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今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶８ Information くらしの情報

▶２２ 議会だより

▶２８ 社協だより ねらいすまして
　　　　　～西保育園



豊 作を祈って
牛洞雨乞い踊り

　さわやかな秋晴れのもと、牛洞地区において、牛洞雨
乞い踊り保存会の会員２５人が御幣を背負って太鼓を抱
え、雨乞い踊りを行いました。
　揃いの法被と白い足袋を身につけ、地区内の５箇所の
神社を歩いて回り、笛、法螺貝、鉦ご、歌で調子を取っ
て、踊りを披露し、「牛洞豊年踊」などを祈願奉納しま
した。今年は雨が多かったため、特に豊作を祈願された
そうです。

旭 日単光章受章を報告
 加納五郎さん

　このほど、旭日単光章を受章した加納五郎さん（上磯）
が役場を訪れ、町長に受章を報告しました。加納さんは
昭和２５年から養蜂業に従事し、現在も元気に活躍して
います。加納さんは、「中学を卒業してからすぐ養蜂を
始めた。一人でもらったものではなく、地域の皆さんの
おかげ。」と話し、町長は「ひとつの仕事に打ち込まれ
た成果で、すばらしい受章。おめでとうございます。」
とお祝いの言葉を述べました。

東 海大会での健闘を誓う
第２９回東海小学生バドミントン選手権大会出場者激励会

　このほど、大野ジュニアバドミントン少年団に所属す
る３選手が第２９回東海小学生バドミントン選手権大会
への出場を決め、役場で激励会が行われました。選手の
皆さんが、「いい成績が残せるよう頑張りたい。」と決意
を述べると、町長は、「バドミントンはオリンピック競
技で人気がある。思い切りがんばってください。」と激
励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
ダブルス　　大﨑　　輝（西小６年）
　　　　　　安田　涼歌（北小６年）
シングルス　関野　遥斗（北小５年）

▲牛洞雨乞い踊りの様子

▲右から、大﨑さん、安田さん、関野さん

▲受章された加納さん（左）

ま ち の 話 題
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極 地の暮らしを学ぶ
北小学校５年生「南極教室」

　このほど、北小学校５年生３７人が大里研究所（稲富、
林幸泰理事長）で、南極昭和基地とインターネット回線
をつないで、第５８次日本南極地域観測隊と通信しまし
た。児童らから「南極の良いところ、良くないところ」
を聞かれた隊員は、「オーロラなどの絶景が見られるの
は良い。良くないところは日本に簡単に帰れないし、
ちょっとした買い物もできない。」と答えるなど、児童
らは隊員の話に熱心に聞き入り、届けられた南極の氷に
実際に触れるなどして、極地について学んでいました。

古 代のロマンを学ぶ
 町民カレッジ特別講座「指定６０周年野古墳群」

　このほど、総合町民センター多目的ホールで、町民カ
レッジ特別講座「指定６０周年野古墳群」が行われまし
た。全５回を５人の講師がリレーで担当する講座で、今
回は、元愛知県埋蔵文化財センターの赤塚次郎氏が、「美
濃・上磯古墳群の時代」と題して講演しました。同時期
に完成した古墳の中では一際大きな規模を持つ上磯地区
の古墳の謎に迫った講演で、約１００人が熱心に聴講し
ていました。

地 域の絆を楽しくつなげる
第１公民館まつり

　このほど、第１公民館において、第１公民館まつりが
行われました。
　公民館前でグラウンドゴルフ大会が開催されたほか、
書道や華道などの作品発表や呈茶が行われました。ス
テージでは、東さくら子ども園の園児の合唱・合奏のほ
か、歌謡、舞踊などの披露があり、会場を訪れたたくさ
んの住民がさかんに拍手を送っていました。また、地域
の中学生らが会場設営などに積極的に参加し、地域の絆
作りに一役買っていました。

▲「南極教室」の様子

▲ベルの合奏を披露する東さくら子ども園の年長児ら

▲町民カレッジ特別講座の様子
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あ たたかい厚意
（株）マルダイ　寄贈

　このほど、（株）マルダイより、町へ軽トラック１台
の寄贈がありました。代表取締役草野哲郎さんと取締役
草野進太郎さんが役場を訪問し、「平成２年の創業以降、
地域に支えていただいてきたことに対する感謝です。」
として目録を手渡すと、「ありがとうございます。大切
に使わせていただきます。」と、町長から感謝の言葉が
ありました。

全 国での健闘を誓う
第２０回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会出場者激励会

　このほど、第２０回全国ヤングバレーボールクラブ男
女優勝大会県予選大会で優勝し、全国大会への出場を決
めた西濃ジュニア所属の大野中学校３年生の３選手の激
励会が開催されました。選手の皆さんが、「応援してく
れる家族や皆のおかげ。大好きなバレーができることに
感謝し、チーム一丸となってがんばりたい。」とそれぞ
れ決意をのべると、町長は「家族などの協力を得て、ま
た、それに応えてがんばった。全国でも目標高くがんばっ
てください。」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
　杉浦佳樹（大野中３年）　
　小森飛羽（大野中３年）
　藤田　成（大野中３年）

金 賞等受賞・全国大会出場決定で喜びの報告
東海職業能力開発大学校

　このほど、第１２回若年者ものづくり競技大会において、ＩＴネットワークシステム管理職種で金賞・
厚生労働大臣賞受賞の三浦文聴さん（東海職業能力開発大学校２年）と、電子回路組立て職種で敢闘賞
を受賞した寺尾美智子さん（同校２年）、第５５回技能
五輪全国大会への出場を決めた上田麻穂さん（同校１年）
が役場を訪れ、町長に喜びの報告をしました。
　両大会は、若年者や青年技能者に技能の向上や技能尊
重気運の醸成を図るため毎年開催されています。
　三浦さん、寺尾さんが「練習の成果が生かせました。」
と、上田さんが「目標は優勝です。」と、それぞれの喜
びや意気込みを述べると、町長は「受賞おめでとう。全
国では自然体で頑張ってきてください。」と笑顔で話し
ました。

▲目録を手渡す草野取締役（左）

▲左から、上田さん、寺尾さん、三浦さん

▲右から、藤田さん、小森さん、杉原さん

ま ち の 話 題
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全 国大会へ出場
第１２回ＬＰＧＡ全日本小学生ゴルフトーナメント出場者激励会

　このほど、第１２回ＬＰＧＡ全日本小学生ゴルフトー
ナメントｉｎしらかわに出場を決めた中川瑛太さん（大
野小６年）の激励会が、役場で行われました。５歳から
ゴルフを始めたという中川さんは、「全国には強い人が
いるが、ベストスコアをめざしてがんばりたい。」と意
気込みを述べ、町長は、「おめでとうございます。ぜひ
切磋琢磨してがんばってください。」と激励しました。

地 域の文化と絆を育てる
第３公民館文化祭

　このほど、第３公民館において、文化祭が行われました。
　書道、華道、クラフトなどの生涯学習の成果が所狭しと披露され、ステージでは歌謡、木振ばやしな
どが行われました。また、地域の子どもたちも協力して、抹茶やかき氷、わた菓子などが提供され、地
域の交流の場として楽しそうに活動をしていました。

▲全国に挑戦する中川さん（左）

▲呈茶席で接客を行った北小学校の児童ら ▲生涯学習の成果が披露されました

　９月３０日、７０歳以上の一人暮

らし宅を訪問し、窓拭きなどを行う「まごの手届け隊」が

ボランティアを行いました。

　北見市ボランティア市民活動センター常呂の呼び掛けで

集まった１７人が、高齢者宅２２軒の窓ガラスの汚れやク

モの巣を除去。「助かりました、ありがとう。」という言葉

をかけられ、ボランティアも「参加してよかった。」と話し

ていました。

窓拭きボランティア
まごの手でピカピカ！ところ通信

Vol. 214

北見市

▲窓拭きボランティアの様子
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第18回 柿・牡蠣まつり開催
　友好都市である北海道北見市常呂町との交流として、「柿・牡蠣まつり」（大
野町観光協会主催）を今年も開催します。
　栄養補助食品に加工されるほど栄養価が高く、「海のミルク」と言われる北海
道北見市産の牡蠣をはじめとした海産物の販売を行います。皆さんぜひご来場
ください。

日時　１１月２３日（木・祝）　午前９時３０分〜午後２時
　　　　　　　　　　　場所　役場駐車場内

＊牡蠣缶の予約申込は終了しておりますが、当日のまつり会場内におきましても牡蠣缶の販売を行います。
ぜひご来場の上、お買い求めください。（当日販売分につきましては、数に限りがございますので、あらか
じめご了承ください。）

＊牡蠣缶の予約をした方は、郵送された「牡蠣缶整理券」を持参の上、当日午前１０時〜午後１時までの間
に会場予約販売テントにお越しください。整理券及び代金と引き換えに商品をお渡しします。

問合せ先  観光企業誘致課内観光協会　☎ ３４-１１１１

　上質な造作と豪壮な構えを有する近代和風建築として国登録有形文化財となっている北岡田家住宅を公開し
ます。庭園の水辺に映るドウダンの紅葉をお楽しみください。
◎日　時　１１月１７日（金）〜１９日（日）
　　　　　午前１０時〜午後４時（入場は午後３時４０分まで）
◎場　所　北岡田家住宅（相羽２８２番地）
◎駐車場　相羽公民館北
　※１８日、１９日は、役場南からシャトルバスが利用できます
　　（行き）午前１０時から１時間ごと（午後３時まで）
　　（帰り）午後１１時１５分から１時間ごと（最終のみ午後４時１０分）

問合せ先  生涯学習課　☎ 34-1111

北岡田家住宅　秋の公開

運転免許証自主返納者支援事業が一層便利になります

１１月１日から
　タクシーとデマンドタクシー
どちらも使えるチケット１万円
分を交付

　有効な運転免許証を自主返納した７０歳以上の人は、申請によりタクシーチケット１万円分もしくはデマ

ンドタクシーチケット１万円分を選択して交付を受けることとなっていましたが、１１月１日から、タクシー、

デマンドタクシーどちらも使えるチケットを交付することになりました。詳しくは、

健康課までお問い合わせください。

問合せ先  健康課　☎ ３４-１１１１

１０月３１日まで
　タクシーチケット１万円分
か、デマンドタクシーチケット
１万円分をどちらか選んで交付
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　弾道ミサイルは、発射からわずか１０分もしないうちに到達する可能性もあります。
　万一、弾道ミサイルが発射され、日本に落下する可能性がある時は、国からの緊急情報を瞬時に伝える

「Ｊアラート」を活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メー
ル等により緊急情報をお知らせします。
　緊急情報が流れたら、速やかな避難行動・正確かつ迅速な情報収集をお願いします。

モンゴル通信 Vol. 2
（こんにちは）Сайн байна уу?

〜私の生活する街、バガノール〜
　С

サ ン ベ イ ノ ー ？

айн байна уу?（モンゴルの言葉で「こんにちは」）
　今回は私が生活する街Багануур（バガノール）について紹介します。バガノールはモンゴル語で「小さな湖」とい
う意味で、ウランバートル市に９つある地区の１つなのですが、距離にして１３０ｋｍ、車で２時間かかる規模の大きな
飛び地になっています。人口は約３万人。石炭の採れる鉱山があるため、働き盛りの若い世代が多く、妊婦さんや子供を
よく見かけます。バガノールの中心地は端から端まで１５分程度で歩けてしまう小さな街です。街の中央の大通りの両側
にアパートが立ち並んでいて、１階部分には、食
料品店・床屋・服屋など、小さなお店がよく入っ
ています。歩道を牛や馬が通るのも見かけます。
　私が働いているのはこの地区の公立病院の保健
センターセクションで、学校や幼稚園での健康教
室や、生活習慣病予防などに取り組んでいます。
　次回は、寒い時には－３０℃にもなるモンゴル
の寒さとその対策について、お伝えします。
Дараа уулзая！（また会いましょう！）

青年海外協力隊　町保健師　杉原　愛
▲牛も歩くのどかな大通り ▲私の働くバガノール地区保健セ

ンター

　弾道ミサイル落下時の行動について

Ｊアラート

（例） 直ちに避難。直ちに避難。直ち
に建物の中、又は地下に避難し
て下さい。ミサイルが落下する
可能性があります。直ちに避難
して下さい。

【避難行動】

発射情報が流れたら 近くに落下したら

屋外にいる
場合

建物の中（又は地下）に避
難する。

口と鼻をハンカチで覆いなが
ら現場から直ちに離れ、密閉
性の高い屋内の部屋または風
上へ避難する。

建物がない
場合

物陰に身を隠すか、地面に
伏せて頭部を守る。

屋内にいる
場合

窓から離れるか、窓のない
部屋に移動する。

換気扇を止め、窓を閉め、目
張りをして室内を密閉する。

メッセージが流れた
ら落ち着いて、直ち
に行動して下さい。

詳細については、国民保護
ポータルサイトをご覧くだ
さい。
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Information

お知らせ

秋季全国火災予防運動 
１１月９日～１５日

火の用心　ことばを形に　習慣に
住宅防火の７つのポイント
・寝たばこ禁止
・ストーブの周りは安全ですか
・ガス点火中は離れない
・住宅用火災警報器の設置
・防火品の使用
・住宅用消火器等の設置
・隣近所で協力体制を

　防火製品の展示やパンフレット
の配布など、防火に関する広報・
啓発活動を、揖斐郡消防組合と町
女性防火クラブとで連携して実施
します。ぜひお立ち寄りください。
◎日時　１１月９日（木）午前９
時〜正午
◎場所　役場１階ロビー
問合せ先  揖斐郡消防組合予防課
☎ ３2-255３
総務課　☎ ３４－１１１１

裁判員制度 
まもなく名簿記載通知を発送します

◎裁判員候補者名簿ができるまで
　裁判員候補者名簿は、市区町村
の選挙管理委員会が選挙人名簿か
らくじで無作為抽出した名簿を基
に、全国の地方裁判所で作成され
ます。
　平成３０年の名簿に登録される
人数は、全国で約２３万６００人
です（選挙人名簿登録者全体に占
める割合は、約４６１人に１人）。
◎裁判員候補者名簿記載通知について
　平成３０年の裁判員候補者名簿
に登録された人には、本年１１月
中旬に名簿に登録されたことの通
知（名簿記載通知）をお送りしま
す（平成３０年１月１日時点で
２０歳以上の人に限られます）。
　裁判員制度にご理解、ご協力を
お願いします。
問合せ先  岐阜地方裁判所事務局
☎ ０5８－2６2－5１22

11月は児童虐待防止推進月間

「もしかして」あなたが救う小さな手
　虐待かもと思ったら「１８９」
児童相談所全国共通３桁ダイヤル

（お住まいの地域の児童相談所に
つながります。）
※一部のＩＰ電話からはつながり

ません。通話料がかかります
◎地域の皆様ができること
　親が「しつけ」と思っている行
為でも、子どもの心や体が傷つく
行為であれば虐待です。子どもの
立場で判断することが大切で、「虐
待かな？」と疑いをひとりで抱え
ることはとても大変です。通報は、
迷わず児童相談所全国共通３桁ダ
イヤル「１８９」または下記に連
絡してください。秘密厳守で通報
の内容や通告者の情報などを親に
伝えることはありません。もし、
虐待の事実がなかったとしても、
連絡した方が責められることはあ
りません。
　虐待の通報（連絡）は子どもを
守り、ひいては親を救うことにな
ります。ご自身の子育ての不安に
ついても相談してください。
相談・連絡先  
西濃子ども相談センター
☎ ０5８４－７８－４８６６
子ども・家庭１１０番
☎ ０5８－2７６－４１52
大野家庭支援センターこころ
☎ ３5－2３2９
福祉課　☎ ３４－１１１１

屋内温水プール「ゆ～みんぐ」 
入場回数券購入補助規則改正

　屋内温水プール「ゆ〜みんぐ」
利用料金改定に伴い、補助による
自己負担金額が変わります。
◎改定日　１０月１日（日）
◎ 助 成 金 額　 助 成 対 象 利 用 券

（プール利用回数券 11 枚綴り）販
売価格の 2 分の 1 の額
◎改正後の自己負担額　
小人（中学生以下）1,500 円　老人

（70 歳以上）1,500 円　大人 2,500
円　障がい者 500 円　障がい者の
介護者 500 円
※改定前の利用券は、改定前の利用

券１枚毎に 100 円加算し、利用可
問合せ先  助成金について：生涯学
習課　☎ ３４-１１１１
施設・入場料について：ゆ〜みん
ぐ　☎ ３2-４６８2

１１月は労働保険適用促進 
強化期間です

　労働者（パート・アルバイトを
含む）を１人でも雇用している事
業主は、労働保険（労災保険・雇
用保険）に加入することが法律で
義務付けられています。
　加入手続を行っていない事業主
は、岐阜労働局または、最寄りの
労働基準監督署・ハローワーク（公
共職業安定所）で手続きをお願い
します。
問合せ先  岐阜労働局総務部労働保
険徴収室　☎ ０5８－2４5－８１１5

事業主のみなさまへ 
平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率引き上げ

　障がい者がごく普通に地域で暮らす「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する
義務があり、平成３０年４月１日から以下のように変わります。

事業主区分
法定雇用率

現行 平成３０年４月１日

民間企業 ２. ０％　　⇒ ２. ２％

国、地方公共団体等 ２. ３％　　⇒ ２. ５％

都道府県等の教育委員会 ２. ２％　　⇒ ２. ４％

問合せ先  岐阜地方労働局　☎ ０5８-2４5-１３１４
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くらしの情報

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

自賠責保険・自賠責共済

自賠責保険・共済なしでの運行は
法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自
動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的とし、自動車損害賠償保障
法に基づき、原動機付自転車を含
むすべての自動車に加入が義務づ
けられており、自賠責保険・共済
なしで運行することは法令違反で
すので注意してください。
　特に、車検制度のない２５０ｃ
ｃ以下のバイク（原動機付自転車・
軽二輪自動車）は、有効期限切れ、
かけ忘れに注意。自賠責制度の詳
し い 内 容 は、http://www.jibai.jp
でご覧ください。
問合せ先  国土交通省 中部運輸局　
岐阜運輸支局　☎ ０5８-2７９-３７１４

催し・講座

所得税及び復興特別所得税の 
青色申告決算説明会

　青色申告をされている個人を対
象に、決算における留意事項等に
ついての説明会を行います。
◎日時　１１月２８日（火）　
①午前１０時〜正午　
②午後１時３０分〜３時３０分
◎場所　大垣市民会館
問合せ先  大垣税務署（個人課税第
一部門）　☎ ０5８４－７８－４１０４

福祉講座

◎内容　第１部　年金講座「年金
の現状について」
第２部　健康講座「意外と身近な
糖尿病」
第３部　歴史講話「関ヶ原合戦図
屛風は語る」
◎対象者　西濃地域２市９町の在
住者（年齢不問）
◎日時　１１月２９日（水）午後
１時〜４時
◎場所　大垣市情報工房
◎定員　１５０人（定員になり次
第締切）
◎参加費　無料
◎申込方法　電話又はＦＡＸで次
まで申し込む
申込・問合せ先  岐阜県年金受給者協会　
☎ ０5８－2１０－2６１１　
ＦＡＸ　０5８－2１０－2６１2

保険医作品展２０１７

　岐阜県保険医協会会員の医師・
歯科医師等による絵画・写真・工
芸等を集めた作品展です。気軽に
立ち寄ってください。
◎日時　１１月１日（水）〜５日

（日）午前１０時〜午後６時
◎場所　ギャラリー水無月（岐阜
市明徳町５番地）
問合せ先  岐阜県保険医協会　
☎ ０5８－2６７－０７１１

郷土の先人展 
古墳時代の大野 ─大野のあけぼのを探る─

　史跡野古墳群の国指定６０周年
を記念し、町の古墳をテーマに企
画展を開催します。
◎日時　１２月３日（日）〜１７
日（日）午前９時３０分〜午後４
時３０分
※総合町民センター閉館日は見学

できません
◎場所　総合町民センター　２階
展示室
問合せ先  生涯学習課　☎ ３４-１１１１

防災行政無線などを用いた全国一斉の 
緊急情報の伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）（※）から送られてくる国からの緊急情報を確実に皆さん
へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時　１１月１４日（火）午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線の
訓練放送 

　町内５８か所に設置してある防災行政無線ス
ピーカーや防災ラジオから、次の放送内容が一斉
に放送されます。

【放送内容】チャイム音
＋「これは、Ｊアラートのテストです。」
　  （３回くり返し）
＋「こちらは、広報おおのです。」
＋ チャイム音

（※） Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国
から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
　町外の地域でも、全国的に様々な手段で情報伝達訓練が実施
されます。放送内容は変更する場合があります。

 問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１
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Information

催し・講座

親子ですてきなクリスマス

　親子で楽しめるクリスマスコン
サート「ブレーメンの音楽隊」を
開催します。プレゼント抽選会も
あります。
◎日時　１２月２３日（土 ･ 祝）　
午前１０時３０分〜
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　５００円（全席指定席）
◎発売　１１月１１日（土）〜　
総合町民センターで発売
◎主催　町青年のつどい協議会、
総合町民センター
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３2－１１１１

募　集

西濃環境整備組合職員募集

◎職種　一般行政職
◎職務内容　ごみ焼却施設の運
転・保守管理・事務
◎受験資格　昭和５８年４月２日
以降に生まれた者で、高等学校又
は大学等（短期大学及び大学院を
含む）を卒業した者
　平成３０年３月卒業見込み可
◎募集人員　若干名
◎試験期日等　第１次試験　１２
月１０日（日）／於　西濃環境整
備組合
第２次試験　第１次試験合格者に
別途通知
◎採用年月日　平成３０年４月１
日
◎受付　西濃環境整備組合総務課
へ指定の試験申込書等を提出する
※郵送等受付不可
◎受付・問合せ期間　１１月１日

（水）〜１１月２４日（金）（土、日、
祝日を除く午前８時３０分〜午後
４時３０分）
申込・問合せ先  西濃環境整備組合
☎ ３2-４１5３

第２回「子育て講座」受講者募集

　専門的見地から様々なアドバイ
スを受け、座談会形式で学びます。
◎テーマ　乳幼児の健康と疾病に
ついて語ろう
◎アドバイザー　揖斐厚生病院　
小児科医師　後藤加寿美氏
◎対象　乳幼児の保護者（先着
２０人まで）
◎開催日時　１２月１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
◎持ち物　対象児及び兄弟の母子
健康手帳
◎申込期日　１１月６日（月）〜

（土日・祝日を除く午前８時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。
※申込時に相談・質問事項を伝え

てください
※子どもの同席及び託児可
問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１

日日雇用職員（学校教育課事務員）募集

◎勤務期間　１２月１日〜平成
３０年３月３１日
◎募集人数　１名
◎勤務時間　午前９時〜午後４時
◎勤務場所　役場教育委員会学校
教育課
◎時給　８１０円
◎選考方法　面接
◎申込期限　１１月１３日（月）
◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入の上、申込む
問合せ・申込先  学校教育課
☎ ３４－１１１１

町農業塾 
第５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　農業の醍醐味！秋野菜の
収穫作業
◎日時　１１月９日（木）午後１
時〜２時
◎場所　第５公民館
◎申込　次まで電話で申込む
※実施内容については変更となる

場合があります
問合せ先  農林課　☎ ３４－１１１１

総合町民センター第10回冬の 
電飾コンクール参加者募集

　イルミネーションで、冬の町内
を華やかに飾りませんか。
　また、開催期間中、町民の皆さ
んは「どの電飾がすてきか」投票
してください。皆さんの投票を参
考に、主催者の設ける選考会議で
賞を決定します。
◎参加資格　町内外の個人、企業、
団体を問わずどなたでも参加可
◎募集期限　１１月１７日（金）
◎飾り付け　１１月９日（木）〜
１７日（金）（ただし１３日（月）
は除く）
◎電飾開催期間　１１月１８日

（土）〜１２月２５日（月）　午後
５時〜９時
◎場所　①メイン会場　総合町民
センターフラワー都市交流花壇周
辺及び北側にある樹木や庭等
②自宅会場　町内の自宅、店舗、
工場等
◎参加費　無料（電気工事、電気
料のみ主催者負担。ただし自宅会
場は除く）
◎表彰　最優秀作品賞１点　優秀
作品賞１点　町長賞２点
岐阜新聞社賞２点（各賞に賞状と
副賞）
※参加賞有り
◎主催等　
主催　総合町民センター
共催　町、町教育委員会、町観光
協会
後援　岐阜新聞・ぎふチャン
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３2－１１１１

10 広報おおの 2017.11



くらしの情報

嘱託職員募集

◎職種　幼児療育センターなない
ろ　相談支援員
◎報酬月額　200,000 円
◎勤務期間　平成３０年１月４日
〜平成３１年３月３１日
◎募集人員　１人
◎受験資格　相談支援専門員の資
格を有する人
◎勤務時間　午前８時３０分〜午
後５時１５分
◎勤務場所　幼児療育センターな
ないろ
◎選考方法　面接
◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入の上、健康診断書、
該当する資格証写しを添えて申込
む。
◎申込期限　１１月３０日（木）
申込・問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１

相　談

電話健康相談

　県内の保険医協会会員の医師が
無料で相談に応じます。
◎相談日　１１月５日（日）
◎相談時間　午前１０時から１２時
◎電話番号　０5８－2６７－０７１１
※今回は医科の相談です。歯科の

相談は４月頃の予定です。
問合せ先  岐阜県保険医協会　
☎ ０5８－2６７－０７１１

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　ストーカー行為等、女性をめぐ
る人権相談に人権擁護委員が中心
となって電話で相談に応じます。
※相談無料、秘密厳守
◎相談日　１１月１３日（月）〜
１９日（日）
◎相談時間　月〜金：午前８時
３０分〜午後７時
土・日：午前１０時〜午後５時
※強化週間以外の日でも、平日午

前８時３０分から午後５時１５

分まで相談できます
◎電話番号　０5７０－０７０－８１０（※通
話料は相談者負担）
問合せ先  岐阜地方法務局人権擁護
課　☎ ０5８－2４5－３１８１

不動産無料相談会

◎相談日　１１月２日（木）
◎相談時間　午後１時３０分〜３
時３０分
◎相談場所　役場　町民相談室
◎相談内容　不動産に関する悩み
問合せ先  岐阜県宅地建物取引業協
会西濃支部　☎ ０5８４－７３－2３００

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　１１月９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
☎ 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　１１月１５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　１１月１３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　１１月１３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　１１月７日（火）、１４
日（火）、２８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 
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今月のおすすめ本

この世の春　上・下 落ち葉のふしぎ博物館
宮部 みゆき著 / 新潮社

　美貌の青年藩主・重興が、突然隠居を強いられるという
変事のあった北見藩。重興の押し込められた座敷牢からは、
夜な夜な奇怪な声が。亡者たちの叫びか、それとも…。サ
イコ & ミステリー長編。『週刊新潮』掲載を単行本化。

盛口 満文・絵 / 少年写真新聞社

　落ち葉の見かけはいろいろ。大きさも形も色づきも、同
じ木の落ち葉でも違います。カラーのイラストで、葉の大
きさや形、色づきの違い、落ち葉に集まる虫たち、ドングリ、
葉の落ちた枝等について解説します。見返しに記事あり。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 11 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 

〈一般書〉 〈児童書〉
●バターを使わない !パウンド型ひとつで 50のケーキ

（吉川 文子著 / 世界文化社）
●やばい老人になろう

（さだ まさし著 /PHP 研究所）
●地球環境問題がよくわかる本

（浦野 紘平・浦野真弥共著 / オーム社
●R帝国

（中村 文則著 / 中央公論新社）
●無敵の二人

（中村 航著 / 文藝春秋）

●てをつなぐ
（鈴木 まもる作 / 金の星社） 

●サイモンは、ねこである。
（ガリア・バーンスタイン作・なかがわ ちひろ訳 / あすなろ書房）
●のら犬ボン

（たじま ゆきひこ作 / くもん出版）
●月を知る !

（三品 隆司構成・文・吉川 真監修 / 岩崎書店）
●目でみる地下の図鑑

（こどもくらぶ編 / 東京書籍）

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

秋の読書週間イベント
・絵本作家高畠純さんによるワークショップ＆よみきかせ
　「親子でつくる、ぼく・わたしのどうぶつえん」
　開催日時：１１月５日（日）午後１時３０分〜３時３０分
　場　　所：総合町民センター　多目的ホール
　対　　象：４歳以上（※保護者同伴）・２５組
　※１０月７日（土）より整理券を配布します（電話受付不可）

今月の館内展示
「心も体もぽっかぽか」展

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頂け
ます。お気軽にご参加下さい。

〈日時〉午後２時３０分～
１１月４日（土）・１２月２日（土）
　・「和母（わはは）」さん
１１月１８日（土）・１２月１６日（土）
　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナー

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。

おはなし会のお知らせ

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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　これは、今年度４月に行われた全国学力・学習状況調査における質問紙調査の結果です。町内の小学校６年生、中学
校３年生の子どもたちは、岐阜県や全国平均と比べ、平日２時間以上メディアを利用している割合がやや高い傾向にあ
ることが分かります。また、どの教科でも、メディアに長時間携わっている子どもほど正答率が低いという結果が出て
います。長時間のメディア利用が脳に与える影響として、次のような指摘があります。

・脳内の各組織の発達の遅れがみられる。
・睡眠の質が低下するとともに、記憶力や注意力も低下する。
・言葉に関する能力が低く、長期的にもその能力が発達しにくい。
・前頭前野（物事を考えたり、自分の行動をコントロールしたりする）の血流量が下がり、働きが低下する。
・暴力的なゲームをする子どもは、攻撃的な感情や思考、行動を示しやすい。
・ゲームのプレイ中には脳内に興奮性の神経伝達物質ドーパミンが放出されるため、中毒性が高く、依存症を引き起こす。

　ゲームやスマホ、テレビなどのメディアは、使い方によっては、子どもたちの脳や心身の成長、学力等に大きな悪影
響を与えてしまいます。２年前より、町内小学校では「メディア・コントロールの重要性」を家庭に啓発し、ＰＴＡと
連携しながら「メディア利用の約束づくり」や「ノーメディアディの設定」等の取組を推進しています。また、町内中
学校では生徒会活動を通して「子どもたちの手による自主ルールの強化」に取り組んできています。
　こうした取組の成果を上げるためにも、家庭の協力が大変重要となります。
　子どもたちの健全な成長のために、学校と家庭が連携して取組の充実を図っていきましょう。

教育委員会のページ教育委員会のページ 子どもの健全な成長を願って、家庭で
「メディア・コントロール」を実践しましょう

北海道北見市へ派遣
　８月２６日から２９日にかけて、小学校児童国内派遣事
業が実施され、町内６小学校の６年生２０名が北海道北見
市常呂町を訪問しました。縄文文化の遺跡が展示されてい
る「ところ遺跡の館」や、乳牛が放牧されている牧場等農
協、漁協関連の施設等を訪問し、常呂町の文化、歴史、産
業についての理解を深めました。また、常呂町岐阜地区を
校区にもつ錦水小学校を訪問し温かい歓迎を受けたほか、
オリンピック日本代表を決める試合でも利用された北見市
のカーリングホールでカーリング体験をしました。
　この派遣事業を通して、大野町と北見市（常呂町）との
深いつながりを知るとともに、かけがえのない貴重な体験
を重ねることができ、参加した子どもたちにとって、大満
足の４日間となりました。
　常呂町からも、「柿・牡蠣まつり」で、大野町を訪問さ
れるというお話
が あ り ま し た。
今後も、さらに
友好を深めてい
きたいと考えて
います。

中体連全国大会、東海大会へ
　このほど、大野中
生徒６名が中体連全
国大会・東海大会に
出場しました。役場
で開催された激励会
で選手らは、「最後ま
で諦めずに頑張りま
す。」と力強く意気込
みを述べ、町長から

「オリンピックを目指
す意気込みで頑張ってください。」と激励の言葉がありま
した。出場選手は下記のとおりです。（敬称略）
　柔　道　県大会優勝、東海大会出場、全国大会出場
　　　　　　松久侑磨（大野中３年）　　　
　新体操　県大会総合１位、東海大会総合２位、全国
　　　　　大会出場
　　　　　　竹内佑季（大野中３年）
　柔　道　県大会３位、東海大会出場
　　　　　　渡邉匠太（大野中３年）
　水　泳　県大会２００Ｍバタフライ優勝・１００Ｍ
　　　　　バタフライ準優勝、東海大会出場
　　　　　　所祥生（大野中３年）　　　　　　　
　ソフトテニス女子　県大会５位、東海大会出場　
　　　　　　　　　　　横幕あすみ（大野中２年） 
　　　　　　　　　　　馬渕詩（大野中１年）

（%） （%）

▲カーリング体験の様子

▲右から、松久さん、渡邉さん、 
所さん、横幕さん

14 広報おおの 2017.11



揖斐郡教育センターだより

◎郡児童生徒科学作品展・郡社会科課題追究学習作品展
　夏休みに児童生徒がそれぞれの課題をもって取り組んだ作品から、次の皆さんの作品が金賞を受賞し
ました。（敬称略）
科学作品展科学工作の部　関谷悠汰（東小５年）
社会科課題追究学習作品展　つぼいめい（北小１年）、椿進太郎（大野中３年）

◎郡読書感想文コンクール
　夏休みに児童生徒がそれぞれの課題をもって取り組んだ作品から、次の皆さんの作品が特選を受賞し
ました。（敬称略）
吉田智紗乃（南小１年）、河野天翔（西小３年）、若原瑞季（大野小５年）、後藤雪奈（大野小６年）

◎教職員の夏期研修
　今年度は「理科実験実技研修」「学級経営研修」「特別支援教育研修」「道徳教育研修」の４講座を計
画しましたが、警報発令の影響で道徳教育研修は中止となりました。開設した３つの講座には、延べ
１８９名の教職員の皆さんの参加があり、２学期からの実践にすぐに役立つ有意義な研修となりました。

◎学校保健会研修総会
　このほど、平成２９年度揖斐郡学校保健会研修総会が、揖斐川町地域交流センター「はなもも」で開
催され、学校保健に関する表彰とともに、「学校歯科保健は子どもの将来を担う」と題して恩田歯科医
院　恩田眞司先生による講演が行われました。（敬称略）
学校保健会功績者　小林浩司、服部秀高、岩間美保、内田恵美子　　　歯の優良児童　川﨑琉正（東小）
学校環境衛生活動特選校　中小　　　学校環境衛生活動優良校　大野中

◎揖斐郡ＰＴＡ連合会研修会
　本年度の揖斐郡ＰＴＡ連合会の研修会が、総合町民センターで開催されました。研修会では、北和中
ＰＴＡから少子化に伴う課題に対する取り組み、宮地小ＰＴＡから福祉に関する講演会やノーメディア
デーの取り組みについての実践活動の発表・提案がありました。あわせて、岐阜聖徳学園大学の安田和
夫先生より「様々な困難さを抱える子どもたちとそのご家族への理解と支援〜ＰＴＡとしてできること
〜」と題して講演があり、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会づくりの大切さについて学びまし
た。障がいのとらえ方、支援の仕方について、家庭でも親子で話し合いたいという感想が多く聞かれま
した。

ヘルプマークを配布しています
　県では、「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」の施行を
踏まえ、「人にやさしい岐阜県づくり」の一環としてヘルプマークを導入し、配布して
います。
◎ヘルプマークとは
　義足を利用している人、内部障がいや難病の人、妊娠初期の人等、援助や配慮を必
要としていることが外見からは分からない人が身に着け、周囲の人に手助けを必要と
することを伝えるものです。
◎ヘルプマークを見かけたら
　困っているときや災害時に声をかけるなど、「思いやりのある行動」をお願いします。
◎配布場所　役場福祉課、県事務所福祉課、県庁障害福祉課で、希望者に無償で配布
します。

申込・問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１
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保健師による

健康伝言板

◎糖尿病を予防するには？
①よく噛んでゆっくり食べましょう。
　満腹感をはやく感じることができます。また、血糖
値の急激な上昇を防ぎます。

②糖質（炭水化物）のとりすぎに気をつけ、バランス
のとれた食事を心がけましょう。

　海藻、きのこ類、玄米などの食物繊維を多く含む食
品は糖の上昇を抑える働きがあります。

③適度な運動を心がけましょう。
　ブドウ糖や脂質がエネルギーとして消費されやすく
なります。無理なく長く続けることができる運動を
しましょう。テニスやゴルフなどの趣味を取り入れ
ても良いでしょう。＜1日20分～30分のウォーキ
ングを週に3～4回程度が目安です＞

④ストレスをためないようにしましょう。
　ストレスは交感神経を刺激して血糖を上昇させる要
因になります。

糖尿病を予防しよう！
～11月 14 日は「世界糖尿病デー」です～

●献血の実施報告

日　付 時　間 場　所 人　数
８月２９日（火） 午前９時３０分〜午後４時００分 カネスエ大野店（美濃大野ライオンズクラブ主催） ６４名
８月２９日（火） 午後１時００分〜午後４時３０分 特別養護老人ホームまほろば ３０名
９月７日（木） 午前９時３０分〜１１時３０分 揖斐郡消防組合 消防本部 １７名
９月２５日（月） 午前１０時００分〜午後０時４５分 大鹿印刷所 １８名
９月３０日（土）

午前９時３０分〜午後３時３０分 大野まつり（美濃大野ライオンズクラブ協賛）
６８名

１０月１日（日） ７８名

　ご協力をいただきありがとうございました。

❖❖ がん検診のお知らせ ❖❖
　がん検診の日程を追加しました。まだ検診を受診していない方は、この機会にぜひ検診を受けましょう。
　また、今年度は「大腸がん検診」が無料で受けられます。大腸がん検診は、便の検査でできる、簡単な検査です。
受診方法等については、町ホームページをご覧になるか、保健センターにお問い合わせください。会場はいずれも
保健センターで、事前の予約が必要です。

検診名 検査内容（対象者） 自己負担額 検診日時

大腸がん検診 問診 便潜血検査２日法（４０歳以上の方） 無料
１１月２３日（木・祝）

午前１０時３０分〜午後２時
１２月２２日（金）午後 1 時３０分〜４時

肺がん検診
問診 
①胸部Ｘ線検査
②喀痰検査※（４０歳〜６４歳の方）

① 200 円
② 500 円 １２月２２日（金）午後 1 時３０分〜４時

※　50 歳以上で、喫煙指数が 600 以上の方のみ対象（喫煙指数：喫煙年数× 1 日の喫煙本数）

問合せ先  保健センター　☎ ３４-2３３３

糖尿病とは？
　インスリンというホルモンの低下によって高血糖が慢性的に続く病気のことです。日本では、４０代以上の男性で
は約３人に1人、女性では約４人に1人が糖尿病あるいは糖尿病予備群とみられています。

＜血液検査の結果が以下の条件にあてはまる場合、糖尿病と診断されます。＞

糖尿病

①　早朝空腹時血糖値126mg/dL 以上
または75gOGTT2時間値200mg/dL 以上
または臨時血糖値200mg/dL 以上

+ ②　HbA1c　6.5%以上

　主な症状は、のどがかわく、トイレの回数が増える、疲れ
やすくなる、食べているのに体重が減るなどです。健診を受
けて異常がみつかっても約半数の方がそのまま放置されてい
るのが現状です。糖尿病が悪化すると、糖尿病性神経障害や
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症などの合併症がおこります。
あとで後悔することがないように医師の指示通りに再検査や
治療をうけましょう。
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食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

バランスの良い食事で風邪予防！
　冬野菜の白菜、大根、ほうれん草、ブロッコリーや、町特産の富有柿もおいしい季節にな
りました。
　たっぷりの野菜を食べ、バランスの良い食事を心がけ、風邪を吹き飛ばす丈夫な体づくり
をしましょう。
　今月は、定番の餃子ではなく、ツナの入った花びら型の可愛い餃子です。
親子で楽しく餃子を包み、お皿にお花を咲かせてはいかがでしょうか。

● 可愛いツナマヨウインナー餃子 ●

【材料（４人分）】
餃子の皮……… 大判２０枚
ツナ缶（１４０ｇ）…… １缶
ウインナー…………… ３本
玉ねぎ…………… １/２個
マヨネーズ……… 大さじ１
ごま油………………… 適宜
ブロッコリー… 中１/４房
ミニトマト…………… ４個

【作り方】
①ブロッコリーは小房に分けてゆでる。ミニトマトは
洗ってヘタをとる。

②玉ねぎはみじん切りにしてフライパンでいためる。
③ウインナーを縦に４等分してから細かく刻む。
④ボウルに②と③と油切りしたツナを入れ、マヨネー
ズを加えてあえる。

⑤餃子の皮の真ん中に④の具材をのせる。
⑥⑤を半分におり、ぎゅっと空気を抜く感じで皮のふ
ちから水をぬりながら合わせていく。

⑦両側を手前にまわして重ねるように水をつけて止め
る。具材を中心に寄せ花びらになる様に包む。

⑧ごま油を敷いたフライパンに並べ焼き目をつけ、水
１００ｃｃ程度を入れて蒸し焼きにする。

⑨お皿にお花模様になるように餃子を並べ、ブロッコ
リーとミニトマトを添える。

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

２８１kcal
１２.５g
１４.８g
２０mg
０.７g

【１人分の栄養価】

　料理を通じ、親子のふれあいや会話を楽しんでみませんか。
　お子様と一緒に簡単にできる料理教室を開催します。
　気軽にご参加ください。
◎内 容　親子でできる簡単手作りクッキング
　　　　　一足お先に…クリスマスメニューに挑戦！
◎対象者　４歳（年中）児から小学２年生までの子供と保護者
◎日 時　１２月１６日（土）午前９時３０分〜午後１時３０分
◎場 所　総合町民センター　２階料理室
◎定 員　１２組（初めての方を優先します。）
◎締 切　１２月６日（水）
◎参加料　1 人 200 円
◎持ち物　エプロン、帽子（三角巾）、マスク、布巾３〜４枚

申込・問合せ先  保健センター　☎ ３４-2３３３

ふれあい食体験教室
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　平成３０年度より、高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金の要望書の提出は不要になります。変更
後の事務の流れは次のとおりです。

交
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申
請
書
の
提
出

実
績
報
告
書
の
提
出

工
事
の
着
手

工
事
の
完
了

決
定
通
知
書
の
受
理

現
場
確
認

②
中
間

①
着
手
前

補
助
金
の
支
払
い

確
定
通
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工
事
代
金
の
支
払
い

４
月
１
日
以
降
に
提
出

完
了
確
認

1 2 3 4 5 6 7 8 9

通
知
書
は
郵
送
さ
れ
ま
す

通
知
書
は
郵
送
さ
れ
ま
す

期
限
内
ま
で
に
提
出

現
地
確
認

　③
完
成

の
受
理

　高度処理型合併浄化槽補助金を利用する際は、「自己負担額なし」と説明する工事業者に注意してくだ
さい。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、浄化槽の人槽ごとに
補助限度額内で交付します。
　役場への提出書類の内容は必ずご自身で確認した上で提出してください。

《合併浄化槽の新設等に伴い不要となった既設浄化槽の撤去について》
　既設浄化槽の撤去を行う前には、浄化槽の最終清掃が必要となります。最終清掃を行っていない浄化槽
は撤去できません。また、最終清掃後の浄化槽は一切使用できませんので、工事業者と工事日程等をよく
話し合ってください。

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

ペットボトルの
ふたとラベルは
必ずはずして

プラスチック容器包装へ

ゴミの分別に
　　ご協力をお願いします。

問合せ先  環境水道課　☎ ３４-１１１１

自衛官等募集
募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日

高等工科
学校生徒

男子で中卒
（見込含）
１７歳未満
の者

推　薦
１１月１日〜

１２月１日

平成３０年
１月６日〜８日

（いずれか１日を指定）

一　般
１１月１日〜
平成３０年

１月９日

１次　平成３０年
　　　１月２０日

２次　平成３０年
　　　２月１日〜４日

　　　  のうち１日
（１次合格者に対し）

自衛官候
補生

１８歳以上
２７歳未満
の者

男　子
年間を通じて
受付

受付時にお知らせ

※受験資格の年齢は各種目とも平成３０年４月１日現在です。

問合せ先  
岐阜地方協力本部大垣地域事務所
☎ ０5８４－７３－１１5０
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町職員の給与をお知らせします
　町の職員は、町民の皆さんの生活にかかわる様々な仕事にたずさわっています。職員の給与は「大
野町職員の給与に関する条例」に基づき、町議会の審議を経て決定されます。
　今回は町民の皆さんにご理解をいただくため、その概要をお知らせします。

◎人件費
　人件費とは、職員の給料・手当のほか、町長・議員等の特
別職の給料報酬、各種委員報酬などのことをいいます。
　これを平成２８年度の一般会計の決算でみると次のように
なります。
歳出総額　8,549,116 千円

人件費
1,110,979 千円

人件費以外
7,438,137 千円

・平成２８年度の人件費率　13.0％

◎給与の内訳
　平成２９年度の一般会計当初予算に計上された職員の給与
費は次のようになっています。

（単位：千円）
給料 職員手当 期末勤勉手当 計 1人当たり給与費

473,197 62,492 180,276 715,965 5,007

（注）職員手当には、退職手当は含まれていません。

◎平均給与月額
一般行政職 （平成２９年４月１日現在）

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

288,281 円 313,996 円 39.3 歳

技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

240,653 円 246,669 円 50.3 歳

（注）１　平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養
手当、住居手当などの諸手当の額を合計したものです。

２　技能労務職とは、調理給食や学校の用務等作業に従
事する職員のことをいいます。

◎初任給及び経験年数による平均給料月額
（平成２９年４月１日現在）

区     分 初 任 給 経験年数10年 経験年数20年

一般
行政職

大学卒 178,200 円 244,500 円 325,300 円

高校卒 146,100 円 ─ ─

※一般行政職の初任給は、国家公務員と同額です。

◎一般行政職員の級別の構成比
（平成２９年４月１日現在）（単位：人、％）

区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計

標準的な
職務内容

主事 主任
係長
・

主査
課長
補佐

主幹 課長
部長
・

次長

職員数 32 21 45 12 5 14 4 133

構成比 24.1 15.8 33.8 9.0 3.8 10.5 3.0 100.0

（注）１　一般行政職の給料表は７級制を採用しています。
２　標準的な職務内容とは、各職務の級に該当する代表

的な職名です。

◎職員手当の状況
（平成２９年４月１日現在）

期末・
勤勉手当

 区　　分   期      末 勤      勉

6 月期 1.225 月分 0.82 月分

12 月期 1.375 月分 0.82 月分

職務上の段階等に応じた加算措置 有（5% 〜 15%）

 退職手当

区　　分 自己都合 定年・応募認定

勤続 25 年 29.145 月分 34.5825 月分

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2〜30％加算）

平成 28 年度に定年退職した職員の 1 人当たりの平
均支給額（一般行政職）2,243 万円

扶養手当
配偶者は月額 10,000 円
その他の扶養親族 1 人につき月額 8,000 円
16 歳から 22 歳の子には月額 5,000 円加算

住居手当
借家・借間居住者
家賃月額 12,000 円を超える額に応じ、最高で
27,000 円まで支給

通勤手当

①交通機関等利用者
　運賃相当額に応じ、最高 55,000 円まで支給
②自動車等使用者
　片道２㎞以上の職員に対して、距離に応じ月額
2,000 円から 24,500 円まで支給

※町の手当の支給率等は国の基準に従って、国と同率です。

◎特別職の報酬等の状況
（平成２９年４月１日現在）

区     分 給料・報酬月額等 期末手当

給
　
料

町　長 720,000 円

6 月期　2.075 月分
12 月期　2.225 月分

計　4.30 月分

副町長 580,000 円

教育長 540,000 円

報
　
酬

議　長 310,000 円

副議長 272,000 円

議　員 256,000 円

（注）期末手当の額は、給料・報酬月額に１５％を乗じて得た
額の合計額に、当該支給率を乗じて得た額とします。

◎職員数の状況
（単位：人）

 区     分
職員数

平成 28 年 平成 29 年  増減数

一般行政部門 119 117 − 2

 教育部門 26 26 0

公営企業等
会計部門

水道 3 3 0

国保 2 2 0

後期高齢者医療 0 0 0

計 150 148 − 2

〈定員適正化計画の目標〉　新たな定員適正化計画（平成２８年度〜平成３２年度）
においては、総職員数を１６０人以下に今後も維持することを目標としています。
退職補充を原則に、計画的な職員採用による年齢構成の平準化及び、再任用職
員の採用や業務民間委託の推進等により、適正な定員の管理に努めていきます。
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交 番 だ よ り 車上ねらい、事務所荒らしが
増加しています！

○車内に貴重品を置き去りにしない。

○短時間の降車でも必ず施錠する。

○防犯カメラ、センサーライトなどの設置

○固定式の金庫への変更

188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

～悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています～

相談事例 1　総合消費料金訴訟最終告知と書かれたハガキが届いた。総合消費料金が発生しており、利用会社や運営会
社によって民事訴訟の訴状が提出されたという内容であるが、具体的なことは記載がない。２日後までに連絡するよう
電話番号が書いてある。連絡がないと「給料を差し押さえる」とか「裁判になる」と書かれている。どうしたらいいか。

アドバイス　何らかの手段で名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき大量に送ったものと思われます。ハガキには、
「回収員が自宅に出向く」「勤務先を調査」「強制執行」など不安をあおる脅し文句が書いてあることもあり、ハガキを送
りつけられた人の中には、関わりたくなくて支払ってしまう人もいます。しかし、一度支払うとカモと判断されて何度
でも口実を作って請求されます。身に覚えのない請求には、電話することなく、無視しましょう。
　「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断は難しいので、放置せず、消
費生活センターに相談してください。

相談事例 2　スマートフォンに「有料コンテンツの未納料金が発生しています。本日連絡なき場合、法的手段に移行し
ます。」というSMS（ショートメール）が送られてきた。電話番号も書いてあったので電話したところ、「40万円の
未納料金がある。今日中に払わないと裁判になる。」と言われて怖くなった。そこで、業者に言われたとおりにコンビ
ニの端末で数千円の電子ギフト券を約40万円分買い、番号部分をスマートフォンで写真撮影してメールで送った。

アドバイス　電話をかけないで無視することが被害に遭わないために必要なことです。電話をかけてしまうと、言葉巧
みに住所や名前など個人情報を聞き出され、不安感をあおられて、詐欺被害に遭ってしまいます。
　「コンビニで電子ギフト券を購入してください」は、詐欺かもしれないと疑ってください。電子ギフト券に記載してあ
る番号を相手に伝えるのは、電子ギフト券を渡したことと同じです。

　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　

　「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」という、いわゆる架空請求に関する相談がいまだに多く
寄せられています。利用した覚えがない請求は、決して相手に連絡せず、支払わずに無視してください。不安を感
じたり対処に困った場合には、すぐに消費生活センターに相談してください。

☆トラブルに遭わないために注意すべきポイント
① 覚えのない請求に簡単に返信したり、連絡しない。
② 他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号
を伝えない。

　 　業者がプリペイドカードを購入するよう指示する場合、その
業者は詐欺業者である可能性が高い。プリペイドカードの価値
を騙し取られたことに気づいても被害回復は大変困難となる。

③ プリペイドカードに記載された番号を伝えてトラブルになった
場合には、早急にプリペイドカード発行会社に連絡する。

○岐阜県の犯罪情勢　（件）
街頭犯罪 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 車上ねらい 部品ねらい ひったくり 自販機ねらい
H29.7 月末 71 80 1,092 740 224 15 103
前年対比 △24 △38 △ 267 ＋ 106 △ 102 ＋ 8 ＋17
侵入犯罪 空き巣 居空き 忍び込み 事務所荒らし 出店荒らし 金庫破り その他
H29.7 月末 387 14 92 151 174 51 259
前年対比 △26 △5 ＋34 ＋ 70 ＋ 51 ＋ 25 ＋ 83

重要な
ポイント
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【募集（受付）期間】１１月１日（水）〜２０日（月）
　　　　　　　　　 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㎡ 

 

国　保　だ　よ　り
　国民健康保険では、国や県、町からの補助金と、加入する皆さんにお支払いいただく保険税を財源としていますが、
医療にかかる費用が年々増え続けており、町の国民健康保険財政は大変厳しい状況となっています。日頃から、体
調管理に気を配り、適切な医療受診を心がけましょう。

医療費を節約するために

かかりつけ医をもち、はしご受診、時間外受診は控えましょう
・病気やけがをしたとき、気軽に相談でき、病歴などを把握してもらうことで、より適切な医療を受けられます。
・診療に対する心配や不信は、まずきちんとかかりつけ医に相談しましょう。自分の判断だけで受診先を変更すること（は

しご受診）は、金銭的にも身体的にも負担が大きくなります。また、やむをえない場合以外は、時間外受診は控えましょ
う。

ジェネリック医薬品やお薬手帳を上手に利用しましょう
・ジェネリック医薬品とは、特許が切れた新薬と同じ有効成分で製造された薬です。研究開発コストが少ないため、新薬

より安価で購入することができます。
・お薬手帳を活用し、薬の飲み合わせやもらい過ぎに気をつけましょう。また、薬が余っているときは、医師や薬剤師に

チェックしてもらいましょう。

第三者行為（交通事故等）による届出
　交通事故や暴力行為など、第三者（加害者）の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、届出が義務づけら
れています。本来、被害者に過失がない限り加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使って
治療を受けることができます。このような場合の治療費は、国保が一時立替えをして、後日加害者にその立替え分
を請求することになります。加害者側への請求を行うためには被害者側からの届出が必要となりますので、必ず健
康課へ届け出てください。

問合せ先  健康課　☎ 34-1111
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議会の窓
大野町議会　第 3 回定例会

　本定例会は、 9 月 6 日から15日までの10日間の会期で開催し、固定資産評価審査委員会委員の選任同
意、工事請負契約の締結、条例の一部改正、平成29年度各会計補正予算及び平成28年度決算認定、「道
路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書について」など15議案を審議し、すべて原案
どおり可決または認定となりました。
　また、14日には 5 名の議員が町政に対する一般質問をしました。
　なお、平成28年第 4 回定例会より継続審査してきました「大野町消費者と事業者との相互理解の推進
を図るためのくらし条例」は、提出議員から撤回請求があり、全会一致で承認されました。

議会広報編集委員会
委 員 長　国枝　利樹
副委員長　井上　保子
委　　員　ひろせ一彦
委　　員　山川　　満

人事案件（敬称略）

議第36号 ………………………………………………………
大野町固定資産評価審査委員会委員の選任同意につい
て

　松浦　長夫（相羽）　※任期は 3 年

議第37号 ………………………………………………………
大野町教育委員会委員の任命同意について

　青木　宏達（古川）　※任期は 4 年

契約案件

議第38号 ………………………………………………………
大野町道の駅整備工事（ 5 期）の請負契約の締結に
ついて
1 契約の目的　大野町道の駅整備工事（ 5 期）
2 契約金額　１2０,３１2,０００円
3 契約の相手方　大野町大字稲畑2０３番地の 1
　　　　　　　　株式会社山辰組
　　　　　　　　代表取締役　馬渕和三

議第39号 ………………………………………………………
大野町道の駅厨房備品購入契約の締結について
1 取得の目的　大野町道の駅厨房備品整備
2 取得金額　６5,７７2,０００円
3 契約の相手方　岐阜市茜部新所 1 丁目１０5番地 2
　　　　　　　　株式会社フジマック岐阜営業所
　　　　　　　　所長　大野文也

条例改正

議第40号 ………………………………………………………
大野町職員定数条例の一部を改正する条例について
※大野町給食センターの廃止に伴い、部局間での職員異

動が必要となるため、条例を改正する。

議第41号 ………………………………………………………
大野町新築住宅の定住奨励金交付条例の一部を改正す

る条例について
※新築住宅の定住奨励金交付事業の期限を延長するため、

条例を改正する。

補正予算

議第43号 ………………………………………………………
平成29年度大野町一般会計補正予算（第 2 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億1,5６2万 3 千
円を追加し、予算総額は、８2億1,６４６万 9 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　歳入では、地方交付税、後期高齢者医療療養給付費精算
金や介護保険事業精算金、財政調整基金繰入金等
　歳出では、農道整備工事、道路改良工事、レインボース
タジアム改修工事等

議第44号 ………………………………………………………
平成29年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第 2 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5７８万 7 千円を追
加し、予算総額は、３０億2,１９９万 9 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　平成2８年度繰越金及び一般管理費

議第45号 ………………………………………………………
平成29年度大野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第 1 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３2８万 5 千円を追
加し、予算総額は、 2 億2,８０８万 5 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　平成2８年度繰越金及び一般会計繰出金

議第46号 ………………………………………………………
平成29年度大野町上水道事業会計補正予算（第 1 号）
収益的支出で８３万 5 千円を増額し、支出総額が 2 億7,８７３
万 5 千円となり、資本的支出で 1 万 4 千円を増額し、支出
総額が 2 億８5１万 4 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　人件費及び法定福利費
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決算認定

議第42号 ………………………………………………………
平成28年度大野町上水道事業会計利益の処分及び決算
の認定について

認第 1 号 ……………………………………………………
平成28年度大野町一般会計歳入歳出決算の認定につい
て

認第 2 号 ……………………………………………………
平成28年度大野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

認第 3 号 ……………………………………………………
平成28年度大野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算の認定について

「いずれの会計も関係諸帳簿等を照合審査した結果、決算
の計数は正確で、予算の執行も目的と議決の趣旨に沿っ
て、概ね適正かつ効率的に執行されていることを確認し
た。」との監査意見を添えて提出され、それぞれ認定しま
した。

そ　の　他

発議第 1 号 …………………………………………………
道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める
意見書について
※地域高規格道路事業や交付金事業の補助率が嵩上げさ

れている特別措置が、平成2９年度で終了することに伴
い、平成３０年度以降も継続されるよう国に求める意見
書の提出を可決しました。

諸般の報告

平成28年度大野町教育委員会点検評価について
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基

づき、平成2８年度の大野町教育委員会点検評価につい
て報告がありました。

報第 1 号 ……………………………………………………
平成28年度大野町健全化判断比率の報告について
※平成2８年度の実質赤字比率は、平成2７年度と同様実質

収支額が黒字であるため実質赤字額がなく、実質赤字
比率はマイナスとなっており、良好な状態を示してい
ます。

報第 2 号 ……………………………………………………
平成28年度大野町の公営企業における資金不足比率の
報告について
※地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基

づき、平成2８年度の上水道事業会計における資金不足
比率などで特に指摘すべき事項はないと報告がありま
した。

議員派遣決定

大野町議会会議規則第１2０条第 1 項の規定により、次のと
おり議員を派遣する。

1 　平成29年度大野町敬老会
　①目　　的　町敬老会式典出席のため

　②派 遣 先　大野町大字黒野
　③期　　間　平成2９年 9 月１８日
　④派遣議員　中川議員・井上議員
　　　　　　　長沼議員・国枝議員
　　　　　　　宇野議員・ひろせ議員
　　　　　　　小森議員・野村議員
　　　　　　　山川議員・永井議員

2 　大野町議会議員視察研修
　①目　　的　①自殺対策事業調査
　　　　　　　②熊本地震の概要調査
　②派 遣 先　福岡県久留米市・熊本市
　③期　　間　平成2９年１０月１７日〜１８日
　④派遣議員　中川議員・井上議員
　　　　　　　長沼議員・国枝議員
　　　　　　　宇野議員・ひろせ議員
　　　　　　　小森議員・野村議員
　　　　　　　山川議員・永井議員

3 　大野町議会民生建設常任委員会視察研修
　①目　　的　道の駅に関する調査
　②派 遣 先　茨城県古河市
　③期　　間　平成2９年１０月１１日
　④派遣委員　中川委員・井上委員
　　　　　　　長沼委員・国枝委員
　　　　　　　宇野委員・ひろせ委員
　　　　　　　小森委員・野村委員
　　　　　　　山川委員・永井委員
　　　　　　　他　 5 件

議員派遣報告

大野町議会会議規則第１2０条第 1 項ただし書の規定によ
り、次のとおり議員を派遣したので報告します。

1 　揖斐郡三町議会議員研修会
　①目　　的　研修会出席のため
　②派 遣 先　池田町六之井
　③期　　間　平成2９年 7 月2８日
　④派遣議員　中川議員・井上議員
　　　　　　　長沼議員・国枝議員
　　　　　　　宇野議員・ひろせ議員
　　　　　　　小森議員・野村議員
　　　　　　　山川議員・永井議員
　　　　　　　他　３７件
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質問 1　道路標識（警戒標識）等の維持管
理について

質問 2　高齢者等のタクシー利用による通
院交通費助成について

　野村　光宣…議員

Q1
質問 　道路標識のうち道路管理者が設置す

る警戒標識について、維持管理はどの
ようにされているのか。また、団体設
置の交通安全啓発看板等について、

万一の場合、どのように対応されていかれるのか。

A
答 弁

（産業建設部長）

　町内には、警戒標識として３４2基が設
置されています。
　2０１７年 3 月に国土交通省道路局から

「小規模付属物点検要領」が通知され、
この通知により 7 月に（公社）日本道路協会が発刊
した「付属物（標識・照明）点検必携」に基づき、
町では全標識の目視による点検と台帳整備を終えま
した。点検をしたところ、 5 基の損傷が激しく、直
ちに現場対応をいたしました。
　今後も、道路利用者や第三者が被害に遭う事故に
つながらないよう、定期点検に、より適切に管理し
てまいります。
　また、道路上の看板は、国、県、町が設置したも
のの他に各地区交通安全協会などが設置したものも
あります。各種団体の設置看板については、その団
体に対応していただいていますが、今後も連絡を密
にし、適正な維持管理に努めてまいります。

Q2
質問 　バス路線等が設置されていないと

言っても過言ではない揖斐厚生病院や
岐阜大学病院への高齢者等の通院につ
いては、タクシーしか方法がない。な

らばその交通費の一部を助成する制度を創設されて
はいかがでしょうか。

A
答 弁

（町　長）

　現在、揖斐厚生病院への移動手段は、
揖斐川町コミュニティバスやタクシー、
自家用車等に限られています。昨年度
実施した 2 市 2 町（瑞穂市・本巣市・

北方町・大野町）広域公共交通連絡会によるアンケー
ト調査においても、揖斐厚生病院へのアクセス向上
を 3 割の方が望んでおり、８０歳以上では約 4 割を占
めています。
　ご提案の高齢者タクシー利用助成制度は、今年度
4 月より北方町が実施され、片道約 3 千円の運賃に
対し千円の助成が受けられ、自己負担は 2 千円程度
となります。対象世帯は約６６０世帯あり、 7 月末現
在の実績は申込が25件、うち乗車券の利用は１８枚と

聞いています。
　揖斐厚生病院や岐阜大学附属病院へ通院される方
にとって、タクシー利用助成は有効な手段の一つと
考えられますが、北方町の事例を研究し、的確な需
要把握やそれに伴う制度設計、既存路線への影響も
考慮して慎重な検討が必要であると思います。
　また、揖斐厚生病院へは揖斐川町コミュニティバ
ス・揖斐大野線によるアクセスが可能であり、揖斐
川町との協議が必要となりますが、この路線の増便
や診察時間帯などを考慮した利用しやすい時間帯へ
便を変更するなど、既存路線の利便性向上に取り組
むことも改善策の一つと考えます。
　町では、大野バスセンターや道の駅「パレットピ
アおおの」を交通結節点とした交通ネットワークの
整備を進めていますが、タクシー利用助成制度の創
設は、そういった交通形態の構築や既存路線のサー
ビスの向上、デマンドタクシーの活用等総合的に検
討し、町民の方が不便を感じないようさらなる地域
公共交通の充実に向けて検討してまいります。

質問 1　認知症対策について
質問 2　就学援助について

　ひろせ　一彦…議員

Q1
質問 　認知症サポーターの地域活動の実態と

その必要性から養成講座の定期開催をし、
啓発に努めてもらいたい。また、認知症
カフェの進捗状況はどうなっていますか。

A
答 弁

（民生部長）

　本町における認知症サポーターの地
域活動の実態は、まず認知症の理解を
深めていただくことに重点をおき、講
座の中でもサポーターに具体的な役割

は位置づけておりません。講座を受講された方には、
地域で認知症の方やその家族に対し、できる範囲で
手助けをしていただければと考えています。
　サポーター講座数と普及啓発については、今年は
3 回実施しました。新しい試みとして町職員対象に、
認知症の方への理解を深める取り組みを行いました。
普及・啓発は、広報おおのや老人クラブ等各種団体
へ定期的な講座開催をしていきたいと考えています。
　認知症カフェは、黒野駅レールパークでの運営等
を NPO 団体の方々と調整しているところです。今
後も社会福祉協議会等と連携し、カフェを含めた高
齢者の居場所づくりなど介護予防事業を一層進めて
まいります。

Q2
質問 　準要保護児童生徒に対する入学援助

を入学前に考えてはどうでしょうか。

A
答 弁

（教育長）

　現在、就学援助の支給手続きは、申
請を 6 月までに各学校長を経由し教育
委員会に提出していただき、審査後に
定例教育委員会にて認定し、年 3 回に

一 般 質 問
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分けて就学援助費を支給しています。
　新入学児童生徒学用品費の支給は、これまで他の
就学援助費と合わせて 7 月に支給しています。
　今年 3 月３１日付けで文部科学省から要保護児童生
徒援助費について、新入学児童生徒学用品費の標準
単価見直しと必要な援助は適切な時期に実施するよ
うにとの通知がありました。本町もこの通知を受け
て、新入学児童生徒学用品費は、国が示す単価に基
づき支給したところです。
　また、その支給時期は、必要な時期に速やかに支
給できるよう近隣市町の取組み状況を踏まえ検討を
進めた結果、平成３０年度から入学前に新入学児童生
徒学用品費が支給できるよう、支給要綱の見直しか
ら進めてまいりたいと考えています。

質問 1　総合体育館の新設について
質問 2　災害に強い森林づくりについて

　小森　小百合…議員

Q1
質問 　スポーツやレクリエーションの場とし

て親しまれている町民体育館の老朽化に
伴い、安全面や利便性等建て替えを望む
声が多く聞かれる中、住民ニーズに応え

た総合体育館を建設してはどうでしょうか。

A
答 弁

（町　長）

　総合体育館計画は、第六次総合計画
の中に総合体育館の検討としており、
重要性や必要性を認識しています。
　しかし、新たな施設を整備するには

多額の建設費やランニングコストがかかり、他の老
朽化した公共施設の補修や統廃合、整備に必要な優
先順位、投入費用、財源の裏付け等を考慮する必要
があります。最少のコストで最大の効果を得るため
に保有、維持、活用の総合的な管理手法であるファ
シリティーマネジメントの手法を生かし、町全体の
施設の管理・運用を考えて、町民や利用者の意見を
聞きながら、第六次総合計画の見直しを行う時に総
合体育館計画を検討していきたいと考えています。
　一方、既設の町民体育館は、平成１９年度に耐震補
強が完了し、主要構造は問題がないと思われますの
で、安全性確保に向けた非構造部材耐震化の設計を
本年度、また改修工事を来年度行い、施設の長寿命
化を図ってまいりたいと考えています。

Q2
質問 　山間部において台風や長雨による災害

が懸念される中、土砂崩れの危険箇所へ
の対策と適切な間伐や植栽等減災のため
の森林づくりが必要であると考えます

が、今後どのように取り組んでいかれますか。

A
答 弁

（産業建設部長）

　森林は、水源のかん養、地球温暖化
の防止、土砂災害防止機能も含めた多
様な機能を有し、災害に強い森林は、
適正管理された森林と考えています。

現在、揖斐郡森林組合等による間伐等で管理が行わ

れています。
　また、山地に起因する災害を未然に防災・減災す
るための治山対策の推進について、町は県へ適宜要
望を行って、県は治山施設の維持管理や機能回復計
画を策定するため、現地調査するなど治山施設の点
検も行っています。
　しかし近年では、全国各地で大型台風や局地的な
豪雨が頻発し、甚大な土砂災害が発生しています。
当町においても、 4 月１８日の大雨で牛洞の仏田にて
山腹崩壊が発生しました。現在、県の治山事業とし
て、測量設計業務が発注され、現地調査・工法検討
が進められています。また、昨年度からは、牛洞の
岩子にて治山事業としての堰堤工事を行うための現
地調査・測量設計業務が進められています。
　土砂の崩壊・流出、地滑りや崖崩れによる災害防
止のため、砂防指定地、急傾斜地崩落危険区域等の
指定をし、順次対策をとられていますが、堰堤等の
ハード面は、膨大な時間と莫大な費用がかかり、速
やかな進捗が見込まれないのが現状です。
　災害時の基本は、「自分の身は自分で守る」であり、
また近隣の人々が助け合う「共助」も極めて重要で
す。県が、土砂災害から人命や財産を守るため、土
砂災害防止法による「土砂災害警戒区域」、「土砂災
害特別警戒区域」を指定し危険な箇所、避難経路や
避難場所を示しましたので、再度箇所を確認いただ
き、町作成の防災マップ等も活用していただきたい
と思います。
　また、町は牛洞地区において、土砂災害防災訓練
を実施しています。山崩れ等の山地災害から住民の
生命・財産を守るため、引き続き県への要望や協力
をしながら、また、今後、地域検討会を経て作成す
る１００年の森づくり計画や木育フェア等で災害に強
い森林づくりへの普及・啓発並びに、対策に努めて
まいります。

質問 1　防災士の活用について
　山川　満…議員

Q1
質問 　大野町防災士養成事業は、防災・減

災の知識と意識を身につけた防災士に
よる減災と地域防災力の向上のための
活動が期待されますが、町防災士養成

事業の現状と課題、今後の展開はどうなりますか。

A
答 弁

（総務部長）

　防災士の役割は、防災・減災を地域
の方々に知識、技能を伝え、地域の防
災力を高め、地域の自主防災組織の防
災体制の確立の担い手として、また、

災害発生時は避難誘導、救助にあたることです。
　町においても防災士が、自主防災組織の中に 1 名
以上いて地域と連携をとりながら、防災・減災など
の啓発活動を行い、防災力を高めてもらうことは、
同時に町の防災・減災へと結びつき、災害時において、
最小限度の被害にとどまることとなります。そのた
めには、防災士の養成は必要なことと考えています。
　大野町では平成2７年 4 月 1 日より、大野町防災士
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養成事業として、防災士の資格を取得される方を対
象に 3 万円を限度に補助金の交付を行っており、平
成2９年 8 月末現在では、 9 名の方に補助金の交付を
行っています。また、町が把握している防災士の人
数は2７名です。
　町としては、取得に対する補助金があるという
PR をしたり、消防団退団者の分団長経験者を対象
に防災士取得を呼び掛け、防災士養成に努めている
ところではありますが、防災士という資格が、一般
的に広く浸透していないのが現状です。
　このような現状において、今後の課題解決に向け
た方策は、町のイベントや防災訓練の際に、防災士
の方に参加して頂き、防災士の存在とその重要性の
PR に努めてまいります。
　また、防災士の方々は、地域で活動されていますが、
防災士どうしの情報交換の場がないのが現状です。
　そのため、防災士会の設立を検討中であり、広報
おおの 9 月号にて呼びかけを行っているところです。
今後の取り組みは、ご賛同頂けた方を中心に大野町
防災士会（仮称）を設立し、防災士の皆さんが、地
域で日頃取り組んでおられる防災対応、住民への啓
発活動について、情報を共有しレベルアップできる
場として、また、町の防災訓練等、そして地域の自
主防災組織の活動に参加してもらうなど、町全体の
防災・減災に係る事業推進を図る組織として活動し
ていただけるようにしていきたいと考えています。

質問 1　町政の総括と思いについて
　国枝　利樹…議員

Q1
質問 　 2 期 8 年間の町政を総括して、どのよ

うな感想をお持ちでしょうか。また、重
要施策が進行中であり継続かつ積極性が
求められる今、任期満了を迎えられるに

あたり次なる町政への思いをお聞かせください。

A
答 弁

（町　長）

　平成22年 3 月に、初の民間出身の町
長として就任をさせていただきました。
そして、平成2６年、大野町のさらなる
飛躍を目指し、改めて町民の皆様方の

御信任をいただき、町民の皆様の信頼と期待に応え
るべく、全力で町政運営に取り組んでまいりました。
　この間、さまざまな施策を着実に展開することが
できましたことは、議員各位並びに町民の皆様のご
理解とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。
　この 8 年間を顧みますと、 1 期目は政策総点検か
らスタートし、「第五次総合計画」の見直しや公共下
水道事業を凍結して高度処理型合併浄化槽の設置補
助制度を活用した環境整備、また、「ぎふ清流国体」
の開催に全力を挙げ、東海環状自動車道（仮称）大野・
神戸 IC の開設という町制始まって以来のチャンスを
最大限に生かすための将来ビジョンとして「大野町
グランドデザイン」を策定しました。その実現のため、
道の駅整備をスタートさせ、環境にやさしいまちづ
くりに向けたエコタウンおおの基本計画の策定や幼
児療育センター「なないろ」の整備を行いました。

　 2 期目の最初の年（平成2６年）は、大野町合併６０
周年を迎え、各種合併記念事業、全国 9 都市から総
勢３5０名をお迎えし、フラワー都市交流協議会総会
を開催しました。また、新たなデマンドタクシーの
運行や高校生通学定期購入補助をはじめとする公共
交通施策を展開し、町政運営の指針となる第六次総
合計画を策定。「快適で 笑顔あふれるやすらぎのま
ち おおの」を将来像として、 8 つのリーディング
プロジェクトを軸に各種施策をスタートしました。
　平成2７年に全国育樹祭が岐阜県で開催され、町で
は「木とふれあい、木に学び、木と生きる」木育をテー
マとした木育フェアを開催し、2０６０年（平成７2年）
の人口 2 万 2 千人維持や出生率の向上などを掲げた
人口ビジョンとその具体的施策を位置づけた「おお
の創生総合戦略」を策定しました。健康作りのため
のノルディック・ウォーキングの取り組みを開始し、
黒野駅レールパークへ赤い電車「モ5１2号」が１０年
目の里帰りをしたのもこの年でございました。
　平成2８年は、現職アメリカ合衆国大統領が初めて
被爆地・広島を訪れたことを機会に「大野町非核平
和都市宣言」を制定し、核兵器の廃絶と世界の恒久
平和を内外に発信しました。また、道の駅の名称を
公募により「パレットピアおおの」と決定し、北部
工業団地も、平成３０年 6 月の分譲開始を目指し工事
着手、名称を「テクノパーク大野」と決定しました。
　そして 8 年目である今年（平成2９年）は、県下最
大級の規模を誇る道の駅として、来年 7 月の開駅に
向け、鋭意工事を進め、運営・ソフト面での開駅準
備を進めています。また、池田町との共同学校給食
センターを完成させ、 9 月から子供たちに安全・安
心でおいしい給食を提供しています。
　これまで、町民の皆様、そして議会の皆様ととも
に進めてきました数々の事業、取り組みは、着実に
実を結びつつあると実感しています。
　しかし、現在進行している道の駅「パレットピア
おおの」や北部工業団地「テクノパーク大野」の整
備をはじめとしたビックプロジェクトについては、
私の任期中に完成を迎えるものではなく、私にとっ
ては道半ばであります。
　東海環状自動車道全線開通や（仮称）大野・神戸
IC 開設など、大野町にとってかつてない好機が訪れ、
大きな転換期を迎えようとしており、特に、大野町
都市計画マスタープランに基づく、IC 周辺の土地利
用計画やアクセス道路の整備等、この好機を最大限
に活かすまちづくりを進めるとともに、引き続き人
口減少への対応や交流人口の拡大に向けた取り組
み、企業立地、産業振興、環境、福祉、安全・安心
なまちづくり、そして将来を担う子どもたちの教育
環境の改善など取り組むべき課題は多くあります。
　これらの重要な課題への取組や事業の推進につい
て、これまでの取組を持続、発展させ、舵取り役とし
て責任を果たすべく、引き続きしっかりと実行してい
くことが、私に課せられた責務であると考えています。
　町民の皆様や後援会の皆様のご支援、そして何よ
り議会の皆様のご理解をいただけるのであれば、更
に挑戦、 3 期目にチャレンジさせていただき、引き続
き町政運営を担わせていただきたいと考えています。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

議 会 の う ご き
【議会議員が出席した主な行事等】

7月

8月

9月

2 日 揖斐川水防事務組合水防訓練 議長
4 日 農業委員会 農業委員
6 日 東海環状自動車道西回りルート建設事業説明会及び建設促進大会 議長
18 日 例月審査 監査委員
19 日 主要地方道岐阜関ヶ原線道路建設促進期成同盟会総会 議長

大垣 ･ 神戸 ･ 大野線道路整備促進期成同盟会総会 議長
主要地方道岐阜巣南大野線整備促進期成同盟会総会 議長・民建委員長
本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会総会 議長

21 日 池田町大野町学校給食センター竣工式 全員
議会運営委員会 委員

22 日 第 29 回夜叉ヶ池伝説道中まつりオープニングセレモニー 議長
24〜26 日 平成 28 年度決算審査 監査委員
28 日 養老町議会産業建設委員会行政視察 議長・民建委員長

揖斐郡三町議会議員研修会 全員
31 日 東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会、国道 21 号・22

号及び岐阜県南部横断ハイウェイ整備促進期成同盟会合同総会
議長

1 日 西濃用水協議会総会 議長
5 日 農業委員会 委員
9 日 第 3 回揖斐広域連合議会臨時会 中川・井上・長沼・国枝議員
12 日 第 24 回根尾川花火大会安全祈願祭 議長

第 24 回根尾川花火大会 全員
13 日 第 53 回夏まつり大野おどり 全員
18 日 岐阜県町村議会議長会第 2 回評議員会 議長
19 日 うすずみサマーフェスティバル 2017 議長
21 日 例月審査 監査委員
23 日 池田町大野町学校給食センター「かけはし」試食会 議長・総文正副委員長

都市計画審議会 宇野・小森・山川・永井議員
小学校児童国内派遣事業壮行会 正副議長・総文委員長

25 日 第 30 回大野町老人クラブ大会 議長
27 日 大野カップミニバスケットボール招待試合大会 議長
29 日 表彰審査会 議長
30 日 議会運営委員会 委員
31 日 定例監査 監査委員

6 日 第３回定例会（開会） 全員
全員協議会 全員
議会運営委員会 委員

7 日 総務文教常任委員会 委員
8 日 民生建設常任委員会 委員
13 日 戦没者追悼式 全員
14 日 第３回定例会（一般質問） 全員
15 日 第３回定例会（閉会） 全員
18 日 敬老会 全員
19 日 例月審査 監査委員

中学校体育大会 全員
21 日 議会広報編集委員会 委員
22 日 揖斐郡町村議会議長会 議長
23 日 小学校運動会 全員
25 日 定例監査 監査委員
30 日 ふれあい 2017 大野まつり・功労者表彰式 全員

総文　＝　総務文教常任委員会
民建　＝　民生建設常任委員会

27広報おおの 2017.11



社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

大野町共同募金会からのお知らせ

街頭募金活動を実施しました

町内の児童・生徒の皆さんに、募金協力の呼びかけを行ってもらいました

ひとりひとりのやさしさが
あなたの住む町をもっとやさしくしてくれます。

　町で集められた募金は、自分の町を良くする活動に
使われています。町内では、「安心カード」や「いきい
きサロン普及事業」等の地域福祉事業を実施していま
す。また、広域的な課題を解決するための活動に、都
道府県の範囲内で使われています。
　近年、大規模な災害が続いていますが、災害時にも
皆さんの募金は、災害ボランティア活動支援や被災地
を応援するために使われています。
　共同募金の助成金により実施されている活動は多く
あります。これらの活動については今後順次お知らせ
していきます。また詳しくはＷＥＢの赤い羽根データー
ベース「はねっと」に公開されています。

１０月１日より募金活動が始まっています。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　１０月１日に開催された「大野まつり」にて、ボランティア連絡協議会、町内の小中学校の児童・
生徒の皆さんの協力をいただき、街頭募金活動を行いました。皆様のあたたかい集まった募金額は、

６１，２５０円です。集められた募金は、福祉活動に活用します。ご協力ありがとうございました。

社会福祉協議会だより
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 表彰状 
◆社会福祉施設役職員
　河野　典子　　　神野　博（西濃向生園）　　　　
　森　美智子　　　和田　夕子　　伊藤　成美　　　長坂　智代　　柴田　幸子
　増田　名帆子　　田中　好美　　三田村　広美　　古野　千尋　　高野　よし枝
　成瀨　三千代　　増田　美鈴　　迎田　千恵子（浩仁会）

 感謝状 
◆福祉活動（個人）
　髙原　貴美子　（福祉委員）　　　佐久間　博　（ボランティア）

社会福祉協議会職員募集（正・パート職員）

大野町社会福祉協議会功績者表彰

大野町戦没者追悼式

受賞者の方々

式辞の後、ご列席の方々に献花をしていただき戦没者を偲
びました

　９月３０日（土）に町総合町民センターふれあ
いホールにて大野町表彰式が執り行われました。
　町社会福祉協議会からは、多年にわたり社会福
祉の発展向上にご活躍されました方々に、表彰状
および感謝状の贈呈を行いました。
　栄えある受賞者は次の方々です。　（敬称略）

　９月１３日（水）に町総合町民センターにおいて、
戦没者追悼式をご遺族様はじめ、多くのご来賓の皆様
にご列席いただき厳かに執り行いました。式は大野町
ハーモニカクラブ様の伴奏や大神流吟和会大野教場様
の追悼詩吟もあり心安らかな雰囲気の中で進行しまし
た。先の大戦で犠牲になられた方々を心から追悼し、
その犠牲を無にすることがないように、次世代、特に
非核平和都市宣言の町、大野町の青少年へ伝え続けて
いき、平和祈念への願いと決意を新たにしました。

【受験資格】・ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士及び幼稚園教諭、社会福祉主事等
の資格を有する方（取得見込可）が望ましい

　　　　　・介護職員初任者研修（旧・訪問介護員養成研修２級課程）を修了している方が望ましい
　　　　　・経理事務、介護事務のできる方が望ましい

【申込方法】 履歴書（直筆にて記入）に職務経歴書、資格証明書の写しを添付し平成２９年１１月
３０日（木）までに申込む。（大野町社会福祉協議会ホームページにも掲載しております）

【採用試験】試験日　１２月予定　試験内容　面接・作文・実技
【採用年月日】決定次第又は平成３０年４月１日

申込・問合せ先  町社会福祉協議会（担当：小西・松田）　☎ 34-2130

社会福祉協議会だより「社協だより」は、皆様からの会費で作られています

29広報おおの 2017.11



　敬老会（町主催）において、９０歳（卒寿）
を迎えられる方々に、祝い状並びに祝い品を
贈呈しております。
　今年度は、祝い状に添えるメッセージ色紙
として、大野町及び池田町の絵手紙教室の生
徒さん７０名（講師　日本絵手紙教室　藤田
涼子様）のご協力により、絵手紙で語りかけ
るボランティアとして描いていただきました。
心のこもった温かいメッセージ入りの個性的
で素敵な絵手紙を、卒寿の方６７名に祝い状
を添えてお贈りしました。

平成２９年度　新春ふれあい食事会のお知らせ

共同募金歳末たすけあい援助事業のお知らせ

敬老会にて卒寿の方々をお祝いしました

　地域でお一人暮らしをされている高齢者の方が地区の福祉関係者の方と楽しいひと時を過ごして
いただけるように「新春・ふれあい食事会」を下記の通り、各地区で開催します。

【開催地区・開催日】
◇第１地区　平成３０年１月１８日（木）　　◇第２地区　平成３０年１月２４日（水）
◇第３地区　平成３０年１月２５日（木）　　◇第４地区　平成３０年１月２６日（金）
◇第５地区　平成３０年１月１７日（水）　　◇第６地区　平成３０年１月１６日（火）

【対　象】
　７０歳以上で、お一人暮らしの方

（昭和２３年３月３１日以前に生まれた方）
※対象の方には、１１月下旬から１２月にかけて民生委
員さんが訪問しますので、お申し込みください。

昨年の第２地区は小学生による「かさ地蔵」の劇がありました▶

　新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らせるように次の方々に
対して見舞金及び介護用品を贈る事業を実施します。

【対象者及び内容】※町内に住所を有し、施設入所をされていない方　
　対象が重複される方については、どちらか１つの対象での申請となります。
■介護認定で要介護度４または５の方（介護用品）
■身体障害者手帳１級の方（見舞金）
■療育手帳をお持ちの方（見舞金）
■精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方（見舞金）
■大野町準要保護児童生徒就学援助費を受給されている方（見舞金）

【申込方法】
　１１月１７日（金）までに本会事務局へご連絡ください。後日、申請書を送付いたします。
※申請書はＨＰからもダウンロードできます。（http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo）

申込・問合せ先  大野町社会福祉協議会事務局 ☎ 34-2130）

この他にも思わず笑がこぼれる温
かい絵手紙を添えたお祝状と昔懐
かしい「鯛のもりこみ」をお贈り
しました。

社会福祉協議会だより
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まち cafe やってます !!

出張 cafe を開催しました

　まち cafe は地域の皆さんが気軽に集えるところです。毎月ご来店を楽しみにしてくださる常連さ
んもおられ、皆さんとコーヒーなどを飲みながらおしゃべりを楽しまれています。いよいよ最終営
業月となります。どうぞお気軽にご利用ください。

●開催日時　平成２９年６月〜１１月（６か月間限定です）
　　　　　　第３週火・水・木・金曜日
　　　　　　１１月１４・１５・１６・１７日
●時　　間　午前１０時〜午後３時まで
●と こ ろ　平和堂大野店おおのふれあい通り１階
　　　　　　パソコン寺子屋様隣り（ウメショウ様向い）
●料　　金　無料

問合せ先 　社会福祉協議会　☎ 34-2130

この事業は大野町、大野開発（株）のご協力を得て実施
されます。
★ ８月は１８１名、９月は２３７名と多くの方々にご来

店いただきました。１１月もたくさんの方のご来店を
お待ちしております。

手織り体験中♪素敵なコースターができま
した。男性の参加お待ちしています！

・クラフトコーナーでクリスマス飾り
を作ろう！！

・１１月１６日　木曜日１３時～１５
時は保健師さんの健康相談（血圧測
定もあります）

　まち cafe 来場者のアンケートにより「歩いて行け
る場所にあるといい」との声が多数聞かれたことから、
各地区の公民館へ出向き、一日限りの“出張 cafe”を
開催しました。おしゃべりの場・情報交換の場・ホッ
とできる場としてお友達やご近所、ご家族での来店が
多数あり大盛況でした。また各地区の民生委員・福祉
委員の方々のご協力ありがとうございました。今後も
住民の皆様からの声を生かし身近な地域での事業を考
えて参ります。 大勢の来店者で賑わう会場。話が弾みます♪

折り紙で作品の制作中♪いい笑顔です！
先生は折り紙を折る名人。何でも作ります！

まち cafe で覚えた折り紙を来店者に教える男の子♪
まち cafe ならではの光景ですね !

社会福祉協議会だより「社協だより」は、皆様からの会費で作られています
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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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9月中に届け出のあった方（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

下方 若原　光
み く

来 圭祐 公郷 服部　匠
た く ま

真 秀夫

大野 加藤　羽
は づ き

月 浩樹 下磯 野村　茉
ま ひ ろ

央 直矢

大野 藤原　紗
さ な

愛 和也 本庄 白川　　尚
な お

元一

公郷 加納由
ゆ ず は

寿葉 一樹 本庄 林　　学
ま な ぶ

武 巧貴

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 松田　秋男 77 上秋 平山　博史 72

野 渡邉　敏美 89 公郷 白川　銑吉 96

西方 宇佐美英子 69 大衣斐 清水　康義 89

大野 鈴木　　稔 71 加納 國枝　庄治 85

稲富 明星　良輝 92 上磯 杉原ヒサ子 88

上秋 伊 　かと 91 下座倉 宇野喜久子 86

上秋 内藤まさ子 85 下座倉 児玉たまを 89

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 加納雄一郎

♥
夫 公郷 飯沼　　龍

妻 本巣市 𠮷川　　祐 妻 麻生 嘉納　　彩

♥
夫 大野 所　　洋孝

♥
夫 下磯 飛田　悠希

妻 垂井町 岩田　智広 妻 下磯 栗田加那子

♥
夫 上秋 羽賀　和生
妻 本巣市 髙橋　　唯

末永くお幸せに末永くお幸せに

11・12 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）

11

3 いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪 23-0050

5 小林医院 揖斐川町
黒田 23-1531

12 長瀬診療所 揖斐川町
谷汲長瀬 56-3003

19 クリニック IB 揖斐川町
長良 22-0112

23 のだ医院 揖斐川町
三輪 22-3939

26 国枝医院 大野町
黒野 32-0023

12 3 若原整形外科 大野町
黒野 34-3322

※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

生ごみ等収集について
11 月 23 日（木・祝）の生ごみ等の収集は
ありません。
次回の収集は、27 日（月）です。
◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

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

納 期 限 の お 知 ら せ

10 月 31 日（火）
町県民税（3 期）
国民健康保険税（6 期）

11 月 30 日（木） 国民健康保険税（7 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

人口と世帯（10月1日現在）

人　口 ………… ２３, ３４５人（−２１）
男 ………… １１, ４５５人（−　７）
女 ………… １１, ８９０人（−１４）

世帯数 ………… ７, ８４２世帯（+　 ３）
出生１０人／死亡２２人／転入３７人／転出４６人

大野町 HP

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

QRコード


