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朝の会の前に先生がタブレット端末の
情報をもとに児童の様子を確認

保護者がスマートフォンで
検温結果などを連絡

学校と保護者をつなぐ
連絡アプリ導入

▶

保護者が入力する
アプリの画面

職員室で保護者からの通知を確認
（教室で先生が確認すると表示が「確認済」へ）

市立小・中学校、特別支援学校、幼稚園では、学校と保護者間の欠席連絡や検温報告、お便りの配布がス
マートフォンでできる
「スマート連絡帳」を6月から導入しました。これまで電話や紙で行われてきた学校と保護
者間の連絡をデジタル化し、保護者の利便性向上と学校の朝の繁忙など負担軽減を図る取り組みです。教育現場
におけるデジタル化が進んでいます。 学校指導課GIGAスクール推進室 214ー2193【関連記事】4面に掲載

関連動画
配信中！
動画はこちら⇒

紙面から
後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

市政 保険料額決定通知書をお送りします
ホット
トピック

進化するデジタル教育
～変わる子どもたちの学び～

２面

市政

令和3年度
市の財政状況を公表します

4面

市政

新型コロナウイルス感染症関連情報

６面
16 面
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市政

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

下水道事業受益者負担金の納付を

参議院議員通常選挙

投票日：7 月 10 日㈰

投票時間：午前 7 時～午後 8 時
●柳津・佐波投票区にお住まいの皆さんへ 期日前投票

柳津・佐波投票区にお住まいの皆さんへお送りした入場整理券に記載し
た期日前投票の場所・期間について、誤りがありました。投票できる場所・
期間は、次のとおりです。
（他の地区にお住まいの皆さんと同様です。
）
・市庁舎2階市民多目的スペース 7月9日㈯までの午前8時30分～午後8時
・市内全8か所のコミュニティセンター・柳津公民館
   7月2日㈯～9日㈯午前9時～午後6時
・市立岐阜商業高等学校 7月6日㈬午後3時30分～5時
・岐阜聖徳学園大学岐阜キャンパス 7月7日㈭午前11時30分～午後3時30分
・岐阜大学情報館内 7月8日㈮午前11時30分～午後3時30分
※あわせて広報ぎふ 6 月 15 日号や市ホームページ（ 1015965）を
ご覧ください。 選挙管理委員会事務局 265 ー 2161

7/1㈮から国民年金保険料の免除・猶予申請を受け付け
国民年金第１号被保険者
（60歳未満の自営業者・会社などを退職した人な
ど）
で、保険料の納付が困難な場合、未納にしておくと障害基礎年金や遺族
基礎年金が受けられないことがあります。申請により保険料の納付が免除ま
たは猶予される制度があります。今年度の申請は7月1日㈮から始まります。
申請期限があるため、お早めに申請してください。また、今年度からマイナ
ポータルを利用した電子申請により、保険料免除・猶予申請ができるように
なりました。24時間申請可能ですので、ぜひご利用ください。
◆必要書類など ◦年金手帳または基礎年金番号通知書
（郵送で申請する場合
は申請書に基礎年金番号を記入すれば不要）◦免除・納付猶予申請書
（窓口ま
たは年金事務所、日本年金機構ホームページから入手可）◎退職者の場合は、
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪
失確認通知書のいずれかの書類
（コピー可）
が必要 ※代理人申請の場合、委任
状および代理人の本人確認ができるものも必要
（郵送での代理人申請は不可）
◆提出先 ◦窓口で申請する場合＝国保・年金課
（市庁舎1階／受付時間：
午前8時30分～午後5時30分）
、各事務所
（受付時間：午前9時30分～午後4
時15分）◦郵送で申請する場合＝日本年金機構名古屋広域事務センター
（〒
460-8790名古屋市中区錦1－18－22）◦電子申請する場合＝マイナポータル
のトップ画面から
「利用者登録／ログインして使う」
を選択。画面の案内に従
い入力・選択し、登録完了。 国保・年金課 214－2086、岐阜北年金事務
（音声案内2→2）
、ねんきん加入者ダイヤル 0570－003－004
所 294－6364

152.03 宅地 第二種住居 12,838

岐阜市日野南三丁目 1 番 23

212.84 雑種地

第二種中高
層住居専用

6,577

岐 阜 市 長 良 字 福 土 山 3493 番
17・3493 番 28

115.62 宅地

第一種低層
住居専用

5,296

申告された所得情報が、医療費の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、7月には申告前の情報などに基づく
保険証や保険料額決定通知書を送付し、申告内容を踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や保険料額決定通知書を送り直します。この
とき、特別徴収（年金からの天引き）で納付していた人が、普通徴収（口座振替または納付書払い）に切り替わる場合があります。

●医療費の窓口負担割合の見直しについて
（2割負担の施行）

◆日時 7月9日㈯・24日㈰の午前9時15分～午後3時30分 ※予約制では
ないため、時間に余裕をもってお越しください。◆場所 市民課（市庁舎1階）
①マイナンバーカード申請受付 ◆対象者 岐阜市に住民登録があり、初め
てマイナンバーカードを申請する人 ◆持ち物 ・後日市民課または各事務
所でのカード受け取りを希望する場合＝本人確認書類（運転免許証や健康保
険証など）※約2か月後に交付通知書を送付 ・本人限定受取郵便で自宅へ
のカード郵送を希望する場合＝通知カード（お持ちの人）、本人確認書類（㋐
2点、㋐1点と㋑1点または㋐1点と㋒1点など〈㋐運転免許証、パスポート、
住民基本台帳カードなど ㋑健康保険証、介護保険証、年金手帳など ㋒社
員証、学生証、預金通帳など〉）、住民基本台帳カード
（お持ちの人）※本人
確認書類は原本で有効期間内のものに限る。◎顔写真の撮影も行います。
②マイナポイント申し込み支援 ◆対象者 岐阜市に住民登録があり、マイ
ナンバーカードを持っている、次のいずれかに該当する人 ・5,000円分のポ
イントをまだ取得していない ・健康保険証利用申し込みや公金受取口座登録
とともに7,500円分のポイントを申し込みたい ◆持ち物 マイナンバーカー
ド
（取得時に設定した4桁の暗証番号も必要）
、キャッシュレス決済サービスの
ID・セキュリティコード、預金通帳など自分の口座がわかるもの
（公金受取口
座登録希望の場合）
市民課 214－7553

後期高齢者医療被保険者証を
令和4年度は2回送ります

10月1日から、後期高齢者医療制度に加入している人で、一定以上の所得がある人の医療費の
窓口負担割合が、2割に変更されます（3割に該当する人を除く）。
一定以上の所得がある人
後期高齢者医療制度に加入している人

所得などの条件

※すべて前年の所得および収入など

同じ世帯に1人のみ

加入者本人の課税所得が28万円以上で、かつ、年金収入とその
他の合計所得金額の合計が200万円以上の人

同じ世帯に2人以上

課税所得が28万円以上の加入者がいて、かつ、加入者全員の年
金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の人

●2割負担となる人への配慮措置について
・令和4年10月1日～令和7年9月30日の3年間は、2割負担の施行による負担増額が1か月最大
3,000円までに抑えられます（外来医療のみで、入院の医療費は対象外）
。
・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻
します。
・2割負担となる人で高額療養費の口座を登録していない人には、今年秋ごろに、岐阜県後期高齢
者医療広域連合から支給事前申請書を郵送します。記載例などの内容に沿って、口座の登録をお
願いします。
※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳を
お預かりしたり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にありません。不審な電話があった場合は、
最寄りの警察署や警察相談専用電話
（♯9110）
、または消費生活センター（188）にお問い合わせください。

2割負担が施行される理由や背景について＝厚生労働省コールセンタ－ 0120－002ー719、
2割負担に関する制度などの説明について＝岐阜県後期高齢者医療広域連合 387ー6368、福祉医
療課 214ー2128 ◎厚生労働省ホームページに説明資料などがあります。
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後期高齢者医療被保険者証は、市に住
民登録がある75歳以上の人と、65歳以上
74歳以下で一定の障がいがあり、後期高
齢者医療制度に加入している人に交付され
ます。
現在お持ちの保険証
（薄い赤色）の有効期
限は7月31日です。
8月1日からは、7月中にお送りする新し
い保険証（薄い黄色）をご使用ください。
10月1日からは、9月中にお送りする保
険証（薄い青色）をご使用ください。
※10月1日より、医療費の自己負担割合に
「2割負担」が加わることに伴う特例です。
限度額証および減額認定証は、有効期間が
1年です。対象者には、9月中にお送りする
保険証（薄い黄色）と一緒にお送りします。
有効期間の切れた保険証を処分する際は、
新しい保険証と取り間違いのないように、
保険証の色などをご確認ください。
福祉医療課 214ー2128
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【お詫びと訂正】

岐阜市島田西町 1 番 9

■マイナンバーカード休日申請受付・マイナポイ
ントの申し込み支援を実施（7/9㈯・24㈰）

※所得=総所得金額等－基礎控除額43万円

7/ ㈬終日 コンビニ
交付サービス休止

第一種低層
11,017
住居専用

585.92 宅地

◆実施場所 市民課
（市庁舎1階）
、国保・年金課
（市庁舎2階）
、福祉医療課
（市
庁舎1階）
、各事務所 ※国保・年金課 214－4315および福祉医療課 214
－2128は事前の電話予約が必要 ◆実施時間 平日の午前8時30分～午後5
時30分
（福祉医療課のみ午前8時45分～）◆持ち物 マイナンバーカード
（取
得時に設定した4桁の暗証番号も必要）
、キャッシュレス決済サービスのID・
セキュリティコード ※予約・申し込みは、本人または法定代理人に限る
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120－95－0178
（午前9時30分～午後8時 ※土日祝日は午後5時30分まで）
マイナンバーカードの取得・申請、マイナポイントの予約・申し込み支援について
＝市民課 214－7553、マイナポイント事業について＝行財政改革課 214－2069

＝

【所得割額】
被保険者の所得※
×所得割率8.90％

プ ロ グ ラ ム 更 新 作 業 の た め、 住
民票の写しなど各種証明書のコン
ビ ニ 交 付 サ ー ビ ス を 休 止 し ま す。
ご 迷 惑 を お 掛 け し ま す が、 ご 協 力
をお願いします。
市民課
6175

予定価格
（千円）

市では、マイナポイント予約・申し込みの支援を行っています。
窓口は大変混雑しますので、時間に余裕をもってお越しくださ
い。市民課にお越しの際は、
「窓口混雑情報サイト岐阜市なう！」
で混雑状況を確認できますので、参考にしてください。※決済 ▲岐阜市なう！
サービスによっては、窓口での申し込みができない場合がありますのでご了
承ください。

（100円未満は切り捨て）

【均等割額】
被保険者1人あたり
46,023円

就学義務猶予免除者
などの中学校卒業程
度認定試験

④

用途地域

●平日に市民課・各事務所などで予約・申し込みを支援

【今年度の保険料】
限度額
（年額）
：66万円

●確定申告期限の延長期間(およびそれ以降）
に申告された人

●マイナポイントの申し込み手続き

マイナンバーカード対応機種のスマートフォンやパソコンで、ご自身で簡単
に申し込みができます。先着順ではないため、慌てずに手続きをしてください。
対応するスマートフォンなどがない場合、お近くの
「手続スポット」
で行うこと
ができます。
「手続スポット」
は、市区町村窓口や郵便局、コンビニエンススト
アなどに設置されています。詳しくは総務省ホームページでご確認ください。

●今年度の保険料額の決定方法

広 報 ぎ ふ2022年 月
日号表紙および８ページの写
真に使用した岐阜和傘の一部
は、 か つ て 岐 阜 か ら 材 料 を 提
供 し、 岐 阜 の 職 人 が 技 術 指 導
の 上、 製 造 工 程 の 一 部 を 海 外
に外注して作られたものであ
り、 伝 統 的 工 芸 品 の 要 件 を 満
たしておりませんでした。
掲載時点では、本市で製造さ
れたものと認識しておりました
が、専門家などに確認を行い、
製造地が判明したものです。
伝統的工芸品の要件を満た
さ な い 岐 阜 和 傘 を 掲 載 し、 誤
解 を 招 い た こ と を、 市 民 の 皆
さんにお詫びいたします。

③

実測面積
地目
（㎡）

岐阜市加野一丁目 53 番 1

上下水道
事業政策課

②

管財課

①

所在地番

国は、6月30日からマイナンバーカードの健康保険証利用申
込者および公金受取口座登録者に対し、マイナポイントの申し ▲詳しくは
込み受付・付与を開始しました。
総務省ホーム
ページ
◆付与ポイント ①マイナンバーカードの取得および20,000円
までのチャージまたは買い物＝第1弾と合計して最大5,000円分 ②健康保険
証利用申し込み＝7,500円分 ③公金受取口座登録＝7,500円分 ◆マイナン
バーカード申請期限 9月末まで ◆ポイント申込期限 来年2月末まで

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保
険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。今年度の保
険料は、令和3年中の所得を基に個人単位で計算されます。5月末
までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた人へ、
7月15日㈮に「保険料額決定通知書」を発送する予定です。保険料
額や納付方法を記載していますのでご確認ください。

●伝統的工芸品の定義
「伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振 興 に
関する法律」において、次の
項目を要件としています。
①主として日常生活の用に供
されるものであること
②その製造過程の主要部分が
手工業的であること
③ 伝統的な技術又は技法によ
り製造されるものであること
④伝統的に使用されてきた原
材料が主たる原材料として用
い ら れ、 製 造 さ れ る も の で あ
ること
⑤一定の地域において少なく
ない数の者がその製造を行い、
又はその製造に従事している
ものであること
このうち⑤の
「一定の地域」
と
は、岐阜市周辺を指すことから、
この地域以外で作られた岐阜和
傘は、伝統的工芸品の要件を満
たしません。
岐阜和傘協会
今 後 は、（一社）
が 中 心 と な り、 項 目 全 て の
要件を満たすものを、「伝統的
工芸品」の岐阜和傘として取り
扱っていくことになります。
商工課
2359、 広 報
2387
広聴課

◆物件 下表のとおり。詳細はお問い合わせください。資料の郵送は210円
分の切手を同封してご請求ください。
◆受付日時 7月11日㈪～22日㈮の平日午前9時～午後3時
（正午～午後1時
を除く）◆入札日・場所 7月26日㈫／市庁舎9－1会議室 ◆資料請求先・
①②管財課
（〒500-8701司町40ー1市庁舎3階・ 214－3748）
、
受付場所・
③④上下水道事業政策課
（〒500-8156祈年町4－1・ 259－7878）

■マイナポイント第２弾を実施

●今年度の保険料額が決定しました

2

市政

保険料額決定通知書をお送りします

満 歳に達するが病気などのや
むを得ない理由から就学義務を免
除されている人や中学校を卒業で
き な い と 見 込 ま れ る 人、 日 本 国 籍
を有しないが年度末までに満 歳
以 上 に な る 人 な ど に 対 し て、 中 学
校卒業程度の学力があるか認定す
る た め に 国 が 行 う 試 験 で す。 合 格
者 に は、 高 等 学 校 入 学 資 格 が 与 え
られます。
月 日㈪～
◆願書受付期間
月 日㈮（消印有効）※出願書類は
文 部 科 学 省 へ 提 出 ◆ 試 験 日 時・
場所
月 日㈭午前 時～午
後 時 分／県総合教育センター
（薮 田 南 ー ９ ー １） 学 校 指 導
2114
課教育研究所

市有地を一般競争入札で売却

マイナンバーカードについてのお知らせ

後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

消防訓練の実施を

国民年金第１号被保険者
（自営業者・学生など）
の資格取得・種別変更、保険
料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請について、マイナポータルを利用し
た電子申請ができるようになりました。スマートフォンやパソコンで簡単に申
請できます。申請には、マイナンバーカードおよび取得時に設定した4桁の暗
証番号が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。
ねんきん加入者ダイヤル 0570－003－004、岐阜北年金事務所 294－6364

下水道事業受益者負担金は、公共下水道が整備された区域内の土地所有者や権
利者が、下水道整備費の一部を土地の面積に応じて一度限り納付するものです。
納付方法は、5年分割（年4回／第1～4期）納付、全期一括納付、1年一括
納付があります。納入通知書を7月上旬にお届けしますので、いずれかの方
法で各納期限までに納めてください。
上下水道事業部営業課 259ー7520

防火管理者の選任が必要な事業
所 で は、 定 期 的 に 消 防 訓 練 を 実 施
す る 必 要 が あ り ま す。 消 防 訓 練 の
実 施 は、 防 火 管 理 者 の 責 務（業 務）
で す。 事 業 所 利 用 者 の 大 切 な 命 を
守 る た め、 必 ず 実 施 し ま し ょ う。
◆ 訓 練 の 種 類 消 火 訓 練、 通 報 訓
練、 避 難 訓 練 ◎ 消 防 署 で は 訓 練
用消火器の貸し出しをしていま
す。 実 際 に 番 通 報 す る こ と も で
き ま す。 ※ 訓 練 実 施 前 に 管 轄 の 消
防 署 へ の 届 け 出 が 必 要 で す（岐 阜
市オンライン申請総合窓口サイト
か ら も 可）。 詳 し く は、 管 轄 の 消
防署へお問い合わせください。
7165、岐
岐阜中消防署
2012、 岐 阜 北
阜南消防署
5308
消防署

国民年金の加入手続きなどの電子申請を開始

物件
受付
番号
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熱中症予防強化キャンペーン実施中
国は、4月～9月を
「熱中症予防強化
キャンペーン」期間として、熱中症予
防の取り組みを進めています。熱中症
は、体内の水分や塩分のバランスが崩
れ、体温調節機能がうまく働かなくな
ることで生じます。屋外だけでなく、
室内でも発症することがあります。特に、梅雨明けとなる7月
は、体が暑さに慣れていないため、体温調節をうまくできず、
熱中症になる人が急増します。また、マスクの着用により、
皮膚から熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水症
状に陥ったりするなど、熱中症のリスクが高くなります。体
調の変化に気をつけ、熱中症を予防しましょう。
●主な症状
・めまい・立ちくらみ・手足のしびれ・筋肉のこむらがえり・
気分が悪い・頭痛・吐き気・嘔吐・だるさ・体に力が入らない
・重症になると…呼びかけに対し返事がおかしい・意識がない・
けいれん・からだが熱い など
●予防方法
・こまめに水分補給：のどが渇いていなくても、1日に1.2ℓ程度
（ペットボトル500㎖を2.5本分）を目安に水分補給しましょう
・マスクを外す：屋外で人と十分な距離
（2ｍ以上）離れている
ときや会話をほとんどしないときは、マスクを外して休憩し
ましょう
・エアコン使用中もこまめに換気：一般的な家庭用エアコンで
は換気ができないため、感染症対策のために、窓とドアなど２
カ所以上をあけて換気しましょう。換気の際は、室内温度が高
くなりやすいため、設定温度を下げるなどの調整をしましょう
・暑さを避ける：涼しい服装、日傘や帽子の使用、日陰や風通
しのよい場所への移動などを心がけましょう
●高齢者や子どもは特に注意
熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は、
暑さやのどの渇きを感じにくく、汗をかきにくいことなどから
注意が必要です。子どもは、体温調節機能が未熟です。また、
地面に近いほど気温は高いことから、大人が暑さを感じている
とき、身長の低い子どもはさらに高温の環境にいることになり
ます。ベビーカーに乗っているときなど、注意が必要です。
●熱中症が疑われるときは…
①風通しのよい日陰、エアコンの効いた室内など、涼しい場
所へ避難。②衣服をゆるめ、体から熱を逃がす。③氷や冷た
いペットボトルなどを太い血管のある首、脇の下、太ももの
付け根にあてて冷やす。また、皮膚に水をかけて、うちわや
扇風機などで扇ぐことで体を冷やす。④水分・塩分を補給する。
※自力で水が飲めない、呼びかけや刺激に対し反応がおかし
い、意識がない場合は、救急車を呼びましょう。
保健所健康増進課 252ー7193、中保健センター 252ー0632、
南保健センター 271ー8010、北保健センター 232ー7681

【食中毒予防の3原則
食中毒予防の3原則】
】
❶菌をつけない＝手には見えない汚れや菌
がたくさん付着しているため、トイレの後、調理の前には必ず
手を洗う。包丁やまな板などの調理器具を使った後はよく洗浄・
消毒する。❷
消毒する。
❷菌を増やさない＝菌は常温で増殖するため、食材
やすぐに食べない食品は冷蔵庫などで保存する。❸
やすぐに食べない食品は冷蔵庫などで保存する。
❸菌をやっつ
ける＝サラダなど生で食べる野菜は流水でよく洗浄する
（塩素消
毒をすると安心）
。ほとんどの菌は加熱することで死滅するため、
肉などを加熱調理するときは中心部まで十分に加熱する。
保健所食品衛生課 252
252－7194
7194

人生の楽しみ方の発見や生きがいづくり、さらに学んだ成果
を生かして、さまざまな場面で活躍していただくため、多くの
皆さんの受講をお待ちしています。
●「長良川大学ガイドブック」とは…
次の3つをライフステージ別課程
（高齢者、青少年、一般成人、
女性、リカレント）
に整理して、まとめたものです。①市や関係施設などが開設す
る講座・教室 ②市内や近郊の大学などの
「公開・開放講座」 ③市民の要望に応
じて職員が講師として出向く
「出前講座」 ◆ガイドブック入手先 市庁舎、各事
務所・コミュニティセンター・公民館・体育館・青少年会館・児童センター・老
人福祉センター、ハートフルスクエアーG、ぎふメディアコスモス、図書館、科学
館、歴史博物館、ドリームシアター岐阜など市内公共施設または市ホームページ
（ 1005383） 男女共生・生涯学習推進課 214ー4792

ホット
トピック
ギ

ガ

岐阜市は、国のGIGAスクール構想を受け、全国に先駆け令和2年9月までに全ての小・中学校の
児童生徒に1人1台タブレット端末を貸与し、学びのさまざまな場面で活用を進めています。
ディーエックス

※1と
※2の考え方に基づく
「教育 D X 」
「岐阜
令和4年3月には、
「デジタル・シティズンシップ教育」
市GIGAスクール推進計画」
を策定し、誰一人取り残さない個別最適な学び・協働的な学びの充実や
教員の働き方改革に資する施策を通じ、子どもたちが予測不可能な未来社会を自立的に生きていくた
めの資質・能力の一層確実な育成に取り組んでいます。

※1 楽しく、かしこく、健康的にデジタル技術を使って、身のまわりや社会の問題を解決し、よりよい生活、
社会をつくっていくために必要な力を身につける教育
（岐阜聖徳学園大学教育学部 芳賀髙洋教授 監修）
※2 学校が、
デジタル技術を活用してカリキュラムや学習の在り方を革新するとともに、
教職員の業務や組織・
プロセス・学校文化を革新し、時代に対応した教育を確立すること

デジ タ ル 教 育 の 取 り 組み
個別最適、協働
的な学びの充実

飼い犬による咬傷事故が発生しています
飼い犬が散歩中に人をかんでしまう事故が毎年発生しています。
散歩は犬を制御できる人が行い、リードなどは短くしてしっかり持
・飼い犬が人をかんだときは、飼い主が保健所に必ず
ちましょう。
届け出てください。
（県の条例で定められています）・飼い犬が逃げ
てしまったときは、すぐに保健所に届け出てください。
保健所生活衛生課 252－7195

子どもの安全を守る
夏になると、子どもが出歩く機会が増えることに伴い、連れ去りに発展
する恐れのある、声かけ、つきまといなどが増加する傾向にあります。子
どもの安全を守るため、次の「セーフティーファイブ」を子どもに言い聞か
せましょう。①1人にならない ②ついていかない ③大声を出す
岐阜県警察本部少年課 271－2424
④近づかない ⑤話をする

水難事故の防止を
川などで遊ぶ際は次の点に気をつけましょう。
①子どもだけでは行かない、行かせない ②出かける前に天候や川の情報
を確認する ③危険を示す掲示板のある場所や水流が速い、深みのある場
所は避ける ④絶対にお酒を飲んで川に入らない ⑤必ずライフジャケッ
岐阜県警察本部地域課 271－2424
トを着用する

●1人1台タブレット端末

・授業のほか、朝の会や課外活動などで
日常的に使い、家庭学習にも利用
・鉛筆やノートなどの文房具と同じように
自分が必要だと判断したときに使用
・写真を撮ったり、調べものをしたり、調べた
ことを写真や図を使ってまとめたり、情報を
アプリで共有したりなど、学習スタイルも変化

デジタル
環境の最適化

●電子黒板のリニューアル
（本年度実施予定）

・3か年で導入予定

●学習支援ソフトの刷新（本年度実施）

・動画講義型Webサービス、一人一人にあった
内容・進み具合で学習が可能

●電子書籍の活用など（本年度実施予定）

・児童生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書
活動を推進
現在の電子黒板

教職員の
働き方改革

自転車の交通安全と保険加入義務など
自転車運転者の交通事故による高額な賠償事例やヘルメット非着用によ
る交通死亡事故が全国で発生しています。自転車の利用に係る交通事故の
防止、被害軽減、被害者保護を図るため、「岐阜県自転車の安全で適正な利
用の促進に関する条例」が4月に県において施行されました。自転車の交通
ルールを守って正しく運転しましょう。
●4月から求められていること
・交通ルールの遵守、歩行者への配慮 ・自転車に乗る前に必要な点検・整備
●10月から求められること
・自転車保険の加入義務化 ・ヘルメット着用の努力義務
地域安全推進課 214－4964、岐阜中警察署 263－0110、岐阜南警察署
276－0110、岐阜北警察署 233－0110、岐阜羽島警察署 387－0110

特集

～変わる子どもたちの学び～

青少年の非行・被害防止を
学校が夏休みに入る7月は
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」を掲げ、青少
年の非行・被害防止活動を展開しています。夏休みは学校以外でのさまざまな体験
ができる機会となる一方で、子どもたちの気も緩み、お酒やたばこに手を出すなど、
非行の兆しが出やすい時期です。また、スマートフォンやSNS
（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）など、インターネットの利用は、加速度的に拡大、多様化し
ており、犯罪などの被害が増加傾向となっています。青少年が加害者や被害者になら
ないように、青少年を見守っていきましょう。 社会・青少年教育課 214－2264

教育

進化するデジタル教育

●学校と保護者をつなぐ連絡アプリの導入

・学校と保護者間のやりとりをデジタル化
・保護者の利便性向上と教職員の働き方改革
を推進
・教職員が子どもたちとより深く向き合う
時間などを確保
・6月から全ての市立小・中学校、特別支援
学校、幼稚園で運用を開始

保護者が入力

児童生徒の
健康面の配慮

●ICTを活用した
子どもの健康サポートの実証事業

・児童生徒が、朝の会や帰りの会で、今の体調と
気分をタブレット端末で選択
・先生に相談したいことがあるときは、
「きいてほしい」
ボタンを押して発信
・子どもの心と身体の健康をサポートする取り組み
の実証を開始し、来年1月には全ての市立小・中
学校へ拡大予定
児童生徒が入力

保護者からの
欠席連絡など

今の体調

学校からの

先生が確認

お便りなど

必要に応じて
「きいてほし
い」ボタンを
押して発信

今の気分

先生が確認

先生が確認

In

デジタル・ tervi
シティズンシップ
教育の現場から

デジタル
人材の育成

●デジタル・シティズンシップ教育に基づく
小学校1年生へのタブレット端末貸与式
「GIGAびらき」

・担任の先生から児童一人一人にタブレット
端末を貸与
・はじめてタブレット端末に触れる1年生が、
どのように使うのか、どんなことができる
のかを体験
（4月に柳津小学校で実施）
※岐阜聖徳学園大学／岐阜聖徳学園大学短期大学部と
市教育委員会は、令和3年7月に「デジタル・シティズ
ンシップ教育推進に係る連携協定」を締結しており、
「GIGAびらき」は学生の皆さんと一緒に実施しました。

児童たちは、
「GIGAび
らき」
を通して、タブレット
端末が授業や家庭で学習に
使える便利な道具だと思っ
て く れ た だ け で な く、 自 分
の持ち物として大切に扱お
うという意識がみられます。
今 後、 学 校 で よ り 良 い 使
い方について先生や仲間と
一 緒 に 考 え、 責 任 を も っ て
自律的に行動できるように
なることを目指して指導し
ていきます。

食中毒の発生しやすい季節です。食
食中毒の発生しやすい季節です。食
品を取り扱うときには「食中毒予防の3
原則」
を守り、食中毒を防ぎましょう。

生涯学習
「長良川大学ガイドブック
令和4年度」
を発行しました
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食中毒にご注意を

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

柳津小学校 1年4組
担任 石原 雄太先生

学校指導課GIGAスクール推進室 214－2193

企画・編集/広報広聴課
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【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)
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募集

募集

「特定個人情報保護評価書
（全項目
評価書）」
（予防接種に関する事務・
再評価）
に対する意見

※協議の場で担当部課と合意した事業であっても、予算編成や
議会での議決の結果、実施に至らない場合があります。協働
の形態について、市の委託事業となった場合は、プロポーザ
ル方式などで改めて事業主体を決定していくこととなります。

◆日時 8月9日㈫午後0時10分～50分 ◆場所 市庁舎1階市
民交流スペース
「ミンナト」 ◆出演時間 グループまたは個人
1組あたり20分以内
（準備などを含む）◆定員 2組 ◆出演料
無料 ◆応募条件 第三者に聴いてもらう目的のピアノ演奏に
限る。営利目的の利用は不可。未成年は保護者の同意が必要。◆申込 7月22日㈮ま
から演奏者本人または保護者が申し込む。申込者多
でに市ホームページ
（ 1012255）
数の場合は抽選。※申込がない場合、コンサートは中止。 文化芸術課 214－4973

ぎふ長良川メイツ（10期生）
市の観光PRやイメージアップを図る各種事業に参加して、積極的に岐阜市をアピー
ルする
「ぎふ長良川メイツ」を募集します。◆募集人員 3人 ◆応募資格 次の全て
に該当する人 ①満18歳以上
（来年4月1日時点）
で市内または近郊に在住・在勤・在学
※高校生を除く
（卒業見込みは可）②市の観光やコンベンションに関心があり、SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で情報発信ができる ③学校・勤務先・
家族の協力・理解が得られる ④当協会が指定する行事
（遠隔地宿泊を伴う場合あり）
などに参加できる ◆委嘱期間 委嘱日
（来年４月1日）
から約2年間 ◆賞 旅行券10
11月30日㈬
（必着）までに応募申込書
万円分 ◆選考日 12月11日㈰ ◆申込・
「ぎふ長良川メイツ募集」
係
（〒500を郵送または直接（公財）岐阜観光コンベンション協会
へ。
8833神田町1ー8－5協和興業ビル6階・ 266ー5588）

有価証券

建

物

128万3,179㎡

土

地

55万9,434㎡

建

物

4万4,144㎡

15件
現

基

金

金

219億4,206万6千円
15億2,695万6千円

債

権

15億8,281万円

土

地

1万2,688㎡
4億3,418万5千円

食 肉 地 方
債 特別会計 卸 売 市 場

5,957万3千円

そ の 他

4,521万円

合

計

5億3,896万8千円

◦行政財産 市が所有する財産のうち、市が事務
を行うために直接使用することを本来の目的とす
るもの
（市庁舎など）
、市民の皆さんの利用に供す
ることを本来の目的とするもの
（公園、市営住宅、
学校など）をいいます。
◦普通財産 行政財産以外の公有財産をいいます。
これは直接特定の行政目的に使われるものではな
く、一般私人と同等の立場で所有するものであり、
貸付などによる収益は市の財源となります。
◦基金 市では、財政調整基金（不況による収入の
減少、災害に対する突発的な支出の増加などに備
えて積み立てる現金）のほか、教育施設整備基金（学
校の建設などに充てるため積み立てる現金）など、
特定の目的のための基金を設置しています。
◦市債 市が公共施設の整備などを行うために調
達した長期の借入金をいいます。この借入金の返
済を公債費といいます。

133億7,631万7千円
（33,195円）

158億6,124万1千円（39,361円）
商工費

民生費
739億1,469万9千円
35.4%
（183,427円）

274億
7,291万4千円
13.2％
（68,177円）

土木費

220億
440万6千円
10.5%
（54,606円）

諸支
出金
7.6%

衛生費
9.0％

教育費 総務費 公債費 その他
6.8% 6.6％ 6.4％ 4.5％

187億6,518万5千円（46,568円）
1,670億7,021万7千円

支出済額

執行率 80.0％
土木費
134億
2,324万
3千円

商工費
265億
1,159万
1千円

民生費
667億9,557万5千円

1,349億2,634万5千円
母子父子寡婦
福祉資金貸付

市

2,087億8,192万6千円
（市民1人あたり518,114円）

）
内は市民1人あたりに置き換えた額

1億883万6千円

有価証券

一般会計

歳出予算額

145億965万円

137億1,439万7千円
（34,034円） 93億5,797万2千円
（23,223円）
116億485万5千円
132億9,435万3千円

67億4,715万7千円

その他

（NPOと市）

協働事業の形態・
実施時期の決定

ピアノランチタイムコンサート出演者

産

570万9,656㎡

131億6,822万4千円

公債費

協議の場

減CO2
（げんこつ）
とは、二酸化炭素を減らす取り組みをすることです。夏休みに減
CO2や省エネについて考え、取り組んだ内容についてまとめたレポートを募集します。
◆応募資格 市内在住・在学の小学生 ◆規格 A4用紙1枚以上で未発表の内容に限
9月9日㈮
（必着）
までに学校単位で
（市外の学校に在
る。1人何点でも可。◆申込・
学の場合は直接）
岐阜市地球温暖化対策推進委員会事務局
（市庁舎14階低炭素・資源循
へ。※応募者には参加賞を進呈。
環課内・ 214－2149）

財

普通財産

地

125億
7,270万6千円

143億1,479万5千円（35,523円）

出

現在高

土

諸収入

総務費

協働事業の
提案

減CO2ライフチャレンジレポート

行政財産

国庫･県支出金
536億703万7千円

247億7,415万2千円

※
（

譲与税
・ その他
交付金 6.7％
6.2％

6.3％
129億8,975万4千円（32,235円） 140億
執行率 88.5％
3,815万5千円
143億6,296万1千円
（34,837円）
市債 28億9,890万円

教育費

◆全体の流れ

◆応募資格 市内在住・在学の小中学生 ◆テーマ 次のいずれかを選択 ①雑がみ
を分別しよう！ ②ペットボトルのキャップとラベルをはずそう！ ③食品ロス もっ
たいない！ ④プラマークのついた資源ごみを分別しよう！ ⑤不法投棄禁止！
⑥混ぜればごみ、分ければ資源！ ⑦水切りをしよう！ ⑧繰り返し使おう！
◆規格 四つ切白画用紙
（380㎜×540㎜）に標語を載せて、全面を絵の具またはポス
ターカラーで着色
（白い部分には白色を）
。現物の貼り付け、ちぎり絵や貼り絵は不可。
上記テーマに即した自作で未発表のオリジナル作品に限る。1人何点でも可。
9月5日㈪
（必着）
までに学校単位で
（市外の学校に在学の場合は直接）
低炭
◆申込・
へ。※応募者には記念品を進呈。入賞作品
素・資源循環課
（市庁舎14階・ 214－2178）
は広報啓発に使用する場合あり。

種別

市税
634億2,244万7千円

歳

財産・市債の現在高

1,848億642万7千円

市債
8.7%

諸収入
11.9％

諸支出金

多様な市民ニーズや社会的課題に対応するため、
「岐阜市
NPOとの協働事業推進のためのガイドライン」に基づき、NPO
と市が協働で行う公益的な活動・事業の提案や呼びかけ、協議
を集中的に行います。◆対象事業 NPOと市が協働することで、
よりきめ細かに、かつ効率的・効果的に実施できる事業。NPO
の特性が十分生かされた内容であることが大切。◆提案者 公
益的な社会的課題の解決を目的とした継続性のある組織体
（特定
非営利活動法人、法人格を有しない住民組織やボランティア団
7月31日㈰
（必着）までに協
体など任意団体）◆提案方法・
働事業提案書などを郵送、Eメールまたは直接市民活動交流セン
ター
（〒500-8076司町40－5・ 264－0011・ comm-act@city.
gifu.gifu.jp
〈午前9時～午後9時、毎月最終火曜日を除く〉
）へ。募
集要項などは同センターまたはホームページで入手可。

ごみ1/3減量大作戦ポスター

収入済額

国庫･県支出金
613億947万3千円
29.4%
（152,146円）

衛生費

NPOと市が協働で行う
公益的な活動・事業の提案

◆応募資格 市内在住・在学の小中学生 ◆課題 ・小学生=1年「くに」、2年「まち」、
3年「公平」、4年「代表」、5年「政治」、6年「投票」 ・中学生=1年「地方自治」、2年「民
主政治」、3年「権利行使」 ◆規格 書道半紙
（B4判まで）◆著作権 入賞作品の著
9月1日㈭～10月31日㈪（必
作権は岐阜市選挙管理委員会に属します。◆申込・
着）に作品の左端に氏名、学校名・学年を記入して、各学校を通じて（市外在学の場
合は直接）選挙管理委員会事務局（市庁舎12階・ 265－2161）へ。※詳しくは市ホー
ムページ（ 1016833）をご覧ください。

市税
643億4,270万2千円 30.8％
（159,673円 うち個人市民税58,584円・
固定資産税62,783円）

令和3年度下半期を含めた3月31日ま
での各会計の歳入歳出予算の執行状況、
財産・市債の現在高をお知らせします。
なお、各会計では5月末まで未収金・未
払金を整理する期間がありますので、こ
の公表額は決算額とは異なります。
財政課 265ー3911

130億6,256万9千円（32,416円）

249億1,007万3千円（61,817円）

）
内は市民1人あたりに置き換えた額

79億9,732万7千円

61億8,646万6千円

◦歳入・歳出の主な内容

民生費：高齢者･障がい者･児童の福祉、生活の安全など

総務費：徴税、選挙、統計

国庫･県支出金：国･県からの補助金収入

土木費：道路・公園・住宅の整備など

公債費：施設整備などのため

諸支出金：特別会計への繰出金、企業会計への補助金

その他：消防、農林水産、
議会など

市税：市民税、固定資産税、軽自動車税など

市債：市の長期借入金

譲与税･交付金：地方譲与税、地方消費税交付金など

区
競

分
輪

事

商工費：商工業の育成、観光振興など

衛生費：保健衛生や環境対策、ごみ･し尿処理など

諸収入：貸付金の返済収入など

歳入歳出予算の執行状況
【特別会計】

◆募集期間 7月1日㈮～8月1日㈪
（必着）◆応募資格 次のいず
れかに該当する人 ①市内在住・在勤・在学 ②市内に事務所・
事業所を有する
（法人その他の団体を含む）③本案件に利害関係
を有する ◆公表場所 保健所新型コロナウイルスワクチン接種
対策課、情報公開室
（市庁舎2階）
、各コミュニティセンター、市
民活動交流センター
（ぎふメディアコスモス内）
、市ホームページ
（ 1016773 ※公開は応募開始日から）◆募集結果 ご意見
は、市の考え方とともに整理して公表します。直接回答はしませ
ん。※ご意見以外の個人情報を公表することはありません。提
意見と
出いただいた書面などは返却しません。◆応募方法・
住所、氏名、電話番号を明記し、郵送、ファクス、Ｅメール、市
ホームページの意見提出フォームまたは開庁日時に直接保健所
新型コロナウイルスワクチン接種対策課
（〒500-8309都通2ー19・
252－0538・ 252－0639・ vaccine@city.gifu.gifu.jp）
へ。た
だし、市外の人は
「在勤」
「在学」
「事務所・事業所を有する」
「本
案件に利害関係を有する
（利害関係について簡単な記述も）
」のい
ずれかを明記して提出してください。

明るい選挙啓発書道作品

市の財政状況
を公表します

6

歳入予算額 2,087億8,192万6千円
（市民1人あたり518,114円） 181億2,920万円（44,990円）

その他

◆対象者 市内在住・在学の小中学生、高校生 ◆規格 四つ切または八つ切の画用
紙 ◆著作権 第3次審査
（中央審査）
での入賞作品の版権は（公財）明るい選挙推進協会、
都道府県選挙管理委員会連合会、都道府県選挙管理委員会および市区町村選挙管理委
員会に属します。また、第2次審査
（県審査）
への出品作品
（第1次審査の優秀作品など）
9月9日㈮午後5時
（必着）
の著作権は岐阜市選挙管理委員会に属します。◆申込・
までに作品の裏面右下に都道府県名、氏名
（ふりがな）
、学校名・学年を記入して、各
学校を通じて
（市外在学の場合は直接）選挙管理委員会事務局
（市庁舎12階・ 265－
をご覧ください。
2161）
へ。※詳しくは市ホームページ
（ 1016832）

※
（

入

地方交付税

子どもの権利を保障する市の施策や保障の状況に関する事項な
どを審議します。年1、2回程度、平日に開催。◆募集人員 2人
◆任期 委嘱日～令和6年6月30日 ◆応募資格 次の全てに該
当する人 ①応募時に市内在住・在勤・在学または市内で事業・
活動を行っている ②選任日に本市の他の附属機関の委員でない
③本市を含む行政機関の職員または本市市議会議員でない ④過
去に同附属機関の公募委員として在任したことがない ◆報酬
出席1回9,100円 ◆選考方法 小論文
「子どもの権利を保障する
ために私たちがするべきこと」
800字以内、面接
（8月上旬を予定）
７月1日㈮～8月1日㈪
（必着）
に応募申込書と小
◆応募方法・
論文を郵送、Eメールまたは開庁日時に直接子ども政策課
（〒5008701司町40－1市庁舎18階・ 214－2397・
kodomo-sei@city.
gifu.gifu.jp）へ。※応募申込書などは同課または市ホームページ
で入手可。
（ 1015310 ※公開は応募開始日から）

歳

譲与税･交付金

明るい選挙啓発ポスター作品

令和3年度

（令和4年
3月31日現在）

市政

地方交付税

岐阜市子どもの権利推進委員会委員

広報ぎふ 令和4（2022）年7月1日号

教育費：学校教育や社会教育の振興など

予算現額
業

収入済額

215億1,703万2千円 214億

執行率

など

の長期借入金返済

支出済額

591万4千円 99.5％ 193億8,856万円

執行率
90.1％

国民健康保険事業

430億6,720万円

405億1,024万4千円 94.1％ 388億8,701万4千円 90.3％

介 護 保 険 事 業

453億3,538万4千円

358億6,071万6千円 79.1％ 374億3,034万8千円 82.6％

後期高齢者医療事業

60億5,920万円

55億8,478万4千円 92.2％

54億5,319万4千円 90.0％

育英資金貸付事業

1億1,350万円

9,877万円

87.0％

9,400万9千円 82.8％

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

1億9,190万円

2億9,477万円

153.6％

1億2,134万3千円 63.2％

廃 棄 物 発 電 事 業

2億1,000万円

１億7,642万8千円 84.0％

4,157万1千円 19.8％

食肉地方卸売市場事業

3億4,370万円

9,709万円

28.2％

3億1,170万2千円 90.7％

業

5億4,364万円

8,167万円

15.0％

3億4,178万3千円 62.9％

業

2億4,370万円

9,403万1千円 38.6％

1億8,519万8千円 76.0％

薬科大学附属薬局事業

6億3,000万円

6億1,619万4千円 97.8％

4億5,532万5千円 72.3％

観
駐

光
車

事
場

合

事
計

1,182億5,525万6千円 1,048億2,061万1千円 88.6％ 1,027億1,004万7千円 86.9％

障がいのある人が受けられる手当

人工呼吸器の非常用電源装置などの購入費用を助成

●重度の障がいのある人が対象
◦特別障害者手当 身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあ
り、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の
人に支給。原則、日常的に寝たきり状態など特に重度の人が対象。
◦障害児福祉手当 身体・知的・精神に重度の障がいがある20
歳未満の在宅の人に支給。日常生活で常時介護を必要とする人が
対象。
●障がいのある人の養育者が対象
◦特別児童扶養手当 身体・知的・精神に中度以上の障がいがあ
り、日常生活で著しい制限を受ける在宅の20歳未満の人を養育
している人に支給。
◎いずれの手当も各種手帳を所持していなくても申請できます
が、認定基準や所得制限などがあります。詳しくはお問い合わせ
ください。 障がい福祉課（ 214－2135・ 265－7613）

◆対象者 在宅で常時人工呼吸器または人工心臓を使用している身体障がい児・者お
よび難病患者 ◆対象種目 人工呼吸器／人工心臓用自家発電機・ポータブル電源な
ど（蓄電池）
・DC/ACインバーターのうちいずれか1点 ※事前申請が必要。詳しくは
お問い合わせください。 障がい福祉課（ 214－2135・ 265－7613）

岐阜市障害者総合支援協議会主催

講演会

「ご家族と支援者のための行動障がいの理解と支援」
◆日時 8月４日㈭午後１時30分～ ◆場所 ぎふメディアコスモス みんなの 受講
ホール
（司町40－5）◆定員 90人 ◆講師 （独）国立重度知的障害者総合施設 無料
のぞみの園職員 ◆対象者 市内在住の障がいのある人とその家族、教育・福
祉関係者など ◎申込方法など、詳しくは市ホームページ
（ 1016877）
をご覧ください。
障がい福祉課（ 214－2572・ 265－7613）

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

広報ぎふ 1935号

ぎふメディアコスモス開館 7 周年記念イベント

ゆったりカルチャー 3days
7月16日㈯～18（月・祝）
場所 ぎふメディアコスモス（司町40－5）

期間

★アートイベント 公開制作＆ワークショップ
祝
「みんなの森の住人たち」

7 土
16 ～ 18

◆時間 午前10時～午後3時
（16日は午後8時まで）
◆会場 みんなのギャラリー ◆内容 段ボールなどの紙を使って生き
物のオブジェを制作する様子を公開

7 日
17 祝
18

★メディコスマルシェ
◆時間 午前 10 時～午後 4 時
◆会場 みんなの広場カオカ
オ、かんがえるスタジオなど
◆内容

7 日
17

キッチンカー、雑貨販売、音楽ステージなど

★トークイベント
それぞれのシビックプライド
～岐阜で楽しく豊かに暮らすために～

◆時間 午後 2 時～4 時 ◆会場 ドキドキテラス
◆出演者 山崎亮さん（コミュニティデザイナー）、岐阜市長など
◆定員 会場 50 人、オンライン（Zoom）500 人 ※要事前申込

★だんだん段ボールタウン

7 祝
18

◆時間 午前 10 時～午後 3 時 ◆会場 ドキドキテラス
◆内容 段ボールに自由に絵を描き、まちをつくるワーク
ショップ ※事前申込不要、参加自由
市民活動交流センター 264ー0011

「平和の鐘」式典

岐阜市民を対象にした富山市の宿泊施設や乗り物・アク
ティビティ・飲食代金などを割引料金で利用できる制度を紹
介します。

あなたが好きな岐阜市の写真を、カラフルタウン岐阜1階の移住・定住情
報発信拠点
「ココカラ」に飾ってみませんか。お気に入りの1枚をぜひお寄せ
ください。◆テーマ 私の長良川
◆賞 優秀賞（賞品は図書カード1,000円分）＝3作品
◆応募方法 7月1日㈮～8月31日㈬にウェブサイト「ココカラ
web」内、フォトギャラリーコンテストのページから申し込む。
総合政策課 214－2019
詳しくはこちら⇒

科学館の催し

期間

長良川
良川薪
薪能

7月22日㈮～8月31日㈬
午前9時30分～午後5時30分

（入館は30分前まで）

第35回

日時 8月26日㈮午後6時開演
場所 長良川河川敷特設舞台

妖怪と科学のコラボレーションによっ
けらけら女
て、私たちの心の奥底にある「恐れと好奇
心」をくすぐり、五感を使って科学を楽しむことができます。妖怪や
しきゾーンでは、専用３Dメガネをかけて進んでいくことで、光の屈
折を利用した色彩の差から立体感を得ることにより、30種類以上の妖
怪が現れます。不思議体験ゾーンでは、日常生活ではあまり体験する
ことができない現象を、多彩なサイエンスツールで楽しめます。
★観覧料 高校生以上800円
（650円）
、3歳～中学生400円
（300円）
※
（）
は前売り。前売り券は7月1日㈮～21日㈭に科学館、
岐阜新聞販売店、
マーサ21、チケットぴあ
（Pコード993－721）
で販売。
▼

（岐阜グランドホテル前河原）
◎YouTube
（ユーチューブ）
ライブ配信あり

※天候、河川の増水などにより、市民会館
（美江寺町2ー6）に会場を変更する場合あり

観覧無料

◦能
「葵上
（あおいのうえ）」金剛龍謹（金剛流シテ方）ほか
◦狂言「蚊相撲（かずもう）」茂山忠三郎（大蔵流狂言方）ほか
◦素謡：みなもと会 ◦連調：子ども出演者、岐阜大学能楽同好会、桂会
◆定員 1,300人
◆申込 8月1日㈪までに市ホームページ
（ 1016134）の申し込み
フォームまたは代表者の住所、氏名、電話番号、観覧人数
（1通4人
まで）
、座席種類希望
（ビニールシート、椅子、希望なし）
を往復はが
き
（必着）
で文化芸術課
「長良川薪能」
係へ。申込者多数の場合は抽選。
※小学生未満で席が不要な場合
（大人の膝上で鑑賞）
は申し込み不要。
■ 長良川薪能応援寄附金で応援！
（寄附者は上記観覧申込不要）
長良川薪能を市の文化資産として広く周知し、継承するとともに、
自立したイベントとして活動を継続していけるよう、寄附金を募集し
（抽選の場合、席を
ています。◆寄附のお礼 ・観覧席を優先的に用意
確保できない場合あり）・市外に居住する人が5,000円以上の寄附をさ
れた場合、ふるさと納税返礼品 ◆申込 7月31日㈰までに
「ふるさと
チョイス」
（ウェブ登録必要）
または開庁日時に直接文化芸術課へ。
1005355）
をご覧ください。

文化芸術課
「長良川薪能」係（〒500-8701司町40ー1市庁舎10階・
214－4973）

★★★ 関連イベント ★★★

期間中
毎日開催！

★工作教室「オリジナル無限井戸を作ろう」◆時間 午前10時30
分～、午後4時～（40分程度）◆定員 各16人 ◆参加費 200
円（別途特別展観覧料が必要）※小学3年生以下は保護者同伴
◎8月3日㈬は別の内容で開催。
★サイエンスショー ◆時間 午前11時30分～、午後2時～、
午後3時30分～（15分程度）

夏休み科学作品相談室

相談
無料

★ 日 時 7月2日・16日・30日、8月20日 の 各 ㈯ 午 後1時30
分～4時30分（受付は30分前まで）
★内容 小中学生を対象に、夏休みの自由研究の進め方や科学工作に
ついて、小中学校教員や科学館職員が相談に応じます（電話での相談・
予約不可）。※事前申込不要。観覧料は必要（市内小中学生は無料）。
◎詳しくは市ホームページ（ 1005484）をご覧ください。
科学館（本荘3456－41・ 272－1333）
★場所・

❶宿泊割引
◆割引内容 1人1泊1,000円割引
◆対象宿泊施設 富山市ホテル旅館事業協同組合 076－441
－4796または立山山麓観光旅館組合 076－481－1436に加入
する市内ホテル・旅館
❷乗り物などの割引
◆対象
（営業期間）
・割引内容
・富山市定期観光ツアー（8月6日㈯～28日㈰の土日祝日、8月
12日㈮、10月1日㈯・8日㈯・15日㈯・16日㈰・23日㈰）＝
大人4,800円⇒4,300円／小人2,400円⇒1,900円
・松川遊覧船
（運 航 期 間：11月 末 日 ま で）＝ 大 人1,600円
⇒1,100円／小人750円⇒250円
・富岩水上ライン
（11月23日
(水・祝）ま で ／ 環 水 公 園 ～ 岩 瀬 カ
ナル会館ルート・片道が対象）＝
大 人1,700円 ⇒1,200円 ／ 小 人
▲富岩水上ライン
850円⇒350円
・ 富山市まちなか観光案内所（実施日については観光案内所
076－439－0800へ要確認）・簡易甲冑
（かっちゅう）＆着物
体 験=500円 ⇒ 無 料
（月1回 実 施）・ 本 格 甲 冑 体 験=3,000円
⇒2,500円
（土日祝日のみ）・騎馬武者体験=5,000円⇒4,500円
（11月期間中まで）・乗馬体験=1,000円⇒500円
（11月末まで）
【❶❷共通】
◆対象者 次の全ての要件を満たす人 ①岐阜市に住民票があ
る ②対象施設・乗り物などの利用料がかかり、窓口で利用料
を支払う ③旅行代理店が主催する団体旅行を利用しない
❸飲食代金割引
◆割引内容 1人1,000円割引
◆対象店舗 富山県鮨商生活衛生共同業組合 076－491－
3226に加盟する店舗のうち所在地が富山市である店舗
◆対象者 次の全ての要件を満たす人 ①岐阜市に住民票が
ある ②対象店舗での飲食代金が1人あたり3,000円（税込）以
上である ③対象店舗で飲食代を支払う（事前に取得したクー
ポン券などを使用する場合は対象外）
【共通】◆利用方法 割引利用券を各施設・乗り物などの受付窓
口または対象店舗へ身分証明書と併せて提出してください。割
引利用券は、岐阜市観光コンベンション課
（市庁舎10階）
、富山
市観光政策課、富山市まちなか観光案内所、各施設・乗り物な
どの受付窓口または対象店舗などに設置してあるほか、ホーム
ページからも入手できます。※各施設・乗り物・店舗などの営業
期間中でも、予算が無くなり次第、助成は終了します。

岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会富山部
会事務局
（富山市観光政策課内） 076－443－2072
詳しくは…

▲

◎詳しくは市ホームページ
（

割引でお得に富山を楽しもう！

特別展
「科学de妖怪やしき」

265－4101

な が ら が わ たきぎのう

◆演目・演者

エンディングノートには、予期せぬ出来事や突
然の病気で、自分の希望を伝えることができなく
なった場合に備えて、医療、介護、葬儀、資産管
理などに関する希望や、自分自身の思いを記して
家族や大切な人に伝えるとともに、今までの生き
方を振り返り、やりたいことに気づき「これからの
生き方」を考えるという大切な役割があります。家
族や大切な人とのコミュニケーションツールとし
て、ぜひご活用ください。
◆配布場所 高齢福祉課（市庁舎1階）、各地域包括支援センター・
高齢福祉課 214ー2090
事務所 ◆費用 無料

第3回
「ココカラ」
フォトギャラリーコンテスト

※イベントの内容は変更になる場合があります。

ぎふメディアコスモス事業課

「岐阜市マイエンディングノート」
を配布

昭和20年7月9日の「岐阜空襲」では、旧
市街地の約80％が焼失し、約900人の市民
が亡くなりました。戦争の悲惨さや残酷さ
を将来世代に伝え、平和を祈念する「平和の
鐘」式典を市庁舎4階「みどりの丘」で開催し
ます。式典の様子は、同時中継を行う市庁舎1階市民交流スペー
ス「ミンナト」でご覧いただけます。
◆日時 7月9日㈯午前10時～11時 ◎同日の午前9時～正午は、
金華山中腹・権現山の時鐘楼（じしょうろう）や市内で右記の「の
ぼり」を立てているお寺などで自由に鐘を打つことができます。
●子どもたちに伝える平和のための資料展Ⅰ
◆期間 7月1日㈮～11日㈪の午前9時～午後9時
（1日は午後3時
から、11日は午後3時まで）◆場所 ぎふメディアコスモス ドキ
ドキテラス（司町40ー5）◆内容 岐阜空襲やその時代に生きた
人々に関する資料やパネルを紹介 ◆入場料 無料
男女共生・生涯学習推進課 214－4792

◎その他にもイベントを開催します。詳しくはホームページをご覧ください。
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市政 環境

資源物の適正な排出を
❶ビン・カン・ペットボトル
ビン・カン・ペットボトルを同じ袋に入れて出してしまうと、
ガラスや金属、プラスチックが混ざってしまい、適切にリサ
イクルできません。それぞれ別の袋に分別して出していただ
くよう、ご協力をお願いします。

8

×

❷小型充電式電池
（リチウムイオン電池など）
携帯電話やデジタルカメラなどに使用されている小型充電式
電池が原因で、ごみ収集車やごみ処理施設での発火事故が多発
しています。適切な排出をお願いします。

【小型充電式電池の排出方法】
小型充電式電池
（バッテリー）
・小型充電式電池（バッテリー）単体
各地域の公民館などで月 1 回実施している、廃食用油などの収集または電器店
などの「リサイクル協力拠点」に設置してある回収ボックスへ。※セロハンテー
プなどで電極（＋極、－極）を覆って排出。
・小型充電式電池（バッテリー）の取り外しができない製品
①小型家電リサイクル対象品（携帯電話、ノートパソコンなど 28 品目）= 市内
12 カ所（市庁舎・コミュニティセンターなど）の小型家電リサイクルボックスへ。
②それ以外の製品（コードレス掃除機など）= 粗大ごみ（事前予約の上、自己
搬入または戸別収集）へ。
※その他、小型家電リサイクル対象品やパソコンは、リネットジャパンリサイ
クル㈱による宅配便を使った回収も行っています。（パソコン本体を含む場合、
1 箱の回収料金が無料）
1015582、
◎詳しくは「岐阜市ごみ出しのルール」または市ホームページ（❶
1010800）をご覧ください。 環境一課 214 － 2418
❷
▼

催し

9

とやまねっと 岐阜市民の方へ

検索

◎最新の実施情報は観光協会ホームページをご確認ください。

令和4年度清流の国ぎふ健康・
スポーツポイント～岐阜市版～に挑戦！
健康づくりに取り組んでいる人に協力店で割引などのサービスが受けられる
「ミ
ナモ健康・スポーツカード」
を進呈します。また、素敵なプレゼントが当たる抽選
に参加できます。◆対象者 20歳以上で、市内在住または県内在住で市内在勤・
在学の人 ◆応募条件 次の①～③に取り組み、10ポイント分の実績があること
（①は1ポイント以上必須）①健康診査やがん検診などの受診 ②目標を設定して
生活習慣の改善 ③市が勧めるイベントの参加や施設の利用、地域貢献などの社
会参加 ※ポイントをためるには別途応募用紙が必要。
来年2月21日㈫までに応募用紙を郵送
（消印有効）
、ファクスまた
◆応募方法・
へ。
は直接保健所健康増進課
（〒500-8309都通2－19・ 252－7193・ 252－0639）
各保健センターへ持参も可。直接持参の場合は、
来年2月28日㈫まで応募できます。
で入手
応募用紙は応募先のほか市庁舎、各公民館、市ホームページ
（ 1004325）
可。※8月1日㈪から、アプリでも健康・スポーツポイント事業を実施予定。

外国人観光客の受け入れ環境整備に係る経費を補助
◆対象者 観光・宿泊・飲食・小売業などの施設を市内に所有または運営する
人（個人事業主を含む）◆対象事業 外国人観光客誘致を促進するために実施す
る次のいずれかに該当する事業 ①多言語化対応 ②無料公衆無線ＬＡＮ設置
③施設内トイレ整備 ④クレジットカード、電子マネー決済対応 ◆補助金額
申請書を来年
対象経費の2分の1（上限は対象事業により異なる）◆申込・
1月31日㈫までの開庁日時に直接観光コンベンション課（市庁舎10階・ 265－
3984）
へ。申請書などは同課または市ホームページ（ 1005710）で入手可。
※申請前にご相談ください。予算が無くなり次第終了。

市内文化事業への助成
市教育文化振興事業団が事業経費の一部を助成します。
◆対象分野 ①舞台芸術 ②美術 ③文芸 ④ ①～③に準ずる分野 ◆対象経費
会場費、印刷・録音・録画費、講師謝礼など ※事業の分野により異なる ◆要件
10月～来年3月実施予定で、次の全てを満たす事業 ①岐阜市を拠点に活動する個
人・団体が主催 ②助成の可否によらず実施が確実 ③広く岐阜市民に公開 ◆助
7
成額 対象経費内で20万円を超えない額 ※審査会で審査し決定 ◆申込・
月31日㈰までに申請書を郵送または直接生涯学習センター
（〒500-8521橋本町1－
へ。要綱、申請書は同センター窓口、ホームページで入手可。
10－23・ 268ー1050）

11

催し

7月9日㈯から
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講座

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

市民プールがオープン！

◆期間 7月9日㈯・10日㈰、7月16日㈯～8月31日㈬
〈7月19日㈫・
20日㈬を除く〉
、9月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11日㈰ ※時間はいず
れも午前10時～午後5時 ◆利用料 大人200円（2,000円）、小
中学生100円
（1,000円）※（ ）は11枚つづりの回数券。未就学
南部市民プール
（南鶉4－120・ 275－
児は無料。◆場所・
0085）
〈南部スポーツセンター 274－4949〉、本荘市民プール（寿
町2－13・本荘公園管理事務所 251－3699）〈西部体育館 251
〈北
－2757〉
、
北部市民プール（正木1020－2・ 080－2605ー8497）
部体育館 233－2030〉※〈 〉は開設時間外

■親子セミナー／夏休み子どもセミナー／
「目指せマイスター プロの技入門」
◆申込 各締切日（必着）までに往復はがき（❶は1枚1
セミナー1組、❷❸❹は1枚1セミナー2人まで）に①セ
ミナー名、②郵便番号・住所、③氏名（ふりがな）、④
学校名・学年、⑤電話番号、⑥保護者氏名、返信表面
にも郵便番号・住所、氏名を記入して、ドリームシアター岐阜へ。2
人で申し込む場合、上記②～⑥を2人とも記入。❶はホームページの
申込フォームからも申込可。
❶親子セミナー

セミナー名
野菜パウダーで作る
カラフルクッキー

申込締切:7月21日㈭
期日
時間
対象者
定員
費用
9:30～ 小中学生と
1 組 950 円と
8/7㈰
6組
11:30
保護者
保険料 1 人 50 円

❷夏休み子どもセミナー
（コース講座）

申込締切:7月27日㈬
セミナー名
期日
時間
対象者 定員 費用
楽しく人形劇に挑戦しよう 8/16㈫～20㈯ 13:30～15:30
小1～小6 10人 860円
(6日間）
8/21㈰
9:30～11:30

❸夏休み子どもセミナー
（シングル講座）

申込締切:7月27日㈬
セミナー名
期日
時間
対象者 定員 費用
地域の魅力を伝える 番組制作体験
8/17㈬ 13:00～16:00 小4～中3 10人
(会場：シーシーエヌ㈱）
保険料
50 円
司法を支えるプロフェッショナル
8/19㈮ 13:30～16:00 中1～中3 15人
裁判所の仕事を学ぼう
かげ絵シアターを作ろう
8/24㈬ 13:30～15:00 小1～小6 10人 670円

セミナー名
①仕上げ：バイクオブジェ作り

期日

申込締切:7月27日㈬
時間 対象者 定員 費用

◆日時 ①8月6日㈯午前9時30分～11時30分、②6日㈯午後1時30分～3時
30分、③7日㈰午前9時30分～11時30分、④7日㈰午後1時30分～3時30分
◆場所 大杉一般廃棄物最終処分場環境学習棟（大字山県岩字大杉奥洞1045）
◆製作作品 Ⓐ牛乳パックを材料とした小物入れ、舟、風車貯金箱、ひし形
ペン立て、野球帽子の中から1点 Ⓑ牛乳パックの紙部分を利用した無地・押
し花入り・切り紙入りはがきの中から2点程度
◆対象者 市内在住の小学生
（1組2人以内）
と保護者 ◆定員 各回小学生4人
７月22日㈮（消印有効）までに希望日時（①～④）、希望製作作品
◆申込・
（ⒶまたはⒷ）、郵便番号・住所、氏名、年齢、学年、電話番号、参加する
保護者氏名を往復はがきで芥見リサイクルプラザ（〒501-3134芥見6－368・
243－2421）へ。申込者多数の場合は抽選。
ジ

【共通】申込者多数の場合は抽選。◆場所・
（〒500-8813明徳町6・ 262－2811）

ドリームシアター岐阜

「子ども記者体験」

長良川うかいミュージアム

杉山雅彦さん
（鵜匠）
の案内で、ミュージアム周辺の作業場や鵜匠宅を
まわって取材ができます。質問をしたり、写真を撮ったり、鵜飼の自由
研究に活用してください。取材後は、ミュージアムを見学して鵜飼の知
識を深めます。◆日時 7月27日㈬、8月7日㈰の午前9時30分～11時
◆対象者 小学生 ◆定員 各10人
（作業場や鵜匠宅への保護者同行は
1組1人まで）◆持ち物 取材に必要な道具
（筆記用具、ノート、カメラ
7月4日㈪～19
など）
、飲み物、帽子、マスク ◆集合場所・申込・
日㈫に講座名、希望日、住所、参加者全員の氏名・学年、電話番号、参
加人数、保護者同行の有無をEメールで長良川うかいミュージアム
（長良
へ。申込者多数の場合は
51ー2・ 210－1555・ info@ukaimuseum.jp）
抽選。※参加の際は展示室観覧料が必要。

ス

参加
無料

鮎のつかみどりと放流体験

「清流長良川の鮎」をPRするため、長良川漁業協同組合と共催で、鮎のつか
みどりと放流体験を行います。
◆日時 7月24日㈰午前9時～正午 ◆場所 長良川うかいミュージアム
（長良
51－2）◆対象者 小学生以下の子どもとその家族
（子どもだけの参加は不可）
◆定員 50組程度（1組4人以内）※参加者を4回にわけて実施 ◆申込・
7月12日㈫午後5時までに郵便番号・住所、参加者全員の氏名・年齢、電話番号、
ファクス番号（ファクスでの申し込みの場合）をファクスまたはEメールで畜産
課（ 232ー8053・ 232ー3201・ chikusan@city.gifu.gifu.jp）へ。申込者多
数の場合は抽選。※荒天などにより内容を変更・中止する場合がありますので、
市ホームページ（ 1010922）でご確認ください。

岐阜市生涯学習センター
〈

ハートフルスクエアーG内
（JR岐阜駅東エリア）

〉

■中高生のボランティア講座

「中高生の挑戦！～私から社会へ～」（全2回）

受講
無料

講演会や体験活動を通して、市民活動やボランティア活動について学
びませんか。◆対象者 中学生・高校生 ◆定員 30人
※ボランティア活動保険未加入の場合は350円必要

活動
（①～⑥を選択）

入場
アマチュア劇団3組が公演します。◆日時 8月21日㈰午後 無料
1時30分～4時 ◆対象者 幼児・小学生を含む家族 ◆定員
60人 ◆申込 8月3日㈬（必着）までにホームページの申込フォーム
または往復はがき
（1家族1枚）に
「それゆけ！ドリーム人形劇場」、郵便
番号・住所、代表者氏名
（ふりがな）
、参加人数、電話番号、返信表面
にも郵便番号・住所、氏名を記入して、ドリームシアター岐阜へ。

ア

世界農業遺産ＧＩＡＨＳ鮎の日記念

②貴金属装身具製作：純銀製指輪作り

■それゆけ！ドリーム人形劇場

受講
無料

日時

内容・講師・活動名
「高校生からはじめた私の挑戦！」

場所

7/31㈰
ス テ ラ ボ
ハートフルスクエアーG
午後2時～3時45分 中川花乃さん
（StellabO代表）
8/2㈫
①
「戦争体験を語り継ぐ夕べ」運営
ぎふメディアコスモス
午後0時30分～4時 サポート
8/3㈬
②岐阜市畜犬管理センターに関わ
岐阜市畜犬管理センター
午前9時30分～11時 る犬・猫・人のことを知ろう
8/4㈭
③学生献血サポーター
新岐阜献血ルーム
午後2時～3時30分
8/5㈮
④岐阜ダルクのプログラムを体験
岐阜ダルクStep house
午前9時15分～正午 しよう
5
8/6㈯
⑤
「岐阜コミュニティcaféれんげ」
ハートフルスクエアーG
午後1時30分～4時 運営サポート
8/7㈰
「おもてなし」
を体感 岐阜公園
⑥武将隊による
午後1時～4時

※各日定員 人

13:30
8/23
中1～ 各15人
～
無料
㈫
中3
③電子機器組み立て：ペットボトルの風力発電機作り
15:30
④IT：ロボットプログラミング体験
10人

「夏休み親子リサイクル体験講座」

講演

❹
「目指せマイスター プロの技入門」

芥見リサイクルプラザ

◆申込・
7月15日㈮（必着）までに講座名「中高生のボランティア」、
希望する活動No.（①～⑥）、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、学校名・
学年、電話番号、ボランティア活動保険加入の有無を往復はがきまたは
Eメ ー ル（1人1通）で 生 涯 学 習 セ ン タ ー（〒500-8521橋 本 町1－10－23・
268－1050・ hsg_lecture@ccn.aitai.ne.jp）へ。申込者多数の場合は
抽選。※希望する活動が複数ある場合は活動ごとに申し込む。

広報ぎふ 令和4（2022）年7月1日号

成年後見制度に関する相談会

出張健康づくり教室 8月の教室

東部コミュニティセンター☆
（芥見4－80）

日曜日を除く毎日 8:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～
16:30 ※全血献血は、400ml 献血のみ受付
新岐阜献血ルーム（長住町2－3岐阜ビル 金曜日を除く毎日
5階・ 264－2122）※駐車場あり。詳【全血】10:30 ～ 12:30 ／ 13:30 ～ 18:00
しくはお問い合わせください。
【成分】10:30 ～ 11:45 ／ 13:30 ～ 17:30
272－6911）

★移動バスは、マーサ 21 とカラフルタウン岐阜などに出向きます。日程はあかなべ献血ルームへ。

定員

シェイプサーキット

5日㈮11:15～12:00

10
人

足腰しっかり体操

17日㈬10:00～10:45

からだスッキリストレッチ

17日㈬11:15～12:00

健康筋トレ教室

31日㈬14:00～14:45

はじめてのヨガ★

31日㈬15:15～16:00

20
人
10
人

【長良川】◆開館時間 午前7時30分～午後9時
要事前申込・
◆休館日 木曜日
（祝日の場合は振替） 長良川健康ステーショ
受講無料
ン（〒502-0842早田字北堤外地内・ 215ー0605）※室内用運
動靴をご持参ください。

【柳ケ瀬】◆開館日時 平日：午前7時30分～午後8時、土日祝日：午前10時
柳ケ瀬健康ステーション（〒500～午後5時 ◆休館日 毎月第1月曜日
8875柳ケ瀬通3ー22・ 264ー6766）
【共通】◆申込 7月20日㈬（必着）までに教室名（期日・時間）、郵便番号・住
所、氏名、年齢、電話番号をはがきまたは直接各健康ステーションへ。申込
者多数の場合は、その教室のみの申込者を優先して抽選。※マスク、タオル、
水分補給ができる飲み物をご持参ください。◎8月の申込不要の教室は、広報ぎふ7
月15日号でご案内します。

良

あかなべ献血ルーム

日時
5日㈮10:00～10:45

長良川・柳ケ瀬健康ステーション 8月の教室

「届けよう あなたの気持ち 誰かの明日へ」（令和4年度標語）
献血でかけがえのない命が救われています。あなたの献血をお待ちしています！
（茜部中島2－10・

教室名
筋コンディショニング教室

南保健センター
（茜部菱野1－75－2）

長

受付日時

要事前申込・
受講無料

健康ステーションのスタッフが出張し、健康づくりのため
に実践することが望ましい日常生活における身体活動や運動（筋トレ・有酸
素運動・ストレッチ）を紹介します。
◆日時・会場・教室名・定員 下表のとおり ◆持ち物 飲み物、運動でき
る服装、外履き用の運動靴（☆は不要）、マスク、★はヨガマットなどの敷物
7月20日㈬（必着）までに会場名・教室名、郵便番号・住所、氏名、
◆申込・
年齢、電話番号をはがきまたは直接長良川健康ステーション（〒502-0842早
田字北堤外地内・ 215ー0605）へ。申し込みは1人1日1教室まで。申込者
多数の場合は抽選。

7月は「愛の血液助け合い運動」月間です

献血場所

相談
無料

弁護士による相談会を開催します。
◆日時 7月19日㈫午後1時30分～3時（1件あたり20分以内）
◆場所 高齢福祉課相談室（市庁舎1階）◆対象者 成年後見制度の利用を考
えている人やすでに後見人に就任している人 ◆相談内容 相続、遺言など
7月15日㈮までの開庁日時に電話で成年後見セン
の法律関係 ◆申込・
ター 269－5501へ。申込者多数の場合は希望に添えない場合あり。

回数

献血にご協力を

N e t 1 1 9登録説明・通報体験会

◆日時 9月29日㈭午前9時30分～午後5時
◆場所 ハートフルスクエアーG大研修室（橋本町1－10－23）◆対象者
屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する業務に従事する
（従事しようとす
る）
人 ◆定員 50人 ◆受講料 3,000円
（課程一部免除者は1,800円）※テ
8月1日㈪～12日㈮
キスト
「屋外広告の知識」
は有料、当日販売 ◆申込・
に受講申請書を郵送
（消印有効）
または直接開発指導景観課
（〒500-8701司町40
（〒500-8154
ー1市庁舎17階・ 265－3985）または岐阜県広告美術業協同組合
木ノ下町5ー21ー1・ 245－4472）へ。先着順。受講申請書は同組合または市
で入手可。
ホームページ
（ 1016843 ※公開は7月1日㈮から）

北保健センター
（長良東2－140）

川
柳
ケ
瀬

教室名

期日

時間

はじめてのヨガ

1・8・15・22・29 各㈪

15:00～16:00

モーニングヨガ

3・10・17・24・31 各㈬ 10:00～11:00

ボールエクササイズ

5・19 各㈮

しなやかな身体を作る
「バレトン」

6・13・20・27 各㈯

®」
10・24 各㈬
1 ゆるめて、ほぐして、のばす「からだバー
健康太極拳体操
2・9・16・23・30 各㈫

講座

ねっといちいちきゅう

屋外広告物講習会

会場

催し

11:00～11:30
13:30～14:15

定員

14
人

15:00～15:45
9:30～10:30

ヨガ

2・9・16・23・30 各㈫
6・20 各㈯

13:00～14:00

機能改善体操

4・18・25 各㈭

10:30～11:30

ヨガストレッチ

4・18・25 各㈭

15:30～16:30

7
人

10

参加
無料

◆日時 ❶7月20日㈬午後1時30分～3時 ❷8月17日㈬午前10時～11
時30分 ❸9月21日㈬午後1時30分～3時
◆場所 ❶❷消防本部4階研修室（美江寺町2－9）❸本巣消防署会議室
（北方町加茂1－23）◆対象者 次の全てを満たす人 ①聴覚・音声・言
語機能に障がいがあり、音声による119番通報が困難 ②岐阜市・瑞穂
市・山県市・本巣市・北方町内に在住・在勤・在学 ③Net119の利用
登録を希望する、または登録済みで利用方法を知りたい
◆内容 スマ―トフォンなどの携帯端末から消防へ通報できる
「Net119
緊急通報システム」
の登録方法や利用方法の説明、通報体験 ◆定員 各
回5人 ◆申込 各開催日の2日前までに市ホームページ
（ 1009511）
の
「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」から申し込む。先着順。 消
防本部指令課
（ 262－8151・ 266ー8155・ sh-shirei@city.gifu.gifu.jp）

応急手当普及員講習

受講
無料

事業所・防災組織などで従業員・構成員に対して行う普通救命講習な
どの指導者として市消防長が認定します。
◆日時 9月3日・10日・17日の各㈯午前9時～午後5時 ※３日間全て
受講する必要あり。気象状況などにより日時が9月24日㈯に変更の場合
あり。◆場所 消防本部6階大会議室 ◆対象者 岐阜市・瑞穂市・山
県市・本巣市・北方町内に在住・在勤・在学の人 ◆定員 20人程度
7月19日㈫～８月19日㈮の開庁日時に電話または直接消防
◆申込・
本部救急課（美江寺町2ー9・ 262－7167）
へ。先着順。

市立女子短期大学公開講座
●「私らしく生きる」ための日本文学講座～『徒然草』に学ぶ柔軟な発想～
◆日時 8月20日㈯午前10時30分～正午
◆場所 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ（司町40ー5）
◆講師 村中菜摘国際文化学科教授 ◆定員 20人
8月5日㈮までに
◆受講料 1,000円
（高校生以下は無料）◆申込・
講座名、郵便番号・住所、氏名、年齢、電話番号をファクスまたはＥメー
ルで市立女子短期大学「公開講座」係（ 296－3131・ 296ー3130・
office11@gifu-cwc.ac.jp）
へ。申込者多数の場合は抽選。

家庭の生ごみなどを堆肥に！

受講
無料

●堆肥講座
落葉や枯葉などを設置型コンポストで堆肥にする方法を説明します。
◆日時 7月27日㈬午後1時30分～3時
◆場所 中央青少年会館（明徳町11）◆定員 10人
●ダンボールコンポスト講座
生ごみをダンボール箱（基材入り）の中に入
れて混ぜるだけで、手軽に堆肥を作る方法を
説明します。
◆ 日 時 7月28日 ㈭ 午 前10時 ～11時30分
◆場所 ぎふメディアコスモス（司町40ー5）
◆定員 30人
7月8日㈮～各開催日2日前までの開庁日時に電話で
【共通】◆申込・
低炭素・資源循環課 214ー2179へ。市ホームページ（ 1002318）か
らも申込可。先着順。事前申込がない場合は中止。団体で受講希望の場合、
出前講座を行いますのでお問い合わせください。
◎市内在住で初めての受講者に導入セット（1世帯1セット）を進呈。
※市ホームぺージ（ 1002317）の動画閲覧による受講も可。

日本語の教え方講座

受講
無料

外国人市民に日本語を教えるための教え方の基礎が学べます。
◆日時 8月10日㈬・12日㈮・17日㈬・19日㈮の午後6時30分～8時〈全
4回〉◆場所 ぎふメディアコスモス おどるスタジオ（司町40ー5）
◆対象者 日本語学習支援ボランティアに興味のある人 ◆定員 25人
7月8日㈮から講座名、住所、氏名、電話番号を往復はが
◆申込・
きまたはEメールで（公財）岐阜市国際交流協会（〒500-8076司町40ー5・
263－1741・ gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp）
へ。先着順。
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【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

感動のナイトビューに出会う★
岐阜城パノラマ夜景
7月16日㈯～8月31日㈬の毎日、9月3日㈯～10月16日㈰の土
日祝日 ※時間は午後9時30分まで 場所 岐阜城（金華山天守閣18番地）
期間

期間中、岐阜城とロープウェーの夜間営業により、金華山山頂からきら
めく夜景をお楽しみいただけます。圧倒的なパノラマビューはもちろん、
夕暮れ時のいわゆる
「マジックアワー」
のこの上ない美しさも必見です。
◆料金 【岐阜城】
16歳以上200円、4～15歳100円 【金華山ロープウェー
（夜間往復）
】
12歳以上900円、4～11歳450円
岐阜城 263－4853

令和4年度生物多様性シンポジウム

参加
無料

●みんなのまわりの身近な生きものたち
◆日時 8月6日㈯午後2時～4時
◆場所 ぎふメディアコスモス かんがえるス
タジオ（司町40－5）◆定員 40人
7月11日 ㈪ から住 所、 氏 名、 年
◆ 申 込・
齢、電話番号、メールアドレスをEメール
（件名に
「令和4年度生物多様性シンポジウム参加申込み」
と明記）
で環境保全課
へ。先着順。※屋外観察あり。
（ 214－2151・ ka-hozen@city.gifu.gifu.jp）
第31回市民プロデュース公演応援プロジェクト
〈公募〉
採択事業Vol.68

デフキッズ・プロジェクト2022
「25丁目のネコたち
～ニャンともステキな宝探し～」

長良川国際会議場 市民ふれあい事業

劇団四季ミュージカル
「ロボット・イン・ザ・ガーデン」
日時

場所

9月14日㈬午後6時30分開演
長良川国際会議場メインホール（長良福光2695－2）
長良川国際会議場メインホール

第31回市民プロデュース公演応援プロジェクト
〈公募〉
採択事業Vol.69

フラ＆タヒチアンダンスALOHA PUAKEA
「人魚姫 16周年記念」
ア

日時

場所

9月17日㈯午後3時開演
長良川国際会議場メインホール（長良福光2695－2）
長良川国際会議場メインホール

「生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会 ピアノ版」
9月19日（月・祝）午後2時開演
場所 文化センター小劇場（金町5－7－2）

日時

山本麻記子さんは、音楽大学卒業後、仲の良かっ
た同級生と2人で「ピアノデュオ・カノン」
を結成し、
ピアノの連弾による演奏を始めました。幼稚園や病
院、イベントなどで披露しています。連弾の魅力
は、1人で弾くより音の幅や演奏するジャンルが広
がることです。子どもから大人まで楽しめるよう曲
目を工夫したり、演奏に脳トレを取り入れたりし
ながら活動を続けています。 生涯学習センター 山本麻記子さん
（写真左）
268ー1055、市民活動交流センター 264ー0011
347
市民活動団体の紹介

ぎふの森を守りたい

「ぎふし森守クラブ」は、里山森林の整備・
保全・活用を行い、豊かな森を守る活動をし
ようと平成17年に法人設立しました。市が
管理している「ながら川ふれあいの森」を活動
拠点に、下刈り、竹林整備、間伐、歩道整備
などの森林整備事業、竹炭焼きやシイタケの
菌打ちの体験事業を行っています。コロナ禍では講座の開催や参加者
を募集して行う森林整備は困難でしたが、今年度は竹林や雑木林、里
山林の整備、ヤマボウシの植樹、竹炭焼き体験会、原木キノコ植菌体
験などの参加募集を計画しています。年間の行事予定はホームページ
で公開しているので、ぜひご覧ください。 NPO法人ぎふし森守ク
ラブ 090ー3835ー7132、市民活動交流センター 264ー0011

鮎を弔い、船の航行や川で遊ぶ人たちの安
全、風水害からの安全を祈願します。
◆ 期 日 7月16日 ㈯ ◆ 場 所 神 明 神 社
（長 良
119）
、長良橋上流側付近 ◆時間・内容 午
後2時～：鮎供養、午後4時～・5時30分～：提灯船2隻出船・回遊
（乗船不可）
、
午後8時30分ごろ
（鵜飼終了後）
：打ち上げ花火 ※天候により変更の場合あり
（公財）岐阜観光コンベンション協会 266ー5588
グランドピアノ演奏体験

夏休みバージョン

ステージでグランドピアノを弾いてみよう

ステージ上でグランドピアノ（スタインウェイおよびヤマハCF）が演奏で
きます。今回は、小学生～25歳以下の学生が対象です（小学生は保護者の同
伴、中高生は保護者の同意が必要）。◆日時・場所 ①8月2日㈫～4日㈭／
市民会館大ホール
（美江寺町2ー6）②8月23日㈫～25日㈭／文化センター
小劇場（金町5ー7ー2）※時間はいずれも午前10時～、11時30分～、午後
1時～、2時30分～、4時～（各1時間）◆参加費 1回1,000円 ◆申込・
①は7月15日㈮午前10時～午後5時に電話で市民会館 262－8111へ。②
は8月4日㈭午前10時～午後5時に電話で文化センター 262－6200へ。申
し込みは1人1回までで、演奏者は各回2人まで。申込者多数の場合は抽選。
予約確定後申込用紙を提出。詳しくはお問い合わせください。

肝臓、胆のう・胆管、膵臓のがんは、初期段階での自覚症状がほとんど
なく、不調を感じて受診したときにはすでに進行してしまっていることが
多いがんです。肝胆膵がんドックは、画像検査、血液検査などを組み合わ
せ、肝胆膵領域のがんの早期発見を目的としています。詳しくはお問い合
わせいただくか、病院ホームページをご覧ください。
（最も検査項目が多いコース）
：50,920円
◆費用・検査内容 ・Aコース
（税込）
／造影CT検査、MRI検査、腹部超音波検査、血液検査 ・Bコース
（MRIが苦手な人
〈閉所恐怖症の人〉向けのコース）
：33,610円
（税込）／造
（無被ばくコース）
：
影CT検査、腹部超音波検査、血液検査 ・Cコース
27,500円(税込)／MRI検査、腹部超音波検査、血液検査 ※A、Bコース
は50歳以上対象 ◆所要時間 約3時間 ※事前に電話予約が必要
市民病院
（鹿島町7ー1・ 215ー5128
〈平日午前9時～午後5時〉
）
◆場所・

◆岐阜競輪Kドリームス杯
（ＦⅡ）…………7/1㊎・2㊏・3㊐
◆西日本カップ（防府競輪）（ＦⅠ）場外……4㊊・5㊋・6㊌
◆京王閣競輪ナイター（ＦⅠ）場外……………5㊋・6㊌・7㊍
◆福井記念競輪
（GⅢ）場外……………7㊍・8㊎・9㊏・10㊐
◆富山競輪
（ＦⅠ）場外………………………8㊎・9㊏・10㊐
◆名古屋競輪
（ＦⅠ）場外…………………13㊌・14㊍・15㊎
◆久留米競輪ナイター（FⅠ）場外………13㊌・14㊍・15㊎

図書館からのお知らせ
7月のテーマ
「和菓子」

新着図書

和菓子にどんなイメージを持っていますか。和菓子にも歴史があり、意味
が込められています。それを知ることでより身近になるのではないでしょう
か。そんな和菓子に親しみを持ってもらえる本を紹介します。

東海の和菓子名店

大竹敏之／著

森崎美穂子／著

ぴあ株式会社

繊細で美しい生菓子や、地元で愛されている銘菓を写真と
ともに紹介しています。購入できるお店も載っていますので、
和菓子とお茶でホッと一息ついてみませんか。

和菓子のアン

坂木司／著

光文社

和菓子屋で働き始めた主人公の杏子、通称アン
ちゃん。個性的な同僚たちと一緒に謎を解きなが
ら、和菓子の知識も深まります。この本を読むと
誰もが和菓子を食べたくなることでしょう。

「君が読みたい本はどこ？めざせ図書館マスター！」
クイズをしながら、図書館の使い方や本の探し方について楽しく学びます。
参加
◆日時 8月3日㈬・5日㈮の午後2時～3時 ※内容は両日同じ
無料
◆場所 中央図書館 おはなしのへや ◆対象者 小学生 ◆定員 各6人
◆申込 7月8日㈮午前9時から参加希望日、氏名、学年、電話番号を電話、Eメール
（件名に
「めざ
せ図書館マスター」
と明記）
または直接中央図書館へ。本人または保護者のみ申し込み可。先着順。

読むだけで心がほどける柴犬処方箋
教科書には載っていない維新直後の日本
いざ！に備える遊びで防災体験BOOK

影山直美
安藤優一郎
神谷明宏

植物園の咲かせる哲学

松谷茂

クラフトビール事始め

山田隆司

図説鉄腕アトム

森晴路

「アキラさん」
は音楽を楽しむ天才
なぜ日本語はなくなってはいけないのか

宮川彬良
齋藤孝

さよならに反する現象

乙一

マスカレード・ゲーム

東野圭吾

ライラックどおりのおひるごはん

フェリシタ・サラ

おなまえおしえて

新井洋行

おとがあふれてオムライス

夏目義一

神社のえほん

羽尻利門

今から身につける
「投資の心得」

7月の休館日

▶

作品に登場する曲を、漫画の名シーンや楽曲紹介と
ともに高橋多佳子さんの演奏でお届けします。
◆料金
（全指定席）一般3,000円、学チケ(25歳以下の学
生)1,500円 ※前売り・当日とも。未就学児入場不可。 ⓒ二ノ宮知子／講談社
車いす席は文化センターへお問い合わせください。
◆前売日時・場所 7月15日㈮午前10時からチケットぴあ（Ｐコード：219
－818）
、ローソンチケット（Lコード：45457）で販売（9月11日㈰まで）。22
日㈮午前9時から文化センター、市民会館で窓口販売、午前10時から電話予
文化センター 262－6200
約開始。※販売初日は1人1回6枚まで

ボランティア
通信

迫力ある演奏で心に響く
メロディを！

市民病院健康管理センター

児童

文化センター 市民ふれあい事業

プ ア ケ ア

「岐阜市未来のまちづくり構想」
を踏まえ、未来の岐阜市を創ってい
く具体的なアイデアを出し合います。◆日時 7月28日㈭、8月4日
㈭・9日㈫の午後6時30分～8時30分
〈全3回〉◆場所 ぎふメディア
コスモス かんがえるスタジオ
（司町40ー5）◆対象者 市内在住・在
勤・在学または市にゆかりのある中学生以上で、全3回参加できる人
7月21日㈭までに住所、氏名、年
◆定員 30人程度 ◆申込・
齢、電話番号、対象者要件
（市内在住、在勤、在学、ゆかりのいずれ
か）
をファクスまたはEメールで未来創造研究室
（ 214－2004・ 264
へ。申込者多数の場合は抽選。
－1719・ mirai@city.gifu.gifu.jp）

肝胆膵がんドックのご案内

長良川まつり

文化会館市民ふれあい事業
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未来のまちづくりアイデア
共創ワークショップ

～らくごが生まれた地、岐阜市で体験～
岐阜市は
「落語の祖」といわれる高僧
「安楽庵策伝上
人」
の出身地であり、
“落語発祥の地”
とされています。
ゆかりの地で、
「らくご」
を体感できる夏休みイベント
を開催します。講師は第14回全日本学生落語選手権策
伝大賞で日本一に輝き、小学校教諭の経験もある楽亭
じゅげむさん。
「らくご」
を通して、
「相手に伝わる」
話
し方や表現する楽しさを味わってみませんか。
◆日時 8月27日㈯午前10時～正午、午後2時～4時 ◆場所 文化センター
（金町5－7－2）◆対象者 小学生とその保護者 ※小学生のみは不可
◆定員 各20組
（40人）程度 ◆参加料 1組1,000円 ◆申込
7月1日㈮～8月8日㈪に右記QRコード®の申込フォームから申し
込む。申込者多数の場合は抽選。 岐阜市笑いと感動のまちづ
くり実行委員会事務局
（観光コンベンション課内） 265－3984

催し

一般
▶

◆料金
（全指定席）5,500円 ※前売り・当日とも。未就学児 イリュージョニスト
HARA
入場不可。車いす席は長良川国際会議場へお問い合わせく
ださい。◆前売日時・場所 7月13日㈬午前10時から特別電話予約（ 296－
1337・1338・1339の3回線。特別電話は13日のみで午後3時まで。チケット
受け取りは翌日以降。）、チケットぴあ（Ｐコード：648－289）、ローソンチ
ケット
（Lコード：45446）で販売（13日は1人1回6枚まで）。14日㈭午前9時
から長良川国際会議場
（窓口・電話予約）で販売。 長良川国際会議場 296
－1200、岐阜新聞社事業局 264－1159〈平日午前9時～午後5時〉

ハ

16周年を迎えるフラ＆タヒチアンダンススタジオALOHA PUAKEA
によるミュージカルダンスショーを開催します。
◆日時 8月27日㈯午後6時開演 ◆場所 文化センター 小劇場
（金町5
－7－2）◆入場料
（全自由席）2,000円 ※当日は500円増
●前売り券好評販売中！ 文化センタ－、市民会館、アロハプアケア
スタジオほかで
フラ＆タヒチアンダンスALOHA PUAKEA 090－7606－8814

長良川国際会議場 市民ふれあい事業

「イリュージョニストHARAの魔法学校」

ロ

親子らくご教室

教えてじゅげむ先生！

岐阜 けいりん

◆料金
（全指定席）S席9,900円、A席6,600円、B席
3,300円 ※前売り・当日とも。2歳以下は入場不
可。3歳以上有料
（膝上観劇不可）
。◆前売日時・場所
7月16日 ㈯ 午 前10時 か ら 特 別 電 話 予 約
（ 296－
1337・1338・1339の3回線。特別電話は16日のみで
午後3時まで。予約後のキャンセル不可。チケット
撮影 : 阿部章仁
受け取りは翌日以降。
）とチケットぴあほかで販売
（16日は1人1回6枚まで）
。17日㈰午前9時から長良川国際会議場
（窓口・電話予
約）
で販売。 長良川国際会議場 296－1200、劇団四季 0570－008－110

子どもたちを中心とした、言葉に頼らない、全身を使った手話での
ミュージカルを開催します。字幕・吹替付き。
◆日時 8月21日㈰午後2時開演
◆場所 文化センター小劇場
（金町5－7－2）◆入場料
（全自由席）一般
2,000円、高校生以下1,500円 ※当日は各500円増
●前売り券好評販売中！ 文化センタ－、市民会館ほかで
デフキッズ・プロジェクト deaf-kids-artist@outlook.jp

広報ぎふ 令和4（2022）年7月1日号

中央・分館

26日㈫

各図書室

4日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪・26日㈫

中央図書館（司町40－5・ 262－2924・
moushikomi@gifu-lib.jp）
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県政

広報ぎふ 1935号

広報ぎふ 令和4（20２2）年7月1日号

岐阜県広報

岐阜県からのお知らせ

●県の人口

県政広報テレビ番組
「ぎふ県政ほっとライン」
「清流の国ぎふ 岐阜県ミナモだより」

点字版・音声版をご希望の方は、県庁広報課へご連絡ください
音声版には、ＣＤ（デイジー編集）での提供と音声用のテキストデータの配信もあります

「GIAHS 鮎の日」イベントを開催します
▶

「清流長良川の鮎」の世界農業遺産認定を記念した「GIAHS 鮎の日」に、鮎つかみ
どり大会や伝統漁法体験、魚釣り大会など、清流や鮎に親しむイベントを開催します。
また、夏休み期間中はさまざまな関連イベントを行います。
※ GIAHS（ジアス）とは…国際連合食糧農業機関（FAO）が認定した世界農業遺産

◆日時 7 月 24 日㈰ 10：00 ～ 16：00
◆場所 清流長良川あゆパーク（郡上市白鳥町長滝 420 ー 10）ほか
◆料金 無料（一部イベントは有料）
県里川振興課 058 ー 272 ー 8455

派遣を希望する団体や企業などのニーズに合わ
せて、複数回にわたるレクリエーションの指導
者を派遣しています。
◆料金 無料 ※申込み後、目的や内容（対象
者、期間、回数など）のご希望をお伺いします。
レクリエーション用具を
貸出します
健康づくりに活用いただけるよう、約 50 種類の
レクリエーション用具を無料で貸出しています。
◆貸出レク用具 モルック、インディアカ、
グラウンド・ゴルフなど
◆料金 無料（郵送の場合は送料自己負担）
岐阜県レクリエーション協会
◆申込先・
058 － 295 － 7257・
058 － 216 －
0622・ info@gifu-recreation.or.jp

みなさんに県内で購入していただいた宝くじ
の販売額のうち、約 40％が県の収入となり、
市町村振興や少子高齢化対策など、身近なと
ころで役立てられています。宝くじはぜひ県
内の売り場か宝くじ公式サイトでご購入くだ
さい。
◆発売期間 7 月 5 日㈫～ 8 月 5 日㈮
県財政課
058 － 272 － 1130

【お知らせ】…… 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベント等の中止または変更になる場合があります。
この情報は令和 4 年 5 月 27 日現在のものです。
スマホやタブレットで
058 ー 278 ー 2506 広報紙が読める

広報紙を PC・スマホで

@ マイ広報紙

◆平日夜間 7日・14日・21日・28日の各㈭ 午後5時30分～8時
◆休日 3日・10日・17日・24日・31日の各㈰ 午前10時～午後3時
本人確認できるもの（運転免許証、
健康保険証など）
◆持ち物 納税通知書、
◆場所・
納税課
（市庁舎3階・ 214ー2098）

アイコン
説明

新制度ご存じですか？
道路交通法の一部改正について
5 月 13 日に改正道路交通法が施行され、運
転技能検査やサポカー限定免許などの新し
い制度が導入されました。75 歳以上で過去
3 年以内に信号無視などの一定の交通違反歴
がある方は、運転技能検査に合格しなけれ
ば、運転免許証の更新ができなくなります。
詳しくは、最寄りの警察署または県警運転
免許課までお問い合わせください。
県警運転免許課 058 － 295 － 1010
新型コロナワクチンの追加接種
ワクチンの感染予防や重症化予防効
果は、時間の経過に伴い低下してい
くことが示唆されています。安全性・
効果を正しく理解していただき、追
加接種をご検討ください。

電子書籍ポータルサイト

@ 岐阜イーブックス

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があ
ります。7桁の番号を入力すると直接該当ページ
にアクセスできます。(掲載例： 1111111)

会計年度任用職員

高岡・射水・富山コース
（東濃西部総合庁舎発）8 月 26 日㈮
◆定員 25 人
（抽選、最小催行人数 15 人、小学生以上のお子様連れ優先）
◆料金 5,000 円程度（予定）
◆申込期限 7 月 29 日㈮必着
県地域振興課 058 ー 272 ー 8197

サマージャンボ宝くじの
購入は県内で！

市税の休日
・平日夜間
納付窓口

募 集

◆日時

◆期間 7 月 9 日㈯～ 18 日（月・祝）
◆開館時間 10：00 ～ 18：00 ※ 15 日㈮
は 20：00 まで、最終日は 15：45 まで
◆休館日 7 月 11 日㈪ ◆場所 県美術館
◆料金 無料 ◆申込 不要
県文化創造課 058 － 272 － 8378

7月

詳しくは試験要綱やホームページなどをご確認
いただくか、お問い合わせください。

富山県美術館と富岩運河環水公園▶
©（公社）とやま観光推進機構

岐阜県青少年美術展を
開催します
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国民健康保険
料の平日夜間
納付相談窓口

◆日時 7日・14日・21日・28日の各㈭ 午後5時30分～8時
◆持ち物 保険料納入通知書または保険証（もしくは資格証明書）、
本人確認できるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）
◆場所・
国保・年金課（市庁舎2階・ 214－2085）

ボタンを押して
地元情報をゲット !

東海北陸自動車道の全線開通を記念して
定めた 7 月 5 日の「富山・岐阜交流の日」
にちなんだ富山県の魅力に触れる日帰り
バスツアーです。
申し込み先等は岐阜県ウェブサイトをご
確認ください。

県広報は県公式ウェブサイト、広報紙ポータルサイト「マイ広報紙」
・
「岐阜イーブックス」
、広報紙アプリ「マチイロ」でも公開中！
※掲載している二次元コードは、スマートフォンの機種やアプリなど
によって、読み込めない場合があります

レクリエーション指導者を
派遣します（オーダーメイド型）

058 ー 272 ー 1111（代）
・

ぎふチャン（8ch）データ放送で
「岐阜県からのお知らせ」も
配信中！

ぎふ・富山交流バスツアー参加者を募集します
過去の GIAHS
鮎の日イベント
の様子

県庁広報課

※令和 4 年 4 月 1 日現在
※ ( ) 内は前月との比較

「@Gifu_kouhou」

今月のピックアップ情報

情報ボックス

1,946,253 人（5,141 人減）

募集 催し

マチを好きになるアプリ

@ マチイロ

【フルタイム】
1009511
●学芸員
◆募集人員 1人程度
◆申込 7月1日㈮午前8時45分～8月10日㈬午後5
時30分に
「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」
から申し込む。試験要綱は7月1日㈮から入手可。
歴史博物館
（大宮町2－18－1・ 265ー0010）
【パートタイム】
●市民病院
（月給制）
◆募集職種・人員 医師事務作業補助者
（ドクター
クラーク）
＝若干人
7月22日㈮までに履歴書などを郵送
（必
◆申込・
着／封筒に
「パートタイム
（月給制）会計年度任用
企業職員応募」
と朱書き）
または直接市民病院病院
政策課
（〒500-8513鹿島町7ー1・ 251ー1101内
線4305）
へ。

岐阜地域児童発達支援センター
「ポッポの家」
職員
◆募集職種・人員 保育士＝1人
◆受験資格 要綱確認
◆申込・
7月1日㈮～28日㈭に申込書などを郵
送
（必着）
または直接
（平日の午前8時30分～午後5
時15分）ポッポの家
（〒502-0082長良2ー140・
294ー5757）
へ。

講 座

託児サービス付き職業訓練
●ITスペシャリスト科
（パソコン技術習得）
◆日時 8月19日㈮～12月16日㈮の平日・午前9時
30分～午後4時10分
◆対象者・定員 ハローワークに求職登録をしてい
る、離職した人など／20人 ※選考あり
◆受講料 無料
（別途教材費などが必要）
◆申込 7月27日㈬までにハローワーク岐阜
（五坪1
－9－1）
へ。
インフォファーム
（城東通3－5・ 273
◆場所・
ー2211）

岐阜大学公開講座

無料

●市民公開講座「リウマチ、膠原病」
◆日時 7月24日㈰午後4時30分～5時30分
◆場所 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ
（司町40ー5）
◆定員 50人 ※事前申込不要
岐阜大学大学院医学系研究科総合診療科・総合内
科学分野 230ー6632

和楽園短期講座

無料

●もっとわかるスマホ体験教室（基本編）
◆日時 7月29日㈮午後1時30分～3時30分
◆対象者・定員 市内在住の60歳以上の人／15人
◆ 場 所・ 申 込・
7月15日㈮
（消印有効）までに
講座名、郵便番号・住所、氏名
（ふりがな）
、年
齢、電話番号、返信表面にも郵便番号・住所、氏
名を記入して往復はがきで郵送または63円はが
きを持参して直接和楽園
（〒500-8114金竜町5－10
）へ。抽選。※スマートフォン
－3・ 246ー4101）
（iPhone）
は当日貸し出し

案 内

無料

◆日時 7月31日㈰午前7時～午後6時
（予定）
◆場所 乗鞍岳 ※昼食持参／集合場所はJR岐阜駅
団体バス乗降場
◆対象者・定員 小学3年生以上の親子 ／40人
◆申込・
7月8日㈮～22日㈮
（必着）に往復はが
きまたはEメールで木曽三川フォーラム事務局・柴田
（〒502-0032長良高嶺町2・ 090ー7697ー3508・
kisosansen-ho@ccn.aitai.ne.jp）
へ。先着順。

木曽川で学び・遊ぶ

無料

（予定）
◆日時 8月11（木・祝）午前9時～午後5時
◆集合場所 河川環境楽園水辺共生体験館
（各務原
市川島笠田町）
◆対象者・定員 小学３年生～高校生／15人
◆申込・
7月29日㈮
（必着）
までに往復はがきま
たはEメールで木曽三川フォーラム事務局・柴田
（〒502-0032長良高嶺町2・ 090ー7697ー3508・
kisosansen-ho@ccn.aitai.ne.jp）
へ。抽選。

岐阜市民陸上競技大会

「サマージャンボ宝くじ」
「サマージャンボミニ」
同時発売
◆発売期間 7月5日㈫～8月5日㈮
◆抽選日 8月17日㈬
（前後賞
◆賞金 ・サマージャンボ＝1等5億円×24本
各1億円×48本）ほか ・サマージャンボミニ＝1等
3,000万円×28本ほか
（公財）岐阜県市町村振興協会 277ー1153

森林保全活動

分水嶺・高山植物勉強会

無料

●雑木林・ 除伐・下刈り
◆日時 7月17日㈰午前9時～午後3時 ※小雨決
行。中止の場合は７月24日㈰に延期
◆集合場所 ながら川ふれあいの森 三田洞側駐車場
下炭焼広場
（三田洞221付近）※事前申込不要
◎持ち物はお問い合わせください。
NPO法人ぎふし森守クラブ・神山 090ー3835ー
7132

岐阜市医師会准看護学校
無料
オープンキャンパス
◆日時 7月29日㈮・30日㈯、8月20日㈯の午前9時
30分～正午
◆場所・申込・
ホームページの申込フォームで
岐阜市医師会准看護学校
（青柳町5－4・ 255ー
1560）
へ。

1005352
◆期日 8月11日（木・祝）
◆場所 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
（長良福光大野2675－28）
◆参加資格 市内在住・在勤・在学・在クラブの
岐阜陸上競技協会登録者
（小学生は未登録も可）
◆参加料 個人種目＝一般1,300円・高校生1,100
円・中学生800円・小学生500円、リレー種目＝
1チーム2,000円
◆申込 7月19日㈫
（必着）
までに申し込む。
午後5時以降に岐阜市陸上競技協会事務局長・
辻 090ー8472ー1900

岐阜市民水泳大会
1005352
◆期日 8月11日（木・祝）
◆場所 岐阜メモリアルセンター長良川スイミング
プラザ
（長良福光大野2675－28）
◆参加資格 市内小・中・高等学校のチームまたは
市水泳協会団体・個人会員
◆参加料 1種目1,000円、リレー種目2,000円
◆ 申 込 7月22日 ㈮ 正 午
（必 着）ま で に 申 込 書 を
郵送とEメールの両方で岐阜市民水泳大会申込係
（〒502-0816道 三 町18コ ー ポ ヤ ジ マ102号・
minoyan_928@yahoo.co.jp）
へ。
岐 阜 市 民 水 泳 大 会 運 営 委 員 長・ 市 川 090ー
8740ー4453

広報ぎふ 令和4（2022）年7月1日号

新型コロナウイルス感染症関連情報
事業所などにお勤めの人が新型コロナウイルスに感染または感染
が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金を
支給します。◆対象者 給与などの支払いを受けている被保険者の
うち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたことにより、
療養のため労務に従事できなくなった人 ◆支給額 1日あたりの支
給額×3分の2×支給対象となる日数 ◆支給対象となる日数 労務
に従事できなくなってから3日を経過した日から、就労を予定してい
た日数 ◆適用期間 令和2年1月1日～令和4年9月30日の間で療養
のため労務に従事できない期間。ただし、入院が継続する場合など
は最長1年6か月まで。◆申請方法 窓口の密集を避けるため、郵送
での申請にご協力ください。申請書類は市ホームページ
（国民健康保
で
険加入者 1004152、後期高齢者医療制度加入者 1004153）
入手可。なお、休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金
が支給されないことがありますので、詳しくは電話で国民健康保険
加入者は国保・年金課へ、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課
〒500-8701司町40ー1 国
へお問い合わせください。◆送付先・
保・年金課 214－2083、福祉医療課 214－2128

■ 公共施設での3回目および4回目の接種スケジュール

次のとおり公共施設での接種予約の受け付けを行います。原則、
WEB予約システムから予約をお願いします。
（ 252－0580での電話
予約も受け付け。
）
接種会場（小学校は体育館）
・使用ワクチン
接種
ファイザー社 モデルナ社 モデルナ社
（4回目接種）
接種日
予約
（3回目接種） （3回目接種） ※対象者は
「4回目接種に
開始日
※12歳以上 ※18歳以上 ついて」
をご覧ください。
7/16㈯
北保健センター
城西小学校
7/7㈭
7/17㈰
市庁舎
市庁舎
南保健センター
7/23㈯
芥見・茜部小学校
7/14㈭
南保健センター
7/24㈰
※以降も随時、予約受け付けを行う予定。状況に応じ、接種会場は変更の場合あり。

■ 4回目接種について
●対象者 3回目接種完了日から5か月以上経過した次に該当する人
❶60歳以上の人 ❷18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人など

●接種券の発送スケジュール

❶60歳以上の人
3回目接種
接種券
完了日
発送予定日
到着には発送日から数日かかります。
接種券が届き次第、接種予約ができます。 3月1日～15日 7月19日㈫
◆接種券の申請 原則申請不要。ただし、3回目接種後に岐阜市へ
転入した人や海外で3回目接種を受けた人は申請が必要です。
（❷の申請方法と同様）
◎7月1日㈮～9月30日㈮に、接種を受ける60歳以上の人が接種会
場までコミュニティバス
（全20地区）を利用した場合、運賃が無料
になります。 交通政策課 214－2017
❷18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人など
3回目接種完了日が4月1日～30日で、7月25日㈪までに申請した
人には、8月下旬～9月上旬に発送予定です。申請期日以降も受け付
けますが、発送は遅れる場合があります。※発送スケジュールは変
更の場合あり。◆接種券の申請 申請に基づき、
接種券を発行します。
◆申請方法 右記QRコード®の申請フォームまたは申
請書（市ホームページ（ 1010860）で入手可）を郵送ま
たはファクスで新型コロナウイルスワクチン接種対策課
（〒500-8309都通2－19・ 252ー0639）へ。

〇介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす65歳
以上の人は、保険料の減免が受けられます。
（7月1日㈮から受け付け）
◆対象者 【全額免除】
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主た
る生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人 【減免】
新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入
等の減少が見込まれる次のすべてを満たす人 ①今年の事業収入等の
減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上 ②世帯の主たる
生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所
得の合計額が400万円以下 ◆対象保険料 令和４年度分 ※令和3
年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が到
必要書類を郵送で介護
来する令和3年度分も対象 ◆申請方法・
保険課
（〒500-8701司町40－1・ 214－2091）へ。※必要書類など詳
でご確
しくは市ホームページ
（ 1004838 ※公開は7月1日㈮から）
認いただくか、お問い合わせください。申請書は市ホームページで入
手可。感染症対策のため、原則として郵送での申請をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の相談は受診・相談センターへ

新型コロナウイルスワクチン接種の相談は…

●休日・夜間窓口

252-0639

●岐阜市ワクチンコールセンター

272-8860

※平日：午前９時～午後5時

新型コロナウイルス感染症に関する
最新の情報は、市ホームページで
ご確認ください➡

⇧

〇傷病手当金の支給適用期間を9/30㈮まで延長

252-0393
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〇新型コロナウイルスワクチンの
接種について
最新情報はこちら

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ

●平日
（保健所感染症対策課）

市政

※平日：午後5時～翌午前9時、土日祝日：終日

252-0580

252-0639

※毎日：午前8時45分～午後5時30分

岐阜市のデジタルサービスをご利用ください

岐阜市の情報をもっと身近に！もっと便利に！
外国語で
音声読み上げ！
カタログポケット

岐阜市AIチャットボット
行政サービスの手続き・制度に
関するご質問にお答えします

シンプルに読める！

岐阜市HP

キーワードで検索！
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便利な情報が
盛りだくさん！

iOS版
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岐阜市オンライン申請
総合窓口サイト

SNS

■人口
人口 403,435人（114人増） ■世帯数
世帯数 184,597世帯（317世帯増） ※令和4年6月1日現在（ ）内は前月との比較

◎ 広 報 ぎ ふ7月1日 号 は、6月21日 時 点 の 情 報 で
作成しています。新型コロナウイルス感染症の影響
により掲載記事の内容が変更となる場合があります。
最新情報は市ホームページをご覧ください。
※掲載記事の内容については、各担当部署へお問い合
わせください。
※無断転載・無断複製を禁じます。
発行／岐阜市
編集／市長公室広報広聴課 （058）214－2387

