
◆◆◆ 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！

　１２月のピヨピヨクラブでは、クリスマスにちなんだ制作活動等を行いました。
ふたばクラスでは「リースづくり」、みつばクラスでは「クリスマスツリーづくり」、
よつばクラスでは「クリスマスツリーとサンタクロースの折り紙あそび」をしま
した。どれも素敵な作品ができあがりました。参加した親子は出来上がった作品
を見て嬉しそうにしていました。

◎２月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）
　　　　　みつばクラス…２日（木）、９日（木）
　　　　　よつばクラス…３日（金）、１０日（金）
誕生会…２０日（月）／栄養相談（栄養士による）…１７日（金）
休館日   １日（水）、８日（水）、１３日（月）、１５日（水）、２２日（水）、２４日（金）

◎親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員募集！
　令和５年度の「ピヨピヨクラブ」の会員募集を行い
ます。
　０・１・２歳児を対象とした親子教室で、親子で手
あそびや体操、制作あそびを楽しみます。お子さんや
保護者の交流の場として、親子で多くの友だちを作り、
楽しんで子育てをしましょう。
※親子教室は、町内在住者が対象。
◎ピヨピヨクラブ
　◦�０ 歳 児　 令和４年４月２日～１２月３１日生ま

れの子
　◦開催日時　 火曜日（月１～２回程）、 

午前１０時３０分～１１時１５分
　※ 令和５年１月１日～令和５年４月１日生まれの子

は、８月に募集し、クラブ開始は９月の予定です。

　◦１ 歳 児　 令和３年４月２日～令和４年４月１日
生まれの子

　◦開催日時　 木曜日（月１～２回程）、 
午前１０時３０分～１１時３０分

　◦２ 歳 児　 令和２年４月２日～令和３年４月１日
生まれの子

　◦開催日時　 金曜日（月１～２回程）、 
午前１０時３０分～１１時３０分

◎クラブ開始　５月（４月に開級式を開催）
　※決定者には、後日郵送します。
◎定員　０歳児・１歳児・２歳児　各１０組（先着順）
◎申込期間　 ３月２日（木）～２３日（木） 

午前１０時～午後４時
　※電話受付不可

※�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。

申込・問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲リースづくりのようす
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教えて
ファミサポについて
知りたいわ！

ファミサポ�Ｑ＆Ａ

おおのファミリー・サポート・センター通信

サポート活動が始まって、１年が経ちました。
この１年間、ファミサポ事業にご理解、ご協力くださいましてありがとうございました。
引き続き、たくさんの人に安心して利用していただけるよう、お手伝いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
� 問合せ先 �おおのファミリー・サポート・センター（子育てはうす　ぱすてる内）　☎ ３４－１０１０

実際のサポートの様子を見てみましょう♪
２歳の女の子を提供会員さんが
ぱすてるにてお預かりしました。

滑り台や木のおもちゃなど
お母さんがお迎えにみえるまで
２時間たっぷり遊べました。

　子育てはうす「ぱすてる」にて提供会員さんがお子さんをお
預かりすることもできます。

会員さん募集中です！
現在、次のとおり会員さんに登録い
ただいております。

＊提供会員数　３５人
＊利用会員数　７９人
＊両方会員数　　３人

提供会員さん、利用会員さん、どちらも随時募集しています。
お友だちにもぜひ、教えてあげてくださいね。

Ⓠ�初対面の人に子どもを預ける
のが少し不安なのですが…

A センターでは「提供会員養成講
座」を開催し、講座を受けた会員
さんに活動していただいていま
す。また事前打ち合わせで、お互
いに顔を合わせ、安心して預けて
いただけるよう心がけています。

Ⓠ�利用会員に登録していますが、
提供会員にも登録できますか？

A  はい。登録できます。現在も両方
に登録してみえる両方会員さんは
みえます。ぜひ、提供会員として
も活動くださいね。

Ⓠ�５カ月の子どもは預
けられますか？

A  お預かりできるのは、
町内に住民登録のある
６カ月から小学校６年
生までのお子さんです。

まちのお知らせ



教育委員会のページ教育委員会のページ
大野中学校が第６５回岐阜県優秀校に輝く！

　このほど、第６５回岐阜県優秀校（岐阜新聞社　岐阜放送主催）を大野
中学校が受賞しました。この賞は、優れた教育活動で成果を上げた県内の
全小中学校の中から４校が選ばれるもので、大野中学校では昭和６２年の
受賞以来、３５年ぶりの快挙となります。
　大野中学校の生徒議会を中心とした校則の見直しや、生活の向上を目
指した取り組みを通して生徒の主体性を養う『自己実現に向けて、工夫改
善する態度の育成』、広島への修学旅行を通して平和について学ぶなど全
校共通で「ＳＤＧｓ」をテーマに取り組む『人間尊重の精神を基盤とした思
いやりの心の育成』、一人一台のタブレット端末を積極的に活用すること
により、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組む力を育む『主
体的・対話的で深い学びによる確かな学力の育成』などが評価され、このたびの受賞となりました。

たすきをつないで全力疾走　町スポーツ少年団団対抗駅伝大会

　１１月２７日、第３７回町スポーツ少年団団対抗駅伝大会が運動公園
周回コースで開催され、選手が精一杯走りました。
　大会には計８団の２６チームが１チーム５人で参加し、４年生の部は
６５０ｍ、５年生の部は８５０ｍ、６年生の部は１,０００ｍのコースを１
周し、次の選手にたすきをつなぎ力走しました。
　なお、各部門の優勝チームは次のとおりです。
　４年生男子の部　大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
　４年生女子の部　大野卓球スポーツ少年団
　５年生男子の部　大野南野球スポーツ少年団Ａ
　６年生男子の部　大野サッカークラブスポーツ少年団

晴れやかに門出を祝う　町二十歳を祝う会開催

　１月８日、総合町民センターにて、「大野町二十歳を祝う会」が
開催されました。
　令和４年４月１日から成人年齢が１８歳となりましたが、町では
これまで通り２０歳の人を参加対象とし、名称も公募により「成人
式」から「二十歳を祝う会」に変更して開催しました。
　当日は、色鮮やかな振り袖や紋付きはかま、スーツに身をつつ
んだ２４６人（対象者３１４人）が出席し、友人との再会を喜び合っ
たり、記念撮影をしたりと、会場は笑顔であふれていました。
　式典では、町長や来賓からお祝いの言葉が贈られ、二十歳を
代表し本田晃己さんによる「二十歳の決意」が披露されたほか、
二十歳を祝う会実行委員会によるアトラクションなど、なごやか
に二十歳の門出を祝いました。

リーグ戦で頂点を競う　北見市長杯少年野球大会 表彰式

　１２月１８日、２０２２年度北見市長旗争奪学童野球大会（第１７
回北見市長杯）表彰式が開催されました。優勝した南野球スポー
ツ少年団には北見市長より賞状と副賞が贈られました。
　この大会は、８月２日から１２月３日にかけて町スポーツ少年団に
所属する大野野球・東野球・南野球・北西野球・中野球の選手が参
加し、頂点を競いました。
　例年はトーナメント形式で開催されますが、コロナ禍で公式戦が
減少しており、多くの試合機会をつくるため、新型コロナウイルス
感染症対策を十分に図ったうえで、今年度はリーグ戦（総当たり戦）で開催されました。

▲（右２人目から）生徒会長の市岡
花音さん、副会長の原田聡成さん

▲元気よくスタートする選手たち

▲南野球スポーツ少年団の選手たち

◀式典の様子

本田さんによる
「二十歳の誓い」▶
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第２０回統一地方選挙
　地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が令和４年に制定されたことに伴い、
４月２９日に任期満了を迎える県議会議員および町議会議員の選挙が次のように行われます。

告示日 投・開票日
岐阜県議会議員選挙 ３月３１日（金） ４月　９日（日）
大野町議会議員選挙 ４月１８日（火） ４月２３日（日）

 大野町議会議員選挙立候補関係者説明会 
◎日時　３月２２日（水）午前９時３０分～
◎場所　役場２階　大会議室　　※ 新型コロナウイルス感染対策のため、出席は、１候補者２人まででお願い

します。また、マスクの着用・手洗い・消毒に協力をお願いします。

 大野町選挙管理委員会からのお願い 
　　　“寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。”

　　三ない運動　　政治家は有権者に寄附を贈らない！　　　有権者は政治家に寄附を求めない！
　　　　　　　　　政治家から有権者への寄附は受け取らない！　

 寄附の禁止 
◎政治家からの寄附禁止
　選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行う
ことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止さ
れています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における
贈答なども寄附になるので、注意してください。
　禁止されている寄附（例）
　×病気見舞い　　　　　　　×葬式の花輪、供花
　×祭りへの寄附や差入れ　　×お中元、お歳暮
　×落成式、開店祝の花輪　　×入学祝、卒業祝、出産祝
　×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
　×町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
　× 結婚祝、香典（政治家本人が結婚披露宴､ 葬式等に自ら出席し

てその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。）
◎後援団体からの寄附禁止
　政治家の後援団体（後援会など）が行う寄附も、政治家の寄
附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う
行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この
場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされ
るものは禁止されています。
◎政治家の関係会社などからの寄附禁止
　政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前
を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体
がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止され
ています。

 選挙違反の主なケース
◎買収罪
　金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭など
を実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。ま
た、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。
◎利害誘導罪
　特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、
その者またはその者と関係のある団体（寺社、会社、学校、組
合、市町村等）に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用
して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じ
たり促した場合も処罰されます。
◎選挙妨害罪
　有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文
書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公
表、偽名による通信なども処罰されます。
◎投票に関する罪
　詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人
確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票する

こと、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所
などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすること
なども処罰されます。

 選挙違反を犯すと
◎当選無効
　当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったと
きは、例外的な場合を除き、当選は無効となります。
◎連座制
　連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座
制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せ
られた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなく
ても、その責任を問う制度です。
　連座制が適用された候補者は
　・当選が無効となります。
　・ ５年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくな

ります。
　連座制の対象者
　・選挙運動の総括主宰者　　 ・出納責任者
　・選挙運動の地域主宰者
　・候補者または立候補予定者の秘書
　・ 候補者または立候補予定者の親族（父母、配偶者、子、兄

弟姉妹）
　・ 組織的選挙運動管理者等（組織によって行われる選挙運動

で、その計画立案や調整、指揮監督などの運動の管理を行
う者）

◎選挙権・被選挙権の停止
　選挙犯罪で刑罰（一定の場合を除く）を科せられた者は、一
定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票する
ことも立候補することもできなくなります。
　罰金刑の停止期間
　・罰金刑に処せられた場合→裁判が確定した日から５年間
　・ 罰金刑に処せられ、執行猶予を受けた場合→執行猶予を受

けている間
　禁固刑以上の停止期間
　・ 刑に処せられた場合→裁判が確定した日から刑の執行が終

わるまでの間およびその後５年間
　・ 刑の執行の免除（時効を除く）を受けた場合→免除を受け

るまでの間およびその後５年間
　・ 刑の執行猶予を受けた場合→執行猶予を受けている間
　・ 大赦、特赦または時効によって刑の執行を受けることがな

くなった場合→執行を受けることがなくなるまでの期間

問合せ先  大野町選挙管理委員会（総務課）　☎ 35-5364



 各種証明書のコンビニ交付サービスがはじまります！ 

　３月からマイナンバーカードを使用して、全国にあるコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機
（マルチコピー機）で、各種証明書が取得できるサービスを開始します。
　役場の開庁時間内に来庁が困難な人や遠方地に滞在している人には便利なサービスです。
　ぜひ利用してください。
◎発行できる証明書
　・住民票の写し　　　　・印鑑登録証明書　　　　・戸籍全部・個人事項証明書
　・戸籍の附票の写し　　・所得・課税証明書
◎手続きに必要なもの
　・自分のマイナンバーカード
　・利用者証明用電子証明書の暗証番号（４桁）
◎利用時間
　午前６時３０分～午後１１時（年末年始・システム休止日を除く）

 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　２月１２日（日）・２６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　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。
　　・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。
　令和５年２月までにマイナンバーカードを申請
された人が、最大２０, ０００円分のマイナポイ
ントをもらうためには、次の手続きが必要です。
◦マイナンバーカードを受取る。
◦マイナポイントを申込む。
　① キャッシュレス決済でのお買い物やチャージ
 最大５, ０００円分のポイント
　②健康保険証利用の申込
 　　７, ５００円分のポイント
　③公金受取口座の登録
 　　　　　　７, ５００円分のポイント

※ ①の最大５, ０００ポイントの付与を希望され
る場合は、申込の手続きを行った後にキャッ
シュレス決済でのお買い物やチャージを行う必
要があります。

※ 選択されるキャッシュレス決済によって、キャ
ンペーン終了期限が異なりま
すので、事前にキャッシュレ
ス決済会社のホームページ等
で確認してください。

３月から

マイナンバーカードについてのお知らせ
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　マイナンバーカードを使用して　 
　転出転入手続きがワンストップでできます！ 

　２月６日から、転出届の申請をマイナンバーカードを使用して、マイナポータルからオンライン
申請することができるようになります。マイナンバーカードをお持ちの人は、ぜひ活用してください。
　マイナポータルサイトは、スマートフォンやパソコンにアプリをダウンロードして利用すること
ができます（パソコンで行うときは、カードリーダーが必要です）。
　また、マイナポータルの利用には、有効期間内の利用者証明用電子証明書および４桁のパスワー
ドが必要です。

◎転出届オンライン申請のメリット
　・届出のための来庁が不要になります。
　・転入時の住民登録にかかる待ち時間が短縮されます。

◎転出届のオンライン申請とは別に、次に該当される人は担当課での手続きが必要
◦総務課
　・町防災行政無線戸別受信機の貸与を受けている人
　※返還届（様式第３号）の提出および戸別受信機の返還が必要。
◦住民課
　・県外に異動する後期高齢者医療保険に加入している人
　・国民健康保険に加入している人
　・福祉医療を利用されている人
◦福祉課
　・町障害者福祉給付金を受給している人
　・介護認定（要支援１・２　要介護１～５）を受けている人
◦子育て支援課
　・児童手当（特例給付）を町から受給されている人
　・こども園等を利用されている人
◦学校教育課
　・転出先から大野町立小中学校に通いたい人
　・小中学校に通う外国籍の人
　・学校給食費・放課後クラブ利用料・学校施設使用料に未納がある人
　※転出前に、転出・転入する小中学校に連絡してください。

　１月７日、常呂漁業協同組合が常呂地方卸売市場で新春恒例の初競
りを行いました。
　始めに、今年一年の豊漁や商売繁盛、安全を祈願。高桑組合長より
昨年度の水揚げ状況などが報告され、日ごろの感謝を伝えました。手
締めを行い、今年最初の競りがスタート。威勢の良い掛け声と共に、
牡蠣やキンキなどが次々に競り落とされていきました。

常呂地方卸売市場　初競り
─ 繁栄を願い、競りの声響く ─

ところ通信
Vol. 276

北見市

問合せ先  住民課　☎ 35-536８
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まちのお知らせ
所得税の確定申告、町・県民税申告のお知らせ

申告受付期間　２月１６日（木）～３月１５日（水） 〈土・日・祝日を除く〉

 役場申告会場での相談に必要なもの 

◎全ての人に共通するもの

・ 個人番号確認書類（マイナンバーカードまたは個人番号通知カード（写）もしくはマイナンバーが記載さ
れた住民票（写））

・ 通帳等（申告者本人名義の預貯金口座番号が確認できるもの）※還付申告の場合のみ
・ 税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき等（送付されている場合のみ）
・ 運転免許証等本人確認ができる書類（マイナンバーカードをお持ちでない人のみ）
　※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族の本人確認書類が必要。
・ 利用者識別番号（確定申告の場合）
　※既に利用者識別番号をお持ちの人は申告会場で番号確認ができます。
　※ 町の申告会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告相談の他に１０～２０分程度時間を

要しますので、可能な限り事前に利用者識別番号の事前取得に協力してください。

　　　　　　　　パソコン、スマートフォンでも簡単に「利用者識別番号」を取得できます。
　　　　　　　　国税庁ホームページ利用者識別番号取得ページ（二次元バーコード）はこちらから→��

◎その他申告に必要な主な書類

・ 令和４年分の源泉徴収票（給与所得者、年金受給者）
・ 収支内訳書（事業所得（営業・農業）、不動産所得のある人）、その他収入がわかるもの
・ 社会保険料控除を受ける人は、各種社会保険料控除証明書（国民健康保険税、国民年金保険料）または各

領収書
・ 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人は、生命保険料控除証明書（一般・個人年金・介護）、地震保

険料控除証明書
・ 障害者控除を受ける人は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書（要介護認定を受けている人）
・ 医療費控除を受ける人は、令和４年中に支払った医療費控除の明細書　
　 なお、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を受ける人は、自己の健康保持増進のため一定

の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。
・ 寄附金控除を受ける人は、寄附金の領収書または受領証明書等

◦添付書類の事前作成に協力してください
　次の書類を事前に作成し、来場してください。
　　・医療費控除の明細書
　　・収支内訳書（一般・農業・不動産）
　　※作成されていない場合は、会場において申告の順番が後になります。

◦事前に確認してください
　役場申告会場では、受付できない申告内容がありますので、事前に町ホームページを確認し、来場してくだ
さい。また、確定申告全般については、国税庁ホームページをご覧ください。

　困ったら“税務職員ふたば”に相談してください。

　申告書の作成でお困りのときは、「税務相談チャットボット」に相談し
てください。質問を入力すれば、ＡＩを活用した「税務職員ふたば」が
お答えします。

税務職員ふたば
スマホでの相談は

こちらから！
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町税等納付の利便性向上のため、金融機関の口座振替による納付を推奨しています。

◎口座振替について
　口座振替とは、指定された預貯金口座から各納期限日
に、金融機関が自動的に振り替えて納付する制度です。

◎口座振替のメリット
・ 口座振替を利用すると、納付のたびに金融機関やコン

ビニエンスストアに出向く必要がなくなります。
・ 自動的に納期限日に振替されるため、納め忘れが防止

できます。
・ 一度申し込みを行うと翌年度以降も自動的に継続しま

す。
・ 預貯金通帳に納付の記録が残りますので、家計管理に

役立ちます。

◎手続き方法
　金融機関または役場に備え付けの口座振替依頼書に必
要事項を記入し、通帳印（金融機関届出印）を押印のう
え、口座のある金融機関に提出してください。

◎口座振替が可能な町税等
　・町県民税（普通徴収）
　・固定資産税
　・軽自動車税（種別割）

※ 国民健康保険税や上水道料金、住宅使用料、保育料等、
後期高齢者医療保険料、学校給食費も可能です。詳し
くは各担当課に問合せてください。

◎町税等の口座振替ができる金融機関
　・大垣共立銀行　　　　・十六銀行
　・いび川農業協同組合　・大垣西濃信用金庫
　・ゆうちょ銀行　　　　・岐阜信用金庫
　・岐阜商工信用組合　　・西美濃農業協同組合

◎その他
・ 年度途中からの全期前納の申込みは、その年度に限り、

期別納付になります。
・ 長期間振替がない場合には、取扱いを解除することが

あります。
・ 還付金が発生した場合、申込口座へお返しします。
・ 納期限を過ぎたもの（再振替対象分は除く）、分割納

付分は振替できません。
・ 申込みから振替口座の登録までは、約２ヵ月の期間を

要します（４月から開始するには、２月中の手続きが
必要です）。

 問合せ先  税務課　☎ 35－536７

口座振替なら「便利・安心・確実」！！

ご自宅からのｅ－Ｔａｘ申告のご案内
ネットでｅ－Ｔａｘ！パソコン・スマートフォンから簡単いつでも確定申告♪

確定申告

見本 1234567812345678

●●●●●●●●●

マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

※「利用者識別番号」は町役場で代理取得を受付しております。

①「確定申告等
  作成コーナー」へ

ま
た
は

パソコンまたはスマートフォン

② 提出方法を選択 ③ 金額などを入力
収入の入力

スマホならカメラで撮影して自動入力

控除の入力

④ 提出

対応スマホの確認は
こちらから！

ＩＣカードリーダラ
イタがなくてもＯＫ。
二次元バーコードを
対応スマホで撮影

「ID・パスワード方式の届出
完了通知」をお持ちの人

給与所得の源泉徴収票などを入力

医療費やふるさと納税の領収証などを入力

e-Tax で送信

e-Tax の ID（※利用者識別番号）
とパスワード（暗証番号）を入力

「マイナポータルアプリ」
をインストールし、
マイナンバーカードを
対応スマホで読み取り

住所、氏名等の情報
が表示されます

ID・PW
が目印

令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に！
◎マイナンバーカードの読み取り回数が３回から１回に！

◎青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
※過去にマイナンバーカード方式で申告された人が対象です。



　農業委員・農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、新たに農業委員会の農業委員および農地利用最適
化推進委員を募集します。
◎農業委員の職務
　農地転用、農地の無断転用の防止・解消など農地法に基づいて農業委員会の権限に属する事項のほか、農
地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消など農地利用の最適化に関する事項についての調査・審議
等が主な職務です。
　※会議は、毎月１回（毎月初旬）程度の開催（議決案件の審議）
　※必要に応じ研修会等あり
　※活動内容を毎月記録し、活動記録簿の提出（毎月１０日以上の活動）
◎農地利用最適化推進委員の職務
　農地の無断転用の防止・解消を図るための調査等のほか、農業者や農業者が組織する団体と話し合いを行
い、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などを図るための調査等が主な職務です。
　※会議は、毎月１回（毎月初旬）程度の開催（担当地区案件の報告等）
　※必要に応じ研修会等あり。
　※活動内容を毎月記録し、活動記録簿の提出（毎月１０日以上の活動）

推薦および募集人数

農�業委員　１４人（うち中立委員１人）
　※委員の過半数は、原則として認定農業者または認定農業者に準ずる者
　※中立委員とは「農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員」
農�地利用最適化推進委員　１２人（大野地区・豊木地区・富秋地区・西郡地区・鶯
地区・川合地区より各地区２人）

任　期
農業委員　令和５年７月２０日～令和８年７月１９日（３年）
農地利用最適化推進委員　農業委員の任期と同じ

推薦および応募資格

１　�農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の
農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる人

２　暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有していない人
３　�農業委員会法、大野町農業委員会の委員選任に関する規則および大野町農業委

員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則に定める資格に該当する人
ただし、次のいずれかに該当する人は推薦を受けまたは応募することができません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・�禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが
なくなるまでの人

推薦および応募方法

　農林課窓口の「推薦書」または「応募申込書」（町ホームページよりダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、記名または署名のうえ、農林課まで提出する（郵送提
出可、メールおよびＦＡＸ不可。当日消印有効）。
　詳細は町ホームページまたは農林課窓口の募集要領をご覧ください。

推薦および募集期間 ２月１４日（火）～３月１３日（月）�午後５時�（必着）

候補者の選考

農業委員候補者
　推薦もしくは応募による候補者の総数が募集人数を超えた場合または町長が必要
と認めた場合は、選考委員会を設けて候補者を選定します。

農地利用最適化推進委員候補者
　推薦もしくは応募による候補者の総数が募集人数を超えた場合または農業委員会
長が必要と認めた場合は、町農業委員会が候補者を選定します。

個人情報の取扱い
　推薦および応募により取得した個人情報については、保護、管理に十分留意する
とともに、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。

 推薦・応募・問合せ先  農林課（町農業委員会事務局）　☎ 35－53７3

町農業委員会の農業委員および農地利用最適化推進委員の募集

12 広報おおの 2023.2

まちのお知らせ



◎病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気または病気のピークが過ぎても集団で保育等ができないため自宅療養が必要になったとき、保護者
が仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に、家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生まで）を、専門スタッ
フのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時的に預かる事業です。
　子どもが安心して静養できるよう、また、保護者が安心して預けられるよう子どもの健康と幸せを守り、保護者
の子育てと就労の両立を支援します。

◎利用方法
　町内在住の人は、大野町・池田町・揖斐川町・神戸町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設が利用できます。
利用を希望される場合は、直接次の施設で登録・申込みを行ってください。

施　　設　　名 住　　　所 電話番号
大野町 特別養護老人ホームまほろば内　病児・病後児保育「アンジュ」 大野町南方３５６- １ ０９０-１４１８-１７９６
池田町 池田ふれあいサポートセンター内　病児・病後児保育室「ひまわり」 池田町本郷１６２８- ２ ０５８５-４５-３９１６
揖斐川町 揖斐厚生病院本館棟５階　病児・病後児保育室「いびっこ」 揖斐川町三輪２５４７- ４ ０５８５-２１-１１１１
神戸町 高田医院内　病児・病後児保育室「オーロラ」 神戸町大字神戸４６８ ０８０-８０８６-８８３６
北方町 鹿野クリニック病児保育園「アリエル」 北方町高屋白木２- ７７ ０５８-２０１-７２２２

岐阜市

福富医院病児保育園「すずらん」 岐阜市安食１- ８７- １ ０５８-２３８-８５５５
河村病院病児保育園「クララ」 岐阜市芥見大般若１- ８４ ０５８-２４１-３３１１
小牧内科クリニック病児保育園「ピノキオ」 岐阜市昭和町２- １１ ０５８-２１５-０１０１
山田病院病児・病後児保育園「ミッキー」 岐阜市寺田７- ９８- １ ０５８-２５５-１２２１
矢嶋小児科小児循環器クリニック　病児病後児保育室「うりぼう」 岐阜市日野南７- １０- ７ ０５８-２１４-７０７７
世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック　「セカモゲ」 岐阜市六条南２- ８- ２０ ０５８-２１６-３７４５

操健康クリニック　病児・病後児保育園「パンダのしっぽ」 岐阜市藪田南１- ４- ２０
（西館６階） ０７０-１６８３-３００３

◎利用するまでのながれ
①�まずは登録してください。（利用の前に登録が必要！）
　 　登録を希望される人は、事前に「登録申請書」を希

望する施設へ提出します。
　 　登録に必要なものは利用施設により異りますので確
認してください。

　※用紙は、各施設および役場に設置してあります。
　※登録は年度末まで有効のため、毎年登録が必要です。
②利用前にＴＥＬをしてください。
　 　利用時には必ず事前に利用施設に連絡してくださ

い。症状や定員の確認を行います。
　 　施設によっては、事前に医師の診察が必要な場合が

あります。
③時間を守って送迎してください。
　 　施設から指示のあった持ち物を持参し、施設で定め

られた時間に子どもを送迎してください。

◎利用料
　１人１日２, ０００円程度。（施設によっては、希望者
に昼食・おやつ代が別途必要。）
　ただし、診察料は別途必要。（生活保護世帯は無料）

◎利用日等
月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
　午前８時３０分～午後５時（大野町「アンジュ」）
　午前８時～午後５時３０分（池田町「ひまわり」）
　午前８時～午後６時（その他）
　※神戸町「オーロラ」は月・火・水・金
土曜日
　午前８時３０分～午後０時３０分（大野町「アンジュ」）
　午前８時～　施設によって終了時間が異なります。
　※池田町・揖斐川町・神戸町は土曜休室
　※ 利用可能な日時は変更されることがあります、必ず

確認してください。

◎定員
　定員はどの施設においても少人数制です。利用する前
に利用したい施設に必ず直接連絡してください。
※ 施設によっては、予約時間が異なりますので事前に確

認してください。

◎持ち物
　持ち物には必ず名前を書いてください。
※ 施設によっては、持ち物が異なりますので事前に確認

してください。
・必要に応じて適時検温します。
・お迎えの時に、お子様の１日の様子をお伝えします。

 問合せ先  子育て支援課　☎ 35-53７０
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