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人の動き（3月末現在）
（前月比　   24人減）人口 人55,508 男 人27,659 （前月比 　  15人減） （前月比　  9人減）女 人27,849

（前月比 　 79世帯増）世帯数 世帯22,433
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令和5年4月採用　市職員を募集
建築物の耐震補助制度
みずほ教育便　令和3年度教育委員会表彰
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問い合わせ　総合政策課　☎327-4128
○イベントの詳細は市ホームページをご覧ください

この事業は、（一財）自治総合センターが実施する
「地域コミュニティ助成事業」を活用して実施します。

土 日

　 芝生広場が
6月からオープン ！

入場
無料

遊具広場も充実 ！



予算関係 12件

行政報告　

市政最前線

　令和4年第1回瑞穂市議会定例会が2月24日（木）から3月18日（金）までの23日間の会期で開かれ、令和４年度
一般会計予算案・条例案などの議案が審議され、29議案が可決されました。

歳入歳出それぞれ3億5,668万4千円を減額し、歳入歳出予算総額を222億4,576万1千円とするもの。
令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第１２号）議案第13号

歳入歳出それぞれ1億4,891万1千円を追加し、歳入歳出予算総額を47億2,629万8千円とするもの。
令和３年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）議案第14号

歳入歳出それぞれ285万3千円を減額し、歳入歳出予算総額を2,311万4千円とするもの。
令和３年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）議案第16号

収益的収入の予定額を48万9千円減額し、総額を2億847万7千円とするもの。
収益的支出の予定額を48万9千円減額し、総額を2億847万7千円とするもの。
資本的収入の予定額を1,369万8千円減額し、総額を4億9,456万1千円とするもの。
資本的支出の予定額を1,373万2千円減額し、総額を5億5,069万円とするもの。

令和３年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第４号）議案第18号

歳入歳出予算総額　194億3,000万円
令和４年度瑞穂市一般会計予算議案第19号

歳入歳出予算総額　46億7,089万1千円
令和４年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計予算議案第20号

歳入歳出予算総額　6億6,010万4千円
令和４年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計予算議案第21号

歳入歳出予算総額　2,539万6千円
令和４年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計予算議案第22号

収益的収入の予定額　5億9,151万3千円　　資本的収入の予定額　　　7,578万7千円
収益的支出の予定額　5億2,060万1千円　　資本的支出の予定額　4億3,010万3千円

令和４年度瑞穂市水道事業会計予算議案第23号

収益的収入の予定額　2億55万3千円　　資本的収入の予定額　3億3,667万3千円
収益的支出の予定額　2億55万3千円　　資本的支出の予定額　3億8,943万1千円　

令和４年度瑞穂市下水道事業会計予算議案第24号

◎令和４年第１回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会について歳入歳出それぞれ2,181万2千円を追加し、歳入歳出予算総額を6億2,782万7千円とするもの。
令和３年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）議案第15号

人事関係 3件

令和4年第１回瑞穂市議会定例会 29議案を可決

人権擁護委員の候補者の推薦について議案第2号

瑞穂市農業委員会の委員の任命について議案第3号

瑞穂市教育長の任命について議案第29号

道路関係　４件

市道路線の認定について（その１）議案第25号

市道路線の認定について（その2）議案第26号

市道路線の認定について（その3）議案第27号

市道路線の廃止について議案第28号

条例関係 10件

瑞穂市工場立地法に基づく準則を定める条例の制定について議案第4号

瑞穂市個人情報保護条例の一部を改正する条例について議案第5号

瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例について議案第6号

瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について議案第7号

瑞穂市手数料条例の一部を改正する条例について議案第8号

瑞穂市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について議案第9号

瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する
条例について

議案第10号

瑞穂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について議案第11号

瑞穂市水防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例について議案第12号

瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について議案第30号

収益的収入の予定額を386万円追加し、総額を5億9,140万円とするもの。
収益的支出の予定額を3,124万8千円減額し、総額を4億8,432万2千円とするもの。
資本的収入の予定額を57万4千円減額し、総額を7,285万7千円とするもの。
資本的支出の予定額を3,573万9千円減額し、総額を4億6,598万3千円とするもの。

令和３年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第２号）議案第17号

令和４年度 瑞穂市の３つの方針　
　１点目は、地方創生の３つの拠点を見える形で成長させたいと考えています。まず、中山
道大月多目的広場では特産品の販路拡大、中山道での賑わい創出などの地方創生の視点
を取り入れ、集客、関係人口、交流人口を増やす拠点になるよう進めます。次に犀川グリー
ンインフラ事業では、公共下水道事業を含め犀川・五六川周辺かわまちづくり計画策定の
ために検討業務を進めます。最後にJR穂積駅周辺整備では、別府交差点の改良事業を開
始し、JAぎふ穂積支店跡地の活用などハード・ソフト事業の双方を連携させて進めます。
　２点目は、市制20周年に向けての取り組みを進めます。20年を一つの点で捉えるのでな
くいつまでも続く線で成長させていく計画策定を行いたいと考えています。
　３点目は、“健幸都市　みずほ”の施策の推進です。皆様が健康で生きがいを持ち、幸せ
な暮らしが送れるよう、老人福祉・児童福祉の充実について、可能な限り新年度予算に盛り
込ませていただきました。

所信表明（要旨）
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4月1日付けで職員の人事異動を行いました。氏名の前の○は
昇格を表し、括弧内は異動前の職名・所属を掲載しています。

●一般行政職

●保育士・教諭

企画部
総合政策課

市民協働安全課

主幹（広報・広聴係長兼政策・企画係長）
主事
主幹（危機管理室長）
副主幹（市民協働係長）
主事

（総合政策課総括課長補佐）
（新規採用）
（議会事務局総括課長補佐）
（市民協働安全課課長補佐）
（新規採用）

庄司　　洋
浅井　風樂
宇野　伸二
廣瀬　正人
山田　竜平

総務部
総務課

総務課付もとす広域連合派遣

総務課付岐阜県派遣

財務情報課

◯

◯

市民部
税務課

市民課

医療保険課

ほづみ幼稚園

本田第１保育所

本田第２保育所

別府保育所

牛牧第１保育所
牛牧第２保育所

西保育・教育センター
中保育・教育センター

南保育・教育センター

主幹（市民税係長）
主幹（諸税係長）
副主幹（固定資産税係長）
主査
主任
主事
主幹（戸籍係長）
主幹（住民登録係長）
主事
主幹（保険・年金係長）
副主幹
主任
主事

（税務課総括課長補佐）
（税務課総括課長補佐）
（地域福祉高齢課課長補佐）
（都市管理課主査）
（幼児教育課主任）
（総務課付主事）
（市民窓口課総括課長補佐）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（新規採用）
（上水道課総括課長補佐）
（税務課課長補佐）
（税務課主任）
（新規採用）

棚瀬　敦夫
馬渕　大治
住　　義之
溝口　和紀
原　　祐貴
安藤　美香
宇野　正純
田中　久子
関谷　聖菜
馬淵　好人
安藤　　浩
村上　裕俊
鈴木　美音

都市整備部
都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課
都市管理課

商工農政観光課

主幹（土木総務係長）
副主幹（工事・用地係長）
副主幹（都市計画・建築係長）
主事
主事
主幹（駅周辺整備係長）
主幹（施設総務係長）
副主幹（施設管理係長）
主任
主事
主事
課長
主幹（商工農政観光係長）
副主幹
主事

（都市開発課総括課長補佐）
（都市開発課課長補佐）
（総務課主査）
（総務課付岐阜県派遣主事）
（新規採用）
（穂積駅圏域拠点整備課総括課長補佐）
（都市管理課総括課長補佐）
（都市管理課課長補佐）
（総務課付岐阜県派遣主任）
（新規採用）
（新規採用）
（総務課付もとす広域連合派遣課長）
（商工農政観光課総括課長補佐）
（商工農政観光課主査）
（新規採用）

◯

◯

松尾　路成
小林　　徹
藤森　雅人
藤原　紗希
近内　　柊
坂　　佳幸
深川　勝二
清水　勝志
長屋　博之
片倉　友樹
宮川　　想
堀　　之則
玉置　公司
杉原　昌実
梅田　莉奈

健康福祉部
福祉生活課

子ども支援課

地域福祉高齢課

健康推進課

部長
主幹（障がい福祉係長）
副主幹（生活保護係長）
主任
主事
課長
主幹（子ども支援係長）
主幹（地域・高齢係長）
主幹（再任用）
副主幹
主査
主事
課長
主事
保健師
保健師

（健康推進課長）
（医療保険課総括課長補佐）
（福祉生活課課長補佐）
（商工農政観光課主任）
（新規採用）
（教育総務課給食センター総括課長補佐）
（子ども支援課総括課長補佐）
（地域福祉高齢課総括課長補佐）
（健康福祉部長）
（市民課課長補佐）
（総務課付主査）
（新規採用）
（健康推進課総括課長補佐）
（議会事務局主事）
（新規採用）
（新規採用）

◯

◯

◯

佐藤　彰道
廣瀬　秀一
坂上　隆志
高橋　瑠奈
瀨尾　貴之
木村　里子
宇野　由里
日比野順子
平塚　直樹
松山　詔子
山中　愛子
宗實美紗紀
河合三奈子
近藤　圭代
林　　咲良
安本　陽香

巣南庁舎管理部
市民窓口課

部長
課長
主幹

（教育委員会事務局長）

（市民課総括課長補佐）

環境水道部
上水道課

下水道課
環境課

主幹（料金・経営係長）
副主幹（工務係長）
主幹（下水道係長）
課長
主幹（環境係長）

（監査委員事務局課長補佐）
（上水道課課長補佐）
（下水道課総括課長補佐）
（環境課総括課長補佐）
（財務情報課総括課長補佐）

◯

◯

髙橋　　誠
齋藤　哲也
坂井田剛志
鹿野　将弘
江崎　　宏

廣瀬　進一
（廣瀬 進一）
郷　仁奈子

井上　源英
青木　美香
棚瀬　真衣
髙山　浩之
不破　美名
坂口　達也
土屋　太輝
臼井　英俊
島田　将志
豊田　茂利
久保田　覚
大西　克哉

主幹（選挙・法令係長）
主幹（人事・給与係長）
主任
主幹（再任用）
副主幹
主任
主事
主幹（管財係長）
副主幹（財政係長）
副主幹（電算係長）
主査
主事

（財務情報課総括課長補佐）
（総務課課長補佐）
（総務課付岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣主任）
（環境水道部次長）
（地域福祉高齢課主査）
（都市管理課主任）
（都市管理課主事）
（財務情報課総括課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（都市開発課主査）
（新規採用）

●任期満了（再任用）
宇野　清隆 児玉　　等 髙田　敏朗

●県教委へ復帰
坂野　美恵
　 　

曽我部雄志
　 　

豊田　直子
　 　

渡邊慎一郎

●退職
平塚　直樹
伊藤　　巧 
宿利　未華
三輪めぐみ

髙山　浩之
廣瀬　照泰
古田　嘉奈
濱岡八千代

村田　早苗
北島　　望
井戸ちひろ
岩佐佳代子 

下條　美保
森脇　里絵
大石　優子
久米江璃穂

野田登貴子
望月　宏太
竹中　　楓

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

令和5年4月採用予定

職種 試験区分 採用予定人数

●申込・問い合わせ　総務課　☎327-4111

▷試験区分における基準
　　・大学卒業程度：４年制大学卒業、または来春卒業予定のかた（大学院を含む）。
　　・短大卒業程度：３年制短期大学、２年制短期大学、専修学校、専門学校などを卒業、または来春卒業予定のかた。ただし、大学卒業程

度のかたはこの区分での受験はできません。
▷教養試験…大学卒業程度、短大卒業程度の２区分に分けて実施。保育士・幼稚園教諭は、知識より思考力を重視し、一般の教養試験より

も難易度が易しい試験を実施します。

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

（A）

（B）

（C）

（D）

（E）

（F）

（G）

（H）

（ I ）

一般行政職

保健師

受験資格 試験方法

平成4年4月2日以降に生まれたかた

昭和57年4月2日以降に生まれたか
たで、保健師の資格を有するかた、ま
たは令和5年3月31日までに取得見
込みのかた

昭和52年4月2日以降に生まれたか
たで、保育士および幼稚園教諭の資
格を有するかた、または令和5年3月
31日までに取得見込みのかた

市職員の人事異動
教育委員会
教育総務課

学校教育課

幼児教育課

生涯学習課

生涯学習課図書館

給食センター

部長（事務局長）
課長
主幹（教育総務係長）
主幹（施設係長）
副主幹
総括課長
総括主幹（人事・指導係長）
主幹（再任用）（学事・庶務係長）
主幹
主幹（幼児教育係長）
主査
主任
課長
総括主幹（生涯学習係長）
主幹（スポーツ文化係長）
副主幹
主任
主事
主事
主幹
主事（再任用短時間）
課長
主任
調理職長
調理員

（生涯学習課長）
（商工農政観光課長）
（教育総務課総括課長補佐）
（教育総務課総括課長補佐）
（教育総務課主査）
（岐阜県教育委員会）
（岐阜県教育委員会）
（学校教育課総括課長補佐（再任用））
（岐阜県教育委員会）
（幼児教育課総括課長補佐）
（福祉生活課主査）
（教育総務課給食センター主任）
（教育総務課長）
（生涯学習課主幹）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（岐阜県教育委員会）
（総務課付主任）
（総合政策課主事）
（新規採用）
（生涯学習課総括課長補佐）
（会計課長）
（市民窓口課長）
（幼児教育課主任）
（教育総務課給食センター調理員）
（新規採用）

佐藤　雅人
井上　克彦
野津　浩行
鷲見　政道
棚橋美佳子
郷　　通芳
石野　陽子
松野　英泰
坂東　俊輔
野口　智子
矢島　英美
伏屋　美希
松島　孝明
広瀬　久士
佐藤　文行
廣瀬　有城
松坂　昂彦
中島　光教
西松　宏晃
泉　　大作
村田　早苗
松野　光広
加藤　早穂
野一色明美
高橋佐世子

◯

◯

◯

会計課

議会事務局

課長 （子ども支援課長）林　　美穂

主幹
主査

（総務課付もとす広域連合派遣総括課長補佐）
（市民課主査）

古澤　秀樹
河野　和泉

監査委員事務局
主幹 （福祉生活課総括課長補佐）藤橋　克年

学校教育課
副主幹（教頭）
主事

（別府保育所課長補佐（主任保育士））
（新規採用）

長谷川千恵
佐藤　亜海

幼児教育課
副主幹（主任保育士）
主査
主事
主事
主査
主任
主事
副主幹（主任保育士）
主査
主査
主任
主事
主事
主事
主査
副主幹（主任保育士）
主査
主任
主任
主事
主査
主事
主事
主任
主事
主事
主事

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

舟橋英津子
川原江梨子
山本真里奈
尾関　未来
田中　麗子
田宮　理江
佐藤　亜美
大西　雅子
所　　道子
廣瀬　陽子
片岡このみ
林　　杏奈
小川　智加
三上　愛華
廣瀬恵理子
渡辺　裕子
松野　美貴
馬渕　百花
寳　　瑞希
國井　琴美
森　　礼子
藤村　陽子
松生　捺希
田中　敦子
宮南美由貴
藤田　絢子
栗山　咲良

市職員を募集市職員を募集
瑞穂市にあなたの力を瑞穂市にあなたの力を

10名程度

15名程度

建築専門試験
（120分）

ーーー

土木専門試験
（120分）

保健師専門試験
（90分）

保育士専門試験
（90分）

教
養
試
験（
1
2
0
分
）

事
務
適
正
検
査（
1
0
分
）

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度 若干名

保育士・
幼稚園教諭

職員採用試験
日 時　７月１０日（日）　9：40試験開始
場 所　岐阜県立加納高等学校  （岐阜市加納南陽町3-17）　

受験手続 試験申込書の配布と受付
５月９日（月）８：３０～５月２７日（金）１７：１５まで、市役所穂積庁舎２階総務課にて、
試験申込書の配布と受付を行います。土・日・祝日は行いません。　

提出書類　
試験申込書、履歴書 ※いずれも所定の書式のもの　

市が求める人物像
●市民協働のまちづくりを推進する、常に自己研鑽に努める人
　●人間関係を円滑に築き、協調性・柔軟性のある人
　　●豊かな創造性と広い視野を持ち、情熱をもって行動する人
　　　●市民全体の奉仕者としての使命感や気概をもって行動できる人
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行
政

建
築

土
木

4月1日付けで職員の人事異動を行いました。氏名の前の○は
昇格を表し、括弧内は異動前の職名・所属を掲載しています。

●一般行政職

●保育士・教諭

企画部
総合政策課

市民協働安全課

主幹（広報・広聴係長兼政策・企画係長）
主事
主幹（危機管理室長）
副主幹（市民協働係長）
主事

（総合政策課総括課長補佐）
（新規採用）
（議会事務局総括課長補佐）
（市民協働安全課課長補佐）
（新規採用）

庄司　　洋
浅井　風樂
宇野　伸二
廣瀬　正人
山田　竜平

総務部
総務課

総務課付もとす広域連合派遣

総務課付岐阜県派遣

財務情報課

◯

◯

市民部
税務課

市民課

医療保険課

ほづみ幼稚園

本田第１保育所

本田第２保育所

別府保育所

牛牧第１保育所
牛牧第２保育所

西保育・教育センター
中保育・教育センター

南保育・教育センター

主幹（市民税係長）
主幹（諸税係長）
副主幹（固定資産税係長）
主査
主任
主事
主幹（戸籍係長）
主幹（住民登録係長）
主事
主幹（保険・年金係長）
副主幹
主任
主事

（税務課総括課長補佐）
（税務課総括課長補佐）
（地域福祉高齢課課長補佐）
（都市管理課主査）
（幼児教育課主任）
（総務課付主事）
（市民窓口課総括課長補佐）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（新規採用）
（上水道課総括課長補佐）
（税務課課長補佐）
（税務課主任）
（新規採用）

棚瀬　敦夫
馬渕　大治
住　　義之
溝口　和紀
原　　祐貴
安藤　美香
宇野　正純
田中　久子
関谷　聖菜
馬淵　好人
安藤　　浩
村上　裕俊
鈴木　美音

都市整備部
都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課
都市管理課

商工農政観光課

主幹（土木総務係長）
副主幹（工事・用地係長）
副主幹（都市計画・建築係長）
主事
主事
主幹（駅周辺整備係長）
主幹（施設総務係長）
副主幹（施設管理係長）
主任
主事
主事
課長
主幹（商工農政観光係長）
副主幹
主事

（都市開発課総括課長補佐）
（都市開発課課長補佐）
（総務課主査）
（総務課付岐阜県派遣主事）
（新規採用）
（穂積駅圏域拠点整備課総括課長補佐）
（都市管理課総括課長補佐）
（都市管理課課長補佐）
（総務課付岐阜県派遣主任）
（新規採用）
（新規採用）
（総務課付もとす広域連合派遣課長）
（商工農政観光課総括課長補佐）
（商工農政観光課主査）
（新規採用）

◯

◯

松尾　路成
小林　　徹
藤森　雅人
藤原　紗希
近内　　柊
坂　　佳幸
深川　勝二
清水　勝志
長屋　博之
片倉　友樹
宮川　　想
堀　　之則
玉置　公司
杉原　昌実
梅田　莉奈

健康福祉部
福祉生活課

子ども支援課

地域福祉高齢課

健康推進課

部長
主幹（障がい福祉係長）
副主幹（生活保護係長）
主任
主事
課長
主幹（子ども支援係長）
主幹（地域・高齢係長）
主幹（再任用）
副主幹
主査
主事
課長
主事
保健師
保健師

（健康推進課長）
（医療保険課総括課長補佐）
（福祉生活課課長補佐）
（商工農政観光課主任）
（新規採用）
（教育総務課給食センター総括課長補佐）
（子ども支援課総括課長補佐）
（地域福祉高齢課総括課長補佐）
（健康福祉部長）
（市民課課長補佐）
（総務課付主査）
（新規採用）
（健康推進課総括課長補佐）
（議会事務局主事）
（新規採用）
（新規採用）

◯

◯

◯

佐藤　彰道
廣瀬　秀一
坂上　隆志
高橋　瑠奈
瀨尾　貴之
木村　里子
宇野　由里
日比野順子
平塚　直樹
松山　詔子
山中　愛子
宗實美紗紀
河合三奈子
近藤　圭代
林　　咲良
安本　陽香

巣南庁舎管理部
市民窓口課

部長
課長
主幹

（教育委員会事務局長）

（市民課総括課長補佐）

環境水道部
上水道課

下水道課
環境課

主幹（料金・経営係長）
副主幹（工務係長）
主幹（下水道係長）
課長
主幹（環境係長）

（監査委員事務局課長補佐）
（上水道課課長補佐）
（下水道課総括課長補佐）
（環境課総括課長補佐）
（財務情報課総括課長補佐）

◯

◯

髙橋　　誠
齋藤　哲也
坂井田剛志
鹿野　将弘
江崎　　宏

廣瀬　進一
（廣瀬 進一）
郷　仁奈子

井上　源英
青木　美香
棚瀬　真衣
髙山　浩之
不破　美名
坂口　達也
土屋　太輝
臼井　英俊
島田　将志
豊田　茂利
久保田　覚
大西　克哉

主幹（選挙・法令係長）
主幹（人事・給与係長）
主任
主幹（再任用）
副主幹
主任
主事
主幹（管財係長）
副主幹（財政係長）
副主幹（電算係長）
主査
主事

（財務情報課総括課長補佐）
（総務課課長補佐）
（総務課付岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣主任）
（環境水道部次長）
（地域福祉高齢課主査）
（都市管理課主任）
（都市管理課主事）
（財務情報課総括課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（財務情報課課長補佐）
（都市開発課主査）
（新規採用）

●任期満了（再任用）
宇野　清隆 児玉　　等 髙田　敏朗

●県教委へ復帰
坂野　美恵
　 　

曽我部雄志
　 　

豊田　直子
　 　

渡邊慎一郎

●退職
平塚　直樹
伊藤　　巧 
宿利　未華
三輪めぐみ

髙山　浩之
廣瀬　照泰
古田　嘉奈
濱岡八千代

村田　早苗
北島　　望
井戸ちひろ
岩佐佳代子 

下條　美保
森脇　里絵
大石　優子
久米江璃穂

野田登貴子
望月　宏太
竹中　　楓

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

令和5年4月採用予定

職種 試験区分 採用予定人数

●申込・問い合わせ　総務課　☎327-4111

▷試験区分における基準
　　・大学卒業程度：４年制大学卒業、または来春卒業予定のかた（大学院を含む）。
　　・短大卒業程度：３年制短期大学、２年制短期大学、専修学校、専門学校などを卒業、または来春卒業予定のかた。ただし、大学卒業程

度のかたはこの区分での受験はできません。
▷教養試験…大学卒業程度、短大卒業程度の２区分に分けて実施。保育士・幼稚園教諭は、知識より思考力を重視し、一般の教養試験より

も難易度が易しい試験を実施します。

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

（A）

（B）

（C）

（D）

（E）

（F）

（G）

（H）

（ I ）

一般行政職

保健師

受験資格 試験方法

平成4年4月2日以降に生まれたかた

昭和57年4月2日以降に生まれたか
たで、保健師の資格を有するかた、ま
たは令和5年3月31日までに取得見
込みのかた

昭和52年4月2日以降に生まれたか
たで、保育士および幼稚園教諭の資
格を有するかた、または令和5年3月
31日までに取得見込みのかた

市職員の人事異動
教育委員会
教育総務課

学校教育課

幼児教育課

生涯学習課

生涯学習課図書館

給食センター

部長（事務局長）
課長
主幹（教育総務係長）
主幹（施設係長）
副主幹
総括課長
総括主幹（人事・指導係長）
主幹（再任用）（学事・庶務係長）
主幹
主幹（幼児教育係長）
主査
主任
課長
総括主幹（生涯学習係長）
主幹（スポーツ文化係長）
副主幹
主任
主事
主事
主幹
主事（再任用短時間）
課長
主任
調理職長
調理員

（生涯学習課長）
（商工農政観光課長）
（教育総務課総括課長補佐）
（教育総務課総括課長補佐）
（教育総務課主査）
（岐阜県教育委員会）
（岐阜県教育委員会）
（学校教育課総括課長補佐（再任用））
（岐阜県教育委員会）
（幼児教育課総括課長補佐）
（福祉生活課主査）
（教育総務課給食センター主任）
（教育総務課長）
（生涯学習課主幹）
（市民協働安全課総括課長補佐）
（岐阜県教育委員会）
（総務課付主任）
（総合政策課主事）
（新規採用）
（生涯学習課総括課長補佐）
（会計課長）
（市民窓口課長）
（幼児教育課主任）
（教育総務課給食センター調理員）
（新規採用）

佐藤　雅人
井上　克彦
野津　浩行
鷲見　政道
棚橋美佳子
郷　　通芳
石野　陽子
松野　英泰
坂東　俊輔
野口　智子
矢島　英美
伏屋　美希
松島　孝明
広瀬　久士
佐藤　文行
廣瀬　有城
松坂　昂彦
中島　光教
西松　宏晃
泉　　大作
村田　早苗
松野　光広
加藤　早穂
野一色明美
高橋佐世子

◯

◯

◯

会計課

議会事務局

課長 （子ども支援課長）林　　美穂

主幹
主査

（総務課付もとす広域連合派遣総括課長補佐）
（市民課主査）

古澤　秀樹
河野　和泉

監査委員事務局
主幹 （福祉生活課総括課長補佐）藤橋　克年

学校教育課
副主幹（教頭）
主事

（別府保育所課長補佐（主任保育士））
（新規採用）

長谷川千恵
佐藤　亜海

幼児教育課
副主幹（主任保育士）
主査
主事
主事
主査
主任
主事
副主幹（主任保育士）
主査
主査
主任
主事
主事
主事
主査
副主幹（主任保育士）
主査
主任
主任
主事
主査
主事
主事
主任
主事
主事
主事

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

舟橋英津子
川原江梨子
山本真里奈
尾関　未来
田中　麗子
田宮　理江
佐藤　亜美
大西　雅子
所　　道子
廣瀬　陽子
片岡このみ
林　　杏奈
小川　智加
三上　愛華
廣瀬恵理子
渡辺　裕子
松野　美貴
馬渕　百花
寳　　瑞希
國井　琴美
森　　礼子
藤村　陽子
松生　捺希
田中　敦子
宮南美由貴
藤田　絢子
栗山　咲良

市職員を募集市職員を募集
瑞穂市にあなたの力を瑞穂市にあなたの力を

10名程度

15名程度

建築専門試験
（120分）

ーーー

土木専門試験
（120分）

保健師専門試験
（90分）

保育士専門試験
（90分）

教
養
試
験（
1
2
0
分
）

事
務
適
正
検
査（
1
0
分
）

大学卒業程度

短大卒業程度

大学卒業程度 若干名

保育士・
幼稚園教諭

職員採用試験
日 時　７月１０日（日）　9：40試験開始
場 所　岐阜県立加納高等学校  （岐阜市加納南陽町3-17）　

受験手続 試験申込書の配布と受付
５月９日（月）８：３０～５月２７日（金）１７：１５まで、市役所穂積庁舎２階総務課にて、
試験申込書の配布と受付を行います。土・日・祝日は行いません。　

提出書類　
試験申込書、履歴書 ※いずれも所定の書式のもの　

市が求める人物像
●市民協働のまちづくりを推進する、常に自己研鑽に努める人
　●人間関係を円滑に築き、協調性・柔軟性のある人
　　●豊かな創造性と広い視野を持ち、情熱をもって行動する人
　　　●市民全体の奉仕者としての使命感や気概をもって行動できる人
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65歳から74歳で一定の障がいがあるかたへ

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

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

市役所において、みずほクールビズ2022を始めました

※一定の障がいとは

新型コロナワクチン接種のお知らせ

2回目接種時期 接種券の発送予定日

令和3年11月　1日～16日

令和3年11月17日～30日

5月16日(月)

5月30日(月)

3回目接種は2回目接種から6か月経過後より可能です。
　2回目の接種を受けていても、時間の経過に伴い、有効性が徐々に低下していくことが報告されています。
3回目の接種時期になりましたら、ワクチンの種類にかかわらず、早めの接種を受けることをおすすめします。

　接種証明の電子証明書（アプリ）の３回目接種証明は自動で更新されません。３回目の接種証明を発行す
るには、１・２回目の接種証明を発行したときと同様の手続きが必要です。

　4月より以下のとおり、3回目接種を開始しました。

　予防接種電子証明書は、スマートフォンのアプリから発行できます。

このマークをタップすると、３回目
の接種証明手続きに進みます。
マイナンバーカードと４桁の暗証
番号を用意し、案内に従って入力
をしてください。

　小・中学生(15歳以下)のかたは
保護者の同伴と予診票の署名が必要です。
　接種方法の詳細については、個別に対象者へご案
内します。ワクチン接種についてお子さんと一緒に
検討してください。

予診票一体型接種券
●2回目接種から6か月経過後に届きます
●届いたら、すぐに接種の予約ができます

・接種日に瑞穂市に住民票のある
　12歳～17歳までのかた
・2回目接種から6か月経過したかた
無料
ファイザー社ワクチン
市内医療機関

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

12歳以上17歳未満のかたへの3回目新型コロナワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症予防接種電子証明書について

対 象 者

費 用
ワ ク チ ン
接種場所

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

●療育手帳(A1、A2) 
●精神障害者保健福祉手帳(1、2級)

スマートフォン
　・ マイナンバーカードが読み取れる端末
　・ iOS 13.7以上
　・ Android OS 8.0以上
その他必要なもの
　・ マイナンバーカードと暗証番号４桁
　・ （海外用のみ）パスポート

手順１ こちらをご用意ください
こちらのＱＲコードからダウンロード

アプリの情報については、デジタル庁の
ウェブサイトでご案内しています

手順2 スマホでアプリをインストール

◀AppStore
  (iOS)

◀GooglePlay
  (Android)

スマホ決済で市税などを納付できます！
　４月１日からスマートフォンやタブレット端末に対応アプリをインストールし、納付書のバーコードを読み取ること
で、時間を気にせずに自宅にいながら市税などを納付できます。

〈ペイペイ〉 〈ラインペイ〉

〈支払秘書〉

スマホ決済ができる税金・料金 対応アプリ

○市・県民税(普通徴収)
○固定資産税 
○軽自動車税
○国民健康保険税
○後期高齢者医療保険料

手数料

注意事項

　利用者の負担はありません。

○水道料金
○下水道使用料
○農業集落排水使用料
○コミュニティ・プラント使用料

●コンビニ用バーコードが印刷されていない納付書や汚れ・擦れなどによりバーコードが読み取れない納付書は利
用できません。

●納期限や有効期限を過ぎた納付書や納付額が３０万円を超える場合は利用できません。
●アプリのインストールや利用時の通信料（パケット代など）は利用者の負担となります。
●各決済サービスのご利用に関しては同サービスの規約や約定によることになります。
●操作方法など、各決済サービスのホームページでご確認ください。（市役所では操作方法についての対応はできません。）
●コンビニエンスストアなどの店頭では、「スマホアプリ」を利用したお支払いはできません。

●問い合わせ　市・県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　後期高齢者医療保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料、コミュニティ・プラント使用料 ・・・・・・

　　　　　　

口座振替も受付中！ 納め忘れのない簡単便利な口座振替も引き続き受付中です。
手続きは市内金融機関でできます。

新型コロナワクチン
接種証明書アプリ

税務課　☎327-4112
医療保険課　☎327-4159
上水道課　☎327-2113
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65歳から74歳で一定の障がいがあるかたへ

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

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

市役所において、みずほクールビズ2022を始めました

※一定の障がいとは

新型コロナワクチン接種のお知らせ

2回目接種時期 接種券の発送予定日

令和3年11月　1日～16日

令和3年11月17日～30日

5月16日(月)

5月30日(月)

3回目接種は2回目接種から6か月経過後より可能です。
　2回目の接種を受けていても、時間の経過に伴い、有効性が徐々に低下していくことが報告されています。
3回目の接種時期になりましたら、ワクチンの種類にかかわらず、早めの接種を受けることをおすすめします。

　接種証明の電子証明書（アプリ）の３回目接種証明は自動で更新されません。３回目の接種証明を発行す
るには、１・２回目の接種証明を発行したときと同様の手続きが必要です。

　4月より以下のとおり、3回目接種を開始しました。

　予防接種電子証明書は、スマートフォンのアプリから発行できます。

このマークをタップすると、３回目
の接種証明手続きに進みます。
マイナンバーカードと４桁の暗証
番号を用意し、案内に従って入力
をしてください。

　小・中学生(15歳以下)のかたは
保護者の同伴と予診票の署名が必要です。
　接種方法の詳細については、個別に対象者へご案
内します。ワクチン接種についてお子さんと一緒に
検討してください。

予診票一体型接種券
●2回目接種から6か月経過後に届きます
●届いたら、すぐに接種の予約ができます

・接種日に瑞穂市に住民票のある
　12歳～17歳までのかた
・2回目接種から6か月経過したかた
無料
ファイザー社ワクチン
市内医療機関

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

12歳以上17歳未満のかたへの3回目新型コロナワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症予防接種電子証明書について

対 象 者

費 用
ワ ク チ ン
接種場所

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

●療育手帳(A1、A2) 
●精神障害者保健福祉手帳(1、2級)

スマートフォン
　・ マイナンバーカードが読み取れる端末
　・ iOS 13.7以上
　・ Android OS 8.0以上
その他必要なもの
　・ マイナンバーカードと暗証番号４桁
　・ （海外用のみ）パスポート

手順１ こちらをご用意ください
こちらのＱＲコードからダウンロード

アプリの情報については、デジタル庁の
ウェブサイトでご案内しています

手順2 スマホでアプリをインストール

◀AppStore
  (iOS)

◀GooglePlay
  (Android)

スマホ決済で市税などを納付できます！
　４月１日からスマートフォンやタブレット端末に対応アプリをインストールし、納付書のバーコードを読み取ること
で、時間を気にせずに自宅にいながら市税などを納付できます。

〈ペイペイ〉 〈ラインペイ〉

〈支払秘書〉

スマホ決済ができる税金・料金 対応アプリ

○市・県民税(普通徴収)
○固定資産税 
○軽自動車税
○国民健康保険税
○後期高齢者医療保険料

手数料

注意事項

　利用者の負担はありません。

○水道料金
○下水道使用料
○農業集落排水使用料
○コミュニティ・プラント使用料

●コンビニ用バーコードが印刷されていない納付書や汚れ・擦れなどによりバーコードが読み取れない納付書は利
用できません。

●納期限や有効期限を過ぎた納付書や納付額が３０万円を超える場合は利用できません。
●アプリのインストールや利用時の通信料（パケット代など）は利用者の負担となります。
●各決済サービスのご利用に関しては同サービスの規約や約定によることになります。
●操作方法など、各決済サービスのホームページでご確認ください。（市役所では操作方法についての対応はできません。）
●コンビニエンスストアなどの店頭では、「スマホアプリ」を利用したお支払いはできません。

●問い合わせ　市・県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　後期高齢者医療保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料、コミュニティ・プラント使用料 ・・・・・・

　　　　　　

口座振替も受付中！ 納め忘れのない簡単便利な口座振替も引き続き受付中です。
手続きは市内金融機関でできます。

新型コロナワクチン
接種証明書アプリ

税務課　☎327-4112
医療保険課　☎327-4159
上水道課　☎327-2113
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室内温度28℃を目安に冷房設定〈 みずほクールビズ2022 〉クールビズで仕事も爽やかに〈 みずほクールビズ2022 〉

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

日　程 5月21日（土）
❶13：00～14：00（予定）
❷14：30～15：30（予定）

場　所 保健センター（総合センター ３階）

対　象
持ち物
予　約

市内在住の妊娠中のご夫婦
母子健康手帳、バスタオル１枚
5月18日（水）までに要予約

パパママくらぶは、瑞穂市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。

パパ、妊婦さんに変身！赤ちゃんをお風呂に入れてみよう

パパママくらぶ

　妊娠シミュレーターを装着した妊婦体験と赤ちゃん人形を使っての沐浴を体験実習します♪

Check!!

日　程
場　所
対　象

5月24日（火）　13：30～15：30（予定）　
保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のかた

日　程 全５回コース、各回とも10：00～11：30
6月3日（金）、10日（金）、17日（金）、24日（金）
7月1日（金）

場　所 巣南公民館　多目的ホール

受講料 1組　1,000円　※初回受講時までにお支払いください

対　象 市内在住の幼児（初日受講時点で満2歳以上）とその保護者

定　員 10組　※定員を超える申込があった場合は抽選

その他 ・ 抽選の場合、当選のかたには後日、受講決定の通知と受講料1,000円分の納付書を送付し、落選
のかたには落選通知のみ送付します。

・ 運動のできる服装で、水筒・タオルなどを持参ください。

申込方法 申込書は、生涯学習課、総合センター、市民センター、巣南公民館窓口に設置しています。
必要事項をご記入のうえ、5月20日（金）までに窓口へ提出してください。メール、FAXでも受付し
ています。
必要事項：お子さんの氏名（ふりがな含む）、性別、保護者の氏名、住所、郵便番号、電話番号

持ち物
予　約

母子健康手帳
5月20日（金）までに要予約

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

Check!!

※ご夫婦で参加してください
※❶12：50受付開始、❷14：20受付開始

※当日は、13:15から受付します

リトミック親子体操教室（初級編）
　親子で楽しく運動しよう！音楽のリズムに合わせて楽しく体操できる教室です。日頃の運動不足や育児のストレス
も一気に解消できます。

●問い合わせ　税務課　☎327-4112

特別徴収・普通徴収ともに、
6月1日（水）から発行
を開始します。

窓　口　　　税務課（穂積庁舎　２階）
　　　　　　 市民窓口課（巣南庁舎　１階）
必要なもの
・証明書交付・閲覧申請書（窓口で記載）
・手数料（１通300円）
・本人確認書類（マイナンバーカード（写真入り）、運
転免許証、パスポート、在留カードなど）
※代理人が請求する場合は、委任状（様式の定めなし）と代理
人の本人確認書類。ただし、代理人が同一世帯の場合は、
委任状は不要（家族でも別世帯の場合は、委任状が必要）

　なお、郵送請求またはコンビニでの端末からの請
求（マイナンバーカードが必要）もできます。くわし
くは税務課へお問い合わせいただくか市ホーム
ページをご覧ください。

※令和4年度所得・課税証明書には、令和3年1月1日～令和3年12月31日までの所得金額および令和4年度市・県民税の税額が表示されます

● 市・県民税所得証明書…前年の１月１日から12月31日までの所得（収入）に関する証明書です。
● 市・県民税所得・課税証明書……前年の１月１日から12月31日までの所得（収入）および市・県民税の税額など

に関する証明書です。※

令和４年度の証明書の発行時期
証明書の請求方法

　所得についての申告がないかたやお勤め先の事業所か
ら給与支払報告書（源泉徴収票）が市に提出されていない
かたなどは、市・県民税の申告が必要な場合があります。

証明書を請求する際の注意点

　市が、令和4年度の証明書を発行できるかたは、原則と
して、令和４年１月１日に瑞穂市に住民票があったかたで
す。住所を異動されたかたは、証明書を請求する市町村を
ご確認ください。

証明書を発行できる市町村

◀郵送請求 ◀コンビニ
　交付サービス

市・県民税所得証明書および所得・課税証明書についてのご案内

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

❶ 納付書をご利用のかた
納付書に記載されている金融機関、岐阜・愛知・三重・
静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵便局、全国の主なコ
ンビニエンスストアなどで納付してください。

❷ 口座振替納付のかた
5月31日（火）に指定金融機関にて振替
※金融機関などの窓口での納付を希望されるかたは、税務
課までお問い合わせください

① 納付書をご利用のかた
納税通知書に付属する納税証明書をご利用くだ
さい。（領収日付印のないもの、または車両（標識）
番号欄に印字がないものは無効）

② 口座振替納付のかた
６月１０日（金）ごろ発送予定です。
※車検時期によりお早めに必要なかたは、本人確認書
類・通帳(振替日記帳済みのもの)を持って市役所で
交付申請してください

納付方法
継続検査（車検）用納税証明書

納 期 限 ５月31日（火）

令和４年度軽自動車税（種別割）のご案内
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●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

日　程 5月21日（土）
❶13：00～14：00（予定）
❷14：30～15：30（予定）

場　所 保健センター（総合センター ３階）

対　象
持ち物
予　約

市内在住の妊娠中のご夫婦
母子健康手帳、バスタオル１枚
5月18日（水）までに要予約

パパママくらぶは、瑞穂市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。

パパ、妊婦さんに変身！赤ちゃんをお風呂に入れてみよう

パパママくらぶ

　妊娠シミュレーターを装着した妊婦体験と赤ちゃん人形を使っての沐浴を体験実習します♪

Check!!

日　程
場　所
対　象

5月24日（火）　13：30～15：30（予定）　
保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のかた

日　程 全５回コース、各回とも10：00～11：30
6月3日（金）、10日（金）、17日（金）、24日（金）
7月1日（金）

場　所 巣南公民館　多目的ホール

受講料 1組　1,000円　※初回受講時までにお支払いください

対　象 市内在住の幼児（初日受講時点で満2歳以上）とその保護者

定　員 10組　※定員を超える申込があった場合は抽選

その他 ・ 抽選の場合、当選のかたには後日、受講決定の通知と受講料1,000円分の納付書を送付し、落選
のかたには落選通知のみ送付します。

・ 運動のできる服装で、水筒・タオルなどを持参ください。

申込方法 申込書は、生涯学習課、総合センター、市民センター、巣南公民館窓口に設置しています。
必要事項をご記入のうえ、5月20日（金）までに窓口へ提出してください。メール、FAXでも受付し
ています。
必要事項：お子さんの氏名（ふりがな含む）、性別、保護者の氏名、住所、郵便番号、電話番号

持ち物
予　約

母子健康手帳
5月20日（金）までに要予約

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

Check!!

※ご夫婦で参加してください
※❶12：50受付開始、❷14：20受付開始

※当日は、13:15から受付します

リトミック親子体操教室（初級編）
　親子で楽しく運動しよう！音楽のリズムに合わせて楽しく体操できる教室です。日頃の運動不足や育児のストレス
も一気に解消できます。

●問い合わせ　税務課　☎327-4112

特別徴収・普通徴収ともに、
6月1日（水）から発行
を開始します。

窓　口　　　税務課（穂積庁舎　２階）
　　　　　　 市民窓口課（巣南庁舎　１階）
必要なもの
・証明書交付・閲覧申請書（窓口で記載）
・手数料（１通300円）
・本人確認書類（マイナンバーカード（写真入り）、運
転免許証、パスポート、在留カードなど）
※代理人が請求する場合は、委任状（様式の定めなし）と代理
人の本人確認書類。ただし、代理人が同一世帯の場合は、
委任状は不要（家族でも別世帯の場合は、委任状が必要）

　なお、郵送請求またはコンビニでの端末からの請
求（マイナンバーカードが必要）もできます。くわし
くは税務課へお問い合わせいただくか市ホーム
ページをご覧ください。

※令和4年度所得・課税証明書には、令和3年1月1日～令和3年12月31日までの所得金額および令和4年度市・県民税の税額が表示されます

● 市・県民税所得証明書…前年の１月１日から12月31日までの所得（収入）に関する証明書です。
● 市・県民税所得・課税証明書……前年の１月１日から12月31日までの所得（収入）および市・県民税の税額など

に関する証明書です。※

令和４年度の証明書の発行時期
証明書の請求方法

　所得についての申告がないかたやお勤め先の事業所か
ら給与支払報告書（源泉徴収票）が市に提出されていない
かたなどは、市・県民税の申告が必要な場合があります。

証明書を請求する際の注意点

　市が、令和4年度の証明書を発行できるかたは、原則と
して、令和４年１月１日に瑞穂市に住民票があったかたで
す。住所を異動されたかたは、証明書を請求する市町村を
ご確認ください。

証明書を発行できる市町村

◀郵送請求 ◀コンビニ
　交付サービス

市・県民税所得証明書および所得・課税証明書についてのご案内

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

❶ 納付書をご利用のかた
納付書に記載されている金融機関、岐阜・愛知・三重・
静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵便局、全国の主なコ
ンビニエンスストアなどで納付してください。

❷ 口座振替納付のかた
5月31日（火）に指定金融機関にて振替
※金融機関などの窓口での納付を希望されるかたは、税務
課までお問い合わせください

① 納付書をご利用のかた
納税通知書に付属する納税証明書をご利用くだ
さい。（領収日付印のないもの、または車両（標識）
番号欄に印字がないものは無効）

② 口座振替納付のかた
６月１０日（金）ごろ発送予定です。
※車検時期によりお早めに必要なかたは、本人確認書
類・通帳(振替日記帳済みのもの)を持って市役所で
交付申請してください

納付方法
継続検査（車検）用納税証明書

納 期 限 ５月31日（火）

令和４年度軽自動車税（種別割）のご案内

広報みずほ・2022.59 8広報みずほ・2022.5



コミ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

対象者❶に該当する世帯

給付額　１世帯あたり１０万円

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

❶ 基準日（令和3年12月10日）において世帯全員の令和３年度分住民税均等割が非課税である世帯※
　❷ 上記❶に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変
し、上記❶の世帯と同様と認められる世帯

　 ※住民税が課税されているかたの扶養親族などのみからなる世帯を除く

　該当すると思われる世帯には「確認書」を郵送し
ました。必要事項を記入して、返信用封筒にて5月
16日（月）までに返送してください。

　申請が必要です。令和3年１月以降の任意の１か
月の収入により支給の可否を判断します。申請書に
必要事項を記入して、世帯全員のそれぞれの収入
がわかる物を添付し、申請してください。
　申請書は市ホームページ、または福祉生活課窓
口にあります。

※配偶者などからの暴力を理由に避難しているなど、事情により瑞
穂市へ住民票を移すことのできないかたは、手続きにより給付金
を受給できる場合があります。くわしくはお問い合わせください

受付期間　9月30日（金）まで

　ただし、令和3年1月2日以降に瑞穂市に転入され
たかたがいる世帯で、給付金の対象となる世帯は、
申請が必要です。
　申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、
9月30日（金）までに福祉生活課へ提出してくださ
い。申請書は市ホームページまたは福祉生活課窓
口にあります。

会計年度任用職員募集
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。

高齢者の居場所づくり活動に対する補助制度について
市では、高齢者の居場所づくり活動を行う団体に年額２万円（団体の年間経費を上限）の補助をしています。

　令和４年４月より、介護予防の推進および健康増進を目的として、屋内温水プール施設ゆ～みんぐ（揖斐郡大野町）
の11枚綴り回数入場券の購入費用を助成しています。

任用期間 任用日～令和5年3月31日

応募期限 ５月10日（火）必着

応募方法

選考方法

募  集  職  種 担 当 課

都市管理課　　☎327-2102

学校教育課　　☎327-2116

幼児教育課　　☎327-2147

生涯学習課　　☎327-2117

給食センター　☎328-7771

※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

施設技術管理監

幼稚園教諭

理科支援員

行政事務補助員（短時間）

担任保育士

保育士

子育て支援センター保育士

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

放課後児童クラブ指導員

放課後児童クラブサポーター

図書館司書（繁忙期）

給食センター調理員

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）

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

対象者となる世帯

対象者❷に該当する世帯

対象となるかた　以下のすべてに該当するかたが対象です。

事業の初日において、市内に住所または居所を有する65歳以上のかたが3分の2以上含まれる5人以上の団体
介護予防のための活動または地域住民に対するサービス提供を行う活動をしている
主な活動場所が市内である
月2回以上かつ1回あたり１時間以上の活動を行っている
運営に支障がない範囲で新たな会員などの受入れをしている
営利活動を目的としていない
政治または宗教活動を行っていない
他の制度や民間団体などから補助金を受けていない

申請に必要な書類
・申請書
・団体の構成員名簿（氏名、生年月日、住所などが記載
されたもの）
・団体の活動計画書
　※この他にも書類の提出を求める場合があります

< 注意事項 >
○事業は補助を受ける年度の４月１日以降に着手し、
一定期間の活動ののち当該年度の3月31日までに
完了してください。
○対象経費は構成員同士の懇親会などを目的とした
飲食費は除きます。

屋内温水プール施設の利用助成を実施

●問い合わせ　地域福祉高齢課(総合センター)　☎327-4126

●問い合わせ　地域福祉高齢課(総合センター)　☎327-4126

対象者
　瑞穂市に住民登録し、市内に住む40歳以上のかた
対象者区分および料金

申請について
●ゆ～みんぐの窓口にて『瑞穂市屋内温水プール施設
利用登録申請書兼代理受領委任状』を記入して提出
してください。
●マイナンバーカードまたは運転免許証、その他公的
機関が発行する身分証明書で住所および生年月日
がわかるものをお持ちください。

※障がいをお持ちのかたは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
手帳または療育手帳をお持ちください

利用登録証の交付について
　申請後、対象条件を満たすかたには『瑞穂市屋内温
水プール施設利用登録証』を交付します。
・回数入場券は1回の購入につき2冊まで、1年度に12
冊まで購入可能とします。
・新たに助成対象の回数入場券を購入する際は、利用
登録証の提示が必要です。
・回数入場券の購入日から２週間を経過するまで、新た
な回数入場券の購入は出来ません。

利用方法
　回数入場券を使用して入場するときは、『瑞穂市屋内温
水プール施設利用登録証』を併せて提示してください。

注意 申請および利用登録証の交付は、ゆ～みんぐの窓口にて行います。
ゆ～みんぐの施設利用方法などについては、公式ホームページをご確認ください。 ◀ゆ～みんぐ

　ホームページ

助成対象区分 通常料金 助成額

大人（40歳以上70歳未満）

高齢者（70歳以上）

障がい者（40歳以上）

上記障がい者の介護者（40歳以上）

5,000円

3,000円

1,000円

1,000円

2,500円

1,500円

500円

500円

▲市ホーム
　ページ
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コミ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

対象者❶に該当する世帯

給付額　１世帯あたり１０万円

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

❶ 基準日（令和3年12月10日）において世帯全員の令和３年度分住民税均等割が非課税である世帯※
　❷ 上記❶に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変
し、上記❶の世帯と同様と認められる世帯

　 ※住民税が課税されているかたの扶養親族などのみからなる世帯を除く

　該当すると思われる世帯には「確認書」を郵送し
ました。必要事項を記入して、返信用封筒にて5月
16日（月）までに返送してください。

　申請が必要です。令和3年１月以降の任意の１か
月の収入により支給の可否を判断します。申請書に
必要事項を記入して、世帯全員のそれぞれの収入
がわかる物を添付し、申請してください。
　申請書は市ホームページ、または福祉生活課窓
口にあります。

※配偶者などからの暴力を理由に避難しているなど、事情により瑞
穂市へ住民票を移すことのできないかたは、手続きにより給付金
を受給できる場合があります。くわしくはお問い合わせください

受付期間　9月30日（金）まで

　ただし、令和3年1月2日以降に瑞穂市に転入され
たかたがいる世帯で、給付金の対象となる世帯は、
申請が必要です。
　申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、
9月30日（金）までに福祉生活課へ提出してくださ
い。申請書は市ホームページまたは福祉生活課窓
口にあります。

会計年度任用職員募集
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。

高齢者の居場所づくり活動に対する補助制度について
市では、高齢者の居場所づくり活動を行う団体に年額２万円（団体の年間経費を上限）の補助をしています。

　令和４年４月より、介護予防の推進および健康増進を目的として、屋内温水プール施設ゆ～みんぐ（揖斐郡大野町）
の11枚綴り回数入場券の購入費用を助成しています。

任用期間 任用日～令和5年3月31日

応募期限 ５月10日（火）必着

応募方法

選考方法

募  集  職  種 担 当 課

都市管理課　　☎327-2102

学校教育課　　☎327-2116

幼児教育課　　☎327-2147

生涯学習課　　☎327-2117

給食センター　☎328-7771

※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

施設技術管理監

幼稚園教諭

理科支援員

行政事務補助員（短時間）

担任保育士

保育士

子育て支援センター保育士

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

放課後児童クラブ指導員

放課後児童クラブサポーター

図書館司書（繁忙期）

給食センター調理員

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）

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

対象者となる世帯

対象者❷に該当する世帯

対象となるかた　以下のすべてに該当するかたが対象です。

事業の初日において、市内に住所または居所を有する65歳以上のかたが3分の2以上含まれる5人以上の団体
介護予防のための活動または地域住民に対するサービス提供を行う活動をしている
主な活動場所が市内である
月2回以上かつ1回あたり１時間以上の活動を行っている
運営に支障がない範囲で新たな会員などの受入れをしている
営利活動を目的としていない
政治または宗教活動を行っていない
他の制度や民間団体などから補助金を受けていない

申請に必要な書類
・申請書
・団体の構成員名簿（氏名、生年月日、住所などが記載
されたもの）
・団体の活動計画書
　※この他にも書類の提出を求める場合があります

< 注意事項 >
○事業は補助を受ける年度の４月１日以降に着手し、
一定期間の活動ののち当該年度の3月31日までに
完了してください。
○対象経費は構成員同士の懇親会などを目的とした
飲食費は除きます。

屋内温水プール施設の利用助成を実施

●問い合わせ　地域福祉高齢課(総合センター)　☎327-4126

●問い合わせ　地域福祉高齢課(総合センター)　☎327-4126

対象者
　瑞穂市に住民登録し、市内に住む40歳以上のかた
対象者区分および料金

申請について
●ゆ～みんぐの窓口にて『瑞穂市屋内温水プール施設
利用登録申請書兼代理受領委任状』を記入して提出
してください。
●マイナンバーカードまたは運転免許証、その他公的
機関が発行する身分証明書で住所および生年月日
がわかるものをお持ちください。

※障がいをお持ちのかたは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
手帳または療育手帳をお持ちください

利用登録証の交付について
　申請後、対象条件を満たすかたには『瑞穂市屋内温
水プール施設利用登録証』を交付します。
・回数入場券は1回の購入につき2冊まで、1年度に12
冊まで購入可能とします。
・新たに助成対象の回数入場券を購入する際は、利用
登録証の提示が必要です。
・回数入場券の購入日から２週間を経過するまで、新た
な回数入場券の購入は出来ません。

利用方法
　回数入場券を使用して入場するときは、『瑞穂市屋内温
水プール施設利用登録証』を併せて提示してください。

注意 申請および利用登録証の交付は、ゆ～みんぐの窓口にて行います。
ゆ～みんぐの施設利用方法などについては、公式ホームページをご確認ください。 ◀ゆ～みんぐ

　ホームページ

助成対象区分 通常料金 助成額

大人（40歳以上70歳未満）

高齢者（70歳以上）

障がい者（40歳以上）

上記障がい者の介護者（40歳以上）

5,000円

3,000円

1,000円

1,000円

2,500円

1,500円

500円

500円

▲市ホーム
　ページ
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 ～未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～ 

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まずは消毒②すばやく着脱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

瑞穂市の下水道　２nd　NO.12

●問い合わせ　下水道課(巣南庁舎)　☎327-2114

　３月２４日に、瑞穂市上下水道事業審議会（会長：朝日大学経営学部櫻木教授）から「下水道事業における
受益者負担金及び分担金のあり方について」の答申を受けました。今月号はその内容をご紹介します。

今月のテーマ ： 瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)受益者負担金及び分担金について

建築物の耐震補助制度

「もしも」に備える

まずは耐震診断を! 木造住宅以外の耐震診断

ブロック塀等の耐震改修費補助金
耐震改修および除却にかかる費用の一部を予算の範囲内において補助します。

　近年、大規模地震が頻発し、地震活動が活発化して
います。発生が想定されている南海トラフ巨大地震は、
今後30年以内に発生する確率が70～80%と発表され
ており、いつ発生しても不思議ではありません。自分自
身はもちろんの事、大切な家族や近隣住民を守るため
にも、建築物の耐震化を行いましょう。

・通学路に指定されている道路に面していること
・コンクリートブロック造、れんが造、大谷石などの組積造の塀
 （門柱を含む）
・道路面からの高さが60cm以上、長さが2m以上の塀
・申請前に着手していないこと 
・塀の所有者が申請すること
・令和5年2月末までに耐震改修等工事が完了すること

木造住宅の無料耐震診断 建築物の耐震診断補助金
　岐阜県木造住宅耐震相談士が診断を行い、診断結
果と補強例を説明します。

診断の条件

募 集 棟 数
受 付 期 間

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅 ※この他にも条件があります
10棟(申込順)
第1期:5月9日(月)～5月20日(金)
第2期:8月29日(月)～9月9日(金)
第3期:11月28日(月)～12月9日(金)
※土・日を除く

　診断にかかる費用の一部を補助します。
補助の条件 

募 集 棟 数
受 付 期 間 

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅以外の建築物 
※この他にも条件があります
1棟(申込順) 
5月9日(月)～
12月9日(金)予定
※土・日・祝日を除く 

耐震が必要と判断されたら...
木造住宅の耐震改修工事費補助金 木造住宅の除却工事費補助金
　耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
補助の条件

募 集 棟 数 
受 付 期 間 

瑞穂市木造住宅耐震診断を実施し耐震
化が必要と判断された住宅 
※この他にも条件があります
2棟(申込順)
5月9日(月)～12月9日(金)予定 
※土・日・祝日を除く 

　除却工事にかかる費用の一部を補助します。
補助の条件 

募 集 棟 数
受 付 期 間

・瑞穂市木造住宅耐震診断を実施し耐
震化が必要と判断された木造住宅
・建物全体を除却すること
※この他にも条件があります
3棟(申込順)
5月9日(月)～12月9日(金)予定
※土・日・祝日を除く

補助の条件

補 助 額

受 付 期 間

「耐震改修等工事費（消費税を除く）」と「耐震改修等面積に1万円/m²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）
5月9日（月）～12月23日（金） ※土・日・祝日を除く

　公共下水道事業を都市計画事業として実施す
る場合、都市計画法に基づいて「負担金」として徴
収しています。
　都市計画事業として実施しない場合は、地方自
治法により「分担金」として徴収しています。

答申のようす

審議会のようす

・受益者負担金および分担金の単価について土地面積190円/m²とする。

・個別合併処理浄化槽設置済の区画については、接続するまでの間、受益者負担金および分担金の
徴収を猶予し、公共下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続する場合は、受益者負担金およ
び分担金を100%減免とする。

・公共下水道移管後のコミュニティ・プラント(別府処理区)区域の受益者負担金については、公共下水道
の受益者負担金制度を適用し、コミュニティ・プラント受益者分担金納付済の区画は100%減免とする。

瑞穂市上下水道事業審議会の答申内容

　審議会の答申を受けて、市では今後、公共下水道の供用
開始前までに条例案を作成し、市議会に上程します。市議
会での審議・議決後に決定されます。
　実際に賦課されるのは供用開始後からです。（第１期事
業計画区域の供用開始は令和９年３月を予定）

下水道受益者負担金及び分担金の決定

　くわしい答申内容や審議会の資料
などは市ホームページに掲載されて
いますのでご覧ください。

豆知識
「負担金」と「分担金」の違いは?

※この他にも条件があります

受益者負担金及び分担金ってなに？
　下水道受益者負担金及び分担金は、公共下水道が使えるようになった時に、受益の衡平を図るためにそ
の区域に土地を所有しているすべてのかたが支払うことになるお金です。通常は土地の固定資産税を納
めているかたに賦課されます。

　この金額を20回に分け５年間かけて納める制度が一般的です。その場合は３カ月に一度約2,200円を
納めることになります。（一括で納付することも選択できます。）

例：土地70坪を所有している場合 231㎡（約70坪） × 190円/㎡ ＝ 43,890円 

●問い合わせ　都市開発課(巣南庁舎)　☎327-2101
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 ～未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～ 

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まずは消毒②すばやく着脱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

瑞穂市の下水道　２nd　NO.12

●問い合わせ　下水道課(巣南庁舎)　☎327-2114

　３月２４日に、瑞穂市上下水道事業審議会（会長：朝日大学経営学部櫻木教授）から「下水道事業における
受益者負担金及び分担金のあり方について」の答申を受けました。今月号はその内容をご紹介します。

今月のテーマ ： 瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)受益者負担金及び分担金について

建築物の耐震補助制度

「もしも」に備える

まずは耐震診断を! 木造住宅以外の耐震診断

ブロック塀等の耐震改修費補助金
耐震改修および除却にかかる費用の一部を予算の範囲内において補助します。

　近年、大規模地震が頻発し、地震活動が活発化して
います。発生が想定されている南海トラフ巨大地震は、
今後30年以内に発生する確率が70～80%と発表され
ており、いつ発生しても不思議ではありません。自分自
身はもちろんの事、大切な家族や近隣住民を守るため
にも、建築物の耐震化を行いましょう。

・通学路に指定されている道路に面していること
・コンクリートブロック造、れんが造、大谷石などの組積造の塀
 （門柱を含む）
・道路面からの高さが60cm以上、長さが2m以上の塀
・申請前に着手していないこと 
・塀の所有者が申請すること
・令和5年2月末までに耐震改修等工事が完了すること

木造住宅の無料耐震診断 建築物の耐震診断補助金
　岐阜県木造住宅耐震相談士が診断を行い、診断結
果と補強例を説明します。

診断の条件

募 集 棟 数
受 付 期 間

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅 ※この他にも条件があります
10棟(申込順)
第1期:5月9日(月)～5月20日(金)
第2期:8月29日(月)～9月9日(金)
第3期:11月28日(月)～12月9日(金)
※土・日を除く

　診断にかかる費用の一部を補助します。
補助の条件 

募 集 棟 数
受 付 期 間 

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅以外の建築物 
※この他にも条件があります
1棟(申込順) 
5月9日(月)～
12月9日(金)予定
※土・日・祝日を除く 

耐震が必要と判断されたら...
木造住宅の耐震改修工事費補助金 木造住宅の除却工事費補助金
　耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
補助の条件

募 集 棟 数 
受 付 期 間 

瑞穂市木造住宅耐震診断を実施し耐震
化が必要と判断された住宅 
※この他にも条件があります
2棟(申込順)
5月9日(月)～12月9日(金)予定 
※土・日・祝日を除く 

　除却工事にかかる費用の一部を補助します。
補助の条件 

募 集 棟 数
受 付 期 間

・瑞穂市木造住宅耐震診断を実施し耐
震化が必要と判断された木造住宅
・建物全体を除却すること
※この他にも条件があります
3棟(申込順)
5月9日(月)～12月9日(金)予定
※土・日・祝日を除く

補助の条件

補 助 額

受 付 期 間

「耐震改修等工事費（消費税を除く）」と「耐震改修等面積に1万円/m²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）
5月9日（月）～12月23日（金） ※土・日・祝日を除く

　公共下水道事業を都市計画事業として実施す
る場合、都市計画法に基づいて「負担金」として徴
収しています。
　都市計画事業として実施しない場合は、地方自
治法により「分担金」として徴収しています。

答申のようす

審議会のようす

・受益者負担金および分担金の単価について土地面積190円/m²とする。

・個別合併処理浄化槽設置済の区画については、接続するまでの間、受益者負担金および分担金の
徴収を猶予し、公共下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続する場合は、受益者負担金およ
び分担金を100%減免とする。

・公共下水道移管後のコミュニティ・プラント(別府処理区)区域の受益者負担金については、公共下水道
の受益者負担金制度を適用し、コミュニティ・プラント受益者分担金納付済の区画は100%減免とする。

瑞穂市上下水道事業審議会の答申内容

　審議会の答申を受けて、市では今後、公共下水道の供用
開始前までに条例案を作成し、市議会に上程します。市議
会での審議・議決後に決定されます。
　実際に賦課されるのは供用開始後からです。（第１期事
業計画区域の供用開始は令和９年３月を予定）

下水道受益者負担金及び分担金の決定

　くわしい答申内容や審議会の資料
などは市ホームページに掲載されて
いますのでご覧ください。

豆知識
「負担金」と「分担金」の違いは?

※この他にも条件があります

受益者負担金及び分担金ってなに？
　下水道受益者負担金及び分担金は、公共下水道が使えるようになった時に、受益の衡平を図るためにそ
の区域に土地を所有しているすべてのかたが支払うことになるお金です。通常は土地の固定資産税を納
めているかたに賦課されます。

　この金額を20回に分け５年間かけて納める制度が一般的です。その場合は３カ月に一度約2,200円を
納めることになります。（一括で納付することも選択できます。）

例：土地70坪を所有している場合 231㎡（約70坪） × 190円/㎡ ＝ 43,890円 

●問い合わせ　都市開発課(巣南庁舎)　☎327-2101
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⇦ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！

●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　瑞穂消防署　☎327-0119 

●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

 インターネット通販で購入した白髪染めを使用したとこ
ろ、かゆみがあり、しばらくすると目が充血し、腫れて開
かなくなった。両腕と頭皮に湿疹が出た。病院に行き、処
方された薬を飲んだら一週間ほどで改善した。再度使用
するとまた同じ症状が出た。

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 

染毛剤の使用前に必ずパッチテストを!

マイナンバーカードを作りませんか？

日曜・夜間救命講習受講者募集！

消費者へのアドバイス

●ヘアカラーリング剤の中でも白髪染めなど
の酸化染毛剤は、主成分によりアレルギー
性の皮膚炎を起こしやすい傾向があります。

●染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテ 
スト(皮膚アレルギー試験)を行いましょう。

●これまで染毛剤で異常を感じたことのない
人でも、使い続けるうちに突然アレルギーを
発症することがあります。かゆみ、赤み、痛み
などの異常を感じた場合は使用をやめ、医
療機関を受診してください。

▲休日等交付日

教えて!
マイナンバー
カード

消費生活相談室だより

●問い合わせ　商工農政観光課(巣南庁舎)　☎327-2103

　ジャンボタニシによる稲への被害は田植え直後に多発することから、4～7月を対策の集中月間として、地域一体となって
被害防止に努めましょう。また、取水によって拡散する前に越冬場所を見つけて効率的に駆除しましょう。①前年度被害が大
きかったほ場周辺、②土が柔らかく貝が潜りやすい場所、③道路や橋の下にある水路に泥がたまっている場所には、貝が越冬
しやすいため特に注意しましょう。

商工農政観光課
お　知　ら　せ ジャンボタニシ被害対策集中月間

昔の生活を物語る写真や古文書を探しています
　市では、歴史や文化を物語る歴史資料の収
集・保存活動をしています。
　先祖から代々伝わる古文書や古写真、地図な
どがありましたらご連絡いただければ幸いで
す。特に、明治・大正・昭和の古い町並みや行事
などを写した写真です。過去から引き継がれて
きた貴重な文化や歴史が失われてしまう前に、
写真撮影によるデジタル化を行い、保存・管理
し、そして利用・活用するまでの仕組みを構築し
たいと考えています。
　ぜひこの機会に情報提供をお願いします。

▲国鉄樽見線開通式(十九条) 昭和31年3月

▲小廉紅園歌碑除幕式 昭和4年4月 ▲旧鷺田橋(呂久) 昭和48年

●問い合わせ
　生涯学習課(巣南庁舎)　スポーツ文化係
　〒501-0392 瑞穂市宮田300番地2 
　瑞穂市役所巣南庁舎内
　☎327-2117　　327-2105
　 　syougai@city.mizuho.lg.jp

水田ほ場内
○ほ場外からの侵入防止をしましょう
　水路(特に排水路)との出入り口に網を設置し、侵入を防ぎましょう。 
　農機を介した未発生ほ場への貝の持ち込みにも注意しましょう。
○浅水管理で貝の活動を抑えましょう
　水深が浅い(4cm以下、理想は1cm以下)と貝の動きが鈍るため
　食害を受けにくいとされています。
○農薬散布で被害を軽減しましょう
　使用基準・登録内容に沿って適切に使用しましょう。
○石灰窒素の散布は慎重に行いましょう
　田植えの7日以上前に、水温が15°C以上あり、湛水ができるほ場に 
　おいて殺貝効果が期待できます。
　使用する場合は魚毒性が高いことを充分認識してください。

水路
○卵殻除去と成貝捕殺に取り組みましょう
　落水時に効率的に駆除しましょう。

▲田植え後に食害にあったほ場

薬剤の購入補助について 

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

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。(休日等交付日は市ホームページで
ご確認ください。)

マイナポイント第2弾実施中！ ⇨

　ジャンボタニシ対策などの薬剤
の購入費の一部を市農業振興会を
通じて補助しています。補助の条件
などくわしくは、商工農政観光課ま
たは市農業振興会事務局（JAぎふ
巣南グリーン　☎328-7220）へお
問い合わせください。

注 意!
  貝や卵には素手で触らずに
  手袋をしましょう

日　 時

場　所
内　容 定　員

受講料

5月15日（日）　①  9：00～12：00　
　　　　　　　②10：00～12：00
5月  6日（金）　③19：00～20：30
瑞穂消防署（別府2451-1）
①普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法・ＡＥＤなどの救命講習
②ステップアップ講習
　救命入門コースまたはｅ-ラーニング講習を受講
されたかたが対象
③救命入門コース
　胸骨圧迫とＡＥＤの取扱い救命講習

10人程度　
無料

実施日の前日までに瑞穂消防署へ電話、または直接お申
込みください。また、上記以外にも救命講習を開催して
いますので、詳細は岐阜市ホームーページ『日曜救命講
習』『夜間救命講習』をご覧ください。

　当日発熱が認められる場合には、参加をご遠慮くだ
さい。
　各自マスクをご持参いただき、手指消毒など一般的
な感染症対策にご協力ください。 

申込方法

新型コロナウイルス感染症対策
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⇦ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！

●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　瑞穂消防署　☎327-0119 

●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

 インターネット通販で購入した白髪染めを使用したとこ
ろ、かゆみがあり、しばらくすると目が充血し、腫れて開
かなくなった。両腕と頭皮に湿疹が出た。病院に行き、処
方された薬を飲んだら一週間ほどで改善した。再度使用
するとまた同じ症状が出た。

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 

染毛剤の使用前に必ずパッチテストを!

マイナンバーカードを作りませんか？

日曜・夜間救命講習受講者募集！

消費者へのアドバイス

●ヘアカラーリング剤の中でも白髪染めなど
の酸化染毛剤は、主成分によりアレルギー
性の皮膚炎を起こしやすい傾向があります。

●染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテ 
スト(皮膚アレルギー試験)を行いましょう。

●これまで染毛剤で異常を感じたことのない
人でも、使い続けるうちに突然アレルギーを
発症することがあります。かゆみ、赤み、痛み
などの異常を感じた場合は使用をやめ、医
療機関を受診してください。

▲休日等交付日

教えて!
マイナンバー
カード

消費生活相談室だより

●問い合わせ　商工農政観光課(巣南庁舎)　☎327-2103

　ジャンボタニシによる稲への被害は田植え直後に多発することから、4～7月を対策の集中月間として、地域一体となって
被害防止に努めましょう。また、取水によって拡散する前に越冬場所を見つけて効率的に駆除しましょう。①前年度被害が大
きかったほ場周辺、②土が柔らかく貝が潜りやすい場所、③道路や橋の下にある水路に泥がたまっている場所には、貝が越冬
しやすいため特に注意しましょう。

商工農政観光課
お　知　ら　せ ジャンボタニシ被害対策集中月間

昔の生活を物語る写真や古文書を探しています
　市では、歴史や文化を物語る歴史資料の収
集・保存活動をしています。
　先祖から代々伝わる古文書や古写真、地図な
どがありましたらご連絡いただければ幸いで
す。特に、明治・大正・昭和の古い町並みや行事
などを写した写真です。過去から引き継がれて
きた貴重な文化や歴史が失われてしまう前に、
写真撮影によるデジタル化を行い、保存・管理
し、そして利用・活用するまでの仕組みを構築し
たいと考えています。
　ぜひこの機会に情報提供をお願いします。

▲国鉄樽見線開通式(十九条) 昭和31年3月

▲小廉紅園歌碑除幕式 昭和4年4月 ▲旧鷺田橋(呂久) 昭和48年

●問い合わせ
　生涯学習課(巣南庁舎)　スポーツ文化係
　〒501-0392 瑞穂市宮田300番地2 
　瑞穂市役所巣南庁舎内
　☎327-2117　　327-2105
　 　syougai@city.mizuho.lg.jp

水田ほ場内
○ほ場外からの侵入防止をしましょう
　水路(特に排水路)との出入り口に網を設置し、侵入を防ぎましょう。 
　農機を介した未発生ほ場への貝の持ち込みにも注意しましょう。
○浅水管理で貝の活動を抑えましょう
　水深が浅い(4cm以下、理想は1cm以下)と貝の動きが鈍るため
　食害を受けにくいとされています。
○農薬散布で被害を軽減しましょう
　使用基準・登録内容に沿って適切に使用しましょう。
○石灰窒素の散布は慎重に行いましょう
　田植えの7日以上前に、水温が15°C以上あり、湛水ができるほ場に 
　おいて殺貝効果が期待できます。
　使用する場合は魚毒性が高いことを充分認識してください。

水路
○卵殻除去と成貝捕殺に取り組みましょう
　落水時に効率的に駆除しましょう。

▲田植え後に食害にあったほ場

薬剤の購入補助について 

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

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。(休日等交付日は市ホームページで
ご確認ください。)

マイナポイント第2弾実施中！ ⇨

　ジャンボタニシ対策などの薬剤
の購入費の一部を市農業振興会を
通じて補助しています。補助の条件
などくわしくは、商工農政観光課ま
たは市農業振興会事務局（JAぎふ
巣南グリーン　☎328-7220）へお
問い合わせください。

注 意!
  貝や卵には素手で触らずに
  手袋をしましょう

日　 時

場　所
内　容 定　員

受講料

5月15日（日）　①  9：00～12：00　
　　　　　　　②10：00～12：00
5月  6日（金）　③19：00～20：30
瑞穂消防署（別府2451-1）
①普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法・ＡＥＤなどの救命講習
②ステップアップ講習
　救命入門コースまたはｅ-ラーニング講習を受講
されたかたが対象
③救命入門コース
　胸骨圧迫とＡＥＤの取扱い救命講習

10人程度　
無料

実施日の前日までに瑞穂消防署へ電話、または直接お申
込みください。また、上記以外にも救命講習を開催して
いますので、詳細は岐阜市ホームーページ『日曜救命講
習』『夜間救命講習』をご覧ください。

　当日発熱が認められる場合には、参加をご遠慮くだ
さい。
　各自マスクをご持参いただき、手指消毒など一般的
な感染症対策にご協力ください。 

申込方法

新型コロナウイルス感染症対策
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新入学児童を
交通事故から守るために

令和３年中における110番受理状況

●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

　新１年生も学校生活にも慣れ元気に登下校する
姿が見られるようになりました。児童の皆さんに
は、健やかに、楽しい学校生活を送っていただきた
いものです。
　ただ、生活に慣れ、また陽気もよくなり、つい気
も緩みがちに。
　改めて、家庭で、学校で、地域で子供たちの交通
事故防止に努めましょう。通学路に慣れた、新2年
生も注意してください。　

　令和３年中における県下の110番通報件数
は110,458件で、前年より約1,800件増加し
ました。
　このうち交通関係の110番通報が53,151
件、犯罪情報などの各種情報件数が21,062件
で、全体の受理件数の約67%を占めました。
　一方、北方警察署管内における110番通報
受理件数は6,877件で、前年より約170件増加
しました。

　このうち、交通関係の通報件数は3,320件、
犯罪情報の通報件数は1,277件で、県下での受
理状況と同様に、全体の受理件数の約67%を占
めました。
　また、柿の収穫期における盗難や畑における
野焼きなどの法令違反の通報も当署管内の特
徴として認められます。

　110番は、事故や事件が発生した時の警察へ
の緊急用電話です。
　一刻も早く警察官を現場に向かわせるため、
警察官の質問にあわてず落ち着いて答えてくだ
さい。
　また、問い合わせ、相談、要望など、緊急性の
低い110番通報が非常に多くなっています。こ
のような通報は、最寄りの警察署、または警察相
談専用電話「♯9110番」をご利用ください。
　110番の適切な利用にご協力お願いします。

　改めて、通学路を子供さんと一緒に歩いて確かめ
てみましょう。通学路に潜む危険な場所を確認し、何
が危険か、安全確認の方法など具体的に教えましょ
う。(横断歩道、交差点などでの安全確認)
　歩行者は右側通行。ただし、路側帯の中は左側通
行が可能です。

保護者、教職員のみなさんへ

　横断歩道を横断しましょう。道路を渡るときは「止
まって」「見て」「車が止まるのを確かめて」ください
ね。
　横断する時は手をあげてしっかり横断の意思表示
をしましょう。車が止まっても、反対側から来る車が
止まるのも確かめましょう。

新入学児童のみなさんへ

　横断歩道は歩行者優先です。歩行者を認めたら必
ず停止しましょう。
　「◇　◇」マークに接近したら、前方の横断歩道の
状況を確認しましょう。

ドライバーのみなさんへ

ドライバーは...

かきりんキーホルダー・ぬいぐるみは、総合政策課（穂積庁舎）で販売中です

全年齢層の中で７歳児が最多！
年齢別人口10万人当たりの死傷者数

市民安全対策監の！
市民安全情報

警察署の警察署の
北方
窓

環境課から
お知らせ 外来生物について知ってください！

かきりんキーホルダー １個700円、かきりんぬいぐるみ １個2,000円で販売しています！

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite事務局
☎329-5520 　 329-5521 
    hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
☎327-4128 　 327-4103 
    sougou@city.mizuho.lg.jp

Instagram はこちら! 　　　　Facebook はこちら!

http://www.hodumiexsite.com/
「穂積 エキサイト」で検索

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ
令和4年度の活動計画表を作成しました 第5回弁当市を開催します

エキサイトと一緒に活動しませんか?

　JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite（エキサイ
ト）は令和3年4月に設立し、2年目を迎えました。令和
4年度については、次のような計画を基に、地域の皆
さんや駅利用者にとって便利で楽しいまちづくりを目
指して取り組んでいきます。

　瑞穂市を中心とした穂積駅圏域で飲食店を展開す
る事業者さんが作るお弁当を穂積駅前で販売します。

　毎月第2・第4水曜日、16:30に瑞
穂市役所に集合し、1時間程度かけ
て会員みんなで駅周辺を清掃して
います。エキサイトと一緒に地域の
清掃活動に参加いただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。

※状況に応じて、随時計画を見直して活動を進めていきます

5月18日(水)～20日(金)
第1部 16:00～17:00
第2部 18:00～19:00
場所:JR穂積駅南口

エキサイトの
情報発信は
こちらを
CHECK!

「特定外来生物」ってなに？
　「外来種」とは、元々その地域にいなかったのに、人間の
活動によって他の地域から入ってきた生物のことを言い、
外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして
指定されたものを「特定外来生物」と言います。

なぜ特定外来生物はダメなの？
　外来生物は繁殖力が強く強健なものもあり、日本に
昔からある生物を駆逐してしまう可能性があります。

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

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

●問い合わせ　環境課(巣南庁舎)　☎327-4127

黄色の花で、
花の中央部も同じく黄色です

葉は細長い
楕円形です

無くなり次第、終了します。
※開催場所・時間は変更になる場合があります。
　くわしくは市ホームページをご覧ください

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

賑
わ
い
の
創
出

地
域
活
動

活
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R

弁
当
市

弁
当
市

弁
当
市

ほ
づ
み
夜
市

イ
ル
ミ
点
灯
式

ほ
づ
み
夜
市

駅南金曜市（毎週金曜日）

地域清掃活動

市広報紙への情報掲載

ホームページ・SNS（Instagram、Facebook）の活用

かわら版の発行、街歩きマップの発行・配布
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新入学児童を
交通事故から守るために

令和３年中における110番受理状況

●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

　新１年生も学校生活にも慣れ元気に登下校する
姿が見られるようになりました。児童の皆さんに
は、健やかに、楽しい学校生活を送っていただきた
いものです。
　ただ、生活に慣れ、また陽気もよくなり、つい気
も緩みがちに。
　改めて、家庭で、学校で、地域で子供たちの交通
事故防止に努めましょう。通学路に慣れた、新2年
生も注意してください。　

　令和３年中における県下の110番通報件数
は110,458件で、前年より約1,800件増加し
ました。
　このうち交通関係の110番通報が53,151
件、犯罪情報などの各種情報件数が21,062件
で、全体の受理件数の約67%を占めました。
　一方、北方警察署管内における110番通報
受理件数は6,877件で、前年より約170件増加
しました。

　このうち、交通関係の通報件数は3,320件、
犯罪情報の通報件数は1,277件で、県下での受
理状況と同様に、全体の受理件数の約67%を占
めました。
　また、柿の収穫期における盗難や畑における
野焼きなどの法令違反の通報も当署管内の特
徴として認められます。

　110番は、事故や事件が発生した時の警察へ
の緊急用電話です。
　一刻も早く警察官を現場に向かわせるため、
警察官の質問にあわてず落ち着いて答えてくだ
さい。
　また、問い合わせ、相談、要望など、緊急性の
低い110番通報が非常に多くなっています。こ
のような通報は、最寄りの警察署、または警察相
談専用電話「♯9110番」をご利用ください。
　110番の適切な利用にご協力お願いします。

　改めて、通学路を子供さんと一緒に歩いて確かめ
てみましょう。通学路に潜む危険な場所を確認し、何
が危険か、安全確認の方法など具体的に教えましょ
う。(横断歩道、交差点などでの安全確認)
　歩行者は右側通行。ただし、路側帯の中は左側通
行が可能です。

保護者、教職員のみなさんへ

　横断歩道を横断しましょう。道路を渡るときは「止
まって」「見て」「車が止まるのを確かめて」ください
ね。
　横断する時は手をあげてしっかり横断の意思表示
をしましょう。車が止まっても、反対側から来る車が
止まるのも確かめましょう。

新入学児童のみなさんへ

　横断歩道は歩行者優先です。歩行者を認めたら必
ず停止しましょう。
　「◇　◇」マークに接近したら、前方の横断歩道の
状況を確認しましょう。

ドライバーのみなさんへ

ドライバーは...

かきりんキーホルダー・ぬいぐるみは、総合政策課（穂積庁舎）で販売中です

全年齢層の中で７歳児が最多！
年齢別人口10万人当たりの死傷者数

市民安全対策監の！
市民安全情報

警察署の警察署の
北方
窓

環境課から
お知らせ 外来生物について知ってください！

かきりんキーホルダー １個700円、かきりんぬいぐるみ １個2,000円で販売しています！

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite事務局
☎329-5520 　 329-5521 
    hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
☎327-4128 　 327-4103 
    sougou@city.mizuho.lg.jp

Instagram はこちら! 　　　　Facebook はこちら!

http://www.hodumiexsite.com/
「穂積 エキサイト」で検索

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ
令和4年度の活動計画表を作成しました 第5回弁当市を開催します

エキサイトと一緒に活動しませんか?

　JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite（エキサイ
ト）は令和3年4月に設立し、2年目を迎えました。令和
4年度については、次のような計画を基に、地域の皆
さんや駅利用者にとって便利で楽しいまちづくりを目
指して取り組んでいきます。

　瑞穂市を中心とした穂積駅圏域で飲食店を展開す
る事業者さんが作るお弁当を穂積駅前で販売します。

　毎月第2・第4水曜日、16:30に瑞
穂市役所に集合し、1時間程度かけ
て会員みんなで駅周辺を清掃して
います。エキサイトと一緒に地域の
清掃活動に参加いただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。

※状況に応じて、随時計画を見直して活動を進めていきます

5月18日(水)～20日(金)
第1部 16:00～17:00
第2部 18:00～19:00
場所:JR穂積駅南口

エキサイトの
情報発信は
こちらを
CHECK!

「特定外来生物」ってなに？
　「外来種」とは、元々その地域にいなかったのに、人間の
活動によって他の地域から入ってきた生物のことを言い、
外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして
指定されたものを「特定外来生物」と言います。

なぜ特定外来生物はダメなの？
　外来生物は繁殖力が強く強健なものもあり、日本に
昔からある生物を駆逐してしまう可能性があります。

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

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

●問い合わせ　環境課(巣南庁舎)　☎327-4127

黄色の花で、
花の中央部も同じく黄色です

葉は細長い
楕円形です

無くなり次第、終了します。
※開催場所・時間は変更になる場合があります。
　くわしくは市ホームページをご覧ください
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賑
わ
い
の
創
出

地
域
活
動

活
動
P
R

弁
当
市

弁
当
市

弁
当
市

ほ
づ
み
夜
市

イ
ル
ミ
点
灯
式

ほ
づ
み
夜
市

駅南金曜市（毎週金曜日）

地域清掃活動

市広報紙への情報掲載

ホームページ・SNS（Instagram、Facebook）の活用

かわら版の発行、街歩きマップの発行・配布
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●問い合わせ　教育総務課(巣南庁舎)　☎327-2115

　瑞穂市の教育、学術、芸術、体育その他文化の振興発展に貢
献したかたを表彰し、今後の一層の活躍を奨励するものです。
　令和3年度は、小学生49名、中学生83名の児童・生徒の
皆さんが表彰されました。
　昨年度は新型コロナウイルス感染症が収束しておらず、
2月11日に予定していた表彰式は中止になりましたが、各
学校で表彰状を授与しました。

教育委
員会発

南小学校　3年　岡田 将輝さん小学生 学術の部 代表

受賞コメント
　表しょうしてくださりありが
とうございます。これからも、本
を読んで自分の世界を広げて
いきたいです。

青少年読書感想文コンクール
全国コンクール　入選
岐阜県コンクール　最優秀賞

中小学校　6年　箕浦 綾真さん小学生 スポーツの部 代表

受賞コメント
　応援してくださる方々、サポー
トしてくださる方々への感謝の
気持ちを忘れず、これからも結
果が残せるようがんばります。

第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会 11～12歳クラス 男子50m平泳ぎ 3位 
東海選手権水泳競技大会 男子小学生の部 
50m平泳ぎ 1位 東海新記録・大会新記録

Vol.60

読書感想文

水泳 

穂積小学校　2年　新田 桂士さん小学生 文化・芸術の部 代表

受賞コメント
　全国大会までいけてとてもう 
れしいです。おじいちゃんを助 
けるために便利なじょうろを発 
明しました。また来年も挑戦し 
たいです。

岐阜県発明くふう展 児童・生徒の作品の部 
岐阜県発明協会会長奨励賞
「らくちんじょうろ」

発明くふう 

穂積中学校　3年　中村 優那さん中学生 学術の部 代表

受賞コメント
　実際に現地へ赴き、被害の大
きさや復興の歴史を学びまし
た。その学びを周囲に伝えてい
きます。

社会科課題追究学習作品展 最優秀賞

巣南中学校　3年　林田 美愛さん
　　　　　　2年　髙木 夕愛さん

中学生 スポーツの部 代表

受賞コメント
林田さん:私が結果を出し、受賞できたのは、ペアや仲間、両
親、コーチのおかげなので、心から感謝したいです。 
髙木さん:何をやるにも誰かの協力があると思うのでそれに
感謝し、忘れずこれからも練習や生活をしていきたいです。

東海ブロック中学校ソフトテニス選手権大会 
女子個人(ペア)の部 準優勝
岐阜県中学校総合体育大会 ソフトテニス 
女子個人(ペア)の部 優勝

社会科作品展

本田小学校　5年　松田 悠希さん
　　　　　　　　  杉山 官侑さん
　　　　　　　　  小池 連翔さん

小学生 善行の部 代表

　ぼくたちは、倒れているおじいさんを、ほ
おっておけなくて行動しました。あの時迷わ
ず動けた自分たちでよかったです。

人命救助 

テニス

穂積北中学校中学生 文化・芸術の部 代表

受賞コメント
　県大会を目指し、全員で練習してきたので、こうして穂
積北中学校吹奏楽部を表彰していただけてとても嬉しい
です。

第59回岐阜県吹奏楽コンクール 
岐阜県大会 銀賞

吹奏楽 

吹奏楽部
部長　3年 高橋 海帆さん

　道で転倒し怪我をしていた高齢男性に駆
け寄り、近くの福祉施設に助けを求め施設職
員に引き継ぐ行動をした。

受賞コメント
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●問い合わせ　教育総務課(巣南庁舎)　☎327-2115

　瑞穂市の教育、学術、芸術、体育その他文化の振興発展に貢
献したかたを表彰し、今後の一層の活躍を奨励するものです。
　令和3年度は、小学生49名、中学生83名の児童・生徒の
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教育委
員会発
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Vol.60

読書感想文

水泳 
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淡墨桜植樹式淡墨桜植樹式

まちの 話題
T OW N  R E P O R T

3
24

　サンコーパレットパーク（中山道大月多目的広場）の竣工式
を開催しました。式典には、近隣市町の首長ほか岐阜県議会議
員など総勢76名の来賓が出席し、広場の完成を祝いました。
　市長は「瑞穂市は来年市制20周年を迎え、本年はプレイベ
ントを予定しています。この記念すべき時期に竣工を迎え大変
喜んでいます。今後は、公園としての活用のほか、地方創生事
業の拠点として活用していくとともに、災害時の避難場所とし
ても市民の安心に寄与できると考えています。」と挨拶しまし
た。
　式典後に一般開放し、小雨にも関わらず多くの家族連れが
訪れ、真新しい遊具広場からは明るい声が響き渡りました。

　岐阜淡墨ロータリークラブより、創
立３０周年およびサンコーパレット
パーク（中山道大月多目的広場）開
園記念として、淡墨桜２本が寄贈され
ました。
　植樹式で、豊田会長は「この広場
が市内外のかたが集う交流の場とな
り、またみなさんに淡墨桜を優しく見
守りいただきながら立派に育ってい
くことを願います。」と挨拶しました。
　同パークの南北の駐車場で皆さん
をお出迎えしていますので是非ご覧
ください。

サンコーパレットパーク竣工式を開催サンコーパレットパーク竣工式を開催4
3

　牛牧小学校の大平遥来さんが２月１２日に行われたベートー
ヴェン国際ピアノコンクール in Asia 全国大会で金賞、テンポ
プリモ賞を受賞し、市長に報告しました。「３歳の時からピアノ
を習い始め、将来の夢もピアニストです。」と元気に話してく
れました。

全国大会で金賞！全国大会で金賞！3
25

　瑞穂市在住の造形作家こうのえみさんから素敵な作品『物
語の森』を寄贈していただきました。おうちや森などが、木や
粘土や毛糸で細やかに作られています。「絵本の1ページから
飛び出してきたような」世界を楽しむことができます。作品は
図書館分館「木育コーナー」で展示しています。

「物語の森」へようこそ「物語の森」へようこそ3
4

歯と健康寿命の延伸事業9020運動
受 彰 者 の み な さ ん

池田 サヱ子さん池田 サヱ子さん

問い合わせ
医療保険課　☎327-4159

　市では、人生100年時代にあたり「9020運動(90歳で自分の歯を20本保とう)」を健幸都市みず
ほの標語に掲げています。
　令和4年1月末までに後期高齢者医療加入者を対象とした「さわやか口腔健康診査」を受診した
かたの中で、90歳以上で20本以上の自分の歯をお持ちのかたを表彰しました。

井上 幸子さん井上 幸子さん 西牟田 サヱさん西牟田 サヱさん

岩手 康子さん岩手 康子さん

大塚 みゑさん大塚 みゑさん

髙山 雄治さん髙山 雄治さん

今長 ツヤ子さん今長 ツヤ子さん

ふるさと納税 
(ふるさと応援基金)
の活用について

　「ふるさと納税」は、自分の生まれ育った故郷や応援したい地域
に寄附ができる仕組みです。
　市では、全国のかたから応援の気持ちとして、寄附をいただいて
います。令和3年度は寄附額が6億円を超えました。いただいた寄
附金は「瑞穂市ふるさと応援基金」に積み立てた後、事業の財源と
して有効活用させていただいています。
　令和3年度は前年までの寄附金の中から、1億3,105万円を活用
しました。どのような事業の財源となっているのかを紹介します。

さい川さくらフェス ネオクラシックコンサート 駅西会館ウッドデッキ改修工事 防災備蓄品(パーテーション)

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

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

財源として活用した事業の一例
◦地方創生事業(メディアを活用したプロモーション事業など) 
◦市内事業所活性化補助事業 
◦都市公園の防犯カメラ設置工事および施設修繕 
◦踏み間違い防止装置装着補助事業

◦高齢者タクシーチケット事業 
◦乳幼児等のインフルエンザ予防接種事業 
◦中小学校改修設計業務
◦小中学校ICT教育推進事業 などに活用しています

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

田中 　ず江さん田中 　ず江さん
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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

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5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300円

200円＋材料費200円

200円

無料

200円＋材料費900円

10：30～12：00

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。5月の講座は4月11日（月）9：00～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。4月18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。　※5月11日（水）～5月13日（金）（9：30～15：00）までに各支援センターへ電話で予約してください

事　業

岡田 由貴子氏

支援センター

藤澤 寿子氏

支援センター

高橋 佑佳氏

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

日　時 講　師 費　用

おやつ講座

マーム広場～おうち遊び＆水彩画～

マタニティヨガ

初めてのマーム広場

四季のアロマオイル

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

12日（木）

23日（月）

25日（水）

30日（月）

ボランティアが修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

講師：歯科衛生士　水野 彰子氏

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

事　業

別府

別府

牛牧

別府

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

乳幼児の歯磨き術！※

13日（金）

16日（月）

27日（金）

25日（水）

200円＋材料費500円

200円

500円

200円

350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

高木　諭美氏

野崎　利晃氏

リング・トリオアンサンブル

くるみサークル

支援センター

日　時 講　師 費　用

手しごとクラフト【はじめてのローズウィンドウ】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

野崎先生の養生講座【鍼灸で実践編！！】

おひさまセミナー【♪音楽会♪】

くるみのカフェ【米粉のかりんとう】

こびとカフェ【豆乳プリン】

11日（水）

23日（月）

26日（木）

30日（月）

31日（火）

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

18日（水）
31日（火）

市税などの公共料金の納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください広報みずほ・2022.523 22広報みずほ・2022.5
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藤澤 寿子氏

支援センター

高橋 佑佳氏

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

日　時 講　師 費　用

おやつ講座

マーム広場～おうち遊び＆水彩画～

マタニティヨガ

初めてのマーム広場

四季のアロマオイル

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

12日（木）

23日（月）

25日（水）

30日（月）

ボランティアが修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

講師：歯科衛生士　水野 彰子氏

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

事　業

別府

別府

牛牧

別府

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

乳幼児の歯磨き術！※

13日（金）

16日（月）

27日（金）

25日（水）

200円＋材料費500円

200円

500円

200円

350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

高木　諭美氏

野崎　利晃氏

リング・トリオアンサンブル

くるみサークル

支援センター

日　時 講　師 費　用

手しごとクラフト【はじめてのローズウィンドウ】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

野崎先生の養生講座【鍼灸で実践編！！】

おひさまセミナー【♪音楽会♪】

くるみのカフェ【米粉のかりんとう】

こびとカフェ【豆乳プリン】

11日（水）

23日（月）

26日（木）

30日（月）

31日（火）

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

18日（水）
31日（火）

市税などの公共料金の納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください広報みずほ・2022.523 22広報みずほ・2022.5



　税に関する証明書の年度更新作業のため、
個人番号（マイナンバーカード）を利用したコ
ンビニエンスストアでの各種証明書交付サー
ビスを、次の日程で停止します。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
■日 5月31日（火）　終日
■問 コンビニ交付サービスについて
　 市民課　☎327-4113
　税の証明書について
　税務課　☎327-4112

コンビニ交付サービスの
停止について

　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  5月11日（水）、18日（水）、25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
　（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）
■料 　無料
■対  60歳以上で要介護・要支援認定
　 を受けていないかた
■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
　（各実施日の前日まで）

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

▽応募数
　ほづみ霊園　20区画
　野田霊園　　  1区画
　※応募多数の場合は、抽選
▽申込条件
　次の条件をすべて満たすかた
　①当市に引き続き１年以上住所を
　　有する
　②死亡された親族のお墓に利用する
　③現在、親族の遺骨がある
　④申し込みする世帯が他のお墓
　　を所有していない
　⑤使用許可後１年以内に墓碑を設
　　置する
▽価格
　１区画18万円（管理料は管理組合
　へ別途支払が必要）
　※区画は抽選により決定
▽申込期間
　5月11日（水）～27日（金）土・日を除く
■申 ■問 市民課　☎327-4113

ほづみ霊園・野田霊園
利用者募集

　例年、美来の森館で開催している、瑞
穂女性の会主催のフリーマーケットは、
新型コロナウイルス感染症予防のた
め、５月の開催を中止します。11月の開
催については、新型コロナウイルスの
感染の終息状況に応じて開催の有無を
決定する予定です。楽しみにされてい
た皆さんには申し訳ありませんが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
■問 環境課　☎327-4127

美来の森館フリーマーケット
の中止について

　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」として、
さまざまなご相談に応じます。巣南
地域では、老人福祉センターに、毎
月第２・４月曜日に出張相談所を開設
します。お気軽にご相談ください。
■日 5月9日（月）・23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

地域包括支援センター
出張相談所のご案内

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

②協力会員（日赤の人道的事業に年
額２,０００円未満のご協力をいただ
けるかた）からの会費

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

日本赤十字社
社資募集のお知らせ

　毎年、６月１日は「人権擁護委員の
日」です。岐阜県人権擁護委員連合
会および岐阜人権擁護委員協議会
では、人権擁護委員制度の周知徹底
と人権思想の普及高揚を図ることを
目的に、全国一斉「人権擁護委員の
日」特設人権相談所を開設します。
　いじめ、体罰、女性や障がい者に
対する差別など、家庭内（夫婦、親
子、結婚、離婚、扶養、相続など）、近
隣間のもめごと、悩みごとなど、身近
なことで困っていることがあれば、
人権擁護委員が相談に応じます。
　また、相談は無料で秘密は厳守し
ますので、どなたでもお気軽にご利
用ください。
■日 6月1日（水）
　10：00～12：00、13：00～15：00
■所 総合センター5階　第1～3会議室
　 相談担当者　瑞穂市人権擁護委員
■問 地域福祉高齢課　 ☎327-4126
　 岐阜地方法務局人権擁護課
　☎245-3181（代表）

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所開設

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

5/6
（金）

　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。

※時間はいずれも13：30～15：30
※先着各2名（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

障がい者などの相談窓口を
開設！

　次の事業所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

 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防止の
ため、次のとおりご協力をお願いし
ます。
・事前予約が必要です
・入室は2人までです
・相談は原則25分以内です
・受付票を記入してください
　感染予防のためマスク着用し、発
熱（37.5度以上）などの症状がある
かたはご遠慮ください。なお、感染
症拡大の状況により、中止する場合
があります。
■日 5月19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

税理士による無料税務相談
のご案内

せら知おコミュニティセンター か
ら
の

コミュニティセンター３館同時開催　

【内　容】 

【期　間】 
【料　金】
【対　象】

【その他】 

ビニール袋や画用紙に鯉の絵を描いたり、色付
けをしたりして、小さなこいのぼりを作ります。
5月5日（木・祝）まで　9：00～20：00
無料
幼児から大人まで、ご家族
でのご参加、大歓迎です。
事前の申し込みは不要。
制作に必要な用具は
用意します。

こいのぼりイベントのご案内　
～手づくりの鯉をコミセンに泳がせよう～

　狂犬病予防法により、飼い犬には年１回の予防注射が義務付けられています。下記日程表のとおり各会場で集
合注射を行いますので、都合が良い会場にお越しください。

おつりのないようにお願いします。
新規登録もできます（登録手数料3,000
円が別途必要）。
犬の体調が悪い場合や、治療中の場合は
動物病院でご相談ください。
感染症対策として、マスクやハンカチなど
による咳エチケットに気をつけ、順番待ち
の際は十分な間隔をとってください。また
帰宅後は手洗いを徹底してください。

コミセン防災イベントのご案内
～「いつも」の暮らしが「もしも（災害時）」に役立つ！～

本田コミュニティセンター
☎329-1600

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

令和4年度 狂犬病予防集合注射日程

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

牛牧団地公園
牛牧南部コミュニティセンター 駐輪場
牛牧北部防災コミュニティセンター 駐車場
馬場公園（生津小学校前）
本田団地公民館 ※
本田コミュニティセンター 駐輪場
呂久公民館
南ふれあい広場 駐車場
中小学校プール 駐車場
巣南庁舎 北側駐車場
居倉公民館
西ふれあい広場 西側駐車場
穂積庁舎 消防団本部前

　コミュニティセンターでは、身のまわりにあるモノを、日
常はもちろん、災害時にも役立てることができる、生活で
のフェーズフリー実践例
を紹介していきます。
　例えば、レトルトカ
レーを多めに買って、普
段は食事に、災害時に
は非常食にするなど、暮
らしの中での備えを考
えてみませんか。

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　

5月10日（火）

5月11日（水）

5月12日（木）

5月13日（金）

場　所時　間日　程 集合注射料金　
１頭につき 3,200円（税込）

・
・

・

・

《注意事項》

（注射料金2,650円+注射済票手数料550円）

災害時平常時

フェーズフリー

普段の
食事

非常食

こころの
相談

5/11
（水）

ふなぶせ
南

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

ほほえみ
相談

生活サポート
はしま

相談センター

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

※車で来場される場合は、せせらぎ公園に駐車していただくようお願いします

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 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 22
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　税に関する証明書の年度更新作業のため、
個人番号（マイナンバーカード）を利用したコ
ンビニエンスストアでの各種証明書交付サー
ビスを、次の日程で停止します。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
■日 5月31日（火）　終日
■問 コンビニ交付サービスについて
　 市民課　☎327-4113
　税の証明書について
　税務課　☎327-4112

コンビニ交付サービスの
停止について

　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  5月11日（水）、18日（水）、25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
　（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）
■料 　無料
■対  60歳以上で要介護・要支援認定
　 を受けていないかた
■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
　（各実施日の前日まで）

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

▽応募数
　ほづみ霊園　20区画
　野田霊園　　  1区画
　※応募多数の場合は、抽選
▽申込条件
　次の条件をすべて満たすかた
　①当市に引き続き１年以上住所を
　　有する
　②死亡された親族のお墓に利用する
　③現在、親族の遺骨がある
　④申し込みする世帯が他のお墓
　　を所有していない
　⑤使用許可後１年以内に墓碑を設
　　置する
▽価格
　１区画18万円（管理料は管理組合
　へ別途支払が必要）
　※区画は抽選により決定
▽申込期間
　5月11日（水）～27日（金）土・日を除く
■申 ■問 市民課　☎327-4113

ほづみ霊園・野田霊園
利用者募集

　例年、美来の森館で開催している、瑞
穂女性の会主催のフリーマーケットは、
新型コロナウイルス感染症予防のた
め、５月の開催を中止します。11月の開
催については、新型コロナウイルスの
感染の終息状況に応じて開催の有無を
決定する予定です。楽しみにされてい
た皆さんには申し訳ありませんが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
■問 環境課　☎327-4127

美来の森館フリーマーケット
の中止について

　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」として、
さまざまなご相談に応じます。巣南
地域では、老人福祉センターに、毎
月第２・４月曜日に出張相談所を開設
します。お気軽にご相談ください。
■日 5月9日（月）・23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

地域包括支援センター
出張相談所のご案内

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

②協力会員（日赤の人道的事業に年
額２,０００円未満のご協力をいただ
けるかた）からの会費

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

日本赤十字社
社資募集のお知らせ

　毎年、６月１日は「人権擁護委員の
日」です。岐阜県人権擁護委員連合
会および岐阜人権擁護委員協議会
では、人権擁護委員制度の周知徹底
と人権思想の普及高揚を図ることを
目的に、全国一斉「人権擁護委員の
日」特設人権相談所を開設します。
　いじめ、体罰、女性や障がい者に
対する差別など、家庭内（夫婦、親
子、結婚、離婚、扶養、相続など）、近
隣間のもめごと、悩みごとなど、身近
なことで困っていることがあれば、
人権擁護委員が相談に応じます。
　また、相談は無料で秘密は厳守し
ますので、どなたでもお気軽にご利
用ください。
■日 6月1日（水）
　10：00～12：00、13：00～15：00
■所 総合センター5階　第1～3会議室
　 相談担当者　瑞穂市人権擁護委員
■問 地域福祉高齢課　 ☎327-4126
　 岐阜地方法務局人権擁護課
　☎245-3181（代表）

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所開設

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

5/6
（金）

　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。

※時間はいずれも13：30～15：30
※先着各2名（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

障がい者などの相談窓口を
開設！

　次の事業所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

 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防止の
ため、次のとおりご協力をお願いし
ます。
・事前予約が必要です
・入室は2人までです
・相談は原則25分以内です
・受付票を記入してください
　感染予防のためマスク着用し、発
熱（37.5度以上）などの症状がある
かたはご遠慮ください。なお、感染
症拡大の状況により、中止する場合
があります。
■日 5月19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

税理士による無料税務相談
のご案内

せら知おコミュニティセンター か
ら
の

コミュニティセンター３館同時開催　

【内　容】 

【期　間】 
【料　金】
【対　象】

【その他】 

ビニール袋や画用紙に鯉の絵を描いたり、色付
けをしたりして、小さなこいのぼりを作ります。
5月5日（木・祝）まで　9：00～20：00
無料
幼児から大人まで、ご家族
でのご参加、大歓迎です。
事前の申し込みは不要。
制作に必要な用具は
用意します。

こいのぼりイベントのご案内　
～手づくりの鯉をコミセンに泳がせよう～

　狂犬病予防法により、飼い犬には年１回の予防注射が義務付けられています。下記日程表のとおり各会場で集
合注射を行いますので、都合が良い会場にお越しください。

おつりのないようにお願いします。
新規登録もできます（登録手数料3,000
円が別途必要）。
犬の体調が悪い場合や、治療中の場合は
動物病院でご相談ください。
感染症対策として、マスクやハンカチなど
による咳エチケットに気をつけ、順番待ち
の際は十分な間隔をとってください。また
帰宅後は手洗いを徹底してください。

コミセン防災イベントのご案内
～「いつも」の暮らしが「もしも（災害時）」に役立つ！～

本田コミュニティセンター
☎329-1600

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

令和4年度 狂犬病予防集合注射日程

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

牛牧団地公園
牛牧南部コミュニティセンター 駐輪場
牛牧北部防災コミュニティセンター 駐車場
馬場公園（生津小学校前）
本田団地公民館 ※
本田コミュニティセンター 駐輪場
呂久公民館
南ふれあい広場 駐車場
中小学校プール 駐車場
巣南庁舎 北側駐車場
居倉公民館
西ふれあい広場 西側駐車場
穂積庁舎 消防団本部前

　コミュニティセンターでは、身のまわりにあるモノを、日
常はもちろん、災害時にも役立てることができる、生活で
のフェーズフリー実践例
を紹介していきます。
　例えば、レトルトカ
レーを多めに買って、普
段は食事に、災害時に
は非常食にするなど、暮
らしの中での備えを考
えてみませんか。

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　

5月10日（火）

5月11日（水）

5月12日（木）

5月13日（金）

場　所時　間日　程 集合注射料金　
１頭につき 3,200円（税込）

・
・

・

・

《注意事項》

（注射料金2,650円+注射済票手数料550円）

災害時平常時

フェーズフリー

普段の
食事

非常食

こころの
相談

5/11
（水）

ふなぶせ
南

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

ほほえみ
相談

生活サポート
はしま

相談センター

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

※車で来場される場合は、せせらぎ公園に駐車していただくようお願いします

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 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 22

　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 

広報みずほ・2022.525 24広報みずほ・2022.5

＼City Information ／

お 知 ら せ



●問い合わせ  図書館（本館）☎326-2300  （分館）☎328-7070 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。

新着図書 ご案内\今月 おすすめ/

センス・オブ・
何だあ？

三宮 麻由子
大野 八生
福音館書店

【著　者】
【　絵　】
【出版社】

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｡

雪 朱里
ヒグチ ユウコ
グラフィック社
2022年1月

【著　者】
【イラスト】
【出版社】
【出版年】

18枚の
ポートレイト

柏葉 幸子
植田 たてり
理論社

【著　者】
【　絵　】
【出版社】

はっぴーなっつ

荒井 良二

ブロンズ新社

【著　者】

【出版社】

もじモジ探偵団

　街のあちこちや身のまわり、くらしの中で見
かける文字デザインが気になってしょうがな
い二人組（ねこのキャラクター）が登場。「もじ

モジ探偵団」こと名探偵「アイアイ先生」と「助手ネコくん」。いつ、
どこで、だれによってその文字デザインが作られたのかなど、関係
者のもとを訪ね、徹底調査し、調査レポートとしてまとめられた一
冊。読みやすい会話調です。
　たとえば、視力検査の「C」の文字。この文字にも歴史があり、日
本人用に作られたものや、文字が読めない幼児用に作られたもの
など、さまざまあるようです。また、あの長く愛されているお菓子
のロゴの秘密も解き明かされます。ぜひ、楽しい文字デザインの
世界へ…。

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(延期･中止)になることが
あります。くわしくは図書館までお尋ねください。

館内利用について（お願い）
・消毒作業を行うため、机や椅子の利用は、17：45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。

パフォーマー　レクト＆ペペによるショーと、バルーンアートミニ体験
【日　時】
【場　所】
【対象者】

【定  員】

6月26日（日）14：00～（1時間程度）
巣南公民館　多目的ホール
市内在住　3歳から小学3年生まで
※保護者同伴1名まで可
50名　※要整理券

申し込みの受付は、6月4日（土）10：00から分館にて（先着順）

【日　時】
【場　所】
【作　品】
【出　演】
【定　員】

5月15日（日）14：00～
本館　２階学習室
「ロング、ロングバケーション」（2017年/イタリア/112分）
ヘレン・ミレン、ドナルド・サザーランド
20名（事前の申し込みは不要、先着順）

※今後、映画鑑賞会は毎月第3日曜日を
　予定しています（8月はお休みします）

5月のテーマ本

本 館

分 館

あの本、何歳？

本が出てくるおはなし
花と緑・おとうさん

■日 ｅラーニング期間
　5月23日（月）～6月5日（日）
　 実技講習・効果測定
　 6月7日（火）　午前中（1時間程度）
■所 岐阜市消防本部6階（岐阜市美江
寺町2-9）※実技講習・効果測定
の実施場所

■料 　テキスト代4,170円（口座振込）
■資 岐阜市消防本部管内に在住または
在勤し、資格取得の必要があるかた

　 パソコン、スマホなどでｅラーニ
ングを受講可能なかた

■定  100人
■申  5月9日（月）9：00～
　 　13日（金）17：00まで
　 岐阜市ホームページ
　 （https:/www.city.gifu.lg.jp/39
　 142.htm）からオンライン申請（先
　 着順）。
　 詳細は案内ページをご覧ください
■問 岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

甲種防火管理新規講習
（ｅラーニング）のご案内

　河川愛護思想の普及啓発を図るた
め、河川愛護モニターを募集します。
■資 20歳以上で木曽川上流河川事務
所管内の河川（木曽川、長良川、
揖斐川、牧田川、杭瀬川、根尾川）
の近隣にお住まいのかたで、川に
接する機会が多く河川愛護に関
心のあるかた

募集期間　
　 5月6日（金）～14日（土）
募集人数　5名（予定）
手当　
　 未定（令和3年度月額4,580円）
委嘱期間　7月1日から令和5年6月
30日（ただし、制度改正などによ
り期間満了以前に委嘱を終了す
る場合があります。）

くわしくは、木曽川上流河川事務所
ホームページでご覧になれます。
■問 木曽川上流河川事務所占用調整課
　 ☎251-1326

よりよい川づくりのため
河川愛護モニター募集

出場選手募集！
ぎふアビリンピック2022
（第20回岐阜県障がい者技能競技大会）

　離乳食の話を聞いたり、実際の離
乳食を見たり触ったりできる教室を
毎月行っています。感染症予防のた
め試食と託児は中止しています。
■日 ①5月27日（金）　②6月29日（水）
　 10：00～10：45、10：45～11：30
■所  保健センター（総合センター３階）
■対 市内在住の概ね７～８か月のお子
　 さんとその保護者
■定  各回５組　※先着順
■〆  ①5月20日（金）、②6月22日（水）
持ち物　母子健康手帳、保護者のマスク
■申 ■問 健康推進課　☎327-8611

離乳食教室（７～８か月頃対象）
のご案内

■日  6月8日（水）　8：00開始
■所  三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース
■料 　1人2,000円
キャディー付きのみ…
　 ビジター（13,710円）、
　 メンバー（10,990円）
※限定昼食付、ドリンク類別途
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  5月25日（水）
■申 瑞穂市ゴルフ連盟事務局
　 （ゴルフフォーラムクレア内）
　 ☎327-5621
グロス上位4名までは、9月16日（金）に
美濃白川ゴルフ倶楽部で行われる第
14回岐阜県民スポーツ大会本戦に瑞
穂市代表選手として出場します。

市民ゴルフ大会

■日  6月5日（日）　9：00～
■所  市民センター　アリーナ
種別　ミックスダブルス
■料 　1人1,000円
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■〆  5月27日（金）

市民バドミントン大会

■日  7月5日（火）または7月27日（水）
■所  岐阜市文化センター
　（岐阜市金町5-7-2）
■対 危険物取扱者免状所有者で現在
　 危険物取扱作業に従事している
　かた（危険物取扱作業の従事開
　 始から１年以内、それ以降は直近
　 の保安講習受講から３年以内。）
　 受付期間　5月9日（月）～6月3日（金）
■申 岐阜市消防本部予防課（岐阜市美
江寺町2-9）または（一社）岐阜県
危険物安全協会（岐阜市薮田南
5-14-12）

　 ※受講申込書は、上記で入手できます
■問 岐阜市消防本部予防課　☎262-7163

危険物取扱者保安講習（前期）
　来年度小学校入学予定のお子さ
んの保護者を対象に、就学相談会を
行います。
・落ち着きがなく、じっとしているこ
とが苦手なお子さん
・話や指示内容を理解するのが苦手
なお子さん
・発音や話す内容がはっきりしない
お子さん
・手足の動きがぎこちないお子さん
　その他、発達や就学について気に
なることや心配していることがある
かたは、ご相談ください。
■日  5月23日（月）、31日（火）
　　6月10日（金）、15日（水）
　　9：00～16：00
　　※１人につき40分程度
■所 教育支援センター（巣南庁舎北西）
■料 　無料
■〆  5月9日（月）～20日（金）
■申 学校教育課　☎327-2116
　　電話にて申し込みください

第1回就学相談会体 育 協 会

図 書 館 企 画

バルーンアート　パフォーマンスショー

映画鑑賞会

　岐阜県では、障がいのあるかたの職業
能力の向上を図るとともに、障がいのある
かたに対する社会の理解と認識を高め、雇
用促進と地位向上を図ることを目的に「ぎ
ふアビリンピック2022」を開催します。
■日 7月2日（土）　9：00～16：30
　※予備日7月9日（土）
■所 ソフトピアジャパンセンター （大垣市加賀野4-1-7）
■料 　無料
募集期間　5月13日（金）まで
競技種目：ワード・プロセッサ、表計算、ビル
クリーニング、製品パッキング（箱折）、オフィ
スアシスタント、喫茶サービス、【デモンスト
レーション競技】パソコンデータ入力
※パソコンデータ入力競技については、今大
会ではデモンストレーション競技（トライアル）
となりますので、選手の募集を行いません
■申 参加申込書と同意書に必要事項を記
入し、県商工労働部労働雇用課障が
い者就労係へ提出（郵送、ＦＡＸ可）。

　 参加申込書・同意書は県ＨＰ
（http://www.pref.gifu.lg.jp/page/
137368.html）および（独）高齢・障害・
求職者雇用支援機構岐阜支部ＨＰ
（https://www.jeed.go.jp/locatio
n/shibu/gifu/2022_abilin.html）に
掲載してありますのでご利用ください。

■問 岐阜県庁労働雇用課　障がい者就労係
　 ☎272-8412（直通）　  278-2676

「本を読み　別の世界の　ドアを開こう」令和2年度読書標語　最優秀作品市では「読書のまち」をめざして、子どもの読書活動を推進しています

岐阜市
ホームページ
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●問い合わせ  図書館（本館）☎326-2300  （分館）☎328-7070 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。

新着図書 ご案内\今月 おすすめ/

センス・オブ・
何だあ？

三宮 麻由子
大野 八生
福音館書店

【著　者】
【　絵　】
【出版社】

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｡

雪 朱里
ヒグチ ユウコ
グラフィック社
2022年1月

【著　者】
【イラスト】
【出版社】
【出版年】

18枚の
ポートレイト

柏葉 幸子
植田 たてり
理論社

【著　者】
【　絵　】
【出版社】

はっぴーなっつ

荒井 良二

ブロンズ新社

【著　者】

【出版社】

もじモジ探偵団

　街のあちこちや身のまわり、くらしの中で見
かける文字デザインが気になってしょうがな
い二人組（ねこのキャラクター）が登場。「もじ

モジ探偵団」こと名探偵「アイアイ先生」と「助手ネコくん」。いつ、
どこで、だれによってその文字デザインが作られたのかなど、関係
者のもとを訪ね、徹底調査し、調査レポートとしてまとめられた一
冊。読みやすい会話調です。
　たとえば、視力検査の「C」の文字。この文字にも歴史があり、日
本人用に作られたものや、文字が読めない幼児用に作られたもの
など、さまざまあるようです。また、あの長く愛されているお菓子
のロゴの秘密も解き明かされます。ぜひ、楽しい文字デザインの
世界へ…。

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(延期･中止)になることが
あります。くわしくは図書館までお尋ねください。

館内利用について（お願い）
・消毒作業を行うため、机や椅子の利用は、17：45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。

パフォーマー　レクト＆ペペによるショーと、バルーンアートミニ体験
【日　時】
【場　所】
【対象者】

【定  員】

6月26日（日）14：00～（1時間程度）
巣南公民館　多目的ホール
市内在住　3歳から小学3年生まで
※保護者同伴1名まで可
50名　※要整理券

申し込みの受付は、6月4日（土）10：00から分館にて（先着順）

【日　時】
【場　所】
【作　品】
【出　演】
【定　員】

5月15日（日）14：00～
本館　２階学習室
「ロング、ロングバケーション」（2017年/イタリア/112分）
ヘレン・ミレン、ドナルド・サザーランド
20名（事前の申し込みは不要、先着順）

※今後、映画鑑賞会は毎月第3日曜日を
　予定しています（8月はお休みします）

5月のテーマ本

本 館

分 館

あの本、何歳？

本が出てくるおはなし
花と緑・おとうさん

■日 ｅラーニング期間
　5月23日（月）～6月5日（日）
　 実技講習・効果測定
　 6月7日（火）　午前中（1時間程度）
■所 岐阜市消防本部6階（岐阜市美江
寺町2-9）※実技講習・効果測定
の実施場所

■料 　テキスト代4,170円（口座振込）
■資 岐阜市消防本部管内に在住または
在勤し、資格取得の必要があるかた

　 パソコン、スマホなどでｅラーニ
ングを受講可能なかた

■定  100人
■申  5月9日（月）9：00～
　 　13日（金）17：00まで
　 岐阜市ホームページ
　 （https:/www.city.gifu.lg.jp/39
　 142.htm）からオンライン申請（先
　 着順）。
　 詳細は案内ページをご覧ください
■問 岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

甲種防火管理新規講習
（ｅラーニング）のご案内

　河川愛護思想の普及啓発を図るた
め、河川愛護モニターを募集します。
■資 20歳以上で木曽川上流河川事務
所管内の河川（木曽川、長良川、
揖斐川、牧田川、杭瀬川、根尾川）
の近隣にお住まいのかたで、川に
接する機会が多く河川愛護に関
心のあるかた

募集期間　
　 5月6日（金）～14日（土）
募集人数　5名（予定）
手当　
　 未定（令和3年度月額4,580円）
委嘱期間　7月1日から令和5年6月
30日（ただし、制度改正などによ
り期間満了以前に委嘱を終了す
る場合があります。）

くわしくは、木曽川上流河川事務所
ホームページでご覧になれます。
■問 木曽川上流河川事務所占用調整課
　 ☎251-1326

よりよい川づくりのため
河川愛護モニター募集

出場選手募集！
ぎふアビリンピック2022
（第20回岐阜県障がい者技能競技大会）

　離乳食の話を聞いたり、実際の離
乳食を見たり触ったりできる教室を
毎月行っています。感染症予防のた
め試食と託児は中止しています。
■日 ①5月27日（金）　②6月29日（水）
　 10：00～10：45、10：45～11：30
■所  保健センター（総合センター３階）
■対 市内在住の概ね７～８か月のお子
　 さんとその保護者
■定  各回５組　※先着順
■〆  ①5月20日（金）、②6月22日（水）
持ち物　母子健康手帳、保護者のマスク
■申 ■問 健康推進課　☎327-8611

離乳食教室（７～８か月頃対象）
のご案内

■日  6月8日（水）　8：00開始
■所  三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース
■料 　1人2,000円
キャディー付きのみ…
　 ビジター（13,710円）、
　 メンバー（10,990円）
※限定昼食付、ドリンク類別途
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  5月25日（水）
■申 瑞穂市ゴルフ連盟事務局
　 （ゴルフフォーラムクレア内）
　 ☎327-5621
グロス上位4名までは、9月16日（金）に
美濃白川ゴルフ倶楽部で行われる第
14回岐阜県民スポーツ大会本戦に瑞
穂市代表選手として出場します。

市民ゴルフ大会

■日  6月5日（日）　9：00～
■所  市民センター　アリーナ
種別　ミックスダブルス
■料 　1人1,000円
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■〆  5月27日（金）

市民バドミントン大会

■日  7月5日（火）または7月27日（水）
■所  岐阜市文化センター
　（岐阜市金町5-7-2）
■対 危険物取扱者免状所有者で現在
　 危険物取扱作業に従事している
　かた（危険物取扱作業の従事開
　 始から１年以内、それ以降は直近
　 の保安講習受講から３年以内。）
　 受付期間　5月9日（月）～6月3日（金）
■申 岐阜市消防本部予防課（岐阜市美
江寺町2-9）または（一社）岐阜県
危険物安全協会（岐阜市薮田南
5-14-12）

　 ※受講申込書は、上記で入手できます
■問 岐阜市消防本部予防課　☎262-7163

危険物取扱者保安講習（前期）
　来年度小学校入学予定のお子さ
んの保護者を対象に、就学相談会を
行います。
・落ち着きがなく、じっとしているこ
とが苦手なお子さん
・話や指示内容を理解するのが苦手
なお子さん
・発音や話す内容がはっきりしない
お子さん
・手足の動きがぎこちないお子さん
　その他、発達や就学について気に
なることや心配していることがある
かたは、ご相談ください。
■日  5月23日（月）、31日（火）
　　6月10日（金）、15日（水）
　　9：00～16：00
　　※１人につき40分程度
■所 教育支援センター（巣南庁舎北西）
■料 　無料
■〆  5月9日（月）～20日（金）
■申 学校教育課　☎327-2116
　　電話にて申し込みください

第1回就学相談会体 育 協 会

図 書 館 企 画

バルーンアート　パフォーマンスショー

映画鑑賞会

　岐阜県では、障がいのあるかたの職業
能力の向上を図るとともに、障がいのある
かたに対する社会の理解と認識を高め、雇
用促進と地位向上を図ることを目的に「ぎ
ふアビリンピック2022」を開催します。
■日 7月2日（土）　9：00～16：30
　※予備日7月9日（土）
■所 ソフトピアジャパンセンター （大垣市加賀野4-1-7）
■料 　無料
募集期間　5月13日（金）まで
競技種目：ワード・プロセッサ、表計算、ビル
クリーニング、製品パッキング（箱折）、オフィ
スアシスタント、喫茶サービス、【デモンスト
レーション競技】パソコンデータ入力
※パソコンデータ入力競技については、今大
会ではデモンストレーション競技（トライアル）
となりますので、選手の募集を行いません
■申 参加申込書と同意書に必要事項を記
入し、県商工労働部労働雇用課障が
い者就労係へ提出（郵送、ＦＡＸ可）。

　 参加申込書・同意書は県ＨＰ
（http://www.pref.gifu.lg.jp/page/
137368.html）および（独）高齢・障害・
求職者雇用支援機構岐阜支部ＨＰ
（https://www.jeed.go.jp/locatio
n/shibu/gifu/2022_abilin.html）に
掲載してありますのでご利用ください。

■問 岐阜県庁労働雇用課　障がい者就労係
　 ☎272-8412（直通）　  278-2676

「本を読み　別の世界の　ドアを開こう」令和2年度読書標語　最優秀作品市では「読書のまち」をめざして、子どもの読書活動を推進しています

岐阜市
ホームページ
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右手の人差し指と中指を伸ば
して額に当てます。時計の針
が12時を指しているようすを
表しています。

両手を開き両手の手のひらを
相手側に向け（手の甲は自分
側）カーテンを閉めるようす
を表すように両手を同時に交
わします。

手話で手話ろう！

こんにちは

こんばんは

か　　た

手話・しゅわ・シュワ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。かきりんと一緒に手話表現を
学んで、理解を深めましょう。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

　椅子、にぎにぎ棒、ステップ台、バ
ランスディスクなどを使って運動機
能の向上を図ります。
■日 5月12日（木）・19日（木）・26日（木）
　 9:30～10:45（月３回）
■所 巣南公民館　ふれあいホール
■料  1,600円／月
■対  成人のかた
●指導者
　関谷日登美（健康運動指導士）

元気アップ教室

①ウォーキング教室　伊勢神宮
■日 5月25日（水）　雨天中止
■所 伊勢神宮　■料  3,000円
■定  先着20人（定員に達し次第締切）
●出発時刻　8：00（7：45集合）
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　17：00頃
巣南公民館（8 :00）→伊勢神宮前
（11:00）→ウォーキング・内宮参拝
（11:10～12:00）→おかげ横丁自由行
動・各自昼食（12:10～13:50）→出発
（14:00）→巣南公民館着（17:00頃）

②犬山ウォーキング教室
　成田山新勝寺～犬山城
■日 6月12日（日）　雨天中止
■所 犬山　■料  2,000円
■定  先着20人（定員に達し次第締切）
●出発時刻　9：00（8：45集合）
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　15：00頃
巣南公民館（９:00）→成田山新勝寺
着（10:00）→自由参拝（10:10～
10:50）→ウォーキング（11:00～
11:30）→犬山城着・城下町散策・自
由行動（11:40～13:50）→出発
（14:00）→巣南公民館着（15:00頃）

③はつらつ健康ウォーキング
●第4週　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 5月28日（土）　雨天中止
■所 関ケ原ガイド付きウォーキング
■料  無料
●出発時刻　8：45（8：40集合）
●集合場所　巣南公民館
　Link-upみずほ事務所前
　※12時頃巣南に帰ってきます
●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5月9日（月）10:00以
降にご予約の上、１週間以内に現
金を添えてお申し込みください
※参加人数が少ない時は中止になる
場合があります

■日  6月19日（日）　8：45
■所  巣南中学校体育館
■料 　1チーム500円
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■〆  5月16日（月）

市民ソフトバレーボール大会

瑞穂市民吹奏楽団
Premium Concert2022
■日  6月5日（日）
　13：20開場　14：00開演
■所  総合センターサンシャインホール
■料 　入場無料
▼演奏曲目
　「未来への序曲」「はとポッポの世
界旅行」「宇宙戦艦ヤマト」他
　お誘い合わせの上、是非お越しく
ださい。団員一同お待ちしています。

事業

生け花公開講座
（伝統文化着付華道由月会）
■日  5月15日（日）　13：00～15：00
■所  巣南公民館和室研修室１
■料 材料費700円　■対  一般男女
■申 090-8070-0648（中林）

茶道講座（茶道クラブ）
■日  5月27日（金）　13：30～14：30
■所  巣南公民館和室研修室１
■料 材料費500円　■対  一般
■定  10名　■応  電話で申し込み
■申 328-2777（安藤）

公開講座

　太極拳に興味のあるかた、体験し
てみませんか。基礎体力を養えます。
●持ち物
　上靴、水分、タオルなど。運動ので
きる服装で。
■日  6月11日（土）・25日（土）　 14：00～15：00
■所  市民センター　剣道場
■料 無料　■応  直接会場へ
■問 ☎323-4665（市橋）

韓国語-入門
　文字の読み書きから基礎会話まで
楽しく学習します。
■日  5月24日（火）　18：00～19：00
　 （毎週火曜 全8回）
■所  ソフトピアジャパンセンター　
　 ドリームコア会議室
■料 全8回（60分×8回）　5,000円
　 別途テキスト代 2,200円
■定  12名（先着順）
■申 ■問 電話にて国際文化交流協会
　 （担当：前田）
　 ☎090-6489-2803
　 平日11：00～16：00

春の盆栽・山草展示会　
（みずほ盆栽・山草会）
■日 5月7日（土）～8日（日）
■所 市民センター　サロン

由月会作品展 （由月会）
■日 5月14日（土）13：00～18日（水）12:00
■所 巣南公民館　ロビー

展示

文 化 協 会市 民 伝 言 板 LINK-UPみずほ

申込・応募・問い合わせ
　住所・氏名・年齢・電話番号を
ご記入のうえ、ハガキまたはＦＡ
Ｘでお申し込みください。
文化協会事務局（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２ 宮田３００-１ 
巣南公民館内
☎　３２８-７１４１
https://mizuho-bunka.org

申込・応募・問い合わせ
「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

申込・応募・問い合わせ
　住所・氏名・年齢・電話番号を
ご記入のうえ、ＦＡＸまたは電話
でお申し込みください。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

瑞穂市を知ろうウォーキング
●毎月第２土曜日　自由参加（気軽
に歩きましょう）
■日 5月14日（土）　雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に約１時間の地
元発見のウォーキングに出かけます。

■料  無料
●出発時刻　9:00（8：45集合）
●集合場所　巣南公民館Link-up
　みずほ事務所前

はつらつ健康ウォーキング

　書道クラブでは、漢字、かな、ペン
字を習っています。気軽に見学に来
てみませんか？
■日 第1・第3水曜日（月2回）
　 10：00～12：00
■所 総合センター
■問 ☎326-4406（大前）

書道クラブ　萌墨　会員募集
ほうぼく

バスで出かけるウォーキング教室

太極拳講座（好好太極拳クラブ）

チャンネルCCNから放送日程のご案内

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・交通情報も加わり朝生放送！

電話相談員養成講座受講生募集

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります

地デジ
１2ｃｈ

【朝生放送】平日 朝７：１５～８：１５
【ニュースの再放送】１２：００～１２：１５　２０：００～２０：１５　ほか

受講生募集フュージング体験教室
日　時

会　場
定　員
対　象
受講料
申　込

5月6日（金）以降の毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①10：30～　②13：30～
※第2土曜日は、②の時間のみ開講
　団体の場合は日曜日も開講しますので、ご連絡ください

美来の森館　研修室（十九条382-1）
①、②各10名
小学生以上
750円 ※市外のかたは1,500円
受講日の前週金曜までに
電話またはＦＡＸ
※団体の場合は、事前にご連絡ください
※FAXの際は、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。

岐阜いのちの電話
2022年度相談ボランティア養成講座の説明会を開催します。
リモート：5月14日（土）　14：00～
　　　　 5月27日（金）　18：00～
対　  面 ：6月 4日（土）　14：00～ OKBふれあい会館（岐阜市薮田）
お問合わせ：岐阜いのちの電話協会事務局

大人のための
韓国語入門講座

　年齢・男女に関係なく初めてのか
たでも短期間でできるようになりま
す。経験者のかたも可。
■日  6月1日（水）～6月15日（水）
　 19：00～21：00　毎週水曜日
　 全3回
■所  市民センター　2階アリーナ
■料 1人1,000円
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  5月18日（水）

ミニテニス教室
参加者募集！

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

長寿者褒賞授与のご紹介

髙田元枝さん

99歳おめでとうございます。
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右手の人差し指と中指を伸ば
して額に当てます。時計の針
が12時を指しているようすを
表しています。

両手を開き両手の手のひらを
相手側に向け（手の甲は自分
側）カーテンを閉めるようす
を表すように両手を同時に交
わします。

手話で手話ろう！

こんにちは

こんばんは

か　　た

手話・しゅわ・シュワ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。かきりんと一緒に手話表現を
学んで、理解を深めましょう。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

　椅子、にぎにぎ棒、ステップ台、バ
ランスディスクなどを使って運動機
能の向上を図ります。
■日 5月12日（木）・19日（木）・26日（木）
　 9:30～10:45（月３回）
■所 巣南公民館　ふれあいホール
■料  1,600円／月
■対  成人のかた
●指導者
　関谷日登美（健康運動指導士）

元気アップ教室

①ウォーキング教室　伊勢神宮
■日 5月25日（水）　雨天中止
■所 伊勢神宮　■料  3,000円
■定  先着20人（定員に達し次第締切）
●出発時刻　8：00（7：45集合）
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　17：00頃
巣南公民館（8 :00）→伊勢神宮前
（11:00）→ウォーキング・内宮参拝
（11:10～12:00）→おかげ横丁自由行
動・各自昼食（12:10～13:50）→出発
（14:00）→巣南公民館着（17:00頃）

②犬山ウォーキング教室
　成田山新勝寺～犬山城
■日 6月12日（日）　雨天中止
■所 犬山　■料  2,000円
■定  先着20人（定員に達し次第締切）
●出発時刻　9：00（8：45集合）
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　15：00頃
巣南公民館（９:00）→成田山新勝寺
着（10:00）→自由参拝（10:10～
10:50）→ウォーキング（11:00～
11:30）→犬山城着・城下町散策・自
由行動（11:40～13:50）→出発
（14:00）→巣南公民館着（15:00頃）

③はつらつ健康ウォーキング
●第4週　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 5月28日（土）　雨天中止
■所 関ケ原ガイド付きウォーキング
■料  無料
●出発時刻　8：45（8：40集合）
●集合場所　巣南公民館
　Link-upみずほ事務所前
　※12時頃巣南に帰ってきます
●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5月9日（月）10:00以
降にご予約の上、１週間以内に現
金を添えてお申し込みください
※参加人数が少ない時は中止になる
場合があります

■日  6月19日（日）　8：45
■所  巣南中学校体育館
■料 　1チーム500円
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■〆  5月16日（月）

市民ソフトバレーボール大会

瑞穂市民吹奏楽団
Premium Concert2022
■日  6月5日（日）
　13：20開場　14：00開演
■所  総合センターサンシャインホール
■料 　入場無料
▼演奏曲目
　「未来への序曲」「はとポッポの世
界旅行」「宇宙戦艦ヤマト」他
　お誘い合わせの上、是非お越しく
ださい。団員一同お待ちしています。

事業

生け花公開講座
（伝統文化着付華道由月会）
■日  5月15日（日）　13：00～15：00
■所  巣南公民館和室研修室１
■料 材料費700円　■対  一般男女
■申 090-8070-0648（中林）

茶道講座（茶道クラブ）
■日  5月27日（金）　13：30～14：30
■所  巣南公民館和室研修室１
■料 材料費500円　■対  一般
■定  10名　■応  電話で申し込み
■申 328-2777（安藤）

公開講座

　太極拳に興味のあるかた、体験し
てみませんか。基礎体力を養えます。
●持ち物
　上靴、水分、タオルなど。運動ので
きる服装で。
■日  6月11日（土）・25日（土）　 14：00～15：00
■所  市民センター　剣道場
■料 無料　■応  直接会場へ
■問 ☎323-4665（市橋）

韓国語-入門
　文字の読み書きから基礎会話まで
楽しく学習します。
■日  5月24日（火）　18：00～19：00
　 （毎週火曜 全8回）
■所  ソフトピアジャパンセンター　
　 ドリームコア会議室
■料 全8回（60分×8回）　5,000円
　 別途テキスト代 2,200円
■定  12名（先着順）
■申 ■問 電話にて国際文化交流協会
　 （担当：前田）
　 ☎090-6489-2803
　 平日11：00～16：00

春の盆栽・山草展示会　
（みずほ盆栽・山草会）
■日 5月7日（土）～8日（日）
■所 市民センター　サロン

由月会作品展 （由月会）
■日 5月14日（土）13：00～18日（水）12:00
■所 巣南公民館　ロビー

展示

文 化 協 会市 民 伝 言 板 LINK-UPみずほ

申込・応募・問い合わせ
　住所・氏名・年齢・電話番号を
ご記入のうえ、ハガキまたはＦＡ
Ｘでお申し込みください。
文化協会事務局（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２ 宮田３００-１ 
巣南公民館内
☎　３２８-７１４１
https://mizuho-bunka.org

申込・応募・問い合わせ
「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

申込・応募・問い合わせ
　住所・氏名・年齢・電話番号を
ご記入のうえ、ＦＡＸまたは電話
でお申し込みください。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

瑞穂市を知ろうウォーキング
●毎月第２土曜日　自由参加（気軽
に歩きましょう）
■日 5月14日（土）　雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に約１時間の地
元発見のウォーキングに出かけます。

■料  無料
●出発時刻　9:00（8：45集合）
●集合場所　巣南公民館Link-up
　みずほ事務所前

はつらつ健康ウォーキング

　書道クラブでは、漢字、かな、ペン
字を習っています。気軽に見学に来
てみませんか？
■日 第1・第3水曜日（月2回）
　 10：00～12：00
■所 総合センター
■問 ☎326-4406（大前）

書道クラブ　萌墨　会員募集
ほうぼく

バスで出かけるウォーキング教室

太極拳講座（好好太極拳クラブ）

チャンネルCCNから放送日程のご案内

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・交通情報も加わり朝生放送！

電話相談員養成講座受講生募集

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります

地デジ
１2ｃｈ

【朝生放送】平日 朝７：１５～８：１５
【ニュースの再放送】１２：００～１２：１５　２０：００～２０：１５　ほか

受講生募集フュージング体験教室
日　時

会　場
定　員
対　象
受講料
申　込

5月6日（金）以降の毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①10：30～　②13：30～
※第2土曜日は、②の時間のみ開講
　団体の場合は日曜日も開講しますので、ご連絡ください

美来の森館　研修室（十九条382-1）
①、②各10名
小学生以上
750円 ※市外のかたは1,500円
受講日の前週金曜までに
電話またはＦＡＸ
※団体の場合は、事前にご連絡ください
※FAXの際は、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。

岐阜いのちの電話
2022年度相談ボランティア養成講座の説明会を開催します。
リモート：5月14日（土）　14：00～
　　　　 5月27日（金）　18：00～
対　  面 ：6月 4日（土）　14：00～ OKBふれあい会館（岐阜市薮田）
お問合わせ：岐阜いのちの電話協会事務局

大人のための
韓国語入門講座

　年齢・男女に関係なく初めてのか
たでも短期間でできるようになりま
す。経験者のかたも可。
■日  6月1日（水）～6月15日（水）
　 19：00～21：00　毎週水曜日
　 全3回
■所  市民センター　2階アリーナ
■料 1人1,000円
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  5月18日（水）

ミニテニス教室
参加者募集！

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

長寿者褒賞授与のご紹介

髙田元枝さん

99歳おめでとうございます。

　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 
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人の動き（3月末現在）
（前月比　   24人減）人口 人55,508 男 人27,659 （前月比 　  15人減） （前月比　  9人減）女 人27,849

（前月比 　 79世帯増）世帯数 世帯22,433

問い合わせ　総合政策課　☎327-4128
○イベントの詳細は市ホームページをご覧ください

この事業は、（一財）自治総合センターが実施する
「地域コミュニティ助成事業」を活用して実施します。

土 日

　 芝生広場が
6月からオープン ！

入場
無料

遊具広場も充実 ！


