
販売場所・時間

利用可能店舗

コロナ対策プレミアム付商品券（せきチケ）は、市内約700店の協力店で利用できます。ホーム	
ページからご確認ください。
なお、購入引換券に、協力店一覧の冊子を同封します。
①	関市ホームページ「せきチケ・ベビチケが利用できる店舗」
	 https://www.city.seki.lg.jp/0000013637.html
②	せきチケサーチ
	 https://seki-ticket.net/

市内事業所の
皆さまへ

せきチケ・ベビチケを取り扱う協力店を募集しています。ぜひご登録ください。

【協力店登録事業者について】
https://www.city.seki.lg.jp/0000013667.html

販売場所 販売期間 販売時間
関郵便局

令和3年4月5日（月）～6月30日（水）
土・日・祝を除く

午前9時～午後7時
関郵便局以外の市内郵便局

※関向山簡易郵便局、関山田簡易郵便局、
富岡簡易郵便局を除く

午前9時～午後5時

販売日 販売時間
令和3年4月3日（土）、4日（日） 午前9時～午後4時

令和3年4月25日（日）、5月16日（日） 午前9時～正午

① ②

休日販売 次の日程で、休日販売を行います。
販売場所は、関市役所1階市民ホールです。 　商品券の購入は、先着順ではありませ

ん。購入対象者全員が購入できる冊数を
用意しています。販売開始直後は混雑が
予想されますので、お急ぎでない方は、
混雑時を避け、密にならない配慮をお願
いいたします。

購入する方へのお願い

■■■■■■■

◆公表場所　
　市ホームページ、企画広報課、各地域事務所、西部支所など
◆意見を提出できる人　
　市内在住、在勤、在学の人または市内に事務所、事業所をお持ちの人や団体
◆意見の提出方法　　
　住所、氏名、意見を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。　①持参、②郵送、③ファクス、④電子メール
※所定の様式は公表場所または市ホームページから入手できます。同様の内容が記載してあれば任意の様式でも可能です。口頭や電話での意見
はご遠慮ください。
※提出された意見とそれに対する市の考え方を、意見募集期間終了後に公表します（意見提出者の住所・氏名は公表しません）。

　市の基本的な政策や制度を定める計画や条例を決める場
合に、その案など内容を広く市民の皆さんに公表します。
　皆さんから寄せられたご意見を、条例や計画などに反映
させることで、よりよい行政を目指します。お気軽に意見
をお寄せください。

パブリックコメント募集 照会先 企画広報課  ☎23-7014

　限られた行政資源（人材や財源など）を一層効果的に活用
することにより、行政サービスの質を高めていくことための、
今後３年間の取組を示す計画です。
■ 募集期間	 3月29日（月）～4月28日（水）
■ 照会・提出先　企画広報課
　	（☎ 23-7014		 23-7744		 kikaku@city.seki.lg.jp）

せき行財政改革アクションプランⅢ（案）

パブリックコメントの流れ
計画などの案を策定
▼

市ホームページ、市広報紙などで手続実施を予告
▼

計画などの案を公表
▼

30日以上の期間を設定して、意見などを募集
▼

意見などに対する市の考え方を公表
▼

意見などを考慮して最終案を決定
▼

議決を要する案件は、議会へ提出
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　新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ市内消費を喚起し、地域経済を回復させるた
めに、コロナ対策プレミアム付商品券（せきチケ）を販売します。

昨年の販売との変更点
①商品券の購入には、市が郵送する購入引換券が必要です。
　購入引換券がない人は購入できません。
②購入引換券は世帯ごとに送付します。紛失した場合も再発行はしません。

関のお店を応援！コロナ対策プレミアム付商品券（せきチケ）を販売
照会先

企画広報課
☎23-7014

内容

1冊 7,000円（1,000 円券× 7 枚）のせきチケを 5,000円で販売します。
　			　

　　　
　　　　　　　　

購入対象者1人につき2冊まで購入できます。
2冊購入すると、
10,000円で 14,000円分のお買い物ができます !

商品券の有効期限 令和3年10月31日まで

購入できる人

次の1または2に該当する人
1.	令和3年3月19日時点で関市に住民票がある人
2.	令和3年3月20日～4月20日に関市に転入届もしくは出生届が提出され、4月20日時点で関
市に住民票がある人

※2は、市役所への届出が4月20日までに完了していることが必要です。

購入方法

販売場所に、購入引換券と購入代金（現金のみ）を持ってお越しください。
購入引換券をお持ちでない人は、購入できません。

・購入引換券は、世帯ごとに郵送します。
・購入引換券は、対象者 1人につき 2枚あります。
・購入引換券 1枚につき商品券を1冊購入できるため、1冊ずつに分けて購入ができます。
・家族などの分を、代理購入できます。委任状などは不要です。
・購入引換券の再発行はしません。
・購入引換券は、3月末から 4月上旬に順次発送します。しばらくお待ちください。

　

4,000円分お得！

大規模店では使えません 全ての協力店で使えます

中小規模限定券×4枚 大規模・中小規模共通券×3枚

関市コロナ対策プレミアム付商品券　購入引換券　　　
氏名　若草	一郎

関市コロナ対策プレミアム付商品券　購入引換券　　　
氏名　若草	一郎

関市コロナ対策プレミアム付商品券　購入引換券　※複製厳禁

購入引換券は、
1枚ずつ切り取って
お持ちください！

関市コロナ対策
プレミアム付商

品券　購入引換
券　　　

氏名　若草	二郎

関市コロナ対策プレミアム付商品券　購入引換券　　　
氏名　若草二郎

見本

慌てずに
ご購入ください
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■■■■■■■

最新の情報は、市ホームページで随時お知らせします。

空き家をお持ちで困っている人、登録してみませんか
空き家を売りたい、貸したいと考えている
人、関市空き家情報バンクに登録してみませ
んか。移住定住を希望する人を紹介します。
物件の見学会、契約などの手続は、市と連携
している不動産事業者に依頼できます。

空き家情報バンク

空き家情報バンク
リフォーム補助金

売買・賃貸借契約が行われた空き家情報バンク登録物件の入居者（市外からの転入者）ま
たは所有者に、リフォーム費用の1/2（上限20万円）を助成します。

今までの登録件数は約100件
成約件数は約60%

今しばらく

お待ちください

▽ 65 歳以上の人に接種券を送付しました

検索 関市　コロナウイルスワクチン

・接種券
・案内チラシ
・ワクチン説明資料
・予診票 (2回分 )

封入されているもの 

コロナワクチン接種相談窓口
〇 関市での接種対象者・スケジュール・場所など
	 関市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

 ☎ 0570-03-3375　毎日午前 9時～午後 5時

〇 ワクチンの効果や副反応などに関する疑問や不安など
	 岐阜県ワクチンコールセンター

 ☎ 058-272-8222　毎日午前 9時～午後 9時

・高齢者施設入所者など	 ４月中旬以降から接種開始
・その他の方	 ５月中旬以降から接種開始

ワクチン接種のスケジュールや接種方法などは、広報５月号でお知らせします。

接種券は、予防接種当日まで大切に　保管してください。

空き家登録 利用申込

情報提供 情報提供

物件調査・媒介依頼

関市空き家情報バンク

不動産事業者

空き家所有者 移住希望者

物件調査 見学会実施

賃貸借・売買の交渉・契約 賃貸借・売買の交渉・契約

新型コロナウイルスワクチンの接種の準備を進めています
照会先
市民健康課（☎24-0111）
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　市の未来を創るために推進している移住定住政策を紹介します。
市外で生活しているご家族・知人にもぜひPRしてください。
照会先 企画広報課  ☎23-9290

U・I・J ターン大歓迎!! 対象者を拡大します

あなたの新婚生活応援します！

関市外から関市に転入し、住宅を取得した全世帯に奨励金を渡します。

関市で新婚生活をスタートする夫婦に、結婚に伴う費用を最大30万円補助します。

関市に転入し、親・子・孫（18歳未満）の3世代以上で同居か近居を始める世帯に奨励金を渡します。

主
な
要
件

主
な
要
件

対
象
と
な
る

費
用 対

象
者

◎	令和3年4月1日以降に関市に転入し、転入前1年以内に関市に住民登録がないこと。
◎	令和3年4月1日以降に関市内で住宅を取得（所有権登記）し、居住していること。ただし、転入日から 3年
以内に住宅を取得していること。

※転入または住宅取得のいずれか遅い日から 1年以内に申請が必要です。

◎	3 世代世帯の親または子が転入前 1年以内に関市に住民登録がないこと。
◎	3 世代世帯が同居または近居し、3年以上継続する意思があること。
◎	3 世代世帯の孫が 18歳未満であること。
◎	対象住宅の名義が 3世代世帯の構成員であること。
※親または子の転入の日から 1年以内に申請が必要です。

◎	新居の住宅取得費用
◎	住宅賃借費用（新居の家賃、敷金・礼金、
共益費、仲介手数料）

◎	新居への引っ越し費用（引越・運送業者
へ支払った実費）

◎	夫婦ともに 39歳以下
◎	夫婦の所得合計が 400万円未満（申請時に
離職し無職の場合は所得なしとして算出）

◎	住宅が市内にあり、申請時に夫婦共に当該
住宅に居住し、住民登録している人

◎ 3世代世帯の親または子が転入前 1年以内に関市に住民登録がないこと。
◎ 3世代世帯が同居または隣居し、同居または隣居を 3年以上継続する意思があること。
◎ 3世代世帯の孫は 18歳未満であること。
◎対象住宅の名義は 3世代世帯の構成員であること。

移住定住奨励金

3 世代同居世帯奨励金

拡大

結婚新生活支援金新規

①	転入によって親・子・孫の 3世代以上が同居・近居
となった場合

5万円（その内 3万円分はせきチケで交付）

※せきチケ　市内の約 700店の協力店で使用できる地域限定商品券

①	関市に転入し、新築・建売・中古住宅を取得した場合	

②	①に該当する場合で	同居する 18歳未満の子ども 1人
　	につき
③	①に該当する場合で関市立地適正化計画で設定された「居
住誘導区域」内の中古住宅を取得し、その住宅を改修した
場合

せきチケ 10万円

せきチケ	3 万円を加算

改修費の 1/2 を補助　
上限 30万円（その内 1/3 はせきチケ）

改修費の 1/2（上限 20万円）②	①に該当する場合で 3世代世帯が同居もしくは近居
する住宅を改修した場合

関市に住もう！関市で暮らそう！ ～ 日本の真ん中でバランスのある暮らし～

検索 関市　移住
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マイナンバーカードが健康保険証として
利用できるようになります！

コレ、
持ってますか ?

　カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で順次利用できるようになります。

事前に登録が
必要です

　健康保険証として利用するには、事前に「マイナポータル」で利用申込が必要です。
マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請
がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取る自分専用のサイトです。

「マイナポータル」で利用申込しよう！

スマホを持っている人は…

パソコンからも申込みできます。（カードリーダーが必要）

健康保険証として使える！
転居や転職、就職しても保険証の切替えを待たずにカ
ードで受診できます。
※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限はカード
の申請時から５回目の誕生日までです。

限度額適用認定証の申請手続が不要に！
限度額適用認定証を申請しなくても、高額療養費制度
における限度額以上の一時的な支払が免除されます。
※福祉医療受給者証や特定疾病受療証などをお持ちの人は引き続き窓
口で提示が必要です。

Q 	 マイナンバーの取扱いについて心配です

A 	 ・	IC チップの中の「電子証明書」を使う
ため、医療機関や薬局の窓口でマイナ
ンバー（12 桁の数字）を取り扱うこ
とはありません。

	 ・	IC チップには、受診歴や薬剤情報など
の個人情報は記録されません。

	 ・	診療情報がマイナンバーと紐づけられ
ることはありません。

	 ・	カードをかざした機器に顔写真のデー
タは保存されません。

市民課　☎23-6703

簡単

①マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで ②医療保険資格を確認！

こんないいこと！ Q & A

マイナンバーカードを取得したい人は 健康保険証として利用したい人は 保険年金課　☎ 23-7701

マイナポータル
はこちら マイナポータル用端末が、市役

所北庁舎 1階、各地域事務所、
西部支所に設置してあります。
マイナンバーカードと、カード
取得時に設定した 4桁の暗証
番号（利用者証明用電子証明書）
があれば、申込みできます。

スマホを持っていない人は…

※機種によっては、対応で
きない場合があります。

みほん
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軽自動車税（種別割）の減免

岐阜県中濃県税事務所からのお知らせ

照会先

　次のいずれかに該当する場合は、軽自動車税（種別割）を減免できます。なお、新型コロナウイルスの影響で来
庁が困難な場合は、税務課へご相談ください。

　身体障がい者、戦傷病者、知的・精神障がい
者が所有する自動車（軽自動車を除く）の「自動
車税種別割の減免申請」を受け付けています。
●期間　通年（土日、祝日を除く）
●時間　午前8時30分～午後5時15分　
●場所　岐阜県中濃県税事務所
　（美濃市生櫛1612-2　中濃総合庁舎2階）な
お、自動車税事務所および各県税事務所でも
受け付けています。

（追記）	 	
1.同一の等級で2つの重複する障がいがある場合は、1級上の級とする。
2.肢体不自由においては、7級に該当する障がいが2つ以上重複する場合は、6級とする。
3.異なる等級について2つ以上の重複する障がいがある場合は、障がいの程度を考慮して当該等級より上の級とする。　

①身体障がい者（戦傷病者を含む）本人が所有し運転
するもの

②身体障がい者（戦傷病者を含む）本人が所有し、その
人と生計を一にする人が、障がい者の通学、通院、通
所、生業その他社会参加のために運転するもの

③18歳未満の身体障がい者と生計を一にする人が所有
し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参
加のために運転するもの

④知的・精神障がい者本人が所有し運転するもの
⑤知的・精神障がい者本人またはその人と生計を一に

する人が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業
その他社会参加のために運転するもの

⑥障がい者本人が所有し、障がい者のみで構成される
世帯員の通学、通院、通所、生業その他社会参加のた
めに常時介護者が運転するもの

申請に必要なもの　　　　　　　　　
　身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳、運転者の運転免許証、車検
証、印鑑（朱肉を使うもの）、生計同一証明書（同一世帯
と確認が取れない場合）、常時介護証明書（障がい者の
みの世帯で常時介護する人が運転する場合）
※納税義務者のマイナンバーの記入が必要です。1～3の

いずれかをお持ちください。
1 マイナンバーカード　
2 通知カード
3 住民票（個人番号の記載のあるもの）

①国または地方公共団体に、公用または公共の用に供
するために無償で貸し付けているもの

②学校法人（私立学校に限る）の設置者が所有する軽自
動車で、専ら当該学校の学生、生徒、児童および幼児
の送迎のために使用するもの

③社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で、社会
福祉事業のために使用するもの

④市から委託を受けた社会福祉事業に類する事業経営
者が所有する軽自動車で、直接その事業のために使用
するもの

⑤厚生農業協同組合連合会などが所有する軽自動車
で、へき地巡回診療のために使用するもの

申請に必要なもの
　印鑑（朱肉を使うもの）、車検証、定款など　
	 ※法人番号の記入が必要

申請期限　5月31日（月）まで　※土日、祝日を除く
注意事項　
・軽自動車の所有者が4月1日現在、障がい者本人であ
ること。　（18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、
精神障がい者は生計を一にする人でも可）
・障がい者本人が社会福祉施設に入所または病院に長
期入院している場合は、対象となりません。
・減免は、普通車・軽自動車などを問わず障がい者1人
につき1台です。
・リース車両は対象外
・これらのほかに、軽自動車の構造による減免がありま
す。詳しくは税務課までお問い合わせください。

障がいによる減免 公益による減免

障がい区分 障がい者本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転

視覚 1、2、3、4級

聴覚 2、3級

平衡機能 3級

上肢 1、2、3級

下肢 1、2、3、4、5、6級

体幹 1、2、3、5級

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能

上肢 1、2、3級

移動 1、2、3、4、5、6級
心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、

直腸、小腸 1、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1、2、3級

肝臓　 1、2、3級

音声機能 3級（こう頭摘出による音声機能障害の場合に限る）

戦傷病者 個々の障がいの等級により判断されます。
詳しくは税務課までお問合せください。

知的障がい 療育手帳「A」、「A1」、「A2」

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳「1級」

照会先 税務課（☎23-8874）各地域事務所

岐阜県中濃県税事務所
　☎33-4011㈹	内線272・273
岐阜県自動車税事務所
　☎058-279-3781
岐阜県総務部税務課　
　☎058-272-1111㈹	内線2197

　対象者
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【専門職 実務経験者】
子どもたちの健やかな成長をサポートし、子育て支援に積極的に取り組める人を待っています！

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

専
門
職

保健師 1人
程度

〇保健師の免許を有しており、
実務経験が、3 年以上ある
人

昭
和
37
年
4
月
2
日
か
ら

平
成
3
年
4
月
1
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
人

7月9日（金）
～ 	

8月13日（金）
	
試験案内は、6月下
旬から配布

9月19日（日）
	
・	教養試験	
	 (保健師のみ)
・	適性試験

11月初旬	
	
・	実技試験	
	 (保育・
	 児指のみ)	
・	面接試験	

11月下旬

保育士
※採用後は、市内
3か所の親子教
室に配属される
場合もあり

3人
程度

〇保育士の資格を有しており、
保育園などの児童福祉施設
（児童福祉法に規定される施
設）、または、幼稚園におけ
る実務経験が、3 年以上あ
る人

児童指導員
※市内 3 か所の
親子教室に勤務

1人
程度

〇児童指導員の任用資格に該
当する人で、児童福祉施設
（児童福祉法に規定される施
設）での実務経験が、3 年
以上ある人

※各職種の「実務経験」の期間は、それぞれの資格要件に該当する施設などで、常勤または常勤に準ずる勤務（週30時間以上）で就業した期間
を通算します。

	

【事務職（障がい者）】
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）	
	 1 人

程度

〇平成 3年 4月 2日以降に生まれた人
〇高校などを卒業した人または令和 4年
3月 31日までに卒業見込みの人

〇受験申込時に身体障害者手帳、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

8月31日（火）
～

9月17日（金）
試験案内は、8月下
旬から配布

10月31日（日）	
・	教養試験	
・	適性試験	
・	作文試験	

11月中旬
・	面接試験

12月初旬

【技能労務職】
市民の暮らしに直結する大切な業務です。やる気あふれる人を待っています！

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

技
能
労
務
職

清掃員
運転手

上下水道工手
※ 1

5人
程度

〇昭和 52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）、または令和4年
3月31日までに取得見込みの人　※ 2

8月31日（火）
～

9月17日（金）
験案内は、8月下旬

から配布

10月17日（日）
・	作文試験
・	適性検査

11月中旬
・	面接試験

12月初旬

※ 1	上記以外の技能労務職の職場へ配属される場合があります。	
※ 2	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。
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～明日の関市をあなたの手で～ 令和３年度 市職員採用試験

【新卒等】
何事にも積極的に取り組める意欲あふれる人を待っています！

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

新
卒
等
採
用
Ⅰ

大学卒
（事務職）

10人
程度 〇平成 3年 4月 2日以降に生まれた人

〇大学を卒業した人または令和 4年 3
月 31日までに卒業見込みの人

5月14日（金）
～

6月14日（月）
	
試験案内は、4月
中旬から配布

7月11日（日）
・	教養試験
・	適性試験
・	作文試験

　8月中旬	
・	面接試験
・	グループ
	 討論	
・実技試験

9月初旬

大学卒
（土木技術職）

1人
程度

社会福祉士・
精神保健福祉士	
（事務職）

1人
程度

〇平成 3年 4月 2日以降に生まれた人
〇社会福祉士もしくは精神保健福祉士の
資格を有する人または令和 4年 3月
31日までに取得見込みの人

※福祉部署以外への異動もあります。　　

保健師 2人
程度

〇平成 3年 4月 2日以降に生まれた人
〇保健師の免許を有する人または令和 4
年 3月 31日までに取得見込みの人

保育士
※採用後は、市内 3か
所の親子教室に配属
される場合もあり

10人
程度

〇平成 3年 4月 2日以降に生まれた人
〇保育士の資格を有する人または令和 4
年 3月 31日までに取得見込みの人

児童指導員
※市内 3 か所の親子	
教室に勤務

1人
程度

〇平成 3年 4月 2日以降に生まれた人
〇特別支援学校教諭の免許を有する人ま
たは令和 4年 3月 31日までに取得見
込みの人

新
卒
等
採
用
Ⅱ

短大・高校卒
（事務職）

1人
程度 〇平成 12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 4年 3
月 31日までに卒業見込みの人

7月9日（金）
～

8月13日（金）
試験案内は、6月
下旬から配布

9月19日（日）
・	教養試験
・	適性試験
・	作文試験

10月中旬
・	面接試験
・	グループ
	 討論

11月初旬
短大・高校卒
（土木技術職）

1人
程度

【事務職 実務経験者】
ＵＩＪターン大歓迎！
企画立案・事業運営などの経験・能力を生かし、即戦力の職員として取り組める人を待っています！

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 2人
程度

〇昭和 37年 4月 2日から平成 3年 4
月 1日までに生まれた人

〇大学を卒業した人で、民間企業などに
おける「企画立案」「事業運営」「経営
管理」の実務経験が 3年以上ある人　
※ 1、2　

〇民間企業などでの実務経験を外からの
視点として生かす意欲にあふれた人

7月9日（金）
～

8月13日（金）
試験案内は、6月
下旬から配布

9月19日（日）
・	教養試験
・	適性試験

11月初旬
	
・	プレゼン
	 面接

11月下旬

※ 1	企画立案以外の事務を担当する職場に配属される場合があります。
※ 2	「実務経験」の期間は、常勤の会社員、自営業者などとして、同一の事業所で 1年以上継続して就業した期間を通算します。

照会先 秘書課（☎ 23-9214）　試験概要および募集職種は、変更する場合があります。詳細は各試験案内を
ご確認ください。
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　吉田康雄前教育長の任期満了に伴い、４月１日付けで、新たに関市教育長を
選任しました。
　森 正昭 氏
　　元美濃教育事務所長
　　元関市教育委員会学校教育課長
　　元関市立旭ヶ丘中学校長、元関市立武芸川中学校長　など
任期　令和３年４月１日～令和６年３月３１日

関市教育長を選任しました 照会先 秘書課  ☎23-9214

　VSプロジェクトは、関市の高校生が主体的にまちづくり活動に取り組
むプロジェクトです。自分のやりたいことを形にしてみたい人、関市を
もっと知って楽しみたい人など、たくさんの参加をお待ちしています。

VS プロジェクト
メンバー募集

ペットの飼い主の
皆さんへ

犬のこと　猫のこと

飼い主の義務
　生後 90日を経過した犬の
登録、死亡や所在地、飼い
主の変更があったときは届
出をしてください。
　また、鑑札と狂犬病予防
注射済票をつけてください。

予防注射をしましょう
　毎年 1回狂犬病予防注射
を受けてください。

放し飼いはダメ！
　檻や鎖でつなぐなど、犬
が逃げないようにしてくだ
さい。散歩する時には引き
綱を利用しましょう。

フンの始末は飼い主の責任です
　フンは飼い主が責任を持って始末しましょう。
【関市ポイ捨て等防止条例】
※違反した場合は 2万円以下の罰金
に処せられることがあります。

【市ホームページ】

対象	 市内在住・在学の高校生	※保護者の同意が必要
内容	 ・関市を舞台にしたイベントなどの企画、運営
	 ・SNSを活用した情報発信
	 ・他地域の高校生グループとの交流
期間	 令和4年3月31日まで
活動場所	 市役所など
	 ※Zoomを使用したオンライン会議も併用
定　　員	 15人程度
募　　集	 5月14日（金）までに右記窓口へ連絡

照会先　市民協働課
（☎23-7711	 shiminkyodo@city.seki.lg.jp）
※Instagram『seki_vs』のDMからも申込みできます。

これまでの活動

猫は室内で飼いましょう
　猫を交通事故、感染症などの危険
から守るため、室内で飼いましょう。
また、猫を外に
出すと、近隣に
迷惑をかけるこ
とがあります。

野良猫にむやみに餌をあげないで！
　野良猫に餌をあげるとどんどん繁
殖し、近隣の皆さんに迷惑をかける
ことになります。

不妊・去勢手術について
　子犬や子猫が産まれることを望まない場合
は、不妊・去勢手術をしましょう。手術をする
ことで病気の予防やストレス軽減などにつなが
ります。

ペットも災害に備えましょう
　災害はペットにもストレス
がかかります。避難所で迷惑
にならないように、むやみに
吠えない、キャリーバッグ・
ケージに慣らしておくなどの
しつけをしましょう。

迷子札を装着しましょう
　ペットがどこかで保護
された時など、誰が見て
も分かるように迷子札な
どをつけましょう。

照会先 環境課 ☎ 23 - 6733

左：鑑札　右：狂犬病予防注射済票
（令和 3年度は青色のプレート）
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料金　登録と予防注射…6,200 円　　予防注射…3,200 円　　※おつりがいらないようご用意ください。

狂犬病集合予防注射

◆注意事項
　◦	集合予防注射を受けられない場合は動物病院で注射を受けてください。　
　◦	犬の体調不良や興奮により犬を抑えられない場合は注射できません。

動物病院にご相談ください。
　◦	登録済みの人は、「注射案内はがき」を持参してください。忘れた場合、

確認・再発行に時間がかかります。
　◦	はがき裏面の質問事項の記入をお願いします。
　◦	時間は延長できません。遅れないようにお越しください。
　◦	先に問診・注射、後で受付・支払になります。
　◦	トラブル防止のため、首輪を正しく締め、引き綱は短く持ってください。
　◦	フンは責任を持って始末してください。

地区 日程 会場 開始 終了

関

4
月
6
日（
火
）

関市文化会館 9:00 9:40
冨士塚公民センター 9:50 10:00
いしがみ公民センター 10:10 10:15
下有知ふれあいセンター 10:25 10:40
東志摩公民センター 10:50 10:55
今宮公民センター 11:05 11:15
関ノ上東公民センター 11:25 11:40
下有知寺田公民センター 11:50 11:55
関市土木課倉庫
( 旧給食センター北 ) 12:05 12:10

4
月
8
日（
木
）

黒屋リフレッシュ倶楽部 9:00 9:15
塔ノ洞環境保全
農業推進センター 9:25 9:30

志津野転作促進センター 9:45 9:55
富野ふれあいセンター 10:05 10:20
下日立公会堂 10:30 10:45
( 農 ) ほたるの里
八神集落営農組合 10:55 11:05

小野構造改善センター 11:15 11:20
東山公民センター 11:35 11:50
東本郷公民センター 12:00 12:05
平賀公民センター 12:15 12:30

4
月
13
日（
火
）

保戸島公民センター 9:10 9:20
下白金公民センター 9:30 9:40
山田公民センター 9:50 10:05
上白金公民館 10:15 10:30
津保川台公民センター 10:40 11:00
虹ヶ丘公民センター 11:10 11:20
倉知ふれあいセンター 11:40 12:00
西切公民センター跡地 12:10 12:15
アピセ関北側駐車場 12:25 12:45

地区 日程 会場 開始 終了

関

4
月
15
日（
木
）

下迫間公民館 9:10 9:15
迫間台公民センター 9:25 9:40
上迫間公民センター 9:50 9:55
向山公民センター 10:05 10:20
四季の台公民センター 10:30 10:35
桜台東公民センター 10:50 11:00
桜台西公民センター 11:05 11:10
稲口公民センター 11:20 11:35
南部公民センター 11:45 12:00
住吉町警察署跡地 12:10 12:20

4
月
20
日（
火
）

巾公民センター 9:10 9:30
赤土坂公民センター 9:40 9:50
小屋名公民センター 10:00 10:10
大平台公民センター 10:20 10:30
西部ふれあいセンター別館
（旧千疋ふれあいセンター）10:40 10:50

広見公民センター 11:05 11:20
池尻区公民館 11:30 11:35
めぐみの農協・
旧小瀬支店北倉庫 11:45 12:00

小瀬南公民センター 12:10 12:25
西部公民センター 12:35 12:45

4
月
22
日（
木
）

東田原公民館 9:10 9:25
大杉公民館 9:35 9:45
野田集会場 9:55 10:00
めぐみの農協・田原支店 10:10 10:25
桜ケ丘ふれあいセンター 10:40 11:00
肥田瀬島集会場 11:10 11:15
めぐみの農協・富岡支店 11:25 11:35
関口公園 11:50 12:10
旭ヶ丘ふれあいセンター 12:20 12:40
本郷公民センター 12:50 12:55

地区 日程 会場 開始 終了

洞
戸
（
武
芸
川
）

5
月
13
日（
木
）

寺尾公民館 (武芸川） 9:00 9:05
大野消防車庫 9:15 9:25
洞戸黒谷運動公園 9:30 9:35
下菅谷集会場 9:45 9:55
上菅谷集会場 10:05 10:10
洞戸ふれあいセンター
駐車場 10:20 10:30

片集会所 10:40 10:45
通元寺集会場 10:55 11:05
栗原集会場 11:15 11:20
飛瀬消防車庫 11:25 11:35
尾倉集会場 11:45 11:50
高賀山自然の家跡地 12:00 12:05
高賀夫婦けやき 12:15 12:20
須原神社下車両待避所 12:30 12:35
高見集会場 12:40 12:45

地区 日程 会場 開始 終了

板
取
（
洞
戸
）

5
月
11
日（
火
）

門原集会場 9:00 9:05
島口体育館 9:15 9:20
杉原旧バス停 9:30 9:35
保木口体育館跡地 9:40 9:45
田口集会場 9:50 10:00
野口集会場 10:10 10:15
中切地蔵堂 10:20 10:25
岩本集会場 10:35 10:40
上ケ瀬集会場 10:55 11:00
松谷集会場 11:05 11:10
門出集会場 11:20 11:25
加部集会場 11:35 11:40
老洞バス停 11:45 11:50
小瀬見集会場（洞戸） 12:00 12:05
白谷集会場 12:10 12:20

地区 日程 会場 開始 終了

武
芸
川

5
月
18
日（
火
）

平宝見神社 9:00 9:10
跡部 1号組集会場 9:20 9:25
跡部公民館 9:35 9:45
跡部川北構造
改善センター 9:55 10:00

旧東公民館 10:10 10:20
八幡公民館 10:30 10:35
武芸川事務所
西側駐車場 10:45 10:55

宇多院消防詰所 11:05 11:15
旧一色消防詰所 11:25 11:30
老人憩いの家 11:40 11:55
小知野公民館 12:05 12:15

武
儀（
上
之
保
）

5
月
20
日(

木)

名倉八剣神社（上之保） 9:00 9:05
武儀 ( 東 ) 小学校
ランチルーム裏 9:15 9:35

雁曽礼立岩橋上 9:45 10:00
武儀生涯学習センター 10:15 10:25
温井集会所 10:40 10:45
間吹集会所 10:50 11:00
武儀事務所 11:10 11:20
道の駅平成
（エコピアセンター前） 11:30 11:40

下之保老人憩いの家 11:50 11:55
上野集会場下
ごみステーション 12:05 12:10

上
之
保

5
月
25
日(

火)

鳥屋市旧小学校 9:00 9:05
鳥屋市公民館 9:15 9:20
戸丁公民館 9:30 9:35
馬渡バス停 9:45 9:50
少合集会所 10:00 10:05
小和田バス停 10:15 10:20
赤鍋橋 10:30 10:35
白山神社 10:45 10:50
上之保生涯学習センター 11:00 11:05
八幡神社 11:15 11:20
船山上会津・2942番地 1 11:30 11:35
船山公民館 11:40 11:45
杉山バス停 11:55 12:00
松本橋 12:20 12:25
明ケ島つどいの家 12:30 12:35

マスク着用の上、2m以上の間隔を空けてお並びください。

①アピセ関の会場が下図のアピ
セ関北側駐車場になります。
②上之保地区の行合地区旧リサ
イクルステーションの会場が
廃止になります。

会場変更のおしらせ

アピセ関北側駐車場

アピセ関
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　親子のふれあいや地域の仲間とのふれあいを通して、子育て、自分育てをしてみませんか。

乳幼児期家庭教育学級

対　　象	 3 歳以下の未就園児（4月 1日現在満 6か月以上）とその家族
	 ただし、期間中継続して参加できる人
定　　員	 参加人数に制限がある場合があります。
	 ※申込みが 5組以下の場合は開設しません。申込多数の場合は、抽選。
申込期間	 4 月 1日（木）～ 15日（木）
申込方法	 市ホームページから申込み。右記QRコードからアクセスすることもできます。
	 ※申込専用URL　https://www.city.seki.lg.jp/jform/ichigo21.html

●	期間　5月～ 12月　火曜日または木曜日　
	 年 9回程度
●	定員	 30 組
●	場所　わかくさ ･プラザなど
●	内容　親子体操、育児講座、運動会、クリス

マス会など
●	費用	 1 ペア　2,000 円（保険料込み・大人

1人、乳幼児 1人の場合）
	 ※乳幼児 1人追加ごとに 1,000 円増、

その他必要に応じて徴収
	 開級式前に会費を徴収します。
●	申込	 上記QRコードから申込み
●	照会　生涯学習課（☎ 23-7776）

いちご学級関	地	域

どんぐりころころの会

●	期間　5月～翌 3月　年数回程度
●	場所　上之保生涯学習センター
●	内容　子育て講座など
●	費用	 保険料その他必要経費
●	申込	 上記QRコードまたは上之保事務所
	 （☎ 47-2001）　

上之保地域

すくすく学級

●	期間　6月～ 12月　年数回程度
●	場所　板取保健センターなど
●	内容　お散歩会、水遊び、クリスマス会など（予

定）
●	費用	 1 ペア 1,000 円（保険料込み・大人 1人、

乳幼児 1人の場合）
●	申込	 上記QRコードまたは板取事務所
	 （☎ 0581-57-2111）　

板取地域

つばめちゃん学級

●	期間　5月～翌 3月　年数回程度
●	場所　むげがわ児童館など
●	内容　子育て講座など
●	費用	 保険料その他必要経費
●	申込	 上記QRコードまたは武芸川事務所
	 （☎ 46-2311）　

武芸川地域

ペンギンクラブ

●	期間　5月～翌 3月　年数回程度
●	場所　武儀事務所　2階保健センター
●	内容　親子遊び、クリスマス会など（予定）
●	費用	 1ペア1,000円（保険料込み・大人1人、

乳幼児 1人の場合）
	 ※乳幼児 1人追加ごとに 500円増、そ

の他必要に応じて徴収
●	申込	 上記QRコードまたは武儀事務所
	 （☎ 49-2121）　

武儀地域

照会先 生涯学習課  ☎23-7776
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは、変更・中止となる場合があります。



テントで親子時間を過ごそう
　わかくさ・プラザ内交流プラザにテ
ントサイトを設置します。読書しても
よし ! 工作してもよし ! 親子で自由な時間を楽しもう !

日時　5 月 5日（水・祝）※少雨決行
場所　屋外交流プラザの 1区画（5m× 5m）
時間　午前の部　午前 9時 30分～正午
　　午後の部　午後 1時～ 3時 30分

対象　市内在住・在勤の人
持ち物　テント、おもり（テント用）など
参加費　工作キットの材料費※希望者のみ
定員　各部 10組（1組 5人以内）
※申込多数の場合は抽選

申込方法　下記特設サイトで申込み
申込期限　4月 16日（金）

遠方への旅行や大人数での集
まりはできない今だからこそ
家族で関市を巡って楽しもう !!
内容　市内の名所を巡る、グルメを味
わうなど、関市で楽しんでいる家族
写真を募集します。

対象　市内在住・在勤者
参加費　無料
応募方法
　期間内に市内の名所（観光地）を4
か所以上巡り、家族と写真を 4枚
以上撮影し、下記特設サイトから応
募してください。
※注意事項　公共施設や特設サイト
にあるチラシ内のメッセージボー
ド（日付・場所・メッセージなど
記入）を持った写真 1枚、わか
くさ・プラザで撮影した写真１枚
は必須です。

応募期限　5月 16日（日）
応募特典　先着 100組に記念品（フォ
トフレーム）を進呈

注意事項　個人名など特定できる画像
は応募できません。

クアオルト 健康ウオーキング

日時　5月 2日（日）
午前9時30分～午後0時30分
（9時から受付）

集合場所　関市保健センター駐車場
コース　安桜山まちめぐりコース

定員　30人
参加費　300円
申込方法
　下記特設サイトから申込み
（申込多数の場合は抽選）

おもちゃ病院オープン！！
日時　５月５日（水・祝）　午前９時３０分～正午 (当日受付 )
場所　創作活動室

GWスペシャル
特設サイト

        例年のゴールデンウィークスペシャルと違い、新型コロナウイルス感染対策により、事前予約制で開催します。

5/2（日） 5/5（水・祝）

照会先 生涯学習課  ☎23-7777

®

Instagram　＃ gwsp2021

▲撮影例

日付・場所・メッセージ
をお忘れなく !

　親子でウオーキングを楽しみながら、
市内をめぐろう！

▲「せきてらす」のオープンを記念し、
市民が参加して創られたパネル前での
撮影もおすすめ！
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