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2広報みずほ・2020.5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。

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

新型コロナウイルス感染症に係るメッセージ

　新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るっています。国からも最大限の警戒を

国民の皆さまに呼びかけていましたが、全国的に感染拡大していることから「緊急事態

宣言」を全都道府県に拡大しました。

　県内でも、集団感染が発生し急激に拡大し、3月22日から連続で感染者が確認されて

います。緊急事態宣言のなかでも高い発症数であることから、特に重点的な対策を進め

る「特定警戒都道府県」に位置づけられました。そこで、「ストップ　新型コロナ　２週間

作戦」を見直し、5月6日まで延長するなど「非常事態」総合対策として、県内全市町村が

一丸となり取り組んでいるところです。

　瑞穂市でも４月５日に最初の感染者が確認され、４月１7日現在５人の感染者が確認さ

れています。

　感染拡大防止のためには、すべての市民の皆さま、企業の皆さま、関係団体の皆さ

まのお力を結集し、「オールみずほ」で新型コロナウイルスへ立ち向かわなければなりま

せん。

　こうした中、市内の飲食店をはじめ各事業所においても感染予防にご配慮いただ

き、自主的に独自対策や休業などのご協力いただいておりますことに厚くお礼を申し上

げます。

　瑞穂市としても、市民生活にとって重大な局面との認識

のもと、今後とも新型コロナ感染症の拡大防止に全力を

挙げてまいります。

　市民の皆さまには、先が見通せない長期戦になってい

ることで日々 の生活への影響も大きくなっています。

　自分自身の健康と命を守るとともに、家族、友達、職場の

仲間など大切な人に感染させないため、外出を自粛し、外

出する場合であっても感染リスクが高いとされる「３つの密

が揃う場」を回避していただき、引き続き感染防止に努め

ていただきますようお願いします。
令和2年４月17日

瑞穂市長　森　和之



広報みずほ・2020.53 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。

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車の分類と、税率（税額）については次のとおりです。　※令和２年度から名称が、軽自動車税から軽自動車税（種別割）に変わりました。 

（注） 平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽自動車については、年のみ記載されています。 

●「最初の新規検査年月」を確認するには

車検証の備考欄をご覧ください。
●「燃費基準の達成状況」を確認するには

【三輪および四輪の軽自動車】

3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

営業用
自家用
営業用
自家用

乗　用

貨　物

車　種　区　分

三　輪

四輪

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

平成27年4月1日
以後に最初の
新規検査を
受けた車両※１

税　率

平成27年3月31日
以前に最初の
新規検査を
受けた車両

最初の
新規検査年月から
13年を経過した
車両※2
4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

　平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までに最初の新規検査を受けた車両（新車に限る）のうち、排出ガス性能および
燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについては、以下のとおり、軽自動車税を軽減する特例措置を適用します。

■グリーン化特例（軽課税率）（令和２年度のみ）（※１）      

①納付書をご利用のかた
　納税通知書に付属する納税証明書をご利用ください。（領
収日付印のないもの、または車両（標識）番号欄に印字がな
いものは無効）
②口座振替納付のかた
　６月１１日（木）ごろ発送予定です。
※車検時期によりお早めに必要なかたは、本人確認書類・通
　帳（振替日記帳済みのもの）を持って市役所で交付申請し
　てください
③クレジット納付をご利用のかた
　６月１日（月）までにご利用の場合は６月１８日（木）ごろ発送
予定です。
※ヤフー㈱から瑞穂市へ入金された時点で発行可能となりま
　すので、車検時期を考慮し、入力画面に表示される発行可
　能日をご確認のうえ、ご利用ください

　最初の新規検査年月が平成１9年３月以前の車両は、重課税率が適用されます。
　（電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール（混合メタノール含む）軽自動車、ハイブリッド軽自動車を除く。）

■重課税率について（※２）

●対象となる車両と税率

75%軽減
1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

営業用
自家用
営業用
自家用

乗用

貨物

車　種　区　分

三輪

四輪

50%軽減
2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

税　率
25%軽減
3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

75%軽減

50%軽減

25%軽減

乗用
貨物
乗用
貨物

令和2年度燃費基準+30％達成車
平成27年度燃費基準+35％達成車
令和2年度燃費基準+10％達成車
平成27年度燃費基準+15％達成車

電気自動車・燃料電池車・天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス適合または平成21年排出ガス10％低減）

平成17年排出ガス基準75％低減達成
または

平成30年排出ガス基準50％低減達成
かつ

対象となる車両軽減率

【原動機付自転車および二輪車】

2,000円 
2,000円 
2,400円 
3,700円 
3,600円 
3,600円 
6,000円 
2,400円 
5,900円 

50cc 以下
50cc 超 90cc 以下
90cc 超 125cc 以下

ミニカー
軽二輪（125cc超250cc以下）

雪上車

農耕作業用
その他

原動機付自転車

軽自動車

二輪の小型自動車（250cc 超）

小型特殊自動車

車　種　区　分 税　率

令和２年度　軽自動車税のお知らせ

●問い合わせ　税務課　☎327-4112●問い合わせ　税務課　☎327-4112

こちらをご覧ください

①納付書をご利用のかた
　　納付書に記載されている金融機関、岐阜・愛知・三重・静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵便局、
　全国の主なコンビニエンスストアなどで納付。
②口座振替納付のかた
　　６月１日（月）に指定金融機関にて振替。
　※金融機関などの窓口での納付またはクレジット納付を希望されるかたは、税務課までお問い合わ
　　せください
③クレジット納付をご利用のかた
　　インターネットに接続し、(１)「Yahoo!JAPANトップ画面で「納税！」または「公金支払い！」と検索」、(２)
「瑞穂市HP≫くらし≫税≫市税の納付≫クレジット納付」のどちらかで「Yahoo!JAPAN公金支払い
(http://koukin.yahoo.co.jp/)」の画面を開き、利用できるクレジットカードを確認のうえ、納付。

　※画面上の注意事項をご確認のうえ、納税通知書に記載してある「クレジット納付用番号」とお手
　　持ちのクレジットカードの番号を入力してください

５月１２日（火）付で納税通知書を発送します。
※５月１９日（火）を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください
●納付期限　６月１日（月）
●納付方法

●継続検査（車検）用納税証明書について●軽自動車税のご案内
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　４月１日付けで職員の人事異動を行いました。氏名の前の〇は昇格
を表し、カッコ内は異動前の職名または所属などを掲載しています。

●問い合わせ　　総務課　☎327-4111

瑞穂市職員の人事異動
●一般行政職

総合政策課

市民協働安全課

総務課
総務部付市社会福祉協議会派遣
総務課付もとす広域連合派遣
総務課付岐阜県派遣（継続）
総務課付岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣
財務情報課

税務課

市民課

医療保険課

市民窓口課

福祉生活課

地域福祉高齢課

健康推進課

環境課
上水道課
下水道課

都市開発課

都市管理課

商工農政観光課

教育総務課

教育総務課給食センター

学校教育課

幼児支援課

生涯学習課

課長
総括課長補佐（再任用）
主事
総括課長補佐
主任

課長補佐
部長
総括課長補佐（再任用）
主任
主事
主任

部長（兼市民課長）
課長
課長補佐
総括課長補佐（再任用）
課長補佐
課長補佐
主任
主事
主事

市民部長兼務
課長
課長補佐

総括課長補佐
主査
主事
総括課長補佐
主査
主事
保健師
保健師

部長
課長
主事
課長

調整監
総括課長補佐
課長補佐
総括課長補佐
課長補佐
主事
主事
課長

教育次長
総括課長補佐
主任
総括課長補佐
主任
総括課長
総括課長補佐（再任用）
総括課長補佐
総括課長補佐
総括課長補佐
主任
主事（再任用短時間）
主幹
総括課長補佐

磯部　基宏
岡田　　弘
杉山　昇平
佐藤　文行
葛山倫太郎

青木　美香
児玉　　太
伊藤　弘美
長屋　博之
棚瀬　真衣
永吉　弘樹

棚橋　正則
宮田　典雄
馬渕　大治
宇野　清隆
村田　　克
野津今日子
髙木　智子
奥村　若奈
林　　聖太

松野　光広
江間　真司

青木　崇泰
松原　洋平
清水　恒実
廣瀬　常司
不破　美名
金武　壮祐
金田　純実
武山　　愛

矢野　隆博
髙山　浩之
馬渕　滉平
工藤　浩昭

宇野　真也
小倉　孝一
小林　　徹
深川　勝二
清水　勝志
上田　理沙
不破　悠貴
井上　克彦

廣瀬　進一
野津　浩行
丹下　洋奈
木村絵里子
熊﨑　　響
坂野　美恵
松野　英泰
栗本　和宏
井嶋　　潤
棚瀬壽壽子
森島　　亮
吉田志保子
広瀬　久士
泉　　大作

◯

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

（商工農政観光課長）
（巣南庁舎管理部長兼市民窓口課長）
（財務情報課主事）
（地域福祉高齢課総括課長補佐）
（都市管理課主任）

（総務課主査）
（教育次長）
（上水道課総括課長補佐（再任用））
（岐阜県派遣主任）
（医療保険課主事）
（都市開発課主任）

(税務課長)
（環境課長）
（生涯学習課課長補佐）
（総務課付もとす広域連合派遣総括課長補佐（再任用））
（都市管理課課長補佐）
（市民課主査）
（福祉生活課主任）
（市民窓口課主事）
（新規採用）

（市民課長）
（商工農政観光課課長補佐）

（市民協働安全課総括課長補佐）
（市民協働安全課主査）
（新規採用）
（教育総務課給食センター総括課長補佐）
（幼児支援課主査）
（新規採用）
（新規採用）
（新規採用）

（下水道課長）
（監査委員事務局課長）
（新規採用）
（下水道課総括課長補佐）

（岐阜県）
（都市管理課総括課長補佐）
（都市開発課主査）
（都市開発課総括課長補佐）
（都市管理課主査）
（岐阜県派遣主事）
（新規採用）
（総合政策課長）

（環境水道部長）
（生涯学習課総括課長補佐）
（総合政策課主任）
（教育総務課給食センター課長補佐）
（監査委員事務局主任）
（岐阜県教育委員会）
（教育総務課総括課長補佐（再任用））
（岐阜県教育委員会）
（岐阜県教育委員会）
（幼児支援課課長補佐）
（税務課主任）
（幼児支援課別府保育所主幹（所長））
（岐阜県教育委員会）
（生涯学習課図書館総括課長補佐）

企画部

●保育士・教諭

●退職

生涯学習課

生涯学習課図書館

総括課長補佐
総括課長補佐（再任用）
主事
主任

課長

事務局長

渡邊慎一郎
児玉　　等
所　　京佑
丹羽　悠介

村田　早苗

西村　陽子

〇

〇

（岐阜県教育委員会）
（市民部長）
（税務課主事）
（教育総務課主任）

（総務課付釜石市派遣総括課長補佐）

（会計課長）

教育委員会

ほづみ幼稚園

本田第１保育所

本田第２保育所

別府保育所

牛牧第１保育所

牛牧２保育所

西保育・教育センター

中保育・教育センター

南保育・教育センター

総括課長補佐（園長）
主事
主事

総括課長補佐（所長）
課長補佐（主任保育士）
主事

主事
主事
主事

主幹（所長）
課長補佐（主任保育士）
主任
主事
主事
主事

主任

総括課長補佐（所長）
課長補佐（主任保育士）
主査
主事
主事

総括課長補佐（所長）

主事

課長補佐（主任保育士）
主任
主任
主事

児玉　　等　　岡田　　弘　　吉田志保子　　金城　里美　　臼井佳代子
橋本　由里　　小野　知裕　　纐纈 さくら　　吉田　香梨　　安西　皓子
井上 むつみ　　石原　美穂　　森田 かおり　　武藤　七美　　安井 さりや
森本　　夕　　今野　由佳　　後藤　豊晴

●任期満了（再任用）
棚瀬千恵子

●県へ復帰
巣之内　亮

●県教委へ復帰
小川　瑞樹　　辻　　治彦　　伊藤　貴範
吉田　紀子

箕浦　智子
廣瀬麻奈美
松岡　星美

畠中　由紀
大西　雅子
日比野里香

今城真理子
上田　天光
廣瀬　　碧

田中　充美
岩田　明美
國居　真帆
田代美保子
青山恵利香
渡邉　彩香

坂田　　光

名和　輝子
舟橋英津子
柴田真友子
市川　明里
石原　沙希

岩田小百合

澤　　優美

砂田真友子
橋田由紀子
加納　友理
藤田　昌世

〇

〇
〇

〇

〇

（牛牧第２保育所総括課長補佐（所長））
（教育総務課付主事）
（別府保育所主事）

（西保育・教育センター総括課長補佐（所長））
（南保育・教育センター主査）
（牛牧第２保育所主事）

（教育総務課付主事）
（牛牧第２保育所主事）
（新規採用）

（本田第１保育所総括課長補佐（所長））
（中保育・教育センター主査）
（学校教育課ほづみ幼稚園主任）
（教育総務課付主事）
（中保育・教育センター主事）
（新規採用）

（別府保育所主任）

（牛牧第２保育所課長補佐（主任保育士））
（本田第１保育所課長補佐（主任保育士））
（南保育・教育センター主査）
（本田第１保育所主事）
（新規採用）

（南保育・教育センター課長補佐（主任保育士））

（教育総務課付主事）

（別府保育所課長補佐（主任保育士））
（牛牧第２保育所主任）
（牛牧第１保育所主任）
（別府保育所主事）

学校教育課

幼児支援課

監査委員事務局

会計課
総務部

市民部

巣南庁舎管理部

健康福祉部

環境水道部

都市整備部

教育委員会
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　令和１４年の新庁舎完成を目指して、平成３０年度に策定した
「新庁舎建設基本構想」について市民説明会を開催しました。
●日程　１月２８日（火）　総合センター　
　　　　１月３０日（木）　本田コミュニティセンター
　　　　２月  ５日（水）　巣南公民館

新庁舎建設にむけて
●市民説明会を開催しました

◎基本理念：市民の安心を支え、
　　　　　 夢あふれ未来につながる庁舎
〇基本方針１
　“安（まもり）” 災害に強く市民の暮らしを守る庁舎
〇基本方針2
　“優（やさしく）” 機能的でみんなが利用しやすい庁舎
〇基本方針3
　“共（ともに）” 市民に親しまれ多様な交流を創出する庁舎
〇基本方針4
　“繋（つなぐ）” 環境にやさしく財政に配慮した庁舎 

どんな庁舎にするのですか。

４つの基本方針のイメージ

新庁舎の基本理念と４つの基本方針

Q

A

市民の声は反映できますか。Q

A

新庁舎の基本理念などは下記のとおりです。

理想的な庁舎を目指すためには、老朽化や執務・倉庫な
どのスペース不足、バリアフリーへの対応不足など現状
の課題を改善し、市民ニーズに十分に対応できる整備や
計画的に整備を進めるために市民との合意形成が重要
となります。そのため、積極的に市民と対話し、ともに考
えていきます。

新庁舎はどこに建てますか。Q

A

Q

A

穂積駅周辺、巣南庁舎周辺、旭化成周辺の３地域を候補
としています。
候補地は、瑞穂市都市計画マスタープランに示された
「都市拠点」・「地域生活拠点」を中心に、安全性、拠点
性・利便性、経済性の視点から検討しました。

庁舎建設事業と下水道事業は基金を積んで事業を
行っています。規模については、庁舎建設に係る資
金やスペースのことを考慮して必要な機能を考え
ていきます。

穂積駅周辺整備事業や下水道事業があるので、財政
計画は大丈夫ですか？庁舎においては、できれば「あ
った方が良い」という機能は省いてもよくないか。

Q

A

Q

A

巣南庁舎は比較的新しいため、機能を新庁舎に移
しても壊す事は考えていません。周辺の老人福祉
センターなどを統合するなどして、周辺住民のか
たの利便性の確保を考えています。

設計、建設、維持管理などをまとめて発注し、民間
の資金とノウハウを活用することで、必要な資金
を減らすことができます。またスケジュールの短縮
や、維持管理がしやすくなります。

建設方法に「民間の資金とノウハウを活用する公民
連携による事業手法を検討」とありますが、どんな
利点がありますか？

穂積駅周辺に新庁舎が建設されると、現在の巣南庁
舎はどうなりますか？

Q

A

Q

A

近隣の市は合併特例債※を使って庁舎新設を行っ
ているため、早期に財源の確保ができたと考えら
れます。
※平成の大合併による新市町村建設計画の事業費として特例的
に起債できる地方債。事業費の95パーセントに充当でき、国が
返済の70パーセントを負担するものです。

水害に対しては非常電源装置は２階以上、もしくは
屋上に設置するなど対策を考え、地震に対しては
建物の構造などを考慮します。

新庁舎は、市が出しているハザードマップの最大規
模の浸水まで対応できますか？また、大地震も十分考
慮した設計にしてほしいと考えますがどうですか？

瑞穂市の計画に比べて、周辺の大垣市、岐阜市な
どは新庁舎建設までの期間が短いのはなぜです
か？

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

●新庁舎建設に関するＱ＆Ａ
▲ 巣南公民館の説明会
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「ふるさと納税」は、自分の生まれ育った故郷や応援したい地域に寄附ができる仕組みです。
全国のかたから応援の気持ちとして、平成３１年度１年間で5億2,277万4千円の寄附をいただきました。市では、寄附金を
いったん「瑞穂市ふるさと応援基金」に積み立てた後、事業の財源として有効活用させていただいています。
平成３１年度は前年までの寄附金の中から、1億４,８００万円を活用しました。
どのような事業の財源となっているのかを紹介します。

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

ふるさと納税（ふるさと応援基金）の活用について

今後も、瑞穂市に寄附をしてくださったかたが、「寄附をしてよかった」と
思っていただけるように、有効に活用させていただきます。

どんな事業に活用されたの？

●防犯カメラ設置
　（公園、小・中学校、幼稚園、保育所

、

　 駅西会館、市民センター、巣南公
民館、

　 生津スポーツ広場などの体育施
設）

●集団検診ウェブ予約サービス導入 ●小簾紅園整備工事

●水と緑のマルシェ OUTDOOR

　（さい川さくら公園にて実施）

・文化講演会
・小学校低学年・中学年への電子黒板・デジタル教科書導入
・PRビデオと連携した健康スポーツのまちブランド化事業
 （ダンスステージイベント）
・すぐメールプラスの導入
 （市民メールがLINEでも受け取れるようになりました）

ほかにも
・安八バス運行負担金（安八穂積線の運行負担金）
・中山道大月多目的広場整備事業（整備中）
・新庁舎建設基金積立
　　　　　　　　　　　 などに活用しています。
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◆応募資格
・２０歳以上で、警察・選挙の業務に直接関係のな 
　いかた
・調査により知り得た秘密を守り、最後まで責任を 
　もって調査事務を行っていただけるかた
◆活動期間　８月下旬～１０月下旬（予定）
◆応募期間　５月２９日（金）
◆申込・問い合わせ
ご本人が履歴書をお持ちのうえ総合政策課まで
お越しください。

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

後期高齢者医療

※一定の障がいとは
○身体障害者手帳１～３級のすべて、４級のうち
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著し
い障がい、下肢機能の障がいの一部
○療育手帳（A1、A2）
○精神障害者保健福祉手帳（１、２級）

　６５歳から７４歳で一定の障がい（※）のあるか
たは、本人が希望し後期高齢者医療広域連合に
よる認定を受ければ、後期高齢者医療制度に加
入することができます。また、７４歳までであれば
加入後の脱退も可能です。
　加入（脱退）を希望されるかたは、ご相談くだ
さい。
　なお、国民健康保険に加入しているかたで、
障害者手帳の取得・更新により該当するかたに
は、医療保険課より制度についてご案内いたし
ます。

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　　327-4556●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　　327-4556

一定の障がいがあるかたへ６５歳から７４歳で

１０月１日に国勢調査が実施されます。現在国勢調査員を募集しています！

令和2年度工業統計調査を実施します

総務省・経済産業省・岐阜県・瑞穂市

　国勢調査員とは、日本国内に住むすべての人が参加する
「国勢調査」の成功を左右する大きな役割を担っています。

工業統計キャラクター
コウちゃん

◆問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

瑞穂市では、２０代から７０代まで
幅広い世代の統計調査員のかたが

活躍しています。
ご不明点はお気軽に
お問い合わせください。

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法
に基づく報告義務がある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。
　調査時点は６月１日です。
　調査票へのご回答をお願いいたします。
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探していま
す！

探していま
す！
～昔の生活を物語る写真や道具・古文書など～

　先祖から代々伝わる古文書や古写真、地図など、特に、明治・大正・昭和の古い町並みなどを表す写真を探してい
ます。
　過去から引き継がれてきた貴重な文化や歴史が失われてしまう前に、写真撮影によるデジタル化を行い、保存・
管理し、そして利・活用するまでの仕組みを構築したいと考えています。　
　ぜひこの機会に情報提供をお願いします。

生涯学習課（巣南庁舎）文化財担当係　住所：宮田３００番地２
☎３２７－２１１７　　３２７－２１０５　　syougai@city.mizuho.lg.jp

▲ 国鉄樽見線開通式(十九条)
　 昭和31(1956)年3月

▲ 旧鷺田橋(呂久)
　 昭和48(1973)年

▲ 小廉紅園和宮歌碑除幕式（呂久）
　 昭和4（1929）年4月26日

ご連絡ください！

　市の自然や風景など四季折々のようすを発信するため、この４月か
ら公式Facebookを開設しました。
　カバー写真に市の花アジサイ、プロフィール写真には市マスコット
キャラクター　　　　を配置しています。
　季節ごとの風景はその時その時にしか見ることができませんが、
写真であればいつでも見ることができます。市のFacebookページ
で四季を感じてみませんか？
ページ名：瑞穂市役所
URL：https://www.facebook.com/mizuhocity/ ●問い合わせ　総合政策課　☎327－4128

戦没者等のご遺族の皆さまへ ～第十一回特別弔慰金が支給されます～

も「いいね！」 瑞穂市公式Facebook（フェイスブック）、始めました

◆対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日（令和２年４月１日）におい
て、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」などを受けるかた（戦没者等の妻や父母など）がいない場
合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
１．令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
　の受給権を取得したかた
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満
　　たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた
　　かたに限ります

◆内　　容　額面25万円、５年償還の記名国債
◆期　　限　令和５年３月３１日（金）まで
　　　　　　※請求期限までに手続きがない場合は、時効により受給
　　　　　　　権利が消滅します
◆持 ち 物　・令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本
　　　　　　・印鑑（償還の際に再度必要となります）
　　　　　　この他に、請求者が過去に特別弔慰金を受給したことが
　　　　　　あるかなどの状況により提出していただく書類が異なり
　　　　　　ます。
◆窓　　口　地域福祉高齢課（総合センター１階）
◆問い合わせ　地域福祉高齢課（☎３２７－４１２６）
　　　　　　岐阜県健康福祉部地域福祉国保課社会援護係
　　　　　　（☎２７２－８３４９）

▲市のFacebookページを掲げる
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商工農政観光課からのお知らせ

ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）を駆除しましょうジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）を駆除しましょう

農薬散布をするときには近接作物に気をつけて！農薬散布をするときには近接作物に気をつけて！

　田んぼや水路壁にピンク色のつぶつぶのかたまりを見たことはありませんか？それはジャンボタニシの卵です。
　ジャンボタニシは、田植え直後から２～３週間のイネを食べてしまう（食害）大きな貝です。

①卵を水に沈めましょう
　卵は水気を嫌い、水面より高い
場所に産み付けられます。水路壁
などに卵(ピンク色)を発見した場
合、掻き落とし、水に沈めます。

②浅水・落水管理をしましょう
　水中でエサを摂取する為、水深
を２cm程度に保つか完全に落水
すると食害は減ります。降雨時に
水深が上昇しないよう注意し、排
水の悪いほ場では溝きりで排水を
促すことも有効です。

◎散布前ご確認ください
・散布ほ場の周辺に注意する作物 
　が無いか
・近接作物の種類や収穫時期
・散布農薬の近接作物への登録状
　況・残留基準

◎散布時の注意事項は
・適切な散布量にする
・散布の方向や位置に注意して散
　布する（風向きに注意！）

◎その他の対策
・周りの作物にも登録がある農薬を使用する
※農薬には必ず農林水産省の登録番号があります。使用する前に、チェック
　しましょう
※中には、人体に強い影響を与える危険な農薬もあります。登録番号の表
　示のない農薬の使用は止めましょう
・飛散しにくい剤型（粒剤など）の農薬を使用する
・周りの作物をネットやシートなどで遮蔽したり一時的に覆う
・近接作物との緩衝地帯を設ける
　農薬散布をすることを周りの栽培者や近隣住民に伝え、日頃からコミュニ
ケーションをとるなど、地域との連絡を密にしておくことが重要です。また、散
布時には通行人や近隣住民への農薬飛散による健康被害に留意しましょう。

③補殺しましょう
　１５mm以上の大きさの貝が食害をもたらすので、発見したら地域で一斉
に補殺をすると効果的です。
・ほ場内の数か所にえさ場を設け、野菜を置いておき、集まった貝を捕殺しま  
　す。スイカ、トマト、ナス、レタスなどを好みます。
・市販のお茶パックを二重に重ね、中に小麦粉と酒かすを混ぜて団子状に丸
　めたものを入れ、水田約１ａに１個の割合で置きます。３日後、集まった貝を
　捕殺します。網の上に誘引剤を置くと捕獲しやすいです。
・３０cm四方の段ボール片を水路や畦畔に立てかけておきます。翌日、水面
下の部分に貝が食いついているので捕殺します。

注）なお、ジャンボタニシには人体に有害な寄生虫がいる場合がありますの
で、素手で扱わないでください！
また、集めた貝は地中深く埋めるなど、適正に処理してください。

駆除するには・・・

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327－2103●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327－2103

まつ毛美容液による危害や
契約トラブルにご注意！

●「まつ毛美容液」を使用して、肌に赤み、かゆみ、痛み、
腫れなどの異常や、目に違和感があらわれたときに
は、すぐに使用を中止し、症状によっては皮膚科や眼
科を受診しましょう。
●ネット通販の場合、１回だけのつもりで購入したもの
の定期購入となっていて、トラブルが生じているケー
スもあります。購入の条件などをよく確認することが
大切です。契約内容や料金体系などをよく確認し、
理解できなければその場で判断せず、周囲の人に相
談するなどして、十分に検討しましょう。
●不審に思うことがあれば、瑞穂市消費生活相談室へ
早めに相談してください。

　ネット通販で、まつ毛美容液を購入し
た。１回目はお試し価格で安かった。
　使い始めて１０日ほど経つと目の周りが

腫れてきたので皮膚科を受診したところ、アレル
ギーと診断された。２回目の商品が届いたので解約
の連絡をすると、１回目のお試し価格と通常価格と
の差額約１万円を支払うように言われた。

事例

消費生活相談室だより

瑞穂市消費生活相談室　☎322-6517
受付日：祝日を除く 月・水・金の8：30～17：15
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　 

ジャンボタニシの卵▶

消費者へのアドバイス
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◇「特定外来生物」ってなに？
　「外来種」とは、元々その地域に
いなかったのに、人間の活動に
よって他の地域から入ってきた生
物のことを言い、外来生物法によ
り、生態系などに被害を及ぼすも
のとして指定されたものを「特定
外来生物」と言います。
◇なぜ特定外来生物はダメなの？
　外来生物は繁殖力が強く強健な
ものもあり、日本に昔からある生
物を駆逐してしまう可能性があり
ます。

◇どうやって駆除するの？
　根から抜き、丈夫な袋（袋を2重にするなど）に入れて、枯死させてから燃え
るごみとして指定のゴミ収集日に出してください。

★特定外来生物の一種、「オオキンケイギク」
　特定外来生物に指定されているオオキンケイギクの
生育が市内で確認されています。
　5月から7月にかけて黄色い花が咲きます。花の中央
部（管状花）も同じように黄色です。花びらの先端は不規
則に4～5つに分かれており、葉は細長い楕円形で両面
に毛があります。
　葉に特徴があるので、見分けるときに注目してください！

【ドライバーの皆さん】
〇横断歩道に近づいたら
　（ダイヤマーク「◇◇」に近づいたら）
　・路面のダイヤマークを意識して、前方の横断歩道 
　 の安全確認に努めましょう。
〇横断中、横断しようとする歩行者がいたら
　・必ず停止して横断者を通行させましょう。
〇児童の飛び出しに注意
　・新入学間もないこの時期、子どもの「飛び出し」に 
　 注意しましょう。

【歩行者の皆さん】
〇横断歩道の利用
　・横断歩道付近では必ず横断歩道を渡りましょ
　 う。
〇「止まる」「見る」「確かめる」の実践
　・車の停止を確認して横断しましょう。
〇はっきり「横断意思」を
　・手を挙げるなど、ドライバーに歩行者がいる
　 ことをアピールしましょう。

　今年度も、青少年育成市民会議など市を挙げて「シマシマ作戦」を継続取組中です。歩行者や高齢者、子
どもを守る、やさしいまち瑞穂市を目指しましょう。

　令和元年中、当署管内では３件の凶悪な事件が発生しました。
　１件目は市内で２件連続発生した、夜間ひとり歩きの女性を狙った路上強盗事
件です。この事件では早期に現場付近に住む犯人を判明させ、逮捕できました。
　２件目は北方町内のスーパーマーケットで発生した異臭騒ぎ事案です。この
件では当初事件と事故の両面から捜査し、最終的に買物客の女児を狙いスプ
レーを噴射した事件と分かり、犯人を威力業務妨害罪で逮捕しました。犯人の供
述で異臭の原因が危険な物質でなかったことが明らかになり、付近住民のかた
がたに安心して頂けたところです。
　３件目は北方町内の民家に男４人が押し入った強盗致傷事件です。この事件も実行犯４人と指示役１人を逮捕するこ
とができました。
　どの事件捜査も困難を極めましたが、事件現場住民のかたから提供された情報により犯人像が浮かび上がり、防犯
カメラの捜査も役立ち、犯人逮捕につながったもので、そのご協力なくして事件の解決はありませんでした。
　刑事課では事件を解決することで住民のかたがたの安心できる暮らしにつなげたいと思っています。今後も引続
き、警察の事件捜査へのご協力をよろしくお願いします。

横断歩道は歩行者優先！！
「シマシマ作戦」実施中

～事件捜査へのご協力を～

民市 全 報安 情

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

外来生物について
知ってください！！

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

◇「特定外来生物」ってなに？

外来生物
知ってください！！あれこれ

環境
黄色の花で、
花の中央部も
同じく黄色です。

葉は細長い
楕円形です。

北方警察署の「窓」
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　これまでの補助職員または嘱託職員について、令和２年度から新たに会計年度任用職員として募集します。会計年度
任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員です。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

　「狂犬病予防法」により、飼い犬には年１
回の予防注射が義務付けられています。
集合注射または動物病院で予防接種を受
けてください。

※注射当日は、おつりのないようにお願いします
※会場での注射手順
①獣医師の問診→②注射→③支払
　（問診の結果、接種できない場合もあります。）
※新規登録もできます
　（登録手数料3,000円が別途必要）
※犬の体調が悪い場合や、治療中の場合は動物病
　院でご相談ください
※新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや
　ハンカチなどによる咳エチケットに気をつけ、順
　番待ちの際は十分な間隔を取ってください。ま
　た、帰宅後は手洗いを徹底してください

令和２年度 狂犬病予防集合注射日程

内訳（注射料金2,650円＋注射済票手数料550円）
※登録済のかた

実施日

５/12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

牛牧団地公園
牛牧南部コミュニティセンター（東側駐車場）
牛牧北部防災コミュニティセンター駐車場
馬場公園（生津小学校前）
本田団地公民館前
本田コミュニティセンター駐車場
呂久公民館南広場
南ふれあい広場駐車場
中小学校プール駐車場
瑞穂市役所 巣南庁舎（北側駐車場）
居倉公民館前
西ふれあい広場(南側駐車場)
瑞穂市役所 穂積庁舎（消防団本部前）

　９：００～１０：００
１０：２０～１０：５０
１１：１０～１２：００
　９：００～１０：００
１０：２０～１０：５０
１１：１０～１２：１０
　９：００～　９：３０
　９：５０～１０：４０
１１：００～１１：５０
１３：００～１４：００
　９：００～ ９：３０
　９：５０～１０：２０
１０：５０～１２：２０

実　施　場　所 実　施　時　間
　「狂犬病予防法」により、飼い犬には年１

集合注射料金　３，200円
（１頭につき・消費税含む）

任用日～令和3年3月31日任用期間
申込書および資格証明書の写し（資格を要する職種のみ）を担当課へ提出応募方法
面接試験および実技試験（保育士のみ）選考方法
５月１３日（水）必着応募期限

※職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い合わせください

令和２年度 会計年度任用職員募集

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

■募集職種一覧

図書館司書　　　 図書館司書（繁忙期）

担任保育士　　　 保育所調理員　放課後児童クラブ指導員
保育士　　　　　 子育て支援員　放課後児童クラブサポーター
保育所用務員パート　 保育所保健師　放課後児童クラブ指導員（スポット）
　　　　　　　　　　　　　　　 放課後児童クラブサポーター（スポット）

給食センター調理員

生涯学習課　☎327-2117

幼稚園教諭　　　 幼稚園養護教諭 学校教育課　☎327-2116

幼児支援課　☎327-21４7

教育総務課　☎３２７－２１１５

※申込書と各職種の給与、必要資格、職務内容および勤務条件などは、総務課と担当課で配布するほか、
　市ホームページ（https://www.city.mizuho.lg.jp/9783.htm）からもダウンロードできます

職種 担当課
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地震に備えましょう！ 建築物の耐震補助制度のご案内

●診断の条件
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
●募集棟数
２０棟（申込順）
●受付期間
第１期：５月１１日（月）～５月２２日（金）
第２期：８月３１日（月）～９月１１日（金）
第３期：１１月３０日（月）～1２月１１日（金）
※土・日および祝日を除く

●対象となる条件
・通学路に指定されている道路に面していること
・コンクリートブロック造、れんが造、大谷石等の組積造の塀（門柱を含む）
・道路面からの高さが60cm以上、長さが２ｍ以上の塀
・申請前に着手していないこと
・塀の所有者が申請すること
・令和3年2月末までに撤去工事が完了すること
●補助額
・「撤去工事費（消費税を除く）」と「撤去面積に１万円/㎡を乗じた額」の
 いずれか少ない額に3分の2を乗した額（限度額30万円）
●受付期間
５月１１日（月）～１２月１１日（金）　※土・日および祝日を除く

●市 町 名　笠松町
●催 し 名　かさまつ2020SNSフォトコンテスト
●応募期間　12月31日（木）まで
※応募写真は令和2年3月30日（月）～12月31日（木）に　
　笠松町内で撮影されたものに限ります
●応募方法　町公式Instagram（kasamatsu_official）
やTwitter（Kasamatsu_Town）をフォローし、ハッシュ
タグ「#笠松町」「#kasaphoto2020」をつけて投稿してく
ださい。

●内容
　笠松町では、町公式InstagramとTwitterの開設を記念
して、「かさまつ2020SNSフォトコンテスト」を開催中です。
どなたでも参加いただけますので、皆さんイチオシの笠松
を切り取った素敵な写真をお寄せください。入賞者には豪
華賞品もご用意しています。

　近年、大規模地震が多発しており、地震活動が活発化しています。また、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されていま
す。自分自身や大切な家族を守るためにも、建築物の耐震化を行いましょう。

　通学路に面したブロック塀の撤去工事にかかる費用の一部を補助します。

　岐阜県木造住宅耐震相談士が診断を行い、診断結果と
補強例を説明します。

●木造住宅の無料耐震診断

●ブロック塀等の撤去費補助金

まずは耐震診断を

●補助の条件　昭和56年5月31日以前に着工された
　　　　　　木造住宅以外の建築物
●募集棟数　１棟（申込順）
●受付期間　５月１１日（月）～12月１１日（金）（予定）
　　　　　　※土・日および祝日を除く

　診断にかかる費用の一部を補助します。

●建築物の耐震診断補助金
木造住宅以外の建物の耐震診断は…

●補助の条件
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
●募集棟数　４棟（申込順）
●受付期間　５月１１日（月）～１２月１１日（金）（予定）
　　　　　　※土・日および祝日を除く

　耐震診断の後、補強工事にかかる費用の一部を補助します。

●木造住宅の耐震改修工事補助金
耐震化が必要と判断されたら…

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

●問い合わせ　笠松町役場　企画課　☎388-1113
詳しくはこちら▶

327-2101
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？

【申請の手順】
①「通知カード」は切り離し大切に保管してください
②「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入
③顔写真を貼り付け
④返信用封筒に入れてポストへ投函
　（スマートフォンなどでweb申請もできます）

●送付先
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
※「httpｓ：//www.kojinbanngo-card.go.jp/kofusinse-yubin/の封筒
　材料のダウンロード」から打ち出してご使用いただけます

●休日交付日　５月１６日（土）、31日（日）
●時　　　間　９：００～１６：００
●場　　　所　市民課（穂積庁舎２階）
　「個人番号カード」は身分証明書やコンビニ交付サービスに
利用できます。くわしくは、瑞穂市ホームページで「証明書コ
ンビニ交付サービスに関すること」をご確認ください。

　 マイキーIDとは
　マイキーIDとは、マイナンバーカード内のICチップ内の利用者証明用電子証
明書を活用して利用者が任意に作成するIDです。（マイナンバーとは異なる番号
です。）
　 マイナポイントとは
　一定額の前払いなどしたかたに対して、所定の割合分をマイナンバーカード
を使用して付与されるものです。

関連情報（リンク先）
マイキープラットフォーム（マイキーIDの作成・登録ができる総務省のページ）
https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/
マイナポイント
（総務省のページ）
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
マイナンバーカード総合サイト（地方公共団体情報システム機構のページ）
https://www.kojinbango-card.go.jp/

マイナポイントおよび
マイキーIDに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
０１２０－９５－０１７８　※ダイヤル後５番を選択
平日 ９：３０～２０：００
土日祝 ９：３０～１７：３０（年末年始を除く）

●支援窓口
場所：穂積庁舎 ２階 総合案内横
時間：８：３０～１６：１５（土日祝および年末年始を除く）
●必要なもの
マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書パスワード（数字４桁））

「個人番号（マイナンバー）カード」をつくりませんか～郵送による「個人番号カード」の申請方法～
　住民票の住所に簡易書留で届いた封筒の中に「通知カード」
と「個人番号カード交付申請書」が同封されています。

　申請後、約１か月で瑞穂市から交付通知を送りますので、運
転免許証などの本人確認書類、通知カード、住基カード（お持
ちのかたのみ）と交付通知をお持ちになり開庁時間内に市民
課窓口へお越しください。平日来庁ができないかたは、事前
連絡のうえ、休日交付日にお越しください。本人確認のうえ暗
証番号を設定した後「個人番号カード」が交付されます。

マイナポイント予約（マイキーID設定）支援窓口を設置しました
　国では、令和２年度に消費税増税対策の
一環として、マイナンバーカードを活用し
たマイナポイント（プレミアムポイント）を
国費で付与する予定としています。
　マイナポイントを利用するためには、マ
イナンバーカードを取得し、そのカードを
利用してマイナポイント予約（マイキーID
を設定）する必要があります。
　市でマイナポイントの予約（マイキーＩＤ
の設定）支援窓口を設置しましたので、設
定方法が分からないかたはご利用くださ
い。

　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市町のことをもっと
知っていただくために、イベント情報などを
紹介します。ぜひ、お出かけの際の参考にし
てください。
　今月は、笠松町の紹介です。

●問い合わせ　マイナンバーホットライン　☎322-2013　市民課　☎327-4113

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

ヨガ体験

通知カード

SNSフォトコンテスト

岐阜連携都市圏を知ろう！　②笠松町

個人番号カード交付申請書

？

岐阜市

山県市

本巣市

北方町

瑞穂市
笠松町

岐南町

こちらのQRコードからもご覧いただけます▶
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令和元年度教育委員会表彰

みずほ教育便
Vol.38

　2月16日（日）、巣南公民館にて表彰式を執り行いました。表彰式当日は対象の児童・
生徒やその保護者のかたが出席し、代表の７名のかたに表彰状を授与しました。

◆瑞穂市教育委員会表彰とは？
　瑞穂市の教育、学術、体育その他文化の振興発展に貢献したかたを表彰し、今後の一層の活
躍を奨励するものです。
　令和元年度は、学術、スポーツ・芸術分野の県大会や全国大会などで優秀な成績を収めたり、
倒れていたお年寄りを救ったりといった功績を称え、小学生78名、中学生113名の児童・生徒の
皆さんが表彰されました。

七夕そろばんワールド２０１９ 読上算競技　３位
令和元年度全日本通信珠算競技大会 岐阜県大会　２位
令和元年度珠算選手権大会 読上暗算　優勝　　他

　今まで珠算の先生や仲間と頑張ってきて楽しかったし、このような表彰
をしてもらえて嬉しいです。これからも最高段位を目指して頑張ります。

小学校 学術の部 代表 生津小学校　３年　長屋 心優さん

珠算

受賞コメント

素早く正確に計算します

令和元年度
全日本少年少女武道（銃剣道）錬成大会　努力賞

　表彰していただきありがとうございます。これからも練習を積み重ねて
良い結果を残せるよう努力します。

小学校 スポーツの部 代表 本田小学校　６年　村瀨 太一さん

銃剣道

受賞コメント

全力で素早く正しい姿勢で競います(右)

第３５回全国硬筆コンクール　 金賞

　賞をもらってうれしいです。小学１年の時から習字を習っています。級が
上がるよう日々努力したいです。

小学校 文化・芸術の部 代表 穂積小学校　５年　小林 心奏さん

習字

受賞コメント

硬筆だけでなく、毛筆も頑張ります

教育委
員会発
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 外国のかたとスムーズに会話ができるよう、一部の
保育所や学校、教育委員会に翻訳機を導入しました。

 この翻訳機は岐阜県からの補助
金を受けて整備したものです。

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

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

翻訳機を導入しました！

令和元年度交通安全ファミリー作文コンクール
文部科学大臣賞

　市教育委員会のかたがたや、学校の先生がたにもおめでとうと言って
いただき嬉しかったです。これからも自分にできることを考えていきたい
です。

中学校 学術の部 代表 穂積中学校　１年　仲辻 理桜さん

文学

受賞コメント

受賞を教育長に報告しました

岐阜県中学生新人陸上競技大会
女子共通走高跳　第１位

　教育委員会から表彰してもらいうれしいです。これからも合宿や家でも
走り高跳びの練習をして、技術を高めもっと高く跳べるように頑張ります。

中学校 スポーツの部 代表 巣南中学校　１年　藤原 彩香さん

陸上

受賞コメント

1m48cmを跳びました

岐阜県ユネスコ協会
２０１９年度絵で伝えよう「わたしの町のたか
らもの」 絵画　教育長賞

　このような賞をいただくことができて、とても嬉しく思います。これ
からも質感や色の濃淡などをさらに表現できるよう技術を磨いていき
たいです。

中学校 文化・芸術の部 代表

穂積北中学校
２年
淺野 純礼さん

絵画

受賞コメント

美江寺地内における
人命救助

 表彰してくださりうれしかったです。これからも学校で学習してきたこ
とをいかして、困っている人を助けたいです。

小学校 善行の部 代表

中小学校
６年
古澤 奈那美さん

善行

受賞コメント

「あいさつのまち」宣言「あいさつのまち」宣言
　瑞穂市青少年育成市民会議では、昨年３月に「あいさ
つのまち」宣言を行いました。
　今年度は、「岐阜県清流の国ぎふ推進補助金」を受
け、啓発横断幕を作成し市内の公共施設などに掲示し
ました。あいさつがあ
ふれ、明るく安心な地
域づくりにつなげま
しょう。
　地域における積極
的なあいさつをお願
いします。 ▲穂積庁舎の啓発横断幕
●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117
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●問い合わせ　学校教育課（巣南庁舎）
☎327-2116

●問い合わせ　学校教育課（巣南庁舎）
☎327-2116

　「あったかい言葉かけ県民運動」は平成１９年度より行われています。この運動
の目的は、子どもの絆と居場所づくりです。思いやりの気持ちをもち、お互いを
大切にすることであたたかい人間関係が生まれてきます。
　令和元年度の応募作品の中からすてきな数点を紹介します。

広がるといいな　あたたかい気持ち
＜令和元年度瑞穂市からの応募＞
○幼稚園（園児・保護者）　 　３４人
○小学校（児童・保護者）　３,０４８人
○中学校（生徒・保護者）　１,５１５人　

◆「お母さんハグしてあげる」◆
　毎日忙しくて、ついイライラしながら家事をしてい
た私。娘が「お母さんハグしてあげる」と両手を広げ
て笑顔でハグしてくれた。心がほっこりした。ずっとこ
の笑顔を見たいから明日も頑張ろう。

【中学生保護者】

岐阜県教育委員会作成動画に掲載

◆「わっすごい」◆
　私が、授業中にノートを書いていると同じ班の子が
「わっすごい。めっちゃ書いてあるじゃん。」と言ってく
れました。自分の考えた事をがんばって書いていた
のでとてもうれしくなりました。私は、すごいと言われ
た事でもっとがんばろうと思いました。だからこれか
ら、もっと授業を頑張ります。

【小学生】

◆「できるって」◆
　ぼくが団リーダーを出来るかどうかを悩んでいま
した。そして友達に相談してみました。すると友達は、
「できるって。」と笑顔で言ってくれました。ぼくはその
一言で勇気をもてました。

【小学生】

◆「いっしょに行こう」◆
　中学生になってクラス分けがあり、仲の良い友達
とはなれてしまいました。移動教室の時、一人で行こ
うと思っていたら他の小学校だったクラスメイトに
「一緒に行こう！」とさそってもらいました。新しい友達
ができたと思ってうれしくなりました。ぼくにとってす
ごくあたたかい言葉だと思いました。ぼくからも、「一
緒に行こう！」とさそっていきたいと思いました。

【中学生】◆「またね」◆
　私の友達はいつも「バイバイ」ではなく、必ず「また
ね」と言います。不思議に思って聞いてみると、「また
ねだと次もまた会おうねっていう意味がある気がし
ない？ほら『また』って『もう一度』って意味があるで
しょ。」と話してくれました。たしかにそうだなと納得し
ました。「またね」って言ってもらえた日は不思議と幸
せな気持ちで帰っていたということにも気付きまし
た。それから、私も意識して「またね」と言うようにして
いました。私に「またね」と言う意味について教えてく
れた子とは訳あって今は疎遠になってしまいました。
ですが、これからも「またね」と誰かに言うことで、あ
の子が私に広げてくれたあたたかい言葉の輪をもっ
と大きくしていきたいです。

【中学生】

◆「大すきだよ」◆
　いつもよるねるまえにママに「大すきだよ。」といわ
れてこころがあったかくなったよ。わたしもママのこ
とが大すきです。

【小学生】

◆「生まれてきてくれてありがとう」◆
　私の誕生日に、母が私が生まれてきたときの事を
話してくれました。そしてこう言ってくれました。「生ま
れてきてくれて本当にありがとう。あなたが生まれて
きてくれたことが、一番の宝物よ。」それを聞いて、私
はとても嬉しくて、心があたたかくなりました。今でも
その母の言葉がはげみになっています。お母さんあ
りがとう！

【中学生】

◆「ゆっくりしてて。いつもありがとう」◆
　仕事から帰ると、家事に追われて、ホッとする間も
なく、子どもの勉強をチェックして、洗濯して干してか
ら寝る生活リズムの毎日です。ある日娘が「ゆっくりし
てていいよ。」と言って、洗濯を干してくれました。干
し方を見て笑ってしまいましたが、イスを使ってがん
ばってくれたんだなと思いました。それから一緒に洗
濯を干すことが増えました。娘が「一緒にやると早く
終わるからいいね。」手伝ってくれる気持ちがすごく
うれしかったです。

【小学生保護者】

岐阜地区代表作品に選出
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3月9日
（月）

広げよう思いやりのこころ広げよう思いやりのこころ
感謝状の贈呈 本田小学校 校長室

　令和元年度人権推進校として活動した本田小学校へ岐
阜地方法務局・人権擁護委員連合会の連名で、感謝状が贈
呈され、瑞穂市人権擁護委員代表の増田さんより伝達され
ました。「人権花の運
動」で花を育て、近隣
施設へ渡したり、車い
すバスケットボール体
験教室で障がいのあ
るかたと接したりする
ことにより、思いやり
の気持ちの向上に繋
がりました。

3月14日
（土）

3月30日
（月）

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 長寿者褒賞授与

3月24日
（火）

資源の有効利用促進を目指して資源の有効利用促進を目指して
リネットジャパンリサイクル株式会社との
連携と協力に関する協定締結式 公室

　市とリネットジャパンリサイクル㈱は使用済小型家電など
の宅配便回収事業について協定を締結しました。市は小型
家電リサイクル法の制度の定着と小型家電の回収を促進す
るための広報を行い、
リネットジャパンリサイ
クル㈱は市民から回
収した小型家電の回
収状況を市へ報告し
ます。この宅配便回収
により、希望した日時
に自宅へ回収に伺い、
回収物にパソコンが
含まれる場合は回収
費が無料となります。
（パソコンを含まない
場合は1,500円（税
抜）が必要です）

▲瑞穂市人権擁護委員代表増田さん
　（写真左）と坂野本田小学校長

▲協定書を手にするリネットジャパンリサイクル（株）
　中村俊夫代表取締役社長（右）と市長

3月31日
（火）

市内の医療機関に医療用
マスクを提供しました！
公室

　新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、もとす医師会、
もとす歯科医師会、もとす薬剤師会、朝日大学医科歯科医
療センターへ医療用マスク3,000枚ずつの合計12,000枚
を提供しました。マスクは、市内の医療機関などに均等に配
布される予定です。

4月3日
（金）

公室

 本巣市に住所を置く
森松工業株式会社の
松久信夫代表取締役
会長よりマスク100枚
の提供がありました。

▲それぞれの機関にお渡ししました。

▲松久信夫代表取締役会長（右）

3月29日
（日）

文部科学大臣賞受賞文部科学大臣賞受賞

公室

寄付していただきました！寄付していただきました！

　市内在住の豊田吾郎さんが育てる豊宝（ゆたかたから）
号が、岐阜県美濃柴犬保存会の第４５回春季品評会で最高
賞の文部科学大臣賞を
受賞しました。
　美濃柴犬は美濃地方
で古くは猟犬として飼わ
れた柴犬の一種で、戦
時中に激減しました。保
存会では種の保存と適
切な飼育の普及のた
め、毎年春と秋に品評
会を開いています。 ▲豊田さん（中央奥）と豊宝号

▲白木　貞さん（中央手前）

▲豊田きよ子さん（中央奥）

3月31日（火） 西本敏夫さん 4月1日（水） 小森ミサさん
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地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～
地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～

「自治会公民館について」
（牛牧団地自治会連合会・穂南自治会）

No.25

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

●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

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。

　自治会公民館（地域集会施設）は地域コミュニティの醸成の場として大
変重要なものです。
　市では、自治会公民館の新築、改築、修繕などに対して、その費用の2分
の１を補助しています。
　今回のレポートでは、この補助制度を活用され、昨年度自治会公民館を
新築された牛牧団地自治会連合会と穂南自治会を紹介させていただくとと
もに、これからの自治会公民館の活用について考えてみたいと思います。

牛牧団地自治会連合会について
　昭和３０年代後半から造成が進められた牛牧団地は、当時４５０戸の新
興住宅地として活気にあふれていました。その牛牧団地の中心部に市
（当時は穂積町）が整備した牛牧公民館は、地域のコミュニティの拠点
として大いに活用されて来ましたが、時間の経過とともに、建物の寿命
が近付き、７年ほど前に牛牧団地自治会連合会で建て替えについて検
討していただくことを、市よりお願いしておりました。
　その後、建て替え問題検討委員会や連合役員会で協議を重ね、平成
３０年１２月に住民投票を行い、その結果「現状の概ね半分くらいの大き
さの公民館を建設する」という結論を出されました。
　牛牧団地自治会連合会の高齢化率は４１．３％（平成３１年4月現在）と
たいへん高い状況もあるため、歩いて行ける身近な距離に公民館があ
ることの重要性、費用面などの負担の大きさなど、さまざまなご意見が
ありましたが、ついに令和2年2月に完成を迎えることができました。今
後は新しい公民館を拠点として、住民の自助、公助、共助の精神を大切
にしながらより一層地域の絆を深めていただけることと思います。

穂南自治会について
　穂南自治会は、犀川堤外地区画整備事業により宅地化された犀川地
区で、平成21年10月にスタートした自治会です。当初50世帯ほどの世
帯数でしたが、現在では約200世帯となっています。自治会公民館がな
いので、行事には一番近い公共施設「牛牧南部コミュニティセンター」
などを利用し、役員会は自治会長さんの自宅で行うなど不便を感じて
みえましたが、用地確保が難しく、何年間も懸案事項となっていまし
た。
　そして、やっと公民館用地を確保され、令和元年の夏頃から公民館
建設工事を開始し、令和2年1月に完成となりました。歩いて行ける距
離で集い、コミュニティを深める場所として、「穂南自治会館」は地域の
みなさんの希望に満ちた施設となっています。
　穂南自治会の高齢化率は４．５％、子ども（０～14歳）率は２７．６％と、市
内でも大変若く、子育て世代が多い自治会です。また、新しい自治会と
いうこともあり、「穂南自治会館」という地域の拠点は、子どもたちの
ふるさとづくりの場としても重要な意味があると思います。

公民館を地域の居場所にしよう！
　どちらの地域も、長く険しい道のりを経て、自治会公民館を
建設されました。完成までのさまざまな地域のみなさんの思
いを大切に、今後は大いに公民館を活用して、ますます地域
のつながり、絆を強めてもらいたいと思います。
　市では、自治会公民館の重要性は、今後益々高まると考え
ています。少子高齢化が進む社会の中で、介護予防の視点か
らも、地域に集う場があり、ご高齢者に出て来てもらうことは
とても重要です。そして、自治会公民館の身近さは、子どもた
ちの居場所としても大きな可能性を秘めています。
　今後目指す「地域共生社会」では、自治会公民館のイメージ
は少し変わってきます。今までは、事業の際にカギを開けて
使っていましたが、いつでも誰かがいる、もっとオープンなイ
メージになると思います。まさに「地域の居場所」です。居場
所とは、「安心して、自分らしくいられる場所」です。「地域の
居場所」として、そこを中心に、子どもも高齢者もみんなが集
い、世代を越えた地域のつながりがどんどん広がっていくよう
な、そんな公民館が市内にたくさんできることを願っていま
す。

地域の安心・安全な場所として
　災害時の避難所としての活用についても、今一度考えてい
ただきたいと思います。市では、台風の接近が心配される時
など、自主避難所を市民センタ―、巣南公民館で開設します
が、地域のご高齢者は、雨や風の中、遠くまでの移動が懸念さ
れます。災害状況により判断は必要ですが、「自治会公民館
で、地域の知った顔が集まって過ごせたらどんなに安心だろう
か。」という思いを持ってみえます。
　自治会公民館は、地域のみなさんのものです。より地域の
みなさんのためになる活用の可能性を、地域の役員さんを中
心にみんなで考えてもらいたいと思います。

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

コミュニティセンターからのお知らせ

 １1日（月）　9：45～12：00
 １9日（火） 18：45～21：00
 ２８日（木）　9：45～12：00

≪自然教室のご案内≫
五六川野鳥観察会　～五六川で春鳥たちに会おう～

●牛牧北部防災コミュニティセンター ●牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉

開催日時 ５月２３日（土） ８：３０～１１：３０　
定　　員 ２０人
　　　　（対象は小学校５年生以上）
※申込は、５月１９日までに
　当施設へお電話下さい。
（申込が５月２０日以降の場合は、傷害保険に
  加入できませんのでご了承ください。）

５月の講習会のお知らせ

  9日（火） 18：45～21：00
 １8日（木）　9：45～12：00
 ２6日（金） 18：45～21：00

6月の講習会のお知らせ

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

 ５月２３日（土） ８：３０～１１：３０　

（申込が５月２０日以降の場合は、傷害保険に
加入できませんのでご了承ください。）
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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、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。

別府保育所地域子育て支援センター
別府140番地（別府保育所東館２階）　☎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。5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？
●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

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

フレ！
フレ！
子育て子育て

牛牧第2保育所地域子育て支援センター
祖父江１７０番地（保育所内）　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

認定こども園「ほづみの森こども園」も、平成31年4月10日（水）より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「森のカフェ・コモレビ」 ☎322-5300

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う、休館および事業の中止情報は瑞穂市公式ホームページやままフレをご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、予定しておりました事業は全て中止とさせていただきます。
※センターは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月より休館しております。
再開につきましては、瑞穂市公式ホームページやままフレ等でご案内させていただきます。
なお、子育てについての相談は、次の電話窓口で受付けておりますので、ご利用ください。
≪相  談  窓  口≫ 別府保育所地域子育て支援センター　☎326-2525
　　　　　　 　　瑞穂市役所　幼児支援課　　　　　　☎327-2147

≪電話受付時間≫ 10：00～15：00

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、予定しておりました事業は全て中止とさせていただきます。
※センターは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月より休館しております。
再開につきましては、瑞穂市公式ホームページやままフレ等でご案内させていただきます。
なお、子育てについての相談は、次の電話窓口で受付けておりますので、ご利用ください。
≪相  談  窓  口≫ 清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター　☎322-2051
≪電話受付時間≫ 10：00～15：00

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、予定しておりました事業は全て中止とさせていただきます。
※センターは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月より休館しております。
再開につきましては、瑞穂市公式ホームページやままフレ等でご案内させていただきます。
なお、子育てについての相談は、次の電話窓口で受付けておりますので、ご利用ください。
≪相  談  窓  口≫ 清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム　☎328-1077
≪電話受付時間≫ 10：00～15：00

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、令和2年3月より休館しております。
再開につきましては、瑞穂市公式ホームページやままフレ等でご案内させていただきます。
なお、子育てについての相談は、次の電話窓口で受付けておりますので、ご利用ください。
≪相  談  窓  口≫ ほづみの森こども園内「森のカフェ・コモレビ」　　☎322-5300
≪電話受付時間≫ 10：00～15：00
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税理士による無料税務
相談の中止について

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、総合センター１階
の相談室で開催予定の無料税務
相談を当分の間、中止します。な
お、感染症拡大の状況から判断
し、７月以降の開催について中止
する場合は、広報みずほおよび市
ホームページでお知らせします。
●中止となる相談日
５月２１日（木）、６月１８日（木）
■問  税務課　☎３２７－４１１２

コンビニ交付サービスの
停止について

お知らせ

お知らせ

お知らせ

市・県民税所得証明書および所得・課税証明書について

●所得証明書および所得・
　課税証明書とは
　前年の1月1日から12月31日ま
での「所得（収入）」や「所得（収入）お
よび市・県民税の税額など」に関する
証明書です。
※例えば、『令和2年度所得・課税証
明書』には、平成31年1月1日から
12月31日までの所得金額および令
和2年度市・県民税の税額が表示さ
れます。
●令和２年度の証明書の発行時期
　特別徴収・普通徴収のかたとも
に、6月1日（月）から発行開始
●証明書を発行できる市町村
　市が、令和2年度の証明書を発行
できる対象のかたは、原則として、令
和2年1月1日に瑞穂市に住民票が
あるかたです。住所を異動されたか
たは、証明書を請求する市町村をご
確認ください。
●証明書の請求方法
穂積庁舎　税務課
巣南庁舎　市民窓口課
　証明書の請求時には、『証明書交
付・閲覧申請書』（窓口で記載）と手
数料（1通300円）および本人確認書
類（マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート、在留カードなど）が
必要です。
　代理人のかたがお越しになられる
場合は、委任状（特に様式の定めな

し）と窓口にお越しのかたの本人確
認書類が必要です。
※代理人が同一世帯のご家族であ
る場合は、委任状は不要です。ただ
し、ご家族でも別世帯の場合は、委
任状が必要です
　なお、郵送請求またはコンビ二で
の端末からの請求（マイナンバー
カードが必要）もできます。くわしく
は税務課へお問い合わせいただく
か、市公式ホームページ
（http://www.city.mizuho.lg.jp/）
から、「くらし→税→市税の証明・閲
覧」とアクセスし、『郵便での税に関
する証明書の請求』または『コンビ
二交付サービスでの税に関する証
明書の請求』をご覧ください。
●証明書を請求する際の注意点
　所得についての申告がないかた
やお勤め先の事業所から給与支払
報告書が市役所に提出されていな
いかたなどは、市・県民税の申告が
必要な場合があります。
■問  税務課　☎３２７‐４１１２

　税に関する証明書の年度更新作
業のため、個人番号（マイナンバー
カード）を利用したコンビニエンス
ストアでの各種証明書交付サービ
スを、次の日程で停止します。
■日  ５月30日（土）６：30～６月１日（月）
　  11：00
■問 ・コンビニ交付サービスについて
　　市民課　☎３２７‐４１１３
　・税の証明書について　　
　　税務課　☎３２７‐４１１２

公民館講座「リトミック親子体操教室」

親子で楽しく運動しよう！
◆日　　時　6月18日（木）・25日（木）・7月2日（木）・9日（木）・16日（木）
　　　　　　10：00～11：30　計5回コース
◆場　　所　市民センター 大ホール
◆受 講 料　1組　1,000円　※初回受講時にお支払いください
◆対　　象　市内在住の幼児（初回受講時点で満2歳以上）とその保護者
◆定　　員　20組
◆申込方法　生涯学習課、総合センター、市民センター、巣南公民館窓口に設置の申込書に必要事項を記入いた
　　　　　　だきご提出いただくか、電子メールで必要事項を送信してください。※FAXでも受付可
◆必要事項　お子さんの氏名（ふりがな含む）および性別、保護者のかたの氏名、住所、郵便番号、電話番号
◆申込期限　5月29日（金）
◆抽　　選　応募者多数の場合は、抽選で受講の可否を決定させていただきます。
　　　　　　※抽選の結果受講できない場合はご連絡させていただきます
◆そのほか　運動のできる服装で、水筒・タオルなどを持参ください
◆問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327－2117　      327－2105　　syougai@city.mizuho.lg.jp

音楽のリズムに合わせて楽しく体操できる教室です。
日頃の運動不足や育児のストレスも一気に解消できます。
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就学相談会（第1回）

岐阜県犯罪被害遺児激励金・岐阜県交通遺児激励金

　令和３年度に小学校入学を控え
たお子さんに関わる就学相談会
を開催します。
・落ち着きがなく、じっとしてい
ることが難しい。
・話や指示内容が理解できにくい。
・発音や話し方がはっきりとしな
い。
・手足の動きがぎこちない。
など、その他気になることがあれ
ばお気軽にご相談ください。
■日  6月15日（月）・16日（火）・１７日（水）
　  9：００～16：００
■所  教育支援センター
■申  6月１日（月）～９日(火)までに予約
■問  学校教育課　就学相談担当
　 ☎３２７－２１１６

　県では、毎年５月５日の「こどもの
日」に合わせて、犯罪被害遺児のか
たと交通遺児のかたに激励金をお
贈りしています。
■対 ５月５日現在、県内に居住されて
おり、犯罪被害または交通事故によ
り、それまで生計をともにしていた
親（父または母）などを亡くされたか
たで、義務教育終了前または満２０歳
未満で高等学校在学中のかた。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死な
ど、故意の犯罪行為（人の生命また
は身体を害する行為）により害を被
ることをいいます
※犯罪被害遺児激励金を受けるに
は、国の犯罪被害給付金制度で、遺
族給付金の支給裁定がされている
ことが必要です

自動車税は
納期限までに

お知らせお知らせ

お知らせ

お知らせ

　自動車税の納期限は６月１日
（月）です。必ず納期限までに収め
ましょう。くわしくは自動車税の納
税通知書（５月７日発送）をご覧く
ださい。
■問  岐阜県自動車税事務所
　 ☎279-3781

障がい者などの
電話相談 受付中!!

　次の事業所において電話相談を
お受けしています。
利用対象者 事業所名 電話番号

心の病気で
お悩みのかたなど

うかい
ふなぶせ
ふなぶせ南

２３９-５８３８
２１３-８８１１
２０１-６７１１

知的障がいの
かたなど

生活サポートはしま
相談支援センター
障害者総合生活支援
センター クロス

３９２-２８００

２１０-２０７８

かか たた

右手の甲を上にして手を開
き、左から右に水平に動かし
ます。
穏やかな平和のイメージを
表しています。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566●問い合わせ 　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

手話で手話ろう！手話で手話ろう！

平　成平　成

胸の前で上向きにすぼめた５
本の指先を、前に動かしなが
ら緩やかに開きます。
未来に向けてつぼみが花開
いて香りを放ち、和みゆくよ
うすを表しています。

「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。

　瑞穂大学講座合同開講式は新型コロナウイルス感染症拡
大予防のため中止しました。5月講座は、各学部次のように
計画していますので、各会場にお越しください。
　（中止とする場合は、前日・当日の11時20分頃に広報無線
にてお知らせします。）

　令和2年度寿学部・女性学部講座の年間計画表は、３施設（総
合センター・市民センター・巣南公民館）に置いてあります。各
自お持ちください。
まだ、寿学部・女性学部の入学申込をされてないかたは、３施設
に置いてある入学願書に記入し、各窓口に提出してください。

令　和令　和

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

※犯罪被害遺児または交通遺児と
なった後養子縁組したかた、もしく
は父または母が再婚し生計をともに
することとなったかたは除きます
●激励金　　
いずれも１人当たり　
乳幼児および小学生 １５，０００円
中学生 ２０，０００円
高校生など ２５，０００円
※申請時から高等学校等就学中
（２０歳未満）まで支給
●申込期限
５月8日（金）
■申  ■問  市民協働安全課　
　 　  ☎３２７－４１３０

●寿学部　　　　5月14日（木）『関ケ原の魅力』  
　　　　　　　　所：総合センター
●女性学部　　　5月21日（木）『麒麟がくる』　　
　　　　　　　　所：総合センター
●脳力活性学部　5月12日（火）開級式・算数　 　
　　　　　　　　所：巣南公民館

瑞穂大学5月講座について
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義援金について

●東日本大震災義援金
　3,187万7,884円
●平成２８年度熊本地震災害義援金
　578万7,323円
●平成２９年７月５日からの
　大雨災害義援金
　451万2,795円
●台風１９号災害義援金
　337万9,507円
（3月31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

防災管理新規講習

ピア相談（当事者に
よる相談）を開設

　令和２年度７月・１０月・１月のここ
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、相談支援専門員と当事者が
応じる機会と自由に過ごしていた
だける場を設けます。
　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。
■日  ７月２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
相談です。
■問  福祉生活課　☎３２７－４１２３

■日  ６月１７日（水）９：２５～１５：３０
■所  岐阜市消防本部６階
　 （岐阜市美江寺町２-９）
■資 県内在住のかたまたは県内
　 の防火対象物（事業所など）に
　  勤務されているかた
■定  ８０人（定員に達し次第締切）
■〆  ５月２８日（木）～６月８日（月）
　 平日８：４５～１７：３０
■申  岐阜市消防本部予防課まで
　 直接申込
※窓口に来られないかたは、郵送
での申込可。岐阜市消防本部予防
課へ電話連絡を入れ、整理番号の
通知を受け、下記必要書類と８４円
切手を貼った宛先明記の返信用

お知らせ

お知らせお知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

消防設備士試験
（第１回）

■日  ７月１２日（日）
■所  岐阜大学（岐阜市柳戸１－１）
■対  試験種別：甲種特類・
　 第１～５類、乙種第１～７類
■〆  ５月２９日（金）～６月８日（月）
■申  （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、管内の各消防署で
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２回）

■日  ６月２１日（日）
■所  岐阜総合学園高等学校
　 （岐阜市須賀２－７－２５）
■対  甲種・乙種第１～６類・丙種
■〆  ５月８日（金）～１８日（月）
■申  （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

美来の森館
フリーマーケットの
中止について

　例年、美来の森館で開催してい
る瑞穂女性の会主催のフリー
マーケットについて、新型コロナウ
イルス感染予防のため、５月の開
催は中止します。次回の開催は11
月を予定しています。ご理解とご
協力をお願いいたします。
■問  環境課　 ☎327-4127

募集

障がい者などの
相談窓口を開設！

　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

※時間はいずれも１３：３０～１５：３０
※先着各２名です（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

相談窓口 相談事務所 対象 日にち

こころの
相談

ふなぶせ
南

心の病気で
お悩みのかた、
その家族や
関係者

５/７（木）

ほほえみ
相談

生活
サポート
はしま

知的障がい
（発達障がい）
のかた、
その家族や
関係者

５/13（水）

封筒、テキスト代の振込通知書（コ
ピー可）を同封して送付してください
○申込に必要なもの
（１）受講申込書（必要事項を記入）
※受講申込書は、岐阜市消防本部予
防課、管内各消防署、岐阜市ホーム
ページで入手できます
（２）写真1枚
証明写真と同等の鮮明な画質かつ無
加工の写真とし、縦3㎝×横2.4㎝で、
６か月以内に撮影した無帽、無背景の
正面上三分身像
（３）テキスト代　４，０００円
■問  岐阜市消防本部予防課
　 ☎２６２－７１６３
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募集募集

募集

ほづみ霊園・野田霊園利用者募集日本赤十字社
社資募集

ぎふアビリンピック2020（第18回岐阜県障がい者技能競技大会）参加者募集

　障がいのあるかたの職業能力の
向上を図るとともに、障がいのある
かたに対する社会の理解と認識を高
め、雇用促進と地位向上を図ること
を目的に開催します。
■日  ７月４日（土）９：００～１６：１５
　 ※予備日７月１１日（土）
■場  東海職業能力開発大学校
　 （揖斐郡大野町古川１-２）

　日本赤十字社が行う災害救護活動や献
血事業の各種事業は次のような皆さんか
らの運営資金（社資）に支えられています。
①会員（日赤の人道的事業に年
額２，０００円以上ご協力いただけ
るかた）からの会費
②協力会員（日赤の人道的事業に年
額２，０００円未満のご協力をいた
だけるかた）からの会費
③日赤の趣旨に賛同いただいたか
たからの寄付金（金額にさだめは
ありません）
■問  日本赤十字社瑞穂市地区
　 （地域福祉高齢課） ☎３２７－４１２６
　 日本赤十字社岐阜県支部
　 ☎２７２－３５６１

●募集数
ほづみ霊園 20区画
野田霊園 　　１区画
※応募多数の場合は、抽選となり
ます
●申込条件
　次の条件をすべて満たしている
かた
①当市に引き続き１年以上住所を
有するかた
②死亡された親族のお墓に利用
するかた
③現在、すでに親族の遺骨をお持
ちのかた
④申込みされる世帯が他の墓地
を所有されていないかた

新着図書のご案内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。
詳しくは毎週土曜日、図書館で発行している「新着図書案内」をご覧ください。

乳がん
病後のケアと食事

大下 一真 ほか
著者名

中央公論新社
出版社

惚れるマナー

佐伯 俊昭 監修
著者名

法研
出版社

ちょきんばこの
たびやすみ

 PHP研究所
出版社

著者名

　新たなスタートや環境に慣れてくる5月。しか
し、生きているとさまざまな悩みが尽きないと
きもあります。そんなときは哲学にふれてみる
と、悩みが解決するかもしれません。この本は、
哲学者・心理学者の岸見一郎氏が母校の洛南
高等学校で行った特別授業のようすをQ＆A方
式で収めたものです。
　高校生たちの生きることや人間関係、幸福に
関する問いに岸見氏が真摯に答えています。中でも、「幸福は質的なも
の、成功は量的なもの」と自立するための3つの条件に強いメッセージ
を感じました。
　高校生だけでなく、大人にも響く言葉がたくさんあります。視野が広
がるヒントもいっぱいです。「今日という日を、今日という日のために生
きていきたい」ものですね。

哲学人生問答
著者名：岸見 一郎(キシミ　イチロウ)
出版社名：講談社　出版年：2019.10

村上 しいこ　作
長谷川 義文　絵

今月のおすすめの 1
●問い合わせ　図書館（本館）〒501-0224 稲里28-1 ☎326-2300　（分館）〒501-0304 宮田304-2 ☎328-7070　ホームページアドレス http://www.library-mizuho-gifu.jp

■〆  ６月５日（金）※必着
■料  無料
●競技種目　ワード・プロセッサ、表計
算、ビルクリーニング、製品パッキング
（箱折）、オフィスアシスタント、喫茶
サービス
■応  参加申込書と同意書に必要事項
を記入し、県商工労働部労働雇用課障
がい者就労係へ提出（郵送、ＦＡＸ可）。

⑤使用許可後１年以内に墓碑を設置
されるかた
●価格
　１区画18万円（管理料は管理組合
へ別途支払が必要です。）※抽選によ
り、区画決定します
●申込み期間
５月７日（木）～５月２２日（金）
（但し、土・日は除く。）
申込みは、市民課の窓口に印鑑をご持
参のうえご来庁ください。
■申  ■問  市民課　☎３２７－４１１３

参加申込書・同意書は県ＨＰ
（http://www.pref.gifu.lg.jp/kodo
mo/shogaisha/shuro-shien/113
67/abrinpikku2020.html）に掲載。
■問  県商工労働部　労働雇用課
　 障がい者就労支援室　障がい者就労係
　 （〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１）
　 ☎２７２－１１１１（内線３１３６）
　　 ２７８－２６７６
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公開講座

◎武術太極拳
　(瑞穂市太極拳協会）
　太極拳で
マインドフルネス
上靴、水分、
タオルなど 
運動のできる
服装で
■日  ５月８日（金）・１５日（金）　
　 ９：３０～１１：００
■所  市民センター 剣道場
■料  無料
■応  ■〆  直接会場へ
■問  谷本  ０９０－９１１２－５５７０　

市民ゴルフ大会

■日  ６月3日（水）　8：00スタート　
■所  谷汲カントリークラブ
■対  市内在住・在勤のかた
■料  1人　2,000円
●プレー代（キャディ付のみ）
ビジター：13,160円
メンバー：10,440円
※限定昼食付、ドリンク類別途
■〆  ５月20日（水）
■申  瑞穂市ゴルフ連盟事務局
（ゴルフフォーラムクレア内）☎327-5621
※グロス上位５名までは、9月18
日（金）に関ヶ原カントリークラブ
で行われる第13回岐阜県民ス
ポーツ大会
本戦に瑞穂
市代表選手
として出場
します。

体育協会

ミニテニス教室
参加者募集！

　年齢・男女に関係なく初めての
かたでも短期間でできるようにな
ります。経験者のかたも可。
■日  ６月3日（水）～６月17日（水）
　 １９：00～２１：00
　  毎週水曜日　全３回
■所  市民センター ２階 アリーナ
■対  市内在住・在勤のかた
■料  1人　1,000円
■〆  ５月20日（水）
※ラケットなどの用具は、こちらで
用意いたします

　「参加申込書」にご記入のうえ、市体
育協会事務局まで申し込んでくださ
い。詳しい要項・参加申込書は、市体育
協会事務局・市民センター・巣南公民館
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

文化協会

文化協会主催
公募事業募集‼

●応募資格
　舞台芸術等芸能部門の分野で
活動している市内に活動拠点を置
く組織（団体、グループ）
●募集期間
　６月１日～８月３１日まで
■〆  １０月３０日まで
●審査・決定 令和２年１２月
●助成金額 上限５０万円 
●その他 詳細は、事務局までお
尋ねください

文化協会

文化協会

図書館からのお知らせ

※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●5月の催し物●
本
　
館

分
館

9日(土)・16日(土)・23日(土)

9日(土)・16日(土)・23日(土)・30日(土)
15日(金)・22日(金)

26日(火)声を出して一緒に本を読みましょう

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40分)
10：30～(約30分)

幼児～小学校低学年

16日(土)映画鑑賞会「ハリーとヘンダスン一家」
出演 ジョン・リスゴー メリンダ・ディロン ほか　1987年/アメリカ

14：00～(111分) どなたでも

10：00～(約90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
未就園児向けおはなしの会

ストーリーテリングおはなしの会
　いつもとはちょっと違う、本や紙芝居などを
使わないおはなし会です。
　５歳以上のお子さんにおすすめです。
日時:5月30日(土)14：30～
場所:本館 おはなし室

体育協会の
申込・応募・問い合わせ

　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

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

4月中旬から5月末までに予定していた
「こどもの読書週間」関連の図書館の企画は
新型コロナウイルスの感染拡大のため、中止または
延期（日程未定）にします。

　(瑞穂市太極拳協会）

５月８日（金）・１５日（金）　



LINEスタンプショップで「かきりん瑞穂市」と検索してください。
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ＺＵＭＢＡ

　ラテン系の音楽とダンスで楽し
くシェイプアップできます。
■日  ５月１日（金）、８日（金）、１５日（金）、
    ２２日（金）、２９日（金）
　１３：３０～１４：２０
■所  巣南公民館 多目的ホール
■料  ２，１００円／月（年４５回）
■対  成人のかた
●指導者
　山口麻梨菜

Link-up みずほ

エアロビクス教室

 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  ５月７日（木）、１４日（木）、２１日（木）、
　 ２８日（木）　 １３：３０～１４：４５
■所  巣南公民館 ふれあいホール
■料  ２，１００円／月（年４５回）

Link-up みずほ

元気アップ教室①②

　椅子、にぎにぎ棒、ステップ台、
バランスディスクなどで運動機能
の向上を図ります。
■日  ①５月１１日（月）、１８日（月）、２５日（月）
　 　１３：３０～１４：４５
　 ②５月１４日（木）、２１日（木）、２８日（木）
　 　９：３０～１０：４５
■所  巣南公民館 ふれあいホール
■料  １，６００円／月（月３回）
■対  成人のかた
●指導者　健康運動指導士 関谷日登美

Link-up みずほ

高齢者向け
「にこにこ運動教室」５月

　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養ってい
きます。 

■日  ５月１日（金）・２１日（木）
　 １３：００～１４：００
■所  巣南公民館 多目的ホール
■日  ５月７日（木）１３：００～１４：００
　 ２５日（月）１０：００～１１：００
■所  牛牧北部防災コミュニティセンター
　 集会室

■日  ５月１１日（月）１０：００～１１：００
　 ２２日（金）１３：００～１４：００
■所  牛牧南部コミュニティセンター
　 つどいの泉プレイルーム

Link-up みずほ

フュージング体験教室受講生募集
　美来の森工房では、窓ガラスなどの建築廃材を使って、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ます。

◆日　　時　５月７日（木）以降の毎週月・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
◆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　※定員に達し次第締切
◆対 象 者　小学生以上
◆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　電話またはＦＡＸにて
　　　　　　※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
◆そ の 他　小学生低学年のかたは、上靴をお持ちください。
☆くわしくは、下記までお問い合わせください。

公民館講座

●申込・問い合わせ　美来の森ガラス工房瑞穂　☎・　 326-7388（電話：月・木・金曜日10：00～16：00／FAX：24時間受付）

■日  ５月１４日（木）１３：００～１４：００
　 ２９日（金）１０：００～１１：００
■所  本田コミュニティセンター
　 多目的ホール

■日  ５月１８日（月）・２８日（木）
　 １３：００～１４：００
■所  市民センター 大ホール
■対  ６５歳以上のかた
■料  無料
■定  各２５人　
●持ち物
タオル・飲み物・室内シューズ（あれば）
※動きやすい服装でお越し
　ください

■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

工房にサンプル作品が
たくさんあります！ 
一緒に作りましょう！

ター 國島みゆき



かきりんのLINEスタンプあります。
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チャンネルCCNから
放送日程のご案内

編集後記

エリアトピックス
放送時間

平成２６年５月号

７：００～、１８：００～ ほか
（月）～（日) 毎日放送

地デジ １２ｃｈ

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組

土日を含め毎日更新
になりました。

27

Link-upみずほ

ご寄付ありがとうございました

　今月号の表紙は、美濃柴犬です。実は、美濃柴犬は
かつて特集としてとりあげたことがあります（平成２６
年５月号、QRコードからダウンロードできます）。当時
はカラーで犬の毛色を伝えることができませんでし
たが、今回は表紙で赤一枚の毛色を
お届けすることができました。この写
真で美濃柴犬の魅力が伝わればよい
な、と思います。※赤一枚とは、毛色
が赤単色であることを意味します
（魚山宮崎）

サーキットトレーニング講習

●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448

市民センター
サーキットトレーニング室

場　所

1回110円
利用料金

10人
定　員

１６歳以上
対象年齢

6
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機器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。

5日（金） 19：00～
日 時　　間

25日（木） 19：00～
15日（月） 10：00～

　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みずほの
申込・応募・問い合わせ

広 告

●新型コロナウイルス
　感染症対応のため
　ハンドクリーム、
　栄養剤など
エーザイ株式会社
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人の動き（3月末現在）
（前月比　  32人減）人口 人55,016 男 人27,369 （前月比 　 34人減） （前月比　  2人増）女 人27,647

（前月比 　 62世帯増）世帯数 世帯21,717

※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）。（注）
・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。（注）
 （注）令和2年10月採用予定の試験区分では来春卒業予定のかたは受験できません。

瑞穂市が
求める
人物像

●試験日時 　７月12日（日）９：４０ 試験開始
●試験場所 　岐阜県立加納高等学校
●試験方法 　教養試験、事務適性検査、専門試験
　　　　　　　　　※一般行政職(土木・建築)、保健師、保育士受験のかたのみ

●受験手続

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

大学卒業程度
短大卒業程度
大学卒業程度
短大卒業程度
大学卒業程度
短大卒業程度

職種 ※試験区分 採用予定人数 受験資格

平成２年４月２日以降に生まれたかた一般行政職

保健師

保育士

行
政

土
木

建
築

大学卒業程度

短大卒業程度

（Ａ）
（Ｂ）
（Ｃ）
（Ｄ）
（Ｅ）
（Ｆ）

（H）

（ I ）

大学卒業程度（Ｇ）

大学卒業程度

短大卒業程度

職種 ※試験区分 採用予定人数 受験資格

若干名

昭和54年４月２日以降に生まれたかた一般行政職

保育士
大学卒業程度

短大卒業程度

（J）

（K）

（L）

（M）

●令和３年４月採用予定

若干名

昭和50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

昭和５０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３年３月３１
日までに取得見込みのかた

平成２年４月２日以降に生まれたかたで、保健師の資格
を有するかた、または令和３年３月３１日までに取得見
込みのかた

令和２年１０月・令和3年４月採用予定

市職員を募集します！

■試験申込書の配布と受付
　　　　　　　　 瑞穂市役所穂積庁舎２階総務課の窓口で、試験申込書の配布と受付を行います。
　  　　　　　　５月１１日（月）～29日（金）　※８：３０～１７：１５（土日祝日を除く）
■提出書類　　試験申込書、履歴書　※いずれも所定の様式のもの

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

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

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

●令和２年１０月採用予定




