
　「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に健康増進法が改正されました。違反者には場合により罰則が
適用されます。　

関市プレミアム付商品券のお知らせ

タバコに関するルールが変わりました。

  照 会 先

  照 会 先

企画広報課　☎23-7014

市民健康課　☎24-0111

内閣府プレミアム付
商品券キャラクター
カクニャン

20歳未満の人は

関市プレミアム付商品券購入引換券を発送します。

購入引換券の取扱いには十分ご注意ください。

関市プレミアム付商品券の販売窓口

①市民税が非課税でかつ課税者の被扶養者でない人のうち、関市プレミアム付商品券購入引換券の交付申請書を提出した人
　・申請書の内容を審査し、9月下旬以降順次発送いたします。
②平成28年4月2日から令和元年7月31日までの間に生まれた子のいる世帯の世帯主
　・申請書の提出は不要です。9月下旬に購入引換券を発送いたします。
※令和元年8月1日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる世帯の世帯主には、10月下旬以降に購入引換券　
を発送いたします。

★購入引換券は、簡易書留でお届けします。不在等の理由により、簡易書留を
　受け取ることができなかった場合には、必ず再配達の依頼を行ってください。	
★購入引換券は、いかなる場合でも再発行ができません。紛失されると、
　関市プレミアム付商品券を購入することはできませんのでご注意ください。

◎関市役所　市民ホール
　開設期間　10月1日～令和2年1月10日　開設時間　平日　午前9時～午後4時
※令和2年1月13日～令和2年2月28日　関市役所３階企画広報課窓口で販売します。
◎関市内の郵便局（簡易郵便局は除く）
　開設期間　10月1日～令和2年2月28日
　開設時間　平日　午前9時～午後5時（ただし関郵便局のみ　平日　午前9時～午後7時）
詳しくは、関市プレミアム付商品券購入引換券に同封するご案内をご覧ください。

【平成31年1月から周囲への配慮が義務化されました】
　　喫煙者は望まない受動喫煙をさせないように配慮する義務があります。屋外や家庭で喫煙する際、できるだけ人
　のいない場所で喫煙することや妊婦や子ども、患者等の前では喫煙を控えるなどの配慮が必要です。
【令和元年7月から公共施設など一部施設の敷地内が全面禁煙に】
　　都道府県・市町村の公共施設、病院、教育機関では敷地内禁煙になりました。従来のタバコだけでなく、加熱式
　タバコも同様です。関市の庁舎も7月から敷地内禁煙となっています。
【令和2年4月からは商業施設・飲食店などで原則屋内禁煙に】
　　商業施設、飲食店などは原則屋内禁煙となります。一部の喫煙専用室では喫煙可能ですが、飲食はできませ　
　ん。また、20歳未満の人は従業員を含み、立ち入らせてはいけません。
【禁煙のすすめ】
　　喫煙できる場所はますます限られてきます。これを機に禁煙を考えてみませんか。今までに失敗したという人　
　も、禁煙補助剤や禁煙外来を利用することで成功率が高くなります。禁煙外来は場合によっては保険診療となり、
　タバコ代より安く治療できます。
　　詳しくは市民健康課(保健セン　
　ター)までご連絡ください。

プレミアム付商品券の詳細は、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.seki.lg.jp/0000013921.html  関市プレミアム付商品券検索
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下水道 水の終点 始発駅 ～9月10日は｢下水道の日｣です～
  照 会 先 下水道課　☎23-7708

故障場所 区分 連絡先

市の管理区分
平日の昼間 下水道課 (☎ 23-7708)

平日の夜間、休日 市役所宿直、日直 (☎ 22-3131)

使用者の管理区分
平日 下水道排水設備指定工事店

休日 休日当番の指定工事店

下水道が詰まった 下水道の管理区分の図にある ｢取付ます｣ が詰まっているときは下水道課へ、｢取
付ます｣ よりも中側で詰まっているときは指定工事店へ連絡してください。

使用者が変わった 関市水道お客様センター (☎ 23-6782) に連絡してください。

家族の人数が変わった
井戸水などを使用している場合や井戸水などと水道を併用している場合は、関市水
道お客様センター ( ☎ 23-6782) に連絡してください。水道のみを使用している場
合は届出は不要です。

井戸水などの使用をやめた 関市水道お客様センター (☎ 23-6782) に連絡してください。

【下水をきれいな水にするには】
　浄化センターでは、｢生物処理｣という微生物
や細菌の働きを利用した方法で、集められた下
水をきれいな水にしています。下水の汚れ(有機
物)を微生物や細菌が食べて水と二酸化炭素に
分解し、きれいになった水は消毒して川へ放流
します。

(福岡市道路下水道局資料から引用)

【下水道排水設備の工事は指定工事店で】
　使用者が管理する排水設備の工事は、市の指定を受けた下水道排水設備指定工事店が行います。新設、修理など
の工事は、必ず指定工事店に依頼してください。※指定工事店は市ホームページをご覧ください。

【こんなときは】

【下水道の正しい利用を】
　次のようなものは下水道に流さないでください。詰まりや悪臭、処理場の機能低下の原因になります。これらのも
のを流して下水道施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただくことになります。
※残飯・野菜くず、生理用品・紙おむつ・ティッシュペーパー・ウェットティッシュ、タオル・布類、食用油・機械油、ガソ
リン・灯油・シンナー、薬品など。(｢トイレに流せます｣と表示のあるものも、できるだけ流さないようにしてください。)
　台所、洗面所、洗濯機、お風呂からの排水が建物の外側に出た所や、排水管の合流点などにある汚水ます(コンク
リートや塩化ビニルでできています。)にごみや油がたまると、詰まりの原因になります。１～2ヶ月に1度、汚水ますを
掃除しましょう。

【下水道施設が故障したときは】
　排水管の詰まりなど下水道施設が故障したときは、その故障した場所の管理者が修理することになります。

※取付管の故障により取付ますに汚水がたまった場合は市が
修理しますが、排水管が詰まったり、木の根が取付ますに侵
入した場合などは使用者が修理することになります。

【下水道の管理区分】
　下水道施設の管理区分は図のようになっています。

07



　

　　年少から年長までの保育園、幼稚園、認定こども園等を利用する子どもの利用料が無償となります。
　　給食費、延長保育料、通園送迎費（バス代）、行事費等は、これまでどおり保護者の負担となりますので、
　ご注意ください。

○無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学
　前までの３年間です。ただし、幼稚園については、入園できる
　時期に合わせて、満３歳から無償化の対象となります。
○市民税の非課税世帯は、３歳未満の子どもも無償化の対象とな
　ります。
○幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合で、無
　償化の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受け
　る必要があります。幼稚園の場合は園を経由して市へ申請、認
　可外保育施設等の場合は市へ直接申請してください。

関保育園1

倉知保育園7

中濃保育園4

関市立保育園10

安桜保育園2

瀬尻保育園8

下有知保育園5

松渓保育園3

童心保育園9

小金田保育園6

各保育園の所在地など
詳細については市ホームページを

ご覧ください。
↓↓↓

http://www.city. seki . lg.jp/0000001063.html

この保育園だからできる!〜特色ある保育〜

英語教室

英語教室

ダンス教室

リズムあそび

体育授業

リズム教室

ダンス指導

自然体験活動

英語で遊ぼう

ダンス指導

体育教室

対象施設・サービス 無償化の内容

保育所、認定こども園 無償

幼稚園 月額 2.57 万円まで無償

幼稚園の預かり保育 月額 1.13 万円まで無償
認可外保育施設、
一時保育など 月額 3.7 万円まで無償

１０月から幼児教育・保育の無償化がスタートします
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来年の４月から保育園に入園を希望する人の申し込みを、10 月１日から受け付けます。
　市内には公立保育園10園、法人立保育園9園、法人立小規模保育事業所1園があります。
　保育園は、就学前の子どもを仕事や病気、出産などの理由で、家庭内での保育ができない場合、保護者に
代わって保育する施設です。
　保育園、認定こども園などの施設を利用する際には、保育の必要性についての「認定」を受ける必要があ
ります。

入園の申込方法
　10月1日（火）～31日（木）の平日に、子ども家庭課（市役所南庁舎１階）または各地域事務所で申し込
みください。（受付時間　午前8時30分～午後5時15分）
　また、期間内に出張受付を行う保育園（下記の表を参照）もありますので、ご利用ください。

申し込みに必要なもの
・給付認定申請書兼利用申込書
・家族の状況証明書
・印鑑
・個人番号通知カードまたは、個人番号カ
　ード（マイナンバー）
※その他必要に応じて書類などをお願いす
　る場合があります。
※給付認定申請書兼利用申込書、家族の
状況証明書の用紙は、子ども家庭課、各
地域事務所、各保育園にあります。また、
市ホームページにも掲載しています。

出張受付日程（１０月）
保育園名 受付日 受付時間 保育園名 受付日 受付時間

1 関保育園 8日（火） 午前9時～10時30分 10 富岡保育園 11日（金） 午後2時～	4時30分

2 安桜保育園 11日（金） 午前9時～10時30分 11 田原保育園 8日（火） 午後2時～	4時30分

3 松渓保育園 18日（金） 午後2時～	4時30分 12 富野保育園 9日（水） 午前9時～10時30分

4 中濃保育園 17日（木） 午後2時～	4時30分 13 南ヶ丘保育園 10日（木） 午前9時～10時30分

5 下有知保育園 7日（月） 午前9時～10時30分 14 西部保育園 7日（月） 午後2時～	4時30分

6 小金田保育園 15日（火） 午後2時～	4時30分 　洞戸・板取めばえ・むげがわ・武儀やまゆり・上之保の各
保育園については、出張受付を行いませんので、10月1日～
31日の期間中に各地域事務所へお申し込みください。
　中濃キッズ保育園については、出張受付を行いませんが、
中濃保育園の出張受付でも申し込みできます。

7 倉知保育園 10日（木） 午後2時～	4時30分

8 瀬尻保育園 4日（金） 午後2時～	4時30分

9 童心保育園 9日（水） 午後2時～	4時30分

入園手続きの流れ

照会先 子ども家庭課　☎23-8965

10月から受付 来春の保育園入園案内

10月1日（火）～31日（木）
給付認定申請・利用申込
11月～
利用調整
利用定員を超えた場合、家族の状況などにより入園
の優先順位を決定します。
1月中旬
給付認定・内定通知送付
市が決定した給付認定通知と利用する保育園をお知
らせする内定通知を送付します。
４月上旬
利用契約決定通知送付
利用者負担額（保育料等）を決定します。
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市内在住、在勤または在学の人	 	 	 	 	 	 	 	
※スポーツ教室は入門講座です。初心者を歓迎します。	 	 	 	 	 　 　	
1講座3,000円　	⑪フレッシュ体操教室は月額2,000円　	①②は別途プール入場料が必要
※	託児の応募には、1人につき別途3,000円必要です。	 	 	 	 	 	
せきしんふれ愛アリーナ窓口にて、申込用紙に住所・受講者名・電話番号・生年月日を記入し、　　
受講料(託児希望者は託児料)を添えて応募してください。
※	応募は先着順となります。電話、はがき等での応募はできません。
※	申し込み後の取り消しや長期欠席などによる受講料の返金はできません。
関市若草通2丁目1番地　せきしんふれ愛アリーナ　(一財)関市体育協会	 	 	 	
9月6日(金)～9月20日(金)	 	 	 	 	 	 	 	
午前8時30分～午後8時		 	 	 	 	 	
6か月以上から小学校就学前の幼児が対象です。
受入上限を超える場合、お受けできない場合があります。
応募が少数の場合、その講座を中止することがあります。

講座名 対象 内容 期日 曜日 時間 回数 場所 定員 託児

①
成人泳法
教室・午後
(火曜午後)

18歳以上
(高校生除く)

水泳初級者向けです。正しい
姿勢の背泳ぎ習得を目標に
練習します。また、泳力に応
じ他の泳法も練習可能です。

10/15、22、29
11/5、12、19、26
12/3、10

火
午後2時

～

午後2時50分
9回 温水

プール 25人 若干名

②
成人泳法
教室・夜間
(金曜夜間)

18歳以上
(高校生除く)

水泳初級者向けです。正しい
姿勢の背泳ぎ習得を目標に
練習します。また、泳力に応
じ他の泳法も練習可能です。

10/11、18、25
11/1、8、15、22、29
12/6

金
午後7時

～
午後7時50分

9回 温水
プール 25人 −

③
シニア

筋力アップ
トレーニング

シニア
転倒防止や、体力づくりを目
的とした、シニア向けの筋力
トレーニングを行います。

10/11、18、25
11/1、8、15、22、
29
12/6、13

金
午前10時

～

午前11時
10回 武道場 30人 −

④ バレトン教室 一般、シニア
フィットネス＋バレエ＋ヨガを
組合わせた運動により、脂肪
燃焼・姿勢矯正を行います。

10/4、11、18、25
11/1、8、22、29
12/6、13

金
午後1時

～

午後2時
10回 サブ

アリーナ 40人 若干名

⑤ 親子スポーツ
教室

4～6歳児
親子

ボール遊び、かけっこなどを
楽しみながら、親子で新たな
発見をする教室です。

10/4、11、18、25
11/1、8、22、29
12/6、13

金
午後4時30分

～

午後5時15分
10回 サブ

アリーナ 20組 若干名

⑥ こども運動
教室

小学校
1～6年生

体を動かす楽しいゲームを通
して、基礎的な運動能力を高
めます。

10/4、11、18、25
11/1、8、22、29
12/6、13

金
午後5時30分

～

午後6時30分
10回 サブ

アリーナ 30人 若干名

⑦ 親子わんぱく
体操

2～3歳児
親子

リトミックや道具を使った遊
びなど、親子で楽しく体を動
かします。

10/9、16、23、30
11/6、13、20、27
12/4、11

水
午前10時30分

～

午前11時30
分

10回 武道場 25組 若干名

⑧ ヨガ教室 一般、シニア
ゆったりとした呼吸とポー
ズ、心地よい瞑想で心身を整
えます。

10/9、16、23、30
11/6、13、20、27
12/4、11

水
午後1時

～

午後2時
10回 サブ

アリーナ 50人 若干名

⑨ ジュニア
スポーツ教室

小学校
1～4年生

鉄棒・マット・跳び箱などを
中心に運動します。

10/9、16、23、30
11/6、13、20、27
12/4、11

水
午後6時30分

～

午後7時30分
10回 サブ

アリーナ 30人 −

⑩ ストレッチと体幹
トレーニング教室 一般、シニア

ストレッチと体幹で体を整
え、基礎代謝のアップ、姿勢を
よくしましょう。

10/3、10、17、24、31
11/7、21、28
12/5、12

木
午後1時

～

午後2時
10回 武道場 40人 −

≪現在、通年で開催している講座で、受講生を募集中の講座≫

⑪ フレッシュ
体操教室 一般、シニア

楽しく体を動かしながら、運
動機能の維持・増進を図りま
す。

毎週火曜日
（祝祭日除く） 火

午前10時

～

午前11時
通年 武道場 40人 −

対　　　象

受　講　料

申 込 方 法

申　込　先
応 募 期 間
受 付 時 間
託　　　児

そ　の　他

令和元年度秋 スポーツ教室受講者募集
  照 会 先 　(一財)関市体育協会　☎23-8525市民協働課　☎23-7711

チーム名：子育てチーム
取り組んだ活動：「俺のおつまみと子つまみを作る会」
「漢(おとこ)の円空スプーンづくり」

チーム名：生き延びる
取り組んだ活動：「地域自主防災の仕組みづくり勉強会」
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関市をもっと良くするアイデア求む!! 第８期関市まちづくり市民会議メンバー募集
  照 会 先 市民協働課　☎23-7711

　関市のまちづくり施策について、市民が自ら考える「関市まちづくり市民会議」の委員を募集します。
　市民の皆さんが主体となって、関市の課題を見つけ、その解決方法を考えることで“日本一しあわせなまち関市”
を行政と協働して創りましょう。
活動内容
　①関市の課題を見つけ出します(テーマの決定)　
　②課題の解決方法を考えます(施策検討)
　③提案書を作成し発表します(施策提言)　※活動費を支給します。
　提言した内容が協働事業として採用された場合は、実際にプロジェクトチームで活躍できます。第8期は施策提言
　だけにとどまらず、実際に自分たちが行動することを目指します。
活動期間
　10月～令和2年8月（月1回程度）
場所　市役所会議室など※活動中、託児(無料)をご利用できます。
募集概要
　公募人数　20人程度
　応募資格　①市内在住者、または通勤、通学者
			　　　　　②平成31年4月1日時点で18歳以上の人
　応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、市民活動
　　　　　　センターへ提出。FAX、郵送、電子メール可。
　　　　　　※応募用紙は市民活動センター、市民協働課
　　　　　　にあります。
　　　　　　また各ホームページからもダウンロードでき
　　　　　　ます。
　提出期限　9月27日(金)必着
　提出先　　市民活動センター　
　　　　　　〒505-3866関市千年町2丁目18番地1
　　　　　　安桜ふれあいプラザ1階
　　　　　　(☎24-7772	、	 24-7660、
　　　　　　	 	info@seki-siminkatudo.com)

第7期の活動の様子

チーム名：@SEKI
取り組んだ活動：「高校生のための食べ歩きツアー」

チーム名：子育てチーム
取り組んだ活動：「俺のおつまみと子つまみを作る会」
「漢(おとこ)の円空スプーンづくり」

チーム名：生き延びる
取り組んだ活動：「地域自主防災の仕組みづくり勉強会」
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関市スポーツ施設の紹介

　市内にはいくつものスポーツ施設があります。
　日頃からスポーツに取り組んでいる人も運動不足の人も、スポーツで汗を流しましょう!!

主なスポーツ施設一覧
施設名 施設概要 申込先

関市体育協会（☎0575-23-8822）

2 中池公園スポーツ施設

中池かわせみスタジアム：陸上400m、サッカー1面
グリーン・フィールド中池：サッカー（ラグビー）1面
市民球場：野球1面
多目的広場：芝生広場
中池東グラウンド：野球1面（少年野球2面）
テニスコート：10面（夜間5面）
関市中池体育館：バレーボール2面

1 せきしんふれ愛アリーナ

メインアリーナ：バレーボール3面
サ　ブアリーナ：バレーボール1面
武道場：剣道場、柔道場
その他：温水プール、トレーニングルーム

関市体育協会（中池公園）（☎0575-22-5502）

3 関市片倉グラウンド サッカー1面

4 十六所グラウンド 野球2面

6 関市千疋体育館 バレーボール1面

5 鮎の瀬グラウンド 野球2面（ソフトボール3面）

西部ふれあいのまちづくり推進委員会（☎0575-28-6123）

7 関市洞戸運動公園 陸上300m、サッカー1面、ストリートバスケット
NPO法人キウイスポーツクラブ（☎0581-58-8210）

8 関市洞戸テニスコート 4面　

板取ふれあいのまちづくり推進委員会（☎0581-57-2220）

10 関市板取テニスコート 2面　

9 関市板取運動公園 野球2面

11 関市板取体育館 バレーボール2面

13 関市板取門出体育館 バレーボール1面

12 関市板取白谷体育館 バレーボール1面

武芸川事務所（☎0575-46-2311）

15 関市武芸川西グラウンド 野球1面

14 武芸川南ふれあいの広場 少年野球2面（サッカー1面）

武芸川まちづくり委員会（☎0575-46-3611）

16 関市武芸川スポーツ公園 パターゴルフ

17 関市武芸川テニスコート 2面　

19 関市富之保グラウンド 野球1面

18 関市武芸川体育館
体育室：バレーボール2面
武道場：剣道場、柔道場

NPO法人日本平成村（☎0575-49-3715）

20 関市中之保グラウンド 野球1面

22 関市中之保テニスコート 2面　

21 関市下之保グラウンド 少年野球1面（ソフトボール1面）

ソフトボール1面

24 関市上之保ふるさと広場 野球2面

23 武儀生涯学習センター アリーナ：バレーボール2面

27 関市上之保明ヶ島運動公園 ソフトボール1面

26 関市上之保船山山村広場 ソフトボール1面

※ 施設の使用にあたっては、使用料や照明料、冷暖房料がかかります。詳細については申込先にお問い合わせください。

29 関市上之保体育館 バレーボール2面

28 関市上之保川合グラウンド 野球1面

上之保事務所（☎0575-47-2001）

25 関市上之保鳥屋市山村広場
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中池公園スポーツ施設 

せきしんふれ愛アリーナ 

関市片倉グラウンド 

※平成30年度改修しました 

　市内にはいくつものスポーツ施設があります。
　日頃からスポーツに取り組んでいる人も運動不足の人も、スポーツで汗を流しましょう!!

※平成30年度改修しました

※施設の使用にあたっては、使用料や照明料、冷暖房料がかかります。詳細については申込先にお問い合わせください。

主なスポーツ施設一覧

関市スポーツ施設の紹介

施設名 施設概要 申込先

1 	せきしんふれ愛アリーナ
メインアリーナ：バレーボール3面
サブアリーナ：バレーボール1面
武道場：剣道場、柔道場
その他：温水プール、トレーニングルーム

関市体育協会（☎ 0575-23-8822）

2 中池公園スポーツ施設

中池かわせみスタジアム：陸上400m、サッカー1面
グリーン・フィールド中池：サッカー（ラグビー）1面
市民球場：野球1面
多目的広場：芝生広場
中池東グラウンド：野球1面（少年野球 2面）
テニスコート：10 面（夜間 5面）
関市中池体育館：バレーボール2面

関市体育協会（中池公園）（☎ 0575-22-5502）

3 関市片倉グラウンド サッカー1面
4 十六所グラウンド 野球 2面
5 鮎の瀬グラウンド 野球 2面（ソフトボール3面）
6 関市千疋体育館 バレーボール1面 西部ふれあいのまちづくり推進委員会（☎ 0575-28-6123）
7 関市洞戸運動公園 陸上 300m、サッカー1面、ストリートバスケット NPO法人キウイスポーツクラブ（☎ 0581-58-8210）8 関市洞戸テニスコート 4面　
9 関市板取運動公園 野球 2面

板取ふれあいのまちづくり推進委員会（☎ 0581-57-2220）
10 関市板取テニスコート 2面
11 関市板取体育館 バレーボール2面
12 関市板取白谷体育館 バレーボール1面
13 関市板取門出体育館 バレーボール1面
14 武芸川南ふれあいの広場 少年野球 2面（サッカー1面） 武芸川事務所（☎ 0575-46-2311）
15 関市武芸川西グラウンド 野球1面

武芸川まちづくり委員会（☎ 0575-46-3611）
16 関市武芸川スポーツ公園 パターゴルフ
17 関市武芸川テニスコート 2面

18 関市武芸川体育館 体育室：バレーボール2面
武道場：剣道場、柔道場

19 関市富之保グラウンド 野球1面

NPO法人日本平成村（☎ 0575-49-3715）
20 関市中之保グラウンド 野球1面
21 関市下之保グラウンド 少年野球1面（ソフトボール1面）
22 関市中之保テニスコート 2面　
23 武儀生涯学習センター アリーナ：バレーボール2面
24 関市上之保ふるさと広場 野球 2面

上之保ふれあいのまちづくり推進委員会（☎ 0575-47-2500）

25 関市上之保鳥屋市山村広場 ソフトボール1面
26 関市上之保船山山村広場 ソフトボール1面
27 関市上之保明ヶ島運動公園 ソフトボール1面
28 関市上之保川合グラウンド 野球1面
29 関市上之保体育館 バレーボール2面

関市片倉グラウンド

中池公園スポーツ施設

せきしんふれ愛アリーナ

  照 会 先 中池公園事務所　☎24-0214
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※1	選考の結果、適任者がいない場合は、採用をしないことがあります。

※１	採用後は、上記の職種以外の技能労務職の職場へ配置される場合もあります。
※２	中型自動車第一種運転免許は、満20歳以上で普通自動車免許を取得してから運転経験期間（免許停止

期間を除く）が、通算して2年以上経過後に取得可能となります。
※３	大型自動車第一種運転免許を有する人は、選考時の参考とします。（大型自動車第一種運転免許は、満

21歳以上で普通自動車免許を取得してから運転経験期間（免許停止期間を除く）が、通算して3年以上
経過後に取得可能となります。）

※４	選考の結果、適任者がいない場合は、採用予定人員以下または採用をしないことがあります。

※詳しくは、「令和元年度関市職員採用試験案内」をご覧ください。案内は、秘書課（北庁舎３階）、各
地域事務所、西部支所にて配布いたします。また、市ホームページ（http://www.city.seki.lg.jp/）でも
ご覧いただけます。

～明日の関市をあなたの手で～
令和元年度 市職員採用試験（事務職(障がい者)、技能労務職）

  照 会 先 秘書課　☎23-9214

【事務職（障がい者）採用】
（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）

試験区分 採用予定
人数 受験資格 受付期間 第１次

試験
第２次
試験

最終合格
発表

事務職
（障がい者）

（試験内容：
高校卒程度）

1人程度
※1

〇受験申込時において身体障
害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳または療育手帳の
交付を受けている人

〇平成元年4月2日以降に生
まれた人

〇高校を卒業した人または令
和2年3月31日までに卒業
見込みの人

9月3日
（火）

～

9月24日
（火）

10月27日
（日）
筆記試験
適性試験
作文試験

11月16日
（土）
面接試験

11月
下旬

【技能労務職採用】
（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）

試験区分 採用予定
人数 受験資格 受付期間 第１次

試験
第２次
試験

最終合格
発表

清掃員、運転手、
上下水道工手
※1

3人程度
※4

〇昭和50年4月2日以降に生
まれた人

〇高校を卒業した人
〇中型自動車第一種免許以上
の免許を有する人(8t限定
も可）　※2、3

9月3日
（火）

～

9月24日
（火）

10月20日
（日）
作文試験
適性検査

11月16日
（土）
面接試験

11月
下旬
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投票所入場券について

　投票所入場券は、圧着封筒１枚に４人まで記載してあります。ミシン目で切り開いてから一人分ずつ切り離し、投票所
へお持ちください。当日の投票所は投票所入場券（封筒の内側）でご確認ください。また、市内全域を順次配達となるため、
告示日までに入場券がお手元に届いていない場合もありますが、15ページの「投票できる人」に該当する場合であれば
投票ができますので、投票所でその旨を申し出てください。

不在者投票制度
　期日前投票のほか、選挙期日当日に投票することが困難な人につきましては、下記のとおり不在者投票制度により投
票ができます。

滞在地で行う投票 お仕事などで選挙期間中に関市外に滞在している場合は、事前に選挙管理委員会に投
票用紙を請求することで、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

指定病院で行う投票 不在者投票施設として指定を受けた病院などに入院または入所している人は、施設の
選挙担当者に申し出ることで、その施設内で投票することができます。

郵便による投票
身体に重度の障がいのある人が郵送によって投票できる制度です。この制度で投票を
するためには事前に手続きが必要となりますので、お早めに選挙管理委員会までお問
い合わせください。

投開票状況の速報について

期日前投票状況の速報 期間中毎日午後９時ごろに市ホームページに掲載します。

選挙期日投票状況の速報 選挙当日、午前１０時よりおおむね２時間ごとに市役所掲示板および市ホームページ
に掲載をします。

開票状況の速報 開票開始後３０分ごとに、開票所内で放送・掲示をするとともに、市ホームページに
も掲載をします。

選挙公報について

　市選挙管理委員会が発行する選挙公報を新聞の朝刊に折り込んで配布します。選挙公報を折り込む新聞は、中日新聞、
岐阜新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞（順不同）です。
　これらの新聞を購読されていない人はお手数ですが、市の施設の窓口やふれあいセンター、市内の郵便局、金融機関、
新聞販売店などに選挙公報を置きますので、お受け取りください。また、郵送を希望される場合は、市選挙管理委員会
までご連絡ください。

【別表】閉鎖時刻の繰上げ
投票区名 投票所 閉鎖時刻 投票区名 投票所 閉鎖時刻
洞戸南 洞戸事務所 午後７時 富之保 武儀生涯学習センター 午後７時
洞戸北 洞戸高見集会場 午後７時 中之保 武儀事務所 午後７時
板取南 板取生涯学習センター 午後６時 下之保 道の駅平成(武儀エコピアセンター) 午後７時
板取北 板取田口集会場 午後６時 上之保北 上之保行合集会場 午後６時
寺尾 寺尾公民館 午後７時 上之保南 上之保生涯学習センター 午後６時
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照会先 選挙管理委員会　☎23-6803

関市長選挙に関する情報一覧

告示日・投票日
告示日　令和元年９月　８日（日）
投票日　令和元年９月１５日（日）

投票時間
午前７時～午後８時

※一部の投票所では閉鎖時刻の繰上げを行います（別表）。

投票できる人
※欄内の全ての条件を
　満たす人

①選挙人名簿に登録のある人
②令和元年９月７日現在で３カ月以上関市に住民登録されている人
③満１８歳以上の人（平成１３年９月１６日以前に生まれた人）
④禁錮以上の刑を受刑中や選挙犯罪等で選挙権を失権していない人

　転入した人 令和元年６月７日までに関市に転入の届出をした人は、投票をすることができます。

　転出した人 市外へ転出した人は投票できません。

　関市内で転居をした人
令和元年８月２２日以後に関市内で転居をした人は、転居前の住所地で登録されてい
る投票所で投票することになります。

開票所 せきしんふれ愛アリーナ（関市総合体育館）　メインアリーナ

開票開始予定時刻 令和元年９月１５日（日）　午後９時より

　任期満了により、関市長選挙を下記のとおり執行する予定です。私たちの暮らしに直接結びつく、地方自治
体の首長を選ぶ選挙です。棄権することなく、大切な一票を投じましょう。

令和元年９月15日執行予定 関市長選挙

期日前投票制度
　期日前投票制度は、投票日当日に下記のよう
な用務などで投票所に行けない人のために、投
票日前に投票できる制度です。該当する人はぜ
ひご利用ください。

①仕事や冠婚葬祭などのため、投票時間内に投票できない見込みの人
②旅行などの私用で、決められた投票区域内にいない見込みの人
③妊娠や出産、病気、手術などで投票所へ行けない見込みの人

など

期日前投票の期間
関市役所、洞戸事務所、武芸川事務所、武儀事務所、上之保事務所、

板取生涯学習センターおよび西部ふれあいセンター
９月９日（月）～１４日（土）

期日前投票時間 午前８時３０分～午後８時　（臨時期日前投票所を除く）

期日前投票ができる範囲 お住まいの地域にかかわらず、どの期日前投票所でも投票が可能です。

臨時期日前投票所の設置 下記の日時には期間限定で臨時期日前投票所を設置します。

　板取門原集会場 令和元年　９月　９日（月）　午前９時　～　午前１１時３０分

　板取集落センター （門出） 令和元年　９月１０日（火）　午前９時　～　午前１１時３０分

　板取中切集会場 令和元年　９月１０日（火）　午後１時３０分　～　午後４時

　上之保鳥屋市集会場 令和元年　９月　９日（月）　午前９時　～　午前１１時３０分

　上之保つどいの家　 令和元年　９月　９日（月）　午後１時３０分　～　午後４時

　上之保船山集会場 令和元年　９月１０日（火）　午前９時　～　午前１１時３０分

　関商工高等学校（至誠館） 令和元年　９月　９日（月）　午後３時３０分　～　午後６時３０分
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