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今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶６ 教育委員会のページ

▶８ Information くらしの情報

木のおもちゃで
　　たくさん遊んだよ！



郵便局との協力協定を締結
平常時及び災害時における町と町内郵便局の協力に関する協定締結式

　このほど、町の郵便物を取り扱う大野郵便局、美濃川合郵便局、
岐阜中央郵便局と町との間で、平常時及び災害時における協力に
関する協定の締結式が役場にて行われました。これは、平常時に
は郵便局が配達時に確認した道路等の損壊状況などの異状を町に
伝えるほか、災害時には郵便はがきの無償交付などを実施し被災
者を支援するものです。中山英明大野郵便局長が「機動力とネッ
トワークを活かし、地域のために協力したい。」と話すと、町長
は「住民の安全安心につながること。ありがたい。」と答えてい
ました。

田んぼアートの稲刈り
ＮＰＯ法人くろの

　このほど、田んぼアートが行われた田で稲刈りが行われまし
た。６月１８日の田植えから、２１体のユニークなかかしに見
守られてすくすくと育った稲を、参加者２０人で丁寧に刈り取
りを行いました。参加した児童は「大きなコンバインにも乗れ
て楽しかった。疲れたけど、来年もまたやりたい。」と笑顔で
話していました。

多彩な催しでにぎわう
ふれあい２０１７大野まつり

　このほど、役場、総合町民センター周辺において、「ふれあい
２０１７大野まつり」が開催されました。お笑いライブや芸能発
表などの特設ステージイベントのほか、園児や児童生徒・クラブ
やサークル団体の作品展示発表や体験教室、民俗資料の公開、飲
食や物販の出店、警察等による車輌展示などの多彩な催しに多く
の来場者でにぎわいました。

お　礼
　「ふれあい２０１７大野まつり」は、盛況のうちに終了する
ことができました。開催にあたり、ご支援、ご協力をいただ
いた関係機関・各種団体、さらに会場周辺の住民の皆さんの
ご理解、ご協力に対し、厚くお礼申し上げます。

大野町観光協会
大野町商工会　

▲（左から）協定を締結した古野美濃川合郵便局長、
中山大野郵便局長、土屋岐阜中央郵便局長

▲たくさんの人が来場しました

▲迫力の書道パフォーマンス

▲稲刈りに汗を流す参加者

ま ち の 話 題
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町発展のために尽力
町功労者表彰

　このほど、総合町民センターにおいて町功労者表彰及び町区長
会表彰が行われ、町表彰規程等に基づいて、町功労者、金員寄附
者に、町長より感謝状が贈られました。
　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
町功労者表彰
地方自治功労　吉村　工
社会福祉功労　伊藤　満津
体 育 功 労　桑原　節子
農 業 功 労　岩崎　和広
金 員 寄 附　（株）東海プランニング
町区長会表彰
野村　勝彦

農村環境保全ポスター・標語コンクール表彰
柿とバラの町農地・水・環境保全組織

　このほど、総合町民センターにおいて、柿とバラの町農地・水・
環境保全組織主催で「農村環境保全に関するポスター・標語コン
クール表彰式」が行われ、入賞した児童生徒らが表彰されました。
これは、農村環境保全の普及・啓発を図るために町内小中学校の
児童生徒から募集されたもので、２，１５５点の応募の中から、１８人の応募作品が受賞しました。
　なお、表彰者は次のとおりです。（敬称略）

【ポスターの部】 【標語の部】
佐々木咲楽（中小４年） 桒山　陽菜（北小３年）
若原　瑠花（大野小３年） 德丸　彪駕（南小２年）
小森　美咲（大野中１年） 飯沼　陽愛（大野小１年）
向井　芹奈（北小５年） 市原　希一（大野中２年）
浅井　暢天（西小６年） 長屋　亮佑（大野中３年）
長岡　来心（北小２年） 宮田　彩音（東小５年）
重山　莉子（大野小１年） 林　　万葉（西小６年）
山本　奈央（揖東中２年） 加藤　悠太（大野小４年）
鳥本　侑奈（揖東中３年） 今 　優斗（揖東中１年）

全国へ挑戦します
第１７回全国障害者スポーツ大会「愛

え

顔
が お

つなぐえひめ大会」
　このほど、第１７回全国障害者スポーツ大会への出場を決めた
３選手の激励会が、役場にて開催されました。選手の皆さんが「練
習の成果を発揮しがんばりたい。」「初出場だが、優勝をめざしま
す。」とそれぞれ力強く決意を述べると、町長から「出場おめで
とう。ぜひがんばって、また楽しんで試合に臨んでください。」
と激励の言葉がありました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
卓　　球　稲川　友香（稲畑）
サッカー　倉知　風太（揖斐特別支援学校高等部２年）
　　　　　新城　龍星（揖斐特別支援学校高等部２年）

▲町功労者表彰を受けた皆さん

▲表彰を受けた皆さん

▲町区長会表彰を受けた野村さん（中）

▲（右から）稲川さん、倉知さん、新城さん
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県代表として活躍を誓う
第７２回国民体育大会出場者激励会

　このほど、第７２回国民体育大会出場者激励会が役場にて開
催され、浅野さん、木下さんが参加されました。
　選手の皆さんが「悔いが残らないように、岐阜県代表として
良い成績が残せるよう頑張りたい。」と力強く意気込みを述べ
ると、町長から「ぜひ勝ち進んでいただき、素晴らしい成績を
残してください。」と激励の言葉がありました。
　なお、出場選手は次のとおりです。（敬称略）
相　撲	 浅野　弘明　（岐阜農林高校３年）
剣　道	 木下　博文　（岐阜県警察）
水泳（競泳競技）	 野村　陵太　（濃尾電機株式会社）
グラウンド・ゴルフ	 加納　廣子　（町グラウンド・ゴルフ協会）

運動会がんばったよ！
私立認定子ども園運動会

　さわやかな秋晴れのもと、各私立認定子ども園に

おいて、運動会が行われました。大野保育園（社会

福祉法人擁童協会、河瀬洋行園長）では、１０１人

の子どもたちが元気いっぱいに園庭を走ったり遊戯

を披露したりして、訪れた保護者らからさかんに声

援を受けていました。

社会奉仕活動
大野町シルバー人材センター

　このほど、シルバー人材センターの普及啓発事業の一環として、会員による清掃活動が行われました。会員の健

康を保持し社会参加の喜びと生きがいの充実を図るため、就業以外の社会貢献として毎年行っているもので、会員

９２人が参加し、根尾川河川敷、運動公園、北小学校、松山水辺公園、うぐいす公園、バラ公園など町内６地区に

おいて、ゴミ拾い等清掃活動が実施されました。

▲激励会に出席した浅野さん（中左）、木下さん（中右）

▲バラ公園での清掃活動▲根尾川河川敷での清掃活動

▲最後まで全力で走ります

ま ち の 話 題
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心温まる善意
（株）平和堂より寄附

　このほど、（株）平和堂より、レジ袋の有料化に伴う収益金
５万４千円の寄附がありました。これは、地域の環境保全に役立
ててほしいとして、平成２１年度から実施されているものです。
　平和堂大野店の森店長が役場を訪れ、町長に目録を手渡すと、
町長から地域貢献に対する感謝の言葉がありました。

旭日単光章を受章
喜多川 務さん

　このほど、故喜多川	務さん（中之元）が旭日単光章を受
章し、役場において、町長から伝達されました。昭和６２
年に町議会議員に当選されて以来３期１２年地方自治の発
展に尽力された功績に対して贈られたもので、喜多川さん
の遺族が「ありがたいことです。」と受け取りました。

新ブランド柿「天下富舞（てんかふぶ）」を紹介
町柿振興会、ＪＡいび川営農センター

　このほど、町柿振興会の加納智会長とＪＡいび川営農センター
川村光起所長が役場を訪問し、「町で一生懸命育てた柿です。」と
天下富舞（新品種ねおスイート）を町長に手渡しました。町長は、
「ありがとうございます。町、振興会、ＪＡが協力し合い良い物
にしていきましょう。」と感謝を述べました。

「天下富舞」
　現品種の「新秋」と「太秋」を掛け合わせ、高い糖度と歯触りの
よい食感を持つ柿。その中でも厳選された柿が「天下富舞」として
出荷されます。

▲目録を渡す平和堂大野支店森店長（左）

▲「天下富舞」を紹介する加納会長（左）

▲伝達を受けた喜多川 知加子さん（左）

平成２９年第４回定例会日程および内容
会期：１２月５日から１３日（９日間）

月　日 曜　日 開議時間 内容等 備　考
１２月５日 火曜日 午前９時 本会議（開会）
１２月１２日 火曜日 午前９時 本会議（一般質問） 中継配信あり
１２月１３日 水曜日 午前９時 本会議（閉会）

　１２月１２日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信され１ヵ月間視聴できます。
（注）	ご使用のパソコンやブラウザ、インターネット接続環境によっては、動画・録画が見られなかったり、音声が聞

き取りにくいことがあります。

　また、以下の場所でもご覧いただけます。（議場で傍聴していただくこともできます。）
・役場　１階　ロビー　　・地区公民館（第１～６公民館）	 問合せ先 	議会事務局　☎ ３４-１１１１
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　体育の日、町民体育大会が行われました。レインボースタジアムで開会式が行われた後、３００人を
超える町民が、各会場で８種目の競技にさわやかな汗を流しました。

◎開会式

教育委員会のページ教育委員会のページ

▲選手宣誓

▲ミニバレーボール

▲軟式野球

▲優秀選手・チーム表彰

▲ミニバスケットボール

▲少年野球

▲開会式に臨む選手の皆さん

▲テニス

▲クロッケーゴルフ

◎熱戦を繰り広げた各試合会場

ＦＣ岐阜ホームタウンデー 　ＦＣ岐阜の大野町ホームタウンデーが長良
川競技場で開催され、大野ＳＣ４７人がプロ
サッカーの試合を見学しました。試合前には
フラッグベアラーを務め、ホームタウンデー
を盛り上げました。
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新しく指定された文化財を紹介します
◎灸治場（町重要有形民俗文化財，平成２９年５月１５日指定）
　馬の治療を行う「灸治場」はかつてはほとんどの集落にありましたが、昭和３０年ころから牛馬が飼
育されなくなると徐々に姿を消し、町内ではただ一箇所、西方にだけ残されています。
　所在地　大野町西方字中野口
　所有者　西方区

◎長屋文庫（町重要文化財，平成２９年９月２６日指定）
　所郁太郎の最期を看取った弟子、長屋丁輔の子孫に伝来した古文書８０点が大野町に寄託されました。
郁太郎の自筆書状こそありませんが、郁太郎が長州藩から遊撃軍参謀に任命された辞令書、失われたガ
ラス乾板から直接現像した唯一の郁太郎の写真なども含まれています。
　丁輔は語学に堪能で、長州藩の命で洋書を翻訳した冊子などが多く残されています。特に注目される
のは、軍船ユニオン号の操船マニュアルです。長州藩が下関で幕府軍と戦ったとき、坂本龍馬が薩摩藩
の仲立ちで手に入れたユニオン号に乗船し、海上から援護射撃したことが知られています。このマニュ
アルに付属する図面類が、現存する唯一のユニオン号の図面であったと発表されたときは、新聞などで
大きく報道されました。
　管理者　大野町

長寿のお祝い
９５歳おめでとうございます １００歳おめでとうございます

野村　實さん（公郷）
大正１１年１０月９日生まれ

「大勢の人に支えられていることに
感謝です。」

國枝よしゑさん（麻生）
大正６年９月２５日生まれ

「畑仕事や文芸クラ
ブでの活動を楽し
んでいます。」

國枝富美子さん（黒野）
大正１１年１０月２１日生まれ

　１０月２７日、常呂自治区の

高齢者大学である常呂オホーツク大学の「ふれあい

芸能祭」が常呂町多目的研修センターで行われまし

た。

　この日は、保育園児や３自治区の高齢者大学も参

加し、合唱やダンス、カラオケなどを披露。参加者は、

日ごろの練習の成果を発揮していました。

日ごろの練習成果を披露
常呂オホーツク大学「ふれあい芸能祭」ところ通信

Vol. 215

北見市

▲ふれあい芸能祭の様子

教育委員会のページ教育委員会のページ
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Information

お知らせ

年末の交通安全県民運動

無事故で年末　笑顔で年始
◎実施期間　１２月１１日（月）
～２０日（水）
◎運動の重点　
・夕暮れ時と夜間（特に『魔の時
間帯（午後４時～８時）』）にお
ける交通事故防止

・飲酒運転の根絶
・全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの着用の徹底
問合せ先 	総務課　☎ 34-1111

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

１２月は大気汚染防止推進月間です

　環境省は、毎年１２月を大気汚
染防止推進月間と定めて、きれい
な空を守ることの大切さを呼びか
けています。
　これは、窒素酸化物（NOx）や
粒子状物質（PM）などの大気汚
染物質濃度が１２月に都市などで
最も高くなるためで、自動車交通
量の増加、ビルや家庭の暖房、気
象条件の影響などによると言われ
ています。
　皆さんも、エコ・ドライブの実
践、公共交通機関の積極的な利用、
暖房の使用を控えるなどで、この
取り組みへご協力ください。
問合せ先 	環境水道課　☎ 34-1111

年末年始のごみ搬入

◎不燃物処理場　
年末　１２月２９日（金）まで
年始　平成３０年１月４日（木）～
◎西濃環境整備組合　
年末　１２月３０日（土）まで
年始　平成３０年１月４日（木）～
※利用許可申請は１２月２８日
（木）午前中までに申請してくだ
さい
問合せ先 	環境水道課　☎ 34-1111

１２月１０日は	
「川と道を美しくする運動実践の日」

　１２月の第２日曜日（１２月１０
日）を、「川と道を美しくする運動
実践の日」と定めています。美しい
環境づくりのため、この運動への積
極的な参加をお願いします。
　また、運動の実施に伴い、１２
月８日（金）から１０日（日）ま
で各用水が止まりますので、火の
元に充分気をつけ、火災等への厳
重な注意をお願いします。
問合せ先 	環境水道課　☎ 34-1111

１２月は地球温暖化防止月間です

　平成９年１２月に京都で開催されたCOP３を契機として、１２月を

地球温暖化防止月間と定め、国民、事業者、行政が一体となって普及

啓発事業をはじめとする様々な取り組みを行い、地球温暖化防止に向

けた国民運動の発展を図っています。

　皆さんも次のような取り組みに協力をお願いします。

◎主な取り組み例
・炊飯器の保温時間を短くする

・冷蔵庫に物を詰め込みすぎない

・入浴は間隔を空けずに行う

・温水洗浄便座を使わないときは

フタを閉める

・テレビを見ないときは消す

・主電源をこまめに切って待機電

力を節約する

・洗剤などは中身の詰め替えがで

きるものを選ぶ

・買い物袋を持ち歩く

・リサイクル商品を購入する

・燃費の良い車を選ぶ

問合せ先 	環境水道課　☎ 34-1111

柿の剪定枝葉・幹の引取りについて

　町の許可業者である株式会社マルダイが、生産農家による野焼き
防止に協力し、次の内容、料金にて引取りを実施しておりますので
利用してください。

品　目 数　量 引取金額

柿　の　葉

軽トラック１車につき 100 円柿の剪定枝

柿　の　幹

◎受入時間　午前８時～午後５時
◎休日　毎週日曜日、祝日、年末年始
※ビニールなどの紐は取り除いてください
※土曜日の搬入については不定休のため、要確認
問合せ先 	株式会社マルダイ（五之里１４８番地１）☎ 36-0320
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くらしの情報

不法投棄・ごみのポイ捨て禁止

　　美しいまちづくりへの
　　　　ご協力をお願いします
　ごみを、道路や他人の所有地、
河川、山林等に投棄する事例が発
生しています。廃棄物の処理及び
清掃に関する法律で、廃棄物の投
棄は禁止されており、それに違反
した人は、「５年以下の懲役若しく
は１千万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する（第２５条）」と
明記されています。
　また、大野町美しいまちづくり
条例で、ポイ捨ては禁止されてお
り、それに違反した人は、「３万円
以下の過料に処する（第１３条２
項）」と明記されています。
　不法投棄やごみのポイ捨てはや
めて、ごみの適正な処理にご協力
をお願いします。
問合せ先 	環境水道課　☎ ３４-１１１１

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、新しくできた制度
や裁判手続を知っていただくため
に、毎月テーマを定めて、裁判所
ウェブサイト（http://www.courts.
go.jp/index/html）で案内してい
ます。１２月のテーマは「法とこ
ころをつなぐ」、ぜひご覧くださ
い。
問合せ先 	岐阜地方裁判所事務局総
務課　☎ 058-262-5１22

華陽フロンティア高校の	
通信制課程で学習しませんか

　平成３０年度入学生募集の学校
説明会を実施します。電話で申し
込んでください。
◎日時　１２月３日（授業参観及
び説明会：午後０時４０分～４時）
１月１７日、２月４日、３月１６
日（説明会：午後２時～４時）
◎場所　県立華陽フロンティア高
校（岐阜市西鶉６-６９）
問合せ先 	県立華陽フロンティア高
校　☎ 058-275-7１85

催し・講座

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（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

認知症サポーター養成講座

　認知症について理解を深め、認
知症の人や家族を温かく見守る
「認知症サポーター」を養成しま
す。受講後にサポーターの目印「オ

レンジリング」を渡します。
◎日時　平成３０年１月２２日
（月）午後１時３０分～３時
◎場所　福祉センター　２階料理
室
◎参加費　無料
◎定員　２０人
◎申込期限　平成３０年１月１０
日（水）
申込・問合せ先 	 地域包括支援セン
ター　☎ ３４-１１１１

大野町少年少女合唱団	
第１９回定期演奏会

◎内容　合唱ミュージカル「伝説
の島ＺＺ（ズズ）」等
◎日時　１２月１７日（日）　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
◎主催等
主催　町少年少女合唱団　町少年
少女合唱団育成会
共演　Vivace（ヴィヴァーチェ）
後援　町教育委員会、町音楽協会、
県少年少女合唱連盟　
問合せ先 	総合町民センター　
☎ 32-1111

第３１回ジュニア文化祭

　地域の伝統文化を継承する団体
や、文化芸術活動に取り組んでい
る青少年による文化祭を開催しま
す。入場は無料です。
◎日時　１２月９日（土）午後１
時～３時（午後０時３０分開場）
◎場所　揖斐川町地域交流セン
ター「はなもも」（揖斐川町上南方
２７-７）
◎出演
・揖斐川中学校吹奏楽部（吹奏楽）
・いび祭り子ども歌舞伎保存会（義
太夫）

など６団体（箏曲、太鼓演奏、太
鼓踊り、獅子舞）
問合せ先 	（公財）岐阜県教育文化
財団　☎ 058-2３３-58１0
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Information

催し・講座

冬の電飾コンクール	
イルミネーションを楽しむ会

　クリスマスコンサート鑑賞後、
温かい飲み物とスイーツを味わい
ながらイルミネーションをお楽し
みください。入場無料、申込は不
要です。
◎内容
・聖マリア女学院ハンドベル部、
聖歌隊、ダンス部のコンサート
・総合町民センター周辺のイルミ
ネーションの自由鑑賞
※飲み物とドーナツを先着１５０
人にサービスします（引換券は
入場時にお渡しします）
◎日時　１２月３日（日）午後４
時３０分～
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
◎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

屋外広告物講習会

◎対象者　
・屋外広告物の表示及び掲出物件
の設置に関する業務に従事する
人又は従事しようとする人

・屋外広告物を表示又は提出しよ
うとする人

◎日時　平成３０年１月２４日
（水）午前９時３０分～午後５時
（予定）（受付：９時～）
◎場所　岐阜県庁２階大会議室
◎定員　２００人（先着順、定員
になり次第締切）
◎参加費　3,000 円（講習課程の一
部免除者は 1,800 円）
◎申込方法　郵送又は持参
◎申込期間　１２月１日（金）～
２２日（金）当日消印有効
◎使用テキスト　当日配布するテ
キスト
※「屋外広告の知識」（第４次改訂
版）は当日会場でも販売

※受講申請書は、申込場所か岐阜
県都市政策課のホームページで
入手可
申込・問合せ先 	
岐阜県広告美術業協同組合　
☎ 058-245-4472

募　集

脳いきいきセラピー

◎内容　脳トレ・レクリエーショ
ンなど、毎回色々なことにチャレ
ンジして、楽しく認知症を予防し
ます。
◎対象者　６５歳以上の人
◎期日　第２・第４水曜日

１月１０日（水）、２４日（水）
２月１４日（水）、２８日（水）
３月１４日（水）、２８日（水）
◎時間　午前１０時３０分～正午
（受付：午前１０時１５分～）
◎場所　社会福祉法人	浩仁会　桜
坂（野４７９−１）
◎定員　３０人（初めての人優先）
◎費用　無料
◎申込期限　１２月２８日（木）
※第１～６公民館・中央公民館か
ら送迎しますので、希望する人
は、申込み時に相談してくださ
い
申込・問合せ先 	 地域包括支援セン
ター　☎ ３４－１１１１

放送大学４月生募集

　テレビ等の放送やインターネッ
トを利用して授業を行う放送大学
では、平成３０年度第１学期（４
月入学）の学生を募集します。
◎出願期限　第１回：２月２８日、
第２回：３月２０日
◎大学説明会（岐阜学習センター）
１２月９日（土）、１２月１６日
（土）、１２月１７日（日）、平成
３０年１月６日（土）、１月１３日
（土）、１月１４日（日）、２月３日
（土）、２月４日（日）、２月１７日
（土）、２月１８日（日）
問合せ先 	 放送大学岐阜学習セン
ター　☎ 058-27３-96１４

相　談

第６９回人権週間	
特設人権相談所

みんなで築こう　人権の世紀
　法務省と全国人権擁護委員連合
会は、１２月４日から１２月１０
日までの１週間を「第６９回人権
週間」として、全国各地で啓発活
動を実施し、特設人権相談所を設
置します。相談は無料で、秘密は
固く守られます。
◎相談内容　人権問題等の悩み事
など

「第２１回ＭＡＧ -ＣＵＰ少年サッカー交流大会」に	
大野サッカークラブ少年団が出場します

　東海環状自動車道（ＭＡＧロード）
が通過する１７市８町の交流の輪を広
げるために開催されている小学生の
サッカー大会に、大野町から大野サッ
カークラブ少年団が出場し、出場３２
チームの頂点を目指します。

◎日 時　予選リーグ　１２月１６日（土）
　　　　　	決勝トーナメント　１２月１７日（日）
◎場 所　大垣市杭瀬川スポーツ公園
◎観戦料　無料
※荒天等により、中止になる事もあります。
問合せ先 	大垣市役所建設部東海環状推進室　☎ 058４-４7-86４5

▲出場する大野サッカークラブ少年団
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◎相談日　１２月５日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　人権擁護委員
問合せ先 	岐阜地方法務局　
☎ 058４-78-３３４7

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　１２月１４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。
予約先 	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　１２月２０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　１２月１１日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）（※要予約）
◎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　１２月１１日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）（※要予約）
◎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　１２月５日（火）、１２
日（火）、２６日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談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（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	

大垣税務署からのお知らせ

　平成２９年分確定申告は、例年どおり平成３０年２月１６日（金）
から３月１５日（木）までの間、大垣市民会館にて行います。申告
に必要な書類を持って、期間内に申告会場へお越しください。
　また、申告に関する相談を「事前予約制」で実施しています。各
種申告の相談の際は、下記予約先に電話で事前予約をした上でお越
しください。

税目等 相談日 予約先☎ 058４-78-４１0１
※音声案内「２」を選択

１ 個人の申告所得税および復
興特別所得税（３を除く）

平日 個人課税第一部門
（内線 ４１３、４１４）

２ 個人事業者の消費税および
地方消費税

３ 不動産等の譲渡所得

水曜日 資産課税部門
（内線 １82、１8３）４ 相続税

５ 贈与税

６ 法人税、消費税、印紙税 平日 法人課税第一部門
（内線 ３１３）

７ 源泉所得税 平日 法人課税第一部門
（内線 ３１5）

問合せ先 	大垣税務署個人課税第一部門　☎ 058４-78-４１0１
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　認知症予防を目的に、高齢者やその家族、
友人の交流の場（認知症カフェ）を、黒野
駅レールパークで開催します。ソフトドリ
ンクを飲みながら、癒やしの吟遊詩人によ
る二胡の演奏会などを行います。
　お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しく
ださい。

◎初回日時　１２月１３日（水）
　　　　　　午後１時～３時
◎参 加 費　１00 円

　今後も毎月第２水曜日の午後１時か
ら３時に開催予定です。
　内容は、初回日時にお知らせします
ので、ご期待ください。

問合せ先 	健康課　☎ ３４-１１１１

カッキーカフェ（活気・柿）
in 黒野駅レールパーク

が開店します

最低賃金改正のお知らせ
岐阜県最低賃金

１０月１日から　時間額８００円

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学
生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働
者に適用され、下欄に掲げる産業に従事する労働者
は、該当する特定（産業別）最低賃金も適用されます。
　使用者も労働者も、最低賃金額以上となっている
かどうか、必ず確認しましょう。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

時間額
8４6 円

１２月２１日
から自動車・同附属品製造業 時間額

890 円

航空機・同附属品製造業 時間額
9３１ 円

※一部適用除外あり
問合せ先 	岐阜労働局賃金室　☎ 058-2４5-8１0４

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

防衛大学校
一般（後期）

高卒（見込含）
２１歳未満の者

（平成３０年４月１日現在）

３０年１月２０日
～１月２６日

１次
３０年２月１７日
２次
３０年３月９日
（１次合格者に対し）

１次
３０年３月２日
最終
３０年３月１６日

貸費学生

大学の理学部、工学部の
３・４年次（２６歳未満）
又は大学院修士課程在学
の修業年限を終わる年の
４月１日現在で２６歳未
満の者（修士課程在学者
は２８歳未満）

１１月１日～
３０年１月９日

３０年１月２７日 ３０年４月２７日

※防衛大学校受験資格の年齢は平成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

自　衛　官　等　募　集
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日 月 火 水 木 金 土

今月のおすすめ本

生きていくあなたへ 大人になったらしたい仕事
日野原 重明著 / 幻冬舎

　私が言葉によって支えられてきたように、迷い傷ついたあ
なたの心へ、私の言葉が届くことを願っています─。１０５
歳の医師、日野原重明が、死の直前まで語った、希望と感謝
のメッセージ。生前に書き溜めていた言葉も収録する。

朝日中高生新聞編集部編 / 朝日学生新聞社

　電車の車掌、水族館の飼育員、パティシエ、図書館司書
…。子どものころの「すき」を仕事に結びつけた３５人の
インタビューを紹介します。『朝日中学生ウイークリー』『朝
日中高生新聞』連載から選んだ３５本をまとめる。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 12月

	 	 	 	 	 	 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〉
●サラリーマン大喜利 

（水野 敬也著・岩崎 う大著 / 文響社）
●ミュージアムの女  

（宇佐江 みつこ著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
●戌年のゆる文字年賀状  

（宇田川 一美著 / 誠文堂新光社）
●銀河鉄道の父

（門井 慶喜著 / 講談社）
●マスカレード・ナイト

（東野 圭吾著 / 集英社）

●わたしおべんきょうするの
（角野 栄子作・吉田 尚令絵 / 文溪堂） 

●くろくんとちいさいしろくん
（なかや みわさく・え / 童心社）

●ビブリオバトルへ、ようこそ！
（濱野 京子作・森川 泉絵 / あかね書房）

●にちようびは名探偵
（杉山 亮作・中川 大輔絵 / 偕成社）

●冬眠のひみつ
（近藤 宣昭監修 / ＰＨＰ研究所）

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
「たのしいたのしいクリスマス」展

　今年ももう１２月。１２月のお楽しみといえば、やっぱりクリ
スマス♪ですよね？図書館にあるたくさんのクリスマスの絵本や、
閉館後のイルミネーションとともに、お楽しみ下さい。
※イルミネーション実施期間は１２月２５日（月）まで。

年末年始の休館日
　１２月２９日（金）から翌年１月３日（水）まで図書館はお休
みになります。期間中は返却ボックスをご利用ください。

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。お気軽にご参加ください。

〈日時〉午後２時３０分～
　１２月２日（土）・１月６日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　１２月１６日（土）・１月２０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
ターにてお申込みください。

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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個人住民税は特別徴収で
特別徴収義務者に指定された事業主は、納入義務が発生します。

個人住民税の特別徴収とは
○事業主の方（給与支払者）が、所得税の源泉徴収と同様に従業員の方（納税義務者）の毎月の給与から住民税を
天引きして納入する制度です。（※税額は市町村からお知らせしますので税額計算は不要です。）
○地方税法では、個人住民税は特別徴収が原則となっています（地方税法第３２１条の４）。

特別徴収による納税のしくみ特別徴収による納税のしくみ

納
税
義
務
者

（
従
業
員
）

特
別
徴
収
義
務
者

（
給
与
支
払
者
）

市
町
村

④特別徴収税額の通知

⑤給与支払いの際、税額の天引き

⑥税額の納入（翌月の１０日まで）

②税額の
　計算

③特別徴収税額の通知（５月３１日まで）

①給与支払報告書の提出（１月３１日まで）

6月から翌年の5月まで
毎月の給与支給日

個人住民税の特別徴収Ｑ＆Ａ
　　　�今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか？
　　　�　法令改正があったわけではなく、今までも、原則として所得税を源泉徴収している事業主（給与支払者）は、

従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされていましたが、制度の周知が十分でなく、徹
底されていませんでした。
　そこで、岐阜県と県内全市町村は、平成２１年度から広報・周知活動に取り組み、平成２７年度から特別
徴収を徹底することとしました。なお、従業員または事業主が特別徴収するかしないかを選択することはで
きません。

　　　�特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかるのではないですか？
　　　�　住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。市町村が

従業員ごとの住民税額を計算して通知しますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の１０日までに、
金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。なお、従業員が常時１０人未満の事業所には、
市町村に申請して承認を受けることにより年１２回の納期を年２回とする制度もあります（納期の特例の承
認）。

　　　特別徴収を行わない場合どうなりますか？
　　　�　市町村から特別徴収義務者に指定され特別徴収税額決定通知書を送付された事業主は、その通知書に記載

された税額を従業員の給与から天引きして納期限内に納入する義務があります（地方税法第３２１条の５）。
それにもかかわらず納入しない場合、事業主が税金を滞納していることとなり、滞納処分の対象となるとと
もに（地方税法第３３１条）、地方税法第３２４条第３項の罰則規定の対象となります。

　　　新たに特別徴収により納税するには、どんな手続をすればいいのですか？
　　　�　毎年１月３１日までに提出することになっている給与支払報告書の総括表と個人別明細書を提出する際、

特別徴収する従業員の個人別明細書をひとまとめにして、これに仕切り紙「特別徴収用」を添えて各市町村
にご提出ください。
　５月中に各市町村から特別徴収税額の決定通知書が送付されます。

手続きについては、従業員の住所地の市町村住民税担当課にお問い合わせください。
特別徴収の制度の詳細については、岐阜県税務課のホームページでもご覧いただけます。

問合せ先 	岐阜県税務課　☎ 058-272-１１１１
大野町税務課　☎ ３４-１１１１　　　　　

Ｑ１
Ａ１

Ｑ2
Ａ2

Ｑ3
Ａ3

Ｑ4
Ａ4
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保健師による

健康伝言板

Qセルフチェック（自己検診）はいつ行えばいいの？
　　毎月、生理が終わって一週間前後に行うといいでしょう。閉経後の人は月に１度、
日にちを決めて行いましょう。定期的にチェックすることで、ふだんの乳房の状態を知ることができ、
変化に気付きやすくなります。

Qセルフチェック（自己検診）はどうやればいいの？

見　る 触　る

A　鏡に向かい腕を上げて、乳房に変形や左右差がないかチェックしましょう。くぼみ、引きつれ、発赤、
ただれがないか、乳頭をつまんで分泌物がないかチェックしましょう。
B　渦（うず）を描くように手を動かして、指の腹で乳房にしこりがないかをチェックしましょう。入浴
時に石けんをつけ、4本の指の腹を軽く押し付けながら行いましょう。
C　	仰向けになって腕を上げた状態で、外側から内側へ指を滑らせ，しこり
の有無をチェックしましょう。脇の下までしっかりと触りましょう。

今年度は乳がん検診の予約が多く、日時変更ができない人がありましたので、乳がん個
別検診を行います。
◎対　　象　３０歳以上の女性
◎費　　用　1,200 円
◎検診方法　問診・視触診・マンモグラフィ（乳房X線）検査・超音波検査
　　　　　　※マンモグラフィ・超音波検査とも必須
◎検診場所　揖斐厚生病院健診センター
◎検診日時　１２月１日～平成３０年２月２８日の期間中で健診センターが指定する平日
　　　　　　※完全予約制（午前９時受付）
◎申込方法　保健センターに申込み後、個別受診券を発行します。手元に個別受診券が届いたら、揖斐厚生

病院健診センターへ予約してください。
※妊娠中・授乳中の人は受診できません
※今年度すでに乳がん検診を受診した人は受診できません

問合せ先 	保健センター　☎ ３４-2３３３

　日本人の乳がんは増加中で、３０歳代から増加し４０～５０歳代の女性に多くみられます。
乳がんは、自分で見つけることができる可能性が高いがんです。早期に発見できれば、９０％
以上で治癒が見込めるがんでもあります。早期発見のためにぜひセルフチェック（自己検診）
を行いましょう。

乳がんセルフチェック（自己検診）を 
はじめよう！「月 1 回の習慣」

セルフチェック（自己検診）で異常を感じたらためらわず
専門医（乳腺外来・外科）を受診しましょう

乳がんのできやすい場所

A
B C
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食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

旬の野菜の白菜をたっぷり使ったおかずですよ。
　寒い季節に甘みが増しておいしくなる白菜を使って、みそ味のごはんがすすむおかずを
作ってみましょう。
　白菜には、鼻やのどの粘膜を保護し、免疫力を高めるビタミン Cやβ−カロテンが多
く含まれからだの調子を整えてくれます。そのうえ、からだをつくるもとになる、たんぱ
く質を多く含む鮭と組み合わせることで、栄養のバランスがとれた一品になります。
　寒い季節には、温かいおかずを食卓に並べての団らんもいいものですね。

● 白菜と鮭の味噌煮 ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１６７kcal
１８.３g
６.２g
８２mg
１.４g

【材料（４人分）】
白菜…… 小１株（500g）
ねぎ…………………… １本
生鮭………………… ４切れ
　　味噌…大さじ１と1/2

Ⓐ
　酒…………… 大さじ２
　　しょうゆ…… 小さじ２
　　おろしにんにく…２かけ

Ⓑ
　昆布………… ２０ｃｍ
　　水…………… １カップ
バター……………… １２ｇ
七味唐辛子…………… 適宜

【作り方】
①白菜は大きめの一口大のそぎ切り、ねぎは斜め
の薄切りにする。

②生鮭は１切れを３～４等分に切る。Ⓐを混ぜ合
わせ、生鮭を入れてからめる。

③鍋にⒷを入れ、白菜、ねぎを加え、②を汁ごと
のせる。

④バターをのせてふたをし、強火にかけ煮立った
ら中火で１０分煮る。

⑤好みで七味唐辛子をふる。

【１人分の栄養価】

おやこの食育教室を開催しますので、気軽に参加してください。

◎内　　容　親子で作ろう「バランス料理」

◎対 象 者　小学生の親子

◎日　　時　平成３０年１月６日（土）午前１０時～午後１時（予定）

◎場　　所　総合町民センター　２階　料理室

◎定　　員　２０組（先着順、定員になり次第締め切り）

◎参 加 費　100 円（当日の受付で支払ってください）

◎持 ち 物　筆記用具、エプロン、帽子（三角巾）、

　　　　　　布巾４～５枚

◎申込期限　１２月１５日（金）（電話での申込み可）

◎実施主体　食生活改善協議会

申込・問合せ先 	保健センター　☎ ３４-2３３３

おやこの食育教室

17広報おおの 2017.12



在宅要介護者のための「訪問口腔健診」
　介護保険要介護３、４、５の認定を受けている人へ「訪問口腔健診」を実施します。
この健診は、下記要件をすべて満たした人を対象に、揖斐歯科医師会の医療機関の歯科
医師、歯科衛生士が自宅を訪問し、歯と歯肉の状況や口腔清掃状況などのチェックを行い、
口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、適切な保健指導を行うものです。
　対象者には、あらかじめ「訪問口腔健診申請書」及び「訪問口腔健診質問票」を送っ
ていますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて提出してください。後日、
決定または却下をお知らせします。
　なお、定員となり次第締め切り、受診料として 200 円が必要ですので、ご了承ください。

【受診要件】
①受診する日において町内に在住する岐阜県後期高齢者医療広域連合の被保険者
②介護保険の要介護３、４、５の認定を受けている人
③口腔健診のために出向くことが困難な在宅者（医療保険及び介護保険による歯科に関
する管理を受けている人や、施設入所者は除く。）

問合せ先 	健康課　☎ ３４-１１１１

町内医療機関年末年始診療について
＊諸事情により変更することがあります。

医療機関名

１２月 １月
所在地 ･
電話番号

２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日

木 金 土 日 月 火 水 木

大久保医院 × △ × × × × × × 黒野 32-1510

おおのクリニック △ ○ △ × × × × △ 南方 35-0055

国枝医院 ○ △ × × × × × ○ 黒野 32-0023

クリニックラポール ○ △ △ × × × × △ 大野 32-0033

小森眼科 × × × × × × × ○ 中之元 34-3535

小森内科胃腸科 ○ ○ × × × × × ○ 黒野 34-1000

たかはし耳鼻咽喉科 △ ○ △ × × × × △ 中之元 32-1115

たしろクリニック △ × × × × × × △ 下磯 36-1168

ゆり形成内科整形おおの × ○ ○ × × × ○ × 大野 35-7722

若原整形外科 △ ○ △ × × × × △ 黒野 34-3322

○＝全日診療　　△＝午前中診療　　×＝全日休診
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国　保　だ　よ　り

１２月は国民健康保険制度の適用適正化月間
国保資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

■国民健康保険の届出を忘れずに
●国民健康保険に加入の必要がある人
　国民健康保険は、７４歳までの社会保険（健康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者および
その被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していな
い人は、国保に加入する必要があります。資格取得の届出が遅れると、社会保険の資格喪失日まで
さかのぼって課税されますので、早めに手続きをしましょう。
※手続きの際、退職した人の場合には、健康保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票など）と印鑑が必要

です。

●社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人
　社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国
保の資格喪失届が必要です。届出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方納め
ている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
※手続きの際、社会保険になった人の場合には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証および印鑑が必要

です。

■社会保険の被扶養者になれる場合があります
　同じ世帯に健康保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定
ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。
●被扶養者の要件
　社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、次の要件に該当す
る人です。
▼被扶養者の範囲
　①被保険者と同居していなくてもよい人
　　●配偶者（内縁関係も含む）　
　　●父母、祖父母など直系尊属
　　●子、孫および弟妹
　②被保険者と同居していることが条件の人
　　●兄姉、伯叔父母、おいめいなどとその配偶者　
　　●内縁関係の配偶者の父母と子
　　●孫、弟妹の配偶者　
　　●内縁関係の配偶者死亡後の父母と子
▼被扶養者の年収の目安
　①年収 130 万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること
　②６０歳以上または一定の障がい者の場合は、180 万円未満であること
　※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります。

問合せ先 	健康課　☎ ３４-１１１１
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　狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせるなどして、た
だ同然で日用品などを配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商法を、集団催
眠的な手法を使うという観点から「催眠商法」または、この商法を始めた業者の頭文字を取ってＳＦ商法とも呼ん
でいます。現在でも高齢者を中心に被害が発生しています。

被害にあった場合には
・短期間で会場を移動し、会場で自由に商品を選べない販売方法は、特定商取引に関

する法律（以下特定商取引法）の訪問販売のルールが適用されます。

・販売目的を隠して消費者を会場に呼び出し勧誘する場合はアポイントセールスに該

当し、訪問販売のルールが適用されます。

・特定商取引法の訪問販売に該当しない場合でも、帰りたいと申し出たのに帰らせて

もらえず、執拗に勧誘を受けた場合には、消費者契約法により解約できる場合があ

ります。早めに消費生活センターに相談しましょう。
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局番
なし

消費者ホットライン

催眠商法の被害にあわないために

事例 1　
　家の前で近所の人と雑談していたら「野菜の販売です。鍋などの日用雑貨も無料で配布しています。」と勧誘された。
近所の人と一緒に会場に行って無料の商品をいっぱいもらった。最後に「病気が治る磁気治療器６万円を半額の３万円
にします。今日だけのお買い得セールです。」と言われ、その場の雰囲気に飲まれて現金で購入した。後日、クーリング・
オフのハガキを出したが、宛先不明で戻ってきた。電話も通じない。
アドバイス

・	商品の無料配布を口実に販売目的を隠したまま、高齢者等を会場（空き店舗など）に誘い込みます。会場では
商品を無料で配布し、得した気分にさせて最後に高額な健康器具、健康食品、布団などを売りつける催眠商法
の手口です。

・	このケースではクーリング・オフが可能ですが、業者と連絡が取れないことから返金が難しい状況です。「格安」「無料」
などと誘われても、安易に会場に近づかないようにしましょう。

事例 2　
　一人暮らしの高齢の父が、近所にある特設会場に毎日通い、パンや米、味噌などの食料品を 100 円で買っては帰って
くる。翌日の入場チケットがもらえる上、健康講座が聞けるらしく、父は「販売員の話が面白くてみんな盛り上がって
いる」と喜んで通っていた。しかし、今までにオゾン脱臭器、浄水器、サプリメント等を購入し、総額 100 万円程を全
て現金で支払っていることが分かった。これ以上会場に通わせたくないし、購入したものを返して返金してもらいたい。
アドバイス

・	「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、数ヶ月も会場に通い続け、その間に次々
と高額な商品を契約させられてしまう、新たな手口の催眠商法の相談が寄せられています。
・	個別に声をかけられ勧誘を受けると断るのが難しくなります。粗品や楽しい話につられて会場に近づかないこ
とが第一です。

・	長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約
させるための手口です。

　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　



【募集（受付）期間】１２月 1日（金）～２０日（水）
　　　　　　　　　　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㎡ 

 

交 番 だ よ り
あなたの家は、大丈夫ですか？
「狙われにくい家」をめざしましょう

★防犯カメラ、センサー・ライトが設置してある。

★飼い犬がいたり、警備会社のシールが貼ってある。

★外灯や門灯が点いており、深夜でも明るい。

★塀や垣根が低く、中の様子がよくわかる。

★通り道や庭などに玉砂利が敷いてあり歩くと音が

する。

★近所づきあいやあいさつなどの声かけが多い地域

にある。

! 泥棒が一番嫌うのは、
　　　　　近所の目や光・音・侵入するのに時間がかかることなどです。
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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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10月中に届け出のあった方（敬称略）

12・1 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）

12

3 若原整形外科 大野町
黒野 34-3322

10 長瀬診療所 揖斐川町
谷汲長瀬 56-3003

17 小森眼科 大野町
中之元 34-3535

23 おおのクリニック 大野町
南方 35-0055

24 たかはし耳鼻咽喉科 大野町
中之元 32-1115

29 野原クリニック 揖斐川町
清水 22-0348

30 まつばら眼科 池田町
池野 44-1233

31 新生病院 池田町
本郷 45-3161

1 1 揖斐厚生病院 揖斐川町
三輪 21-1111

※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

大野町 HP

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

QRコード

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 杉山　湊
そ う た

汰 一成 公郷 野村　昂
こ う や

矢 朋弘

野 小野　悠
は る ひ

陽 晃浩 公郷 蜂矢　　凜
り ん

有志

西方 磯元　瑚
こ と

都 嵩弘 五之里 日下部維
い ぶ き

吹 真

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 野原　輝子 70 上秋 平野　泰臣 71

野 松久　　泉 89 松山 野津　　等 81

大野 青木　宏正 85 松山 山村　幸子 87

稲富 小川　正一 95

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

ごみ収集日について
１月１日（月・祝）生ごみ等の収集はありません。
１月３日（水）のプラスチック製容器包装の収集は
ありません。
１月17日（水）のプラスチック製容器包装・ペッ
トボトルの収集はありません。
◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

人口と世帯（11月1日現在）

人　口 ………… ２３, ３３９人（−　６）
男 ………… １１, ４４９人（−　６）
女 ………… １１, ８９０人（±　０）

世帯数 ………… ７, ８３７世帯（−　５）
出生９人／死亡１５人／転入４７人／転出４７人

次回の古紙類等回収について
１月２１日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、１月 28 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、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
11 月 30 日（木） 国民健康保険税（7 期）

12 月 25 日（月） 固定資産税（3 期）
国民健康保険税（8 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


