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お知らせ

年末の交通安全県民運動

◎期間
１２月１１日（日）～２０日（火）まで
◎スローガン
年末を　無事故で過ごし　よい年始
◎運動の重点　
・�夕暮れ時と夜間の交通事故防止
・�子供と高齢者を始めとする歩行
者の安全確保
・�自転車の安全利用の促進
・�悪質・危険な飲酒運転等の根絶
問合せ先 �揖斐警察署　☎ 2３-０１１０

その農地 
適正に管理できていますか？

◎遊休農地について
　近年、農業者の高齢化や相続に

よる不在地主の増加などにより耕
作放棄地や不作付地などの遊休農
地が増加しています。遊休農地は
農地としての機能を失うだけでな
く、ごみの不法投棄や病害虫の発
生など、周辺にさまざまな影響が
あります。
　遊休農地は地域の営農にも迷惑
がかかり、生活している人々の住
環境などにも悪影響をおよぼしま
す。さらに一度なってしまうと、復
元に労力や費用がかかるとともに
借り手を探すのも困難になります。
　農地の管理にお困りの場合は、
農地中間管理機構へ貸し出すか、
町農業委員会へまずは相談してく
ださい。
問合せ先 �町農業委員会（農林課）
☎ ３５-５３７３

固定資産税（償却資産）の申告
について

　町内において事業（営業・農業）
を行っている会社や個人で償却資
産を所有している場合は、地方税
法第３８３条（固定資産の申告）の
規定により申告が必要となります。
　償却資産とは、会社や個人で事業
を営んでいる人がその事業のために
用いており、減価償却の対象となる
資産（土地・家屋を除く）のことです。
具体的には機械・装置・工具・器具・
備品・構築物などがあげられます。
◎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
※�令和４年度分の申告をされている
人については、１２月中旬に令和
５年度の申告書を送付します。

提出・問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７

農地中間管理機構へ農地を貸付けませんか

◎農地中間管理機構とは
　農地の貸付けを希望する人（出し手）から農地を
一旦借受け、農地の借受けを希望する担い手農家な
ど（受け手）へ農地の貸付けを行う機関です。農地
中間管理機構は、県の指定を受けた機関で、県では
一般社団法人岐阜県農畜産公社となります。
◎メリット
・�県の指定を受けた機関が農地を借受けますので、
安心して貸し付けることができます。

・�受け手との交渉を行う必要がなく、賃借料のやり
とりなどの煩わしさもありません。

・�機構へ農地を貸付けた場合、要件を満たす地域や
出し手に対して協力金が交付されます。

◎農地貸付けの留意点
・�利用が困難な耕作放棄地や、受け手が見込まれな
い農地の借受けは行われません。
・�機構からの農地の貸付け先（受け手）の決定は、
機構に一任いただくことになります。
・�賃料は、地域の賃料水準が基本となります。
・�機構への農地の貸付期間はおおむね１０年以上が
基本となります。
・�機構が借受けてから２年間を経過しても貸付け先
が決まらない場合などは、契約が解除される場合
があります。

◎申込期限
　出し手　１２月１９日（月）　受け手　随時募集

◎農地中間管理事業の仕組み

� 申込・問合せ先 �農林課　☎ ３５-５３７３　・　�ＪＡいび川大野営農経済センター　☎ ３2-３５００
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プレミアム商品券の利用期限は
令和５年１月２０日です

　町商工会では、コロナ禍におい
て、原油価格や電気およびガス料
金を含む物価の高騰の影響を受け
低迷している地域経済の活性化を
図るため、町内で利用できるプレ
ミアム商品券を発行しました。
　商品券をお持ちの人は利用期限
までに対象店舗にて利用してくだ
さい。
　なお、商品券が使用できる対象
店舗については町商工会ホーム
ページにて確認してください。
問合せ先 �町商工会　☎ ３2－０６６７

１２月１１日は「川と道を 
美しくする運動実践の日」

　１２月の第２日曜日（１２月
１１日）を「川と道を美しくする
運動実践の日」と定めています。
美しい環境づくりのため、地域で
実施される清掃活動等への参加を
お願いします。
　また、清掃活動の実施に伴い、
１２月９日（金）～１１日（日）
まで各用水が止まりますので、火
災等には十分に注意してください。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７2

年末年始のごみ搬入

◎不燃物処理場
年末　１２月３０日（金）まで
年始　１月４日（水）～　
時間　午前９時～正午、午後１時
～４時
※１２月３０日（金）は午後３時
までに搬入してください。
◎西濃環境整備組合
年末　１２月３０日（金）まで
年始　１月４日（水）～
時間　午前８時３０分～午後４時
３０分
※１月２日（月）は搬入受付日
※�利用許可申請は１２月２８日
（水）午前中までに申請してくだ
さい。

問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７2

ごみ減量に努めましょう

◦�９月の廃棄物減量等推進審議会
において、次のとおり報告およ
び説明をしました。
・�昨年度の本町から排出された生
ごみや可燃ごみなどの一般廃棄
物排出量は４, ４５０. ２４ｔで
あり、これらは西濃環境整備組
合で処理されています。
・�処理に係る費用は燃料費や電気
料金の高騰で、年々増加傾向で
あり、今年度は１億円を超える
見込みです。
・�出されるごみの「約４８％が水
分である」「缶類やビン類等が混
入しているケースもある」ため、
費用を減少させるには、生ごみ

の水切りや、不燃物を混合させ
ないことが必要です。

◦�委員より、次の意見がありました。
・まずは正しい分別が必要
・�生ごみは水分をよく切ってから
出す。

・�草・枝葉類はすぐに出さずに、
一度乾燥させてから出す。など

◎ 一人ひとりが生ごみの減量に取
組もう

　水分を減らした生ごみは、軽く
なり、運搬する際に収集車の燃費
を向上させ、燃やす際の焼却効率
を上げる要因となります。また生
ごみを減量すれば、ごみ出しも楽
になります。さらに町のごみ処理
費用の節約にもつながります。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７2

住みよいまちづくりのため、協力を

　町では、環境保全のため、生産農家に剪定枝葉等の焼却処分につ
いて配慮いただくようお願いしています。
　住みよいまちづくりのためにも、時間帯を考えたり、事前に時間
を伝えるなど、周辺地域への配慮をお願いします。また、少量の草
木は５０センチ以下の大きさにして生ごみ等収集袋に、それ以外は
引取可能場所へ持ち込み、処分してください。

 柿の剪定枝葉・幹の引取りについて 

◎品目　柿の剪定枝・葉・幹
◎引取金額　軽トラック１車につき１００円（柿以外１㎏ごとに
１３円）
◎受入時間　午前８時～午後５時　※土曜日は不定休のため、要確認
◎休日　毎週日曜日、祝日、年末年始
※ビニールなどの紐は取り除いてください。
持込・問合せ先 �株式会社マルダイ（大環衛処分許第１号許可・五之里
１４８番地１）　☎ ３６-０３2０

 下草・剪定枝の引取りについて 

◎品目　下草、庭木の剪定枝
◎引取金額　１０㎏ごとに１００円　
◎受入時間　平日�午前８時３０分～午後４時３０分
◎休日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
※径７㎝以下、長さ５０㎝以下に切る。
※役場での事前申請が必要。
持込・問合せ先 �西濃環境整備組合（下座倉１３７５番地１）　☎３2-４１５３
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お知らせ

町有財産貸付

◎入札に付する物件
　所在　�相羽字出下８７１番２　

ほか１筆
　地目　山林
　公簿面積　１，５０２㎡
　予定価格　２３，０００円（月額）
◎貸付方法　一般競争入札
◎入札日時　令和５年１月１７日
（火）　午前１０時～
◎場所　役場２階　大会議室
※�入札への参加には完納証明書（市
町村民税）を添えて１２月２３
日（金）までに「町有財産一般
競争入札参加申込書」の提出が
必要。
※�附帯条件等を明示した参加要領
（様式等）は担当窓口にて配布。
※�予告なく入札を中止する場合が
ありますので、必ず事前に確認
してください。

問合せ先 �総務課　☎ 35-5364

大垣税務署からのお知らせ

　令和４年分確定申告からマイナ
ンバーカードやスマートフォンを
利用した申告がさらに便利になり
ます。詳しくは、国税庁ホームペー
ジ（次のＱＲコードから）をご覧
ください。
　確定申告会場は、
多数の人が来場さ
れるため、大変な
混雑が予想されます。
　新型コロナウイルス感染防止の
観点から、多くの人が来場される
確定申告会場に出向くことなく、
ご自宅のパソコン・スマートフォ
ンからの簡単・便利な「e-Tax申告」
を利用してください。
　令和４年分確定申告会場を、次
のとおり開設します。
◎期日　令和５年２月１６日（木）
～３月１５日（水）（土・日・祝日
は除く）
◎場所　大垣市民会館

※�前年の申告会場（大垣市情報工
房）から変更しています。

問合せ先 �大垣税務署　個人課税部
門　☎ ０５８４-７８-４１０１（音声案内
「２」を選択」）

募　集

脳いきいきセラピー（冬コース）

　認知症予防教室「脳いきいきセ
ラピー」を、次のとおり開催します。
　いつまでも健康で元気に生活す
るため、ぜひ参加してください。
◎内容　脳トレ、体操、レクリエー
ション　等
◎対象　６５歳以上の人
◎期日　第２・４水曜日
１月１１日（水）、２５日（水）、
２月８日（水）、２２日（水）、
３月８日（水）、２２日（水）
◎時間　午前１０時３０分～１１
時３０分　（受付：午前１０時１５
分～）
◎場所　社会福祉法人　浩仁会　
桜坂　（野４７９番地１）
◎定員　１５人�
※初めての人が優先
◎費用　無料
◎申込期限　１２月１５日（木）
※�第１～６公民館から送迎車が出
ますので、希望する人は申込時
に相談してください。

申込・問合せ先 � 地域包括支援セン
ター　☎ ３５-５３６９

催し・講座

親子ですてきなクリスマス

　親子で楽しむクリスマスコン
サートに楽器とジャンルにとらわ
れない演奏と即興演奏が魅力の注
目のユニット「３×４×Ｓ」と「う
たのおねえさん」が出演します。
お子さまには素敵なクリスマスプ
レゼントがあります。
◎プログラム
「ひいらぎかざろう」、「聖者の行
進」、「ディズニーメドレー」　ほか
◎出演等　歌のお姉さん、三味線、
チェロ、ピアノ
◎日時　１２月２５日（日）午前
１０時３０分～１１時３０分
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　大人１, ０００円　３歳
以上小学生以下５００円（全席指
定席）
※�２歳以下は保護者１人につき１
人のみ膝上無料（ただし席が必
要な場合は有料）
※総合町民センターで販売中
◎主催等
　主催　�総合町民センター管理運

営共同体
　後援　町、町教育委員会
　協力　町ＶＹＳ
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３2-１１１１

岐阜県最低賃金 
１０月１日から時間額９１０円

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトな
どを含め、県内で働くすべての労働者に適用され、次の表に掲げる
産業に従事する労働者は、該当する特定（産業別）最低賃金も適用
されます。使用者も労働者も、最低賃金額以上となっているか、必
ず確認しましょう。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金（時間額）
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

９２９円
１２月２１日から

自動車・同附属品製造業 ９７２円
航空機・同附属品製造業 ９９１円

問合せ先 �岐阜労働局賃金室　☎ ０５８-2４５-８１０４
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相　談

ひきこもり等に関する相談会

　ひきこもりは、「怠けている」訳
でも、「甘えている」訳でもありま
せん。お話をお聞きしていると、
ひきこもっている本人もその状況
に苦しんでみえることが少なくあ
りません。また、家族も、本人に
どう接すればいいのか、悩んでい
らっしゃるのではないでしょう
か。些細なことでもかまいません。
まずは、ひとりで抱え込まず、お
気軽に相談してください。
※�大人の発達障がい等の悩みも相
談してください。

◎相談日　１２月１４日（水）
◎相談時間　午後１時３０分～３
時３０分（１件あたり５０分）　
※要予約
◎相談場所　役場　町民相談室
◎相談員　西濃圏域発達障がい支
援センター　相談員
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
みごと
◎相談日　１２月８日（木）
◎相談時間　午後１時～５時
（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先 �まちづくり推進課
☎ ３５-５３７４

※�民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

ウインターイルミネーション２０２２　開催中！

　総合町民センター周辺にイルミネーションを飾り、町に明るさと
活気をもたらすよう開催します。ぜひご覧ください。
◎日時　１１月２６日（土）～令和５年１月９日（月・祝）
　　　　午後５時～９時
◎場所　総合町民センター周辺
◎主催　総合町民センター管理運営共同体

問合せ先 �総合町民センター　☎ ３2-１１１１

熱い声援をお願いします 
第２４回ＭＡＧ−ＣＵＰ少年サッカー交流大会

　この大会は、三重県（Mie）・愛
知県（Aichi）・岐阜県（Gifu）の
MAGロード（東海環状自動車道）
沿線地域の連携交流強化をはかり、
次代を担う少年（小学生）がサッ
カーを通して友情と親睦を深め、
交流の輪を広げるために開催する
ものです。
　今年は、岐阜市で開催され、大野町からは大野サッカークラブ少
年団が出場し、全３２チームの頂点をめざします。ぜひ会場にて元
気にプレーする少年たちに声援を送りましょう。
◎日時・場所
予選リーグ
　１２月１７日（土）午前９時～
� 　岐阜市北西部運動公園、岐阜市島西運動場
決勝トーナメント
　１２月１８日（日）午前９時４５分～　岐阜市北西部運動公園
◎主催　ＭＡＧ－ＣＵＰ少年サッカー交流大会実行委員会
� 問合せ先 �岐阜市基盤整備部広域事業推進課　☎ ０５８－2１４－４６９４

▲出場される大野サッカークラブ少年
団の皆さん
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相　談

人権週間特設人権相談所

　法務省と全国人権擁護委員連合
会では、１２月４日から１０日ま
でを「人権週間」と定め、全国各
地で啓発活動を実施し、特設人権
相談所を設置します。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
◎相談内容　人権問題の悩みごと
など
◎相談日　　１２月６日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　　人権擁護委員
問合せ先 �岐阜地方法務局大垣支局
総務課　☎ ０５８４－７８－３３４７

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　１２月２１日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等は諸事情により変更
となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３５-５３６９

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　１２月１２日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時
（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-2３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　１２月１２日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）
◎ 相 談 時 間　午後１時～３時�
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-2３３３

心配ごと相談

◎相談日　１２月６日（火）、１３
日（火）、２７日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 �
社会福祉協議会事務局　
☎ ３４-2１３０
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献血の実施報告
　１０月に全血献血を行いましたところ、次のように多数のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

１０月６日（木）
郡消防組合消防本部 １９人
特別養護老人ホーム　まほろば １６人

次回献血のご案内

日　　付 時　　間 場　　所 内 容
１２月２８日（水） 午後２時〜４時 役場 全血（４００ml）

　献血にご協力いただいた人には、血液型、肝機能、コレステロール
等の検査結果をお知らせしています。ご協力をよろしくお願いします。


