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新 年 度 の予 算 編 成

全世代共生

「躍進につながる」

まちづくり

会

6.3%

3,254万円

△4.1%

駅北本郷土地区画整理事業

3,656万円

6.2%

8億6,827万円

1.6%

病院事業

75億6,505万円

10.7%

水道事業

13億8,960万円

4.7%

下水道事業

31億4,339万円

△5.8%

489億5,153万円

2.7%

後期高齢者医療
企業
会計

合計（一般会計＋特別会計＋企業会計）

489億5,153万円

扶助費

60億9,867万円

人件費

34億9,992万円

公債費

18億12万円

普通建設事業費

35億2,463万円

物件費

43億7,534万円

補助費等

22億9,395万円

繰出金

20億5,707万円

その他

3億5,031万円

維持補修費

義務的経費
47.5% 歳出

240億円

3,052万円

予備費

5,000万円

公債費
7.5%

繰出金
8.6%

補助費等
9.6%

その他1.5％

源

7,538万円

貸付金

その他の経費
37.8%

人件費
14.6%

財

積立金

物件費
18.2%

存

7,957万円
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投資的経費
14.7%

1億1,484万円

投資及び出資金

財務課（内線 2382）

扶助費
25.4%

普通建設事業費
14.7%

28年度

一般会計

依
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令和3年度羽島市予算

歳出

当初予算についての詳細は右の２次元
コードでご確認ください。

問い合わせ先

0
(平成)

源

その他の経費

50

財

投資的経費

企業会計
120億9,804万円

主

義務的経費

100

自

一般 会 計

150

特別会計
128億5,349万円

29年度

30年度

31年度

令和2年度

歳入

市税
その他
繰入金
分担金・負担金
繰越金
使用料及び手数料
諸収入
寄附金
財産収入
市債
国庫支出金
地方交付税
県支出金
その他
地方消費税交付金
地方譲与税
地方特例交付金
法人事業税交付金
環境性能割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
利子割交付金
交通安全対策特別交付金

２４０億円

2,767万円

インター北土地区画整理事業

200

２０７億円

計

羽島市・羽島郡二町 介護認定審査会事業

(億円) 250

３年度当初予算

3.8%

市民と紡ぐポストコロナの新しい未来
「躍進につながるまちづくり」

53億2,166万円

す。
投資的経費では、普通建設
事業費が５億７９４１万円増
加しました。これは、新庁舎
建設事業によるものです。

別

介護保険

一般会計
240億円

２３４億５０００万円

△1.2％

２３６億２０００万円

65億6,680万円

２１１億５０００万円

特

国民健康保険

２０４億９０００万円

2.3%

12

一般会計当初予算の推移

対前年比

240億円

一 般 会 計

億３１１７万円（１・０％）
の増、企業会計は１２０億９
８０４万円で、前年度に比べ
５億９５４９万円（５・２％）
の増となりました。
予算総額は４８９億５１５
３万円で、前年度より 億７
６６６万円（２・７％）増加
しました。

令和3年度

入

分

歳

区

新庁舎建設事業に伴う市債
の増加を見込む一方で、新型
コロナウイルス感染症の影響
を受けて個人市民税等の減少
を見込んでいます。

計

出

会

歳

・送付された接種券をもとに、コールセンターや後
日開設する予約サイトで接種日を予約
予約をする
予約開始日は、羽島市ホームページや広
・予約確認通知書が送付されるので、接種日や接種
報はしま、回覧などでお伝えします。市公
時間を確認
式LINEでも最新情報を配信しますので、
当日までの準備 ・基礎疾患のある人は、事前に「かかりつけ医」に相談
・接種券に同封される予診票を記入
ぜひご登録をお願いします。
広報紙の裏表紙に２次元コードを掲載し
ワクチン ・接種券と本人確認書類を用意し、集団接種会場の
不二羽島文化センターでワクチンを接種
ていますので、ご活用ください。
接種日
※かかりつけ医での接種は調整中

義務的経費では、扶助費が
２億４８９７万円、人件費が
１０９１万円、公債費が１億
２３５２万円増加しました。
義務的経費全体では、３億８
３４０万円の増となっていま

よくある問い合わせ
市では、新型コロナワクチン接種の予約
4月下旬以降を予定
高齢者の
なお、岐阜県の方針により、高齢者施設入所者等か
に関するコールセンターを開設しました。
接種開始時期
ら優先的に接種します。
ただし、国からのワクチン供給が遅れてい
高齢者の範囲 65歳以上の人（令和4年3月31日時点）
るため、現時点では接種時期が未定であり、
高齢者に対しては、4月中旬以降の発送を予定
接種券の
実際の予約ができません。コールセンター
その他の人は、ワクチンの供給状況により優先順位
発送時期
では、接種までの流れ等に関するご質問に
に応じて順次発送します。
お答えします。
接種までの流れ

令和３年度当初予算は、市
政運営のキーワードである
「市
民と紡ぐポストコロナの新し
い未来 躍進につながるまち
づくり」に配慮して編成しま
した。
具体的には、「ウィズコロ
ナ」「ポストコロナ」の「新
たな日常」の構築・実現、選
択と集中の「財政安定化対策」
を踏まえ、第六次総合計画等
の各種計画に沿った施策に重
点を置いています。
注目事業としては、新庁舎
建設事業に加え、福寿小学校
の増築事業が挙げられます。

午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで ( 平日のみ )

予算総額は
過去最大

70120-567-623

予約に関するコールセンターを開設

令和３年度の一般会計予算
は２４０億円となり、前年度
と比較し、５億５０００万円
（２・３％）増加しました。
特別会計は１２８億５３４
９万円で、前年度と比較し１

新型コロナワクチン接種

令和3年度

※表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が
一致しない場合があります。
83億2,733万円
32億7,904万円
20億3,478万円
4億8,748万円
3億円
2億4,384万円
1億3,148万円
5,010万円
3,135万円
32億9,810万円
32億8,526万円
21億9,098万円
19億2,294万円
16億9,635万円
12億1,500万円
2億5,135万円
6,900万円
6,500万円
2,900万円
2,800万円
2,100万円
1,000万円
800万円

市債
13.7%
依存財源
51.6％
国庫支出金

13.7%

自主財源
48.4％

市税
34.7%

歳入
240億円

地方交付税
9.1%
県支出金
8.0%

その他
7.1%

その他
13.7%
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主な新規・拡充事業
①新庁舎竣工に向けた整備（ 億
５２９３万円）
新庁舎の建設は、市民の皆さまに
正確な情報をお伝えし、ご意見を構
想計画や設計に反映しながら進めて
きました。
今年度は、建設工事を着実に進捗
させ、７月の本体工事の竣工、９月
の附属棟建設・外構Ⅰ期工事の完成、
月の供用開始を目指します。なお、
外構Ⅱ期工事を含めたすべての工事
やその他移転業務が完了するのは、
令和４年３月の予定です。

②総合窓口等の設置・総合窓口シス
テムの導入
（１８８６万円）
新庁舎の供用開始に当たり、課を
またいで複数の手続きが必要となる
出生や死亡などのライフイベント関
連の手続きの一部を、新たに設ける
「総合窓口」等に集約します。また、
「総合窓口システム」を導入するこ
とで、必要な手続きの案内と、住所、
氏名等を自動印字した各種申請書が
作成されます。これにより、「迷わ
せない」「書かせない」手続きが可
能になります。
さらに、「市民課コンシェルジュ」
の配置も予定しており、より分かり

⑤早期口腔機能評価、産婦健康診
査（２４９万円）

やすく、より親身に市民に寄り添う
窓口業務となるように努めます。

③福寿小学校の増築（１億８５４
２万円）
福寿町では、土地区画整理事業の
完了により宅地化が進んでいます。
そのため、児童数の増加が顕著な福
寿小学校において、体育館東側に鉄
骨造２階建ての校舎棟と渡り廊下棟
を建築します。教室数は普通教室が
３室、会議室等が２室となり、スク
リーンや大型提示装置など、ＧＩＧ
Ａスクールに対応した設備も整えま
す。
今年度の７月に着工し、来年１月
の工事完了、令和４年度の新学期か
らの使用を予定しています。

④家庭系ごみの有料化と負担軽減
（３７４６万円）
月１日から始まる「家庭系ごみ
有料化」に併せ、粗大ごみの回収開
始、ストックヤード受入体制の拡充、
緑ごみの平日受入等を実施します。
また、有料化に伴い、2歳未満の
乳幼児がいる世帯等へのごみ袋の無
償配付、高齢者世帯等の粗大ごみ出
し支援をはじめとする負担軽減策も
実施します。

リッチメニューに設定します。

⑦業務プロセス見直しを通じた働

市役所庁内のコミュニケーション
手段として、電話やメールとは異な
るメリットがあるビジネスチャット
を新たに導入し、業務を効率化させ
ます。
このほかに庁内文書の「電子決裁」
や、庁内業務の利便性を向上させる
「ロケーションフリー印刷機」、
「下
水道マンホールポンプメール通報装
置」も新たに導入します。

き方改革（６９０万円）
「噛む」機能や「飲み込む」機能
の低下を早期に発見し、口腔機能を
維持・向上させるため、後期高齢者
（ 歳以上）で実施している口腔機
能評価を成人歯科健康診査の 歳お
よび 歳に追加します。
また、産後うつや虐待等の予防を
図るため、産婦健康診査費を助成し
ます。これにより、妊婦期から子育
て期にわたる切れ目のない支援体制
を整備します。

⑧文化センターの施設予約のオン
万円）
不二羽島文化センターでは、これ
まで施設予約や空き状況が開館時間
内しか確認できず、ホール等の仮予
約は電話での先着順となっていまし
た。
利用者の利便性を向上させるため、
外部システムを導入し、オンライン
による 時間対応で施設予約や空き
状況の確認をできるようにします。
ホール等の仮予約は、抽選制度を導
入します。このサービスは、⑥の事
業と同様に、市公式ＬＩＮＥのリッ
チメニューに設定します。

ライン化（

⑥ＡＩチャットボット、電子申請
の導入（３０３万円）
各種手続きや住民アンケートのた
めの申請フォームが利用できるよう
電子申請サービスを本格的に導入し、
行政手続きのオンライン化を推進す
ることで、市民の手続きに係る負担
を軽減します。
また、市民の皆さまからの問い合
わせに自動回答するＡＩチャットボッ
トを市ホームページに実装し、 時
間３６５日稼働する総合案内サービ
スとして運用します。このサービス
は、より多くの市民の皆さまにご利
用いただくため、市公式ＬＩＮＥの

58

庁舎建設など重要課題に対応

令和2年3月から5月までの施設閉鎖に対する補填

石黒さんは、羽島市出身で昭和
年に羽島市役所に入庁後、 年間市
職員として勤務し、総合政策課長、
生活環境課長、市民部次長、会計管
理者などを歴任。平成 年 月から
健幸福祉部長、平成 年 月からは
理事を務め、この 月 日で定年退
職しました。
任期は、令和 年 月 日までの
４年間です。

24

70

今年度に行う事業の中から、
主な新規・拡充事業として

公共施設閉鎖に伴う指定管理者への補助補填（1,805万円）

８事業を紹介します。
その他の事業については、市ホーム
ページでご確認ください。

自治体病院への支援（827万円）

副市長 に石黒恒雄 さんが就任

新型コロナウイルスワクチン接種事業実施のための費用

成原副市長の退任に伴い、新しい
副市長に前市理事兼健幸福祉部長の
石黒恒雄さんが、 月 日付けで就
任しました。

24

新型コロナワクチン接種事業（5億1,672万円）

24

65

10

11

75

①新庁舎1階フロアのイメージ図 ②福寿小学校増築校舎のイメージ図
③AIチャットボットによる案内イメージ
58

1

市民病院が購入する超音波診断装置、陰圧テント、簡易陰
圧装置に対する補助

2
3

感染症対応の高規格救急車を購入、各学校に保健衛生用品
を購入、教職員の研修充実、妊婦健診・出産時のタクシー料
金助成
38

4

4

31

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、専決処
分、補正予算により次の対策予算を計上しました。

4
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5

31

31

3

県が実施する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力
金」の市負担分
1

都市計画情報等をオープンデータ化しオンライン上で公開
3

市内事業者への経済支援（6,496万円）
4

感染拡大防止への対応、学習・生活への支援（7,298万円）
28

行政手続きのオンライン化（3,806万円）
7

新型コロナウイルスへの対応（3月補正）

月１日から、「家庭系ご
み有料化」が始まります。
今回は、ごみの排出方法や
排出場所についてお知らせし
ます。詳しくは、市ホームペー
ジにも掲載しています。

排出できません。直接搬入
のみとなります。
現在、地域の集積所に排出
できる小型家電や自転車等は、
有料化後は粗大ごみとなりま
すので、ご注意ください。

粗大ごみ

変更なし

集積所の場所

変更なし（午前８時まで）

集積所に出す時間

可燃ごみは、現在の燃やせ
るごみの日に排出できます。
不燃ごみは、現在の燃やせ
ないごみの日に排出できます。

集積所に排出できる日

可燃ごみ・不燃ごみ

地域の集積所

10

直接搬入場所

可燃ごみ
現在の「燃やせるごみ」と
同じで、積替施設（江吉良町
江中７丁目 番地）に搬入し
てください。事前に申請が必
要です。

不燃ごみ
有料化に伴い、 月1日か
らは不燃ごみの袋に入れ、資
源物ストックヤード（堀津町
須賀南２丁目 番地）でも搬
入できるようになります。

粗大ごみ
㈱山田組リサイクルセンター
（舟橋町出須賀４丁目 番地）
に搬入してください。事前に
予約が必要です。
区分に応じた処理券を購入

粗大ごみは、区分に応じて
「２００円」
「４００円」「８
００円」のシール形式の処理
券を購入し、粗大ごみに貼り
付けてください。

がん検診・肺炎球菌予防接種

緑ごみ

・利便性の向上に努め、4
月から回収日等を見直し、
平日も回収しています。
詳しくは、広報はしま3
月号でご確認ください。
不燃ごみ 直接搬入の場合
場所：資源物ストックヤード（堀津町須賀南2丁目29番地）
搬入日：水曜日～日曜日（12月31日～1月5日は搬入不可）
搬入時間：午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで

ビン

江吉良町
上中町
下中町
桑原町

受けよう

不妊治療をサポート

紙類

－
－
－
経鼻
経鼻
－

市では、集団検診と個別検診の２
種類のがん検診を実施します。集団
検診の詳細は、市ホームページ等で
お知らせします。個別検診は次のと
おり実施します。

経口

各町の燃やせないごみ収集日に地域の集積所に排出（変更なし）

特定・一般不妊治
療に対し、費用の一
部を助成します。
対象者 次の二つの
条件を満たす人
①治療開始時の妻の
年齢が 歳未満で、
法律上婚姻している
夫婦
②夫婦の前年（１月
〜５月の申請につい
ては前々年）の所得
合計額が７３０万円未満であること
特定不妊治療
対象治療 体外受精および顕微授精
（第三者からの精子・卵子･胚の提
供、代理母、借り腹は対象外）
※夫または妻のいずれかが申請日の
１年以上前から引き続き市内で住民
登録をしており、県の指定医療機関
で治療を受けている人に限る
助成額 対象となる治療費（年度当
たり上限 万円、通算３年まで）
申請期間 治療終了日から３カ月以
内で、治療終了日の同一年度内
一般不妊治療
対象治療 人工授精
※産科・婦人科・産婦人科・泌尿器
科・皮膚泌尿器科のいずれかで治療
を受けている人に限る
助成額 対象となる治療費の２分の
１（年度当たり上限５万円、連続２
年まで）
申請期間 令和４年３月 日 まで

直接搬入の場合（変更なし・事前申請が必要）
場所：積替施設（江吉良町江中7丁目29番地）
搬入日：月曜日～土曜日（祝日･振替休日･年末年始は搬入不可)
搬入時間：平日は午前9時から正午まで、午後1時から午後3時
30分まで
土曜日は午前9時から午前11時まで

・排出日、排出時間、排出
場所等に変更はありませ
ん。
カン
・引き続き、資源物ストッ
ペットボトル
クヤードに直接搬入する
容器包装
こともできます。
プラスチック ・その他プラスチックは、
45リットル相当の袋に
その他
入らない場合は粗大ごみ
プラスチック
として出してください。
有害物
可燃ごみ

排出方法
区分
有料化後の排出場所
区分

資源物の排出方法

左表の実施医療機関に問い合わせの
上、保険証等の住所、氏名、生年月
日が証明できるものを持参する
受診・接種期限 がん検診は令和４
年２月 日 、肺炎球菌ワクチン接
種は令和４年３月 日
その他 胃がん・大腸がん検診につ
いては、年度内に個別検診もしくは
集団検診どちらか１回のみ受診可能
問い合わせ先 子育て・健幸課（内
線５３０２・５３０４）

経鼻

胃がん検診

歳、 歳、 歳、 歳、 歳、 歳、
１００歳の年齢の人
②接種日時点で 歳以上 歳未満の
人で、心臓やじん臓、呼吸器に重い
病気のある人
※対象者①のうち、未接種の人には
案内文書と予診票を送付済み
接種料 ３０００円

注意事項
受診・接種日時を

－

竹鼻町

対象者
歳以上の人
検診料 ２０００円
検査方法 内視鏡検査
受診・接種方法

経口

大腸がん検診

経口

対象者
歳以上の人
検診料 ５００円
検査方法 便潜血検査

（月）

各町の燃やせるごみ収集日に地域の集積所に排出（変更なし）

（木）

10

－
－
福寿町

子宮がん検診

経鼻

6
2021.４ 広報はしま
2021.４ 広報はしま

7

28

有料化対象ごみの排出場所

31

29

29

経口･経鼻

舟橋町

詳細は市ホームページのほか、今後
作成し配布する「ごみの出し方ハン
ドブック」
をご確認ください。

（木）

95

経口

※資源物は、これまでどおり無料で排出で
きます。

31

経口･経鼻

直接搬入のみ（事前予約が必要）
場所：㈱山田組リサイクルセンター（舟橋町出須賀4丁目60番地)
粗大ごみ
搬入日：月曜日～土曜日（年末年始等は搬入不可）
搬入時間：午前9時から正午まで、午後1時から午後3時30分まで

43

85

60

90

65

正木町

■申請・問い合わせ先
子育て・健幸課（内線5303）

10

80

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
－
－
－
－
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

○
○
○
－
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
○
経口･経鼻

392-1225
392-6688
391-8802
391-1411
391-4188
392-8888
394-3017
391-8555
391-2238
392-2281
393-0077
391-1133
393-2811
392-3821
391-0707
392-5118
392-2525
392-1226
393-0765
216-7722
392-2223
394-1355
392-2313
398-3211
398-8201

－
－
－
－
－
－

75

胃がん 大腸がん 子宮がん 肺炎球菌
検診 検診 検診 ワクチン

小田内科
加地内科
さの内科クリニック
丹菊整形外科
陳産婦人科
岩佐医院
いわたクリニック
田中整形外科
不破医院
かわむら内科胃腸科
ながき内科クリニック
あさこうクリニック
浅野内科こどもクリニック
青山内科
大島内科クリニック
河合胃腸科クリニック
長良川クリニック
羽島皮膚科・内科
丸の内クリニック
村上診療所
渡邉医院
いのうえ整形外科
山田医院
小川医院
黒田医院
小熊町

対象者
歳以上の女性
※平成 年４月２日〜平成 年４月
１日生まれの対象者は、５月下旬ご
ろ配布予定の無料クーポン券が届い
てから受診してください。
検診料 頸部１１００円、頸部体部
１７００円※体部は必要な場合のみ
検査方法 細胞診

70

電話番号

足近町

成人用肺炎球菌ワクチン定期接種

65

医療機関名
所在地

13

対象者 過去に同ワクチンを未接種
で、次の①または②に該当する人
①令和４年３月 日時点で 歳、

がん検診・肺炎球菌ワクチン接種の実施医療機関

可燃ごみ・不燃ごみ 集積所は変更なし
31

60

生活環境課（内線2123）
環境事業課（内線2192）
ごみ有料化
ごみ処理全般
問い合わせ先

から

家庭系ごみ有料化のお知らせ

10月
50

40

20

12

※利用日の2日前までに予約してください。

病児・病後児保育

育児支援サービス の活用を
妊婦 等 タ ク シ ー 料 金 助 成

翌月 日までに必要書類を保
健センターへ持参し申請
申請期間 令和４年３月 日
まで
ファミリー・サポート・センター

利用可能な決済アプリ

注意事項

アプリで決済した後、コンビニ等で支払いをしないでください。二重に支払いが行われます。
生活安全課の移管に伴い、
環境部が生活環境部に名称変
更しました。
問い合わせ先 職員課（内線
２３７２）

環境部が生活環境部に

市民の利便性向上のため、
税務課・収納課を総務部から
市民部に移管しました。
また、複数の課で連携を取
りやすいよう生活交通安全課
を生活安全課に名称変更し、
生活環境部に移管。市民相談
室を市民総合相談室に名称変
更し、健幸福祉部に移管しま
した。

４つの課・室が移管

新庁舎が完成し、庁舎を移
転することから、管財課内に
「庁舎移転・管理室」を設置
しました。

庁舎移転・管理室を新設

市では、効率的・効果的な
行政運営を目指し、４月から
行政組織を一部変更しました。

行政組織 を
一部再編

税については収納課（内線2243）、水道料金・下水道使用料については経営課（内線2162）
問い合わせ先

育児の援助を行いたい人と
援助を受けたい人が、子育て
の相互援助を行います。
対象者 事前登録した生後２
カ月以上の子ども
援助内容 保育園等の送迎、
時間外の預かりなど
利用料 左表のとおり
登録・予約先 はしま広域ファ
ミリー・サポート・センター
☎（３９１）１２２８

竹鼻南コミュニティセンター 13:10～13:50

900円

・固定資産税・都市計画税
・水利地益税
・水道料金
・市県民税（普通徴収）
・軽自動車税（種別割）
・国民健康保険税（普通徴収）
・下水道使用料
5/12 堀津コミュニティセンター 10:40～11:00
（水） 福寿コミュニティセンター 11:20～11:40

上記以外の時間帯

支払うことができる税・料金
4月1日から、納付書のバーコードをスマー
トフォンアプリのカメラで読み取ることで、
市税等の支払いができるようになりました。
各アプリで決済可能な金額が制限されている
場合があります。詳細は、各アプリのホーム
ページ等をご確認ください。
桑原コミュニティセンター 10:00～10:20

18

急な病気や病み上がりの状
態で保育園・学校等での集団
生活が難しく、家庭で保育を
行うことができない場合は、
病児保育室を利用できます。
対象者 当面の症状の急変が
認められない、または回復期
にある市内在住の７カ月から
小学校・義務教育学校３年生
までの子ども
実施施設 病児保育かみなり
くん他（詳しくは、お問い合
わせください。）
※施設ごとに事前登録が必要
です。
利用料 「病児保育室かみな
りくん」を利用する場合、子
ども１人当たり１日２０００
円（兄弟で同日利用の場合は、
２人目の利用料が半額）
※生活保護世帯・市民税非課
税世帯・多子世帯（ 歳未満
の子を３人以上扶養）は利用
料金が減額になります。事前
登録時に申請してください。
問い合わせ先 子育て・健幸
課（内線２５２２）

江吉良コミュニティセンター 13:20～13:50

４月１日から、妊産婦を対
象に、タクシー料金の一部を
助成します。
対象者 次の①②を満たす人
①令和３年４月１日以降に母
子健康手帳を交付された妊娠
中もしくは分娩後２カ月以内
の人
②妊婦健康診査受診時等のタ
クシー利用時に、羽島市に住
民登録がある人
対象期間 令和３年４月１日
から令和４年２月 日まで
助成内容 次の目的で利用し
たタクシー料金を助成
・妊婦健康診査の受診
・妊婦歯科健康診査の受診
・産科医療機関で行う母親教
室等の受講
・出産のための入退院
・産婦健康診査の受診
助成金額 対象者１人当たり
６万円まで（妊娠から産後２
カ月までの期間の合計金額）、
利用１回当たり５０００円ま
で
申請方法 タクシー利用日の

10

スマホ決済アプリで市税・料納付
5/11 小熊コミュニティセンター 10:50～11:10
（火） 竹鼻コミュニティセンター 11:30～11:50

したはがきをお持ちください。
※死亡したイヌのはがきが届
いたり、イヌの所在地が変わっ
たりしたときは、生活環境課
へご連絡ください。
※会場へはイヌの状態が分か
る人、イヌを押さえられる人
が連れてきてください。
※会場でのふんは必ず飼い主
が処分してください。
注射料金・注射済票交付手数
料 １匹につき３２００円
（新
規登録の場合は別途３０００
円が必要）
※お釣りが必要ないようにお
願いします。
※転入者は、前住所地での鑑
札または注射済票をお持ちの
上、必ず生活環境課で事前に
手続きを行ってください。
問い合わせ先 生活環境課
（内
線２１２２）
足近コミュニティセンター 10:00～10:20

800円

介護用品 の購入 を助成

13:10～13:50
羽島市立図書館

午前9時～午後5時

環境事業課（内線2192）

イヌの登録と
狂犬病予防注射を
5/10 上中コミュニティセンター 10:40～11:00
（月）
新井公民館
11:20～11:40

利用料金

の世帯
助成対象となる主な品目 紙
おむつ、防水シート、消臭剤、
ゴム手袋、寝間着、消毒液な
ど
助成額 １カ月当たり１８０
０円（月数分の助成券を４月
と 月に交付）
※助成券が使用できるのは、
市内の介護用品購入助成事業
協力店に限ります。
申し込み・問い合わせ先 高
齢福祉課（内線２５５２）

下中コミュニティセンター 10:00～10:20

800円
ごみ収集カレンダー

28

在宅で高齢者等を介護して
いる市内の家族に対して、そ
の介護に必要な介護用品の購
入費用の一部を助成します。
対象者 ①介護保険による要
介護４・５の認定を受けた人
② 歳以上の高齢者で常時紙
おむつを使用している人（民
生委員の使用証明が必要）
※入院中の人、施設入所の人
は該当しません。
要件 前年度における市民税
所得割の課税額が６万円未満

5/7
正木コミュニティセンター 13:10～14:00
（金）

10

（1時間当たり）

利用時間
利用日

連休期間中のごみ収集は、
ごみ収集カレンダーのとおり
に行います。し尿の汲み取り
に関しては、事業者に直接お
問い合わせください。

恐ろしい狂犬病から人命を
守るため、狂犬病予防法では、
飼い主にイヌの登録と年１回
の狂犬病予防注射が義務付け
られています。登録は、生後
日以上の全てのイヌが対象
です。違反した場合は、罰則
が適用されることがあります。
市ではイヌの新規登録と狂
犬病予防集合注射を左表のと
おり実施します。登録済みの
イヌについては、事前に送付

時間
場所
期日

（木）

ファミリー・サポート・センター利用料金

連休期間も通常どおり

8
2021.４ 広報はしま
2021.４ 広報はしま

9

91

狂犬病予防集合注射

10

上記以外の時間帯
土日

700円
平日

午前9時～午後5時

問い合わせ先

65

ごみ収集

4 月の
お 知 ら せ

が確認できるもの

民年金係（内線２２６４）

高齢者向け住宅リフォームに助成
住宅を高齢者向けにリフォームす
る費用の一部を助成します。
を図るため、手すりの取り付け、段

子育て・健幸

対象工事に要した費用から

万円）

農政課（内線

保険年金課医

を支払うことができる人⑥変更前の
世帯主の同意がある人
申請・問い合わせ先

療保険係（内線２２６２）

書き損じはがき回収のお礼

局（市民協働課内・内線２３１２）

全国健康保険協会（協会けんぽ）
岐阜支部の保険料率
今年の３月分（４月納付分）から、

％（０・

％（０・

％引き下げ）

保険料率が次のとおり変更されます。
健康保険料率 ９・
介護保険料率 １・

％引き上げ）

全国健康保険協会岐

日 です。

（金）

10
2021.４ 広報はしま

会社の保険に加入し、国民健康保
届け出・問い合わせ先

保険年金課

険の資格がなくなった後も国民健康
医療保険係（内線２２６２）

自治会の側溝掃除等に報償金

保険証を提示して医療機関を受診し
た場合、国民健康保険が負担した医
療費を後日返金していただくことが
草刈り、路肩補修に対し、報償金を
差の解消など住宅の設備・構造を改

高齢者の日常生活の利便

次のような異動があった場合には、
支給しています。申請は各自治委員
善する工事

対象工事

日以内に届け出てください。
を通じて行い、自治会ごとに年度を
※工事を行う住宅に

自治会が行う側溝（水路）掃除や

資格を得る場合
通じて１回までです。なお、作業を
者が居住しており、令和４年３月中

あります。

職等により社会保険等を離脱したと
実施する際は、新型コロナ感染拡大
旬までに工事完了届を提出すること

転入したとき▽退

固定資産税・都市計画税の納税通
き▽子どもが生まれたとき▽社会保
防止に留意してください。
が条件です。

固定資産税・都市計画税
納税通知書を発送

知書を、４月１日頃に発送します。
険等の扶養から外れたとき▽生活保
申請・問い合わせ先 土木監理課
（内

歳以上の高齢

年４回に分けて納めてください。口
護の適用を受けなくなったとき

限

た額の３分の１に相当する金額（上

他の制度による助成対象額を控除し

助成額

４月からの国民年金保険料は、前

国民年金保険料が決定

線２１１２）

座振替で納税することもできます。
職等により、社会保険等に加入した

転出したとき▽就

は、共有者が連帯して納税の義務を
とき▽死亡したとき▽社会保険等の

資格を失う場合

負います。納税通知書は共有代表者
扶養家族となったとき▽生活保護の

共同で所有している物件について

へ送付します。
工事着手前に助成交

付申請書と必要書類（図面など）を

申し込み方法

１０円に決まりました。これは、第
添付して提出

年度から 円上がり、月額１万６６

その他の場合
１号被保険者に該当する自営業者や
申し込み・問い合わせ先

適用を受けるようになったとき

合には、相続人が連帯して納税義務
き▽住所や氏名が変わったとき▽学
無職の人、学生などと、任意加入し
課（内線２５５２）

また、納税義務者が亡くなった場
を負います。この場合、納税通知書
生で住所を異動し長期間家族と離れ
ている人の保険料です。

農用地区域からの除外等の申し出

高齢福祉

は相続人代表者へ送付します。
て生活するとき▽世帯分離や合併し

税務課資産税係（内

問い合わせ先
たとき
は、月額４００円上乗せして月額１

なお、付加保険料を納めている人

線２２３４・２２３５）
届け出に必要なもの

農用地区域から除外等の希望があり

農業振興地域内の農用地について、

将来受け取る老齢基礎年金を増や

ましたら、関係書類を添えて届け出

万７０１０円です。
すことができる「付加年金制度」の
てください。

認印、離職票など

本人確認ができるもの、マイナンバー
利用をご検討ください。国民年金基
提出期限

資格を得る場合

が確認できるもの
金に加入している人は対象外です。

提出・問い合わせ先

社会保険等の喪失日が分かる証明書、

して会社の保険に加入したときや退
資格を失う場合
問い合わせ先 岐阜南年金事務所
（２

２６２２）

４月は異動の多い時期です。就職
職したとき、転出や転入したときな
険被保険者証、社会保険等の保険証、
７３）６１６１または保険年金課国

更前・変更後の世帯主に国民健康保

申請・問い合わせ先
課（内線５３０２）

休日の納税相談
市税の納付についてお困りの人は、

５月 日

ど、国民健康保険の資格に異動があ
本人確認ができるもの、マイナンバー

申請方法

険税などの滞納がない人⑤世帯主の

認印、国民健康保

った場合には、届け出が必要です。

険料を天引きします。保険料（年額）

退院した日の翌日から３カ月以内に

優良運転者表彰の申請

月に仮徴収します。

骨髄等の採取が完了し、

が決定すると、仮徴収で納付した金

収入に頼ることなく、本人が保険税

ます。７月に保険料額決定通知書を

月以降に天引きされ

年以上になる人は、優良運転者の表
郵送します。

無事故・無違反の年数が５年・
彰を受けることができます。希望す

日

令和２年度は、書き損じはがき７

４月１日〜
②令和２年６月１日から

仕事などで平日に来庁できない人

４２枚などを回収し、日本ユネスコ

申請期間
申請・問い合わせ先
でに後期高齢者医療制度へ新たに加

は、毎月第４日曜日に開設する休日

協会連盟に3万6936円を寄付し

収納課へご相談ください。

交通安全協会事務局（岐阜羽島警察
入した人＝４月に郵送する仮徴収額

窓口（午前９時〜午後４時）をご利

署内）☎（３８７）５６１５

決定通知書に記載された金額を仮徴

ました。ご協力ありがとうございま

収納課（内線２２４

市国際交流協会事務

用ください。４月は第１日曜日も開

年度 歳になる人を除く）
徴収額 毎回２月天引き額と同額

問い合わせ先

収します。

市税を納めないまま放置すると、

２）

問い合わせ先

し押さえ等の滞納処分が行われます。

い方法を口座振替に変更する手続き
万円未満の人などは、年

延滞金が加算されるだけでなく、差

した。

国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の
年金天引きによる仮徴収
国民健康保険税の仮徴収
額が年額

金天引きされません。

今年度の国民健康保険税額が決定
するまでの仮徴収として、４月・６

問い合わせ先

保険年金課後期高齢

月・８月の老齢基礎年金等から、国

国民健康保険上の世帯主を
変更できます

者医療係（内線２２６７）

骨髄移植ドナー支援事業

世帯主が国民健康保険に加入して

民健康保険税を天引きします。

骨髄バンクを通して骨髄等を提供

いない世帯で、次の条件に該当する

対象者 ２月に天引きされた人（今

した人（ドナー）や、ドナーを雇用

問い合わせ先

通知書 ４月上旬に郵送

場合は、国民健康保険に加入してい

阜支部☎（２５５）５１５５

している事業所に対して、次のとお

税・料の納付

る人（世帯員）を国民健康保険上の
世帯主とすることができます。変更

ドナー＝骨髄等の提供に

助成金額

を希望する人は、申請してください。

介護保険料の納付月です。納期限は

４月は固定資産税・都市計画税、
４月

①原則 歳以上で、学生でない人②

よる通院・入院１日につき２万円
（上

り助成金を交付します。

問い合わせ先 税務課国民健康保険
税係（内線２２３９）
後期高齢者医療保険料の仮徴収
次の①または②に該当する人は、

万円）事業所＝雇用するドナー
の骨髄等の提供による通院・入院１

所得の申告をしている人③国民年金

限

定されるまでの仮徴収として、４月・

保険料の免除を受けていない人④変

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。

日につき１万円（上限７万円）

今年度の後期高齢者医療保険料が決

09

01

をした人や、対象となる年金の受給

設します。

月２日ま

た人＝２月と同額を４月・６月・８

①今年の２月に年金から天引きされ

額との差額が

必要書類を提出する

国民健康保険の資格異動が
あったら届け出を

世帯主が変わったと

65
（月）

※①または②に該当する人で、支払

10

を添えて申請してください。

る人は、証明書交付手数料６７０円

10

31
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5月1日～5日

10

岐阜羽島地区

30

６月・８月の老齢基礎年金等から保

20

75

証明書等コンビニ交付サービスの一時休止

10
30
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70

14
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4月4日
（日）
・25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

美濃菊苗配布希望者
美濃菊の苗を配布します。
●申込開始日＝４月５日
●配布数＝１人３本（先着
人） ●配布日＝５月中旬〜
６月中旬 ●配布場所＝市役
所北庁舎 ●詳しくは、農政
課（内線２６２４）へ

図書館
◇開館＝午前 時〜午後６時
（４月6日 までは午前9時〜）
◇休館日＝４月４日 ・５日
・ 日 ・ 日 ・ 日
・ 日 、５月６日
※詳しくは、図書館☎（３９
２）２２７０へ

不二竹鼻町屋ギャラリー

マに制作された作品を中心に
展示します。
●開館期間＝４月 日〜５月
日
関連イベント
①日本画の画材の楽しさ
令和２年日展特選受賞の宮
原剛氏を講師に招き、日本画
の技法を体験します。
●時間
●期日＝５月２日
＝午後１時 分〜３時 分
●場所＝市教育センター２階
●対象＝高校生以上 ●定員
＝ 人 ●材料費＝５００円
②肖像画の魅力
市内在住で肖像画作家の黒
田勝氏が講話を行います。
●時間
●期日＝５月 日
＝午後１時 分〜３時
●場所＝市教育センター２階
●対象＝高校生以上 ●定員
＝ 人 ●参加費＝無料
③たのしいデッサン
今井田一已館長によるデッ
サンの描き方講座です。
小・中学生対象
●時間
●期日＝５月９日
＝午後１時 分〜２時 分
●場所＝市教育センター２階
●定員＝ 人 ●参加費＝無
料
高校生以上対象
●時間
●期日＝５月 日
＝午後１時 分〜３時 分
●場所＝市教育センター２階
●定員＝ 人 ●参加費＝無
料
④ギャラリートーク
学芸員が展示作品を紹介し
ます。
●期日＝４月 日 、５月８
●時間＝午後
日 ・ 日
１時 分〜２時 ●場所＝不
二竹鼻町屋ギャラリー ●対
象＝中学生以上 ●定員＝各
日５人 ●参加費＝無料
※関連イベントの参加には、
事前予約（先着順）、当日有
効の入館券が必要です。
◇入館料＝高校生以上３００
円、中学生以下無料
◇開館＝午前９時〜午後５時
◇休館日＝開館期間中の４月
は休館日なし、５月６日
※詳しくは、同ギャラリー☎
（３９３）０９５１へ

歴史民俗資料館・
映画資料館
企画展「大映・日活映画２３
７５本の軌跡展」
●期間＝４月３日〜６月 日
映画の集い「下町の太陽」
●時間
●期日＝４月 日
＝午前 時〜、午後２時〜
マイコレクション「原詠人怪
獣頭造展」原詠人さん
●期間＝４月３日〜６月 日

古文書学習会・俳諧歴史入門
●開催日＝５月〜令和４年３
月の第４土曜日（全 回）
●要申し込み（途中参加可）
◇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＝4月 日 、５月
6日
※詳しくは、同資料館☎（３
９１）２２３４へ

ひとり親家庭就業支援
講習会の受講者募集
●講座＝介護職員初任者研修、
介護福祉士実務者研修、介護
福祉士国家試験対策講座、医
療事務・調剤、パソコン講座、
簿記講座等 ●日時＝講座に
より異なる ●定員＝ひとり
親家庭の父または母 人程度
（定員に満たない場合は、中
止となることもあります）
●受講料＝無料（教材費等は
自己負担） ●申込方法＝４
月 日〜 日に子育て・健幸
課（内線２５２４）へ申し込
む ●詳しくは、県ひとり親
家庭等就業・自立支援センター
☎（２６８）２５６９へ

高校生通学定期券購入補助
コミュニティバス通学定期
券購入額の３分の１を補助し
ます。
対象者 市内在住で高等学校
または高等学校と同等の課程
に就学する生徒の保護者
申請方法 定期券購入後に申
請書を提出

運転免許証返納者は
カ月間乗車無料に
運転免許証を自主返納した
人などに対して、コミュニティ
バスに無料で乗車できる乗車
証を交付します。
対象者
歳以上の市内在住
者で、運転免許証を自主返納
した人または運転免許証の有

環境基本計画を策定

羽島市環境基本条例に基づき、豊かで快適な環
境の保全および創出に関する施策を総合的・計画
的に推進するため、市の環境に関する総合的な計
画を策定しました。

計画期間 令和3年度から令和12年度まで (10年間)
問い合わせ先 生活環境課（内線2123）

コミュニティバスから岐阜
羽島駅を起点・終点とする名
阪近鉄バス羽島線に乗り継い
だ場合、コミュニティバス車
内にある乗継券を100円の
金券として名阪近鉄バス羽島
線の運賃に使用できます。
申請・問い合わせ先 生活安
全課（内線２１５３）

名阪近鉄バスへの
乗り継ぎ特典

コミュニティバスを利用し
て買い物やお出掛けをする団
体に、片道分の回数券（人数
分・年度内１回まで）を交付
します。
対象団体 おおむね 人以上
で、コミュニティバスに関す
る出前講座を受講した団体
※出前講座の受講などの詳細
は、お問い合わせください。

買い物等で
バスを利用する団体へ
回数券を交付

効期限後に更新していない人
申請方法 返納後または免許
失効後６カ月以内に、更新切
れの運転免許証、取消通知書
または運転経歴証明書を持っ
て申請

基幹相談支援センター等を設置

11

（月）

90
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13

購入を補助

市では、基幹相談支援センターを福祉課内に設置
しました。相談支援事業所や関係機関と連携して、
障がいがある人からの総合的な相談に応じます。
また、障がいがある人の重度化・高齢化や「親亡
き後」を見据えて支援する地域生活支援拠点等の整
備も進めています。
問い合わせ先 福祉課（内線2512）
10

30

65

安心して暮らせる体制整備

12

他

（木）

の

通学定期券の

13

意 見 数 41件（2人）
募集期間 令和2年11月25日～12月24日
問い合わせ先 福祉課（内線2512）

そ
12

コミバスを身近に

12

（土）

意 見 数 23件（2人）
募集期間 令和2年12月28日～令和3年1月26日
問い合わせ先 高齢福祉課（内線2554）

（土）

第6期羽島市障害福祉計画・
第2期羽島市障害児福祉計画案

10

（木）

13

（土）
17

第8期羽島市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画案

30

30

30

30

10

10

10

市ホームページ、担当課、各コミュニティセンター

所蔵品展「ひとのかたち」
所蔵作品のうち、人物をテー

市民の意見募集（パブリックコメント）の結果公表

（月）

17

（日）

（土）

（日）

（日）

（月）
60

（月）
（木） （日）
26

30

15

30

23

30

10

ガ イド

10

19

新型コロナの影響により、避難所のたらい回しや三密
懸念による避難控えが全国各地で問題となっていること
に対処するため、株式会社バカンと「災害時における避
難施設の情報提供に関する協定」を締結しました。
この協定により、下の2次元
コードにアクセスすると、避難
所の混雑状況が「空いていま
す」「やや混雑」「混雑」
「満」の4段階で確認できます。
サービスの利用は無料（通信
料は利用者負担）です。

国が実施するマイナポイント事業の事業期間
が、9月末まで延長されます。
3月末（予定）までにマイナンバーカードを申
請した人は、マイナンバーカードを受け取った
後、マイナポイントを申し込み、9月末までに
チャージまたは買い物をすると、1人当たり上
限5,000円分のマイナポイントが付与されます。
付与されたポイントは、選択したキャッシュレ
ス決済サービスが使える店舗で利用できます。
詳しくは、マイナポイント事業ホームページ
をご確認ください。
マイナポイントの申し込み手続き
は、スマートフォンやパソコンのほ
か、商工観光課でも可能です。

30

集
し

インターネットで確認できます

（土）
30
22

資料の配布場所

マイナポイントの期間が延長

10

4月の
募
催
（月）
30
12
（金）
（月） （火）

避難所の混雑状況

商工観光課（内線2612）
問い合わせ先
危機管理課（内線5102）
問い合わせ先

4月5日
（月）
・15日
（木）
・26日
（月）

♨今月の羽島温泉の休館日

はしま

1
1

市長のコラム

愛愛

住民の方々の命とくらしを守るのは、
市政に課せられた 丁目 番地の課題
です。市では「地域防災計画」を策定。
同計画の目的である住民の生命、身体
および財産を保護する取り組みを網羅
しています。
2012年、公益社団法人土木学会
の東日本大震災フォローアップ委員会
は、地域防災計画に関する問題点や、
課題の整理・分析を行いました。同委
員会が指摘した問題点は、次のとおり
です。
▽広域災害発生時における、国も含む
地域連携の対処策が不十分。
▽社会インフラの予防計画は、インフ
ラ整備主体が作成した事業計画の転記
レベル。
▽事業継続計画の概念が欠如。
▽減災や、自助・共助・公助の協働内
容が希薄。
▽減災目標の設定・達成に向けた管理
プロセスがない。
▽復旧・復興に対する内容が乏しい。
▽人口 万人以下の市町村に、防災担
当の職員配置が不十分。
以上の指摘の中で、社会インフラの
予防計画（機関縦割り）、減災計画の
設定・達成（防災・減災マネジメント）
、
復旧・復興への準備（復興事前準備）
等に関しては、関係機関とも協議の上、
不足部分を補充してまいります。
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information＋
相談ダイアリー
問い合わせ先
種

別

市民総合相談室（内線2532）
相

談

日

時

間

第
回

5月6日

13：00～16：00

法 律 相 談

4月14日・23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

4月5日、5月は休み

13：00～16：00

4月16日

13：00～16：00

人 権 相 談

4月8日

13：00～16：00

家庭児童相談

毎週月～金曜日

8：30～17：00

ひとり親相談

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

登記・相続相談

4月7日、5月は休み

13：00～16：00

4月21日

13：00～16：00

4月28日

13：00～16：00

4月20日

13：00～16：00

消費生活相談

毎週月～金曜日

9：00～12：00
13：00～16：00

おみサポ・ぎふ
登 録 受 付

毎週月～金曜日

10：00～16：00

予

約

制

）

（ 予 約 優 先 ）

心配ごと相談
（ 予 約 優 先 ）

羽島市長

松井

（

聡

2013年の災害対策基本法改正に
より、市町村の一定居住者等による、
自主的な防災活動に関する（地区防災
計画制度）が設けられました。羽島市
では同制度に着目。竹鼻南地区が独自
に策定された地区防災計画を、県下で
初めて市の地域計画に組み入れました。
長年、専門的な知見を有する大学や
企業とも連携し、全世代での防災活動
に取り組んでこられた同地区の活動事
例は、その後、市内の他町にも広がっ
ています。
市の防災組織としては、市長室に危
機管理課を設置。専従職員を配置する
とともに、災害発生時には各地域に派
遣する職員（兼務）体制も稼働してい
ます。災害時における業務継続計画に
ついても、すでに作成を済ませていま
す。今後は、導入や作成を済ませてい
るシステム、計画等の適時見直しを図
ってまいります。
羽島市にとって心強いのは、市独自
の防災コーディネーター制度により、
防災資格を取られた方々が研究会を設
立。地域防災の担い手として、出前講
座や学校での指導。避難所のレイアウ
トや、設営訓練を行っておられること
です。
新たな羽島市の防災キーワード。災
害から「助かる」にしたいと思います。

行 政 相 談
（

80

不二羽島文化センター

（ 予 約 優 先 ）

予

約

制

）

不 動 産 相 談
建築設計相談
(耐

震

相

談)

多重債務相談
（ 予 約 優 先 ）

● 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。

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

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～
日
時 7月4日 (日) 午後5時30分開演
入 場 料 SS指定席9,900円、Ｓ指定席8,800円、
Ａ指定席 6,600円、Ｂ指定席4,400円
（当日同額・税込・3歳以上有料・2歳以下入場不可・中学生以下各席半額）
チケット発売日
インターネット予約 4月24日 (土) 午前9時から
電話予約 4月25日 (日) 午前9時から
来館 4月26日 (月) 午前9時から

撮影 荒井健

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。休
館日を除く午前9時～午後5時にお問い合わせください。
休館日にご注意ください。4月よりインフォメーション
受付時間は、午前9時～午後5時となります。
休館日＝4月3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日)・20日(火)・27日(火)

イベント中止情報
新型コロナ感染拡大防止のため、次のイベン
トは中止することが発表されました。

美濃竹鼻ふじまつり
美濃竹鼻ふじまつりは中止となります。竹鼻
別院境内および御坊瀬戸広場での関連イベント、
露店、飲食ブース、夜間のライトアップは行い
ません。
問い合わせ先 市観光協会☎（322）2303

竹鼻まつり
八劔神社の山車奉芸、町内曳行・展示、曳き
揃え、夜山曳きおよび交通規制は行いませんが、
八劔神社例大祭（神事）は、同神社氏子の主催
行事として実施される予定です。
問い合わせ先 竹鼻まつり振興会
（商工観光課内・内線2615）

次期ごみ処理施設

都市計画を変更
次期ごみ焼却場の位置・面積を定める都市計画の変更に
ついて、3月9日に都市計画変更の告示を行いました。
変更内容
名
称 岐阜羽島衛生施設組合ごみ焼却場
位
置 羽島市福寿町平方地内
面
積 約31,500㎡
変更理由 円滑な都市活動を支え都市生活者の利便性の向
上を図るとともに、地球環境にやさしい循環型
社会の形成の基礎となる、より環境に配慮した
施設を整備するため。
問い合わせ先 都市計画課（内線2135）

2021.４ 広報はしま
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室

【 ①5，6カ月児 ②7～11カ月児】

はみがき教室とフッ化物塗布
【平成30年10月・31年4月生まれ】

康

相

時

間

期

日

4月8日
（木)

①9：30～ ②10：30～
（受付）

4月11日
（日）

4月27日
（火）

4月18日
（日）

8：30～17：15

4月25日
（日）

13：30～15：30

4月29日
（木）

5月2日
（日）

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

＃83

はしま
ウォーキングマップ

コロナ禍において運動の機会が
減少しています。その中でも、三
密を避けながら安心安全に健幸づ
くりを推進し、健康寿命を延伸す
ることができるように「はしまウォー
キングマップ」を作成しました。
ウォーキングマップでは、市内
のおすすめコース4カ所を見どこ
ろとともに紹介しています。ウォー
キングは、１人または少人数で実
施すること、空いた時間や場所を

■人口

選ぶこと、他の人との距離を確保
すること、すれ違う時は距離をと
ることを意識しましょう。帰宅後
は手洗い・うがいを忘れずに行い
ましょう。
毎日10分の早歩きに加え、1週
間で計60分のややきつめの運動
を継続することで、糖尿病や認知
症、がんのリスクを低減するとい
われています。マップを活用し、
歩く習慣をつけて健幸づくりに取
り組みましょう！

5月3日
（月）

5月4日
（火）

ばん皮膚科（正木町）
☎391-0056
戸田歯科医院（竹鼻町）
☎391-8354
不破医院（正木町）
☎391-2238
花村歯科医院（福寿町）
☎392-0554

村上診療所（竹鼻町）
☎216-7722
はま歯科医院（正木町）
☎394-4662
長良川クリニック（竹鼻町）
☎392-2525
第一河合歯科医院（竹鼻町）
☎392-1567
山田医院（上中町）
☎392-2313
丸の内歯科医院（竹鼻町）
☎322-6220
渡邉医院（竹鼻町）
☎392-2223
南谷歯科医院（小熊町）
☎392-8848
青山内科（竹鼻町）
☎392-3821
みのる歯科（福寿町）
☎391-1082

浅野内科こどもクリニック（福寿町）
☎393-2811
5月5日
（水）
第一河合歯科医院（竹鼻町）
☎392-1567
※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）

67,458人（－118）
・男33,337人・女34,121人

■世帯数

27,022世帯（＋321） 令和3年3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

棚橋歯科医院（竹鼻町）
☎391-7231

9：50～11：05(受付)

※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。

母子健康手帳の交付

医療機関（医科・歯科）

4月4日
（日）

随時

診療時間
午前9時～午後2時

ながき内科クリニック
（舟橋町）
☎393-0077

9:15～11:15(受付)

4月22日(木)

〔福寿町〕

休日急病診療

4月7日
（水）
4月27日
（火）

談

精神保健(こころの)相談

日
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Facebook

カ月）

教

】

場所・問い合わせ先
子育て・健幸課
（内線5302・5303・5304）

母：香澄さん

（４歳

食

談

父：廣瀬正嗣さん

えいじ

児

応募はコチラ

永嗣 くん

相

幼

（６歳４カ月）

離 乳

児

こはる

乳

期

小春 ちゃん

名 【対象者】

乳 幼

健

〔足近町〕

保健コーナー

事

カ月）

母：知恵美さん

（２歳

4月
【

10

カ月）

カ月）

カ月）

11

父：河合紀彦さん

行

つかさ

（６歳

（１歳

（５歳

１

束紗 ちゃん

はるま

暖真 くん

あおま

碧真 くん

ゆうま

悠真 くん
５

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
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