
　バトントワリング部は、「素質は有限・努力は無限」の部
訓のもと、バトンが大好きな仲間が集まって活動していま
す。昭和41年に創部し、今までに41回連続45回の全国大
会に出場している伝統のある部活動です。
　在籍している部員の半数は、高校からバトンを始めた未
経験者です。経験者、未経験者関係なくチーム一丸となっ
て、全国大会出場金賞受賞を目指して練習しています。
　新しい事に挑戦したいと思っている皆さん、是非一緒に
全国大会を目指し、充実した高校生活を送りましょう！

関商工でラグビーをやろう 新しい事を始めてみませんか

　ラグビー部の半数以上はラグビー未経験者です。小・中
学校で他のスポーツ「野球、サッカー、バスケットボール、
陸上、テニス、剣道など」の経験者が多く在籍し、全国の舞
台を経験できる力をつけていきます。選手が練習に主体的
に取り組み、短時間で効率よく力をつけていきます。また、
強い心と体をつくり、ラグビーで培った精神力で、多くの先
輩が社会でも活躍しています。ラグビーは自分を成長させ
るとともに多くの人に感動を与えることができるスポーツで
す。
　ラグビー部で心身を鍛え、共に全国を目指してみません
か？

全国大会通算41回出場

照会先 関商工高等学校  ☎22-4221

照会先 関市観光協会  ☎23-1670

　刀都・関の春を彩る「関まつり」を4月15日（土）・16日（日）に4年ぶりに開催します。
　開催にあたり、パレードとあんどんみこしコンクールの出場者を募集します。自治会や子ども会、事業所、同
好会など皆さん奮ってご応募ください。

関まつりに参加しませんか

パレードの部
日時　4月15日（土）午後3時～（予定）
場所　本町通り
あんどんみこしコンクールの部
日時　4月15日（土）午後6時45分～（予定）
場所　本町通り
賞　特賞ほか多数の賞があります。
申込方法　2月27日（月）までに申込資料を申込先へ持参または郵送で
提出してください。
　※申込資料は関市観光協会ホームページからダウンロードできます。
申込先　関市観光協会（☎23-1670） 〒501-3874 平和通4-12-1

未経験者も全国大会で活躍！ 一緒に全国を目指しましょう！
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照会先 市民課  ☎23-6703

個別接種は7医療機関で継続中（12歳以上のワクチン接種）
　効率的な接種を継続するために、接種医療機関を以下の７医療機関に縮小しています。
　直接医療機関に接種予約してください。
　　　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

特例臨時接種期間は3月31日（金）まで
　コロナワクチン接種は3月31日（金）まで本人負担なしで接種を受けることができます。
　接種を検討している人は、早めに予約してください。
　4月1日（土）以降のコロナワクチン接種の取扱いは、国の方針が決まり次第お知らせします。

新型コロナウイルスワクチン接種関連情報

道の駅むげ川、道の駅ラステンほらどプレオープン

マイナンバーカードの休日申請サポートを実施します

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 　☎24-0111

　申請に必要な顔写真の撮影から申請内容の確認をまとめて行うことができるタブレット端末を使
用して申請サポートを行います。
　以下の日程で実施しますのでこの機会にぜひお手続きください。
※マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期間は令和5年2月末までです。令和5年3
月以降に申請したマイナンバーカードはマイナポイントの対象となりませんのでご注意ください。
※マイナポイントの申請締切りは国から公表され次第お知らせします。

平日は市民課でマイナンバーカード、マイナポイントの
申請サポートを実施しています。（午前9時～午後5時）
《マイナンバーカード申請サポート持ち物》
　・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
　・個人番号カード交付申請書または個人番号通知カード
※お持ちでない方は窓口で再発行できます　　※顔写真の準備は不要です

日曜開庁
実施日 時　間 場　所

2月5日（日） 午前9時～正午 市民課

　「道の駅むげ川」、「道の駅ラステンほらど」の改修工事が完了し、3月のリニューアルオ―プン
に向けて準備を進めています。リニューアルオープンに先駆け、下記のとおり1日限定でプレ
オープンします。ぜひ、お越しください。
日時　2月25日（土）正午～午後3時
場所　道の駅むげ川（武芸川町跡部1810番地）
　　　道の駅ラステンほらど（洞戸菅谷545番地）　
内容　一部の商品販売および料理提供
　※プレオープンのため商品などの種類と販売数を絞っての営業となります。
照会先　観光課（☎23-7704）
　　　　武芸川事務所（☎46-2311） 洞戸事務所（☎0581-58-2111）

道の駅むげ川

道の駅ラステンほらど

個人番号カード
交付申請書

個人番号通知カード
赤枠に囲まれた
部分を使用 ）（
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権利関係上
電子版での掲載はいたしません。
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権利関係上
電子版での掲載はいたしません。

09



音　　楽

生活・ボランティア

文　　芸

サークル名 連絡先
関謡曲の芳謡会 武内 0575-28-7975
箏曲長沼会 長沼 090-7032-5339
関男声合唱団 河合 090-5851-5885
関女声合唱団 白石 090-6597-4555
関ギターマンドリンクラブ 大塚 0575-22-0788
武儀ギターマンドリンクラブ 森田 080-3641-8700
関おはやし会 神谷 0575-24-3267
コーラスわかくさ 細見 0575-23-3804
コーラスかわせみ 酒向 0575-22-7172
舞踊学院　瑞恵会 長谷川 090-4868-2823
武芸川ギター同好会 山田 090-1980-5618
アカ　アカ　ウクレレクラブ 亀山 090-1726-0793
ナ歌喜（なかよし） 酒井 090-8556-2465
心陽流詩吟学院　上之保皐月教場 加藤 0575-47-2112
いきいきピアノ 櫻井 090-5611-0055
濃尾岳風会　関支部 後藤 090-8862-4426
マンドリンアンサンブル　ラセット 美濃羽 090-7600-9304
オカリナサークル　すずらん 亀山 090-3858-5566

サークル名 連絡先
岐阜友の会 松本 090-3301-3202
日本ボーイスカウト岐阜県連盟関第1団 渡辺 080-3621-9127
関市生涯学習ボランティア・アドバイザーの会 伊藤 0575-23-9456
関市日本語ボランティアサークル 包子 090-5104-2989
関アマチュア無線連絡協議会 亀山 0575-22-8461
親子リトミック　きりんさんクラブ♪ 広瀬 090-7046-6899
里山ネットワークぎふ　ふどうの森クラブ 田中 090-5101-1274
手話サークル・いるかの会 扇本 090-1752-2655
関おもちゃ病院 包子 090-5104-2989

サークル名 連絡先
鈴木蘭峰書道教室 鈴木 090-1824-6107
関短歌会 近松 0575-22-8652
かがり火句会 本間 0575-23-6234
せき読書会 田中 0575-23-1997
かみふうせん 石田 090-9908-1529
孫六座 原 090-2924-5502
毛筆かな教室 片岡 090-8731-4806
安桜朗読の会 髙辻 090-8187-2897
とことこ 松井 090-1751-8926

誰かのためになる活動や、
ちょっと変わった体験がしてみ
たい人はコチラ

書、俳句、短歌、読書、朗読、
読み聞かせ、紙芝居など。
美しい文字や言葉に触れたい人
はコチラ

合唱、詩吟、盆踊りや楽器を使っ
た演奏など。
音楽が好きな人はコチラ
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照会先 生涯学習課  ☎23-7776

スポーツ・体操

美術・手工芸

サークル名 連絡先
太極拳関サークル　アピセ教室 河村 090-2929-9571
太極拳関サークル　あさくら 丹羽 090-7911-0630
太極拳関サークル　もくれん 岡田 0575-22-2778
太極拳せき西サークル 荒木 0575-28-2554
太極拳ふれあいサークル　桜ヶ丘教室 西増 0575-22-0631
（公社）日本3B体操協会岐阜県支部 伊藤 0575-23-9456
関市なぎなた協会 一色 090-5457-3527
ルーシー・ヨガ・プラス 清水 090-4866-5920
メレモエ　フラ　サークル 片田 090-1276-2160
スタジオ　ＮＩＣＯ　ＮＩＣＯ　ＨＡＰＰＹ 小川 090-2617-6077
健康表現体操 村山 090-7619-8202
バランスボール 松田 080-3656-2231
ホリデイエアロビクス 服部 090-1569-1471
やさしいヨガサークル 鈴木 090-6806-2810
ビューティーピラティス＆ヨガサークル 前川 090-7854-1413
わくわく健康体操サークル 前川 090-7854-1413
鮎之瀬ロコトレサークル 富田 090-6354-0206

サークル名 連絡先
彩日本画教室 亀谷 090-1830-6504
蒼森会 森 090-5115-0568
リアル関 廣田 090-7034-9081
みやび 足立 090-1759-4135
野田龍二絵画教室（グループアトリエ関教室） 野田 090-1096-5027
田原水墨画クラブ 河村 0575-24-3371
関寄せ植えサークル 塚原 090-7030-5206
関市甲冑製作同好会 酒井 090-2619-9876
草月流　虹の会 佐藤 090-4116-3722
絵てがみの会 矢川 090-9190-7720
衣の会和裁教室　関あいの会 平林 080-4205-4721

　市内のグループ・サークル活動の様子を気軽に見学・体験できる「サークル参観日」を開催します。好きな
ことや興味があることを、仲間と一緒にやってみませんか。
開催期間　3月1日（水）～ 31日（金）　
参加するには　参加したいサークルに事前にお申込みください。
　参加費は無料ですが、材料費がかかる場合があります。開催日や場所、持ち物などの詳細は、二次元コー
ドからご確認ください。

仲間とできる趣味見つけませんか

習い事としてのスポーツから、
運動不足解消・筋力トレーニン
グまで。
健康のために身体を動かしたい
人はコチラ

絵画、絵てがみ、水墨画、写真、
寄せ植え、いけ花、和服仕立、
つるし飾り、甲冑製作など。
作品制作してみたい人はコチラ
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子育て世代の新たな働き方　　ショートタイムワーク事業

主な仕事内容	 Excelを利用したデータ入力
従事時間	 原則自由とします
給与・報酬	 １セルあたり2～40円とし、2～3万円/月

程度
募集人員	 １人
期間	 4月～
※経験不問、パソコン貸与、採用面接必須。 詳細条件
は面接時に説明します。
申込先	 総務部　河村（☎22-3111）

主な仕事内容	 Excelを利用したデータ入力
従事時間	 週8時間程度
給与・報酬	 910円/時間
募集人員	 １人
期間	 4月～
※採用面接必須。詳細は面接時に説明します｡
申込先	 総務部　林（☎35-3010）

出典：ソフトバンク株式会社「ショートタイムワーク」ページ

主な仕事内容	（1）チラシのデザイン作成
	 （2）WordやExcelなどを使った　　　

　 資料作成
勤務時間	 週8時間程度
給与・報酬	 910円/時間
募集人員	 上記（1）（2）各１人
期間	 4月～
※採用面接必須。 詳細は面接時に説明します。
申込先	 企画広報課（☎23-7014）

　子育てのため時間や場所に制約があることで、働くことをためらっている人に、自宅等で希望する時間に短時間で
も働くことができるショートタイムワーク事業を試行的に実施します。

募集概要 	 仕事内容　テレワーク事務
	 対象者　　・市内在住の子育て世代でパソコンの基本操作（WordやExcel）ができる人
	 　　　　　・パソコンを所持している人
	 　　　　　・インターネット環境（Wi-Fi環境）が整っている人
	 申込開始　2月1日（水）～
	 申込方法　希望する事業者の申込先までご連絡ください。

青協建設（株）　建設業

中濃森林組合　	林業

関市　　　地方自治体

自宅等でテレワークを活用した短時間の働き方を希望する人を募集します

協力事業者

ショートタイムワーカー業務担当者
ウェブカメラで常時接続
※テレワークの場合のみ

商談

業務担当者が
業務を明確にする

業務内容 データ入力、資料作成
情報収集、分析、各種企画など

企画書
作成

データ
入力

データ
入力

情報
収集

情報
収集

企業 テレワークや出社など多様な勤務形態

共に働く

1 業務一部を
ショートタイムワーカーが実施する2

特性や経験を活かし
短い時間で働く3業務分担することで

新しい業務ができる4

企画広報課　☎23-7014照会先
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●歳入

●歳出

用語の
説　明

分 担 金および 負 担 金 関市、美濃市からの負担金
使 用 料 および 手 数 料 直接搬入される廃棄物の処理にかかる手数料
繰 越 金 前年度からの繰越金
諸 　 　 　 収 　 　 　 入 施設から排出される有価物（スクラップなど）の売却収入
そ の 他 財政調整基金の運用益など

用語の
説　明

人 　 　 　 件 　 　 　 費 組合運営および施設管理にかかる人件費、審査会委員の報酬
物 件 費 ごみ処理施設の運転管理にかかる費用
維 持 補 修 費 ごみ処理施設の維持のための点検、補修費用
投 　 資 　 的 　 経 　 費 ごみ処理施設の工事費用
公 　 　 　 債 　 　 　 費 ごみ処理施設整備事業の償還金
そ の 他 補助費、財政調整基金への積立金など

区　　分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率（％）

分担金および
負　　担　　金 9億7,304万円 9億7,447万円 △143万円 △0.1%

使 用料および
手　　数　　料 1億8,923万円 2億472万円 △1,549万円 △7.6%

繰　　越　　金 2億807万円 1億9,367万円 1,440万円 7.4%

諸　　収　　入 6,109万円	 4,009万円	 2,100万円 52.4%

そ　　の　　他 180万円	 70万円	 110万円 157.1%

歳　入　合　計 14億3,323万円 14億1,365万円 1,958万円 1.4%

区　　分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率（％）

人　　件　　費 7,566万円	 7,547万円	 19万円 0.3%

物　　件　　費 5億8,471万円 5億7,376万円 1,095万円 1.9%

維 持 補 修 費 2億4,522万円 2億1,826万円 2,696万円 12.4%

投 資 的 経 費 2億3,266万円 1億9,783万円 3,483万円 17.6%

公　　債　　費 1億2,610万円 1億2,610万円 0万円 0.0%

そ　　の　　他 1,245万円	 1,416万円	 △171万円 △12.1%

歳　出　合　計 12億7,680万円 12億558万円 7,122万円 5.9%

その他
0％

その他
1％

人件費
6％

繰越金
15％

使用料
および
手数料
13％

分担金
および
負担金
68％

物件費
46％

維持補修費
19％

公債費
10％

投資的経費
18％

歳入合計
14億3,323万円

歳出合計
12億7,680万円

諸収入
4％

中濃地域広域行政事務組合 事務局　☎25-1411照会先

中濃地域広域行政事務組合令和3年度決算状況

　中濃地域広域行政事務組合では、関市と美濃市で構成される一部事務組合として、主に廃棄物処理、介護認定
および障害支援区分判定に係る審査会の運営などを行っています。
　歳入決算額は14億3,323万円（前年度より1,958万円の増）、歳出決算額は12億7,680万円（前年度より7,122
万円の増）となりました。構成市からの負担金と廃棄物処理手数料を主な財源として、ごみ処理施設の維持管理
費用などに充てられています。
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❶ マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類（マイナンバー通知カード、マイナンバー
が記載された住民票など）と身分証明書（運転免許証や保険証など）　

❷ 本人名義の口座番号が分かるもの（所得税が還付になる人）

❸ 「確定申告のお知らせ」はがき、または通知書（税務署から送付された人のみ）

❹ e-Taxの利用者識別番号（前年度までに取得した人のみ）

❺ 収入がわかる書類
	 ◦令和4年中に支払を受けた給与、公的年金などの源泉徴収票（原本）
	 ◦令和4年中に支払を受けた個人年金や内職などで請負った業務に対する支払明細書
	 ◦事業所得や不動産収入の収支を計算した収支内訳書

❻ 控除を受けるために必要な書類

控除の種類 必要な書類

社会保険料控除 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料の控除
証明書など（支払った金額が分かるもの）

生命保険料控除
地震保険料控除 保険料の支払証明書

障害者控除 障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳など
（要介護認定者は「障害者控除対象者認定書」（高齢福祉課発行）が必要）

医療費控除 医療費控除の明細書、医療費通知

医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制） セルフメディケーション税制の明細書

寄付金控除 領収書、受領書

住宅借入金等特別控除（2年目以降） 借入金の年末残高証明書
給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

申告に必要なもの

◦あらかじめ書類を整理し、収支内訳書、医療費の明細書はご自身で作成してからお越しください。
　作成が済んでいないと、申告が行えません。円滑な申告にご協力をお願いいたします。
　※医療費の明細書の様式は国税庁HPからダウンロードできます。また、税務課窓口でも配布しています。

◦ご来場の際はマスクを着用し、入口などで手指消毒をお願いします。
　混雑緩和のため、待ち時間は車で待機してもらう場合があります。

◦市役所の申告受付会場では、番号発券機による整理券の配布を行います。
　インターネットで会場の混雑状況や呼出状況を確認できます。

お願い・注意事項

ネコの目.com 検	索
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2月16日から
市・県民税、所得税の
申告受付が始まります

　所得の申告は所得税や市・県民税の課税だ
けではなく、国民健康保険税、介護保険料な
どの算定や所得証明書の交付にも必要です。
令和5年1月1日現在、関市に住所があり、「申
告が必要な人」に該当する人は申告受付期間
中に各会場で申告をしてください。　

申告受付会場・日時

申告受付会場 期　日 時　間

市役所1階・市民ホール	/
洞戸事務所	/	板取事務所	/
武芸川事務所	/	武儀事務所	/
上之保事務所

2月16日（木）～3月15日（水）
（土・日・祝日を除く）

午前9時～午後5時
（受付終了	午後4時30分）

◦給与収入の合計額が2,000万円を超える人
◦給与を2か所以上からもらっている人
◦年末調整済みの給与、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
◦公的年金の収入の合計額が400万円を超える人
◦事業所得（営業や農業）、不動産所得、雑所得、一時所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超える人

申告が必要な人　下記以外でも申告が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。

◦勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人
◦年末調整済みの給与、退職所得以外の所得の合計額が
20万円を超えていない人
◦事業所得（営業や農業）、不動産所得、雑所得、一時所
得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超
えていない人
◦収入がない人で市内在住の親族に扶養されていない人
◦収入がない人で税務証明書（所得証明、課税証明など）
が必要な人
◦国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の加入
者で保険料の算定が必要な人

◦土地や家屋、山林、株式を売却した人（譲渡所得）
◦損失の申告をする人
◦青色申告をする人
◦贈与税の申告をする人
◦住宅ローン控除の初回の申告をする人

確定申告が必要な人

市・県民税の申告が必要な人 市役所で受付ができない人
次に該当する人は関税務署の申告会場

（マーゴ本館）へ

※所得税が還付とならない人でも、申告していない控除（社会保
険料や生命保険料、医療費控除など）がある場合は市・県民税
の申告をすることで市・県民税が減額になる場合があります。

税務課  ☎23-8893照会先
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照会先 関税務署　☎22-2233

確定申告は自宅からスマホで !
簡単・便利な e-Tax♪

自宅からのe-Taxでこんないいこと！

申告書作成・送信の流れ

✓確定申告会場に来場する必要なし！
　　　　混雑する会場に行かなくてもよい！
　　　　　外出を要しない自宅からのe-Taxは、
　　　　　最も有効な感染防止策！

✓申告書の印刷・申告書および添付書類（本人
確認書類やふるさと納税に係る寄附金の受
領証等）の税務署への持参や郵送が不要！

　　※一部の書類は提出が必要です。

✓早期（3週間程度）に還付金を受領！
　 書面提出の場合は1か月～ 1か月半程度で還付

STEP1 マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応スマホを準備
　　　　 ※事前にマイナポータルアプリのインストール・設定が必要です。
STEP2 「確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、
　　　　確定申告書を作成・送信

画面の案内に沿って入力・操作をすれば、自動計算で確定
申告書の作成・送信ができます。

※印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。

確定申告書等
作成コーナー
はこちら

カメラで給与所得の源泉徴収票を
読み取り、金額・支払者情報等の

記載内容を自動入力！

分からないことがあっても、自宅で解決できます！
✓動画（YouTube「国税庁動画チャンネル」）で操作方法を確認

✓チャットボットや電話で相談

動画はこちら 申告内容に応じた
操作方法を確認
できます！

住宅ローン控除

ふるさと納税
医療費控除

チャットボット
はこちら

チャットボットでの相談

お電話での相談

ご質問を入力いただければ、AIを活用した「税務職員ふたば」
がお答えします。

e-Taxや確定申告書等作成
コーナーの操作方法について

税務職員ふたば

0570-01-5901
（全国一律市内通話料金）

受付時間 月～金曜日 午前9時～午後5時
　　　　(祝日および年末年始を除く）

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
※	受付時間は、最新の情報をｅ‐Taxホーム
ページでご確認ください。

※	左の電話番号がご利用できない場合は、
03-5638-5171をご利用ください（通常の
通話料金となります）。

申告や納税について 最寄りの税務署へお電話ください。
（最寄りの税務署の電話番号は国税庁ホームページ等でご確認ください）

※掲載コードのリンク先は、予告なく変更または削除する場合があります。 名古屋国税局・税務署
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申告会場 開設期間 開設時間

マーゴ本館
4階 特設会場

2月16日（木）～3月15日（水）
（土・日・祝日を除く） 午前9時～午後5時

申告・納付期限
所得税等　⇒　3月15日(水) 振替納付日 4月24日（月）
贈与税　　⇒　3月15日(水)
消費税等　⇒　3月31日(金) 振替納付日 4月27日（木）

会　場 開設期間 開設時間

マーゴ本館
4階 特設会場

2月16日（木）～28日（火）
（土・日・祝日を除く）

午前9時30分～正午
午後1時～4時

◦確定申告会場への来場を希望する人へ
　	　確定申告会場は、大変混雑しますので、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、混雑する
確定申告会場には出向かず、安心・安全なご自宅からの e-Tax 申告をご利用ください。

◦「所得税等※1」「個人事業者の消費税等※2」「贈与税」の申告会場と受付期間

「税理士による無料税務相談所の開設」

※1　所得税等とは、所得税および復興特別所得税をいいます。
※2　消費税等とは、消費税および地方消費税をいいます。

○申告会場開設期間は、関税務署では申告書の作成指導は行いません。
　　確定申告会場では、基本的に自身のスマホで申告していただきます。
　来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
　❶　源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　❷　スマホおよびマイナンバーカード（※）
　（※）マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
　　　・署名用電子証明書（英数字６～16桁）
　　　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）
　確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、確定申告会場で当日配付、
または　LINEアプリを使ったオンラインによる事前発行の2通りで配付しています。
　（入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いする場合がありますのでご了承ください）
　確定申告期限間際には特に混雑しますので、会場へ来場を考えている人は早期の来場をお願いします。

・相談対象者
　前年分の所得金額（注）が300万円以下の人で、消費税の課税事業者である場合は、令和2年分の課税売
上高が3,000万円以下の人、給与所得者および年金受給者（ただし、譲渡・山林所得がある人、贈与税
の申告をする人を除く）
	（注）青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額または事業専従者控除額を控除する前の所得金額

関税務署からのお知らせ マーゴ本館での申告は「入場整理券」が必要です

国税庁LINE公式アカウント
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