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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感染症
ご寄付ありがとうございました
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

有限会社大山主計 様
マスク　１，０００枚

5月1３日
（水）

NPO法人
たすけあい花水木 様
マスク　５００枚

5月14日
（木）

山本 幸二 様
マスク　１，０００枚
アルコールジェル １２本

5月7日
（木）

株式会社日新広業 様
マスク　6，０００枚

5月14日
（木）

株式会社
エムズブラザーズ 様
除菌水生成器 ３台

5月15日
（金）

杉山　優里香 様
マスク　２００枚

5月15日
（金）

関谷　均 様
マスク　２，０００枚

5月１８日
（月）

本巣ロータリークラブ 様
マスク　６，０００枚

5月１８日
（月）

株式会社FIRST・LINE 様
マスク　2，０００枚

5月１８日
（月）

株式会社岡田工務店 様
マスク　１，５００枚

5月１８日
（月）

株式会社
東海プランニング 様
マスク　1，０００枚

5月１８日
（月）

5月12日
（火）

エーザイ株式会社 様
マスク　３００枚
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●問い合わせ
　総合政策課　☎327-4128

　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。
くわしくは、市のホームページをご覧ください。

匿名 様
（「おすそわけマスク」寄付箱にて）
現金10万円

6月10日
（水）

株式会社ＮＳＲ 様
布製マスク　１００枚

5月１８日
（月）

瑞穂建設工業会 様
マスク　７，５００枚

5月１９日
（火）

榎本 貴政 様
アルコール入りウェットティッシュ　120個
アルコール除菌スプレー　96個

5月28日
（木）

住まいる家電いのうえ 様
子ども用マスク　１，０００枚　

5月２５日
（月）

瑞穂建設工業会 様
子ども用マスク　5，０００枚　

6月1日
（月）

手作りマスクを
配布しました！

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！ ●市内公立保育所・幼稚園●

◀心を込めて作ったよ。使ってね！

　給食センターでは、新型コロナウイルス感
染症に伴う臨時休校中、子ども用布マスクを
作成し、市内の公立保育所、幼稚園に通う3
歳以上児約1,100人に配布しました。マスク
を作った調理員が直接子どもたちのもとへ
届け、「給食が再開したらたくさん食べて

ね。」と、今後も子ど
もたちの心とからだ
を育てる安心安全な
給食を提供していく
ことを伝えました。

5月27日（水）



4広報みずほ・2020.7かきりんキーホルダー　総合政策課（穂積庁舎）で販売中です。

瑞穂市 ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業からのお知らせ

コロナウイルスに関する
詐欺(前兆電話)に注意

油断大敵!!
絶対に教えない! 
渡さない!

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　市民課　☎327-4113

暗証番号 口座番号
キャッシュカード マイナンバー

通帳

　市役所や県、国の機関が、以下を行うこと
は絶対にありません。
〇現金自動払機(ATM)の操作をお願いすること。
〇給付にあたり、手数料の振り込みを求めること。
〇メールを送り、URLをクリックして申請手続き
　を求めること。

確認してください

マイナンバーカード、電子証明書には
有効期限があります

　有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書とし
て使えなくなるほか、コンビニ交付などに使えなくなります。ぜひ更新
手続きを行ってください。
　マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
　更新手続はマイナンバーカード休日交付日にも行うことができます。
休日交付日は、市公式ホームページに掲載しています。ご希望のかた
は、事前に市民課にご連絡ください。

いずれも有効期限の３か月前から行うことができます。
※有効期限を過ぎても更新手続はできます

　くわしくは、地方公共団体情報システム機構のホームページを
ご覧ください。
（https://www.jpki.go.jp/procedure/period.html）

更新場所
マイナンバーカード→市民課（穂積庁舎）
電子証明書→市民課（穂積庁舎）、市民窓口課（巣南庁舎）

穂積駅周辺でのこれまでの取り組み（抜粋）

ほづみ夜市の開催
（平成29年より継続）

魅力発信マップ
 「ほづみによってみぃ」 作成

　ワイワイ会議では、ほづみ夜市の企画
や交通環境の改善など、今できることを
話し合っていきます。駅周辺を元気にし
ていく集まりに参加してみませんか!?

　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」の
Facebookページで公開しています。

JA前道路の一方通行化の
社会実験
　令和２年１月に実施しました。今後も
交通改善の施策を前向きに進めてい
きます。

　令和元年度は７月・１２月の２回実施
しました。７月の来場者が約５,４００人
で過去最高となるなど、来場者は増加
傾向にあります。

　平成２９年度に朝日大学などの協力
で作成し、以後約３か月毎に内容を更
新しています。累計約４,７００部を発行
しました。

　これまで、駅周辺の活性化のため、関係機関と連携
してたとえば以下のような取り組みを行ってきました。

　穂積駅周辺の空きスペースを借りて、１日単
位で屋台やキッチンカーを出店することができ
ます。是非ご利用ください。　
（詳細につきまし
ては、下記の連絡
先にお問い合わ
せください。）

ワイワイ会議の活動を再開予定です。

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

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

など



広報みずほ・2020.75 かきりんキーホルダー　１つ７００円で販売中！

瑞穂市国民健康保険および後期高齢者医療の加入者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税（料）の減免

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯のかた　
⇒保険税（料）を全額免除

１．保険税（料）の減免
・減免対象保険税（料）額（A×B/C）に減免割合（D）  
 をかけた金額です。
減免対象の保険税（料）額（A×B/C）
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税（それ
　ぞれの保険料）額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入
　にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年
　の合計所得金額
前年の合計所得金額に応じた減免割合（D）
300万円以下の場合：
400万円以下の場合：
550万円以下の場合：
750万円以下の場合：
1,000万円以下の場合：

全部(10分の10)
10分の8
10分の6
10分の4
10分の2

２．減免金額の算出方法

新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給

　サラリーマンなど給与収入のある「被用者」で、新型
コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱など
の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服する
ことができないかた。

１．対象者

　労務に服することができなくなった日から起算して３
日を経過した日から労務に服することができない期間。
　ただし、給与収入の全部または一部を受けることがで
きるかたに対しては、これを受けることができる期間に
おいて傷病手当金は支給されません。
　なお、その受けることができる給与収入の額が規定に
より算定される傷病手当金の額より少ないときは、その
差額を支給します。

２．支給要件

　（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷直近
の継続した３か月間の就労日数）×３分の２×支給対象と
なる日数

３．支給額

　令和２年１月１日から９月３０日の間で労務に服するこ
とができない期間（ただし、入院が継続される場合など
は最長１年６か月まで）。

４．適用期間

　支給を受けるには、申請が必要です。
　また、申請には医師の意見書（医療機関を受診した
場合に限る）および勤務先の証明書なども必要となり
ます。

　ご自身が保険税（料）減免または傷病手
当金の対象に該当するか、申請に必要な書
類などの詳細については、まずは医療保険
課にお問い合わせください。

５．支給申請

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生
計維持者の収入減少が見込まれる世帯のかた
⇒保険税（料）の一部を減額※

※保険税（料）が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
⑴事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収
　入のいずれかが、前年に比べて10分の３以上減少す
　る見込みであること
⑵前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所
　得の合計額が400万円以下であること

●問い合わせ　医療保険課
　☎327-4159　　327-4556

（注）申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。



6広報みずほ・2020.7バスや電車など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。

保険証の更新について（うすい紫色→うすい青色） 《７月３１日まで・うすい紫色》 《８月１日から・うすい青色》

◉後期高齢者医療制度についてのお知らせ

　後期高齢者医療の保険証は市内に住所を有する７５歳
以上のかたと、一定の障がいがある６５歳から７４歳のかた
で広域連合の認定を受けたかたに交付されます。
　現在の保険証の「有効期限」は「令和２年７月３１日」と記
載があります。８月１日からは７月中にお送りする新しい保
険証をご使用ください。新しい保険証はうすい青色に変わ
ります。
※古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えな
　いよう裁断するなど、十分注意してください

令和２・３年度の保険料率の改定について
　後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費の動向や制度改正を踏まえ、２年ごとに見直しを行います。
　令和２年度および令和３年度の保険料率は次のとおりです。

令和２年度の保険料について

【保険料額について】
令和２年度の保険料額は以下のア、イの合計額になります。
　ア：均等割額（被保険者一人あたり４４，４１１円）
　イ：所得割額（※被保険者の所得（総所得金額等-33万円）×所得割率８．５５％）

①保険料の均等割額軽減特例の段階的な見直し

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計と
なり、令和２年度の保険料は令和元年分の所得を基に個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられたかたに対して、７月１６日（木）に「後期高齢者医療保
険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。

保険料の軽減措置の見直しについて

　保険料均等割の軽減措置は、当面の暫定措置として特例的に実施されてきましたが、世代間の負担の公平を図る
観点なども踏まえ、制度本来の仕組みに戻すこととされていました。平成３１年度から段階的に本来の軽減への見直
しが行われています。
　令和２年度は次のとおりとなります。医療保険を将来にわたり安心できる制度にする見直しであるため、ご理解を
お願いいたします。

　保険料率が上昇する要因としては、医療費の増加や後期高齢者負担率（国が決定する医療給付費に占める高齢者
の保険料負担の割合）の上昇が考えられます。また、1人当たりの保険料増加には保険料均等割額の軽減特例の見直
しの影響も含まれます。（「保険料軽減措置の見直しについて」をご覧ください。）

均等割額

所得割率

賦課限度額

４４，４１１円

８．５５％

６４万円

４１，２１４円

７．７５％

６２万円

平成３０・３１年度
＋３，１９７円

＋０．８％

＋２万円

増減令和２・３年度



広報みずほ・2020.77 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。

保険料の納めかたについて
　保険料の納めかたは、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いただく「普通徴収」
があります。

確定申告されたかたへ
　毎年７月中に８月からの新しい保険証や新年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書をお送りさせていただいて
おりますが、確定申告期限の延長により、保険証に記載のある負担割合（１割、３割）の判定や保険料の計算に必要な
所得情報が、作成時に間に合わない可能性があります。その際は後日、保険証の差替えや保険料の変更が発生する可
能性がありますのでご了承願います。
　また、保険料の変更をした場合、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付していただいたかたについて、普通徴
収での納付に切り替わることもあります。
　皆様にはお手数をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

○特別徴収（年金からのお支払い）
　・年金の受給額が年額１８万円以上のかた
　・介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分の１を超えないかた
　※被保険者になって、すぐには年金天引きにはなりませんが、対象者は自動的に切り替わります。異動などがあると
　　特別徴収が中止となる場合があります
○普通徴収（口座振替や納付書によるお支払い）
　・特別徴収とならないかた（保険料のお支払い忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。）
　※年金から天引きされているかたでも、申し出により納付方法を口座振替に切り替えることができます

②被用者保険の被扶養者であったかたの保険料「均等割額」の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったか
たは、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り5割軽減となります。（た
だし所得が低いかたに対する軽減にも該当するかたについては、いずれか大きい軽減が適用されます。）
※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康
　保険組合は含まれません）

・均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。
 ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に
 合算されます。また、７割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円（６５歳 
 以上のかたのみ適用）を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。
・平成31年度に8割軽減の対象であった所得区分のかた（平成30年度は9割軽減の対象であった所得区分のかた）は、
 年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化などの対象となっています。（ただし、住民税課税世帯の
 かたは対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険料の納付実績に応じて異なります。）
・8.5割軽減の対象であったかたは、年金生活者支援給付金の支給対象とならないことなどを踏まえ、激変緩和の観点
 から、平成31年度は8.5割軽減に据え置かれていました。

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

対象者の所得要件 均等割額の軽減割合
本来の軽減

7割
33万円以下

「33万円以下+　　28万5千円×被保険者数」　以下

「33万円以下+　　52万円×被保険者数」　以下

平成31年度における8.5割軽減の区分

うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし
（ただし、公的年金控除額は80万円として計算）
※特別控除（15万円）はありません

平成31年度における8割軽減の区分

7割

5割

2割

5割

2割

令和2年度 令和3年度（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

7割 改

7.75割 改

 改

 改



8広報みずほ・2020.7健康づくりでお得をゲット！　清流の国ぎふ健康ポイント事業　実施中！

実施機関（50音順） 電話番号健　診 実施機関（50音順） 電話番号健　診

※「特定健康診査」や「すこやか健康診査」を受診された場合は、「瑞穂市人間ドック等費用助成制度」を受けることができませんのでご注意ください
※「特定健康診査」「すこやか健康診査」の受診期間は、７月１日(水)～１０月１５日(木)です。（新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、例年より少し延長しています。）

国民健康保険被保険者

検 査 項 目

対象のかた

実 施 方 法

実 施 方 法

◉「特定健康診査」のお知らせ
　糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病が増えています。これは食生活の見直し、適度な運動などで予防改
善できることがわかってきています。このようなことから４０歳以上の国民健康保険被保険者に対し、メタボリックシン
ドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査（特定健診）を実施しています。

後期高齢者医療被保険者

◉「すこやか健康診査」のお知らせ
　後期高齢者医療被保険者のかたが受ける健診です。各医療保険者において健康診査を行うことになっていますの
で受診をお願いいたします。

問診、身体計測、血圧測定、血液検査（肝機能検査・血糖検査・脂質検査）、尿検査など

●瑞穂市国民健康保険の被保険者のかた
❶４０歳～７４歳になられるかた　
❷７５歳になられるかたのうち昭和２０年８月１日～昭和２１年４月１日生まれのかた

検 査 項 目

対象のかた

問診、身体計測、血圧測定、血液検査（肝機能検査・血糖検査・脂質検査）、尿検査など

●令和２年４月１日現在で後期高齢者医療の被保険者のかた
●７５歳になられるかたのうち昭和２０年４月2日～昭和２０年７月３１日生まれのかた

※年齢の基準日は令和３年４月１日です

　受診されたかたに医療
保険課より「受診結果」
を郵送します。健診結果
の数値によっては、特定
保健指導を受けていただ
く案内も同封されます。

❸健診結果の郵送

　受診券・自己負担金（500円）、健
康保険証を必ずお持ちのうえ、下記
の「特定健康診査・すこやか健康診
査実施機関一覧表」で 　 の表示の
ある医療機関で受診してください。

す

❷すこやか健診の受診
　受診されたかたには医
療保険課より「受診結
果」を郵送します。

❸健診結果の郵送
　受診券の郵送時期は６月下旬で、実施
期間は７月～１０月１５日（木）までです。
　令和２年４月末時点で後期高齢者医療
の被保険者のかたに「すこやか健診受診
券」が郵送されます。

❶受診券の郵送

※４月末以降、７月までに後期高齢者医療に加入
　されたかたは、７月に入ってから随時郵送します

　受診券の郵送時期は６月下旬で、実施
期間は７月～１０月１５日（木）までです。
　令和２年5月中旬時点で瑞穂市国民健
康保険の被保険者のかたに「特定健診
受診券」が郵送されます。

❶受診券の郵送

※5月中旬以降、７月までに国民健康保険に加入
　されたかたは、７月に入ってから随時郵送します

　受診券・自己負担金（１，０００円）、健
康保険証を必ずお持ちのうえ、下記
の「特定健康診査・すこやか健康診査
実施機関一覧表」で　 の表示のある
医療機関で受診してください。

❷特定健診の受診

と

明石クリニック
宇土医院
国枝医院
さくらクリニック
佐竹整形外科
サンシャインM&Dクリニック
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
ほづみ整形外科医院
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック
みずほクリニック
吉村内科
若園医院

２０１－１３１１
３２７－５５１３ ※予
３２７－２８３５
３２５－０５７０
３２６－２０２２ ※予
３２９－５５２２ ※予
３２８－５５７７
３２７－３７７３ ※予

と す と す

と す

と す

と す

と す

と す

す

す

と す

と す

と す

と す

と す

と す

す

特定健康診査・すこやか健康診査実施機関一覧表】　　＝特定健康診査　　＝すこやか健康診査

３２８－３３１１ ※予
３２６－７７７３ ※予
３２７－０７２１ ※予
３２６－５０００
３２７－２６２２ ※予
３２７－５２５２
３２７－００２０
３２８－２０２１

すと

※受診の際には、マスクの着用をお願いいた
　します

※受診の際には、マスクの着用をお願いいた
　します

※予…要予約



広報みずほ・2020.79 抽選で健康グッズや県産物が当たるかも！？　清流の国ぎふ健康ポイント事業　実施中！

実施機関（50音順） 電話番号 実施機関（50音順） 電話番号

国民健康保険被保険者

健 診 項 目
対象のかた

実 施 方 法

実 施 期 間

実 施 方 法

◉「特定歯科健診」のお知らせ
　糖尿病・高血圧症・脂質異常症等の生活習慣病が増えています。これらの病気は、歯周病菌と深い関係があることが
わかってきました。そこで国民健康保険被保険者のかたには、特定健診に加え、特定歯科健診を実施します。歯や口腔
内の健康づくりを通して、生活習慣病の改善にお役立てください。

後期高齢者医療被保険者

◉「さわやか口腔健診」のお知らせ
　後期高齢者医療被保険者のかたが受ける歯科健診です。口腔内の状態が悪いと食生活にも支障をきたし健康も
阻害されます。この健診で口腔内の健康づくりを通し、疾病予防のために受診しましょう。

口腔内検査、歯周疾患検査、歯垢・歯石の状況、歯周病の評価など

瑞穂市国民健康保険の被保険者のかたで、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、
６５歳、７０歳になられるかた
※年齢の基準日は令和３年４月１日です

６月下旬に「特定歯科健診受診券」が郵送されます。
下記の医療機関にご予約のうえ、受診してください。
※受診券・健康保険証を必ずお持ちください
　また、受診の際にはマスクの着用をお願いいたします

昭和２０年７月３１日までのお生まれのかたは「すこやか健診受診券」に
「さわやか口腔健診受診券」を同封します。昭和２０年８月１日以降のお
生まれのかたは後日、広報などでお知らせします。
下記の医療機関にご予約のうえ、受診してください。
※受診券・医療保険証を必ずお持ちください
　また、受診の際にはマスクの着用をお願いいたします

７月１日（水）～令和３年３月３１日（水）

自己負担金 なし

実 期 間 ７月１日（水）～令和３年３月３１日（水）

自己負担金 300円

健 診 項 目

対象のかた

口腔内検査、そしゃく・舌・えん下の機能評価など

●令和２年４月末時点で後期高齢者医療被保険者のかた
●７５歳になられるかた（昭和２０年４月２日～昭和２１年3月31日生まれ）

うしきデンタルクリニック
江崎歯科医院
加藤歯科医院
川端歯科・矯正歯科医院
けしかわ歯科医院
サンシャインＭ＆Ｄクリニック
歯科コーラルクリニック
柴田歯科医院
スナミ歯科医院
たけうち歯科医院

たけや歯科医院
辻歯科医院
ながの歯科クリニック
ながや歯科医院
広瀬歯科医院
ほづみアドバンス歯科
松野歯科医院
美江寺歯科医院
ゆう歯科クリニック
れあ歯科クリニック 矯正歯科　小児歯科

３２６－６６３０
３２７－３０２２
３２６－３３１６
３２９－２５８０
３２７－４６４９
３２９－５５３３
３２９－３４５６
３２７－６７１４
３２８－４４６６
３２８－３８２１

【特定歯科健診・さわやか口腔健診 実施機関一覧表】

３２７－３３５５
３２８－５２５０
３２９－３６００
３２７－８０００
３２７－５５８２
２２７－３１５２
３２７－８８５５
３２８－３３３８
３２６－２４４１
３２７－３５５５

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

しこう

こうくう



10広報みずほ・2020.7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。

●受付開始　７月６日（月）（土・日・祝日は除きます）
●受付時間　８：３０～１７：１５
●受付場所　穂積庁舎　医療保険課　／　巣南庁舎　市民窓口課
●持 ち 物　・印鑑（朱肉を使うもの）
　　　　　　・国民健康保険証
　　　　　　・世帯主と申請者のマイナンバーが分かるもの（個人番号カードまたは通知カード）
＜注意事項＞
※国保税に滞納がある世帯のかたには発行できません
※世帯主および被保険者の中に未申告者がいる場合は、申告後、区分判定をしてから発行します
　（未申告のままの場合は上位所得の判定になります）

国民健康保険について

国民健康保険　限度額適用認定証等更新・申請のご案内

ご存知ですか？国民年金保険料申請免除

　令和２年度国民健康保険税納税通知書を発送しま
す。第１期(全期前納)は７月３１日(金)です。地方税法
により、第１期の金額は第２期以降の金額に比べて高
くなるため、納付のご準備をお願いいたします。

　令和２年８月１日以降の限度額適用認定証等※の申請受付を開始します。限度額適用認定証等を更新・申請され
るかたは持ち物をご確認のうえ、手続きをしてください。
　申請は随時受付しておりますが、９月１日以降に申請された場合、発効期日は申請した月の１日からとなります。
８月１日からの認定を希望されるかたは、８月末までに申請してください。

　所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合に、保険料の納付を免除または猶予する制度が
あります。

※限度額適用認定証とは医療費が高額になったとき、医療機関に提示していただくことによって、自己負担額を限
　度額までの支払いに抑える証です

納税通知書を７月１６日(木)に発送します
　保険税が年金から特別徴収（天引き）されている場
合、口座振替に変更することができます。金融機関に
て手続き後、医療保険課で納付方法変更の手続きを
してください。ただし、保険税に未納がある場合はお
受けできません。
●持ち物
口座振替依頼書の控え（金融機関承諾印が押してあ
るもの）・印鑑(認印)
※申出時期により変更開始時期が異なります

納付方法が選択できます

　全額免除と一部納付（一部免除）があります。
●対象　本人、配偶者および世帯主のかたそれぞれ
　　　　の前年所得が一定の基準以下のかた

１・免除制度

　保険料が１０年間猶予されます。
●対象　５０歳未満のかたで、本人および配偶者の前
　　　　年所得が一定の基準以下のかた

２・納付猶予制度

　令和元年（平成３１年）中の所得で審査します。
●申請期間　７月１日（水）～
●免除期間　７月～令和３年６月

３・申請期間および免除期間

①年金手帳　②印鑑　③失業中の場合「雇用保険受
給資格者証」または「離職票」の写しなど

４・窓口での申請に必要なもの

　前年所得に応じた保険税の軽減制度があります。
しかし、前年所得の確認ができない場合は適用がで
きません。この制度の適用を受けるためには申告な
どが必要です。所得の有無に関わらず、申告をお願い
することがあります。

所得の申告をお願いすることがあります

　８月１日(土)からは、７月下旬にお送りする新しい国
民健康保険高齢受給者証をご使用ください。

高齢受給者証の有効期限は7月31日(金)



広報みずほ・2020.711 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。

新型コロナウイルス感染症の影響により
国民年金保険料の納付が困難なかたへ

　保険料が１０年間猶予されます。
●対象　制度対象校に、１年以上在学予定のかたで前年所得が一定の基準以下のかた
●窓口での申請に必要なもの　①年金手帳　②印鑑　③学生証または在学証明書

学生納付特例制度

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。　
・「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」、「所得の申立書」は、日本年 
 金機構ホームページからダウンロードができます
・申請書の提出は、下記までお願いします

郵送でも申請が可能です！

●対象　以下のいずれにも該当するかたが対象となります。
・令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと
・令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、一定の基準以下になることが見込まれるかた
●申請の対象となる期間　令和２年２月分～
●窓口での申請に必要なもの　①年金手帳　②印鑑　③学生証または在学証明書（学生の場合）

　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などが生じて所得が相当程度まで下がっ
た場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および
学生納付特例申請が可能となりました。くわしくは医療保険課または岐阜北年金事務所へお問い合わせください。

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556　〒501-0293　別府 1288番地
　　　　　　　岐阜北年金事務所　☎294-6364　〒502-8790　岐阜市大福町 3丁目 10-1

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。

８月１日（土）～令和3年3月31日（水）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

７月10日（金）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

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

■募集職種一覧

※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

～新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用～

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

職種 担当課募集人数



健康づくりでお得をゲット　清流の国ぎふ健康ポイント事業　実施中！ 12広報みずほ・2020.7

goodライフ健診は２０歳から５００円で受診できます！！
対象者 ２０歳～３８歳のかたで健康診査を受ける機会のないかた ※令和２年４月１日現在の年齢です
実施期間 ７月１日（水）～８月３１日（月） 自己負担金 ５００円
健診内容 問診・医師による診察・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査（１４項目）・心電図検査
持ち物 ①健診受診票　②自己負担金 ５００円 ※受診票をお持ちでないかたは健康推進課にお申し込みください

実施医療機関 【予約必要】 【予約不要】
宇土医院
サンシャインM＆Dクリニック
所内科医院
広瀬内科クリニック
福田内科医院

明石クリニック
国枝医院
さくらクリニック
高木クリニック

☎327-5513
☎329-5522
☎327-3773
☎326-7773
☎327-0721

名和内科
みずほクリニック
吉村内科
若園医院

（50音順）

対　象 市内在住の概ね７～８か月のお子さんとその保護者
日時・定員 ①７月２８日（火）　②８月２６日（水）　１０：0０～１0：45 5組/10：30～11：15 5組
場　所 保健センター（総合センター ３階）

※要予約、先着順
持ち物 母子健康手帳

〆　切 ①７月２１日（火）、②８月１９日（水）  ※託児を希望の場合、申し込み時にお知らせください

　この時期の離乳食の話を聞いたり、食材のかたちや大きさを確認したりするための教室です。毎月1回
行いますが、当面の間、試食の提供は中止します。

離乳食教室(７～８か月児対象)のお知らせ

対　象 市内在住の妊娠中のかた
日　時 ７月３０日（木）（受付）９：４５～１０：００（１2：００終了予定）
場　所 巣南保健センター（西部複合センター １階）
持ち物 母子健康手帳　※動きやすい服装でお越しください 〆　切 ７月２7日（月）　※要予約

　安心・安楽なお産を目指して、助産師と一緒にストレッチ＆リラクゼーションを行います。

パパママくらぶ～育ママサロン～を開催します

40・45・50・55・60・65・70歳のかた

無　料

左記以外の41～74歳までのかた

1,500円

対　象　者

自己負担金

実施期間 ７月１日（水）～７月３１日（金） 検診内容 問診、Ｂ型およびＣ型肝炎ウイルス検査（血液検査）
実施医療機関

肝炎ウイルス検診のお知らせ
　令和2年４月１日現在、４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳のかた（過去に瑞穂市で肝炎ウイルス検診を受けたこ
とがあるかたは除く）に検診票を一斉発送します。　※上記以外のかたは、電話での申し込みにより検診票を郵送します
対象者と自己負担金 ※過去に瑞穂市の「肝炎ウイルス検診」を受けたことのないかたが対象となります

【予約必要】 【予約不要】
宇土医院
佐竹整形外科
サンシャインM＆Dクリニック
所内科医院
広瀬内科クリニック
福田内科医院
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック

明石クリニック
国枝医院
さくらクリニック
関谷皮膚科
高木クリニック
名和内科

☎327-5513
☎326-2022
☎329-5522
☎327-3773
☎326-7773
☎327-0721
☎327-2622

ひぐちクリニック
ほづみ整形外科医院
みずほクリニック
吉村内科
若園医院

（50音順）

※令和2年４月１日
　現在の年齢です
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対象者 ２０歳以上の女性のかた　※令和2年4月1日現在の年齢です
検診期間 ７月１日（水）～令和3年1月30日（土）
自己負担金 １，４００円（２０歳のかたは無料） 検診内容 問診・内診・子宮頸部細胞診
実施医療機関 いとうレディースケアクリニック・いとうレディースケアクリニックアネックス・モアレディスクリニック

子宮頸がん検診が始まります！

検診票について 以下のかたには一斉送付いたします
①令和2年4月1日現在 20歳　 ②平成29～30年度内に市の子宮頸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を郵送いたします
　 ※国が推奨している子宮頸がん検診の受診間隔は2年に1度です。そのため、平成31年度に瑞穂市子宮頸
　　 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
　 ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施時期が変更になる可能性があります。ご了承ください

●申込・予約・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

骨粗しょう症検診のお知らせ
　骨粗しょう症は閉経後の女性に多く発症し、骨折を引き起こし、ロコモティブシンドロームや寝たきりの
原因になります。この機会に検診を受けましょう。
対象者 40歳・45歳・50歳・55歳の女性　※令和2年4月1日現在の年齢です
実施期間 7月１日（水）～31日（金） 自己負担金 １，２００円
実施医療機関 【予約必要】佐竹整形外科 ☎326-2022　【予約不要】明石クリニック・ほづみ整形外科医院・吉村内科（５０音順）
検診内容 問診、骨密度測定（エックス線撮影）

予約方法
　胃がん検診・肺がん検診はウェブおよび電話による『完全予約制』です。（Eメールでの申し込みはできません）

胃がん・肺がん検診（結核検診を兼ねる）のお知らせ

《電話予約》

《ウェブ予約》
予約開始・・・・・7月21日（火）8時から開始

※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。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。

瑞穂けんこうナビ で検索
https://city-mizuho-i.secure.force.com/

★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

新型コロナウイルス感染症
拡大予防のため、検診会場で
は「密」を避け、換気や消毒
を徹底して行います。今後の
状況によっては検診の実施
時期、日時、定員などを変更
する可能性がありますので、
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。

会 場 日 程 胃がん・肺がん
同日検診
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8/26(水)
9/9(水)
9/10(木)
10/12(月)
10/21(水)
10/22(木)
11/11(水)
11/12(木)
11/13(金)
11/18(水)
11/25(水)
12/2(水)
12/10(木)
12/14(月)
12/21(月)
8/24(月)
9/7(月)
10/7(水)
10/9(金)
10/26(月)
11/30(月)

胃がん
検診

肺がん
検診

2つの検診または胃がん検診を受けられます≪日程・受付時間・定員≫

7月29日(水)8時45分から開始

327-8611
(健康推進課直通番号のみ)

予約開始・・・・・・・・・・・・・・・・

予約電話番号・・・・・・・・・

8：45～17：15
※土・日および祝日、上記の時間外は
　受付できません

予約受付時間・・・・・・・・

※密集・密接を防ぐため、受付時
　間を分け受付時間内に少人数
　でご案内します。
　時間厳守にご協力ください

≪◎：受付時間と定員≫
①  8:40～  9:00（定員20人）
②  9:15～  9:30（定員20人）
③  9:45～10:00（定員20人）
④10:15～10:30（定員20人）
⑤10:45～11:00（定員20人）

≪●：受付時間と定員≫
①  8:40～  9:00（定員25人）
②  9:15～  9:30（定員25人）
③  9:45～10:00（定員25人）
④10:15～10:30（定員25人）
⑤10:45～11:00（定員25人）
⑥11:15～11:30（定員25人）

≪★：受付時間と定員≫
①11:00～11:15（定員20人）
②11:15～11:30（定員20人）



14広報みずほ・2020.7ＬＩＮＥ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。

対象者 ●市の住民基本台帳に記録されており、現に市内に居住している満６５歳以上の
  運転免許を有しているかた　※市税など滞納していないなどその他の要件あり

対象となる
抑制装置

●令和２年４月１日以降に整備（後付け）された急発進抑制装置
 （補助金申請は整備から６か月以内に申請が必要です）
●後付けの急発進抑制装置としての機能を有する装置の内、国土交通省が一定の
  機能を有すると認定した装置
 （車の整備業者に国の補助金対象事業所かどうかお尋ねください）

対象となる
自動車

●自動車検査証の所有者または使用者の欄に申請者の記載がある自動車
●非営利かつ個人が使用する目的であること（社用車などではないこと）

対象となる経費 ●急発進抑制装置の購入および整備に要した費用の２分の１の上限３万円

申請に必要な
書類

●急発進抑制装置に要した領収書（経費の内訳が明記されたもの）
●取付箇所の整備後の写真（車の正面、取付装置がわかる写真）
●運転免許証の写し
●自動車検査証の写し
●自動車税の領収書の写し
 ※この他にも書類の提出を求める場合がございます

　対象教室は、健康教室、すまいる教室、認知症カフェ（いなほの家）、脳いきいき教室、あたまの健
康チェックです。
　感染防止対策を施した開催になりますので、時間短縮など変更点があります。ご了承ください。
　老人福祉センターを使用している教室は、会場を巣南公民館に変更しています。

●毎日、体温を計測し、体調を確認しましょう
●体調の悪いときは休みましょう
●症状がなくてもマスクを着用しましょう
●こまめに、水と石けんで丁寧な手洗いを心が
　けましょう
●１時間に２回以上の換気をしましょう
●お互いの距離は、互いに手を伸ばしたら手が
　届く範囲以上空けましょう
●会話をする際は、正面に立たないように気を
　つけましょう

瑞穂市自動車急発進抑制装置整備費補助制度

●問い合わせ 地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

●問い合わせ 地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

瑞穂市一般介護予防事業を７月より再開します。

新型コロナウイルス感染症に気をつけて

 「３つの密（密閉、密集、密接）」を避け、　
「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」を心がけましょう

介護予防教室に参加するための留意点

～感染拡大を防ぐためのポイント～
●マスクを着けて運動をする場合は、
　無理をせず、早めに休憩を取りましょう
●熱中症予防のため、こまめに水分補給や
　室温を調整しましょう

～体操など身体を動かす時～



広報みずほ・2020.715 かきりんのＬＩＮＥスタンプあります。

スチームクリーナーでやけど！
取り扱いにご注意

消費生活相談室だより

商工農政観光課
からのお知らせ

要注意！農作業中の熱中症
～熱中症にならない５つの方法～

　暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、農作業中の熱中症による事故が多発しています。
熱中症を正しく理解し、予防に努めてください。

③天気予報と体調をチェック！！
気温の差が激しくないかを確認しましょう
涼しい時間帯に作業しましょう
寝不足や体調不良時は、作業時間を短くしたり、
負担を軽くしたりしましょう

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎３２７-２１０３

熱中症になったときは・・・

●涼しい場所に避難する
●衣服を脱いで、身体を冷やす
●水分を補給する
※自力で水分補給ができない場合や意
識がもうろうとしている場合は、直ち
に救急車を呼びましょう

注意してほしいこと
お願いしたいこと

　熱中症患者の約半数は６５歳
以上のかたです。年齢を重ねる
と暑さや水分不足に対する感覚
機能が低下し、暑さに対する身
体の調整機能も低下していま
す。自分の体調の変化に気をつ
け、暑さの抵抗力に合わせて、万
全の予防を心がけしましょう。

《事例》

《消費者へのアドバイス》

　スチームクリーナーを使った後、収納する際に本体とホースの間から出た蒸気が
かかって手首をやけどした。冷やしたが痛みが引かないので病院に行った。

※スチームクリーナーによるやけどなどの事故が報告されています。スチームクリーナーは、高温の蒸気を
発生する製品のため、製品自体にも熱くなる部分があるので、取扱には注意が必要です
※装着部からスチームが噴き出すなどして、事故につながる恐れがあります。取扱説明書をよく読み、部品
を正しく装着し、ゴム手袋などの保護具を着用して使用しましょう
※購入する際は、安全機能が付いた製品やSマーク【電気製品認証協議会が推奨する電気製品に関する安
全基準に適合を示すマーク】付き製品を参考に選ぶのも良いでしょう
※心配があれば、瑞穂市消費生活相談室へ早めに相談してください

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

イヤヤ！

①暑さをしのぐ服装で！！
帽子を必ずかぶりましょう
汗を逃がしやすい通気性の良い衣類を着用しましょう
屋外で人と十分な距離（2m以上）が確保できる場合には、
マスクを外しましょう

②水分補給を忘れずに！！
のどが渇いていなくても、一定の間隔で水分を補給しましょう
こまめに休憩を取りましょう
塩分も補いましょう

④適度に扇風機やエアコンを使用
気温が高い日や湿度の高い日に、無理な節電はさけましょう
節電を意識するあまり、健康を害することの
ないようにしましょう

⑤２人以上で作業しましょう
１人作業を極力さけ、熱中症の予防を呼びかけ合いましょう



16広報みずほ・2020.7バスや電車など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。

　今回は、北方警察署管内の自転車盗の現状についてお話します。
　昨年の当署管内の自転車盗被害は１３７件、そのうち１０３件（約７５％）
が無施錠での被害でした。
　被害にあった場所を見てみますと、自宅やアパートの駐輪場が最も多
く、次いで店舗の駐輪場という結果になっています。
　自転車を盗まれたかたからは、「自宅だから安心していた」「買い物でちょっと停めただけなのに」な
どの声が聞かれました。一方、自転車を盗んだ犯人からは「鍵のかかっていない自転車があったの
で・・・」などの供述をよく耳にします。
　つまり、多くのかたが日頃から自転車の施錠をする中、自宅やアパートの敷地内で安心していた、買
い物をする少しの時間だけだからという油断から自転車の施錠をせず、そうした無施錠の自転車が高
い確率で盗難被害に遭っていることが分かります。
　犯人は、無施錠の自転車を狙っています。自転車を停める際は、自宅やアパートでも、短時間でも、
油断することなく必ず施錠するようお願いいたします。

油断していませんか？

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

北方警察署の「窓」

　野良猫や鳩などの生き物にエサを与えることでトラブルになる
ケースが増えています。

◎エサをもらえる場所をエサ場と覚えてしまうことで、人からの食
べ物に依存し、人馴れが進むようになります。その結果、周囲の庭
やごみ捨て場などが荒らされたり、糞害などが起こったりします

◎過度に密集したり、増えすぎたり、渡りの時期を遅らせたりし、
生態系に悪い影響を与える恐れがあります

◎生き物の個体間の接触が進むことで、感染症の拡大の恐れが
あります

野良猫や鳩などにエサを
与えないでくださいあれこれ

環境

● 問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

北方警察署ＨＰ

第２回
警察官募集

募集期間は７月１日（水）から８月１１日（火）までです。第一次試験は９月２０日（日）となります。
詳細は北方警察署までお尋ねいただくか、当署ホームページにてご確認ください。



広報みずほ・2020.717 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。

給食費＝３，７１０円　　交通安全協力費（バス利用者）＝５６０円

ほづみ幼稚園７月２１日（火）～３１日（金）　※土日・祝日を除く
なお、各年次の募集人数を超えた場合は8月2６日（水）9時より抽選会を行います。
抽選の場合は、後日郵送にて連絡をします

●問い合わせ　ほづみ幼稚園　☎326-4547　　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116

令和３年度ほづみ幼稚園新入園児募集

令和２年度　会計年度任用職員募集

５歳児＝小学校就学前の１年間 ４歳児＝令和３年４月１日～令和５年３月３１日の２年間
３歳児＝令和３年４月１日～令和６年３月３１日の３年間

５歳児＝３４名　　４歳児＝２４名　　３歳児＝８８名　※募集人数は予定です。

（1番バスの場合）７：５０頃～１４：３５頃
（2番バスの場合）８：３０頃～１５：１５頃　
（3番バスの場合）９：１５頃～１５：５５頃　　　　

幼稚園にお越しの際は、幼稚園の西側駐車場をご利用ください。
路上駐車はできませんので、ご注意ください。

資 格

就 園 期 間

保 育 時 間

費 　 用
募 集 人 数

願 書 受 付
場所・期間

そ の 他

入園説明会
場所・日時

※ご都合が合わな
い場合やご不明
な点がございま
したら、ほづみ幼
稚園に電話でご
連絡ください

入園案内および
願書の配布期間

配布場所

※送迎・徒歩の場合は２番バス時刻に準じます
※バスコースごとの時間差保育
※登園降園時刻は、前期後期で変わります　

7月1日（水）から、ほづみ幼稚園、学校教育課および福祉生活課にて配布

　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
7月10日（金）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

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

■募集職種一覧

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　　放課後児童クラブサポーター
放課後児童クラブ指導員　　　　　放課後児童クラブサポーター（スポット）
放課後児童クラブ指導員（スポット）　

給食センター調理員

幼児支援課　☎327－21４7

教育総務課　☎３２７－２１１５

行政事務補助員（国勢調査業務全般）（注1）
行政事務補助員（注2）

図書館司書（繁忙期職員） 生涯学習課　☎327－2117

幼稚園養護教諭 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/9781.htm）からもダウンロードできます

職種 担当課

ほづみ幼稚園（全小学校区共通）
穂積小学校区　７月２１日(火)  ９：15受付　  ９：3０～１１：００　
牛牧小学校区　７月２１日(火) 1３：15受付　１３：3０～１５：００　
生津小学校区　７月２２日(水)  ９：15受付　  ９：3０～１１：００　
本田小学校区　７月２２日(水)１３：15受付　１３：3０～１５：００　
巣南中学校区　７月２７日（月）  ９：15受付　  ９：3０～１１：００

５歳児＝市在住の平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生まれ
４歳児＝市在住の平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれ
３歳児＝市在住の平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生まれ

総合政策課　☎327－4128
医療保険課　☎327－4159

（注１）総合政策課の行政事務補助員　８月１日（土）～11月３０日（月）
（注2）医療保険課の行政事務補助員　８月１日（土）～９月３０日（水）



■ 別府保育所地域子育て支援センター
■ 牛牧第2保育所地域子育て支援センター
  平日は、毎日開所しています（10：00～15：00） 月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）

　地域子育て支援拠点事業とは、「親同士の交流の場」「子どもたちが自由に遊び関わりあう場」
を提供するものであり、子どもの健やかな育成と生活保障を理念に掲げる「児童福祉法」に位置
づけされた事業の一つです。そして、この事業を実施する施設が「地域子育て地域支援セン
ター」であり、親子、家庭、地域社会の中で、人と人との交わりを作り出す場となっています。

地域子育て支援センター

地域に密着した、
子どもの健やかな育ちを

支援できる場を目指しています

・親と子のそれぞれのよき理解者
・身近な「話し相手」「遊び相手」
・地域の人と人とを繋ぐ架け橋

スタッフの役割

【事業内容】
●施設開放
●子育て相談
●絵本・育児書の貸し出し
●にこにこ広場
●子育て出張支援
　・わいわい広場（図書館分館）
　・どんぐり広場（馬場公園集会所）

瑞穂市内の市立地域子育て支援センター

子育て中の皆さん「地域子育て支援センター」に
遊びに来ませんか

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開所施設を限定するなどの対策を実施しております。くわしくは、ｐ21をご参照ください。

お話の会
（ボランティア） 子育てセミナー（講師）

託児（ボランティア）
　　　　　　おもちゃ病院

（ボランティア）

子育てサポーター
（ボランティア）

保健師・栄養士
 子育て相談

月3回

月1回
月1～2回

月1回

皆さん
のお越しを

お待ち
しています

瑞穂市の子育ては地域にあたたかく見守られています
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みずほ教育便
Vol.40

教育委
員会発



●問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）　☎327-2147
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開所施設を限定するなどの対策を実施しております。くわしくは、ｐ21をご参照ください。

地域との連携

センターのようす

イベント

お話の会
地域ボランティアのかた
による読み聞かせ

おもちゃ病院
壊れたおもちゃの無料修理

子育てセミナー
講師のかたを招いて、

講演会、
講習会を行います

子育て出張支援
地域に出向いて
絵本の読み聞かせ、
親子ふれあい遊びなど
を行っています

にこにこ広場
季節に

合わせた行事を
毎月行っています

楽しい
イベントが

たくさんある
よ♪

先生と
一緒に歌、手遊び、

体操な
どをして楽しみます

子育て相談（保健師・栄養士）

げんきっ子タイム ランチタイムランチタイム

絵本コーナー

ひよこルーム

イベント中の託児

保育所園児との交流

あひるルーム

手作り玩具がいっぱい！

広報みずほ・2020.719

※写真はいずれも昨年度のものです



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。

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！②
「地域コミュニティの役割とは」

No.27

　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、多くの地域の事業が
中止となり数か月となっています。
　緊急事態宣言は解除されても、まだまだ気の抜けない状況です。
　新型コロナウイルスの収束には、時間がかかることから、国からは「新し
い生活様式」が示され、岐阜県は「コロナ社会を生き抜く行動指針」を作
成し、新たなステップへ踏み出す方向へ転換しています。
　そんな今、自治会や校区の地域活動は、どう考えるべきなのでしょうか？
　今月のレポートでは、「コロナとともに生きる」社会における、地域の活
動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
講習会のお知らせ《防災グッズ展示コーナーを開設しました！》

●牛牧南部
　コミュニティセンター
　つどいの泉

  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
  ４日（火） １８：４５～２１：00
 １８日（火）　９：４５～１２：00
 ２８日（金） １８：４５～２１：00

8月の講習会

●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

　市コミュニティセンターでは、市民の皆さんに、災害への備えをサ
ポートするため、防災グッズ展示コーナーを開設しました。懐中電灯に
白いポリ袋をかぶせて作ったランタンや、ペットボトルで作ったお皿な
ど、手づくりグッズを展示しています。また、非常時の限られた食材で
料理する防災レシピなど、災害時に役立つ情報を紹介しています。ぜ
ひご覧ください。  

●コミュニティセンター　３館同時開催

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

20広報みずほ・2020.7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。

地域コミュニティには厳しい状況が続いている
　感染拡大の危険性があるとして、回覧板について問題視する意
見もありますが、ファイルに連絡事項などを記した文書を挟んで、
隣近所に順番に回していくという情報伝達方法が、リモートだのオ
ンラインだのと騒がしい令和の時代になっても、自治会の中では主
流です。一部役員間ではメールやラインで意思疎通が図られては
いますが、自治会全体としては、そういった手段では情報伝達がで
きないかたもあること、そして、希薄になったと言われる地域社会
を、ご近所を実際に訪問するという極めてアナログな方法によっ
て、地域の中をゆるく繋ぐ機会になると期待し、市も回覧板という
伝達手段を大切に考えてきました。
　そんなアナログ方式で繋がれている地域社会では、新型コロナ
ウイルス感染症の影響は大きく、緊急事態宣言が解除となり、コロ
ナとともに生きる社会に一歩踏み込んだ現状ですが、まだまだ「と
もに生きる」感覚にシフトできない状況ではないでしょうか。

地域コミュニティが「コロナとともに生きる」ために
　新型コロナウイルス感染症は、まだまだ油断できません。国が示
す「新しい生活様式」も、「３つの密」の回避、人と人との距離の確
保、マスクの着用、手洗いの励行などの基本的な感染対策の継続
が大前提です。そのうえで、地域の行事などの開催制限の段階的
な緩和についても、基準が示されました。
　その基準によると、ステップ3とされる7月１０日からは、「特定の
地域からの来場を見込み、人数を管理できるものは可」とされてい
ます。
　しかし、だからと言って、すぐに地域の行事が開催できるかとい
うとそんな簡単なことではありません。
　自治会担当である市民協働安全課には、コロナの感染が広がり
出した頃から、行事の開催について悩まれる自治会長さんの声、ま
たさまざまなお考えの地域のみなさんの声が届きました。「コロナ

とともに生きる」社会の捉え方も、地域の中ではさまざまであると
思います。
　しかし、コロナとの付き合いは長期的になるので、なんとか地域
コミュニティのつながりが途絶えてしまわないように、できること
を行っていく「コロナととも生きる」手段を考えてもらいたいと思
います。

地域の中で考えてみてください
　地域の中にはさまざまなお考え、状況のかたがありますので、役
員さんなど複数で話し合うことが大事だと思いますが、その際に
は、下記のポイントを考えていただきたいと思います。
　①行事の目的を再度確認する。
　②その目的達成の重要度と、感染予防対策を合わせて考え、今
　　年度の実施について検討する。
　③実施とするなら、参加者全員が安心して参加できるような環
　　境をつくるため、実施内容などについて必要があれば変更す
　　る。実施の際には、感染症予防対策を十分に行う。
　④実施しないとするならば、行事の目的を、感染症拡大の心配が
　　少ない別の方法で達成することができないか検討する。
　そして、最後に、考えていただきたいのは、「地域コミュニティ」
の役割です。ひとつひとつの行事の目的をつなぎ合わせれば見え
てくるのではないでしょうか。リモートやオンラインでは担えない
「地域コミュニティ」の役割があるからこそ、自治会という組織は
存在しています。新型コロナウイルス感染症がもたらした歴史的
な社会変化は、希薄化が進む地域コミュニティにとっても歴史的な
事態です。
　しかし、今、地域コミュニティの本来の意味や役割を、地域のみ
なさん自身が改めて理解する機会とすることができれば、この状
況を逆手に取ることもできるのではないでしょうか。



日にち 事業 内容 参加費 時間講師

日にち 事業 内容 参加費 時間講師
1日（水）・2日（木）
20日（月）～22日（水）
3日（金）・7日（火）
9日（木）・14日（火）
6日（月）・8日（水）
10日（金）・13日（月）

17日（金）

30日（木）

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。7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　7月の予定
森555　☎328-1077 Facebook アドレス　http://www.facebook.com/seiryumizuho.hoiku

フレ！
フレ！
子育て子育て

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

ほづみの森こども園内 「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のため閉所しておりました市立子育て支援センターは、6月23日（火）より別府保
育所地域子育て支援センターのみ開所しています。（牛牧第2保育所地域子育て支援センターは、収束状況に応じ
て順次開所します。）開所にあたり、できる限り感染拡大防止に伴う「三密」を防ぐため、人数制限や電話予約制を設
けるなど、実施方法を変更します。ご理解・ご協力をお願いします。
なお、利用を希望されるかたは、別府保育所地域子育て支援センターにお電話でお尋ねいただくか、市公式ホーム
ページやままフレなどで詳細についてご確認いただきお申し込みください。
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親子撮影会

シュタイナー
教育講座
手しごと
クラフト
おひさま
セミナー
野崎先生の
養生講座

アロマ講座

“地参地招”
地域とともに

10：00
～11：00

3００円

５００円

１,２００円

2００円

１,０００円

３0０円

5００円
データ代含む7日(火)

8日(水)

8日(水)

13日(月)

16日(木)

28日(火)

31日(金)

小川直美氏

秦理絵子氏

家洞眞貴子氏

浅野美香子氏

子宝先生
野崎利晃氏

高橋佑佳氏

ｋａｎａｋｕｍｕ

『七夕★納涼撮影会』経歴２０年以上のママさんカメラマンが
ママ目線で子どもの一瞬をカタチに！

13：00
～14：30

『私とシュタイナー教育』親としてできること、子育てが楽しくなる
秘訣が詰まってます。秦先生の原点ともなる貴重なお話が聞けますよ。

10：30
～11：30

『五角形の透かし絵』夏の太陽の日差しが眩しい窓辺、
透かし絵アートの世界が涼しげに彩ります。

10：30
～11：30

『スリットドラム』サイズ約10cm×16cm×6.2cmの木の箱に
溝が入ったもので、叩く場所によって音が変わります♪

10：30
～11：30

『夏バテ対策に夏野菜』暑い夏を乗り切る食べ物、夏野菜の摂り方や
注意点などをくわしく教えてくださいますよ。リピーターも多い人気講座☆

10：30
～11：30
10：30
～11：30

『日焼け対策クリーム』お子さんはもちろん、敏感肌のかたでも使える、お肌に
優しい日焼け止めクリームです。この時期の必須アイテム！自然由来100%。
『親子でサシェ(香り袋)作り』自分好みの香りを身にまとうのはもちろん、
タンスや車、トイレ、お部屋に香りをプラス★清浄機能アロマもご用意！

200円

100円

200円

無料

支援センター

支援センター

国光美香氏

炭竃桂子氏

木のおもちゃをたくさんご用意してお待ちしております。
※一度の入場を5組とさせていただきます。予約優先

10：30
～11：30

<にじみ絵のうちわ作り>
竹と和紙でできたうちわに水彩絵の具でお絵かきしましょう♪

10：30
～11：30

<4～7月生まれのお友だちのお誕生日会>身体測定や写真、手形をとって記念
のカードを作ります♪誕生月以外のお友だちも是非ご参加ください！

10：30
～12：00

5大栄養素のひとつ、ミネラル。現代人はとっても不足しています！なぜ？を
解説。ミネラルを手軽に摂るひと工夫で、様々な症状を改善しましょう！

10：30
～11：00

季節に合わせた絵本をたくさんご紹介します。
パネルシアター・エプロンシアターも♪

☆飲食を伴う講座は中止とさせていただいております。☆内容など都合により変更させていただくことがあります。あらかじめご了承願います。
☆毎日開放（10:00～15:00）※現在、新型コロナウイルス感染症予防のため、予約制（5組）としています。お気軽にお電話ください
☆ライン公式アカウントが開設されました。『瑞穂こどもセンター』で検索してお友達登録してくださいね♪
☆清流みずほ認定こども園　令和3年度入園説明会7月28日(火)10:00～申込み◎☎328－7228

マーム広場

開放

お誕生日会

ミネラル講座

絵本の読み聞かせ

無料 10：00
～15：00

＊他にもマタニティーさんから育児中のかた、親子で楽しめる内容の講座開催しています。くわしくはお問い合わせください。

≪問い合わせ先≫ 別府保育所地域子育て支援センター　☎326-2525
≪受   付   時   間≫ 平日 １０：００～１５：００
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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

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。

◆資　　格　
次のいずれにも該当するかた
①瑞穂市に在住、在勤または在学しているかたで、応
　募日現在の年齢が満18歳以上のかた
②応募時において、瑞穂市のほかの審議会などの委員
　として委嘱を受けていないかた
③瑞穂市の市議会議員および市の職員でないかた
④平日（原則夜間）に開催される会議に出席できるかた
◆募集人員　5人以内（総委員数15人）
◆応募方法
所定の応募書類（応募用紙、小論文）を市民協働安全
課まで郵送・電子メールまたは持参してください。応
募書類は、穂積庁舎総合窓口、市民協働安全課、巣南
庁舎市民窓口課および市公式ホームページで入手で
きます。

◆締め切り　８月７日（金)　17：15まで
　　　　　　（郵送の場合は当日消印有効）
●任　　期　委嘱の日から２年間
　　　　　　（委嘱日は令和２年９月の予定です）
●開催回数　年３回程度
●報　　酬　日額６，０００円
●選考結果
選考審査会において応募書類をもとに選考し、結果は
応募者全員に通知します。応募書類は返却しませんの
で、ご了承ください。

この委員会は、協働によるまちづくりの推進に関することについて審議するために設置されます。
この委員会に参加していただく委員を公募します。

●申込・問い合わせ
　〒501-0293 瑞穂市別府 1288番地
　瑞穂市役所　市民協働安全課　
　☎327-4130　 siminkyo@city.mizuho.lg.jp

「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」
７月は河川愛護月間です

お知らせ

　川はわが町の誇り
　木曽川、長良川、揖斐川は郷土
の原風景です。
　みんなの宝をいつまでも美しく
保ち、次の世代に残しましょう。
　自然を大切にし、日頃から河川
美化に心がけましょう。
■問  国土交通省
　 木曽川上流河川事務所
　 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/index.html

教科書展示会の開催
お知らせ

■日  ７月３日（金）～１６日（木）
　  １３：００～１５：００（土日祝を除く）
■所  教育支援センター
　  宮田375
●展示される教科書
・現在使用している小・中学校の教
  科書
・採択の対象である中学校の教
 科書見本
●内容
 今年度採択の対象となっている
中学校の教科書見本を展示しま
す。今年度は、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、時間を短縮
し、場所を限定して展示を行いま
す。ぜひ、会場に足を運び、手に
とってみてください。なお、ご来場
の際は、マスク着用でお願いいた
します。
■問  学校教育課　☎３２７－２１１６

みずほ汽車まつり
中止のお知らせ

お知らせ

　毎年８月に実施している「みず
ほ汽車まつり」は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から
中止することにしましたので、お知
らせします。
■問  瑞穂市商工会　☎３２７－６６１１

空家等不動産無料相談会
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。

お知らせ

■日  7月14日（火）13：00～16：00
　 (受付15：30まで)
■所  総合センター ５階 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

税理士による
無料税務相談の中止について

お知らせ

　新型コロナウイルス感染防止
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
7月以降も引き続き当分の間、中
止します。なお、再開については、
広報みずほおよび市ホームペー
ジでお知らせします。
■問  税務課　☎３２７－４１１２

まちづくり基本条例推進委員会委員募集
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「新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ」

●問い合わせ
　岐阜地方法務局（代表）
　☎245-3181

イングリッシュサロン
中止について

お知らせ

　例年、開催されているイング
リッシュサロンは、新型コロナウイ
ルス感染予防のため、今年度の開
催は中止します。ご理解とご協力
をお願いいたします。
■問  学校教育課　☎３２７－２１１６

７月は「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」です

お知らせ

　スマートフォンなどが急速に普
及し、青少年を取り巻くインター
ネット利用環境が一層多様化する
中で、児童買春や児童ポルノを始
めとするSNSなどの利用に起因す
る被害が増加しています。青少年
の非行・被害の防止について市民
の理解と認識を深め、家庭・学校・
地域社会が一体となって取り組む
ことによって、青少年の健全育成
を目指していきましょう。
▼スローガン
「なくそう非行 地域で育む青少年」
「青少年  地域で守ろう  育てよう」
■問  生涯学習課
　 ☎３２７－２１１７　

児童手当現況届の
提出はお済みですか？

お知らせ

　６月以降も引き続き児童手当を
受けるためには、現況届の提出が
必要です。提出がないと児童手当
を受けられなくなる場合がありま
す。手続きがまだお済みでないか
たは至急提出してください。
（郵送での提出をお願いします）
■問  福祉生活課　☎３２７－４１２３

令和３年度ほづみの森こども園
新入園児説明会について

お知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、令和3年度新入園説
明会は、下記のとおり個別対応に
て実施します。
■幼稚園(1号認定)利用希望者：
　近日中にお電話にてご予約くだ
　さい。
■保育園(2・3号認定)利用希望者：
　お電話にてご予約ください。
　7月13日（月）から順次ご案内し
　ます。
■問  ほづみの森こども園
　 ☎322－5300

手話奉仕員養成講座
お知らせ

　手話を始めてみませんか？簡単
な手話表現の習得から、自己紹介
や日常会話までを学びます。
■日  ９月３日～令和３年３月４日
　 （１２月３１日を除く）の木曜日
　 （全２６回）１９：００～２１：００
■所  総合センター
■料  無料
　 （別途テキスト代3,300円が必要）
■対  市内在住・在勤の１８歳以上で
　 手話学習経験のない継続受講
　 可能なかた
■定  ３０人
　 ※申込者多数の場合は抽選
■〆  ８月２０日（木）（消印有効）
■申  はがき（1人1枚）またはメール
（gifudeafoffice@waltz.ocn.ne.
jp）に①講座名「手話奉仕員養成
講座」②郵便番号③住所④氏名
（ふりがな）⑤年齢⑥電話番号を
明記し、送付
■申  ■問  
一般社団法人 岐阜県聴覚障害者
協会「手話奉仕員養成講座申込」宛
〒500-8384
岐阜市藪田南5-14-53 ＯＫＢふれ
あい会館６階　☎２７８－１３０１ 

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に
基づく差別は決してあってはなりません。
　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの
被害に遭ったかたからの人権相談
を受け付けています。困った時は、
一人で悩まず、私たちに相談してく
ださい。
　法務大臣メッセージ
YouTube法務省チャンネル
（https://youtu.be/RYS00qCxo-0）
をご覧ください。
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広報みずほ・2020.725 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。

ピア相談
（当事者による相談）を開設

お知らせ

　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
を設けています。
　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。
■問  福祉生活課　☎３２７－４１２３

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
　31,883,569円

●平成２８年度熊本地震災害義援金
　  5,790,984円

●平成２９年７月５日からの
　大雨災害義援金
　  4,513,006円

●台風１９号災害義援金
　  3,403,482円
　（6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

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。

相談窓口 相談事務所 対象 日にち

こころの
相談 ふなぶせ

心の病気で
お悩みのかた、
その家族や
関係者

7/2（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

7/8（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

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！

右手で額に寄せるしわをつまむことで→ごめん（すみ）
右手を開いて正面から前に倒し体はおじぎをします→
なさい（ません）

「すみません」や「申し訳ありません」も同じです。

「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。

ごめんなさいごめんなさい

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

無事故・無違反コンテストチャレンジ
“２０２０”参加者募集のご案内

◆日　時　８月１日（土）～令和３年１月３１日（日）までの
　　　　　６か月間
◆資　格　５人１組のチームを編成し、期間中の無事故・
　　　　　無違反を競います
◆料　金　１チーム３，３５０円
◆申込み　７月１日（水）～３１日（金）までの間に市民協
　　　　　働安全課または市民窓口課へ提出

●問い合わせ
　本巣地区交通安全協会
　☎324-8334
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26広報みずほ・2020.7ＬＩＮＥ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。

◎手芸展（手芸クラブ）
■日  ７月３１日（金)～８月６日(木)
■所  巣南公民館 ロビー

展示
文化協会

１.試験区分及び採用予定人員 
⑴警察官ＡII
　（男性１０人程度、女性５人程度）
⑵警察官Ｂ 
　（男性３０人程度、女性１０人程度）
　※令和３年４月１日採用予定
２.受験資格 
⑴警察官ＡII 
　昭和60年４月２日以降に生まれ、大学（短大を除く）を
　 卒業または令和３年３月31日までに卒業見込みの者。 
⑵警察官Ｂ 
　昭和60年４月２日から平成15年４月１日ま
　での生まれで、警察官ＡII以外の学歴の者。 
３.受付期間 
   ７月１日（水）から８月11日（火） 
４.第一次試験 
■日  ９月20日（日） 
    試験会場  岐阜会場、多治見会場、
    高山会場（ＡII区分は岐阜会場のみ） 
■問  北方警察署警務課　
　 ☎324-0110

令和２年度警察官募集案内 
～県民の安全・安心を守る警察官になりませんか～ 

募集

瑞穂市ふれあい
公共公社職員募集

●募集職種
美来の森（公社業務全般を含む）
■対  概ね６５歳までのかた
■定  若干名
●採用予定日
　８月１日(土)
■応  履歴書(写真貼付)を事務局へ
　 持参(郵送不可)
●選考方法　
　面接
　(詳細については応募者に通知)
■〆  ７月１５日(水)
■申  ■問  一般財団法人瑞穂市ふれあい
公共公社事務局(市穂積庁舎１階)
☎３２２－７６５１

募集

自衛官募集

資料請求
■問  岐阜地方協力本部 岐阜募集案内所　☎２６２－１８１８　担当：日比

募集

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

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。

少年と犬

日本ヴォーグ社
出版社

布で作る
かわいいお財布

馳　星周

著者名

文藝春秋
出版社

花のすきな
おおかみ

新日本出版社
出版社

著者名

　ある日、僕の本棚と部屋の壁のあいだにできた
細いすきまから、小さな王様がひょっこり現れた。
王様は、僕の人さし指ほどの大きさで、まるまると
太っていて、自分の背の半分くらいあるクマの形
をしたグミのキャンディーが大好物。そんな王様と
僕は、いろんな話をするようになった。例えば、僕
たちは成長するごとに大きくなることを伝えると、
王様の世界では逆にどんどん小さくなっていくの
だと教えてくれた。そして、僕たちのように大きくなっていくのが果たして素
晴らしいことなのだろうかと問いかけてきた…。
　子どもの頃には考えられていたこと、見えていたものがあったことを、王
様の言葉から思い起こさせてくれる物語。ゾーヴァの挿絵もおすすめです。

ちいさなちいさな王様
著者名：アクセル ハッケ
出版社名：講談社　出版年：1996年

きむらゆういち　文
葉　祥明　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

募集種目 受験資格
一般曹候補生
自衛官候補生

18歳以上
33歳未満の男女

航空学生
[パイロット養成コース]

航空自衛隊
（高卒（見込含）21歳未満の男女）

海上自衛隊
（高卒（見込含）23歳未満の男女）

開催日 時間 場所 備考

7月5日（日） 9：00～12：00 総合センター
第3会議室

予約不要・
途中入退場

自由8月2日（日） 9：00～12：00

自衛官等採用制度説明会
受付期間および試験期間については下記へお問い合わせください。

「わんぱくすもう大会」
中止のお知らせ

　広報みずほ６月号でお知らせし
ました「わんぱくすもう大会」につ
いて、新型コロナウイルス感染防
止のため、参加者および関係者の
健康・安全を第一に考え、大会を
中止させていただきます。

体育協会

New
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広報みずほ・2020.727 かきりんのＬＩＮＥスタンプあります。

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

　瑞穂市図書館（本館および分館）では、6月から、入館して本棚から選んだ本
を貸出できるようになりました。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応により、以前と同じ
サービス業務ができる状態に戻っておりません。
　ご不便をおかけしますが、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。
　また、今後の感染の状況により、サービス内容が変更になる場合があります。
　その場合、図書館ホームページなどでお知らせしますので、ご確認くださる
ようお願いします。

●図書館では「貸出・返却」､「予約」サービス　
のほかに…
・新規の図書館カードの登録や、住所など登録
 内容の変更を受付けています。
・インターネットサービス登録の申込を受付け
 ています。
 (仮パスワードを発行します｡)

●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 

　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

　申請を行っていただかなければ給付はできません。添付書
類をお忘れなく申請していただきますようお願いします。

郵送申請

オンライン
申請

● 対象 ● 申込方法
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。
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。

受付中

　Link-upみずほの前期事業（4
月～9月）は中止といたします。
　後期事業（10月～3月）につい
てはコロナ感染症の状況並びに
瑞穂市の対応に準じて別途判断
いたします。
　事業再開については8月中旬
以降にホームページをご覧いた
だくか事務所に掲示物を出しま
すのでご確認をお願いします。

　「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

特別定額給付金について申請で、
1人当たり10万円の給付を行います。

申請期間　8月20日（木）まで
（当日消印有効）

図書館サービス内容について（6/17現在）

中止が続いてるサービス(両館共通) （本館）

（分館）

・新聞や雑誌の閲覧
・ＤＶＤの館内視聴
・閲覧席の利用
・学習室の利用
・資料検索機の使用
・インターネット端末機の使用
・複写（コピー）サービス

１階
・ブラウジングコーナー
 （畳席を含む）の利用
・個室閲覧室の利用
２階
・郷土資料コーナーおよび
 レファレンスコーナーの利用

・セルフ貸出機の使用

お願い

・滞在時間は30分以内でお願いします。混雑した場合は入館
 者数の制限を行います｡
・マスクの着用､手指消毒のご協力をお願いします｡
・万一、感染などが確認された場合、保健所などの公的機関へ
 情報を提供するために、「岐阜県感染警戒QRシステム」と
「連絡票」で対応します。ご協力をお願いします。

Link-up みずほ
新型コロナウイルス
感染症の対応について
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28広報みずほ・2020.7バスや電車など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。

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、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）

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。

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。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

子育て世帯への給付金

●拡大する対象者
　令和２年６月１日現在の児童手当受給
者の住民票が市外にあり、かつ対象児
童が市内に住民票を有するかた

●申請方法
　該当と思われるかたは、令和３年２月
末までに福祉生活課へ必要書類添付の
うえ申請してください。申請書は市ホー
ムページからダウンロードできます。

●支給時期
　申請書を受理後、審査のうえ、順次振
込みます。

　子育て世帯への臨時特別給付金は、公務員以外のかたにつ
いては６月１８日（木）に振込みをさせていただきましたが、公務
員の方については申請書の提出が必要です。本給付金の詳細
につきましては、市ホームページをご覧ください。

●申請受付期間
　6月１日（月）から１１月３０日（月）

●申請方法
　所属庁による児童手当受給についての証明済みの申請書と
必要書類を、福祉生活課まで郵送にてご提出ください。

●支給時期
　申請書を受理後、審査のうえ、７月上旬より順次振込みます。

みずほ子育て応援給付金、
対象者を拡大します

子育て世帯への臨時特別給付金
（公務員分）の申請を受け付けています

〇老人福祉のため
　10,000円　（匿名）

ご寄附ありがとうございました
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広報みずほ・2020.729 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。

広 告

編集後記
　今月の表紙は市役所穂積庁舎の望楼（ぼうろう＝物見やぐら）にメッセージを投影したようすです。５月初頭は新型コロ
ナウイルスの影響で、全国的に外出が自粛されていた時期でした。人と会う機会も少なくなり、自分の想いや感謝を伝え
る機会も減っていたのではないでしょうか？そこで、市役所で一番高い位置にある望楼に、皆さんから募集したメッセージ
を映し出しました。医療関係者に対する感謝の言葉、児童たちの心配をする学校の先生の言葉など、直接会って伝えられ
ないメッセージを、市役所そのものを使って伝えました。皆さんの心に響く言葉はありましたか。　　　    （魚山★宮崎）

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

情報公開制度、個人情報保護制度などの運用状況令和元年度
〈情報公開制度〉
◆請求件数および決定状況

◆請求内容  
　○公園に関する資料  
　○補助金に関する資料 
　○税に関する資料  
◆審査請求件数および処理状況　０件

実施機関

市         長
教育委員会
議         会
その他委員会
合         計

請求件数

21
4
2
0
27

決定状況
公開 一部公開 非公開
6
1
－
－
7

11
3
2
－
16

4
－
－
－
4

〈個人情報保護制度〉
◆開示請求件数および開示決定状況

◆請求内容
　○検診結果に関する資料　など

◆訂正請求件数および訂正決定状況　０件
◆利用停止請求件数および利用停止決定状況　０件
◆審査請求件数および処理状況　０件

実施機関

市         長
教育委員会
議         会
その他委員会
合         計

開示
請求件数

8
0
0
0
8

開示決定状況
開示 部分開示 非開示
5
－
－
－
5

3
－
－
－
3

－
－
－
－
－

〈法令遵守の推進等に関する制度〉
◆委員会から通知を受けた件数
公益通報制度 
不当要求行為等対処制度

0
2

○入札契約に関する資料
○ハラスメントに関する資料
○道路に関する資料　など
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広 告

人の動き（5月末現在）
（前月比　  5人減）人口 人55,104 男 人27,441 （前月比 　 5人減） （前月比 増減なし）女 人27,663

（前月比 　 33世帯増）世帯数 世帯21,861

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

かきりん振興券・飲食店スタンプラリー

コロナに負けるな！
瑞穂市コロナ対策応援キャンペーン

かきりん振興券

¥1,000
【配付対象】令和2年4月1日時点で瑞穂市に住民票があり、生年

月日が平成14年4月2日から令和2年4月1日までの子
【配 付 額】一人あたり10,000円
【配付方法】対象者が属する世帯主宛に対象者別で郵送
【配付時期】７月下旬を予定
【使用期間】8月1日から令和3年3月31日まで
【使用できる店舗】振興券郵送の際に同封するチラシをご覧ください。

【参加資格】誰でも参加できます。※市外のかたもO.K.です
【し く み】市内参加店舗において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
【実施期間】８月１日から
【参加店舗情報】振興券郵送の際に同封するスタンプラリーのチラシやホ

ームページをご覧ください。 

見本

キャンペーン概要

６月１日から申し込みを開始しています。
くわしくは、市公式ホームページ（https：//www.city.mizuho.lg.jp/10194.htm）をご覧ください

参加店舗も随時募集しています

かきりん
振興券

飲食店
スタンプラリー
飲食店

スタンプラリー

　瑞穂市は、新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受けている子育て世帯を応援するた
め、また、事業所の景気回復や売り上げが激減した飲食店への客足を取り戻すため、「かきりん
振興券」の発行と「飲食店スタンプラリー」の実施をします。
※かきりん振興券の申込や申請手続は不要です。市から対象となるかたに振興券をお送りします

　市内のお気に入り店舗や応援したい店舗で「かきりん振興券」を使ったり、「飲食店スタンプ
ラリー」に参加し『食』で地域を盛り上げたり、新しい生活様式を実施しながら、地域の活性化に
ご協力をお願いします。




