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欲 し い 情報 だ け 選 ん で 受信

メニューを一部紹介

道路等の損傷を通報

イベントの申し込み

市内道路の穴ぼこや、公園遊具等の異常や損傷
を発見したとき、LINEの自動応答機能を活用し
て市に連絡することができます。

開催予定もしくは開催中の市内イベントを一覧
にしています。画面を左右にスワイプすることで、
全てのイベントを確認できます。
参加申し込みが必要なイベントは、LINEでそ
のまま必要事項を入力し、申し込むこともできま
す。開庁時間外でも申し込みが可能です。

通報は簡単4ステップ
①現場写真を撮影

②メニューを選択

7
※イベントは随時更新されます。定期的に内容をご確認
ください。

新しい広報のスタイル

パ ー ソ ナ ル 配 信 を導 入

ＳＮＳで利用者最多

ＬＩＮＥをフル活用

りませんか。ＬＩＮＥのパー
ソナル配信により、欲しい情
報を確実に入手することがで
きます。

災害発生時も

■問い合わせ先
2020.８ 広報はしま

ＬＩＮＥで通知

ホーム画面の人型
アイコンをタップ

情報の埋没を防ぐ

「QRコード」もしくは
「検索」をタップ

パーソナル配信

３

でID検索

（火）

災害時には、警報等の発令
状況や避難所の開設状況など、
関連情報を登録者全員に通知
します。
また、トーク画面の防災メ
ニューにより、避難所の位置
や用意すべき備蓄品等を確認
しながら、避難準備を進める
ことができます。

「追加」をタップ

防災

@hashimacity

市外向け

もしくは

市内向け

友だち追加

QRコードを読み取る

ごみの日事前通知で

税金・各種料金はさまざまな方法で納付するこ
とができます。口座振替やクレジットカード、ネ
ットバンキング支払いなど、それぞれ支払い方法
が確認できます。

28

31

出し忘れ防止

税金等の支払い案内

避難所ナビ
災害ごとに指定された緊急避難所・指定避難所
の場所を調べることができます。調べた避難所を
マップで表示し、経路を検索することもできます。
ハザードマップ
市が作成する洪水ハザードマップを閲覧するこ
とができます。
災害ＦＡＱ
避難行動と避難場所、緊急情報の入手方法、交
通・インフラの状況、安否確認、防災知識、り災
証明、日頃の備え、火災・救急救命について、メ
ニューをタップするとトーク画面上で内容を確認
することができます。
関連リンク
市のAED設置マップや、気象庁・岐阜地方気
象台・国土交通省など、防災情報を発信している
サイトのURLを集約しています。

受信設定で通知を希望する
と、居住する地域のごみ収集
日を当日もしくは前日にメッ
セージでお知らせします。
※自治会が管理する集積場の
収集日が通知されます。

※緊急性に応じて、順番に対応します。
※市が緊急性が低いと判断した場合や、他に緊急性が高
い案件がある場合は、経過観察等の対応になります。

防災情報も充実

７月 日 から、ＳＮＳの
中でも特に利用者の多いＬＩ
ＮＥを活用し、スマートフォ
ンに最適化した情報発信を行っ
ています。

④位置情報を送信

28

従来の広報媒体では、受信
者は市が発信する全ての情報
を受け取っていました。
羽島市ＬＩＮＥ公式アカウ
ントでは、新たにパーソナル
配信機能を導入しました。こ
れは、行政の幅広い分野（
項目）のうち、子育てや福祉、
健康など、興味のある分野を
事前に選択することで、関連
した情報だけを受け取ること
ができる機能です。
これまで、次々に届く情報
が多すぎて、自分にとって必
要な情報を見逃したことはあ

③必要事項を入力

羽島市公式 アカウント 開設

スマホに最適

便利メニューを３種設定
羽島市ＬＩＮＥ公式アカウントの機能は、メッ
セージを受信するだけではありません。トーク画
面下部に、特別なメニューを設けました。
左図のとおり、
「市内向け」
「市外向け」
「防災」
の
３種類のメニューを設定しており、利用者が自由
にメニューを切り替えることができます。

秘書広報課（内線2322）
2020.８ 広報はしま

２

新型コロナウイルス感染症対策

動画でタウンミーティング

「交通安全」
を議論
「防犯対策」

人にやさしい安心・
安全なまちづくり
日常生活を安心・安全に過
ごせるまちづくりを進めるに
は、「交通安全」と「防犯対
策」の２点が特に重要です。
しかし、地域の交通安全や
防犯対策においては、市や警
察にできることは限られてお
り、住民同士の目配り、声掛
けが必要不可欠になります。
市内の交通事故による死傷
者数は、【グラフ１】のとお
岐阜県が決定する都市計画
変更案の閲覧と公聴会

センター４０１大会議室
※詳細は、岐阜県のホームペー
ジをご確認ください。
問い合わせ先 岐阜県都市建
築部都市政策課☎（２７２）
１１１１（内線３７５６）
羽島市が決定する都市計画
変更案の閲覧と公聴会

用途地域及び地区計画の変更
（岐阜羽島インター南部地区）

14：00

り減少傾向にあります。一方
で、犯罪発生件数は【グラフ
２】のとおり減少傾向にあり
ましたが、令和元年度は上昇
に転じています。
動画では、交通安全や防犯
対策への意識向上を図るとと
もに、安心・安全なまちづく
りについて情報を共有するた
め、市、警察、地域による取
り組みを紹介します。
以上を踏まえ、今後、「市
と地域がどのように連携して
取り組んでいくことがより効
果的であるか」について意見
を募集します。

10月20日
（火）

今年度のタウンミーティン
グは、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、予定さ
れていたテーマについて市職
員が説明する動画を撮影し、
市公式ＹｏｕＴｕｂｅチャン
ネルで公開することとします。
動画の公開後は、期間を設
けて市民の皆さんからの意見
をメールで募集し、その内容
に市から回答することで、タ
ウンミーティング開催の補完
とします。動画は、右下の二
次元コードから視聴すること
ができます。

桑 原 学 園

羽島都市計画都市計画区域マ
スタープラン及び区域区分
（線
引き）の変更（岐阜羽島イン
ター南部地区）

13：30

動画の公開・
意見募集期間

閲覧期間 ８月３日〜 日午
前８時 分〜午後５時 分
（土・日および祝日を除く）
閲覧場所 羽島市都市計画課
公聴会の日時 ８月 日 午
後６時〜
公聴会の場所 不二羽島文化
センター４０１大会議室
公述申出方法 公述申出書に
必要事項を記載し、持参・郵
送・ＦＡＸで提出
公述申出書提出期間 ８月３
日〜 日（期間内に必着）
※詳細は、市ホームページを
ご確認ください。
※両公聴会での公述の内容は、
都市計画決定の範囲となりま
す。公述の申し出がない場合
は公聴会は開催しません。
問い合わせ先 都市計画課
（内
線２１３５）

10月 8日
（木）

公述申出・閲覧期間 ７月
日〜８月 日午前８時 分〜
午後５時 分（土・日および
祝日を除く）
閲覧場所 岐阜県都市建築部
都市政策課または羽島市都市
計画課
公聴会の日時 ８月 日 午
後６時〜
公聴会の場所 不二羽島文化

中島小学校

動画は８月１日 から公開
し、８月 日 までの期間、
市民の皆さんからの意見をメー
ル（市ホームページ内の各課
の窓口「市民部」「生活交通
安全課」のお問い合わせフォー
ム）で募集します。
問い合わせ先
生活交通安全課（内線２１５
２）

13：20

農業委員会の各委員が決定

13：00

10月 6日
（火）

法定の
選定手続きを 遵 守

10月23日
（金）

堀津小学校

和５年７月 日までの３年間です。

福寿小学校

農業委員会委員

13：30

して 人から推薦および応募があり
ました。
農業委員会総会で 人を農地利用
最適化推進委員として承認し、農業
委員会から委嘱を行いました。

10月 7日
（水）

各委員の皆さん（順不同・敬称略）

中央小学校

市内在住で令和３年４
月に小学校または義務教
育学校へ入学予定の幼児
を対象として、就学時の
健康診断を左表のとおり
実施します。
この健康診断は、就学
前に幼児の心身の健康状
態を確認し、必要に応じ
て治療を勧めるなど、入
学までに健康面での準備
を始めていただくために
実施するものです。
詳細は、９月初旬に対
象者の家庭へ郵送でお知
らせします。
問い合わせ先 学校教育
課☎（３９３）４６７４

13：20

●農業委員会委員（ 人）
岩田悟、加藤 正、服部春彦（足近
町）西川ひとみ（小熊町）花村直良
（正木町）伊藤克巳、大曽根佳明、
佐藤文恵、田中敏信（福寿町）山田
倉造（上中町）浅野喜代子（下中町）
石原晃、大井幸男、時田昌子、宮田
圭、森川朝子（桑原町）

10月16日
（金）

15 12

●農地利用最適化推進委員（ 人）

竹鼻小学校

農業委員会と農業委員会委員・
農地利用最適化推進委員の役割
２月 日から３月 日まで候補者
の推薦および募集を行い、委員定数
人に対して 人から推薦および応
募がありました。定数を超えた場合
の手続きとして、「羽島市農業委員
会の委員選任に関する規則」および
「羽島市農業委員会委員選考委員会
規則」に基づき、市農業委員会委員
選考委員会で候補者の選考を実施。
農業委員会等に関する法律の要件を
満たす 人が選ばれ、議会の同意を
得て市長から農業委員会委員として
任命されました。

人の内訳

13：30

（土）

岩田福男、山田勝一（足近町）大野
成正、三輪正男（小熊町・新生町）
大島俊男、 子川敬治、服部誠（正
木町）後藤清、道家保義（竹鼻町）
三浦豊、渡邉博（福寿町）不破秀明
（江吉良町・舟橋町）杉山豊（堀津
町）小池修、水野博文（上中町）小
川直伸、近藤正則（下中町）黒田宗
夫、 川功、 川茂（桑原町）
問い合わせ先
市農業委員会事務局（内線２６３２）

10月 8日
（木）

市農業委員会には、農地の権利移
動や農地転用など農地法に基づいた
許認可等の決定行為と、各地域にお
ける農地利用推進等の活動の主に二
つの役割があります。
農業委員会委員は、主に農地法に
基づいた許認可の決定行為を担当し、
農地利用最適化推進委員は、主に各
地域における農地の効果的な利活用
の推進等を担当します。

推薦・公募による方法で
各委員を決定
委員

・ 人＝認定農業者等または認定農
業者等に準ずる者の要件を満たす
人
・２人＝農業委員会の所掌に属する
事項に関して利害関係を有しない
者の要件を満たす人

農地利用最適化推進委員
農業委員会委員と同様に、２月
日から３月 日まで候補者の推薦お
よび募集を行い、委員定数 人に対

正木小学校

5

４
2020.８ 広報はしま
2020.８ 広報はしま

５

14：00

（月）

10
9.20

15 17

10月14日
（水）

グラフ2 市内の犯罪発生件数

（金）

小熊小学校

就学時健康診断の日程

（件）
15
（件）
800

0

21

13：30

令和3年度入学児童
開始時刻

29

（金）

30

21

2
2

都市計画に関する公聴会
20

16

6

30

10月28日
（水）

20

17

足近小学校

31

27

実 施 日
学 校 名

25

19

21

309

農地法の改正により、前回（平成
年）の改選から農業委員会委員の
選出方法に変更がありました。公選
制は廃止され、推薦および募集を行
い、市長が市議会の同意を得て任命
する方法に改められています。また、
農地利用最適化推進委員は、推薦お
よび募集を行い、農業委員会が委嘱
することとなっています。これらを
踏まえ、市と市農業委員会では、農
業委員会委員と農地利用最適化推進
委員の選出を行いました。
各委員の任期は、７月 日から令

20

実施日時一覧表
就学時健康診断
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グラフ1 市内の交通事故による死傷者数

29

した。大会には林幸誠さん（羽島中学校2

はやしこうせい
ゆ り え
ゆ

社会や世界に向けての意見、未来への希
望や提案を発表しました。

近年、地域の至るところに
「高齢者介護施設」が続々と
できてきました。私の住んで
いる桑原町にも２つあります。
ある統計データーによると、
介護職員による高齢者虐待の
件数は年々増加傾向にありま
す。高齢者の数は年々増え施
設に入る人も増加し、介護す
る人手が足りない状態が続い
ていることも背景にあります。
高齢者介護施設で利用者が死
傷して職員が逮捕される事件
が相次いでいる中、在宅介護
で疲れた家族は安心して施設
を利用できなくなってしまう
のではないのでしょうか。ま
た、高齢者施設への不信感に

実現を目指して

温かな高齢化社会の

優秀賞

みなさんは、「ヘアドネー
ション」とは何か知っている
だろうか。ヘアドネーション
とは、ヘア（毛髪）をドネー
ション（寄付する）という意
味だ。私は、これを体験した
ことでボランティアの意味を
実感として学ぶことができた。
私がヘアドネーションを知っ
たのは小学校５年生の時だ。
ふとつけたテレビに、とても
髪の長い女の子が映っていた。
ガン治療で髪を失くした子へ、
伸ばした髪を贈る活動につい

誰かの
「心強い存在」
に

優秀賞

ま

ゆ

たかと

て紹介するニュースだった。
贈っていたのは私と同じくら
いの年の子。それまで、何気
なく伸ばしていた、自分の髪、
「このまま伸ばして、私も髪
を贈ってみたい。」そう思っ
た。ヘアドネーションをする
には、 センチ以上というと
ても長い髪が必要だと分かっ
た。必ずこの長さまで伸ばし
たい。そう思いつつも、実際
伸ばしてみると夏の暑さがこ
たえた。切ってしまいたいと
思う時もあった。しかし、よ
り強く、私の心の中にあった
のは、「あと少し伸ばして人
の役に立ちたい。」という思
いの方だった。そして、３年
後の冬。とうとう必要な長さ
を達成した。髪を切るため、
美容室に行くと、
「髪長いね。もしかして、ヘ
アドネーションのため？」
と尋ねられた。意外と広く知
られている活動のようではあっ
たが、実際に寄付するまでに
至る人は、そう多くいないよ
うだった。そしていよいよ、

や入浴など、生活のすべての
介助をやりこなすのはとても
大変なことでした。介護は体
力的にも精神的にもきつく、
一時は施設に入れることも考
えました。このように祖母の
介護に一生懸命な母をいつも
陰ながら支え続けていたのは
「私の父」でした。私たち子
どもが気づかないところで、
父は母が普段している家事を
手伝ったり、睡眠不足の母を
気遣って「少し寝てきたら」
と常に声を掛けていました。
父がいたからこそ、母は在宅
介護を十年間続けることがで
きたのだと私は確信していま
す。
２０１９年４月中旬、世の
中が新時代に向けて盛り上が
る中、祖母は亡くなる一週間
ほど前からほとんど食べるこ
とができなくなりました。毎
日毎日主治医の先生が往診に
来て点滴をしてくれました。
しかし、ある日の早朝、祖母
は大好きな家族に見守られな
がら天国に旅立って行きまし
た。そして、 年という長い
介護生活にピリオドを打ちま
した。私の家の辺りは都会と
違い、家族が自分の家で高齢
者や子ども達を見守るのが一
般的です。私もたくさんの人

ハサミが大きく動き、私の長
い髪は一つの束となった。４
年ぶりにショートカットになっ
た私は、すっきりしたのと同
時に、目標を達成したことで
晴れやかな気持ちになった。
家に戻り、早速インターネッ
トで調べ、寄付先を「特定非
営利法人ジャパンヘアドネー
ションチャリティー」という
団体に決めた。ホームページ
の内容によるとこの活動は、
病気で髪を失くした 歳以下
の子供達へ、献髪だけで作っ
たメディカルウィッグを無償
で提供するということだった。
通常、ウィッグを買うのに
万円以上かかるとのこと。
誰もがすぐに出せるような金
額ではない。
それに、誰も望んで病気に
なったわけではない。それな
のに髪を失うことはとても悲
しく、辛いことだろう。私は
中学生になってから自分の容
姿や周りからどう見られてい
るかを気にするようになった。
今、自分が髪を失ったら・・・。

たちに支えられて生きてきま
した。だから、今度は私が、
家族はもちろん多くの人たち
を支えてあげたいです。その
ためにも私は、地域社会に貢
献できるような医師や看護師
を目指したいと考えています。
この先の日本は急速な高齢
化に伴い、要支援・要介護認
定者数が今後さらに増え続け
ると予想されます。今はまだ
若いから自分には関係ないと
思っていても、いつかは誰も
が高齢者になります。決して
老いは人ごとではありません。
現在の高齢者はそのまま未来
の自分たちです。「介護」は
誰にとっても身近な問題です。
そして、突然やってきます。
そのうえ体力が求められます
し、先行きも不安です。一人
では大変な仕事だからこそ、
周囲の助けが欠かせないと思
うのです。介護する人、され
る人がいつも笑顔でいられる
ように周囲の協力ができれば
必ず介護疲れによる事件は防
げるはずです。悲しい事件を
止めることができるのは、私
たち一人ひとりです。さぁ、
今日から「支え合って誰もが
幸せに齢を重ねていける温か
な高齢化社会」の始まりにし
ようではありませんか。

そんなこと、考えるだけで胸
が痛い。
困っている誰かの役に立ち
たい。そう考えるほど、思い
は大きくなるばかりだった。
髪を伸ばすのは、自分の容姿
のためだけではない。誰かの
ための行動にもできるのだ。
直接会って話したり、励まし
たりはできないが、遠くのど
こかで自分のために髪を伸ば
す誰かの存在はきっと心の支
えになるだろう。私がその立
場だったら、自分のことを考
えてくれる誰かの存在はやは
り嬉しい。悲しく、辛い時も
自分が一人ではないと感じら
れるのではないか。近くには
いないが「心強い存在」であ
ると思う。
２人の美容師さんが「髪へ
の感謝と恩返し」として行っ
た活動が日本でのヘアドネー
ションの始まりだという。捨
てられるはずだった髪が、贈
られた子供たちの笑顔を取り
戻したのだ。
ボランティアとは、自発的

入賞作品を紹介します

もつながりかねません。介護
の現場は慢性的な人手不足で
職員のオーバーワークが常態
化しています。入所者に寄り
添う気持ちで満たされている
と信じて、家族を送り出す場
所なのに・・・。暴力や恐怖
と無縁であるはずの場所なの
に・・・。高い志と誇りを持っ
て働く人が多い場所で、悪意
は簡単に見えそうにもありま
せん。近頃では、誰のため、
何のために介護の仕事をやっ
ているかが抜けているような
気がします。
そもそも、どうして若くて
力もある介護者が抵抗できな
い高齢の入居者に虐待をした
り、暴力をふるってしまうの
でしょうか。そして、今後ど
うすれば悲劇を防ぐことがで
きるのでしょうか。
２００９年９月下旬、我が
家で母方の祖母の介護生活が
始まりました。しかし、待っ
ていたのは過酷で大きな壁で
した。脳梗塞の後遺症で目が
不自由で手足にまひが残り、
そのうえ言葉も徐々に不明瞭
になっていきました。そんな
祖母を施設に預けることはな
く、私の母を中心に家族が協
力し合って「在宅介護」をし
続けてきました。毎日の食事

わたしの主張 2020
串田考翔さん（桑原学園8年生）が出場し、

くしだ
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加藤万侑さんは、岐阜圏域審査会で最優秀賞を受賞し、
8月3日の少年の主張岐阜県大会へ出場が決まりました。
作品は原文のまま掲載
2020.８ 広報はしま

７

生）、加藤万侑さん（羽島中学校2年生）、

ま
かとう

かとう

石原 佑里絵

年生）、石原佑里絵さん（桑原学園8年

いしはら

羽島中学校２年
桑原学園８年

たしの主張2020」羽島市大会が開かれま

に他人・社会に奉仕する人、
または活動を指す。この根幹
には他の誰かの痛みや悲しみ、
苦しみや辛さに気付き、思い
やる気持ちが確かにあると思
う。
今回、髪を寄付できたこと
は、それを受け取った人のた
めにもなったが私自身のため
にもなった。困っている誰か
のためにできることは何か、
何ができるのかを考えること
ができたからだ。自分を見つ
め直した時間、そして勇気を
持って起こした行動が誰かの
役に立ったことを私は忘れな
いだろう。
自分の思いや行動が、誰か
の心の支えになる。誰かの心
の支えになることで、自分自
身も成長できる。ボランティ
アの意味を一言で表すとすれ
ば、「自分の成長のため」と
言えるのかもしれない。
私は今後も誰かの「心強い
存在」になっていきたいと思
う。そして、目の前の人、周
りの人、会ったこともない人
とともに互いに支えあう社会
をつくっていきたい。皆が
「自分は一人じゃない」と感
じる社会。その実現は誰かの
「心強い存在に」という思い
にあると思う。

10

加藤 万侑

え
り
ゆ
いしはら

6月20日、不二羽島文化センターで「わ

能性がある場合
容器包装プラスチックやペット
ボトルなど、飛散の恐れがあるも
のについては、できる限り次回以
降の排出にご協力をお願いします。
問い合わせ先
環境事業課（内線2192）

揺れを感じたら
１. 姿勢を低くする
２. 頭や体を守る
３. 揺れがおさまるまで動
かない

27

（日）

11

地区会場の定員を地域住民・
防災研究会・市職員の合計
人程度とします。

（日）

期日

９月 日 （雨天決行）
※当初予定していた 月８日
から変更になりました。

時間

午前７時〜９時 分頃

対象地区

足近町、小熊町、新生町、正
木町

30

28億1,164万円

36億4,358万円

17億9,302万円

35

85億1,252万円
76億2,621万円（89.6%）
29億3,183万円
26億 616万円（88.9%）
24億1,717万円

土木費

15億3,901万円（85.8%）
19億 343万円

繰入金

43億4,917万円（79.3%）

衛生費

29億4,246万円（80.8%）

19億 505万円（78.8%）
7億8,577万円

消防費

11億3,039万円（59.4%）
5億2,391万円

7億3,386万円（93.4%）
27億7,760万円

教育費

5億2,391万円（100.0%）
33億 760万円

19億5,305万円（70.3%）
15億1,905万円

公債費

13億7,880万円（41.7%）
29億6,058万円

15億 651万円（99.2%）
13億2,149万円

その他

28億 793万円（94.8%）

9億7,997万円（74.2%）

■特別会計執行状況
（特定の事業を行うために、一般会計と区別して経理する必要がある場合に設ける会計）
（単位：万円）

会

計

別

歳

予算現額

入

収入済額

歳

収 納 率

支出済額

執 行 率

70億1,453

68億798

97.1%

62億3,878

88.9%

介

51億8,943

48億8,030

94.0%

45億4,036

87.5%

保

険

619

583

94.2%

465

75.2%

業

26億5,888

26億6,034

100.1%

24億833

90.6%

羽島市・羽島郡２町介護
認 定 審 査 会 事 業

2,641

2,643

100.1%

2,285

86.5%

インター北土地区画整理事業

3,495

9,127

261.1%

3,401

97.3%

駅北本郷土地区画整理事業

1億2,263

1億3,720

111.9%

6,018

49.1%

後期高齢者医療

7億7,880

6億7,059

86.1%

6億6,459

85.3%

計 158億3,181 152億7,994

96.5%

139億7,375

88.3%

簡 易 水 道 事 業
下

水

道

合

事

■市民１人当たりの事業負担額
金額は、一般会計の予算額を３月末日の
人口67,484人で割ったものです。

出

国 民 健 康 保 険
護

84

54億8,539万円

民生費

28億1,164万円（100.0%）

県支出金

10 20 30 40 50 60 70 80 90

総務費

92億4,268万円（104.9%）

地方交付税

（億円）

0

88億 708万円

その他

大地震を想定

（使ったお金）

10 20 30 40 50 60 70 80 90

市税

予算額
257億5,082万円
支出済額 216億5,999万円 （執行率84.1％）

歳出

（収納率86.9％）
（億円）

0

市債

27 総合防災訓練を開催

地区会場
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足近小学校、小熊小学校、正
木小学校、羽島中学校

9

シェイクアウト訓練会場

１. 素早く火の始末
２. 火の元（ガスの元栓を
閉める）や電気（ブレー
カーを切る）の確認
３. 隣近所の安否を確認

市内の各家庭・会社等
問い合わせ先 危機管理課
（内
線５１０２）

揺れがおさまったら

9

257億5,082万円
予算額
収入済額 223億7,681万円

歳入

（入ったお金）

繰越金

今年度の防
災訓練は、新
型コロナウイ
ルス感染症の
拡大を防止す
るため、参加
人数や規模を
縮小した訓練
とします。
午前７時に
震度６弱の大
地震が発生し
たと想定し、
市北部地域で
総合防災訓練
を行います。
午前７時の
防災行政無線
の放送を合図に、身の安全を
確保するシェイクアウト訓練
を実施します。地区会場では、
感染症対策を踏まえた避難所
開設訓練を実施します。
今回は３密を避けるため、

シェイクアウト訓練

■一般会計予算執行状況（一般的・基本的な事業を行うための会計）

■問い合わせ先
財務課（内線２３８２）
病院事業は、市民病院総務課
☎
（３９３）０１１１
上水道事業は、経営課
（内線２１６２）

県では、「コロナ社会を生
き抜く行動指針」や「業界ガ
イドライン」、各店舗におけ
るマニュアル等に基づいた感
染防止対策を実施する事業者
に対し、右のデザインのステッ
カーを配布する事業を実施し
ています。
このステッカーを貼ること
で、各店舗が感染防止対策を
実施していることが利用者に
伝わり、安心して店舗を利用
することができます。
ステッカーの配布を希望す
る事業者は、申込書および宣
言書（チェックリスト）を提
出してください。内容を確認
後、ステッカーを配布します。
既に感染防止マニュアル等
を県に提出している事業者は
申し込みが不要で、別途ステ
ッカーが郵送されます。
申し込み・問い合わせ先 商
工観光課（内線２６１３）

地震の揺れから命を守る

市の一般会計・特別会計では現金主義をとる
ため、年度末までに収支原因の発生したものに
ついては、原則として全てその年度の収支とし
て整理しなければなりません。そのため、年度
経過後、未収未払いの整理期間（出納整理期
間）が設けられており、実際の決算額は出納整
理期間の執行状況を含めたものになります。

国庫支出金

新型コロナ対策
実施店舗向けステッカー

31
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留意事項

なぜ、決算額と異なるの？

■企業会計執行状況

民生費

総務費

衛生費

教育費

126,141円

81,284円

43,445円

41,159円

土木費

公債費

消防費

その他
議会費
労働費
など

35,818円

22,510円

11,644円

病院事業
上水道事業

区

分

19,582円

■市債の現在高

（事業によって得た収入で支出を賄うという独立採算を原則とする事業について設ける会計）（単位：万円） （返済が 1 年以上に及ぶ市の借金）

会 計 名

令和元年度下半 期 予 算 の 執 行 状 況 を 公 表

②暴風等で大きな被害を受ける可

その他ビン・生きビン）、カ
ン類（スチール缶・アルミ缶）
、
プラスチック類（ペットボト
ル・容器包装プラスチック・
その他プラスチック・白色ト
レイ）、蛍光管、電球、乾電
池、廃食用油、古着（毛布・
タオル・綿シーツ含む）、使
用済み小型家電（携帯電話・
デジタルカメラ・タブレット・
携帯ゲーム機）、使用済みイ
ンクカートリッジ
※粗大ごみ、不燃ごみ、家電
および事業系廃棄物の持ち込
みは不可。布団類は、第１日
曜日のみ収集。（１枚当たり
手数料５００円）
問い合わせ先 環境事業課
（内
線２１９２）

業ができない場合

一 般 会 計 の執行率は

ごみ収集を行わない場合
①収集経路の道路冠水によって作

市では、市民の皆さんに財
政状況をお知らせするため、
毎年２回「市の財政事情」を
公表しています。
今回は、令和元年度末の予
算の執行状況の概要をお知ら
せします。数値は令和2年３
月 日現在です。
注意 一般会計と特別会計に
ついては、４〜５月の出納整
理期間を含んでいないため、
実際の決算額とは異なります。

解とご協力をお願いします。

Ｑ

循環型社会の実 現 に 向 け て

生じることがありますので、ご理

資 源 物 はストックヤー ド へ

ます。ただし、収集時間に乱れが

各家庭から出るごみは、地
域の集積場へ午前８時までに
出さなければなりません。し
かし、資源物ストックヤード
は、営業時間内であれば、い
つでも資源ごみを持ち込むこ
とができます。
限りある資源を有効に利用
する循環型社会の実現に向け
て、ご協力をお願いします。
営業時間 午前９時〜午後４
時
休館日 毎週月・火・水曜日
および年末年始

台風接近時でも、次のような場
合を除いて原則ごみの収集を行い

持ち込むことができる品目

台風接近時のごみ収集

紙類（新聞紙・雑誌類・チラ
シ・ダンボール・牛乳パック）
、
ビン類（無色ビン・茶ビン・

原則実施

収
予算額

入

支

収入済額 収納率 予算額

収益的収支 64億6,680 67億5,128 104.4% 64億6,416

出
支出済額 執行率
59億349

91.3%

資本的収支

8,929

8,998 100.8%

3億8,203

2億9,334

76.8%

収益的収支

8億1,966

8億6,784 105.9%

6億4,061

5億7,437

89.7%

資本的収支

1億7,545

1億5,636

5億9,924

5億7,152

95.4%

89.1%

区

分

（単位：万円）

平成31年3月31日現在高

令和2年3月31日現在高

一般会計

168億7,895

169億2,524

特別会計

137億1,214

135億117

合

305億9,109

304億2,641

計

2020.８ 広報はしま
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8 月の
お 知 ら せ

処理できるように、下水道に接続す
ることが重要です。

てください。なお、 歳以上の人は
認定証が不要となる場合があります。
保険者証、認印、個人番号が分かる

国民健康保険被

後３年以内に水洗化することが法律
もの、本人確認ができるもの

申請に必要なもの

で義務付けられています。接続する
申請・問い合わせ先

くみ取り便所は、下水道供用開始

ための排水設備工事は、市の指定工
療保険係（内線２２６２）

９月

日

届け出・問い合わせ先

保険年金課

福祉医療手当係（内線２２６５）

市税などの納付は
便利な口座振替で
市税などの納付には、納め忘れが
なく、便利で確実な口座振替をご利
用ください。
日前ま

と発生防止や、違反転用防止のため、
外にある同金融機関本支店、市役所

でに、市内にある金融機関または市

開始される期の納期限の

市内を順次巡回する利用状況調査を

特別障害者手当、障害児福祉手当、

児童扶養手当＝８月３日

納税（納入）通知書

預貯金口座にご使用の印鑑、通帳、

担当窓口でお申し込みください。

遊休農地などは、近隣の農地や住

実施します。農地への立ち入りの際

農業委員会では、遊休農地の把握

農地利用状況調査の実施

保険年金課医

事店に施工を依頼してください。
下水道への早期加入にご協力くだ
さい。

上水道加入のご案内
〜井戸水から水道水への切り替えを
問い合わせ先 上下水道部経営課
（内
線２１63）

おすすめします〜
家庭の井戸水の水量や水質は、井
戸の管理状況や周囲の環境によって
影響を受けることがあります。
国民健康保険では、入院や外来診
民に大変な迷惑が掛かります。所有

申し込みに必要なもの

療等で医療費が高額になるとき、医
者または耕作者は、農地の適正な管

は、ご理解とご協力をお願いします。

下１５０メートルの深さから取水し
療機関の窓口負担が自己負担限度額
理をお願いします。

医療機関窓口での支払いが
自己負担限度額までに

ている井戸水で、水道法で定められ
までの支払いで済む制度があります。
問い合わせ先 農業委員会事務局
（内

一方、市の上水道は、おおむね地

た水質検査や管理を行い、いつでも
ただし、保険適用分に限られます。

児童扶養手当などの
現況届の提出をお忘れなく

線２６３２）

安全な水を提供しています。また、

療機関に国民健康保険被保険者証と

この制度の適用を受けるには、医

一定以上の水圧を保っており、停電
加入手続きは経営課で受け付けま
限度額適用認定証などを提示しなけ

時でも使用できます。
す。災害にも強い市上水道への加入
ればなりません。
と世帯の所得に応じて決まり、国民
経過的福祉手当を受けている人は、

児童扶養手当、特別児童扶養手当、

健康保険税の滞納がない人に認定証
現況届の提出が必要です。提出がな

自己負担限度額は、対象者の年齢

を交付しています。希望する人は申
い場合は、８月以降の手当が受けら
受付期間

れなくなることがあります。

請をしてください。
現在交付されている認定証は、有
日のものです。引き

高齢福祉課（内線２

付する予定です。
問い合わせ先

介護保険料
（普通徴収）
高齢福祉課
（内線2554)
（内線2267)
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 保険年金課
水道料金
上下水道部経営課
下水道使用料
（内線2163)
下水道受益者負担金

ある場合は、保険料を全額納付した

学生納付特例の承認を受けた期間が

算するとき、保険料の免除や猶予、

ら返済してもらう制度を設けていま

て治療費を立て替え、後で加害者か

は、こうした場合に加害者に代わっ

国民健康保険や後期高齢者医療で

歯科医院への通院が困難な在宅の要

止されている人③新型コロナウイル

ており児童扶養手当の支給が全額停

月

日

後期高齢者医療制度の被保険者で、

後期高齢者医療訪問口腔健診

２）

場合と比べると、年金受給額が少な
す。交通事故などにより国民健康保

介護３以上の人などを対象に、歯科

ス感染症の影響を受けて家計が急変
８月3日〜

請

申請

①は申請不要、②・③は要申

る水準に下がった人

し、収入が児童扶養手当の対象とな

養手当受給者②公的年金等を受給し

対象者

基本給付

くなります。
険や後期高齢者医療保険を適用した

医師が自宅へ訪問し、口腔健診を実
申込期間

９月１日〜令和３年２月

①令和２年６月分の児童扶

そこで、保険料の「追納制度」を
いときは、必要な書類を添えて届け

年以内に納めることによ
届け出に必要な書類

期間から
り、受け取る老齢基礎年金額を増額

健診期間
日

による被害届、承諾書、同意書、誓
約書、事故発生状況報告書、事故証

させることができます。
なお、保険料の免除等期間の翌年

（②・③のみ）令和３年
１世帯５万円、第２子以降
支給時期（予定）

①は８月

１人につき３万円加算

日

申請期限
２月

２００円

明書

申し込み・問い合わせ先

給付額

敬老会の中止

自己負担額

度から起算して、３年度目以降の追

届け出・問い合わせ先

課後期高齢者医療係（内線２２６７）

保険年金

納の場合には、当時の保険料に経過

（内線２２6２・２２67）

保険年金課

期間に応じた加算額が上乗せされま
す。希望する人は、早めに手続きを
してください。

②・③は申請月の翌月
追加給付

今年度の敬老会は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため中止

対象者

口座振替案内書の送付を
廃止します
市の会計処理に関する経費削減と

します。敬老会の出席対象となる市

岐阜南年金

事務所☎（２７３）６１６１または

事務の効率化のため、９月の支払い

歳の人には、右記の商品券とは

なお、同商品券は、９月下旬に送

日 、

申請月の翌月

１世帯５万円

令和３年２月

大きく減少した人※要申請
申請期限
給付額

支給時期（予定）

保険年金課福祉医療
手当係（内線２２６５）

問い合わせ先

日

影響を受けて家計が急変し、収入が

うち、新型コロナウイルス感染症の

右記①・②の支給対象者の

保険年金課国民年金係（内線２２６

１０００円分を郵送します。
歳、

店等で利用可能な長寿お祝い商品券

歳以上の人には、市内小売

内の満

届け出・問い合わせ先

28

分から口座振替案内書の送付を原則

４）

廃止します。
廃止後は通帳に支払い担当部署名

歳、満
満

歳、満
り入金および支払い担当部署をご確

また、満

交通事故などで第三者（加害者）

認ください。振り込みの内容につい

別に、お祝金に代えて同商品券３０

を印字しますので、通帳の記帳によ

から傷害を受けて、医療機関などで

てご不明な点がある場合は、支払い

００円分を郵送します。

交通事故などで保険証を
使うときは事前に届け出を

治療を受ける場合、被害者に重大な

担当部署へお問い合わせください。

（金）

28
90

28

（日）

12
80

過失がない限り、加害者が治療費を

75

税・料のお支払いは、安心便利な口座振替をご利用ください。

28

80

（日）

第三者の行為

利用し、免除等期間の保険料をその

ひとり親世帯臨時特別給付金

５５３）

国民健康保険税
（普通徴収）

をご検討ください。
問い合わせ先 上下水道部経営課
（内
線２１6３）

下水道へ早期加入を
下水道は、生活排水を処理し、き
れいな水にして自然へと戻す役割が
効期限が７月

あります。美しい環境づくりのため
日〜

なお、引き続き口座振替案内書の

日▽その他の手当＝８月

負担することになります。しかし、

送付を希望する場合は、会計課まで

〜

加害者が経済的な理由等でその費用
ご相談ください。

続き認定証が必要な人は、申請をし

を支払えない場合、結果的に被害者

には、より多くの家庭の生活排水が

国民年金保険料の
追納制度

11

問い合わせ先
税務課
（内線2237）
税務課
（内線2234）
税務課
（内線2232）
税務課
（内線2234）
税務課
（内線2239）
または収納課
（2242）
口座振替ができる市税
個人市県民税
（普通徴収）
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
（種別割)
水利地益税

施します。

会計課（内線２２２

問い合わせ先

12

出てください。

将来受け取る老齢基礎年金額を計

40

70

が迷惑を被ってしまいます。

31

10

10
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11

31

28
99

8月23日
（日）
午前9時～午後4時 （市民課・保険年金課・税務課・収納課）

今月の休日窓口業務

新型コロナウイルス感染症
経済対策のお知らせ

や、今後更新される市ホームページ
でご確認ください。

市内小売店等における消費を促し
問い合わせ先

ください。

未

満

の

までにお申し込み

商工観光課（内線２

歳

した場合に、国の助成金額に市が上
乗せ助成します。
申し込みの方法など、詳しくはお
商工観光課（内線２

問い合わせください。
問い合わせ先
６１２）

税・料の納付

いじめや体罰、虐待など、
だれにも打ち明けることがで
きない悩みをお聞きします。
電話番号
０１２０（００７）１１０
●期間＝８月 日〜９月３日
●時間＝平日午前８時 分〜
午後７時▽土・日曜日午前
時〜午後５時

全国一斉「子どもの人権
１１０番」強化週間
電話相談所

24,600円
低所得Ⅰ

8,000円

15,000円

子どもの人権ＳＯＳミニレター

岐阜地方法務局では、いじ
め、体罰、虐待等の問題に対
する活動として、県内の小学
校・中学校の児童・生徒に
「子
どもの人権ＳＯＳミニレター」
を配布しています。
ミニレターを通して、悩み
を相談することができます。
困ったことがあれば、一人で
抱え込まず、ご相談ください。
※詳しくは、子どもの人権１
１０番 ０１２０（００７）
１１０へ

日

●人員＝１人 ●資格＝パソ
コン操作、レジ操作のできる
人 ●内容＝観光案内、土産
品販売、施設清掃等 ●期間
＝ 月１日 〜（年度更新あ
り） ●申込期限＝８月 日
までに履歴書を提出 ●詳
しくは、市観光協会☎（３２
２）２３０３へ

市観光協会臨時職員

人

8,000円

の

◇開館＝午前９時〜午後５時
※イベントの申し込み・詳細
は、同ギャラリー☎（３９３）
０９５１へ

〜

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
〔※44,400円〕

歳

74 課税所得145万円以上
380万円未満
(現役並みⅠ)

12
2020.８ 広報はしま

今月号では、次の２つの施策の概
要をお知らせします。
同商品券の取り扱いを希望する店

感染症の影響を受けた中小企業およ
て早期の経済回復を図るため、
「羽島
6１３）

舗は、8月 日

び個人事業主への支援、消費の喚起
市スーパープレミアム付商品券」を

① 羽島市スーパープレミアム付商品券

による地域活性化を目的として、新
発行します。

羽島市では、新型コロナウイルス

たな経済対策を実施する予定です。
８月は市県民税、国民健康保険税、

新型コロナウイルス感染症の影響
の納付月です。納期限は８月

②雇用調整助成金の上乗せ助成

の皆さんに１人１枚ずつ郵送します。
で事業を縮小した中小企業・小規模
です。

９月下旬以降に購入引換券を市民

経済対策以外でも各種施策を展開す
プレミアム率、購入方法、利用可能
事業主が、雇用調整助成金等を受給

歳

不二竹鼻町屋ギャラリー
の催し
特別展「瀬戸焼 受け継がれ
る千年の技と美」
瀬戸蔵ミュージアムと瀬戸
市美術館が所蔵する選りすぐ
りの作品を展示します。
●開館期間＝９月５日〜 月
日（９月４日 まで休館）
特別展関連イベント
①瀬戸焼展開催記念講演会
●日時＝９月５日 午前 時
〜 ●定員＝ 人
②タイルでフォトフレームづ
くり
●日時＝９月６日 午前 時
〜、午後２時〜 ●定員＝各
人（小学生以下は保護者同
伴） ●材料費＝５００円
③瀬戸焼をスケッチしよう
●日時＝９月 日 午前 時
〜、午後１時 分〜 ●定員
＝各７人（小学校低学年以下
は保護者同伴）
④瀬戸ノベルティ体験ー浮き
金魚をつくろうー
●日時＝ 月４日 午後１時
分〜 ●定員＝ 人（小学
生以上） ●材料費＝５００
円
※いずれも別途入館料が必要
◇入館料＝高校生以上５００
円、中学生以下無料

（木）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
〔※93,000円〕

後期高齢者医療保険料、介護保険料

る予定で、詳細は来月号の広報はし
店舗等については、同封される案内

はなしひろばを中止します。
募集
手づくり絵本コンクール作品
●対象＝市内在住・在学の小
中学生と義務教育学校児童・
生徒 ●応募期間＝８月 日
〜９月８日 ●応募方法＝学
校または図書館へ作品を提出
◇開館＝午前９時〜午後６時
※８月 日 以降は、午前
時〜午後６時
◇休館日＝８月３日 ・ 日
・ 日 ・ 日 ・ 日
※詳しくは、図書館☎（３９
２）２２７０へ

歴史民俗資料館・
映画資料館の催し
企画展「オリンピック応援
映画ポスター展」
●期間＝８月 日 まで
マイコレクション「なつかし
い民話の世界イラスト展〜妖
の世界〜」
むらさきゆきさん
●期間＝８月 日 まで
◇入館料＝高校生以上３００
円、中学生以下無料 ※マイ
コレクションの参観は無料
◇開館＝午前９時〜午後５時
◇休館日＝８月３日 ・ 日
・ 日 ・ 日 ・ 日
※詳しくは、同資料館☎（３
９１）２２３４へ

問い合わせ先
問い合わせ先
同フェス実行委員会事務局 同大会実行委員会事務局
（羽島商工会議所内）
（市スポーツ協会内）
☎（392）9664
☎（392）8708
問い合わせ先
高齢福祉課
（内線2553）

新成人の代表者
令和３年１月 日 に開催
予定の「成人の日」記念式典
の準備・運営に参加する新成
人の代表者を募集します。
●対象＝平成 年４月２日〜
年４月１日生まれの人 ●
申込期限＝９月４日
会場が変更となります
例年、不二羽島文化センター
で「成人の日」記念式典を行っ
ていますが、同館の改修工事
に伴い、出身中学校に会場が
変更になります。市外に住民
登録があり参加を希望する人
は、申し込みが必要です。
※詳しくは、生涯学習課☎
（３
９３）４６７２へ

図書館の催し
８月は赤ちゃんタイムとお

低所得Ⅱ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次のイベントは中止が決
定されました。詳しくは、お問い合わせください。

人

まで特集します。

国や県の財源を積極的に活用し、

（月）
外来＋入院（世帯単位）
外来(個人単位)

分
区

（月）

31

自己負担限度額

31

※過去12カ月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の額
年間所得：総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
低所得Ⅱ：同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、低所得Ⅰ
以外の人
低所得Ⅰ：同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、その世帯
の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに０円となる人

20

57,600円
〔※44,400円〕
10

35,400円〔※24,600円〕
11

18,000円
（年間144,000円上限）
（木）

住民税非課税世帯(オ)
10

10
10

課税所得145万円未満
で下の区分以外の人
(一般)

各種イベントが中止されます

57,600円〔※44,400円〕
（土）

課税所得380万円以上
690万円未満
(現役並みⅡ)

10

年間所得210万円以下(エ)
（日）

（金）

（日）

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
〔※140,100円〕

30

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
〔※44,400円〕
30

他

年間所得210万円超
600万円以下(ウ)
10

課税所得690万円以上
70 (現役並みⅢ)
28

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
〔※93,000円〕
30 27

そ

年間所得600万円超
901万円以下(イ)

18

10

の
7

羽島若獅子
駅伝競走大会
ぎふ羽島駅前
フェス
市戦没者追悼式・
遺族大会

（月）

7

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
〔※140,100円〕

20（日）

（日）

70

自己負担限度額
分
区
23

10

年間所得901万円超
(ア)
30

高額療養費の自己負担限度額（月額）
（月）
（月）
31
11
（月）

10

（月）
（月）
31
11
（月）

各催し等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期となる場合があります。
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13

（金）

（日）

24

23

10

12

23

（月）

（月）

集
し

17

17

募
13

催

（火）

（火）

ガ イド
（日）

高額療養費の申請

8月の

高額療養費は、同じ月内に同一医療機関で支払った金額が自己
負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給する制度です。国民健
康保険加入者で高額療養費に該当する人には、診療月の約２カ月
後にお知らせしますので、申請をしてください。
70歳未満の人は、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自
己負担額を２回以上支払った場合は、合算して限度額を超えた部
分を支給します。
同一医療機関でも、医科・歯科・外来・入院は別計算となりま
す。
申請に必要なもの 国民健康保険被保険者証、認印、医療機関等
の領収書、振込口座が分かるもの、本人確認ができるもの、個人
番号が分かるもの
申請・問い合わせ先 保険年金課医療保険係（内線２２６２）
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8月5日
（水）
・15日
（土）
・25日
（火）

♨今月の羽島温泉の休館日

第
回
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市長のコラム

愛愛
はしま

日

30

ふるさと納税を争点とした、大阪府

泉佐野市と総務省の裁判は、６月

決着。泉佐野市の逆転勝訴となりまし

た。

相談ダイアリー

不二羽島文化センター

問い合わせ先
種

別

相

市民相談室（内線2532）
談

日

時

市 政 相 談

毎週月～金曜日

行 政 相 談

８月６日、９月３日

13：00～16：00

法 律 相 談

８月12日・28日

13：00～15：00

交通事故相談

毎週水・金曜日

10：00～16：00

年金・社会保険
労 働 相 談

９月７日

13：00～16：00

（

予

約

制

）

問い合わせ先 不二羽島文化センター☎（393）2231
ホームページアドレス http://www.hashimac.org

間

8：30～17：00

（ 予 約 優 先 ）

新型コロナウイルス感染症

自主企画事業の対応
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記の主
催事業を中止します。大変ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解のほどお願いします。

心配ごと相談

８月７日・21日、

人 権 相 談

８月13日

家庭児童相談

毎週月～金曜日

8：30～17：00

母 子 相 談

毎週月～金曜日

8：30～17：00

就業促進相談

毎週月・木曜日

13：00～15：00

斎藤守也〈レ・フレール〉バリアフリー

登記・相続相談

９月２日

13：00～16：00

コンサートwithタニケン

８月19日

13：00～16：00

（ 予 約 優 先 ） ９月４日

羽島市長

松井

（

予

約

制

）

不 動 産 相 談

聡

す。しかし、２０１８年度に全国の１

割弱にあたる４９７億円を集めた、泉

佐野市の運用には違和感があります。

同市は、高価な肉類やビール等、豪華

総務省からの再三の自粛通知も無視。

同省との対立は深刻化し、当時の総務

大臣が「身勝手な行為」と名指しで非

判決までの経緯は、２０１９年３月、 な返礼品で多額な寄付を募りました。

月以降、趣旨に反

改正地方税法が成立。同年４月、総務

省が「２０１８年

する方法で多額の寄付を集めた自治体

２００８年から始まった、ふるさと

納税制度。当初から返礼品競争への懸

念がある中、羽島市をはじめ大半の市

町村は、国の指導に基づき運用をして

は除外する」とした告示を行いました。 難する事態に陥りました。

同年５月には、泉佐野市を含めた４自

治体を、ふるさと納税対象自治体から

除外。同年６月、除外措置を不服とす

る泉佐野市が、国地方係争処理委員会

倍を超える納税額

きました。当市でもピーク時には、私

が市長就任時から

を集めるまでに至りました。当市と同

様、国の通知に従ってきた自治体から

は「通知を無視しても制度に参加でき

るという判決。ルールを守ってきた自

治体からすれば、不公平感がある」と

の意見が出ています。

判決でも、泉佐野市の行為は「社会

通念上の節度を欠いていた」「市の勝

訴に居心地が悪い」という補足意見も

付けられました。

法律上はＯＫだからという発想は、

芳しくないと思います。自治体経営に

は、なにより倫理が必要ですから。

80

に審査を申し立て、訴訟にまで至った

ものです。

裁判の争点は「返礼品は寄付額の３

割以下とし、地場産品に限る」とした

基準を設け、自治体を指定する新制度

導入以前の泉佐野市の取り扱いを理由

にした、除外決定の妥当性でした。

日の最高裁判決では、同省が法律規制

前の市の行為を、除外判断材料にした

ことに対し、違法と認定。法律規制前

の同省の自粛通知は、助言の範囲であ

るとし、通知に従わなかったことを理

由とした「不利益処分」は、地方自治

法に抵触する可能性があると言及しま

今回の判決は、法律上は納得できま

した。

30

11

information＋

（ 予 約 優 先 ）

建築設計相談
(耐

震

相

談)

多重債務相談
（ 予 約 優 先 ）

消費生活相談

13：00～16：00
13：00～16：00

公演中止事業
8月19日（水） 夏休み子ども映画会「ペット2」
9月 6 日（日） 小さき花の音楽会

9月15日（火） 劇団四季こころの劇場「ジョン万次郎の夢」
9月21日（月） 平原綾香CONCERT TOUR 2020

８月26日

13：00～16：00

８月18日

13：00～16：00

毎週月～金曜日

9：00～12：00
13：00～16：00

● 祝日は、全ての相談を休みます。
● 相談は無料で、秘密は厳守します。
● 法律相談、登記・相続相談は予約制です。事前に
申し込みしてください。
（電話予約も可）

※ランチタイムコンサート、アウトリーチについては
9月末まで開催中止としています。

休館日 8月4日（火）
・11日（火）
・18日（火）
・25日（火）

市民病院
問い合わせ先

トピックス

糖尿病教室
期日

特別定額給付金

入金の確認を

支給決定をした人へお知らせを発送していま
す。書類が届いたら記帳等でご確認ください。
入金を確認できない場合は、至急ご連絡くださ
い。

申請は8月18日(火)まで
特別定額給付金は、8月18日（火）が申請の
期限です。郵送の場合は、当日消印有効となり
ます。申請期限を過ぎると受給を辞退したもの
とみなされ、給付金が受給できなくなります。
申請書の再発行や申請手続きの支援が必要な場
合は、ご連絡ください。
問い合わせ先
新型コロナウイルス生活支援室

☎(392)1112

時
内

市民病院☎（３９３）
０１１１

間

午後2時～3時

容（担当）

8/3
(月)

運動療法
ウオーキングをはじめよう！
みんなではじめよう！認知症予防体操
（理学療法士）

8/17
(月)

生活指導
生活指導と糖尿病透析予防指導について
（看護師・検査技師）

8/24
(月)

糖尿病とは
高齢者の糖尿病治療（医師）

8/31
（月）
9/7
(月)
参加料

食事療法
災害時の食事について（管理栄養士）
薬物療法
糖尿病治療薬の種類と注意点（薬剤師）
無料

2020.８ 広報はしま
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い

食

教

カ月）

名 【対象者】

乳

5

母：愛子さん 〔下中町〕

保健コーナー

事

（１歳

（1歳8カ月）

カ月）

8月
離

はづき

る

い

（5歳
父：三嶋敏裕さん

行

波月 ちゃん

瑠衣 くん

め

芽衣 ちゃん
4

室

【 ①5，6カ月児 ②7～11カ月児】

はみがき教室と
フ ッ 化 物 塗 布

応募はコチラ

場所・問い合わせ先
子育て・健幸課
（内線5302・5303・5304）

期

日

時

8月19日
（水)

8月27日(木)

9：50 ～ 11：05
(受付)

随時

8：30 ～ 17：15

8月25日
（火）

13：30 ～ 15：30

8月31日
（月）
場所：正木コミュニティセンター
9月2日
（水）
場所：資源物ストックヤード

9：10 ～ 11：30
（受付）

8月30日
（日）
場所：正木コミュニティセンター

午前の部 9：10 ～ 11：30
午後の部 13：10 ～ 15：30
（受付）

【2歳以上3歳未満の希望者】

健
康
相
談
精神保健(こころの)相談
胃･肺･大腸がん検診
【 4 0 歳

乳

が

以

ん

上

検

】

診

【 3 0 歳以上の女性】

大 腸 が ん 検 診
【 4 0 歳以上の女性】

胃がん検診（医療機関委託）
【 5 0 歳

以

上

】

大腸がん検診（医療機関委託）
【 4 0 歳

以

上

】

子宮頸がん･体がん検診
（ 医 療 機 関 委 託 ）
【 2 0 歳以上の女性】

間

① 9：30 ～
②10：30 ～
（受付）

実施医療機関の診療
令和3年2月27日
（土）
時間内
まで
実施医療機関はホー
ムページでご確認ま
たは、保健センター
令和3年2月27日
（土） へお問い合わせくだ
まで
さい

※各がん検診は年度内に1回受診できます。
生活保護世帯の人は無料のため、検診を受ける前に保健センターへご連絡ください。
※会場は特に指定がない限り、市保健センターです。
※各種教室、相談、検診は予約が必要です。
※子どもの健康診査は個別に郵送する案内文書でご確認ください。

編集／市長室秘書広報課

〒５０１ ー６２９２ 羽 島 市 竹 鼻 町 ５５ ☎（３９２）１１１１ ＦＡＸ（３９４）００２５

発行／羽島市役所
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遅らせないで！子どもの
予防接種と乳幼児健診

予防接種や乳幼児健診は、子
どもの健やかな成長のために1番
必要な時期に受けましょう。
特に赤ちゃんの予防接種の時
期は重要で、接種が遅れると免
疫がつくのが遅れ、重い感染症
になる危険性が高まります。予
防接種のタイミングは、感染症
にかかりやすい年齢などを基に
決められています。
特に生後2カ月から予防接種を

母子健康手帳の交付
■人口

受け始めることは、赤ちゃんを
守るためにとてもたいせつです。
その時期から、赤ちゃんがお母
さんからもらった免疫が減り、
感染症（百日せき、細菌性髄膜炎
など）にかかりやすくなります。
乳幼児健診は、子どもの健康
状態を定期的に確認し、相談す
るたいせつな機会です。適切な
時期に健診を受け、育児で分か
らないことがあれば、医師、保
健師等に相談しましょう。
子どもの健康が気になるとき
だからこそ、予防接種と乳幼児
健診を予定どおり受けましょう。

母：藍さん 〔竹鼻町〕

休日急病診療
期

日

8月2日
（日）

8月9日
（日）

8月10日
（月）

8月16日
（日）

8月23日
（日）

8月30日
（日）

9月6日
（日）

診療時間
午前9時～午後2時

医療機関（医科・歯科）

青山内科（竹鼻町）
☎392-3821
入山歯科医院（上中町）
☎392-8214
浅野内科こどもクリニック（福寿町）
☎393-2811
いわさ歯科（正木町）
☎391-4182
あさこうクリニック
（福寿町）
☎391-1133
（桑原町）
おかだ歯科クリニック
☎398-3188
あまきクリニック（竹鼻町）
☎394-1278
おんだ歯科クリニック（足近町）
☎391-9222
羽島皮膚科・内科（竹鼻町）
☎392-1226
かわむら歯科クリニック（竹鼻町）
☎391-6480
いのうえ小児科クリニック（竹鼻町）
☎392-8808
かんばら歯科医院（福寿町）
☎394-0880
いのうえ整形外科（江吉良町）
☎394-1355
近藤歯科医院（桑原町）
☎398-2700

※往診はありません。
※必ず保険証を持参し、電話連絡の上、受診してください。

妊娠が明らかになった人は、早めに母子健康手帳の交付を受けましょう。予約制となりますので必ず事前に
ご連絡ください。（所要時間約40分）
■交付場所・予約先 保健センター（内線 5 3 0 2 ・5 3 0 3）

67,481人（－276）
・男33,364人・女34,117人

■世帯数

26,814世帯（＋257） 令和２年７月1日現在

羽島市の話題、最新情報をチェック!
フェイ ス ブック

父：横井智樹さん

Facebook

ツ イッタ ー

Twitter

◎広報紙の掲載内容は市ホームページでも確認できます。

※(

）は、前年同月との比較

広報はしまをアプリで配信中!
インスタグラム

Instagram

App store・Google playから
「マチイロ」を検索し、ダウンロード
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