
中日ドラゴンズ  福岡ソフトバンクホークス中日ドラゴンズ VS 福岡ソフトバンクホークス

VS

プロ野球プロ野球

2022 WESTERN LEAGUE OFFICIAL GAME
公式戦公式戦

官製はがきの記入方法
表面 裏面

郵便はがき

関市塔ノ洞
３８８５番地１

　中池公園
　　事務所  行

5 0 1 3 2 0 663円 ①希望する席
　（例：内野席希望）
②希望枚数（例：2枚）
③郵便番号
④住所
⑤お名前（ふりがな）
⑥電話番号
⑦車いすの利用
※該当者のみ記入

7月29日（金）（消印有効）
関市民限定です。
当選は入場整理券の発送をもって代えさせていただきます。（8月15日頃発送）

共　催：関市、中日新聞社、中日ドラゴンズ
照会先：中池公園事務所　☎0575-24-0214（午前8：30～午後5：15　月曜日、祝日の翌日は休み）

9.10
2022

13:00 / 11:30
試合開始  ※雨天中止

開門予定
SAT
土

河上薬品スタジアム 【関市民球場（中池公園内）】
観戦には入場整理券が必要です
観戦をご希望の方は、右記二次元コードまたは官製はがき（右図）にてご応募ください。
※お一人様につき応募は1通までとします。
入場整理券は、内野席1,360枚、レフト側外野席100枚、ライト側外野席100枚の３種類あります。
「①希望する席」「②希望枚数（1枚または2枚）」を記入してください。
応募者多数の場合は、抽選にて当選者を決定します。
※抽選の結果、希望する席が外れた場合であっても、その他の席で空きがある場合は、その他の席の
入場整理券をお送りします。

応募期限
応募資格
当選発表
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照会先　観光課（☎23-7704）

二次審査
結果上位者の

関市の“新名物”発掘・発信プロジェクト関市の“新名物”発掘・発信プロジェクト

特典特典

スポーツ/アウトドアフェスティバルIN板取スポーツ/アウトドアフェスティバルIN板取

申込方法申込方法

対　象対　象

スケジュールスケジュール

　新たな関市の産業・観光の発展に期する商品・サービス（以下、「商品等」という）を対象に、市内事業者の皆様が新たに取り組
まれる商品等の開発をサポートするコンテストを開催します。皆様の想いやアイデアが全国デビューできる貴重なチャンスです
ので、たくさんのご応募をお待ちしております。

　全国各地にスポーツショップを展開している株式会社ヒマラヤとコラボしたスポーツとアウトドアをテーマにしたイベントを開催しま
す。デイキャンプやアウトドアに関連したワークショップ、物販、夏ならではの遊びなど、子どもから大人まで楽しむことができるコンテン
ツが盛りだくさんです。

　　　　7月30日（土） 午前10時～午後5時

　　　　板取川温泉バーデェハウス周辺
　　　　（板取4175番地9　他）

　　　　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により
　　　　　　内容は予告なく変更する場合があります。

●スポーツ
　老若男女問わず、誰でも楽しめるスポーツが体験できます。
　できる内容は、当日までのお楽しみです。是非、会場までお越しください。
●スケートボード
　このイベント限定で会場にスケートボードのランプを設置しました。
　今年の夏は、板取の大自然の中でおもいっきりスケボーを楽しんでください。
●アウトドア
　市内アウトドア関連事業者による物販や体験の提供、ゆっくりと一日過ごしてもらえる
　デイキャンプ（事前予約制）を楽しむことができます。
●飲食ブース
　出店者自慢のグルメを味わうことができます。
●イベントの詳細
　関市観光ＨＰ「せきのまど」や（株）ヒマラヤＨＰをご覧ください。

● 関市内ですでに事業を行っている、またはこれから行おうとしている個人・法人
● 二次審査にて上位に入った場合に試作品までは具体化することを約束できる個人・法人
● 下記のスケジュールに応じて各種準備ができる個人・法人

専用ホームページにある応募フォームにアクセスいただき、必要事項を記載の上、ご応募
ください。※詳細は市観光ホームページ「せきのまど」をご覧ください。

● 募集開始 ……………………７月１日　専用ホームページ内にある応募フォームから応募
● 募集締切 ……………………7月29日　
● 一次審査および結果通知…8月下旬
● 二次審査準備 ………………9月上旬　専用ホームページに掲載する情報等の準備
● 二次審査開始 ………………10月上旬　専用ホームページで投票
● 二次審査終了 ………………12月中旬
● 二次審査結果発表と新商品等の試作開始 ……… 12月下旬
● せきてらすで試作品展示…3月中旬

日　時

場　所

内　容

照会先　観光課（☎23-7704） ▲せきのまど ▲ヒマラヤ

07



対象者 対象世帯 申請 支給時期

①令和４年度
　住民税非課税世帯

世帯全員が令和３年12月10日以前から現住所にお住まいの場合
市から世帯主宛てに「確認書」を送付しますので内容を確認してから
市へ返送してください。

返送

申請月の翌月末
世帯の中に令和３年12月11日以降に転入した人がいる場合
給付金を受け取るには窓口で「申請が必要」となります。

窓口
申請

②家計急変世帯
新型コロナウイルスの影響で非課税相当の水準に下がった世帯
給付金を受け取るには窓口で「申請が必要」となります。世帯全員の
任意の1か月の収入がわかる書類（給与明細書、振込通知書など）を
ご持参ください。

窓口
申請

対象者 対　　　象 申請 支給時期
① 児童手当受給者
　 特別児童扶養手当受給者

令和4年度の住民税均等割が非課税で、令和4年4月分の
児童手当または特別児童扶養手当受給者 不要 6月29日に支給済

② 高校生のみを養育する
　 子育て世帯

令和4年度の住民税均等割が非課税で、対象児童を養育
する世帯の生計中心者 必要 申請月の翌月末

③ 新型コロナの影響による
　 家計急変

直近の収入が住民税均等割非課税と同様の所得水準に
変わった対象児童を養育する世帯の生計中心者 必要 申請月の翌月末

コロナにおける「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に伴う
子育て世帯・住民税非課税世帯等への給付金

　コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等に直面する生活困窮世帯を支援するため、給付金を支
給します。申請が必要な場合は、期限までに申請してください。

対象児童　ひとり親世帯等の児童	 受 給 者　下記の表に当てはまるひとり親世帯
給 付 額　対象児童1人当たり5万円	 申請期間　令和4年7月20日～令和5年2月28日

対象児童　平成16年4月2日～令和5年2月28日生まれの子（障がい児の場合は20歳未満）
受 給 者　下記の表に当てはまる子育て世帯　　　　　給 付 額　対象児童1人当たり5万円　　
申請期間　令和4年7月20日～令和5年2月28日

対象世帯　①令和4年6月1日時点で世帯全員の令和4年度の住民税が新たに非課税となった世帯
　②令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　　任意1か月の収入が非課税相当の水準に下がった世帯
　※令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象であった世帯
 　（令和4年1月、2月案内済み）は対象外です。

給 付 額　1世帯当たり10万円　　　申請期限　令和4年9月30日（金）

※窓口申請には公的機関が交付した顔写真付きの本人確認書類（免許証、マイナンバーカードなど）と本人名義の通帳を
ご持参ください。

詳しくは、お問合せいただくかホームページをご確認ください。https://www.city.seki.lg.jp/0000016291.html

詳しくは、お問合せいただくかホームページをご確認ください。https://www.city.seki.lg.jp/0000017212.html

1. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

2. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

照会先 子ども家庭課　☎23-7227

照会先 子ども家庭課　☎23-7227

3. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 照会先 福祉政策課　☎23-7735

対象者 対　　　象 申請 支給時期

① 児童扶養手当受給者 令和4年4月分の児童扶養手当受給者 不要 6月20日に支給済

② 公的年金等受給者 令和4年4月分の児童扶養手当が全額停止または児童扶
養手当を申請していない人 必要 申請月の翌月末

③ 新型コロナの影響による
　 家計急変

直近の収入が児童扶養手当受給者と同様の所得水準に
変わった人 必要 申請月の翌月末

◀令和4年度
　非課税世帯

◀家計急変世帯

詳しくは、お問合せいただくかホームページをご確認ください。https://www.city.seki.lg.jp/0000018307.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.city.seki.lg.jp/0000018308.html
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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

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。

※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。

購入できる人

休日販売実施日時

場　　所

関市暮らし応援プレミアム付商品券購入引換券をお持ちの人
（5月末～6月上旬に発送済み）

令和４年７月２４日（日）　９：００～１２：００

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　

平日　９：００～１９：００

平日　９：００～１７：００　

休日販売のご案内
暮らし応援プレミアム付商品券の休日販売を実施します。まだ購入していない人は是非ご利用ください。

購入できる人

販売期限

関市暮らし応援プレミアム付商品券購入引換券をお持ちの人
（5月末～6月上旬に発送済み）

令和４年７月２９日（金）まで

6月1日（水）から販売を開始している暮らし応援プレミアム付商品券（せきチケ）の購入を希望する人は、購入引換券
と購入代金（現金のみ）をご持参のうえ、販売期限までに購入してください。

※１ ※2

1人当たり最大6,000円分のお得！

企画広報課
☎23-9290

照会先

関市暮らし応援

販売期限は７月２９日（金）まで！
プレミアム付商品券

販売場所・時間

商品券の有効期間 購入日から令和４年12月31日（土）まで
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日　時 7月30日(土)
午前10時～正午

定　員 13組
講　師 関まなび研究会

遠藤　和弘	さん
会　場 総合福祉会館3階

3-1、3-2会議室

日　時 8月10日(水)
午前10時～正午

定　員 13組
講　師 関まなび研究会

手島　達雄	さん
会　場 総合福祉会館3階

3-1、3-2会議室

日　時 8月16日(火)
午前10時～正午

定　員 親子7組
講　師 エコクラフト作家

小島　由美	さん
会　場 総合福祉会館3階

3-1会議室
教材費 1組500円
持ち物 はさみ

洗濯ばさみ10個
対象者 小学1～6年生、4年生以下は保護者同伴

日　時 7月26日(火)
午前10時～11時30分

定　員 20人
講　師 長屋　ラウラ	さん、

ASANO	ANCA	
MARIA	さん

会　場 市役所6階
6-2会議室

教材費 無料
持ち物 筆記用具
対象者 小学1～6年生

保護者の同伴は自由

7.エコクラフトで作る小物入れ

9.Let’ｓ Enjoy English

親子で協力してかごを編みましょう。

AETの先生と楽しく英語を学びましょう。

日　時 8月27日(土)
午前10時～正午

定　員 親子7組
講　師 musubi

吉田　理恵	さん
会　場 総合福祉会館3階

創作活動室
教材費 1人1,000円
持ち物 なし
保護者 小学1～6年生

原則保護者同伴

日　時 7月24日(日)
午前10時～正午

定　員 13組
講　師 関まなび研究会

後藤　和男	さん
会　場 総合福祉会館3階

3-1、3-2会議室

教材費 無料
持ち物 なし
対象者 小学1～2年生

保護者の同伴は自由

教材費 無料
持ち物 なし
対象者 小学3～4年生

保護者の同伴は自由

教材費 無料
持ち物 なし
対象者 小学5～6年生

保護者の同伴は自由

8.ヒノキでアイススプーンを作ってSDGsを学ぼう！

10.プログラミングで遊ぼう
　 （小学1～2年生対象）

ヒノキを紙ヤスリで削り、アイススプーンを作りま
す。木のことも学びます。

iPadでプログラミングしてマイコンカーを走らせよう。

　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。

12.プログラミングで遊ぼう
　 （小学5～6年生対象）

11.プログラミングで遊ぼう
　 （小学3～4年生対象）

※教材費で「1人 ○○○円」と表示されている講座では、保護者・きょうだいが別々に作品を作る場合、人数分の材料費が必要です。
　（例えば、保護者1人、きょうだい2人が別々に作品を作る場合は、3人分の教材費が必要です）

10



ワクワク ふれあい学習夏休み親子教室　

日　時 8月5日(金)
午前10時～正午

定　員 親子10組
講　師 ひょうたんランプ作家

森　夕子	さん
会　場 武芸川生涯

学習センター
研修室2

教材費 1組1,000円
持ち物 新聞紙、ごみ袋
対象者 小学1～6年生、4年生以下は保護者同伴

5.ミニひょうたんランプを作ろう
ひょうたんに穴を開けて、オリジナルのミニランプを
作ります。

日　時 8月7日(日)
午前10時～11時30分

定　員 親子7組
講　師 元保育士

レザークリエイター
冨岡　祐介	さん

会　場 総合福祉会館3階
創作活動室

教材費 1組1,000円
持ち物 カッターナイフ、はさみ
保護者 小学1～6年生、原則保護者同伴

6.レザーで家を飾ろうレザーインテリア作り(ガーランド)
バーベキューやキャンプで人気のインテリア（ガーラン
ド）を作りましょう。

日　時 8月2日(火)
午前10時～正午

定　員 親子7組
講　師 金森　美里	さん
会　場 総合福祉会館3階

創作活動室
教材費 1人500円
持ち物 なし
対象者 小学1～6年生

保護者の同伴は自由

3.とんぼ玉作り
色ガラスを溶かし、玉を作ります。
世界で一つだけのとんぼ玉を親子で作りましょう。

日　時 8月4日(木)
午前10時～正午

定　員 親子7組
講　師 しっくすきっず

手仕事講師
ほそかわ　あけみ	さん

会　場 総合福祉会館3階
3-1会議室

教材費 1組400円
持ち物 カッターナイフ、カッターマット、スティックのり、定規
対象者 小学1～6年生、4年生以下は保護者同伴

4.トランスパレントの窓飾りを作ろう
色と光を楽しむ折り紙でトランスパレントスターを
作ります。

1.消しゴムスタンプでパラパラ漫画を作ろう！ 2.糸かけグラフィックの星を作ろう

日　時 7月27日(水)
午前10時～正午

定　員 親子7組
講　師 しっくすきっず

手仕事講師
ほそかわ　あけみ	さん

会　場 総合福祉会館3階
創作活動室

教材費 1組500円
持ち物 針、糸切りはさみ
対象者 小学1～6年生、4年生以下は保護者同伴

日　時 7月23日(土)
午前10時～11時30分

定　員 親子7組
講　師 消しゴムスタンプの会

河村　つぐみ	さん
会　場 総合福祉会館3階

創作活動室
教材費 1人300円
持ち物 B、2Bなどの濃い鉛筆

色鉛筆
対象者 小学1～6年生、3年生以下は保護者同伴

消しゴムを彫刻刀で彫ってスタンプを作ります。
楽しいパラパラ漫画を作ろう。

シュタイナー教育から生まれた糸かけでオーナメント
や額飾りを作ります。

対　　象　市内の小学校に通う児童とその保護者
申込方法　下記よりお選びください。
	 ①学習情報館に備付けのはがきにて申込み
	 ②右記二次元コードから申込
　　　　　　フォームにアクセスし、必要
　　　　　　事項を入力して申込み
申込期限　7月12日（火）午後5時必着

抽　　選　申込多数の場合は抽選を行い、受講者を決
定します。

結果通知　申込者全員にはがきでお知らせします。
※当選は、本人のみ有効で、権利の譲渡は
できません。

教 材 費　講座当日に納付
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。

照会先  生涯学習課 学習情報館内 〒501-3802 関市若草通2-1 ☎23-7776（月曜休館）
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期日前投票制度
　投票日当日に投票所に行くことができない人は、その事由を宣誓することで投票日前に投票ができます。どの期日前
投票所でも投票ができますので、次のような事由に当てはまる人はご利用ください。
　　①仕事や冠婚葬祭などのため、投票時間内に投票できない見込みの人
　　②旅行などの私用で、決められた投票区域内にいない見込みの人
　　③妊娠や出産、病気、手術などで投票所へ行けない見込みの人　　　など

期日前投票所施設名 開設する期間 開設する時間

関市役所 6月23日（木）～ 7月9日（土） 午前8時30分～午後8時
各地域事務所
および　西部ふれあいセンター 7月4日（月）～ 7月9日（土） 午前8時30分～午後8時

板取門原集会場 / 上之保鳥屋市集会場 ６月30日（木） 午前10時～正午

板取集落センター / 上之保つどいの家 ６月30日（木） 午後２時～午後４時

板取中切集会場 / 上之保船山集会場 ７月１日（金） 午前10時～正午

関商工高等学校（至誠館） ７月１日（金） 午後３時30分～午後６時30分

【Ｎew】マーゴ本館（2階ABCマート横 催事場） ７月３日（日） 午前10時～午後６時

不在者投票制度
　特定の事由により投票所に行くことができない場合、下記のとおり不在者投票制度により投票ができます。ただし、
手続きに時間がかかる場合があるため、事前に関市選挙管理委員会までお問合せください。

対象者 投票用紙の請求先 投票する場所

仕事などで関市外に長期滞在している人 関市選挙管理委員会 滞在している市町村の選挙管理委員会

指定不在者投票施設に入院・入所する人 施設の担当者 入院・入所している施設内投票所

郵便投票証明書を持っている人 関市選挙管理委員会 自宅

新型コロナウイルス感染症対策
■投票所で行う感染症対策

　・投票所職員のマスクの着用
　・手指用アルコール消毒液の設置
　・投票所内の換気
　・投票用紙記載台、鉛筆などの消毒

■選挙人にお願いする感染症対策
　選挙人の皆さまにおかれましても、次の感染症対策
へのご協力をお願いします。

　・投票所内でのマスクの着用・咳エチケット
　・来所前後の手洗いうがい
　・周囲の人との間隔の確保　など
※なお、投票所では持参した鉛筆（シャープペンシル
　も可）を使用していただいても構いません。

■過去の投票所の混雑状況（参考）
　右のグラフは前回（R1年７月21日執行）の参議院議員
通常選挙での投票所の混雑状況です。
　密回避のため、こちらを参考に混雑の少ない日時で
の投票にご協力をお願いします。
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関市役所期日前投票所の期日別投票者数（R1参院選）
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※ 1時間あたりの投票者数（関市全体）
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照会先 選挙管理委員会　☎23-6803

第26回参議院議員通常選挙に関する情報一覧
公示日・投票日 【公示日】令和4年6月22日（水） 【投票日】令和4年7月10日（日）

投票時間 午前７時～午後８時　※一部の投票所では閉鎖時刻の繰上げを行います（別表）。

投票の種類 投票の種類は、「参議院岐阜県選挙区選出議員選挙」「参議院比例代表選出議員選挙」の
2種類です。

参議院岐阜県選挙区
選出議員選挙 投票用紙（薄い黄色に黒色の文字）には、候補者の氏名を1人だけ記入します。

参議院比例代表
選出議員選挙

投票用紙（白色に赤色の文字）には、候補者氏名または政党その他の政治団体の名
称もしくは略称を１つだけ記入します。

関市で投票できる人
※右欄内の全ての条件を
　満たす人

①関市の選挙人名簿に登録されている
②令和4年3月21日までに関市へ転入の届出をし、引き続き3か月以上関市に住民登録

されている
③選挙期日時点で満18歳以上（生年月日が平成16年7月11日以前）
④禁錮以上の刑を受刑中の人や選挙犯罪等で選挙権を失権していない

注意事項（1）
　転出した人

・転出の日から４か月経過した後は関市で投票することができません。
・令和４年２月23日以後に関市から転出した人のうち、転出の日まで３か月間関市に

住民登録がされ、他市町村の選挙人名簿に登録されていない人は、関市で投票する
ことができます。

注意事項（2）
　関市内で転居をした人

令和４年６月６日以後に関市内で転居をした人は、転居前の住所地で登録されている
投票所で投票することになります。

開票所 アテナ工業アリーナ（関市総合体育館）　メインアリーナ

開票開始予定日時 令和４年７月10日（日）　午後９時

投開票状況速報 市役所掲示板（投票）、開票所掲示板、市ホームページに随時掲載します。

　国政上重要な役割を果たす参議院の議員を選ぶ選挙が、次のとおり執行される予定です。私たちの意見が国
政に反映できるよう、大切な一票を投じましょう。

第26回参議院議員通常選挙

投票所入場券について
　投票所入場券は、圧着封筒１枚に４人まで記載してあります。ミシン目で切り開いてから一人分ずつ切り離し、投票所へ
お持ちください。当日の投票所は投票所入場券（封筒の内側）でご確認ください。また、市内全域を順次配達となるため、
公示日までに入場券がお手元に届いていない場合もありますが、上記の「関市で投票できる人」に該当する人であれば投
票ができますので、投票所でその旨を申し出てください。

選挙公報について　　　
　選挙公報を新聞の朝刊に折り込んで配布します。折り込む新聞は、中日新聞、岐阜新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、
日本経済新聞（順不同）です。
　これらの新聞を購読されていない人はお手数ですが、市の施設やふれあいセンター、市内の郵便局、金融機関、新聞
販売店などに選挙公報を置きますので、お受け取りください。また、郵送をご希望の人は、市選挙管理委員会までご連
絡ください。

【別表】閉鎖時刻の繰上げ
投票区名 投票所 閉鎖時刻 投票区名 投票所 閉鎖時刻
洞戸南 洞戸事務所 午後７時 富之保 武儀生涯学習センター 午後７時
洞戸北 洞戸高見集会場 午後７時 中之保 武儀事務所 午後７時
板取南 板取事務所 午後６時 下之保 道の駅平成(武儀エコピアセンター) 午後７時
板取北 板取田口集会場 午後６時 上之保北 上之保行合集会場 午後６時
寺尾 寺尾公民館 午後７時 上之保南 上之保生涯学習センター 午後６時
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《２割負担に関するお問合せ》

6月から健診が始まっています。ぜひ受診しましょう。

２割負担になる人への配慮措置

医療費の窓口負担割合の見直し（２割負担の施行）

・２割負担になる人の負担増額は１か月最大3,000円までになります。ただし、外来医療のみで、入院の医療費は
対象外です。

・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている口座に払戻しされます。
・２割負担になる人で高額療養費の口座が登録されていない人には、本年秋頃に、岐阜県後期高齢者医療広域連

合から支給事前申請書が郵送されます。申請書が届きましたら、記載例等の内容に沿って、口座の登録をお願い
します。

　令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されている人で、一定以上の所得がある人の医療費の窓口
負担割合が２割に変更されます（３割に該当する人を除く）。

照会先 保険年金課 高齢者医療係 ☎23-7701

※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、キャッシュカー
ドや通帳をお預かりしたり、ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。

※不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話（#9110）、または消
費生活センター（188）にお問合せください。

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、口腔健診
を受診しましょう。

２割負担が施行される理由や背景について
　厚生労働省コールセンター　☎ 0120-002-719
　※厚生労働省ホームページに説明資料等があります。

２割負担に関する制度等の説明について
　岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎ 058-387-6368（代表）
　関市保険年金課　高齢者医療係　☎ 0575-23-6716（直通）

《一定以上の所得がある人》
後期高齢者医療制度に加入されている人 所得等の条件（全て前年の所得および収入等）

同じ世帯に１人のみ
次のいずれにも該当する場合
・本人の課税所得が28万円以上
・収入など（※）が200万円以上

同じ世帯に２人以上
次のいずれにも該当する場合
・課税所得が28万円以上の加入者がいる
・加入者全員の収入など（※）が320万円以上

※年金収入とその他合計所得金額の合計
適用期間（３年間）
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
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《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 

 

 

 

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 

 

 

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９月３０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９月３０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５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５年７月３１日 

 

 

薄い
赤色

薄い
黄色

薄い
青色

有効期限に
ご注意ください

令和4年7月31日まで ①8月1日から9月30日まで
（7月中に郵送）

②10月1日から翌年7月31日まで
（9月中に郵送）

令和４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４年度の保険料は、令和３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　世帯の所得等により軽減される場合があります。
※2　前年の所得額から基礎控除額（43万円）を引いた額
注：合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が少なくなります。

後期高齢者医療制度

均等割額
46,023円（※1）

所得割額
被保険者の所得（※2）×8.90％

1年間の保険料
（限度額66万円） +=

令和４年度は保険証を
お送りします。

※令和４年10月１日から、医療費の自己負担割合に「２割負担」が加わるための特例です。
2回

　対象者には、①の保険証と一緒にお送りします。
　有効期限の切れた証を処分する際は、新しい証とお取り間違いのない
よう、証の色などをご確認ください。

　後期高齢者医療制度の保険証は関市に住所を有する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（薄い赤色）の有効期限は
令和４年7月31日です。7月中に新しい保険証（薄い黄色）を簡易書留でお送りします。

保険料の計算方法

保険証などは紛失されない
ようご注意ください。

コンビニ納付始まりました！

限度額証および減額認定証の有効期間は１年です。
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第５次総合計画後期基本計画策定中　　～子育て世代の皆さんの声～

市議会の新しい構成を決定

　令和４年市議会第３回臨時会を、５
月23日に開催しました。この議会で
は、議会の新しい組織構成のほか、
専決処分などについて、可決・承認・
同意をしました。

【可決・承認・同意された案件】
▼専決処分の承認（1件）
・令和4年度関市一般会計補正予算
　（第2号）
▼令和4年度関市一般会計補正予算
　（第3号）
▼関市監査委員の選任（議員選任）
▼議会運営委員会の閉会中の継続
　審査

◆常任委員会委員
　総務厚生委員会（8人）
　◎土屋雅義　○武藤記子　
　後藤信一　鷲見勇　三輪正善　
　市川隆也　猿渡直樹　石原教雅
　
　文教経済委員会（7人）
　◎足立将裕　○栗山守　
　長尾一郎　林裕之　渡辺英人
　村山景一　長屋和伸

建設環境委員会（7人）
◎幅永典　○池村真一郎　
浅野典之　田中巧　波多野源司　
松田文男　小森敬直

◆各種委員など（議会選出）
　岐北衛生施設利用組合議員
　長屋和伸　田中巧　林裕之　
　浅野典之　鷲見勇　

　都市計画審議会委員
　長屋和伸　田中巧　幅永典　　
　池村真一郎

照会先　議会事務局　☎23-9068

【議会の新しい組織構成】
（敬称略 ◎＝委員長 ○＝副委員長）
◆議長
　長屋和伸（板取・市議5期）

◆副議長
　田中巧（桜ケ丘・市議3期）

◆監査委員
　波多野源司

◆議会運営委員会委員（8人）
◎市川隆也　○後藤信一　
長尾一郎　池村真一郎　武藤記子　
三輪正善　土屋雅義　小森敬直

　現在、令和５年度から令和9年度までの５年間の関市のまちづくりを描く第５次総合計画後期基本計画を策
定しています。
　多くの市民の皆さんの声を反映させるため、まちづくりに対する意見交換やアンケートを実施しました。未
就学児の保護者の皆さんの声を紹介します。

　       子育ての取組が行き届いている83.0％　　
　関市の近年（ここ3年程度）の子育ての取組について

「大変行き届いている」「どちらかといえば行き届いて
いる」の回答割合は83.0％となり、多くの方が子育て
の取組について行き届いていると感じています。

①関市の近年の子育ての取組についてどう思いますか。

全体（N=391）
子育て世代アンケート（R3.11 ～ R4.1実施）

          育児支援、仕事と子育ての両立が重要
　子育てするために重要だと思うものとして「手助け
が必要なときの育児支援」や「仕事と子育てが両立でき
る支援」が挙げられているため、更なる支援の充実に
取り組みます。
②あなたが子育てするために重要だと思われるものを教えてください。

（複数回答）

全体（N=391）　（件）
子育て世代アンケート（R3.11 ～ R4.1実施）

■大変行き届いている
■どちらかといえば
　行き届いている
■どちらかといえば
　不足している
■不足している

手助けが必要なときの育児支援
市からの子育てに関する情報
気軽に相談できる場があること
仕事と子育てが両立できる支援
親子同士の交流の場があること
様々な保育サービスがあること
気軽に遊べる場所があること

未回答
その他
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■大変行き届いている
■どちらかといえば
　行き届いている
■どちらかといえば
　不足している
■不足している

手助けが必要なときの育児支援
市からの子育てに関する情報
気軽に相談できる場があること
仕事と子育てが両立できる支援
親子同士の交流の場があること
様々な保育サービスがあること
気軽に遊べる場所があること

未回答
その他
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※くわしくは、試験案内をご確認ください。試験案内は 7月初旬に市ホームページ（https://www.city.seki.lg.jp/）に掲載するほか、秘書課（北庁舎 3階）、
各地域事務所、西部支所でも配布します。なお、受験申込み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。

※いずれの試験も令和 5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

短大・高校卒
（事務職） 1人程度

◦平成13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）

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

【実務経験者採用】
☆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

◦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
◦大学を卒業後、民間企業等における「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

◦民間企業等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11日（月）

～
8月7日（日）

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、関
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

◦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
◦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
・面接試験
・実技試験

※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、民間企業や官公庁の正社員（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。

【障がい者対象採用】
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

事務職
（試験内容：
高校卒程度）

1人程度

◦平成4年4月2日以降に生まれた人
◦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

◦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）

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

※選考の結果、適任がいない場合は採用しないことがあります。

令和4年度 市職員採用試験（新卒等採用Ⅱ・実務経験者採用・障がい者対象採用）

照会先 秘書課  ☎23-9214

～明日の関市をあなたの手で～
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