
RIZAP健康セミナー（講義+運動体験）

 

コロナワクチン４回目接種７月スタート！
接種券が届いた人から予約できます

勤務期間：7月上旬～8月中旬の火・水・木・金・土曜日の午後1時～5時 と
　　　　　日曜日の午前9時～午後0時30分、午後1時～5時
勤 務 地：わかくさ・プラザ  学習情報館  多目的ホール
業務内容：ワクチンの接種および充填、接種後の経過観察ほか
応募資格：看護師免許を有する人　報酬：5,500円／時間　募集期間：6月1日（水）～ 6月10日（金）
申込方法：ホームページの申請書を記入のうえメールまたはファクスで申込み　　　　　　　　　

医療従事者募集

新型コロナワクチンの４回目接種対象者と接種間隔が国において決定されました。
４回目の接種は、重症化予防を目的として次のとおり行います。

接種対象者 （１）60歳以上の人
（２）18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する人

接種時期  3回目接種完了日から5か月を経過する日以降
（例）3回目接種が令和4年2月1日の人 → 4回目接種は令和4年7月1日以降可能　　

（１）60歳以上の人
　　接種可能日（3回目から5か月経過する日）に合わせて接種券を郵送します。

（２）18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する人　　　　　　　
　  ①1・2回目接種時にホームページで接種券郵送を申請された人
　　  3回目接種が終了している人には、接種券を郵送します。
　  ②1・2回目の接種時に申請されていない人
　　  接種を希望する人は、関市ホームページから申請してください。
　　  3回目接種済を確認した後、接種券を郵送します。
 　　※基礎疾患の範囲については、ホームページでご確認ください。

接種券

接種場所 7月1日(金)　個別接種開始（市内医療機関）
7月7日(木)　集団接種開始（わかくさ・プラザ  学習情報館  多目的ホール） 

ワクチン 集団接種・個別接種ともにモデルナワクチンを使用
※ ファイザーワクチンの予約は、今後のワクチン供給状況を考慮して遅くとも8月1日(月)から開始する予定です。

集団接種会場で従事いただく医療従事者を募集します。

【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

４回目の接種券が届いた人から予約ができます。予約方法

ウェブ予約二次元コード

　6月  6日(月)　コールセンター相談受付開始
　6月15日(水)　コールセンター・ウェブ予約受付開始

電話予約  関市新型コロナワクチンコールセンター　
 　 0570-03-3375  （受付時間）毎日 午前9時～午後5時

ウェブ予約 https://leggodt.co/vaccine-seki/　24時間受付可能
※４回目接種専用の予約です。
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対　　象 	関市在住で年齢が18歳以上の人
定　　員 	80人	（先着順）※定員になり次第受付終了します
持 ち 物 	筆記用具、飲み物、運動しやすい格好、
　　　　　マスク着用

申込方法 	インターネットで申込み
	 リンク先
	 https://logoform.jp/form/ZmuY/96507

申込期間 	6月3日（金）午前8時30分～17日（金）午後5時15分
照 会 先 	市民健康課（保健センター）　☎24-0111
　　　　　　		ご家族やご友人をお誘いいただきお申込みください。1人でも参加可能です。

RIZAP健康セミナー（講義+運動体験）
健康になりたい人必見。
運動メニュー強化
RIZAPメソッドで健康＆理想のボディに！
今日からすぐ実践できる改善方法や
トレーニング方法を伝授します。

生活習慣を振り返ろう
・	太りやすい度チェック
・	肥満がもたらす生活習慣病のリスク
・	RIZAP体験者のビフォーアフター

RIZAP メソッド
・	脂肪燃焼効果を追求したRIZAPメソッド
・	適切な食事や習慣化の秘訣
・	RIZAPトレーナーのマル秘テクニック

運動体験
・	腰痛や肩こりを解消するエクササイズ
・	自宅でできるストレッチ

7月2日（土）
午前10時30分～午後0時30分
場所：学習情報館	多目的ホール

参加費
無料

昨年度、セミナーを受講した人の変化

受講するとこんなに意識が変わる!!

コロナに負けない！ コロナに負けない！ 
健康なカラダ作り企画！健康なカラダ作り企画！
昨年度開催したRIZAPの健康セミナーを
今年度も開催します。

【参加して良かった理由】
●有益な知識が増えた（41人）
●仕事のモチベーションが向上した（3人）
●気持ちがポジティブになった（31人）
●参加者同士でコミュニケーションがとれた（5人）
●リフレッシュできた（20人）
●その他（1人）

①必要性は感じていない
②必要性は理解しているが行動に移せない
③近いうちに行動に移そうと思っている
④すでに行動している
⑤行動し、６か月以上経っている

参加前、健康に対する意識はどの程度ありましたか？

（人） （人）

参加後、健康に対する意識はどの程度になりましたか？

①必要性は感じていない
②必要性は理解しているが行動に移せない
③近いうちに行動に移そうと思っている
④明日から実践する
⑤すでに行動しているものにプラスする

満足度調査 意識変容調査

満足度
98％ 3030人が人が

意識変容！意識変容！
（97％）（97％）

昨年度よりも運動メニューがパワーアップ！昨年度よりも運動メニューがパワーアップ！
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参加・入場

無料

①防災体験教室
・子ども電気教室【要予約】
・空き缶コンロづくり【要予約】
・災害伝言ダイヤル１７１体験
・Pepperと学ぼう地震のこと
・防災プチDIY
②緊急車両大集結！

日時
6/18 ・6/19土  日 

パトカーや消防車、照明車など
災害時に活躍する車を展示します

③防災パネル展示、耐震相談会

午前９時～午後４時
会場：せきてらす

日時 6/18土
①午前10時～１１時３０分

会場：上之保生涯学習センター

②午後1時３０分～3時

【要予約】各回先着１０組

小学３～６年生・中学生を対象に、
防災キャンプ（避難所体験）と防災
まちあるきを行います。

▲申込み
詳細はこちら

6/1 ～30水  木 
期間

指定の市内５か所の施設を巡り、集め
たキーワードを組み合わせ、合言葉を
作ろう！正解者には景品をプレゼント！

上之保防災キャンプ＆まちあるき

デジタルキーワードラリー

照会先 危機管理課 ☎23-7048

出水期到来！
風水害対策は大丈夫？

風水害に対する「備え」

気象情報や避難情報等を取得！
危険な状況になる前に避難！！

防災行政無線
☎0800-200-8773（通話料無料）

災害時は、避難指示などの情報を防災行政無線で放送します。
聞き取りにくいときは、「放送内容確認テレホンサービス」をご利用ください。

携帯電話やスマートフォンなどで正確な防災情報を迅速かつ簡単に受け取ることができます。
また、内容を文字で確認でき、データとして残るため、見返すことができます。ぜひ活用しましょう。

防災情報 地震、台風、大雨、大雪に関する
情報、避難情報など

イベント・
行事情報 イベント・行事、各種募集など

防犯情報 不審者情報、オレオレ詐欺など

子育て
支援情報 検診や子育てに役立つ情報など

気象情報 関市に警報が発表・解除された
場合にお知らせします

リサイクル・
環境情報 資源回収やごみ収集など

生活安全情報 行方不明者捜索、食中毒、クマ出没
有害鳥獣情報など

災害など、いざというときに大切なのは情報です

登録は
こちらから

メールで登録 LINEで登録 Facebookで登録 Twitterで登録

避難先を決めるときの
ポイント ①浸水や土砂災害のおそれがない家庭は在宅避難

②安全な場所にある親戚・知人宅、ホテルなどへの避難
③車中避難（家族限定で少人数かつ短期間の場合のみ）
④市が開設する避難所への避難

危険な場所や
避難所を確認する
ハザードマップを活用して、
自宅の安全や周辺の危険箇
所、避難先を確認しておきま
しょう。

新型コロナウイルスの感染
リスクを避けるため、右記の
場所などに分散避難するこ
とを検討しましょう。

非常持ち出し品を
確認する

　災害から身を守るためには、確かな情報の取得が
不可欠です。以下のウェブサイトなどを活用し、河川
の状況、避難情報、今後の気象情報などを入手して
早め早めの避難行動を心がけましょう。
　市の避難情報の発令の有無に関わらず、身の危険
を感じた場合は、ためらわずに避難してください。

◆市ホームページ
避難情報/気象警報/避難所等

◆岐阜県 川の防災情報
河川水位/雨量情報等

◆ぎふ土砂災害警戒
　情報ポータル
土砂災害危険度/気象情報/雨量情報等

市が発令する避難情報警戒
レベル

緊急安全確保
命を守るための最善の行動をとる5

避難指示
全員が安全な場所へ避難する4

大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）
避難行動を確認する2

早期注意情報（気象庁）
災害への心構えを高める1

高齢者等避難
高齢者や災害リスクの高い地域の住民は避難する3

「行動」風水害に対する

「せき市民防災フェア」楽しみながら防災を学ぶ！

警戒レベル4までに必ず避難！

●対　　象
●補助内容

●申込期限
●そ の 他

市内全域の世帯
戸別受信機本体金額の2分の1と、設置費用（屋外アンテナが必要な場合はアンテナ設置も含む）の全額。
※一定の条件に当てはまる世帯は、自己負担額が軽減されます。
※事業所への設置は補助対象外となります。
令和4年度の申込み分は6月30日（木）まで
設置場所によって地域設定が必要で、受注生産となるため、設置に数か月お待ちいただくことになります。

6月から10月は、ゲリラ豪雨や台風などで雨が多くなり、河川が増水しやすい時期（出水期）です。
いつ起こるかわからない災害に備え、いつでも行動できるよう対策しておきましょう。

緊急時に避難所へ持参する
ものを準備するとともに、備
蓄品を使って買い替える
「ローリングストック法」を実
践しましょう。

防災行政無線「戸別受信機」購入を補助します

関市あんしんメールの配信内容 ※設定により受け取る内容を選択できます

市が発表する情報をいち早く取得して、被害軽減につなげましょう。

あんしんメール
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照会先 企画広報課 ☎23-9290

施策の満足度・重要度について

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（今後市が積極的に推進すべきかどうか）を5段階で評価してください。

満足度高満足度低

重要度高

重要度低
2.5

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3

（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

（28）環境保全

（40）財政運営
（33）景観・公園（19）工業

（9）小中学校教育

（29）医療保険

（2）低所得者支援

平均 2.83

右に行くほど満足度が高くなる

上
に
行
く
ほ
ど
重
要
度
が
高
く
な
る

平均 3.35

Ⅰ要改善
　（重要度は高いが、満足度は低い）

Ⅲ当面の課題
　（重要度・満足度ともに低い）

Ⅳ要検討
　（重要度は低いが、満足度は高い）

Ⅱ現状維持
　（重要度・満足度ともに高い）

満足度推移
令和 2年度と比べ上昇している
令和 2年度と比べ下降している
令和 2年度と変わらない

②「平成29年度」27.8％→「令和3年度」62.1％
　「LGBTという言葉とその意味を知っているか」の
質問に対して、「知っている」と回答した割合は、関市
が「LGBTフレンドリー宣言」を宣言した翌年（平成
29年度）と比べ、大きく伸びています。
　令和4年度からは、性的少数者が日常生活におけ
る悩みや生きづらさを軽減し、自分らしく暮らせるこ
とを目的とした「関市パートナーシップ宣誓制度」を
導入しています。

③「災害備蓄品について何をどの程度準備している
か」の質問に対して、「食料・飲料水」と回答された割
合は48.7％と半数以下となっています。
　備蓄品は災害復旧までの数日間（約1週間）を自足
できることが望ましく、「食料・飲料水」の準備はもち
ろんのこと、持病のある人は常備薬の準備も必要に
なります。日頃から各家庭で備え、災害時に対応でき
るようにしましょう。

②あなたは、LGBTという言葉とその意味を知っていますか。

③あなたの家では災害備蓄品について何をどの程度準備していますか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70歳以上（N=337）

60歳代（N=273）

50歳代（N=207）

40歳代（N=189）

30歳代（N=122）

20歳代（N=59）

10歳代（N=28）

全体（N=1,235）

知っている 知らない 不明・無回答

62.1 33.4 4.5

5.1

1.6
3.7
2.4
2.2

6.5

18.6

26.6

89.3

22.8

51.3

10.7

25.4

71.0
34.8

76.3

73.0
73.5

63.0
42.1

0% 20% 40% 60% 80%

0% 20% 40% 60% 80%

不明・無回答

懐中電灯

不明・無回答
その他

衣類（上着・下着）
防寒具（毛布・寝袋など）

モバイルバッテリー・乾電池
ラジオ

衛生用品（タオル・ウエットティッシュなど）
食料・飲料水

応急手当用品（ばんそうこう・持病の薬など）
感染症対策用品（マスク・体温計など）

入手していない
その他

戸別受信機
自主防災会などの地域からの情報伝達

インターネット、スマートフォン
テレビ（ニュース、データ放送）

関市あんしんメール、関市の公式LINE
防災行政無線（同報無線） 43.8

52.0
71.6

60.7
13.4

4.2
0.7
1.4
2.1

55.7
50.1
48.7

45.0
38.1

29.7
23.2
23.0

2.9
9.4

75.1

全体（N=1,235）
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関市のまちづくりの成績を公表します　

～令和3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

関市への居住意向について

まちづくりへの意識と取組について

◦調査対象　令和3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3年11月15日～令和3年11月30日
◦回答方法　本人記入方式　郵送で配布・回収　
◦回収結果　1,235票/3,000票（回収率　41.2％）

◦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。（ただし年齢が「不明・無回答」は除いています）
・	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」77.9％＞「住みにくい」10.2％
　「関市が住みよいまちだと感じるか」の質問に
対して、年齢別でみると、10歳代～30歳代の若
い世代で住みよいと回答している割合が高い傾
向にあります。

《「住みよい」と回答された割合（全体）》
（R１ 76.8％、R2 78.4％、R3 77.9％）

②「感じている」66.2％＞「感じていない」22.1％
　「関市に誇りや愛着を感じているか」の質問に
対して、最近3年間の「感じている」と回答された
割合の変化をみると、令和3年度は66.2%となり
増加傾向にあります。

《「感じている」と回答された割合（全体）》
（R１ 64.3％、R2 64.1％、R3 66.2％）

①「関市について自慢できることは何か」の質問に対
して、「きれいな川や山などの豊かな自然環境やお
いしい水」が61.8%と最も多く、次いで「日本一の刃
物のまち」が56.0%となりました。
　関市の自慢として多くの回答を得た自然環境や刃
物のまちの伝統文化・産業を守っていくことが、関市
へのさらなる誇りや愛着の醸成に繋がっていくと考
えます。

①あなたは関市が住みよいまちだと感じますか。

②あなたは関市に誇りや愛着を感じていますか。

①関市について、あなたが自慢できることは何ですか。（上位5位）

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=337）

60歳代（N=273）

50歳代（N=207）

40歳代（N=189）

30歳代（N=122）

10、20歳代（N=87）

全体（N=1,235） 77.9

82.8

83.6

78.3

72.0

74.0

81.9

10.2

10.3

9.0

9.5

14.0

12.8

5.9

9.6

6.9

6.6

8.5

11.1

10.6

10.4

2.3

0.0

0.8

3.7

2.9

2.6

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70歳以上（N=337）

60歳代（N=273）

50歳代（N=207）

40歳代（N=189）

30歳代（N=122）

20歳代（N=59）

10歳代（N=28）

全体（N=1,235）

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

20.2 46.0 18.7 3.4 9.1 2.7

1.7
10.7
11.9

4.1
6.9
8.7

0.0
0.0

0.8
4.2
2.9
2.9

2.4

25.4

7.4

2.9
3.7

24.2
5.9

0.6

21.4 53.6
44.1

50.8
41.1

42.9

21.7

11.4

10.145.1

14.3

56.6 12.3

20.3
20.1

14.2

16.9

18.9
12.7

16.8
27.6

0% 25% 75% 100%

通勤、通学先が遠いから

医療機関への通院が不便だから

働く場所が少ないから

日用品などの買い物が不便だから

公共交通が不便だから 72.0

27.0

26.0

23.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

きれいな川や山などの豊かな自然環境や
おいしい水

日本一の刃物のまち

刀鍛冶などの伝統文化

うなぎや鮎などのご当地食

買い物や通院が便利なまち

61.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

56.0

36.8

22.9

16.8 全体（N=1,235）
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◦	損害保険契約書等の写し(2件)【公開(2件)】
◦	林道管理業務委託西地区の設計書について【公開】　
◦	関市観光プロモーション動画制作、情報発信業務に係る書類
(2件)【部分公開(2件)】

◦	平賀第1～ 2工区に係る土地区画整理組合の設立に関する技
術援助申請書【部分公開】

◦	公文書公開手引【公開】
◦	旭ケ丘中学校防球ネット等改修工事の金入り設計書等【公開】
◦	鋳物師屋3丁目地内汚水管布設工事金入り内訳【公開】
◦	関市議会会議録関係資料【公開】
◦	コミュニティバスおよびスクールバス使用車両に係る書類(2
件)【公開(2件)】

◦	関市所蔵絵画作者・点数一覧【公開】
◦	洞戸テニスコート改修工事に係る書類【公開】
◦	公共工事における独自単価(2件)【公開(1件)不存在(1件)】
◦	庁舎敷地内植栽管理業務委託に係る書類【公開】
◦	樹木維持管理業務委託に係る書類【公開】
◦	中池公園除草および樹木整備業務委託に係る書類【公開】
◦	街路樹整備業務委託等に係る書類(2件)【公開(2件)】
◦	指名業者の選考方針に関する内規【公開】
◦	自治会活動保険に係る書類(2件)【公開(1件)部分公開(1件)】
◦	公園植樹整備等業務委託(5件)【公開(5件)】
◦	桜の木剪定業務委託に係る書類【公開】

照会先 行政情報課  （☎23-6802）

5. 審査請求の概要

（１） 審査請求日　　　　	4 月 5日
（２） 審査請求に係る処分

一般社団法人関市ビジネス支援機構の創業時からの会
計帳簿、現金、預金出納帳、連携費・研修費の公文書
公開請求に対する公文書不存在決定

（３） 裁決　　　　　　　	棄却

令和 3 年度関市個人情報の開示などの実施状況

1. 請求者別の請求状況
区分 市内在住者 その他 合計

件　数 4 2 6

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 3

健康福祉部 開示 3

3. 開示などの決定状況および不服申立て状況
区分 件数

開示 5

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 1

審査請求 0

4. 開示の請求に対する決定をした文書【決定状況】
◦	土地等売買契約書(2件)【開示(2件)】　
◦	定期予防接種の接種歴【不存在】
◦	乳がん検診に係る書類（2件）【開示（2件）】
◦	固定資産課税台帳の写し【開示】

◦	土地・家屋課税台帳の電磁的記録【部分公開】
◦	社会資本整備総合交付金事業に係る書類【公開】
◦	サーマルカメラの購入に係る見積結果状況書の写し【公開】
◦	若栗橋撤去に伴う関係書類一式【公開】
◦	地籍調査に関連するシステム導入に係る書類【部分公開】
◦	学校運営協議会が関市教育委員会に対して述べた学校運営
等に関する意見等に係る書類【不存在】

◦	ライニング工事等の資料全て【公開】
◦	都市構造再編集中支援事業に係る書類【公開】
◦	馬場出排水路に係る設計図書等(2件)【公開(1件)不存在(1
件)】
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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。市が保有している情報を市民の皆さんからの請求に応じ
て公開するための「公文書公開条例」と、市民の皆さんの個人情報を適正に取扱うための「個人情報保護条例」
です。
　これらの条例の内容と実施状況をご紹介します。

■ 利用できる人は
	 ▶市内に住んでいる人
	 ▶市内に事業所などがある人や法人など
	 ▶市内に通勤、通学している人
	 ▶市に利害関係がある人
　※これら以外の人からの請求にも応えるよう努めています。

■ 公開できる情報は
　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
得した公文書です。
■ 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、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
個人情報を収集します。
■ 自分の情報をチェックできます
　▶	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	..............................差止請求

　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。

　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、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 3 年度関市公文書公開などの実施状況

個人情報保護条例

公文書公開制度と個人情報保護制度

区分 市内在住者 その他 合計
件数 28 14 42

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

財　務　部 7

協働推進部 4

産業経済部 6

基盤整備部 20

教育委員会 3

議　　　会 1

農業委員会 1

合　　　計 42

※	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 32

部分公開 9

非公開 0

不存在 3

審査請求 1

3. 公開決定状況および不服申立て状況

4. 公開請求に対する決定をした文書【決定状況】
◦	農地法第3条の規定による申請に係る書類【部分公開】
◦	関市天神杜土地区画整理事業の同意書【部分公開】
◦	洞戸地域認定農業者の農業経営改善計画書等【部分公開】
◦	令和3年度関市水道事業給配水および受託工事用材料単価
表一覧表【公開】
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講　師 古田　竜一朗 さん
定　員 20人
回　数 8回
時　間 午後3時～4時30分
開講日 各回日曜日

7/3・17、8/7・21、9/4・18、10/2・16
会　場 武儀生涯学習センター

5.日本庭園の魅力と箱庭にチャレンジ
日本庭園の歴史と庭園のデザインを学び箱庭を作りま
す。街づくりと甲冑アラカルト。

9.エレキギター、アコースティックギター教室
あなたも気軽にギターを弾いてみませんか。
エレキギター・アコースティックギターに挑戦。

6.マヤ暦へのいざない
生まれた日の意味を知り、マヤ暦であなたの人生のガ
イドマップを手に入れてみませんか。

7.手紙のための一筆絵教室
季節の絵を添えた手紙が届くと心ほんのり温かくな
る。今の時代だから手紙は友との絆づくり。

8.ヨガと呼吸法でマイナス10歳
やさしい動きと呼吸で心身の不調をリセット。姿勢改
善で若返り。肩こり・腰痛の解消にも。

講　師 元高校教員
酒井　雅敏 さん

定　員 14人
回　数 3回
時　間 午後1時30分～

　　　　3時30分
開講日 各回金曜日

7/22、8/19、9/16
会　場 総合福祉会館
教材費 3日目のみ500円程度

(講師より連絡）

講　師 書画・心のメッセージ
アーティスト　
加藤　としえ さん

定　員 14人
回　数 4回
時　間 午前10時～11時30分
開講日 各回木曜日

7/21、8/18、9/15、
10/20

会　場 総合福祉会館
教材費 全回数で2,000円

（初回に集めます）

講　師 ヨガインストラクター
小磯　明美 さん

定　員 15人
回　数 6回
時　間 午後1時30分～3時
開講日 各回木曜日

7/7・21、8/4、
9/1・15・29

会　場 鮎之瀬
ふれあいセンター

講　師 (一社）シンクロニシティ
研究会認定アドバイザー
小森　直子 さん

定　員 14人
回　数 6回
時　間 午前10時～正午
開講日 各回金曜日

7/8・22、8/12・26、
9/9・30

会　場 総合福祉会館
教材費 全回数で6,000円

（初回に集めます）

武儀事務所受付　☎0575-49-2121
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令和４年度 （前期）
成人学校講座　受講生募集

生涯学習ときめきコース　

3.つまみ細工のブローチ作り
針と糸を使わないつまみ細工のお花で可愛いブローチ
を作りましょう。

4.【気軽に楽しく！】
　カードゲームでSDGsを体験しよう
SDGｓ初心者大歓迎！2つのカードを使って2030年の
世界をシミュレーションします。

1.終活セミナー わたしと家族の“そうぞく” 2.私の書いた絵本たち
　　～愛・戦争と平和・命について～

講　師 明治安田生命保険
相互会社岐阜支社
玉谷　和美 さん

定　員 14人
回　数 3回
時　間 午前10時～11時30分
開講日 各回火曜日

7/5、8/9、9/6
会　場 総合福祉会館

講　師 日本つまみ細工
コーディネート協会
認定講師
伊藤　琴美 さん

定　員 10人
回　数 6回
時　間 午後1時30分～4時
開講日 各回木曜日

7/14・28、8/25、9/8・22、10/6
会　場 総合福祉会館
教材費 １回あたり1,200円（各回ごとに集めます）

講　師 SDGｓファシリテーター
江坂　侑 さん

定　員 14人
回　数 4回
時　間 午後6時～8時30分
開講日 各回水曜日

7/13、8/24、9/14、10/12
会　場 総合福祉会館
教材費 各回0円～500円

（自分で決めるカンパ制）

講　師 日本児童文学者協会
堀野　慎吉 さん

定　員 14人
回　数 3回
時　間 午前10時～11時30分
開講日 各回水曜日

7/13、8/3、9/7
会　場 総合福祉会館

“相続”と“争族”の話や、ライフ＆エンディングノート
を活用する講座です。 講師が制作した絵本の中から３冊選び「愛・戦争と平

和・命」などのテーマについて考えます。

生涯学習課受付　☎0575-23-7776

対　　象	 市内在住、在勤または在学の15歳以上で、原
則全回数受講できる人
※成人学校は入門講座です。初心者でも大丈
夫です。

受 講 料	 1講座　520円
	 	（ただしテキスト・教材費などは各自別途負担）
	 ※応募後の取り消しや長期欠席などによる受講　
	 　料の返金はできません。

申込方法	 ハガキ、もしくは市ホームページ。
	 ※電話での応募は不可。
	 ①ハガキに必要事項（講座番号、講座名、郵便　
	 　番号、住所、氏名、自認する性別、年齢、電話
	 　番号、E-mailアドレス）を記入して郵送、また
	 　は申込場所に備え付けの申込用紙に記入。
	 ※1講座につきハガキ1枚の応募とします。
	 ②市ホームページから申込専用ページにアクセ
	 　スし、必要事項を入力。

	 ※右の二次元コードを読み込んで　
	 　アクセスすることもできます。
申込場所	 ◆生涯学習課
	 　（わかくさ・プラザ 学習情報館）
	 　〒501-3802　関市若草通2-1
	 　※月曜休館
	 ◆武儀事務所
	 〒501-3511　関市中之保5696-1
申込期限	 ６月１５日（水）
受講料の納入	 開講日に徴収します（詳細は、受講が決定した人

にお知らせします）。
そ の 他	 ⑴申込者多数の場合は、抽選を行い受講者を
	 　決定します。（抽選結果は、全員に郵送でお知
	 　らせします。）
	 ⑵原則として申込者が5人以上で開催いたしま
	 　す。4人以下の場合は開講を中止する場合が
	 　あります。
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新型コロナウイルス感染症拡大および物価の高騰による地域経済への影響を緩和するために、
暮らし応援プレミアム付商品券（せきチケ）を販売します。

販売対象者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16,000円分のお買い物ができます！

中小規模限定券×４枚 大規模・中小規模共通券×４枚

大規模店では使えません 全ての協力店で使えます

・購入引換券は、対象者へ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冊購入することができるため、1冊ずつの購入が可能です。
・ご家族などの分を、代理人が購入することができます。委任状等は不要です。
・購入引換券の再発行はしませんので、大切に保管してください。
・購入引換券は、5月末から6月上旬に順次お届けします。しばらくお待ちください。

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方は、購入することができません。

暮らし応援プレミアム付商品券（せきチケ）は、市内の700店以上の
協力店でご利用いただけます。
次のホームページでご確認ください。
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/
★購入引換券にも、協力店一覧の冊子を
　同封しています。

せきチケ・ベビチケをお取扱いいただく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

※１　簡易郵便局（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
※２　中切郵便局のみ販売時間は「平日 9：00 ～ 16：00」です。

照会先
企画広報課
☎23-9290

● 販売期間

● 市内事業者の皆さまへ

● 商品券の有効期限

● 購入対象者

● 商品券の内容

● 販売場所・時間
● 利用可能店舗

● 購入方法

販 売 場 所
関市役所 本庁1階市民ホール

関郵便局
関郵便局以外の
市内郵便局※１

販 売 期 間
6月1日（水）～６月3日（金）

6月6日（月）～7月29日（金）

販 売 時 間
9:00～１７：００

平日9:00～１９：００
平日9:00～１７：００

　　　※２

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

日 程
令和4年6月4日（土）・5日（日）

令和4年6月19日（日）、7月24日（日）

販 売 時 間
9:00～１6：００
9:00～１2：００

販 売 場 所
関市役所 本庁
1階市民ホール

休日の販売について

購入される方へのお願い

暮らし応援

プレミアム付商品券
（せきチケ）を販売します

関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券　※複製厳禁

関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券

氏名　若草　一郎
関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券

氏名　若草　二郎

関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券

氏名　若草　一郎

関市暮らし
応援プレミ

アム付商
品券　購

入引換券

氏名　若草　
二郎

見  本

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

商品券の購入は、先着順ではありません。
販売対象者全員が２冊ずつ購入できる冊数を用意していますので、期間内に慌てず
お買い求めください。
※販売開始直後は、販売場所の混雑が予想されます。お急ぎでない人は、混雑時を避け、
　密にならないご配慮をお願いいたします。

令和4年6月1日（水）～令和4年7月29日（金）

令和4年12月31日（土）まで

令和4年5月13日時点で関市に住民票がある方
（市役所への届出（提出）が5月13日までに済んでいることが必要です。）

１冊8,000円（1,000円券×８枚）のせきチケを5,000円で販売します。
 購入引換券は、
１枚ずつ切り取って
お持ちください！

平日に購入することが難しい人は、次の休日販売をご利用ください。

せきチケ史上最大のプレミアム率！

関市
ホームページ

せきチケ
サーチ

お得！
6,000円

分
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新型コロナウイルス感染症拡大および物価の高騰による地域経済への影響を緩和するために、
暮らし応援プレミアム付商品券（せきチケ）を販売します。

販売対象者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16,000円分のお買い物ができます！

中小規模限定券×４枚 大規模・中小規模共通券×４枚

大規模店では使えません 全ての協力店で使えます

・購入引換券は、対象者へ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冊購入することができるため、1冊ずつの購入が可能です。
・ご家族などの分を、代理人が購入することができます。委任状等は不要です。
・購入引換券の再発行はしませんので、大切に保管してください。
・購入引換券は、5月末から6月上旬に順次お届けします。しばらくお待ちください。

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方は、購入することができません。

暮らし応援プレミアム付商品券（せきチケ）は、市内の700店以上の
協力店でご利用いただけます。
次のホームページでご確認ください。
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/
★購入引換券にも、協力店一覧の冊子を
　同封しています。

せきチケ・ベビチケをお取扱いいただく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

※１　簡易郵便局（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
※２　中切郵便局のみ販売時間は「平日 9：00 ～ 16：00」です。

照会先
企画広報課
☎23-9290

● 販売期間

● 市内事業者の皆さまへ

● 商品券の有効期限

● 購入対象者

● 商品券の内容

● 販売場所・時間
● 利用可能店舗

● 購入方法

販 売 場 所
関市役所 本庁1階市民ホール

関郵便局
関郵便局以外の
市内郵便局※１

販 売 期 間
6月1日（水）～６月3日（金）

6月6日（月）～7月29日（金）

販 売 時 間
9:00～１７：００

平日9:00～１９：００
平日9:00～１７：００

　　　※２

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

中小規模限定券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

日 程
令和4年6月4日（土）・5日（日）

令和4年6月19日（日）、7月24日（日）

販 売 時 間
9:00～１6：００
9:00～１2：００

販 売 場 所
関市役所 本庁
1階市民ホール

休日の販売について

購入される方へのお願い

暮らし応援

プレミアム付商品券
（せきチケ）を販売します

関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券　※複製厳禁

関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券

氏名　若草　一郎
関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券

氏名　若草　二郎

関市暮らし応援プレミアム付商品券　購入引換券

氏名　若草　一郎

関市暮らし
応援プレミ

アム付商
品券　購

入引換券

氏名　若草　
二郎

見  本

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

せき
 チケ
関市

大規模・中小規模共通券
発  行  者　関市
有効期限

¥1,000
応援券は、関市に登録した店舗のみでご利用いただけます。
※詳しくは裏面をご確認ください。

商品券の購入は、先着順ではありません。
販売対象者全員が２冊ずつ購入できる冊数を用意していますので、期間内に慌てず
お買い求めください。
※販売開始直後は、販売場所の混雑が予想されます。お急ぎでない人は、混雑時を避け、
　密にならないご配慮をお願いいたします。

令和4年6月1日（水）～令和4年7月29日（金）

令和4年12月31日（土）まで

令和4年5月13日時点で関市に住民票がある方
（市役所への届出（提出）が5月13日までに済んでいることが必要です。）

１冊8,000円（1,000円券×８枚）のせきチケを5,000円で販売します。
 購入引換券は、
１枚ずつ切り取って
お持ちください！

平日に購入することが難しい人は、次の休日販売をご利用ください。

せきチケ史上最大のプレミアム率！

関市
ホームページ

せきチケ
サーチ

お得！
6,000円

分
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市議会第２回臨時会
 令和４年市議会第２回臨時会を、４月 15日に開催
しました。
 本会議では、会期を１日間と決めた後、工事請負契
約の締結や令和４年度関市一般会計補正予算など７件

の議案について提案説明が行われ、質疑、討論を行っ
た後、採決の結果、可決・承認しました。
 今臨時会に付議された案件をすべて議了し、閉会し
ました。

賛否が分かれた議案

議案番号 議案名
議
決
結
果

議
長 市政クラブ 清流クラブ 若草クラブ 市議会

公明党 新和会
日本
共産党
関市
議員団

無
会
派

市
川
　
隆
也

池
村
真
一
郎

渡
辺
　
英
人

波
多
野
源
司

鷲
見
　
　
勇

村
山
　
景
一

三
輪
　
正
善

長
尾
　
一
郎

田
中
　
　
巧

後
藤
　
信
一

長
屋
　
和
伸

栗
山
　
　
守

土
屋
　
雅
義

松
田
　
文
男

足
立
　
将
裕

幅
　
　
永
典

林
　
　
裕
之

武
藤
　
記
子

浅
野
　
典
之

小
森
　
敬
直

猿
渡
　
直
樹

石
原
　
教
雅

承認第６号
専決処分の承認（関市国民健
康保険税条例の一部を改正す
る条例）

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

○=賛成、　×=反対　　議長は採決に加わらないため、斜線としています。　

 審議の結果
議案名 審議結果

条例関係

専決処分の承認（関市税条例の一部を改正する条例） 承認

専決処分の承認（関市都市計画税条例の一部を改正する条例） 承認

専決処分の承認（関市介護保険条例の一部を改正する条例） 承認

専決処分の承認（関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 承認

一般議案 工事請負契約の締結（関市ブロードバンド施設機器更新工事） 可決

補正予算
専決処分の承認【令和３年度関市一般会計補正予算（第１７号）】 承認

令和４年度関市一般会計補正予算（第１号） 可決

 防衛省では、自衛官等を募集しています。また、次のとおり説明会と相談会を開催します。
照会先	 自衛隊岐阜地方協力本部 美濃加茂地域事務所（☎0574-25-7495）

募集種目 応募資格 受付期間 試験日 合格発表日

自衛官候補生 18歳以上かつ採用予定月の末日現在で
33歳に達していない者 通年

WEB試験	
 １次  7月4日(月)、5日(火)	
 ２次  7月27日(水)、28日(木)	
身体検査・面接  8月6日(土)

－

一般曹候補生 18歳以上かつ採用予定月の末日現在で
33歳に達していない者 7月1日(金) ～ 9月5日(月) １次 9月15日(木) ～ 18日(日)	

２次 10月8日(土) ～ 12日(水)
１次 10月3日(月)	
最終 11月15日(火)

航空学生
【海】18歳以上23歳未満	
【空】18歳以上21歳未満	
かつ、高卒（見込含）または高専3年次修
了（見込含）した者

7月1日(金) ～ 9月8日(木)
１次 9月19日(月・祝)	
２次 10月15日(土) ～ 20日(木)	
３次 【海】11月18日(金) ～ 12月14日(水)	
   【空】11月12日(土) ～ 12月15日(木)

１次 10月7日(金)	
２次 【海】11月9日(水)	
   【空】11月4日(金)	
最終 令和5年1月17日(火)

防衛大学校学生
18歳以上21歳未満であり、高卒（見込
含）または高専3年次修了（見込含）した
者

推薦・総合選抜	
 9月5日(月) ～ 9月9日(金)
	
一般	
 7月1日(金) ～ 10月26日(水)

推薦 9月24日(土)、25日(日)	
総合選抜	
 1次 9月24日(土)	
 2次 10月29日(土)、30日(日)	
一般	
 1次 11月5日(土)、6日(日)	
 2次 12月6日(火) ～ 10日(土)

推薦 10月28日(金)	
総合選抜	
 1次 10月14日(金)	
 最終 11月24日(木)	
一般	
 1次 11月24日(木)	
 最終 令和5年1月20日(金)

防衛医科大学校 
（医学科学生） 7月1日(金) ～ 10月12日(水) １次 10月22日(土)	

２次 12月14日(水) ～ 16日(金)
１次 12月1日(木)	
最終 令和5年1月31日(火)

防衛医科大学校 
（看護学科学生） 7月1日(金) ～ 10月5日(水) １次 10月15日(土)	

２次 11月26日(土)、27日(日)
１次 11月11日(金)	
最終 令和5年2月3日(金)

自衛隊＆警察・消防合同インターンシップ ※6月29日(水)午後1時までに自衛隊美濃加茂地域事務所までご連絡ください。	
日 時　間 場　所

7月25日(月)

午前9時～午後3時

航空自衛隊・加茂消防事務組合

7月26日(火) 陸上自衛隊・加茂警察署

7月27日(水) 航空自衛隊・加茂消防事務組合

7月28日(木) 陸上自衛隊・加茂警察署

自衛官募集
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いろいろな場面でのめざすあり方

内閣府　男女共同参画局は、毎年6月23日から6月29日までの1週間を男女共同
参画週間としています。
関市は、「誰もが自分らしく　心豊かに暮らせるまち　せき」をめざし、男女共同参
画の施策を推進しています。
この機会に、家庭で、地域で、職場で、学校で、私たちのまわりのパートナーシップ
について考えてみませんか。

家庭で
・家族が、共に協力し、家事、子育て、介護などを担い合
う家庭
・家族が、互いの個性を尊重し、多様な生き方を選択で
きる家庭

地域で
・誰もが、地域の活動で、対等に企画の立案から決定、
実施まで関わることができる地域
・男女平等が阻害されるような地域のルールや意識が
なくなり、個人の行動や考え方が尊重される地域

職場で
・性別に関わりなく、個人の能力が適正に評価され、発
揮できる職場
・男女が、同じように育児、介護等の休業が取得でき、
仕事と家庭が両立できる職場

学校で
・誰もが互いの人権を尊重し、性別にかかわ
りなく個性や能力を発揮できる教育の場
・男女が様々な分野の活動に平等に参加で
きる教育の場

●お母さん、ご飯まだ？
●お父さんが家族を養うのは当然でしょう。
●親の介護は、嫁がするのが当たり前だろう。

●毎日残業で、自分の時間がとれないよ。
●お茶くみやコピーは女性の仕事だろう。
●男性が育児休業を取るなんて出世できないぞ。

●運動部のマネージャーは女性がいい。
●男性は理系、女性は文系に向いているよ。
●保育士や看護師って女性の仕事だよね。
●女性がバスの運転手になるなんて…。

●自治会の決め事に女性の意見も、男性の意見も十分反映さ
れていますか？
●会合で、お茶の準備や後片付けは女性の仕事になっていま
せんか？
●PTA役員は男性だけれど、活動は女性にお任せ、といった
傾向はありませんか？

男女共同参画週間

でも、こんな会話はありませんか？

あなたの地域ではどうですか？

でも、こんなことを言われたことはありませんか？
でも、こんなことを聞いたことはありませんか？
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