 内容 参加費 時間

１３：３０
～１４：３０

10:30
～11:30

おひさま
セミナー③

１０：３０
～１１：３０１,０００円

300円
お茶・おやつ付
500円

お茶・おやつ付

100円

300円+ランチ代
おやつ付
200円

お茶・おやつ付

無料

『親子でハッピーヨガ』お子さんと触れ合いながら、日頃がんばって
いる身体をほぐしますよ。

１０：３０
～１１：３０

手しごと
クラフト

おひさま
セミナー①

『親子で楽しむ音楽会♪』赤ちゃんから参加できる音楽会です。
本物の音色をお楽しみください。※センター開催予定

１０：３０
～１１：３０

10：30
～11：30

『クリスマス飾り作り』人気のカルトンさんのクラフト講座！木の温もり
いっぱいの、クリスマスらしいあたたかい作品です。

野崎先生の
養生講座
おひさま
セミナー②

１０：３０
～１１：３０

『クリスマスフォレスト』A４サイズの土台に広がるクリスマス空間…
好きな形に切って並べて、お子様と一緒に楽しめますよ。

１０：００
～１１：００

『季節のお話と絵本～秋冬編～』“読書の秋”！絵本選びのヒントを
教えていただけますよ。大人への読み聞かせも大好評★

１０：３０
～１１：３０

『免疫力をあげるためのツボ講座★第２弾』「ツボの実演が良かった。」
と前回も大好評。ユーモアを交えて、笑いの“ツボ”も刺激します。

無料リング・トリオ
アンサンブル

３００円
お茶・おやつ付
３００円

お茶・おやつ付

５００円

８００円

講師

フレ！
フレ！
子育て子育て

＊ランチは大人380円、子ども220円です。ランチのみのご予約も承ります。くわしくはお問い合わせください。 　　　　　　　　　　　　        ※各事業要予約
＊他にもプレママさんやマタニティさん、育児中のかた、そして親子で楽しめる講座を開催しています。くわしくは「マームたより」やホームページをご覧ください。

☆毎週月、金はオーガニックなおひさまランチ（アレルギー・離乳食にも対応）、火・水は大人気カフェも開催。　　　　　　　　　 ※各事業要予約
☆毎日開放(10:00～15:00)☆毎月第１月曜日『おひさま相談日（子育て何でも相談日）』※祝日などの関係で第２月曜日に実施する場合があります。

日にち 事業

元シュタイナー学園校長の秦先生。シュタイナー教育って何？
どんな風に子どもが育つの？子育ての悩みにも答えていただけます。

お子さん向けのヨガの動きや効果を与えるマッサージ、腰痛になり
にくい抱っこの仕方も行います。親子で一緒に楽しめるヨガです。 逢坂里佳氏

秦理絵子氏

支援センター

宇佐美茂子氏

支援センター

牛牧第２保育所地域子育て支援センター
祖父江170　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

8日（金）

１１日（月）

１４日(木)

１８日(月)

２０日(水)

２１日(木)

２５日(月)

２６日（火）

２９日(金)

13日（水）

 

野崎利晃氏

白木理恵子氏

家洞眞貴子氏

林里紗氏

山田文子氏

高橋佑佳氏

宇佐美茂子氏

時間内容 講師 参加費

『オリジナル化粧水』乾燥の気になる季節なので、オリジナルのナ
チュラルな化粧水を作ってお肌をいたわっていきましょう！

こびと座
～おはなしだいすき～

アロマ講座

食養講座
＆ランチ

１０：３０
～１３：００

３００円＋ランチ代
おやつ付

『子どもを良い方向へ伸ばす食とは④行動編』たくさん学べる
‘美味しい’講座！おやつ：モンブラン／食養：りんご葛湯

１０：３０
～１１：３０

みんなでお誕生日のお祝いをします。身体測定をし、写真や
手形をとって記念の誕生日カードを作りましょう。

クリスマスに向けて、ミツロウろうそくとキャンドルホルダーを作りましょう。
柔らかな光が長く暗い冬の心をやさしく灯してくれます。

親子ヨガ

シュタイナー教育
初級講座

お誕生日会

食養講座
＆ランチ

マーム広場

日にち 事業 場所 時間 備考

13日(水)20日(水)
27日(水) 別府支援センター 10：30～11：00おはなしの会

10：00～12：00

10：30～11：30
支援センター13：30より開所別府支援センター子育てセミナー

にこにこ広場
～秋まつり～

支援センターは
13：30 より開所

10：15受付
10：30～11：30

別府保育所２階ホール
牛牧第２保育所２階ホール

子育て相談
（保健師・栄養士来所）

別府支援センター
牛牧支援センター

別府支援センター

支援センターは
開所しています

玩具無料修理

支援センターは
開所しています

10：00受付
10：15～11：00わいわい広場 図書館分館

支援センターのスタッフが出向きます

馬場公園内 郷土資料館
支援センターのスタッフが出向きます

１０：３０
～１３：００
10：30
～11：30

「子どもを良い方向へ伸ばす食とは 行動編」 食事から、子ども
だけでなくあなたの人生を変えてみませんか？

認定こども園「ほづみの森こども園」も、地域子育て支援センターを開設しています。
開館曜日 月～金 ※土、日、祝、年末年始を除く　  開館時間 10:00～15:00　  場所 ほづみの森こども園内「子育てカフェ」　☎322-5300

20日（水）
28日（木）

14日（木）

21日（木）
29日（金）

6日（水）

8日（金）

12日（火）

26日（火）

1日（金）
25日（月）

10：00～12：00おもちゃ病院

14日（木）

10：15受付
10：30～11：30どんぐり広場

〈子育てセミナー〉
「親子クッキング」

～身近な食材を使った簡単なおやつ作り～
講師 /幼児支援課 管理栄養士
時間 /10:30～11:30
場所 /別府保育所支援センター
持ち物 / 親 エプロン 三角巾
　　　　 子 三角巾（あるかたのみ）
対象 /２歳以上の未就園児
定員 /親子20組   託児 / 有
申込 /11日（月）～15日（金）
          各支援センターへ直接申込

●地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所です
●行政やNPO法人などが担い手となって行っています　●瑞穂市には5か所の子育て支援センターがあります

別府保育所、牛牧第2保育所地域子育て支援センターは、市内在住の未就園児とその保護者が利用できます。
その他の支援センターは、市外在住のかたもご利用いただけます。
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●申込・問い合わせ
本田コミュニティセンター
〒501-0236 本田977番地1
☎329-1600　　329-1601

牛牧北部防災コミュニティセンター
〒501-0235  十九条413番地1
☎329-0147　　329-0148

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
〒501-0234 牛牧1580番地1
☎329-1511　　329-1512

コミュニティセンターからのお知らせ
牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉

≪ハーモニカ定期演奏会のご案内≫
牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉

開催日時　１１月１６日（土） 
　　　　　１０:３０～１１:３０  
入場無料

≪自然教室のご案内≫
牛牧北部防災コミュニティセンター

五六川野鳥観察会 ～五六川で冬鳥たちに会おう～
開催日時　１１月３０日（土） ９：００～１１：３０　
定　　員　２０名（対象は小学５年生以上）
※申込は、１１月２６日（火）までに当施設へ電話かFAXで

≪秋の音楽祭～ハープとクラリネットによる～のご案内≫
本田コミュニティセンター

開催日時　１１月２７日（水）
　　　　 １４：３０～１５：３０ （開場１４：００）
入場無料

≪しめ縄づくり教室のご案内≫
開催日時　１２月２１日（土）　午前の部９：００～１１：３０（受付８：４０～）、
　　　　　　　　　　　　 午後の部１３：００～１５：３０（受付１２：４０～）
申込開始　１１月１日（金）～（午前の部、午後の部、それぞれ２７名の定員
　　　　　　　　　　　　　　に達し次第締め切らせていただきます）
参加料　５００円（エビ飾り付き）　持ち物　ペンチ、はさみ、千枚通し
※くわしくは当施設の窓口までお問い合わせください。

トレーニングルーム・歩行用温水プール
講習会のお知らせ

5日（木）　１８：４５～２１：００
9日（月）　　９：４５～１２：００
20日（金）　１８：４５～２１：００

７日（木）　　９：４５～１２：００
１５日（金）　１８：４５～２１：００
２５日（月）　　９：４５～１２：００

 

人材育成研修①No.20

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　地域のつながりづくりは、あなたの思いから始まります。
あなた自身が「地域で自分ができること」を見つけるヒントにしていただきたいと思います。

　この夏に各小学校区で行った「タウンミーティング」では、地域課
題をワークショップで話し合いました。地域のみなさんが一緒に考え
ていくことや、地域のつながりの大切さを共通認識していただく機
会となりました。そのタウンミーティングのフォローアップの１つの
取り組みとして実施しているのが、４回のシリーズで実施する「人材
育成研修」です。昨年度に引き続き、NPO法人ぎふNPOセンター理
事長の野村典博先生に、全体コーディネートをお願いしています。
　今年度のテーマは「多様な主体が関わってこそのまちづくり　あ
なたも一歩踏み出しませんか！」です。子どもたちや、若い世代、子育
て中のかたなど、世代や状況の違いを超えて、みんなでまちづくりに
取り組むためのヒントを盛り込んだ研修として企画しています。
　今回は、9月１７日（火）に行った第１回の研修についてレポートし
たいと思います。

コミュニティの希薄化の中で
　「自治会役員の後継者がいない。」「行事や会議に出てくるのはい
つも同じ顔。」「新しく転入してきたかたは自治会に加入してくれな
い。」など、どこの自治会でも同じような悩みを抱えています。
　少子高齢化の進む地域の状況を考えてみると、独居、核家族、夫
婦共働き、働いているご高齢のかたも多い状況で、自分や家族のこ
とで精一杯で自治会活動までとても手がまわらないというのが、正
直なところだと思います。
　第１回講師の岐阜大学地域協学センターの益川浩一教授は、その
ような社会状況の中で、「自らの存在を実感できない子どもたち」
「自分が大切な存在と感じられない子どもたち」のことを話され、子
どもたちが求めている人間関係、絆の必要性、重要性を話していた
だきました。

今、地域に求められていること
　つまり、地域の中で起こっているコミュニティの希薄化と同じよう
に、家族の中でもコミュニティの希薄化が起きているのです。そして

11月の講習会

12月の講習会

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～

「若い力を地域で生かす」

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～

「若い力を地域で生かす」

子どもたちは、敏感にその状況を
感じ取っています。そして求めて
います。益川先生は「人は人間関
係の中でしか充足感を持てない。
他の人から思われて、自分の大切
さも感じることができる。」と話
されました。誰かとつながってこ
そ、自分の生きている意味を感じることができ、誰かに愛されてこ
そ、自分のことを好きになれるのではないかと思います。私は、子ど
もたちみんなが、自分を大切に思える子どもであってほしいと願い
ます。
　そして、こんな時代だからこそ、顔の見える距離（地域や小学校区
など）における、『あてにされる関係』、『気にし気にされる関係』が
「ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）」の重要なものとして位置
づけられています。
　この「ソーシャル・キャピタル」をいかに蓄えていくかが地域課題
です。何かを一緒にやった共同体験、成功体験を積み上げることで
「ソーシャル・キャピタル」は蓄えられます。自治会活動は、そのチャ
ンスの場として捉え直す必要があるとのことでした。そして自治会
などの地域のコミュニティ組織の存在意義もそこにあるのです。

受け入れる側としての度量
　今回の研修のポイントとなると思いますが、益川先生からは、若い
世代を受け入れる側の地域へのアドバイスがありました。
　「都合よく求めないこと」・「感性を否定しないこと」・「ギャップを
理解すること」を心掛け、若者に役目と出番をつくること。
　地域は一部の人でつくるものではありません。なぜなら一部の人
のものではないからです。子どもも若い世代もご高齢のかたも、み
んながいて地域なのです。みんなが自分の役割があり、活躍できる
出番のある地域になってほしいと思います。
　全体コーディネーターの野村先生からは、ぎふＮＰＯセンターへの
相談内容にも変化があり、以前はＮＰＯの立ち上げについての相談
ばかりだったが、ここ最近は、ＮＰＯの解散についての相談もあると
のことでした。地域だけではなく、社会全体が担い手不足、「次につ
なぐこと」が困難になってきていること、次の世代をどう巻き込んで
いくかが課題だというお話をいただきました。

平日は、毎日開放しています。気軽にお越しください。  ＜利用可能日時＞平日１０：００～１５：００

別府保育所地域子育て支援センター
別府140　☎326-2525

下記以外にもさまざまな事業があります。くわしくは各センターにお問い合わせください。11月のお知らせ

子育て中の皆さん！支援センターに遊びに来ませんか？

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

子育て支援センターとは？

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
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『親子でハッピーヨガ』お子さんと触れ合いながら、日頃がんばって
いる身体をほぐしますよ。
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本物の音色をお楽しみください。※センター開催予定

１０：３０
～１１：３０

10：30
～11：30
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いっぱいの、クリスマスらしいあたたかい作品です。

野崎先生の
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『クリスマスフォレスト』A４サイズの土台に広がるクリスマス空間…
好きな形に切って並べて、お子様と一緒に楽しめますよ。

１０：００
～１１：００

『季節のお話と絵本～秋冬編～』“読書の秋”！絵本選びのヒントを
教えていただけますよ。大人への読み聞かせも大好評★

１０：３０
～１１：３０

『免疫力をあげるためのツボ講座★第２弾』「ツボの実演が良かった。」
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その他の支援センターは、市外在住のかたもご利用いただけます。
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安全安心な教育施設をめざします

みずほ教育便
Vol.32

教育
委員
会発

●問い合わせ　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116 ●問い合わせ　教育総務課（巣南庁舎）　☎327-2115

　市内の各教育施設などに、子どもたちや利用者の安全安心のた
め防犯カメラやフェンスを設置しました。
　防犯カメラは学校、保育所、公民館や生津スポーツ広場などの社
会教育施設に合計７6台、フェンスは生津小学校と牛牧小学校の２
校に、いずれも利用者が安心して過ごせるよう設置しました。
　昨年度は市内の学校に不審者が現れるなどの事件が発生しまし
た。そのような事件を未然に防ぐためにも、今後も防犯対策に力を
入れていきたいと教育委員会では考えております。

　瑞穂市弓道場のカメラ（左）です。このドーム型カメラ一体型
レコーダー（右）では、監視と動画保存を同時に行っています。

　南保育・教育センターのカメラ(左)です。この防犯カメラ(中)で、施設を監視しています。モニター(右)
で複数の動画を同時に見ることができます。

　牛牧小学校のフェンス（上）、生津
小学校のフェンス（下）です。侵入者
を防ぎます。

資料や動画を大きく見るこ
とができて分かりやすい！ 問題の解き方を説明しやすい。

拡大できるので、どの部分
の説明か伝えやすい。

ペンで印を付けたり、線を引い
たり、書き直したりできる。

書き込みながら説明ができる。
図を見ながらだと、印象に残りや
すい。何のことか、よく分かる。

資料動画を提示し思考を深める 書画カメラでノートを映す

資料を拡大して見せる 気づいたことを書き込む

解き方の説明をする 資料を見せながら話す

電子黒板が小学校 低・中学年にも入りました！！
授業で大活躍「分かりやすい！伝えやすい！」
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▲チェックシートにお答えいただきました

女性防火クラブが住宅防火訪問を実施女性防火クラブが住宅防火訪問を実施9月26日
（木）

　瑞穂市女性防火クラブ連絡協議会は野白新田南自治会地域
を対象として、戸別訪問し火災予防の啓発と住宅用火災警報
器の普及活動を行いました。チェックシートを使用しながら防火
について聞き取り
を行い、ご協力い
ただいたかたには
粗品をお配りしま
した。クラブでは、
瑞穂消防署と連携
し当事業を毎年
行っています。

　秋の交通安全運動の出発式が行われました。北方警察署の
葛飾署長は、「秋は日没が早まり夕暮れ時の事故が多発する時
期です。この時間帯の取り締まりを強化し事故防止に努めるよ
う呼びかけます。」とあいさつしました。
　別府保育所の年長園児１２人が「１日警察官」として制服に
身を包み、交通安全を呼び掛けました。

市民の安全・安心を担う市民の安全・安心を担う
9月27日
（金）

瑞穂市とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との
地域活性化に関する連携協定 市長公室

　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との地域活性
化に関する連携協定を締結しました。今後職員研修や市内
小・中学校での自転車交通安全セミナーなどを実施してい
く予定です。

小さな
かきりん登場
かきりんキーホルダー完成 
総合政策課（穂積庁舎）

　新しいかきりんグッズができました。
その名も「かきりんキーホルダー」。高さ
約１１ｃｍと小さめサイズで、頭についた
キーチェーンでカバン
や身の回りのものにつ
けて、いつでもかきり
んと一緒にいられま
す。価格は７００円で、
総合政策課（穂積庁舎
３階）で9月から販売し
ています。

ぼくらはちびっこけいさつかん！ぼくらはちびっこけいさつかん！９月２0日
（金） 秋の交通安全運動出発式 別府保育所住宅防火訪問 野白新田地内

99歳おめでとう
ございます

99歳おめでとう
ございます
白寿のお祝い 市内

▲市と協定を締結した丸山岐阜支店長（右）

健康意識向上を目指して健康意識向上を目指して
９月4日
（水）

明治安田生命相互保険会社と健康診査、
検診の啓発等にかかる協定締結式 市長公室

　市が行う健康診査やがん検診、健康づくり教室などの周知
活動やイベントの共催などを目的として、明治安田生命相互
保険会社と健康診査、検診の啓発等にかかる協定を締結しま
した。
　今後、同社の社
員が市内の保険
加入者に個別に
情報提供を行う
ことにより、健康
診査などの受診
率と健康意識の
向上が期待され
ます。 ▲（左から）かきりん、森市長、

　一瀬岐阜支社長、かめろん

▲白バイの出発を見送る園児たち

▲髙井ふじよさん ▲廣瀬ちず子さん

▲豊田操さん

歴史を受け継ぎ、未来へ繋ぐ歴史を受け継ぎ、未来へ繋ぐ
２０１９富有柿発祥の地・みずほ感謝祭 「富有柿発祥の地」碑前・巣南公民館

　富有柿を見出し全国に広めた、福嶌才治さんの功績を讃え感謝祭が開催され
ました。居倉の「富有柿発祥の地」碑前で行われた式典では、献花の後、福嶌さ
んへの感謝の言葉が述べられました。
　巣南公民館で行われた感謝の集いでは、富有柿のイメージソング2曲と富有
柿誕生120年を記念し発刊された本のお披露目と、記念講演が行われました。

全校児童でストリートダンス全校児童でストリートダンス9月28日
（土） ほづみっこダンス 穂積小学校運動場

　瑞穂市PR動画に出演しているKARINさんの
母校において、全校児童およそ800人によるス
トリートダンス「ほづみっこダンス」が運動会で
披露されました。
　市PR動画を元に、KARINさんが改めて低・
中・高各学年パートに振り付けを提供し、
DANCE STUDIO BEAT-IN全面協力のもと、
およそ半年間練習を重ねてきました。
　当日は、KARINさんや市PR動画の楽曲を提
供したレゲエミュージシャンのＧ２さんも登場し、
運動会のなかでも圧巻のステージとなりました。

見る、触る、違いを学ぶ見る、触る、違いを学ぶ9月26日
（木） アマゴとニジマスのつかみ取り体験 株式会社笠原産業岐阜営業所

　別府の株式会社笠原産業で飼育しているアマゴとニジマスを、穂積中学校の生徒が見
学しました。総合的な学習の一環として、水槽の中で泳ぐアマゴとニジマスのようすを見
てから、それぞれの魚の見分けかたを教わりました。
　その後、ビニールプールへ移された魚たちをつかみ取り、これはアマゴ、これはニジマ
スとさきほど教わった方法で魚を見分けていきました。

▲生徒が投げたエサに集まる魚たち ▲ビニールプールでつかみ取りをする生徒ら ▲黒色の点と赤っぽい縦じまが特徴のニジマス

▲「パーマーク」という楕円形の模様と
　朱色点が特徴のアマゴ

9月21日
（土）

▲福嶌さんへの感謝の言葉を述べる小寺実行委員会会長

▲かきりんもいっしょに、跳 ！ 躍 ！ 踊 ！ ▲G2さん（左）とKARINさん（右）

▲旁月今日人さんのライブ

9月２6日
（木）

9月２4日
（火）

9月18日
（水）

ほう づき き ょ う　と

▶富有柿誕生
　120年を記念し、
　発刊された本

◀富有柿の
　イメージソング
　のCD

ふく　しま　さい　 じ

ダンス ダンス ダンス
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明治安田生命相互保険会社と健康診査、
検診の啓発等にかかる協定締結式 市長公室

　市が行う健康診査やがん検診、健康づくり教室などの周知
活動やイベントの共催などを目的として、明治安田生命相互
保険会社と健康診査、検診の啓発等にかかる協定を締結しま
した。
　今後、同社の社
員が市内の保険
加入者に個別に
情報提供を行う
ことにより、健康
診査などの受診
率と健康意識の
向上が期待され
ます。 ▲（左から）かきりん、森市長、

　一瀬岐阜支社長、かめろん

▲白バイの出発を見送る園児たち

▲髙井ふじよさん ▲廣瀬ちず子さん

▲豊田操さん

歴史を受け継ぎ、未来へ繋ぐ歴史を受け継ぎ、未来へ繋ぐ
２０１９富有柿発祥の地・みずほ感謝祭 「富有柿発祥の地」碑前・巣南公民館

　富有柿を見出し全国に広めた、福嶌才治さんの功績を讃え感謝祭が開催され
ました。居倉の「富有柿発祥の地」碑前で行われた式典では、献花の後、福嶌さ
んへの感謝の言葉が述べられました。
　巣南公民館で行われた感謝の集いでは、富有柿のイメージソング2曲と富有
柿誕生120年を記念し発刊された本のお披露目と、記念講演が行われました。

全校児童でストリートダンス全校児童でストリートダンス9月28日
（土） ほづみっこダンス 穂積小学校運動場

　瑞穂市PR動画に出演しているKARINさんの
母校において、全校児童およそ800人によるス
トリートダンス「ほづみっこダンス」が運動会で
披露されました。
　市PR動画を元に、KARINさんが改めて低・
中・高各学年パートに振り付けを提供し、
DANCE STUDIO BEAT-IN全面協力のもと、
およそ半年間練習を重ねてきました。
　当日は、KARINさんや市PR動画の楽曲を提
供したレゲエミュージシャンのＧ２さんも登場し、
運動会のなかでも圧巻のステージとなりました。

見る、触る、違いを学ぶ見る、触る、違いを学ぶ9月26日
（木） アマゴとニジマスのつかみ取り体験 株式会社笠原産業岐阜営業所

　別府の株式会社笠原産業で飼育しているアマゴとニジマスを、穂積中学校の生徒が見
学しました。総合的な学習の一環として、水槽の中で泳ぐアマゴとニジマスのようすを見
てから、それぞれの魚の見分けかたを教わりました。
　その後、ビニールプールへ移された魚たちをつかみ取り、これはアマゴ、これはニジマ
スとさきほど教わった方法で魚を見分けていきました。

▲生徒が投げたエサに集まる魚たち ▲ビニールプールでつかみ取りをする生徒ら ▲黒色の点と赤っぽい縦じまが特徴のニジマス

▲「パーマーク」という楕円形の模様と
　朱色点が特徴のアマゴ

9月21日
（土）

▲福嶌さんへの感謝の言葉を述べる小寺実行委員会会長

▲かきりんもいっしょに、跳 ！ 躍 ！ 踊 ！ ▲G2さん（左）とKARINさん（右）

▲旁月今日人さんのライブ

9月２6日
（木）

9月２4日
（火）

9月18日
（水）

ほう づき き ょ う　と

▶富有柿誕生
　120年を記念し、
　発刊された本

◀富有柿の
　イメージソング
　のCD

ふく　しま　さい　 じ

ダンス ダンス ダンス



広報みずほ・2019.1123 22広報みずほ・2019.11

令和元年分年末調整説明会および消費税の軽減税率制度等説明会

●問い合わせ　岐阜北税務署 個人課税第一部門　☎262-6131（内線214）

●問い合わせ　岐阜北税務署　☎262-6131

青色申告決算説明会のご案内

１． 年末調整（源泉所得税） 13：00～15：15
　  ※お手元に届く「年末調整のしかた」および 
　　  「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をお持ちください。
２．軽減税率（消費税） 15：15～16：00
　 内容・軽減税率制度の概要、対象品目について
　 　　・帳簿や請求書等の記載事項の変更点について
　 　　・記帳から申告書作成までの流れについて

日 　 時

❶

②

❸

❹

⑤

⑥

⑦

11月11日（月）
15：１５～１６：００

岐阜市民会館　大ホール
（岐阜市美江寺町2-6）

岐阜北税務署 法人課税第一部門 ☎262-6131（代表）（内線313）
岐阜南税務署 法人課税第一部門 ☎271-7111（代表）（内線312）990人

11月13日（水）
10：３０～１１：１０
１３：３０～１４：１０

岐阜北税務署　第１会議室
（岐阜市千石町１丁目４番地） 岐阜北税務署 法人課税第一部門 ☎262-6131（代表）（内線313）各回

30人

11月13日（水）
15：１５～１６：００

本巣市役所
本巣すこやかセンター地域交流室
（本巣市文殊３２４）

同　上100人

11月14日（木）
15：１５～１６：００

山県市役所　大会議室（３階）
（山県市高木1000－1） 同　上100人

11月20日（水）
１３：００～１３：４０

マーサ21　４階 マーサホール
（岐阜市正木中１丁目２番１号）

岐阜北税務署 個人課税第一部門 ☎262-6131（代表）（内線214）
岐阜南税務署 個人課税第一部門 ☎271-7111（代表）（内線213）50人

11月21日（木）
11月22日（金）
１５：４０～１６：２０

マーサ21　４階 マーサホール
（岐阜市正木中１丁目２番１号） 同　上各回

50人

12月12日（木）
10：３０～１１：１０
１３：３０～１４：１０

岐阜北税務署　第一会議室
（岐阜市千石町一丁目４番地） 岐阜北税務署 法人課税第一部門 ☎262-6131（代表）（内線313）各回

30人

　次の日程で説明会を開催します。

　令和元年分青色申告決算説明会を下記のとおり開催します。また、消費税の軽減税率制度等説明会も併せて開催します。

開催日 開催場所
開催時間

青色申告
決算説明会

消費税軽減税率
制度等説明会

マーサ21
４階マーサホール
（岐阜市正木中1-2-1）

11月20日（水）

11月21日（木）

11月22日（金）

14:00～
（2時間程度）

13:00～
（40分程度）

  10:00～、
13:30～

（2時間程度）

15:40～
（40分程度）

岐阜北税務署からのお知らせ

【税務署からのお知らせ】
※ｅ-Ｔａｘまたは確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告を行っ
た翌年は、確定申告書や青色決算書等の用紙は送付されません。
※確定申告書や青色決算書等の用紙は国税庁ホームページ
(www.nta.go.jp)からダウンロードすることができますので、是非、
ご利用ください。

※各時間とも内容は同じです
※消費税の軽減税率制度等説明会については、どなたでも参加可能です
※説明会は岐阜北税務署と岐阜南税務署の合同で開催します

※岐阜市民会館は、駐車場がありません。その他の会場についても、駐車台数が限られていますので、公共交通機関などにてご来場いただくようお願いします。

※ご都合の悪い場合、次の開催日・開催場所に出席できます。
消費税の軽減税率制度等説明会開催一覧表
（❶❸❹は13：00～15：15まで年末調整（源泉所得税）の説明会を開催）

11月15日（金）

場 所 総合センター サンシャインホール
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くわしくは、岐阜市ホームページ「日曜救命講習」「夜間救命講習」をご覧ください。

11月の日曜・夜間救命講習

◆時間・内容
　①（  9:00～12:00）普通救命講習Ⅰ= 心肺蘇生法・AED等の救命講習  
　②（10:00～12:00）ステップアップ講習 = 救命入門コースまたはｅ-ラーニング講習
　　　　　　　　　　　　　　　　　  を受講されたかたが対象
　③(19:00～20:30）救命入門コース = 胸骨圧迫とAEDの取扱い救命講習
◆対象者　岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町に在住・在勤・在学のかた
◆定　員　各２０人　※先着順　
◆受講料　無料　
◆申　込　各前日までに、電話または各消防署まで

期日 場所・申込先・問い合わせ
11月1日(金)

3日(日)

8日(金)

10日(日)

15日(金)
17日(日)
22日(金)

24日(日)

③
①②

③

①②

③
①②
③

①②

内容
瑞穂消防署（瑞穂市別府2451-1）
岐阜中消防署（岐阜市美江寺町2‐9）

岐阜北消防署（岐阜市鷺山1769-496）
本巣消防署（北方町加茂1-23）

岐阜南消防署（岐阜市茜部本郷1-12）
山県消防署（山県市高木1291-2）
岐阜中消防署
瑞穂消防署
岐阜南消防署 ・ 山県消防署
岐阜北消防署　　
本巣消防署

☎327-0119
☎262-7165

☎231-5308
☎324-0119

☎272-2012
☎0581-22-0119

シリーズ かか たた

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

手話で手話ろう！手話で手話ろう！
「障害者権利条約」には、手話が言語のひとつであることが明記され
ています。かきりんと一緒に簡単な手話表現を学んで、手話に対す
る理解を深めましょう。

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

手を軽くすぼめ、頭から吹き出し
を作るようすを作ります。その動
作を２、３回上に作っていきます。
その他にも「想像」、「憧れ」にも
使います。ただし口の動きで判
断します。

夢夢
人差し指だけ伸ばし、あとは握
ります。
頭の位置で両手を交互に動かし
ます。

遊ぶ遊ぶ

　柿畑に実った富有柿がどうやっ
て収穫・選果されるのか、体験して
みてください。　　
■日  11月17日（日）9：00～12：00
※受付8：30～
■所  巣南柿農園（中ふれあい広場南西）
※中保育・教育センター駐車場に集合
■料  無料
■対 ■定  小学校4・5・6年生とその家族
…先着40組
市内在住または在勤のかた…先着15人
■〆  11月7日（木）
●服装など　汚れてもよい服装・
履物（長靴など）、タオル、収穫バサ
ミ（準備できるかたのみ）
●主催　瑞穂市柿振興会
■申 ■問  JAぎふ巣南支店　営農経済
☎328-7220
※申込用紙はJAぎふ穂積支店、巣
南支店にあります

柿の収穫体験会
お知らせ

■日  12月22日（日）
■所  岐阜大学（岐阜市柳戸1-1）
■対  甲種・乙種第1～6類・丙種
■申  11月14日（木）～22日（金）
（一財）消防試験研究センター岐阜県支部
（岐阜市薮田南1-5-1第2松波ビル）
（☎274-3210）
※願書は申込先のほか、岐阜市消
防本部予防課、管内各消防署でも
入手できます
■問  岐阜市消防本部予防課
☎262-7163

危険物取扱者試験（第4回）
お知らせ

　家庭・学校・地域社会が一体とな
り、青少年が社会生活を円滑に営
むことができるようにするための
県民運動です。
　期間中には、各種事業への参加
や日常的な活動を進め、青少年の
健やかな育成について理解を深め
ましょう。
●スローガン
「大人が変われば、子どもも変わる」
「地域の子どもは 地域で守り育てよう」
■問  生涯学習課 ☎327-2117　

11月は「子ども・若者育成
支援強調月間」です

お知らせ

　市営美江寺住宅の一部が損傷し
たため、入居の募集を一時停止す
ることとしました。募集再開につい
ては、広報、ホームページなどでお
知らせします。
■問  都市管理課 ☎327-2102

市営住宅の入居者募集
一時停止のお知らせ

お知らせ

■日  11月11日（月）～17日（日）
●テーマ「くらしを支える税」
　国の基本となる税と税務行政に対する
理解を一層深めてもらうとともに、国税
庁（税務署）の取組みに関する意見や要
望を聴く機会として、「税を考える週間」
を設け、さまざまな行事を実施します。国
税庁ホームページ（www.nta.go.jp）に
「税を考える週間」の特集ペ-ジを開設し
ます。ぜひご覧ください。
■問  岐阜北税務署 ☎262-6131

税を考える週間
お知らせ

　こころの相談の際、こころの病気
でお悩みの当事者・ご家族からの
ご相談を、同じような病気で似た境
遇を経験した当事者（ピア＝仲間）
が相談支援専門員とともに応じる
機会と自由に過ごしていただける
場を新たに設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第2水曜日　
老人福祉センター）、電話（支援セ
ンターふなぶせ）で相談することも
可能です。
〇次回開催日
■日  1月9日（木）13：30～15：30
■所  総合センター 相談室1・地域福
祉ルーム
●ピア相談とは？
同じこころの病を経験してきた当事
者が、寄り添い、一緒に考える相談。
■問  福祉生活課 ☎327-4123

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　市では、税理士による相続税や
贈与税等に関する無料相談を行っ
ています。
■日  １１月２１日（木） １３：00～１５：00
■所  総合センター１階 相談室
■定  先着順受付
■問  税務課 ☎３２７-４１１２

税理士による無料税務
相談のご案内

お知らせ

◎一度手続きすれば翌年度も継続
されるので、毎年の手続きはあり
ません。
◎納期ごとに納めに行く手間がは
ぶけて便利です。
◎期日に合わせて自動的に引き落
とされるのでうっかり納め忘れる心
配がありません。
◎納税のために現金を持ち歩く必
要がなく安全です。
　申し込みは「口座振替依頼書(自
動払込利用申込書)」にご記入押印
の上、市指定金融機関などの窓口
にご提出ください。「口座振替依頼
書(自動払込利用申込書)」は市役
所または指定金融機関などの市内
支店などに備え付けています。
　各料金の申込日からの振替(払
込)開始日は、「口座振替依頼書(自
動払込利用申込書)」内の一覧表を
ご覧ください。
●瑞穂市指定金融機関など
口座振替(自動払込)のできる金融機関
大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信
用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜
商工信用組合、ぎふ農業協同組
合、三菱UFJ銀行、西美濃農業協
同組合、ゆうちょ銀行
■問  税務課 ☎327-4112

市税など公共料金の納付は、
便利で確実な口座振替 
(自動払込) のご利用を！

お知らせ

　不動産に関することならどんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日  11月14日（木）13：00～16：00
■所  総合センター第3会議室
■問  （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会岐阜北支部 ☎295-1982

空家等不動産無料相談会
お知らせ

■日  11月7日（木）～14日（木）
　 17：30～18：00
■所  市内商業施設（9店舗）
　住宅用火災警報器の適切な場所
への設置を目的として、瑞穂市女性
防火クラブ連絡協議会役員が瑞穂消
防署と協力し、店舗来場者に啓発品
やチラシの配布を行います。この機
会にぜひ住宅用火災警報器の点検
を行いましょう。
■問  市民協働安全課
☎327-4130

秋季店頭広報を実施（瑞穂市女性防火クラブ連絡協議会）
お知らせ

■日  １１月９日（土）～１５日（金）
令和元年度全国統一防火標語
『ひとつずつ　
  いいね！で確認　火の用心』
　火災が発生しやすい時季です。
この運動期間中に、今一度ご家庭
の防火対策を見直しましょう。

●運動期間中の主な行事
高齢者防火訪問（秋季）
　民生委員さんと共に、地域の高
齢者世帯を訪問します。
■日  11月1日（金）～30日（土）
■対 牛牧、生津、本田の3地域

●いのちを守る7つのポイント
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する。

③ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す。
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用
火災警報器を設置する。

⑤寝具、衣類およびカーテンは、防
炎品を使用する。

⑥火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する。

⑦お年寄りや体の不自由な人を守るた
めに、隣近所の協力体制をつくる。
■問  消防本部予防課 ☎262-7163
瑞穂消防署 ☎327-0119

令和元年秋季
全国火災予防運動

お知らせ

　令和2・3年度の市が発注する物品の
製造販売や納入、役務の提供などで、
入札や見積に参加しようとするかたは、
次の期間に申請を行ってください。
※平成30・31年度の資格をお持
ちのかたも申請が必要です。
●提出書類
市指定の様式を使用。
※様式は11月11日（月）以降に市の
ホームページからダウンロードまたは
財務情報課で配布します。（Ａ4サイズ
2山カットフォルダー綴じ（第1見出し使
用・つづりひもにて綴じてください））
●申請有効期間
令和2・3年度（2か年度）
●受付期間
12月9日（月）～令和2年1月9日（木）
8：30～17：00
郵送または財務情報課窓口で受付します。
※土日祝、年末年始を除く
※受付期間経過後の申請は受付できません
●その他
くわしくは11月11日（月）以降に市の
ホームページまたは財務情報課で配
布する提出要領をご確認ください。
■問  財務情報課 ☎327-4131

令和2・3年度 入札参加者
の登録申請について

お知らせ

実施日 店舗名
11月7日（木）

11月8日（金）

11月11日（月）

11月12日（火）

11月14日（木）

PLANT-6瑞穂店

バロー穂積店

コメリハード＆グリーン穂積店

平和堂穂積店

トミダヤ巣南店

ゲンキー田之上店

マックスバリュ穂積店

ジョーシン瑞穂店

DCMカーマ21瑞穂店
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くわしくは、岐阜市ホームページ「日曜救命講習」「夜間救命講習」をご覧ください。

11月の日曜・夜間救命講習

◆時間・内容
　①（  9:00～12:00）普通救命講習Ⅰ= 心肺蘇生法・AED等の救命講習  
　②（10:00～12:00）ステップアップ講習 = 救命入門コースまたはｅ-ラーニング講習
　　　　　　　　　　　　　　　　　  を受講されたかたが対象
　③(19:00～20:30）救命入門コース = 胸骨圧迫とAEDの取扱い救命講習
◆対象者　岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町に在住・在勤・在学のかた
◆定　員　各２０人　※先着順　
◆受講料　無料　
◆申　込　各前日までに、電話または各消防署まで

期日 場所・申込先・問い合わせ
11月1日(金)

3日(日)

8日(金)

10日(日)

15日(金)
17日(日)
22日(金)

24日(日)

③
①②

③

①②

③
①②
③

①②

内容
瑞穂消防署（瑞穂市別府2451-1）
岐阜中消防署（岐阜市美江寺町2‐9）

岐阜北消防署（岐阜市鷺山1769-496）
本巣消防署（北方町加茂1-23）

岐阜南消防署（岐阜市茜部本郷1-12）
山県消防署（山県市高木1291-2）
岐阜中消防署
瑞穂消防署
岐阜南消防署 ・ 山県消防署
岐阜北消防署　　
本巣消防署

☎327-0119
☎262-7165

☎231-5308
☎324-0119

☎272-2012
☎0581-22-0119

シリーズ かか たた

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

手話で手話ろう！手話で手話ろう！
「障害者権利条約」には、手話が言語のひとつであることが明記され
ています。かきりんと一緒に簡単な手話表現を学んで、手話に対す
る理解を深めましょう。

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

手を軽くすぼめ、頭から吹き出し
を作るようすを作ります。その動
作を２、３回上に作っていきます。
その他にも「想像」、「憧れ」にも
使います。ただし口の動きで判
断します。

夢夢
人差し指だけ伸ばし、あとは握
ります。
頭の位置で両手を交互に動かし
ます。

遊ぶ遊ぶ

　柿畑に実った富有柿がどうやっ
て収穫・選果されるのか、体験して
みてください。　　
■日  11月17日（日）9：00～12：00
※受付8：30～
■所  巣南柿農園（中ふれあい広場南西）
※中保育・教育センター駐車場に集合
■料  無料
■対 ■定  小学校4・5・6年生とその家族
…先着40組
市内在住または在勤のかた…先着15人
■〆  11月7日（木）
●服装など　汚れてもよい服装・
履物（長靴など）、タオル、収穫バサ
ミ（準備できるかたのみ）
●主催　瑞穂市柿振興会
■申 ■問  JAぎふ巣南支店　営農経済
☎328-7220
※申込用紙はJAぎふ穂積支店、巣
南支店にあります

柿の収穫体験会
お知らせ

■日  12月22日（日）
■所  岐阜大学（岐阜市柳戸1-1）
■対  甲種・乙種第1～6類・丙種
■申  11月14日（木）～22日（金）
（一財）消防試験研究センター岐阜県支部
（岐阜市薮田南1-5-1第2松波ビル）
（☎274-3210）
※願書は申込先のほか、岐阜市消
防本部予防課、管内各消防署でも
入手できます
■問  岐阜市消防本部予防課
☎262-7163

危険物取扱者試験（第4回）
お知らせ

　家庭・学校・地域社会が一体とな
り、青少年が社会生活を円滑に営
むことができるようにするための
県民運動です。
　期間中には、各種事業への参加
や日常的な活動を進め、青少年の
健やかな育成について理解を深め
ましょう。
●スローガン
「大人が変われば、子どもも変わる」
「地域の子どもは 地域で守り育てよう」
■問  生涯学習課 ☎327-2117　

11月は「子ども・若者育成
支援強調月間」です

お知らせ

　市営美江寺住宅の一部が損傷し
たため、入居の募集を一時停止す
ることとしました。募集再開につい
ては、広報、ホームページなどでお
知らせします。
■問  都市管理課 ☎327-2102

市営住宅の入居者募集
一時停止のお知らせ

お知らせ

■日  11月11日（月）～17日（日）
●テーマ「くらしを支える税」
　国の基本となる税と税務行政に対する
理解を一層深めてもらうとともに、国税
庁（税務署）の取組みに関する意見や要
望を聴く機会として、「税を考える週間」
を設け、さまざまな行事を実施します。国
税庁ホームページ（www.nta.go.jp）に
「税を考える週間」の特集ペ-ジを開設し
ます。ぜひご覧ください。
■問  岐阜北税務署 ☎262-6131

税を考える週間
お知らせ

　こころの相談の際、こころの病気
でお悩みの当事者・ご家族からの
ご相談を、同じような病気で似た境
遇を経験した当事者（ピア＝仲間）
が相談支援専門員とともに応じる
機会と自由に過ごしていただける
場を新たに設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第2水曜日　
老人福祉センター）、電話（支援セ
ンターふなぶせ）で相談することも
可能です。
〇次回開催日
■日  1月9日（木）13：30～15：30
■所  総合センター 相談室1・地域福
祉ルーム
●ピア相談とは？
同じこころの病を経験してきた当事
者が、寄り添い、一緒に考える相談。
■問  福祉生活課 ☎327-4123

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　市では、税理士による相続税や
贈与税等に関する無料相談を行っ
ています。
■日  １１月２１日（木） １３：00～１５：00
■所  総合センター１階 相談室
■定  先着順受付
■問  税務課 ☎３２７-４１１２

税理士による無料税務
相談のご案内

お知らせ

◎一度手続きすれば翌年度も継続
されるので、毎年の手続きはあり
ません。
◎納期ごとに納めに行く手間がは
ぶけて便利です。
◎期日に合わせて自動的に引き落
とされるのでうっかり納め忘れる心
配がありません。
◎納税のために現金を持ち歩く必
要がなく安全です。
　申し込みは「口座振替依頼書(自
動払込利用申込書)」にご記入押印
の上、市指定金融機関などの窓口
にご提出ください。「口座振替依頼
書(自動払込利用申込書)」は市役
所または指定金融機関などの市内
支店などに備え付けています。
　各料金の申込日からの振替(払
込)開始日は、「口座振替依頼書(自
動払込利用申込書)」内の一覧表を
ご覧ください。
●瑞穂市指定金融機関など
口座振替(自動払込)のできる金融機関
大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信
用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜
商工信用組合、ぎふ農業協同組
合、三菱UFJ銀行、西美濃農業協
同組合、ゆうちょ銀行
■問  税務課 ☎327-4112

市税など公共料金の納付は、
便利で確実な口座振替 
(自動払込) のご利用を！

お知らせ

　不動産に関することならどんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日  11月14日（木）13：00～16：00
■所  総合センター第3会議室
■問  （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会岐阜北支部 ☎295-1982

空家等不動産無料相談会
お知らせ

■日  11月7日（木）～14日（木）
　 17：30～18：00
■所  市内商業施設（9店舗）
　住宅用火災警報器の適切な場所
への設置を目的として、瑞穂市女性
防火クラブ連絡協議会役員が瑞穂消
防署と協力し、店舗来場者に啓発品
やチラシの配布を行います。この機
会にぜひ住宅用火災警報器の点検
を行いましょう。
■問  市民協働安全課
☎327-4130

秋季店頭広報を実施（瑞穂市女性防火クラブ連絡協議会）
お知らせ

■日  １１月９日（土）～１５日（金）
令和元年度全国統一防火標語
『ひとつずつ　
  いいね！で確認　火の用心』
　火災が発生しやすい時季です。
この運動期間中に、今一度ご家庭
の防火対策を見直しましょう。

●運動期間中の主な行事
高齢者防火訪問（秋季）
　民生委員さんと共に、地域の高
齢者世帯を訪問します。
■日  11月1日（金）～30日（土）
■対 牛牧、生津、本田の3地域

●いのちを守る7つのポイント
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する。

③ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す。
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用
火災警報器を設置する。

⑤寝具、衣類およびカーテンは、防
炎品を使用する。

⑥火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する。

⑦お年寄りや体の不自由な人を守るた
めに、隣近所の協力体制をつくる。
■問  消防本部予防課 ☎262-7163
瑞穂消防署 ☎327-0119

令和元年秋季
全国火災予防運動

お知らせ

　令和2・3年度の市が発注する物品の
製造販売や納入、役務の提供などで、
入札や見積に参加しようとするかたは、
次の期間に申請を行ってください。
※平成30・31年度の資格をお持
ちのかたも申請が必要です。
●提出書類
市指定の様式を使用。
※様式は11月11日（月）以降に市の
ホームページからダウンロードまたは
財務情報課で配布します。（Ａ4サイズ
2山カットフォルダー綴じ（第1見出し使
用・つづりひもにて綴じてください））
●申請有効期間
令和2・3年度（2か年度）
●受付期間
12月9日（月）～令和2年1月9日（木）
8：30～17：00
郵送または財務情報課窓口で受付します。
※土日祝、年末年始を除く
※受付期間経過後の申請は受付できません
●その他
くわしくは11月11日（月）以降に市の
ホームページまたは財務情報課で配
布する提出要領をご確認ください。
■問  財務情報課 ☎327-4131

令和2・3年度 入札参加者
の登録申請について

お知らせ

実施日 店舗名
11月7日（木）

11月8日（金）

11月11日（月）

11月12日（火）

11月14日（木）

PLANT-6瑞穂店

バロー穂積店

コメリハード＆グリーン穂積店

平和堂穂積店

トミダヤ巣南店

ゲンキー田之上店

マックスバリュ穂積店

ジョーシン瑞穂店

DCMカーマ21瑞穂店

広報みずほ・2019.1125 市税など公共料金の納付は、便利で確実な 口座振替をご利用ください 市税など公共料金の納付は、便利で確実な 口座振替をご利用ください 24広報みずほ・2019.11

　日時 　会場 　料金 　対象 　資格 　定員 　 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先■日 ■所 ■料 ■対 ■資 ■定 ■応 ■〆 ■申 ■問 みずほだより生 報報 みずほだより生 報報Information Information



※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●11月の催し物●

本
　
館

分
館

2日(土)・9日(土)・16日(土)・23日(土・祝)

2日(土)・16日(土)・23日(土・祝)・30日(土)
15日(金)・22日(金)

おはなしの会

幼児～小学校低学年
未就園児

14:30～(約40分)

14:30～(約30分)
10:30～(約30分)

幼児～小学校低学年

16日(土)映画鑑賞会「三度目の殺人」
出演 福山雅治・広瀬すず ほか　２０１７年/日本

14:00～(124分) どなたでも

未就園児10:30～(約30分)12日(火)・26日(火)未就園児向けおはなしの会

おはなしの会

26日(火) どなたでも10:00～(約90分)声を出して一緒に本を読みましょう

未就園児向けおはなしの会

　ある日、著者が本棚を整理していると昭和
初期の映画のチラシの束を見つけました。確
か昔、古本屋で買った物だと懐かしく思いな
がらパラパラと見てみると、「チョコレート・
ガール」という題の映画になぜかとても惹か
れました。
　映画について調べようと手元のスマホに手
を伸ばしたのですが思いとどまり、チラシに書かれている情報から地
道に図書館や古本屋さんなどに行って調べてみることにしました。
　どうやらこの「チョコレート・ガール」という映画は、原作はおろか
フィルムの所在も不明のようで・・・
　探せば探すほど謎と魅力の増す映画を、著者は見つけることがで
きたのでしょうか。まるで著者とともに「チョコレート・ガール」を探して
いるような感覚になる作品です。

チョコレート・ガール探偵譚
著者名 :吉田　篤弘/著
出版社 : 平凡社　　出版年 : 2019.5

赤ちゃんとわらべうたであそぼう
　わらべうたのリズムで体を動かしま
せんか？赤ちゃん絵本の読み聞かせも
あります。
日　時：１１月１９日（火）１０:３０から
場　所：瑞穂市図書館 分館 おはなし室
対　象：０歳以上のお子さんと保護者

ストーリーテリングおはなしの会
日　時：１１月３０日（土）１４:３０から
場　所：瑞穂市図書館 本館 おはなし室
　いつもとはちょっと違う、本や紙芝居
などを使わないおはなしの会です。おは
なしを楽しみながら、感受性や想像力を
はぐくむといわれています。どなたでも参
加できますが、５歳以上のお子さんにお
すすめです。

分館 臨時休館のお知らせ
　11月3日（日）は、みずほふれあい
フェスタ開催により西部複合センター
周辺の混雑が予想されるため、分館は
臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いいたします。
＊本館は通常通り開館します。
＊本の返却は返却ポストをご利用ください。

●読書週間特別企画
　おとなの本のリサイクルフェア
日 時 : １１月２日（土）～３日（日・祝）10：00～
場 所 : 図書館本館２階学習室

●おはなしの会スペシャル
日 時 : １１月９日（土）１４：３０～
場 所 : 図書館本館２階学習室

今月のおすすめの 1
図書館からのお知らせ

●問い合わせ　図書館（本館）〒501-0224 稲里28-1 ☎326-2300　（分館）〒501-0305 宮田304-2 ☎328-7070　ホームページアドレスhttp://www.library-mizuho-gufu.jp

　県では、安土桃山時代以前の寺院
跡を保存・活用するため、寺院の歴
史や文化財などを把握する総合調
査を昨年度より開始いたしました。
　下記の期間において、現地で建物
跡などを調べたり、測量調査などを
行います。ご理解、ご協力をよろしく
お願いします。
■日  11月初旬から1月下旬（予定）
■所  市内の寺院およびその周辺
■問  県文化財保護センター
☎237-8550

岐阜県古代・中世寺院跡
総合調査にご協力ください

お知らせ

「本人・家族が望む最高の最期とは」
●講演　医療法人かがやき 総合在宅
クリニック 副院長　土屋 邦洋氏
　人生の最期を自宅で過ごすために、「自分が家族
に看取られる」「家族を看取る」という心構えを、在
宅医療医から具体的な事例を通してのお話です。

■日  11月7日（木）13：30～15：00
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料（申込不要）　
■定  500名
■問 地域包括支援センター
☎327-4118

令和元年度在宅医療介護連携推進講演会
（瑞穂大学寿学部講座）開催

お知らせ

新着図書のご案内新着図書のご案内

この他にもたくさんの新しい本が図書館に入りました。
くわしくは毎週土曜日、図書館で発行している「新着図書案内」をご覧ください。

迷いながら
生きていく

依田　徹
著者名

淡交社
出版社

マボロシの
茶道具図鑑

五木　寛之
著者名

PHP研究所
出版社

だれもしらない
図書館のひみつ

汐文社
出版社

著者名
北川 チハル/作
石井　聖岳 /絵

お知らせ

　次の事業者において電話相談を
お受けしています。

障がい者などの電話相談
受付中！！

利用対象者 電話番号事業所名

知的障がい
のかたなど

心の病気で
お悩みの
かたなど

生活サポートはしま
相談支援センター ☎392-2800

障害者総合生活
支援センタークロス ☎210-2078

うかい

ふなぶせ

ふなぶせ南

☎239-5838

☎213-8811

☎201-6711

お知らせ

　日常の心配事、サービス利用や
就労支援について、相談支援専門
員が相談に応じます。

■所  総合センター相談室１
■問  福祉生活課 ☎３２７-４１２３

障がい者などの相談窓口
を開設！

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

こころの
相談

ほほえみ
相談

11/7
（木）

11/13
（水）

ふなぶせ

生活
サポート
はしま

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

※時間はいずれも１３：３０～１５：３０
※先着各２人です（要予約）
※両相談とも前日までに予約がない場合は中止
します

　震災後、皆さんからお預かりした
ご厚志は、随時日本赤十字社岐阜
県支部に送金しております。
●東日本大震災義援金
　3,174万1,090円
●平成28年度熊本地震災害義援金
　578万3,008円
●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
　451万1,717円
（10月4日現在）
紙面を借りて厚くお礼申し上げま
す。引き続きご支援をお願いします。
●募金箱設置場所
・穂積庁舎2階ロビー
・巣南庁舎正面玄関
●受付窓口
・総合センター地域福祉高齢課
・巣南庁舎　市民窓口課
■問 地域福祉高齢課
☎327-4126

義援金について
お知らせ

■日  令和2年1月18日（土）
14：00～16：00（開場13：00）
■所 不二羽島文化センタースカイホール
（羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地）
■申 11月1日（金）～29日（金）必着
※入場無料。事前申込による指定席券が必要
※定員（1,200名）を超過した場合は抽選
※往復はがきによる申込になります
　詳細は岐阜県警察ホームページ
をご確認ください。
■問  県警広報県民課 音楽隊
☎271-2424

第24回岐阜県警察音楽隊
定期演奏会

募　集

▲測量のようす

●みずほレインボー合唱団
■日  12月1日（日）13：30開演（13：00開場）
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料　■問  馬渕
　 mizuho.rainbow.choir@gmail.com

第27回レインボー
コンサート♪

文化協会

　踊り・邦楽同好会の箏・「山口晃司」の
三味線演奏を堪能していただけます。
●藤登恵会
■日  11月24日（日）13：00開演
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料

二十周年記念 日本舞踊
藤間をどり

文化協会

こと

令和元年度の採用を次のとおり行います。

令和２年４月採用 もとす広域連合職員募集
募　集

広報みずほ・2019.1127 かきりんのLINEスタンプあります LINEスタンプショップで「かきりん瑞穂市」と入れて検索してください 26広報みずほ・2019.11
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自衛官候補生募集
募　集

受験資格 受付期間 試験期日

受付時にお知らせ

令和2年1月5日～
6日のうち1日

18歳以上33歳未満の男女 年間を通じて実施

11月1日～29日

募集種目

陸・海・空
自衛官候補生

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒

一般

推薦

中学校卒業（卒業見込を含む）
の17歳未満の男子で、成績優秀
かつ学校長が推薦できる者

【1次試験】
令和2年1月18日

11月1日～
令和2年1月7日

中学校卒業（卒業見込を含
む）の17歳未満の男子

※受験資格（年齢）は令和2年4月1日現在です

採用人数 一次試験内容 〆切一次試験日程および会場

12月8日（日）
本巣市役所
真正分庁舎内
広域連合会議室

12月
中旬から下旬
場所未定

教養試験、
事務適正検査、
性格特性検査

11月22日（金）
17：15
必着※１

11月2９日（金）
17：15
必着※2

作文試験
および
面接試験

職種 対象

①一般行政職 若干名

若干名
②一般行政職：
　介護職
　（老人福祉
　施設大和園）

大学卒業程度、短大卒業
程度
平成元年４月２日以降に
生まれたかた

介護福祉士、社会福祉士、
精神保健福祉士いずれか
の資格を有するかた、
もしくは採用時取得見込
のかたで、昭和50年４月２
日以降に生まれたかた

■申 ■問  自衛隊岐阜地方協力本部岐阜募集案内所 ☎262-1818

■申 ■問 ①〒５０１－０４６６ 本巣市下真桑１０００番地 本巣市役所真正分庁舎内
もとす広域連合総務課 ☎３２０－２２６６
②〒５０１－１２０５ 本巣市曽井中島１１５６－４
もとす広域連合老人福祉施設大和園 ☎０５８１－３４－２５５５

※１ 申込書類は履歴書（当方指定様式）と卒業証明書もしくは卒業見込証明書。履歴書は〆切日の
　　17時15分まで、もとす広域連合総務課でお渡しします。
※2 申込書類は履歴書、介護福祉士などの資格を証明する書類の写し



※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●11月の催し物●

本
　
館

分
館

2日(土)・9日(土)・16日(土)・23日(土・祝)

2日(土)・16日(土)・23日(土・祝)・30日(土)
15日(金)・22日(金)

おはなしの会

幼児～小学校低学年
未就園児

14:30～(約40分)

14:30～(約30分)
10:30～(約30分)

幼児～小学校低学年

16日(土)映画鑑賞会「三度目の殺人」
出演 福山雅治・広瀬すず ほか　２０１７年/日本

14:00～(124分) どなたでも

未就園児10:30～(約30分)12日(火)・26日(火)未就園児向けおはなしの会

おはなしの会

26日(火) どなたでも10:00～(約90分)声を出して一緒に本を読みましょう

未就園児向けおはなしの会

　ある日、著者が本棚を整理していると昭和
初期の映画のチラシの束を見つけました。確
か昔、古本屋で買った物だと懐かしく思いな
がらパラパラと見てみると、「チョコレート・
ガール」という題の映画になぜかとても惹か
れました。
　映画について調べようと手元のスマホに手
を伸ばしたのですが思いとどまり、チラシに書かれている情報から地
道に図書館や古本屋さんなどに行って調べてみることにしました。
　どうやらこの「チョコレート・ガール」という映画は、原作はおろか
フィルムの所在も不明のようで・・・
　探せば探すほど謎と魅力の増す映画を、著者は見つけることがで
きたのでしょうか。まるで著者とともに「チョコレート・ガール」を探して
いるような感覚になる作品です。

チョコレート・ガール探偵譚
著者名 :吉田　篤弘/著
出版社 : 平凡社　　出版年 : 2019.5

赤ちゃんとわらべうたであそぼう
　わらべうたのリズムで体を動かしま
せんか？赤ちゃん絵本の読み聞かせも
あります。
日　時：１１月１９日（火）１０:３０から
場　所：瑞穂市図書館 分館 おはなし室
対　象：０歳以上のお子さんと保護者

ストーリーテリングおはなしの会
日　時：１１月３０日（土）１４:３０から
場　所：瑞穂市図書館 本館 おはなし室
　いつもとはちょっと違う、本や紙芝居
などを使わないおはなしの会です。おは
なしを楽しみながら、感受性や想像力を
はぐくむといわれています。どなたでも参
加できますが、５歳以上のお子さんにお
すすめです。

分館 臨時休館のお知らせ
　11月3日（日）は、みずほふれあい
フェスタ開催により西部複合センター
周辺の混雑が予想されるため、分館は
臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いいたします。
＊本館は通常通り開館します。
＊本の返却は返却ポストをご利用ください。

●読書週間特別企画
　おとなの本のリサイクルフェア
日 時 : １１月２日（土）～３日（日・祝）10：00～
場 所 : 図書館本館２階学習室

●おはなしの会スペシャル
日 時 : １１月９日（土）１４：３０～
場 所 : 図書館本館２階学習室

今月のおすすめの 1
図書館からのお知らせ

●問い合わせ　図書館（本館）〒501-0224 稲里28-1 ☎326-2300　（分館）〒501-0305 宮田304-2 ☎328-7070　ホームページアドレスhttp://www.library-mizuho-gufu.jp

　県では、安土桃山時代以前の寺院
跡を保存・活用するため、寺院の歴
史や文化財などを把握する総合調
査を昨年度より開始いたしました。
　下記の期間において、現地で建物
跡などを調べたり、測量調査などを
行います。ご理解、ご協力をよろしく
お願いします。
■日  11月初旬から1月下旬（予定）
■所  市内の寺院およびその周辺
■問  県文化財保護センター
☎237-8550

岐阜県古代・中世寺院跡
総合調査にご協力ください

お知らせ

「本人・家族が望む最高の最期とは」
●講演　医療法人かがやき 総合在宅
クリニック 副院長　土屋 邦洋氏
　人生の最期を自宅で過ごすために、「自分が家族
に看取られる」「家族を看取る」という心構えを、在
宅医療医から具体的な事例を通してのお話です。

■日  11月7日（木）13：30～15：00
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料（申込不要）　
■定  500名
■問 地域包括支援センター
☎327-4118

令和元年度在宅医療介護連携推進講演会
（瑞穂大学寿学部講座）開催

お知らせ

新着図書のご案内新着図書のご案内

この他にもたくさんの新しい本が図書館に入りました。
くわしくは毎週土曜日、図書館で発行している「新着図書案内」をご覧ください。

迷いながら
生きていく

依田　徹
著者名

淡交社
出版社

マボロシの
茶道具図鑑

五木　寛之
著者名

PHP研究所
出版社

だれもしらない
図書館のひみつ

汐文社
出版社

著者名
北川 チハル/作
石井　聖岳 /絵

お知らせ

　次の事業者において電話相談を
お受けしています。

障がい者などの電話相談
受付中！！

利用対象者 電話番号事業所名

知的障がい
のかたなど

心の病気で
お悩みの
かたなど

生活サポートはしま
相談支援センター ☎392-2800

障害者総合生活
支援センタークロス ☎210-2078

うかい

ふなぶせ

ふなぶせ南

☎239-5838

☎213-8811

☎201-6711

お知らせ

　日常の心配事、サービス利用や
就労支援について、相談支援専門
員が相談に応じます。

■所  総合センター相談室１
■問  福祉生活課 ☎３２７-４１２３

障がい者などの相談窓口
を開設！

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

こころの
相談

ほほえみ
相談

11/7
（木）

11/13
（水）

ふなぶせ

生活
サポート
はしま

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

※時間はいずれも１３：３０～１５：３０
※先着各２人です（要予約）
※両相談とも前日までに予約がない場合は中止
します

　震災後、皆さんからお預かりした
ご厚志は、随時日本赤十字社岐阜
県支部に送金しております。
●東日本大震災義援金
　3,174万1,090円
●平成28年度熊本地震災害義援金
　578万3,008円
●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
　451万1,717円
（10月4日現在）
紙面を借りて厚くお礼申し上げま
す。引き続きご支援をお願いします。
●募金箱設置場所
・穂積庁舎2階ロビー
・巣南庁舎正面玄関
●受付窓口
・総合センター地域福祉高齢課
・巣南庁舎　市民窓口課
■問 地域福祉高齢課
☎327-4126

義援金について
お知らせ

■日  令和2年1月18日（土）
14：00～16：00（開場13：00）
■所 不二羽島文化センタースカイホール
（羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地）
■申 11月1日（金）～29日（金）必着
※入場無料。事前申込による指定席券が必要
※定員（1,200名）を超過した場合は抽選
※往復はがきによる申込になります
　詳細は岐阜県警察ホームページ
をご確認ください。
■問  県警広報県民課 音楽隊
☎271-2424

第24回岐阜県警察音楽隊
定期演奏会

募　集

▲測量のようす

●みずほレインボー合唱団
■日  12月1日（日）13：30開演（13：00開場）
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料　■問  馬渕
　 mizuho.rainbow.choir@gmail.com

第27回レインボー
コンサート♪

文化協会

　踊り・邦楽同好会の箏・「山口晃司」の
三味線演奏を堪能していただけます。
●藤登恵会
■日  11月24日（日）13：00開演
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料

二十周年記念 日本舞踊
藤間をどり

文化協会

こと

令和元年度の採用を次のとおり行います。

令和２年４月採用 もとす広域連合職員募集
募　集
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自衛官候補生募集
募　集

受験資格 受付期間 試験期日

受付時にお知らせ

令和2年1月5日～
6日のうち1日

18歳以上33歳未満の男女 年間を通じて実施

11月1日～29日

募集種目

陸・海・空
自衛官候補生

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒

一般

推薦

中学校卒業（卒業見込を含む）
の17歳未満の男子で、成績優秀
かつ学校長が推薦できる者

【1次試験】
令和2年1月18日

11月1日～
令和2年1月7日

中学校卒業（卒業見込を含
む）の17歳未満の男子

※受験資格（年齢）は令和2年4月1日現在です

採用人数 一次試験内容 〆切一次試験日程および会場

12月8日（日）
本巣市役所
真正分庁舎内
広域連合会議室

12月
中旬から下旬
場所未定

教養試験、
事務適正検査、
性格特性検査

11月22日（金）
17：15
必着※１

11月2９日（金）
17：15
必着※2

作文試験
および
面接試験

職種 対象

①一般行政職 若干名

若干名
②一般行政職：
　介護職
　（老人福祉
　施設大和園）

大学卒業程度、短大卒業
程度
平成元年４月２日以降に
生まれたかた

介護福祉士、社会福祉士、
精神保健福祉士いずれか
の資格を有するかた、
もしくは採用時取得見込
のかたで、昭和50年４月２
日以降に生まれたかた

■申 ■問  自衛隊岐阜地方協力本部岐阜募集案内所 ☎262-1818

■申 ■問 ①〒５０１－０４６６ 本巣市下真桑１０００番地 本巣市役所真正分庁舎内
もとす広域連合総務課 ☎３２０－２２６６
②〒５０１－１２０５ 本巣市曽井中島１１５６－４
もとす広域連合老人福祉施設大和園 ☎０５８１－３４－２５５５

※１ 申込書類は履歴書（当方指定様式）と卒業証明書もしくは卒業見込証明書。履歴書は〆切日の
　　17時15分まで、もとす広域連合総務課でお渡しします。
※2 申込書類は履歴書、介護福祉士などの資格を証明する書類の写し



●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448 （電話：月・木・金曜日10時～16時／FAX：24時間受付）●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448

サーキット
トレーニング講習

市民センター
サーキットトレーニング室

場　所

1回100円
利用料金

10名
定　員

１６歳以上
対象年齢

12
月
※開始15分前までに集合してください
※要事前予約
※新しいトレーニングマシーンの操作方法に
　不安のあるかたは、再度受講していただけます

サーキットトレーニング室を利用するかたに
必ず受けていただく講習です。

6日（金） 19：00～
日 時　　間

19日（木） 19：00～
11日（水） 10：00～

ペーパーウェイトをつくってみましょう！
他の作品も選べます。

対　象　者 小学生以上

そ　の　他 小学生低学年のかたは、上靴をお持ちください。

会　　　場 美来の森館　研修室（十九条382番地1）
定　　　員 上記①②各１０人 ※定員になり次第締め切ります

受　講　料 市民のかた７５０円（それ以外のかた１，５００円）納付書を郵送しますので、市指定の金融機関でお納めください。

※申込みは、受講希望日の前週金曜日までにお願いします。なお、材料などの都合上、
　団体で受講を希望する場合は、前述に関わらず事前に下記までご連絡ください
※ＦＡＸの場合は、受講日・氏名・住所・電話番号を明記してください

☆くわしくは、下記まで
　お問い合わせください。

日　　　時 毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①１０：３０～ ②１３：３０～
※第２土曜日は、②の時間のみ開講
※団体の場合は日曜日の開講も行います。下記までご相談ください

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

電話またはFAXにて申　込　み

 
（電話：月・木・金曜日10:00～16:00／FAX：24時間受付）

●申込・問い合わせ　美来の森ガラス工房瑞穂　☎   326-7388

　美来の森工房では、空きビンや窓ガラスを使って、誰でも簡単にガラス工芸を楽しんでい
ただけるフュージング体験教室を開催しています。

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

瑞穂市の身近な話題を
お伝えするＣＣＮのニュース番組 エリアトピックス

地デジ１２ｃｈ
地域のニュース番組
(月)～(金) 放送

放送日・内容 ※番組は都合により変更される場合があります。

放送時間 ７：４５～ ほか

●１１月  ７日（木）　みずほふれあいフェスタ２０１９
●１１月２１日（木）　柿の収穫体験
●１１月２７日（水）　郷土の歴史再発見 講演会「仏像の見方と魅力」

編集後記 　少し前までは、涼しくなったと思えば暑い日
が続いていましたが、最近は風が肌寒く感じ

ます。もうすっかり秋ですね。実りの秋にはおいしい食べ物がたくさ
ん出回ります。その中でもやはり瑞穂市発祥の
富有柿に注目してしまいます。
　この富有柿をイメージした「瑞穂市マスコッ
トキャラクターかきりん」のキーホルダーが誕
生しました（本紙21頁参照）。
　大きすぎず、小さすぎないサイズでカバンに
つけると注目間違いなしですね。  （魚山宮崎）

　住所・氏名・年齢・電話番号をご記
入のうえ、ハガキまたはＦＡＸでお申
し込みください。
文化協会（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２　
宮田３００-１　巣南公民館内　
☎３２８-７１４１

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

　今年度の題は「宝」です。
　宝の文字から連想される事を原稿
用紙800字以内で綴ってください。
書写・絵画・写真・詩・俳句・短歌など何
でもいいです。
■〆  11月末日
■応  文化協会事務局

文芸誌「宝」の原稿を募集
文化協会

　室内版カーリングとも表現され
る、気軽にできるレクリエーションで
す。体験練習会もあります。高齢者、
障がいのあるかたも参加してみて
ください。
■日  12月15日（日）13：00～
■所  巣南公民館多目的ホール
■対  市内在住・在勤・在学の小学４年生
以上のかた
■定  12チーム（3名1チームで申込）
■料  1人 300円
■〆  12月６日（金）

レクリエーション協会
「瑞穂市カローリング大会」
参加者募集！

体育協会

■日  １月１２日（日）８：３０～
■所  北方町総合体育館
●種別 一般男子の部・一般女子の部
■対  市内在住・在勤の高校生以上の
かた
■料  １人 １,０００円
■〆  １月４日（土）

ソフトテニスインドア大会
体育協会

　「参加申込書」にご記入のうえ、申
し込んでください。くわしい要項・参
加申込書は、市民センター・巣南公
民館・市体育協会事務局に置いて
ありますので、ご覧ください。
体育協会事務局　☎３２５-０５１１

体育協会

体育協会の
申込方法・問い合わせ

　親子で力を合わせて玄関や窓辺
に飾れる鉢飾りを作ります!!
■日  12月14日（土）15：30～17：00
■所  巣南公民館　多目的ホール
■対  小学生とその親
　 （大人のみの参加もOK！）
■料  2,500円（当日払い）
■定  先着40組
●申込受付開始
11月11日（月）
10：00からお電話にてお申し込みく
ださい。

親子シリーズVol.6
お正月飾り華包を作ってみよう！

Link-upみずほ

　酸素を体内に供給しながら、ハツラツ
とリズムに乗って元気に汗をかきます。
■日  11月7日（木）・14日（木）・21日（木）・
28日（木）13：30～14：45（年45回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  2,100円／月
■対  成人のかた
●指導者 ＡＦＡＡ公認インストラクター
國島みゆき

エアロビクス教室
Link-upみずほ

　毎回色々な花を使って、オアシス
にアレンジします。
■日  11月5日（火）・19日（火）
17：00～18：00
■所  巣南公民館第2講義室
■料  2,000円／月（材料費込み）
■対  小学生～成人のかた
●指導者　若山種子

うきうきフラワー教室
Link-upみずほ

住所、氏名、年齢、電話番号をご記
入のうえ、ＦＡＸまたは電話でお申し
込みください。
Link-upみずほ事務局
☎　 ３２８-３８２５
　 info@ncmizuho.com

Link-upみずほ

Link-upみずほの
申込・応募・問い合わせ

地デジ１2ｃｈ
～第２１回ファミリーコンサート～

チャンネルＣＣＮスペシャル 

放送日 １１月２日（土）～１１月１９日（火）

10月６日(日)にサンシャインホールで開催された「第２１回ファミリーコンサートの模様が放送されます。

生中継

　シング・シング・シング、マゼラン
の未知なる大陸への挑戦、交響曲第
4番 へ短調 作品36より 終楽章
（P.I．チャイコフスキー）ほか
　40回という節目の演奏会を記念
し、祝典序曲を演奏します。歴代の
当団演奏曲で瑞穂市吹サウンドを
懐かしみ、楽しめるプログラムです。
◎瑞穂市民吹奏楽団
■日  12月8日（日）14：00開演
（13：20開場）
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料

瑞穂市民吹奏楽団　
第40回定期演奏会

文化協会

◎手芸公開講座（手芸クラブ）
　大島紬で作る「椿の吊り下げ」
■日  11月29日（金）9：30～12：00
■所  巣南公民館　第2講義室
■料  1,000円
■応  文化協会または白木まで
■問  ☎328-8693（白木）

公開講座
文化協会

◎菊花展（瑞穂市菊寿会）
　令和元年度菊花展を巣南公民館
前にて行いますのでご来場くださ
い。お待ちしています。
■日  11月1日（金）～20日（水）
■所  巣南公民館特設会場（巣南公民館前）
◎洋画展（洋画クラブ創積会）
■日  11月16日（土）～12月1日（日）
　 最終日は15：00まで
■所  市民センターサロン
◎手芸作品展(手芸クラブ）
■日  11月29日（金）～12月6日（金）
■所  巣南公民館 ロビー

展示
文化協会

　無理せず体をほぐしながら体幹
を鍛えてバランス感覚をやしなって
いきます。
■日  11月7日（木）・15日（金）
13：00～14：00
■所  本田コミュニティーセンター

■日  11月8日（火）9：30～10：30・
13日（水）13：00～14：00
■所  牛牧北部防災コミュニティセンター

■日  11月11日（月）10：00～11：00・
19日（火）10：45～11：45
■所  巣南公民館　多目的ホール

■日  11月20日（水）・25日（月）
13：00～14：00
■所  牛牧南部コミュニティセンター

■日  11月21日（木）・28日（木）
13：00～14：00
■所  総合センター2階 交流ルーム

■料  無料
■定  各日25名
参加回数別でもれなく参加賞をお
渡しします。

高齢者向け
「にこにこ運動教室」開催

Link-upみずほ

(火）21：00～、(土）17：00～、（日）10：00～
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　夫やパートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性をめぐる人権相談
に、人権擁護委員が中心となって電話で相談に応じます。
　相談は無料（ただし、通話料は相談者の負担となります。）、
秘密は厳守しますので、どなたでもお気軽に御利用下さい。

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の実施について

日時　１１月１８日（月）から２４日（日）までの７日間
　　　月曜日から金曜日は、８：３０から１９：００まで
　　　土曜日・日曜日は、１０：００から１７：００まで
受付電話番号　０５７０-０７０-８１０
相 談 担 当 者　人権擁護委員・法務局職員

　上記強化週間以外の日でも、平日８:３０
から１７:１５まで相談に応じています。
　パソコン、携帯電話、スマートフォンか
らも人権相談を受け付けています。

http://www.jinken.go.jp/
（パソコン、携帯電話、スマートフォン共通）



●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448 （電話：月・木・金曜日10時～16時／FAX：24時間受付）●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448

サーキット
トレーニング講習

市民センター
サーキットトレーニング室

場　所

1回100円
利用料金

10名
定　員

１６歳以上
対象年齢

12
月
※開始15分前までに集合してください
※要事前予約
※新しいトレーニングマシーンの操作方法に
　不安のあるかたは、再度受講していただけます

サーキットトレーニング室を利用するかたに
必ず受けていただく講習です。

6日（金） 19：00～
日 時　　間

19日（木） 19：00～
11日（水） 10：00～

ペーパーウェイトをつくってみましょう！
他の作品も選べます。

対　象　者 小学生以上

そ　の　他 小学生低学年のかたは、上靴をお持ちください。

会　　　場 美来の森館　研修室（十九条382番地1）
定　　　員 上記①②各１０人 ※定員になり次第締め切ります

受　講　料 市民のかた７５０円（それ以外のかた１，５００円）納付書を郵送しますので、市指定の金融機関でお納めください。

※申込みは、受講希望日の前週金曜日までにお願いします。なお、材料などの都合上、
　団体で受講を希望する場合は、前述に関わらず事前に下記までご連絡ください
※ＦＡＸの場合は、受講日・氏名・住所・電話番号を明記してください

☆くわしくは、下記まで
　お問い合わせください。

日　　　時 毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①１０：３０～ ②１３：３０～
※第２土曜日は、②の時間のみ開講
※団体の場合は日曜日の開講も行います。下記までご相談ください

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

電話またはFAXにて申　込　み

 
（電話：月・木・金曜日10:00～16:00／FAX：24時間受付）

●申込・問い合わせ　美来の森ガラス工房瑞穂　☎   326-7388

　美来の森工房では、空きビンや窓ガラスを使って、誰でも簡単にガラス工芸を楽しんでい
ただけるフュージング体験教室を開催しています。

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

瑞穂市の身近な話題を
お伝えするＣＣＮのニュース番組 エリアトピックス

地デジ１２ｃｈ
地域のニュース番組
(月)～(金) 放送

放送日・内容 ※番組は都合により変更される場合があります。

放送時間 ７：４５～ ほか

●１１月  ７日（木）　みずほふれあいフェスタ２０１９
●１１月２１日（木）　柿の収穫体験
●１１月２７日（水）　郷土の歴史再発見 講演会「仏像の見方と魅力」

編集後記 　少し前までは、涼しくなったと思えば暑い日
が続いていましたが、最近は風が肌寒く感じ

ます。もうすっかり秋ですね。実りの秋にはおいしい食べ物がたくさ
ん出回ります。その中でもやはり瑞穂市発祥の
富有柿に注目してしまいます。
　この富有柿をイメージした「瑞穂市マスコッ
トキャラクターかきりん」のキーホルダーが誕
生しました（本紙21頁参照）。
　大きすぎず、小さすぎないサイズでカバンに
つけると注目間違いなしですね。  （魚山宮崎）

　住所・氏名・年齢・電話番号をご記
入のうえ、ハガキまたはＦＡＸでお申
し込みください。
文化協会（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２　
宮田３００-１　巣南公民館内　
☎３２８-７１４１

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

　今年度の題は「宝」です。
　宝の文字から連想される事を原稿
用紙800字以内で綴ってください。
書写・絵画・写真・詩・俳句・短歌など何
でもいいです。
■〆  11月末日
■応  文化協会事務局

文芸誌「宝」の原稿を募集
文化協会

　室内版カーリングとも表現され
る、気軽にできるレクリエーションで
す。体験練習会もあります。高齢者、
障がいのあるかたも参加してみて
ください。
■日  12月15日（日）13：00～
■所  巣南公民館多目的ホール
■対  市内在住・在勤・在学の小学４年生
以上のかた
■定  12チーム（3名1チームで申込）
■料  1人 300円
■〆  12月６日（金）

レクリエーション協会
「瑞穂市カローリング大会」
参加者募集！

体育協会

■日  １月１２日（日）８：３０～
■所  北方町総合体育館
●種別 一般男子の部・一般女子の部
■対  市内在住・在勤の高校生以上の
かた
■料  １人 １,０００円
■〆  １月４日（土）

ソフトテニスインドア大会
体育協会

　「参加申込書」にご記入のうえ、申
し込んでください。くわしい要項・参
加申込書は、市民センター・巣南公
民館・市体育協会事務局に置いて
ありますので、ご覧ください。
体育協会事務局　☎３２５-０５１１

体育協会

体育協会の
申込方法・問い合わせ

　親子で力を合わせて玄関や窓辺
に飾れる鉢飾りを作ります!!
■日  12月14日（土）15：30～17：00
■所  巣南公民館　多目的ホール
■対  小学生とその親
　 （大人のみの参加もOK！）
■料  2,500円（当日払い）
■定  先着40組
●申込受付開始
11月11日（月）
10：00からお電話にてお申し込みく
ださい。

親子シリーズVol.6
お正月飾り華包を作ってみよう！

Link-upみずほ

　酸素を体内に供給しながら、ハツラツ
とリズムに乗って元気に汗をかきます。
■日  11月7日（木）・14日（木）・21日（木）・
28日（木）13：30～14：45（年45回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  2,100円／月
■対  成人のかた
●指導者 ＡＦＡＡ公認インストラクター
國島みゆき

エアロビクス教室
Link-upみずほ

　毎回色々な花を使って、オアシス
にアレンジします。
■日  11月5日（火）・19日（火）
17：00～18：00
■所  巣南公民館第2講義室
■料  2,000円／月（材料費込み）
■対  小学生～成人のかた
●指導者　若山種子

うきうきフラワー教室
Link-upみずほ

住所、氏名、年齢、電話番号をご記
入のうえ、ＦＡＸまたは電話でお申し
込みください。
Link-upみずほ事務局
☎　 ３２８-３８２５
　 info@ncmizuho.com

Link-upみずほ

Link-upみずほの
申込・応募・問い合わせ

地デジ１2ｃｈ
～第２１回ファミリーコンサート～

チャンネルＣＣＮスペシャル 

放送日 １１月２日（土）～１１月１９日（火）

10月６日(日)にサンシャインホールで開催された「第２１回ファミリーコンサートの模様が放送されます。

生中継

　シング・シング・シング、マゼラン
の未知なる大陸への挑戦、交響曲第
4番 へ短調 作品36より 終楽章
（P.I．チャイコフスキー）ほか
　40回という節目の演奏会を記念
し、祝典序曲を演奏します。歴代の
当団演奏曲で瑞穂市吹サウンドを
懐かしみ、楽しめるプログラムです。
◎瑞穂市民吹奏楽団
■日  12月8日（日）14：00開演
（13：20開場）
■所  総合センター サンシャインホール
■料  無料

瑞穂市民吹奏楽団　
第40回定期演奏会

文化協会

◎手芸公開講座（手芸クラブ）
　大島紬で作る「椿の吊り下げ」
■日  11月29日（金）9：30～12：00
■所  巣南公民館　第2講義室
■料  1,000円
■応  文化協会または白木まで
■問  ☎328-8693（白木）

公開講座
文化協会

◎菊花展（瑞穂市菊寿会）
　令和元年度菊花展を巣南公民館
前にて行いますのでご来場くださ
い。お待ちしています。
■日  11月1日（金）～20日（水）
■所  巣南公民館特設会場（巣南公民館前）
◎洋画展（洋画クラブ創積会）
■日  11月16日（土）～12月1日（日）
　 最終日は15：00まで
■所  市民センターサロン
◎手芸作品展(手芸クラブ）
■日  11月29日（金）～12月6日（金）
■所  巣南公民館 ロビー

展示
文化協会

　無理せず体をほぐしながら体幹
を鍛えてバランス感覚をやしなって
いきます。
■日  11月7日（木）・15日（金）
13：00～14：00
■所  本田コミュニティーセンター

■日  11月8日（火）9：30～10：30・
13日（水）13：00～14：00
■所  牛牧北部防災コミュニティセンター

■日  11月11日（月）10：00～11：00・
19日（火）10：45～11：45
■所  巣南公民館　多目的ホール

■日  11月20日（水）・25日（月）
13：00～14：00
■所  牛牧南部コミュニティセンター

■日  11月21日（木）・28日（木）
13：00～14：00
■所  総合センター2階 交流ルーム

■料  無料
■定  各日25名
参加回数別でもれなく参加賞をお
渡しします。

高齢者向け
「にこにこ運動教室」開催

Link-upみずほ

(火）21：00～、(土）17：00～、（日）10：00～
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　夫やパートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性をめぐる人権相談
に、人権擁護委員が中心となって電話で相談に応じます。
　相談は無料（ただし、通話料は相談者の負担となります。）、
秘密は厳守しますので、どなたでもお気軽に御利用下さい。

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の実施について

日時　１１月１８日（月）から２４日（日）までの７日間
　　　月曜日から金曜日は、８：３０から１９：００まで
　　　土曜日・日曜日は、１０：００から１７：００まで
受付電話番号　０５７０-０７０-８１０
相 談 担 当 者　人権擁護委員・法務局職員

　上記強化週間以外の日でも、平日８:３０
から１７:１５まで相談に応じています。
　パソコン、携帯電話、スマートフォンか
らも人権相談を受け付けています。

http://www.jinken.go.jp/
（パソコン、携帯電話、スマートフォン共通）
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人の動き（9月末現在）
（前月比　  33人増）人口 人54,959 男 人27,349 （前月比 　  24人増） （前月比　  9人増）女 人27,610

（前月比 　 34世帯増）世帯数 世帯21,579
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みずほ市民メールが「LINE」で受け取れるようになります
防災行政無線の放送内容や市からのお知らせをメールにて配信している「みずほ市民メール」。
１２月１日から新たに「LINE」でも同じ内容を受信することができるようになります。

防災行政無線が聞きづらい・・とい
うかただけでなく、市からの情報
をいち早くキャッチしたいかたに
も非常に便利です。登録がお済み
でないかたは、この機会にぜひ登
録をお願いします。

●みずほ市民メールで配信する情報
①気象情報 …………
②地震情報 …………
③防災情報 …………
④地域安全情報 ……
⑤行方不明者情報 …
⑥健康情報 …………
⑦イベント情報 ………
⑧その他の情報 ……

市内の気象警報などの発令状況
市内の地震発生に関する情報
災害の発生、避難に関する情報など
交通安全、特殊詐欺の注意喚起など
行方不明者の情報など
食中毒、熱中症予防の情報など
市内の催し物の情報など
上記以外の情報

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　１２月１日以降、「みずほ市民メール」のメールアドレスを変更します。迷惑メール設定をされ
ているかたは、次のドメイン「sg-p.jp」からの受信ができるように設定を変更してください。
※設定をしていないかたは、特に操作は必要ありません

現在、みずほ市民メールを
登録している皆さんへ

地
域
で
見
守
る
、交
通
安
全

秋
の
交
通
安
全
出
発
式
 別
府
保
育
所

※登録後、登録完了メールが届きます ※登録料は無料です。ただし、受信にかかる通信料は、利用者の負担となります

⑤入力内容を確認し、［登録］ボタンをクリックします。

④配信カテゴリを選択、登録情報を入力し、［確認画面へ］ボタンをクリックします。

②メールが届きます。

※メールが届かない場合は迷惑メール設定の確認をし、次のドメイン
　「sg-ｐ.jp」からの受信ができるように設定してください。

②LINEにメッセージが届きます。

①LINEアプリを開いてＱＲコードを読み取って
　友だち追加します。

メールに記載された登録用URLをクリックします。
メッセージに記載された登録用URLをクリックします。

LINEアプリを開いて、友だち追加
ボタン＞［QRコード］をタップして、
コードリーダーでスキャンしてくだ
さい。

①空メールを送信します。
サイトにアクセスし、[空メールを送信する]から空メールを送信します。

○LINEでの登録方法 ○メールでの登録方法

◀PC・スマートフォンの場合
https://plus.sugumail.com/
usr/mizuho/home

◀フィーチャーフォン（ガラケー）の場合
https://m.sugumail.com/
m/mizuho/home

③利用規約を確認し、ご了承いただいた後、［同意する］ボタンをクリックします。

もう登録
できます


