
「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3月生まれの赤ちゃん　　応募期限　1月29日（金） 
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

小林 彩有里 
こ  ば や し  さ  ゆ  り 

（中新町） 
ちゃん 

令和2年1月24日生 
太田耕平・実里さんの子 太田 琉偉 

お お  た  る い  

（下新町） 
くん 

大好きな牛さんのパペットとお揃い！ 
年賀状で誕生を紹介できるのが楽しみです。 

ねぇね大好きるいくん。 
たくさん遊んで元気に大きくなってね。 

令和2年1月29日生 
小林孝幸・愛里さんの子 

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 
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令和3年新年のごあいさつ 
新年号特別インタビュー（フクヒロペア） 
岐阜県知事選挙 
4月から資源が出しやすくなります 
Information Box 町からのお知らせ 

　新木曽川橋から撮影した日の出の様子です。布団
から出るのに勇気がいる季節ですが、しんと澄んだ冬
の空気の中、夜から朝へと変化してく空を見ていると、
枕草子に「冬はつとめて（冬は早朝がいい）」と綴った
清少納言の気持ちが少しわかった気がしました。 
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東京2020オリンピック聖火がやって来る！ 

繋ぐ希望の灯り展 
つな 

2月9日（火）　午前11時30分～午後1時30分（事前予約制） 
笠松中央公民館3階　大ホール 

詳細は 
19ページ 
掲載 

※笠松みなと公園内に150台分の駐車場をご用意しますが、当日は混雑が予想されます。駐車場や周辺道路の

混雑緩和のため、公共交通機関でのご来場にご協力ください。 c企画課　蕁388-1113

2021.1.31. sun 10：00－15：00 

@笠松みなと公園 

出店やイベント情報はSNSで順次発信します！ 
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希望の年に 
なりますように 

　あけましておめでとうございます。人類に

とって試練の2020年が終わり、新しい年が

始まりました。本年もよろしくお願い申し上

げます。 

　まさかこんな年になるとは…　昨年を振

り返ったときの率直な思いです。新型コロ

ナウイルスは、世界中をパンデミックに陥れ、

主要都市の経済や社会活動を停止させま

した。岐阜県内でも臨時休校、公共施設

の閉鎖、多くの店が一時休業を余儀なくさ

れ、祭りやイベントも中止や延期に追い込ま

れました。 

　また、ウイルスは、健康だけでなく社会の

絆もむしばみました。感染者や医療従事者

に対する差別や偏見、“自粛警察”や“他

県ナンバー狩り”など歪んだ正義の横行に

たくさんの方が傷つき、胸を痛めました。 

　しかし、私たちは苦難の末にコロナとの

付き合い方を学びました。マスクの着用や

消毒の徹底はもちろんのこと、集まりは3密

を避ける、オンラインでの授業や会議、外食

の代わりにテイクアウトなど、新たな生活様

式に向けて知恵を絞ってきました。それとと

もに寛容や思いやりの精神を大切にしよう

という声も高まってきました。 

　笠松町でもコロナ対策の臨時交付金を

基に公共施設や学校、保育所での感染対

策強化、小中学校のデジタル化促進を目

的に全児童・生徒へのタブレットを貸与し

たのをはじめ、家計支援のために「生活応

援クーポン」の発行や水道基本料金の半

年分免除など、様々な施策を打ち出してき

ました。取り組みが円滑に実行できたのは、

町民の皆様のご理解とご協力のおかげです。

あらためて笠松町の“地域力”の強さを実

感しました。 

　もっとも、コロナはまだ終息したわけでは

ありません。ワクチンや特効薬が全国民に

普及するにはまだ時間が掛かるでしょう。

その間にも新たな感染拡大の波がやって

くるかもしれません。それでも、これまでに得

た経験と知恵を生かせば、どんな困難でも

乗り切れるはずです。人類は必ずコロナに

打ち克てると信じています。 

　今夏は延期になった東京五輪が開幕予

定です。バドミントン女子ダブルスでは、町

内の体育施設で練習を重ねてきたフクヒロ

ペア（福島由紀選手＆廣田彩花選手）に

金メダル獲得の期待が寄せられています。

きっと2021年は、笠松町にとって熱く希望

に満ちた1年となるはずです。 

　今年も町民の皆様のお力添えを賜りま

すようお願い申し上げます。 

コロナニモマケズ、 
新しい時代に 

　あけましておめでとうございます。 

　新春を迎えるにあたり、町議会を代表し

てごあいさつを申し上げます。 

　昨年は、新型コロナウイルス感染症が猛

威を振るい、住民生活や社会経済活動な

どに大きな打撃を与えるとともに、世界的大

流行を引き起こし、未だに終息の兆しが見

えない恐ろしい事態となっております。 

　政府からは、特別定額給付金の支給や

各自治体が行う新型コロナウイルス感染症

対策事業に対して、多額の交付金が支給

されましたが、これだけでは元の経済や住

民生活を取り戻すことは難しく、今後も、更

なる政府支援が必要と思われます。 

　こうしたことから、1日も早いワクチンや特

効薬の開発により、新型コロナウイルス感

染症の脅威を克服し、今までの日常生活に

戻れることを待ち望んでおりますが、一方で、

私たちはポストコロナの時代の到来に向け、

新しい生活様式にも対応していかなけれ

ばなりません。 

　さて、平成23年4月から10年間、笠松町

の政策の基となった第5次総合計画が本

年3月で終了し、4月からはその先の10年

間を見据えた第6次総合計画に基づき、ま

ちづくりを推進していくこととなります。新型

コロナウイルス感染症の影響で、この先数

年は財政的に大変厳しくなることが予想さ

れますが、町民の皆様の生活に支障が生

じることのないよう万全を期すとともに、魅

力的な政策の実現に向けて鋭意取り組ん

で参ります。 

　中でも、広江前町長が打ち出した「リバ

ーサイドタウンかさまつ計画」の構想が、国

土交通省のご協力により、さらに調査検討

を進めることとなりましたので、木曽川を軸

として競馬場やその周辺を開発し、新たな

交流の場を設けるとともに、新規イベントも

開拓していきたいと考えております。 

　いずれにしましても、議会といたしまして

は古田町長と手を携え、町民の皆様にご

理解ご支援いただける政策を実現してい

きたいと考えております。 

　本年も議会活動にご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げるとともに、新型コ

ロナウイルスに負けないより良き時代となり

ますことを祈念申し上げ、新年のごあいさ

つといたします。 

笠松町長　古田 聖人 笠松町議会議長　伏屋 隆男 
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めざせ東京オリンピック金メダル！バドミントン女子ダブルス　フクヒロペア 新年号 特別インタビュー 

Interview

　笠松町総合会館を練習拠点とする
バドミントンチーム「丸杉Bluvic」所属
のフクヒロペアこと福島選手・廣田選手。
東京オリンピックでの金メダルも有力視
されるお二人に2021年の抱負をお聞
きしました。 

　余暇時間の拡大や高齢化の進行、住民の健康に対する意識の
高まりなど、健康にいきいきと生活し、住民間のコミュニケーションを
図るうえで、スポーツの果たす役割は大きくなっています。 
　令和2年8月、笠松町と株式会社丸杉は、「ホームタウンパートナー
協定」を締結し、互いのスポーツ振興の取り組みを通じて、「豊かさ
と安らぎのある町」の実現を目指していくことを約束しました。 

3月の全英オープンに続いて、10月のデンマーク
オープンでも優勝し、ワールドツアー2連勝と、
2020年は躍進の1年でした。 

－ － － 

（福島）優勝できて嬉しい反面、コロナでオリンピックが延
期になってしまって、いろんな気持ちを味わった1年でした。
でも、バドミントンに関しては、しっかり結果を出せた1年だ
ったので、この流れをオリンピックイヤーに繋げていきたい
と思います。 

（廣田）コロナで大会やオリン
ピックが延期になって、モチベー
ションの面では大変でしたが、
海外遠征などで忙しかった今
までと違って、練習時間をたっ
ぷりとることができました。その
点はすごくプラスになったと思
っているので、色々ありましたが、
充実した1年だったんじゃない
かなと思っています。 

▲円城寺の蘇岸築堤記念碑
公園周辺の桜の下で。のんびり
お花見とはいかず、ランニング
中の「ながら花見」です。 

バドミントンを通じて日本
各地から笠松町へやって
きた丸杉Bluvicの皆さん
が好きな町内スポットは？？ 

蜷笠松に来て、馬が日常生活に溶け込んでいることに
びっくり。練習に遅刻しそうで急いでいるときに限って、
3頭くらいいっぺんに道を横断するんですよね～（笑）
でもかわいい！ 

蜻練習からの帰り道、ある日突然、笠松駅にイル
ミネーションがついていて二度見しました。高校
生が作るなんてすごいです！ 

二人で100%以上の力を出せるように。目の前のことを ひとつひとつ私たちらしく。 

いろんな気持ちを味わった1年 

活動拠点を岐阜に移してから、練習環境も大きく変
わりましたね。 

（廣田）総合会館で練習させてもらうことが多いんですが、
なにか新鮮な気持ちというか、自社体育館がない分、練
習できることが当たり前じゃないんだって感じるようになり
ました。練習場所を提供してもらっていることに感謝して、
常に初心に立ち返って練習を積める環境をプラスに捉え
ています。 

練習できることが当たり前じゃない 

延期となったオリンピックイヤーの到来。町内でも期
待が高まっています。 

（福島）自分たちの大きい目標として、二人で優勝という
想いがあります。1年延期になった分、そうした強い気持
ちを出して、オリンピックの舞台で自分たちの100%以上の
ものが出せるように準備していきたいですし、それが金メ
ダルという結果になればいいなと思って、目の前のこと、一
戦一戦にしっかり取り組んでいきたいです。 

　所属を変えて、丸杉Bluvicの皆さんと練習する
ようになった自分にとって、丸杉Bluvicと笠松町の
協力関係には感謝しかありません。応援していた
だいていますので、結果はもちろん、子どもたちに
夢を与えられるような選手になれるように、より一層
頑張りたいなと思っています。 
　大会や遠征が続きますが、所属を変えたからこ
そ強くなったと言ってもらえるように、結果を残して、
オリンピックの切符も掴み取りたいです。フクヒロ越
えの活躍目指して頑張ります！（笑） 

※ランキングは2020年12月10日時点 

皆さんの応援をパワーに変えて 

Profile：福島 由紀（ふくしま ゆき） 

Profile：西本 拳太（にしもと けんた） 

1993年生まれ、熊本県出身。青森山田高校－ルネサス－再春館
製薬所－アメリカンベイプ岐阜－丸杉Bluvic。女子ダブルス日本
ランキング2位、同世界ランキング2位。2020年は廣田選手と海外
ツアー2連覇の快挙達成。 

Profile：廣田 彩花（ひろた さやか） 

1994年生まれ、熊本県出身。玉名女子高校－ルネサス－再春館
製薬所－アメリカンベイプ岐阜－丸杉Bluvic。ランキングは福島
選手に同じ。高校卒業後、福島選手とペアを結成し、フクヒロペア
の愛称で親しまれる。 

1994年生まれ、三重県出身。
埼玉栄高校-中央大学-トナ
ミ運輸-岐阜県バドミントン協
会。現在は、丸杉Bluvicの
練習に加わって、総合会館
を拠点に練習。男子シング
ルス日本ランキング3位、同
世界ランキング16位。 

まだまだ世界の舞台で活躍する選手が！ 

丸杉Bluvicってどんなチーム？ 

笠松町 
お気に入りスポット 

福島選手、廣田選手、
西本選手からのメッ
セージ動画もCheck

 
 
蜷 

（福島）今まで自社体育
館のあるチームに所属し
ていたこともあって、体育
館を借りた経験はありま
せんでした。岐阜に来て
総合会館をはじめ色々な
体育館を使うようになって、
照明だったり、風だったり、毎回異なる環境で練習するこ
とで、対応力がついたと感じています。 

下羽栗のびのび体操サークルと丸杉Bluvicの皆さん 

　いつも元気に挨拶してくださって気持ちがいいですし、休憩のタイミングが
合ったときに、私たちが流す音楽に合わせて一緒に体操してくださったり、皆
さんとってもフレンドリーです。最近では、試合
で活躍されたと聞くと、おめでとうと声をかけ合
ったりしますよ。 
　自分たちの隣で、世界トップレベルの選手が
練習されているなんて、すごく光栄です。応援
していますのでこれからも頑張ってほしいです！ 

（廣田）総合会館で練習していると、笠松町の方にもたく
さん声をかけていただいて、パワーをもらっているので、そ
れを力に変えていきたいで
す。自分たちの目標である
オリンピック金メダルに向け
て、福島先輩も言ったように、
ひとつひとつ私たちらしく
戦っていければいいなと
思います。 

令和3年1月号 
第1124号 4 令和3年1月号 

第1124号 5
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バドミントンチーム「丸杉Bluvic」所属
のフクヒロペアこと福島選手・廣田選手。
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町消防団が岐阜県知事特別表彰旗を受賞 

　11月7日、各務原市プリニーの文化ホールで、
消防職団員と関係者が出席し、岐阜県消防感
謝祭が行われました。 
　式典では、岐阜県消防定例表彰が行われ、長
年にわたり町内の防火活動、消火活動などに従
事した笠松町消防団が岐阜県知事特別表彰旗
を受賞しました。 
　笠松町消防団では、団員を募集しています。
詳しくは18ページをご覧ください。 

　11月26日、岐南町中央公民館で、第49回羽島
郡二町教育功労者表彰式が行われ、羽島郡の
教育や学問、文化の振興発展に長年貢献された、
次の方が表彰されました。 

当町関係分（敬称略） 
笠松町文化財保護審議会委員 森 英信 
松枝小学校校長 川松 雅史 
笠松小学校教諭 後藤 由起子 
笠松町青少年育成推進員 後藤 千寿 

令和2年度（第49回）教育功労者表彰 

納税表彰の受賞 

　篠田 俊夫さん（門間）が岐阜南税務署長表
彰を受賞されました。篠田さんは、平成16年より
長きにわたり岐阜南青色申告会松枝支部の部
会長を務められているほか、今年度からは同支
部支部長代行も務められるなど、申告納税制度
の普及発展に貢献された功績が認められ、今回
の受賞となりました。 

　11月28日、笠松中央公民館で防災講演会「地
震・洪水のメカニズムと自助・共助」を開催しまし
た。講師の岐阜聖徳学園大学教育学部の森田 
匡俊准教授からは地理学と教育学の観点から
笠松町で発生が想定される災害や、それに備え
るために地域で行うとよい防災マップづくりなどの
取り組みに関するお話があり、参加した各自主防
災会長など約70人が自助共助について考えるよ
い機会となりました。 

有事に備えて　防災講演会を開催 

　11月30日、笠松小学校で「笠松ちょ～クイズ（写
真上）」と「子ども議会（写真下）」（主催：笠松小
学校運営協議会 自立共生パートナー部会）が
行われ、児童は自分たちが暮らすまちに対する理
解を深めるとともに、「まちづくり」の現場を疑似
体験しました。 
　5・6年生を対象に行われた「子ども議会」では、
学習環境や公園、通学路に関する疑問や提案
など、子ども議員ならではの質問に対し、古田町
長が答弁を行い、活発な意見交換が行われました。 

「子ども議会」で古田町長と意見交換 

　志智 慈朗さん（写真左）が社会福祉功労者
に対する厚生労働大臣表彰、江闢榮子さん（写
真右）が全国社会福祉協議会会長表彰をそれ
ぞれ受賞されました。 
　志智さんは主任児童委員として、江闢さんは
民生委員児童委員として地域の方の生活相談
や助言を積極的に行うなど、多年にわたり、地域
の福祉活動に専念され、社会福祉の発展に大き
く寄与されました。これらの功績が認められ、今
回の受賞となりました。 

主任児童委員・民生委員児童委員の表彰 

　12月1日、広島の郷土料理を取り入れた給食
が小・中学校で提供されました。6月下旬に予定
していた広島復興研修がリモート研修に変更と
なった中学3年生に、現地の食文化に触れる機
会を作ってあげたいと、学校と給食センターがア
イディアを出し合って実現した献立です。「広島
焼き」や「たこめし」など珍しいメニューは子ども
たちや先生からも好評でした。 
　笠松中学校では、広島のお好み焼きの成り立
ちや人気食となった理由などをテレビ放送で視聴
しながら給食を楽しみました。 

給食で広島気分を満喫 

栄養教諭　伊藤先生 
【献立】広島焼き、たこめし、美酒鍋風汁、 

瀬戸内レモンカスタードタルト 

　「広島焼き」は、焼きそば・キャベツ・卵などを重ねて焼く本
場の作り方を再現するため、調理員の皆さんと朝からフル回
転で作業し、なんとか給食の時間に間に合いました！ 
※調理の様子は町ホームページ（1月の給食ニュース）でご覧

いただけます。 

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！ 
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岐阜県知事選挙 1月24日跣 

期日前投票は1月8日踝～23日踞 

執行 
予定 

岐阜県知事選挙が1月24日（日）に行われる予定です。 

候補者の政見など、よく見、よく聞き、よく考えて、私たちの代表を選びましょう。 

また、選挙は私たちが政治に参加できる大切な機会のひとつです。 

大切な権利を無駄にしないよう必ず投票しましょう。 

　投票所では、ボールペンや記載台などの消毒、事務従事者のマスク着用など、新型コロナ

ウイルス感染症対策を徹底します。有権者の皆さんも、投票にお越しの際は、マスクの着用、

咳エチケットの徹底、帰宅後の手洗い・うがいなど、感染予防にご協力をお願いします。 

　また、持参いただいた黒ボールペン、鉛筆などで投票用紙に記入することもできます。 

－ 投票所における新型コロナウイルス感染症感染症対策について － 

投開票日・投票所 投票できる方 

投票日時 

投票場所 

開　　票 1月24日（日）　午後9時～ 

笠松中央公民館 大ホール 

投票場所 笠松町役場　住民課ロビー 

　平成15年1月25日以前に生まれた方で、令和

2年10月6日以前に笠松町で住民登録をした方。 

 

●町内で転居した方 
　令和2年12月12日以降に町内で転居した方は、

転居前の投票区で投票できます。 

●町外へ転出した方 
　県内の他市町村へ転出し、新住所地の市町

村の選挙人名簿に登録されていない方は、笠

松町に登録があれば、笠松町で投票できます。

この場合、笠松町または新住所の市町村が発

行する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有

する旨の証明書」を提示するか、「引き続き岐

阜県の区域内に住所を有する旨の確認」を受

ける必要があります。 

　なお、県外に転出した方は、投票できません。 

期日前投票 

　投票日当日に、仕事などで投票所へ行くこと

ができない方は、期日前投票ができます。 

　期日前投票をする場合は、入場券の宣誓書

に投票する日、生年月日、氏名、現住所、投票日

に投票できない事由に〇（新型コロナウイルス
感染症対策を理由として期日前投票をする場
合は、事由の6号に〇）を記入し、お持ちくださ

い。 

　新型コロナウイルス感染症対策として、期日

前投票所での密集を防ぐため、宣誓書はご自
宅で事前に記入をお願いします。 

　また、入場券が届いていない場合でも、期日

前投票所で宣誓書を記入していただければ投

票できます。 

投票所入場券 

　投票所入場券は、今回の選挙から入場券と

期日前投票の宣誓書兼請求書（以下「宣誓書」）

が一体となったものに変更します。そのため、サ

イズもこれまでのハガキサイズから封筒（長形3号）
サイズに変わります。 

　有権者の氏名が、内側に記載（4人まで連記）

してありますので、ミシン目（切り取り線）で切り離

して投票所へお持ちください。なお、入場券と宣
誓書は切り離さずお持ちください。 

　入場券をなくしたときでも投票はできますので、

投票所で係員にお申し出ください。 

●指定施設や滞在地での投票 
　病院や老人ホームなどの指定施設で投票す

る方や一時的に遠方に滞在していて、笠松町

以外で投票する方は、町選挙管理委員会に投

票用紙を請求いただき不在者投票をすることが

できます。 

 

※入場券が届かない場合など、詳しくは町選挙

管理委員会までお問合せください。 

c町選挙管理委員会（総務課内）　蕁388-1111

不在者投票 

●郵便による投票 
　身体障害者手帳、介護保険被保険者証など

を持っている方で、次の要件に該当する方は、

郵便による不在者投票をすることができます。

事前に証明書の交付が必要となりますので、詳

しくは町選挙管理委員会までお問合せください。 

1月24日（日） 

午前7時～午後8時 

投票日時 1月8日（金）～23日（土） 

午前8時30分～午後8時 

第1投票区 

第2投票区 

第3投票区 

笠松中央公民館集会室 
（常盤町6番地） 

松枝公民館 
（長池292番地） 

総合会館 
（中野229番地） 

【身体障害者手帳】 
障がい名 

障がいの程度 

1級 

両下肢、体幹、移動機能
の障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の
障がい 

免疫、肝臓の障がい 

○ 

○ 

○ 

2級 

○ 

 

○ 

3級 

× 

○ 

○ 

【戦傷病者手帳】 
障がい名 

障がいの程度 

特別
項症 

両下肢、体幹の障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、 
肝臓の障がい 

○ 

○ 

第1 
項症 

○ 

○ 

第2 
項症 

第3 
項症 

○ 

○ 

× 

○ 

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

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

令和3年1月号 
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岐阜県知事選挙 1月24日跣 

期日前投票は1月8日踝～23日踞 

執行 
予定 

岐阜県知事選挙が1月24日（日）に行われる予定です。 

候補者の政見など、よく見、よく聞き、よく考えて、私たちの代表を選びましょう。 

また、選挙は私たちが政治に参加できる大切な機会のひとつです。 

大切な権利を無駄にしないよう必ず投票しましょう。 

　投票所では、ボールペンや記載台などの消毒、事務従事者のマスク着用など、新型コロナ

ウイルス感染症対策を徹底します。有権者の皆さんも、投票にお越しの際は、マスクの着用、

咳エチケットの徹底、帰宅後の手洗い・うがいなど、感染予防にご協力をお願いします。 

　また、持参いただいた黒ボールペン、鉛筆などで投票用紙に記入することもできます。 

－ 投票所における新型コロナウイルス感染症感染症対策について － 

投開票日・投票所 投票できる方 

投票日時 

投票場所 

開　　票 1月24日（日）　午後9時～ 

笠松中央公民館 大ホール 

投票場所 笠松町役場　住民課ロビー 

　平成15年1月25日以前に生まれた方で、令和

2年10月6日以前に笠松町で住民登録をした方。 

 

●町内で転居した方 
　令和2年12月12日以降に町内で転居した方は、

転居前の投票区で投票できます。 

●町外へ転出した方 
　県内の他市町村へ転出し、新住所地の市町

村の選挙人名簿に登録されていない方は、笠

松町に登録があれば、笠松町で投票できます。

この場合、笠松町または新住所の市町村が発

行する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有

する旨の証明書」を提示するか、「引き続き岐

阜県の区域内に住所を有する旨の確認」を受

ける必要があります。 

　なお、県外に転出した方は、投票できません。 

期日前投票 

　投票日当日に、仕事などで投票所へ行くこと

ができない方は、期日前投票ができます。 

　期日前投票をする場合は、入場券の宣誓書

に投票する日、生年月日、氏名、現住所、投票日

に投票できない事由に〇（新型コロナウイルス
感染症対策を理由として期日前投票をする場
合は、事由の6号に〇）を記入し、お持ちくださ

い。 

　新型コロナウイルス感染症対策として、期日

前投票所での密集を防ぐため、宣誓書はご自
宅で事前に記入をお願いします。 

　また、入場券が届いていない場合でも、期日

前投票所で宣誓書を記入していただければ投

票できます。 

投票所入場券 

　投票所入場券は、今回の選挙から入場券と

期日前投票の宣誓書兼請求書（以下「宣誓書」）

が一体となったものに変更します。そのため、サ

イズもこれまでのハガキサイズから封筒（長形3号）
サイズに変わります。 

　有権者の氏名が、内側に記載（4人まで連記）

してありますので、ミシン目（切り取り線）で切り離

して投票所へお持ちください。なお、入場券と宣
誓書は切り離さずお持ちください。 

　入場券をなくしたときでも投票はできますので、

投票所で係員にお申し出ください。 

●指定施設や滞在地での投票 
　病院や老人ホームなどの指定施設で投票す

る方や一時的に遠方に滞在していて、笠松町

以外で投票する方は、町選挙管理委員会に投

票用紙を請求いただき不在者投票をすることが

できます。 

 

※入場券が届かない場合など、詳しくは町選挙

管理委員会までお問合せください。 

c町選挙管理委員会（総務課内）　蕁388-1111

不在者投票 

●郵便による投票 
　身体障害者手帳、介護保険被保険者証など

を持っている方で、次の要件に該当する方は、

郵便による不在者投票をすることができます。

事前に証明書の交付が必要となりますので、詳

しくは町選挙管理委員会までお問合せください。 

1月24日（日） 

午前7時～午後8時 

投票日時 1月8日（金）～23日（土） 

午前8時30分～午後8時 

第1投票区 

第2投票区 

第3投票区 

笠松中央公民館集会室 
（常盤町6番地） 

松枝公民館 
（長池292番地） 

総合会館 
（中野229番地） 

【身体障害者手帳】 
障がい名 

障がいの程度 

1級 

両下肢、体幹、移動機能
の障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の
障がい 

免疫、肝臓の障がい 

○ 

○ 

○ 

2級 

○ 

 

○ 

3級 

× 

○ 

○ 

【戦傷病者手帳】 
障がい名 

障がいの程度 

特別
項症 

両下肢、体幹の障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、 
肝臓の障がい 

○ 

○ 

第1 
項症 

○ 

○ 

第2 
項症 

第3 
項症 

○ 

○ 

× 

○ 

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

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
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令和2年分（令和3年度） 

所得税確定申告・町県民税申告 

　所得税や町県民税の申告相談会場は、例年大変混雑します。 

　会場での3密（密集・密接・密閉）を避けるとともに、滞在時間を短くするため、今年は、申告

会場の変更（役場庁舎への集約）や事前予約制導入などの対策を講じます。 

　町の会場で申告される皆さんにはお手数をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

　また、申告会場の混雑緩和のため、郵送や電子申告などの方法も併せてご検討ください。 

－ 新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください － 

笠松町　所得税確定申告・町県民税申告会場 

岐阜南税務署　確定申告相談と確定申告会場 

申告会場は役場1か所です　※松枝公民館・総合会館での会場開設は行いません 

開設時間 午前9時～午後4時 ※正午～午後1時を除く 

申告会場 役場4階大会議室　特設会場 

予約受付期間 

受付時間 

1月18日（月）～3月15日（月） 

午前8時30分～午後5時15分 

町の会場での申告には事前予約が必要です 

　受付時間を事前予約のうえ、予約した時間までに申告会場へお越しください。なお、予約日時

の変更やキャンセルは、必ず電話にて事前連絡をお願いします。 

「収支内訳書」、「医療費控除の明細書」の事前作成にご協力を 

　事業所得（農業、製造業、卸売・小売業など

の個人事業者の所得や、貸家・貸地・貸駐車場

などの不動産所得）がある方は「収支内訳書」、

医療費控除を申告される方は「医療費控除の

明細書」の事前作成にご協力ください。 

　いずれの書類も町の申告会場での代行作成

は行いませんので、会場における長時間滞在を

防ぐためにも、ご自宅での事前作成をお願いし

ます。 

　「医療費のお知らせ」通知は、医療

費控除の申告手続きで医療費の明細

書として使用することができます。「医

療費のお知らせ」通知の送付には、受

診から3～4か月かかりますので、確定

申告の時期に間に合わない11月と12月

診療分は、領収書に基づいて「医療費

控除の明細書」を作成し、その明細書

を申告書に添付する必要があります。 

c住民課　蕁388‐1115

利用者識別番号の事前取得にご協力を 

電話予約方法 
①税務課（蕁388‐1112）に電話し、「申告の

予約をしたい」旨を伝えていただくと、予約

担当につながります。 

②予約担当に次の予約内容を伝えてください。 

③お伝えする予約番号をお控えください。 

※ご家族の場合、受付時間1枠につき複数名予約可 
※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください 

※「収支内訳書」や「医療費控除の
明細書」の用紙は国税庁のホーム
ページからダウンロードできます。 

（令和2年分は、令和3年1月上旬公
開予定） 

※土・日曜日、祝日を除く 
※3月15日（月）は午後3時で予約受付終了 
※予約状況によっては、ご希望に添えない場合があります 

※一時所得、配当所得、譲渡所得、準確定申告（亡くなられた方の申告）、住宅ローン控除（適用の初年度のみ）、
繰越損失の申告、雑損控除、青色申告、令和元年分以前の申告は町の会場では受付できませんので、税務署会
場にて申告してください。 

（ア） 

 

（イ） 

 

（ウ） 

予約者（電話をかけているご本人さま）の

氏名・住所・電話番号 

来庁者（当日会場にお越しになる方）の

氏名・住所・電話番号 

申告者（申告される方）の氏名・住所 

開設期間 2月16日（火）～3月15日（月） ※土・日曜日、祝日を除く 

申告期間：2月16日（火）～3月15日（月） 
午前の部 

① 9：00～ 9：30 
② 9：30～10：00 
③10：00～10：30 
④10：30～11：00 
⑤11：00～11：30 
⑥11：30～12：00

午後の部 
⑦13：00～13：30 
⑧13：30～14：00 
⑨14：00～14：30 
⑩14：30～15：00 
⑪15：00～15：30 
⑫15：30～16：00

▲国税庁ホームページ 
「確定申告書などの 

様式・手引き」 

▲e‐Tax 
国税電子申告・納税システム 
「利用者識別番号取得」 

　町の申告会場で所得税の確定申告をする場合、申告する方の利用者識別番号（ID：16桁の

番号）が必要です。利用者識別番号を取得されていない方は、国税庁の

ホームページより事前取得をお願いします。 

　すでに取得された方は、利用者識別番号がわかるもの（番号がわかれ

ばメモでも構いません）をご持参ください。 

【例】 

・令和元年分（令和2年度）町の申告会場で「利用者識別番号（16桁）」 

　を取得した方→「利用者識別番号等の通知」 

・税務署からの「お知らせはがき」や「お知らせ通知書」 

c税務課　蕁388‐1112

国民健康保険加入の皆さんへ 

「医療費のお知らせ」通知を 
医療費控除申告に使用する場合の 

留意事項 

　岐阜南税務署では、1月18日（月）まで所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及

び地方消費税、贈与税の申告相談を受付けています。税務署での申告相談は事前予約制です

ので、必ず電話で予約のうえ、ご来署ください。 

　1月19日（火）から3月30日（火）までの期間は、マーサ21　4階マーサホール（岐阜市正木中

1丁目2番1号）に確定申告会場を設け、申告相談を受付けます。なお、会場の混雑緩和のため、

入場には「入場整理券」が必要となります。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、オンライン

で事前に入手できる仕組みも導入する予定です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 

r岐阜南税務署　蕁271‐7111

令和3年1月号 
第1124号 10 令和3年1月号 

第1124号 11



令和2年分（令和3年度） 

所得税確定申告・町県民税申告 

　所得税や町県民税の申告相談会場は、例年大変混雑します。 

　会場での3密（密集・密接・密閉）を避けるとともに、滞在時間を短くするため、今年は、申告

会場の変更（役場庁舎への集約）や事前予約制導入などの対策を講じます。 

　町の会場で申告される皆さんにはお手数をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

　また、申告会場の混雑緩和のため、郵送や電子申告などの方法も併せてご検討ください。 

－ 新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください － 

笠松町　所得税確定申告・町県民税申告会場 

岐阜南税務署　確定申告相談と確定申告会場 

申告会場は役場1か所です　※松枝公民館・総合会館での会場開設は行いません 

開設時間 午前9時～午後4時 ※正午～午後1時を除く 

申告会場 役場4階大会議室　特設会場 

予約受付期間 

受付時間 

1月18日（月）～3月15日（月） 

午前8時30分～午後5時15分 

町の会場での申告には事前予約が必要です 

　受付時間を事前予約のうえ、予約した時間までに申告会場へお越しください。なお、予約日時

の変更やキャンセルは、必ず電話にて事前連絡をお願いします。 

「収支内訳書」、「医療費控除の明細書」の事前作成にご協力を 

　事業所得（農業、製造業、卸売・小売業など

の個人事業者の所得や、貸家・貸地・貸駐車場

などの不動産所得）がある方は「収支内訳書」、

医療費控除を申告される方は「医療費控除の

明細書」の事前作成にご協力ください。 

　いずれの書類も町の申告会場での代行作成

は行いませんので、会場における長時間滞在を

防ぐためにも、ご自宅での事前作成をお願いし

ます。 

　「医療費のお知らせ」通知は、医療

費控除の申告手続きで医療費の明細

書として使用することができます。「医

療費のお知らせ」通知の送付には、受

診から3～4か月かかりますので、確定

申告の時期に間に合わない11月と12月

診療分は、領収書に基づいて「医療費

控除の明細書」を作成し、その明細書

を申告書に添付する必要があります。 

c住民課　蕁388‐1115

利用者識別番号の事前取得にご協力を 

電話予約方法 
①税務課（蕁388‐1112）に電話し、「申告の

予約をしたい」旨を伝えていただくと、予約

担当につながります。 

②予約担当に次の予約内容を伝えてください。 

③お伝えする予約番号をお控えください。 

※ご家族の場合、受付時間1枠につき複数名予約可 
※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください 

※「収支内訳書」や「医療費控除の
明細書」の用紙は国税庁のホーム
ページからダウンロードできます。 

（令和2年分は、令和3年1月上旬公
開予定） 

※土・日曜日、祝日を除く 
※3月15日（月）は午後3時で予約受付終了 
※予約状況によっては、ご希望に添えない場合があります 

※一時所得、配当所得、譲渡所得、準確定申告（亡くなられた方の申告）、住宅ローン控除（適用の初年度のみ）、
繰越損失の申告、雑損控除、青色申告、令和元年分以前の申告は町の会場では受付できませんので、税務署会
場にて申告してください。 

（ア） 

 

（イ） 

 

（ウ） 

予約者（電話をかけているご本人さま）の

氏名・住所・電話番号 

来庁者（当日会場にお越しになる方）の

氏名・住所・電話番号 

申告者（申告される方）の氏名・住所 

開設期間 2月16日（火）～3月15日（月） ※土・日曜日、祝日を除く 

申告期間：2月16日（火）～3月15日（月） 
午前の部 

① 9：00～ 9：30 
② 9：30～10：00 
③10：00～10：30 
④10：30～11：00 
⑤11：00～11：30 
⑥11：30～12：00

午後の部 
⑦13：00～13：30 
⑧13：30～14：00 
⑨14：00～14：30 
⑩14：30～15：00 
⑪15：00～15：30 
⑫15：30～16：00

▲国税庁ホームページ 
「確定申告書などの 

様式・手引き」 

▲e‐Tax 
国税電子申告・納税システム 
「利用者識別番号取得」 

　町の申告会場で所得税の確定申告をする場合、申告する方の利用者識別番号（ID：16桁の

番号）が必要です。利用者識別番号を取得されていない方は、国税庁の

ホームページより事前取得をお願いします。 

　すでに取得された方は、利用者識別番号がわかるもの（番号がわかれ

ばメモでも構いません）をご持参ください。 

【例】 

・令和元年分（令和2年度）町の申告会場で「利用者識別番号（16桁）」 

　を取得した方→「利用者識別番号等の通知」 

・税務署からの「お知らせはがき」や「お知らせ通知書」 

c税務課　蕁388‐1112

国民健康保険加入の皆さんへ 

「医療費のお知らせ」通知を 
医療費控除申告に使用する場合の 

留意事項 

　岐阜南税務署では、1月18日（月）まで所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及

び地方消費税、贈与税の申告相談を受付けています。税務署での申告相談は事前予約制です

ので、必ず電話で予約のうえ、ご来署ください。 

　1月19日（火）から3月30日（火）までの期間は、マーサ21　4階マーサホール（岐阜市正木中

1丁目2番1号）に確定申告会場を設け、申告相談を受付けます。なお、会場の混雑緩和のため、

入場には「入場整理券」が必要となります。「入場整理券」は当日会場で配布するほか、オンライン

で事前に入手できる仕組みも導入する予定です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 

r岐阜南税務署　蕁271‐7111

令和3年1月号 
第1124号 10 令和3年1月号 

第1124号 11



自宅で確定申告（国税庁ホームページの活用） 

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を活用

すれば、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書

が作成でき、混雑する申告会場に出向くことなく、ご自宅から確

定申告が行えます。 

　「ID・パスワード方式」による電子申告、「マイナンバーカード方

式」による電子申告、郵送による申告の3通りの方法があります。 

所得控除の確認をお忘れなく 

　控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのことです。各種控

除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額され、税額も減ります

ので、申告をされる際には、事前に所得控除についても確認しましょう。 

　なお、次の所得控除については事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する必要があ

りますので、早めの準備をお願いします。 

「ID・パスワード方式」による電子申告 

事前に書類の準備が必要な所得控除 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書をe‐Tax（国税電子申

告・納税システム）を利用して電子送信します。なお、「ID・パスワード方式」は暫定的な対応です。

お早めにマイナンバーカードの申請をお願いします。 

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用されている方へ 

　ワンストップ特例制度は、寄附先の団体に申請をすることで、確定申告をすることなく住民税の

寄附金控除のみ受けることができる制度です。ただし、ワンストップ特例制度を申請されていても、

上記の医療費控除などで確定申告をされると、ワンストップ特例制度が無効になり、住民税の寄

附金控除が外れてしまいます。確定申告される方は、寄附先の自治体から発行される「寄附金

受領証明書」を添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。 

※岐阜南税務署で発行する「IDとパスワード」が必要です。運転免許証などの本人確認書
類を持参して取得してください。 

※令和元年分（令和2年度）町の申告会場で「利用者識別番号（16桁）」を取得した方は、
「利用者識別番号等の通知」を併せてご持参ください。 

※詳しくは、【e‐Tax】国税電子申告・納税システム「ID・パスワード方式について」をご覧く
ださい。 

▲e‐Tax 
国税電子申告・納税システム 

「ID・パスワード方式について」 

「マイナンバーカード方式」による電子申告 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書

をe‐Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して電子 

送信します。 

※マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナンバー
カード対応のスマートフォンが必要です。 

※詳しくは、【e‐Tax】国税電子申告・納税システム「マイナンバー
カード方式について」をご覧ください。 

▲e‐Tax 
国税電子申告・納税システム 

「マイナンバーカード方式について」 

郵送による申告 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・印刷し、税務署に郵送

します。 

【確定申告書の郵送先】 
〒500‐8567　岐阜市加納清水町4丁目22番地2　岐阜南税務署宛 ▲国税庁ホームページ 

「確定申告書等作成コーナー」 

c税務課　蕁388‐1112

c税務課　蕁388‐1112

爬医療費控除 爰セルフ 
メディケーション税制 

種　類 

要　件 

申告時の
添付書類 

申告 
できる方 

担当窓口 

①医療費控除　爬 爰 のどちらか選択 ②要介護認定を 
受けている方の 

障害者控除 

③空き家の譲渡所得 
特別控除特例 

医療費が10万円（総
所得金額等が200万
円未満の場合はその
所得などの5%）を超
えた場合 

医療費控除の明細書 

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、
ご自身で作成してください。 

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計
を一にする配偶者やその他親族 

税務課 
蕁388‐1112

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合 
★健康の保持や増進、疾
病の予防など一定の取り
組みを行っていることが
要件 
セルフメディケーション 
税制の明細書 

障がい者などに準ずる
方 

（障害者手帳の交付を
受けていない65歳以
上の方で、要介護認定
を受けている方） 

障害者控除対象者 
認定書 

「障害者控除対象者認
定書」の交付を受けた
65歳以上の方または
その方を扶養している
方 

健康介護課 
蕁388‐7171

相続した空き家や、
相続した空き家を取
り壊した後の土地を
譲り渡した場合 

被相続人居住用 
家屋等確認書 

相続した空き家もし
くは空き家を取り壊
して売却した相続人 

環境経済課 
蕁388‐1114

※②③の書類の発行手続きに関する詳細は、担当窓口へお問合せください。 

令和2年分確定申告に関する情報をまとめてチェックできます。 

　〉〉〉国税庁ホームページ「令和2年分　確定申告特集（準備編）」 

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3年1月号 
第1124号 12 令和3年1月号 

第1124号 13



自宅で確定申告（国税庁ホームページの活用） 

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を活用

すれば、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書

が作成でき、混雑する申告会場に出向くことなく、ご自宅から確

定申告が行えます。 

　「ID・パスワード方式」による電子申告、「マイナンバーカード方

式」による電子申告、郵送による申告の3通りの方法があります。 

所得控除の確認をお忘れなく 

　控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのことです。各種控

除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額され、税額も減ります

ので、申告をされる際には、事前に所得控除についても確認しましょう。 

　なお、次の所得控除については事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する必要があ

りますので、早めの準備をお願いします。 

「ID・パスワード方式」による電子申告 

事前に書類の準備が必要な所得控除 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書をe‐Tax（国税電子申

告・納税システム）を利用して電子送信します。なお、「ID・パスワード方式」は暫定的な対応です。

お早めにマイナンバーカードの申請をお願いします。 

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用されている方へ 

　ワンストップ特例制度は、寄附先の団体に申請をすることで、確定申告をすることなく住民税の

寄附金控除のみ受けることができる制度です。ただし、ワンストップ特例制度を申請されていても、

上記の医療費控除などで確定申告をされると、ワンストップ特例制度が無効になり、住民税の寄

附金控除が外れてしまいます。確定申告される方は、寄附先の自治体から発行される「寄附金

受領証明書」を添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。 

※岐阜南税務署で発行する「IDとパスワード」が必要です。運転免許証などの本人確認書
類を持参して取得してください。 

※令和元年分（令和2年度）町の申告会場で「利用者識別番号（16桁）」を取得した方は、
「利用者識別番号等の通知」を併せてご持参ください。 

※詳しくは、【e‐Tax】国税電子申告・納税システム「ID・パスワード方式について」をご覧く
ださい。 

▲e‐Tax 
国税電子申告・納税システム 

「ID・パスワード方式について」 

「マイナンバーカード方式」による電子申告 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書

をe‐Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して電子 

送信します。 

※マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナンバー
カード対応のスマートフォンが必要です。 

※詳しくは、【e‐Tax】国税電子申告・納税システム「マイナンバー
カード方式について」をご覧ください。 

▲e‐Tax 
国税電子申告・納税システム 

「マイナンバーカード方式について」 

郵送による申告 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・印刷し、税務署に郵送

します。 

【確定申告書の郵送先】 
〒500‐8567　岐阜市加納清水町4丁目22番地2　岐阜南税務署宛 ▲国税庁ホームページ 

「確定申告書等作成コーナー」 

c税務課　蕁388‐1112

c税務課　蕁388‐1112

爬医療費控除 爰セルフ 
メディケーション税制 

種　類 

要　件 

申告時の
添付書類 

申告 
できる方 

担当窓口 

①医療費控除　爬 爰 のどちらか選択 ②要介護認定を 
受けている方の 

障害者控除 

③空き家の譲渡所得 
特別控除特例 

医療費が10万円（総
所得金額等が200万
円未満の場合はその
所得などの5%）を超
えた場合 

医療費控除の明細書 

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、
ご自身で作成してください。 

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計
を一にする配偶者やその他親族 

税務課 
蕁388‐1112

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合 
★健康の保持や増進、疾
病の予防など一定の取り
組みを行っていることが
要件 
セルフメディケーション 
税制の明細書 

障がい者などに準ずる
方 

（障害者手帳の交付を
受けていない65歳以
上の方で、要介護認定
を受けている方） 

障害者控除対象者 
認定書 

「障害者控除対象者認
定書」の交付を受けた
65歳以上の方または
その方を扶養している
方 

健康介護課 
蕁388‐7171

相続した空き家や、
相続した空き家を取
り壊した後の土地を
譲り渡した場合 

被相続人居住用 
家屋等確認書 

相続した空き家もし
くは空き家を取り壊
して売却した相続人 

環境経済課 
蕁388‐1114

※②③の書類の発行手続きに関する詳細は、担当窓口へお問合せください。 

令和2年分確定申告に関する情報をまとめてチェックできます。 

　〉〉〉国税庁ホームページ「令和2年分　確定申告特集（準備編）」 

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3年1月号 
第1124号 12 令和3年1月号 

第1124号 13



第７６号　令和２年度笠松町一般会計補正予算 
（専決第５号）の専決処分の承認 

補正額 1,595,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,902,130,000円 

［主な補正内容］ 

・令和2年10月からのバス増便に伴う、運行

管理体制の見直しを行ったことによる委託

料の増額 

第７７号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁
償及び期末手当に関する条例の一部
を改正する条例 

第７８号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例 

令和2年の人事院勧告に基づく、一般職

職員の給与改定の内容を考慮し、議会議員

と常勤の特別職職員の期末手当の支給割

合を0.05月引下げる所要の規定整備 

第７９号　笠松町職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例 

令和2年の人事院勧告に基づく一般職職

員の給与改定などに関する所要の規定整備 

【令和2年12月1日適用】 

〇期末手当の支給割合の引下げ 

民間の支給割合に見合うよう、年間の支給

割合を0.05月引下げ 

【令和3年4月1日適用】 

〇期末手当の支給割合の引下げ 

勤末手当の6月と12月の支給割合を均等

にする改正 

第８０号　笠松町公共施設巡回町民バスの売買
契約 

契約の金額 39,380,000円 

契約の相手方 岐阜日野自動車株式会社 

 岐阜支店 

第８１号　令和２年度笠松町一般会計補正予算 
（第７号） 

補正額 △ 6,840,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,895,290,000円 

［主な補正内容］ 

・職員の給与改定などに伴い人件費を減額 

第８２号　令和２年度笠松町国民健康保険特別
会計補正予算（第３号） 

補正額 △ 87,000円 

補正後歳入歳出予算額 2,237,484,000円 

［主な補正内容］ 

・職員の給与改定などに伴い人件費を減額 

第８３号　令和２年度笠松町介護保険特別会計
補正予算（第３号） 

補正額 △ 209,000円 

補正後歳入歳出予算額 2,084,539,000円 

［主な補正内容］ 

・職員の給与改定などに伴い人件費を減額 

［すべて可決］ 

 

第5回笠松町議会臨時会議決結果（11月30日開会　同日閉会） 

笠松町議会の音声配信を行っています 

　笠松町議会では、町ホームページで直近の議
会の会議内容の音声データを配信しています。 
　音声配信は、会議録を町ホームページへ掲載
するまでの間となります。 

4月から資源が出しやすくなります！ 

10月からごみ処理の「有料化」がはじまります 

■公共施設で「資源」を回収します 

■「紙製容器包装」は 
　「古紙類」と同じ日に収集します 

　資源再生と排出の利便性向上のため、

公共施設での拠点回収を開始します。 

【回収する資源】 

カン・ビン・ペットボトル・乾電池・蛍光管・

プラスチック製容器包装 
※町内会の資源集積所やPTA・子ども会などが

行う資源集団回収は、変更ありません。 

有料化されるごみは「家庭系燃えるごみ」「燃える大型ごみ」「金物ガレキ」です。 

詳しくは順次お知らせします。 

回収場所 利用可能日時 
笠松中央公民館 

松枝公民館 
総合会館 

9：00～17：00 
（年末年始を除く） 

■「緑ごみ」を回収します 

　緑ごみ（剪定した枝や木、落ち葉や草）

のリサイクル促進のため、公共施設での

緑ごみ回収を開始します。 
回収場所 回収日 

松枝公民館 
総合会館 
笠松町 

自己搬入施設 

回収時間 
8：30～9：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30

毎月 
第2・4 
土曜日 

※詳しくは、広報かさまつ3月号と併せて配布する「資源とごみのカレンダー」をご覧ください。 

笠松町自己搬入施設 
（緑町78番地：旧緑町墓地駐車場） 

ちょっと待った！不用品を捨てる前に有効利用を考えましょう！ 

c環境経済課　蕁388‐1114

　有料化を前に、各家庭から大量の不用品が排出

されると、集積所がごみであふれるばかりでなく、町の

ごみ処理が追いつきません。 

　買い替える前に修理する、捨てる前に必要な人に

譲るなど「一人ひとりの心がけによるごみの減量化」
にご協力をお願いします。 

　なお、大掃除などにより一時的に発生した多量ごみは町内のごみ集積所に出さず、

町の許可業者に依頼（有料）してください。 

緑町墓地 
N

ENEOS 
グローバルエナジー（株） 

メモワール 
笠松 

県道岐阜稲沢線 至岐阜市 

火葬場 

緑会館 

★ 

注目情報 

令和3年1月号 
第1124号 14 令和3年1月号 

第1124号 15



第７６号　令和２年度笠松町一般会計補正予算 
（専決第５号）の専決処分の承認 

補正額 1,595,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,902,130,000円 

［主な補正内容］ 

・令和2年10月からのバス増便に伴う、運行

管理体制の見直しを行ったことによる委託

料の増額 

第７７号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁
償及び期末手当に関する条例の一部
を改正する条例 

第７８号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例 

令和2年の人事院勧告に基づく、一般職

職員の給与改定の内容を考慮し、議会議員

と常勤の特別職職員の期末手当の支給割

合を0.05月引下げる所要の規定整備 

第７９号　笠松町職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例 

令和2年の人事院勧告に基づく一般職職

員の給与改定などに関する所要の規定整備 

【令和2年12月1日適用】 

〇期末手当の支給割合の引下げ 

民間の支給割合に見合うよう、年間の支給

割合を0.05月引下げ 

【令和3年4月1日適用】 

〇期末手当の支給割合の引下げ 

勤末手当の6月と12月の支給割合を均等

にする改正 

第８０号　笠松町公共施設巡回町民バスの売買
契約 

契約の金額 39,380,000円 

契約の相手方 岐阜日野自動車株式会社 

 岐阜支店 

第８１号　令和２年度笠松町一般会計補正予算 
（第７号） 

補正額 △ 6,840,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,895,290,000円 

［主な補正内容］ 

・職員の給与改定などに伴い人件費を減額 

第８２号　令和２年度笠松町国民健康保険特別
会計補正予算（第３号） 

補正額 △ 87,000円 

補正後歳入歳出予算額 2,237,484,000円 

［主な補正内容］ 

・職員の給与改定などに伴い人件費を減額 

第８３号　令和２年度笠松町介護保険特別会計
補正予算（第３号） 

補正額 △ 209,000円 

補正後歳入歳出予算額 2,084,539,000円 

［主な補正内容］ 

・職員の給与改定などに伴い人件費を減額 

［すべて可決］ 

 

第5回笠松町議会臨時会議決結果（11月30日開会　同日閉会） 

笠松町議会の音声配信を行っています 

　笠松町議会では、町ホームページで直近の議
会の会議内容の音声データを配信しています。 
　音声配信は、会議録を町ホームページへ掲載
するまでの間となります。 

4月から資源が出しやすくなります！ 

10月からごみ処理の「有料化」がはじまります 

■公共施設で「資源」を回収します 

■「紙製容器包装」は 
　「古紙類」と同じ日に収集します 

　資源再生と排出の利便性向上のため、

公共施設での拠点回収を開始します。 

【回収する資源】 

カン・ビン・ペットボトル・乾電池・蛍光管・

プラスチック製容器包装 
※町内会の資源集積所やPTA・子ども会などが

行う資源集団回収は、変更ありません。 

有料化されるごみは「家庭系燃えるごみ」「燃える大型ごみ」「金物ガレキ」です。 

詳しくは順次お知らせします。 

回収場所 利用可能日時 
笠松中央公民館 

松枝公民館 
総合会館 

9：00～17：00 
（年末年始を除く） 

■「緑ごみ」を回収します 

　緑ごみ（剪定した枝や木、落ち葉や草）

のリサイクル促進のため、公共施設での

緑ごみ回収を開始します。 
回収場所 回収日 

松枝公民館 
総合会館 
笠松町 

自己搬入施設 

回収時間 
8：30～9：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30

毎月 
第2・4 
土曜日 

※詳しくは、広報かさまつ3月号と併せて配布する「資源とごみのカレンダー」をご覧ください。 

笠松町自己搬入施設 
（緑町78番地：旧緑町墓地駐車場） 

ちょっと待った！不用品を捨てる前に有効利用を考えましょう！ 

c環境経済課　蕁388‐1114

　有料化を前に、各家庭から大量の不用品が排出

されると、集積所がごみであふれるばかりでなく、町の

ごみ処理が追いつきません。 

　買い替える前に修理する、捨てる前に必要な人に

譲るなど「一人ひとりの心がけによるごみの減量化」
にご協力をお願いします。 

　なお、大掃除などにより一時的に発生した多量ごみは町内のごみ集積所に出さず、

町の許可業者に依頼（有料）してください。 

緑町墓地 
N

ENEOS 
グローバルエナジー（株） 

メモワール 
笠松 

県道岐阜稲沢線 至岐阜市 

火葬場 

緑会館 

★ 

注目情報 

令和3年1月号 
第1124号 14 令和3年1月号 

第1124号 15



 
 
ひとり親世帯臨時特別給付金 
　新型コロナウイルス感染症の

影響による子育ての負担増加

や収入の減少に対する支援の

ため、ひとり親世帯を対象とした

給付金の申請を福祉子ども課

で受付けています。 

　申請には期限がありますので、

申請がお済みでない方は、お早

めに申請をお願いします。 

家計が急変し収入が

減少したひとり親世帯など 

1世帯5万円、第2子以

降児童1人につき3万円を加算 

※再支給分も併せて同額支給されます。 

2月26日（金） 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

国民健康保険・後期高齢者 
医療保険の傷病手当金 

（適用期間の延長） 

　被用者の方が新型コロナウイ

ルス感染症に感染した場合、ま

たは発熱などの症状があり感

染が疑われた場合に、その療

養のため労務に服することがで

きなかった期間について、申請

により要件を満たす方に支給す

る傷病手当金の支給適用期間

を、令和2年12月31日から令和3

年3月31日に延長しました。 

c住民課　蕁388‐1115

災害に備えて準備しましょう 
■家具転倒防止補助器具の支給 
　家具を壁に固定する「L字型

金具」または「チェーン式金具」

2組を対象の世帯に支給します。 

　支給を希望される方は、お住

まいの地域の町内会長または

総務課にご連絡ください。 

高齢者（65歳以上）

や重度身体障がい者（身体障

害者手帳1・2級）のみで構成さ

れる世帯で、これまでに支給を

受けていない世帯 

 
■ブロック塀の除去の助成 
　道路に面したブロック塀の除

去にかかる費用の一部を助成

します。助成を受ける場合は、

除去前に総務課にご連絡くだ

さい。 

個人の住宅や事

業所の敷地内に設置されたブ

ロック塀など、道路に面した部

分を65cm以下の高さまで除去

すること 

延長1m当たり2,340

円（限度額100,000円） 

c総務課 

　蕁388‐1111

国民健康保険税の減免 
　新型コロナウイルス感染症の

影響により、主たる生計維持者

の令和2年中の収入が前年の

収入より3割以上減少する場合

は、申請により国民健康保険税

が減免となる可能性があります。 

　対象となる世帯の要件やお

手続きに必要なものなど、詳しく

は町ホームページをご覧いただ

くか、住民課までお問合せくだ

さい。 

3月31日（水） 

c住民課　蕁388‐1115

こんなときには国保の 
届け出をお忘れなく！ 

■職場の健康保険に加入したとき 
　国民健康保険（国保）に加

入していた方が、勤務先の社会

保険など他の医療保険に加入

したときは国保をやめるための

手続きが必要です。届け出が

遅れると、国民健康保険税が納

めすぎとなる可能性があります。 

 
■交通事故などにあったとき 
　交通事故など、第三者（加害者）

から傷害を受けた場合、医療費

は加害者が負担することとなりま

すが、国保で医療機関を受診

することができます。この場合、

国保が医療費を一時的に立て

替え払いし、後日、加害者に請

求しますので、「第三者行為によ

る傷病届」を住民課に届け出て

ください。被害の内容により届出

に必要な書類が異なりますので、

住民課にお問合せください。 

c住民課　蕁388‐1115

償却資産（固定資産税）の申告が必要です 
　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、

対象資産をお持ちで申告書が届いていない方はご連絡ください。 

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発

電量10KW以上の太陽光パネルによる余剰や全量売電など）を営ん

でいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有してい

る方 

 

・構築物（フェンス、塗装路面など） 

・機械（建設用重機、太陽光発電設備など） 

・器具、備品（コピー機、パソコンなど） 

2月1日（月）　※電子申告や郵送による提出もできます。 

c税務課　蕁388‐1112

「入学通知書」が届きます 
　令和3年4月に、小・中学校に

入学するお子さんの保護者の

皆様へ、1月下旬に「入学通知書」

を送付します。「入学通知書」は、

入学式に学校へお持ちください。 

　なお、次のいずれかに該当す

る方や入学に関するご相談が

ある方は、下記へご連絡ください。 

■住所や氏名など記載事項に

誤りがある場合 

■入学日までに住所を変更す

る場合 

■国立・私立など、指定された

学校以外の学校に入学する

場合 

■入学通知書が届かない場合 

c羽島郡二町教育委員会 

　学校教育課　蕁245‐1133

1月17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、1年の計画
を語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

制度詳細はこちら蜷 

制度詳細はこちら蜷 

●家庭では 
「男女がともに家事・育児・ 

介護を分担しましょう」 

●職場では 
「雇用における 

男女平等を進めましょう」 

男女共同参画のすすめ 

軽自動車税種別割の税率（13年経過した軽自動車をお持ちの方へ） 
　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、重課税率が適用され

ます。詳しい税率は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。 

※令和3年度は、初度検査年月が平成20年3月以前の軽自動車が重課対象です。 

※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車の異動手続きが必要です。 

c税務課　蕁388‐1112

種　　別 
年　　　税　　　額 

四輪乗用 

四輪貨物 

営業用 
自家用 
営業用 
自家用 

最初の新規検査年月 
平成27年3月31日以前 

5,500円 
7,200円 
3,000円 
4,000円 

平成27年4月1日以降 
6,900円 

10,800円 
3,800円 
5,000円 

新車登録から 
13年以上経過した車両

8,200円 
12,900円 

4,500円 
6,000円 

▲電子申告はこちら 

子育てウッドスタート事業を開始しました 
　お子さんの健やかな成長をお祈りして、白川

町産東濃ひのきで作られた積み木「つみマスく

みマス」をプレゼントします。豊かな自然と触れ合

う最初の一歩として、ご家族みなさんでお使いく

ださい。 

令和2年4月1日以降に生まれたお子さん 

※お子さんとその父または母が笠松町に住民登録があることが支給

の条件です。 

乳児健診（3・4か月健診）時にお渡しします。 

※欠席された場合は、母子保健推進員がご自宅へ配布します。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象者 
 
支給額 
 
 
申請期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
対象世帯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
助成条件 
 
 
 
 
助成額 

申請期限 

 
 
 
対象者 
 
 
 
償却資産の例 
 
 
 
提出期限 

 
 
 
 
 
対象者 
 
 
配布方法 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

令和3年1月号 
第1124号 16 令和3年1月号 

第1124号 17



 
 
ひとり親世帯臨時特別給付金 
　新型コロナウイルス感染症の

影響による子育ての負担増加

や収入の減少に対する支援の

ため、ひとり親世帯を対象とした

給付金の申請を福祉子ども課

で受付けています。 

　申請には期限がありますので、

申請がお済みでない方は、お早

めに申請をお願いします。 

家計が急変し収入が

減少したひとり親世帯など 

1世帯5万円、第2子以

降児童1人につき3万円を加算 

※再支給分も併せて同額支給されます。 

2月26日（金） 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

国民健康保険・後期高齢者 
医療保険の傷病手当金 

（適用期間の延長） 

　被用者の方が新型コロナウイ

ルス感染症に感染した場合、ま

たは発熱などの症状があり感

染が疑われた場合に、その療

養のため労務に服することがで

きなかった期間について、申請

により要件を満たす方に支給す

る傷病手当金の支給適用期間

を、令和2年12月31日から令和3

年3月31日に延長しました。 

c住民課　蕁388‐1115

災害に備えて準備しましょう 
■家具転倒防止補助器具の支給 
　家具を壁に固定する「L字型

金具」または「チェーン式金具」

2組を対象の世帯に支給します。 

　支給を希望される方は、お住

まいの地域の町内会長または

総務課にご連絡ください。 

高齢者（65歳以上）

や重度身体障がい者（身体障

害者手帳1・2級）のみで構成さ

れる世帯で、これまでに支給を

受けていない世帯 

 
■ブロック塀の除去の助成 
　道路に面したブロック塀の除

去にかかる費用の一部を助成

します。助成を受ける場合は、

除去前に総務課にご連絡くだ

さい。 

個人の住宅や事

業所の敷地内に設置されたブ

ロック塀など、道路に面した部

分を65cm以下の高さまで除去

すること 

延長1m当たり2,340

円（限度額100,000円） 

c総務課 

　蕁388‐1111

国民健康保険税の減免 
　新型コロナウイルス感染症の

影響により、主たる生計維持者

の令和2年中の収入が前年の

収入より3割以上減少する場合

は、申請により国民健康保険税

が減免となる可能性があります。 

　対象となる世帯の要件やお

手続きに必要なものなど、詳しく

は町ホームページをご覧いただ

くか、住民課までお問合せくだ

さい。 

3月31日（水） 

c住民課　蕁388‐1115

こんなときには国保の 
届け出をお忘れなく！ 

■職場の健康保険に加入したとき 
　国民健康保険（国保）に加

入していた方が、勤務先の社会

保険など他の医療保険に加入

したときは国保をやめるための

手続きが必要です。届け出が

遅れると、国民健康保険税が納

めすぎとなる可能性があります。 

 
■交通事故などにあったとき 
　交通事故など、第三者（加害者）

から傷害を受けた場合、医療費

は加害者が負担することとなりま

すが、国保で医療機関を受診

することができます。この場合、

国保が医療費を一時的に立て

替え払いし、後日、加害者に請

求しますので、「第三者行為によ

る傷病届」を住民課に届け出て

ください。被害の内容により届出

に必要な書類が異なりますので、

住民課にお問合せください。 

c住民課　蕁388‐1115

償却資産（固定資産税）の申告が必要です 
　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、

対象資産をお持ちで申告書が届いていない方はご連絡ください。 

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発

電量10KW以上の太陽光パネルによる余剰や全量売電など）を営ん

でいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有してい

る方 

 

・構築物（フェンス、塗装路面など） 

・機械（建設用重機、太陽光発電設備など） 

・器具、備品（コピー機、パソコンなど） 

2月1日（月）　※電子申告や郵送による提出もできます。 

c税務課　蕁388‐1112

「入学通知書」が届きます 
　令和3年4月に、小・中学校に

入学するお子さんの保護者の

皆様へ、1月下旬に「入学通知書」

を送付します。「入学通知書」は、

入学式に学校へお持ちください。 

　なお、次のいずれかに該当す

る方や入学に関するご相談が

ある方は、下記へご連絡ください。 

■住所や氏名など記載事項に

誤りがある場合 

■入学日までに住所を変更す

る場合 

■国立・私立など、指定された

学校以外の学校に入学する

場合 

■入学通知書が届かない場合 

c羽島郡二町教育委員会 

　学校教育課　蕁245‐1133

1月17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、1年の計画
を語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

制度詳細はこちら蜷 

制度詳細はこちら蜷 

●家庭では 
「男女がともに家事・育児・ 

介護を分担しましょう」 

●職場では 
「雇用における 

男女平等を進めましょう」 

男女共同参画のすすめ 

軽自動車税種別割の税率（13年経過した軽自動車をお持ちの方へ） 
　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、重課税率が適用され

ます。詳しい税率は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。 

※令和3年度は、初度検査年月が平成20年3月以前の軽自動車が重課対象です。 

※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車の異動手続きが必要です。 

c税務課　蕁388‐1112

種　　別 
年　　　税　　　額 

四輪乗用 

四輪貨物 

営業用 
自家用 
営業用 
自家用 

最初の新規検査年月 
平成27年3月31日以前 

5,500円 
7,200円 
3,000円 
4,000円 

平成27年4月1日以降 
6,900円 

10,800円 
3,800円 
5,000円 

新車登録から 
13年以上経過した車両

8,200円 
12,900円 

4,500円 
6,000円 

▲電子申告はこちら 

子育てウッドスタート事業を開始しました 
　お子さんの健やかな成長をお祈りして、白川

町産東濃ひのきで作られた積み木「つみマスく

みマス」をプレゼントします。豊かな自然と触れ合

う最初の一歩として、ご家族みなさんでお使いく

ださい。 

令和2年4月1日以降に生まれたお子さん 

※お子さんとその父または母が笠松町に住民登録があることが支給

の条件です。 

乳児健診（3・4か月健診）時にお渡しします。 

※欠席された場合は、母子保健推進員がご自宅へ配布します。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116
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骨髄ドナー登録説明員 
養成研修会 

　骨髄ドナー登

録について正し

い知識を持ち、献

血会場などで登

録を呼びかける

「骨髄ドナー登録説明員」とし

て活躍いただける方の養成研

修会を開催します。 

1月14日（木） 

午後1時30分～4時30分 

シンクタンク庁舎1‐1会

議室（岐阜市薮田南5丁目14‐12） 

講義・ロールプレイング 

骨髄ドナー登録会に

おいて説明や登録受付業務に

従事できる方 

役場健康介護課

窓口・福祉健康センターに設置

のチラシによりFAXまたはメー

ルでお申込みください 

c健康介護課　蕁388‐7171 

岐阜県健康福祉部保健医療課

難病対策係　蕁272‐8276

会計年度任用職員の「人材バンク登録」 
　羽島郡二町教育委員会では、郡内の小・中学

校で、学習支援や児童支援を行う会計年度任用

職員を募集しています。 

　希望される方は、「人材バンク」に登録していた

だく必要があります。羽島郡近郊にお住まいの方で、

登録を希望される方は、ご連絡ください。なお、詳

細については面接の中で説明します。 

仕事の内容例 
・学級担任などと連携して学習や生活の支援 

・集団での活動をはじめ、学校生活に困り感のあ

る児童・生徒への支援 

資格や勤務条件 
・職種によっては、教員免許状が必要な場合があります 

・勤務時間などの条件については面接の中で説明します 

c羽島郡二町教育委員会　学校教育課　蕁245‐1133

国家公務員 
　笠松刑務所では、次のとおり職員を募集します。応募方法などの

詳細は下記までお問合せください。なお、採用者は、書類選考のうえ、

面接試験・作文試験により決定します。 

 

1月31日（日）※採用者が決まり次第終了 

c笠松刑務所　庶務課　蕁387‐2175

岐阜基地モニター 
　岐阜基地は、自衛隊の活動

を周辺住民の方々にご理解い

ただくため、令和3年度における

岐阜基地モニターを募集します。

詳しくは岐阜基地ホームページ

をご覧ください。 

 

 

 

10人（男女各5人） 

1月31日（日） 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101

就学費の援助 
　経済的な理由でお困りの小・中学生の保護者

の方に対し、就学に必要な経費を援助します。令

和3年度に援助を希望される方は、小・中学校にあ

る「令和3年度就学援助申請書」に必要書類を添

えて提出してください。 

2月26日（金） 

入学・在籍する学校 

※継続で就学援助を希望される方も毎年申請が

必要です。 

※令和3年度に小・中学校新入学予定で、新規で

援助を希望される方は1月29日（金）までに郡二

町教育委員会（岐南町八剣7丁目107番地）へ

提出してください。 

c羽島郡二町教育委員会　総務課　蕁245‐1133
「保育士養成科」訓練生 
　保育士の資格を取得して正社員就職を目指す方の学費が2年間

無料になります。 

ハローワークに求職登録して、保育士として正社員就職を

希望する方（※選考会あり） 

令和3年4月から2年間 

 

入学金と2年間の学費免除（別途教材費などは必要） 

eハローワーク岐阜　蕁247‐3211

 
 
消防団員 
　笠松町消防団は笠松・松枝・下羽栗の3つの分

団から結成されており、火災をはじめとする災害現

場にかけつけ、消火活動や救助活動を行い町の

安全を守っています。 

　消防団への加入をお考えの方は、総務課にご

連絡ください。 

火災時：消火・救助活動など 

平常時：訓練や点検、消防操法大会・防火啓発活

動など 

非常勤特別職の地方公務員 

町内在住または在勤の18歳以上の

方（性別不問） 

階級により異なる　（例）団員：36,500円 

消防団活動中に負傷した場合の補

償のほか、一定期間以上勤務して退団した際の

報奨金の支給があります。また、消防団活動に協

力する事業者など

には、減税制度も

あります。 

c総務課 

　蕁388‐1111

6日（水）.7日（木）.8日（金）.12日（火） 
19日（火）.20日（水）.21日（木）.22日（金） 

7日（木）、21日（木）はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!7日（木）、21日（木）はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!
7日（木） 第26回白銀争覇　21日（木） 第45回ゴールドジュニア 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

1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!!

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。 

法務技官 
（作業専門官 電気） 

受験 
資格 

第三種電気主任技術者、1級ボイラー技士、職業
訓練指導員免許（電気）もしくは、これと同等以上
の資格または技能を有していると認められる方 

・日本国籍を有していること 
・国家公務員第38条に該当する者でないこと 

女子刑務官 
（任期付職員） 

高校卒業以上の学
歴を有する18歳
以上の方 

学　　　校 
岐阜聖徳学園大学短期大学部（岐阜市） 

蕁278‐0727 
中京学院大学短期大学部（瑞浪市） 

蕁0800‐200‐3278 
中部学院大学短期大学部（関市） 

蕁0575‐24‐2213

定員 

8人 

8人 

10人 

申込期限 

2月19日（金） 

3月1日（月） 

3月8日（月） 

　東京2020オリンピックの聖火展示を岐阜連携都市圏域の市

町と中津川市で行います。笠松町では、次のとおり一般公開を

行いますので、ぜひご来場ください。 

※観覧には事前予約が必要です。予約方法などの詳細は町ホームページ
または1月の回覧チラシをご覧ください。 

2月9日（火） 

午前11時30分～午後1時30分 

笠松中央公民館3階 大ホール 

無料　　c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地 
ホームページ蜷 

繋ぐ希望の灯り展（事前予約制） 
つな 

▲詳しくはこちら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
活動内容 
 
 
身分 
入団資格 
 
年額報酬 
各種制度 
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学校定員・申込期限 

費用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
 
内容 
対象者 
 
 
申込方法 

日にち 
時間 
場所 
観覧料 

募　　　集 

町からのお知らせ 
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骨髄ドナー登録説明員 
養成研修会 

　骨髄ドナー登

録について正し

い知識を持ち、献

血会場などで登

録を呼びかける

「骨髄ドナー登録説明員」とし

て活躍いただける方の養成研

修会を開催します。 

1月14日（木） 

午後1時30分～4時30分 

シンクタンク庁舎1‐1会

議室（岐阜市薮田南5丁目14‐12） 

講義・ロールプレイング 

骨髄ドナー登録会に

おいて説明や登録受付業務に

従事できる方 

役場健康介護課

窓口・福祉健康センターに設置

のチラシによりFAXまたはメー

ルでお申込みください 

c健康介護課　蕁388‐7171 

岐阜県健康福祉部保健医療課

難病対策係　蕁272‐8276

会計年度任用職員の「人材バンク登録」 
　羽島郡二町教育委員会では、郡内の小・中学

校で、学習支援や児童支援を行う会計年度任用

職員を募集しています。 

　希望される方は、「人材バンク」に登録していた

だく必要があります。羽島郡近郊にお住まいの方で、

登録を希望される方は、ご連絡ください。なお、詳

細については面接の中で説明します。 

仕事の内容例 
・学級担任などと連携して学習や生活の支援 

・集団での活動をはじめ、学校生活に困り感のあ

る児童・生徒への支援 

資格や勤務条件 
・職種によっては、教員免許状が必要な場合があります 

・勤務時間などの条件については面接の中で説明します 

c羽島郡二町教育委員会　学校教育課　蕁245‐1133

国家公務員 
　笠松刑務所では、次のとおり職員を募集します。応募方法などの

詳細は下記までお問合せください。なお、採用者は、書類選考のうえ、

面接試験・作文試験により決定します。 

 

1月31日（日）※採用者が決まり次第終了 

c笠松刑務所　庶務課　蕁387‐2175

岐阜基地モニター 
　岐阜基地は、自衛隊の活動

を周辺住民の方々にご理解い

ただくため、令和3年度における

岐阜基地モニターを募集します。

詳しくは岐阜基地ホームページ

をご覧ください。 

 

 

 

10人（男女各5人） 

1月31日（日） 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室 

　蕁382‐1101

就学費の援助 
　経済的な理由でお困りの小・中学生の保護者

の方に対し、就学に必要な経費を援助します。令

和3年度に援助を希望される方は、小・中学校にあ

る「令和3年度就学援助申請書」に必要書類を添

えて提出してください。 

2月26日（金） 

入学・在籍する学校 

※継続で就学援助を希望される方も毎年申請が

必要です。 

※令和3年度に小・中学校新入学予定で、新規で

援助を希望される方は1月29日（金）までに郡二

町教育委員会（岐南町八剣7丁目107番地）へ

提出してください。 

c羽島郡二町教育委員会　総務課　蕁245‐1133
「保育士養成科」訓練生 
　保育士の資格を取得して正社員就職を目指す方の学費が2年間

無料になります。 

ハローワークに求職登録して、保育士として正社員就職を

希望する方（※選考会あり） 

令和3年4月から2年間 

 

入学金と2年間の学費免除（別途教材費などは必要） 

eハローワーク岐阜　蕁247‐3211

 
 
消防団員 
　笠松町消防団は笠松・松枝・下羽栗の3つの分

団から結成されており、火災をはじめとする災害現

場にかけつけ、消火活動や救助活動を行い町の

安全を守っています。 

　消防団への加入をお考えの方は、総務課にご

連絡ください。 

火災時：消火・救助活動など 

平常時：訓練や点検、消防操法大会・防火啓発活

動など 

非常勤特別職の地方公務員 

町内在住または在勤の18歳以上の

方（性別不問） 

階級により異なる　（例）団員：36,500円 

消防団活動中に負傷した場合の補

償のほか、一定期間以上勤務して退団した際の

報奨金の支給があります。また、消防団活動に協

力する事業者など

には、減税制度も

あります。 

c総務課 

　蕁388‐1111

6日（水）.7日（木）.8日（金）.12日（火） 
19日（火）.20日（水）.21日（木）.22日（金） 

7日（木）、21日（木）はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!7日（木）、21日（木）はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!
7日（木） 第26回白銀争覇　21日（木） 第45回ゴールドジュニア 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

1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!!

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。 

法務技官 
（作業専門官 電気） 

受験 
資格 

第三種電気主任技術者、1級ボイラー技士、職業
訓練指導員免許（電気）もしくは、これと同等以上
の資格または技能を有していると認められる方 

・日本国籍を有していること 
・国家公務員第38条に該当する者でないこと 

女子刑務官 
（任期付職員） 

高校卒業以上の学
歴を有する18歳
以上の方 

学　　　校 
岐阜聖徳学園大学短期大学部（岐阜市） 

蕁278‐0727 
中京学院大学短期大学部（瑞浪市） 

蕁0800‐200‐3278 
中部学院大学短期大学部（関市） 

蕁0575‐24‐2213

定員 

8人 

8人 

10人 

申込期限 

2月19日（金） 

3月1日（月） 

3月8日（月） 

　東京2020オリンピックの聖火展示を岐阜連携都市圏域の市

町と中津川市で行います。笠松町では、次のとおり一般公開を

行いますので、ぜひご来場ください。 

※観覧には事前予約が必要です。予約方法などの詳細は町ホームページ
または1月の回覧チラシをご覧ください。 

2月9日（火） 

午前11時30分～午後1時30分 

笠松中央公民館3階 大ホール 

無料　　c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地 
ホームページ蜷 

繋ぐ希望の灯り展（事前予約制） 
つな 

▲詳しくはこちら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
活動内容 
 
 
身分 
入団資格 
 
年額報酬 
各種制度 

 
 
 
 
募集職種・受験資格 

申込期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定員 
応募期限 

 
 
 
 
 
 
提出期限 
提出先 

 
 
 
対象者 
 
在学期間 
学校定員・申込期限 

費用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
 
内容 
対象者 
 
 
申込方法 

日にち 
時間 
場所 
観覧料 

募　　　集 

町からのお知らせ 

令和3年1月号 
第1124号 18 令和3年1月号 

第1124号 19



フォローアップ講座 
～ダンボールコンポストのお悩み・ 

疑問にお答えします～ 

　「虫が発生しちゃった、どうしよう」、「熟成はどう

するの？」、「たい肥はどうやって使うの？」などの疑

問にお答えします。 

1月16日（土） 

午前10時～（約2時間） 

笠松中央公民館1階　集会室 

町内在住者 参加料　無料 

※たい肥診断をご希望の方は、たい肥をひとつか

みお持ちください。はじめての方でも参加可能

です。（ダンボールコンポスト1セット（箱・基材）を

無償進呈します） 

15人 講師　羽島環境の会 

1月15日（金） 

※定員になり次第締め切り 

e羽島環境の会　間宮（笠松天領の駅）　

蕁322‐5558

 
 
新年企画「干支　丑年展」 
　国内外から収集した干支の

民芸品を、例年より規模を拡大

して展示します。丑（うし）をは

じめとする個性豊かな十二支

たちが、皆さんのご来館をお待

ちしています。 

1月5日（火）～2月

7日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

月曜日（祝日の場合は

その翌日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161

 
 
冬の省エネルギー対策に 
ご協力を！ 

■冬季省エネのポイント 
・暖房時のエアコンの温度は

20℃を目安に設定しましょう。 

・暖房器具は必要な時間や場

所を考えて使用しましょう。 

■ちょっとした工夫で節電対策 
・保温効果の高いインナーウェ

アやカーディガンなど薄手の

衣服を重ね着する。 

・根菜類やショウガなど体をあ

たためる食材を取り入れる。 

c環境経済課　蕁388‐1114

 
 
○藤田 力さん（東陽町） 
・双眼鏡　5台 

・オムロンデジタル自動血圧計　3台 

　町では、ご趣旨に沿うよう活

用させていただきます。 

ワンデーレッスン（2月） 
　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスンを開催します。 

町内在住・在勤・在学の方 

300円（別途、資料代200円が必要です） 

1月14日（木） 

e笠松中央公民館　蕁388‐3231・松枝公民館　蕁387‐0156・総合会館　蕁387‐8432 

※人数不足により閉講する場合や、人数制限の抽選で漏れた場合は連絡します 

子育てサロン 
　乳幼児とその保護者の方を対象に、子育てサロンを開催します。 

※事前予約制ですので、お電話でお申込みください。 

（定員になり次第受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

日　時 内容 

1月12日（火） 
10：00～11：00 

2月10日（水） 
10：00～11：00

親子で楽しむ人形劇 

つくってあそぼ 

場所 

こども館 

定員 

各15組 
講座名 内　　容 

はじめてのスマホ 
ワンデーレッスン 

基本的なスマホの取り扱い
のほか、参加者のリクエスト
を取り入れて進めます 

スマホってどんな感じ？これ
からスマホを買おうと思って
いる方向けです 

日時・会場 

2月4日（木） 
14：00～16：00 

笠松中央公民館 視聴覚室 

2月18日（木） 
14：00～16：00 

笠松中央公民館 視聴覚室 

持ち物 

スマホ 
筆記用具 
スリッパ 

筆記用具 
スリッパ 

講師 

吉田 いづみ氏 

定員 

各18人 

 
 
子育てついての相談窓口 
　子どもや子育ての

悩みについての相談・

支援を行うため、福

祉健康センター内に

「子育て世代包括支

援センター・子ども家庭総合支援拠点」を開設し

ています。 

　たとえば、「子育てにストレスを感じている」「子ど

もに怒ってしまう、叩いてしまう」「子どもの発達が心

配」「登校をしたがらない」など、子どもに関する悩

みについて、お気軽にご相談ください。すべての子

ども（18歳まで）とその家族、妊婦からの相談に保

健師が対応します。また必要に応じて関係機関（学

校、医療機関など）と連携して支援を行います。 

午前8時30分～午後5時15分 

福祉健康センター 

c健康介護課　蕁388‐7171

ペットの飼育はマナーを 
守って 

■犬の放し飼い

は法令で禁止さ

れています。散歩

をする時も、必ず

引き綱（リード）を

つけ、ふんは、持ち帰りましょう。 

■野良猫に安易な気持ちでエ

サを与えると、野良猫が増え、

庭木を傷つけたり、ふん尿汚染

の原因になることがあります。野

良猫にはエサを与えないでくだ

さい。 

c環境経済課　蕁388‐1114

「いつかしようを、今にしよう。はたちの献血」 

「はたちの献血」キャンペーン 
1月1日～2月28日 

 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
参加資格 
 
 
 
 
定員 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時間 
場所 

展示期間 
 
時間 
場所 
入館料 
休館日 

 
 
対象者 
受講料 
申込期限 

相　　　談 

イ　ベ　ン　ト 

お　願　い 

寄　　　贈 

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 

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3年1月号 
第1124号 20 令和3年1月号 

第1124号 21



フォローアップ講座 
～ダンボールコンポストのお悩み・ 

疑問にお答えします～ 

　「虫が発生しちゃった、どうしよう」、「熟成はどう

するの？」、「たい肥はどうやって使うの？」などの疑

問にお答えします。 

1月16日（土） 

午前10時～（約2時間） 

笠松中央公民館1階　集会室 

町内在住者 参加料　無料 

※たい肥診断をご希望の方は、たい肥をひとつか

みお持ちください。はじめての方でも参加可能

です。（ダンボールコンポスト1セット（箱・基材）を

無償進呈します） 

15人 講師　羽島環境の会 

1月15日（金） 

※定員になり次第締め切り 

e羽島環境の会　間宮（笠松天領の駅）　

蕁322‐5558

 
 
新年企画「干支　丑年展」 
　国内外から収集した干支の

民芸品を、例年より規模を拡大

して展示します。丑（うし）をは

じめとする個性豊かな十二支

たちが、皆さんのご来館をお待

ちしています。 

1月5日（火）～2月

7日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

月曜日（祝日の場合は

その翌日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161

 
 
冬の省エネルギー対策に 
ご協力を！ 

■冬季省エネのポイント 
・暖房時のエアコンの温度は

20℃を目安に設定しましょう。 

・暖房器具は必要な時間や場

所を考えて使用しましょう。 

■ちょっとした工夫で節電対策 
・保温効果の高いインナーウェ

アやカーディガンなど薄手の

衣服を重ね着する。 

・根菜類やショウガなど体をあ

たためる食材を取り入れる。 

c環境経済課　蕁388‐1114

 
 
○藤田 力さん（東陽町） 
・双眼鏡　5台 

・オムロンデジタル自動血圧計　3台 

　町では、ご趣旨に沿うよう活

用させていただきます。 

ワンデーレッスン（2月） 
　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスンを開催します。 

町内在住・在勤・在学の方 

300円（別途、資料代200円が必要です） 

1月14日（木） 

e笠松中央公民館　蕁388‐3231・松枝公民館　蕁387‐0156・総合会館　蕁387‐8432 

※人数不足により閉講する場合や、人数制限の抽選で漏れた場合は連絡します 

子育てサロン 
　乳幼児とその保護者の方を対象に、子育てサロンを開催します。 

※事前予約制ですので、お電話でお申込みください。 

（定員になり次第受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

日　時 内容 

1月12日（火） 
10：00～11：00 

2月10日（水） 
10：00～11：00

親子で楽しむ人形劇 

つくってあそぼ 

場所 

こども館 

定員 

各15組 
講座名 内　　容 

はじめてのスマホ 
ワンデーレッスン 

基本的なスマホの取り扱い
のほか、参加者のリクエスト
を取り入れて進めます 

スマホってどんな感じ？これ
からスマホを買おうと思って
いる方向けです 

日時・会場 

2月4日（木） 
14：00～16：00 

笠松中央公民館 視聴覚室 

2月18日（木） 
14：00～16：00 

笠松中央公民館 視聴覚室 

持ち物 

スマホ 
筆記用具 
スリッパ 

筆記用具 
スリッパ 

講師 

吉田 いづみ氏 

定員 

各18人 

 
 
子育てついての相談窓口 
　子どもや子育ての

悩みについての相談・

支援を行うため、福

祉健康センター内に

「子育て世代包括支

援センター・子ども家庭総合支援拠点」を開設し

ています。 

　たとえば、「子育てにストレスを感じている」「子ど

もに怒ってしまう、叩いてしまう」「子どもの発達が心

配」「登校をしたがらない」など、子どもに関する悩

みについて、お気軽にご相談ください。すべての子

ども（18歳まで）とその家族、妊婦からの相談に保

健師が対応します。また必要に応じて関係機関（学

校、医療機関など）と連携して支援を行います。 

午前8時30分～午後5時15分 

福祉健康センター 

c健康介護課　蕁388‐7171

ペットの飼育はマナーを 
守って 

■犬の放し飼い

は法令で禁止さ

れています。散歩

をする時も、必ず

引き綱（リード）を

つけ、ふんは、持ち帰りましょう。 

■野良猫に安易な気持ちでエ

サを与えると、野良猫が増え、

庭木を傷つけたり、ふん尿汚染

の原因になることがあります。野

良猫にはエサを与えないでくだ

さい。 

c環境経済課　蕁388‐1114

「いつかしようを、今にしよう。はたちの献血」 

「はたちの献血」キャンペーン 
1月1日～2月28日 

 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
参加資格 
 
 
 
 
定員 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時間 
場所 

展示期間 
 
時間 
場所 
入館料 
休館日 

 
 
対象者 
受講料 
申込期限 

相　　　談 

イ　ベ　ン　ト 

お　願　い 

寄　　　贈 

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 

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3年1月号 
第1124号 20 令和3年1月号 

第1124号 21



　 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  
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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 

令和2年12月1日現在（前月比） 
人口 

男 
女 

世帯数 

22,146 
10,695 
11,451 

9,140

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（減 
（増 
（増 

9） 
3） 

12） 
13） 

年末年始の業務のご案内 

■公共施設など 

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

■し尿汲み取り 
　12月30日（水）午後～1月4日（月）までお休みします。 

施設名 お休みする日 

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 

歴史未来館 

こども館 

防災行政無線放送 

火葬場 

緑会館 

12月29日（火）～1月3日（日） 
※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。 

12月28日（月）～1月3日（日） 

12月28日（月）～1月4日（月） 

1月1日（金）～1月3日（日） 

1月1日（金） 

12月29日（火）～1月3日（日） 
※葬儀の場合は上記期間も利用可能ですので、

役場までご連絡ください。 

■ごみの収集 

収集コース 月・木曜日コース 
（笠松地域） 

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） 

火・金曜日コース 
（松枝・下羽栗コース） 

12月29日（火） 

1月 5日（火） 

c環境経済課　蕁388‐1114

　令和3年3月まで、生ごみ処理機などの購

入代金の90%を助成しています。 

 
 
 
 
 
 
機器の特徴 
●電気式生ごみ処理機 
・電力を使用し、ごみを

堆肥化または減量化

する機械。 

・臭いが少なく、手間

がかかりませんが、多

少の音が発生します。

また、電気を使用す

るため、電気代がか

かります。 

・室内でも設置可能です。 

 

●生ごみ堆肥化容器（ホームコンポ） 
・金属製またはプラス

チック製の容器。 

・生ごみが発酵するため、

臭いや虫の発生に注

意が必要ですが、大

型で一度に生ごみを

大量に処理すること

ができ、混ぜる頻度も

週に1回と手間がかかりません。 

・屋外（土のある庭や畑など）に設置します。 

 

●非電気式生ごみ処理機 
・手動で処理機を回転

させることにより、ご

みを堆肥化または減

量化する機械。 

・生ごみが発酵するた

め、臭いや虫の発生

に注意が必要です。 

・基本的に屋外（ベラ

ンダなど）に設置します。 

 

●ダンボールコンポストなど 
・ダンボール箱など

の容器を使用して、

生ごみを堆 肥 化

します。 

・生ごみが発酵す

るため、臭いや虫

の発生に注意し、

毎日混ぜる必要があります。基材やダンボ

ールは他と比べると安値です。 

・基本的に屋外（ベランダなど）に設置します。 

 

●生ごみ水切り容器 
・生ごみをバケツタイプ

の容器に投入し、生ご

みの重さで水分を除

去する構造の容器です。 

・蓋で密閉でき、容器内

で水分と固形物（生ご

み）を分離します。 

・室内（キッチン）に設置します。 

 

　キッチンの三角コーナーで水きりをするだ

けでもごみの減量になります！生活スタイルに

あった方法でごみの減量化にご協力をお願

いします。 

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 

ダンボールコンポストなど 

生ごみ水切り容器 

60,000円まで 

10,000円まで 

300～2,000円まで 

3,000円まで 

ごみを 
減らしましょう 

「生ごみ減量化推進補助制度」 
を利用し生ごみを減らそう！ 

町からのお知らせ 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

令和3年1月号 
第1124号 22 令和3年1月号 

第1124号 23
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編集後記 

　表紙をめくって「あれ？」と思った方、そうなんです、

今月号は中面にもカラーページを採用してみました。

コロナでイベントが少なかったことや紙面レイアウトを

工夫したことで、今年度は広報紙のページ数を抑える

ことができていたので、浮いた予算を活用し、試験的

に実施しました。皆さんの素敵な笑顔をたまにはカラ

ーでお届けできるように、これからも工夫していきたい

と思います。2021年も「広報かさまつ」をよろしくお願

いします！ 

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はありません。 

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、1月21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 
1 
2 
3 

10 
11 
17 
24 
31

松波総合病院 
渡辺小児科 
ひらたクリニック 
安藤内科おなかクリニック 
岡山クリニック 
河合内科クリニック 
やまうちクリニック 
サンライズクリニック 

所　在 
笠松町田代 
岐南町八剣 
笠松町田代 
岐南町上印食 
岐南町徳田 
岐南町八剣 
岐南町八剣北 
岐南町野中 

電　話 
388‐0111 
246‐8882 
387‐3378 
245‐3300 
268‐0307 
247‐6630 
215‐7771 
247‐3322

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

医療機関 
きたはら歯科クリニック 
西垣歯科クリニック 
おがわ歯科クリニック 
松原歯科医院 
岐南歯科クリニック 
こころ歯科医院 
くのう歯科医院 
秋田歯科医院 

所　在 
岐南町野中 
笠松町北及 
岐南町徳田 
笠松町美笠通 
岐南町八剣北 
岐南町徳田 
笠松町上本町 
岐南町三宅 

電　話 
247‐8168 
387‐5900 
242‐9666 
387‐6600 
248‐1116 
274‐0118 
387‐2051 
247‐1196

蕁 
蕁 
蕁 
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 

13日（水） 

14日（木） 

21日（木） 

25日（月） 

15日（金） 

27日（水） 

5日（火） 
25日（月） 

5日（火） 

25日（月） 
28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2月1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。 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
水道料金・下水道使用料 
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 
7期分 
7期分 
8期分 
5期分 
1月分 
1月分 

9期分（1月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・

1月のカレンダー 
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 
1日（金）～3日（日）、29日（金） 

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 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

8日（金） 

22日（金） 

28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 

チャンネルCCN 

1月の番組案内 
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 

6日（水） 
20日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
4日（月） 

18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、1月
21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 

8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 

5日（火） 
8日（金） 

19日（火） 
25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 

5日（火） 
8日（金） 

19日（火） 
25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 

28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 
8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 

平日 朝7：15～8：15 
（土日 朝8：00～9：00） 

【放送予定】 
・新年企画「干支　丑年展」 1月 6日（水） 
・二十歳の集い 1月11日（月・祝） 
※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

笠松町の身近な話題をお伝えするCCNのニュース番組 
天気・交通情報も加わり毎朝生放送！ 

※年末年始は、各種相談窓口もお休みとなります。 

令和3年1月号 
第1124号 24 令和3年1月号 

第1124号 25



編集後記 

　表紙をめくって「あれ？」と思った方、そうなんです、

今月号は中面にもカラーページを採用してみました。

コロナでイベントが少なかったことや紙面レイアウトを

工夫したことで、今年度は広報紙のページ数を抑える

ことができていたので、浮いた予算を活用し、試験的

に実施しました。皆さんの素敵な笑顔をたまにはカラ

ーでお届けできるように、これからも工夫していきたい

と思います。2021年も「広報かさまつ」をよろしくお願

いします！ 

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はありません。 

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、1月21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 
1 
2 
3 

10 
11 
17 
24 
31

松波総合病院 
渡辺小児科 
ひらたクリニック 
安藤内科おなかクリニック 
岡山クリニック 
河合内科クリニック 
やまうちクリニック 
サンライズクリニック 

所　在 
笠松町田代 
岐南町八剣 
笠松町田代 
岐南町上印食 
岐南町徳田 
岐南町八剣 
岐南町八剣北 
岐南町野中 

電　話 
388‐0111 
246‐8882 
387‐3378 
245‐3300 
268‐0307 
247‐6630 
215‐7771 
247‐3322

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

医療機関 
きたはら歯科クリニック 
西垣歯科クリニック 
おがわ歯科クリニック 
松原歯科医院 
岐南歯科クリニック 
こころ歯科医院 
くのう歯科医院 
秋田歯科医院 

所　在 
岐南町野中 
笠松町北及 
岐南町徳田 
笠松町美笠通 
岐南町八剣北 
岐南町徳田 
笠松町上本町 
岐南町三宅 

電　話 
247‐8168 
387‐5900 
242‐9666 
387‐6600 
248‐1116 
274‐0118 
387‐2051 
247‐1196

蕁 
蕁 
蕁 
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 

13日（水） 

14日（木） 

21日（木） 

25日（月） 

15日（金） 

27日（水） 

5日（火） 
25日（月） 

5日（火） 

25日（月） 
28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2月1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。 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
水道料金・下水道使用料 
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 
7期分 
7期分 
8期分 
5期分 
1月分 
1月分 

9期分（1月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・

1月のカレンダー 
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 
1日（金）～3日（日）、29日（金） 

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 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

8日（金） 

22日（金） 

28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 

チャンネルCCN 

1月の番組案内 
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 

6日（水） 
20日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
4日（月） 

18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、1月
21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 

8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 

5日（火） 
8日（金） 

19日（火） 
25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 

5日（火） 
8日（金） 

19日（火） 
25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 

28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 
8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 

平日 朝7：15～8：15 
（土日 朝8：00～9：00） 

【放送予定】 
・新年企画「干支　丑年展」 1月 6日（水） 
・二十歳の集い 1月11日（月・祝） 
※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

笠松町の身近な話題をお伝えするCCNのニュース番組 
天気・交通情報も加わり毎朝生放送！ 

※年末年始は、各種相談窓口もお休みとなります。 

令和3年1月号 
第1124号 24 令和3年1月号 

第1124号 25



　20歳になられた皆さん、成人おめでとうございます。 
　20歳になった方は、国民年金の被保険者となります。20歳になってから、おおむね2週間以
内に日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが送付された後、年金手帳がお
手元に届きます。年金手帳は基礎年金番号の確認や将来年金を受け取る際に必要ですの
で大切に保管してください。 
　令和2年度の国民年金保険料（以下、保険料）は1か月16,540円です。年金は老後のた
めだけでなく、病気やケガなどで障がいが残ったときに障害年金が支給されるなど、現役世代
の保証もされます。納付書での納付のほか、口座振替などさまざまな納付方法をご利用し、忘
れずに納付しましょう。 
　経済的な理由などで納付が困難な方は次の制度があります。 
 
◆学生納付特例制度 

　前年の所得が基準額以下の学生の方の納付が猶予されます。 
◆免除・納付猶予制度 

　本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などの保険料
が全額、または一部免除、納付の猶予がされます。 
※一部免除の方は減額された保険料の納付が必要です。 

◆各種免除申請に必要なもの（ご本人が手続きをする場合） 
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など） 
・学生証（学生納付特例制度の場合） 

 
c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　/　住民課　蕁388‐1115

国民年金 20歳になったら国民年金 

文化財防火デー 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　毎年1月26日は「文化財防火デー」です。
昭和24年1月26日に、現存する世界最古の
木造建造物である法隆寺（奈良県）の金堂
で火災が発生し、国宝の壁画が焼損しました。
そしてこれを契機に、昭和30年に「文化財防
火デー」が定められ、以降、毎年この日を中
心に、全国各地で防火訓練などの文化財防
火運動が展開されています。 
　しかしながら、近年でも災害による文化財
被害は相次いでいます。令和元年10月31日
には世界遺産にも指定されている首里城（沖
縄県）で火災が発生し、貴重な建物や文化
財が焼失してしまいました。 
　文化財の出火原因は放火や火の不始末
によるものが多く、いったん火災が発生してし
まうと、木や紙などで造られているものが多い
日本の文化財は、消火することが非常に困
難な事態となります。地域の貴重な文化財を
後世に継承するためにも、文化財の防火に

ついて関心を高め、次のポイントを心掛けて、
みんなで火災から守りましょう。 

～防火のポイント～ 
①放火防止対策を徹底しましょう。 

　関係者の方による巡回警備、敷地内の
整理整頓や夜間照明を設置するなどして
放火対策をするとともに、地域の方 も々協
力して放火されない環境づくりを構築する
ようにしましょう。 

②火気の管理をしましょう。 
　火気を使用する際には火災予防上安
全な距離を取り、使用した後には必ず消
火の確認をしましょう。また、消火用具の準
備も怠らないようにしましょう。 

　文化財は、一度失われてしまうと再び元の
状態に戻すことは非常に困難です。皆さん
の地域の歴史を守るためにも、貴重な文化
財を地域の力で災害から守りましょう。 

令和3年1月号 
第1124号 26 令和3年1月号 

第1124号 27



　20歳になられた皆さん、成人おめでとうございます。 
　20歳になった方は、国民年金の被保険者となります。20歳になってから、おおむね2週間以
内に日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが送付された後、年金手帳がお
手元に届きます。年金手帳は基礎年金番号の確認や将来年金を受け取る際に必要ですの
で大切に保管してください。 
　令和2年度の国民年金保険料（以下、保険料）は1か月16,540円です。年金は老後のた
めだけでなく、病気やケガなどで障がいが残ったときに障害年金が支給されるなど、現役世代
の保証もされます。納付書での納付のほか、口座振替などさまざまな納付方法をご利用し、忘
れずに納付しましょう。 
　経済的な理由などで納付が困難な方は次の制度があります。 
 
◆学生納付特例制度 

　前年の所得が基準額以下の学生の方の納付が猶予されます。 
◆免除・納付猶予制度 

　本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などの保険料
が全額、または一部免除、納付の猶予がされます。 
※一部免除の方は減額された保険料の納付が必要です。 

◆各種免除申請に必要なもの（ご本人が手続きをする場合） 
・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など） 
・学生証（学生納付特例制度の場合） 

 
c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　/　住民課　蕁388‐1115

国民年金 20歳になったら国民年金 

文化財防火デー 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　毎年1月26日は「文化財防火デー」です。
昭和24年1月26日に、現存する世界最古の
木造建造物である法隆寺（奈良県）の金堂
で火災が発生し、国宝の壁画が焼損しました。
そしてこれを契機に、昭和30年に「文化財防
火デー」が定められ、以降、毎年この日を中
心に、全国各地で防火訓練などの文化財防
火運動が展開されています。 
　しかしながら、近年でも災害による文化財
被害は相次いでいます。令和元年10月31日
には世界遺産にも指定されている首里城（沖
縄県）で火災が発生し、貴重な建物や文化
財が焼失してしまいました。 
　文化財の出火原因は放火や火の不始末
によるものが多く、いったん火災が発生してし
まうと、木や紙などで造られているものが多い
日本の文化財は、消火することが非常に困
難な事態となります。地域の貴重な文化財を
後世に継承するためにも、文化財の防火に

ついて関心を高め、次のポイントを心掛けて、
みんなで火災から守りましょう。 

～防火のポイント～ 
①放火防止対策を徹底しましょう。 

　関係者の方による巡回警備、敷地内の
整理整頓や夜間照明を設置するなどして
放火対策をするとともに、地域の方 も々協
力して放火されない環境づくりを構築する
ようにしましょう。 

②火気の管理をしましょう。 
　火気を使用する際には火災予防上安
全な距離を取り、使用した後には必ず消
火の確認をしましょう。また、消火用具の準
備も怠らないようにしましょう。 

　文化財は、一度失われてしまうと再び元の
状態に戻すことは非常に困難です。皆さん
の地域の歴史を守るためにも、貴重な文化
財を地域の力で災害から守りましょう。 
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「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3月生まれの赤ちゃん　　応募期限　1月29日（金） 
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

小林 彩有里 
こ  ば や し  さ  ゆ  り 

（中新町） 
ちゃん 

令和2年1月24日生 
太田耕平・実里さんの子 太田 琉偉 

お お  た  る い  

（下新町） 
くん 

大好きな牛さんのパペットとお揃い！ 
年賀状で誕生を紹介できるのが楽しみです。 

ねぇね大好きるいくん。 
たくさん遊んで元気に大きくなってね。 

令和2年1月29日生 
小林孝幸・愛里さんの子 

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 
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令和3年新年のごあいさつ 
新年号特別インタビュー（フクヒロペア） 
岐阜県知事選挙 
4月から資源が出しやすくなります 
Information Box 町からのお知らせ 

　新木曽川橋から撮影した日の出の様子です。布団
から出るのに勇気がいる季節ですが、しんと澄んだ冬
の空気の中、夜から朝へと変化してく空を見ていると、
枕草子に「冬はつとめて（冬は早朝がいい）」と綴った
清少納言の気持ちが少しわかった気がしました。 
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東京2020オリンピック聖火がやって来る！ 

繋ぐ希望の灯り展 
つな 

2月9日（火）　午前11時30分～午後1時30分（事前予約制） 
笠松中央公民館3階　大ホール 

詳細は 
19ページ 
掲載 

※笠松みなと公園内に150台分の駐車場をご用意しますが、当日は混雑が予想されます。駐車場や周辺道路の

混雑緩和のため、公共交通機関でのご来場にご協力ください。 c企画課　蕁388-1113

2021.1.31. sun 10：00－15：00 

@笠松みなと公園 

出店やイベント情報はSNSで順次発信します！ 
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