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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関連」
（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。

新型コロナワクチン接種
令和３年４月１日から市役所の組織などが変更になります！
住民異動届の臨時受付窓口開設、引越しなどで出る大量の粗大ごみについて
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　新型コロナウイルス感染症は全国的に感染が拡大しており、いまだ終息の目途が立たない状況です。新型コロナウイ
ルス感染症による死亡者や重症者を減らし、そのために必要な医療を確保し、感染拡大を防止させることを目的として、
全国民を対象としたワクチン接種が始まります。

　一般に、感染症にかかると、原因となる病原体（ウイル
スや細菌など）に対する「免疫」（抵抗力）ができます。免
疫ができることで、その感染症に再びかかりにくくなった
り、かかっても症状が軽くなったりするようになります。
　予防接種とは、このような体の仕組みを使って病気に
対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチン
を接種することをいいます。

1 医療従事者など
2 高齢者（令和３年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日
   以前に生まれたかた）
3 高齢者以外で基礎疾患を有するかたや、高齢者施設などで
従事されているかた
4 それ以外のかた

　今月号では、市のワクチン接種の方法・日程など、現段階（令和3年2月15日時点）で決まっていることを皆さんにお知
らせします。

新型コロナワクチン接種!特集

予防接種とは？
今回のワクチン接種は新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大を防止し、
命と健康を守ることが目的なんだね。
でも、どうやって接種するのかな？

市のワクチン接種の流れ
【接種の対象者や接種順位】

２回接種

【接種の回数】

　接種も予約も無料です。市から発送するクーポン券（接種
券など）が必要です。

【費用】

　国が示す優先順位を踏まえ、対象者のかたにワクチン接種
のクーポン券(接種券など)を順次発送する予定です。
・65歳以上のかたは、３月下旬以降に発送する予定です。
・65歳未満のかたは、４月以降となる見通しです。
※発送時期が決まりましたら、別途、お知らせしていきま
す。また、ワクチンの供給量などにより、他の市町と発送時期
が異なる場合があります。

【クーポン券(接種券など)について】
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●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

　安全で有効なワクチンが国で承認され、供給できる
ようになれば、医療従事者などへの接種が３月中旬頃か
ら始められるように準備を進めています。
　医療従事者などの後、４月以降に65歳以上の高齢
者、基礎疾患を有するかたなどの順に接種を進めてい
く見込みです。

【接種が受けられる時期】

　自分自身の体調管理を行い、何かの病気で治療中な
ど体調に不安のあるかたはかかりつけ医に、事前にワク
チン接種の相談をしておきましょう。

【接種を受ける前のこころがまえ】

　一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障がいが残ったりすること）が、極めて稀ではあ
るものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
　救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、
予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。
　新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることがで
きます。

【接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度】

　安全に安心して短期間で集中的に接種が行える「集団
予防接種※」および市内の指定医療機関で接種する「個
別予防接種」を実施できるように調整を進めています。
　接種開始時期や接種を受ける場所（接種会場）の詳
細につきましては、後日送付される案内文や市のホー
ムページなどによりお知らせします。
（※市が日時などを指定した会場で予防接種を受けることを
「集団予防接種」といいます）

【接種が受けられる場所】

　新型コロナワクチン接種の予約およびお問い合わせ
の専用ダイヤルを３月上旬に開設予定です。ワクチンを
接種するには、コールセンターでの予約が必要です。
　コールセンターの詳細につきましては、後日送付され
る案内文や市ホームページなどによりお知らせします。

【コールセンターについて】

★詳細については、首相官邸ホームページや厚生労働省ホームページなどをご参照ください。
　（新型コロナワクチン関連リンク）

　警察庁によると保健所や自治体の職員を装い、「高齢
者を対象にPCR検査とワクチン接種ができる、ワクチン
接種に予約金が必要だ」などと金銭を要求する電話が
確認されています。
　行政機関等が新型コロナワクチン接種に関して現金
を要求することはありません。

（注意）新型コロナワクチンによる詐欺行為にご注意ください

新型コロナワクチンについて
（首相官邸ホームページ）

新型コロナワクチンについての
Q&A（厚生労働省）

新型コロナワクチン接種についての
お知らせ（厚生労働省）

https://www.kantei.go.jp/jp/
headline/kansensho/vaccine.
html

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/00001
21431_00222.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/00001
21431_00218.html

!
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●問い合わせ　総務課　☎327-4111

令和３年４月１日から市役所の組織などが変更になります！
　瑞穂市第2次総合計画後期基本計画で掲げる将来像「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」を目指して、令和３年４月１日から新たな組織
体制になります。
　主な変更点は、子育て支援に関するサービスをワンストップで提供できるよう、その中心となる課として「子ども支援課」を新設しま
す。また、市の潜在的な課題を抱える部署においては、課内に「室」を設けることで目的を明確化し、問題の解決に当たります。

　新設・変更になる課・室などの業務内
容、電話番号、庁舎内フロアマップなどの
詳細については、広報みずほ４月号でお
知らせします。
　また、市役所の組織変更に伴い、３月３１
日（水）、４月１日（木）に市公式ホームペー
ジの編集作業を行う予定です。一時的に
コンテンツが閲覧できない場合がありま
すのでご了承ください。

新設になる課・室
名称・業務内容に
変更がある課など 企画部

総合政策課

市民協働安全課

危機管理室

総務課

財務情報課

市民課

税務課

医療保険課

福祉生活課

子ども支援課

地域福祉高齢課

健康推進課

市民窓口課

都市開発課

都市管理課

商工農政観光課

上水道課

下水道課

環境課

会計課

教育総務課

学校教育課

幼児教育課

生涯学習課

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

土地開発公社事務局

穂積駅圏域拠点整備課

秘書室

債権管理室

主な変更点

総務部

市民部

健康福祉部

巣南庁舎管理部

都市整備部

調整監

環境水道部

会計管理者

教育長

議会事務局長

選挙管理委員会書記長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

土地開発公社事務局長

議　会

市　長 副市長

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

土地開発公社

公平委員会 （もとす広域連合で共同設置）

教育委員会
事務局長

※職務名称を変更

室を新設し、危機管理・災害対策の担当を明確に
位置付け、緊急時の迅速な対応を可能にします。

室を新設し、市長の政策を的確に具現化するこ
とで、迅速な事業展開を可能にします。

市の各債権に適用される法令の規定に従い、債
権の適切な管理、徴収を可能にします。
「福祉生活課」「子ども支援課」へ福祉医療を、「税務課」
へ国民健康保険税の賦課および徴収を移管します。

国民健康保険税の賦課および徴収を現在の医療
保険課より引継ぎ業務を行います。

「子ども支援課」へ一部業務を移管します。また、福祉医療(重度
心身障がい者)を現在の医療保険課より引継ぎ業務を行います。
課を新設し、子育て支援業務を中心に、児童手当、児童扶養手
当、母子父子自立支援、ＤＶ対策、家庭児童相談、児童虐待など
を現在の福祉生活課から、子育て世代包括支援センターなど
の業務を現在の健康推進課から、福祉医療(乳幼児等、母子お
よび父子)を現在の医療保険課から引継ぎ業務を行います。
「子ども支援課」へ子育て世代包括支援セン
ターなどの業務を移管します。

子どもの発達段階に応じた質の高い教育を実
現するため、課の名称を変更します。また、「子ど
も支援課」へ子育て支援に関する業務を移管し
ます。
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離乳食教室(７～８か月児対象)のお知らせ
　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。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。
日時・定員 ①３月３０日（火）②４月２８日（水）　

①、②いずれも１０：００～１０：４５　５組
　　　　　　  １０：３０～１１：１５　５組　※要予約、先着順

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
持ち物 母子健康手帳、保護者のマスク
申込期限 ①３月２３日（火） ②４月２１日（水）

法律とこころの相談会
　多重債務、生活苦、解雇、パワハラなどの悩みが原因で、こころの健康に支障をきたすことがあります。
　これらの悩みに総合的に対応するための弁護士と臨床心理士による面接相談会です。
　ご本人だけでなく、ご家族からの相談にも対応し、相談内容の秘密は厳守します。

日　時 3月3日（水）13：00～16：00
場　所 岐阜保健所１階 予診室・診察室（各務原市那加不動丘１－１）

料　金 無料
申込方法 完全予約制　事前に電話連絡

子宮頸がん検診

1人

0人

1人

5人

2人

90人

1人

0人

117人

0人

1人

33人

0人

0人

44人

乳がん検診胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診

子宮頸がん検診
4人18人163人4人7人

乳がん検診胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診

がん発見者数

がん疑い者数

がんではなかった人

『がん、私は大丈夫』その自信を精密検査を受けて安心に変えましょう
　がんがあるかもしれない。それを分からないままにしておくほど不安なことはありません。
精密検査を受けて本当の安心を手に入れましょう！
令和2年度 がん検診精密検査者のうち、すでに安心を得たかた（2月12日（金）現在）

令和2年度 がん検診精密検査未受診者

① 専門的な医療を受けて安心が得られたかた　② 『がんではない』という安心が得られたかた

今年度、まだ安心が得られていないかた

①

②

●申込・予約・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●申込・問い合わせ　岐阜保健所　☎380-3004
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みずほバス路線の見直し（一部）について
　平成３０年４月にみずほバスの再編を行い３年が経過しようとしています。
　新型コロナウイルス感染症の影響があったことを除けば、利用者は順調に増加してきました。ま
た、これまでに、みずほバスに対するさまざまなご意見が寄せられています。
　今回は、ご意見を踏まえ利便性や安全性の向上の観点から、みずほバスの一部路線の見直しやバ
ス停の新設・移設、それに伴うダイヤ改正を行います。

見直しする路線は以下のとおりです。
●変更路線：みずほバス全路線（本田七崎線、馬場十七条線、十九条古橋線、牛牧穂積線）
※見直し後の「みずほバス路線図」は広報みずほ4月号で全戸配布いたします

　臨時会が１月２８日（木）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、

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１０号）の概要は、歳出では
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業として、ワクチンの接種体制確保等業
務や接種委託料などを計上するものです。
　歳入では国庫支出金として新型コロナウ
イルスワクチン接種体制確保事業費補助金
を計上し、繰入金として財政調整基金を繰り
入れるものです。
　少しでも早く市民の皆さんにワクチンの
接種が行える体制を整え、皆さんの命と暮
らしを守り、一刻も早く安心した生活を取り
戻せるよう努めてまいります。

の合計１件で、慎重に審議されました。

令和３年 第１回瑞穂市議会臨時会

・ 補正予算  　　　　１件

議案第１号
令和２年度瑞穂市一般会計補正予算（第１０号）
　歳入歳出それぞれ１億５，６５３万２千円を追加し、歳入歳出
予算総額を２６８億１，０１７万１千円とするもの。
主な内容

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

＜歳入＞
国庫支出金　　　 732万3千円
繰入金　　　1億4,920万9千円
合計　　　　1億5,653万2千円

＜歳出＞
衛生費　1億5,653万2千円
合計　　1億5,653万2千円

見直し後のみずほバス路線図
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　例年、年度末・年度初めは異動の多い時期になります。そのため市民課では、次のとおり休日臨時受付
窓口を開設します。

①転入届、転居届、転出届（転出証明書を含む）、印鑑登録の受付
　※新築の住宅やアパートへ入居のかたは、契約書など地名地番の分かるものをご持
　参ください
　※個人番号カード、住民基本台帳カードによる特例転入は受付できませんので、必ず
　転出証明書をご持参ください
②住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書などの交付、個人番号（マイナンバー）カードの
交付
　※証明書の広域交付は、取扱いできません
　※戸籍の届出は仮受付となります。また、特別永住者に関する事務および外国人の
　在留関連事務（転出証明のある転入および転居に伴うみなし住居地届を除く）は、
　取扱いできません
③国民健康保険、年金、後期高齢者医療、福祉医療の手続き
④水道の開栓、閉栓届の受付のみ

日　時 ３月２８日（日）、４月４日（日）８：３０～１７：１５
場　所 穂積庁舎２階 市民課

●問い合わせ　①②市民課　　☎327-4113
　　　　　　　③医療保険課　☎327-4159
　　　　　　　④上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

住民異動届の臨時受付窓口開設

●取扱い事務

　当日は転入・転居・転出に関連する諸事務の一部を取扱う予定ですが、すべてを取扱いすることは
困難な場合があり、平日にあらためて担当課へ来庁などをお願いすることがありますのでご了承く
ださい。

●その他

中央清掃（株） 別府1259-1 ☎058－327－1144

（株）野々村商店 野田新田3977-1 ☎058－327－4030
旧穂積町地域

（有）揖斐・本巣クリーナー 本巣市仏生寺391-1 ☎058－323－0707旧巣南町地域

東海環境サービスセンター 大垣市墨俣町長池527 ☎0584－62－6662瑞穂市全域

地域 名称 所在地 連絡先

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

　３月は引越しの季節です。家具など、家庭から一時的に出る大量の粗大ごみは、市の集積場（美来の森、巣
南集積場）に持ち込むほかに、市の許可業者に直接依頼して処分してもらうことも可能です。
　手続きの仕方や費用など、くわしくは下記の連絡先にお尋ねください。

※ごみの処理を適正に行わずに不法投棄をすると、５年以下の懲役もしくは１,０００万円以下の罰金またはそ
　の両方が科せられます

引越しなどで出る
大量の粗大ごみについて

瑞穂市一般廃棄物収集運搬許可業者
（お住まいの地域によって許可業者が異なります）

あれこれ
環境
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●問い合わせ　市選挙管理委員会（総務課内）　☎327-4111　　322-2300

岐阜県知事選挙結果

投票区

○投票区別の投票結果

○期日前投票の状況 期日前投票者数の累計

当日有権者数

4,443人

7,111人

4,722人

6,310人

9,254人

3,322人

2,595人

4,984人

42,741人

生　津

本　田

別　府（指定投票区）

穂　積

牛　牧

唐　栗

美江寺

古　橋

合　計

当日投票者数

932人

1,772人

880人

1,090人

1,533人

935人

703人

1,097人

8,942人

期日前投票者数

810人

1,601人

1,449人

1,554人

2,317人

718人

631人

1,036人

10,116人

確定投票者数

1,742人

3,373人

2,329人

2,644人

3,850人

1,653人

1,334人

2,133人

19,058人

確定投票率

39.21%

47.43%

49.32%

41.90%

41.60%

49.76%

51.41%

42.80%

44.59%

　1月7日(木)に告示された岐阜県知事選挙の投票が、1月24日(日)に行われ、
即日開票されました。
　投票は市内8か所の投票所で7時から20時まで行われ、皆さんの貴重な一票
が投じられました。結果は次のとおりです。

　今回の選挙では期日前投票を利用
する選挙人が増加し、当日の投票者
数を上回る状況となりました。

○過去の岐阜県知事選挙との比較
　合併後、県知事選挙としては最も高い投票率となりました。

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

選挙期日 投票者数

13,280人

11,591人

10,997人

12,815人

19,058人

平成17年1月23日

平成21年1月25日

平成25年1月27日

平成29年1月29日

令和3年1月24日

投票率

36.42%

30.45%

28.00%

30.70%

44.59%

○瑞穂市開票区の開票結果
（届出順、敬称略）

9,335票

1,029票

701票

7,870票

123票

江崎　禎英

稲垣　豊子

新田　雄司

古田　肇

無効票

投票所 投票者数

10,000

7,500

5,000
4,737人

10,116人

2,500

0

9,016人

43人

1,057人

10,116人

前16日
1/8（金）

前15日
1/9（土）

前14日
1/10（日）

前13日
1/11（月）

前12日
1/12（火）

前11日
1/13（水）

前10日
1/14（木）

前9日
1/15（金）

前8日
1/16（土）

前7日
1/17（日）

前6日
1/18（月）

前5日
1/19（火）

前4日
1/20（水）

前3日
1/21（木）

前2日
1/22（金）

前1日
1/23（土）

市役所第2庁舎

朝日大学10周年記念館

西部複合センター

合　計

H29知事選

R3知事選



広報みずほ・2021.39 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。

　令和３年１月１日に自転車利用の規則の一部が改正されました。

◆自転車の「幼児用座席」に乗せることのできる子どもの年齢制限の緩和
　改正前　幼児(６歳未満) ⇒ 改正後　小学校入学前まで

◆タンデム(二人乗り用)自転車で公道走行が可能に
　タンデム自転車は普通自転車と異なり、公道を通行する際は注意が必要です。

〇声かけをしましょう～発進・停止・曲がるとき
〇公道を走る前に練習しましょう～安全な場所で十
分練習して運転に慣れましょう

〇ただし、「歩行者・自転車専用」の補助標識がある
　場合は、歩行者用信号機に従う必要があります

岐阜県道路交通法施行規則の一部改正民市 全 報安 情

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

安全確保のため、幼児にはヘルメットをかぶらせましょう

走行する際の注意点 車両用信号に従いましょう

〇「自転車通行可」の標識があってもタンデム自転車
は通行できません
〇道路の左端を通行しましょう

〇進入禁止などの規制標識に「自転車を除く」とい
　う補助標識があっても、タンデム自転車は除かれ
　ません

歩道は通行できません 補助標識をよく確認して通行しましょう

長期保管のカセットボンベの
ガス漏れに注意！

消費生活相談室だより

《事例》

《消費者へのアドバイス》

　数年前に災害時の備蓄として、購入しておいたカセットボンベをコンロで使用
したところ、火が出た。すぐに消し止めたが、ボンベからシューと音が漏れていた。

●カセットボンベは、製造から長期経過したり、保管環境が悪かったりすると、内部パッキンの劣化などに
よってガス漏れする可能性があり大変危険です。

●使用期限の目安は製造後、約7年とされています。製造年月日を確認してから使用しましょう。製造年月
日が分からないものや金属部分に変形や錆が見られるものは使用を止めましょう。

●空になったカセットボンベは、市のルールに従って廃棄しましょう。古いボンベやガスが残っている状態
で処分したい場合は、製造業者などへ問い合わせましょう。

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！



10広報みずほ・2021.3コンビニで住民票や戸籍証明書などが取得できます。

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

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

実 施 日 3月10日（水）、17日（水）、24日（水）、31（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？

　この講座は、小学校時代に習った国語や算数などの授業に取り組み、楽しみながら「脳」
の活性化をはかり、いつまでも生き生きと過ごしていただくことを目的としています。

対　　象　　おおむね６０歳以上の市内在住・在勤のかた
定　　員　　２０人程度
講座日数　　年間１８回程度。原則として火曜日
時 間 割   　朝の会（９時頃） ⇒ １時間目 ⇒ ２時間目 ⇒ 帰りの会（１１時３０分頃）
受 講 料　　無　料
　　　　　　※ただし、授業の内容によっては、材料代をいただく場合があります
講座会場　　巣南公民館
申込方法　　総合センター・市民センター・巣南公民館に備え付けの申込書に必要事項を明記のうえ、下記の提出先
　　　　　　へ申込み。申込多数の場合は、抽選となることがあります。
申込締切　　３月１９日（金）
提 出 先　　生涯学習課・総合センター・市民センター・巣南公民館

令和３年度瑞穂大学
脳力活性学部 受講生募集

対象者 ●市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されている満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を滞納していないかたなど要件があります

補助額
●対象経費から国の補助金分を除いた２分の１（上限３万円）
●国の補助金も並行して受けられます（申請期限などについては、一般社団法人次世代
 自動車振興センターのホームページでご確認ください）。

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上記の対象者の記載がある自動車
●非営利かつ個人が使用する目的の自動車（社用車などではないこと）

対象となる
抑制装置

●令和２年４月１日以降に後付けの急発進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の購入費および整備費（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）
 ※整備から６か月以内に申請が必要です
 ※新車を購入する場合、オプションで設置した急発進抑制装置は対象となりません

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を含む）
●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あります

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



広報みずほ・2021.311 マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）

休日等交付日 ３月１４日（日）9：００～１６：００/３月２８日（日）8：30～17：15

場　所 市民課（穂積庁舎２階）

平日開庁時間 ８：３０～１７：１５

「個人番号（マイナンバー）カード」のお受け取りを！

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

　「個人番号カード」の交付申請をされたかたには、約１か月で交付通
知を送付します。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
ご本人が市民課窓口へお越しください。平日開庁時間内に来庁ができ
ないかたは、休日等交付日をご利用ください（要予約）。本人確認をし、
暗証番号を設定していただいた後、「個人番号カード」を交付します。

　「個人番号カード」は身分証明書やコンビニ交付サービスに利用
できます。くわしくは、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（二次元バーコード参照）。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更になる場合があります。
　市ホームページに休日など交付日を掲載していますので、ご確認ください

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

　新型コロナウイルスの流行でお出かけしにくい今だからこそ、自宅でゆっくりと美味しいお弁当を食べながら、外食気分を
味わってみてはいかがですか。

　瑞穂市を中心とした穂積駅圏域で飲食店を展開する事業
者さんが作るお弁当を穂積駅前で販売します。
　JR穂積駅は毎日多くのかたが利用されている県内屈指の
駅であるにも関わらず、駅前にはお弁当や総菜を販売する飲
食店がほとんどありません。
　今回の弁当市のチャレンジで、駅前でお弁当の販売を実験
的に実施し、今後の駅周辺での飲食事業の展開の可能性を
検証します。

　市近郊の飲食店さんが作る美味しいお弁当を穂積駅前でご購
入いただけます。
　駅をご利用の際は、ぜひお立ち寄りください。

新しい組織のことや、駅周辺の取り組みについては、こ
れまで通り、Facebookで随時発信していきます！
瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想協議会Facebook▶

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

｢JR穂積駅 弁当市｣を開催します！

これからのJR穂積駅周辺を考えていくための
新しい取組みが始まります！

3月1日(月)～5日(金)
16：00～19：00
場所：JR穂積駅南口
※無くなり次第終了です

瑞穂市および市周辺の飲食店が作る美味しいお弁当が駅前に大集合

　ワイワイ会議では、みんなで自由に意見を出し合える場を
大切にしてきました。これからは、自由に意見を出し合える場
は残しながら、新たにリーダーを設け、自分たちで話し合
い、決定し、実行していける組織として発展させてきたいと
考えています。

ワイワイ会議からのお知らせ

※開催場所は変更する場合があります。くわしくは市ホームページをご覧ください

開催場所 穂積駅

※画像はイメージです
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コミュニティ・スクールで「地域とともにある学校づくり」（中小）

みずほ教育便
Vol.48

教育委
員会発

　自治会長さんや保護者サポーターの皆さん
に、準備や引率、片付けなどを手伝っていただ
きました。そのサポートや応援のおかげで、より
よい遊びになったし、仲を深めることができま
した。ありがとうございました！（6年児童）

　市では、地域の未来を担う子どもたちの健全な育成を目指し、学校・家庭・地域が連携・協力しながら行う
「地域とともにある学校づくり」を推進しています。

地域のかた・PTAの協力による「なかよし遠足」

地域・PTA・学校が連携して行う「あいさつ運動」

民生委員さんによる検温チェック



広報みずほ・2021.313

「自治会の活動の中に『子どもたちの活躍の場』を‼」（穂積小）

子どもたちの元気な挨拶が学校から地域にも広がることを願って

仲間のよさをたくさん見つけて、
ほづみっ子の花を咲かせよう！

●問い合わせ　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）で
の意見
・地域の活動で見られた子どもたちのよさが、
もっと学校に届くシステムを構築しよう。
・コロナ禍の中で、どのような活動の工夫がで
きるだろうか。

　私は、みんなが気持ちよくなるといいなあと願って、いつも挨拶をしています。そのために、大きな声で
お辞儀をしながら、名前をよんで挨拶をしています。挨拶をすると自分もいい気持ちになるので、うれしい
です。（2年児童）
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TOWN 　REPORT
タウン
リポート

1月10日
（日）

成人式
場所：総合センター サンシャインホール

▲市長から「マンホールカード合格祈願お守り」を受けとる穂積北中学校校長

　今年も成人式を開催しました。新型コロナウイルス感染症対策として、出入口での消毒（手を出すだけで消毒液が自動的に出る
機械を使用）、検温（非接触式で額の温度を測る検温器を使用）、中学校区ごとの３部制（会場の空調で空気が入れ替わる１時間を
利用して会場の消毒を行う）、座席の距離を確保（席は１席おきに座り、列は１列飛ばしにする）をしながら新成人をお祝いました。

1月18日
（月）

落ちない、滑らない、全て〇（まる）
場所：巣南庁舎

マンホールカード合格祈願お守り配布
　市内の中学３年生に、「マンホールカード合格祈願お守り」を配布しました。マンホールカードとは「下水道広報プラットホーム」
が下水道のＰＲを目的として自治体と連携して作成するもので、自治体独自デザインのマンホールの写真とデザインの由来が載っ
ています。
　市では２年前から、市のマンホールカードを職員が紙で包み、お守りとして手作りし、受験シーズンの前に窓口で配布してきまし
た。今年は新型コロナウイルス感染症予防のため、１月18日、大安の一（1）番ハ（8）ッピーな日に、市長から市内校長の代表に
５８３人分のマンホールカードお守りを贈呈しました。



広報みずほ・2021.315

1月11日
（月・祝）

９９歳おめでとうございます
場所：市内

1月23日
（土）

９９歳おめでとうございます
場所：市内

白寿のお祝い
１月１１日（月・祝）小牧美代さん

白寿のお祝い
１月２３日（土）
馬渕深雪さん

▲お祝いを受け取る馬渕深雪さん

1月13日
（水）

市の子育て支援に尽力
場所：公室

子どもと家族・若者応援団表彰受賞報告
　令和２年度「子どもと家族・若者応援団表彰（子育て・家族
支援部門）」において、内閣府特命担当大臣表彰（岐阜県推
薦）を受賞した特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂の椙
浦理事長らが市長に受賞を報告しました。
　平成14年の法人化以降、瑞穂市の子育て支援の拠点とし
て活動を広げ、市認可小規模保育所「まめっこ保育園」の運
営、中学校と協働した保育体験の授業の実施など保育と子
育て支援を包括的に行っていることで受賞につながりまし
た。椙浦理事長は、「コロナ禍で保育体験など実施が難しい
状況ではあるが、そのようななかでもできることを続けてい
きたい」と話しました。

▲（写真左から）キッズスクエア専務理事の矢野さん、理事長の椙浦さん、
　（写真右端）副理事長の近藤さん

1月26日
（火）

地域のスポーツ振興に貢献 ～全国表彰の受賞～
場所：公室

「全国スポーツ推進委員優良団体表彰」および
「30年勤続スポーツ推進委員表彰」受賞報告
　全国スポーツ推進委員連合から、瑞穂市スポーツ推進委
員会が「令和2年度全国スポーツ推進委員優良団体表彰」
を、スポーツ推進委員の廣瀬眞弓さんが「令和２年度３０年勤
続スポーツ推進委員表彰」を受賞しました。報告のため瑞穂
市スポーツ推進委員会を代表して委員長の堤卓雄さんと、
30年表彰を受けた廣瀬さんが公室を訪れました。
　瑞穂市スポーツ推進委員会は永年にわたり地域のスポー
ツ振興に顕著な業績を上げ、地域住民の健康、体力の向上・
維持に貢献したことが認められ、今回の受賞を受け、今年度
は26名のスポーツ推進委員で活動をしています。
　スポーツ推進委員の廣瀬さんは、３０年にわたり自己研鑽
に励むとともに市の地域スポーツ振興に活躍した功績が認
められ、今回の受賞となりました。
　今後も瑞穂市スポーツ推進委員会と廣瀬さんの活躍が期
待されます。

▲受賞報告するスポーツ推進委員長の堤卓雄さん（左から３番目）と
　スポーツ推進委員の廣瀬眞弓さん（左から４番目）

1月25日
（月）

命について親子で考えた一冊
場所：公室

　令和２年度「清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール」において、
紹介文部門銀賞を受賞した西村みどりさんが、お子さんの栄人さん
（穂積小学校5年生）とと
もに市長に受賞を報告し
ました。
　『いのちをいただく　み
いちゃんがお肉になる日』
を読んで、栄人さんは「こ
の本を読んで、本がもっと
好きになりました。今は図
書委員をしていて、これか
らも本をたくさん読んで世
界を広げたい。」と話しま
した。

▲（写真右から）西村みどりさんと栄人さん
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　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4年3月31日任用期間
申込書および資格証明書の写し（資格を要する職種のみ）を担当課へ提出応募方法
面接試験および実技試験（保育士および幼稚園教諭のみ）選考方法
３月10日（水）必着応募期限

※職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課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
　また、募集につきましては、原稿作成時点での予定であるため、変更することがあります

令和３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

教育総務課　☎327－2115

学校教育課　☎327－2116

給食センター調理員
環境課　　　☎327－4127行政事務補助員

営繕職員

担任保育士
保育士
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
放課後児童クラブサポーター（スポット）
放課後児童クラブ指導員（スポット）
保育所用務員

幼稚園教諭
幼稚園養護教諭

行政事務補助員（短期間）

幼児支援課　☎327－2147

生涯学習課　☎327－2117図書館司書（繁忙期）

職種 担当課

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

農地に関するさまざまな手続きが
あることを知っていますか？

農業委員会
からのお知らせ

農地を、住宅や駐車場などの
農地以外の用途に変更するこ
とです。

農地転用って？

農業委員会に相続の届出を
お願いします。

農地を相続した時は？

許可または届出が必要です。
許可：市街化区域以外の農地
届出：市街化区域内の農地

農地転用するには？

農業委員会に許可（届出）申
請書を提出してください。申
請書の作成の際には、事前に
地元の農業委員または農業
委員会事務局にご相談くださ
い。

許可（届出）申請をするには？

相続が確定したら、土地の登
記事項証明書、もしくは遺産
分割協議書の写しを添付し、
農業委員会事務局に届出書
を提出してください。

必要な書類は？

日本は、その地形上利用できる
土地が少ないので、計画的に
土地利用をする必要がありま
す。そのため、例えば都市地域
には都市計画法が、農業地域
には農業振興地域に関する法
律（農振法）があり、土地利用
に制限が加えられています。
特に、食料の多くを海外に依存
している日本は、国内の食料供
給力を強化する必要があるた
め、農地法によって農地転用に
対する規制が設けられ、許可や
届出が必要になります。

どうして許可（届出）が必要なの？
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コミュニティセンターからのお知らせ

《コロナ終息への願いを書こう！》

●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 ： アマビエのウロコの色紙に、コロナ終息への
　　　　願いを書きます。
期　間 ： ３月５日（金）～３１日（水）　９：００～２０：００
　　　   ※３月１５日（月）：本田コミュニティセンターと
　　　　　南部コミュニティセンターは休館日
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
　　　　はコミュニティセンターで用意します。

●コミュニティセンター　３館同時開催

《ひな祭りイベントのご案内》～おひな様に色を塗って飾ろう！～
内　容 ： おひなさまの塗り絵に色を塗り、ひな壇に飾ります。
期　間 ： ３月３日（水）まで　９：００～２０：００
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。制作に必要な用具は
　　　　コミュニティセンターで用意します。

●コミュニティセンター　３館同時開催

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

　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。

県民の安心安全のために
一緒に働きませんか！

●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

　来春、岐阜県警察官に採用される試験の受付が３月１日（予定）から始まります。
　「警察」と聞くと「正義感、刑事、逮捕、事件、交通事故、取締り、災害」などと堅い言葉が並び「ちょっと私には…」と
思うかたもいると思います。
　でも安心してください。警察官に採用されても、いきなり現場に出ることはありません。
　大学卒業、卒業見込みのかたは約６か月、それ以外（高校卒業など）のかたは約１０か月の間、関市にある「岐阜県
警察学校」で仲間たちと寝食を共にしながら法律や実務の基礎知識の習得、柔道・剣道・逮捕術などの体力鍛錬をし
て警察官になるための勉強、訓練をしています。柔道・剣道の未経験者も多くいますの
で心配はありません。
　警察学校を卒業しても配属先の警察署では一定期間、個別に指導員が付いて、親身
になって成長をサポートします。警察学校での教養や訓練、先輩のサポート、なにより本
人の頑張りで、一人一人が警察官として成長していきます。
　今回の採用試験は、大学卒業、または卒業予定のかたが対象となり詳細を本紙25ペー
ジに掲載しています。それ以外のかた（高校卒業など）が対象となる試験は秋に実施予定
です。採用試験の詳細は北方警察署、またはお近くの交番・駐在所までお尋ねください。

疫病退散
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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～

あなたの思いを一歩前に！
人材育成研修（１）

No.35

　「まちづくり」への思いを持つ市民のみなさんを対象に、学ぶ機会の
提供や、ネットワークづくりにつなげるために実施している人材育成研
修。今年度は、岐阜県の地域づくり人材養成講座を活用し、県との市の
合同主催で実施しました。
　研修は、今年で３年目となりますが、昨年度までと同様に、全体コー
ディネーターをぎふＮＰＯセンター理事長の野村典博先生にお願いし、
１０月～１２月に３回のシリーズで実施しました。
　新型コロナウイルス感染症感染予防対策で、思うように動けない状
況の中だからこそ、ますます重要である合意形成について学び、地域
活動の実践につなげていただく手掛かりにしていただくことを目指し
て、テーマは「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」としました。
　今回のレポートでは、第１回、第２回の講師をお世話になったパブリッ
ク・ハーツ株式会社の水谷香織先生のお話を中心に、研修の内容につ
いてお伝えしたいと思います。

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

第１回「合意形成のために必要なこと」
　１０月２７日（火）に実施した第１回の研修では、合意形成
のためのステップを学び、実際にグループワークで体験し
ました。水谷先生から、「『聴く』ことが地域コミュニケー
ションの基本で、特に賛成、反対という立場ではなく、どう
して賛成なのか、何故反対なのかという実質的、心理的、
プロセス上の『利害・関心』を丁寧に『聴く』（これが進め方
や決め方が公正なプロセスとなる）ことで、みんなが納得
感を高めることができる。」というお話を聞き、関心事項
を横軸に、関係者を縦軸にとった「利害関心分析」のマト
リックス表を用いて、合意形成の考え方を体験しました。
そして、続くグループワークで「コロナでも元気な地域と
は？」、「自分たちができること」をテーマに話し合いまし
た。参加者のみなさんからは、あいさつやご近所での会話
などの顔を合わせるリアルなコミュニケーションと、ＳＮＳ
などのＩCTを活用したコミュニケーションの両方を駆使し
て地域がつながること、コロナ禍でも困りごとの手伝いや
子どもや高齢者の見守りなど、できることで支え合うこと
の大切さが語られました。

第２回「地域のネットワークを活用して実現化する」
　１１月２５日（水）の２回目の研修は、協力者を得るための
ステップや、地域のネットワークを生かす方法などを考え
ることを目的に実施しました。今回も「聴く」がキーワード
でした。エフィカシー（自己効力感）を高める聴き方、つま

りは「私はできる！」と話し手が思えるような聴き方をする
と、その人はさまざまな手段を試し、できるまで頑張るの
で、力を引き出すことにつながる。地域の中に、この聴き
方ができる人がいると地域が元気になるというお話でし
た。そして、最高の未来を自由にイメージすることから考
える発想法を用い、「みんなで地域の未来を描こう」を
テーマにグループワークを行いました。参加者それぞれが
思い描く２０２５年の地域の姿は、さまざまな地域活動が行
われ、世代を越えたふれあいのあふれるまちの姿でした。
そして、ワークの中で「理想的な未来を実現する鍵」とし
て導き出されたのは、「居場所をつくる」と「人の力」とい
うワードでした。
　また、未来の描き方の参考事例として、さまざまな地域
（名古屋市中川区、清須市、中津川市神坂地域、名鉄広見
線（御嵩町・可児市））のお話も紹介していただきました。

合意形成＝ビジョンの共有　「思い」でつながって行くの
がネットワーク
　全体コーディネーターの野村先生からは、「『未来を描
く』ことはとても大切。地域のつながりを作ろうとすると、
肩書、役割などの立場で作ることを考えがちだが、未来を
描いて、ビジョンを共有することで、必要な人たちがつな
がる。立場ではなく、思いでつながることが大事。ネット
ワークは作るものでなく、できるもの。」とお話しいただき
ました。

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。

▲地域の「最高の未来」を目指して、各グループで熱いワークが行われました。
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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

3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

手しごとクラフト

こびとカフェ

季節の折り紙

親子
ふれあい遊び

親子で
アロマタッチ

シュタイナー
教育初級講座

お誕生日会

大人のための
水彩画

マーム広場

季節の雑草講座

支援センター

秦理絵子氏

中澤三幸氏

支援センター

前田純氏

200円

500円
（お茶・おやつ付）

200円
＋材料費100円

300円
（お茶・おやつ付）

200円
＋材料費1,000円

家洞眞貴子氏

野崎利晃氏

明正会

センター職員

髙木諭美氏

kanakumu

10：30
～11：30500円

350円
(アロマグッズ付)

無料

350円
 (飲物・おやつ付)

200円

10日(水)

11日(木)

15日(月)

17日(水)

26日(金)

詳細右記

4日（木）

10日（水）

15日（月）

18日（木）
24日（水）

23日（火）

『令和3年度☆私への光のメッセージ』
新しい年の新しい私に向けて・・・

10：30
～11：30

おひさまカフェがリニューアル! 
開催予定日／1日(月)、8日(月)、17日(水)、24日(水)、29日(月) ラストオーダー13：00

10：30
～11：30

折り紙歴40年の地元のかたがたをおよびして一緒に楽しむ折り紙。
折り紙で和気あいあいとしたひとときを。

養生講座 200円 10：30
～11：30

『二十四節気・2021年度』季節の移ろいを知って体調管理。
薬剤師・鍼灸師でもある講師による講座

おもちゃ病院

保健師・栄養士による
子育て相談

子育てセミナー

9日（火）

12日（金）

8日（月）
15日（月）

18日（木）

23日（火）

牛牧支援センター

別府支援センター

牛牧支援センター
別府支援センター

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

館内清掃 別府支援センター 館内清掃のため閉所します

保健師と管理栄養士が来所し
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)

10：30
～14：00

子育てママサークルさんによる座談会。アロマグッズを使った
子育て話を楽しみましょう。

テーマ【入園、入学、新学期、環境の変化に戸惑う子どもたちへ家庭でできること】 
日本シュタイナ―協会代表の秦先生の貴重な講座です。

13：30
～14：30

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

10：30
～11：30

園でも取り入れられている水彩画。静かな時間の中、全身で色彩の世界
を感じてみませんか♪お子さま連れ大歓迎です。

10：30
～11：30

今月のマーム広場は、お別れ会。みんなで記念撮影をしてフォトフレームを
作りましょう！季節のおやつもお楽しみに♪

10：00
～13：00

栄養豊富な雑草を使い、つむぎてさんこだわりの自家製味噌で雑草おむすび＆
雑草味噌汁を作りましょう。雑草味噌玉のお土産付き。

※各事業要予約・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
☆LINE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。

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回分予約受付可（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　別府支援センターは各10組　牛牧支援センターは各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
＜おもちゃ病院＞　予約不要。センターで遊ぶ場合は要予約。

予約申込期間：3月10日（水）～１2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

「色紙粘土でストラップ作り」
～型押しや指スタンプでオリジナルストラップに挑戦！～
対象：未就園児親子６組　託児はありません
「親子でハイ・チーズ！」
～簡単フォトフレーム作り～
対象：未就園児親子１０組　託児はありません

※各事業要予約

※各事業要予約
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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。

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

募集期間：２月１０日（水）～３月９日（火）
■問  学校教育課　☎327－2116
※くわしくは市ホームページをご覧ください
　https://www.city.mizuho.lg.jp/3770.htm

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  ３月１８日（木）１３：００～１５：００
■所  総合センター １階 
　  地域福祉ルーム
■予  ■問  税務課　☎３２７－４１１２

「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。

かか たた

手話で手話ろう！手話で手話ろう！しゅわ シュワ 手話

シリーズ

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

手の甲を外側に向け、指を軽
く曲げた状態で胸の前に置き
ます。そのまま身体側に手を
引くように移動させます。顔
を傾げながらやると、疑問形
になります。

必要
（～しなければならない）

必要
（～しなければならない）

手の甲を外側に向け、指を軽
く曲げた状態で胸の前に置き
ます。外側に払うように手を
開きます。

必要ない
（～しなくてもいい）
必要ない

（～しなくてもいい）

月日(曜日)

２/２４(水)

３/３(水)

３/４ (木)～８(月)

３/１０(水)

３/１１(木)

３/１６(火)

会議内容

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)

瑞穂市教育振興基本計画（案）への
意見を募集しています。

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3
■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

3/4
（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

3/10
（水）

利用対象者 事業所名 電話番号

心の病気で
お悩みのかたなど

うかい
ふなぶせ
ふなぶせ南

２３９-５８３８
２１３-８８１１
２０１-６７１１

知的障がいの
かたなど

生活サポートはしま
相談支援センター
障害者総合生活支援
センター クロス

３９２-２８００

２１０-２０７８

※時間はいずれも１３：３０～１５：３０
※先着各２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
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 　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
特定外来生物防除農業者
講習会の開催について

お知らせ

　ヌートリアおよびアライグマの防
除に関する講習会を開催します。
■日  ３月１９日 (金)１３：３０～
■所  巣南庁舎１－２会議室
■料  無料
■対  ヌートリアおよびアライグマに
よる農作物の被害を受けている、
農業に従事するかた
■定  5人（先着順）
※電話にて要予約
■〆  ３月１５日(月)
●注意事項
①農業に従事していないかたは、
受講できません。
②受講後は、市の特定外来生物防
除従事者として登録され、自らが
経営する市内の農地に限りヌート
リアおよびアライグマの防除を行
うことができます。
■申  ■問  商工農政観光課
　　　☎３２７－２１０３

令和３年春季全国火災予防運動
お知らせ

　この運動は、火災が発生しやす
い時季を迎えるに当たり、火災予
防思想の一層の普及を図ることで
火災の発生を防止し、高齢者など
をはじめとする死者の発生を減少
させるとともに、財産の損失を防
ぐことを目的としています。
　運動期間中に、今一度ご家庭の
防火対策を見直してください。
■日  ３月１日（月）～７日（日）
令和２年度全国統一防火標語：
『その火事を 防ぐあなたに 金メ
ダル』
「住宅防火 いのちを守る ７つのポ
イント」
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものか
　ら離れた位置で使用する。
③ガスコンロなどのそばを離れる
　ときは、必ず火を消す。
④逃げ遅れを防ぐために、住宅用

　火災警報器を設置する。
⑤寝具、衣類およびカーテンは、
　防炎品を使用する。
⑥火災を小さいうちに消すため
　に、住宅用消火器などを設置する。
⑦お年寄りや体の不自由な人を
　守るために、隣近所の協力体制
　をつくる。
＜運動期間中の主な行事＞
■高齢者世帯防火訪問（春季）
　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。
■問  消防本部予防課
　  ☎２６２－７１６３
　  瑞穂消防署　☎３２７－０１１９

～令和2年分確定申告の期限延長について～
　令和２年分の所得税および復興特別所得税、個人事業者の
消費税および地方消費税並びに贈与税の確定申告・納付期限
が４月15日（木）まで延長されました。
　岐阜北税務署の確定申告会場につきましては、３月30日
（火）までの期間「マーサ21 ４階マーサホール（岐阜市正木中１
丁目２－１）」で申告相談をお受けいたしておりますが、３月31日
（水）以降の開設につきましては、決まり次第、国税庁ホーム

ページ、税務署および確定申告会場で周知いたしますのでご
確認ください。
　なお、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅などからスマ
ホやパソコンなどでインターネットにより申告（e-Tax）してい
ただくことが可能です。新型コロナウイルス感染症の感染リス
クを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用
ください。(くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。)

【３月31日（水）～4月30日（金）】
●開設場所：決定次第周知します
●開設時間：９：００～１７：００
　（「入場整理券」に記載された時間に入場が可能です。）
●「入場整理券」配付方法：
　・「入場整理券」は当日朝８時30分から配付するほか、
　 国税庁LINE公式アカウントから事前発行も行っています。
【５月６日（木）以降】
　岐阜北税務署において事前予約制度で申告相談の受付を
行います。事前予約は、通常、相談希望日前月の初開庁日から
電話で受付けておりますが、令和３年５月分の申告相談につい
ては、４月16日（金）から受付を開始します。
≪予約先：岐阜北税務署　☎262-6131≫

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などに
　よっては、取扱いが変更となる場合がありますので、最新の
　情報につきましては、国税庁ホームページでご確認ください

～３月31日以降の申告相談の受付について～

税務署からのお知らせ

●問い合わせ　岐阜北税務署　☎262-6131

◀国税庁LINE公式アカウント
　友だち登録はこちら
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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
青少年育成市民会議
第２回市民の集い
中止のお知らせ

お知らせ

　３月２１日（日）に開催を予定して
いましたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止させ
ていただきます。
■問  生涯学習課　☎327－2117

令和３年度公民館・
体育施設利用者説明会
中止のおしらせ

お知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、３月１１日（木）お
よび１２日（金）に予定しておりまし
た令和３年度公民館・体育施設利
用者説明会は中止となりました。
　「令和３年度瑞穂市公民館・体育
施設利用の手引き」につきまして
は、市民センターおよび巣南公民
館の窓口にて３月１１日（木）より配
布いたします。内容についての問
い合わせは下記へお願いします。
■問  生涯学習課（巣南庁舎）
　  ☎327－2117

電柱にカラスの巣を発見
したら、ご連絡ください。

お知らせ

　カラスは３月頃より営巣活動を開
始します。カラスの巣が原因で停電
が発生する事がありますので、発見
した際にはご連絡ください。
○針金などの金属類で作られた
巣は特に停電の原因となりやすい
ため、使用していない針金ハン
ガーなどは屋外に放置されないよ
うお願いします。
○地上から２ｍ程度の位置にある
中電マーク番号札を確認していた
だけると、場所の特定が容易とな
ります。
○『カラスの巣確認済』シート（黄
色のシート）が巻いてある電柱は、
既に状況を確認しております。停電
の原因とならない場所に作られた
巣は残置させていただくことがあ
りますのでご協力をお願いします。
■問  中部電力パワーグリッド
(株)岐阜営業所　☎０１２０－９２４－１４８

全国健康保険協会
（協会けんぽ）岐阜支部に
加入の皆さまへ

お知らせ

令和３年３月分（４月納付分）から
健康保険料率・介護保険料率が変
更になります。
●健康保険料率：9.83％
（0.09％引き下げ）
●介護保険料率：1.80％
（0.01％引き上げ）
くわしくは全国健康保険協会（協
会けんぽ）ホームページ
（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）
にてご確認ください
■問  全国健康保険協会岐阜支部　
　  ☎２５５－５１５５

自動車の名義変更・住所変更・廃車などの手続きは、お早めに！
お知らせ

　早めの手続き すませて安心　
　　　　　 混雑緩和に ご協力を
　毎年、年度末の３月は当支局登
録窓口が大変混雑し、長時間お待
ちいただくことになります。
　このため、早めに手続きされま
すようお願いします。
　なお、自動車の登録などに関する
手続きは、下記にお尋ねください。
＜申請・届出関係＞
◆普通自動車・１２５ｃｃを超える
　オートバイ
　中部運輸局岐阜運輸支局・登録
　部門　☎０５０－５５４０－２０５３
　飛騨自動車検査登録事務所

　☎０５０－５５４０－２０５４
※テレホンサービス（録音による
案内）は、２４時間利用可能です
◆軽自動車
　軽自動車検査協会岐阜事務所
　☎０５０－３８１６－１７７５
◆１２５ｃｃ以下のオートバイ
　税務課　☎３２７－４１１２
＜税金関係＞
◆自動車税・自動車取得税
　岐阜自動車税事務所
　☎２７９－３７８１
◆軽自動車税（オートバイ含む）
　税務課　☎３２７－４１１２

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
　31,922,383円

●平成２８年度熊本地震災害義援金
　5,795,999円

●平成２９年７月５日からの
　大雨災害義援金
　4,519,730円

●台風１９号災害義援金
　3,423,195円
　（2月2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
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24コンビニで住民票や戸籍証明書などが取得できます。

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。

ラストは初めから
決まっていた

グラフィック社
出版社

から揚げっ! 
照り焼きっ! 
ハンバーグッ! 

小手鞠 るい

著者名

市瀬 悦子

著者名

ポプラ社
出版社

絶景のふしぎ
100

偕成社
出版社

著者名

　春を感じる季節となってきました。新しい生活に向
けて準備を始めるかたもいるのではないでしょうか？
　日常生活に不可欠な家事ですが、いざやろうと
する時に困らないようにしたいですね。本書では、
「料理、掃除＆片付け、身支度、自分管理」の4つの
項目が紹介されています。例えば、計量グッズを揃
えるにはコストが心配…という時は計量カップ1つで良い方法、ゴミの分別
と捨て方、公共の場での振る舞い方などイラスト付きで分かりやすく説明さ
れています。また、好奇心が強く柔軟な発想ができる年代からしっかりとし
た生活を身につけてしまうと後がラクとあります。
　副書名に13歳からの自活術となっていますが、大人には家事のおさらい
となり、「生活のキホン」をマスターできる1冊です。

一生ついてまわる家事のキホンが
身につく本
著者名：大人の常識研究会
出版社名：大和出版　出版年：2019年4月

佐野 充 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

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  ３月２９日（月）１０：00～
■所  穂積庁舎 ３階 第１会議室
【物件１】
●所在地番　穂積字領下分２１８番１５
●地目・地積
宅地 ３７４．０８㎡（公簿）３７４．０８㎡（実測）
●予定価格　１，５２２．５万円
【物件２】
●所在地番　穂積字領下分２１８番１６
●地目・地積
宅地 ２０７．００㎡（公簿）２０７．００㎡（実測）
●予定価格　８０３．２万円
●申し込み方法
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  ３月１５日（月）
●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

市民税・県民税の申告期限の延長について
お知らせ

　感染症拡大防止のため、市民
税・県民税の申告期限を４月１５日
（木）まで延長しました。
　市役所の市・県民税申告相談会
場の開設期間は、３月１５日（月）ま
でです。３月１６日（火）から４月１５
日（木）までは、税務課窓口で市民
税・県民税の申告のみを受付しま
す。
　市民税・県民税の申告書は、郵
送で提出していただくことができ
ます。感染症拡大防止のため、郵
送での提出にご協力をお願いしま
す。
郵送による提出先
〒501-0293　別府1288番地　
瑞穂市役所 市民部税務課

　なお、３月１６日（火）以降に申告
書を提出された場合は、第１期の
課税に間に合わない場合がありま
す。第２期以降での課税または税
額変更などにより納税通知書など
にてお知らせすることがあります。

市役所の市民税・県民税申告相談
会場での所得税の確定申告の相
談について

　市役所の市民税・県民税申告相
談会場での所得税の確定申告の
相談は、開設期間である３月１５日
（月）までです。３月１６日（火）から
３月３０日（火）までの期間は、岐阜
北税務署の確定申告会場（マーサ
２１ ４階マーサホール）で申告して
ください。３月３１日（水）以降のこ
とにつきましては、決まり次第、国
税庁ホームページ、税務署および
税務署の確定申告会場で周知さ
れますのでご確認ください。
■問  
市民税・県民税の申告について
税務課　☎３２７－４１１２
所得税の確定申告について
岐阜北税務署　☎２６２－６１３１



　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・2021.325 マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）

令和３年度警察官
募集案内（予定）

～県民の安全・安心を守る警察官
になりませんか～
・試験区分および採用人員（予定）
警察官ＡII（男性50人、女性15人）
■資  昭和61年４月２日以降に生ま
れたかたで、大学（短大を除く）を
卒業、または令和４年３月31日ま
でに卒業見込みのかた
・受付期間（予定）
３月１日（月）～４月８日（木）
・第一次試験
■日  ５月９日（日）
■所  岐阜会場
くわしくは下記まで問い合わせく
ださい
■問  北方警察署警務課
   　☎324－0110

募集

名古屋航空少年団岐阜支部
団員大募集！

　航空をテーマとした人間力を高める青少年
健全育成団体です。4月から新たに、瑞穂市・
各務原市・岐阜市を拠点に活動します。
　空港や基地などの施設見学をはじめ、色々
な素材を使った飛行機作り、合宿や国際交
流、全国各地の団との交流などができます。

■対  小学生から大学生、社会人のかた
3月中に体験＆説明会あり（詳細は
下の二次元バーコードから
Twitter、Instagramへアクセス）。
　入団希望の場合「入団申し込み」の二
次元コードよりお申し込みください。
■申  ■問  名古屋航空少年団 岐阜支
部（準備担当）
　sakura_44700815@me.ccnw.ne.jp

募集

大人のための
韓国語入門講座

　韓国語入門　ハングルの読み
書きから基礎会話まで楽しく学習
します。全８回の講座です。
■日  ①コース　初回4月13日（火）
 　　18：15～19：15
 　　以後毎週火曜日に実施
  　②コース　初回4月15日（木）
 　　14：30～15：30
 　　以後毎週木曜日に実施
①コース、②コースの講座の内容
は同じです。
■所  ソフトピアジャパンセンター 会議室２
■料  5,000円（全８回分）　
 　別途テキスト代　2,200円
■定  各講座12人（先着順）
■申  ■問  国際文化交流協会
090－6489－2803（前田）
（平日11：00～16：00）

お知らせ ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　令和３年度４月・７月・１０月・１月
のこころの相談の際、こころの病
気でお悩みの当事者・ご家族から
のご相談を、相談支援専門員と当
事者が応じる機会と自由に過ごし
ていただける場を設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第２水曜日 
老人福祉センター）、電話（支援セ
ンター ふなぶせ）で相談すること
も可能です。
■日  ４月１日（木）１３：３０～１５：３０
■所  総合センター 相談室3・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。
　ご興味のあるかたは、福祉生活
課（☎３２７－４１２３）までお問い合
わせください。

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。

『春』を楽しむ～衣食住プラスこころ～
装う、食す、飾る、感じる、それぞれをまとめてみました。春の季節を
感じて暮らすことができたらいいですね…。

入園・入学・ともだち
わくわく、どきどきの入園、入学。どんなことをするのかな？ともだ
ちできるかな？新年度を心まちにする絵本を集めました。

　分館では、子ども向けの障がい者サービスを充実していくため、
（公財）ふきのとう文庫が製作した『布の本』を10点、購入しました。
　また、これらについては、昨年10月の匿名のかたからの寄付金で
購入しました。
＊『布の本』は、障がいをもつ子どもの指先の機能や思考の訓練にも
なり、布のあたたかさ・やわらかさに加え、手作りのやさしさ・ぬくも
りが感じられる美しい本です。ボタンやスナップ・ファスナー・マジッ
クテープ・ひもなどを使用し、自由にパーツを取ったりつけたりして
遊べます。フェルト・木綿などの布地・ビニール・レザーなどさまざま
な材質を使用することで感触を楽しむことができます。「（公財）ふき
のとう文庫パンフレットより」

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
（2/12現在）

『布の本』を購入しました

3月のテーマ本

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

本
館

分
館
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文化協会

※文化協会主催行事につきまして
は、マスク着用、手指消毒にご協
力ください
　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

（公財）田口育英金の
支給対象者募集

■募集人数　５人
※申込み多数の場合は選考のう
え決定します
■支給金額　１人あたり年額２４万円
■支給期間　３年以内
※育英金の目的および要項など
に該当しなくなった場合は、支給
されません
■対  次のすべてに該当するかた
①市内に住所を有するひとり親家庭
（両親ともいない家庭も含む）の子
②4月から高等学校（定時制、通信制を
除く）の新１年生として就学予定の子
③勉学意欲を持ちながら主に経済
的理由のために就学が困難な子
■〆  ３月２２日（月）
■問  福祉生活課　☎327－4123
　  　327－1566
　  　hukusise@city.mizuho.lg.jp

募集春の硬式テニス教室
参加者募集！

○火曜日　小学生初級コース
■日  4月６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  市内在住の小学3年生～６年生
の男女
■定  新規 １５人（定員に達し次第締切）
■〆  ３月１６日（火）

体育協会 事業

２０２１文化協会祭
◎開会式
◎「ありがとうの三行詩」表彰式
■日  ３月１３日(土)９：３０～
■所  市民センター２階 ハナミズキ
　  ホール

◎展示発表
ありがとうの三行詩・個人の会・各
クラブ
■日  ３月１３日 (土)・１４日(日)
　  １０：００～１６：００
　  ３月１５日(月)１０：００～１２：００
■所  市民センター球技場

◎盆栽展示
■日  ３月１３日 (土)９：００～２１：００
　  １４日(日)１０：００～１５：００
■所  総合センター エントランス
　  ホール

◎舞台発表
■日  3月１４日(日)１３：００～
■所  総合センター サンシャイン
　  ホール

・開催中止の場合は、市のホームページ
（イベント中止情報）でお知らせします。

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、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
キーホルダーなど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
　　　　　今年度は３月２９日(月)まで開講予定。
　　　　　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）

今、手放すことのできないマスクに付ける
かわいいマスクチャーム作ってみませんか？
ピアスやイヤリングにもできます。

１回で数個つくれます。

　「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



広報みずほ・2021.327 使い忘れのかきりん振興券はありませんか？

　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
チャンネルCCNから
放送日程のご案内

第10節
ＶＳさいたまブロンコス
（岐阜メモリアルセンターで愛ドーム）

３月13日（土）14：45～
３月14日（日）14：45～

第12節
ＶＳアイシンAWアレイオンズ安城
（OKBぎふ清流アリーナ）

３月27日（土）14：45～
３月28日（日）13：45～

Ｂ３リーグ参入３年目を迎えた
岐阜県初の

プロバスケットボールチーム
「岐阜スゥープス」の

３月のホーム戦を生放送します！

生中継　岐阜スゥープスホーム戦
地元のプロバスケチームを応援しよう！

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。

地デジ １1ｃｈ

スマホでカンタン申請！
マイナンバーカードの申請は 3月まで！

〈手続きの際には以下の点にご注意ください〉
　３月までにマイナンバーカードを申請したかたは
マイナポイントをもらうことができます。カード受取
後、マイナポイントの申込みを行い、令和３年９月ま
でのチャージまたはお買い物が対象です。
※予算などの状況によって変更となる場合があり
　ます

検索はこちら
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
またはこちらの二次元バーコードからもご覧いただ
けます▼

　さて、今月の表紙はオリンピックの聖火の展示です。１年延期になっ
た東京２０２０オリンピック聖火リレーの２か月前イベントとして、岐阜県
でも聖火の展示が開催されました。聖火はランタンに入った状態で県
内１０市町村を巡り、初日である２月５日（金）に瑞穂市と岐阜市で展示
が行われました。
　聖火はギリシャのオリンピアで太陽光から採火され、その後消さず
に燃えたままで運ばれるそうです。この日、総合センターサンシャイン
ホールにはランタンに入った聖火の種火がステージの中央に、その左
右には聖火リレーのトーチ、聖火の輸送用飛行機の模型が飾られてい
ました。
　火を輸送機で運んでいることを聞いたり、会場で１０人以上の警察官
が油断なく警備しているのを見たりしていると、太陽光から採火した時
点ではただの火に過ぎなかったものが、ギリシャから開催地まで多くの
人が関わることによって聖火になっていくのではないか、と考えこんで
しまいました。

（魚山★宮崎）
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（前月比 　 8世帯増）人の動き（1月末現在）
人口 人55,335 男 人27,571 （前月比 　 6人増）女 人27,764

世帯数 世帯22,061

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」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。
　今回はブライダルショップ サブーカの濱島 陽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

①いまの仕事をはじめたきっかけ
　美容師から独立して造花専門の花屋を始めま
した。そこで開いていた造花教室の生徒さんか
ら、自分の結婚式でヘアメイクをしてほしいと依
頼され、ブライダルの仕事をはじめて経験しまし
た。結婚式は人生の一大イベントで、新郎新婦に
とって関わった人はいつまでも記憶に残ると思い
ます。そんな一人でも多くの人の記憶に残る仕事
ができるブライダルの仕事に魅力を感じたことが
きっかけです。

②仕事のやりがい
　ヘアメイクや衣装、花など好きなことを仕事と
してできることがありがたいと感じています。親
子二代のお客さんや紹介でお越しいただけるこ
とも多く、信頼いただけていることがやりがいで
す。

③心がけていること
　大手のホテルや結婚式場を相手に個人で仕事
をしているので、２０代のころから丁寧に迅速に仕
事をして相手に信頼してもらえるように努力しま
した。また今はコロナ禍で結婚式ができないかた
も多いですが、写真撮影のプランを充実させて、
屋外や広いところで感染予防対策をとりながらお
客さまのご要望に添えるよう努めています。

④これからの目標
　コロナ禍で平凡な生活が実は難しいこ
とに気づいたかたも多いと思います。当
たり前の日常を過ごせること、末永くこ
の仕事を続けていけることが目標です。

皆さんへの応援メッセージ
　苦労を怖れず夢に向かって一歩踏み出
してみてください。

清流みどりの丘公園での写真撮影




