
　顔写真の撮影から申請内容の確認、申請までをまとめて行うことができるタブレット端末を使って
職員がマイナンバーカードの申請をサポートします。
　また、７月末よりマイナンバーカード未申請の方（75歳未満）へ総務省から順
次「個人番号カード交付申請書」が送付されます。より簡単に申請ができますの
で申請書を持ってお越しください。（「個人番号カード交付申請書」をお持ちでな
い方も申請できます）

マイナポイント第2弾対象の
マイナンバーカードの申請は9月30日まで！！

マイナポイント第2弾実施中!マイナンバーカード
　　　　　申請サポートを行います！

マイナポイントの申込期限：令和5年2月28日

●ポイントをもらうための手順●

■手続き方法■

■必要なもの■

お手持ちのスマートフォン、PCや市役所（市民課）などの手続きスポットから申込み

・マイナンバーカード　・マイナンバーカードの暗証番号（4ケタ）
・口座情報　・対象となる決済サービスの情報

①はマイナポイント第1弾
で5,000ポイントをもらっ
ていない方対象

マイナンバーカードをお持ちでない方で、
マイナポイント第2弾に申込みを希望する方は

9月30日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お持ちでない方は申請後、1か月～1か月半ほどで
カード受取方法の案内が届きますので、指定の場所へ本人が受け取りにお越しください。

マイナンバーカード申請サポートを行います！
詳細はP07をご覧ください！

照会先　市民課 （☎23-6703）

① ② ③

※健康保険証としての利用申込みや口座の登録がお済みの方も、ポイントをもらうための手続きが必要です。

①健康保険証としての利用申込みや口座の登録を行う
②ポイントをもらうための手続きを行う

日曜開庁（午前9時～正午）

申請サポート
持ち物

※平日は市役所本庁で申請サポートを行っています。

日にち

９月   4日（日）
場所

市民課 

休日申請サポート（午前9時～正午）
※マイナンバーカード申請サポートのみ

日にち

９月10日（土）
９月11日（日）
９月17日（土）
９月19日（月・祝）

９月23日（金・祝）

９月24日（土）

９月25日（日）

場所

上之保事務所

武儀事務所

西部支所

板取事務所

市民課 

市民課
洞戸事務所
市民課
武芸川事務所

平日申請サポート（午前9時～午後5時）

日にち（土日祝を除く）

９月12日（月）
   ～22日（木）

場所
毎日 市民課

西部支所

９月12日（月）
   ～16日（金）

上之保事務所
武儀事務所

９月20日（火）
   ～30日（金） 板取事務所

９月26日（月）
   ～30日（金）

洞戸事務所
武芸川事務所

マーゴ出張申請サポート（午前10時～午後5時）
※マイナンバーカード申請サポートのみ

日にち

９月10日（土）
９月11日（日）

場所

マーゴ本館1階
（倉知516）

・個人番号カード交付申請書（お持ちの方）
※申請が早く、簡単に行えます！　※窓口で再発行できます。
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
・顔写真の準備は不要です。
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　現在保育園を利用している人は、給付認定を受けた後も、認定を受けた際の状況に変更がないか確認が必要な
ため、年に1回現況届の提出をお願いしています。
受付期間　9月1日（木）～10月17日（月）

※8月中に保育園を通して案内文書を送付します。
受付場所　子ども家庭課または各地域事務所（西部支所は除く）
出張受付　保育園入園受付と同日
必要書類　現況届、家族の状況証明書

保育園の現況届の提出をお忘れなく！

この園だからできる！～特色ある保育～

10 関市立保育園

自然体験活動 リズムあそび

１ 関保育園

食育

2 安桜保育園

英語教室

3 松渓保育園

英語であそぼう

4 中濃保育園 5 下有知保育園 6 小金田保育園

茶道 キッズダンス 体育教室

7 倉知保育園 8 瀬尻保育園 9 童心保育園　

英語教室 リズム教室 造形教室

各保育園の所在地などの詳細は、
市ホームページをご覧ください。
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来年の4月から保育園に入園を希望する人の申込みを10月3日から受け付けます
　市内には公立保育園10園、法人立保育園9園、法人立小規模保育事業所1園があります。
　保育園は、就学前の子どもを仕事や病気、出産などの理由で、家庭内で保育ができない場合、保護者に代わっ
て保育する施設です。
　保育園、認定こども園などの施設を利用する際には、保育の必要性についての「認定」を受ける必要があります。

入園の申込方法
　10月3日（月）～31日（月）の平日（受付時間　午前8時30分～午後5時15分）に、子ども家庭課（市役所南庁舎
1階）または各地域事務所（西部支所を除く）でお申込みください。
　また下記の表のとおり出張受付を行いますので、ご利用ください。

申込みに必要なもの
・給付認定申請書兼利用申込書
・家族の状況証明書
・個人番号通知カードまたは個人番号カード
（マイナンバー）
※その他必要に応じて、書類などの提出をお願
いする場合があります。
※給付認定申請書兼利用申込書、家族の状況証
明書の用紙は、子ども家庭課、各地域事務所
（西部支所を除く）、各保育園にあります。ま
た、市ホームページにも掲載しています。

10月から受付　来春の保育園入園案内 照会先 子ども家庭課  ☎23-8965

出張受付日程
保育園名 受付日 受付時間 保育園名 受付日 受付時間

1 関 10月 5日（水） 午前9時～10時30分 10 富岡 10月 5日（水） 午後2時～4時30分

2 安桜 10月 7日（金） 午前9時～11時00分 11 田原 10月12日（水） 午後2時～4時30分

3 松渓 10月17日（月） 午後2時～4時30分 12 富野 10月 4日（火） 午前9時～10時30分

4 中濃 10月14日（金） 午後2時～4時30分 13 南ヶ丘 10月13日（木） 午前9時～10時30分

5 下有知 10月12日（水） 午前9時～10時30分 14 西部 10月 3日（月） 午後2時～4時30分

6 小金田 10月11日（火） 午後2時～4時30分
※洞戸・板取めばえ・むげがわ・武儀やまゆり・上之保
の各保育園は、出張受付を行いませんので、10月3日
（月）～ 31日（月）に各地域事務所へ申込みください。

※中濃キッズ保育園は出張受付を行いませんが、中濃保
育園の出張受付でも申込みできます。

7 倉知 10月 4日（火） 午後2時～4時30分

8 瀬尻 10月 6日（木） 午後2時～4時30分

9 童心 10月13日（木） 午後2時～4時30分

入園手続の流れ
10月3日（月）～31日（月）

給付認定申請・利用申込み

4月上旬
利用契約決定通知送付
利用者負担額（保育料等）を決定します。

1月中旬
給付認定・内定通知送付
市が決定した給付認定通知と利用する保育園をお知ら
せする内定通知を送付します。

11月
利用調整
利用定員を超えた場合、家族の状況などにより入園の
優先順位を決定します。
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対　　象 	関市在住で18歳以上の人
定　　員 	70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/119802

申込期間 	9月5日（月）午前8時30分～16日（金）午後5時
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。

健康になりたい人、痩せたい人必見。
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。

受講するとこんなに意識が変わる!!

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すでに行動を実行している
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？ 参加後、健康に対する意識は変化しましたか？

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

7月開催体験者のビフォーアフター

①

②

③

④

⑤

（人）

10月2日（日）
午前10時30分～午後0時30分
場所：アピセ・関	多目的ホール
※駐車場が満車の場合、関市保健
　センターをご利用ください。

①

②

③

④

⑤

（人）

より健康に！ より健康に！ 
毎日を楽しむ体作り！毎日を楽しむ体作り！

7月に実施したセミナーと同じ内容です

今年度参加するラストチャンス!今年度参加するラストチャンス!
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！

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

RIZAP健康セミナー（講義+運動体験） 参加費
無料
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　新型コロナワクチン接種（12歳以上）は、市内７医療機関で１回目から４回目までの接種を、小児接種（5歳から11
歳まで）は、市内５医療機関で継続して実施しています。
　接種券がお手元にある人で希望する場合は、医療機関に予約してください。
【12歳以上の接種実施機関】
　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
　平岡医院・洞戸診療所・津保川診療所
【5歳から11歳までの接種実施機関】
　しまでらメディカルクリニック・きっずクリニック
　多田こどもクリニック・真鍋内科
　あいデンタルメディカルクリニック  
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（☎24-0111）

　若者の声を後期基本計画や政策に反映させることを目的に、関高校生徒によるまちづくり提言発表を行いまし
た。生徒が自ら地域に飛び出し、自分たちが肌で感じた関市の課題やこれから必要と思う事業を、1次選考を通
過した7人の生徒が市長へまちづくり提言として発表しました。提言テーマは次のとおりです。
・空き家を活用したまちづくり（大竹諒）
・景観と環境に配慮した太陽光パネルの設置について（酒向都安）
・関市にある伝統文化の魅力を観光事業によって多くの人に実感してもらおう（藤村彩須果、田中莉子）
・教育で全体投票率を95％以上に（川嶋康生、粥川涼生）
・ふるさと納税とほらどキウイ（澤村和樹）

　発表の後、自分たちの提言内容について市長に質問をしながら意見を交わしました。
　これからの社会を担う高校生にまちづくりへの関心を持ってもらい、若者の視点を積極的に取り入れながら
まちづくりを進めます。
照会先　企画広報課（☎23-7014）

　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的とする調査であり、統計法に定められた基幹
統計調査です。調査結果は、雇用政策、経済政策など各種行政施策の企画・立案のための基礎資料として活用さ
れます。
　調査対象は、無作為に選ばれた全国の約54万世帯（15歳以上の世帯員約108万人）です。
　9月上旬から準備調査のため調査員が調査区を回り、各世帯を訪問します。その後、調査をお願いする世帯には、
9月下旬に調査員が伺い、調査書類をお配りします。
　なお、この調査により集められた情報は、統計法により厳重に保護され
ますので、どうぞ安心してありのままをご回答くださるようお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務省統計局・岐阜県・関市
照会先　行政情報課（☎23-6876）

第5次総合計画後期基本計画策定中　～関高校まちづくり提言発表～

令和4年10月1日　就業構造基本調査 を実施します。

コロナワクチン接種 継続実施中

◀詳細は就業構造基本
調査キャンペーンサ
イトにてご確認いた
だけます。

▲12歳以上はこちら

▲ 5歳から 11歳まではこちら
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