
◆◆◆ 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、栄養士による「栄養相談」を開催しています。
　今回は「蒸しパン」を作りました。コロナウイルス感染症の感染
防止のため一緒にクッキングをすることができませんが、栄養士が
「蒸しパン」作りを実演し、参加者に分かりやすい作り方のコツやポ
イントを話していました。そのほかに「おやつのおはなし」を聞く
ことができ積極的に質問をする参加者の姿が見られました。ちょっ
とした疑問や悩みなどを栄養士に直接相談できたり、参加者同士で
意見交流が行われる場となり、楽しまれていました。

◎１１月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…８日（火）、１５日（火）、２２日（火）
　　　　　みつばクラス…１０日（木）、１７日（木）
　　　　　よつばクラス…１１日（金）、１８日（金）
誕生会…１４日（月）／栄養相談（栄養士による）…２９日（火）

休館日 ��２日（水）、４日（金）、９日（水）、１６日（水）、２４日（木）、
３０日（水）

◎クリスマスコンサート
　マリンバを使った親子で楽しむコンサートです！！
プログラム　�おもちゃのチャチャチャ、手のひらを太陽に、�

クリスマスソング　ほか
演　奏　者　稲垣　陽介
日　　　時　１２月１８日（日）　午後１時４５分　開場
　　　　　　　　　　　　　　　 �午後２時　　　　開演 �

（演奏時間：１時間程度）
定　　　員　３０人（親子あわせて）
入　場　料　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　１２月４日（日）※定員になり次第、締切。

▲栄養教室の様子

▲蒸しパン

▲演奏者　稲垣 陽介さん

※�新型コロナウイ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、ホームページ等を確認してください。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０
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防災行政無線をアプリで確認することができます
　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報アプ
リです。発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
◎防災行政無線をアプリで受信
　各種町からのお知らせもアプリで受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。
問合せ先 �総務課　☎ ３５－５３６４



教育委員会のページ教育委員会のページ

◆町内小学校児童２０人　北海道北見市へ派遣◆
　８月２０日から２３日にかけて、小学校児童国内派遣事業が実施され、町内６
小学校の６年生２０人を北海道北見市常呂町に派遣し、無事に全行程を終えるこ
とができました。
　北見市常呂町では「ところ遺跡の森」や、農協関係の施設、漁協関係の施設等
を見学し、常呂町の文化、歴史、産業についての理解を深めました。
　さらに、常呂町岐阜地区を校区にもつ錦水（きんすい）小学校では、とても温
かい歓迎を受けました。事前に子どもたちが作り上げた大野町の紹介を行い、常
呂町の子どもたちと交流することができました。岐阜から入植され、約１２５年
経った後の児童たちとの交流は、感慨深いものがありました。
　子どもたちの中には初めて北海道に行く子たちも多く、大野町との気温差や、
サロマ湖やオホーツク海などの自然の雄大さに皆、圧倒されていました。
　この派遣事業を通して、大野町と北見市常呂町との深いつながりを知り、かけ
がえのない貴重な体験を重ねることができました。参加した子どもたちがこの経
験を活かし、大野町と北見市のかけ橋になるとともに、スケールの大きな人になっ
てほしいと願っています。

◆揖斐郡教育センターだより◆
◎郡児童生徒科学作品展・郡社会科課題追究作品展
　夏休みに、児童生徒がそれぞれの課題をもって
取り組んだ作品の審査を行い、次の皆さんの作品
が「金賞」を受賞しました。（敬称略・町関係分）
　なお、今年度の作品展は、総合町民センターに
て開催され、多くの参観がありました。ありがと
うございました。
科学作品展　研究・標本の部
　見屋井 花（北小１年）
　多賀 郁杜（大野小２年）
　見屋井 陸（北小４年）
社会科課題追究作品展
　服部 杏彩（西小１年）
　青木 桜和（南小３年）
　牧村 琉聖（揖東中１年）
◎郡読書感想文コンクール
　今年度は、郡内で、２, ２００
点以上の作品応募がありまし
た。審査会が行われ、次の作品
が「特選」を受賞しました。（敬
称略・町関係分）
課題図書の部　
　岡田 隼和（東小２年）

◎第６３回郡駅伝大会
　今年度より「周回コース」での開催となります。
　運動公園周辺周回コースで、総合成績を競いま
す。また、新たに「混合の部」を新設し、「一般の部」
への中学生の参加も可能となりました。チーム編
成の幅が広がり、参加方法の選択肢が増えました。
ご参加をお待ちしています。
日　時　１２月４日（日）小雨決行
　　　　９時開会式、１０時スタート

申込締切　 １１月４日（金）郡教育研修センター
必着

◎第１２回ぎふ清流郡市対抗駅伝大会　
　７月３０日、揖東中学校においてぎふ清流駅伝
大会選手選考会が行われました。郡内各小中学校
から、小学生１１人、中学生７
人が集まり、大会への参加を目
指して熱い走りを繰り広げまし
た。
　また、９月１０日には、岐阜
協立大学駅伝部監督　揖斐祐治
先生をお招きして「揖斐郡選手団結団式」を実施
しました。
　１０月１６日に県庁〜羽島市往復コースにおい
て、ぎふ清流駅伝大会が行われました。この大会は、
郡チームが過去２年間「郡の部」で優勝をしてい
ます。今年度も「三連覇」を目指して頑張りました。
◎教職員夏期研修
　３つの講座を開設し、郡内の教職員が参加しました。
　「教育相談・特別支援研修」では、臨床心理士か
らの「児童生徒の困り感をどうつかみ、どう支援し
ていくか」についての講話の後「個のニーズに応じ
た指導」をテーマにシンポジウムを行いました。
　「不登校対応研修」では、西濃学園高等学校の先生、
スクールカウンセラーより先進的で優れた不登校対
応や個に応じた指導の実践について学びました。
　「ＩＣＴ活用研修」では、授業や実践で活用でき
るＩＣＴ活用能力研修を実施しました。
　各研修後に行われた「還元度アンケート」の結果、

「非常に役に立った」、「役に立った」との回答を八
割の参加者から得ることができました。

▲常呂農協施設見学の様子

▲常呂町錦水小学校交流授業の様子

▲常呂自治区長表敬訪問団

▲揖斐郡選手選考会
▲審査会の様子

▲展示会場の様子

▲読書感想文審査会
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太陽光発電設備に係る固定資産税（償却資産）の申告について
　固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産（事業に用いる機械や備品等の資産）についても課税され、太陽光
発電設備（ソーラーパネル発電）も課税対象となる場合があります。次の「償却」資産に該当するものについては、
毎年１月末までに申告をする必要があります。
１　課税の対象となる太陽光発電設備

設置者 １０ｋｗ以上の太陽光発電設備（余剰売電・全量売電） １０ｋｗ未満の太陽光発電設備（余剰売電）

個人
（住宅用）

償却資産の申告対象　家屋の屋根などに太陽光発電設備を
設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電
するための事業用資産となるため、申告対象となる。

償却資産の申告対象外　売電するための事業用資
産とはならないため、申告対象外となる。

個人
（事業用）

償却資産の申告対象　個人であっても事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電・余剰
売電にかかわらず、申告対象となる。

法人 償却資産の申告対象　事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電・余剰売電にかかわらず、
申告対象となる。

２　発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの設置方法
太陽光発電設備

太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコン
ディショナー 表示ユニット 電力量計等

家屋に一体の建材（屋根材など）として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所（地上や家屋の要件を
満たしていない構築物など）に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

家屋　家屋としての評価対象となるため、償却資産としての申告は不要　　償却　償却資産に該当するため、償却資産としての申告が必要

３　申告書の提出
申告期限　令和５年１月３１日（火）
提出書類　①償却資産申告書　②種類別明細書　　
　　　※①②用紙は、税務課にあります。すでに申告をされている人については、１２月中旬に申告書を送付します。
提出先　税務課
� 問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７
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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！



特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
　物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食
料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計へ
の影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）の
支援として、１世帯５万円給付します。
◎支給対象世帯

（１）　住民税均等割非課税世帯
　基準日（令和４年９月３０日）時点で町内に住民票
があり、世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税
の世帯に対し給付します。支給対象と思われる世帯の
世帯主には町から申請書類（確認書）を１１月末まで
に送付します。
※�住民税が課税されている人の扶養親族となっている
場合は対象外。
※�令和４年１月２日以降に町内に転入した人がいる世
帯または未申告の人がいる世帯は、給付金を受け取
るには申請が必要です。

（２）　家計急変世帯
　（１）の世帯以外で令和４年１月〜１２月の収入が予
期せず減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった
世帯に対し給付します。収入目安は早見表を参照して
ください。
※�住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年
収見込額（令和４年１月〜１２月の任意の１ヶ月収
入×１２倍）が町民税均等割非課税水準以下である
ことを指します。

早見表

扶養している親族の状況 非課税相当
収入限度額

単身または扶養親族がいない場合 ９３．０万円

配偶者・扶養親族（１人）を扶養し
ている場合

１３７．８万円

配偶者・扶養親族（計２人）を扶養
している場合

１６８．０万円

配偶者・扶養親族（計３人）を扶養
している場合

２０９．７万円

配偶者・扶養親族（計４人）を扶養
している場合

２４９．７万円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり
親の場合

２０４．３万円

※�申請には、口座情報や本人確認書類のほか、給与明
細や源泉徴収票などの令和４年の収入がわかるもの、
住民票等が必要になります。

◎申請期限　令和５年１月３１日　（火）
※申請書はホームページからダウンロードできます。

� 問合せ先 �福祉課　☎ ３５-５３６9

◎特別児童扶養手当とは
◦対象者　 精神または身体に法令で定める程度の障がいを有する２０歳未満の児童を、監護または養

育している父母または養育者
◦月　額　１級　５２，４００円　　２級　３４，９００円

◎特別障害者手当とは
◦対象者　 精神または身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において

常時特別の介護を要する２０歳以上の障がい者
◦月　額　２７，３００円

◎障害児福祉手当とは
◦対象者　 精神または身体に法令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において

常時特別の介護を要する２０歳未満の障がい児
◦月　額　１４，８５０円

※条件に該当していても、所得により支給されない場合があります。
※受給には条件があります。希望される人は次まで相談してください。

� 問合せ先 �福祉課　☎ ３５-５３６9
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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について
◎目的
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費や電気・ガス料金等の物価高騰に直面する
低所得の子育て世帯の支援。

◎町独自支援
　特別給付金支給対象となった児童に、上乗せ支給

◎申請期限　令和５年２月２８日（火）

　※�支給対象者・給付額・申請方法・必要書類等詳細は、町ホームページに掲載しています。質問や不明な
点は、次まで問合せてください。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３５-５３７０

楽らく健康体操（介護予防教室）参加者募集！
◎楽らく健康体操とは
　「定期的に体を動かしてすっきりしたい」「仲間やスタッフとの交流
を楽しみたい」など、心身ともにいつまでも健康に過ごすために開催
しています。ぜひ参加してください。

◎内容
　椅子に座ってできる体ほぐし体操・自宅でもできる簡単な筋トレ・
楽しく体を動かす脳トレ

◎対象者　町内在住の６５歳以上の人

◎日時・場所

場所 曜日 実施時間 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第１公民館 第２・第４
火曜日

午後
２時～３時 ８日、２２日 １３日 １０日、２４日 １４日、２８日 １４日

第２公民館 第１・第３
金曜日

午前
１０時～１１時 ４日、１８日 ２日、１６日 ２０日 ３日、１７日 ３日、１７日

第３公民館 第１・第３
水曜日

午後
２時～３時 ２日、１６日 ７日、２１日 １８日 １日、１５日 １日、１５日

第４公民館 第２・第４
水曜日

午後
２時～３時 ９日 １４日、２８日 １１日、２５日 ８日、２２日 ８日

第５公民館 第２・第４
木曜日

午後
２時～３時 １０日、２４日 ８日、２２日 １２日、２６日 ９日 ９日、２３日

第６公民館 第２・第４
金曜日

午前
１０時～１１時 １１日、２５日 ９日、２３日 １３日、２７日 １０日、２４日 １０日

※開始前に血圧測定等を行いますので、１０分前には会場へお越しください。

◎参加費　無料

◎申込方法　事前申込不要（参加される人は、公民館へ直接お越しください）

◎持ち物
　タオル・水分補給用のお茶・屋内シューズ・運動のできる服装・マスク・健康チェック票（初めて
参加される人は初回にお渡しします）
※�新型コロナウイルス感染症への対策を十分に行って教室を実施しますが、心配な人はお休みください。

� 問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６9
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