
くらし　けんこうと くらし　けんこうと

※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。

　業として他人のごみを無許可
で収集運搬することは、法律で
禁止されています。家庭や事業
所から出るごみ（一般廃棄物）
の収集運搬は、市の許可を受け
た一般廃棄物収集運搬事業者に
依頼してください。
　不適正なごみの処理が行われ
た場合、処理事業者だけでなく、
排出者も責任を問われます。
備考　一般廃棄物収集運搬事業
者に関する問い合わせは下記へ
詳細　環境政策課☎ 058-383-
4230

無許可での廃棄物の
収集運搬は犯罪！

　ごみステーションに出された
家庭ごみのうち、資源として利
用することができるもの（資源
物）の所有権は市に帰属します。
資源物を持ち去ったり、不要部
分を収集時間外にごみステー
ションに返却したりする行為が
発生しています。
　これらの行為を見かけた際
に、直接注意するとトラブルに
なることがあります。日時や場
所、人相や車両の特徴などの情
報を下記へ連絡してください。
詳細　環境政策課☎ 058-383-
4230

ごみステーションで
の資源持去は禁止

　6、8 月支給の年金から後期
高齢者医療保険料を天引きされ
る方のうち、10 月以降の天引
き額との差が大きくなると見込
まれる方は、金額を均等にする
ため、天引き額を変更します（保
険料総額は変わりません）。
　対象となる方には、5 月上旬
に通知書をお送りしますので、
ご確認ください。
詳細　医療保険課☎ 058-383-
1128

後期高齢者医療保険
料仮徴収額の変更

　旧庁舎解体工事を進める中
で、アスベスト除去の追加工事
が発生したため、旧庁舎の解体
工事の期間を延長します。その
影響で、新庁舎全面オープンの
時期が、令和 5 年 3 ～ 4 月ご
ろから、令和 5 年 10 ～ 11 月
ごろになります。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力を
いお願いします。
備考　詳細は、「新
庁舎建設かわら版 
特別号 vol.7」ま
たは市ウェブサイ
ト（上記 QR コード）をご覧く
ださい
詳細　管財課☎ 058-383-1619

新庁舎全面オープン
令和 5 年 11 月ごろ

　視覚障害者が利用する図書な
どを制作する入門講座です。
日時　 ▽点訳講習会＝6月10日
～令和5年3月の金曜日  13:00
～ 15:00 ▽ 音訳講習会＝ 6 月
8 日～令和 5 年 3 月の水曜日
13:00 ～ 15:00
場所　視覚障害者生活情報セ
ンターぎふ（岐阜市梅河町1-4）
対象　ボランティア活動を希望
する 65 歳以下の方
定員　各 15 人（申込順）
申込と詳細　5 月 27 日までに、
視覚障害者生活情報センターぎ
ふ 　058-266-6369 ☎ 058-26
3-1310

点訳・音訳ボラン
ティア養成講習会

FAX

【岐阜いのちの電話】
　さまざまな困難を抱えている
方の自殺を予防するため、電話
などで相談に応じています。
日時・相談電話　 ▽毎日　19:00
～ 22:00 ＝ ☎ 058-277-4343

▽毎月 10 日　8:00 ～ 11 日　
8:00 ＝☎ 0120-783-556

【ボランティア養成講座説明会】
　相談に応じるボランティアの
養成講座の説明会を開催。ウェ
ブ会議サービス「Zoom」を使う
オンラインと、対面で行います。
日時　 ▽オンライン＝ 5 月 14
日（土）　14:00 ～、27 日（金）
18:00～ ▽対面（OKB ふれあい
会館・岐阜市薮田南 5-14-53）
＝ 6 月 4 日（土）　14:00 ～
申込　前日までに、「参加希望
日、氏名、連絡先」を、メール
inochi@ktroad.ne.jp で、 岐
阜いのちの電話協会事務局（「対
面」は、電話も可）

【共通事項】
詳細　岐阜いのちの電話協会事
務局☎ 058-273-5387

岐阜いのちの電話ボ
ランティア養成講座

　地域の大人と子どもがふれあ
い、たくましい子どもを社会全
体で育てる事業です。放課後の
1 時間、校区の小学校で、昔あ
そびや工作、軽スポーツなどを
しませんか。詳しくは市ウェブ
サイトをご覧ください。
詳細　青少年教育課☎ 058-38
3-1484

放課後子ども教室
ボランティア募集

　「子ども 110 番の家」は、子ど
もたちが不審者の「声かけ」など
で不安を感じたときに保護し、
警察などに連絡する制度です。
　玄関や店先に設置された「子
ども 110 番の家」のプレート
は、子どもに安心感を与え、犯
罪の抑止力になります。皆さん
のご協力をお願いします。
詳細　学校教育課☎ 058-383-
1118

地域で守る「子ど
も 110 番の家」

日時　6 月8 日（水）　9:30 ～
16:40、9日（木）　9:15 ～15:00

（全 2 日）
場所　中央ライフデザインセン
ター（蘇原中央町 2）
対象　市内在住または在勤の方
定員　40 人（申込順）
費用　4000 円（テキスト代、当
日支払）
申込と詳細　4 月 26 日～ 5 月
24 日までに、市ウェブサイト内
専用フォーム（右
記 QR コード）で
予防課☎ 058-38
2-3137

甲種防火管理
新規講習

上級救命講習

日時　5 月 22 日（日）　9:00 ～
17:00
場所　消防本部研修室（那加桜
町 1）
対象　市内在住または在勤の方
定員　20 人（申込順）
持参品　筆記用具、昼食、飲み物
備考　 ▽ 5 人に満たない場合は
中止の場合あり ▽修了証を発行
申込と詳細　5 月 20 日までに、
消防課☎ 058-382-3596

テクノプラザCAD・
ロボット研修

【AutoCAD LT 基礎】
期間　5月12日～13日（2日間）
費用　1 万 6500 円

【CATIA V5 基礎】
期間　5月18日～20日（3 日間）
費用　3 万 7400 円

【PLC プログラミング制御 Basic
（ラダー編）】
期間　5月26日～27日（2日間）
費用　2 万 900 円

【共通事項】
備考　市内企業、市内在住・在
勤の方の費用（市・県減免適用
後。大企業は除く）
詳細　VR テクノセンター☎ 05
8-379-6370

　「 更 生 保 護 」
とは、非行や犯
罪に陥った人た
ちの再起を支援
し、再犯の予防
を図るための取組です。
　各務原地区更生保護女性会は、
更生保護に協力する団体です。
更生保護への理解と協力を得る
ため、毎年７月には「社会を明
るくする運動」を開催し、市内
商業施設などで啓発物品を配布
し、犯罪予防のための啓発に取
り組んでいます。
　また、鈴をつけた根付を作り、
非行防止への思いと共に市内中
学校の生徒に渡す、学校啓発も
行っています。
　このほか、更生保護に関わる
施設などの施設参観も行いま
す。これまで、「児童養護施設 白
鳩学園」、「更生保護法人 洗心
の家」、「笠松刑務所」、「瀬戸少
年院」などを見学しました。
　会の取組に興味があり、賛同
して活動できる女性は、ぜひご
参加ください。
活動日　年 10 回程度
費用　1500 円（会費）
詳細　各務原地区更生保護女性
会・西村☎ 058-383-0571

各務原地区更生保護
女性会 会員募集

　薬物乱用は、心身を破壊する
だけでなく、さまざまな犯罪を
引き起こすなど、社会に多くの
弊害をもたらします。
　大麻・けし（自生も含む）を
発見したら、下記へご連絡くだ
さい。
詳細　岐阜保健所☎ 058-380-
3003、各務原警察署☎ 058-3
83-0110

5 ～ 6 月は不正大
麻・けし撲滅運動

アクション！SDGs
【人や社会に配慮した消費】
　人や社会に配
慮した「エシカ
ル消費」には、
フェアトレード
認証商品（発展途上国の原料
や製品を適正な価格で継続的
に取引された商品）・障がい
者の支援につながる商品・売
上金の一部が寄付につながる
商品の購入などがあります。
　日ごろから、人や社会に配
慮された商品を選んで購入す
ることで、より多くの人が持
続可能な生活を送ることがで
きます。
詳細　企画政策課☎ 058-38
3-4959

　市内の行事やイ
ベント、防災、子
育てなどに関する
情報などを発信し
ています。ぜひ、上記 QR コー
ドや下記から「友だち登録」を
してください。
ユーザー名　各務原市
ID　@kakamigahara
詳細　広報課☎058-383-1900

市公式 LINE で
情報発信中

　市では、短文投稿サイト「ツ
イッター」で、イベントや防災、
感染症に関する情報などを発信
しています。ぜひフォローして
ください。
アカウント　@kakamigahara_
PR
詳細　広報課☎ 058-383-1900

フォローしてね！
市公式ツイッター
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