
アクティブシニアの活動に参加したい…

だけど、体が思うように動かない…

そんなあなたに！

◦状態を把握しながら、あなたに合ったトレーニングを！
◦本格的なトレーニング！
◦新しい仲間ができるかも！
◦専門資格を持ったスタッフが親身になってサポート！
◦自宅でできる運動のレッスンも！
◦送迎ありでらくらく通える

申込先
■ 安桜・倉知　地区にお住まいの人………………………………………………第1地域包括支援センター… ☎23-0660
■ 旭ヶ丘・下有知　地区にお住まいの人………………………………………第2地域包括支援センター…☎23-5320
■ 瀬尻・広見・千疋・小金田・保戸島　地区にお住まいの人……第3地域包括支援センター…☎28-2208
■ 富岡・田原・桜ヶ丘　地区にお住まいの人………………………………第4地域包括支援センター…☎24-8580
■ 板取・洞戸・武芸川　地区にお住まいの人………………………………西地域包括支援センター… ☎45-2002
■ 富野・武儀・上之保　地区にお住まいの人………………………………東地域包括支援センター… ☎40-1001

※板取・洞戸・上之保の全域、および武芸川・武儀の一部地域は送迎を利用できません。　　…照会先　高齢福祉課　☎23-7730

開催曜日… 火・土曜日、または金・日曜日（週2回）/…原則3か月間
時間… 2時間…/…1回（午前・午後…どちらか選択）　午前9時30分～11時30分…/…午後2時～4時
場所… わかくさ・プラザ総合福祉会館2階…介護予防センター
対象… 65…歳以上の関市民で①または②に該当する人
… ①要支援1・2と判定された人　②運動機能に衰えを感じる人（事業対象者に該当する人）

3か月の短期集中で元気になろう! 
あなたの健康状態に合わせたトレーニング

自分の意思では
あんまり動かなかった脚が

動くようになって
生活が楽になった！

楽しい！歩こうって
気持ちになる

リハビリ専門職を含む優しいスタッフ

僕
た
ち
が

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！ 

無料
参加費
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わかくさ・プラザ「学習情報館改修・図書館リニューアル工事」
にかかる施設利用制限

新型コロナウイルスワクチン接種

コロナワクチンのコールセンターは３月で終了

３回目接種の個別接種医療機関を縮小

照会先 生涯学習課  ☎23-7777

照会先 市民健康課 　新型コロナウイルスワクチン接種推進室　☎ 0575-24-0111

学習情報館
貸館利用の制限
◦	多目的ホール	 令和4年9月～令和5年1月
◦	2階フロア	 令和4年8月～9月
◦	3階フロア	 令和4年6月～7月
その他の制限
◦	カフェ&コンビニ「ソルフォーレ」
	 	 令和4年5月初旬～下旬(休業)
◦	せきビズ	 令和4年6月～7月(別室で相談業務対応)
◦	ふれあい教室	 令和4年6月～7月(別スペースで対応)
◦	プラネタリウム	 令和4年6月～7月(開催なし)

　わかくさ・プラザ「学習情報館・図書館」は、開館から 20 年以上が経過し、
施設設備などに大幅な修繕が必要となっています。そのため、建物を長寿命化し、
より快適な施設とするため、大規模改修工事を実施します。開館しながらの大規
模な工事となりますので、施設の一部が利用できなくなります。ご理解、ご協力
をお願いします。

　コロナワクチン接種予約のコールセンターとWEB予約は３月末をもって終了します。
　今後は、接種する医療機関に直接予約してください。

　市内36医療機関で実施していました3回目接種の個別接種体制を縮小し、9月30日(金)まで実施します。

工事期間

令和5年3月15日まで

工事の概要　～快適な施設に向けて～

学習情報館
◦	全てのエアコン関連機械の更新・オーバーホール
◦	全ての電気をLED化
◦	外壁補修、防水対策、防火設備など
	 経年劣化による建築工事全般

利用制限　～皆さまにお願いすること～

※	改修工事のスケジュールにより、利用
制限などが変更となる場合がありま
す。最新情報は、ホームページ、関
市あんしんメールなどでお知らせしま
す。

図書館
◦	屋外に多目的室(延床面積約186㎡)を新設
◦	館内の座席数増加(約60席)
◦	多様な世代や異なる利用目的に合わせた
	 館内の整備

図書館
◦	臨時休館　令和4年6月中旬
　　　　　　　　　　10月～11月

縮小時期 4月4日（月）から

7医療機関に縮小医療機関数

【関地域】　関中央病院・藤井クリニック・早川医院
　　　　　　さわやか内科クリニック
【武芸川地域】　平岡医院
【洞戸・板取地域】　洞戸診療所
【武儀・上之保地域】　津保川診療所
※この７医療機関は、１・２回目の接種も実施しています。

7医療機関
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市内に空き家をお持ちの皆さまへ
「関市空き家情報バンク」に登録しませんか

あなたの新婚生活を応援します
「関市結婚新生活支援金」 照会先 企画広報課  ☎23-9290

照会先
企画広報課  ☎23-9290

　市内で新婚生活をスタートする夫婦に対して、結婚生活に伴う費用を最大60万円補助します。

対象世帯（以下の要件をすべて満たすこと）
　・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
　・夫婦ともに年齢が39歳以下
　・夫婦の所得合計が400万円未満（申請時に無職の場合は所得がないものとして計算）
　　※年収に換算すると約540万円
　・住宅が市内にあり、申請時に夫婦の双方が当該住宅に居住し、住民登録がある　など
補助対象経費（令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った費用）
　・結婚を機に新たに取得した住宅の取得費用
　・住宅の賃借費用（家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料）
　・リフォーム費用　※令和4年度から拡充
　・転居に伴う引越費用
補助金額　上限30万円
　ただし、夫婦ともに29歳以下の場合　上限60万円　※令和4年度から拡充
　詳しくはHPをご覧ください。https://www.city.seki.lg.jp/0000016736.html

　お持ちの空き家を売りたい、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ませんか。関市への移住定住を
希望する人に紹介します。物件の見学、契約も市と連携している不動産事業者に依頼できるため安心です。

令和3年度は10件以上の物件が成約しました

補助対象経費・補助上限金額を
拡充しました

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

　家は、人が住まなくなると湿気が溜ま
りやすくなるなどの理由により劣化が早
く進行します。空き家を有効活用するた
めには早めの行動が大切です。築50年
を超える物件でも成約実績があります。
お気軽にご相談ください。
　詳しくはHPをご覧ください。
https://www.city.seki .
lg.jp/0000000243.html

協力不動産事業者制度
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高齢者のための在宅福祉サービス

　高齢者向けの栄養バランスがとれた昼食（弁当）を自
宅まで配達し、安否確認します。
対象　前年所得税非課税世帯で、次のいずれかに該当

する人
◦65歳以上の高齢者世帯などで、調理が困難な人
◦身体障がい者（1級～3級）のみの世帯で、調理
が困難な人

利用日　毎日の昼食（お盆、年末年始を除く）
※地域により異なります。

利用料　◦1食あたり440円
　　　　◦�老齢福祉年金受給者、または生活保護受給

者は、1食あたり350円
　　　　※利用料は翌々月に請求します。

緊急通報システム事業
　急病などの場合に、通報装置またはペンダントの「非
常」ボタンを押すと、消防署を通じて、事前に登録された
協力員へ連絡が入ります。一般固定電話回線を利用す
るシステムです。
対象　◦65歳以上の高齢者世帯で身体上、慢性疾患が

あるなど、日常生活で常時注意を要する人
◦身体障がい者（1級～3級）のみの世帯

利用料　生計中心者の前年所得税課税年額に応じて利
用者負担が必要です。

高齢者いきいき住宅改善助成事業
　自宅で安全に生活できるよう、居室や浴室などの床段
差解消や手すりの取付けなど、住宅改修費の一部を助成
します。
対象　介護保険制度を利用して住宅改修を行う人

※生計中心者の前年所得税課税年額が7万円を
超える場合は対象外

助成額　限度額25万円
※介護保険制度による助成に加算します。

利用料　生計中心者の前年所得税課税年額に応じて利
用者負担が必要です。

在宅高齢者紙おむつ購入助成事業
　在宅で常時紙おむつを使用する高齢者に、紙おむつ
の費用を助成します。
対象　要介護3以上と認定されている65歳以上の在宅

高齢者で、次の条件をすべて満たす人
◦ねたきり、または重度の認知症
◦常時おむつを使用している
※介護支援専門員の証明が必要
※入院および施設入所が8日間以上の月は対象外

助成額　１か月あたり4,000円の購入助成券を交付します。

　行方不明などの高齢者を早期発見、保護するための
QRコードつきの見守りシールを交付します。QRコー
ドをスマートフォンなどで読み取ると、発見された旨の
メールが家族に届きます。また、交付対象者が、不測の
事故などにより法律上の賠償責任を負った場合に損害
補償します。
交付物　◦衣服用の耐洗ラベル30枚
　　　　◦蓄光用ラベル10枚
対象　市内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者
補償事業　市が加入する保険により最大1億円を限度
に損害補償します（保険料は市が負担）。

徘徊高齢者探索システム助成事業
　徘徊した場合に早期発見するための機器などの、初期
費用を助成します。
対象　徘徊があり、要介護または要支援と認定されてい

る65歳以上の認知症の高齢者（40歳以上の介
護保険特定疾病対象者も含む）を在宅で介護す
る人

助成額　限度額8,000円
　　　※毎月の利用料金などは対象外

緊急時ショートステイ事業
　緊急に保護を必要とする虚弱な高齢者が、短期間施
設に入所し、日常生活上の支援を受けることができま
す。
対象　虚弱な者、または要介護もしくは要支援と認定さ

れており、一時的に保護を必要とする65歳以上
の高齢者
※介護保険制度の短期入所を優先します。

期間　1回につき14日以内

ねたきり高齢者等介護者慰労金支給事業
　ねたきりなどの高齢者を、在宅で常時介護している介
護者に慰労金を支給します。
対象　次の条件をすべて満たす65歳以上の高齢者を

在宅で常時介護している同一世帯の主たる介護
者
◦要介護4、5相当の要介護者
◦6か月の間に介護保険のサービスを一度も利
用していない
◦6か月間に入院が7日以内
◦介護保険料の滞納がない

支給額　6か月あたり3万円

配食サービス事業 高齢者等見守り事業

照会先 高齢福祉課  ☎23-8127
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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、そして、自分育てをしてみませんか。
子育て中の息抜きやリラックスの場としても、ぜひご活用ください。

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
申込期間 4月1日（金）～15日（金）午後5時
申込方法 ・右記QRコードから申込み
 ・生涯学習課または各地域事務所に電話で申込み

期間
　5月～ 12月　火曜日または木曜日
　年 9回程度開催予定
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
定員
　30組
　※	申込人数が多いときは、抽選になる場合があ

ります。
参加費
　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

必要に応じて集めます
申込方法
　上記QRコードまたは
　生涯学習課（☎ 23-7776）に電話

関乳幼児期家庭教育学級
「いちご学級」関 地 域

照会先 生涯学習課  ☎23-7776

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、クリスマス会　など
参加費
　保険料その他必要経費
申込方法
　上記QRコードまたは
　武芸川事務所（☎ 46-2311）に電話

武芸川地域
武芸川乳幼児期家庭教育学級

「つばめちゃん学級」

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　子育て講座　など
参加費　保険料その他必要経費
申込方法
　上記QRコードまたは
　武儀事務所（☎ 49-2121）に電話

武儀地域 武儀乳幼児期家庭教育学級
「ペンギンクラブ」

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
参加費　保険料その他必要経費
申込方法
　上記QRコードまたは
　上之保事務所（☎ 47-2001）に電話

上之保地域
上之保乳幼児期家庭教育学級

「どんぐりころころの会」

期間　6月～ 12月　年数回程度
場所　
　洞戸ふれあいセンター・板取保健センターなど
内容　子育て講座　など
参加費　保険料その他必要経費
申込方法
　上記QRコードまたは
　洞戸事務所（☎ 0581-58-2111）か
　板取事務所（☎ 0581-57-2111）に電話

洞戸・板取
地域

洞戸・板取乳幼児期家庭教育学級
「Little Star
 すくすく学級」
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ポイント付与の申込開始時期
上記①…申込受付中。申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで、チャージまたは買い物が必要です。
　　　　令和3年12月末までに申込みした人で、20,000円のチャージや買い物をしていない人 (最大5,000円
　　　　分までのポイントを受けていない人 )は、上限 (5,000円相当 )までのポイントの付与が受けられます。

①

マイナポイント付与の
申込みを行うためには、
9月30日(金)までに
マイナンバーカードの
申請が必要です。

マイナンバーカードを取得して、キャッシュレス決済
サービスで使える「マイナポイント」をもらおう！

マイナポイント、
マイナンバーカー
ド取得に関する
詳細はこちら

② ③

上記②…６月頃開始予定。既に利用申込みを行った人も対象となります。
上記③…６月頃開始予定。口座登録手続は今後開始予定です。

照会先 市民課　☎23-7700

申込期限：令和5年2月28日(火)

※最新情報は、市ホームページをご確認ください。

マイナンバーカードでマイナポイント「第2弾」

市ホームページをチェック !!

関市アカデミック講座（前期）募集
照会先 生涯学習課（☎ 23-7776）

　今年度も様々な分野の講師をお招きして開講します。
時間　午後1時30分～3時30分　　　　　　　　　　　　　　　申込方法　下記のいずれかで申込み
対象　市内在住または在勤で、原則全回受講できる人　　　　　　　　　　・右記QRコードから申込み
場所　わかくさ・プラザ（多目的ホール、総合福祉会館3階会議室）　　　　　　・学習情報館にあるはがきで申込み
定員　100人　　参加費　無料
申込期限　4月15日（金）午後5時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※内容が変更になる場合があります。
No. 開講日 講座内容 講　師 会場

１ 4月30日(土) SDGsとゴミの削減
～食品ロスと海洋プラスチックを例に～

NPO法人	e-plus
生涯学習研究所
代表理事

小林	由紀子	さん 学習情報館
多目的ホール

２ 5月28日(土) お金の学校投資編
～知っておきたい証券投資のイロハ～ 日本証券業協会 学習情報館

多目的ホール

３ 6月11日(土) ピンチから知ったパララビダ
～キヌアが教えてくれたこと～

武儀地区
地域おこし協力隊 岡田	丈太郎	さん 学習情報館

多目的ホール

４ 7月16日(土) 食べて脳を活性化
～管理栄養士が教える食事から脳活～

・森の茶や(和カフェ&
	料理教室)オーナー
・管理栄養士

森	範子	さん 学習情報館
多目的ホール

5 8月20日(土) みる・きく・うたう♪吹奏楽 さくらウインドオーケストラ 学習情報館
多目的ホール

6 9月17日(土) 縄文時代の婚姻事情
～嫁入りか？	婿入りか？～

中部学院大学
非常勤講師 橋本	裕子	さん 総合福祉会館

3階会議室
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　新しくなったスタジアムで記念試合を行います。どなたでも観
戦することができますので、ぜひ応援にお越しください。

◦オープニングセレモニー
日 時　5月5日（木・祝）午前8時～
　※先着1,000人に「長良川天然水ピュアの森」をプレゼント

◦令和4年度　第1回関市長杯争奪高校野球大会
日 時　5月5日（木・祝）午前8時30分から開会式
内 容　市内高等学校による対抗戦（3試合）
　第1試合　	午前9時～
　　　　　　関高校―関商工高校
　　　　　　※	第1試合は吹奏楽部による応援有
　第2試合　	正午～
　　　　　　関有知高校―関商工高校
　第3試合　	午後2時30分～
　　　　　　関有知高校―関高校

ペットの飼い主の
皆さんへ

犬のこと　猫のこと

飼い主の義務です
　生後９０日を経過した飼い
犬の登録、毎年１回狂犬病の
予防注射を受けさせること、
鑑札・狂犬病予防注射済票を
飼い犬に着けることは法律で
義務付けられています。

しっかりと届け出ましょう
　犬が死亡した時や所在地や飼い主
を変更した時は、忘れずに届出をし
てください。 放し飼いは条例で

禁止されています
　犬を飼育する際には、檻や
囲い、または鎖などでつなぐ
ようにしてください。散歩の
時にはリードなどでつなぐこ
とも必要です。

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、散歩の時はビ
ニール袋などを用
意しましょう。

（関市ポイ捨て等防止条例第９条）
※ 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。

猫は室内で飼うよう努めてください
　交通事故、争いによるケガ、感染症など
の危険から守りましょう。また、猫を外に
出すとフンや鳴き声などによって飼い主の
知らない所で近隣の皆さんに迷惑をかける
ことにもなります。

野良猫にむやみに餌をあげないで
　猫は繁殖能力が高いため、野良猫に餌を
与えるとその周辺で繁殖し、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
　子犬・子猫が産まれることを望まない場
合や、生まれた子犬・子猫をすべて幸せに
できない場合は、不妊・去勢手術をしましょ
う。病気の予防やストレス軽減などにもつ
ながります。

ペットも災害に備えましょう
　災害は人にもペットにも大きな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、他人に
友好的に接することができるなどのしつけを普段からしておきましょう。また迷
子になった時のために普段から飼い主が分かる迷子札などをつけましょう。

照会先 環境課 ☎ 23 - 6733

左：鑑札　右：令和４年度の注射済票

河上薬品スタジアム（関市民球場）オープニングイベント 照会先
中池公園事務所  ☎24-0214

◦令和4年度　第49回中学野球市長旗大会
日時　5月7日（土）午前8時30分から開会式
内容　関市中学野球連絡協議会による野球大会
　第1試合　午前9時～
　第2試合　午前11時～
　決勝戦　		午後1時～

◦令和4年度　第35回中濃実年野球リーグ
日時　5月8日（日）午前8時30分から開会式
内容　市内22チームによるリーグ戦
　第1試合　	午前9時～
　　　　　　メッツーFHクラブ
　第2試合　	午前11時～
　　　　　　シャトルズー葵
　第3試合　	午後1時～
　　　　　　MSC－ローマンズ
　第4試合　	午後3時～
　　　　　　さくらフェニックスーBATSU

12



集合予防注射料金　※おつりがいらないようご用意ください。

　◦「登録と予防注射」一頭につき 6,200 円　◦「予防注射」一頭につき 3,200 円

　狂犬病集合予防注射は次の日程で行います。都合により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。

狂犬病集合予防注射

注意事項
　◦ 犬の体調不良や興奮、また、飼い主が犬を抑えられない場合は注射ができ

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。お忘れになる

と確認・再発行の手続にお時間をいただきます。なお、はがき裏面の質問
事項の記入をお願いします。

　◦ スケジュールの関係上、時間を延長できません。遅れないようにお越しください。
　◦ 会場では、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
12
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 11:35
下有知寺田公民センター 11:45 11:50
関市土木課倉庫
( 旧給食センター北 ) 12:00 12:05

4
月
14
日（
木
）

黒屋リフレッシュ倶楽部 9:00 9:10
塔ノ洞環境保全
農業推進センター 9:20 9:25

志津野転作促進センター 9:40 9:50
富野ふれあいセンター 10:00 10:15
下日立公会堂 10:25 10:35
( 農 ) ほたるの里
八神集落営農組合 10:45 10:55

小野構造改善センター 11:00 11:05
東山公民センター 11:20 11:35
東本郷公民センター 11:45 11:50
平賀公民センター 12:00 12:10

4
月
19
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 10:00
上白金公民館 10:10 10:25
津保川台公民センター 10:35 10:55
虹ヶ丘公民センター 11:00 11:10
倉知ふれあいセンター 11:30 11:50
西切公民センター跡地 12:00 12:05
アピセ関 12:15 12:35

地区 日程 会場 開始 終了

関

4
月
21
日（
木
）

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

5
月
10
日（
火
）

巾公民センター 9:10 9:25
赤土坂公民センター 9:35 9:45
小屋名公民センター 9:55 10:05
大平台公民センター 10:15 10:25
西部ふれあいセンター別館

（旧千疋ふれあいセンター）10:35 10:45

広見公民センター 11:00 11:15
池尻区公民館 11:25 11:30
めぐみの農協・
旧小瀬支店北倉庫 11:40 11:50

小瀬南公民センター 12:00 12:15
西部公民センター 12:25 12:35

5
月
12
日（
木
）

東田原公民館 9:10 9:20
大杉公民館 9:30 9:40
野田集会場 9:50 9:55
めぐみの農協・田原支店 10:05 10:15
桜ケ丘ふれあいセンター 10:30 10:45
肥田瀬島集会場 10:55 11:00
めぐみの農協・富岡営業所 11:10 11:20
関口公園 11:35 11:45
旭ヶ丘ふれあいセンター 11:55 12:10
本郷公民センター 12:15 12:20

地区 日程 会場 開始 終了

洞
戸
（
武
芸
川
）

5
月
19
日（
木
）

寺尾公民館 ( 武芸川） 9:00 9:05
大野消防車庫跡地 9:15 9:20
洞戸黒谷運動公園 9:25 9:30
下菅谷集会場 9:40 9:50
上菅谷集会場 10:00 10:05
洞戸ふれあいセンター
駐車場 10:15 10:25

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

地区 日程 会場 開始 終了

板
取
（
洞
戸
）

5
月
17
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
24
日（
火
）

平宝見神社 9:00 9:05
跡部 1 号組集会場 9:15 9:20
跡部公民館 9:30 9:35
跡部川北構造
改善センター 9:45 9:50

旧東公民館 10:00 10:10
八幡公民館 10:20 10:25
武芸川事務所 西側駐車場 10:35 10:45
宇多院消防詰所 10:55 11:00
旧一色消防詰所 11:10 11:15
武芸小学校
体育館前駐車場 11:25 11:35

小知野公民館 11:45 11:55

武
儀（
上
之
保
）

5
月
26
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 9:55
武儀生涯学習センター 10:10 10:20
温井集会所 10:30 10:35
間吹集会所 10:40 10:50
武儀事務所 11:00 11:10
道の駅平成

（エコピアセンター前） 11:20 11:30

下之保老人憩いの家 11:40 11:45
上野集会場下
ごみステーション 11:55 12:00

上
之
保

5
月
31
日(

火)

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

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武芸川地区の老人憩いの家会場が廃
止となり、武芸小学校体育館前駐車
場になります。

②アピセ関の会場が例年通りのアピセ
関建物目の前の駐車場になります。

会場変更のお知らせ

武芸小学校体育館前駐車場

武芸小学校

⒞岐阜県

武芸谷口郵便局
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【障がい者対象採用試験】
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 1 人
程度

〇平成4年4月2日以降に生まれた人
〇高校等を卒業した人または令和5年3月31

日までに卒業見込みの人
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

7月11日(月)
～

8月7日(日)

試験案内
ＨＰ掲載時期

7月初旬

9月18日(日)

・教養試験
・適性試験
・作文試験

10月中旬
・面接試験

11月初旬

【実務経験者採用試験】
ＵＩＪターン大歓迎！
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 1人
程度

〇昭和58年4月2日から平成4年4月1日ま
でに生まれた人　

〇大学を卒業後、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5年以上ある人　※1、2

〇民間企業などでの職務経験を外からの
視点として生かす意欲にあふれた人

7月11日(月)
～

8月7日(日)

試験案内
ＨＰ掲載時期

7月初旬

9月初旬
・書類選考

10月中旬
・教養試験
・適性試験

11月
下旬

11月中旬
・ プレゼン面接

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
もあります。

1人
程度

〇昭和53年4月2日から平成4年4月1日ま
でに生まれた人

〇保育士の資格を有しており、保育園また
は幼稚園における実務経験が、3年以上
ある人　※3

9月初旬
・書類選考

10月初旬
・ Web適性検査

11月中旬
・実技試験
・面接試験

※ 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、民間企業や公官庁の正社員 ( 職員 ) 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。
※ 3 実務経験の期間は、常勤または常勤に準ずる勤務（週30時間以上）で、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。

【技能労務職採用試験】
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

清掃員

運転手

上下水道工手
　　　　※ 1

2 人
程度

〇昭和62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5年3月31
日までに取得見込みの人　※2

8月15日(月)
～

9月11日(日)

試験案内
ＨＰ掲載時期

8月初旬

10月16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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令和4年度 市職員採用試験 ～明日の関市をあなたの手で～

【新卒等採用試験】
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4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5年 

3月31日までに卒業見込みの人

5月13日(金)
～

6月12日(日)

試験案内
ＨＰ掲載時期

5月初旬

7月10日(日)

・教養試験
 （事務職）

・専門試験
 (保健師)

・適性試験
・作文試験

8月中旬

・面接試験
・グループ討論

9月
初旬

社会福祉士・
精神保健福祉士

（事務職）

1人
程度

〇平成4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5年3
月31日までに取得見込みの人

※採用区分は事務職のため、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4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

5年3月31日までに取得見込みの人

大学卒
土木技術職

1人
程度

〇平成4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5年 

3月31日までに卒業見込みの人

4月28日(木)
～

5月22日(日)

試験案内
ＨＰ掲載時期

4月中旬

6月12日(日)

・専門試験
 (土木技術職、保育士)

・教養試験
 (児童指導員)

・適性試験
・作文試験

7月中旬

・面接試験
・実技試験

 (保育,児指のみ)

7月
下旬

保育士
※採用後は、市内 3 か

所の親子教室に配属
される場合もありま
す。

5人
程度

〇平成4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

5年3月31日までに取得見込みの人

児童指導員 1人
程度

〇平成4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5年3月31日までに取得
見込みの人　

※職務内容：市内3か所の親子教室（児童発達支援セ
ンター）で０歳から６歳（就学前）までの子どもの発
達に関する相談、発達支援を行います。

新
卒
等
採
用
Ⅱ

短大・高校卒
事務職

1人
程度 〇平成13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5年 
3月31日までに卒業見込みの人

7月11日(月)
～

8月7日(日)

試験案内
ＨＰ掲載時期

7月初旬

9月18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

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。詳しくは市ホームペ
ージに掲載する各試験案内をご確認ください。

技術職、保育士、
児童指導員の採用試験は

昨年より１か月早く
実施します。
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