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「歯と健康寿命の延伸事業９０２０運動」
表彰しました！

　人生100年時代にあたり「９０２０運動（９０歳で自分の歯を２０本保とう）」を健幸都市みずほ
の標語に掲げ、令和２年度中に後期高齢者医療保険加入者を対象とした「さわやか口腔健康
診査」を受診されたかたで、９０歳以上で２０本以上の自分の歯をお持ちのかたを表彰しました。

●口腔の健康づくりは幼い
時期からの努力が必要です。
市はこれからも歯と健康寿
命の延伸事業に取り組んで
いきますので、市が実施する
健康診査などを積極的にご
利用ください。

坪内　智子 さん 辻　公子 さん 棚瀬　佐智子 さん

伊藤　賢市 さん 松野　源逸 さん

受彰者（順不同）
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※写真撮影の為、一時的にマスクを外しています
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新型コロナワクチン接種! vol.3特集
3月26日(金)および4月9日（金）に、もとす医師会や老人クラブなどの協力を得て、
新型コロナワクチン集団接種の模擬訓練を実施しました!
模擬訓練のようすについて皆さんにお知らせします。(4月9日（金）時点)

明石クリニック

宇土医院

おおぐち泌尿器クリニック

国枝医院

さくらクリニック

佐竹整形外科

サンシャインM&Dクリニック

高木クリニック

所内科医院

馬場上光町1丁目106番地

馬場小城町1丁目82番地

別府738番地1

牛牧801番地1

稲里689番地3

穂積1845番地1

本田174番地1

古橋1075番地1

別府231番地

201-1311

327-5513

329-3088

327-2835

325-0570

326-2022

329-5522

328-5577

327-3773

一連の流れ

　日本への供給を実施・計画している海外のワクチンでは、ワクチン接種後に接種部位の痛みや、頭痛、倦
怠感、筋肉痛などがみられたことが発表されています。日本で令和3年2月17日より開始されたワクチン
接種について、厚生労働省より発表されています。くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

医療機関ごとに予約方法が異なります。詳細は送付してあります「予約方法の案内」をご確認ください。

ワクチンの性質や副反応などの
医学的な相談は岐阜県のコール
センター(☎272-8222)へお問
い合わせください。

医療機関名 (50音順) 住  所 電話番号(058)

名和内科

広瀬内科クリニック

福田内科医院

ほづみ整形外科

みずほクリニック

三輪クリニック

吉村内科

若園医院

重里2005番地

別府1074番地1

本田1017番地1

別府791番地1

本田556番地1

森397番地1

別府1297番地

唐栗273番地

328-3311

326-7773

327-0721

326-5000

327-5252

328-7323

327-0020

328-2021

医療機関名 (50音順) 住  所 電話番号(058)

模擬訓練のようす

ワクチンの副反応情報

個別接種が受けられる場所

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の副反応疑い報告について
(厚生労働省)

※ワクチンの供給時期・量などにより他市町と接種開始時期などが異なる場合があります。
　なお、64歳以下などその他のかたのワクチン接種については順次、広報紙や市ホームページにてお知らせします。

●個別接種

●Web予約

5月上旬 ： 集団接種の場合の予約（Web・電話）開始

5月中旬 ： 集団接種開始

集団接種のスケジュールについて（予定）

瑞穂市コールセンター ☎201-0338
受付時間　9：00～18：00（土日祝も可）

URL https://jump.mrso.jp/
212164/

●電話予約

市内指定医療機関が決定しました

新型コロナワクチン関連リンク

・ マスク・手洗い・3密回避で感染予防対策をしましょう
・ 体調管理と主治医への相談をしておきましょう 
・ 接種しやすい服装(肩が出せる)を用意しておきましょう

今準備しておくこと

※本番もこの方法を基本として行う予定です
　（会場 ： 総合センター1階・2階）

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)

1 体温測定・予約確認、
　 本人確認・持ち物確認
総合センター1階で、体温測定と予約確認・本人確認・
持ち物確認を受ける。案内に従い2階へ移動する。

7 接種後待機・接種済証の交付 
接種済証を受け取る。接種後15分(アナフィラキシー
を含む重いアレルギーをおこしたことがあるかたは
30分)待機する。
  

2 受付
接種券と予診票を渡し、番
号入りファイルを受け取る。

3 待合
呼ばれるまで待つ。予診票
に記入のない箇所があるか
たは、この場所で記入する。

4 予診票確認
予診票記入内容の確認を
受ける。

医師による問診を受ける。 コロナワクチンの接種を
受ける。

5 予診 6 ワクチン接種 
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令和3年度 軽自動車税（種別割）のお知らせ

どんな事業に活用されたの？

●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　財務情報課　☎327-4131

ふるさと納税（ふるさと応援基金）の活用について

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。 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。

●納付期限　５月３１日（月）
●納付方法

高齢者タクシー利用助成事業

「ふるさと納税」は、自分の生まれ育った故郷や応援したい地域に寄附ができる仕組みです。
全国のかたから応援の気持ちとして、近年は毎年５億円以上の寄附をいただいています。市では、寄附金をいった
ん「瑞穂市ふるさと応援基金」に積み立てた後、事業の財源として有効活用させていただいています。
令和２年度は前年までの寄附金の中から、1億４,190万5千円を活用しました。
どのような事業の財源となっているのかを紹介します。

４月１日（木）現在の軽自動車などの所有者に５月１１日（火）付で
納税通知書を発送します。
※５月１８日（火）を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください

・防犯カメラ設置工事
 （コミュニティセンター、都市公園、美江寺駅と横屋駅の駅前広場、
 コミュニティ・プラント、放課後児童クラブ）
・踏み間違い防止装置装着補助金
・穂積中学校日本語指導教室整備工事
・若者の健康づくり事業（ｇｏｏｄライフ健康診査）
・各種計画の策定
 （健康増進計画、障害者計画など、地域福祉計画、老人福祉計画、地域防災計画）
・電子黒板、デジタル教科書やタブレットPCの購入
 （小中学校ＩＣＴ教育推進事業）
・図書館のブックスタート事業
・地方創生事業（移住パンフレットなど）
・安八穂積線バス運行負担金
・下水道啓発事業（マンホールコースターなど）
・福祉事務用電子機器などの購入（健康管理システム、家庭児童相談システム）
・（仮称）中山道大月多目的広場整備事業（整備中）
・新庁舎建設基金積立 に活用しています。

今後も、瑞穂市に寄附をしていただいたかたが、「寄附をしてよかった」
と思っていただけるように、有効に活用させていただきます。

■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交付(申請月によって
交付枚数が異なります)。
■有効期限　９月３０日（木）
■対象者　以下の全てに該当するかた
・市内在住の７５歳以上のかたで、対象者および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

・対象者および対象者と同一世帯のすべてのかたが市県民税、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護保険料に滞納がないかた

・入院・入所していないかた
・市の重度障害者社会参加助成、障がいに係る自動車税または軽自動車税の減
免を受けていないかた
※令和２年１０月以降に、青色のタクシーチケットをもらわれたかたは対象外です
■持ち物
・身分証明書（マイナンバーカード・保険証など）
・印鑑
・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（免許を返納されたかた）
・有効期限の切れた運転免許証をお持ちのかたは運転免許証原本
・委任状（申請書の提出が対象者本人でない場合）

■申請場所
地域福祉高齢課(総合センター)
市民窓口課（巣南庁舎）
■その他
交付決定審査に１週間ほどかかります。

■瑞穂市高齡者タクシー乗車券を
　ご利用のかたへ
岐阜市個人タクシー協同組合が
令和3年3月31日をもちまして
解散いたしました。これにより令
和3年4月1日以降は、当助成事
業の利用対象事業所から外れる
こととなりましたので、乗車券を
ご利用の際には、ご注意ください。

●保育所の屋外遊具の
　設置工事

●メディアを活用した
　プロモーション事業

●高齢者タクシー
　チケット事業

●防火井戸新設工事

◆軽自動車税（種別割）は、4月1日現在の所有者に課税されます。 軽自動車の分類と、税率(税額)については次のとおりです。
【三輪および四輪の軽自動車】

■グリーン化特例（軽課税率）（令和3年度のみ）（※1）

【原動機付自転車および二輪車】

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円

50cc以下
50cc超90cc以下
90cc超125cc以下
ミニカー
軽二輪（125cc超250cc以下）
雪上車

農耕作業用
その他

原動機付
自転車

軽自動車

二輪の小型自動車（250cc超）

小型特殊
自動車

車　種　区　分 税　率

（注）平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽自動車については、年のみ記載されています。

●「最初の新規検査年月」を確認するには

●「燃費基準の達成状況」を確認するには

最初の新規検査年月が平成20年3月以前の車両は、重課税率が適用されます。
（電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール（混合メタノール含む）軽自動車、ハイブリッド自動車を除く。）

■重課税率について（※2）

●問い合わせ　税務課　☎３２７‐４１１２

①納付書をご利用のかた
　納付書に記載されている金融機関、岐阜・愛知・三重・静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵
便局、全国の主なコンビニエンスストアなどで納付。
②口座振替納付のかた
　５月３１日（月）に指定金融機関にて振替。
※金融機関などの窓口での納付またはクレジット納付を希望されるかたは、税務課までお問い
合わせください
③クレジット納付をご利用のかた
　インターネットに接続し、(１)Yahoo！ＪＡＰＡＮトップ画面で「納税！」または「公金支払い！」と検索、(２)「市
ホームページ→くらし→税→市税の納付→クレジット納付」のどちらかで「Yahoo！ＪＡＰＡＮ公金支払い
(http://koukin.yahoo.co.jp/)」の画面を開き、利用できるクレジットカードを確認のうえ、納付。
※画面上の注意事項をご確認の上、納税通知書に記載してある「クレジット納付用番号」とお手
持ちのクレジットカードの番号を入力してください

①納付書をご利用のかた
　納税通知書に付属する納税証明書をご利
用ください。（領収日付印のないもの、または
車両（標識）番号欄に印字がないものは無効）
②口座振替納付のかた
　６月１１日（金）ごろ発送予定です。
※車検時期によりお早めに必要なかたは、本人
確認書類・通帳（振替日記帳済みのもの）を
持って市役所で交付申請してください
③クレジット納付をご利用のかた
　５月３１日（月）までにご利用の場合は６月
１８日（金）ごろ発送予定です。
※ヤフー㈱から瑞穂市へ入金された時点で発行
可能となりますので、車検時期を考慮し、入力
画面に表示される発行可能日をご確認の上、
ご利用ください

3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

営業用
自家用
営業用
自家用

乗　用

貨　物

車　種　区　分

三　輪

四輪

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

平成27年4月1日
以後に最初の新規
検査を受けた車両 ※１

税　率

平成27年3月31日
以前に最初の新規
検査を受けた車両

最初の新規検査年月
から13年を経過した
車両 ※2

4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両（新車に限る）のうち、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の
小さいものについては、以下のとおり、軽自動車税（種別割）を軽減する特例措置を適用します。

●対象となる車両と税率

75%軽減
1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

営業用
自家用
営業用
自家用

乗用

貨物

車  種  区  分

三輪

四輪

50%軽減
2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

税　率
25%軽減
3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

75%軽減

50%軽減

25%軽減

乗用
貨物
乗用
貨物

軽減電気自動車,燃料電池車,天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス適合または平成21年排出ガス10%低減）

対象となる車両軽減率

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

●軽自動車税のご案内 ●継続検査（車検）用納税証明書について

車検証の備考欄をご覧ください。

こちらをご覧ください
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令和3年度 軽自動車税（種別割）のお知らせ

どんな事業に活用されたの？

●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　財務情報課　☎327-4131

ふるさと納税（ふるさと応援基金）の活用について

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。 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。

●納付期限　５月３１日（月）
●納付方法

高齢者タクシー利用助成事業

「ふるさと納税」は、自分の生まれ育った故郷や応援したい地域に寄附ができる仕組みです。
全国のかたから応援の気持ちとして、近年は毎年５億円以上の寄附をいただいています。市では、寄附金をいった
ん「瑞穂市ふるさと応援基金」に積み立てた後、事業の財源として有効活用させていただいています。
令和２年度は前年までの寄附金の中から、1億４,190万5千円を活用しました。
どのような事業の財源となっているのかを紹介します。

４月１日（木）現在の軽自動車などの所有者に５月１１日（火）付で
納税通知書を発送します。
※５月１８日（火）を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください

・防犯カメラ設置工事
 （コミュニティセンター、都市公園、美江寺駅と横屋駅の駅前広場、
 コミュニティ・プラント、放課後児童クラブ）
・踏み間違い防止装置装着補助金
・穂積中学校日本語指導教室整備工事
・若者の健康づくり事業（ｇｏｏｄライフ健康診査）
・各種計画の策定
 （健康増進計画、障害者計画など、地域福祉計画、老人福祉計画、地域防災計画）
・電子黒板、デジタル教科書やタブレットPCの購入
 （小中学校ＩＣＴ教育推進事業）
・図書館のブックスタート事業
・地方創生事業（移住パンフレットなど）
・安八穂積線バス運行負担金
・下水道啓発事業（マンホールコースターなど）
・福祉事務用電子機器などの購入（健康管理システム、家庭児童相談システム）
・（仮称）中山道大月多目的広場整備事業（整備中）
・新庁舎建設基金積立 に活用しています。

今後も、瑞穂市に寄附をしていただいたかたが、「寄附をしてよかった」
と思っていただけるように、有効に活用させていただきます。

■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交付(申請月によって
交付枚数が異なります)。
■有効期限　９月３０日（木）
■対象者　以下の全てに該当するかた
・市内在住の７５歳以上のかたで、対象者および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

・対象者および対象者と同一世帯のすべてのかたが市県民税、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護保険料に滞納がないかた

・入院・入所していないかた
・市の重度障害者社会参加助成、障がいに係る自動車税または軽自動車税の減
免を受けていないかた
※令和２年１０月以降に、青色のタクシーチケットをもらわれたかたは対象外です
■持ち物
・身分証明書（マイナンバーカード・保険証など）
・印鑑
・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（免許を返納されたかた）
・有効期限の切れた運転免許証をお持ちのかたは運転免許証原本
・委任状（申請書の提出が対象者本人でない場合）

■申請場所
地域福祉高齢課(総合センター)
市民窓口課（巣南庁舎）
■その他
交付決定審査に１週間ほどかかります。

■瑞穂市高齡者タクシー乗車券を
　ご利用のかたへ
岐阜市個人タクシー協同組合が
令和3年3月31日をもちまして
解散いたしました。これにより令
和3年4月1日以降は、当助成事
業の利用対象事業所から外れる
こととなりましたので、乗車券を
ご利用の際には、ご注意ください。

●保育所の屋外遊具の
　設置工事

●メディアを活用した
　プロモーション事業

●高齢者タクシー
　チケット事業

●防火井戸新設工事

◆軽自動車税（種別割）は、4月1日現在の所有者に課税されます。 軽自動車の分類と、税率(税額)については次のとおりです。
【三輪および四輪の軽自動車】

■グリーン化特例（軽課税率）（令和3年度のみ）（※1）

【原動機付自転車および二輪車】

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円

50cc以下
50cc超90cc以下
90cc超125cc以下
ミニカー
軽二輪（125cc超250cc以下）
雪上車

農耕作業用
その他

原動機付
自転車

軽自動車

二輪の小型自動車（250cc超）

小型特殊
自動車

車　種　区　分 税　率

（注）平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽自動車については、年のみ記載されています。

●「最初の新規検査年月」を確認するには

●「燃費基準の達成状況」を確認するには

最初の新規検査年月が平成20年3月以前の車両は、重課税率が適用されます。
（電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール（混合メタノール含む）軽自動車、ハイブリッド自動車を除く。）

■重課税率について（※2）

●問い合わせ　税務課　☎３２７‐４１１２

①納付書をご利用のかた
　納付書に記載されている金融機関、岐阜・愛知・三重・静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵
便局、全国の主なコンビニエンスストアなどで納付。
②口座振替納付のかた
　５月３１日（月）に指定金融機関にて振替。
※金融機関などの窓口での納付またはクレジット納付を希望されるかたは、税務課までお問い
合わせください
③クレジット納付をご利用のかた
　インターネットに接続し、(１)Yahoo！ＪＡＰＡＮトップ画面で「納税！」または「公金支払い！」と検索、(２)「市
ホームページ→くらし→税→市税の納付→クレジット納付」のどちらかで「Yahoo！ＪＡＰＡＮ公金支払い
(http://koukin.yahoo.co.jp/)」の画面を開き、利用できるクレジットカードを確認のうえ、納付。
※画面上の注意事項をご確認の上、納税通知書に記載してある「クレジット納付用番号」とお手
持ちのクレジットカードの番号を入力してください

①納付書をご利用のかた
　納税通知書に付属する納税証明書をご利
用ください。（領収日付印のないもの、または
車両（標識）番号欄に印字がないものは無効）
②口座振替納付のかた
　６月１１日（金）ごろ発送予定です。
※車検時期によりお早めに必要なかたは、本人
確認書類・通帳（振替日記帳済みのもの）を
持って市役所で交付申請してください
③クレジット納付をご利用のかた
　５月３１日（月）までにご利用の場合は６月
１８日（金）ごろ発送予定です。
※ヤフー㈱から瑞穂市へ入金された時点で発行
可能となりますので、車検時期を考慮し、入力
画面に表示される発行可能日をご確認の上、
ご利用ください

3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

営業用
自家用
営業用
自家用

乗　用

貨　物

車　種　区　分

三　輪

四輪

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

平成27年4月1日
以後に最初の新規
検査を受けた車両 ※１

税　率

平成27年3月31日
以前に最初の新規
検査を受けた車両

最初の新規検査年月
から13年を経過した
車両 ※2

4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両（新車に限る）のうち、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の
小さいものについては、以下のとおり、軽自動車税（種別割）を軽減する特例措置を適用します。

●対象となる車両と税率

75%軽減
1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

営業用
自家用
営業用
自家用

乗用

貨物

車  種  区  分

三輪

四輪

50%軽減
2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

税　率
25%軽減
3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

75%軽減

50%軽減

25%軽減

乗用
貨物
乗用
貨物

軽減電気自動車,燃料電池車,天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス適合または平成21年排出ガス10%低減）

対象となる車両軽減率

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

●軽自動車税のご案内 ●継続検査（車検）用納税証明書について

車検証の備考欄をご覧ください。

こちらをご覧ください
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パパママくらぶ～プレママの
赤ちゃんお世話講座～を開催します

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！

　６５歳から７４歳で一定の障がい（※）のあるかたは、後期高齢者
医療広域連合に申請して認定を受けることにより、後期高齢者医
療制度に加入することができます。また、７４歳までであれば加入
後の脱退も可能です。
　加入（脱退）を希望されるかたは、ご相談ください。
　なお、国民健康保険に加入しているかたで、障害者手帳の取
得・更新により該当するかたには、医療保険課より制度について
ご案内いたします。

一定の障がいがあるかたへ
後期高齢者医療

●身体障害者手帳１～３級のすべて、
４級のうち音声機能、言語機能また
はそしゃく機能の著しい障がい、下
肢機能の障がいの一部など

●療育手帳（Ａ１、Ａ２）
●精神障害者保健福祉手帳（１、２級）

※一定の障がいとは

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

　この時期の離乳食の話を聞いたり、実際の離乳食を
見たり触ったりする教室です。毎月１回行っています。
感染症予防のため試食と託児は中止しております。
ご了承ください。

4月1日付けで職員の人事異動を行いました。氏名
の前の○は昇格を表し、カッコ内は異動前の職名
または所属を掲載しています。

日時・定員

場 所
対 象

持 ち 物

申込期限

①５月２８日（金）　②６月３０日（水）　
①、②いずれも１０：００～１０：４５　５組
　　　　　　 １０：４５～１１：３０　５組
　　　　　　 ※要予約、先着順
保健センター（総合センター３階）
市内在住の概ね７～８か月の
お子さんとその保護者
母子健康手帳、
保護者のマスク
①５月２１日（金）
②６月２３日（水）

離乳食教室
(７～８か月頃対象)のお知らせ

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが産ま
れた生活はやることがいっぱい♪助産師・保健師と一
緒に赤ちゃん人形を使いながら体験してみましょう。
抱き方や1人で沐浴する際のちょっとしたコツもお伝
えします♪

65歳から74歳で

●予約・問い合わせ
子育て世代包括支援センター　☎322-5670

対 象
日 時
場 所

持 ち 物
申込期限

市内在住の妊娠中のかた
5月24日（月）
受付13：15～13：30（15：30終了予定）
保健センター（総合センター3階）
母子健康手帳
5月21日（金）

瑞穂市職員の人事異動
●一般行政職

●保育士・教諭

企画部
総合政策課

市民協働安全課

総括課長補佐
主査
総括課長補佐（危機管理室長）
総括課長補佐
主事

（福祉生活課課長補佐）
（市民協働安全課主査）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（医療保険課課長補佐）
（新規採用）

◯

◯

庄司　　洋
森　　真弘
佐藤　文行
田中　久子
池田　浩隆

都市整備部
商工農政観光課 総括課長補佐

主査
（税務課総括課長補佐）
（生涯学習課主査）

玉置　公司
杉原　昌実

環境水道部
上水道課

下水道課

次長（兼環境課長）
課長
課長補佐
主事
主事
総括課長補佐

（環境課長）
（都市管理課長）
（都市開発課課長補佐）
（税務課主事）
（新規採用）
（上水道課課長補佐）

◯

◯

髙山　浩之
平光　光幸
齋藤　哲也
豊田　健太
浅野ほなみ
坂井田剛志

教育委員会
教育総務課

教育総務課給食センター
学校教育課

幼児教育課

生涯学習課

事務局長
総括課長補佐
主査
調理員
総括課長補佐
主事
課長
総括課長補佐
主査（再任用）
課長
主査

（教育次長）
（教育総務課課長補佐）
（総務課付もとす広域連合派遣主査）
（新規採用）
（岐阜県教育委員会）
（新規採用）
（幼児支援課総括課長補佐）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（幼児支援課総括課長補佐）
（医療保険課長）
（総合政策課主査）

◯

◯

廣瀬　進一
鷲見　政道
棚橋美佳子
西村　愛子
中村　輝美
𠮷川　寛菜
今木　浩靖
野口　智子
棚瀬壽壽子
佐藤　雅人
服部　達哉

会計課 課長補佐 （財務情報課課長補佐）豊田　　敦

議会事務局 事務局長
総括課長補佐
主任

（総務部長）
（議会事務局課長補佐）
（財務情報課主任）

◯
久野　秋広
宇野　伸二
廣瀬　潤一

総務部
総務課

総務課付もとす広域連合派遣

総務課付岐阜県派遣
財務情報課

◯
◯

◯

◯

◯
◯
◯
◯

市民部
税務課

市民課

医療保険課

部長
総括課長補佐（再任用）
総括課長補佐
総括課長補佐
総括課長補佐（債権管理室長）
主任
主任
主任
主事
主事
課長
総括課長補佐
課長補佐
主査
課長
課長補佐
主査
主事

（市民部長兼巣南庁舎管理部長兼市民課長）
（市民課総括課長補佐（再任用））
（会計課課長補佐）
（税務課課長補佐）
（税務課課長補佐）
（商工農政観光課主任）
（医療保険課主任）
（教育総務課主任）
（医療保険課主事）
（新規採用）
（上水道課長）
（税務課課長補佐）
（議会事務局課長補佐）
（健康推進課主査）
（生涯学習課長）
（市民窓口課課長補佐）
（税務課主査）
（新規採用）

◯
◯
◯

◯

棚橋　正則
宇野　清隆
棚瀬　敦夫
馬渕　大治
杉山　尚子
松宮　拓弥
間野　成美
亀谷　　浩
林　　聖太
西脇　司紗
鹿野　正美
畑中　智尚
松山　詔子
河野　和泉
児玉　　睦
栗本　佳奈
土川　智広
奥村　拓希

都市整備部
都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課
都市管理課

部長
総括課長補佐
主任
主事
総括課長補佐
課長
主事

（財務情報課長）
（都市開発課課長補佐）
（税務課主任）
（都市管理課主事）
（穂積駅圏域拠点整備課課長補佐）
（都市開発課総括課長補佐）
（新規採用）

◯
◯

◯
◯

桑原　秀幸
松尾　路成
草野　裕平
上田　理沙
坂　　佳幸
小倉　孝一
土屋　太輝

健康福祉部
福祉生活課

子ども支援課

地域福祉高齢課

健康推進課

次長（兼子ども支援課長）
課長補佐
課長補佐
主査
主事
総括課長補佐
課長補佐（再任用）
主事
主事
課長
総括課長補佐
総括課長補佐
課長
総括課長補佐

（幼児支援課長）
（商工農政観光課課長補佐）
（福祉生活課主査）
（医療保険課主査）
（新規採用）
（福祉生活課課長補佐）
（健康推進課長）
（福祉生活課主事）
（新規採用）
（地域福祉高齢課総括課長補佐）
（学校教育課課長補佐）
（地域福祉高齢課課長補佐）
（地域福祉高齢課長）
（市民課課長補佐）

◯

◯

◯

◯
◯
◯

◯

林 　 美 穂
坂上　隆志
松原　洋平
松島　志保
長谷川　愛
宇野　由里
加納　愛美
廣瀬　真司
河瀬　文香
廣瀬　常司
日比野順子
山崎佐知子
佐藤　彰道
日比野丸利子

巣南庁舎管理部
市民窓口課

部長
主査

（議会事務局長）
（医療保険課主査）

廣瀬　照泰
澤田　義満

学校教育課
ほづみ幼稚園 主事

主事
主事

（別府保育所主事）
（南保育・教育センター主事）
（新規採用）

清水　順子
増田　彩乃
粟屋恵理香

幼児教育課
本田第1保育所

本田第2保育所

別府保育所

牛牧第1保育所

牛牧第2保育所

西保育・教育センター

中保育・教育センター

南保育・教育センター

主査
主事
課長補佐（主任保育士）
主査
主査
主任
主事
主事
課長補佐（主任保育士）
主事
主任
主事
課長補佐（主任保育士）
主任
主査
主事
主事
主事
主査
主査

（本田第２保育所主査）
（教育総務課付主事）
（牛牧第１保育所課長補佐（主任保育士））
（南保育・教育センター主査）
（中保育・教育センター主査）
（牛牧第１保育所主任）
（ほづみ幼稚園主事）
（新規採用）
（西保育・教育センター課長補佐（主任保育士））
（本田第２保育所主事）
（西保育・教育センター主任）
（新規採用）
（本田第２保育所課長補佐（主任保育士））
（牛牧第２保育所主任）
（本田第１保育所主査）
（南保育・教育センター主事）
（新規採用）
（新規採用）
（ほづみ幼稚園主査）
（本田第１保育所主査）

髙橋友香理
三島　菜美
河村　明美
江崎　功幸
高橋明日香
髙橋さあや
柴山　有里
石原　哲也
國井由香理
北村　澪奈
澤　なつみ
佐藤　陽子
松岡栄利子
夏井かお里
岩佐　裕子
北川　嘉奈
小松　彩花
瀬川　早紀
花村　歌織
森脇　里絵

石田　博文
野田　秀樹
小野由美子
田口将一郎
森川　　正
黒坂　昌平
青木　崇泰
古澤　秀樹
藤原　紗希
戸﨑　恵二
臼井　英俊
井上　源英
鹿野　友紀
小野真太郎
白藤　健斗

部長
課長
総括課長補佐（秘書室長）
課長補佐
主査
主事
総括課長補佐
総括課長補佐
主事
課長
総括課長補佐
総括課長補佐
課長補佐
主査
主事

（総務課長）
（総務課総括課長補佐）
（総務課総括課長補佐）
（総務課主査）
（総合政策課主査）
（新規採用）
（福祉生活課総括課長補佐）
（総務課付もとす広域連合派遣課長補佐）
（都市開発課主事）
（総合政策課総括課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（財務情報課主査）
（総務課主査）
（新規採用）

●任期満了（再任用）
岡田　　弘 小森　　一

●県教委へ復帰
堀　　貴嗣

●退職
鹿野　政和
村 田 　 克
松岡　星美

加納　愛美
増田真理子
奥田　知美

本多　周次
野脇　佑太
内山明香里

棚瀬壽壽子
髙橋志桜里

川瀬いさ子
中澤　あい

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

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
「JR穂積駅 弁当市」を開催します! 前回、大好評をいただいた「弁当市」が帰ってきます！

5月24日(月)～28日(金) 
第1部 : 16:00～17:00 
第2部 : 18:00～19:00 
場  所 : JR 穂積駅南口

　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。

※無くなり次第終了です
※感染症の状況により中止することがあります

JR穂積駅周辺まちづくり協議会のことや、
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!

JR穂積駅周辺まちづくり協議会事務局
〒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

出品する店舗やお弁当の内容は随時「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想協議会Facebook」で発信しています

瑞穂市を中心とした
穂積駅圏域で飲食店
さんが作るお弁当を
穂積駅前で販売しま
す。

瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想協議会
Facebook→

第2回

開催場所開催場所

穂積駅
南口
穂積駅
南口
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パパママくらぶ～プレママの
赤ちゃんお世話講座～を開催します

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！

　６５歳から７４歳で一定の障がい（※）のあるかたは、後期高齢者
医療広域連合に申請して認定を受けることにより、後期高齢者医
療制度に加入することができます。また、７４歳までであれば加入
後の脱退も可能です。
　加入（脱退）を希望されるかたは、ご相談ください。
　なお、国民健康保険に加入しているかたで、障害者手帳の取
得・更新により該当するかたには、医療保険課より制度について
ご案内いたします。

一定の障がいがあるかたへ
後期高齢者医療

●身体障害者手帳１～３級のすべて、
４級のうち音声機能、言語機能また
はそしゃく機能の著しい障がい、下
肢機能の障がいの一部など

●療育手帳（Ａ１、Ａ２）
●精神障害者保健福祉手帳（１、２級）

※一定の障がいとは

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

　この時期の離乳食の話を聞いたり、実際の離乳食を
見たり触ったりする教室です。毎月１回行っています。
感染症予防のため試食と託児は中止しております。
ご了承ください。

4月1日付けで職員の人事異動を行いました。氏名
の前の○は昇格を表し、カッコ内は異動前の職名
または所属を掲載しています。

日時・定員

場 所
対 象

持 ち 物

申込期限

①５月２８日（金）　②６月３０日（水）　
①、②いずれも１０：００～１０：４５　５組
　　　　　　 １０：４５～１１：３０　５組
　　　　　　 ※要予約、先着順
保健センター（総合センター３階）
市内在住の概ね７～８か月の
お子さんとその保護者
母子健康手帳、
保護者のマスク
①５月２１日（金）
②６月２３日（水）

離乳食教室
(７～８か月頃対象)のお知らせ

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが産ま
れた生活はやることがいっぱい♪助産師・保健師と一
緒に赤ちゃん人形を使いながら体験してみましょう。
抱き方や1人で沐浴する際のちょっとしたコツもお伝
えします♪

65歳から74歳で

●予約・問い合わせ
子育て世代包括支援センター　☎322-5670

対 象
日 時
場 所

持 ち 物
申込期限

市内在住の妊娠中のかた
5月24日（月）
受付13：15～13：30（15：30終了予定）
保健センター（総合センター3階）
母子健康手帳
5月21日（金）

瑞穂市職員の人事異動
●一般行政職

●保育士・教諭

企画部
総合政策課

市民協働安全課

総括課長補佐
主査
総括課長補佐（危機管理室長）
総括課長補佐
主事

（福祉生活課課長補佐）
（市民協働安全課主査）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（医療保険課課長補佐）
（新規採用）

◯

◯

庄司　　洋
森　　真弘
佐藤　文行
田中　久子
池田　浩隆

都市整備部
商工農政観光課 総括課長補佐

主査
（税務課総括課長補佐）
（生涯学習課主査）

玉置　公司
杉原　昌実

環境水道部
上水道課

下水道課

次長（兼環境課長）
課長
課長補佐
主事
主事
総括課長補佐

（環境課長）
（都市管理課長）
（都市開発課課長補佐）
（税務課主事）
（新規採用）
（上水道課課長補佐）

◯

◯

髙山　浩之
平光　光幸
齋藤　哲也
豊田　健太
浅野ほなみ
坂井田剛志

教育委員会
教育総務課

教育総務課給食センター
学校教育課

幼児教育課

生涯学習課

事務局長
総括課長補佐
主査
調理員
総括課長補佐
主事
課長
総括課長補佐
主査（再任用）
課長
主査

（教育次長）
（教育総務課課長補佐）
（総務課付もとす広域連合派遣主査）
（新規採用）
（岐阜県教育委員会）
（新規採用）
（幼児支援課総括課長補佐）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（幼児支援課総括課長補佐）
（医療保険課長）
（総合政策課主査）

◯

◯

廣瀬　進一
鷲見　政道
棚橋美佳子
西村　愛子
中村　輝美
𠮷川　寛菜
今木　浩靖
野口　智子
棚瀬壽壽子
佐藤　雅人
服部　達哉

会計課 課長補佐 （財務情報課課長補佐）豊田　　敦

議会事務局 事務局長
総括課長補佐
主任

（総務部長）
（議会事務局課長補佐）
（財務情報課主任）

◯
久野　秋広
宇野　伸二
廣瀬　潤一

総務部
総務課

総務課付もとす広域連合派遣

総務課付岐阜県派遣
財務情報課

◯
◯

◯

◯

◯
◯
◯
◯

市民部
税務課

市民課

医療保険課

部長
総括課長補佐（再任用）
総括課長補佐
総括課長補佐
総括課長補佐（債権管理室長）
主任
主任
主任
主事
主事
課長
総括課長補佐
課長補佐
主査
課長
課長補佐
主査
主事

（市民部長兼巣南庁舎管理部長兼市民課長）
（市民課総括課長補佐（再任用））
（会計課課長補佐）
（税務課課長補佐）
（税務課課長補佐）
（商工農政観光課主任）
（医療保険課主任）
（教育総務課主任）
（医療保険課主事）
（新規採用）
（上水道課長）
（税務課課長補佐）
（議会事務局課長補佐）
（健康推進課主査）
（生涯学習課長）
（市民窓口課課長補佐）
（税務課主査）
（新規採用）

◯
◯
◯

◯

棚橋　正則
宇野　清隆
棚瀬　敦夫
馬渕　大治
杉山　尚子
松宮　拓弥
間野　成美
亀谷　　浩
林　　聖太
西脇　司紗
鹿野　正美
畑中　智尚
松山　詔子
河野　和泉
児玉　　睦
栗本　佳奈
土川　智広
奥村　拓希

都市整備部
都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課
都市管理課

部長
総括課長補佐
主任
主事
総括課長補佐
課長
主事

（財務情報課長）
（都市開発課課長補佐）
（税務課主任）
（都市管理課主事）
（穂積駅圏域拠点整備課課長補佐）
（都市開発課総括課長補佐）
（新規採用）

◯
◯

◯
◯

桑原　秀幸
松尾　路成
草野　裕平
上田　理沙
坂　　佳幸
小倉　孝一
土屋　太輝

健康福祉部
福祉生活課

子ども支援課

地域福祉高齢課

健康推進課

次長（兼子ども支援課長）
課長補佐
課長補佐
主査
主事
総括課長補佐
課長補佐（再任用）
主事
主事
課長
総括課長補佐
総括課長補佐
課長
総括課長補佐

（幼児支援課長）
（商工農政観光課課長補佐）
（福祉生活課主査）
（医療保険課主査）
（新規採用）
（福祉生活課課長補佐）
（健康推進課長）
（福祉生活課主事）
（新規採用）
（地域福祉高齢課総括課長補佐）
（学校教育課課長補佐）
（地域福祉高齢課課長補佐）
（地域福祉高齢課長）
（市民課課長補佐）

◯

◯

◯

◯
◯
◯

◯

林 　 美 穂
坂上　隆志
松原　洋平
松島　志保
長谷川　愛
宇野　由里
加納　愛美
廣瀬　真司
河瀬　文香
廣瀬　常司
日比野順子
山崎佐知子
佐藤　彰道
日比野丸利子

巣南庁舎管理部
市民窓口課

部長
主査

（議会事務局長）
（医療保険課主査）

廣瀬　照泰
澤田　義満

学校教育課
ほづみ幼稚園 主事

主事
主事

（別府保育所主事）
（南保育・教育センター主事）
（新規採用）

清水　順子
増田　彩乃
粟屋恵理香

幼児教育課
本田第1保育所

本田第2保育所

別府保育所

牛牧第1保育所

牛牧第2保育所

西保育・教育センター

中保育・教育センター

南保育・教育センター

主査
主事
課長補佐（主任保育士）
主査
主査
主任
主事
主事
課長補佐（主任保育士）
主事
主任
主事
課長補佐（主任保育士）
主任
主査
主事
主事
主事
主査
主査

（本田第２保育所主査）
（教育総務課付主事）
（牛牧第１保育所課長補佐（主任保育士））
（南保育・教育センター主査）
（中保育・教育センター主査）
（牛牧第１保育所主任）
（ほづみ幼稚園主事）
（新規採用）
（西保育・教育センター課長補佐（主任保育士））
（本田第２保育所主事）
（西保育・教育センター主任）
（新規採用）
（本田第２保育所課長補佐（主任保育士））
（牛牧第２保育所主任）
（本田第１保育所主査）
（南保育・教育センター主事）
（新規採用）
（新規採用）
（ほづみ幼稚園主査）
（本田第１保育所主査）

髙橋友香理
三島　菜美
河村　明美
江崎　功幸
高橋明日香
髙橋さあや
柴山　有里
石原　哲也
國井由香理
北村　澪奈
澤　なつみ
佐藤　陽子
松岡栄利子
夏井かお里
岩佐　裕子
北川　嘉奈
小松　彩花
瀬川　早紀
花村　歌織
森脇　里絵

石田　博文
野田　秀樹
小野由美子
田口将一郎
森川　　正
黒坂　昌平
青木　崇泰
古澤　秀樹
藤原　紗希
戸﨑　恵二
臼井　英俊
井上　源英
鹿野　友紀
小野真太郎
白藤　健斗

部長
課長
総括課長補佐（秘書室長）
課長補佐
主査
主事
総括課長補佐
総括課長補佐
主事
課長
総括課長補佐
総括課長補佐
課長補佐
主査
主事

（総務課長）
（総務課総括課長補佐）
（総務課総括課長補佐）
（総務課主査）
（総合政策課主査）
（新規採用）
（福祉生活課総括課長補佐）
（総務課付もとす広域連合派遣課長補佐）
（都市開発課主事）
（総合政策課総括課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（財務情報課主査）
（総務課主査）
（新規採用）

●任期満了（再任用）
岡田　　弘 小森　　一

●県教委へ復帰
堀　　貴嗣

●退職
鹿野　政和
村 田 　 克
松岡　星美

加納　愛美
増田真理子
奥田　知美

本多　周次
野脇　佑太
内山明香里

棚瀬壽壽子
髙橋志桜里

川瀬いさ子
中澤　あい

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

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
「JR穂積駅 弁当市」を開催します! 前回、大好評をいただいた「弁当市」が帰ってきます！

5月24日(月)～28日(金) 
第1部 : 16:00～17:00 
第2部 : 18:00～19:00 
場  所 : JR 穂積駅南口

　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。

※無くなり次第終了です
※感染症の状況により中止することがあります

JR穂積駅周辺まちづくり協議会のことや、
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!

JR穂積駅周辺まちづくり協議会事務局
〒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

出品する店舗やお弁当の内容は随時「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想協議会Facebook」で発信しています

瑞穂市を中心とした
穂積駅圏域で飲食店
さんが作るお弁当を
穂積駅前で販売しま
す。

瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想協議会
Facebook→

第2回

開催場所開催場所

穂積駅
南口
穂積駅
南口



●問い合わせ
　市民協働安全課　☎327-4130

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

外来生物について
知ってください!!

●問い合わせ
　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126
　岐阜県健康福祉部地域福祉国保課社会援護係　
　☎272-8349

広報みずほ・2021.59 8広報みずほ・2021.5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!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! 

　新1年生も学校生活に慣れ、元気に登下校する姿が見られるようになりました。児童の皆さんには、健やか
に、楽しい学校生活を送っていただきたいものです。ただ、生活に慣れ、また陽気もよくなり、つい気も緩み
がちに。改めて、家庭や学校、地域で子どもたちの交通事故防止に努めましょう。

　先祖から代々伝わる古文書や古写真、地図など、特に、明治・大正・昭和の古い町並みなどを表す写真を探しています。
　過去から引き継がれてきた貴重な文化や歴史が失われてしまう前に、写真撮影によるデジタル化を行い、保存・
管理し、そして利・活用するまでの仕組みを構築したいと考えています。ぜひこの機会に情報提供をお願いします。

戦没者等のご遺族の皆さまへ　～第十一回特別弔慰金が支給されます～

▲ 国鉄樽見線開通式(十九条)
　 昭和31(1956)年3月

▲ 旧鷺田橋(呂久)
　 昭和48(1973)年

▲ 小廉紅園和宮歌碑除幕式（呂久）
　 昭和4（1929）年4月26日

生涯学習課（巣南庁舎）文化財担当係　住所：宮田３００番地２
☎３２７－２１１７　　３２７－２１０５　　syougai@city.mizuho.lg.jpご連絡ください！

～昔の生活を物語る写真や古文書など～

◇「特定外来生物」ってなに?
 「外来種」とは、元々その地域に
いなかったのに、人間の活動に
よって他の地域から入ってきた生
物のことを言い、外来生物法によ
り、生態系などに被害を及ぼすも
のとして指定されたものを「特定
外来生物」と言います。
◇なぜ特定外来生物はダメなの?
　外来生物は繁殖力が強く強健
なものもあり、日本に昔からある
生物を駆逐してしまう可能性があ
ります。

◇どうやって駆除するの?
　根から抜き、丈夫な袋(袋を2重にするなど)に入れて、枯死させてから
燃えるごみとして指定のゴミ収集日に出してください。

★特定外来生物の一種、「オオキンケイギク」
 特定外来生物に指定されているオオキンケイギクの
生育が市内で確認されています。
　5月から7月にかけて黄色い花が咲きます。花の中央
部(管状花)も同じように黄色です。花びらの先端は不
規則に4～5つに分かれており、葉は細長い楕円形で両
面に毛があります。
　葉に特徴があるので、見分けるときに注目してください!

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

年齢別人口10万人当たりの死傷者数、
全年齢層の中で7歳児が最多(65.1人) 
●登下校時に多発、52.2%が下校時に発生
●90%が横断中に発生  
●65.2%がドライバーの発見遅れが原因  
●68%が学校から500mから1kmで発生

①保護者、教職員のかたへ 
 ・ 改めて、通学路をお子さんと一緒に歩いて確かめてみましょう。 
 ・ 通学路に潜む危険な場所を確認し、何が危険か、安全確認の方法など
　具体的に教えましょう。(横断歩道、交差点などでの安全確認)
②新入学児童の皆さんへ 
 ・ 道路を渡るときは「止まって」「見て」「車が止まるのを確かめて」ください。 
 ・ 横断歩道で車が止まっても、反対側から来る車が止まるのも確かめましょう。 
③ドライバーのかたへ 
 ・ 横断歩道は歩行者優先です。歩行者を認めたら必ず停止しましょう。 
 ・ 「◇ ◇（横断歩道）」マークに接近したら、前方の横断歩道の状況を確認しましょう。

～新入学児童を交通事故から守るために～

慣れたころが危険!! 
新入学児童の交通事故防止

令和2年中の
110番受理件数について

◀オオキンケイギク

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

5月12日（水）、１9日（水）、２6日（水）
①１３：３０～　②１４：３０～
③１５：３０～　④１６：３０～
結果説明含め、約３０分程度
総合センター　創作室

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
高齢課の窓口または電話にて

⇒

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？

◆対　象　者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和2年4月1日)にお
いて、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」などを受けるかた(戦没者等の妻や父母など)
がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給し
ます。現時点で支給対象者が死亡されている場合でも、基準日(令
和2年4月1日)時点においてご健在であった場合は、相続人により
手続が可能です。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔
　慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹     
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件
　　を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります  
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)     
　※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有して
　　いたかたに限ります

額面25万円、5年償還の記名国債
令和5年3月31日(金)まで　
※請求期限までに手続きがない場合は、時効に
より受給権利が消滅します 

・請求者の戸籍抄本       
・印鑑(国債償還の際に再度必要となります)       
・本人確認書類

(マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付
きの公的書類の場合は1点、医療保険証・介護保
険証などの顔写真がない公的書類の場合は2点)

・委任状
(代理のかたが手続きされる場合は申請者と
代理のかたの両方の本人確認書類が必要です）
地域福祉高齢課(総合センター1階)

内 容
期 限

持 ち 物 

申 請 窓 口 

◆
◆

◆

◆

令和2年4月以降に未申請のかたはご確認ください

　令和2年中の110番受理件数は、新型コロナウイ
ルス感染拡大による外出自粛の影響もあって県下
的に減少傾向にあり、北方警察署管内でも前年比
622件の減少となりました。
　県下の110番通報の内訳は、交通事故など交通
関係に関する通報が46,092件、犯罪情報など各種
情報に関する通報が23,368件と、全体の約7割を
占めました。北方警察署管内でも同様の傾向がみら
れ、交通関係が2,894件、各種情報が1,553件と、

全体の110番通報の約6割強を占め、特に、秋冬の
夕暮れ時の交通事故、野生動物との衝突事故、野焼
きなどの法令違反に関する通報が目立ちました。
　110番は事件・事故など、緊急時に警察へ通報する
ための緊急通報ダイヤルです。相談ごとや地理案内
などは、北方警察署(324-0110)までお問い合わせく
ださい。
　いたずら電話は絶対にやめてくだ
さい。
 

実 施 日
時 間

所 要 時 間

場 　 所



●問い合わせ
　市民協働安全課　☎327-4130

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

外来生物について
知ってください!!

●問い合わせ
　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126
　岐阜県健康福祉部地域福祉国保課社会援護係　
　☎272-8349

広報みずほ・2021.59 8広報みずほ・2021.5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!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! 

　新1年生も学校生活に慣れ、元気に登下校する姿が見られるようになりました。児童の皆さんには、健やか
に、楽しい学校生活を送っていただきたいものです。ただ、生活に慣れ、また陽気もよくなり、つい気も緩み
がちに。改めて、家庭や学校、地域で子どもたちの交通事故防止に努めましょう。

　先祖から代々伝わる古文書や古写真、地図など、特に、明治・大正・昭和の古い町並みなどを表す写真を探しています。
　過去から引き継がれてきた貴重な文化や歴史が失われてしまう前に、写真撮影によるデジタル化を行い、保存・
管理し、そして利・活用するまでの仕組みを構築したいと考えています。ぜひこの機会に情報提供をお願いします。

戦没者等のご遺族の皆さまへ　～第十一回特別弔慰金が支給されます～

▲ 国鉄樽見線開通式(十九条)
　 昭和31(1956)年3月

▲ 旧鷺田橋(呂久)
　 昭和48(1973)年

▲ 小廉紅園和宮歌碑除幕式（呂久）
　 昭和4（1929）年4月26日

生涯学習課（巣南庁舎）文化財担当係　住所：宮田３００番地２
☎３２７－２１１７　　３２７－２１０５　　syougai@city.mizuho.lg.jpご連絡ください！

～昔の生活を物語る写真や古文書など～

◇「特定外来生物」ってなに?
 「外来種」とは、元々その地域に
いなかったのに、人間の活動に
よって他の地域から入ってきた生
物のことを言い、外来生物法によ
り、生態系などに被害を及ぼすも
のとして指定されたものを「特定
外来生物」と言います。
◇なぜ特定外来生物はダメなの?
　外来生物は繁殖力が強く強健
なものもあり、日本に昔からある
生物を駆逐してしまう可能性があ
ります。

◇どうやって駆除するの?
　根から抜き、丈夫な袋(袋を2重にするなど)に入れて、枯死させてから
燃えるごみとして指定のゴミ収集日に出してください。

★特定外来生物の一種、「オオキンケイギク」
 特定外来生物に指定されているオオキンケイギクの
生育が市内で確認されています。
　5月から7月にかけて黄色い花が咲きます。花の中央
部(管状花)も同じように黄色です。花びらの先端は不
規則に4～5つに分かれており、葉は細長い楕円形で両
面に毛があります。
　葉に特徴があるので、見分けるときに注目してください!

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

年齢別人口10万人当たりの死傷者数、
全年齢層の中で7歳児が最多(65.1人) 
●登下校時に多発、52.2%が下校時に発生
●90%が横断中に発生  
●65.2%がドライバーの発見遅れが原因  
●68%が学校から500mから1kmで発生

①保護者、教職員のかたへ 
 ・ 改めて、通学路をお子さんと一緒に歩いて確かめてみましょう。 
 ・ 通学路に潜む危険な場所を確認し、何が危険か、安全確認の方法など
　具体的に教えましょう。(横断歩道、交差点などでの安全確認)
②新入学児童の皆さんへ 
 ・ 道路を渡るときは「止まって」「見て」「車が止まるのを確かめて」ください。 
 ・ 横断歩道で車が止まっても、反対側から来る車が止まるのも確かめましょう。 
③ドライバーのかたへ 
 ・ 横断歩道は歩行者優先です。歩行者を認めたら必ず停止しましょう。 
 ・ 「◇ ◇（横断歩道）」マークに接近したら、前方の横断歩道の状況を確認しましょう。

～新入学児童を交通事故から守るために～

慣れたころが危険!! 
新入学児童の交通事故防止

令和2年中の
110番受理件数について

◀オオキンケイギク

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

5月12日（水）、１9日（水）、２6日（水）
①１３：３０～　②１４：３０～
③１５：３０～　④１６：３０～
結果説明含め、約３０分程度
総合センター　創作室

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
高齢課の窓口または電話にて

⇒
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？

◆対　象　者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和2年4月1日)にお
いて、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」などを受けるかた(戦没者等の妻や父母など)
がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給し
ます。現時点で支給対象者が死亡されている場合でも、基準日(令
和2年4月1日)時点においてご健在であった場合は、相続人により
手続が可能です。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔
　慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹     
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件
　　を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります  
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)     
　※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有して
　　いたかたに限ります

額面25万円、5年償還の記名国債
令和5年3月31日(金)まで　
※請求期限までに手続きがない場合は、時効に
より受給権利が消滅します 

・請求者の戸籍抄本       
・印鑑(国債償還の際に再度必要となります)       
・本人確認書類

(マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付
きの公的書類の場合は1点、医療保険証・介護保
険証などの顔写真がない公的書類の場合は2点)

・委任状
(代理のかたが手続きされる場合は申請者と
代理のかたの両方の本人確認書類が必要です）
地域福祉高齢課(総合センター1階)

内 容
期 限

持 ち 物 

申 請 窓 口 

◆
◆

◆

◆

令和2年4月以降に未申請のかたはご確認ください

　令和2年中の110番受理件数は、新型コロナウイ
ルス感染拡大による外出自粛の影響もあって県下
的に減少傾向にあり、北方警察署管内でも前年比
622件の減少となりました。
　県下の110番通報の内訳は、交通事故など交通
関係に関する通報が46,092件、犯罪情報など各種
情報に関する通報が23,368件と、全体の約7割を
占めました。北方警察署管内でも同様の傾向がみら
れ、交通関係が2,894件、各種情報が1,553件と、

全体の110番通報の約6割強を占め、特に、秋冬の
夕暮れ時の交通事故、野生動物との衝突事故、野焼
きなどの法令違反に関する通報が目立ちました。
　110番は事件・事故など、緊急時に警察へ通報する
ための緊急通報ダイヤルです。相談ごとや地理案内
などは、北方警察署(324-0110)までお問い合わせく
ださい。
　いたずら電話は絶対にやめてくだ
さい。
 

実 施 日
時 間

所 要 時 間

場 　 所



広報みずほ・2021.511 10広報みずほ・2021.5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。かきりんキーホルダー　1つ700円で販売中！　　　

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員です。

■募集職種一覧

職種 担当課

給食センター調理員
営繕職員

担任保育士 保育士
保育所調理員 
子育て支援員 放課後児童クラブサブチーフ
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)

幼稚園教諭
幼稚園養護教諭
行政事務補助員（短時間）
学校等生活支援員（短時間）

教育総務課　☎327-2115

幼児教育課　☎327-2147

学校教育課　☎327-2116

令和3年度 会計年度任用職員募集 

※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。

任用期間
応募方法
選考方法
応募期限

任用日～令和4年3月31日
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
面接試験および実技試験(保育士および幼稚園教諭のみ)
5月12日(水)必着

牛牧団地公園

牛牧南部コミュニティセンター（駐輪場）

牛牧北部防災コミュニティセンター駐車場

馬場公園（生津小学校前）

本田団地公民館前

本田コミュニティセンター（駐輪場）

呂久公民館

南ふれあい広場駐車場

中小学校プール駐車場

瑞穂市役所　巣南庁舎（北側駐車場）

居倉公民館

西ふれあい広場（西側駐車場）

瑞穂市役所　穂積庁舎（消防団本部前）

９：００～１０：００
１０：２０～１０：４０
１１：００～１２：００
９：００～ ９：５０
１０：１０～１０：４０
１１：００～１２：００
９：００～ ９：２０
９：４０～１０：３０
１０：５０～１１：３０
１１：５０～１２：３０
９：００～ ９：２０
９：４０～１０：００
１０：２０～１１：３０

5月11日(火)

12日(水)

13日(木)

14日(金)

実施日 実 施 場 所 実 施 時 間
市職員を募集します!
令和3年10月・令和4年4月採用予定

瑞穂市が
求める
人物像

職種 ※試験区分

職種 ※試験区分 採用予定人数
●令和3年10月採用予定

●令和4年4月採用予定

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

※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)。(注) 
・ 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。(注)

　(注)令和3年10月採用予定の試験区分では来春卒業予定のかたは受験できません。

●試験日時
●試験場所
●試験方法

●受験手続  

7月11日(日) 9:40試験開始
岐阜県立加納高等学校（岐阜市加納南陽町3-17）
教養試験、事務適性検査、専門試験
（専門試験は、一般行政職(建築)、保健師、保育士・幼稚園教諭、受験のかたのみ）

■試験申込書の配布と受付
　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。 
　　　　　　5月10日(月)～28日(金) 8:30～17:15(土日祝日を除く)
■提出書類　
　試験申込書、履歴書（いずれも所定の様式のもの）

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

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

一般行政職（建築）

保健師

保育士・幼稚園教諭

採用予定人数 受験資格

受験資格

一般行政職

保育士・幼稚園教諭

行
政

建
築

昭和61年4月2日以降に生まれたかた

昭和61年4月2日以降に生まれたかたで、
保健師の資格を有するかた

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

平成3年4月2日以降に生まれたかた

昭和51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4年3月31日までに取得見込みのかた

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

※登録済のかた

集合注射料金　３，200円

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

内訳（注射料金2,650円＋注射済票手数料550円）
（１頭につき・消費税含む）

令和3年度 狂犬病予防集合注射日程
　「狂犬病予防法」により、飼い犬には年
１回の予防注射が義務付けられていま
す。集合注射または動物病院で予防接
種を受けてください。

※注射当日は、おつりのないようにお願いします
※会場での注射手順　
①獣医師の問診→②注射→③支払
　（問診の結果、接種できない場合もあります）
※新規登録もできます
　（登録手数料３，０００円が別途必要）
※犬の体調が悪い場合や、治療中の場合は動物病
　院でご相談ください
※新型コロナウイルス感染症対策として、マスク
　やハンカチなどによる咳エチケットに気をつけ、
　順番待ちの際は十分な間隔を取ってください。
　また、帰宅後は手洗いを徹底してください

※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



広報みずほ・2021.511 10広報みずほ・2021.5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。かきりんキーホルダー　1つ700円で販売中！　　　

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員です。

■募集職種一覧

職種 担当課

給食センター調理員
営繕職員

担任保育士 保育士
保育所調理員 
子育て支援員 放課後児童クラブサブチーフ
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)

幼稚園教諭
幼稚園養護教諭
行政事務補助員（短時間）
学校等生活支援員（短時間）

教育総務課　☎327-2115

幼児教育課　☎327-2147

学校教育課　☎327-2116

令和3年度 会計年度任用職員募集 

※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。

任用期間
応募方法
選考方法
応募期限

任用日～令和4年3月31日
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
面接試験および実技試験(保育士および幼稚園教諭のみ)
5月12日(水)必着

牛牧団地公園

牛牧南部コミュニティセンター（駐輪場）

牛牧北部防災コミュニティセンター駐車場

馬場公園（生津小学校前）

本田団地公民館前

本田コミュニティセンター（駐輪場）

呂久公民館

南ふれあい広場駐車場

中小学校プール駐車場

瑞穂市役所　巣南庁舎（北側駐車場）

居倉公民館

西ふれあい広場（西側駐車場）

瑞穂市役所　穂積庁舎（消防団本部前）

９：００～１０：００
１０：２０～１０：４０
１１：００～１２：００
９：００～ ９：５０
１０：１０～１０：４０
１１：００～１２：００
９：００～ ９：２０
９：４０～１０：３０
１０：５０～１１：３０
１１：５０～１２：３０
９：００～ ９：２０
９：４０～１０：００
１０：２０～１１：３０

5月11日(火)

12日(水)

13日(木)

14日(金)

実施日 実 施 場 所 実 施 時 間
市職員を募集します!
令和3年10月・令和4年4月採用予定

瑞穂市が
求める
人物像

職種 ※試験区分

職種 ※試験区分 採用予定人数
●令和3年10月採用予定

●令和4年4月採用予定

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

※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)。(注) 
・ 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。(注)

　(注)令和3年10月採用予定の試験区分では来春卒業予定のかたは受験できません。

●試験日時
●試験場所
●試験方法

●受験手続  

7月11日(日) 9:40試験開始
岐阜県立加納高等学校（岐阜市加納南陽町3-17）
教養試験、事務適性検査、専門試験
（専門試験は、一般行政職(建築)、保健師、保育士・幼稚園教諭、受験のかたのみ）

■試験申込書の配布と受付
　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。 
　　　　　　5月10日(月)～28日(金) 8:30～17:15(土日祝日を除く)
■提出書類　
　試験申込書、履歴書（いずれも所定の様式のもの）

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

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

一般行政職（建築）

保健師

保育士・幼稚園教諭

採用予定人数 受験資格

受験資格

一般行政職

保育士・幼稚園教諭

行
政

建
築

昭和61年4月2日以降に生まれたかた

昭和61年4月2日以降に生まれたかたで、
保健師の資格を有するかた

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

平成3年4月2日以降に生まれたかた

昭和51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4年3月31日までに取得見込みのかた

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

※登録済のかた

集合注射料金　３，200円

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

内訳（注射料金2,650円＋注射済票手数料550円）
（１頭につき・消費税含む）

令和3年度 狂犬病予防集合注射日程
　「狂犬病予防法」により、飼い犬には年
１回の予防注射が義務付けられていま
す。集合注射または動物病院で予防接
種を受けてください。

※注射当日は、おつりのないようにお願いします
※会場での注射手順　
①獣医師の問診→②注射→③支払
　（問診の結果、接種できない場合もあります）
※新規登録もできます
　（登録手数料３，０００円が別途必要）
※犬の体調が悪い場合や、治療中の場合は動物病
　院でご相談ください
※新型コロナウイルス感染症対策として、マスク
　やハンカチなどによる咳エチケットに気をつけ、
　順番待ちの際は十分な間隔を取ってください。
　また、帰宅後は手洗いを徹底してください

※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
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地震に備えましょう！

木造住宅の除却工事費補助制度を創設しました

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）のご案内

 建築物の耐震補助制度のご案内

●木造住宅の無料耐震診断 まずは耐震診断を

●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…

ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）を駆除しましょう
商工農政観光課からのお知らせ

田んぼや水路壁にピンク色のつぶつぶのかたまりを見たことはありませんか? それはジャンボタニシの卵です。
ジャンボタニシは、田植え直後から2～3週間のイネを食べてしまう(食害)大きな貝です。

駆除するには・・・

　卵は水気を嫌い、水面より高い
場所に産み付けられます。水路壁
などに卵(ピンク色)を発見した場
合、掻き落とし、水に沈めます。 

　水中でエサを摂取する為、水深
を2cm程度に保つか完全に落水
すると食害は減ります。降雨時に
水深が上昇しないよう注意し、排
水の悪いほ場では溝きりで排水を
促すことも有効です。

　15mm以上の大きさの貝が食害をもたらすので、発見したら地域で一
斉に補殺をすると効果的です。 
・ほ場内の数か所にえさ場を設け、野菜を置いておき、集まった貝を捕殺し
ます。スイカ、トマト、ナス、レタスなどを好みます。 

・市販のお茶パックを二重に重ね、中に小麦粉と酒かすを混ぜて団子状に 
丸めたものを入れ、水田約1aに1個の割合で置きます。3日後、集まった
貝を捕殺します。網の上に誘引剤を置くと捕獲しやすいです。 

・30cm四方の段ボール片を水路や畦畔に立てかけておきます。翌日、水
面下の部分に貝が食いついているので捕殺します。

注)なお、ジャンボタニシには人体に有害な寄生虫がいる場合がありますの
　 で、素手で扱わないでください! 
　 また、集めた貝は地中深く埋めるなど、適正に処理してください。

①卵を水に沈めましょう
③補殺しましょう

②浅水・落水管理をしましょう

・周りの作物にも登録がある農薬を使用する 
※農薬には必ず農林水産省の登録番号があります。
　使用する前に、チェックしましょう 
※中には、人体に強い影響を与える危険な農薬もあります。
　登録番号の表示のない農薬の使用は止めましょう 
・飛散しにくい剤型(粒剤など)の農薬を使用する 
・周りの作物をネットやシートなどで遮蔽、または一時的に覆う 
・近接作物との緩衝地帯を設ける

　農薬散布をすることを周りの栽培者や近隣住民に伝え、日頃からコミュニ
ケーションをとるなど、地域との連絡を密にしておくことが重要です。また、散
布時には通行人や近隣住民への農薬飛散による健康被害に留意しましょう。

◎その他の対策
・散布ほ場の周辺に注意する作物   
　が無いか
・近接作物の種類や収穫時期
・散布農薬の近接作物への登録状 
　況・残留基準

・適切な散布量にする
・散布の方向や位置に注意して散
布する(風向きに注意)

◎散布前にご確認ください

◎散布時の注意事項は

●コンタクトレンズの使用方法、使用期限を守
り、レンズケアが必要なものについては、正
しくケアを行うことも大切です。これらを怠
ると重篤な眼障がいを引き起こすこともあり
ます。

●目に異常を感じたら、すぐに使用をやめ眼科
を受診しましょう。また、3か月に1回は定期
検査を受けましょう。

●個人輸入のコンタクトレンズは、日本で安全
性が確認されたわけではありません。安易に
購入しないようにしましょう。

事例

コンタクトレンズの使い方に注意!
　目がぼやける、充血、涙っぽい、目やに、
ゴロゴロするといった症状があったため眼
科を受診すると、角膜に傷ができ炎症を起
こしていた。眼科を受診せずに個人輸入代
行サイトで購入した未承認のカラーコンタ
クトレンズの使用が原因だと言われた。

　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。

瑞穂市消費生活相談室　☎322-6517
受付日：祝日を除く 月・水・金の8：30～17：15
消費者ホットライン（局番なし）188
岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イヤヤ！

●問い合わせ　 

消費者へのアドバイス

消費生活相談室だより

市役所において、みずほクールビズ２０２１を始めました室内温度２８℃を目安に冷房設定（みずほクールビズ２０２１）

ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）を駆除しましょう

農薬散布をするときには近接作物に気をつけて!農薬散布をするときには近接作物に気をつけて!

ジャンボタニシの卵▶

　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。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。
　自分自身や家族、近隣のかたを守るためにも、建築物の耐震化を行いましょう。

　耐震化促進に向けた新たな施策として、除却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。
●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　10棟(申込順)
●受付期間　第1期:5月10日(月)～5月21日(金)
　　　　　　第2期:8月30日(月)～9月10日(金)
　　　　　　第3期:11月29日(月)～12月10日(金)
　　　　　　※土・日および祝日を除く

●木造住宅の除却工事費補助金

●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　2棟(申込順)
●受付期間　5月10日(月)～12月10日(金)(予定)
　　　　　　※土・日および祝日を除く 

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・現に居住している一戸建住宅であること
・岐阜県木造住宅耐震相談士による耐震診断の結果、
耐震評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)であること

・建物全体を除却および処分すること
補助対象事業費の23%(補助限度額838千円)

１．給付金の対象となるかた
■以下の①～③のいずれかに該当するかた
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者のかた
②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶

養手当の支給を受けていないかた（「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）。

③児童扶養手当の支給要件を満たすかたで、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

２．支給額
　児童１人当たり一律５万円
３．給付金の支給手続き
■令和３年４月分の児童扶養手当受給者のかた（左記１の①に該当するかた）
▶給付金は、申請不要で受け取れます。
▶５月頃、令和３年４月分の児童扶養手当を支給してい
る口座に振り込みます。
■上記以外のかた（左記１の②または③のいずれかに該当するかた）
詳細は決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

●問い合わせ　厚生労働省 コールセンター　☎0120-400-903、子ども支援課　☎322-3022

本巣市

山県市

岐阜市
北方町

瑞穂市

岐南町笠松町

岐阜連携都市圏を知ろう！ ～山県市～

 山県市には、戦国時代に美濃国守護土岐氏が築いた山城「大桑城跡」があ
ります。昨年実施した調査により、
新たに約30か所の石垣を発見。ま
た伝「岩門」の発掘により、巨石石
垣や立石列、石垣により城門が形
成されていたことを確認しました。
　大桑城跡の登山口には、石垣見
学マップも設置してあり、歴史浪漫
を感じながら登山が楽しめます。
           

歴史浪漫あふれる山城 大桑城跡
場所：山県市大桑・青波・富永地内(古城山山頂一帯)

▲古城山からの日の出とナッチョルくん

●補助の条件

●補 助 額

●募集棟数
●受付期間

3棟(申込順)
5月10日(月)～12月10日(金)(予定)
※土・日および祝日を除く 

（受付時間：平日9:00～18:00）

ひとり親のご家庭へ、
大切なお知らせ

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327－2103
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面下の部分に貝が食いついているので捕殺します。

注)なお、ジャンボタニシには人体に有害な寄生虫がいる場合がありますの
　 で、素手で扱わないでください! 
　 また、集めた貝は地中深く埋めるなど、適正に処理してください。

①卵を水に沈めましょう
③補殺しましょう

②浅水・落水管理をしましょう

・周りの作物にも登録がある農薬を使用する 
※農薬には必ず農林水産省の登録番号があります。
　使用する前に、チェックしましょう 
※中には、人体に強い影響を与える危険な農薬もあります。
　登録番号の表示のない農薬の使用は止めましょう 
・飛散しにくい剤型(粒剤など)の農薬を使用する 
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◎散布前にご確認ください

◎散布時の注意事項は

●コンタクトレンズの使用方法、使用期限を守
り、レンズケアが必要なものについては、正
しくケアを行うことも大切です。これらを怠
ると重篤な眼障がいを引き起こすこともあり
ます。

●目に異常を感じたら、すぐに使用をやめ眼科
を受診しましょう。また、3か月に1回は定期
検査を受けましょう。

●個人輸入のコンタクトレンズは、日本で安全
性が確認されたわけではありません。安易に
購入しないようにしましょう。
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　目がぼやける、充血、涙っぽい、目やに、
ゴロゴロするといった症状があったため眼
科を受診すると、角膜に傷ができ炎症を起
こしていた。眼科を受診せずに個人輸入代
行サイトで購入した未承認のカラーコンタ
クトレンズの使用が原因だと言われた。
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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
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●問い合わせ　厚生労働省 コールセンター　☎0120-400-903、子ども支援課　☎322-3022

本巣市

山県市

岐阜市
北方町

瑞穂市

岐南町笠松町

岐阜連携都市圏を知ろう！ ～山県市～
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学マップも設置してあり、歴史浪漫
を感じながら登山が楽しめます。
           

歴史浪漫あふれる山城 大桑城跡
場所：山県市大桑・青波・富永地内(古城山山頂一帯)

▲古城山からの日の出とナッチョルくん
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（受付時間：平日9:00～18:00）

ひとり親のご家庭へ、
大切なお知らせ

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327－2103
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令和2年度教育委員会表彰

　瑞穂市の教育、芸術、体育その他文化の振興発展に貢献したかたを表彰し、今後の一層の活躍を奨励
するものです。令和2年度は、学術、スポーツ、文化・芸術分野の県大会や全国大会などで優秀な成績を
収めたり、お年寄りの救助をした功績を称え、小学生55名、中学生54名の児童・生徒の皆さんが表彰さ
れました。 

◆瑞穂市教育委員会表彰とは？

●問い合わせ　教育総務課（巣南庁舎）　☎327-2115

南小学校　5年　田中 啓吾さん

受賞コメント

小学校 文化・芸術の部 代表

岐阜県発明くふう展 児童・生徒の作品の部
岐阜県発明協会長賞

　障がい者施設で働く知り合いの人に頼まれて、めだかのエサ
やり機を作りました。賞をもらえてうれしいです。

発明
くふう

穂積小学校　5年　中田 椋大さん

受賞コメント

小学校 スポーツの部 代表

岐阜県小学生・中学生学年別水泳競技大会
100m 背泳ぎ 男子小学5年　1位　他

　表彰してくださってありがとうございます。よい記録を出すた
めには日々の努力の積み重ねだと思っているので、これからも
努力したいです。

水泳

牛牧小学校　2年　松田 梨愛菜さん

受賞コメント

小学校 学術の部 代表

青少年読書感想文コンクール
岐阜県コンクール 小学校低学年部門　優良賞

　読書感想文で優良賞をもらえて、次もがんばろうという気持
ちになりました。これからも本をたくさん読みたいです。

読書
感想文

巣南中学校　3年　市村 香凛さん

受賞コメント

中学校 文化・芸術の部 代表

岐阜県中学生「ものづくり名人」競技会
「豊かな生活を創るアイデアバッグ」コンクール　準優勝

　表彰していただきありがとうございます。普段エコバッグを
使わない父のために作り、外側から縫い目が見えないように
工夫しました。

もの
づくり

穂積中学校　2年　足立 時野さん

受賞コメント

中学校 スポーツの部 代表

岐阜県中学生学年別バドミントン大会
男子シングル1部　1位

　このような賞をいただくことができて、とてもうれしく思います。
これからもサポートしてくださったかたがたに感謝してがんばります。

バドミントン

中学生 善行の部 代表
穂積中学校　
1年　棚橋 更咲さん

受賞コメント

真夏の下校途中に、転倒して自力で動けなく
なった高齢者を、女子生徒3人で付き添い、自
宅まで送り届けた。    

　「あのとき、助けていたら・・・」と後悔しないように
行動したまでなのですが、あのとき勇気を出して行動
してよかったと思います。

人命救助

穂積北中学校　
2年　荻堂 綾花さん

受賞コメント

真夏の下校途中に、道に迷った高齢者を女子
生徒4人で保護し、近くの高齢者福祉施設に
案内し、施設職員に引き継ぐ行動をした。    

　このような賞をいただくことができてうれしく思
います。これからも困っているかたがいたら助けて、
人のために動きたいです。

人命救助

穂積北中学校　3年　武藤 百華さん

受賞コメント

中学校 学術の部 代表

岐阜県中学生スピーチ審査会　優秀賞

　最初は不安に思っていましたが、やり切った後には挑戦してみて
よかったと思え、英語がよりおもしろく感じられました。

英語
スピーチ

前列　穂積中学校 1年生
　　　左から西井心菜さん、棚橋更咲さん、伊藤直花さん
後列　穂積北中学校 2年生
　　　左から牧野智香子さん、荻堂綾花さん、木野村有亜さん、山下華穂さん

　今年度は新型コロナウイルス感染症が収束しておらず、緊急事態宣言発令中のため、2月14日(日)に予定
していた表彰式はやむを得ず中止になりましたが、各学校で表彰状を授与しました。



広報みずほ・2021.515 14広報みずほ・2021.5

みずほ教育便
Vol.50

教育
委員

会発

令和2年度教育委員会表彰

　瑞穂市の教育、芸術、体育その他文化の振興発展に貢献したかたを表彰し、今後の一層の活躍を奨励
するものです。令和2年度は、学術、スポーツ、文化・芸術分野の県大会や全国大会などで優秀な成績を
収めたり、お年寄りの救助をした功績を称え、小学生55名、中学生54名の児童・生徒の皆さんが表彰さ
れました。 

◆瑞穂市教育委員会表彰とは？

●問い合わせ　教育総務課（巣南庁舎）　☎327-2115

南小学校　5年　田中 啓吾さん

受賞コメント

小学校 文化・芸術の部 代表

岐阜県発明くふう展 児童・生徒の作品の部
岐阜県発明協会長賞

　障がい者施設で働く知り合いの人に頼まれて、めだかのエサ
やり機を作りました。賞をもらえてうれしいです。

発明
くふう

穂積小学校　5年　中田 椋大さん

受賞コメント

小学校 スポーツの部 代表

岐阜県小学生・中学生学年別水泳競技大会
100m 背泳ぎ 男子小学5年　1位　他

　表彰してくださってありがとうございます。よい記録を出すた
めには日々の努力の積み重ねだと思っているので、これからも
努力したいです。

水泳

牛牧小学校　2年　松田 梨愛菜さん

受賞コメント

小学校 学術の部 代表

青少年読書感想文コンクール
岐阜県コンクール 小学校低学年部門　優良賞

　読書感想文で優良賞をもらえて、次もがんばろうという気持
ちになりました。これからも本をたくさん読みたいです。

読書
感想文

巣南中学校　3年　市村 香凛さん

受賞コメント

中学校 文化・芸術の部 代表

岐阜県中学生「ものづくり名人」競技会
「豊かな生活を創るアイデアバッグ」コンクール　準優勝

　表彰していただきありがとうございます。普段エコバッグを
使わない父のために作り、外側から縫い目が見えないように
工夫しました。

もの
づくり

穂積中学校　2年　足立 時野さん

受賞コメント

中学校 スポーツの部 代表

岐阜県中学生学年別バドミントン大会
男子シングル1部　1位

　このような賞をいただくことができて、とてもうれしく思います。
これからもサポートしてくださったかたがたに感謝してがんばります。

バドミントン

中学生 善行の部 代表
穂積中学校　
1年　棚橋 更咲さん

受賞コメント

真夏の下校途中に、転倒して自力で動けなく
なった高齢者を、女子生徒3人で付き添い、自
宅まで送り届けた。    

　「あのとき、助けていたら・・・」と後悔しないように
行動したまでなのですが、あのとき勇気を出して行動
してよかったと思います。

人命救助

穂積北中学校　
2年　荻堂 綾花さん

受賞コメント

真夏の下校途中に、道に迷った高齢者を女子
生徒4人で保護し、近くの高齢者福祉施設に
案内し、施設職員に引き継ぐ行動をした。    

　このような賞をいただくことができてうれしく思
います。これからも困っているかたがいたら助けて、
人のために動きたいです。

人命救助

穂積北中学校　3年　武藤 百華さん

受賞コメント

中学校 学術の部 代表

岐阜県中学生スピーチ審査会　優秀賞

　最初は不安に思っていましたが、やり切った後には挑戦してみて
よかったと思え、英語がよりおもしろく感じられました。

英語
スピーチ

前列　穂積中学校 1年生
　　　左から西井心菜さん、棚橋更咲さん、伊藤直花さん
後列　穂積北中学校 2年生
　　　左から牧野智香子さん、荻堂綾花さん、木野村有亜さん、山下華穂さん

　今年度は新型コロナウイルス感染症が収束しておらず、緊急事態宣言発令中のため、2月14日(日)に予定
していた表彰式はやむを得ず中止になりましたが、各学校で表彰状を授与しました。



広報みずほ・2021.517 16広報みずほ・2021.5

小・中学校に長良川の
写真集寄贈
小・中学校に長良川の
写真集寄贈

3月１７日
（水） 場所：教育長室

JU岐阜寄贈防犯ブザー
贈呈式
 

JU岐阜寄贈防犯ブザー
贈呈式
 

4月6日
（火） 場所：公室

　岐阜市在住の全日本写真連盟会員の後藤亘さんより、写
真集「清流長良川に生きる」を市内小・中学校に１冊ずつ寄
贈していただきました。後藤さんは、長良川の源流から河口
までの失われつつある
自然や、その流域に生
きる人々や生物を４０
年余り撮りため、「地元
を流れる美しく恵みを
もたらす長良川を、小・
中学校の子どもたちに
もぜひ知っていただけ
たら。」と写真集にこめ
た思いを話しました。

▶目録を渡す岐阜支社長の
　磯田哲也さん（右）　　

▲穂積中学校の発表のようす ▲穂積北中学校の発表のようす

▲貴重なトーチを持たせていただきました ▲左から市橋滋利さん、上窪彩音さん、戸崎敬介さん、関谷英樹さん

子どもの読書活動推進のために
（寄付金の贈呈）
子どもの読書活動推進のために
（寄付金の贈呈）

3月１5日
（月） 場所：教育長室

どきどきわくわく入園式どきどきわくわく入園式4月8日
（木） 場所：ほづみ幼稚園

　公益財団法人だいしん緑化文化振興財団より、読書活動
推進奨励金として１０万円の寄付をいただき、目録の贈呈
式が行われました。「子どもの読書活動推進のために図書
購入に役立ててください。」とのことで、有効に活用させて
いただきます。

　元巣南町議会議員の辻文雄さんが高齢者叙勲を授与さ
れました。氏は平成3年に初当選後、合計12年7か月の永
きにわたり在職し、特に平成9年9月から1年間は副議長と
して議会の円滑
な運営に尽力さ
れました。

長年の功績を称えて長年の功績を称えて4月9日
（金） 場所：公室

３月２３日
（火）

～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～

3月１７日
（水）

明治安田生命
保険相互会社　
岐阜支社 様
金２００，０００円

　今年度の両校の活動について、市長ら職員へ両中学校生徒らが活動報告を行いました。
　穂積中学校は、地域でひまわりを育て、コロナ禍で減ったコミュニケーションの輪を広げる「心花（ハートフラワー）プロ
ジェクト」について３名が発表しました。穂積北中学校は、コロナ禍での差別、偏見をなくす「シトラスリボンプロジェクト」
について６名が発表し、職員らへリボンを手渡しました。
　穂積中学校の篠田さんは、「生徒として地域に関われることは中学生までだとこの活動で気づけて良かった。今後も活
動をサポートしたい。」と話しました。

場所：大会議室

穂積中「心花プロジェクト」、穂積北中「シトラスリボン
プロジェクト」活動発表会
穂積中「心花プロジェクト」、穂積北中「シトラスリボン
プロジェクト」活動発表会

▲後藤亘さん

▶公益財団法人だい
しん緑化文化振興
財団の営業統括部
業務企画課長の
清水康孝さん（写
真左）

９９歳おめでとうございます

白寿のお祝い　野田重雄さん白寿のお祝い　野田重雄さん

3月１７日
（水） 場所：市内

　4月3日(土)に岐阜県内で開催された東京2020オリンピックの聖火リレーにて、瑞穂市ゆかりの市橋滋利さん、関谷英
樹さん、上窪彩音さん、戸崎敬介さんが走者を務め、聖火の灯をつなぎました。4月9日(金)には市長へ表敬訪問し、応援
への感謝やこれからの抱負を述べられました。市長からは、「瑞穂市を代表するそれぞれの世代のかたに走っていただけ
てありがたい。コロナ禍ではあるが、なんとか全国がひとつになって成功させてほしい。」とランナーたちを労いました。

場所：公室
瑞穂市ゆかりの聖火リレーランナーが市長訪問瑞穂市ゆかりの聖火リレーランナーが市長訪問

　市立ほづみ幼稚園の入園式が行われました。新型コロ
ナウイルス感染症対策として、マスクの着用や窓を開けて
換気をするなどの対策を行い、参加者を分割して2部制に
ての実施となりましたが、園児たちは新たな生活の始まり
に胸を躍らせているように見えました。箕浦園長からの
「元気にあいさつができる子になりましょう。」との呼びか
けに園児たち
は元気よく答え
ていました。新
入園のみなさ
ん、おめでとう
ございます。

　日本中古自動車販売商工組合連合会(JU中販連)の岐阜
県組織であるJU岐阜支部は社会貢献活動の一環として、
令和2年度より小学校1年生に対して防犯ブザーを寄贈く
ださっており、今年も市内の小学校1年生に610個の防犯
ブザーを寄付していただきました。贈呈式では、市長より感
謝状が渡されました。森嵜支部長は、「新1年生が困らず通
学できるように役立て
てほしい。」、森市長は
「登校時は通学路を地
域のかたに見守ってい
ただいている。下校時
にもこの防犯ブザーが
あればより安全に帰れ
るようになるのであり
がたい。」と話しました。 ▶新入園のみなさん

▶市長に報告に訪れ
　た辻さん（写真右）

▲森嵜支部長（写真右から2人目）と
　松野専務理事（写真右端）

4月9日
（金）



広報みずほ・2021.517 16広報みずほ・2021.5

小・中学校に長良川の
写真集寄贈
小・中学校に長良川の
写真集寄贈

3月１７日
（水） 場所：教育長室

JU岐阜寄贈防犯ブザー
贈呈式
 

JU岐阜寄贈防犯ブザー
贈呈式
 

4月6日
（火） 場所：公室

　岐阜市在住の全日本写真連盟会員の後藤亘さんより、写
真集「清流長良川に生きる」を市内小・中学校に１冊ずつ寄
贈していただきました。後藤さんは、長良川の源流から河口
までの失われつつある
自然や、その流域に生
きる人々や生物を４０
年余り撮りため、「地元
を流れる美しく恵みを
もたらす長良川を、小・
中学校の子どもたちに
もぜひ知っていただけ
たら。」と写真集にこめ
た思いを話しました。

▶目録を渡す岐阜支社長の
　磯田哲也さん（右）　　

▲穂積中学校の発表のようす ▲穂積北中学校の発表のようす

▲貴重なトーチを持たせていただきました ▲左から市橋滋利さん、上窪彩音さん、戸崎敬介さん、関谷英樹さん

子どもの読書活動推進のために
（寄付金の贈呈）
子どもの読書活動推進のために
（寄付金の贈呈）

3月１5日
（月） 場所：教育長室

どきどきわくわく入園式どきどきわくわく入園式4月8日
（木） 場所：ほづみ幼稚園

　公益財団法人だいしん緑化文化振興財団より、読書活動
推進奨励金として１０万円の寄付をいただき、目録の贈呈
式が行われました。「子どもの読書活動推進のために図書
購入に役立ててください。」とのことで、有効に活用させて
いただきます。

　元巣南町議会議員の辻文雄さんが高齢者叙勲を授与さ
れました。氏は平成3年に初当選後、合計12年7か月の永
きにわたり在職し、特に平成9年9月から1年間は副議長と
して議会の円滑
な運営に尽力さ
れました。

長年の功績を称えて長年の功績を称えて4月9日
（金） 場所：公室

３月２３日
（火）

～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～

3月１７日
（水）

明治安田生命
保険相互会社　
岐阜支社 様
金２００，０００円

　今年度の両校の活動について、市長ら職員へ両中学校生徒らが活動報告を行いました。
　穂積中学校は、地域でひまわりを育て、コロナ禍で減ったコミュニケーションの輪を広げる「心花（ハートフラワー）プロ
ジェクト」について３名が発表しました。穂積北中学校は、コロナ禍での差別、偏見をなくす「シトラスリボンプロジェクト」
について６名が発表し、職員らへリボンを手渡しました。
　穂積中学校の篠田さんは、「生徒として地域に関われることは中学生までだとこの活動で気づけて良かった。今後も活
動をサポートしたい。」と話しました。

場所：大会議室

穂積中「心花プロジェクト」、穂積北中「シトラスリボン
プロジェクト」活動発表会
穂積中「心花プロジェクト」、穂積北中「シトラスリボン
プロジェクト」活動発表会

▲後藤亘さん

▶公益財団法人だい
しん緑化文化振興
財団の営業統括部
業務企画課長の
清水康孝さん（写
真左）

９９歳おめでとうございます

白寿のお祝い　野田重雄さん白寿のお祝い　野田重雄さん

3月１７日
（水） 場所：市内

　4月3日(土)に岐阜県内で開催された東京2020オリンピックの聖火リレーにて、瑞穂市ゆかりの市橋滋利さん、関谷英
樹さん、上窪彩音さん、戸崎敬介さんが走者を務め、聖火の灯をつなぎました。4月9日(金)には市長へ表敬訪問し、応援
への感謝やこれからの抱負を述べられました。市長からは、「瑞穂市を代表するそれぞれの世代のかたに走っていただけ
てありがたい。コロナ禍ではあるが、なんとか全国がひとつになって成功させてほしい。」とランナーたちを労いました。

場所：公室
瑞穂市ゆかりの聖火リレーランナーが市長訪問瑞穂市ゆかりの聖火リレーランナーが市長訪問

　市立ほづみ幼稚園の入園式が行われました。新型コロ
ナウイルス感染症対策として、マスクの着用や窓を開けて
換気をするなどの対策を行い、参加者を分割して2部制に
ての実施となりましたが、園児たちは新たな生活の始まり
に胸を躍らせているように見えました。箕浦園長からの
「元気にあいさつができる子になりましょう。」との呼びか
けに園児たち
は元気よく答え
ていました。新
入園のみなさ
ん、おめでとう
ございます。

　日本中古自動車販売商工組合連合会(JU中販連)の岐阜
県組織であるJU岐阜支部は社会貢献活動の一環として、
令和2年度より小学校1年生に対して防犯ブザーを寄贈く
ださっており、今年も市内の小学校1年生に610個の防犯
ブザーを寄付していただきました。贈呈式では、市長より感
謝状が渡されました。森嵜支部長は、「新1年生が困らず通
学できるように役立て
てほしい。」、森市長は
「登校時は通学路を地
域のかたに見守ってい
ただいている。下校時
にもこの防犯ブザーが
あればより安全に帰れ
るようになるのであり
がたい。」と話しました。 ▶新入園のみなさん

▶市長に報告に訪れ
　た辻さん（写真右）

▲森嵜支部長（写真右から2人目）と
　松野専務理事（写真右端）

4月9日
（金）
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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

5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？

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/

日にち 事業 内容 参加費 時間

10：30
～11：30
10：30
～11：30
10：30
～11：30

シュタイナー
教育講座

200円
＋材料費100円

無料

200円
＋材料費200円

200円
＋材料費1,000円

200円
＋材料費＋ランチ代

10：30
～13：00

親子
ふれあい遊び

10：00
～15：00

10：30
～11：30
10：30
～11：30

講師

フレ！
フレ！
子育て子育て

＊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。　　　　　　※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。

※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。
☆おひさまランチは大人４００円、子ども３００円。アレルギー・離乳食（８か月より）にも対応しております。
☆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事があります。あらかじめご了承願います。
☆最新情報を一早くお届けします！QRコード読み取ってご覧ください♡　

日にち 事業
皆でお誕生日のお祝いをしましょう。
身体測定や写真、手形をとって記念のお誕生日カードを作ります♡ 支援センター

支援センター

支援センター

国光美佳氏

髙橋佑佳氏

牛牧第２保育所地域子育て支援センター
祖父江１７０番地（保育所内）　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

10日(月)

13日(木)

14日（金）

17日(月)

26日(水)

28日(金)

月～金
(祝日は休館)

6日（木）

13日（木）

21日（金）

24日（月）

山田文子氏

時間内容 講師 参加費

食養講座

開放

モアマームが初めてのお友だち、あつまれ！
皆で楽しい時間を過ごしましょう♪
季節を感じる遊びや工作をします♪
梅雨に向けて、雨の日のおうちあそび【水彩画】を行います♪

お誕生日会

初めてのマーム広場

マーム広場

10：30
～12：00

ママのための
ミネラルアップ講座

10：30
～11：30

四季のアロマオイル
『虫よけスプレー』

日にち 事業 場所 時間 備考

おもちゃ病院 ボランティアのかたが
玩具無料修理をします別府支援センター

保健師・栄養士による
子育て相談

保健師と管理栄養士が
来所し子育て相談を行います

「マイバッグ作り」
～僕・私だけのお気に入りバッグを作ろう～
対象：未就園児親子６組　託児はなし

10：30～11：30
予約申込期間：５月１２日（水）～
１４日（金） ９：３０～１５：００

支援センターに電話で連絡してください

子育てセミナー

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日（木）
27日（木）

14日（金）

26日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

牛牧支援センター

13日（木）
19日（水）

●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

こびと座
～おはなしだいすき～

10：30
～11：30
10：30
～11：30

200円

200円

200円

200円

400円

養生講座

音楽会

　13：00
～14：30

10：00～12：00

10：00～12：00

●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

コミュニティセンターからのお知らせ
牛牧南部コミュニティセンター 

つどいの泉会えなくなった大切なかたへ「はがき」で想いを届けよう！
コミュニティセンター　３館同時開催

■内　容　新型コロナウイルスの影響で会えなくなった、おじいさんやおばあさん、遠く
　　　　　に住んでいる友だち、サークル仲間などへ、励ましの言葉や、感謝の気持ちを
　　　　　「はがき」に書いて、コミセンポストへ投函します。
■期　間　5月10日（月）～　※はがきが無くなり次第終了
■対　象　幼児から大人まで、１人１回のみ参加できます。
■その他　はがきと切手は、コミセンで用意します。
※イベントの趣旨に合わないはがきの投函はご遠慮ください

トレーニングルーム・
歩行用温水プール 休止のお知らせ    

自治会の未来についてNo.37

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　地域のつながりづくりは、あなたの思いから始まります。
あなた自身が「地域で自分ができること」を見つけるヒントにしていただきたいと思います。

　新年度に向けて準備が始まる年明けから3月頃、市民協働安
全課には、「自治会を脱退したいのですが・・・」という市民のか
たからのご相談が毎年数件寄せられます。
　自治会は任意の団体であり、加入について強制することはで
きません。しかし、瑞穂市のまちづくりにおいて、自治会など、地
域のコミュニティ組織の力は、とても重要で根幹となる力です。
　お話をお伺いすると、みなさんさまざまなご事情がある中悩
まれている状況がありますが、市では、それでも自治会へのご
理解とご協力をお願いし、引き続き自治会とのつながりを絶た
ないでいただけるようお願いをします。
　現実、自治会加入率は年々少しずつですが下がっています。
そして、感じるのは、理想と現実のギャップです。今のそれぞれ
の自治会の現実は、地域の状況やニーズに合ったものになって
いるのでしょうか。

地縁の団体の難しさ  
　偶然にして○○自治会と区切られた地域に住居を構えたこと
で、年齢も生活スタイルも、考え方も違う人たちが一緒に活動
をしていくのが自治会です。そして、住居を構えた以上、長期間
のお付き合いとなります。
　自治会運営は、ここに難しさがあります。他の多くの組織は、
同じ目的を持って集まります。または、ある程度、世代や置かれ
た状況に共通項があります。ですから、目的意識を共有すること
がほぼ初めから出来ています。でも、自治会はそうではありませ
ん。

自治会の目的って?  
　ご自分の自治会の規約を見てください。多くの自治会で、一番
初めに書いてあると思います。さまざまな言い回しはありますが、
要するに「同じ地域に暮らす人たちで、安心で安全な住みよい地
域をつくる」という意味合いのことが書いてあるはずです。 
　自治会の目的はそれに尽きます。地域のお祭りや清掃活動な

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～

ど、さまざまな事業はありますが、どんな事業の目的も、根っこ
はそこにつながっています。世代を越えた人たちが、顔の見える
つながりを、事業の度に積み重ねることで、地域の課題を共有
し、一緒に立ち向かう組織となる力となります。

令和3年度に思うこと ～地域の絆を結び続けてください～  
　令和3年度も多くの自治会の総会が、「書面決議」という手法
で行われました。事業計画には、例年どおりの事業がとりあえず
並びますが、今年度も新型コロナウイルス感染症の影響で事業
はできないと思っている自治会も多いと思います。でも、地域の
つながりは決して途絶えさせてはいけないのです。 
　1年前は未知のウイルスへの対応方法がわからず、学校も長
期間にわたり休校になりましたが、手探りながらもみんなで感
染予防に努め、制限がある中でも、子どもたちは4月に新学期を
迎え、元気に登校しています。自治会の事業も、「できない」では
なく、今こそ、自治会の存在意味を改めて意識し、目的を大切に、
手法を工夫しできることをして欲しいと思います。
　そして、落ち着いて考えてみてください。コロナで社会が揺ら
ぐ前に、すでに、自治会の目的を見失い、目的のズレた事業をひ
たすら続けているような状況があなたの自治会にはありません
か?
　自治会運営の難しさのもう一つの側面は、会員の声を平等に
聴く環境や意識が薄いことです。未だに「嫁に来た身では、地域
の古いかたに意見など言えない」、「そんなことしたら、そこで暮
らしていけなくなる」などと辛い思いを話されるかたも中には
あります。地縁の組織所以の難しさです。
　令和3年度は、ある意味チャンスでもあります。コロナ禍を逆
手に取り、今までの事業を見直し、今の時代に合った、地域のみ
なさんのニーズに合った自治会へのシフトチェンジを図ってく
ださい。
　自治会活動で、同じ目的、同じ時間を共有し、顔のつながった
関係をつくってください。つながりが広がることで、いつ襲って
くるかわからない災害や、どんどん深刻化する少子高齢化社会
においても、みんなで支え合い、柔軟に対応できる自治会とな
るのではないかと思います。
　そして、地域で支え合う大人たちと一緒に自治会活動を経験
した子どもたちが、きっと未来にわたって、そのコミュニティを、
地域の絆を、存続してくれるはずです。

　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。

子どもの癇癪、お母さんのイライラ、もしかしてミネラル不足かも？手軽に摂る
ひと工夫で、さまざまな症状を改善しましょう！4か月にわたる、体質改善プログラム。
アロマの基礎知識を学びながら、メディカルグレードの
エッセンシャルオイルの香りに癒されましょう♡

『春のおはなし』親子でいっしょに読みたい春の絵本の紹介や、
読み聞かせの“コツ”なども聞けますよ！
『鍼灸で実践編』免疫力を上げるために“今”だからこそ聞きた
い、取り入れたい！自分の身体で実践しましょう。
バイオリン、ピアノ、オーボエ♪本物の音色を聞きに遊びにき
ませんか？お子さんの大好きな曲も聞けるかも♡
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か月から）
『子どもへの伝え方』親としてできること、子育てが楽しくな
る秘訣が詰まっています。
『子どもを良い方向へ伸ばす食とは①食材・調味料編』たくさん
学べる“美味しい”講座。おやつ：みょうがぼち／食養：中庸スープ
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♡園庭でも遊べます！

　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。

薬剤師・鍼灸師
野崎利晃氏
リング トリオ
アンサンブル

髙木諭美氏

秦理絵子氏

宇佐美茂子氏

無料

450円
+ランチ代
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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

5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？

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/

日にち 事業 内容 参加費 時間

10：30
～11：30
10：30
～11：30
10：30
～11：30

シュタイナー
教育講座

200円
＋材料費100円

無料

200円
＋材料費200円

200円
＋材料費1,000円

200円
＋材料費＋ランチ代

10：30
～13：00

親子
ふれあい遊び

10：00
～15：00

10：30
～11：30
10：30
～11：30

講師

フレ！
フレ！
子育て子育て

＊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。　　　　　　※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。

※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。
☆おひさまランチは大人４００円、子ども３００円。アレルギー・離乳食（８か月より）にも対応しております。
☆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事があります。あらかじめご了承願います。
☆最新情報を一早くお届けします！QRコード読み取ってご覧ください♡　

日にち 事業
皆でお誕生日のお祝いをしましょう。
身体測定や写真、手形をとって記念のお誕生日カードを作ります♡ 支援センター

支援センター

支援センター

国光美佳氏

髙橋佑佳氏

牛牧第２保育所地域子育て支援センター
祖父江１７０番地（保育所内）　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

10日(月)

13日(木)

14日（金）

17日(月)

26日(水)

28日(金)

月～金
(祝日は休館)

6日（木）

13日（木）

21日（金）

24日（月）

山田文子氏

時間内容 講師 参加費

食養講座

開放

モアマームが初めてのお友だち、あつまれ！
皆で楽しい時間を過ごしましょう♪
季節を感じる遊びや工作をします♪
梅雨に向けて、雨の日のおうちあそび【水彩画】を行います♪

お誕生日会

初めてのマーム広場

マーム広場

10：30
～12：00

ママのための
ミネラルアップ講座

10：30
～11：30

四季のアロマオイル
『虫よけスプレー』

日にち 事業 場所 時間 備考

おもちゃ病院 ボランティアのかたが
玩具無料修理をします別府支援センター

保健師・栄養士による
子育て相談

保健師と管理栄養士が
来所し子育て相談を行います

「マイバッグ作り」
～僕・私だけのお気に入りバッグを作ろう～
対象：未就園児親子６組　託児はなし

10：30～11：30
予約申込期間：５月１２日（水）～
１４日（金） ９：３０～１５：００

支援センターに電話で連絡してください

子育てセミナー

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日（木）
27日（木）

14日（金）

26日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

牛牧支援センター

13日（木）
19日（水）

●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

こびと座
～おはなしだいすき～

10：30
～11：30
10：30
～11：30

200円

200円

200円

200円

400円

養生講座

音楽会

　13：00
～14：30

10：00～12：00

10：00～12：00

●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

コミュニティセンターからのお知らせ
牛牧南部コミュニティセンター 

つどいの泉会えなくなった大切なかたへ「はがき」で想いを届けよう！
コミュニティセンター　３館同時開催

■内　容　新型コロナウイルスの影響で会えなくなった、おじいさんやおばあさん、遠く
　　　　　に住んでいる友だち、サークル仲間などへ、励ましの言葉や、感謝の気持ちを
　　　　　「はがき」に書いて、コミセンポストへ投函します。
■期　間　5月10日（月）～　※はがきが無くなり次第終了
■対　象　幼児から大人まで、１人１回のみ参加できます。
■その他　はがきと切手は、コミセンで用意します。
※イベントの趣旨に合わないはがきの投函はご遠慮ください

トレーニングルーム・
歩行用温水プール 休止のお知らせ    

自治会の未来についてNo.37

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　地域のつながりづくりは、あなたの思いから始まります。
あなた自身が「地域で自分ができること」を見つけるヒントにしていただきたいと思います。

　新年度に向けて準備が始まる年明けから3月頃、市民協働安
全課には、「自治会を脱退したいのですが・・・」という市民のか
たからのご相談が毎年数件寄せられます。
　自治会は任意の団体であり、加入について強制することはで
きません。しかし、瑞穂市のまちづくりにおいて、自治会など、地
域のコミュニティ組織の力は、とても重要で根幹となる力です。
　お話をお伺いすると、みなさんさまざまなご事情がある中悩
まれている状況がありますが、市では、それでも自治会へのご
理解とご協力をお願いし、引き続き自治会とのつながりを絶た
ないでいただけるようお願いをします。
　現実、自治会加入率は年々少しずつですが下がっています。
そして、感じるのは、理想と現実のギャップです。今のそれぞれ
の自治会の現実は、地域の状況やニーズに合ったものになって
いるのでしょうか。

地縁の団体の難しさ  
　偶然にして○○自治会と区切られた地域に住居を構えたこと
で、年齢も生活スタイルも、考え方も違う人たちが一緒に活動
をしていくのが自治会です。そして、住居を構えた以上、長期間
のお付き合いとなります。
　自治会運営は、ここに難しさがあります。他の多くの組織は、
同じ目的を持って集まります。または、ある程度、世代や置かれ
た状況に共通項があります。ですから、目的意識を共有すること
がほぼ初めから出来ています。でも、自治会はそうではありませ
ん。

自治会の目的って?  
　ご自分の自治会の規約を見てください。多くの自治会で、一番
初めに書いてあると思います。さまざまな言い回しはありますが、
要するに「同じ地域に暮らす人たちで、安心で安全な住みよい地
域をつくる」という意味合いのことが書いてあるはずです。 
　自治会の目的はそれに尽きます。地域のお祭りや清掃活動な

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～

ど、さまざまな事業はありますが、どんな事業の目的も、根っこ
はそこにつながっています。世代を越えた人たちが、顔の見える
つながりを、事業の度に積み重ねることで、地域の課題を共有
し、一緒に立ち向かう組織となる力となります。

令和3年度に思うこと ～地域の絆を結び続けてください～  
　令和3年度も多くの自治会の総会が、「書面決議」という手法
で行われました。事業計画には、例年どおりの事業がとりあえず
並びますが、今年度も新型コロナウイルス感染症の影響で事業
はできないと思っている自治会も多いと思います。でも、地域の
つながりは決して途絶えさせてはいけないのです。 
　1年前は未知のウイルスへの対応方法がわからず、学校も長
期間にわたり休校になりましたが、手探りながらもみんなで感
染予防に努め、制限がある中でも、子どもたちは4月に新学期を
迎え、元気に登校しています。自治会の事業も、「できない」では
なく、今こそ、自治会の存在意味を改めて意識し、目的を大切に、
手法を工夫しできることをして欲しいと思います。
　そして、落ち着いて考えてみてください。コロナで社会が揺ら
ぐ前に、すでに、自治会の目的を見失い、目的のズレた事業をひ
たすら続けているような状況があなたの自治会にはありません
か?
　自治会運営の難しさのもう一つの側面は、会員の声を平等に
聴く環境や意識が薄いことです。未だに「嫁に来た身では、地域
の古いかたに意見など言えない」、「そんなことしたら、そこで暮
らしていけなくなる」などと辛い思いを話されるかたも中には
あります。地縁の組織所以の難しさです。
　令和3年度は、ある意味チャンスでもあります。コロナ禍を逆
手に取り、今までの事業を見直し、今の時代に合った、地域のみ
なさんのニーズに合った自治会へのシフトチェンジを図ってく
ださい。
　自治会活動で、同じ目的、同じ時間を共有し、顔のつながった
関係をつくってください。つながりが広がることで、いつ襲って
くるかわからない災害や、どんどん深刻化する少子高齢化社会
においても、みんなで支え合い、柔軟に対応できる自治会とな
るのではないかと思います。
　そして、地域で支え合う大人たちと一緒に自治会活動を経験
した子どもたちが、きっと未来にわたって、そのコミュニティを、
地域の絆を、存続してくれるはずです。

　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。

子どもの癇癪、お母さんのイライラ、もしかしてミネラル不足かも？手軽に摂る
ひと工夫で、さまざまな症状を改善しましょう！4か月にわたる、体質改善プログラム。
アロマの基礎知識を学びながら、メディカルグレードの
エッセンシャルオイルの香りに癒されましょう♡

『春のおはなし』親子でいっしょに読みたい春の絵本の紹介や、
読み聞かせの“コツ”なども聞けますよ！
『鍼灸で実践編』免疫力を上げるために“今”だからこそ聞きた
い、取り入れたい！自分の身体で実践しましょう。
バイオリン、ピアノ、オーボエ♪本物の音色を聞きに遊びにき
ませんか？お子さんの大好きな曲も聞けるかも♡
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か月から）
『子どもへの伝え方』親としてできること、子育てが楽しくな
る秘訣が詰まっています。
『子どもを良い方向へ伸ばす食とは①食材・調味料編』たくさん
学べる“美味しい”講座。おやつ：みょうがぼち／食養：中庸スープ
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♡園庭でも遊べます！

　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。

薬剤師・鍼灸師
野崎利晃氏
リング トリオ
アンサンブル

髙木諭美氏

秦理絵子氏

宇佐美茂子氏

無料

450円
+ランチ代
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防火・防災管理再講習
お知らせ

■日 第1回：5月26日（水） 午前
　 第2回：5月26日（水） 午後　
■所 岐阜市消防本部6階（岐阜市美
江寺町2丁目9番地）
■資 下記のいずれかに該当し、再講
習の必要があるかた
・岐阜県内に在住のかた
・岐阜県内の防火対象物（事業所など）において防
火管理者または防災管理者に選任されているかた
■〆 5月7日（金）～13日（木）
■定 各回40人
■申 オンライン申請（※先着順）
岐阜市ＨＰ内にあるオンライン申請総合窓口サ
イト(https://www.city.gifu.lg.jp/39142.
htm)から申込みをしてください。オンライン
申請の手段がないかた、困難なかたは、窓口
での受付となりますので、岐阜市消防本部予
防課(☎262-7163)までご連絡ください。
●テキスト代　2,000円
■問 岐阜市消防本部予防課
　☎262-7163

自動車税は納期限までに
お知らせ

　自動車税の納期限は５月３１日
（月）です。必ず納期限までに納めま
しょう。くわしくは自動車税の納税通
知書（５月６日発送）をご覧ください。
■問  岐阜県自動車税事務所　☎279-3781

●所得証明書および所得・課税証明書とは
　前年の1月1日から12月31日まで
の「所得（収入）」や「所得（収入）およ
び市・県民税の税額など」に関する証
明書です。
※例えば、「令和3年度所得・課税証
明書」には、令和2年1月1日から12月
31日までの所得金額および令和3年
度市・県民税の税額が表示されます。

●令和３年度の証明書の発行時期
　特別徴収・普通徴収のかたともに、
6月1日（火）から発行開始

●証明書を発行できる市町村
　市が令和3年度の証明書を発行で
きる対象のかたは、原則として、令和
3年1月1日に瑞穂市に住民票がある
かたです。住所を異動されたかたは、
証明書を請求する市町村をご確認く
ださい。

●証明書の請求方法
穂積庁舎　税務課（２階）
巣南庁舎　市民窓口課（１階）
　証明書の請求時には、『証明書交
付・閲覧申請書』（窓口で記載）と手数
料（1通300円）および本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証、

パスポート、在留カードなど）が必要
です。
　代理人のかたがお越しになられる
場合は、委任状（特に様式の定めな
し）と窓口にお越しのかたの本人確認
書類が必要です。
※代理人が同一世帯のご家族であ
る場合は、委任状は不要です。ただ
し、ご家族でも別世帯の場合は、委任
状が必要です
　なお、郵送請求またはコンビニで
の端末からの請求（マイナンバー
カードが必要）もできます。くわしく
は税務課へお問い合わせいただく
か、市公式ホームページ（https:// 
www.city.mizuho.lg.jp/）から、
「くらし→税→市税の証明・閲覧」とア
クセスし、『郵便での税に関する証明
書の請求』または『コンビニ交付サー
ビスでの税に関する証明書の請求』
をご覧ください。

●証明書を請求される際の注意点
　所得についての申告がないかたや
お勤め先の事業所から給与支払報告
書（源泉徴収票）が市役所に提出され
ていないかたなどは、市・県民税の申
告が必要な場合があります。
■問 税務課　☎３２７‐４１１２

市・県民税所得証明書および所得・課税証明書について
お知らせ

公民館講座「リトミック親子体操教室」

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117　　327-2105　　syougai@city.mizuho.lg.jp

音楽のリズムに合わせて楽しく体操できる教室です。
日頃の運動不足や育児のストレスも一気に解消できます。

6月4日（金）・11日（金）・18日（金）・25日（金）・7月2日（金）
10：00～11：30　計5回コース
巣南公民館ふれあいホール
市内在住の幼児（初回受講時点で満2歳以上）とその保護者
15組（応募多数のときはお断りすることがあります）
1組　1，000円　※初回受講日までにお支払いください
生涯学習課、総合センター、市民センター、巣南公民館窓口
に設置の申込書に以下の必要事項を記入いただきご提出
いただくか、電子メールで必要事項を送信してください。
※FAXでも受付可
お子さんの氏名（ふりがな含む）および性別、保護者のかたの氏名、住所、郵便番号、電話番号
5月20日（木）
運動のできる服装で、水筒・タオルなどをご持参ください。

日 時

場 所
対 象
定 員
受 講 料
申込方法

必要事項
申込期限
そのほか

◆

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

親子で楽しく運動しよう！
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防火・防災管理再講習
お知らせ

■日 第1回：5月26日（水） 午前
　 第2回：5月26日（水） 午後　
■所 岐阜市消防本部6階（岐阜市美
江寺町2丁目9番地）
■資 下記のいずれかに該当し、再講
習の必要があるかた
・岐阜県内に在住のかた
・岐阜県内の防火対象物（事業所など）において防
火管理者または防災管理者に選任されているかた
■〆 5月7日（金）～13日（木）
■定 各回40人
■申 オンライン申請（※先着順）
岐阜市ＨＰ内にあるオンライン申請総合窓口サ
イト(https://www.city.gifu.lg.jp/39142.
htm)から申込みをしてください。オンライン
申請の手段がないかた、困難なかたは、窓口
での受付となりますので、岐阜市消防本部予
防課(☎262-7163)までご連絡ください。
●テキスト代　2,000円
■問 岐阜市消防本部予防課
　☎262-7163

自動車税は納期限までに
お知らせ

　自動車税の納期限は５月３１日
（月）です。必ず納期限までに納めま
しょう。くわしくは自動車税の納税通
知書（５月６日発送）をご覧ください。
■問  岐阜県自動車税事務所　☎279-3781

●所得証明書および所得・課税証明書とは
　前年の1月1日から12月31日まで
の「所得（収入）」や「所得（収入）およ
び市・県民税の税額など」に関する証
明書です。
※例えば、「令和3年度所得・課税証
明書」には、令和2年1月1日から12月
31日までの所得金額および令和3年
度市・県民税の税額が表示されます。

●令和３年度の証明書の発行時期
　特別徴収・普通徴収のかたともに、
6月1日（火）から発行開始

●証明書を発行できる市町村
　市が令和3年度の証明書を発行で
きる対象のかたは、原則として、令和
3年1月1日に瑞穂市に住民票がある
かたです。住所を異動されたかたは、
証明書を請求する市町村をご確認く
ださい。

●証明書の請求方法
穂積庁舎　税務課（２階）
巣南庁舎　市民窓口課（１階）
　証明書の請求時には、『証明書交
付・閲覧申請書』（窓口で記載）と手数
料（1通300円）および本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証、

パスポート、在留カードなど）が必要
です。
　代理人のかたがお越しになられる
場合は、委任状（特に様式の定めな
し）と窓口にお越しのかたの本人確認
書類が必要です。
※代理人が同一世帯のご家族であ
る場合は、委任状は不要です。ただ
し、ご家族でも別世帯の場合は、委任
状が必要です
　なお、郵送請求またはコンビニで
の端末からの請求（マイナンバー
カードが必要）もできます。くわしく
は税務課へお問い合わせいただく
か、市公式ホームページ（https:// 
www.city.mizuho.lg.jp/）から、
「くらし→税→市税の証明・閲覧」とア
クセスし、『郵便での税に関する証明
書の請求』または『コンビニ交付サー
ビスでの税に関する証明書の請求』
をご覧ください。

●証明書を請求される際の注意点
　所得についての申告がないかたや
お勤め先の事業所から給与支払報告
書（源泉徴収票）が市役所に提出され
ていないかたなどは、市・県民税の申
告が必要な場合があります。
■問 税務課　☎３２７‐４１１２

市・県民税所得証明書および所得・課税証明書について
お知らせ

公民館講座「リトミック親子体操教室」

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117　　327-2105　　syougai@city.mizuho.lg.jp

音楽のリズムに合わせて楽しく体操できる教室です。
日頃の運動不足や育児のストレスも一気に解消できます。

6月4日（金）・11日（金）・18日（金）・25日（金）・7月2日（金）
10：00～11：30　計5回コース
巣南公民館ふれあいホール
市内在住の幼児（初回受講時点で満2歳以上）とその保護者
15組（応募多数のときはお断りすることがあります）
1組　1，000円　※初回受講日までにお支払いください
生涯学習課、総合センター、市民センター、巣南公民館窓口
に設置の申込書に以下の必要事項を記入いただきご提出
いただくか、電子メールで必要事項を送信してください。
※FAXでも受付可
お子さんの氏名（ふりがな含む）および性別、保護者のかたの氏名、住所、郵便番号、電話番号
5月20日（木）
運動のできる服装で、水筒・タオルなどをご持参ください。

日 時

場 所
対 象
定 員
受 講 料
申込方法

必要事項
申込期限
そのほか

◆

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

親子で楽しく運動しよう！



総務省・経済産業省・岐阜県・瑞穂市

シリーズ かか たた

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

ありがとうありがとう お母さんお母さん

５月９日（日）の母の日にぜひ使ってみてくださいね！
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クールビズで仕事も爽やかに（みずほクールビズ２０２１） 最小限の照明で最大の成果を（みずほクールビズ２０２１）

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 ５月２０日（木）　１３：００～１６：００
■所  総合センター １階 地域福祉ルーム
■予 ■問  税務課　☎３２７-４１１２

防災管理新規講習
お知らせ

■日 5月27日（木）
■所 岐阜市消防本部6階
　（岐阜市美江寺町2丁目9番地）
■資 岐阜県内に在住または在勤のか
たで、資格取得の必要があるかた
■〆  5月7日（金）～13日（木）
■定 40人
■申 オンライン申請（※先着順）
岐阜市ＨＰ内にあるオンライン申請
総合窓口サイト(https://www.
city.gifu.lg.jp/39142.htm)から
申込みをしてください。オンライン
申請の手段がないかた、困難な
かたは、窓口での受付となります
ので、岐阜市消防本部予防課
(☎262-7163)までご連絡くだ
さい。
●テキスト代
　3,000円
■問 岐阜市消防本部予防課
　☎262-7163美来の森館フリーマーケットの

中止について

お知らせ

　例年、美来の森館で開催している
瑞穂女性の会主催のフリーマー
ケットについて、新型コロナウイル
ス感染予防のため、５月の開催は中
止します。次回の開催は１１月を予
定しています。ご理解とご協力をお
願いいたします。
■問  環境課　☎327-4127

地域包括支援センター
出張相談所のご案内

お知らせ

　地域包括支援センターは、高齢者の身
近な「よろず相談窓口」です。介護保険サー
ビスや認知症についてなど、さまざまなご
相談に応じます。お気軽にご相談ください。
■日 5月10日（月）・24日（月）　9：30～11：30
■所 老人福祉センター
※予約不要。先着3名まで
■問 地域包括支援センター
　☎３２７-４１１８

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　令和３年度７月・１０月・１月のここ
ろの相談の際、こころの病気でお
悩みの当事者・ご家族からのご相
談を、相談支援専門員と当事者が
応じる機会と自由に過ごしていた
だける場を設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第２水曜日老
人福祉センター）、電話（支援セン
ターふなぶせ）で相談することも可
能です。
■日 ７月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。
■問  福祉生活課　☎３２７-４１２３

義援金について
お知らせ

　日本赤十字社瑞穂市地区にお寄せいただいた
義援金総額は下記のとおりとなりました。下記の義
援金は令和３年３月３１日（水）をもちまして受付終
了となりました。ご協力ありがとうございました。
●東日本大震災義援金
　31,949,321円
●平成28年度熊本地震災害義援金
　5,819,936円
●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
　4,520,576円
●台風19号災害義援金
　3,424,112円
　その他の災害義援金につき、募金箱を設置
しております。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

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

お知らせ

　次の事業者において電話相談を
お受けしています。

障がい者などの電話相談
受付中！！

利用対象者 電話番号事業所名

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 ☎392－2800

障害者総合生活
支援センター クロス ☎210－2078

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

障がい者などの相談窓口
を開設！

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

こころの
相談

ほほえみ
相談

5/6
（木）

5/12
（水）

ふなぶせ

クロス

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

※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

飛込教室（高飛込み）
開催案内

お知らせ

■日 7月22日（木）、25日（日）、8月7日（土）、8日
（日）、9日（月）の5回　予備日　8月14日（土）
13:00～14:40：ジュニア（小学生～高校生）の部
15:00～16:40：成人の部
コーチ：元愛知県代表国体選手
■料  5,000円(保険込み)
■所  長良川スイミングプラザ（岐阜メモリアルセンター）
■定  各8人
・定員を超えた場合は抽選となります
・前提条件：25m以上泳げること　
■申 6月1日（火）～10日（木）　インターネット
申込み（抽選結果は6月16日（水）までに連絡）
●申込み方法ご案内　
　（岐阜県水泳連盟ホームページ）
　http://gifu.swim.or.jp/
飛込教室（高飛込み）の案内
■問  ☎215-1007
　 　 (一社)岐阜県水泳連盟
　 　  swim-gifu@h5.dion.ne.jp 
●その他　定員に満たない場合は、
開催を中止する場合があります。

左手の甲を上にして横向きに
し、右手は縦向きにして左手
の甲の上から上に軽く１回上
げます。

右手の人差し指を頬につけ、なで
下ろします。今度は小指を立てて、
下ろした位置から少し上げます。

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

「個人番号（マイナンバー）カード」のお受け取りを！
　「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。

８：３０～１７：１５
５月９日（日）　９：００～１６：００
※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等交付日を掲載
していますので、ご確認ください。
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。

平日開庁時間
休日等交付日

場　　　　所

　毎年、６月１日は「人権擁護委員の
日」です。
　いじめ、体罰、女性や障がい者に対
する差別など、家庭内（夫婦、親子、結
婚、離婚、扶養、相続など）、近隣間の

もめごと、悩みごとなど、身近なこと
で困っていることがあれば、人権擁護
委員が相談に応じます。
　秘密は厳守しますので、どなたでも
お気軽にご利用ください。
■日 ６月１日（火）　
　10：00～12：00、13：00～15：00

■所 総合センター ５階　第１～３会議室
●相談担当者　
　瑞穂市人権擁護委員
■問 地域福祉高齢課　☎３２７-４１２６、
　 岐阜地方法務局人権擁護課  
　 ☎２４５-３１８１（代）

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所開設

お知らせ

　総務省と経済産業省は、６月１日現在で、「令和３年経済セン
サス‐活動調査」を実施します。この調査は、令和元年に実施し
た「経済センサス‐基礎調査」や令和２年に実施した「企業構造
の事前確認」によって得られた事業所や企業の情報を活用し
て、売上高など経理項目の把握に重点を置いて実施します。
　調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺いして直
接配布するか、国が郵送します。調査員が５月２０日（木）ごろか
ら各事業所・企業を訪問します。調査員がお伺いする場合は、
必ず「調査員証」のほか「従事者用腕章」を身に付けています
ので、安心してご回答ください。



総務省・経済産業省・岐阜県・瑞穂市

シリーズ かか たた

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

ありがとうありがとう お母さんお母さん

５月９日（日）の母の日にぜひ使ってみてくださいね！
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クールビズで仕事も爽やかに（みずほクールビズ２０２１） 最小限の照明で最大の成果を（みずほクールビズ２０２１）

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 ５月２０日（木）　１３：００～１６：００
■所  総合センター １階 地域福祉ルーム
■予 ■問  税務課　☎３２７-４１１２

防災管理新規講習
お知らせ

■日 5月27日（木）
■所 岐阜市消防本部6階
　（岐阜市美江寺町2丁目9番地）
■資 岐阜県内に在住または在勤のか
たで、資格取得の必要があるかた
■〆  5月7日（金）～13日（木）
■定 40人
■申 オンライン申請（※先着順）
岐阜市ＨＰ内にあるオンライン申請
総合窓口サイト(https://www.
city.gifu.lg.jp/39142.htm)から
申込みをしてください。オンライン
申請の手段がないかた、困難な
かたは、窓口での受付となります
ので、岐阜市消防本部予防課
(☎262-7163)までご連絡くだ
さい。
●テキスト代
　3,000円
■問 岐阜市消防本部予防課
　☎262-7163美来の森館フリーマーケットの

中止について

お知らせ

　例年、美来の森館で開催している
瑞穂女性の会主催のフリーマー
ケットについて、新型コロナウイル
ス感染予防のため、５月の開催は中
止します。次回の開催は１１月を予
定しています。ご理解とご協力をお
願いいたします。
■問  環境課　☎327-4127

地域包括支援センター
出張相談所のご案内

お知らせ

　地域包括支援センターは、高齢者の身
近な「よろず相談窓口」です。介護保険サー
ビスや認知症についてなど、さまざまなご
相談に応じます。お気軽にご相談ください。
■日 5月10日（月）・24日（月）　9：30～11：30
■所 老人福祉センター
※予約不要。先着3名まで
■問 地域包括支援センター
　☎３２７-４１１８

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　令和３年度７月・１０月・１月のここ
ろの相談の際、こころの病気でお
悩みの当事者・ご家族からのご相
談を、相談支援専門員と当事者が
応じる機会と自由に過ごしていた
だける場を設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第２水曜日老
人福祉センター）、電話（支援セン
ターふなぶせ）で相談することも可
能です。
■日 ７月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。
■問  福祉生活課　☎３２７-４１２３

義援金について
お知らせ

　日本赤十字社瑞穂市地区にお寄せいただいた
義援金総額は下記のとおりとなりました。下記の義
援金は令和３年３月３１日（水）をもちまして受付終
了となりました。ご協力ありがとうございました。
●東日本大震災義援金
　31,949,321円
●平成28年度熊本地震災害義援金
　5,819,936円
●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
　4,520,576円
●台風19号災害義援金
　3,424,112円
　その他の災害義援金につき、募金箱を設置
しております。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

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

お知らせ

　次の事業者において電話相談を
お受けしています。

障がい者などの電話相談
受付中！！

利用対象者 電話番号事業所名

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 ☎392－2800

障害者総合生活
支援センター クロス ☎210－2078

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

障がい者などの相談窓口
を開設！

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

こころの
相談

ほほえみ
相談

5/6
（木）

5/12
（水）

ふなぶせ

クロス

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

※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

飛込教室（高飛込み）
開催案内

お知らせ

■日 7月22日（木）、25日（日）、8月7日（土）、8日
（日）、9日（月）の5回　予備日　8月14日（土）
13:00～14:40：ジュニア（小学生～高校生）の部
15:00～16:40：成人の部
コーチ：元愛知県代表国体選手
■料  5,000円(保険込み)
■所  長良川スイミングプラザ（岐阜メモリアルセンター）
■定  各8人
・定員を超えた場合は抽選となります
・前提条件：25m以上泳げること　
■申 6月1日（火）～10日（木）　インターネット
申込み（抽選結果は6月16日（水）までに連絡）
●申込み方法ご案内　
　（岐阜県水泳連盟ホームページ）
　http://gifu.swim.or.jp/
飛込教室（高飛込み）の案内
■問  ☎215-1007
　 　 (一社)岐阜県水泳連盟
　 　  swim-gifu@h5.dion.ne.jp 
●その他　定員に満たない場合は、
開催を中止する場合があります。

左手の甲を上にして横向きに
し、右手は縦向きにして左手
の甲の上から上に軽く１回上
げます。

右手の人差し指を頬につけ、なで
下ろします。今度は小指を立てて、
下ろした位置から少し上げます。

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

「個人番号（マイナンバー）カード」のお受け取りを！
　「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。

８：３０～１７：１５
５月９日（日）　９：００～１６：００
※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等交付日を掲載
していますので、ご確認ください。
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。

平日開庁時間
休日等交付日

場　　　　所

　毎年、６月１日は「人権擁護委員の
日」です。
　いじめ、体罰、女性や障がい者に対
する差別など、家庭内（夫婦、親子、結
婚、離婚、扶養、相続など）、近隣間の

もめごと、悩みごとなど、身近なこと
で困っていることがあれば、人権擁護
委員が相談に応じます。
　秘密は厳守しますので、どなたでも
お気軽にご利用ください。
■日 ６月１日（火）　
　10：00～12：00、13：00～15：00

■所 総合センター ５階　第１～３会議室
●相談担当者　
　瑞穂市人権擁護委員
■問 地域福祉高齢課　☎３２７-４１２６、
　 岐阜地方法務局人権擁護課  
　 ☎２４５-３１８１（代）

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所開設

お知らせ

　総務省と経済産業省は、６月１日現在で、「令和３年経済セン
サス‐活動調査」を実施します。この調査は、令和元年に実施し
た「経済センサス‐基礎調査」や令和２年に実施した「企業構造
の事前確認」によって得られた事業所や企業の情報を活用し
て、売上高など経理項目の把握に重点を置いて実施します。
　調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺いして直
接配布するか、国が郵送します。調査員が５月２０日（木）ごろか
ら各事業所・企業を訪問します。調査員がお伺いする場合は、
必ず「調査員証」のほか「従事者用腕章」を身に付けています
ので、安心してご回答ください。



　分譲マンションのチラシを見るのが好
き、という人はいますよね。どんな家具を
置こうか、プランごとに違う間取りを見
てあれこれと想像することもありますね。
　この本は、子どもの頃にあこがれてい
た三角形の部屋を実現した男、親が住む
母屋の離れに左右対称の部屋を建てた
ふたごの兄弟、死んだ薬剤師の伯父の家
を片づけることになった既婚の女など、色々な間取りとつながっ
た日常を切り取った短編小説です。その家の間取りが住む人に、
その反対に、住む人が間取りに何かを及ぼしてしまうものなの
か、また、この話の続きは一体どうなるのだろうかと気になりな
がら、あっという間に物語は終わり、いつの間にか不思議な感覚
になってしまいます。

間取りと妄想
著者名 : 大竹昭子
出版社 : 亜紀書房　出版年 : 2017年6月

今月のおすすめの 1
図書館からのお知らせ 「こどもの読書週間」4月23日(金)～5月12日(水)

●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

5月のテーマ本

本
館

分
館

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

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。）

・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。

本館所蔵の、ジブリやディズニーのDVD作品を借りることができるようになりました。
（一部の作品を除く）

いろんな分野の本を読んでビンゴを目指そう！
完成したビンゴの数によりプレゼントがあります。

（4/16現在）

「こどもの読書週間」特別企画  開催中

○「みんなの夢おしえて！！
　 おおきくなったら何になる？」

からだのあれこれメンテナンス

○「BOOK BINGO!（ブックビンゴ）」

あなたの体、なまっていませんか？ストレッチや生活習慣な
どで気軽にメンテナンスできそうな本を紹介、展示します。

花と緑の本・本が出てくる本・お父さんの本
さわやかな季節になりました。自然が感じられる花と緑の本、「こどもの読
書週間」にあわせて本がでてくる本、そしてお父さんの本を集めました。

期間：5月9日（日）まで
場所：本館
対象：小学生以下

期間：5月30日（日）まで
場所：分館
対象：中学生以下

くわしくは、ポスターやホームページをご覧ください。
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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。
■時 ５月31日（月）　10:00～
■所  穂積庁舎３階　第１会議室
【物件１】
・所在地番　瑞穂市唐栗字深町９２番２
・地目・地積　雑種地 ７６６㎡（公簿）
　　　　　　　　　 ７６６．０７㎡（実測）
・予定価格　９,８７3,600円
【物件２】
・所在地番　瑞穂市穂積字東原６９６番１
・地目・地積　田 ５２９㎡（公簿）
　　　　　　  ５２９．４２㎡（実測）
・予定価格　１４,９６0,250円
■応 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 ５月１７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、農地の買受適格証明（物件2のみ）
※様式は市ホームページからダウ
ンロードできます
■問・■申 財務情報課　☎３２７‐４１３１

コンビニ交付サービスの
停止について

お知らせ

　税に関する証明書の年度更新作
業のため、個人番号（マイナンバー
カード）を利用したコンビニエンス
ストアでの各種証明書交付サービ
スを、次の日程で停止します。
■日  ５月31日（月）　6：30～23：00
■問  
・コンビニ交付サービスについて
 市民課　☎３２７‐４１１３
・税の証明書について　　
 税務課　☎３２７‐４１１２

消防設備士試験（第１回）
お知らせ

■日 ７月１１日（日）
■所 岐阜大学（岐阜市柳戸１-１）
■対  試験種別：甲種特類・第１～５類、
　 乙種第１～７類
■〆  ５月２８日（金）～６月７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、管内の各消防署で
も入手できます
■問 岐阜市消防本部予防課
　☎２６２-７１６３

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。

いわいごと

『日本歴史』編集
委員会　編

著者名

吉川弘文館
出版社

恋する日本史

畠中恵
著者名

文藝春秋
出版社

みんなとおなじく
できないよ

日本図書センター
出版社

著者名
湯浅正太　作
石井聖岳　絵

募　集

募集戸数：１２戸
受付期間：４月１日～令和４年３月３１日
（土日祝を除く）　８：３０～１７：１５
※随時募集、先着順
※募集戸数に達し次第、募集を停止
します
所在地：美江寺住宅（美江寺２１０番地
B棟・２１７番地A棟）
構造：鉄筋コンクリート造３階建
間取り：３DK（１２戸のうち、４戸は７６．
２４㎡、８戸は７３．１６㎡）
家賃：収入に応じて金額変動　
※共益費（自治会費含む）は別途
敷金：家賃の３か月分
駐車場：１戸につき１台（無料）
物置：１戸につき１基（無料）
入居可能日：受付後、約１か月後
入居者資格：①住宅に困窮している者

②原則として同居親族があること
※６０歳以上の者・身体障がい者など
については、単身入居可
③市町村民税を滞納していないこと
④原則として世帯１か月の収入が１５
万８千円以下であること

⑤入居者・同居者が暴力団員などでないこと
⑥ペットの飼育禁止
⑦連帯保証人が２名必要
申込方法：①申込書を提出※都市管
理課窓口もしくは市ホームページよ
りダウンロード
②「入居予定者全員の令和２年分の
所得課税証明書」および「市町村民
税納税証明書」（税務課・市民窓口課
で発行可）※最新のもの
③「同意書および誓約書」
■問・■申 都市管理課　☎３２７-２１０２

市営住宅入居者募集再開のお知らせ
募　集

日本赤十字社　
社資募集のお知らせ

　日本赤十字社が行う災害救護活
動や献血事業の各種事業は次のよ
うな皆さんからの運営資金（社資）
に支えられています。
①会員（年額２，０００円以上ご協力
いただけるかた）からの会費

②協力会員（年額２，０００円未満のご
協力をいただけるかた）からの会費

③日赤の趣旨に賛同いただいたか
たからの寄付金（金額にさだめ
はありません）
■問  日本赤十字社瑞穂市地区
　（地域福祉高齢課）
　 ☎３２７‐４１２６
　 日本赤十字社岐阜県支部
　 ☎２７２‐３５６１

募　集

　瑞穂市や岐阜市などの４市３町では、地元で生産された農
畜産物などの地場産品を積極的に取り扱う飲食店や販売
店、食品加工所などをぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」と
して認定し、地産地消の取り組みを広く消費者へＰＲしてい
ます。認定を希望するお店のかたは、市ホームページをご覧
いただくか、商工農政観光課までお問い合わせください。
■問  商工農政観光課　☎327-2103

ぎふ地産地消推進の店
「ぎふ～ど」募集中

■日  ６月２０日（日）　８：４５～
■所  穂積北中学校体育館
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■料  1チーム　５００円
■〆  ５月１７日（月）

市民ソフトバレー
ボール大会

体育協会

募　集

　河川愛護思想の普及啓発を図るた
め、河川愛護モニターを募集します。
■資・２０歳以上で木曽川上流河川事務
所管内の河川（木曽川、長良川、揖斐
川、牧田川、杭瀬川、根尾川）の近隣
にお住まいのかた
・川に接する機会が多く河川愛護に
関心のあるかた
●募集期間　５月６日（木）～５月１４日（金）
●募集人数　５名（予定）
●手当　未定（参考：令和２年度月額
４，５８０円）

●委嘱期間　７月１日（水）から令和４
年６月３０日（木）（ただし、制度改正な
どにより期間満了以前に委嘱を終了
する場合があります。）
詳細は、木曽川上流河川事務所ホー
ムページ
https://www.cbr.mlit.go.jp/kis
ojyo/でご覧になれます。
■問  国土交通省木曽川上流河川事務所
　 占用調整課
　 （〒５００-８８０１ 岐阜市忠節町５-１）
　 ☎２５１-１３２６

よりよい川づくりのため
河川愛護モニター募集



　分譲マンションのチラシを見るのが好
き、という人はいますよね。どんな家具を
置こうか、プランごとに違う間取りを見
てあれこれと想像することもありますね。
　この本は、子どもの頃にあこがれてい
た三角形の部屋を実現した男、親が住む
母屋の離れに左右対称の部屋を建てた
ふたごの兄弟、死んだ薬剤師の伯父の家
を片づけることになった既婚の女など、色々な間取りとつながっ
た日常を切り取った短編小説です。その家の間取りが住む人に、
その反対に、住む人が間取りに何かを及ぼしてしまうものなの
か、また、この話の続きは一体どうなるのだろうかと気になりな
がら、あっという間に物語は終わり、いつの間にか不思議な感覚
になってしまいます。

間取りと妄想
著者名 : 大竹昭子
出版社 : 亜紀書房　出版年 : 2017年6月

今月のおすすめの 1
図書館からのお知らせ 「こどもの読書週間」4月23日(金)～5月12日(水)

●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

5月のテーマ本

本
館

分
館

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

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。）

・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。

本館所蔵の、ジブリやディズニーのDVD作品を借りることができるようになりました。
（一部の作品を除く）

いろんな分野の本を読んでビンゴを目指そう！
完成したビンゴの数によりプレゼントがあります。

（4/16現在）

「こどもの読書週間」特別企画  開催中

○「みんなの夢おしえて！！
　 おおきくなったら何になる？」

からだのあれこれメンテナンス

○「BOOK BINGO!（ブックビンゴ）」

あなたの体、なまっていませんか？ストレッチや生活習慣な
どで気軽にメンテナンスできそうな本を紹介、展示します。

花と緑の本・本が出てくる本・お父さんの本
さわやかな季節になりました。自然が感じられる花と緑の本、「こどもの読
書週間」にあわせて本がでてくる本、そしてお父さんの本を集めました。

期間：5月9日（日）まで
場所：本館
対象：小学生以下

期間：5月30日（日）まで
場所：分館
対象：中学生以下

くわしくは、ポスターやホームページをご覧ください。
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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。
■時 ５月31日（月）　10:00～
■所  穂積庁舎３階　第１会議室
【物件１】
・所在地番　瑞穂市唐栗字深町９２番２
・地目・地積　雑種地 ７６６㎡（公簿）
　　　　　　　　　 ７６６．０７㎡（実測）
・予定価格　９,８７3,600円
【物件２】
・所在地番　瑞穂市穂積字東原６９６番１
・地目・地積　田 ５２９㎡（公簿）
　　　　　　  ５２９．４２㎡（実測）
・予定価格　１４,９６0,250円
■応 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 ５月１７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、農地の買受適格証明（物件2のみ）
※様式は市ホームページからダウ
ンロードできます
■問・■申 財務情報課　☎３２７‐４１３１

コンビニ交付サービスの
停止について

お知らせ

　税に関する証明書の年度更新作
業のため、個人番号（マイナンバー
カード）を利用したコンビニエンス
ストアでの各種証明書交付サービ
スを、次の日程で停止します。
■日  ５月31日（月）　6：30～23：00
■問  
・コンビニ交付サービスについて
 市民課　☎３２７‐４１１３
・税の証明書について　　
 税務課　☎３２７‐４１１２

消防設備士試験（第１回）
お知らせ

■日 ７月１１日（日）
■所 岐阜大学（岐阜市柳戸１-１）
■対  試験種別：甲種特類・第１～５類、
　 乙種第１～７類
■〆  ５月２８日（金）～６月７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、管内の各消防署で
も入手できます
■問 岐阜市消防本部予防課
　☎２６２-７１６３

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。

いわいごと

『日本歴史』編集
委員会　編

著者名

吉川弘文館
出版社

恋する日本史

畠中恵
著者名

文藝春秋
出版社

みんなとおなじく
できないよ

日本図書センター
出版社

著者名
湯浅正太　作
石井聖岳　絵

募　集

募集戸数：１２戸
受付期間：４月１日～令和４年３月３１日
（土日祝を除く）　８：３０～１７：１５
※随時募集、先着順
※募集戸数に達し次第、募集を停止
します
所在地：美江寺住宅（美江寺２１０番地
B棟・２１７番地A棟）
構造：鉄筋コンクリート造３階建
間取り：３DK（１２戸のうち、４戸は７６．
２４㎡、８戸は７３．１６㎡）
家賃：収入に応じて金額変動　
※共益費（自治会費含む）は別途
敷金：家賃の３か月分
駐車場：１戸につき１台（無料）
物置：１戸につき１基（無料）
入居可能日：受付後、約１か月後
入居者資格：①住宅に困窮している者

②原則として同居親族があること
※６０歳以上の者・身体障がい者など
については、単身入居可
③市町村民税を滞納していないこと
④原則として世帯１か月の収入が１５
万８千円以下であること

⑤入居者・同居者が暴力団員などでないこと
⑥ペットの飼育禁止
⑦連帯保証人が２名必要
申込方法：①申込書を提出※都市管
理課窓口もしくは市ホームページよ
りダウンロード
②「入居予定者全員の令和２年分の
所得課税証明書」および「市町村民
税納税証明書」（税務課・市民窓口課
で発行可）※最新のもの
③「同意書および誓約書」
■問・■申 都市管理課　☎３２７-２１０２

市営住宅入居者募集再開のお知らせ
募　集

日本赤十字社　
社資募集のお知らせ

　日本赤十字社が行う災害救護活
動や献血事業の各種事業は次のよ
うな皆さんからの運営資金（社資）
に支えられています。
①会員（年額２，０００円以上ご協力
いただけるかた）からの会費

②協力会員（年額２，０００円未満のご
協力をいただけるかた）からの会費

③日赤の趣旨に賛同いただいたか
たからの寄付金（金額にさだめ
はありません）
■問  日本赤十字社瑞穂市地区
　（地域福祉高齢課）
　 ☎３２７‐４１２６
　 日本赤十字社岐阜県支部
　 ☎２７２‐３５６１

募　集

　瑞穂市や岐阜市などの４市３町では、地元で生産された農
畜産物などの地場産品を積極的に取り扱う飲食店や販売
店、食品加工所などをぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」と
して認定し、地産地消の取り組みを広く消費者へＰＲしてい
ます。認定を希望するお店のかたは、市ホームページをご覧
いただくか、商工農政観光課までお問い合わせください。
■問  商工農政観光課　☎327-2103

ぎふ地産地消推進の店
「ぎふ～ど」募集中

■日  ６月２０日（日）　８：４５～
■所  穂積北中学校体育館
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■料  1チーム　５００円
■〆  ５月１７日（月）

市民ソフトバレー
ボール大会

体育協会

募　集

　河川愛護思想の普及啓発を図るた
め、河川愛護モニターを募集します。
■資・２０歳以上で木曽川上流河川事務
所管内の河川（木曽川、長良川、揖斐
川、牧田川、杭瀬川、根尾川）の近隣
にお住まいのかた
・川に接する機会が多く河川愛護に
関心のあるかた
●募集期間　５月６日（木）～５月１４日（金）
●募集人数　５名（予定）
●手当　未定（参考：令和２年度月額
４，５８０円）

●委嘱期間　７月１日（水）から令和４
年６月３０日（木）（ただし、制度改正な
どにより期間満了以前に委嘱を終了
する場合があります。）
詳細は、木曽川上流河川事務所ホー
ムページ
https://www.cbr.mlit.go.jp/kis
ojyo/でご覧になれます。
■問  国土交通省木曽川上流河川事務所
　 占用調整課
　 （〒５００-８８０１ 岐阜市忠節町５-１）
　 ☎２５１-１３２６

よりよい川づくりのため
河川愛護モニター募集
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チャンネルCCNから
放送日程のご案内

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
５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。

第１９節
ＶＳ 東京エクセレンス
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ）

５月８日（土）１４：４５～
５月９日（日）１３：４５～

第21節
ＶＳ 豊田合成スコーピオンズ
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ）

５月２２日（土）１７：４５～
５月２３日（日）１３：４５～

公開講座
文化協会

◎フラダンス講座（フラ　ポレナ）
 ハワイアンの音楽に合わせて、ステッ
プとハンドモーションで、体を動かし
ます。脳トレにも良くリフレッシュでき
ます。私たちと始めてみませんか。
■日  ５月２２日（土）１４：００～１５：００
■所  総合センター　リハーサル室
■料  無料
■応  直接会場へ
■問  ０９０-５６２７-２７３１　柳瀬
●持ち物
運動しやすい服装、飲み物

　
◎茶道　講座　（茶道クラブ）
■日  ５月２８日（金）１３：３０～１４：３０
■所  巣南公民館　和室研修室１
■料  ５００円　■対  一般　■定  １０名
■応  問い合わせ先へ電話で申し込み
■問  ０９０-２６１２-８３７７　安藤
　
◎初めての太極拳(好好太極拳クラブ）
■日  ６月１日（火）・８日（火）１１：００～１２：００
■所  市民センター　剣道場
■料  無料
■応  直接会場へ
■問  煌煌（キラキラ）太極拳　
　 ０５８‐３２８‐３９０４　志賀
●持ち物
タオル、飲み物、上靴、運動ので
きる服装

展示
文化協会

◎春の盆栽・山草展示会　
   （みずほ盆栽・山草会）
■日  ５月８日（土）～９日（日）
■所  市民センターサロン

編集後記 　４月の人事異動で総合政策課に配
属となり、今回初めて広報みずほの

編集に携わらせていただきました。初の取材となった
幼稚園の入園式では、緊張でカメラを構える手が震
え、校正作業では目まぐるしい記事の追加、修正に狼
狽し、先輩方のご苦労を思い知ることとなりました。
聖火ランナーの表敬訪問では、異動前の部署で担当
した少年消防クラブで一緒に活動していた戸崎君と
の再会もあり、一回り大きくなった少年をファイン
ダー越しに見つつ、自分もまだまだ成長しなければと
思いを新たに、シャッターを切りました。出会いと
別れの４月から、新たな一歩を踏み出す５月へフル
スイングで頑張ります。

（先輩スラッガー）

　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
https://mizuho-bunka.org

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

　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

Link-upみずほの
申込・応募・問い合わせ

　椅子、にぎにぎ棒、ステップ台、バランス
ディスクなどで運動機能の向上を図ります。
■日  ①５月10日（月）・17日（月）・24日（月）
　 　13:30～14:45
　 ②５月13日（木）・20日（木）・27日（木）
　 　9:30～10:45
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料 1,600円／月(月３回)
■対  成人のかた
●指導者　
　健康運動指導士　関谷日登美

元気アップ教室①②
Link-upみずほ

■日  5月23日（日）　雨天中止
■所  南宮大社
■料 1,500円
■定 先着１３名（定員に達し次第締切）
●集合時間　８：２０
●集合場所　巣南公民館駐車場
巣南公民館（8:30)→南宮大社・参
拝→ノルディックウォーキング→朝
倉公園・昼食・休憩・アウトドア（ヨガ・
バランスボールなど体験）→出発
（13:30)→巣南公民館（１４:００頃）
※ノルディックウォーキングポールお貸しします
●持ち物
マスク・飲み物・タオル・お弁当・雨具

ノルディックウォーキング
体験教室　南宮大社と朝倉公園

Link-upみずほ

■日  ５月９日（日）雨天中止
■所  近江八幡
■料 ２,５００円
■定 先着１３名（定員に達し次第締切）
●集合時間　８：１５
●集合場所　巣南公民館駐車場
巣南公民館（8:30）→近江八幡
（10:00）→ウォーキング（10:15～
12 : 00）→自由行動・各自昼食
（12:10～13:50）→出発（14:00）
→巣南公民館着（15:30頃）
●持ち物
マスク・飲み物・タオル・雨具

ウォーキング教室と
近江商人の町並み散策

Link-upみずほ

　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  ６月２日（水）　８：００スタート
■所  三甲ゴルフ倶楽部　谷汲コース
■対  市内在住・在勤のかた
■料  1人　2,000円
●プレー代（キャディ付のみ）
　ビジター：13,160円　
　メンバー：10,440円
※限定昼食付、ドリンク類別途
■〆  ５月１5日（土）
■申  瑞穂市ゴルフ連盟事務局
　 （ゴルフフォーラムクレア内）
　 ☎327-5621
※グロス上位５名までは、９月２４日
（金）に関ケ原カントリークラブで
行われる第１３回岐阜県民スポーツ
大会本戦に瑞穂市代表選手として
出場します。

市民ゴルフ大会
体育協会

　年齢・性別に関係なく初めての
かたでも参加できます。経験者の
かたも可。
■日  ６月２日（水）～６月１６日（水）
　 １９：００～２１：００
　 毎週水曜日　全３回
■所  市民センター　アリーナ
■対  市内在住・在勤のかた
■料  １人　1,000円
■〆  ５月１９日（水）
※ラケットなどの用具は、こちらで
用意いたします

ミニテニス教室　
参加者募集！

体育協会

　「参加申込書」にご記入のうえ、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
申込方法・問い合わせ

●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／　24時間受付）

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

広告

寺婚開催決定参加者募集中
日　　時：令和3年5月30日（日）　14時から16時
場　　所：智照院（ちしょういん）
　　　　  岐阜県岐阜市岩田西3-476
会　　費：3000円
参加資格：結婚を考えている独身の男女
マッチングした場合の交際は所定の書類のご提出をお願いします。

（公社）瑞穂市シルバー人材センター
　　　事務所移転のご案内（令和3年5月予定）

瑞穂市　巣南公民館●

新事務所

瑞穂市　巣南庁舎●

犀
川

旧
中
山
道

曽
井
中
島
美
江
寺
大
垣
線

新 電話番号 058-260-4466
新 FAX番号 058-260-4467

詳しくはこちら▶

新 住所 瑞穂市田之上628番地
瑞穂市役所　巣南庁舎　東側
JAぎふ本巣南部営農経済支援センター跡地

日　時

　

会　場
定　員
対象者
受講料
　

申込み

　

その他

５月６日（木）以降の毎週月・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

美来の森館　研修室（十九条382番地1）
上記①②各１０名　※定員に達し次第締め切ります

小学生以上
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

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

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。

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！

ご寄付ありがとうございました
（敬称略）

大人用使い捨てマスク５０枚入り
２５箱（計１，２５０枚）　
ソフトバレー
チーム KNF
上杉　千賀子

地デジ１1ｃｈ

階段利用で健康増進（みずほクールビズ２０２１）計画通りに仕事をこなして残業いらず（みずほクールビズ２０２１）
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チャンネルCCNから
放送日程のご案内

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
５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。

第１９節
ＶＳ 東京エクセレンス
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ）

５月８日（土）１４：４５～
５月９日（日）１３：４５～

第21節
ＶＳ 豊田合成スコーピオンズ
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ）

５月２２日（土）１７：４５～
５月２３日（日）１３：４５～

公開講座
文化協会

◎フラダンス講座（フラ　ポレナ）
 ハワイアンの音楽に合わせて、ステッ
プとハンドモーションで、体を動かし
ます。脳トレにも良くリフレッシュでき
ます。私たちと始めてみませんか。
■日  ５月２２日（土）１４：００～１５：００
■所  総合センター　リハーサル室
■料  無料
■応  直接会場へ
■問  ０９０-５６２７-２７３１　柳瀬
●持ち物
運動しやすい服装、飲み物

　
◎茶道　講座　（茶道クラブ）
■日  ５月２８日（金）１３：３０～１４：３０
■所  巣南公民館　和室研修室１
■料  ５００円　■対  一般　■定  １０名
■応  問い合わせ先へ電話で申し込み
■問  ０９０-２６１２-８３７７　安藤
　
◎初めての太極拳(好好太極拳クラブ）
■日  ６月１日（火）・８日（火）１１：００～１２：００
■所  市民センター　剣道場
■料  無料
■応  直接会場へ
■問  煌煌（キラキラ）太極拳　
　 ０５８‐３２８‐３９０４　志賀
●持ち物
タオル、飲み物、上靴、運動ので
きる服装

展示
文化協会

◎春の盆栽・山草展示会　
   （みずほ盆栽・山草会）
■日  ５月８日（土）～９日（日）
■所  市民センターサロン

編集後記 　４月の人事異動で総合政策課に配
属となり、今回初めて広報みずほの

編集に携わらせていただきました。初の取材となった
幼稚園の入園式では、緊張でカメラを構える手が震
え、校正作業では目まぐるしい記事の追加、修正に狼
狽し、先輩方のご苦労を思い知ることとなりました。
聖火ランナーの表敬訪問では、異動前の部署で担当
した少年消防クラブで一緒に活動していた戸崎君と
の再会もあり、一回り大きくなった少年をファイン
ダー越しに見つつ、自分もまだまだ成長しなければと
思いを新たに、シャッターを切りました。出会いと
別れの４月から、新たな一歩を踏み出す５月へフル
スイングで頑張ります。

（先輩スラッガー）

　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
https://mizuho-bunka.org

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

　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

Link-upみずほの
申込・応募・問い合わせ

　椅子、にぎにぎ棒、ステップ台、バランス
ディスクなどで運動機能の向上を図ります。
■日  ①５月10日（月）・17日（月）・24日（月）
　 　13:30～14:45
　 ②５月13日（木）・20日（木）・27日（木）
　 　9:30～10:45
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料 1,600円／月(月３回)
■対  成人のかた
●指導者　
　健康運動指導士　関谷日登美

元気アップ教室①②
Link-upみずほ

■日  5月23日（日）　雨天中止
■所  南宮大社
■料 1,500円
■定 先着１３名（定員に達し次第締切）
●集合時間　８：２０
●集合場所　巣南公民館駐車場
巣南公民館（8:30)→南宮大社・参
拝→ノルディックウォーキング→朝
倉公園・昼食・休憩・アウトドア（ヨガ・
バランスボールなど体験）→出発
（13:30)→巣南公民館（１４:００頃）
※ノルディックウォーキングポールお貸しします
●持ち物
マスク・飲み物・タオル・お弁当・雨具

ノルディックウォーキング
体験教室　南宮大社と朝倉公園

Link-upみずほ

■日  ５月９日（日）雨天中止
■所  近江八幡
■料 ２,５００円
■定 先着１３名（定員に達し次第締切）
●集合時間　８：１５
●集合場所　巣南公民館駐車場
巣南公民館（8:30）→近江八幡
（10:00）→ウォーキング（10:15～
12 : 00）→自由行動・各自昼食
（12:10～13:50）→出発（14:00）
→巣南公民館着（15:30頃）
●持ち物
マスク・飲み物・タオル・雨具

ウォーキング教室と
近江商人の町並み散策

Link-upみずほ

　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  ６月２日（水）　８：００スタート
■所  三甲ゴルフ倶楽部　谷汲コース
■対  市内在住・在勤のかた
■料  1人　2,000円
●プレー代（キャディ付のみ）
　ビジター：13,160円　
　メンバー：10,440円
※限定昼食付、ドリンク類別途
■〆  ５月１5日（土）
■申  瑞穂市ゴルフ連盟事務局
　 （ゴルフフォーラムクレア内）
　 ☎327-5621
※グロス上位５名までは、９月２４日
（金）に関ケ原カントリークラブで
行われる第１３回岐阜県民スポーツ
大会本戦に瑞穂市代表選手として
出場します。

市民ゴルフ大会
体育協会

　年齢・性別に関係なく初めての
かたでも参加できます。経験者の
かたも可。
■日  ６月２日（水）～６月１６日（水）
　 １９：００～２１：００
　 毎週水曜日　全３回
■所  市民センター　アリーナ
■対  市内在住・在勤のかた
■料  １人　1,000円
■〆  ５月１９日（水）
※ラケットなどの用具は、こちらで
用意いたします

ミニテニス教室　
参加者募集！

体育協会

　「参加申込書」にご記入のうえ、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
申込方法・問い合わせ

●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／　24時間受付）

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

広告

寺婚開催決定参加者募集中
日　　時：令和3年5月30日（日）　14時から16時
場　　所：智照院（ちしょういん）
　　　　  岐阜県岐阜市岩田西3-476
会　　費：3000円
参加資格：結婚を考えている独身の男女
マッチングした場合の交際は所定の書類のご提出をお願いします。

（公社）瑞穂市シルバー人材センター
　　　事務所移転のご案内（令和3年5月予定）

瑞穂市　巣南公民館●

新事務所

瑞穂市　巣南庁舎●

犀
川

旧
中
山
道

曽
井
中
島
美
江
寺
大
垣
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新 電話番号 058-260-4466
新 FAX番号 058-260-4467

詳しくはこちら▶

新 住所 瑞穂市田之上628番地
瑞穂市役所　巣南庁舎　東側
JAぎふ本巣南部営農経済支援センター跡地

日　時

　

会　場
定　員
対象者
受講料
　

申込み

　

その他

５月６日（木）以降の毎週月・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

美来の森館　研修室（十九条382番地1）
上記①②各１０名　※定員に達し次第締め切ります

小学生以上
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

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

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。

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！

ご寄付ありがとうございました
（敬称略）

大人用使い捨てマスク５０枚入り
２５箱（計１，２５０枚）　
ソフトバレー
チーム KNF
上杉　千賀子

地デジ１1ｃｈ

階段利用で健康増進（みずほクールビズ２０２１）計画通りに仕事をこなして残業いらず（みずほクールビズ２０２１）



広 告

「歯と健康寿命の延伸事業９０２０運動」
表彰しました！

　人生100年時代にあたり「９０２０運動（９０歳で自分の歯を２０本保とう）」を健幸都市みずほ
の標語に掲げ、令和２年度中に後期高齢者医療保険加入者を対象とした「さわやか口腔健康
診査」を受診されたかたで、９０歳以上で２０本以上の自分の歯をお持ちのかたを表彰しました。

●口腔の健康づくりは幼い
時期からの努力が必要です。
市はこれからも歯と健康寿
命の延伸事業に取り組んで
いきますので、市が実施する
健康診査などを積極的にご
利用ください。

坪内　智子 さん 辻　公子 さん 棚瀬　佐智子 さん

伊藤　賢市 さん 松野　源逸 さん

受彰者（順不同）

岐
阜
県
瑞
穂
市

〒
501-0293 岐

阜
県
瑞
穂
市
別
府
1288番

地
発

行

総
合
政
策
課

編
集

h
ttpｓ

://w
w
w
.city.m

izu
h
o.lg.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

人の動き（3月末現在）

（前月比　   63人減）人口 人55,242 男 人27,562 （前月比 　  12人減） （前月比　  51人減）女 人27,680
（前月比 　 56世帯増）世帯数 世帯22,135

058-327-4128
058-327-7414
sou
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@
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響
で
、今
月
号
掲
載
の
行

事
が
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止
に
な
る
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情
報
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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
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体
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確
認
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お
願
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す
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※写真撮影の為、一時的にマスクを外しています


