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新型コロナウイルス感染症の流行状況によって広報に掲載しました
行事・イベント等が中止となる場合があります。
その場合はHP等でお知らせします。

下宮小学校で
パラスポーツ体験
詳細は26ページをご覧ください。

ばら公園いこいの広場
写真コンテスト
5月にばら公園いこいの広場で撮影された
写真を募る「ばら公園いこいの広場 第12回
写真コンテスト」に町内外の106名から、
258点の作品が寄せられました。
厳正な審査の結果、最優秀賞には足立裕さ
ん（愛知県一宮市）の「ばらで幸せを運びま
す」が輝きました。入賞作品は役場正面玄関
ロビーで7月12日（火）から展示予定です。

最優秀賞
「ばらで幸せを運びます」
足立 裕さん
（愛知県一宮市）

優秀賞

「眩しすぎる白い妖精」 福手

「誇りの回遊式バラ園」
竹岡 正行さん（可児市）

勝也さん（岐阜市）

「奏愛」
「バラ公園の夕景」 大竹

早川

直美さん（神戸町）

武さん（岐阜市）

入選

「神秘のばら公園」

三島

誠さん（岐阜市）

「はいポーズ」 稲垣まり子さん（愛知県西尾市）

「青空の下で」
長谷川 悟さん（滋賀県栗東市）

「ペンキを隠せ！赤の女王に見つかるぞ！」
西村 仁美さん（滋賀県米原市）

「ファンタスティック ローズ」
古山万里子さん（大垣市）
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6月1日

バラの競演！神戸町バラづくりコンクール

今年で33回目を迎えた「神戸町バラづくりコンクール」の表彰式が行われ、受賞団体の代
表者が出席しました。町の花「バラ」を町内の集落や公共施設で栽培し、美しい環境づくり
を推進するこのコンクール。31箇所の花壇を、維持管理・デザイン・環境調和の3つの観点
から審査しました。最優秀賞には、集落の部では下宮区が、公共施設の部では南平野小学校
が選ばれました。
●受賞団体
集落の部

賞
最優秀賞
優秀賞

下宮区

南平野小学校

横井区
田区

長寿会
緑松会

新瀬古区
優良賞

南方区

福寿会
高砂会

▲受賞団体の皆さん

5月24日

町の子育て支援の拠点である子育
て支援センター「おひさま」で“ミニ
ミニおひさま祭り”が開催されました。
民生児童委員、子育て支援「ほっ
と」の皆さんが共同で企画し、18組
の親子が参加。ミニバラを使ったア
レンジフラワーやばら菜カード作り
など、親子で取り組めるコーナーが
設けられました。会場にばら菜が登
場すると、子どもたちは一緒にダン
スを踊ったり写真撮影をし、楽しい
時間を過ごしました。
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▲南平野小学校 中野 由美校長
「地域のボランティアの方々によるお世話と、
児童の水やりの成果だと思います。」

子育て支援センター「おひさま」で
ミニミニおひさま祭り

北小学校

楽友会

北一色区

▲下宮区 下宮日 会 会長 飯沼 義照さん
「全体のバランスや立体感にこだわっています。
下宮区の花づくりに今後も取り組んでいきたいです。」

公共施設の部

神戸小学校

岐阜県功労者表彰
戸川 賢一 さん（斉田）

平成13年12月からの長きにわたり、
地域の民生委員児童委員として、独居
老人等への訪問をはじめ、ひきこもり、
障がいの問題など地域住民からのさま
ざまな相談を受け止め、解決に向けて
本人に寄り添う支援を行ってみえます。
また、神戸町民生委員児童委員協議会
の会長として、後進の育成や、地域に
おける福祉活動の中心的役割を果たし
ていらっしゃいます。

5月24日

カルガモの親子
ばら公園で
来園者を癒す

バラの見頃を迎えた「ばら公園いこ
いの広場」の菖蒲池にカルガモの親子
が現れ、訪れた人たちを愛らしい姿で
楽しませました。
公園近くを流れる平野井川には普段
から多くのカルガモが見られますが、
園内に親子が現れることは珍しく、母
ガモの後をついて泳ぐ子ガモの姿を写
真に収めようと、カメラのシャッター
を切る来園者の姿も多く見られました。

5月26日 町老連

３年ぶりに軽スポーツ大会を開催

「神戸町老人クラブ連合会軽スポーツ大会」が３年
ぶりに開催され、多くの会員が競技を楽しみました。
会場となったごうど中央スポーツ公園では、ゲート
ボール・ペタンク・グラウンドゴルフの各競技に分か
れ、参加者は親睦を深めながら日頃の練習の成果を発
揮しました。
上位入賞者は９月に開催される西南濃老人クラブ連
合軽スポーツ大会に出場します。
町老人クラブ連合会の森田会長は「近年はスポーツ
で競い合う機会も少なく、参加者の方に楽しんでもら
えたと思う。３年ぶりの大会を無事に終えられてよ
かった」と話されました。
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神戸町長選挙及び神戸町議会議員補欠選挙について
５月31日に告示された神戸町長選挙の投票が６月５日
に行われ、即日開票の結果、下記のとおりとなりました。

当選

藤井
宮嶋

弘之
5,294票
健太郎 3,083票
（無効投票 85票）敬称略

○当日有権者数
○投票者数

15,544人

（男 7,574人

女 7,970人）

（男 4,053人

女 4,409人）

（男 53.51%

女 55.32%）

8,462人

○投票率

54.44％

当選証書付与式
６月６日（月）、役場南庁舎３階大
会議室で当選証書付与式が行われ、町
選挙管理委員会の鷲見洋一委員長から
藤井弘之氏、林利雄氏に当選証書が手
渡されました。

同じく５月31日に告示された神戸町議会議員補欠選
挙は、候補者届出が選挙すべき人数を超えなかったため、
無投票で当選が決定しました。

当選

林

第��回

利雄

参議院議員通常選挙

投 票 日
投票時間

令和４年７月10日（日）
７時から20時

政治、選挙は私たちの暮らしに深い関係があり、子どもたちの生活にも大きな影響を与えます。投票は、私
たちの意見を政治に反映させる大切な機会です。投票日には、みなさんそろって投票に出かけましょう。

○投票は２種類

選挙区と比例代表の２つの選挙があります。
「岐阜県選挙区選出議員選挙」では、候補者の
氏名を投票用紙に記入してください。「比例代
表選出議員選挙」では、候補者の氏名または政
党名を投票用紙に記入してください。

○投票できる方は

平成16年７月11日以前に生まれた方で、令和
４年３月21日以前に住民登録をされた方

○投票所入場券について

「投票所入場券」は事前に封書で郵送してい
ます。投票にお出かけの際には、入場券から切
り離してお持ちください。

期日前投票所
神戸町役場
玄関ロビーにて
5
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○投票所での投票

選挙当日の投票所は、「投票所入場券」に記
載しています。ご確認の上、お出かけください。

○期日前投票について

投票日当日、都合が悪くて投票できない方は、
期日前投票ができます。「投票所入場券」を
持ってお越しください。
・期間
・時間
・場所

７月９日（土）まで
８時30分から20時
役場本庁舎２階集会室

選挙管理委員会

☎27‐0171

マイナンバーカード申請特設ブースを開設します

日時 7月９日（土）８時30分から12時
※写真撮影
（無料）
や申請のお手伝いをしますのでご利用ください。

マイナンバーカード申請をお手伝いします！
受付日時
持ち物
平日 8：30〜17：15
・個人番号通知カード
（水曜日は19：30まで）
・本人確認書類（運転免許証）
休日 ７月９日㈯、10日㈰、24日㈰
運転免許証をお持ちでない方は、2点の本人確認書類
8：30〜12：00
（健康保険証、介護保険証、
申請場所 住民保険課（窓口①）
年金手帳、医療費受給者証など）

マイナポイント第２弾実施中！
最大

20,000

円分の

マイナポイントもらえます！

▲町HP

カードの
新規取得

保険証として
の利用申込

公金受取
口座の登録

5,000円分

7,500円分

7,500円分

※9月末までにマイナンバーカードの申請をした方が対象です。

詳しくは マイナポイント

または

マイナンバーカードの出張申請受付をご利用ください
役場の職員が皆様の職場や指定する会場へ出向き、マイナンバーカードをつくるための写真撮影や申請
手続きを一括して行う「マイナンバーカード出張申請受付」を実施します。
できあがったカードは後日、本人限定受取郵便にてご自宅で受け取ることができます。
役場に行く時間のない方や、職場やサークルのお仲間で一斉に作りたい方におすすめです。
■対
象
■実施日時
■申込方法

町内に住民登録がある申請希望者が概ね５名以上いる町内企業や団体
（自治会やサークル等）
申込団体の担当者と調整して決定します。 ※原則 平日の10：00〜16：00
住民保険課へお電話でお申込みください。
※予約受付時間 平日８：30〜17：15
詳細については町HPをご確認ください

住民保険課

野外焼却をして迷惑を
かけていませんか？
適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを「野
焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」により原則禁止されています。
野焼きには、簡易焼却炉・ドラム缶等でごみを
焼却することも含まれます。こうした行為はダイ
オキシン類などの有害物質を発生させ、大気汚染
の原因になります。また「洗濯物に臭いがつく」、
「煙が部屋に入り、窓が開けられない」など周囲
の迷惑になる恐れもあります。違反者には罰則も
設けられています。
住みよい町づくりのため、皆様のご理解とご協
力をお願いします。
産業環境課

☎27−0178

☎27‐0174

各駅駐輪場の
適正利用に
ご協力ください！
町では、養老鉄道 広神戸駅・北神戸駅・東
赤坂駅の駐輪場を管理しています。各駅の駐輪
場の整理のため、長期間放置されていると思わ
れる自転車にお知らせを取り付け、一定期間経
過後に撤去・移送を行っています。
自転車の長期間にわたる放置は、通勤・通学
等で駅を利用される方の妨げになり、景観を損
ねることにも繋がります。駐輪場の適正利用に
のご理解とご協力をお願いします。
6月10日（金）、各駅駐輪場において長期
間放置されていると思われる自転車の移送を
行いました。お問い合わせは下記までご連絡
ください。
まちづくり戦略課

☎27−0172

2022.7 広報ごうど
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国民健康保険証を更新します！

現在の神戸町国民健康保険証の有効期
限は、７月31日です。新しい保険証は、
簡易書留にて７月16日（土）頃から順次
送付します。
今までの保険証は８月１日以降使用で
きません。悪用を防ぐため、期限切れの
保険証は、住所
や氏名等が見え
ないように裁断
し、ご自宅で処
分してください。

窓口での保険証受け取りを希望される方

住民保険課保険年金係へ７月6日（水）までにご連絡くださ
い。７月15日（金）以降に窓口で保険証をお渡しします。受
取の際は、本人確認書類（住所・氏名が確認できる運転免許証
等）及び印鑑をご持参ください。

お勤め先の健康保険に加入された方

国民健康保険の喪失の届出が必要になります。お勤め先の健
康保険証・国民健康保険証及び個人番号の分かるものをお持ち
のうえ、住民保険課で手続きをしてください。

住民保険課

令和４年度

☎27‐0174

国民健康保険税率のお知らせ

７月は、国民健康保険税普通徴収の本算定です。
７月中旬に世帯主宛に納税通知書をお送りいたしますので、内容をご確認ください。

令和４年度の
国民健康保険税の計算方法
医

療

分

（限度額65万円）

支

援

金

分

（限度額20万円）

介

護

分

（限度額17万円）
40歳〜64歳

＝
＝
＝

国民健康保険税

所

得

＝

割

基準総所得金額等 ×6.90％
※

所

得

割

基準総所得金額等※×2.40％
所

得

割

基準総所得金額等※×2.10％

医療分

＋
＋
＋

＋

支援金分

均

等

＋

介護分

割

38,800円 × 加入者数
均

等

割

12,900円 × 加入者数
均

等

割

15,800円 × 加入者数

※基準総所得金額等＝前年の総所得金額等−基礎控除額（前年の合計所得が2,400万円以下の方は43万円）

※新型コロナの影響による保険税の減免制度を引き続き実施します。詳細は来月号でご案内します。

住民保険課

☎27‐0174

国民年金保険料免除等の申請について

○国民年金保険料免除等の申請について

経済的な理由等で国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合には、申請により保険料の納付が
免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶
予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れ
の状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発
生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けら
れない場合があります。
令和４年度の免除等の受付は７月１日から開始
され、令和４年７月〜令和５年６月の期間を対象
として審査します。

○国民年金の加入手続・保険料免除申請の
電子申請について

国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、保険料
免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請について、マイ
ナポータルを利用した電子申請を開始します。
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用
登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用し
てスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することが
できるため、紙の申請書より簡単に作成することができま
す。マイナポータルから電子申請した場合は、申請結果に
ついてもスマートフォン等で確認することができます。

【提出先及びお問い合わせ先】
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住 民 保 険 課
大垣年金事務所

☎27-0174
☎78-5166

後期高齢者医療制度についてのお知らせ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、65歳以上で一定の障がいがあり申請による加入をされた方の医療保
険です。７月以降、新しい保険証（被保険者証）を簡易書留でお送りします。

【重要】

令和４年度は、保険証を２回お送りします。

※令和４年10月１日より医療費の自己負担割合区分に「２割負担」が加わるための特例です。

令和４年７月31日まで

①８月1日から９月30日まで

有効の保険証（現在の保険証）

有効の保険証（７月中旬に発送）

②10月１日から翌年７月31日まで
有効の保険証（９月中旬に発送）

・限度額証及び減額認定証は、有効期間が１年です。 ※対象者の方には、①の保険証と一緒にお送りします。
・有効期限の切れた証を処分する際は、新しい証とお取り間違いのないよう、証の色等をご確認ください。

●令和４年度の保険料について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
令和４・５年度の保険料は、以下のように計算することが決まりました。

年間保険料

（100円未満切捨て）
※年額66万円 を上限とします。

＝

所得割額
被保険者の所得※1 ×8.90％

＋

均等割額
46,023円※2

※1 前年の所得 ー 基礎控除額（前年の合計所得が2,400万円以下の方は43万円）
※2 世帯の所得等により、軽減される場合があります。

令和４年５月末までに後期高齢者医療制度に加入された方には、７月中旬頃に、「後期高齢者医療保険料額決定
通知書」をお送りします。１年間の保険料額や、納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

●保険料の納め方について
①

年金からのお支払い「特別徴収」
年金の受給額が年額１８万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分
の１を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。
② 口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
特別徴収の条件を満たさない方は、町から送付される納付書や、口座振替によって保険料をお支払いいただきま
す。保険料のお支払い忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。
2022.7 広報ごうど
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●確定申告期限の延長期間に申告された方へ
確定申告期限の延長期間（及びそれ以降）に申告をされた方は、新年度の自己負担割合や、保険料額の決定に間
に合わない可能性があります。この場合、当初は申告前の情報等に基づく保険証や保険料額の決定通知をお送りし、
後日、申告内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。
この時、特別徴収（年金天引）であった方が、普通徴収（納付書納付や口座納付）に変わることがあります。

●医療費の窓口負担割合の見直しについて（２割負担の施行）
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が、２割に変更されます（３割に該当
する方を除く）。

《一定以上の所得がある方》
後期高齢者医療制度に
加入されている方

所得等の条件

※全て前年の所得及び収入等

同じ世帯に１人のみ

加入者ご本人の課税所得が28万円以上で、かつ、年金収入と
その他の合計所得金額の合計が200万円以上の方

同じ世帯に２人以上

課税所得が28万円以上の加入者がいて、かつ、加入者全員の
年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方

●２割負担となる方への配慮措置について

・令和４年10月1日から令和７年９月30日まで
（３年間）
は、２割負担の施行による負担増額が１か月最大3,000円
までに抑えられます（外来医療のみで、入院の医療費は対象外）。
・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻します。
・２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、本年秋頃に、岐阜県後期高齢者医療広域
連合から支給事前申請書を郵送します。申請書が届きましたら、記載例等の内容に沿って、口座の登録をお
願いします。
※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳をお預かりし
たり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
※不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話（#9110）、または消費生活センター
（188）にお問い合わせください。

お問い合わせ

◆２割負担が施行される理由や背景について
厚生労働省コールセンター 電話 0120-002-719
※厚生労働省HPに説明資料等があります。
◆２割負担に関する制度等の説明について
岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話 058-387-6368(代表)

住民保険課
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☎27‐0174

特定健診、ぎふ・すこやか健診のご案内
生活習慣病の早期発見、重症化予防のための健診を実施します。健康な毎日を送るためぜひ受診しましょう。

特定健康診査

ぎふ・すこやか健診

対象
となる方

・神戸町国民健康保険に加入している40歳から74歳の方
※令和４年6月末現在の国民健康保険加入者の方に受診票をお
送りします。
７月以降に国民健康保険に加入された方で特定健康診査を
ご希望の方は、お申出ください。
※７月以降に75歳の誕生日を迎えられる方は、特定健康診査
の健診対象です。

対象外
となる方

・妊産婦や病院または診療所に6ヵ月以上入院中の方
・障がい者支援施設や特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設に入所または
入居中の方

・後期高齢者医療制度に加
入している方

●受診票送付時期
７月下旬に受診票と案内を送付します。

●受診票送付時期
６月下旬 に受診票と案内
を送付しました。

●健診期間

●健診期間

（個別健診）８月〜11月
受診方法
（年１回）

※場所：神戸町内指定医療機関
※医療機関によっては、予約が必要な場合がありますので、
受診票に同封されたご案内をご確認ください。

７月〜10月
（町内指定医療機関のみ）

（集団健診）9月18日（日）・11月20日（日）

※医療機関によっては、予
約が必要な場合がありま
すので、受診票に同封さ

持ち物

①国民健康保険被保険者証
②受診票
③自己負担金（1,000円）

①後期高齢者医療被保険者証
②受診票
③自己負担金（500円）

その他

※受診する際はマスクを着用し、当日体調が悪い場合は、受診前に電話にて受診する医療機関に
ご相談ください。
※健診期間を過ぎると受診できませんので、健診期間内に受診していただきますようお願いします。

※当日の受診受付 ①8：30〜、 ②9：30〜、 ③10：30〜
※場所：神戸町保健センター
※9月18日、11月20日の定員は、各日70人
※（要予約）予約は、役場住民保険課まで。
定員になり次第、締め切ります。

れたご案内をご確認く
ださい。

口腔健康診査（ぎふ・さわやか口腔健診）
県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者の口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や
口腔清掃状態等をチェックする「ぎふ・さわやか口腔健診」を実施しております。
６月下旬にご案内を郵送しましたので、町内の指定歯科医療機関へ予約し、ぜひ受診ください。
対
象
持 ち 物
検査項目
受診期間
受診場所

後期高齢者医療制度に加入している方
後期高齢者医療被保険者証、自己負担金（300円）
※健診票は歯科医療機関にあります。
問診、歯の状態、そしゃく能力、舌機能、嚥下（飲み下す）機能
７月〜１１月
神戸町指定歯科医療機関（要予約）
※ぎふ・さわやか口腔健診受診案内をご確認ください。

※受診する際は、
マスクを着用し、当日体調が悪い場合は、事前に電話にて受診する歯科医療機関にご相談ください。
※治療中の方や定期的に検査を受けられている方は、すでに同様の検査が実施されている場合がありますので主治
医にご相談ください。

住民保険課

☎27‐0174
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子育て世帯

生活支援特別給付金のご案内

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し、その実情を踏ま
えた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。

■

支給対象者

■

支給額

■

給付金の支給手続き

①②の両方に当てはまる方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。）
①令和４年３月31日時点で、18歳未満の児童（障がい児の場合20歳未満）を養育する父母等
（令和５年２月末までに生まれた新生児も対象になります。）
②令和４年度住民税（均等割）が非課税の方または令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
児童１人当たり

■

受付期間

令和５年２月28日まで

一律５万円

Ⅰ．令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
▶給付金は、申請不要で受け取れます。（該当する方には支払通知書を送付します。）
▶令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
Ⅱ．上記以外の方（例 高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
▶給付金を受け取るには、申請が必要です。
▶町HPから申請書等の様式をダウンロードし、ご記入のうえ提出いただくか、子ども家庭課で
申請書類をご記入ください。（申請書に記載されている「提出書類」をご持参ください。）

厚生労働省コールセンター 0120‐400‐903（平日９：00〜18：00）
子ども家庭課 ☎27‐0176

戸の
ろう！
飾
作品募集中! 神
を
ー
カレンダ

フォトコンテスト2022

次年度の「神戸町くらしのカレンダー」の各月ページに掲載する写真を募集しています。
町内で令和4年１月以降に撮影した写真が対象です。スマホで撮影したものもOK！メールでも応募でき
ます。採用された場合は賞品もありますので、お気軽に応募してください！
◆応募について
・横写真、カラーのみ可
・お一人様５点まで
・提出方法はメール、
郵送または持参
（プリントまたはデータ）
◆応募締め切り
令和5年1月5日（木）
◆採用点数、賞等
・最大12点（採用はお一人様につき1点のみ）
・採用された方には10,000円分の商品券、賞状、副賞を贈呈
※応募先、その他詳細について必ず町ＨＰでお確かめのうえご応募ください。

まちづくり戦略課
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☎27‐0172

ちいきのわ新聞

６３回号

神戸町地域包括支援センター

に
熱中症
！
ご注意

☎27‐1158

暑さが厳しくなるこの時期、日中の外出時
だけでなく、室内でも、また夜でも熱中症に
なるおそれがあります。

取の
水分摂
ト
ポイン

こまめな
を
水分補給

〇のどが渇く前に水分補給
〇コップ１杯（200㎖程度）の水を１日に６〜８回程度飲む
〇たくさん汗をかいた時は塩分も

フレイルサポーター大募集！！
みなさんの手で、神戸町を明るく元気にしましょう！
神戸町では、住民ボランティアである「フレイルサポーター」が活躍し、
「フレイルチェック」の取り組みを行っています。現在は中央公民館で実
施していますが、今後は各地区の公民館でも活動を広げていく予定です。
フレイル予防を一緒に行う仲間を募集しています。
参加資格
申込方法

下記の養成研修に両日とも参加できる方
地域包括支援センター窓口
またはお電話でお申込ください

フレイルサポーター養成研修
日

時

場 所
持ち物

９月７日（水）・８日（木）
（両日とも９：00〜16：00）
中央公民館 ３階大会議室
筆記用具 飲み物

▲筋肉量測定をするサポーターさん

「フレイル」とは、年齢を重ねて体力や気力が低
下し、要介護になる手前の状態のこと。このフレイ
ルサポーターの取り組みは、ボランティアであるサ
ポーターが住民に「フレイルチェック」をすること
によって、住民もサポーターもお互いが元気になれ
る画期的な取り組みです。この取り組みは、東京大
学高齢社会総合研究機構の飯島教授が中心となって
始められ、全国に急速に普及しています。

活き生きライフ
サポートくらぶⅡ

ローズカフェ事業
お話をしたり脳トレをしたり…お気軽に
参加下さい。

日時
場所

日時

ローズカフェ

７月28日（木）
13：30〜15：00
ばらの里 運動室（入館料不要）
☎27‐7774

てらカフェ

通える場を作って、自身の健康づくりに
つなげましょう。

日時

７月７日（木）、14日（木）
、21日（木）
13：30〜15：00
場所 介護予防施設 ばらの里 運動室
（21日（木）のみ創作室）
（※別途入館料が必要です）

７月25日（月）
９：30〜11：30
場所 正覺寺（北一色６７４−２）
内容 雅楽の演奏会
☎27‐2446
日時
場所

グラシアスカフェ

７月２日（土）
９：30〜11：00
いろどり（神戸２０４−５）
☎51‐4847

▲介護相談もできます

☎27‐7774
今月の「明治安田こころの健康財団オンライ
ンセミナー」で認知症について取り上げていま
す。詳しくはP20をご覧ください。
2022.7 広報ごうど
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7/23
土

長良川競技場へGO!
神戸町ホームタウンデー

７月23日（土）のFC岐阜ホーム戦（vsカマタマーレ讃岐）は、神戸町のホームタ
ウンデーです。神戸町に住民票のある方（先着500名）は無料で試合観戦ができます。
無料での試合観戦を希望される方は、下記の手続きが必要となります。
日時
場所

７月23日（土）
長良川競技場

先着
500名様
無料ご招待

19：00 キックオフ

無料試合観戦について
事前に
「ともチケ」
のお申し込みと
「ゾーン指定
（招待）
の【QR
チケット】」
の発券
（試合の12日前の15時から発券可能）
が必要
です。FC岐阜公式HPから申請してください。試合当日に、
会場内の「ともチケブース」でチケットを受け取ってくだ
さい。（免許証などの本人確認がとれるものをご提示くだ
さい。）

▲ホームタウンデーでは町のPRを行っています！

※ともチケとゾーン指定QRチケットの両方がなければ入場できません。

ともチケ申込期限

７月22日（金）12：00（定員に達し次第受付終了）

(株)岐阜フットボールクラブ

神戸町

ともチケ担当

QRコード
（FC岐阜公式HP）

☎058‐231‐6811

消防団 だより

雨の降る時期となり、河川の増水に備えた水防訓練を5月18日に行いました。
機能別団員を含め、土のう作り、止水の工法を北部消防署の方々に指導して頂きました。5月29日には、
揖斐川水防合同訓練に参加し、堤防の法面より漏水が発見された事を想定して、実際の堤防にて、月の輪
工法を実施しました。
神戸町消防団は、水防団も兼務しております。私たち消防団は、町民の皆様の生命と財産を守る為に活
動していきますのでご理解とご協力をよろし
くお願い致します。

▲揖斐建設業協会も参加し、災害時の対応を確認
▲月の輪工法
13
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保健センター

問い合わせ

８月に結核・肺検診、
大腸検診が始まります！

☎ 27-7555

7

成人の歯周疾患検診を
実施します

結核・肺検診と大腸検診が
同時に受診できます

節目の年齢の方を対象に、歯周疾患検診を実施し
ます。
令和２年、３年度に結核・肺検診又は大腸検診のど
対 象 者：令和４年４月１日現在、
ちらか一方でも受診された方には、８月中旬に結核・
40・50・60・70歳の方
肺検診、大腸検診のご案内を送付します。今年度新た
自己負担：無料
に受診を希望される方は、事前に保健センターへお申
実施期間：7月〜12月
し込みください。
検診場所：町内歯科医院
※大腸検診の場合は、受診票と採便容器を事前に郵送します。
実施方法：対象者の方には、案内はがきを送付しま
※結核・肺検診は、受診票を事前に郵送します。
す。希望する歯科医院に予約したうえで、
※詳細につきましては、広報８月号に掲載します。
案内はがきを持って受診してください。

7月1日〜31日は、
愛の血液助け合い運動
「届けよう あなたの気持ち 誰かの明日へ」
毎日多くの方が輸血を必要としています。しかし現
在コロナウイルス感染拡大により、献血協力者が減少
しています。献血のご協力をお願いします。
岐阜県赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/tkhr/gifu/index.html
上記URLから、献血情報をご確認
いただけます。

離乳食教室参加者募集
初めてのお子さんで離乳食をどう進めていったら
よいか分からない方、二人目だけど離乳食に不安が
ある方等離乳食教室に参加してみませんか？
実 施 日：８月10日（水）
受付時間：９：30〜９：45
場
所：保健センター
対 象 者：令和４年２月・令和４年３月生まれの
お子さんと保護者及び希望者（要予約）
参 加 費：無料
持 ち 物：母子手帳、バスタオル など
申込期限：８月３日（水）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調理実習は
行いません。

風しんの抗体検査及び予防接種はお済みですか？
成作りよ果結査調トーケンアるす関に等 策対化子少るけおに県取鳥度年03成平：典出

特定健診や職域の定期健康診断等の機会に風しんの抗体検査も一緒に行うことができます。

昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日の間に生まれた男性にお知らせです
特定健診や職域の定期健康診断等の機会にクーポン券を持参する※1と、風しんの抗体検査も一緒に行うこ
とができます。風しん抗体検査に余分な時間はかかりません。
風しん抗体検査・予防接種のクーポン券の有効期限は令和７年２月末までです。
対象の方でまだ検査及び予防接種がお済みでない方は、まずは抗体検査を実施してください。
※１職場によって、対応は異なります。クーポン券使用の可否はご自身の職場にご確認ください。
※お手元に有効期限が切れてしまったクーポンがある場合は、破棄してください。

2022.7 広報ごうど
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肝炎ウイルス検診・前立腺検診のお知らせ
ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症で、感染している人は約130〜150万人（約100人に１人）と推計され
ています。前立腺がんは、50歳以降から罹患率が急激に高まり、70歳代で最も高くなります。前立腺がんの罹
患数は、日本人男性がかかるがんの第１位となっています。この機会にぜひ受診しましょう。

肝炎ウイルス検診

前立腺検診

対象者

昭和58年3月31日以前に生まれた方で
過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのない方

昭和47年４月１日以前に生まれた男性

負担金

無

500円
※令和4年4月1日現在の年齢が70歳以上の方は無料

料

4月1日現在の年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳の方かつ対象条件にあてはまる方には、
ハガキでご案内をしています。ハガキを持参して町
町内指定医療機関で直接申し込みしてくだ
内指定医療機関受付窓口にて申し込みしてください。
さい。
ハガキのない方で受診希望の方は医療機関へ行かれ
る前に保健センターへ申し込みしてください。

受付方法

持ち物

案内ハガキ
（必ず持参してください）
、
健康保険証

75歳以上の方は7月から10月まで（すこやか健診の時期）
74歳以下の方は8月から11月まで（特定健診の時期）
※すこやか健診（75歳以上の後期高齢者医療保険加入者）や、特定健診（40〜74歳の神戸町国民健
康保険加入者）を受けられる方は、同時に受診してください。

検診期間

町内指定医療機関一覧
名

健康保険証、自己負担金

称

注意事項

同時に新型コロナワクチン予防接種や感染症の診察を行うことはできません。

所在地

電話番号

備

考

大垣北クリニック

末守737-1

27−1050

※事前に予約が必要です。
月・火・木・金・土曜の午前９：30〜11：30と、
月・金曜の午後４：30〜６：00のみ。

黒川胃腸科
外科クリニック

北一色3-1

27−8800

午前は11：00まで、午後は5：00〜6：00までに
受付してください。

下野内科

神戸955

27−7777

火・木・金曜の午前は10：30まで、午後は５：30
までに受付してください。

高田医院

神戸468

27−2015

※事前に電話又はHP、来院での予約が必要です。
電話：0584-27-2015（診療時間内）
0584-27-7707（休日：自動音声案内）
ＨＰ：http://holrsv.com/takada/index.asp

田中医院

神戸182

27−2037

午前は11：00まで、午後は６：00までに受付して
ください。 火・土曜は午前中のみ。

まつながファミリー
クリニック

神戸1705-1

27−5231

午前は10：30まで、午後は５：30までに受付して
ください。

乳幼児の健診相談について【予約制】
事業名

対象者

開催日

乳幼児健康相談

乳幼児

７月２０日(水)

※家族等に体調不良の方がいる場合は、参加を
ご遠慮ください。相談対象のお子さまと保護
者1名で、マスク着用の上お越しください。2
歳未満のお子さまはバスタオルをお持ちくだ
さい。
※健康診査及び、他の相談事業に関しては、個
別通知いたします。
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●母子健康手帳の発行について（お願い）
母子健康手帳の発行には、30分程お時間がかかります。ま
た、健診等の保健事業がある時間帯には、さらにお待ちいただ
く場合があります。お越しになる前にご連絡をいただくと、ス
ムーズに発行できますのでご協力をお願いします。
※「神戸町くらしのカレンダー」に、母子保健予定表を掲載し
ています。
※８月17日㈬実施予定の１歳６ヶ月健康診査は８月３日㈬に変
更となりますのでご了承ください。

中央公民館
場
時
期

所
間
間

1階ロビー展

「日本芸術院会員作品展」

中央公民館 １階展示ホール
8：30〜21：00まで（休館日：毎週火曜日）
７月１日
（金）
〜29日（金）

第23回

神戸町美術展作品募集

部
門 絵画・書・写真・彫塑工芸
応 募 資 格 中学生以上で神戸町内外を問いません。
ただし、中学生は神戸町在住に限ります。
応 募 点 数 １部門につき１人１点
応 募 作 品 自作未発表のものに限る
応 募 料 無料
展覧会会期
及び会場

10月１日
（土）
〜16日
（日）
日比野五鳳記念美術館

※詳細は７月１日
（金）
から中央公民館で配布する応募要項等で
ご確認ください。

第３８回

第６３回神戸町文化祭

出演者
（団体）
・作品を募集します
と
き：10月８日
（土）
・１０月９日
（日）
と こ ろ：中央公民館・町民体育館
受付期間：７月１日
（金）
〜８月31日
（水） 8:30〜17:15
※毎週火曜日休館
受付場所：中央公民館１階事務室
申込方法：備え付けの受付簿へ必要事項を記入してください。
参加費用：無料
受付要件
出

演

団体に限ります。
中央公民館大ホールで発表します。
時間の都合により、応募多数の場合、抽選等に
て出演者を決定することもあります。ご了承く
ださい。

一
作

般
品

自由課題（一人１作品）。
作品は期間中、中央公民館等で展示します。
搬入は、10月７日（金）9:00〜17:00の間に、
中央公民館へお持ちください。

詳細については、お申し込みの際、窓口でおたずねください。

芸能ステージショー

３年ぶりに芸能ステージショーを開催します。芸能ステージショー
では、神戸町文化団体（芸能関係）の皆さんが日頃の稽古の成果を披
露します。皆さんのご来場をお待ちしています。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、人数制限を行うことがあります。

中央公民館

第��回

日
場
料

時：７月24日
（日） 13：00〜
所：中央公民館大ホール
金：入場は無料です

☎27−7321

表選手を !
代
郡
八
安
ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会
レンジ
目指してチャ

10月16日（日）に岐阜市・羽島市で開催予定の第12回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会に安八郡で代表
チームを編成し出場します。神戸町から多くの方に出場してもらうため、神戸町スポーツ協会から推薦さ
せていただく方を募集いたします。安八郡代表選手になって、ぎふ清流郡市対抗駅伝競争大会に出場して
みませんか？
※最終的に、郡内3町から推薦された候補者には、
選考会（タイムトライアル）を実施し、郡代表選
手18名（小学男女各2名・中学男女各3名・高校
一般男女各3名・40歳以上2名）を決定します。
※参加資格は、令和4年9月1日現在、神戸町に在住
又は在勤している方で、大会当日に出場可能な方
に限ります。

【申込み・問い合わせ先】

神戸町スポーツ協会事務局
（教育委員会生涯学習課内）
TEL：27-0182 FAX：27-7051

■各区間のスタート地点及び距離
第１区 （高校女子）岐阜県庁

3.4km

第３区 （小学女子）㈱カネヒロ前

1.5km

第２区 （中学女子）ジーバックス㈱前

2.1km

第４区 （中学女子）小熊コミュニティーセンター
第５区 （40才以上）不二羽島文化センター

第６区 （小学男子）小熊コミュニティーセンター
第７区 （高校男子）岐阜聖徳学園大前
第８区 （一高男子）岐阜県庁

㈱カネヒロ前
第９区 （中学男子）
（小熊コミュニティーセンターで折り返し）

第10区 （中学男子）岐阜聖徳学園大前

2.2km
2.2km
1.6km

5.34km
5.47km
3.1km
2.2km

第11区 （一高女子）柳津佐波郵便局前〜岐阜県庁 3.04km
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今月の家庭の日は

7月17日㈰

家族みんなで、安全に心がけ
事故のないように努めましょう。

全国大会出場

（敬称略）

軟式野球
山田

レスリング

達貴（中沢）

碓井

5月27日（金）〜
30日（月）に北海道
で開催された「第44
回東日本軟式野球大
会（1部）」に出場
しました。

青少年の非行・被害防止
全国強調月間

晴登（田）

3月27日（日）〜29日
（火）に新潟県で開催さ
れた「令和3年度 風間杯
第65回全国高等学校選抜
レスリング大会」に出場し、個人対抗戦5位入賞・学
校対抗戦5位入賞という好成績を収められました。

岐阜県青少年SOSセンター

７月は「青少年の非行・被害防止全国強
調月間」です。
もうすぐ夏休み、子どもたちは、いつ・
どんな場所で事故や犯罪に巻き込まれるか
わかりません。一人でいたり、遅くまで遊
んでいる子どもを見かけたら、声掛けなど、
地域の皆様のご協力をお願いします。

青少年SOSセンターは、青少年の皆さんの悩みに365日、
24時間フリーダイヤルで対応する相談機関です。「子ど
も・若者総合相談窓口」とし、青少年や保護者の方の様々
な悩みなどの相談を受け付けています。ひとりで悩まず、
まずはお電話を！
詳しくは、岐阜県HPをご覧ください。

0120-247-505

町 立 図 書 館 か ら の お 知 ら せ
●夏季開館時間変更の
お知らせ

●わくわくが待ってるよ！夏休みは図書館へ。
期
内

間：７月21日(木)〜８月31日(水)
容：①読書感想文講座（要申込み）
期 間：７月21日
（木）
日 時：７月24日㈰ 10：00〜11：30
〜８月25日
（木）
対 象：小学生20名 先着順
時 間：平
日 9:00〜18:00
内 容：読書感想文の書き方
②小学生一日司書体験（要申込み） 各日２名 先着順
土日祝日 9:00〜17:00
日 時：８月２日㈫〜７日㈰ 10：00〜11：30
※調べもののお手伝い・コピー・利用
③大垣工業高等学校出前講座（要申込み）
者登録の受付は閉館30分前までです。
日 時：８月27日㈯ 10：00〜12：00
※学習室の利用時間も上記と同様です。
対 象：小学３年生〜中学生20名 先着順
内 容：ドローン操作体験と人工いくら作り
④子ども向け映画上映会
●展示室のご案内
日 時：８月10日(水)、11日(木・祝)
揖斐特別支援学校
①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00
「いきいきのびのび作品展」
内
容：（１日目）ふしぎ駄菓子屋銭天堂第１巻
〜７月28日㈭
（２日目）ふしぎ駄菓子屋銭天堂第２巻
⑤夏休み読書カード
対 象：中学生以下
内 容：本を借りると、１日1回スタンプを押します。
スタンプ３個になると参加賞がもらえます。
申込み：①〜③は、７月９日(土)から受付開始します。
（電話申込み可）
ただし、②の司書体験については、町外及び体験者は、
▲昨年度展示作品
7月12日(火)からの受付となります。

問い合わせ

町立図書館

☎ 27‐9866

◆７月の休館日／４日㈪、1１日㈪、１９日㈫、２５日㈪、２９日㈮
17
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◆「かんがるー広場」のご案内
未就園児の遊び場提供、保護者間の仲間づくりや情報交換、保育士等による
育児相談などを行っています。ぜひご参加ください。

日
場
対

時：７月１５日（金）
９：３０〜１１：００
所：神戸幼児園
象：幼児園に入る前のお子さまと家族の方

【コロナウイルス感染症対策のため、当面の間変更いたします】
開 館 時 間 9時00分〜16時30分
休 館 日 日曜日、月曜日・祝日（月曜日にあたる時は、その翌日）年末年始
利用対象者 神戸町在住の未就学児とその保護者(祖父母可)
場
所 神戸町ふれあいセンター２階 （神戸町大字八条262番地）

7月

0584−27−8866（ふれあいセンター共通）

1

2 ◎「ポストカード作り」

8

9

子育て巡回相談
10:00〜11:00

3

4

5

6 ｢おたんじょう会」 7

(休館日) (休館日) 子育て支援「ほっと」

10:00〜11:30
【ばら菜カード】

「葉っぱおばさん」 ●★「おやこひろばリトルスター」
10:00〜11:00
10:00〜11:30
10:30〜11:30
ふれあいタイム
定員５組 参加費100円
バースデーカード作り
【うちわを作ろう】
など
子育て巡回相談

10:00〜11:30
(親子あそびなど)

10:00〜11:00

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20「おたんじょう会」 21◎●「わくわく広場」 22

23

24

25

26 子育て支援「ほっと」 27

(休館日) (休館日)

子育て支援「ほっと」 「にこにこ広場」
10:00〜11:30
10:00〜11:30
(親子あそびなど)
(親子あそびなど)
季節のカード作り[七夕]

31

(休館日)

◎｢すくすく広場」 「傍島さんの読み聞かせ」
11:00〜11:30
10:30〜11:00
子育て巡回相談
10:00〜11:00
10:00〜11:00
参加費:無料 定員:15組
【ヨーヨー風船作り】

10:00〜11:00
ふれあいタイム
バースデーカード作りなど

(休館日) (開館日) (休館日) 振替休日
海の日
(休館日) (休館日)

14

28

10:00〜11:30
レクリエーション
指導:河野先生

※感染症対策…「マスク着用、
検温、
手洗い、
消毒」に
ご協力をお願いします。
※【ファミリー・サポート】
【一時預かり保育】
につきまし
ては、
職員にお尋ねください。
※●印がある行事は参加人数に限りがありますので、
事前に申し込みが必要です。
※★印がある行事は、
参加費が必要です。
※◎印がある行事は、
センター企画です。

◎｢すくすく広場」
10:30〜11:00

納税と公共料金の納付は、
便利で安心できる口座振替
での納付をお勧めします。

8 月 1 日（月）

29 子育て巡回相談

30

10:00〜11:00

●
「ベビーマッサージ」
10:30〜11:10 定員20組
参加費無料 講師:高田先生

※「おたんじょう会」は、
神戸町在住、
1歳を迎えるお子さまへご案内をしています。毎月第1水曜日
※「ベビーマッサージ」…７月１日(金)から事前受付を開始します。(7月、
9月、
11月の3回予定)
※「わくわく広場」… 7月1日(金)から事前受付けを開始します。
※「にこにこ広場」は神戸町民生委員、
主任児童委員のみなさまが、
親子あそびや読み聞かせ、
季節のカード作りなどを行っています。
※ 水遊び…新型コロナウイルス感染症対策のため、
中止です。
※「おやこひろばリトルスター」…9月９日の企画は８月12日より、
事前受付を開始します。
※育児相談は随時行っていますので、
お気軽にご相談ください。

�月の
固定資産税（２期）
国民健康保険税（２期）
後期高齢者医療保険料（１期）
水道料金（隔月）
下水道使用料（隔月）
町営住宅使用料
保育料
給食費負担金
放課後児童クラブ

子育て巡回相談
10:00〜11:00

7
�月の休館日

５ 日㈫・12日㈫・19日㈫・
26日㈫

【11ch】
◆高校野球 岐阜大会
〈生中継〉

�日
（土）
開幕！大垣・北球場から全試合生中継！
他球場開催の地元校の試合も放送予定。
詳しくは、
Webサイト
「GIFU青春フルスイング」
へ。

【12ch】
◆夏の高校野球開幕直前SP 帰ってきた熱い夏

厳しい練習を乗り越え夏に向かう高校球児の思いに迫ります。
�日
（金）
��時��分・��時��分・��時��分 他

◆大垣ケーブルテレビ 開局��周年式典
〈生中継〉

「介護相談窓口」のご案内
日

時：毎週木曜日
��：��～��：��

「ローズカフェ」
（認知症カフェ）開催
日
場

時
所

参加費

７月��日(木)
��：��～��：��
介護予防施設
「ばらの里」創作室
���円

ローズカフェの問い合わせ
地域包括支援センター ☎27−1158

�日
（金）
��時��分

◆開局��周年特番 西濃からエールを

・フェンシング選手 馬場晴菜
・箏奏者 鹿野竜靖
�日
（金）
��時��分 �日
（月）
～�日
（金）
��時・��時��分 他

●地域情報 デイリーUP Plus
〈生放送〉

月～金 ��時から毎日生放送！
（再）
��・��・��時 他
土・日 ��時 他
（�日分まとめて再放送）

●げんきはなまる

（月～金）
��時��分 他

●いくぜ！スポ少

（火）
��時��分 他 ※�日更新 垂井・表佐野球少年団

●SKE��のタクシーグルメ

（水）
��時��分 他 ※��日更新 ひんやりスイーツ特集

※番組は予告なく変更・休止になる場合があります。

0120‐301‐248

0584‐82‐1300
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付

☎２７︲５３６３

July

☎２７︲０１７１

相続・遺言手続き︑内容証明
書の作成︑外国人の雇用︑在留
資格などについて︑行政書士会
による無料相談を行います︒
■日時・場所
７月７日︵木︶
役場南庁舎２階第１会議室
８月４日︵木︶
役場南庁舎２階第３会議室
時〜 時
︵ 時 分までにお越しください︒︶
■相談員

行政書士による無料相談日

総務課

第２工区工事の請負契約
・農業委員会委員の任命同意
詳細は︑８月１日発行の議会
※
だよりに掲載いたします︒

7
岐阜県行政書士会所属の行政書士

■住 宅 名
■戸
数

北島第２住宅
２戸

-

■間 取 り 2DK
■階
数 １階︑２階︵１階
はシニアタイプ︶
■募集期間
７月１日
︵金︶〜 日
︵木︶
■家賃
月額 １７︐０００円〜
３３︐０００円程度
ただし︑入居者全ての所得に
※
より変動します︒
■選考方法
応募多数の場合は抽選となり
ます︒
■入居予定日
令和４年８月 日︵月︶
詳細についてはお問い合わせ
※
ください︒

子ども家庭課

子育て相談

☎２７︲０１７６

事前にお電話で予約してくだ
※
さい︒︵平日８時 分〜 時︶

当日︑
マスクを着用の上︑
直接相談
※
場所へお越しください︒
︵混雑時は︑
家庭での子育ての悩み︑子ど
お待ちいただく場合もあります︒︶ もの性格・発達の気になること︑
お父さんお母さん自身の悩みな
建設課 ☎２７︲０１７７
どを子育てアドバイザー︵臨床
心理士︶に相談してみませんか︒

町営住宅入居者募集について

２２
７７

14

☎28‐0020

神戸浄化センター

寄
ご寄付ありがとうございます
髙田敏光様︵斉田︶より︑社
会福祉事業のために２万円ご寄
付いただきました︒

議会事 務 局

６月定例会可決議案
・議会議員及び町長の選挙にお
ける選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条
例の専決処分の承認
・令和４年度 一般会計補正予
算︵第２号︶
・令和３年度 一般会計繰越明
許費に係る繰越計算書
・令和３年度 公共下水道事業
特別会計繰越明許費に係る繰
越計算書
・令和３年度 土地開発公社事
業経営状況
・下水管布設︵Ｒ４補・面整備︶
第１工区工事の請負契約
・下水管布設︵Ｒ４補・面整備︶

神戸浄化センターで製造
された「ごうど炭化肥料」
を１袋（20㎏）あたり100
円（税込）で販売していま
す。一日あたりの製造数量
に限りがありますので、購
入希望の方は神戸浄化セン
ターへご連絡のうえお越し
ください。

受け渡し場所
神戸浄化センター内肥料専用倉庫
（神戸町大字下宮１００番地の１）
受け渡し時間
月〜金曜日 10：00〜15：00（祝日は除く）

下水道は適切に使用しないとトラブルが起こります。
一人ひとりがマナーを守って使用しましょう。
①オムツや生理用品は吸水性があり、流してしまうと
排水管内で大きさを増し、汚水の流路をふさいでし
まいます。ひどい場合は排水管を割ってしまうこと
もあります。
②非水溶性のウエットティッシュや赤ちゃんのおしり
ふきには長い繊維が編み込まれており、排水管を詰
まらせる原因となります。
③油や粘性が強い食品は排水管に流すとこびりつき、
後から流れてきたごみや異物が吸着すると冷えて固
まり、やがて大きな油の塊となって排水管をふさい
でしまいます。
④野菜くずや残飯などの固形物は排水管を詰まらせ、
腐食すると悪臭の原因にもなります。

◆
神
戸
ＦＴ 町
ＡＥ
ＸＬ 役
場
15

「ごうど炭化肥料」を
販売しています
マナーを守って下水道を
使用しましょう！

８３
２１
２１
４１

17
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ま
で
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☎27‐0179

上下水道課

15 13

お
知
ら
せ

14日（木）
28日（木）

安八町

☎ 64 ー 3111

7日（木）
21日（木）

輪之内町

☎ 68 ー 0185
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おもちゃ病院

☎ 43 ー 0070

■講師
聖徳大学

関ケ原 町

健康福祉課 ☎２７︲０１７５

12日（火）
26日（火）

心配ごと相談日

☎ 22 ー 1152

直してもらいたいおもちゃは
ありませんか︒お気軽にお持ち
ください︒
■日時 ７月 日︵火︶
時〜 時
■場所 社会福祉協議会
︵デイサービス内︶
神戸町社会福祉協議会
☎２８︲０２２３

垂井町

無料住宅相談会

5日（火）
19日（火）

17 14

心理・福祉学部 心理学科
生活上で困っていること︑
悩んで
准教授 北村 世都 先生
いることはありませんか︒神 戸 町
■
配
信
日
時
民 生 委 員 児 童 委 員︑人 権 擁 護 委
７月１日
︵金︶ 時
員︑
行政相談委員がご相談に応じ︑
〜７月 日
︵日︶ 時
アドバイスをいたします︒
配信終了時刻になりましたら︑
※
■日時 ８日
︵金︶・ 日︵金︶・
映像配信を終了させていただ
日
︵金︶
きます︒
時〜 時
■動画公開場所
■場所 役場１階相談室
セミナーはYouTubeで
※日は行政相談︑ 日は人権 公開されます︒限定公
相談をかねます︒
開のため︑下記よりア
クセスしてください︒

☎ 32 ー 1108

保健センター ☎２７︲７５５５

養老町

明治安田こころの健康財団
オンラインセミナー

神戸町住宅協会が新築・リフ
ォーム・耐震等の無料相談会を
開催します︒
■日時 ７月 日︵日︶
９時〜 時
■場所 産業会館
神戸町商工会
☎２７︲４１８５

７月は河川愛護月間です
﹁せせらぎに ぼくも魚も
すきとおる﹂

4日（月）
22日（金）

揖斐川工業株式会社様から、町内の小学校と幼
児園に花の苗を寄贈していただきました。今回寄
贈いただいたのはベゴニア、マリーゴールドなど
計６種類、約900株。品種名や花の特徴が分かる
資料も各寄贈先ごとに作成いただきました。担当
者の方は「子どもの頃から花を育てる楽しさ・見
る楽しさに触れてもらい、花への興味を深めても
らえれば嬉しいです」と話されました。

神戸町

12

川は私たちの憩いの場︒みん
なで川を美しくしましょう︒川
には沢山の自然があります︒川
の環境保全・再生に心がけまし
ょう︒堤防は私たちの生命や財
産を守っています︒ルールを守
って︑川に親しみましょう︒
国土交通省

開催日

開催町

予約・問い合わせ
産 業 環 境課
☎ 2 7 ー0178

11日（月）
25日（月）

10

木曽川上流河川事務所

（相談は、
１人あたり60分以内で午前２人・午後２人まで）

西濃６町共同で消費生活相談員による巡回相談を開
催しています。
時 間 10：00〜12：00、13：00〜15：00

15

22

12

17

12

16

13

揖斐川工業㈱より花の苗を
寄贈いただきました

7月の消費生活相談について

31

報
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神戸町は︑明治安田生命保険
社会を明るくする運動
相互会社と﹁健康づくりに係る
強化月間
包括連携に関する協定﹂を結ん
７月は〝社会を明るくする運
でいます︒このたび︑町民の皆
さまのこころと健康・福祉の増 動〟〜犯罪や非行を防止し︑立
進を目的に︑明治安田こころの ち直りを支える地域のチカラ〜
健康財団が提供する動画を︑５ 強化月間です︒
〝社会を明るくする運動〟は︑
月から１カ月に１テーマ︑様々
な内容のオンラインセミナー動 すべての国民が犯罪や非行の防
画を配信︵計 回︶しています︒ 止と罪をおかした人たちの更生
について理解を深め︑それぞれ
ぜひご覧ください︒
の立場において力を合わせ︑犯
第 回
罪のない地域社会を築こうとす
﹁認知症を疑ったとき
る全国的な運動です︒
︲あれ？と思った
あなたと家族のための
認知症講座︲﹂

情

15

3

下記の問い合わせ先にてご予約の上ご利用ください。

から
７月１日ト！
ー
スタ

太陽光発電設備等の
設置費用の一部を補助します
地球温暖化対策・災害に強い町づくり推進のため、
太陽光発電システム等を設置する方々に対して、設置
費用の一部を補助します。
令和４年７月１日以降に購入契約し、令和５年１月
31日までに補助対象システムを設置完了のうえ、補
助金の交付申請及び完了手続きが出来る方が対象です。
太陽光発電設備設置補助：
７万円/kW 上限５kW
蓄電池設置補助：蓄電池の価格
（工事費込み・税抜き）の
３分の１の額（千円未満切捨）
上限５kWｈ
※蓄電池は太陽光発電設備と同時に設置する場合に限
ります。
※蓄電池は15.5万円/kＷh（工事費込み・税抜き）以
下の蓄電池であることが条件となります。
※詳細につきましては担当課までご連絡ください。
産業環境課

☎27−0178

屋外広告物講習会
実 施 日

9月29日（木）
9：30〜17：00（受付9：00〜）
会
場 岐阜市生涯学習センター
２階大研修室
対
象 屋外広告物の表示及び掲出物件
の設置に関する業務に従事する
者又は従事しようとする方
申込期間 ８月１日（月）〜12日（金）
（当日消印有効）
定
員 50名程度
（先着順、
定員になりしだい締切）
受 講 料 3,000円
（講習過程の一部免除者は
1,800円）
※申込方法等の詳細及び申請書のダウン
ロードは下記機関のHPをご確認ください。
岐阜市まちづくり推進部
開発指導景観課
☎058−265−3985
岐阜県広告美術業協同組合
☎058−245−4472

西南濃粗大廃棄物処理組合 職員募集
令和５年４月採用の技能労務職員（一般行政職）を募集します。

採用予定人数 若干名
受 験 資 格 昭和63年４月２日以降に生まれた方で、高校卒業以上の学歴を有する方で、普通自動車
免許を有する方
（令和5年3月末までに当該免許を取得する見込みの方を含む）
受 付 期 間 7月11日
（月）
〜22日
（金）（土日祝日を除く、郵送は7月22日（金）必着）
申 込 方 法 西南濃粗大廃棄物処理センターで配布の申込書に必要事項を記入し、同センターへ提出
（申込書は同センターHPでもダウンロード可）
一 次 試 験 8月28日（日）に同センターで実施
そ
の
他 ・職員の給与は「養老町職員の給与に関する条例」に準じます。
・採用後に業務に必要な資格を取得していただきます。
西南濃粗大廃棄物処理センター（養老町有尾字下池663番地） ☎37−2103

昨年のサマージャンボ宝くじ（第８９２回
全国自治宝くじ）及 び サ マ ー ジ ャ ン ボ ミ ニ
（第８９３回全国自治宝くじ）の時効（令和
４年８月２９日（月））が迫っておりますので
お忘れなく。
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昨年と比べ可燃ごみ量は

◆開 館 日

７月 ３日（日）、６日（水）、13日（水）、
20日（水）、27日（水）
開館日をご確認のうえ、お出かけください。

◆開館時間

※来館時には、マスクを着用し、他の利用者との距離
を確保してください。

※この施設は、資源ごみ回収の施設です。

開館日（時間）以外の持ち込み、可燃ごみ・不燃ごみ・
粗大ごみの持ち込みは、お断りしております。

し尿くみ取り収集予定表（７月）
収集予定日

くみ取り収集地区

１日、２日

昭和町・三津屋・高塚・起・幸町・栄町・宮町・井田

５日・６日

更屋敷・末守・西保・新西保

11日・12日

福井・新和・丈六道・安次・田・和泉

14日・15日

南方・八条・加納・中沢・斉田・柳瀬

20日・21日

本町・上新町・あさひ町・瀬古

25日・26日

鍛冶屋町・川西・前田・東方・新屋敷・下宮・横井・
北一色・峰之井・第一中島・西座倉・落合・付寄・
横町・下新町

神戸営業所

トン

減量！

５月

年度計

令和３年度

274

512

令和４年度

258

491

今後も皆さまのご協力をお願いします。
※各年度とも４月〜5月までの累計

◆回収品目

９：00〜11：00

中央清掃㈱

21

可燃ごみ量（町収集分）単位：トン

☎27‐6181

ビン類、アルミ缶、スチール缶、ペットボ
トル、プラスチックボトル、牛乳パック、
新聞、チラシ、雑誌、段ボール、古着、毛
布（電気毛布は不可）、雑紙、小型家電
※ビン等は水洗いして出してください。汚れてい
る物は、お返しすることになります。
※プラスチックボトルは、中を水洗いし、キャッ
プと容器を分けてお持ちください。（ポンプは
不燃ごみへ）
※ペットボトルは、中を水洗いし、ラベルをはが
して出してください。
※スプレー缶は、中身を使い切り、風通しの良い
安全な野外で穴をあけてから出してください。
※新聞・チラシ・雑誌・段ボールは、ひもで堅く
縛ってお持ちください。
※小型家電はデジタルカメラ、携帯電話、家庭用
ゲーム機で縦15cm×横30cm×奥行き30cm
程度の大きさまでが対象です。パソコンなどの
家電リサイクル法対象品目は回収できません。

産業環境課

● ヘルシークッキング ●

☎27-0178
食生活改善協議会

Healthy Cooking

夏バテ予防に最強コンビ☆夏野菜と豚肉を使ったレシピ

オクラの豚肉しそ巻きポン酢バター
オクラには、夏バテ防止に効果的なネバネバ成分のペクチン
とムチンが豊富です。
さらに、「疲労回復のビタミン」と呼ばれるビタミンB1を
豊富に含む豚肉を食べ合わせることで、体力回復やスタミナ
アップの効果が期待できます。

作り方
材料（４人分）
豚バラ薄切り肉 …１６枚

片栗粉 ………大さじ４

オクラ ……………１６本

バター ………大さじ２

青じそ ……………１６枚
塩 ……………………少々

（A）

ポン酢 …大さじ４
砂糖 ……小さじ２

こしょう ……………少々
（１人分）

25

エネルギー

たん白質

カルシウム

食物繊維

塩分

196kcal

4.8g

31ｍg

1.3g

1.8g

2022.7 広報ごうど

①オクラはヘタとガクの部分を切り取る。
②豚肉を広げオクラ、青じそを乗せ巻いたら塩・こしょうと片
栗粉をまぶす。
③中火で熱したフライパンでこんがり焼く。
④弱火にして合わせた（A）をさっと絡め、火を消し、バター
を溶かし絡める。

☆豚バラ肉を使用することで、豚肉の脂が出て、サラダ油をひか
なくてもこんがり焼くことができますよ♪
☆青じそがアクセントになり、冷めてもおいしくいただけます。
お弁当のおかずにもいいですね♪

ひとめぐり

ごうど

パラスポーツで
「挑戦する楽しさ」
学ぶ

7

あすチャレ！スクール

▲バスケットボール用車いすを使ってゲームを体験

６月16日
（木）
、下宮小学校において、共生社会へ

その後、実際に車いすバスケットボールを体

vol

.658

の学びの機会を提供するパラスポーツ体験型出前授

験。車いす前面にあるバンパーから足を出さな

スポーツセンター）が行われ、５年生の児童25名が

り込みました。最初は恐る恐る操作していまし

業「あすチャレ！スクール」（主催：日本財団パラ
参加しました。

講師として招かれたのは、パラリンピック男子車

いすバスケットボール元日本代表である神保康広さ
ん。神保さんによるデモンストレーションではドリ
ブルやシュートが披露され、間近で見る迫力あるプ
令和４年７月１日号
●発行・編集／神戸町役場 まちづくり戦略課
☎0584（27）3111（代表）／fax0584（27）8224

レーに歓声が上がりました。

いなど、安全を確認しながら競技用車いすに乗
たが、時間が経つにつれゲームは白熱。ボール
を持つと一直線にゴール下に向かい、シュート
が決まるとコート外の児童から大きな拍手が響
きました。参加した髙田晟矢さん（瀬古）は

「操作が難しそうだと思っていたけど、実際に
やってみたらちゃんと動くことができた。とて
も楽しかったので、またやってみたい」と話し
てくれました。

競技終了後、神保さんによる講話が行われま

した。交通事故により車いす生活となりながら、
友人の支えもあり立ち直り、車いすバスケと出
会ってパラリンピックに出場した経験から「行
動する事、知ることが大切。失敗することは怖

▲神保康広さん

いが、失敗することが成長に繋がる」と話し、

◀赤チーム・白チームに分かれて
ゲーム開始！

児童は真剣な表情で聞き入っていました。

人 の動き

５月１日〜５月３１日までの受付分

人 口
男
女
世帯数

（届出順・敬称略）
希望者のみ掲載しています

令和４年６月１日現在

… １８,６75人 （＋
… ９, 117人 （＋
… ９,５58人 （＋
…… ７, 144 世帯（＋
※
（

30）
16）
14）
36）

）
内は前月との比較

http s:/ / ww w .tow n. god o.g ifu. jp

お誕生おめでとうございます
心からお悔やみ申し上げます
区名

田

北一色
高
川

塚
西

下新町
高

塚

お子さんのお名前（ふりがな）

小
竹
小
吉
宮
西

寺
中
島
岡
田
𦚰

由
陽
周
怜
朔
詩

珠
莉
弥
梛
空
葉

（ゆ ず）
（ひより）
（しゅうや）
（れ な）
（さ く）
（うたは）

親さんのお名前

・勇 太
・秀 謙
・健太郎
・大 和
・裕 章
・友 哉

，実 伽
，あゆ美
，有 美
，有 紀
，江里奈
，沙貴子

瀬

古

下

宮

南

方

浅
安
髙

上
大

田
園

新西保
宮

町

上新町

林
森

利
江
橋
園

政 子 （９７歳）
俊 雄 （７８歳）
ヒ ロ 子 （７３歳）
冨 美 子 （１００歳 ）
愛 子 （８６歳）
輝 夫 （９３歳）

友
未

理
紗 （あさひ町）

ご結婚おめでとうございます
瀬 古
川 西

西
西

村
川

要次郎
修 平

