お知ら せ
平成 28 年度採用下呂市職員の募集

岐阜県では、平成 27 年 11 月から 18 歳未満の子
どもが 3 人以上いる世帯を応援する「ぎふっこカー
ドプラス」の交付を開始しました。
◆交付対象者 県内在住の 18 歳未満の子どもがい
る世帯または、3 人目の子どもを妊娠中の方がいる
世帯で、国籍は問いません。
◆申請方法 所定の申請書に必要事項を記入いた
だき、申請者の確認できる書類（保険証、運転免許
証など）と 18 歳未満の子どもが 3 人以上いること
が確認できる書類（保険証、母子健康手帳など）を
市役所経営管理部企画財政課、市民部市民課、各
振興事務所窓口のいずれかにご提示いただきます
と、その場で交付します。

◆職種 ①一般行政職（身体障がい者・若干名）、
②保健師（1 名）、③一般行政職（任期付 1 年・1 名）、
④保健師（任期付 2 年・2 名）、⑤保育士（任期付 2 年・
1 名）、⑥社会福祉士（任期付 2 年・1 名）、⑦看護師
（2 名）、⑧看護師または介護士（1 名）
◆勤務場所 ⑦⑧は小坂診療所
◆採用予定日 平成 28 年 4 月 1 日
◆受験資格 【共通】 高等学校卒業以上の学歴を
有する人 【年齢要件】 ①昭和 35 年 4 月 2 日以降
に生まれた人、②昭和 50 年 4 月 2 日以降に生まれ
た人、③～⑧昭和 33 年 4 月 2 日以降に生まれた人
【必要資格等】 ①身体障がい者手帳 1 ～ 6 級所持、
②④保健師資格、⑤保育士資格、⑥社会福祉士ま
たは保健師または主任ケアマネージャー資格、⑦⑧
看護師または准看護師、介護福祉士または介護支
援専門員資格
◆申込方法 所定の申込書に必要書類を添えて申
し込みください。申込書は、管理課人事係か各振
興事務所でお渡しします。郵送や下呂市ホームペー
ジからダウンロードすることもできます。
◆試験の方法 教養試験・作文試験・面接試験
※看護師または介護士は書類選考・面接試験
◆申込期限・提出方法 平成 28 年 1 月 7 日（木）17
時15 分必着、持参または郵送にて提出してください。
◇問合先／総務部管理課☎ 24-2222（内線 221）

新しくなったカード

▶

◇問合先／経営管理部企画財政課☎ 24-2222（内線 254）

避難行動要支援者名簿に登録しましょう
市では現在、自治会など地域の方が災害時に手助
けが必要な方の避難支援や安否確認、日常での見守
りに活用するための名簿の作成を行っています。
この名簿は登録を希望し、自らの情報を地域等
へ提供する同意書を提出した方ならどなたでも登録
が可能です。いざという時は、地域の力が頼りとな
ります。ぜひ名簿に登録し、地域の方に自分のこと
を知っておいてもらいましょう。
◆登録する個人情報 住所・氏名・緊急連絡先・避
難時に配慮してほしいことなど
◆名簿閲覧者 区長、組長、民生委員など、避難支
援や見守り活動に関わる方に限定
◆自治会への提供時期 平成２８年４月以降（予定）
※登録を希望される方は同意書の提出が必要です。
同意書は福祉部社会福祉課
または各振興事務所及び下
呂市民会館の窓口でお渡し
できます。また市ホームペー
ジからのダウンロードもで
きます。
◇問合先／福祉部社会福祉課 ☎ 52-3936（内線 602）

水道の防寒対策をお忘れなく
冬は水道管や水道メーターが凍
結していて水が出せなくなったり
破損したりする事故が多発しま
す。事前に防寒対策をしましょう。
◆要注意箇所▷露出している水道
管や水道メーター、屋外の蛇口、散水栓など。
◆防寒方法▷発泡スチロールなどで覆う、メーター
ボックスの中に保温材を入れる、凍結防止ヒーター
を設置する。
◆凍結した場合の処理▷タオルを巻いてぬるま湯を
かける。（火や熱湯は使わない）
◆降雪時のお願い▷雪が検針業務の支障となること
があります。水道メーターボックス周りの雪よけを
お願いします。
※水道管が破裂してしまったときは、止水栓を閉め、
市内の水道工事業者（給水工事指定店）へ修理を依
頼してください。指定店は下呂市ホームページで確
認できます。
◇問合先／上下水道部水道料金課☎ 24-2222（内線 285）

「第 回人権週間」みんなで築こう人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 育てよう思いやりの心～

「ぎふっこカードプラス」交付開始
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「障がい者週間」共に生きる社会を作るために～身につけよう心の身だしなみ～

下呂市育英資金給付金・貸与金制度

平成 28 年

下呂市成人式

高校・大学・専門学校等

平成 28 年下呂市成人式を地域ごとに次の日程で

へ進学している方や進学を

開催します。対象者は平成 7 年 4 月 2 日から平成 8

希望する方で、学費の支弁

年 4 月 1 日生まれで、下呂市に住民登録がある方お

が困難な方に育英資金を給

よび市内の中学校を卒業された方です。

付・貸与します。

◎ 1 月 9 日（土） 【下呂】下呂交流会館
【小坂】小坂山村開発センター

【給付金制度
（※返済不要）】
◆対象者

◎ 1 月 10 日（日）【萩原】星雲会館
【馬瀬】馬瀬中央公民館

高等学校、高等専門学校へ進学している

【金山】金山市民会館

または進学を希望する方
◆給付額

月額 8,000 円（年 3 回の振込）

※各会場とも

【貸与金制度（※要返済）】
◆対象者

受付

大学生、大学院生、短大生、高等専門

記念撮影

学校 4 年生以上、高卒を資格とする専門学校生
◆貸与額

式典

入学一時貸付金 20 万円または 30 万円（無利息）
（※現中学 3 年生は、在籍中学校からの申請）
平成 28 年 1 月 5 日
（火）～ 3 月 31日( 木 )

13 時 30 分～

☎ 52-2900（内線 542）

無事故で年末 笑顔で年始
12月11日
（金）
～20日
（日）
平成 27 年 年末の交通安全県民運動

◇問合先／教育委員会教育総務課☎ 52-2900（内線 522）

12月新規募集住宅

13 時～

◇問合先／教育委員会生涯学習課

月 2 万円または 3 万円（無利息）

◆申請期間

12 時 30 分～

◆募集期間▷ 12月1 日〜25日まで ◆入居予定日▷平成 28 年 2 月１日
◇問合先／建設部建築課 ☎ 52-2000 内線 218

種別

団地名

住戸番号

構造・階数

間取り

家賃

建設年度

住所

公営

花池団地

Ａ棟104号室

木造2階建

3DK

27,900円～54,700円

H19

萩原町花池

公営

坂下団地

Ａ棟3号室

簡易耐火2階建

3K

12,400円～24,500円

S52

小坂町坂下

公営

小川住宅

105号室

中層耐火4階建

3ＤK

19,800円～39,000円

H5

小川

公営

中宮団地

3号棟301号室

中層耐火3階建

3ＤK

17,800円～35,000円

S61

金山町金山

特公賃

小川住宅

101号室

中層耐火4階建

2DＫ

41,000円～46,000円

H5

小川

◆募集期間▷随時 ◆入居予定日▷申し込みから 1 カ月程度
◇問合先／建設部建築課 ☎ 52-2000 内線 218

継続募集中住宅
種別

団地名

住戸番号

構造・階数

間取り

家賃

建設年度

住所

一般

宮田団地

5戸

中層耐火5階建

3ＤK

定額38,000円

H10

萩原町宮田

一般

有里団地

1号棟

木造2階建

5ＤK

定額50,000円

H12

夏焼

※継続募集状況は、
11 月 10 日時点のものです。申込みがあり募集を停止している場合がありますので、
建築課までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

平成 27 年度自衛官募集
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◇問合先／自衛隊岐阜地方協力本部高山出張所 ☎ 0577-32-3028

募集種目

資格

受付期間

１次試験

自衛官候補生

18歳以上27歳未満

年間通じて

受付時にお知らせ

陸上自衛隊高等工科
学校生徒（一般）

男子で中学校卒業（見込含）
17歳未満の者

平成27年11月1日から
平成28年1月8日まで

平成28年1月23日

陸上自衛隊高等工科
学校生徒（推薦）

男子で中学校卒業（見込含）
17歳未満の学校長が推薦できる者

平成27年11月1日から
平成27年12月4日まで

平成28年1月9日から
平成28年1月11日のうち
いずれか１日を指定

