
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→アテナ工業アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　「明るい選挙」を啓発するためのポスターコンクールに市内の児童生徒から、21点の応募がありました。入選作
品を紹介します。

　環境に関するポスターコンクールに市内の児童生徒から95点の応募がありました。入選作品を紹介します。

　市入選作品は、岐阜県選挙管理委員会および明るい選挙岐阜県推進協議会で第2次審査が行われ、土屋美賀さんの
作品が入選しました。
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令和4年度明るい選挙啓発ポスターコンクール関市入選作品

環境フェアせき2022　環境ポスターコンクール入選作品

照会先　環境フェアせき実行委員会事務局（☎23-6732）

照会先　選挙管理委員会（☎23-6803）

《関市長賞》 《関市教育長賞》

《実行委員会長賞》
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

日時　12月17日（土）、18日（日）
午前10時～10時40分
午前11時10分～11時50分
午後1時30分～2時10分
午後3時～3時40分
　※土曜日のみ市民天体観望会を　
　　行います。
　午後6時30分～
場所　学習情報館3階
　コスモホール
内容　宇宙の大きさを調べる
定員　100人
照会先　まなびセンター
　（☎23-7760）

　誰でも気軽にお話しできる場と
して、定期的に開催しています。
日時　12月11日（日）
　午後2時30分～3時30分
場所　市民活動センター（安桜ふ
れあいプラザ内）

定員　若干名（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター
　（☎24-7772）

今月のプラネタリウムの
予定

関のおしゃべりカフェ
弥勒寺官衙遺跡群について話そう

　介護職に興味がある人、介護職
に就きたいと考えている人、介護
分野の事業所と直接お話がしたい
人など、介護職の質問や疑問にお
答えします。
　ハローワークへ求職登録のない
人でも参加できます。
日時　12月9日(金)
　午前9時30分～11時30分
場所　ハローワーク関2階	会議
室、面接室

参加費　無料
※予約不要、入場自由、履歴書不
要。参加事業者については照会
先へお問合せください。

照会先　ハローワーク関
　(☎22-3223)

　令和5年1月15日に開催を予定
していた「第41回関市駅伝競走大
会」は中止となりました。
照会先　駅伝競走大会実行委員会　
スポーツ推進課内（☎23-7766）

介護就職デイ in せき

第41回
関市駅伝競走大会中止

「労働者協同組合法」を知っていますか？

　消費者トラブルの解決のために
は、できるだけ早く消費生活相談
室に相談することが大切です。
●どんな相談ができますか
　消費生活に関する消費者と事
業者間のトラブルについて、消
費生活相談員が、事業者との自
主交渉の方法や具体的な解決策
などを助言します。交渉の手伝
い（あっせん）をすることもあ
ります。

持ち物　契約書などの関係書類や
トラブルに至った状況のメモ、
トラブルが起きた物の写真等

料金　相談無料（電話料金がかか
ります）

　市では、市民の皆さんが安全・
安心に暮らせる地域社会づくりを
目指し、これからも継続的に相談
室を維持し、消費者行政分野に力
強く取り組みます。

関市長　尾関健治

照会先　関市消費生活相談室
（商工課内）（☎23-7355）

関市消費生活相談室
1人で悩まず、気軽に相談を

　労働者協同組合法が10月１日から施行され、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組む労働者協同組合
を設立できるようになりました。労働者協同組合とは、働く人たちが資金を出し合って組合員となり、組合員一人一
人の意見を反映しながら事業を運営し、組合員たちが共に働く組織です。
※企業組合またはNPO法人から労働者協同組合への組織変更
　この法律の施行の際、現存する企業組合またはNPO法人は、施行後3年に限り、総会の議決により、その組織を
変更し、労働者協同組合になることができます。

　労働者協同組合について詳しく知りたい人、設立に関して定款の作成や会計処理などにお困りごとがある人は、労
働者協同組合法相談窓口をご活用ください。

　また、労働者協同組合を設立した場合、登記をした日から2週間以内に県に設立の届出をする必要があります。詳
しくは県のホームページをご覧ください。
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労働者協同組合法相談窓口（厚生労働省）
　　フリーダイヤル　☎0120-237-297（平日午前9時～午後5時）
厚生労働省特設サイト「知りたい！労働者協同組合法」
　　https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp

岐阜県労働雇用課（労働企画係） 県庁11階　☎058-272-8402
岐阜県ホームページ
　　https://www.pref.gifu.lg.jp/page/229302.html



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→アテナ工業アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　市に生息する飼主不明猫の増加
を抑制し、市民の快適な生活環境
を保持するために、猫の避妊手術
費用を一部助成します。
対象　市内在住で以下の条件を遵

守できる人
・手術実施時に猫の片耳にV字型

の切込みを入れることへ合意す
ること

・収容する猫の飼主が不明である
ことを確認すること

・猫の捕獲、診療所への手術依頼、
搬入、引取りができること

・手術などで発生した問題の責任
が取れること

補助金額　手術費用の1/2相当の
額

補助金限度額　雄猫4,000円、雌
猫6,000円

受付期間　1月31日（火）まで
申請方法　避妊手術前に申請書と

飼主不明猫の写真を環境課窓口
に提出してください。

　詳細は右の二次元
　コードからご確認
　ください。

照会先　環境課（☎23-6733）

　市は2月9日に2050年までに二
酸化炭素排出量実質ゼロを目指す

「ゼロカーボンシティ宣言」を行い
ました。ゼロカーボンの実現のため
には市民の皆さまと一緒に取り組
むことが大事です。
　環境にやさしく、家計にも優しい
脱炭素につながる行動に取り組み
ましょう。
　取組結果とアンケートを記入し
て応募シートを提出した人の中か
ら抽選で賞品をプレゼント。
※詳細は市ホームページをご覧く
ださい。https://www.city.seki.
lg.jp/0000018699.html
照会先　環境課（☎23-7702）

外食時には
・料理は残さず食べきる
・料理の持ち帰り
テイクアウトは
・食べきれる量の購入を
　市は「全国おいしい食べきり運
動ネットワーク協議
会」に参加していま
す。

照会先　環境課（☎23-7702）

　カーペット、水道のホースなど
が燃やせないごみに交じると破砕
機が故障する恐れがあります。
　カーペットは燃やせるゴミまた
は粗大ごみに出してください。
　水道ホースは1ｍ以下に切り、
燃やせるゴミに出してください。
　ごみの分別はスマートフォン用
ごみ分別アプリ「さんあ～る」をご
活用ください。

照会先　環境課（☎23-7702）

　岐阜県最低賃金は年齢に関係な
く、県内で働くすべての労働者に
適用されます。次に掲げる産業に
従事する労働者（一部適用除外あ
り）は、該当する特定（産業別）最
低賃金も適用されます。
　1時間あたりの賃金額が最低賃
金額以上となっているか必ず確認
してください。
岐阜県の特定（産業別）最低賃金 
時間額910円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業929円
自動車・同附属品製造業972円
航空機・同附属品製造業991円

改正　令和4年12月21日～
照会先　岐阜労働局賃金室

年末年始の外食時＆テイクアウト時
はおいしく残さず食べきろう！

燃やせないごみにカーペット、水道
ホースを出さないでください

岐阜県の特定（産業別）
最低賃金の改正

　（☎058-245-8104）、関労働基
準監督署（☎22-3251）

物件1
・所在地番　小瀬一ノ門1132-1
・地目・地積　宅地・728.00㎡
・入札最低価格　15,355,000円
物件2
・所在地番　南町1丁目2-1
・地目・地積　宅地・94.64㎡
・入札最低価格　1,687,000円
物件3
・所在地番　本町2丁目6-1
・地目・地積　宅地・246.01㎡
・入札最低価格　6,547,000円
物件4
・所在地番　元重町17-1
・地目・地積　宅地・181.92㎡
・入札最低価格　4,820,000円
物件5
・所在地番　西欠ノ下1-2、2-3
・ 地 目・ 地 積　 雑 種 地・ 合 計

476.74㎡
・入札最低価格　9,942,000円
申込期間　12月7日（水）～21日
（水）午前9時～午後5時

入札日　12月27日（火）
※入札参加申込書などは建設総務

課でお渡しします。
※入札最低価格以上で最高額で入

札した人を落札者とし、同額の
場合は抽選とします。

※落札者は14日以内に売買契約
を締結し、契約日から20日以
内に売買代金を一括納入してく
ださい。

※売買代金のほか所有権移転登記
費用などが必要です。

照会先　建設総務課
　（☎23-7714）

　交通事故の減少を目的に自動車
のペダル踏み間違いを防止する後
付けの急発進抑制装置を購入する
人への補助金は、令和5年3月31
日をもって終了します。
照会先　危機管理課（☎23-7048）

土地開発公社が所有する土地を
一般競争入札により売却します

自動車の急発進抑制装置の
購入補助終了

飼主不明猫に対する避妊
手術を助成します

脱炭素チャレンジ
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　関上之保線・関商工線（粟野～
多々羅）は冬季期間中、路面凍結
の可能性があるため迂回運行しま
す。開始時期は天候により判断し
ます。決定次第、バス停表示のお
知らせ、市ホームページで案内し
ます。
停車しないバス停
　粟野、多々羅、間吹、乙亀
臨時バス停　武儀郵便局前
迂回運行予定期間
　12月下旬～2月末
※天候により迂回運行期間は前後

することがあります。
照会先　都市計画課（☎23-7981）
　岐阜バス関営業所（☎22-2255）

　資源物は単一の品目に分別する
ことでリサイクルができるように
なります。
　汚れたものや違う色のものが混
ざるとリサイクルができなくなる
ため、資源回収にはきれいなもの
だけを分別して出してください。
　次のものは、燃えるごみに出し
てください。
・汚れたもの
・食用油のボトル
・色つきや、色柄のあるもの
　迷う場合は、燃えるごみに出し
てください。
照会先　環境課（☎23-7702）

シティバス関上之保・関商工
線の冬季期間迂回運行

汚れたペットボトル・食品
トレイは燃えるごみに

　令和4年4月から、成年年齢が
20歳から18歳に引下げられまし
た。市では、例年通り20歳にな
る年に成人式を行います。
　名称は、成人式実行委員会で決
定しました。
照会先　生涯学習課（☎23-7776）

　富岡保育園の園児がクリスマス
装飾を施した関シティバスを運行
します。
運行路線　買い物循環線、わかく

さ・小金田線、わかくさ・千疋線
運行期間　12月27日（火）まで
照会先　都市計画課（☎23-7981）

　年末は夕暮れ時から夜間にかけて
人身事故が多発する傾向にあります。
交通安全意識を高め、無事故、無違
反で今年を締めくくりましょう。
期間　12月11日（日）～20日（火）
スローガン
　「年末を　無事故で過ごし　
　　　　　　　　　　よい年始」
運動の重点　
　・夕暮れ時と夜間（特に魔の時
　　間帯午後4時～8時）の交通事
　　故防止
　・子供と高齢者を始めとする歩
　　行者の安全確保
　・自転車の安全利用の促進
　・悪質・危険な飲酒運転等の根絶
照会先　危機管理課（☎23-7048）

クリスマス装飾仕様の
関シティバスを運行します

令和5年成人式典の名称
「関

せき
市
し

二
は

十
た

歳
ち

の成
せい

人
じん

式
しき

」に決定

　年末年始は休日が多く、外出な
どで家が留守になりがちです。
　かけがえのない生命と財産を守
るために外出前や就寝前は、火の
元に十分注意し、火災のない年末
年始を過ごしましょう。
・寝たばこはやめましょう。
・暖房器具は定期的に点検し、調

子が悪いときは専門業者に見て
もらいましょう。

・ストーブをつけたまま寝ないよ
うにしましょう。

・ストーブの上には洗濯物を干さ
ないようにしましょう。

・石油ストーブは火を消してから
給油しましょう。

・家の周りに燃えやすいものを置
かないようにしましょう。

照会先　中濃消防組合総務課
　（☎23-9090）

　お正月用品を大特価で販売しま
す。
日時　12月29日（木）～30日（金）
　午前9時30分～午後1時
場所　中濃公設地方卸売市場（ア

テナ工業アリーナ西隣）
売出商品　新鮮野菜、果物、花、

鮮魚、菓子など
※購入したものを持ち帰るための

ものを用意してください。
照会先　中濃公設地方卸売市場
（☎23-4433）

「年末年始の出火防止」

市場の年末特売

年末の交通安全県民運動
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→アテナ工業アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

 カフェで楽しく会話しながら、
バルーンアートを体験してみませ
んか。
日時　12月25日（日） 午後2時～

4時30分（受付 午後1時40分～）
場所　Cafē anonyme（アノニム）
（円保通3丁目4-23-104）

定員　男性5人、女性5人
対象　20歳～35歳の独身
　女性　居住地域問わず参加でき

ます。
　男性　関市婚活サポートセン

ター会員または以下の条件を満
たす人。

・市内在住または在勤している人
・将来関市に定住を希望する人
※応募者多数の場合は市内在住、

在勤、イベント初参加の人を優
先します。

参加費　1,000円（バルーンアート
体験料・ケーキセット付）

申込方法　氏名、年齢、住所、連
絡先（携帯番号・アドレス）を下
記のいずれかにご連絡ください。
①ホームページhttps://seki-

konsapo.net/
 （二次元コードから）

②☎080-1594-9514（西村）
　　午前9時～午後7時

③ npo@yume-coco.net
申込期限　12月11日（日）
照会先　生涯学習課（☎23-7776）

　平成27年度から進めてきた「弥
勒寺史跡公園整備基本計画」第1
次整備完了を記念して、国の史跡
に指定された遺跡群の魅力や最新
の研究を紹介するシンポジウムを
開催します。

婚活サポートセンター「HAPPY CLOVER」
バルーンアートCHRISTMAS PARTY

国指定史跡　弥勒寺官衙遺跡群
第1次整備完了記念シンポジウム

日時　1月29日（日）午後1時～4
時30分

場所　アピセ・関　多目的ホール
（平和通7丁目5-1）

基調講演　坂井秀弥さん（奈良大
学名誉教授）

 「地域で生かそう史跡・文化財
   ー史跡弥勒寺官衙遺跡ー」
講演①　早川万年さん（元岐阜大

学教育学部教授）「文献史料から
見たムゲツ氏」

講演②　海野聡さん（東京大学大
学院准教授）「弥勒寺官衙遺跡の
正倉遺構」

参加費　無料
定員　150人（事前申込制先着順）
申込方法　12月5日（月）から下記

窓口に電話申込み
照会先　文化財保護センター
　（☎45-0500）

　クリスマスプレゼントに、アイ
シングクッキーを贈りましょう。
日時　12月18日(日)午前10時～　

11時
場所　鮎之瀬ふれあいセンター

(小瀬153)
講師　林美紀さん(ring ring)
対象　小学生以上の子ども(親子

参加可能)
定員　15人(申込順)
参加費　1,500円
持ち物　三角巾、エプロン、マスク
照会先　市民活動センター
　(☎24-7772)

　関伝日本刀鍛錬技術保存会の刀
匠による古式日本刀鍛錬の打ち初
め式と外装技能師の仕事始め式を
行います。
日時　1月2日（月・祝）午前10時

～11時
場所　関鍛冶伝承館・鍛錬場
参加費　無料
定員　日本刀鍛錬の観覧は先着

60人、技能実演は人数制限なし。
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。
照会先　文化課（☎24-6455）

クリスマスアイシング
クッキーをつくろう

関伝日本刀鍛錬技術保存会
打ち初め式　仕事始め式

　関伝日本刀鍛錬技術保存会の刀
匠による古式日本刀鍛錬と外装技
能師の実演を公開します。
日時　12月4日（日）
　午前の部
　　鍛錬　午前10時30分～11時
　　技能　午前11時～正午
　午後の部
　　鍛錬　午後1時30分～２時
　　技能　午後１時～２時
場所　関鍛冶伝承館・鍛錬場
定員　80人（当日申込み）
参加費　鍛錬、技能それぞれ入場

料として大人300円、高校生
200円、小中学生100円

※詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

照会先　文化課（☎24-6455）

　上位入賞者の作品を一堂に展示
します。
日にち　・12月4日（ 日 ）～23日
（金）文化会館

・1月6日（金）～20日（金）マーゴ
本館

・1月26日（木）～2月8日（水）古
民家あいせき

・3月1日（水）～14日（火）わかく
さ・プラザ 特別陳列室

※12月4日（日）文化会館小ホール
にて表彰式を開催します。

照会先　文化課（☎24-6455）

日にち　12月10日（土）
　※雨天の場合は11日（日）
集合時間
　午前の部 9時　巨石めぐり

午後の部 1時　秋葉山頂上公園
集合場所　武芸川町谷口寺尾地区
　寺尾公園（喫茶「花の木」裏）
　※駐車場は寺尾小学校
参加費　無料
参加方法　当日受付
照会先　NPO法人自然、生活共生

会　井上（☎090-6099-5412）、
環境ネットせき　平田

　（☎090-7305-6911）

古式日本刀鍛錬・外装技術
一般公開

第11回ぎふ・関 全国子ども
俳句コンクール入賞作品展

巨石&秋葉山頂上公園めぐ
り登山大会
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　償却資産とは、土地および家屋以外の「事業の用に供することができる」有形減価償却資産のことであり、所得税法
または法人税法に係る所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
　地方税法の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、1月31日までにその償却資産の所在地の市町
村長に申告することが義務付けられています。下記図を参考に、申告が必要な場合は、下記窓口へご連絡ください。

申告方法　令和5年度償却資産申告書を12月中旬に発送します。令和5年1月1日現在の償却資産の所有状況を記入の
うえ、提出してください。
　令和4年度の償却資産の評価額（課税標準額）の合計が150万円未満の人および令和4年1月2日から令和5年1月1
日の期間中に初めて償却資産を所有した人には、「償却資産明細書（はがき）」を送付します。

　　個人事業主または新規法人で償却資産申告書などが届かない場合は下記窓口へご連絡ください。
申告期間　令和5年1月4日(水) ～31日（火）
　※期限間近になると窓口が混雑します。早めにご提出ください。
照会先　税務課家屋係（☎23-8783）

償却資産の申告の準備はお済みですか

共通するもの
エアコン、受変電設備、空調設備、外部構築物（看板、駐車場舗装）、太陽光発電設備など

理・美容業
理・美容いす、洗面設備、
タオル蒸器、サインポー
ルなど

農業
農機具、ビニールハウス、
ボイラー、乾燥機、籾摺
り機など

建設業
建設用重機、発電機、ブ
ロックゲージ、カッター、
ポンプなど

工場
旋盤、溶接機、製造設備、
洗浄・給水設備など

緑化設備集合郵便受け

門扉 塀自転車置場

ゴミ置場

エアコン

内装・外装工事 厨房設備机・いす

レジシステム

太陽光発電設備

◦インターネット上の税務相談室
　　パソコンやスマートフォンから
　　「タックスアンサー」と検索

◦電話による相談は
　関税務署（☎0575-22-2233）へお電話をおかけ
ください。
　自動音声に従って「１」を選択すると「電話相談セ
ンター」につながります。

税務署から相談窓口のお知らせ
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→アテナ工業アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

 

安
　
　
桜

柳、力山、青葉台、平和通7･8、居敷、栄3第1 西部　直美
稲口、赤尾、稲口警察官舎、稲口中野 藤井　文子
桜木、一ツ山、南春日、梅ケ枝、南１ 亀山　啓子
宝山、片倉、一本木、赤渕 井上　大三
前山 小酒井　敏

旭
ケ
丘

伊勢、出来、美和、吾妻、末広 橋谷　由夏
吉田、長谷寺、大平1 早川　和美
西、本郷1･2、吉本 木村　恒雄
西仲、東仲 小見山　豊
吉野、東1、（東本郷1･2） 中西　義美
相生、住吉、上利、大門1 古田　玲子
観音前、西門前、東門前、美園、長住 粥川　基子
大門2･3、大平3、新堀 加藤　啓子

安
　
　
桜

本1･2、山ノ手1、兼永、千年1、新、富本 籘田　滋基
金屋、鍛冶、春日2･3、千年2、常盤 安田すみ子
中日吉、西日吉、元重、安桜台、昭和 屋田　泰教
東仙房、北仙房、竪切 石原　　隆
本7･8、若宮、栄1･2、坂元、西木戸 橋戸　一夫
貴船、河合、十軒･吐月、日ノ出、平和通5、古屋敷 後藤みどり
山ノ手2、本3･4･5･6、東日吉、坂下、孫六、白川 岡田　和則
東桜、西本郷通2･3、わかくさ 小鞠　晴雄
貸上、竪切北、竪切中 児山　安充
川間町、桜本1･2 八木　勝保
第2緑、緑、緑町2、西栄、辻井戸 太田　　進
西仙房、第2西仙房、（南仙房） 佐籘惠美子
平和通1･2、月見、朝倉、泉、いろは、前、春日1、豊川 原　　康博

地
区 担当区域 名前 地

区 担当区域 名前

照会先　福祉政策課（☎ 23-9031）

ご存じですか？ 民生委員・児童委員
～民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役です～

●高齢者のいる世帯
●障がい者のいる世帯
●生活に困窮している世帯
●子どものいる世帯
●妊産婦のいる世帯
●母子・父子世帯
●その他の世帯

地
域
担
当
民
生
委
員 

・ 

児
童
委
員

主
任
児
童
委
員

■虐待の早期発見、予防
■DV、いじめ、不登校等
　世帯の抱える問題の把握

■世帯が必要としている
　サービスについて
　情報提供

■各種相談
■見守り支援
■福祉サービス利用支援
　（在宅福祉、生活費、
 　子育て支援等）

●市
●社会福祉事務所
●社会福祉協議会
●子ども相談センター
●保健所
●教育委員会
●学校
●保育所
●医療機関 など

関係機関

担当区域

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動について

世帯状況把握

情報提供

相談・援助

民生委員・児童委員

連携・協力

連携・協力

連携・協力

連携・協力

　12月1日に、民生委員・児童委員の全国一斉改選が行われました。新しい委員の任期は令和7年11月30日ま
での3年間です。
　民生委員・児童委員は、「住民の立場に立った相談・支援者」であり、関市では202人（うち、主任児童委員
は29人）が活動しています。

●民生委員・児童委員とは
　各担当地域で住民の見守りや福祉全般の相談や支援を行う、住民の良き相談相手です。子育てや介護の悩み
を抱える人や障害のある人、高齢者など、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。
委員の中には児童問題を専門的に担当する「主任児童委員」も設置されています。
●身分は
　民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受けている「非常勤特別職の地方公務員」です。委員には守秘
義務が課せられています。報酬はありませんが、活動に必要な交通費、通信費などの活動費（定額）が支給されて
います。
●活動は
　地域活動や訪問活動などで担当地域の実態を把握し、地域住民の相談に応じて福祉サービスの利用援助や情
報提供などを行い、地域福祉の向上に努めています。

（任期　令和4年12月１日～令和7年11月30日）関市民生委員・児童委員、主任児童委員名簿
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

 

桜
ケ
丘

寿町1･2、神明1北･1南･4 木塚　国宏
神明2･3、明生1･2 福田　一雄
春里1･2西･2東、竹園、弥生1･1東･2 酒向　德享
春里3、弥生3･4、桜ヶ丘1 後藤　一典
豊岡1･1西、豊岡2、（豊岡2東）、東鳥居 折戸　龍海
豊岡3･4、桜ヶ丘3西･3東 横井　　太
明生3、（明生4）、稲河 早川　隆登
北天神、南天神、市営住宅、鋳物師屋3 水野　弘基
鋳物師屋4･5･6北･6南 尾迫　敏昭
ひかり、宮河（肥田瀬団地）、鋳物師屋6東 岡　美子

田
　
　
原

桜台1･4 森島　久典
桜台2･3 長尾美智子
小迫間、向陽台 道家　直樹
西田原西、西田原東 鈴木百合子
野田平井、（田原団地） 小瀨木克己
大杉北、さくらみ 渡辺　義明
大杉南 山田　勝則
東田原 神谷　弘明
上迫間、下迫間 東谷　　修
迫間台1 板坂　　彰
迫間台2 加藤　啓一

倉
　
　
　
知

栄3第2･第3･第4、栄4松ヶ枝 岩井つねよ
栄5、十三塚、山王通1、山王通西 後藤　幹英
東福野、北福野1、中福野 林　　幸生
西福野1 井戸　智里
西福野2 多治見みちよ
巾 石原　隆雄
西巾、アンビエンテはば、アンビエンテはば弐番館 田代　真澄
東巾 遠藤さち子
栄4、雄飛ケ丘 岩井　益夫
山崎、庄中、十六所、上倉知  戸松　桂子
久郷、熊之段、稔ケ丘、倉知中屋敷 鶴長　進一
桐谷、桐谷台2、桐谷ハイツ 林　　　公
向山2･4 長尾富美雄
向山1･3 森藤　由幸
東藤谷、藤谷台、桐谷台1 三宅　早苗
下倉知、アンビエンテくらち 髙井　貴祥
四季の台 谷口　千鶴

洞
　
　
戸

通元寺、片 林　　淳子
市場 後藤真裕重
大野、黒谷、小坂 金親　明子
尾倉、高賀 武藤　有三
栗原、飛瀬 野村　多好
高見、阿部、小瀬見 三島　祥生
上・下菅谷 松田　義廣

板
　
　
取

田口 長屋　雄二
松谷、上ヶ瀬 長屋さとみ
生老、門出南、門出北 長屋　　勉
九蔵、松場、中切、野口 鈴木　広司
岩本 長屋　峰男
杉島、島口、門原、（三洞） 鈴木　公市
白谷 長屋　公久
杉原、保木口 長屋裕美子
老洞、加部 三島　博男

武
　
芸
　
川

洞上･下、市場下 澤井　基光
八幡5･6･7･8 川口　愛子
小知野1･2･3･4･5･6、小知野団地 山村　好美
森本1･2、上・中・下金屋 長井　孝明
市場上･中、桶森 平下ひとみ
寺尾1･2･3･4 冨成　晋二
宇多院西･東、西稲葉、一色南･北 藤井　恭子
中平西･東、下平、舞子 大矢美智子

旭
ケ
丘

旭ヶ丘1･2、（南出（一部）） 高木　芳紀
旭ヶ丘3、東新町西、（南出（一部）） 髙橋由美子
花園、大平2、天王 三輪　隆弘
黒屋、塔ノ洞 佐藤　文昭
宮地1･2、朝日 古田　廣子
宮地3、関口 山田　久𠮷
西本郷通7、円保通 長沼　　透
西本郷通4･5･6 遠藤　和弘

下
　
有
　
知

冨士塚、冨士裏、冨士塚1、杁ノ戸、才泉坊、コーポ才泉坊 松田　共樹
長保寺、北野町、東野町、野町前、南野町1･2･3、江南元町 大野　憲博
6･7番地、下井桁1･2 美濃羽早苗
下山、重竹、東重竹、竹林、新竹之内、上井桁、竹野新田 熊崎　　彰

（中部、中組唐栗、河西、河東）、河中、中組中屋敷、松ヶ洞 八木美枝子
上屋敷、下屋敷、道東、上切唐栗、山吹台 掛野　浩祐
大門、新屋敷、今宮中屋敷、西屋敷、新今宮 和田　敦子
東志摩1･2、下有知雇用促進住宅              小林　浩二
寺田1･2 篠田　　進
関ノ上1･2･3･4･5･6･7 須田　直美

瀬
　
　
尻

池尻1･2･3･4･5･6･7･8 山本　民枝
小瀬1･2･3･4･5･7 青木　里美
小瀬6･8･9･10 原　　佳美
一ノ門、アンビエンテおぜ 市原　玲子
星ヶ丘 上野　宮雄
緑ヶ丘3                 水野久美子
緑ヶ丘1、池田、西池田 小林みちる
緑ヶ丘2　　　　　　         齋籘　　博
小瀬南  水野　　悟
新田、西新田 長尾　好人
広見1･2･3･4･5、千代ヶ丘 古市　　光
広見6･7･8･9、広見ヶ丘･12 奥田　寛子

西
　
　
　
部

神明野、植野古屋敷・西屋敷・東屋敷     平田　治美
千疋 渡邊久仁子
千疋北1･2 丹羽るり子
大平台 白木　幸子
小屋名5･6･7･8、附溝 亀山　富雄
小屋名1･2･3･4、中島、西屋敷 亀山　　充
赤土坂1･3、薄原 松井　康司
赤土坂2、神明前 柴田　直人
上白金南第1･第2･第3、上白金中 長　きよみ
上白金東第1･第2、上白金西第1･第2 西村　恭子
下白金森1･2、下白金稲葉1･2、下白金鷺屋1･2･3 長谷部泰丈
山田1･2･3･5･6･7、山田上、希望ケ丘 酒井田千秋
側島上･中･西･北、戸田第1･2、保明 岡田　　健
津保川台第1･第2･第3 髙橋　範子
津保川台第4･第5･第6 西田　　回
虹ヶ丘第3･第4･第5 佐藤　公明
虹ヶ丘第1･第2･南     福田　敦子

東
　
　
部

東町、東町住宅、東本郷3･4･5･6（一部） 杉浦　正剛
東山1･2･3、東山3丁目住宅、東本郷6 細井　　勇
東山4、長峰台、東山23 山下　桂子
平賀1東･1南･1北、平賀2 吉田　直子
平賀3･4･5 西出　武子
東出 田立良志子
東新町中・東 西部　道子
平賀6･7･8、アンビエンテひらが 外　三由紀
島、富津、大岡、めぐみ町、新肥田瀬 上野　　享
上肥田瀬、中村 近藤　則繁
岩下1･2･3、卯野原 大前　淺二
富野本郷、中央、上大野 丹羽　英治
藤谷、今谷、上日立、下日立、坊地 長谷部基司
小野下、八神上･下、寺前、富野中屋敷、白木野 三輪希代香
下志津野、長坂、志津野洞、小坂、古野 吉田　春生

地
区 担当区域 名前 地

区 担当区域 名前

21



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→アテナ工業アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

主
任
児
童
委
員

旭ヶ丘地区　主任児童委員 勝野あゆみ
下有知地区　主任児童委員 臼田美千代
下有知地区　主任児童委員 中山恵美子
瀬尻地区　　主任児童委員 青山　民子
瀬尻地区　　主任児童委員 廣山　高代
西部地区　　主任児童委員 藤塚　好子
西部地区　　主任児童委員 奥村　玲子
東部地区　　主任児童委員 長屋　芳美
東部地区　　主任児童委員 兼松　詳子
東部地区　　主任児童委員 門井美代子
桜ヶ丘地区　主任児童委員 原　　卯月
桜ヶ丘地区　主任児童委員 大岩寿喜子
田原地区　　主任児童委員 上野みどり
田原地区　　主任児童委員 河村　純子
倉知地区　　主任児童委員 田畑　佳子
倉知地区　　主任児童委員 池戸　靖子
洞戸地区　　主任児童委員 長屋　 子
洞戸地区　　主任児童委員 灘　　京子
板取地区　　主任児童委員 長屋　千春
板取地区　　主任児童委員 長屋美千代
武芸川地区　主任児童委員 森　　雅代
武芸川地区　主任児童委員 河村　弘子
武儀地区　　主任児童委員 長尾　弥生
武儀地区　　主任児童委員 波多野壽美
上之保地区　主任児童委員 長谷部豊美
上之保地区　主任児童委員 渡邊美佐子

武
芸
川

八幡1･2･3･4 宮田小百合
高野1-1･1-2･2･3･4 矢田　博生
高野5･6･7･8 西田　礼子
跡部川北（跡部6･7･8･9） 臼井　悦子
跡部上（跡部1-1･1-2･2･10） 永井　鈴教
跡部下（跡部3･4･5） 森　　公平

武
　
　
儀

大洞町 多治見正彦
雁曽礼、武儀倉 長尾しげ子
粟野、水成 西部満里子
岩山崎、祖父川 東山なをみ
日根、久須、温井、寺田 加納　吉廣
多々羅、間吹、乙亀 西部　　徹
若栗、小宮、柳瀬 丹羽　博司
殿村、西洞 西部　順子
上野、古布、轡野、多良木 春田　喜雄
大門、戸丁、町 増井　賢治

上
　
之
　
保

船山 河合　品子
川合下 横田　玲子
宮脇上、名倉 加藤　久子
行合 長尾　初美
鳥屋市 波多野甲子夫
川合上･中 加納千惠美
明ヶ島 長尾　繁正

主
任
児
童
委
員

安桜地区　　主任児童委員 後藤　直美
安桜地区　　主任児童委員 中村美恵子
旭ヶ丘地区　主任児童委員 長瀬　房子

地
区 担当区域 名前 地

区 担当区域 名前

介護予防ロコトレ講座（1月～3月の12回コース）

対象　65歳以上で要支援・要介護認定を受けて
いない人
※新規の人や今年度の参加回数が少ない人を

優先します。
申込方法　窓口または電話で申込み。
申込期間　12月5日（月）～9日（金）
料金　500円（初回に支払い）

※申込者1人につき2人まで申込みできます。
※居住地域以外の会場も参加できますが、
　1人1会場とします。
※講座参加決定者にのみ、はがきで受講決定

を通知します。
照会先　社会福祉協議会事務局（☎22-0372）

（任期　令和4年12月１日～令和7年11月30日）関市民生委員・児童委員、主任児童委員名簿

会場 申込先および
受付時間

開催曜日
開催日 開催時間 定員

福祉会館2階
 介護予防センター

福祉会館2階 
社会福祉協議会 

☎22-0372
午前9時～午後4時

水曜日
1月11日

午後1時30分
～2時30分

40人

同　上
（対象者：虚弱および

80歳以上）
木曜日
1月5日 40人

西部
ふれあいセンター

水曜日
1月11日 30人

下有知
ふれあいセンター

金曜日
1月6日

午前10時～
11時 30人
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　富野の人気登山スポットである
本城山の話を聞いてみませんか。
日時　12月11日（日）
　午後2時～3時30分
場所　富野ふれあいセンター 大

会議室
講師　古田憲司先生（美濃市史編

纂委員、美濃市文化財保護委員
会委員）

定員　50人　参加費　無料
照会先　富野ふれあいセンター
　（☎29-0788）

　働き方改革関連法の施行から3
年。働きやすく、働きがいのある
職場づくりを今一度考えましょ
う。
日時　12月7日（水）
　午後6時30分～8時30分
場所　市役所6階 大会議室
講師　上松恵子さん
　（株式会社オフィスリブラ代表）

対象　市内事業所の事業主・職場
長など「働き方改革」を推進する
立場の人

定員　20人（申込順）
参加費　無料
申込方法　照会先へ
　電話または二次元
　コードから申込み

申込期限　12月6日（火）午後5時 
照会先　市民協働課（☎23-6806）

　芸術文化活動を通して「地域」と
「子ども」と「文化」をつなぐ人材を
育成する講座を開催します。
日時　・2月11日（土）午後1時30

分～5時
　・12日（日）午前9時～午後5時
場所　文化会館 第3・4会議室

富野ふれあいセンター講演会
本城山について知ろう

働き方改革のヒント
発見セミナー

子どもが芸術文化に触れることの
大切さを一緒に考えませんか

講師　NPO法人　子ども文化地
域コーディネーター協会

対象　子どもの文化に関心がある
人、団体、教育機関、自治体職
員、各地域委員会などで全講座
を受講できる人

定員　30人（事前申込み、先着順・
無料）

申込方法　電話または申込専用
フォームから申込み

※氏名、住所、電話番号、所属（所
属する団体がある場合）、Eメー
ルアドレスを入力またはお伝え
ください。

※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

照会先　文化課（☎24-6455）

●創業者が知っておくべき税務・
法務

日時　12月10日（土）　午前10時
～正午

場所　せきてらす 多目的ホール
講師　税理士　足立一樹さん
対象　創業に興味のある人、創業

して間もない人
定員　20人（申込順）
参加費　無料
申込方法　電話、
　二次元コード
　から申込み

照会先　商工課
　（☎23-6752）

　IoTに関する講義とIoTツール
を製作するワークショップを開催
します。講義のみの申込みもでき
ます。
日時　12月23日（金）午前10時～

午後4時
　①講義　午前10時～
　②ワークショップ　午後1時～
場所　市役所 6-3会議室

市ホームページ 申込専用フォーム

せきの創業セミナー

製造現場のための
IoT活用セミナー

講師　dp3　南敏彰さん
定員　10人
内容　製造業で活用されている

IoTツールの説明、改善事例の
紹介とIoTツール製作体験

参加費　無料
申込方法　12月1日（木）から電話

またはメールで照会先へ事業所
名、参加者氏名、電話番号を伝
えてください。

申込期限　定員に達し次第終了
照会先　商工課（☎23-6752）
　 shoko@city.seki.lg.jp

　50代は子どもの独立・定年な
どを控え大きく働く意識が変化す
る時期です。
日時　1月14日（土）
　・午前10時～午後0時30分
　・午後1時30分～4時
　　※午前、午後同じ内容です
場所　福祉会館 3-1会議室
講師　県金融広報委員会　折戸さ

ん
対象　50代サラリーマンとその

配偶者（1人でも参加できます）
定員　各回10組（20人）
内容　年金、退職金などを理解し、

セルフワークで自分のこれから
を見える化して考えます。

参加費　無料
申込方法　下記URLまたは二次元

コードからお申込みください。
　https://logoform.jp/form/

ZmuY/173135

照会先　みんサポ（☎23-7377） 
https://www.seki-minsapo.
net 

50代のライフデザイン
セミナー
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