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お知らせ

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）に対して緊
急支援給付金を１世帯あたり５万
円支給します。
◎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。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。
※ 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。

※ 申請には、口座情報や本人確認
書類、所得課税証明書等が必要。

（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、世帯全員のそれぞれの年収見
込額が、住民税均等割が非課税世
帯と同様の事情と認められる世帯。
※ 申請には基準等があります。令

和４年１１月号広報紙を確認し
ていただくか、次まで相談して
ください。

※ 申請書は町ホームページからダ
ウンロード可。
◎申請期限　１月３１日（火）
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
向上およ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。

町有財産売払い

◎入札に付する物件
　所在　黒野字毛中１３１番１０　　 予定価格　５，９６４，４００円
　地目　雑種地　　　　　　　　　　 入札保証金　 ５９６，４４０円
　公簿面積　４８１㎡
◎売払い方法　一般競争入札
◎入札日時　２月７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１月２７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
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まもなく終了！�
プレミアム商品券の利用期限は

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お早めに
対象店舗にて利用してください。
　なお、商品券が利用できる対象
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

揖斐警察署からのお知らせ

　警察では、テロ（※）等不法行
為の防止に向けて警戒を強化して
いますが、警察の取組みだけでは
十分ではなく、地域の皆さんと連
携した対策が必要です。
　身の回りで、不審者・不審物を
見 か け た 時 は す ぐ に 警 察 へ

（１１０番）通報をお願いします。
◎不審者・不審物の一例
・ 見かけない人が、何度も同じ場

所を行き来している。
・ 人目を避けるようにカメラやビ

デオで周囲を撮影している。
・ 見慣れない車が繰り返し徘徊し

ている。
・ 誰の物か分からない鞄や袋が不

自然に置いてある。
・ 机や椅子の下に隠すように鞄が

置かれている。　など
（※）何らかの政治的な目的を達成
するために暴力による脅迫を用い
ること。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

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人を対象に、次のとおり休日窓
口を開設します。利用には、事前予約が必要です。
◎日時　　　１月１５日（日）・２９日（日）
　　　　　　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分
◎場所　　　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）が届いた人

◎予約方法　 住民課へ電話して「マイナンバーカードの受取りの
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～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がそろっていない
等の場合は、交付ができませんので、はがきにてご
確認のうえ来庁してください。

　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カ月かかります。交付の準備が
できましたら郵便で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来庁してくださ
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　☎ ３５-５３６８



Information

１月休日在宅当番医のお知らせ

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

１

１
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

２
むらせファミリークリニック 池田町池野 ４４－２７２７
ファースト調剤薬局いび池野店 ４４－３００１

３
みみ・はな・のどオレンジクリニック 池田町池野 ４４－１１８７
ファースト調剤薬局いび池野店 ４４－３００１

８
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

１

９
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

コスモス薬局揖斐店 ２１－３２５５

１５
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

２２
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

ピノキオ薬局三輪店 ２１－０２２９

２９
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

※診療時間／午前9時～午後3時
※�都合により当番医が変更になる場合があります。あらかじめ電話でお確かめのうえ、受診してください。
※健康保険証を必ず持参してください。
※�休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認することができます。
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催し・講座

新春落語会

◎出演　落語家　鈴々舎馬るこ
（落語協会・真打）
◎日時　１月１５日（日）　午後２
時 ～（ 開 場　 午 後 １ 時 ３ ０ 分 ）
１０５分間（休憩含）
◎場所　総合町民センター　２階 
シアター
◎木戸銭　１，０００円（全席自由
席）
◎定員　９４人
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※ チケットは総合町民センターで

販売中
※ 未就学児は入場不可
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２-１１１１

相　談

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　１月１２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

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　１月１８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　１月１６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　１月１６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　１月１０日（火）、２４
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


