
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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　地震発生時にブロック塀などの
倒壊による被害を防止するため、
撤去にかかる費用の一部を補助し
ています。
補助金額　次のいずれか少ない額
（上限額：30万円）
①撤去に要した額の 1/2
②ブロック塀の面積に 5,000

円を乗じた額
申込要件　
◦道路に面し、塀から道路境界線

までの距離が、その塀の高さ以
内であること

◦道路面から80㎝以上かつ基礎
を除く部分が60㎝以上である
こと

◦道路に面する部分全てが撤去さ
れること

◦市税を滞納していないこと
◦撤去後に再びブロック塀などを

設置しないこと
照会先　都市計画課
　（☎ 23-7957）

　広報4月号P10「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!」内で、窓口で
の特定疾病受療証の提示が必要と
掲載しましたが、正しくは「特定医
療費（指定難病）受給者証」「自立支
援医療受給者証」などです。訂正す
るとともにお詫び申し上げます。
照会先　保険年金課
　（☎ 23-7701）

　木造住宅に耐震シェルターを設
置する費用の一部を助成します。
補助金額　対象経費の2/3の額       
   (上限額：30万円）
申込要件　
◦市内にある木造住宅
◦市税を滞納していないこと
◦昭和56年5月31日以前に着工

されたこと
◦耐震診断の結果、評点が0.7未

満であること

ブロック塀の撤去費を補助

【訂正】マイナンバーカード
の健康保険証利用について

木造住宅耐震シェルターの
設置費を補助

◦構造上の安全性が適切な構造
計算で確認できる耐震シェル
ター、または公的機関による実
験によって評価を受けた耐震
シェルターを設置すること
照会先　都市計画課
　（☎ 23-7957）

木造住宅耐震改修工事
補助金額　対象経費の80%
   (上限額 :200 万円）
申込要件　
◦市内にある木造住宅
◦市税を滞納していないこと
◦昭和56年5月31日以前に着工

されたこと
◦以下のいずれかに該当する場合
 ①評点が1.0未満とされ、改修
　　   後1.0以上となる工事
 ②評点が0.7未満とされ、改修
      後0.7以上となる工事
◦岐阜県木造住宅耐震相談士が設

計監理する改修工事
◦令和4年2月までに完成予定の

改修工事
木造住宅除却工事
補助金額　対象経費の23%
    (上限額：83.8万円）
申込要件
◦市内にある木造住宅
◦市税を滞納していないこと
◦昭和56年5月31日以前に着工

されたこと
◦現に居住している一戸建て住宅

であること
◦岐阜県木造住宅耐震相談士が耐

震診断し、評点が 1.0 未満と
された木造住宅の除却工事
木造住宅耐震診断（無料）
申込要件
◦市内にある木造住宅
◦市税を滞納していないこと
◦昭和56年5月31日以前に着工

されたこと
◦一戸建て（店舗等併用住宅は延

べ面積の半分以上が住宅）
◦在来工法、伝統構法および枠組

壁工法によるもの
照会先　都市計画課
    (☎23-7957）

新型コロナワクチン集団接
種事業従事者募集

日時　6月20日（日）
　午前8時30分～11時（当日受付）
　受付後随時出発、各自解散
コース
○家族向コース

関駅⇒関市役所⇒春日神社⇒せ
きてらす⇒関善光寺（宗休寺）
⇒関駅（約 5.6km）
○一般向コース

関駅⇒鮎之瀬橋⇒関市円空館⇒
弥勒寺官衙遺跡群⇒関市役所⇒
春日神社⇒せきてらす⇒関善光
寺⇒関駅（約 12.2km）
定員　なし
参加費　無料
照会先　長良川鉄道株式会社
　（☎23-3921）　

勤務期間　5 月中旬～ 12 月末頃
勤務日時　

・水、木、土曜日
　午後1時30分～5時　
・日曜日
　午前9時～午後0時30分、
　午後1時30分～5時
勤務地　

・ 5月中旬～6月末　アテナ工
業アリーナ（関市総合体育館）

・ 7月～12月末　市内集団接
種会場　※調整中

業務内容　
・ワクチンの充填　
・接種後の経過観察
・その他接種に付帯する業務
応募資格　看護師免許・准看護師

免許を有する人
報酬
　1勤務3.5時間につき15,750円
募集期間
　5月1日（土）～12日（水）
申込方法　市ホームページ（http 

s://www.city.seki.lg.jp/000 
0016831.html）から申請書を
ダウンロードして、メールまた
はファクスで申込み
照会先　市民健康課（☎24-0111 
　 hoken-c@city.seki.lg.jp
　 23-6757)

JRさわやかウオーキング

木造住宅の耐震改修工事補
助と無料耐震診断
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□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→アテナ工業アリーナ
□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

　「ロコトレ」とは、ロコモティ
ブシンドローム（加齢とともに骨
や関節・筋肉などの運動器が衰
え、要介護になるリスクが高まる
こと）を予防するためのトレーニ
ングです。
日時　5月13日～8月5日の毎週

木曜日、全12回、午後1時30
分～2時30分

　※6月 24 日は休講
場所　富岡ふれあいセンター
対象　65 歳以上で要支援・要介

護認定を受けていない人
定員　20 人（申込順）
参加費　500 円
申込期間
　5月6日（木）～11日（火）
　平日午前8時30分～午後5時
照会先　中部学院大学スポーツカ

レッジ事務局（☎ 29-3003）

介護予防ロコトレ講座

せき *しあわせヘルスマイレージ
対象 2ポイント付与
　関広見 IC 周辺に整備されたふ
れあい遊歩道をウオーキングしま
す。
日時　5月22日（土）
　午前9時40分～正午
　※雨天中止
集合場所　広見公民センター駐車

場
コース　集合場所～ふれあい遊歩

道～集合場所（約 13.4km）
定員　50 人
参加費　無料
持ち物　飲物、タオル、軍手など
照会先　関市シルバー人材セン

ター本町プラザとんてん館
　（☎ 24-1311）

第14回
市民健康ウオーキング

　コロナ対策プレミアム付商品券
（せきチケ）の休日販売を行いま
す。なお、平日は市内郵便局（簡
易郵便局を除く）で購入できます。
購入できる人　関市コロナ対策プ

レミアム付商品券購入引換券を
お持ちの人（各世帯に発送済み）
日時　5月16日（日）
　午前9時～正午
場所　市役所 1 階市民ホール
購入方法　関市コロナ対策プレミ

アム付商品券購入引換券と購入
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。
照会先　企画広報課
　（☎ 23-7014）

コロナ対策プレミアム付商
品券（せきチケ）休日販売

　「VR テクノセンター」で開催されている CAD やロボットに関する研修受講料の一部を補助しています。
研修一覧

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）

ものづくりの知識、技能向上を支援

◦テクノプラザCADセミナー
研修名 日程 受講料※

CAITAV5

CAITAV5入門 ①8/2 4,400円
CAITAV5基礎 ①5/10-12		②8/4-6		③9/1-3 37,400円
CAITAV5サーフェス ①5/17-19		②9/15-17 37,400円
CAITAV5アセンブリ ①5/20-21		②9/28-29 25,300円
CAITAV5ドラフティング ①5/28		②9/30 13,200円

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS基礎・応用（夜間） ①8/23-9/1 30,800円
SOLIDWORKS基礎 ①6/1-2		②7/8-9		③9/6-7 20,900円
SOLIDWORKS応用 ①6/7-8		②7/15-16		③9/13-14 20,900円
SOLIDWORKS工業デザイン基礎 ①5/24-25		②8/23-24 20,900円
SOLIDWORKS図面 ①6/11		②7/27	③9/22 11,000円

FUSION360 Fusion360Basic ①5/19-21		②7/14-16		③9/1-3 29,700円
Fusion360Advance ①6/2-4		②8/2-4		③9/14-16 29,700円

AutoCAD LT AutoCAD	LT基礎 ①5/12-13		②6/15-16		③8/2-3		④9/9-10 16,500円
AutoCAD	LT応用 ①5/20-21		②6/29-30		③8/19-20 16,500円

CAM（研修名一部略称） Fusion	CAM	入門（旋盤） ①6/11		②9/22 13,200円
SOLID	WORKS	CAMスタンダード ①9/29-30 20,900円

機械工学機械製図
機械工学基礎 ①4/7		②7/2		③9/2 11,000円
機械製図基礎 ①7/8-9		②9/9-10 16,500円
機械製図応用 ①7/19-20		②9/16-17 16,500円

◦テクノプラザロボットセミナー

ロボット実機シミュレーション 産業用ロボット安全 ①6/24-25 22,000円
産業用ロボット操作基礎（FANUC） ①5/13-14		②7/8-9 24,200円

プログラミング
PLC	Basic（ラダー編） ①5/26-27		②9/8-9 20,900円
Python	Basic ①6/10-11 12,100円
Python	オートマチック ①6/24-25 13,200円

※一部の研修を抜粋しています。　※市および県の補助適用後の金額です。

16



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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　関伝日本刀鍛錬技術保存会の刀
匠による古式日本刀鍛錬と外装技
能師の実演を公開します。
日時　6月6日（日）
【鍛錬公開】
　 午 前 の 部 : 午 前10時30分 ～

11時頃、午後の部 : 午後1時
30分～2時頃（各部鍛錬公開
後に制作工程の解説有）

【技能公開】
　午前の部 : 午前11時～正午頃、

午後の部 : 午後1時～2時頃
場所　関鍛冶伝承館・鍛錬場
定員　鍛錬公開のみ各部 30 人
（申込多数の場合は抽選）
料金　鍛錬、技能それぞれ入場

料として大人 300 円、高校生
200 円、小中学生 100 円
申込方法　往復はがきで文化課

へ申込。1 枚の往復はがきで 2
人まで申込み可。返信はがきで
抽選結果を送付します。

　※重複申込不可
▽往信文面  6月一般公開午前（午

後）の部希望　郵便番号、住所、
氏名、申込人数、電話番号　

▽返信あて先  代表者の住所、氏名
申込期限　5月16日（日）必着
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。
照会先　文化課
　（☎24-6455 〒501-3232 
　関市桜本町2丁目30番地1）

日時　5月16日（日）午後1時から
場所　関市文化会館大ホール
内容　大正琴、詩吟、謡曲の上演
入場料　無料
照会先　文化協会事務局
　（文化課内）（☎ 24-6455）

　市内の史跡や公園などを散策し
ながら、楽しく俳句づくりをしま
す。
日時　6月5日（土）、19日（土）
　午前9時30分～正午

古式日本刀鍛錬・外装技術
一般公開

第42回
関市文化協会邦楽大会

子ども俳句教室

場所　関善光寺、刀祖元重の碑、
弁慶庵など
講師　清水青風さん（NHK学園講

師）ほか
対象　小・中・高校および特別支

援学校の児童・生徒
定員　15 人（申込順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申込方法　4 日前までに申込書を

提出
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。
照会先　文化課（☎ 24-6455）

日時　6月1日（火）～6日（日）
時間　午前10時～午後5時
　※6日（日）は午後4時まで
場所　関市文化会館
部門　日本画、洋画、書道、工芸、

彫刻彫塑、写真・デザインなど
（出品は 1人2点まで）
申込期間　5月14日（金）～16日 
（日）午前9時から午後5時まで

　※関市文化協会への入会が必要
照会先　文化協会事務局（文化課

内）（☎ 24-6455）

　関伝日本刀鍛錬技術保存会によ
る「日本刀なんでも相談会」を開
催します。
日時　6月6日（日）
　午前10時30分～午後2時30分
　※相談は1人30分程度
場所　関鍛冶伝承館
定員　10 人程度
　（申込多数の場合は抽選）

関市文化協会美術展
「創る歓び」

日本刀なんでも相談会

料金　関鍛冶伝承館入場料（大人
300 円、高校生 200 円、小中
学生 100 円）
申込方法　往復はがきを下記窓口

へ送付。抽選結果を返信はがき
で送付します。

▽往信文面　「日本刀なんでも相
談会」、郵便番号、住所、氏名、
電話番号　

▽返信あて先　申込者の住所、氏
名
申込期限　5月16日（日）必着
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。
照会先　文化課
　（☎24-6455 〒501-3232
　関市桜本町2丁目30番地1）

　6月6日（日）開催予定の第 66
回関市消防操法大会は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中
止します。
照会先　危機管理課
　（☎ 23-7736）

消防操法大会の中止

市民掲示板の申込・照会は
企画広報課まで（☎ 23-9261）

関ミニバスケットボールクラブ
　当クラブは、校区をこえて集
まった子どもたちが、力を合わ
せて頑張っています。小学 1年
生から 6年生まで体験練習受付
中です。気軽にお問い合わせく
ださい。
練習日時　月曜日（南ヶ丘小）
　午後7時30分～、水曜日（桜ヶ
丘中学校）午後6時30分～、
土・日曜日（金竜小・南ヶ丘小、
倉知小）

活動内容　バスケットボールの
練習、試合

照会先
　女子代表=山田耕太郎
　（☎ 090-7862-7809）
　男子代表=土岐正明
　（☎ 090-4851-8880）
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□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→アテナ工業アリーナ
□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

　心身の発達や就学について心配
な小中学校児童生徒の保護者の相
談に応じます。
日にち・場所　
◦洞戸ふれあいセンター
　6月11日（金）、7月15日（木）、

10月15日（金）、11月18日（木）、
1月21日（金）
◦板取事務所
　7月8日（木）、9月3日（金）、
　10月29日（金）、12月3日（金）、

2月10日（木）
◦武芸川事務所
　6月10日（木）、7月14日（水）、

10月8日（金）、11月12日（金）、
1月14日（金）
◦武儀生涯学習センター
　7月2日（金）、9月2日（木）、
　10月22日（金）、11月19日（金）、

2月3日（木）
◦上之保生涯学習センター
　7 月 9 日（金）、9 月 10 日（金）、

11 月 5 日（金）、12 月 9 日（木）、
2月17日（木）

◦まなびセンター（学習情報館内）
　常時受付
相談時間　午前10時～午後3時

30 分　1人1時間程度
担当者　関市特別支援教育指導員
申込方法　電話で申込み　
照会先　学校教育課
　（☎ 23-7719）

　自主防災会ごとに避難訓練や情
報伝達訓練、各種参加・体験型訓
練を実施します。
日時　10 月 24 日（日）
　午前8時30分～正午
　※8時30分にサイレン吹鳴
場所　市内全域
照会先　危機管理課
　（☎ 23-7048）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育巡回相談

総合防災訓練を開催

　

　風水害による被害を防ぐため、
正しく「知る」ことで、「備える」
ことの必要性を理解し、適切に「行
動する」力を身につけましょう。
1. 知る
◦地域の状況を知る

過去に起こった災害、危険な場
所、避難場所、避難経路などを
確認し、家族と落ち合う場所な
どを決める。

◦気象情報を知る
台風の接近や雨が降り続いた時
などは、気象情報を収集する。
2.備える
◦避難に必要なもの（食料、ラジ

オ、衣類など）を準備する。
◦住まいの点検

自宅の点検（窓ガラスのひび割
れ、雨どいの詰まりなど）をす
る。
3.行動する（避難の注意点）
◦動きやすく安全な服装にする。
◦浸水した場合、足元が確認でき

ないため、杖などを持って歩く。
◦単独で行動しない。
◦避難勧告などが出ていなくて

も、危険を感じたら避難する。

照会先　中濃消防組合
　（☎ 23-9090）

　 防 災 に 関 す る 体 験 や ワ ー ク
ショップを開催します。楽しく防
災について学んでみませんか。
　家族で参加できる内容をたくさ
ん用意しています。
日時　6月12日（土）、13日（日）
　午前10時～午後3時
場所　せきてらす　ほか

風水害に備えましょう!

せき市民防災フェア

申込方法　QR コードまたは下記
窓口へ申込み
照会先　危機管理課
　（☎ 23-7048）

せき市民
防災フェア
せき市民
防災フェア

　目について心配な乳幼児・児童
生徒および成人の学習や生活に関
する相談ができます。
日時　6月13日（日）午前10時～

午後3時（受付:午前9時30分～）
場所　学習情報館2階
内容　個人相談会、視覚障害支援

グッズの展示・紹介
参加費　無料
申込方法 6月4日（金）までに電 

話、FAX、e-mailまたは郵便で
申込み
照会先　岐阜県立岐阜盲学校
　見え方の相談支援センター長
　（☎058-262-1271 058-26 

2-2854 c27367@gifu-net.
ed.jp 〒 500-8807岐 阜 市 北
野町70番地1）

　お子さんの入学に関する相談が
できます。
日時　6 月 18 日（金）、22 日（火）

～ 25 日（金）午前 10 時～午
後 3 時

　※ 1人1時間程度個別相談
場所　福祉会館
担当　特別支援学校職員、小中学

校の特別支援学級担任など
対象　令和4年度から新たに就学

する児童の保護者
費用　無料
申込方法　5月21日（金）までに

電話または FAX で申込み
照会先　学校教育課
　（☎ 23-7411 23-7747）

目に関する相談会

就学相談会
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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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　誰でも気軽にお話しできる場で
す。
○相続について話そう
日時　5月13日（木）
　午後2時30分～3時30分
場所　市民活動センター
　（安桜ふれあいプラザ内）
ゲスト　平川貴久さん（ファイナ

ンシャル・プランナー）
定員　若干名（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター
　（☎ 24-7772）
 

　会議や話合いの時の聞き方や話
し方について、もう一歩踏み込ん
で考えてみませんか。実践してい
る人の体験談を聞いて学びます。
※ Zoom によるオンライン開催
日時　5月15日（土）
　午後2時～3時30分
定員　10 人（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター
　（☎ 24-7772）

　いつ起きるか分からない地震に
備え、家具固定を実践しましょう。
日時　5月16日（日）
　午後1時30分～3時
場所　市民活動センター
　（安桜ふれあいプラザ内）
講師　朝倉勝美さん
　（せき防災の会）
定員　20 人（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター
　（☎ 24-7772）

　話合いや会話で、相手に対して
「本当はどう思っているの ?」「ど
んな受け答えをすれば良かった
の ?」と思ったことはありませんか。

関のおしゃべりカフェ

聞き上手、話し上手勉強会
（応用編）

市民活動センタープチイベント
「家具固定セミナー」

ホンネに触れる!一歩踏み
出すための話し方講座

　人との関係性をより良くするた
めのヒントを学びませんか。 
日時　6月13日（日）
　午後1時30分～5時
場所　市役所6階　大会議室
　（オンライン開催に変更する場

合あり）
講師　林加奈さん（NPO 法人せ

き・まちづくり NPO ぶうめら
ん）、市民協働課職員
対象　市内在住、在勤または在学　　

者
定員　20 人程度（申込順）
参加費　無料
申込方法　電話またはメールで申

込み（メールは、①氏名②住所
③電話番号④メールアドレス⑤
Zoom 使用の可否を記入）
申込期限　5月31日（月）
照会先　市民協働課
　（☎23-7711 shiminkyodo 

@city.seki.lg.jp）

 

　ネイティブの講師と英語を楽し
く学びましょう。構文の読み書き
ができる人向けの会話中心の講座
です。
日時　6月1日～8月10日の毎週

火曜日（6月29日を除く）
　午後7時30分～9時（全10回）
場所
　学習情報館 3 階・3-2 研修室
講師　関市 AET
定員　20人

※申込者多数の場合は会員優
先、5 人以下の場合は中止

参加費　6,000 円
　 た だ し 国 際 交 流 協 会 会 員 は

3,000 円（入会は随時受付、年
会費 2,000円）
申込方法
　5月21日（金）までに申込み

ネイティブと話す
英会話講座　～前期～

照会先　関市国際交流協会事務局
（市民協働課内）（☎23-6806）

　市内在住外国人は令和3年３月
末現在2,353人です。関市国際交
流協会は、地域の人々と在住外国
人の親睦を深め、また在住外国人
を含め誰もが住みやすいまちにす
るため、平成 6 年に発足しました。
　外国語講座、在住外国人向けの
日本語教室や日本文化体験会など
の活動を行っています。日本語教
室をきっかけに高校に進学でき
た、授業で遅れをとらなくなった
という声も届いています。
　これらの活動は、会員の皆さま
のご支援とご協力により運営され
ています。ご賛同いただける人の
加入をお待ちしています。
年会費
　法人・団体 5,000 円
　個人 2,000 円
会員特典
◦年に 1 回広報誌進呈
◦外国語講座が会員価格で受講可

能
◦各講座が優先的に受講可能
照会先　関市国際交流協会事務局
　（市民協働課内）（☎ 23-6806、 

shiminkyodo@city.seki.
lg.jp）

　総務省と経済産業省は、6 月 1
日現在で、「令和 3 年経済センサ
ス - 活動調査」を実施します。全
国すべての事業所および企業が対
象になります。
　調査へのご理解・ご協力をお願
いします。
照会先　行政情報課
　（☎ 23-6876）

関市国際交流協会
会員募集!

経済センサス-活動調査の
実施
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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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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

住宅名	 家賃	 戸数
東山 3丁目	 20,300 円～	 4
岩下	 16,900 円～	 9
東町	 10,600 円～	 2
松ヶ洞	 12,900 円～	 2
北天神	 16,100 円～	 7
武芸川小知野	 20,600 円～	 9
武芸川宇多院	 16,900 円～	 3
対象
・	住宅に困っていること。
・	市税を完納していること。
・	「暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律」に規
定する暴力団員でないこと。

・	同居または同居しようとする
親族がいること。※ただし満
60歳以上などの要件を満た
す場合、東町、松ヶ洞および
岩下住宅の 1室は単身入居
可。

・	収入基準以内であること。
申込期間
　5月11日（火）～25日（火）
入居予定日　7月1日（木）
選考方法　申込多数の場合は抽選
収入基準
◦一般世帯
　月額 158,000 円以下
◦高齢者および障がい者世帯や中
学校卒業前の子のいる世帯など

　月額 214,000 円以下
照会先　管財課（☎ 23-8121）、
武芸川地域の住宅は武芸川事務
所（☎ 46-2311）でも可

市営住宅定期募集

◦市営住宅
住宅名	 家賃	 戸数
洞戸菅谷	 16,700 円～	 1
◦特定公共賃貸住宅
住宅名	 家賃	 戸数
洞戸高見	 30,000 円～	 2
板取岩本	 30,000 円～	 2
板取野口	 30,000 円～	 1
富之保岩井ノ上	35,000 円～	 1
対象　「市営住宅定期募集」を参
照ください。※ただし単身入居
不可
申込期間　令和3年5月11日（火）
～令和4年3月31日（木）
入居予定日　随時
選考方法　申込順
収入基準
◦市営住宅　定期募集参照
※ただし中学校卒業前の子がい
る場合月額 259,000 円以下

◦特定公共賃貸住宅
・	「洞戸」月額 190,000 円以

上 427,000 円以下
・	「板取」月額 190,000 円以

上 317,000 円以下
・	「武儀」月額 200,000 円以

上 601,000 円以下
照会先　管財課（☎ 23-8121）

物件　旧武芸川老人憩いの家
・	所在地番 =武芸川町谷口字

西畑 1385-1 外 8筆
・	地目・地積 =宅地ほか・合

計 3,751.72㎡
・建物＝（施設）昭和51年築	

市営住宅入居者随時募集

市有地売却（一般競争入札）

鉄骨造平屋建	床面積 933.	
68㎡、（倉庫）昭和51年築　軽
量鉄骨造平屋建　床面積31.	
68㎡

・	入札最低価格=33,100,000円
申込期間
　5月7日（金）～21日（金）
　午前9時～午後5時
入札日　5月28日（金）
・	入札参加申込書などは管財課

で渡します。
・	同額の場合は抽選します。
・	落札者とは 14日以内に売買

契約を締結し、契約日から
20日以内に一括支払してい
ただきます。

・	売買代金のほか、所有権移転
登記費用などが必要です。

照会先　管財課（☎23-7763）

　ホームタウンとなる試合は、関
市民は無料（先着500人）で観戦
できます。
日時　6月12日（土）午後３時～
場所　岐阜メモリアルセンター長
良川競技場
対戦相手　テゲバジャーロ宮崎
申込　FC岐阜公式HPから「感動
を共にチケット」で検索
※観戦チケットとは別に「ゾーン
指定（招待）｣のQRチケットが
必要です。FC岐阜公式HPか
ら、試合日5日前からキックオ
フの2時間前まで掲載する特
設URLから、発券できます。

照会先　観光課
　（☎23-7704）

FC岐阜ホームタウンデー
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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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

日時　6月13日（日）
　午前8時30分～
　※雨天の場合は6月20日（日）
場所　中池公園テニスコート
種目
　一般男子・女子シングルス、

45 歳以上男子・女子シングルス
資格
　男子 = 市内在住、在勤、在学（大

学生・専門学校生）または関市
テニス協会在籍者

　女子 = オープン参加
参加費　2,000 円
　（オープン枠は 3,000 円）
申込方法　5月28日（金）までに

参加費を添えて申込み
照会先　テニス協会（ワールドス

ポーツ内 ☎24-0011）

日時　5月9 日（日）
　午前8時30分受付、午前9時出

発、午前中で解散
集合場所　瀬尻小学校グラウンド

※駐車場は鮎之瀬ふれあいセン
ター

コース　
【ショート約 5㎞】
鮎之瀬ふれあいセンター～鮎之
瀬大橋～弥勒寺史跡公園～鮎之
瀬橋～鮎之瀬ふれあいセンター
【ロング約 7㎞】
鮎之瀬ふれあいセンター～鮎之
瀬大橋～弥勒寺史跡公園～鮎之
瀬橋～山王山登山口～鮎之瀬ふ
れあいセンター
参加費　無料
持ち物　飲物、タオル、マスク、

雨具、シューズ着用
※ウオーキング中もマスク着

用、ベビーカー不可
照会先　スポーツ推進課
　（☎ 23-7766）
※雨天中止（テレホンサービス☎

23-7752）

社会人テニス大会

はもみん・はつらつウオーキング
～小瀬の長良川沿いを歩こう!!～

　市では、全国大会に出場する選
手やチームに激励金を交付してい
ます。大会出場前に申請をしてく
ださい。
　7月7日 ( 水 ) の激励会は6月末
までに申請があった人をご案内し
ます。
対象　各種予選大会に出場し、全

国大会へ出場する市内在住、在
学、在勤者など。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
照会先
　スポーツ大会 : スポーツ推進課
（☎ 23-7766）

　文化・芸術の大会 : 教育総務課
（☎ 23-7718）

　例年5月に開催している弓道教
室は、申込者全員で行わず、個別
に対応しますので、希望者はご連
絡ください。
場所　関市弓道場（本郷町）
対象　市内在住、在勤、在学の弓

道初心者
定員　若干名
照会先　関市スポーツ協会
　（☎ 23-8525（月曜日を除く）

soumu@sekitaikyo.jp）

　個人、家族で参加できる「おう
ちチャレンジデー 2021」を開催
します。
日時　5月26日（水）
　午前5時～午後8時
種目　ウオーキング、体操など15

分以上継続して体を動かすもの
参加方法　当日午後8時30分ま

でにLINEで報告
※自治体同士の対戦はありませ

ん。
照会先　笹川スポーツ財団
　（ cday@ssf.or.jp ）

全国大会に出場する選手に
激励金を交付

関市弓道場　弓道教室

おうちでチャレンジデー
2021

日時　5月30日（日）
　午前8時30分～
　※雨天の場合は6月6日（日）
場所　中池公園テニスコート
種目　一般男子・女子、45 歳以

上男子・女子、60 歳以上男子・
女子の各ダブルス
資格
　男子 = 市内在住、在勤、在学

または関市テニス協会在籍者
　女子 = オープン参加
　60歳以上の男女=オープン参加
参加費　1 チーム 2,000 円
　（オープン枠は 3,000 円）
申込方法　5月14日（金）までに

参加費を添えて申込み
照会先　テニス協会（ワールドス

ポーツ内 ☎ 24-0011）

期間	 6月13日（日）～8月14日 
（土）の毎週日曜日（決勝8月14
日（土）、予備日15日（日））
場所　中池東グラウンドほか
参加費　1 チーム 3,000 円
代表者会議
　5月21日（金）午後 7 時～
　学習情報館多目的ホール
申込書
　各自治会長宛に送付します。
申込方法
　5月1日（土）～14日（金）に、申

込書・参加費を添えて、関市ス
ポーツ協会（アテナ工業アリー
ナ内）、西部支所、各地域事務
所または関市軟式野球連盟事務
局（カネマツスポーツ ☎ 22-
4932）へ申込み
照会先　関市スポーツ協会
　（☎ 23-8525）

春季市民テニス大会

第71回町内対抗野球大会

▲HPアクセス用
QRコード

▲友達追加用
QRコード
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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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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

発送日　5月6日（木）　納期限　5月31日（月）　
○口座振替はご注意を
　軽自動車税（種別割）の口座振替日は5月31日（月）です。5月30日（日）までに車検を受ける人は令和2年度の納
税証明書でも有効です。令和3年度の車検用の納税証明書（はがき）はインターネット納付を含めて6月中旬に送付
予定です。電子マネーなどで納付した場合、領収書および納税証明書（車検用）は発行されません。
　口座振替の人で納税証明書が届く前に車検を受ける場合は、振替記帳済の預金通帳を持参し、税務課または各地
域事務所で納税証明書を受け取ってください。
○軽自動車税（種別割）とは
　軽自動車は毎年4月1日現在、軽自動車やバイクなどを所有している人に課税されます。廃車または名義変更の
手続を済ませていない場合は課税されます。
○軽自動車税（種別割）の税率
　三輪以上の軽自動車は、初度検査年月によって税率が異なります。
　【重課】　初度検査年月から13年を経過した三輪以上の軽自動車。
　【グリーン化特例（軽課）】	 初度検査年月が令和2年4月から令和3年3月までの三輪以上の軽自動車。排出ガス性

能および燃費性能の優れたものは令和3年度に限り税額が軽減されます。

原
動
機
付
自
転
車

お
よ
び
二
輪
車
な
ど

車種 区分 年税額 車種 区分 年税額

自転車
原動機付

50cc 以下 2,000 円 軽自動車 雪上車 3,600 円
90cc 以下 2,000 円 二輪のもの 3,600 円
125cc 以下 2,400 円 二輪の小型自動車 6,000 円
ミニカー 3,700 円 二輪の被けん引車 3,600 円

特殊小型 農耕作業用自動車 2,400 円
その他 5,900 円

三
輪
お
よ
び

四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

車
種 区分

年税額
初度検査年月が平成
27年3月以前の車両

初度検査年月が平成
27年4月以降の車両

初度検査年月が平成
20年3月以前の車両

軽
自
動
車

三輪のもの 3,100 円 3,900 円 4,600 円
四
輪
以
上

の
も
の

乗用 営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

貨物 営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

三
輪
お
よ
び
四
輪

以
上
の
軽
自
動
車
の

グ
リ
ー
ン
化
特
例

車
種 区分 年税額

税率1	電気軽自動車または天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制適合又
は平成21年排出ガス規制10%低減）

税率2	乗用 :	排出ガス性能要件（※）
	 	 かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
	 貨物 :	排出ガス性能要件（※）
	 	 かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
税率3	乗用 :	排出ガス性能要件（※）
	 	 かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
	 貨物 :	排出ガス性能要件（※）
	 	 かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
（※）:	平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減

税率 1 税率 2 税率 3

軽
自
動
車

三輪のもの 1,000 円 2,000 円 3,000 円
四
輪
以
上

の
も
の

乗用 営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円
自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円

貨物 営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円
自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円

軽自動車税（種別割）の納税通知書を送付します

岐阜県からのお知らせ
自動車税種別割の納期限は5月31日（月）です。
詳しくは自動車税種別割の納税通知書（5月6日（木）発送）をご覧ください。
照会先　岐阜県自動車税事務所（☎058-279-3781）

種
別
お
よ
び
税
率
（
1
台
当
り
税
額
）

照会先　税務課（☎ 23-8874）

※納期限までは、コンビニやインターネット、
電子マネーなどで納付できます。
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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。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　自治会などがごみ集積場を整備
する場合に補助金を交付します。
事前申請が必要です。
対象　市内の自治会または市民に

よる住民自治組織が行う事業
で、費用が1万円以上のもの
補助金　事業に要した費用の1/2

の額（補助限度額は1か所につ
き20万円）
照会先　清掃事務所
　（☎22-0314）

　ごみの不法投棄・ポイ捨ては
犯罪です。5年以下の懲役または
1,000万円以下の罰金に処されま
す。
　ごみはルールに従って処分しま
しょう。
照会先　環境課（☎23-6733）

ごみ集積場整備への
補助金交付

不法投棄は犯罪です

　「ごみゼロの日」は、清掃ボラン
ティアを通して「ごみを捨てない
心」を育てようと、関市ポイ捨て
等防止条例で定められた日です。
　当日は市民行動日として、自治
会や各種団体を中心に、市内各所
で清掃ボランティアが行われます。
　多数の参加をお願いします。
日時　5月30日（日） 
場所　市内全域
　※自治会や各種団体ごとに実施
参加方法　実施団体は事前に環境

課へご連絡ください。 
照会先　環境課（☎23-6733）

　5月5日（水・祝）「こどもの日」
のごみ収集は、通常どおり行いま
す。該当する地域の人は午前8時
30分までに出してください。
　なお、5月3日（月・祝）「憲法記
念日」、4日（火・祝）「みどりの日」
のごみ収集は行いません。
照会先　清掃事務所
　（☎22-0314）

ごみゼロの日
市民行動日は5月30日（日）

祝日のごみの収集

　株式会社ジモティーとリユース
活動に関する協定を締結しまし
た。
　「ジモティー」では、使わなく
なった家具などをスマートフォン
やパソコンから、売却・譲渡する
ことができます。また、リユース
品を探すことも可能です。ぜひ、
ご利用ください。
　「ジモティー」は個人間の取引
です。トラブルにならないようご
注意ください。
照会先　環境課（☎23-6733）

「ジモティー」を活用して
リユース ( 再利用 ) しよう

照会先 環境課（☎23-6733）令和2年度ごみ削減量は437トンでした

令和3年度からのごみ削減に関する目標

～令和2年度までに平成26年度比10％削減～

※1,608 トンは、平成 26年度	
の収集量の 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

削減目標1,608トン
3月まで：437トン削減
目標達成まで

あと1,171トン
でした

1,500トン

1,000トン

500トン

【現在の削減状況】
令和2年度

３月の収集量(kg)
①令和2年度

4～３月の収集量(kg)
【参考】② 平成26年度
４～3月の収集量(kg)

現在の削減量(kg)
①－②

1,292,400 15,640,310 16,077,450 437,140 減

　3月の収集量は平成26年度 3 月と比べ、およそ44トン削減されました。燃や
せるごみの収集量は大きく削減されましたが、燃やせないごみは増加しました。
　令和 2 年度の削減量は、およそ437トン、平成26年度と比較して2.7%の削減
となりましたが、目標であった1,608 トンは達成できませんでした。

資源を無駄なく使う持続可能なまち
　市では、これまでの資源を浪費する時代から、限りある資源を循環利用するとともに、再生可能なエネルギーを活
用しライフスタイルの変革による持続可能な社会を目指します。
実現するために一人ひとりが今日からできること
・廃棄物の発生抑制　→　ごみそのものの減量（ごみを単純に減らそう）　
・廃棄物の再使用、再利用　→　リサイクル、ごみの分別（捨てる前にもうひと工夫）
　まずは、ごみを知ってごみを減らすことから始めましょう。何気なくごみ箱に入れているものは本当にごみでしょ
うか？もしかしたら、新しい製品に生まれることができる大切な資源かもしれません。
　一人ひとりが、ごみについての正しい知識を身につけることが、第一歩となります。
令和3年度のごみ削減目標『1人1日8ｇ』　※空の200㎖紙パックの重さが約8グラムです。
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