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今月の主な内容
▶２ シリーズ特集

「大野のまちに新しい風を」
平成２９年度大野町当初予算

▶4 まちの話題

▶８ Information くらしの情報

▶１９ 議会の窓

希望を胸に、旅立ちの春
（大野中、揖東中卒業式）



最終回

シリーズ特集

　町を挙げて取り組む主要事業に町民の皆さんの意見を反映させながら、町民の皆さんと協働で行っていくために、
新しい情報をシリーズとして掲載してきた特集も今回で最終回です。
　最終回となる今月は「平成２９年度大野町当初予算」です。平成２８年度は第六次総合計画の実行の年と位置づ
けて取り組んできました。昨年度一年間かけて取り組んだ主要事業をさらに継続、発展させていきます。

平成２９年度
大野町当初予算

①　だれもが集える「道の駅」プロジェクト
　　・道の駅整備事業（調査測量、整備工事等）� ６億２, ２９３万円
　　・道の駅運営経費（案内標識等設置工事等）� ２, ４９８万円
②　おおの特産市場プロジェクト
　　・新規就農者確保事業費補助金� ７５０万円
　　・機構集積協力金交付事業費補助金� ５７３万円
　　・担い手支援特別対策事業補助金� ７３８万円
　　・新商品等開発人材育成事業� ８６３万円
③　名鉄廃線敷再生プロジェクト
　　・名鉄廃線敷再生事業（調査測量、道路改良工事等）� １億１, ２００万円
④　おおの観光 PR プロジェクト
　　・観光協会補助金（バラまつり大野２０１７等各種イベント）� ２, ０１４万円
　　・観光推進業務委託料（観光プロモーションビデオ撮影等）� ２, ４４８万円
⑤　おおのを元気に〜企業誘致〜プロジェクト
　　・工場等設置等奨励金� ４, ８７０万円
　　・北部工業団地関連道路工事（継続）� ４, ０００万円
⑥　文化財保存・活用プロジェクト
　　・文化財保存事業（町内遺跡発掘調査等）� ８４６万円
　　・北岡田家住宅保存活用事業（耐震診断、文化財整備工事等）� １, ３０４万円
⑦　エコタウンおおの推進プロジェクト
　　・エコタウンおおの推進事業（エコ実践勉強会開催）� ２４８万円
　　・住宅用太陽光発電システム設置補助事業� ４８０万円
　　・不燃物等分別収集対策補助金� ４２９万円

大野町第六次総合計画の将来像「快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの」
の実現に向け、「だれもが集える「道の駅」プロジェクト」、「安全 ･ 安心 ･ 快適
なまちづくりプロジェクト」などのリーディングプロジェクトに位置づけられた諸
施策を中心に事業を展開し、魅力あるまちづくりを推進します。

平成 29 年度大野町当初予算

総額１１８億１, ８２０万円の予算でスタート
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⑧　安全・安心・快適なまちづくりプロジェクト
　　・おおの木育支援事業（おおの木育フェア開催）� ７００万円
　　・木育推進事業（ウッドスタート事業）� １８３万円
　　・消防施設整備事業（消火栓ボックス設置工事）� ９３２万円
　　・外灯ＬＥＤ設置事業� ８０７万円
　　・中学校３年生までの入院・通院等医療費の助成事業� １億１, ４６１万円
　　・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行・通学バス定期補助等）� ３, ５２１万円
　　・高度処理型合併浄化槽設置補助事業� ２億５, ００７万円
　　・定住奨励金交付事業（新築住宅定住奨励金）� １, ７１４万円
　　・認定こども園等主食代補助金� ２２８万円
　　・�保育園運営事業（公立保育園3歳未満児給食等業務委託、池田町大野町学校給食センター負担金等）� ５, ２５８万円
　　・空家対策推進事業（管理データ作成、空家等対策計画策定業務等）� ７３２万円
　　・認知症総合支援事業（認知症チェックサイト導入等）� １７３万円
　　・揖斐緑と水のまつり事業（会場設営、記念品資材等）� ８５万円
　　・小中学校校舎等改修事業（小中学校トイレ改修工事実施設計）� ２, １０８万円

繰入金
 8億493万円 9.9%
諸収入
 1億6,732万円 2.1%
使用料及び手数料
 8,197万円 1.0%
繰越金
 7,000万円 0.9%
分担金及び負担金
 4,998万円 0.6%
財産収入
 1,209万円 0.2%
寄附金
 7,281万円 0.9%

町税
24億2,023万円

29.9%

地方交付税
13億円
16.1%

国庫支出金
10億7,390万円
13.3%

県支出金
7億9.337万円
9.8%

町債 6億9,840万円 8.6%
地方消費税交付金 3億7,000万円 4.6%
地方譲与税 1億1,800万円 1.5%
自動車取得税交付金 2,000万円 0.2%
配当割交付金 1,100万円 0.1%
地方特例交付金 1,400万円 0.2%
株式等譲渡所得割交付金 1,000万円 0.1%
利子割交付金 300万円 0.0%
交通安全対策特別交付金 300万円 0.0%

依存財源
54.5%

自主財源
45.5%

議会費 7,601万円 0.9％
予備費 2,000万円 0.2％
労働費 0万円 0.0％
災害復旧費 0万円 0.0％

民生費
27億5,861万円

34.1％

土木費
13億8,143万円

17.1％
総務費

9億3,813万円
11.6％

教育費
8億8,715万円

11.0％

衛生費
8億511万円
9.9％

商工費 1億5,845万円 2.0％
農林水産業費 2億5,389万円 3.1％
消防費 3億8,060万円 4.7％

公債費
4億3,462万円
5.4％

●一般会計款別歳入内訳

●一般会計款別歳出内訳

●会計別予算額の状況
会計名 平成 2 ９年度予算額 対前年度比増減率（％）

一 般 会 計 80 億 9,400 万円 ３．８
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 30 億 1,300 万円 △４．０
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2 億 2,480 万円 ０．６
上 水 道 事 業 会 計 4 億 8,640 万円 ０．２
合 計 118 億 1,820 万円 １．５
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災 害時の応援体制を強化
北海道芽室町と相互応援協定締結

　このほど、町と北海道芽室町との「災害時等の相互応援に関する協
定」が締結されました。
　芽室町は既に、揖斐川町と同協定を締結しており、ＪＡいび川とＪ
Ａめむろも友好提携協定を結んだことから、揖斐郡の残りの二町とも
連携を強化しようと協定締結が実現したもので、同日に池田町も同協
定を締結しました。この協定により、災害が発生した際に、救助活動
や復旧に必要な資機材、食糧などの提供、職員の派遣などができるよ
うになります。
　ＪＡいび川本店で行われた締結式で芽室町の宮西義憲町長は「昨夏に台風が直撃し、応援の心強さを知った。協
定により町民の安全安心が拡大する。」と述べると、町長は「遠方から応援してもらえるのは心強い。協力し合える
体制ができるのはありがたい。」と述べました。

東 海北陸社会教育委員協議会連合会表彰を受賞
久米國夫さん

　このほど、「第４７回東海北陸社会教育研究大会」において、久
米國夫さんが東海北陸社会教育委員協議会連合会表彰を受賞されま
した。
　久米さんは、町社会教育委員を１６年１０ヶ月の長きにわたり努め
られ、町民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の
推進や、生涯学習推進に尽力された功績が認められ、このたびの表彰
となりました。
　役場において町長から伝達されました。

工 業団地「テクノパーク大野」
造成工事の安全祈願祭

　このほど、造成予定地において工業団地「テクノパーク大野」の安全祈願祭が行われました。
　祈願祭には町長や地元の関係者が出席し、神事をとり行い工事の安全を祈願しました。町長は「テクノパーク大
野を技術の総合広場として、県の協力を得ながら優良企業を誘致していきたい。」と述べました。
　この工業団地は、大野町第六次総合計画のリーディングプロジェクトの一つである「おおのを元気に企業誘致プ
ロジェクト」の根幹を成す事業です。平成３１年度に下磯地内に東海
環状自動車道（仮称）大野・神戸ＩＣが開通するのに合わせて開発す
るもので、働く場所の確保、町民所得の向上や税収の確保など、大変
大きな効果が期待されます。この大きな期待を込め、仮称名であった
工場団地名を『テクノパーク大野』としました。

《テクノパーク大野の概要》
・事業主体　　県土地開発公社（事業要請者：大野町）
・所在地　　　寺内・野地内
・分譲区画　　２区画（３月現在）
・全体面積　　約７．５ｈａ

▲表彰された久米さん（左）

▲鍬入れを行う町長（左）と松井県土地開発公
社理事長

▲協定締結式の様子

町 の教育行政のために
カネスエより寄附金

　このほど、株式会社カネスエ商事、カネスエ大野店従業員一同より、町の教育行政に役立てることを願って、各
３千円、合計 ６千円が寄附されました。
　この寄附は、町の小中学校の教育に活用していきます。

ま ち の 話 題
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アユカ（新規・積み増し）の助成をします
　町では定住促進及びバス利用の促進を図るとともに住民福祉の向上に寄与することを目的と
して、アユカ（ＩＣカード乗車券）の助成をしています。
　平成２６〜２８年度中に新規でアユカ助成を受けた人は、次のとおり積み増し助成を行って
います。
　また、アユカを申請していない人には、引き続き新規でアユカ助成を受け付けていますので、
この機会にぜひアユカをお持ちになりバスを利用してください。

 アユカ新規交付助成 
◎助成対象
　町内に住所を有する人
※ただし、新規交付は１世帯１枚限り（積み増し助成との重
複利用は不可）

◎助成内容
　１,０００ 円の自己負担をいただき、３,０００ 円分（２,５００ 円分
のバス運賃と ５００ 円分の保証金）のアユカを交付。

 アユカ積み増し助成 
◎助成対象
　アユカ（町へ申請したアユカ）を申請済の人で町内に住所
を有する人
※岐阜バスへ直接申請されたアユカは対象外（新規交付助成
との重複利用は不可）

◎助成内容
　積み増しされた乗車料金のうち 2,000 円を上限として助成。
※ただし、１年度あたり１世帯１回限り

※留意事項
・アユカの作成に日数を要するため申請当日はお渡しできません
・未成年者が申請する場合は、保護者同意書欄の記入が必要です

◎申請方法
　新規の場合：身分証明書と印鑑を持参の上、政策財政課にあ

る申請書（町ホームページよりダウンロード可）
を提出する。

　積み増しの場合：事前に積み増しされた領収書を添付し、身
分証明書と印鑑を持参の上、申請書を提出
する。

◎申請手順

申請者 町

①申請書の提出

②助成承認・不承認通知を郵送

③請求書の提出

④・アユカを郵送にて交付（新規の場合）
　・指定口座に振り込み（積み増しの場合）

◎受付期間
午前８時３０分〜午後５時１５分まで（土・日・祝日及び年
末年始を除く）

問合せ先 ���政策財政課　☎ ３４-１１１１

高校生の通学バス定期代を補助します
　町では、定住促進及び高校生の子を持つ保護者の経済的負担を軽減するとともに、通学の利便増進を図ることを目的として、
町内に在住する高校生が通学に利用するバスの定期券（スクールバス含む）購入に要する費用の一部補助をしています。

◎補助対象者
　町内に住所を有し、学校教育法に規定する高等学校又は高
等学校と同等の課程と認められる課程に修業している高校生
の保護者

◎補助する額
　１月あたりの通学バス定期券の購入金額が ８,０００ 円を超え
る場合に、その超える額の２分の１を補助する。
　（例１）１年分の定期券購入費用が １５０,０００ 円の場合

１５０,０００ 円　－　９６,０００ 円　＝　５４,０００円
　５４,０００ 円　×　１／２　　�＝　27,000円の補助

　（例２）３ヶ月分の定期券購入費用が ３７,５００ 円の場合
　３７,５００ 円　－　２４,０００ 円　＝　１３,５００円
　１３,５００ 円　×　１／２　�　＝��　6,750 円の補助

※留意事項
通学バス定期券購入の領収書の日付は、平成２９年４
月１日以降の領収書を有効とし、それ以前の日付の領
収書は無効となります。

◎申請方法
　政策財政課にある申請書（町ホームページよりダウンロー
ド可）に定期券取扱所の証明を受け、身分証明書（学生証又
は合格通知書）と印鑑、通学バス定期券購入の領収書（名阪
近鉄バス利用者は定期券の写し）を持参の上、提出する。

◎申請手順

申請者 町

①申請書の提出

②交付決定通知を郵送

③請求書の提出

④指定の金融機関口座へ振り込み

◎受付期間
　午前８時３０分〜午後５時１５分（土・日・祝日及び年末
年始を除く）

問合せ先 ���政策財政課　☎ ３４-１１１１

※写真は ayuca
の見本です



　後期高齢者医療制度の医療費は高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代からの支
援金、国費等も増加傾向にあります。被保険者の人には保険料という形で医療費の一部を負担していただ
いているところですが、一定の人の保険料につきましては、本来あるべき保険料額から更に負担を抑える
特例措置が続けられています。
　しかし被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていることや、支援してい
る現役世代との不公平感も否めないことから、平成２９年度の保険料からこの特例措置を段階的に見直し
ていくことになりました。具体的な軽減内容、改正箇所は次のようになります。今後も安心して後期高齢
者医療制度を利用していただくための制度改正に、ご理解をお願いします。（改正される箇所は改正ありマー
クがついています）

①被用者保険の被扶養者であった人の保険料「均等割額」の軽減　改正あり　
　平成２９年度分の保険料「均等割額」軽減割合は従来の９割軽減から７割軽減へ変更されます。なお保
険料「所得割額」の負担はありません。

平成２８年度 ９割軽減
平成２９年度 ７割軽減
平成３０年度 ５割軽減
平成３１年度 資格取得後２年を経過する月まで５割軽減

※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国
民健康保険組合は含まれません。）

②保険料「所得割額」の軽減　改正あり
　平成２９年度分の保険料「所得割額」を負担する人のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下
の人の「所得割額」軽減割合は、一律５割軽減から一律２割軽減へ変更されます。

平成２８年度 ５割軽減
平成２９年度 ２割軽減
平成３０年度 軽減廃止

③保険料「均等割額」の軽減　改正あり（２割、５割軽減については判定基準額を拡大し、対象
を広げます）
軽減割合 世帯（被保険者及び世帯主）の平成２８年中の総所得金額等の合計額

９割軽減 「３３ 万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入 ８０ 万円以下（その他各種
所得がない場合）

８. ５割軽減「３３ 万円（基礎控除額）」以下の世帯

５割軽減 改正あり「３３ 万円（基礎控除額）＋ ２７万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（２６．５ 万円→
２７ 万円へ）

２割軽減 改正あり「３３ 万円（基礎控除額）＋ ４９万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（４８ 万円→
４９ 万円へ）

●均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額と
なります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与
額は事業主の所得に合算されます。又、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除 １５ 万円
（６５歳以上の人のみ適用）を差し引いた金額となります。
●軽減判定日は４月１日又は資格を取得した日となります。

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直し

４月１日より
不燃物処理場の
搬入許可内容が

変わります

　４月１日より、相羽の不燃物処理場への搬入回数と手数料について、
次のとおり変更となります。

変更前 変更後
０. ５ｔ以下の車 2,000 円 2,500 円

０. ５ｔ以上１ｔ以下の車 4,000 円 5,000 円
搬入回数 １年間で１回 １年間で２回

問合せ先 �環境水道課　☎ ３４-１１１１
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今月のおすすめ本

地図をグルグル回しても全然わからない人の方向オンチ矯正読本 がっこうだってどきどきしてる
北村 壮一郎著 / 秀和システム

　地図が読めるようになる！「脳内マップ」で記憶を
形にする！方向オンチの人に向けて、道を歩くだけで
誰でもできる、世界一カンタンな方向感覚の鍛え方を
紹介する。方向オンチあるあるも掲載。

アダム・レックス文・クリスチャン・ロビンソン絵 / ＷＡＶＥ出版

　はじめての教室、はじめての先生、はじめてのクラ
スメート。学校だってどきどきしてるって、知ってい
た？ぴかぴかの新しい学校といっしょに、どきどきし
て、切なくなって、笑える絵本。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 4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〉
●なかなか暮れない夏の夕暮れ

（江國 香織著 / 角川春樹事務所）
●がん消滅の罠　完全寛解の謎

（岩木 一麻著 / 宝島社）
●認知症予防におすすめ図書館利用術

（結城 俊也著 / 日外アソシエーツ）
●東大ｖｓ京大入試文芸頂上決戦

（永江 朗著 / 原書房）
●スウガクって、なんの役に立ちますか ?

（杉原 厚吉著 / 誠文堂新光社）

●きょうはたんじょうび
（中川 ひろたか文・村上 康成絵 / 童心社） 

●あからん ことばさがし絵本
（西村 繁男作 / 福音館書店）

●いたずらこやぎと春まつり
（松居 スーザン作・出久根 育絵 / 佼成出版社）

●わたしのまちが「日本一」事典
（青山 やすし監修 / ＰＨＰ研究所）

●ふたりユースケ
（三田村 信行作・大沢 幸子絵 / 理論社）

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

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。

今月の館内展示　「０・１・２歳の子育て応援」展
こども読書週間イベント えいごえほんのせかいへ by MBF English
　内　　容　英語絵本の読み聞かせ・音楽遊び・クラフトなど
　対　　象　保育園・幼稚園・小学生（保護者同伴）
　開催日時　５月６日（土）午後１時３０分〜
　参 加 費　無料（要整理券）
４月１日（土）午前１０時より整理券を図書館カウンターにて配布します。

システム更新にともなうお願い
　３月１１日より、簡易検索など一部のアドレスを変更しました。お気
に入り（ブックマーク）などの登録をされている場合は変更をお願いし
ます。

ミックのページ

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

〈日時〉
　4 月１日（土）午後２時３０分～
　　・「和母（わはは）」さん
　４月１５日（土）午後２時３０分～
　　・「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

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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Information

お知らせ

春の全国交通安全運動

正しいルールで交通安全　笑顔は
マナーとやさしさから
◎実施期間　４月６日（木）〜
１５日（土）
◎運動の基本　子どもと高齢者の
交通事故防止〜事故にあわない、
おこさない〜
◎運動の重点
・歩行中、自転車乗用中の交通事
故防止（自転車については、特に
自転車安全利用5則の周知徹底）
・後部座席を含めた全ての座席の
シートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶
問合せ先 �総務課　☎ ３４-１１１１

夜間の交通死亡事故多発

　県内では夜間の交通死亡事故が
多発しています。次の３点を意識
して交通事故を防止しましょう。
◎早めのライト・オン！
　自車の存在をアピール
◎ハイビームが基本！
　ハイビーム＝走行用前照灯　通
常走行するときに使用するライト
　ロービーム＝すれ違い用前照灯　
先行車や対向車があるときに使用
するライト
◎反射材の装着！
　歩行者・自転車に早く気づく
問合せ先 �総務課　☎ ３４-１１１１

運転免許証自主返納者支援事業の拡充

　有効な運転免許証を自主返納さ
れた７０歳以上の人は、窓口で申
請して認定されると、タクシーチ
ケット又はデマンドタクシーのチ
ケットが１年間につき 1万円分交
付されます。
　これまでは３年間交付されてい
ましたが、４月から制度が拡充さ
れ、チケットが５年間交付される
こととなります。

※平成２５年度に交付決定を受け
た人に対しては、５年目にあた
る平成２９年度交付分のチケッ
トが交付されます。平成２６年
度以降に交付決定を受けた人に
ついては引き続き平成２９年度
以降も５年目までチケットの交
付を受けられます。

※運転経歴証明書の交付日から1年
以内に申請してください。この支
援はお一人様一回限りとなります。
問合せ先 �健康課　☎ ３４-１１１１

観光プロモーションビデオの	
撮影にご協力を

　町では、訪れたいまち、住みた
いまちとしての本町の都市イメー
ジ向上と魅力発信を目的としたプ
ロモーション事業を実施していま
す。その事業のひとつとして、町
内の観光施設やイベント、特産品、
歴史資源等の魅力を紹介するプロ
モーションビデオを制作します。
ビデオ撮影にあたり、皆さんには
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力お願いします。
◎撮影時期　３月〜平成３０年９月
◎撮影者　（株）ＪＴＢプロモー
ション
問合せ先 �観光企業誘致課　
☎ ３４-１１１１

自動車事故被害者家族支援制度

　独立行政法人自動車事故対策機
構では、自動車事故による被害者家
族のため、次の業務を行っています。
◎介護料の支給
　自動車事故で重度の後遺症とな
り「常時」又は「随時」の介護が
必要となった人に介護料を支給し
ます。
※自損事故、過去の事故、原動機
付き自転車の事故も対象です

※受給には条件があります
◎交通遺児等への育成資金の無利
子貸付
　自動車事故により、一家の大黒
柱である保護者が死亡もしくは重
度の後遺障害者になった場合、中

学校３年生までのお子さんを対象
に無利子で貸付を行います。
※返済期限及び方法については次
まで確認してください
問合せ先 �
独立行政法人自動車事故対策機構
岐阜支所　☎ 058-263-5128

４月２日は「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連総会
において、毎年４月２日を「世界自
閉症啓発デー」とすることが決議さ
れ、全世界の人々に自閉症を理解し
てもらう取り組みが行われています。
わが国でも、誰もが幸せに暮らすこ
とが出来る社会の実現のために、厚
生労働省、日本自閉症協会の主催で
「世界自閉症啓発デー・日本実行委
員会」が組織され、４月２日〜８日
を「発達障害啓発週間」とし、自閉
症をはじめとする発達障害について
広く啓発する活動を行っています。
問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

催し・講座

楽らく健康体操教室

　いつまでもはつらつとした生活
を送ることができるよう、楽らく
健康体操教室を開催します。
◎内容　椅子に座ってできる体ほ
ぐし体操、自宅でもできる簡単な筋
トレ、体を動かして楽しく脳トレ
◎対象者　町内在住で６５歳以上
の人
◎期日　毎月１〜２回（年間２０
回・各地区公民館に教室の日程表
が置いてあります。）
◎場所　第１〜６公民館　
※参加される人は直接教室へお越
しください（申込不要）
◎参加費　無料
◎持ち物　タオル、水分補給用の
飲み物、屋内シューズ、運動ので
きる服装
問合せ先 �地域包括支援センター
☎ ３４-１１１１
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くらしの情報

交通安全法令講習会

　町内では出会い頭の事故が多発
しています。ドライバーのマナー
を高め、悲惨な交通事故を１件で
も減らすため、運転免許証をお持
ちの人は、ぜひ受講してください。
◎日時　４月１１日（火）午後７時〜
◎場所　総合町民センター
◎主催　町交通安全連絡協議会
問合せ先 �総務課　☎ ３４-１１１１

脳いきいきセラピー

　いつまでも健康で元気に生活す
るために、認知症予防教室「脳い
きいきセラピー」を開催します。
◎内容　脳をいきいきと保つため
の脳トレ・レクリエーションなど
◎対象者　６５歳以上の人
◎期日　第２・第４水曜日
５月１０日（水）、２４日（水）、６
月１４日（水）、２８日（水）、７月
１２日（水）、２６日（水）
◎時間　午前１０時〜１１時３０

分（受付：午前９時４５分〜）
◎場所　社会福祉法人　浩仁会　
桜坂（野４７９番地１）
◎定員　３０人（初めて参加する
人優先）
◎参加費　無料
◎申込期限　４月２８日（金）
※第 1〜 6 公民館・中央公民館か
らバスが出ます。希望する人は
申込み時に確認してください
問合せ先 �地域包括支援センター
☎ ３４-１１１１

町職員募集（平成３０年４月採用）

職　種 受験資格

一般行政職
（事務職）

平成３年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に基づく大学を卒業した者又は、平成３０年３
月３１日までに卒業する見込みの者（短期大学は除く。）

一般行政職
（事務職：
身体障がい
者対象）

平成３年４月２日以降に生まれた者で短大卒程度以上の学力を有する者で、次の要件を満たす者
①自力により通勤でき、介護者なしに一般事務職としての職務の遂行が可能な者
②身体障害者手帳の交付を受けている者
③活字印刷文による出題、口頭による面接試験に対応できる者

一般行政職
（事務職：民
間企業等職
務経験者）

大卒以上の学力を有する者で、次の要件を満たす者
①昭和５７年４月２日以降に生まれた者で、平成２９年４月１日現在で通算し５年以上民間企業
等において職務経験がある者
②第２次試験までに、職務経験期間を確認できる在職証明書を提出できる者
※「民間企業等職務経験」は、会社員、財団法人等の職員として１年以上継続して就業した期間
を通算します。職務経験が複数の場合は通算できますが、同一期間に複数の職務に従事した場
合は、いずれか一方のみの職務経験に限ります。

保育士
昭和４３年４月２日以降に生まれた者で保育士資格（予定）を有する者
（採用までの資格取得を条件）

保健師
昭和４１年４月１日以降に生まれた者で保健師資格（予定）を有する者
（採用までの資格取得を条件）

◎募集人員　若干名
◎第１次試験　県市町村職員統一採用試験（教養試験・事務適性検査・職場適応性検査）
　試験区分　大卒程度、短大卒程度
　期日　７月２３日（日）
　場所　県立岐阜高等学校（岐阜市大縄場３-１）
◎第２次試験　口述・作文試験（９月頃予定）　第１次試験の合格者に別途通知。
◎受験手続　総務課にある申込書に卒業証明書（卒業見込証明書）を添えて提出。
◎受付期間　５月８日（月）〜６月９日（金）（土・日・祝日を除く）午前８時３０分〜午後５時１５分
　　　　　　（郵送は必着）
※郵便で申込用紙等を請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込用紙請求」と朱書きし、140 円切手を貼っ
た返信用封筒（角型 2号）を同封してください
問合せ先 �総務課　〒５０１-０５９２　大野町大字大野８０番地　☎ ３４-１１１１
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Information

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
◎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（５
月２１日、７月１６日、９月１７
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講習受講された人、午前
１０時〜正午）
　応急手当ＷＥＢ講習（ｅ-ラーニ
ング）を事前に受講すると２時間
に短縮されます。詳しくは郡消防
組合のホームページを確認してく
ださい。
※応急手当ＷＥＢ講習受講証明書
を印刷の上、持参ください（印
刷ができない場合は、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）
※修了者には修了証を発行
問合せ先 �郡消防組合消防本部　
救急係　☎ 32-0119

募　集

町臨時職員募集

◎職種　社会教育指導員
◎年齢要件　４月１日現在　６５

歳未満の人
◎受験資格　簡単なパソコン操作
（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）のできる人
◎募集人員　若干名
◎勤務期間　採用決定日〜平成
３０年３月３１日
◎勤務時間　週５日（１日７時間
４５分）
◎勤務場所　役場（生涯学習課）
◎選考方法　書類審査・面接

◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入の上、申込む。
◎申込期限　４月１４日（金）
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３４-１１１１

住民検診（結核レントゲン）

　結核を早期発見するための住民（結核レントゲン）検診を各地区
で実施します。
◎対象者　町内に在住の 65 歳以上の人
※住民（結核レントゲン）検診受診票が郵送で届いている人は、
受診票を持参の上、近くの会場で受診ください

※受診票がない人でも近くの会場で受診できます
◎検診日程
期日 時間 会場 対象地区

４月２７日
（木）

午前９時〜正午 第６公民館
定松、鹿野、五之里、
南方、郡家、上磯、下磯、
本庄、本庄西

午後１時３０分〜
３時３０分

第５公民館

宝来、島部、公郷、う
ぐいす苑、八木、
天神、南領家、北領家、
大衣斐、小衣斐

５月２日
（火）

午前９時〜
１１時３０分

役場
黒野西・南・中・北区、
麻生

午後１時〜
３時３０分

相羽公民館
黒野東区、みどりニュー
タウン、相羽苑、六里、
相羽、下方

５月９日
（火）

午前９時〜正午 第３公民館
稲富、古川、寺内、上秋、
稲畑

午後１時３０分〜
３時３０分

第４公民館
牛洞、松山、瀬古、中
之元、中之元団地

５月１６日
（火）

午前９時〜正午
第２公民館

大野１・２・３区、古城北

午後１時〜
３時３０分 野、西方、桜大門

５月２９日
（月）

午前９時〜１０時 下座倉集荷場 下座倉
午前１０時３０分〜

正午、
午後１時〜３時３０分

役場 全地区

◎費用　無料
※ご都合の悪い人は、いずれの会場でも受診できます
※検診の結果、異常がなかった人には通知しません
問合せ先 �保健センター　☎ ３４-１１１１

10 広報おおの 2017.4



くらしの情報

フラワー都市交流事業の参加者募集

　シンボル花をテーマとした地域
づくり、街づくりを進めている全
国９都市で組織する「フラワー都
市交流連絡協議会」の交流会が次
のとおり開催されます。
　町交流団の一員として、町のＰ
Ｒや各都市との交流に参加できる
人を募集します。
◎内容　９都市の地域づくりの紹
介及び各都市との交流会等に参加
◎募集人数　若干名（応募多数の
場合は抽選）
◎応募資格　町内に在住又は在勤
の満２０歳以上の人（健康で旅行
に参加できる人）
◎日程　６月２４日（土）〜２６
日（月）２泊３日
◎開催場所　山形県長井市
◎参加費　46,000 円／人
◎申込方法　観光企業誘致課備付
（町ホームページからダウンロー
ド可）の申込書に必要事項を記入
の上、申込む。
◎申込期限　４月２１日（金）
問合せ先 �観光企業誘致課
☎ ３４-１１１１

JICAボランティア募集

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）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、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　３月３１日（金）〜
５月１０日（水）必着
◎体験談＆説明会

①日時　４月９日（日）午後１時
〜３時（開場：午後０時３０分）
　場所　ぎふメディアコスモス
②日時　４月２６日（水）午後６
時３０分〜８時３０分（開場：午
後６時）
　場所　ハートフルスクエア -Ｇ
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

住民検診（がん検診）

◎早期発見のために、定期的にがん検診を受けましょう

検診の種類 対象者 検診方法 検診間隔
胃がん検診 ４０歳以上 胃部Ｘ線検査 年に１回
大腸がん検診 ４０歳以上 便潜血検査 年に１回
肺がん検診 ４０歳〜６４歳 胸部Ｘ線検査 年に１回

前立腺がん検診 ５０歳以上 血液検査
（ＰＳＡ検査） 年に１回

乳がん検診 ３０歳以上の
女性

視触診、マンモグラフィ、
超音波検査（希望者） ２年に１回

子宮頸がん検診 ２０歳以上の
女性

内診、子宮頸部の
細胞診 ２年に１回

※事前予約が必要
※対象の人には検診案内を郵送していますが、４月中に案内が届か
ない場合は、次まで問合せてください
問合せ先 �保健センター　☎ ３４-２３３３

手話奉仕員養成講座（基礎講座）

◎内容・対象者　入門講座を修了された人を対象と
した手話講座（手話の経験のない人は、翌年以降開
催予定の、手話奉仕員養成講座（入門講座）を受講
してください。）
◎日時　５月１７日（水）〜１１月８日（水）まで
の毎週水曜日（全２６回）午後７時〜９時
◎場所　総合町民センター

◎定員　３０人
◎参加費　3,240 円（テキスト代）
◎申込方法　往復はがきに次のとおり記入の上、申
込む。
◎申込期限　５月２日（火）（必着）

問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１
◎往復はがきの記載方法　

（往信の宛名面） （返信の文面） （返信の宛名面）

〒５００－８３８４
岐阜市藪田南５－１４
－５３
県民ふれあい福寿会館
６階
一般社団法人
岐阜県聴覚障害者協会　
御中

※白紙のまま
　発送します。

〒５０１－０５○○
大野町大字○○××番
地

大　野　花　子　宛

①大野町手話奉仕員養
成講座
②揖斐郡大野町大字○
○××番地
③大野花子
④おおのはなこ
⑤０５８５（１２）１２３４
⑥年齢

↑受講を希望される人の情報を、返信の宛名面、往信の
文面に記入します。
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Information

相　談

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　４月１９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　４月１０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　４月１０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　４月４日（火）、１１日
（火）、２５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�

ヨイハ健康デー	
歯のなんでも電話相談

　県保険医協会では４月１８日の
“ヨイハ”にちなんで、「歯のなん
でも電話相談」を行います。
◎相談内容　日頃気になっている、
相談できずにいる「歯についての
悩み」
◎相談日　４月１６日（日）
◎相談時間　午前１０時〜午後３
時
◎相談員　保険医協会会員の歯科
医師
相談・問合せ先 �
県保険医協会　☎ ０５８-２６７-０７１１

自衛官等募集

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
男子

１８歳以上２７歳未満 年間を通じて受付 受付時にお知らせ
女子

予備自衛官補

一般 １８歳以上３４歳未満

４月７日まで
４月１４日〜１８日
（うち１日指定）技能

１８歳以上で国家資格を保有する者
（資格により５３歳未満〜５５歳未満）

問合せ先 �岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ 0584-73-1150

献血の実施報告

期日 時間 場所 人数

２月１５日（水）
午前９時３０分〜１１時３０分 役場 ２５人

午後１時〜４時３０分 特別養護老人ホームまほろば ２９人

２月２２日（水）
午前９時３０分〜１１時１５分 郡消防組合消防本部 ２１人

午後１時〜３時３０分 東海職業能力開発大学校 ２５人

ご協力をいただきありがとうございました。
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くらしの情報

檻、わなの設置について

　町北部の山間部では、鳥獣による農作物等への被害が問題となっています。
　町では、このような鳥獣被害の対策として、鳥獣の捕獲免許を持った人を有害鳥
獣捕獲隊として委嘱し、鳥獣の捕獲を行っています。
　檻は山中や草むらなど、わなは土中に埋められて設置されていて見えにくいため、
わなの設置箇所には次のような看板が設置されています。山へ入られる際、看板を
見かけられた場合にはむやみに近
寄って、誤って檻やわなにかかるこ
とのないように注意してください。

問合せ先 �農林課　☎ 34-1111

狂犬病予防注射について

　狂犬病予防法により、生後９１日以上の全ての犬の登録と、４〜６月の間の年１回の予防注射が義務付けら
れています。
　今年度は次の日程で実施しますが、都合により会場で受けられない人につきましても、動物病院にて予防注
射を受けていただきますようお願いします。
狂犬病とは
◎どんな病気？　狂犬病は人をはじめ、すべての哺乳類及び鳥類に感染します。現在のところ治療法もなく、
一度発病してしまうと、必ず死亡してしまう恐ろしい病気です。この病気は、主として狂犬病に罹患した犬に
咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスにより感染します。
　犬の初期症状としては、挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さがなくなるのが特徴です。その後、
数日以内に狂暴化し、最後には全身麻痺を起こして死に至ります。また、水を怖がる症状を示すことから、恐
水病とも呼ばれます。
◎なぜ今、狂犬病が危ないの？　近年、国内においては狂犬病の発生はありませんが、中国やインドネシアな
どアジア諸国での発生は多いです。諸外国との交流が盛んな現在、検疫所において水際防止に努めていますが、
いつ狂犬病が進入するか予断を許さない状況にあります。
◎狂犬病を防ぐには？　狂犬病は現在のところ、一度発病すると治療法はありません。そのため予防が極めて
重要になってきます。
　現在、検疫というシステムにより、海外からの侵入を防いでいますが、一度ウイルスの侵入を許してしまうと、
検疫で狂犬病の流行を防ぐことは困難です。そこで重要となるのが狂犬病予防接種です。昭和２５年に狂犬病
予防法が施行され、飼い犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられていますが、接種率が低ければ、流行を抑
えることができません。

※実施時間に多少のずれが発生する場合があります
問合せ先 �環境水道課　☎ 34-1111

平成２９年度狂犬病予防注射日程
期　日 時　間 会　場

４月１７日（月）
午前９時３０分〜１０時２０分 上秋南集荷場（羽根公民館）
午前１０時４５分〜１１時４５分 第３公民館
午前１時２０分〜３時 第２公民館

４月１８日（火）

午前１０時〜１０時３０分 牛洞区コミュニティセンター
午前１０時５０分〜１１時４５分 第４公民館
午後１時２０分〜２時２０分 第５公民館
午後２時４５分〜３時１５分 東区公民館

４月１９日（水）

午前９時３０分〜１０時３０分 第６公民館
午前１０時５０分〜１１時４５分 相羽公民館
午後１時１５分〜１時４５分 中之元公民館
午後２時〜３時 役場

注射手数料
（１頭あたり／消費税含む）

3,150円

【内訳】
注射料金
狂犬病予防注射
済票交付手数料

2,600円

550 円
新規登録手数料
（1頭あたり／消費税含む） 3,000円

▲看板▲捕獲許可証
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国　保　だ　よ　り
国保の届け出にはマイナンバーが必要です
　マイナンバー（個人番号）の利用開始にともない、国民健康保険の手続きにおいて、マイナンバーの記載
と本人確認が義務づけられました。国保の加入・脱退の手続きをはじめ各種給付の申請などの際には、届出
書又は申請書にマイナンバーの記入をお願いします。また、本人確認のための証明書の提出が必要ですので、
手続きの際には①「マイナンバー（個人番号）確認書類」および②「身元確認書類」等を持参してください。

①マイナンバー（個人番号）確認書類
　次のうち、いずれか１点を持参してください。
・マイナンバー（個人番号）カード
・マイナンバー（個人番号）通知カード
・マイナンバー（個人番号）が記載された住民票の写し
・マイナンバー（個人番号）が記載された住民票記載事項証明書

②身元確認書類
【Ａ】次の場合は１点、【Ｂ】の場合は２点以上必要となります。

【Ａ】顔写真のついた公的確認書類 【Ｂ】顔写真のない本人確認書類
運転免許証　療育手帳　雇用保険受給資格者証（顔写真あり）　
パスポート　運転経歴証明書　精神障害者保健福祉手帳（顔写
真あり）　住基カード（顔写真あり）　在留カード（外国人住民）　
身体障害者手帳　特別永住者証明書（外国人住民）　など

健康保険証　住基カード（顔写真なし）　精神障害者
保健福祉手帳（顔写真なし）　年金手帳・年金証書　
福祉医療受給者証　介護保険証　保護受給証明書　
など

マイナンバー（個人番号）が必要なとき
　次のような手続きには、世帯主と、届け出・申請対象者のマイナンバー（個人番号）確認書類及び身元確
認書類が必要です。

◇資格の届け出に関する主な手続き
項　目 持ち物

国
保
に
加
入
す
る
と
き

別の市町村から転入してきたとき ・転出証明書　・印鑑
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険をやめた証明書　・印鑑
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・被扶養者でない理由の証明書　・印鑑
子どもが生まれたとき ・出生証明書　・印鑑
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書　・印鑑
外国籍の人が加入するとき ・在留カード等

国
保
を
や
め
る
と
き

別の市町村に転出するとき ・保険証　・印鑑
職場の健康保険に加入したとき ・国保と職場の健康保険証（後者が未交付の場合は、

加入を証明するもの）　・印鑑職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき ・保険証　・死亡を証明するもの　・印鑑
生活保護を受けるようになったとき ・保険証　・保護開始決定通知書　・印鑑
外国籍の人がやめるとき ・保険証　・在留カード等

そ
の
他

住所、世帯主、氏名が変わったとき ・保険証　・印鑑
世帯を分けたり、一緒になったりしたとき ・保険証　・印鑑
修学のため、別に住所を定めるとき ・保険証　・在学証明書　・印鑑
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき ・身分を証明するもの　・印鑑

◇給付の申請などに関する主な手続き
・療養費の支給申請　　　　・高額療養費に支給申請　　　　　　・限度額適用・標準負担額減額認定書の交付申請
・特別療養費の支給申請　　・高額介護合算療養費の支給申請　　・特定疾病認定の申請
・移送費の支給申請　　　　・限度額適用認定証の交付申請　　　・第三者行為による被害の届け出　　など

マイナンバー（個人番号）カードを持参
の場合は身元確認書類を兼ねますので、
②の身元確認書類は不要となります。
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☆事例１（キャッチセールス）
　街を歩いていたら、客引きの女
性からチケットのようなものを
渡された。絵画は好きなので立ち
止まりチケットを見ていると、女
性から「絵画ギャラリーがあるの
で見ないか」と誘われた。中に入
ると様々な絵を見せられた。「こ
の中でどの絵が気に入ったか」と
聞かれ、答えると別の女性店員に
代わり、その絵のすばらしさを
延々と語り始めた。結局、毎月
１万円の６０か月払いで絵画を
購入する契約をしてしまった。一
晩考えたら、軽率に契約してしま
い後悔している。

　消費者としての知識や能力を身に付けておかないと、自分の支払い能力以上の買い物をしてしまったり、
悪質な業者に不本意な契約をさせられてしまったりするなどして、お金の支払いに縛られる人生になりかね
ません。特に、進学や就職で新たな生活のスタートを切った若者が陥りやすい消費者トラブルを紹介します。

契約の特徴等
①キャッチセールス、アポイントメントセールスは、営業所で契約しても訪問販売に該当します。（特定商
取引に関する法律第２条第２項及び政令）
②訪問販売では、契約書面を受け取ってから８日間以内であれば、クーリング・オフできます。
③事例３は、実態は、販売員が販売員を増やすことによって本部や上部の会員は儲かる仕組みとなっている
組織販売であるマルチ商法です。最初は、「DVDを見てその通り投資をすれば絶対儲かる」などと説明し
て勧誘し、消費者が簡単に儲からないことを知ると初めて「人を紹介して契約すれば歩合収入が得られる」
と持ちかけます。いわゆる「後出しマルチ」と呼ばれるものです。

トラブルに遭わないために注意すべきポイント
・外出先で声をかけられ、営業所等へ連れて行かれ、そこで不意に商品の購入等を勧められると考える間も
なく契約してしまうおそれがありますから注意しましょう。
・販売員が優しく親切なのは、あなたに好意を抱いたのではなく商品を売るための手口と考えましょう。
・身近な友人や SNS で知り合った知人などから「いい儲け話がある」などと誘われると、ついつい気軽に
応じてしまいがちですが、誘いに乗り出向いた先で、断れないような雰囲気を作られ勧誘に応じざるを得
なくなるケースがあります。少しでも怪しいと感じたら、安易に誘いに乗ってはいけません。

188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

〜若者に多い消費者トラブル〜

☆事例３
　高校時代の友人から「投資用
DVD を購入すると月に 20 万円
以上稼げる」と勧められ喫茶店で
販売業者と会った。友人の手前も
あり、断りきれずに 60 万円で投
資用DVDを購入する契約に同意
し、消費者金融でローンを組んで
購入した。しかし、DVDの内容
は意味不明のもので、儲かるよう
なものではないことが分かった。
販売業者に「借金の返済に困って
いる」と言うと、他の人を誘って
契約させれば、１人につき 10 万
円もらえると言われた。ローンを
返済するには他の人を誘わなけ
ればならないが、とても他の人を
契約させられない。

☆事例２（アポイントメントセールス）
　友だちを作りたいと思い SNS
に登録した。最近になって自分の
書き込みに返事をくれる女性か
ら「友だちになりたい。会って話
をしよう」というメールが来た。
喫茶店で仕事や趣味の話をして
盛り上がったあと女性が勤める
ジュエリーの店に連れていかれ
た。５０万円のアクセサリーを見
せられ勧められ、「いらない」と
断ったが、しつこく勧められ、「お
金がないので買えない」と断る
と、女性からショッピングクレ
ジットの分割払いを勧められ割
賦販売で購入する契約をした。

　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　

15広報おおの 2017.4



【募集（受付）期間】４月３日（月）〜２０日（木）
　　　　　　　　　　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
・現に町税及びこれに準ずる納付金を滞納していない
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㎡ 

 

食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

春の香りにさそわれて
　山菜や野菜などの新しい芽が芽吹きはじめ、春らしい食材がたくさん出回る季節となりました。
　今月は春らしい香りを楽しみながら、五感が刺激される体に優しい食事「春の香りご飯」を紹
介します。
　素材の味が活かされたうす味の一品です。ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか？

● 春の香りご飯 ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

２２８kcal
４.５g
０.６g
９mg
０.５g

【材料（４人分）】
米………………… ２カップ
水………………… ２カップ
茹で竹の子………… ５０ｇ
ふき………………… ３０ｇ
油揚げ……………… 小１枚
　　だし汁…… １００ｍｌ
Ⓐ　砂糖………… 小さじ2
　　しょうゆ…… 大さじ１
さんしょうの葉……… 適宜

【作り方】
①ご飯は硬めに炊いておく。

②竹の子は食べやすい大きさに切る。ふきは塩で

板ずりして筋をとり、小口切りにする。油揚げ

は油抜きをしてからせん切りにする。

③鍋にⒶの調味料を入れ、②の具材を入れて煮る。

５分程煮たら火を止め、ふたをしておく。

④炊きあがったご飯に③を汁ごと加え、混ぜ合わ

せる。

⑤お好みで刻んださんしょうの葉を散らす。

【１人分の栄養価】
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　新年度になり、学校や職場などの環境が大きく変わる時期ですが、毎朝すっきりと目覚めることができて
いるでしょうか？
　睡眠中は、脳や体の休息だけでなく、記憶の定着や成長ホルモンの分泌など、
健康を維持するためにさまざまなことをしています。睡眠不足になると、集中力
や注意力が低下して事故の原因になったり、糖尿病や高血圧などを悪化させる原
因になると言われています。また、なかなか寝つけない、すぐに目が覚めてしま
うなどの不眠の状態は、「うつ」のサインかもしれません。睡眠の質を高めて、
毎日いきいきと生活しましょう。

良い睡眠のためのポイント
①定期的な運動習慣
　運動習慣のある人は、不眠になりにくいことがわかっています。適度な疲労が、心地よい眠りをもたらし
ます。
②朝食はしっかり・夕食は控えめに
　朝食をしっかり摂ることで、体が活動モードに切り替わります。夕食は控えめに、寝る時間の２～３時間
前までに済ませましょう。
③部屋の環境を整える
　寝室の温度や湿度、明るさ、音など、眠りやすい環境を整えましょう。枕は通気性や放熱性に優れた、自
分に合う高さのものを使いましょう。
④夕食後のコーヒーや寝酒は避ける
　カフェインやアルコールの摂取は、眠りにくくなったり、眠りが浅くなる原因になります。
⑤毎朝、朝日をあびる
　人の体のもつ「体内時計」は、朝日を浴びることによってリセットされ調整されています。目覚めたらす
ぐにカーテンを開けましょう。また、夜遅くまで眠れなくても、朝起きる時間を一定にすることで体内のリ
ズムが整っていきます。仕事の都合で起床時間を一定にできない人は、寝る前に部屋を暗くし、起きたら光
を浴びるようにしましょう。

2 週間以上続く不眠は「うつ」のサインかも…？
　気分の落ち込みはわかりにくいものですが、「不眠」はわかりやすい症状です。「夜中に目が覚める」「眠っ
た気がしない」などの症状が続くときは、我慢せず専門機関に相談しましょう。また、家族の不調に気づい
たときは、「眠れてる？」と声をかけてあげましょう。

保健師による

健康伝言板 よく眠れていますか？

　このほど、常呂町スポーツセンター

で「常呂自治区町内会対抗３００歳バレーボール大会」が行

われました。

　今年で５４回の歴史ある大会に、１１町内会から１３チー

ム１８５人が参加しました。中学生から還暦を迎えた人まで

が参加するこの大会では、世代を超えたチームワークから生

み出される好プレーに、大きな歓声が上がっていました。

　今年の優勝は中央町町内会チームでした。

強烈なアタック！
第５４回常呂自治区町内会対抗 ３００歳バレーボール大会ところ通信

Vol. 206

北見市

▲熱戦がくり広げられました
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交 番 だ よ り
岐阜県警察官募集

試験区分 採用予定人員 年齢 学歴等 受付期限 第1次試験 第2次試験 採用予定日

AⅠ（男性）２５人程度 昭和５７年４月２日以降に
生まれた者で、平成２９年
１０月１日の採用に応じら
れる者

学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。）を卒業又は
平成２９年９月３０までに
卒業見込みの者 ４月１２日（水）

まで
５月１４日（日）
岐阜市

５月下旬

～

６月下旬

平成２９年
１０月１日

AⅠ（女性） ５人程度

AⅡ（男性）７０人程度
昭和５７年４月２日以降に
生まれた者

学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。）を卒業又は
平成３０年３月３１日まで
に卒業見込みの者

平成３０年
４月１日

AⅡ（女性）１０人程度

◎試験方法
第１次試験　教養試験、作文試験（作文試験は、第２次試験で評価）
第２次試験　口述試験、集団討論試験、適性検査、身体検査、体力検査、身体精密検査
　　　　　　※身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
　　　　　　※体力検査種目
　　　　　　　（反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て伏せ、握力、２０ｍシャトルラン、五指関節、開眼片足立ち）
◎申込方法
　申込書（採用試験案内登載又は県ホームページからダウンロード）を警察本部まで持参（平日の午前８時３０分～午後
５時１５分）又は郵送（特定記録又は簡易書留）
※詳しくは、県警ホームページを参照してください

児童館親子教室
「スマイルクラブ」「ピヨピヨクラブ」会員募集

　０･１･２歳児を対象とした親子教室を開きます。親子で手遊びや体操、製作あそびを楽しみます。お子さんの交
流の場・保護者の交流の場として、親子で多くの友だちを作り、楽しんで子育てをしましょう。

スマイルクラブ ピヨピヨクラブ

対象児　０歳児
（平成２８年４月２日以降生まれの子）

開催日　第２・４水曜日
時　間　午前１０時３０分〜１１時１５分

対象児　１歳児
（平成２７年４月２日〜
平成２８年４月１日生まれの子）

開催日　第１・３金曜日
時　間　午前１０時〜１１時

対象児　２歳児
（平成２６年４月２日〜
平成２７年４月１日生まれの子）

開催日　第２・４金曜日
時　間　午前１０時〜１１時

◎クラブ開始
　５月予定　( 申込時に年間予定表を配布）
　※都合により変更する場合があります
◎定員　２５組（定員になり次第締切）
◎申込期間
　４月１日（土）〜１５日（土）
　午前８時３０分〜午後５時
◎申込先　児童館窓口　（電話受付不可）

問合せ先 �児童館　☎ 34-2236

親子教室以外の時間も利用してください

　児童室・幼児室があり、絵本や遊具などを備えていま
す。開館時間内はいつでも遊ぶことができます。
◎利用できる人　小学生、幼児（保護者同伴）
◎開館日　月曜日〜土曜日
◎開館時間　午前８時 30 分〜午後 5時
◎休館日　日曜日、祝日（子どもの日は除く）、
　　　　　年末年始（12 月 29 日〜 1月 3日）
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

議会の窓
大野町議会　第 1 回 臨 時 会

　本臨時会は、 1 月31日の 1 日間の会期で開催し、条例の制定及び平成28年度一般会計補正予算の 2 議
案を審議し、原案どおり可決となりました。

議会広報編集委員会
委 員 長　長沼健治郎
副委員長　宇野　　等
委　　員　小森小百合
委　　員　永井　啓介

条例制定

議第 1 号 ……………………………………………………
ぎふ大野ふるさと応援基金条例について
※大野町を応援したいという思いのもとに寄せられた寄
附金を、寄付者の意向を尊重した適正管理の仕組みを
確立するぎふ大野ふるさと応援基金を設置するため、
条例を制定する。

補正予算

議第 2 号 ……………………………………………………
平成28年度大野町一般会計補正予算（第 4 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,０２５万 6 千円を
追加し、予算総額は、８７億6,１９９万 6 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　歳入では、ぎふ大野ふるさと応援金、財政調整基金繰
入金

　歳出では、ぎふ大野ふるさと応援金寄付者記念品代、
ぎふ大野ふるさと応援基金等
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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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２月中に届け出のあった方（敬称略）

4・5 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）

4

2 竹中胃腸科
小児科医院

池田町
八幡 45-2077

9 まつばら眼科 池田町
池野 44-1233

16 いけだ整形外科
リウマチクリニック

池田町
八幡 45-3344

23 今村医院 池田町
池野 45-2133

29 揖斐厚生病院 揖斐川町
三輪 21-1111

30 野原クリニック 揖斐川町
清水 22-0348

5

3 むらせファミリー
クリニック

池田町
池野 44-2727

4 みみはなのど
オレンジクリニック

池田町
池野 44-1187

5 はっとり整形外科 揖斐川町
脛永 23-1991

7 神田外科医院 揖斐川町
脛永 22-0230

※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

ごみ収集日について
５月 3 日（水・祝）のプラスチック製容器包装
の収集はありません。
５月 4 日（木・祝）の生ごみ等・びん類の収集
はありません。
５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

次回の古紙類等回収について
５月２１日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、５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

5 月１日（月） 固定資産税（1 期）
軽自動車税（全期）

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（3月1日現在）

人　口 ………… ２３, ４７４人（+　 ３）
男 ………… １１, ５２２人（+　 ４）
女 ………… １１, ９５２人（−　１）

世帯数 ………… ７, ８０１世帯（+　 ６）
出生１２人／死亡２２人／転入５３人／転出４０人

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 石田　大
だ い ち

地 洋士 公郷 丸山　智
と も か

花 静治

下方 渡辺　結
ゆ い な

心 恵司 公郷 小林　愛
ま な み

実 秀仁

大野 栗山　彩
あ こ

虹 亜紀也 郡家 青木仁
じ ん た ろ う

多朗 孝友

中之元 小森倫
り ん た ろ う

太郎 章太郎 下磯 児玉幸
こ う た ろ う

太郎 大樹

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

相羽 松田　武雄 84 中之元 今井　　等 71

野 後藤　京一 85 公郷 飯沼　　登 81

桜大門 堀内　米子 70 公郷 鳥本　　勲 68

大野 棚瀬　敏子 78 公郷 今西　光江 94

上秋 喜多川タズエ 91 下磯 石原　信子 83

中之元 小森ふみ子 84 本庄 杉原　　養 75

中之元 松井　智代 73

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 大野 蜂矢　有志

♥
夫 滋賀県

大津市 大 　健人
妻 公郷 牧村　珠里 妻 大野 竹中千香子

♥
夫 牛洞 森　　孝太
妻 黒野 河上　　愛

末永くお幸せに末永くお幸せに


