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令和2年度の新しい保険料率について

国民健康保険料の納付について

「限度額適用･標準負担額減額認定証」の申請について

①子どもの人権問題

85.7%

②災害時の人権問題

85.6%

③障がい者の人権問題

83.3%

④高齢者の人権問題

81.2%

⑤女性の人権問題

81.0%

⑥インターネットを悪用した人権侵害

73.3%

⑦犯罪被害者とその家族の人権問題

71.0%

⑧北朝鮮による拉致問題

69.8%

⑨感染症患者などの人権問題

62.4%

⑩人身取引に関する人権問題

61.3%

⑪外国人の人権問題

53.3%

⑫刑を終えて出所した人の人権問題

49.8%

⑬性自認を理由とする人権問題

47.1%

⑭性的指向を理由とする人権問題

45.7%

⑮ホームレスの人権問題

41.8%

⑯同和問題
⑰アイヌの人々の人権問題

◎問合せ
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75.4%

保険年金課 国保係

☎

68-2118

39.5%
35.9%

☎
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◎申込･問合せ

◎申込･問合せ
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商工課

☎

商工課

☎

68-9805

68-9803
令和2年4月15日
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令和4 年 3 月 31 日まで

風しんの抗体検査・予防接種が公費で受けられます

対象者

クーポン券について
対象システム

補助金額

抗体検査・予防接種の受け方について

◎問合せ 環境課

☎ 68-9806

◎問合せ 健康づくり課

『ちょっといい話９』が

☎ 68-9785

出来上がりました

がくしゅう

◎申込・問合せ 高齢福祉課
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☎ 68-2117

令和2年4月15日
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風の吹いてくる方向に向かって走る不思議なウインドカー
作り。自動車の仕組みとよく似た機構を持つ、このウインドカ
ーを作って、自動車の仕組みについても学んでみよう。
◆日にち 5月24日(日)
◆時 間 13時30分〜16時
◆対 象 小学校3年生〜6年生（20名まで）
◆参加費 無料
◆申 込 4月25日（土) 9時より電話にて（定員になり次第締切）
◆協 賛 （公社）
自動車技術会中部支部社会貢献企画委員会

☎

サイエンスワールドでは、新型コロナウイルスの感染予防・拡散防止のため、4月12日（日）まで、
濃厚接触の可能性がある各種イベント、ワークショップ、ショーなどの開催・運営を中止させてい
ただいております。
また、その後の状況によっては、4月14日（火）以降も継続して各種イベントやショーなどを中止
させていただく場合がございますので、ご予約・ご来館前にサイエンスワールドへお問い合わせい
ただくか、当館ホームページをご覧いただきますようお願いいたします。皆さまのご理解、ご協力
をお願いします。
◎問合せ
66-1151
URL https://www.sw-gifu.com/

市民体育館では、
「ゴルフの町みずなみ」をより推進するた

め、団体を対象にスナッグゴルフセットを無料で貸し出ししていま

す。

スナッグゴルフとは、
ゴルフ入門のスポーツで、
ランチャー
（ア

イアン）、
ローラー
（パター）
を使い、
テニスボールのようなボール

をスナッグフラッグにくっつける競技です。
ゴルフを始めるにはハ
ードルが高いと思っている方、
ゴルフをやってみたいお子さんな

ど、
まずはスナッグゴルフから始めてみませんか？
右の図①のように、水の入ったコップAと空のコップBを管でつなぎます。

〈A〉管に空気が入っているとき
〈B〉管に水が満たされているとき

図①

それぞれどうなるでしょうか？
〈A〉の場合は変化ありませんが、
〈 B〉の場合はコップA
とコップBの水面の高さが同じになるまでコップAの水が
コップBへ流れ出ます。
水を満たした管を使って、高いところの水を低いところへ移すしくみをサイホンの原理とい
います。

では図②の管が水で満たされているときはどうなるでしょうか。
管の口 X の高さに注目です。
実験して確認してみましょう。

図②

詳しくは、下記までお問い合わせください。

◆免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。

＊出産とは、妊娠85日
（4か月）以上の出産をいいます。

◆対象者

「国民年金第１号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

◆届出時期

●Xの位置が水面より高いとき
新しい土地に家を建てるとき、敷地の周囲に杭を何本か打ち、大き
い水槽からつないだ管の先を持って杭を廻り、水面の高さにしるし
をつけていきます。
しるしをつなぐと水平面になるのです。
●Xの位置が水面より低くなると
水洗トイレに水をザーと流したとき、この現象に気づきませんか。
そして管に残った水が栓となり、下水からのにおいがトイレに逆流
することを妨いでいます。

出産予定日の6か月前から

◆申請に必要なもの

●マイナンバーカードまたは通知カード
●印鑑

●本人確認書類（運転免許証など）

●年金手帳

●出産前の場合は母子健康手帳など
（出産後の場合は原則不要。ただし、被保険者と子が

別世帯の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類）

＊代理人による申請の場合は、
「委任状」と「代理人の本人確認書類」が必要です。
サイエンスなび
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情報ガイド

募
催集
し
〜古布リメイク〜しだれ桜と洲崎ルリ子(瑠璃工房)展

優良運転者の表彰
受賞を希望される方は、申請してください。
◆受付期間 5 月 1 日（金）〜 31 日（日）

◆日 時 4月18日（土）〜 26日（日）10時〜 17時
◆場 所 瑞浪芸術館（稲津町萩原 1220-2）
◆入館料 無料
＊期間中の土日は呈茶あり（お菓子付き 600 円）
。
◎問合せ ＮＰＯ瑞浪芸術館 ☎ 66-2170

お知らせ
岐阜県古代・中世寺院跡総合調査にご協力ください
県では、安土桃山時代以前
の寺院跡を確認するため、寺
院の歴史や文化財等を把握す
る総合調査を平成 30 年度か
ら実施しています。
下記の期間において、現地で建物跡などを調べ
たり、測量調査等を行います。ご理解、ご協力の程
よろしくお願いします。
◆期 間 5 月初旬から 11 月下旬（予定）
◆場 所 市内の寺院およびその周辺
◎問合せ 県文化財保護センター
☎ 058-237-8550

危険物取扱者（試験･予備講習会･保安講習）のご案内
【第 2 回危険物取扱者試験】会場：多治見工業高校
◆試験日 6 月 14 日（日）
◆受付期間 書面申請：5 月 8 日（金）〜 18 日（月）
電子申請：5 月 5 日（火）〜 15 日（金）
【第 1 回試験予備講習会】会場：シンクタンク庁舎
◆講習日 5 月 11 日（月）
、12 日（火）
◆受付期間 5 月 1 日（金）まで
【危険物取扱者保安講習会】会場：恵那総合庁舎
◆講習日 7 月 8 日（水）
◆受付期間 4 月 20 日（月）〜 5 月 22 日（金）まで
◎申込･問合せ 消防本部 予防課 ☎ 68-2001

知的障がい者巡回相談（要予約）
◆日 時
◆場 所
◆相談員
◆内 容

6 月 4 日（木）10 時〜 14 時
市民福祉センター（ハートピア）
県知的障害者更生相談所相談員
療育手帳の交付にかかる判定
知的障がいに係る相談
◆申込締切 5 月 13 日（水）
＊現在お持ちの療育手帳が判定期間を過ぎている
場合は、この判定を受けないと医療費の助成･税
金の控除などの適用が受けられない場合があり
ますのでご注意ください｡
◎申込･問合せ 社会福祉課 ☎ 68-2113

11 広報みずなみ

◎申込･問合せ 東濃地区交通安全協会

☎

25-0241

合併処理浄化槽設置の補助制度について
水洗化率向上のため、合併処理浄化槽を設置す
る方に対して補助金を交付します。5 〜 10人槽の設
置に対して、国・県の基準額に独自の補助金を上乗
せします。また、単独処理浄化槽（し尿のみを処理
する浄化槽）を撤去する場合は、撤去費用（限度額
90,000 円）を上積みして補助金を交付します。
◆受付期間 12 月 28 日（月）まで
◆高度処理型合併処理浄化槽の補助限度額

募集

☎ 68-9826

下水道融資あっせんと利子補給について
水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、
くみ取り便所および浄化槽を使用されている方に
対して、下水道または農業集落排水に接続する工
事費用の融資あっせんを行い、その融資に係る利
子を補給する制度を設けています（新築工事は対
象外）
。利子補給により、実質利用者は元金のみの
返済となります。
◆融資限度額 工 事 費 の 範 囲 内 で 10 万 円 以 上 100
万円以内（年利 2.8%）
◆償還期間 60 ヶ月以内
◎申込･問合せ 上下水道課 ☎ 68-9821

歯科休日在宅当番医(救急)診療

瑞浪市上下水道事業経営審議会委員を募集
上下水道事業の経営に関する重
要な事項について、市民の皆さまの
意見を反映させるため、委員を募集
します。
◆募集人数 2 名
◆応募資格 市内在住の 18 歳以上の方で、平日昼間
の審議会に出席可能な方
◆職務内容 任期は7月からの 2 年間で、年 2 回程度
開催する審議会への出席
◆報
酬 会議出席 1 回につき5,000 円
◆応募方法 応募用紙（上下水道課、市ホームページ
で入手可能）に住所･氏名･応募の動機
などを記載し、郵送、メール、持参により
提出
◆応募締切 5月11日（月）必着
◎応募･問合せ 上下水道課 ☎ 68-9821
メール zyougesui@city.mizunami.lg.jp

「みずなみかたりべの会」会員募集
みずなみかたりべの会は、郷土の歴史・文化を学
び、これらを残し伝える団体です。
本会では、新会員を募集しています。主な活動は、
史跡ウォーキング、市民講座の開催（年 3 回程度）、
会員講座の開催（年 8 回程度）などです。
◆対 象 年齢・性別は問いません
◆年会費 1,000 円
＊野外行事は平日に実施、講座は土日祝日に開催
◎応募・問合せ かたりべの会
☎ 080-5157-6287（小倉）

「さわやか運動教室」参加者募集（無料）

◎申込・問合せ 上下水道課

健康

足腰に不安のある方や、これから運動を始めたい
方にお勧めの水中運動の教室を開催します。
水中運動は、関節への負担が少なく、かつ短時間
で効率的に筋力アップの効果を期待できます。
◆日 時 5月15日〜 7月3日の金曜日
9 時〜 10 時 （全 8 回）
◆会 場 コパンスポーツクラブ瑞浪 プール
◆内 容 水中運動（体操や歩行等）
◆対 象 65 歳以上の方、20 名
（新規優先・先着順）
◆持ち物 水着や水泳帽をご準備ください
◆申 込 4月30日（木）までに下記へお申し込みく
ださい。
＊交通手段がない方は送迎の相談に応じます。
＊新型コロナウイルス感染症の発生状況により、日程
が変更となる場合があります。
◎申込・問合せ 高齢福祉課 ☎68-2117

◆診療時間

9 時〜 15 時（電話予約が必要です）

がん検診（胃がん･大腸がん･肺がん・乳がん）
▼場

所

東濃厚生病院

▼場

所

保健センター

▼場

所 日吉コミュニティーセンター
＊○印…
受診できる
検診（選択可）

◆対象者

40歳以上の希望者（乳がんは女性のみ）
（乳がん検診は平成31年度の受診者を除く）
◆費 用 個人負担各500円（乳がんのみ1,000円）
＊定員がありますので、電話等で事前に健康づくり課
までお申し込みください。また、大腸がん検診を希望
の方は採便容器を送付するため、10日前までにご
予約ください。
＊県の補助事業により、以下の①〜④の生まれの方は
今年度に限り、胃がん検診が無料で受けられます。
①S45.4.2 〜 S46.4.1、②S41.4.2 〜 S42.4.1、
③S37.4.2 〜 S38.4.1、④S33.4.2 〜 S34.4.1
◎予約・問合せ 健康づくり課 ☎ 68-9785

国の指針では、対象者は『50 歳以上で 2 年に1
回の受診』で良いとしています。その理由として、胃
がん検診が導入された昭和 58 年当時に比べ、平
成 23 年のデータでは40 歳代で胃がんにかかる人
は1/2まで減ったこと、また1 〜 3 年の受診歴があ
る場合、受診しなかった時と比べ、死亡率が 60％
低下したという研究結果があるためです。
瑞浪市では国の指針に沿った対象、受診間隔に
ついて検討しています。決まり次第お知らせします
のでご承知ください。

令和2年4月15日
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困りごと相談（5月分）
5月11日(月)
13時30分〜16時

5月21日(木)
13時30分〜16時

5月20日(水)
10時〜15時

毎週火曜日 10時〜16時

＊専門相談員による消費
生活相談(予約制)
＊多重債務相談随時受付

子供は成長とともに行動範囲が広がっていきます。
その際、交通ルールを守る習慣を身につ
けていないと大変危険です。
保護者の方も一緒に交通ルールを確認し、交通事故から子供を守って下さい。

【道路の安全な渡り方】
❶

5月12日(火)
10時30分〜12時
5月21日(木)
13時30分〜16時

5月11日
（月）･
18日
（月）
･25日
（月）
13時30分〜16時

5月11日(月)
10時〜12時

5月14日
（木）
13時30分〜16時

新型コロナウイルス感
染防止のため、
5月相談
については中止します。

5月6日
（水）
・
10日
（日）
・24
（日）
10時〜16時

道路を横断するときは、近くの横断歩道を渡りましょう。
また、横断歩道がない場合は、左右の見通しの良い場所を選びましょう。
❷ 道路を横断する前に一度立ち止まり、左右の安全をしっかり確認しましょう。
❸ 道路を横断する前に、
ドライバーとアイコンタクトをしてお互いの意思の疎通を図りましょう。
❹ 道路横断中でも、左右の安全を確認しながら渡りましょう。
また、横断歩道がない場所を横断する場合は、斜めに横断することのないようにしましょう。

5月13日(水)
10時〜12時

教育相談室

67-3338

電話がつながらない場合は
学校教育課（

68-9833）

までご連絡ください。

5月20日
（水）
10時〜15時

5月19日
（火）
13時30分〜15時

○市県民税（特別徴収） 4月分

5月11日（月）

○軽自動車税（種別割） 全期分

6月 1日（月）

○国民健康保険料

5月分

6月 1日（月）

○保育料

5月分

6月 1日（月）

○上下水道料金・し尿処理手数料

4月分

6月 1日（月）

○市営住宅使用料

5月分

6月 1日（月）

○介護保険料

5月分

6月 1日（月）

5月27日
（水）
10時〜15時

☎

毎週火･木曜日
13時〜16時

学校でのいじめについて、
悩まず電話してください。

み ずなみ

問合せ ☎ 68-7710

令和２年度みずなみ化石教室を下記の日程で開催します。教室の詳細は、化石博物館ホームページやチ
ラシをご覧ください。
申し込みはメール
（mfmevent@city.mizunami.lg.jp）
かハガキで受け付けます。必ず①希望コース、②
参加者名③年齢または学年、④電話番号、⑤ハガキ送付先、⑥同伴者（いる場合）
を明記してください。
定員を超える申し込みがあった場合は、抽選を行います。
＊新型コロナウイルス感染症の発生状況により、日程が変更または中止となる場合があります。

3日（日）･9日（土）
・15日（金）･21日（木）
・27日（水）
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5月の予定

＊各センターの開所時間 月曜日〜金曜日 8：30〜17：00
土曜日
8：30〜12：00

おんぶにだっこ

愛モア

ハグハグ

スマイル

（稲津小となり）（みどり幼児園内）（桔 幼児園内）（竜吟幼児園内）
☎ 66-1064
☎ 66-1325
☎ 67-1136
☎ 63-2060
午前

乳製品

卵

魚

肉

牛乳
400ml

全卵
1個

鮭
30ｇ

豚肉
25ｇ

大豆製品 緑黄色
豆腐
40ｇ

80
ｇ

淡色
90
ｇ

穀類
50
ｇ

10
ｇ

10
ｇ

ご飯
100ｇ
×3回

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

調味料
油
8ｇ

砂糖
10ｇ

りんご
150ｇ

▷表の見方
区分
午前

親子で遊ぶ時間
9：30〜12：00

＊弁当可
12：00〜14：00「愛モア」
午後 12：00〜15：00「おんぶにだっこ・
スマイル」＊弁当可
（☆）
13：00〜15：00「ハグハグ」

区分
☆
うさぎ
（2歳児）

ぺんぎん
（1歳児）

ひよこ

乳幼児健診・相談・歯みがき教室

●

5月分

（0歳児）

●

ねんね

以下については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止となる場合があります。ホームページ（新型コロナ
ウイルス感染症について）
をご確認の上、お越しください。
場所＝保健センタ−／料金＝無料

年齢の目安
0歳〜就学前まで
平成29年4月2日〜平成30
年4月1日生まれの子と親
平成30年4月2日〜平成31
年4月1日生まれの子と親
平成31年4月2日以降生ま
れの子と親
ねんね〜お座りくらいまで
の子と親

■親子･･･年齢に合わせた親子遊びをし
ますので予約をお願いします。（10
時〜11時30分）
＊これから初 めて出 産される方 の 参 加日
「プレ マ マ デ ー」を、
「ひよこ」
「ねんね」
の日の 10 時から設けています。
（予 約の
上、母子健康手帳を持参してください）

『うさぎ・ぺんぎん・ひよこ』
の日は、同年齢の子どもとそ
の親が集まります。お子さん
を遊ばせながらお話や情報
交換ができます！
同じ地域で子育てをしているママ、民生委員･児童委員さん、主任
児童委員さんと一緒にお子さんを遊ばせながらおしゃべりをしたり、
お
子さんと触れ合い遊びをしたりして、楽しいひとときを過ごしましょう。
小田町・西小田町・北小田町・南小田町・
上野町・宮前町・高月町
日吉町
土岐町・益見町・学園台

☎

15 広報みずなみ

◆時 間 10時〜11時30分
◆対 象 対象地区にお住まいの0歳〜就園前までの子と親
◆持ち物 お茶、必要な方はバスタオルなどの敷物、
おむつ
＊開催の有無は随時HPにて公開いたしておりますのでご確認ください。

・予約制ではありません。気軽に遊びに来て
ください。
・各対象年齢は上記の「年齢の目安」
を参
考にしてください。同学年の子が集えるよ
う分けてありますが、
お子さんの様子に合
わせて選んでいただけます。
・各支援センターで開催の曜日が違います
ので予定表を見てお出かけください。
◆時 間 9時30分〜12時
◆内 容 ふれあい遊び、絵本の読み聞
かせなど

令和2年4月15日

14

編集・発行／瑞浪市役所企画政策課広聴広報係

中京高校と中京学院大学の生徒・学生による
「地域活性化プロジェクト」の最終発表会が、地域
交流センターときわで開催されました。
生徒らは9チームに分かれて、1年間または2年間
取り組んできた地域活性化のための活動につい
て、テーマの選定理由や活動概要、今後の方針な
どを発表しました。

ホームページ https://www.city.mizunami.lg.jp

〒509-6195岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地

メール

☎

info@city.mizunami.lg.jp

0572-68-2111

消防本部は「春季瑞浪市火災予防運動」の一環
として、日吉町の一人暮らし高齢者家庭7戸を訪問
し、防火指導を実施しました。
消防、社会福祉協議会、県ＬＰガス協会土岐支
部瑞浪地区会から計6人が訪れ、住宅用火災警報
器の有無や消火器の使用方法の指導などを行い
ました。

岐阜大学と瑞浪市による包括連携協定の締結
式が市役所で開かれました。瑞浪市が大学と連携
協定を結ぶのは3例目となります。
岐阜大学の森脇学長は「特徴的な産業や地域
の魅力がある瑞浪市と今回の包括連携協定によっ
て域学協働ができることを感謝している」と述べま
した。

環境にやさしい植物油インキと
再生紙を使用しています

本年度の
「こいのぼり祭」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止いたします。
なお、
こいのぼりの掲揚および5月3日
（日）
から5日
（火・祝）
までの市民公園文化施設（化石
博物館、陶磁資料館、市之瀬廣太記念美術館、地球回廊）無料開放は、例年どおり行います。
＊新型コロナウイルス感染症の発生状況により、市民公園文化施設の無料開放は中止となる場合があります。
◆こいのぼり掲揚期間 4月17日
（金）
〜5月22日
（金） ◆場

市ホームページの
「まちかど写真館」
では上記以外の記事も掲載しています。

まちかど写真館

瑞浪市

検索

所

市民公園ホタルのせせらぎ広場

瑞浪市の人口＝37,036人（15,317世帯） ＊4月1日現在

