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今月号掲載の行事などについて
　新型コロナウイルスの影響で、今
月号掲載の行事が中止になる可能
性があります。行事などの中止情報
は瑞穂市公式ホームページ「新型コ
ロナウイルスに関する情報」
（https://www.city.mizuho.lg.jp/10019.htm）
をご覧いただくか、担当課・団体に確認をお願いします。
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　新型コロナウイルスの感染拡大防止に関して、市民の皆さまには
外出自粛などご協力をいただき深く感謝申し上げます。
　岐阜県では「緊急事態宣言」が解除されましたが、第2波、第3波も
予想され、なお厳しい状況にあります。
　市民生活や経済活動において、「コロナとともに（with corona）」
の考えの下、今後も基本的な感染予防の継続「新しい日常（new 
normal）」の定着を図り、感染防止に「オール瑞穂」で取り組みましょ
う。皆さまのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。
　令和２年５月１９日

瑞穂市長　森　和之

瑞穂市民の皆さまへ



2広報みずほ・2020.6市役所において、みずほクールビズ２０２０を始めました。
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歳出 160億3,892万円（支出済額）
178億1,454万円（予算現額）

（執行率90.0%）
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民生費
64億   211万円
68億1,484万円（93.9%）

総務費
30億   945万円
33億6,781万円
（89.4%）

教育費
18億3,329万円
21億4,314万円
（85.5%）

土木費
12億1,276万円
15億8,380万円
（76.6%）

議会費
1億5,636万円
1億5,905万円
（98.3%）

衛生費
13億2,046万円
14億7,155万円（89.7%）

消防費
  9億    667万円
10億1,877万円（89.0%）

農林水産業費
1億5,007万円
1億5,464万円（97.0%）

※その他（商工費、労働費、予備費）
1億　 138万円
1億5,456万円（65.6%）

公債費
9億4,637万円
9億4,638万円
（100.0%）

●一般会計および特別会計の予算執行状況 歳入
会　　計　　名

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

一 　 般 　 会 　 計

一般会計とは・・・ 市民の暮らしや、まちづくりに必要な
基本的な行政サービスを行う会計です。

特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に
充てるために、一般会計と区分している会計です。特別会計とは・・・

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

学校給食事業

農業集落排水事業

小 　 計

合 　 　 　 　 　 計

予算現額 収入済額（収入率） 支出済額（執行率）
歳出 （単位：万円）

1,781,454

569,825

2,351,279

483,203

53,025

31,172

2,425

1,734,929

532,509

2,267,438

449,798

51,949

28,434

2,328

（97.4%）

（93.5%）

（96.4%）

（93.1%）

（98.0%）

（91.2%）

（96.0%）

1,603,892

508,831

2,112,723

431,890

47,156

27,886

1,899

（90.0%）

（89.3%）

（89.9%）

（89.4%）

（88.9%）

（89.5%）

（78.3%）



広報みずほ・2020.63 室内温度２８℃を目安に冷房設定（みずほクールビズ２０２０）

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

歳入 173億4,929万円（収入済額）
178億1,454万円（予算現額）

（収入率97.4%）

市税
70億9,690万円
70億6.766万円（100.4%）

市民税
339,080
（48.0%）

固定資産税
325,783
（46.1%）

※その他
地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
自動車取得交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金、分担金および負担金、使用料及び手数料、
財産収入、諸収入

市民税

合計　　128,465　　325,444

■令和2年3月31日現在　人口55,016人　世帯数21,717世帯

■令和2年3月31日現在　人口55,016人

一人
あたり

一世帯
あたり

一人
あたり

一世帯
あたり

市たばこ税 軽自動車税固定資産税

市たばこ税
28,500
（4.0%）

軽自動車税
13,403（1.9%）

地方交付税
21億1,624万円
20億7,423万円
（102.0%）

国庫支出金
19億2,911万円
21億1,294万円
（91.3%）

市債
10億　310万円
10億8,500万円
（92.5%）

県支出金
　9億3,565万円
11億8,951万円
（78.7%）

地方消費税交付金
9億　514万円
9億1,200万円
（99.2%）

繰越金
8億9,975万円
8億9,975万円
（100.0%）

寄附金
5億2,318万円
5億5,031万円
（95.1%）

繰入金
5億2,133万円
5億2,153万円
（100.0%）

※その他
14億1,889万円
14億　161万円（101.2%）

●一般会計予算の執行状況

●市民1人あたりの予算

●市有財産の現在高

総額
323,806円

基金
1,182,720万円

土　地

有価証券（株券）
出資による権利
債　　権

1,020万円
2,170万円

0円

行政財産
普通財産
計

736,576㎡
1,200,675㎡
1,937,251㎡

行政財産
普通財産
計

154,944㎡
426㎡

155,370㎡

建　物

￥

123,870円

61,215円

38,955円

28,788円

26,748円

18,517円

17,202円

2,891円

2,811円

2,809円

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

議会費

農林水産業費

その他

●市民の皆さんの市民税負担の状況

●市債の現在高

61,633
156,136

一人
あたり

一世帯
あたり

59,216
150,013

一人
あたり

一世帯
あたり

5,180
13,123

一人
あたり

一世帯
あたり

2,436
6,172

●市税の予算に
　おける構成比（単位：万円）

一 般 会 計

合 　 計

特別会計 農業集落排水事業

（単位：円）

（単位：万円）

1,163,244

5,819

1,169,063



4広報みずほ・2020.6クールビズで仕事も爽やかに（みずほクールビズ２０２０）

●問い合わせ　市選挙管理委員会（総務課内）　☎327-4111　　327-7414

瑞穂市議会議員選挙結果

投票区 性別

男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計

当日有権者数

2,119 
2,239 
4,358 
3,415 
3,551 
6,966 
2,227 
2,418 
4,645 
3,118 
3,023 
6,141 
4,522 
4,496 
9,018 
1,587 
1,711 
3,298 
1,241 
1,343 
2,584 
2,461 
2,464 
4,925 
20,690 
21,245 
41,935 

当日投票者数

473 
446 
919 
862 
840 
1,702 
463 
430 
893 
580 
494 
1,074 
876 
813 
1,689 
593 
638 
1,231 
449 
481 
930 
670 
611 
1,281 
4,966 
4,753 
9,719 

期日前投票者数

229 
259 
488 
530 
576 
1,106 
575 
706 
1,281 
510 
616 
1,126 
850 
929 
1,779 
222 
256 
478 
285 
334 
619 
328 
366 
694 
3,529 
4,042 
7,571 

確定投票者数

702 
705 
1,407 
1,392 
1,416 
2,808 
1,038 
1,136 
2,174 
1,090 
1,110 
2,200 
1,726 
1,742 
3,468 
815 
894 
1,709 
734 
815 
1,549 
998 
977 
1,975 
8,495 
8,795 
17,290 

確定投票率

33.13%
31.49%
32.29%
40.76%
39.88%
40.31%
46.61%
46.98%
46.80%
34.96%
36.72%
35.82%
38.17%
38.75%
38.46%
51.35%
52.25%
51.82%
59.15%
60.69%
59.95%
40.55%
39.65%
40.10%
41.06%
41.40%
41.23%

生　津

本　田

別　府
(指定投票区)

穂　積

牛　牧

唐　栗

美江寺

古　橋

合　計

　4月19日（日）に告示された瑞穂市議会議員選挙の投票が、4月26日（日）に行われ、即日開票されました。
　投票は市内8か所の投票所で7時から20時まで行われ、皆さんの貴重な一票が投じられました。結果は次のとお
りです。

　なお、当日投票所や期日前投票所における新型コロナウイルス感染症予防対策への対応につきまして、皆さんの
ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。

あん分切捨票 0.005票　 無効票 190票

（得票順、敬称略）

広瀬　守克 1,306.434 票当

若井　千尋 1,245 票当

棚橋　敏明 1,087 票当

藤橋　直樹 999.159 票当

馬渕　浩史 854 票当

森　　清一 791.548 票当

関谷　守彦 786 票当

若原　達夫 769 票当

藤橋　礼治 723.840 票当

杉原　克巳 671 票当

若園　五朗 665.647 票当

今木慶一郎 661 票当

森　　健治 652.451 票当

北川　静男 650 票当

松野　貴志 620.079 票当

松野藤四郎 528.920 票当

庄田　昭人 520 票当

廣瀬　武雄 514.565 票当

小川　　理 509 票

北倉　利治 482 票

西岡　一成 416 票

鳥居　佳史 416 票

若園　正博 362.352 票

堀　　　武 358 票

熊谷　祐子 331 票

安藤　由庸 180 票



広報みずほ・2020.65 最小限の照明で最大の成果を（みずほクールビズ２０２０）

　臨時会が５月１２日（火）の１日間の会期で開催されました。
今会議で市長が提出した議案は、

の合計7件について、いずれの案件も慎重に審議されました。

令和２年 第２回瑞穂市議会臨時会

瑞穂市老人福祉計画策定・推進委員会 委員を公募します
委員会の概要
委　員　数 １５人以内（公募委員含む）

人事案件……2件
条例の改正…３件
補正予算……２件

【行政報告】
◎報告第３号　平成３１年度瑞穂市一般会計継続費繰越計算書の報告について
◎報告第４号　平成３１年度瑞穂市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
◎報告第５号　債権放棄の報告について

任　　　期 委嘱の日から３年
開 催 回 数 令和２年度　３～４回程度

令和３年度以降　１～２回程度
内　　　容 瑞穂市老人福祉計画の策定および推進についての調査

および審議
報　　　酬 委員会などに出席の場合、日額6,000円を支給

募集要領
募集人員 ４人

公募期限 ６月３０日（火）17：15
選考結果

応募要件 ●応募時の年齢が満18歳以上で、市に在住、在勤また
　は在学しているかた
●老人福祉に関心があるかた
●本市の他の１機関を超える審議会などの委員として
　委嘱を受けていないこと
●平日（原則昼間）に開催される会議に出席できるかた
●本市の市議会議員および市の職員でないかた

応募方法
公募書類 「①応募用紙」および「②小論文」をご提出ください。

提出方法

❶応募用紙

●応募・問い合わせ
　〒501-0222　瑞穂市別府 1283番地
　瑞穂市役所　地域福祉高齢課
　☎327-4126　　327-4143
　　chiikifukusi@city.mizuho.lg.jp住所・氏名・生年月日・電話番号・応募動機などを記入

してください。

❷小論文
４００字程度で様式は自由です。
テーマは「高齢者が生き活き暮らせるまちとは」です。
「公募用紙」および「小論文（参考）」の様式は、市公式
ホームページ（http://www.city.mizuho.lg.jp）ま
たは地域福祉高齢課（総合センター１階）、市民窓口課
（巣南庁舎）で入手できます。

次のいずれかの方法により公募期限までに提出して
ください。
●郵送：〒501-0222　
　瑞穂市別府1283番地（総合センター１階）
　瑞穂市役所　地域福祉高齢課　宛（当日消印有効）
●持参：地域福祉高齢課（総合センター１階）
　または市民窓口課（巣南庁舎）までご持参ください

応募書類をもとに選考し、結果は書面で公募者全員に
通知します。なお、応募書類は返却しませんのでご了
承ください。

承認第１号
瑞穂市税条例等の一部を改正する条例についての専決処分に
ついて
承認第２号
瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての
専決処分について
承認第３号
令和２年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）の専決処分につ
いて
議案第３２号
瑞穂市固定資産評価員の選任について
固定資産評価員が令和２年４月１日の瑞穂市役所の人事異動によって税
務課長の職を離れたことから、新たに固定資産評価員を選任したいので、
議会の同意を求めるもの。

議案第３３号
瑞穂市税条例の一部を改正する条例について
地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行に伴
い、市条例の改正を行うもの。

議案第３４号
瑞穂市国民健康保険条例及び瑞穂市後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する条例について
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支
給に関する規定等を定めるため、市関係条例の改正を行うもの。

議案第３５号
瑞穂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に
ついて
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する
政令（令和２年政令第６９号）の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。

議案第３６号
令和２年度瑞穂市一般会計補正予算（第２号）
歳入歳出それぞれ５８億６，６０３万８千円を追加し、歳入歳出予算総額を２４
３億６，３６１万５千円とするもの。

議案第３７号
令和２年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出それぞれ８１７万１千円を追加し、歳入歳出予算総額を４５億５，１３
３万３千円とするもの。

議案第３8号
瑞穂市監査委員の選任について
議員のうちから選任する監査委員につき、新たに監査委員を選任したいの
で、議会の同意を求めるもの。
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予約制集団がん検診のウェブ予約 (みずほ けんこうナビ)

乳がん検診が始まります
　乳がん検診はウェブおよび電話による『予約制』です。（Eメールでの申し込みはできません）。
　予約にて指定された日時以外の来所や、予約なく来所された場合は定員を超えていない日であっても
受診できません。なお、予約日に来所できない場合には、必ず予約変更または取り消しをしてください。

予約開始日

予約方法

乳がん検診…6月15日(月)
胃がん検診、肺がん検診…7月21日(火)

『みずほ けんこうナビ』
ホームページアドレス https://city-mizuho-i.secure.force.com/
市ホームページ『みずほ けんこうナビ』からもアクセスできます！ ▲QRコード

ガン検
診

予約

6月15日（月）からウェブ予約受付開始（※ウェブ予約方法は上記をご覧ください）
6月22日（月）8時45分から電話受付開始　☎３２７－８６１１(健康推進課　直通電話のみ)
・予約日初日は電話が混み合い、お待たせする場合がございます。申し訳ございませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。
・電話による予約は検診の前日まで受け付けます。
※予約受付時間 8：45～17：15　土日および祝日・時間外の電話による受付はできません

 7月3日(金)

 8月7日(金)

 9月2日(水)

10月2日(金)

 7月10日(金)

 8月28日(金)

 9月11日(金)

10月　5日(月)

 7月  8日(水)

 8月 3日(月)

 9月 4日(金)

10月13日(火)

11月 5日(木)

 7月16日(木)

 8月12日(水)

 9月16日(水)

10月14日(水)

11月 6日(金)

 7月17日(金)

 8月13日(木)

 9月25日(金)

10月19日(月)

11月16日(月)

 8月21日(金)

 9月28日（月）

10月20日(火)

8月25日(火)

総合センター1階 巣南保健センター

 7月30日(木)

10月29日（木）

7月

8月

9月

10月

11月

※国が推奨している乳がん検診の受診間隔は2年に1度です。そのため、
令和元年度内に瑞穂市乳がん検診を受診されたかたは令和3年度以降
が対象となります
この『予約制』は、受診者が定員を超えることで検診当日に受診をお断り
するのを避けることを目的としていますので、検診が予約時間内に終了
するとは限らないことをご理解ください。

　新型コロナウイルス感染症予防対策のため、「密」
を避け、会場内の換気・消毒を徹底して行います。
　そのため、1日の定員を100人から60人に減らして
実施する予定です。今後の状況によっては、実施時期
や実施日や受付時間、定員などが変更する可能性が
あります。今後の広報・ホームページにてご確認くだ
さい。ご理解・ご協力をお願いいたします。

　乳がん検診、胃がん検診、肺がん検診の全日程において電話予約の他にパソコンや
スマートフォンから24時間・インターネットでのウェブ予約ができます!
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妊婦のみなさまへ～妊婦個別相談行っています～
　新型コロナウイルスの感染防止を受け、5月、6月に予定していましたパパママくらぶは全て中止にする
こととしました。ご参加を予定していたかたには大変ご迷惑おかけいたしますことをお詫び申し上げます。
　パパママくらぶでの集団指導は中止としましたが、個別での対応・相談は受け付けておりますので、ぜ
ひ、お気軽にご連絡ください。

●応募・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　〒501-0293　瑞穂市別府 1288番地

●問い合わせ
①パパママくらぶ（育児手技や沐浴の練習）個別受講の申し込み→健康推進課　☎327-8611
②妊娠や出産についての相談→子育て世代包括支援センター　☎322-5670

対　象 市内在住の妊娠中のかた

　「健康で心がかよう、明るいまちづくりの実現」を目指した健康増進計画策定に向けて、広く市民の皆さ
んの意見を反映するため、健康増進計画策定委員を募集します。
　委員のかたには、市の健康増進計画についてご審議いただきます。

任　期 委嘱の日から２年間 委員会開催回数 年4回程度

その他 委員会に出席された場合には規定の報酬額（６,０００円）を支給
委員会の際は託児可（事前にお申し込みください）。

募集人員 ２人以内（委員総数１５人以内）

応募資格 ①市内在住の満２０歳以上（令和２年４月１日現在）のかた
②本市の他の審議会の公募委員でないかた
③平日に開催される会議に出席できるかた

応募方法 所定の応募用紙に、住所、氏名、生年月日、電話番号、応募理由（２００字程度）を記入し、
健康推進課へ提出してください。FAX、電子メールは不可。

応募用紙入手方法 応募用紙は穂積庁舎（総合案内・健康推進課）、巣南庁舎（市民窓口課）および市のホーム
ページで入手可
※新型コロナウイルス感染症対策のため、お手数ですが、郵送での提出をお願いします

応募期間 ６月１日（月）～１７日（水）　１７：１５必着

選考結果 応募書類をもとに、委員全体の性別・年齢・地域構成を考慮のうえ選考し、結果は書面で
応募者全員に通知します。

瑞穂市健康増進計画策定委員募集
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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

「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。
※休日交付日については、市民課へお問い合
　わせください

出生などで新たにマイナンバーが付番
されたかたへの通知は「個人番号通知書」
により行われます。この「個人番号通知書」
はマイナンバーを証明する書類として使
用できません。

「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～

マイナンバー（個人番号）通知カード廃止のお知らせ

　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。

　マイナンバー（個人番号）通知カードは令和２年５月２５日に廃
止されました。次のような通知カードに関する手続きができなく
なりました。
　・氏名、住所などの記載事項変更手続き
　・新規交付、再交付手続き

　通知カードをマイナンバー（個人番号）の証明として使用する
には、通知カードの記載事項（氏名・住所など）が住民票と完全
一致している必要があります。一致していないと証明書とは使
用できませんのでご注意ください。
　通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー（個人番
号）を証明するにはマイナンバーカードを取得いただくか、マイ
ナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。

●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　市民課　☎327-4113

令和２年５月２５日以降の
マイナンバーの通知方法

通知カード

個人番号カード交付申請書
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子どもさんの交通事故防止

●問い合わせ　市民協働安全課　☎ 327-4130

<横断歩道での横断>
〇横断歩道の利用
　・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。
〇手を挙げて横断しましょう
　・ドライバーに横断することをアピールしましょう。

車は必ず停止しましょう。

<自転車の安全>
〇自転車は車両
　・左側通行の徹底　
　・並進はしない　
　・指定一時停止場所での停止　
〇交差点での左右の安全確認
　・見通しの悪い交差点では一時停止や徐行をして
確実に安全を確認しましょう。

民市 全 報安 情

　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。

任用日～令和3年3月31日（水）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（保育士および幼稚園教諭のみ）選考方法
6月10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（繁忙期）

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

幼児支援課　☎327-21４7

教育総務課　☎３２７－２１１５

幼稚園教諭　　　幼稚園養護教諭　学校等生活支援員 学校教育課　☎３２７－２１１6

※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

学校、幼稚園、保育園の休校、休園が解除されますが、引き続き
ご家庭での子どもさんに対する交通安全啓発をお願いします
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農業委員会
からのお知らせ 農地の有効利用は利用権設定で!!
　農地を遊休化させて荒廃させると、周辺農地の営農に支障が生じてしまいます。
また、年を経るごとに農地性を失い復旧させるのに多大な投資と労力がかかって
しまいます。高齢や勤めで耕作ができない人は、農業経営規模を拡大したい人に
貸して、農地の有効利用を考えてみませんか。

1 農地の利用権設定（農業経営基盤強化促進法）
　農地を農地として貸し借りする場合、農地法第
３条の規定により農業委員会の許可を受ける必要
があります。しかし、この場合、借り手が下限面積
要件を満たさなかったり、手続きに労費などがか
かってしまうこと、また貸した農地が戻ってこな
いのではないかという不安から農地の貸し手が
消極的になってしまい、規模拡大を希望する意欲
のある農家にとって不利に働いてしまうことがあ
りました。
　そこで、効率的かつ安定的な農業経営を育成
するという目的を実現するため、農業経営の規模
拡大、生産方法・経営管理の合理化などを進めて
いく意欲ある農業経営者を総合的に支援するた
めに、平成５年に農業経営基盤強化促進法が制定
されました。
　この法令に基づき、農地の利用権設定をするこ
とにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契
約が可能となります。また、これにより契約した農
地は期間が到来すると貸し手に農地が返還され
ることになっていますので、貸し手にとっても安
心して契約することができるようになりました。

2 農地法第３条による貸借と農業経営基盤強化
　促進法による利用権設定の違いについて
・農業経営基盤強化促進法による利用権設定が
できる区域は市街化区域を除く市内全域です。
・農地法第３条の許可を得て賃貸借（使用貸借を
除く）を設定した場合は、契約期限が到来しても
両者による解約の合意がない限り契約は解除さ
れませんが、農業経営基盤強化促進法による利
用権を設定した場合は契約期間が終了した時点
で契約は解除されます。このため、農地の所有
者は貸した農地が戻らないなどの不安を解消
し、安心して貸し借りをすることができます。
・農地法では下限面積要件（瑞穂市では30ａ）と
なっておりますが、農業経営基盤強化促進法で
はその要件がありません。

3 申し出するための必要な書類
　利用権設定申請書を提出していただきます。
ただし、借り手が一般法人であったり、新規就農
者など、特段の事情がある場合は、その他の書類
の提出を求めることがあります。

● 問い合わせ　農業委員会事務局　（商工農政観光課（巣南庁舎）☎３２７-２１０３）

◎ペットボトル・空きビンは、中を洗い乾かしてから出してくださ
い。汚れたままでは回収できない場合があります
　◎ペットボトル・空きビンを地区のごみステーションに出す際には、
キャップとラベルを外してください。ただし、はがしにくいラベル
の場合は無理にはがす必要はありません
　◎プラスチック製キャップおよびラベルは、プラスチック製容器包
装または可燃ごみとして処分してください。金属製キャップは缶類
として処分してください
※ペットボトル・空きカンを回収機に投入する場合も、キャップ・ラベルを取り除き、中を洗い
　乾かしてから投入してください

ペットボトル・空きビンの
出しかたについてあれこれ

環境

● 問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127



11 階段利用で健康増進（みずほクールビズ２０２０）広報みずほ・2020.6

● 問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

児童手当の現況届を提出してください！児童手当の現況届を提出してください！

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

瑞穂農業振興地域整備計画の変更（農振除外）の申し出について瑞穂農業振興地域整備計画の変更（農振除外）の申し出について

　「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が農業振興地域整備計画を策定し、その中
で農業の振興を図る地域を「農業振興地域」、そして農業振興地域内で優良農地として守る必要のあ
る農地を農用地区域（農振農用地区域）として指定しています。

　児童手当を引き続き受給するためには、毎年６月に現況届の提出が必要です。
例年、現況届については現況届受付会場にて受付をしていますが、新型コロナウイルス感染防止のため、原則
郵送による提出をお願いします。返信用封筒（郵送料無料）を同封した届出用紙を６月中旬に郵送しますので、
必要事項をご記入の上、必要書類とともに郵送にて提出してください。
　郵送での提出が難しい場合は、現況届受付会場を下記の通り開設しますので、ご利用ください。

農業振興地域、農用地区域とは

　農振農用地に指定されている農地を農地以外に変更（農地転用）したいときには、農振農用地区域
からの除外手続きが必要となります。また温室・農機具収納庫などの農業用施設へ変更したいときに
は、農振農用地区域の用途区分変更の手続きが必要です。これらの手続きを農業振興地域整備計画の
変更（農振除外）といいます。

農業振興地域整備計画の変更（農振除外）とは

　農振除外の申出をするにあたって、対象農地が法律による除外要件を満たしているかどうかを調べ
ておく必要がありますので、次のような要件などについて確認してください。
　○対象農地以外の所有地で事業可能な土地がないこと。
　○農振農用地区域の集団化や担い手などの農作業の効率化などの観点から周辺農地に支障がないこと。
　○対象農地を受益地とするほ場整備などの土地改良事業が実施中でないこと、または工事完了後８年
　   （工事完了公告に記載された工事完了の日の翌日から起算して８年間）が経過していること。

　○農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込みがあること。
　○瑞穂市の適合基準を満たしていること。

農振除外の申出をする前に

農振除外申出は、次の事項に沿って行ってください。
１．申出書類の準備・・・様式は巣南庁舎商工農政観光課にてお渡しします。
２．申出受付期間・・・・・７月１日（水）から１５日（水）
　　　　　　　　　  ※なお、受付は平日の８時３０分から１７時１５分です
３．申出書類の提出・・・巣南庁舎商工農政観光課に提出してください。

◆提出される書類一式の事前
　確認は随時対応します。
◆受付後において必要に応じて
　追加資料の提出をお願いする
　場合があります。

農振除外申出について

申出者に農振計画変更通知をお渡しします。　※申出から結果通知まで半年から１年ほどかかります

農振除外結果の通知について

※平成２４年度まで菱野川用水および政田井水において県営土地改良事業が実施されていましたので、その受益地（以下のとおり
　【関係分のみ抜粋】）が対象となります。

・菱野川用水【田のみ】 ……… 宮田、大月、古橋、呂久（字上ノ町、中ノ町）
・政田井水【田、畑のみ】 ……… 森、田之上（字山田・赤宮除く）

穂積庁舎 ３階大会議室（児童手当現況届受付会場）
６月１２日（金）～３０日（火）　８：３０～１７：１５ ※土日祝日は除く　　

受 付 場 所

受 付 期 間
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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～

今だからこそ考えよう！！
「つながり」って何だろう

No.26

●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。

　まずは自分自身や家族の命、健康、安全が大事。
でも、少し視野を広げることで救える命があることを知ってくだ
さい。
　政府が緊急事態宣言を全国の自治体に広げ、人との接触を8割
減らすことを訴え、感染拡大を防ぐように要請している状況下で
は、もちろん一番大事なのは、感染をこれ以上広げないために、で
きるだけこの要請に従い行動することです。そうすることで、あな
た自身、そしてあなたの大切な人の命を守ることにつながります。
　でも、自宅に閉じこもらざるを得なくなったことにより、心理的
な圧迫を感じ、心や体に不調を来す可能性が高くなるのは、東日
本大震災後、避難所生活をおくっていた人、放射能被曝を恐れて
外出を控えた子どもや高齢者に、精神・身体的な不健康状態が起
きている例でも明らかです。
　今回の感染予防対策でも、閉鎖的な状況が長引けば、心や体の
バランスを崩し、辛い思いを抱えるかたがあることが予想され、と
ても心配です。気持ちまで閉ざした状態では、外に向かってSOS
サインを送ることはとても難しいことなので、あなた自身の気持
ちに少しだけ余力があるのなら、あなたの周りのかたの様子を気
にかけてもらいたいのです。

　ご近所のSOSや危険を察知できるのは、近くにいるあなただ
けです
　新型コロナウイルスの感染拡大は、「災害」に対し感じるのと同
じような、命や生活が危険にさらされていく恐怖をじわじわと
人々に与え続けています。地震や水害などの自然災害に対して
は、私たちは地域で防災訓練を行い、日頃からの地域の「つなが
り」や「コミュニティ」の力で乗り越えようと考えてきましたが、新
型コロナウイルスには、その地域の「つながり」や「コミュニティ」

　毎月、自治会や校区での取り組みをお伝えしているこのレポートです
が、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策から、3月、４月、5月には多
くの地域の事業が中止となりました。
　しかし、集まること、顔を見て話しをすることはできなくても、近くにい
るからこそ、地域にしかできないことがあるのではないかと思います。
　今月のレポートでは、通常の活動ができない状況だからこそ、改めて自
治会や地域の「つながり」の意味やこれからの形について考えてみたいと
思います。

コミュニティセンターからのお知らせ

トレーニングルーム・歩行用温水プール
休止のお知らせ

●牛牧南部コミュニティセンター

注 7月の講習会につきましても、中止する場合がございますので、ご了承ください。

注 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、上記の内容が変更になる場合がございます。
　 その際は市のホームページや各コミュニティセンターの窓口などでお知らせします。  

  2日（木）　９：４５～１２：00
 １0日（金） １８：４５～２１：00
 ２7日（月）　９：４５～１２：00

7月の講習会
（予定）

●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

は無力なのでしょうか。
　直接会えない状況の中、SNS上のコミュニティ活動はどんどん
盛んになりました。人はやはり、どんな形でも人とのつながりがな
いと辛いのです。でも、地域の中には、つながりを持つ手段を全く
断ち切られてしまった人がいます。高齢者のサロンなども中止、子
どもたちも学校がお休みで、今まで経験したことのない長い時
間、友達とも会えずに一人で過ごしている人がいるのです。
　その中で、心身の不調、DVや虐待などのトラブルなどが起こる
リスクも高まりますし、高齢者を狙った詐欺などの犯罪も増えてい
ます。
　そんな今だからこそ、地域のみんなで力を合わせて地域を守る
ことが必要なのではないでしょうか。
　ご近所のSOSを察知できるのは、地域のみなさんだけなので
す。そして、もしそのSOSや小さな違和感に気付かれたら、関係
機関につないでください。

　これからの自治会、そして「つながり」づくりを考える
　自治会は何のためにあるのでしょうか。決して、お祭りなどの行
事をすることが目的ではありません。行事は手段であり、行事を通
じて地域の人同士が知り合い、「つながり」を作り、もしもの時に
支え合える関係性を作っておくことが、自治会の存在意義なので
はないでしょうか。その「つながり」、「コミュニティ」が、緊急時に
力を発揮するのです。
　コロナウイルスが終息した時には、会えなかった時間を経験し
たことで、顔を合わせて話ができることに今まで以上の喜びを感
じると思います。そして、「自治会」の本当の目的をしっかりと見据
え、その目的につながる、これからの自治会のありかた、活動につ
いて、みなさんで話し合ってもらいたいと思います。

　当面の間、トレーニングルーム・歩行用温水プールの
ご利用は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するた
め、休止します。
　再開時期につきましては、コミュニティセンターの窓
口などでお知らせします。

　６月１日（月）から、一部の部屋やエリアを除き、各コミュニティセンターを
開館いたします。  

●コミュニティセンターの開館について

　当面の間、利用できない部屋やエリアは、下記のとおりです。
〇牛牧北部防災コミュニティセンター  
　　　 　 集会室、調理室、喫茶室、なかよしルーム  
〇牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉  
　　　 　 トレーニングルーム、歩行用温水プール、ロビー  
〇本田コミュニティセンター  
　　　 　 調理室（試食室を含みます）、コミュニティルーム、交流スペース  
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●問い合わせ　商工農政観光課　☎327-2103

●補助内容　①飲食店のテイクアウト・デリバリー新規参入経費を補助
　　　　　　　（補助率１００％、上限額７万円）
　　　　　　②「テイクアウトOK」・「デリバリーOK」のぼりの無料配布
　　　　　　③テイクアウト・デリバリー店の無料PR

　市では、市内飲食店のテイクアウト・デリバリーへ

の取り組みを応援するキャンペーンを実施中です。

　このノボリが立っている飲食店がキャンペーン参

加店の目印です。市民の皆さんもぜひテイクアウト・

デリバリーをご利用いただき、飲食店の応援をお願

いします。

詳細については、市ホームページをご覧いただくか商工農政観光課へご連絡ください。

コロナに負けるな！
瑞穂市飲食店応援キャンペーン

コロナに負けるな！
瑞穂市飲食店応援キャンペーン

飲食店応援キャンペーン参加店舗飲食店応援キャンペーン参加店舗

このノボリが目
印

市内で飲食店を経営されているかたでテイクアウト、デリバリー事業への
新規参入を考えられているかたに対して市では以下のような支援を行っています

● カフェ　こはるぞら
● 焼肉　勝美
● 小槌
● レストラン　八石
● 味処　井桁屋別館
● 菜食健美　ぶたとら
● ぶたとら氷
● とら
● ラッフルカフェ
● 中国料理　春子
● 中華キッチン　花福
● とんかつ　みなみ川瑞穂店
● 珈樂　珈琲店
● 八剣伝　穂積店
● ジャルディーノ
● 高田水産
● かわじん家
● ヴェーレンカフェ
● コーヒーラウンジV・I・P
● まるみ亭

只越913-1
生津内宮町2-72-1
田之上626
野白新田50-1
別府988
別府724-10
別府809
別府813
稲里140-1
稲里356-17
本田1051-3
本田2112-1
穂積1465-1
穂積1813-4
生津外宮東町2-80-1
宮田1
別府1294-1
田之上625-2
馬場春雨町1-44-1
穂積429-28

● 一寿亭
● 石ばし
● ふじ十らーめん岐阜瑞穂店
● 魚伴
● おおやまホルモン　岐阜瑞穂店
● 手打ちめん処みふく
● レスティーハウスFINE
● BOIS CAFE （ボワカフェ）
● 森そば
● かあちゃんの味　水月
● 豊田屋
● あんず園
● おてんとＳＵＮ
● 串麿
● 焼肉もりもり穂積店
● 天一中華
● 和風カフェさくら
● CAFE&DINING カカロット
● お好み焼き　太一
● カフェポレポレ

野田新田4111
穂積1596-4
穂積1711-1
本田1303-2
別府752-1
重里1854-1
穂積1862-1
馬場春雨町1-49
牛牧147
穂積1917-1
美江寺957
宮田293-2
別府1294-1
本田1025-5
馬場小城町1-1
本田2144-3
牛牧991-1
稲里364-8
犀川6-3
別府1260-3

コロナに負けるなHP

※5月15日時点の情報です
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●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

●問い合わせ　商工農政観光課　☎３２７-２１０３
　　　　　　　瑞穂市商工会　☎３２７-６６１１

●問い合わせ
総合政策課　☎３２７-4128
市公式ホームページ　特別定額給付金
https://www.city.mizuho.lg.jp/10141.htm 

商工会員向け
利子補給制度のご案内
商工会員向け

利子補給制度のご案内
　市では、市内中小企業・小規模事業者の経営の安定と発
展を図ることを目的として、次の融資制度を利用する商工会
員に対し、利子の一部を補助する制度を新設しました。補助
には条件がありますので、融資を考えている会員のかたは
融資申し込みの際に必ず商工会へ相談してください。

特別定額給付金
（１人あたり１０万円）、

申請受付中

４月２７日現在で住民基本台帳に記録されて
いるすべてのかた
世帯主の申請に基づき、世帯員分の給付金
をまとめて振り込みます
※申請書は５月１８日に世帯主宛に発送しました

郵送申請
世帯主に市から申請書を送付。
振込先口座などを記入し、必要
書類を同封し、返送

オンライン申請
マイナンバーカードを所持の
場合、マイナポータルサイト
からオンライン申請

● 対象

● 申込方法

● 給付方法
・申請書に記載の世帯主の口座に
  毎週、順次振込

市内に店舗を有する事業者の皆さんへ

１．対象融資
• 岐阜県中小企業資金融資制度（全ての融資が対象）
• 日本政策金融公庫の融資（国民生活事業、中小企業事業のうち、中小企業・小
　規模事業者向け融資）
※令和２年４月１日以降に新規融資の決定がされたものに限ります。ただし、
セーフティネット４号または危機関連保証認定により融資を受けた場合は
この限りではありません

２．利子補給対象者
• 市内に事業所を有する（または有する予定の）中小企業・小規模事業者のかた
• 商工会員のかた（融資を機に商工会に加入することも可能）
• 対象となる利子の支払いに対し、他で補助を受けていないかた
　※その他にも条件があります

３．利子補給額
• セーフティネット4号または危機関連保証の認定により融資を受けた かたは1
年間に限り利子額の100%以内（年限度額20万円）
• 上記以外の融資は、１年間に支払った利子額の20%以内、最長７年間まで利子
補給（年限度額５万円）

号外
広報みずほ6月号

コロナに負けるな！
瑞穂市コロナ対策応援キャンペーン
　瑞穂市は、新型コロナウイルスの影響を緩和するととも
に、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とし、
「かきりん振興券」の発行、「飲食店スタンプラリー」の実施
をします。
　各種事業を実施するにあたり、参加事業所を募集します。

かきりん振興券

かきりん振興券

¥1,000

飲食店スタンプラリー飲食店スタンプラリー

【配布対象】4月1日時点で瑞穂市に
住民票がある高校3年生ま
での子

【配 布 額】一人あたり10,000円
【発行総額】10,435,000円

【し く み】500円以上の飲食でシー
ル１枚が提供される。異な
る店舗でシールを合計５枚
集めると、1,000円のかき
りん振興券と交換できる

【交換総額】1,000,000円
申込期間
６月１日から申込みを開始します。

参加店舗を
募集します

見本

キャンペーン概要

※キャンペーン内容や応募方法など、
　くわしくは、市公式HP（https://www.city.mizuho.lg.jp/10194.htm）をご覧ください
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●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611 ●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

新型コロナウイルス感染症ご寄付ありがとうございました

　日本の文化である「おすそ分け」の善意をマスクに広げ
る寄付箱を設置しました。ご寄付いただいた「おすそ分けマ
スク」は妊婦、マスクが手に入らず困っている施設や団体、
個人のかたや、生活困窮などによりマスクの購入困難なか
たがたに配布する予定です。「おすそ分け」の趣旨をご理解
いただけるかたはご協力お願いいたします。

　市では、新型コロナウイルス感染症により困窮する市
民の生活の維持や事業者の事業継続のため、「瑞穂市
コロナに負けるな！支えあい寄附金」を募集しています。
この寄附は、
①感染拡大を防止する事業 
②市民生活を支援する事業 
③地域経済を活性化する事業
に活用させていただきます。
市民の皆さま、企業など幅広く
寄附を募っています。

善意の「おすそ分けマスク」
寄付箱を設置しました

「瑞穂市 コロナに負けるな！ 
支えあい寄附金」
受付しています！

まちの話題

Ｒ‘ｓスタイル様（株式会社キセキ代理店）
除菌液１００リットル、除菌スプレー３本

4月13日
（月） トラストフレイト有限会社様

マスク　３００枚

4月28日
（火）

クラシード岐阜様
マスク　１，０００枚

4月30日
（木） ヤマガタ農産株式会社様

マスク　５，０００枚

5月1日
（金）

小塚メタル株式会社様
マスク４，０００枚　寄付金３００万円

5月11日
（月）株式会社丸島工務店様

マスク　７５０枚

5月7日
（木）

●おすそ分けマスクとは
未使用で、おすそ分け先を市にお任せいただけるマスク
●寄付方法
おすそ分けマスク寄付箱へ投函してください
●おすそ分けマスク寄付箱設置場所
穂積庁舎２階　総合窓口　巣南庁舎１階　市民窓口課 くわしくは、市のホームページをご覧ください。

号外
広報みずほ6月号
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　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、離職または内定取り消しを受けた
かたを対象とした募集を行います。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。

　４頁に渡る号外記事はい
かがでしたでしょうか。いつ
もの広報紙とは違う感じに驚
かれたことでしょう。昨今の
コロナ禍で仕事や生活など、
さまざまなことに影響が出
てお困りのかたも多いと思
います。そこで、市として市
民の皆さんにしている支援
策をまとめて号外を作りまし
た。号外だけを保存できるよ
うに配置してあります、ご活
用ください。

7月１日～令和3年3月31日任用期間
申込書および離職または内定が取り消された
ことがわかる書類を担当課へ提出

応募方法

面接試験選考方法
６月１０日（水）必着応募期限

会計年度任用職員募集
～新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用～

編集室から

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■募集職種一覧

行政事務補助員
１人 総合政策課　☎327－4128

１人 医療保険課　☎327－4159
※申込書と給与、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/9781.htm）
　からもダウンロードできます

職種 担当課募集人数

※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

新型コロナウイルスの蔓延により子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして給付金を支給します。

子育て世帯への給付金

令和２年６月１日現在、児童手当の受給者
であり、かつ市内に住民票を有するかた

・６月の児童手当現況届に案内文書を同
封します
・公務員については、「子育て世帯への臨
時特別給付金」の申請のあったかたへ案
内文書を送付します。
・公務員であって、４月１日から５月３１日ま
でに転入したかた、または子の出生が
あったかたは、支給申請書を郵送します

・支給対象者のかたにはお知らせ文書を送付して
います。
・公務員のかたについては、申請書の提出が必要に
なります。申請受付期間は６月１日から11月３０日
です。

令和２年４月分（３月分）の児童手当を受給している
かた

平成１７年４月２日から令和２年５月３１日ま
でに生まれた子ども

・公務員以外のかた　令和２年６月下旬以
降、順次振込みます
・公務員のかた　　　案内文書の送付後ま
たは、申請書を受付次第、順次振込みます

・公務員以外のかた　令和２年６月１８日（木）の予定です
・公務員のかた　　　 申請受付後審査のうえ、順次振込
　　　　　　　　　みます。

対象児童１人につき１万円

・基本的には申請は不要で、児童手当受給口座に振込みます

対象児童１人につき１万円

令和２年４月分の児童手当の対象となっている児童
※上記のほか、同年３月分の児童手当の対象となっている児童
（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過したこと、また
は死亡したことにより、４月分の児童手当の対象となっていな
いお子さんに限ります。）

対 象 者

名 称

対 象 児 童

支 給 額

支 給 方 法

支 払 時 期

みずほ子育て応援給付金 子育て世帯への臨時特別給付金

号外
広報みずほ6月号
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　高校生は、6月中みずほバスを無料でご利用いただけます。この
機会にぜひご利用ください。（通常の乗車料金100円/回）

※降車時に、運転手に高校の「学生証」をご提示ください。ご提示いただけない場合は有料になります

【無料期間】6月1日（月）～30日（火）
【要　　件】高校の学生証の提示　

高校生
限定

通学に便利です。
この機会にぜひ
ご利用ください。

●問い合わせ　生涯学習課　☎327-2117

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

3月26日
（木）

生涯スポーツの推進に向けた
スポーツ実施率の向上について
生涯スポーツの推進に向けた
スポーツ実施率の向上について
瑞穂市社会教育委員の会　答申　教育長室

　瑞穂市社会教育委員の会の小森委員長が、生涯スポー
ツの推進に向けたスポーツ実施率の向上について審議結
果をまとめた答申書を加納教育長に手渡しました。
　この結果を一つの指針とし、今後の生涯スポーツ推進に
向けて施策を進めていきます。

5月1日
（金）

公平・公正な選挙の執行に寄与公平・公正な選挙の執行に寄与
選挙制度１３０周年記念表彰の伝達　市長室

　元市選挙管理委員会委員長　髙田洋征さんが、長年、公
平・公正な選挙の執行に努められた功績として、総務大臣
感謝状を授与され、市長より伝達されました。　　
　伝達後、高田さんは、「今後も、市の選挙執行に何らかの
かたちでお役に立てればうれしい。」と話されました。

5月12日
（火）

コロナに負けるなプロジェクトコロナに負けるなプロジェクト

みずほバスを6月中は無料で
ご利用いただけます！！
みずほバスを6月中は無料で
ご利用いただけます！！

庁舎を使ってメッセージを送ろう　
瑞穂市役所穂積庁舎　望楼

　市役所の庁舎の壁面を活かし、新型コロナウイルスの感
染拡大防止に関するメッセージを発信しました。市のホーム
ページ経由で多くの人から候補のメッセージをいただき、５
月の数日間、１９時から２１時まで壁面に投影しました。

4月26日
（日）

和宮の遺徳を偲んで和宮の遺徳を偲んで
和宮春の例祭　小簾紅園

　毎年、盛大に開催されている和宮の例祭ですが、今年は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため規模を
縮小し、役員のみで行われました。

▲答申書を手渡す小森委員長（左）

▲市長より感謝状を伝達された髙田さん（写真右）▲壁面にメッセージを投影　▲庁舎南の歩道橋から撮影したようす

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。
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　瑞穂市青少年育成市民会議は、「みずほの子」の健全育成をめざして、学校・家庭・地域のすべての大
人が、それぞれの責任を果たし、連携して活動するための組織です。
　令和2年度の重点活動は「市民ラジオ体操の日」、「あいさつ運動の日」、「地域安全の日」です。

市民の皆さん、「光輝くみずほの子」を育てるために、
３つの重点活動への積極的な参加をお願いします！

青少年育成市民会議『市民の集い』＆『わたしの主張２０２０』中止のお知らせ
　6月の市民の集いでは、第17回少年の主張瑞穂市大会の実施を予定していましたが、新型コロナウイ
ルスによる感染症拡大防止のため、『市民の集い』を中止し、『わたしの主張2020』は会場や参観者を変
更して実施します。

「市民ラジオ体操の日」
8月2日（日）を中心に自治会で計画した日
　子どもから大人までの地域住民が一堂に会
し、ラジオ体操を一緒にすることで、住民のふれ
あいを深めましょう。

「あいさつ運動の日」
毎月1日（1月は7日）
　平成31年に瑞穂市は「あいさつのまち」を宣
言しました。地域のかたと進んであいさつをす
ることで、明るく元気な地域にしましょう。

「地域安全の日」
毎月初めの登校日
　児童生徒の下校の見守りをすることで、防犯
意識や交通ルールを順守する意識を高め、安全
な地域をつくりましょう。

育てよう　光輝くみずほの子
～「ラジオ体操」「あいさつ」「地域安全」の取組を中心として～

みずほ教育便
Vol.39

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

「市民ラジオ体操の日」に体操をするようす

下校中の児童の横断を見守る地域のかた

市内に掲示した「あいさつのまち」宣言の標語

教育委員会発
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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。6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

ほづみの森こども園 地域子育て支援センター 「森のカフェ・コモレビ」 
穂積 966-1 開館曜日 月～金 ※土日祝年末年始を除く　開館時間 10：00～ 15：00　☎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。

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、センターへ直接お問い合わせください。
瑞穂市公式ホームページやままフレなどでも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

≪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
≪イベント等のご案内≫ ホームページ、Facebook、ラインの公式アカウント（「瑞穂こどもセンター」で検索）
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Ⅰnformationみずほだより生 報 　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

◆応募資格
・２０歳以上で、警察・選挙の業務に従事していないないかた
・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）
◆報　　酬　約３～６万円
※受持ち地域によって世帯数などが異なるため、報酬額は増減があります
◆応募期間　6月12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

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！
　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。

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。

傍聴のお知らせ
お知らせ

　市議会では本会議場に傍聴席を
42席設けています。本会議では市民
生活にかかわりの深いさまざまな問
題が話し合われ、議員の活動や市政
の方針などを知ることができます。
　本会議は、開催当日に穂積庁舎３
階の傍聴受付で、傍聴券に住所・氏
名を記入して傍聴することができま
す。各常任委員会は穂積庁舎または
巣南庁舎の会議室で開催され、委員
長の許可があれば傍聴できます。お
気軽にお越しください。
　正式な日程は議会初日に決定さ
れますので、電話にてお問い合わせ
いただくか、市のホームページをご
覧ください。
　なお、議場の傍聴席を超える場合
は、第１会議室にて音声のみをお聞
きいただくこととなりますのでご了
承ください。
■問  議会事務局　☎３２７－４１２１

農作業に伴う道路の
泥汚れ防止のお願い

お知らせ

　耕うん、代掻き、田植えの後に
農作業から泥や土が道路に落ち
ることがあります。道路に落ちた
泥や土のかたまりは通行の妨げに
なる場合があり、交通事故の原因
となったりもします。農地から公道
へ出る前に、必ず泥や土を農地で
落としてから走行していただきま
すようお願いします。
■問  商工農政観光課
　  ☎３２７－２１０３

ご寄付
ありがとうございました

お知らせ

●東日本大震災義援金
　31,880,190円

●平成２８年度熊本地震災害義援金
　  5,787,821円

●平成２９年７月５日からの
　大雨災害義援金
　  4,512,956円

●台風１９号災害義援金
　  3,403,421円
　（5月7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

令和3年度清流みずほ
認定こども園入園説明会開催

お知らせ

■日  ６月１３日（土）１０:00～１２:00
■所  清流みずほ認定こども園
　  （森５５７番地）
■対  満３歳以上児（幼稚園部）
平成２９年４月２日～平成３０年４月
１日生まれのお子さん
■日  7月28日（火）１０：00～１２：00
■所  清流みずほ認定こども園
■対  ３歳未満児（保育園部）
平成30年４月２日～令和2年8月1
日生まれのお子さん
※3密を避けるため、人数を制限
します。詳細は予約時にお伝えし
ます
■申 ■問 清流みずほ認定こども園　
　　   ☎３２８－７２２８

月日(曜日) 会議内容

６/１１(木)

６/１７(水)

６/１８ (木)
～２２(月)

６/２４(水)
６/２５(木)
６/３０(火)

本会議(初日 議案提案説明)

本会議
(総括質疑･委員会付託)

各常任委員会

本会議(一般質問)
本会議(一般質問)
本会議(最終日 委員長報告･質疑･討論･採決)
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ピア相談
（当事者による相談）を開設

お知らせ

　令和２年度４月・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。
■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

障がい者などの
相談窓口を開設！

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
電話相談　受付中!!

お知らせ

　次の事業所において電話相談
をお受けしています。

糸貫川をみなさんで
美しくしましょう

お知らせ

　糸貫川の河川環境をより良くす
るため、多くのかたが清掃活動をし
てくださっています。その結果、糸
貫川は魅力的な地域の憩いの場
であり続けています。より良い河
川環境を引き継いでいくために、
市民の皆さまには、積極的な清掃
活動のご協力をお願いします。詳
細は問合わせ先にご連絡くださ
い。
■問  岐阜県河川課　☎272-8585
　  都市管理課　☎327-2102

募集 成人式実行委員募集！
（令和３年１月１０日開催）

　実行委員として自分たちの手で
成人式をつくってみませんか。瑞
穂市の成人式は、新成人が実行委
員として企画・運営を行っていま
す。
　なお、実行委員会は当日までに
5～6回程度行う予定です。ぜひ仲
間を誘って応募をしてください。
■対  平成１２年４月２日～平成１３年
　  ４月１日までに生まれたかた
■申 ■問 生涯学習課
　　   ☎３２７－２１１７

わんぱくすもう大会

■日  ７月２５日（土）９：００～
■所  市民センター 大ホール
■対  市内在住の小学１年生～６年
　  生の男女
■〆  ７月９日（木）
※女子の部があります。女の子の
　参加歓迎！

体育協会

展示

◎やすらぎ空間
　（着付・生け花由月会）
■日  ６月１８日（木)～２３日(火)
■所  巣南公民館 ロビー

◎水墨画作品展
　（巣南水墨画クラブ）
■日  ７月１日（水)～１４日(火)
■所  巣南公民館 玄関ロビー

文化協会

相談窓口 相談事務所 対象 日にち

こころの
相談 うかい

心の病気で
お悩みのかた、
その家族や
関係者

6/4（木）

ほほえみ
相談 クロス

知的障がい
（発達障がい）
のかた、
その家族や
関係者

6/10（水）

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

※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

　「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 体育協会の
申込・応募・問い合わせ
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広報みずほ・2020.623 市役所において、みずほクールビズ２０２０を始めました。

☆ファミリーフラダンス教室
　（瑞穂フラガールクラブ）
　家族でフラダンスを楽しんでみ
ませんか？
フラダンス曲：世界に一つだけの花
■日  ８月４日(火)・２５日(火)
　  １４:00～１５:00
■所  総合センター リハーサル室
■対  小中学生・保護者
■定  ２０人
▼運動のできる恰好、はだしで行
います

☆剣舞ダンス（剣舞ダンス　聖）
■日  ８月５日(水)・１９日(水)
　  １０:00～１１:３０
■所  総合センター　リハーサル室
■対  小中学生・保護者
■定  ２０人

☆日本舞踊・藤間流　藤登恵会
　（舞踊　藤登恵会）
■日  ８月８日（土）・９日（日)
　  １４:00～１６:00
■所  市民センター 大和室
■料  無料
■対  ３歳以上 男女問わず
■定  ５人まで
▼参加方法　ゆかた着用

◎夏休み生け花体験教室
（華道久遠流・茶道裏千家）
■日  ８月２２日(土) 
　  １１:00～１２:00
　  １３:00～１４:00
■所  市民センター 第１・２修養室
■料  お花５００円〈大人のみ〉
■対  小中学生・一般
■定  各２０人
■問  朝居 ３２７－１４６３

夏休み特集
親子公開講座

■申  市内の小中学校の生徒・
　  保護者は、学校を通して
　  一般のかたは、文化協会へ
　  ハガキかＦＡＸ
　  氏名・住所・連絡先・希望講座と
　  開講日を明記
■料  小中学生は無料です

☆茶道（茶道クラブ）
■日  ７月２５日(土）９:00～１２:00
■所  巣南公民館 和室研修室１
■料  小中生無料・一般５００円
■対  小学１年～一般男女
■定  １０人

☆生け花
　（着付け・生け花由月会）
■日  ７月２５日(土）１３:00～１５:00
■所  巣南公民館 和室研修室１
■料  小中生無料・一般５００円
■対  小学１年～一般男女
■定  １０人
持ち物
【一般のみ】花器・剣山・ハサミ
【共通】ノート・鉛筆・スーパーの袋
■問  中林 090－8070－0648

文化協会

かか たた

両手を開き両手の手のひら
を相手側に向け（手の甲は自
分側）カーテンを閉める様子
を表すように両手を同時に
交わします。
この表現は「夜」「暗い」とも
表します。
●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！

こんばんはこんばんは

右手の人差し指と中指を伸
ばして額に当てます。時計の
針が１２時を指しているよう
すを表しています。「こんにち
は」のほかに、「昼」も意味し
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。

こんにちはこんにちは

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

社会保険労務士による雇用調整助成金
休日無料相談の実施について

　県では、社会保険労務士による雇用調整助成金に
関する休日無料相談を次のとおり実施します。

◆日　時　毎週土曜・日曜　１３：00～１７：00まで
　　　　　※予約制（先着順）の対面相談
　　　　　　（１人あたり４５分程度）
◆場　所　（公財）岐阜県産業経済振興センター（岐阜市
　　　　　薮田南5-14-53 ＯＫＢふれあい会館１０階）

●申込み・問い合わせ
　岐阜県商工労働部労働雇用課労働企画係
　☎080-8256-8095
　受付：（平日）8:30 ～ 17:15 
　　　　（土日）9:00 ～ 17:00
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公開講座

◎太極拳体験講座
　（好好太極拳クラブ）
　太極拳を気軽に体験してみて
ください。
■日  ６月５日（金）・１２日（金）
　  ９:３０～１１:00
■所  市民センター 剣道場
■料  無料
運動ができる服装・
シューズ・お茶
■応  直接会場へ
■問  志賀幸子
　 ☎３２８－３９０４

文化協会 参加者募集‼
第２２回「ファミリーコンサート」

■日  １０月１１日（日）
　  １３:00開演(１２:30開場)
■所  総合センター
　  サンシャインホール
■対  市内で音楽活動または在住す
る２人以上のグループ(マイクなど
拡声器具は不可)
洋楽・邦楽などジャンルは問いま
せん。
■定  ８～９グループ
■〆  ７月２７日（月）
所定の応募用紙に必要事項を記
入して、事務局まで提出する。
FAXでも受付ます。
■問  市岡 ０９０－６６１０－７１８１

文化協会

文化協会

　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

瑞穂大学
講座からの
お知らせ

　新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため、次のようにします。
◎8月まで、全ての瑞穂大学講座を
　中止
◎9月講座より、開講
　寿学部　9月10日
　女性学部　9月17日
　脳力活性学部　9月8日・29日　 
◎10月実施予定の
　社会見学は、中止
※感染症等感染状況に応じて、今後も更に
　変更する場合があります
※新しい年間計画表は、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

●問い合わせ　
　生涯学習課　☎327-2117

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。

木になった亜沙

堤　人美

著者名

グラフィック社
出版社

いつも卵が
あるといい

今村 夏子

著者名

文藝春秋
出版社

ぼくのポーポが
こいをした

岩崎書店
出版社

著者名

　昭和から平成、そして令和へと時代が移り変わ
るように、教科書の内容も新たな情報等が加えら
れ、どんどん変化してきています。
　そのため、昔、自分たちが学んだ内容と今の子
どもたちが学んでいる内容が違っているというこ
ともあるのではないでしょうか。
　例えば、「最古の古銭は和同開珎と学んだのに
今は富本銭」、「鎌倉幕府の成立は1192年ではな
く1185年など」、ページをめくるたびに自分たち
が学んだ情報との違いに驚かされます。
　この本では、教科書の内容や学校生活の変わった部分や変わらない部分
を、イラストや図表などを用いてわかりやすく解説しています。この本を読
んで、自分の知識を改めて確認してみるのもいいかもしれませんね。

いつの間に?!
ココまで変わった学校の教科書
著者名：コンデックス情報研究所
出版社名：成美堂出版　出版年：2019.8

村田 沙耶香 作
米増 由香 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）〒501-0305 宮田304-2 ☎328-7070　ホームページアドレス https://www.library-mizuho-gifu.jp
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キッズ新体操教室

■日  ６月９日（火）、１６日（火）
　  ２３日（火）　
初級クラス　１７:00～１７:５０
上級クラス　１７:５０～１８:４０
※初級クラスと
上級クラスの
時間帯が変更
になりました

■所  巣南公民館 
　  多目的ホール
■料  ４，５００円／月（月３回）
■対  初級クラス　３歳～小学2年生
　  上級クラス　小学3年生以上
●指導者　日本体操協会公認　
女子新体操審判員免許　中川千枝

Link-up みずほ 高齢者向け
「にこにこ運動教室」６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  ６月８日（月）・１８日（木）
　  １３:00～１４:00
■所  本田コミュニティセンター
　  多目的ホール

■日  ６月２日（火）１０:00～１１:00
　  ２５日（木）１３:00～１４:00
■所  牛牧北部防災コミュニティセンター
　  集会室

■日  ６月４日（木）・１５日（月）
　  １３:00～１４:00
■所  巣南公民館 多目的ホール

■日  ６月９日（火）１０:00～１１:00
　  １９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

■日  ６月１１日（木）・２２日（月）
　  １３:00～１４:00
■所  市民センター 大ホール
■料  無料
■対  ６５歳以上のかた
■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

Link-up みずほ

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みずほの
申込・応募・問い合わせ

図書館からのお知らせ

〇催し物について
　｢おはなしの会｣､｢映画鑑賞会｣、｢声を出して一緒に本を
読みましょう｣などについては、当面の間､中止させていた
だきます。

〇来館されるかたへのお願い
・発熱や咳などの風邪の症状があるかたは来館をご遠慮く 
 ださい。
・マスクの持参および着用をお願いします。
・咳エチケット、手洗いの徹底をお願いします。
　図書館の入口に、アルコール消毒液を設置していますの
で、ご利用ください。
・人と人との十分な間隔（２ｍを目安）をとってください。

〇サービスの再開について
　5月20日(水)から、本館のみ、以下のサービスの再開を
しています。
【再開するサービス】
・インターネット予約または電話予約した図書の貸出
・図書の返却、再貸出
・インターネットサービスの登録
【制限するサービス】
・館内での本の閲覧など

　また、6月2日(火）から、本館および分館は、滞在時間の
制限などの条件付きで、館内に入っての貸出しなど、一部
サービス
を再開する予定です。
　くわしくは、電話や図書館のホームページでご確認くだ
さい。
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フュージング体験教室受講生募集
　瑞穂市美来の森工房では、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
開催しています。
◆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
◆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
　　　　　※定員に達し次第締め切ります
◆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、材料等
　　　　　　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）

ちょっと深めの小鉢を
作ってみましょう。
はしおき２個と
セットでどうぞ。

その他のサンプルからも
お選びいただけます。

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、社会全体が先の見え
ない不安に陥っている中、これに便乗した悪質な詐欺が発生して
います。次の事例は、実際にあった事案です。

○警察官を名乗る男から『コロナの詐欺事件で犯人を逮捕した。
　××さんの住所は××ですね』などと聞いてくる不審な電話が
　かかってきた
○「『緊急対策特別資金』としてお金を貸します」などの不審な　
　FAXが送り付けられてきた
　　
　これらの事案が、新型コロナウイルスに関連した全く新しい手口かと言えば、そうではありま
せん。これまでの一般的な詐欺と何ら変わりはなく、手口の入口（切っ掛け）が新型コロナウイ
ルスになっているだけであり、途中からは一般的な手口と同じ形と言えます。
　警察官を騙る不審な電話については、その後、犯人が自宅を訪問し、キャッシュカードなどを
騙し取り、会話の中で聞き出した暗証番号を入力し、お金を引き出すといった手口、不審なFAX
については、保証金などの名目で金銭を騙し取る手口だと思われます。
　感染の終息が見えない中、今後も社会情勢に伴う不安に付け込んだ悪質な犯罪が増加す
ることが予想されます。不審な電話、メール、FAXについては、まず、ご家族や警察に
相談するようお願いします。

新型コロナウイルスに
便乗した詐欺に注意！

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

北方警察署の「窓」

北方警察署ＨＰ
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広 告

編集後記

お詫びと訂正

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

7
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。

3日（金）19：00～
日 時　　間

28日（火）19：00～
16日（木）10：00～

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

エリアトピックス
放送時間

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。

　今月の表紙は、市の花アジサイです。穂積北
中学校の北に糸貫川運動公園があり、グラウン
ド沿いの道はたくさんのアジサイが咲いてお
り、見上げれば山、眼下に川、目の前ににアジサ
イを楽しめるぜいたくな道です。
　新型コロナウイルスが生活様式を変えてしま
い、なかなか外に出たくても出られない日が続
いています。せめて、家の中にいてもきれいな
風景を楽しんでいただこうと、過去に撮影した写
真の中でも出来の良いものを表紙にしました。
　市のフェイスブックでは市
内の様々な自然を紹介してい
ますので、ご覧ください。
（魚山宮崎）

　「わかりやすい令和２年度瑞穂市の予算」６
ページの「市民税（個人）」の記載内容に誤りがあ
りました。
　お詫びして訂正します。

誤）個人の前年度中の所得などに応じて納
める税金です。

 
正）個人の前年中の所得などに応じて納め
る税金です。
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人の動き（4月末現在）
（前月比　  93人増）人口 人55,109 男 人27,446 （前月比 　 77人増） （前月比　  16人増）女 人27,663

（前月比 　 111世帯増）世帯数 世帯21,828

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。　

瑞穂市
男女共同参画

瑞穂市で「ワーク・ライフ・バランス」を推進する企業に聞く「男女共同参画」瑞穂市で「ワーク・ライフ・バランス」を推進する企業に聞く「男女共同参画」
　岐阜県では、従業員の「仕事と家庭の両立支援」に取り組む企業・団体を「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」
として登録しています。
　今回は、「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の中でも特に取組が優れている企業「岐阜県ワーク・ライフ・バラ
ンス推進エクセレント企業」に認定されている株式会社ハイビックスの高井社長にお話を伺いました。

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128
　　327-4103　　sougou@city.mizuho.lg.jp

瑞穂市男女共同参画社会づくり

社員が輝く会社をめざして

毎年6月23日から29日までの1週間は「男女共同参画週間」です

株式会社ハイビックス
代表取締役社長

たか　 い　　　　じゅん　こ

高井　順子さんテーマ

問

答 　日々社員と一緒に課題解決と誰でも仕事ができるように標
準化、教育訓練、適材適所を考慮した組織づくりに努めてい
ます。そのために以下の取り組みをしています。
①残業の削減（家族団らん時間の確保）
仕事の優先順位を明確にし、残業の原因になる仕事内容の
見直し、標準化の推進。
②学童保育費用の補助
子どもの安心・安全を確保するため、学童保育費用を会社が
負担。
③短時間労働と時差出勤
育休後、正社員としての立場を保護し、子どもにあわせて出
勤時間を調整。
④長期休暇（ゴールデンウィーク、夏季・冬季休暇）が各1週
　間以上および、完全週休二日制

　男性と女性がともに働きやすくなるようにどのような取組・工
夫などをしていますか？

問

答 　男女だけなく、年齢層も広く、19歳から76歳（勤続56年！）
までお勤めいただいています。社員全員この最高齢Ｙさんか
ら元気をもらっています。

　他に、会社の自慢があれば教えてください。

問

答 　プライベート（家庭）と仕事がバランスよくできるように、在
宅勤務をはじめ、新しい仕事の在り方について見直していき
たいと思っています。

　今後はどのようなことに取り組んでいきたいとお考えですか。

問

答 　長期休暇を実施した時は、特に妻帯者の男性社員からブー
イングが出ましたが、今はすっかり定着しています(笑)。
　若い社員からは、オンとオフの切り替えができるので、仕事
にしっかり集中できるという話がでました。
　若い女性社員や新規採用者には、結婚をしてもキャリアが活
かせると好評です。結婚してもそのままずっとお勤めしてくれ
ています。

　この取組に対し、従業員のかたからの反響などがあれば教え
てください。

高井社長と社員のみなさん




