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感染予防を続けよう！

ご意見・ご質問専用フォームは右記ＱＲコードから



　感染予防を意識した行動を続けましょう

睡眠と栄養

ソーシャルディスタンス換気

マスクの着用手洗い

コロナと共存する新たな日常コロナと共存する新たな日常
　岐阜県内の新型コロナウイルスの感染患者数は、外出自粛や感染防止対策
の徹底により減少しました。
　しかし、これまでの厳しい感染防止策から脱しても、流行再燃とならない
よう、感染を予防する行動を続けていくことが大切です。

水と石けんで丁寧に洗いましょう 外出するときは、マスクを着けましょう

こまめな換気で空気を入れ替えましょう 人との間隔をあけるようにしましょう

最低1ｍ

十分な睡眠と栄養をとって、体調管理に気をつけましょう
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　緊急時に、密集を回避して避難する方法を考えておこう！

　マスク着用による熱中症に注意！

熱中症発生リスク

動かないことで体力が低下

外の暑さに体が慣れない

体内に熱がこもりやすくなる

のどの渇きを感じにくい

日常生活ではこんなことにも気を付けよう！日常生活ではこんなことにも気を付けよう！

　梅雨の時期でも、蒸し暑さが増すため熱中症が起こりやすくなります。特に、今年は新型コロ

ナウイルス感染症予防のため、外出の自粛を続けたことで体温調節機能が低下していることや、

マスク着用で体温が上昇することが原因で、熱中症にかかることがあり注意が必要です。

● 部屋の温度をこまめにチェックしましょう。

● 室温28℃、湿度70％を超えないよう、エアコンや扇風機を利用しましょう。

● こまめに水分補給をしましょう。

● 外出の際は、体をしめつけない涼しい服装で、帽子や日傘などで対策しましょう。

予防方法

　これからの時期は、雨が降りやすくなり、洪水や土砂災

害など、水害の発生リスクが高まります。避難をするとき

に密集を回避する方法や感染予防に必要な物などをあら

かじめ準備しておきましょう。

● 浸水や土砂災害の恐れがない家庭は在宅避難
　（2階以上へ垂直避難）

● 親戚や知人宅、ホテルへの避難

● 車中避難（家族限定、少人数、短期間） 避難するときは、マスクやアルコール消毒、
体温計なども持参しましょう。

避難所だけが、避難先ではありません！

外出を控える マスク着用

熱中症
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我慢の時を有意義に我慢の時を有意義に～前向きに楽しく乗り越える！～～前向きに楽しく乗り越える！～

　新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛の中、自宅での生活を有意義に、充実した時間となるよう

取り組んだ市民の皆さんをご紹介します。

　市教育委員会から家庭学習支援として配信さ

れた授業動画を活用した学習の取組、市の電子

図書館を利用した読書など、ICTを用いて日々の

生活を過ごした灘さんに聞きました。

ICT
を使って楽しく学習！

　毎日、規則正しい生活を心がけ、計画的に勉強

を進めることを意識しました。中学校での授業が楽

しみだったので、休校は残念でしたが、動画で授業

を配信してもらえたおかげで、中学生の雰囲気を感

じられ、楽しく取り組むことができました。

　電子図書館は、とても興味のある本がたくさんあ

り、毎日読書に夢中になりました。

　電子図書館で見つけたペットボトルのキャップを

使った「ミニチュアスイーツ」のクラフトブックを読

み、工作にもチャレンジしました。

灘 那月さん（洞戸菅谷）
  板取川中学校1年生

　授業動画は、児童生徒が興味を持って学習で

きるよう工夫されており、各教科別の学習ポイン

トや身につけたい力、教員の紹介などが配信され

ました。

　楽しくて、たくさん　　

　作っちゃいました！
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　関市PTA連合会と市民活動センターが企画したプ

ロジェクト「親子おうちで社会貢献クエスト」が実施さ

れ、コロナ禍で苦しむ市内事業所・団体の困りごとを

お助けするミッションにチャレンジした長瀬さん親子に

聞きました。

　新型コロナウイルスの影響で困っている人

のことや、自分たちができる社会貢献など、普

段子どもが経験できないことを学べる機会に

なりました。

親子で
チャレンジする時間に！

長瀬 恵理子さん

　　　 美緒さん

　　 　和香さん（神野）

おうち時
間を楽しく健康に！

森田 喜美子さん（相生町）

　外出自粛により、自宅で過ごす時間が増えたこと

で、活動量が減少して体力や生活機能などが低下する

ことを心配し、自主的に体操を続けて健康維持に努め

た森田さんに聞きました。

　新型コロナによる休校で、学校給食で使わ

れる予定だった牛乳や魚が消費しきれない状態

に。それらをもらい受け、親子で料理して、SNS

に取組を紹介しました。

　友達と一緒に体操やウオーキングがで

きないのは寂しいですが、寝たきりや認知

症にならないように、楽しみながら自宅で

できる運動を積極的に行いました。

困っている人を
助けることができて、
うれしかったです！

　もも上げ運動やボールを使った体操、階段の昇

り降り、ラジオ体操などのほか、テレビで放送され

ている体操も取り入れて身体機能の維持に取り組

みました。
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照会先 行政情報課  （☎23-6802）

令和元年度関市個人情報の開示等の実施状況
1. 請求者別の請求状況

区分 市内在住者 その他 合計

件
　
数

開　示 2 0 2
訂　正 0 0 0
削　除 0 0 0
差止め 0 0 0

2. 実施機関別の請求状況
実施機関 請求の区分 件数

市　長 財務部 開　示 2

3. 開示等の決定状況及び不服申立て状況
区分 件数
開示 2

部分開示 0
非開示 0

訂正・削除・差止決定 0
訂正・削除・差止拒否決定 0

不存在 0
不服申立て申請 0

4. 開示等の請求に対する決定をした文書【決定状況】
●	市・県民税申告書（2件）【開示（2件）】

市議会の新しい構成を決定

　令和2年市議会第1回臨時会を、
5月1日に開催しました。この議会
では、議会の新しい組織構成を決定
したほか、専決処分の承認などにつ
いて、議決しました。
【議会の新しい組織構成】
（敬称略 ◎= 委員長 ○= 副委員長）
◆議長
　波多野源司（上之保・市議3期）

◆副議長
　足立将裕（桜本町・市議4期）

◆監査委員
　鷲見　勇

◆議会運営委員会委員（8名）
　◎長屋和伸　○松田文男
　浅野典之　後藤信一　渡辺英人
　村山景一　幅 永典　小森敬直　

◆常任委員会委員
　総務厚生委員会（8名）
　◎渡辺英人　○栗山 守
　長尾一郎　浅野典之　後藤信一
　波多野源司　市川隆也　猿渡直樹
　文教経済委員会（8名）
　◎田中 巧　○幅 永典
　池村真一郎　武藤記子　村山景一
　長屋和伸　松田文男　小森敬直
　建設環境委員会（7名）
　◎土屋雅義　○鷲見 勇
　林 裕之　三輪正善　足立将裕
　太田博勝　石原教雅

◆各種委員など（議会選出）
　都市計画審議会委員
　浅野典之　後藤信一　幅 永典
　土屋雅義　小森敬直

【可決・承認・同意された案件】
▼専決処分の承認（12件）
●3/31専決分
・ 関市税条例の一部を改正する条例
・ 関市都市計画税条例の一部を改正

する条例

・ 関市介護保険条例の一部を改正す
る条例

・ 関市国民健康保険条例の一部を改
正する条例

・ 関市国民健康保険税条例の一部を
改正する条例

・ 関市消防団員等公務災害補償条例
の一部を改正する条例

・ 令和元年度関市一般会計補正予算
（第12号）
●4/16専決分
・ 令和2年度関市一般会計補正予算

（第1号）
●4/23専決分
・ 関市後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例
・ 令和2年度関市一般会計補正予算

（第2号）
●4/30専決分
・ 関市税条例の一部を改正する条例
・ 関市都市計画税条例の一部を改正

する条例
▼関市奨学資金貸与条例の一部改正
▼財産の取得（消防ポンプ自動車）
▼令和2年度関市一般会計補正予算
（第3号）
▼関市監査委員の選任（議員選任）

【否決された案件】
▼議長不信任決議

照会先　議会事務局　☎23-9068
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　市には、情報公開に関する2つの条例があります。市の持っている情報を市民の皆さんに公開するための「公
文書公開条例」と、市民の皆さんの個人情報を適正に取り扱うための「個人情報保護条例」です。
　ここでは、これらの条例の内容と実施状況などをご紹介します。

■ 利用できる人は
	 ▶市内に住んでいる方
	 ▶市内に事業所などがある方や法人など
	 ▶市内に通勤、通学している方
	 ▶市に利害関係がある方
　※これら以外の方の請求にも応えるよう努めています。
■ 公開される情報は
	 市の機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、
公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会、議会）の職員が、職務上作成または取
得した公文書が対象となります。
■ 公開できない情報もあります
	 公文書は公開することが原則です。しかし、個
人情報に関するものや、法人などの事業活動に不利
益を与えるものなどは非公開になります。

■ 個人情報は適正に維持管理します
　市が持っている個人情報は、他人に漏れることが
ないように管理します。また、不必要な個人情報は
速やかに廃棄します。
■ 個人情報の収集の制限
　市は個人情報を、事務に必要な最小限の範囲で、
目的を明らかにして、適法、公正な方法で原則とし
て、本人から直接収集します。
■ 自分の情報がチェックできます
　▶	自分の情報をチェックしたいとき	.........開示請求　
　▶	自分の情報に誤りがあるとき	...................訂正請求　
　▶	市が決められた手続に違反して、
	 	 情報を収集したとき	.........................................削除請求
　▶	市が決められた手続に違反して、
	 	 情報を利用しているとき	.........................差止め請求

　この条例は、市民の皆さんの公文書の公開を求め
る権利を明らかにし、公文書を公開するために必要
な事項を定めています。

　この条例は、市民の皆さんが自分の個人情報の開
示を求める権利を保障するとともに、個人情報の適
正な取扱いに関し必要な事項を定めています。

公文書公開条例

令和元年度関市公文書公開の実施状況

個人情報保護条例

公文書公開制度と個人情報保護制度 ～より開かれた市政をめざして～

区分 市内在住者 その他 合計
件数 12 7 19

1. 請求者別の請求状況

2. 実施機関別の請求状況
実施機関 件数

市長

市 長 公 室 1
財　務　部 1
協働推進部 2
健康福祉部 5
産業経済部 1
基盤整備部 6

教育委員会 2
農業委員会 1
合　　　計 19

※	1件の請求に対して2以上の決定をしたものがあるため、件数の合計は一致しません。
※	「部分公開」とは、文書の中に個人情報などが含まれている場合にその部分を除いて公開
することです。「不存在」とは、請求された文書が存在しない場合です。

区分 件数
公開 14

部分公開 6
非公開 0
不存在 1

不服立て申請 0

3. 公開決定状況及び不服申立て状況

4. 公開請求に対する決定をした文書【決定状況】
●	関市水道事業給配水及び受託工事用材料単価一覧表【公開】
●	診療報酬明細書【公開】
●	洞戸除雪車車庫の基礎工事図面・総事業費【公開】
●	平成30年度敬老会事業計画書、収支予算書等（3件）【公開
（3件）】
●	建設発生土の共同処理場に係る土地開発事業事前協議申出
書等（2件）【部分公開（2件）】

●	関市が契約している保険の証書【公開】
●	水源地整備事業電気機械設備工事の金入り設計書【公開】
●	自治会活動保険に係る書類（3件）【公開（1件）部分公開（1件）
不存在（1件）】

●	関商工高等学校の生徒心得【公開】
●	退任、再任及び新任の民生委員への式典の案内文【公開】
●	開発指導要綱に基づく開発行為に関する書類【部分公開】
●	関市包丁大使の出演依頼に関する書類【公開】
●	農地等嵩上げ事業に係る土地開発事業開発協議申出書【部分
公開】

●	電気需給包括契約における各施設の電力量と料金単価が分
かる資料【公開】

●	曽代用水土地改良区の農地転用に関する一覧表と意見書【部
分公開】

●	2020 年度小中学校教職員の結核検査の見積価格【公開】
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

現況届の提出をお忘れなく!（重要）

■	児童手当・特例給付の現況届
　児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当です。家庭状況と所得の確認のため、
受給者へ現況届を送付します。期日までに必ず提出をしてください。

　受付期間　６月1日（月）～6月30日（火）の平日　午前8時30分～午後5時15分
※例年6月に実施している「保育園等」の現況届の提出は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度は
10月に延期します。

　必要書類　現況届、印鑑、受給者の健康保険証の写し
　※その他の事由により必要な書類をお願いする場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため提出方法を変更します！
　必要箇所を記入、必要書類をご用意のうえ、同封した返信用封筒にて期日までに返送してください。
※記入漏れ、封入忘れがないよう必ず確認をお願いします。

　子ども家庭課または各地域事務所、西部支所へ直接提出することもできます。
■	休日窓口のご案内
　平日が仕事等で忙しい人は、休日窓口をご利用ください。　　　　　　　　　　　　
　日時　6月7日（日）…午前9時～正午
　場所　関市役所1階　子ども家庭課
　照会先　子ども家庭課（☎23-7733）

6月から「関市健診」が始まります！

受診期間	 令和2年6月～令和3年2月末（74歳以下）
　　　　　令和2年7月～　令和3年2月末（75歳以上）※ぎふ・すこやか健診は令和２年 12月末まで
　
■	集団健診　7月開始（予約受付は6月1日（月）から）
　申込方法　各保健センターに電話で予約

■	個別健診
●	指定医療機関で個別に健診
●	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に医療機関とご相談の上、受診して
ください

▶注意事項　・受診券が届いてから予約してください。風邪のような症状がある場合は受診を控えてください。
　　　　　　・状況によっては予約できない、または予約後に受診をお断りする場合があります。詳しくは受診　　　　　　　　
　　　　　　　券同封のチラシまたは市ホームページを確認ください。

照会先	 関市保健センター（☎24-0111）　　　洞戸・板取保健センター（☎0581-58-2204）
	 	 武芸川保健センター（☎46-2899）　　武儀・上之保保健センター（☎40-0020）

市ホームページQR

献血にご協力を　　― さぁ行こう 未来をつなぐ 献血へ ―

せき＊しあわせヘルスマイレージ対象事業　2Ｐ
　若い世代のみなさんも献血のご協力をお願いします！

6月12日（金）　　クリーンプラザ中濃（下有知）	 午後2時～4時
6月17日（水）関中央病院（平成通）	 午後2時～4時30分
6月24日（水）　岐阜医療科学大学（市平賀）	 午後2時～4時30分
6月29日（月）※関市役所（若草通）	 午前9時30分～11時30分、午後1時～4時

☆３日以内に注射、服薬､ 抜歯、歯石除去などされた方は採血できません。ご注意ください。※400ml献血
限定会場
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

電波利用環境保護周知啓発強化期間　6月1日～6月10日

　電波の利用にはルールがあります。無線機器を使用するときは、必ず「技
適マーク」が付いているか確認してください。
　また、外国規格の無線機器は、防災行政用無線やテレビ放送等に妨害を
与えるおそれがあり、国内では使用できません。
照会先　総務省　東海総合通信局
　（☎052-971-9107）
　テレビ等の受信障害の相談
　（☎052-971-9648）

「8020」表彰を行います

　80歳以上で自分の歯が20本以
上ある人を表彰します。8020を
達成している人は食べ物をしっか
りと噛むことができ、脳が活性化
されて認知症のリスクが減少する
などの調査結果が出ています。
　該当する人は、市内の歯科医院
で健診（無料）を受けてください。
健診期間	 令和2年6月1日（月）～
8月31日（月）

　	※予約が必要です。
対象
　自分の歯が20本以上ある昭和
15年4月1日以前に生まれた人
（過去に「8020」表彰を受賞さ
れた人は対象になりません。）

持ち物
　年齢と関市民であることが確認
できるもの（保険証・免許証等）

照会先
　市民健康課（関市保健センター）
（☎24-0111）

内職相談受付中！

	内職をお考えの人、内職求人を
したい企業の皆様はお気軽にご相
談ください。
日時　毎週水曜日
　午前10時～午後３時
場所　みんサポ
　（関市役所北庁舎２階）
内容
　内職をお考えの人：内職につい
ての就業相談　

　企業の皆様：内職求人の受付
照会先　みんサポ（☎23-7335）

道路損傷などの情報提供を！

　市では道路パトロールを実施していますが、より良い道路環境を維持す
るため、危険個所の情報提供にご協力ください。

情報提供先　土木課（☎23-7292）　建設総務課（☎23-7279）
スマートフォン受付
　スマートフォンのカメラ・位置情報機能を活用した「道
路危険個所マップ」をご利用ください。はじめて利用される
方は、市ホームページからアクセスしてください。
　（http://www.city.seki.lg.jp/0000011568.html）

道路危険個所マップ 検索 アクセスは
こちらから

技適マーク

デンパ君

道路の穴ぼこ 側溝蓋の破損

ガードレール破損 倒　木
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　消費税率引上げに伴い、保険料の基準額に対する割合が引下げとなりました。
　65歳以上の人（第１号被保険者）の保険料は下記のとおり本人及び世帯の市民税の課税状況や合計所得金額など
により所得に応じた保険料を設定しています。

■	介護保険料の算定の考え方
　平成30年度から令和2年度までの介護保険料の基準額は年額68,400円です。この額は、「関市の被保険者で
介護が必要な人が、どれくらいサービスを利用し、介護サービスにかかる費用がどれくらいになるか」の見込
み額をもとに計算して定めます。
　この基準額をもとに、令和2年度の市民税と令和元年（平成31年）中の所得、4月1日の世帯状況により被保
険者ごとの年間保険料額を決定します。

■	保険料の納め方
　　介護保険料は、特別徴収（年金から差引き）と普通徴収（現金納付または口座振替）の２種類の納め方があり
　ます。

特別徴収	 年間18万円以上の年金を受給している人が対象です。
	 4・6・8月に納めていただく保険料の残額を10・12・2月で納めます。年金支給月ごとの天引き額を

6月下旬にお知らせします。
	 次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
	 ▼年度途中で65歳（第1号被保険者）になった場合
	 ▼他の市区町村から転入した場合
	 ▼年度途中で年金（老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金）の受給が始まった場合
	 ▼収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
	 ▼年金が一時差止めになった場合など
普通徴収	 6月から翌年3月末までの10回に分けて納めていただきます。6月下旬に納入通知書と納付書を送

ります。なお、口座振替の人には納入通知書のみ送付します。

■	保険料を2年以上滞納すると
　サービスを利用するときに利用者負担が3割もしくは4割になるほか、高額介護（介護予防）サービス費など
が受けられなくなります。

照会先　高齢福祉課（☎23-7730）

介護保険料が変わりました

本人に
市民税の

課税がない

世帯全員に
市民税の

課税がない

65
歳
以
上
の
方

本人に
市民税の

課税がある

世帯の誰かに
市民税の

課税がある

所得段階別介護保険料（令和2年度） （令和2年度） （令和元年度）

※	生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受給し世帯全員が市民税非課税の人は、第1段階になります。
※	「課税年金収入額」とは、課税対象となる年金（老齢年金、退職年金など）の受給額の合計です。非課税年金（障害年金、遺族年金など）の受給額は含みません。
※	「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費等を控除した所得金額の合計額で、特別控除前の土地建物や株式の譲渡所得などを含み、雑損失・繰越損失は含みません。
（分離譲渡所得に係る特別控除額は合計所得金額から引かれます。）

前年の課税
年金収入額
と合計所得
金額が

80万円以下 第１段階
（基準額×0.3） 20,520円 25,650円

80万円を超え 
120万円以下

第２段階
（基準額×0.5） 34,200円 42,750円

120万円を
超える

第３段階
（基準額×0.7） 47,880円 49,590円

前年の課税
年金収入額
と合計所得
金額が

80万円以下 第４段階
（基準額×0.9） 61,560円 61,560円

80万円を
超える

第５段階
（基準額×1.0） 68,400円 68,400円

前年の合計
所得金額が

120万円未満 第６段階
（基準額×1.2） 82,080円 82,080円

120万円以上
200万円未満

第７段階
（基準額×1.3） 88,920円 88,920円

200万円以上
300万円未満

第８段階
（基準額×1.5） 102,600円 102,600円

300万円以上 第９段階
（基準額×1.7） 116,280円 116,280円
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

中池市民プールオープン

期間　6月27日（土）～9月6日（日）
※6月29日（月）、7月6日（月）、

13日（月）、20日（月）、8月31
日（月）は休み

※7月4日（土）、8月2日（日）は 
大会のため一般の利用不可

利用時間　午前9時～午後4時
使用料
　▽中学生以下＝無料
　▽高校生＝200円
　▽大人＝400円

▽高齢者および障がい者＝
　100円（証明書の提示が必要）

利用条件
　次に該当する人は保護者（成人

に限ります）が同伴してくださ
い。（保護者1人につき2人まで）

　▽小学校3年生以下
▽「関市中池市民プール遊泳許

可証（各学校で発行するも
の）」を持っていない小学校4
～6年生および中学生

※おむつが必要な人は入れませ
ん。水遊び用おむつも不可。

照会先
　中池公園事務所（☎24-0214）

せきのお食事応援券
完売について

　「せきのお食事応援券」は好評に
つき完売しました。販売にあたり、
交通渋滞をまねきましたこと、長
時間お並びいただきましたこと、
そして市民の皆さまに事前に十分
な周知ができなかったことなど、
販売方法に際しての不手際をお詫
びいたします。
　6月1日から販売する「コロナ対
策プレミアム商品券」は全世帯2冊
購入できる数を用意していますの
で、ぜひお買い求めください。
照会先　企画広報課（☎23-7014）

後期高齢者医療保険料の仮徴収額を平準化します

　後期高齢者医療保険料の特別徴収（年金天引き）において、年度の前半（4月、6月、8月）の仮徴収額と後半（10月、
12月、2月）の本徴収額の差を少なくし、可能な限り年間で均等にするため、仮徴収額の算定方法を変更しました。
対象となる人には6月上旬に仮徴収額変更通知書を送付します。なお、7月には本徴収分を加えた年間の合計保
険料額をお知らせします。
照会先　保険年金課（☎23-6716）

▶R2年度R1年度◀
4月 12月

前年度の本徴収額を引き継ぐ

前年度保険料の半分
60,000円を仮徴収する →←

変更前

変更後

8月8月 4月 12月6月 2月 10月10月 6月 2月

均等にする

R1年度とR2年度がともに年間合計保険料額が120,000円と仮定した場合

10,000円
仮徴収

10,000円
仮徴収

10,000円
本徴収

10,000円
仮徴収

10,000円
本徴収

30,000円

本徴収

30,000円

仮徴収

30,000円

仮徴収

30,000円

本徴収

30,000円

本徴収

30,000円

仮徴収

10,000円
本徴収

10,000円
仮徴収

10,000円
仮徴収

10,000円
仮徴収

30,000円

本徴収

30,000円

仮徴収

30,000円

本徴収

30,000円

本徴収
15,000円
仮徴収

15,000円
仮徴収

20,000円

本徴収

20,000円

本徴収

20,000円

本徴収
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

期間　6月1日（月）～7日（日）

■	水道管理のポイント
　　給水管や給水装置（蛇口、湯沸かし器）が古くなると、故障や漏水が起こりやすくなります。
　　給水管や給水器具は、維持管理を正しく行いましょう。

■	漏水の疑いがあるときは
　　水道を使用していないがメーターが回っているなど、漏水の疑いがあるときは市の指定水道業者に至急調査
を依頼してください。漏水が見つかった場合、原因によっては水道料金の一部が減額されます。

■	水道メーターは8年で取り替え
　　水道メーターは計量法に基づき、8年ごとに取替え
を実施します。市では作業を業者に委託し、該当す
る家庭や事業所などのメーターを順次取替えていま
す。

■	検針にご協力を
　　2か月ごとにメーター検針を行います。正確かつ効
率よく検針できるよう、メーターボックス付近にも
のを置かず、動物を近づけないでください。

■	転入・転出時の届出
　　住所変更時は水道課で手続きが必要です。また、
水道の開始・休止時も必ず事前に水道課窓口で手続
きをしてください。

■	水道の経営状況や水質検査結果の公表
　　水道の経営状況や水質検査結果を市のホームペー
ジで閲覧できます。

■	老朽化した水道管の布設替え
　　水道管の布設替え工事を順次行っております。ご
迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。

■	漏水を発見したら
　　水道管は水道メーターを境に道路側と宅地・宅内
側に区分されています。メーターより道路側及び道
路上の漏水を発見した場合は、水道課に連絡してく
ださい。また、メーターより宅地・宅内側の漏水に
ついては、使用者が関市指定の給水装置設置業者（水
道工事店）へ修理を依頼してください。

　　最寄りの水道工事店が分からないときは関市管工
事協同組合（☎23-5348）にお問い合わせください。

照会先　水道課（☎23-7707）

6月1日～7日は「第62回水道週間」　飲み水を 未来につなごう ぼくたちで
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

会計年度任用職員
「留守家庭児童教室指導員
（非常勤 教室補充要員）」

業務内容　児童指導
雇用期間　7月20日～3月31日　　
勤務時間　授業終了時から午後7
時までのうち3時間程度、長期
休業日については午前7時30
分から午後7時までのうち3～
5時間程度

勤務場所
　各小学校の留守家庭児童教室
募集人員　10人程度
申込方法　申込書を提出　※用紙
は教育総務課にあります。

申込期限　6月19日（金）まで
照会先　教育総務課
　（☎23-7722）

就学相談会

　令和3年度新就学児童の保護者
を対象に、入学に関する相談会を
開催します。
日時　7月1日（水）、2日（木）、7
日（火）、8日（水）
　午前10時～午後3時
場所　福祉会館
相談時間　個別で1人1時間程度
相談員　特別支援学校職員、小中
学校の特別支援学級担任など

参加費　無料
申込方法　電話またはFAXにて
下記へ申込み。希望日時をお知
らせください。
申込期限　6月5日（金）まで
照会先　学校教育課
　（☎23-7411　 23-7747）

教育相談

日時・場所　
●	洞戸ふれあいセンター
　7月16日・10月9日・11月19日・
1月28日

●	板取生涯学習センター
　7月9日・9月4日・10月28日・
12月18日・2月10日

●	武芸川事務所
　7月15日・10月8日・11月13日・
1月21日

●	武儀生涯学習センター
　9月3日・10月22日・12月10日・
2月4日

●	上之保生涯学習センター
　7月10日・9月11日・11月6日・
1月14日・2月17日

●	まなびセンター（わかくさ・プラザ内）
常時相談を受付
相談時間　午前10時～午後３時
30分　1人1時間程度
内容　心身の発達や就学について
心配な小中学校児童および新就学
児童の保護者の相談に応じます。
相談員　特別支援教育指導員
申込方法　電話で申込み。日時な
どの調整をします。　
照会先　学校教育課
　（☎23-7719）

関市自治会連合会
令和2年度役員の紹介

　関市自治会連合会では新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、
総会は開催せず、理事会書面議決
をもって本年度の事業計画等を決
定しました。スローガン、役員は
次のとおりです。
スローガン
　未来を切り拓く関市　自立と協
働のまちづくり
　～水と緑に恵まれた　心ふれあ
う健康と福祉のまち～
自治会連合会の役員
※敬称略、（　）は支部名
・	会長　遠藤俊三（富岡）
・	副会長　野口正人（下有知）
	 　　　　沼田明仁（倉知）
・	書記　櫻井寛和（武芸川）
・	会計　美濃羽哲彦（武儀）
・	総務部
	【部　長】野村良賢（洞戸）
	【副部長】小瀬木新八（田原）
・	福祉部
	【部　長】長屋勉（板取）
	【副部長】堀寛晴（広見）
・	防犯防災部
	【部　長】藤塚聖呉（保戸島）
	【副部長】澤邉勝次郎（小金田）
・	交通部
　【部　長】久保公平（安桜）
	【副部長】山田京二（瀬尻）
・	スポーツ部
	【部　長】八木幹夫（桜ヶ丘）
	【副部長】土屋勤（旭ヶ丘）
・	環境衛生部
	【部　長】中嶋亘（富野）
	【副部長】林博康（千疋）
照会先
　市民協働課（☎23-6750）

特定不妊治療の対象年齢・
通算助成回数の緩和

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、治療を延期した場合に、
時限的に年齢要件などを緩和しま
す。詳細は、関市ホームページを
ご覧ください。
照会先　市民健康課
　（☎24-0111）
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

第12回関市長杯争奪ゴルフ
大会中止

　7月初旬に開催を予定していた
関市長杯争奪ゴルフ大会は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止となりました。
照会先　関市体育協会
　（☎23-8525）

令和3年度使用教科書展示会

　小中学校および高等学校の文部
科学省著作教科書を展示します。
日時　6月12日（金）～25日（木）
　午前9時～午後5時
場所　学習情報館3階・まなびセ
ンター
照会先　学校教育課
　（☎23-8125）

「緊急地震速報（訓練用）」が
流れます！

　消防庁が防災行政無線（同報無
線）を使用して、全国一斉に訓練
用の緊急地震速報を流します。こ
れは、全国瞬時警報システム（J
アラート）を活用した情報伝達手
段の確認を行うものです。この機
に自分の身を守る行動を練習しま
しょう。
日時　6月17日（水）午前10時頃
内容　「（緊急地震速報チャイム
音）緊急地震速報。大地震です。
大地震です。これは試験放送で
す」×3回
※あんしんメールでも同様の内
容を配信します。

※気象状況などによって中止す
ることがあります。

地震による危険回避行動
　①姿勢を低くする　
　②手や腕で頭や首を守る　
　③揺れが収まるまでじっとする
　　（1分間程度）
照会先　危機管理課
　（☎23-7048）

関市墓地公園　墓地使用者募集

　関市墓地公園（第1区域）の墓地使用者を募集します。
募集区画

応募資格
　市内在住者（関市に住民登録のある人）で現に埋蔵しようとする焼骨を
有する人

使用区画の制限
　1世帯につき1区画
使用者義務
　3年以内に墓碑などを建立するなどの条件があります。詳しくはお問
い合わせください。

　※応募多数の場合は抽選で決定します。
　※来年度も使用者の募集を行う予定です。
申込期限　7月31日（金）まで
照会先　環境課（☎23-7702）

種別 面積 募集区画数 永代使用料 墓地管理料
A区画 3.06㎡ 2区画 158,000円

2,000円
（毎年）

B区画 2.55㎡ 5区画 132,000円
C区画 1.40㎡ 1区画 72,000円

D区画
2.02㎡ 1区画 105,000円
1.72㎡ 1区画 89,000円

熱中症に
気をつけましょう！

　いよいよ夏がやってきました。
気温・湿度が上昇するこの季節は、
毎年熱中症による救急搬送者が増
加しています。熱中症は重度の場
合、死に至ることもあります。予
防のため、以下のポイントに注意
して生活しましょう。
熱中症予防のポイント
1.	部屋の温度をこまめにチェック
2.	のどが渇いていなくてもこまめ
に水分補給
3.	外出時は体をしめつけない涼し
い服装で、日よけ対策をする
4.	無理をせず、適度に休憩
5.	日ごろから栄養バランスの良い
食事と体力づくり

　体温調節機能が未熟な子ども
や、暑さに対する体の反応が弱く
なっている高齢者は特に注意が必
要です。家族全員で対策を心掛け、
元気な夏を過ごしましょう。
照会先　中濃消防組合
　（☎23-9090）

自宅からの仕事探しを
お手伝いします

　みんサポでは、市内で就職を考
えている人の相談窓口を開設して
います。相談に来ることがむずか
しい人には、電話相談・ＷＥＢ相
談の方法もあります。お気軽に相
談ください。
　また、みんサポのホームページ
には市内企業の情報が掲載されて
います。市内にある魅力的な企業
の情報を一度のぞいてみません
か。
■電話相談
受付時間　平日の午前９時～午後
４時（正午～午後1時は除く）

■WEB相談
相談時間
　平日の①午前9時～10時	②午
前10時～11時	③午前11時～
正午	④午後1時～2時	⑤午後2
時～3時	⑥午後3時～ 4時
予約　事前にメールまたは電話で
1. 名前 2. 連絡先 3. 希望相談日
時をご連絡ください。
照会先　みんサポ（☎23-7335、

shoko@city.seki.lg.jp）
　（ホームページ	https://www.
seki-minsapo.net/）
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

　令和2年度国民健康保険（国保）税の納税通知書は6月17日付で世帯主へ発送します。
　国保税は、加入者が病気やけがをした時にかかる医療費のほか、高齢者の医療費の支援もしています。（※世
帯主が国保に加入されていない場合でも、納税義務者である世帯主宛に送付します。）

国保税率　国保税は前年中の所得や世帯の加入人数によって課税され、世帯主が納税義務者となります。

（１）令和2年度の保険税率

（２）所得に応じた軽減

※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。

■	国保税は資格のある月から月割で　
　国保の加入日は、届出日ではなく、関市への転入日や職場の健康保険を喪失した日などとなり、国保税は加
入月分から発生します。　
　また、国保の喪失日は、関市からの転出日や職場の健康保険に加入した日などとなり、国保税は喪失月の前
月分までとなります。届出が遅れますと国保税の納付や払戻しに大きな影響がでますので、異動があった場合
は、お早めに保険年金課または各地域事務所（西部支所を除く）へ届け出てください。

■	国保税の軽減
　4月1日現在で加入している人（国保に加入していない世帯主を含む）の所得額により、世帯の均等割額、平
等割額が減額される場合があります。ただし、対象者の中に前年中所得が未申告の人がいる場合、この軽減は
適用されません。

■	非自発的失業者の軽減
　倒産・解雇などによる離職や雇止めによる離職をした人で雇用保険の給付を受ける人は、前年の給与所得を
100分の30とみなして税額を計算します。対象となる人は「雇用保険受給資格者証」と印鑑を持参の上、申請
してください。

■	国保税の納付にお困りの方は早めにご相談を
　国保税を滞納すると「延滞金の加算」「窓口負担10割の資格証明書の交付」「財産の差押え」などの措置がと
られますので、注意してください。なお、特別な事情で国保税の納付が困難になった場合は、申請により減免
を受けられる場合があります。ただし、資産、財産を活用しても納付が困難である場合に限られます。また、
原則毎月第1日曜日の午前9時から正午まで休日開庁を行っています。

照会先　保険年金課（☎23-6725）

わたしたちの健康を支える国民健康保険

区分 所得割 均等割（1人あたり） 平等割（1世帯あたり） 限度額

医療給付費分 5.82% 26,000円 19,800円 63万円

後期高齢者支援金分 2.09% 9,500円 8,200円 19万円

介護納付金分
（40～64歳） 1.67% 10,500円 5,900円 17万円

前年中の世帯の所得 減額される割合

33万円以下のとき ７割

33万円＋28.5万円×被保険者数※以下のとき ５割

33万円＋52万円×被保険者数※以下のとき ２割
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

市民掲示板の申込・照会は
企画広報課まで（☎ 23-9261）

会員募集

関市甲冑製作同好会
（6期生募集）
　戦国時代の武将が着用した本
格鉄製甲冑を手作りし、市内外
で開催されるイベントに参加し
ます。
日時　毎週水曜日　午後7時～
9時（約1年間で完成）
場所
　小川精機旧建物（小迫間117）
内容　着用甲冑一揃え（兜、胴、
袖、草摺、籠手など）を鉄板
で製作します。
講師　三浦一郎さん（甲冑師）
対象　高校生以上
参加費
　入会金 3,000 円
　月会費 500円
　材料費・受講料は別途
申込・照会先
　関市甲冑製作同好会・酒井
　（☎090-2619-9876）

「テクノプラザCADセミナー研修」の受講料を補助します

　㈱VRテクノセンター（各務原市）で開催される「テクノプラザCADセ
ミナー研修」を受講する際に、関市内の中小企業にお勤めの人または市
内在住の人は、受講料を3分の1に減免します。
　※6月に実施する研修の一部を抜粋しています。

■ SOLIDWORKS基礎
日時　6月1日（月）～2日（火）午前10時～午後5時
内容　3次元CADソフト「SOLIDWORKS	2019」を使用して、3次元モ
デリングから2次元図面の作成までの一連の基本操作を習得します。

受講料　62,700 円→ 20,900 円　※市および県の減免適用後の金額

■ Fushion360Basic
日時　6月1日（月）～2日（火）午前10時～午後5時
内容　ユーザーインターフェースの構造と各機能を習得した上で作成し
たクラウド固有のデータ管理と活用法を身に付けていただきます。

■ Fusion360Advance
日時　6月15日（月）～17日（水）午前10時～午後5時
内容　Basicコースを受講済の対象者に、より進んだ設計製造業務への
活用を習得していただきます。

受講料　89,100 円→ 29,700 円　※市および県の減免適用後の金額

照会先　㈱VRテクノセンター研修部（各務原市テクノプラザ1丁目1番地）
　（☎058-379-6370）

濃州関所茶屋～匠の技体験工房～

■	季節に合わせた手芸教室
日時　7月12日（日）、8月9日（日）、9月13日（日）
　午前9時～正午
内容　毎回違った小物を作ります。
　（手まり、根付、グリーティングカードなど）
講師　足立幸枝さん
定員　各日15人
参加費　500円（受講料）

■	樹脂ねんど細工教室
日時　7月25日（土）、8月22日（土）、9月26日（土）
　午後1時30分～3時30分
内容　樹脂ねんどを使い、季節の飾り草花やアクセサ
リーを作ります。

講師　牛丸里子さん
定員　各日8人
参加費　1,000円（受講料）
持ち物　ラジオペンチ

■	円空彫り体験教室
日時　7月11日（土）、9月12日（土）
　午後1時30分～3時30分
内容　ノミを使って郷土ゆかりの円空仏を彫ります。

講師　平野忠男さん（木工技能士）
定員　各日10人
参加費　1,000円（受講料）
持ち物　ノミ、金づち、彫刻刀（ある人）、タオル
　※床に座って作業できる服装

■	組紐・機織教室
日時　7月11日（土）、9月12日（土）
　午前9時～11時30分
内容
　いろいろな糸を組紐台で組んで機織していきます。
講師　森万美さん
定員　各日7人
参加費　1,000円（受講料）
持ち物　はさみ

※6月10日から募集を開始します。定員になり次第
締め切ります。
※講師の都合により、日程が変更になる場合がありま
す。
※受講中の怪我などは自己責任となりますのでご了承
ください。
照会先　濃州関所茶屋（☎23-9922）
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

ヘルスメイト養成のための
「健康づくり教室」

　食事や運動などさまざまな健康
づくりのノウハウを楽しく学ぶ体
験型教室です。料理や運動に自信
がなくても大丈夫。
日時
　10月9日（金）、10月22日（木）、
11月6日（金）、11月13日（金）、
12月11日（金）、12月21日（月）、
1月22日（金）、全7回コース

　午前9時30分～2時30分
場所　関市保健センター
内容　調理実習、運動実技、講義
など（詳細は下記窓口へおたず
ねください）

対象　市内在住
　（コースで参加できる人）
定員　20人
　（申込み多数の場合は抽選）
参加費　1,000円（全7回コース）
持ち物　エプロン、三角巾、マス
ク、筆記用具

武芸川健康プール・
第2期運動教室

期間　7月1日（水）～9月25日（金）
内容　ウオーキングビクス・超音
波流水・流水ウオーキング・水
泳教室各種・ヨガ各種・美ボディ
メイク・健美ストレッチ
参加費　3,200円
※施設使用料別途必要
　1回につき　一般400円
　65歳以上障がい者100円
申込方法　6月2日（火）午前10時
から受付　※電話申込不可
照会先　武芸川健康プール
　（☎45-0133）

「きれいに泳ごう！
大人の泳法レッスン」

　水泳初級者向けに美しいフォー
ムで平泳ぎが泳げるようアドバイ
ス・指導をします。
日時　6月12日（金）、19日（金）、
26日（金）、7月3日（金）の全4
回　午後7時～7時50分
参加費　3,300円（税込）
※別途プール利用料が必要
対象　10ｍ以上泳げる成人
申込方法　6月10日（水）午後8時
までにせきしんふれ愛アリーナ
温水プール受付窓口にて参加費
を添えて申込み。（電話予約可）
開館時間
　午前10時～午後8時 45分まで
※月曜休館、日曜祝日は午後4
時 45分まで。　

定員　10名（申込順）
※人数に満たない場合、開催し
ないことがあります。

担当講師　（株）コパン専属コーチ　
照会先
　せきしんふれ愛アリーナ地下1
階温水プール（☎23-7762）

助成制度の郵送申請

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、各種助成申請手続きを
郵送でも対応します。
対象事業
　❖妊婦健康診査助成
　❖産後健康診査助成
　❖関市ママサポート事業助成
　❖新生児聴覚検査費助成
　❖関市一般不妊治療事業費助成
　❖関市特定不妊治療事業費助成
郵送での申請方法
　関市ホームページから申請書等
を印刷します。（LINEのトーク
ルームからHPに

　移動できます）
　LINEのご登録は
　こちら▶

　必要書類（関市ホームページや
妊婦健診受診票つづりの説明を
ご参照ください）を関市保健セ
ンター宛てに郵送。郵送したこ
とをご連絡ください。

郵送先	〒501-3873
　関市日ノ出町1丁目３番地3
　関市保健センター
照会先　市民健康課
　（☎24-0111)

はじめての子育て教室

日時　7月3日（金）
　午後7時～9時
場所　関市保健センター
内容
　赤ちゃんの沐浴体験・パパの妊
婦体験・赤ちゃんが泣いたとき
の心構えについて学びます。

持ち物　母子手帳、父子手帳
申込方法　電話で申込み
照会先　市民健康課（関市保健セ
ンター）（☎24-0111）

プレママ広場

日時　7月15日（水）
	 午前10時～11時30分
場所　関市保健センター
内容　妊産婦の交流・相談・スト
レッチのほか、助産師が「産後
の過ごし方」について話します。
持ち物　ストレッチのできる服装、
母子手帳、飲み物
申込方法　電話で申込み
照会先
　子育て世代包括支援センター
　「ひだまり」（☎22-1154）

こころの健康相談

　うつ病、アルコール依存症、引
きこもりなどのお悩み相談を受け
付けています。
日時　6月9日（火）
　午後1時20分～3時30分
場所　関市保健センター
相談員　専門医師、保健師
申込方法　電話で申込み
照会先
　市民健康課（関市保健センター）
　（☎24-0111）
　関保健所（☎33-4011）

その他　規定回数の出席で修了と
し、ヘルスメイトになる資格を
取得できます。
申込方法
　電話、FAXまたはe-mail
申込期限　6月22日（月）
照会先　市民健康課（☎24-0111　

23-6757 hoken-c@city.
seki.lg.jp）
　せきしあわせヘルスマイレージ
対象事業

カローリング日本平成村
カップは中止します

　7月上旬に武儀生涯学習セン
ターで開催を予定していました
が、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止となりました。
照会先　関市体育協会
　（☎23-8525）
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

7月の成人健康相談

場所（照会先） 日　程 時　間 内		容

関市保健センター 　29日（水） 午前9時～11時

血圧測定、尿検査、身長・
体重・体脂肪測定、保健師・
栄養士による相談（栄養士
の食生活相談は予約が必要
です。）

武芸川保健センター 　27日（月） 午後1時30分～ 2時30分

洞戸保健センター 　16日（木） 午後1時30分～3時

板取保健センター	 　10日（金） 午後1時～2時30分

上之保保健センター 　22日（水） 午後1時～3時

7月の子どもの健診

健診名 日　程 対象者 受付時間

4か月児健診

　3 日（金）

個別に案内しています。

1G→午後1時～1時10分
2G→午後1時30分～1時40分
3G→午後2時～2時10分

　9 日（木）

　14日（火）

　28日（火）

　29日（水）

1歳6か月児健診・
歯科健診

　6 日（月） 平成30年12月1日～15日生

　30日（木） 平成30年12月16日～31日生

3歳児健診・
歯科健診

　7 日（火） 平成29年6月16日～30日生

　16日（木） 平成29年7月1日～15日生

※令和2年度から乳幼児健診は関市保健センターで行います。　※持ち物はアンケートをご確認ください。

7月の子どもの相談

子どもの相談 日　程 時　間 場　所

子どものこころの相談
（要予約）

　13日（月）
午前9時30分～12時 関市保健センター

　30日（木）

乳幼児相談
（身体計測・育児相談）

　15日（水） 午前9時～10時 関市保健センター

　27日（月） 午前10時～11時
午後1時～2時 武芸川保健センター

　16日（木） 午前9時30分～11時 洞戸ふれあいセンター

　10日（金） 午前9時30分～11時 板取保健センター

　22日（水） 午前9時30分～11時 上之保保健センター

※母子手帳をお持ちください。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

わかくさ・プラザ
学習情報館 1階・エントランスホール
午前9時～午後9時

休館日　月曜日（休日を除く）	 	 	
照会先　生涯学習課（☎23-7777）

エントランスホール作品展

期　間 タイトル 内　容

6月12日（金）～
6月19日（金）

初夏の
山野草と書

山草鉢・
書の展示

6月23日（火）～
6月28日（日） 水墨画作品展 絵画の展示

小壁面

6月25日（木）～
6月28日（日）

男女共同参画
週間

男女共同参画
紹介

6・7月の市役所休日窓口開設

照会先　市民課（☎23-7700）

開設日 時　間 開設する窓口

6月7日（日） 午前9時～正午 市民課・保険年金課・
環境課・水道お客様セ
ンターに係る手続き7月5日（日） 午前9時～正午

せき・まちかど工房ギャラリー

照会先　せき・まちかど工房を支援する会
　　　　（本町2丁目29　☎ 46-9589）

午前10時～午後5時	

会　期 展覧会名等

6月23日（火）～ 6月28日（日） 墨扇会書展

5月の平均小売価格

せきしんふれ愛アリーナのお知らせ

トレーニング機器取扱説明会
　			6 月は実施しません。
照会先　せきしんふれ愛アリーナ・温水プール
　（☎23-7762）

メインアリーナの一般開放
　６月は実施しません。

サブアリーナ「チャレンジ !! ザ		スポーツ・ゲーム」
　			6 月は実施しません。

照会先　スポーツ推進課（☎23-7766）

関市の人口
（5月1日現在）税・料の納付　6月

市県民税

国民健康保険税

保育料

留守家庭児童教室使用料

住宅使用料

介護保険料

納付期限　6月30日（火）

87,802人	
	 	（+111人）

男　43,091人
	 		（+96人）

女　44,711人
	 （+15人）

世帯数	35,756世帯
		 （+215人）

※ (　) は前月比

品目 単位 価格 先月比 先月

キャベツ １玉 370円 127円 243円

大根 １本 209円 △4円 213円

牛肉（ロース） スライス100㌘ 744円 53円 691円

牛乳 紙パック１㍑ 217円 △3円 220円

食パン スライス１斤 179円 5円 174円

食用油 キャノーラ油1000㌘ 277円 3円 274円

LPG ５立方㍍ 4,840円 27円 4,813円

関市消費生活モニター調査
（調査基準日：5月 1日）（価格は消費税込み）△印＝マイナス
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　図書館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、図書の貸出・返却など、一部業務のみ
を提供しております。また、密集を防ぐため入館を制限する場合があります。図書館来館前には健康状態のチェッ
ク、検温してください。

【利用できるサービス】　
・開架にある本棚から借りたい本、CD 等を手に取って選ぶこと
・カウンターでの本、CD 等の貸出・返却
・利用者カード、マイページ、電子図書館の申込み
・インターネット予約の受付と受取り
※館内滞在15分以内

【利用できないサービス】
・閲覧席、視聴覚資料閲覧席の利用
・雑誌、新聞の閲覧
・インターネット、データベース、セルフ貸出機、OPAC（検索）
　複写機（コピー機）の利用
・窓口での予約・リクエスト受付

※状況に応じて利用できるサービスが変更になる可能性があります。

■	講座・イベント・お話会について
　6 月開催予定の図書館主催のイベント・講座・お話会は中止とします。

■	電子図書館について（サインインした状態）

　（ネットに接続する際の料金などは利用者の方の負担になります）
　ご利用にはお申込みが必要となります。

図書館へのお問合せは、電話、FAX、E-mail でお願いいたします。
　（☎24-2529、 23-7780、 lib@city.seki.gifu.jp）

図書館（☎24-2529） 6月の休館日 : 1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）

パソコン スマホ・タブレット

本を探す（検索）

貸出可能は…
「借りる」をクリックすると

閲覧できます。

貸出中は…
予約できます。

「予約する」をクリックしてください。

◆	返却方法は２つあります。
	●	自動返却（貸出期間14日間）
	●	本棚の「返却」ボタンをクリック

◆	メールアドレスを入力するページに
移動します。

	●	「メールアドレス」を入力
	●	「予約する」ボタンをクリック
	●	メールアドレス登録済みの人は予約
完了です

①図書館入口で「図書館カー
ド」を提示してください。　
※図書館カードを忘れた方、
お持ちでない方は図書館入
口で用紙に氏名、電話番号
を記入してください。
②マスクを着用してください。
③手指を消毒してください。

感染者が確認されたときは、
利用者情報（図書館カード登録
情報）を関係機関（保健所等）に
提出することになりますので
ご了承ください。

図書館に入館するには…
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

文化会館（☎24-2525） ６月の休館日：１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）
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関市立篠田桃紅美術空間
「篠田桃紅  ひと筆の線」展
　「まん中に、上から下までの、一本
通る線を、太い大きな筆で書きおろす
構図のものを、私は時々作る。これは、
まず私の心の中に、一本の柱を立てた
い、という希（こいねが）いが強いこと
の証しかと思う。」とエッセイに綴っ
ています。本展では、一本の墨の線が
印象的な作品をご紹介します。

期間　4月4日（土）～7月12日（日）
会場　関市役所・北庁舎7階
開館時間　午前9時～午後4時30分
休館日　月曜日
照会先　文化課

作家名：篠田桃紅
作品名：こころ
制作年：2000年
素材：墨・朱・銀地・カンヴァス
サイズ：60.0×45.0（㎝）

【作品解説】　刷毛を使った太い線による
面と、上から下におろされた細い線との
交わりに緊張感を漂わせています。細い
線は、しなやかで、筆ゆきの味わいが感
じられ、その凛とした姿は作品の核に
なっています。80年代の特徴を表すこ
の配置は、桃紅が好んで描く構図で、そ
の後も繰り返し制作されています。

今月のアートタイム

関市文化会館での取り組み
・館内にアルコール消毒液を設置して、感染拡大防止に努めています。
・施設内に、お客様への感染症予防対策のチラシを掲示しています。
・感染拡大防止のため、スタッフがマスクを着用しています。

ご来館のお客様へご協力のお願い
　新型コロナウイルスを含む感染症の予防および拡大防止のため、文化会館にご来場の皆さまに次のご協力
をお願い申し上げます。体調に不安のあるお客様は、無理をなさらないようお願いいたします。
・うがい、手洗い、アルコール消毒（当館には消毒液がありますので、ご利用ください）
・館内ではマスクを着用されるなど、ご自身での感染予防対策
・「咳エチケット」
・室内では、適度な換気、他の利用者と距離を空けた座席の配置
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削減目標1,608トン

　ハンドル の 遊 び を 73

泰然自若とした株杉（板取）

6月の休日診療当番

※夜間など救急の場合（歯科を除く）＝救急医療情報センター（☎ 23-3799）　岐阜県広域災害救急医療情報システム（http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/）

日 病院・医院（診療時間 /午前 9時～午後 4時） 歯科医（診療時間 /午前 9時～午後 3時）

6/7 関中央病院 （平成通2丁目 ☎ 22-0012） 太田歯科医院 （ 小　　 瀬 ☎ 24-7011）

14 柳田整形外科 （ 緑 町 2 丁 目 ☎ 24-2323） 大山歯科医院 （ 肥 田 瀬 ☎ 23-9201）

21 きっずクリニック （ 山　　　　 田 ☎ 28-6888） ミント歯科 （ 市 平 賀 ☎ 23-3784）

28 美濃病院 （美 濃 市 中 央 ☎ 33-1221） くらち歯科 （ 倉　　 知 ☎ 24-9977）

照会先 環境課（☎23-7702）

令和2年度ごみ削減目標値1,608トンを目指します!
～令和2年度までに平成26年度と比較して10%削減～

【現在の削減状況】

①令和元年度
4月の収集量（kg）

【参考】② 平成26年度
4月の収集量（kg）

現在の削減量（kg）
①-②

1,305,220 1,289,590 15,630 減

　今年度最初の収集量は平成26年度と比べて約16トン増加しており、主に可燃
ごみが増加傾向です。
　新型コロナウイルスの影響で飲食店でのテイクアウトなどの機会が増えました
が、テイクアウトではプラスチック容器など多くのごみがでます。可能なお店で
は入れ物を持参して商品を受け取るなど、ごみの減量にご協力ください。

※1,608トンは、平成26
年度と比較して10％相
当分になります。

※数値について小数点以下
は四捨五入

4月まで:16トン増
目標達成まで

あと1,624トン
900トン

600トン

300トン

　4 月から 5 月にかけて、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、各種の店舗に休業要請がなされましたが、パチ
ンコ店など一部の店舗が営業を続け、世上を賑わせました。 
　テレビ・新聞等の報道、ネットでの反応等を見ていると、
特別措置法上、指示ではなく要請の段階にも関わらず、「行
政の“ 要請”に従わないのはとんでもない」、「こんなとき
にパチンコに行くなんて許せない」などなど批判的な意見
が圧倒的でした。 
　そもそも休業要請に応じていなかったのはパチンコ店
だけなのか、という指摘は当然ありますが、それを置いて
も、何人たりとも他人と違う行動をすることを許さないよ
うな過度な同調圧力や、事実上の私的制裁のような扱い
や、扇情的な批判を目にすると、日本の自律的な行動の
凄さを感じると同時に、法的根拠のない「空気」の強烈な
圧迫感には空恐ろしさも感じました。
　一丸となって新型コロナウイルス感染症を、1 日も早
く収束させる必要があることは論を持ちません。
　ただし私たちが運転をする車のハンドルには、ご承知の

通り、少しの “ 遊び ”
があります。 
　仮にハンドルにまっ
たく“ 遊び”がなければ、
ほんの少しハンドルを
切っただけでも、車は
必要以上に左右に大き
く急に揺れて、かえっ
て危険になります。 
　私たちが車を運転す
る際、この“遊び”があ
るからこそ、逆に安全
に運転ができます。（ハ
ンドルに遊びがないF1
のようなレーシングカーを運転することを想像してくださ
い） 
　一人ひとりの人間にも、社会にも、このハンドルの”遊び”
の部分が、どんなときでも必要だと考えています。
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児童センター 子育て
支援センター 子育てサロン

行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇

2 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇

3 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

4 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇

5 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

6 土 〇 〇 〇 × × × × ×

7 日 〇 〇 〇 × × × × ×

8 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇

9 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇

10 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

11 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇

12 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

13 土 〇 〇 〇 × × × × ×

14 日 〇 〇 〇 × × × × ×

15 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇

16 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇

17 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

18 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇

19 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

20 土 〇 〇 〇 × × × × ×

21 日 〇 〇 〇 × × × × ×

22 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇

23 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇

24 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

25 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇

26 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

27 土 〇 〇 〇 × × × × ×

28 日 〇 〇 〇 × × × × ×

29 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇

30 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇

※諸事情により開館・開設予定や行事予定が変更になる場合があります。また、行事によっては予約・参加費が必要となる場合があります。

わかくさ児童センター　☎23-7774　
若草通2-1　わかくさプラザ総合福祉会館1階
午前9時～午後5時
安桜こども館　☎25-0190
千年町2-18-1　安桜ふれあいプラザ内　
午前9時～午後5時
むげがわ児童館　☎45-3002
武芸川町谷口1032-1　むげがわ保育園横　
午前9時～午後5時

ははこぐさ　☎080-8975-1450
倉知928　倉知保育園内　午前9時30分～午後0時30分、午後1時～3時
むげがわ子育て支援センター　☎45-3003
武芸川町谷口1032-1　むげがわ保育園内　午前9時～午後2時

子育て支援センター（2箇所）

子育てサロン（3箇所）　子ども家庭課　☎23-7738

児童センター

身近な子育て支援の施設。育児相談や交流ができます。未就園児の親子対象。無料で利用できます。

未就園児の親子が集まり、交流できる場所。無料で利用できます。
旭ヶ丘子育てサロン　仲町8-15 旭ヶ丘ふれあいセンター内　午前10時～午後3時 
洞戸子育てサロン　洞戸通元寺78-1 洞戸教職員住宅　午前9時～午後3時
武儀子育てサロン　中之保5443 武儀老人福祉センター2階　午前9時30分～午後3時30分

せきっこひろば（6箇所）　☎23-2296　午前10時～正午
ふれあいセンターの児童室を利用した、未就園児の親子が交流できる場所。無料で利用できます。
田原、富岡、鮎之瀬、倉知、西部、富野ふれあいセンターで開催中。

未就園児の親子を対象とした交流、ふれあいの場所。
各地域（小学校区）にお住まいの人のみ、てらっこは
どの地域の人でも参加できます。 

すくすくランドなど
子育て支援情報がLINEで
受け取れるようになりました
友達追加はこちら⇒

6月June

【お願い】
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マ

スク着用・手の消毒・検温等にご協力をお願
いします。

・ 利用人数の制限をさせていただく場合があり
ます。

【開館について】
・ 児童センターなどは通常とおり開館します。
・ ６月中の行事はすべて中止します。

【その他】
・ せきっこひろばの開催については、市のホー

ムページなどでお知らせします。
・ すくすくランドの開催については、　各団体ま

でお問合せください。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種相談は中止・延期となる場合があります。

関市役所　代表　☎22-3131　閉庁時、土・日、祝日は代表番号6月の各種無料相談案内

6月の水道当番

●	高齢者相談
中央第1☎23-0660 < 安桜・倉知 >
中央第2☎23-5320 < 旭ヶ丘・下有知 >
中央第3☎28-2208 < 瀬尻・広見・千疋・小金田・保戸島 >
中央第4☎24-8580 < 富岡・田原・桜ヶ丘 >
東☎40-1001 < 富野・武儀・上之保 >
西☎45-2002 < 板取・洞戸・武芸川 >
月～土曜日　午前9時～午後5時
※お住まいの地区の包括支援センターにご相談ください。

●	生活困窮に関する相談（☎23-5444）
月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
くらし・まるごと支援センター（市役所南庁舎1階）

●	生活なんでも相談（☎22-0372）
月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
社協本部事務局・支所窓口 ( 総合福祉会館２階 )

●	心身障がい者（児）総合相談（☎23-9032）
21日（日）午前10時～正午 総合福祉会館1階 生活訓練室

●	心の健康相談（☎21-5566）※事前予約が必要
9日（火）午後2時～、3時～（1日2人まで）
16日（火）午後2時～4時　家族の集い
かざぐるまサポートセンター（稲口 774-1）

●	家庭児童相談（☎ 23-0189）
月～金曜日（祝日を除く）　午前9時～午後4時
子ども家庭課内

●	母子父子寡婦・女性相談（☎23-0189）
月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時
子ども家庭課内

●	DV電話相談（☎25-1489）
毎週木曜日  午後0時30分～4時  手をつなぐ女たちの会

日 関　地　区 武芸川地区 武儀・上之保地区 洞戸・板取地区

6/6 長沼水道工業所	 （宝山町☎22-0205）井上管工	 （武芸川町平☎46-3163）マスヤ設備工業	 （中之保☎49-3026）ニッシン	 （板取☎0581-57-2725）

7 早川水道工業	 （明生町5丁目☎22-2895）武藤管工	 （武芸川町跡部☎46-2135）西部設備	 （中之保☎090-2187-6787）吉田住設	 （山県市☎0581-52-2038）

13 中濃温水サービス	 （西神野☎29-0231）セイショウ	 （武芸川町高野☎46-2798）漆畑商店	 （富之保☎49-3125）後藤水道	 （美濃市☎0575-34-0586）

14 関水道工業	 （北福野町1丁目☎22-9328）伊縫建設	 （武芸川町八幡☎46-2189）加納水道	 （上之保☎47-3208）美濃設備	 （美濃市☎0575-33-0537）

20 上田水道工業所	 （貸上町☎22-5632）井藤商事	 （武芸川町高野☎46-2414）加藤設備工業	 （上之保☎47-2519）ナガヤ設備	 （板取☎0581-57-2727）

21 沼田水道設備	 （倉知☎22-4801）井上管工	 （武芸川町平☎46-3163）石原設備	 （上之保☎47-2051）ハヤシ設備	 （洞戸☎0581-58-8228）

27 三和住宅設備	 （倉知☎24-0885）武藤管工	 （武芸川町跡部☎46-2135）三和水道	 （下之保☎49-3192）ニッシン	 （板取☎0581-57-2725）

28 兼松工業	 （本郷町☎22-7065）セイショウ	 （武芸川町高野☎46-2798）マスヤ設備工業	 （中之保☎49-3026）吉田住設	 （山県市☎0581-52-2038）

●	法律相談（弁護士）（☎23-6706）
 前日に電話予約（午前8時30分～市民課・先着8人）

11日（木）、18日（木）、25日（木）午後1時30分～3時30分　
総合福祉会館1階　1-1相談室
4日（木）午後1時30分～3時30分　板取事務所

●	行政相談（☎23-6706）
4日（木）午後1時30分～3時30分
総合福祉会館1階 1-1相談室
4日（木）午後1時30分～3時30分 洞戸ふれあいセンター
11日（木）午前10時～正午　板取事務所
11日（木）午後1時30分～3時30分
武儀事務所1階会議室
17日（水）午後1時30分～3時30分
上之保事務所会議室

●	不動産に関する相談（☎23-6706）
9日（火）午後1時～4時　総合福祉会館1階　1-1相談室

●	裁判所出張相談（☎23-6706）
※岐阜地方裁判所（☎058-262-5122）へ6月15日（月）ま

でに電話予約
19日（金）午前9時30分～午後4時
総合福祉会館1階　1-1相談室

●	教育相談 まなびセンター　☎23-7760
	 	 関市ふれあい教室　☎23-7773

火～日曜日　午前9時～午後4時　（学習情報館3階）
●	婚活サポートセンター（ハッピークローバー）※夜間相談あり
中央公民館（わかくさ・プラザ内）（☎29-8080）
※相談日以外は事務局まで（☎23-7777）
5日（金）、19日（金） 午後1時～3時30分
 午後6時～8時30分
13日（土）、28日（日） 午前9時～11時30分

●	内職就業相談（☎23-7335）
毎週水曜日　午前10時～午後3時
市役所北庁舎2階 みんなの就職サポートセンター

●	消費生活相談（☎23-6752）
月・火・木・金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時
商工課（消費生活相談室）

●	働き方改革出張相談【事業者対象】
ぎふ働き方改革推進支援センター（☎0120-226-311）
9日（火）午後1時～4時
市役所北庁舎2階（みんなの就職サポートセンター内）

コロナと共存する
新たな日常

公文書公開・個人情報............ 6-7P
議会だより................................  6P
INFORMATION .............  8-22P
子育てカレンダー .................  23P

感染予防を続けよう！

ご意見・ご質問専用フォームは右記ＱＲコードから
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