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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合格祈願マンホー
ルカードを配布

巣南中学校が資源
回収リサイクルス
テーション「スター
ボックス」を設置

オリンピック聖火を
総合センターに展示

かきりん畳を公共
施設に設置

第２次総合計画後
期基本計画を策定

地域防災計画を改
定

組織改編を行う（子
ども支援課、幼児
教育課、秘書室、危
機管理室、債権管
理室）

市民が東京オリン
ピック聖 火ラン
ナーを務める

被爆アオギリ二世
を植樹（穂積北中
学校）

ＪＲ穂積駅第２回弁
当市を実施

街の住みここちラ
ンキング2021にて
県内２位を獲得

小・中学校にて聖火
トーチを巡回展示

初の企業版ふるさ
と納税（（株）東京イ
ンテリア家具）

市内在住のオリン
ピック選手（男子・
女子ホッケー）が市
長を表敬訪問

平和企画展を開催

線状降水帯の発生
により市内に大雨
警報発令

JR穂積駅開設115
周年

SDGｓ推進本部が
発足

令和2年度の決算
額が過去最高額と
なる（9月議会）

S51.9.12水害から
45年

市庁舎玄関に広告
付マットを設置

総合防災訓練を実
施

ＪＲ穂積駅第３回弁
当市を実施

エコー年賀はがき
を販売

スマホ教室を開催

瑞穂市男女共同参
画推進条例施行10
周年記念講演会を
実施

中山道大月多目的
広場芝張ボラン
ティア実施

グラフで振り返る
令和3年の瑞穂市with コロナ 800

700

600

500

400

300

200

100

100

80

60

40

20

1
初の大規模な
クラスター発生

消防出初式を中止

市有施設の夜間休館
措置の実施（3/7まで）

成人式を中学校区別
に実施

7
64歳以下を対象に
新型コロナワクチン
接種を開始

朝日大学にて
新型コロナワクチン
の拠点接種開始

10
ねんりんピック
岐阜2021中止

8
市有施設の終日休館
措置の実施（9/30まで）

市内飲食店等への
営業時間等短縮の要請
（10/14まで）

3

4 5

新型コロナワクチン
接種模擬訓練を実施

2
新型コロナワクチン
接種準備が本格始動

市内店舗にて
デジタルサイネージを
設置し感染予防啓発

みずほバスの
かきりんにマスクを
ラッピングし感染予防
啓発

65歳以上を対象に
新型コロナワクチン
接種を開始

市内飲食店等への
営業時間等短縮の要請
（7/4まで）

市有施設の夜間休館
措置の実施（6/20まで）

市庁舎望楼に感染防止
啓発メッセージを映写

みずほ総合クラブを中止

6

11
みずほふれあいフェスタ
が２年連続中止

乳幼児家庭教育学級を
広報みずほ紙面で開催

12
キャッシュレス・
消費者還元事業
（PayPay）開始

9
給食センター車に
新型コロナウイルス
感染予防啓発
ラッピングを実施

ドライブイン
シアターを開催

新生活様式応援住宅
リフォーム助成事業
を開始

子どもの読書活動の
支援として市内在住の
15歳以下の子どもに
図書カードを配布

市内店舗にて
メディアランナーに
より感染予防啓発

10日毎の
感染者数（人）

累計
感染者数（人）

※データは令和3年11月17日時点

コ
ロ
ナ
に
関
す
る
動
き

市
の
動
き

第4波

第5波

広報みずほ・2021.123 2広報みずほ・2021.12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合格祈願マンホー
ルカードを配布

巣南中学校が資源
回収リサイクルス
テーション「スター
ボックス」を設置

オリンピック聖火を
総合センターに展示

かきりん畳を公共
施設に設置

第２次総合計画後
期基本計画を策定

地域防災計画を改
定

組織改編を行う（子
ども支援課、幼児
教育課、秘書室、危
機管理室、債権管
理室）

市民が東京オリン
ピック聖 火ラン
ナーを務める

被爆アオギリ二世
を植樹（穂積北中
学校）

ＪＲ穂積駅第２回弁
当市を実施

街の住みここちラ
ンキング2021にて
県内２位を獲得

小・中学校にて聖火
トーチを巡回展示

初の企業版ふるさ
と納税（（株）東京イ
ンテリア家具）

市内在住のオリン
ピック選手（男子・
女子ホッケー）が市
長を表敬訪問

平和企画展を開催

線状降水帯の発生
により市内に大雨
警報発令

JR穂積駅開設115
周年

SDGｓ推進本部が
発足

令和2年度の決算
額が過去最高額と
なる（9月議会）

S51.9.12水害から
45年

市庁舎玄関に広告
付マットを設置

総合防災訓練を実
施

ＪＲ穂積駅第３回弁
当市を実施

エコー年賀はがき
を販売

スマホ教室を開催

瑞穂市男女共同参
画推進条例施行10
周年記念講演会を
実施

中山道大月多目的
広場芝張ボラン
ティア実施

グラフで振り返る
令和3年の瑞穂市with コロナ 800
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1
初の大規模な
クラスター発生

消防出初式を中止

市有施設の夜間休館
措置の実施（3/7まで）

成人式を中学校区別
に実施

7
64歳以下を対象に
新型コロナワクチン
接種を開始

朝日大学にて
新型コロナワクチン
の拠点接種開始

10
ねんりんピック
岐阜2021中止

8
市有施設の終日休館
措置の実施（9/30まで）

市内飲食店等への
営業時間等短縮の要請
（10/14まで）

3

4 5

新型コロナワクチン
接種模擬訓練を実施

2
新型コロナワクチン
接種準備が本格始動

市内店舗にて
デジタルサイネージを
設置し感染予防啓発

みずほバスの
かきりんにマスクを
ラッピングし感染予防
啓発

65歳以上を対象に
新型コロナワクチン
接種を開始

市内飲食店等への
営業時間等短縮の要請
（7/4まで）

市有施設の夜間休館
措置の実施（6/20まで）

市庁舎望楼に感染防止
啓発メッセージを映写

みずほ総合クラブを中止

6

11
みずほふれあいフェスタ
が２年連続中止

乳幼児家庭教育学級を
広報みずほ紙面で開催

12
キャッシュレス・
消費者還元事業
（PayPay）開始

9
給食センター車に
新型コロナウイルス
感染予防啓発
ラッピングを実施

ドライブイン
シアターを開催

新生活様式応援住宅
リフォーム助成事業
を開始

子どもの読書活動の
支援として市内在住の
15歳以下の子どもに
図書カードを配布

市内店舗にて
メディアランナーに
より感染予防啓発

10日毎の
感染者数（人）

累計
感染者数（人）

※データは令和3年11月17日時点

コ
ロ
ナ
に
関
す
る
動
き

市
の
動
き

第4波

第5波

広報みずほ・2021.123 2広報みずほ・2021.12



私
た
ち
の
税
金
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
？

財
政
事
情
を
公
表
し
ま
す

　

市
で
は
、予
算
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

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

　

な
お
数
値
は
令
和
3
年
度
上
半
期（
4
月
〜
9
月
）の
予
算
執
行
状
況
と
な
り
ま
す
。

●一般会計および特別会計の予算執行状況

一　　般　　会　　計

合　　　　　　　　計

小　　計

2,086,282

457,739

60,601

2,597

1,031,725（49.5%）

189,887

23,490

1,041

（41.5%）

（38.8%）

（40.1%）

214,418

1,246,143

（41.2%）

（47.8%）

（単位：万円）

市民の暮らしや、まちづくりに必要な
基本的な行政サービスを行う会計です。一般会計とは… 特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に

充てるために、一般会計と区分している会計です。特別会計とは…

予算現額会　　計　　名

　

　

　
　

　
　

特　

別　

会　

計

収入済額（収入率）

739,655（35.5%）

169,675

18,239

687

（37.1%）

（30.1%）

（26.5%）

188,601

928,256

（36.2%）

（35.6%）

支出済額（執行率）

歳入 歳出

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

農業集落排水事業

歳出 73億9,655万円（支出済額）
208億6,282万円（予算現額）

（執行率35.5%）
●市税の予算における
　構成比 （単位：万円）

●市民の皆さんの市税負担の状況
（単位：円）■令和3年9月30日現在 人口55,429人 世帯数22,268世帯

市民税

56,992
141,099

一人
あたり

一世帯
あたり

固定資産税

57,421
142,156

一人
あたり

一世帯
あたり

市たばこ税

5,441
13,471

一人
あたり

一世帯
あたり

合計　　122,472 303,207一人
あたり

一世帯
あたり

軽自動車税

2,618
6,481

一人
あたり

一世帯
あたり

●市債の現在高
一 般 会 計

合 　 　 計

1,130,461

4,425

1,134,886

（単位：万円）

特 別 会 計
農業集落排水事業

●市有財産の現在高

有価証券（株券）
出資による権利
債権

1,020万円
2,170万円
500万円

基金
1,197,520万円

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131　

建　物
行政財産
普通財産
計

154,904㎡
213㎡

155,117㎡

土　地
行政財産
普通財産
計

740,533㎡
1,199,095㎡
1,939,628㎡

￥

●市民１人あたりの予算

総額 
376,388円

■令和3年9月30日現在 人口55,429人

市民税 
315,905
（46.5%）

固定資産税
318,275
（47.0%）

市たばこ税
30,160
（4.4%）

軽自動車税
14,510（2.1%）

●一般会計予算の執行状況
103億1,725万円（収入済額）
208億6,282万円（予算現額）

（収入率49.5%）歳入

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

商工費

農林水産業費

その他

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

商工費

農林水産業費

その他

137,325円

64,995円

51,469円

41,283円

35,713円

18,121円

17,795円

3,024円

3,004円

3,659円

520,937

2,607,219

公債費

商工費 農林水産業費

4億8,839万円　
9億8,636万円

4,690万円　
1億6,761万円　

（28.0%） 6,812万円　
1億6,653万円

※その他（議会費、労働費、予備費）
9,530万円
2億283万円

（40.9%）

（47.0%）

総務費 
10億 846万円　
36億 259万円

（28.0%）

土木費
3億6,315万円　
22億8,827万円

（15.9%）

衛生費
7億4,162万円　
19億7,955万円

（37.5%）

消防費
4億1,901万円　
10億 442万円

（41.7%）

（49.5%）

教育費 
10億2,399万円　
28億5,286万円　

（35.9%）

民生費 
31億4,161万円　
76億1,180万円

（41.3%）

※その他
地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
法人事業税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、
財産収入、寄附金

諸収入
2億3,402万円
6億3,779万円

（36.7%）

※その他 
6億 212万円
13億3,964万円

（44.9%）

地方交付税
16億4,839万円
24億4,812万円
（67.3%）

国庫支出金
11億7,632万円
32億3,706万円　
（36.3%）

市税 
46億 18万円 
67億8,850万円（67.8%）

繰越金
11億4,860万円
11億4,860万円
（100.0%）

（58.5%）

地方消費税交付金
6億4,972万円
11億1,100万円

市債
0円

14億8,420万円
（0.0%）

繰入金
 0円
13億1,872万円
（0.0%）

県支出金
2億5,790万円
13億4,919万円
（19.1%）

広報みずほ・2021.125 4広報みずほ・2021.12



私
た
ち
の
税
金
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
？

財
政
事
情
を
公
表
し
ま
す

　

市
で
は
、予
算
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

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

　

な
お
数
値
は
令
和
3
年
度
上
半
期（
4
月
〜
9
月
）の
予
算
執
行
状
況
と
な
り
ま
す
。

●一般会計および特別会計の予算執行状況

一　　般　　会　　計

合　　　　　　　　計

小　　計

2,086,282

457,739

60,601

2,597

1,031,725（49.5%）

189,887

23,490

1,041

（41.5%）

（38.8%）

（40.1%）

214,418

1,246,143

（41.2%）

（47.8%）

（単位：万円）

市民の暮らしや、まちづくりに必要な
基本的な行政サービスを行う会計です。一般会計とは… 特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に

充てるために、一般会計と区分している会計です。特別会計とは…

予算現額会　　計　　名

　

　

　
　

　
　

特　

別　

会　

計

収入済額（収入率）

739,655（35.5%）

169,675

18,239

687

（37.1%）

（30.1%）

（26.5%）

188,601

928,256

（36.2%）

（35.6%）

支出済額（執行率）

歳入 歳出

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

農業集落排水事業

歳出 73億9,655万円（支出済額）
208億6,282万円（予算現額）

（執行率35.5%）
●市税の予算における
　構成比 （単位：万円）

●市民の皆さんの市税負担の状況
（単位：円）■令和3年9月30日現在 人口55,429人 世帯数22,268世帯

市民税

56,992
141,099

一人
あたり

一世帯
あたり

固定資産税

57,421
142,156

一人
あたり

一世帯
あたり

市たばこ税

5,441
13,471

一人
あたり

一世帯
あたり

合計　　122,472 303,207一人
あたり

一世帯
あたり

軽自動車税

2,618
6,481

一人
あたり

一世帯
あたり

●市債の現在高
一 般 会 計

合 　 　 計

1,130,461

4,425

1,134,886

（単位：万円）

特 別 会 計
農業集落排水事業

●市有財産の現在高

有価証券（株券）
出資による権利
債権

1,020万円
2,170万円
500万円

基金
1,197,520万円

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131　

建　物
行政財産
普通財産
計

154,904㎡
213㎡

155,117㎡

土　地
行政財産
普通財産
計

740,533㎡
1,199,095㎡
1,939,628㎡

￥

●市民１人あたりの予算

総額 
376,388円

■令和3年9月30日現在 人口55,429人

市民税 
315,905
（46.5%）

固定資産税
318,275
（47.0%）

市たばこ税
30,160
（4.4%）

軽自動車税
14,510（2.1%）

●一般会計予算の執行状況
103億1,725万円（収入済額）
208億6,282万円（予算現額）

（収入率49.5%）歳入

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

商工費

農林水産業費

その他

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

商工費

農林水産業費

その他

137,325円

64,995円

51,469円

41,283円

35,713円

18,121円

17,795円

3,024円

3,004円

3,659円

520,937

2,607,219

公債費

商工費 農林水産業費

4億8,839万円　
9億8,636万円

4,690万円　
1億6,761万円　

（28.0%） 6,812万円　
1億6,653万円

※その他（議会費、労働費、予備費）
9,530万円
2億283万円

（40.9%）

（47.0%）

総務費 
10億 846万円　
36億 259万円

（28.0%）

土木費
3億6,315万円　
22億8,827万円

（15.9%）

衛生費
7億4,162万円　
19億7,955万円

（37.5%）

消防費
4億1,901万円　
10億 442万円

（41.7%）

（49.5%）

教育費 
10億2,399万円　
28億5,286万円　

（35.9%）

民生費 
31億4,161万円　
76億1,180万円

（41.3%）

※その他
地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
法人事業税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、
財産収入、寄附金

諸収入
2億3,402万円
6億3,779万円

（36.7%）

※その他 
6億 212万円
13億3,964万円

（44.9%）

地方交付税
16億4,839万円
24億4,812万円
（67.3%）

国庫支出金
11億7,632万円
32億3,706万円　
（36.3%）

市税 
46億 18万円 
67億8,850万円（67.8%）

繰越金
11億4,860万円
11億4,860万円
（100.0%）

（58.5%）

地方消費税交付金
6億4,972万円
11億1,100万円

市債
0円

14億8,420万円
（0.0%）

繰入金
 0円
13億1,872万円
（0.0%）

県支出金
2億5,790万円
13億4,919万円
（19.1%）
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年末年始の業務のご案内
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×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

※

○

○

生津小校区
巣南中校区牛牧小校区

○
ビン・陶ガ
牛牧小校区

○ ○

10時から休止 通常

　10月19日（火）に公示された「第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査」の投票が、10
月31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。結果は以下
のとおりです。

衆議院議員総選挙　選挙結果第４９回

投票区
生　　津
本　　田

別府（指定投票区）
穂　　積
牛　　牧
唐　　栗
美 江 寺
古　　橋
在外（別府）
合　　計

4,501人
7,131人
4,767人
6,477人
9,409人
3,320人
2,579人
5,048人
17人

43,249人

1,281人
2,432人
1,219人
1,659人
2,259人
1,252人
887人
1,656人

1人
12,646人

847人
1,573人
1,503人
1,598人
2,096人
554人
547人
829人
0人

9,547人

2,128人
4,005人
2,722人
3,257人
4,355人
1,806人
1,434人
2,485人

1人
22,193人

47.28%
56.16%
57.10%
50.29%
46.29%
54.40%
55.60%
49.23%
5.88%
51.31%

当日有権者数 当日投票者数 期日前投票者数 確定投票者数 確定投票率

衆議院議員総選挙（小選挙区）の投票区別の投票結果

投票所
市役所第2庁舎

朝日大学10周年記念館
市役所巣南庁舎
合　　計

8,742人
28人
777人
9,547人

12月月
日

1月
25日（土） 26日（日） 27日（月） 28日（火） 29日（水） 30日（木）31日（金）1日（土・祝） 2日（日） 3日（月） 4日（火） 5日（水）

休日急患診療所 休日診療 休み

休日急患診療所（本巣郡北方町北方3219-25）　☎323-0523

12月29日（水）～1月3日（月）は休館

12月25日（土）、31日（金）
1月1日（土・祝）、5日（水）は休み

12月29日（水）
　　　　　～1月3日（月）は運休

12月29日（水）
　　　　　～1月3日（月）は休館

岐阜地域救急医療情報センター
☎262-3799

休日診療　▶受付時間／9:00～12：00、13：00～16：00

● 牛牧南部コミュニティセンター
    つどいの泉
● 牛牧北部防災コミュニティセンター
● 本田コミュニティセンター

● 総合センター
● 市民センター
● 巣南公民館

● 老人福祉センター

（注）剪定木等：剪定木・ガラス類・陶磁器類・古紙類・ビン・カン類・有害ごみ・家庭用インクカートリッジ・プラ容器包装
※は穂積（多利町をのぞく）・稲里・本田団地・本田緑町でガラス類・陶磁器類・ビンを収集
粗大ごみについては、P.15をご覧ください

　動物火葬の申請は8：30～17：15
に限ります。

休み休み 休日診療

投票者数

選  挙  期  日 投票者数 投 票 率

期日前投票の状況 過去の衆議院議員総選挙（小選挙区）との比較

瑞穂市開票区の開票結果

　今回の選挙でも期日前投票を利用する選
挙人が増加し、前回の投票者数を上回る状
況となりました。

　市役所穂積庁舎、巣南庁舎は12月29日（水）～
1月3日（月）は休みです。ただし死亡・婚姻届など、
一部の届け出は穂積庁舎の時間外受付でお預か
りします。

　医療機関が見つからないときは、最寄りの診療
可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。

▶犬・猫などの死骸を見つけたら
　休み中に道路などの公共の場所に犬・猫などの
死骸を見つけたら、市役所へご連絡ください。

　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。

小選挙区開票結果（届出順・敬称略）

平成15年11月 9日
平成17年 9月11日
平成21年 8月30日
平成24年12月16日
平成26年12月14日
平成29年10月22日
令和 3年10月31日

20,650人
24,567人
26,202人
21,875人
18,573人
20,896人
22,193人

57.69%
66.82%
68.23%
55.45%
46.26%
49.77%
51.31%

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

【問】市役所代表電話　☎327-4111

【問】環境課　☎327-4127

【問】図書館本館　☎326-2300
分館　☎328-7070【問】市民課　☎327-4113【問】総合政策課　☎327-4128

【問】地域福祉高齢課　☎327-4126【問】市民協働安全課　☎327-4130【問】生涯学習課　☎327-2117

阪口　直人

武藤　容治

無効票

持ち帰り

9,256票

12,454票

482票

1票

1,135.240票

8,588 票

1,252 票

4,311.759票

2,408 票

239 票

    893 票

2,437 票

363 票

565 票

0.001票

比例代表開票結果（届出順）

国民民主党

自由民主党

日本共産党

立憲民主党

日本維新の会

社会民主党

れいわ新選組

公明党

無効票

あん分切捨票

年末年始の業務のご案内
市役所窓口

急病などの診療

12月 1月
25日（土） 26日（日） 27日（月） 28日（火） 29日（水） 30日（木）31日（金）1日（土・祝） 2日（日） 3日（月） 4日（火） 5日（水）

可燃ごみ収集

資源ごみ収集

拠点回収

剪定木等の受入（注）

空き容器回収機

○

通常

○

ごみ・資源

主要公共施設

みずほバス 火葬場 図書館

暖房中の室内温度は19℃を目安に設定（みずほウォームビズ2021） 市役所において、みずほウォームビズ2021を始めました。

月
日

NHKと裁判してる党
弁護士法７２条違反で
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年末年始の業務のご案内
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×

×

×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

※

○

○

生津小校区
巣南中校区牛牧小校区

○
ビン・陶ガ
牛牧小校区

○ ○

10時から休止 通常

　10月19日（火）に公示された「第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査」の投票が、10
月31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。結果は以下
のとおりです。

衆議院議員総選挙　選挙結果第４９回

投票区
生　　津
本　　田

別府（指定投票区）
穂　　積
牛　　牧
唐　　栗
美 江 寺
古　　橋
在外（別府）
合　　計

4,501人
7,131人
4,767人
6,477人
9,409人
3,320人
2,579人
5,048人
17人

43,249人

1,281人
2,432人
1,219人
1,659人
2,259人
1,252人
887人
1,656人

1人
12,646人

847人
1,573人
1,503人
1,598人
2,096人
554人
547人
829人
0人

9,547人

2,128人
4,005人
2,722人
3,257人
4,355人
1,806人
1,434人
2,485人

1人
22,193人

47.28%
56.16%
57.10%
50.29%
46.29%
54.40%
55.60%
49.23%
5.88%
51.31%

当日有権者数 当日投票者数 期日前投票者数 確定投票者数 確定投票率

衆議院議員総選挙（小選挙区）の投票区別の投票結果

投票所
市役所第2庁舎

朝日大学10周年記念館
市役所巣南庁舎
合　　計

8,742人
28人
777人
9,547人

12月月
日

1月
25日（土） 26日（日） 27日（月） 28日（火） 29日（水） 30日（木）31日（金）1日（土・祝） 2日（日） 3日（月） 4日（火） 5日（水）

休日急患診療所 休日診療 休み

休日急患診療所（本巣郡北方町北方3219-25）　☎323-0523

12月29日（水）～1月3日（月）は休館

12月25日（土）、31日（金）
1月1日（土・祝）、5日（水）は休み

12月29日（水）
　　　　　～1月3日（月）は運休

12月29日（水）
　　　　　～1月3日（月）は休館

岐阜地域救急医療情報センター
☎262-3799

休日診療　▶受付時間／9:00～12：00、13：00～16：00

● 牛牧南部コミュニティセンター
    つどいの泉
● 牛牧北部防災コミュニティセンター
● 本田コミュニティセンター

● 総合センター
● 市民センター
● 巣南公民館

● 老人福祉センター

（注）剪定木等：剪定木・ガラス類・陶磁器類・古紙類・ビン・カン類・有害ごみ・家庭用インクカートリッジ・プラ容器包装
※は穂積（多利町をのぞく）・稲里・本田団地・本田緑町でガラス類・陶磁器類・ビンを収集
粗大ごみについては、P.15をご覧ください

　動物火葬の申請は8：30～17：15
に限ります。

休み休み 休日診療

投票者数

選  挙  期  日 投票者数 投 票 率

期日前投票の状況 過去の衆議院議員総選挙（小選挙区）との比較

瑞穂市開票区の開票結果

　今回の選挙でも期日前投票を利用する選
挙人が増加し、前回の投票者数を上回る状
況となりました。

　市役所穂積庁舎、巣南庁舎は12月29日（水）～
1月3日（月）は休みです。ただし死亡・婚姻届など、
一部の届け出は穂積庁舎の時間外受付でお預か
りします。

　医療機関が見つからないときは、最寄りの診療
可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。

▶犬・猫などの死骸を見つけたら
　休み中に道路などの公共の場所に犬・猫などの
死骸を見つけたら、市役所へご連絡ください。

　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。

小選挙区開票結果（届出順・敬称略）

平成15年11月 9日
平成17年 9月11日
平成21年 8月30日
平成24年12月16日
平成26年12月14日
平成29年10月22日
令和 3年10月31日

20,650人
24,567人
26,202人
21,875人
18,573人
20,896人
22,193人

57.69%
66.82%
68.23%
55.45%
46.26%
49.77%
51.31%

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

【問】市役所代表電話　☎327-4111

【問】環境課　☎327-4127

【問】図書館本館　☎326-2300
分館　☎328-7070【問】市民課　☎327-4113【問】総合政策課　☎327-4128

【問】地域福祉高齢課　☎327-4126【問】市民協働安全課　☎327-4130【問】生涯学習課　☎327-2117

阪口　直人

武藤　容治

無効票

持ち帰り

9,256票

12,454票

482票

1票

1,135.240票

8,588 票

1,252 票

4,311.759票

2,408 票

239 票

    893 票

2,437 票

363 票

565 票

0.001票

比例代表開票結果（届出順）

国民民主党

自由民主党

日本共産党

立憲民主党

日本維新の会

社会民主党

れいわ新選組

公明党

無効票

あん分切捨票

年末年始の業務のご案内
市役所窓口

急病などの診療

12月 1月
25日（土） 26日（日） 27日（月） 28日（火） 29日（水） 30日（木）31日（金）1日（土・祝） 2日（日） 3日（月） 4日（火） 5日（水）

可燃ごみ収集

資源ごみ収集

拠点回収

剪定木等の受入（注）

空き容器回収機

○

通常

○

ごみ・資源

主要公共施設

みずほバス 火葬場 図書館

暖房中の室内温度は19℃を目安に設定（みずほウォームビズ2021） 市役所において、みずほウォームビズ2021を始めました。

月
日

NHKと裁判してる党
弁護士法７２条違反で
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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！ 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！

がん検診の予約状況について
保険証が使える場合と
　　 使えない場合があります!

11月16日（火）現在の予約状況は以下のとおりです。

施術日や施術内容について、市から照会させていただく
場合があります。

Web予約について

電話予約について
■電話番号  327-8611
　　　　　  （健康推進課直通番号のみ）
■受付時間  8：45～17：15　
　　　　　  土・日および祝日を除く

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

瑞穂けんこうナビ 検索

検診種別 乳がん検診 胃がん検診 肺がん検診

定　員

予約者

予約率

480人

141人

29.4％

400人

285人

71.3％

450人

361人

80.2％

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

パパ ママ くらぶ
産科医からのメッセージ ～赤ちゃんの命を守るために～
　胎児治療で有名な産科医師 川鰭市郎先生が皆さんの疑問にお答えします！
　医師の視点から乳児期に起こり得る事故と予防についての話を聞き、お子さんの悲しい事故をなくし
ましょう！夫婦、親子、お孫さんがいるかたのみのご参加も大歓迎です♪

パパママくらぶは、市内にお住いの妊娠中のママ、パパを対象にした体験教室です。

12月10日（金）
9：45～10：00（11：30終了予定）
OA研修室（総合センター4階）

日　時

受　付

場　所

市内在住の子育て中のかた
母子健康手帳
当日までに要予約

対　象

持ち物

予　約

12月7日（火）
13：15～13：30（15：00終了予定）
保健センター（総合センター３階）

日　時

受　付

場　所

市内在住の妊娠中の夫婦、お世話
予定のある祖父母
母子健康手帳、バスタオル
12月2日（木）までに要予約

対　象
柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術を受けられるかたへ

持ち物

予　約

沐浴講座を開催します
　新生児期の赤ちゃんをお世話するかたのための沐浴（ベビーバス使用）体験実習講座です。赤ちゃんの
清潔を保つための安全な沐浴を体験実習できます。

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

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

乳がん検診・胃がん検診・肺がん検診は
完全予約制です！

どんなメリットがあるの？ ジェネリック医薬品の注意点！

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

●希望される場合は、かかりつけの
　医師や薬剤師にご相談ください。
●すべての医薬品にジェネリック医
　薬品があるわけではありません。
●新薬と有効成分などは同一であっ
　ても、医師や薬剤師の判断でジェ
　ネリック医薬品に切り替えること
　ができない場合があります。

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

ジェネリック医薬品（後発医薬品）について

効き目や安全性は？

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

使用するにはどうすれば？

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

施術を受けるときの注意

国民健康保険証などが使えない場合

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

・
・
・

・

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

・
・

・
・
・

国民健康保険証などが使える場合
打撲、捻挫（ねんざ）、肉離れ
骨折、脱臼（緊急の場合を除き、
あらかじめ医師の同意が必要です）

・
・

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

　後期高齢者へのみずほバス利用促進などを目的として、みずほバスシルバーカードを発行します。
降車時に運転士に提示することで、みずほバス全路線の運賃が半額となります。

以下の条件を全て満たすかた
①市内にお住いの満７５歳以上のかた
②運転免許証を持っていないかた
※運転経歴証明書をお持ちのかたは、降車時に
　運転士へ提示いただければ半額になります

　窓口に申込書を用意しておりますので、身分
証をお持ちになってお越しください。

みずほバス運賃割引制度について

シルバーカードで運賃が半額になります!
みずほバス 全区間50円！！

対象となるかた 利用までたった３ステップ！

申し込み方法
・郵　　送

・来庁提出

提出窓口

受付時間

〒501-0293 瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所総合政策課公共交通担当

8：30～17：15　※土・日・祝日は受付できません

１．申込書に記入し、身分証のコピーを添付して提出
　・代理記入および代理提出でも提出できます
　・身分証は本人のものを添付してください
2.ご自宅へみずほバスシルバーカードを郵送
　・お申し込みから約２週間程度で届きます
　・使用期限は無期限、紛失しても再交付できます
３.バス降車時、運転士にカードを提示する
　・現金支払いのみ割引します
　・障がい者割引など
　 他の割引制度とは
　 併用できません
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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！ 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！

がん検診の予約状況について
保険証が使える場合と
　　 使えない場合があります!

11月16日（火）現在の予約状況は以下のとおりです。

施術日や施術内容について、市から照会させていただく
場合があります。

Web予約について

電話予約について
■電話番号  327-8611
　　　　　  （健康推進課直通番号のみ）
■受付時間  8：45～17：15　
　　　　　  土・日および祝日を除く

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

瑞穂けんこうナビ 検索

検診種別 乳がん検診 胃がん検診 肺がん検診

定　員

予約者

予約率

480人

141人

29.4％

400人

285人

71.3％

450人

361人

80.2％

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

パパ ママ くらぶ
産科医からのメッセージ ～赤ちゃんの命を守るために～
　胎児治療で有名な産科医師 川鰭市郎先生が皆さんの疑問にお答えします！
　医師の視点から乳児期に起こり得る事故と予防についての話を聞き、お子さんの悲しい事故をなくし
ましょう！夫婦、親子、お孫さんがいるかたのみのご参加も大歓迎です♪

パパママくらぶは、市内にお住いの妊娠中のママ、パパを対象にした体験教室です。

12月10日（金）
9：45～10：00（11：30終了予定）
OA研修室（総合センター4階）

日　時

受　付

場　所

市内在住の子育て中のかた
母子健康手帳
当日までに要予約

対　象

持ち物

予　約

12月7日（火）
13：15～13：30（15：00終了予定）
保健センター（総合センター３階）

日　時

受　付

場　所

市内在住の妊娠中の夫婦、お世話
予定のある祖父母
母子健康手帳、バスタオル
12月2日（木）までに要予約

対　象
柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術を受けられるかたへ

持ち物

予　約

沐浴講座を開催します
　新生児期の赤ちゃんをお世話するかたのための沐浴（ベビーバス使用）体験実習講座です。赤ちゃんの
清潔を保つための安全な沐浴を体験実習できます。

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

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

乳がん検診・胃がん検診・肺がん検診は
完全予約制です！

どんなメリットがあるの？ ジェネリック医薬品の注意点！

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

●希望される場合は、かかりつけの
　医師や薬剤師にご相談ください。
●すべての医薬品にジェネリック医
　薬品があるわけではありません。
●新薬と有効成分などは同一であっ
　ても、医師や薬剤師の判断でジェ
　ネリック医薬品に切り替えること
　ができない場合があります。

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

ジェネリック医薬品（後発医薬品）について

効き目や安全性は？

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

使用するにはどうすれば？

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

施術を受けるときの注意

国民健康保険証などが使えない場合

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

・
・
・

・

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

・
・

・
・
・

国民健康保険証などが使える場合
打撲、捻挫（ねんざ）、肉離れ
骨折、脱臼（緊急の場合を除き、
あらかじめ医師の同意が必要です）

・
・

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

　後期高齢者へのみずほバス利用促進などを目的として、みずほバスシルバーカードを発行します。
降車時に運転士に提示することで、みずほバス全路線の運賃が半額となります。

以下の条件を全て満たすかた
①市内にお住いの満７５歳以上のかた
②運転免許証を持っていないかた
※運転経歴証明書をお持ちのかたは、降車時に
　運転士へ提示いただければ半額になります

　窓口に申込書を用意しておりますので、身分
証をお持ちになってお越しください。

みずほバス運賃割引制度について

シルバーカードで運賃が半額になります!
みずほバス 全区間50円！！

対象となるかた 利用までたった３ステップ！

申し込み方法
・郵　　送

・来庁提出

提出窓口

受付時間

〒501-0293 瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所総合政策課公共交通担当

8：30～17：15　※土・日・祝日は受付できません

１．申込書に記入し、身分証のコピーを添付して提出
　・代理記入および代理提出でも提出できます
　・身分証は本人のものを添付してください
2.ご自宅へみずほバスシルバーカードを郵送
　・お申し込みから約２週間程度で届きます
　・使用期限は無期限、紛失しても再交付できます
３.バス降車時、運転士にカードを提示する
　・現金支払いのみ割引します
　・障がい者割引など
　 他の割引制度とは
　 併用できません
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　今月号は、現在ある下水処理場の紹介と水処理方法をご案内します。
　下水処理場は各家庭から排出された下水（し尿＋雑排水）を集めてきれいな水に再生する役割を
担っています。市内には既に供用開始している下水処理場が３箇所あります。

2nd
NO.7

～未来に届けたい　瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

　水処理方法にはさまざまな方法がありますが、多くの処理方法が微生物を利用しています。
　下水処理場に集められた下水中の汚れ（有機物）を微生物が分解し、水をきれいにします。微生物の
中には酸素が大好きな好気性微生物と酸素を必要としない嫌気性微生物がいてその特徴を使い分け
て処理しています。

瑞穂市の下水道

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！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。

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第２２条の２第１項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

●保育所
・担任保育士 
・保育士
・保育所用務員 
・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
・指導員
・サポーター 

教育総務課 ☎327-2115

幼児教育課 ☎327-2147

令和３年度 会計年度任用職員募集

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

12月10日（金）必着

●問い合わせ　総務課　☎327-4111
※職種内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い合
　わせください

※申込書と各職種の給与、必要資格、職務内容
および勤務条件などは、総務課と担当課で配布
するほか、市ホームぺージ（https://www.city.
　mizuho.lg.jp/9781.htm)からもダウンロード
できます
　また募集については、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

●幼稚園
・幼稚園教諭
・幼稚園養護教諭

学校教育課 ☎327-2116

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）

全ての施設で見学が可能です。見学を希望されるかたは下水道課までお問い合わせください。

【水処理方法について】

　市内の下水処理場でも採用されているオキシデーションディッチ法は、処理水槽の中をエアレーショ
ン（酸素を供給）することによって好気性微生物を含んだ活性汚泥の働きで処理しています。処理方式
がシンプルなので運転が簡単、また発生する汚泥が少ない処理方式です。
　牛牧排水機場の西側に新しく造る「アクアパークみずほ」も「オキシデーションディッチ法」で計画し
ています。

【オキシデーションディッチ法】

汚泥処分方法

処理場全景

事業

名称 アクアパークすなみ 呂久クリーンセンター

特定環境保全公共下水道 農業集落排水施設 コミュニティ・プラント
アクアパーク別府
水処理センター

流量調整槽前置型
嫌気性ろ床併用ばっ気方式

オキシデーション
ディッチ法

オキシデーション
ディッチ法

平成１６年度 平成９年度 平成１５年度

セメント原料化 もとす広域連合衛生施設に搬出 肥料化

１，９４０m³/日 １８９m³/日 ３，３００m³/日

供用開始

計画汚水量

水処理方式

行政報告

　令和3年第3回瑞穂市議会臨時会が11月2日(火)の1日間の会期で開かれ、令和3年度一般会計補正予算案などの
議案が審議され、2議案が可決されました。

◎報告第13号 専決処分の報告について(損害賠償)

予算関係 1件

歳入歳出それぞれ1億5,523万5千円を追加し、歳入歳出予算総額を203億6,022万6千円とするもの。
令和3年度瑞穂市一般会計補正予算(第7号)議案第62号

道路関係 1件

瑞穂市市道の認定に関する基準(平成26年瑞穂市告示第211号)第3条第4号(市の道路計画により整備する
道路)の規定により、市道路線を認定するもの。
※令和3年第3回瑞穂市議会定例会で提案され、継続審査となっていたもの

市道路線の認定について（その2）議案第59号

　国において、令和3年4月に発出された緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置は、
9月30日をもって関係全都道府県で解除されましたが、感染は日常生活のなかで拡大
していきますので、感染症対策の基本的対処方針として、引き続き「基本的な感染対策
の実施」をお願いしております。今回提案しました一般会計補正予算(第7号)では、歳出
にてワクチンの接種体制確保等業務や個別接種支援負担金を計上しました。第6波の感
染拡大を防止するために、市においてもワクチン接種について令和4年1月上旬を目途
に3回目の接種を開始する計画をたてております。
　改めて市民の皆さまには、引き続きワクチン接種のご協力と感染防止の基本行動の
遵守をお願い申し上げます。

所信表明（要旨）

令和3年第3回瑞穂市議会 臨時会第3回瑞穂市議会 臨時会

国庫支出金
繰入金

合計

１億5,788万2千円
△264万7千円

1億5,523万5千円

衛生費

合計

1億5,523万5千円

1億5,523万5千円
歳入 歳出
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　今月号は、現在ある下水処理場の紹介と水処理方法をご案内します。
　下水処理場は各家庭から排出された下水（し尿＋雑排水）を集めてきれいな水に再生する役割を
担っています。市内には既に供用開始している下水処理場が３箇所あります。

2nd
NO.7

～未来に届けたい　瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

　水処理方法にはさまざまな方法がありますが、多くの処理方法が微生物を利用しています。
　下水処理場に集められた下水中の汚れ（有機物）を微生物が分解し、水をきれいにします。微生物の
中には酸素が大好きな好気性微生物と酸素を必要としない嫌気性微生物がいてその特徴を使い分け
て処理しています。

瑞穂市の下水道

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！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。

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第２２条の２第１項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

●保育所
・担任保育士 
・保育士
・保育所用務員 
・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
・指導員
・サポーター 

教育総務課 ☎327-2115

幼児教育課 ☎327-2147

令和３年度 会計年度任用職員募集

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

12月10日（金）必着

●問い合わせ　総務課　☎327-4111
※職種内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い合
　わせください

※申込書と各職種の給与、必要資格、職務内容
および勤務条件などは、総務課と担当課で配布
するほか、市ホームぺージ（https://www.city.
　mizuho.lg.jp/9781.htm)からもダウンロード
できます
　また募集については、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

●幼稚園
・幼稚園教諭
・幼稚園養護教諭

学校教育課 ☎327-2116

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）

全ての施設で見学が可能です。見学を希望されるかたは下水道課までお問い合わせください。

【水処理方法について】

　市内の下水処理場でも採用されているオキシデーションディッチ法は、処理水槽の中をエアレーショ
ン（酸素を供給）することによって好気性微生物を含んだ活性汚泥の働きで処理しています。処理方式
がシンプルなので運転が簡単、また発生する汚泥が少ない処理方式です。
　牛牧排水機場の西側に新しく造る「アクアパークみずほ」も「オキシデーションディッチ法」で計画し
ています。

【オキシデーションディッチ法】

汚泥処分方法

処理場全景

事業

名称 アクアパークすなみ 呂久クリーンセンター

特定環境保全公共下水道 農業集落排水施設 コミュニティ・プラント
アクアパーク別府
水処理センター

流量調整槽前置型
嫌気性ろ床併用ばっ気方式

オキシデーション
ディッチ法

オキシデーション
ディッチ法

平成１６年度 平成９年度 平成１５年度

セメント原料化 もとす広域連合衛生施設に搬出 肥料化

１，９４０m³/日 １８９m³/日 ３，３００m³/日

供用開始

計画汚水量

水処理方式

行政報告

　令和3年第3回瑞穂市議会臨時会が11月2日(火)の1日間の会期で開かれ、令和3年度一般会計補正予算案などの
議案が審議され、2議案が可決されました。

◎報告第13号 専決処分の報告について(損害賠償)

予算関係 1件

歳入歳出それぞれ1億5,523万5千円を追加し、歳入歳出予算総額を203億6,022万6千円とするもの。
令和3年度瑞穂市一般会計補正予算(第7号)議案第62号

道路関係 1件

瑞穂市市道の認定に関する基準(平成26年瑞穂市告示第211号)第3条第4号(市の道路計画により整備する
道路)の規定により、市道路線を認定するもの。
※令和3年第3回瑞穂市議会定例会で提案され、継続審査となっていたもの

市道路線の認定について（その2）議案第59号

　国において、令和3年4月に発出された緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置は、
9月30日をもって関係全都道府県で解除されましたが、感染は日常生活のなかで拡大
していきますので、感染症対策の基本的対処方針として、引き続き「基本的な感染対策
の実施」をお願いしております。今回提案しました一般会計補正予算(第7号)では、歳出
にてワクチンの接種体制確保等業務や個別接種支援負担金を計上しました。第6波の感
染拡大を防止するために、市においてもワクチン接種について令和4年1月上旬を目途
に3回目の接種を開始する計画をたてております。
　改めて市民の皆さまには、引き続きワクチン接種のご協力と感染防止の基本行動の
遵守をお願い申し上げます。

所信表明（要旨）

令和3年第3回瑞穂市議会 臨時会第3回瑞穂市議会 臨時会

国庫支出金
繰入金

合計

１億5,788万2千円
△264万7千円

1億5,523万5千円

衛生費

合計

1億5,523万5千円

1億5,523万5千円
歳入 歳出
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照明の点灯は最小限に（みずほウォームビズ2021）重ね着などの工夫をして（みずほウォームビズ2021）

上水道課からのお知らせ

　量水器（水道メーター）は、８年に１度交換が義務付け
られています。上水道課では、量水器取替工事を発注
し、約半年間かけて交換を行います。

　近年、大規模地震が頻発しており、地震活動が活性化しています。発生が想定されている南海トラフ巨大地震にお
いては、今後３０年以内に発生する確率が７０～８０％と発表されており、いつ起きてもおかしくないと言われています。
自分自身はもちろんのこと、家族や近隣のかたを守るためにも、建築物の耐震化を行いましょう。

　貴重な資源である「水」を無駄にしないために、市が
委託した調査会社による水道管の漏水調査を実施しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い
します。

調査時には、各ご家庭に設置してあります水道メー
ターに調査機器を使用して調査を行います。敷地内
の一部に調査員が立ち入らせていただくことをご了
承ください。
公道の作業では、消火栓・仕切弁付近に調査車両を
停止して作業する場合があります。
水道メーターボックスの上に物を置かないでください。

量水器番号が各口径の１４－○○○○
の量水器
交換を行う前に個別に下記工事業者が訪
問し、ご案内をさせていただきます。
（市が発行した身分証を携帯しています。）　
※ご不在の場合は、チラシなどでお知らせします

無料（量水器取替に伴う費用をお支払い
いただくことはありません）
今年度の工事業者は、次のとおりです。
①岐仙設備工業㈲　
　横屋３６８番地　 ☎３２８-３３７２
②㈱巣南設備　　　
　十七条２８番地　☎３２８-２５３４

対　　象

交換時期

費　　用

工事業者

市内全域

9月1日～令和4年2月26日まで

東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

対　　象

調査期間

お 願 い

工事業者

量水器（水道メーター）取り替えのお知らせ 漏水調査実施のお知らせ

●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎３２７-２１13
●問い合わせ　岐阜労働局賃金室　☎245-8104

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite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

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 
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 
ExSite Facebook 

　JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite(エキサイト)が行う大人気企画
「JR穂積駅弁当市」を開催しました。第3回弁当市は秋にちなんだお弁当や甘
味などの新たな商品を販売し、第4回弁当市は駅周辺のお店との連携づくり
として、弁当をご購入いただいたかた限定のクーポン・特典を用意しました。
　また、11月27日は「JRさわやかウォーキング」の開催に合わせ、駅周辺の
お店が販売する軽食や焼き菓子を販売する「よってみぃ市」を開催し、来場者
に駅周辺のお店の周知とExSiteの活動紹介を行いました。

瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想推進事業  からのお知らせ 地震に備えましょう！
JR穂積駅弁当市・よってみぃ市を開催しました!

　毎月第２･４水曜日に開催しているエ
キサイト会議ですが、より多くのかた
に参加いただくために、「特別編」を開
催しました。エキサイトの取り組みを説
明し、参加者の皆さんと意見交換を行
いました。

／11月6日（土）10：00～
／総合センター
／エキサイトの取り組み
　について

第3回弁当市
10月20日（水）
　 ～22日（金）

対象となる条件
・通学路に指定されている道路に面していること
・コンクリートブロック造、れんが造、大谷石造などの組積造
 の塀（門柱を含む）
・道路面からの高さが60㎝以上、長さが2m以上の塀
・申請前に着手していないこと
・塀の所有者が申請すること
・令和４年２月末までに耐震改修工事が完了すること

まずは耐震診断を！

受付期間　12月24日（金）まで　※土・日を除く

第4回弁当市
11月24日（水）
　～26日（金）

よってみぃ市
11月27日（土）

　エキサイトでは、新しい仲間を募集して
います。これからも皆さんに取り組みを
知ってもらえるような機会を作ってまいり
ます。

エキサイト会
員、初めての参
加者、事務局を
合わせ、計17名
で行いました。　皆さんからいただ

いたご意見を参考に、
これからも便利で楽
しい駅周辺まちづく
りに繋がる取り組み
を考えていきます。

エキサイト会議特別編を開催しましたエキサイト会議特別編を開催しました

第３回弁当市に来ていただいた皆さんからのアンケート結果第３回弁当市に来ていただいた皆さんからのアンケート結果 実 施 日
実施場所
内 容

・

・

・

建築物の耐震補助制度のご案内

補助金額
「耐震改修工事費（消費税を除く）」と「耐震改修面積に
１万円／㎡を乗じた額」のいずれか少ない額に2/3を乗じ
た額（限度額30万円）

ブロック塀等の耐震改修補助金 通学路に面したブロック塀の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。

木造住宅の無料耐震診断
　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。

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅

診断の条件

３棟（申込順）募 集 棟 数

第３期：11月29日（月）～12月10日（金）
※土・日を除く

受 付 期 間

耐震化が必要と判断されたら

木造住宅の耐震改修工事補助金
昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅

補助の条件

２棟（申込順）募 集 棟 数

12月10日（金）まで
※土・日を除く

受 付 期 間

補助金額などくわしくは市ホームページを
ご覧ください。

／最低賃金改正のお知らせ／
使用者も、労働者も
　　　必ず確認。最低賃金。
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生
アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に
適用されます。ただし、別表に掲げる作業に従事する
労働者（一部適用除外あり）は、該当する特定（産業
別）最低賃金も適用されます。
　使用者も労働者も、１時間当たりの賃金額が最低賃
金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
　くわしくは、岐阜労働局賃金室またはお近くの労働
基準監督署までお尋ねください。

最低賃金制度とは、働く全ての人に賃金の最低額を保証するものです。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金 ＷＥＢで確認！

令和3年
12月21日（火）

から

時間額
９０７円

時間額
９５１円

時間額
９７１円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造業

航空機・同附属品製造業

最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

岐阜労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/

最低賃金制度 検 索

みんなチェック！ 最低賃金。

[時間額] 880円
令和3年10月1日から
岐阜県 最低賃金

28円
UP

回数を重ねるご
とに、弁当市を
知っていただき、
繰り返し来てい
ただくかたも増
えています。

■弁当市の利用について

■初めて利用した
■以前も利用した

　面白い企画で、楽しみが増えました。
　外食気分が味わえ、楽しい一家団欒
となりました。
　是非、定期的にやってほしいです。

感 想

　耐震改修工事とは、既存ブロック塀などの全てを撤去または
補強することをいいます。
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照明の点灯は最小限に（みずほウォームビズ2021）重ね着などの工夫をして（みずほウォームビズ2021）

上水道課からのお知らせ

　量水器（水道メーター）は、８年に１度交換が義務付け
られています。上水道課では、量水器取替工事を発注
し、約半年間かけて交換を行います。

　近年、大規模地震が頻発しており、地震活動が活性化しています。発生が想定されている南海トラフ巨大地震にお
いては、今後３０年以内に発生する確率が７０～８０％と発表されており、いつ起きてもおかしくないと言われています。
自分自身はもちろんのこと、家族や近隣のかたを守るためにも、建築物の耐震化を行いましょう。

　貴重な資源である「水」を無駄にしないために、市が
委託した調査会社による水道管の漏水調査を実施しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い
します。

調査時には、各ご家庭に設置してあります水道メー
ターに調査機器を使用して調査を行います。敷地内
の一部に調査員が立ち入らせていただくことをご了
承ください。
公道の作業では、消火栓・仕切弁付近に調査車両を
停止して作業する場合があります。
水道メーターボックスの上に物を置かないでください。

量水器番号が各口径の１４－○○○○
の量水器
交換を行う前に個別に下記工事業者が訪
問し、ご案内をさせていただきます。
（市が発行した身分証を携帯しています。）　
※ご不在の場合は、チラシなどでお知らせします

無料（量水器取替に伴う費用をお支払い
いただくことはありません）
今年度の工事業者は、次のとおりです。
①岐仙設備工業㈲　
　横屋３６８番地　 ☎３２８-３３７２
②㈱巣南設備　　　
　十七条２８番地　☎３２８-２５３４

対　　象

交換時期

費　　用

工事業者

市内全域

9月1日～令和4年2月26日まで

東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

対　　象

調査期間

お 願 い

工事業者

量水器（水道メーター）取り替えのお知らせ 漏水調査実施のお知らせ

●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎３２７-２１13
●問い合わせ　岐阜労働局賃金室　☎245-8104

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite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

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 
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 
ExSite Facebook 

　JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite(エキサイト)が行う大人気企画
「JR穂積駅弁当市」を開催しました。第3回弁当市は秋にちなんだお弁当や甘
味などの新たな商品を販売し、第4回弁当市は駅周辺のお店との連携づくり
として、弁当をご購入いただいたかた限定のクーポン・特典を用意しました。
　また、11月27日は「JRさわやかウォーキング」の開催に合わせ、駅周辺の
お店が販売する軽食や焼き菓子を販売する「よってみぃ市」を開催し、来場者
に駅周辺のお店の周知とExSiteの活動紹介を行いました。

瑞穂市 JR穂積駅圏域拠点化構想推進事業  からのお知らせ 地震に備えましょう！
JR穂積駅弁当市・よってみぃ市を開催しました!

　毎月第２･４水曜日に開催しているエ
キサイト会議ですが、より多くのかた
に参加いただくために、「特別編」を開
催しました。エキサイトの取り組みを説
明し、参加者の皆さんと意見交換を行
いました。

／11月6日（土）10：00～
／総合センター
／エキサイトの取り組み
　について

第3回弁当市
10月20日（水）
　 ～22日（金）

対象となる条件
・通学路に指定されている道路に面していること
・コンクリートブロック造、れんが造、大谷石造などの組積造
 の塀（門柱を含む）
・道路面からの高さが60㎝以上、長さが2m以上の塀
・申請前に着手していないこと
・塀の所有者が申請すること
・令和４年２月末までに耐震改修工事が完了すること

まずは耐震診断を！

受付期間　12月24日（金）まで　※土・日を除く

第4回弁当市
11月24日（水）
　～26日（金）

よってみぃ市
11月27日（土）

　エキサイトでは、新しい仲間を募集して
います。これからも皆さんに取り組みを
知ってもらえるような機会を作ってまいり
ます。

エキサイト会
員、初めての参
加者、事務局を
合わせ、計17名
で行いました。　皆さんからいただ

いたご意見を参考に、
これからも便利で楽
しい駅周辺まちづく
りに繋がる取り組み
を考えていきます。

エキサイト会議特別編を開催しましたエキサイト会議特別編を開催しました

第３回弁当市に来ていただいた皆さんからのアンケート結果第３回弁当市に来ていただいた皆さんからのアンケート結果 実 施 日
実施場所
内 容

・

・

・

建築物の耐震補助制度のご案内

補助金額
「耐震改修工事費（消費税を除く）」と「耐震改修面積に
１万円／㎡を乗じた額」のいずれか少ない額に2/3を乗じ
た額（限度額30万円）

ブロック塀等の耐震改修補助金 通学路に面したブロック塀の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。

木造住宅の無料耐震診断
　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。

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅

診断の条件

３棟（申込順）募 集 棟 数

第３期：11月29日（月）～12月10日（金）
※土・日を除く

受 付 期 間

耐震化が必要と判断されたら

木造住宅の耐震改修工事補助金
昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅

補助の条件

２棟（申込順）募 集 棟 数

12月10日（金）まで
※土・日を除く

受 付 期 間

補助金額などくわしくは市ホームページを
ご覧ください。

／最低賃金改正のお知らせ／
使用者も、労働者も
　　　必ず確認。最低賃金。
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生
アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に
適用されます。ただし、別表に掲げる作業に従事する
労働者（一部適用除外あり）は、該当する特定（産業
別）最低賃金も適用されます。
　使用者も労働者も、１時間当たりの賃金額が最低賃
金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
　くわしくは、岐阜労働局賃金室またはお近くの労働
基準監督署までお尋ねください。

最低賃金制度とは、働く全ての人に賃金の最低額を保証するものです。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金 ＷＥＢで確認！

令和3年
12月21日（火）

から

時間額
９０７円

時間額
９５１円

時間額
９７１円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造業

航空機・同附属品製造業

最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

岐阜労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/

最低賃金制度 検 索

みんなチェック！ 最低賃金。

[時間額] 880円
令和3年10月1日から
岐阜県 最低賃金

28円
UP

回数を重ねるご
とに、弁当市を
知っていただき、
繰り返し来てい
ただくかたも増
えています。

■弁当市の利用について

■初めて利用した
■以前も利用した

　面白い企画で、楽しみが増えました。
　外食気分が味わえ、楽しい一家団欒
となりました。
　是非、定期的にやってほしいです。

感 想

　耐震改修工事とは、既存ブロック塀などの全てを撤去または
補強することをいいます。
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搬入の際、運転手の免許証により瑞
穂市民であることの確認をしていま
す。免許証の住所が瑞穂市でない場
合は、許可証が必要になりますので、
環境課までお問い合わせください。

年末の交通安全県民運動実施期間　12月11日（土）～12月20日（月）年末の交通安全県民運動スローガン「無事故で年末　笑顔で年始」

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

年末年始特別警戒

●占いサイトの中には、インターネットやSNS広告などで無料鑑定とうたっていて
も有料サイトのやりとりへ誘導させるサイトもあります。無料だからといって、
気軽に登録しないでください。

●金運や恋愛運などについてよい言葉が書かれたメッセージが届いても、安易に
返信してはいけません。やりとりすることで有料ポイントを消化させられること
があります。

占いサイトに気をつけて！消費生活相談室だより

　占いサイトの広告を見て、無料で鑑定してくれるというのでサイトに登録し
た。占い師から「あなたには強い守護霊がいる」などとメッセージをもらい信用
してしまった。
　その後、占い師が指示するままに返信し続けた。やりとりにはポイントが必要
で「今やめたら幸せは来ない」と言われ、気が付いたら80万円も支払っていた。

事例

消費者へのアドバイス

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

イ　  ヤ　  ヤ

　この運動は、年末年始における事件事故の未然防止を図る
ため、地域住民と自治体、関係機関、警察が相互に連携して地
域安全活動をさらに推進し、県民が、安全で平穏な新年を迎
えるために活動するものです。
　北方警察署では、11月30日（火）に、JAぎふのバレーボー
ルチーム「リオレーナ」の選手を一日警察署長に委嘱し、年末
特別警戒出発式を行いました。
　特別警戒実施期間中は、普段は私服勤務の警察官も制服
を着て、街を巡回します。犯罪が起きやすい場所や金融機関、
コンビニエンスストア、駅などを中心とした警戒活動や、パト
カーで市町を巡回し、皆さんに防犯や交通安全への意識を高

めてもらえるよう安全・安心な街づくりに向けた働きかけを行
います。
　年末年始は、里帰りや旅行などで家を空ける人も多く、外
出機会も増えると思いますが、施錠は確実に行うようお願い
します。
　また、ニセ電話詐欺や銀行口座から不正に預金が送金され
るニュースが連日のように報道されており、皆さんの財産を
脅かす犯罪も、後を絶ちません。
　皆さん一人ひとりが自主防犯を心がけていただき、万全の
備えで事件・事故から身を守りましょう。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

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

　年末の粗大ごみの搬入は大変な混雑が予想されます。市民の皆さんには、混雑日を避けての粗大ごみ搬入にご協力をお
願いします。

トラクターなどを盗まれないために
①田畑などの目の届かない場所に放置しない
ほ場に置きっぱなしなんて持っていってくださいといって
いるようなもの。作業を終えたら必ず格納しましょう。
②格納庫に保管する場合でも、エンジンキーは抜いたうえ
で別に管理する
キーをシートの下に隠したり、工具箱の中に入れたりして
も犯人には当然お見通し。必ず別の場所で管理しましょう。
③格納庫にも施錠し、格納庫の前に障害物を置く
格納庫の鍵を壊して持っていく事例もありますが、犯行に
時間がかかるのは犯人も嫌なもの。簡単に盗ませない工
夫をしましょう。

　広報11月号でもお知らせしたとおり、この時期、魔の時間
帯（午後４時～午後８時）に交通死亡事故が多発しています。
10月中だけで（10月21日現在）、岐阜県内にて3件発生しま
した。

申請の手順
１．個人番号カード交付申請書に必要事項を記入
2．顔写真を貼り付け
3．返信用封筒に入れてポストへ投函
※交付申請書・送付用封筒を失くされたかたは、
　マイナンバーカード総合サイトからダウン
　ロードできます

郵送後の手続き
　申請後、約１か月で市から交付通知が送付されます。
　本人確認書類、通知カード、住基カード（お持ちのかたの
み）と交付通知を持って市民課へお越しください。
　本人確認のうえ暗証番号を設定した後、個人番号カードが
交付されます。

平日に来庁できないかたは
　事前連絡のうえ、休日等交付日に市民課へお越しください。
　休日等交付日　12月12日（日） 　9：00～12：00
　※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる可能性が
　あります

〈 送付先 〉
〒219-8650　
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構　
個人番号カード申請書受付センター

④盗難防止器具を利用する
ハンドルロック、シフトロックなど、盗難防止器具が販売さ
れています。これらの器具を利用して二重三重の防止策を
講じましょう。
⑤保管状態を定期的に確かめる
年に１度しか使わない農機具は、盗まれても気づかないこ
とがあります。定期的に格納場所の確認をしましょう。

あなたの農機具が狙われています!!商工農政観光課
からのお知らせ

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

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

粗大ごみ搬入の分散化にご協力ください !

・ 12月24日（金）、12月31日（金）：戸別収集の電話予約なし
・ 12月28日（火）、1月4日（火）：戸別収集なし

※12月26日（日）：美来の森のみ１日開場　9：00～12：00（最終入場11：30）　14：00～17：00（最終入場16：30）

歩行中の交通死亡事故多発‼

美来の森　粗大ごみ搬入日（9：00～12：00）

巣南集積場　粗大ごみ搬入日（9：00～12：00）

12月
1月

1日（水）
12日（水）

8日（水）
19日（水）

15日（水）
23日（日）

12月
1月

8日（水）
12日（水）

15日（水）
19日（水）

26日（日）
23日（日）

22日（水）
26日（水）

26日（日）※

特に混雑が予想される日

個人番号（マイナンバー）カードを作りませんか？
〈郵送による「個人番号カード」の申請方法〉

盗難に備えて・・・
①農機具の型式区分、車体番号を控えておきましょう
②田畑を徘徊する不審者や不審車両に気を付けましょう
③任意保険をかけましょう

高齢者被害

〈事故の状況〉
事故①　10月13日（水）　午後5時55分ころ
　　　　関市内　中型乗用車×歩行者（女性・84歳）
　　　　右から横断中の歩行者と衝突
事故②　10月14日（木）　午後8時20分ころ
　　　　羽島市内　軽乗用車×歩行者（男性・83歳）
　　　　右から横断中の歩行者と衝突
事故③　10月15日（金）　午後6時13分ころ
　　　　高山市内　普通貨物車×歩行者（男性・84歳）
　　　　道路歩行中の歩行者と衝突

年末年始地域安全運動　～ゆく年くる年　みんなで守ろう　地域の安全～

実施期間：12月10日（金）～令和4年1月5日（水）

〈事故の状況から分かる対応〉
右からの横断中の歩行者と衝突
　歩行者は、横断歩道で横断しましょう。その際、左右の安
全確認をし、特に左から来る車の位置を再度確認しましょ
う。遠くの車の距離感がはっきりしませんので、慎重に横断
しましょう。
　ドライバーは、ヘッドライトの中心が車の左を照らしてい
ることを認識し、右側にも十分注意しましょう。
夜間事故
　歩行者は道路を歩くときは、照明具の携行、夜行タスキ
など反射材の着用に努めましょう。また、不要不急の外出
は控えましょう。
　ドライバーは、夜間はより慎重に走行し、ヘッドライトは
ハイビームの活用に努めましょう。
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搬入の際、運転手の免許証により瑞
穂市民であることの確認をしていま
す。免許証の住所が瑞穂市でない場
合は、許可証が必要になりますので、
環境課までお問い合わせください。

年末の交通安全県民運動実施期間　12月11日（土）～12月20日（月）年末の交通安全県民運動スローガン「無事故で年末　笑顔で年始」

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

年末年始特別警戒

●占いサイトの中には、インターネットやSNS広告などで無料鑑定とうたっていて
も有料サイトのやりとりへ誘導させるサイトもあります。無料だからといって、
気軽に登録しないでください。

●金運や恋愛運などについてよい言葉が書かれたメッセージが届いても、安易に
返信してはいけません。やりとりすることで有料ポイントを消化させられること
があります。

占いサイトに気をつけて！消費生活相談室だより

　占いサイトの広告を見て、無料で鑑定してくれるというのでサイトに登録し
た。占い師から「あなたには強い守護霊がいる」などとメッセージをもらい信用
してしまった。
　その後、占い師が指示するままに返信し続けた。やりとりにはポイントが必要
で「今やめたら幸せは来ない」と言われ、気が付いたら80万円も支払っていた。

事例

消費者へのアドバイス

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

イ　  ヤ　  ヤ

　この運動は、年末年始における事件事故の未然防止を図る
ため、地域住民と自治体、関係機関、警察が相互に連携して地
域安全活動をさらに推進し、県民が、安全で平穏な新年を迎
えるために活動するものです。
　北方警察署では、11月30日（火）に、JAぎふのバレーボー
ルチーム「リオレーナ」の選手を一日警察署長に委嘱し、年末
特別警戒出発式を行いました。
　特別警戒実施期間中は、普段は私服勤務の警察官も制服
を着て、街を巡回します。犯罪が起きやすい場所や金融機関、
コンビニエンスストア、駅などを中心とした警戒活動や、パト
カーで市町を巡回し、皆さんに防犯や交通安全への意識を高

めてもらえるよう安全・安心な街づくりに向けた働きかけを行
います。
　年末年始は、里帰りや旅行などで家を空ける人も多く、外
出機会も増えると思いますが、施錠は確実に行うようお願い
します。
　また、ニセ電話詐欺や銀行口座から不正に預金が送金され
るニュースが連日のように報道されており、皆さんの財産を
脅かす犯罪も、後を絶ちません。
　皆さん一人ひとりが自主防犯を心がけていただき、万全の
備えで事件・事故から身を守りましょう。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

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

　年末の粗大ごみの搬入は大変な混雑が予想されます。市民の皆さんには、混雑日を避けての粗大ごみ搬入にご協力をお
願いします。

トラクターなどを盗まれないために
①田畑などの目の届かない場所に放置しない
ほ場に置きっぱなしなんて持っていってくださいといって
いるようなもの。作業を終えたら必ず格納しましょう。
②格納庫に保管する場合でも、エンジンキーは抜いたうえ
で別に管理する
キーをシートの下に隠したり、工具箱の中に入れたりして
も犯人には当然お見通し。必ず別の場所で管理しましょう。
③格納庫にも施錠し、格納庫の前に障害物を置く
格納庫の鍵を壊して持っていく事例もありますが、犯行に
時間がかかるのは犯人も嫌なもの。簡単に盗ませない工
夫をしましょう。

　広報11月号でもお知らせしたとおり、この時期、魔の時間
帯（午後４時～午後８時）に交通死亡事故が多発しています。
10月中だけで（10月21日現在）、岐阜県内にて3件発生しま
した。

申請の手順
１．個人番号カード交付申請書に必要事項を記入
2．顔写真を貼り付け
3．返信用封筒に入れてポストへ投函
※交付申請書・送付用封筒を失くされたかたは、
　マイナンバーカード総合サイトからダウン
　ロードできます

郵送後の手続き
　申請後、約１か月で市から交付通知が送付されます。
　本人確認書類、通知カード、住基カード（お持ちのかたの
み）と交付通知を持って市民課へお越しください。
　本人確認のうえ暗証番号を設定した後、個人番号カードが
交付されます。

平日に来庁できないかたは
　事前連絡のうえ、休日等交付日に市民課へお越しください。
　休日等交付日　12月12日（日） 　9：00～12：00
　※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる可能性が
　あります

〈 送付先 〉
〒219-8650　
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構　
個人番号カード申請書受付センター

④盗難防止器具を利用する
ハンドルロック、シフトロックなど、盗難防止器具が販売さ
れています。これらの器具を利用して二重三重の防止策を
講じましょう。
⑤保管状態を定期的に確かめる
年に１度しか使わない農機具は、盗まれても気づかないこ
とがあります。定期的に格納場所の確認をしましょう。

あなたの農機具が狙われています!!商工農政観光課
からのお知らせ

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

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

粗大ごみ搬入の分散化にご協力ください !

・ 12月24日（金）、12月31日（金）：戸別収集の電話予約なし
・ 12月28日（火）、1月4日（火）：戸別収集なし

※12月26日（日）：美来の森のみ１日開場　9：00～12：00（最終入場11：30）　14：00～17：00（最終入場16：30）

歩行中の交通死亡事故多発‼

美来の森　粗大ごみ搬入日（9：00～12：00）

巣南集積場　粗大ごみ搬入日（9：00～12：00）

12月
1月

1日（水）
12日（水）

8日（水）
19日（水）

15日（水）
23日（日）

12月
1月

8日（水）
12日（水）

15日（水）
19日（水）

26日（日）
23日（日）

22日（水）
26日（水）

26日（日）※

特に混雑が予想される日

個人番号（マイナンバー）カードを作りませんか？
〈郵送による「個人番号カード」の申請方法〉

盗難に備えて・・・
①農機具の型式区分、車体番号を控えておきましょう
②田畑を徘徊する不審者や不審車両に気を付けましょう
③任意保険をかけましょう

高齢者被害

〈事故の状況〉
事故①　10月13日（水）　午後5時55分ころ
　　　　関市内　中型乗用車×歩行者（女性・84歳）
　　　　右から横断中の歩行者と衝突
事故②　10月14日（木）　午後8時20分ころ
　　　　羽島市内　軽乗用車×歩行者（男性・83歳）
　　　　右から横断中の歩行者と衝突
事故③　10月15日（金）　午後6時13分ころ
　　　　高山市内　普通貨物車×歩行者（男性・84歳）
　　　　道路歩行中の歩行者と衝突

年末年始地域安全運動　～ゆく年くる年　みんなで守ろう　地域の安全～

実施期間：12月10日（金）～令和4年1月5日（水）

〈事故の状況から分かる対応〉
右からの横断中の歩行者と衝突
　歩行者は、横断歩道で横断しましょう。その際、左右の安
全確認をし、特に左から来る車の位置を再度確認しましょ
う。遠くの車の距離感がはっきりしませんので、慎重に横断
しましょう。
　ドライバーは、ヘッドライトの中心が車の左を照らしてい
ることを認識し、右側にも十分注意しましょう。
夜間事故
　歩行者は道路を歩くときは、照明具の携行、夜行タスキ
など反射材の着用に努めましょう。また、不要不急の外出
は控えましょう。
　ドライバーは、夜間はより慎重に走行し、ヘッドライトは
ハイビームの活用に努めましょう。
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校内の危険箇所調査・学年での交流

全校への学びの発信

巣南中学校

大学提供の教材での学習の実施

模擬避難所体験学習(防災キャンプ)

西小学校

マイナポイント付与の対象は、12月末までに行ったチャージまたはお買い物です。

令和4年瑞穂市成人式令和4年瑞穂市成人式

マイナポイント申込時の注意点マイナポイント申込時の注意点

みずほ教育便
Vol.56

教育
委員
会発

　瑞穂市では、自他の安全な生活を実現するために、主体的に判断して行動できる児童生
徒の育成を目指しています。 今月は、小学校や中学校での防災学習のようすを紹介します。

防災学習の紹介!!

●問い合わせ　マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　☎0120-95-0178

パスワードの入力間違いにご注意ください
３回連続して間違えるとロックされるので、慎重に入力してください。
ロックされてしまった場合は、市民課にてパスワード再設定の手続きが必要です。

ポイント付与の対象となるのは、マイナポイント申込後
12月31日（金）までに行ったチャージまたはお買い物※です
マイナポイント申込前のチャージまたはお買い物には、ポイントは付与されません。
※ポイント付与がチャージまたはお買い物のいずれによるかは、決済サービスにより異なります

決済サービスの選択は慎重に行ってください
一度申し込んだ決済サービスの変更はできません。

注意点

1

注意点

2

注意点

3

Net119 登録説明会・通報体験会
ねっと　いち いち きゅう

　スマートフォンなどから消防へ通報ができる「Net119緊急通報システム」の登録や利用方法の説明、通報体験
ができる研修会を毎月開催しています。

1月17日(月)

2月22日(火)

3月18日(金)

13:30～15:00

10:00～11:30

10:00～11:30

12月17日(金)～1月15日(土)

  1月22日(土)～2月20日(日)

  2月18日(金)～3月16日(水)

市民センター 1階 第2会議室

岐阜市消防本部 6階 大会議室

岐阜市消防本部 6階 大会議室

<対象者>以下のすべてに該当するかた
○聴覚・音声・言語機能に障がいがあり、音声による119番
　通報が困難
○消防本部管内(岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町)
　に在住・在勤・在学
○Net119の利用登録を希望する、または登録済みで利用
　方法を知りたい

<募集人数> 各回20人(先着順)
<申請方法> 岐阜市オンライン申請総合窓口サイトから申込

ご参加の際は新型コロナウイルス感染症の
感染防止のために、下記事項をお守りください

・ 当日、発熱など体調に変化がある場合は参加を
ご遠慮ください。

・ マスクを着用し、入退場時は手指消毒をしてく
ださい。

・ 受付開始時刻より前の来場はご遠慮ください。
・ 式典前、式典後は館内に滞留することなく、
速やかに入退場をしてください。

・ 2次会など、飲食を伴う会は自粛してください。

●問い合わせ  生涯学習課(巣南庁舎) ☎327-2117

令和4年 1月9日(日)日　時

総合センター サンシャインホール会　場

平成13年4月2日～平成14年4月1日
までに生まれたかた

対　象

■穂積中学校区　 12:00～12:40 
■穂積北中学校区 14:00～14:40 
■巣南中学校区　 16:00～16:40
※開始30分前より受付を行います 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中学校区ごと
に開催します

※成人式案内通知が届いていないかたや、転出などで市に
住民登録されていないかたで参加希望のかたは、生涯学
習課までお問い合わせください

●問い合わせ
　岐阜市消防本部 指令課 
　☎262-8151 Fax266-8155 
　　 sh-shirei@city.gifu.gifu.jp

日　程 時　間 場　所 申込期間

防災教室・防災授業の実施
市内の多くの学校で防災教室や防災授業が実施されています。

各学校の活動のようす

タブレットを活用して危険箇所の記録

●問い合わせ　学校教育課(巣南庁舎)　☎327-2116

穂積小学校

校内危険箇所点検
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校内の危険箇所調査・学年での交流

全校への学びの発信

巣南中学校

大学提供の教材での学習の実施

模擬避難所体験学習(防災キャンプ)

西小学校

マイナポイント付与の対象は、12月末までに行ったチャージまたはお買い物です。

令和4年瑞穂市成人式令和4年瑞穂市成人式

マイナポイント申込時の注意点マイナポイント申込時の注意点

みずほ教育便
Vol.56

教育
委員
会発

　瑞穂市では、自他の安全な生活を実現するために、主体的に判断して行動できる児童生
徒の育成を目指しています。 今月は、小学校や中学校での防災学習のようすを紹介します。

防災学習の紹介!!

●問い合わせ　マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　☎0120-95-0178

パスワードの入力間違いにご注意ください
３回連続して間違えるとロックされるので、慎重に入力してください。
ロックされてしまった場合は、市民課にてパスワード再設定の手続きが必要です。

ポイント付与の対象となるのは、マイナポイント申込後
12月31日（金）までに行ったチャージまたはお買い物※です
マイナポイント申込前のチャージまたはお買い物には、ポイントは付与されません。
※ポイント付与がチャージまたはお買い物のいずれによるかは、決済サービスにより異なります

決済サービスの選択は慎重に行ってください
一度申し込んだ決済サービスの変更はできません。

注意点

1

注意点

2

注意点

3

Net119 登録説明会・通報体験会
ねっと　いち いち きゅう

　スマートフォンなどから消防へ通報ができる「Net119緊急通報システム」の登録や利用方法の説明、通報体験
ができる研修会を毎月開催しています。

1月17日(月)

2月22日(火)

3月18日(金)

13:30～15:00

10:00～11:30

10:00～11:30

12月17日(金)～1月15日(土)

  1月22日(土)～2月20日(日)

  2月18日(金)～3月16日(水)

市民センター 1階 第2会議室

岐阜市消防本部 6階 大会議室

岐阜市消防本部 6階 大会議室

<対象者>以下のすべてに該当するかた
○聴覚・音声・言語機能に障がいがあり、音声による119番
　通報が困難
○消防本部管内(岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町)
　に在住・在勤・在学
○Net119の利用登録を希望する、または登録済みで利用
　方法を知りたい

<募集人数> 各回20人(先着順)
<申請方法> 岐阜市オンライン申請総合窓口サイトから申込

ご参加の際は新型コロナウイルス感染症の
感染防止のために、下記事項をお守りください

・ 当日、発熱など体調に変化がある場合は参加を
ご遠慮ください。

・ マスクを着用し、入退場時は手指消毒をしてく
ださい。

・ 受付開始時刻より前の来場はご遠慮ください。
・ 式典前、式典後は館内に滞留することなく、
速やかに入退場をしてください。

・ 2次会など、飲食を伴う会は自粛してください。

●問い合わせ  生涯学習課(巣南庁舎) ☎327-2117

令和4年 1月9日(日)日　時

総合センター サンシャインホール会　場

平成13年4月2日～平成14年4月1日
までに生まれたかた

対　象

■穂積中学校区　 12:00～12:40 
■穂積北中学校区 14:00～14:40 
■巣南中学校区　 16:00～16:40
※開始30分前より受付を行います 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中学校区ごと
に開催します

※成人式案内通知が届いていないかたや、転出などで市に
住民登録されていないかたで参加希望のかたは、生涯学
習課までお問い合わせください

●問い合わせ
　岐阜市消防本部 指令課 
　☎262-8151 Fax266-8155 
　　 sh-shirei@city.gifu.gifu.jp

日　程 時　間 場　所 申込期間

防災教室・防災授業の実施
市内の多くの学校で防災教室や防災授業が実施されています。

各学校の活動のようす

タブレットを活用して危険箇所の記録

●問い合わせ　学校教育課(巣南庁舎)　☎327-2116

穂積小学校

校内危険箇所点検
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　新しい防災教育への取り組みとして、避難所体験活動（防災
キャンプ）を開催しました。いざというときに自らの命を守るた
めの知識と経験を身に付けるため、災害時に実際に避難所と
して使用される小学校校舎・体育館にて行い、５、６年生が参加
しました。
　防災備蓄倉庫の確認から開始し、防災パーティションの設
置、簡易ベッドの組み立て、炊き出しなどさまざまな体験学習
が行われました。NPO法人レスキューストックヤード代表理事
栗田暢之氏を講師として特別授業を受け、市役所からも市民
協働安全課職員を派遣し、瑞穂市の防災対策についてお話し
しました。
　翌日の23日（土）は避難所確認訓練にも参加するなど、さま
ざまな体験を通して防災を学ぶ貴重な機会となりました。

15年にわたる固定資産評価審査委員会委員としての功績
30年にわたり消防団員として災害防護に尽力
30年にわたり消防団員として災害防護に尽力
30年にわたり消防団員として災害防護に尽力
永きにわたり瑞穂市商工会会長として市内商工業の発展等へ功績
15年にわたり瑞穂市遺族連合会会長として戦没者遺族の援護事業への功績
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
市の教育推進のため多額の寄附
多年にわたり公民館の花かざりをするなど地域の環境美化活動に尽力
多年にわたり大和園で利用者の散髪をボランティアで行い老人福祉事業に貢献

顕功者表彰

功労表彰

善行表彰

表彰区分 氏　名 功績等
大野 健治
馬渕 　晃
江尾 利広
棚瀬 富弘
迫田 義一
水野 日出夫
市橋 和也
杉山 貴樹
長谷川 修
渡邉 賢二
馬渕 浩之
髙木 祐一
イシカワ金属株式会社
関谷 　翠
服部 陽一

避難所体験学習　防災キャンプを開催避難所体験学習　防災キャンプを開催
場所：西小学校

まちの 話題
T OW N  R E P O R T

10
22

　認知症のかた本人が自らの言葉で語り前向きに暮らす姿を発信
することで、当事者や支援者のかたがたの希望につなげ、住み慣
れた地域の中で自分らしく安心して暮らし続けられることを目的と
して「岐阜県認知症希望大使」が新設され、市内在住の林田光市
さんが委嘱されました。任期２年の活動の中で、認知症の普及啓発
活動への参加・協力などを行う予定です。
　市長報告に訪れた林田さんは、「委嘱の報告に来られて光栄。
認知症になっても毎日を楽しみたい。」と思いを語られました。同
席した林田さんの妻純子さんは、「若年性アルツハイマーのかた
は孤立してしまいがちだが、地域でつながって大変さを共有し楽し
いことを見つけたい。」と話されました。

岐阜県初！認知症希望大使に任命岐阜県初！認知症希望大使に任命
場所：公室

10
7

　瑞穂市行政相談委員の宇野 稔さんが日頃の活動を評価さ
れ、岐阜行政監視行政相談センター所長より感謝状を受け、そ
の報告のため市役所を訪れました。
　行政相談委員は総務大臣から委嘱され、国や役所などに対す
る苦情、要望などの相談窓口となる民間の有識者（ボランティ
ア）です。
　宇野さんは、行政相談委員を平成２９年４月から務められ、市
民と行政の橋渡しとなって行政相談活動に尽力されています。

　中北薬品株式会社と「災害時における応急生活物資供給等
の協力に関する協定」を締結しました。
　この協定は、地震、風水害や感染症パンデミックなどの災害
時における避難所生活に必要な医薬品や生活物資などを迅速
に提供いただくことを主目的として締結しました。

行政相談委員へ感謝状行政相談委員へ感謝状
場所：公室

10
5

防災協定（生活物資）を締結防災協定（生活物資）を締結
場所：公室

11
10

　市内在住の高校生、堤 啓伍（つつみ けいご）さん
が、レスリングの全国大会へ出場し、55㎏級で5位と
いう好成績を収めたことを市長に報告しました。堤さ
んは中学校まで柔道に取り組んでいましたが、高校
に進学後はレスリングに転向、わずか３年で全国上位
の実力までに成長しました。
　9月に行われる国体にも出場予定でしたが、残念な
がら大会は中止となりました。しかし、堤さんは今まで
以上に技術に磨きをかけるべく、厳しい練習を重ねて
います。
　卒業後もレスリングを続ける堤さんのますますの活
躍が期待されます。

第68回全国高等学校レスリング大会　全国大会出場報告第68回全国高等学校レスリング大会　全国大会出場報告
場所：公室

10
21

　災害時における関係機関との連携、災害対策本部の運用を訓練
するため、総合防災訓練を実施し、市職員、自衛隊、消防団など計
191名が参加しました。会場には単管パイプでくみ上げられた倒壊
家屋や倒木などに似せた障害物が配置され、チェーンソーやエンジ
ンカッターを使用するなど実践的な訓練が行われました。
　市長は災害対策本部長として訓練に参加し、講評にて「本日の訓
練を糧として今後も市民の安全・安心のため尽力していただきた
い」と話しました。

　永年にわたって地方自治に多大な功労
および他の模範となる善行をされた15名
のかたがたが表彰されました。皆さんのさ
らなるご活躍を祈念し、ご紹介します。（敬
称略）

瑞穂市総合防災訓練を実施瑞穂市総合防災訓練を実施
場所：糸貫川グラウンド

10
24

瑞穂市自治功労者・善行者表彰式を開催瑞穂市自治功労者・善行者表彰式を開催
場所：総合センター　あじさいホール

11
3
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　新しい防災教育への取り組みとして、避難所体験活動（防災
キャンプ）を開催しました。いざというときに自らの命を守るた
めの知識と経験を身に付けるため、災害時に実際に避難所と
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まちの 話題
T OW N  R E P O R T
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7

　瑞穂市行政相談委員の宇野 稔さんが日頃の活動を評価さ
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利用可能時間
利 用 方 法

施設開放時間

10:00～15:00（土・日・祝除く）
電話予約
（利用希望の前日または当日に１回分予約可）
1回目 10:00～11:30、2回目 13:00～14:30
別府は各10組、牛牧は各6組

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

子育て中のみなさん！ 遊びに来ませんか？子育て支援センター情報12月

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
森555番地　☎328-1077 HP  http://www.lieberrystyle.com/mizuho-hoiku/institution/moremaam.html

200円＋材料費100円

200円

200円＋材料費100円

200円

200円＋材料費100円

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

●全ての講座、開放は当面の間、定員を５～８組。12月の講座は11月1日（月）予約開始。各事業要予約

※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。11月22日（月）予約開始。各事業要予約

いずれの事業も参加費は無料です。　※12月8日（水）～10日（金）（9：30～15：00）に各支援センターに電話で予約してください。

事　業

中澤 三幸氏

炭竃 桂子氏

支援センター

逢坂 里佳氏

支援センター

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

HP  http://www.mizuho-cc.com

日　時 講　師 費　用

大人のための水彩画

絵本の読み聞かせ

花餅づくりとお正月あそび

ベビーマッサージ

お誕生日会

ほづみの森こども園内　森のカフェ・コモレビ
穂積966番地1　☎326-5300　開館日 月～金 ※土・日・祝・年末年始を除く　開館時間 10：00～15：00

6日（月）

2日（木）

16日（木）
22日（水）

17日（金）

23日（木）

ボランティアが無料で修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

管理栄養士による講話と交流会

支援センター職員による製作

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

事　業

別府

牛牧

別府

牛牧

別府

牛牧

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

野菜大好き！モグモグ術！※

風船羽子板を作って遊ぼう！※

10日（金）

23日（木）

17日（金）

22日（水）

15日（水）

21日（火）

200円+材料費500円

200円

450円

無料

200円

350円

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

家洞 眞貴子氏

宇佐美 茂子氏

明正会のみなさん

高木 諭美氏

支援センター

子宝先生
野崎 利晃氏

日　時 講　師 費　用

手しごとクラフト【お正月飾りを作ろう】

養生講座【長引く風邪はどう対応？】

食養講座【子どもを良い方向に伸ばす食とは③おやつ編】

明正会【季節の折り紙あそび】

Link-upみずほ【親子ふれあい遊び】

こびとカフェ【米粉蒸しパン】

8日（水）

9日（木）

10日（金）

15日（水）

22日（水）

週1～2回

　上記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。
　くわしくは市ホームページまたはママフレでご確認ください。

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565番地　☎322-2051

▼ママフレ▼牛牧▼別府

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済ですか？ 申請期限は令和4年2月28日（月）です広報みずほ・2021.1221 20広報みずほ・2021.12
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別府は各10組、牛牧は各6組

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

子育て中のみなさん！ 遊びに来ませんか？子育て支援センター情報12月

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
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コミュニティセンターからのお知らせ
コミュニティセンター　３館同時開催

●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

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
トレーニングルーム・歩行用温水プール閉鎖のお知らせ
　令和4年1月1日より、現在利用を制限中の歩行用温水プールおよびトレーニング
ルームを閉鎖します。

《瑞穂市の特産物「柿」を使った
  簡単レシピ展示中！！》

《クリスマスイベントのご案内》

※制作に必要なものはコミセンで用意します

レクリエーション協会　☎090-9198-7911（三島）

１チーム（３名）　900円　※当日受付
市内在住、在勤、在学の小学3年生以上
当日の体温が37℃以下
体育館シューズ、飲み物

12月９日（木）　13：00～
牛牧南部コミュニティセンター
つどいの泉　プレイルーム

※マスクを着用して参加してください

参加要領

申し込み

大会日程

特設練習日

参 加 費
参加資格

持 ち 物 ※成績順位は２試合の
　合計点による。賞品、参加賞あり！

１２月１２日（日） 13：00～17：00
牛牧南部コミュニティセンター
つどいの泉　プレイルーム

日時
会場

瑞穂市 市民カローリング大会　開催！第５回

■内　容：クリスマスのぬり絵をしたり、クリスマスの飾りを作ります。
■期　間：１２月３日（金）～１２月２５日（土）
　　　 　９時～２０時
　　　　　 ※１２月２０日（月）：本田コミセンと南部コミセンは休館日
■対　象：幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。
■料　金：無料　
■その他：事前の申し込みは不要です。

開会式
試合開始
第1試合
第2試合
第3試合
第4試合
閉会式

13：00
13：20
13：30
14：10
14：50
15：30
16：30

Pick Up！

　コミュニティセンター
では、みなさんから応募
いただいた『柿』を使った
簡単レシピを展示してい
ます。さまざまなアイデアが盛り込まれ
ています。
　レシピを参考にし
ていただき、ご家庭で
もチャレンジしてみて
はいかがでしょうか。
■展示期間
　１２月１９日（日）まで

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
談したい内容をまとめてください

・当日は受付票の記入をお願いします
　感染症予防のため、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。なお、感染症拡大の状況
から判断し、中止する場合があります。
■日 12月16日（木）　13：00～16：00
■所 総合センター１階 地域福祉ルーム
■申 ■問 税務課　☎327-4112

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

お知らせ

　あたまの健康チェックとは、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、事前予約が必要です。
■日 12月1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）
　 ①13：30～②14：30～
　 ③15：30～④16：30～
　 結果説明含め、30分程度
■所 総合センター４階　創作室
  （来所時は、総合センター１階地域福 
　　祉高齢課にお寄りください）
■対 60歳以上で要介護・要支援認定
　を受けていないかた
■料  無料
■申 地域福祉高齢課　☎327-4126
　（各実施日の前日まで）
　 お申込みお待ちしています！

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。

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

12/2
（木）

12/8
（水）

うかい

障害者総合
生活支援
センター
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）
※前日までに予約がない場合は中止します

■所 総合センター 相談室3
■問 福祉生活課　☎３２７-４１２３

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 1月6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

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症予防のた
め、傍聴席の数を半減しています。
満席となった場合は、別室を用意さ
せていただいております。また、感染
状況によっては傍聴をご遠慮いただ
く可能性があります。最新の情報は
市のホームページにて案内します。
ご理解とご協力をお願いいたします
■問 議会事務局　☎327-4121

会議内容月日（曜日）

11/30（火）

12/ 8（水）

12/9（木）～12/13（月）

12/15（水）

12/16（木）

12/21（火）

本会議（初日 議案提案説明）

本会議（総括質疑・委員会付託）

各常任委員会

本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（最終日 委員長報告・質疑・討論・採決）

「あいさつ標語」・「読書標語」募集！
（青少年育成市民会議） 

お知らせ

　市では、子どもたちの健やかな成長
を願って、「あいさつのまち みずほ」
「読書のまち　みずほ」を推進してい
ます。市民会議では、広く小・中学生を
含む市民のみなさんから「あいさつ」
「読書」に関する標語を募集します。
　家族で標語を考えることを通して、
あいさつや読書の大切さを感じてい
ただけることを願っています。
■日 12月9日（木）～1月11日（火）
■応 ○小・中学生と保護者

　小・中学校を通して応募用紙を配
　付。作品は学校に提出。
○一般
　市民センター、巣南公民館、総合セン
　ター、各コミュニティセンター、図書館
　に応募用紙を設置。作品は応募箱へ。
▼主催　瑞穂市青少年育成市民会議
▼賞　優秀作品には、賞状と副賞を授与。第
　 2回市民の集い（3月20日（日））にて表彰。
▼著作権　瑞穂市青少年育成市民
　会議に帰属し、優秀作品について
　は、啓発活動に使用。
■問 生涯学習課　☎327-2117

エルタックス（eLTAX）
による電子申告について

お知らせ

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

　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 みずほだより生 報報 みずほだより生 報報Information Information

22登録方法＞t-mizuho@sg-p.jpへ空メールを送信。メールに記載されたURLから登録できます広報みずほ・2021.1223 22広報みずほ・2021.12みずほ市民メール　防災行政無線の放送内容など市からのお知らせを配信しています



コミュニティセンターからのお知らせ
コミュニティセンター　３館同時開催

●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

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
トレーニングルーム・歩行用温水プール閉鎖のお知らせ
　令和4年1月1日より、現在利用を制限中の歩行用温水プールおよびトレーニング
ルームを閉鎖します。

《瑞穂市の特産物「柿」を使った
  簡単レシピ展示中！！》

《クリスマスイベントのご案内》

※制作に必要なものはコミセンで用意します

レクリエーション協会　☎090-9198-7911（三島）

１チーム（３名）　900円　※当日受付
市内在住、在勤、在学の小学3年生以上
当日の体温が37℃以下
体育館シューズ、飲み物

12月９日（木）　13：00～
牛牧南部コミュニティセンター
つどいの泉　プレイルーム

※マスクを着用して参加してください

参加要領

申し込み

大会日程

特設練習日

参 加 費
参加資格

持 ち 物 ※成績順位は２試合の
　合計点による。賞品、参加賞あり！

１２月１２日（日） 13：00～17：00
牛牧南部コミュニティセンター
つどいの泉　プレイルーム

日時
会場

瑞穂市 市民カローリング大会　開催！第５回

■内　容：クリスマスのぬり絵をしたり、クリスマスの飾りを作ります。
■期　間：１２月３日（金）～１２月２５日（土）
　　　 　９時～２０時
　　　　　 ※１２月２０日（月）：本田コミセンと南部コミセンは休館日
■対　象：幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。
■料　金：無料　
■その他：事前の申し込みは不要です。

開会式
試合開始
第1試合
第2試合
第3試合
第4試合
閉会式

13：00
13：20
13：30
14：10
14：50
15：30
16：30

Pick Up！

　コミュニティセンター
では、みなさんから応募
いただいた『柿』を使った
簡単レシピを展示してい
ます。さまざまなアイデアが盛り込まれ
ています。
　レシピを参考にし
ていただき、ご家庭で
もチャレンジしてみて
はいかがでしょうか。
■展示期間
　１２月１９日（日）まで

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
談したい内容をまとめてください

・当日は受付票の記入をお願いします
　感染症予防のため、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。なお、感染症拡大の状況
から判断し、中止する場合があります。
■日 12月16日（木）　13：00～16：00
■所 総合センター１階 地域福祉ルーム
■申 ■問 税務課　☎327-4112

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

お知らせ

　あたまの健康チェックとは、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、事前予約が必要です。
■日 12月1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）
　 ①13：30～②14：30～
　 ③15：30～④16：30～
　 結果説明含め、30分程度
■所 総合センター４階　創作室
  （来所時は、総合センター１階地域福 
　　祉高齢課にお寄りください）
■対 60歳以上で要介護・要支援認定
　を受けていないかた
■料  無料
■申 地域福祉高齢課　☎327-4126
　（各実施日の前日まで）
　 お申込みお待ちしています！

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。

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

12/2
（木）

12/8
（水）

うかい

障害者総合
生活支援
センター
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）
※前日までに予約がない場合は中止します

■所 総合センター 相談室3
■問 福祉生活課　☎３２７-４１２３

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 1月6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

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症予防のた
め、傍聴席の数を半減しています。
満席となった場合は、別室を用意さ
せていただいております。また、感染
状況によっては傍聴をご遠慮いただ
く可能性があります。最新の情報は
市のホームページにて案内します。
ご理解とご協力をお願いいたします
■問 議会事務局　☎327-4121

会議内容月日（曜日）

11/30（火）

12/ 8（水）

12/9（木）～12/13（月）

12/15（水）

12/16（木）

12/21（火）

本会議（初日 議案提案説明）

本会議（総括質疑・委員会付託）

各常任委員会

本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（最終日 委員長報告・質疑・討論・採決）

「あいさつ標語」・「読書標語」募集！
（青少年育成市民会議） 

お知らせ

　市では、子どもたちの健やかな成長
を願って、「あいさつのまち みずほ」
「読書のまち　みずほ」を推進してい
ます。市民会議では、広く小・中学生を
含む市民のみなさんから「あいさつ」
「読書」に関する標語を募集します。
　家族で標語を考えることを通して、
あいさつや読書の大切さを感じてい
ただけることを願っています。
■日 12月9日（木）～1月11日（火）
■応 ○小・中学生と保護者

　小・中学校を通して応募用紙を配
　付。作品は学校に提出。
○一般
　市民センター、巣南公民館、総合セン
　ター、各コミュニティセンター、図書館
　に応募用紙を設置。作品は応募箱へ。
▼主催　瑞穂市青少年育成市民会議
▼賞　優秀作品には、賞状と副賞を授与。第
　 2回市民の集い（3月20日（日））にて表彰。
▼著作権　瑞穂市青少年育成市民
　会議に帰属し、優秀作品について
　は、啓発活動に使用。
■問 生涯学習課　☎327-2117

エルタックス（eLTAX）
による電子申告について

お知らせ

　市では、インターネットを利用し
た地方税の電子申告システムによ
る申告受付を行っています。給与
支払報告書や法人市民税申告書、
償却資産申告書などの提出が自宅
やオフィスなどからインターネット
を通じてできます。
●利用方法　
　エルタックスホームページ
　（https://www.eltax.lta.go.jp/）
　にアクセスし、手続などをご確認
　ください。なお、受付手続きに数
　日かかる場合がありますので、
　余裕をもって行ってください。
●利用時間
　8：30～24：00（土・日・祝日、
　12/29～1/3は除く）
　※毎月最終土曜日および翌日の
　　日曜日はご利用いただけます
●ヘルプデスク
　地方税共同機構☎0570-081459
　（上記の電話番号でつながらない場
　合☎03-5521-0019）
【受付時間など】
　9：00～17：00（土・日・祝日、
12/29～1/3は除く）
※なお、申告の内容に関しては、税
　務課（☎327-4112）へお問い合
　わせください
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　まず目を惹かれるのは箱の写真です。箱か
ら出すと、表紙のクロス張りには葦原に佇む
コサギの文様が金箔押しで描かれています。
　この本は、梨木香歩さんの四季の野鳥と草木のエッセイです。身
近な鳥や山で出会った鳥たちと、その場所の草木が温かい文章で
つづられています。そして一章ごとに、ユカワアツコさんが、古い
抽斗（ひきだし）に美しく愛らしい鳥と草木の絵を描いています。写
真家長島有里枝さんがその抽斗を日本家屋の中や戸外で、日常を
切り取ったかのように映し出しています。
　こんなに身のまわりにいろいろな種類の鳥がいるのかと感心さ
せられます。いままで自分には見えていなかった世界があることに
気づきます。わたしたちの心を身のまわりの豊かな自然の中に連
れ出してくれます。

草木鳥鳥文様
著　者 : 梨木　香歩/文　ユカワ　アツコ/絵
　　　　長島　有里枝/写真
出版社 : 福音館書店　
出版年 : ２０２１年

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

今月のテーマ本

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
（11/16現在）

図書館企画

日　程　12月18日（土）　14:00～
場　所　図書館分館　絵本フロアー　
対象者　子どもまたは家族向け
　　　　（市内在住の図書館カード登録者　ただし、代表者が市内在住であれば申込可）
定　員　20組　先着順　※要整理券　配布は12月3日(金)から分館にて受付開始
出　演　まつばらるうなさん（ピアネホン）
　　　　ピアノの演奏とおはなしをみんなで楽しみましょう♪
　　　　※くわしくは、館内ポスターや図書館ホームページでお知らせします

ピアノ＋絵本　ピアネホン　クリスマスコンサート

12月29日(水)から1月4日(火)まで　※1月4日(火)は図書整理日のため休館します。
年末年始などの休館について

期　間　12月４日(土)から　本が無くなり次第終了
場　所　図書館本館　対象者　大人向け
　ヒントは本の“始まりの一行”が書かれた帯とジャンルで分けられた包装紙のみ。新しい本
との出会いにはピッタリ！

始まりの一行で本を選んでみませんか

おことわり
新型コロナウイルスの感染状況により、対
応（開館日、サービス内容、企画など)が変
更になることがあります。
館内利用について（お願い）
・滞在時間は、1時間以内でお願いします。
・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、入館時の検温、手指の消毒
のご協力をお願いします。

翻訳された物語

クリスマスの本・冬の本・お正月の本

本
館

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。

ジャノメ

吉永南央

著者名

文藝春秋
出版社

月夜の羊
紅雲町珈琲屋
こよみ９

作　戸森しるこ
絵　牧野千穂

著者名

静山社
出版社

チリンでんしゃ

福音館書店
出版社

著者名
文　大原悦子
絵　村田エミコ

新庁舎建設検討委員会委員の募集
お知らせ

　この委員会は、新庁舎建設につい
ての基本計画を策定するために設置
されます。
　新庁舎建設に対する幅広いご意見
などをお聞かせいただくため、この委
員会に参加していただけるかたを広
く市民のみなさんから募集します。
■資 次の全てにあてはまるかた
①瑞穂市に在住、在勤または在学し
　ているかたで、応募日現在の年齢
　が満18歳以上のかた
②応募時において、本市の２つ以上の
　他の審議会などの委員でないかた
③平日（夜間の場合も有り）に開催さ
　れる会議に出席できるかた
④瑞穂市の市議会議員および市職員
　でないかた

■定 4名
■申  所定の応募書類（応募用紙、小論文）を
財務情報課まで郵送または持参。ＦＡ
Ｘ、メールでの提出は受け付けません。
応募書類は、穂積庁舎総合窓口、財務
情報課、巣南庁舎市民窓口課および市
ホームページより入手できます。

■〆 １月４日（火）　17：00まで（必着）
●任期　委嘱の日（令和４年４月頃を
　予定）から基本計画策定終了まで
●開催回数　年6回程度
●報酬　日額6,000円
●選考結果　選考審査会において応
　募書類をもとに選考し、結果は応募
　者全員に通知します。応募書類は返
　却しませんので、ご了承ください。
■申 ■問 財務情報課☎327-4131

瑞穂市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。巣南地域のかたも相談しやすい

よう老人福祉センターに、毎月第２・４
月曜日に出張相談窓口を開設しま
す。お気軽にご相談ください。
■日 12月13日（月）・27日（月）
　 9：30～11：30　予約不要
■所 老人福祉センター
■問 地域包括支援センター　☎327-4118

事業主の皆さまへ
市・県民税の特別徴収のお願い

お知らせ

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

固定資産税（償却資産）
の申告について

お知らせ

　令和４年１月１日現在に市内で会
社や工場などを経営している事業
主のかた、太陽光発電設備を設置
されたかた（発電量１０ｋｗ以上で
電力会社に全量売電されているか
た）、アパートや駐車場などを貸し
付けているかたは、その事業のた
めに使用している構築物、機械、車
両（自動車税および軽自動車税の
課税対象となるものは除く）、器具・
備品などの償却資産について、地
方税法第383条の規定により申告
する義務がありますので、1月31
日（月）までに税務課に申告書を提
出してください。
　なお、前年に申告されたかたな
どにつきましては、市の申告書を
12月中旬に発送する予定ですが、
それ以外のかたで申告書が必要な
事業主のかたは税務課までご連絡
ください。
■問 税務課　☎327-4112

第73回人権週間
「誰か」のことじゃない
～虐待 いじめ 差別のない社会へ～

お知らせ

　法務省と全国人権擁護委員連合
会は、「人権デー」を最終日とする１
週間を「人権週間」と定め、人権尊
重思想の普及高揚に努めていま
す。本年も、12月4日（土）から12
月10日（金）までの１週間を「第73
回人権週間」として、全国各地で啓
発活動を実施します。
　人権問題や悩み事などでお困り
のかたは、地元の人権擁護委員ま
たは最寄りの法務局・法務局支局
にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
■問 岐阜地方法務局人権擁護課
☎245-3181（代表）

老人クラブ
第18回生きがい作品展

お知らせ

　老人クラブ会員による美術・文芸
作品を展示します。２年ぶりの開催
で会員一同張りきっています。ぜひ
ご覧ください。
■日 12月11日（土）～13日（月）
　 9：00～17：00
　（最終日は15：00まで）
■所 市民センター　サロン
■問 老人クラブ連合会　☎328-6999

日本赤十字社瑞穂地区からお知らせ
お知らせ

　日頃より赤十字事業にご協力いただき
ありがとうございます。
　皆さまよりご協力いただいている寄付
金をもとに日本赤十字社岐阜県支部から
災害用移動炊飯器が１基配備されました。
　今後は牛牧北部防災コミュニティセン
ターで保管し、災害発生時や防災訓練に
て活用します。
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126

冬の硬式テニス教室
参加者募集！

体育協会

■日 火曜日　小学生初級コース
　1月11日（火）～全10回
　19：00～21：00
■所 生津スポーツ広場　テニスコート
■対 市内在住在学の小学3年生～6年生
　 の男女
■料  3,000円
■定 新規15名（定員になり次第締切）
■〆 12月21日（火）

「瑞穂市駅伝競走大会」
中止のお知らせ

体育協会

　1月16日(日)に開催を予定して
おりましたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、参加者
および関係者の健康・安全を確保
することが困難と判断し、大会を中
止させていただきます。
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「読書のまち みずほ」市では「読書のまち みずほ」をめざして、子どもの読書活動を推進しています



　まず目を惹かれるのは箱の写真です。箱か
ら出すと、表紙のクロス張りには葦原に佇む
コサギの文様が金箔押しで描かれています。
　この本は、梨木香歩さんの四季の野鳥と草木のエッセイです。身
近な鳥や山で出会った鳥たちと、その場所の草木が温かい文章で
つづられています。そして一章ごとに、ユカワアツコさんが、古い
抽斗（ひきだし）に美しく愛らしい鳥と草木の絵を描いています。写
真家長島有里枝さんがその抽斗を日本家屋の中や戸外で、日常を
切り取ったかのように映し出しています。
　こんなに身のまわりにいろいろな種類の鳥がいるのかと感心さ
せられます。いままで自分には見えていなかった世界があることに
気づきます。わたしたちの心を身のまわりの豊かな自然の中に連
れ出してくれます。

草木鳥鳥文様
著　者 : 梨木　香歩/文　ユカワ　アツコ/絵
　　　　長島　有里枝/写真
出版社 : 福音館書店　
出版年 : ２０２１年

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

今月のテーマ本

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
（11/16現在）

図書館企画

日　程　12月18日（土）　14:00～
場　所　図書館分館　絵本フロアー　
対象者　子どもまたは家族向け
　　　　（市内在住の図書館カード登録者　ただし、代表者が市内在住であれば申込可）
定　員　20組　先着順　※要整理券　配布は12月3日(金)から分館にて受付開始
出　演　まつばらるうなさん（ピアネホン）
　　　　ピアノの演奏とおはなしをみんなで楽しみましょう♪
　　　　※くわしくは、館内ポスターや図書館ホームページでお知らせします

ピアノ＋絵本　ピアネホン　クリスマスコンサート

12月29日(水)から1月4日(火)まで　※1月4日(火)は図書整理日のため休館します。
年末年始などの休館について

期　間　12月４日(土)から　本が無くなり次第終了
場　所　図書館本館　対象者　大人向け
　ヒントは本の“始まりの一行”が書かれた帯とジャンルで分けられた包装紙のみ。新しい本
との出会いにはピッタリ！

始まりの一行で本を選んでみませんか

おことわり
新型コロナウイルスの感染状況により、対
応（開館日、サービス内容、企画など)が変
更になることがあります。
館内利用について（お願い）
・滞在時間は、1時間以内でお願いします。
・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、入館時の検温、手指の消毒
のご協力をお願いします。

翻訳された物語

クリスマスの本・冬の本・お正月の本

本
館

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。

ジャノメ

吉永南央

著者名

文藝春秋
出版社

月夜の羊
紅雲町珈琲屋
こよみ９

作　戸森しるこ
絵　牧野千穂

著者名

静山社
出版社

チリンでんしゃ

福音館書店
出版社

著者名
文　大原悦子
絵　村田エミコ

新庁舎建設検討委員会委員の募集
お知らせ

　この委員会は、新庁舎建設につい
ての基本計画を策定するために設置
されます。
　新庁舎建設に対する幅広いご意見
などをお聞かせいただくため、この委
員会に参加していただけるかたを広
く市民のみなさんから募集します。
■資 次の全てにあてはまるかた
①瑞穂市に在住、在勤または在学し
　ているかたで、応募日現在の年齢
　が満18歳以上のかた
②応募時において、本市の２つ以上の
　他の審議会などの委員でないかた
③平日（夜間の場合も有り）に開催さ
　れる会議に出席できるかた
④瑞穂市の市議会議員および市職員
　でないかた

■定 4名
■申  所定の応募書類（応募用紙、小論文）を
財務情報課まで郵送または持参。ＦＡ
Ｘ、メールでの提出は受け付けません。
応募書類は、穂積庁舎総合窓口、財務
情報課、巣南庁舎市民窓口課および市
ホームページより入手できます。

■〆 １月４日（火）　17：00まで（必着）
●任期　委嘱の日（令和４年４月頃を
　予定）から基本計画策定終了まで
●開催回数　年6回程度
●報酬　日額6,000円
●選考結果　選考審査会において応
　募書類をもとに選考し、結果は応募
　者全員に通知します。応募書類は返
　却しませんので、ご了承ください。
■申 ■問 財務情報課☎327-4131

瑞穂市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。巣南地域のかたも相談しやすい

よう老人福祉センターに、毎月第２・４
月曜日に出張相談窓口を開設しま
す。お気軽にご相談ください。
■日 12月13日（月）・27日（月）
　 9：30～11：30　予約不要
■所 老人福祉センター
■問 地域包括支援センター　☎327-4118

事業主の皆さまへ
市・県民税の特別徴収のお願い

お知らせ

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

固定資産税（償却資産）
の申告について

お知らせ

　令和４年１月１日現在に市内で会
社や工場などを経営している事業
主のかた、太陽光発電設備を設置
されたかた（発電量１０ｋｗ以上で
電力会社に全量売電されているか
た）、アパートや駐車場などを貸し
付けているかたは、その事業のた
めに使用している構築物、機械、車
両（自動車税および軽自動車税の
課税対象となるものは除く）、器具・
備品などの償却資産について、地
方税法第383条の規定により申告
する義務がありますので、1月31
日（月）までに税務課に申告書を提
出してください。
　なお、前年に申告されたかたな
どにつきましては、市の申告書を
12月中旬に発送する予定ですが、
それ以外のかたで申告書が必要な
事業主のかたは税務課までご連絡
ください。
■問 税務課　☎327-4112

第73回人権週間
「誰か」のことじゃない
～虐待 いじめ 差別のない社会へ～

お知らせ

　法務省と全国人権擁護委員連合
会は、「人権デー」を最終日とする１
週間を「人権週間」と定め、人権尊
重思想の普及高揚に努めていま
す。本年も、12月4日（土）から12
月10日（金）までの１週間を「第73
回人権週間」として、全国各地で啓
発活動を実施します。
　人権問題や悩み事などでお困り
のかたは、地元の人権擁護委員ま
たは最寄りの法務局・法務局支局
にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
■問 岐阜地方法務局人権擁護課
☎245-3181（代表）

老人クラブ
第18回生きがい作品展

お知らせ

　老人クラブ会員による美術・文芸
作品を展示します。２年ぶりの開催
で会員一同張りきっています。ぜひ
ご覧ください。
■日 12月11日（土）～13日（月）
　 9：00～17：00
　（最終日は15：00まで）
■所 市民センター　サロン
■問 老人クラブ連合会　☎328-6999

日本赤十字社瑞穂地区からお知らせ
お知らせ

　日頃より赤十字事業にご協力いただき
ありがとうございます。
　皆さまよりご協力いただいている寄付
金をもとに日本赤十字社岐阜県支部から
災害用移動炊飯器が１基配備されました。
　今後は牛牧北部防災コミュニティセン
ターで保管し、災害発生時や防災訓練に
て活用します。
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126

冬の硬式テニス教室
参加者募集！

体育協会

■日 火曜日　小学生初級コース
　1月11日（火）～全10回
　19：00～21：00
■所 生津スポーツ広場　テニスコート
■対 市内在住在学の小学3年生～6年生
　 の男女
■料  3,000円
■定 新規15名（定員になり次第締切）
■〆 12月21日（火）

「瑞穂市駅伝競走大会」
中止のお知らせ

体育協会

　1月16日(日)に開催を予定して
おりましたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、参加者
および関係者の健康・安全を確保
することが困難と判断し、大会を中
止させていただきます。
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「読書のまち みずほ」市では「読書のまち みずほ」をめざして、子どもの読書活動を推進しています



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

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

クリスマスクリスマス 歌、歌う歌、歌う
両手の人差し指で「X」を作り、
顔の前に置きます。そこから、
右手は右下、左手は左下方向
に同時におろしていきます。

両手の人差し指と中指を立てて、口
の端に添えます。手のひら側を外に
向け、円を描きながら左右に広げま
す。指揮棒を振るイメージです。

　美来の森ガラス工房では、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。

●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

日　時
　

会　場
定　員
対象者
受講料
　

申込み

　

その他

毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日　（12月29日～1月
3日はお休みとなります）　①10：30～　②13：30～
※第２土曜日は、②の時間のみ開講
※団体の場合は日曜日の開講も行います。下記までご相談ください

美来の森館　研修室（十九条382番地1）
①②とも各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。
☆くわしくは、下記までお問い合わせください。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

お正月に使えるお皿づ
くりにチャレンジ！
他の作品も選べます。

チャンネルCCNから放送日程のご案内

岐阜県のプロバスケットボールチーム
「岐阜スゥープス」の１2月のホーム戦を
生放送します！地デジ１1ｃｈ

生中継
編集後記 めっきり日が暮れるのが早くなり、
今年も残すところあと１か月となりました。振り返れ
ばコロナ禍で行事・イベントの中止が相次ぎ、以前の
ような楽しく明るい記事を掲載することが難しい１年
でした。しかし新型コロナワクチン接種が順調に進
み、10月以降は新規感染者が減少するなど、長いトン
ネルの先から明るい光が見えつつあるように感じま
す。来年の12月に１年を振り返るころには、マスク越
しではない笑顔であふれる広報になることを願って
います。／先輩スラッガー

　住所・氏名・年齢・電話番号をご記
入のうえ、ＦＡＸまたは電話でお申し
込みください。なお、イベントの詳
細についてはホームページでご確
認ください。
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

※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

ご寄付ありがとうございました（敬称略）

教育支援センターに加湿空気清浄
機の寄贈
　十六銀行の
私募債を活用
し、㈱GBから
教育支援セン
ターに加湿空
気清浄機２台を寄贈していただきま
した。

　「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

　毎回かわいい花材でオアシスに
アレンジします。
■日 12月7日（火）・21日（火）
　 17:00～18:00(月2回)
■所 巣南公民館2階（第2講義室）
■料  2,000円／月　(材料費込み)
■対 小学生～成人のかた
●指導者　若山種子（フレッシュフラ
　ワーデザイナーズインストラクター）

うきうきフラワー教室
Link-upみずほ

■日 12月12日（日）雨天中止
■所 常滑
■料  2,000円
■定 先着12名（定員に達し次第締切）
●集合時刻　8:15
●出発時刻　8:30
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　15:10頃
巣南公民館（8:30）→常滑やきもの
散歩道（10 :00）→ウォーキング
（10:10～11:00）→自由行動・昼食
（11:00～13:30）→出発（13:40）→
巣南公民館着（15:10頃）
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・
　雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてお申込の上、現金を添
　えて12月10日（金）までに事務局
　にお越しください

ウォーキングで
常滑やきもの散歩道めぐり

Link-upみずほ

　地域を歩いて健康になろう!!
　ポイントを貯めて、プレゼントを
もらおう!!
●毎月第２土曜日　自由参加（気楽
　に歩きましょう!!）
■日 12月11日（土）・1月8日（土）雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に３～４kmの
　ウォーキングに出かけます。
■料  無料
●集合時刻　8：45
●出発時刻　9：00
●集合場所　巣南公民館Link-up
　みずほ事務所前
●解散時刻　11：00頃

●毎月第４土曜日　要予約（クラブ
　バスにて片道1時間程度の所へ
　行きます）
■日 12月25日（土）雨天中止
■所 木曽三川公園（海津市）千本松原
　ウォーキング（１時間位ウォーキ
　ング）
■料  無料
●集合時刻　8：45
●出発時刻　9：00
●集合場所　巣南公民館Link-up
　みずほ事務所前
●解散時刻　12：00
※お電話にてお申込みください

はつらつ健康ウォーキング
(第２・第４土曜日午前中)

Link-upみずほ

12月29日（水）～１月４日（火）
※１月５日（水）より平常開講します

Link-upみずほ事務局
年末年始休業日のお知らせ

Link-upみずほ

■日 12月4日（土）
■所 巣南公民館ふれあいホール
■対 小学生の親子
■定 各コース先着15組（定員に達し次第締切）
●ツリースタイルコース　
　13:30～14:30
■料 2,800円（材料費込み）
※スタンドが付いています
※ハンギング直径25cm・スタンド
　の高さ約60cm
●リーススタイルコース　
　15:00～16:00
■料 3,000円（材料費込み）
※スタンドが付いています
※ハンギング直径30cm・スタンド
　の高さ約60cm
●申込開始日時　
　11月2日（火）12：00より
●申込方法　①ツリー・②リース
　どちらかのコースを選んで事務局
　へお電話にてお申込みください。
　参加費はお申込み後に事務局に
　てお支払いください。

親子シリーズvol.7
NEW YEARを飾る
寄せ植えを作ってみよう!!

Link-upみずほ

第９節 ＶＳベルテックス静岡
(OKBぎふ清流アリーナ) 

第１１節 ＶＳ鹿児島レブナイズ 
(OKBぎふ清流アリーナ) 

１２月  ４日（土）１４：４５～
１２月  ５日（日）１３：４５～

１２月１８日（土）１４：４５～
１２月１９日（日）１３：４５～

第１２節 ＶＳ豊田合成スコーピオンズ 
(OKBぎふ清流アリーナ) 

１２月２５日（土）１４：４５～
１２月２６日（日）１３：４５～

／広報みずほ12月号表紙写真のご紹介／

PayPayでのキャッシュレス決済でポイント還元

瑞穂市商工会では「PayPay」を活用したオトクなキャンペーンを実施します。
期間中、市内の対称店舗でキャッシュレス決済サービス「PayPay」を利用して支払うと、決済金額の最大20％が
後日PayPayボーナスとして戻ってきます。
※対象店舗にはポスターを掲示します。また実施期間中はアプリにて確認できます

①
② ⑦

⑭
⑮

⑯

⑰
⑱

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

③

④
⑤

⑥

①聖火展示（2/5）
②庁舎望楼でのメッセージ映写（5/7）
③雪景色の小簾紅園（2/18）
④男子ホッケー選手が訪問（7/14）
⑤中川沿いの桜（3/29）
⑥メディアランナーによる啓発（8/1）
⑦コロナ禍での成人式（1/10）
⑧給食センター車による啓発（9/10）
⑨新型コロナワクチン接種初日（5/17）

⑩糸貫川沿いのあじさい（6/1）
⑪ドライブインシアター開催（9/18）
⑫聖火リレートーチを展示（6/9）
⑬JR穂積駅前の風鈴（7/12）
⑭本田地区サプライズ打上花火（8/7）
⑮かきりんが店舗で啓発（10/15）
⑯夕暮れのようす（9/15）
⑰JR穂積駅前のひまわり（7/26）
⑱柿のようす（11/10）

●問い合わせ　事業に関すること：瑞穂市商工会　☎327-6611（平日9：00～16：00）　
　　　　　　　PayPay利用方法に関すること ： PayPayカスタマーサポート窓口　☎0120-990-634（24時間/365日）

付与上限

期　　間

１回につき1,000円相当（期間中上限5,000円相当）

１２月１日（水）～２８日（火） ポイント
付与率 20％
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ストレッチを行い寒さに強い体づくり（みずほウォームビズ2021）使わない電気機器はプラグを抜いて（みずほウォームビズ2021）



「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

クリスマスクリスマス 歌、歌う歌、歌う
両手の人差し指で「X」を作り、
顔の前に置きます。そこから、
右手は右下、左手は左下方向
に同時におろしていきます。

両手の人差し指と中指を立てて、口
の端に添えます。手のひら側を外に
向け、円を描きながら左右に広げま
す。指揮棒を振るイメージです。

　美来の森ガラス工房では、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。

●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

日　時
　

会　場
定　員
対象者
受講料
　

申込み

　

その他

毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日　（12月29日～1月
3日はお休みとなります）　①10：30～　②13：30～
※第２土曜日は、②の時間のみ開講
※団体の場合は日曜日の開講も行います。下記までご相談ください

美来の森館　研修室（十九条382番地1）
①②とも各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。
☆くわしくは、下記までお問い合わせください。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

お正月に使えるお皿づ
くりにチャレンジ！
他の作品も選べます。

チャンネルCCNから放送日程のご案内

岐阜県のプロバスケットボールチーム
「岐阜スゥープス」の１2月のホーム戦を
生放送します！地デジ１1ｃｈ

生中継
編集後記 めっきり日が暮れるのが早くなり、
今年も残すところあと１か月となりました。振り返れ
ばコロナ禍で行事・イベントの中止が相次ぎ、以前の
ような楽しく明るい記事を掲載することが難しい１年
でした。しかし新型コロナワクチン接種が順調に進
み、10月以降は新規感染者が減少するなど、長いトン
ネルの先から明るい光が見えつつあるように感じま
す。来年の12月に１年を振り返るころには、マスク越
しではない笑顔であふれる広報になることを願って
います。／先輩スラッガー

　住所・氏名・年齢・電話番号をご記
入のうえ、ＦＡＸまたは電話でお申し
込みください。なお、イベントの詳
細についてはホームページでご確
認ください。
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

※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

ご寄付ありがとうございました（敬称略）

教育支援センターに加湿空気清浄
機の寄贈
　十六銀行の
私募債を活用
し、㈱GBから
教育支援セン
ターに加湿空
気清浄機２台を寄贈していただきま
した。

　「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

　毎回かわいい花材でオアシスに
アレンジします。
■日 12月7日（火）・21日（火）
　 17:00～18:00(月2回)
■所 巣南公民館2階（第2講義室）
■料  2,000円／月　(材料費込み)
■対 小学生～成人のかた
●指導者　若山種子（フレッシュフラ
　ワーデザイナーズインストラクター）

うきうきフラワー教室
Link-upみずほ

■日 12月12日（日）雨天中止
■所 常滑
■料  2,000円
■定 先着12名（定員に達し次第締切）
●集合時刻　8:15
●出発時刻　8:30
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　15:10頃
巣南公民館（8:30）→常滑やきもの
散歩道（10 :00）→ウォーキング
（10:10～11:00）→自由行動・昼食
（11:00～13:30）→出発（13:40）→
巣南公民館着（15:10頃）
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・
　雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてお申込の上、現金を添
　えて12月10日（金）までに事務局
　にお越しください

ウォーキングで
常滑やきもの散歩道めぐり

Link-upみずほ

　地域を歩いて健康になろう!!
　ポイントを貯めて、プレゼントを
もらおう!!
●毎月第２土曜日　自由参加（気楽
　に歩きましょう!!）
■日 12月11日（土）・1月8日（土）雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に３～４kmの
　ウォーキングに出かけます。
■料  無料
●集合時刻　8：45
●出発時刻　9：00
●集合場所　巣南公民館Link-up
　みずほ事務所前
●解散時刻　11：00頃

●毎月第４土曜日　要予約（クラブ
　バスにて片道1時間程度の所へ
　行きます）
■日 12月25日（土）雨天中止
■所 木曽三川公園（海津市）千本松原
　ウォーキング（１時間位ウォーキ
　ング）
■料  無料
●集合時刻　8：45
●出発時刻　9：00
●集合場所　巣南公民館Link-up
　みずほ事務所前
●解散時刻　12：00
※お電話にてお申込みください

はつらつ健康ウォーキング
(第２・第４土曜日午前中)

Link-upみずほ

12月29日（水）～１月４日（火）
※１月５日（水）より平常開講します

Link-upみずほ事務局
年末年始休業日のお知らせ

Link-upみずほ

■日 12月4日（土）
■所 巣南公民館ふれあいホール
■対 小学生の親子
■定 各コース先着15組（定員に達し次第締切）
●ツリースタイルコース　
　13:30～14:30
■料 2,800円（材料費込み）
※スタンドが付いています
※ハンギング直径25cm・スタンド
　の高さ約60cm
●リーススタイルコース　
　15:00～16:00
■料 3,000円（材料費込み）
※スタンドが付いています
※ハンギング直径30cm・スタンド
　の高さ約60cm
●申込開始日時　
　11月2日（火）12：00より
●申込方法　①ツリー・②リース
　どちらかのコースを選んで事務局
　へお電話にてお申込みください。
　参加費はお申込み後に事務局に
　てお支払いください。

親子シリーズvol.7
NEW YEARを飾る
寄せ植えを作ってみよう!!

Link-upみずほ

第９節 ＶＳベルテックス静岡
(OKBぎふ清流アリーナ) 

第１１節 ＶＳ鹿児島レブナイズ 
(OKBぎふ清流アリーナ) 

１２月  ４日（土）１４：４５～
１２月  ５日（日）１３：４５～

１２月１８日（土）１４：４５～
１２月１９日（日）１３：４５～

第１２節 ＶＳ豊田合成スコーピオンズ 
(OKBぎふ清流アリーナ) 

１２月２５日（土）１４：４５～
１２月２６日（日）１３：４５～

／広報みずほ12月号表紙写真のご紹介／

PayPayでのキャッシュレス決済でポイント還元

瑞穂市商工会では「PayPay」を活用したオトクなキャンペーンを実施します。
期間中、市内の対称店舗でキャッシュレス決済サービス「PayPay」を利用して支払うと、決済金額の最大20％が
後日PayPayボーナスとして戻ってきます。
※対象店舗にはポスターを掲示します。また実施期間中はアプリにて確認できます

①
② ⑦

⑭
⑮

⑯

⑰
⑱

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

③

④
⑤

⑥

①聖火展示（2/5）
②庁舎望楼でのメッセージ映写（5/7）
③雪景色の小簾紅園（2/18）
④男子ホッケー選手が訪問（7/14）
⑤中川沿いの桜（3/29）
⑥メディアランナーによる啓発（8/1）
⑦コロナ禍での成人式（1/10）
⑧給食センター車による啓発（9/10）
⑨新型コロナワクチン接種初日（5/17）

⑩糸貫川沿いのあじさい（6/1）
⑪ドライブインシアター開催（9/18）
⑫聖火リレートーチを展示（6/9）
⑬JR穂積駅前の風鈴（7/12）
⑭本田地区サプライズ打上花火（8/7）
⑮かきりんが店舗で啓発（10/15）
⑯夕暮れのようす（9/15）
⑰JR穂積駅前のひまわり（7/26）
⑱柿のようす（11/10）

●問い合わせ　事業に関すること：瑞穂市商工会　☎327-6611（平日9：00～16：00）　
　　　　　　　PayPay利用方法に関すること ： PayPayカスタマーサポート窓口　☎0120-990-634（24時間/365日）

付与上限

期　　間

１回につき1,000円相当（期間中上限5,000円相当）

１２月１日（水）～２８日（火） ポイント
付与率 20％

広報みずほ・2021.1227 26広報みずほ・2021.12
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ストレッチを行い寒さに強い体づくり（みずほウォームビズ2021）使わない電気機器はプラグを抜いて（みずほウォームビズ2021）
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人の動き（10月末現在）
（前月比　   15人増）人口 人55,444 男 人27,661 （前月比 　  6人増） （前月比　  9人増）女 人27,783

（前月比 　 30世帯増）世帯数 世帯22,298

　車窓からの見事な冬景色とうすずみ温泉で心
も体もぽっかぽか!寒い季節ですが、お家でじっ
としているのはもったいない!地元の樽見鉄道に
乗って、お出かけしませんか?
　瑞穂市産富有柿を練りこんだ『柿ぱすた』と
特製バッジもお土産についてきます!

　新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)の
実施についての方針が国から示されました。瑞穂市
としても、国の方針に基づき、順次実施します。

みずほ列車で

新型コロナワクチン 
追加接種（3回目接種）について

行こう！！
限定

約1,000名
　樽見鉄道1日フリー乗車券(1,600円)+うすずみ温泉
入浴券(500円)を、500円で販売!さらに、柿ぱすたの
お土産付きです。
　予約制で、市民のかた、市外のかた、
どなたでもご購入いただけます。  

　樽見駅から無料のうすずみ温泉バスにて約10分で温泉
に到着します。お帰りはお好きな時間にご乗車ください。 

超お得な特別切符! 

大垣駅発
9:11

12:11

金 土 日 月

横屋駅
9:18

12:18

十九条駅
9:20

12:20

美江寺駅
9:23

12:23

樽見駅着
10:12
13:20

...

...

...

...

...

...

●問い合わせ 健康推進課 ☎327-8611

　2回目接種を完了した
者のうち、概ね8か月以
上経過した者

対 象 者

　早ければ12月から医
療従事者のかたから順
次開始していきます。
※対象者には個別にご案内し
ます

開始時期

くわしくはホームページ（https://tarumi-
railway.com/）をご覧ください

樽見鉄道×瑞穂市 特別企画
運行日程 

運行時刻 1日2便(各便26名定員) 

金曜日・土曜日・日曜日・祝日の計18日間

※2/4(金)はうすずみ温泉が休館のため運行しません

1月

2月

7日
14日
21日
28日

11日

8日
15日
22日
29日
5日

12日

9日
16日
23日
30日
6日

13日

10日

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によりイベントが中止となる場合があります

住所 本巣市曽井中島680-11
☎0581-34-8039（平日の9:00～17:00）

●問い合わせ・予約は

12月より予約開始！


