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迫りくる災害に備えて

９ 月 １ 日は 防 災 の 日

▶
昭 和51年9月

豪 雨 被 害 柿 ケ 瀬、 折 立 方 面
出典：岐阜市史

平成26年8月 豪雨被害 加野

令和3年8月 豪雨による長良川増水 長良橋付近

平成25年9月 豪雨被害 柳ケ瀬

集中豪雨や地震などの自然災害は突然発生します。ご家庭での災害の備えを見直し、いざというときの行動を家族で話し
合ってみませんか。一人一人が災害リスクを想定し、災害時の避難における最適な選択ができるよう平時より準備をするこ
とで、リスクを低減することができます。 都市防災政策課 267ー4763【関連記事】８～９面に掲載

表紙の
関連動画
配信中！

紙面から
後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

市政 新しい保険証（後期高齢者医療被保険者証）をお送りします
アプリでもっと便利に！

市政 いつでも、どこでも広報ぎふ！
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災害から命を守る
新型コロナウイルス感染症関連情報
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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)

※詳しくは市ホームページ
（
または納税課に設置のチラシをご覧
1012462）
ください。公売の特性上中止する場合があります。
また、売却区分番号岐阜市4ー2については、農地のため、入札には市農業
委員会発行の「買受適格証明書」の提出が必要です。証明書の発行には、宅地
転用の場合は申請後約10日、農地として使用する場合は毎月20日申請締め切
り後約30日かかりますので、お早めにお問い合わせください。
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中京都市圏パーソント
リップ調査サポートセンター
0120（
）

岐阜市茶屋新田3丁目111番1／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目
111番2／宅地
（150㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目111番3／宅地
（150㎡）
、
岐阜市 岐阜市茶屋新田3丁目111番4／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目
4－1 111番5／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目111番6／宅地
（100㎡）
、
岐阜市茶屋新田3丁目111番7／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目
111番8／宅地
（135㎡）

30

下水道事業受益者負担
金
（第 期分）
の納付は
月 日㈮までに

開発指導景観課 265ー3985

264

214

クロスボウの規制
と引き取り

転倒や落下の
おそれのあるもの

1

9

分割納付を選ばれた人は、
月にお送りした納付書で納めて
ください。
上下水道事業部営業課
7520

公売財産の表示

10

取締法に基づき、除草剤の容器・
包 装 に「農 薬 と し て 使 用 す る こ
と が で き な い」こ と の 表 示 が 必
要です。また、店頭の見やすい
場 所 に「農 薬 と し て 使 用 す る こ
と が で き な い」こ と を 表 示 す る
必要があります。詳しくは、東
海農政局ホームページをご覧く
ださい。
2079
農林課

市税などの滞納金に充てるため、差し押さえた不動産を公売します。
一部の人を除き、公売保証金を納付すれば参加できます。
◆入札期間 10月11日㈫午前9時～21日㈮午後5時（必着）
◆開札日時・場所 10月24日㈪午後2時／市庁舎6－1大会議室
納税課（〒500-8701司町40ー1市庁舎3階・ 214
◆書類提出先・
ー2452）

岐阜市
岐阜市大字則武字本畠12番／畑
（393㎡）
4－2

信号機や街路樹などへの
はり紙・立て看板の掲出

9

9

30 2

7

就業構造基本調査に
ご協力を

276

6

不動産を公売します

売却区分番号

1

飼い主不明なネコの
不妊手術費用を補助

16

9

ましょう。市では、犬のふんの
放置でお困りの人に啓発看板を
配布しています。また、道路上
に放置された犬のふんの周りを
チ ョ ー ク で 囲 み、 日 時 を 書 く
ことで困っている人がいること
を飼い主に知らせる
「イ エ ロ ー
チョーク作戦」をご案内していま
す。チョークなどをお渡しします
の で、 詳 し く は 市 ホ ー ム ペ ー ジ
（ 1002917）を ご 覧 い た
だくか、お問い合わせください。
低 炭 素・ 資 源 循 環 課
2178

910

20

259

銃 刀 法 が 改 正 さ れ、 月
日 か ら ク ロ ス ボ ウ（通 称： ボ ー
ガ ン）の 所 持 が 原 則 禁 止 さ れ て
い ま す。 県 内 で 所 持 す る に は、
岐阜県公安委員会の許可が必要
です。
ま た、 ク ロ ス ボ ウ を 他 人 に 譲
り渡すことも規制されていま
す。 現 在 ク ロ ス ボ ウ を 所 持 し て
いる人は、 月 日㈬までに必
ず 最 寄 り の 警 察 署 で 所 持 許 可、
または廃棄処分の手続きをして
ください。
岐阜県警察本部生活安全総
2424
務課

1

9

成年後見制度に関
する相談会

269

／ ㈬～ ㈮は秋
の全国交通安全運動

1
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市政

214

総務省統計局では就業構造基
本調査を 月 日㈯現在で実施
します。この調査は、日本の就
業・不就業の実態を明らかにす
ることを目的として、統計法に
基づき実施する国の重要な統計
調査です。回答はパソコンやス
マートフォンで行うこともでき
ます。 月から、調査員が調査
をお願いする世帯に伺いますの
で、調査の趣旨をご理解いただ
き、回答をお願いします。
7652
統計分析課

●9月10日は下水道の日
下水道への
切り替えを
下水道は、家庭の台所、トイレ、風呂などから お願いします
排出される生活排水を処理場に集め、浄化して
から河川へ放流することで、まちを清潔に保っ
ています。下水道が整備された地域では、下水
道への接続が義務付けられていますので、下水道への切り替えをお願いしま
す。なお、工事資金については、融資のあっせんや利子補給制度を設けてい
ますので、ご相談ください。 上下水道事業部営業課 259ー7520

【違法な屋外広告物の例】

10

3

1

第 回中京都市圏
パーソントリップ調
査にご協力を

下水道への切り替えはお済みですか

●違法な屋外広告物への対応は
信号機や街路樹、道路上の柵へのはり紙・はり札などの掲出、道路交
通の安全を阻害するおそれのある広告物や、転倒や落下のおそれのある
広告物などの設置を禁止しています。
市では常時パトロールを行い、違法に掲出・設置された屋外広告物の
撤去または是正指導を実施しています。

不幸な飼い主不明なネコを増
やさないために、飼い主不明な
ネコの不妊手術を行う場合の費
用を補助します。また、無責任
な餌やりはやめましょう。
◆対象者 市内に生息するおよ
そ生後 か月以上の飼い主不明
なネコに対し、
不妊
（避妊・去勢）
手術を行う市内在住の人。飼い
ネコ
（飼う予定も含む）
の手術は
対象外。◆補助額
匹あたり
オス 千円、メス 千円を上限
◆申請期間 来年 月 日㈫ま
で ※申請が予定数に達した時
点で受付を終了。◎交付条件が
ありますので、必ず手術の実施
前にご相談ください。
保健所生活衛生課
◆申込・
7195）
（都通 ー ・

【共通】◆対象者 受診日時点に、市内在住で後期高齢者医療制度に加
入している人 ◆実施機関 受診券と同封の「委託医療機関一覧」に掲
載されている市内の医療機関（受診可能な日時は、受診する医療機関
に直接お問い合わせください。
）※各受診券は8月下旬に合わせてお送
りします。 福祉医療課 214ー2128

●屋外広告物を掲出するには
掲出する場合の多くは許可が必要です。許可を得るには市が定める基
準を守らなければなりません。まだ手続きがお済みでない場合は、速や
かに申請してください。なお、手数料がかかりますので、詳しくはご相
談ください。

30

245

1

社会福祉士による相談会を開
催します。
◆日時
月 日㈫午後 時
分～ 時（ 件あたり 分以内）
◆ 場 所 高 齢 福 祉 課 相 談 室（市
庁舎 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 生活、介護サービ
スなどの福祉関係 ◆相談料
月 日㈮
無料 ◆申込・
までの開庁日時に電話で成年後
5501へ。申
見センター
込者多数の場合は希望に添えな
い場合あり。

要介護状態にあり、歯科医院への通院が困難な人は自宅で健診を受ける
ことができます。対象者には、「訪問歯科健診申請書」などを受診券と合わ
せてお送りします。

●屋外広告物とは
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で個人
や法人の名称、商品名などの文字表示から、商標やシンボルマークなど
の記号表示、その内容が営利を目的としないものまで含まれます。

31

月 日 ㈮ は「交 通 事 故 死 ゼ
ロ を 目 指 す 日」で す。 皆 さ ん 一
人一人が交通安全について考
え、行動し、悲惨な死亡事故を
なくしましょう。
●運動の重点
①子どもと高齢者をはじめとす
る歩行者の安全確保
② 夕暮れ時と夜間の歩行者事故
などの防止および飲酒運転の根絶
③ 自転車の交通ルール遵守の徹底

◎訪問口腔歯科健診について

市では、良好な景観の形成と広告物による事故防止を目的に「岐阜市屋
外広告物条例」を定め、広告物の適正な掲出をお願いしています。
また、毎年9月1日～10日を「屋外広告物適正化旬間」、9月10日を「屋
外広告の日」として啓発に取り組んでいます。

12

岐 阜 南 警 察 署 交 通 課
0110

歯・歯肉の状態や口腔清掃状態などのチェックを行い、口腔機能低下や
肺炎などの病気を予防するため、ぜひ受診してください。
◆実施期間 9月1日㈭～来年1月31日㈫ ※受診は期間中1回のみ
◆持ち物 ①ぎふ・さわやか口腔健診受診券（黄色）②後期高齢者医療被保
険者証 ③自己負担金300円
◆検査項目 問診、診察

9/1～10は屋外広告物適正化旬間

9

岐阜県最低賃金が改正

☆
「ぎふ・さわやか口腔健診
（後期高齢者医療広域連合口腔健康診査）
」
の受診を

ご存じですか？屋外広告物のルール

1 6

30

ID

● 月 日㈯から時間額 円
（ 円アップ）になります
岐阜県最低賃金は、年齢に関
係なく、パートや学生アルバイ
トなどを含め、県内で働くすべ
ての労働者に適用されます。使
用者・労働者は 時間あたりの
賃金額が最低賃金額以上になっ
ているか確認しましょう。
岐 阜 労 働 局 賃 金 室
8104

糖尿病などの生活習慣病を早期に発見し、健康で自立した毎日を送るた
め、ぜひ受診してください。
◆実施期間 9月1日㈭～11月30日㈬ ※受診は期間中1回のみ
◆持ち物 ①ぎふ・すこやか健診受診券（薄い緑色）②後期高齢者医療被保
険者証 ③自己負担金500円 ④前年度の健診結果（お持ちの人）
◆検査項目 問診、計測、診察、脂質、肝機能、腎機能、血糖、貧血、尿、
一部対象者のみ心電図

生活環境の改善を図り、安全で快適な住みよいまちづくりを促進する
ため、建築主などのご理解、ご協力のもと、狭あい道路（幅が4mに満た
ない狭い道路）の拡幅整備を推進しています。建築基準法の規定により道
路とみなされる土地の部分（後退地）を寄付していただくことを前提に、
市との協議に基づいて、その土地の測量・分筆と寄付を受けた部分の整
備を市が行います。詳しくは、市ホームページ（ 1002516）をご覧くだ
さい。
土木調査課 214ー7064

月は

」
の受診を

（後期高齢者医療広域連合健康診査）

狭あい道路の拡幅整備を推進

214

ネコ侵入防止装置を
貸し出し

☆
「ぎふ・すこやか健診

◎詳しくは、保険証に同封のリーフレットをご覧ください。
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
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中京都市圏総合都市交通計画
協 議 会（国 土 交 通 省、 岐 阜 県、
愛知県、三重県、名古屋市）では、
人の動きに関する交通実態を把
握するため、 月から 月にか
けて、調査を実施します。この
調 査 は、 日 ご ろ の 生 活 の 中 で、
自転車、バス、鉄道などを利用
してどのように移動しているか
を調査するもので、今後の都市
交通施策検討の基礎資料を得る
ために行うものです。
◆対象者 無作為抽出した市内
の世帯 ◆調査の流れ ①対象
世帯に案内はがきを郵送 ②は
がきに記載の とパスワードを
使って、インターネット上で回答
※インターネットを利用できな
い世帯は、後日郵送する調査票
で 回 答 し、 返 信 用 封 筒 で 返 送

後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

申請書は必ず郵送でお届けします。厚生労働省や市町村が、電話や訪
問で口座情報の登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすること
は絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生
活センターなどにお問い合わせください。

14

4

2

252

「不適正森林開発防止
キャンペーン」
月間

※1 前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除
（基礎控除や社
会保険料控除等）
を引いた後の金額
（住民税納税通知書の
「課税標準」
の金額）
です
※2 遺族年金や障害年金は含みません
※3 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を引いた後の額です

ご注意ください！

252

森林を開発するときは、届け
出をし、許可を受ける必要があ
ります。また、自分の山林を伐
採する場合も、事前に届け出が
必要です。森林内で不審な立木
伐採、掘削、建築物を見かけた
ら、お知らせください。
農林課
2079、 岐 阜
7406
農林事務所林業課

◎一定以上の所得がある人とは、課税所得※1が28万円以上の被保険者およ
が
びその同一世帯の被保険者で、
「年金収入※2＋その他の合計所得金額※3」
200万円
（被保険者が2人以上いる世帯の場合は、合わせて320万円）以上
の人です。ただし、住民税非課税世帯の人は1割負担となります。

2
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農薬として使用でき
ない除草剤について

※現役並み所得者
（現行の制度で3割の人）
は、10月1日以降も3割です。

申請書が届いたら、必要事項を記入し、返信用封筒で返送してく
ださい。返信用封筒の宛先は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が業
務を委託した業者（宛先住所は「大阪市西区」）となっていますので、
ご了承ください。

農薬として使用することがで
きない除草剤の販売には、農薬

●令和4年10月1日から一定以上の所得がある人は、
医療費の負担割合が2割になります

2割負担になる人には、10月以降の外来診療での負担増加額を1
か月あたり3,000円までに抑える配慮措置があります。該当になる
場合には、登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

超音波でネコの侵入を防止す
る装置を市内在住者に 日間貸
し 出 し ま す。 希 望 者 は 電 話 で 連
絡後、直接保健所生活衛生課へ。
●ネコを飼っている人は…
周りの人に迷惑をかけないた
めにも、またネコを屋外での危
険から守るためにも、室内飼育
に努めましょう。
保健所生活衛生課
◆申込・
7195）
（都通 ー ・

●9月30日までの保険証（薄い黄色）
⇒10月1日からの保険証（薄い青色）に変わります

■2割負担になる人で高額療養費の口座が登録されていない人には、
9月下旬ごろに岐阜県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送

犬のふんの放置防止
にご協力を

10月1日から医療費の窓口負担割合が見直されることに伴い、保険証
が新しくなります。10月1日以降、医療機関などを受診する際は、9月中
旬ごろにお届けする新しい保険証
（見直し後の窓口負担割合が記載された
保険証）
を必ず提示してください。

犬 の 飼 い 主 は マ ナ ー を 守 り、
散歩時のふんは必ず持ち帰り

後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ 新しい保険証
（後期高齢者医療被保険者証）
をお送りします

広報ぎふ 令和4（2022）年9月1日号

0
5
2
1
3
3

再生可能エネルギー設備の設置費用の一部を補助

地球温暖化対策の一つとして、太陽光などの再生可能エネルギーの利用を
促進するため、国の交付金などを活用して設置費用の一部を補助します。
低炭素・資源循環課 214ー2149
補助対象設備
家庭用太陽光
発電設備

主な補助条件など

補助金額 補助件数
(上限） （予定）

・FIT制度、FIP制度の認定を受けていない

（太陽光を太陽電池を ・自己託送を行わない
用いて電力に変換する（上限5kW 7万円/kW)
発電装置）

・上記の太陽光発電設備と同時設置
・蓄電池の価格が15万5千円/kWh以下のもの
（電気エネルギーを （上限5kWh 補助対象経費の1/3以内)
貯蔵し、必要に応じて
・太陽光発電設備と同時設置または設置済み
使用できる装置）
（補助対象経費の1/3以内）
家庭用次世代自動車
充給電設備
〈V2H〉 ・太陽光発電設備と同時設置または設置済み
家庭用蓄電池

（EVやPHVへの充電や、EV
（補助対象経費の1/3以内）
やPHVから家庭の電力に
供給できる充給電設備）

35万円

155件

25万
8千円

92件

5万円

94件

5万円

20件

※その他要件、申請方法など、詳しくは市ホームページ
（ 1003187）
をご覧ください。
また、各補助対象設備の補助金の予算額に達し次第、受け付けを終了します。
あらかじめご了承ください。

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)
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ホット
トピック

アプリでもっと便利に！

いつでも、どこでも

公民館
金華
七郷
方県
白山
本荘

QRコード®を
読み取ります

◎広報ぎふを紙面の形でそのまま読める
◎市公式ホームページの情報も表示

2

アプリをインス
トールします

3

エリアを
「岐阜県岐
阜市」
に設定します

4

広報紙に
「広報ぎふ」
が登録されます

多言語
（10言語）
で
読める！
音声読み上げ機能で
聞ける！

広報プラス
【特徴】

カタログ
ポケット

◎文字データ形式で掲載
◎キーワードで検索できる
◎
「子育て」「健康」「くらし」
「スポーツ」「イベント」
「文化」「しごと」「講座」
「その他」の9つで分類

15日㈭
16日㈮

公民館
岩
黒野
木之本
日置江

18日㈰

鶉

期日
20日㈫
21日㈬
22日㈭

公民館
日野
西郷
常磐
長良東
岩野田

期日

公民館

期日

22日㈭

加納東

28日㈬

23日（金・祝） 三輪南

29日㈭

長良西

30日㈮

26日㈪
27日㈫

◆日時 9月4日㈰・11日㈰・24日㈯の午前9時15分～午後3時30分
◆場所 市民課（市庁舎1階）および各事務所(市内7か所）
【カード申請】◆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
〈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。
【カード交付】市からお送りした交付通知書に記載の持ち物を持参して、指定の交付
場所へお越しください。

資源分別回収での
の回収は廃止
「生きビン類・雑ビン類」
自治会連合会を中心に実施している資源分別回収での「生きビン類・雑ビン類」の
回収は、3月31日をもって廃止しました。これらのビン類は、週1回のビン・カン・
ペットボトルの回収日に、決められたごみ集積場所へ出してください。
なお、ビン・カン・ペットボトルは、それぞれ別の袋に分けて、無色透明または
乳白色で、中の見える半透明の袋に入れて出してください。
Rマークや丸正マークがついているビンは、酒類などの販売店で引き取ってもら
える場合があります。
●生きビンとは

【特徴】

洗浄し、中身を補充して何度も繰り返し使用できるビン
（ビールビン、一升ビンなど）

◎自動翻訳機能

日本語、英語、中国語
（簡体字、繁
体字）
、韓国語、タイ語、ポルトガル語、
スペイン語、インドネシア語、ベト
ナム語で読むことができます。

◎音声読み上げ

●雑ビンとは
1度使用した後は、砕いて原料
（カレット）
に戻し、
新たなビンとして作られるビン
（ドリンクビン、洋酒ビン、調味料ビン、化粧品ビンなど）
低炭素・資源循環課 214ー2179

◎ポップアップ（拡大機能）

QRコード®を
読み取ります

2

アプリをインス
トールします

１

QRコード®を
読み取ります

2

アプリをインス
トールします

3

「広報ぎふ」を
検索して、マ
イサーチに登
録します

iOS版

Android版

岐阜連携都市圏を知ろう！

本巣市

山県市

北方町

Android版
（アイフォーン） (アンドロイド）
iOS版

9/1㈭から各事務所でキャッシュレス決済
が利用できるようになります
◆利用を開始する事務所 西部事務所、東部事務所、北部事務所、
南部東事務所、南部西事務所、日光事務所、柳津地域事務所
◆利用をできる決済手段 クレジットカード5種、電子マネー10種、
コード決済14種
※施設でのチャージ
（カードへの入金など）はできません。※割賦払い、
現金併用はできません。※一部対応していない事務もあります。

市民課 214ー6175

9/1㈭から日光事務所で
福祉や保健に関する事務の一部を
新たに取り扱います
市では、身近なところで住民サービスが受けられるよう、地域
の事務所の窓口サービスの拡充を進めており、9月1日㈭から日光
事務所において、福祉や保健に関する事務の一部を新たに取り扱
います。また、福祉窓口アテンダントが、福祉手続きをサポート
します。
◆新たに取り扱う主な事務手続き
・身体障害者手帳の交付申請
・障害福祉サービスの利用申請
・福祉医療費受給者証の交付申請
・児童扶養手当の認定請求・証書発行
・予防接種券（子ども）の発行 など
◎詳しくはお問い合わせください。
日光事務所（日光町9ー1ー3・ 232ー1480）
◆場所・
（西部・東部・北部・南部東・柳津地域事務所においても取り扱
いをしています。）

災害に備える

～災害廃棄物について知っていますか～
災害廃棄物とは、地震や水害など
により発生する、壊れた家具や家電
などの片付けごみのことです。これ
らが大量に発生した場合には、受け
入れ先として「仮置場」を開設します。
開設場所・日時は、災害状況などを
ふまえて、速やかにお知らせします。
仮置場の様子（長野市）
また、災害時は週2回の普通ごみの収
集を一旦停止することがありますので、その場合は、自宅で保管
してください。
●お願い
①災害廃棄物は、市が指定する場所（仮置場）以外には出さないで
ください。緊急車両の通行の妨げや異臭の原因になるなど、公衆
衛生上の問題が生じます。
②災害廃棄物は、分別して出してください。
※分別・排出方法は、災害の状況に応じてお知らせします。
環境政策課 214ー2175

【利用方法】

【利用方法】

１

※時間はいずれも
午前10時～午後4時

■休日の受付を拡大

App Store
＝アイフォ―ン
Google Play
＝アンドロイド

記事をキーワードで
検索！

期日

●企業 ご希望の企業は、右記QRコード®からお申し込みください。
複数の企業による合同申し込みもできます。詳しくは、市ホームページ
（
1017374）をご覧ください。

【特徴】
【利用方法】

市民課 214ー7553

●公民館
（9月）◆日時・場所 下表のとおり ◆対象者 岐阜市に住民登録があり、
初めてカードを申請する人 ◆持ち物 本人確認書類
（運転免許証や健康保険証な
ど）
、国から届いた申請書
（お持ちの人）◎顔写真の撮影も行います。※10月も他の
をご覧ください。
公民館で実施予定です。詳しくは、市ホームページ
（ 1017519）

シンプルに読むなら！

１

マイナンバーカード

■公民館・企業で受付

広報ぎふのアプリをご存じですか。アプリをダウンロードすると、ご自身のスマート
フォンから、
いつでもどこでも広報ぎふをご覧いただけます。「マチイロ」
「広報プラス」
「カタログポケット」の3種類のアプリをご用意していますので、ぜひご利用ください。
広報広聴課 214ー2387

4

身近な窓口でより便利に手続きを

受付を拡大

広報ぎふ！

市政

▼

5

岐阜市
岐南町

瑞穂市

笠松町
羽島市

山県市 「山県市ふるさと栗まつり2022」

山県市は、利平栗の発祥の地です。毎年10月に、大桑にある四国山香りの森公園で、約5万人の
来場者で賑わう
「ふるさと栗まつり」を開催しています。秋の恒例行事になっている栗まつりの会場
には、大粒で甘い利平栗や、栗おこわ、焼き栗など、たくさんのバザーが並びます。地元で収穫さ
れた利平栗は大人気で、午前中には完売してしまいます。今年は、3年ぶりに開催予定。コロナ対
策を万全に、皆さんのご来場をお待ちしています。
山県市ふるさと栗まつり実行委員会事務局
◆期日 10月2日㈰
（山県市役所まちづくり・企業支援課内）
／℡ 0581ー22ー6831
◆場所 四国山香りの森公園（山県市大桑726ー1）

健康

広報ぎふ 1939号

【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)

来年4月に小学校入学予定の児童を対象に健康診断を行います。健康
診断通知書
（はがき）は、9月上旬に住所地へ郵送します。
当日は事前に検温し、マスク着用でお越しください。保護者および本
人に発熱など風邪症状がある場合は、各小学校へ受診日の変更をご連絡
ください。台風などで学校が休校となった場合は延期し、後日連絡しま
す。警報発令時は、午前中に実施の可否を決定します。
なお、BCG、四種混合（百日ぜき・ジフテリア・破傷風・ポリオ）、麻
しん・風しん、日本脳炎、Hib感染症、肺炎球菌感染症、水痘、B型肝炎
の予防接種実施の有無と接種日をお聞きしますので、母子健康手帳を持
参してください。
◆対象者 平成28年4月2日～29年4月1日に生まれた児童
学校安全支援課 214ー2316
小学校区 診断日 受付開始 小学校区 診断日 受付開始 小学校区 診断日 受付開始
9/30㈮

明郷

10/14㈮ 12:45

徹明さくら 10/6㈭

13:00

長森北

10/5㈬ 13:00

早田

10/6㈭ 12:40

常磐

9/30㈮ 13:00

且格

10/3㈪ 13:30

13:00

木田

9/28㈬ 13:00

芥見

9/27㈫ 13:15

白山

10/6㈭

12:50

岩野田

10/4㈫ 13:00

合渡

9/29㈭ 13:00

梅林

10/6㈭

13:15

黒野

10/6㈭ 12:45

三輪南

10/5㈬ 12:45

華陽

10/14㈮ 13:15

方県

10/5㈬ 13:10

三輪北

10/3㈪ 13:15

本荘

10/6㈭

12:45

茜部

10/6㈭ 12:50

網代

10/12㈬ 13:10

日野

9/29㈭

13:00

鶉

10/19㈬ 13:00

城西

10/5㈬ 13:10

長良

10/5㈬

13:15

七郷

10/5㈬ 12:40

藍川

10/3㈪ 13:00

島

9/29㈭

12:40

西郷

10/7㈮ 13:00

長良東 10/13㈭ 12:40

三里

10/3㈪

12:45

市橋

10/7㈮ 13:00

長森西 10/18㈫ 13:00

鷺山

10/5㈬

12:40

岩

10/3㈪ 13:30

芥見東

加納

9/26㈪

13:15

鏡島

10/14㈮ 13:00 岩野田北 9/26㈪ 13:15

加納西

10/5㈬

13:15

厚見

9/30㈮ 13:00

長森東

9/30㈮ 12:40

則武

10/6㈭

13:00

長良西

10/6㈭ 13:15

柳津

10/4㈫ 12:45

長森南

10/6㈭

12:30 ※会場は各小学校。駐車場の有無は学校へご確認ください。

ヒントを探しましょう

2

岐阜市国保の特定健診を受診した人の中で、生活習慣の改善が必
要な人に特定保健指導の案内通知をお届けしています。特定健診の結果から、体
の状態を知り、結果改善のヒントを保健師・管理栄養士と一緒に探してみません
か。お話いただいた個人情報は守られます。平日や土日にオンライン
（Zooｍ）
で
の面談もできます。 国保・年金課 214ー2651
●特定保健指導に関するよくある質問
Q： なぜ、私に通知が来たのでしょうか。病院に通っていないし、自分なりに
健康に気を付けています。
A ： 腹囲、BMI、血圧、血糖、脂質が基準値を超えている人の中で、治療をし
ていない人が対象です。健康に心掛けている様子を教えてください。所要時間
は30分です。
Q： 特定健診や特定保健指導を受けないとどうなりますか。
A ： 生活習慣に潜むリスクを見つけ、糖尿病など生活習慣病の予防や狭心症、
心筋梗塞などの重症化を予防するためにも特定健診や特定保健指導を受けてく
ださい。また、特定健診受診率や特定保健指導実施率は、保険者努力支援制度
の評価指標の一つです。目標を達成することが、国からの支援金の確保を図り、
国保の健全な運営につながります。ご協力をお願いします。
●勤務先の健診や人間ドックを受けている場合は、健診結果の提出にご協力を！
をご覧ください。
詳しくは、市ホームページ
（ 1001827）

１に運動 ２に食事

しっかり禁煙 最後にクスリ
～健康寿命をのばそう～

岐阜市救急業務対策協議会委員

◆公開抽選日 10月12日㈬
9月1日㈭～30日㈮の開庁日時に直接岐阜県住宅供給公社岐阜事
◆申込・
務所（市庁舎2階・ 265ー3900）へ。※募集戸数は変更する場合があります。
家賃は所得などによって決定します。

救急活動や傷病者の搬送・受け入れ体制などに関す
る事項を協議します。年1、2回、平日に開催。
◆募集人員 4人
◆任期 12月1日～令和6年11月30日
◆応募資格 次の全てに該当する人
①応募時に岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方
町（以下、当該市町）内在住・在学・在勤または当該市町内で事業・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当該市町を含む行政機関の職員または当該市町の議会議員でない
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 書類審査、面接
9月１日㈭～30日㈮（必着）に応募申込書を郵送、ファク
◆応募方法・
ス、Eメールまたは開庁日時に直接消防本部救急課（〒500-8812美江寺町
2ー9・ 262ー7167・ 266ー8154・ sh-kyukyu@city.gifu.gifu.jp）
へ。※応募申込書は同課または市ホームページ
（ 1006952 ※公開は
募集開始日から）で入手可。

●公営住宅（定期募集住宅）
一般住宅

住宅名

住所

間取り

岩戸団地

北一色
1－6ー8

3DK

上加納荘※ 上加納山
（改良住宅） 4716－35－１
ハイツ宇佐

家賃
（月額）

戸数

19,300円～44,700円 1

2K

8,100円～18,200円 2

宇佐2－12－1 3K
ほか
3DK

15,100円～43,700円 7

茜荘

茜部菱野
2－47

2DK

6,400円～13,600円 1

松籟荘

長良2435－1

3DK

20,500円～54,000円 1

ハイツ早田

早田大通
2－14－1

3DK

18,400円～47,000円 2

3DK

19,700円～45,900円 1

3DK

20,500円～47,200円 1

青柳コーポ 青柳町6ー27
ハイツ長森

野一色
4ー19－1

申込資格
①市民税を滞納していない。
②市営住宅の明け渡しを
請求されたことがない。
③ 月 額 所 得158,000円（高
齢者世帯、身体障がい者
世帯、中学校卒業までの
子がいる世帯など
〈詳細は
要 問 い 合 わ せ〉は259,000
円）以下。
※上加納荘
（改良住宅）は
月 額 所 得114,000円（同
158,000円）以下の人。
④現に同居または同居し
ようとする親族（婚約者を
含む）がある。
◎上加納荘、茜荘は、単
身者も可。

あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうや柔道整復
（接骨）
を職業として
行うには、それぞれ国家資格が必要です。無資格者が行う誤った施術により
健康被害を受けた事例もあります。施術を受ける際は、
施術所の広告や掲示、
施術者のネームプレートなどで有資格者かどうかを確認してください。
また、保健所に届出のあった市内施術所については、市ホームページ
（
1004353）
に一覧表
（出張のみを行う施術者は除く）
を掲載しています。
保健所保健医療課 252ー7197

岐阜市AED設置箇所一覧への掲載にご協力を

こころの悩みをひとりで抱えていませんか？

令和6年度民営化予定岐阜市立保育所の移管先法人

新型コロナウイルス感染症への対応が長期化することなどにより、皆さんのこ
ころや体に負担がかかっています。こころの不調を感じている人は、ひとりで抱
えず、お気軽にご相談ください。◆受付時間 平日の午前8時45分～午後5時30分
保健所地域保健課 252－7191、中保健センター
◆相談先・

◆移管時期 令和6年4月1日 ◆対象保育所 島保育所、あかね保育所、長森
北保育所 ◆応募資格 社会福祉法人
（新たに設置する場合を含む）
または学校
などで公表
法人 ◆移管条件 9月1日㈭以降に市ホームページ
（ 1016320）
する募集要項をご覧ください。◆申込方法・
9月30日㈮までに申込表明書
兼誓約書を提出した後、10月21日㈮までに移管申込書および必要書類を開庁日
へ提出。
時に直接子ども政策課
（市庁舎18階・ 214ー2397）

あん摩・マッサージ・指圧などの施術を受ける人へ

施術者の資格を確認しましょう

市では市内に設置されたAEDを誰もが利用できるよう、
設置者のご協力のも
と、設置情報を岐阜市AED設置箇所一覧として市ホームページ
（ 1001538）
で公開しています。公共施設や民間施設
（福祉施設、ホテル、銀行、スー
パーなど）
の設置者の皆さんに掲載のご協力をお願いします。ご協力いただけ
る場合は、AED設置調査票
（市ホームページで入手可）
を郵送、ファクスまた
はEメールで保健所保健医療課へ。また、すでに掲載している施設で設置情
（〒500-8309
報に変更が生じた場合はご連絡ください。 保健所保健医療課
都通2ー19・ 252ー7197・ 252ー0639・ hoken-iryo@city.gifu.gifu.jp）

住宅地などで薬剤を散布するときは近隣への配慮を
住宅地などで虫の駆除や除草をするときは、できるだけ薬剤に頼らず、
虫を捕まえたり雑草を手で抜くなどの方法で防除を心掛けましょう。少し
の配慮で健康被害を防ぐことができます。やむを得ず薬剤を使用するとき
は、次のことに気をつけましょう。
❶なるべく飛散しない薬剤
（粒剤・塗布剤など）
を選び、最小限の使用にと
どめる。❷使用方法や注意事項に従い正しく使う。❸風のないときや人の
いない時間帯を選ぶなど、最大限の配慮をする。❹散布前後には看板の設
置など、周囲への十分な周知をする。 保健所生活衛生課 252ー7195

9/10㈯～16㈮は自殺予防週間

252ー0632、南保健センター 271ー8010、北保健センター 232
ー7681 ◎普段から自分のストレス状態を知ることも大切です。
「こ
ころの体温計」でセルフチェックができます。

甲種防火管理新規講習（集合型）
◆期日 10月5日㈬・6日㈭の2日間
◆場所 消防本部6階（美江寺町2ー9）
◆受講資格 次の全てに該当する人 ①消防本部管内（岐阜市・瑞穂市・山県
市・本巣市・北方町）に在住または在勤で、資格取得の必要がある ②eラーニ
ング（オンライン）での受講ができない ◆定員 50人 ◆テキスト代 5,000
9月12日㈪午前9時～22日㈭午後5時の開庁日時に直接消防本
円 ◆申込・
部予防課（消防本部3階・ 262ー7163）へ。先着順。詳しくは市ホームページ
（ 1014250）をご覧ください。
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市営住宅の入居者

9月は健康増進普及月間です。日本では、
「がん」
、
「心臓病」
、
「脳卒中」
、
「糖尿
病」
などの生活習慣病の増加が大きな問題となっており、普段から生活習慣を見直
すことが大切です。また、加齢などに伴い心身が徐々に弱くなり、要介護状態や
死亡などの危険性が高くなる
「フレイル
（虚弱）
」
にも注意が必要です。
●健康づくりのポイント
【＋
（プラス）
10分】 毎日の生活で体を動かす時間を10分増やしましょう。階段を
使ったり、電車内で立つようにしたりするなど、日常生活の中でも体を動かす機
会は多くあります。
【＋バランス】 食生活の乱れは、生活習慣病のリスクを高めると言われています。
料理の組み合わせやレシピを工夫して、栄養バランスに気を付けましょう。
【－
（マイナス）
たばこ】 たばこの煙には、5,300種類以上の化学物質や70種類以
上の発がん物質が含まれており、受動喫煙であっても、がんや脳卒中、心臓病な
どのリスクを高めます。自分の健康・周りの人の健康のためにも、禁煙への第一
歩を踏み出しましょう。
【＋けんしん】 生活習慣病は自覚症状が乏しく、気付いた時には重症化している
こともあります。定期的な検診・健診で自分の健康状態をチェックしましょう。
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

特定目的住宅

◀

10/5㈬ 12:50

募集

募集

特定保健指導で健診結果改善の

新入学児童の健康診断

岐阜

広報ぎふ 令和4（2022）年9月1日号

◀

講座
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住宅名 住所 間取り 家賃（月額）戸数

ハイツ 早田
早田 大通
（老人 2－
世帯） 14－1

3K

18,300円
～
43,700円

申込資格
①市民税を滞納していない。
②市営住宅の明け渡しを請求されたことがない。
③月額所得158,000円（高齢者世帯、身体障がい
者世帯、中学校卒業までの子がいる世帯など〈詳
1
細は要問い合わせ〉
は259,000円）以下。
④60歳以上または60歳以上の人と配偶者、18歳
未満の親族、戦傷病者・身体障がい者などのい
ずれかで構成する世帯〈詳細は要問い合わせ〉

●特定公共賃貸住宅（随時募集）
住宅名

住所

間取り 家賃
（月額）戸数

申込資格
①市民税を滞納していない。
都通
本郷ハイツ
3LDK 87,300円 2 ②市営住宅の明け渡しを請求されたこ
2－2
とがない。
③月額所得158,000円以上487,000円以下。
●特別市営住宅（随時募集）
④現に同居または同居しようとする親
リバーサイ 菅生
52,000円～
2LDK
5 族がある。
ド菅生 3－4－6
53,000円
⑤自ら居住する住宅が必要。

ユ ー チ ュ ー ブ

◎9月8日㈭から岐阜市公式YouTubeチャンネルで説明動画を配信予定。

岐阜薬科大学市民公開講座
●薬大でまなぶクスリと健康
◆日時 10 月 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日の各㈯ 午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
◆場所 岐阜薬科大学本部学舎（大学西 1 ー 25 ー 4）◆定員 会場 75 人 オン
ライン（Zoom）75 人 ◆受講料 2,500 円（全 5 回分）◆申込・
9 月 15 日㈭
（必着）までに郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、参加方法（会場
またはオンライン）、メールアドレスをはがき、ファクスまたは E メールで岐阜薬科
大学教務厚生課「市民公開講座」係（〒 502-8585 三田洞東 5 ー 6 ー 1・ 237 ー
3931・ 236 ー 0004・ kyomu@gifu-pu.ac.jp）へ。申込者多数の場合は抽選。

令和4年度

岐阜市景観賞

◆部門 ・景観建築物部門 ・景観屋外広告物部門 ・景観まちづくり部門
◆募集対象 市内において、良好な景観を形成している建築物・屋外広告物や
地域における良好な景観の形成に貢献していると認められるまちづくり活動
9月1日㈭～10月31日㈪
（消印有
により生み出される風景 ◆応募方法・
効）までに市ホームページ
（ 1017064）に掲載の応募フォームまたは応募用
紙などを郵送、Eメール、または開庁日時に直接岐阜市景観賞事務局
（〒5008701司町40ー1市庁舎17階開発指導景観課内・ 265ー3985・ kaihatsukeikan@city.gifu.gifu.jp）
へ。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

歴史博物館ボランティア
●企画展「ちょっと昔の道具たち」ものしり博士
◆活動期間 11月23日（水・祝）～来年3月5日㈰
◆応募資格 説明会に参加できる、18歳以上の人
◆活動内容 道具の移り変わりの説明、道具の体験補助など
◎10月7日㈮・8日㈯の午前10時～正午に説明会を開催（各日同じ内容）
◆申込 9月25日㈰までにホームページの申込フォームまたは電話で歴史
博物館へ。
●歴博ボランティア（常時）
◆活動時間 午前9時30分～午後0時30分または午後1時～4時
（半日単位）
◆応募資格 研修に参加できる、22歳以上の人
◆活動内容 展示の解説や体験コーナーでの補助など
◎10月13日㈭・15日㈯の午前9時30分～午後0時15分に研修を実施（各
日同じ内容）
◆申込 9月30日㈮（必着）までにホームページの申込フォームまたは「歴
博ボランティア希望」、研修希望日、郵便番号・住所、氏名、年齢、電話
番号（緊急連絡先）を往復はがき（1人1枚）で歴史博物館へ。
歴史博物館
（〒500-8003大宮町
【共通】
◆定員 各20人程度 ◆場所・
2ー18ー1・ 265ー0010）※詳しくは、ホームページをご覧ください。

市立女子短期大学公開講座
●繊維製品品質管理士（TES）受験対策講座
◆日時 10月～来年7月の原則第2金曜日 午後7時～8時50分
◆講師 太田幸一生活デザイン学科准教授 ◆対象者 20歳以上の人
◆定員 20人 ◆受講料 1,500円／回 ※別でテキスト代10,400円が必
要 ◆場所・申込・
各講座開催日の2週間前
（必着）
までに講座名、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
（一日市場北町7ー1・ 296ー3131・ 296ー3130・
office11@gifu-cwc.ac.jp）
へ。申込者多数の場合は抽選。
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特集

【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 1939号

災害から
命を守る

ローリングストック（日常備蓄）のススメ

今一度、ご家庭での災害への備えを見直し、
いざというときの行動を家族で話し合ってみ
ませんか。自然災害はいつ起きるかわかりま
せん。災害が発生した際に身を守る行動をと
れるよう、事前に準備しておくことが非常に
重要です。 都市防災政策課 267ー4763

②

◆在宅避難に備えた備蓄

災害が発生してもすぐに支援物資は届きません。
各家庭で3日間
（できれば1週間）
過ごせるだけの物資を
備蓄しましょう。
【例】・飲料水（1人1日3リットル）
・食料品（缶詰など調理せずに食べられるものなど）
・生活必需品（簡易トイレや、衛生用品など）
※家族に必要なものを準備しましょう。

危険の把握とマイ・タイムライン

もしもの
ときに備えて
◆危険の把握（ 岐阜市総合防災安心読本 ）
アプリの
ハザードマップにより自宅の災害の危険度を確認し、リスクが少ない場合は在宅避難をご検討ください。
登録を！

◆マイ・タイムライン（ 防災サポート ）

主食

作成しておくと、いざというときに役立ちます。近年、台風や大雨による被害拡大の要因のひとつに「逃げ遅れ」がありま
す。「逃げ遅れ」
を防止するには、避難のタイミングを事前に検討し
「マイ・タイムライン」
を作成することが重要です。
マイ・タイムラインアプリ
「防災サポート」

まずは必読
！
備えのキホ
ン

インストールはこちら▶

台風・大雨
のマイ・
●マイ・タイムラインの作成・登録・
タイムライ
ンを作れる
印刷可能
！
●登録した避難行動をアプリ内で通知
●ハザードマップ・避難所・気象情報のURLリンクで閲覧可能
●避難情報や災害到達予定時刻を通知、アプリの起動促進

通知

災害発生予想
時刻の3日前に
なりました。

主な内容
・災害ごとの必要な対策や避難行動
地震が起きたときどうする？
台風・大雨のときは？
土砂災害について

・家庭でできる防災対策
家の外や中の安全対策など
・避難の準備
非常持出品／避難場所・集合場
所の確認など
「岐阜市総合防災安心読本」
の冊子は各家庭に配布されて
おり、都市防災部（市庁舎6階）
でも配布しています。

・米（無洗米が便利）
・パックごはん
・もち・乾麺
・シリアル ・カップ麺

飲み物
・水 ・お茶
・スポーツドリンク

通知

主菜
・レトルト食品
（カレー、シチューなど）
・缶詰（肉、魚、大豆など）
・乾物（高野豆腐、麩）

副菜

その他

・缶詰（コーン、トマト）
・スープ・即席汁物
・乾燥野菜（切干大根、ひじき、わかめ、
干ししいたけ）・保存できる野菜（じゃがい
も、たまねぎ、にんじん）・野菜ジュース

あると便利なもの
・カセットコンロ（ガスボンベは 1 日 1 ～ 2 本を目安に）
・ラップ・アルミホイル・ビニール袋
・使い捨て食器（紙コップ、紙皿、割りばしなど）
・ウェットティッシュ・はさみ・ライター・マッチ

・常温保存可能牛乳・スキムミルク
・りんご・バナナ・みかん・果物缶
・ドライフルーツ・サプリメント
・栄養補助食品・お菓子・調味料

災害時には、ストレスから食欲が低下することが考え
られますので、普段から食べ慣れている食品を備えてお
くと安心です。また、ビタミン、ミネラル、食物繊維な
どが不足しやすくなります。少しでも元気に過ごすため
に、バランスよく備蓄しましょう。

避難指示が
発令されました。

備蓄

日ごろから使用している食料品・生活必需品を少し多めに購入してお

通知

通知

風水害による
災害発生予想
日時が通知
されました。

避難所を
開設しました。

・ハザードマップ
地震、洪水、内水、土砂災害

▲【左】1人分の飲料水（1日3リットル×1週間）と【右】食料品（1日3食×1週間）の例

◆バランスの良い備蓄を

災害に備えて、前もって自分のとるべき行動を整理し、時間軸にまとめた個人の避難行動計画「マイ・タイムライン」を

●ハザードマップの確認・
ダウンロード
●災害の学習記事の閲覧
●防災情報へのアクセス

くことで、災害時の備えになります。古いものから使用し、使用した分
を買い足すことで、常に一定量の食料などを家に備蓄しておく方法を、
ローリングストックといいます。
ポイントは、日常の中で消費しながら備蓄することです。消費と購入
を繰り返すことで、備蓄品の量と鮮度を保ち、非常時には食べ慣れてい

買い足し

消費

る食事をとることができます。
災害時には、
とるべき行動を通知

マイ・タイムライン
を作成しておくと、急
な判断が迫られる災
害時の行動・判断のサ
ポートツールとして役
立ちます。

情報の入手方法

Android版

◆非常持出品の準備
非常持出品は、家族構成を考えて必要な品目・量を用意しましょう。リュックにまとめておけば避難時に両手が使えるので安全に避難
ができます。いつでも持ち出せるよう玄関などに用意することをおすすめします。

iOS版

インストールはこちら▶

▼LINE

▼Twitter

▼Facebook

災害時には、避難指示や避難所開設などの情報をいち早く入手できるように情報の入手方法を確
認しましょう。岐阜市では、以下の方法で情報を発信します。
■防災行政無線（屋外スピーカー）
ラ イ ン

ツ イ ッ タ ー

出典：岐阜市総合防災安心読本（改訂版）

■岐阜市気象・災害情報等メール配信サービス(要登録）

フ ェ イ ス ブ ッ ク

■岐阜市公式SNS（LINE、Twitter、Facebook)

8

ホット
トピック

家庭でできる防災対策

日ごろからできる災害の備え

アプリ
「岐阜市総合防災安心読本」

特集
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※防災情報のほか市政情報も随時発信

メール配信サービス▶

企画・編集／広報広聴課

広報ぎふ 1939号

はじめてのスマートフォン体験教室
（入門編）

プラザ掛洞体験フェア
◆期日 9月25日㈰
◆内容・時間・定員
催し名

時間

①

フラダンス教室

14:00～15:00

②

水泳アドバイス教室※
（高校生以上一般成人対象）

12:00～12:45 各10人

定員

③

アクアビクス教室※

13:00～13:45 20人

14:00～14:45

④ 泳げない子の水泳体験会※（年長～小学3年生）15:00～15:45
⑤ 5ｍ以上の水泳体験会※
（小学４～6年生） 11:00～11:45

◆参加費 無料 ※②～⑤はプール利用料が必要。
◆場所・申込・
9月9日㈮午前10時から催し名、郵便番
号・住所、氏名、年齢、電話番号、④⑤は子どもの学年、保
護者氏名を電話、ファクス、Eメールまたは直接プラザ掛洞（奥
1ー104・
239ー9390・ plaza-kakebora@mirror.ocn.
ne.jp）
へ。複数申込可。④⑤は当施設水泳教室未参加者を優先。
先着順。※開催状況などは、ホームページをご確認ください。

岐阜市高齢者大学

◆日程 下表のとおり
〈全5回〉
◆場所 ぎふメディアコスモス みんなのホール
（司町40－5）
◆対象者・定員 市内在住の65歳以上で、全講座受講できる人／
9月1日㈭～15日㈭
100人 ◆資料代 500円 ◆申込・
（消印有効）に郵便番号・住所、氏名、年齢、電話番号をはがき
で高齢福祉課
（〒500-8701司町40ー1・ 214ー2173）へ。申
込者多数の場合は抽選。
期日

内容・講師

「史跡岐阜城跡の発掘調査成果」
10/12㈬
高木晃
（文化財保護課）
「医療と介護の連携～介護保険の現状と問題点～」
10/27㈭
石山俊次さん
（（一社）岐阜市医師会副会長）
11/9㈬

「災害に備えるための地図とその活用」
永田勝裕さん
（国土地理院中部地方測量部次長）

「笑顔の相続講座
11/24㈭ ～大事な家族を笑顔にするため今できること～」
松山尚登さん
（金融広報アドバイザー）
「健康と栄養管理」
12/8㈭
菊池啓子さん
（中部学院大学短期大学部教授）
※時間はいずれも午後2時～3時30分

和楽園短期講座

「もっとわかるスマホ体験教室
（基本編）
」

◆開設73周年記念岐阜競輪長良川鵜飼カップ
（GⅢ）
……………9/1㊍・2㊎・３㊏・４㊐
◆ 大 垣 競 輪(FⅠ)場 外 …………………………………6㊋・7㊌・8㊍
◆ 川 崎 競 輪 ナ イ タ ー(FⅠ)場外……………………………………6㊋
◆青森記念競輪
（GⅢ）場 外 ………………8㊍・9㊎・10㊏・11㊐
◆ 松 阪 競 輪(FⅠ)場 外 ……………………………10㊏・11㊐・12㊊
◆ 小 田 原 競 輪(FⅠ)場外…………………………12㊊・13㊋・14㊌
◆ 福 井 競 輪(FⅠ)場 外 ……………………………13㊋・14㊌・15㊍

みやこ老人センター・西部福祉会館後期講座

▼みやこ老人センター
（〒500-8309都通2－23・ 252－4738）

講座名
紙バンドで作るカゴ
川柳
楽しい朗読・群読
はじめてのヨーガ
映画で英会話
笑いの認知症予防ゲーム
いけ花
（草月流）
健康太極拳

1ページに1個の
「指令」は
気楽にできるものばかり。指
令を通じて、新たな一面を発
見できるかもしれません。

期日
第1
月
第4
水 第2
第1・3
第1・3
木
第3
第4
金 第1・3

時間
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
13:30～15:00

定員
8
14
14
12
10
14
8
20

教材費など

1,500円
500円
300円

講座名
初心者スマホ塾１
初心者スマホ塾2
茶道
（裏千家）

期日
時間
第2
10:00～11:30
木
第4
10:00～11:30
金 第1・3 13:30～15:00

3回分4,000円
（正月花を含む生花代）
初回者300円、経験者100円

定員
教材費など
10 Android対象 1,100円程度
10 ※どちらか一つを選択
12 3,000円
（茶葉・菓子代）※立礼（椅子）席

クリエイティブ・リユースのアイデア1000
ガ―ス・ジョンソン／編
グラフィック社

暮らしに身近な材料を再生
利用して作られた独創的な作
品を集めた写真集です。

受講
無料

実際の道路を横断しているような体験ができる「歩行者シミュレータ」を使い、
安全な道路の横断方法を身につけましょう。
◆日時 10月23日㈰午後1時30分～3時30分
◆場所 市民福祉活動センター2階大会議室（都通２ー２）
◆対象者 市内在住で障がいのある16歳以上の人 ※シミュレータの体験は歩行可能な
9月8日㈭～10月14日
人のみ。歩行困難な場合も聴講可。◆定員 20人 ◆申込・
㈮に電話または申込用紙（ホームページで入手可）をファクスで障害者生活支援センター
（ 254ー9204〈平日の午前8時45分～午後5時30分〉・ 254ー9205）へ。先着順。
本de子育てカフェ

蔵書点検のため

参加

◆日時 10月16日㈰午後1時30分～3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）◆講師 ＊すま
いるママ＊さん（手芸絵本作家）◆対象者
幼児～小学校中学年の子どもとその保護者
◆定員 40人 ◆申込 9月16日㈮午前9時
から電話または直接中央図書館へ。先着順。

事業者向けEC(電子商取引）セミナー
「EC市場の現在と
必要性・ネットショップについて(活用事例・手順）」
◆日時 10月6日㈭午後6時～7時30分 ◆場所 ぎふメディアコスモス 受講
かんがえるスタジオ（司町40ー5）◆講師 石﨑忠行さん（㈱メルカリグ 無料
ループ会社㈱ソウゾウ政策企画参事）◆定員 30人
9月8日㈭～28日㈬に講座名、郵便番号・住所、氏名（企業の人は
◆申込・
企業名、部署、役職）、年齢、電話番号、メールアドレス、ECでの販売経験を電話、
ファクスまたはEメールで経済政策課（〒500-8701司町40ー1・ 265ー3896・
265ー2218・ keizai-sei@city.gifu.gifu.jp）
へ。先着順。

ダンボールコンポスト講座

受講
無料

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 9月25日㈰午後1時30分～3時 ◆場所 市橋コミュニティセンター
9月8日㈭～22日㈭の開庁日時
（市橋6ー13ー25）◆定員 30人 ◆申込・
に電話で低炭素・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。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。
エスディージーズ

イーエスディー

ボランティア活動者向け講座
「SDGsーESDから

学ぶ 持続可能なボランティア」

東部図書室は
9/6㈫～8㈭休館
9月の休館日

中央・分館

27日㈫
5日㈪・12日㈪・
20日㈫・26日㈪・
各図書室 27日㈫・28日㈬
※東部は
6日㈫～8日㈭も

中央図書館（司町40ー５
・ 262ー2924）

受講
無料

普通の日本語より簡単で、外国人にもわかりやすい
「やさしい日本語」
を学びます。
◆日時 10月13日・20日の各㈭〈全2回〉午後6時30分～8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）
◆講師 仲潔（きよし）さん（岐阜大学教育学部准教授）◆定員 30人
9月８日㈭から講座名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を往復は
◆申込・
がきまたはEメールで（公財）岐阜市国際交流協会（〒500-8076司町40ー5・ 263
へ。先着順。
ー1741・ gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp）

ボランティア
通信

一人一人に寄り添った
日本語支援を！

改田由巳子さんは、外国人住民がスムーズに日本の生
活になじんでもらいたいと、日常会話や読み書きだけで
ゆ み こ
はなく日本の文化・習慣を教えています。外国人住民と 改田
改田由
由巳子さん
の信頼関係が深まると、生まれ育った国のことを話して
（写真右）
くれます。ボランティア仲間と支え合うことや、活動がなければ出会わなかっ
た人々とつながることに、何よりも魅力を感じています。
生涯学習センター 268ー1055、市民活動交流センター 264ー0011
351
市民活動団体の紹介

食でつなぐ
「岐阜の食文化」

燦餐
（さんさん）
の会では、幅広い世代を対象に市
内外で食育についての研修や講座を行い、家庭で実
践できる旬の食材メニューの提案や和食文化・歴史を学ぶことで和食の魅力を伝
え、健康を守る要である家庭での食生活を見直す機会を提供しています。
「明るい
豊かな故郷ぎふ」
を誇りに、地産地消の推進や伝統野菜を通じて若い世代へ岐阜の
食文化の伝承に取り組み、
「岐阜ブランド」
を県内外へ発信していきます。
燦餐の会・高木 080ー3467ー9111、市民活動交流センター 264ー0011
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10月の健康講座・教室
●クアオルト®健康ウオーキング

参加
無料

◆開催日程 ①金華山・長良川・岐阜公園コース＝10月2
日㈰・6日㈭・16日㈰・20日㈭・30日㈰／集合場所：岐阜公園総
合案内所（大宮町１）／集合時間：午前９時（所要時間：約2時間30分）
②百々ケ峰・ながら川ふれあいの森コース＝10月9日㈰・13日㈭・
23日㈰・27日㈭／集合場所：四季の森センター（三田洞211）／集
合時間：午前9時(所要時間：約3時間）
9月8日㈭～講座開催日前日の開庁
◆定員 各20人 ◆申込・
日時に電話で保健所健康増進課 252ー7193へ。先着順。詳しくは、
市ホームページ（ 1004261）をご覧ください。

●出張健康づくり教室

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
9月20日㈫
（必着）までに会場名・
マットなどの敷物 ◆申込・
教室名、郵便番号・住所、氏名、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。

受講
無料

◆日時 10月27日㈭午後1時～5時 ◆場所 市民福祉活動センター2階大会議室
（都通２ー２）◆講師 伊沢令子さん
（（特非）NIED・国際理解教育センター代表理事）
◆対象者 市内で活動するボランティア団体の代表者またはボラン
10月
ティア活動に取り組んでいる人 ◆定員 10人 ◆申込・
11日㈫までに右記QRコード®の申し込みフォームまたは電話で（福）岐
阜市社会福祉協議会 255ー5511へ。申込者多数の場合は抽選。

「やさしい日本語」講座

初回者1,200円、経験者400円

「はりねずみをつくろう 無料
！
～地球にやさしい布の工作～」

広報ぎふ 令和4（2022）年9月1日号

外国人市民とのコミュニケーションを考える

▼西部福祉会館
（〒500-8362西荘2－11－23・ 253－5121）

芸術の秋、到来！日常の
「あたり前」も、発想の切り替えでアートに
変身します。アイデアのヒントになるおすすめな本をご紹介します。

日比野克彦／著 朝日出版社

受講
無料

◆期間 10月～来年3月 ◆対象者 市内在住の60歳以上の人
◆申込方法 【直接の場合】
返信用はがき
（郵便番号・住所、氏名を記入）
を持参
【郵送の場合】往復はがき
（1講座1人1枚）
に希望講座名、郵便番号・住所、氏名
（ふりがな）
、
年齢、電話番号、過去の受講回数、返信表面に郵便番号・住所、氏名を記入 ◆申込・
9月15日㈭(必着）
までに希望講座を開講する下記の各施設へ。申込者多数の場合は、受講回
数の少ない人を優先して抽選。人数制限によるクラス分けのため、月1回の開催になる場合あり。

9月のテーマ
「やってみよう！」

100の指令

受講
無料

◆日時 9月30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
9月15日㈭（消印有効）までに往復はがきに講座名、郵便番号・住所、
◆場所・申込・
氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号、返信表面にも郵便番号・住所、氏名を記入して郵送、
または日曜日を除く午前9時～午後5時に返信用はがきを持参して直接和楽園（〒5008114金竜町5ー10ー3・ 246ー4101）へ。申込者多数の場合は抽選。※スマートフォン
（iPhone）は当日貸し出し。

障がいのある人対象
「交通安全教室」

岐阜けいりん

受講
無料

◆日時 10月16日㈰午前10時20分～正午
◆場所 カラフルタウン岐阜 カラフルパーク（柳津町丸野3ー3ー6）
◆対象者・定員 市内在住の60歳以上でスマートフォンに不慣れな人／40人
9月22日㈭
（消印有効）
までに郵便番号・住所、氏名、年齢、電話番号をはがき
◆申込・
（1人1枚）で防災対策課（〒500-8701司町40ー1・ 267ー4763）へ。申込者多数の場合
は抽選。※スマートフォンは当日貸し出し。
◎「岐阜市防災フェア2022 in カラフルタウン岐阜」の一環で開催。

各12人

◎アヒルプール
（幼児プール）
／10:00～17:30

第97回

【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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会場

教室名

日時

北保健センター
（長良東2－140）

ピラティス★

10/20㈭14:00～14:45

はじめてのエアロビクス

20㈭15:15～16:00

足腰しっかり体操
南保健センター
（茜部菱野1－75－2） からだスッキリストレッチ★

24㈪10:00～10:45

東部コミュニティ
センター☆
（芥見4－80）

24㈪11:15～12:00

健康筋トレ教室

25㈫10:00～10:45

はじめてのヨガ★

25㈫11:15～12:00

●長良川・柳ケ瀬健康ステーション

定員
10人
10人
20人

要事前申込・
受講無料

【長良川】
◆開館時間 午前7時30分～午後9時
◆休館日 木曜日
（祝日の場合は振替） 長良川健康ステーション
（〒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、
柳ケ
土日祝日：午前10時～午後5時 ◆休館日 毎月第1月曜日
瀬健康ステーション
（〒500-8875柳ケ瀬通3ー22・ 264ー6766）
【共通】
◆申込 9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。◎10月の申込不要の教室は、広報ぎふ9月15日号でご案内します。
回数
長
良
川
柳
ケ
瀬

教室名
期日
時間
定員
10/1・8・15・
しなやかな身体を作る
13:30～14:15
22・29 各㈯
「バレトン」
はじめてのヨガ
3・17・24・31 各㈪ 15:00～16:00
モーニングヨガ
5・12・19・26 各㈬ 10:00～11:00 14人
ボールエクササイズ
7・21 各㈮
11:00～11:30
ゆるめて、ほぐして、のばす
1
12・26 各㈬
15:00～15:45
「からだバー®」
1・15・29 各㈯
13:00～14:00
ヨガ
4・11・18・25 各㈫
健康太極拳体操
4・11・18・25 各㈫ 9:30～10:30 7人
機能改善体操
6・13・20・27 各㈭ 10:30～11:30
ヨガストレッチ
6・13・20・27 各㈭ 15:30～16:30

岐阜町歴史探訪まち歩き
岐阜の城下町をボランティアガイド「岐阜市まちなか案内人」がご案内
します。
◆期日 9月24日㈯ ◆集合時間・場所 午前9時50分／岐阜公園総合案
内所
（大宮町1）◆コース 総合案内所→岐阜大仏→井口→川原町 ※行
程は約2時間）◆定員 15人 ◆参加費
（希望者）岐阜大仏
（正法寺）
：大
人200円・小人100円、常在寺：大人150円・小人100円 ◆持ち物 マ
9月13日㈫までの開庁日時に
スク、歩きやすい服装・靴 ◆申込・
電話で観光コンベンション課 265ー3984へ。申込者多数の場合は抽選。

【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 1939号

子ども歴史講座
「岐阜町たんけん：

古い町並みや職人さんを訪ねよう」
◆日時 10月2日㈰午前9時30分～正午 ◆対象者・定員 小中学
生／6人 ※小学1、2年生は保護者同伴 ◆受講料 200円
9月18日㈰
（必着）までにホームページのオンラ
◆場所・申込・
イン申込または講座名、郵便番号・住所、氏名、学校名・学年、電
話番号
（緊急連絡先）を往復はがき（1世帯1枚）で歴史博物館（〒500へ。申込者多数の場合は抽選。
8003大宮町2－18ー1・ 265ー0010）

長良川国際会議場 市民ふれあい事業

人間国宝・歌舞伎俳優 坂東玉三郎

「お話と素踊り」

11月19日㈯午後2時開演
場所 長良川国際会議場
メインホール（長良福光2695ー2）

日時

◆料金
（全指定席）S席5,000円、A席4,000円、
B席3,000円、車いす席3,000円
※前売り・当日とも。未就学児は入場不可。
25歳以下の学生
（学チケ）は各席半額。
◆ 前 売 日 時・ 場 所 9月19日（月・祝）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19日のみで午
後3時まで。1人1回6枚まで。チケット受け取りは翌日以降。）、チ
ケットぴあ
（Ｐコード：514－338）で販売。20日㈫午前9時から長
良川国際会議場
（窓口・電話予約）で販売。
※車いす席、学チケは長良川国際会議場で販売。
長良川国際会議場 296ー1200

岐阜を編み、岐阜を集める

自動運転バスを体験してみませんか

第2期
「メディコス編集講座」

地域情報の編集やメディア活用を基礎から学ぶ講座を開講します。
◆期日・内容

期日
内容
11/6 ㈰ 書きたいことを多面的に観察する方法
11/13 ㈰ 情報整理してみんなで書いてみよう！
12/11 ㈰ 校正を受けてみよう！～その場で即興校正ライヴ！～
来年 1/15 ㈰ 写真も撮れる編集・ライタ－になるための、インタビューカットの撮り方
1/22 ㈰ 見出しとタイトルをつけてみよう～プロのコピーライターに学ぶ～
2/4 ㈯
学びの棚卸しと卒業制作に向けた現在地
※予備日：2/26 ㈰。各座学の合間にチャットツール Slack を利用した宿題あり。
全日程終了後にブログ「伝えたい岐阜の魅力」の卒業制作あり。

◆場所 ぎふメディアコスモス（司町40－5）
◆講師 スズキコウタさん(WEBマガジン
「greenz.jp」
副編集長）◆対象者・定員
15歳
（高校生）
以上で原則全ての座学を受講できる人／25人 ◆受講料 ６,000円
９月30日㈮までに氏名
（ふりがな）
、年齢、職業
（学校名）
、
（全日程分）◆申込・
居住する市町村、電話番号、メールアドレスを電話、Eメールまたは直
接 ぎ ふ メデ ィア コ ス モ ス 事 業 課
（司 町40ー5・ 265ー4101・
g-mediacosmos@city.gifu.gifu.jp）へ。申込者多数の場合は抽選。
詳しくはこちら⇒

オクトーバー・ラン＆ウォーク

参加
無料

10月の1か月間、ウォーキングの歩数とランニングの距離をスマート
フォンのアプリで計測して楽しむオンラインイベントです。岐阜の景色や自然を
楽しみながら参加するほか、自宅近くで好きな時間にウォーキングやランニングを楽
しみ、スポーツ習慣を身につけましょう。 市民スポーツ課 214ー2370
●スマートフォンがあれば、いつでも参加できます！
●参加者全員に協賛企業の割引クーポンを進呈！スポーツグッズも抽選で当たります。
※ウォーキングとランニングにそれぞれ専用のアプリ（無料）を利用。市ホームページ
（

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）

〉

■岐阜地方・家庭裁判所との連携講座

「調停制度をご存知ですか？」

裁判所スタッフが調停手続きの特徴や流れをわかりやすく
解説するほか、
「離婚」をテーマに、現役の裁判官・調停委員
らが模擬調停を演じます。
◆日時 10月12日㈬午後2時～3時30分
◆場所 ハートフルスクエアーG大研修室
（橋本町1ー10ー23）
◆定員 40人
◆申込締切 9月28日㈬
■ハートフルレクチャー

「おいしく楽しく食べて
フレイルを予防しましょう」

1017171）
からアプリをダウンロードしてください。

ぎふしんウィメンズラン

◆日時 11月20日㈰午前8時50分スタート
部門
（女性限定）
距離
定員
◆会場 式典＝ぎふメディアコスモス
（司町
【1部】
小学生
（4～6年生） 約1.4㎞
40－5）
、スタート・ゴール地点＝市庁舎南
【2部】
中学・高校・
◆ 申 込 9月13日 ㈫ ～10月31日 ㈪ に 下 記
大学・各種学校生
計
QRコード®から申し込む。
約2.9㎞ 1,000
【3部】
一般39歳以下
先着順。
岐阜新聞社事業局 264ー

【5部】
高校生以上

約6.1㎞

■子どもセミナー／子どもドリームクラブ

◆申込 各締切日
（必着）までに往復はがき
（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人とも記入してください。

フレイル
予防

【共通】
◆受講料 各300円
各申込締切日
（必着）
までに講座名、郵便番号・住所、
◆申込・
氏名
（ふりがな）
、年代、電話番号を往復はがき・Eメール
（1人1通）
または返信用はがきを持参して直接生涯学習センター
（〒5008521橋本町1ー10ー23・ 268ー1050・ hsg_lecture@ccn.
aitai.ne.jp）
へ。申込者多数の場合は抽選。

人

【4部】
一般40歳以上

1159
〈平日午前9時～午後5時〉

く
お い し 簡単

年をとって心や体のはたらき、社会とのつながりが弱くなっ
た状態をフレイル
（要介護予備群）といいます。岐阜市
『おいし
く簡単フレイル予防レシピ集』を企画監修した講師から、おい
しく楽しく食べながらフレイルを予防する方法を学びます。
◆日時 10月26日㈬午後2時～3時30分
◆場所 ハートフルスクエアーG大研修室
◆講師 若山桂子市民病院管理栄養士
◆定員 65人
◆申込締切 10月12日㈬

参加無料

●子どもセミナー

セミナー名
デコカップケーキを作ろう

時間
13:30～16:00
10/15
アイロンビーズで写真立てを作ろう
13:30～15:30
㈯
オリジナルトートバッグを作ろう
13:30～15:00

●子どもドリームクラブ
セミナー名
家庭科クラブ

期日

期日
10/22・29、11/5 各㈯

■ファミリーおはなし劇場

時間
13:30～15:30

◎走行ルート上に路上駐車車両などがある場合、自動運転での走行ができない恐れがあります。
路上駐車はしないようお願いします。

幼児教育セミナー

受講
無料

ワ ー ル ド

●目からうろこの絵本World
～素晴らしき感性の世界へようこそ！～
◆日時 10月6日㈭午後2時～3時45分
◆場所 ぎふメディアコスモス みんなのホール（司町
40ー5）
◆講師 西川正晃さん（岐阜聖徳学園大学教育学部教授）
◆定員 ①会場100人 ②オンライン200人
◆託児 満2か月～未就学児対象。申込時にお子さんの氏名（ふりがな）、
性別、生年月日を明記。定員25人。※①のみ利用可。
◎①のうち希望者（親子20組）向けにワークショップ「おてて絵本で遊ぼ
う！」を開催。
9月1日㈭～14日㈬に市ホームページ
（ 1003679）の申
◆申込・
込フォームから申し込む。①のみ参加希望者全員の氏名（5人まで）、電
話番号、メールアドレス（お持ちの人）、ワークショップ参加希望の有
無を往復はがき（必着）で幼児教育課（〒500-8701司町40ー1・ 214ー
7124）へ申し込みも可。申込者多数の場合は抽選（託児も）。
※会場へは子ども同伴可（席が必要な場合、参加人数に含めて申し込み）。

版画教室
「木版画で楽しむ年賀状づくり」

対象者
小3～中3
小4～中3
小1～小6

申込締切:9月28日㈬
定員 材料費・保険料
6人
1 人 720 円
12人
1 人 330 円
8人
1 人 290 円

対象者
小5～中3

申込締切:10月5日㈬
定員 材料費・保険料
10人
1人1,120円

少年自然の家の催し

◆日時 10月16日㈰午前10時～10時30分 ◆対象者 幼児・小学生を含
む家族 ◆定員 60人 ◆申込 9月28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枚1家族）
に
「ファミリ―おはなし劇場10月」
、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。
【共通】申込者多数の場合は抽選。※対象者以外入場不可。◆場所・申込先・
ドリームシアター岐阜（〒500-8813明徳町6・ 262ー2811）

●家族のつどい「ファミリーキャンプ」
◆日時 10月22日㈯午後2時30分～23日㈰午後1時30分
◆場所 少年自然の家とその周辺 ◆内容 野外炊事、ナイトハイクなど
◆対象者・定員 小学生を含む家族／12家族 ◆参加費 1人3,500円
9月21日㈬
（必着）までにホームページの
（傷害保険料含む）◆申込・
応募フォームまたは郵便番号・住所、代表者・参加者氏名、年齢、電話番
号、参加人数を往復はがきで岐阜市少年自然の家
「ファミリーキャンプ」
係
へ。申込者多数の場合は抽選。
（〒501-2502山県北野2081・ 229ー2888）

N

乗車
無料

◆期間 10月22日㈯～11月20日㈰の午前10時～午後4時
（10月22日㈯午前は除く。
11月5日㈯・6日㈰は岐阜公園ルートのみ運行）※悪天候などにより中止の場合あり
◆運行ルート ①岐阜公園ルート：市庁舎発→川原町→岐阜公園→御鮨街道→市庁舎着
②中心部ルート：市庁舎発→高島屋前→JR岐阜→柳ケ瀬→市庁舎着
※各ルート乗車時間約40分で途中乗降不可
◆集合場所 市庁舎
（詳細は当選者に通知）◆運行便数 各ルート6便／日
◆乗車定員 5人／便 ◆対象者 アンケート、顔認証登録にご協力いただける人
9月26日
※小学生未満は保護者同伴で申し込み ◆定員 1,000人程度 ◆申込・
㈪
（必着）までに市ホームページ
（ 1017700）の申込フォームまたは郵便番号・住所、
氏名(5人まで）
、電話番号、希望日、希望時間帯
（午前
〈午前10時～正午出発〉
、午後
〈午
後1時～3時出発〉
、何時でもよい）
、希望ルート
（①、②、どちらでもよい）
を明記し、は
がき、ファクスまたはEメールで交通政策課
（〒500-8701司町40ー1・ 214ー2028・
262ー0512・ koutsuu@city.gifu.gifu.jp）
へ。申込者多数の場合は抽選。

～子育て学びフィールド～
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市政

乗車体験者募集

市では、公共交通への自動運転技術の導入に向け、自動運転バスによる実証実験
を行います。今回は、昨年度の中心部ルートに加え、川原町や岐阜公園などの観光
地を周遊する岐阜公園ルートを追加し、約1か月間運行します。

◆日時 11月6日・13日・20日・27日、12月4日の各㈰〈全5回〉
午前10時～午後4時
◆場所 歴史博物館中2階講座室（大宮町2－18－1）
◆講師 五藤雅哉さん（版画家）◆定員 20人
10月23日㈰（必
◆受講料 2,000円（別途材料費が必要）◆申込・
着）までにホームページの申込フォームまたは講座名、郵便番号・住所、
氏名、電話番号を往復はがきで加藤栄三・東一記念美術館（〒500-8003
大宮町1ー46・ 264ー6410）へ。申込者多数の場合は抽選。

入場
無料

催し

広報ぎふ 令和4（2022）年9月1日号

公共交通フェスタ2022を開催
10月22日㈯・23日㈰に、ぎふメディアコスモス みんなの広場
（詳細は広報ぎふ10月15日号に掲載予定）
カオカオなどで開催します。

ぎふし共育都市プロジェクト 企業セミナー

「これからの企業に求められるワーク・ダイバーシティ
「これからの企業に求められる
ワーク・ダイバーシティ」
」
男女共に働きやすい職場をつくり、時代に求められるワーク・ダイ 受講
バーシティを実現するため、企業に必要な制度や環境づくり、国など 無料
が行っている仕事と家庭の両立支援助成金の情報などを紹介します。
◆日時 10月7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）◆講師 下野ななやさん
（社会保険労務士）◆定員 30
人程度 ◆申込 9月7日㈬～10月4日㈫に
「ぎふし共育都市プロジェクト」応募
フォームから申し込む。申込者多数の場合は抽選。 子ども政策課 214ー2397

加藤栄三･東一記念美術館企画展
第1展示室

栄三・東一岐阜を描く

加藤栄三・東一は東京美術学校卒業後、故郷
岐阜には帰らず、関東に居をかまえ日展を舞台
に作品を発表していきます。しかし、多感な少
年期を過ごした故郷への思いは強く、しばしば
帰郷しては岐阜の風物をスケッチブックに描き
留めていました。本展では、長良川の鵜飼など
の岐阜の風物を描いた本画（完成作品）、スケッ
チを展示します。

第2展示室

9月13日㈫
～12月18日㈰

「山（金華山）」加藤東一

えい

NIHONGA 榮の会

9月13日㈫
～10月30日㈰

昭和49年、愛知県立芸術大学では教育的効果、地
域文化向上のため、昭和24年に焼損した法隆寺金堂
壁画を焼損以前の状態に再現するための模写事業が
行われました。片岡球子客員教授を筆頭に、守屋多々
志、月岡榮貴など多くの著名日本画家と愛知県立芸
術大学の教員、卒業生がこの事業に携わりました。
今回、11号壁、9号壁などを担当した月岡榮貴と月
岡班としてこの模写事業に参加した5人の日本画家を 「大国主命と兎」
月岡榮貴
紹介します。
▼

催し 講座

▼
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【共通】◆観覧料 高校生以上310円（250円）、小中学生150円（90円）※（ ）
は20人以上の団体料金。各種障がい者手帳、難病に関する医療受給者証をお
持ちの人とその介護者１人・市内在住の70歳以上の人は証明書などを提示す
ると無料。市内の中学生以下は無料。家庭の日（9月18日、10月16日、11月
20日、12月18日の各㈰）に入館する中学生以下とその家族は無料。
◆開館時間 午前９時～午後5時（入館は30分前まで）◆休館日 毎週月曜日
（9月19日、10月10日は開館）、9月20日㈫、10月11日㈫、11月4日㈮ ◆場所・
加藤栄三・東一記念美術館（大宮町1ー46岐阜公園内・ 264ー6410）
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県政

【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)

広報ぎふ 1939号

岐阜県広報

岐阜県からのお知らせ

●県の人口

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

1,947,595 人（490 人増）

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」
New!!

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！
ボタンを押して
地元情報をゲット !

「@Gifu_kouhou」

今月のピックアップ情報

※令和 4 年 6 月 1 日現在
※ ( ) 内は前月との比較

子どもから高齢者まで、誰でも楽しむことができるレクリエーションを気軽に体験できる「ぎふ清流
レクリエーションフェスティバル」を、今年も開催します。県内 5 圏域で行うレクリエーション体験
イベント「ミナレク広場」では、どなたでも自由に参加できるレクリエーションの体験コーナーやス
テージイベントなどを実施します。
また、岐阜会場では、
「ねんりんピックかながわ 2022」に出場する岐阜県選手団の結団式、ステー
ジイベントやスタンプラリー、県産品が当たる抽選会もありますので、ぜひご参加ください。

開催日程・場所 ※入場無料

9 月 25 日㈰養老町総合体育館（養老町）
▶ 10 月 2 日㈰飛騨高山ビッグアリーナ（高山市）
▶ 10 月 8 日㈯岐阜メモリアルセンター（岐阜市）
▶ 11 月 5 日㈯岐阜県百年公園（関市）
▶ 11 月 23 日
（水・祝）感謝と挑戦の TYK 体育館（多治見市）
▶

問い合わせ

岐阜県レクリエーション協会
058 ー 295 ー 7257・ 058 ー 216 ー 0622

情報ボックス

ぎふ清流レクリエーション
フェスティバル 2021 の様子

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

ご家庭で余っている
未利用食品を募集します！

マイナポイント第 2 弾が
開始されています
マイナンバーカードの新規取得、健康保険証
としての利用申込み、公金受取口座の登録に
よって最大 2 万円分のポイントを受け取るこ
とができます。9 月末までにカードの申請を
された方が対象となりますので、ぜひこの機
会に申請してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120 ー
95 ー 0178

空宙博（そらはく）企画展
「空とぶ船 UF ｰ XS 展」を開催します

第 25 回岐阜県警察音楽隊
定期演奏会を開催します
◆日時 11 月 3 日（木・祝）14：00 ～ 15：30
◆場所 長良川国際会議場メインホール
（定員を超過した場合は抽選）
◆定員 1,500 人
※無料 ◆申込方法 往復はがき
◆申込期限 9 月 20 日㈫消印有効
県警広報県民課 058 ー 271 ー 2424

「UF ｰ XS 実験飛行艇」を近くで見られる特別レイ
アウトで企画展を実施します。
◆期間 10 月 10 日（月・祝）まで
◆料金 無料（別途入館料が必要）
◆申込方法 申込不要（一部必要なイベントあり）
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
058 ー 386
ー 8500

【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 7 月 27 日現在のものです。
県庁広報課

058 ー 272 ー 1111（代）
・

スマホやタブレットで
058 ー 278 ー 2506 広報紙が読める

アイコン
説明

SDGs（持続可能な開発目標）
推進フォーラム参加者を募集します

ご家庭で余っている未利用食品を、地域で必要とす
る団体や施設などに届ける「フードドライブ」を下
記のとおり実施します。
◆期日 【海津市エコドーム】9 月 17 日㈯～ 10 月
16 日㈰【バロー恵那店】10 月 15 日㈯【ラクール飛
騨高山店】10 月 1 日㈯ ※対象食品等の詳細は県
県廃棄物対策課 058 ー 272
ウェブサイトにて
ー 8214

広報紙を PC・スマホで

@ マイ広報紙

募 集
市民病院正規職員
◆募集人員 助産師・看護師=若干人
◆受験資格 要綱確認
◆申込 「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」か
ら申し込む。
市民病院病院政策課
（鹿島町7ー1・ 251ー1101
内線4313）

広報ぎふ 令和4（20２2）年9月1日号

岐阜市医師会准看護学校推薦入学学生
◆推薦要件 高校推薦または社会人推薦
◆修業年限 2年（A・Bコース）
◆定員 80人程度
（定員の50％程度・男子学生は
若干人）
◆試験方法・期日 小論文・面接＝11月6日㈰
10月17日㈪～28日㈮（必着）の平
◆願書受付・
日午前9時～午後5時に直接岐阜市医師会准看護
へ。
学校（青柳町5ー4・ 255ー1560）

講 座

会計年度任用職員

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル「ミナレク広場」を各圏域で開催します

西濃
飛騨
岐阜
中濃
東濃

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。

「知る SDGs から行動する SDGs」をテーマ
としたフォーラムを開催します。
◆日時 10 月 4 日㈫ 13：30 ～
◆場所 ぎふ清流文化プラザ（オンラインに
て同時配信予定）◆定員 200 人（先着順）
※無料 ◆申込期限 9 月 27 日㈫必着
SDGs 推進フォーラム事務局
◆申込先・
（岐阜新聞社） 058 ー 264 ー 1158
sdgs-gifu@gifu-np.co.jp

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と言われ
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。

【フルタイム】
●事務職
1017633
◆募集人員 5人程度
◆受験資格 要綱確認
◆申込 9月1日㈭午前8時45分～15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9月1日㈭から入手可。
人事課
（市庁舎11階・ 214ー4925）
【パートタイム】
1017634
●障がい者対象 事務・作業補助員
◆募集人員 若干人
◆受験資格 要綱確認
9月1日㈭午前8時45分～15日㈭午後5
◆申込・
時30分に
「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」
または申込書を郵送
（必着）または開庁日時に直接
人事課
（〒500-8701司 町40ー1市 庁 舎11階・
214ー4925）
へ。試験要綱は9月1日㈭から入手可。
1014982
●ほほえみ相談員
◆募集人員 1人
◆受験資格 要綱確認
9月1日 ㈭ ～12日 ㈪
（必 着）に 必 要 書
◆ 申 込・
類を郵送または開庁日時に直接学校安全支援課
（〒500-8701司 町40ー1市 庁 舎18階・ 214ー
2325）へ。
●市民病院
◆募集職種・人員 ①理学療法士・②作業療法士・
③言語聴覚士＝各1人程度 ④薬剤師・⑤看護師・
助産師・⑥看護助手＝若干人
◆受験資格 病院ホームページ確認
履歴書などを郵送
（必着／封筒に
「企業
◆申込・
職員
（募集職種）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4313）
へ。
●市民病院(時給制)
◆募集職種・人員 ①看護師・②臨床検査技師・
③看護助手
（身体介助補助を含まない）
＝若干人
④看護助手
（身体介助補助を含む）
＝5人程度
◆受験資格 病院ホームページ確認
9月12日㈪までに登録申込書を郵送
◆申込・
（必 着 ／ 封 筒 に「企 業 職 員（募 集 職 種）応 募」と 朱
書 き）ま た は 直 接 市 民 病 院 病 院 政 策 課（〒5008513鹿 島 町7ー1・ 251ー1101内 線4317）へ。

託児サービス付き職業訓練
●IT活用科
◆日時 10月28日㈮～12月27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 10月5日㈬までにハローワーク岐阜（五坪
へ。
1ー9ー1・ 247ー3211）
インフォファーム（城東通3ー5・
◆場所・
273ー2211）

就職支援セミナー

◆日時・内容 ①10月7日㈮午後２時～3時40分＝
コミュニケーション能力UP＆ビジネスメイク講
座、②12月21日㈬午後7時～8時＝自己分析
（橋本町1ー10ー23）
◆場所 ハートフルスクエアーG
◆対象者・定員 45歳未満の人／各10人
岐阜若年者地域連携事業ホームページ
◆申込・
または電話でセミナー運営事務局 050ー6865
ー7996へ。

森林浴セミナー
「身近な森を歩こう！」
◆日時・場所 9月23日（金・祝）＝みたけの森（御嵩
町）、10月22日㈯＝岐阜県百年公園（関市）、11
月23日（水・祝）＝畜産センター（岐阜市）
※いずれも午前9時30分現地集合
◆定員 各20人程度
◆参加費 1回100円
（保険料）
9月12日㈪から電話でライフサポート
◆申込・
センターぎふ 214ー7300〈平日午前9時～午後
5時〉
へ。先着順。

@ 岐阜イーブックス

マチを好きになるアプリ

@ マチイロ

微生物の力で電気を作ろう！ 無料

～微生物燃料電池：廃水から発電する不思議な装置～
◆日時 10月15日、11月26日の各㈯ 午後1時～5
時〈全2回〉
◆場所 岐阜大学工学部棟（柳戸1ー1）
◆対象者・定員 中学生・高校生／15人
◆申込 9月15日㈭までに日本学術振興会ウェブサ
イトの応募フォームから申し込む。
岐阜大学流域圏科学研究センター 293ー2078

市税の平日夜間・休日 納付窓口

電子書籍ポータルサイト

無料

◆平日夜間 9月1日・8日・15日・22日・29日の各㈭ 午後5時30分～8時
◆休日 9月4日・11日・18日・25日の各㈰ 午前10時～午後3時
◆持ち物 納税通知書、本人確認できるもの
（運転免許証、健康保険証など）
納税課
（市庁舎3階・ 214ー2098）
◆場所・

募集 講座
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青少年会館
「青年講座」
●スパイスを調合しておいしいカレーを作りましょう
◆日時 10月9日㈰午前10時～午後1時
◆対象者・定員 おおむね18歳～40歳の人／16人
◆受講料 800円（保険料含む）
青少年ルーム
（西荘2ー11ー23西部福
◆場所・
祉会館内・ 252ー4150）
●第2弾 シェフ直伝！「なめらかプリン」をつくりましょう
◆日時 10月10日（月・祝）午前10時～11時45分
◆対象者・定員 高校生以上の人／16人
◆受講料 1,350円
（保険料含む）
東青少年会館（前一色1ー2ー1長森コ
◆場所・
ミュニティセンター内・ 246ー5244）
【共通】
※持ち物はお問い合わせください。
◆申込 9月8日㈭～30日㈮に青少年会館ホームペー
ジから申し込む。抽選。

案 内

第70回岐阜市民総合スポーツ大会
（テニス）
1005351
◆日時 10月9日㈰ ※雨天中止
◆場所 岐阜ファミリーパークテニスコート（北野
北）、早田テニスコート（学園町1ー93ー1）
◆参加資格・申込方法 要項（市ホームページ）確認
◆申込締切 9月9日㈮午後5時
市民スポーツ課 214ー2134

ながら川ふれあいの森
「森の音楽会」無料
◆日時 9月22日㈭午後2時～
◆対象者・定員 未就園児と保護者／15組
9月8日㈭午前9時から電話で四季
◆場所・申込・
へ。先着順。
の森センター
（三田洞211・ 237ー6677）

森林保全活動
●里山林・ 除伐・下刈り
◆日時 9月18日㈰午前9時～午後3時 ※小雨決
行。中止の場合は25日㈰に延期。
◆集合場所 ながら川ふれあいの森 古津側駐車場
（長良古津字坊ヶ洞山916ー1）※事前申込不要。
持ち物など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

不動産無料相談会
◆日時 9月15日㈭午後1時～4時（受付は午後3時まで）
◆場所 西部コミュニティセンター
（下鵜飼1－105）
（公社）岐阜県宅地建物取引業協会岐阜北支部 295ー1982

航空機救難消防訓練のお知らせ
◆日時 9月15日㈭（予備日：16日㈮）午前5時20分～8時
◆場所 岐阜基地内 ※灯油の燃焼により黒煙が発
生しますが、ご理解をお願いします。
航空自衛隊岐阜基地渉外室 382ー1101内線2271

国民健康保険料の平日夜間 納付相談窓口

◆日時 9月1日・8日・15日・22日・29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）
国保・年金課（市庁舎2階・ 214ー2085）
◆場所・

広報ぎふ 令和4（2022）年9月1日号

新型コロナウイルス感染症関連情報
予約はこちら⇒

原則、WEB予約システムから予約
（ 252ー0580での電話予約も可）

接種日

3回目接種
3・4回目接種 ※4回目対象者は下記参照 接種予約
開始日
モデルナ社
（18歳以上）
ファイザー社
（12歳以上）

9/17㈯
明郷小学校体育館
北保健センター
9/18㈰
9/24㈯
9/25㈰
南保健センター
※状況に応じ、接種会場は変更の場合あり。

9/8㈭

市庁舎

9/15㈭

詳しくはこちら⇒
■ 4回目接種について
●対象者および接種券の発送（❸は4回目接種拡大の対象者）

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が対象
❶60歳以上の人＝接種券の申請は原則不要。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。
❷18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人など＝4月30日までに3回目接種を完
了した人には、申請に基づき、接種券を発行。
❸18歳以上60歳未満の医療従事者等、高齢者施設等従事者、介護保険サービス事
業所・障害福祉サービス事業所等・地域包括支援センターの従事者＝接種券の発
行については市ホームページ参照

●申請方法
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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➡

〇住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の申請は 9/30 ㈮まで

〇新型コロナウイルスワクチンの接種案内
■ 公共施設での接種スケジュール

市政

⇒

コロナワクチンナビ

●対象世帯および手続き方法

❶令和3年度住民税非課税世帯 令和3年12月10日
時点で世帯員全員の令和3年度住民税が非課税であ
る世帯＝申請書による申請が必要。
❷令和4年度住民税非課税世帯 令和4年6月1日時点
で世帯全員の令和4年度住民税が非課税である世帯＝対
象世帯に7月に送付した確認書を、同封の返信用封筒
で返送。住民税未申告者がいる世帯などには送付して
いないため、該当する世帯は申請書による申請が必要。
❸家計急変世帯 ❶❷以外で、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の
住民税が課税されている世帯員全員の令和4年1月
以降の年間収入（所得）見込み額が、住民税非課税相
当と認められる世帯＝申請書による申請が必要。
※すでに給付金の支給を受けた世帯に再度支給され
るものではありません。住民税が課税されている人
の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
◎詳しくは市ホームページ
（ 1014349）をご覧く
ださい。申請書は福祉政策課
（市庁舎10階）
、各事務
所、市ホームページで入手可
（❶は福祉政策課のみ）
。
岐阜市臨時特別給付金コールセンター 267ー1240

⇒

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ー19・
252ー0639）
へ。
※❶のうち、3回目接種後に岐阜市へ転入した人は、コロナワクチンナ
ビでも申請可。❷の人は、申請フォームでも申請可。
◎9月30日㈮までに、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。
申請フォーム
交通政策課 214ー2017

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
生活・暮らしの支援として、1世帯あたり10万円を
支給しています。締め切りは9月30日㈮
（消印有効）
ですので、お早めに申請をしてください。

〇ワクチンパスポート（接種証明書）がコンビニエンスストアで入手できます
◆必要なもの ・マイナンバーカード
・券面事項入力補助用暗証番号
（マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の番号）
・接種証明書発行料（1通120円）
◆発行可能時間 午前6時30分～午後11時（メンテナンス時間を除く）
◆利用可能店舗 セブン-イレブン
（順次拡大予定）※海外用ワクチンパスポートを取得
するためには、7月21日以降に窓口または接種証明書アプリにより海外用ワクチ
ンパスポートを取得しており、その時と旅券番号が同じである必要があります。

◎詳しくは、右記QRコード®の厚生労働省ホームページをご覧ください。

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
●平日
（保健所感染症対策課）

252-0393

252-0639

※平日：午前９時～午後5時

〇ぎふで買っとく！
キャッシュレス応援キャンペーン
市内の対象店舗でPayPay
（ペイペイ）、au PAY
（エーユーペイ）、d払いを利用すると、利用額の最
大20％がポイントで戻ってきます。
◎これまでのキャンペーンと異なり、対象店舗が資本
金5,000万円以下の中小企業者・個人事業主となります。
◆期間 9月16日㈮～11月15日㈫
◆付与上限 1回2,000円相当／期間中10,000円相当
※詳しくは市ホームページ（ 1017205）をご覧く
ださい。 商工課 214ー2360

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

●岐阜市ワクチンコールセンター

272-8860

252-0580

※平日：午後5時～翌午前9時、土日祝日：終日

岐阜市のデジタルサービスをご利用ください

岐阜市オンライン申請
総合窓口サイト

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HP

シンプルに読める！

岐阜市AIチャットボット

キーワードで検索！

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
ギフスタ

エエトコ
タント
岐阜市

ge

Homepa

Android版

便利な情報が
盛りだくさん！

iOS版

tion

Applica

252-0639

※毎日：午前8時45分～午後5時30分

SNS

◎広報ぎふ9月1日号は、8月22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。

■人口
人口 403,351人（90人減） ■世帯数
世帯数 184,861世帯（43世帯増）

※令和4年8月1日現在（ ）
内は前月との比較
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