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牧谷保育園の夕涼み会で打ち上がる花火（昨年）

会計決算見込み
116 億 1,446 万円 ( 対前年度比 15.5％減 )、歳出総額が
災害復旧費
（0.0%）
38 万円
労働費（0.0%）
570 万円
議会費（1.1%）
1 億 1,454 万円
商工費（3.2%）
3 億 4,274 万円
農林水産業費（3.5%）
3 億 7,287 万円
消防費（4.3%）
4 億 5,903 万円
公債費（6.2%）
6 億 5,674 万円
衛生費（9.3%）
9 億 8,385 万円
教育費（12.5%）
13 億 2,229 万円

歳出

106億
1,520万円

令和３年度の主な事業
健康でうるおいのあるまち

土木費（14.7%）
15 億 5,678 万円

●健康づくりや各種健診、感染症対策の推進
・新型コロナウイルスワクチン接種事業
／1 億 9,197 万円
・人間ドック受診費用の助成／356 万円
・健康文化交流センターの指定管理
／3,752 万円

民生費（30.9%）
32 億 7,676 万円

●地域福祉・高齢者福祉・障がい児福祉施策推進
・縁側コミュニティ事業の推進／64 万円
・長寿・健康促進事業
（75 歳以上の体操教室）／80 万円

令和３年度の特別会計決算見込み
歳 入

歳 出

24億7,622万円

24億 979万円

農業集落排水事業

2億2,861万円

2億2,859万円

下水道

9億6,584万円

9億6,578万円

21憶6,773万円

21億1,202万円

5億5,294万円

5億4,883万円

国民健康保険

介護保険
後期高齢者医療

財政事情の公表

市民の皆さんに納めていただいた税金がど
のように使われているのかを知っていただく
ため、市では 8 月と翌年 2 月に財政事情を公
表しています。
今回は、令和３年度会計決算（見込み）や令
和３年度に実施した主な事業などについてお
知らせします。
（財政状況の詳しい内容は市の
ホームページで見ることができます。
）

総務費（14.3%）
15 億 2,352 万円

特別会計

美濃市の会計決算
見込み（令和３年度）と
主な実施事業を
公表します。

子どもたちが誇りに思う輝くまち
●地域で子育て支援の推進
・赤ちゃん紙おむつ購入の助成／339 万円
●教育基盤の整備と学校教育の充実
・ICT 支援員の配置／312 万円
・デジタル教科書の導入／452 万円
・新学校給食センター建設／4 億 3,096 万円

注）
令和3年度の
「一般会計決算見込み」
「特別会計の決算見込み」
「市
の保有する財産」
の金額は、1万円未満を四捨五入して表示して
います。また、構成比は小数点以下第2位を四捨五入して表示し
ていますので、内訳の合計と総合計額は必ずしも一致しません。

岐阜県から総額440万円の電源立地地域対策交付金(令和
3年度)を受けて、次の事業に活用しました。
●美濃市清掃センター運営事業
（440万円）

▲前野に建設された新学校給食センター
広報みの 2022.8.1

2

令和3年度の一般

魅力と活力あふれるまち
●滞在・体験型観光と文化芸術活動の推進
・東京で美濃和紙作品展を PR／786 万円
・長良川流域観光促進協議会による広域観
光事業／92 万円
●生産基盤の整備と農林業の振興、人材育成の推進
・以安寺山整備による市民憩いの場の創出
／2,419 万円
●商業・サービス業の活性化と地域の活性化
・工場を新設、増設した企業等への支援
／198 万円

令和３年度の一般会計の決算見込み額は、歳入総額が
106 億 1,520 万円 ( 対前年度比 17.7％減 ) となります。

歳入

116億
1,446万円

●美濃和紙の保存と伝承
・美濃和紙ブランド価値向上・国内外向け
PR の推進／67 万円
・本美濃紙伝承事業／600 万円

その他（7.0%）
8 億 1,394 万円

繰入金（2.5%）
2 億 8,542 万円

地方消費税交付金
（4.4%）
5 億 725 万円

市債（4.9%）
5 億 6,566 万円

県支出金
（5.5%）
6 億 4,386 万円

繰越金（7.2%）
8 億 4,288 万円

安全・安心なまち

国庫支出金
（17.0%）
19 億 7,457 万円

●住環境の整備、地域コミュニティの充実、
市民団体の活動推進
・新婚生活支援／29 万円
・新婚世帯の家賃支援／321 万円
・地域活動団体などへの支援
（地域の絆づくり事業）／485 万円

市税（24.6%）
28 億 6,065 万円

●歳 入「その他」は、
地方譲与税、地方
特例交付金などの
各種交付金、分担
金及び負担金、使 地方交付税（26.9%）
用料及び手数料、
31 億 2,023 万円
財産収入、寄附金、
諸収入の合計額を
記載しています。
▲長瀬のもみじライトアップ（地域の絆づくり
事業を活用）
●市街地、公園、生活道路等の整備、土地
活用の推進
・美濃市運動公園（曽代児童広場）の整備
／7,753 万円

令和３年度の市の保有する財産
【一般会計分】
種 別

令和２年度

令和３年度

土

地

1,680,990㎡

1,687,839㎡

建

物

131,768㎡

133,169㎡

車

両

118台

112台

有価証券

577万円

577万円

38億2,906万円

40億6,942万円

基

金

※基金については出納整理期間中
（令和4年4月1日から令和4年5月
31日まで）
の増減も含みます。

新型コロナウイルス感染症対策の主な支援事業

▲リニューアルした曽代の児童広場
●防災、災害時対策の推進
・消防ポンプ自動車の更新／2,200 万円
・自主防災組織の育成／68 万円
3
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●キャッシュレスポイント還元事業／2,360万円
●宿泊・会食等応援キャンペーン事業／1,123万円
●学生生活応援家賃助成事業／1,075万円
●長寿祝い食事券発行事業／916万円
●ひとり親等子育て世帯への特別給付金／1,085万円
●学校給食費補助経費／1,213万円

今年も咲きます 2 万本

「洲原ひまわりの里」

洲原ひまわりの里（洲原地域ふれあいセンター横）では、8 月上旬から下旬にかけて、
ひまわりが咲きます。黄色だけでなく、赤や白やオレンジのひまわりも咲きます。ひま
わり畑には、幸せ行き電車やレトロなポストなどのオブジェが設置してあり、素敵な写
真が撮れます。ぜひ、ひまわり畑に遊びに来てください。

開花時期は8月上旬から8月下旬にかけて
2,000㎡に約20,000本のひまわりが咲きます！
入場の際は協力金100円をお願いします。
内容
・ひまわり迷路（8 月上旬）
・魔女コンテスト（ひまわり畑をバックに、ほうきに乗った写真を撮って
応募しよう！8 月上旬が撮影に適しています）
※天候や新型コロナの感染拡大状況により、内容等が変更になる場合があります。
※ひまわり畑は常時開放しています。

洲原ひまわりの里に関する情報はこちらから見ることができます。
主催／洲原地域活性化協議会
問い合わせ／洲原地域ふれあいセンター ☎32−2105
※この事業は「美濃市地域の絆づくり事業補助金」を活用しています。
広報みの 2022.8.1
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家庭でできる

全国的に電力需要が高まる夏を迎えています。

熱中症予防や新型コロナ対策に十分配慮しつつ、
無理のない範囲での節電にご協力をお願いします。

特に、電力需要が高まる 16 時から 19 時頃の間の節電にご協力ください
・冷房時にはカーテンやブラインドを閉めて室内に熱が少しでも入らないようにしよう
・エアコンのフィルターを月に 2 回程度掃除しよう
・冷蔵庫の設定が「強」の場合は「中」に変えて、食品は詰め込みすぎないようにしよう
・冷蔵庫内の冷気を少しでも逃さないよう、中にビニールのすだれなどをつけてみよう
・日中は太陽の光を利用して、照明を可能な範囲で減らそう
・テレビは省エネモードに設定して、画面の輝度を下げよう
・電気機器は、使い終わったらプラグを抜くか電源タップを切るなど、できるだけ待機
電力を減らそう
・照明は、省エネで長寿命の LED 照明を使おう

「クールシェア」のススメ
みんなで涼しめば、楽しくてエコになるクールシェアが注目されています。一人で冷房を使うより、
みんなで冷房を使うととても効果的な節電対策となります。
また、自宅ばかりでなく、市健康文化交流センター、図書館、公民館、福祉会館、各地域ふれあい
センターなどの公共施設も身近な涼み処としてご活用ください。

昔ながらの知恵を活かして、
暑い夏を涼やかに過ごすコツ！
▲アサガオのグリーンカーテン

5
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「打ち水」
「よしず」
「すだれ」
「うちわ」
「扇子」
「浴衣」
「スイカ」
「アサガオ」
「風鈴」など、夏を涼しく過ごすための伝統的な涼みの文化をこの夏に
活かしてみませんか？

美濃市総合フェア

〜第 45 回産業祭・健康フェア 2022・防災フェア〜

出店
（展）
者、出演者募集
11月

12 ・13
（土）

（日）

開催 美濃市運動公園 ( 曽代 )
ところ

※新型コロナウイルスの状況により
中止となる場合があります。

出店（展）者募集
●出店（展）条件／次のいずれかを満たしている方
①市内に常設・季節的な店舗・工場等を有している方
②地域の素材を生かした食品、ものづくりなどをしている市内の方
※出店（展）希望者が多数の場合は事務局にて調整します。
●出店（展）料／1 コマあたり 12,000 円（2 日間・ただし、招待展示に関
しては無料）
●電気使用料／2 日間で 1,000 円
●出店（展）小間サイズ／屋外（間口 270 ㎝ × 奥行 360 ㎝）
屋内（間口 225 ㎝ × 奥行 300 ㎝）
●申し込み／9 月５日（月）までに総合フェア実行委員会事務局
（産業課内）へ「美濃市総合フェア出店 （展）者申込書」を
提出してください。
「美濃市総合フェア出店（展）者申込書」は産業課で配布の
ほか、市ホームページからダウンロードできます。
●そ の 他／原則２日間の出店（展）をお願いします。出店（展）料の日割
はおこないません。

「みのじまん大会」
ステージ出演者募集
●募集内容／総合フェアのメインステージで行う「みのじまん大会」への
出演（コーラス、舞踊、ダンス、マジックなどジャンルは
問いません。）
●条
件／ステージ(最大10m×7m)上で上演可能なもの。台山駐車場
からステージ会場に徒歩で来ることができる方。30 分以内
で準備・出演・片付けを終えることができる方。
（駐車券の発行はありません。）
●申し込み／9 月５日（月）までに総合フェア実行委員会事務局（産業課内）
へ「美濃市総合フェアみのじまん大会申込書」を提出してくだ
さい。（応募者多数の場合は、事務局にて調整する場合があり
ます。
）
「美濃市総合フェアみのじまん大会申込書」は産業課で配布の
ほか、市ホームページからダウンロードできます。
●そ の 他／出演日及び時間については 12 日 ( 土 ) または 13 日 ( 日 ) 午前
を予定しています。詳細なスケジュールについてはお申し込
み後に調整させていただきます。

■問い合わせ先
美濃市総合フェア実行委員会事務局
（産業課内 電話33-1122 内線263）
広報みの 2022.8.1
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市民一斉避難訓練（シェイクアウト訓練）で
万が一に備えよう
日
（日）
（自主防災組織）
や
は各自治会
9月月２
4９

各家庭で避難訓練を実施しましょう。
9月4日（日）午前7時30分〜
対 象 美濃市にお住まいの方
（全員）
日

訓練
内容

時

午前７時３０分に、同報無線及び緊急速報メールにて地震発生をお知らせする
訓練放送を流します。ご自身やご家族、地域の方と避難訓練
（シェイクアウト訓
を行いましょう。
練）
を行いましょ
う。

◆シェイクアウト訓練とは…
とっさに自分の身を守る行動を身につけるため
に、その場において「姿勢を低くする」、
「頭や体を
守る」、
「揺れが収まるまで待つ」という３つの安全
行動を１分間で行うものです。

［木］
〜

［月］

●キャンペーン対象店舗／市内の飲食店、小売店、サービス業など
※大型店舗（チェーン店）やコンビニ、娯楽業を除く

キャンペーン対象店舗は、店頭に提示されているポスター等で確認することができます。
＜産業課＞
7
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患者さん一人一人の最も適した運

動内容を決めるために︑運動負荷試

験装置などを使って調べていきま

す︒その結果を参考に︑医師︑理学

療法士︑看護師の指導・監視下にて︑

心電図モニターを装着しながらト

レーニングをしていただきます︒歩

いたり︑自転車漕ぎをしていただく

ことが主になります︒

8
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美濃病院からのお知らせ

患った方に 適切な運動トレーニン

心臓リハビリテーションのポイン

ません︒むやみに運動すると心臓発

グ を行うことにより︑心臓の負担

トは︑ 適切な運動トレーニング に

循環に陥ってしまいます︒心臓病を

てようやく認知されるようになって

を軽くし︑新たな心臓病が予防出来

なります︒
より精神面が改善することもわかっ
てきました︒

作をおこすこともあります︒

きました︒

ることもわかってきました︒運動に

れていますが︑日本では最近になっ

心臓リハビリテーション をご存知ですか？
心臓リハビリテーション
とは？
突然の胸痛で心筋梗塞と診断され
カテーテル治療や心臓手術を受けら
れた方︑あるいは心臓の機能が低下

心臓リハビリテーション
の重要性
リハビリテーション︵リハビリ︶と

してちょっと動くだけで息が上がっ
てしまう方︑何回も心不全という病

は﹁再び適した状態にすること﹂を語

がスムーズに動かせるように訓練し

名で入退院をくり返さなければなら

心臓病治療の分野では︑カテーテ

て日常生活に復帰することを連想さ

源とします︒怪我や脳卒中などで障

ル治療・外科手術︑薬物治療薬など

れる方が多いでしょう︒手足だけに

ない方︑皆さまの中にも当てはまる

の先端医療が着実に進歩したこと

限らず︑日常生活に支障ないように

害をお持ちになられた方々が︑手足

で︑心臓という﹁部品﹂を治すことは

心臓自身を整えることや心臓が悪く

方がいらっしゃると思います︒

できるようになってきましたが︑高

て弱ってしまった体全体を元気にす

以 前 は ︑﹁ 心 臓 病 を 患 う と 動 い て

齢化社会を迎えるなかで︑﹁体全体﹂

性期治療の後︑快適な生活を長く続

はいけない︑じっとしていないとい

ることが﹁心臓リハビリテーション﹂

けるには︑最新治療と同じくらい心

けない﹂とされていましたが︑過度
心臓の状態は人によって違います

が元に戻らない方が増加しており︑

臓に対するリハビリテーションが重

に心臓をいたわり安静な生活を続け

ので︑一概にさあ皆さん適当に運動

です︒

要であることがわかってきました︒

ると︑運動能力や体の調節機能が低

をしてくださいということではあり

大きな課題となりつつあります︒急

諸外国では﹁心臓リハビリテーショ

下して更に心臓を悪くしてしまう悪

心臓リハビリテーション
では︑どんなことをす
るのでしょうか？

ン﹂は治療の一環として既に確立さ

”

”

トータルケアとしての
心臓リハビリテーション
心臓病を患った方々は︑どの程度

｣

このたび赴任いたしました循環器内科の横家です。
今まで、急性期から慢性期まで、循環器疾患の診
療に幅広くたずさわって参りました。私の経験を踏
まえ、美濃の地で、当院が目指している良質な医療
サービスに貢献出来るよう精進して参りたいと思っ
ております。
宜しくお願いします。

伝いや﹁自分の飲んでいる薬の効果
を理解するお手伝いを含めたトータ
ルケアによって︑皆様の周りにある
不安を一つ一つ取り除いていきま
す︒
﹁心臓リハビリテーション﹂は心臓
病を患った方々に︑これからの人生
を前向きに謳歌していただくための
強い味方になります︒社会復帰や職
場復帰を果たすだけでなく︑再発を
予防することで︑生活の質を高める
ことが出来る総合的なプログラムで

もり

動いてもよいのか︑どの程度までな
ら無理をしても大丈夫なのかがわか
らずに不安を抱えて生活されておら
れます︒トレーニングを行うことに
より適切な活動範囲も設定すること
が出来るようになりますので︑不安
感 も 取 り 去ることが出来て︑自信を

※予防接種は予約制です。電話でご予約の上、ご来院をお願いします。

す︒
地域の皆さんにこのようなプログ
ラムを提供できるよう︑当院でも準
備をすすめていきます︒いつでも︑
お気軽にご相談ください︒

誠二

せい じ

森

小児科医師

正樹
内科診療部長

横家

まさ き

よこ や

8:30〜11:30
13:30〜16:30

受付時間
午前診療 ( 月･水･金 )
午後診療 ( 火･木 )

8 月 1 日より小児科外来の診療時間が変更になります

もって生活していただくことが可能に
なります︒

運動だけではなく︑適切な栄養を
摂っていただくことや医師から処方
されたお薬をきちんと飲んでいただ
くことも重要です︒食事療法のお手
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岩田

岩田

一般診療
15:00~17:00

午後

予防接種
14:00～15:00

森

森

森

一般診療
9:00〜12:00

午前

金

木

水

火

月

診療時間

新任医師紹介
美濃病院

