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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。

令和２年第３回瑞穂市議会臨時会
地域福祉高齢課よりお知らせ
令和２年度瑞穂市職員採用第１次試験要項
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2広報みずほ・2020.9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。

　臨時会が７月２７日（月）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5件で、いずれの案件も慎重に審議されました。

令和２年 第３回瑞穂市議会臨時会

・財産の交換  　　　　１件
・補正予算  　　　　　４件

議案第４６号
財産の交換について
　駅南口機能改善事業の実施に必要な土地を取得するに当たり、財産を交換した
いので、議会の議決を求めるもの。

議案第４７号
令和２年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）
　歳入歳出それぞれ６億５,３８７万８千円を追加し、歳入歳出予算総額を
２６１億２７８万８千円とするもの。
＜歳入＞　　　　　　　　　　　　　　＜歳出＞

議案第４８号
令和２年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出それぞれ２万２千円を追加し、歳入歳出予算総額を２,６２０万３千円と
するもの。
＜歳入＞　繰入金　　2万2千円　＜歳出＞ 農林水産業費　2万2千円
　　　　   合計　　　2万2千円　　　　　合計　　　　　2万2千円

議案第４９号
令和２年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号）
　収益的収入の予定額を１７６万円追加し、総額を５億８,０１８万５千円とするもの。
　収益的支出の予定額を１７６万円追加し、総額を５億２,４３１万１千円とするもの。

議案第５０号
令和２年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第１号）
　収益的収入の予定額を７万１千円追加し、総額を２億７１２万８千円とするもの。
　収益的支出の予定額を７万１千円追加し、総額を２億７１２万８千円とするもの。

国庫支出金
県支出金
寄附金
繰入金
諸収入
市債
合計

4億3,599万5千円
1,630万1千円

150万円
5,984万円

1億5,464万2千円
△1,440万円

6億5,387万8千円

総務費
民生費
衛生費
労働費
商工費
土木費
消防費
教育費
合計

3億7,006万2千円
5,519万8千円
1,822万7千円
1,125万6千円
5,009万1千円
139万3千円
1,325万3千円

1億2,539万8千円
6億5,387万8千円

提案説明要旨
　今回の市議会臨時会に提案しました一般会計補正予
算（第５号）は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金の第２次交付額（４億１，１００万円）に伴う事
業が主なものになっています。

・プレミアム付商品券の販売
・７５歳以上の高齢者、障がい者にかきりん振興券の発行
・高齢者のフレイル進行予防対策
・エコバックの配布
・感染症対策に取り組む事業所への支援
・雇用調整助成金の上乗せ助成
・収入や所得の減少したかたへ水道料金などの減免
・８月分の小・中学校給食費を免除
・全児童生徒にタブレット型パソコン購入
・就学・就園緊急援助
・避難所における感染症予防備品の購入
・学校・保育所における感染症防止対策
・公共施設における感染防止対策

　これらの事業は、感染拡大防止、雇用の維持と事業の継
続、地域経済の活性化などを後押しするとともに、新しい生
活様式への拡充を図るものです。市民の皆さんが、コロナと
ともに暮らしていただくため、安心できる日常生活や経済活
動を維持していけるよう引き続き邁進してまいります。

まいしん



広報みずほ・2020.93 かきりんキーホルダー　１つ７００円で販売中！

見本

新型コロナウイルス感染症対策による学校などの臨時休業に
伴う市営自転車駐車場の定期券の払戻しについて

くわしくは、公式ホームページ
（https：//www.city.mizuho.lg.jp/10194.htm）
をご覧ください。

「かきりん振興券」とは、市内の登録店舗で利
用できる商品券です。登録店舗はホームペー
ジや郵送するチラシでご確認いただけます。
また、のぼりが目印です。

【高齢者用】
　令和２年9月10日現
在、瑞穂市に住民登録
があり、かつ、昭和２１年
４月１日以前に生まれた
かた。

　新型コロナウイルス感染症対策による学校臨時休業に伴い、自転車駐車場の定期利用券について、定期利用料金
の払戻しを行っています。

●対象者
　　通学先の学校などが臨時休業となっていたかたで、自転車駐車場を利用していないかた。
　①小学校、中学校、高等学校および特別支援学校が臨時休業となっていたかた
　②大学、高等専門学校、専門学校などが臨時休業となっていたかた
　※ただし、学校が休業となっていた期間中も施設に自転車を駐車していたかたは除きます
●還付対象月
　対象者①の場合　3、4、5月分の定期利用料金
　対象者②の場合　4、5月分の定期利用料金
●申請方法
　　対象者で還付を希望されるかたは、瑞穂市第１自転車駐車場に「自転車駐車場駐車料金還付請求書」を提出して
　いただくことで、後日ご指定の口座に返金させていただきます。
●申請に必要なもの
　・自転車駐車場駐車料金還付請求書（瑞穂市第１自転車駐車場もしくは市ホームページ（https://www.city.mizuho.lg.jp/10063.htm）
　 からダウンロードができます）
　・定期券カード
　・学生証
　・印鑑（認め印で結構です。スタンプ印は不可）
　・還付先の口座情報が確認できるもの
　・休校となっていた事が証明できるもの（対象者②の場合）
●提出先　瑞穂市第１自転車駐車場窓口（別府362番地1）　６：００～２１：００まで（※土日祝日も受付）
●受付期間　１０月３１日（土）まで

※かきりん振興券の申込や申請手続きは不要です

　新型コロナウイルス感染症により影響を受け、外出自粛要
請により不自由な生活が長く続いた高齢のかたの外出支援
および健康維持と、一部の障がいサービスの自粛などにより
精神的・経済的負担を被った障がいをお持ちのかたとその家
族への支援並びに地域経済の活性化を目的に、「かきりん振
興券」を高齢のかたおよび障がいをお持ちのかたに配布しま
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」をご利用いただき、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。

【障がい者用】
　令和２年9月10日現在、障が
い者手帳をお持ちのかたで瑞
穂市に住民登録があり、かつ、昭
和２１年４月２日から平成１４年４
月１日に生まれたかた。

【配布額】一人あたり5,000円
【配布方法】対象者宛てに簡易書留にて郵送
　　　　　※75歳以上の高齢者のかたは
　　　　　　「介護予防パンフレット」に同封
　　　　　　して郵送します。（詳細は4ペー
　　　　　　ジをご覧ください）
【配布時期】9月中旬を予定
【使用期間】9月14日（月）から令和3年3月31（水）

●問い合わせ
　総合政策課　☎327-4128

●問い合わせ　都市管理課（巣南庁舎）　☎327-2102

高齢者と障がい者のかたへ

参加店舗も随時募集しています

コロナに負けるな！
瑞穂市コロナ対策応援キャンペーン
コロナに負けるな！
瑞穂市コロナ対策応援キャンペーン

振興券を配布します！！！

かきりん振興券とは

配布の概要

配布対象者



4広報みずほ・2020.9がんばろう瑞穂市！ 「かきりん振興券」をつかって地元を応援しよう！

瑞穂市　介護予防・日常生活支援総合事業／通所型サービスC

地域福祉高齢課よりお知らせ ●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

■内　容
　ご自宅までお迎えに伺います。そして、会場で準備体操を行った
後、『買い物』をして、再び、ご自宅までお送りいたします！　３か月
後に、１人で買いものに出掛けられるように取り組んでいきます。
■対象者　要支援認定をお持ちのかた、または基本チェックリスト
　　　　　該当者
■会　場　市内のスーパーマーケット
■日　時　週１回（月・木どちらか　１０：００～）
■費　用　無料（買い物は実費負担）
※買い物のみの支援ではありません

介護予防パンフレットなどを配布します
　新型コロナウイルス感染症の影響により屋内で過ごす機
会の増える中、高齢者のかたは心身の機能が衰えた状態で
ある「フレイル」の予防に一層注意が必要です。
　いつまでも健康に過ごすために、お送りするパンフレットな
どをぜひご活用ください！
■対象
　７５歳以上のかた（令和２年9月10日以降引き続き瑞穂市に
お住まいのかたで、昭和２１年４月１日以前に生まれたかた）

敬老の日にあたりお祝い申し上げます
　敬老の日を迎え、ますますご壮健のことと心からお慶び申し上げます。皆様におかれましては、昭和、
平成と激動の時代を乗り越えられ、地域のためにご尽力いただきましたこと、感謝と尊敬の念に堪えま
せん。
　今年度においては、５,８３４名のかたが敬老事業の対象となりました。本来であれば、皆様のご長寿を
祝い、各自治会において敬老祝賀会が開催されるところでございますが、新型コロナウイルス感染症
の拡大のため、やむなく祝賀会を中止とさせていただきました。
　敬老の日にあたり、瑞穂市からも、ささやかではございますが、介護予防パンフレットやかきりん振
興券を郵送させていただきます。
　新型コロナウイルス感染症という危機に直面する中で、これまで積み重ねてきた地域のつながり、
支えあいにつきましても、新たな模索が続いております。
　瑞穂市では、高齢者のかたの暮らしをサポートする取り組み（以下にその一部をご紹介いたします。）
を行っております。皆様に健やかで幸せに暮らしていただけますよう、引き続き取り組む所存でござい
ます。
　末筆となりましたが、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、お祝いの言葉
とさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　  　　令和２年９月 瑞穂市長 森　和之　　 　　 　

■配布方法　対象者へ郵送
■配布時期　９月中旬を予定
■配布内容
①介護予防パンフレット　②四字熟語クイズ　③握力グッズ
④冷感タオル　⑤不織布マスク　⑥※かきりん振興券（本紙
３ページを参照ください）

●申し込み・問い合わせ　地域包括支援センター（総合センター）　☎327-4118

介護予防＆外出支援 『楽らく買いもの道場』
運動
×

買い物

※『買い物』は、介護予防や認知症予防に
効果があると言われています。最近、
外出機会が減っているかた、『買い物』
を通じて、元気になりませんか？　そし
て、再び、自由に外出できる生活を取り
戻していきましょう！



広報みずほ・2020.95 飲食店を応援して、かきりん振興券をもらおう！ 「飲食店スタンプラリー」実施中！

高齢者タクシー利用助成事業

瑞穂市認知症高齢者見守り補償事業

１０月より対象者が
緩和されます!!

■助成内容
　乗車１回あたり５４０円分（限度額）のタクシーチケットを年
間最大２４枚交付（申請月によって交付枚数が異なります）。
■有効期限　１０月１日（木）～令和３年９月３０日（木）
■対象者 以下のすべてに該当するかた
・市の住民基本台帳に登録があり、現に市内に居住している
　自動車運転免許を有しない７５歳以上のかた
・助成対象者と同一世帯に属する配偶者が自動車運転免許証
　を有していないかた
・世帯のすべての人が、市民税、医療保険料（国民健康保険
　税、後期高齢者医療保険料）、介護保険料の滞納がないかた
・入院または高齢者施設に入所・入居していないかた
・市の重度障害者社会参加助成（障害者タクシーチケット）を
　受けていないかた（障害者タクシーチケットが助成の優先に
　なります）
■大きな変更点　
・配偶者以外の世帯員の免許保持要件を撤廃しました
・非課税世帯の要件を撤廃しました
■受付　9月1日（火）～

■持ち物
・印鑑
・身分証明書
・免許を返納されたかたは、『運転経歴証明書』または『申請に
　よる運転免許の取消通知書』
・免許証の有効期限が切れたかたは免許証原本
・委任状（申請書の提出が本人でない場合）
■その他
・交付審査に１週間ほどかかります
・１０月から利用開始のタクシーチケットを９月に申請された場
　合、決定後のタクシーチケットの発送は９月末となります

１．事前登録制度
　認知症などにより行方不明となった場合に、早期の発見・保
護に役立てるため、顏写真など、ご本人の情報を市に事前に
登録する制度です。
■対象
　市に住民票があり現に市内に居住（在宅）しており、認知症
などにより行方不明となるおそれのある６５歳以上のかた
■登録方法
　登録申請書に必要事項を記入し、写真（顔、全身（正面・横））
を添えて地域福祉高齢課に申請してください。

２．個人賠償責任保険加入制度
　左記１の事前登録制度に登録するかたのうち、個人賠償責
任保険への加入を希望するかたを被保険者として、日常生活
に起因する偶然な事故などにより、第三者にケガをさせたり、
第三者の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負うこ
とになった場合に、その損害を補償する賠償責任保険に市が
保険契約者となり加入する制度です。
　なお、保険料は全額市が負担し、１事故につき契約による保
険金額を限度に保険金をお支払いします。
■加入の手続き
　左記の事前登録申請時に加入希望の有無を記入（登録申
請書内に該当項目があります）
※事前登録制度を基に加入するものです。賠償責任保険の
　みの加入はできません

瑞穂市自動車急発進抑制装置整備費補助制度
■対象
　市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されている申請時
において満６５歳以上の運転免許を有しているかた
※この他にも市税など滞納していないかたなど要件あり
■補助額
対象経費の２分の１（上限３万円）
■対象となる抑制装置
・後付けの急発進など抑制装置として機能を有する装置の
 うち、国土交通省が一定の機能を有すると認定した装置（国
 の補助金対象の急発進抑制装置）

■補助金の対象となる経費
・４月１日以降に自動車整備業者において急発進抑制装置の
 購入および整備に要した費用
※整備から６か月以内に申請が必要です
※国補助金分は除く



6広報みずほ・2020.9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！

教室の効果バツグン！令和元年度教室参加者の6割以上のかたの筋肉量が増加！
8割以上のかたが基礎代謝アップ！

場　所 保健センター（総合センター ３階）

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 ①９月３０日（水）  １０：００～１０：４５　５組

②１０月２８日（水）１０：３０～１１：１５　５組　※要予約、先着順

〆　切 ①９月２３日（水）　②１０月２１日（水）

持ち物 母子健康手帳、保護者のマスク

　この時期の離乳食の話を聞いたり、食材の固さや大きさを確認したりするための教室です。毎月１回
行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間試食の提供と託児は行いません。ご
了承ください。

離乳食教室(７～８か月児対象)のお知らせ

ｇｏｏｄライフ３０分健康セミナーへのご招待
対象者 健康診査（職場などでの健診を含む）を受けた２０歳～３０歳代の市民のかた
日時・内容 健診基礎編「健診結果の見方について＆栄養のおはなし」

疾病予防編「脂質異常症予防のおはなし＆栄養のおはなし」

場　所 保健センター（総合センター 3階）
参加料 無料
持ち物 今年の健診結果（お持ちのかた）
定　員 各回先着１０人
申込み 健康推進課へ電話予約

持ち物 運動しやすい服装・屋外用運動靴・上靴・飲み物（水やお茶）・タオル
定　員 先着１0人

対象者 ・２０歳～３９歳の市民のかた
（医師から運動制限を受けているかたは除く）
・原則４回を通して参加できるかた

申込み 健康推進課へ電話予約

時　間 １３：３０～１５：3０（１３：００～受付開始） 場　所 巣南保健センター（西部複合センター 1階）
講師およびスタッフ 健康運動指導士・保健師・看護師・栄養士

日にち

9／8（火）

１8（金）

２8（月）

内容

健診基礎編

疾病予防編

健診基礎編

疾病予防編

健診基礎編

疾病予防編

受付

10：00～10：15

11：00～11：15

19：00～19：15

20：00～20：15

13：30～13：45

14：30～14：45

終了時間

10：45

11：45

19：45

20：45

14：15

15：15

日程および内容

回
１
２
３
４

１０月  ９日（金）
１０月３０日（金）
１１月２６日（木）
１２月  ７日（月）

日にち
代謝があがる♪BODY MAKING
どんどん燃やそう！いらない脂肪！
楽しく運動を続ける秘訣！
ちょっとした工夫で代謝アップ！

内　容

※託児はありません
※マスク着用での参加にご協力をお願いします
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程などを変更する可能性が
　あります

自宅でできるフィットネス講座 『代謝アップ教室』参加者募集のお知らせ

※マスク着用での参加にご協力をお願いします
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程などを変更する可能性があります

※託児はありません

代謝をあげる運動やバランスのよい食事など、健康を維持するためのノウハウを楽しく学べます！

９月２３日（水）申し込み開始！



広報みずほ・2020.97 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！

●申込・予約・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

場　所 保健センター（総合センター ３階）

対　象 市内在住の妊娠中のママとパパ
日にち・受付 ①９月１９日（土）　１３：１５～１３：３０

②１０月９日（金）　１８：４５～１９：００

定　員 各６組
持ち物 母子健康手帳、バスタオル

　赤ちゃんをお風呂に入れる方法の説明と、赤ちゃ
ん人形を使ったお風呂の練習をします。また、妊婦
シミュレーターを着用し、妊婦さんを体感してみま
しょう。
※「パパママくらぶ～パパ妊婦さんに変身！赤ちゃんをお風呂
に入れてみよう～」は毎月開催しています。１１月以降の日
程については健康推進課へお問い合せください。

　令和２年８月１日以降に生まれたお子さんのロタウイルス感染症の予防接種が、１０月から定期接種にな
ります。くわしくは「予防接種ガイド」をご覧ください。
　なお、令和２年７月３１日以前に生まれたお子さんは定期接種の対象にはなりません。

パパママくらぶ～パパ妊婦さんに変身！赤ちゃんをお風呂に入れてみよう～を開催します

令和２年１０月１日からロタウイルス感染症の予防接種が定期接種になります！

　予約制がん検診の8月13日現在の予約状況は以下のとおりです

がん検診の予約状況について

9月 10月 11月 12月 計

360人

86人

23.9％

100人

100人

100.0％

340人

281人

82.6％

420人

47人

11.1％

200人

160人

80.0％

640人

208人

32.6％

180人

10人

5.5％

500人

240人

48.0％

310人

220人

71.0％

400人

63人

15.8％

160人

65人

40.6％

960人

143人

14.9％

1,200人

563人

46.9％

1,450人

774人

53.4％

定員

予約者

予約率

定員

予約者

予約率

定員

予約者

予約率

検診種別

乳がん
検診

胃がん
検診

肺がん
検診

https://city-mizuho-i.secure.force.com/

●ウェブ予約について

●電話予約について
　☎327-8611（健康推進課直通電話番号のみ）
　受付時間　8:30～17:15
　（土・日および祝日、時間外の受付はできません）

検    索瑞穂けんこうナビ

瑞穂市あたまの健康チェック DO YOU 
KNOW（脳）？

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

実 施 日 9月2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水）、30日（水）
時 間 ①１３：３０～ ②１４：３０～ ③１５：３０～ ④１６：３０～
所 要 時 間 結果説明含め、約３０分程度
場 　 所 総合センター２階 交流ルーム

対 　 象 ６０歳以上で要介護・要支援認定を受けていないかた
申 込 方 法 各実施日の前日までに地域福祉高齢課の窓口か電話にて

これが目印！⇒

料 金 無料

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

あたまの健康
チェックとは？



8広報みずほ・2020.9ミナモ健康カードを提示して県内協力店で特典をゲット！　清流の国ぎふ健康ポイント事業　実施中！

◉福祉医療 令和２年度 ひとり親福祉医療費受給者証の更新について
　対象となるかたには、更新の案内を９月
４日（金）に発送します。申請書をご記入い
ただき、返信用封筒にて郵送してください。 母子家庭等の母と子

・１８歳未満の児童を扶養している母と１８
歳未満の児童
・父母のいない１８歳未満の児童
・配偶者が一定の障がい者で１８歳未満の
児童を扶養している母と１８歳未満の児
童
※所得制限あり

父子家庭の父と子
・１８歳未満の児童を扶養している父と
１８歳未満の児童
・配偶者が一定の障がい者で１８歳未
満の児童を扶養している父と１８歳
未満の児童
※所得制限あり※所得制限・ご不明な点については、医療

　保険課までお問い合わせください

９月１８日（金）必着提出期限

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

母子家庭等 父子家庭

対
象
者

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
・補助率　工事費の２／３（限度額３０万円）
●受付期間　１２月１１日（金）まで（予定）　※土・日および祝日を除く

　近年、大規模地震が頻発しており、地震活動が活発化しています。発生が想定されている南海トラフ巨大地震においては、今後30
年以内に発生する確率が70～８０％と発表されており、いつ起きてもおかしくないと言われています。
　自分自身はもちろんの事、家族や近隣住民を守るためにも、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　12月１１日（金）まで（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　1棟（申込順）
●受付期間　１２月１１日（金）まで（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



広報みずほ・2020.99 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！

重度の障がいのあるかたの行動範囲を広げ、社会参加を促進するため。

１回の乗車あたり最大５４０円のタクシーチケット。年間２４枚交付。
※有効期限　１０月１日（木）～令和３年９月３０日（木）

以下の全てに該当するかたが対象です。
・市内在住で、入所・入院していないかた
・自動車税または軽自動車税の減免を受けていないかた
・本人と同居の親族の前年の所得が一定以下であるかた
・身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持し、その手帳の等級が次の表に該当してい
 るかた

※複数の障がいにより手帳の交付を受けている場合は、個々の障がいの等級により判断します
※じん臓機能障害１級で人工透析を受けているかたは年間４８枚交付します

持ち物
印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、福祉医療費受給者証
（有効期間の開始日が令和2年１０月１日以降のもの）
受付　９月２５日（金）～

重度の障がいのあるかた

目　的

助成方法

対象者

視覚障害

上肢不自由

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
（上肢機能）

その他の身体障害

療育手帳

身
体
障
害
者
手
帳

精神障害者保健福祉手帳

１～４級

１～２級

１～３級

Ａ・Ａ１・Ａ２

１級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受け
ているかた

申請方法

申請問合せ

令和３年４月からの保育所・保育施設利用申込みについて

◆注意事項
・昨年度まで穂積庁舎でも受付を行っていましたが、今年度は行いません。受付会場に来ることができない場合は、郵送受付をご利用
ください。
・施設の見学を希望するかたは、各保育所・保育施設へ直接電話でお申込みください。
・私立施設（清流みずほ保育園、清流みずほ認定こども園、ほづみの森こども園、まめっこ保育園、ニチイキッズ瑞穂保育園、ちびっこ
園。ミズホ）の受付も公立保育所と同時に行います。

・書類が全て揃った時点で受付とさせていただきます。記入もれや添付書類もれがないよう、「保育所・保育施設利用あんない」をよく
読んでご用意をお願いします。

・募集人数を超える申込みがあった場合は、利用調整を行うため、ご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。令和３年
４月入所については、原則、上記期間中に受付した申請を優先して利用調整を行います。

　令和３年４月からの保育所・保育施設の利用申込みの受付を行います。「保育所・保育施設利用あんない」など申込書類については、
幼児支援課（巣南庁舎）、福祉生活課（穂積庁舎）、市内公立・私立各保育施設または郵送にて配布しております。

●問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）　☎327-2147

福祉生活課　☎327-4123

重度の障がいのあるかたへの
タクシー利用料金の助成を実施します！１０月から

区　分 等　級

◆申込受付（会場受付または郵送受付のいずれか）
会場受付 ９月２日（水）～１５日（火）　巣南庁舎 ２階 大会議室
郵送受付 ９月２日（水）～１５日（火）　※消印有効　「保育所・保育施設利用あんない」に記載のある申込書などを全て揃えて幼児

　　　　　　　　　　　　　　　　　 支援課まで郵送



10広報みずほ・2020.9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。

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

①【令和3年4月採用予定】一般行政職(社会福祉士)･保育士(2次募集)

②【令和3年4月採用予定】調理員

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

令和２年度 瑞穂市職員採用第1次試験要項

調理員（Ｅ） 給食センター
(十八条589-3)若干名

職種 採用予定人数 勤務場所 受験資格

昭和４５年４月２日以降に生まれたかたで、心身ともに健康なかた。

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

★育児休業代替任期付職員とは
  育児休業代替任期付職員とは､育児休業を取得する職員の代替として､任期を定めて勤務する職員のことです｡任期が定められていることと育児休
業の取得ができないこと以外の給与､勤務時間､休暇などの勤務条件は､原則として任期の定めのない一般の職員と同じです｡

社会福祉士
大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度
保育士

1名

若干名

職種 試験区分 採用予定人数 受験資格

昭和60年4月2日以降に生まれたかたで､社会福祉士の資格を有するか
た｡または令和3年3月31日までに取得見込みのかた｡

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｡ただ
し､令和2年7月12日に実施した保育士第1次試験を受験されたかたは､
受験できません｡

(Ａ)

(Ｂ)

(Ｃ)

(Ｄ)

③【育児休業代替任期付職員】一般行政職・保健師・保育士

一般行政職（Ｆ）
４名

１名

２名

９名

１名

令和２年１２月１日～令和４年３月３１日（１年４か月）

令和２年１２月１日～令和５年３月３１日（２年４か月）

令和２年１２月１日～令和４年３月３１日（１年４か月）

令和２年１２月１日～令和４年３月３１日（１年４か月）

令和２年１２月１日～令和５年３月３１日（２年４か月）
保育士（Ｈ）

保健師（Ｇ）

職種 採用予定人数 受験資格 任期（予定）

昭和５５年４月２日以降に生
まれたかた

保健師の資格を有するかた

保育士および幼稚園教諭
の資格を有するかた

■教養試験(120分) (大学卒業程度､短大卒業程度の2区分に分けて実施)
■事務適性検査(10分)　■特別性格検査(50分)　■社会福祉士専門試験(90分)※社会福祉士受験のかた
■保育士専門試験(90分)※保育士受験のかた　　 ■作文(60分)※保育士受験のかた

試験方法

10月18日(日)  9時20分 試験開始
瑞穂市役所 穂積庁舎(別府1288番地)
■試験申込書の配布と受付
　9月4日(金)8時30分から9月23日(水)17時15分まで､瑞穂市役所穂積庁舎2階総務課の窓口にて､試験申込書
　の配布と受付を行います｡土日祝日は行いません｡
■提出書類
　試験申込書､履歴書 ※いずれも所定の様式のもの

試験日時
試験場所
受験手続

■教養試験（75分）　■事務適性検査（10分）　■職場適応性検査（20分）　■特別性格検査（50分）　■作文（60分）試験方法

■教養試験(75分)　■事務適性検査(10分)　■特別性格検査(50分)　■作文(60分)試験方法



広報みずほ・2020.911 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。

任用日～令和３年３月３１日　※１ は10月1日（木）～11月30日（月） ※2、※3 は任用日～令和3年2月28日まで任用期間
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
9月11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

※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

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

行政事務補助員（国勢調査業務全般）※１
給食センター調理員

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）

図書館司書（繁忙期）

幼稚園養護教諭
行政事務補助員（短期）※2
学校等生活支援員（短期）※3

学校教育課　☎327－2116

総合政策課　☎３２７－4128
教育総務課　☎327－2115

生涯学習課　☎327－2117

幼児支援課　☎327－2147

職種 担当課

【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）
※交付申請書をなくされたかたは
　「https://www.kojinbango-card.go.jp/kofusinse-yubin/
　の交付申請書のダウンロード」から打ち出してご使用いた
　だけます
●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　９月１３日（日）
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる可能
　性があります
●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、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。

「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以前届いた封筒の中に「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。

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

通知カード

個人番号カード交付申請書
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地震災害対策

●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

　県内で、キャッシュカードを騙し取る預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗難が急増しています。不審な電
話に気を付けましょう!!
　
【預貯金詐欺】
　市職員を装い「保険料の払い戻しがある」「振り込むため取引がある銀行と暗証番号を教えてほしい」と電
話がかかってきた。その後、金融機関職員を装った犯人が自宅を訪れ「あなたの古いキャッシュカードだと振
り込めないため、新しいカードに交換する」と告げて、キャッシュカードを騙し取る。

【キャッシュカード詐欺盗難】
　警察官を装い「あなたの口座から不正な引出しがあった」「引出しを止めるには暗証番号が必要」「キャッ
シュカードも確認したい」と電話がかかってきた。その後、警察官を装った犯人が自宅を訪れ「キャッシュカー
ドをこの封筒に入れて厳重に管理した方がよい。割り印してほしい」と告げて、住人が印鑑を取りに行った隙
に偽物のカードが入った封筒にすり替え。キャッシュカードを盗み取る。

★キャッシュカードを預かる行為は詐欺! 口座・暗証番号を訪ねる電話(行為)は詐欺!
★不審な電話がかかったときは、警察に相談(通報)してください。

依然として、ニセ電話詐欺多発
～キャッシュカードが被害に～

民市 全 報安 情

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　平成２３年３月１１日の東日本大震災は、宮城県で最大震度7を記録し、甚大な被害をもたらしました。
　この震災での被害の多くは津波によるものでしたが、土砂災害による被害も多数発生しております。
　岐阜県においては、南海トラフ地震などの巨大地震が発生した場合、東日本同様、地滑りなどの土砂災害の発生が考えられるこ
とから、お住まいの土砂災害警戒区域を把握しておいてください。

　地震が発生した際、あなたとあなたの家族の安全のために以下の１０か条を実践してください。

① まず我が身の安全を守れ！
地震が起きたら、まず第一に身の安全を確保するため、
テーブルなどの下にもぐりましょう。

② すばやく火の始末！
「火を消せ」と皆で声を掛け合い、調理器具、暖房器具など
の火を確実に消しましょう。

③ 戸を開けて出口の確保
特に鉄筋コンクリートの建物がゆがむと、ドアが開かなく
なることがあるので、出入口を確保しましょう。

④ 火が出たらすぐに消火を！
「火事だ！」と大声で叫び、隣近所にも協力を求め初期消火
に努めましょう。

⑤ 外に出るときは慌てずに！
外出中の家族にメモを残し、お年寄りや子供の手をしっ
かり握って、落下物に注意しながら落ち着いて行動しま
しょう。

⑥ 狭い路地、壁ぎわ、がけや川べりに近寄らない！
ブロック塀・自動販売機などは倒れやすいので注意しま
しょう。
がけや川べりも崩れやすいので、近づかないようにしま
しょう。

⑦ 山崩れ、がけ崩れに注意！
山間部で地震を感じたら、ただちに避難しましょう。

⑧ 避難は徒歩で、荷物は最小限に！
指定された避難場所に徒歩で避難しましょう。荷物を持
ちすぎると避難の支障になります。（車・オートバイなどは
厳禁）

⑨ みんなで協力して「応急救護」を！
みんなで助け合ってけが人の手当てをしましょう。お年寄
りや体の不自由な人の手助けをしましょう。

⑩ 正しい情報を！余震を恐れるな！
うわさや、デマに惑わされないようにしましょう。テレビ、ラ
ジオ、市町村からの情報に耳を傾けましょう。

出典元～防災情報のページ
みんなで減災　地震のさいの心得１０ヶ条
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ピアゴ跡地 GEO

河渡橋
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住宅用火災警報器の寿命は
10年が目安です

消費生活相談室だより

商工農政観光課
からのお知らせ 野菜泥棒が多発しています！
　最近、市内で野菜泥棒が多発し畑が荒らされています。農作物を栽培しているかたは、畑にネットや柵
を設けたり、見回りをするなど盗難防止策を講じましょう。
　また、不審な人物を発見されたかたは、ただちに警察に通報してください。
　地域で連絡を取り合い、防犯意識を高めていくことが、犯罪を未然に防ぐことにつながります。安全な
地域づくりにつとめましょう。

●問い合わせ　北方警察署　☎３２4-0110　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎３２７-２１０３

《事例》

《消費者へのアドバイス》

　早朝に急に自宅の火災警報器が鳴り出した。火の気はなく大丈夫だったが、あまりに
も大きな音で困った。また鳴ったらどうすればよいか。

　中央エコセンターをご存じですか？生津
地区の南流公園東側にある、市民のかた
が気軽に持ち込める、瑞穂市公認の民間
集積場です。中央エコセンターでは、無料
でペットボトル、空きビン、缶類、プラス
チック製容器包装、古紙類、陶磁器類、ガラ
ス類などの資源物を回収しています。
　また、有料でリサイクル家電４品目(エア
コン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類
乾燥機)も引き取りをしています（電子レ
ンジや扇風機などの小型家電は引き取り
をしていません）
　くわしくは、下記にお問い合わせください。

※住宅用火災警報器は火災をいち早く察知するため、とても有用ですが、故障や電池切れなどにより正常に
作動していない場合もあります。いざというときに備え、警報器を定期的に点検することが大切です
※警報器の寿命は10年が目安とされています。本体に記載されている製造年月日を確認し、寿命を経過し
たものは交換しましょう
※警報器の点検方法や、鳴ってしまったときの止め方などについては、取扱説明書やメーカーのホームペー
ジで確認しておきましょう
※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！

中央エコセンターを活用しようあれこれ
環境

●問い合わせ
　中央エコセンター　☎327-1144　生津天王町2丁目50番地、51番地
　【開館時間】7：30～16：00　【休館日】木曜日、第２・第４日曜日



14広報みずほ・2020.9ＬＩＮＥ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。

　活力と魅力あふれる圏域づくりに取り組むため、平成29年に岐阜市と周辺の連携市町（瑞穂市、山県
市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町）で「岐阜連携都市圏」を形成しました。
　現在、さまざまな分野において瑞穂市との連携が進められている6市町のことをもっと知っていただく
ために、連携市町の紹介をします。今月は、山県市の紹介です。

●問い合わせ　山県市役所　まちづくり・企業支援課　☎0581-22-6831

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

瑞穂市で活躍する女性に聞く「男女共同参画」
　市では、『「おもいやり」「ささえあい」から始まる瑞穂の夢のまちづくり』をスローガンに、男女がお互いを尊重
し、性別に関わりなく個性と能力を活かして充実した生き方ができる社会づくりを目指しています。
　今回は、キャリアコンサルタントなど多様な立場で活躍されている林　亜紀子さん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

なりたい自分になるために
国家資格キャリアコンサルタント
人財育成コンサルタント
研修講師・色彩講師

はやし あきこ

林　亜紀子さんテーマ

①今のお仕事をはじめたきっかけ
　学生時代から人と接するのが苦手で、周りとなじめない
のが悩みでした。その後も大学受験失敗や体調不良による
退職などの挫折を経験しました。
　転職した人材派遣会社で就職相談などを行いながら、こ
れまでの自分を変えたいと通った「話しかた講座」で、マイ
クを通して話す声を褒められたことが一つのきっかけで、派
遣スタッフの研修講師にチャレンジしてみました。
　また素敵に人生を重ね（キャリアコンサルタントとして）
働く憧れのかたに出会うことによって自分の目指す姿が明
確になり、キャリアコンサルタントや研修講師の経験を積み
重ねてきました。
　色彩検定など新しいことにもチャレンジし、「やったこと
がないことも失敗を覚悟でとりあえずやってみる」精神で
今にいたっています。

②やりがい
　研修・キャリア（就職）相談などを行う中で、自分の強みが
見つかると自信がついて変わるかたが多いです。暗い表情
が明るくなったり、「就職が決まった」という報告があったり
すると嬉しく思います。

③目標
　研修や相談を通じて、その人の魅力を見つけて、なりた
い自分になる気づきのきっかけや一歩踏み出すお手伝いが
できたらと考えています。
　キャリアとは仕事のことだけではありません。キャリアと
は人生そのもの、生き方なのです。

④みなさんへ応援メッセージ
　変わりたいと思ったらまず一歩を踏み出してみてほしい
です。また自分だけでなく誰かの手を借りてもいいので、と
にかく動き、いつもと違うことをしてみていろいろな人の価
値観に触れてみるとよいと思います。

▲山県市巡回写真展「風光明媚」

岐阜連携都市圏 を知ろう！ ～山県市～

山県市市町名
山県市巡回写真展「風光明媚」催し名
①９月１日(火)～１０日（木）②１０月１日（木）～４日（日）
　この他３月中旬まで

開催日時

①イオンモール各務原　２階コメダ珈琲前
②メディアコスモス　１階ドキドキテラス※岐阜市との合同写真展
　この他山県市内および市外近隣施設

開催場所

内　容 　山県市内の隠れた絶景を紹介しようと、昨年度、山県市カレンダー「風光明媚」を作成しました。市
内にある季節ごとの見所を惜しみなく紹介するため、1年間かけて撮影を行いました。用意したカレン
ダーの配布は終了しましたが、市内の絶景はカレンダーにはおさまりきらず、見て欲しい場所はたく
さんあります。
　そこで、７月中旬から３月中旬まで山県市内および市外近隣の施設で山県市巡回写真展「風光明
媚」を実施していますので、くわしくはお問い合わせください。
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●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

　７月１６日（木）、瑞穂市役所穂積庁舎市長室にて、加藤繁利さんと馬渕郁子さんが、法務大臣より任用の委嘱状を授与され、
市長より伝達されました。（令和２年７月より再任）

増田　行義 畑　　幸房
平田　芳子 竹本　美晴
江間　よし子 水野　良彦
加藤　繁利 小森　保直
馬渕　郁子　　  （敬称略）

〈人権擁護委員とは〉
　人権擁護委員は法務大臣の委
嘱を受けて、地域の皆さんの人
権が尊重されるように活動をし
ている民間のかたたちです。瑞
穂市では９人（令和２年７月１日現
在）の人権擁護委員が積極的な
活動を行っています。

〈人権擁護委員の主な活動〉
・常設・特設の相談所などで人権相談に応じる
・人権意識を高めるため、さまざまな人権啓発活動を行う
・人権侵害による被害者を救済する

毎月第３火曜日の13時から15時まで総合センター１階の相談室１にて人権相談
を開催しています。ひとりで悩まずご相談ください。

▲委嘱状を受け取る加藤さん（写真左） ▲委嘱状を受け取る馬渕さん（写真左）

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業からのお知らせ

ご存知ですか？ わたしのまちの人権擁護委員

事業者のかたへJR穂積駅周辺でさまざまな物を販売
しています！ぜひご利用ください！！ 穂積駅周辺の空きスペースに出店できます！

一緒に地域を盛り上げていきませんか？
屋台やキッチンカーが出店しています！
　JR穂積駅周辺では、空きスペースを
活用した屋台やキッチンカーの出店が
週１回程度行われています。
　北口・南口それぞれで魅力的なお店
が出ていますので、お近くを通られた際
にはぜひ、覗いていってくださいね！

「駅南金曜市」を開催しています！
　毎週金曜日の15時～17時ごろに駅
南口で、地元のかたがつくった野菜や果
物、雑貨や食品などを販売しています。
今後は、他の店舗も一緒に出店してい
ただくなど、より賑やかな金曜市を目指
します！

ワイワイ会議が活動を再開しました！
　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などは、
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。

これまでに出店いただいたお店
ピザ屋さん ハンバーガー屋さん サンドイッチ屋さん たこ焼き
屋さん など

　JR穂積駅周辺の空きスペースで、皆さんが愛情込めて作っ
た商品を屋台やキッチンカーなどを使って販売できます。飲食
物以外の販売や市外のかたの出店も大歓迎です！ 
　ご興味のあるかたは出店要領にて詳細をご確認ください。

出店可能時間帯  平日のみ 10：00～22：00（１日単位で出店可能です）
出店料  1,500～2,000円/日(場所により異なります)

※出店に必要なテントなどは、出店者側でご用意ください。

　出店要領・申込書などの詳細は右のＱＲコードを
読み込んでいただくか、 瑞穂市 空きスペース活用 
でご検索ください。下記の連絡先でも紙の書類を取
り扱っております。

割引①初めて出店されるかたは初日の出店料が500円/日
　　　になります！
割引②月3回以上出店すると、その月の出店料が半額になり
　　　ます！

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（細川・山崎）
〒501-0222　別府658番地13
☎329-5520　　329-5521
　 hozumiekishu@gmail.com

＜連絡先＞
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●問い合わせ　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116

みずほ教育便
Vol.42

教育委
員会発

小学校でプログラミング教育がはじまりました！！

本田小学校

　2020年度から、すべての小学校においてプログラミング教育が必修化されました。
　プログラミング教育では、コンピュータに意図した処理を行わせる体験を通して、「プログラミング的思考の育
成」や「プログラミングの働きやよさへの気付き」などをねらいとしています。

動き方を設定したら、自分が描いた絵と友
達が描いた絵が一緒に動いた！

はじめは難しかったけど、思い通りに動い
たときはうれしかった！

この設定に変更すれば、よりよいプログラ
ミングができそうだ！

牛牧小学校

西小学校

※牛牧小学校の実践については、昨年度のものです
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●申込・問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）　☎327-2147

　保育所で働いてみたいけれど、経験もないし心配…そんなふうに迷っていらっしゃるかたはいませんか？
　瑞穂市では、保育士資格を持ち現在保育士の職についていないかた、子育て支援員の資格をお持ち（取得予
定）のかたを対象に、最近の保育事情を学び、体験していただき、復職への第一歩としていただくために「保育士
就職チャレンジ研修」を実施しています。今回はこれまでの研修の様子をご紹介いたします。

令和２年度の開催予定
■対　 　象 ： 保育士・子育て支援員資格のあるかたまたは取得予定のかた
■日程・会場 ：  9月30日（水）牛牧第1保育所
　　　　　    10月28日（水）西保育・教育センター
　　　　　    11月  6日（金）中保育・教育センター
　　　　　    11月30日（月）南保育・教育センター
■参  加  費 ： 無料
■締　 　切 ： 各回の１週間前まで
■託　 　児 ： あり（※要予約）

お詫びと訂正
　広報みずほ8月号P16「みずほ教育
便」で、誤った写真を掲載しました。
　正しくは、下記の通りです。
　お詫びして訂正させていただきます。

（生涯学習課）各回９：３０～１１：３０
定員　各回１５人

保育士就職チャレンジ研修のご紹介

保育士資格は取ったけれど、
実際に働いたことがない…

以前は働いていたけれど、
今の現場って？

〇研修日程（例）

9：20

9：30

10：00

11：30

12：00

受付

保育所長の
お話

保育体験、
施設内見学

質疑応答

研修終了

研修中は無料でお子さんをお預かりいたします。（※要予約）

お疲れさまでした！

瑞穂市の保育所ってどんなところ？
保育方針、年間行事、保育の中で大
切にしていることなど、保育所につ
いてご紹介します。

体験内容は保育所によってさまざま。
手作りおもちゃを制作したり、体操遊びを体験したり、保育室で子どもたちと触れ
合ったり、一緒に外遊びをします。

仕事内容は？勤務時間は？健康保険には入
れるの？
働くにあたって心配なこと、不安なこと、何
でもご質問ください。保育所長や保育士、
行政職員がお答えいたします。

いろんな保育所を見てみたい！
というかたは、複数回参加す
ることも可能です。

堤　春佳さん
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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～

「市民協働によるまちづくり」を進めるために
～人材育成研修に参加しよう！～

No.29

　市では、「瑞穂市まちづくり基本条例」に基づき、市民協働のまちづくり
を推進することにつなげるため、毎年度人材育成研修を実施しています。
　例年、タウンミーティングのフォローアップと位置付けてきましたが、今
年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、現段階ではタウンミーティ
ング実施の見通しがつきません。
　タウンミーティングはできなくても、「コロナとともに生きる」社会の中
でできることとして、最大限新型コロナウイルス感染予防に努めながら、
岐阜県と合同で人材育成研修を実施しようと思います。

コミュニティセンターからのお知らせ

《敬老の日イベントのご案内》
～おじいさん、おばあさんの似顔絵を描いてプレゼントしよう～ 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
　つどいの泉

  2日（金） １８：４５～２１：00
 １2日（月）　９：４５～１２：00
 22日（木） １８：４５～２１：00

10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

■内容：画用紙に、おじいさん、おばあさんの似顔絵を描き、
　感謝の言葉を添えて、プレゼントを作ります。
■期間：９月２１日（月・祝）まで　９：００～２０：００　■料金：無料
■対象：幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。
■その他：制作に必要なものはコミセンで用意します。

●コミュニティセンター　３館同時開催

●コミュニティセンター　３館同時開催
《防災グッズ展》～「いざというとき」に備えよう～
　市コミュニティセンターでは、防災グッズ展示コー
ナーを開設しています。
　手づくりランタンや、ペットボトルを利用したお皿など
の防災グッズや、災害時に料理する防災レシピなど、役
立つ情報を紹介しています。

　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
染症の拡大を防止するために、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。

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

人材育成研修　今年度のテーマは・・・
　3年目になる今回は、市民協働についての理解や地域課題の解
決に対しての問題意識も徐々に高まってきている地域の状況と、
「何か取り組みたいという気持ちはあるけれど、実際に地域の中で
合意形成をし、役割分担をして取り組むところが上手くいかない」
という昨年度参加者アンケートに書かれた思いから、ここから一歩
前に進むためにはどうしたら良いのか、そして、「コロナとともに生
きる」これからの地域活動について、その考え方や手段についても
学ぶ機会としたいと思います。
　研修は新型コロナウイルス感染症予防に努め、参加人数に対し広
めの会場にて行いますが、リモートでの参加も可能です。ぜひ、たく
さんのかたにご参加いただきたいと思います！
　なお、状況によっては中止および開催内容の変更も想定されます
ので、ご了承ください。

【研修テーマ】
（仮）あなたの思いを一歩前に！
　   （コロナ社会の中で）地域のためにできることを考えよう

【申込方法】
郵便、電話、FAX、メール、窓口で受付。9月末までに、氏名・住所・連
絡先を市民協働安全課までご連絡ください（日程など、研修の詳細
についてお知らせします）。
〒501-0293 別府1288 瑞穂市役所 企画部 市民協働安全課
☎327-4130　　327-7414　　siminkyo@city.mizuho.lg.jp

【研修内容】
〈全体コーディネーター〉ぎふＮＰＯセンター 理事長 野村典博 氏

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。

第
１
回

日時・場所 内容（案）

第
２
回

第
３
回

１０月（平日）
19：００～21：００

総合センター
５階 第１・２・３会議室

１１月（平日）
19：００～21：００

総合センター
５階 第１・２・３会議室

１２月（平日）
19：００～21：００

総合センター
５階 第１・２・３会議室

「合意形成のために必要なこと」（仮）
内容：講義（リモートも想定）
　　 ワークショップ
※コロナ社会において地域の役割を考えることを
　題材に合意形成のステップを学び体験する

「地域のネットワークを活用して実現化する」（仮）
内容：講義（リモートも想定）
　　 ワークショップ
※何かを実現するためには協力者がいる。協力者を
　得るためのステップや日頃からの地域でのネット
　ワークを活かす方法などを考える

「まとめの会」
講師：野村典博氏
内容：講演
※全体の総括。学んだことを実践につなげるヒント
　を学ぶ

（注） 10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。
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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

7月6日
（月）

児童の読書活動推進のために児童の読書活動推進のために
図書贈呈式　公室

　株式会社FUJIGAMI 代表取締役社長 安田佳史さんよ
り、市内小学校５校に子ども用書籍（全２３２冊）を寄贈して
いただき、目録の贈呈式が行われました。
　昨年度も市内小学校に同様の寄付をしていただいてお
り、今年度も各学校で子どもたちの学習活動に有効に活用
させていただきます。

▲代表取締役社長　安田佳史さん（右）

7月22日
（水）

地域で守るみんなの安全地域で守るみんなの安全
青色回転灯防犯パトロール実施団体委嘱　副市長室

　生津校区防犯パトロール隊の佐藤輝行代表に委嘱状が
手渡されました。この団体は、平成28年7月から生津小学
校区を中心に、青色回転灯パトロール車による巡回を行っ
ています。
　今後も引き続き、市民の安全・安心を見守っていただけ
ます。

▲記念撮影をする生津校区防犯パトロール隊代表 佐藤輝行さん（中央）と副市長（左）

7月29日
（水）

地元への感謝地元への感謝
寄付金贈呈式　公室

　株式会社岐阜バイオマスパワーの井上二三夫代表取締
役社長から１００万円の寄付をいただきました。同社は平成
２６年１２月に木質バイオマス発電所の営業運転を開始し、
同日に第２号の木質バイオマス発電所の竣工式を迎えまし
た。これを機に地元への感謝を表明したいと、井上社長は
市長に目録を手渡しました。市長は「目に見えるかたちでま
ちづくりに活用させていただきます」と話しました。

▲㈱岐阜バイオマスパワー 代表取締役 井上二三夫さん（右）

7月30日
（木）

喫煙設備の寄贈喫煙設備の寄贈
喫煙設備贈呈式 JR穂積駅北口

　日本たばこ産業㈱東海支社からJR穂積駅北口にパー
テーション型の喫煙設備の寄贈を受けました。分煙環境の
整備とたばこのポイ捨て防止を目的に有効に活用させてい
ただきます。

▲日本たばこ産業㈱東海支社岐阜第一支店長の景山徹也さん（左）

源氏屋酒店 様
マスク　１，５００枚
アルコール消毒液　３６本

7月16日
（木）



日にち 事業 内容 参加費 時間講師

日にち 事業 場所 備考時間

日にち 事業 内容 参加費 時間講師

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

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

9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

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

20

養生講座

食養講座

手しごと
クラフト

おひさま
カフェ

開放

“地参地招”
地域とともに

アロマ講座

絵本の
読み聞かせ

シュタイナー教育
初級講座

お誕生日会

マーム広場

ベビーマッサージ

秦理絵子氏

炭竃桂子氏

支援センター

支援センター

逢坂里佳氏

500円
（お茶・おやつ付）

無料

200円

300円
（お茶・おやつ付）

300円
（お茶・おやつ付）

子宝先生
野崎利晃氏

家洞眞貴子氏

支援センター

宇佐美茂子氏

高橋佑佳氏

髙木諭美氏

10：30
～11：30２００円

２００円

1,000円

無料

大1,500円
小1,000円

４５０円

3５０円
(飲み物付・親子料金)

10日(木)

16日(水)

18日(金)

23日(水)

28日（月）

29日(火)

月～金  
(祝日は休館)

2日（水）

7日（月）

10日（木）

24日（木）
30日（水）

25日（金）

『免疫を上げるためのツボ講座』 “熱が出ることは悪いこと？”本格的に寒く
なる前に“風邪知らず”の強い身体を!!実際にツボを押して学べます!!

10：30
～11：30

『子どもを良い方向へ伸ばす食とは①食材・調味料編』この講座の魅力は何と言っても宇佐美先生
の手づくりおやつ!!レシピも教えていただけますよ。おやつ：おだんご／食養：中庸スープ

10：30
～11：30

『虹色染め』染める物はストール（大・小）の2種類から選べます♬
染め上がりはみんな違ってみんな良い♡

おもちゃ病院

子育て相談
（保健師・栄養士来所）

11日（金）

16日（水）
17日（木）

別府支援センター

別府支援センター
牛牧支援センター

ボランティアのかたが
玩具無料修理をします

保健師と栄養士が来館し
子育て相談を行います

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30
～11：30

『バックハウス・ブラウの無添加パン』市内にある人気のパン屋さんが“ココだけ”でしか食べ
られない無添加のパンを届けてくださいます!!お子さんと一緒に“ホッ”とひと息しませんか？

10：30
～11：30

『親子ふれあい遊び』LINK‐UPみずほの髙木先生と元気に遊びませんか?!
先生が考えてくれた遊びがいっぱい飛び出します♪

10：30
～11：30

10：00
～15：00

『オリジナルモコモコハンドソープ』小さいお子さんと一緒に使える、自然由来１００％!!
好きな香りのアロマを入れてオリジナルハンドソープが作れますよ♪
あたたかみのある木のおもちゃ、絵本などあります♪晴れた日は外でも
遊べます。親子で思い思いの時間を過ごしに来てくださいね♡

子どもが大好きなおはなしの世界。毎月違った絵本がたくさん並びます。
お子さんとお母さんのお気に入りの1冊、見つけにいらっしゃいませんか？

10：30
～11：00

シュタイナー教育って、どんな子育て？～0歳から3歳で大切にしたいこと～
をテーマに、日本シュタイナー協会代表の秦先生にお話をうかがいます。

10：30
～11：30

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

10：30
～11：30

お月見会をします。みんなで羊毛ボールのお月さまを作って、お団子
を食べましょう♪

10：30
～11：30

大好きなお母さんの手で優しく触れてもらって、赤ちゃんもニッコリ。
お子さんの体のつくりや体調の変化を感じれるようになります。

☆全ての講座は当面の間、定員を５～８組とさせていただきます。
☆毎日開放（10：00～15：00）※予約は不要ですが新型コロナウイルス感染予防のため、定員制としております。
☆毎月第１月曜日『おひさま相談日（子育て何でも相談日）』※祝日などの関係で第２月曜日に実施する場合があります。
☆ライン公式アカウント・インスタグラムが開設されました。『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♬
☆内容などを今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況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。

13：30
～14：30

広報みずほ・2020.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各事業要予約
＊他にもプレママさんやマタニティさん、育児中のかた、そして親子で楽しめる講座を開催しています。くわしくは「マームたより」やホームページを
　ご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月から閉所しておりました市立地域子育て支援センターは、現在2施設ともに開所しています（事業につ
いては、『おもちゃ病院』、『子育て相談』以外は全日程を中止させていただきます）。開所にあたり、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、実施方法を変更しております。利用を希望されるかたは、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。※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって、臨時閉所する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。
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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。

わせいただくか、市のホームペー
ジをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染予防
のため、傍聴席の数を半減してい
ます。満席となった場合は、別室に
て音声のみの放送をお聞きいた
だくことになります。ご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。
■問  議会事務局　☎３２７－４１２１

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。
　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

■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
※成人式案内通知が11月末まで
に届かないかたや、転出などで市
に住民登録されていないかたで
参加希望のかたは、生涯学習課ま
でお問い合わせください
■問  生涯学習課　☎３２７－2117

■日  令和３年1月10日(日)
穂積中校区12：00～12：40
穂積北中校区14：00～14：40
巣南中校区16：00～16：40
※新型コロナウイルス感染拡大
防止のために、中学校区ごとに開
催します　
■所  総合センター サンシャインホール

瑞穂市ふれあい農園
利用希望者募集

お知らせ

　自然にふれあい、農業に親しみ
ながら野菜や草花を栽培してみま
せんか。
募集農園・区画
本田農園　　１区画　　
十九条農園　3区画
（７月１０日時点での空き区画にな
ります。）
募集期間 ９月１日（火）～３０日（水）
利用期間 許可日から令和５年３月
３１日まで（３年間の継続更新もで
きます。）
■料  年額３,６００円（初年度は使用開
始月により変わります。）
利用農地 １世帯につき１区画（２０㎡）
■応  申し込み多数の場合、抽選に
より決定
■対  市内に住所を有し、自ら耕作に
　  従事できるかた
■申  ■問  商工農政観光課
（☎３２７－２１０３）まで所定の申請
書を提出 令和３年瑞穂市成人式

お知らせ

瑞穂大学中止のお知らせ
お知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡
大予防のため、令和2年度の瑞穂
大学（寿・女性・脳力活性学部）は
令和3年3月まですべて中止させ
ていただきます。
■問  生涯学習課　☎３２７－2117

子どもの人権ＳＯＳミニレター事業について

秘密は厳守します!!

月日(曜日) 会議内容

９/２(水)
９(水)

１０(木)
～１４(月)
１６(水)
１７(木)

２４(木)

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)

　岐阜地方法務局では、「いじめ」「体罰」「虐待」などの問題に対する活動として、県内の小学校・中学校の児童・生徒に「子どもの
人権ＳＯＳミニレター」を配布しています。
　このミニレターに相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れてポストに投函すると、岐阜地方
法務局に届きます。切手を貼る必要はありません。
　人権擁護委員や法務局職員は手紙を読んで、子どもたちが何を悩んでいるのか、どのような内容の返事を書けば子どもたち
の悩みが解消するのかなどを考え、返事を出します。その返事を子どもたちに読んでもらうことで、少しでも悩みから抜け出す
ことができるように、また、子どもたちの力になれるようにと願っています。
　子どもたちに返事を出すときには、新しいミニレターを必ず同封していますので、子どもたちの手には常にミニレターがある
ことになり、いつでも相談できるようにしています。
　困ったことがあれば、「子どもの人権ＳＯＳミニ
レター」を使って、ぜひご相談ください。

※ミニレターが手元にないかたで、ご希望のかた
は、「子どもの人権１１０番」☎０１２０－００７－１１０（フ
リーダイヤル）までお電話ください。

●問い合わせ　岐阜地方法務局　☎245-3181
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　日時 　会場 　料金 　対象 　資格 　定員 日 所 料 対 資 定Ⅰnformationみずほだより生 報

令和３・4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  ９月５日（土）１０：００～１２：００
■所  清流みずほ認定こども園
　 （森５５７番地）
■対  生後８か月～満５歳児
　 （幼稚園部・保育園部）
“子どもを良くする７つの魔法”
そっとお教えします。
※３密を避けるため、人数を制限
いたします。詳細は予約時にお伝
えいたします
■申  ■問  清流みずほ認定こども園　
　  　  ☎３２８－７２２８

空家等不動産
無料相談会

お知らせ

　不動産に関することならどんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日  9月15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

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。

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　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。
　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。
次回開催日
１０月１日（木）１３：３０～１５：３０　
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

税理士による
無料税務相談のご案内

お知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大
のため中止していました、税理士に
よる相続税や贈与税などの税に関
する無料相談を９月から再開します。
　再開にあたり、次の通りご協力
をお願いします。
・事前予約制
・相談室への入室は２人まで
・相談時間は原則２５分以内（事前
 に相談されたい内容をまとめて
 おいてください）
・当日は受付票の記入をお願いします
　感染予防のため、マスクを着用し
てお越しいただくようお願いしま
す。また、発熱（３７．５℃以上）、咳、呼
吸困難、倦怠感、体調不良などの症
状があるかたはご遠慮ください。
■日  ９月１７日（木）１３：００～１５：００
■所  総合センター １階 交流ルーム
■定  先着順受付
■問  税務課　☎３２７－４１１２

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

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

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

9/3（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

9/9（水）

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

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！

右手でうちわを作り、あおぐようす
を表します。
その他にも「南」とも表します。

「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。

暑い暑い

両手を握って伏せます。そして胸
の位置から上下に２、３回振り降
ろします。
この時口の動きは「頑張って」と言
います。
その他にも「頑張る！」、「元気」も
あるので口の動きで判断します。

頑張って頑張って

しゅわ シュワ 手話

シリーズ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

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

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

4人
定　員

１６歳以上
対象年齢

※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。（場合によっては中止となることがあります。）

10
月

5日（月） 19：00～
日 時　　間

23日（金） 19：00～
15日（木） 10：00～

日 程１０月５日（月）、６日（火）講 師 日本笑いヨガ協会代表　高田佳子氏

“笑い”は心身の健康や、人間関係、ストレス社会で
暮らすための特効薬です。健康に効く“笑い”の秘伝

「笑いヨガ」＝「笑トレ」を学び、地域に笑いの輪をひろげましょう。

「笑いケアサポーター養成講座」
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24　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。

朝日大学エクステンション・
カレッジ（市民講座）

お知らせ

　生涯を通じた学びや学び直しの
機会を支援する講座です。
■日  11月～2月の土曜日　
■所  朝日大学穂積キャンパス、
ハートフルスクエアーG（岐阜市）
◆講座内容
①家族が健康に過ごすために　
②英語授業改革講座
③教育勅語について考える
④学び舎の歴史
⑤学び直し世界の歴史　
⑥織田信長と貨幣政策
⑦ライフストーリーの心理学
⑧簿記入門
⑨吹奏楽の楽しみ　
⑩「生きる力」を育むスポーツ指導
⑪古文書講座　　
⑫自分のWebページを作ろう
⑬哲学的世界への誘い
■料  500円～2,500円
■定  12～25人　
■〆  9月24日（木）
■申  大学ホームページ「公開講座」
から（QRコード参照）
■問  大学ホームページ
（https://asahi-u-extension.jp/）
朝日大学エクステンション・カレッ
ジ係まで
☎329－1078

危険物取扱者試験
（第３回）

お知らせ

■日  １０月１８日（日）
■所  岐阜総合学園高等学校
　 （岐阜市須賀２－７－２５）
試験種別：
甲種・乙種第１～６類・丙種
願書受付期間：
９月４日（金）～１４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

瑞穂市科学作品展・社会科
作品展中止について

お知らせ

　例年、開催されている瑞穂市科
学作品展・社会科作品展につい
て、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

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
　31,885,695円

●平成２８年度熊本地震災害義援金
　5,793,156円

●平成２９年７月５日からの
　大雨災害義援金
　4,517,936円

●台風１９号災害義援金
　3,417,444円
　（8月3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

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。

欲が出ました

原書房
出版社

エネルギーの
物語

ヨシタケ シンスケ

著者名
マイケル・E・ウェバー 著

柴田　譲治 訳

著者名

新潮社
出版社

水害の大研究

PHP研究所
出版社

著者名

どっちの勝ち？
文：トニ・モリスン＆スレイド・モリスン　絵：パスカル・ルメートル
訳：鵜殿えりか＆小泉泉
出版社名：みすず書房　出版年：２０２０年

河田惠昭 監修

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

　この世の中、ありとあらゆるとこ
ろに「勝ち」と「負け」はつきもの？で
も、人と人との関係は、本当にそれ
で良いのかという問題をこの絵本
は投げかけています。
　物語は、子どもの目線で、身近に
存在するいじめや差別などにつな
がる問題が描かれています。と同時
に、大人も深く考えさせられる絵本
です。
　著者は、ノーベル文学賞作家で、
息子との共作。
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号の通知を受ける。
②必要事項を記入した受講申込
書(写真貼付)および返信用封筒
(84円切手貼付、返信先宛名明記)
を各講習日の10日前まで(消印有
効)に、岐阜市消防本部予防課へ
郵送する。
【郵送先】〒500-8812岐阜市美
江寺町2丁目9番地　岐阜市消防
本部予防課
（２）直接申込み（郵送による申込
みが困難なかた）
申込先：岐阜市消防本部予防課
(岐阜市美江寺町2丁目9番地)の
窓口
受付時間：平日の8:45～17:30
申込みに必要なもの：必要事項を
記入した受講申込書
●テキスト代 5,000円(講習第1
日目の受付時に徴収)
■問  岐阜市消防本部予防課
　  ☎262－7163

甲種防火管理新規講習（第５回・第６回）
お知らせ

■日  第５回：１０月２０・２１日（火・水）
　 第６回：１０月２７・２８日（火・水）
　 （各２日間）
■所  岐阜市消防本部６階
　 （岐阜市美江寺町２丁目９番地）
●受講資格
岐阜市消防本部管内（※）の防火
対象物（事業所など）において防
火管理者に選任される予定のか
たで資格取得の必要があるかた
（※）管内：岐阜市、瑞穂市、山県
市、本巣市、北方町
●受付期間
（第５回・第６回ともに同期間）
１０月１日（木）～７日（水）
■定  各４０人（定員に達し次第締切）
■申  （１）郵送による申込み（原則こ
の方法で申込みしてください。）
＜手順＞
①申込受付期間内(平日の8:45～
17:30)に岐阜市消防本部予防課
(☎262－7163)へ電話し、整理番

救急業務対策協議会
委員を募集します

募集

　救急活動および傷病者の搬送・
受入れ体制に関する事項について
協議します。年1～2回平日に開催。
◆募集人員　4人
■資  次の全てに該当する人。
①委員応募時に岐阜市、瑞穂市、
山県市、本巣市、北方町（以下「当
該市町」という）居住・通学・通勤ま
たは当該市町で事業若しくは活動
を行っている。
②選任日に岐阜市のほかの審議
会などの委員でない。
③当該市町を含む行政機関の職
員または当該市町の議会議員で
ない。
④過去に同協議会などの公募委
員として在任していない。
◆任期
12月1日～令和4年11月30日
◆選考方法 　書類審査、面接
◆報酬　 出席1回9,100円
■応  応募申込書を9月1日(火)～
25日（金）に郵送（必着）、FAXまた
はEメールで
消防本部救急課（〒500-8812岐
阜市美江寺町2-9
☎262－7167　　266-8154
sh-kyukyu@city.gifu.gifu.jp）まで。
※応募申込書は同課または岐阜
市ホームページで入手できます。

法令講習会および優良運転者表彰伝達式の中止のお知らせ
お知らせ

　毎年、１０月に実施している「法
令講習会および優良運転者表彰
伝達式」は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から中止に

することにしましたので、お知らせ
します。
■問  市民協働安全課
　  ☎３２７―４１３０

図書館からのお知らせ

・滞在時間は60分以内の利用でお願いします。
・持ち込みの勉強（学習）での利用はできません。
・消毒作業を行うため、机や椅子の利用は17時45分まででお願いします。
・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。

水害・治水
※昭和51年9月12日、この地域で発生
　した水害に関する本も展示します

星・月・おじいちゃん・おばあちゃん
※それぞれテーマごとに絵本をまとめ
　て展示します

開 始 日　 9月2日（水）から
貸出点数　視聴覚資料の点数に含みます
　　　　　（3点以内）
　　　　　 ＊本と合わせて10点以内の
　　　　　 　貸出です。
貸出期間　2週間
予　　約　本と同じように予約ができます。
返却方法　図書館カウンターへお願いします。
　　　　　＊時間外返却口には入れない
　　　　　　でください。

くわしくは、館内ポスターや図書館ホーム
ページでお知らせします。

　DVDの貸出しサービスをはじめます。
自宅でじっくり鑑賞してみてはいかがで
しょうか。（貸出しできる作品は一部の作
品を除きます。）

新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる
図書館サービス対応について（8/17現在）

DVDの貸出しについて

9月のテーマ本

お願い

本
館

分
館
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秋の硬式テニス教室
参加者募集！

①火曜日　小学生初級コース
１０月６日（火）～　１９:00～２１:00
②木曜日　中学生以上一般初級
　　　　　 コース
１０月１日（木）～　１９:00～２１:00
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■料  ① 3,000円　② 5,000円
　 全10回
■対  ①市内在住の小学3年生～
　 　６年生の男女
　 ②市内在住の中学１年生以上の
　 　男女
■定  ①新規20人　②新規５人
　 （定員に達し次第締切）
■〆  ９月１７日（木）

体育協会ソフトテニス教室
参加者募集！

　経験豊富な講師が基礎から指
導します。一般のかたも募集しま
す。元経験者のかた、始めてみま
せんか。
■日  10月7日（水）～11月18日（水）
　 19：00～20：30毎週水曜日
　 全７回
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■料  １人　3,000円
■対  市内在住の
①小学生・中学生の男女初心者
②一般男子・女子の初心者・元経
　験者
■定  ①３０人　②１０人
　 （定員を超えた場合は抽選）
■〆  9月23日（水）
・持ち物 ソフトテニス用ラケット
(貸出もあります)、テニスシューズ

体育協会瑞穂市硬式
テニスミックス大会

・種別 ミックスダブルス
■日  10月18日（日）　９：１５～
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■料  1人　500円
■対  市内在住・在勤の中学生以上の
　 かた
■〆  9月25日（金）

体育協会

第１８回　瑞穂市美術展
作品募集中！！

　あなたの力作、お待ちしてい
ます。
■応  作品公募要項は、市民センター・
総合センター・巣南公民館にあり
ます。
■〆  １０月１５日（木）必着
※市内の小・中学生に通う児童・生
徒は学校を通して応募

文化協会

第22回
ファミリーコンサート中止

　10月11日（日）開催予定の「ファ
ミリーコンサート」は新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止し
ます。

文化協会

フュージング体験教室受講生募集
　美来の森工房では、空き瓶や窓ガラス片などを使って、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、市指定の金融機関などで納めてください
◆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）

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！

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

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

体育協会 体育協会の
申込・応募・問い合わせ
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文化フェスタ

　所属サークルの学習・活動を発
表します。
■日  ９月１２日(土)～１３日（日）　
■所  巣南公民館
○開会式　９月１３日（日）10：0０　
　多目的ホール
◎展示発表
■日  ９月１２日（土）９：００～１7：００
　 ９月１３日（日）９：００～１7：００
●発表団体
木彫りクラブ、巣南水墨画クラブ、
着付・生け花由月会、みずほ盆栽・
山草会、遠州流いけばなクラブ、
手芸クラブ
◎舞台発表
■日  ９月１３日（日）10：3０～１1：3０
●発表団体
ざ・民舞ぎふ、吟舞道愛好会、神心
流穂積吟剣扇舞クラブ、舞踊 藤
登恵会、瑞穂市太極拳協会

文化協会

編集後記

お詫びと訂正

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。

広 告

　今月の表紙はツバメです。穂
積庁舎の正面玄関近くに巣が
できたと市長から聞き、写真を
撮ってみました。撮影したのは
７月末で、翌日にはみんな旅
立ってしまいました。来年には、
家族を連れて戻ってくるので
しょうか？
　さて、進学や就職などで市を
離れるかたもいると思います。
生まれ育った場所を離れて生活
することで、幼少の頃から住ん
できた場所を「ふるさと」として
認識することが多いと言われま
す。そうでなくても、これまでと
違った環境で生活していると、ふ
としたことがきっかけでふるさと
を懐かしく思ったりもします。
　市外に出ていった子どもた
ち・若者が瑞穂市に戻ってきた
とき、彼らが誇れるふるさとであ
るようにしたいものです。

（魚山★宮崎）

　広報みずほ８月号１８ページ、タ
ウンリポート“七夕は「むかい地
蔵」で”の記事の『場所』に一部誤
りがありました。お詫びして訂正
します。　　　　　 （総合政策課）

誤）
場所：むかい地蔵（古橋、十九条）、
南保育・教育センター

正）
場所：むかい地蔵（古橋、十九条）、
南保育・教育センター、牛牧第２保
育所
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●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

回答はかんたん便利なインターネットで

タイムスケジュール

手　　順

（前月比　  52人増） （前月比 　 30人増）

（前月比 　 43世帯増）人の動き（7月末現在）
人口 人55,171 男 人27,484 （前月比 　 22人増）女 人27,687

世帯数 世帯21,937

　国勢調査についてシリーズでお伝えする今月号は、いよいよ実施される
国勢調査のインターネット回答についてお知らせします。

1.仕事で帰宅する時間が遅くなったり、日中不在がちにすることの多い世帯であっても、期間中は、パソコンや
　スマートフォンからいつでもお好きな時間に回答できます。
2.インターネットで回答された世帯は、紙の調査票の提出が不要となります。
　１０月７日（水）までに回答いただいた世帯には調査員が直接伺うことはありません。
3.回答いただいた情報は、厳重なセキュリティで保護されていますので、安心・安全です。

1 アクセスする

ご自宅に調査書類が届
いたら、回答サイトにア
クセスします。

2 ログインする

調査書類のなかの『イン
ターネット回答利用ガイ
ド』に記載されている「ロ
グインＩＤ」と「アクセス
キー」でログインします。

3 回答する

画面の案内にそって、国
勢調査に回答します。
最後にパスワードを設定
し、送信します。

９月１４日（月）から調査員が各世帯を訪問して調査書類をお届けします。
・配布期間：９月１４日（月）～20日（日）

・インターネット回答期間：
  ９月１４日（月）～１０月７日（水）

▲この封筒に調査書類が入っています




