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令和4年度ほづみ幼稚園 新入園児募集

バスコースごとの時間差保育です。 
（登園降園時刻は、前期後期で変わります）
1番バス 7:50～14:35
2番バス 8:30～15:15
3番バス 9:15～15:55
※送迎・徒歩の場合は2番バスに準じます

給食費:3,710円
※バス利用者
　交通安全協力費:560円

人の動き（5月末現在）
（前月比　   26人増）人口 人55,335 男 人27,602 （前月比 　  8人増） （前月比　  18人増）女 人27,733

（前月比 　 12世帯増）世帯数 世帯22,200

058-328-5381TEL瑞穂市居倉122-7住所

0120-76-1003
なろう!         100点さん

・穂積小学校区  7月27日(火)   9:30～11:00（ 9:15受付開始）
・牛牧小学校区  7月27日(火) 13:30～15:00（13:15受付開始）
・生津小学校区  7月28日(水)   9:30～11:00（ 9:15受付開始）
・本田小学校区  7月28日(水) 13:30～15:00（13:15受付開始）
・巣南中学校区  7月29日(木)   9:30～11:00（ 9:15受付開始）

日 時

ほづみ幼稚園(全日程共通)場 所

●入園説明会(3歳～5歳児同時開催)

7月1日(木)から、ほづみ幼稚園、学校教育課、子ども支援課にて配布
●入園案内および願書の配布期間、場所

7月27日(火)～30日(金)
ほづみ幼稚園

●願書受付期間、場所

・募集人数を超えて応募があった場合は、8月26日(木)9:00
より抽選会を行い、後日郵送にて連絡します。
・幼稚園にお越しの際は、幼稚園の西側駐車場をご利用くだ
さい。路上駐車はできませんので、ご注意ください。

●その他

対 象

5歳児 29名 1年間

募集人数 就園期間 保育時間 幼稚園保育料
その他(市内在住のお子さんのみ)

平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれ

4歳児 30名 2年間平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ

3歳児 88名 3年間平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ

※予定 令和4年4月1日～
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新型コロナワクチン接種! vol.5特集

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

●Web予約
瑞穂市コールセンター ☎201-0338
予約日時 ： 9：00～18：00（土・日・祝日も受付可能）　
接種日の3日前まで予約可能

URL https://jump.mrso.jp/212164/
●電話予約

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)

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。また、厚生労働省よりワクチンの副反応情報
が発表されています。くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。（6月17日（木）時点）

なお、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。

ワクチンの副反応情報

これからの接種スケジュールについて

各医療機関によって予約方法が異なります。予約方法の詳細については、接種券に同封されるご案内に
記載しております。

●集団接種　 ・総合センター 2階　
　　　　　　　 ・巣南保健センター（西部複合センター 1階）
●個別接種　 ・市内指定医療機関

予約方法

接種場所

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）

6月27日（日）で65歳以上のかたの集団接種会場での接種は終了しました！
6４歳以下のかた（昭和32年4月２日以降に生まれたかた）の新型コロナワクチン接種について
お知らせします！（6月17日（木）時点）

　他市町と接種時期などが異なる場合があります。詳細については接種券に同封されるご案内をご覧
ください。

≪集団接種（総合センター・巣南保健センター）で接種の場合≫

≪個別接種（市内指定医療機関）で接種の場合≫

予約日時：24時間受付　
1回目接種した日から2回目接種日の3日前まで予約可能

●集団接種

●個別接種

医療機関名・住所 医療機関名・住所 医療機関名・住所

明石クリニック

宇土医院

おおぐち泌尿器クリニック

京極こどもクリニック

国枝医院

さくらクリニック

佐竹整形外科

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

只越460番地5

　牛牧801番地1

　稲里689番地3

　　穂積1845番地1

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

なかしまこどもクリニック

名和内科

ひぐちクリニック

広瀬内科クリニック

本田174番地1

古橋1075番地1

別府231番地

十九条247番地

重里2005番地

別府725番地1

別府1074番地

福田内科医院

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック

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

本田1017番地1

別府726番地5

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

個別接種は７月１２日（月）より開始予定です。

基礎疾患があるかた

50～64歳のかた

30～49歳のかた

16～29歳のかた
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広報みずほ・2021.75 4広報みずほ・2021.7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。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第1期納期は8月2日（月）です

　令和3年度国民健康保険税納税通知書を税務課より送付します。第1期（全期前納）納期は8月2日（月）です。地方税法
により、第1期の税額は第2期以降に比べて高くなりますので、納付の準備をお願いします。

国民健康保険税の納税通知書を7月16日（金）に発送します

　前年所得に応じて、保険税の軽減が適用される制度がありますが、前年所得が確認できない場合は、軽減判定ができ
ません。所得がない場合も、申告をお願いすることがあります。

所得の申告について

　会社に雇われているかたで、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため働くことができず、
給与の全額または一部を受け取れなかったかたが対象です。支給を受けるには要件がありますので、くわしくは
医療保険課へお問い合わせください。

新型コロナウイルスに感染したかたへ 傷病手当金を支給

　令和3年度より、医療保険課から税務課へ変更になりました。国民健康保険に関する各担当窓口は下記のとおり
です。

国民健康保険税の取扱い担当課が変わります

国 保 窓 口 : 国民健康保険税に関すること（納税通知、国民健康保険税の試算など）

債権管理室 : 国民健康保険税の納付相談に関すること
☎322-3070

税務課

国 保 窓 口 : 国民健康保険証に関すること（国民健康保険の加入、脱退など） 
　　　　　　　国民健康保険の医療費に関すること（医療費の支給申請、相談など）☎327-4159

医療保険課

　保険税が年金から天引き（特別徴収）されている場合、口座振替に変更することが
できます。金融機関にて口座振替登録手続き後、税務課にて納付方法変更の手続き
をしてください。ただし、保険税に未納がある場合はお受けできません。

納付方法を選択できます

持ち物 : 口座振替依頼書の控え（金融機関承諾印が押印してあるもの）
　　　 ※申出時期により納付方法変更開始時期が異なります

　事業収入や給与収入などいずれかの収入が、前年に比べて3割以上減少する見込みなどの場合、申請
すると税額が減免されることがあります。くわしくは、税務課までお問い合わせください。

減免制度のご案内 ▶新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたかたへの減免制度

　被保険者証と高齢受給者証が一体化されます。令
和3年8月から、70歳以上75歳未満の国保被保険者
のかたには、被保険者証と高齢受給者証が一体化し
た「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

高齢受給者証について
　国民健康保険被保険者証の有効期限は7月31日
（土）です。
　8月からお使いいただく被保険者証は、7月中旬以
降に簡易書留にてお送りします。
　ただし、保険税の未納がある場合には、税務課債権
管理室にて、ご相談のうえでお渡しすることになりま
すので、お早めにご来庁ください。

国民健康保険被保険者証の更新
▶被保険者証の様式が変わります

国民健康保険に加入しているかたへ

後期高齢者医療に加入しているかたへ

　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療に加入されたかたに対
して、「令和3年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付
します。保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」と所得
に応じて負担する「所得割額」の合計となります。通知書に保険
料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって2割～7割軽減され
ます。
　また、勤務先の健康保険などの扶養者であったかたの均等割
額の5割軽減措置は、加入から2年間となります。

保険料通知書 7月16日(金)発送

8.55%

44,411円

640,000円

所得割率

均 等 割

限 度 額

　8月1日以降の限度額適用認定証などを更新・申請されるかたは持ち物をご確認のうえ、手続きをしてください。
　申請は随時受付していますが、9月1日以降に申請された場合、発効期日は申請した月の1日からとなります。8月
1日からの認定を希望されるかたは、8月31日までに手続きをお願いします。

国民健康保険限度額適用認定証などの申請受付開始

受付開始 7月7日(水) ※土・日・祝日は除きます

受付時間 8:30～17:15

受付場所 穂積庁舎 医療保険課

持 ち 物 国民健康保険証、世帯主および交付希望者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード）

注意事項 国保税に滞納がある世帯のかたには発行できません。
世帯主および交付希望者の中に未申告者がいる場合には申告後、所得区分判定をしてから発行します
(未申告のままの場合は上位所得の判定になります)。

◎限度額適用認定証とは医療費が高額になったとき、医療機関に提示していただくことで、自己負担額を限度額
　までの支払いにとどめる証です。

　後期高齢者医療の保険証は市内に住所を有する75歳以上のかたと、一定の障がいがある65歳から74歳のか
たで広域連合の認定を受けたかたに交付されます。
　現在の保険証の「有効期限」は「令和3年7月31日」と記載があります。8月1日からは7月中にお送りする新しい
保険証（うすい赤色のもの）をご使用ください。

※古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください

7月
31日まで
うすい青色

8月
1日から
うすい赤色

 保険証の更新について

☎327-4112
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　前年所得に応じて、保険税の軽減が適用される制度がありますが、前年所得が確認できない場合は、軽減判定ができ
ません。所得がない場合も、申告をお願いすることがあります。

所得の申告について

　会社に雇われているかたで、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため働くことができず、
給与の全額または一部を受け取れなかったかたが対象です。支給を受けるには要件がありますので、くわしくは
医療保険課へお問い合わせください。

新型コロナウイルスに感染したかたへ 傷病手当金を支給

　令和3年度より、医療保険課から税務課へ変更になりました。国民健康保険に関する各担当窓口は下記のとおり
です。

国民健康保険税の取扱い担当課が変わります

国 保 窓 口 : 国民健康保険税に関すること（納税通知、国民健康保険税の試算など）

債権管理室 : 国民健康保険税の納付相談に関すること
☎322-3070

税務課

国 保 窓 口 : 国民健康保険証に関すること（国民健康保険の加入、脱退など） 
　　　　　　　国民健康保険の医療費に関すること（医療費の支給申請、相談など）☎327-4159

医療保険課

　保険税が年金から天引き（特別徴収）されている場合、口座振替に変更することが
できます。金融機関にて口座振替登録手続き後、税務課にて納付方法変更の手続き
をしてください。ただし、保険税に未納がある場合はお受けできません。

納付方法を選択できます

持ち物 : 口座振替依頼書の控え（金融機関承諾印が押印してあるもの）
　　　 ※申出時期により納付方法変更開始時期が異なります

　事業収入や給与収入などいずれかの収入が、前年に比べて3割以上減少する見込みなどの場合、申請
すると税額が減免されることがあります。くわしくは、税務課までお問い合わせください。

減免制度のご案内 ▶新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたかたへの減免制度

　被保険者証と高齢受給者証が一体化されます。令
和3年8月から、70歳以上75歳未満の国保被保険者
のかたには、被保険者証と高齢受給者証が一体化し
た「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

高齢受給者証について
　国民健康保険被保険者証の有効期限は7月31日
（土）です。
　8月からお使いいただく被保険者証は、7月中旬以
降に簡易書留にてお送りします。
　ただし、保険税の未納がある場合には、税務課債権
管理室にて、ご相談のうえでお渡しすることになりま
すので、お早めにご来庁ください。

国民健康保険被保険者証の更新
▶被保険者証の様式が変わります

国民健康保険に加入しているかたへ

後期高齢者医療に加入しているかたへ

　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療に加入されたかたに対
して、「令和3年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付
します。保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」と所得
に応じて負担する「所得割額」の合計となります。通知書に保険
料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって2割～7割軽減され
ます。
　また、勤務先の健康保険などの扶養者であったかたの均等割
額の5割軽減措置は、加入から2年間となります。

保険料通知書 7月16日(金)発送

8.55%

44,411円

640,000円

所得割率

均 等 割

限 度 額

　8月1日以降の限度額適用認定証などを更新・申請されるかたは持ち物をご確認のうえ、手続きをしてください。
　申請は随時受付していますが、9月1日以降に申請された場合、発効期日は申請した月の1日からとなります。8月
1日からの認定を希望されるかたは、8月31日までに手続きをお願いします。

国民健康保険限度額適用認定証などの申請受付開始

受付開始 7月7日(水) ※土・日・祝日は除きます

受付時間 8:30～17:15

受付場所 穂積庁舎 医療保険課

持 ち 物 国民健康保険証、世帯主および交付希望者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード）

注意事項 国保税に滞納がある世帯のかたには発行できません。
世帯主および交付希望者の中に未申告者がいる場合には申告後、所得区分判定をしてから発行します
(未申告のままの場合は上位所得の判定になります)。

◎限度額適用認定証とは医療費が高額になったとき、医療機関に提示していただくことで、自己負担額を限度額
　までの支払いにとどめる証です。

　後期高齢者医療の保険証は市内に住所を有する75歳以上のかたと、一定の障がいがある65歳から74歳のか
たで広域連合の認定を受けたかたに交付されます。
　現在の保険証の「有効期限」は「令和3年7月31日」と記載があります。8月1日からは7月中にお送りする新しい
保険証（うすい赤色のもの）をご使用ください。

※古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください

7月
31日まで
うすい青色

8月
1日から
うすい赤色

 保険証の更新について

☎327-4112
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・年齢の基準日はいずれも令和4年4月1日です。　・各健診に必要な受診券は6月下旬に発送しました。
・受診券、自己負担金、健康保険証をお持ちのうえ、下表の医療機関で受診してください。
・「特定健康診査」や「すこやか健康診査」を受診された場合は、瑞穂市人間ドック費用助成制度を受けられません。

≪注意事項≫

種別 健　診 対   象 自己負担 受診期間 検査項目

特定健康診査

特定歯科健診

すこやか健康診査

さわやか口腔健診

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

国民健康保険被保険者のうち
①40歳～74歳になられるかた
②75歳になられるかたのうち
　昭和21年8月1日～
　昭和22年4月1日生まれのかた

問診、身体計測、
血圧測定、血液検査、
尿検査など

口腔内検査、
歯周病疾患検査、
歯周病の評価など

問診、身体計測、
血圧測定、血液検査、
尿検査など

口腔内検査、
そしゃく・舌・えん下
の機能評価など

7/1（木）～
9/30（木）

7/1（木）～
令和4年
3/31（木）

7/1（木）～
9/30（木）

7/1（木）～
令和4年
3/31（木）

1,000円

無料

500円

300円

・後期高齢者医療被保険者のかた
・75歳になられるかたのうち
 昭和21年4月1日～
 昭和21年7月31日生まれのかた

・後期高齢者医療被保険者のかた
・75歳になられるかたのうち
 昭和21年4月2日～
 昭和22年4月1日生まれのかた

国民健康保険被保険者のうち
25歳、30歳、35歳、40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳になられるかた

健康診査・歯科健診のご案内
　国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者のかたを対象に、
下表のとおり健康診査、歯科健診などを実施しています。生活習慣
病、疾病予防のために受診しましょう。

●問い合わせ 医療保険課　☎327-4159　〒501-0293　別府1288番地
岐阜北年金事務所　☎294-6364　〒502-8790　岐阜市大福町3丁目10-1

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください！
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」などは、

日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

　所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合に、保険料を免除（全部もしくは一部）または納
付を猶予する制度があります。
　令和３年７月～令和４年６月分の国民年金保険料の免除申請を、７月１日（木）から受け付けますので、免除を希望
するかたは申請してください。

　制度対象校に１年以上在学予定のかたで前年所得が一定の基準以下の場合、申請により保険
料の納付が１０年間猶予されます。①年金手帳、②学生証または在学証明書が必要になります。

　申請の際は、①年金手帳、②失業中の場合は、雇用保険受給資格者証または離職票の写しなどが必要になります。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少したかたには特例があります。
　くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧になるか医療保険課または岐阜北年金事務所へお問い合わせください。

学生納付特例制度

・免 除 制 度：本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年所得が一定の基準以下のかた
・納付猶予制度：５０歳未満のかたで、本人および配偶者の前年所得が一定の基準以下のかた

※要予約

◆特定健診・すこやか健康診査 実施機関一覧 ◆特定歯科健診・さわやか口腔健診 実施機関一覧
医療機関

広瀬内科クリニック

名和内科

所内科医院

高木クリニック

佐竹整形外科

サンシャインM&Dクリニック

さくらクリニック

国枝医院

明石クリニック ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯

◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

宇土医院

福田内科医院

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック

ほづみ整形外科医院

みずほクリニック

吉村内科

若園医院

201-1311

327-5513

327-2835

325-0570

326-2022

329-5522

328-5577

327-3773

328-3311

326-7773

328-2021

327-0020

327-5252

326-5000

327-2622

327-0721

電話番号医療機関 特 定 すこやか

たけうち歯科医院

スナミ歯科医院

柴田歯科医院

歯科コーラルクリニック

けしかわ歯科医院

サンシャインM&Dクリニック

川端歯科・矯正歯科医院

加藤歯科医院

うしきデンタルクリニック

江崎歯科医院

たけや歯科医院

辻歯科医院

ながの歯科クリニック

広瀬歯科医院

ほづみアドバンス歯科

松野歯科医院

美江寺歯科医院

ゆう歯科クリニック

れあ歯科クリニック

326-6630

327-3022

326-3316

329-2580

327-4649

329-5533

329-3456

327-6714

328-4466

328-3821

326-2441

327-3555

328-3338

327-8855

227-3152

327-5582

329-3600

328-5250

327-3355

電話番号

※

※

※

（50音順） （50音順）

●特別徴収 年金からのお支払い(年金受給額が年額18万円以上など、要件あり)
●普通徴収 口座振替や納付書によるお支払い(申し出により特別徴収からの変更も可能)

▶コンビニエンスストアなどで納付ができるようになりました
　令和3年7月より、後期高齢者医療保険料を市役所、金融機関以外にも
コンビニエンスストアなどで納付ができます。ただし、納期限が過ぎた場
合や納付用バーコードが印字されていない場合などは、お取り扱いでき
ません。

保険料の納付について

　確定申告期間の延長により、保険料の計算に必要な所得情報が、通知書作成時に間に合わない可能性があり
ます。確定申告をされた時期によっては、後日、保険証の差し替えや保険料の変更が発生する場合がありますの
でご了承願います。
　また、保険料が変更された場合、納付方法が特別徴収から普通徴収に切り替わることもあります。
　皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

確定申告をされたかた

　国民健康保険(P.4)と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免、傷病
手当金の支給を受けることができます。くわしくは、医療保険課へお問い合わせください。

保険料の減免など

ご存知ですか？  国民年金保険料申請免除

対　象
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・年齢の基準日はいずれも令和4年4月1日です。　・各健診に必要な受診券は6月下旬に発送しました。
・受診券、自己負担金、健康保険証をお持ちのうえ、下表の医療機関で受診してください。
・「特定健康診査」や「すこやか健康診査」を受診された場合は、瑞穂市人間ドック費用助成制度を受けられません。

≪注意事項≫

種別 健　診 対   象 自己負担 受診期間 検査項目

特定健康診査

特定歯科健診

すこやか健康診査

さわやか口腔健診

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

国民健康保険被保険者のうち
①40歳～74歳になられるかた
②75歳になられるかたのうち
　昭和21年8月1日～
　昭和22年4月1日生まれのかた

問診、身体計測、
血圧測定、血液検査、
尿検査など

口腔内検査、
歯周病疾患検査、
歯周病の評価など

問診、身体計測、
血圧測定、血液検査、
尿検査など

口腔内検査、
そしゃく・舌・えん下
の機能評価など

7/1（木）～
9/30（木）

7/1（木）～
令和4年
3/31（木）

7/1（木）～
9/30（木）

7/1（木）～
令和4年
3/31（木）

1,000円

無料

500円

300円

・後期高齢者医療被保険者のかた
・75歳になられるかたのうち
 昭和21年4月1日～
 昭和21年7月31日生まれのかた

・後期高齢者医療被保険者のかた
・75歳になられるかたのうち
 昭和21年4月2日～
 昭和22年4月1日生まれのかた

国民健康保険被保険者のうち
25歳、30歳、35歳、40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳になられるかた

健康診査・歯科健診のご案内
　国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者のかたを対象に、
下表のとおり健康診査、歯科健診などを実施しています。生活習慣
病、疾病予防のために受診しましょう。

●問い合わせ 医療保険課　☎327-4159　〒501-0293　別府1288番地
岐阜北年金事務所　☎294-6364　〒502-8790　岐阜市大福町3丁目10-1

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください！
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」などは、

日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

　所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合に、保険料を免除（全部もしくは一部）または納
付を猶予する制度があります。
　令和３年７月～令和４年６月分の国民年金保険料の免除申請を、７月１日（木）から受け付けますので、免除を希望
するかたは申請してください。

　制度対象校に１年以上在学予定のかたで前年所得が一定の基準以下の場合、申請により保険
料の納付が１０年間猶予されます。①年金手帳、②学生証または在学証明書が必要になります。

　申請の際は、①年金手帳、②失業中の場合は、雇用保険受給資格者証または離職票の写しなどが必要になります。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少したかたには特例があります。
　くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧になるか医療保険課または岐阜北年金事務所へお問い合わせください。

学生納付特例制度

・免 除 制 度：本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年所得が一定の基準以下のかた
・納付猶予制度：５０歳未満のかたで、本人および配偶者の前年所得が一定の基準以下のかた

※要予約

◆特定健診・すこやか健康診査 実施機関一覧 ◆特定歯科健診・さわやか口腔健診 実施機関一覧
医療機関

広瀬内科クリニック

名和内科

所内科医院

高木クリニック

佐竹整形外科

サンシャインM&Dクリニック

さくらクリニック

国枝医院

明石クリニック ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯

◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

宇土医院

福田内科医院

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック

ほづみ整形外科医院

みずほクリニック

吉村内科

若園医院

201-1311

327-5513

327-2835

325-0570

326-2022

329-5522

328-5577

327-3773

328-3311

326-7773

328-2021

327-0020

327-5252

326-5000

327-2622

327-0721

電話番号医療機関 特 定 すこやか

たけうち歯科医院

スナミ歯科医院

柴田歯科医院

歯科コーラルクリニック

けしかわ歯科医院

サンシャインM&Dクリニック

川端歯科・矯正歯科医院

加藤歯科医院

うしきデンタルクリニック

江崎歯科医院

たけや歯科医院

辻歯科医院

ながの歯科クリニック

広瀬歯科医院

ほづみアドバンス歯科

松野歯科医院

美江寺歯科医院

ゆう歯科クリニック

れあ歯科クリニック

326-6630

327-3022

326-3316

329-2580

327-4649

329-5533

329-3456

327-6714

328-4466

328-3821

326-2441

327-3555

328-3338

327-8855

227-3152

327-5582

329-3600

328-5250

327-3355

電話番号

※

※

※

（50音順） （50音順）

●特別徴収 年金からのお支払い(年金受給額が年額18万円以上など、要件あり)
●普通徴収 口座振替や納付書によるお支払い(申し出により特別徴収からの変更も可能)

▶コンビニエンスストアなどで納付ができるようになりました
　令和3年7月より、後期高齢者医療保険料を市役所、金融機関以外にも
コンビニエンスストアなどで納付ができます。ただし、納期限が過ぎた場
合や納付用バーコードが印字されていない場合などは、お取り扱いでき
ません。

保険料の納付について

　確定申告期間の延長により、保険料の計算に必要な所得情報が、通知書作成時に間に合わない可能性があり
ます。確定申告をされた時期によっては、後日、保険証の差し替えや保険料の変更が発生する場合がありますの
でご了承願います。
　また、保険料が変更された場合、納付方法が特別徴収から普通徴収に切り替わることもあります。
　皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

確定申告をされたかた

　国民健康保険(P.4)と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免、傷病
手当金の支給を受けることができます。くわしくは、医療保険課へお問い合わせください。

保険料の減免など

ご存知ですか？  国民年金保険料申請免除

対　象
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7月1日(木)～8月31日(火)
700円
血液検査(ピロリ菌抗体検査)

【◎:受付時間】
①8:40～9:00
②9:15～9:30
③9:45～10:00
④10:15～10:30
⑤10:45～11:00
定員:各20名

【●:受付時間】
①8:40～9:00
②9:15～9:30
③9:45～10:00
④10:15～10:30
⑤10:45～11:00
⑥11:15～11:30
定員:各30名

　密集・密接を防ぐた
め、受付時間を分け少
人数でご案内します。
　時間厳守にご協力く
ださい。

対象者:20歳、25歳、30歳、35歳
（令和3年4月1日現在）

※予約日初日は電話が混み合い、お待たせする場合
　があります。ご理解ご協力をお願いします。

巣
南
公
民
館

総
合
セ
ン
タ
ー

  8/19（木）
  9/  1(水)
  9/16(木)
  9/22(水)
  9/29(水)
10/  6(水)
11/  1(月)
11/17(水)
11/24(水)
11/26(金)
12/  1(水)
12/  2(木)
12/16(木)
  8/18(水)
  9/  3(金)
10/  1(金)
10/20(水)
10/25(月)
12/  6(月)
12/10(金)
12/20(月)

◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎

◎

●
●

●

●
●
●
●

●

胃がん・肺がん検診
　この検診は、ウェブおよび電話による『完全予約制』です。

子宮頸がん検診

胃がんリスク検診
　今年度から新たに「胃がんリスク検診」を開始しま
す。胃がんリスク検診とは、胃粘膜の萎縮(老化)の状
態やヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無を把握する
ことにより、胃がんになるリスクが高いかどうかを調
べる検査です。(胃がん検診とは異なります)

市内指定医療機関で実施できます。くわしくは送付済
みの案内文書をご確認ください。
※検診票をお持ちでないかたは健康推進課までお電話ください

8月4日(水)から
　　　　　　　　　　で検索
https://city-mizuho-i.secure.force.com/

予約方法

実施期間

検診内容
自己負担金

1,400円 （20歳のかたは無料）
7月1日(木)～12月28日(火) モアレディスクリニック 
7月1日(木)～12月30日(木) いとうレディースケアクリニック
問診、視診、内診、子宮頸部細胞診
20歳(令和3年4月1日現在)のかた、平成30～令和元年度内に
検診を受けたかたに、検診票を送付します。

対象者

検診期間・
実施医療機関

検診内容
検診票

自己負担金

8月11日(水)から
8:45～17:15(土・日・祝日を除く)
☎327-8611(健康推進課直通番号)

電話予約

　予約にて指定された日時以外の来所や、予約
なく来所された場合は定員を超えていない日で
あっても受診できません。
　予約日に来所できない場合は、必ず予約変更
または取り消しをしてください。

◎goodライフ健診のオプションとして受診できます

7月1日(木)～9月30日(木)
1,300円
血液検査(ピロリ菌抗体検査+ペプシノゲン検査)

対象者:40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳
（令和3年4月1日現在）

実施期間

検診内容

自己負担金

◎特定健康診査（P.7）のオプションとして受診できます

NEW

①40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳のかた
　（令和3年4月1日現在）

①無料 ②1,500円

②①以外の41～74歳までのかた

肝炎ウイルス検診

【実施医療機関】（50音順）
明石クリニック・宇土医院・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・関谷皮膚
科・高木クリニック・所内科医院・名和内科・ひぐちクリ
ニック・広瀬内科クリニック・福田内科医院・ほづみ整形
外科医院・みずほクリニック・吉村内科・若園医院

実施期間

検診内容

※「肝炎ウイルス検診」未受診のかたに限ります

〈対象者〉

〈自己負担金〉

7月1日(木)～31日(土)
問診、B型およびC型肝炎ウイルス検査(血液検査)

①のかたへは検診票を発送します。

②のかたは、電話での申し込みが必要です。

会場 日程 胃・肺 胃がん 肺がん 

40歳、45歳、50歳、55歳の女性
（令和3年4月1日現在）
1，200円
7月1日（木）～31日（土）
問診、骨密度測定(エックス線撮影)
明石クリニック、佐竹整形外科、
ほづみ整形外科医院、吉村内科

骨粗しょう症検診

離乳食教室（７～８か月頃対象）のお知らせ

　骨粗しょう症は閉経後の女性に多く発症し、骨折
を引き起こし、ロコモティブシンドロームや寝たきり
の原因になります。この機会に検診を受けましょう。

市内在住の概ね7～8か月のお子さんとその保護者
①7月30日（金）　②8月26日（木）
10：00～10：45、10：45～11：30、各回５組、要予約、先着順
保健センター（総合センター 3階）
母子健康手帳、保護者のマスク
①7月23日（金・祝）　②8月19日（木）

対　象

場　所
持ち物
〆　切

日　時

　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います。ご理解のほどよろしくお願いします。

対象者

実施期間
検診内容
実施機関

自己負担金

20歳～38歳のかたで健康診査を受ける
機会のないかた（令和3年4月1日現在）
500円
（心電図検査追加の場合は500円加算）
7月1日（木）～8月31日(火)
問診、医師による診察、身体計測、血圧測定、
尿検査、血液検査（14項目）
※心電図検査（医師が必要と認めた場合のみ）

明石クリニック・宇土医院・国枝医院・さく
らクリニック・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・名和内科・広瀬
内科クリニック・福田内科医院・みずほクリ
ニック・吉村内科・若園医院 （50音順）

対象者

実施期間
検診内容

実施機関

自己負担金

goodライフ健診
20歳から500円で
受診できます

上記以外のかたは、電話での申し込みにより検診票を郵送します。

受診票をお持ちでないかたは、健康推進課まで
お問い合わせください。

ウェブ予約
瑞穂けんこうナビ

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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! 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!

20歳以上の女性（令和3年4月1日現在）
※国が推奨する受診間隔は2年に1度です。
　令和2年度に受診されたかたは令和4年度以降が対象です。

各種検診の 7月
開始!お知らせ
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7月1日(木)～8月31日(火)
700円
血液検査(ピロリ菌抗体検査)

【◎:受付時間】
①8:40～9:00
②9:15～9:30
③9:45～10:00
④10:15～10:30
⑤10:45～11:00
定員:各20名

【●:受付時間】
①8:40～9:00
②9:15～9:30
③9:45～10:00
④10:15～10:30
⑤10:45～11:00
⑥11:15～11:30
定員:各30名

　密集・密接を防ぐた
め、受付時間を分け少
人数でご案内します。
　時間厳守にご協力く
ださい。

対象者:20歳、25歳、30歳、35歳
（令和3年4月1日現在）

※予約日初日は電話が混み合い、お待たせする場合
　があります。ご理解ご協力をお願いします。

巣
南
公
民
館

総
合
セ
ン
タ
ー

  8/19（木）
  9/  1(水)
  9/16(木)
  9/22(水)
  9/29(水)
10/  6(水)
11/  1(月)
11/17(水)
11/24(水)
11/26(金)
12/  1(水)
12/  2(木)
12/16(木)
  8/18(水)
  9/  3(金)
10/  1(金)
10/20(水)
10/25(月)
12/  6(月)
12/10(金)
12/20(月)

◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎

◎

●
●

●

●
●
●
●

●

胃がん・肺がん検診
　この検診は、ウェブおよび電話による『完全予約制』です。

子宮頸がん検診

胃がんリスク検診
　今年度から新たに「胃がんリスク検診」を開始しま
す。胃がんリスク検診とは、胃粘膜の萎縮(老化)の状
態やヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無を把握する
ことにより、胃がんになるリスクが高いかどうかを調
べる検査です。(胃がん検診とは異なります)

市内指定医療機関で実施できます。くわしくは送付済
みの案内文書をご確認ください。
※検診票をお持ちでないかたは健康推進課までお電話ください

8月4日(水)から
　　　　　　　　　　で検索
https://city-mizuho-i.secure.force.com/

予約方法

実施期間

検診内容
自己負担金

1,400円 （20歳のかたは無料）
7月1日(木)～12月28日(火) モアレディスクリニック 
7月1日(木)～12月30日(木) いとうレディースケアクリニック
問診、視診、内診、子宮頸部細胞診
20歳(令和3年4月1日現在)のかた、平成30～令和元年度内に
検診を受けたかたに、検診票を送付します。

対象者

検診期間・
実施医療機関

検診内容
検診票

自己負担金

8月11日(水)から
8:45～17:15(土・日・祝日を除く)
☎327-8611(健康推進課直通番号)

電話予約

　予約にて指定された日時以外の来所や、予約
なく来所された場合は定員を超えていない日で
あっても受診できません。
　予約日に来所できない場合は、必ず予約変更
または取り消しをしてください。

◎goodライフ健診のオプションとして受診できます

7月1日(木)～9月30日(木)
1,300円
血液検査(ピロリ菌抗体検査+ペプシノゲン検査)

対象者:40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳
（令和3年4月1日現在）

実施期間

検診内容

自己負担金

◎特定健康診査（P.7）のオプションとして受診できます

NEW

①40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳のかた
　（令和3年4月1日現在）

①無料 ②1,500円

②①以外の41～74歳までのかた

肝炎ウイルス検診

【実施医療機関】（50音順）
明石クリニック・宇土医院・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・関谷皮膚
科・高木クリニック・所内科医院・名和内科・ひぐちクリ
ニック・広瀬内科クリニック・福田内科医院・ほづみ整形
外科医院・みずほクリニック・吉村内科・若園医院

実施期間

検診内容

※「肝炎ウイルス検診」未受診のかたに限ります

〈対象者〉

〈自己負担金〉

7月1日(木)～31日(土)
問診、B型およびC型肝炎ウイルス検査(血液検査)

①のかたへは検診票を発送します。

②のかたは、電話での申し込みが必要です。

会場 日程 胃・肺 胃がん 肺がん 

40歳、45歳、50歳、55歳の女性
（令和3年4月1日現在）
1，200円
7月1日（木）～31日（土）
問診、骨密度測定(エックス線撮影)
明石クリニック、佐竹整形外科、
ほづみ整形外科医院、吉村内科

骨粗しょう症検診

離乳食教室（７～８か月頃対象）のお知らせ

　骨粗しょう症は閉経後の女性に多く発症し、骨折
を引き起こし、ロコモティブシンドロームや寝たきり
の原因になります。この機会に検診を受けましょう。

市内在住の概ね7～8か月のお子さんとその保護者
①7月30日（金）　②8月26日（木）
10：00～10：45、10：45～11：30、各回５組、要予約、先着順
保健センター（総合センター 3階）
母子健康手帳、保護者のマスク
①7月23日（金・祝）　②8月19日（木）

対　象

場　所
持ち物
〆　切

日　時

　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います。ご理解のほどよろしくお願いします。

対象者

実施期間
検診内容
実施機関

自己負担金

20歳～38歳のかたで健康診査を受ける
機会のないかた（令和3年4月1日現在）
500円
（心電図検査追加の場合は500円加算）
7月1日（木）～8月31日(火)
問診、医師による診察、身体計測、血圧測定、
尿検査、血液検査（14項目）
※心電図検査（医師が必要と認めた場合のみ）

明石クリニック・宇土医院・国枝医院・さく
らクリニック・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・名和内科・広瀬
内科クリニック・福田内科医院・みずほクリ
ニック・吉村内科・若園医院 （50音順）

対象者

実施期間
検診内容

実施機関

自己負担金

goodライフ健診
20歳から500円で
受診できます

上記以外のかたは、電話での申し込みにより検診票を郵送します。

受診票をお持ちでないかたは、健康推進課まで
お問い合わせください。

ウェブ予約
瑞穂けんこうナビ

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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! 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!

20歳以上の女性（令和3年4月1日現在）
※国が推奨する受診間隔は2年に1度です。
　令和2年度に受診されたかたは令和4年度以降が対象です。

各種検診の 7月
開始!お知らせ



犬および猫を合計10頭以上飼養する場合
届出が義務になりました！

広報みずほ・2021.711 10広報みずほ・2021.7守ろう３つの会食エチケット！静かな「マスク会食」を徹底しましょう①まず消毒 ②すばやく脱着 ③クリーンな会食　会食は、なるべく少人数で普段一緒にいる人と

　令和３年７月１日から犬および猫（いずれも生後９０日以下のものを除く）
を合計１０頭以上飼養しているかたは県への届出が義務付けられました。

　７月１日時点で、犬および猫を合計１０頭以上飼養してい
るかたは、7月1日から30日以内に届出が必要です。第一種
動物取扱業を営んでいるかたなどは除外されます。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

多頭飼養の届出
　左記の届出をせず、
または虚偽の届出をし
た者は５万円以下の過料に処せられます。
　くわしくは、岐阜保健所本巣・山県センターへお問い合わせ
いただくか、下記ホームページをご覧ください。

届出先：岐阜保健所本巣・山県センター　☎213-7268
岐阜県HP：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/125950.html

罰則

　多頭飼養の届出事項に変更があった日から３０日以内
に届出が必要です。

変更の届出

　飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計
数が１０頭未満となったときは速やかに届出が必要です。

廃止の届出

　暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、農作業中の熱中症事故が多発し
ています。熱中症を正しく理解し、予防に努めてください。

１．暑さをしのぐ服装で！
　帽子を必ずかぶり、汗を逃がしやすい通気性の良い衣
類を着用して作業をしてください。

２．水分補給を忘れずに!!
　こまめに水分補給をしてください。
特に暑い時は、のどが渇いていなく
ても、一定の時間を決めて、少しずつ
水分を補給してください。また、こまめに休憩を取り、あまりに
も気温が高い場合は作業を中止するなどしてください。

３．天気予報と体調をチェック
　天気予報を必ずチェックし、気温差が激しくないかを確
認してください。
　特にハウス内で農作業をされる場合は、厳重に警戒をし
てください。
　また、寝不足や風邪気味などの体調不良時は、熱中症の
危険が高まります。作業時間を短くしたり、負担を軽くした
り、場合によっては作業を取りやめるようにしてください。

●問い合わせ　農業委員会事務局　☎327-2103

農作業中の熱中症に注意しましょう！
～熱中症は適切な予防をすれば、
　防ぐことができます～

熱中症の予防法
１．　熱中症患者の約半数は６５歳以上のかたです。年齢を重
ねると暑さや水分不足に対する感覚機能が低下し、暑さに
対する身体の調整機能も低下しています。

　　自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わせ
て、万全の予防を心がけましょう。

２．　のどの渇きを感じていなくてもこまめな水分補給を行
い、暑さを感じなくても日陰などを利用し、こまめな休憩
を取るように心掛けましょう。まわりが協力して、熱中症予
防を呼びかけあうことが大切です！

３．　１人作業を極力さけ、２人以上での作業を心掛けましょ
う。熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症の発生を
防ぐことができます。

　　節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注
意ください！

　　気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電
はせず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにしま
しょう。

注意していただきたいこと

農業委員会
からのお知らせ

熱中症になったときは…
・涼しい場所に避難してください。　・衣服を脱いで、身体を冷やしてください。
・水分を補給してください。
・自力で水分補給ができない場合や意識がもうろうとしている場合は、直ちに救急車を呼びましょう。

　今月号では、下水道整備がなぜ必要かについて考えたいと思います。

2nd
NO.2瑞穂市の下水道

～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

【水の循環】
 海の水は太陽の熱エネルギーにより蒸発し、
大気中の水蒸気となり、やがて雲となります。
　雲は雨や雪を地表に降らせ、集まった水は
川や地下水となって再び海に戻っていきます。
　私たちはこの水の循環の中で、生活するこ
とで水を汚しています。
　下水道はこの汚れた水を再びきれいにし、
海にかえす役割と市街地を水害から守る役割
を担っています。

①生活環境の改善
　汚水を処理して、快適で衛生的な生活を送
ることができます。
　生活排水が排除されず、水路にとどまると悪
臭や伝染病の発生原因となります。全てのか
たが下水道に接続すれば水路に汚れた水がな
くなり、公衆衛生の向上につながります。

③公共用水域の水質確保
　海・川・湖などをきれいにして生態系を守り
ます。
　処理されていない生活排水は川に流れやが
て海にたどりつき、伊勢湾を汚しています。伊
勢湾流域では、水質汚濁防止法で高度な汚水
処理が決められています。

　都市計画法では「市街化区域には少なくとも下水道を定める」と規定されており、
健全な都市において下水道は必須の社会インフラです。
　瑞穂市は、下水道整備が遅れていますが、遅れたからこそ先に整備された多くの市
町村の事例を参考に効率的な整備を進めていくことができます。
　未来の子どもたちへ豊かな水環境を引き継ぐために下水道整備を進めています。

②浸水の防除（雨水の排除）
　降った雨を速やかに河川に排除して、市街地
を浸水から守ります。
　市街地の雨水排除は下水道の役割です。
　大雨の浸水被害から人命を守り、安心安全
なまちをつくります。特に近年は集中豪雨（ゲ
リラ豪雨）などにより被害が大きくなる傾向が
あります。

下水道の役割は大きく分けて次の3つです。
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　会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項に基づき任用される一般職の非常勤職員です。

【 材料 】　６人分（１人分＝５個）
●ぎょうざ

鶏ひき肉・豚ひき肉
塩
にんにく・しょうが
酒・しょうゆ・片栗粉・
ごま油

もやし（根とり）
ぎょうざの皮
サラダ油・ごま油
水（焼き用）
●つけあわせ
チンゲンサイ
サラダ油
ミニトマト
●つけダレ
しょうゆ
酢
※お好みでラー油

　

各150ｇ
小さじ1/3
各小さじ1

各大さじ1
1袋
30枚

各小さじ2
1/2カップ

3株
小さじ１
12個

大さじ3
大さじ3
適宜  

【 作り方 】
①ボールにＡを入れてこねる。Ｂともやしを加える。もやしは
ポキポキ折るようにして加える。
②ぎょうざの皮のまん中に①を細長くおき、皮の両側を中
心にたたむようにつつみ棒状にする。
③フライパンにサラダ油をひき強火で②を焼く。パチパチ
音がしだしたら中火にして水を加えて蓋をする。
④水気がなくなってきたら弱火にし、ごま油を回し入れる。
こんがり焼き色がつくまで焼く。
⑤チンゲンサイを食べやすい大きさに切り、サラダ油を加
えたお湯でゆでる。ミニトマトは洗っておく。
⑥ぎょうざと野菜を皿に盛り、つけダレをつけていただく。

■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 
・指導員(スポット) 
・サポーター(スポット)

教育総務課 ☎327-2115
・行政事務補助員 福祉生活課 ☎327-4123

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
（福祉生活課の行政事務補助員
  8月1日～9月30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）
7月9日（金）必着

●問い合わせ　総務課　☎327-4111
※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

◆ニセ電話詐欺～前年同期比９１件増(４９件)被害額もほぼ倍増(1億２,９６９万円)
◆還付金詐欺～８割以上が６５歳～７５歳以上
◆還付金詐欺～９割以上が女性の被害

　いずれも、「ATMで還付金の手続きができる」などと言って、ATMコーナーに向かわせ、携帯電話で指示を
しながらATMを誤操作させることで犯人の口座にお金を振り込ませたり、「古いキャッシュカードを新しく
する必要がある」などと言って、犯人が自宅を訪れ、キャッシュカードを騙し取るニセ電話詐欺の手口です。

・保険料に関するはがきが届いています 
・介護保険の払い戻しがあります
・取引先の銀行から連絡させます

【ケース１】 市役所の介護保険課を名乗る男から 【ケース2】 市役所の保険年金課を名乗る男から 

・近くのスーパーのATMに行って、手続きをしてください  

・・・その後、金融機関のコールセンターを名乗る男から 

還付金詐欺が急増!!

★電話で「還付金」という言葉があれば、ニセ電話詐欺を疑ってください。
★カードは渡さない、暗証番号は絶対に教えないでください。

１.試験区分及び採用人員
（1）警察官ＡII（男性 10人程度、女性 ５人程度）※令和４年４月１日採用
（2）警察官Ｂ  （男性 40人程度、女性 15人程度）※令和４年４月１日採用

3.受付期間
７月１日（木）から ８月６日（金）

4.第一次試験
２.受験資格
（1）警察官ＡII

昭和61年４月２日以降に生まれ、大学（短大を除く）を
卒業または令和４年３月31日までに卒業見込みの者

（2）警察官Ｂ  
昭和61年４月２日から平成16年４月１日までの生まれで、
警察官ＡII以外の学歴の者

令和３年度 第２回警察官募集案内
～県民の安全・安心を守る警察官になりませんか～

※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

●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

夏期における
水難防止について　例年、夏期には児童・生徒の水難事故が発生し、昨年中

県下では、中学生以下の水難事故が３件発生しています。
　事故は、遊泳中、魚釣り中に多く発生し、これらの水難
事故は、保護者などの監視が外れたところで発生してい
ます。
　北方警察署管内は、長良川、根尾川などの大小さまざ
まな河川が流れ、これらの場所における水泳、魚釣りな
どの遊戯時における水難事故が危惧されます。
　水難事故を防止するには、児童・生徒に対して、危険
性を十分に知らしめ、危険場所に近づかないようにする
ことが重要です。

　保護者、学校関係者の皆さんにおか
れましては、水難事故などを発生させ
ないため、児童・生徒に対して、
　　●河川などでは、子どもだけでは遊ばない。
　   ●池や沼などのフェンスを乗り越えない。
　   ●用水路やため池付近では遊ばない。
　   ●河川などの増水時には近づかない。
などについて重ねて指導していただくよう配慮
をお願いします。

日　　時 ９月19日（日）

試験会場 岐阜会場、多治見会場、高山会場
（ＡII区分は岐阜会場のみ）

くわしくは北方警察署警務課までお尋ねください。
☎324-0110

県内では４月末の時点で還付金詐欺が
２１件(２０件増)発生しています

　食改とは…
正式名称：食生活改善推進員
　　　　　（ヘルスメイト）
食を通して地域の健康づくりを
サポートするボランティア団体です。

Ａ

Ｂ

（食改主催：令和元年度夏休み親子料理教室レシピ）

エネルギー
たんぱく質
脂 質
食塩相当量
野 菜 量

257kcal
12.9ｇ
13.0ｇ
1.4ｇ
100ｇ

：
：
：
：
：

親子で作ろう！ 

ポキポキもやしぎょうざ

●幼稚園
・幼稚園教諭
・幼稚園養護教諭
●小・中学校
・行政事務補助員（短時間）

学校教育課 ☎327-2116

昨年の12月に介護保険の払い戻し金の書類を発送
しました 
書類の手続きがなされていないが、忘れていませんか 
書類の再発行で２週間くらいした後に再度書類が郵
送されます  
金融機関に〇〇円支払う手続きをしてください 

・

・
・

・



広報みずほ・2021.713 12広報みずほ・2021.7瑞穂市防災読本（ハザードマップ）を無料で配布しています。市民協働安全課まで台風・豪雨に備えてハザードマップと一緒に避難行動判定フローを確認しましょう

　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。

【 材料 】　６人分（１人分＝５個）
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塩
にんにく・しょうが
酒・しょうゆ・片栗粉・
ごま油
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水（焼き用）
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酢
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【ケース１】 市役所の介護保険課を名乗る男から 【ケース2】 市役所の保険年金課を名乗る男から 

・近くのスーパーのATMに行って、手続きをしてください  
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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
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事故は、保護者などの監視が外れたところで発生してい
ます。
　北方警察署管内は、長良川、根尾川などの大小さまざ
まな河川が流れ、これらの場所における水泳、魚釣りな
どの遊戯時における水難事故が危惧されます。
　水難事故を防止するには、児童・生徒に対して、危険
性を十分に知らしめ、危険場所に近づかないようにする
ことが重要です。

　保護者、学校関係者の皆さんにおか
れましては、水難事故などを発生させ
ないため、児童・生徒に対して、
　　●河川などでは、子どもだけでは遊ばない。
　   ●池や沼などのフェンスを乗り越えない。
　   ●用水路やため池付近では遊ばない。
　   ●河川などの増水時には近づかない。
などについて重ねて指導していただくよう配慮
をお願いします。

日　　時 ９月19日（日）

試験会場 岐阜会場、多治見会場、高山会場
（ＡII区分は岐阜会場のみ）

くわしくは北方警察署警務課までお尋ねください。
☎324-0110

県内では４月末の時点で還付金詐欺が
２１件(２０件増)発生しています

　食改とは…
正式名称：食生活改善推進員
　　　　　（ヘルスメイト）
食を通して地域の健康づくりを
サポートするボランティア団体です。

Ａ
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昨年の12月に介護保険の払い戻し金の書類を発送
しました 
書類の手続きがなされていないが、忘れていませんか 
書類の再発行で２週間くらいした後に再度書類が郵
送されます  
金融機関に〇〇円支払う手続きをしてください 
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講師のかたを招いて、
講演会、講習会を行います

子育てセミナー子育てセミナー

みずほ教育便
Vol.51

教育
委員
会発

子育て中の皆さん
 「地域子育て支援センター」に遊びに来ませんか

●問い合わせ　幼児教育課（巣南庁舎）　☎327-2147 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予約制を導入するなどの対策を実施しております。くわしくは、次ページをご参照ください。

　地域子育て支援拠点事業とは、「親同士の交流の場」「子どもたちが自由に遊び関わりあう
場」を提供するものであり、子どもの健やかな育成と生活保障を理念に掲げる「児童福祉法」に
位置づけされた事業の一つです。そして、この事業を実施する施設が「地域子育て支援セン
ター」であり、親子、家庭、地域社会の中で、人と人との交わりを作り出す場となっています。

・親と子のそれぞれのよき理解者 
・身近な「話し相手」「遊び相手」 
・地域の人と人とを繋ぐ架け橋

・親と子のそれぞれのよき理解者 
・身近な「話し相手」「遊び相手」 
・地域の人と人とを繋ぐ架け橋

地域に密着した、
子どもの健やかな育ちを
支援できる場を目指しています

地域に密着した、
子どもの健やかな育ちを
支援できる場を目指しています

● 施設開放
● 子育て相談 
● 絵本・育児書の貸し出し 
● にこにこ広場 
● 子育て出張支援

● 施設開放
● 子育て相談 
● 絵本・育児書の貸し出し 
● にこにこ広場 
● 子育て出張支援
・わいわい広場(図書館分館)
・どんぐり広場(馬場公園集会所)
・わいわい広場(図書館分館)
・どんぐり広場(馬場公園集会所)

～事業内容～～事業内容～

・・・瑞穂市の子育ては地域にあたたかく見守られています・・・・・・瑞穂市の子育ては地域にあたたかく見守られています・・・

■ 別府保育所地域子育て支援センター 
■ 牛牧第2保育所地域子育て支援センター

センターのようす

地域との連携
イベント

　地域子育て支援センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながら、利用者の皆さんの安全と健康を
優先的に考え開所しています。※イベントについては、一部開催を中止しています。開催予定のイベントについてはP.22をご確認ください

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）。 
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

利用方法

施設開放時間・人数

来所時 遊び 手洗い・うがい・手指消毒

検温・アルコール手指消毒
マスク着用(大人のみ必須)

ソーシャルディスタンス 遊んだ後、排泄後など、
こまめな手洗い

清掃・消毒 換気

★「2歳未満のマスクは
不要でむしろ危険」
(日本小児科医会)

自分と周りの人の
健康を守りましょう

一
人
ひ
と
り
の
感
染
予
防
策

施
設
の
感
染
予
防
策

2mの間隔

トイレのレバー ドアノブ おもちゃ類

託児(ボランティア)託児(ボランティア)

子育てサポーター
(ボランティア)

子育てサポーター
(ボランティア)

月1回月3回

月1～2回

子育てセミナー(講師)子育てセミナー(講師)

おもちゃ病院
(ボランティア)

おもちゃ病院
(ボランティア)

お話の会
(ボランティア)
お話の会
(ボランティア)

月1回

保健師・栄養士
子育て相談

(市職員)

保健師・栄養士
子育て相談

(市職員)

地域子育て支援センター地域子育て支援センター
子育て支援センターでの感染予防策子育て支援センターでの感染予防策

平日は、毎日開所しています※（10:00～15:00）　月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）

瑞穂市内の地域子育て支援センター瑞穂市内の地域子育て支援センター

壊れたおもちゃの無料修理
おもちゃ病院おもちゃ病院

 (保健師・栄養士) (保健師・栄養士)
子育て相談子育て相談

親子ふれあい遊びや
絵本の読み聞かせをします

親子ふれあい遊びや
絵本の読み聞かせをします

手作り玩具がいっぱい!
手作り玩具がいっぱい!

楽しい
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教育
委員
会発
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・・・瑞穂市の子育ては地域にあたたかく見守られています・・・・・・瑞穂市の子育ては地域にあたたかく見守られています・・・
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　地域子育て支援センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながら、利用者の皆さんの安全と健康を
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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

利用方法

施設開放時間・人数

来所時 遊び 手洗い・うがい・手指消毒

検温・アルコール手指消毒
マスク着用(大人のみ必須)

ソーシャルディスタンス 遊んだ後、排泄後など、
こまめな手洗い

清掃・消毒 換気

★「2歳未満のマスクは
不要でむしろ危険」
(日本小児科医会)

自分と周りの人の
健康を守りましょう

一
人
ひ
と
り
の
感
染
予
防
策

施
設
の
感
染
予
防
策

2mの間隔

トイレのレバー ドアノブ おもちゃ類

託児(ボランティア)託児(ボランティア)

子育てサポーター
(ボランティア)

子育てサポーター
(ボランティア)

月1回月3回

月1～2回

子育てセミナー(講師)子育てセミナー(講師)

おもちゃ病院
(ボランティア)

おもちゃ病院
(ボランティア)

お話の会
(ボランティア)
お話の会
(ボランティア)

月1回

保健師・栄養士
子育て相談

(市職員)

保健師・栄養士
子育て相談

(市職員)

地域子育て支援センター地域子育て支援センター
子育て支援センターでの感染予防策子育て支援センターでの感染予防策

平日は、毎日開所しています※（10:00～15:00）　月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）

瑞穂市内の地域子育て支援センター瑞穂市内の地域子育て支援センター

壊れたおもちゃの無料修理
おもちゃ病院おもちゃ病院

 (保健師・栄養士) (保健師・栄養士)
子育て相談子育て相談

親子ふれあい遊びや
絵本の読み聞かせをします

親子ふれあい遊びや
絵本の読み聞かせをします

手作り玩具がいっぱい!
手作り玩具がいっぱい!

楽しい
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魅力ある花 あじさい展魅力ある花 あじさい展6月  
5日（土）、
6日（日） 場所：市民センター

母校にメディカルワゴンを
寄贈

5月20日
（木） 場所：教育長室

　鉢植え教室主催のあじさい展が今年も開催されました。
市の花あじさいを、寄せ植えや鉢植えにした見事な作品が
多数展示されました。あじさいは、色・形のバリエーションが
豊かで、花を楽しめる時期が長く、つぼみから開花を同時に
楽しめるほか、害虫が
つきにくく手入れが楽
など、魅力がいっぱい
です。さまざまな種類
のあじさいが所狭しと
並べられ、来場者の目
を楽しませていました。

聖火トーチ巡回展示聖火トーチ巡回展示6月
７日（月）～
２３日（水） 場所：小・中学校

消防に尽力 瑞宝単光章を
受章
消防に尽力 瑞宝単光章を
受章

ずい  ほう  たん  こう しょうずい  ほう  たん  こう しょう

5月19日
（水） 場所：公室

　４月に行われた東京２０２０オリンピック聖火リレーラン
ナーの市橋さん、関谷さんのご厚意により、市内の小・中学
校で実際の聖火リレーで使用されたトーチの展示を行いま
した。約２週間にわたり２本のトーチを別々に、各学校を巡
回する形での展示を行
い、多くの児童・生徒が
トーチの美しい輝きを間
近で見学させていただき
ました。貴重なトーチを
見ることができて、子ど
もたちの目は金メダルの
ように輝いていました。

　本田小校区内の指定避難所（穂積北中学校、本田小学校、
穂積北中学校、本田コミュニティセンター）に避難予定の自
治会長らが参集し、避難所開設時における事前のルールづ
くりなどを目的とした「避難所運営協議会」の設立にむけた
防災勉強会を行いました。市職員による避難所マニュアル作
成についての講義を受講したのち、役員らにより事前に検討
された規約や組織の案に基づき、避難所ごとに役割や今後
のスケジュールについて話し合いました。今後は、避難所ご
とで話し合いを重ね、８月の協議会設立を目指します。

本田小校区  避難所運営協議会
立ち上げへ
本田小校区  避難所運営協議会
立ち上げへ

6月6日
（日）

5月31日
（月）

　瑞穂市が「非核・平和都市宣言」をしてから今年で１１年目を迎えました。平和意識の醸成を図ることを目的として、穂積
北中学校花壇に被爆アオギリ二世を植樹しました。この被爆アオギリ二世は、広島市で「平和を愛する心」「命あるものを大
切にする心」を後世に継承するため、被爆アオギリの種を育てた苗木を「被爆アオギリ二世」と名付けて配付しているもの
です。生徒を代表して生徒会長の藤橋秀輔さんが、「アオギリから平和への尊さや勇気を感じた。これからも大切に育てて
いきたい」と挨拶しました。

場所：穂積北中学校被爆アオギリ二世植樹式被爆アオギリ二世植樹式

▲

会場の作品に見入る来場者

街の住みここちランキング
県内２位！
街の住みここちランキング
県内２位！

6月15日
（火）

　大東建託株式会社賃貸未
来研究所が行った『街の住み
ここちランキング２０２１〈岐阜
県版〉』において、瑞穂市が２
位となりました。またこの件に
ついて、東海テレビ放送より
取材を受け、６月１６日（水）の
情報番組で放送されました。

▲自分史の発行を市長に報告する井深さん（右）

▲左から加納教育長、宮崎校長、團塚柊馬さん、藤橋秀輔さん、服部真子さん、森市長

　元穂積中学校校長で市内在住の井深吉男さんが
自分史『一途』の発行を市長へ報告に訪れました。
５００頁にわたる同書は井深氏の２冊目の自書で、７
０年余りの人生や４６年の教員時代、家族や自分の
これまでの歴史に触れています。市は「ふるさとに
生きたあかしとして残す市民の自分史発刊の助成
援助」を行っており、旧穂積町から数えて14人目
（瑞穂市となって2人目）の交付となります。
　同氏は「執筆にあたりこれまでの人生を振り返っ
てみると、苦労や失敗以上に嬉しいことがたくさん
あったことが教員生活の誇り。ありのままを忠実に
再現できたので教員や管理職を目指すかたに読ん
でほしい」と話されました。

場所：公室「自分の生きたあかしを残したい」自分史発行「自分の生きたあかしを残したい」自分史発行

　青木哲郎さんが、消防功労の分野で瑞宝単光章を受章
されました。青木さんは、昭和５８年に旧穂積町消防団に
入団、平成２５年からの５年間は瑞穂市消防団長を務めら
れ消防団の発展に貢献されました。平成３１年３月３１日に
消防団を退団されて
から現在に至るまで
は、瑞穂市消防協会
顧問として消防団員
の指導育成に尽力さ
れており、市長からは
永きに亘る消防団へ
の功績への感謝の言
葉がありました。

　十七条の株式会社国定製作所の代表取締役國定義典さ
んより、自社で製作しているメディカルワゴンを、ご自身の
母校である西小学校と巣南中学校に各１台寄贈していただ
きました。後輩の子ど
もたちの学習環境の
充実のため、保健室
でメディカルワゴンを
活用して、日々の学校
生活を安心して送れ
るようにと願いをお話
しされました。

5月25日
（火）

▶報告に訪れた青木さん（右）

▶（左）國定義典さんより
（右）加納教育長に目録が
手渡されました。

長寿者褒賞授与
９９歳おめでとうございます

白寿のお祝い　廣瀬ノフ子さん白寿のお祝い　廣瀬ノフ子さん

5月25日
（火）

場所：公室 場所：本田コミュニティセンター
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魅力ある花 あじさい展魅力ある花 あじさい展6月  
5日（土）、
6日（日） 場所：市民センター

母校にメディカルワゴンを
寄贈

5月20日
（木） 場所：教育長室

　鉢植え教室主催のあじさい展が今年も開催されました。
市の花あじさいを、寄せ植えや鉢植えにした見事な作品が
多数展示されました。あじさいは、色・形のバリエーションが
豊かで、花を楽しめる時期が長く、つぼみから開花を同時に
楽しめるほか、害虫が
つきにくく手入れが楽
など、魅力がいっぱい
です。さまざまな種類
のあじさいが所狭しと
並べられ、来場者の目
を楽しませていました。

聖火トーチ巡回展示聖火トーチ巡回展示6月
７日（月）～
２３日（水） 場所：小・中学校

消防に尽力 瑞宝単光章を
受章
消防に尽力 瑞宝単光章を
受章

ずい  ほう  たん  こう しょうずい  ほう  たん  こう しょう

5月19日
（水） 場所：公室

　４月に行われた東京２０２０オリンピック聖火リレーラン
ナーの市橋さん、関谷さんのご厚意により、市内の小・中学
校で実際の聖火リレーで使用されたトーチの展示を行いま
した。約２週間にわたり２本のトーチを別々に、各学校を巡
回する形での展示を行
い、多くの児童・生徒が
トーチの美しい輝きを間
近で見学させていただき
ました。貴重なトーチを
見ることができて、子ど
もたちの目は金メダルの
ように輝いていました。

　本田小校区内の指定避難所（穂積北中学校、本田小学校、
穂積北中学校、本田コミュニティセンター）に避難予定の自
治会長らが参集し、避難所開設時における事前のルールづ
くりなどを目的とした「避難所運営協議会」の設立にむけた
防災勉強会を行いました。市職員による避難所マニュアル作
成についての講義を受講したのち、役員らにより事前に検討
された規約や組織の案に基づき、避難所ごとに役割や今後
のスケジュールについて話し合いました。今後は、避難所ご
とで話し合いを重ね、８月の協議会設立を目指します。

本田小校区  避難所運営協議会
立ち上げへ
本田小校区  避難所運営協議会
立ち上げへ

6月6日
（日）

5月31日
（月）

　瑞穂市が「非核・平和都市宣言」をしてから今年で１１年目を迎えました。平和意識の醸成を図ることを目的として、穂積
北中学校花壇に被爆アオギリ二世を植樹しました。この被爆アオギリ二世は、広島市で「平和を愛する心」「命あるものを大
切にする心」を後世に継承するため、被爆アオギリの種を育てた苗木を「被爆アオギリ二世」と名付けて配付しているもの
です。生徒を代表して生徒会長の藤橋秀輔さんが、「アオギリから平和への尊さや勇気を感じた。これからも大切に育てて
いきたい」と挨拶しました。

場所：穂積北中学校被爆アオギリ二世植樹式被爆アオギリ二世植樹式

▲

会場の作品に見入る来場者

街の住みここちランキング
県内２位！
街の住みここちランキング
県内２位！

6月15日
（火）

　大東建託株式会社賃貸未
来研究所が行った『街の住み
ここちランキング２０２１〈岐阜
県版〉』において、瑞穂市が２
位となりました。またこの件に
ついて、東海テレビ放送より
取材を受け、６月１６日（水）の
情報番組で放送されました。

▲自分史の発行を市長に報告する井深さん（右）

▲左から加納教育長、宮崎校長、團塚柊馬さん、藤橋秀輔さん、服部真子さん、森市長

　元穂積中学校校長で市内在住の井深吉男さんが
自分史『一途』の発行を市長へ報告に訪れました。
５００頁にわたる同書は井深氏の２冊目の自書で、７
０年余りの人生や４６年の教員時代、家族や自分の
これまでの歴史に触れています。市は「ふるさとに
生きたあかしとして残す市民の自分史発刊の助成
援助」を行っており、旧穂積町から数えて14人目
（瑞穂市となって2人目）の交付となります。
　同氏は「執筆にあたりこれまでの人生を振り返っ
てみると、苦労や失敗以上に嬉しいことがたくさん
あったことが教員生活の誇り。ありのままを忠実に
再現できたので教員や管理職を目指すかたに読ん
でほしい」と話されました。

場所：公室「自分の生きたあかしを残したい」自分史発行「自分の生きたあかしを残したい」自分史発行

　青木哲郎さんが、消防功労の分野で瑞宝単光章を受章
されました。青木さんは、昭和５８年に旧穂積町消防団に
入団、平成２５年からの５年間は瑞穂市消防団長を務めら
れ消防団の発展に貢献されました。平成３１年３月３１日に
消防団を退団されて
から現在に至るまで
は、瑞穂市消防協会
顧問として消防団員
の指導育成に尽力さ
れており、市長からは
永きに亘る消防団へ
の功績への感謝の言
葉がありました。

　十七条の株式会社国定製作所の代表取締役國定義典さ
んより、自社で製作しているメディカルワゴンを、ご自身の
母校である西小学校と巣南中学校に各１台寄贈していただ
きました。後輩の子ど
もたちの学習環境の
充実のため、保健室
でメディカルワゴンを
活用して、日々の学校
生活を安心して送れ
るようにと願いをお話
しされました。

5月25日
（火）

▶報告に訪れた青木さん（右）

▶（左）國定義典さんより
（右）加納教育長に目録が
手渡されました。

長寿者褒賞授与
９９歳おめでとうございます

白寿のお祝い　廣瀬ノフ子さん白寿のお祝い　廣瀬ノフ子さん

5月25日
（火）

場所：公室 場所：本田コミュニティセンター
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コミュニティセンター　３館同時開催

バスや電車などの公共交通機関は皆さんのご利用により保たれています環境に優しいみずほバス・樽見鉄道でゆったりぶらり旅してみませんか

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 
ExSite(エキサイト)Facebook

　平成29年度から令和2年度まで行ってきたワイワイ会議
の取り組みを継承し、今年度から「JR穂積駅周辺まちづくり
協議会 ExSite(エキサイト)」が設立されました。 

　この協議会の目的は、瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想
に掲げるビジョン「みんなの「心」をつ・つ・む場所ほづみの
エキチカ」を地元目線で後押しし、地域団体などと連携しな
がら、駅周辺の賑わいや活性化、地域のかたの暮らしやすさ
の向上を目指すことです。 
〈協議会の名前に込めた想い〉
ExSite(エキサイト)は Ex(街・駅)と
Site(場所)を合わせた造語です 

JR穂積駅周辺まちづくり協議会
ExSiteが設立されました!

エキサイト

エキサイト

　○下水道事業に関する資料　〇入札契約に関する資料
　〇小中学校に関する資料　　〇道路に関する資料　　 など

　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、岐阜市の紹介です。

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！ ～岐阜市～
　1,300年以上の歴史と伝統を誇る「ぎふ長良川の鵜飼」は、毎年5月11日か
ら10月15日まで開催しています。暗闇の中、篝火に照らし出される鵜匠の手
縄さばきと、鮎を捕る鵜の姿は、観る者を幻想的な世界へと誘います。鵜飼は
開催期間中、9月21日（火）と増水時を除いて、毎夜午後7時45分ごろからご
観覧いただけます。今年の夏は、「ぎふ長良川
の鵜飼」の幽玄な世界を体感してみませんか。
※申込方法や開催状況など、くわしくはお問
い合わせいただくか、ぎふ長良川の鵜飼ホー
ムページをご覧ください

▲ぎふ長良川の鵜飼●申込・問い合わせ
　岐阜市鵜飼観覧船事務所（岐阜市湊町1-2）　☎262-0104

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

●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

〈情報公開制度〉

令和２年度 情報公開制度、個人情報保護制度などの運用状況

牛牧南部コミュニティセンター 
つどいの泉

～医療従事者の皆さんへ『ありがとう』を伝えよう！～

◆請求件数および決定状況

◆請求内容

◆審査請求件数および処理状況　0件

〈法令遵守の推進等に関する制度〉
◆委員会から通知を受けた件数

トレーニングルーム・歩行用温水プール・ 
幼児用プール休止のお知らせ    
　当面の間、トレーニングルーム・歩行用温
水プール・幼児用プールのご利用は、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。

コミュニティセンター　３館同時開催
《『防災バッグに入れておくものグッズ展！』のご案内》
　『防災バッグに入れておくものグッズ展』を開催します。いざという時の備
えとして、役立つ情報がきっとありますよ。

《『我が家の防災対策』募集のご案内》
　ご家庭で行っている防災対策を募集します。
テーマは、『我が家の防災バッグ』です。
※くわしい応募方法は各コミセンでお尋ねください
【募集期間】 ７月３１日（土）まで
【展示期間】 ８月１日（日）から９月３０日（木）まで

■内　容：医療従事者のかたへの感謝と応援の言葉を書いて、掲示します。
■期　間：7月10日（土）～31日（土）　9：00～20：00
■対　象：幼児から大人までご家族でのご参加、大歓迎です。
■料　金：無料　■その他：事前の申し込みは不要です。

※7月20日（火）：本田コミセンと
　　　　　　　 南部コミセンは休館日

※制作に必要なものはコミセンで用意します新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用
ー会計年度任用職員募集ー

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、離職または内定取り消しを受けたかたを対象とした募集を行います。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 募集人数 担当課

行政事務補助員

総合政策課　　　
☎327-4128

地域福祉高齢課　
☎327-4126

1人

1人

任用期間

応募方法

選考方法

応募期限

８月１日～令和４年３月３１日

申込書および離職または内定が取り消されたこと
がわかる書類を担当課へ提出

面接試験

7月9日（金）必着
※職務内容、勤務条件などの詳細について
は、担当課へお問い合わせください

※申込書、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

実施機関 請求件数 公開 一部公開
決定状況

非公開
市 長
教育委員会
議 会
その他委員会
合 計

公益通報制度
不当要求行為等対処制度

１０
６
１
０
１７

５
４
－
－
９

４
２
－
－
６

１
－
１
－
２

0
0

　○検診結果に関する資料　　　　　○税に関する資料　
　○職員採用試験結果に関する資料　　　　　　　　　など

〈個人情報保護制度〉
◆開示請求件数および開示決定状況

◆請求内容

◆訂正請求件数および訂正決定状況　0件

◆利用停止請求件数および利用停止決定状況　0件

◆審査請求件数および処理状況　0件

実施機関 開示
請求件数 開示 部分開示

開示決定状況
非開示

市 長
教育委員会
議 会
その他委員会
合 計

１１
２
０
１
１４

９
２
－
－
１１

２
－
－
１
３

－
－
－
－
－

ワイワイ・盛り上がるまちづくり 

皆にとって
楽しい
街（エキ）

駅周辺の
皆が暮らす
場所

Ex Site
エキサイト

ExSiteってどんな組織?

　まちづくりに興味のあるかたは、まずは会議にご参加くだ
さい。ExSite会議には、誰でも出席できます。会議に出席して
みて、入会をご希望されるかたには、協議会の規約などや申し
込みに関する書類をお渡しします。 

JR穂積駅南側の空き店
舗（第1駐輪場の一部）の
活用について検討してい
ます。詳細は、瑞穂市ホー
ムページやJR穂積駅周辺
まちづくり協議会 ExSite 
Facebook をご覧くだ
さい。 

新しい仲間を募集しています! 

JR穂積駅前の空き店舗の活用を検討して
います! 

活動
日時

毎月第2.4水曜日18時
から会議を行っています。 

対象 会員に限らず興味のあるか
たは誰でも参加できます! 

JR穂
積駅

〈場所〉
JR穂積駅南口
瑞穂市第1駐輪場
(別府871-2) 
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コミュニティセンター　３館同時開催

バスや電車などの公共交通機関は皆さんのご利用により保たれています環境に優しいみずほバス・樽見鉄道でゆったりぶらり旅してみませんか

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 
ExSite(エキサイト)Facebook

　平成29年度から令和2年度まで行ってきたワイワイ会議
の取り組みを継承し、今年度から「JR穂積駅周辺まちづくり
協議会 ExSite(エキサイト)」が設立されました。 

　この協議会の目的は、瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想
に掲げるビジョン「みんなの「心」をつ・つ・む場所ほづみの
エキチカ」を地元目線で後押しし、地域団体などと連携しな
がら、駅周辺の賑わいや活性化、地域のかたの暮らしやすさ
の向上を目指すことです。 
〈協議会の名前に込めた想い〉
ExSite(エキサイト)は Ex(街・駅)と
Site(場所)を合わせた造語です 

JR穂積駅周辺まちづくり協議会
ExSiteが設立されました!

エキサイト

エキサイト

　○下水道事業に関する資料　〇入札契約に関する資料
　〇小中学校に関する資料　　〇道路に関する資料　　 など

　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、岐阜市の紹介です。

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！ ～岐阜市～
　1,300年以上の歴史と伝統を誇る「ぎふ長良川の鵜飼」は、毎年5月11日か
ら10月15日まで開催しています。暗闇の中、篝火に照らし出される鵜匠の手
縄さばきと、鮎を捕る鵜の姿は、観る者を幻想的な世界へと誘います。鵜飼は
開催期間中、9月21日（火）と増水時を除いて、毎夜午後7時45分ごろからご
観覧いただけます。今年の夏は、「ぎふ長良川
の鵜飼」の幽玄な世界を体感してみませんか。
※申込方法や開催状況など、くわしくはお問
い合わせいただくか、ぎふ長良川の鵜飼ホー
ムページをご覧ください

▲ぎふ長良川の鵜飼●申込・問い合わせ
　岐阜市鵜飼観覧船事務所（岐阜市湊町1-2）　☎262-0104

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

●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

〈情報公開制度〉

令和２年度 情報公開制度、個人情報保護制度などの運用状況

牛牧南部コミュニティセンター 
つどいの泉

～医療従事者の皆さんへ『ありがとう』を伝えよう！～

◆請求件数および決定状況

◆請求内容

◆審査請求件数および処理状況　0件

〈法令遵守の推進等に関する制度〉
◆委員会から通知を受けた件数

トレーニングルーム・歩行用温水プール・ 
幼児用プール休止のお知らせ    
　当面の間、トレーニングルーム・歩行用温
水プール・幼児用プールのご利用は、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。

コミュニティセンター　３館同時開催
《『防災バッグに入れておくものグッズ展！』のご案内》
　『防災バッグに入れておくものグッズ展』を開催します。いざという時の備
えとして、役立つ情報がきっとありますよ。

《『我が家の防災対策』募集のご案内》
　ご家庭で行っている防災対策を募集します。
テーマは、『我が家の防災バッグ』です。
※くわしい応募方法は各コミセンでお尋ねください
【募集期間】 ７月３１日（土）まで
【展示期間】 ８月１日（日）から９月３０日（木）まで

■内　容：医療従事者のかたへの感謝と応援の言葉を書いて、掲示します。
■期　間：7月10日（土）～31日（土）　9：00～20：00
■対　象：幼児から大人までご家族でのご参加、大歓迎です。
■料　金：無料　■その他：事前の申し込みは不要です。

※7月20日（火）：本田コミセンと
　　　　　　　 南部コミセンは休館日

※制作に必要なものはコミセンで用意します新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用
ー会計年度任用職員募集ー

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、離職または内定取り消しを受けたかたを対象とした募集を行います。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 募集人数 担当課

行政事務補助員

総合政策課　　　
☎327-4128

地域福祉高齢課　
☎327-4126

1人

1人

任用期間

応募方法

選考方法

応募期限

８月１日～令和４年３月３１日

申込書および離職または内定が取り消されたこと
がわかる書類を担当課へ提出

面接試験

7月9日（金）必着
※職務内容、勤務条件などの詳細について
は、担当課へお問い合わせください

※申込書、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

実施機関 請求件数 公開 一部公開
決定状況

非公開
市 長
教育委員会
議 会
その他委員会
合 計

公益通報制度
不当要求行為等対処制度

１０
６
１
０
１７

５
４
－
－
９

４
２
－
－
６

１
－
１
－
２

0
0

　○検診結果に関する資料　　　　　○税に関する資料　
　○職員採用試験結果に関する資料　　　　　　　　　など

〈個人情報保護制度〉
◆開示請求件数および開示決定状況

◆請求内容

◆訂正請求件数および訂正決定状況　0件

◆利用停止請求件数および利用停止決定状況　0件

◆審査請求件数および処理状況　0件

実施機関 開示
請求件数 開示 部分開示

開示決定状況
非開示

市 長
教育委員会
議 会
その他委員会
合 計

１１
２
０
１
１４

９
２
－
－
１１

２
－
－
１
３

－
－
－
－
－

ワイワイ・盛り上がるまちづくり 

皆にとって
楽しい
街（エキ）

駅周辺の
皆が暮らす
場所

Ex Site
エキサイト

ExSiteってどんな組織?

　まちづくりに興味のあるかたは、まずは会議にご参加くだ
さい。ExSite会議には、誰でも出席できます。会議に出席して
みて、入会をご希望されるかたには、協議会の規約などや申し
込みに関する書類をお渡しします。 

JR穂積駅南側の空き店
舗（第1駐輪場の一部）の
活用について検討してい
ます。詳細は、瑞穂市ホー
ムページやJR穂積駅周辺
まちづくり協議会 ExSite 
Facebook をご覧くだ
さい。 

新しい仲間を募集しています! 

JR穂積駅前の空き店舗の活用を検討して
います! 

活動
日時

毎月第2.4水曜日18時
から会議を行っています。 

対象 会員に限らず興味のあるか
たは誰でも参加できます! 

JR穂
積駅

〈場所〉
JR穂積駅南口
瑞穂市第1駐輪場
(別府871-2) 
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住宅リフォーム助成事業

●問い合わせ
　市民課　☎３２７-４１１３

マイナンバーカード・電子証明書には有効期限があります
　有効期限が過ぎた場合には、身分証明書として使
用できなくなるほか、コンビニ交付サービスの利用
ができなくなります。
　いずれも有効期限の３か月前から行うことができま
すので、有効期限内に更新手続きを行ってください（マ
イナンバーカード・電子証明書の
更新にかかる手数料は無料です）。
　くわしくは地方公共団体情報
システム機構のホームぺージを
ご覧ください。
（https://www.jpki.go.jp/
 procedure/period.html）

　店舗での購入は、クーリング・オフできません。
　クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘など、
事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約し
た場合に、一定の期間内であれば無条件で申し
込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお、
クーリング・オフ可能な取引対象は法律などで決
められています。

新生活様式応援  
　住宅リフォーム助成事業 が始まります
市内業者が施工する住宅リフォーム工事に対して、経費の一部を助成します。

・本市の住民基本台帳に登録されているかた
・工事を行う住宅の所有者であり、当該住宅
に居住しているかた
・市税などを滞納していないかた

対  象  者

市内の個人住宅
ただし、店舗、事務所などを併用する住宅
については居住の用に供する部分のみ
マンションなどについては、専有部分のみ

対象の住宅

令和３年７月１日（木）～ 令和４年１月３１日（月）
※予算がなくなり次第、終了対 象 期 間

・工事に要する費用（消費税除く）が合計２０万円以上であること
・申請前に着手していないこと
・市内業者が行う工事であること
・令和３年７月１日以降の契約で、令和４年１月３１日までに工事が完了し、完了後１０日
以内に完了届が提出できる工事であること
・他の制度による補助を受けていない工事であること

一般リフォーム工事
▶建築躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替え、ふす
ま、畳の交換、屋根の葺き替えなどの改修工事
▶水廻り機器設置・改修工事
▶配管工事を含むエアコン新設工事
▶段差解消、手すり設置、スロープなどのバリア
フリー化工事
▶断熱材設置などによる省エネ対策工事、耐震
補強工事

新型コロナウイルス感染症対策工事
▶部屋の増築や間仕切りなどによる密接対策工事
▶換気システム新設、配管工事を含む空気清浄機
能付エアコン新設工事
▶抗菌仕様素材を用いた床・壁の張替えや水廻り
機器設置・改修工事
▶タッチレス玄関扉設置、宅配ボックス設置による
非接触対策工事

対 象 工 事

助成費は上限１０万円。下記の工事内容に応じて補助率が変わります。
・一般リフォーム工事　　　　　　　　　工事費の１割
・新型コロナウイルス感染症対策工事　　工事費の２割
※助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる
※１人および１住宅につき１回のみ助成。共有名義の住宅は、共有者のうち１人に限る

助  成  費

対象となる工事の例

▶賃貸住宅、または賃貸する予定の住宅の工事
▶住宅とは別棟の倉庫、物置、車庫などの工事
▶申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備
などの購入
▶移動または取り外し可能な機器または製品（テレ
ビ、冷蔵庫、オーブンなど）の購入
▶配管工事を含まないエアコン交換工事
▶申請者が施工業者の場合の労務費（材料費は補助
対象）
▶造園、門扉、塀・フェンスまたはエントランス舗装
などの外構工事
▶浄化槽設置工事の配管工事
▶増築またはリフォームを伴わない解体工事
▶公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅
で、当該移転補償費の対象となる工事

※くわしくは、下記までお問い合わせください

対象とならない工事の例

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎３２７-２１０１

店舗での買い物はクーリング・オフできません！消費生活相談室だより

一週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、
家で使ってみると聞こえづらいと言う。調

整してもらったが改善しないので、クーリング・オフ
したい。できるだろうか？

マイナンバーカード→市民課（穂積庁舎）
電子証明書→市民課（穂積庁舎）、市民窓口
課（巣南庁舎）
※マイナンバーカード交付の際に決めてい
ただいた暗証番号は、諸手続きの際に必
要になります。大切に保管をお願いします

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

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎３２７-４１２６

対象者

瑞穂市自動車急発進抑制装置整備費補助制度
●市の住民基本台帳に記録されており、現に市内に居住している満６５歳以上の運転免許を有しているかた
※市税など滞納していないなどその他の要件あり

対象となる
自動車

●自動車検査証の所有者または使用者の欄に申請者の記載がある自動車
●非営利かつ個人が使用する目的であること（社用車などではないこと）

対象となる
抑制装置

●後付けの急発進抑制装置としての機能を有する装置のうち、国土交通省が一定の機能を有すると
認定した装置（車の整備業者に国の補助金対象事業所かどうかお尋ねください）

対象となる経費 ●急発進抑制装置の購入および整備に要した費用の２分の１（上限３万円）

申請に必要な
書類

●急発進抑制装置に要した領収書
●取付箇所の整備後の写真（車の正面、取付装置がわかる写真）
●運転免許証の写し
●自動車検査証の写し
●自動車税の領収書の写し
※この他にも書類の提出を求める場合があります

申請期限 ●整備後６か月以内（最終申請期限は令和4年3月31日（木）です）

更新場所

コンビニで住民票や戸籍証明書などが取得できます。 マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）
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住宅リフォーム助成事業

●問い合わせ
　市民課　☎３２７-４１１３

マイナンバーカード・電子証明書には有効期限があります
　有効期限が過ぎた場合には、身分証明書として使
用できなくなるほか、コンビニ交付サービスの利用
ができなくなります。
　いずれも有効期限の３か月前から行うことができま
すので、有効期限内に更新手続きを行ってください（マ
イナンバーカード・電子証明書の
更新にかかる手数料は無料です）。
　くわしくは地方公共団体情報
システム機構のホームぺージを
ご覧ください。
（https://www.jpki.go.jp/
 procedure/period.html）

　店舗での購入は、クーリング・オフできません。
　クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘など、
事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約し
た場合に、一定の期間内であれば無条件で申し
込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお、
クーリング・オフ可能な取引対象は法律などで決
められています。

新生活様式応援  
　住宅リフォーム助成事業 が始まります
市内業者が施工する住宅リフォーム工事に対して、経費の一部を助成します。

・本市の住民基本台帳に登録されているかた
・工事を行う住宅の所有者であり、当該住宅
に居住しているかた
・市税などを滞納していないかた

対  象  者

市内の個人住宅
ただし、店舗、事務所などを併用する住宅
については居住の用に供する部分のみ
マンションなどについては、専有部分のみ

対象の住宅

令和３年７月１日（木）～ 令和４年１月３１日（月）
※予算がなくなり次第、終了対 象 期 間

・工事に要する費用（消費税除く）が合計２０万円以上であること
・申請前に着手していないこと
・市内業者が行う工事であること
・令和３年７月１日以降の契約で、令和４年１月３１日までに工事が完了し、完了後１０日
以内に完了届が提出できる工事であること
・他の制度による補助を受けていない工事であること

一般リフォーム工事
▶建築躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替え、ふす
ま、畳の交換、屋根の葺き替えなどの改修工事
▶水廻り機器設置・改修工事
▶配管工事を含むエアコン新設工事
▶段差解消、手すり設置、スロープなどのバリア
フリー化工事
▶断熱材設置などによる省エネ対策工事、耐震
補強工事

新型コロナウイルス感染症対策工事
▶部屋の増築や間仕切りなどによる密接対策工事
▶換気システム新設、配管工事を含む空気清浄機
能付エアコン新設工事
▶抗菌仕様素材を用いた床・壁の張替えや水廻り
機器設置・改修工事
▶タッチレス玄関扉設置、宅配ボックス設置による
非接触対策工事

対 象 工 事

助成費は上限１０万円。下記の工事内容に応じて補助率が変わります。
・一般リフォーム工事　　　　　　　　　工事費の１割
・新型コロナウイルス感染症対策工事　　工事費の２割
※助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる
※１人および１住宅につき１回のみ助成。共有名義の住宅は、共有者のうち１人に限る

助  成  費

対象となる工事の例

▶賃貸住宅、または賃貸する予定の住宅の工事
▶住宅とは別棟の倉庫、物置、車庫などの工事
▶申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備
などの購入
▶移動または取り外し可能な機器または製品（テレ
ビ、冷蔵庫、オーブンなど）の購入
▶配管工事を含まないエアコン交換工事
▶申請者が施工業者の場合の労務費（材料費は補助
対象）
▶造園、門扉、塀・フェンスまたはエントランス舗装
などの外構工事
▶浄化槽設置工事の配管工事
▶増築またはリフォームを伴わない解体工事
▶公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅
で、当該移転補償費の対象となる工事

※くわしくは、下記までお問い合わせください

対象とならない工事の例

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎３２７-２１０１

店舗での買い物はクーリング・オフできません！消費生活相談室だより

一週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、
家で使ってみると聞こえづらいと言う。調

整してもらったが改善しないので、クーリング・オフ
したい。できるだろうか？

マイナンバーカード→市民課（穂積庁舎）
電子証明書→市民課（穂積庁舎）、市民窓口
課（巣南庁舎）
※マイナンバーカード交付の際に決めてい
ただいた暗証番号は、諸手続きの際に必
要になります。大切に保管をお願いします

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

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎３２７-４１２６

対象者

瑞穂市自動車急発進抑制装置整備費補助制度
●市の住民基本台帳に記録されており、現に市内に居住している満６５歳以上の運転免許を有しているかた
※市税など滞納していないなどその他の要件あり

対象となる
自動車

●自動車検査証の所有者または使用者の欄に申請者の記載がある自動車
●非営利かつ個人が使用する目的であること（社用車などではないこと）

対象となる
抑制装置

●後付けの急発進抑制装置としての機能を有する装置のうち、国土交通省が一定の機能を有すると
認定した装置（車の整備業者に国の補助金対象事業所かどうかお尋ねください）

対象となる経費 ●急発進抑制装置の購入および整備に要した費用の２分の１（上限３万円）

申請に必要な
書類

●急発進抑制装置に要した領収書
●取付箇所の整備後の写真（車の正面、取付装置がわかる写真）
●運転免許証の写し
●自動車検査証の写し
●自動車税の領収書の写し
※この他にも書類の提出を求める場合があります

申請期限 ●整備後６か月以内（最終申請期限は令和4年3月31日（木）です）

更新場所

コンビニで住民票や戸籍証明書などが取得できます。 マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）
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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

7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？
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

10：00
～13：00

10：30
～11：30

10：30
～13：00

200円
＋材料費1,000円

200円
＋材料費300円

200円
＋ランチ代（親子700円）

200円
＋材料費800円
200円

＋材料費100円

10：30
～15：00

10：30
～14：00

10：30
～11：30
10：30
～11：30

講師

フレ！
フレ！

子育て子育て

＊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。             ※各事業要予約
☆7月の講座は、6月1日（火）から予約を開始しました。
☆新型コロナウイルス感染拡大の状況により内容など変更させていただくことがあります。あらかじめご了承願います。
☆最新情報を一早くお届けします！QRコードを読み取ってご覧ください。 

日にち 事業
園のお昼ごはんで取り入れられている調理法です。お砂糖なし、ひと
つまみのお塩だけでびっくりするくらいお野菜が甘くなる秘密は？ 矢部肇子氏

小川直美氏

支援センター

髙橋佑佳氏

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

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

8日(木)

26日(月)

27日(火)

28日(水)

週１～2回

特別講座

グット・トイ

LINK-UPみずほ

こびとカフェ

開放

12日（月）

13日（火）

19日（月）

20日（火）

子宝先生
野崎利晃氏

200円
＋材料費500円
200円

＋材料費2,000円

時間内容 講師 参加費

昔ながらの竹で作られたうちわに、水彩画でお絵描き♪汚れ
ても良い服装でお越しください。季節のおやつもお楽しみに！

プロカメラマンに技を伝授して頂きましょう！基礎からやさしく丁寧に教えてください
ます。園庭での実践も行い、ロケーション撮影のコツもバッチリ習得しましょう♪

重ね煮講座

マーム広場

写真の撮り方講座
＆ランチ

10：30
～11：30お誕生日会

10：30
～11：30

四季のアロマオイル
『お肌つるすべクリーム』

日にち 事業 場所 時間 備考

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

「うちわで水族館作り」～手形・足形が海の生き物に大変身！～
講師：センター職員

対象：未就園児親子６組 託児はありません
「わらべ歌ベビーマッサージ」と「遊び」～心も体もぽっかぽか！大好きを伝え合えるスキンシップ～
講師：ベビーマッサージインストラクター 前平 美由紀氏
対象：未就園児親子各６組 託児はありません

予約申込期間：７月１２日（月）～１４日（水）
９：３０～１５：００までに各支援センターに
電話で連絡してください

牛支 10：30～11：30
別支 1回目 10:00～11：00
  　　2回目 11:00～12：00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

15日（木）
29日（木）

20日（火）

26日（月）

別府支援センター
牛牧支援センター

牛牧支援センター

別府支援センター

12日（月）
19日（月）

●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

10：30
～11：30
10：30
～11：30

200円

200円

350円

無料

10：00～12：00

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9日（金） 10：00～12：00

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

日焼け、汗も、湿疹…肌トラブルが多くなる夏。植物由来、メディカルグレードのエッセン
シャルオイルでお手当てしませんか？アロマの香りにとても癒されるひとときになります。

『鍼灸で実践編！！』薬剤師・鍼灸師でもある、野崎先生による
大人気の実践編です♬服の上からできちゃいますよ～
『美濃和紙のモビール作り』山田和香奈先生が自ら手で漉いてくださった美濃和紙を
使ってモビール作り♬美濃和紙を染めるので汚れてもいい服でお越しくださいね♡
『木の時計作り』木材はブナの木を使ってオリジナル時計を作りますよ～♡置時
計か掛け時計にするか選んでいただけます！木のぬくもりに触れにきてください！
『親子でふれあい遊び』毎回、楽しいと大好評♡季節の歌に
合わせて遊んだり、制作したり親子で楽しみます。
7月のおやつはお楽しみ♡お子さまにも安心安全な材料を使ったおやつを、親子で
楽しみに来てください♬　※アレルギーをお持ちのかたは事前にお知らせください
あたたかみのある木のおもちゃ、絵本などあります♪晴れた日は園庭でも遊べます。
8月からは園庭にてお水遊びもできます！くわしくは後日お知らせします。

　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。

山田和香奈氏

浅野美香子氏

高木諭美氏

－

－月～金
(祝日は休館)

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

鍼灸で実践編！！

富有柿を麺に練り込んだ柿ぱすた販売中
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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

7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？
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

10：00
～13：00

10：30
～11：30

10：30
～13：00

200円
＋材料費1,000円

200円
＋材料費300円

200円
＋ランチ代（親子700円）

200円
＋材料費800円

200円
＋材料費100円

10：30
～15：00

10：30
～14：00

10：30
～11：30
10：30
～11：30

講師

フレ！
フレ！

子育て子育て

＊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。             ※各事業要予約
☆7月の講座は、6月1日（火）から予約を開始しました。
☆新型コロナウイルス感染拡大の状況により内容など変更させていただくことがあります。あらかじめご了承願います。
☆最新情報を一早くお届けします！QRコードを読み取ってご覧ください。 

日にち 事業
園のお昼ごはんで取り入れられている調理法です。お砂糖なし、ひと
つまみのお塩だけでびっくりするくらいお野菜が甘くなる秘密は？ 矢部肇子氏

小川直美氏

支援センター

髙橋佑佳氏

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

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

8日(木)

26日(月)

27日(火)

28日(水)

週１～2回

特別講座

グット・トイ

LINK-UPみずほ

こびとカフェ

開放

12日（月）

13日（火）

19日（月）

20日（火）

子宝先生
野崎利晃氏

200円
＋材料費500円
200円

＋材料費2,000円

時間内容 講師 参加費

昔ながらの竹で作られたうちわに、水彩画でお絵描き♪汚れ
ても良い服装でお越しください。季節のおやつもお楽しみに！

プロカメラマンに技を伝授して頂きましょう！基礎からやさしく丁寧に教えてください
ます。園庭での実践も行い、ロケーション撮影のコツもバッチリ習得しましょう♪

重ね煮講座

マーム広場

写真の撮り方講座
＆ランチ

10：30
～11：30お誕生日会

10：30
～11：30

四季のアロマオイル
『お肌つるすべクリーム』

日にち 事業 場所 時間 備考

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

「うちわで水族館作り」～手形・足形が海の生き物に大変身！～
講師：センター職員

対象：未就園児親子６組 託児はありません
「わらべ歌ベビーマッサージ」と「遊び」～心も体もぽっかぽか！大好きを伝え合えるスキンシップ～
講師：ベビーマッサージインストラクター 前平 美由紀氏
対象：未就園児親子各６組 託児はありません

予約申込期間：７月１２日（月）～１４日（水）
９：３０～１５：００までに各支援センターに
電話で連絡してください

牛支 10：30～11：30
別支 1回目 10:00～11：00
  　　2回目 11:00～12：00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

15日（木）
29日（木）

20日（火）

26日（月）

別府支援センター
牛牧支援センター

牛牧支援センター

別府支援センター

12日（月）
19日（月）

●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

10：30
～11：30
10：30
～11：30

200円

200円

350円

無料

10：00～12：00

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9日（金） 10：00～12：00

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

日焼け、汗も、湿疹…肌トラブルが多くなる夏。植物由来、メディカルグレードのエッセン
シャルオイルでお手当てしませんか？アロマの香りにとても癒されるひとときになります。

『鍼灸で実践編！！』薬剤師・鍼灸師でもある、野崎先生による
大人気の実践編です♬服の上からできちゃいますよ～
『美濃和紙のモビール作り』山田和香奈先生が自ら手で漉いてくださった美濃和紙を
使ってモビール作り♬美濃和紙を染めるので汚れてもいい服でお越しくださいね♡
『木の時計作り』木材はブナの木を使ってオリジナル時計を作りますよ～♡置時
計か掛け時計にするか選んでいただけます！木のぬくもりに触れにきてください！
『親子でふれあい遊び』毎回、楽しいと大好評♡季節の歌に
合わせて遊んだり、制作したり親子で楽しみます。
7月のおやつはお楽しみ♡お子さまにも安心安全な材料を使ったおやつを、親子で
楽しみに来てください♬　※アレルギーをお持ちのかたは事前にお知らせください
あたたかみのある木のおもちゃ、絵本などあります♪晴れた日は園庭でも遊べます。
8月からは園庭にてお水遊びもできます！くわしくは後日お知らせします。

　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。

山田和香奈氏

浅野美香子氏

高木諭美氏

－

－月～金
(祝日は休館)

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

鍼灸で実践編！！

富有柿を麺に練り込んだ柿ぱすた販売中



「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

分かる分かる 分からない分からない
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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。
■日 7月15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

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 7月12日（月）・26日（月）　9：30～11：30
■所 老人福祉センター ※予約不要
■問 地域包括支援センター
　☎３２７-４１１８

令和3年度清流みずほ認定こども園入園説明会
『子どもを良くする７つの魔法』をそっと教えます

お知らせ

■日 7月27日(火)
　 ①10：00～11:30(受付9:45～)
　 ②11:00～12:30(受付10:45～)
■所 清流みずほ認定こども園（森557）
　 リーベリーホール
■対 0～2歳(4～5歳のお子さまもご相談ください)
■申・■問 清流みずほ認定こども園　幼稚園部
平日　☎328‐7228（9：00～15：00）
土曜　☎328-2078（9：00～16：00）
※新型コロナウイルス感染症予防のた
め人数を制限させていただきます

瑞穂大学 ７月・８月講座 
中止のお知らせ

お知らせ

　７月から開講を予定しておりまし
た瑞穂大学講座は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため７月・８
月の講座を全て中止することとし
ました。９月からの開講を予定して
いますのでお知らせします。
※令和３年度瑞穂大学寿学部・女性
学部年間計画表（修正版）は、総
合センター・市民センター・巣南
公民館に置いてあります
■問 生涯学習課　☎327-２１１７

応急手当普及員講習会の
お知らせ

お知らせ

　応急手当普及員とは、自らが所属
する事業所の従業員または防災組織
などの構成員に対して普通救命講習
などを指導するにあたり、岐阜市消
防長が認定したかたをいいます。
　応急手当普及員に認定されると、
岐阜市消防本部の基準に基づいた
普通救命講習などを開催し、指導す
ることができます。
■日 9月4日（土）、11日（土）、18日（土）
　　9：00～17：00
予備日　9月25日(土)　
　予備日は気象状況により中止になっ
　た場合に実施します。
　３日間全て受講する必要があります。
■所 岐阜市消防本部6階 大会議室（岐阜
　 市美江寺町2丁目9番地）
■料  無料（※事前申込必要）
■資 岐阜市消防本部管内（岐阜市・瑞穂
　　市・山県市・本巣市・北方町）に在住、
　　在勤または在学のかた
■定 20人程度　
　 申し込み多数の場合は、先着順
■〆  7月20日（火）～8月20日（金）
■申・■問 岐阜市消防本部救急課　
☎262-7167（直接または電話）
新型コロナウイルス感染拡大の状
況により、中止または延期する場合
があります。

中小企業診断士による
無料経営相談のご案内

お知らせ

　瑞穂市商工会では、中小企業診断
士による経営に関する補助金申請な
どの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。
・相談日時は電話予約が必要です
・相談室への入室は2人までです
・相談時間は原則2時間以内です。事
　前に相談されたい内容をまとめて 
　おいてください
・感染予防のため、マスクを着用して
　お越しください
・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 令和4年1月31日（月）までの平日
10：00～、13：00～、15：00～
■所 瑞穂市商工会　2階会議室
■問 瑞穂市商工会　☎327-6611

７月は「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」です

お知らせ

　スマートフォンなどが急速に普
及し、青少年を取り巻くインター
ネット利用環境が一層多様化する
中で、児童買春や児童ポルノを始
めとするSNSなどの利用に起因す
る被害が増加しています。青少年
の非行・被害の防止について市民
の理解と認識を深め、家庭・学校・
地域社会が一体となって取り組む
ことによって、青少年の健全育成を
目指していきましょう。
▼スローガン
「なくそう非行　地域で育む青少年」
「青少年　地域で守ろう　育てよう」
■問 生涯学習課　☎327-2117

「教員免許状更新」相談
お知らせ

　教員免許状更新や学校への勤務
などに関する相談を実施します。
■日  平日の8：30～17：15
　  ※１人につき３０分程度
■所  学校教育課（巣南庁舎）
■料  無料
■対 過去に教員免許を取得したが、免
　 許更新を行わず修了確認期限ま
　 たは有効期限満了日が過ぎてい
　 るかた
■申 ・■問  学校教育課　☎327-2116

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 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

空家等不動産無料相談会
お知らせ

　不動産に関することなら、どんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日 7月15日（木）　13：00～16：00
　（受付15：00まで）
■所 巣南公民館　第２講義室
■問 （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会岐阜北支部　☎295-1982

●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。

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

7/1
（木）

7/14
（水）

ふなぶせ南

生活
サポート
はしま

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

■所  総合センター 相談室１
■問  福祉生活課　☎３２７-４１２３

手のひらを胸にあて、1回下におろします。
「知る」という使い方もあります。

右肩側で肩から後ろに手を２、３回振ります。
「知らない」という使い方もあります。

　市有財産の有効活用、新たな財源確保、地域経済の
活性化を目的として、市役所穂積庁舎へ設置する広告
付マットの広告主を募集しています。
　広告付マットは庁舎１階出入口に設置しますので、多
くの来庁者の目に触れ、足元からメッセージを伝達する
ことができ、高い広告効果が期待できます。

　掲載する広告は事前の審査が必要になります。
くわしくは総合政策課までお問い合わせください。
　その他にも、市有財産を活用した広告事業を今
後行っていく予定です。

▲正面玄関のマット設置場所
（1）設置場所
　  穂積庁舎１階４か所（第１庁舎正面玄関・北出入口、
　　第２庁舎北玄関）　※申込に達し次第終了（先着順）
（2）設置期間 
　  １０月１日から令和４年３月３１日（初年度は６か月とし、
　　以後更新を許可する場合は最大3年）

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

市役所穂積庁舎に広告付マットを設置してみませんか



「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

分かる分かる 分からない分からない
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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。
■日 7月15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

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 7月12日（月）・26日（月）　9：30～11：30
■所 老人福祉センター ※予約不要
■問 地域包括支援センター
　☎３２７-４１１８

令和3年度清流みずほ認定こども園入園説明会
『子どもを良くする７つの魔法』をそっと教えます

お知らせ

■日 7月27日(火)
　 ①10：00～11:30(受付9:45～)
　 ②11:00～12:30(受付10:45～)
■所 清流みずほ認定こども園（森557）
　 リーベリーホール
■対 0～2歳(4～5歳のお子さまもご相談ください)
■申・■問 清流みずほ認定こども園　幼稚園部
平日　☎328‐7228（9：00～15：00）
土曜　☎328-2078（9：00～16：00）
※新型コロナウイルス感染症予防のた
め人数を制限させていただきます

瑞穂大学 ７月・８月講座 
中止のお知らせ

お知らせ

　７月から開講を予定しておりまし
た瑞穂大学講座は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため７月・８
月の講座を全て中止することとし
ました。９月からの開講を予定して
いますのでお知らせします。
※令和３年度瑞穂大学寿学部・女性
学部年間計画表（修正版）は、総
合センター・市民センター・巣南
公民館に置いてあります
■問 生涯学習課　☎327-２１１７

応急手当普及員講習会の
お知らせ

お知らせ

　応急手当普及員とは、自らが所属
する事業所の従業員または防災組織
などの構成員に対して普通救命講習
などを指導するにあたり、岐阜市消
防長が認定したかたをいいます。
　応急手当普及員に認定されると、
岐阜市消防本部の基準に基づいた
普通救命講習などを開催し、指導す
ることができます。
■日 9月4日（土）、11日（土）、18日（土）
　　9：00～17：00
予備日　9月25日(土)　
　予備日は気象状況により中止になっ
　た場合に実施します。
　３日間全て受講する必要があります。
■所 岐阜市消防本部6階 大会議室（岐阜
　 市美江寺町2丁目9番地）
■料  無料（※事前申込必要）
■資 岐阜市消防本部管内（岐阜市・瑞穂
　　市・山県市・本巣市・北方町）に在住、
　　在勤または在学のかた
■定 20人程度　
　 申し込み多数の場合は、先着順
■〆  7月20日（火）～8月20日（金）
■申・■問 岐阜市消防本部救急課　
☎262-7167（直接または電話）
新型コロナウイルス感染拡大の状
況により、中止または延期する場合
があります。

中小企業診断士による
無料経営相談のご案内

お知らせ

　瑞穂市商工会では、中小企業診断
士による経営に関する補助金申請な
どの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。
・相談日時は電話予約が必要です
・相談室への入室は2人までです
・相談時間は原則2時間以内です。事
　前に相談されたい内容をまとめて 
　おいてください
・感染予防のため、マスクを着用して
　お越しください
・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 令和4年1月31日（月）までの平日
10：00～、13：00～、15：00～
■所 瑞穂市商工会　2階会議室
■問 瑞穂市商工会　☎327-6611

７月は「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」です

お知らせ

　スマートフォンなどが急速に普
及し、青少年を取り巻くインター
ネット利用環境が一層多様化する
中で、児童買春や児童ポルノを始
めとするSNSなどの利用に起因す
る被害が増加しています。青少年
の非行・被害の防止について市民
の理解と認識を深め、家庭・学校・
地域社会が一体となって取り組む
ことによって、青少年の健全育成を
目指していきましょう。
▼スローガン
「なくそう非行　地域で育む青少年」
「青少年　地域で守ろう　育てよう」
■問 生涯学習課　☎327-2117

「教員免許状更新」相談
お知らせ

　教員免許状更新や学校への勤務
などに関する相談を実施します。
■日  平日の8：30～17：15
　  ※１人につき３０分程度
■所  学校教育課（巣南庁舎）
■料  無料
■対 過去に教員免許を取得したが、免
　 許更新を行わず修了確認期限ま
　 たは有効期限満了日が過ぎてい
　 るかた
■申 ・■問  学校教育課　☎327-2116

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 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

空家等不動産無料相談会
お知らせ

　不動産に関することなら、どんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日 7月15日（木）　13：00～16：00
　（受付15：00まで）
■所 巣南公民館　第２講義室
■問 （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会岐阜北支部　☎295-1982

●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。

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

7/1
（木）

7/14
（水）

ふなぶせ南

生活
サポート
はしま

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

■所  総合センター 相談室１
■問  福祉生活課　☎３２７-４１２３

手のひらを胸にあて、1回下におろします。
「知る」という使い方もあります。

右肩側で肩から後ろに手を２、３回振ります。
「知らない」という使い方もあります。

　市有財産の有効活用、新たな財源確保、地域経済の
活性化を目的として、市役所穂積庁舎へ設置する広告
付マットの広告主を募集しています。
　広告付マットは庁舎１階出入口に設置しますので、多
くの来庁者の目に触れ、足元からメッセージを伝達する
ことができ、高い広告効果が期待できます。

　掲載する広告は事前の審査が必要になります。
くわしくは総合政策課までお問い合わせください。
　その他にも、市有財産を活用した広告事業を今
後行っていく予定です。

▲正面玄関のマット設置場所
（1）設置場所
　  穂積庁舎１階４か所（第１庁舎正面玄関・北出入口、
　　第２庁舎北玄関）　※申込に達し次第終了（先着順）
（2）設置期間 
　  １０月１日から令和４年３月３１日（初年度は６か月とし、
　　以後更新を許可する場合は最大3年）

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

市役所穂積庁舎に広告付マットを設置してみませんか



　アメリカの国立公園で岩に腕を挟ま
れ自力で腕を切断して脱出、オースト
ラリアで強盗に遭い金品を奪われ、道
端に遺棄される…。
　これらは皆、映画や小説の中の話で
はなく実際に起こった出来事です。こ
の本では絶望的な状況に置かれた
人々の実話を、サバイバル・難破・誘拐
などの５つのジャンルにわけ60のエピソードで構成しています。
写真や図解、脱走ルートなどがひと目でわかる地図も豊富で、現
場に居合わせたような臨場感で読み進めることができます。
　60のエピソードの概要のみの記載なので、興味をもった話は改
めて深く調べてみるのもおもしろいですね。

本当にあった奇跡のサバイバル60
著　者 : タイムズ
出版社 : 日経ナショナルジオグラフィック社　
出版年 : 2013年12月

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

7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。

（6/17現在）

図書館企画

○『かきりん星に本とねがいを』

海のめぐみ

○『自由研究課題図書』

今月22日は「海の日」です。海のすがたや生きもの、海と人々の暮
らし、魚料理など、海にちなんだ本をいろいろ展示しています。

七夕の本・虫の本
7日は七夕。由来や行事、七夕にまつわるお話の本を集めました。
また、夏の虫といえば、セミやカブトムシ！虫たちが登場する絵本も
ぜひ手にしてみてくださいね。

期間　～7月7日（水）
場所　分館
ねがい事と一緒に、短冊に大好きな本を
書いて、笹に飾りましょう。どなたでも参
加できます。
分館の笹を短冊でいっぱいにしましょう!
※紹介された本は、下記の期間、分館で展示します

展示期間　7月14日（水）～31日（土）

夏休みの自由研究は決まりましたか?
図書館では、工作や実験の本をたくさん
用意し、まとめて展示
しています。また、「課
題図書」や作文の書き
方の本もそろえてい
ます。

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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自転車も加害者に！！守ろう交通ルール交通ルールとマナーをしっかり守って、安全な利用に努めましょう

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
瑞穂市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 7月7日（水）、14日（水）、21（水）、28（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）

児童手当現況届の
提出はお済みですか？

お知らせ

　６月以降も引き続き児童手当を受ける
ためには、現況届の提出が必要です。提
出がないと、児童手当を受けられなくな
る場合があります。手続きがまだお済み
でないかたは至急提出をお願いします。
（郵送での提出をお願いします）
■問 子ども支援課　☎322-3022
　　〒501-0293　瑞穂市別府1288番地

７月は河川愛護月間です
お知らせ

　川は私たちの憩いの場。みんな
で川を美しくしましょう。川にはたく
さんの自然があります。川の環境
保全・再生に心がけましょう。
　堤防は私たちの生命や財産を
守っています。ルールを守って川に
親しみましょう。
■問 国土交通省　木曽川上流河川事務所
　 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

みずほ汽車祭り中止のお知らせ
お知らせ

　８月の実施を検討しておりました
「みずほ汽車祭り」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から
中止することとしましたのでお知ら
せします。
■問  瑞穂市商工会　☎３２７-６６１１

ほんでん夏祭り、
牛牧ふれあい夏祭り、
生津納涼夏祭り
中止のお知らせ

お知らせ

　各校区で協議の結果、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、
上記夏祭りは中止することになり
ましたのでお知らせします。
■問  生涯学習課　☎327-2117

みんなでラジオ体操の日
（青少年育成市民会議）

お知らせ

　瑞穂市青少年育成市民会議では、
８月の第一日曜日を「市民ラジオ体
操の日」と設定し、市民の参加を呼び
かけています。この日を地域の子ど
もたちを知るひとつの機会とし、地
域の人と人とのふれあいを高めてい
きたいと考えています。
　是非ご参加ください。
■日  8月1日(日)　6：30～（雨天中止）
※自治会によっては日時が異なる
場合がありますので、お住まいの
地域の自治会長さん・子ども会
育成会長さんにご確認ください

■問  生涯学習課　☎327-2117

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。

植物忌

みやのひろ

著者名

青弓社
出版社

言語聴覚士
になろう!

星野智幸

著者名

朝日新聞出版
出版社

おやまで
テント

アリス館
出版社

著者名

ゆーちみえこ

　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

公開講座
文化協会

◎手芸講座（手芸クラブ）
■日 7月30日（金）　9：30～12：00
■所  巣南公民館　第２講義室
■料  800円
■対 一般
■定  10名
■問  ☎328-2693（白木）

展示
文化協会

◎絵画作品展
（日本画クラブ美樹会）
■日  7月14日（水）～28日（水）
■所  市民センター　サロン

◎手芸展（手芸クラブ）
■日  7月23日（金・祝）～30日（金）
■所  巣南公民館　ロビー

■日  ７月11日（日）　雨天中止　要予約
■所  関市板取
■料 1,500円
■定  先着13名（定員に達し次第締切）
●集合時間　8：45
●出発時間　9：00
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時間　15：00頃
巣南公民館（9:00）→関市モネの
池（10:10）→モネの池～あじさい
園周辺ウォーキング（10:15～
11:30）→円空記念館・高賀神社・
自由行動・昼食（お弁当）（11:40～
12:50）→出発（13:00）→道の駅
休憩→巣南公民館着（15:00頃）
●持ち物　マスク・飲み物・タオ
ル・雨具・お弁当
※お電話にてご予約のうえ、現金
　を添えて申し込みください

ウォーキング教室と
モネの池周辺散策

Link-upみずほ

「わんぱくすもう大会」
延期のお知らせ

体育協会

■日 個人戦：8月21日（土）　9：00～
　団体戦：8月28日（土）　9：00～
■所 生津スポーツ広場テニスコート
■対 市内在住の中学生男女
■料  １組　500円
■〆  8月9日（月•振休）

市民ソフトテニス
大会中学生大会

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

2ｍ 2ｍ

令和４年度入園をご検討の皆さんへ
ほづみの森こども園１号認定
（幼稚園利用）見学会のお知らせ

お知らせ

■日 5月24日（月）～7月2日（金）
　 時間応相談　各日２組まで
■所 ほづみの森こども園
　（穂積966-1）
■対  平成30年4月2日～平成31年
　 4月1日生まれのお子さま
■申  電話にて随時受け付け
■問  ほづみの森こども園　
　 ☎322-5300

■日 8月26日（木）　8：00スタート
■所 岐阜本巣カントリークラブ
■対 市内在住・在勤のかた
■料  １人　2,000円
　プレー代
 　ビジター：7,080円
　メンバー：6,580円
　 ※セルフプレー・限定昼食付
■〆  8月12日（木）

瑞穂市ゴルフ連盟夏季大会
体育協会

　広報みずほ6月号でお知らせし
ました「わんぱくすもう大会」は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から11月以降に延期します。



　アメリカの国立公園で岩に腕を挟ま
れ自力で腕を切断して脱出、オースト
ラリアで強盗に遭い金品を奪われ、道
端に遺棄される…。
　これらは皆、映画や小説の中の話で
はなく実際に起こった出来事です。こ
の本では絶望的な状況に置かれた
人々の実話を、サバイバル・難破・誘拐
などの５つのジャンルにわけ60のエピソードで構成しています。
写真や図解、脱走ルートなどがひと目でわかる地図も豊富で、現
場に居合わせたような臨場感で読み進めることができます。
　60のエピソードの概要のみの記載なので、興味をもった話は改
めて深く調べてみるのもおもしろいですね。

本当にあった奇跡のサバイバル60
著　者 : タイムズ
出版社 : 日経ナショナルジオグラフィック社　
出版年 : 2013年12月

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

7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。

（6/17現在）

図書館企画

○『かきりん星に本とねがいを』

海のめぐみ

○『自由研究課題図書』

今月22日は「海の日」です。海のすがたや生きもの、海と人々の暮
らし、魚料理など、海にちなんだ本をいろいろ展示しています。

七夕の本・虫の本
7日は七夕。由来や行事、七夕にまつわるお話の本を集めました。
また、夏の虫といえば、セミやカブトムシ！虫たちが登場する絵本も
ぜひ手にしてみてくださいね。

期間　～7月7日（水）
場所　分館
ねがい事と一緒に、短冊に大好きな本を
書いて、笹に飾りましょう。どなたでも参
加できます。
分館の笹を短冊でいっぱいにしましょう!
※紹介された本は、下記の期間、分館で展示します

展示期間　7月14日（水）～31日（土）

夏休みの自由研究は決まりましたか?
図書館では、工作や実験の本をたくさん
用意し、まとめて展示
しています。また、「課
題図書」や作文の書き
方の本もそろえてい
ます。

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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自転車も加害者に！！守ろう交通ルール交通ルールとマナーをしっかり守って、安全な利用に努めましょう

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
瑞穂市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 7月7日（水）、14日（水）、21（水）、28（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）

児童手当現況届の
提出はお済みですか？

お知らせ

　６月以降も引き続き児童手当を受ける
ためには、現況届の提出が必要です。提
出がないと、児童手当を受けられなくな
る場合があります。手続きがまだお済み
でないかたは至急提出をお願いします。
（郵送での提出をお願いします）
■問 子ども支援課　☎322-3022
　　〒501-0293　瑞穂市別府1288番地

７月は河川愛護月間です
お知らせ

　川は私たちの憩いの場。みんな
で川を美しくしましょう。川にはたく
さんの自然があります。川の環境
保全・再生に心がけましょう。
　堤防は私たちの生命や財産を
守っています。ルールを守って川に
親しみましょう。
■問 国土交通省　木曽川上流河川事務所
　 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

みずほ汽車祭り中止のお知らせ
お知らせ

　８月の実施を検討しておりました
「みずほ汽車祭り」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から
中止することとしましたのでお知ら
せします。
■問  瑞穂市商工会　☎３２７-６６１１

ほんでん夏祭り、
牛牧ふれあい夏祭り、
生津納涼夏祭り
中止のお知らせ

お知らせ

　各校区で協議の結果、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、
上記夏祭りは中止することになり
ましたのでお知らせします。
■問  生涯学習課　☎327-2117

みんなでラジオ体操の日
（青少年育成市民会議）

お知らせ

　瑞穂市青少年育成市民会議では、
８月の第一日曜日を「市民ラジオ体
操の日」と設定し、市民の参加を呼び
かけています。この日を地域の子ど
もたちを知るひとつの機会とし、地
域の人と人とのふれあいを高めてい
きたいと考えています。
　是非ご参加ください。
■日  8月1日(日)　6：30～（雨天中止）
※自治会によっては日時が異なる
場合がありますので、お住まいの
地域の自治会長さん・子ども会
育成会長さんにご確認ください

■問  生涯学習課　☎327-2117

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。

植物忌

みやのひろ

著者名

青弓社
出版社

言語聴覚士
になろう!

星野智幸

著者名

朝日新聞出版
出版社

おやまで
テント

アリス館
出版社

著者名

ゆーちみえこ

　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

公開講座
文化協会

◎手芸講座（手芸クラブ）
■日 7月30日（金）　9：30～12：00
■所  巣南公民館　第２講義室
■料  800円
■対 一般
■定  10名
■問  ☎328-2693（白木）

展示
文化協会

◎絵画作品展
（日本画クラブ美樹会）
■日  7月14日（水）～28日（水）
■所  市民センター　サロン

◎手芸展（手芸クラブ）
■日  7月23日（金・祝）～30日（金）
■所  巣南公民館　ロビー

■日  ７月11日（日）　雨天中止　要予約
■所  関市板取
■料 1,500円
■定  先着13名（定員に達し次第締切）
●集合時間　8：45
●出発時間　9：00
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時間　15：00頃
巣南公民館（9:00）→関市モネの
池（10:10）→モネの池～あじさい
園周辺ウォーキング（10:15～
11:30）→円空記念館・高賀神社・
自由行動・昼食（お弁当）（11:40～
12:50）→出発（13:00）→道の駅
休憩→巣南公民館着（15:00頃）
●持ち物　マスク・飲み物・タオ
ル・雨具・お弁当
※お電話にてご予約のうえ、現金
　を添えて申し込みください

ウォーキング教室と
モネの池周辺散策

Link-upみずほ

「わんぱくすもう大会」
延期のお知らせ

体育協会

■日 個人戦：8月21日（土）　9：00～
　団体戦：8月28日（土）　9：00～
■所 生津スポーツ広場テニスコート
■対 市内在住の中学生男女
■料  １組　500円
■〆  8月9日（月•振休）

市民ソフトテニス
大会中学生大会

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

2ｍ 2ｍ

令和４年度入園をご検討の皆さんへ
ほづみの森こども園１号認定
（幼稚園利用）見学会のお知らせ

お知らせ

■日 5月24日（月）～7月2日（金）
　 時間応相談　各日２組まで
■所 ほづみの森こども園
　（穂積966-1）
■対  平成30年4月2日～平成31年
　 4月1日生まれのお子さま
■申  電話にて随時受け付け
■問  ほづみの森こども園　
　 ☎322-5300

■日 8月26日（木）　8：00スタート
■所 岐阜本巣カントリークラブ
■対 市内在住・在勤のかた
■料  １人　2,000円
　プレー代
 　ビジター：7,080円
　メンバー：6,580円
　 ※セルフプレー・限定昼食付
■〆  8月12日（木）

瑞穂市ゴルフ連盟夏季大会
体育協会

　広報みずほ6月号でお知らせし
ました「わんぱくすもう大会」は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から11月以降に延期します。
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柿ぱすた販売店舗・レシピはこちら➡

編集後記 　

　梅雨のはずが雨の日が続かず、反対に３０℃を
超える夏日が続いています。いつの間にか息を
止めてシャッターを切る癖がつき、息切れして
汗だくになりながらの取材が続きます。今月の
表紙は、聖火ランナーからお借りしたトーチを
市内小学校に展示した際のものです。
　トーチはピンクゴールドで、最上部は５つの花
弁で桜を模した造りとなっており、美しいの一
言に尽きます。また思っていたよりも大きいの
ですが、重くはありませんでした。
　子どもたちにはコロナ禍で行事の中止が相次
ぎ、自粛期間の長期化による閉塞感の中で、
いっときの感動と興奮を与えられたのではと、
自分のことのようにうれしく思います。目を輝
かせ、飛び跳ねて喜ぶ姿を見ていると、汗が額
を伝うのも忘れてしまいました。

先輩スラッガー

●第2土曜日　自由参加（気軽に
歩きましょう）
■日  7月10日（土）　雨天中止
■所 （仮称）中山道大月多目的広場近
　 辺をウォーキング（約1時間）
■料 無料
●集合時間　8：45　
●出発時間　9：00
●集合場所　巣南公民館
　　　　　　Link-upみずほ事務所前

●第4土曜日　要予約（クラブバス
にて片道1時間程度のところへ行
きます）
■日  7月24日（土）　雨天中止
■所 山県市美山大桑城跡回り （１時
　 間位ウォーキング）
■料 無料
●集合時間　8：45　
●出発時間　9：00
●集合場所　巣南公民館
　　　　　　Link-upみずほ事務所前
●帰着時間　12：00

はつらつ健康ウォーキング
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!!

■日  ７月25日（日）　雨天中止　要予約
■所  郡上市
■料 2,000円
■定  先着13名（定員に達し次第締切）
●集合時間　8：45
●出発時間　9：00
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時間　15：00頃
巣南公民館（9:00）→郡上八幡　城山
公園（10:20）→城山公園～城の頂上
ノルディックウォーキング体験（10:30
～11:30）→城山公園自由行動・昼食
（11:40～13:20）→出発（13:30)→
巣南公民館着（15:00頃）
●持ち物　マスク・飲み物・タオル・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてご予約のうえ、現金を添えて申し込みください

ノルディックウォーキング
体験教室　郡上八幡

Link-upみずほ

　ゆっくり精神統一して心身ともに
ほぐすことができます。
■日  ７月７日（水）、１４日（水）、２１日（水）
　18:30～19:45（月3回）
■所  巣南公民館　多目的ホール
■料 1,600円／月
■対 成人のかた
●指導者　髙橋由香理
（Laxmi YOGA インストラクター）

夜のヨーガ教室
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。

●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

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
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。

空き缶リメイクも
やっています。

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

従来のエリアトピックスも引き続き放送します。
【放送時間】１２：００～１２：１５、２０：００～２０：１５　ほか
　　　　　　　　　　　　　　

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組
天気・交通情報も加わり毎朝生放送！

地デジ
１2ｃｈ

①裏表紙（4色刷り）1枠1か月
　▶10,000円
②生活情報（2色刷り）1枠1か月
　▶5,000円
いずれも1枠
横87mm×縦48mm

広報みずほ本誌 有料広告募集

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

2枠を連結させて
1つの広告とすることも

できます。

　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

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（ひとり親世帯以外分）のご案内
１．対象となるかた

２．支給額
児童１人当たり一律５万円

３．支給手続き
・令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の
　受給者で住民税非課税のかた
▶申請は不要です。児童手当などを支給している口座に
　振り込みます。
※支払日などは、郵送による文書でお知らせします
・上記以外のかた（例：高校生のみを養育しているかた、
　収入が急変したかた）
▶申請が必要です。詳細が決まり次第、市ホームページ
　などでお知らせします。

以下の①、②の両方に該当するかた（ひとり親世帯分の
給付金を受け取ったかたを除く）
①令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児
　の場合、20歳未満）を養育する父母など
※令和4年2月末までに生まれた新生児なども対象になります
②令和3年度住民税（均等割）が非課税のかた、または令
　和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相
　当の収入となったかた

●お問い合わせ　厚生労働省　コールセンター 　　0120-811-166（平日9:00～18:00）　子ども支援課　☎322-3022

子育て世帯のご家庭へ、大切なお知らせ

ご寄付ありがとうございました（敬称略）

本田小学校にテントの寄贈
５月１２日（水）　
大垣西濃信用金庫より、本田小学校に
テント一張を寄贈していただきました。

新型コロナウイルス
感染症対策用品寄付
5月14日（金）　
大垣共立銀行の私募債を活
用し、株式会社パールイデア
から、手指消毒用ハンドスプ
レー４台が寄贈されました。
　新型コロナワクチンの集団接種会場
（総合センター、巣南保健センター）に
設置し感染防止のために利用させてい
ただいております。

マスク2,000枚
5月11日（火）
矢追 勝様　



広報みずほ・2021.729

　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 みずほだより生 報報 Information

編集後記 　

　梅雨のはずが雨の日が続かず、反対に３０℃を
超える夏日が続いています。いつの間にか息を
止めてシャッターを切る癖がつき、息切れして
汗だくになりながらの取材が続きます。今月の
表紙は、聖火ランナーからお借りしたトーチを
市内小学校に展示した際のものです。
　トーチはピンクゴールドで、最上部は５つの花
弁で桜を模した造りとなっており、美しいの一
言に尽きます。また思っていたよりも大きいの
ですが、重くはありませんでした。
　子どもたちにはコロナ禍で行事の中止が相次
ぎ、自粛期間の長期化による閉塞感の中で、
いっときの感動と興奮を与えられたのではと、
自分のことのようにうれしく思います。目を輝
かせ、飛び跳ねて喜ぶ姿を見ていると、汗が額
を伝うのも忘れてしまいました。

先輩スラッガー

広告

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

従来のエリアトピックスも引き続き放送します。
【放送時間】１２：００～１２：１５、２０：００～２０：１５　ほか
　　　　　　　　　　　　　　

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組
天気・交通情報も加わり毎朝生放送！

地デジ
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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（ひとり親世帯以外分）のご案内
１．対象となるかた

２．支給額
児童１人当たり一律５万円

３．支給手続き
・令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の
　受給者で住民税非課税のかた
▶申請は不要です。児童手当などを支給している口座に
　振り込みます。
※支払日などは、郵送による文書でお知らせします
・上記以外のかた（例：高校生のみを養育しているかた、
　収入が急変したかた）
▶申請が必要です。詳細が決まり次第、市ホームページ
　などでお知らせします。

以下の①、②の両方に該当するかた（ひとり親世帯分の
給付金を受け取ったかたを除く）
①令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児
　の場合、20歳未満）を養育する父母など
※令和4年2月末までに生まれた新生児なども対象になります
②令和3年度住民税（均等割）が非課税のかた、または令
　和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相
　当の収入となったかた

●お問い合わせ　厚生労働省　コールセンター 　　0120-811-166（平日9:00～18:00）　子ども支援課　☎322-3022

子育て世帯のご家庭へ、大切なお知らせ
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令和4年度ほづみ幼稚園 新入園児募集

バスコースごとの時間差保育です。 
（登園降園時刻は、前期後期で変わります）
1番バス 7:50～14:35
2番バス 8:30～15:15
3番バス 9:15～15:55
※送迎・徒歩の場合は2番バスに準じます

給食費:3,710円
※バス利用者
　交通安全協力費:560円

人の動き（5月末現在）
（前月比　   26人増）人口 人55,335 男 人27,602 （前月比 　  8人増） （前月比　  18人増）女 人27,733

（前月比 　 12世帯増）世帯数 世帯22,200

・穂積小学校区  7月27日(火)   9:30～11:00（ 9:15受付開始）
・牛牧小学校区  7月27日(火) 13:30～15:00（13:15受付開始）
・生津小学校区  7月28日(水)   9:30～11:00（ 9:15受付開始）
・本田小学校区  7月28日(水) 13:30～15:00（13:15受付開始）
・巣南中学校区  7月29日(木)   9:30～11:00（ 9:15受付開始）

日 時

ほづみ幼稚園(全日程共通)場 所

●入園説明会(3歳～5歳児同時開催)

7月1日(木)から、ほづみ幼稚園、学校教育課、子ども支援課にて配布
●入園案内および願書の配布期間、場所

7月27日(火)～30日(金)
ほづみ幼稚園

●願書受付期間、場所

・募集人数を超えて応募があった場合は、8月26日(木)9:00
より抽選会を行い、後日郵送にて連絡します。
・幼稚園にお越しの際は、幼稚園の西側駐車場をご利用くだ
さい。路上駐車はできませんので、ご注意ください。

●その他

対 象

5歳児 29名 1年間

募集人数 就園期間 保育時間 幼稚園保育料
その他(市内在住のお子さんのみ)

平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれ

4歳児 30名 2年間平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ

3歳児 88名 3年間平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ

※予定 令和4年4月1日～

広 告


