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「PayPay」「LINE Pay」で 
町税などが納付できます 

年末年始業務のお知らせ 
Information Box 町からのお知らせ 
利用期限迫る！12月31日まで　生活応援割引クーポン 

　国のGIGAスクール構想実現に向け、町ではコロ
ナ禍における児童・生徒の学びの機会を確保する
ため、笠松中学校3年生に1人1台のタブレット端末
を配布しました。今年中に、1・2年生と町立小学校
の全児童にもタブレット端末を配備する予定です。 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

※クーポン券は、特別定額給付金支給のお知らせに同封して送付しました。紛失などによる再発行はできませんのでご了承ください。 

最
大 

生活応援 割引 
クーポン 

町商工会加入店舗で使える 

コロナに負けるな！第2弾 

c笠松町商工会　蕁388‐2566

利用期限 12月31日（木） 円 円 

GoToトラベル地域共通クーポンやGoToイート食事券よりお得？！ 

プレミアム率最大利用期限 

迫る！ 

12
月31

日（
木）ま

で 

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和2年2月生まれの赤ちゃん　　応募期限　12月28日（月） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問 企画課　蕁388‐1113

笠松町公式Instagram・Twitter

Instagram

みんなで「#kasaphoto2020」 

かさまつ2020 SNSフォトコンテスト 
→2020.12.31（THU） 

入選者には豪華賞品も！ 応募方法は、町公式Instagram・Twitterの プロフィール欄をチェック！ 

c企画課　蕁388-1113c企画課　蕁388-1113Twitter

【名鉄かさまつ駅イルミネーション】 ※詳細は4ページをご覧ください。 

令和2年12月号 
第1123号 18



100歳おめでとうございます 

　10月6日に川出 やゑのさん（写真上）、11月6日
に中島 清市さん（写真下）が満100歳を迎えられ
ました。 
　長年にわたり地域の発展に寄与されてきたこ
とに感謝し、長寿者褒賞金を贈呈しました。古田
町長から「おめでとうございます。いつまでもお元
気で」と祝賀状と花束を手渡されると、笑顔を見
せられました。 

　10月13日、岐阜連携都市圏（笠松町、岐阜市、
山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）と岐
阜バスケットボール株式会社（岐阜スゥープス）が
連携協定を締結しました。 
　連携協定締結以前から岐阜スゥープスと協賛
契約を締結している笠松町では、スクールの開
校のほか、笠松中学校バスケットボール部を対象
としたクリニックなども開催されています。今後は、
圏域市町でもバスケットボールの普及活動や地
域貢献活動が展開されます。 

岐阜スゥープスと連携協定締結 

内閣総理大臣から長寿の祝賀状と銀杯 

　今年度、満100歳を迎えられる9人の方に古田
町長が内閣総理大臣からの祝賀状と銀杯を伝
達し、長寿をお祝いしました。（敬称略） 

　秋の叙勲で、近藤 秀驪さん（門間）が「藍綬褒章（更生保護功績）」を受章
されました。 
　近藤さんは、平成10年11月法務大臣から保護司に委嘱され、罪を犯した人
や非行に走った人たちの立ち直りの援助や助言を行うなど、更生保護の重要
な役割を担うとともに、犯罪・非行の予防活動など、安全・安心な地域社会づく
りのために活動されています。 
　また、平成25年4月から平成31年3月まで羽島保護区保護司会理事として、
関係機関との連絡調整、犯罪予防活動をはじめ、組織的な活動にも尽力され
た長年の功績が認められ、今回の受章となりました。 力作を展示　第50回笠松町美術展 

　11月7日から9日までの3日間、笠松中央公民館
で、第50回笠松町民美術展が開催されました。 
　コロナ禍での開催となった今年の美術展は、
会場入口にサーモカメラを設置するとともに、鑑
賞中のソーシャルディスタンスの確保をお願いす
るなど、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講
じた上で開催され、日本画、水墨画、洋画、版画、
書、彫塑・工芸、写真の各部門に166人から223
点の作品が出品されました。参観者は会場を彩
る力作に見入って、芸術の秋を堪能しました。 

　11月11日、笠松小学校の4～6年生を対象に「タグ
ラグビー」を体験する出前講座が開催されました。
通常の「ラグビー」では、ボールを持つプレーヤー
の前進をタックルで止めますが、「タグラグビー」は、
タックルの代わりに腰につけたタグをとり合います。 
　当日は、朝日大学体育会ラグビー部の皆さんに
ラグビーボールの投げ方やルールを教わり、トライ
の練習などを行いました。大学生を上手にかわし、
タグを取られずに華麗なトライが決まるたびに、会
場は大盛り上がりでした。 

朝日大学ラグビー部の皆さんと 
ラグビーの楽しさに触れる 

皆さんの声を町政に　町政懇談会 

　皆さんのご意見・ご要望を広くお聴きし、今後
の町政運営に反映させることを目的として、11月
12日に町政懇談会を開催しました。 
　懇談会では、住民の皆さんと行政を結ぶパイ
プ役としてご協力いただいている町内会長の皆
さんから、防災対策をはじめ、交通対策、道路な
ど21項目にわたるご意見・ご要望が提出されたほ
か、町政についての意見交換を行いました。 

　11月12日、地震と火災を想定した避難訓練が
松枝保育所で行われました。サイレンが鳴ると、
先生の指示に従って机の下に潜ったり、防災頭
巾をかぶったりして、安全に素早く避難する方法
を確認しました。 
　避難完了後は、訓練に立ち会った羽島郡広域
連合消防本部の消防士の方から火事を起こさ
ないためのポイントを教わったほか、年長の園児
は消防車による放水も体験しました。 

災害に備えて　避難訓練を実施 

村井 健治郎 

川出 やゑの 

足立 すぎの 

入江 千鶴 

中島 清市 

南谷 一子 

原田 はな 

森越 和子 

宇野 貞夫 

藍綬褒章受章　近藤 秀驪さん 

近藤 秀驪さん 

まちの話題 
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100歳おめでとうございます 

　10月6日に川出 やゑのさん（写真上）、11月6日
に中島 清市さん（写真下）が満100歳を迎えられ
ました。 
　長年にわたり地域の発展に寄与されてきたこ
とに感謝し、長寿者褒賞金を贈呈しました。古田
町長から「おめでとうございます。いつまでもお元
気で」と祝賀状と花束を手渡されると、笑顔を見
せられました。 

　10月13日、岐阜連携都市圏（笠松町、岐阜市、
山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）と岐
阜バスケットボール株式会社（岐阜スゥープス）が
連携協定を締結しました。 
　連携協定締結以前から岐阜スゥープスと協賛
契約を締結している笠松町では、スクールの開
校のほか、笠松中学校バスケットボール部を対象
としたクリニックなども開催されています。今後は、
圏域市町でもバスケットボールの普及活動や地
域貢献活動が展開されます。 

岐阜スゥープスと連携協定締結 

内閣総理大臣から長寿の祝賀状と銀杯 

　今年度、満100歳を迎えられる9人の方に古田
町長が内閣総理大臣からの祝賀状と銀杯を伝
達し、長寿をお祝いしました。（敬称略） 

　秋の叙勲で、近藤 秀驪さん（門間）が「藍綬褒章（更生保護功績）」を受章
されました。 
　近藤さんは、平成10年11月法務大臣から保護司に委嘱され、罪を犯した人
や非行に走った人たちの立ち直りの援助や助言を行うなど、更生保護の重要
な役割を担うとともに、犯罪・非行の予防活動など、安全・安心な地域社会づく
りのために活動されています。 
　また、平成25年4月から平成31年3月まで羽島保護区保護司会理事として、
関係機関との連絡調整、犯罪予防活動をはじめ、組織的な活動にも尽力され
た長年の功績が認められ、今回の受章となりました。 力作を展示　第50回笠松町美術展 

　11月7日から9日までの3日間、笠松中央公民館
で、第50回笠松町民美術展が開催されました。 
　コロナ禍での開催となった今年の美術展は、
会場入口にサーモカメラを設置するとともに、鑑
賞中のソーシャルディスタンスの確保をお願いす
るなど、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講
じた上で開催され、日本画、水墨画、洋画、版画、
書、彫塑・工芸、写真の各部門に166人から223
点の作品が出品されました。参観者は会場を彩
る力作に見入って、芸術の秋を堪能しました。 

　11月11日、笠松小学校の4～6年生を対象に「タグ
ラグビー」を体験する出前講座が開催されました。
通常の「ラグビー」では、ボールを持つプレーヤー
の前進をタックルで止めますが、「タグラグビー」は、
タックルの代わりに腰につけたタグをとり合います。 
　当日は、朝日大学体育会ラグビー部の皆さんに
ラグビーボールの投げ方やルールを教わり、トライ
の練習などを行いました。大学生を上手にかわし、
タグを取られずに華麗なトライが決まるたびに、会
場は大盛り上がりでした。 

朝日大学ラグビー部の皆さんと 
ラグビーの楽しさに触れる 

皆さんの声を町政に　町政懇談会 

　皆さんのご意見・ご要望を広くお聴きし、今後
の町政運営に反映させることを目的として、11月
12日に町政懇談会を開催しました。 
　懇談会では、住民の皆さんと行政を結ぶパイ
プ役としてご協力いただいている町内会長の皆
さんから、防災対策をはじめ、交通対策、道路な
ど21項目にわたるご意見・ご要望が提出されたほ
か、町政についての意見交換を行いました。 

　11月12日、地震と火災を想定した避難訓練が
松枝保育所で行われました。サイレンが鳴ると、
先生の指示に従って机の下に潜ったり、防災頭
巾をかぶったりして、安全に素早く避難する方法
を確認しました。 
　避難完了後は、訓練に立ち会った羽島郡広域
連合消防本部の消防士の方から火事を起こさ
ないためのポイントを教わったほか、年長の園児
は消防車による放水も体験しました。 

災害に備えて　避難訓練を実施 

村井 健治郎 

川出 やゑの 

足立 すぎの 

入江 千鶴 
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南谷 一子 
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藍綬褒章受章　近藤 秀驪さん 

近藤 秀驪さん 
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　12月1日（火）より、従来のスマートフォン決済アプリ「PayB」に加えて新たに「PayPay」「LINE Pay」

を利用して町税や水道料金・下水道使用料が「いつでも・どこでも・かんたんに」納付できるようになり

ました。 

c税務課（町県民税・固定資産税・軽自動車税種別割）　蕁388‐1112 

　住民課（国民健康保険税）　蕁388‐1115 

　水道課（水道料金・下水道使用料）　蕁388‐1118

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（普

通徴収）、水道料金、下水道使用料 

利用できる税目など 

①スマートフォンにアプリをダウンロード 

②アプリに氏名、支払い方法など必要事項を登録 

③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 

※スマートフォン決算アプリにより納付できるのは、1回の納付

額が30万円以下で、納期限内の納付書に限ります。 

　（水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円以下の場合のみ） 

利用方法 

「PayPay」「LINE Pay」で町税などが納付できます 

　寒い日が続くと、屋外の蛇口や水道管が凍り破裂することがあります。特に気温がマイナス4度以

下になると凍結による破損事故が多くなり、修理に高い費用がかかってしまいます。水道管を寒さか

ら守りましょう。 

Q1）凍結しないためには？ 
露出している水道管や蛇口に、保温材や布切れなどを巻きつけ、その上から、ビニールテープなど

を下から上へ巻いて直接冷気が当たらないようにしてください。また、蛇口を少しあけて水を出して

おくと凍結しにくくなります。 

Q2）凍結してしまったら？ 
蛇口が凍ったときは、自然に溶けるのを待つか凍った部分をタオルなどで包み、その上からゆっくり

とぬるま湯をかけてください。急に熱いお湯をかけると水道管が破裂したり、蛇口を傷めることがあ

りますので注意してください。 

Q3）水道管が破裂してしまったら？ 
応急措置として、メーターボックスの中にある元栓を閉めて、 

笠松町指定給水装置工事事業者へ修理の申込みをしてください。 

c水道課　蕁388‐1118

水道管の凍結に注意しましょう！ 

蜻笠松町指定給水装置 
　工事事業者 

　11月16日、下羽栗小学校の児童と、同校に隣
接する総合会館を練習拠点とするバドミントン
チーム「丸杉Bluvic」の皆さんによる交流会が行
われました。 
　交流会に先立って披露された鼓笛の演奏では、
コロナ禍でも継続してきた練習の成果を存分に
発揮し、息の合った音色と動きで丸杉Bluvicの
皆さんを歓迎しました。 
　体育館に移動して行われた交流会では、選手
によるデモンストレーションが披露され、ラケットさ
ばきや飛び交うシャトルに会場中が釘付けになり
ました。代表児童と選手による対戦や質問タイム
も非常に盛り上がり、短い時間でしたが互いに親
交を深め、楽しい時間を過ごすことができました。
交流会の最後には、丸杉Bluvicの今井監督か
ら児童に対し「自分の限界や言い訳をつくらず、
夢や目標に向かって前向きに進んでいってほしい」
とメッセージが贈られました。 

丸杉Bluvic（ブルビック）の皆さんをお迎えして　下羽栗小学校で交流会 

　11月15日、歴史未来館開館5周年記念講演会
「笠松隕石 宇宙からの贈り物 ～隕石から探る
太陽系の起源～」を開催しました。当日は、川上
紳一教授（岐阜聖徳学園大学）を講師にお迎え
し、生命誕生の起源や隕石について講演いただ
いたほか、町指定文化財である「笠松隕石」も約
30年ぶりに一般公開されました。 
　また、笠松町菓子工業組合が開発中の隕石
をモチーフとした菓子の商品化に向け、会場で
は試作品の配布も行われました。 

笠松隕石　約30年ぶりに一般公開 

　11月16日、「名鉄笠松駅イルミネーション2020」
の点灯式が行われました。このイルミネーションは、
岐阜工業高等学校電子工学科の生徒と、町子
ども会の児童が協力し、夏前から準備を進めてき
たもので、コロナ禍で暗いニュースが多かった今
年は「イルミネーションで明るい未来を」をテーマに、
疫病退散の神様である「アマビエ」などをモチー
フに取り入れています。 
　来年1月14日（木）まで毎日点灯しますので、ぜ
ひご覧ください。 
※イルミネーションのカラー写真は裏表紙をご覧ください。 

名鉄笠松駅イルミネーション 点灯式 

注目情報 まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113
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　12月1日（火）より、従来のスマートフォン決済アプリ「PayB」に加えて新たに「PayPay」「LINE Pay」

を利用して町税や水道料金・下水道使用料が「いつでも・どこでも・かんたんに」納付できるようになり

ました。 

c税務課（町県民税・固定資産税・軽自動車税種別割）　蕁388‐1112 

　住民課（国民健康保険税）　蕁388‐1115 

　水道課（水道料金・下水道使用料）　蕁388‐1118

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（普

通徴収）、水道料金、下水道使用料 

利用できる税目など 

①スマートフォンにアプリをダウンロード 

②アプリに氏名、支払い方法など必要事項を登録 

③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 

※スマートフォン決算アプリにより納付できるのは、1回の納付

額が30万円以下で、納期限内の納付書に限ります。 

　（水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円以下の場合のみ） 

利用方法 

「PayPay」「LINE Pay」で町税などが納付できます 

　寒い日が続くと、屋外の蛇口や水道管が凍り破裂することがあります。特に気温がマイナス4度以

下になると凍結による破損事故が多くなり、修理に高い費用がかかってしまいます。水道管を寒さか

ら守りましょう。 

Q1）凍結しないためには？ 
露出している水道管や蛇口に、保温材や布切れなどを巻きつけ、その上から、ビニールテープなど

を下から上へ巻いて直接冷気が当たらないようにしてください。また、蛇口を少しあけて水を出して

おくと凍結しにくくなります。 

Q2）凍結してしまったら？ 
蛇口が凍ったときは、自然に溶けるのを待つか凍った部分をタオルなどで包み、その上からゆっくり

とぬるま湯をかけてください。急に熱いお湯をかけると水道管が破裂したり、蛇口を傷めることがあ

りますので注意してください。 

Q3）水道管が破裂してしまったら？ 
応急措置として、メーターボックスの中にある元栓を閉めて、 

笠松町指定給水装置工事事業者へ修理の申込みをしてください。 

c水道課　蕁388‐1118

水道管の凍結に注意しましょう！ 

蜻笠松町指定給水装置 
　工事事業者 

　11月16日、下羽栗小学校の児童と、同校に隣
接する総合会館を練習拠点とするバドミントン
チーム「丸杉Bluvic」の皆さんによる交流会が行
われました。 
　交流会に先立って披露された鼓笛の演奏では、
コロナ禍でも継続してきた練習の成果を存分に
発揮し、息の合った音色と動きで丸杉Bluvicの
皆さんを歓迎しました。 
　体育館に移動して行われた交流会では、選手
によるデモンストレーションが披露され、ラケットさ
ばきや飛び交うシャトルに会場中が釘付けになり
ました。代表児童と選手による対戦や質問タイム
も非常に盛り上がり、短い時間でしたが互いに親
交を深め、楽しい時間を過ごすことができました。
交流会の最後には、丸杉Bluvicの今井監督か
ら児童に対し「自分の限界や言い訳をつくらず、
夢や目標に向かって前向きに進んでいってほしい」
とメッセージが贈られました。 

丸杉Bluvic（ブルビック）の皆さんをお迎えして　下羽栗小学校で交流会 

　11月15日、歴史未来館開館5周年記念講演会
「笠松隕石 宇宙からの贈り物 ～隕石から探る
太陽系の起源～」を開催しました。当日は、川上
紳一教授（岐阜聖徳学園大学）を講師にお迎え
し、生命誕生の起源や隕石について講演いただ
いたほか、町指定文化財である「笠松隕石」も約
30年ぶりに一般公開されました。 
　また、笠松町菓子工業組合が開発中の隕石
をモチーフとした菓子の商品化に向け、会場で
は試作品の配布も行われました。 

笠松隕石　約30年ぶりに一般公開 

　11月16日、「名鉄笠松駅イルミネーション2020」
の点灯式が行われました。このイルミネーションは、
岐阜工業高等学校電子工学科の生徒と、町子
ども会の児童が協力し、夏前から準備を進めてき
たもので、コロナ禍で暗いニュースが多かった今
年は「イルミネーションで明るい未来を」をテーマに、
疫病退散の神様である「アマビエ」などをモチー
フに取り入れています。 
　来年1月14日（木）まで毎日点灯しますので、ぜ
ひご覧ください。 
※イルミネーションのカラー写真は裏表紙をご覧ください。 

名鉄笠松駅イルミネーション 点灯式 

注目情報 まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和2年12月号 
第1123号 4 令和2年12月号 

第1123号 5



公共施設など 
○婚姻届、出生届、死亡届など戸籍の届出の受付けは、役場の宿日直者が対応します。 
○葬儀で緑会館を利用される場合は、役場までご連絡ください。 
○家庭での水道の故障や修理は、町指定給水装置工事事業者までご連絡ください。 
○道路上での漏水は、役場までご連絡ください。 

公共施設巡回町民バス 
　公共施設巡回町民バスは12月29日（火）から1月3日（日）までお休みします。 

　可燃ごみを「ごみ積替施設（株式会社高島衛生）」へ直接持ち込まれる方は、環境経済課で発行
する許可書を持参して、12月26日（土）午後3時までに投入してください。年始の受入れ開始は1月
6日（水）からです。 

し尿汲み取り 
　し尿汲み取りは、12月30日（水）午後から1月4日（月）までお休みします。 
　年内に繰り上げ汲み取りを希望される方は、12月25日（金）までに松南株式会社（蕁274‐3224）に
連絡し、予約してください。 

ごみの収集　※午前7時から8時までに各町内会で決められた場所に出してください。 

年末年始業務のお知らせ 

年末の最終収集日 
年始の開始収集日 

12月31日（木） 
1月 4日（月） 

12月29日（火） 
1月 5日（火） 

12月 

役場 
福祉健康センター 
笠松中央公民館 

松枝公民館 
総合会館 
福祉会館 

下羽栗会館 
厚生会館 

ふらっと笠松 
体育施設 

学校開放施設 
こども館 

歴史未来館 
火葬場 
緑会館 

防災行政無線放送 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 

● 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

× 
△ 

× 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

1月 
28日（月） 29日（火） 30日（水） 31日（木） 1日（金） 2日（土） 3日（日） 4日（月） 

表の見方　●利用可能　×お休み　△葬儀のみ 

施設名 

収集コース 月・木曜日コース（笠松地域） 火・金曜日コース（松枝・下羽栗地域） 

 
 
各種検（健）診の受診は 
お済みですか？ 

　胃がん・肺がん・大腸がん検

診（病院検診）、特定健診、ぎふ・

すこやか健診、はしま・さわやか

口腔健診は12月31日（木）まで

実施しています。（ただし、医療

機関の診療時間内に限ります） 

　受診がお済みでない方は、

健康管理のためにぜひ受診し

ましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

岐阜基地航空機救難消防訓練 
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最小限に止めるため、

法律などで定められた訓練を行います。訓練に伴い黒煙が発生しま

すが、ご了承ください。 

12月10日（木）（予備日：12月11日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　蕁382‐1101

月日（曜日） 時　間 

12月7日（月） 

12月8日（火） 

午前10時～午後3時 

午前10時～正午 

場　所 

笠松町役場 

JAぎふ　はぐり支店 

マイナポイントの申込み 
　マイナポイントの申込期限は

令和3年3月31日（水）までです。

まだ申込みされていない方はお

早めにお申込みください。 

　なお、ご自身でのお申込みが

困難な方は、次のとおり申込手

続きの支援窓口も開設していま

すので、ご利用ください。 

令和3年3月31日（水）まで 

平日の午前9時～午後4時 

企画課・商工会館 

 

・マイナンバーカード（4桁の暗

証番号も必要です） 

・キャッシュレス決済サービス

の情報が分かるもの 

c企画課　蕁388‐1113

はかりの定期検査 
　はかりの定期検査を行います。計量法の規定

により、取引・証明に使用されるはかりは2年に1度、

定期検査を受検しなければなりません。 

　この検査を受けず、はかりを取引・証明に使用

すると計量法違反行為となりますので、対象となるはかりをお持ちの

方はご注意ください。 

 

・はかり売り商品に使用するはかり 

・食品関連事業所（製造・加工・販売）で商品を袋詰めする際に使

用するはかり 

・医療機関や薬局で使用する調合用のはかり 

・学校、医療機関で健康診断に使用するはかり 

・宅配便に使用するはかり　など 

 

はかり（付属品含む）、手数料（岐阜県収入印紙） 

※手数料は、はかりの種類によって異なります。詳しくは下記までお

問合せください。 

c岐阜県計量検査所　蕁254‐8188

 
 
 
 
 
 
 
検査対象となるはかり 
 
 
 
 
 
 
日時・場所 

持ち物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
期間 
時間 
場所 
持ち物 

 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 注目情報 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 
＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

令和2年12月号 
第1123号 6 令和2年12月号 

第1123号 7



公共施設など 
○婚姻届、出生届、死亡届など戸籍の届出の受付けは、役場の宿日直者が対応します。 
○葬儀で緑会館を利用される場合は、役場までご連絡ください。 
○家庭での水道の故障や修理は、町指定給水装置工事事業者までご連絡ください。 
○道路上での漏水は、役場までご連絡ください。 

公共施設巡回町民バス 
　公共施設巡回町民バスは12月29日（火）から1月3日（日）までお休みします。 

　可燃ごみを「ごみ積替施設（株式会社高島衛生）」へ直接持ち込まれる方は、環境経済課で発行
する許可書を持参して、12月26日（土）午後3時までに投入してください。年始の受入れ開始は1月
6日（水）からです。 

し尿汲み取り 
　し尿汲み取りは、12月30日（水）午後から1月4日（月）までお休みします。 
　年内に繰り上げ汲み取りを希望される方は、12月25日（金）までに松南株式会社（蕁274‐3224）に
連絡し、予約してください。 

ごみの収集　※午前7時から8時までに各町内会で決められた場所に出してください。 

年末年始業務のお知らせ 

年末の最終収集日 
年始の開始収集日 

12月31日（木） 
1月 4日（月） 

12月29日（火） 
1月 5日（火） 

12月 

役場 
福祉健康センター 
笠松中央公民館 

松枝公民館 
総合会館 
福祉会館 

下羽栗会館 
厚生会館 

ふらっと笠松 
体育施設 

学校開放施設 
こども館 

歴史未来館 
火葬場 
緑会館 

防災行政無線放送 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 

● 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

× 
△ 

× 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

1月 
28日（月） 29日（火） 30日（水） 31日（木） 1日（金） 2日（土） 3日（日） 4日（月） 

表の見方　●利用可能　×お休み　△葬儀のみ 

施設名 

収集コース 月・木曜日コース（笠松地域） 火・金曜日コース（松枝・下羽栗地域） 

 
 
各種検（健）診の受診は 
お済みですか？ 

　胃がん・肺がん・大腸がん検

診（病院検診）、特定健診、ぎふ・

すこやか健診、はしま・さわやか

口腔健診は12月31日（木）まで

実施しています。（ただし、医療

機関の診療時間内に限ります） 

　受診がお済みでない方は、

健康管理のためにぜひ受診し

ましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

岐阜基地航空機救難消防訓練 
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最小限に止めるため、

法律などで定められた訓練を行います。訓練に伴い黒煙が発生しま

すが、ご了承ください。 

12月10日（木）（予備日：12月11日（金）） 

午前5時20分～8時30分 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　蕁382‐1101

月日（曜日） 時　間 

12月7日（月） 

12月8日（火） 

午前10時～午後3時 

午前10時～正午 

場　所 

笠松町役場 

JAぎふ　はぐり支店 

マイナポイントの申込み 
　マイナポイントの申込期限は

令和3年3月31日（水）までです。

まだ申込みされていない方はお

早めにお申込みください。 

　なお、ご自身でのお申込みが

困難な方は、次のとおり申込手

続きの支援窓口も開設していま

すので、ご利用ください。 

令和3年3月31日（水）まで 

平日の午前9時～午後4時 

企画課・商工会館 

 

・マイナンバーカード（4桁の暗

証番号も必要です） 

・キャッシュレス決済サービス

の情報が分かるもの 

c企画課　蕁388‐1113

はかりの定期検査 
　はかりの定期検査を行います。計量法の規定

により、取引・証明に使用されるはかりは2年に1度、

定期検査を受検しなければなりません。 

　この検査を受けず、はかりを取引・証明に使用

すると計量法違反行為となりますので、対象となるはかりをお持ちの

方はご注意ください。 

 

・はかり売り商品に使用するはかり 

・食品関連事業所（製造・加工・販売）で商品を袋詰めする際に使

用するはかり 

・医療機関や薬局で使用する調合用のはかり 

・学校、医療機関で健康診断に使用するはかり 

・宅配便に使用するはかり　など 

 

はかり（付属品含む）、手数料（岐阜県収入印紙） 

※手数料は、はかりの種類によって異なります。詳しくは下記までお

問合せください。 

c岐阜県計量検査所　蕁254‐8188

 
 
 
 
 
 
 
検査対象となるはかり 
 
 
 
 
 
 
日時・場所 

持ち物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
期間 
時間 
場所 
持ち物 

 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 注目情報 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 
＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

令和2年12月号 
第1123号 6 令和2年12月号 

第1123号 7



使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油

の回収をボランティア団体のご

協力で実施しますので、ご利用

ください。 

12月16日（水） 

午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央公民館、

松枝公民館、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダン

ボール、アルミ缶、古着（布）も

同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

個人住民税の特別徴収 
（給与天引き） 

　岐阜県と県内市町村は、給

与所得者の方の利便性の向

上を推進するとともに、地方税

法等に基づく適正な課税と徴

収を行うため、個人住民税の特

別徴収を推進しています。 

　個人住民税の特別徴収とは、

事業主（給与支払者）が所得

税の源泉徴収と同様に、従業

員（納税義務者）に代わり、毎

月従業員に支払う給与から個

人住民税を天引きし、納入して

いただく制度です。 

　所得税の源泉徴収義務が

ある事業主は特別徴収義務者

として、法人・個人を問わず、個

人住民税を特別徴収していた

だく必要があります。 

　まだ、特別徴収を行っていな

い事業主は、制度をご理解の上、

ご協力をお願いします。 

　また、eLTAXの「地方共通

納税システム」を利用すれば、

役場や金融機関の窓口に出向

くことなく、一括で電子納付をす

ることができます。 

　詳しくは、eLTAX

ホームページをご覧

ください。 

c税務課 

　蕁388‐1112

第72回人権週間 
　世界人権宣言が採択され、

本年で72周年を迎えます。国

際連合は、世界人権宣言の採

択を記念して、採択日の12月10

日を「人権デー」と定めています。 

　法務省と全国人権擁護委員

連合会は、12月4日から10日まで

の1週間を「第72回人権週間」

として、全国各地で啓発活動を

実施します。 

 

「誰か」のこと　じゃない 

　～虐待　いじめ　 

差別のない社会～ 

 

　皆さんもこの人権週間に、身

近なことから人権を考えてみま

せんか。 

　人権問題や悩みごとなどで

お困りの方は、人権擁護委員（15

ページ参照）または法務局にご

相談ください。 

　相談は無料で、秘密は固く

守られます。 

c岐阜地方法務局人権擁護課 

　蕁245‐3181

年末年始地域安全運動 
　12月11日（金）から1月5日（火）

まで年末年始地域安全運動が

実施されます。防犯意識を高め、

年末年始における犯罪や事故

を未然に防ぎましょう。 

・不信な電話があったら一人

で判断せずに、家族や警察

署に相談しましょう。 

・子どもへの声かけやつきまと

いを防ぐため、地域ぐるみで

子どもの安全を見守りましょう。 

　岐阜県警察防犯アプリでは、

「犯罪情報の地図表示」「警

察署、交番、駐在所のルート確認」

「防犯ブザー」などの機能が利

用できます。以下のQRコードか

らアプリをダウンロードして、ご活

用ください。 

 

 

 

c総務課　蕁388‐1111

岐阜県知事の 
任期満了に伴う選挙日程 

　任期満了に伴う岐阜県知事

選挙が、次の日程で執行される

予定です。 

令和3年1月 7日（木） 

令和3年1月24日（日） 

午前7時～午後8時 

c町選挙管理員会（総務課内） 

　蕁388‐1111

後付け急発進等抑制装置設置補助金 
　笠松町では、高齢運転者の交通事故防止のため、自動車の後付

け急発進等抑制装置を設置するための経費の一部を補助していま

す。申請方法などの詳細はお問合せください。 

 

1台1万円（1人1回限り） 

※装置設置経費が1万円を下回る場合は経費の額（千円未満切り

捨て） 

令和3年3月15日（月） 

※予算が不足した場合は、期限前でも受付を終了

する可能性があります。 

c建設課　蕁388‐1117

令和3年 二十歳の集い 
令和3年1月10日（日） 

午後1時～3時（終了予定） 

笠松中学校 屋内運動場 

町内在住で平成12年4月2日

から平成13年4月1日までに生まれた

方（ただし、笠松中学校を卒業された方で、現在、他市町村に住んで

いる方も、笠松町で参加することができますので、早急にご連絡くださ

い） 

※12月中旬になっても、案内状が届かない場合はご連絡ください。 

c教育文化課　蕁388‐3231

補助 
対象者 

装置・ 
自動車の条件 

次の項目のすべてに該当する方 
・笠松町に住民登録がある75歳以上の方 
　（昭和21年4月1日以前に生まれた方） 
・自動車（自動二輪を除く）の運転免許証を保有する方 
・装置を設置する自動車の車検証に記載がある方 
　（所有者または使用者） 
・自動車税や町税などに滞納がない方 
・暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない方 

・自家用自動車で、転売を目的とした自動車でないこと 
・令和2年4月15日から令和3年2月28日に設置された、

国土交通省が認定した後付け急発進等抑制装置である
こと 

・マスクの着用 
・手洗い徹底 
・人との距離確保 
・定期的な換気 
　　　＋ 

「体調管理」に努めましょう 

新型コロナウイルス感染症 
冬は感染流行期！！ 

年末年始を控え警戒継続を！ 

12月20日（日）は、家庭の日です。

心豊かな明るい家庭づくりを

しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、 
この1年を振り返りましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

▲eLTAX 
ホームページ 

▲制度詳細はこちら 

▲iOS ▲android

 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

 
日にち 
時間 
場所 
対象 

 
 
 
 
 
告示日 
投票日 
投票時間 

 
 
 
 
補助対象者と装置・自動車の条件 

補助金額 
 
 
申請期限 

町からのお知らせ 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和2年12月号 
第1123号 8 令和2年12月号 

第1123号 9
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　個人住民税の特別徴収とは、
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際連合は、世界人権宣言の採

択を記念して、採択日の12月10

日を「人権デー」と定めています。 

　法務省と全国人権擁護委員

連合会は、12月4日から10日まで

の1週間を「第72回人権週間」

として、全国各地で啓発活動を
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国土交通省が認定した後付け急発進等抑制装置である
こと 

・マスクの着用 
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　 役 場  
 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

 
笠 松 中 央 公 民 館  
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

岐阜県最低賃金の改正 
改正後時間額　852円 

（改正額は、令和2年10月1日から適用されています） 

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや

学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労

働者に適用されます。ただし、下欄に掲げる産業

に従事する労働者（一部適用除外あり）は、該当

する特定（産業別）最低賃金も適用されます。 

　使用者も、労働者も、1時間当たりの賃金額が最

低賃金額以上となっているか、必ず確認しましょう。 

c岐阜労働局賃金室　蕁245‐8104

 
 
自転車は安全に利用しましょう 
　笠松町では、自転車が関連

する交通事故が多発しています。

自転車の乗車前には安全点検

を行うとともに、交通ルールを守

って安全に利用しましょう。 

　また、自転車事故による高額

賠償請求事例も発生していま

すので、万が一の備えとして、自

転車損害賠償責任保険などに

加入しましょう。 

自転車安全利用五原則 
①自転車は、車道が原則、歩道

は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道

寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

⑤子どもはヘルメットを着用 

※自転車乗車中の交通事故で

亡くなった方の多くは頭部の

損傷が原因となっています。

自転車乗車時は、大人も積

極的にヘルメットを着用し、自

分の身を守りましょう。 

c建設課　蕁388‐1117

空き地などの草刈りは 
計画的に 

　空き地などに雑草が生い茂っ

ていると、 

①ポイ捨てや不法投棄をされる 

②害虫が発生しやすくなる 

③火災発生のおそれがある 

④車や通行人の邪魔になり交

通事故を引き起こす 

など、周辺住民の迷惑となります。 

　土地所有者の方は、定期的

に雑草の状態を確認し、年間

を通じて計画的に草刈りをして、

住み良い環境作りを心がけま

しょう。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和2年11月1日現在（前月比） 
人口 

男 
女 

世帯数 

22,137 
10,698 
11,439 

9,127

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（減 
（減 
（減 

32） 
14） 
18） 

9） 

特定（産業別）最低賃金（12月21日～） 
電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業 
自動車・同附属品製造業 
航空機・同附属部品製造業 

時間額887円 

時間額932円 
時間額971円 

1（火）.2（水）.3（木）.4（金）.14（月）.15（火）.16（水） 
17（木）.18（金）.28（月）.29（火）.30（水）.31（木） 

12月3日、4日、30日、31日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!12月3日、4日、30日、31日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

12/3（木） 第16回笠松グランプリ、12/4（金） 第7回ジュニアキング 
12/30（水） 第24回ライデンリーダー記念、12/31（木） 第49回東海ゴールドカップ 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

12月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

 
 
楽しいこども館行事 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開

催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

　なお、★がついている行事については事前に申

込みが必要です。 

eこども館　蕁388‐0811

そとであそぼう 

9日（土） 6日（土） 6日（土） 

★ピヨピヨひろば（各10組） 

7日（木） 
8日（金） 

4日（木） 
5日（金） 

★手づくりクラブ（各10人） 

19日（火） 
20日（水） 

16日（火） 
17日（水） 

★Babyひろば（各6組） 

21日（木） 
22日（金） 

25日（木） 
26日（金） 

11日（木） 
12日（金） 

★ボラクラブ 

16日（土） 20日（土） 20日（土） 

★つくってみよう（各6人） 

24日（日） 28日（日） 

1月 2月 3月 

小
学
生 

対象 

午
前
１０
時
〜 

幼
児
親
子 

午
前
１０
時
３０
分
〜 

乳
児
親
子 

午
前
１１
時
〜 

時間 

　12月1日から「歳末たすけあい共同募金運動」

が始まります。この募金は、支援が必要な方が

年末年始を温かく迎えられるよう、さまざまな事

業に活用されます。多くの皆さんのご協力をお

願いします。 

募金受付先　岐阜県共同募金会　笠松町分会 

　　　　　　蕁387‐5332

つながり　ささえあう　みんなの地域づくり 

スローガン 
「無事故で年末　笑顔で年始」 

年末の交通安全県民運動 
12月11日（金）～20日（日） 

お断り 

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、本紙掲載の

行事や事業を中止する可能

性があります。 

　町ホームページ

にて最新の情報

を掲載しています

ので、お出かけの際は事前に

ご確認ください。 

　また、イベント参加時などは

マスク着用や検温など、感染

症予防にご協力ください。 

イ　ベ　ン　ト お　願　い 

町からのお知らせ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和2年12月号 
第1123号 10 令和2年12月号 

第1123号 11



　 役 場  
 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

 
笠 松 中 央 公 民 館  
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

岐阜県最低賃金の改正 
改正後時間額　852円 

（改正額は、令和2年10月1日から適用されています） 

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや

学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労

働者に適用されます。ただし、下欄に掲げる産業

に従事する労働者（一部適用除外あり）は、該当

する特定（産業別）最低賃金も適用されます。 

　使用者も、労働者も、1時間当たりの賃金額が最

低賃金額以上となっているか、必ず確認しましょう。 

c岐阜労働局賃金室　蕁245‐8104

 
 
自転車は安全に利用しましょう 
　笠松町では、自転車が関連

する交通事故が多発しています。

自転車の乗車前には安全点検

を行うとともに、交通ルールを守

って安全に利用しましょう。 

　また、自転車事故による高額

賠償請求事例も発生していま

すので、万が一の備えとして、自

転車損害賠償責任保険などに

加入しましょう。 

自転車安全利用五原則 
①自転車は、車道が原則、歩道

は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道

寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

⑤子どもはヘルメットを着用 

※自転車乗車中の交通事故で

亡くなった方の多くは頭部の

損傷が原因となっています。

自転車乗車時は、大人も積

極的にヘルメットを着用し、自

分の身を守りましょう。 

c建設課　蕁388‐1117

空き地などの草刈りは 
計画的に 

　空き地などに雑草が生い茂っ

ていると、 

①ポイ捨てや不法投棄をされる 

②害虫が発生しやすくなる 

③火災発生のおそれがある 

④車や通行人の邪魔になり交

通事故を引き起こす 

など、周辺住民の迷惑となります。 

　土地所有者の方は、定期的

に雑草の状態を確認し、年間

を通じて計画的に草刈りをして、

住み良い環境作りを心がけま

しょう。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和2年11月1日現在（前月比） 
人口 

男 
女 

世帯数 

22,137 
10,698 
11,439 

9,127

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（減 
（減 
（減 

32） 
14） 
18） 

9） 

特定（産業別）最低賃金（12月21日～） 
電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業 
自動車・同附属品製造業 
航空機・同附属部品製造業 

時間額887円 

時間額932円 
時間額971円 

1（火）.2（水）.3（木）.4（金）.14（月）.15（火）.16（水） 
17（木）.18（金）.28（月）.29（火）.30（水）.31（木） 

12月3日、4日、30日、31日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!12月3日、4日、30日、31日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

12/3（木） 第16回笠松グランプリ、12/4（金） 第7回ジュニアキング 
12/30（水） 第24回ライデンリーダー記念、12/31（木） 第49回東海ゴールドカップ 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

12月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

 
 
楽しいこども館行事 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開

催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

　なお、★がついている行事については事前に申

込みが必要です。 

eこども館　蕁388‐0811

そとであそぼう 

9日（土） 6日（土） 6日（土） 

★ピヨピヨひろば（各10組） 

7日（木） 
8日（金） 

4日（木） 
5日（金） 

★手づくりクラブ（各10人） 

19日（火） 
20日（水） 

16日（火） 
17日（水） 

★Babyひろば（各6組） 

21日（木） 
22日（金） 

25日（木） 
26日（金） 

11日（木） 
12日（金） 

★ボラクラブ 

16日（土） 20日（土） 20日（土） 

★つくってみよう（各6人） 

24日（日） 28日（日） 

1月 2月 3月 

小
学
生 

対象 

午
前
１０
時
〜 

幼
児
親
子 

午
前
１０
時
３０
分
〜 

乳
児
親
子 

午
前
１１
時
〜 

時間 

　12月1日から「歳末たすけあい共同募金運動」

が始まります。この募金は、支援が必要な方が

年末年始を温かく迎えられるよう、さまざまな事

業に活用されます。多くの皆さんのご協力をお

願いします。 

募金受付先　岐阜県共同募金会　笠松町分会 

　　　　　　蕁387‐5332

つながり　ささえあう　みんなの地域づくり 

スローガン 
「無事故で年末　笑顔で年始」 

年末の交通安全県民運動 
12月11日（金）～20日（日） 

お断り 

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、本紙掲載の

行事や事業を中止する可能

性があります。 

　町ホームページ

にて最新の情報

を掲載しています

ので、お出かけの際は事前に

ご確認ください。 

　また、イベント参加時などは

マスク着用や検温など、感染

症予防にご協力ください。 

イ　ベ　ン　ト お　願　い 

町からのお知らせ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和2年12月号 
第1123号 10 令和2年12月号 

第1123号 11



　岐阜市とその周辺市町（笠松町、山県市、
瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）が連携協
定を締結し、平成29年に形成された「岐阜連
携都市圏」。現在、さまざまな連携が進められ
ている圏域市町のイチオシ情報をご紹介します。 

c瑞穂市役所総合政策課　蕁327-4128

c健康介護課　蕁388‐7171

　新型コロナウイルス感染症や季節性インフ

ルエンザの感染予防に努めていただいている

ところですが、ノロウイルスによる食中毒や感

染性胃腸炎も冬場に本格的な流行を迎えます。 

　子どもや高齢者は重篤化しやすいので、

ウイルスの特徴を理解し、感染予防に努めま

しょう。 

①特徴 
・感染力が強い 

・繰り返し感染・発症することがある 

・症状が出ない人がいる 

※主な感染経路は、飛沫感染・接触感染です。 

②症状 
　おう吐、下痢、腹痛、発熱、悪寒など 

③予防のポイント 
1.ウイルスが含まれた水や食物が手を介して

感染するため、調理や食事の前、トイレの後

などは必ず手を洗いましょう。 

2.ノロウイルスの原因食品は、カキを含む二枚

貝が多いといわれています。カキなどの二

枚貝を食べる時は、中心部まで十分に加熱

（85～90℃で90秒以上）しましょう。 

 

　もし、家族が感染した場合は、二次感染の

予防が大切です。 

　おう吐物などを処理するときは、直接手で

触れないようにすること、アルコールが効きにく

い病原体のため手洗いを十分に行い感染を

広げないようにすることが大切です。 

c環境経済課　蕁388‐1114

　年の瀬を迎えるにあたって大掃除をしたり、

クリスマスやお正月などの季節行事に合わせ

て家族でご馳走を囲む家庭が増える年末年

始は、1年の中でも多くの家庭ごみが排出さ

れる時期です。特に今年は新型コロナウイル

ス感染症の影響で、例年よりも多くのごみが

発生すると予想されます。この機会に、ごみ

の減量について考えてみましょう。 

生ごみ処理機を利用する方が増えています 
　令和3年3月まで、家庭用の生

ごみ処理機購入に対する助成

制度を拡充しています。現在、

多くの方からお寄せいただいて

いる質問をご紹介します。 

Q.助成対象品は、役場で販売していますか？ 
→A.役場で販売は行っていません。 

Q.助成対象になるのは町内のお店で購入し
た場合のみですか？ 
→A.いいえ。町外やネットショッピングなど

で購入したものも助成対象です。た

だし、中古品は対象外です。 

Q.早く申請をしないと助成制度の拡充期間
が短くなったりしますか？ 
→A.購入日から3か月以内で令和3年3月

までに申請したものが助成対象です。 

Q.以前、処理機購入時に助成を受けていま
すが、買い替えの場合も助成対象になりま
すか？ 
→A.過去に町の助成を受けて処理機を購

入された方が機器を更新される場合、

前回購入日から5年以上経過してい

ることが助成の条件になります。 

（ダンボールコンポストなど除く） 

Q.購入時に保証プラン（有料）も付けましたが、
助成対象になりますか？ 
→A.機器の購入代金のみ助成対象です。 

Q.購入する前に申請が必要ですか？ 
→A.購入後、町に申請してください。 

Q.いくら助成してもらえますか？ 
→A.機器購入代金の90%までが助成対

象です。ただし、上限額があります。 

助成金の申請手順 
①お店などで処理機を購入 

②町へ助成金の申請 

※必要となるもの：領収書の写し、保証書の

写し、（製品名称、製品番号などが分か

るもの）、印鑑（朱肉を使用するもの）、振

込先口座が分かるもの 

③町にて審査後、助成金を振込 

※申請から振込まで約2週間かかります 

区　分 上限額 

電気式生ごみ処理機 

生ごみ堆肥化容器 
非電気式生ごみ処理機 

生ごみ水切り容器 

ダンボールコンポストなど 

60,000円 

10,000円 

3,000円 

300～2,000円 

▲販売店舗 
　について 

▲レシピ動画 

視聴方法 YouTubeで動画タイトルを検索またはQRコード獏

をスマートフォンなどで読み取ってください。 

　富有柿発祥の地である瑞穂市。その瑞穂市で

栽培された「富有柿」を麺にたっぷりと練り込んだ

柿パスタを販売します。 

　岐阜農林高校とコラボして企画したこの柿パス

タは、瑞穂市産富有柿をペースト状にして、小麦7：

柿ペースト3の割合で麺に使用しています。 

　販売店舗は瑞穂市ホームページでご確認いた

だけます。また、レシピ動画も瑞穂市公式YouTube

で公開しています。富有柿のルーツである瑞穂市産富有柿にロマンや歴史を感じながら、ぜひ

ご賞味ください。 

▲富有柿発祥の地とかきりん 

岐阜連携都市圏を知ろう 
　No.4　－瑞穂市－ 

富有柿を練り込んだパスタの販売 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 
流行期を迎えるノロウイルスに 
注意しましょう！ 

ごみを 
減らしましょう 

年末年始はごみが増える時期です 

コラム コラム 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

令和2年12月号 
第1123号 12 令和2年12月号 

第1123号 13



　岐阜市とその周辺市町（笠松町、山県市、
瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）が連携協
定を締結し、平成29年に形成された「岐阜連
携都市圏」。現在、さまざまな連携が進められ
ている圏域市町のイチオシ情報をご紹介します。 

c瑞穂市役所総合政策課　蕁327-4128

c健康介護課　蕁388‐7171

　新型コロナウイルス感染症や季節性インフ

ルエンザの感染予防に努めていただいている

ところですが、ノロウイルスによる食中毒や感

染性胃腸炎も冬場に本格的な流行を迎えます。 

　子どもや高齢者は重篤化しやすいので、

ウイルスの特徴を理解し、感染予防に努めま

しょう。 

①特徴 
・感染力が強い 

・繰り返し感染・発症することがある 

・症状が出ない人がいる 

※主な感染経路は、飛沫感染・接触感染です。 

②症状 
　おう吐、下痢、腹痛、発熱、悪寒など 

③予防のポイント 
1.ウイルスが含まれた水や食物が手を介して

感染するため、調理や食事の前、トイレの後

などは必ず手を洗いましょう。 

2.ノロウイルスの原因食品は、カキを含む二枚

貝が多いといわれています。カキなどの二

枚貝を食べる時は、中心部まで十分に加熱

（85～90℃で90秒以上）しましょう。 

 

　もし、家族が感染した場合は、二次感染の

予防が大切です。 

　おう吐物などを処理するときは、直接手で

触れないようにすること、アルコールが効きにく

い病原体のため手洗いを十分に行い感染を

広げないようにすることが大切です。 

c環境経済課　蕁388‐1114

　年の瀬を迎えるにあたって大掃除をしたり、

クリスマスやお正月などの季節行事に合わせ

て家族でご馳走を囲む家庭が増える年末年

始は、1年の中でも多くの家庭ごみが排出さ

れる時期です。特に今年は新型コロナウイル

ス感染症の影響で、例年よりも多くのごみが

発生すると予想されます。この機会に、ごみ

の減量について考えてみましょう。 

生ごみ処理機を利用する方が増えています 
　令和3年3月まで、家庭用の生

ごみ処理機購入に対する助成

制度を拡充しています。現在、

多くの方からお寄せいただいて

いる質問をご紹介します。 

Q.助成対象品は、役場で販売していますか？ 
→A.役場で販売は行っていません。 

Q.助成対象になるのは町内のお店で購入し
た場合のみですか？ 
→A.いいえ。町外やネットショッピングなど

で購入したものも助成対象です。た

だし、中古品は対象外です。 

Q.早く申請をしないと助成制度の拡充期間
が短くなったりしますか？ 
→A.購入日から3か月以内で令和3年3月

までに申請したものが助成対象です。 

Q.以前、処理機購入時に助成を受けていま
すが、買い替えの場合も助成対象になりま
すか？ 
→A.過去に町の助成を受けて処理機を購

入された方が機器を更新される場合、

前回購入日から5年以上経過してい

ることが助成の条件になります。 

（ダンボールコンポストなど除く） 

Q.購入時に保証プラン（有料）も付けましたが、
助成対象になりますか？ 
→A.機器の購入代金のみ助成対象です。 

Q.購入する前に申請が必要ですか？ 
→A.購入後、町に申請してください。 

Q.いくら助成してもらえますか？ 
→A.機器購入代金の90%までが助成対

象です。ただし、上限額があります。 

助成金の申請手順 
①お店などで処理機を購入 

②町へ助成金の申請 

※必要となるもの：領収書の写し、保証書の

写し、（製品名称、製品番号などが分か

るもの）、印鑑（朱肉を使用するもの）、振

込先口座が分かるもの 

③町にて審査後、助成金を振込 

※申請から振込まで約2週間かかります 

区　分 上限額 

電気式生ごみ処理機 

生ごみ堆肥化容器 
非電気式生ごみ処理機 

生ごみ水切り容器 

ダンボールコンポストなど 

60,000円 

10,000円 

3,000円 

300～2,000円 

▲販売店舗 
　について 

▲レシピ動画 

視聴方法 YouTubeで動画タイトルを検索またはQRコード獏

をスマートフォンなどで読み取ってください。 

　富有柿発祥の地である瑞穂市。その瑞穂市で

栽培された「富有柿」を麺にたっぷりと練り込んだ

柿パスタを販売します。 

　岐阜農林高校とコラボして企画したこの柿パス

タは、瑞穂市産富有柿をペースト状にして、小麦7：

柿ペースト3の割合で麺に使用しています。 

　販売店舗は瑞穂市ホームページでご確認いた

だけます。また、レシピ動画も瑞穂市公式YouTube

で公開しています。富有柿のルーツである瑞穂市産富有柿にロマンや歴史を感じながら、ぜひ

ご賞味ください。 

▲富有柿発祥の地とかきりん 

岐阜連携都市圏を知ろう 
　No.4　－瑞穂市－ 

富有柿を練り込んだパスタの販売 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 
流行期を迎えるノロウイルスに 
注意しましょう！ 

ごみを 
減らしましょう 

年末年始はごみが増える時期です 

コラム コラム 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

令和2年12月号 
第1123号 12 令和2年12月号 

第1123号 13



笠松中央公民館 
12日（土）　10：30～ 

編集後記 

　1月号から、しれっと掲載を始めた編集後記ですが、

ここ最近、住民の方や職員から「実は、結構楽しみに

読んでいる」と声をかけていただく機会が増えました。

毎号すみっこでひっそり書いているつもりでしたが、

意外にも読んでくださっている方がいると知り、ちょっと

変に力が入ってしまいそうです。来年も引き続きお付き

合いください～♪ 

町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

■今月のおはなしかい 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、12月10日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

6 

13 

20 

27 

29 

30 

31

赤座医院上印食診療所 

伊藤内科 

片山クリニック 

北田内科クリニック 

羽島クリニック 

森本内科・皮ふ科 

愛生病院 

所　在 

岐南町上印食 

笠松町上本町 

笠松町田代 

岐南町下印食 

笠松町門間 

笠松町奈良町 

笠松町円城寺 

電　話 

247‐2626 

387‐2257 

388‐8700 

278‐1030 

387‐6161 

388‐3600 

388‐3300

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

さくら歯科 

はる歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

なな歯科クリニック 

―― 

―― 

立松歯科医院 

所　在 

笠松町門間 

岐南町みやまち 

笠松町北及 

岐南町三宅 

―― 

―― 

笠松町門間 

電　話 

387‐9114 

273‐2300 

387‐5900 

259‐4618 

―― 

―― 

388‐2078

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

 

 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（からだのセルフケア） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

16日（水） 

10日（木） 

24日（木） 

21日（月） 

18日（金） 

23日（水） 

1日（火） 
21日（月） 

1日（火） 

21日（月） 
17日（木） 

新型コロナウ
イルス感染予
防対策のため、
個別に受付時
間を連絡しま
す。 

申込時にお伝
えします。 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

納税納付／納期限12月28日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円

以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

固定資産税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

4期分 
6期分 
6期分 
7期分 

12月分 
12月分 

8期分 
（12月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

12月のカレンダー 

チャンネルCCN 

お正月の番組案内 

図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

◎ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
29日（火）～31日（木） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内で
お願いします。混雑状況に応じて入室
制限する場合があります。最新の情報は、
町ホームページをご確認ください。 
　ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

2日（水） 

16日（水） 

9日（水） 

23日（水） 

3日（木） 

17日（木） 

2日（水） 

16日（水） 

9日（水） 

23日（水） 

4日（金） 

18日（金） 

24日（木） 

9：10～9：30 

9：40～10：00 

13：10～13：30 

13：40～14：00 

13：40～14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

地デジ 
12ch

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

2日（水） 
16日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
7日（月） 

21日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、12月
10日（木）までにお電話でお申込み
ください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

11日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

健康相談 

1日（火） 
11日（金） 
15日（火） 
21日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

1日（火） 
11日（金） 
15日（火） 
21日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

17日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
11日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

2021年1月1日 
12：00～14：00生放送 

（再放送あり） 

あなたのおうち時間について募集します！ 
どんなおうち時間でも構いません！ 
ぜひご応募ください！ 

【応募期限】12月18日（金） 

みなさん、来年のお正月はどのように過ごされますか？ 
CCNでは地域の皆さんのお正月を放送します！ 

▲どんときたよ2021 
特設ホームページはこちら 

令和2年12月号 
第1123号 14 令和2年12月号 

第1123号 15



笠松中央公民館 
12日（土）　10：30～ 

編集後記 

　1月号から、しれっと掲載を始めた編集後記ですが、

ここ最近、住民の方や職員から「実は、結構楽しみに

読んでいる」と声をかけていただく機会が増えました。

毎号すみっこでひっそり書いているつもりでしたが、

意外にも読んでくださっている方がいると知り、ちょっと

変に力が入ってしまいそうです。来年も引き続きお付き

合いください～♪ 

町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

■今月のおはなしかい 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、12月10日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

6 

13 

20 

27 

29 

30 

31

赤座医院上印食診療所 

伊藤内科 

片山クリニック 

北田内科クリニック 

羽島クリニック 

森本内科・皮ふ科 

愛生病院 

所　在 

岐南町上印食 

笠松町上本町 

笠松町田代 

岐南町下印食 

笠松町門間 

笠松町奈良町 

笠松町円城寺 

電　話 

247‐2626 

387‐2257 

388‐8700 

278‐1030 

387‐6161 

388‐3600 

388‐3300

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

さくら歯科 

はる歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

なな歯科クリニック 

―― 

―― 

立松歯科医院 

所　在 

笠松町門間 

岐南町みやまち 

笠松町北及 

岐南町三宅 

―― 

―― 

笠松町門間 

電　話 

387‐9114 

273‐2300 

387‐5900 

259‐4618 

―― 

―― 

388‐2078

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

 

 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（からだのセルフケア） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

16日（水） 

10日（木） 

24日（木） 

21日（月） 

18日（金） 

23日（水） 

1日（火） 
21日（月） 

1日（火） 

21日（月） 
17日（木） 

新型コロナウ
イルス感染予
防対策のため、
個別に受付時
間を連絡しま
す。 

申込時にお伝
えします。 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

納税納付／納期限12月28日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円

以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

固定資産税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

4期分 
6期分 
6期分 
7期分 

12月分 
12月分 

8期分 
（12月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

12月のカレンダー 

チャンネルCCN 

お正月の番組案内 

図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

◎ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
29日（火）～31日（木） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内で
お願いします。混雑状況に応じて入室
制限する場合があります。最新の情報は、
町ホームページをご確認ください。 
　ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

2日（水） 

16日（水） 

9日（水） 

23日（水） 

3日（木） 

17日（木） 

2日（水） 

16日（水） 

9日（水） 

23日（水） 

4日（金） 

18日（金） 

24日（木） 

9：10～9：30 

9：40～10：00 

13：10～13：30 

13：40～14：00 

13：40～14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

地デジ 
12ch

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

2日（水） 
16日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
7日（月） 

21日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、12月
10日（木）までにお電話でお申込み
ください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

11日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

健康相談 

1日（火） 
11日（金） 
15日（火） 
21日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

1日（火） 
11日（金） 
15日（火） 
21日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

17日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
11日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

2021年1月1日 
12：00～14：00生放送 

（再放送あり） 

あなたのおうち時間について募集します！ 
どんなおうち時間でも構いません！ 
ぜひご応募ください！ 

【応募期限】12月18日（金） 

みなさん、来年のお正月はどのように過ごされますか？ 
CCNでは地域の皆さんのお正月を放送します！ 

▲どんときたよ2021 
特設ホームページはこちら 
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　産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金1号被保険者（自営業・学生・無
職など）が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料（以下「保険料」）が一定期間免
除される制度です。この制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、
将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。 
■対象となる方 
　国民年金1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方 
■免除期間 

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 
・多胎妊娠（2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属

する月の3か月前から6か月間 
■届出方法 
　役場住民課または岐阜南年金事務所に届出または郵送 
■届出に必要なもの 
　母子健康手帳、基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）、印鑑（朱肉を使用するもの） 
■注意事項 

・出産予定日の6か月前から届出できます。 
・届出用紙は住民課窓口で配布のほか、日本年金機構のホームページよりダウンロードで

きます。 
・産前産後期間の保険料を前納している場合は全額還付されます。 
・任意加入されている方は対象になりません。 

c住民課　蕁388‐1115　／　岐阜南年金事務所（〒500‐8381　岐阜市市橋2‐1‐15）  蕁273‐6161

国民年金 産前産後期間の国民年金保険料免除制度 

子どもが地域とつながるために 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　新型コロナウィルス感染症予防のため、マ
スク着用やソーシャルディスタンスの確保、三
密の回避などが当たり前となっている中、地
域や学校で必ず行われてきた行事も制限を
受け、中止や縮小を余儀なくされています。
そのような中にあって、「新しい生活様式」を
踏まえながら、地域の子どもたちのためにで
きることをしようと立ち上がってくださってい
る方々がおみえになります。 
　笠松町において、毎年多くの子どもたち
で賑わう「ミニかさ横丁」を主催する「かさま
つこどものまち実行委員会」は、本年は内容
を変えて、新たな試みに挑戦されました。こ
れまでの活動で撮りためた未公開の写真や
動画・掲示物を展示し、活動の振り返りをす
る展示会形式に変更し、「大ミニかさ展」を
開催されました。大人は立ち入ることができ
なかった会場内の様子を、写真や動画など
を通して親子で楽しむことができる機会とな
りました。また、今後も続くであろう「新しい

生活様式」の中で、子どもの成長に必要な「遊
び」を地域の大人がどう保障していくかを提
案する「外で遊ぼう～miniミニかさ横丁とプ
レーパーク」も行い、多くの子どもたちが参
加しました。 
　岐南町では、地域学校協働活動である「G
さうす」の後期日程が10月から始まりました。
楽器演奏や工作、生け花などの様々な体験
ができる土曜日の教育的活動で、地域の方
が講師となって、子どもたちに指導をしてい
ます。新型コロナウィルス感染症予防の観
点から、開催できない講座もありましたが、多
くの子どもたちが応募しました。 
　このように、子どもたちは学校だけでなく、
地域とつながりをもつことで、安心で豊かな
生活を送ることができると考えます。登下校
の見守り活動もそのひとつです。感染予防
を徹底する「新しい生活様式」の中で、子ど
もと地域のつながりをつくっていくことが、私
たち大人のこれからの課題ではないでしょうか。 
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　産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金1号被保険者（自営業・学生・無
職など）が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料（以下「保険料」）が一定期間免
除される制度です。この制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、
将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。 
■対象となる方 
　国民年金1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方 
■免除期間 

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 
・多胎妊娠（2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属

する月の3か月前から6か月間 
■届出方法 
　役場住民課または岐阜南年金事務所に届出または郵送 
■届出に必要なもの 
　母子健康手帳、基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）、印鑑（朱肉を使用するもの） 
■注意事項 

・出産予定日の6か月前から届出できます。 
・届出用紙は住民課窓口で配布のほか、日本年金機構のホームページよりダウンロードで

きます。 
・産前産後期間の保険料を前納している場合は全額還付されます。 
・任意加入されている方は対象になりません。 

c住民課　蕁388‐1115　／　岐阜南年金事務所（〒500‐8381　岐阜市市橋2‐1‐15）  蕁273‐6161

国民年金 産前産後期間の国民年金保険料免除制度 

子どもが地域とつながるために 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　新型コロナウィルス感染症予防のため、マ
スク着用やソーシャルディスタンスの確保、三
密の回避などが当たり前となっている中、地
域や学校で必ず行われてきた行事も制限を
受け、中止や縮小を余儀なくされています。
そのような中にあって、「新しい生活様式」を
踏まえながら、地域の子どもたちのためにで
きることをしようと立ち上がってくださってい
る方々がおみえになります。 
　笠松町において、毎年多くの子どもたち
で賑わう「ミニかさ横丁」を主催する「かさま
つこどものまち実行委員会」は、本年は内容
を変えて、新たな試みに挑戦されました。こ
れまでの活動で撮りためた未公開の写真や
動画・掲示物を展示し、活動の振り返りをす
る展示会形式に変更し、「大ミニかさ展」を
開催されました。大人は立ち入ることができ
なかった会場内の様子を、写真や動画など
を通して親子で楽しむことができる機会とな
りました。また、今後も続くであろう「新しい

生活様式」の中で、子どもの成長に必要な「遊
び」を地域の大人がどう保障していくかを提
案する「外で遊ぼう～miniミニかさ横丁とプ
レーパーク」も行い、多くの子どもたちが参
加しました。 
　岐南町では、地域学校協働活動である「G
さうす」の後期日程が10月から始まりました。
楽器演奏や工作、生け花などの様々な体験
ができる土曜日の教育的活動で、地域の方
が講師となって、子どもたちに指導をしてい
ます。新型コロナウィルス感染症予防の観
点から、開催できない講座もありましたが、多
くの子どもたちが応募しました。 
　このように、子どもたちは学校だけでなく、
地域とつながりをもつことで、安心で豊かな
生活を送ることができると考えます。登下校
の見守り活動もそのひとつです。感染予防
を徹底する「新しい生活様式」の中で、子ど
もと地域のつながりをつくっていくことが、私
たち大人のこれからの課題ではないでしょうか。 
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「PayPay」「LINE Pay」で 
町税などが納付できます 

年末年始業務のお知らせ 
Information Box 町からのお知らせ 
利用期限迫る！12月31日まで　生活応援割引クーポン 

　国のGIGAスクール構想実現に向け、町ではコロ
ナ禍における児童・生徒の学びの機会を確保する
ため、笠松中学校3年生に1人1台のタブレット端末
を配布しました。今年中に、1・2年生と町立小学校
の全児童にもタブレット端末を配備する予定です。 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

※クーポン券は、特別定額給付金支給のお知らせに同封して送付しました。紛失などによる再発行はできませんのでご了承ください。 

最
大 

生活応援 割引 
クーポン 

町商工会加入店舗で使える 

コロナに負けるな！第2弾 

c笠松町商工会　蕁388‐2566

利用期限 12月31日（木） 円 円 

GoToトラベル地域共通クーポンやGoToイート食事券よりお得？！ 

プレミアム率最大利用期限 

迫る！ 

12
月31

日（
木）ま

で 

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和2年2月生まれの赤ちゃん　　応募期限　12月28日（月） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問 企画課　蕁388‐1113

笠松町公式Instagram・Twitter

Instagram

みんなで「#kasaphoto2020」 

かさまつ2020 SNSフォトコンテスト 
→2020.12.31（THU） 

入選者には豪華賞品も！ 応募方法は、町公式Instagram・Twitterの プロフィール欄をチェック！ 

c企画課　蕁388-1113c企画課　蕁388-1113Twitter

【名鉄かさまつ駅イルミネーション】 ※詳細は4ページをご覧ください。 
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