
「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 
□問企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

元気もりもり結人くん。 
たくさんの愛情を受けて、人との
結びつきを大切にできる優しい子
に育ってね。 

寺田結人 
てら だ ゆい と 

（米野） 
くん 

令和2年7月3日生 
寺田翔太・あかりさんの子 

ごはん大好き！おかし大好き！！ 
食いしん坊なりひと君。 
これからもたくさん食べて、 
元気に大きくなってね！！ 

栗本理仁 
くり もと り ひと 

（田代） 
くん 

令和2年7月20日生 
栗本祐希・史帆さんの子 

生まれてきてくれてありがとう螢 
これからも元気いっぱい素敵な笑
顔を沢山見せてね！ 
だいすきだよ！ 

伊藤碧都 
い とう あお と 

（北及） 
くん 

令和2年7月28日生 
伊藤志朗・智香さんの子 
 たくさん食べて、これからもすく

すく育ってね。 

塚原あさひ 
つか はら 

（長池） 
ちゃん 

令和2年7月26日生 
塚原大地・亜季さんの子 
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特集　丸杉Bluvicフクヒロペア応援 
国民健康保険に関するお知らせ 
後期高齢者医療に関するお知らせ 
介護保険料に関するお知らせ 
Information Box 町からのお知らせ 

　笠松町と協定を結ぶ丸杉Bluvicのバドミントン女

子ダブルス福島選手・廣田選手のこれまでの活躍

の様子や総合会館（中野）での写真。 

　ふたりの息の合った華麗なプレーは必見です！ 
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応募対象　令和2年9月生まれの赤ちゃん　　応募期限　7月31日（土） 
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 

特集 
フクヒロペア 
東京五輪応援 

名鉄笠松駅イルミネーション協賛企業募集 
　岐阜工業高等学校・笠松町子ども会育成協議会・笠松町が協働で取り組む「名鉄笠松駅
イルミネーション2021」に協賛いただける企業を募集しています。 
協賛いただいた企業には、イルミネーションの点灯期間中（令和3年11月中旬～令和4年
1月中旬予定）、イルミネーションの装飾の一部に企業名を掲載します。 
掲載料　　1口10,000円 
募集期限　令和3年7月15日（木）まで 
申込方法　オンライン申込みまたは役場企画課・ 
　　　　　中央公民館窓口の申込書 
　　　　　によりお申込みください。 

c企画課　蕁388‐1113

名鉄笠松駅イルミネーション協賛企業募集 
　岐阜工業高等学校・笠松町子ども会育成協議会・笠松町が協働で取り組む「名鉄笠松駅
イルミネーション2021」に協賛いただける企業を募集しています。 
協賛いただいた企業には、イルミネーションの点灯期間中（令和3年11月中旬～令和4年
1月中旬予定）、イルミネーションの装飾の一部に企業名を掲載します。 
掲載料　　1口10,000円 
募集期限　令和3年7月15日（木）まで 
申込方法　オンライン申込みまたは役場企画課・ 
　　　　　中央公民館窓口の申込書 
　　　　　によりお申込みください。 

c企画課　蕁388‐1113

令和3年7月号 
第1130号 24



笠松小学校2年生が 
タブレット授業を受けました 

　笠松小学校2年2組の児童18名が授業でタブ
レットを活用しました。タブレットにインストールされ
ているソフト「キューブきっず」を起動し、好きな絵
を描きました。先生は、操作方法などを分かりや
すい表現で伝え、児童たちは熱心に話を聞いて
操作していました。 
　今年度から、昨年度整備した児童生徒1人1
台のタブレットを使った授業が各学校で本格運
用されます。 

　5月25日、役場で第65回羽島郡町村議会議員
総会が開催されました。 
　総会では、町議会議員として多年にわたり地
方自治の発展に貢献された議員に、自治功労者
表彰が行われました。また、社会医療法人蘇西
厚生会松波総合病院理事長の松波 英寿氏に
よる「新型コロナウイルスの現状と今後の展望」と
題した講演が行われ、感染症に関する理解を深
めました。 
自治功労者表彰（当町関係分・敬称略） 
【議員在職28年以上】　安田 敏雄 
【議員在職24年以上】　伏屋 隆男 

羽島郡町村議会議員総会 

　6月4日に竹市 英子さんが満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
たことを感謝いたします。新型コロナウイルス感
染症の影響を考慮し、ご家族の方に古田町長か
ら長寿者褒賞金と祝賀状、花束を贈呈しました。 

100歳おめでとうございます 

輝 く 笠 松 人 

　笠松町（円城寺）出身でアメリカを拠点に活動するミュージカル俳

優の渡邊 爽さんが町長室を訪れ、これまでの活動やこれからの展

望について町長とお話されました。 

　「幼い頃に見た宝塚歌劇をきっかけに女優に興味をもち、本場の

舞台を志してアメリカのミュージカル専攻の大学に進学し、これまで

オーディションで勝ち取った役で舞台の経験を積みました。舞台の上

で浴びるスポットライトは心地よく、歌うこと、ダンスをすること、演じるこ

とが大好きな私にとって女優は天職だと思っています。今の目標はブ

ロードウェーの舞台に立つことです。」と楽しそうにお話されました。

現在はコロナ禍ということ

もあり、レッスンを受けてダ

ンスを磨いたり、YouTube動画の配信を行うなどさまざま

な活動をされています。 

　生まれ育った笠松の町は、人のあたたかさやほっこりし

た雰囲気が感じられると話した渡邊さん。ご活躍に期待

です！ 
町長とかさまるポーズで記念撮影 

あきら 

丸杉Bluvic フクヒロペア応援特集 
　2020年6月に丸杉Bluvicバドミントンチームが始動し、丸1年。 
　フクヒロペアこと、福島由紀選手・廣田彩花選手を一緒に応援しましょう！ 

廣田は凄く一生懸命練習に取り組むので、その姿を見ると私もしっかりやらないといけない
なと刺激をもらっています。なので廣田の真面目さですかね。 

福島先輩は凄く負けず嫌いなので、そこは強みになっているんじゃないかと思います。私は
どちらかというと感情をあまり表に出さない方なので、ストレートに感情を出せる部分は見習いたいといつ
も思っています。 

福島選手・廣田選手の強さの秘訣は何ですか？ 

嬉しかったことは、去年全英オープンで優勝したことですかね。チームのスタッフがいない中、
初めて廣田と二人だけで臨んだ大会で、なんとなく殻を破れた様な気がしました。辛かったのは、高校
時代ですかね。寮生活で練習も厳しかったし上下関係も厳しかったので…。よく泣きながら母に電話し
ていました（笑） 

辛かったというか、悔しかったのは福島先輩とペアを解散になったことですね。悔しくて自分
が変わらないといけないなと思って、毎日練習に取り組んで…。結果としてもう一度ペアを組めて、大会
で結果を残せるようになっていったのは嬉しかったです。 

これまでの選手人生の中で嬉しかったこと、辛かった経験を教えてください 

コロナ禍の中でも、優先して体育館を使わせて下さ
ったおかげでしっかりと練習に取り組むことが出来ました。この
恩を良い形でお返しできたらいいなと思っています。 

大会前に町長から必勝祈願のお守りを貰ったりし
ました。凄く応援してくれているなというのを感じますし、期待に
応えたいなというモチベーションにも繋がっています。大会で良
い結果を残して良い報告が出来る様に頑張りたいと思います。 

笠松町での思い出や、笠松町民へのメッセージ 

家でドラマを観たり、漫画を読んだりす
ることが多いですかね。今は韓国ドラマや「呪術廻戦」
にハマってます。 

YouTubeで試合の映像を観ているこ
とが多いですね。あとは字が上手になりたいと思っ
て字を書いたりしています（笑） 

お休みの日は何をされていますか？ 

　　素顔のフクヒロ 

1993年熊本県生まれ。9歳の時に競技をはじめる。 
後衛から威力のあるスマッシュを放つ。前衛も得意とする。 

福島由紀 
ふく しま ゆ き 

選手 

1994年熊本県生まれ。5歳の時に競技をはじめる。 
レシーブ力とネット前に入るスピードに優れたオールラウン
ダー。 

廣田彩花 
ひろ た さや か 

選手 

　ふたりは高校卒業後に地元熊本県の実業
団に所属し、ペアを結成。2016年に一度ペア
を解消したが、互いの強みを再認識し、その
年のうちに再結成。その後、快進撃を続けて
いる。現在女子ダブルス世界ランキング1位。 

主な戦績 
 2017年 世界選手権 準優勝 
 2018年 世界選手権 準優勝 
2019年 世界選手権 準優勝 
 2020年 全英オープン 優勝 
 〃 全日本総合選手権 優勝 
 2021年 全英オープン 準優勝 

福島選手） 
 
廣田選手） 

福島選手） 
 
 
 
廣田選手） 

福島選手） 
 
 
廣田選手） 

福島選手） 
 
 
廣田選手） 

笠松町とのつながり 
　令和2年に笠松町とフクヒロペアが所属する
株式会社丸杉は「ホームタウンパートナー協定」
を締結しました。昨年度まで所属選手が総合
会館（中野）で練習を行っていたほか、小学生
とのバドミントン交流会を開催するなど、バドミント
ンを通して親交を深めてきました。 

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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春の叙勲　受章 笠松町名誉町民　松原 登士弘さん逝去 

　春の叙勲で、船橋義明さん（東陽町）が「旭日双光章（地方自治功労）」
を受章されました。 
　船橋さんは、昭和63年4月に笠松町議会議員に当選、8期32年の長き
にわたり在職し、平成14年4月から1年間をはじめとする通算3年間にわた
り議長として、平成7年4月から1年間副議長として円滑な議会運営に尽
力されました。 
　また、監査委員、総務文教常任委員会委員長、民生建設常任委員会
委員長、議会運営委員会委員長、議会改革特別委員会委員長などの
要職を歴任し、地方行政の円滑な運営に努め、町の教育、文化、福祉の
向上に多大な貢献をされた功績が認められ、今回の受章となりました。 

旭日双光章受章　船橋 義明さん 

　第2回笠松町議会定例会で、議長の選挙、議会運営委員会委員の選任、民生建設常任委員会委
員長の交代が行われました。（敬称略） 
 
議　長　田島 清美 【議会運営委員会】 【民生建設常任委員会】 
 委　員　伏屋 隆男 委員長　伏屋 隆男 

町議会議長などが決まりました 

就任のあいさつ　笠松町議会議長　田島 清美 

　町民の皆様には、日ごろから町政や町議会に対しまして、格別のご
理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。 
　私は、令和3年第2回笠松町議会定例会において、議員各位のご推
挙をいただき、第54代議長に選出され就任いたしました。誠に身の引き
締まる思いであり、その責任の重大さを痛感している次第であります。
これまでの経験を活かし町政の推進と公平で公正な議会運営を目指し、
誠心誠意努力する所存であります。 
　さて、昨年来新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、私たち
も新しい生活様式に基づく行動変容を余儀なくされました。この間、町
議会では、円滑なワクチン接種をはじめ感染拡大防止につながる様々
な対策や町民の皆さまの生活に深く関連する政策について多くの議
論を重ねてきました。 

　また、本年3月に今後10年のまちづくりの指針となる笠松町第6次総合計画が策定されました。全国
的な人口減少、少子高齢化の急速な進行の中でも「誰一人取り残さない」「あらゆる主体が持続可
能な社会を目指す」といったSDGsの理念を取り入れ、特色ある地方創生を推進するため様 な々施策
に取り組むこととしています。私たち町議会としても活力ある笠松町を創生する観点より、町民の皆様
から頂きましたご意見を町政に反映させ、より良いまちづくりに向けた議論を行う町議会の役割を全う
してまいります。 
　今後とも、温かいご理解とご支援を賜りますよう心からお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていた
だきます。 

　本町名誉町民　松原登士弘さん（満94歳）は、令和3年6月

2日に逝去されました。ここに、生前のご功績を偲び、謹んでお

知らせいたします。 

 

　松原さんは、昭和22年に光製作所を創業、昭和37年12月代

表取締役社長に就任、平成11年6月からは同会長に就任され、

航空宇宙産業を担う県下有数のハイテク企業に成長させるこ

とにより、地域の産業の振興や雇用の確保などに大きく貢献さ

れました。 

　昭和36年に笠松町商工会に加入し、理事、会長を務め、会

員数の増加や小規模事業者の育成と商工会組織の基盤強

化に寄与されました。 

　一方、（福）笠松町社会福祉協議会監事、（福）羽島郡福寿会理事長などの要職に就任し、特別養

護老人ホームリバーサイド川島園（平成7年4月開設）やリバーサイド笠松園（平成16年7月開設）の建

設に尽力されるなど、羽島郡の老人福祉の充実に大きく貢献されました。 

　また、町の各種委員会においても多数の要職を歴任され、地方自治の振興発展にも多大な功績を残

されました。 

　特に、青少年育成や学校教育の向上に強い思いを持たれ、次代を担う若者のためにと、笠松町内小

中学校の教育施設や図書室整備費として多額の寄附をされるなど、町の未来を見据え、学校教育環

境の向上に努められました。 

　こうした数々の優れた功績を永く讃えるため、平成21年6月に笠松町名誉町民に選定いたしました。 

 

　平成26年秋には、商工会長として記帳機械化事業の推進や小規模企業共済制度の普及に尽力さ

れたほか、岐阜県経済同友会の筆頭代表幹事、特別幹事、相談役などを務め、笠松町のみならず岐阜

県全域での経済界の発展に大きく貢献された功績が認められ、中小企業振興功労として「旭日双光章」

を受章されました。 

　また、笠松町の未来を担う子ども達に、先人の教えを学び、未来へ夢を持ってもらいたいとの願いから、

歴史未来館（平成27年6月開館）の建設事業費として3億円の寄附のほか、教育施設整備資金として

も多額の寄附をされ、平成23年、平成26年、平成29年の3度にわたり「紺綬褒章」を受章されました。 

 

　本町へのご厚情に感謝を申し上げ、謹んで哀悼の意を表しますとともに、安らかなるご冥福を心から

お祈り申し上げます。 

　なお、歴史未来館2階に弔意記帳所を設けています（7月末まで受付）。 

令和3年7月号 
第1130号 4 令和3年7月号 

第1130号 5



春の叙勲　受章 笠松町名誉町民　松原 登士弘さん逝去 

　春の叙勲で、船橋義明さん（東陽町）が「旭日双光章（地方自治功労）」
を受章されました。 
　船橋さんは、昭和63年4月に笠松町議会議員に当選、8期32年の長き
にわたり在職し、平成14年4月から1年間をはじめとする通算3年間にわた
り議長として、平成7年4月から1年間副議長として円滑な議会運営に尽
力されました。 
　また、監査委員、総務文教常任委員会委員長、民生建設常任委員会
委員長、議会運営委員会委員長、議会改革特別委員会委員長などの
要職を歴任し、地方行政の円滑な運営に努め、町の教育、文化、福祉の
向上に多大な貢献をされた功績が認められ、今回の受章となりました。 

旭日双光章受章　船橋 義明さん 

　第2回笠松町議会定例会で、議長の選挙、議会運営委員会委員の選任、民生建設常任委員会委
員長の交代が行われました。（敬称略） 
 
議　長　田島 清美 【議会運営委員会】 【民生建設常任委員会】 
 委　員　伏屋 隆男 委員長　伏屋 隆男 

町議会議長などが決まりました 

就任のあいさつ　笠松町議会議長　田島 清美 

　町民の皆様には、日ごろから町政や町議会に対しまして、格別のご
理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。 
　私は、令和3年第2回笠松町議会定例会において、議員各位のご推
挙をいただき、第54代議長に選出され就任いたしました。誠に身の引き
締まる思いであり、その責任の重大さを痛感している次第であります。
これまでの経験を活かし町政の推進と公平で公正な議会運営を目指し、
誠心誠意努力する所存であります。 
　さて、昨年来新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、私たち
も新しい生活様式に基づく行動変容を余儀なくされました。この間、町
議会では、円滑なワクチン接種をはじめ感染拡大防止につながる様々
な対策や町民の皆さまの生活に深く関連する政策について多くの議
論を重ねてきました。 

　また、本年3月に今後10年のまちづくりの指針となる笠松町第6次総合計画が策定されました。全国
的な人口減少、少子高齢化の急速な進行の中でも「誰一人取り残さない」「あらゆる主体が持続可
能な社会を目指す」といったSDGsの理念を取り入れ、特色ある地方創生を推進するため様 な々施策
に取り組むこととしています。私たち町議会としても活力ある笠松町を創生する観点より、町民の皆様
から頂きましたご意見を町政に反映させ、より良いまちづくりに向けた議論を行う町議会の役割を全う
してまいります。 
　今後とも、温かいご理解とご支援を賜りますよう心からお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていた
だきます。 

　本町名誉町民　松原登士弘さん（満94歳）は、令和3年6月

2日に逝去されました。ここに、生前のご功績を偲び、謹んでお

知らせいたします。 

 

　松原さんは、昭和22年に光製作所を創業、昭和37年12月代

表取締役社長に就任、平成11年6月からは同会長に就任され、

航空宇宙産業を担う県下有数のハイテク企業に成長させるこ

とにより、地域の産業の振興や雇用の確保などに大きく貢献さ

れました。 

　昭和36年に笠松町商工会に加入し、理事、会長を務め、会

員数の増加や小規模事業者の育成と商工会組織の基盤強

化に寄与されました。 

　一方、（福）笠松町社会福祉協議会監事、（福）羽島郡福寿会理事長などの要職に就任し、特別養

護老人ホームリバーサイド川島園（平成7年4月開設）やリバーサイド笠松園（平成16年7月開設）の建

設に尽力されるなど、羽島郡の老人福祉の充実に大きく貢献されました。 

　また、町の各種委員会においても多数の要職を歴任され、地方自治の振興発展にも多大な功績を残

されました。 

　特に、青少年育成や学校教育の向上に強い思いを持たれ、次代を担う若者のためにと、笠松町内小

中学校の教育施設や図書室整備費として多額の寄附をされるなど、町の未来を見据え、学校教育環

境の向上に努められました。 

　こうした数々の優れた功績を永く讃えるため、平成21年6月に笠松町名誉町民に選定いたしました。 

 

　平成26年秋には、商工会長として記帳機械化事業の推進や小規模企業共済制度の普及に尽力さ

れたほか、岐阜県経済同友会の筆頭代表幹事、特別幹事、相談役などを務め、笠松町のみならず岐阜

県全域での経済界の発展に大きく貢献された功績が認められ、中小企業振興功労として「旭日双光章」

を受章されました。 

　また、笠松町の未来を担う子ども達に、先人の教えを学び、未来へ夢を持ってもらいたいとの願いから、

歴史未来館（平成27年6月開館）の建設事業費として3億円の寄附のほか、教育施設整備資金として

も多額の寄附をされ、平成23年、平成26年、平成29年の3度にわたり「紺綬褒章」を受章されました。 

 

　本町へのご厚情に感謝を申し上げ、謹んで哀悼の意を表しますとともに、安らかなるご冥福を心から

お祈り申し上げます。 

　なお、歴史未来館2階に弔意記帳所を設けています（7月末まで受付）。 
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　これまで、国保に加入する70歳から74歳の方には、保険証のほか自己負担割合が記載された高齢受給
者証を別 に々交付していましたが、8月1日からは保険証に自己負担割合が記載されるため、高齢受給者証
は交付されません。 
　8月1日以降に医療機関にかかるときは、7月中に郵送する国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
（保険証兼高齢受給者証）を病院などの窓口で提示してください。 

　国民健康保険被保険者証（保険証）の一斉更新に伴い、7月中に新しい保険証を簡易書留で加入世
帯へ郵送します。今回交付する保険証の有効期間は令和3年8月1日から令和4年7月31日までの1年間と
なります。ただし、75歳の誕生日を迎える方や国民健康保険税が未納となっている世帯の方は有効期限
が短い場合があります。 
　なお、社会保険など職場の健康保険に加入されている場合は、国保をやめるための手続きが必要です
ので、住民課へお問い合わせください。 

70歳から74歳の方へ～高齢受給者証と保険証が一体化されます～ 

　世帯主（国保未加入の世帯主を含む）と被保険者、特定同一世帯所属者（注）の前年中の総所得金
額などの合計額が次の軽減基準額に該当する世帯は、均等割額と平等割額が一定割合（7割・5割・2割）
軽減されます。ただし、低所得世帯でも所得申告されていない場合は、軽減の対象となりません。 
　今年度は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の軽減基準額が前
年度までと同水準となるよう改正を行いました。 

国民健康保険税の軽減制度 

　国民健康保険に加入している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3年6月30日から令和3年9月
30日に延長しました。 

国民健康保険の傷病手当金の支給について（適用期間の延長） 

　新型コロナウイルス感染症の影響により保険税の納付が困難となった方で、次に該当する場合は申請
により令和3年度の保険税が減免されます。 
■対象世帯 
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入の減少が見込まれ、次の①～③すべての要件
に該当する世帯 
①世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の収入の3割以上減少
する見込みであること（株の取引による収入などは除く） 
②世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること 
③減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 

※（1）に該当する場合は保険税の全額が、（2）に該当する場合は、前年の合計所得金額に応じて保険
税の一部または全額が減免となります。 
■対象の保険税 
令和3年4月1日～令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている令和3年度分の保険税 
■手続きに必要なもの 
・印鑑（認印）　　　　・被保険者証 
・対象世帯（1）に該当する方は、死亡診断書または医師の診断書など 
・対象世帯（2）に該当する方は、収入の減少見込みが確認できる書類 
　（確定申告書の控えや源泉徴収票（前年分）、帳簿、給与明細書、廃業届など） 
・失業した方は、雇用保険受給資格者証 

新型コロナウイルス感染症に伴う令和3年度国民健康保険税の減免について 

　国保は、病気やケガをした時に安心して病院にかかれるように、日ごろからお金を出し合いみんなで助け
合う制度です。被保険者の皆さんより納付いただいている国民健康保険税は、医療費の支払いに必要不
可欠な財源となっています。国保の健全な運営のため、国民健康保険税の納付に、ご理解とご協力をお
願いします。 
　令和3年度の国民健康保険税率は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ前年度から据え置きの
ままです。 

令和3年度国民健康保険税 

国民健康保険（国保）に関するお知らせ 

所得割額 

均等割額 

平等割額 

課　税　限　度　額 

基準総所得に乗ずる率 

1人につき 

1世帯につき 

国　民　健　康　保　険　税 

医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 

6.4% 

26,100円 

18,900円 

630,000円 

2.4% 

9,700円 

7,000円 

190,000円 

2.28% 

11,700円 

5,900円 

170,000円 

令和3年度国民健康保険税率 

軽減割合 

7割軽減 
5割軽減 
2割軽減 

軽　減　基　準　額 
令和2年度 令和3年度 

33万円以下の世帯 
「33万円＋（28.5万円×A）」以下の世帯 
「33万円＋（52万円×A）」以下の世帯 

「43万円＋B×10万円」以下の世帯 
「43万円＋（B×10万円）＋（28.5万円×A）」以下の世帯 
「43万円＋（B×10万円）＋（52万円×A）」以下の世帯 

（注）特定同一世帯所属者とは後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。 
ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。 

A　・・・　世帯の被保険者数　＋　特定同一世帯所属者数 
B　・・・　給与所得を有する者または公的年金等に係る所得を有する者の数から1を引いた数 
※33万円（令和2年度）および43万円（令和3年度）とは、地方税法上の基礎控除額相当分の金額です。 

 
 
 
（1） 
（2） 

岐阜県国民健康保険 
被保険者証 
兼高齢受給者証 

有効期限 令和 4 年  7 月 3 1 日  
発行期日 令和 3 年  8 月 1 日  

記 号 番 号  

住　　所 

氏 名 
生 年 月 日  
適用開始年月日 
交付年月日 
世帯主氏名 

○○○○○○○ 

保険者番号 2 1 0 5 3 4 　　交付者名　笠松町 

岐阜県羽島郡笠松町司町 1 番地 

笠松　太郎 
昭 和 2 1 年 1 月 1 日  
令 和 2 年 1 月 1 日  
令 和 3 年 8 月 1 日  
笠松　太郎 

枝　番　○○ 

 
性 別  
負担割合 

 
男 
2 割 

カサマツ　タロウ 

＜8月1日から＞ 
保険証兼高齢受給者証のみ提示 

＜7月31日まで＞ 
保険証と高齢受給者証の2枚を提示 

保険証 高齢受給者証 

c住民課　蕁388‐1115
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　これまで、国保に加入する70歳から74歳の方には、保険証のほか自己負担割合が記載された高齢受給
者証を別 に々交付していましたが、8月1日からは保険証に自己負担割合が記載されるため、高齢受給者証
は交付されません。 
　8月1日以降に医療機関にかかるときは、7月中に郵送する国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
（保険証兼高齢受給者証）を病院などの窓口で提示してください。 

　国民健康保険被保険者証（保険証）の一斉更新に伴い、7月中に新しい保険証を簡易書留で加入世
帯へ郵送します。今回交付する保険証の有効期間は令和3年8月1日から令和4年7月31日までの1年間と
なります。ただし、75歳の誕生日を迎える方や国民健康保険税が未納となっている世帯の方は有効期限
が短い場合があります。 
　なお、社会保険など職場の健康保険に加入されている場合は、国保をやめるための手続きが必要です
ので、住民課へお問い合わせください。 

70歳から74歳の方へ～高齢受給者証と保険証が一体化されます～ 

　世帯主（国保未加入の世帯主を含む）と被保険者、特定同一世帯所属者（注）の前年中の総所得金
額などの合計額が次の軽減基準額に該当する世帯は、均等割額と平等割額が一定割合（7割・5割・2割）
軽減されます。ただし、低所得世帯でも所得申告されていない場合は、軽減の対象となりません。 
　今年度は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の軽減基準額が前
年度までと同水準となるよう改正を行いました。 

国民健康保険税の軽減制度 

　国民健康保険に加入している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3年6月30日から令和3年9月
30日に延長しました。 

国民健康保険の傷病手当金の支給について（適用期間の延長） 

　新型コロナウイルス感染症の影響により保険税の納付が困難となった方で、次に該当する場合は申請
により令和3年度の保険税が減免されます。 
■対象世帯 
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入の減少が見込まれ、次の①～③すべての要件
に該当する世帯 
①世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の収入の3割以上減少
する見込みであること（株の取引による収入などは除く） 
②世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること 
③減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 

※（1）に該当する場合は保険税の全額が、（2）に該当する場合は、前年の合計所得金額に応じて保険
税の一部または全額が減免となります。 
■対象の保険税 
令和3年4月1日～令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている令和3年度分の保険税 
■手続きに必要なもの 
・印鑑（認印）　　　　・被保険者証 
・対象世帯（1）に該当する方は、死亡診断書または医師の診断書など 
・対象世帯（2）に該当する方は、収入の減少見込みが確認できる書類 
　（確定申告書の控えや源泉徴収票（前年分）、帳簿、給与明細書、廃業届など） 
・失業した方は、雇用保険受給資格者証 

新型コロナウイルス感染症に伴う令和3年度国民健康保険税の減免について 

　国保は、病気やケガをした時に安心して病院にかかれるように、日ごろからお金を出し合いみんなで助け
合う制度です。被保険者の皆さんより納付いただいている国民健康保険税は、医療費の支払いに必要不
可欠な財源となっています。国保の健全な運営のため、国民健康保険税の納付に、ご理解とご協力をお
願いします。 
　令和3年度の国民健康保険税率は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ前年度から据え置きの
ままです。 

令和3年度国民健康保険税 

国民健康保険（国保）に関するお知らせ 

所得割額 

均等割額 

平等割額 

課　税　限　度　額 

基準総所得に乗ずる率 

1人につき 

1世帯につき 

国　民　健　康　保　険　税 

医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 

6.4% 

26,100円 

18,900円 

630,000円 

2.4% 

9,700円 

7,000円 

190,000円 

2.28% 

11,700円 

5,900円 

170,000円 

令和3年度国民健康保険税率 

軽減割合 

7割軽減 
5割軽減 
2割軽減 

軽　減　基　準　額 
令和2年度 令和3年度 

33万円以下の世帯 
「33万円＋（28.5万円×A）」以下の世帯 
「33万円＋（52万円×A）」以下の世帯 

「43万円＋B×10万円」以下の世帯 
「43万円＋（B×10万円）＋（28.5万円×A）」以下の世帯 
「43万円＋（B×10万円）＋（52万円×A）」以下の世帯 

（注）特定同一世帯所属者とは後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。 
ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。 

A　・・・　世帯の被保険者数　＋　特定同一世帯所属者数 
B　・・・　給与所得を有する者または公的年金等に係る所得を有する者の数から1を引いた数 
※33万円（令和2年度）および43万円（令和3年度）とは、地方税法上の基礎控除額相当分の金額です。 

 
 
 
（1） 
（2） 

岐阜県国民健康保険 
被保険者証 
兼高齢受給者証 

有効期限 令和 4 年  7 月 3 1 日  
発行期日 令和 3 年  8 月 1 日  

記 号 番 号  

住　　所 

氏 名 
生 年 月 日  
適用開始年月日 
交付年月日 
世帯主氏名 

○○○○○○○ 

保険者番号 2 1 0 5 3 4 　　交付者名　笠松町 

岐阜県羽島郡笠松町司町 1 番地 

笠松　太郎 
昭 和 2 1 年 1 月 1 日  
令 和 2 年 1 月 1 日  
令 和 3 年 8 月 1 日  
笠松　太郎 

枝　番　○○ 

 
性 別  
負担割合 

 
男 
2 割 

カサマツ　タロウ 

＜8月1日から＞ 
保険証兼高齢受給者証のみ提示 

＜7月31日まで＞ 
保険証と高齢受給者証の2枚を提示 

保険証 高齢受給者証 

c住民課　蕁388‐1115

令和3年7月号 
第1130号 6 令和3年7月号 

第1130号 7



令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×（年金・給与所得者等の数－1）」
は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。 
一定の給与所得がある方（給与収入55万円超）または公的年金等に係る所得がある方（公的年
金等の収入金額が、65歳以上で110万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方）。 
均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額
の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用は
なく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年
金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円（65歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額と
なります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。 

後期高齢者医療に関するお知らせ 

介護保険料（第一号被保険者）に関するお知らせ 

　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険
者証）は、笠松町に住所がある75歳以上の方と、65歳から74歳
の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方に交
付されます。 
　現在の保険証の有効期限は令和3年7月31日ですので、8月
1日からは7月中に郵送する新しい保険証をご使用ください。 
　古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう
裁断するなど、十分注意してください。 

②被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減 
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額
の負担がありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り5割軽減となります（ただし、
所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい軽減が適用されます。） 
※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健
康保険・国民健康保険組合は含まれません） 

保険証（被保険者証）を更新します 

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割
額」の合計となり、令和3年度の保険料は、令和2年中の所得を基に個人単位で計算されます。 
　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、7月中旬に「後期高齢者医療保
険料額決定通知書」を郵送します。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。 
【保険料の決まり方】 
　令和3年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります（ただし、64万円を上限とします）。 
　　ア：均等割額（被保険者一人当たり44,411円） 
　　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率8.55%）　※総所得金額等－43万円（基礎控除額） 
　　（注）基礎控除額は、令和3年から43万円に変わりました（令和2年までは33万円）。 

令和3年度の保険料について 

　確定申告期限の延長期間（令和3年3月16日～4月15日）以降に申告された方は、保険証に記載のある
負担割合（1割、3割）の判定や保険料の計算に必要な所得情報が、保険証や保険料額決定通知書の作
成時に間に合わない可能性があります。その際は確定申告の情報が反映されていない状態で作成された
ものを郵送しますので、後日、保険証の差替えや保険料額の変更が発生する可能性があります。 
　また、保険料額の変更をした場合、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付をしていた方が、普通
徴収（納付書、口座振替）での納付に切り替わることもあります。 

確定申告期限の延長期間に申告された方へ 

　新型コロナウイルス感染症で、世帯主が重篤な傷病を負った世帯、また新型コロナウイルス感染症の影
響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で一定の要件を満たす世帯の被保険者は、申請により保
険料が減免、納付猶予となる場合があります。詳しくは、住民課にお尋ねください。 

新型コロナウイルス感染症の流行による保険料の減免、納付猶予について 

　後期高齢者医療に加入している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い期間について、
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3年6月30日から令和3年9月
30日に延長しました。 c住民課　蕁388‐1115

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について（適用期間の延長） 

　保険料均等割額の軽減措置は、特例的に実施されてきましたが、令和2年度で特例的な軽減措置は終
了しました。保険料額が変更となる方で、保険料を年金からの天引きで納付している場合の天引き額への
影響は10月からです。 
①保険料「均等割額」の軽減 
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。 

※1 
 
※2 
 
（注） 

保険料の軽減措置について 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号○○○○○○○○ 令和 4 年 ７ 月 ３１ 日 
住 所  
 
氏 名  
生 年 月 日  
資格取得年月日 
発 効 期 日  
交 付 年 月 日  
一部負担金の割合 
 
保 険 者 番 号  
保 険 者 名  

 
 
羽島郡笠松町司町１番地 
 
広域　太郎　　　　　　性　別　男 
 昭和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
　　　　○　割 
 
　　３９２１３０３８ 
岐阜県後期高齢者医療広域連合 

被保険者番号 ○○○○○○○○ 

氏 名  広域　太郎 

一部負担金の 
割 合  ○　割 

有 効 期 限  令 和 4 年 7 月 3 1 日 

同じ世帯の被保険者と世帯主の令和2年中の総所得金額等※1の合計額 

7割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）以下 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）＋28.5万円×（被保険者数）以下 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）＋52万円×（被保険者数）以下 

軽減割合 

　新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった方で次に該当する方は、
申請により保険料が減免されます。 
■対象世帯 
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 
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収入の減少が見込まれ、次の①と②の
要件の両方に該当する世帯 
①事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の収入の3割以上減少する見込
みであること 
②減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 

※（1）に該当する場合は保険料の全額が、（2）に該当する場合は前年の合計所得金額に応じて保険料
の一部または全額が減免となります。 
■対象の保険料 
　令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に納期限が設定されている保険料 
※ただし、令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限が設定された保険料の減免申請は令和3年
3月31日まででしたが、やむを得ない事情で申請できなかった方はご相談ください。 

■申請期限 
　令和4年3月31日 c健康介護課　蕁388‐7171

 
 
 
（1） 
（2） 

令和3年7月号 
第1130号 8 令和3年7月号 

第1130号 9



令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×（年金・給与所得者等の数－1）」
は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。 
一定の給与所得がある方（給与収入55万円超）または公的年金等に係る所得がある方（公的年
金等の収入金額が、65歳以上で110万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方）。 
均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額
の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用は
なく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年
金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円（65歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額と
なります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。 

後期高齢者医療に関するお知らせ 

介護保険料（第一号被保険者）に関するお知らせ 

　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険
者証）は、笠松町に住所がある75歳以上の方と、65歳から74歳
の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方に交
付されます。 
　現在の保険証の有効期限は令和3年7月31日ですので、8月
1日からは7月中に郵送する新しい保険証をご使用ください。 
　古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう
裁断するなど、十分注意してください。 

②被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減 
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額
の負担がありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り5割軽減となります（ただし、
所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい軽減が適用されます。） 
※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健
康保険・国民健康保険組合は含まれません） 

保険証（被保険者証）を更新します 

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割
額」の合計となり、令和3年度の保険料は、令和2年中の所得を基に個人単位で計算されます。 
　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、7月中旬に「後期高齢者医療保
険料額決定通知書」を郵送します。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。 
【保険料の決まり方】 
　令和3年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります（ただし、64万円を上限とします）。 
　　ア：均等割額（被保険者一人当たり44,411円） 
　　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率8.55%）　※総所得金額等－43万円（基礎控除額） 
　　（注）基礎控除額は、令和3年から43万円に変わりました（令和2年までは33万円）。 

令和3年度の保険料について 

　確定申告期限の延長期間（令和3年3月16日～4月15日）以降に申告された方は、保険証に記載のある
負担割合（1割、3割）の判定や保険料の計算に必要な所得情報が、保険証や保険料額決定通知書の作
成時に間に合わない可能性があります。その際は確定申告の情報が反映されていない状態で作成された
ものを郵送しますので、後日、保険証の差替えや保険料額の変更が発生する可能性があります。 
　また、保険料額の変更をした場合、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付をしていた方が、普通
徴収（納付書、口座振替）での納付に切り替わることもあります。 

確定申告期限の延長期間に申告された方へ 

　新型コロナウイルス感染症で、世帯主が重篤な傷病を負った世帯、また新型コロナウイルス感染症の影
響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で一定の要件を満たす世帯の被保険者は、申請により保
険料が減免、納付猶予となる場合があります。詳しくは、住民課にお尋ねください。 

新型コロナウイルス感染症の流行による保険料の減免、納付猶予について 

　後期高齢者医療に加入している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い期間について、
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3年6月30日から令和3年9月
30日に延長しました。 c住民課　蕁388‐1115

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について（適用期間の延長） 

　保険料均等割額の軽減措置は、特例的に実施されてきましたが、令和2年度で特例的な軽減措置は終
了しました。保険料額が変更となる方で、保険料を年金からの天引きで納付している場合の天引き額への
影響は10月からです。 
①保険料「均等割額」の軽減 
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。 

※1 
 
※2 
 
（注） 

保険料の軽減措置について 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号○○○○○○○○ 令和 4 年 ７ 月 ３１ 日 
住 所  
 
氏 名  
生 年 月 日  
資格取得年月日 
発 効 期 日  
交 付 年 月 日  
一部負担金の割合 
 
保 険 者 番 号  
保 険 者 名  

 
 
羽島郡笠松町司町１番地 
 
広域　太郎　　　　　　性　別　男 
 昭和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
　　　　○　割 
 
　　３９２１３０３８ 
岐阜県後期高齢者医療広域連合 

被保険者番号 ○○○○○○○○ 

氏 名  広域　太郎 

一部負担金の 
割 合  ○　割 

有 効 期 限  令 和 4 年 7 月 3 1 日 

同じ世帯の被保険者と世帯主の令和2年中の総所得金額等※1の合計額 

7割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）以下 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）＋28.5万円×（被保険者数）以下 

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者等※2の数－1）＋52万円×（被保険者数）以下 

軽減割合 

　新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった方で次に該当する方は、
申請により保険料が減免されます。 
■対象世帯 
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 
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収入の減少が見込まれ、次の①と②の
要件の両方に該当する世帯 
①事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の収入の3割以上減少する見込
みであること 
②減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 

※（1）に該当する場合は保険料の全額が、（2）に該当する場合は前年の合計所得金額に応じて保険料
の一部または全額が減免となります。 
■対象の保険料 
　令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に納期限が設定されている保険料 
※ただし、令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限が設定された保険料の減免申請は令和3年
3月31日まででしたが、やむを得ない事情で申請できなかった方はご相談ください。 

■申請期限 
　令和4年3月31日 c健康介護課　蕁388‐7171

 
 
 
（1） 
（2） 

令和3年7月号 
第1130号 8 令和3年7月号 

第1130号 9



 
 
笠松川まつりの中止 
　毎年8月15日に笠松みなと公

園一帯で開催している「笠松

川まつり」は、今年は安全な会

場運営が困難であることや、新

型コロナウイルス感染症拡大の

リスクに配慮し、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント 

実行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 
特別給付金（ひとり親以外の子育て世帯分） 

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得

の子育て世帯に対する生活支援のため、児童1人あたり5万円を支

給します（ひとり親の特別給付金は5月に支給済みです）。 

　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

支給対象者 
　令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（令和4年2月末までに出

生した子を含む。障がい児の場合、20歳未満。）を養育する父母等で、

住民税均等割非課税の方 

支給額　対象児童1人につき5万円 
支給方法 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

建築物の耐震化促進に伴う 
助成 

　町では地震に備えるため、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造一戸建て住宅の耐震診

断を希望される方に、無料で専

門家を派遣し、耐震診断と耐震

補強のアドバイスを受けられる

制度を設けています。 

　また、昭和56年6月1日以降に

着工された木造住宅の耐震診

断と、昭和56年5月31日以前に

着工された木造以外の建築物

の耐震診断、昭和56年5月31

日以前に着工された木造住宅

の耐震補強または、耐震シェル

ターなどの設置にかかる費用の

一部を助成する制度を設けて

います。 

申込期限　12月28日（火） 
e建設課　蕁388‐1117

住宅リフォーム支援補助金（第2弾） 
　新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の防止のための住宅リ

フォーム工事に掛かる費用を軽減する補助金を創設しました。 

　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

100,000円以上の対象工事を登録事業店で実施する方 

・高性能換気扇設置工事 

・抗菌素材への交換工事 

・自動水洗への切替工事 

・新規手洗い場増設工事　など 

補助率1/2 

最大100,000円 

令和3年11月30日（火） 

笠松町商工会（春日町15番地の1） 

予算に達し次第、申請受付を終了します。 

c笠松町商工会　蕁388‐2566　　環境経済課　蕁388‐1114

　7月18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】 
家族みんなで一緒に過ごす時間を増やし、絆を深めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

対象者 支給方法 
児童手当または特別児童扶養手当受
給の方 
高校生の子を養育する方 
令和3年1月1日以降収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方 

各手当の指定口座へ振込みます（申請
不要。ただし公務員は申請が必要です） 
申請により振込みます 

申請により振込みます 

▲詳しくはこちら 

第３７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

補正額 ３,０７３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,００３,１１４,０００円 
［主な補正内容］ 
・児童生徒が安心して学校生活を送るために、教職員な
どが定期的にPCR検査を受診するため、消耗品費を
計上 

第３８号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第
３号）の専決処分の承認 

補正額 ２０,０９３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０２３,２０７,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得
の子育て世帯（ひとり親世帯以外の世帯）に対し、生活
支援特別給付金を給付することに伴う経費を計上 

第３９号　羽島郡二町教育委員会委員の任命同意 
委員の任期満了に伴い、羽田野正史氏（岐南町）を後
任として同委員に任命するため、町議会の同意を求める
もの 
第４０号　笠松町職員の服務の宣誓に関する条例の一部

を改正する条例 
町が策定した「行政手続きにおける押印の見直し指針」

に基づき、押印などを不要とすることに伴う、所要の規定
整備 
第４１号　笠松町固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例について 
令和３年３月３１日に地方税法等の関係法令が公布され、

地方税関係書類が見直され、押印などを不要にすること
に伴う、所要の規定整備 
第４２号　笠松町手数料条例の一部を改正する条例 
行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号カー
ド再交付手数料が、町から地方公共団体情報システム機
構において徴収することに伴う、所要の規定整備 

第４３号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の
一部改正により、地域型保育事業における連携施設の確
保義務緩和要件に係る読替え規定を明記するなど、所要
の規定整備 
第４４号　笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の
一部改正により、家庭的保育事業者などの業務負担軽減
を図るため、諸記録の作成・保存などの変更に伴う、所要
の規定整備 
第４５号　笠松町介護保険条例の一部を改正する条例 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し

た場合などの介護保険第一号保険料の減免について、
令和３年度分も継続して行うことに伴う、所要の規定整備 

第４６号　笠松町新こども館建築工事請負契約の一部変
更 

契約金額　　変更前 １４８,５００,０００円 
　　　　　　変更後 １７８,４０１,３００円 

第４７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
補正額 ５８,００１,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０８１,２０８,０００円 
［主な補正内容］ 
・街頭防犯カメラを町内会が設置するために必要となる
経費に対し、補助金を計上 
・長池東と長池西から要望があった地区集会所の改修
補助金を計上 
・篤志者からの寄附を活用し、保育所の備品を購入する
費用に対し、補助金を計上 
・ワクチン接種を実施するにあたり必要経費を増額 
・県の緊急事態措置などに基づく休業協力要請に応じて、
全面的に協力する事業者に対し、協力金の費用を一
部負担するため負担金を計上 
・下羽栗小学校５・６年生の４クラス分に県産材を利用し
たロッカーと掃除道具入れを設置する費用を計上 

第４８号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第１号） 

補正額 ３９１,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１２３,４８７,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合などの傷病
手当金を増額 

第４９号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第１号） 

補正額 △２,１００,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,８５２,０６３,０００円 
［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の調整 
第５０号　令和３年度笠松町水道事業会計補正予算（第

１号） 
補正額 ４２,４８０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６４,４１３,０００円 
［主な補正内容］ 
・料金・会計システムの再構築に係る導入経費の計上 
・下水道事業負担分の事務費負担金の増額 
第５１号　令和３年度笠松町下水道事業会計補正予算（第

１号） 
補正額 ２６,７８７,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,４０３,８２１,０００円 
［主な補正内容］ 
・料金・会計システムの再構築に係る導入経費を水道事
業と折半するため、水道事業会計への負担金を計上 

［全て可決］ 

第2回笠松町議会定例会議決結果（6月8日開会　6月17日閉会） 

 
 
 
 
対象者 
対象工事例 
 
 
 
補助金額 
 
申請期限 
申請受付場所 
注意事項 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

令和3年7月号 
第1130号 10 令和3年7月号 

第1130号 11



 
 
笠松川まつりの中止 
　毎年8月15日に笠松みなと公

園一帯で開催している「笠松

川まつり」は、今年は安全な会

場運営が困難であることや、新

型コロナウイルス感染症拡大の

リスクに配慮し、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント 

実行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 
特別給付金（ひとり親以外の子育て世帯分） 

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得

の子育て世帯に対する生活支援のため、児童1人あたり5万円を支

給します（ひとり親の特別給付金は5月に支給済みです）。 

　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

支給対象者 
　令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（令和4年2月末までに出

生した子を含む。障がい児の場合、20歳未満。）を養育する父母等で、

住民税均等割非課税の方 

支給額　対象児童1人につき5万円 
支給方法 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

建築物の耐震化促進に伴う 
助成 

　町では地震に備えるため、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造一戸建て住宅の耐震診

断を希望される方に、無料で専

門家を派遣し、耐震診断と耐震

補強のアドバイスを受けられる

制度を設けています。 

　また、昭和56年6月1日以降に

着工された木造住宅の耐震診

断と、昭和56年5月31日以前に

着工された木造以外の建築物

の耐震診断、昭和56年5月31

日以前に着工された木造住宅

の耐震補強または、耐震シェル

ターなどの設置にかかる費用の

一部を助成する制度を設けて

います。 

申込期限　12月28日（火） 
e建設課　蕁388‐1117

住宅リフォーム支援補助金（第2弾） 
　新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の防止のための住宅リ

フォーム工事に掛かる費用を軽減する補助金を創設しました。 

　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

100,000円以上の対象工事を登録事業店で実施する方 

・高性能換気扇設置工事 

・抗菌素材への交換工事 

・自動水洗への切替工事 

・新規手洗い場増設工事　など 

補助率1/2 

最大100,000円 

令和3年11月30日（火） 

笠松町商工会（春日町15番地の1） 

予算に達し次第、申請受付を終了します。 

c笠松町商工会　蕁388‐2566　　環境経済課　蕁388‐1114

　7月18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】 
家族みんなで一緒に過ごす時間を増やし、絆を深めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

対象者 支給方法 
児童手当または特別児童扶養手当受
給の方 
高校生の子を養育する方 
令和3年1月1日以降収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方 

各手当の指定口座へ振込みます（申請
不要。ただし公務員は申請が必要です） 
申請により振込みます 

申請により振込みます 

▲詳しくはこちら 

第３７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

補正額 ３,０７３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,００３,１１４,０００円 
［主な補正内容］ 
・児童生徒が安心して学校生活を送るために、教職員な
どが定期的にPCR検査を受診するため、消耗品費を
計上 

第３８号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第
３号）の専決処分の承認 

補正額 ２０,０９３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０２３,２０７,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得
の子育て世帯（ひとり親世帯以外の世帯）に対し、生活
支援特別給付金を給付することに伴う経費を計上 

第３９号　羽島郡二町教育委員会委員の任命同意 
委員の任期満了に伴い、羽田野正史氏（岐南町）を後
任として同委員に任命するため、町議会の同意を求める
もの 
第４０号　笠松町職員の服務の宣誓に関する条例の一部

を改正する条例 
町が策定した「行政手続きにおける押印の見直し指針」

に基づき、押印などを不要とすることに伴う、所要の規定
整備 
第４１号　笠松町固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例について 
令和３年３月３１日に地方税法等の関係法令が公布され、

地方税関係書類が見直され、押印などを不要にすること
に伴う、所要の規定整備 
第４２号　笠松町手数料条例の一部を改正する条例 
行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号カー
ド再交付手数料が、町から地方公共団体情報システム機
構において徴収することに伴う、所要の規定整備 
第４３号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の
一部改正により、地域型保育事業における連携施設の確
保義務緩和要件に係る読替え規定を明記するなど、所要
の規定整備 
第４４号　笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の
一部改正により、家庭的保育事業者などの業務負担軽減
を図るため、諸記録の作成・保存などの変更に伴う、所要
の規定整備 
第４５号　笠松町介護保険条例の一部を改正する条例 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し

た場合などの介護保険第一号保険料の減免について、
令和３年度分も継続して行うことに伴う、所要の規定整備 

第４６号　笠松町新こども館建築工事請負契約の一部変
更 

契約金額　　変更前 １４８,５００,０００円 
　　　　　　変更後 １７８,４０１,３００円 
第４７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
補正額 ５８,００１,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０８１,２０８,０００円 
［主な補正内容］ 
・街頭防犯カメラを町内会が設置するために必要となる
経費に対し、補助金を計上 
・長池東と長池西から要望があった地区集会所の改修
補助金を計上 
・篤志者からの寄附を活用し、保育所の備品を購入する
費用に対し、補助金を計上 
・ワクチン接種を実施するにあたり必要経費を増額 
・県の緊急事態措置などに基づく休業協力要請に応じて、
全面的に協力する事業者に対し、協力金の費用を一
部負担するため負担金を計上 
・下羽栗小学校５・６年生の４クラス分に県産材を利用し
たロッカーと掃除道具入れを設置する費用を計上 

第４８号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第１号） 

補正額 ３９１,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１２３,４８７,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合などの傷病
手当金を増額 

第４９号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第１号） 

補正額 △２,１００,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,８５２,０６３,０００円 
［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の調整 
第５０号　令和３年度笠松町水道事業会計補正予算（第

１号） 
補正額 ４２,４８０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６４,４１３,０００円 
［主な補正内容］ 
・料金・会計システムの再構築に係る導入経費の計上 
・下水道事業負担分の事務費負担金の増額 
第５１号　令和３年度笠松町下水道事業会計補正予算（第

１号） 
補正額 ２６,７８７,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,４０３,８２１,０００円 
［主な補正内容］ 
・料金・会計システムの再構築に係る導入経費を水道事
業と折半するため、水道事業会計への負担金を計上 

［全て可決］ 

第2回笠松町議会定例会議決結果（6月8日開会　6月17日閉会） 

 
 
 
 
対象者 
対象工事例 
 
 
 
補助金額 
 
申請期限 
申請受付場所 
注意事項 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

令和3年7月号 
第1130号 10 令和3年7月号 

第1130号 11



一般不妊治療費の助成事業 
の拡充 

　一般不妊治療（人工授精）

の費用の助成事業を拡充し、

令和3年3月に行った治療から、

所得制限を撤廃しています。 

　不妊治療などについて、詳し

くは広報2月号・5月号をご覧く

ださい。 

c健康介護課　蕁388‐7171

 
 
第47回　町民ソフトボール大会 

8月22日（日）、29日（日）、9月5日（日） 

午前8時30分～ 

米野運動場 

町内単位で構成されたチーム（町内に在住の方20名以内） 

ファーストピッチの部 

参加費　1チーム2,000円（組み合わせ抽選会で徴収） 

申込期限　7月23日（金） 

 

組み合わせ抽選会 
8月6日（金） 

午後7時30分～ 

町民体育館2階　競技場 

e町スポーツ協会事務局（中央公民館内） 

多頭飼育届出制度 
　令和3年7月1日から犬や猫（い

ずれも生後90日以下を除く。）

を10頭以上飼育している方は、

30日以内に県への届出が義務

付けられます。 

　詳しくは、岐阜保健所へお問

合わせください。 

c岐阜保健所　蕁380‐3003

会い・Eye・挨ラジオ体操の 
中止 

　毎年8月第1土曜日に各小学

校で開催している「会い・Eye・

挨ラジオ体操（三世代交流ラジ

オ体操）」は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止と地域の皆さ

んの健康と安全に配慮し、中止

します。 

c町青少年育成町民会議 

（中央公民館内）蕁388‐3231

甲種防火管理新規講習会 
　羽島郡広域連合消防本部では、消防法で定める甲種防火管理

資格の取得を目的に、次のとおり講習を実施します。 

 

羽島郡広域連合消防本部3階 大会議室 

20人 

7月1日（木）～30日（金） 

受講料4,500円を添えて、消防本部予防課へお申込みく

ださい（郵送不可）。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止の可能性があります

ので、申込み前に電話でお問合せください。 

e羽島郡広域連合消防本部予防課　蕁388‐1198

1日目 

2日目 

8月5日（木）　午前9時30分～午後4時20分 

8月6日（金）　午前9時30分～午後3時30分 

町職員 
事務職員・技術職員（土木・建築）　各若干名 

令和4年4月1日 

・日本国籍がある方 

・公務員として法律的に欠格事項がない方 

申込用紙（総務課で配布または郵送請求）を役場総務課へ提出してください。 

※申込用紙の郵送を希望される方は、任意様式にて受験者の連絡先電話番号と申込用紙

請求の旨を明記し、返信用封筒（A4サイズが入る大きさで、宛先を記入し、120円分の切手

貼付）を同封の上、総務課へ請求してください。 

7月1日（木）～30日（金）　午前8時30分～午後5時15分 

※土・日・祝日は、申込用紙の交付や受付を行いません。 

※郵送による申込みの場合は7月30日の消印分まで有効 

e総務課（〒501‐6181　笠松町司町1番地）　蕁388‐1111

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験合格者のみ） 

第3次試験 
（第2次試験合格者のみ） 

日時 

場所 

試験方法 

日にち 

場所 

試験方法 

日にち 

場所 

試験方法 

9月19日（日）　午前8時50分～ 

県立岐阜総合学園高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・適性検査 

10月16日（土） 

笠松町役場 

作文試験・集団討論 

10月23日（土） 

笠松町役場 

面接試験 

区　分 要　　　件 

大学卒業程度 
事務職員・技術職員 

高校卒業程度 
事務職員・技術職員 

・平成5年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方 
・大学を卒業またはこれと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和4年3月卒業見込みを含む） 

・平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方 
・短大、高校を卒業またはこれらと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和4年3月卒業見込みを含む） 

詳細はこちら蜷 

 
 
 
日にち 
時間 
場所 
参加資格 
種目 
参加費 
申込期限 
 
 
日にち 
時間 
場所 

 
 

 
日時 

場所 
定員 
申込期間 
申込方法 

 

採用予定人数 
採用年月日 
受検資格 

採用試験 

申込方法 
 
 
 
申込受付期間 

募　　　集 

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

令和3年7月号 
第1130号 12 令和3年7月号 

第1130号 13



一般不妊治療費の助成事業 
の拡充 

　一般不妊治療（人工授精）

の費用の助成事業を拡充し、

令和3年3月に行った治療から、

所得制限を撤廃しています。 

　不妊治療などについて、詳し

くは広報2月号・5月号をご覧く

ださい。 

c健康介護課　蕁388‐7171

 
 
第47回　町民ソフトボール大会 

8月22日（日）、29日（日）、9月5日（日） 

午前8時30分～ 

米野運動場 

町内単位で構成されたチーム（町内に在住の方20名以内） 

ファーストピッチの部 

参加費　1チーム2,000円（組み合わせ抽選会で徴収） 

申込期限　7月23日（金） 

 

組み合わせ抽選会 
8月6日（金） 

午後7時30分～ 

町民体育館2階　競技場 

e町スポーツ協会事務局（中央公民館内） 

多頭飼育届出制度 
　令和3年7月1日から犬や猫（い

ずれも生後90日以下を除く。）

を10頭以上飼育している方は、

30日以内に県への届出が義務

付けられます。 

　詳しくは、岐阜保健所へお問

合わせください。 

c岐阜保健所　蕁380‐3003

会い・Eye・挨ラジオ体操の 
中止 

　毎年8月第1土曜日に各小学

校で開催している「会い・Eye・

挨ラジオ体操（三世代交流ラジ

オ体操）」は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止と地域の皆さ

んの健康と安全に配慮し、中止

します。 

c町青少年育成町民会議 

（中央公民館内）蕁388‐3231

甲種防火管理新規講習会 
　羽島郡広域連合消防本部では、消防法で定める甲種防火管理

資格の取得を目的に、次のとおり講習を実施します。 

 

羽島郡広域連合消防本部3階 大会議室 

20人 

7月1日（木）～30日（金） 

受講料4,500円を添えて、消防本部予防課へお申込みく

ださい（郵送不可）。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止の可能性があります

ので、申込み前に電話でお問合せください。 

e羽島郡広域連合消防本部予防課　蕁388‐1198

1日目 

2日目 

8月5日（木）　午前9時30分～午後4時20分 

8月6日（金）　午前9時30分～午後3時30分 

町職員 
事務職員・技術職員（土木・建築）　各若干名 

令和4年4月1日 

・日本国籍がある方 

・公務員として法律的に欠格事項がない方 

申込用紙（総務課で配布または郵送請求）を役場総務課へ提出してください。 

※申込用紙の郵送を希望される方は、任意様式にて受験者の連絡先電話番号と申込用紙

請求の旨を明記し、返信用封筒（A4サイズが入る大きさで、宛先を記入し、120円分の切手

貼付）を同封の上、総務課へ請求してください。 

7月1日（木）～30日（金）　午前8時30分～午後5時15分 

※土・日・祝日は、申込用紙の交付や受付を行いません。 

※郵送による申込みの場合は7月30日の消印分まで有効 

e総務課（〒501‐6181　笠松町司町1番地）　蕁388‐1111

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験合格者のみ） 

第3次試験 
（第2次試験合格者のみ） 

日時 

場所 

試験方法 

日にち 

場所 

試験方法 

日にち 

場所 

試験方法 

9月19日（日）　午前8時50分～ 

県立岐阜総合学園高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・適性検査 

10月16日（土） 

笠松町役場 

作文試験・集団討論 

10月23日（土） 

笠松町役場 

面接試験 

区　分 要　　　件 

大学卒業程度 
事務職員・技術職員 

高校卒業程度 
事務職員・技術職員 

・平成5年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方 
・大学を卒業またはこれと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和4年3月卒業見込みを含む） 

・平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方 
・短大、高校を卒業またはこれらと同等以上の学歴を有する方 
・技術職員は、土木または建築に関する専門課程を修めた方 
　（令和4年3月卒業見込みを含む） 

詳細はこちら蜷 

 
 
 
日にち 
時間 
場所 
参加資格 
種目 
参加費 
申込期限 
 
 
日にち 
時間 
場所 

 
 

 
日時 

場所 
定員 
申込期間 
申込方法 

 

採用予定人数 
採用年月日 
受検資格 

採用試験 

申込方法 
 
 
 
申込受付期間 

募　　　集 

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

令和3年7月号 
第1130号 12 令和3年7月号 

第1130号 13



会計年度任用職員（岐阜羽島衛生施設組合） 
　受験資格や申込方法について、詳しくは岐阜

羽島衛生施設組合ホームページの試験要綱をご

覧ください。 

窓口対応、一般事務 

事務職　1人 

パソコン操作ができることなど 

週28時間45分 

令和3年9月1日 

7月21日（水） 

岐阜羽島衛生施設組合（必着） 

e岐阜羽島衛生施設組合　 

総務課　蕁271‐0157

子育て支援員研修 
　保育や子育てに必要な知識や技術を習得でき、

全国で通用する「子育て支援員」の認定を受ける

ことができます。 

　子どもに関わる仕事に携わりたいと考えている

方の受講をお待ちしています。 

県内に在住・在勤で保育や子育て支援

分野に従事することを希望する方 

無料（研修資料代は別途徴収する場合が

あります。） 

岐阜県ホームページをご覧ください。 

c岐阜県子育て支援課　蕁272‐1111（内線2684） 

企画展「くらべてみよう！岐阜県の化石と石」 
　岐阜県内で採集された化石や、木曽川や長良

川などの河原の石の違いについて、その特徴や性

質をわかりやすく紹介します。 

　また、先着100名様に金生山で採集した石の

プレゼントがあります。フズリナの化石が入ってい

るかも？ 

7月17日（土）～8月29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

木曽川で学び・遊ぶ 
8月1日（日） 午前9時受付開始 

河川環境楽園内 水辺共生体験館 

（各務原市川島笠田町）など 

（笠田港から笠松みなと公園） 

河原の植物勉強会 

防災教育、Eボートで川下り　など 

15人（要申込み） 

無料 

別途、参加者に案内します。 

往復はがきまたはEメールに以下の内

容を記入し、7月16日（金）までにお申し込みください。 

①氏名　②学年または年齢　③住所 

④電話番号　⑤緊急用の電話番号 

e木曽三川フォーラム事務局 

〒502‐0032 

岐阜市長良高嶺町2番地 蕁090‐7697‐3508 

mkisosansen‐ho@ccn.aitai.ne.jp

自衛官 

※は、高卒者（見込みを含む）または高専3年次修了者（見込みを含む） 

c自衛隊岐阜地方協力本部岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　蕁383‐5118

岐阜県警察官 

　詳しくは、岐阜羽島警察署にお電話いただくか、岐阜羽島警察署のホームページをご覧ください。 

　採用に関する個別相談を随時受け付けています。お気軽にご相談ください。 

e岐阜羽島警察署　警務課　蕁387‐0110

募集種目 受験資格 

自衛官候補生 

一般曹候補生 

航空学生 

防衛大学校 
学生 

防衛 
医科大学校 
学生 

海上 

航空 

一般 

医学科 
学生 

看護学科 
学生 

18歳以上33歳未満の方 

18歳以上33歳未満の方 

18歳以上23歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

受付期間 

年間を通じて受付 

7月1日（木）～9月6日（月） 

7月1日（木）～9月9日（木） 

7月1日（木）～ 
10月27日（水） 

7月1日（木）～ 
10月13日（水） 

7月1日（木）～ 
10月6日（水） 

試験日 

受付時にお知らせ 

1次：9月16日（木）～19日（日） 
（いずれか1日） 

1次：9月20日（月） 

1次：11月6日（土）～7日（日） 

1次：10月23日（土） 

1次：10月16日（土） 

試験区分 AⅡ（男性） AⅡ（女性） 

受験資格 

受付期間 

第1次試験 

採用年月日 

年齢 

学歴 

日にち 

会場 

昭和61年4月2日以降に生まれた方 

大学（短大を除く）を卒業（見込みを含む） 
した方 

7月1日（木）～8月6日（金） 

9月19日（日） 

岐阜会場 

令和4年4月1日（金） 

B（男性） B（女性） 

昭和61年4月2日から平成16年4月1日 
までに生まれた方 

左記以外の方 

岐阜会場、多治見会場、高山会場 

 
 
 
 
業務内容 
採用予定人数 
受験資格 
勤務時間 
採用年月日 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
対象者 
 
費用 
 
日程・申込み 

 
 
 
 
 
 
 
展示期間 
時間 
場所 
入館料 
休館日 

 
日時 
場所 
 
 
内容 
 
定員 
参加費 
持ち物 
申込方法 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

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 

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 

令和3年7月号 
第1130号 14 令和3年7月号 

第1130号 15



会計年度任用職員（岐阜羽島衛生施設組合） 
　受験資格や申込方法について、詳しくは岐阜

羽島衛生施設組合ホームページの試験要綱をご

覧ください。 

窓口対応、一般事務 

事務職　1人 

パソコン操作ができることなど 

週28時間45分 

令和3年9月1日 

7月21日（水） 

岐阜羽島衛生施設組合（必着） 

e岐阜羽島衛生施設組合　 

総務課　蕁271‐0157

子育て支援員研修 
　保育や子育てに必要な知識や技術を習得でき、

全国で通用する「子育て支援員」の認定を受ける

ことができます。 

　子どもに関わる仕事に携わりたいと考えている

方の受講をお待ちしています。 

県内に在住・在勤で保育や子育て支援

分野に従事することを希望する方 

無料（研修資料代は別途徴収する場合が

あります。） 

岐阜県ホームページをご覧ください。 

c岐阜県子育て支援課　蕁272‐1111（内線2684） 

企画展「くらべてみよう！岐阜県の化石と石」 
　岐阜県内で採集された化石や、木曽川や長良

川などの河原の石の違いについて、その特徴や性

質をわかりやすく紹介します。 

　また、先着100名様に金生山で採集した石の

プレゼントがあります。フズリナの化石が入ってい

るかも？ 

7月17日（土）～8月29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

木曽川で学び・遊ぶ 
8月1日（日） 午前9時受付開始 

河川環境楽園内 水辺共生体験館 

（各務原市川島笠田町）など 

（笠田港から笠松みなと公園） 

河原の植物勉強会 

防災教育、Eボートで川下り　など 

15人（要申込み） 

無料 

別途、参加者に案内します。 

往復はがきまたはEメールに以下の内

容を記入し、7月16日（金）までにお申し込みください。 

①氏名　②学年または年齢　③住所 

④電話番号　⑤緊急用の電話番号 

e木曽三川フォーラム事務局 

〒502‐0032 

岐阜市長良高嶺町2番地 蕁090‐7697‐3508 

mkisosansen‐ho@ccn.aitai.ne.jp

自衛官 

※は、高卒者（見込みを含む）または高専3年次修了者（見込みを含む） 

c自衛隊岐阜地方協力本部岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　蕁383‐5118

岐阜県警察官 

　詳しくは、岐阜羽島警察署にお電話いただくか、岐阜羽島警察署のホームページをご覧ください。 

　採用に関する個別相談を随時受け付けています。お気軽にご相談ください。 

e岐阜羽島警察署　警務課　蕁387‐0110

募集種目 受験資格 

自衛官候補生 

一般曹候補生 

航空学生 

防衛大学校 
学生 

防衛 
医科大学校 
学生 

海上 

航空 

一般 

医学科 
学生 

看護学科 
学生 

18歳以上33歳未満の方 

18歳以上33歳未満の方 

18歳以上23歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

18歳以上21歳未満の方※ 

受付期間 

年間を通じて受付 

7月1日（木）～9月6日（月） 

7月1日（木）～9月9日（木） 

7月1日（木）～ 
10月27日（水） 

7月1日（木）～ 
10月13日（水） 

7月1日（木）～ 
10月6日（水） 

試験日 

受付時にお知らせ 

1次：9月16日（木）～19日（日） 
（いずれか1日） 

1次：9月20日（月） 

1次：11月6日（土）～7日（日） 

1次：10月23日（土） 

1次：10月16日（土） 

試験区分 AⅡ（男性） AⅡ（女性） 

受験資格 

受付期間 

第1次試験 

採用年月日 

年齢 

学歴 

日にち 

会場 

昭和61年4月2日以降に生まれた方 

大学（短大を除く）を卒業（見込みを含む） 
した方 

7月1日（木）～8月6日（金） 

9月19日（日） 

岐阜会場 

令和4年4月1日（金） 

B（男性） B（女性） 

昭和61年4月2日から平成16年4月1日 
までに生まれた方 

左記以外の方 

岐阜会場、多治見会場、高山会場 

 
 
 
 
業務内容 
採用予定人数 
受験資格 
勤務時間 
採用年月日 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
対象者 
 
費用 
 
日程・申込み 

 
 
 
 
 
 
 
展示期間 
時間 
場所 
入館料 
休館日 

 
日時 
場所 
 
 
内容 
 
定員 
参加費 
持ち物 
申込方法 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

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 

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 

令和3年7月号 
第1130号 14 令和3年7月号 

第1130号 15



　 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  
水道料金事務センター 
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 
388‐1175 
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 
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 

 
 
節電にご協力を 
　電気は、私たちの暮らしや産

業を支える重要なエネルギーで

あり、「エネルギーを無駄なく大

切に使う」といった視点から省

エネ・節電の取り組みを行うこと

が大切です。 

　電力需要は、夏の昼間（特に

午後1時～4時までの時間帯）

がピークとなります。皆さんの節

電や省エネルギーへのご協力

をお願いします。 

※高齢者や乳幼児のいるご家

庭では、それぞれのご事情の

もと、無理のない範囲でのご

協力をお願いします。 

c環境経済課　蕁388‐1114

空き地の草刈りや庭木の 
手入れは計画的に 

　雑草や庭木が生い茂ってい

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火災発生の恐れがある 

④車や通行人の邪魔になり交

通事故を引き起こす 

など、周辺住民の迷惑になります。 

　所有者の方は、草刈りや剪

定を定期的に行い、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法テラス無料電話相談会 
　借金、離婚、相続、労働問題など法律問題であれば、どんな内容で

も電話で相談できます。 

　新型コロナウイルス感染症で外出が不安、相談場所まで遠くてな

かなか相談に行けないという方は、ぜひこの機会をご利用下さい。 

8月6日（金） 

午前10時～午後3時30分 

1件30分 

法テラスとの契約弁護士・司法書士 

岐阜県民 

27人（先着順）（事前予約制） 

7月12日（月）～8月4日（水）午前10時～午後4時 

電話で予約してください。 

e法テラス（日本司法支援センター岐阜地方事務所） 

蕁050‐3383‐5471

令和3年6月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,034 
10,633 
11,401 
9,182

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（増 
（減 
（減 

4） 
3） 
7） 
14） 

楽しいこども館行事（8月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開催します。 

　事前申込みが必要な行事もあります。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

申込期間　7月1日（木）～（定員に達し次第、受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

対象 日にち 

小学生 

乳幼児親子 

7日（土） 

21日（土） 

29日（日） 

11日（水） 

時　間 

10：00～10：30

内　容 

オセロ 

ボラクラブ 

つくってみよう 

子育てサロン 

定員 

－ 

－ 

6人 

15組 

　川はわが町の誇り。 
　木曽川、長良川、揖斐川は
郷土の原風景です。 
　みんなの宝をいつまでも美
しく保ち、次の世代に残しま
しょう。 
　自然を大切にし、日頃から
河川美化に心がけましょう。 
 
国土交通省　 
木曽川上流河川事務所 

7月は 
河川愛護月間です 

ゆずりあう心で　 
夏の交通事故防止 

夏の交通安全県民運動 
7月11日（日）～20日（火） 

バスの車内事故防止キャンペーン実施中 
バス利用者の方へ 

　走行中に席を離れると、転倒など思わぬけがをする場合があ

ります。お降りの際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席

をお立ち願います。 

　また、バスは安全運転に徹しておりますが、やむを得ず急ブ

レーキを掛ける場合があります。満席のためお立ちになってご利

用いただく場合には、吊革や握り棒にしっかりおつかまり下さい。 

自家用自動車運転者の方へ 

　バスの付近への「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などに

よる事故を回避するための急ブレーキが、バス車内の乗客の転

倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因となっています。優しい

運転で、バスの車内事故防止にご協力をお願いします。 

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局・岐阜県バス協会 

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。 
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　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。 

　1,300年以上の歴史と伝統を誇る「ぎふ長良川

の鵜飼」は、毎年5月11日から10月15日まで開催し

ています。暗闇の中、篝火に照らし出される鵜匠

の手縄さばきと、鮎を捕る鵜の姿は、観る者を幻想

的な世界へと誘います。鵜飼は開催期間中、9月

21日（火）と増水時を除いて、毎夜午後7時45分ご

ろからご観覧いただけます。今年の夏は、「ぎふ長

良川の鵜飼」の幽玄な世界を体感してみませんか。 

※申込方法や開催状況など、詳しくはお問い合わ

せいただくか、ぎふ長良川の鵜飼ホームページ

をご覧ください。 

e岐阜市鵜飼観覧船事務所 

（岐阜市湊町1‐2）　蕁262‐0104

笠松町新型コロナワクチン 
コールセンター 

蕁058‐388‐7561 
午前9時～午後5時 
※土・日・祝日は除く 

1）下記の方について、優先的に接種を実施しています。 
　①基礎疾患を有する方 
　②高齢者施設などに従事している方 
　③保育士・幼稚園教諭・障がい者施設などに勤務している方 
　④羽島郡二町の小中学校の教諭 
　※①・②に該当し接種を希望する方は、優先接種届出書をご提出ください。 
2）64歳以下の年齢の高い方から、ワクチンの供給量に合わせて接種を実施します。 

新 型コロナワクチン情報 

　排出量に応じた費用負担をしていただ
き、町のごみ処理対策にかかる費用に利
用します。 

　生ごみの約65%は水分です。ごみを
減量するためには水切りが効果的であり、
また、野菜くずなどはリサイクルし、堆肥を
作ることもできます。 
　町では、家庭の生ごみの自家処理を
促進するため、生ごみ処理機などの購入
にかかった費用を助成していますので、
ぜひこの機会に利用し、ごみの減量にご
協力をお願いします。 c環境経済課　蕁388‐1114

10月からのごみの出し方や指定ごみ袋の販売取扱店などの詳細は、8月配布予定の
「資源とごみのカレンダー」などでお知らせします。 

可燃ごみ（週2回） 
　燃えるごみは、町指定ごみ袋（黄色）に入れ、可
燃ごみ集積所に出してください。 

不燃ごみ（月1回） 
　金属類・ガラス類・陶器類で、町指定ごみ袋（透
明）に入るものは、古紙類と同じ日に、町内会で決
められた古紙類と同じ集積所へ出してください。 

粗大ごみ（完全予約制） 
　町指定ごみ袋に入らない大きなごみは、自ら自
己搬入施設（緑町）に持ち込むか、町の委託業者
が自宅まで収集に行きます。 

ごみの出し方 

区分・指定ごみ袋の規格など 手数料 

①可燃ごみ 

②不燃ごみ 

③粗大ごみ 

半透明黄色の袋 

無色透明の袋 
自己搬入 
戸別収集 

45L相当（大） 
20L相当（小） 
45L相当 

10kgごと 

500円（10枚入り） 
600円（20枚入り） 
1000円（5枚入り） 

200円 
400円 

あなたが何気なく出しているごみ袋、 
処理にいくらかかってる？ 

1袋 
約500円 

家庭系燃えるごみ 
（生ごみなど） 
の処理費用 

※45褄1袋、7.5㎏換算 

「生ごみ減量化推進補助制度」を利用し生ごみを減らそう!

区分 限度額 
生ごみ堆肥化容器 
電気式生ごみ処理機 
非電気式生ごみ処理機 
ダンボールコンポスト　基材 

ダンボールコン
ポスト　容器 

生ごみ水切り容器 

5,000円 
20,000円 
10,000円 
700円 
300円 

2,000円 
3,000円 

ダンボール箱 
その他 

1世帯限度基数 
2基 
1基 
1基 
年間4基 
年間4基 
1基 
1基 

補助内容（購入金額の70%以内） 

80cm

65cm

65cm

45cm

80cm

65cm

一般接種（64歳以下）の接種計画 

　ワクチン接種が徐々に進んでいく現段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられる
わけではありません。このため、皆さんには、「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスク
の着用、手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などの感染予防対策を継続して
実施していただくようお願いします。 

ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします 

岐阜連携都市圏を知ろう 
　No.7　－岐阜市－ 

ぎふ長良川の鵜飼 

10月からごみ処理が 
有料になります。 

ごみを 
減らしましょう 

コラム 

コラム 
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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 

納税納付／納期限8月2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 
介護保険料 ／ 後期高齢者医療保険料 
※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 
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 

2期分 
1期分 
1期分 
2期分 
2期分 
7月分 
7月分 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

7月のカレンダー 
内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
21日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 
19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、7月
8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）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　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 

9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 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26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 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26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 

15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） 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） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235 
石黒 百合子 （瓢　町） 蕁388‐0428

行政相談 
9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 

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 

■二次的病院（救急・入院を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■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、7月8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。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

4 

11 

18 

22 

23 

25

やまうちクリニック 

松波総合病院 

けやきクリニック 

サンライズクリニック 

こめの医院 

さかいだ耳鼻咽喉科 

所　在 

岐南町八剣北 

笠松町田代 

岐南町平島 

岐南町野中 

笠松町米野 

岐南町八剣 

電　話 

215‐7771 

388‐0111 

213‐3310 

247‐3322 

387‐6010 

214‐3322

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

いいだ歯科 

みやかわ歯科医院 

ごとう歯科 

おがわ歯科クリニック 

小島歯科医院 

高瀬歯科医院 

所　在 

笠松町東金池町 

岐南町下印食 

笠松町田代 

岐南町徳田 

笠松町奈良町 

岐南町上印食 

電　話 

387‐3646 

272‐9988 

387‐0955 

242‐9666 

387‐2848 

240‐5050

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 

プレパマクラブ 
グループワーク 

21日（水） 

8日（木） 

29日（木） 

26日（月） 

16日（金） 

28日（水） 

6日（火） 
26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 
15日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

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 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

15日（木） 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

29日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

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 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

編集後記 

　先日、はじめて岐阜工業高等学校を訪れました。職員
室内で待ち時間があり、先生への用事で次々に職員室
に来る生徒さんを見ていたら、皆親しそうな様子でとても
元気に、しかし礼儀正しく先生方に話しかけていました。
先生方も大きな声でそれに応えていて、思わず、自分が
高校生の時はこんなに楽しそうに学校生活を送れてい
ただろうかと思い返してしまいました。 
　町内にあるのにこれまでなかなか知る機会がありませ
んでしたが、活気あふれる素敵な学校だなと感じました。 

チャンネルCCN 

7月の番組案内 
地デジ 
11ch

第103回全国高校野球選手権 
岐阜大会は、7月10日に開幕します。 
県内の全6球場で熱戦を繰り広げる 
高校球児を応援しましょう！ 

試合日程の変更等により、放送日時や 
チャンネルが予告なく変更する場合があります。 
くわしくは、特設サイトへアクセスください。 

第103回全国高校野球選手権　岐阜大会 
CCNでは全試合放送！ 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

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 
30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。 

■今月のおはなしかいはありません 
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令和3年7月号 
第1130号 20 令和3年7月号 

第1130号 21



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 

納税納付／納期限8月2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 
介護保険料 ／ 後期高齢者医療保険料 
※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 
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 

2期分 
1期分 
1期分 
2期分 
2期分 
7月分 
7月分 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

7月のカレンダー 
内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
21日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 
19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、7月
8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）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　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 

9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 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26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 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26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 

15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） 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） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235 
石黒 百合子 （瓢　町） 蕁388‐0428

行政相談 
9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 

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 

■二次的病院（救急・入院を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■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、7月8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。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

4 

11 

18 

22 

23 

25

やまうちクリニック 

松波総合病院 

けやきクリニック 

サンライズクリニック 

こめの医院 

さかいだ耳鼻咽喉科 

所　在 

岐南町八剣北 

笠松町田代 

岐南町平島 

岐南町野中 

笠松町米野 

岐南町八剣 

電　話 

215‐7771 

388‐0111 

213‐3310 

247‐3322 

387‐6010 

214‐3322

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

いいだ歯科 

みやかわ歯科医院 

ごとう歯科 

おがわ歯科クリニック 

小島歯科医院 

高瀬歯科医院 

所　在 

笠松町東金池町 

岐南町下印食 

笠松町田代 

岐南町徳田 

笠松町奈良町 

岐南町上印食 

電　話 

387‐3646 

272‐9988 

387‐0955 

242‐9666 

387‐2848 

240‐5050

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 

プレパマクラブ 
グループワーク 

21日（水） 

8日（木） 

29日（木） 

26日（月） 

16日（金） 

28日（水） 

6日（火） 
26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 
15日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

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 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

15日（木） 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

29日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

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 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

編集後記 

　先日、はじめて岐阜工業高等学校を訪れました。職員
室内で待ち時間があり、先生への用事で次々に職員室
に来る生徒さんを見ていたら、皆親しそうな様子でとても
元気に、しかし礼儀正しく先生方に話しかけていました。
先生方も大きな声でそれに応えていて、思わず、自分が
高校生の時はこんなに楽しそうに学校生活を送れてい
ただろうかと思い返してしまいました。 
　町内にあるのにこれまでなかなか知る機会がありませ
んでしたが、活気あふれる素敵な学校だなと感じました。 

チャンネルCCN 

7月の番組案内 
地デジ 
11ch

第103回全国高校野球選手権 
岐阜大会は、7月10日に開幕します。 
県内の全6球場で熱戦を繰り広げる 
高校球児を応援しましょう！ 

試合日程の変更等により、放送日時や 
チャンネルが予告なく変更する場合があります。 
くわしくは、特設サイトへアクセスください。 

第103回全国高校野球選手権　岐阜大会 
CCNでは全試合放送！ 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

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 
30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。 

■今月のおはなしかいはありません 

 
 
★ 

★は新規の委員 

新
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令和3年7月号 
第1130号 20 令和3年7月号 

第1130号 21



　国民年金保険料（以下「保険料」）を納めていない状態で、死亡や障がいといった不慮の事
態が発生すると、遺族基礎年金や障害基礎年金を受給できない場合があります。 
　経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料が免除・納付
猶予となる制度があります。令和3年度分（令和3年7月分から令和4年6月分まで）の保険料の
免除・納付猶予の申請は7月1日から受付します。 
　また、新型コロナウィルス感染症（以下「感染症」）の影響により業務が失われたなどで収入
が減少し、令和3年中の所得見込額が保険料免除基準額相当になる方は保険料免除・納付
猶予の申請ができます。感染症の影響による申請の場合は簡易な所得見込額の申立書（臨時
特例用）の提出が必要です。 
 
申請に必要なもの 
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書（住民課窓口にあります） 
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの 
・簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）（感染症の影響による申請の方） 
・雇用保険被保険者離職票（離職された方） 
◆国民年金保険料免除・納付猶予申請書、簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）は日本
年金機構のホームぺージからダウンロードできます。 
◆感染防止のため、郵送での申請をご利用ください。 

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

国民年金保険料の免除・納付猶予申請について 

花火を正しく扱いましょう 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　近年はオール電化などの技術が進み、火
と触れ合う機会が減少しているのが現状です。
火は正しく扱えば、多くの恩恵を受けることが
できます。しかし、扱い方を間違うと大きな損
失を伴います。自分で火を扱ったことのない
子どもが増えている近年、花火は火について
学ぶ良い機会になります。大人が火の正し
い扱い方や知識を教え、火災を未然に防ぎま
しょう。 
 
花火を扱う際の注意点 
1　取扱説明書をよく読み、正しく取り扱い
ましょう。 
　花火は種類の数だけ、取り扱い方もそれ
ぞれです。花火は、取り扱い方法を間違える
と大怪我に繋がります。取扱説明書をよく読み、
正しく使用しましょう。 
 
2　子どもが花火を取り扱う際は、大人が
付き添いましょう。 

　人や燃えやすいものに花火を向けるのは
大変危険な行為です。大人が付き添い、危
険を未然に防ぎましょう。 
 
3　広くて安全な場所で行いましょう。 
　枯れ草や落ち葉など、燃えやすいものは火
災の原因になります。花火をする際は、周囲
に燃えやすいものがない広い場所で行いま
しょう。また、風向きなど周囲の環境にも注意
を払いましょう。 
 
4　水バケツを準備しましょう。 
　水バケツは、花火をする前に必ず準備しま
しょう。使い終わった花火や着火しなかった
花火は水バケツに入れ、確実に火の始末を
しましょう。 
 
　以上4点の注意点を
守って火を正しく扱い、
花火を楽しみましょう。 

令和3年7月号 
第1130号 22 令和3年7月号 

第1130号 23



　国民年金保険料（以下「保険料」）を納めていない状態で、死亡や障がいといった不慮の事
態が発生すると、遺族基礎年金や障害基礎年金を受給できない場合があります。 
　経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料が免除・納付
猶予となる制度があります。令和3年度分（令和3年7月分から令和4年6月分まで）の保険料の
免除・納付猶予の申請は7月1日から受付します。 
　また、新型コロナウィルス感染症（以下「感染症」）の影響により業務が失われたなどで収入
が減少し、令和3年中の所得見込額が保険料免除基準額相当になる方は保険料免除・納付
猶予の申請ができます。感染症の影響による申請の場合は簡易な所得見込額の申立書（臨時
特例用）の提出が必要です。 
 
申請に必要なもの 
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書（住民課窓口にあります） 
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの 
・簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）（感染症の影響による申請の方） 
・雇用保険被保険者離職票（離職された方） 
◆国民年金保険料免除・納付猶予申請書、簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）は日本
年金機構のホームぺージからダウンロードできます。 
◆感染防止のため、郵送での申請をご利用ください。 

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

国民年金保険料の免除・納付猶予申請について 

花火を正しく扱いましょう 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　近年はオール電化などの技術が進み、火
と触れ合う機会が減少しているのが現状です。
火は正しく扱えば、多くの恩恵を受けることが
できます。しかし、扱い方を間違うと大きな損
失を伴います。自分で火を扱ったことのない
子どもが増えている近年、花火は火について
学ぶ良い機会になります。大人が火の正し
い扱い方や知識を教え、火災を未然に防ぎま
しょう。 
 
花火を扱う際の注意点 
1　取扱説明書をよく読み、正しく取り扱い
ましょう。 
　花火は種類の数だけ、取り扱い方もそれ
ぞれです。花火は、取り扱い方法を間違える
と大怪我に繋がります。取扱説明書をよく読み、
正しく使用しましょう。 
 
2　子どもが花火を取り扱う際は、大人が
付き添いましょう。 

　人や燃えやすいものに花火を向けるのは
大変危険な行為です。大人が付き添い、危
険を未然に防ぎましょう。 
 
3　広くて安全な場所で行いましょう。 
　枯れ草や落ち葉など、燃えやすいものは火
災の原因になります。花火をする際は、周囲
に燃えやすいものがない広い場所で行いま
しょう。また、風向きなど周囲の環境にも注意
を払いましょう。 
 
4　水バケツを準備しましょう。 
　水バケツは、花火をする前に必ず準備しま
しょう。使い終わった花火や着火しなかった
花火は水バケツに入れ、確実に火の始末を
しましょう。 
 
　以上4点の注意点を
守って火を正しく扱い、
花火を楽しみましょう。 
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「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 
□問企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

元気もりもり結人くん。 
たくさんの愛情を受けて、人との
結びつきを大切にできる優しい子
に育ってね。 

寺田結人 
てら だ ゆい と 

（米野） 
くん 

令和2年7月3日生 
寺田翔太・あかりさんの子 

ごはん大好き！おかし大好き！！ 
食いしん坊なりひと君。 
これからもたくさん食べて、 
元気に大きくなってね！！ 

栗本理仁 
くり もと り ひと 

（田代） 
くん 

令和2年7月20日生 
栗本祐希・史帆さんの子 

生まれてきてくれてありがとう螢 
これからも元気いっぱい素敵な笑
顔を沢山見せてね！ 
だいすきだよ！ 

伊藤碧都 
い とう あお と 

（北及） 
くん 

令和2年7月28日生 
伊藤志朗・智香さんの子 
 たくさん食べて、これからもすく

すく育ってね。 

塚原あさひ 
つか はら 

（長池） 
ちゃん 

令和2年7月26日生 
塚原大地・亜季さんの子 

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 
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特集　丸杉Bluvicフクヒロペア応援 
国民健康保険に関するお知らせ 
後期高齢者医療に関するお知らせ 
介護保険料に関するお知らせ 
Information Box 町からのお知らせ 

　笠松町と協定を結ぶ丸杉Bluvicのバドミントン女

子ダブルス福島選手・廣田選手のこれまでの活躍

の様子や総合会館（中野）での写真。 

　ふたりの息の合った華麗なプレーは必見です！ 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

KASAMATSUKASAMATSU
広報かさまつ 7

2021 Jul.
No.1130

応募対象　令和2年9月生まれの赤ちゃん　　応募期限　7月31日（土） 
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 

特集 
フクヒロペア 
東京五輪応援 

名鉄笠松駅イルミネーション協賛企業募集 
　岐阜工業高等学校・笠松町子ども会育成協議会・笠松町が協働で取り組む「名鉄笠松駅
イルミネーション2021」に協賛いただける企業を募集しています。 
協賛いただいた企業には、イルミネーションの点灯期間中（令和3年11月中旬～令和4年
1月中旬予定）、イルミネーションの装飾の一部に企業名を掲載します。 
掲載料　　1口10,000円 
募集期限　令和3年7月15日（木）まで 
申込方法　オンライン申込みまたは役場企画課・ 
　　　　　中央公民館窓口の申込書 
　　　　　によりお申込みください。 

c企画課　蕁388‐1113

名鉄笠松駅イルミネーション協賛企業募集 
　岐阜工業高等学校・笠松町子ども会育成協議会・笠松町が協働で取り組む「名鉄笠松駅
イルミネーション2021」に協賛いただける企業を募集しています。 
協賛いただいた企業には、イルミネーションの点灯期間中（令和3年11月中旬～令和4年
1月中旬予定）、イルミネーションの装飾の一部に企業名を掲載します。 
掲載料　　1口10,000円 
募集期限　令和3年7月15日（木）まで 
申込方法　オンライン申込みまたは役場企画課・ 
　　　　　中央公民館窓口の申込書 
　　　　　によりお申込みください。 

c企画課　蕁388‐1113

令和3年7月号 
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