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　本来食べられるにも関わらず捨てら
れてしまう「食品ロス」は、日本全体
で年間約 620 万トン。これは、国民一
人一人が毎日お茶わん一杯分のご飯を
捨てているのと同じ量です。
　食品ロス、すなわち食べ残しを少し
でも減らすため、一人一人に何ができ
るでしょうか？
　下呂市では、飲食店などでの宴会か
ら出される食品ロスを削減するため、
会が始まってからの 30 分間、終わる
前の 10 分間は席に着き、食事をしっ
かり食べきる「3010 食べきり運動」
を推進しています。
　年末は忘年会などが多くなる季節で
す。提供されるおいしい料理をしっか
りと食べきり、楽しい宴会としましょ
う！

　65 歳以上の人で、要支援、要介護
認定を受け障がい者と同程度の人、ま
たは認定時の調査票・意見書により障
がい者に準ずると認められる人などに
対し、税法上の控除を受けられる場合
があります。
　控除を受けるには市が発行する「障
害者控除対象者認定書」の提出が必要
になります。高齢福祉課または各振興
事務所福祉係へ申請してください。
※税金の控除についてご不明な点があ
りましたら、税務課（☎ 24-2222）へ
お問い合わせください。

　経済的な理由で、学用品費や給食
費などの修学に必要な費用の支払いに
困っている児童、生徒の保護者に、こ
れらの経費が援助されます。
◆対象者　
　市内の小中学校に通う児童、生徒お
よび平成 31 年度新入学予定者の保護
者で、次の要件のいずれかにあたる人

・市民税の免除または減免を受けている
・国民健康保険税の減免または徴収猶
　予を受けている

・国民年金掛金の減免を受けている
・児童扶養手当を受給している
・生活福祉資金の貸付を受けている
・その他経済的にお困りの人
※所得などの審査があります。

　高校・大学・専門学校などへ進学し
ている人や進学を希望する人で、学費
の支弁が困難な人に育英資金を給付・
貸与します。
◆給付金制度（※返済不要）
▷対象者　
　高等学校、高等専門学校へ進学して
　いるまたは進学を希望する人
▷給付額　
　月額 8,000 円（年 3 回の振込）
　※現中学 3 年生は、在籍中学校から
　の申請
◆貸与金制度（※要返済）
▷対象者　
　大学生、大学院生、短大生、高等専
　門学校４年生以上、高卒を資格とす
　る専門学校生
▷貸与額（無利息）
　月 20,000 円または 30,000 円
　入学一時貸付金 20 万円または 30 万円
◆申請期間　1/4 ㈮～ 3/29 ㈮
※所得などの審査があります。

　冬は水道管や水道メーターが凍結し
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。事前の防寒対
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。指定店は市ホームページで確認
できます。

啓発

問合先／環境課　☎ 26-5011

忘年会では「3010（さんまる
いちまる）食べきり運動」を！

案内

問合先／教育総務課　☎ 52-4800 内線 522

小中学生就学援助費制度の
ご案内

案内

問合先／教育総務課　☎ 52-4800 内線 522

下呂市育英資金給付金
・貸与金制度のご案内

啓発

問合先／上下水道課　☎ 24-2222 内線 286

水道の防寒対策を
お忘れなく

案内

問合先／高齢福祉課　☎ 53-0153

所得税などの障がい者控除
対象者の認定のご案内

　『障がい者週間』は、国民に広く障
がい者福祉についての関心と理解を深
めるとともに、障がい者が社会、経済、
文化、その他あらゆる分野の活動に積
極的に参加することを目的に設定され
ました。
　下呂市に暮らす約 33,000 人のうち、
何らかの障がいのある人は約 2,700 人
います。誰もが生き生きと暮らせるま
ちづくりを目指し、障がいについての
理解を深め、人格と個性を尊重し支え
合う共生社会をつくっていきましょ
う。
◆障がい者週間啓発活動
▷日時　12/5 ㈬　15:00 ～
▷場所　バローショッピングセンター
　　　　萩原店

啓発

問合先／社会福祉課　☎ 52-3936 内線 603

12 月 3 日～ 9 日は
『障がい者週間』です

「第 70回人権週間」

～考えよう相手の気持ち
未来へつなげよう

違いを認め合う心～

みんなで築こう人権の世紀

12 / 4 ㈫～ 12 /10㈪
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　災害や失業などで一時的に生活が困
難になり、医療費の支払いができない
場合に、受診時の自己負担額が減額、
免除または猶予される制度があります。
　この制度を利用するには事前の申請
が必要で、預金などの資産を審査して
決定します。受診される前に、市民課
国保係までお尋ねください。

◆ 12 月新規募集の住宅
募集期間　12/1 ～ 12/25
入居予定日　2/1
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築 H10 年　耐火 5 階　205 号室
　3DK（世帯用）　
　定額 家賃 38,000 円
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築 H10 年　耐火 5 階　207 号室
　3DK（世帯用）　
　定額 家賃 38,000 円
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築 H10 年　耐火 5 階　208 号室
　3DK（世帯用）　
　定額 家賃 38,000 円
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築 H10 年　耐火 5 階　302 号室
　3DK（世帯用）　
　定額 家賃 38,000 円
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築 H10 年　耐火 5 階　308 号室
　3DK（世帯用）　
　定額 家賃 38,000 円
◆継続募集中の住宅
募集期間　随時
入居予定日　お申込みから 1 カ月程度
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築 H10 年　耐火５階　複数
　3DK（世帯用）　
　定額 家賃 38,000 円
※この他にも募集中の住宅があります。

生活課までお問い合わせください。

◆職種
・一般行政事務（身体障がい者・常勤・
　若干名）（任期付職員・常勤または
　短時間・10 人程度）（スポーツイベ
　ント担当・任期付職員・常勤・1 人）

・保育士、社会福祉士、介護士（任期
　付職員・常勤・各 1 人）

・管理栄養士（任期付職員・常勤・2 人）
◆採用予定日　平成 31 年 4 月 1 日
◆任期　1 年（最長 3 年）
※勤務成績などにより更新あり
※任期付職員の勤務条件（給与、勤務
時間、休暇、服務など）は原則として
正規職員と同様の扱いです。
※育児休業は取得できません。
◆勤務場所　原則 1 日 7 時間 45 分
※短時間の勤務時間は 1 日 6 時間
◆勤務場所　下呂市内
◆受験資格

・任期付職員は昭和 38 年 4 月 2 日以降に、
　一般行政事務（身体障がい者）は昭和
　48 年 4 月 2 日以降に生まれた人。

・高卒以上または平成 31 年 3 月 31 日
　までに高卒見込みの人

・資格職受験の人は当該資格免許を有
　する人または平成 30 年度中に取得
　する見込みの人。

・一般行政事務受験の人は基本的なパ
　ソコン操作ができる人。
◆選考方法　作文・面接試験、適性検査
※一般行政職（身体障がい者）は教養
試験があります。
※試験のときに配慮が必要な人は申込
時にお申し出ください。
◆一次試験予定日　1/20 ㈰
◆申込方法　所定の申込書に必要書類
を添付の上、持参または郵送にて総務
課人事係へ提出ください。申込書は、
市役所で受け取るか、郵送または市
ホームページから入手できます。
◆申込期限　1/8 ㈫　17:00 必着

募集

問合先／生活課  ☎ 24-2222 内線 288

市営住宅の入居者募集 募集

問合先／総務課人事係　☎ 24-2222 内線 221

下呂市職員の募集について

案内

問合先／市民課　☎ 24-2222 内線 115

国保加入者の医療費自己負
担額の減免について

問合先／秘書広報課
　　　　☎ 24-2222 内線 263

　下呂市へのお問い合わせで、
担当部署が不明な場合は、秘書
広報課へご相談ください。

年末の交通安全県民運動

無事故で年末
　　　　笑顔で年始

12 /11㈫～ 12 /20㈭

　2019 年 10 月 1 日 か ら消 費 税 率 が
10％に引き上げられ、それと同時に消
費税軽減税率制度が実施されます。
　中小企業・小規模事業者などに対し
ては、複数税率対応レジの導入や受発
注システムの改修などが必要になる場
合に、これに要する経費の一部を補助
する国の制度があります。ぜひご活用
ください。
　詳しくは「軽減税率対策補助金事務
局ホームページ」をご覧ください。

案内

問合先／商工課　☎ 24-2222 内線 154

中小企業・小規模事業者の
皆さまへ

軽減税率対策補助金 検索

下呂市成人式を次の日程で開催します。
◆開催日・開催場所
▷ 1 月 12 日㈯
　（萩原）星雲会館
　（金山）金山市民会館
　（馬瀬）馬瀬中央公民館
▷ 1 月 13 日㈰
　（小坂）きこりセンター
　（下呂）下呂交流会館
◆内容・時間
▷受付開始　12:30 ～
▷記念撮影　13:00 ～
▷式　　典　13:30 ～

案内

問合先／市民活動推進課　☎ 24-2222 内線 252

平成 31 年下呂市成人式の
ご案内

http://kzt-hpjo.jp


