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お知らせ

町税の納付忘れは�
ありませんか？

◎今年度も残りわずかです！
　令和４年度固定資産税、軽自動
車税（種別割）、町県民税（普通徴
収）につきまして、納税通知書と
領収書を確認していただき、納付
忘れがある場合は、早急に納付し
てください。
　納期限を過ぎて、督促状が送付
されても納付せず放置された場合
は、納期内納税者との公平性を図
るため、滞納処分を行う場合もあ
ります。
◎納付が困難な場合は
　病気や失業など、やむを得ない
理由で一時的に税金を納期内に納
めることが困難な場合は、早急に
税務課徴収係まで相談してくださ
い。
　生活状況や収支を確認のうえ、
分割納付など徴収の猶予を行うこ
ともできます。
問合せ先  税務課　☎ ３５−５３６７

新型コロナワクチン接種のお知らせ

◎特例臨時接種の実施期間は３月３１日（金）までです
　新型コロナワクチンの接種はお済みですか？
　接種を受けられる時期がきた人で、希望する人は、お早めの接種
を検討してください。現在実施している接種は次のとおりです。
　予約方法は、お持ちの接種券、案内を確認してください。

接　種 対　象 ワクチン 予約方法

追加接種
（３回目以降）

１２歳以上

オミクロン株対応
ワクチン
※�オミクロン株対応
ワクチン（BA.１
または BA.４-５）
を接種済みの人は
接種不可。

ＷＥＢまたは
コールセンター

初回接種
（１. ２回目）

１２歳以上 従来型ワクチン
コールセンター
のみ

乳幼児接種 ６カ月～４歳
乳幼児用ファイ
ザー社製ワクチン

小児接種 ５歳～１１歳
小児用ファイザー
社製ワクチン

ＷＥＢまたは
コールセンター

※コールセンターは、平日の午前８時３０分～午後５時

 問合せ先  町ワクチン接種コールセンター　☎ ０５７０-０６-５５６７

令和５年度西美濃生涯学習連携講座「にしみの探究�ふるさとの旅」　受講者募集

◎講座内容
日　時 場　所 講座のテーマ

６月２日（金）
午前９時３０分～１１時 垂井町文化会館 ・開講式

『菩提山城の歴史と城主竹中半兵衛重治』
８月８日（火）
午前１０時～１１時３０分 ハートピア安八 『安八水害』

９月１４日（木）
午前１０時～１１時２０分

大垣市情報工房
スインクホール 【受講者企画】『養老鉄道の歴史』

１０月２７日（金）
午後２時～４時

揖斐川歴史民俗資料館
徳山民家・研修棟

『民家・民具・遺跡からみた揖斐川上流域の
文化』

１１月９日（木）
午前１０時～正午

神戸町中央公民館
大ホール

『「どうする家康」と神戸町』
・閉講式

◎対象者　西濃に在住・在勤・在学の人
◎受講料　１, ０００円
◎申込方法　生涯学習課備付けの申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて申込む。
※申込み後の受講料の返金はできません（一部講座の中止の場合も含みます）。
◎申込期間　４月５日（水）～１３日（木）
※次の場合は中止とします。その場合、中止の連絡は行いませんのでご了承ください。
　・講座当日の朝７時の時点で、西濃圏域内のいずれかの市町で気象警報が発令されている場合
　・講座当日、岐阜県内に「まん延防止等重点措置」以上の対応発令している場合
 問合せ先  生涯学習課　☎ ３５-５３７９
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自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

一般幹部候補生
（第１回）

①２２歳以上２６歳未満の人
　（令和６年３月大卒見込含）
②�修士課程修了者等は２８歳未満の
人（令和６年３月学位取得見込含）

（令和６年４月１日現在）

３月１日～
４月１４日

［１次］４月２２日・２３日のうち１日
［２次］５月２６日～６月１日のうち１日

※海・空飛行要員のみ
［３次］（海）６月２２日～２６日
　　　 （空）�７月１５日～８月３日

のうち指定日
予備自衛官補
（一般）

１８歳以上３４歳未満の人
（令和５年７月１日現在）

４月６日まで ４月８日～２３日のうち１日
予備自衛官補
（技能）

１８歳以上５３歳～５５歳未満の人
保有する国家免許資格に応じて※

（令和５年７月１日現在）
※　国家免許資格等については、採用要項または自衛官募集ホームページを確認してください。
※　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

固定資産縦覧帳簿の�
確認について

　固定資産税の納税者は、自己の
土地または家屋の価格が適正か判
断するため、比較したい土地また
は家屋の価格を期間中に縦覧帳簿
で確認することができます。
◎縦覧の対象
　地方税法第４１５条に規定する
土地価格等縦覧帳簿および家屋価
格等縦覧帳簿
※ ただし、自己の所有する資産が

土地のみの場合は土地の縦覧帳
簿のみを、家屋のみの場合は家
屋の縦覧帳簿のみの縦覧。
◎縦覧できる人
　固定資産税（土地・家屋）の納
税者、納税者と同居の親族、代理
人（委任状が必要）
◎縦覧期間　４月３日（月）～５
月１日（月）　午前８時３０分～午
後５時１５分（土・日・祝日を除く）
◎縦覧場所　税務課
◎持ち物　納税通知書、本人確認
のできるもの（運転免許証等）、委

任状（委任を受けた人のみ）
問合せ先  税務課　☎ ３５−５３６７

子どものインフルエンザ予防接
種の費用助成の申請について

　今年度接種分の申請は３月３１
日までですので、忘れず申請して
ください。
◎対象者　接種日時点で町内に住
民票がある生後６カ月～中学３年
生までのお子さん
◎助成対象となる接種期間　
令和４年１０月１日～令和５年３
月３１日
◎助成金額　上限２, ０００円　
※１人１回限り（接種１回分）
◎必要書類
・ 申請書（保健センター窓口または

町ホームページよりダウンロード可）
・ 振込先金融機関、口座番号が分

かるもの
・領収書（原本）
・ 接種記録（母子健康手帳、接種

証明　等）
申請・問合せ先  保健センター　
☎ ３４-２３３３

催し・講座

旧北岡田家住宅　�
春の一般開放とひな人形展

　旧北岡田家住宅は、最高の素材
と技術の粋を極めた大正５年完成
の和風建築です。次により公開し
ますので、お楽しみください。
◎一般開放
期間　３月１１日（土）～４月
３０日（日）の土・日曜日および
５月１３日（土）～２１日（日）
の土・日曜日
開放範囲　庭園、主屋１階
開放時間　午前１０時～午後４時

（入場は午後３時３０分まで）
　※入場無料
◎ひな人形展
期間　３月１１日（土）～４月
２３日（日）の土・日曜日
場所　主屋１階
展示品　町登録有形文化財「雛飾
り」（江戸時代 文化・文政のころ
製作された古今雛）ほか
※ ひな祭り（桃の節句）は、本来

は旧暦３月３日（今年は４月
２２日）の行事でした。

※ 天候や新型コロナウィルス感染
症の状況により変更する場合が
あります。
問合せ先  生涯学習課　☎ ３５-５３７９

献血の実施報告

　１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。

１月１１日（水） 東海職業能力開発大学校 ２０人
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催し・講座

ふれあいホールで�
ピアノ演奏体験

　春休みの思い出に、ふれあい
ホールで思い切り弾いてみません
か。スタインウェイＤ−２７４とヤ
マハＣＦⅢＳの２台のピアノのど
ちらを弾いていただいても結構で
す。弾き比べもできます。
◎対象者　小学生以上（中学生以
下は保護者または責任者同伴）
◎日時　４月１日（土）、２日（日）
午前９時～正午、午後１時～５時

（１組あたり１時間７区分）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎参加費　２, ０００円（１組）
◎申込方法　３月４日（土）午前
９時～
総合町民センターに参加費を添え
て申込む。（先着順）
◎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

骨粗しょう症予防セミナー

　骨粗しょう症は、骨量が減って
骨が弱くなり骨折しやすくなる病
気です。背中や腰が曲がったり、
骨折して寝たきりになったりする
原因にもなります。
　長く生き生きと生活できるよ
う、骨粗しょう症予防について一
緒に考えてみませんか。

（要申込）
◎内容
①�骨粗しょう症の予防・治療につ

いて
　講師　若原整形外科
　　　　若原 和彦　医師
②口腔ケアについて
　講師　歯科衛生士
③運動について
　講師　運動指導士
◎日時　３月８日（水）　
午後１時３０分～３時３０分
◎場所　保健センター
◎定員　２０人程度

◎参加費　無料
◎申込期限　３月６日（月）
※ 新型コロナウイルス感染症の状

況により中止する場合あり。
申込・問合せ先  保健センター　
☎ ３４−２３３３

募　集
フラワー都市交流事業�

参加者募集

　福岡県久留米市で開催される
「フラワー都市交流連絡協議会総
会」に本町交流団の一員として、
大野町のＰＲや各都市との交流に
参加できる人を募集します。
◎内容　９都市のまちづくりの紹
介および各都市との交流会など
◎応募資格　町内に在住の満２０
歳以上の人
◎日程　４月２６日（水）～２７
日（木）　１泊２日
◎参加費　一人あたり３６, ７００
円～４６, ７００円
※ 参加人数により変更あり。
※ 詳しくは町ホー

ムページをご覧
ください。

問合せ先  まちづくり推進課　
☎ ３５-５３７４

相　談

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　３月１３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　３月１３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

※ 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。
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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　３月９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　３月１５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

心配ごと相談

◎相談日　３月７日（火）、１４日
（火）、２８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

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
３ＤＫ　52,000 円／月（いずれも駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３カ月分

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カ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、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、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カ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２カ月
◇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　☎ 35-5376　※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。

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！


