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人の動き（12月末現在）
（前月比　   1人減）人口 人55,490 男 人27,679 （前月比 　  9人増） （前月比　  10人減）女 人27,811

（前月比 　 8世帯増）世帯数 世帯22,346

令 和 ４ 年 度

対　　象

講座日時

講座内容

瑞穂大学 受講生募集
　明るく楽しい人生は、いきいきと自ら生涯学習をすすめる姿からも生まれます。
　ぜひ、学ぶ機会にしていただきたいと思います。下記の要領にて、お申し込みください。

申し込み

<問い合わせ> 
生涯学習課(巣南庁舎) 

☎327-2117 

第4回瑞穂市議会定例会
市・県民税(住民税)の申告受付
新型コロナワクチン接種のお知らせ
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…… Ｐ8
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2
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受 講 料

無料

申込用紙に必要事項を記入し、３月１8日（金）までに生涯学習課・総合センター・
市民センター・巣南公民館へ提出（各所に申込用紙を配置してあります）。
※寿学部：団体（各単位老人クラブ所属）のかたは、寿学部世話係（各単位老人クラブ）へ提出

毎回、季節の歌を聴いたり歌ったりします。講演会形式で話を聴きます。
（社会見学もあります。）
※寿学部は毎回、体にやさしい５分間体操をします

概ね60歳以上の、市内在住・在勤の男女

原則、毎月第１または第２木曜日
13:30～15:00
開講式に年間計画表を配布

その他
・両学部ともに、講座会場は主として総合センターサンシャインホールです。
・４月１９日（火）13：30より、寿・女性・脳力活性学部合同開講式を開催します。
・脳力活性学部の申し込みは、広報みずほ3月号でお知らせします。
・感染症拡大防止に留意して実施しますので、対応へのご協力をお願いします。

寿学部
市内在住・在勤の成人女性

原則、毎月第３または第４木曜日
13:30～15:00
開講式に年間計画表を配布

女性学部

注目
記事
注目
記事

行事などの中止について行事などの中止について
新型コロナウイルス感染症の影響で、今月
号掲載の行事が中止になる可能性があり
ます。市公式ホームページ「イベント等の
中止情報について（https://www.city.
mizuho.lg.jp/10006.htm）」をご覧いただ
くか、担当課・団体へご確認ください。 



予算関係 4件
条例関係 7件

指定管理者関係 1件

資本的収入の予定額を5,045万円追加し、総額を5億825万9千円とするもの。
資本的支出の予定額を5,045万円追加し、総額を5億6,442万2千円とするもの。

令和3年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第3号）議案第77号

市政最前線

　令和３年第４回瑞穂市議会定例会が11月30日（火）から12月21日（火）までの22日間の会期で開かれ、令和３年度
一般会計補正予算案・条例案などの議案が審議され、15議案が可決されました。

歳入歳出それぞれ2億6,178万9千円を追加し、歳入歳出予算総額を212億1,026万1千円
とするもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第9号）議案第76号

瑞穂市中山道大月多目的広場の整備に伴い、市条例の制定を行うもの。
瑞穂市中山道大月多目的広場条例の制定について議案第68号

市における非強制徴収公債権及び私債権について、執行停止及び債権放棄を公平かつ公正
に執行するため、全ての債権について同様に執行停止及び債権放棄ができるよう、市条例
の改正を行うもの。

瑞穂市債権の管理に関する条例の一部を改正する条例について議案第70号

国民健康保険税の適正化のため及び将来的な県内の国民健康保険税水準等の統一化を
目指すとともに被保険者間の負担の公平性を図るため並びに全世代対応型の社会保障制
度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和3年法律第66号）の公布に
伴い、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について議案第72号

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営
に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和3年内
閣府令第53号）等の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例について

議案第74号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和3年
厚生労働省令第55号）等の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について

議案第75号

コミュニティセンターの施設管理業務について、指定管理者の指定の期間が満了すること
に伴い、指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの。

瑞穂市コミュニティセンターの指定管理者の指定について議案第67号

地方税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第7号）の公布に伴い、市条例の改正を行うもの。
瑞穂市税条例の一部を改正する条例について議案第71号

人事関係 3件

監査委員1名の退職に伴い、新たに1名を監査委員として選任したいので、議会の同意を
求めるもの。

瑞穂市監査委員の選任について議案第63号

認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合において、農業委員会等に関す
る法律施行規則第2条第2号を適用するため、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市農業委員会の委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを
要しない場合の同意について

議案第64号

農業委員会の委員の任期が令和4年4月30日に満了となることから、新たに13名を農業委員
会の委員に任命したいので、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市農業委員会の委員の任命について（その1）議案第65号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和3年政令第222号）の公布に伴い、市条
例の改正を行うもの。

瑞穂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について議案第73号

歳入 歳出

合　　　　　 計

1億 170万0千円
7,100万0千円
2,847万2千円

2万4千円
326万8千円
181万4千円

△1,134万5千円
6,685万6千円

2億6,178万9千円

市 税
地方特例交付金
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
諸 収 入

合　　　　 計

6,811万1千円
5,492万3千円
2,755万9千円

△1,457万8千円
△98万5千円

△1,615万8千円
△27万2千円

△1,726万2千円
1億6,045万1千円
2億6,178万9千円

総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費

歳入 歳出
合　　　　　 計

10億9,162万8千円
10億9,162万8千円

国 庫 支 出 金

合　　　　 計

123万7千円
10億9,039万1千円
10億9,162万8千円

総 務 費
民 生 費

　この1年を振り返って総括的に所感を申し上げますと、今年は新型コロナウイルス感染
症への対応やワクチン接種に尽きると感じます。そのような中でも新しい生活様式に対
応しながら、市内の地方創生拠点と掲げている３つの施策を展開しております。
　（仮称）中山道大月多目的広場は、今年度末に完成予定で、大野神戸インターチェンジからも
近く、隣接する図書館分館や、中山道という史跡も含めて交流人口を増やす拠点にしていきます。
　ＪＲ穂積駅周辺整備事業は、駅周辺の円滑な道路交通や安全性の確保を目的として別
府交差点改良工事を計画しております。
　犀川遊水地整備事業は、国や県そして市、それぞれが整備するものを集約した全体像
を描き「（仮称）犀川遊水地グリーンインフラ事業」検討業務として進めております。
　新型コロナウイルス感染症の影響により歳入面でも厳しい状況の中、今まで以上に不要
不急な事業はないか、事業の必要性と優先順位を見極め、限られた財源の中で、着実にま
ちづくりを進めていく方針です。

所信表明（要旨）

歳入歳出それぞれ10億9,162万8千円を追加し、歳入歳出予算総額を223億188万9千円
とするもの。

令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第10号）議案第79号

歳入 歳出
合　　　　　 計

5億8,824万6千円
5億8,824万6千円

国 庫 支 出 金

合　　　　 計

5億8,824万6千円
5億8,824万6千円

民 生 費

歳入歳出それぞれ5億8,824万6千円を追加し、歳入歳出予算総額を209億4,847万2千円
とするもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第8号）議案第78号

令和3年第4回瑞穂市議会定例会15議案を可決

※議案第66号 瑞穂市農業委員会の委員の任命について（その2）は、採決の結果、否決されました

※11月30日提出の議案第76号の前に、12月8日提出の議案第78号が可決されたため、計数整理しています
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予算関係 4件
条例関係 7件

指定管理者関係 1件

資本的収入の予定額を5,045万円追加し、総額を5億825万9千円とするもの。
資本的支出の予定額を5,045万円追加し、総額を5億6,442万2千円とするもの。

令和3年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第3号）議案第77号

市政最前線

　令和３年第４回瑞穂市議会定例会が11月30日（火）から12月21日（火）までの22日間の会期で開かれ、令和３年度
一般会計補正予算案・条例案などの議案が審議され、15議案が可決されました。

歳入歳出それぞれ2億6,178万9千円を追加し、歳入歳出予算総額を212億1,026万1千円
とするもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第9号）議案第76号

瑞穂市中山道大月多目的広場の整備に伴い、市条例の制定を行うもの。
瑞穂市中山道大月多目的広場条例の制定について議案第68号

市における非強制徴収公債権及び私債権について、執行停止及び債権放棄を公平かつ公正
に執行するため、全ての債権について同様に執行停止及び債権放棄ができるよう、市条例
の改正を行うもの。

瑞穂市債権の管理に関する条例の一部を改正する条例について議案第70号

国民健康保険税の適正化のため及び将来的な県内の国民健康保険税水準等の統一化を
目指すとともに被保険者間の負担の公平性を図るため並びに全世代対応型の社会保障制
度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和3年法律第66号）の公布に
伴い、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について議案第72号

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営
に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和3年内
閣府令第53号）等の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例について

議案第74号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和3年
厚生労働省令第55号）等の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について

議案第75号

コミュニティセンターの施設管理業務について、指定管理者の指定の期間が満了すること
に伴い、指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるもの。

瑞穂市コミュニティセンターの指定管理者の指定について議案第67号

地方税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第7号）の公布に伴い、市条例の改正を行うもの。
瑞穂市税条例の一部を改正する条例について議案第71号

人事関係 3件

監査委員1名の退職に伴い、新たに1名を監査委員として選任したいので、議会の同意を
求めるもの。

瑞穂市監査委員の選任について議案第63号

認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合において、農業委員会等に関す
る法律施行規則第2条第2号を適用するため、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市農業委員会の委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを
要しない場合の同意について

議案第64号

農業委員会の委員の任期が令和4年4月30日に満了となることから、新たに13名を農業委員
会の委員に任命したいので、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市農業委員会の委員の任命について（その1）議案第65号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和3年政令第222号）の公布に伴い、市条
例の改正を行うもの。

瑞穂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について議案第73号

歳入 歳出

合　　　　　 計

1億 170万0千円
7,100万0千円
2,847万2千円

2万4千円
326万8千円
181万4千円

△1,134万5千円
6,685万6千円

2億6,178万9千円

市 税
地方特例交付金
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
諸 収 入

合　　　　 計

6,811万1千円
5,492万3千円
2,755万9千円

△1,457万8千円
△98万5千円

△1,615万8千円
△27万2千円

△1,726万2千円
1億6,045万1千円
2億6,178万9千円

総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費

歳入 歳出
合　　　　　 計

10億9,162万8千円
10億9,162万8千円

国 庫 支 出 金

合　　　　 計

123万7千円
10億9,039万1千円
10億9,162万8千円

総 務 費
民 生 費

　この1年を振り返って総括的に所感を申し上げますと、今年は新型コロナウイルス感染
症への対応やワクチン接種に尽きると感じます。そのような中でも新しい生活様式に対
応しながら、市内の地方創生拠点と掲げている３つの施策を展開しております。
　（仮称）中山道大月多目的広場は、今年度末に完成予定で、大野神戸インターチェンジからも
近く、隣接する図書館分館や、中山道という史跡も含めて交流人口を増やす拠点にしていきます。
　ＪＲ穂積駅周辺整備事業は、駅周辺の円滑な道路交通や安全性の確保を目的として別
府交差点改良工事を計画しております。
　犀川遊水地整備事業は、国や県そして市、それぞれが整備するものを集約した全体像
を描き「（仮称）犀川遊水地グリーンインフラ事業」検討業務として進めております。
　新型コロナウイルス感染症の影響により歳入面でも厳しい状況の中、今まで以上に不要
不急な事業はないか、事業の必要性と優先順位を見極め、限られた財源の中で、着実にま
ちづくりを進めていく方針です。

所信表明（要旨）

歳入歳出それぞれ10億9,162万8千円を追加し、歳入歳出予算総額を223億188万9千円
とするもの。

令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第10号）議案第79号

歳入 歳出
合　　　　　 計

5億8,824万6千円
5億8,824万6千円

国 庫 支 出 金

合　　　　 計

5億8,824万6千円
5億8,824万6千円

民 生 費

歳入歳出それぞれ5億8,824万6千円を追加し、歳入歳出予算総額を209億4,847万2千円
とするもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第8号）議案第78号

令和3年第4回瑞穂市議会定例会15議案を可決

※議案第66号 瑞穂市農業委員会の委員の任命について（その2）は、採決の結果、否決されました

※11月30日提出の議案第76号の前に、12月8日提出の議案第78号が可決されたため、計数整理しています
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市・県民税（住民税）の申告受付

感染リスク軽減のための対応

穂積庁舎　３階 大会議室
2月16日（水）～3月15日（火）
平日の8：30～15：30 ※受付開始は8：45～

巣南庁舎　２階 大会議室
2月16日（水）～3月4日（金）
平日の8：30～15：30 ※受付開始は8：45～

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、感染症対策をとった会場運営を行います。
　ソーシャルディスタンスを確保した配置とするため、会場内・外に待合席はありません。

申告に関して
申告義務のあるかたとは
　令和４年１月１日現在、市内にお住まいで、前年中（令和
3年1月1日～12月31日）に所得のあったかたです。

　ただし、令和３年分の
所得税の確定申告をす
るかた、勤務先で年末調
整を行った給与所得の
みのかたは、申告する必
要はありません。

　混雑が予想されるため、下記により申告受付を実施します。都合の合わないかたは、他の日程をご利用ください。

年金所得があるかたの住民税申告について
　年金所得があるかたで、確定申告不要制度により所得
税の確定申告をされなかった場合で、次に当てはまるとき
は住民税の申告が必要です。
・公的年金等に係る雑所得のみのかたで、「公的年金等の
源泉徴収票」に記載されている控除（社会保険料控除な
ど）を訂正する場合や、それ以外の各種控除（医療費控
除など）の適用をうけるとき

・公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

収受印のある確定申告書の控えが必要なかた
　申告書を郵送または信書便での送付や、税務署の時間
外収受箱への投函により提出する場合は、申告書の控え
のほか、宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封し
てください。
　また税務署の受付に提出する場合は、提出の際に申告
書の控えを持参してください。

その他
○開設期間中「税理士による確定申告無料相談」を穂積庁
舎３階大会議室で実施しますのでご利用ください。

○期限内に申告がない場合、次年度の所得証明などが発行
されない場合があります。

還付申告について
　申告義務のないかたが行う還付申告は５年間提出する
ことができます。年末調整済みの給与所得のみのかたで、
医療費控除や寄附金控除（ふるさと納税など）により還付
申告をするかたは、e-Tax（電子申告）や申告時期をずらし
て税務署での申告をご検討ください。

e-Tax（電子申告）や郵送提出について
　確定申告書は、自宅からパソコンやスマートフォンを利
用して、国税庁ホームページから作成できます。
　作成した申告書は、e-Tax（電子申告）を利用した電子
送信や印刷して郵送することもできます。感染症リスク軽
減のため、ぜひご利用ください。e-Taxについては岐阜北
税務署にお問い合わせください。

１．医療費控除・収支内訳書は事前作成を
　会場内の混雑緩和、感染リスク軽減のため、事業所得（農
業所得を含む）、不動産所得などがあるかたは、事前に収支
内訳書の作成をお願いします。
　また医療費控除の申告を行うかたは医療費控除の明細
書の作成をお願いします。
　会場では上記の代行作成は
できません。また、点検・検算・
書き方指導なども行いません
のでご注意ください。
　事前に作成がされていない
場合は、作成した後での受付と
なります。

初めて、または再適用での住宅借入金等特別控除（住宅
ローン控除）・特定増改築等住宅借入金等特別控除・住宅
耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住
宅新築等特別税額控除を受ける申告
令和４年１月１日時点で、市に住民登録のないかた
個人事業主で、事業の売上金額が1,000万円を超えるかた
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための
措置の影響により指定行事の中止などにより、入場料金等払
い戻し請求権の放棄をした場合に寄附金控除を受ける申告
収支内訳書に計上されない新型コロナウイルス感染症な
どの影響に関連した給付金、助成金、補てん金などを受け
たかた（非課税のものを除く）

申告に必要な持ち物
□ 申告義務のあるかたは、源泉徴収票などの収入のわかる書類や控除証明書などをご持参ください。
　 必要書類が不足していると申告の作成ができない場合があるため、確認してから来場してください。
□ 申告手続きなどには、マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認（番号確認および身元確認）書類の提示、または写し

の添付が必要です。マイナンバーカード、または通知カード※と身元確認書類（運転免許証など）をお持ちください。
□ 代理人による申告については、別途代理権の確認書類（委任状など）が必要です。

２．その他、感染症対策のお願い
・マスクを着用してください。
・入場時に検温を行います。
・少人数で入場してください。
・入場時に受付票へ記入して
ください。

・申告者ごとに申告内容をまとめてください。
・筆記用具、電卓などが必要なかたはご持参ください。
・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。

　発熱などの症状がある場合や検温にご協力いただけな
い場合など、感染症対策に支障をきたすと判断した場合
には、入場をお断りします。

△受付期間が例年と異なりますのでご注意ください。

会場で受け付けられない申告
　会場にて確定申告の受付も可能ですが、以下の申告は岐阜北税務署の申告会場（マーサ２１）で申告してください。
　□1  ～□14 以外にも複雑な内容の申告については、市会場で対応できない場合がありますので、ご了承ください。

消費税・贈与税の申告
山林所得やゴルフ会員権の譲渡、分離課税申告
（土地・建物・株式・先物の譲渡など※）
配当所得の申告
青色申告
令和２年分以前の確定申告（修正申告・更正の請
求を含む）
海外居住者を扶養控除の対象とする申告
死亡されたかたの準確定申告
給与所得者の特定支出控除を受ける申告
雑損控除を受ける申告

□1
□2
　

□3
□4
□5
　

□6
□7
□8
□9

□10
　
　
　
□11
□12
□13
　
　

□14

地区別日程表

●問い合わせ　税務課　☎327-4112

自治会名
穂積庁舎 巣南庁舎

2/16（水）

2/17（木）

2/18（金）

2/21（月）

2/22（火）

2/24（木）

2/25（金）

2/28（月）

3/1（火）

馬場西、上生津西 座倉、新月、
大月、一ツ木

居倉、上唐栗

田之上、
十七条、
中宮

下唐栗、宮田、
呂久

森、重里

美江寺

十八条、
古橋北

馬場東、上生津東、向島

下生津、西川原、小橋、仲東

桜町二丁目、畑中、
東町、仲西、松原

本田団地第一～第五

本田緑町、西町、仲町
ビレッジハウス穂積

西只越、東只越、テラスノバ只越、
旭化成社宅、本町

別府南町、花塚西町、
花塚中町、花塚東町、井場

別府西町、桜町一丁目、別府公社住宅、
大門、テラスノバ穂積、下穂積

自治会名
穂積庁舎 巣南庁舎

3/2（水）

3/3（木）

3/4（金）

3/7（月）

3/8（火）

3/9（水）

3/10（木）

3/11（金）

3/14（月）

3/15（火）

別府北町、別府中町、駅前、多利町 古橋南若宮、
古橋南新町
巣南宿舎、
西宿舎

横屋

仁井、橋本、西畑、村中

中切、新町、庄屋敷

前所、中原、セザール穂積、柳一色、
下畑、県警アパート、アポロタウン

十九条西、宝江、上穂積

十九条中、十九条東、上牛牧、祖父江

下牛牧、伯母塚

牛牧第一、牛牧第二、牛牧第三

野田第1、野田第2、野田第3

野白新田北、野白新田南、穂南

こ
の
期
間
は
、巣
南
庁
舎
で
の
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん

※氏名や住所などの記載事項に変更がない場合、または正しく変更手続きが取られている場合に限ります

※土地収用法の適用により市民税の申告が必要なかたは除きます
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市・県民税（住民税）の申告受付

感染リスク軽減のための対応

穂積庁舎　３階 大会議室
2月16日（水）～3月15日（火）
平日の8：30～15：30 ※受付開始は8：45～

巣南庁舎　２階 大会議室
2月16日（水）～3月4日（金）
平日の8：30～15：30 ※受付開始は8：45～

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、感染症対策をとった会場運営を行います。
　ソーシャルディスタンスを確保した配置とするため、会場内・外に待合席はありません。

申告に関して
申告義務のあるかたとは
　令和４年１月１日現在、市内にお住まいで、前年中（令和
3年1月1日～12月31日）に所得のあったかたです。

　ただし、令和３年分の
所得税の確定申告をす
るかた、勤務先で年末調
整を行った給与所得の
みのかたは、申告する必
要はありません。

　混雑が予想されるため、下記により申告受付を実施します。都合の合わないかたは、他の日程をご利用ください。

年金所得があるかたの住民税申告について
　年金所得があるかたで、確定申告不要制度により所得
税の確定申告をされなかった場合で、次に当てはまるとき
は住民税の申告が必要です。
・公的年金等に係る雑所得のみのかたで、「公的年金等の
源泉徴収票」に記載されている控除（社会保険料控除な
ど）を訂正する場合や、それ以外の各種控除（医療費控
除など）の適用をうけるとき

・公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

収受印のある確定申告書の控えが必要なかた
　申告書を郵送または信書便での送付や、税務署の時間
外収受箱への投函により提出する場合は、申告書の控え
のほか、宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封し
てください。
　また税務署の受付に提出する場合は、提出の際に申告
書の控えを持参してください。

その他
○開設期間中「税理士による確定申告無料相談」を穂積庁
舎３階大会議室で実施しますのでご利用ください。

○期限内に申告がない場合、次年度の所得証明などが発行
されない場合があります。

還付申告について
　申告義務のないかたが行う還付申告は５年間提出する
ことができます。年末調整済みの給与所得のみのかたで、
医療費控除や寄附金控除（ふるさと納税など）により還付
申告をするかたは、e-Tax（電子申告）や申告時期をずらし
て税務署での申告をご検討ください。

e-Tax（電子申告）や郵送提出について
　確定申告書は、自宅からパソコンやスマートフォンを利
用して、国税庁ホームページから作成できます。
　作成した申告書は、e-Tax（電子申告）を利用した電子
送信や印刷して郵送することもできます。感染症リスク軽
減のため、ぜひご利用ください。e-Taxについては岐阜北
税務署にお問い合わせください。

１．医療費控除・収支内訳書は事前作成を
　会場内の混雑緩和、感染リスク軽減のため、事業所得（農
業所得を含む）、不動産所得などがあるかたは、事前に収支
内訳書の作成をお願いします。
　また医療費控除の申告を行うかたは医療費控除の明細
書の作成をお願いします。
　会場では上記の代行作成は
できません。また、点検・検算・
書き方指導なども行いません
のでご注意ください。
　事前に作成がされていない
場合は、作成した後での受付と
なります。

初めて、または再適用での住宅借入金等特別控除（住宅
ローン控除）・特定増改築等住宅借入金等特別控除・住宅
耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住
宅新築等特別税額控除を受ける申告
令和４年１月１日時点で、市に住民登録のないかた
個人事業主で、事業の売上金額が1,000万円を超えるかた
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための
措置の影響により指定行事の中止などにより、入場料金等払
い戻し請求権の放棄をした場合に寄附金控除を受ける申告
収支内訳書に計上されない新型コロナウイルス感染症な
どの影響に関連した給付金、助成金、補てん金などを受け
たかた（非課税のものを除く）

申告に必要な持ち物
□ 申告義務のあるかたは、源泉徴収票などの収入のわかる書類や控除証明書などをご持参ください。
　 必要書類が不足していると申告の作成ができない場合があるため、確認してから来場してください。
□ 申告手続きなどには、マイナンバー（個人番号）の記載と本人確認（番号確認および身元確認）書類の提示、または写し

の添付が必要です。マイナンバーカード、または通知カード※と身元確認書類（運転免許証など）をお持ちください。
□ 代理人による申告については、別途代理権の確認書類（委任状など）が必要です。

２．その他、感染症対策のお願い
・マスクを着用してください。
・入場時に検温を行います。
・少人数で入場してください。
・入場時に受付票へ記入して
ください。

・申告者ごとに申告内容をまとめてください。
・筆記用具、電卓などが必要なかたはご持参ください。
・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。

　発熱などの症状がある場合や検温にご協力いただけな
い場合など、感染症対策に支障をきたすと判断した場合
には、入場をお断りします。

△受付期間が例年と異なりますのでご注意ください。

会場で受け付けられない申告
　会場にて確定申告の受付も可能ですが、以下の申告は岐阜北税務署の申告会場（マーサ２１）で申告してください。
　□1  ～□14 以外にも複雑な内容の申告については、市会場で対応できない場合がありますので、ご了承ください。

消費税・贈与税の申告
山林所得やゴルフ会員権の譲渡、分離課税申告
（土地・建物・株式・先物の譲渡など※）
配当所得の申告
青色申告
令和２年分以前の確定申告（修正申告・更正の請
求を含む）
海外居住者を扶養控除の対象とする申告
死亡されたかたの準確定申告
給与所得者の特定支出控除を受ける申告
雑損控除を受ける申告

□1
□2
　

□3
□4
□5
　

□6
□7
□8
□9

□10
　
　
　
□11
□12
□13
　
　

□14

地区別日程表

●問い合わせ　税務課　☎327-4112

自治会名
穂積庁舎 巣南庁舎

2/16（水）

2/17（木）

2/18（金）

2/21（月）

2/22（火）

2/24（木）

2/25（金）

2/28（月）

3/1（火）

馬場西、上生津西 座倉、新月、
大月、一ツ木

居倉、上唐栗

田之上、
十七条、
中宮

下唐栗、宮田、
呂久

森、重里

美江寺

十八条、
古橋北

馬場東、上生津東、向島

下生津、西川原、小橋、仲東

桜町二丁目、畑中、
東町、仲西、松原

本田団地第一～第五

本田緑町、西町、仲町
ビレッジハウス穂積

西只越、東只越、テラスノバ只越、
旭化成社宅、本町

別府南町、花塚西町、
花塚中町、花塚東町、井場

別府西町、桜町一丁目、別府公社住宅、
大門、テラスノバ穂積、下穂積

自治会名
穂積庁舎 巣南庁舎

3/2（水）

3/3（木）

3/4（金）

3/7（月）

3/8（火）

3/9（水）

3/10（木）

3/11（金）

3/14（月）

3/15（火）

別府北町、別府中町、駅前、多利町 古橋南若宮、
古橋南新町
巣南宿舎、
西宿舎

横屋

仁井、橋本、西畑、村中

中切、新町、庄屋敷

前所、中原、セザール穂積、柳一色、
下畑、県警アパート、アポロタウン

十九条西、宝江、上穂積

十九条中、十九条東、上牛牧、祖父江

下牛牧、伯母塚

牛牧第一、牛牧第二、牛牧第三

野田第1、野田第2、野田第3

野白新田北、野白新田南、穂南

こ
の
期
間
は
、巣
南
庁
舎
で
の
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん

※氏名や住所などの記載事項に変更がない場合、または正しく変更手続きが取られている場合に限ります

※土地収用法の適用により市民税の申告が必要なかたは除きます
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抽選で健康グッズや県産物が当たるかも！？ 清流の国ぎふ健康ポイント事業 実施中！ 健康づくりでお得をゲット！ 清流の国ぎふ健康ポイント事業 実施中！

日本年金機構からの
お 　 知 　 ら 　 せ 令和３年分公的年金等の源泉徴収票を発送しました
　日本年金機構から、老齢・退職を支給事由とする年金
を受給しているかた全員に、令和３年分公的年金等の源
泉徴収票が１月中に送付されています。この源泉徴収票
は、確定申告などの添付書類として必要になりますので、
大切に保管してください。
・令和3年2月支払い分～令和3年12月支払い分まで
　（令和4年1月に支払いがあったかたは1月支払い分まで）
　の金額が記載されています
・障害年金、遺族年金は非課税所得のため送付されません

ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
受付時間：月曜（8：30～19：00）、火～金曜（8：30～17：15）、
　　　　第2土曜（9：30～16：00）　日曜・祝日なし
※一般の固定電話の場合、市内通話料金で利用できます。050から
始まる電話の場合は、電話03-6700-1165にお電話ください

　この通知は、医療費の実状を把握していただき、健康に対する理解を深め、医療費の適正化につなげることを目的
に発行しています。医療費に加え自己負担相当額も記載していますので、医療費控除の申告に使用できます。

　年６回、偶数月に２か
月分の医療費通知を
発送しています。
　今年は左表のとおり
発送します。
　令和3年11月・12月
分は、2月末に発送予
定です。

※令和3年11月～12月診療分は確定申告期間には通
知できませんので、医療機関発行の領収書に基づい
て申告してください

　確定申告などで国民年金保険料の控除を申告す
る場合は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
の添付が必要です。この控除証明書は、２月上旬に
日本年金機構から送付されます。（昨年11月に送付
されている場合もあります）

　ねんきんネットは、ご自身の年金情
報を手軽に、24時間いつでもどこで
も、パソコンやスマートフォンから確
認することができるサービスです。

・国民年金の記録、勤務した会社の履歴、標準報酬
月額、賞与額の確認

・働きながら年金を受け取る場合や、受給開始を遅
らせる場合など、さまざまな条件での試算

・年金振込通知、年金額改定通知書などの通知書
や、年金にかかる源泉徴収票の確認

・国民年金保険料控除証明書、公的年金の源泉徴
収票の再交付申請

　源泉徴収票が届いていない、紛失されたかたは、
再交付の申し込みができます。

①ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）へ電話
②ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電
話をかけたかたの氏名、ご本人との続柄、電話番
号などをお聞きします。年金証書などをご用意く
ださい。

③再交付には、郵送でお手元に届くまでに原則１週
間程度かかります。お急ぎのかたは年金事務所
へご相談ください。

再交付について

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書について

あなたの年金
簡単便利な

再交付について

ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004
受付時間 ： 月～金曜（8：30～19：00）、
　　　　　第２土曜（9：30～16：00） 
　　　　　日曜・祝日はご利用いただけません
※通話料金などについては、ねんきんダイヤルに同じ

ねんきんネットで！

ねんきんネットでできること

●問い合わせ　岐阜北年金事務所　☎294-6364

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

【発送予定】２月上旬
【対象期間】令和2年11月～令和3年10月診療分
【発送方法】岐阜県後期高齢者医療広域連合より郵送

郵送月 診療月

２月

４月

６月

８月

10月

12月

11・12月診療分

1・2月診療分

3・4月診療分

5・6月診療分

7・8月診療分

9・10月診療分

●問い合わせ　内閣府コールセンター ☎0120-526-145　子ども支援課 ☎322-3022

　以下に該当するかたは、申請が必要です。ただし、生計中心者の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額
以上の場合は対象となりません。

10万円対象児童1人あたり支給金額

申請期限 2月28日(月)まで!
の申請はお済ですか？子育て世帯生活支援特別給付金

児童1人あたり5万円が受け取れます!お早めに支給要件をご確認ください!
支給対象となるかた（ひとり親世帯分）1

●問い合わせ　厚生労働省コールセンター　☎0120-400-903（　）　☎0120-811-166（　）
　　　　　　　子ども支援課　　　　　　　☎322-3022

1 2

児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さ
んを監護しているかたであって、以下の①または
②のいずれかに該当するかた
▶平成15年4月2日以降に生まれたお子さん
が対象です。(障がいの状態にあるお子さん
の場合は平成13年4月2日以降)

　
①公的年金等を受給していることにより、令和3年
4月分の児童扶養手当の支給を受けていない。
▶「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢
年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

　
②平成31年(令和元年)の収入が、児童扶養手当
の所得制限限度額を上回っていたため、令和3
年4月分の児童扶養手当は受給していない
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変するなど、収入が児童扶養手当
を受給しているかたと同じ水準になっている。

　
※ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象
の「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給をすでに
受けている場合は、この給付金は受けられません

支給対象となるかた（その他世帯分）2
以下の①および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歳未満のお子さん
(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

支 給 額

申請期限

児童１人あたり 一律５万円
２月２８日（月）

▲ねんきんネット

医療費通知（医療費のお知らせ）の発送について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について

国民健康保険のかた 後期高齢者医療のかた

申請が必要なかた

※申請書は市ホームページよりダウンロードできます

□ 公務員のかたで令和3年9月分の児童手当支給対象となるお子さんを養育しているかた
□ 9月30日時点で高校生(平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ)のお子さんのみ養育しているかた
□ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となるお子さん(新生児)を養育しているかた

3月15日(火)必着申請期限
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抽選で健康グッズや県産物が当たるかも！？ 清流の国ぎふ健康ポイント事業 実施中！ 健康づくりでお得をゲット！ 清流の国ぎふ健康ポイント事業 実施中！

日本年金機構からの
お 　 知 　 ら 　 せ 令和３年分公的年金等の源泉徴収票を発送しました
　日本年金機構から、老齢・退職を支給事由とする年金
を受給しているかた全員に、令和３年分公的年金等の源
泉徴収票が１月中に送付されています。この源泉徴収票
は、確定申告などの添付書類として必要になりますので、
大切に保管してください。
・令和3年2月支払い分～令和3年12月支払い分まで
　（令和4年1月に支払いがあったかたは1月支払い分まで）
　の金額が記載されています
・障害年金、遺族年金は非課税所得のため送付されません

ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
受付時間：月曜（8：30～19：00）、火～金曜（8：30～17：15）、
　　　　第2土曜（9：30～16：00）　日曜・祝日なし
※一般の固定電話の場合、市内通話料金で利用できます。050から
始まる電話の場合は、電話03-6700-1165にお電話ください

　この通知は、医療費の実状を把握していただき、健康に対する理解を深め、医療費の適正化につなげることを目的
に発行しています。医療費に加え自己負担相当額も記載していますので、医療費控除の申告に使用できます。

　年６回、偶数月に２か
月分の医療費通知を
発送しています。
　今年は左表のとおり
発送します。
　令和3年11月・12月
分は、2月末に発送予
定です。

※令和3年11月～12月診療分は確定申告期間には通
知できませんので、医療機関発行の領収書に基づい
て申告してください

　確定申告などで国民年金保険料の控除を申告す
る場合は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
の添付が必要です。この控除証明書は、２月上旬に
日本年金機構から送付されます。（昨年11月に送付
されている場合もあります）

　ねんきんネットは、ご自身の年金情
報を手軽に、24時間いつでもどこで
も、パソコンやスマートフォンから確
認することができるサービスです。

・国民年金の記録、勤務した会社の履歴、標準報酬
月額、賞与額の確認

・働きながら年金を受け取る場合や、受給開始を遅
らせる場合など、さまざまな条件での試算

・年金振込通知、年金額改定通知書などの通知書
や、年金にかかる源泉徴収票の確認

・国民年金保険料控除証明書、公的年金の源泉徴
収票の再交付申請

　源泉徴収票が届いていない、紛失されたかたは、
再交付の申し込みができます。

①ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）へ電話
②ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電
話をかけたかたの氏名、ご本人との続柄、電話番
号などをお聞きします。年金証書などをご用意く
ださい。

③再交付には、郵送でお手元に届くまでに原則１週
間程度かかります。お急ぎのかたは年金事務所
へご相談ください。

再交付について

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書について

あなたの年金
簡単便利な

再交付について

ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004
受付時間 ： 月～金曜（8：30～19：00）、
　　　　　第２土曜（9：30～16：00） 
　　　　　日曜・祝日はご利用いただけません
※通話料金などについては、ねんきんダイヤルに同じ

ねんきんネットで！

ねんきんネットでできること

●問い合わせ　岐阜北年金事務所　☎294-6364

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

【発送予定】２月上旬
【対象期間】令和2年11月～令和3年10月診療分
【発送方法】岐阜県後期高齢者医療広域連合より郵送

郵送月 診療月

２月

４月

６月

８月

10月

12月

11・12月診療分

1・2月診療分

3・4月診療分

5・6月診療分

7・8月診療分

9・10月診療分

●問い合わせ　内閣府コールセンター ☎0120-526-145　子ども支援課 ☎322-3022

　以下に該当するかたは、申請が必要です。ただし、生計中心者の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額
以上の場合は対象となりません。

10万円対象児童1人あたり支給金額

申請期限 2月28日(月)まで!
の申請はお済ですか？子育て世帯生活支援特別給付金

児童1人あたり5万円が受け取れます!お早めに支給要件をご確認ください!
支給対象となるかた（ひとり親世帯分）1

●問い合わせ　厚生労働省コールセンター　☎0120-400-903（　）　☎0120-811-166（　）
　　　　　　　子ども支援課　　　　　　　☎322-3022

1 2

児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さ
んを監護しているかたであって、以下の①または
②のいずれかに該当するかた
▶平成15年4月2日以降に生まれたお子さん
が対象です。(障がいの状態にあるお子さん
の場合は平成13年4月2日以降)

　
①公的年金等を受給していることにより、令和3年
4月分の児童扶養手当の支給を受けていない。
▶「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢
年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

　
②平成31年(令和元年)の収入が、児童扶養手当
の所得制限限度額を上回っていたため、令和3
年4月分の児童扶養手当は受給していない
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変するなど、収入が児童扶養手当
を受給しているかたと同じ水準になっている。

　
※ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象
の「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給をすでに
受けている場合は、この給付金は受けられません

支給対象となるかた（その他世帯分）2
以下の①および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歳未満のお子さん
(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

支 給 額

申請期限

児童１人あたり 一律５万円
２月２８日（月）

▲ねんきんネット

医療費通知（医療費のお知らせ）の発送について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について

国民健康保険のかた 後期高齢者医療のかた

申請が必要なかた

※申請書は市ホームページよりダウンロードできます

□ 公務員のかたで令和3年9月分の児童手当支給対象となるお子さんを養育しているかた
□ 9月30日時点で高校生(平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ)のお子さんのみ養育しているかた
□ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となるお子さん(新生児)を養育しているかた

3月15日(火)必着申請期限
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●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

新型コロナウイルス感染症予防接種証明について
国内で使用できる接種証明書
　国内で使用する目的で新型コロナワクチン予防接種
証明書が必要な場合は、接種日や医療機関名、製造番号
が記載された接種券「新型コロナウイルスワクチン予防
接種済証（臨時）※」が接種証明書として利用できます。
紛失した場合は健康推進課へ申請してください。
　また、接種記録が記載された接種券の写しや撮影した
画像（住所、氏名を含めて撮影したもの）でも利用可能で
す。
※（臨時）とは、接種済証を臨時として発行したということでは

ありません。法律上の「臨時接種」を意味しており、改めて接
種証明書は発行されません

　日本政府公式の新型コロナワクチン接種証明書アプリです。日本国内用、海外用の接種証明書をアプリで発行
できます。

接種証明書をスマホアプリで発行

新型コロナワクチン接種証明書アプリの利用の流れ

追加接種（3回目）に使用するワクチンについて
追加接種用のワクチンについて
　3回目接種では、1・2回目で接種したワクチンの種類
にかかわらず、ファイザー社または武田/モデルナ社の
いずれかのワクチンを接種します。1・2回目と異なるワク
チンを選んでも、安全性と効果は認められています。
　なお、3回目接種では、ファイザー社0.5㎖、武田/モデル
ナ社0.25㎖（1・2回目の1/2）の量でワクチンを接種します。

【新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）】
太枠の部分が接種済証です

用途の選択 マイナンバーカードの読み取り 請求先の選択 記録の確認 一覧 詳細

一度発行すれば、
アプリを起動する
だけでいつでも接
種証明書を表示で
きます。

日本国内用か海
外用のどちらを
発行するか選択
します。

マイナンバーカー
ドを受け取った際
に設定した4桁の
暗証番号を入力し
ます。

スマートフォンに
マイナンバーカー
ドを密着させて読
み取ります。

接種時に住民票
のある市区町村
を選択してくだ
さい。

内容が正しいか
ご確認ください。
内容が異なる場
合は下記へご連
絡ください。

利用手順１ こちらをご用意ください 利用手順2 スマホでアプリをインストール
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
　・ Andrid 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

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

◀AppStore
　（iOS）

◀GooglePlay
　(Android)

1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果
　イギリスでは、2回目接種から12週以上経過した後に、さまざまなワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究
が行われ、その結果が報告されています。

安全性　3回目の接種7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性
の面で許容されること

効　果　1・2回目接種でファイザー社製ワクチンを接種
した人が、3回目でファイザー社ワクチンを接
種した場合と、武田/モデルナ社ワクチンを接
種をした場合のいずれにおいても、抗体価が上
昇すること

ワクチンの組み合わせ 抗体価

●
ファイザー

●
ファイザー

●
ファイザー

→ →

●
ファイザー

●
ファイザー

○
モデルナ

→ →

抗体価は
上昇

出典 ： Munro APS.etal.The Lancet.December 2021

３回目の接種の安全性と効果

　ファイザー社および武田/モデルナ社の薬事承認にお
いて、３回目の接種後７日以内の副反応は、1・2回目の接
種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一
部の症状の出現率に差があるものの、
おおむね1・2回目と同様の症状が
見られました。

安全性 【 2回目→3回目接種後の症状 】

　3回目を接種した人の方がしていない人よりも、新型
コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ない
と報告されています。

効　果

出典 ： 特例承認に係る報告書より
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●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

新型コロナウイルス感染症予防接種証明について
国内で使用できる接種証明書
　国内で使用する目的で新型コロナワクチン予防接種
証明書が必要な場合は、接種日や医療機関名、製造番号
が記載された接種券「新型コロナウイルスワクチン予防
接種済証（臨時）※」が接種証明書として利用できます。
紛失した場合は健康推進課へ申請してください。
　また、接種記録が記載された接種券の写しや撮影した
画像（住所、氏名を含めて撮影したもの）でも利用可能で
す。
※（臨時）とは、接種済証を臨時として発行したということでは

ありません。法律上の「臨時接種」を意味しており、改めて接
種証明書は発行されません

　日本政府公式の新型コロナワクチン接種証明書アプリです。日本国内用、海外用の接種証明書をアプリで発行
できます。

接種証明書をスマホアプリで発行

新型コロナワクチン接種証明書アプリの利用の流れ

追加接種（3回目）に使用するワクチンについて
追加接種用のワクチンについて
　3回目接種では、1・2回目で接種したワクチンの種類
にかかわらず、ファイザー社または武田/モデルナ社の
いずれかのワクチンを接種します。1・2回目と異なるワク
チンを選んでも、安全性と効果は認められています。
　なお、3回目接種では、ファイザー社0.5㎖、武田/モデル
ナ社0.25㎖（1・2回目の1/2）の量でワクチンを接種します。

【新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）】
太枠の部分が接種済証です

用途の選択 マイナンバーカードの読み取り 請求先の選択 記録の確認 一覧 詳細

一度発行すれば、
アプリを起動する
だけでいつでも接
種証明書を表示で
きます。

日本国内用か海
外用のどちらを
発行するか選択
します。

マイナンバーカー
ドを受け取った際
に設定した4桁の
暗証番号を入力し
ます。

スマートフォンに
マイナンバーカー
ドを密着させて読
み取ります。

接種時に住民票
のある市区町村
を選択してくだ
さい。

内容が正しいか
ご確認ください。
内容が異なる場
合は下記へご連
絡ください。

利用手順１ こちらをご用意ください 利用手順2 スマホでアプリをインストール
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
　・ Andrid 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

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

◀AppStore
　（iOS）

◀GooglePlay
　(Android)

1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果
　イギリスでは、2回目接種から12週以上経過した後に、さまざまなワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究
が行われ、その結果が報告されています。

安全性　3回目の接種7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性
の面で許容されること

効　果　1・2回目接種でファイザー社製ワクチンを接種
した人が、3回目でファイザー社ワクチンを接
種した場合と、武田/モデルナ社ワクチンを接
種をした場合のいずれにおいても、抗体価が上
昇すること

ワクチンの組み合わせ 抗体価

●
ファイザー

●
ファイザー

●
ファイザー

→ →

●
ファイザー

●
ファイザー

○
モデルナ

→ →

抗体価は
上昇

出典 ： Munro APS.etal.The Lancet.December 2021

３回目の接種の安全性と効果

　ファイザー社および武田/モデルナ社の薬事承認にお
いて、３回目の接種後７日以内の副反応は、1・2回目の接
種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一
部の症状の出現率に差があるものの、
おおむね1・2回目と同様の症状が
見られました。

安全性 【 2回目→3回目接種後の症状 】

　3回目を接種した人の方がしていない人よりも、新型
コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ない
と報告されています。

効　果

出典 ： 特例承認に係る報告書より
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▲市ホームページ

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！みずほ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

パパママくらぶ

2月17日（木）　13：30～14：30
保健センター（総合センター ３階）
無料

日　程

場　所

費　用

パパママくらぶは、瑞穂市にお住まいの妊娠中のママ、パパを対象にした体験教室です。

パパにもできる楽なお産ストレッチ
　イクメンになりたいけど何ができるか悩んでいる、そ
んなパパ必見！お腹が大きくなってきて、ママの腰痛や
肩こりが心配！お産が近づいたときに体のどこを押して
あげるといいの？など、夫婦ストレッチをとおして妊娠・
出産におけるパパの手助けポイントをお伝えします♪
※必ずご夫婦でご参加ください
※動きやすい服装でお越しください

プレママの赤ちゃんお世話講座
　抱っこ、オムツ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが生ま
れた生活はやることがいっぱい♪助産師・保健師といっ
しょ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♪

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　岐阜保健所 健康増進課　☎380-3004

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

　精密検査を受けるメリットは、異常の原因を突き止め、
治療を早期に始めることで治る可能性が高まることで
す。また病気でなかったとしても生活習慣を見直すきっ
かけになり、その結果病気の予防につながります。
　本当に怖いのは精密検査を受けずに放置し、治るはず
の病気が手遅れになることです。ぜひ時間を確保して、
精密検査を受けるようにしましょう。

申請方法
支給対象者①に該当する世帯は、申請は必要ありませ
ん。該当すると思われる世帯には確認書を郵送します。
必要事項を記入し、返信用封筒にて返送してください。
※一部申請が必要な場合があります
支給対象者②に該当する世帯は、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、世帯全員の各々の収入が
わかるものを添付し、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

受付期間　２月１４日（月）より開始予定

支給対象者
①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

②上記①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①と同様と認められる世帯

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面したかたが速やかに生活・暮らし
の支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して給付金を支給します。

　岐阜保健所では管轄している市町に出向き、精神科の
専門医による相談を開催しています。　
　相談に際し、相談者のプライバシーに配慮し、秘密は
厳守します。相談を希望されるかたは、事前に連絡して
ご予約ください（完全予約制）

令和３年度 がん検診精密検査者（1月14日現在）

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

0

0

0

5

0

0

2

0

3

0

12

36

29

154

18

20

13

233

44

22

がん発見 がん疑い がんなし 未受診

漏水調査実施のお知らせ
　貴重な資源である『水』を無駄にしないために、市が委託した調査会社による水道管の漏水調査を実施
します。

令和4年度 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。

給 付 額 １世帯あたり10万円

任用期間 任用日～令和5年3月31日
■募集職種一覧

応募期限 ２月10日（木）必着
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）

応募方法

選考方法

職 　 種 担 当 課
行政事務補助員（障がい者任用）
保健師
行政事務補助員、保健師、看護師
営繕職員、施設管理技術監
給食センター調理員、営繕職員
幼稚園教諭、幼稚園養護教諭
校務員、学校等生活支援員
通級指導教室指導員、理科支援員
担任保育士、保育士
保育所用務員、保育所調理員
子育て支援員
子育て支援センター保育士
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

総務課 ☎327-4111
地域福祉高齢課 ☎327-4126
健康推進課 ☎327-8611
都市管理課 ☎327-2102
教育総務課 ☎327-2115

学校教育課 ☎327-2116

幼児教育課 ☎327-2147

保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のママとパパ
母子健康手帳
２月1６日（水）までに要予約

日　時

場　所

対　象

持ち物

予　約

２月１9日（土）　受付13：15～13：30
　　　　　　　　　15：30終了予定

保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のかた
母子健康手帳
２月25日（金）までに要予約

日　時

場　所

対　象

持ち物

予　約

２月28日（月）　受付13：15～13：30
　　　　　　　　　15：30終了予定

がん精密検査、受けましたか？

岐阜保健所 こころの健康相談

※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

市内全域

2月26日（土）まで

東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

対　　象 お 願 い

期　　間

委託業者

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

●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

・

・

・

※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
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▲市ホームページ

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！みずほ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

パパママくらぶ

2月17日（木）　13：30～14：30
保健センター（総合センター ３階）
無料

日　程

場　所

費　用

パパママくらぶは、瑞穂市にお住まいの妊娠中のママ、パパを対象にした体験教室です。

パパにもできる楽なお産ストレッチ
　イクメンになりたいけど何ができるか悩んでいる、そ
んなパパ必見！お腹が大きくなってきて、ママの腰痛や
肩こりが心配！お産が近づいたときに体のどこを押して
あげるといいの？など、夫婦ストレッチをとおして妊娠・
出産におけるパパの手助けポイントをお伝えします♪
※必ずご夫婦でご参加ください
※動きやすい服装でお越しください

プレママの赤ちゃんお世話講座
　抱っこ、オムツ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが生ま
れた生活はやることがいっぱい♪助産師・保健師といっ
しょ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♪

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　岐阜保健所 健康増進課　☎380-3004

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

　精密検査を受けるメリットは、異常の原因を突き止め、
治療を早期に始めることで治る可能性が高まることで
す。また病気でなかったとしても生活習慣を見直すきっ
かけになり、その結果病気の予防につながります。
　本当に怖いのは精密検査を受けずに放置し、治るはず
の病気が手遅れになることです。ぜひ時間を確保して、
精密検査を受けるようにしましょう。

申請方法
支給対象者①に該当する世帯は、申請は必要ありませ
ん。該当すると思われる世帯には確認書を郵送します。
必要事項を記入し、返信用封筒にて返送してください。
※一部申請が必要な場合があります
支給対象者②に該当する世帯は、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、世帯全員の各々の収入が
わかるものを添付し、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

受付期間　２月１４日（月）より開始予定

支給対象者
①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

②上記①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①と同様と認められる世帯

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面したかたが速やかに生活・暮らし
の支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して給付金を支給します。

　岐阜保健所では管轄している市町に出向き、精神科の
専門医による相談を開催しています。　
　相談に際し、相談者のプライバシーに配慮し、秘密は
厳守します。相談を希望されるかたは、事前に連絡して
ご予約ください（完全予約制）

令和３年度 がん検診精密検査者（1月14日現在）

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

0

0

0

5

0

0

2

0

3

0

12

36

29

154

18

20

13

233

44

22

がん発見 がん疑い がんなし 未受診

漏水調査実施のお知らせ
　貴重な資源である『水』を無駄にしないために、市が委託した調査会社による水道管の漏水調査を実施
します。

令和4年度 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。

給 付 額 １世帯あたり10万円

任用期間 任用日～令和5年3月31日
■募集職種一覧

応募期限 ２月10日（木）必着
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）

応募方法

選考方法

職 　 種 担 当 課
行政事務補助員（障がい者任用）
保健師
行政事務補助員、保健師、看護師
営繕職員、施設管理技術監
給食センター調理員、営繕職員
幼稚園教諭、幼稚園養護教諭
校務員、学校等生活支援員
通級指導教室指導員、理科支援員
担任保育士、保育士
保育所用務員、保育所調理員
子育て支援員
子育て支援センター保育士
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

総務課 ☎327-4111
地域福祉高齢課 ☎327-4126
健康推進課 ☎327-8611
都市管理課 ☎327-2102
教育総務課 ☎327-2115

学校教育課 ☎327-2116

幼児教育課 ☎327-2147

保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のママとパパ
母子健康手帳
２月1６日（水）までに要予約

日　時

場　所

対　象

持ち物

予　約

２月１9日（土）　受付13：15～13：30
　　　　　　　　　15：30終了予定

保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のかた
母子健康手帳
２月25日（金）までに要予約

日　時

場　所

対　象

持ち物

予　約

２月28日（月）　受付13：15～13：30
　　　　　　　　　15：30終了予定

がん精密検査、受けましたか？

岐阜保健所 こころの健康相談

※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

市内全域

2月26日（土）まで

東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

対　　象 お 願 い

期　　間

委託業者

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

●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

・

・

・

※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
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今月のテーマ ： 伊勢湾の水質浄化について

 ～未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～ 

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 市役所において、みずほウォームビズ2021を行っています

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!

瑞穂市の下水道　２nd　NO.9

　瑞穂市は閉鎖性水域である伊勢湾流域に位置しているため、高度な水質浄化の規制が定められて
います。
　伊勢湾は内湾のため海水の出入りが少なく、人口および産業の集中により生活排水や事業活動による
排水により汚濁が著しい海域です。水質汚濁がひどい時には富栄養化が進み、赤潮や苦潮が発生します。
　そのため、閉鎖性水域に排出される汚濁物質の総量(汚濁負荷量)を一定基準以下に削減する「水質総
量削減制度」が設けられています。

水質総量規制の歴史
　高度経済成長時代には、大気汚染や水質汚濁、自然破壊などが日本各地で社会問題となり早急な対策
が求められるようになりました。水質汚濁については河川・湖沼・海域などの公共用水域の水質保全を図
るために昭和４５年に水質汚濁防止法が施行され、公共用水域の水質は大きく改善されました。しかし、閉
鎖性水域においては十分に効果を上げることが出来ず昭和５３年水質汚濁防止法の改正に伴い水質総量
削減制度が導入されました。

ＪＲ穂積駅周辺に出店しませんか？
　エキサイトでは駅周辺の空きスペースに出店したい
お店やキッチンカー事業者さんを募集しています！

　駅周辺のスペースで、皆さまが愛情込めて作った商
品を屋台やキッチンカーなどを使って販売していただ
けます。飲食物以外の販売も大歓迎です！みなさんも
一緒にＪＲ穂積駅を盛り上げていきませんか。

瑞穂市の役割
　伊勢湾での赤潮・苦潮の漁業被害は流域市町村の下水道整備などにより１９７０年代をピークに減少し
ていますが、現在でも依然として発生しています。赤潮や苦潮の原因は、主に生活排水の未処理が原因
です。
　伊勢湾の水質を改善させるための流域市町村の役割は、汚れた水を川に流さないことです。水をきれ
いにしているかどうかの指標が汚水処理人口普及率です。市の令和２年度末の数値は60.1％と県内ワー
スト２です。瑞穂市は公共用水域を汚している市町村に分類されています。そのため、令和２年度から公
共下水道事業に着手し、他の市町村と同様の水質改善に取り組み始めました。
　現在は、牛牧南部地域と本田団地が下水道の計画区域ですが、これから順次下水道区域を拡大してい
きます。公共下水道の普及で豊かな水環境を未来に届け、誇りの持てるまちをつくっていきますので、市
民の皆さんには市内の水環境のみならず、伊勢湾流域の水環境にも関心を持っていただきたいと考え
ています。

岐阜連携都市圏を知ろう！  今月は岐南町

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

  赤潮とは
　生活排水は窒素・リンをたくさん含んでいるため、
それを栄養として植物性プランクトンが異常に増え、
海水の色が赤色や褐色になる現象です。
　発生した大量のプランクトンが海中の酸素を著し
く減少させ魚や貝が大量に窒息死します。

  苦潮とは
　赤潮の原因となった大量のプランクトンが海底で
腐敗し、ヘドロとなります。腐敗に伴い有毒の硫化水
素が発生します。このような貧水素水塊が風などの
影響で海岸の浅いところに浮き上がり、逃げ場のな
い魚介類が大量に死にます。硫化水素はとても臭く、
また青白く見えるため、このような現象は苦潮(青潮)
と呼ばれています。

伏屋の獅子舞
　岐南町伏屋にある白山神社祭礼の際に奉納されてき
た伝統民俗芸能で、江戸時代より長きに渡り地域の人々
の手によって受け継がれています。全国各地に伝統芸能
としての獅子舞は見られますが、獅子の性別が雌の「雌
獅子」であること、また、獅子舞を用いて歌舞伎や人形浄
瑠璃の外題を演ずる「獅子芝居」が他の獅子舞には無い
非常に貴重な芸能であるとして、岐阜県重要無形民俗
文化財に登録されています。QRコードよりショートムー
ビーがご覧いただけます。伝統とそれを伝える人々が新
しい視点で紹介されていますので、ぜひご覧ください。

じ　　し

め

し　　し　  しば　  い

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

JR穂
積駅

穂積駅前
拠点事務所

至岐
阜・

名古
屋

至大
垣

事務局にてタープテント・
パイプ椅子・机などの
レンタルを行っています。

出店可能時間帯

出店料

平日のみ 10：00～22：00（１日単位）

市内のかた　1,500円～2,000円/日
市外のかた　2,000円～2,500円/日
（場所により異なります）

割引① 初めて出店されるかたは、初日出店料が500円/日に！
割引② 月に３回以上出店すると、１か月間出店料が半額に！

出店する程に
お得！

空きスペース①
キッチンカーまたは屋
台を出店できます。2
台程度おけますので、
複数出品も可能です。
※それぞれに出店料
が掛かります

空きスペース②
屋台を出店できます。

空きスペース③
屋台を出店できます。

※空きスペース③への出店には、エキサイトへの加入や
　イベントへの協力が条件となります

※新型コロナウイルス感染症の状況により事業を中断・縮小することがあります

●問い合わせ　
　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

自動車急発進抑制装置整備費補助制度について
　市では、後付けの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）を補助してい
ます。３月３１日（木）をもって申請の受付を終了しますので、お早めに申請をお願いします。

　その他、申請に必要な書類など、くわしくは市ホーム
ページまたは地域福祉高齢課までお問い合わせくださ
い。

対象者
・市に住民登録があり、市内に居住しているかた
・満65歳以上の、運転免許を有しているかた
・申請者または申請者と同一の世帯に属するかたが市
　県民税などを滞納していないかた

対象となる抑制装置
後付けの急発進等抑制装置などの内、国土交通省が一定
の抑制機能を有すると認定した装置

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
・ 非営利かつ個人が使用する目的である（社用車など
　ではない）

出典：伊勢湾総合対策協議会資料（岐阜県HPより）

出店される事業者さんが決まり
ましたら、公式Facebookや
Instagramで随時お知らせします。

ぜひ、お楽しみに！

※取付けは一般社団法人次世代自動車振興センターから認定された取扱い事業
　所で行う必要があります

※レンタル料金がかかります
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今月のテーマ ： 伊勢湾の水質浄化について

 ～未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～ 

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 市役所において、みずほウォームビズ2021を行っています

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!

瑞穂市の下水道　２nd　NO.9

　瑞穂市は閉鎖性水域である伊勢湾流域に位置しているため、高度な水質浄化の規制が定められて
います。
　伊勢湾は内湾のため海水の出入りが少なく、人口および産業の集中により生活排水や事業活動による
排水により汚濁が著しい海域です。水質汚濁がひどい時には富栄養化が進み、赤潮や苦潮が発生します。
　そのため、閉鎖性水域に排出される汚濁物質の総量(汚濁負荷量)を一定基準以下に削減する「水質総
量削減制度」が設けられています。

水質総量規制の歴史
　高度経済成長時代には、大気汚染や水質汚濁、自然破壊などが日本各地で社会問題となり早急な対策
が求められるようになりました。水質汚濁については河川・湖沼・海域などの公共用水域の水質保全を図
るために昭和４５年に水質汚濁防止法が施行され、公共用水域の水質は大きく改善されました。しかし、閉
鎖性水域においては十分に効果を上げることが出来ず昭和５３年水質汚濁防止法の改正に伴い水質総量
削減制度が導入されました。

ＪＲ穂積駅周辺に出店しませんか？
　エキサイトでは駅周辺の空きスペースに出店したい
お店やキッチンカー事業者さんを募集しています！

　駅周辺のスペースで、皆さまが愛情込めて作った商
品を屋台やキッチンカーなどを使って販売していただ
けます。飲食物以外の販売も大歓迎です！みなさんも
一緒にＪＲ穂積駅を盛り上げていきませんか。

瑞穂市の役割
　伊勢湾での赤潮・苦潮の漁業被害は流域市町村の下水道整備などにより１９７０年代をピークに減少し
ていますが、現在でも依然として発生しています。赤潮や苦潮の原因は、主に生活排水の未処理が原因
です。
　伊勢湾の水質を改善させるための流域市町村の役割は、汚れた水を川に流さないことです。水をきれ
いにしているかどうかの指標が汚水処理人口普及率です。市の令和２年度末の数値は60.1％と県内ワー
スト２です。瑞穂市は公共用水域を汚している市町村に分類されています。そのため、令和２年度から公
共下水道事業に着手し、他の市町村と同様の水質改善に取り組み始めました。
　現在は、牛牧南部地域と本田団地が下水道の計画区域ですが、これから順次下水道区域を拡大してい
きます。公共下水道の普及で豊かな水環境を未来に届け、誇りの持てるまちをつくっていきますので、市
民の皆さんには市内の水環境のみならず、伊勢湾流域の水環境にも関心を持っていただきたいと考え
ています。

岐阜連携都市圏を知ろう！  今月は岐南町

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

  赤潮とは
　生活排水は窒素・リンをたくさん含んでいるため、
それを栄養として植物性プランクトンが異常に増え、
海水の色が赤色や褐色になる現象です。
　発生した大量のプランクトンが海中の酸素を著し
く減少させ魚や貝が大量に窒息死します。

  苦潮とは
　赤潮の原因となった大量のプランクトンが海底で
腐敗し、ヘドロとなります。腐敗に伴い有毒の硫化水
素が発生します。このような貧水素水塊が風などの
影響で海岸の浅いところに浮き上がり、逃げ場のな
い魚介類が大量に死にます。硫化水素はとても臭く、
また青白く見えるため、このような現象は苦潮(青潮)
と呼ばれています。

伏屋の獅子舞
　岐南町伏屋にある白山神社祭礼の際に奉納されてき
た伝統民俗芸能で、江戸時代より長きに渡り地域の人々
の手によって受け継がれています。全国各地に伝統芸能
としての獅子舞は見られますが、獅子の性別が雌の「雌
獅子」であること、また、獅子舞を用いて歌舞伎や人形浄
瑠璃の外題を演ずる「獅子芝居」が他の獅子舞には無い
非常に貴重な芸能であるとして、岐阜県重要無形民俗
文化財に登録されています。QRコードよりショートムー
ビーがご覧いただけます。伝統とそれを伝える人々が新
しい視点で紹介されていますので、ぜひご覧ください。

じ　　し

め

し　　し　  しば　  い

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

JR穂
積駅

穂積駅前
拠点事務所

至岐
阜・

名古
屋

至大
垣

事務局にてタープテント・
パイプ椅子・机などの
レンタルを行っています。

出店可能時間帯

出店料

平日のみ 10：00～22：00（１日単位）

市内のかた　1,500円～2,000円/日
市外のかた　2,000円～2,500円/日
（場所により異なります）

割引① 初めて出店されるかたは、初日出店料が500円/日に！
割引② 月に３回以上出店すると、１か月間出店料が半額に！

出店する程に
お得！

空きスペース①
キッチンカーまたは屋
台を出店できます。2
台程度おけますので、
複数出品も可能です。
※それぞれに出店料
が掛かります

空きスペース②
屋台を出店できます。

空きスペース③
屋台を出店できます。

※空きスペース③への出店には、エキサイトへの加入や
　イベントへの協力が条件となります

※新型コロナウイルス感染症の状況により事業を中断・縮小することがあります

●問い合わせ　
　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

自動車急発進抑制装置整備費補助制度について
　市では、後付けの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）を補助してい
ます。３月３１日（木）をもって申請の受付を終了しますので、お早めに申請をお願いします。

　その他、申請に必要な書類など、くわしくは市ホーム
ページまたは地域福祉高齢課までお問い合わせくださ
い。

対象者
・市に住民登録があり、市内に居住しているかた
・満65歳以上の、運転免許を有しているかた
・申請者または申請者と同一の世帯に属するかたが市
　県民税などを滞納していないかた

対象となる抑制装置
後付けの急発進等抑制装置などの内、国土交通省が一定
の抑制機能を有すると認定した装置

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
・ 非営利かつ個人が使用する目的である（社用車など
　ではない）

出典：伊勢湾総合対策協議会資料（岐阜県HPより）

出店される事業者さんが決まり
ましたら、公式Facebookや
Instagramで随時お知らせします。

ぜひ、お楽しみに！

※取付けは一般社団法人次世代自動車振興センターから認定された取扱い事業
　所で行う必要があります

※レンタル料金がかかります
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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！！マイナポイント第2弾実施中！ ⇨

市民安全情報 備えあれば憂いなし！ 冬の道での交通事故防止
 近年は凍結や積雪が減ってきていますが、突然の降雪
や凍結が心配です。油断することなく平素から備えま
しょう。

冬用タイヤ・タイヤチェーンなどを装備
　朝晩の凍結、急な降雪に備え、常日ごろから冬用タイ
ヤの着装やタイヤチェーンを備え付けましょう。

橋上の凍結に注意
　市内には河川にかかる橋が多く、橋上の凍結や前後の
坂道でのスリップが心配です。橋を通行する際は、路面
状況に十分注意し、慎重な運転に努めましょう。

降雪による視界不良に注意
　ヘッドライトやフォグランプを確実に点灯し、周囲に自
車の存在をアピールしましょう。

商工農政観光課
からのお知らせ 冬の寒いうちにジャンボタニシを駆除しましょう

外来種ジャンボタニシ
　ジャンボタニシは南アメリカ原産の大型巻貝で、台湾
から食用として持ち込まれました。繁殖力が大変強いた
め、完全な駆除が難しく、世界の侵略的外来種ワースト
100リスト選定種となっています。

ジャンボタニシの特徴
・雑食性で雑草や稲はもちろん、動物性タンパクも摂
取、共食いもします。気密性の高い殻により乾燥や農
薬、電気などに高い耐性を示します。

・卵は鮮紅色またはピンク色で、稲や畔、川縁、水路壁な
ど水面より高いところに産み付けます。繁殖力が強く
年に２千～８千個の卵を産むといわれます。

・病原体の媒体となりえますので、素手で触らないでく
ださい。

市民課からの
お  知  ら  せ 個人番号（マイナンバー）カードを作りませんか？

申請の手順
　１．個人番号カード交付申請書に必要事項を記入
　2．顔写真を貼り付け
　3．返信用封筒に入れてポストへ投函
　※交付申請書、返信用封筒を失くされたかたは、マイナン

バーカード総合サイトからダウンロードできます

冬季に取り組む　ジャンボタニシ対策
　春からのジャンボタニシによる被害軽減のためにも冬
の固い土壌を耕うんするときは、耕うん機の速度を通常
より遅くし、ロータリーの回転数を速くして作業を行って
ください。
　また水口、畦畔周囲、水たまりのできやすい部分の土
壌には貝が多く潜っていますので、念入りに耕うんする
と良いです。

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

平日に来庁できないかたは
　事前連絡のうえ、休日等交付日に
市民課へお越しください。
　（休日等交付日については、瑞穂市
ホームページでご確認ください。）

北方警察署の窓 ニセ電話詐欺の被害に遭わないために！
 ニセ電話詐欺の被害が増加しています。ニセ電話詐欺
は、被害者の心理を巧みに悪用した犯罪で「誰もが被害
者になる可能性」があります。令和３年中に、岐阜県内で
多発した詐欺の手口は次のとおりです。

還付金詐欺
　県内では、60歳代のかたを中心に還付金詐欺の電話
が相次いでいます。その手口は、市役所職員などを名乗
り、「介護保険の払戻金があります。」「封筒を送りました
が返信がないので電話をしました。」「通帳とキャッシュカ
ードを持って銀行（ATM）に行ってください。」などと電
話がかかり、ATMに誘導し、電話で指示しながら犯人の
口座にお金を振り込ませるものです。

　岐阜県では、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エ
ネルギーの利用促進に取り組んでいます。１月１８日（火）
より環境にやさしい再エネ電気に関心を持っていただく
きっかけとして、再エネ電気のグループ購入「EE電（いい
でん）」キャンペーンを実施しています。

　令和２年度に他自治体で実施した例では、年間電気料
金が市場価格より平均約10,000円※お得になりました。
みなさんも再エネ電気を、この機会にお得に購入して「未
来のために今できること」を始めてみませんか。
※令和２年度に他自治体にて実施された事業における参加登
録者の平均電力使用量（4,936ｋWh/ 年）で再生可能エ
ネルギー比率 100％の料金メニューに切り替えた場合の年
間節約金額（東京電力従量電灯 Bとの比較：11,096 円）
の試算値です

未然防止好事例
　昨年11月某日、管内の金融機関において、ニセ電話
詐欺で騙された高齢女性（68歳）が、携帯電話で通話し
ながら現金自動預払機（ATM）を操作していたところ、
その姿を見た別の顧客が「還付金詐欺ではないか」と疑
い、店舗職員と連携して声掛けするなどして、被害を未
然に防止した好事例がありました。

～詐欺被害に遭わないために～
　電話で「お金が必要」「キャッシュカードを預かる」「暗
証番号を教えて」「還付金があ
る」などの話をされたら、それ
は詐欺です。一人で判断せず
に、警察や家族、民生委員など
必ず誰かに相談しましょう。

消費生活相談室 成年年齢が20歳から18歳に変わります！
参加登録期間  １月１８日（火）～３月１５日（火）EE電キャンペーン参加者募集！

成年に達すると何が変わる？
　親権者の同意がなくても、自分の意志でさまざまな契
約ができるようになります。成年になると「未成年者取消
権」はなくなり、契約を結ぶかどうか決めるのも、その契約
に対して責任を負うのも自分自身になります。

成年に達した後、契約する際に注意することは？
　その契約が必要かどうかをよく検討することが大切で
す。携帯電話を購入する、ひとり暮らしの部屋を借りる、
クレジットカードを作るなどすべて契約行為になります。

車両に積もったり付着したりした雪の除去
　雪が積もったまま運転すると、フロントガラスに雪が
滑り落ち視界を遮ったり、後続車に雪を飛ばすおそれが
あります。
　また、ヘッドライトやサポートカーの各センサーに付着
した雪は、機器の性能を損ないます。
●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

●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

●記事について　
　岐阜県 環境管理課 温暖化・気候変動対策係
　☎272-1111（内線2694）

消費者へのアドバイス民法改正により、令和４年１月１日から成年年齢が20歳から
18歳に変わりました。
令和４年１月１日に18歳、19歳に達しているかたは、その日
から成人になります。　　

言葉巧みに勧誘する悪徳業者もいます。
契約が本当に必要かどうか、冷静に判断する力を
身につけることが大切です！

検 索岐阜県　いいでん

●問い合わせ　
　岐阜県EE電事務局（県協定締結事業者：アイチューザー株式会社）
　　 0120-457-200（10：00～18：00　土・日・祝日を除く）

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

〒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

〈 送付先 〉 

※瑞穂市は本事業広報について岐阜県と協働で実施しています
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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！！マイナポイント第2弾実施中！ ⇨

市民安全情報 備えあれば憂いなし！ 冬の道での交通事故防止
 近年は凍結や積雪が減ってきていますが、突然の降雪
や凍結が心配です。油断することなく平素から備えま
しょう。

冬用タイヤ・タイヤチェーンなどを装備
　朝晩の凍結、急な降雪に備え、常日ごろから冬用タイ
ヤの着装やタイヤチェーンを備え付けましょう。

橋上の凍結に注意
　市内には河川にかかる橋が多く、橋上の凍結や前後の
坂道でのスリップが心配です。橋を通行する際は、路面
状況に十分注意し、慎重な運転に努めましょう。

降雪による視界不良に注意
　ヘッドライトやフォグランプを確実に点灯し、周囲に自
車の存在をアピールしましょう。

商工農政観光課
からのお知らせ 冬の寒いうちにジャンボタニシを駆除しましょう

外来種ジャンボタニシ
　ジャンボタニシは南アメリカ原産の大型巻貝で、台湾
から食用として持ち込まれました。繁殖力が大変強いた
め、完全な駆除が難しく、世界の侵略的外来種ワースト
100リスト選定種となっています。

ジャンボタニシの特徴
・雑食性で雑草や稲はもちろん、動物性タンパクも摂
取、共食いもします。気密性の高い殻により乾燥や農
薬、電気などに高い耐性を示します。

・卵は鮮紅色またはピンク色で、稲や畔、川縁、水路壁な
ど水面より高いところに産み付けます。繁殖力が強く
年に２千～８千個の卵を産むといわれます。

・病原体の媒体となりえますので、素手で触らないでく
ださい。

市民課からの
お  知  ら  せ 個人番号（マイナンバー）カードを作りませんか？

申請の手順
　１．個人番号カード交付申請書に必要事項を記入
　2．顔写真を貼り付け
　3．返信用封筒に入れてポストへ投函
　※交付申請書、返信用封筒を失くされたかたは、マイナン

バーカード総合サイトからダウンロードできます

冬季に取り組む　ジャンボタニシ対策
　春からのジャンボタニシによる被害軽減のためにも冬
の固い土壌を耕うんするときは、耕うん機の速度を通常
より遅くし、ロータリーの回転数を速くして作業を行って
ください。
　また水口、畦畔周囲、水たまりのできやすい部分の土
壌には貝が多く潜っていますので、念入りに耕うんする
と良いです。

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

平日に来庁できないかたは
　事前連絡のうえ、休日等交付日に
市民課へお越しください。
　（休日等交付日については、瑞穂市
ホームページでご確認ください。）

北方警察署の窓 ニセ電話詐欺の被害に遭わないために！
 ニセ電話詐欺の被害が増加しています。ニセ電話詐欺
は、被害者の心理を巧みに悪用した犯罪で「誰もが被害
者になる可能性」があります。令和３年中に、岐阜県内で
多発した詐欺の手口は次のとおりです。

還付金詐欺
　県内では、60歳代のかたを中心に還付金詐欺の電話
が相次いでいます。その手口は、市役所職員などを名乗
り、「介護保険の払戻金があります。」「封筒を送りました
が返信がないので電話をしました。」「通帳とキャッシュカ
ードを持って銀行（ATM）に行ってください。」などと電
話がかかり、ATMに誘導し、電話で指示しながら犯人の
口座にお金を振り込ませるものです。

　岐阜県では、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エ
ネルギーの利用促進に取り組んでいます。１月１８日（火）
より環境にやさしい再エネ電気に関心を持っていただく
きっかけとして、再エネ電気のグループ購入「EE電（いい
でん）」キャンペーンを実施しています。

　令和２年度に他自治体で実施した例では、年間電気料
金が市場価格より平均約10,000円※お得になりました。
みなさんも再エネ電気を、この機会にお得に購入して「未
来のために今できること」を始めてみませんか。
※令和２年度に他自治体にて実施された事業における参加登
録者の平均電力使用量（4,936ｋWh/ 年）で再生可能エ
ネルギー比率 100％の料金メニューに切り替えた場合の年
間節約金額（東京電力従量電灯 Bとの比較：11,096 円）
の試算値です

未然防止好事例
　昨年11月某日、管内の金融機関において、ニセ電話
詐欺で騙された高齢女性（68歳）が、携帯電話で通話し
ながら現金自動預払機（ATM）を操作していたところ、
その姿を見た別の顧客が「還付金詐欺ではないか」と疑
い、店舗職員と連携して声掛けするなどして、被害を未
然に防止した好事例がありました。

～詐欺被害に遭わないために～
　電話で「お金が必要」「キャッシュカードを預かる」「暗
証番号を教えて」「還付金があ
る」などの話をされたら、それ
は詐欺です。一人で判断せず
に、警察や家族、民生委員など
必ず誰かに相談しましょう。

消費生活相談室 成年年齢が20歳から18歳に変わります！
参加登録期間  １月１８日（火）～３月１５日（火）EE電キャンペーン参加者募集！

成年に達すると何が変わる？
　親権者の同意がなくても、自分の意志でさまざまな契
約ができるようになります。成年になると「未成年者取消
権」はなくなり、契約を結ぶかどうか決めるのも、その契約
に対して責任を負うのも自分自身になります。

成年に達した後、契約する際に注意することは？
　その契約が必要かどうかをよく検討することが大切で
す。携帯電話を購入する、ひとり暮らしの部屋を借りる、
クレジットカードを作るなどすべて契約行為になります。
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●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

●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
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　☎272-1111（内線2694）
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〒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

〈 送付先 〉 

※瑞穂市は本事業広報について岐阜県と協働で実施しています

広報みずほ・2022.215 14広報みずほ・2022.2



みずほ教育便
Vol.58

教育
委員
会発

　市内の中学生がさまざまなテーマについて、瑞穂市や自分たちの生活の現状について調査します。そして、よりよくするた
めのアイデアを出し合ったり、活動を行ったりして、各中学校で意見をまとめ発表します。子どもたちが瑞穂市のよりよい未
来を思い描く中で、社会の一員であるという自覚を持つことを目指しています。令和3年度は防災の視点で取り組みました。

みずほ未来プロジェクトの紹介!!

●問い合わせ　学校教育課　☎327-2116

〈 4つの習慣 〉
1. 寝たばこは、絶対にしない、させない。 
2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 
3. こんろを使うときは火のそばを離れない。 
4. コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

●問い合わせ　岐阜市消防本部消防総務課　☎262-7161

活動内容
（ 1 ） 普通救命講習、日本赤十字救急法講習を受講
（ 2 ） 入退団式、消防訓練、出初式など行事への参加
（ 3 ） ふれあいフェスタなどで啓発活動
待　遇
・ 年額報酬(36,500円)、その他手当を支給 
・ 活動服、制服を貸与
構　成
平成28年度に組織され、20代～40代の13名で活動して
います

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

防災 令和4年 春季火災予防運動

防災 ぎふ消防フェスタ2022
　体験や学びを通して「消防の魅力」と「防火・防災への
関心」を高めていただけるイベント「消防フェスタ」を開
催します。
　はしご車搭乗体験や防火服着装体験、現役消防官によ
る消防音楽隊コンサートなど、さまざまな体験ブースを
予定しています。

防災 女性消防団員を募集します!!
　現在、災害現場においては女性目線の意見が重視さ
れ、必要とされています。ぜひ身近なところから防火、
防災のために一緒に活動しませんか?

令和3年度テーマ 守ろう、みずほのまち、深めよう、みずほの絆!

〈 6つの対策 〉
1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安
　全装置の付いた機器を使用する。
2.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期
　的に点検し、10年を目安に交換する。
3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣
　類およびカーテンは防炎品を使用する。
4.火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、
　使い方を確認しておく。
5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法
　を常に確保し、備えておく。
6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐ
　るみの防火対策を行う。

日　時　3月6日(日)　10:00～16:00
場　所　みんなの森 ぎふメディアコスモス
　　　　　 岐阜市司町40-5 
入場料　無 料
駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

実施期間　3月1日(火)～3月7日(月)
令和3年度全国統一防火標語
おうち時間 家族で点検 火の始末

　空気が乾燥し火災が発生しやすい時季を迎えますの
で、この機会に今一度、火災予防の意識を高め、ご家庭
の防火対策を見直してください。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

●問い合わせ　岐阜市消防本部予防課 ☎262-7163　瑞穂消防署 ☎327-0119

▲体験ブースの定員、申込など、くわしくは、上記QR
コードよりご確認ください。

募集要項
市内在住、在勤、在学の18歳以上の女性

下記連絡先まで連絡。入団申込書を郵送
します。

5名程度(4月1日より入団)

入団資格

申込方法

募集人数

随時募集中 !

生徒たちに、今年度のテーマと防災の
視点で取り組む大切さについて説明
しました。

第1回プロジェクト会議(5/25)

各中学校の活動状況や今度の活動予
定について交流しました。それぞれの
学校の活動について大学の先生から
助言をもらいました。

第2回プロジェクト会議(10/25)

各中学校の代表者が、これまでの研究の成果をプレゼンテーションに
まとめました。

発表会（12/13）

テーマを受け、情報収集を行い、得られた情報を整理・分析しました。
「自分たちにできることは何か」という視点で取り組みました。

各中学校の研究
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　瑞穂市男女共同参画推進条例施行10周年を記
念した講演会を開催し、約100名が参加しました。
開会にあたって森市長は「男女共同参画について
すべての年代に理解を広げ、女性が生涯活躍でき
る社会の構築、また女性自身も高い目標をもつ意
識改革が必要です」と挨拶しました。

　第１部の講演会では、「人生100年時代を生き
抜く力」と題し、講師のC3R株式会社 代表取締役 黑子智代さんがストレスを回避しながら人間関係を円滑に進める方法などを話し
ました。（写真左）
　第２部のパネルディスカッションでは、国家資格キャリアコンサルタントの林亜紀子さんをコーディネーターに迎え、講師の黑子智代
さん、大垣共立銀行営業支援部女性応援プロジェクト担当部長の高橋由香さん、朝日大学法学部准教授の宮坂果麻理さん、森市長が
挫折や失敗から学んだ経験やコロナ禍で気づいた大切にしたいことなど、人生を楽しく生きるためのそれぞれの考えを話しました。
（写真右）

人生１００年時代を生き抜く力人生１００年時代を生き抜く力
場所：総合センター　サンシャインホール

まちの 話題
T OW N  R E P O R T

11
28

　朝日大学法学部の宮坂准教授（写真右）が令和３年度「岐阜県男
女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰」を受賞し、市長報告
に訪れました。
　市の男女共同参画推進審議会の発足時から会長として参画する
など、市の計画策定や男女共同参画事業の推進、機運醸成に貢献
されています。宮坂准教授は、「自治体の地道な取り組みが徐々に
広がり、女性の活躍や教育力・地域力の向上など効果がでている地
域もある。今後も継続的に取り組んでいくことが大切」と話しまし
た。

市の男女共同参画事業の推進に尽力市の男女共同参画事業の推進に尽力
場所：公室

12
3

　公益財団法人広島平和文化セン
ターから被爆体験伝承者として委嘱
を受けた若山隆英さんが生津小学校
６年生61人に向けて被爆体験伝承
講話を行いました。
　講話を聞いた児童は「命の大切さ
や原爆の怖さを改めて知ることがで
きました。戦争をする理由は平和のた
めとか、自分たちの都合のよい言葉
で言っているけど、どんな理由があっ
ても戦争は起こしてはいけないと思
います」と話しました。

知って考えよう　戦争の悲惨さと平和の尊さ知って考えよう　戦争の悲惨さと平和の尊さ
場所：生津小学校

12
7

　江﨑武雄さん（写真中央）が、消防功労の分野で瑞宝単光
章を受章されました。江﨑さんは、昭和54年に旧穂積町消防
団に入団、平成25年からは消防団の副団長を務められ消防団
の発展に貢献されました。消防団を退団されてからは、消防協
会顧問として消防団員の指導育成に尽力され、市長からは永
きに渡る消防団への功績への感謝の言葉がありました。

　岐阜北納税貯蓄組合の中学生の「税についての作文」で、
穂積中学校３年生の硲悠真さん（写真左端）が最高位の国税
庁長官賞を受賞しました。同校で表彰式が行われ、入賞者に
賞状などが送られました。穂積中では今井妙さん（岐阜県知事
賞）、仲辻理桜さん（岐阜北税務署長賞）、棚橋奏心さん（瑞穂
市長賞）、森田紗奈さん（瑞穂市教育長賞）が入賞しました。

受章報告（瑞宝単光章）受章報告（瑞宝単光章）
場所：公室

12
3

　セザール穂積自治会の野田寧宏自治会長（写真中央）が、自
治功労の分野で旭日単光章を受章されました。野田自治会長
は、22年間の長きにわたり自治会長を務められ、地域に根ざし
た活動を行ったこと、また総務大臣表彰の受賞歴もあることか
ら今回の受章となりました。岐阜県自治連絡協議会の後藤会
長より伝達され、市長への報告とともに喜びを語られました。

　瑞穂市少年少女消防クラブは、防災キャンプを実施しました。
　今回の防災キャンプでは、エアマットおよびワンタッチパー
テーションを組み立てて避難所体験、防災ビデオの鑑賞や防
災クイズを通して防災について考え学びました。

受章報告（旭日単光章）受章報告（旭日単光章）
場所：公室

12
2

防災キャンプを実施防災キャンプを実施
場所：牛牧北部防災コミュニティセンター

12
4

　市民の皆さんが気軽に音楽に親しめる「ネオクラシックコンサート」を２年ぶりに開催しました。昨年度はコロナ禍のため中止となり、
今年度は奏者の距離や楽器の飛沫防止対策を取っての開催です。指揮者に石田正さん、チェロに坂田晃子さん、管弦楽に岐阜県交
響楽団をお招きし、今年生誕180年を迎えるドヴォルザークのチェロ協奏曲などの演奏を行いました。美しい管弦楽の調べは、来場者
336人にとっての一足早いクリスマスプレゼントとなりました。

ネオクラシックコンサート開催ネオクラシックコンサート開催
場所：総合センター　サンシャインホール

12
19

税についての作文　５名入賞税についての作文　５名入賞
場所：穂積中学校

11
30

きょく　じつ　たん　こう　しょうずい　ほう　たん　こう　しょう
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人生１００年時代を生き抜く力人生１００年時代を生き抜く力
場所：総合センター　サンシャインホール

まちの 話題
T OW N  R E P O R T

11
28

　朝日大学法学部の宮坂准教授（写真右）が令和３年度「岐阜県男
女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰」を受賞し、市長報告
に訪れました。
　市の男女共同参画推進審議会の発足時から会長として参画する
など、市の計画策定や男女共同参画事業の推進、機運醸成に貢献
されています。宮坂准教授は、「自治体の地道な取り組みが徐々に
広がり、女性の活躍や教育力・地域力の向上など効果がでている地
域もある。今後も継続的に取り組んでいくことが大切」と話しまし
た。

市の男女共同参画事業の推進に尽力市の男女共同参画事業の推進に尽力
場所：公室

12
3

　公益財団法人広島平和文化セン
ターから被爆体験伝承者として委嘱
を受けた若山隆英さんが生津小学校
６年生61人に向けて被爆体験伝承
講話を行いました。
　講話を聞いた児童は「命の大切さ
や原爆の怖さを改めて知ることがで
きました。戦争をする理由は平和のた
めとか、自分たちの都合のよい言葉
で言っているけど、どんな理由があっ
ても戦争は起こしてはいけないと思
います」と話しました。

知って考えよう　戦争の悲惨さと平和の尊さ知って考えよう　戦争の悲惨さと平和の尊さ
場所：生津小学校

12
7

　江﨑武雄さん（写真中央）が、消防功労の分野で瑞宝単光
章を受章されました。江﨑さんは、昭和54年に旧穂積町消防
団に入団、平成25年からは消防団の副団長を務められ消防団
の発展に貢献されました。消防団を退団されてからは、消防協
会顧問として消防団員の指導育成に尽力され、市長からは永
きに渡る消防団への功績への感謝の言葉がありました。

　岐阜北納税貯蓄組合の中学生の「税についての作文」で、
穂積中学校３年生の硲悠真さん（写真左端）が最高位の国税
庁長官賞を受賞しました。同校で表彰式が行われ、入賞者に
賞状などが送られました。穂積中では今井妙さん（岐阜県知事
賞）、仲辻理桜さん（岐阜北税務署長賞）、棚橋奏心さん（瑞穂
市長賞）、森田紗奈さん（瑞穂市教育長賞）が入賞しました。

受章報告（瑞宝単光章）受章報告（瑞宝単光章）
場所：公室

12
3

　セザール穂積自治会の野田寧宏自治会長（写真中央）が、自
治功労の分野で旭日単光章を受章されました。野田自治会長
は、22年間の長きにわたり自治会長を務められ、地域に根ざし
た活動を行ったこと、また総務大臣表彰の受賞歴もあることか
ら今回の受章となりました。岐阜県自治連絡協議会の後藤会
長より伝達され、市長への報告とともに喜びを語られました。

　瑞穂市少年少女消防クラブは、防災キャンプを実施しました。
　今回の防災キャンプでは、エアマットおよびワンタッチパー
テーションを組み立てて避難所体験、防災ビデオの鑑賞や防
災クイズを通して防災について考え学びました。

受章報告（旭日単光章）受章報告（旭日単光章）
場所：公室

12
2

防災キャンプを実施防災キャンプを実施
場所：牛牧北部防災コミュニティセンター

12
4

　市民の皆さんが気軽に音楽に親しめる「ネオクラシックコンサート」を２年ぶりに開催しました。昨年度はコロナ禍のため中止となり、
今年度は奏者の距離や楽器の飛沫防止対策を取っての開催です。指揮者に石田正さん、チェロに坂田晃子さん、管弦楽に岐阜県交
響楽団をお招きし、今年生誕180年を迎えるドヴォルザークのチェロ協奏曲などの演奏を行いました。美しい管弦楽の調べは、来場者
336人にとっての一足早いクリスマスプレゼントとなりました。

ネオクラシックコンサート開催ネオクラシックコンサート開催
場所：総合センター　サンシャインホール

12
19

税についての作文　５名入賞税についての作文　５名入賞
場所：穂積中学校

11
30

きょく　じつ　たん　こう　しょうずい　ほう　たん　こう　しょう
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利用可能時間
利 用 方 法

施設開放時間

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

別府保育所地域子育て支援センター
別府140番地（別府保育所東館２階）　☎326-2525

子育て中のみなさん！ 遊びに来ませんか？子育て支援センター情報2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

200円＋材料費100円

200円＋材料費1,800円

200円＋材料費100円

10：30～11：30

10：30～13：00

10：30～11：30

10：00～11：30

10：30～11：30

※全ての講座、開放は当面の間、定員を5～8組。2月の講座は1月11日（火）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。12月20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。2月2日（水）～4日（金）（9：30～15：00）に各支援センターに電話で予約してください

事　業

炭竃 桂子氏

宇佐美 茂子氏

支援センター

弓削 英香氏

支援センター

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

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

日　時 講　師 費　用

絵本の読み聞かせ

食養講座＆ランチ会

お誕生日会

緑のワークショップ

季節の制作と遊び ～ひな祭り～

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

7日（月）

9日（水）

10日（木）

15日（火）

ボランティアが無料で修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

講師：センター職員

講師：センター職員

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

10：30～11：30

事　業

牛牧

別府

牛牧

別府

牛牧

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

縁起がいいね！僕、私だけのつるし飾り作り※

お楽しみ劇場と遊び※

24日（木）

14日（月）

21日（月）

10日（木）

25日（金）

200円

無料

2,500円

500円

200円

350円

13：30～14：30

10：30～11：30

10：30～12：00

13：00～14：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

明正会のみなさん

鈴木 喜洋氏

秦 理絵子氏

高木 諭美氏

支援センター

なかしまこどもクリニック
院長 中島 俊彦氏

日　時 講　師 費　用

中島先生の漢方講座【春夏秋冬の風邪対策】

明正会【季節の折り紙遊び】

特別講座【原木椎茸菌打ち体験】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

こびとカフェ

2日（水）

9日（水）

14日（月）

16日（水）

21日（月）

週1～2回

　上記子育て支援センターは、市内在住の未就園児とその保護者が利用
できます。
　くわしくは市ホームページまたはママフレでご確認ください。

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

▼ママフレ▼牛牧▼別府

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済ですか？ 申請期限は2月28日（月）です

17日（木）
24日（木）

200円＋材料費250円＋
ランチ親子700円

シュタイナー教育講座
【絵本を通してみるシュタイナー教育】
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利用可能時間
利 用 方 法

施設開放時間

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

別府保育所地域子育て支援センター
別府140番地（別府保育所東館２階）　☎326-2525

子育て中のみなさん！ 遊びに来ませんか？子育て支援センター情報2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

200円＋材料費100円

200円＋材料費1,800円

200円＋材料費100円

10：30～11：30

10：30～13：00

10：30～11：30

10：00～11：30

10：30～11：30

※全ての講座、開放は当面の間、定員を5～8組。2月の講座は1月11日（火）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。12月20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。2月2日（水）～4日（金）（9：30～15：00）に各支援センターに電話で予約してください

事　業

炭竃 桂子氏

宇佐美 茂子氏

支援センター

弓削 英香氏

支援センター

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

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

日　時 講　師 費　用

絵本の読み聞かせ

食養講座＆ランチ会

お誕生日会

緑のワークショップ

季節の制作と遊び ～ひな祭り～

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

7日（月）

9日（水）

10日（木）

15日（火）

ボランティアが無料で修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

講師：センター職員

講師：センター職員

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

10：30～11：30

事　業

牛牧

別府

牛牧

別府

牛牧

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

縁起がいいね！僕、私だけのつるし飾り作り※

お楽しみ劇場と遊び※

24日（木）

14日（月）

21日（月）

10日（木）

25日（金）

200円

無料

2,500円

500円

200円

350円

13：30～14：30

10：30～11：30

10：30～12：00

13：00～14：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

明正会のみなさん

鈴木 喜洋氏

秦 理絵子氏

高木 諭美氏

支援センター

なかしまこどもクリニック
院長 中島 俊彦氏

日　時 講　師 費　用

中島先生の漢方講座【春夏秋冬の風邪対策】

明正会【季節の折り紙遊び】

特別講座【原木椎茸菌打ち体験】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

こびとカフェ

2日（水）

9日（水）

14日（月）

16日（水）

21日（月）

週1～2回

　上記子育て支援センターは、市内在住の未就園児とその保護者が利用
できます。
　くわしくは市ホームページまたはママフレでご確認ください。

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

▼ママフレ▼牛牧▼別府

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済ですか？ 申請期限は2月28日（月）です

17日（木）
24日（木）

200円＋材料費250円＋
ランチ親子700円

シュタイナー教育講座
【絵本を通してみるシュタイナー教育】
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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

催事 高齢者・障害者のための成年後見相談会
日 　 時
場 　 所

実施機関

2月26日（土）　12：00～16：00
OKBふれあい会館 ４階
402、403、404小会議室
（岐阜市薮田南５丁目14-53）

岐阜県司法書士会
（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜
県支部

日 　 時
場 　 所
定  員
申  込

2月26日（土）　1３：30～15：30
OKBふれあい会館 ３階 302中会議室
８０名（要予約・先着順）
住所、郵便番号、氏名、フリガナ、電話番号、
年齢、職業を明記の上、郵送またはFAX（電
話も可）

日 　 時
開催方法
 
料　 金
申込方法

２月２８日（月）　13：30～16：00
オンライン配信（Zoomによる限定配信）
岐阜商工会議所 大ホール（岐阜市神田町2-2）
無料
必要事項を明記の上、メールまたはFAX
にて申し込み（会社名など、氏名、連絡
先、オンライン参加または会場参加）
２月２４日（木）12：00まで受付

相談は無料です。ご相談はお気軽に！

ひとり暮らしの
今後が不安だ。

知的障がいを持つ
子どもの将来が心配

親の年金が勝手に
使われているみたい。
どうしよう…

遺産分割協議をしたい
けど、相続人の１人が
認知症でできない…

自分のこと、家族のこと
これからのこと、相談してみては？

催事 成年後見制度に関する説明会募集 令和4年度もとす広域連合 会計年度任用職員募集
「成年後見人って最近よく耳にするけど？」
「認知症になったら、どうなるのか将来が不安だわ。」
「遺産分割の必要があるんだけど・・・。」
これらの疑問に対して、実際に後見業務を行っている
リーガルサポートの役員がわかりやすく説明します。

　近年、身近なものになりつつあるＡＩ（人工知能）を
はじめ、地域の大学・高等専門学校の最新の研究内容
を紹介します。産学官連携に興味がある、また大学・
高等専門学校に専門的な相談を受けたいみなさん
の参加をお待ちしています。

●問い合わせ
　（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部
　〒500-8114 岐阜市金竜町5-10-1 岐阜県司法書士会館内
　☎259-7118　　245-2327

●問い合わせ　岐阜県司法書士会事務局　☎246-1568

岐阜連携都市圏事業（主催：岐阜市　共催：岐阜商工会議所　後援：（一社）岐阜県経済同友会）

岐阜地域産学官連携交流会2022開催Pick Up！

テーマ　大学との出会いで広がるビジネスチャンス

基調講演　13：40～14：30
「ＡＩってなんだ？
～岐阜大学 人工知能研究推進センターの取り組み～」
　人工知能研究推進センター　センター長
　　加藤　邦人氏　※講師はオンラインでの参加

交 流 会　14：30～16：00
ＡＩなどの情報技術をはじめ、地域の大学・高等専門学
校の最新の研究内容を動画で配信。
※当日の相談内容は出展者に通知し、後日マッチングを行います

受講料
無 料

日 　 時
　
場 　 所
　
主 催

2月26日（土）　10：00～16：00
　　　　　　　  ※最終受付15：30

マーサ２１北館１階　桜パーク
岐阜市正木中1-2-1
岐阜県行政書士会岐阜支部

応募書類
　
応募期限
試 験 日

履歴書、資格を証明する書類（見込み証明
含む）の写し
２月１５日（火）
２月下旬～３月上旬

※勤務条件、報酬、必要資格などの詳細につ
いては、広域連合ホームぺージでご確認い
ただくか、上記問い合わせ先までご連絡く
ださい。なお都合により募集をとりやめるこ
とがあります

催事 行政書士による無料相談会

●問い合わせ
　岐阜県行政書士会岐阜支部
　岐阜市薮田南1-11-12
　岐阜県水産会館5階511号室
　☎276-1774

●申込、問い合わせ
　岐阜市経済部商工課　
　☎214-2359　　265-2218
　　kei-shoukou@city.gifu.gifu.jp

予約不要・無料で相談できます！
当日、会場にお越しください！
相続・遺言 成年後見 在留資格

民泊 会社設立 建設業許可

営業許可 自動車登録 内容証明

農地・開発 その他行政書士の取扱業務

介 護 職 員

運 転 手

調 理 員

療 育 指 導 員

職　種 勤務地 業　務 問い合わせ・書類送付先

老人福祉施設大和園　
☎0581-34-2555
〒501-1205 本巣市曽井中島1156-4

療育医療施設 幼児療育センター
☎323-0584　
〒501-0471 本巣市政田500-1

特別養護老人ホームまたは
デイサービスの介護業務

幼児療育センターにおける
療育指導（週19時間勤務）

デイサービスの送迎業務

厨房の調理業務

老人福祉施設 大和園

幼児療育センター

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】 

【対　象】 
【料　金】 
【その他】 

おひな様の塗り絵に色を塗り、ひな壇に飾ります。
2月11日（金・祝）～3月3日（木）　
9：00～20：00　
※2月21日（月）は本田コミセンと南部コミセン休館日

幼児から大人まで、ご家族でのご参加大歓迎です。
無料
事前の申し込みは不要。制作に必要な用具
は用意します。　

ひな祭りイベントのご案内
　最近、さまざまなところで耳にするＳＤＧｓ。難しい印象
を持っているかたは少なくないと思います。
　ＳＤＧｓってなに？持続可能な開発目標ってなに？17の
目標ってなに？をテーマに、みんなで学んでみませんか。
　コミュニティセンターでは、私たちの暮らしの中にある
身近なＳＤＧｓについて、楽しく学べるイベントを行ってい
きます。　

コミセンでＳＤＧｓを学ぼう！

本田コミュニティセンター
☎329-1600

牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　
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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

催事 高齢者・障害者のための成年後見相談会
日 　 時
場 　 所

実施機関

2月26日（土）　12：00～16：00
OKBふれあい会館 ４階
402、403、404小会議室
（岐阜市薮田南５丁目14-53）

岐阜県司法書士会
（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜
県支部

日 　 時
場 　 所
定  員
申  込

2月26日（土）　1３：30～15：30
OKBふれあい会館 ３階 302中会議室
８０名（要予約・先着順）
住所、郵便番号、氏名、フリガナ、電話番号、
年齢、職業を明記の上、郵送またはFAX（電
話も可）

日 　 時
開催方法
 
料　 金
申込方法

２月２８日（月）　13：30～16：00
オンライン配信（Zoomによる限定配信）
岐阜商工会議所 大ホール（岐阜市神田町2-2）
無料
必要事項を明記の上、メールまたはFAX
にて申し込み（会社名など、氏名、連絡
先、オンライン参加または会場参加）
２月２４日（木）12：00まで受付

相談は無料です。ご相談はお気軽に！

ひとり暮らしの
今後が不安だ。

知的障がいを持つ
子どもの将来が心配

親の年金が勝手に
使われているみたい。
どうしよう…

遺産分割協議をしたい
けど、相続人の１人が
認知症でできない…

自分のこと、家族のこと
これからのこと、相談してみては？
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岐阜連携都市圏事業（主催：岐阜市　共催：岐阜商工会議所　後援：（一社）岐阜県経済同友会）

岐阜地域産学官連携交流会2022開催Pick Up！

テーマ　大学との出会いで広がるビジネスチャンス
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※当日の相談内容は出展者に通知し、後日マッチングを行います

受講料
無 料

日 　 時
　
場 　 所
　
主 催
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　　　　　　　  ※最終受付15：30
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応募期限
試 験 日

履歴書、資格を証明する書類（見込み証明
含む）の写し
２月１５日（火）
２月下旬～３月上旬

※勤務条件、報酬、必要資格などの詳細につ
いては、広域連合ホームぺージでご確認い
ただくか、上記問い合わせ先までご連絡く
ださい。なお都合により募集をとりやめるこ
とがあります

催事 行政書士による無料相談会
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相続・遺言 成年後見 在留資格

民泊 会社設立 建設業許可

営業許可 自動車登録 内容証明
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●問い合わせ  図書館（本館）☎326-2300  （分館）☎328-7070

新着図書 ご案内\今月 おすすめ/

“泣いても
いいんだよ”
の育児

峯田昌

自由国民社

【著　者】

【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｡

ナオミ・ノヴィク
井上里
静山社
2021年8月

【著　者】
【訳　者】
【出版社】
【出版年】

田辺聖子
十八歳の日の記録

田辺聖子

文藝春秋

【著　者】

【出版社】

支える、
支えられる、
支え合う

サヘル・ローズ

岩波書店

【編　著】

【出版社】

闇の魔法学校Lesson1
死のエデュケーション

　魔法学校と聞くと楽しい学校生活を思い浮
かべるかもしれません。しかし、スコロマンス魔法学院は魔物の巣
くう危険な学校。守ってくれる先生もいないので、卒業までの４年
間を生徒だけで過ごさなくてはいけません。当然みんな仲良くと
いう訳にはいかず、学校の雰囲気も殺伐としています。多くの生
徒がグループを作り生活するなか、主人公の少女ガラドリエルは
自分の魔法が強力なことに悩み、ひねくれ、孤立していました。し
かし、そんな彼女も正義感の強い青年オリオンと関わるうちに仲
間ができ、新たな魔法の知識を得ることもでき・・・。ガラドリエルと
オリオン、そして仲間たちは無事に卒業できるのでしょうか？

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時45分ま

ででお願いします。
・マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒のご協力をお

願いします。

　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】
【定　員】

2月23日（水･祝）　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
60名　※要整理券
受付は２月5日(土)から分館にて開始(先着順です)

　保存期限が過ぎたなどの図書（大人向け）を無償譲渡します。
　定員を設けた6つのグループに分け、入替を行います。

【日　時】

【場　所】
【対　象】
【定　員】

【ご注意】

2月26日(土) 　①14：00～ ②14：40～ ③15：20～
2月27日(日) 　④10：00～ ⑤10：40～ ⑥11：20～
瑞穂市図書館２階学習室　
図書館カード登録者
１グループ 20人　※要整理券
受付は2月11日(金･祝)から本館にて開始
(先着順です。定員に達した時点で、そのグループの受付は終了し
ます｡必ず図書館カードをお持ちください。）
1人1回までです。（26日か27日、どちらかのみの参加となります）

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。

2月のテーマ本
本 館

分 館

・RDD2022in岐阜｢難病図書フェアー｣
 ※RDD(Rare Disease Day)
　 世界希少･難治性疾患の日
・考えよう多文化共生
 ※岐阜県公共図書館協議会　 共通資料テーマ展示

ねこ・チョコレート・ぬくぬくあったまろう

（1/18現在）

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

2/3
（木）

2/9
（水）

ふなぶせ
南

障がい者
総合生活支援
センター
クロス

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

 市では、税理士による相続税や贈与
税などの税に関する無料相談を行っ
ています。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、次のとおりご協
力をお願いします。
・相談は事前の予約が必要です
・相談室への入室は2人までです
・相談時間は原則25分以内です。事前
　に相談したい内容をまとめてください
・当日は受付票の記入をお願いします
　感染症予防のため、マスクを着用
してお越しいただくようお願いしま
す。また発熱（37.5度以上）、咳、呼吸
困難、倦怠感、体調不良などの症状
があるかたはご遠慮ください。なお、
感染症拡大の状況から判断し、中止
する場合があります。
■日 2月17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

　異なる学年や学校の仲間とレクリ
エーション（レク）やボランティア、自
然体験をしてみませんか？

活動内容はＱＲコードから確認（市
ホームページへリンク）
■料  2,000円
■資 小学校６年生から高校生まで
■申 下記ＱＲコードからオンライン申込
　（保護者と一緒に申込
　　画面を開いてください）
■問 生涯学習課
　☎327-2117

主な活動

・定例会（毎月１回）…岐阜聖徳学
園大学のレクリエーション研究
会の皆さんからレクの伝授
・子ども会への協力…子ども会で
レクを披露
・その他市主催行事への協力…
受付や誘導、司会など
・夏季研修…日帰り、宿泊などで
川下りをしたり歴史散策をした
りします。

令和４年度
瑞穂市少年リーダー募集

　2月1日時点の飼育状況の報告が
法律により義務付けられています。
詳細は岐阜県中央家畜保健衛生所
ホームページをご覧ください。
■問 岐阜県中央家畜保健衛生所防疫係
　☎201-0530

家畜（牛、馬、羊、豚など）や
家きん（鶏、あひる、うずらなど）
を飼育しているみなさまへ

　地域包括支援センターは、介護保
険サービスや認知症についてなど、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て、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 2月14日（月）・28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

瑞穂市地域包括支援センター
出張相談所のご案内

　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 2月2日（水）、9日（水）、16日（水）
　①13：30～②14：30～③15：30～
　④16：30～
　 結果説明含め、30分程度
■所 総合センター　４階創作室
　（来所時は、総合センター１階地域
　 福祉高齢課にお寄りください）
■対  60歳以上で要介護・要支援認定
　 を受けていないかた
■料 　無料
■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
　（各実施日の前日まで）

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

■日  ｅラーニング期間
　 2月28日（月）～3月13日（日）
　 実技講習・効果測定
　 3月16日（水）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
■料  テキスト代4,170円（口座振込）
■資 岐阜市消防本部管内の事業所に

おいて防火管理者に選任される
予定のかたで、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
■〆 2月14日（月）
■申 岐阜市ホームページ（https://

www.city.gifu.lg.jp/39142.h
tm）からオンライン申請による申
込（※先着順）。
詳 細 は ご 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）

　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  2月15日（火）　13：00～16：00
　 （受付15：00まで）
■所  総合センター　5階第3会議室
■問 （公社）岐阜県宅地建物取引業
　 協会岐阜北支部　☎295-1982

空家等不動産無料相談会

　総務省統計局より瑞穂市の人口に
ついて以下のとおり発表されました。

世帯数　22,502世帯
ご協力ありがとうございました。
■問 総合政策課　☎327-4128

国勢調査2020

　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!!

図 書 館 企 画

バルーンアート パフォーマンスショー

大人向け図書 リサイクルフェア

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

総数 女男

56,388人 28,105人 28,283人

　3月31日をもちまして、総合セン
ター２階の浴室を廃止することにな
りました（現在、利用中止中）。ご理解
の程よろしくお願いいたします。長い
間ご利用いただき誠にありがとうご
ざいました。
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126

総合センター　浴室廃止のお知らせ

22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

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

新着図書 ご案内\今月 おすすめ/

“泣いても
いいんだよ”
の育児

峯田昌

自由国民社

【著　者】

【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｡

ナオミ・ノヴィク
井上里
静山社
2021年8月

【著　者】
【訳　者】
【出版社】
【出版年】

田辺聖子
十八歳の日の記録

田辺聖子

文藝春秋

【著　者】

【出版社】

支える、
支えられる、
支え合う

サヘル・ローズ

岩波書店

【編　著】

【出版社】

闇の魔法学校Lesson1
死のエデュケーション

　魔法学校と聞くと楽しい学校生活を思い浮
かべるかもしれません。しかし、スコロマンス魔法学院は魔物の巣
くう危険な学校。守ってくれる先生もいないので、卒業までの４年
間を生徒だけで過ごさなくてはいけません。当然みんな仲良くと
いう訳にはいかず、学校の雰囲気も殺伐としています。多くの生
徒がグループを作り生活するなか、主人公の少女ガラドリエルは
自分の魔法が強力なことに悩み、ひねくれ、孤立していました。し
かし、そんな彼女も正義感の強い青年オリオンと関わるうちに仲
間ができ、新たな魔法の知識を得ることもでき・・・。ガラドリエルと
オリオン、そして仲間たちは無事に卒業できるのでしょうか？

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時45分ま

ででお願いします。
・マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒のご協力をお

願いします。

　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】
【定　員】

2月23日（水･祝）　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
60名　※要整理券
受付は２月5日(土)から分館にて開始(先着順です)

　保存期限が過ぎたなどの図書（大人向け）を無償譲渡します。
　定員を設けた6つのグループに分け、入替を行います。

【日　時】

【場　所】
【対　象】
【定　員】

【ご注意】

2月26日(土) 　①14：00～ ②14：40～ ③15：20～
2月27日(日) 　④10：00～ ⑤10：40～ ⑥11：20～
瑞穂市図書館２階学習室　
図書館カード登録者
１グループ 20人　※要整理券
受付は2月11日(金･祝)から本館にて開始
(先着順です。定員に達した時点で、そのグループの受付は終了し
ます｡必ず図書館カードをお持ちください。）
1人1回までです。（26日か27日、どちらかのみの参加となります）

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。

2月のテーマ本
本 館

分 館

・RDD2022in岐阜｢難病図書フェアー｣
 ※RDD(Rare Disease Day)
　 世界希少･難治性疾患の日
・考えよう多文化共生
 ※岐阜県公共図書館協議会　 共通資料テーマ展示

ねこ・チョコレート・ぬくぬくあったまろう

（1/18現在）

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

2/3
（木）

2/9
（水）

ふなぶせ
南

障がい者
総合生活支援
センター
クロス

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

 市では、税理士による相続税や贈与
税などの税に関する無料相談を行っ
ています。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、次のとおりご協
力をお願いします。
・相談は事前の予約が必要です
・相談室への入室は2人までです
・相談時間は原則25分以内です。事前
　に相談したい内容をまとめてください
・当日は受付票の記入をお願いします
　感染症予防のため、マスクを着用
してお越しいただくようお願いしま
す。また発熱（37.5度以上）、咳、呼吸
困難、倦怠感、体調不良などの症状
があるかたはご遠慮ください。なお、
感染症拡大の状況から判断し、中止
する場合があります。
■日 2月17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

　異なる学年や学校の仲間とレクリ
エーション（レク）やボランティア、自
然体験をしてみませんか？

活動内容はＱＲコードから確認（市
ホームページへリンク）
■料  2,000円
■資 小学校６年生から高校生まで
■申 下記ＱＲコードからオンライン申込
　（保護者と一緒に申込
　　画面を開いてください）
■問 生涯学習課
　☎327-2117

主な活動

・定例会（毎月１回）…岐阜聖徳学
園大学のレクリエーション研究
会の皆さんからレクの伝授
・子ども会への協力…子ども会で
レクを披露
・その他市主催行事への協力…
受付や誘導、司会など
・夏季研修…日帰り、宿泊などで
川下りをしたり歴史散策をした
りします。

令和４年度
瑞穂市少年リーダー募集

　2月1日時点の飼育状況の報告が
法律により義務付けられています。
詳細は岐阜県中央家畜保健衛生所
ホームページをご覧ください。
■問 岐阜県中央家畜保健衛生所防疫係
　☎201-0530

家畜（牛、馬、羊、豚など）や
家きん（鶏、あひる、うずらなど）
を飼育しているみなさまへ

　地域包括支援センターは、介護保
険サービスや認知症についてなど、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て、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 2月14日（月）・28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

瑞穂市地域包括支援センター
出張相談所のご案内

　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 2月2日（水）、9日（水）、16日（水）
　①13：30～②14：30～③15：30～
　④16：30～
　 結果説明含め、30分程度
■所 総合センター　４階創作室
　（来所時は、総合センター１階地域
　 福祉高齢課にお寄りください）
■対  60歳以上で要介護・要支援認定
　 を受けていないかた
■料 　無料
■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
　（各実施日の前日まで）

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

■日  ｅラーニング期間
　 2月28日（月）～3月13日（日）
　 実技講習・効果測定
　 3月16日（水）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
■料  テキスト代4,170円（口座振込）
■資 岐阜市消防本部管内の事業所に

おいて防火管理者に選任される
予定のかたで、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
■〆 2月14日（月）
■申 岐阜市ホームページ（https://

www.city.gifu.lg.jp/39142.h
tm）からオンライン申請による申
込（※先着順）。
詳 細 は ご 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）

　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  2月15日（火）　13：00～16：00
　 （受付15：00まで）
■所  総合センター　5階第3会議室
■問 （公社）岐阜県宅地建物取引業
　 協会岐阜北支部　☎295-1982

空家等不動産無料相談会

　総務省統計局より瑞穂市の人口に
ついて以下のとおり発表されました。

世帯数　22,502世帯
ご協力ありがとうございました。
■問 総合政策課　☎327-4128

国勢調査2020

　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!!

図 書 館 企 画

バルーンアート パフォーマンスショー

大人向け図書 リサイクルフェア

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

総数 女男

56,388人 28,105人 28,283人

　3月31日をもちまして、総合セン
ター２階の浴室を廃止することにな
りました（現在、利用中止中）。ご理解
の程よろしくお願いいたします。長い
間ご利用いただき誠にありがとうご
ざいました。
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126

総合センター　浴室廃止のお知らせ

22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
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両手の指をつけ、ハート形を作
ります。
そのまま、手を前方へ移動させ
ます。

アゴの下に沿うように、人差
し指と親指でV字を作ります。
手を下に移動させながら人差
し指と親指をくっつけます。
「～したい」という使い方もあ
ります。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566
●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）

日　時
　

会　場

定　員
対象者
受講料
申 込

その他

毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①10：30～　②13：30～
　
　
美来の森館研修室
（十九条382番地1）
①、②各10名 
小学生以上
市民のかた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。

受講生募集手話で手語ろう！

バレンタインデー

好き

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。

編集 記 チャンネルCCNから放送日程のご案内

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た（

敬
称
略
）

※第2土曜日は、②のみ開講。団体の
場合は日曜日も開講しますので、
ご希望のかたはご連絡ください

　地域を歩いて健康になろう!!
　ポイントを貯めて、プレゼントをも
らおう!!
●毎月第２土曜日　自由参加（気楽
　に歩きましょう!!）
■日 2月12日（土）　※雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に３～４kmの
　 ウォーキングに出かけます。
■料  無料
●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
●解散時刻　11：00頃

●毎月第４土曜日　要予約（クラブ
　バスにて片道1時間程度の所へ行
　きます）
■日 2月26日（土）　※雨天中止
■所 小紅の渡し中心で長良川堤防回り
　 ウォーキング（１時間位ウォーキング）
■料  無料
●集合時刻　8：45
●出発時刻　9：00
●集合場所　巣南公民館Link-up　
　　　　　　みずほ事務所前
●解散時刻　12：00
※お電話にてお申込みください

はつらつ健康ウォーキング
(第２・第４土曜日午前中)

■日 2月27日（日）雨天中止
■所 犬山　
■料  2,000円
■定  先着12名（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）
●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2月7日（月）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
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犬山ウォーキング教室
成田山新勝寺～犬山城

■日 3月9日（水）雨天中止
■所 滋賀県大津市
■料  3,300円(入山料込・拝観料別途)
■定  先着12名（定員に達し次第締切）
●出発時刻　8：30（8：15集合）
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　16：00頃
巣南公民館（8 : 30）→石山寺着
（10:30）→ノルディックウォーキング
（10:40～11:50）→境内自由行動
（各自昼食）（12:00～13:50）→出発
（14:00）→巣南公民館着（16:00頃）
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にて2月7日（月）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

ノルディックウォーキング
体験教室　石山寺 　不起訴処分に不満をお持ちのかた

は、検察審査会にご相談ください。審
査の申立てや手続案内に費用はかか
りません。秘密は固く守られます。
●検察審査会とは
　「交通事故や詐欺などの犯罪の被害
にあい、警察や検察庁へ訴えたのに、
検察官が加害者を裁判にかけてくれ
ないことが納得できない。」このような
かたのために「検察官が事件を裁判に
かけなかったこと（不起訴処分）が相当
かどうか」を審査する国の機関です。こ
の制度は昭和23年に始まって以来、
すでに70年以上の歴史があります。
●審査員について
　検察審査会では11人の検察審査員
が、この審査を行います。審査員は、選
挙権を有する皆さんの中から「くじ」で
選ばれることになっています。
■問 岐阜地方裁判所庁舎内
　「岐阜検察審査会事務局」
　☎２６２-５２６３

検察審査会からのお知らせ

　人権擁護委員が相談に応じます。
どなたでもお気軽にご利用ください。
■日 ２月28日（月）
　10：00～12：00、13：00～15：00
■所 総合センター　5階第1～3会議室
■料  無料
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126

特設人権相談所を開設

公募事業　　
響け和太鼓ｉｎＭＩＺＵＨＯ
　和太鼓の魅力を発信し、瑞穂市内
における和太鼓文化の振興を図るこ
とを目的に、市内で活動する和太鼓
団体が共同で発表会を開きます。
■日 2月6日（日）　13：30～
■所 総合センター　サンシャインホール
■料  無料
●参加団体　
ざ・民舞ぎふ、すなみ富有太鼓保存
会、馬東鼓・若駒、穂積太鼓保存会　
　　　　　　　　
◎第５回若駒定期発表会
■日 3月6日（日）　13：00開場
■所 市民センター　ハナミズキホール
■料  無料
　和太鼓「馬東鼓」が指導する小学
生の和太鼓「若駒」が昨年に引き続
いて１年間の練習の成果を発表しま
す。今回もコロナ対策を講じて開催
したいと考えていますので、ご協力
よろしくお願いします。

事業

　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 2月2日（水）・9日（水）・16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

　身体をほぐしながら、楽しく運動
できます。
■日 2月8日（火）・22日（火）・3月1日（火）
　10:45～11:45(月2回)
■所 市民センター　大ホール
■料  2,500円／月
■対  成人のかた
　 無料体験会同時開催！！
●指導者　東さゆみ（（一社）体力メ
ンテナンス協会認定インストラク
ター体力指導士）

ストレッチ＆バランスボール教室

文 化 協 会

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、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

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（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２ 宮田３００-１ 
巣南公民館内
☎３２８-７１４１
https://mizuho-bunka.org

　昨年末から１月にかけては、週末になると積雪する日が多かったよ
うに思います。路面凍結など車の運転には注意が必要ですし、渋滞の
発生により通勤時間も見通しが難しく、大人になるにつれて雪に対し
ての喜びが薄れていくものではないでしょうか。幼少の頃はうれしく
て仕方なかったはずなのにと、思い直して早朝から雪だるま作りに挑
戦しました。極寒の中、いい大人がもくもくと雪を転がす姿は異様
だったに違いありませんが、その甲斐あってできあがったのが、表紙
に掲載の雪だるまかきりんです。目、頬は色紙、口や手は枝を使って、
納得のクオリティです。雪遊びできるくらいは雪が積もるけど、雪害
がおきるほどの降雪はない、そんな瑞穂市でよかったなと再認識。

／先輩スラッガー

岐阜スゥープスホーム戦
地元のプロバスケチームを
応援しよう！

生中継

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります

地デジ１1ｃｈ

岐阜県のプロバスケットボールチーム
「岐阜スゥープス」の２月のホーム戦を生放送します！

第２０節 ＶＳトライフープ岡山 
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ） 

２月１９日（土） １４：４５～
２月２０日（日） １３：４５～
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両手の指をつけ、ハート形を作
ります。
そのまま、手を前方へ移動させ
ます。

アゴの下に沿うように、人差
し指と親指でV字を作ります。
手を下に移動させながら人差
し指と親指をくっつけます。
「～したい」という使い方もあ
ります。

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566
●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）

日　時
　

会　場

定　員
対象者
受講料
申 込

その他

毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①10：30～　②13：30～
　
　
美来の森館研修室
（十九条382番地1）
①、②各10名 
小学生以上
市民のかた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。

受講生募集手話で手語ろう！

バレンタインデー

好き

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。

編集 記 チャンネルCCNから放送日程のご案内

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た（

敬
称
略
）

※第2土曜日は、②のみ開講。団体の
場合は日曜日も開講しますので、
ご希望のかたはご連絡ください

　地域を歩いて健康になろう!!
　ポイントを貯めて、プレゼントをも
らおう!!
●毎月第２土曜日　自由参加（気楽
　に歩きましょう!!）
■日 2月12日（土）　※雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に３～４kmの
　 ウォーキングに出かけます。
■料  無料
●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
●解散時刻　11：00頃

●毎月第４土曜日　要予約（クラブ
　バスにて片道1時間程度の所へ行
　きます）
■日 2月26日（土）　※雨天中止
■所 小紅の渡し中心で長良川堤防回り
　 ウォーキング（１時間位ウォーキング）
■料  無料
●集合時刻　8：45
●出発時刻　9：00
●集合場所　巣南公民館Link-up　
　　　　　　みずほ事務所前
●解散時刻　12：00
※お電話にてお申込みください

はつらつ健康ウォーキング
(第２・第４土曜日午前中)

■日 2月27日（日）雨天中止
■所 犬山　
■料  2,000円
■定  先着12名（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）
●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2月7日（月）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
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犬山ウォーキング教室
成田山新勝寺～犬山城

■日 3月9日（水）雨天中止
■所 滋賀県大津市
■料  3,300円(入山料込・拝観料別途)
■定  先着12名（定員に達し次第締切）
●出発時刻　8：30（8：15集合）
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時刻　16：00頃
巣南公民館（8 : 30）→石山寺着
（10:30）→ノルディックウォーキング
（10:40～11:50）→境内自由行動
（各自昼食）（12:00～13:50）→出発
（14:00）→巣南公民館着（16:00頃）
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にて2月7日（月）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

ノルディックウォーキング
体験教室　石山寺 　不起訴処分に不満をお持ちのかた

は、検察審査会にご相談ください。審
査の申立てや手続案内に費用はかか
りません。秘密は固く守られます。
●検察審査会とは
　「交通事故や詐欺などの犯罪の被害
にあい、警察や検察庁へ訴えたのに、
検察官が加害者を裁判にかけてくれ
ないことが納得できない。」このような
かたのために「検察官が事件を裁判に
かけなかったこと（不起訴処分）が相当
かどうか」を審査する国の機関です。こ
の制度は昭和23年に始まって以来、
すでに70年以上の歴史があります。
●審査員について
　検察審査会では11人の検察審査員
が、この審査を行います。審査員は、選
挙権を有する皆さんの中から「くじ」で
選ばれることになっています。
■問 岐阜地方裁判所庁舎内
　「岐阜検察審査会事務局」
　☎２６２-５２６３

検察審査会からのお知らせ

　人権擁護委員が相談に応じます。
どなたでもお気軽にご利用ください。
■日 ２月28日（月）
　10：00～12：00、13：00～15：00
■所 総合センター　5階第1～3会議室
■料  無料
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126

特設人権相談所を開設

公募事業　　
響け和太鼓ｉｎＭＩＺＵＨＯ
　和太鼓の魅力を発信し、瑞穂市内
における和太鼓文化の振興を図るこ
とを目的に、市内で活動する和太鼓
団体が共同で発表会を開きます。
■日 2月6日（日）　13：30～
■所 総合センター　サンシャインホール
■料  無料
●参加団体　
ざ・民舞ぎふ、すなみ富有太鼓保存
会、馬東鼓・若駒、穂積太鼓保存会　
　　　　　　　　
◎第５回若駒定期発表会
■日 3月6日（日）　13：00開場
■所 市民センター　ハナミズキホール
■料  無料
　和太鼓「馬東鼓」が指導する小学
生の和太鼓「若駒」が昨年に引き続
いて１年間の練習の成果を発表しま
す。今回もコロナ対策を講じて開催
したいと考えていますので、ご協力
よろしくお願いします。

事業

　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 2月2日（水）・9日（水）・16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

　身体をほぐしながら、楽しく運動
できます。
■日 2月8日（火）・22日（火）・3月1日（火）
　10:45～11:45(月2回)
■所 市民センター　大ホール
■料  2,500円／月
■対  成人のかた
　 無料体験会同時開催！！
●指導者　東さゆみ（（一社）体力メ
ンテナンス協会認定インストラク
ター体力指導士）

ストレッチ＆バランスボール教室

文 化 協 会

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、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

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（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２ 宮田３００-１ 
巣南公民館内
☎３２８-７１４１
https://mizuho-bunka.org

　昨年末から１月にかけては、週末になると積雪する日が多かったよ
うに思います。路面凍結など車の運転には注意が必要ですし、渋滞の
発生により通勤時間も見通しが難しく、大人になるにつれて雪に対し
ての喜びが薄れていくものではないでしょうか。幼少の頃はうれしく
て仕方なかったはずなのにと、思い直して早朝から雪だるま作りに挑
戦しました。極寒の中、いい大人がもくもくと雪を転がす姿は異様
だったに違いありませんが、その甲斐あってできあがったのが、表紙
に掲載の雪だるまかきりんです。目、頬は色紙、口や手は枝を使って、
納得のクオリティです。雪遊びできるくらいは雪が積もるけど、雪害
がおきるほどの降雪はない、そんな瑞穂市でよかったなと再認識。

／先輩スラッガー

岐阜スゥープスホーム戦
地元のプロバスケチームを
応援しよう！

生中継

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります

地デジ１1ｃｈ

岐阜県のプロバスケットボールチーム
「岐阜スゥープス」の２月のホーム戦を生放送します！

第２０節 ＶＳトライフープ岡山 
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ） 

２月１９日（土） １４：４５～
２月２０日（日） １３：４５～
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人の動き（12月末現在）
（前月比　   1人減）人口 人55,490 男 人27,679 （前月比 　  9人増） （前月比　  10人減）女 人27,811

（前月比 　 8世帯増）世帯数 世帯22,346

令 和 ４ 年 度

対　　象

講座日時

講座内容

瑞穂大学 受講生募集
　明るく楽しい人生は、いきいきと自ら生涯学習をすすめる姿からも生まれます。
　ぜひ、学ぶ機会にしていただきたいと思います。下記の要領にて、お申し込みください。

申し込み

<問い合わせ> 
生涯学習課(巣南庁舎) 

☎327-2117 

受 講 料

無料

申込用紙に必要事項を記入し、３月１8日（金）までに生涯学習課・総合センター・
市民センター・巣南公民館へ提出（各所に申込用紙を配置してあります）。
※寿学部：団体（各単位老人クラブ所属）のかたは、寿学部世話係（各単位老人クラブ）へ提出

毎回、季節の歌を聴いたり歌ったりします。講演会形式で話を聴きます。
（社会見学もあります。）
※寿学部は毎回、体にやさしい５分間体操をします

概ね60歳以上の、市内在住・在勤の男女

原則、毎月第１または第２木曜日
13:30～15:00
開講式に年間計画表を配布

その他
・両学部ともに、講座会場は主として総合センターサンシャインホールです。
・４月１９日（火）13：30より、寿・女性・脳力活性学部合同開講式を開催します。
・脳力活性学部の申し込みは、広報みずほ3月号でお知らせします。
・感染症拡大防止に留意して実施しますので、対応へのご協力をお願いします。

寿学部
市内在住・在勤の成人女性

原則、毎月第３または第４木曜日
13:30～15:00
開講式に年間計画表を配布

女性学部




