
くらし　けんこうと くらし　けんこうと

　「お金が返っ
てくるので AT
M に行くよう
に」などという
電話があったら、
ニセ電話還付金
詐欺です。相手にせず、すぐに
電話を切ってください。
　市役所などの公的機関や、金
融機関などの職員が、ATM の
操作をするように連絡すること
は絶対にありません。
　不安に思ったり、困ったりし
たときは、すぐに各務原警察署
☎ 058-383-0110、消費者ホッ
トライン 1

い や や
88 または下記へご

相談ください。
詳細　市消費生活相談室☎ 05
8-383-1884

ニセ電話還付金詐
欺に注意

　「全国建築物防
災週間」とは、建
築物に関連する防
災知識の普及や、
防災関係法令・
制度の意識の周知、徹底を図る
啓発週間のこと。
　期間中は、市内でも建築パト
ロールを行います。ご理解とご
協力をお願いします。
詳細　建築指導課☎ 058-383-
1482

3 月 1日～ 7日は
全国建築物防災週間

　昭和 54 年から稼働してきた
緑苑小学校給食室は、自校調理
から学校給食センターからの配
送へ切り替えるにあたり、防衛
省の「令和 2 年度防衛省特定
防衛施設周辺整備調整交付金」
を受けて、改修工事を実施しま
した。
詳細　教育委員会事務局総務課
☎ 058-383-1814

防衛省補助で緑苑
小の給食室を改修

【インリーダー】
▷那加三＝神野誠人▷尾崎＝松
井優歩、今井捺稀▷稲羽西＝若
山心暖、尾関真緒▷稲羽東＝荒
川絢音、永井陽菜▷鵜沼三＝坂
井玲那▷緑苑＝小林碧、松井優
璃▷各務＝五島凜乃▷蘇原一＝
荒川蒼空、岡田梨杏▷中央＝池
田奈々未、直井遥飛
【ジュニアリーダー】
▷那加一＝劉天童▷那加二＝
加々見優華▷尾崎＝大前陽菜、
築出萌花▷鵜沼二＝伊藤あかり
▷蘇原二＝各務陽
【育成委員】
▷中央＝杉下貞美
【単位子ども会】
▷那加三＝前洞新町 1 北、前
洞新町 5 ▷各務＝南倉屋敷▷
中央＝三ツ池北、山の前　
詳細　青少年教育課☎058-383-
1484

子ども会育成協議
会表彰

　市議会議員
を対象とした
新庁舎建設工
事の現場見学
会を実施しました。工事施工者
から説明を受けた後、公用車用
駐車場となる地下 1 階を視察
し、工事の進捗状況の確認など
を行いました。
　現在、6 階の躯体部分まで着
手しています。今後も 9 月の高
層棟オープンに向け、着実に安
全に工事を進めていきます。
詳細　管財課☎ 058-383-1619

市議会議員が新庁
舎建設現場を視察

　災害発生時、
ペットの安全を
守るには、日頃
の備えが大切。
迷子札やマイク
ロチップなどの

「所有者明示」を心がけましょう。
　また、避難所で迷惑にならな
いように、むやみに吠えさせな
い、ケージに慣れさせておくな
どのしつけを行いましょう。
詳細　岐阜保健所☎ 058-380-
3003

ペットも災害に
備えましょう

開催日 時間 場所 対象地区

3月 11日（木）
14:00 ～ 15:30

鵜沼福祉センター
集会室（鵜沼羽場町 1）

鵜沼第一、
鵜沼第三、緑苑

15:30 ～ 17:00 鵜沼第二、
八木山、陵南

3 月 12日（金） 10:00 ～ 11:30 各務福祉センター
集会室（各務おがせ町 5） 各務

3 月 15日（月）
10:00 ～ 12:00 産業文化センター 2 階

第 3 会議室（那加桜町 2）
那加二、那加三

13:30 ～ 15:00 那加一、尾崎

3 月 16日（火）
10:00 ～ 11:30 川島ライフデザインセン

ター集会室（川島河田町） 川島

13:30 ～ 15:00 稲羽コミュニティセン
ター集会室 1（上戸町 3） 稲羽西、稲羽東

3 月 17日（水） 10:00 ～ 11:30 蘇原コミュニティセン
ター集会室（蘇原野口町 1）

蘇原一、蘇原二、
中央

　市は、身近で利用しやすい公
共交通を目指すため、地域や利
用者の皆さまとの意見交換の場
として、各地域で懇談会を開催
します。
　新型コロナウイルス感染症拡
大を防ぐため、原則、お住まい
の地区（小学校区）で開催され
る懇談会へご参加ください。事
前予約は不要です。
詳細　公共交通政策室☎ 058-
383-9912
【ふれあいバス等懇談会】

ふれあいバス等
懇談会

キャッシュ
カード
キャッシュ
カード

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載した行事・イベントを中止・延期する場合があります。

　令和 2 年度に幼稚園などを
利用し、幼児教育・保育無償化
の返還手続きがお済みでない月
や、1 月から 3 月分の利用料
などは、期限までに返還手続き
を行ってください。
対象　 ▽市から新 2 号（新 3 号）
認定を受け、預かり保育または
認可外保育施設等の利用料を施
設へ支払った児童 ▽幼稚園で副
食費免除対象の児童
持参品　施設等利用費申請書、
特定子ども・子育て支援提供証
明書、領収書またはそれに代わ
るもの、実費徴収に係る補足給
付費支給申請書
備考　 ▽必要書類は利用施設で
配付 ▽ 1 月から 3 月利用分の
申請は、3 月末ごろに利用施設
から案内予定
申込と詳細　4 月 15 日までに、
子育て支援課☎ 058-383-11
54

幼稚園などの利用料
返還手続き

　航空機事故などが起こったと
きの被害を最小限に留めるた
め、法律に基づく訓練を行いま
す。訓練に伴って黒煙が発生し
ます。ご理解ください。
日時　3 月11 日（木）　5:20 ～
8:30（予備日 3 月 12 日）
場所　航空自衛隊岐阜基地内
詳細　航空自衛隊岐阜基地渉外
室☎ 058-382-1101 内線 2271

岐阜基地  航空機
救難消防訓練

　幼児教育・保育無償化を受け
るために、各種手続きが必要な
場合があります。
対象　 ▽ 満 3 歳児以上で幼稚
園を利用予定の方 ▽ 1 号認定

（教育認定）を受けて認定こど
も園を利用予定の方で、保護者
が保育の必要性に該当する方 ▽

3 歳児から 5 歳児または住民
税非課税世帯の 0 歳児から 2
歳児で、保護者が保育の必要性
に該当し、認可外保育施設、障
がい児通所施設、ファミリーサ
ポート事業、病児保育事業など
を利用予定の方
申請　市へ新 1 ～ 3 号いずれ
かの認定申請が必要 ▽幼稚園、
認定こども園＝利用施設で必要
な申請書を配布 ▽その他の場合
＝市ウェブサイトでダウンロー
ドまたは子育て支援課窓口
備考　 ▽一部の費用を除き、利
用料は一旦施設に支払い、市へ
還付の申請をすることで無償化
されます ▽ 申請は 3 カ月ごと
に利用施設を通じて案内します
申込と詳細　3 月 19 日までに
子育て支援課☎ 058-383-11
54

幼保無償化に必要
な手続き（新規入園）

　市では、基準に基づき学用品
費や給食費などの援助を行って
います。現在市内の小・中学校
に通学している児童生徒、また
は今年 4 月に入学する児童生徒
の保護者の方で、次に該当する
方は、学校に相談してください。
　また、対象要件にかかわらず、
新型コロナウイルスの影響によ
り、家計が急変して経済的にお
困りの方もご相談ください。
対象　次のいずれかの措置を受
けている方や、生活状態により援
助が必要と認められる方で、教育
委員会が総合的に認定した方

△

要保護児童生徒＝生活保護法に
基づく保護を受けている方

△

準
要保護児童生徒＝①生活保護法
に基づく保護の停止または廃止
をされた方②児童扶養手当法に
基づく児童扶養手当を受給して
いる方③特別な事情により市民
税の減免を受けている方④保護
者の職業が不安定で、生活状況
が特に悪いと認められる方など
援助内容　

△

要保護児童生徒＝
修学旅行費

△

準要保護児童生徒
＝学用品費、修学旅行費、校外
活動費、給食費、生徒会費、PTA
会費、部活動・クラブ活動費など
詳細　学校教育課☎ 058-383-
1118

要保護・準要保護
児童生徒就学援助

　3 月 8 日は国際連合が定め
た「国際女性の日」です。この
機会に「性と生殖に関する健康
と権利（リプロダクティブ・ヘ
ルス / ライツ）」を考えてみま
しょう。これは、性や出産に関
するすべてにおいて、身体的、
精神的、社会的に良好な状態に
あることと、性と生殖において、
自分の意志が尊重され、自分の
身体に関することを自分自身で
決められる権利のことです。
　男性も女性も互いの身体の特
性を理解し合い、生涯にわたる
性と生殖に関する健康と権利へ
の配慮について取り組むことに
より、人権を尊重し、他者を思
いやる社会を目指しましょう。
詳細　まちづくり推進課☎ 05
8-383-1884

3 月 8日は
国際女性の日
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