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新型コロナ

ワクチン接種が
始まります

高齢者等は

４月上旬以降

接種までの流れ（予定）
①市から接種券等を順次郵送
②接種番号などを確認し
電話・インターネットで予約
③不二羽島文化センターで
ワクチンを接種（1人2回）

接種間隔28日

専門家による手厚いサポート

相談内容は、事業所の資金繰り、融資制
度、雇用の維持、テレワークなどオンライ
ン化への対応、補助金や助成金に関するこ
となど、経営上の悩み、困りごと全般です。
その日のうちに解決が難しい場合も、専
門のコーディネーターと連携してサポート
します。

市役所の相談室で岐阜県産業経済振興センターのコーディ
ネーターと対面で相談できます。
期日 3月9日
（火）
・23日
（火）
時間 両日とも午後1時～4時
場所 市役所本庁舎1階 市民相談室
※①、②ともに事前予約が必要です。
問い合わせ先 商工観光課（内線2613）

国が確保を見込んでいるワ
クチンは、接種回数が２回と
なります。接種の間隔は、
日または 日となる予定です。
接種費用は無料です。

接種回数と費用

市内在住の高齢者（ 歳以
上）は、４月上旬以降の接種
開始を予定しています。

接種場所
不二羽島文化センター

４月から、左図の緑色区域
で新たに下水道が使用可能と
なります。令和３年度からの
供用開始区域は ・ ヘクター
ルで、市全体の供用面積は１
０２２・ ヘクタールとなり
ます。

負担金の納付

へ送付します。

下水道への接続
下水道が供用開始される区
域では、し尿浄化槽をお使い
の場合は遅滞なく、くみ取り
便所をお使いの場合は３年以
内の下水道接続が義務付けら

れています。
接続に伴う排水設備工事は、
市下水道指定工事店で施工し
なければなりません。指定工
事店は、市ホームページでご
確認ください。下水道の早期
接続にご協力をお願いします。
問い合わせ先 経営課（内線
２１6２）

供用開始・負担金が発生する区域を決定

新型コロナワクチン対策室
（内
線５３１2）

問い合わせ先

国や県では、ワクチンに関
する相談を受け付けるコール
センターを設置します。
また、ＡＩチャットボット
を活用し、ワクチン接種に関
する基本的な質問に 時間対
応できる体制を整えます。詳
細は後日お知らせします。

相談体制の確保

①優先順位に応じて、対象者
に順次ワクチンの接種券等を
発送
②接種券が届いた後、接種を
希望する人は、電話もしくは
インターネットで接種日時の
予約
予約受け付け電話番号やＵ
ＲＬ等は後日お知らせします。

接種の案内と予約

会場は不二羽島文化センター

現在、国ではワクチンの安
全性や有効性を確認しながら、
供給体制を整えています。
市でも、新型コロナワクチ
ン対策室を設置し、速やかな
接種が可能となるよう準備を
進めています。
ワクチンの接種について、
現時点の市の方針は次のとお
りです。ただし、国からの通
知等で変更になる場合もあり
ま す の で 、最新情報を厚生労
働省や市ホーム ペ ー ジ 、 市 公
式ＬＩＮＥでご確認ください。
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新型コロナワクチン

モデルナ社製

65

高齢者の接種は４月上旬以降

※通話料は無料で、土・日・祝日も実施

接種間隔28日

28

ワクチンは、不二羽島文化
センターで集団接種を行いま
す。
ワクチンの適切な保管・管
理のため、ディープフリーザー
（超低温冷凍庫）も同センター
に設置し、解凍から接種まで
の作業を効率化します。
また、市のワクチン対策室
の執務室を同センターに移し、
現場での緊急対応を迅速化し
ます。
24
正木小学校

●ワクチンに関するコールセンター
国が相談窓口を開設しています。
7 0120 (761) 770 午前9時～午後9時
●厚生労働省のワクチン情報
右の二次元コードから最新の
情報を入手できます。

アストラゼネカ社製
市役所に設置したパソコン端末から、岐阜県産業経済振興
センターのコーディネーターにオンラインで相談できます。
期間 2月1日～3月31日 ※土日祝日を除く
時間 午前10時～午後4時
場所 市役所北庁舎2階 特設会場

②対面個別相談

接種の優先順位
医療従事者から開始
国の方針に準じて優先順位
を定め、希望する人にワクチ
ンの接種を行う予定です。
①医療従事者等
②令和3年度中に 歳以上に
達する人
③基礎疾患を有する人
④高齢者施設等の従事者
⑤ 〜 歳の人
⑥その他の人
64

下水道事業

60

下水道が新たに供用開始さ
れる緑色区域は、下水道事業
受益者負担金が賦課されます。
この負担金は、財源負担の公
平性を鑑み、下水道の整備に
より利益を受ける人に建設費
の一部を負担してもらうため
に賦課するものです。
４月中旬に、区域内に土地
を所有する人へ「下水道事業
受益者申告書」を送付します
ので、必要事項を記入の上、
経営課へご提出ください。
受益者負担金は土地の面積
１平方メートル当たり４４０
円です。納付方法は一括納付
と分割納付があり、一括納付
の場合は報奨金が交付されま
す。納付書は、７月に各家庭

正木町の一部

最新情報を配信しますので、ぜひ登録をお願いします。

①オンライン相談

2
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65

10

ワクチンに関する情報は、厚生労働省のホームページで確認することができます。接種の
案内等の情報は、市ホームページや広報はしま等で随時お知らせします。市公式LINEでも

接種間隔21日
市では、岐阜県産業経済振興センターや
羽島商工会議所と連携し、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けた市内中小企業を
対象とした緊急相談窓口を開設しました。

20

最新情報はホームページやＬＩＮＥから

ファイザー社製

２種類の窓口を設置
秘密は厳守
相談は無料

97

いずれも接種は2回で、2回目の接種では
必ず1回目と同じものを接種します。

ワクチンを接種した人は、新型コロナの発
症を予防できると期待されており、感染して
発症しても重篤化が抑えられるとされていま
す。ただし、接種した人から他人への感染を
どの程度予防できるかは不明です。
このため、ワクチン接種後も引き続き３密
の回避やマスクの着用、手洗いなど基本的な
感染症対策の継続をお願いします。
現在、次の3種類のワクチンが国から供給
される見込みです。

ワクチン接種を
重篤化を防ぐため
随時供給予定
3種類のワクチン

緊急経営相談窓口を開設
市内事業者を支援

4月
から

市民サービスの向上

搬入車両

緑ごみ 平日も受け入れ

受け入れ時間

市美術展 (少年の部) 入賞者
2月11日から14日にかけて、市内の園児・児童・生
徒の作品を展示する市美術展が市民会館で開かれまし
た。上位入賞者は次の皆さんです。
【図画工作・美術】市展賞＝不破瑠海(中央小4)
市長賞＝木村圭吾(福寿小1)、大橋一喜(小熊小2)、飯田
詩彩(正木小3)、大平彩生(正木小4)、新山奈央(足近小
5)、伊藤温梨(竹鼻小6)、奥西真子(竹鼻中1)、遠藤詩音 不破瑠海さんの作品
(中島中2)、柴田竜杜(竹鼻中3)
【書写】市展賞＝今井千彩音(中央中2)
市長賞＝森彩羽(竹鼻小1)、坂本昊弥(中央小2)、遠藤順
(足近小3)、今井慧(中央小4)、梅田涼花(中央小5)、名
倉里紗(福寿小6)、佐藤幸奈(中央中1)、小川侑紗(中央
中2)、淺野真矢(中央中3)
【特別支援学級】優秀賞＝大倉澄歩 (竹鼻小2)
【特別支援学校】優秀賞＝伊藤誠真 (羽島特別支援学校
中学部2)
今井千彩音さんの作品

公共施設等総合管理計画（改定）
意見募集期間
2月25日～3月26日
応募・問い合わせ先
総合政策課☎（内線2343）

分まで

羽島市立学校体育施設の開放
に関する条例(案)
意見募集期間
3月10日～4月8日
応募・問い合わせ先
スポーツ推進課☎(393)4622

普通自動車、軽自動車、軽貨
物車

意見募集

午後１時から３時
※事前予約制

市ホームページ、担当課、各
コミュニティセンター

30

搬入方法

資料の配布場所

車両に緑ごみを積み、予約
した日時に搬入する。受付に
て運転免許証等で本人確認を
した後、回収場所にご自身で
緑ごみを下ろす。

市民の意見募集
パブリックコメント

土曜日
（第2週目を除く）
最終処分場と資源物ストッ
クヤードで受け入れ

29

受け入れ場所

時まで

10

最終処分場（足近町１２８７
番地１）、資源物ストックヤー
ド（堀津町須賀南２丁目 番
地）
※市役所での受け入れは中止

分から

受け入れ時間

午前８時
30

入口

予約方法

（月）

受付

平日の午前９時から午後４時
に専用電話で受付

22

設

現在、緑ごみは毎週土曜日
（第５週目を除く）に市役所
と資源物ストックヤード、最
終処分場で受け入れています。
緑ごみの資源化の推進と市
民の利便性向上を図るため、
４月からは平日の受け入れを
開始します。

施

専用電話番号

替

29
☎（３９２）１１７２
※３月 日 から受付開始
※今後は、インターネットを
利用して予約ができるように
する予定です。

積替施設の見取図
積

月曜日から金曜日
積替施設で受け入 れ

毎週土曜日
（第５週目を除く） 受け入れ中止
８：30～10：00

市 役 所

問い合わせ先

マイナンバーカード

健康保険証 として

2021.３ 広報はしま

利用可能に

令和３年３月下旬から、被
保険者証に加え、マイナンバー
カードが被保険者証として利
用できるようになります。
被保険者証として利用する
ためには、事前登録が必要で
す。マイナンバーカードの読
み取りに対応したスマートフォ
ン、ＩＣカードリーダーを備
えたパソコンで登録できます。
市役所でも登録できますので、
お問い合わせください。
詳細は、内閣府のホームペー
ジをご確認ください。
※マイナンバーカード読み取
り機器を設置している医療機
関等で利用できます。
※被保険者証は、従来どおり
加入者全員に交付します。ま
た、マイナンバーカードを利
用する場合でも、加入してい
る保険が変更となった際は、
市役所での手続きが必要です。
問い合わせ先 保険年金課
（内
線２２６２）、マイナンバー
総合フリーダイヤル7０１２
０（９５）０１７８
5

毎週土曜日
毎週土曜日
ストックヤード
（第５週目を除く） （第2週目を除く）
最終処分場
８：30～10：00 ８：30～10：00

環境事業課（内線２１９２）

○市税の納税相談
○市税の納付の受付

月曜日から金曜日
13：00～15：30
（事前予約制）

回収場所

できない手続きがあります。
内容をご確認の上、来庁して
ください。

収納課（内線2242）
窓口番号「3」

○市県民税・固定資産税・軽自動車税などの
納税証明書の発行
○課税証明・所得証明・評価証明・事業所証
明などの証明書の発行

問い合わせ先

税務課
（内線2232）
窓口番号「5」

○厚生年金との資格変更の手続き
○国民年金保険料の免除申請の受付

○休日窓口の開設
総合政策課（内線２３４３）
○各業務の内容
市民課（内線２２９２）、保
険年金課（内線２２６２）、
税務課（内線２２３２）、収
納課（内線２２４２）

国民年金
（内線2264）
窓口番号「8」

受け入れなし

出口

休日窓口を開設しています。
４月は第４日曜日に加えて、
第１日曜日の４日も実施しま
す。平日の受付時間に来庁す
ることができない人は、休日
の窓口業務をご利用ください。

福祉医療・福祉手当 ○福祉医療の受給者証の交付
（内線2265）
○福祉医療の支給申請の受付
窓口番号「9」
○児童手当の認定請求の受付

業務の内容

保険年金課

○転入・転出・出生・死亡など住民票の異動
に伴う届出の受付
○高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬
祭費・傷病手当金などの支給申請の受付
○保険証・限度額適用認定証などの再交付申
請の受付
○後期高齢者医療保険料の納付の受付
○他の社会保険との資格変更の手続き

取り扱う業務の内容は、左
表のとおりです。
なお、平日の開庁日とは異
なり、休日窓口では取り扱い

国民健康保険・
後期高齢者医療
（内線2262）
窓口番号「7」

〇住民票の写しの交付
〇戸籍抄本・謄本の写しの交付
〇出生・婚姻・死亡届などの受付
〇転入・転出届の受付
〇印鑑登録、印鑑証明書の交付
（印鑑登録手帳が必要）
〇マイナンバーカードの交付
〇マイナンバーカードの記載事項変更

積替施設

休日窓口をオープン

市民課
（内線2292）
窓口番号
「10」「11」「12」

※届出等の内容に関して確認が必要なときは、
後日対応となります。

３月下旬から４月上旬にか
けては、就職や入学などで住
所変更が多くなります。
転入・転出などの窓口手続
きで来庁される人の利便性向
上と、待ち時間の緩和を目的
に、年度末・年度始めの時期
に、休日窓口の開設日を増や
します。
市では、毎月第４日曜日に

休日窓口で取り扱う業務

午前9時
～午後4時

4月から

受け 入 れ 場 所

3月28日日 4月4日日・25日日

現在の受け入れ体制

積替施設（江吉良町７丁目
番地）

日曜日に市役所開庁 住所変更をスムーズに

施設名

2021.３ 広報はしま
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3 月の
お 知 ら せ

受付時間
後０時 分〜３時

分

補助します。
補助要件

就学のための学用品費を援助

線５３０４）

交通遺児・犯罪被害遺児激励金
交通事故や犯罪被害で親等を亡く
した遺児が健やかに成長し、勉学に

生活交通安全課（内

今年度の市の健幸ポイントは、３

が行われる可能性があります。不審

ナによる苦境を口実にした電話勧誘

場合は、消費生活相談窓口までご相

５３３）

介護保険料の仮算定
などに応じて算定されます。市民税

４月
令和２年度の保険料段階

※仮算定の納入通知書および納付書

それを期割した額

と同段階の保険料年額に当てはめ、
れるため、納め忘れることがありま

は４月中旬に送付します。
高齢福祉課（内線２

税・料の納付

５５４）

問い合わせ先

せん。ぜひご利用ください。
なお、日本年金機構では、保険料
が未納の人への電話や文書、戸別訪
問による納付案内等を、株式会社バッ

３月は国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料の納付月です。納期限
は３月

日 です。

6
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状（委任を受けた人のみ縦覧可）を
お持ちください。
団体②月１回以上継続的に食事の提

①５人以上で組織された

課税台帳の閲覧
供を行うこと③利用料金が無料また
は実費負担

固定資産税の納税義務者は、自己
の土地・家屋に関する課税台帳を閲
励むことができるように、激励金を
支給します。交通遺児・犯罪被害遺

補助対象経費の２分の１

以内の額（年額上限５万円、最長３
児の届出は随時受け付けています。

補助金額

※縦覧期間中の閲覧は無料です。縦
年間）

覧することができます。
覧期間以外の閲覧と課税台帳の写し

３月は自殺対策強化月間
申請・問い合わせ先

線２１５３）

問い合わせ先

問い合わせください。

によって異なります。詳しくは、お

激励金の金額は、年齢や就学状況

の交付は有料です。
子育て・健幸

新型コロナ感染拡大による生活環
場所・問い合わせ先

でひとり親家庭の子どもの学習を支

大学生等のボランティアが、無料

学習支援ボランティア事業

課（内線２５２４）

境の変化や経済問題などから、ここ
係（内線２２３５）

一般不妊治療費助成事業・
特定不妊治療費助成事業

税務課資産税

ろの健康状態が悪化することが懸念
されています。
悩みや不安が積み重なり、こころ
の不調を感じた時には、早めに身近

新型コロナに便乗した
悪質商法にご注意を

治療に対する助成の申請期限は、
対象者

援し、相談を受け付けます。

な人や専門機関に相談しましょう。
次のとおりです。期限を過ぎると助
および義務教育学校の児童・生徒
や外食産業への影響が伝えられてい

大日堂・八幡公民館（竹鼻町

ひとり親家庭の小・中学校

また、身近な人に「口数が減り元
成を受けることができません。
場所

新型コロナ感染拡大により観光地

気がない」、「孤立している」等の
一般不妊治療の申請期限
ることに便乗し、消費者の自宅へ電

令和２年

サインがある場合は、話を聞いたり、
飯柄）
話をかけて「コロナで客が減り、売

県母子寡

申し込み・問い合わせ先

まで。
り上げがなくなり困っている」等と

日
婦福祉連合会☎０８０（９１１４）

令和２年

特定不妊治療の申請期限

３月

３月から３年２月までの実施分は、

子育て・健幸課（内

専門機関につないだりしましょう。
問い合わせ先
線５３０２）
言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購

月末までためられます。 ポイント

に思った場合や、トラブルになった

子育て・健幸課（保健センター）へ

す。※重度心身障害者およびひとり
親家庭の受給者証をお持ちの人を除
４月からは新しい受給者証を病院

が確定するまでの間は、仮算定によ

介護保険料は、市民税の課税状況

等にご提示ください。なお、有効期

く。

市民相談室（内線２

談ください。

たまった人は、４月 日

までに、

今後も魚介類に限らず、新型コロ

入させる手口が発生しています。

２１２７

日 まで。

日 まで（土・日・祝

問い合わせ先

ご応募ください。抽選で素敵な景品
がもらえます。

３月

子育て・健幸課（内

市内に子ども・多世代交流食堂を

税務課（内線２２３

問い合わせ先

７）
マーサ
期間

市正木中１丁目２番１号）

４階マーサホール（岐阜

問い合わせ先

開設する団体に対し、費用の一部を

子ども・多世代交流食堂補助金

健幸ポイント応募締め切り

４月から３年１月までの治療終了分
は、終了日から３カ月以内で３月
まで。令和３年２月から３月ま

での治療終了分は、４月

日

の土地・家屋の価格と他の土地・家
問い合わせ先

日 まで

り保険料額を決定します。

特別徴収（年金天引き）の人

とおりです。

仮算定の対象月と保険料額は次の

定分を差し引いて計算します。

した後、残る納期の保険料額は仮算

本算定は６月に行い、年額が確定

限が切れた受給者証は、廃棄するか
保険年金課へご返却ください。
保険年金課福祉医療

問い合わせ先

をご確認ください。
※入場には当日配付の入場整理券が
必要です。（国税庁公式ＬＩＮＥで

保険料額

４・６・８月
と、年金を受け取るときに満額の基

額※仮算定額が著しく高い、もしく

対象月
礎年金を受けられないばかりか、万

は低い人は、６・８月で調整する場

国民年金保険料の納め忘れがある

が一の場合の障害基礎年金や遺族基

合があります。

事前発行も行っています。）

礎年金などを受けられないこともあ

普通徴収（納付書等）の人

年４

新しい福祉医療費受給者証
（乳幼児等）の交付
年４月２日から平成

（水）
日 で
31

令和３年２月納付額と同

ります。保険料は、期限までに必ず

対象月

岐阜南税務署☎（２

経済的な理由で就学することが難

納めてください。納付が困難な人は、

保険料額

７１）７１１１

※土地・建物・一般株式等の譲渡や、

しい市立学校の児童・生徒を対象に、

免除制度をご活用ください。

日を除く）

贈与税、消費税のある人、贈与の関

学用品費などを援助しています。希

保険料の納付には、口座振替が便

人

平成

月１日生まれの子どもの福祉医療費

クスグループに委託しています。

終了します。

受給者証（紫色）は、３月

（２７３）６１６１・保険年金課国

岐阜南年金事務所☎

※日をまたいだ受け付け、午前中の

有効期限が切れるため、３月下旬に

問い合わせ先

午後の受け付け、電話での受け付け

程度）を超えた場合は、受け付けを

※受け付け人数（午前・午後各

までは施設外でお待ちいただきます。

号順に時間を指定します。指定時間

受けられる人は、マーサ

分、午

わる住宅借入金等特別控除を初めて

望する人は、学校の先生または学校

利です。指定の口座から引き落とさ

時

で申告し

教育課☎（３９３）４67４までお

午前９時〜

てください。

15

民年金係（内線２２６４）

27

15

新しい受給者証（水色）を郵送しま

はできません。

（水）

26

11
21

45

問い合わせ先

（木）25

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか

未定です。決まり次第、国税庁ホー

以降の申告会場などは

15

31

子育て・健幸課（内

屋の価格を帳簿の縦覧で比較するこ
線５３０３）

日（土・日・

とにより、価格が適正かどうかを判
４月１日〜

断することができます。
縦覧期間
祝日を除く）
※本人確認書類、代理の場合は委任

市県民税・所得税
申告はお済みですか
月

（火）

新型コロナの影響により市県民税・
所得税の申告期限が
日を除く）

30

手当係（内線２２６５）

31

ムページに掲載されるため、そちら

日

延長されました。感染リスク軽減の

受け付けします。
市民会館
まで（土・日・祝

（金）

固定資産税帳簿の縦覧

（水）

※3月

日 以降の市

3

ため、郵送またはインターネットで
の申告にご協力ください。
までです。

（火）

申し出ください。

（月）

※開場後に受付番号票を配付し、番

期間 ３月 日
15

（水）

15

21

30

4
16

羽島市民会館での受け付けは、
月 日

（月）

県民税申告は、市役所２階税務課で

15

30

固定資産税の納税義務者は、自己

31

（水）

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。

31

2021.３ 広報はしま

7

（木）

70

3月28日（日）、4月4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

長年にわたり消防活動に従事された消防職・団員を表

羽島は4 月4 日(日)実施

彰しました。被表彰者は次の皆さんです。（順不同・敬
称略）

昨年から延期となった聖火リレーが、次のとおり実

羽島市長表彰
市政功労表彰一般
（15年）
＝堀和敏、美濃島哲也、

施されます。到着地の羽島市文化センターでは、ミニ

田康

セレブレーションも予定されています。

彦、近藤智之、淺野知也

日

功労章
（10年）
＝磯部圭司、永田守、森島浩一、田内良和

４月４日(日) 午後5時30分～55分
※ミニセレブレーションは午後5時40分～6時5分

羽島市消防団長表彰

自粛や迂回等にご協力ください。

勤続章
（5年）
＝川﨑雅生、浅野高広、久江剛史、堀塲
行、田口奈佑、説田正光、神戸美典、東松徹、石原成臣、

また、聖火リレールート周辺300メートル地域の上

和田章裕、奥田智博、高桑利幸、須川隆広、武山誠、中

空は、ドローン等の小型無人機の飛行が禁止されます。

部友幸、岩田伸二、木村栄治、大場剛、土屋貴宏、森啓

聖火ランナーの走行の模様は、インターネットのラ

棚橋直宏、宇佐美宜由、水谷一、伊東寿、中島大輔
勤続章
（3年）
＝田中優貴、堀真士、寺澤光司、渡邊康博、

トーチの巡回展示を行います。見学時は、新型コロナ

志、小川達也、渡邉裕介、井上晃輔、坪中克巳、山下透、

拡大防止のためにマスクを着用し、手指消毒をお願い

渡辺喜洋、岩田禎弘、浅野哲也、中島丈誠、馬渕克美、

します。また、周囲の人と距離（1～2メートル）を

松本一文、笠井正治、井村公彦、山田卓志、中島稔方、

確保してください。

小川国寿、渡邉幹夫、山本雅浩、河合直樹、神戸寿仁、

期

日

3月23日～26日

田内元樹、河合一輝、後藤大輔、加藤太一、宮崎和馬、

場

所

市役所本庁舎2階玄関ロビー前

毛利和人、栗田量弘、大橋寛幸、大井康貴、大橋孝幸

問い合わせ先

スポーツ推進課

☎ (393) 4622

自衛隊岐阜地方協力本部岐阜募集案内所

3月1日～4月28日
受付中～4月9日
3月1日～5月11日
年間を通じて

1次試験期日
5月8日
（土）
・9日
（日）
5月8日
（土）
4月17日～21日
（指定する1日）
5月21日～30日
受付時にお知らせ

☎ ( 262) 1818

する史料を製本し、図書館と歴史民俗資料館・映画資料館に配架
しました。
史料は図書館の郷土資料室、歴史民俗資料館・映画資料館の研
修室に収蔵しています。閲覧を希望する人は、各館職員にお声掛
けください。
問い合わせ先

9
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生涯学習課☎（393）4672

10

（月）
（月）
22

（月）
（月）
29

21

13

14

（日）

（土）

（日）

（木）

岐阜県警察官募集（令和4年4月1日採用）
採用人数 （男性）50人 （女性）15人
受付期間 3月1日～4月8日
１次試験 5月9日（日）に岐阜市で実施
試験資格 昭和61年4月2日以降に生まれた、大学
（短大を除く）を卒業または令和4年3月
31日までに卒業見込みの人
※詳しくは、
岐阜県警察ホームページをご確認ください。
問い合わせ先 岐阜羽島警察署 ☎（387）0110

15

（日）
（月）
22

（月）
（月）
29

（月）

（月）

30

（月）

（土）
28

（日）
10

27

28

15（日）

年会費１０００円 ●詳しく
は、市子ども会育成協議会事
務局（生涯学習課内☎（３９
３）４６７２）へ

いしこ

市歴史検証委員会が収集した「尾張藩家老駒塚の石河家」に関

15

献血にご協力を

市内施設で閲覧できます

他

（月）

感染症対策を行った上で献
血を実施します。ご協力をお
願いします。
※より安全な血液確保のため、
運転免許証や保険証等による
本人確認にご協力ください。
●日時＝３月 日 午前９時
〜正午、午後１時 分〜３時
●場所＝正木コミュニティセ
ンター ●詳しくは、子育て・
健幸課（内線５３０２）へ

石河家文書史料集

20

よび義務教育学校に入学また
は令和２年度に市内中学校お
よび義務教育学校を卒業する
ひとり親家庭の人を対象に、
文具券を贈呈します。
●申請・配布日時＝３月 日
・ 日 午前 時〜午後４
時 ●場所＝市民会館第２会
議室 ●持ち物＝印鑑、生徒
手帳、児童扶養手当受給者証
などひとり親家庭であること
が分かるもの ●詳しくは、
市母子寡婦福祉連合会☎０８
０（５２９７）７００４へ

18歳以上33歳未満の人

受付期間

の

15

不動産に関する相談

受験資格
20歳以上28歳未満の人
20歳以上30歳未満の人
20歳以上28歳未満の人
18歳以上34歳未満の人
18歳以上（国家資格保持者）

45

土地や建物の価格、売買、
交換、賃貸借などに関する相
談に不動産鑑定士が応じます。
●日時＝４月１日 午前９時
分〜正午（１週間前までに
要予約） ●場所＝市役所北
庁舎２階第２会議室 ●申し
込み・問い合わせは、県不動
産鑑定士協会☎（２０１）２
４１１へ

問い合わせ先

般
科
剤
般
能
生
生

（金）

ジュニアリーダークラブ
会員募集

一
幹部候補生
歯
薬
一
予備自衛官補
技
一 般 曹 候 補
自 衛 官 候 補

そ

●活動内容＝年５回の例会
（レ
クリエーション活動、ゲーム
指導）、各種研修会 ●資格
＝新小学４年生から中学生ま
で ●費用＝入会金４００円、

自衛官等の募集
募集種目

し

15

・ 日 ・ 日 ・ 日 、
４月４日 ・５日
※詳しくは、図書館☎（３９
２）２２７０へ

聖火リレーが走行する11市町において、聖火リレー

和秀、番香月、松本哲

（木）
12

歴史民俗資料館・
映画資料館

野裕詞、岩田祐樹、杉山匠、今

31

企画展「昔のくらしと道具展
竹鼻のまちの移り変わり」
●期間＝３月 日 まで
映画の集い「一心太助 天下
の一大事」
●時間
●期日＝３月 日
＝午前 時〜、午後２時〜
マイコレクション「雛節句を
祝う 絵手紙展」ささゆりの
会
●期間＝３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＝３月１日 ・８日
・ 日 ・ 日 ・ 日 、
４月５日
※詳しくは、同資料館☎（３
９１）２２３４へ

篠田泰治、川上浩史、炭竈清貴、原田晃、中村幸政、田

令和３年度に市内小学校お

東京2020オリンピック
聖火リレートーチ巡回展示

谷幸治、古川勝秀、加藤祐太、熊田安宏、鈴木憲治、浅

催

10

ひとり親家庭小学校入学・
中学校卒業お祝い事業

伊藤泰裕、堀江洋祐、村木英俊、箕浦正典、近藤浩隆、

ガ イド

23

（月）

イブ中継で視聴できます。

智、矢野泰彦、奥田寛史、本田美勝、堀護仁、森秀人、

27

集

０円、学生会員一口１０００
円、法人・団体会員一口１万
円、特別会員（研修・就業等
で在留する外国人）無料 ●
申し込み・問い合わせは、国
際交流協会事務局（市民協働
課内・内線２３１２）へ

われます。交通渋滞が予想されるため、自動車利用の

3月の

募

会計年度任用職員

聖火リレールート周辺では、大規模な交通規制が行

川弘治

20

放課後児童教室支援員等
●内容＝放課後児童教室に通
う児童への指導と教室運営等
●資格＝健康で意欲があり、
週２〜５日程度勤務可能な人
●勤務時間＝授業日授業終了
前後〜午後７時 分、長期休
暇期間等午前７時 分〜午後
７時 分※シフト制で週 時
間未満 ●期間＝令和４年３
月 日 まで ●申し込み方
法＝３月 日 までに履歴書
を提出 ●詳しくは、子育て・
健幸課（内線２５２２）へ

岐阜羽島駅北交差点～羽島市文化センター

図書館

ルート

勤労章＝長谷川浩二、安藤幹則、髙橋三千雄、橋本新之

開館時間延長
図書館の開館時間は午前
時から午後６時までですが、
３月 日〜４月６日は、午前
９時から開館します。
◇休館日＝３月１日 ・８日

羽島市消防協会長表彰
助、

時

（火）

公募委員

東京2020オリンピック聖火リレー

高齢者等施策検討委員会
●人員＝若干人 ●資格＝令
和３年１月１日時点で市内に
引き続き１年以上居住してい
る満 歳以上の人で、平日昼
間の委員会に参加でき、他の
付属機関等の委員・市職員・
市議会議員でない人 ●任期
＝５月１日から３年間 ●報
酬＝１回の出席につき６００
０円 ●応募締切＝３月 日
●詳しくは、高齢福祉課
（内線２５５４）へ

対象者は99人

国際交流協会会員

消防表彰

3月5日
（金）
・15日
（月）
・25日
（木）

市民の国際交流・国際理解
を深める活動を行っています。
●会員特典＝協会主催事業
（各
種国際理解講座・講演会・イ
ベント等）への優先的な参加、
機関紙での情報提供等 ●期
間＝４月１日から１年間 ●
年会費＝個人会員一口２００

♨今月の羽島温泉の休館日
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市長のコラム

愛愛
はしま

相談ダイアリー

（

回

79

不二羽島文化センター

問い合わせ先
種

別

相

市 政 相 談
行 政 相 談
法 律 相 談

第

昨年、菅義偉総理は、我が国の温室

効果ガス排出量を、２０５０年に実質

ゼロとする目標を発表しました。

近年、世界的規模で発生している豪

雨や熱波の襲来は、地球温暖化に起因

しているといわれています。この状況

に国際的な危機感が高まり、ＥＵ（欧

州連合）を中心とした温暖化対策の枠

組みである「パリ協定」の下、２０２

０年以降の削減加速の活動が本格化し

始めました。

２０５０年を目標年次とした、脱炭

素化を掲げているＥＵは、温暖化対策

をコロナ禍で傷んだ経済復興の柱に位

予

約

制

）

交通事故相談
年金・社会保険
労 働 相 談

市民相談室（内線2532）
談

日

時

間

心配ごと相談

松井
聡

毎週月～金曜日
4月1日

8：30～17：00
13：00～16：00

3月10日・26日

13：00～15：00

毎週水・金曜日

10：00～16：00

4月5日

13：00～16：00

3月19日、
4月2日

13：00～16：00

3月は中止
毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
毎週月・木曜日

13：00～16：00
8：30～17：00
8：30～17：00
13：00～15：00

4月7日

13：00～16：00

3月17日

13：00～16：00

3月24日

13：00～16：00

3月16日

13：00～16：00

毎週月～金曜日

9：00～12：00
13：00～16：00

（ 予 約 優 先 ）
（ 予 約 優 先 ）

羽島市長

題は山積しています。脱化石燃料や多

量のエネルギー消化型の製造。流通シ

ステム等の抜本的な改革を、一体的に

進めなければなりません。長年作り上

げてきた産業構造の転換には、業界に

大きな影響を及ぼします。

火力発電を削減した場合、再生可能

エネルギーで全てを補うことは困難で

す。老朽化し、再稼働が進まない原子

力発電に、頼らざるを得ないのか。こ

の議論を、国は避けることはできませ

パリ協定では、各国等に２０５０年

ん。

パーセ

の目標年次前の２０３０年、中途削減

９９０年対比の削減目標を、

パーセント削減

ント以上としました。我が国の目標は、

２０１３年度対比で

です。改めて国には、水素エネルギー

の利用計画をはじめとした新産業の育

成や、大胆な政策推進。明確なビジョ

羽島市も、２０２１年度から２０３

ンの明示を求めます。

０年度を計画期間とした「環境基本計

55

置づけ。削減対策が不十分な国からの、 目標の提示を求めています。ＥＵは１

輸入品課税の方針も打ち出しました。

中国も、２０６０年までに温室効果ガ

ス実質ゼロを表明しています。

このような中、我が国は、脱炭素化

を目指す目標を、２０５０年にできる

だけ近い時期とし、明確な期限を示し

てきませんでした。これは、脱炭素化

に消極的と思われる、鉄鋼・電力業界

の意向に忖度したためだと考えられま

基本目標の中で「脱炭素化社会の実現」

を掲げています。今後は、基礎自治体

としての果たすべき役割に基づき、目

標達成に向けて進んでまいります。

す。一方、自動車・情報産業等からは、 画」の策定を進めています。同計画の

世界的な削減の流れに遅れることを懸

念する意見が噴出。消極的な国の姿勢

２０５０年の排出ゼロ達成には、課

をただす動きが顕在化してきました。

26

information＋

人 権 相 談
家庭児童相談
母 子 相 談
就業促進相談
登記・相続相談
（

予

約

制

）

不 動 産 相 談
（ 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

4月1日
（ 予 約 制 ） ※北庁舎2階第2会議室
不動産鑑定士相談

9：30～12：00

● 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。
● 予約については、事前にお問い合わせください。

トピックス

濃尾大花火2021中止
市花火大会実行委員会では、濃尾大花火2021
の開催を中止することに決定しました。
濃尾大花火は、例年8月14日を開催日として
いますが、東京オリンピック・パラリンピック
の開催時期が1年延期となったことで、運営に
必要な警備人員の確保が困難になることが予想
されるほか、新型コロナ拡大防止の観点からも、
実施環境が整わないと判断しました。
3年続いての中止で申し訳ありませんが、ご
理解ください。
問い合わせ先 市花火大会実行委員会
（商工観光課内・内線2615）

背割堤さくらまつりinはしま中止
国営木曽三川公園桜堤サブセンターで開催を
予定していた背割堤さくらまつりinはしまは、
新型コロナ拡大防止のため中止します。なお、
桜並木の観賞は可能です。
問い合わせ先 イベント実行委員会事務局
☎0586（51）7105

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

令和3年度サタデー・ランチタイム・コンサート
出演者募集
開催日時
会
場
資
格

申込方法
募集団体

土曜日（月1回程度）午後0時10分～50分
1階メディアカーニバル
①出演者5人以内
②動きを伴わない、声を発しない演奏等
③申し込み条件、その他事項を遵守する
④市内在住・在勤者を含む団体
※詳細は、お問い合わせください。
申込書に必要事項を記入し、同センターへ
郵送（直接持参は不可。3月22日㈪必着）
12団体

友の会「センターメイト」
令和3年度の会員募集は行いません。文化センター主
催事業等は決まり次第、広報はしまや文化センターホー
ムページ等でお知らせします。

4月17日 リニューアルオープン
貸館施設予約手続き等は電話で受け付けています。
平日午前9時～午後5時にお問い合わせください。
※土・日・祝日は受け付けておりません。

次期ごみ処理施設

環境影響評価書の縦覧
岐阜羽島衛生施設組合では、羽島市福寿町平方地内で岐
阜市、羽島市、岐南町、笠松町の２市２町のごみ処理を共
同で行う施設の整備を進めています。
当該施設の整備に伴う環境影響評価を行い、その結果を
まとめた評価書を作成しましたので公表します。
縦覧場所 羽島市役所都市計画課、岐阜羽島衛生施設組合
施設建設推進課、岐阜県庁環境管理課、岐阜市
役所、大垣市役所、海津市役所、岐南町役場、
笠松町役場、輪之内町役場、安八町役場
※市ホームページからも確認できます。
期
間 3月10日～4月8日（土・日を除く）
時
間 午前8時30分～午後5時15分
（岐阜市役所は午前8時45分～午後5時30分）
問い合わせ先 都市計画課（内線2135）

2021.３ 広報はしま
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さ

のぞみ

紗菜 ちゃん

望瑞 ちゃん

な

（１歳８カ月）

（１歳
カ月）

11

父：森健太郎さん

3月
行

保健コーナー

事

名 【対象者】

離 乳

食

教

室

【 ①5，6カ月児 ②7～11カ月児】

はみがき教室とフッ化物塗布
【2歳以上3歳未満の希望者】

健

母：綾さん 〔福寿町〕

康

相

期

応募はコチラ

父：北平敏幸さん 母：友碧さん 〔福寿町〕

場所・問い合わせ先
子育て・健幸課
（内線5302・5303・5304）
日

3月17日
（水)

時

間

①9：30～ ②10：30～
（受付）

3月18日(木)

休日急病診療
期

日

医療機関（医科・歯科）

黒田医院（桑原町）
☎398-8201

3月7日
（日）

丸栄歯科（竹鼻町）
☎391-2488

9：50～11：05(受付)
3月14日
（日）

談

随時

3月16日
（火）

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

この時期だからこそ、
健口体操！！

3月21日
（日）

自粛などで、話す機会が減ること
でも口腔機能が低下してしまいま
す。

口には食べたり話したりする機

この時期だからこそ、口腔機能

能があります。食べる時には、歯

の維持・向上に効果的な「健口体

そしゃく

で食べ物をかむ咀嚼機能、飲み込
えん

操」
・
「舌体操」
・
「首の体操」を取

情を作ったりします。

操」の動画を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅ

肉や舌の動きが鈍くなったり、唾

り入れた「羽島市民の歌

健口体

で公開しました。下の二次元コー
ドを読み取り、一

液の分泌量が減少したりするため、 緒に健口体操を行
噛む力や飲み込む力など口腔機能 いましょう。
が低下していきます。また、外出

母子健康手帳の交付
■人口

天外メンタルクリニック（福寿町）
☎392-1502
タカダ歯科（竹鼻町）
☎394-1135

4月4日
（日）

田中整形外科（正木町）
☎391-8555
高田歯科医院（竹鼻町）
☎392-6482
丹菊整形外科（小熊町）
☎391-1411
たけはな歯科（竹鼻町）
☎391-2122
ながき内科クリニック
（舟橋町）
☎393-0077
棚橋歯科医院（竹鼻町）
☎391-7231

※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）

67,615人（－53）
・男33,412人・女34,203人

■世帯数

27,128世帯（＋412） 令和３年2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

3月28日
（日）

操」を行いましょう。
「口や頬の体

む嚥下機能が必要です。話をする
時には、発音したり、顔全体で表
しかし、加齢とともに、顔の筋

広瀬歯科医院（正木町）
☎391-5694

13：30～15：30

※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。

＃82

さの内科クリニック
（小熊町）
☎391-8802

8：30～17：15
3月20日
（土）

精神保健(こころの)相談

診療時間
午前9時～午後2時

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。

インスタグラム

Instagram

※(

）は、前年同月との比較

羽島市公式LINE
市政情報を選んで受信

12

