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株式会社サイネックス
〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13

TEL.06-6766-3346

株式会社サイネックス　三重支店
〒515-0045 三重県松阪市駅部田町101

TEL.0598-23-9220

　「垂井町 暮らしの便利帳」は、垂井町にお住まいの皆様方へ、町の行政
情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的として
発行いたしました。
　また、町民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけ
るよう、官民協働事業として垂井町と株式会社サイネックスとの共同発行
としました。
　「垂井町 暮らしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご協
力により、行政機関への設置はもとより、垂井町の全世帯へ無償配布する
ことができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「垂井町 暮らしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年1月1日現在
の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される
場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報の内容・手
続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用くだ
さい。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

令和3年2月発行

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発行

広告販売

垂井町
〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11

TEL.0584-22-1151

インターネットでさまざまな垂井町の情報を発信しています。

垂井町  暮らしの便利帳の使い方
暮らしに役 立つ 情 報 がスムーズに探 せます 。

みなさんのお宅にお届けした「垂井町 暮らしの便利帳」は、これから垂井町で、そしてずっと
垂井町暮らしていく、そんなみなさんのためのガイドブックです。ぜひ、毎日の暮らしの中で
お役立てください。

表紙と本文のカラーイン
デックスが連動しているた
め、直感的にスピーディに、
目的の情報にたどり着くこ
とができます。

とっても便利な三部構成！

新型コロナウイルスに関するお知ら
せや緊急情報、新着情報など、役立
つ情報がいっぱい！

垂井町 検索

手に取りやすい雑誌サイズだから
目につく場所に置いておけば重宝！

調べごとを思いついた際、パソコンと違って電源を入れる必要がない
から、知りたい情報にすぐたどり着きます。テレビリモコンなど普段使
いが多い道具のそばに置いておくと便利です。

行政情報のほかに、地域情報のページには、自分たちが暮らす街の観
光名所やイベントなど、お子様から高齢者の方まで誰もが楽しめる記
事がいっぱい詰まっています。

町の医療機関リストや地図を掲載しているので、困ったときはすぐに目
を通しましょう。きっとあなたの力になる、あなたを支えてくれるお医
者さんが見つかります！

運動施設や図書館などの情報が掲載されています。街の公共施設を
賢く利用して有意義な時間を過ごしましょう。

わが街の魅力を再発見できる
楽しい記事がぎっしり満載！

たとえ急に病気になっても
お医者さんがすぐ見つかる！

町内公共施設の利用方法が
ひとめでパッとわかります！

困った時に頼れる

行政
情報

毎日の暮らしを支える

生活
情報

街への愛情が深まる

地域
情報
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垂井町長
早野  博文

　垂井町は、JR垂井駅を有すことから、名古屋圏にも
近く利便性があり、多くの企業が立地し、歴史資源や、
豊かな自然に恵まれた住みよい活力のあるまちです。
　令和元年度は、既存の建物の用途を変更し、改修し
て再利用する全国的にも珍しい「コンバージョン方式」
を採用した新庁舎が誕生しました。
　このような本町の個性や資源にさらなる磨きをかけ、

「ひととまちが輝く　地域共創都市」をまちの将来像と
して掲げた第6次総合計画により、地域力を高めなが
ら、持続可能で活力のあるまちを目指します。
　このたび、住民サービスの向上、地域経済の活性化
を目的として、官民協働により「垂井町暮らしの便利
帳」を発行することになりました。この暮らしの便利帳
は、町の仕事の内容や窓口での手続きなどといった行
政情報のほか、医療や観光といった地域に関する情報
も掲載していますので、暮らしの情報源としてご活用し
ていいただければ幸いです。

この「垂井町暮らしの便利帳」は、令和3年1月1日現在の内
容でまとめています。その後の法改正などによって内容が変
わる場合がありますので、詳しくは担当課や各施設に直接問
合せをしてください。

垂井町役場　企画調整課
☎0584-22-1152
HP　http://www.town.tarui.lg.jp

ご利用にあたって
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岐阜県
垂井町

面積…

1世帯当たり人口

2.59人

1.72人
転入1日当たり

2.02人
転出1日当たり

0.44人
出生1日当たり

0.82人
死亡1日当たり

18.6ｔ
1.9ｔ

ごみ処理量1日平均

もえるごみ

もえないごみ

246,379円
町の借金1人当たり

（資料：地方財政状況調査）

135,352円
町税1人当たり

342,853円

平成31年度
一般会計当初予算
1人当たり

1.64台
乗用車1世帯当たり

26,931 人人口…

13,641人女性

13,290人男性

10,606 世帯世帯数…
（2020年12月1日現在）

人口・世帯位置・面積 町の木・花

絵でみる町民のくらし

町章

町の花「つばき」町の木「けやき」

　私たちは、伊吹おろしの風雪にたえてきた垂井
町の町民です。
　私たちは、みんなで力をあわせ、いきいきとし
たよい町づくりにねがいをこめて、この町民憲章
を定めます。

垂井町民憲章

●緑と花と太陽のある明るいまちを
　つくりましょう。

●きまりを守り、老いも若きも手をとりあって、
　幸せの輪をひろげましょう。

●からだをきたえ、仕事にはげみ、
　くらしに生きがいをみつけましょう。

●香り高い文化にしたしみ、
　こころ豊かな教養を身につけましょう。

●青少年に希望と誇りをもたせ、
　伸びゆくまちをめざしましょう。

　垂井町は、日本の真ん中の、岐阜県
（ぎふけん）の中の、西濃地方（せいの
うちほう）の南西（なんせい）にあり
ます。

垂井町の概要

垂井町公式ホームページ

http://www.town.tarui.lg.jp/

位置… 136°31’48”
35°22’02”
30.6m 

東経
北緯
海抜

57.09㎢

暮らしの便利帳垂井町6

垂
井
町
ガ
イ
ド

２１０１垂井町(SG13) .indd   2020/12/09   15:39:



岐阜県
垂井町

面積…

1世帯当たり人口

2.59人

1.72人
転入1日当たり

2.02人
転出1日当たり

0.44人
出生1日当たり

0.82人
死亡1日当たり

18.6ｔ
1.9ｔ

ごみ処理量1日平均

もえるごみ

もえないごみ

246,379円
町の借金1人当たり

（資料：地方財政状況調査）

135,352円
町税1人当たり

342,853円

平成31年度
一般会計当初予算
1人当たり

1.64台
乗用車1世帯当たり

26,931 人人口…

13,641人女性

13,290人男性

10,606 世帯世帯数…
（2020年12月1日現在）

人口・世帯位置・面積 町の木・花

絵でみる町民のくらし

町章

町の花「つばき」町の木「けやき」

　私たちは、伊吹おろしの風雪にたえてきた垂井
町の町民です。
　私たちは、みんなで力をあわせ、いきいきとし
たよい町づくりにねがいをこめて、この町民憲章
を定めます。

垂井町民憲章

●緑と花と太陽のある明るいまちを
　つくりましょう。

●きまりを守り、老いも若きも手をとりあって、
　幸せの輪をひろげましょう。

●からだをきたえ、仕事にはげみ、
　くらしに生きがいをみつけましょう。

●香り高い文化にしたしみ、
　こころ豊かな教養を身につけましょう。

●青少年に希望と誇りをもたせ、
　伸びゆくまちをめざしましょう。

　垂井町は、日本の真ん中の、岐阜県
（ぎふけん）の中の、西濃地方（せいの
うちほう）の南西（なんせい）にあり
ます。

垂井町の概要

垂井町公式ホームページ

http://www.town.tarui.lg.jp/

位置… 136°31’48”
35°22’02”
30.6m 

東経
北緯
海抜

57.09㎢

Tarui town guide book 7

垂
井
町
ガ
イ
ド

２１０１垂井町(SG13) .indd   7 2020/12/10   15:5 : 0



会議室
けやき

会議室
つばき

吹抜
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ラウンジ

展
望
テ
ラ
ス

議会事務局 正副
議長室 議員控室

議場

待合

生涯学習課 学校教育課 企画調整課 総務課

会議室 吹抜

大会議室
（災害対策室）

食堂町長室応接室副町長室教育長室

倉庫

協議会室

機械室等

相談室

傍聴席

委員会室

会計課

▶正面玄関

健康福祉課 子育て推進課 税務課

住民課

産業課 建設課 上下水道課

諸証明書発行
窓口案内

待合

北出入口
▼

子育て
コーナー

コミュニティ
コーナー

情報
発信
コーナー

待合

垂井ホール出入口▶

垂井ホール

垂井テラス

◀垂井ホール出入口

書庫等

宿直室

夜間・休日出入口
▼

ミーティング
ルーム

コミュニティ
ルーム

会議室

相談
室

相談
室

2F1F

庁舎案内
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平日の執務時間外、土・日曜日および祝日
は、宿日直職員の対応となります。
戸籍関係については受領のみとなります
ので、提出書類の内容に不備がある場合、
また、関連する戸籍以外の届け
が必要な場合は、平日の開庁時
間内に、再度、来庁していただく
必要があります。

平日 8:30～18:15です。
役場の開庁時間

上記の時間以外の取り扱い事務

●戸籍届出の受領
（出生・死亡・婚姻などの届出）

庁内等電話番号役場情報

総務課 22-1151
企画調整課 22-1152
税務課
住民税係 22-7500
資産税係 22-7501
収納対策室 22-7502
健康福祉課
社会福祉係 22-7503
高齢福祉係 22-7504
地域包括 22-7505
子育て推進課
子育て政策係 22-7506
子育て支援係 22-7507
住民課
戸籍係 22-7508
保険年金係 22-7509
環境衛生係 22-7510
建設課
管理係 22-7511
工務係 22-7512
都市計画係 22-7513
産業課
農林係 22-7514
商工観光係 22-7515
企業誘致係・農業委員会 22-7516
上下水道課
庶務係 22-7517
上水道係・下水道係 22-7518
会計課 22-7519
学校教育課 22-1153
生涯学習課 22-1154
議会事務局 22-1155
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平日の執務時間外、土・日曜日および祝日
は、宿日直職員の対応となります。
戸籍関係については受領のみとなります
ので、提出書類の内容に不備がある場合、
また、関連する戸籍以外の届け
が必要な場合は、平日の開庁時
間内に、再度、来庁していただく
必要があります。

平日 8:30～18:15です。
役場の開庁時間

上記の時間以外の取り扱い事務

●戸籍届出の受領
（出生・死亡・婚姻などの届出）

庁内等電話番号役場情報 町内各施設
垂井こども園 22-0217
垂井東こども園 22-4150
宮代こども園 22-0693
表佐こども園 23-1298
府中こども園 22-0149
岩手こども園 22-0417
ハチスチルドレンズセンター 22-0612
子育て支援センターつくしんぼ 22-0076
子育て支援センターさくらんぼ 23-4484
一時的保育室 22-5711
ことばの教室 23-5330
いずみの園 22-1953
老人福祉センター 23-2117
保健センター 22-1021
社会福祉協議会 23-3335
デイサービスセンター 22-2767
シルバー人材センター 23-1585
クリーンセンター 22-3789
エコドーム 22-1853
斎場 23-1405
朝倉運動公園管理事務所 23-2333
勤労青少年ホーム 22-0139
文化会館 23-1010
給食センター 22-1465
タルイピアセンター 23-3746
垂井小学校 22-1008
東小学校 23-2780
宮代小学校 22-1012
表佐小学校 22-1025
府中小学校 22-1018
合原小学校 22-1014

町内各施設
岩手小学校 22-1003
不破中学校 22-1020
北中学校 22-1004
留守家庭児童教室（垂井小） 22-6701
留守家庭児童教室（東小） 22-1873
留守家庭児童教室（府中小） 22-6702
留守家庭児童教室（宮代小） 23-2341
留守家庭児童教室（表佐小） 22-2998
中央公民館・
垂井町まちづくりセンター 22-1019

垂井地区まちづくりセンター 23-1409
宮代地区まちづくりセンター 22-1010
表佐地区まちづくりセンター 22-1011
府中地区まちづくりセンター 23-2002
栗原地区まちづくりセンター 23-0931
東地区まちづくりセンター 23-0028
岩手地区まちづくりセンター 22-1007
浄化センター 22-7025
消防本部 23-2030
土地改良区 22-1337
火災情報テレフォンサービス 24-1090

防災行政無線テレフォンサービス 0800-
200-1387

役場 FAX 22-5180

令和3年4月1日現在
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南宮山ハイキングコース
　南宮大社裏の東蛇溜池から、関ヶ原合
戦において毛利秀元の陣地となった展望
台まで登り、西 蛇 溜 池に下りる、延 長
3.8kmのコースです。
　コースでは、町の花「ツバキ」をはじめ、
四季折々の自然や、「一ツ松の旧跡」、「高
山神社」等名所、旧跡を満喫できます。

竹中氏陣屋跡
　豊臣秀吉の名軍師、竹中半兵衛の子、重門が建て
た竹中家陣屋跡には、白壁の正門、がっしりとした石
垣が残っており、一族の隆盛を物語っています。

垂井の泉
　岐阜県の名水50選に選ばれた由緒ある泉です。
　湧き出る泉は古くから和歌に詠まれ、「垂井」の地名はここ
から生まれたと言われています。

垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

垂井町岩手619-2所在地
垂井町観光協会 ☎23-2020問合せ

中山道 垂井宿
　中山道の宿駅であると同時に、美濃路の起点
でもあり交通の要衝でした。沿道沿いでは、今で
も当時の垂井宿をしのぶことができます。

垂井町観光協会 ☎23-2020問合せ

朝倉山 真禅院
　行基が創建し、南宮神社（今の南宮
大社）の元神宮寺である、天台宗の古
刹です。境内には、国指定重要文化財の
本地堂や三重塔、梵鐘、北条政子の寄
進と伝わる鉄塔があります。

垂井町宮代2006所在地
真禅院　☎22-2212問合せ

美濃国一宮 南宮大社
　金山彦命を主祭神に、旧国幣大社で美濃国一宮として、また全
国の鉱山、金属業の総本宮として今も深い崇敬を集めています。
　年間を通じ、大小50余の祭典が行われ、5月5日の例大祭、11
月8日の金山祭（ふいご祭り）などの神事があります。

垂井町宮代1734-1所在地
南宮大社　☎22-1225問合せ

展望台まで標高
４０４ｍ

山頂まで標高４
０２ｍ

菩提山ハイキングコース
　戦国時代の智将として知られる、
竹中半兵衛重治公の居城跡である
山頂まで登る全４コースです。
　山城跡は、南北約260m、東西最
大60mと広大なひろさでした。山頂
からの眺望は必見です。
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南宮山ハイキングコース
　南宮大社裏の東蛇溜池から、関ヶ原合
戦において毛利秀元の陣地となった展望
台まで登り、西 蛇 溜 池に下りる、延 長
3.8kmのコースです。
　コースでは、町の花「ツバキ」をはじめ、
四季折々の自然や、「一ツ松の旧跡」、「高
山神社」等名所、旧跡を満喫できます。

竹中氏陣屋跡
　豊臣秀吉の名軍師、竹中半兵衛の子、重門が建て
た竹中家陣屋跡には、白壁の正門、がっしりとした石
垣が残っており、一族の隆盛を物語っています。

垂井の泉
　岐阜県の名水50選に選ばれた由緒ある泉です。
　湧き出る泉は古くから和歌に詠まれ、「垂井」の地名はここ
から生まれたと言われています。

垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

垂井町岩手619-2所在地
垂井町観光協会 ☎23-2020問合せ

中山道 垂井宿
　中山道の宿駅であると同時に、美濃路の起点
でもあり交通の要衝でした。沿道沿いでは、今で
も当時の垂井宿をしのぶことができます。

垂井町観光協会 ☎23-2020問合せ

朝倉山 真禅院
　行基が創建し、南宮神社（今の南宮
大社）の元神宮寺である、天台宗の古
刹です。境内には、国指定重要文化財の
本地堂や三重塔、梵鐘、北条政子の寄
進と伝わる鉄塔があります。

垂井町宮代2006所在地
真禅院　☎22-2212問合せ

美濃国一宮 南宮大社
　金山彦命を主祭神に、旧国幣大社で美濃国一宮として、また全
国の鉱山、金属業の総本宮として今も深い崇敬を集めています。
　年間を通じ、大小50余の祭典が行われ、5月5日の例大祭、11
月8日の金山祭（ふいご祭り）などの神事があります。

垂井町宮代1734-1所在地
南宮大社　☎22-1225問合せ

展望台まで標高
４０４ｍ

山頂まで標高４
０２ｍ

菩提山ハイキングコース
　戦国時代の智将として知られる、
竹中半兵衛重治公の居城跡である
山頂まで登る全４コースです。
　山城跡は、南北約260m、東西最
大60mと広大なひろさでした。山頂
からの眺望は必見です。
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相川こいのぼり一斉遊泳
　3月下旬から5月上旬にかけて、町内外から
寄附された約350匹のこいのぼりが泳ぎ、桜
並木に色を添え、水辺公園一帯が華やぎます。
　満開の桜と、こいのぼり、冠雪の伊吹山が一
緒に見ることができるこの景色は、垂井の春の
風物詩です。

相川水辺公園一帯所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

伊吹祭
　毎年4月第2日曜に行われる伊富岐神社のお祭り。
　天明7年（1787）がはじまりとされ、五穀豊穣と安全
を祈願して、11種類の舞が奉納されます。

伊富岐神社 境内所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

御田植神事
　毎年5月4日に南宮大社で行われる、農作物の豊穣を願う
祭りです。苗に見立てた松葉をはやし方の田植歌に合わせ、
3歳から5歳の早乙女が松苗の植え付けをします。

垂井町宮代1734-1所在地
南宮大社　☎22-1225問合せ

大石の立火
　江戸時代に神への奉納として始ま
り、秘伝として代々伝わってきました。
一時中止されていましたが、平成26年
に復活。「立火」は5m～6mも火花が吹
き上がる見事なものです。毎年10月中
旬に開催されます。

大石 秋葉神社所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

中山道垂井宿まつり
　かつての宿場のにぎわいを再
現しようと、中山道垂井宿一帯
で開催されます。毎年9月に開催
され、姫君下向行列などが行わ
れます。

中山道垂井宿一帯所在地
垂井町商工会
☎22-0390

問合せ

表佐太鼓踊り
　毎年10月第1日曜日に行われます。
　江戸時代初期、水神さんに雨乞いし願いが叶った
お礼に太鼓や鉦鼓で感謝したのが起こりです。60㎏
もの大太鼓を腹に付け、音頭にあわせて踊る姿は勇
壮で見応えがあります。

表佐こども園 園庭所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

南宮大社例大祭
　毎年5月5日に行われる南宮大社の重要な祭典です。
南宮大社から御旅神社まで約2㎞を神輿3基が通い、
神幸式、蛇山神事、還幸舞などが奉納されます。

垂井町宮代1734-1所在地
南宮大社　☎22-1225問合せ

中山道垂井宿一帯所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

国の
重要無形民俗
文化財

　毎年5月2日から4日に行われる八重垣神社のお祭り。安永年
間（1772～1780）に始まったとされ、絢爛豪華な3輌の曳　と
小学生男児による子供歌舞伎が多くの観光客を集めます。
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相川こいのぼり一斉遊泳
　3月下旬から5月上旬にかけて、町内外から
寄附された約350匹のこいのぼりが泳ぎ、桜
並木に色を添え、水辺公園一帯が華やぎます。
　満開の桜と、こいのぼり、冠雪の伊吹山が一
緒に見ることができるこの景色は、垂井の春の
風物詩です。

相川水辺公園一帯所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

伊吹祭
　毎年4月第2日曜に行われる伊富岐神社のお祭り。
　天明7年（1787）がはじまりとされ、五穀豊穣と安全
を祈願して、11種類の舞が奉納されます。

伊富岐神社 境内所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

御田植神事
　毎年5月4日に南宮大社で行われる、農作物の豊穣を願う
祭りです。苗に見立てた松葉をはやし方の田植歌に合わせ、
3歳から5歳の早乙女が松苗の植え付けをします。

垂井町宮代1734-1所在地
南宮大社　☎22-1225問合せ

大石の立火
　江戸時代に神への奉納として始ま
り、秘伝として代々伝わってきました。
一時中止されていましたが、平成26年
に復活。「立火」は5m～6mも火花が吹
き上がる見事なものです。毎年10月中
旬に開催されます。

大石 秋葉神社所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

中山道垂井宿まつり
　かつての宿場のにぎわいを再
現しようと、中山道垂井宿一帯
で開催されます。毎年9月に開催
され、姫君下向行列などが行わ
れます。

中山道垂井宿一帯所在地
垂井町商工会
☎22-0390

問合せ

表佐太鼓踊り
　毎年10月第1日曜日に行われます。
　江戸時代初期、水神さんに雨乞いし願いが叶った
お礼に太鼓や鉦鼓で感謝したのが起こりです。60㎏
もの大太鼓を腹に付け、音頭にあわせて踊る姿は勇
壮で見応えがあります。

表佐こども園 園庭所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

南宮大社例大祭
　毎年5月5日に行われる南宮大社の重要な祭典です。
南宮大社から御旅神社まで約2㎞を神輿3基が通い、
神幸式、蛇山神事、還幸舞などが奉納されます。

垂井町宮代1734-1所在地
南宮大社　☎22-1225問合せ

中山道垂井宿一帯所在地
垂井町観光協会　☎23-2020問合せ

国の
重要無形民俗
文化財

　毎年5月2日から4日に行われる八重垣神社のお祭り。安永年
間（1772～1780）に始まったとされ、絢爛豪華な3輌の曳　と
小学生男児による子供歌舞伎が多くの観光客を集めます。
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　垂井町で生産・製造された産品を「垂井特産品認証
委員会」が認証基準に沿って審査し、基準が満たされ
た特産品は、「安心・安全・高品質な垂井育ち」の証と
して垂井ブランドに認証されます。
　認証された特産品は「垂井ブランド認証マーク」を
表示することができ、認証書が交付されるほか、町、観
光協会などが行う物産展などの販売促進事業への参
加権が与えられます。

竹中半兵衛もち
　人参とゴマが入った珍しい商品です。
竹中半兵衛重治公の秘伝書の「合戦時の
兵食として人参とゴマを混ぜて固めて持
ち歩いた」ことに習い、この大福を作りま
した。
　半兵衛好きの方には、ぜひ召し上がっ
ていただきたい商品です。

とらやん事業所
不破郡垂井町栗原781番地所在地
☎0584-22-0609問合せ

ふわっと畳
　薄くて・軽くて・柔らかく・滑りにくい畳
です。用途としては、リビングの置き畳、来
客用の敷き畳として、赤ちゃんやお年寄り
にやさしい畳です。ヨガマット・座禅用、国
内外のお茶席に使われており、外国への
お土産にもお買い求めいただいています。

有限会社　たかぎ事業所
垂井町綾戸496番地の1所在地
☎0584-22-3339問合せ

南宮の森
　和の伝統を受け継ぐ香り高いほうじ茶
と優しい甘みの栗をふんだんに使った生
地に、洋の技法が華やかなチョコレート
と、自然の甘みの蜂蜜を練り込み、風味良
くやわらかな日本人の為のカンパーニュ
を焼きました。

グルマンマルセ株式会社事業所
垂井町宮代441番地所在地
☎0584-22-0606問合せ

垂井ジネンジョ
　垂井の山間の畑で育てられたジネン
ジョで、強い粘り気があり、栄養価も非常
に高く胃の消化を助け、栄養の吸収効率
を高めます。弱った体にも優しく、お年寄
りから小さなお子さんにも安心して食べ
て頂ける安全な健康食品です。

垂井町ジネンジョクラブ事業所
垂井町1955番地の15所在地
☎0584-22-4836問合せ

和みの竹華炭　竹炭入りきんちゃく
　垂井町栗原にある特殊窯で炭にした
孟宗竹をチップにして「竹中半兵衛」のロ
ゴと家紋が入った巾着に入れています。
空気清浄と消臭効果が期待できます。

和みの竹華炭アートデザイン工房事業所
垂井町栗原1411番地所在地
☎090-4258-8775問合せ

たるいのためにゃんさぶれ

とは

　垂井町ゆかりの武将でもあり、関ケ原合戦で
も活躍した「平塚為広」をモデルとしたゆるきゃ
ら、「たるいのためにゃん」をパッケージに、垂井
の卵、不帰茶、南濃みかんを使ったサブレです。
味はみかんとお茶の２種類が楽しめます。

有限会社　みどりや事業所
不破郡垂井町1794番地の10所在地
☎0584-22-0210問合せ

こうちゃん家の地産玄米粉入り食パン
　垂井町産の低農薬玄米を使用した美と健康
の食パンです。
　お米が入っており腹持ちが非常に良く、卵、乳
製品は使用していないためアレルギーを気にす
るかたにも非常にやさしい商品です。

ブレッドガーデンナカタケ事業所
不破郡垂井町綾戸397番地の3所在地
0584-51-2968問合せ

味楽菓子工房メルシイ事業所
不破郡垂井町1808番地の11所在地
☎0584-22-4256問合せ

　JR垂井駅北口の通りにある洋菓子屋さんに
て製造されており、地元の皆さんに長く愛され
ている商品です。
　ふわふわのブッセ生地の中には、フレッシュバ
ターのクリームとツブツブのチーズがたくさん
入っています。しっとりしていて甘すぎないので、
いくらでも食べられる商品です。

味楽菓子工房メルシイ事業所
不破郡垂井町1808番地の11所在地
☎0584-22-4256問合せ

長浜屋手づくりたるい味噌
　中山道垂井宿の旧旅籠「長浜屋」で作ってい
ます。
　垂井町府中産の大豆で作った麹がたっぷり
入った味噌です。
　府中産の大豆は、脂分が少なく、豆腐や味噌
の材料に適しており、京都の料亭でも使用され
ている大豆です。

垂井宿の歴史と文化を守る会事業所
不破郡垂井町1180番地所在地
☎0584-22-2718問合せ

伊吹百草蜜 　垂井町の山々にてミツバチを飼育し、花が盛
んに咲く４月～７月にはちみつを採っています。
月ごとに咲いている花が違うため、はちみつの
風味も違ってきます。それは、花の香りが豊かに
残っている証でもあり、巣からとり出した、その
ままのはちみつであることを物語っています。
　店舗では試食しながら風味の違いを確認し、
好みのはちみつを選ぶことが出来ます。

有限会社　春日養蜂場事業所
不破郡垂井町2154番地の1所在地
☎0584-22-0722問合せ

0584-22-7515（産業課商工観光係）問合せ

ＦＵＷＡカトラリー
　不破郡の歴史と自然をモチーフにした
製品です。その縁起の良さから、結婚式や
勝負事への贈り物として最適です。

テルティア合同会社事業所
垂井町地蔵2丁目47番地所在地
☎080-4613-5569問合せ

垂井玉ねぎメンチカツ
　垂井産の玉ねぎを使用したメンチカツ
です。玉ねぎの食感を残した食べ応えの
ある、ジューシーなメンチカツです。

大衆居酒屋食堂どん事業所
垂井町東神田1丁目52番地所在地
☎0584-22-6455問合せ

岐阜県産 緑茶フレーバーティ
　垂井町特産の不帰茶と各種ハーブを
掛け合わせた緑茶フレーバーティです。
緑茶の飲みやすさに華やかさをプラスし
た、新たなお茶の味わいを楽しんで頂け
ます。便利なティーバッグ型で手軽に飲
むことができます。

株式会社　白井製茶事業所
垂井町府中2438番地所在地
☎0584-22-0720問合せ

チーズブッセたるい 垂井トップブランド2021認証品

焼きプリン
　甘味をおさえ保存料などの添加物を使用して
おらず、小さなお子さまからお年寄りまでの多く
の方に安心して召し上がっていただけます。
　また、卵には、垂井町内の養鶏場にて生産さ
れた平飼い有精卵を使用しています。材料にこ
だわる店主の想いがたっぷり詰まった商品です。

垂井のイチオシ

　色違いの正方形を交互に並べた形状。
「石畳（いしだたみ）」とも呼ばれていた。
　江戸時代の歌舞伎役者、佐野川市松が
舞台衣装に好んで用いていたことから、こ
の名称がついた。
　最近では、東京五輪・パラリンピックの
エンブレムデザインのベースになった。
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　垂井町で生産・製造された産品を「垂井特産品認証
委員会」が認証基準に沿って審査し、基準が満たされ
た特産品は、「安心・安全・高品質な垂井育ち」の証と
して垂井ブランドに認証されます。
　認証された特産品は「垂井ブランド認証マーク」を
表示することができ、認証書が交付されるほか、町、観
光協会などが行う物産展などの販売促進事業への参
加権が与えられます。

竹中半兵衛もち
　人参とゴマが入った珍しい商品です。
竹中半兵衛重治公の秘伝書の「合戦時の
兵食として人参とゴマを混ぜて固めて持
ち歩いた」ことに習い、この大福を作りま
した。
　半兵衛好きの方には、ぜひ召し上がっ
ていただきたい商品です。

とらやん事業所
不破郡垂井町栗原781番地所在地
☎0584-22-0609問合せ

ふわっと畳
　薄くて・軽くて・柔らかく・滑りにくい畳
です。用途としては、リビングの置き畳、来
客用の敷き畳として、赤ちゃんやお年寄り
にやさしい畳です。ヨガマット・座禅用、国
内外のお茶席に使われており、外国への
お土産にもお買い求めいただいています。

有限会社　たかぎ事業所
垂井町綾戸496番地の1所在地
☎0584-22-3339問合せ

南宮の森
　和の伝統を受け継ぐ香り高いほうじ茶
と優しい甘みの栗をふんだんに使った生
地に、洋の技法が華やかなチョコレート
と、自然の甘みの蜂蜜を練り込み、風味良
くやわらかな日本人の為のカンパーニュ
を焼きました。

グルマンマルセ株式会社事業所
垂井町宮代441番地所在地
☎0584-22-0606問合せ

垂井ジネンジョ
　垂井の山間の畑で育てられたジネン
ジョで、強い粘り気があり、栄養価も非常
に高く胃の消化を助け、栄養の吸収効率
を高めます。弱った体にも優しく、お年寄
りから小さなお子さんにも安心して食べ
て頂ける安全な健康食品です。

垂井町ジネンジョクラブ事業所
垂井町1955番地の15所在地
☎0584-22-4836問合せ

和みの竹華炭　竹炭入りきんちゃく
　垂井町栗原にある特殊窯で炭にした
孟宗竹をチップにして「竹中半兵衛」のロ
ゴと家紋が入った巾着に入れています。
空気清浄と消臭効果が期待できます。

和みの竹華炭アートデザイン工房事業所
垂井町栗原1411番地所在地
☎090-4258-8775問合せ

たるいのためにゃんさぶれ

とは

　垂井町ゆかりの武将でもあり、関ケ原合戦で
も活躍した「平塚為広」をモデルとしたゆるきゃ
ら、「たるいのためにゃん」をパッケージに、垂井
の卵、不帰茶、南濃みかんを使ったサブレです。
味はみかんとお茶の２種類が楽しめます。

有限会社　みどりや事業所
不破郡垂井町1794番地の10所在地
☎0584-22-0210問合せ

こうちゃん家の地産玄米粉入り食パン
　垂井町産の低農薬玄米を使用した美と健康
の食パンです。
　お米が入っており腹持ちが非常に良く、卵、乳
製品は使用していないためアレルギーを気にす
るかたにも非常にやさしい商品です。

ブレッドガーデンナカタケ事業所
不破郡垂井町綾戸397番地の3所在地
0584-51-2968問合せ

味楽菓子工房メルシイ事業所
不破郡垂井町1808番地の11所在地
☎0584-22-4256問合せ

　JR垂井駅北口の通りにある洋菓子屋さんに
て製造されており、地元の皆さんに長く愛され
ている商品です。
　ふわふわのブッセ生地の中には、フレッシュバ
ターのクリームとツブツブのチーズがたくさん
入っています。しっとりしていて甘すぎないので、
いくらでも食べられる商品です。

味楽菓子工房メルシイ事業所
不破郡垂井町1808番地の11所在地
☎0584-22-4256問合せ

長浜屋手づくりたるい味噌
　中山道垂井宿の旧旅籠「長浜屋」で作ってい
ます。
　垂井町府中産の大豆で作った麹がたっぷり
入った味噌です。
　府中産の大豆は、脂分が少なく、豆腐や味噌
の材料に適しており、京都の料亭でも使用され
ている大豆です。

垂井宿の歴史と文化を守る会事業所
不破郡垂井町1180番地所在地
☎0584-22-2718問合せ

伊吹百草蜜 　垂井町の山々にてミツバチを飼育し、花が盛
んに咲く４月～７月にはちみつを採っています。
月ごとに咲いている花が違うため、はちみつの
風味も違ってきます。それは、花の香りが豊かに
残っている証でもあり、巣からとり出した、その
ままのはちみつであることを物語っています。
　店舗では試食しながら風味の違いを確認し、
好みのはちみつを選ぶことが出来ます。

有限会社　春日養蜂場事業所
不破郡垂井町2154番地の1所在地
☎0584-22-0722問合せ

0584-22-7515（産業課商工観光係）問合せ

ＦＵＷＡカトラリー
　不破郡の歴史と自然をモチーフにした
製品です。その縁起の良さから、結婚式や
勝負事への贈り物として最適です。

テルティア合同会社事業所
垂井町地蔵2丁目47番地所在地
☎080-4613-5569問合せ

垂井玉ねぎメンチカツ
　垂井産の玉ねぎを使用したメンチカツ
です。玉ねぎの食感を残した食べ応えの
ある、ジューシーなメンチカツです。

大衆居酒屋食堂どん事業所
垂井町東神田1丁目52番地所在地
☎0584-22-6455問合せ

岐阜県産 緑茶フレーバーティ
　垂井町特産の不帰茶と各種ハーブを
掛け合わせた緑茶フレーバーティです。
緑茶の飲みやすさに華やかさをプラスし
た、新たなお茶の味わいを楽しんで頂け
ます。便利なティーバッグ型で手軽に飲
むことができます。

株式会社　白井製茶事業所
垂井町府中2438番地所在地
☎0584-22-0720問合せ

チーズブッセたるい 垂井トップブランド2021認証品

焼きプリン
　甘味をおさえ保存料などの添加物を使用して
おらず、小さなお子さまからお年寄りまでの多く
の方に安心して召し上がっていただけます。
　また、卵には、垂井町内の養鶏場にて生産さ
れた平飼い有精卵を使用しています。材料にこ
だわる店主の想いがたっぷり詰まった商品です。

垂井のイチオシ

　色違いの正方形を交互に並べた形状。
「石畳（いしだたみ）」とも呼ばれていた。
　江戸時代の歌舞伎役者、佐野川市松が
舞台衣装に好んで用いていたことから、こ
の名称がついた。
　最近では、東京五輪・パラリンピックの
エンブレムデザインのベースになった。
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国指定
重要文化財
建造物

岐阜県
指定有形民俗
文化財

岐阜県
指定史跡

垂井の泉

美濃国府跡

南宮神社 附 造営文書
　南宮大社は金山彦命を祀り、古来から美濃
国の一宮として崇敬を集めてきた神社です。
　社殿は、関ヶ原合戦により焼失したため、寛
永19年（1642）に将軍徳川家光の発願により
再建されました。当時の建物として本殿をはじ
め15棟の建物が現存し、石造の橋と鳥居を併
せて国の文化財として指定を受けています。
　このほかにも、南宮大社には刀剣などの工芸
品や5月に行われる例大祭での神事など多数の
優れた文化財があります。 真禅院

　真禅院は江戸時代まで南宮大社内にあったお寺ですが、明治初
年の神仏分離により現在地へ移築されました。
　境内にある三重塔と本地堂は南宮大社の建物と同時期に徳川家
光により再建されたもので、国の文化財として指定を受けています。
　境内にある梵鐘は美濃国最古のものといわれ、鐘楼のほか、仏像
など多数の優れた文化財があります。

垂井一里塚
　江戸時代には主要街道に一里ごとに塚が築かれ、
旅程の目安や旅人の休憩の場所となっていました。明
治以降、道路の拡幅の妨げとなり、一里塚は急速に姿
を消しますが、垂井一里塚は南塚が完全な姿で残っ
ており、文化財として国の指定を受けています。
　また、関ヶ原合戦では、垂井一里塚の場所に東軍の
浅野幸長が陣を置いたとされます。

　古代において、地方を統治する拠点として国ごとに
置かれた拠点が国府です。美濃国では垂井町府中に
存在し、平成3年からの発掘調査により、御旅神社周
辺に中心となる施設の政庁や東方官衙地区、朱雀路
などが見つかりました。国府の中心部分が判明してい
る国府跡はまだ全国的にも少なく、貴重な文化財と
なっています。

　垂井の泉は垂井町の名前の起源になったといわれ
る泉です。11世紀に美濃国府に赴任した藤原隆経が

「昔見し　たる井の水はかはらねど　うつれる影ぞ　
年をへにける」と詠んだ和歌が伝わっています。

国指定
重要文化財
建造物

国指定
史跡

国指定
史跡

　垂井祭の曳　は、鳳凰山・紫雲閣・攀鱗閣の
3両があり、毎年5月に行われる祭りで垂井地
内を曳き廻します。この祭りは、南北朝の争乱で
垂井へ逃れてきた後光厳天皇をお慰めするた
め花車を曳き廻したのが起源といわれます。そ
れぞれの曳　には舞台が備えられており、祭り
当日は舞台上で小学生の子どもによる歌舞伎
が演じられます。

垂井町の文化財一覧
はこちらから
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国指定
重要文化財
建造物

岐阜県
指定有形民俗
文化財

岐阜県
指定史跡

垂井の泉

美濃国府跡

南宮神社 附 造営文書
　南宮大社は金山彦命を祀り、古来から美濃
国の一宮として崇敬を集めてきた神社です。
　社殿は、関ヶ原合戦により焼失したため、寛
永19年（1642）に将軍徳川家光の発願により
再建されました。当時の建物として本殿をはじ
め15棟の建物が現存し、石造の橋と鳥居を併
せて国の文化財として指定を受けています。
　このほかにも、南宮大社には刀剣などの工芸
品や5月に行われる例大祭での神事など多数の
優れた文化財があります。 真禅院

　真禅院は江戸時代まで南宮大社内にあったお寺ですが、明治初
年の神仏分離により現在地へ移築されました。
　境内にある三重塔と本地堂は南宮大社の建物と同時期に徳川家
光により再建されたもので、国の文化財として指定を受けています。
　境内にある梵鐘は美濃国最古のものといわれ、鐘楼のほか、仏像
など多数の優れた文化財があります。

垂井一里塚
　江戸時代には主要街道に一里ごとに塚が築かれ、
旅程の目安や旅人の休憩の場所となっていました。明
治以降、道路の拡幅の妨げとなり、一里塚は急速に姿
を消しますが、垂井一里塚は南塚が完全な姿で残っ
ており、文化財として国の指定を受けています。
　また、関ヶ原合戦では、垂井一里塚の場所に東軍の
浅野幸長が陣を置いたとされます。

　古代において、地方を統治する拠点として国ごとに
置かれた拠点が国府です。美濃国では垂井町府中に
存在し、平成3年からの発掘調査により、御旅神社周
辺に中心となる施設の政庁や東方官衙地区、朱雀路
などが見つかりました。国府の中心部分が判明してい
る国府跡はまだ全国的にも少なく、貴重な文化財と
なっています。

　垂井の泉は垂井町の名前の起源になったといわれ
る泉です。11世紀に美濃国府に赴任した藤原隆経が

「昔見し　たる井の水はかはらねど　うつれる影ぞ　
年をへにける」と詠んだ和歌が伝わっています。

国指定
重要文化財
建造物

国指定
史跡

国指定
史跡

　垂井祭の曳　は、鳳凰山・紫雲閣・攀鱗閣の
3両があり、毎年5月に行われる祭りで垂井地
内を曳き廻します。この祭りは、南北朝の争乱で
垂井へ逃れてきた後光厳天皇をお慰めするた
め花車を曳き廻したのが起源といわれます。そ
れぞれの曳　には舞台が備えられており、祭り
当日は舞台上で小学生の子どもによる歌舞伎
が演じられます。

垂井町の文化財一覧
はこちらから
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　円の円周を4分の1ずつ重ねてつな
がった模様。「輪ちがい」とも呼ぶ。
　円形は円満を表し、子孫繁栄・縁な
どを連想させ縁起が良いとされる。吉
祥文様のひとつ。
　「七宝」とは仏典の用語で、大変貴
重だった「金・銀・瑠璃・めのう・珊瑚・
水晶・パール」のこと。

　亀の甲羅の形（六角形）に由来する文
様。長寿の象徴と言われる亀を連想させ
る縁起が良い吉祥文様のひとつ。中国を
経て日本に伝わり、平安時代に定着した。
　派生してできた文様に「亀甲花菱」や
「毘沙門亀甲」などがあり、バリエーション
が多い。

　半円を連続して波のように連ねた文
様。古くから吉事に用いられ、吉祥文
様のひとつ。
　雅楽「青海波」の装束に使用された
ことが、名称の由来とされている。

暮らしの便利帳垂井町22
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⑳ コミュニティ防災センター（美濃国府跡）
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40

　麻の葉の形をもとにした文様。正六
角形を規則的に描いた幾何学模様。
　麻はすくすくと丈夫に育つことから、
それにあやかり赤ちゃんや子どもの産
着に用いられる風習があった。

　三角形を交互に組み合わせた文
様。古くから世界各地で見られてお
り、邪気払いとして使用されてきた。
　蛇の鱗や魚の鱗など諸説ある。身
を守る「魔除け」「厄除け」として、武
士の装束に用いられたり、厄年の人
が身につける風習があったりした。

　二方向の平行線が交差してできる
「菱形」を基本とした連続文様。
　「花菱」や「入子菱」、「割菱」などの
バリエーションが豊富にある。幾何学
文様なため、季節に関係なく着物や
和柄デザインに用いられる。

暮らしの便利帳垂井町24
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組織表
課名 係名 電話番号　市外局番（0584） 主な業務内容

総務課

庶務係

22-1151

例規、情報公開、個人情報保護　など
人事係 職員の人事・給与・研修・福利厚生　など
財政係 財政計画、財政調整　など
管財係 公有財産、庁舎管理、入札　など
電算係 電算管理、情報化推進　など

選挙管理委員会 選挙
固定資産評価審査委員会 固定資産の審査の申し出

企画調整課
企画係

22-1152
重要施策の企画・総合調整、総合計画　など

生活安全係 災害対策、消防防災、巡回バス　など
地域振興係 広報、自治会、地縁団体、タウンプロモーション　など

税務課
住民税係 22-7500 町民税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料　など
資産税係 22-7501 固定資産税、土地家屋に関する証明　など
収納対策室 22-7502 徴税等の納付相談　など

健康福祉課
社会福祉係 22-7503 福祉医療、障がい福祉、生活保護　など
高齢福祉係 22-7504 高齢者福祉、介護保険、老人クラブ　など
地域包括支援センター 22-7505 高齢者総合相談、介護予防、権利擁護　など

子育て推進課 子育て政策係 22-7506 支援政策、支援事業計画、児童手当、児童虐待相談　など
子育て支援係 22-7507 保育園・こども園・幼稚園・留守家庭児童教室の運営　など

住民課
戸籍係 22-7508 出生届、婚姻届、印鑑登録、パスポート、マイナンバーカード　など
保険年金係 22-7509 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険　など
環境衛生係 22-7510 ごみ・リサイクル、斎場利用、環境保全、公害対策　など

建設課
管理係 22-7511 道路、河川、町営住宅、地籍調査、法定外公共物　など
工務係 22-7512 土木設計、施行、監督、検査、除雪　など
都市計画係 22-7513 都市計画、建築確認、開発行為、都市公園、駅周辺施設　など

産業課
農林係 22-7514 農林畜産業の振興・生産調整、担い手育成　など
商工観光係 22-7515 商業、工業、労働者支援、観光　など
企業誘致係 22-7516 企業誘致

農業委員会事務局 農業委員会事務

上下水道課
庶務係 22-7517 開始届、中止届、名義変更届、水道・下水道料金　など
上水道係 22-7518 水道施設の工事・維持管理、水道の水質管理　など
下水道係 下水道・農業集落排水施設の工事・維持管理　など

会計課 会計係 22-7519 資金運用、収入・支出　など
議会事務局 22-1155 本会議、委員会、全員協議会　など
監査事務局 例月出納審査、定期監査、決算審査、住民監査請求　など
教
育
委
員
会

事
務
局

学校教育課 総務係 22-1153 教育委員会、教育施設管理、学校施設計画　など
学務係 学校教育計画、入学、就学、就学援助　など

生涯学習課 社会教育係 22-1154 社会教育委員、家庭教育、青少年健全育成　など
スポーツ振興係 スポーツ振興計画、スポーツ施設管理　など

組織表
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各種届出・手続き

各種届出・手続き・登録・税金

● 届出期間　引っ越した日から14日以内
● 届出場所　住民課　戸籍係
● 必要なもの
（1）転出証明書（前住所地の市区町村発行のもの）
（2） 転入届をされる人（窓口へこられる人）が本人であるこ

とが確認できる書類  
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（3） 窓口へこられる人が転入される人又は同一世帯員以外
の場合は委任状  
（委任状は転入される人ご本人の直筆による署名又は記
名押印がされているもの）

（4） 個人番号（マイナンバー）カード、住民基本台帳カード
（お持ちの方）

（5） 国民健康保険加入世帯へ転入する場合で、転入される人
が新しく世帯主になる場合は既存世帯員の国民健康保
険証

（6）年金手帳（国民年金に加入されている人）
≪国外からの転入の場合における必要なもの≫
（1）パスポート
（2）戸籍全部事項証明書及び戸籍の附票
※本籍地が垂井町の場合は必要ありません。
（3） 転入届をされる人（窓口へこられる人）の印鑑
（4） 転入届をされる人（窓口へこられる人）が本人であるこ

とを確認できる書類  
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（5） 窓口へこられる人が転入される人又は同一世帯員以外
の場合は委任状  
（委任状は転入される人ご本人の直筆による署名又は記
名押印がされているもの）

（6）個人番号（マイナンバー）カード
（7） 国民健康保険加入世帯へ転入する場合で、転入される人

が新しく世帯主となる場合は、既存世帯員の国民健康保
険証

（8）年金手帳（国民年金加入者のみ）
※ 続柄が「同居人」の人が既存世帯に転入される場合は、既
存世帯員の同意が必要です。窓口へこられる前に垂井町
ホームページのなかの転入届（PDF）をプリントアウトし、
必要事項を記入後、既存世帯員の同意欄に既存世帯員の署
名を受け、届出をしてください。

転入届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 届出期間　引っ越す間近の日
● 届出場所　住民課　戸籍係
● 必要なもの
（1） 転出届をされる人（窓口へこられる人）が本人であるこ

とを確認できる書類  
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（2） 窓口へこられる人が転出される人又は同一世帯員以外
の場合は委任状  
（委任状は転出される人ご本人の直筆による署名又は記
名押印がされているもの）

（3） 転出に伴い、返還または喪失の手続きが必要なため、ご
持参いただくもの  
・印鑑登録証（印鑑登録をされている人）  
・国民健康保険証（国民健康保険に加入されている人）  
・福祉医療費受給資格証（受給されている人）  
・介護保険証（被保険者の人）　　　 など

※ 手続き後、転出証明書をお渡ししますので、新しい住所地
の市区町村で、転入手続きをしてください。（転入手続き
は、転入した日から14日以内に行なってください）
　 手続きに必要なものについては、新しい住所地の市区町
村担当課でご確認ください。
※ 転出証明書は郵送で請求することもできます。

　住民基本台帳カードまたは個人番号（マイナンバー）カー
ドがあれば、郵送または窓口で特例転出届をすることがで
きますので、転出届の際にお持ちください。

転出届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

　前住所地の市区町村で特例転出届をした場合、特例転入
届をすることができます。必要なものは、上記の「転入届」と
同様ですが、転出証明書の持参は必須ではありません。

【特例転入届】

【特例転出届】

暮らしの便利帳垂井町28
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● 届出期間　引っ越した日から14日以内
● 届出場所　住民課　戸籍係
● 必要なもの
（1） 転居届をされる人（窓口へこられる人）が本人であるこ

とを確認できる書類 
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（2） 窓口へこられる人が転居される人又は同一世帯員以外
の場合は委任状 
（委任状は転居される人ご本人の直筆による署名又は記
名押印がされているもの）

（3） 個人番号（マイナンバー）カード、住民基本台帳カード
（お持ちの方）

（4） 国民健康保険証（国民健康保険に加入されている人）
（5） 国民健康保険加入世帯へ転居する場合で、転居される人

が新しく世帯主となられる場合は既存世帯員の国民健
康保険証

※ 続柄が「同居人」の人が既存世帯に転居される場合は、既
存世帯員の同意書が必要です。

転居届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 届出期間 生まれた日から14日以内（生まれた日を含む。）
● 届出場所　 住民課　戸籍係 

※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取扱います。

● 届 出 人　父又は母
● 必要なもの
（1） 出生届　 1通（出生届についている出生証明書に医師な

どの証明を受けたもの）
（2）届出人の印鑑
（3）母子健康手帳
（4）国民健康保険証（父又は母が加入している場合）

出生届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 届出場所　 住民課　戸籍係 
※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取扱います。

● 必要なもの
（1）婚姻届　1通（届出人と証人2人の署名と押印が必要）
（2）夫、妻の戸籍全部事項証明書
※ 本籍地が垂井町にある人で、垂井町に届出をする場合は
必要ありません。

（3） 届出される人が本人であることが確認できる書類 
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（4） 未成年者が婚姻の届出をするときは、父母の同意書
※ 婚姻届の「その他」の欄に同意する旨を記載し署名押印し
ていただいても差し支えありません。

（5） 外国人が婚姻するときは、国籍証明書（パスポートな
ど）、外国人の本国法上定める婚姻要件を満たしている
ことを証明する要件具備証明書とその訳文など、国によ
り異なるため事前にご確認ください。

（6） 個人番号（マイナンバー）カード、住民基本台帳カード（お持ちの方）
（7）国民健康保険証（国民健康保険に加入されている人）
（8）年金手帳（国民年金に加入されている人）
※ 婚姻後同居する場合は、住所変更の手続きも必要となります。

婚姻届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

　なりすましによる第三者からの虚偽の届出や住民票の写
し等の請求を未然に防止し、個人情報の保護を図ることを
目的に申請者の本人確認が法制化され、窓口にお越し頂い
た人の本人確認を行っています。
本人確認の必要な届出や証明請求

〈戸籍の届出〉
　 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理
申出書、不受理申出取下書

〈住民異動届〉
　 転入届、転出届、転居届、世帯主変更届、世帯合併届、世帯分離届
〈証明請求・交付申請〉
　 全部事項証明書（戸籍謄本）、個人事項証明書（戸籍抄本）、除
籍謄本（抄本）、原戸籍謄本（抄本）、届書の写し（戸籍記載事
項証明書）、受理証明書、身分証明書、住民票の写し、住民票
記載事項証明書、戸籍の附票の写し、公的個人認証サービス
による電子証明書、個人番号（マイナンバー）カード交付
本人確認の対象者

　実際に窓口にお越し頂く人（使者及び代理人を含む）
　郵送による請求をされる人は、請求者ご本人
本人が確認できる書類

（1） 1種類以上で確認できる書類（国又は地方公共団体の機関が発
行した免許証、許可証、資格証明書で写真が貼付された書類）
運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
個人番号（マイナンバー）カード、在留カード、特別永住
者証明書、身体障害者手帳など

※ 16歳未満の人の在留カード及び特別永住者証明書は写真が付い
ていないため（2）の2種類以上で確認できる書類となります。

（2） 2種類以上で確認できる書類 
健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、
福祉医療費受給者証など

　（1）・（2）の書類は、有効期限内のものに限ります。
　窓口へは、原本をご持参ください。

戸籍届出・住民異動届・証明書の請求時の本人確認について
問 住民課 戸籍係　☎22-7508
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● 届出場所　 住民課　戸籍係  
※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取扱います。

● 必要なもの〔協議離婚の場合〕
（1）離婚届　1通（届出人と証人2人の署名と押印が必要）
（2） 戸籍全部事項証明書  

※ 本籍地が垂井町にある人が、垂井町で届出をする場合
は必要ありません。

（3） 届出される人が本人であることが確認できる書類。  
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届出・証
明書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧くださ
い。

（4） 個人番号（マイナンバー）カード、住民基本台帳カード
（お持ちの方）

（5）国民健康保険証（国民健康保険に加入されている人）
（6）年金手帳（国民年金に加入されている人）
※ 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届出
（離婚の際に称していた氏を称する届）が必要になります。

離婚届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 届出期間　 届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
（死亡の事実を知った日を含む。）

● 届出場所　 住民課　戸籍係  
※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取扱います。

● 届 出 人　 同居の親族、同居の親族がいなければ同居し
ていない親族、親族がいない場合は、同居者、家
主、地主、家屋管理人、土地管理人・後見人、保佐
人、補助人、任意後見人の順序でいずれかの人

● 必要なもの
（1） 死亡届　1通（死亡届についている死亡診断書に医師の

証明を受けたもの）
（2）届出人の印鑑
（3） 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、そ

の資格を証明する登記事項証明書又は、裁判所の謄本
（4） 垂井町斎場を使用されるときは使用料

死亡届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 届出場所　 住民課　戸籍係  
※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取扱います。

● 届 出 人　筆頭者及び配偶者
● 必要なもの
（1）転籍届　1通（届出人の署名と押印が必要）
（2）戸籍全部事項証明書
※垂井町内の転籍の場合は必要ありません。

転籍届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 届出場所　 住民課　戸籍係  
※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取扱います。

● 届 出 人　養子（養女）及び養親となる人
※養子（養女）が15歳未満の場合は法定代理人
● 必要なもの
（1） 養子縁組届　1通（届出人と証人2人の署名と押印が必要）
（2）養子（養女）　養親の戸籍全部事項証明書
※ 本籍地が垂井町にある人で、垂井町に届出をする場合は
必要ありません。

養子縁組届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

　分籍とは、従前の戸籍から除籍して、届出人を筆頭者とす
る単独の戸籍を新たに作ることです。
　一度分籍すると、もとの戸籍に戻ることはできません。
● 届出場所　 住民課　戸籍係  

※ 土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
及び夜間は宿日直が取り扱います。

● 届 出 人　 分籍しようとする人（成年に達しており、かつ
戸籍の筆頭者・配偶者以外の人）

● 必要なもの
（1）分籍届　1通（届出人の署名と押印が必要）
（2）戸籍全部事項証明書
※垂井町内の分籍の場合は必要ありません。

分籍届 問 住民課 戸籍係　☎22-7508

申請
● 申請方法
（1） 郵便申請…交付申請書に写真を貼り、必要事項を記入し

郵送する。
（2） スマートフォンで申請…交付申請書のQRコードを読み

取り申請用Webサイトにアクセスし、必要事項を入力
後、写真を添付して送信する。

（3） 役場住民課の端末機による申請…※1必要なものを持参
し、担当課にお声かけください。職員が窓口で写真を撮
り申請補助を行います。

（4） パソコンで申請…申請用Webサイトにアクセスし、必
要事項を入力後、写真を添付して送信する。

（5） 証明用写真機で申請（有料）…各証明用写真機の連絡先
でおたずねください。

※ （1）～（4）について、マイナンバー総合フリーダイヤル
（0120-95-0178）もしくは住民課　戸籍係までおたずね
ください。
※ カード申請時に役場の窓口に来庁していただく場合は、
本人限定受取郵便を利用した受取が可能になります。
● 申請に必要なもの※1
（1）印鑑
（2） 写真 1枚　※ 電子申請、役場で申請、証明用写真機から

の申請の場合は必要ありません。
　  正面、無帽、無背景  
タテ4.5㎝×ヨコ3.5㎝の顔写真（パスポート用と同じサイズ）  
6か月以内に撮影したもの

（3） 通知カード及び申請用ID
（4）本人確認書類
交付

● 交付場所　 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行
通知書兼照会書（通知ハガキ）に記載された交
付場所

● 受取りができる人　 本人（本人が15歳未満の時は、法定代
理人が同行してください。）

個人番号（マイナンバー）カードを申請するには
問 住民課 戸籍係　☎22-7508

（3） 養子（養女）が未成年の場合、家庭裁判所の許可の審判が
必要です。

※ ただし、養親又は養親の配偶者の直系卑属を養子とする
場合、許可は不要です。

（4） 届出人が本人であることが確認できる書類  
確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届出・
証明書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧くだ
さい。

（5） 個人番号（マイナンバー）カード、住民基本台帳カード
（お持ちの方）
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印鑑登録

● 申請場所　住民課　戸籍係
● 申請資格　垂井町に住民登録をしている15歳以上の人
● 必要なもの
≪本人が窓口へ登録に来られる場合≫
・登録する印鑑
・ 官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類（運転免許証・パ
スポート・写真付き住民基本台帳カード・個人番号（マイ
ナンバー）カード等）

≪本人が窓口へ来られない場合（代理人による登録申請）≫
・代理人の本人確認書類
・登録する印鑑　・代理人の印鑑
● 登録の確認
　 本人確認書類のない場合及び代理人が印鑑登録を申請さ
れた場合は、申請者本人に確認の文書を郵送しますので、
申請された窓口へ下記のものを持参のうえ、もう一度お
越しいただくと印鑑登録ができます。
・確認文書の回答書（登録者本人が署名、押印したもの）
・登録する印鑑　・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類
● 登録できない印鑑
・同一世帯の人で既に登録されている印鑑
・氏名・氏・名の文字で表していないもの
・スタンプ印（ゴム印）など変形しやすいもの
・印影が不鮮明なもの
・ 印形の大きさが縦横とも8ミリメートル以下のものや25
ミリメートル以上のもの
・その他、登録する印鑑として適当でないもの
・ 外国人の人で、登録している通称名以外の漢字や片仮名
などを使用したもの
印鑑登録証の返還

　登録者本人が垂井町外に転出したとき、又は死亡したと
きは、印鑑の登録証を返還していただく必要があります。
　改印される場合及び印鑑を紛失された場合は、「印鑑登録
廃止申請」が必要です。
　印鑑登録証（カード）を紛失された場合は、「印鑑登録亡失
届」が必要です。

印鑑登録をするには
問 住民課 戸籍係　☎22-7508

● 受取時に必要なもの
（1） 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照

会書（通知ハガキ）
（2） 通知カード（個人番号（マイナンバー）カードと引換えに

回収します。）
（3） 本人確認書類－官公庁発行の顔写真付きの身分証明書  
（運転免許証、パスポート等）  
本人確認書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明書
の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（4）印鑑
（5）住民基本台帳カード（お持ちの方）

● 請求場所　 住民課 戸籍係又は広域行政窓口サービス取扱
窓口  
※詳しくはP32をご覧ください。

● 請求できる人　本人又は本人と同一世帯の人
● 請求するときに必要なもの
（1） 請求される人が本人であることが確認できる書類  

確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（2） 窓口へこられる人が請求できる人以外の場合は委任状  
（委任状は請求される人ご本人の直筆による署名または
名押印がされているもの）

（3）手数料　1通200円
　 ※ 住民票の写しには、「世帯全員のもの（謄本）」と「個人

のもの（抄本）」があります。
　 ※ 世帯分の住民票の場合、1～4名200円、5～8名400

円、9～12名600円です。
　 ※ 平成26年6月20日以前に消除又は改製された住民票

は発行できません。
　 ※ 使用目的（請求事由）等により交付できない場合もあり

ます。
　 ※ 住民票の写しに、世帯主、続柄、本籍、筆頭者などの記

載が必要な場合は、申請書にその旨を記載してくださ
い。

各種証明書

　戸籍の証明書（謄本・抄本）は、次のとおり請求してください。
　（戸籍の全部事項証明書（謄本）は戸籍全部の写し、個人事
項証明書（抄本）は戸籍の一部の写しです）
● 請求するところ
　（本籍地が垂井町の場合）
　住民課 戸籍係又は広域行政窓口サービス取扱窓口
　※詳しくはP32をご覧ください。
　（本籍地が垂井町以外の場合）
　本籍地の市区町村役場
●請求できる人  
（1）戸籍に記載されている人又はその配偶者
（2） 直系親族　例えば親子・孫・祖父母  

※請求される人との関係が確認できる戸籍が必要です。
　 （兄弟姉妹・配偶者の両親等は直系の親族に含まれません）
● 請求するとき必要なもの
（1） 請求される人が本人であることが確認できる書類  

確認できる書類については「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（2） 窓口に来られる人が請求できる人以外の場合は委任状  
委任状は請求される人ご本人の直筆による署名又は記
名押印がされているもの

（3）手数料
・戸籍の全部事項証明書（謄本）・個人事項証明書（抄本）
　1通450円
・除かれた戸籍（除籍）の謄本・抄本
　1通750円
・改製された原戸籍（改製原戸籍）の謄本・抄本
　1通750円

戸籍の証明書（謄本・抄本）の請求
問 住民課 戸籍係　☎22-7508

住民票の写しの請求
問 住民課 戸籍係　☎22-7508
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　身分証明書は、次のとおり請求してください。
● 請求するところ
　（本籍地が垂井町の場合）　住民課 戸籍係
　（本籍地が垂井町以外の場合）　本籍地の市区町村役場
　※ 広域行政窓口サービス取扱窓口（取扱市町内に住所又

は本籍がある方）
● 請求できる人
　本人
　未成年者に対する親権者
● 請求するときに必要なもの
（1） 請求される人が本人であることが確認できる書類  

確認できる書類については「戸籍届出・住民異動届・証明
書の請求時の本人確認について」（P29）をご覧ください。

（2） 窓口にお越しいただく人が請求できる人以外の場合は
委任状  
 委任状は請求される人ご本人の直筆による署名又は記
名押印がされているもの

（3）手数料　1通200円

身分証明書の請求
問 住民課 戸籍係　☎22-7508

●申請場所　 住民課または広域行政窓口サービス取扱窓口  
※詳しくは下記をご覧ください。

●必要なもの
・印鑑登録証（印鑑登録カード）
　※ 登録した印鑑をお持ちいただいても印鑑登録証明書の

請求はできません。
・手数料　1通　200円
　※ 代理人が申請する場合は、申請書に登録者の住所・氏名

を正確に記入し、印鑑登録証を提示してください。

印鑑登録証明書の請求
問 住民課 戸籍係　☎22-7508

税金

　この税金は、住民に課税され、町民税と県民税をあわせて
一般的に「住民税」と呼んでいます。
　町で行う、住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そ
の住民に分担してもらうことが、地方自治にとって望まし
いことから設けられています。
　町民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得
金額などが同じであるため、納税者が便利なように、町が県
民税もあわせて課税し、納めてもらう制度になっています。

町・県民税 問 税務課 住民税係　☎22-7500

納める人
　1月1日現在で町内に住んでいる人

納める額
年税額=所得割額+均等割額

・所得割額… （前年の総所得金額等－所得控除額）×税率
（町民税6%・県民税4%）－税額控除額

・均等割額… 町民税額 3 ,500円+県民税額 2 ,500円
=6,000円

　町内に事務所、事業所または寮などがある法人等（株式会
社、有限会社等）が納める税金です。
　新しく会社を作ったり、事務所などを開設した場合は届
け出が必要です。
　法人町民税は、国税である法人税に応じて負担する法人
税割と、資本金等の金額、町内の従業員数および事務所など
を有していた月数によって算定する均等割で構成されま
す。

法人町民税 問 税務課 住民税係　☎22-7500

法人税割税率
　法人税として納めた金額×9.7%（一律）
　令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の税率は、
6%になります。

広域行政サービス
問 住民課 戸籍係　☎22-7508

　広域行政窓口サービスを利用すると、西濃地域（大垣市ほ
か10市町）・岐阜地域（岐阜市ほか8市町）の20市町のどこの
窓口でも「住民票の写し」「戸籍の謄抄本」「地方税に関する
証明書」などの各種証明書の交付が受けられます。
　ただし、このサービスを利用できる方は、取扱市町内に住
所又は本籍がある方に限ります。
● 取扱時間
　 祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時まで
● 取扱手数料
　各市町の手数料条例に基づく金額です。
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　固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）において土地・家
屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をも
とに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納
める税金です。

固定資産税 問 税務課 資産税係　☎22-7501

納める人
　1月1日現在、垂井町に固定資産を所有している人で、具体
的には次のとおりです。
土　　地： 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として

登記または登録されている人
家　　屋： 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として

登記または登録されている人
償却資産： 償却資産課税台帳に所有者として登録されてい

る人
●税額の計算方法…課税標準額×税率（1.4%）=税額

免税点
　同一人で、垂井町に所有する資産の課税標準額の合計が
次の額に満たない場合は課税されません。
免税点

　土地：30万円　　家屋：20万円　　償却資産：150万円

相続人代表者指定届
　当該年度の1月1日（賦課期日）前に土地・家屋の登記物件
の所有者が死亡し、相続手続きが遅れる場合、相続人の中か
ら相続人代表者を定め提出してください。（相続登記は、法
務局での手続きとなります。）

未登記家屋課税台帳登録名義人変更届
　建物が未登記で、固定資産税が課税されている名義人を
変更する場合に提出してください。
　なお、その際には、変更事由を証する書類等が必要となり
ます。

家屋とりこわし申告書
　家屋を取り壊されたときはすみやかに提出してくださ
い。
　なお、法務局で滅失登記をされた場合は、この届け出の必
要はありません。

納税通知書等送付先変更届
　納税義務者、納税管理人および相続人代表者が住所変更
された場合、提出してください。

《表（1）》

均等割額
　税額=税額（年額）×事務所などを有していた月数／12
※表（1）をご参照ください。

区分 町内の従業員数 税額（年額）

資本金等の額が50億円を
超える

50人超　 300万円
50人以下  41万円

10億円を超え50億円以下
50人超　 175万円
50人以下  41万円

1億円を超え10億円以下
50人超　  40万円
50人以下  16万円

1千万円を超え1億円以下
50人超　  15万円
50人以下  13万円

1千万円以下
50人超　  12万円
50人以下   5万円

上記以外の法人 ー   5万円

課税標準額
　土地・家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価
を行い、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
　また、償却資産については、個々の資産の取得価格または
前年度の評価額をもとにして算定します。

第1回垂井町観光写真コンテスト　大賞　「雅」
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軽自動車税（種別割） 問 税務課 住民税係　☎22-7500

　軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車に対してその所有者（使用者）
に課税されます。

納める額
※下記の表をご参照ください。
※ 年度の途中で廃車、名義変更をされても税の払い戻しは
ありません。

納める人
　毎年4月1日現在に軽自動車などを所有している人

継続検査（車検）用納税証明
　二輪の小型自動車および三輪、四輪の軽自動車の納税通
知書には、継続検査（車検）のための納税証明がついていま
す。この納税証明は、納税者が、金融機関の窓口やコンビニ
エンスストアなどで軽自動車税（種別割）を払い込み、領収
印が押されると証明書として使用できるようになっていま
す。口座振替の方は、振替後納税証明を送付します。
　車検を受けるときは、この納税証明が必要ですので、車検
証とあわせて保管してください。

表1　原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の年税額
車種 税率（年税額）

原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超～90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超～125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用（トラクター、コンバインなど） 2,400円
小型特殊自動車 その他（フォークリフトなど） 5,900円
軽二輪（ボートトレーラーを含む） 125cc超～250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

表2　三輪および四輪以上の軽自動車の年税額

種別
税率（年税額）

平成27年3月31日以前に
最初の新規検査を受けた車両

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両

最初の新規検査から13年を
経過した車両【重課税率】

三輪 3,100円  3,900円  4,600円
四輪 乗用（自家用） 7,200円 10,800円 12,900円
四輪 乗用（営業用） 5,500円  6,900円  8,200円
四輪 貨物（自家用） 4,000円  5,000円  6,000円
四輪 貨物（営業用） 3,000円  3,800円  4,500円

第1回垂井町観光写真コンテスト　特選　「里帰り」
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　町税の納期限については以下をご覧ください。

町税等の納付は、便利で確実な口座振替をご
利用ください。

・ 納付場所に指定されている金融機関の口座をご利用にな
れます。

・「あっ！忘れてた！！」ということがなくなります。

・ 金融機関やコンビニへ納めに行く手間も、窓口での待ち時
間もなくなります。

※納期限（月の末日、ただし12月は25日）が土・日・祝日にかかる場合、金融機関の翌営業日が納期限（口座振替日）となります。

町税の納期限について 問 税務課 収納対策室　☎22-7502

 納期
税目等 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

町県民税（普通徴収） 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
固定資産税 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
軽自動車税（種別割） 全期
国民健康保険税

（普通徴収） 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期

介護保険料
（普通徴収） 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期

後期高齢者医療保険料
（普通徴収） 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

納税相談について 問 税務課 収納対策室　☎22-7502

納税相談
　納税にお困りのときは、そのまま放置せずに、納税相談を
受けてください。
　来庁の際は、納税通知書（または催告書、督促状）と生活状況
を把握するため、収入の分かるもの（給与明細等）、各支出の分
かるもの（各種料金の領収書等）、預金通帳をご持参ください。

納税の猶予
　災害を受けた場合等、特別な事情があり、町税の納付が困
難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を
遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。ただ
し、猶予の期間は原則として1年以内に限られます。

口座振替について
町内金融機関・役場に備え付けの口座振替依頼書でお申
し込みください。
ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合、ゆうちょ銀行又は
郵便局の窓口でお申し込みください。
お申し込みの際には、「預貯金通帳」「届出印」「納税通知
書」をお持ちください。

納付場所
町内に支店等がある金融機関の各店舗
岐阜・愛知・三重・静岡県内のゆうちょ銀行、郵便局
垂井町役場
※ 各税等の納付書に記載のあるコンビニエンスストアで
も納付できます。

第1回垂井町観光写真コンテスト　特選　「古刹」
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国民健康保険

国民健康保険に加入する人
　74歳以下で職場の医療保険（健康保険、共済組合など）に
入っている人や、生活保護を受けている人以外は、職業や年
齢に関係なくすべて国民健康保険に加入しなければなりま
せん。
国民健康保険に加入する人はこんな人たちです

・お店などを経営している自営業の人
・ パートやアルバイトをしている人で、勤務先の健康保険
に加入していない人
・退職して職場の健康保険をやめた人
・健康保険や共済組合などの被扶養者でない人
・ 農業などを営んでいる人で、他の医療保険（健康保険、共
済組合など）に加入していない人
加入は世帯ごとに行います

　国民健康保険では、世帯の一人ひとりが被保険者となり
ますが、加入は世帯ごとに行い、世帯主がまとめて加入手続
きを行います。

窓口で支払う自己負担額
　お医者さんにかかるときは、「保険証（被保険者証）」を提
示してください。
※自己負担割合は、年齢や所得等によって異なります。
　詳しくは、垂井町ホームページをご覧ください。
　ホームページアドレス　http://www.town.tarui.lg.jp

　次のような場合には必ず14日以内に届け出てください。

　届け出には個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
届け出の際には、個人番号カード、通知カードなど、個人番
号がわかるものと運転免許証などの本人確認書類をお持ち
ください。

こんなときに手続きが必要です 必要なもの

国
民
健
康
保
険
に
入
る

垂井町に転入したとき 転出証明書
勤務先の健康保険をやめた
とき

健康保険資格喪失証明
書

子どもが生まれたとき 母子手帳

扶養家族からはずれたとき 健康保険資格喪失証明
書

生活保護を受けなくなった
とき

生活保護廃止決定通知
書

国
民
健
康
保
険
を
や
め
る

垂井町から転出するとき 保険証
勤務先の健康保険に入った
とき

国民健康保険と新たに
加入した保険の保険証

扶養家族になったとき 国民健康保険と新たに
加入した保険の保険証

死亡したとき 保険証
生活保護を受けることに
なったとき

保険証、生活保護決定
通知書

そ
の
他

記載内容に変更があるとき 保険証

保険証を紛失したとき
被保険者本人であるこ
とが確認できるもの
（運転免許証など）

被保険者が修学で他の市町
村で生活するとき

保険証、学生証または
在学証明書

国民健康保険　こんなときは届け出を
問 住民課 保険年金係　☎22-7509

国民健康保険
問 住民課 保険年金係　☎22-7509

保険・年金

第2回垂井町観光写真コンテスト　大賞　「御田植祭」
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　国民健康保険税は国民健康保険に加入した月（前の健康保
険を抜けた月など実際に異動の生じた月）から計算します。
　世帯の国民健康保険加入者一人ひとりについて算出した
合計が、その世帯の年税額となり、納入義務者となる世帯主
名で通知します。
※ 世帯主は国民健康保険に加入していなくても納税義務者
になります。
　保険税の具体的な計算方法は下のとおりです。

※1  世帯の所得割額は、被保険者それぞれの所得割額の合
算となります。

※2  「介護納付金分」の保険税は、40歳以上65歳未満の加入
者がある世帯に負担していただきます。

＋ ＋＝

年間保険税
(①＋②＋③)

医療給付費分
①

後期高齢者
支援金分
②

介護納付金分
③

所得割額
(所得に応じて
負担)

均等割額
(人数に応じて
負担)

平等割額
(世帯ごとに負担)

•前年の総所得
金額等から基
礎控除額を差
し引いた金額
×所得割率

•被保険者数
×均等割額

•1世帯当たり
  の平等割額

•前年の総所得
金額等から基
礎控除額を差
し引いた金額
×所得割率

•被保険者数
×均等割額

•1世帯当たり
  の平等割額

•前年の総所得
金額等から基
礎控除額を差
し引いた金額
×所得割率

•被保険者数
×均等割額

•1世帯当たり
  の平等割額

国民健康保険税（計算方法）
問 税務課 住民税係　☎22-7500

　世帯主の年金から天引きで保険税を徴収する仕組みを
「特別徴収」、窓口や口座振替で保険税を納付する仕組みを
「普通徴収」と呼びます。特別徴収の対象世帯は、世帯主（擬
制世帯主（＊）を除く）の年金から保険税が天引きされます。
（＊） 国民健康保険加入者のいる世帯で、国民健康保険に加

入していない世帯主を「擬制世帯主」といいます。
●特別徴収対象世帯
　対象は次のすべての条件にあてはまる世帯です。
（1） 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未

満であること。
（2） 世帯主が年額18万円以上の年金（担保に供していない

ものに限る）を受給していること。
（3） 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の1回あたりに徴

収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の
基礎年金部分の2分の1を超えていないこと。

　特別徴収により保険税が徴収される場合、前年度も年金
から天引きされていた人は4月、6月、8月の年金支給に合わ
せ、原則2月に年金天引きされた額と同額が仮徴収されま
す。今年度の保険税額が決定後、仮徴収された額（4月、6月、
8月）の残りの額が10月、12月、2月の年金から分割で天引き
されることになります。6月、8月の仮徴収額は調整されるこ
とがあります。
※ ただし、以下の要件を満たす人は、申し出により、保険税
の口座振替が可能になります。
•過去に保険税の滞納がない人

国民健康保険税
年金からの特別徴収について

問 税務課 住民税係　☎22-7500

国民健康保険の保険給付 問 住民課 保険年金係　☎22-7509

　国民健康保険ではいろいろな給付を受けることができます。

療養の給付
　ケガや病気をしたときには、医療機関の窓口で保険証を提示して次のような給付を受けることができます。
　1．診療　　2．治療　　3．薬や注射（予防接種は含まれません）などの処置　　4．入院（食事代は含まれません）

入院時食事療養費（入院中の食事代）
　入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額
だけを負担していただき、残りは「入院時食事療養費」とし
て国民健康保険が負担します。
※ 所得の低い人（町民税非課税世帯）は負担が軽減されます
ので申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時生活療養費
　療養病床に入院する65歳以上の人は、食費（食材料費+調
理費）と居住費（光熱水費相当）にかかる費用のうち標準負
担額を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」とし
て国民健康保険が負担します。
　入院時食事療養費および入院時生活療養費の負担額は所
得により異なります。
　詳しくは、垂井町ホームページをご覧ください。
　ホームページアドレス　http://www.town.tarui.lg.jp/

• 国民健康保険加入世帯の総所得金額等（擬制世帯主の所得含む）が一定以下の場合、金額により均等割額と平等割額の7割、5
割、2割の軽減を受けることができます。
• 失業等給付を受ける離職日時点で65歳未満の人で、雇用保険受給資格者証の離職理由が【11、12、21、22、31、32】、【23、
33、34】に該当される人の国民健康保険税の所得割額が軽減されます。
• 後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合、国民健康保険税の緩和措置があります。

国民健康保険税（保険税の軽減） 問 税務課 住民税係　☎22-7500
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　届け出には個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。届け出の際には、個人番号カード、通知カードなど、個人番号がわか
るものと運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

療養費の支給
　次のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払って、あとで保険証・領収書など必要な書類を添えて申請してく
ださい。
　国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分が払い戻されま
す。なお、審査のため、支払われるまでには2～3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
※ 医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

ケース 申請に必要なもの

1 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えな
かったとき（保険証を持参できなかったとき）

・ 医療機関に支払った費用の
「医療費領収明細書」と「レセ
プト（診療報酬明細書）」

・保険証
・領収書
・ 預金通帳または口座番号
などの控え

2 コルセットなど治療用装具を作ったとき ・医師の意見書
・代金の領収書および明細書

3 柔道整復師の施術を受けたとき（保険証を提示すれば、
一部負担金を支払うだけですむ場合があります） ・施術料金領収明細書

4 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受け
たとき

・施術料金領収明細書
・医師の同意書

5 輸血に生血を使ったとき ・医師の輸血証明書
・代金の領収書

6 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
（注）治療目的での渡航は対象になりません。

・代金の領収書・パスポート
・診療の内容がわかる明細書
※日本語の翻訳文を添付

出産育児一時金の支給
　国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金
が支給されます。

葬祭費の支給
　国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行っ
た人に葬祭費が支給されます。

高額療養費のおもな支給基準
1．一部負担金が限度額を超えた場合
2．同じ世帯で合計した額が限度額を超えた場合
3．12か月に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき
　高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病（先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝
固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全）の人は、「特定疾病療養受療証」（申請により交付）を病
院などの窓口で提示すれば、自己負担額は1か月10,000円※までとなります。
※人工透析を要する70歳未満で区分（ア）（イ）の人は、自己負担額は1か月20,000円までです。

　高額療養費の支給は、国民健康保険の加入者が高額の医療費を支払った場合に受けられます。
　該当する人には高額療養費支給のお知らせ・申請書を郵送します。
　支給のお知らせに記載してある持ち物を持参のうえ、役場窓口で申請してください。
　高額療養費が支給される主な基準は次のとおりです。基準を超えた額が高額療養費として支給されます。

高額療養費支給制度 問 住民課 保険年金係　☎22-7509

交通事故にあったとき
　交通事故など第三者行為で、けがなどをした場合も国保で医療を受けることができます。国保担当窓口に連絡し「第三者行
為による傷病届」を提出してください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保が使えなくま
ります。示談の前に必ずご相談ください。
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健康診査

背景・必要性
・生活習慣病は医療費の3割を占める
・日本人の死因の半数以上を生活習慣病が占める
・ 生活習慣病の発症前の段階「メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）」が強く疑われる人や予備軍は40歳
代から急増する。以上の理由によりメタボリックシンド
ロームを予防し、生活習慣病の重症化や合併症への進行
を防ぐ取り組みが重要です。

特定健康診査とは…
　メタボリックシンドロームに着目した検査項目での健康
診査を「特定健康診査」と言い、「該当者・予備軍を早期に発
見し生活習慣改善のための保健指導を行い、減少させる」た
めの健診です。対象者には、健診の案内を郵送します。また
生活習慣病のリスクが高い方には、個別に健康相談の案内
を郵送します。
　健診項目、対象者、実施期間、自己負担額等は、垂井町ホー
ムページをご覧ください。

特定健康診査 問 保健センター　☎22-1021

年金

　20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義
務付けられています。勤務先を退職されたときは、厚生年金
保険から国民年金（国民年金第1号被保険者）への変更の届
出が必要です。退職された人に扶養されていた配偶者の人
（国民年金第3号被保険者）も、国民年金第1号被保険者への
変更の届出が必要です。
　保険料は現金（納付書）・クレジットカード・口座振替・イ
ンターネット等で納めることができます。保険料を納める
のが困難なときは「保険料免除制度」をご利用ください。

　月々の保険料に付加年金保険料（月々400円）をプラスし
て納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け
取ることができます。第1号被保険者（および任意加入被保
険者）のみ希望できます。※国民年金基金に加入中ですと、
付加年金の納付はできません。
　詳しくは、大垣年金事務所（☎78-5166）までお問い合わ
せください。

会社などを退職したとき
問 住民課 保険年金係　☎22-7509

　老齢基礎年金は、国民年金、厚生年金、共済年金の納付期
間と国民年金の免除期間および合算対象期間（カラ期間）を
合わせて10年以上となる人が請求することができます。

加入期間が第1号（国民年金）被保険者だけの人
　住民課 保険年金係　☎22-7509

 第2号（厚生年金）、第3号被保険者（厚生年金被保険者
の配偶者）の期間がある人

　大垣年金事務所　☎78-5166

　老齢基礎年金は65歳の誕生日の前日から請求することが
できます。なお、60歳から64歳までの繰り上げ請求や、66歳
以降70歳までの繰下げ請求も希望によりおこなうことがで
きます。
　手続きに必要な書類は、納付記録などにより異なります
ので詳しくは年金事務所までお問い合わせください。

国民年金（老齢基礎年金）の受給手続き
問 住民課 保険年金係　☎22-7509

　このほかにも年金制度とそれに伴う手続きは多岐にわたります。状況によっては役場で承れない内容もありま
す。日本年金機構の公式モバイルサイト等でもご確認ください。

第2回垂井町観光写真コンテスト　特選　「圧巻男滝」
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　疾病の早期発見・早期治療を目的とし実施しています。
申し込み　対象者には、検診（健診）の案内を郵送します。検診（健診）実施機関に申し込んでください。
検診（健診）一覧

※上記内容は変更する可能性があります、垂井町ホームページでご確認ください。

項目 対象者 内容 場所 その他

人間ドック 40歳以上
・生活習慣病健診
・ がん検診（胃、大腸、肝臓、胆のう、
膵臓、肺、乳、前立腺など）

博愛健康クラブ ・定員250人
・自己負担金2万円

胃がん検診 40歳以上 ・ 胃部レントゲン（バリウム検査） 保健センター
博愛健康クラブ

• 同一年度に胃部レントゲ
ン・ABC検診の両方を受診
することはできません。
・ ABC検診は過去にABC検
診受診歴のある人は対象外

胃がんリスク
検診（ABC検診） 40歳以上 ・血液検査 委託医療機関

子宮頸がん検診 20歳以上 ・内診
・細胞診 保健センター

肺がん検診

（65歳以上の方
は、結核検診が
含まれます）

40歳以上

・胸部レントゲン（直接）
・喀痰（50歳以上、必要な方）

保健センター
各地区まちづくりセンター

・胸部レントゲン（直接）
・喀痰（50歳以上、必要な方）
・胸部CT（希望者）

博愛健康クラブ

大腸がん検診 30歳以上 ・便潜血（2日法） 委託医療機関

乳がん検診 35歳以上
・ マンモグラフィー（だだし35歳
～39歳は、マンモグラフィーか
超音波検査を選択）

博愛健康クラブ

前立腺がん検診   50歳以上 ・血液検査（PSA検査） 委託医療機関

30代健診 30歳代
・ 内科診察、身体計測、血圧測定、
血液検査、心電図検査、尿検査 保健センター

・ 30代健診受診者は委託歯
科医療機関で歯科健診を
受診可能・大腸がん検診（希望者）

肝炎ウイルス
検診 40歳以上 B型／C型肝炎ウイルス検査 委託医療機関 ・ 過去に受診歴のある人は

対象外
成人歯科健診 40～74歳 歯科健診 委託歯科医療機関

各種検診（健診）
人間ドック・がん検診他 問 保健センター　☎22-1021

第2回垂井町観光写真コンテスト　特選　「勢揃い」
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後期高齢者医療制度

●対象者
・75歳以上の全ての人
・ 65歳から74歳で一定の障がいがあり、制度に加入される
人（制度に加入するには申請が必要です）

●資格を取得する日
・75歳の誕生日から
・ 65歳から74歳で一定の障がいにより制度へ加入される
人は、加入申請後、広域連合から障害認定を受けた日から

●被保険者証
　被保険者証は一人一枚ずつ交付します。医療機関を受診
する際は、『後期高齢者医療被保険者証』を医療機関窓口に
提示してください。

※1　 県外から転入の場合に必要となります。前住所地を転出するときに発行を受けてください。前住所地で発行された負担
区分等証明書を転入手続きのときに提出してください。

※2　 65歳から74歳で一定の障がいがある人に限られます。

こんなときは手続きが必要です 手続きに必要なもの

加入の手続き
垂井町に転入したとき 印鑑、負担区分等証明書　※1
生活保護を受給しなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書
障害認定を受けるとき　※2 印鑑、障がいを証明する書類

脱退の手続き

垂井町から転出するとき 印鑑、保険証
生活保護を受給するようになったとき 印鑑、保険証、生活保護決定通知書
障害認定を撤回するとき　※2 印鑑、保険証
亡くなられたとき 印鑑、保険証

その他
垂井町内で転居したとき 印鑑、保険証
記載内容（住所等）に変更があるとき 印鑑、保険証
保険証等を紛失、破損したとき 印鑑、保険証（破損の場合）

●負担割合
　医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』または『3
割』となります。
●こんなときは手続きを
　次のような場合には手続きが必要です。

　届け出には個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
届け出の際には、個人番号カード、通知カードなど、個人番
号がわかるものと運転免許証などの本人確認書類をお持ち
ください。

後期高齢者医療制度 問 住民課 保険年金係　☎22-7509

健康・福祉
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災害にあった場合
　災害にあった場合など保険料の納付が著しく困難な場合、
一定の基準に基づき、申請による保険料の減免措置がありま
す。

　後期高齢者医療制度で受けられる医療の給付は以下のも
のがあります。
　医療機関では、被保険者証の提示によって医療の給付の
受給資格を確認しますので、忘れずに医療機関窓口で被保
険者証を提示してください。
療養の給付

　ケガや病気をしたときには、医療機関の窓口で保険証を
提示して次の給付を受けることができます。
・診察　・治療　・薬や注射などの処置　・入院
　なお、医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』ま
たは『3割』となります。
入院時食事療養費

　入院したときの食費は、標準負担額を負担していただき
ます。
　低所得世帯（住民税非課税世帯）の人は、入院したときの
食費が減額される制度があります。
（低所得世帯の人が食費の減額を受けるには申請が必要です）
入院時生活療養費

　療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用
のうち決められた負担額が自己負担額となります。
　低所得世帯（住民税非課税世帯）の人は、療養病床に入院
したときの生活療養費が減額される制度があります。
（低所得世帯の人が生活療養費の減額を受けるには申請が
必要です）
療養費

　次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請に
より支払った費用の一部を払い戻しします。
・急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
・医師の指示で、コルセットなどの補装具を作成したとき
・ 医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を
受けたとき
・骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
・海外渡航中に診療を受けたとき
・手術などで輸血に用いた生血代

保険料の算定方法
　保険料は、医療給付等を行うために必要な経費をもとに
算定しています。保険料の内訳は、被保険者均等割と所得割
を基本とし、4月～3月までの被保険者均等割額と所得割率
を原則県内均一で、岐阜県後期高齢者医療広域連合が毎年
算定します。
保険料の軽減制度

● 低所得者の軽減
　低所得世帯に属する人は、所得水準に応じて一定の計算
に基づき保険料の軽減措置があります。
保険料の納付方法

　原則として、年額18万円以上の年金受給者の人は年金か
らの天引き（特別徴収）となります。ただし、介護保険料と合
わせた保険料額が基礎年金部分の2分の1を超える人や、そ
の他の事情で特別徴収されない人については、口座振替等
の方法（普通徴収）で納めてください。
※年金からの天引きを希望されない人は…
　年金からの天引き（特別徴収）から口座振替（普通徴収）に
変更することができます。変更するためには、申し出が必要
となります。
　なお、申し出から口座振替の開始まで、2～3か月を要しま
す。
保険料の納期

　保険料の納期は次のとおりです。
（特別徴収の場合）年金支給月の年間6回

後期高齢者医療保険料
問 税務課 住民税係　☎22-7500

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月

（普通徴収の場合）年間9回
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

後期高齢者医療の給付
問 住民課 保険年金係　☎22-7509

第3回垂井町観光写真コンテスト　大賞　「太鼓の行列」
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高額療養費
（1） 1か月の自己負担限度額  

1か月間の医療費が高額になったときは、申請により自
己負担額を超えた分を払い戻しします。  
（入院時の食費や保険診療外の差額ベッド代などは対象
となりません）  
低所得世帯（住民税非課税世帯）の人は、自己負担限度額
が低減されます。  
（低所得世帯の人が入院時の自己負担限度額の適用を受
けるには申請が必要です）

（2） 特定の病気で長期の治療を受けたとき  
厚生労働大臣が定める次の疾病については、『後期高齢
者医療特定疾病療養受療証』を医療機関窓口に提示する
ことにより、毎月の自己負担額が10,000円までとなり
ます。  
特定疾病の治療を受けるには、事前に『後期高齢者医療
特定疾病療養受療証』の交付申請が必要になります。

（厚生労働大臣が定める疾病）
　・先天性血液凝固因子障害の一部
　・人工透析が必要な慢性腎不全
　・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
第三者行為の届け出

　交通事故など、第三者の行為によってケガをして治療を
受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもの
ですが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするとき
は、必ず届け出てください。
葬祭費

　被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった人に申請に
より葬祭費を支給します。
医療の給付を申請する

　各種医療の給付を受けるには申請が必要になるものがあ
ります。
　届け出には個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。
届け出の際には、個人番号カード、通知カードなど、個人番
号がわかるものと運転免許証などの本人確認書類をお持ち
ください。

健康診査

　後期高齢者医療制度へ加入している方を対象に、生活習
慣病の早期発見・早期治療を目的として健康診査を実施し
ています。対象者には、健診の案内を郵送します。
　健診項目、実施期間、自己負担額等は、垂井町ホームペー
ジをご覧ください。

ぎふ・すこやか健康診査
問 保健センター　☎22-1021

　後期高齢者医療制度へ加入している方を対象に、口腔機
能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や
口内の状況を確認します。対象者には、ぎふ・すこやか健康
診査と一緒に案内を郵送します。
　健診項目、実施期間、自己負担額等は、垂井町ホームペー
ジをご覧ください。

ぎふ・さわやか口腔健診
問 保健センター　☎22-1021

第3回垂井町観光写真コンテスト　特選　「初秋のJR沿線」
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介護保険

介護保険の被保険者
　介護保険の被保険者は、65歳以上の人（第1号被保険者）と、40歳から64歳までの医療保険加入者（第2号被保険者）に分けら
れます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができま
す。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病（特定疾病※）が原因で要介護（要支援）認定を受けたときに介護サービスを受ける
ことができます。

65歳以上の人（第1号被保険者） 40歳から64歳の人（第2号被保険者）

対象者 65歳以上の人
40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保
などの医療保険加入者（40歳になれば自動的に資格を取得し、
65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。）

受給要件 ・要介護状態　・要支援状態 ・ 要介護（要支援）状態が、老化に起因する疾病（特定疾病※）に
よる場合に限定。

保険料の納付方法 ・ 町に納付（原則、年金からの天引き）
・ 65歳になった月から開始

・ 医療保険料と一体的に徴収
・ 40歳になった月から開始

特定疾病とは
1 がん（末期） 5 骨折を伴う骨粗鬆症  9 脊柱管狭窄症 13 脳血管疾患
2 関節リウマチ 6 初老期における認知症 10 早老症 14 閉塞性動脈硬化症

3 筋萎縮性側索硬化症
7  進行性核上性麻痺、大脳
皮質基底核変性症および
パーキンソン病

11 多系統萎縮症 15 慢性閉塞性肺疾患

4 後縦靱帯骨化症 8 脊髄小脳変性症
12  糖尿病性神経障害、糖尿
病性腎症および糖尿病性
網膜症

16  両側の膝関節または股関
節に著しい変形を伴う変
形性関節症

介護保険制度 問 健康福祉課 高齢福祉係  　　　☎22-7504
垂井町地域包括支援センター　☎22-7505
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高齢者福祉
高齢者の総合相談窓口
　「垂井町地域包括支援センター」は高齢者の介護予防と総
合相談の拠点です。
保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士が在籍し、介護

サービスをはじめ、福祉、医療、権利擁護など様々なサービス
を包括的・継続的に支援・提供していく総合相談窓口です。

高齢者タクシー利用助成サービス
● 対象者
　町内に住所を有する在宅生活の人で、申請日の年度末に
おいて満85歳以上となり、次のいずれにも該当する人
・障害者社会参加助成事業タクシー乗車券の交付を受けて
いない
・町県民税および介護保険料などの滞納がない
・施設への入所や医療機関への入院をしていない
●内　容
　月あたり2枚（申請月以降分）のタクシーチケットを交付
（最大24枚）
● 助成額
　1枚につき500円分（1回の乗車で1枚の利用が可能です。）

ひとり暮らし高齢者の訪問サービス
● 対象者
　町内に住所を有する単身の高齢者で、民生・児童委員協議
会にて認定された人
●内　容
　月に1回以上、訪問員が自宅を訪問し、生活状況の確認や
面談を実施します。

● 対象者
　町内に住所を有する65歳以上の単身者、もしくは一定の
障がいを有する単身者で、継続的な生活の見守りが必要と
判断される人

緊急通報システム貸与サービス

● 対象者　 町内に住所を有する65歳以上の人
●内　容
　介護予防や自立した日常生活を継続するため、各種教室
を開催しています。
　詳細は町の広報をご確認ください。内容は変更する場合
があります。
・シニアはつらつ教室（運動）、体力測定会（運動）
・ポールを使ったウォーキング教室（運動）
・あおぞら塾（運動・口腔・栄養）
・かんたん料理教室（栄養）
・楽しく食べる長寿食教室（口腔・栄養）

介護予防の普及啓発

● 対象者
　町内に3か月以上居住している人で、要介護4以上の認定
を受けられた要介護者と3ヶ月以上同居又は同居に準ずる
状態で生計を共にしながら、在宅で介護をしている人
（ただし、特別障害者手当等の受給者を介護している人は対
象となりません。）
●内　容
　月額5,000円（1か月以上、入院や入所した期間は除きま
す。）を、介護従事に対する慰労金として、半年ごとに対象者
へ支払います。

ねたきり老人等介護者慰労金

● 内　容
　緊急通報装置を貸与することにより、24時間体制で通報
の内容や状況に応じ救急車の手配や協力者への連絡などを
行います。また、毎月1回、見守りコールがあり、状況の確認
を行います。
● 利用料金
　電池交換代として2年に1回 1,000円の自己負担が発生
します。
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障がい者福祉

　身体障がい者（児）の方が各種の相談や援助を受けやすく
するため、身体障害者手帳を交付しています。障がいの程度
により1級から6級までの等級の区分があります。

身体障害者手帳の交付
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

申請手続

本人

【申請】 •申請書
　　　 •指定医師診断書・意見書
　　　 • 写真（タテ4㎝×ヨコ3㎝　脱帽・上半身）
 など

町 【申請受付】 健康福祉課社会福祉係

県
【認定・交付】身体障害者更生相談所
※ 町健康福祉課社会福祉係を経由して交付されま
す。

　知的障がい者（児）の方が各種の支援や相談を受けやすく
するため、療育手帳を交付しています。障がいの程度により
A1（最重度）、A2（重度）、B1（中度）、B2（軽度）の区分があり
ます。

療育手帳の交付
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

申請手続

本人

【申請】 •申請書
　　　 • 写真（タテ4㎝×ヨコ3㎝　脱帽・上半身・

無背景） など
※ 県子ども相談センターなどの判定を受けるため、
申請時に日時の予約をします。

町 【申請受付】 健康福祉課社会福祉係

県

【判定・交付】  子ども相談センター（18歳未満）  
知的障害者更生相談所（18歳以上）

※ 町健康福祉課社会福祉係を経由して交付されま
す。

　精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度により1級から
3級までの等級の区分があります。

精神障害者保健福祉手帳の交付
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

申請手続

本人

【申請】  医師診断書添付による申請と年金証書写し
添付による申請（精神障がいが支給理由と
する年金）があります。

　　　 •申請書
　　　 • 診断書または年金証書の写し（年金事務

所等への照会に対する同意書も必要）
　　　 •写真（タテ4㎝×ヨコ3㎝　脱帽・上半身）
 など

町 【申請受付】 健康福祉課社会福祉係

県

【判定・交付】  保健所・精神保健センター（年金証書写
しの場合は、日本年金機構等へ照会）

※ 町健康福祉課社会福祉係を経由して交付されま
す。

　障害福祉サービス等を受けるためには、町での支給・給付
申請の手続や指定特定相談事業所等でのサービス等利用計
画の作成、サービス提供事業所との契約の手続などが必要
です。
※サービスによっては、手続が不要なものもあります。

自立支援給付で受け
られるサービス

ホームヘルプや就労継続支援（A
型、B型）、グループホームなどの
サービスがあります。

障害児通所給付等で
受けられるサービス

療育が必要な子どもへの支援とし
て、児童発達支援や放課後等デイ
サービスなどのサービスがありま
す。

地域生活支援事業で
受けられるサービス

移動支援事業や訪問入浴サービス
事業、日中一時支援事業などのサー
ビスがあります。

補装具費の支給・日
常生活用具の給付

義肢、装具、車いす、補聴器等の補
装具費の支給（購入、修理、借受け）
やストーマ装具等の日常生活用具
の給付をします。課税状況により
費用の一部を負担する場合があり
ます。

その他の助成等
ニュー福祉機器助成事業や自動車
改造費用、自動車運転免許取得費
用の助成事業等があります。

受けられるサービス
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503
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自立支援医療
（更生医療・育成医療）

身体上の障がいに対し、日常生活
能力等の回復または障がいの軽
減、改善するために医療が必要な
ときは、成人（18歳以上）の場合は
更生医療を、児童（18歳未満）の場
合は育成医療を、指定自立支援医
療機関でうけられ、医療費の負担
が軽減されます。

自立支援医療
（精神通院）

精神障がい者の通院医療に要する
費用の負担が軽減されます。

受けられる医療費
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

　手当の詳細については、手帳を交付する時にお渡しする
「岐阜県障がい者福祉の手引」に掲載しています。

特別児童扶養手当

精神または身体に法令で定める程
度の障がいを有する20歳未満の児
童を養育している父母等に手当を
支給します。

特別障害者手当

精神または身体に法令で定める程
度の著しく重度の障がいがあるた
め日常生活において常時介護を要
する20歳以上の人に手当を支給し
ます。

障害児福祉手当

精神または身体に法令で定める程
度の重度の障がいがあるため日常
生活において常時介護を要する20
歳未満の人に手当を支給します。

受けられる手当
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

　税金や公共料金、交通機関の割引等の詳細については、手
帳を交付する時にお渡しする「岐阜県障がい者福祉の手引」
に掲載しています。

税金の障害者控除

本人または扶養親族が障がい者で
一定の要件を満たした場合に、所
得税や住民税などの障害者控除が
受けられます。詳細については、手
続先にお問い合わせください。

自動車関係の税金の
減免

本人または家族が障がい者で一定
の要件を満たした場合に、自動車
取得税、自動車税、軽自動車税が減
免されます。詳細については、手続
先にお問い合わせください。

交通機関の運賃の割
引

手帳の種別などによっては、鉄道
や路線バス、タクシーなどの運賃
の割引制度があります。詳細につ
いては、各交通機関にお問い合わ
せください。

有料道路の通行料金
の割引

対象となる障がい者が事前に登録
手続をすれば有料道路の通行料金
の割引が受けられます。

NHK放送受信料の減
免

障がい者のいる世帯で一定の要件
を満たした場合に、受信料の減免
が受けられます。

受けられる割引等
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

障害者福祉手当 精神、身体等で重度の障がいがあ
る人に手当を支給します。

町が支給する手当

Tarui town guide book 47

健
康
・
福
祉

２１０１垂井町(SG13) .indd   7 2020/12/09   1 :0 :50



妊娠

　母子健康手帳を交付します。妊婦健康相談も同時に行っ
ています。

どんなとき 妊娠が分かったとき

い　つ
月～金曜日
8：30～17：00（祝日、年末年始を除く。）
※要予約

どこで 保健センター

必要なもの
妊娠届出書・個人番号カード（なければ通知
カード・運転免許証なければ健康保険証な
ど）

母子健康手帳の交付
問 保健センター　☎22-1021

　健診費用を軽減し、安心して出産していただくため、県内
の指定医療機関で使用できる受診票を「母子健康手帳」と併
せて交付します。
※ 県外の医療機関では受診票は使用できません。健診費用
は自己負担となりますが、後日申請していただくことに
より、基準額の範囲内で助成します。
※ 他の市町村で母子健康手帳の交付を受けて垂井町へ転入
された方は、妊娠週数に応じ受診票を交付します。他市町
村で交付された妊婦健康診査受診票と母子健康手帳をお
持ちください（要予約）。

妊婦健康診査受診票の交付
問 保健センター　☎22-1021

身体障害者相談員に
よる巡回相談

身体に障がいがある人の相談に応
じます。月1回実施し、事前に予約
が必要です。

知的障害者相談員に
よる相談

知的障がいの人やその家族の悩み
などの相談に応じます。月1回実施
し、事前に予約が必要です。

障がい（知的・精神）
に関する巡回相談

相談支援事業者による専門の相談
員が相談に応じます。月1回実施
し、事前に予約が必要です。

相談 問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

※相談の日時などについては、町広報でご案内します。

乳幼児等の医療費
対象者：18歳までの子ども
助成額： 自己負担額（高額医療費、

付加給付分を除く。）

重度心身障がい者の
医療費

対象者： 身体1～3級、療育A1、A2、
B1、精神1、2級の手帳の交
付を受けている者（所得制
限有）

助成額： 自己負担額（高額医療費、
付加給付分を除く。）

母子父子等の医療費

対象者： 18歳までの子どもとその
保護者（所得制限有）

助成額： 自己負担額（高額医療費、
付加給付分を除く。）

福祉医療
問 健康福祉課 社会福祉係　☎22-7503

※ 18歳までの子どもとは、18歳到達年度の末日までの子ど
ものこと。
※ 入院時の食事療養費や生活療養費の患者負担分、部屋代
などの保険適用外分は対象外です。

第3回垂井町観光写真コンテスト　特選　「本番」
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　母子健康手帳の交付時発行の『妊婦歯科健診受診票』を使
用し、妊娠中の歯科健診、歯科衛生指導を委託歯科医療機関
で行います。

い　つ 妊婦の体調の良い日
どこで 町内委託歯科医療機関
対象者 妊婦

必要なもの 母子健康手帳、妊婦歯科健診受診票、健康保
険証

費　用 無料
予約

申し込み 必ず委託歯科医療機関へ予約してください。

妊婦歯科健康診査受診費用の助成
問 保健センター　☎22-1021

　赤ちゃんのお風呂の入れ方、抱っこの練習などを行いま
す。

い　つ
年4回
9：30～12：00
※日程は広報などでお知らせします

どこで 保健センター
対象者 妊婦とその夫

必要なもの 母子健康手帳、筆記用具
予約

申し込み
開催日の3日前（土日祝除く）までに保健セ
ンターへお電話ください。

ペアクラス（両親学級）
問 保健センター　☎22-1021

　妊娠中の食事やおっぱいのことなど、おかあさんが安心
して出産にのぞみ、お子さんが健やかに育つことを願って
実施します。事業に参加して“ママ友”づくりもしませんか。

い　つ
年4回
10：00～13：00
※日程は広報などでお知らせします

どこで 保健センター
対象者 妊婦

内容 妊娠中～産後の食事やおっぱいのお話、料
理実習

必要なもの 母子健康手帳、副読本、エプロン、三角巾、筆
記用具

予約
申し込み

開催日の1週間前までに保健センターへお
電話ください。

プレママキッチン
問 保健センター　☎22-1021

　一般不妊治療（人工授精）の費用の一部を助成します。

対象となる
治療

人工授精にかかる保険適用外の治療費（事
前検査も含む。）

対象者

次のすべてに該当する方
・ 治療開始日において夫婦（事実婚を含む）
であり申請日において、夫婦のいずれか一
方または両方が垂井町内に住所を有する
こと。また、助成期間は、夫婦のいずれか一
方または両方が県内に住所を有すること。
・ 夫婦の前年（1月から5月までの申請につ
いては前々年）の所得合計が730万円未
満であること。
※ その他、医療保険各法の規定があります。
詳細は、保健センターに問い合わせてい
ただくか、町のホームページをご確認く
ださい。

助成額

1年度の人工授精にかかる保険適用外の治
療費の2分の1で、上限5万円まで。（1,000円
未満は切り捨てです。）
※ 1年度とは、3月から翌年2月の診療分を
対象とします。

助成期間

治療を開始した月から継続する2年間
※ 病気・妊娠に伴い、期間の延長がありま
す。詳細は、保健センターに問い合わせて
いただくか、町のホームページをご確認
ください。

その他

県内の他の市町村で助成を受けた場合、町
で受けられる助成額と助成期間は、他の市
町村で助成を受けた助成額と助成期間を差
し引いた分となります。

手続き 1年度の診療分を4月から翌年3月までに申
請してください。

必要なもの

（1） 垂井町一般不妊治療（人工授精）助成事
業申請書

（2） 垂井町一般不妊治療（人工授精）助成事
業受診等証明書

（3） 一般不妊治療（人工授精）にかかる医療
機関の領収書の原本

（4） 夫及び妻の所得額を証明する書類（垂井
町で確認が可能な場合は省略可）

（5）印鑑（スタンプ印は不可）
（6） 申請者名義の金融機関の振込口座番号

などがわかるもの（ゆうちょ銀行は利用
できません。）

※ （1）（2）は垂井町ホームページからダウン
ロードできます。なお、（2）の様式は治療
した病院で記入してもらいます。

手続き先 保健センター

一般不妊治療（人工授精）費の助成
問 保健センター　☎22-1021
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　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）について、岐阜県特定
不妊治療費の助成を受けられた夫婦へ追加助成します。

対象となる
治療

「岐阜県特定不妊治療費助成事業」の対象と
なる治療

対象者

次のすべてに該当する方
・ 岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承
認決定を受けていること。
・ 申請時において、夫婦のいずれか一方また
は両方が垂井町内に住所を有すること。

助成内容
特定不妊治療に要した額から岐阜県の助成
分を差し引いた額、ただし、1回につき10万
円を限度に助成します。

手続き
岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認
決定を受けてから1年以内に、申請してくだ
さい。

必要なもの

（1） 垂井町特定不妊治療費助成事業申請書
（2） 特定不妊治療にかかる医療機関の領収書
（3） 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決

定通知書
※ （1）は、垂井町ホームページからダウン
ロードできます。

手続き先 保健センター

特定不妊治療費の助成
問 保健センター　☎22-1021

　男性不妊治療について、岐阜県特定不妊治療費の助成を
受けられた夫婦へ追加助成します。

対象となる
治療

「岐阜県特定不妊治療費助成事業」の対象と
なる治療

対象者

次のすべてに該当する方
・ 岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承
認決定を受けていること。
・ 申請時において、夫婦のいずれか一方また
は両方が垂井町内に住所を有すること。

助成内容

岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成金の
うち、男性不妊治療にかかる2分の1で、上限
7万5千円まで。（1,000円未満は切り捨てで
す。）

手続き
岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認
決定を受けてから1年以内に、申請してくだ
さい。

必要なもの

（1） 垂井町男性不妊治療費助成事業申請書
（2） 男性不妊治療にかかる医療機関の領収書
（3） 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決

定通知書
※ （1）は、垂井町ホームページからダウン
ロードできます。

手続き先 保健センター

男性不妊治療費の助成
問 保健センター　☎22-1021

乳幼児健診・育児相談・教室

　日程については、町ホームページ掲載の「垂井町すくすく
健康カレンダー」で確認することができます。また、前月に、
保健センターから案内と問診票を郵送しますので、事前に
問診票を記入し当日お越しください。

健診名 対象者 内容

4か月児健診 生後4か月児

・問診
・発達チェック
・身体計測
・内科診察
・絵本の紹介と配布
・保健相談
・栄養（離乳食）相談

10か月児健診 生後10か月児

・問診
・発達チェック
・身体計測
・内科診察
・歯科指導
・保健相談
・栄養相談
・絵本の読み聞かせ

1歳6か月児
健診 1歳6か月児

・問診
・発達チェック
・身体計測
・内科診察
・歯科診察
・フッ化物塗布
・歯科相談
・保健相談
・栄養相談

3歳児健診 3歳児

・尿検査
・問診
・発達チェック
・身体計測
・内科診察
・歯科診察
・フッ化物塗布
・歯科相談
・保健相談
・栄養相談
・親子あそび

● 受付時間　13：00～13：30
● 場　　所　保健センター
● 持 ち 物　 母子健康手帳、問診票、バスタオル1枚（4か月

児健診のみ）、オムツなど

乳幼児健康診査
問 保健センター　☎22-1021

暮らしの便利帳垂井町50
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　お子さんのフッ化物塗布を無料で実施します。

い　つ

毎月実施している1歳6か月児健診・3歳
児健診の日　受付：13：30～14：00
※ 健診の日程は、広報または町ホーム
ページ掲載の「垂井町すくすく健康カ
レンダー」で確認することができます。
※要予約

どこで 保健センター

対象者 1歳6か月・2歳・2歳6か月・3歳・3歳6か
月のお子さん

必要なもの 母子健康手帳

その他
1歳6か月のお子さんは1歳6か月児健診、
3歳のお子さんは3歳児健診の時に実施
します。

フッ化物塗布
問 保健センター　☎22-1021

　保健師または母子保健推進員が、生後4か月までのお子さ
んのいるご家庭を訪問します。
　出生届出後に、保健師または母子保健推進員より連絡が
ありますので、訪問に都合の良い日を伝えてください。

こんにちは赤ちゃん訪問
問 保健センター　☎22-1021

い　つ 生まれてから生後4か月まで
（ご都合の良い日）

どこで 自宅

母子保健推進員とは
　町から依頼を受け、地域のお母さん方の「身近な子育てサ
ポーター」として活躍しています。
　保健センターでの乳幼児健診、相談、30代健診等で町民を
支援しています。
　「子育ての先輩」として「産後の悩み」、「子育ての不安」な
どの相談に応じます。

にこにこキッチン
問 保健センター　☎22-1021

い　つ 5月、7月、9月、11月、1月、3月
※ 日程は広報などでお知らせします。

どこで 保健センター

対象者 開催月の末日において、2歳2か月～2歳11
か月児とその保護者

予約
申し込み

開催日の1週間前までに保健センターへお
電話ください。

　幼児の食事について学び、子どもといっしょに楽しくお
やつ作りをします。

乳幼児すこやか相談
問 保健センター　☎22-1021

い　つ 月1回　9：30～11：00
※日程は広報などでお知らせします。

どこで 保健センター

対象者 希望者　※要予約

必要なもの 母子健康手帳

　身体計測や保健相談・栄養相談などを行います。

第4回垂井町フォトコンテスト　特選　「大太鼓を打ち鳴らす」
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児童手当
問 子育て推進課 子育て政策係　☎22-7506

　児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社
会全体で応援するため、中学校修了前までの児童を養育す
る方に支給する制度です。

対象者

15歳に達する日以後最初の3月31日以前
（中学校修了前まで）の児童を養育している
方
※ 公務員の方は、原則職場での手続きとな
ります。

手続き
出生日の翌日から15日以内
転入したとき、新たに受給資格が生じたと
きなど

必要なもの

印鑑、請求者名義の銀行の預金通帳（ゆう
ちょ銀行は利用できません。）
請求者及び配偶者の番号確認書類、その他
必要に応じて提出書類があります。

支給額

3歳未満：月額15,000円（一律）
3歳以上小学校修了前
（第1子・第2子）：月額10,000円
（第3子以降）：月額15,000円
※ 第1子、第2子などの数え方は、18歳到達
後の最初の3月31日までの間にある児童
の出生順です。
中学生：月額10,000 円（一律）
所得制限限度額を超過する方：
月額5,000 円（一律）

所得制限

児童手当制度には所得制限があります。
※ 原則、受給者とその配偶者のうち所得が高
い方を用いて判定させていただきます。
※ 所得制限限度額など詳しくは町ホーム
ページの「児童手当」をご覧ください。

支給月

支払期月は、年3回（6、10、2月）であり、前月
分までの手当を銀行振込でお支払いします。
※ 原則、認定請求書提出月の翌月分から支
給されます。

各種手当・助成

新生児聴覚検査費の助成
問 保健センター　☎22-1021

　病院で行う新生児聴覚検査の費用の一部を助成します。

対象者 新生児聴覚検査を受けた児の保護者

手続き 検査後すみやかに

必要なもの

印鑑、請求者名義の銀行の預金通帳（ゆう
ちょ銀行は利用できません。）、新生児聴覚
検査に係る領収書・明細書、母子健康手帳
（結果の記載があるもの）

助成額 一部助成（上限あり）

手続き先
保健センター（☎22-1021）
健康福祉課 社会福祉係（☎22-7503）
子育て推進課（☎22-7506、22-7507）

児童扶養手当
問 子育て推進課 子育て政策係　☎22-7506

　ひとり親家庭や、障がいを持つ親のいる家庭などを支援
する手当です。
　手当額は所得やご家庭の状況で変わり、必要書類はその
状況に応じて異なります。詳細は上記へお問い合わせくだ
さい。

対象者
18歳に達する日以後最初の3月31日以前
（障がいのある児童にあっては20歳未満）を
養育する母または父等

手続き
離婚または死亡によりひとり親になった場
合、あるいはお父さんまたはお母さんに障
がいがある場合など

第4回垂井町フォトコンテスト　特選　「秋模様」
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　予診票は、出生した翌月の下旬に郵送します。（一部の予診票は、対象者となる時期の前月に郵送します。）届いたら、冊子「予防接種
と子どもの健康」をよくお読みください。接種方法やスケジュールがわからない場合には、保健センターへお問い合わせください。
※ 予防接種は、原則保護者（親権者または後見人）の同伴が必要です。やむを得ず保護者が同伴できない場合は、医療機関へ保
護者の委任状の提出が必要です。

予防接種

● 接種時の持ち物　 予診票・母子健康手帳・健康保険証

こどもの定期予防接種 問 保健センター　☎22-1021

予防接種の種類 回数など 対象者 実施場所

ロタウイルス
感染症

2回もしくは3回接種
（ワクチンの種類により異なる）

出生6週0日後～出生24週0日後または
出生32週0日後（ワクチンの種類により異なる）
（標準的な接種開始は生後2か月～）

垂
井
町
委
託
医
療
機
関（
要
予
約
）

B型肝炎
3回接種（27日以上の間隔をおいて2回接
種。さらに初回の接種から139日以上あけ
て、1回接種）

生後1歳未満
（標準的な接種期間は、生後2か月～9か月未満）

Hib感染症
4回接種（接種開始月齢によって回数が異な
る）

生後2か月～5歳未満
（標準的な接種開始は、生後2か月～7か月未満。7
か月以上に接種開始するとその月齢によって、接
種回数が異なります。）

小児の肺炎球菌
感染症

ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ

（DPT-IPV）

1期初回（標準的には20日～56日までの間
隔をおいて、3回接種）

生後3か月～7歳6か月未満
（標準的な接種期間は、生後3か月～12か月未満）

1期追加（1期初回3回目終了後、1年以上あ
けて1回接種）

1期初回3回目終了後、1年以上あけた方で、7歳6
か月未満の方

結核（BCG） 1回接種 生後1歳未満
（標準的な接種期間は、生後5か月～8か月未満）

ジフテリア
破傷風（DT） 2期（1回接種） 11～13歳未満

麻しん
風しん（MR）

1期（1回接種） 1歳～2歳未満
2期（1回接種） 来年度小学校就学予定の方

水 痘 2回接種（標準的には6か月から1年までの
間隔をおいて、2回接種） 1歳～3歳未満

日本脳炎

1期初回（標準的には6日～28日までの間隔
をおいて、2回接種）

3歳～7歳6か月未満
（標準的には3歳～4歳未満）

1期追加（1期初回2回目終了後、標準的には
概ね1年を経過した時期に1回接種）

1期初回2回目終了後、標準的には概ね1年を経過
した方で、7歳6か月未満の方

2期（1回接種） 9歳～13歳未満
ヒトパピローマ
ウイルス感染症 3回接種 小学6年生～高校1年生に相当する年齢の方

※標準的な接種期間は、中学1年生で接種

第4回垂井町フォトコンテスト　審査員賞　「出番前」
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● 対　象
　町内に住民登録のある人で次の①または②に該当する人。
　①接種日当日65歳以上の人
　② 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、または呼吸器の機能

に自己の身辺の、日常生活が極度に制限される程度（身
体障害者手帳1級相当）の障害を有する人、およびヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害を有する人

● 医療機関への持ち物　健康保険証、自己負担金
● その他
　郡外の医療機関で接種される場合は、保健センターで手
続きが必要です。お問い合わせください。

高齢者インフルエンザ
問 保健センター　☎22-1021

● 対　　象
　町内に住民登録のある人で次の①または②に該当する人。
　① 当該年度に65歳になる人（なった人）
　② 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、または呼吸器の機能

に自己の身辺の、日常生活が極度に制限される程度（身
体障害者手帳1級相当）の障害を有する人、およびヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害を有する人

● 接種期間　4月1日～3月31日
● そ の 他　予診票は保健センターで発行します。
● 医療機関への持ち物　健康保険証、予診票、自己負担金
※ 平成31年度からの5年間は経過措置として、年度ごとに
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も
接種対象となります。  
ただし、過去に接種された人は対象となりません。

高齢者肺炎球菌
問 保健センター　☎22-1021

風しんワクチン接種費用の助成
　先天性風しん症候群から妊婦を守るため、風しん抗体価
の低い妊婦（風しん抗体検査を受け抗体価が基準値（HI法抗
体価16倍又は同程度）以下）の夫および同居している家族に
対し風しんワクチン接種費用を助成します。
※過去に垂井町の助成歴のある人は対象外です。
● 予診票発行手続き方法
　抗体価の分かるもの（接種を希望する人及び妊婦）を保健
センターにお持ちください。保健センター窓口で予診票を
発行しますので、町内医療機関で接種してください。

風しんワクチン
問 保健センター　☎22-1021

い　つ 4月、6月、8月、10月、12月、2月
※対象者には、案内を郵送します。

どこで 保健センター

対象者 2歳～2歳1か月児とその保護者
※要予約

内　容
親子で楽しむ遊び・おやつの話、歯みがきの
話
※希望者には、個別相談も行います。

　2歳児からの生活の中に取り入れたい、親子で出来る遊び
や運動を学びます。

　離乳食初期から後期までのすすめ方を学びます。
コース名 内容  対象者

ごっくんコース 離乳食初期について
の話

生後3、4か月児
とその保護者

かみかみコース 離乳食中期～後期に
ついての話

生後6、7か月児
とその保護者

● 場　所　保健センター
※対象者には、案内を郵送します。
※要予約

離乳食学級 問 保健センター　☎22-1021

2歳児教室 問 保健センター　☎22-1021

第4回垂井町フォトコンテスト　審査員賞　「本番へ!!go！」
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こどもを預ける
町内認定こども園 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507

※公立保育園は令和3年4月に認定こども園に移行予定です。
※毎年広報10月号（予定）に次年度4月からの入所案内を掲載していますので、入所を希望される方はご覧ください。
※年度途中の入所については、子育て推進課へお問い合わせください。

　認定こども園は、就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供するために創設された制度です。園での生活を通し
て、子どもたちが心身ともに成長し、温かい心が育まれるよう、教育・保育の充実を図りながら、しっかりと子どもたちの育ち
を支援していきます。

園名等 対象児 所在地 電話
最長保育時間

（利用は別に申請が必要）
月～金曜日 土曜日

公
立

保
育
所
型

垂井こども園 【保育認定】
2か月～5歳児
【教育標準時間認定】
3歳児～5歳児

垂井町
1007-1 22-0217

【保育認定】
7：00～19：00
【教育標準時間認定】
8：15～14：00

【保育認定】
7：00～17：30

垂井東こども園 垂井町地蔵
2-41 22-4150

宮代こども園

【保育認定】
1歳児～5歳児
【教育標準時間認定】
3歳児～5歳児

垂井町宮代
672-1-1 22-0693

表佐こども園 垂井町表佐
1506 23-1298

府中こども園 垂井町新井
709-3 22-0149

岩手こども園 垂井町岩手
609-1 22-0417

【保育認定】
7：00～18：00
【教育標準時間認定】
8：15～14：00

【保育認定】
7：00～12：30

私
立

幼
保
連
携
型

ハチスチルドレンズ
センター

【保育認定】
2か月～5歳児
【教育標準時間認定】
満3歳～5歳児

垂井町栗原
1892-1 22-0612

【保育認定】
7：00～19：00
【教育標準時間認定】
8：15～15：30

【保育認定】
7：00～19：00

令和3年4月1日現在
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コミュニティママ子育てサポート 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507

　お子さんを預けたい方（利用会員）と保育ができる方（サポート会員）の会員相互による子育てサポートを受けられます。
 ※2020年4月1日時点での情報です。

利用時間 8：00～19：00　※年末年始はお休みです。
どこで 垂井こども園内

対象者
利用会員 小学校3年生までの児童の保護者（事前に登録が必要）

サポート会員 保育士、幼稚園教諭、看護師、保健師、小学校教諭、中学校教諭、助産師等の経験のある方
（事前に登録が必要）

利用料金

時間 金額（1時間当たり）

平日  8：00～17：00   700円
17：00～19：00   800円

土・日・祝日  8：00～17：00   900円
17：00～19：00 1,000円

手続き先 事前登録に関すること…子育て推進課子育て支援係（☎22-7507）
利用申込に関すること…町社会福祉協議会（☎23-3335 ℻22-2714）

一時的保育 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507

　保護者が病気や介護、一時的または継続的な就労・学習・冠婚葬祭等の理由で、お子さんの育児ができないときに垂井こども
園でお預かりします。

利用方法

• 事前に利用申込書を垂井こども園または役場へ提出し、利用希望日の前月初日から利用する1週間前ま
でに利用届を垂井こども園へ提出してください。
•ご利用はひと月あたり14日以内です。※私的理由によるご利用はひと月あたり4日以内
•緊急の場合は、先にお電話（一時的保育室または垂井こども園）で空き状況をご確認ください。

利用時間
月～金曜日　8：30～16：30　　土曜日　8：30～12：00
※日祝日・年末年始・垂井こども園の休園日は利用できません。
※保護者の状況により、垂井こども園の開園時間内であれば延長保育が可能です。

どこで 垂井こども園内　一時的保育室（☎22-5711）
※利用時間外及び土曜日は垂井こども園（☎22-0217）へお問い合わせください。

対象者 町内在住で生後6か月～小学校就学前の児童（保育認定を受けた園児は利用できません。）
定　員 1日10名

利用料金

区　分 3歳未満児 3歳以上児
町民税非課税世帯など     0円     0円
4時間未満の利用   900円   700円
上記以後1時間毎   250円   200円
8時間以上の利用 2,700円 2,100円

給食費（利用時）1日につき230円、おやつ代（利用時）1回につき50円
※ 8時30分までの時間帯または16時30分以降の時間帯の保育を利用される場合は、上記の額のほか、追
加料金がかかります。
※おやつの回数は、ご利用時間帯により異なります。
※3歳未満児とは、利用年度の初日の前日に3歳に達していないお子さんです。
利用料は、利用月の翌月に納付書（金融機関にて支払）を郵送します。

　病気、あるいはその回復期にあり、保育所等での集団保育が困難で、かつ保護者のお仕事などで家庭での保育が難しいとき
に、医師、看護師、保育士が連携してお子さんをお預かりし、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

どこで
病児保育室　Peek-A-Boo（ピーカブー）
大垣市高砂町1-31　児玉レディスクリニック内（☎82-1155）

対象者 乳幼児（2か月以上）から小学校3年生までの児童
利用料金 2,000円／1人・1日

※ご利用には、事前登録と予約が必要になります。
※ ご利用方法、ご利用時間など詳しくは病院へお問い合わせください。

病児保育 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507
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子育て相談

留守家庭児童教室 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507

　保護者の就労などで昼間留守になる家庭のお子さんに対し、下校後の生活の場を提供するところです。
　夏休みのみの受け入れも行っています。

※広報11月号に次年度4月からの入室案内を掲載する予定です。
　年度途中の入室については、上記までお問い合わせいただき、入室したい月の前月20日までに申請書類を提出ください。

開室日および時間
月～金曜日、土曜日授業日　下校～18：00
長期休業（夏休み等）、土曜日授業のない月の第2土曜日　8：30～18：00
（祝日、年末年始はお休みです。）

開室場所および定員

垂井小学校留守家庭児童教室（垂井小学校校舎内） 40名
宮代小学校留守家庭児童教室（旧宮代幼稚園舎）　 40名
表佐小学校留守家庭児童教室（旧表佐幼稚園舎）　 50名
府中小学校留守家庭児童教室（府中小学校校舎内） 50名
東小学校留守家庭児童教室（東小学校運動場南）　 80名
※開室していない校区の方も利用できます。

対象者 小学1～6年生の児童
保育料

同一世帯の中で、複数の児童
が同時に入室する場合、2人
目以降の児童は右記の半額

通年利用 月　額 10,000円
（ただし、8月分は15,000円）

夏休みのみ利用 25,000円

子育て支援センター 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507

　子育てに不安や悩みのある方、お子さんを遊ばせる場所がない方などのために、育児相談や遊び方指導などを実施していま
す。子育て講座、親子講座なども実施しています。
　日程等については、毎月の広報または垂井町ホームページにてご確認ください。

い　つ 月～金曜日　9：00～12：00、13：00～15：00（祝日、年末年始はお休みです。）

どこで
垂井町子育て支援センターつくしんぼ（垂井こども園内　☎22-0076）
垂井町子育て支援センターさくらんぼ（垂井東こども園内　☎23-4484）

対象者 未就園児とその保護者
内　容 育児相談、遊び方指導、子育て講座、親子講座など

　ことばの発音やリズム、育ちが気になるお子さんを対象に、ことばの教室を開室しています。教室では、お子さん1人1人に
合ったプログラムに基づき、くちびるや舌の動きの練習、コミュニケーション力、ことばを聴き取る力を育てる練習などを行
います。

どこで ことばの教室（垂井東こども園内）（☎23-5330）
対象者 町内に居住するおおむね5歳の子

※ ご利用方法など詳しくはお子さんが所属するこども園にお問い合わせください。

　心身の発達がゆっくりめのお子さんと保護者が一緒に通園して、発達を促す遊びやことばの指導などを受けられます。こと
ばや心、身体の発達や育児の相談を行います。

児童発達支援事業所 いずみの園 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507

相談日 随時（事前に電話予約をしてください。）
対象者 0～5歳児

どこで いずみの園（垂井町綾戸262番地）
22-1953

ことばの教室 問 子育て推進課 子育て支援係　☎22-7507
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小学校・中学校
町内小学校

問 教育委員会　学校教育課　☎22-1153

町内小学校一覧

学校名 住所 電話番号
（0584）

垂井小学校 垂井町1069番地の2 22-1008
宮代小学校 垂井町宮代2729番地 22-1012
表佐小学校 垂井町表佐940番地 22-1025
合原小学校 垂井町栗原1102番地の1 22-1014
府中小学校 垂井町府中464番地 22-1018
岩手小学校 垂井町岩手619番地の2 22-1003
東小学校 垂井町綾戸910番地の1 23-2780

町内中学校
問 教育委員会　学校教育課　☎22-1153

町内中学校一覧

学校名 住所 電話番号
（0584）

不破中学校 垂井町2461番地 22-1020
北中学校 垂井町新井152番地の1 22-1004

入学・転校について
問 教育委員会　学校教育課　☎22-1153

小・中学校の入学
　教育委員会から1月末までに、入学通知書が届きます。
　入学通知書には、入学する予定の学校、入学式の日時が記
載されています。
　保護者は入学式の当日、入学通知書を指定された学校ま
で持参してください。
　また、1月以降、町内に転入した人や住所変更をした人で、
入学通知書が届いていない人、お子さんが国立・私立の学校
へ入学する場合は学校教育課までご連絡ください。

小・中学校の転校
（1）転出の場合
   1） 住民課で住民登録の転出手続き後、教育委員会で転校

手続きをする。
   2）転出する学校に転退学することを届け出る。
   3） 転出する学校で在学証明書、教科書給与証明書を受け

取る。
（2）転入の場合
   1） 住民課で住民登録の転入手続き後、教育委員会で転校

手続きをする。
   2） 転入する学校へ前の学校で受け取った在学証明書、教

科書給与証明書を届ける。
（3）町内転居の場合（学校区域外の転居の場合）
   1） 住民課で住民登録の手続き後、教育委員会で転校手続

きをする。
   2）転出する学校に転退学することを届け出る。
   3） 転出する学校で在学証明書、教科書給与証明書を受け

取る。
   4） 転入する学校へ前の学校で受け取った在学証明書、教

科書給与証明書を届ける。
（4）町内転居の場合（学校区域内の転居の場合）
   1） 住民課で住民登録の手続きをする。

指定校変更について
　教育委員会では、各小・中学校の通学区域を定め、就学す
べき小・中学校を指定していますが、次の事由に該当し、教
育委員会が認めたときは、町内において指定した小学校ま
たは中学校を変更することができます。
（1）指定校を変更する事由
   1）特別支援学級に入級する場合
   2） 身体の障害等により指定された学校に通学しがたい

場合
   3） 小学校6年又は中学校3年に在学中、他の学校の通学

区域内に住所を変更した場合
   4） 上記1）から3）のほか学年の中途で他の学校の通学区

域内に住所を変更し、その学期の終了するまでの場合
   5）その他教育委員会が必要と認める場合
（2） 指定変更の手続き  

変更事由に該当する人で変更を希望する場合は、区域外
就学申請書をお渡ししますので、学校教育課へご連絡く
ださい。

暮らしの便利帳垂井町58

健
康
・
福
祉

２１０１垂井町(SG13) .indd   5 2020/12/09   1 :0 :5



ペット
犬・猫の飼い主さんへ

問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

次のことに注意してください。
（1） 犬を飼うときは、登録をしましょう。  

飼い犬は生涯一度の登録が義務付けられていますので、
必ず登録してください。  
また、登録している犬が死亡したときも届出が必要です。

（2） 犬の所在が変わったら  
引越しをしたときや、犬を譲ったりして犬の所在が変
わったら、所在地の変更をしてください。

（3） 毎年1回の狂犬病予防注射を受けましょう。  
飼い主には、1年に1回の狂犬病予防注射が義務付けら
れています。

（4） 避妊・去勢手術しましょう。  
生まれた子犬や子猫は、飼い主が責任をもって飼う、ま
たは責任をもって次の飼い主を探してください。  
生まれてから飼えないということのないように、事前に
十分検討し、避妊・去勢手術をしましょう。

（5） むだ吠えなどの問題行動をしないようにしつけましょう。  
さまざまなライフスタイルの人がいます。朝早く出勤す
る人もいれば、朝帰る人もいます。  
ご近所の迷惑にならないようにしましょう。

（6） 犬小屋やその周辺は清潔にしましょう。  
庭先などでつないで飼う場合などは、犬小屋などを清潔
にしないと臭いの元となることはもちろん、害虫などが
わいたりします。

（7） ふん尿の処理  
散歩等での犬のふんは必ず持ち帰りましょう。

　生後91日以上の飼い犬は、町への登録（1頭につき生涯1
回）と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
　犬の登録は、住民課 環境衛生係または町内（および一部町
外）の動物病院で行ってください。
　狂犬病予防注射は、毎年5月に、町内の各会場で集合注射
が行われますのでご利用ください。
　なお、都合が悪い場合は動物病院で接種してください。

犬の登録と狂犬病予防注射
問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

　町では、飼い主不明な猫の避妊・去勢手術を行った人に、
その費用の一部を助成しています。

飼い主不明な猫避妊・去勢手術の助成
問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

　飼い主の転出などで犬を飼う場所が変わったときは、転
出先の市町村に届け出てください。

犬の所在地の変更
問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

　飼い犬が死亡した場合は死亡届（鑑札、注射済票を添付）
を住民課 環境衛生係に提出してください。

犬が死亡したときは…
問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

第5回垂井町フォトコンテスト　大賞　「鯉のぼりと競演」
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住宅・建築・開発
建物を建てるには

問 建設課 都市計画係　☎22-7513

　建物を建てようとする場合は、建築確認申請をする前に
下記の内容を確認しましょう。

都市計画区域
　垂井町には都市計画区域が設定されています。区域内で
新築・改築・増築・移転等する場合は確認申請が必要です。
　区域外であっても確認申請が必要です。

開発行為
　建築予定地が1,000㎡以上でその土地の区画・形質を変え
る場合には、事前に必ず開発行為の許可を受けてください。
　なお、市街化調整区域では規模に関わらず開発許可が必
要です。

農地
　建築予定地が農地の場合、建物を建てることができませ
ん。確認申請を受ける前に必ず農地転用の許可を受けてく
ださい。手続きについては、農業委員会（☎22-7516）にお問
い合わせください。

遺跡
　掘削等行う場合には、事前にタルイピアセンター（☎23-
3746）へお問い合わせください。

私有地と町道および町有水路の境界確認は
問 建設課 管理係　☎22-7511

　道路や水路と個人の土地境界を決める必要があるとき
は、管理係へ申請してください。
　町と関係者立会のうえ、境界の確認をします。
　境界確認申請書には、申請地の登記事項要約書と法務局
備え付けの公図、位置図等関係書類の添付が必要です。
　また、他の書類が必要となる場合がありますので、お問い
合わせください。
● 関係書式　境界確認申請書

町道や町有水路を占（使）用するときは
問 建設課 管理係　☎22-7511

　水道管やガス管を引き込むために道路を掘ったり、水路
に橋を架けたりするとき、または建築用の足場などを道路
上に出すときは許可が必要になります。
　許可申請には図面なども必要ですので、事前にご相談く
ださい。

町道・普通河川の管理について
問 建設課 管理係　☎22-7511

　町道及び側溝、ガードレール等の道路施設・河川施設を破
損した場合、また破損を見つけたときはご連絡ください。

公営住宅について
問 建設課 管理係　☎22-7511

　町内7ヶ所の町営住宅の管理をしています。
　入居を希望される方は、広報にて入居資格や募集時期を
ご確認ください。
　募集している住宅については、お問い合わせください。

くらし
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建物を耐震化するには
問 建設課 都市計画係　☎22-7513

　安全・安心のまちづくりを進めるため、昭和56年5月31日
以前に着工された木造の住宅、その他建築物の耐震診断、耐
震改修の費用の一部を助成しています。希望される方はお
問い合せください。

町営駐車場を利用したいときは
問 建設課 都市計画係　☎22-7513

　町営駐車場（駅北・駅南の2箇所）の定期利用を希望される
方は、申請してください。
● 使用料
　町営南駐車場　2,500円／月
　町営北駐車場　2,000円／月
　※町営北駐車場は一時利用も可能です。

　水道のご使用は、垂井町水道事業給水条例および垂井町
簡易水道給水条例が契約内容となります。（町ホームページ
にて掲載しています。）
　主な契約内容は以下のとおりです。
（1） 新たに水道をご使用になるとき、又は水道の使用を中止

されるときは書面でのお届けが必要となります。
（2） 料金は、お客さまごとに毎月の定められた日を基準日
（定例日）として算定します。

（3） 月の途中において水道の使用を開始されたとき又は使
用を中止されたときの水道料金は、使用日数に応じて、
基本料金を日割により計算します。

（4） メーターは、計量法で定められた有効期限に基づき、8年
で交換します。メーターが故障したときなど使用水量が
不明の場合は、使用水量を認定して料金を算定します。

（5） 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にも
かかわらずお支払いいただけないときは、原則として給
水を停止します。

上下水道

（6） 事故や災害等やむを得ない場合又は公益上必要な水道
管の取替工事等を行う場合、給水の停止、使用の制限又
は断水することがあります。

（7） 給水装置はお客さまの財産となりますので、管理をお願
いします。また、正確な検針を行うためにメーターボッ
クスの中をきれいにし、メーターボックスの上に物を置
かないようにご協力お願いします。

水道をご使用になるうえで
問 上下水道課 庶務係　　☎22-7517

上水道係　☎22-7518

　役場 上下水道課窓口での手続きには、届出人の印鑑をご
持参ください。
　「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」は役場上下水道
課窓口又は町ホームページにて入手できます。
（1） 水道を使用開始・中止する場合
　 ・ 「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」をご提出く

ださい。
　　 ※電話での受付は行っていません。
　 ・ 水道の開始・中止作業は、「上下水道使用開始・中止・名

義変更等届」に記入いただいた「使用開始・中止日」の
15時～17時に行います。立ち会いは必要ありません。

　　 ※ 平日のみの作業となりますので、土日祝日から水を
ご使用の方はご注意ください。

（2） 使用者（契約者）の変更または使用者（契約者）が亡く
なった場合

　 ・「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」をご提出く
ださい。

（3）下水道使用者が増加または減少した場合
　 《お届けが必要な方》
　  　下水道使用料を人数で算定されている方（井戸水をご
使用の方）、農業集落排水処理施設をご使用の方が対象
となります。井戸水をご使用の方で、井戸メーターを設
置されている方は必要ありません。

　 《申請期限》
　　  異動後、速やかに役場にて手続きください。
　 《申請方法》
　  　「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」をご提出く
ださい。

　  　また、人数の増減を確認する書類が必要となります。
住民票の住所変更をされない方は、住所変更したことが
分かる書類を添付してください。（アパートの賃貸借契
約書のコピーなど）

各種手続きについて
問 上下水道課 庶務係　☎22-7517
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水道料金表
水道料金は基本料金と超過料金を足したものです。 
下表で計算した額に消費税を加算した額が水道料金で
す。（10円未満切り捨て）
 （月額）

口径
基本料金 超過料金（1㎥につき）
使用水量
10㎥まで 11～110㎥ 111～510㎥ 511㎥以上

13㎜    880円

110円 130円 140円
20㎜  1,080円
25㎜  1,160円
30㎜  1,660円
40㎜  1,840円

口径 使用水量
50㎥まで 51～150㎥ 151～550㎥ 551㎥以上

50㎜  7,400円
110円 130円 140円75㎜  9,800円

100㎜ 12,300円

公共下水道使用料金表
●下水道使用料は基本料金と超過料金を足したものです。
　下表で計算した額に消費税を加算した額が下水道使用料
です。（1円未満切り捨て）
 （月額）

種別
基本料金 超過料金（1㎥につき）
使用水量
10㎥まで 11～50㎥ 51～100㎥ 101㎥以上

一般 2,000円 150円 160円 170円

注： 認定水量は、4人目までは1人につき9㎥、5人目からは1
人増すごとに6㎥の増となります。

●井戸水などを使用している場合は、次のように使用水量
を決め下水道使用料に換算します。
　下表の額に消費税を加算した額が下水道使用料です。
 （月額）

使用人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
認定水量 9㎥ 18㎥ 27㎥ 36㎥ 42㎥ 48㎥
下水道
使用料 2,000円 3,200円 4,550円 5,900円 6,800円 7,700円

農業集落排水処理施設使用料金表
　農業集落排水処理施設使用料は基本料金と使用料金を足
したものです。
　下表で計算した額に消費税を加算した額が農業集落排水
処理施設使用料です。（1円未満切り捨て）
 （月額）

種別 基本料金
（1世帯につき）

使用料金（1名様につき）
雑排水 し尿

北部第一 2,000円 750円 250円
伊吹 2,000円 800円 300円

上下水道料金について
問 上下水道課 庶務係　☎22-7517
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（1）漏水確認方法
　蛇口をすべて閉めた状態でパイロットが回転している場
合は、漏水の可能性があります。

（2）漏水していた場合
　宅内の漏水は、お客さまの費用負担により調査・修理して
いただきます。垂井町指定給水装置工事業者にご相談くだ
さい。
※1　 垂井町指定給水装置工事業者は町ホームページに掲

載しています。
※2　 漏水状況により、上下水道料金が減免されることがあ

ります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。

パイロット

水漏れしていたら
問 上下水道課 庶務係　☎22-7517

　支払方法は、｢口座振替｣又は｢納付書｣の2種類がありま
す。

【納付は便利な口座振替をご利用ください】
　垂井町収納金口座振替依頼書は、垂井町役場又は各金融
機関に用意してあります。通帳と通帳届出印鑑をご持参の
うえ、お申し込みください。
　なお、ゆうちょ銀行・郵便局で口座振替を希望される方
は、直接、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で手続きをお願いし
ます。
【使用者（契約者）を変更される方へ】
　垂井町収納金口座振替依頼書と併せて、「上下水道使用開
始・中止・名義変更等届」のご提出が必要となりますので、役
場での手続きをお願いします。

※ 口座振替日又は納期限が土日、祝日の場合は翌営業日に
なります。

口座振替 納付書

口
座
振
替
日
ま
た
は
納
期
限

・水道料金
・ 農業集落排水処理施
設使用料
　請求月翌月25日
・下水道使用料
　請求月当月25日

・水道料金
・ 農業集落排水処理施
設使用料
　請求月翌月25日
・下水道使用料
　請求月当月25日

（例） 4月検針（3月1日～4月1日）は、水道料金4月
分、下水道使用料5月請求分となり、口座振替
日又は納期限は5月25日となります。

※地区により検針日が異なります。

取
扱
銀
行
ま
た
は
納
付
場
所

・大垣共立銀行
・大垣西濃信用金庫
・西美濃農業協同組合
・十六銀行
・東海労働金庫
・ゆうちょ銀行

・垂井町役場　会計窓口
・大垣共立銀行
・大垣西濃信用金庫
・西美濃農業協同組合
・十六銀行
・東海労働金庫
・ ゆうちょ銀行（岐阜・
愛知・三重・静岡県内）
・コンビニ

上下水道料金のお支払い
問 上下水道課 庶務係　☎22-7517

　水道の給水装置の以下の工事を行う場合、申請が必要と
なります。町の指定した垂井町指定給水装置工事事業者へ
依頼してください。
・新しく水道をひくとき
・水道メーターを移設、口径変更するとき
・宅内の設備を改修するとき（リフォーム　など）
・給水装置を撤去するとき
　給水加入金等、詳しくは上下水道課までお尋ねください。

給水装置工事のご相談／お申し込み
問 上下水道課 上水道係　☎22-7518

第5回垂井町フォトコンテスト　特選　「白糸の滝」
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　下水道には、町が道路等に管を布設し管理する『公共下水
道』と、個人の敷地内に設置し、各家庭等の汚水を公共下水
道へ排水するための『排水設備』があります。
　町条例では公共下水道の供用開始の公示がされると、1年
以内に排水設備を設置しなければならないこととなってい
ます。（垂井町下水道条例第4条）
　また、新築・増築・改築される方についても、設置する便所
を水洗便所にし、汚水管は公共下水道に接続しなければな
らないと義務付けられています。（建築基準法第31条）
　垂井町の下水道は汚水と雨水を別々に排除する分流式と
なっていますので、汚水は公共下水道に流していただき、雨
水は川や水路、側溝に流してください。
　排水設備の工事及び維持管理については、個人で行って
いただくことになります。
　排水設備工事を行う場合には、必ず町の公認業者へ依頼し
てください。排水設備の施工に関しては町の条例などで技術
的な基準が定められており、公認業者以外では施工できない
ことになっています。公認業者一覧表は上下水道課窓口で配
布しているほか、町ホームページでも確認できます。

水洗便所等改造資金融資あっせん制度
　下水道への接続工事費を一時的に支払うことが困難な方
のために、工事費を分割で支払うことのできる制度です。こ
の制度は、町内金融機関から無利子で融資を受けることが
できます。
● 融資金額　1戸につき30万円以上200万円以内
● 返済期間　60ヶ月以内
● 利　　子　 無利子（町が負担）、ただし年利率3%を限度と

します
● 対象条件
・ 自己資金のみでは、改造資金を一時的に支払うことが困
難であること。
・ 供用開始後、1年以内に排水設備を設置する方又は3年以
内にくみ取り便所を水洗便所に改造する方。ただし、法
人、団体又は新築の場合は該当しません。
・ 下水道事業受益者負担金や町税を滞納していないこと。
・ 融資金の償還能力を有すること。
　詳細は、上下水道課へお問い合わせください。

接続工事

下水道への接続について
問 上下水道課 下水道係　☎22-7518

第5回垂井町フォトコンテスト　特選　「青空にこい稔る」
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農林業
有害鳥獣に関すること

問 産業課 農林係　☎22-7514

　田畑の農作物がイノシシ、シカ等の有害鳥獣に食い荒ら
されたときに、駆除を行います。

田畑の農作物を荒らす有害鳥獣を駆除したいとき
　自治会や集落営農組織などの申請により、垂井町有害鳥
獣捕獲隊に駆除を依頼します。（罠の設置場所など、地元の
方に協力していただくことが前提になります。）

町鳥獣害防止事業
　イノシシ、シカ等から大切な農作物を守るために電気柵
等資材費用の補助を実施しています。
　また、狩猟免許を取得または更新するために要する経費
の一部補助も行っています。

農地転用には許可・届出が必要です
問 農業委員会事務局　☎22-7516

手続きは…
　農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置
場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。自分の
農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」、他人の農
地を転用する場合は「農地法第5条の許可申請」といいます。
農地を転用する場合は、県知事の許可を受けなければなり
ません。また、農地が市街化区域内にある場合は「届出」とな
ります。自分の農地が市街化区域内にあるかどうかは問い
合わせください。これらの手続きをしないと違反転用とな
り、現状回復や処罰の対象となります。

許可基準は…
　農地法の許可・不許可は、農地法に基づいて個別に判断さ
れますが、農業振興地域の農用地区域内の農地は原則とし
て許可されません。しかし、農用地区域内の農地であって
も、条件により農用地除外の手続を経た上で、転用できる場
合があります。

産業
森林を伐採するときは

問 産業課 農林係　☎22-7514

普通林を伐採するとき
→ 垂井町長あてに「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出し
てください。
　提出は伐採を行う30日前から90日前に行ってください。
　添付書類は以下のとおりです。
・位置図
・平面図（伐採区域が分かるもの）
・同意書（届出人が森林所有者と異なる場合）
　また、伐採後、土地の形質を変更する面積が1haを超える
場合については、岐阜県知事あてに林地開発許可申請書の
提出が必要となりますので、その際には県の担当部局へご
相談ください。

保安林を伐採するとき
→ 岐阜県知事あてに届出および許可申請が必要となります。
　保安林の種類によって要件が変わりますので、まずは県
の担当部局へご相談ください。

　森林を伐採する際には、以下のような届出および許可申
請が必要となります。

農地・農業用施設の整備・管理について
問 産業課 農林係　☎22-7514

多面的機能支払交付金について
　農地・農業用施設の管理について、地域で共同活動を行う
場合は、多面的機能支払交付金をご活用ください。農地法面
の草刈り・水路の泥上げ・農道の路面維持等の共同活動に対
し、農地面積に応じた交付金の支援を受けられます。

農業土木工事について
　農地・農業用施設の改修および維持管理、災害復旧につい
て工事の要望がありましたら、要望書をご提出ください。工
事費の一部を補助します。申請は土地改良区や農家組合等
の団体から行っていただきます。

農道及び用排水路について
　農道及び用排水路を占用・使用等する場合は各管理者（町、
各土地改良区、地元管理者）へお問い合わせください。
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人権・男女共同参画

　男女共同参画社会とは、すべての人びとの人権が保障さ
れ、一人ひとりが性別にかかわらず、自立した個人として、
その能力と個性を十分に発揮でき、それぞれ多様な生き方
が認められる社会です。そして、その社会は、男女が対等な
立場で、社会のあらゆる分野に共に参画し、責任を分かち合
う社会です。
　垂井町においても男女共同参画社会を実現するため、「垂
井町第2次男女共同参画プラン」を策定し、さまざまな活動
に取り組んでいます。

男女共同参画
問 企画調整課 企画係　☎22-1152

情報公開

制度の概要
　町民の知る権利を尊重し、町政に対する皆さんの理解と
信頼を深め、開かれた町政を進めることを目的に公文書の
公開を行っています。公文書の公開請求は、どなたでもでき
ますので、総務課 庶務係までご相談ください。

個人情報開示制度
問 総務課 庶務係　☎22-1151

制度の概要
　個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることに
より、町政の適正な運営および個人の権利利益を保護する
ことを目的としています。公文書に記録されている個人情
報の開示の請求は、ご自身に関する個人情報について請求
することができます。また、法定代理人または任意代理人に
よってもすることができますので、総務課 庶務係までご相
談ください。

情報公開制度 問 総務課 庶務係　☎22-1151

人権・男女共同参画・情報公開・選挙

第5回垂井町フォトコンテスト　審査員賞　「出番」
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選挙の種別 選挙権の要件
衆議院議員選挙 ①日本国民であること

②年齢が満18歳以上であること参議院議員選挙

岐阜県知事選挙
①日本国民であること
②年齢が満18歳以上であること
③ 3ヶ月以上引き続き岐阜県内の
同一市町村に住んでいること（そ
の後引き続き岐阜県内の他の市
町村に住所を移した場合も含み
ます）

岐阜県議会議員選挙

垂井町長選挙 ①日本国民であること
②年齢が満18歳以上であること
③ 3ヶ月以上引き続き垂井町に住
んでいること

垂井町議会議員選挙

　選挙権があり、国外に住所がある人は、在外選挙人名簿へ
の登録を行うことで日本の国政選挙の投票ができます。
　在外選挙人名簿への登録には事前の申請手続きが必要で
すので、詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
　https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/
index.html（もしくは『在外選挙』で検索してください）

問 選挙管理委員会事務局（総務課内）　☎22-1151
選挙

選挙権と選挙人名簿

選挙権
　選挙権は、国民の重要な参政権であり、基本的な権利です。
　選挙権を持つためには次の要件が必要です。

選挙人名簿
　選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ
投票できません。
　選挙人名簿は毎年3月、6月、9月および12月の年4回行う
定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。
　ただし、他の市区町村へ転出された場合などには、一定期
間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
　町の選挙人名簿に登録されるには次の要件が必要です。
・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・ 住民票が作成された日（転入については転入届をした日）
から引き続き3ヶ月以上、町の住民基本台帳に記録されて
いる者であること

期日前投票・不在者投票

期日前投票
　投票日に仕事やレジャー等の理由により投票所に行けな
いと見込まれる場合は、所定の期日前投票所で期日前投票
ができます。期日前投票ができる期間は、公示日（告示日）の
翌日から投票日の前日までです。

滞在先での不在者投票
　垂井町の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行
等により他の市区町村に滞在している場合は、垂井町選挙
管理委員会に投票用紙等を請求して滞在先の選挙管理委員
会で不在者投票ができます。

病院・施設での不在者投票
　都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人
ホーム等に入院・入所している場合は、その施設で不在者投
票ができます。

郵便等による不在者投票
　身体に重度の障がいがあり、身体障害者手帳、戦傷病者手
当、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの人で、法律に
定められた要件を満たしている場合は、郵送による不在者
投票ができます。
　ただし、あらかじめ選挙管理委員会へ申請して「郵便等投
票証明書」の交付を受ける必要がありますので、詳しくは選
挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

在外選挙制度

第5回垂井町フォトコンテスト　審査員賞　「出番前」
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急病と火災・119
問 不破消防組合 指令課　☎23-2030

火災が発生したら
問 不破消防組合 指令課　☎23-2030

急病になったとき
　救急車を呼ぶほどではないが、どうしてもすぐ治療を受
けたいときは、次の手順によってください。
（1）まず、かかりつけ医師に電話をかけてください。
（2）不破地域救急病院案内に電話をかけてください。
　【☎23-3799】
（3） 「ぎふ救急ネット」で検索すると医療機関を探すことが

できます。

火災情報の問い合わせ
　現在の垂井町内、不破消防組合消防本部管内の火災等に
ついて『音声ガイダンス』でご案内します。
　【☎24-1090】

119のしくみと注意事項
・火災や急病人、けが人が発生したときは、局番無しの【119】
をダイヤルしてください。
・ 【119】はあわてず落ち着いて、「どこで、何がおきた」かを
ハッキリ伝えてください。

1．火災が発生したら
　火災が発生したときは、ゆっくり、あわてず、確実に行動
しましょう!
　「通報」「初期消火」「避難」は3つの原則です。
通報は

　火事を発見したら、近所の人に大声で知らせ、素早く消防
署【119】に通報しましょう。
初期消火は

　出火から3分以内が消火できる程度です。火が横に広がっ
ている状態なら消火は可能です。
避難は

　天井まで火が燃え広がったら消火は困難。危険を感じたら
迷わず避難しましょう。避難するときは、燃えている部屋の
ドアや窓を閉めましょう。延焼を防ぎます。火が大きくなっ
たり、煙が多くなってきたら吸い込まないようにタオルやハ
ンカチで鼻や口を覆い、姿勢を低くして逃げましょう。

2．通報の仕方は
（1） 電話で【119】をダイヤルし、火災であることを伝えま

す。
（2） 火災現場の場所を正確に伝える。 

住所は、垂井町○○の□□□□の家です。 
目標物は、○○小学校の東○○メートルのところです。 
燃えている物は、2階建ての木造住宅です。 
私は、○○○○です。電話番号は0584-○○-○○○○です。

救急・火災・防災

暮らしの便利帳垂井町68
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災害伝言ダイヤル 問 企画調整課 生活安全係　☎22-1152

災害用伝言ダイヤル（171）について

災害用伝言板サービス

　大災害に際し、被災地との通話が困難になった場合、災害用伝言ダイヤルが使用
できます。

1 7 1

●NTTドコモ

●KDDI：au
●ソフトバンク

（日本語版）http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
（英語版）http://dengon.docomo.ne.jp/Etop.cgi 
http://dengon.ezweb.ne.jp/
http://dengon.softbank.ne.jp/J

災害発生時などに、携帯電話を利用して安否情報を登録でき、携帯電話やパソコン
から確認することができます。

をダイヤルした後、
ガイダンスに従ってください。

171

災害用
伝言板

携帯電話
または
パソコン

災害伝言ダイヤル「171」
活用してください、災害発生時の「災害用伝言ダイヤル171」

　「災害用伝言ダイヤル」は被災地域内やその他の地域の人との声の伝言板です。被災地の人が録音した安否などに関する情
報を他の地域の人がお聞きになれるほか、他の地域の人から被災地の人へメッセージを送ることも可能です。

第1回垂井町観光写真コンテスト　入選　「こいのぼりの様に高く」
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三日分の水 三日分の食料 通帳・印鑑・現金
テレホンカード 携帯ラジオ・懐中電灯 身分を証明するもの

（免許証・健康保険証等）

上着・下着などの衣料 ウエットティッシュ
生理用品

合羽・ヘルメット
手袋・ロープ

固形燃料・缶切り
卓上コンロ

マッチ・ライター
ろうそく

メモ帳・筆記用具 洗面用具 粉ミルク・哺乳びん
紙おむつ

救急医薬品・持病薬
薬手帳 毛布

携帯型充電器 ハザードマップ ラップ カイロ ごみ袋
ハザード
マップ

携帯トイレ・簡易トイレ マスク 石けん・消毒液 体温計 タオル

スリッパ ビニール手袋 避難者カード・
健康状態チェックカード

（町ホームページに様式あり）

災害時持ち出しリスト 問 企画調整課 生活安全係　☎22-1152

持ち出しリスト（参考）

　火災予防条例により、すべての住宅（寝室、階段等）に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器を設置しましょう! 問 不破消防組合 東消防署　☎23-2030

健康状態チェックカード避難者カード

暮らしの便利帳垂井町70
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　避難所一覧は以下のとおりです。

 R3.4.1時点

施設名 所在地 階数 電話番号
垂井小学校 1069-2 地上3階 22-1008
垂井こども園 1007-1 地上2階 22-0217
保健センター 990 地上2階 22-1021
垂井中町
コミュニティセンター 1291-4 地上2階 －

垂井西町
コミュニティセンター 1128-1 地上2階 －

垂井東町
コミュニティセンター 1307-3 地上2階 －

垂井地区
まちづくりセンター 1546-4 地上3階 23-1409

タルイピアセンター 2443-1 地上1階 23-3746
中央公民館 1543-3 地上3階 22-1019
デイサービスセンター 986-1 地上1階 22-2767
生きがいセンター 990 地上1階 22-3551
旧役場庁舎 1532-1 地上3階 －
東小学校 綾戸910-1 地上3階 23-2780
東小学校留守
家庭児童教室 綾戸917-1 地上2階 22-1873

不破中学校 2461 地上3階 22-1020
農村婦人の家 綾戸790-5 地上1階 －
東地区
まちづくりセンター 綾戸901-1 地上2階 23-0028

いずみの園 綾戸262 地上2階 22-1953
垂井東こども園 地蔵2-41 地上1階 22-4150
宮代小学校 宮代2729 地上3階 22-1012
宮代小学校
留守家庭児童教室 宮代2729 地上1階 23-2341

朝倉運動公園 宮代1984-4 地上2階 23-2333

避難所一覧
問 企画調整課　生活安全係　☎22-1152

施設名 所在地 階数 電話番号
文化会館 宮代2957-2 地上2階 23-1010
宮代地区
まちづくりセンター 宮代664-4 地上2階 22-1010

宮代こども園 宮代672-1-1 地上2階 22-0693
表佐小学校 表佐940 地上3階 22-1025
表佐小学校
留守家庭児童教室 表佐942-1 地上1階 22-2998

表佐地区
まちづくりセンター 表佐1723-1 地上2階 22-1011

南体育館 表佐1498-1 地上1階 －
むつみ会館 表佐2113-1 地上2階 －
表佐こども園 表佐1506 地上1階 23-1298
老人福祉センター 表佐1496-2 地上3階 23-2117
合原小学校 栗原1102-1 地上2階 22-1014
旧合原幼稚園 栗原1136-1 地上1階 －
栗原地区
まちづくりセンター 栗原1075 地上2階 23-0931

北中学校 新井152-1 地上4階 22-1004
府中小学校 府中464 地上3階 22-1018
旧府中幼稚園 府中448 地上1階 －
林業センター 大滝229-1 地上1階 －
府中地区
まちづくりセンター 新井709-4 地上2階 23-2002

府中こども園 新井709-3 地上1階 22-0149
コミュニティ・
防災センター 府中2417-12 地上2階 －

岩手小学校 岩手619-2 地上3階 22-1003
旧岩手幼稚園 岩手619-2 地上1階 －
岩手地区
まちづくりセンター 岩手608-2 地上2階 22-1007

岩手こども園 岩手609-1 地上1階 22-0417
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公共施設
朝倉運動公園 問 教育委員会　朝倉運動公園管理事務所　☎23-2333

名称 住所 お問い合わせ先 電話番号
野球場 垂井町宮代2040番地

朝倉運動公園管理事務所
（8：30～21：30）
※火曜日休館

23-2333

町民プール 垂井町宮代2022番地の1
町民体育館 垂井町宮代1984番地の1
体育センター 垂井町宮代1984番地の4
第1テニスコート 垂井町宮代1980番地の1
第2テニスコート 垂井町宮代2585番地
第3テニスコート 垂井町宮代2050番地の1
多目的グラウンド 垂井町宮代2036番地の1
スポーツグラウンド 垂井町宮代2084番地の2
セミナーハウス 垂井町宮代2605番地の38
自由広場 垂井町宮代
芝生広場 垂井町宮代
集いの広場 垂井町宮代
わいわい広場 垂井町宮代

名称 住所 お問い合わせ先 電話番号
南体育館 垂井町表佐1498番地の1

生涯学習課 22-1154北部グラウンド 垂井町大石208番地
北柔剣道場 垂井町新井152番地の1

その他体育施設 問 教育委員会　生涯学習課　☎22-1154

公共施設・各種相談

第2回垂井町観光写真コンテスト　入選　「夫婦獅子」
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文化会館 問 ☎23-1010

● 施 設 名　垂井町立中央公民館
● 所 在 地　〒503-2121　垂井町1543-3
● 施設概要　 1階　事務所  

2階　1・2・3会議室　203.68㎡  
　　 視聴覚室　　　 64.99㎡  
　　 松・竹の間　　  69.01㎡  
　　 梅の間　　　　 25.85㎡  
　　 相談室　　　　 16.45㎡  
3階　町民ホール　　361.80㎡

● 利用時間　午前9時～午後10時
● 休 館 日　毎週月曜日
● 利用方法　施設窓口で申請する

中央公民館 問 ☎22-1019

● 施 設 名　垂井町勤労青少年ホーム
● 所 在 地　〒503-2124　垂井町宮代1993-1
● 施設概要　 1階　事務所  

　　  軽体育室　　79.80㎡  
2階　講習室　　　59.85㎡  
　　  調理実習室　71.50㎡  
　　  音楽室　　　　   36㎡  
　　  娯楽談話室　　   24㎡

● 利用時間　午前9時～午後9時30分
● 休 館 日　 ・毎週火曜日及び日曜日  

・国民の祝日に関する法律に規定する休日  
・12月29日から翌年1月3日まで

● 利用方法　施設窓口で申請する

勤労青少年ホーム 問 ☎22-0139

● 施 設 名　垂井町文化会館
● 所 在 地　〒503-2124　垂井町宮代2957-2
● 施設概要　ホール　 大ホール　　703席（ワンスロープ方式）  

楽屋1　　　 13.6㎡  
楽屋2　　　 13.6㎡  
楽屋3　　　 15.4㎡  
楽屋4　　　 40.5㎡  
楽屋事務室　14.8㎡  
母子室　　　 4.5㎡  
小ホール　　242席（移動席）

　　　　　　会議室　 会議室1　　 23.6㎡  
会議室2　　和室12畳  
練習室1　　 42.9㎡  
練習室2　　 46.3㎡  
練習室3　　 51.3㎡  
練習室4　　 51.3㎡  
展示ロビー　76.3㎡

　　　　　　その他　 会館事務室  
喫茶店　　　63.0㎡  
駐車場　　　187台

● 利用時間　9：00～21：00
● 休 館 日　 ・毎週火曜日  

・国民の祝日の翌日  
　（その日が火曜日にあたるときは、その翌日）  
・12月29日から翌年1月3日まで

● 利用方法　 施設窓口で申請する  
（注）大ホール： 利用日3日前から半年前までに

申請
　　　　　　小ホール、その他： 利用日3日前から3ヶ月前ま

でに申請

第3回垂井町観光写真コンテスト　入選　「相川の桜天井」
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　地区まちづくりセンターは、生涯学習の推進及び福祉の増進のために、地区まちづくり協議会を中心として地域に住む人た
ちが自らの知恵と力で活動していくための拠点施設です。

※施設利用の共通事項
● 利用時間　9：00～21：30
● 休 館 日　 毎週火曜日、国民の祝日の翌日（その日が火曜日に当たるときは、その翌日）、12月29日から翌年の1月3日  

※臨時に休館日となる場合もあります
● 利用方法　施設へ直接申請

地区まちづくりセンター

名称 住所 電話番号
垂井地区まちづくりセンター 503-2121 垂井町1546番地の4 0584-23-1409
東地区まちづくりセンター 503-2112 垂井町綾戸901番地の1 0584-23-0028
宮代地区まちづくりセンター 503-2124 垂井町宮代664番地の4 0584-22-1010
表佐地区まちづくりセンター 503-2122 垂井町表佐1723番地の1 0584-22-1011
栗原地区まちづくりセンター 503-2123 垂井町栗原1075番地 0584-23-0931
府中地区まちづくりセンター 503-2105 垂井町新井709番地の4 0584-23-2002
岩手地区まちづくりセンター 503-2107 垂井町岩手608番地の2 0584-22-1007

第4回垂井町フォトコンテスト　入選　「大役を果たして」
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レファレンス（調べもの相談）
受付カウンター

　図書館の資料を使って、調べもののお手伝いをします。

コピー（有料）
　図書館の資料は著作権の許す範囲でコピーすることがで
きます。

インターネット閲覧
　図書館内のパソコンを使って、各種情報を見ることがで
きます。

AVコーナー
　図書館内でDVDを視聴することができます。
 詳しくは、図書館受付カウンターまで、お気軽におた
ずねください。

　町の歴史や文化を知ってもらうための施設です。町の歴史
がいつでも概観できる常設展示室と期間を区切って垂井に
関わる歴史や先人の顕彰など特別な展示を行う企画展示室
があります。常設展示室には美濃国府、竹中半兵衛、垂井宿な
ど古代から近代までの垂井町の歴史の紹介と、垂井曳 祭り
や表佐太鼓祭りなど垂井を代表する祭礼を映像などで紹介
しています。

　垂井町の歴史・美術・考古・民俗等に関する図書や資料を
閲覧するための部屋です。ご利用される前に事務所へ申し
出てください。資料の貸出は行っていませんがコピーサー
ビスを行っています。

図書館
　図書館には一般書、児童書をあわせて10万冊の本が所蔵
されています。特に子どもたちに対して身近に読書を感じ
てもらうため、児童書や紙芝居の収集に力を入れています。
また、ヤングアダルトといわれる若年層向けの本も多数そ
ろえています。毎週土曜日には絵本の読み聞かせを行って
いますのでお気軽にご参加ください。

歴史民俗資料館

歴史文献センター

利用案内

本を借りるには
「貸出カード」が必要です。
• 初めての人は、住所・氏名等を確認できるもの（免許証、健
康保険証等）をご提示のうえ、図書館受付カウンターでお
申し込みください。「貸出カード」を発行します。
•「貸出カード」と本を受付カウンターにお出しください。
　 個人：10冊まで14日以内　団体：50冊まで30日以内

本を探すとき
検索・予約（web・受付カウンター）

　読みたい本の検索・予約ができます。
リクエスト（受付カウンター）

　図書館が所蔵していないときは、リクエストができます。
購入または、他の図書館から借りて、可能な限りご希望にお
こたえします。

本を返すには
　「貸出カード」は必要ありません。本のみをお返しくださ
い。
　休館日でも、ブックポストに返却することができます。

　タルイピアセンターは、図書館、歴史民俗資料館、歴史文
献センターからなる複合施設です。
● 利用時間　10：00～18：00
● 休 館 日　 毎週月曜日（祝日である場合はその翌日）  

毎月最終木曜日  
12月29日から翌年の1月3日  
※臨時に休館日となる場合もあります。

タルイピアセンター 問 ☎22-1019
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人権相談
　特設人権相談を年2回開設しています。人権問題に関する
相談を人権擁護委員が応じます。相談費用は無料で、個人の
秘密は固く守られます。
　日時などについては、町広報でお知らせします。

児童家庭相談
問 子育て推進課 子育て政策係　☎22-7506

西濃子ども相談センター
　お子さんがいる家庭の悩みや心配ごとなどの様々な児童
相談や障がい児相談に専門職員が対応します。
• 月～金曜日　8：30～17：15  
（祝日、年末年始はお休みです）
•大垣市禾森町5-1458-10
　西濃子ども相談センター　☎78-4838／FAX78-2423
※ ただし、児童虐待に関する通告など緊急を要する場合は、
24時間対応しています。
　下記の電話番号にご連絡いただくか、お住まいの市町村
の窓口や警察にご連絡ください。
虐待かもと思ったら児童相談所虐待対応ダイヤル
189（いちはやく）番  へ

法律相談・心配ごと相談（一般）・人権相談

　法律に関するご相談に弁護士が応じます。
　相談費用は無料で、個人の秘密は固く守られます。
● 相 談 員　弁護士
● 相談内容　法律問題全般
● 事前申込　必要（垂井町社会福祉協議会）
● 開 設 日　毎月第4木曜日　13：00～16：00
● 開設場所　垂井町福祉会館

法律相談
垂井町社会福祉協議会　☎23-3335

　日常生活における悩み、心配ごとに関する相談に民生委
員児童委員等が応じます。
　相談費用は無料で、個人の秘密は固く守られます。
● 相 談 員　民生委員児童委員等
● 相談内容　日常生活における悩み、心配ごと全般
● 事前申込　不要
● 開 設 日　毎月第1～3水曜日　13：00～16：00
● 開設場所　垂井町福祉会館

心配ごと相談（一般）
垂井町社会福祉協議会　☎23-3335

各種相談

　暮らしの中で、役所（国、県、市町村）や特殊法人（NTT、年
金事務所、郵便局など）の仕事や制度について、よく分から
ないと感じたときは、行政相談員が皆さんのご意見やご要
望をお聞きし、その解決の促進を図ります。
　行政相談委員は総務大臣が委嘱し、ご相談は無料です。秘
密は固く守られます。
● 開 設 日　毎週水曜日
● 開設時間　午後1時～午後4時まで
● 場　　所　垂井町福祉会館（☎23-3335）
　次のとおり、電話相談も行っていますので、ご利用くださ
い。
　☎0570-090110
　（総務省岐阜行政監視行政相談センター）
　平日　午前8時30分～午後5時15分まで
※1　 土・日・祝日上記以外の時間帯は留守番電話で対応し

ます。
※2　 PHS、IP電話を利用の場合は☎058-246-1100
※3　 ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録

音させていただきます。

行政相談 問 総務課 庶務係　☎22-1151

大野子ども家庭支援センター
　子育ての悩みや不安、お子さん自身の愚痴やイライラな
どの相談に専門の相談員が対応します。
　電話相談、訪問相談、来所相談は無料です。
•月～日曜日　9：00～21：00
　（緊急時はいつでも受け付けています。）
•揖斐郡大野町桜大門541-1
　大野子ども家庭支援センターこころ
　☎0585-35-2329／FAX0585-34-2392

　心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び
助言を行い、健康の保持・増進を支援します。ご相談は無料
です。
　開設日等はお問い合わせください。

健康栄養相談 問 保健センター　☎22-1021

第5回垂井町フォトコンテスト　入選　「熱いうちに」
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空き家に関するお悩み・ご相談
問 企画調整課 生活安全係　☎22-1152

相談窓口 電話番号 受付時間

精神保健福祉センター ☎058-231-9724 月～金曜日　9：00～17：00
（土日祝日および年末年始を除く）

こころのダイヤル119番 ☎058-233-0119 月～金曜日　10：00～12：00、13：00～16：00
（土日祝日および年末年始を除く）

岐阜いのちの電話 ☎058-277-4343 毎日　19：00～22：00
第1・3金曜日のみ深夜帯（22：00～翌日19：00）も受付

自殺予防いのちの電話
☎0120-783-556
（通話無料） 毎月10日　8：00～翌日8：00

☎0570-783-556 毎日10：00～22：00

よりそいホットライン ☎0120-279-338
（通話無料） 24時間

空き家を
お持ちの方

⇒ 貸したい
売りたい ⇒

様々な利活用の方法
があります
・ 各種専門業者に相談
する
・ 町空き家バンクに登
録する　など

⇒ 今のまま
維持したい ⇒

適正な管理をお願いし
ます
将来的な利活用につい
ても検討しましょう

⇒
どうしたら
よいかわか
らない

⇒ 役場企画調整課へ一
度ご相談ください

　困ったことや辛いことがあったとき、何とか自分で解決しようと努力しますが、どうしようもないときには、追い詰められ、
途方に暮れてしまいます。
　「こころが疲れた…」「どうしたらいいのかわからない」などと感じたら、相談してください。

こころの相談

消費生活相談
問  企画調整課 生活安全係　☎22-1152 
消費者ホットライン　　 ☎188（局番なし）　※ 全国共通の電話番号で、町消費生

活相談窓口につながります。

　町では毎月2回、専門の相談員による無料の消費生活相談を行っています。
　西濃6町（垂井町・関ヶ原町・神戸町・養老町・輪之内町・安八町）が連携して行っていますので、6町のどこででも相談できま
す。お気軽にご相談ください。
　各市町の相談日は、広報などでご確認ください。

町のホームページ、
「こころの体温計」でストレスチェックができます。
一度、あなたのこころの状態をチェックしてください。

SNS相談
LINEやチャットで相談できる団体
を紹介しています。

厚生労働省 HP

　自らの建物が将来の空き家問題を招くことのないよう
に、建物に居住・使用中から、家族で引き継ぎや維持管理の
方法または利活用について決めておく、現状に合せて登記
を変更するなどの取り組みを進めておきましょう。
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ごみ・環境
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　粗大ごみは、6月、9月、12月、3月の1日から7日を粗大収集期間としています。
　次の点にご注意ください。

粗大ごみ 問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

　搬入前に、住民課環境衛生係で手続きを行ったうえで、葉生最終処分場に持ち込むことができます。
○捨てられるもの　　　　　　　　　　  ○捨てられないもの
瓦、レンガ、コンクリート片、ブロック　　土砂、石、スレート瓦、大理石

コンクリートがらなどの捨て方 問 住民課　☎22-7510
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　ごみ減量、リサイクル推進を目的に、エコドームで資源物
の回収を行っています。
　受け入れの時間及び場所は次のとおりです。
● 場　　所　垂井町エコドーム
　　　　　　垂井町岩手4254番地　☎22-1853
● 休 業 日　毎週火曜日、12月31日～1月5日
● 受入時間　9：00～17：00
※ 汚れがひどいなど、受け入れできないものについては、お
持ち帰りいただきます。ご理解とご協力お願いいたしま
す。

古紙等
　「銀色紙パック」「紙パック」「新聞チラシ」「雑誌」「ざつ紙」
「段ボール」「シュレッダーくず」

古布類
　ビニール袋に入れてだしてください
　次のものは、燃えるごみとしてだしてください
・綿が入った製品
・布団類

びん類
　「白びん」「茶びん」「その他びん」「生びん」

金属類
区分 内容

スチール缶 スチールマークがついているもの
アルミ缶 アルミマークがついているもの
小型金物類 腐食がひどいもの、非金属類は不可
タイヤホイール タイヤ付のスチールホイールは不可

プラスチック類
区分 内容

ペットボトル
お
茶

水

ジ
ュ
ー
ス

マークが付いているもの

その他容器キャップ

卵パック

その他パック（非発泡系）

食品トレイ（発泡系）

発泡系カップ麺容器

硬質プラスチック類

発泡スチロール
保冷用器 電化製品緩衝材

CD・DVD

CD・DVDのケース

菓子・果物・野菜・豆腐のパック（白・カラー共）

※一部のイラストは「経済産業省HP」より引用しております。

エコドームで受け入れる資源物 問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

【ホイールのみ】
アルミホイール アルミホイールスチールホイール スチールホイール

回収します回収します 回収します 回収しません

【タイヤ付き】
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使用済小型家電
　電気で動く家電製品のうち、「有用性の高い金属を多く含
むもの」「小型充電式電池が入ったもの」を回収します。

有害物
　「蛍光灯」「乾電池」「使い捨てライター」

その他
区分 内容

プリンターインクカートリッジ 純正のもの以外は不可

小型充電式電池

ニカド電池ニッケル水素電池 Ni-MH Ni-Cd リチウムイオン電池 Li-ion

木製割り箸 竹製は不可

陶磁器の食器 割れていてもOK
食用でないもの、ガラス製品は不可

食用廃油 ペットボトル容器などで持ち込んでください
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環境
浄化槽 問 住民課 環境衛生係　☎22-7510

浄化槽の維持管理と正しい使い方について
保守点検、清掃、法定検査

　毎年法律で定められた回数を行い、保守点検と清掃につ
いては、その記録を3年間保存しなければなりません。
　具体的には浄化槽法で次の3つのことが義務付けられて
います。
1．微生物の管理や付属機器の点検（保守点検）
　 家庭用小型合併浄化槽は、4か月に1回以上行うように、義
務付けられています。
2．槽内に溜まった汚泥の引き抜き（清掃）
　 年1回以上行うように、義務付けられています。浄化槽の
清掃は、町の許可業者でなければ行うことができません。
3． 浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するため
の検査（法定検査）

正しい使い方
（ア）水をきちんと流す。
（イ）掃除のとき、なるべく薬品類は使わない。
（ウ） 専用のペーパー以外は使わない。（タバコ、生理用品、そ

の他の紙は流さない）
（エ）関連機器の電源は絶対に切らない。
（オ） 放流水は必ず消毒する。（消毒薬は毎月点検し、1人1か

月2～3錠が必要）
（カ）蚊やハエなどの害虫の駆除をする。
（キ）マンホールの上に物を置かない。
（ク）通気装置はふさがない。

浄化槽使用廃止届
• 浄化槽管理者は、公共下水道へ接続や、建物の建て替えなどで浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に「浄
化槽使用廃止届出書」を提出してください。
• 浄化槽を廃止する場合は、必ず最終清掃を行ってください。

浄化槽使用休止届
• 浄化槽管理者は浄化槽の使用を一時的にやめる場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
• 浄化槽を休止する場合は、必ず最終清掃を行い、清掃の記録を「浄化槽使用休止届出書」に添付してください。
• 「浄化槽使用休止届出書」を提出した場合、保守点検・清掃の実施及び法定検査を受ける義務が免除されます。

浄化槽使用再開届
• 浄化槽管理者は、使用休止の届出をしている浄化槽の使用を再開する場合は、再開の日から30日以内に「浄化槽使用再開届
出書」を提出してください。
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（令和2年12月1日現在）

名　称 所在地 電話番号

多賀内科医院 垂井町表佐1539 22-0107
博愛会病院 垂井町2210-42 23-1251
はくあい内科クリニック 垂井町東神田2-23-1 24-1265
古井医院　 垂井町1102-1 22-0031
古川医院　　　 垂井町1836-13 22-0811
不破医院　　　 垂井町宮代1674-1 22-0126
不破ノ関病院　　　 垂井町94-1 22-0411
安田医院　　　 垂井町大石782-1 22-3153
やまざきキッズクリニック 垂井町東神田2-30 23-0577
和田内科胃腸科 垂井町綾戸903-7 23-2828

不破郡医師会（垂井町内）

名　称 所在地 電話番号

磯野歯科医院 垂井町1216 23-1288
岩田歯科医院 垂井町清水1-131 22-6480
うえだ歯科医院 垂井町綾戸451-1 23-0810
カワサキ歯科医院 垂井町表佐1089 23-3113
杏林歯科 垂井町1564-10 23-1588
菅原歯科クリニック 垂井町2446-6 23-3993
たく歯科医院 垂井町府中字外中181-2 23-4641
とし歯科医院 垂井町2273-8 71-7652
富田歯科医院 垂井町綾戸868-1 23-2158
にしわき歯科 垂井町東神田3-39 22-6464
博愛会病院歯科口腔外科 垂井町2210-42 23-1251
安田歯科医院 垂井町1289-1 23-2105

大垣歯科医師会(垂井町内)

名　称 所在地 電話番号

スギ薬局　垂井店　　 垂井町字追分2286-1　　 24-0664
たんぽぽ薬局　垂井店 垂井町2210-45　　　 23-4701
ヒグチ薬局　　　　　 垂井町表佐516　　　　 22-0930
ファーコス薬局　ひばり 垂井町2210-45　　　 23-3069
ファーコス薬局　東神田 垂井町東神田2丁目23-2 24-2223
ハーモニー調剤薬局　宮代店 垂井町宮代1674-1　　 22-2511

一般社団法人　大垣薬剤師会　不破ブロック（垂井町内）
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かかりつけ医・薬局をもちましょう

人知れず忍び寄る“沈黙の殺人者”

高血圧症

高血圧症は合併症が現れるまで自覚症状
がない危険な病気です。放置しておくと動
脈硬化から脳卒中や心筋梗塞など恐ろし
い合併症を招きます。高齢になると血圧は
ある程度高くなりますが、「年のせい」と軽
視しないこと。50歳以下で高血圧と診断
された場合は、きちんと治療を！

骨粗鬆症

骨粗鬆症とは高齢になることに加えて、食
生活の偏り、運動不足、ステロイドなどの
薬剤の影響で骨のカルシウムが減り、骨
がスカスカになった状態をいいます。
症状は、背中が丸くなって身長が縮んでき
たり、背中や腰が痛んだり、或いはちょっ
とした衝撃で骨折しやすくなります。

骨粗鬆症とは？

骨粗鬆症の予防と治療は、適度な運動、カ
ルシウムを含んだバランスの良い食生
活、そして日光浴が基本になりますが、医
療機関ではこれらに加え、薬物療法も行
います。
運動は激しいものではなく散歩程度が良
いでしょう。一日30分以上は歩くように
心掛けましょう。食事は牛乳などの乳製品
を多く取り入れれば良いでしょう。日光浴
も屋外に出て、夏なら日陰で30分程度、
冬は1時間も浴びれば充分です。日光浴を
することでビタミンDが生成され、カルシ
ウムの吸収を促してくれます。

予防と治療
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かかりつけ医・薬局をもちましょう

人知れず忍び寄る“沈黙の殺人者”

高血圧症

高血圧症は合併症が現れるまで自覚症状
がない危険な病気です。放置しておくと動
脈硬化から脳卒中や心筋梗塞など恐ろし
い合併症を招きます。高齢になると血圧は
ある程度高くなりますが、「年のせい」と軽
視しないこと。50歳以下で高血圧と診断
された場合は、きちんと治療を！

骨粗鬆症

骨粗鬆症とは高齢になることに加えて、食
生活の偏り、運動不足、ステロイドなどの
薬剤の影響で骨のカルシウムが減り、骨
がスカスカになった状態をいいます。
症状は、背中が丸くなって身長が縮んでき
たり、背中や腰が痛んだり、或いはちょっ
とした衝撃で骨折しやすくなります。

骨粗鬆症とは？

骨粗鬆症の予防と治療は、適度な運動、カ
ルシウムを含んだバランスの良い食生
活、そして日光浴が基本になりますが、医
療機関ではこれらに加え、薬物療法も行
います。
運動は激しいものではなく散歩程度が良
いでしょう。一日30分以上は歩くように
心掛けましょう。食事は牛乳などの乳製品
を多く取り入れれば良いでしょう。日光浴
も屋外に出て、夏なら日陰で30分程度、
冬は1時間も浴びれば充分です。日光浴を
することでビタミンDが生成され、カルシ
ウムの吸収を促してくれます。

予防と治療
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10の耐震チェックポイント 一つでも該当する項目があれば、専門家に相談しましょう。

　間取りや構造によって差はあ
りますが、在来工法で建てられ
た住宅の代表的な例をもとに
10の項目を挙げました。

基礎にひび割れがある2

地盤が危険だと感じる3

基礎が鉄筋コンクリート造ではない4

必要な手続きを行わずに増築している5

大きな吹き抜けがある6

室内の床が傾いている7

屋根には重い建材を使用している8

過去に大きな災害に見舞われたことがある9

壁の量が少ない
（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）10

1 昭和56年度以前の建物である
（現在の耐震基準を満たしていない可能性があります）

あなたのお家は大丈夫？

耐震チェック

自分で見つける危険な症状自分で見つける危険な症状

　介護保険制度では、「要支援1～2」
や「要介護1～5」と認定された方が、
自宅で生活をしやすい住環境にするた
めの手すりの取り付けや段差解消な
どの、住宅改修に対して費用が支給さ
れます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者
向けや障がい者向けに住宅改修に助
成金を支給しているところもあります。
工事をお考えの際には事前に自治体
に相談してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する補助金

　バリアフリー住宅は、お年寄りや
障がいを抱えている方でも住みや
すい生活をおくれる住宅のことで
す。床の段差をなくしたり、階段に
手すりを取り付けるなどいつまでも
安全で暮らしやすい家で子どもか

バリアフリー住宅

ら高齢のご両
親まで、みんな
が居心地よく
住めることが
重要です。

業者の探し方

　最近では自社ホームページを
持っているリフォーム会社も多いよ
うです。ポストに入ってくるチラシも
情報収集のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォー
ム工事をした家があったら、その会
社 がどんな
対応だったか
聞 い て みる
のも一 つ の
手です。

　リフォーム時には、住宅に関する
法律についても知っておく必要が
あります。通常業者さんが把握して
おり問題の起こることはあまりあり
ませんが、知っておきたい法律とし
ては建築基準法があります。建築基
準法は住宅の安全性、居住性、周辺
環境への配慮を目的としている法
律で、新築だけではなくリフォーム
時にも適用されるので注意が必要
です。

リフォームと建築基準法
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10の耐震チェックポイント 一つでも該当する項目があれば、専門家に相談しましょう。

　間取りや構造によって差はあ
りますが、在来工法で建てられ
た住宅の代表的な例をもとに
10の項目を挙げました。

基礎にひび割れがある2

地盤が危険だと感じる3

基礎が鉄筋コンクリート造ではない4

必要な手続きを行わずに増築している5

大きな吹き抜けがある6

室内の床が傾いている7

屋根には重い建材を使用している8

過去に大きな災害に見舞われたことがある9

壁の量が少ない
（見かけの壁の割合が少ない場合は、当然危険です）10

1 昭和56年度以前の建物である
（現在の耐震基準を満たしていない可能性があります）

あなたのお家は大丈夫？

耐震チェック

自分で見つける危険な症状自分で見つける危険な症状

　介護保険制度では、「要支援1～2」
や「要介護1～5」と認定された方が、
自宅で生活をしやすい住環境にするた
めの手すりの取り付けや段差解消な
どの、住宅改修に対して費用が支給さ
れます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者
向けや障がい者向けに住宅改修に助
成金を支給しているところもあります。
工事をお考えの際には事前に自治体
に相談してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する補助金

　バリアフリー住宅は、お年寄りや
障がいを抱えている方でも住みや
すい生活をおくれる住宅のことで
す。床の段差をなくしたり、階段に
手すりを取り付けるなどいつまでも
安全で暮らしやすい家で子どもか

バリアフリー住宅

ら高齢のご両
親まで、みんな
が居心地よく
住めることが
重要です。

業者の探し方

　最近では自社ホームページを
持っているリフォーム会社も多いよ
うです。ポストに入ってくるチラシも
情報収集のチャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォー
ム工事をした家があったら、その会
社 がどんな
対応だったか
聞 い て みる
のも一 つ の
手です。

　リフォーム時には、住宅に関する
法律についても知っておく必要が
あります。通常業者さんが把握して
おり問題の起こることはあまりあり
ませんが、知っておきたい法律とし
ては建築基準法があります。建築基
準法は住宅の安全性、居住性、周辺
環境への配慮を目的としている法
律で、新築だけではなくリフォーム
時にも適用されるので注意が必要
です。

リフォームと建築基準法
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商工会は、地域に密着した
総合経済団体です。

〒503-2121 不破郡垂井町1546-4　TEL:0584-22-0390　FAX:0584-22-3734
http://www.taruishoko.jp

商工会事業概要

商工会は、地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくりのために活動を行う総
合経済団体です。「商工会法」に基づいて設立され、全国の市町村に1,653（平成
30年4月現在）の商工会があり、約80万の事業者が加入しています。全国的なネッ
トワークと高い組織率（地域事業者の約60％が加入）を有し、国や都道府県の小規
模企業支援施策（経営改善普及事業）の実施機関としても、さまざまな事業を実施
しています。さらに各都道府県には商工会連合会があり、広域的に地域事業者のみ
なさまを支援いたします。

商工会の2大事業

事業者の経営改善 地域社会の発展

垂井町 商工会

地域の「総合経済団体」として、また中小
企業の「支援機関」として、経済活動を
通じた元気な地域づくりと商工業振興
のため、意見活動、まちづくり、社会一般
の福祉の増進など、さまざまな事業に取
り組んでいます。

地域振興事業
小規模事業者の経営や技術の改善発達
のために、経済産業大臣や都道府県の
定める資格をもつ経営指導員などが、
金融・税務・経理・経営・労働・取引・創業
などの相談や指導に従事します。

経営改善普及事業

暮らしの便利帳垂井町88
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株式会社サイネックス
〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13

TEL.06-6766-3346

株式会社サイネックス　三重支店
〒515-0045 三重県松阪市駅部田町101

TEL.0598-23-9220

　「垂井町 暮らしの便利帳」は、垂井町にお住まいの皆様方へ、町の行政
情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的として
発行いたしました。
　また、町民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけ
るよう、官民協働事業として垂井町と株式会社サイネックスとの共同発行
としました。
　「垂井町 暮らしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご協
力により、行政機関への設置はもとより、垂井町の全世帯へ無償配布する
ことができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「垂井町 暮らしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年1月1日現在
の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される
場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報の内容・手
続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用くだ
さい。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

令和3年2月発行

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発行

広告販売

垂井町
〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11

TEL.0584-22-1151

インターネットでさまざまな垂井町の情報を発信しています。

垂井町  暮らしの便利帳の使い方
暮らしに役 立つ 情 報 がスムーズに探 せます 。

みなさんのお宅にお届けした「垂井町 暮らしの便利帳」は、これから垂井町で、そしてずっと
垂井町暮らしていく、そんなみなさんのためのガイドブックです。ぜひ、毎日の暮らしの中で
お役立てください。

表紙と本文のカラーイン
デックスが連動しているた
め、直感的にスピーディに、
目的の情報にたどり着くこ
とができます。

とっても便利な三部構成！

新型コロナウイルスに関するお知ら
せや緊急情報、新着情報など、役立
つ情報がいっぱい！

垂井町 検索

手に取りやすい雑誌サイズだから
目につく場所に置いておけば重宝！

調べごとを思いついた際、パソコンと違って電源を入れる必要がない
から、知りたい情報にすぐたどり着きます。テレビリモコンなど普段使
いが多い道具のそばに置いておくと便利です。

行政情報のほかに、地域情報のページには、自分たちが暮らす街の観
光名所やイベントなど、お子様から高齢者の方まで誰もが楽しめる記
事がいっぱい詰まっています。

町の医療機関リストや地図を掲載しているので、困ったときはすぐに目
を通しましょう。きっとあなたの力になる、あなたを支えてくれるお医
者さんが見つかります！

運動施設や図書館などの情報が掲載されています。街の公共施設を
賢く利用して有意義な時間を過ごしましょう。

わが街の魅力を再発見できる
楽しい記事がぎっしり満載！

たとえ急に病気になっても
お医者さんがすぐ見つかる！

町内公共施設の利用方法が
ひとめでパッとわかります！

困った時に頼れる

行政
情報

毎日の暮らしを支える

生活
情報

街への愛情が深まる

地域
情報
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