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2広報みずほ・2020.12

ふりかえる
瑞穂市のあゆみ 令和 2年

シーシーエヌ株式会社との防災協定を締結
第7回ほづみ夜市を開催（駅南で初めてのイルミネーション点灯式）
柿パスタ試食会（岐阜農林高校との協定に基づく商品開発）
岐阜大学と瑞穂市との連携に関する協定を締結

令和元年12月

瑞穂市SDGsセミナー研修（中小企業向け）
穂積駅南側ＪＡ前の通りの東向き一方通行化規制（交通社会実験）実施

令和2年1月

瑞穂市子育て世代包括支援センター号寄付贈呈式（ハビックス株式会社）
株式会社大垣共立銀行と瑞穂市の未来を創造する遺贈寄付に関する協定を締結

2月

リネットジャパンリサイクル株式会社との連携と協力に関する協定を締結
市内の医療機関に医療用マスクを提供
穂積石油組合、有限会社林石油店 、岡田石油店と災害時における石油類燃料の供給に関する協定の締結式
株式会社十六銀行、三井住友信託銀行株式会社と遺贈寄付に関する契約を締結

3月

瑞穂市公式Facebook（フェイスブック）スタート
総合センター、市民センターに鯉のぼり設置
瑞穂市議会議員選挙の執行

4月

１８歳未満の子がいる世帯へかきりん振興券発送
ひとり親世帯臨時特別給付金支給
むかい地蔵紙芝居よみ聞かせ・七夕飾りの設置
東邦ガス株式会社と瑞穂市見守り協力事業所等連携事業協力に関する協定を締結
被爆アオギリ二世植樹式（穂積中学校）
ＪＡ穂積支店用地売買契約締結式
日本たばこ産業株式会社東海支社より喫煙設備寄贈
株式会社ＦＵＪＩＧＡＭＩより図書寄贈
株式会社岐阜バイオマスパワーより１００万円寄付

7月

コロナに負けるな!瑞穂市飲食店応援キャンペーン開始（テイクアウト・デリバリー）
高校生限定みずほバス無料乗車（１か月限定）

6月

コロナに負けるな!プロジェクトスタート 庁舎を使ってメッセージを送ろう
本田小学校、岐阜地方法務局から人権推進校に指定
善意の「おすそ分けマスク」寄付箱設置

5月

ＪＲ穂積駅南口イルミネーション点灯開始11月

プレミアム付商品券かきりん振興券販売開始
株式会社ギフパッキングと災害時における物資供給に関する協定を締結
済美高等学校との連携に関する協定の締結式
第一生命保険株式会社との健康づくり連携協定を締結
市内中学校がオンライン生徒会サミットを実施

10月

コロナに負けるな!プロジェクトかきりんスタンプラリースタート
みずほバス小学生無料乗車
「平和企画展～次世に語り継ぐ～」開催
みずほバスかきりんマスクラッピング
ＮＰＯ法人コメリ災害センターと災害時の物資供給に関する協定を締結

8月

高齢者・障がい者へかきりん振興券発送9月

令和2年8月
「平和企画展～次世に語り継ぐ～」開催

令和2年8月 みずほバスかきりんマスクラッピング

令和元年12月
ＪＲ穂積駅南口

イルミネーション点灯開始

令和2年4月
瑞穂市公式Facebook（フェイスブック）スタート

令和2年5月 コロナに負けるな!プロジェクトスタート
庁舎を使ってメッセージを送ろう

令和2年7月
被爆アオギリ二世植樹式（穂積中学校）

森松工業株式会社
R‘ｓスタイル（株式会社キセキ代理店）
トラストフレイト有限会社
クラシード岐阜
ヤマガタ農産株式会社
山本幸二
株式会社丸島工務店
小塚メタル株式会社
エーザイ株式会社
有限会社大山主計
NPO法人たすけあい花水木
株式会社不二産業
株式会社日新広業
株式会社エムズブラザーズ
本巣ロータリークラブ
株式会社FIRST・LINE
株式会社岡田工務店

マスク１００枚
除菌液100リットル、除菌スプレー3本
マスク３００枚
マスク1,000枚
マスク5,000枚
マスク1,000枚、HANDGEL（500㎖）12本
マスク750枚
マスク4,000枚、寄付金300万円
マスク３００枚
マスク1,000枚
マスク５００枚
マスク１,０００枚
マスク６,０００枚
除菌水生成器３台、抗菌布マスク２００枚
マスク6,000枚
マスク2,000枚
マスク1,500枚

株式会社東海プランニング
杉本優里香
関谷均
株式会社NSR
瑞穂建設工業会
住まいる家電いのうえ

榎本貴政

匿名
瑞穂市管工事組合
株式会社ENEOSウイング中部支店
レッスンスタジオ・マーコ
瑞穂市職員互助会
千勝建設株式会社
源氏屋酒店
明治安田生命保険相互会社岐阜支社
ハビックス株式会社

マスク１,０００枚、消毒液50ℓ
マスク２００枚
マスク2,000枚
布製マスク100枚
マスク7,500枚、子ども用マスク5,000枚
子ども用マスク1,000枚
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
（おすそわけマスク寄付箱にて）現金１０万円
非接触型体温計２０台
マスク８００枚
布製手作りマスク４５０枚
30万円
現金
マスク1,500枚、アルコール消毒液36本
金415,900円
不織布マスク50,950枚

コロナ関連の寄付等を改めて掲載し、善意に感謝を申し上げますコロナ関連の寄付等を改めて掲載し、善意に感謝を申し上げます※日付順
※敬称略
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　ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けたかたで新型コ
ロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたは、さらに、１世帯当
たり５万円が受け取れます。　※追加給付の場合、申請書の提出のみで添
付書類は必要ありません。お早めに支給要件をご確認ください！

①ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けているかた
　▶ひとり親世帯臨時特別給付金を申請中の場合も対象となります。
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したかた
　▶収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。
　▶内定が取り消された、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイ
　　ルス感染症の影響がなければ得られていたはずの収入が得られな
　　かった場合も対象となります。

●問い合わせ
　厚生労働省　「ひとり親世帯臨時特別給付金」
　コールセンター　☎0120-400-903
　（受付時間　平日9：00～18：00）
　福祉生活課　「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口
　☎ 327-4123

ひとり親世帯臨時特別給付金のおしらせ
1収入が減少したひとり親家庭のかたへ
　追加給付の申請はお済みですか？

　１世帯当たり５万円が受け取れます。（第2子以降1人につき3万円を加
算）お早めに支給要件をご確認ください！

2公的年金等を受給しているひとり親家庭のかたへ
　給付金の申請はお済みですか？

支給対象となるかた（以下の①および②に該当するかた）

　１世帯当たり５万円が受け取れます。（第2子以降1人につき3万円を加
算）お早めに支給要件をご確認ください！

※市ホームページにも掲載していますので、ご覧ください

①６月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症
　の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給して
　いるかたと同じ水準となっているかた
　▶収入基準額（親１人、子ども１人の世帯の場合）：365万円未満
　▶６月以降に上記要件に該当したかたも対象です。
　▶「家計が急変」とは収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入
　　が得られなかった場合も含みます。
②児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護などしている
　かた
　▶平成14年４月１日（障がいの状態にあるお子さんの場合は20歳未満が
　　対象）より後に生まれたお子さんが対象です。

3新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
　家計が急変したひとり親家庭のかたへ
　給付金の申請はお済みですか？

支給対象となるかた

■ 以下のいずれかに該当するかた
①６月分の児童扶養手当受給者でひとり親世帯臨時特別給付金の基本給
　付の支給を受けたかた
②公的年金など※¹を受給しており、６月分の児童扶養手当の支給が全額停
　止されるかた※²でひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受
　けたかた(これから基本給付の申請を行い、給付金の支給を受ける予定
　のかたも対象です。)
※¹遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※²既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでな
　 く、児童扶養手当の申請をしていれば、６月分の児童扶養手当の支給が
　 全部または一部停止されたと推測されるかたも対象となります

追加給付の対象となるかた

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

◆ワイワイ会議について
　会議ではこれまで、駅周辺に将来必要となるまちづくり組
織のありかたについて話し合ってきました。最新の開催予定
などは「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想協議会」の
facebookページにてご確認ください。

◆駅前で屋台やキッチンカーを出店してみませんか?
　穂積駅周辺では屋台やキッチンカーを出店することがで
きます。ご興味のあるかたは右のQRコードを読み込んでい
ただくか、下記連絡先にお問い合わせください。
商品の委託販売のご相談も受け付けております！

☆期間 ：令和3年1月29日（金）まで
☆時間 ：毎日17：00～25：00

駅前のイルミネーションをご覧になりましたか？
　駅南口のロータリーでは、昨年よりグレードアッ
プしたイルミネーションを点灯しています！ 華やか
で幻想的になった駅前にぜひお越しください！

駅周辺にさまざまなお店が出店しています。
お見かけの際はぜひお立ち寄りください！
①JR穂積駅周辺では、主に北口を中心に、空きス
ペースを活用した屋台やキッチンカーの出店を
週１回程度行っています。
②毎週金曜（祝日除く）の14時30分ごろから、駅
南口にて地元のかたが作った野菜や果物、雑貨
や食品などを販売する「駅南金曜市」を開催して
います。商品がなくなり次第終了しますので、お
早めにお越しください！

ワイワイ会議事務局 駅前拠点事務所
〒501-0222　別府658番地13
☎329-5520　　329-5521
　 hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
〒501-0293 別府1288番地
☎327-4128　　327-4103
　 sougou@city.mizuho.lg.jp

穂積駅周辺を 「楽しくて」 「便利な場所」 にするための様々な取組みを行っています！

※穂積駅前のイルミネーションはCCN（株）より物品をお借り
　して実施しています。

　 おもな屋台・キッチンカーの出店箇所
★ イルミネーションの点灯箇所

金曜市の実施箇所

①

②

駅前拠点事務所

●

●

JR穂
積駅

【駅前拠点事務所 営業時間変更のお知らせ】
月・水　　  9:00～17:00
火・木・金　9:00～15:00
不定休・祝日休み

駅前にテイクアウトできる
お店があると便利だね！

N

（以下の①および②に該当するかた）

●公的年金等を受給していることにより、６月分の児童扶養手当の支給を
　受けていない。
　▶「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補
　　償などが該当します。
※上記に該当し収入が減少したかたには「追加給付」もあります。1をご覧ください

支給対象となるかた



4広報みずほ・2020.12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！

市役所の窓口 主要施設の休館日 みずほバス ごみの収集 救急診療 空き容器回収機

市役所の窓口や市内の主要な施設の休館日、ごみの収集、救急診療などの年末年始の業務は下記のとおりです。

年末年始の業務案内カレンダー年末年始の業務案内カレンダー

休日急患診療所 北方町北方３２１９‐２５（北方警察署東）　☎３２３‐０５２３
１２月２０日（日）・２７日（日）、１月２日（土）・３日（日）は診療をします。診療時間は、９：００～１２：００、１３：００～１６：００です。

救急病院案内 岐阜地域救急医療情報センター　☎262-3799

※地区の収集については、広報カレンダーをご覧ください
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金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金・祝

土

日
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火

○

×
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×

○
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×

○
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○
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○

×

○

×

×

○

×

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

日 曜日 市役所の窓口

通常通り
通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

休止

通常通り 通常通り 通常通り

通常通り

10時
から

休止

穂積小校区

生津小校区
巣南中校区

牛牧小校区

ビン･陶ガ(本田・只越・
生津小校区(※１))
プラ・ビン･陶ガ
(巣南中校区) 

プラ･缶・PET
(本田・只越・

生津小校区(※１))

ビン･
陶磁器ガラス
(牛牧小校区)

プラ･缶・PET
(牛牧小校区)

ビン･陶ガ
(穂積（※２)・
稲里・本田団地・
本田緑町）

戸別収集
（１１日の電話
予約受付分）

美来の森
巣南集積場

美来の森
巣南集積場

戸別収集の
電話予約

戸別収集の
電話予約なし

戸別収集なし

戸別収集なし

戸別収集の
電話予約なし

戸別収集
（１８日の電話
予約受付分）

美来の森

運休

総合政策課
（☎327-4128） 環境課（☎327-4127）

※１：本田団地･本田緑町を除く
※２：多利町を除く

陶ガ：陶磁器ガラス　プラ：プラスチック製容器包装　PET：ペットボトル

開館

開館

休館

休館

休止
（友引）

休止
（友引）

休止
（友引）

休止
（友引）

休館

開館
通常通り

・総合センター
・市民センター
・巣南公民館
・牛牧南部コミュ
 ニティセンター
 つどいの泉
・牛牧北部防災
 コミュニティ
 センター
・本田コミュニ
 ティセンター
・老人福祉センター
は休館です。

閉庁

閉庁

閉庁

通常通り

通常通り

通常通り

代表電話
（☎327-4111）

図書館本館
（☎326-2300）
分館

（☎328-7070）

動物火葬の
申請は

8:30～17:15
に限ります

市民協働安全課
（☎327-4130）
生涯学習課

（☎327-2117）
地域福祉高齢課
（☎327-4126）

備考

問い合わせ

主要施設 図書館 火葬場 みずほバス 可燃ごみ収集 粗大ごみ 拠点回収 剪定木の受入 空き容器
回収機

不燃ごみ収集
(粗大ごみを除く)



広報みずほ・2020.125 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！

エコバッグの引換券について

　臨時会が１０月30日（金）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１件で、慎重に審議されました。

令和２年 第４回瑞穂市議会臨時会

・財産の取得  　　　　１件

議案第７０号
財産（ＧＩＧＡスクール構想タブレット端末）の取得について
　教育への興味、関心を高め効果的な学習ができるよう、小中
学校のＩＣＴ教育環境の整備を行うため、タブレット端末５，４８８
台等を購入したく、議会の議決を求めるもの。

　エコバッグ引換券がまだお手元にあるかたは、１２月１日（火）以降、以下の３か所で引き換えできます。

期限は令和３年３月３１日（水）までですのでお早めに！
引換場所

・巣南庁舎　　　１階　環境課　（土日祝および12/29～1/3を除く）
・市民センター　１階　事務所　（12/29～1/3を除く）
・巣南公民館　　１階　事務所　（12/29～1/3を除く）

●問い合わせ
　環境課（巣南庁舎）　☎３２７-４１２７

◆「個人番号カード」の交付申請をされたかたにお受け取りのご案内をしています。平日開庁時間内に
来庁ができないかたは、事前連絡のうえ、休日等交付日にお越しください。
※「個人番号カード」は身分証明やコンビニ交付サービスなどに利用できます。
　くわしくは市ホームページ「証明書コンビニ交付に関すること」を確認ください

　年末の粗大ごみ受け入れは、例年大変混雑します。特に今年は、例年以上の大混雑が予想されます。
市民の皆さんには、混雑日を避けて粗大ごみを出していただくよう、ご協力をお願いします。

マイナンバー 「個人番号カード」の休日等交付日について

美来の森・巣南集積場からのお知らせ

美来の森 巣南集積場

粗大ごみ受入日（９：００～12：00）

粗大ごみ受入日の混雑分散化にご協力ください！

１2月6日（日）、27日（日） 令和3年1月24日（日）9：00～16：00
令和3年1月8日（金）、14日（木）、19日（火）17：15～19：00（各日 先着5人）

日　時

穂積庁舎 ２階 市民課場　所

・瑞穂市からの交付案内通知（パスワードを必ず記載してきてください）
・個人番号（マイナンバー）通知カード
・住民基本台帳カード　※お持ちのかたのみ
・印鑑
・公的機関が発行した本人確認書類
  顔写真付きの書類（運転免許証・住民基本台帳カード・パスポートなど）　１点
  顔写真無し書類（健康保険証、年金証書など）　2点

持ち物

●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　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

１２月２日（水）、９日（水）、１６日（水）、２３日（水）、 ２７日（日）

１月６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、２４日（日）、２７日（水）

１２月９日（水）、１６日（水）、 ２７日（日）

１月１３日（水）、２０日（水）、２４日（日）

は特に混雑が予想される日
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市
で
は
、予
算
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

「
市
の
財
政
事
情
」を
毎
年
２
回
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、令
和
２
年
度
上
半
期（
４
月
〜
９
月
）の
予
算
執
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

財
政
事
情
を
公
表
し
ま
す※その他

商工費、労働費、予備費

歳出 129億8,292万円（支出済額）
267億9,439万円（予算現額）

（執行率48.5%）
議会費 
     8,528万円　
1億6,570万円（51.5%）

※その他
    2,859万円　
1億6,109万円（17.7%）

教育費 
  8億7,337万円　
31億7,699万円
（27.5%）

公債費 
4億7,640万円　
9億7,511万円

（48.9%）

消防費 
4億  442万円　
9億8,853万円（40.9%）

土木費 
  6億9,003万円　
25億7,516万円
（26.8%）

衛生費 
  5億7,703万円　
15億9,669万円

（36.1%）

農林水産業費
    5,021万円　
1億3,158万円　
（38.2%）

総務費 
67億6,573万円　
95億7,440万円　
（70.7%）民生費 

30億3,186万円　
74億4,914万円

（40.7%）

●一般会計および特別会計の予算執行状況

一　　般　　会　　計

合　　　　　　　　計

小　　計

2,679,439 1,527,659（57.0%）

466,218

60,270

2,620

186,403

22,052

1,016

（40.0%）

（36.6%）

（38.8%）

529,108

3,208,547

209,471

1,737,130

（39.6%）

（54.1%）

（単位：万円）

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。一般会計とは… 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

農業集落排水事業

予算現額会　　計　　名

特　
　

別　
　

会　
　

計

収入済額（収入率）

1,298,292（48.5%）

166,439

17,003

749

（35.7%）

（28.2%）

（28.6%）

184,191

1,482,483

（34.8%）

（46.2%）

支出済額（執行率）
歳入 歳出
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●一般会計予算の執行状況

●市債の現在高
一 般 会 計

合 　 　 計

1,118,044

5,362

1,123,406

（単位：万円）

●市有財産の現在高

有価証券
出資による権利
債　　権

（株券） 1,020万円
2,170万円
500万円

基金
1,226,130万円

●市民１人あたりの予算

総額 
485,335円

■令和2年9月30日現在 人口55,208人

●市民の皆さんの市税負担の状況
（単位：円）■令和2年9月30日現在 人口55,208人 世帯数21,978世帯

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

●市税の予算に
　おける構成比

市民税 
333,401
（47.8%）

固定資産税
322,770
（46.3%）

市たばこ税
27,952
（4.0%）

軽自動車税
13,383（1.9%）

（単位：万円）

※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、
法人事業税交付金、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、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金

152億7,659万円（収入済額）
267億9,439万円（予算現額）

（収入率57.0%）歳入
諸収入
1億6,021万円
7億8,502万円（20.4%）

※その他 
  6億9,512万円
15億5,275万円

（44.8%）

地方交付税
14億5,184万円
22億6,935万円
（64.0%）

市債
　　　 0万円
11億210万円
（0.0%）

国庫支出金
67億332万円
88億289万円　
（76.1%）

県支出金
  2億7,117万円
13億  343万円
（20.8%）

地方消費税交付金
  6億3,476万円
10億3,827万円
（61.1%）

市税 
46億2,111万円 
69億7,506万円（66.3%）

繰入金 
　　3,917万円
22億6,563万円
（1.7%）

繰越金 
6億9,989万円
6億9,989万円
（100.0%）

市民税

60,390
151,698

一人
あたり

一世帯
あたり

固定資産税

58,464
146,860

一人
あたり

一世帯
あたり

市たばこ税

5,063
12,718

一人
あたり

一世帯
あたり

合計　　126,341　　317,365一人
あたり

一世帯
あたり

軽自動車税

2,424
6,089

一人
あたり

一世帯
あたり

建　物
行政財産
普通財産
計

154,904㎡
253㎡

155,157㎡

土　地
行政財産
普通財産
計

739,059㎡
1,199,790㎡
1,938,849㎡

￥

122,641

26,246

26,026

2,877

1,589

42,407

37,397

2,988

173,424円

134,929円

57,546円

46,645円

28,921円

17,906円

17,662円

3,001円

2,383円

2,918円

総務費

民生費

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

特　別　会　計

農業集落排水事業



8広報みずほ・2020.12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！

がん検診の予約状況について

12月

400人

247人

61.2％

160人

28人

17.5％

定員

予約者

予約率

定員

予約者

予約率

検診種別

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

●申込・予約・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

★胃がん検診・肺がん検診は今月で終了です！ 予約制がん検診の11月13日現在の予約状況は以下のとおりです

持ち物 運動のできる服装、屋外用運動靴、
上靴、飲み物（水やお茶など）、タオル、マスク

定　員 先着１0人

対象者 ・２０～３９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

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、管理栄養士

講師およびスタッフ 健康運動指導士、保健師、看護師、管理栄養士

日程および内容
回

１

２
３
４

1月15日（金）
2月  1日（月）
22日（月）

3月  9日（火）

日にち
令和３年　 

代謝があがる♪BODY MAKING

楽しく運動を続ける秘訣！
どんどん燃やそう！いらない脂肪！
ちょっとした工夫で代謝アップ！

内　容

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！

※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秘訣がみんなで楽しく学べます

１２月２３日（水）
受付開始！

対象者 ・40～64歳の市民のかた（医師から運動制限のあるかたは除く）
・原則6回を通して参加できるかた

時　間 13：30～15：00（13：00～受付開始）

日程および内容

場　所 巣南保健センター（西部複合センター 1階）

持ち物 運動のできる服装、屋外用運動靴、飲み物（水やお茶など）、タオル、マスク
定　員 先着１0人 申込み 健康推進課へ電話

※新型コロナウイルス感染拡大を受け、日程などを変更・中止する場合があります

ロコモ教室受講者を募集します！

令和３年1月12日（火）
25日（月）

2月  2日（火）
17日（水）

3月  1日（月）
  8日（月）

日にち

姿勢を整える～基礎体力づくり編～

バランスを整える～バランス能力改善編～

筋力をつける～機能的トレーニング編～

内　容
1
2
3
4
5
6

受付開始は12月21日（月）です

加齢に伴う骨や関節、筋肉の衰え（ロコモティブシンドローム）を予防する運動教室です！
もっとずっと元気に過ごすため健康運動指導士と楽しく効率よく運動を学びませんか？

▲ライフコーダ結果表
　（見本）

自分の活動量が
目でみてわかる

ライフコーダを
貸し出します



広報みずほ・2020.129 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！

◉保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります

◉ジェネリック医薬品（後発医薬品）について

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術を受けられるかたへ

「後発医薬品」のことです。先に開発された新薬（先発医薬品）の特許が切れた後
に、新薬と同じ有効成分で製造・販売される医薬品です。

Ｑ Aジェネリック医薬品とは？

既に有効性や安全性について新薬で確認されていることから開発期間やコストを
大幅に抑えられ、新薬と比べて３割～５割程度も安く購入できます。長期間服用し
なければならないときは、薬代の節約につながります。

Ｑ Aどんなメリットがあるの？

新薬と、効き目や安全性が同等であることが証明されたものだけが、厚生労働省
によって承認されます。

Ｑ A効き目や安全性は？

医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品希望」と伝えてください。診察券、お薬手帳、
保険証などに「ジェネリック医薬品希望シール」を貼付して意思表示ができます。

Ｑ A使用するにはどうすればいいの？

・打撲、ねんざ、肉離れ
・骨折、脱臼（緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です）

・肩こり（疲労性・慢性的な要因からくる）や筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善が見られない長期の施術
・保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負傷などの治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

使える

使えない

・負傷原因を正確に伝えましょう
・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう
・柔道整復施術療養費支給申請書には必ず自分で署名しましょう
・領収書は必ずもらいましょう

施術日や施術内容について、市から照会させていただく場合があります。

ジェネリック医薬品の注意点

施術を受けるときの注意

・希望される場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください
・すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません
・新薬と有効成分などは同じであっても、医師や薬剤師の判断でジェネリック医薬品に切り替えることができな  
 い場合があります

　「ジェネリック医薬品の差額通知」をお送りしています
　一定の条件を満たした場合、毎年６月と１２月に「医療機関で処方された医薬品の自己負担額が、ジェネリック
医薬品に切り替えた時にいくらくらい安くなるか」のお知らせをお送りしています。ジェネリック医薬品への切り
替えの参考にしてください。



10広報みずほ・2020.12市役所において、みずほウォームビズ２０２０を始めました。

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　１７棟（申込順）
●受付期間　第３期：１１月３０日（月）～1２月１１日（金）※土・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、大谷石などの組積造の塀（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こと、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無料で診断を行い、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…

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

瑞穂市水道事業ビジョンへの意見募集 瑞穂市健康増進計画（案）への意見募集

本市水道事業の方向性と経営方針を明示す
る、今後10年間（令和3年度から令和12年度
まで）の新たな基本計画です。

※所定の意見提出用紙に氏名（法人の場合は、法人
名）、住所（市外のかたは、勤務地または通学先の
所在地）、連絡先（電話番号）を明記してください

・市内に在住・在勤・在学のかた
・市内に事務所または事業所がある個人・法人・ 
 その他の団体
・計画に利害関係を有するかた

・瑞穂市役所巣南庁舎１階上水道課
・瑞穂市役所穂積庁舎２階総合案内
・市ホームページ 
（https//www.city.mizuho.lg.jp/11463.htm）
※閲覧期間は募集期間と同じ

①持参：上水道課（巣南庁舎）または
　総合案内（穂積庁舎）の投かんＢＯＸ
②郵送：〒５０１-０３９２
　瑞穂市宮田３００番地２ 瑞穂市環境水道部上水道課行
③　 ３２７-２１２７
④　 jyousui@city.mizuho.lg.jp

計画名 瑞穂市水道事業ビジョン

上記の計画につきまして、案がまとまりましたので、市民の皆さんからのご意見を募集します。 上記の計画につきまして、案がまとまりましたので、市民の皆さんからのご意見を募集します。

※窓口での閲覧・意見提出用紙配付は上記各
　施設の開庁時間に限る

ホームページに掲載の様式、または投かんＢＯＸ
横に設置している様式を使用

上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

１２月８日（火）～令和３年１月６日（水）（当日消印有効）

計画の内容

募集期間

提出資格

提出方法

提出様式

問い合わせ

計画（案）の
閲覧・意見提出
用紙の配付場所

平成２３年度に策定した「瑞穂市第二次健康増
進計画」に基づく、令和３年度から令和８年度
（６年間）の健康づくりに関する施策・事業をま
とめた総合的な計画です。

※所定の意見提出用紙に氏名（法人の場合は、法人
名）、住所（市外のかたは、勤務地または通学先の
所在地）、連絡先（電話番号）を明記してください

・市内に在住・在勤・在学のかた
・市内に事務所または事業所がある個人・法人・ 
 その他の団体
・計画に利害関係を有するかた

・瑞穂市役所穂積庁舎2階総合案内
・瑞穂市役所巣南庁舎1階ロビー
・市ホームページ 
（https//www.city.mizuho.lg.jp/11461.htm）
※閲覧期間は募集期間と同じ

①持参：健康推進課（穂積庁舎）または
　総合案内の投かんBOX
②郵送：〒501-0293
　瑞穂市別府1288番地 瑞穂市健康福祉部健康推進課行
③　 ３２７-1556
④　 kenkou@city.mizuho.lg.jp

計画名 瑞穂市健康増進計画（案）

※窓口での閲覧・意見提出用紙配付は上記各
　施設の開庁時間に限る

ホームページに掲載の様式、または投かんＢＯＸ
横に設置している様式を使用

健康推進課　☎327-8611

１２月１１日（金）～令和３年１月15日（金）（当日消印有効）

計画の内容

募集期間

提出資格

提出方法

提出様式

問い合わせ

計画（案）の
閲覧・意見提出
用紙の配付場所



広報みずほ・2020.1211 暖房中の室内温度は１９℃を目安に設定（みずほウォームビズ２０２０）

瑞穂市
あたまの健康チェック

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

実 施 日 12月2日（水）、9日（水）、16日（水）、23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

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？

DO YOU 
KNOW（脳）？

これが目印！⇒

格安スマホ契約、今までの
携帯電話会社との違いをよく確認して！

消費生活相談室だより

《事例》

《消費者へのアドバイス》

　格安スマホの契約内容について問い合わせたうえで申し込んだ。「通信状態は変わ
らず今より利用料金が安くなる。通話は1回10分以内であれば無料」との説明だったの
で、契約して今までと同じ通話方法で使っていた。契約後、2か月間で2万7千円もの高
額な通話料を請求された。契約書には「10分以内の通話を無料にするには特定のアプ
リを使用しなければいけない」と書かれていた。

※格安スマホは今までの携帯電話会社と同じサービスを利用できるとは限りません。サポート内容や問
い合わせ方法など、契約内容をよく確認し、今までの携帯電話会社との違いを理解した上で契約しま
しょう。
※無料通話は独自のアプリを使うなど、格安スマホ会社により指定のサービス提供方法があり、注意が必
要です。よく確認しておきましょう。
※契約内容について不安に思うことやトラブルが生じた場合、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！

第２期瑞穂市障がい者総合支援プラン（案）への意見募集

市の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本
計画および障がい福祉施策を円滑に実施するために目標年度
である令和５年度の障がい者福祉の方向性を見据えたサービス
量等に目標を設定し、その確保のための方策をとる計画です。

※所定の意見提出用紙に氏名（法人の場合は、法人
名）、住所（市外のかたは、勤務地または通学先の
所在地）、連絡先（電話番号）を明記してください

・市内に在住・在勤・在学のかた
・市内に事務所または事業所がある個人・法人・ 
 その他の団体
・計画に利害関係を有するかた

瑞穂市役所穂積庁舎２階総合案内
瑞穂市役所巣南庁舎１階ロビー
市ホームページ
（https://www.mizuho.lg.jp/11464.htm）

①持参：福祉生活課（穂積庁舎）または
　上記各施設の投かんＢＯＸ
②郵送：〒501-0293
　瑞穂市別府1288番地 瑞穂市健康福祉部福祉生活課行
③　 327-1566
④　 hukusise@city.mizuho.lg.jp

計画名 瑞穂市障がい者総合支援プラン（案）

上記の計画につきまして、案がまとまりましたので、市民の皆さんからのご意見を募集します。

※窓口での閲覧・意見提出用紙配付は上記各
　施設の開庁時間に限る

ホームページに掲載の様式、または投かんＢＯＸ
横に設置している様式を使用

福祉生活課　☎327-4123

１２月２１日（月）～令和３年１月２０日（水）

計画の内容

募集期間

提出資格

提出方法

提出様式

問い合わせ

計画（案）の
閲覧・意見提出
用紙の配付場所
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みずほ教育便
Vol.45

　新型コロナウイルスの影響下でも、子どもたちは充実した学校生活を送るための活動を自分たちで考
え、試行錯誤しながら取り組んでいます。また、自分たちの学校生活が多くのかたがたに支えられている
ことに感謝し、さまざまな形でその感謝の気持ちを伝えています。

　市内３中学校の生徒会役員が、ウェブ会議シス
テムを活用した生徒会サミットを実施し、コロナ禍
での生徒会の取組について情報交換しました。

・私たちは、「～だからできない」とできないことばかり考えていましたが、他校の役
員から「～すればできる」と前向きな考えを聞いて、参考にしたいと思いました。
・他校の実践を聞いて、学校の中だけでなく、地域に向けても役立とうとしている委
員会があってよいと思い、自分の学校にも取り入れたいと思いました。

実行しよう 今、私たちにできることを！
伝えよう 感謝の気持ちを！

教育委
員会発

実行しよう 今、私たちにできることを！

　1年生のために会を実施したいという思いから、児童会役員
が中心となり、実施方法を工夫して行いました。

1年生を迎える会
　人権宣言を見直し、ウィズコロナバージョン
を考え、全校で大切にして取り組んでいます。

人権宣言の見直し

生徒の意見

生徒会サミットの実施
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・皆さん、コロナで人とふれあう
機会が減っていたので喜んでも
らえてよかったし、一人一人にあ
りがとうの気持ちを伝えられて
よかったです。

・シャワーミストが設置されてから、みんなが笑顔で涼んでいます。また、シャワーミストの下で、他の学年との交流
が増えました。本当にありがとうございました。
・暑い中、ボランティアで消毒してくださり、ありがとうございました。私も誰かのために行動していきたいと思いま
した。

●問い合わせ　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116

　学校生活を支えてくださるかたがたに対して、子どもたちはさまざまな形
で感謝の気持ちを伝えています。

伝えよう 感謝の気持ちを！

感謝活動

健康チェックしてくださる地域のかたがたへの感謝 給食センターのかたがたへの感謝

シャワーミストを提供してくださった自治会長さんへの感謝 学生ボランティアのかたがたへの感謝

　高齢者宅を訪問し、メッセージカードなどをプレゼントしました。

一人暮らしの高齢者宅訪問

児童の感想

感謝の気持ち
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11月3日
（火・祝）

地域貢献を称えて
場所：総合センター あじさいホール

10月16日
（金）

「いざ」という時の物資支援
場所：公室

10月21日
（水）

瑞穂のくに、済美のごとく
場所：公室

TOWN 　REPORT
タウン
リポート

瑞穂市自治功労者・善行者表彰
　永年にわたって地方自治に功労および
他の模範となる善行をされた14名のかた
がたが表彰されました。
　受賞者は右表の皆さんです。皆さんの
さらなるご活躍を祈念し、ご紹介します。

（敬称略）

済美高等学校との連携に関する協定締結式
　市と済美高等学校は、この締結により、保育実習・職
場体験の受入れ、穂積駅圏域拠点化構想への参加、瑞
穂市「昔話」の紙芝居作成、富有柿を利用したフードデ
ザインの創作などの内容について、連携・協力していく
予定です。済美高等学校の鹿野孝紀校長は「この協定
により、本校の生徒が、現在も、未来も活躍できると
思っている。このような場を与えてもらいありがたい」
とあいさつしました。森市長は、「地方創生の原点は郷
土への愛着だと考えている。済美高等学校のお力をお
借りし、これからも末永く瑞穂市のまちづくりに、地域
の活性化にご協力いただきたい」と述べました。

災害時における物資供給に関する協定締結式
　市内馬場上光町の株式会社ギフパッキングと災害
時における物資供給に関する協定を締結しました。こ
れは、災害発生時にダンボール製のベッドやトイレ、間
仕切りシステムを同社が市に供給するもので、災害時
の避難所運営の心強い味方になります。

▲協定を締結する（株）ギフパッキング代表取締役 山田誠さん（右）▲協定書を交わす市長（右から４人目）と鹿野校長（右から３人目）

表彰区分

顕功者表彰

顕功者表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

功労表彰

善行表彰

善行表彰

善行表彰

氏　　名

小牧　令二

松野　進一

伊藤　禮二

若園　明裕

芥子川　浩子

柴田　泰二

廣瀬　修

田中　宏二

小森　伸宏

𠮷村　昭範

浅野　高弘

小塚メタル株式会社

久保田　進

篠田　孝一

功績等

３０年にわたり市医として保健事業へ尽力

３０年にわたり市医として保健事業へ尽力

１５年にわたり上本田長寿会会長として社会福祉事業に尽力

１５年にわたり市医として保健事業へ尽力

１５年にわたり市医として保健事業へ尽力

１５年にわたり市医として保健事業へ尽力

１５年にわたり区長としての功績

１５年にわたり消防団員として災害防護に尽力

１５年にわたり消防団員として災害防護に尽力

１５年にわたり消防団員として災害防護に尽力

１５年にわたり消防団員として災害防護に尽力

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援のため多額の寄附及びマスクを寄贈

多年にわたり児童の通学時に見守りを行い地域の安心・安全の確保に貢献

多年にわたり児童の通学時に見守りを行い地域の安心・安全の確保に貢献
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ハビックス株式会社
不織布マスク 50,950枚

10月28日
（水）

11月5日
（木）

お世話になった歯に感謝して
場所：穂積小学校

納歯式（のうししき）
　穂積小学校には、３０年以上前から続けてきた「納歯式（のうししき）」があります。
　これは、「乳歯に感謝するとともに、新しく生え変わった永久歯を大切にしよう」と
いう願いをこめた式です。
　例年、６月に行っていましたが、今年は、「いいは（１１月８日）」にちなんで、11月5
日に実施しました。
　２０人ほどの子どもたちが、自分の抜けた乳歯を持って、「歯の塔」の前に集まりま
した。そして、感謝の気持ちを込めて、自分の手で、乳歯を「歯の塔」に納めました。
　司会・進行は健康委員会が務めました。穂積小学校の伝統をしっかりと守り、後輩
たちに伝えたいという心のこもった式となりました。  ▲歯の塔

▲初めの会のようす ▲昭和56年度卒業生が寄贈しました ▲「いままでありがとう」

▲目録を渡す代表取締役社長の吉村和彦さん（右）

『にこにこ健康体操』動画を制作しました瑞穂市オリジナル

　市オリジナルの介護予防体操として、椅子に座ったままできる「にこにこ健康体操」動
画を制作しました。新型コロナウイルスの影響により外出が制限され、自宅で過ごす時間
が多くなっています。運動不足による体力低下や意欲の低下が心配されており、自ら健
康維持に取り組むことが求められています。その取り組みのひとつとして、この体操動画
をぜひ活用していただき、気軽に楽しく運動を行い、毎日を元気でお過ごしください。
　体操は、自分のペースで無理なく行いましょう。

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター内）　☎327-4126

▲にこにこ健康体操はコチラ
※動画再生や視聴には、
　通信料が発生します

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
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　全国各地で乗用トラクターなどの盗難が多発しており、岐阜県でも発生しております。
　簡単な盗難防止策で犯行を未然に防ぐこともありますので、大切な農機具が盗難にあわないためにも対策をし
ましょう!!

・トラクターなどを盗まれないために
①田畑などの目の届かない場所に放置しない。
　圃場に置きっぱなしなんて持って行ってくださいと言って
いるようなもの。作業を終えたら必ず格納しましょう。

②格納庫に保管する場合でも、エンジンキーを抜いたうえ
で別に管理する。
　キーをシートの下に隠したり、工具箱の中に入れたり、犯
人は当然お見通し。必ず別の場所で管理しましょう。

③格納庫にも施錠する。格納庫の前に障害物を置く。
　格納庫のカギを壊して持っていく事例もありますが、犯
行に時間がかかるのは犯人もいやなもの。簡単に盗ませ
ない工夫をしましょう。

④盗難防止器具を利用する。
　ハンドルロック、シフトロックなど、盗難防止器具が市販さ
れています。これらの器具を利用して二重三重の防止策
を講じましょう。

⑤保管状態を定期的に確かめましょう。
　年に一度しか使わない農機具は、盗まれても気づかない
ことがあります。定期的に格納場所の確認をしましょう。

・盗難に備えて・・・
①農機具の形式区分、車体番号を控えておきましょう。
　万が一、盗難にあった場合に形式区分や車体番号を控え
ておくと、中古農機具販売店での流通を阻止できること
があります。

②田畑を徘徊する不審者や不審車両に気を付けましょう。
　犯人は昼間に目星を付けておき、夜間に犯行に及ぶよう
です。田畑を徘徊する不審者や不審車両を見かけたら、
盗難に特に注意しましょう。

③任意保険をかけましょう。
　農機具を盗難されると、営農計画が崩れてしまいます。代
わりの機械を購入しようにも費用がかさみます。日頃か
ら、任意保険に加入していれば、万が一の場合にも安心
です。

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

あなたの農機具が狙われています!!
～乗用トラクターなどの盗難事件急増中～

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第２２条の２項第１項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養護教諭のみ）選考方法
１2月10日（木）必着応募期限

◆職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課に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

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

幼稚園養護教諭
行政事務補助員（短期・短時間）※ 学校教育課　☎327－2116

幼児支援課　☎327－2147

産業保健師
子育て世代包括支援センター保健師
給食センター調理員 教育総務課　☎327－2115

健康推進課　☎327－8611
総務課　　　☎327－4111

職種 担当課
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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～

「小さな幸せ見つけた」スマートフォン
写真コンテスト（十九条中自治会）

No.32

　自治会などの地域コミュニティ組織では、地域のみなさんがより安全で安心して
生活できることを目指し、毎年度事業計画を立て、事業を実施しています。しかし、
今年度は、どの組織も事業計画のとおり事業が実施できていません。
　でも、こんな時だからこそ、「今、できること、必要なこと」を模索し、事業計画に
はない新しい事業を企画し実行された自治会があります。
　今回のレポートでは、「コロナ社会」の中、密になることを回避しながら、地域の
みなさんの気持ちをつなぐことに成功した例として、十九条中自治会の取り組み
についてご紹介します。

コミュニティセンターからのお知らせ
《クリスマスイベントのご案内》

《書き初めイベントのご案内》～年の初めに書き初めをしよう！～

●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：クリスマスのぬり絵をしたり、クリスマスの飾りを作ります。
期　間：１２月４日（金）～２５日（金）　９：００～２０：００
　　　 ※１２月２１日（月）：本田コミセンと南部コミセンは休館日
対　象：幼児から大人まで　※ご家族でのご参加、大歓迎です
料　金：無料
その他：事前の申し込みは不要です。制作に必要な用具など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

期　間：１月４日（月）～１５日（金）　９：００～１７：００
対　象：小学１年生から大人まで　※汚れてもよい服装でご参加ください
題　材：自由　※小学生については、学年ごとに手本を用意します
料　金：無料 
道　具：書き初めに必要な用具は、すべてコミセンで用意します。
その他：書き初めの前に窓口で受付をしてください。

●本田コミュニティセンター・牛牧南部コミュニティセンター同時開催

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

ともに支え合い、ともに創り、安心して生き生きと暮らせる地域づくり
　十九条中自治会の令和２年度事業には、昨年から始めた自治会
の夏祭りや子どもの集い、多世代の交流の場と位置付けた敬老祝
賀会などが計画されていました。しかし、これらの事業はコロナ対
策のため中止せざるを得ませんでした。
　自治会事業の実働部隊である十九条中自治会実行委員会のみ
なさんは、感染のリスクをできるだけ避けながら、地域の人のつな
がりを強め、落ち込んだ気分から解放し、幸せな気分が共有できる
ような事業を検討しました。そして実現したのが『「小さな幸せ見
つけた」スマートフォン写真コンテスト』です。
　「自粛生活の不自由さの中にも、かけがえのない幸せがある。今
だからこそ、見過ごしていた日常生活の中に幸せを見つけよう。」
をテーマとし、その「小さな幸せ」を感じた場面をスマートフォンで
写真に撮って応募するという企画です。自治会の小学生以上であ
れば誰でも１点応募できます。初めての取り組みで、どのくらい応
募があるか心配もあったので、２０点以上の出品があった場合は、作
品展を行うことにしました。

たくさんの「小さな幸せ」が集まりました！
　応募締め切りの９月３０日、６歳～７９歳の幅広い世代から４６点も
の応募作品が揃いました。牛牧北部防災コミュニティセンター雨天
訓練場を会場に、作品展の開催が決定しました。なるべく広い会場
を選び、さまざまなコロナ対策を実施することが大前提です。せっ
かくの機会なので、地域に暮らすみなさんの交流の場になるよう
にさまざまな工夫がされました。
　作品展の行われた１０月１８日、青色のお揃いのユニフォームを着
た、高校生、大学生を含む実行委員会メンバーを中心に、中学生か
ら７０代までの世代を越えたボランティアスタッフが、会場準備から
受付、案内などの役割を務める中、７０人もの地域のかたが入れ替
わり立ち代わり会場を訪れました。

　展示された作品は、美しい風景、愛嬌たっぷりのお孫さんやお子さ
ん、癒し系のペットたち、スイーツやお花など、それぞれの視点で「小
さな幸せ」を表現されており、来場したみなさんは、見応えたっぷり
の作品を、大変楽しく鑑賞し、お話も尽きないようすでした。

どんどん広がる世代を越えたつながり
　来場者は「幸せ」を感じた作品を選び、投票します。投票すると、
中学生以下の子どもたちは、ガチャガチャができます。小さい子ど
もたちをサポートするのは、高校生や中学生の実行委員やスタッフ
です。楽しそうな子どもたちの姿を眺める地域の大人たちもとて
も嬉しそうでした。
　「高校生や大学生が積極的に関わってくれて、とてもありがた
い。一緒に事業をやらなかったら、同じ自治会に住んでいても接点
もなく、一生話をすることもなかったかもしれない。」と広がってい
く世代を越えた地域のつながりを愛おしく語っていました。
　それは、子どもたちにとっても同じです。十九条中自治会には、
牛牧小学校へ通う子と南小学校へ通う子がいます。その流れで中
学校も、穂積中学校と巣南中学校に分かれています。自治会の事
業を通して、異なる学校へ通う子どもたちが知り合い、今では仲良
くなっているのです。子どもたちもこの出会いを喜んでいます。そ
して、地域の中で「役に立つ自分」に、イキイキした表情です。
　顔と顔をつなぐこと。これが自治会の意義であり、役割であり、や
がて地域の安全安心で「幸せ」な暮らしにつながっていく。そして
地域が担う子育ての役割の重要性を、マスクから溢れてくる会場の
みなさんの笑顔は、そのことを改めて教えてくれました。
　「コロナじゃなかったら、ここにテーブルを置いて、お茶やお菓子
も用意して、カフェみたいにやりたかったね。」これは実行委員長の
言葉です。アンケートの感想も、第２回以降の実施を望む声が多く
あったそうです。コロナのようすをうかがいながらにはなると思い
ますが、カフェも計画に入れ、ぜひ実現してください。

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。

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

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

令和３年１月の
講習会（予定）

　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。

（注） 1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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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、毎日開所しています。気軽にお越しください。　＜利用可能時間＞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

12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　
Facebook アドレス　  https://www.facebook.com/moremaam/

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

折り紙

アロマ講座

養生講座

親子ふれあい
遊び

開放

食養講座＆
ランチ（行動編）

お誕生日会

季節の雑草講座

マーム広場

マタニティヨガ

支援センター

宇佐美茂子氏

前田純氏

支援センター

藤澤寿子氏

200円

200円+250円
（材料費）+ランチ代

200円+1,000円
（材料費）

300円
お茶・おやつ付

300円
お茶・おやつ付

明正会

家洞眞貴子氏

薬剤師・鍼灸師
野崎利晃氏

高橋佑佳氏

髙木諭美氏

10：30
～11：30無料

無料

300円

1,000円

300円

7日(月)

9日(水)

10日(木)

15日(火)

23日(水)

月～金  
(祝日は休館)

3日（木）

9日（水）

15日（火）

17日（木）
25日（金）

2１日（月）

『星のリースをつくろう』折り紙歴40年のかたもいらっしゃる「明正会」
さんをお迎えして、四季折々の折り紙を教えていただきます。

10：30
～11：30

『クリスマスフレグランス』特製ブレンドによるアロマで、いつもと違ったクリスマスアドヴェントを
楽しみませんか。天然由来成分１００％で、赤ちゃんがいるお部屋や化学物質過敏なかたも安心です。

10：30
～11：30

『アレルギーの出やすい季節に向けての準備』２月３月の花粉やその他アレルギー症状が
出やすい季節に備えて、症状を軽減するためにできる準備があります。

手しごと
クラフト 500円 10：30

～11：30
『松毬(まつかさ)のお正月飾り』華やかな松毬で新年のお出迎え
準備♪

おもちゃ病院

子育て相談
（保健師・栄養士来所）

子育てセミナー

11日（金）
24日（木）
9日（水）
18日（金）

8日（火）
17日（木）

別府支援センター
牛牧支援センター
別府支援センター
牛牧支援センター

牛牧支援センター

別府支援センター

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所し
子育て相談を行います

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

10：30
～11：30

毎月巣南公民館２階で開催されている人気講座がセンターにも
やってきてくれます。(対象年齢：１歳６か月位から)

10：00
～15：00

あたたかみのある木のおもちゃ、絵本などあります♪晴れた日はお外でも
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♡

食養とは食養生。読んで字のごとく食事で体を養い生かす方法を学びましょう。全てのお母さんに受けて
いただきたい、モアマームのイチオシ講座！！　※宇佐美先生 手作りの美味しいマクロビおやつ付き♡

10：30
～13：00

みんなでお誕生日のお祝いをしましょう。身体測定をし、写真や手形をとって
記念の誕生日カードを作りましょう。先生からのプレゼントもお楽しみに♡

10：00
～12：00

【雑草の魔除け餅～ミニ鏡餅ver.～】 魔除け餅とは、厄払いの意味を持つ植物を加えたお餅。子ども
サイズの臼杵で、ぺったんぺったんとお餅つきをしますよ♪お正月を迎える準備、わくわくしますね！

10：30
～11：30

お子さんと一緒に可愛いミニ門松を作りましょう。プラスチック不使用、
自然な素材のみを使用した門松です。季節のおやつもお楽しみに♪

10：30
～11：30

出産に向けて正しい呼吸法を学び、下半身の筋肉を鍛えましょう。
妊婦さん以外のご参加や、お子様連れも大歓迎です。

〇 〇 〇 〇 おひさまカフェがリニューアルします 「こびとカフェ」12月オープン!! 〇 〇 〇 〇
☆全ての講座、開放は当面の間、新型コロナウイルス感染予防のため、定員を５～８組とさせていただきます。
☆毎月第１金曜日『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金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♬
☆新型コロナウイルス感染拡大の状況により内容など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。

☆12月1日（火）…別府支援センターは館内清掃のため、1日閉所します。

10：30
～11：30

＊ランチは大人400円、子ども300円です。ランチのみのご予約も承ります。くわしくはお問い合わせください。
＊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たくさん開催しています。
　くわしくは毎月発行している「マームたより」やホームページをご覧ください。

市立地域子育て支援センターでは、開所にあたり、感染拡大防止に伴う「3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（下記以外の事業につきましては全日程を中止させていただきます）。利用を希望されるかたは、電話予約でお申し込みください。詳細は瑞穂市公式ホー
ムページやままフレなどでご確認ください。※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。
＜利用方法＞　要予約・電話予約のみ。利用希望日の前日または当日に1回予約受付可（9：30～15：00）
＜施設開放時間・人数＞　1回目　10：00～11：30　2回目　13：00～14：30　別支は各10組　牛支は各6組
＜子育て相談＞　来所でも電話でも可。※来所の場合は事前に電話連絡をしてください

予約申込期間：12月2日（水）～4日
（金）9：30～15：00までに各支援セ
ンターに電話で連絡してください

「親子でマイバック作り」～僕（私）だけのお気
に入りバックをつくってみよう～ 
対象：未就園児親子６組 託児はできません
「親子でカレンダー作り」
～手形・足形アートに挑戦だ～　
対象：未就園児親子１０組 託児はできません

※各事業要予約

※各事業要予約



広報みずほ・2020.1219



広報みずほ・2020.12 20階段利用で健康増進（みずほウォームビズ２０２０）

 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先応 〆 申 問 Ⅰnformation みずほだより生 報
税理士による
無料税務相談のご案内

お知らせ

　市では、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
を行っています。
　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、次のとおりご協力を
お願いします。
・相談は事前の予約が必要です。
・相談室への入室は２人までです。
・相談時間は原則２５分以内です。
　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度以上）、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  １２月１７日（木）１３：００～１５：００
■所  総合センター １階
　 地域福祉ルーム
■申  ■問  税務課　☎３２７－４１１２

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
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

事業主の皆さんへ～　
市・県民税の特別徴収のお願い

お知らせ

　市・県民税の特別徴収とは、事
業主（給与支払者）のかたが、市・
県民税の納税義務者である従業
員（給与所得者）のかたに代わっ
て、毎月支払う給与から市・県民税
を天引きし、納入していただく制
度です。
　岐阜県と県内市町村は、給与所
得者のかたの納税の利便性の向
上を推進するとともに、地方税法
等に基づく適正な課税と徴収を行
うため、市・県民税の特別徴収の
徹底に取り組んでいます。
　地方税法等の規定により、所得
税の源泉徴収を行う事業主のか
たは、原則として特別徴収義務者
として市・県民税を特別徴収して
いただく必要があります。
　まだ特別徴収を実施していな
い事業主のかたは、制度をご理解
のうえ、ご協力をよろしくお願い
いたします。
■問  税務課　☎３２７－４１１２

税務署からのお知らせ
お知らせ

　令和２年分の確定申告における
確定申告会場は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止策を講じ
たうえで開設します。
　ご来場いただく場合、マスクの
着用など感染防止策にご協力を
お願いします。
　なお、感染防止の観点から、より
安心・安全なご自宅からのe-Tax
をご利用ください。
～確定申告書の作成・送信は、国
税庁ホームページから！～
　国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」では、画面
の案内に従って金額などを入力す
れば税額などが自動的に計算さ
れ、計算誤りのない申告書を作成
することができます。

　また、マイナンバーカードとIC
カードリーダライタまたはマイナ
ンバーカード対応のスマートフォ
ンがあれば、e-Tax（電子申告）を
利用して申告書を提出できます。
確定申告に備え、今のうちからマ
イナンバーカードの申請手続きま
たは最寄りの税務署の窓口での
ID・パスワードの発行手続きをご
検討ください。
（※）ID・パスワードの発行をご希
望される場合は、申告されるご本
人が運転免許証などの本人確認
書類をお持ちのうえ、最寄りの税
務署にお越しください。
■問  岐阜北税務署
 　☎２６２－６１３１

月日(曜日) 会議内容

１１/３０(月)

１２/８(火)

１２/９(水)
～１１(金)

１２/１６(水)

１２/１７(木)

１２/２２(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)



広報みずほ・2020.1221 ストレッチを行い寒さに強い体づくり（みずほウォームビズ２０２０）

　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

固定資産税（償却資産）の申告について
お知らせ

　令和３年１月１日現在で、つ
ぎの対象のかたは地方税法第
３８３条の規定により申告する
義務がありますので、税務課
に申告書を提出してください。
■対  
・市内で会社や工場などを経営 
 している事業主のかた
・太陽光発電設備を設置され  
 たかた（発電量１０ｋｗ以上で
 電力会社に全量売電されてい
 るかた）
・アパートや駐車場などを貸し
 付けているかた
●対象となる償却資産
事業のために使用している構
築物、機械、車両（自動車税お

よび軽自動車税の課税対象と
なるものは除く）、器具・備品
など
■〆  ２月１日（月）
　また、令和３年度課税に際
し、新型コロナウイルスの影
響により事業収入が減った場
合は、事業用家屋と償却資産
に対する固定資産税が軽減さ
れる場合があります。
　くわしい説明や軽減の申告
書に関しては１２月に発送予定
の償却資産申告書に同封しま
す。ご不明な点などございま
したら、税務課までご連絡くだ
さい。
■問  税務課　３２７－４１１２

１２月３日から９日は障害者週間です
お知らせ

　市では、障がいのある人とない
人がお互いに尊重し、支え合う「共
生社会」の実現を目指しています。
■障害者基本法
　障がいの有無にかかわらず等し
く個人として尊重されること、障が
いの有無によって分け隔てられる
ことなく、全ての障がい者が障が
い者でない者と共生する社会を実

現することとされています。
■障害者差別解消法
　国や市町村などの行政機関や、
会社や商店などの事業者による障
がいを理由とする差別的取扱いを
禁止し合理的配慮を行うこととさ
れています。
■問  福祉生活課　☎327－4123

エルタックス（ｅＬＴＡＸ）
による電子申告について

お知らせ

　市では、インターネットを利用し
た地方税の電子申告システムによ
る申告受付を行っています。給与
支払報告書や法人市民税申告書、
償却資産申告書等の提出が自宅
やオフィスなどからインターネット
を通じてできます。
●利用方法など　
エルタックスホームページ　
（https://www.eltax.lta.go.jp/）
にアクセスし、手続などをご確認く
ださい。なお、受付手続きに数日
かかる場合がありますので、余裕
をもって行ってください。
●利用時間など
８：３０～２４：００（土・日・祝日、12月
29日～1月3日は除く）※毎月最
終土曜日および翌日の日曜日は
ご利用いただけます
●ヘルプデスク
地方税共同機構
☎０５７０－０８１４５９
（上記の電話番号でつながらない
場合 ０３－5521－0019）
【受付時間など】
９：00～１７：00（土・日・祝日、12月
29日～1月3日は除く）
■問  ※申告の内容について
　  税務課　☎３２７－４１１２

市有財産の売払いについて
お知らせ

　次のとおり市有地の売払いを
競争入札により行います。
■日  １月２９日（金）１０：00～
■所  穂積庁舎 ３階 第１会議室
●物件
【物件１】
〇所在地番
瑞穂市穂積字領下分２１８番１５
〇地目・地積
宅地 ３７４．０８㎡（公簿）３７４．０８（実測）
【物件２】
〇所在地番
瑞穂市穂積字領下分２１８番１６
〇地目・地積
宅地 ２０７．００㎡（公簿）２０７．００㎡（実測）
●予定価格　２，３２５．７万円
※物件ごとの売却は行いません

●申込方法
　市有財産一般競争入札参加申
込書兼受付書に必要書類を添え
て提出
■〆  １月８日（金）
●必要書類
【個人の場合】住民票の写し、身分
証明書
【法人の場合】
法人登記簿全部事項証明書の写し
【個人・法人共通】
印鑑登録証明書、市区町村民税納
税証明書、土地利用計画書、誓約
書、代理人が入札に参加する場合
は委任状
※様式は市ホームページからダウ
　ンロードできます
■申  ■問  財務情報課　☎３２７－４１３１

かか たた

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

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

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

年末/大晦日年末/大晦日

左手を開き、右から左に向
かって右手の親指以外の指先
を左手の手のひらに当てま
す。

左手を親指側が上になるよう
に握り、右手の人差し指を左
手の親指におろします。



広報みずほ・2020.12

 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先応 〆 申 問 Ⅰnformation みずほだより生 報

22使わない電気機器はプラグを抜いて（みずほウォームビズ２０２０）

「あいさつ標語」・「読書標語」募集！
（青少年育成市民会議）

お知らせ

　市では、子どもたちの健やかな
成長を願って、平成31年３月に「あ
いさつのまち」を宣言しました。市
民会議では、広く小中学生を含む
市民のみなさんから「あいさつ」に
関する標語を募集します。
　また、瑞穂市教育委員会では、
「読書のまち みずほ」を推進して
います。読書を通して多くの知識
を習得し、さまざまな人々の生き
方に触れることで、心豊かな人が
育ちます。その読書への関心を高
めるために、今年から「読書」に関
わる標語を併せて募集します。
■日  12月9日（水）～令和３年１月８日（金）
■応  小・中学生と保護者…市内小中学
校を通して応募用紙を配付します。

作品は学校に提出してください。
一般…市民センター、巣南公民
館、総合センター、コミュニティセ
ンター、図書館に応募用紙を設置
します。作品は応募箱に入れてく
ださい。
▼主催
　瑞穂市青少年育成市民会議
▼賞
　優秀作品には、賞状と副賞を授
与。第２回市民の集い（令和３年３
月21日）にて表彰します。
▼著作権
　瑞穂市青少年育成市民会議に
帰属し、優秀作品については、啓
発活動に使用します。
■問  生涯学習課　☎３２７－２１１７

ピア相談
（当事者による相談）を開設

お知らせ

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。
　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 巣南
公民館）、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  令和3年１月７日（木） １３：３０～１５：３０
■所  総合センター
　  相談室１・地域福祉ルーム
■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。

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

12/3
（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

12/9
（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

スマホでカンタン申請！マイナンバーカードの申請はお早めに！

マイナポイントの付与は令和3年3月31日まで



　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

広報みずほ・2020.1223 市役所において、みずほウォームビズ２０２０を始めました。

令和３年瑞穂市成人式お知らせ

■日  令和３年１月１０日（日）
　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。
穂積中校区　 12:00～12：50
穂積北中校区 14：00～14:50
巣南中校区　 16:00～16:50
■所  総合センター サンシャインホール
■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
※成人式案内通知が届いていな
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

最低賃金改正の
お知らせ

お知らせ

　岐阜県最低賃金が１０月１日から
時間額最低８５2円に改定されまし
た。使用者も、労働者も、１時間あ
たりの賃金額が最低賃金額以上と
なっているかどうか、必ず確認しま
しょう。
　なお、特定（産業別）最低賃金に
ついては次のとおり改正されます。

人権について考えてみませんか
第７２回人権週間

お知らせ

　国際連合では世界人権宣言の
採択を記念し、採択日の１２月１０日
を「人権デー」と定めました。
　日本でも、法務省と全国人権擁
護委員連合会は、１２月４日から１０
日を「人権週間」と定め、人権尊重思
想の普及高揚に努めてきました。
　今年も「第７２回人権週間」として、
全国各地で啓発活動を実施します。
「誰か」のこと じゃない。
～虐待 いじめ 差別のない社会へ～
　皆さんもこの人権週間に、身近な
ことから人権を考えてみませんか。
　人権問題や悩み事などでお困り
のかたは、地元の人権擁護委員また
は最寄りの法務局・法務局支局にご
相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
■問  岐阜地方法務局人権擁護課
　  ☎２４５－３１８１

年末特別警戒の
実施

●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

■問  岐阜県労働局賃金室
　  ☎245-8104

岐阜県の特定（産業別）最低賃金

時間額
887円

１２
月
21
日
か
ら

電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業

時間額
932円自動車・同附属品製造業

時間額
971円航空機・同附属品製造業

　早いもので、今年も残りわずかとなりました。
　この一年を振り返ってみますと、新型コロナウイルスによる外出制限などの影響もあったか
と思われますが、刑法犯認知件数は県下的に減少しているところです。
　しかし、空き巣、車上ねらい、自転車盗被害は減少傾向にあるものの、未だ相当数発生して
いる状況にあります。
　年末年始は、里帰りや旅行などで家を空ける人も多く、外出機会も増えると思いますが、施
錠は確実に行うようお願いします。
　また、全国的に社会不安に乗じたニセ電話詐欺や銀行口座から
不正に預金が送金されるニュースが連日のように報道されてお
り、皆さんの財産を脅かす犯罪は、後を絶ちません。
　年末年始は家族団らんの機会が増えると思いますが、ニセ電話
詐欺や不正送金について、家族で注意喚起するなど、被害に遭わ
ないよう備えを万全にしていただきたいと思います。
　最後に一年の締めくくりとして、北方警察署では年末特別警戒
を実施します。
　管内の金融機関やコンビニ、犯罪多発箇所の警戒を強化し、犯
罪抑止や交通事故防止を図ってまいります。
　期間中には、街頭での警戒活動、交通検問なども予定していま
すので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　犯罪や事故を防いで笑顔で新年を迎えましょう！



24広報みずほ・2020.12ストレッチを行い寒さに強い体づくり（みずほウォームビズ２０２０）

 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先応 〆 申 問 Ⅰnformation みずほだより生 報

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

文化協会への
申込・応募・問い合わせ

公開講座
文化協会

◎生け花公開講座
　（遠州流いけばなクラブ）
■日  １２月１２日（土）１３：３０～１６：００
■所  巣南公民館 第２講義室
■料  無料
■申  問い合わせ先へ電話で
　 （当日申し込みも可）
■問  ☎３２８－２５５２　佐々木
　 ☎３２８－２７５９　今木

展示
文化協会

◎水墨画展（巣南水墨画クラブ）
■日  １２月１３日（日）～２７日（日）　
■所  市民センター サロン

事業

新春書初め席上揮毫大会
■日  令和３年１月１１日（月・祝）
　コロナ禍により３密防止のため、
今年は瑞穂市立の小・中学校の生
徒、児童100人に限定させていた
だき、申し込み、抽選は終了しまし
た。したがって、一般のかた、高校
生の当日受付は行いませんので
ご注意ください。

◎作品展示
■日  令和３年１月２３日（土）９：00～
■所  巣南公民館
■日  令和３年１月３０日（土）９：00～
■所  市民センター

文化協会

「瑞穂市駅伝競走大会」
中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、参加者および関
係者の健康・安全を確保すること
が困難と判断し、大会を中止させ
ていただきます。

体育協会

冬の硬式テニス教室
参加者募集！

○火曜日 小学生初級コース
■日  令和3年１月１２日（火）～
　  １９：００～２１：００ 全10回
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■料  3,000円
■対  市内在住在学の小学３年生～
　  ６年生の男女
■定  新規１５人（定員になり次第締切）
■〆  １２月１５日（火）

体育協会

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。

天離り果つる国
上・下

岩波書店
出版社

日没

宮本 昌孝

著者名

桐野 夏生

著者名

PHP研究所
出版社

ほげちゃんと
おともだち

偕成社
出版社

著者名

　普段、黒色と赤色、青色があれば困らないとい
うかたも年賀状は、印刷した時の色味や縁起のい
い色、映える色などを考えて作りますよね。
　また、好きな色と聞かれるとクッキリとした色や
淡い色までたくさんの色を思い浮かべるのではな
いでしょうか？
　私たちの生活に深く関わる色は、時には鉱石、
有毒な金属、昆虫、骨などを材料にして作られたそ
うです。描くため貪欲に色を探求しつづける人類は、現代では光を操る蛍光
色や蓄光色なども使うようになりました。
　本書では、古代から現代までの50種以上の色とその物語を写真と共に
紹介しています。ぜひ美しい色や不思議な色をご覧ください。

クロマトピア―色の世界―
写真で巡る色彩と顔料の歴史
著者名：デヴィッド・コールズ
出版社名：グラフィック社　出版年：2020年9月

 やぎ たみこ

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

　「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 体育協会への
申込・応募・問い合わせ

きごう



広報みずほ・2020.1225 階段利用で健康増進（みずほウォームビズ２０２０）

　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

民市 全 報安 情
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
　31,886,613円

●平成２８年度熊本地震災害義援金
　5,794,076円

●平成２９年７月５日からの
　大雨災害義援金
　4,518,381円

●台風１９号災害義援金
　3,420,809円
　（11月5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

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。

　11月、図書館本館と分館に、図
書除菌機を導入しました。30秒で6
冊の本を同時に、ページの中まで
除菌できます。来館された皆さん、
ぜひご利用ください。

　広報みずほ11月号25ページ掲載「図書館からのお知ら
せ」、「イロとりドリ あつまれ！ふくろうの森」の記事につきま
して、誤字がありました。お詫びして訂正します。
　　正）　参加費　無料
　　誤）　参加賞　無料

“ぽかぽか”あつめました
温もりが恋しい季節になりました。ここ
ろとからだが、「ぽかぽか」する本を展示
します。

冬の本・お正月の本
雪やてぶくろなど、冬を感じられる絵本
や、干支やだるまなど、お正月のおめで
たい絵本をそろえました。

期間：12月5日（土）から
　　 本がなくなり次第終了
場所：図書館（本館）
　本を選ぶヒントになるのは、“始まりの一行”
と包装紙のみ。そんな「大人版、本の福袋」。
　本のタイトルも作家名もわからない。だけ
ど気になる“一行”をぜひ手にとってみてくだ
さい。

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
（11/16現在）

始まりの一行で本を選んでみませんか図書除菌機を導入しました

お詫びと訂正

期間：令和3年1月9日（土）～
　　 本がなくなり次第終了
場所：図書館（本館・分館）
対象：幼児向け、小学校の低学年、中学年
　　 高学年向け
　福袋の中に、本と今年の運勢をうらなうお
みくじが入っています。
　初読みは、ぜひ、瑞穂市図書館の福袋で！

おみくじ福袋

12月のテーマ本

お願い（新型コロナウイルス感染の状況により、
対応が変更になることがあります。）

本
館

分
館

　薄暮時※を中心に、交通事故の増加する時期です。特に、横断
中の歩行者・自転車に注意しましょう。

年末の交通事故防止
～歩行者・自転車注意!!

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

※薄暮時は17時～19時

★横断中の事故防止対策
◆歩行者・自転車
　・歩行者は横断歩道を横断しましょう。
　・必ず、停止して、左右の安全を確認して横断しましょう。
　・交差点における右左折の車にも注意しましょう。
　・左からくる車にも注意しましょう。
◆ドライバー
　・歩行者のいる横断歩道では必ず停止しましょう。歩行者優
　 先です。
　・◇◇マークは、「前方に横断歩道あり」、横断者に注意しましょう。

★薄暮時の事故防止対策
◆歩行者・自転車　
　・明るい服装で出かけましょう。
　・反射材・ライトを活用しましょう。
　・自転車のライトも早めに点灯しましょう。
◆ドライバー
　・早めのライトの点灯に努めましょう。
　・対向車がない場合は、ハイビームを活用しましょう。



26広報みずほ・2020.12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。

 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先応 〆 申 問 Ⅰnformation みずほだより生 報

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みずほへの
申込・応募・問い合わせ

■日  １２月７日（月）１０：００～１１：００
　 ２２日（火）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  １２月４日（金）１３：００～１４：００
　 １４日（月）１０：００～１１：００
■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　マスク・タオル・飲み物
※動きやすい服装でお越しください
感染防止対策を徹底し、密になら
ないよう取り組みます。安心してご
参加ください。

高齢者向け「にこにこ運動教室」１２月号

　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  １２月１１日（金）１０：００～１１：００
　 １７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  １２月１７日（木）・２５日（金）
　 １０：００～１１：００
■所  牛牧北部防災
　 コミュニティセンター 集会室

■日  １２月１５日（火）・２８日（月）
　 １０：００～１１：００
■所  巣南公民館 多目的ホール

Link-up みずほ

Ｌｉｎｋ-ｕｐみずほ事務局
年末年始休業日のお知らせ

■日  １２月２８日（月）午後～
　 令和3年１月３日（日）
※令和3年１月４日（月）より平常開
　講します

Link-up みずほ

冬の収穫体験教室と
お千代保稲荷参拝（要申込）

　南濃みかんの収穫体験をしな
がら、冬の味覚を存分に味わって
みましょう。
■日  １２月６日（日）・１３日（日）
■所  南濃町
●集合・出発時間　９：００
●集合場所　巣南公民館
●帰着時間　14：00頃
■料  １，５００円/各日
●持ち物　マスク・タオル・飲み物
※動きやすい服装でお越しください
※くわしくはお問い合わせください

Link-up みずほ

フュージング体験教室受講生募集
　美来の森工房では、板ガラスに色のついたガラスの破片を溶着させ、きれいな
お皿やキーホルダーを作ることが楽しめ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　（12/27～1/6はお休みです）
　　　　　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　マスク着用。小学校低学年のかたは、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）

お正月に使える
お皿づくりにチャレンジ！
他の作品も選べます。



広報みずほ・2020.1227 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。

　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

広 告

編集後記
　いつもの駅南口がなんだか明るいと思ったら、早く
もイルミネーションが点灯していました。今年はシャン
デリア調のものが増えていて、噴水の水面に反射し、
暖かいオレンジ色が映えていました。およそ5,500個
の彩りを添えて、瑞穂市の玄関口JR穂積駅で乗降客
をお迎えしています。
　たくさんの光が集まると、その明るさは、夜空に輝く
星屑にも負けません。私たちも、明かりを頼りに集まり
たいけど、今年は「集まる」ということができませんね。
ケンカしたときくらいしかやらなかった「人と距離をお
く」という行為。人と人は寄り添ってこそ、エネルギー
が発散できるような気がしますが、なんだか閑散とし
た世の中になりました。
　家路につくとき、少しでも心温まりますように。

ふじのくに

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

平日　朝７：１５～８：１５
（土日　朝８：００～９：００）

瑞穂市の身近な話題をお伝えする
ＣＣＮのニュース番組

天気・交通情報も加わり毎朝生放送！

従来のエリアトピックスも引き続き放送します。

【放送時間】12:00～12:15、20:00～20:15 ほか

地デジ １２ｃｈ

お詫びと訂正

　広報みずほ11月号27ページ掲載の「編集後記」
の記事につきまして、誤字がありました。
　お詫びして訂正します。
　正）興禅寺
　誤）興善寺 （総合政策課）

ご寄付ありがとうございました

展示用として
アンパンマンぬいぐるみ　堀 とも子様
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広 告

（前月比　  56人増） （前月比 　 21人増）

（前月比 　 31世帯増）人の動き（10月末現在）
人口 人55,264 男 人27,541 （前月比 　 35人増）女 人27,723

世帯数 世帯22,009

※応募者（抽選の場合は当選者）には購入引換券を送付します（１２月下旬を予定）
※世帯あたり2セットまで購入が可能です
※応募多数の場合、ご希望のセット数での購入ができないことがあります
※購入場所や期間などくわしい内容は送付する購入引換券をご覧ください

①住所、②氏名、③電話番号、④購入希望セット数（2セットまで）
をそれぞれ記載のうえ、ハガキまたはメールにて下記までお送りください。
注）応募は、１世帯につきいずれかの方法で１回のみです（重複の場合、無効とします）

■ハガキ（郵送）の場合
〒501-0293
瑞穂市別府1288番地　瑞穂市役所 総合政策課
「プレミアム付商品券」係

■メールの場合
sougou@city.mizuho.lg.jp
※タイトルに「プレミアム付商品券」と記載してください

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

プレミアム付商品券コロナに負けるな！
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

振興券を販売します

※ハガキの場合は当日消印有効※ハガキの場合は当日消印有効応募〆切 １２月１４日応募〆切 １２月１４日 月

まずは
ご応募ください

額面金額
１セット

15,000円
1,000円券15枚つづり

販売金額
１セット 10,000円

対象者 12月1日時点で市内に住民登録がある世帯の世帯主

販売方法 応募による販売　応募者多数の場合は抽選

応募方法

がん
ばろ
う！

瑞穂
市 つかって応援！

（当選の発表は「購入引換券」の発送を
 もって代えさせていただきます）

購入までのフロー図
①応募

②「購入引換券」を発送
※応募多数の場合は抽選あり

③購入
「購入引換券」と現金をお持ちください
※購入場所や期間などは「購入引換券」に記します

購入希望者 市役所


