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ま ち の 家   計 簿
　平成２８年度大野町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算が、９月６日から１５日まで開かれた
第３回大野町議会定例会において認定されました。
　一般会計の決算は、歳入総額 886,399 万円（前年度比　＋ ２１．８％、158,762 万円の増）、歳出総額
854,912 万円（前年度比　＋ ２２．１％、154,626 万円の増）で、差引 31,487 万円となりました。なお、
一般会計の歳入歳出決算状況は次のとおりです。

・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行・通学定期購入補助金等）	 4,141 万円
・福祉医療費助成事業（中学校 3年生までの医療費・重度心身障がい者医療費等）	 22,637 万円
・障がい福祉サービス費支給事業（自立支援給付費等）	 33,144 万円
・児童手当給付事業	 42,228 万円
・保育園備品購入事業（3歳未満児の給食自園化に伴う調理備品購入）	 994 万円
・保育園等改修事業（3歳未満児の給食自園化に伴う給食室増改築工事）	 2,679 万円
・放課後クラブ事業	 2,433 万円
・高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金	 22,845 万円
・住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	 347 万円
・農業振興事業（担い手支援対策事業等）	 6,683 万円
・魅力あるまち観光推進事業（観光プロモーションビデオ作成等）	 539 万円
・交通安全施設整備事業	 834 万円
・都市再生整備計画事業（パレットピアおおの整備予定地用地買収、事業認定業務等）	 54,338 万円
・消防施設整備事業（飲料水兼用耐震性貯水槽設置等）	 5,177 万円
・学校教育支援員設置事業（少人数指導教育支援員等）	 4,440 万円
・小・中学校校舎等改修事業（校舎非構造部材耐震化工事等）	 9,662 万円
・池田町大野町学校給食センター負担経費（池田町との共同建設事業負担金）	 97,567 万円

（単位：万円）
会　　計 収入済額 支出済額 差引残額

一般会計 ８８6,399 ８54,9１２ 3１,4８7
国民健康保険事業特別会計 ２95,８00 ２70,9８5 ２4,８１5
後期高齢者医療特別会計 ２２,446 ２２,２44 ２0２

平成２８年度の主な事業

会計別歳入歳出決算状況

一般会計決算の推移
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（億円） ▲池田町大野町学校給食センター

▲パレットピアおおの整備予定地
（左：パース図　右：航空写真）
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平成２８年度決算ま ち の 家   計 簿
平成２８年度　　一般会計決算状況（万円）

歳入款別構成比率表

歳出性質別構成比率表

歳出款別構成比率表

町税項別構成比率表

議会費
7,560万円 0.9%

総務費
89,462万円
10.5%

民生費
270,607万円
31.6%

衛生費
79,103万円
9.2%

農林水産業費
27,113万円
3.2%

土木費
107,404万円
12.6%

消防費
40,313万円
4.7%

教育費
179,038万円
20.9%

公債費
40,666万円
4.8％

総 額
854,912万円

商工費
13,646万円
1.6%

人件費
111,098万円
13.0%

扶助費
151,450万円
17.7%

公債費
40,666万円
4.8%

普通建設事業費
237,243万円 27.7%

物件費
123,157万円
14.4%

維持補修費
10,722万円 1.2%

補助費等
109,267万円
12.8%

積立金
5,900万円 0.7%

投資及び出資金
2万円 0.0%

貸付金
700万円 0.1%

繰出金
64,707万円
7.6%

義務的経費
303,214万円
35.5%

投資的経費
237,243万円
27.7%

その他経費
314,455万円
36.8% 総 額

854,912万円

町税
253,861万円
28.6%

分担金及び負担金
5,672万円 0.6%

使用料及び手数料
7,129万円 0.8%

財産収入
1,513万円 0.2%

寄附金
3,145万円 0.4%

繰入金
68,071万円 7.7%

繰越金
13,350万円 1.5%

諸収入
15,530万円 1.8%

地方交付税
149,842万円
16.9%

地方譲与税
12,292万円 1.4%

利子割交付金
393万円 0.0%

地方消費税交付金
36,321万円 4.1%

自動車取得税交付金
2,813万円 0.3%

地方特例交付金
1,454万円 0.2%

交通安全対策
特別交付金
293万円 0.0%

国庫支出金
119,700万円
13.5%

県支出金
71,031万円
8.0%

町債
122,480万円
13.8%

自主財源
368,271万円
41.6％

依存財源
518,128万円
58.4％

配当割交付金
1,001万円0.1%

株式等譲渡所得割交付金
508万円 0.1%

総 額
886,399万円

町民税
117,545万円
46.3%

固定資産税
118,256万円
46.6%

軽自動車税
6,420万円 2.5%

町たばこ税
11,054万円 4.3%

鉱産税
113万円 0.1%

入湯税
473万円 0.2%

総 額
253,861万円
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平成２８年度　上水道事業業務状況をお知らせします
（平成２８年４月１日〜平成２９年３月３１日）

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や
再生の必要性を判断するためのものとして、4 つの財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将
来負担比率）を「健全化判断比率」として定めています。
　地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表
しなければならないとされています。
　また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に
対する比率）を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。
　公表するのは以下の５つの指標です。

（単位：％）
用　語　説　明 健全化判断比率 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合い
を示したものです ─ １5.00

連結実質赤字比率
上記一般会計に、特別会計（国民健康保険事業特別会計・後
期高齢者医療特別会計）と企業会計（上水道事業会計）を加
えた町全体の財政運営の悪化の度合いを示したものです

─ ２0.00 

実 質 公 債 費 比 率 地方債（借入金）の返済額等の大きさを指標化し、資金繰り
の危険度を示したものです １.3 ２5.0 

将 来 負 担 比 率
地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での
残高を指標化し、将来の財政運営に与える負担の度合いを示
したものです

─ 350.0 

※　「─」は、０以下、つまり負数（黒字）を示します。

公営企業における
資 金 不 足 比 率

公営企業の資金不足を指標化し、経営状況の悪化の度合いを
示したものです ─ ２0.0 

※１　資金不足比率は、資金が不足していないため「─」となります。
※２　各比率が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の作成が必要となります。

町の「平成２８年度健全化判断比率等 ( 速報値）」を公表します

経理の状況
　（１）損益計算書

収入の部 支出の部
営業収益 248,523 営業費用 223,195
　給水収益 245,153 　原水及び浄水費 42,008
　受託工事収益 0 　配水及び給水費 42,041
　その他営業収益 3,370 　総係費 14,192

　減価償却費 124,954
営業外収益 21,589
　受取利息 901 営業外費用 21,831
　雑収益 79 　企業債支払利息 21,827
　長期前受金戻入 20,609 　雑支出 4

収入合計 270,112 支出合計 245,026
当年度純利益 25,086

（単位 : 千円） （２）貸借対照表
資産の部 負債の部

固定資産 2,853,896 固定負債 1,004,807
　有形固定資産 2,853,896 　企業債 1,004,807
流動資産 737,430 流動負債 118,631
　現金預金 692,010 　企業債 76,632
　未収金 7,721 　その他流動負債 38,001
　保管有価証券 38,000 　未払金 2,666
　貯蔵品 162 　引当金 1,332
　貸倒引当金 △	463 繰延収益 485,633

　長期前受金 1,005,750
　収益化累計額 △	520,117

資本の部

資本金 1,367,424

　自己資本金 1,367,424
剰余金 614,831

　利益剰余金 614,831
資産合計 3,591,326 負債・資本合計 3,591,326

（単位 : 千円）

業務の状況
　（１）給水戸数　　　　　　	　7,300 戸
　（２）給水人口　　　　　　		２２,069 人
　（３）期間の総給水量　　２,１66,9２4 ｍ３

　（４）一日の平均給水量　　　5,936 ｍ３

工事の概要
　改良工事

・配水管耐震化工事ほか　　１１3,457 千円
・量水器　φ１３ｍｍ…３２個　φ２５ｍｍ…　１個

　　　　　　 φ２０ｍｍ…３１個　φ４０ｍｍ…　１個
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▲子育て支援施設パース図

　「木
もく

育
いく

」とは、木や森とのふれあいを通して、幼児期
から、自然との関わりを主体的に考えられる豊かな心
を育むとともに、ふるさとを愛し、大切にする「心」
を育むことをめざす取組です。
　幼児期の五感体験が、その後の人格形成に大きく影
響していると言われていることから、将来においても
木や森のつながりを持ち、地元の町づくりや農産業な
どの応援団となっていただくことを期待しています。

ウッドスタート ～誕生祝い品事業～
　肌触りも匂いもなんだかあたたかく感じる、“木”でできた
おもちゃ。赤ちゃんがふれるファーストトイ（初めてのおも
ちゃ）として地産地消の木のおもちゃで、ふるさとや自然を大
切に思う「心」を育ててほしいという思いから、１歳のお誕生
祝い品としてプレゼントするプロジェクトを、平成２８年度か
ら始めました。初年度は１６９人の子ども達へ、町の特産・富
有柿をイメージした「パーシモンブロック」を贈りました。

木育フェア
　「第３９回全国育樹祭」を契機に、「木とふれあい、木に学び、
木と生きる」をテーマとした木育に取り組むこととしました。
森林や木の恵みに感謝するとともに、子どもや子育て世代をは
じめたくさんの皆さんが実際に木とふれあい木育を体験する場
として、「おおの木育フェア」を毎年開催しており、今年は第
３回目の開催です。木のおもちゃをちりばめた広場や森林探検
ツアー、木工体験など、地元企業も協力して“木”に特化した
大人気のイベントに成長しました。
　特に、歌手のアルケミストを招いたコンサートでは、地元の
子ども達とのコラボレーションが行われ、来場された皆さんか
ら大きな拍手が送られます。
　今年は、１１月３日（金・祝）※雨天の場合４日（土）、運
動公園と周辺の散策道で開催予定です。
　子どもも大人も楽しめる木育フェアへ、ぜひご来場ください。

子育て支援施設
　平成３０年７月開駅に向けて整備が進む道の駅「パレッ
トピアおおの」内に子育て支援施設が設置されます。道の
駅としては珍しい機能の施設で、就学前の子育て、孫育て
を支援し、幅広い世代に道の駅に足を運んでいただくため
に整備されます。
　木材をふんだんに使用して木の香りがただよう施設に、木
のおもちゃをたくさん集めて、子どもも大人も木とふれあえ
る居心地の良い場所となる予定です。子育て支援員が育児の
悩みに寄り添いますので、開所後は気軽にご利用ください。
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◎災害はいつ起こるかわかりません
　ペットと飼い主が離ればなれになると、ペッ
トが衰弱・死亡する恐れがあるだけでなく、人
の安全や生活環境を悪化させる恐れがありま
す。こうした事態を防止するためには、原則
としてペットと同行避難することが重要です。

◎『同行避難』とは？
　同行避難とは、災害発生時に飼い主が飼育
しているペットを同行し、避難所まで安全に
避難することです。避難所において人とペッ
トが同一の空間で居住できることを意味する
ものではありません。
　また、どのような状況下においても必ず同
行避難しなければいけないというものではあ
りません。自宅が安全であり、定期的にペッ
トの世話をするために戻れる状況にあれば、避
難所に連れて行かないということも選択肢の
一つです。

◎『同行避難』の準備をしましょう
●健康管理としつけをしましょう
　突然の災害は、人にもペットにも大きなス

トレスがかかります。普段か
らペットの健康状態に注意
し、予防接種や外部寄生虫な
どの駆除をしっかり行いましょう。
　また、避難所には多数の避難者が集まりま
す。日頃から基本的なしつけを行い、他の人
へ迷惑をかけないようにしましょう。
※犬は「狂犬病予防法」により生後９１日以
上の犬は登録し、その鑑札を犬につけてお
くことが義務づけられています。また、狂
犬病の予防注射を年１回受けなければいけ
ません。

●ペット用の避難用品を備えましょう
　ペットのための備えは飼い主の責任です。
フードや水は最低でも３日分、その他にも
ゲージやキャリーバック等必要なものを備え
ておきましょう。

災害時には、人だけでなく、動物も被災します。
ペットを守るのは飼い主であることを再認識
し、日頃から準備をしておくことが大切です。

問合せ先 	環境水道課　☎ 34-1111

　大規模地震が発生し甚大な被害が生じた場合に備え、自主防災組織と防災協力機関及び町が一
体となり、災害に備えた防災訓練を実施することにより、防災意識（自助・共助の精神）の高揚
と地域防災力の向上を図り、被害の拡大防止（減災）対策を推進します。

◎東海・東南海地震想定訓練
　想　定　６弱　地震による被害は町内全域　
　主会場　南小学校（現地災害対策本部設置）
◎対象地区
　第６地区（定松、鹿野、南方、五之里、郡家、上磯、
　下磯、本庄、本庄西、下座倉）

　　　　　　　　　　　　　 問合せ先 	総務課　☎ 34-1111

大野町・揖斐郡消防協会合同総合防災訓練を実施します
１０月２２日（日）　主会場：南小学校

ペットも災害に備えましょう

▲昨年の町防災訓練の様子（炊き出し訓練）

6 広報おおの 2017.10



　本町では、都市計画法第１８条の２の規定に基づき、概ね２０年先
のまちの将来像やまちづくりの方針及びそれを実現するための基本的
な方策を示した『大野町都市計画マスタープラン』を策定しました。
　本計画策定にあたっては、上位計画（町第六次総合計画等）に即す
るため、庁内の関係部局と合同会議で検討を行うとともに、住民アン
ケート、公聴会、パブリックコメント（意見募集）等といった住民参
加の手続きを行っています。８月２３日には町都市計画審議会で慎重
な審議が行なわれ、同審議会からの答申を受け、この度、マスタープ
ランの策定をしました。
　今後は本計画の将来都市像「コンパクトな中に、住・商・工・農・
自然が調和し、活力ある、住みたくなる、住み続けたくなるまち」を
目指し、調和がとれ、活気のあるまちづくりの取組を進めていきます。

問合せ先 	建設課　☎ 34-1111

　バラ公園は今年で開園２０周年を迎えました。

　２０周年を記念して特別に、バラ公園の夜間ライトアップを実施しま

す。一般的なバラの見頃は春ですが、秋も綺麗に咲きます。秋の夜長、

家族や友達、恋人と、光の中に浮かび上がる普段は見られない幻想的な

バラ公園にでかけませんか。

◎開催期間　１０月１日（日）～３１日（火）

◎時間（ライトアップ）	　午後６時～午後９時

◎場所　バラ公園

問合せ先 	観光企業誘致課　☎ 34-1111

秋のバラ公園「ライトアップ」します

〈QR コード〉

▲昨年秋のバラ公園の様子

大野町都市計画マスタープランの策定について

▲町都市計画審議会会長　松浦正幸氏
（左、広報委員代表）

◎町都市計画審議会からの答申

公共交通についてのお知らせ
◎岐阜バス「大野忠節線」の増便について
　１０月１日から、大野忠節線において下記の
時刻で深夜バスが運行されます。
【増便時刻】　
　平日のＪＲ岐阜駅発北方バスターミナル行き

ＪＲ岐阜駅
（⑧のりば）
２３：０５

→
北方

バスターミナル
２３：３４

※深夜バスは運賃が倍額になります。乗車区間
の定期券をお持ちの場合は、表示額の半額を
お支払いください
問合せ先

岐阜バスターミナル　☎ 05８-２66-８８２２

◎運転免許証返納者に対するバス運賃割引制度について
　１０月から名阪近鉄バスにおいて、運転免許証自主返納者の運賃
を半額とする新制度が開始されます。
【制度概要】
対 象 者　	運転免許証返納者（「運転経歴証明書」を提示する者）

及び同伴者１人
運　　賃　普通運賃の半額（１０円未満切り上げ）
　　　　　	※運賃の支払い時に「運転経歴証明書」を提示する
　　　　　	※障がい者割引など他の割引との併用はできません
対象路線　	大垣大野線をはじめとする一部路線を除く乗合バス路線

※対象外となる路線は、自治体の運営するコミュニティ
バス、高速バス、伊吹山線等で、揖斐川町コミュニティ
バス揖斐大野線は対象になりません

問合せ先 	名阪近鉄バス揖斐営業所　☎ ２２-１２07

開催期間中の様子は大野町
Facebookで随時更新します。
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夏の夜空に大輪の花
根尾川花火大会開催

　このほど、「第２４回根尾川花火大会」（根尾川花火大会実行委員会主催）が、
大野町と本巣市の協力のもと根尾川河川敷を中心に、盛大に開催されました。
３号から８号玉、超特大ツインスターマインが打ち上げられると、会場を埋
め尽くした８万人を超える大観衆から歓声と拍手が沸き起こりました。翌朝
は、地元住民、地元企業、関係団体、小中学生らにより清掃活動が行われ、
花火大会会場に残されたゴミを丁寧に収集しました。

浴衣で夏まつり
 大野おどり開催

　このほど、「第５３回夏まつり大野おどり」（町観光協会主催）が、黒野駅
レールパークにて開催され、大勢の来場者が浴衣姿で「大野音頭」などを踊
りました。また、会場で「おおの親善大使引継式」が開催され、８代目を務
めた河村梨花さん、内藤翔代さん、粟野真由美さんから、９代目を務める鳥
本いづみさん、今村有良さん、小森由貴さんにタスキが引き継がれました。

地域の子どもたちを守る
大野町青少年育成町民会議

　大野町青少年育成町民会議では、地域の青少年の健全育成を
支援するため、地域に密着した活動を続けています。このほど、
根尾川花火大会と大野おどり会場にて巡回パトロールを実施し
ました。今後も、地域で青少年が健やかに成長できるよう見守っ
ていきます。

　　大野町青少年健全育成スローガン
　　　　「大人が変われば、子どもも変わる」
　　　　　“ほめよう、叱ろう、励まそう”

▲根尾川花火大会

▲プラットホームを囲んで大野おどり

▲翌朝の清掃活動

◀左から８代目の粟野さん、
内藤さん、河村さん、９代
目の小森さん、今村さん、
鳥本さん

▲根尾川花火大会巡回パトロールの様子

お　　礼
　「第２４回根尾川花火大会」は、警察、
消防、交通安全協会、各種ボランティア、
会場周辺の皆様のご協力により無事大
盛況のうちに終了しました。また、翌
朝の清掃活動につきましても、大勢の
皆様のご協力をいただき、厚くお礼申
し上げます。

根尾川花火大会実行委員会

ま ち の 話 題
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地域の声を力に
タウンミーティング

　このほど、第１地区から第６地区まで６日間

に渡り、各地区公民館にてタウンミーティング

が開催されました。町長から過去８年間の行政

の取組や行事、町の財政状況について説明が

あった後、地域の課題や問題について意見交換

が行われました。のべ４５０人を超える参加者

が集まり、道水路や環境、道の駅等について、

意見を述べたり町執行部に質問したりしていま

した。

地域を守る力
第４６回消防救助技術東海地区指導会入賞

　このほど、三重県津市で開催された第４６回
消防救助技術東海地区指導会に出場した陸上の
部・障害突破訓練の部（増田遼旨さん・藤原慶
和さん・飯沼雄人さん・三田村綾也さん・髙橋
寛史さん）と梯子登はん訓練の部（柴田大二朗
さん）で優秀賞を受賞し、宮城県で開催された
第４６回全国消防救助技術大会に東海地区代表
として出場しました。
　町長は「おめでとうございます。このような
賞を受賞する事で地域住民はより一層安心する
ことでしょう。これからも訓練を重ねてくださ
い。」と激励しました。

練習の成果を発揮しました
県交通少年団自転車安全大会入賞

　このほど、ＯＫＢぎふ清流アリーナ（岐阜

市）で、自転車に安全に乗るための技術や正

しい交通安全知識の取得を競う「第４０回岐

阜県交通少年団自転車安全大会」	が行われま

した。揖斐郡を代表して町立南小学校が出場

し、団体の部で１５校中第３位に入賞、個人

の部では山根妃晴さんが第６位に入賞しまし

た。

▲タウンミーティングの様子

▲全国大会に出場する選手の皆さん

▲入賞した南小学校の選手の皆さん
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色水遊び楽しいね
認定子ども園うぐいす

　このほど、認定子ども園うぐいす（中島正

寿園長）の園庭において、色水遊びが行われ

ました。暑さを避けるテントが張られた下

で、どろんこ遊び用の服を着た年少児１５人

と年中児１２人、年長児１７人は、先生が

作った青や赤、黄の色水を、手元のカップで

思い思いに混ぜて、色水の変化を楽しんでい

ました。

早起きしてラジオ体操
町民ラジオ体操会

　このほど、各地区の小学校校庭で、一斉に

ラジオ体操会が行われました。地域によって

は２０年以上続けられている行事で、子ども

から高齢者までの町民が朝早く集合し、ラジ

オに合わせて心地よい汗をかいていました。

町全体で２，８００人を超える参加があり、

保護者と一緒に参加した児童らは、「眠いけ

ど楽しかった」と話していました。

▲色水遊びを楽しむ園児ら

▲大野小学校でラジオ体操をする豊木地区の皆さん

　８月２６～２９日、北見市の友好都市である岐阜

県大野町から、小学生国内派遣事業訪問団として小

学６年生２０人が常呂を訪れました。

　子どもたちは、錦水小学校での交流授業や農業・

漁業関係の施設見学、パークゴルフ、カーリングな

どを体験。カーリングでは、滑る氷でバランスを崩

すなど、苦戦しながらも楽しんでいました。

友好都市・岐阜県大野町小学生来北
カーリングに初挑戦！

ところ通信

Vol. 213

北見市

▲カーリング挑戦の様子

ま ち の 話 題

10 広報おおの 2017.10



セルフメディケーション税制について
（医療費控除の特例）

　平成２９年分の確定申告から、医療費控除の特例（セル
フメディケーション税制）がはじまります。健康の維持増
進及び疾病予防への取組※1 を行っている人が、平成２９年
１月１日以降に「スイッチＯＴＣ医薬品※2」を購入した場合、
その購入金額について、その年分の所得控除が受けられる
特例制度です。※従来の医療費控除との併用はできません。

健康の維持増進及び疾病予防への取組　※１
・健康診査（人間ドック、各種健（検）診等）
・予防接種（インフルエンザワクチンの予防接種等）
・定期健康診断
・特定健康診査（メタボ検診等）
・がん検診

スイッチＯＴＣ医薬品　※２
　医師によって処方される医薬品（医療用医薬品）から、
ドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用されたも
の。詳しい品目については、厚生労働省ホームページをご
覧ください。

◎特例期間　平成２９年１月１日～平成３３年１２月３１日
◎控除額　控除額＝	（スイッチＯＴＣ医薬品の購入費用）

－（１２，０００円）
※控除上限額８８，０００円

◎申告の際に必要なもの
・スイッチＯＴＣ医薬品購入時のレシートまたは領収書
・	健康の維持増進及び疾病予防への取組を行ったことを明

らかにする書類（健康診断等の結果通知書など）

問合せ先 	税務課　☎ 34-1111

町税の
納期内納付に

ご協力ください

　皆さんの生活を支える貴重な財源
である「税金」は、納期内の自主納
付を原則としています。納税者一人
一人が意識を持って納期限を守るこ
とが大切です。
　納期限を過ぎても納付がない場合
は、納期内納付者との「公平性」を
保つため、督促状、文書催告などに
よる納税の催告、法令に基づく差押
えなどの滞納処分を行います。

問合せ先 	
税務課　☎ 34-1111

督促状の発送
法令に基づき、納期限から２０日
以内に「督促状」を発付します。

催告書等の発送
未納のお知らせや催告書による
文書催告を行います。

納税相談
生活事情を踏まえた分割納付や猶
予制度の活用など完納への道のり
を一緒に考えます。

滞納処分
督促状や催告書等が送付された後も、そのまま納付せず滞納の状態が続く場合または納税
相談により約束した分割納付が連絡なく不履行となった場合には、法令に基づき、「財産
の差押え」を行います。差し押さえた財産は換価（換金）し、未収金に充当します。

納期限までに納付がないと…
災害、病気や失業などの理由により
一度に納付が困難な場合は…

納付の利便性向上に努めています
金融機関の口座振替による納付を推奨しています。また、納期限内であればコンビニでの納
付ができます。
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Information

お知らせ

成人式

◎対象者　平成９年４月２日から平
成１０年４月１日までに生まれた人
◎日時　平成３０年１月７日（日）　
受付（記念写真撮影）：午後０時
３０分～　式典：午後２時～
◎場所　総合町民センター
・案内状は、１２月中旬に新成人

に送付予定です。１２月中旬を
過ぎても案内状が届かない場合
は連絡してください。

・服装の制約はありません。
問合せ先 	生涯学習課　☎ 34-１１１１

町公用車両の売却（予定）

◎売却予定物件（車両）
公用車両Ａ　初年度登録平成９年
３月　車名：トヨタ　形式：ＫＣ -
ＢＵ１４２　総排気量：４.１０Ｌ　
最低売却予定額 １50,000 円
公用車両Ｂ　初年度登録平成２年
８月　車名：トヨタ　形式：Ｕ -
ＢＵ８７改　総排気量：３. ６６Ｌ　
最低売却予定額 １00,000 円
公用車両Ｃ　初年度登録平成１０
年９月　車名：トヨタ　形式：Ｋ
Ｂ - ＣＭ５１　総排気量：１. ９７
Ｌ　最低売却予定額 50,000 円　
◎売却方法　一般競争入札による
売却
◎入札　日時　１０月１３日（金）　
午前１０時受付終了　午前１０時
１５分入札執行
会場　役場２階　大会議室
参加資格者　町内に本店又は支店
及び契約を締結する営業所を有す
る業者で、平成２８・２９年度入
札参加資格等登録業者
※入札に参加する場合は、附帯条

件等を明示した詳細資料（様式
等）を担当窓口にて配布します

※予告なく入札を中止する場合が
ありますので、希望者は必ず事
前に確認してください
問合せ先 	総務課　☎ 34-１１１１

１０月１日は「法の日」

　裁判所、法務省、検察庁及び弁
護士会では、１０月１日からの１
週間を「法の日」週間とし、各種
の行事を実施しています。
　裁判所の行事は、裁判所ウェブ
サイト（http://www.courts.go.jp）
や、裁判所の総務課で案内してい
ます。ぜひ参加し、法や裁判所を
身近に感じてください。
問合せ先 	岐阜地方裁判所事務局
☎ 05８-２6２-5１２２

知っていますか？建退共制度

　建設現場労働者の福祉の増進と
建設業を営む中小企業の振興を目
的とした業界全体での退職金制度
です。詳細は、建退共支部へ問い
合わせてください。
◎加入できる人　建設業を営む人
◎対象者　建設業の現場で働く人
◎掛金　日額 3１0 円
問合せ先 	建退共岐阜支部　
☎ 054-２55-6８46

オータムジャンボから衣替え！	
ハロウィンジャンボは、	

１等・前後賞合わせて５億円！

　ハロウィンジャンボミニと同時
発売。
◎発売期間　１０月１１日（水）
～３１日（火）
◎抽せん日　１１月９日（木）
　この宝くじの収益金は市町村の
明るいまちづくりや環境対策、高
齢化対策など地域住民の福祉向上
のために使われます。

プラザ祭り

　プラザ祭りを次のとおり開催し
ます。色々な催しを行いますので、
ご来場ください。
◎日時　１０月２１日（土）午後
０時１０分～
◎場所　介護老人保健施設　プラ
ザ２１おおの
問合せ先 	プラザ２１おおの　
☎ 35-00８８

地産地消かぼちゃフェア

　平成２２年から、県・ＪＡいび川・大野町・揖斐川町・池田町が一体となっ
てかぼちゃの産地づくりに取り組んでいます。「郡内で採れた美味しいかぼ
ちゃを、地産地消のお土産や飲食店の食材として利用していただき、地域の
人に味わってほしい！」そんな気持ちを込めて、今年収穫されたかぼちゃを
使用した加工品が町内の料理店・菓子店等で提供されます。
　今年はこれまで使用していた品種「ロロン」に加え、甘みの強い新品種「九
重栗」の生果を使用した商品もあります。各店が趣向を凝らした特別メニュー
を、ぜひこの機会にお召し上がりください。
◎開催期間　１０月１４日（土）～３１日（火）
◎販売店舗一覧

販売店舗名 住所および電話番号 出品企業・団体 メニュー

柏鳥堂　本店
黒野５６８－２
☎ 3２－0１4１

同左
マドレーヌロロン
ロロンカボチャの蒸
しどら焼き　〃　中之元国道店

中之元８９１
☎ 5２－9499

川の駅旬の味おか多
相羽１０６６－２
☎ 3２－0566

同左 かぼちゃそば

ＪＡいび川ファーマーズ
マーケット大野店

中之元１１２５
☎ 36－１１77

アグリＩＢＩ パンプキンクッキー
かたくり工房 シフォンケーキ
棚橋牛乳 たなはしプリンかぼちゃ
ＪＡいび川女性部 未定

問合せ先 	揖斐農林事務所　☎ ２3-１１１１
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くらしの情報

日本政策金融公庫のお知らせ

　日本政策金融公庫は、国民生活
に密着した多様な融資を行う政策
金融機関です。利率、返済期間等
詳細はお尋ねください。
子どもの教育資金「国の教育ローン」
◎融資額　子ども一人あたり
350 万円以内
◎使い道　入学金、授業料、受験
費用、家賃等
小規模事業者「セーフティネット
貸付」
◎融資額　4,８00 万円
問合せ先 	子どもの教育資金：教育
ローンコールセンター　
☎ 0570-00８656
小規模事業者：日本政策金融公庫
岐阜支店　☎ 05８-２63-２１36

募　集

町農業塾	
第４回オープンキャンパス参加者募集

　野菜の栽培に興味がある人、将
来直売向けの野菜づくりに挑戦し
ようと考えている人なら誰でも自
由に参加できるオープンキャンパ
スを実施しています。
◎内容　袋詰めやＰＯＰで断然変
わる！商品としての魅力づくりの
工夫
◎日時　１０月１２日（木）午後
１時～２時
◎場所　第５公民館
◎申込　次まで電話で申し込む。
※実施内容については変更となる
場合があります
申込・問合せ先 	農林課　☎ 34-１１１１

第１回「子育て講座」受講者募集

　各種の発達障がいについて正し
い理解を深め、早期の特性や把握、
対応の仕方などについて学びます。
◎テーマ　発達障がいの正しい理解
◎アドバイザー　岐阜県発達障害
者支援センター「のぞみ」
子育て講座講師　中野江利子氏
◎対象　乳幼児の保護者（先着

２０人まで）
◎開催日時　１１月１０日（金）
午前１０時～１１時３０分
◎場所　総合町民センター　第１

会議室
◎参加費　無料
◎申込期日　１０月１０日（火）
～（土日・祝日を除く午前８時

新築住宅定住奨励金制度を５年間延長します	
固定資産税の負担が５年間実質無料

　町では、人口の増加を図るため、町内に住宅を新築して定住する人に、
『新築住宅の定住奨励金』を交付しています。現行制度では、平成２５
年１月２日から平成３０年１月１日の間（５年間）に建築・取得され
た住宅を対象としていますが、さらに５年間延長します。これを機に
大野町での住宅取得を考えてみませんか。
◎対象となる住宅
　平成３０年１月２日から平成３５年１月１日までに新築、取得され
た住宅（新築された住宅に対する固定資産税の軽減に該当する住宅）
◎対象者
　町内で住宅を取得し入居した人

※住宅の取得とは、住宅の新築、建替え又は新築住宅の購入をいう。
（住宅の増築や改築、相続や贈与により取得するものは含まない。）

◎奨励金の額
　新築住宅に課される固定資産税の額に相当する額（上限１０万円）
　※町内の建築業者と請負契約をした場合は、上限１５万円
◎交付期間
　住宅を取得後、新たに固定資産税が課されることになった年度から
５年間
◎申込期限
　平成２９年取得の人（平成３０年１月１日までに取得、平成３０年
度より課税）⇒平成３０年１０月３１日
　平成３０年取得の人（平成３０年１月２日から平成３１年１月１日
までに取得、平成３１年度より課税）⇒平成３１年４月１日～１０月
３１日
◎申請方法
　「大野町新築住宅の定住奨励金交付申請書（様式第１号）」に次の書
類を添付して申込む。
①初めて申請する人
（１）住宅に入居する世帯全員の住民票（コピー不可）
（２）住宅に入居する世帯全員の町税等の納税状況等の調査を認める同

意書（様式第２号）
（３）住宅の建物登記事項証明書の写し又は建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第７条第５項若しくは第７条の２第５項に規定する
検査済証の写し

（４）住宅の敷地の土地登記事項証明書の写し
（５）町内建築業者と請負契約した場合は、対象となる住宅の請負契約

書の写し
②２回目以降の申請をする人
（１）住宅に入居する世帯全員の住民票（コピー不可）
（２）住宅に入居する世帯全員の町税等の納税状況等の調査を認める同

意書（様式第２号）
申込・問合せ先 	政策財政課　☎ 34-１１１１
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Information
３０分～午後５時１５分）
◎申込方法　電話もしくは、生涯
学習ハンドブック添付の申込書に
必要事項を記入して、生涯学習課
へ持参する。
※講座は全２回で、第２回は１２
月頃開催予定

※子どもの同席及び託児可
申込・問合せ先 	生涯学習課　
☎ 34-１１１１

Ｊ
ジ ャ イ カ

ＩＣＡボランティア秋募集

　独立行政法人国際協力機構（ＪＩ
ＣＡ）は、開発途上国で現地の人々
と同じ生活をしながら、ともに働き、
人づくり国づくりに貢献するボラン
ティアを募集しています。
◎募集期間　９月２９日（金）～
１１月１日（水）必着　Ｗｅｂ応
募の締切は１１月１日正午
◎体験談&説明会
①日時　１０月９日（月・祝）午
前１０時３０分～（開場：午前
１０時）
場所　ぎふメディアコスモス　お
どるスタジオ
②日時　１０月２５日（水）午後
６時３０分～（開場：午後６時）
場所　ハートフルスクエアーＧ　
２階大研修室
問合せ先 	業務委託先（公社）青年
海外協力協会中部支部　
☎ 05２-459-7２２9
JICA ウェブサイト	https://www.
jica.go.jp/volunteer/

町シルバー人材センター会員募集

　シルバー人材センターは、定年
退職者等の高年齢者の希望に応じ
た「臨時的かつ短期的又はその他
の軽易な就業」を提供するととも
に、ボランティア活動をはじめと
する様々な社会参加を通じて、高
年齢者の健康で生きがいのある生
活の実現と活力ある地域社会づく
りに貢献しています。
◎会員になるには
・町内在住の６０歳以上で、健康

で働く意欲のある人
・入会説明を受け、シルバー人材
センターを理解していただける人

・定められた会費（年額 1,500 円）
を納入していただける人

◎入会説明会
期日　１０月１０日（火）、１１月
１４日（火）、１２月１２日（火）、
平成３０年１月９日（火）、２月
１３日（火）、３月１３日（火）
時間　午前１０時～
場所　中央公民館
問合せ先 	町シルバー人材センター　
☎ 36-1166

催し・講座

第３９回町民体育大会

◎開催種目
一般　剣道・ソフトボール・軟式
野球・硬式テニス・ゲートボール・
卓球・バドミントン・バレーボー
ル・体操・ゴルフ・ソフトバレー
ボール・サッカー・新体操・クロッ
ケーゴルフ・ウォーキング・グラ
ウンドゴルフ
スポーツ少年団　野球・剣道・柔道・
卓球・バスケットボール・バレー
ボール・バドミントン・サッカー
◎日時　１０月９日（月・体育の
日）　受付：午前８時～　開会式：
午前８時３０分～
◎場所　運動公園レインボースタ
ジアム（雨天：総合町民センター
ふれあいホール）
※総合開会式終了後、種目ごとに

各会場に分かれ、競技開始
問合せ先 	生涯学習課内体育協会事
務局　☎ 34-１１１１

里親説明会

　西濃子ども相談センターと西濃
地方里親会は、生みの親の事故、
病気や離婚等により家庭で暮らせ
なくなった子どもたちを、児童福
祉法に基づいて親に代わって養育
する里親についての説明会を開催
します。

◎日時　１０月１４日（土）午前
１０時～午後２時
◎場所　西濃子ども相談センター

（大垣市禾森町５-１４５８-１０）
問合せ先 	西濃子ども相談センター　
☎ 05８4-7８-4８3８

普通救命講習会

　救急車が到着するまでのわずか
な時間に、その場に居合わせた人
が適切に応急手当ができるように
講習会を開催します。
◎内容　成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用方法、異物除去要領、
止血法を習得する普通救命講習
　郡消防組合消防本部のホーム
ページより応急手当ＷＥＢ講習

（ｅ－ラーニング）を事前に受講す
ると通常３時間の講習が２時間に
短縮され、受講しやすくなりまし
た。詳しくは郡消防組合のホーム
ページでご確認ください。
◎対象者　大野町・揖斐川町在住・
在勤・在学の人（中学生以上）
◎期日　奇数月の第３日曜日

（１１月１９日、平成３０年１月
２１日、３月１８日）
◎時間　午前９時～正午　※応急
手当ＷＥＢ講習を受講された人
は、午前１０時～正午
　応急手当ＷＥＢ講習受講証明書
を印刷して持参してください。（印
刷が出来ない場合は、画面メモ）
◎場所　郡消防組合
◎定員　２０人
◎参加費　無料
◎申込方法　１週間前までに申込
用紙に記入の上、持参又は電話で
申込む。
※動きやすい服装で参加してくだ
さい

※企業、団体、サークル等の申込
み受付可（１０人以上の場合は
開催日以外でも講習会を実施。
要相談）

※修了者に修了証を発行
問合せ先 	郡消防組合消防本部救急
係　☎ 3２-0１１9
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くらしの情報

ノルディックウォーキング交流会

　町の史跡をめぐりながらノル
ディックウォーキングを楽しみま
せんか。参加費は無料です。
◎コース　役場⇒第１公民館⇒条
里公園⇒おおの温泉⇒北岡田家住
宅⇒相羽駅跡⇒黒野駅レールパー
ク⇒役場（片道２ｋｍ程度）
※北岡田家住宅は庭を見学できま

す。家屋内の見学はありません。
◎日時　１１月１９日（日）午前
９時～午後０時（※雨天中止）
◎集合場所　役場正面玄関前
◎参加資格　４ｋｍの歩行が可能
な人（小学生以下保護者同伴）
◎募集人数　先着１００人
◎持ち物等　ウォーキングの出来
る服装、飲み物、タオル　
※ポールの貸し出しあります
◎申込み　１１月１７日（金）ま
でに次へ申し込む。
申込・問合せ先 	生涯学習課　
☎ 34-１１１１

狩猟免許講習会

　野生鳥獣個体数調整の担い手で
ある狩猟者を確保するため、「わな
猟免許」を取得する人を対象に、
狩猟の持つ社会的意義、楽しみ、
知識などを修得する講習会を開催
します。
◎日時　１０月２９日（日）午前
１０時～午後３時３０分
◎場所　郡上市総合文化センター

（郡上市八幡町島谷２０７-１）
◎定員　先着８０人
◎受講料　無料
◎申込期間　１０月６日（金）～
２０日（金）
◎申込方法　農林課備付の申込用
紙に必要事項を記入の上、提出す
る。
※詳細は、県ＨＰの「平成２９年
度狩猟免許試験及び狩猟免許更
新について」をご参照ください
申込・問合せ先 	農林課　☎ 34-１１１１

第１９回揖斐郡合唱祭

　郡内のコーラス団体が日々の練
習の成果を発表します。
◎出演団体　郡内のコーラス団体
◎日時　１０月２９日（日）開演：
午後１時３０分（開場：午後１時）
◎場所　総合町民センターふれあ
いホール
◎入場料　無料
◎主催　町、町教育委員会、町音
楽協会、総合町民センター
問合せ先 	総合町民センター　
☎ 3２-１１１１

消費税軽減税率制度等説明会

◎内容　軽減税率制度の概要や制
度対応に係る支援制度など
◎日時　１１月２２日（水）午前
１０時３０分～午後０時
◎場所　池田町中央公民館（池田
町六之井１４５５-１）
※事前申込みは不要ですが、会場
の収容人員の都合により参加で
きない場合もあります
問合せ先 	大垣税務署　
☎ 05８4-7８-4１0１

第３７回岐阜矯正展

　法務省が主唱する「社会を明る
くする運動」の一環として、矯正
行政に対する理解を深めるため、
次のとおり開催します。
◎日時　１０月２８日（土）午前
９時３０分～午後３時３０分
◎場所　岐阜刑務所（岐阜市則松
１-３４-１）
◎開催内容（予定）　
・模擬店、移動販売
・刑務所作業製品の展示即売、施

設見学
・古今亭菊千代氏による落語寄席

ほか
◎入場料　無料
問合せ先 	岐阜刑務所　
☎ 05８-２39-9554

ティータイムコンサート	
「ピアノトリオ・ファンタジー」

　土曜日の午後、楽しい音楽、知っ
ている曲で心豊かな時を過ごしま
せんか。
◎内容　出演　トリオ	ティラミス　
曲目　ニュー・シネマ・パラダイス
メドレー弦楽のための組曲　ほか
◎日時　１０月２１日（土）開演：
午後２時（開場：午後１時３０分）
◎会場　総合町民センター　多目
的ホール　
◎入場料　500 円（全席自由席、
１ドリンク付き）総合町民セン
ターで発売中
◎主催等　主催　総合町民セン
ター　後援　町・町教育委員会・
町音楽協会
※未就学児の入場はご遠慮ください
問合せ先 	総合町民センター　
☎ 3２-１１１１

認知症の家族の介護体験

◎内容　認知症の人の介護体験の
講演ほか
◎日時　１０月１２日（木）午後
１時３０分～３時
◎場所　池田町中央公民館
◎参加費　無料
申込・問合せ先 	
川本　☎ 090-１099-８549

相　談

中小企業経営相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
み事
◎相談日　１０月１２日（木）
◎相談時間　午後１時～５時（１
件あたり６０分まで、午後４時最
終受付）
◎相談場所　役場１階町民相談室
◎相談員　岐阜県よろず支援拠点
職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約する。当日の受付は問い合わせる。
問合せ先 	観光企業誘致課
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☎ 34-１１１１

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　１０月１８日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～　（２）午後２時３０分～（※要
予約）
◎相談場所　福祉センター　会議
室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等の詳細は諸事情によ
り変更となる場合がありますの
で予約時に確認してください

※初めての人が優先
※予約時に簡単な聴き取りをします
問合せ先 	福祉課　☎ 34-１１１１

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律関係
◎相談日　１０月１６日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件２０分）
◎相談場所　保健センター　相談室
◎相談員　弁護士
問合せ先 	保健センター　
☎ 34-２333

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　１０月１６日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件５０分）
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員　精神保健福祉士
問合せ先 	保健センター　
☎ 34-２333

心配ごと相談

◎相談日　１０月３日（火）、１０
日（火）、２４日（火）
◎相談時間　午後１時～３時

（心配事相談１件３０分、弁護士相
談１件２０分）
◎相談場所　福祉センター　会議
室
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士、人権擁護委
員（弁護士相談）
※弁護士相談要予約
問合せ先 	社会福祉協議会事務局
☎ 34-２１30	

公証週間

　１０月１日から７日までは、公
証週間です。法律上のトラブルを
未然に防止し、権利を擁護保全す
るため、遺言や大切な契約を公正
証書で作成しませんか。次のとお
り相談窓口を設けますので、電話
や来庁等気軽に利用してくださ

い。秘密は厳守します。
無料公証相談窓口
◎日時　１０月２日（月）～６日

（金）：午前９時３０分～午後６時
１０月７日（土）：午前１０時～午
後４時（日曜日及び午後０時から
１時を除く）
◎場所　大垣公証役場（大垣市丸
の内一丁目３５番地）
◎相談範囲の例　遺言・任意後見
契約・離婚・金銭貸借・土地建物
貸借そのほか公正証書作成の手続
等
※相談の際は、なるべく関係資料
を持参する
問合せ先 	大垣公証役場　
☎ 05８4-7８-6１74

困ったら　一人で悩まず　行政相談

　１０月１６日から２２日は「行
政相談週間」です。
◎行政相談とは　役所の仕事につ
いて不満を感じたり、よく分から
ないということはありませんか。
そんなあなたの声を総務大臣が委
嘱した行政相談委員がお聴きしま
す。相談は無料で、秘密は固く守
られます。

河川一斉清掃　クリーン大作戦

　かけがえのない私たちの美しい河川環境を守るために、積極的な参加をお
願いします。
◎日時　１０月２９日（日）午前８時～（１時間程度・小雨決行）
　※中止の場合は午前７時２０分頃に広報無線で放送します
◎清掃範囲　揖斐川・根尾川（大野町側河川敷）
◎集合場所　
　①揖斐川　揖東中学校西河川敷
　②揖斐川　平野庄橋北河川敷
　③揖斐川　西座倉（パターゴルフ場駐車場）
　④根尾川　大野橋北駐車場
　⑤根尾川　リバーサイドパーク駐車場
　⑥根尾川　藪川橋北河川敷
　⑦根尾川　グリーンハウス南駐車場
◎その他　
・参加する人は上記の中で都合の良い集合場所に集まってください。
・動きやすい作業着と運動靴などで安全確保に十分注意してください。
・各自、ゴミ袋を持参してください。
問合せ先 	建設課　☎ 34-1111
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くらしの情報

◎相談内容　道路の危険な箇所を
直してほしい、介護等福祉のサー
ビスが受けられなくて困っている等
◎相談日時　１０月１０日（火）
午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター　会議
室２
問合せ先 	総務省岐阜行政評価事務
所　☎ 0570-09-0１１0

アイヌの方々のための相談窓口

　日常生活でお困りのことなど何
でも相談してください。相談は無
料で、秘密は厳守します。
◎相談専用フリーダイヤル　

0１２0-77１-２0８
◎受付　月～金曜日の午前９時～
午後５時（※祝日、１２月２９日
～１月３日を除く）
※この事業は、（公財）人権教育啓
発推進センターが、厚生労働省
生活相談充実事業により実施す
るものです
問合せ先 	公益財団法人人権教育啓
発推進センター

無料「調停相談」

　大垣調停協会では、最高裁判所
の後援により、次のとおり調停相
談を行います。交通事故・金銭・

土地建物・公害・家庭の問題等で
お困りの人や心配事のある人は、
気軽にお出かけください。相談内
容の秘密は厳守します。
◎日時　１０月１５日（日）午前
１０時～午後４時
◎場所　大垣市スイトピアセン
ター（大垣市室本町５-５１）
◎相談員　調停委員（弁護士を含
む）
◎費用　無料
◎予約　不要
問合せ先 	岐阜地方・家庭裁判所大
垣支部　☎ 05８4-7８-6１８4

使用済小型家電リサイクルにご協力を！
　ごみの減量と小型家電に含まれる貴重な金属を資源として有効活用するため、役場に回収ボックスを設置して

回収をしていますが、大野まつり会場及び総合町民センター（１０月～）にも回収ボックスを設置します。次の

回収対象品目のリサイクルに協力をお願いします。

回収ボックス設置場所 役場 大野まつり会場 総合町民センター

受入日時
役場開庁日

午前８時３０分～午後５時１５分
大野まつり会期中

９月３０日～１０月１日
１０月からのセンター開館日

午前９時～午後１０時

回収対象品目
①携帯電話端末（ＰＨＳ端
末、スマートフォン含む）

②タブレット端末
③電話機
④ポータブルラジオ
⑤ポータブルＤＶＤビデオ
⑥デジタルカメラ
⑦ビデオカメラ
⑧デジタルオーディオプ
レーヤ

⑨ＭＤプレーヤ
⑩ＣＤプレーヤ
⑪テープレコーダ
⑫ＩＣレコーダ

⑬電子辞書
⑭電卓
⑮カーナビ
⑯ＶＩＣＳユニット
⑰ＥＴＣ車載ユニット
⑱携帯型ゲーム機
⑲据置型ゲーム機
⑳電子機器付属品（リモコン・
ＡＣアダプタ・ケーブル・
充電器）
㉑ハードディスク
㉒ＵＳＢメモリー
㉓メモリーカード

●注意事項

・投入規定サイズは、縦１５㎝×横３０㎝です。

・回収対象品目外及び規定サイズ外は回収できません。

・業務用、事業者から排出されたものは回収できません。

・個人情報及びその他のデータは必ず消去してからお持ちください。

　※携帯電話端末は携帯電話破砕機を備えていますので、投入する前に担当課窓口までお持ちください

・電池（充電池、乾電池等）はあらかじめ取り外してお持ちください。

・一度投入したものは返却できません。
問合せ先 	環境水道課　☎ 34-１１１１

▲小型家電回収ボックス
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野外焼却の禁止
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼却（野焼き）は一部の例外を除き禁止されています。また、構
造基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシンが多く発生するため使用できません。この規定に違反
した場合、法の規定により罰せられます。（５年以下の懲役もしくは １,000 万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられます。）

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 具体的な事例

一

国又は地方公共団体がその
施設の管理を行うために必
要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き（河川管理
者）、	道路側の草焼き（道路
管理者）、漂着物等の焼却（海
岸管理者）

二

震災、風水害、火災、凍霜
害その他の災害の予防、応
急対策又は復旧のために必
要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策	火災予防
訓練
凍霜害防止のための稲わら
の焼却（著しい支障を生ず
る廃タイヤ焼却は不可）

三
風俗慣習上又は宗教上の行
事を行うために必要な廃棄
物の焼却

正月の「しめ縄、門松等」
を焚く行事（どんと焼き）
塔婆の供養焼却

四
農業、林業又は漁業を営む
ためにやむを得ないものと
して行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔の草及び下枝の
焼却、魚網にかかったゴミ
の焼却	等

五
たき火その他日常生活を営
む上で通常行われる廃棄物
の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、たき火、キャ
ンプファイヤー

＊上記政令の除外規定に該当しても、苦情等があれば焼却の中止
を指導します。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却から出た灰の処分
例外の中で特に個人として出る灰の場合は次の２点

灰
焼き畑等、農林業
として出る灰

出来るだけ田畑の中に埋め
て、残りを粗大ごみ収集袋（不
燃）へ

粗大ごみ収集袋（不燃）へ

日常生活上で出る
軽微な灰

＊相羽不燃物処理場へは搬入できません。上記方法にて処
分してください。

問合せ先 		環境水道課　☎ 34-１１１１
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今月のおすすめ本

影裏 世界の乗りもの大図鑑
沼田 真佑 / 文藝春秋

　会社の出向で移り住んだ岩手で、ただひとり心を許した
同僚の日浅。いつしか疎遠になった男のもう一つの顔に、
「３. １１」以後、触れることになるのだが…。崩壊の予兆
と人知れぬ思いを繊細に描く。『文學界』掲載を単行本化。

クライブ・ギフォード著・日暮 雅通訳 / 河出書房新社

　世界中の乗りもの、１１５テーマ、約９００点を網
羅した図鑑。犬ぞりから宇宙船まで、人類がつくった
すべての乗りものを「陸」「水」「空」に分け、発明の
瞬間から最新モデルまでの歴史を紹介する。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 10月

日 月 火 水 木 金 土
	 １	 ２	 ３	 ４	 ５	 ６	 ７
	 ８	 ９	 １０	 １１	 １２	 １３	 １４
	 １５	 １６	 １７	 １８	 １９	 ２０	 ２１
	 ２２	 ２３	 ２４	 ２５	 ２６	 ２７	 ２８
	 ２９	 ３０	 ３１	 	

〈一般書〉 〈児童書〉
●ＡＸ

（伊坂 幸太郎著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
●バブルノタシナミ

（阿川 佐和子著 / 世界文化社）
●あなたの人生を、誰かと比べなくていい

（五木 寛之著 / ＰＨＰ研究所）
●古希に乾杯！ヨレヨレ人生も、また楽し

（弘兼 憲史著 / 海竜社）
●おいしい雑草料理

（小崎 順子著 / サンルクス）

●うるしー
（ロロン作・開 一夫監修 / ディスカヴァー・トゥエンティワン） 
●イヌのクニャン

（きど まやさく / ジーグレイプ）
●ばけバケツ

（軽部 武宏作 / 小峰書店）
●恐竜たちが動き出す！リアル！最強！恐竜事典

（寺越 慶司監修 / 池田書店）
●オレンジ色の不思議

（斉藤 洋作・森田 みちよ絵 / 静山社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示
「むしたちのゆかいなおはなし」展

　童謡「虫のこえ」に登場する松虫や鈴虫など、むしたちの
涼しげな鳴き声は、秋の風情を感じさせてくれます。
　そんなむしたちの鳴き声とともに、コオロギ、バッタ、ミ
ツバチやテントウムシなど“むしたちのゆかいなおはなし”を、
秋の夜長にお楽しみください。
　いろいろな音色がえほんの中から聞こえてくるかもしれま
せんよ♪

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後、ボランティ
アの方によるおはなし会を楽しんでい
ただけます。気軽に参加してください。

〈日時〉　午後２時３０分～
10 月７日（土）・１１月４日（土）
　・「和母（わはは）」さん
１０月２１日（土）・１１月１１日（土）
　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナー

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

第１５７回 芥川賞受賞

図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
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国　保　だ　よ　り
柔道整復師（整骨院・接骨院）の適正な受診にご協力ください！

　柔道整復師（整骨院・接骨院）による施術は、その負傷原
因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場
合があります。国民健康保険の適用が認められなければ施術
料は全額自己負担となりますので、施術を受ける前に柔道整
復師とよく相談しましょう！	

国民健康保険が「使える」場合
・打撲・ねんざ・挫傷（肉離れ等）
・医師の同意がある場合の骨折	
・脱臼の施術・応急処置で行う骨折	
・脱臼の施術（応急手当て後の施術には、医師の同意が必要）

国民健康保険が「使えない」場合
・日常生活による単純な疲労、肩こり、腰痛等	
・スポーツ等による筋肉疲労、筋肉痛・脳疾患後遺症などの
慢性病	

・症状の改善のみられない長期の施術	
・病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等）
による痛みやこり	

・保険医療機関（病院・診療所など）で同じ負傷等の治療中
のもの	

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷	

柔道整復師にかかる場合の注意事項
１　負傷原因を正確に伝えましょう	
　健康保険は治療を目的としたものです。健康保険等の対象
にならない場合もありますので、どのような原因で負傷した
かを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でな
い場合、国民健康保険は使用できません。負傷原因が労働災
害に該当する場合は、労災保険からの給付になります。交通
事故等の第三者行為による負傷の場合には、届出が必要とな
ります。

２　病院での治療と重複はできません
　同一の負傷について、同時期に柔道整復師による施術と医
療機関での治療を重複して受けることはできません。その場
合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となりま
す。

３　	施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けて
ください	

　施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますの
で、医師の診断を受けてください。

４　	療養費支給申請書は内容をよく確認し、署名しま
しょう	

　「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復
師に国民健康保険への請求を委任するものです。負傷原因、
日数、金額をよく確認し、署名・捺印をするようにしましょう。

５　領収書は必ずもらいましょう
　領収書を必ずもらい、金額に問題ないか確認しましょう。
領収書は、医療費控除を受ける際等に必要です。大切に保管
してください。照会文書や医療費通知等が届いたときに、実
際に支払った額との相違があった場合は、必ず健康課に連絡
してください。
※領収書は無料発行が義務づけられています。

医療費の適正化にご協力ください
　医療費は、皆様の保険料や自己負担でまかなわれています。
柔道整復師へのかかり方について正しく理解し、適切に受診
することが医療費の適正化へつながります。
　また、町では、申請書の内容確認や調査の必要等について、
加入者の皆様に照会文書を送ることがありますので、ご協力
をお願いします。

　高度処理型合併浄化槽設置整備補助金を利用する際は、以下のような事案にご注意ください。
①工事代金の支払いについて、補助金が振り込まれたあとに支払えばよいと説明された。
→工事完了後、お客様から業者に支払いをしていただきます。その領収書を補助金の事業実績報告書に添付して提出し
ていただきます。その後の完了検査等の結果、事業に問題がなければ補助金が交付されます。

②自己負担額は０円だと説明された。
→自己負担額は発生します。補助金額は、浄化槽本体の設置に要する費用の１０分の９以内となっており、各人槽ごと

に補助限度額のなかで交付します。
③町の指定業者であると説明を受けた。
→町の浄化槽工事指定制度はありません。（浄化槽法で浄化槽工事業を営もうとする者は県に登録することになっていま

す。）
トラブルを未然に防ぐために…
・役場への提出書類は必ず確認する。
・複数の業者に話を聞いたり、工事金額の見積もりをとる。
・浄化槽設備士をはじめ業者と工事についてよく話し合う。
問合せ先 	環境水道課　☎ 34-１１１１

新しく高度処理型合併浄化槽を設置される皆様へ
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年金受給資格期間の短縮について
　８月から、年金を受給するために必要な資格期間が２５年から１０年に減りました。「資

格期間」とは、国民年金の保険料を納めた期間や免除期間、厚生年金や共済組合等の加入期

間、年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間（「カラ期間」と呼

ばれる合算対象期間）を合計したものです。「カラ期間」とは、過去に年金制度に加入して

いなかった場合などでも、年金受給に必要な資格期間に含むことができる期間です。（ただし、

年金額の算定には反映されません）昭和６１年３月以前に厚生年金等加入者の配偶者だった

期間や海外に住んでいた期間などがカラ期間となります。

　日本年金機構において、現在年金を受給しておらず資格期間が１０年以上あることが確認

できた方に、２月下旬から７月上旬にかけて、

自宅宛に黄色の年金請求書が発送されていま

す。まだ手続きが済んでいない方は「ねんきん

ダイヤル」で予約の上、手続きをお願いします。

黄色の請求書が届かない方でも、任意加入の申

出により期間を加えたり、カラ期間を含めて年

金を受給できる可能性がありますので、年金事

務所へ相談してください。

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承

認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から

受けられる年金）の受け取り額が少なくなります。

　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、

１０年以内であれば遡って納める（追納）ことができます。

　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年目以降の追納の場合、

当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

　追納は古い月のものから納付することとなりますが、次の点に注意してください。

・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。

・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分で

ある場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。

　追納の申し込みを希望する方、または相談については、年金事務所へお願いします。

問合せ先 	大垣年金事務所　☎ 05８4-7８-5１66

国民年金のお知らせ
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保健師による

健康伝言板

くすりと『病気を治す力』
　　　 病気を治す力（自然治癒力）　＋　くすりの力
　薬の働きは、主に、自然治癒力（体が病気を治そうとする力）を助ける働きをし、病気やケガから早く元の健康な状
態に戻します。
　また、病原菌を殺したり（抗生物質）病気にならないように予防する（ワクチン）薬もあります。

くすりの効き方
　薬は主に腸で吸収され、血液に溶けることで目的の部位まで運ばれます。

服用 腸で吸収
肝臓で

一部代謝
血液と共
に全身へ

目的部位で
作用

（薬効）

　薬は、定められた量より多く飲んだからといって、よく効くものではありません。逆に多く飲み過ぎることによって
副作用や中毒が現れることがあります。
　また、飲む期間を守ることも大切です。自覚症状が治まったからといって服用をやめると、病気が再発することや完
治しないことがありますので、自己判断をしないようにしましょう。

くすりはリスクを併せ持つもの
　程度に差はありますが、どんな薬でも副作用を起こすリスクがあります。
　異常を感じたら、すぐに医師や薬剤師に相談しましょう。
《こんな症状が出たら相談しましょう》
　発疹、かゆみ、皮膚や粘膜（口の中など）が赤くなる、胃痛、発熱、だるさ等
《こんな人は医師にあらかじめ伝えましょう》
　アレルギーのある人、過去に副作用を経験したことがある人、他の薬を飲んでいる人、妊娠している又は可能性があ
る女性、授乳中の女性、高齢者等 

その他、詳しくは「知っておきたい薬の知識 -厚生労働省」	をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/d_health/dl/2013_pant.pdf

１０月１７日から２３日は　「薬と健康の週間」です！！

くすりと上手に付き合うために
知っておきたいこと

高齢者インフルエンザ予防接種
　町内に住所を有し実施期間内に満６５歳以上となる全ての人に「大野町インフルエンザ予防接種予診

票」を郵送します。同封の「インフルエンザ予防接種のお知らせ」等をよく読み、医療機関で接種して

ください。

○実施期間　１０月中旬～１２月２８日（木）

　　　　　　※接種開始時期は医療機関によって異なります。

○費　　用　１,700 円

※	生活保護世帯の人に費用を助成します（事前申請必要）

※	接種時満６０歳以上６４歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や免疫不全等で日常生活が極度に制限

される程度の障がい（身体障害者手帳１級相当）を有する人は保健センターへお問い合わせください
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食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

秋の味覚が出そろい、うれしい限りですね！！
　『食欲の秋』、『読書の秋』、『スポーツの秋』、多くの楽しみがある季節がやってきました。
　今月は、蒸かしたじゃがいもを入れるめずらしいケーキを紹介します。
　じゃがいもには、加熱してもこわれにくいビタミンＣがたっぷり含まれていて、お肌
ツルツル！
　また、食物繊維もありお腹スッキリ！
　卵白を泡立てたり、じゃがいもをマッシュしたりと、親と子でふれあいながらつくる
と会話もはずんで楽しいですよ。是非、お試しになってはいかがでしょうか？

● 簡単じゃがいもケーキ ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

181kcal
5.2g
3.6g

56mg
0.3g

【材料（２２～２４㎝の型

１個分）】
男爵じゃがいも（蒸か
した物） …… ２００ｇ
卵……………… 中３個
砂糖…………… ６０ｇ
牛乳……… １５０ｍｌ
ホットケーキミックス 
……………… ２００ｇ

【作り方】
①じゃがいもは蒸かしてから、細かくつぶし

ておく。
②卵は卵黄と卵白に分けておく。
③つぶしたじゃがいもに、砂糖４０ｇ、牛乳、

卵黄、ホットケーキミックスを混ぜる。こ
こで生地を裏ごしすると、食感がなめらか
になる。

④卵白に砂糖２０ｇを加え、しっかり泡立て
て硬いメレンゲにする。

⑤③に④を２～３回に分けて、ゴムベラで混
ぜる。

⑥シフォンケーキの型に入れ、１８０度のオー
ブンで４０分焼く。

⑦ビン等に逆さに立てて冷ます。

【１人分の栄養価】

高齢者肺炎球菌
予防接種

　町では高齢者肺炎球菌予防接種を下記のとおり実施しています。
　接種を希望される人は予診票を交付しますので保健センターまでお申し込みくだ
さい。

○対象者　平成２９年度の対象者は、町内に住所を有する次の人です。

１００歳となる人：大正　６年４月２日生～大正　７年４月１日生

９５歳となる人：大正１１年４月２日生～大正１２年４月１日生

９０歳となる人：昭和　２年４月２日生～昭和　３年４月１日生

８５歳となる人：昭和　７年４月２日生～昭和　８年４月１日生

８０歳となる人：昭和１２年４月２日生～昭和１３年４月１日生

７５歳となる人：昭和１７年４月２日生～昭和１８年４月１日生

７０歳となる人：昭和２２年４月２日生～昭和２３年４月１日生

６５歳となる人：昭和２７年４月２日生～昭和２８年４月１日生

※	今までに１回でも高齢者の肺炎球菌予防接種を接種したことがある人
は対象外です

※	接種を希望する人は、接種歴・接種希望医療機関等の確認が必要です
ので、接種前に保健センターに連絡してください

○実施期間　	平成３０年３月３１日までに１
回接種

○費　　用　3,000 円
※	生活保護世帯の人に費用を助成します（事
前申請必要）
○持 ち 物　	高齢者肺炎球菌予防接種予診票

（保健センター交付）
※	実施医療機関等詳細については「高齢者肺
炎球菌予防接種予診票」交付時にお渡しす
る説明書で確認してください

問合せ先 	保健センター　☎ 34-２333

（ 1 / 8 切れ分）
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交 番 だ よ り
一人で悩まず家族や警察に相談

　自宅に市役所職員を名乗る男から「高
額療養費の戻しがあります。手続きは自
宅近くのＡＴＭでできますので、ＡＴＭ
に着いたら電話ください。」と電話があっ
たため、払い戻しがあると信じ、ＡＴＭ
に行き、教えられた電話番号に電話し、
指示されたとおりに操作した。その後、
還付金詐欺にあったのではないかと金融
機関に相談したことでだまされているこ

とがわかった。（７０
歳代・女性）

それは、「還付金等詐欺」です。
※役場や税務署、社会保険事務所等を装い、税金、医療費等の還

付を口実に、ＡＴＭを操作させて現金を送金させる詐欺
●「お金を返すからＡＴＭに行け」は詐欺を疑うこと。
●相手が教えた連絡先ではなく、電話帳等で担当部署（市役所、税

務署等）の連絡先を調べて、事実を確認すること。
●役場等が携帯電話を使って、ＡＴＭの操作方法を指示することは

絶対にありません。
●不審な電話等は、一人で判断せず、家族や最寄りの
警察署、交番等に相談すること。

●携帯電話を使用しながらＡＴＭを操作する高齢者を
見かけたら、声かけと警察への通報を。

188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

お試しのつもりが定期購入に

【事例】
　「痩身と美容に効果あり」「初回お試し価格５００円」というサプリメントのインターネット上の広告を見てカード決
済で注文した。一度限りだと思ったのにまた同じ商品が届き２回目以降は通常価格５,０００円の定期購入だと分かった。
事業者に連絡したところ、「４回以上購入しないと解約できない」と言われた。インターネット広告を見たところ、確
かに４回の定期購入と書いてあるが、注文したときの広告では記載がなかったように思う。

アドバイス
・ホームページやＳＮＳ上の広告で「お試し（価格）」「初回○円」「送料のみ」等と表示されていても、複数月の
継続購入等といった定期購入が条件となっている場合があります。商品を注文する前に定期購入になっていない

か等、契約内容をしっかり確認しましょう。
・消費者が解約しようとしても事業者から定期購入期間内は解約できないと拒否されるケースが多くみられます。商品
を注文する前には「定期購入期間内に解約が可能かどうか」「解約の申し出先や方法（電話やメール等）」等も確認し
ておきましょう。

・広告をよく見て、契約内容や解約条件を確認しましょう。「スマートフォンで注文したため小さい文字の表示はよく見
えなかった」という事例がみられるので、スマートフォンからの注文の際は特に注意が必要です。

・注文時の画面を再現できるように保存しておくことが事業者との交渉において重要です。

　町消費生活センターでは、町民の皆さんが安全に安心し
て暮らせるよう、専門の相談員が消費生活に関する相談や
問題解決のための助言などを行っています。

１人で悩まずに相談してください。

☎　局番無し　１８８　

　通常時より安い価格を謳うインターネット広告を見て、お試しのつもりで、化粧水、脱毛クリーム、サプリなど
を購入したが、実際は定期購入契約だったというトラブルが増えています。

☆商品注文前のチェックポイント
①広告に事業者名や連絡先等の記載があるか
②契約内容や解約条件について記載があるか
③定期購入が条件になっていないか
④定期購入期間内に解約が可能か
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長寿のお祝い

【募集（受付）期間】１０月２日（月）～２０日（金）
　　　　　　　　　 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階～４階部分

募集戸数 若干数（３ＤＫ）

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000
円以上 487,000 円以下の人（所得の上昇が見込まれる
人を含む）

・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする
親族が暴力団員でないこと

住宅使用料（家賃） ３ＤＫ　52,000 円

敷　　金 家賃の３ヶ月分

備　　考
その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴ
ミ集積場、エレベーター）

※１ヶ月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２ヶ月

◎入居決定　応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◎申込方法　建設課備付の入居申込書に記入の上、申込む。
※ゴミ当番もあります　※申込書類の内容に虚偽が確認された場合には申込みを無効とします

問合せ先 	建設課　☎ 34-1111

町営住宅入居者募集

所在地　中之元８７６番地１
構　造　中層耐火構造
　　　　４階建　１棟ＰＣ造

 ３DK 
専用面積６９．４６㎡ 

 

９５歳おめでとうございます
杉原守一さん（下磯）

大正１１年８月１０日生まれ
「長生きはみなさんのおかげです。ありがとう。」

小川正一さん（稲富）
大正１１年７月１２日生まれ

「ゲートボールを週に３回、晴れた日には一日中草取
りをして、元気に過ごしています。」
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住民だより

目の不自由な人のために、『広報おおの録音版』も発行しています。
ご希望の人は 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130 へ連絡してください。
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8 月中に届け出のあった方（敬称略）

10・11 月休日在宅当番医のお知らせ

月 日 当番医の医療機関名 所在地 電話番号
（0585）

10

1 むらせファミリー
クリニック

池田町
池野 44-2727

8 みみはなのど
オレンジクリニック

池田町
池野 44-1187

9 野原クリニック 揖斐川町
清水 22-0348

15 いけだ整形外科
リウマチクリニック

池田町
八幡 45-3344

22 神田外科医院 揖斐川町
脛永 22-0230

29 はっとり整形外科 揖斐川町
脛永 23-1991

11 3 いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪 23-0050

※診療時間／午前 9 時～午後 4 時
※健康保険証を必ず持参してください
※都合により当番医が変更になる場合があります。予め電話でお確かめの

上、受診してください
※休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認

することができます

納 期 限 の お 知 ら せ

10 月 2 日（月） 国民健康保険税（5 期）

10 月 31 日（火）
町県民税（3 期）
国民健康保険税（6 期）

納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください
※期限内であれば、コンビニでも納付できます
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算されます
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ

れることとなります
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

野 𠮷田　彩
あ や の

乃 章紀 中之元 北　　　紬
つむぎ

隼也

西方 廣瀬　海
か い と

翔 翔一 下磯 清水　優
ゆ う な

凪 雅也

桜大門 廣瀬　衣
い と

音 耕一朗 本庄 末村　優
ゆ う と

和 賢治

中之元 青木　咲
さ く や

哉 雄嗣

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 若原すみゑ 93 中之元 成瀨　　誠 74

野 澤野　春一 98 公郷 中川　忠弘 55

古川 河野ふゆ子 88 公郷 牧村　幸子 87

牛洞 岩﨑よし子 91 上磯 加納　 夫 69

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

 

住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 黒野 浜辺　亮介

♥
夫 上磯 原　　基築

妻 大野 岡　　綾乃 妻 岐阜市 長村愛彩美

♥
夫 下方 若原　宏明

♥
夫 兵庫県

宝塚市 小森　篤郎
妻 岐阜市 横山　佳代 妻 黒野 内藤　翔代

♥
夫 五之里 吉川　裕太
妻 五之里 鈴木　杏奈

末永くお幸せに末永くお幸せに

次回の古紙類等回収について
11月19日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、11 月 26 日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時に広報無線にて

お知らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

人口と世帯（9 月 1 日現在）

人　口 ………… ２３, ３６６人（±　０）
男 ………… １１, ４６２人（±　０）
女 ………… １１, ９０４人（±　０）

世帯数 ………… ７, ８３９世帯（+　 ７）
出生９人／死亡１４人／転入４７人／転出４２人

大野町 HP

http://www.town-ono.jp/

QRコード


