
　バラの花が咲き誇る５月に「バラまつり大
野２０２２」を開催します。会場であるバラ
公園では、様々な種類のバラ苗の販売がある
ほか、大野町バラ苗育種家によるバラの講習
会や物産販売を予定しております。１５０種
類２０００株の多種多彩なバラの姿や香りを
お楽しみください。入場は無料です。
◇開催期間　５月１４日（土）、１５日（日）
◇時　　間　午前１０時～午後４時
◇場　　所　バラ公園
◇内　　容　〇バラ苗販売　
　　　　　　〇バラの講習会　（予定）
　　　　　　〇物産販売　

バラ苗販売について
　５月１日から５月３１日（予定）の期間において販売を実施い
たします。
　バラの生育状況により、販売日程を変更させて頂くことがあ
ります。
　販売情報については、「大野町ＨＰ」及び「大野町公式ＳＮＳ」
にてご案内いたします。
※�園内のバラ開花状況について、随時「大野町公式ＳＮＳ」で

お知らせします。
※�イベントの詳細は、広報おおの５月号にあわせてチラシを配

布予定です。
※�新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、開催内容の変

更や開催中止となる場合もございますので、ご了承願います。

「バラまつり大野２０２２」開催

大野町公式 HP 大野町公式 SNS

Instagram Twitter Facebook大野町 HP

問合せ先 �まちづくり推進課　☎ 34－1111▲バラ公園

問合せ先  
子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

◆◆◆ 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！

　２月のピヨピヨクラブでは「マラカス作り」や「足型ゆきだるま」の制作を行
いました。
　「マラカス作り」では、たまごボールの中に鈴を入れた後、好きな模様を描きま
した。また、「足型ゆきだるま」では、お子さんの足型をとった後、さまざまなシー
ルを貼って思い思いの作品を親子で楽しく制作することができました。

※�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ご確認ください。

◎４月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス（開級式）…１９日（火）、２６日（火）
　　　　　みつばクラス（開級式）…２１日（木）、２８日（木）
　　　　　よつばクラス（開級式）…１５日（金）、２２日（金）
誕生会…２５日（月）
休館日 ��６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、２７日（水）

ピヨピヨ
クラブ

※�スケジュール内容は、変更する場合があります。また、詳しい内容は、
ぱすてるへおたずねください。
※�「ピヨピヨクラブ」の申込み人数によっては、開級式の日にちを変更
する場合があります。

▲マラカス作りのようす

▲足型ゆきだるま作りのようす
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　町観光協会では、大野町の柿やバラ、文化財など全国に誇れる地域資源を観光に活用することで、当町の認
知度の向上や来訪者の増加による観光活性化を図ることに加えて、昨今のコロナ禍で暗い話題が多いなか、投
稿写真を通じて、明るい話題を提供し、地域の活力向上を図るため、大野町に関わる写真や、コロナ禍を払拭
するような町内で撮影された心温まる写真を広く募集します。

「第１０回大野町観光写真コンテスト」作品募集

⑴大野町観光協会長賞（１名）　賞状・町特産品詰め合わせセット１万円相当・賞金１万円
⑵中日新聞社賞（１名）　賞状・町特産品詰め合わせセット１万円相当・賞金５千円
⑶パーシー・ローズ賞（５名）　町特産品詰め合わせセット５千円相当
※１　やむを得ない事情により、賞品及び賞金は予告なく変更する場合があります。
※２　各賞の重複はありません。
※３　賞品及び賞金の受取は、町観光協会事務局へお越しいただける方に限ります。

申込・問合せ先 ��
〒５０１- ０５９２　大野町大字大野８０番地
町観光協会事務局（まちづくり推進課内）　☎ 34-1111
メールアドレス：kigyo@town-ono.jp

⑴応募資格　プロ・アマを問いません。（中学生以下の方は保護者の了解を得てください。）
⑵応募作品条件　応募者本人が町内で撮影されたものであり、令和３年度に町内で撮影した、町の魅力的な
光景、伝統行事やまつり、道の駅「パレットピアおおの」など町内の施設や特産品などをはじめとした、町
に関わる写真や、コロナ禍を払拭するような町内で撮影された心温まる写真を対象とします。
⑶作品サイズ　デジタルカメラ等（スマートフォン含む）で撮影した JPEG 又は PNG 形式で１０MB 以内
の画像データとします。� ※二次的な画像加工処理が施された写真データは失格とします。

⑴郵送又は持参により応募する場合　別紙応募票に必要事項（住所、氏名、電話番号、性別、年齢、メー
ルアドレス、撮影場所、写真タイトル、写真に対するコメント）を記載のうえ、CD-R などの媒体（USB
は不可）に作品の画像データを保存し、町観光協会まで提出。
　※⑴の募集方法による応募点数は１人５点までとします。
⑵SNS（Instagram）により応募する場合　町の Instagram 公式アカウントをフォローしたうえで、投
稿の際に「＃（ハッシュタグ）第１０回町観光写真コンテスト」「＃（ハッシュタグ）大野町」の２つを必
須タグとし、投稿写真をＰＲできるハッシュタグをつけて写真を投稿してください。合わせて、写真撮影
日時、撮影場所、作品タイトル、作品に対するコメントをご記入ください。尚、投稿写真の閲覧ができる
ようにしてください。
　また、応募後、投稿した画像の削除や公式アカウントのフォローを外した場合も応募が無効となります。
応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
⑶SNS（Facebook）により応募する場合　『第１０回大野町観光写真コンテスト』公式アカウントをフォ
ローしたうえで、投稿の際に「＃（ハッシュタグ）第１０回町観光写真コンテスト」「＃（ハッシュタグ）
大野町」の２つを必須タグとし、投稿写真をＰＲできるハッシュタグをつけて写真を投稿してください。
合わせて、写真撮影日時、撮影場所、作品タイトル、作品に対するコメントをご記入ください。尚、投稿
写真の閲覧ができるようにしてください。応募後、投稿した画像の削除や公式アカウントのフォローを外
した場合も応募が無効となります。応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
　※�⑵、⑶の募集方法による応募点数はそれぞれ１人５点までとします。尚、応募にあたっては、１回の投稿につき応

募できる写真は１枚とさせていただきます。１回の投稿に複数の写真を添付した場合による応募は無効となります。

賞品等

応募のきまり

応募方法

Instagram Facebook大野町 HP
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引っ越しされる皆さんは忘れずに住民票を移しましょう。
　進学や就職などで引っ越しをする際には、原則これから住む、寮・アパートが新しい住所になります。
そのため、住所の異動のある方は住民票を移す必要があります。手続方法は、引っ越し前の市区町村で
転出届を出して「転出証明書」を受け取り、引っ越し後の市区町村で転出証明書を添えて転入届を提出
することで住民票を移すことができます。
　住民票は上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備など、身近な行政サービスや選挙人名簿につながる
大切な情報です。忘れずに住民票を移しましょう。� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

普及促進キャンペーンの対象となる
マイナンバーカード受取期限は５月３１日です

　大野町では、下記の期間にマイナンバーカードを申請し、取得した方を対象として、３，０００円
分の商品券をお渡ししています。
　「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」（以下「はがき」という）が届いた方は、
はがきに記載された「受取期限」までにマイナンバーカードをお受け取りください。
◆対象者◆　下記の①および②に該当する方
①�令和３年５月１日から令和４年３月３１日までの間に、地方公共団体情報システ

ム機構においてマイナンバーカードの交付申請が新たに受理された方
②令和４年５月３１日までに大野町でマイナンバーカードを受け取った方
◆交付額◆　３, ０００円分の大野町商品券発行事務組合が発行する商品券
◆交付方法◆　マイナンバーカードを住民課窓口で受け取られた際に、直接お渡しします。
※�事業開始日（１２月１日）より前にマイナンバカードを受け取られた対象者には、１２月に商品券

を発送しました。
� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

マイナンバーカード交付の休日窓口の開設（事前予約制）
　平日業務時間内の来庁が難しい方を対象に、次のとおり休日窓口を開設します。ご利用される方は、
電話にて事前予約が必要です。
◎日　　時　�４月１０日（日）・４月２４日（日）　午前８時３０分から正午、午後１時から４時３０分
◎場　　所　役場住民課窓口
◎対 象 者　�マイナンバーカードを申請した後「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通

知書」（以下「はがき」という）が届いた方
◎予約方法　�住民課へ電話して「マイナンバーカードの受け取りの予約」と伝

えてください。電話予約時間は、平日の午前８時３０分から午後
５時１５分です。次のことをお尋ねしますのでお答えください。

　　　　　　・予約を希望する日時
　　　　　　・氏名と生年月日
　　　　　　・連絡の取れる電話番号
◎注意事項　 予約は先着順で人数に限りがあります。予約の日にお越しいただいた際に必要なもの等

がそろっていない場合は、交付ができませんので、はがきにてご確認の上お越しください。
　マイナンバーカードを申請後、カードが作成されるまで約１か月かかります。交付の準備ができま
したら郵便で案内はがきを送付しますので、申請者本人が必要書類を持ってご来庁ください。平日業
務時間内に来られる際には予約は不要ですが、混雑のためお待ちいただく場合があります。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１
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　下記の表に該当する人に負担軽減を図ることを目的とし、医療費の一部を助成するものです。

名　称 対　象　者 所得制限

乳幼児
医療費助成

乳幼児…０歳から小学校就学前までの子（外来+入院）
小中学生…小学１年から中学３年終了までの児童及び生徒（外来+入院）
高校生等…１６歳になる年度始めから１８歳到達後の年度末までの子（入院のみ）

なし

重度心身障害者
医療費助成

身体障害者手帳（１級、２級、３級）をお持ちの方
療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ｂ１）をお持ちの方
精神保健福祉手帳（１級、２級）をお持ちの方

あり

母子家庭等
医療費助成

１８歳到達後の年度末までの児童及び生徒を養育している配偶者のいない母又は養育者と
その児童及び生徒　※養育者の場合は児童及び生徒のみ対象 あり

父子家庭
医療費助成 １８歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者のいない父とその児童及び生徒 あり

・各助成制度に応じて、申請により受給者証を発行します。※高校生等は受給者証の発行はありません。

〈助成内容と方法〉
　受診の際は、福祉医療費受給者証を提示してください。
　保険診療分のみ窓口で無料になります。（保険診療外
の分は自己負担になります。）
※�高校生等の方の入院費は医療機関の窓口で自己負担額

を一旦お支払いいただき、診療月の翌月１日から起算
して２年以内に町へ申請することにより、内容を確認
のうえ支給します。

　申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

〈岐阜県以外の医療機関等で受診されたとき又は治療用
補装具を作ったとき〉
　一旦自己負担になりますが、領収書等必要なものを持
参し、医療費を支払った日の翌日から起算して２年以内
に手続きをしていただくと医療費の支給となります。
　申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

〈医療費が高額になる（なった）場合〉
　加入されている健康保険が発行する限度額適用認定証
の利用をお願いします。
　高額療養費に該当したときは、大野町より健康保険へ
代理申請を行いますので、ご連絡をさせていただく場合
があります。

〈変更があるとき〉
　住所や加入している保険、手帳等に変更があった場合
は変更手続きをしてください。内容によっては大野町が
負担した医療費を返還していただくことがあります。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

大野町福祉医療費助成制度とは…？
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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（駐車場１台、２㎡の物置を含む）
３ＤＫ　52,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３か月分
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か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、又は同居しようとする親族があること
・現に町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、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か月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２か月
◇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　☎ 34-1111　※�詳しい内容は役場HP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！



令和４年度狂犬病予防注射について
　狂犬病予防法により、生後９１日以上の全ての犬の登録と、４～６
月までの間で年１回の予防注射が義務付けられています。（新型コロナ
ウイルスの影響を鑑みて、やむを得ない事情がある場合は、１２月末
までに予防注射を受けた場合も４～６月までに受けたこととみなすと、
国から通達がありました。）
　今年度は下記の日程で実施します。なお、都合により会場で受けら
れない方は、動物病院にて予防注射を受け、役場に注射済証の届出を
していただきますようお願いします。

注射手数料（１頭あたり／消費税含む） ３，２００円
【内訳】注射料金
　　　 狂犬病予防注射済票交付手数料

２，６５０円
５５０円

新規登録手数料（１頭あたり／消費税含む） ３，０００円

令和４年度狂犬病予防注射日程
月　日 実�施�時�間 実�施�場�所

４月１１日
（月）

１０: ００～１０: ４０ 上秋南集荷場（羽根公民館）
１１: ００～１１: ４０ 第３公民館
１３: ２０～１４: ３０ 第２公民館

４月１２日
（火）

１０: ３０～１０: ５０ 牛洞区コミュニティセンター
１１: １０～１１: ４０ 第４公民館
１３: ２０～１４: ００ 第５公民館
１４: ２０～１４: ４０ 東区公民館

４月１３日
（水）

１０: １５～１０: ５５ 第６公民館
１１: １５～１１: ４５ 相羽公民館
１３: ２０～１３: ４０ 中之元公民館
１４: ００～１４: ５０ 大野町役場

※�実施時間に多少のずれが発生する場合もございますのでご了承ください。

町有墓地使用者募集のお知らせ
　町有墓地の使用者を随時募集しています。
○申 込 資 格 者　町内に本籍又は住所を有する人
○墓 地 の 概 要　墓地の名称：大野町西霊園
　　　　　　　　　　墓地の所在：瀬古４８１番地
　　　　　　　　　　区画面積：（１区画）１．４４㎡（奥行×間口：１. ２ｍ×１. ２ｍ）
　　　　　　　　　　使用料：（１区画）７２，１００円（許可時）
　　　　　　　　　　管理料：（１区画）１，０００円／年（毎年１月）
　　　　　　　　　　　※空き区画については、お問い合わせください
　　　　　　　　　　　※使用区画は、申請順に選択できます
　　　　　　　　　　　※申請は１戸につき３区画以内です
○申請に必要なもの　印鑑

　※その他申請書類を窓口にてご記入いただきます。� 問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１

〇�狂犬病とは

【どんな病気？】
　狂犬病は人をはじめ、すべ
ての哺乳類及び鳥類に感染し
ます。現在のところ治療法も
なく、一度発病してしまうと、
必ず死亡してしまう恐ろしい
病気です。

�【狂犬病を防ぐには？】
　狂犬病は現在のところ、一
度発病すると治療法はありま
せん。そのため予防が極めて
重要になってきます。
　そこで重要となるのが狂犬
病予防接種です。昭和２５年
に狂犬病予防法が施行され、
飼い犬の登録と狂犬病予防注
射が義務付けられています。

問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１
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●納付できる税目・納期限●
科目

納付月

町県民税
（普通徴収） 固定資産税 軽自動車税

（種別割）
国民健康保険

税
期別 期別 期別 期別

納期限 納期限 納期限 納期限

４月 第１期 全期
５月２日 ５月２日

５月 第１期
５月３１日

６月 第１期 第２期
６月３０日 ６月３０日

７月 第２期 第３期
８月１日 ８月１日

８月 第２期 第４期
８月３１日 ８月３１日

９月 第５期
９月３０日

１０月 第３期 第６期
１０月３１日 １０月３１日

１１月 第７期
１１月３０日

１２月 第３期 第８期
１２月２６日 １２月２６日

１月 第４期 第９期
１月３１日 １月３１日

２月 第４期 第１０期
２月２８日 ２月２８日

町税をスマートフォンでご自宅からかんたん納付！
　町税を納付するために外出しなくても、スマー
トフォン決済アプリを利用して、ご自宅で簡単に
納付することができます。

●利用できるスマートフォン決済アプリ●
　PayPay　LINEPay　　楽天銀行アプリ　
　PayB（ペイビー）　auPAY
●利用方法●
①�スマートフォンに決済アプリをダウンロード

し、氏名や銀行口座など必要事項を登録する。
②�納付書のバーコードを読み取り、決済内容を確

認し、支払い完了。
※�利用できる金融機関や必要なアプリは各社の

ホームページ等を確認してください。
※�納付期限（有効期限）を過ぎた納付書は利用で

きません。
※�領収証書は発行されません。軽自動車の継続検

査用証明書が必要な場合は、税務課までご相談
ください。
問合せ先 �

　　　　　�税務課（国民健康保険税を除く町税）
　　　　　�住民課（国民健康保険税）☎ ３４-１１１１

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、子育て世帯を支援するため、支給対象となる
児童１人につき１００, ０００円の臨時特別給付金
を支給しています。

◆支給対象児童（次の①から③に該当する児童）
①��令和３年９月分の児童手当（本則給付）の支給

対象児童
　�※�令和３年１２月２４日に振込済（一部②に該

当する児童を含む）
②��平成１５年４月２日から平成１８年４月１日ま

でに生まれた児童（高校生等）
③��①以外の児童で、令和４年３月３１日までに生

まれた児童（新生児）

◆申請について
　公務員の方や、支給対象児童のうち②（既に本
給付金を受給した児童を除く）に該当する児童に
係る給付金の申請受付は、終了しました。
　※�③に該当する児童に係る給付金の申請期限は
４月１５日（金）です。

　申請方法や申請期限等の詳細は、広報おおの１
月号または町ホームページをご確認ください。

～本給付金を受給していない
 対象児童の現養育者の方へ～
　令和３年９月以降の離婚（離婚協議中）で前
養育者へ本給付が支給された場合や養子縁組等
で新たに対象児童の養育者となった場合でも、
要件を満たせば現養育者の方が本給付を受給す
ることができます。

◆支給対象者
・�原則令和４年３月分の児童手当受給者となった

方（支給対象児童が高校生等の場合は、令和４
年２月２８日時点で当該児童の養育者である者）

◆申請期限
　４月２８日（木）まで
※�給付金を受給した前養育者から給付相当額
（１０万円相当）を受け取っている場合や前養
育者が支給対象児童のために給付相当額

（１０万円相当）を費消している場合は、その
額を１０万円から控除した額を支給します。

※�申請者の状況により、提出書類等が異なりま
すので事前にご相談ください。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ 34-1111

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金についてのお知らせ
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　町では、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、新生活の費用を支援することで婚
姻数の増加を図り、少子化対策に寄与することを目的に、結婚に伴う新生活に係る住居費や引
越し費用の一部を補助します。

結婚新生活支援事業

◎補助対象世帯
※�次の条件をすべて満たす世帯が支援の対象

となります。

１�　令和４年４月１日から令和５年３月３１
日までの間に婚姻届を提出し受理された夫
婦であること。

２�　申請時において、夫婦ともに大野町に住
民登録がされていること。

３�　大野町に１年以上定住する意思がある夫
婦であること。

４�　婚姻日における年齢が夫婦ともに３９歳
以下で、かつ夫婦２人の年間合計所得が
４００万円以下であること。

５�　申請時において、夫婦ともに町税等の滞
納がないこと。

６�　他の公的制度による家賃補助等による補
助金を受けていないこと。

７�　過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を
受けていないこと。

◎補助対象
１　住居費
　　①住宅購入費
　　②�住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金〈保

証金等これに類する費用を含む。〉、共
益費、仲介手数料）

　　※勤務先からの住宅手当支給分は除く。
　　③�住宅リフォーム費用（住宅機能の維持

又は向上を図るために行う修繕、増築、
改築または設備更新等の工事費用（倉
庫、車庫、門扉、フェンス、植栽等の
外構に係る工事費用、エアコン、洗濯
機等の家電購入、設置に係る費用を除
く。）

２�　引越し費用（引越業者と運送業者に支
払った費用）

　　※�令和４年４月１日から令和５年３月
３１日までの間に支払われたものが対
象となります。

◎補助金額
　１世帯あたり最大３０万円

◎申請方法
　申請書に次の書類を添えて、提出して下さ
い。
　①戸籍抄本または婚姻届受理証明書
　②夫婦の所得証明書
　③�住宅の工事請負契約書、売買契約書と領

収書の写し�
（住居費における住宅購入の場合）

　④�住宅の賃貸契約書と領収書の写し�
（住居費における賃借の場合）

　⑤�住宅手当支給証明書�
（住居費における賃借の場合）

　⑥�住宅の工事請負契約書または請書と領収
書の写し（住宅のリフォーム費用の場合）

　⑦�引越しに係る領収書の写し�
（引越し費用の場合）

　⑧�貸与型奨学金を返済したことがわかるも
の（貸与型奨学金の受給者の場合）

申請・問合せ先

政策財政課　☎ ３４-１１１１
（平日午前８時３０分から午後５時１５分　
土日祝日及び年末年始を除く。）

結婚に伴う新生活に係る費用を支援します！
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■高校生の通学バス・鉄道定期代を補助します！
高校生通学定期券等補助事業
◎補助対象者　�町内にお住まいの方で、学校教育法に規定する高等学校又は高等学校と同等

の課程と認められる課程に修業している高校生の保護者の方
◎補�助�対�象　�バス：岐阜バス、名阪近鉄バス、揖斐川町ふれあいバス、スクールバス
　　　　　　　鉄道：樽見鉄道、養老鉄道
◎補�助�内�容　通学定期券購入費用の３分の１（１００円未満の端数切捨て）を補助
◎申�請�方�法　�在学を証明する書類（学生証、合格通知書等）の写し、通学定期券の写し（スクー

ルバス利用者は、その料金の領収書）を添えて、申請書を提出してください。
※�定期券は、有効区間、期間、氏名、購入金額等の記載情報が確認できるようにコピーして

ください。
※�まとめて申請する場合は、補助対象期間分のすべての定期券の写しを用意するなど、十分

に注意してください。
※�定期券の有効期間に、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの期間を含む定期券

が補助対象です。

■アユカ（新規・積み増し）の助成をします！
定期路線乗合バス乗車券助成事業
アユカ新規交付助成
◎助成対象者　町内にお住まいの方
　※ただし、交付は１年度あたり１世帯１枚限り（積み増し助成との重複利用は不可）
◎助�成�内�容　�申請時に１, ０００円を町窓口でお支払いいただき、後日３, ０００円分（２,

５００円分の乗車料金と５００円分の保証金）のアユカカードを郵送します。

アユカ積み増し（チャージ）助成
◎助成対象者　既にアユカカード（定期券を除く。）をお持ちで、町内にお住まいの方
◎助�成�内�容　積み増しした乗車料金のうち２, ０００円を上限として助成
　※ただし、助成は１年度あたり１世帯１回限り（新規交付助成との重複利用は不可）
　※�積み増しの領収書は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの領収書を有効と

し、それ以前の日付の領収書は無効です。
◎申�請�方�法　新　　規：身分証明書を持参し、申請書を提出してください。
　　　　　　　積み増し：身分証明書を持参し、領収書を添えて申請書を提出してください。
　※新規交付の場合は、アユカカードの作成に日数を要するため、後日郵送となります。
　※ �ayuca（アユカ）とは、バス車内の専用機器にタッチするだけで、簡単に運賃精算がで

きる IC カードです。１枚のカードに何度でもチャージして繰り返し利用できます。

令和４年度
　 公共交通に関する補助事業について

　町では、住民の皆さんの定住促進、学生（学生の保護者）の経済的負担の軽減と公共交通の利用
促進を図るために、補助事業を実施しております。
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■高速バス「にしみのライナー」の回数券購入の助成をします！
高速バス回数乗車券購入助成事業
◎助�成�対�象　�名阪近鉄バスが販売する、にしみのライナーの道の駅「パレットピアおおの」

と名古屋駅間を乗車できる回数券の購入費用
◎助成対象者　にしみのライナーを利用する町内にお住まいの方
◎助�成�内�容　購入した回数券の料金のうち２, ０００円を助成
　※ただし、助成は１年度あたり１世帯１回限り
　※�申請書に添付していただく領収書または事前に購入をしたことがわかる書類は、令和４

年４月１日以降の購入分が補助対象となります。
◎申�請�方�法　�身分証明書を持参し、領収書または事前に購入をしたことがわかる書類等を

添えて申請書を提出してください。

■ 高速バス「にしみのライナー」で通学する学生の定期券
等購入の補助をします！

学生通学定期券等購入補助事業
◎補�助�対�象　�名阪近鉄バスが販売する、道の駅「パレットピアおおの」から名古屋駅間を乗

車できる、にしみのライナーの定期券または回数券の購入費用
◎補助対象者　�通学のために、にしみのライナーを利用する町内にお住まいで、学校教育法

に規定する高等専門学校、専修学校、大学及び短期大学（大学院を除く。）に
修学している学生

◎補�助�内�容　・通学定期券：１ヶ月あたり５, ０００円を補助
　　　　　　　・回　数　券：�回数券購入費用の３分の１（１００円未満の端数切捨て）を

補助（１ヶ月あたり上限５, ０００円）
　※�定期券については令和４年４月１日以降の利用分、回数券については令和４年４月１日

以降の購入分が補助対象となります。
　※１ヶ月につき、定期券または回数券のいずれか１つのみの申請となります。
　※補助期間は、入学年度から学生が修学する各大学等が定める修業年限までとなります。
◎申�請�方�法　�在学を証明する書類（学生証の写し、在学証明書等）、購入した定期券の写し

または回数券を購入したことがわかる書類（領収書、企画券等）を添えて、
申請書を提出してください。

　※�定期券に、有効区間、有効期間、発売日、利用者氏名（定期券のみ）、購入金額のうちい
ずれかが記載されていない場合は、領収書または発行証明書を添付してください。

　※�まとめて申請する場合は、補助対象期間分のすべての定期券等の写しを用意するなど、
十分に注意してください。

　上記の公共交通に関する補助を受けるためには、対象世帯全員に町税等の滞納がないことが要件
です。また、未成年者が申請される場合は、保護者の同意が必要となります。公共交通に関する補
助の申請期間は令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとなっておりますので、期間内の手
続きをお願いいたします。

� 申請・問合せ先 �政策財政課　☎ ３４-１１１１（平日午前８時３０分から午後５時１５分　土日祝日及び年末年始を除く。）
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
（１０万円 / １世帯）のご案内

■バスの運行情報（現在地・遅延状況）が確認できます！
名阪近鉄バス　バスロケーションシステム
　名阪近鉄バスでは、令和４年３月１日から、
道の駅「パレットピアおおの」と名古屋駅を結
ぶ高速バス「にしみのライナー」にて、バスの
位置情報を表示する「バスロケーションシステ
ム」のサービスが開始されています。にしみの
ライナーをご利用の際は、ぜひご利用ください。
◎バスロケーションシステムについて
　バスに搭載されるＧＰＳ信号を利用して、バ
スの現在地や遅延状況などをスマートフォンや
パソコンなどでリアルタイムに表示するシステ
ムです。これにより、バスが「今どこにいるの？
いつ来るの？」がわかり、大変便利になります。
◎バスロケーションシステムのＵＲＬ
http://buscatch.jp/rt/top.php?id=ogaki-city
※�または、右の二次元バーコード

からご利用ください。
問合せ先 �名阪近鉄バス（株）

乗合バス営業部　☎ ０５８４-８１-３３２６
（平日午前９時から午後６時　土日祝日除く。）

岐阜バス　バス運行情報提供サービス
　岐阜バスでは、各バス停に掲出の二次元バー
コードを読み取ることで、運行情報を確認する
ことができるサービスを実施しています。岐阜
バスをご利用の際は、ぜひご利用ください。

（出典：岐阜バスホームページ）

問合せ先 �

　　（運行情報提供サービスについて）
　　　岐阜バス営業管理部　☎ ０５８-２４０-８８１５
　　（運行について）
　　　岐阜バス柿ヶ瀬営業所　☎ ０５８-２９３-５１２２

〇家計急変世帯
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少
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。（申請書はホームページからダウンロード
できます。）
※�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３年の収入がわ
かるもの、住民票等が必要になります。

〇申請期限　令和４年９月３０日
※�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３年１月以降の任意の１か
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。

注意：�新型コロナウイルス感染症の影響ではない
収入減少により給付を申請した場合、不正
受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

早見表

扶養している親族の状況
非課税相当収入

限度額
単身又は扶養親族が

いない場合
９３．０万円

配偶者・扶養親族（１名）
を扶養している場合

１３７．８万円

配偶者・扶養親族（計２名）
を扶養している場合

１６８．０万円

配偶者・扶養親族（計３名）
を扶養している場合

２０９．７万円

配偶者・扶養親族（計４名）
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

問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１
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　いつまでもいきいきとした生活を送ることができるよう、各地区の公民館で楽らく健康体操
教室を開催します。定期的な運動や仲間との交流を行うことで、心身ともに健康に過ごしましょ
う！外出できる場所がない、運動機会を作りたい等の思いをお持ちの方は、是非ご参加くださ
い。
◎対 象 者　町内在住で６５歳以上の方
◎開催場所　第１～第６公民館
◎実 施 日　�毎月１～２回　※教室の日程表は各地区の公民館に

置いてあります。
◎参 加 料　無料
◎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
◎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（初めて参加される方は初回にお渡しします）
◎申込方法　参加される方は直接、教室へお越しください。
※�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、心配な方はお休み

ください。新型コロナウイルス感染症が落ち着いた頃からの参加も大歓迎です。

� 問合せ先 �地域包括支援センター　☎ ３４－１１１１

　男性同士で楽しく集い、脳の健康作りを学ぶ教室です。
　理学療法士が体を動かしながら脳を刺激する「コグニサイズ」を行います。いつまでもいき
いきとした生活が送れるよう「脳活」に取り組みましょう！
◎対 象 者　６５歳以上の男性
◎開催場所　大野町福祉センター　２階　ホール
◎実 施 日　４月から毎月第２月曜日（祝日は第３月曜日）（１２回）　午後２時～３時
◎定　　員　２０名程度
◎参 加 料　無料
◎申込方法　下記までお電話にてお申し込みください。（途中月での参加可）

申込・問合せ先 �

地域包括支援センター
　☎ ３４－１１１１

令和４年度 楽らく健康体操教室 参加者募集

脳活メンズクラブ　参加者募集
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まちのお知らせ


