
　65 歳未満の優先接種対象者へ接種券を順次発送しています。
　接種券が届き次第、予約できます。

日時　8月1日（日）
　◦第1部　午前10時～正午
　◦第2部　正午～午後2時
　◦第3部　午後2時～4時

場所　せきてらす 体験スペース

内容　体験メニューの中から１つ選択しま
す。
※体験キットは有料です。

対象　市内在住者

定員　各部50人

申込方法　専用予約フォームから申込み。
※申込み多数の場合は抽選となります。
※フォームで予約できるのは来場予約の　　
　みです。体験は当日予約になります。

せきごとフェスタ
予約フォームはこちら▶

体験メニュー(予定)
　◦シャインカービング体験（義春刃物）
　◦理想のシャンプー＆お手入れ講座（キャストオフタカダ）
　◦プランツギャザリング、ハーバリウム箸置き（緑と花の坂井）
　◦革小物つくり体験（ナチュラルリーフ103）　など

新型コロナウイルスワクチン６５歳未満の優先接種がスタート

モノづくりの夏を楽しもう！ 「せきごとフェスタ」
照会先 関商工会議所青年部  ☎22-2266照会先 関市観光協会  ☎23-6726

照会先
市民健康課  ☎24-0111

優先接種対象者
対象者 接種券発送日 集団接種開始日

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者
証(精神通院※1)を有する方 6月11日(金)～ 6月20日(日)～

介護保険の要介護および要支援に
認定された方 6月11日(金)～ 6月20日(日)～

基礎疾患のある方
(事前に申請が必要) 6月15日(火)～ 6月20日(日)～

介護施設および障がい者福祉施設の従事者 6月15日(火)～ 6月20日(日)～

保育園、幼稚園、公立小学校内の留守家庭児童教室
小学校、中学校、関商工および私立高等学校に勤務する方
(市内在住で市外勤務含む)※2

6月15日(火)～ 6月20日(日)～

60歳から64歳までの方 6月23日(水)～ 7月10日(土)～

※ 1 自立支援医療受給者証 ( 精神通院 ) で「重度かつ継続」に該当する方
※ 2 市内在住で市外に勤務している方はホームページで申請を受け付けています。　

※写真はイメージです
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※くわしくは、7 月初旬から市ホームページ（https：//www.city.seki.lg.jp/）に掲載、または秘書課（北庁舎 3 階）、各地域事務所、西部支所で配布す
る試験案内をご確認ください。なお、令和 3 年度から受験申込は原則として電子申請で行うため、試験案内に申込書類は添付していません。

※いずれも令和 4 年 4 月 1 日採用となります。

【新卒等採用Ⅱ】
何事にも積極的に取り組むことができ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

短大・高校卒
（事務職） 1人程度 ◦平成12年4月2日以降に生まれた人

◦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）

9月19日（日）
・筆記試験
・適性試験
・作文試験

など

10月中旬
・面接試験
・グループ討論

など
11月初旬

短大・高校卒
（土木技術職） 1人程度

【事務職 実務経験者採用】
UIJ ターン大歓迎 !
民間企業などで培った企画立案・事業運営などの経験・能力を生かし、即戦力の職員として何事にも積極的に取り組むことができ
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

◦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

◦大学を卒業した人で、民間企業などで
「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

◦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）

9月19日（日）
・教養試験
・適性試験
・書類選考

など

11月初旬
プレゼン面接

11月下旬

※1 事務職として採用するため、企画立案など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。

【専門職 実務経験者採用】
市民の健康づくりの支援や、子どもたちの健やかな成長をサポートできる資格やスキルを生かし、健康・子育て支援に積極的に取
り組むことができ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

保健師 1人程度
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）

9月中旬

（すべての職種）
◦WEBによる
 適性試験
◦書類選考

（保健師・助産師）
◦作文

など

11月初旬

（すべての職種）
◦面接試験

（保育・児指）
◦実技試験

など

11月下旬

助産師 1人程度
助産師の免許を有
しており、実務経験
が3年以上ある人

保育士
※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
保育士の資格を有
しており、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

児童指導員の任用
資格に該当する人
で、実務経験が3年
以上ある人

※各職種の「実務経験」は、それぞれの資格要件に該当する施設などで各資格専門職として、同一の事業所で常勤または常勤に準ずる勤務（週30時間以上）
で 6 か月以上継続して就業した期間を通算します。

令和3年度 市職員採用試験（新卒等採用Ⅱ・実務経験者採用）

照会先 秘書課  ☎23-9214
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日　時 8月21日(土)
午前10時～正午

定　員 親子8組
講　師 昔の遊び指導認定員

指導者
上田　清四 さん

会　場 学習情報館2階
創作実習室

教材費 1組500円
持ち物 なし
保護者 原則同伴

7.木工製作　本立て・貯金箱
本立て、貯金箱を上手く組み合わせて仕上げます。

9.鳥笛をつくろう
細い竹を小刀で削って、鳥笛を作ります。
日　時 7月30日(金)

午前10時～正午
定　員 親子5組
講　師 NPO musubi代表、

ぎふ木育推進員
吉田　理恵 さん

会　場 武芸川生涯学習センター
研修室2、3

教材費 1人500円
持ち物 新聞紙、ごみ袋
保護者 原則同伴

日　時 8月22日(日)
午前10時～正午

定　員 親子8組
講　師 鮨 紺乃　代表

近藤　賢一 さん
会　場 学習情報館2階

料理実習室
教材費 1組900円
持ち物 エプロン、ハンドタオル、

ふきん2枚、タッパー2個、ごみ袋
保護者 原則同伴

8.免疫力UP　親子で作ろう料理教室
丈夫で健康な体を作る基本となる食事を普段から見直
します。

講　　　師 関市生涯学習
ボランティア・
アドバイザー 
松井　功 さん

講　　　師 ペイザン 店長
日野沢 大輔 さん

11.親子で"うどん"を作ろう！ 12.おしゃれなおやつ"ガレット"を作ろう
楽しく作って、おいしく食べよう！！ フランスのおいしいおやつを作ろう！！

YouTube 関市公式チャンネルで配信
・7月21日(水)から関市公式チャンネルで配信します。
・申込不要です。
・必要な材料は各自で準備してください。

武芸川事務所受付　☎46-2311

日　時 7月30日(金)
午前10時～11時30分

定　員 20人
講　師 関市AET

(英語指導助手)
会　場 市役所6階 大会議室
教材費 無料
持ち物 筆記用具
保護者 同伴は自由

10.Let's Enjoy English!
AETの先生とたのしく英語を学びます。

関市国際交流協会事務局受付
（市民協働課内）☎23-6806

　豊かな人間性や社会性を培い、自ら学び、考える力を育てるために、親子や子ども同士でふれあい、
楽しむことができる体験教室を開催します。

関市公式チャンネル 検索
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ワクワク ふれあい学習夏休み親子教室　

日　時 8月5日(木)
午前10時～正午

定　員 親子8組
講　師 羊毛フェルト作家　

meimei
箕浦　メイ さん

会　場 学習情報館2階
創作実習室

教材費 1人500円
持ち物 下敷き、目打ち（つまようじ可）、木工用ボンド
保護者 2年生以下は同伴

5.羊毛フェルトでつくる うしミルクまんじゅう
ふわふわの羊毛をチクチクさして、可愛いうしさんの
おまんじゅうを作ります。

日　時 8月11日(水)
午前10時～正午

定　員 親子8組
講　師 アート・クラフト・

ブルームN
牛丸　里子 さん

会　場 学習情報館2階
創作実習室

教材費 1人500円
持ち物 なし
保護者 4年生以下は同伴

6.軽量ねんどで子犬作り
軽量ねんどを使ってかわいい子犬を作ります。

日　時 8月3日(火)
午前10時20分～正午

定　員 親子8組
講　師 岐阜県博物館  職員
会　場 岐阜県博物館

本館3階　講堂(現地集合)
教材費 1人100円
持ち物 なし
保護者 2年生以下は同伴

3.化石レプリカづくりと恐竜のお話
マグネット入りの化石レプリカづくりと、解説員によ
る恐竜のお話を聞ける講座です。

日　時 8月4日(水)
午前10時～正午

定　員 親子12組
講　師 関市ブラジル人相談員
会　場 学習情報館2階

料理実習室
教材費 1人300円
持ち物 マスク、エプロン、三角巾

手拭きタオル、ふきん2枚、ごみ袋
保護者 4年生以下は同伴

4.ブラジル料理をつくろう！
ブラジルで人気の家庭料理のクリーミー鶏肉パイとい
ちごヨーグルトを一緒に作ります。

1.ラビリンスボックスをつくろう 2.パステル和アート 七色くじらを描こう

日　時 7月29日(木)
午前10時～正午

定　員 親子10組
講　師 アトリエサチカルチャー

ハウス代表
犬飼　幸子 さん

会　場 学習情報館2階
創作実習室

教材費 1人500円
持ち物 ウェットティッシュ、新聞紙またはビニールシート
保護者 4年生以下は同伴

日　時 7月27日(火)
午前10時～正午

定　員 親子10組
講　師 サイエンスワールド

SQQサポーター
東　啓一 さん

会　場 学習情報館2階
創作実習室

教材費 1組400円
持ち物 セロハンテープ、はさみ
保護者 4年生以下は同伴

6枚の鏡でできた箱の中に光を閉じ込めると、不思議
な世界が広がります。

指に絵の具をつけて描きます。絵が苦手な人も綺麗な
作品が楽しく描けます。

対　　象　市内の小学校に通う児童と保護者
申込方法　下記のいずれかで申込み
 ◦各受付場所にあるはがき
 ◦右記QRコード
申込期限　7月13日（火）午後5時必着
抽　　選　申込多数の場合は抽選

結果通知　申込者全員にはがきでお知らせします。な
お、当選は本人のみ有効です。

教 材 費　講座当日に支払
そ の 他　申込者が少ない講座は、開催を中止する場

合があります。

生涯学習課受付 学習情報館内　☎23-7776
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照会先 企画広報課 ☎23-9290

施策の満足度・重要度

詳しいアンケート結果は、関市のホームページに掲載しています。
https：//www.city.seki.lg.jp/0000007521.html せきのまちづくり通信簿

関市の各施策の満足度・重要度（より推進すべきかどうか）を5段階で評価してください。

Ⅰ. 早期改善項目
（重要度は高いが、満足度は低い）

Ⅱ. 随時改善項目
（重要度が高く、満足度も高い）

⇒現在の施策を他に優先して改革・改善すべき分野
「（13）過疎対策・地域振興」「（32）公共交通」など

⇒今後も継続して事業に取り組めるよう、事業費が
過大となっていないか点検するとともに、さらな
る事業の効率化を検討する分野

「（1）地域福祉・福祉医療」「（6）健康づくり」など

Ⅲ. 長期対応項目
（重要度が低く、満足度も低い）

Ⅳ . 現状維持項目
（重要度は低く、満足度が高い）

⇒施策の重要性についての認知を高めるとともに、
取組の方向性を検討する分野

「（14）多様性社会」「（38）移住定住」など

⇒今後も着実に事業を推進するとともに施策の重要
性についての認知を高める分野

「（16）生涯学習」「（17）スポーツ」など

満足度高満足度低

重要度高

重要度低

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

（32）公共交通

（5）子育て支援
（3）障がい者福祉

（27）循環型社会 （7）地域医療

（26）交通安全・防犯対策

（25）防災・減災・消防

（8）教育環境整備

（16）生涯学習

（17）スポーツ
（18）文化・芸術・歴史

（11）市民協働

（15）人権
（14）多様性社会（ダイバーシティ）

（10）関商工高等学校

（39）広報・シティプロモーション

（37）下水道

（36）上水道

（4）高齢者福祉
（1）地域福祉・福祉医療

（6）健康づくり

（31）住環境
（35）治山・治水

（41）行政運営

（34）道路・橋りょう

（22）観光（23）農業

（21）経済・雇用

（13）過疎対策・地域振興

（24）林業

（20）商業

（30）都市計画・土地利用

（38）移住定住

（12）若者活躍

（40）財政運営

（33）景観・公園

（19）工業

（9）小中学校教育

（28）環境保全
（29）医療保険

（2）低所得者支援

平均2.88

平均 3.39

上
に
行
く
ほ
ど
重
要
度
が
高
く
な
る

右に行くほど満足度が高くなる

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ
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関市のまちづくりの成績を公表します　

～令和2年度アンケート調査（せきのまちづくり通信簿）結果発表～
せきのまちづくり通信簿は、平成30年度から始まった「第5次総合計画」の各施策の市民満足度を

把握するとともに、まちづくりに関する市民の意識を調査するために行っています。

アンケート調査の概要

関市への居住意向

◦調査対象　令和2年11月現在、市内に居住している満
16歳以上の市民3,000人

◦調査期間　令和2年12月14日～令和2年12月28日
◦回答方法　本人記入方式　郵送で配布・回収　
◦回収結果　1,368票/3,000票（回収率　45.6％）

◦報告書の見方　
・ グラフ中の「N」は、各設問に該当する回答者総数で

す。
・ グラフ中の「％」は、小数点第2位以下を四捨五入して

いるため、合計が100％にならない場合があります。

①「住みよい」78.4％＞「住みにくい」10.4％
　「関市が住みよいまちだと感じるか」の質問に対
して、78.4％が「住みよい」と回答しています。また、
最近3年間の「住みよい」と回答された割合の変化
をみると、平成30年度の74.2％から令和2年度の
78.4％まで毎年増加しています。

《「住みよい」と回答された割合（全体）》
（H30 74.2％、R元 76.8％、R2 78.4％）

②「住み続けたい」82.8％＞「移転したい」7.3％
　「今後も関市に住み続けたいか」の質問に対して
は、10、20歳代を除くすべての年齢で「住み続けた
い」という回答の割合が8割を超えています。
　また、最近3年間の「住み続けたい」と回答された
割合の変化をみると、①で「住みよい」と回答された
割合と同様に毎年増加しています。

《「住み続けたい」と回答された割合（全体）》
（H30 79.6％、R元 80.4％、R2 82.8％）

③「感じている」64.1％＞「感じていない」24.3％
　「関市に誇りや愛着を感じているか」の質問に対し
て、64.1％が「感じている」と回答しています。
　年齢別でみると、20歳代で「感じている」と回答し
た割合が71.6％と最も高く、10歳代の67.5％とあ
わせて若い世代で高い傾向にあります。

《「感じている」と回答された割合（全体）》
（H30 61.1％、R元 64.3％、R2 64.1％）

①関市が住みよいまちだと感じますか。

②あなたは今後も関市に住み続けたいですか。

③関市に誇りや愛着を感じていますか。

住みよい

どちらともいえない

住みにくい

不明・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70歳以上（N=342）

60歳代（N=294）

50歳代（N=237）

40歳代（N=216）

30歳代（N=134）

10、20歳代（N=118）

全体（N=1,368） 78.4 10.4 9.8 1.4

0.0

0.7

1.4

1.3

1.0

2.0

80.5 12.7

9.7

9.3

11.0

9.9

10.5

6.8

6.7

9.7

10.1

12.6

9.6

82.9

79.6

77.7

76.5

77.8

住み続けたい

どちらともいえない

移転したい

不明・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70歳以上（N=342）

60歳代（N=294）

50歳代（N=237）

40歳代（N=216）

30歳代（N=134）

10、20歳代（N=118）

全体（N=1,368） 82.8 7.3 8.7 1.2

0.0

0.7

1.4

0.8

0.7

1.8

69.5 14.4

8.2

6.0

6.7

7.1

5.8

16.1

6.7

9.7

8.9

7.1

7.3

84.4

82.9

83.6

85.1

85.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70歳以上（N=342）

60歳代（N=294）

50歳代（N=237）

40歳代（N=216）

30歳代（N=134）

20歳代（N=81）

10歳代（N=37）

全体（N=1,368）

とても感じている

全く感じていない

やや感じている

どちらともいえない 不明・無回答

あまり感じていない

20.5 43.6 22.3 2.0 9.7 1.8
2.7
4.9

10.8
12.3

8.2
8.3
10.5

0.0
0.0

0.7
1.4
0.8
1.7

3.5

11.1

3.7

1.3
2.8

19.8
1.7
0.9

24.3 43.2
55.6

42.6
43.5

43.2

23.6

12.2

8.541.2

18.9

46.3 24.6

24.1
24.5
22.5

16.0

16.4
21.3

16.7
23.4
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確定申告期限の延長期間に申告した人

　後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額の負担がありません。
均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間、5割軽減となります。ただし、所得が低い人に対する軽減にも該当
する人は、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは…協会けんぽ、健康保険組合、船員保険および共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保険や

国民健康保険組合は含まれません。

※2 一定の給与所得がある人（給与収入55万円超）または公的年金などに係る所得がある人（公的年金などの収入金額
が、65歳以上で110万円を超える人または65歳未満で60万円を超える人）

（注）均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額です。ただ
し、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算
されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円（65歳以上
の方のみ適用）を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。

照会先 保険年金課 高齢者医療係 ☎23-7701

②被用者保険※の被扶養者であった人の保険料「均等割額」の軽減

特別徴収
（年金から引き落とし）

年金の受給額が年額18万円以上の人
介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の 2
分の 1 を超えない場合は、年金から引き落とし。

普通徴収
（口座振替や納付書による納付）

特別徴収以外の人
口座振替や納付書により保険料を納付。
保険料の支払忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。

　保険料は原則として特別徴収ですが、特別徴収の条件にあてはまらない人や 75 歳になったばかりの人、他市
区町村から転入したばかりの人は普通徴収となります。

　毎年 7 月中に 8 月からの新しい保険証や新年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を郵送していますが、
確定申告期限の延長期間に申告した人は、一部負担金の割合（1 割・3 割）の判定や保険料の計算が作成時に間
に合わない場合があります。その際は、保険証の差替えや保険料の変更が必要となる可能性があります。
　また、保険料の変更が発生した場合、特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。

保険料の納め方  保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

6 月から健診が始まっています。ぜひ受診しましょう。

ぎふ・すこやか健診
生活習慣病の早期発見・
早期治療・重症化予防
を目的として、健康診
査を実施しています。
年に 1 度、健康診査を
受診しましょう。

ぎふ・さわやか口腔健診
歯の状態だけでなく、口
全体の状態を知ること
は、 いつまでも健康的
な生活を送る上で重要で
す。生涯、おいしく食べ
られるように年に 1 度、
口腔検診を受診しましょう。
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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。



《７月３１日まで・うすい青色》 《８月１日から・うすい赤色》

 

 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号○○○○○○○○ 令和３年７月３１日 
住 所  岐阜市柳津町宮東１丁目１番地 
 
氏 名 広域 太郎 性 別 男 
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日 
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日 

○ 割 
 
保 険 者 番 号 ○○○○○○○○ 

岐阜県後期高齢者医療広域連合 

 

○ 割 

○○○○○○○○ 

氏 名 広域 太郎 
 

割 合

被保険者番号

令和３年７月３１日 

 

 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号○○○○○○○○ 令和４年７月３１日 
住 所  岐阜市柳津町宮東１丁目１番地 
 
氏 名 広域 太郎 性 別 男 
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日 
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日 

○ 割 
 
保 険 者 番 号 ○○○○○○○○ 

岐阜県後期高齢者医療広域連合 

○ 割 

○○○○○○○○ 
氏 名 広域 太郎 

 

割 合

被保険者番号

令和４年７月３１日 

 

令和 3 年度の保険料
　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合
計です。令和 3 年度の保険料は、令和 2 年中の所得を基に計算されます。
　5 月末までに岐阜県後期高齢者医療制度の被保険者になった人に、7 月下旬に「後期高齢者医療保険料額決定
通知書」を郵送します。保険料額や納付方法が記載されています。

※1 令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×（年金・給与所得者等の数-1）」は、世帯主と同
一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

※基礎控除額は、令和3年度から43万円に変わりました（令和2年度までは33万円）。

後期高齢者医療制度

保険料の軽減割合 世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。

①保険料「均等割額」の軽減

均等割額
44,411 円

所得割額
（所得－43 ※万円）× 8.55％

1年間の保険料
（限度額64万円） +=

後期高齢者医療被保険者証（保険証）を更新します

　後期高齢者医療制度の保険証は市内に住所を有する75歳以上の人と、一定の障がいがある65歳から74歳までの
人で岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和3年7月31
日です。8月1日からは7月中旬に郵送する保険証をご使用ください。新しい保険証はうすい赤色に変わります。

保険料の計算方法

軽減割合 同じ世帯の被保険者と世帯主の令和2年中の総所得金額等※1 の合計額　　

7 割軽減 基礎控除額（43万円）+10万円×（年金・給与所得者等※2 の数-1）以下

5 割軽減 基礎控除額（43万円）+10万円×（年金・給与所得者等※2 の数-1）+28.5万円×（被保険者数）以下

2 割軽減 基礎控除額（43万円）+10万円×（年金・給与所得者等※2 の数-1）+52万円×（被保険者数）以下
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