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お知らせ

敬老会のお知らせ

　町では、次のとおり敬老会を開
催します。
　超高齢化社会を迎え、町におい
ても近年高齢者数が増加してきた
ことに伴い、会場の収容人数の関
係により、今年度から、ご招待さ
せていただく対象年齢を年度内に
８０歳以上となられる人とさせて
いただきます。ご理解のほどよろ
しくお願いします。
◎対象者　昭和１８年３月３１日
までに生まれた人
◎日時　９月１９日（月・敬老の
日）午前１０時～
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
※�招待状は８月中・下旬にお届け
する予定です。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６9

児童扶養手当現況届について

　現在、児童扶養手当の認定を受
けている人は、児童扶養手当に係
る現況届を提出する必要がありま
す。対象者の人には、８月上旬ま
でに現況届および関係書類を送付
しますので、８月末までに必要書
類を添えて提出してください。
問合せ先 �子育て支援課　
☎ ３５-５３7０

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
に様々な影響があります。
　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及ぼします。
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

８月は不適正森林開発防止	
キャンペーン期間

　森林を開発するときは、届けを
出し、許可を受ける必要がありま
す。
　たとえ自分の山でも、森林を伐
採するときには、あらかじめ届出
をする必要があります。森林内で
不審な立木伐採や掘削、建築物を
見かけたらお知らせください。
問合せ先 �農林課　☎ ３５-５３7３
揖斐農林事務所�林業課　
☎ ２３-1111

８月１日は水の日	
水の週間　８月１日～７日

　８月は１年で水の使用量がもっとも増える月です。
　「水」は、私たちの飲み水をはじめ洗濯、お風呂など日常生活に欠かすことのできない非常に大切なもの
です。　
　当町の上水道は深井戸から揚水しており、町民の皆さんに安全で衛生かつおいしい水を安心して利用し
ていただくために、水質検査計画を定め、法令に基づいた水質検査を毎月実施し定期的に公表しています。
　なお、水質検査結果は、すべての水源地で基準値に適合しています。
　この機会に普段の生活での水との関わりを振り返り、貴重な資源である水の大切さについて、今一度考
えてみましょう。

◎水道水の水質基準項目（令和４年６月８日実施）

項目 基準値 第二水源地 第三水源地 第四水源地 第五水源地

一般細菌 １００CFU/ ｍ L�
以下 ０ ０ ０ ０

⼤腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン ２００mg/L 以下 ２．５ ２．５ ２．９ ２．５
有機物

（全有機炭素TOCの量） ３mg/L 以下 ０．３未満 ０．３未満 ０．３未満 ０．３未満

PH値 ５. ８～８. ６ ７．０ ７．０ ７．２ ７．０
味 異常のないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常のないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 ５度以下 ０．５未満 ０．５未満 ０．５未満 ０．５未満
濁度 ２度以下 ０．１未満 ０．１未満 ０．１未満 ０．１未満
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電柱や鉄塔にカラスの巣を	
発見したら連絡を！

　カラスは２月頃より営巣活動を
開始します。カラスの巣が原因で
停電が発生することがありますの
で、発見した際には連絡してくだ
さい。
　針金などの金属類で作られた巣
は特に停電の原因となりやすいた
め、使用していない鉄製のハン
ガーは放置されないようお願いし
ます。
　地上から２ｍ程度の位置にある
中電マーク番号札（電柱番号）を
確認していただけると、場所の特
定が容易となります。
　「カラスの巣確認済」シート（黄
色のシート）が巻いてある電柱は、
既に状況を確認しておりますの
で、連絡は不要です。
問合せ先 �
中部電力パワーグリッド（株）
大垣営業所　☎ ０1２０-9２４-５17

催し・講座

ティータイムコンサート	
音楽と舞、映像のライブ

　土曜の午後、楽しい音楽、知っ
ている曲で心豊かな時を過ごしま
せんか。
◎出演　浅野未希（ヴァイオリ
ン）、ネシェ（ベリーダンサー）、
堺谷一志（ベーシスト・映像）、他
プレイヤー（ピアニスト、ドラム）
◎曲目　「情熱大陸」「星に願いを」
「ボレロ」ほか
◎日時　９月１７日（土）　午後２
時開演（午後１時３０分開場）
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
◎入場料　５００円（ワンドリン
ク付全席自由席）
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※�８月６日（土）から総合町民セ
ンターで販売
※�未就学児の入場はご遠慮くださ
い。

※�新型コロナウイルス感染症の感
染状況によってはドリンクの提
供を中止する場合があります。
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３２-1111

住民税均等割非課税世帯等への「臨時特別給付金」について

　住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響によ
り家計急変のあった世帯に対し、臨時特別給付金を１世帯当たり
１０万円支給します。給付金を受給するためには手続きが必要です。

１　住民税均等割非課税世帯
〇支給対象
　令和４年６月１日時点で町内に住民票があり、令和４年度の世帯
全員の住民税均等割が新たに非課税となった世帯。（既に住民税均等
割非課税世帯等臨時特別給付金１０万円を受給されている世帯や給
付金をうけた世帯主であった人を含む世帯は除く）
※�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）
を送付しましたので手続きをお願いします。

〇申請期限　９月３０日
※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３年１２月１１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月以降、新型コロナウイルス感染症
の影響により収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住
民税均等割非課税世帯と同様の事情と認められる世帯。（申請書や収
入の目安はホームページから確認できます）
〇申請期限　９月３０日　

物価高騰総合緊急対策　住民税均等割非課税世帯への	
「臨時特別給付金（町独自）」について

　コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金も含む物価高騰の影
響を受けた人の負担軽減のため、町独自の政策として次のとおり実
施します。　
　住民税均等割非課税世帯等臨時特別給付金１０万円を既に支給さ
れた世帯で、令和４年度の住民税均等割が非課税の世帯に追加とし
て３万円支給します。
※�支給対象と思われる世帯の世帯主には町から案内通知を送付しま
す。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５-５３６9
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募　集

史跡野古墳群乾屋敷古墳	
発掘ボランティア募集

いっしょに古墳を発掘しませんか？
　乾屋敷古墳は野古墳群で最初に
築造された古墳です。

　昨年度から古墳の保存・整備方
法を検討するため発掘調査を実施
しています。
◎調査日時　９月中旬以降の平日
（１週間程度の予定）　午前９時～
午後５時（雨天時は作業を行いま
せん）

◎申込資格　町内在住者で、事前
説明会へ参加可能な人（９月上旬
予定）
◎申込方法　文化財調査室窓口も
しくは電話で住所・氏名・年齢を
伝える。
◎申込期限　８月３１日（水）
問合せ先 �生涯学習課（文化財調査
室）　☎ ３５-５３79

ぶらっと揖斐郡！	
周遊キャンペーンについて

　郡ブランド推進協議会では「第
４弾　ぶらっと揖斐郡！周遊キャ
ンペーン」を開催しています。ス
マホアプリ「いびぶら」でスタン
プを集めて応募し、郡内の農産物
など特産品を当てましょう。
◎応募方法　スマホアプリ「いび
ぶら」に登録されている対象店舗
を利用し、スタンプを１０個集め、
応募する。
◎応募期限　９月３０日（金）
※�応募者の中から厳正な抽選のう
え、８０人に特産品をプレゼン
ト！
※�当選者の発表は賞品の発送を
もって代えさせていただきま
す。
　詳しくは揖斐郡
ブランド推進協議
会ホームページ
（QRコード）を参
照してください。
問合せ先 �農林課　☎ ３５-５３7３

田んぼダムをご存じですか？

　近年の気候変動による降雨の局地化や雨量の増大により、各地で大きな災害が発生しています。町においても、
短時間で局地的に激しい雨が降り、三水川の水位が急激に上昇、三水川に接続する排水路が越水し、道路等が
冠水したことがあります。
　このような洪水被害を軽減する取り組みとして、田んぼダムがあげられます。
◎田んぼダムとは　水田が持つ水を貯める機能
を利用するため、大雨時に雨水を一時的に水田
に貯留し、排水路や河川への流出を抑制するこ
とで、洪水被害を軽減する取り組みです。
　洪水被害防止のためには、地域一帯となって
取り組むことが大切です。
問合せ先 �農林課　☎ ３５-５３7３

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。
◎農地中間管理事業の仕組み　　　　　　　　◎申込期限

出し手　８月１９日（金）
受け手　随時募集
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

出典：農林水産省 web サイト
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ツール・ド・西美濃２０２２	
参加者募集

　「ツール・ド・西美濃２０２２」は
西美濃を舞台に、サイクリングを
しながらスマートフォンを利用し
た位置情報アクティビティです。
アプリ上で設定されたスポットを
訪れたりして獲得したポイント数
を競い合います。さらに今年度は、
人気ユーチューバーと西美濃エリ
アを巡るサイクリングツアーを新
設しました。西美濃エリアの歴史
や文化、地元の商店や生産者と交
流しながら西美濃をテーマパーク
のように楽しんでください。なか
なか遠出がしにくい今こそ、身近
な街を自転車で巡る「ご近所再発
見」を楽しんでみませんか。
◎参加資格　全国各地のサイクリ
ング初心者から上級者までのすべ
ての人（今後の社会情勢を鑑み、
変更となる場合があります）
◎開催期間　８月１０日（水）～
１０月１０日（月）
◎サイクリングツアー申込期限
第１回　初心者向けコース　�
８月２１日（日）
第２回　中・上級者向けコース　�
９月１１日（日）
※応募人数が多い場合は抽選。
※参加費無料
※�詳しくは「ツー
ル・ド・西美濃
２０２２」公式
ホームページを
ご覧ください。
問合せ先 �ツール・ド・西美濃実行
委員会　https://tour-de-nippon.jp/
ridearound-tourdenishimino/

自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

防衛⼤学校
１８歳以上�
２１歳未満の
高卒者（見込含）
または、�
高専３年次�

修了者（見込含）�
（令和５年�
４月１日現在）

推薦
９月５日～
９日

９月２４日・２５日

総合選抜 ［１次］９月２４日　
［２次］１０月２９日・３０日

一般 ７月１日～
１０月２６日

［１次］１１月５日・６日　
［２次］１２月６日～１０日のうち１日

防衛医科�
⼤学校

医学科学生 ７月１日～
１０月１２日

［１次］１０月２２日　
［２次］１２月１４日～１６日のうち１日

看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

７月１日～
１０月５日

［１次］１０月１５日　
［２次］１１月２６日・２７日のうち１日

※新型コロナウイルス等の影響により変更の場合あり
問合せ先 �自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ ０５８４－7３－11５０

郡教育研修センター

　本年度の児童生徒文化事業を開催します。ぜひ見学してください。
①郡児童生徒科学作品展・郡社会科課題追究作品展
　展示部門　�児童生徒科学作品展（研究の部・採集の部・科学工作の部）
　　　　　　�社会科課題追究学習作品展（研究ノート、新聞、レポー

ト等、社会科の研究作品）
　日時　９月３日（土）・４日（日）午前１０時～正午、午後１時～３時
　場所　総合町民センター
②郡図工・美術作品展、ふれあい作品展
　展示部門　平面の部・立体の部
　日時　�令和５年１月２０日（金）～２２日（日）午前９時～午後

４時、２４日（火）午前９時～正午
　場所　揖斐川町　地域交流センター　はなもも
③郡読書感想文コンクール
　優秀作品は「郡読書感想文集」に掲載します。
④ほほえみ教室について
　郡内不登校小中学生の社会的自立を促し、学校生活への復帰を支
援する「ほほえみ教室」を開室しています。電話による「教育相談」
も受付けています。お気軽に相談してください。

教育相談専門ダイヤル　☎ ４４-1２６８

県文化財保護センターサテライト展示開催

　県文化財保護センターが発掘調査した町の
遺跡の出土品を一部公開します！
◎内容　六里遺跡の出土遺物を展示
◎日時　８月２日（火）～９月２９日（木）
　午前１０時～午後４時（月曜・祝日休館）
◎場所　町埋蔵文化財センター�
　（大野あけぼのミュージアム）
問合せ先 �県文化財保護センター　☎ ０５８-２３7-８５５０
町埋蔵文化財センター　☎ ０５８５-３６-1８８８
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募　集

８０２０運動　表彰のお知らせ

　 西 濃 口 腔 保 健 協 議 会 は、
「８０２０運動（８０歳になっても
２０本以上の歯を残し、一生自分
の歯で食べよう）」の一環として、
よい歯の高齢者を募集します。
　８０歳以上で自分の歯を２０本
以上お持ちの人は、お気軽に申込
んでください。優秀者には賞状と
記念品をお贈りします。
◎対象者　①昭和１６年１１月１
日～１７年１０月３１日生まれの
人（該当者にははがきでお知らせ
します）
②昭和１６年１０月３１日以前生
まれで過去に表彰を受けていない
人
◎申込方法　８月１６日（火）～
２９日（月）に、西濃地域の指定
歯科医院で歯科健診を受けてくだ
さい（健診は無料、はがきのある
人は持参する）
問合せ先 �保健センター　
☎ ３４－２３３３

検　診

３０歳代健診のお知らせ

　高血圧、糖尿病などの生活習慣病
の発症には、若い時期からの生活習
慣が大きく影響します。これらの病
気を予防するために、まずは健診を
受けて自分の身体の状態を知り、生
活習慣を見直すきっかけとしましょ
う。会社などで健診を受ける機会の
ない人は申込んでください。
◎健診内容　身体計測、血圧測定、
尿検査、血液検査、医師の診察
◎対象者　昭和５８年４月１日～
平成５年３月３１日生
◎日時　８月９日（火）、１０日
（水）、９月８日（木）　午前９時～
１１時３０分（１５分ごとの完全
予約制）
◎場所　保健センター
◎費用　１，０００円（当日支払い）
◎申込期限　健診日の２週間前
申込・問合せ先 �保健センター　
☎ ３４－２３３３

相　談
重症心身障がい・	
医療的ケア児相談

　医療的ケアや重症心身障がいを
お持ちの人が地域で安心して生活

できるよう、専門知識を持つ相談
員（看護師）が、必要な関係機関
との連携を図りつつ、相談をお受
けします。
◎相談日　月曜～金曜
◎相談時間　午前９時～午後５時
◎相談場所　重症心身障がい在宅
支援センターみらい（医療的ケア
児支援センター）岐阜本所（О
KBふれあい会館５階看護協会内）
※相談無料
問合せ先 �
重症心身障がい在宅
支援センターみらい　
☎ ０５８-２7５-３２３４

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　８月１７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

※�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。
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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　８月８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　８月８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　８月８日（月）、９日（火）、
２３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

８月３１日はやさいの日	
「清流の国ぎふ」野菜ファーストプロジェクト

　平成２８年、県民の野菜摂取量は、４６都道府県中（熊本県を除く）、
男性３８位（平均２８２ｇ）、女性３３位（平均２６１ｇ）と低順位でした。
　そこで、県では「野菜ファースト」をキーワードに、野菜摂取量増加の
取り組みを行っています。
　１日の野菜摂取目標量３５０ｇを達成するには、男性はあと約７０ｇ、
女性はあと９０ｇの野菜摂取が必要です。
　毎日の食事に＋（プラス）１皿の野菜を食べましょう！�
野菜ファーストとは？
　①いつもの食事に＋（プラス）野菜１皿
　②食事の最初に野菜を食べましょう
　③野菜摂取量全国１位を目指しましょう
野菜をたくさん食べると食塩摂取量も増えがちです。
　減塩にも気を付けましょう！
　食塩１日の目標量（１５歳以上）　男性：７.５ｇ未満、女性：６.５ｇ未満
問合せ先 �県西濃保健所　☎ ０５８４-7３-1111

献血の実施報告

　６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。

次回献血のご案内

日付 時間 場所 内容
８月
２７日
（土）

午前９時３０分～正午
午後１時３０分～４時

道の駅　パレットピア
おおの（美濃⼤野ライ
オンズクラブ主催）

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。

６月２１日
（火）

昭和コンクリート
工業株式会社 ２３⼈

役場 ２０⼈


