
◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　ぱすてるでは８月１日に「木工教室」を開催しました。
　今年は「スプーンづくり」を行いました。スプーンの形になって
いる材料を紙ヤスリで磨きスプーンを完成させます。紙ヤスリで磨
く作業は時間もかかり、大変でしたが満足のいく作品ができました。
　参加したお子さんからは、「磨くのが大変だったけど楽しかった」、

「自分のスプーンができてうれしい」などの言葉があり、楽しんで
もらえることができてよかったです。
　これからも、親子で楽しめる活動を行っていきます。

◎１０月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…４日（火）、１８日（火）、２５日（火）
　　　　　みつばクラス…６日（木）、１３日（木）、２０日（木）、２７日（木）
　　　　　よつばクラス…７日（金）、１４日（金）、２１日（金）、２８日（金）
誕生会…２４日（月）
栄養相談（栄養士による）…３１日（月）
休館日 ��５日（水）、１１日（火）、１２日（水）、１９日（水）、

２６日（水）

◎おもちゃづくりワークショップ
　子どもも大人の心も落ち着かせる

『センサリーボトル』をつくろう！！
日　　時　�１０月２３日（日）　
　　　　　午前１０時１５分～
定　　員　３０人（親子あわせて）
参 加 費　無料
申込方法　�参加者氏名、年齢、住所、

連絡先を「子育てはうす　
ぱすてる」まで申込む。

（電話予約可）
申込締切　�１０月１６日（日）
　　　　　※定員になり次第、締切。◎�ハローワークマザーズコナーのキャリアカウンセラーに

聴く育児と仕事のおはなし
　「再就職したいけどどんな準備をしたらいいかな」、「子育てと仕
事を両立したい」などハローワークのキャリアカウンセラーに相
談してみましょう。
内　　容　子育て世代の就労状況や不安や悩みなど
日　　時　１１月７日（月）　午前１０時３０分～
定　　員　１０組
参 加 費　無料
申込方法　�参加者氏名、住所、連絡先を「子育てはうす　ぱすてる」

まで申込む。（電話予約可）
申込締切　１１月５日（土）　※定員になり次第、締切。

▲木工教室のようす

▲センサリーボトル

※�新型コロナウィルス蔓延防止のため、今後の動向次第では開館状況等が
変更になる場合がありますので、ホームページ等にて確認してください。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

　８月２０日から４日間、友好都市の岐阜県大野町の小学生２０人が小学
生児童国内派遣事業で来北。パークゴルフや農漁業施設の見学などを行い
ました。また、錦水小学校の児童との交流会では、お互いのまちを紹介。「サ
ロマ湖からの夕陽を見て感動した」「今度は大野町に行って名産の柿を食
べたいなぁ」などと感想も聞かれ、お互いのまちの話題で友好を深めまし
た。

岐阜県大野町の小学生が来北
─ お互いのまちを知り友好を深める ─
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令和３年度　上水道事業業務状況をお知らせします
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

　「健全化判断比率」とは、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する
ためのもので、４つの財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）があります。
町は、令和３年度の決算に基づく健全化判断比率を、監査委員の審査に付したうえで議会に報告しましたので、公
表します。
　また、町は、令和３年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に対する比率）を、監査
委員の審査に付したうえで議会に報告しましたので、公表します。
　公表するのは次の５つの指標です。

○健全化判断比率� （単位：％）
健全化判断比率 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 － １４.７５
連結実質赤字比率 － １９.７５
実質公債費比率 ３.９ ２５.００
将 来 負 担 比 率 － ３５０.００

○資金不足比率� （単位：％）
上水道事業会計 －

２０.００大野神戸インターチェ
ンジ周辺まちづくり�
整 備 事 業 特 別 会 計

－

※１　�赤字、資金不足がない比率は「－」となります。
※２　�各比率が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の

作成が必要となります。

実質赤字比率　一般会計の赤字の程度を指標化した財政
運営悪化の度合い。
連結実質赤字比率　一般会計に、特別会計（国民健康保
険事業特別会計・後期高齢者医療特別会計）と企業会計（上
水道事業会計・大野神戸インターチェンジ周辺まちづく
り整備事業特別会計）を加えた町全体の財政運営悪化の
度合い。
実質公債費比率　地方債（借入金）の返済額等の大きさ
を指標化した資金繰りの危険度。
将来負担比率　地方債や将来支払っていく可能性のある
負担等の現時点での残高を指標化した将来の財政運営に
与える負担の度合い。
資金不足比率　公営企業の資金不足を指標化した経営状
況悪化の度合い。

� 問合せ先 �政策財政課　☎ ３5－5３6３

令和３年度健全化判断比率等（速報値）  財政の健全度を公表

経理の状況
　（１）損益計算書

収入の部 支出の部
営業収益 ２６２,０５７ 営業費用 ２３０,１４７
　給水収益 ２５７,１４８ 　原水及び浄水費 ４１,２４５
　受託工事収益 ０ 　配水及び給水費 ４７,０５４
　その他営業収益 ４,９０９ 　総係費 １５,６６０

　減価償却費 １２６,１８８
営業外収益 ２１,６８２
　受取利息 ８９ 営業外費用 １４,２８７
　雑収益 １２５ 　企業債支払利息 １４,２８７
　長期前受金戻入 ２１,４６８ 　雑支出
特別利益 ０ 特別損失 ０

収入合計 ２８３,７３９ 支出合計 ２４４,４３４
当年度純利益 ３９,３０５

（単位 : 千円） （２）貸借対照表
資産の部 負債の部

固定資産 ２,７８２,３０５ 固定負債 ５９８,８８５
　有形固定資産 ２,７８２,３０５ 　企業債 ５９８,８８５

流動資産 ５１８,８０３ 流動負債 １２９,６０２
　現金預金 ４７２,４２２ 　企業債 ８４,３１９
　未収金 ８,７９２ 　その他流動負債 ３８,０００
　保管有価証券 ３８,０００ 　未払金 ５,８５２
　貯蔵品 ６９ 　引当金 １,４３１
　貸倒引当金 △ ４８０ 繰延収益 ４５４,７１３

　長期前受金 １,０８０,７５０
　収益化累計額 △ ６２６,０３７

資本の部
資本金 １,３６７,４２４
　自己資本金 １,３６７,４２４
剰余金 ７５０,４８４
　利益剰余金 ７５０,４８４

資産合計 ３,３０１,１０８ 負債・資本合計 ３,３０１,１０８

（単位 : 千円）

業務の状況
　（１）給水戸数　　　　　７, ５３７戸
　（２）給水人口　　　　　２０, ８９２人
　（３）期間の総給水量　　２, ２０５, ０２５㎥
　（４）一日の平均給水量　６, ０４１㎥

工事の概要
（１）改良工事
　　・配水管耐震化工事他　１１５, ４５１千円
　　・量水器　φ１３㎜…２２個
　　　　　　　φ２０㎜…２８個
　　　　　　　φ２５㎜…　２個
　　　　　　　φ５０㎜…　１個

問合せ先 �建設課　☎ ３5－5３76



◎病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気または病気のピークが過ぎても集団で保育等ができないため自宅療養が必要になったとき、保護者
が仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に、家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生まで）を、専門スタッ
フのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時的に預かる事業です。
　子どもが安心して静養できるよう、また保護者が安心して預けられるよう子どもの健康と幸せを守り、保護者の
子育てと就労の両立を支援します。

◎利用方法
　町内在住の人は、大野町・池田町・揖斐川町・神戸町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設が利用できます。
利用を希望される場合は、直接次の施設で登録・申込みを行ってください。

施　　設　　名 住　　　所 電話番号
大野町 特別養護老人ホームまほろば内　病児・病後児保育「アンジュ」 大野町南方３５６-１ ０９０-１４１８-１７９６
池田町 池田ふれあいサポートセンター内　病児・病後児保育室「ひまわり」 池田町本郷１６２８-２ ４５-３９１６
揖斐川町 揖斐厚生病院本館棟５階　病児・病後児保育室「いびっこ」 揖斐川町三輪２５４７-４ ２１-１１１１
神戸町 高田医院内　病児・病後児保育室「オーロラ」 神戸町大字神戸４６８ ０８０-８０８６-８８３６
北方町 鹿野クリニック病児保育園「アリエル」 北方町高屋白木２-７７ ０５８-２０１-７２２２

岐阜市

福富医院病児保育園「すずらん」 岐阜市安食１-８７-１ ０５８-２３８-８５５５
河村病院病児保育園「クララ」 岐阜市芥見大般若１-８４ ０５８-２４１-３３１１
小牧内科クリニック病児保育園「ピノキオ」 岐阜市昭和町２-１１ ０５８-２１５-０１０１
山田病院病児・病後児保育園「ミッキー」 岐阜市寺田７-９８-１ ０５８-２５５-１２２１
矢嶋小児科小児循環器クリニック　病児病後児保育室「うりぼう」 岐阜市日野南７-１０-７ ０５８-２１４-７０７７
世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック　「セカモゲ」 岐阜市六条南２-８-２０ ０５８-２１６-３７４５

操健康クリニック　病児・病後児保育園「パンダのしっぽ」 岐阜市藪田南１-４-２０
（西館６階） ０７０-１６８３-３００３

□利用するまでのながれ
①�まずは登録してください。（利用の前に登録が必要！）
　�　登録を希望される人は、事前に「登録申請書」を希

望する施設へ提出します。
　�　登録に必要なものが利用施設により異なるので確認
してください。

　※用紙は、各施設および役場に設置してあります。
　※登録は年度末まで有効のため、毎年登録が必要です。
②利用前にＴＥＬをしてください。
　�　利用時には必ず事前に利用施設に連絡してくださ

い。症状や定員の確認を行います。
　�　施設によっては、事前に医師の診察が必要な場合が

あります。
③時間を守って送迎してください。
　�　施設から指示のあった持ち物を持参し、施設で定め

られた時間に子どもを送迎してください。

◎利用料
　１人１日２，０００円程度（施設によっては、希望者
に昼食・おやつ代が別途必要）
　ただし、診察料は別途必要。（生活保護世帯は無料）

◎利用日等
月～金曜日（年末年始と祝日を除く）
午前８時３０分～午後５時（大野町「アンジュ」）
午前８時～午後５時３０分（池田町「ひまわり」）
午前８時～午後６時（その他）
※神戸町は月・火・水・金
土曜日
午前８時３０分～午後０時３０分（大野町「アンジュ」）
午前８時～　施設によって終了時間が異なります。
※池田町・揖斐川町・神戸町は土曜休室
※�利用可能な日時は変更されることがあります。必ず確

認してください。

◎定員
　どの施設においても少人数制です。利用する前に利用
したい施設に必ず直接連絡してください。
※�施設によっては、予約時間が異なりますので事前に確

認してください。

◎持ち物
　持ち物には必ず名前を書いてください。
※�施設によって、持ち物が異なりますので事前に確認し

てください。
・必要に応じて適時検温します。
・お迎えの時に、お子様の１日の様子をお伝えします。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３5-5３7０

病児・病後児保育の登録を！
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後期高齢者医療制度に関するお知らせ
医療費の窓口負担割合制度が変わることにともない被保険者証を更新します

２割負担となる人で高額療養費の口座が登録されていない人には
岐阜県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します

・�１０月１日から、一定以上の所得のある人（※）は、現
役並み所得者（現在、窓口負担割合が３割の人）を除き、
医療費の窓口負担割合が２割になります。

・�１０月１日以降、医療機関等にかかられる際には、７月
にお届けした黄色の保険証（有効期限が９月末）に代えて、
９月中にお届けした青色の保険証（制度改正後の窓口負
担割合が記された保険証）を、必ず提示してください。

※�課税標準所得（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等
控除、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引い
た後の金額）が２８万円以上の被保険者の人およびその同一
ご世帯の被保険者の人で、年金収入 + その他の合計所得が
２００万円（被保険者がお二人以上いるご世帯の場合は、合
わせて３２０万円）を超える人をいいます。

・�窓口負担割合が２割となる人には、負担を抑えるための配慮措置があります。配慮措置が適用され、払い戻しと
なる人は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

・配慮措置の対象となる人には、９月下旬以降に申請書を郵送します。
・返送先が「大阪市西区～」と印刷された返信用封筒が同封されています。
・申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

▪�書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報の登録
をお願いすることや、ＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません。

▪�不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターに問合せてください。

問合せ先 �住民課　☎ ３5－5３6８

ご注意
ください！
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団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分
募集戸数 若干数（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料 ２ＤＫ　43,000 円／月
３ＤＫ　52,000 円／月（いずれも駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３ヶ月分

その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベー
ター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000 円以上 487,000 円以下の人（所
得の上昇が見込まれる人を含む）

・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２ヶ月
◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

� 申込・問合せ先 �建設課　☎ 35-5376　※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。

町営住宅入居者募集 礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！


