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今月の主な内容
▶２ 第２４回根尾川花火大会開催

▶３ 第５３回夏まつり大野おどり

▶４ まちの話題

▶１２ Information くらしの情報

▶２２ 社協だより

鮎が泳ぐ美しい川を、未来へ
〜根尾川筋漁協稚鮎放流〜



第24回
根尾川花火大会開催

　 日　時　８月１２日（土）　午後７時３０分～８時１０分
　※小雨決行（打ち上げのできない場合翌日１３日（日）） 　　

　 場　所　根尾川河畔藪川橋上流

来る８月１２日（土）午後７時３０分から８時１０分まで、
藪川橋上流の根尾川河畔において根尾川花火大会が開催されます。

根尾川を挟む大野町と本巣市が共催するこの花火大会は、地域の活性化と交流を深め、
更なる発展と地域住民が「心豊かに生きること」を願い実施されます。

夏の夜空で繰り広げられる華やかな花火をご覧いただき、
思い出に残るひとときをお過ごしください。

また、毎年好評の花火大会絵日記コンテストを今年も実施しますので、ぜひご参加ください。
詳細・応募方法については、岐阜新聞本社、支局、各販売店へお問い合わせください。

【打ち上げ内容】

単発煙火　３号～８号玉
仕掛煙火、ワイドスターマイン等

打ち上げ総数　約５, ０００発

◆お願い◆
・立入禁止区域には絶対に入らないでください。
・周辺の道路は、交通規制が行われます。（規制図参

照）事故のないよう交通整理員の誘導に従ってく
ださい。

　（注）交通規制時間は１７：３０〜２１：００です。
　　　（堤防道路の一部は１７：００〜２１：３０）
・車は必ず指定の場所へ駐車してください。
・ゴミの持ち帰りを励行してください。

花火打ち上げ翌日の清掃活動にご協力ください。
◎ 時　　間　午前７時〜（約１時間）
◎ 集合場所　町営東運動場

皆様のご協力をお願いします。
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第53回

　今年の大野おどりも、昨年に引き続
き黒野駅レールパーク（旧黒野駅）で
行います。
　お盆の夜、浴衣を着て、プラット
ホームを中心に大野おどりを踊りま
せんか。
　また、おおの親善大使の引継式も行
います。
　なお、大野おどり会場近くに駐車場
がございません。第１公民館や役場周
辺の駐車場をご利用ください。

  日時   ８月 13 日（日）
　　　　　　　　　　　   （雨天中止）
　　　  午後５時 30 分～９時

  場所   黒野駅レールパーク
　　　　　　　　　　　   （旧黒野駅）

国道３０３号

大野おどり会場
（黒野駅レールパーク）
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黒野八幡神社

交通規制区間
部分は

１７：００～２１：３０
部分は

１６：３０～２２：００

第５３回夏まつり大野おどり 会場図

駐輪場

第１公民館

中央公民館

武道館

商工会館

大野町役場

大野町総合町民センター

※去年の大野おどりの様子です
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開 園２０周年を記念して
バラまつり大野２０１７

　このほど、開園２０周年を迎えたバラ公園において「バラまつり大野２０１７」が開催され、４万人を超
える人々が来園しました。多くの賞を獲得した「夜来香～イエライシャン」や最も青に近いバラ「ブルーヘ
ブン」など１５０種２, ０００株のバラが咲き甘い匂いが漂うなか、大野町観光大使でお笑いコンビ「東京
ダイナマイト」の松田大輔さんも駆けつけ、雨の降る中なごやかに開会式が行われました。翌日は、バラ苗
育種家の河本純子さんとローズスタイリストの大野耕生さんのトークショーが行われたほか、揖東中学校の
管弦楽部や大野中学校の吹奏楽部の演奏、子どもたちの元気な踊りや歌が披露されました。物販会場では、
多くの来園者がバラ苗を購入し、生産者にバラ苗の育て方を尋ねる姿があちこちで見られました。ほかにも、
バラのブーケや特産の飲食物の販売に人気が集まりました。

▲バラ苗の説明を聞く観光大使・親善大使の皆さん▲園内で奏でられた大野中吹奏楽部の演奏

地 域ではぐくむ子どもたちのために
 十六銀行創立１４０周年記念品贈呈式

　このほど、（株）十六銀行から、町の地方創生への貢献と「お
おの創生総合戦略」の主要施策に掲げる「子育て支援の充実」を
支援する目的で、ワンタッチテント４張が寄贈されました。
　贈呈式では、同行の長谷川拓人常務執行役員から「創立１４０
周年を記念し、地域に貢献したい。これからの日差しが強い時期
に園児や保護者が屋外でも安心して活動していただきたい。」と
目録を手渡し、町長は「これからプールなど外で遊ぶお子さんの
ために使わせていただきます。ありがとうございます。」と感謝
の言葉を述べました。
　このワンタッチテントは、大野町立西・南・北保育園や町イベ
ントなどに使用されます。

９ ５歳の長寿を祝って
駒月隆治さん

　黒野の駒月隆治さん（大正１１年４月２３日生）が９５歳を迎
えました。
　長寿者褒賞条例に基づき、町よりお祝状と記念品が、町社会福
祉協議会より花束が贈られました。町長よりお祝いの言葉を贈ら
れると、駒月さんは笑顔を絶やすことなく、「町長さんからお祝
いの言葉を頂戴し、大変うれしく気持ちも昂ぶっています。」と
喜びを話されました。

▲目録を渡す長谷川常務執行役員（左）

▲９５歳を迎えた駒月さん（右）

ま ち の 話 題
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な ないろへ木のおもちゃのプレゼント
 （株）東海プランニング

　このほど、幼児療育センターなないろに通う子どもたち
の療育や木育事業に役立つことを願って、（株）東海プラ
ンニングより、ケヤキや桜で作った木のボール八千個を
使った「木の玉プール」の寄贈がありました。なないろ開
所当時から毎年寄付を続けている（株）東海プランニング
後藤社長は、なないろを訪問し、「将来を担う子どもたち
が木とふれあい、馴染む機会となれば。」と述べ、目録を
受け取った町長は、「道の駅に建設予定の子育て支援施設
にも木のおもちゃを導入する予定もあり、木育を進めるの
にいいタイミングで寄贈していただいた。ありがたい。」
と感謝の言葉を述べました。

グ ライダーで上昇時間を競う
第１３回おおのローズカップ開催

　高度１, １００ｍまでの早上がりを競う第１３回おおの
ローズカップが、公郷地内の揖斐川河川敷大野グライダー
滑空場で開催されました。
　大会には県内外から、社会人や学生団体１６チーム（３２
人）の参加があり、団体の部では、「さぬきうどんⅢ」（樋
出雄司さん、岡崎豊さん）が優勝し、個人の部では、樋出
雄司さんが優勝しました。
　団体の部の３位までの入賞チームには、トロフィー、記
念品のほか、町から大野の太鼓判として認定の「フラワー
ドーム」が贈られました。

『五 木寛之講演会』におよそ８００人
第３０回大野町文化祭

　このほど、第３０回大野町文化祭が総合町民センターで
行われました。文化協会設立３０周年を記念して開催され
た文化講演会では、入場券及び整理引替券ともに前日まで
に完売、作家・五木寛之さんが、「いまを生きる力」と題
して講演を行い、作家ならではの語彙豊かなユーモアあふ
れる講演に８００人を超える観客が聴き入りました。
　町文化祭では、５月２７、２８日の両日、町文化協会加
盟団体が活動成果を披露し、詩歌や書道、日本画、写真、
陶芸など美術文芸展、各種織物や生け花、茶道の生活文化
展が開催されました。
　２８日は芸能発表が行われ、詩吟や舞踊、ダンス、安来
節、カラオケ、ハーモニカ、三線の演奏などの加盟団体の
ステージのほか、揖東中学校管弦楽部が特別出演しました。

▲五月晴れのもと行われた開会式

▲「木の玉プール」を贈呈する後藤さん（右）

▲五木寛之さん
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地 域の守りは消防団
第４６回町消防操法大会

　このほど、相羽グラウンドにて、第４６回大野町消防操法大会が開催され、７分団２４チーム（小型ポン
プの部２チーム・ポンプ車の部２２チーム）が出場しました。
　当日は、出場団員が日ごろの訓練の成果を存分に発揮し、応援席からの家族やＯＢの大きな声援を背に力
強い消防操法を繰り広げました。
　消防操法は、火災現場での迅速な行動や的確な操作などを養
うための基本的な訓練となるものです。団員はこの大会を通し
て、消防技術やチームワーク等を身につけ、自らの地域を火災
やその他の災害から守るために日々の活動を続けています。
　結果は次のとおりです。（敬称略）

小型ポンプの部　優　勝　第６分団　第１班
ポンプ車の部　優　勝　第２分団　第１班
　　　　　　　　準優勝　第５分団　第２班
　　　　　　　　３　位　第２分団　第２班
個 人 優 秀 賞　指揮者　第５分団第２班　丸山　静治
　　　　　　　　１番員　第３分団第１班　河原　利樹
　　　　　　　　２番員　第５分団第２班　安藤　崇晃
　　　　　　　　３番員　第２分団第１班　國枝　雅英
　　　　　　　　４番員　第２分団第４班　山口　大樹

　町消防団は、消防団の組織力強化を図るべく、これまでの定
員１５５名から１６０名に増員しました。
　副本部長２名と、女性消防団員３名を新たに登用し、町民の
皆さまの安心・安全のために、災害に強いまちづくりを目指し
ます。

　５月２６日、常呂町多目的研修センターで、

常呂高校ボランティア局の「活動報告会」が行われました。ボランティ

ア局が発足当初に行っていた、子どもへの本の読み聞かせなどがスラ

イドで紹介されました。今年、ボランティア局は、社会に貢献してい

る団体が表彰される「道新地域げんき大賞」を受章。ワッカ原生花園

でのガイド活動などを通して、地元の魅力を紹介していることが評価

されました。深尾星太局長は「今後もワッカ原生花園の魅力を伝えて

いきたい」と笑顔で話していました。

常呂高校ボランティア局活動報告会
地元の魅力伝えたいところ通信

Vol. 209

北見市

▲活動報告会の様子

▲小型ポンプの部優勝
第６分団　第１班の皆さん

▲ポンプ車の部優勝
第２分団　第１班の皆さん

▲女性消防団員によるアナウンスの様子

階　　級 氏　名 備　考
団　　長 杉山　卓雄
副 団 長 山口タケル
本 部 長 平野　一也
本 部 長 神谷　涼介
副本部長 村木　　昇
副本部長 長沼　史泰 新任
副本部長 八木　堂巖 新任

ま ち の 話 題

6 広報おおの 2017.7



高校生の通学鉄道定期代を補助します
　町では、高校生が通学に利用するバスの定期券購入に要する費用の一部を補助しています。さらに定住促進、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、通学の利便性向上と公共交通の利用促進を目的として、高校生が通学に利用す
る鉄道の定期券購入に要する費用の一部を補助します。補助金の申請方法、条件等を以下のとおりご案内します。

◎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
の保護者の方。補助対象者の世帯全ての方において、町税等
の滞納がないこと。

◎補助対象鉄道
　樽見鉄道株式会社及び養老鉄道株式会社

◎補助する額
　通学定期券購入費用の３分の１を補助する。なお、１００
円未満は切り捨てる。
　（例）３ヶ月分の通学定期券購入費用が ３０,０００ 円の場合
　　　  ３０,０００ 円　×　１/ ３　＝　10,000 円

◎申請方法
　身分証明書（学生証又は合格通知書）の写し、通学定期券
の写し、印鑑を持参のうえ、政策財政課へ申請書を提出して
下さい。

申請者 町

①申請書を提出

②審査のうえ交付決定通知を郵送

③請求書を提出

④指定の金融機関口座へ振込

※申請書及び請求書は、町ホームページからダウンロード可

◎受付期間
　７月１日より随時受付。
　土・日・祝日・年末年始の休業日を除く午前８時３０分か
ら午後５時１５分まで。

平成２９年度のみの特例措置
　申請時において使用する通学定期券の有効期間以前に購入した通学定期券（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日
までの有効期間のものに限る。）についても補助金を交付します。当該通学定期券を確認することが困難な場合は、下記担当
課までお問い合わせください。

（例）現在使用している定期券の有効期間が７月１日からの場合
　　  →６月３０日までに有効期間が終了している通学定期券も補助対象となります。
　　  ※補助金算出をするうえで対象となる期間は平成２９年４月１日以降となります。

問合せ先    政策財政課　☎ ３４-１１１１

　この制度は、大野町に住民登録
や本籍がある方が事前に登録する
ことにより、その方に係る住民票
の写し等を本人の代理人及び第三
者に交付した場合に、その交付し
た事実について、登録者本人にお
知らせをする制度です。登録者は
住民票の写し等が第三者に交付さ
れたことを早期に知ることができ、
不正請求及び不正取得による個人
の権利の侵害抑止・防止に役立ち
ます。
◎登録対象者
大野町の住民基本台帳または戸籍
に記載されている人
◎登録期間
登録した日から３年間
※継続を希望する場

合 は、 満 了 日 の
１ヶ月前から更新
の手続きを受付可

◎登録方法
　印鑑及び運転免許証・旅券等の
本人確認書類を持参のうえ、申込
書に必要事項を記入し提出してく
ださい。
◎通知の対象となる場合
　代理人や第三者に戸籍謄本や住
民票の写し等が交付された場合に、
登録者に通知します。
◎通知の対象とならない場合
①国または地方公共団体の機関が

請求した場合
②弁護士・司法書士等の特定事務

受任者が訴訟または紛争処理手
続きの代理業務に使用するため
に請求した場合

③本籍及び筆頭者の記載を省略し
た住民票の写し及び住民票の記
載事項証明書を交付した場合
申込・問合せ先  

住民課　☎ ３４-１１１１

　この制度は、大野町に住民登録や
本籍のある方の住民票の写し等が、
不正に取得された場合に、本人にそ
の事実をお知らせすることにより、
不正取得による個人の権利又は利益
の侵害を防止し、不正取得の抑止を
図ることを目的としています。
◎お知らせする場合
・住民票の写し等を取得した第三者

が、不正取得者であることが明ら
かになった場合

・国または県の通知により、特定事
務受任者が、職務上請求用紙を使
用し、不正取得を行った事実が明
らかになった場合

◎お知らせの対象となる証明書
・住民票の写し、戸籍謄抄本等

問合せ先  
住民課　☎ ３４-１１１１

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度 住民票の写し等の不正取得
に係る本人告知制度
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後期高齢者医療制度のお知らせ
● 保険証（被保険者証）を更新します

　後期高齢者医療の保険証は大野町に住所を有する７５歳以上の方と、一定の障がいがある６５歳から７４
歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は平成２９年７月３１日です
ので、８月１日からは７月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証はうすい青色に変
わります。古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど十分注意してください。

● 平成２９年度の保険料について
　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計

となり、平成２９年度の保険料は平成２８年中の所得を基に個人単位で計算されます。

　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額

決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。

【保険料の決まり方】

　平成２９年度の保険料は以下のア、イの合計額になります。

　　　ア：均等割額（被保険者一人あたり 42,690 円）

　　　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率８. ５５％）　※総所得金額等− 33 万円（基礎控除額）

● 保険料軽減措置の見直しについて
　保険料の軽減措置（以下 3 つ）について特例措置が続けられてきましたが、平成２９年度から段階的に本則へ見

直していくこととなっています。今後も安定した医療制度の運営のため、ご理解をお願いいたします。

①被用者保険の被扶養者であった方の保険料「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。※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」を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方の「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。

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、対象を拡げます）

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成２８年中の総所得金額等の合計額が…

９割軽減 33 万円以下の世帯で、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 万円以下の世帯

｛

《７月３１日まで・うすい紫色》 《８月１日から・うすい青色》
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軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成２８年中の総所得金額等の合計額が…

５割軽減 33 万円＋ 27 万円×世帯の被保険者数　以下の世帯　（ 改正 26.5 万円→ 27 万円へ）

２割軽減 33 万円＋ 49 万円×世帯の被保険者数　以下の世帯（ 改正 48 万円→ 49 万円へ）

（注）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。また、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歳以上の方

のみ適用）を差し引いた金額となります。なお軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。

●保険料の納め方について
　保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いいただく「普通徴収」

があります。

　①年金からのお支払い（特別徴収）

　　年金の受給額が年額 18 万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分

の１を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。

　②口座振替や納付書によるお支払い（普通徴収）

　　年金からのお支払いとならない方は、大野町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。

　　便利で安心な口座振替がお勧めです。

● 保険料のお支払いを年金から口座振替に変更できます
　保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。口座振

替によるお支払いを希望される方は健康課にお問い合わせください。

● 保険料のお支払いが難しいとき
　健康課では、保険料に関する相談を受付しています。失業や災害などでお支払いが困難な場合はお早めにご相談

ください。

　十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われる

ことがあります。

問合せ先   健康課　☎ 34-1111

申込・問合せ先   健康課　☎ 34-1111
　高齢になると慢性疾患を抱えている方が増え、お薬服用のためお口の中の衛生状態も悪くなりが
ちです。食べ物をかむ力や飲み込む力も弱くなってきます。そこで、お口の中
のための健診が始まりました。

●７５歳以上の方が対象です。
● �200 円のご負担で受診できます。受診の際には、後期高齢者医療保
険証をお持ちください。

●受診できる医療機関は、郡内の指定された歯科医療機関です。

問合せ先   健康課　☎ 34-1111

さわやか口腔健診がはじまります
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　認知症とは、脳の障害によって「記憶する」「時・時間・人などを認識する」「計算する」などの認知能力が
低下し、日常生活を送ることが困難になる病気です。加齢に伴うもの忘れとは異なります。

□同じ話を無意識のうちに繰り返す
□知っている人の名前が思い出せない
□物のしまい場所を忘れる
□今、しようとしていることを忘れる

こんなことがあったら、パソコンや携帯電話、
スマートフォンで簡単に認知症チェックをしてみませんか。
パソコンの方は下記をご利用下さい。
HP http://fishbowlindex.net/ono/
携帯電話・スマートフォンで QR コード対応の機種を
お持ちの方は、右の QR コードをご利用下さい。

問合せ先  地域包括支援センター　☎ 34-1111

認知症簡易チェックサイトをご活用ください
「これって認知症？」「わたしも認知症？」

後期高齢者医療制度の高額療養費制度の見直しについて

○ 高額療養費の支給
　１か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額（下表内の青字は平成２９年８月診療分から
適用）を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
　支給の対象となった方へは、申請の案内（申請は初回のみ）を送付します。以降は支給対象となった都度、指定
の口座へ振込みます。

所得の区分
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）

現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が 145 万円以上の被保険者がいる
方。

44,400 円
（57,600 円）

80,100 円＋（総医療費− 267,000 円）×１％
過去１２ヶ月以内に「外来 + 入院」の
限度額を超えたことが４回以上あった場
合（多数該当）、４回目以降は 44,400 円。

一般
現役並み所得者、区分 II、区分 I 以外の方。
現役並み所得者であって、次のいずれかに該当し、「後期高齢
者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された方。
1．世帯に被保険者が 2 人以上で、収入の合計額が 520 万円未

満の方。
2．世帯に被保険者が 1 人で、収入の額が 383 万円未満の方。
3．世帯に被保険者が 1 人で、収入の額が 383 万円以上の場合、

70 歳から 74 歳の方の収入も含めた合計額が 520 万円未満
の方。

12,000 円
（14,000 円）
ただし、年間 14
万 4 千円が上限
額。

44,400 円
（57,600 円）
ただし、過去１２ヶ月以内に「外来 +
入院」の限度額を超えたことが４回以上
あった場合（多数該当）、４回目以降は
44,400 円。

区分Ⅱ
世帯の全員が住民税非課税の方で区分 I 以外の方。

8,000 円

24,600 円

区分Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得（年金の所
得は控除額を 80 万円として計算）が 0 円となる方。

15,000 円

○高額療養費の計算方法
　高額療養費の計算方法等は、国からの通知により内容がわかり次第ご案内します。

問合せ先   健康課　☎ 34-1111

認知症簡易チェックサイトには、「これって認知症？」
「わたしも認知症？」の 2 つのサイトがあります。
●「これって認知症？（家族・介護者向け）」
　→身近な人の状態をチェックできます。
●「わたしも認知症？（本人向け）」
　→自分の状態をチェックできます。
チェックした結果とともに、相談先や制度のリストが
表示されます。

〈認知症チェックサイトのご利用にあたって〉
利用料は、無料です（通信料は自己負担になります）。個人情報の入力は
一切不要です。医学的判断をするものではありません。結果にかかわらず、
ご心配のある方は早めにご相談ください。

●認知症が心配になったら、ひとりで悩まずに気軽にご相談下
さい。

10 広報おおの 2017.7



国　保　だ　よ　り
　国民健康保険税は、加入されている皆様が安心して医療を受けられるための貴重な財源です。本
年度分の仮算定の納税通知書は５月に既に送付し、本算定の納税通知書は７月中旬に送付を予定し
ていますので、期限内納税にご協力をお願いいたします。

仮算定： 前年度から継続して国保に加入されている世帯が、暫定的に前年度並みの保険税額を第 1、
2 期で納税していただくことです。加入状況の変更や前年の所得状況は、ここでは算入さ
れません。

本算定： 加入状況や前年中の所得状況によって、今年度の年税額が決定され、第 3 期から第 10 期
を納税していただくことです。平成 2 ９年 4 月以降に加入された世帯は本算定からの納
税となります。仮算定のあった世帯は、年税額から仮算定額をひいて、8 期で分割します。

●平成２９年度国民健康保険税税率
　平成２９年４月１日から３０年３月３１日までの加入状況によって、世帯ごとに世帯主に課税さ
れます。

全ての加入者 ４０歳〜６４歳の加入者

医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額（加入者１人につき） ２9,500 円 8,700 円 13,000 円

平等割額（加入世帯１世帯につき） ２7,800 円 7,300 円 7,500 円

所得割額（加入者の平成２８年中の
所得に対して）

基準総所得金額の
６. ７６％

基準総所得金額の
１. ９７％

基準総所得金額の
２. ４１％

賦課限度額（保険税の上限） 540,000 円 190,000 円 160,000 円

※基準総所得＝総所得金額−基礎控除額（33 万円）

年間の国保税 　＝　 医療給付分 　＋　 後期高齢者支援金分 　＋　 介護納付金分
＊医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分は、それぞれ、均等割額と平等割額と所得割額

を加算し、賦課限度額以下とします。
　擬制世帯主（国保に加入されていない世帯主）は算出根拠から除きます。

●国保税の納期限
仮算定 第１期　５月３１日 第２期　　６月３０日 ＊＊＊ ＊＊＊

本算定
第３期　７月３１日 第４期　　８月３１日 第５期　１０月　２日 第６期　１０月３１日

第７期１１月３０日 第８期　１２月２５日 第９期　　１月３１日 第１０期　２月２８日

●国保税の軽減制度
　①低所得世帯への税軽減
　②後期高齢者医療制度へ加入した人と、国保加入者が 1 人いる世帯への税軽減
　③ 65 歳未満で、自己都合でなく離職された方への税軽減
　　※①と②は、申請不要ですが、①は加入者全員の所得申告が原則必要です。③は申請が必要です。

問合せ先   健康課　☎ 34-1111
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Information

お知らせ

７月は“社会を明るくする運動”
強調月間

　近年、犯罪や非行に対する不安
感が社会全体に広がっており、安
全、安心な社会を築いていくこと
が強く求められています。
　誰もが安心して暮らせる地域社
会を築いていくためには、地域住
民の方々の、地域に対する思いと
積極的な参加が必要です。
　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人た
ちや非行をした少年達の更生につ
いて理解を深め、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
　今年は「犯罪や非行のない安全・
安心な地域社会を築くための取組
を進めよう」と「犯罪や非行をし
た人たちの立ち直りを支えよう」
を行動目標として、運動が展開さ
れます。
　皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
問合せ先  大野町社会を明るくする
運動推進委員会（保護司会・更生
保護女性会・ＢＢＳ会）

裁判所職員採用一般職試験�
（事務官、高卒者区分）

◎受付期間　
インターネット：７月１１日（火）
午前１０時～２０日（木）
郵送：７月１１日（火）～１４日

（金）当日消印有効
◎第１次試験日　９月１０日（日）
◎受験資格　高卒見込み及び卒業
後２年以内の者（中学卒業後２年
以上５年未満の者も受験可）
※受験案内及び資格の詳細につい

て は、 裁 判 所 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.courts.go.jp/） 又
は最寄りの裁判所で配布する受
験案内でご確認ください
問合せ先  岐阜家庭裁判所事務局総
務課人事第一係　☎ ０58－262－5１2３

警察 ・自衛隊合同採用制度説明会

◎日時　７月２３日（日）午前
１０時～午後４時
◎場所　総合町民センター
◎対象者　公務員志望の高校生及
びその保護者、大学生、人の役に
立ちたい人
※入退室自由
問合せ先  揖斐警察署　☎ 2３－０１１０
自衛隊岐阜地方協力本部大垣地域
事務所　☎ ０58４－7３－１１5０

事業主の皆様へ�
労働保険年度更新

　労災保険と雇用保険の申告・納
付期間は、７月１０日までです。
　岐阜労働局、各労働基準監督署
では、申告書の受付を行っており
ますが、期限直前は、窓口が大変
混雑することが予想されますの
で、お早めにお出かけください。
　なお、手続きは、インターネッ
トで電子政府の総合窓口「イーガ
ブ」からもご利用になれます。
問合せ先  岐阜労働局労働保険徴収
室　☎ ０58－2４5－8１１5

新はつらつ職場づくり宣言

　岐阜労働局と公益社団法人岐阜
労働基準協会連合会は、誰もが安
全で健康に安心して、はつらつと

して働くことができる職場づくり
を目指した「新はつらつ職場づく
り宣言」を推奨しています。
　この「宣言」は、働き方改革を
推進するため、５項目以上を選択
し取り組むことを労使で宣言する
ものです。
・長時間労働の抑制及び過重労働

の解消
・年次有給休暇をはじめとする各

種休暇の取得促進
・心身ともに安全で健康に働ける

職場づくり
・若者、女性、高齢者、障がい者、

外国人等の活躍促進
・仕事と家庭の両立支援　など
　働き方改革は、優秀な人材の確
保・定着、企業の維持・発展のた
め重要な事項となっています。是
非、参加してください。
問合せ先  岐阜労働局雇用環境・均
等室　☎ ０58－2４5－１55０

今年のサマージャンボ宝くじは、
１等・前後賞合わせて７億円！

サマージャンボミニ、新登場のサ
マージャンボプチと同時発売
◎発売期間　７月１８日（火）～
８月１０日（木）
◎抽せん日　８月２０日（日）
　この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使わ
れます。

ゆ～みんぐプール使用料改定

◎改定内容

区　分
使　用　料

当日１回券 回数券（１１枚綴）
大人 500 円 5,000 円
小人（中学生以下） 300 円 3,000 円
老人（７０歳以上） 300 円 3,000 円
障がい者 100 円 1,000 円
障がい者の介護者 100 円 1,000 円

※改定前の券は、差額分を追加することで、使用料として利用でき
ます

◎改定日　１０月１日（日）
問合せ先  西濃環境整備組合屋内温水プールゆ～みんぐ　☎ ３2－４682
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くらしの情報

催し・講座

第３０回ふれあいコンサート

　町内の小中学校や音楽団体の演
奏を聴き、ふれあいを楽しみませ
んか。
◎出演団体　町内の小中学校、音
楽団体
午前の部　大野中学校大野分校、
大野小学校、唱歌を歌う会、南小
学校、神心流大野支部、東小学校、
はもり倶楽部、大野中学校吹奏楽
部
午後の部　筝曲太可音会、西小学
校、大野町少年少女合唱団、北小
学校、メイプルコーラス、中小学
校、Vivace、揖東中学校管弦楽部
◎日時　７月１７日（月・祝）
午前の部　午前１０時３０分～ 

（午前１０時開場）
午後の部　 午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ 

（午後１時開場）
◎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、町教育委員会、総合町
民センター　
後援　町音楽協会
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３2－１１１１

公正採用選考に係る�
人権啓発研修会

　応募者の適性と能力に基づく公
正な採用選考が行われるよう、企
業トップ等を対象とする公正採用
選考に係る人権啓発研修会を開催
します。
８月４日（金）　場所　大垣市情報
工房　スインクホール
９月４日（月）　場所　長良川国際
会議場　大会議室
◎時間　いずれも午後１時３０分
～４時（受付午後０時３０分～）
◎定員　いずれも３００名
申込・問合せ先  最寄りのハローワー
ク又は岐阜労働局職業対策課　
☎ ０58－2４5－１３１４

岐阜高専オープンキャンパス

◎対象　中学生、保護者・家族、
中学校の先生等
◎日時　８月５日（土）午前９時
３０分から午後２時
◎会場　岐阜工業高等専門学校
◎参加料　無料
◎申込方法　ホームページより申
し込む。
問合せ先  岐阜工業高等専門学校学
生課教務係　☎ ０58－３2０－１26０

放送大学公開講演会

　学生と地域の皆様が共に学べる
無料の公開講演会を開催します。
◎会場　ＯＫＢふれあい会館第２
棟３階　講堂
◎参加費　無料（事前申込要）
◎定員　２００名
◎講演内容・日時等
「岐阜の街を賑やかにする方法」
日時　７月８日（土）午後１時
３０分～午後３時３０分
講師　黒田　隆志氏（前岐阜市歴
史博物館館長）
「天の川銀河と宇宙の姿」
日時　８月２７日（日）午後１時
３０分～午後３時３０分
講師　関谷　全昭氏（岐阜県地学
教育研究会会員）
申込み先  放送大学岐阜学習セン
ター　☎ ０58－27３－96１４

募　集

ふれあい２０１７大野まつり�
作品展作品募集及び芸能発表会�

出演者募集

　９月３０日（土）、１０月１日
（日）に開催する大野まつりで、作
品発表と芸能発表を行います。出
展者と出演者を募集しますので、
ぜひ参加してください。
◎申込方法　各公民館、総合町民
センター、教育委員会にある申込
用紙に必要事項を記入し、提出し
てください。
※ただし、盆栽は除きます
◎申込期限　７月１０日（月）午
後５時まで（期限厳守）
申込・問合せ先  生涯学習課　
☎ ３４－１１１１

タウンミーティング

　地域の皆さんと対話し、協働によるまちづくりを推進するため、
タウンミーティングを開催します。日程及び場所は次のとおりです。
ぜひ参加してください。

期日 地区 会場

７月１１日（火） 第１区 第１公民館

　　１３日（木） 第２区 第２公民館

　　１８日（火） 第４区 第４公民館

　　２０日（木） 第３区 第３公民館

　　２５日（火） 第５区 第５公民館

　　２７日（木） 第６区 第６公民館

◎時間　午後７時３０分～９時
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

夏の交通安全県民運動
７月１１日（火）〜２０日（木）

「ゆずりあう心で夏の交通事故防止」
●子どもと高齢者の交通事故防止
●後部座席を含めたすべての座席

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
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Information

相　談

中小企業経営相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
み等
◎相談日　７月１３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　７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　７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

夏休み親子税金探偵団

◎見学先　大垣税務署・大垣市役所・岐阜県警察本部・名古屋市科
学館
◎定員　西濃地域在住の小学３年生から中学生までの親子９０人
◎日時　８月２４日（木）　午前８時～午後５時３０分（予定）
◎集合場所　大垣市総合体育館駐車場
◎参加費　中学生以上　1,500 円　小学生　500 円（当日持参、ラン
チバイキング代等を含む）
◎申込方法　郵送・ＦＡＸ又はＨＰにて申込む。
◎申込期限　７月１８日（火）必着
申込・問合せ先  一般社団法人大垣法人会青年部会　
☎ ０58４－8１－１288　ＦＡＸ　０58４－8１－１5３9
詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.nisimino.ne.jp/ogkhojin/

「ツール・ド・西美濃２０１７」参加者募集

　西美濃地域の風土を肌で感じることで地域の魅力を発見するとと
もに、各市町・団体が連携し新たな地域ブランドを創造することが
できるサイクリングイベントを開催します。今年で４回目の開催で
す。西美濃地域にお住まいの自転車に興味をお持ちの方は、ぜひご
参加ください。
◎コース　西美濃地域２市９町をまわる約１３５ｋｍ
◎対象者　１６歳以上の健康な男女で、本コースを完走できる自信
のある方。（未成年の方は保護者の同意が必要）
◎開催日　９月１７日（日）
◎メイン会場　大垣市浅中公園総合グラウンド
◎参加費　8,000 円
◎東海３県外枠エントリー締切（先着１００人）
７月２６日（水）午後０時３０分～２９日（土）午後０時３０分
◎一般枠エントリー締切（抽選５００人）
７月２６日（水）午後０時３０分～８月１日（火）午後０時３０分
◎エントリー方法　インターネット（大会ＨＰをご覧ください。）
◎注意事項　この大会は、スピードを競うレースではありません。
町並みや自然を楽しみながら、ポイント毎に決められた時間をグルー
プで走っていただくサイクリングです。
◎主催　ツール・ド・西美濃実行委員会
◎構成団体　大垣商工会議所、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ
原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、（公社）
大垣青年会議所
◎ボランティア募集について　大会のボランティアスタッフを募集
します。このイベントは、各市町・団体・地域住民が連携し、西美
濃地域の活性化に寄与することを目的としています。ボランティア
スタッフとしての温かいおもてなしで、サイクリストの皆さんをサ
ポートしませんか。
申込・問合せ先  公益社団法人大垣青年会議所事務局　☎ ０58４－４7－8275

〔大会ＨＰ〕http://www.tour-de-nishimino.jp/
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くらしの情報

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　７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　７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 

ノルディックウォーキング教室参加者募集！

　ノルディックウォーキングは、２本のポールを使って行うウォー
キングで、全身運動効果が高く、健康づくりやエクササイズとして
注目が集まっています。
　町では、町民の方を対象に、初心者の方でもノルディックウォー
キングを楽しんでいただけるよう「ノルディックウォーキング教室」
を開催します。日頃の運動不足解消やシェイプアップなど、ぜひこ
の機会にご参加ください。

初級教室  ※①②は同じ内容です

　正しい器具の使い方、自然
歩行の基礎等を学びます。
①８月２９日（火）午前９時
～１１時　第１公民館
②９月３日（日）午前９時～
１１時　第４公民館
◎対象者　大野町在住の小学
校高学年以上のノルディック
ウォーキング未経験者。
※小・中学生については、保

護者の同伴が必要

応用教室  ※①②③は同じ内容です 

　歩行練習、脂肪燃焼歩行の
基礎等を学びます。
①９月７日（木）午前９時～
１１時　第３公民館
②１０月１５日（日）午前９
時～１１時　町民体育館
③１１月１４日（火）午前９
時～１１時　第５公民館
◎対象者　初級教室を受講し
た方又は大野町在住の方で、
ノルディックウォーキング経
験者

◎講　　師　全日本ノルディックウォーキング連盟岐阜県支部
　　　　　　公認指導員　河野博子氏
◎募集人員　各回とも２０名（先着順）
◎参 加 費　無料
◎申込期限　８月４日（金）
◎申込方法　募集チラシ裏面の申込書に必要事項を記入の上、以下
の窓口へお申し込みください。
※募集チラシは役場及び地区公民館で配布中
　町のホームページよりダウンロード可
申込・問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１ 

平成２９年度　町民ラジオ体操会

　私たちの健康の維持・増進と地域住民のコミュニケーションの場
として、ラジオ体操会に参加しましょう。
◎日時　８月６日（日）午前６時～７時
◎場所

地区名 場　所 雨天時場所
第１区 東小学校運動場 同校体育館
第２区 大野小学校運動場 同校体育館
第３区 北小学校運動場 同校体育館
第４区 西小学校運動場 同校体育館
第５区 中小学校運動場 同校体育館
第６区 南小学校運動場 同校体育館
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今月のおすすめ本

劇場 にいちゃんのなみだスイッチ
又吉 直樹著 / 新潮社

　一番会いたい人に会いに行く。こんな当たり前のこ
とが、なんでできへんかったんやろなー。かけがえの
ない大切な誰かを想う、切なくも胸にせまる恋愛小説。

『新潮』掲載を単行本化。

いとう みく文・青山 友美絵 / アリス館

　にいちゃんはぼくよりひとつ大きいし、１年生より背
も高い。でも、にいちゃんは泣き虫だ。かぜを引いて
遠足に行けなくなったぼくに、泣き虫のにいちゃんがし
てくれたこととは…? やさしい気持ちをつたえる絵本。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 7月

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

〈一般書〉 〈児童書〉
●岐阜信長歴史読本 改定版

（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
●車いす犬ラッキー

（小林 照幸著 / 毎日新聞出版）
●学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで

（岡田 麿里著 / 文藝春秋） 
●かがみの孤城

（東野 圭吾著 / 光文社）
●ママがほんとうにしたかったこと

（エリザベス・イーガン著・阿尾 正子訳 / 小学館）

●ほんとさいこうの日
（レイン・スミス作・青山 南訳 / ＢＬ出版） 

●なんにもできないおとうさん
（ひがし ちから作・装幀 / あかね書房）

●くじらじゃくし
（安田 夏菜作・中西 らつ子絵 / 講談社）

●絵本をプレゼント
（ももとせくらげ著 / 鳥影社）

●コロコロドミノ装置
（野出 正和著 / いかだ社）

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

夏休み図書館イベント
　第１弾　わくわく夏休み！！～かがくであそぼう

８月１１日（金）午後１時３０分～　※要材料費　１００円（予定）

　第２弾　子ども映画会　上映作品「おじゃる丸」※無料

８月１９日（土）午前１０時３０分～　のみ

８月２０日（日）午前１０時３０分～・午後２時～

７月１日より各イベントの整理券を配布します（電話受付不可）。

今月の館内展示　「夏休みの自由研究＆工作」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～
　７月１日（土）・８月５日（土）
　・「和母（わはは）」さん
　７月１５日（土）・８月１９日（土）
　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナーにて

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

（７月 21日（金）～ 8 月 31日（木）午前 9 時～午後 6 時）
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保健師による

健康伝言板
　熱帯や亜熱帯の国々で、ヒトスジシマカやネッタイシマカが媒介する感染症の流行が続いています。また、
２０１４年夏、我が国で７０年ぶりにデング熱が流行しました。これらの感染症を予防するためには、ヤ
ブカの発生を抑えると共に、ヤブカに刺されないようにすることが大切です。

どのようにして感染するの？
　デング熱とジカ熱いずれも、ウイルスに感染した人の血を吸ったヤブカ（ヒトスジシマカやネッタイシ
マカ）が体内でウイルスを増やし、その蚊がまた他の人の血を吸うことで感染を広げていきます。
　ウイルスを媒介する蚊のひとつヒトスジシマカは、日本のほとんどの地域に生息しており、岐阜県内で
も全ての地域で生息を確認されています。（ネッタイシマカは国内に生息していません）

どのように予防すれば良いのでしょうか？
　ヤブカは日中活動し、ヤブや木陰などでよく刺します。感染を予防するためには、蚊との接触を避け、
刺されないようにすることが重要です。
　①屋外で活動する際は、長袖・長ズボンを着用し、素足でのサンダル履きは避け、肌の露出を避ける。
　②虫除け剤や蚊の忌避剤等を使用し、屋外及び屋内において、蚊をよせつけないようにする。
　③室内の蚊の駆除に心がける。
　④蚊の幼虫の発生源を作らないようにする（不要な水たまりを作らない等）。

  献血の報告　【７月は、「愛の血液助け合い運動」月間です。】  

実施報告　全血献血を行い、多数の方々のご協力をいただきました。ありがとうございました。
　　　　　５月１３日（土）バラ公園駐車場４８名（美濃大野ライオンズクラブ協賛）
　　　　　　　１４日（日）バラ公園駐車場７７名

案　　内　７月２０日（木）午前９時３０分〜１１時１５分　　大野町役場　全血献血
　　　　　※混雑等により、受付時間を変更することがあります。
　　　　　 　献血にご協力をいただいた方に血液型、肝機能、コレステロール等の検査結果をお知らせし

ています。皆様のご理解とご協力をお願いします。

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

がんリスクチェック
「がん検診のすすめ」をご活用ください！

　がんリスクチェック「がん検診のすすめ」で、肺
がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がんについ
てチェックできます。がんのリスクを簡単にチェッ
クできますので、ぜひお試しください。パソコンは
下記ＵＲＬをご利用ください。
http://fishbowlindex.net/onog/
　携帯電話及びスマートフォンで
ＱＲコード対応機種をお持ちの方
は右のＱＲコードをご利用くださ
い。

大腸がん検診が
無料で受けられるようになりました！！

　大腸がんは、早期発見・治療できれば高い確率で
完治できるため、大腸がん検診は早期発見に有効で、
４０歳以上の方は毎年受けることが勧められていま
す。町では、１人でも多くの方に大腸がん検診を受
けていただくために、２９年度より大腸がん検診を
無料としました。この機会にぜひ大腸がん検診を受
診しましょう！
　大腸がん検診の日程、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。

 蚊（ヤブカ）にご注意!!
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災害時に役に立つ食事
　いつ何処で起こりうるかもしれない大災害に備えて、備蓄食料品などの準備はできていますか。
　今月は、長期間保存ができる缶詰を使ったレシピを紹介します。缶詰はそのままでも食べられ
ますし、野菜を加えたり、味付けなど一工夫することでさらに美味しく食べることができます。
　日常生活の中で使用する食料品を少し多めに購入し、定期的に食料品を入れ替える「ローリン
グストック法」を活用して、普段から保存食（備蓄食料品）を食べる機会を設けることをおすす
めします。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

● サバ缶のハンバーグ カレーソース ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１５３kcal
１０.１g
５.４g

１５８mg
０.５g

【材料（５人分）】
サバの水煮缶…１５０ｇ（約１缶）
缶詰めの汁……………… ４０㏄
じゃが芋……２５０ｇ（中２個）
片栗粉………………… 大さじ２
小ねぎ……………２０ｇ（４本）
スライスチーズ…４０ｇ（２枚）
キャベツ…２５０ｇ（１／４固）
人参…………５０ｇ（１／３本）
　缶詰めの汁と水……… ６０㏄
　カレー粉…………… 小さじ１
　　片栗粉…………… 小さじ１
　　水………………… 大さじ１

【作り方】
①サバの缶詰めは水切りし、汁を残しておく。
②じゃが芋は茹でてつぶし、小ねぎは小口切りす
る。チーズは１㎝四方に切る。
③缶詰めの汁４０㏄とじゃが芋、小ネギ、チーズ
と片栗粉大さじ２を混ぜたら５等分し、丸める。

④キャベツは２㎝のざく切り、人参は薄くいちょう
切りしラップをしレンジ強で３〜４分加熱する。
⑤残りの缶詰めの汁と水を合わせて６０㏄にして
鍋に入れ、カレー粉を混ぜ加熱したら水溶き片
栗粉でとろみをつけソースを作る。
⑥フライパンにフライパン用ホイルを敷き、③の
ハンバーグを両面こんがり焼き、皿に付け合わ
せのキャベツと人参をのせたら、⑤のカレー
ソースをかける。

【１人分の栄養価】

食育の
すすめ

〜
食

生
活改善協議会〜

夏休みの１日を親子で一緒に楽しく料理を作りませんか？
お父さんの参加も大歓迎です。お友達も誘ってぜひお申し込みください。

月　日 会　場 電話番号

７月２２日（土）

第１公民館 3２-3810

第３公民館 3２-２476

第５公民館 35-２585

第６公民館 35-２744

７月２８日（金） 第２公民館 3２-0111

８月１８日（金） 第４公民館 3２-２446

おやこの食育教室参加者募集！

◎時　　間　午前９時３０分～午後１時
◎参加資格　小学３年生以上の親子
◎定　　員　 各会場１５組程度（定員にな

り次第締め切ります。）
◎持 ち 物　 エプロン、三角巾、マスク、

ふきん３～４枚
◎申　　込　 各会場へ電話で申し込む。 

１家族１回までの参加とし
ます。
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【募集（受付）期間】７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
地震災害に対する事前の備えを確認しましょう

　大地震が発生したときには「家具は必ず倒れるもの」と考えて、
転倒防止策を講じておく必要があります。

・家具は壁に固定する。
・寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かない。もしくは、

なるべく背の低い家具を転倒時に出入り口をふさがないよう配
置する。

・手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備える。

家具の固定例
タンス：�床はストッパーで、天井はポール式器具で固定。上下に分

かれたものは連結する。
食器棚：�Ｌ字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、開き戸には留め具を

付け、ガラスには飛散防止フィルムを貼る。
本棚：�Ｌ字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下段に置く。
テレビ：�粘着マットを敷き、裏側をワイヤーなどで壁やテレビボー

ドに固定する。
冷蔵庫：裏側をワイヤーなどで壁に固定する。
窓ガラス：強化ガラスに替えたり、飛散防止フィルムを貼る。

1 2家具などの固定 食糧・飲料等の備蓄

　電気やガス、水道などのライフラインが止まっ
た場合に備えて、普段から飲料水や非常食など
を備蓄しておきます。防災のために特別なもの
を用意するのではなく、できるだけ、普段の生
活の中で利用されている食品等を備えるように
します。

食糧・飲料・生活必要品などの備蓄の例
（基本２週間分、最低３日分を備蓄）
飲料水（１人１日３リットルが目安）
非常食（アルファ米、ビスケット、板チョコ、
乾パンなど）
トイレットペーパーやテッシューペーパー、ロ
ウソク、カセットコンロなど
※飲料水とは別に、トイレを流したりするため
の生活用水も必要となるので、日頃から水道
水を入れたポリタンクを用意するなどの備え
をしておきます。
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い や や

局番
なし

消費者ホットライン

デメリットを理解して“格安スマホ”購入を

事例 1　料金
　格安スマホに変えたが、今までよりも月々の利用料金が高くなってしまった。

アドバイス
０9０ や ０8０ の電話番号を利用して長時間電話する場合は、大手キャリア（ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフト

バンク）の料金プランより高くなることがあります。大手キャリアの「かけ放題プラン」を利用していた人が、
格安スマホに変えて同様の使い方をすると今までよりも高額になってしまいます。格安スマホはインターネッ
ト関連の料金は非常に安いのですが、音声通話のサービスに関してはまだまだ発展途上といえます。

事例 2　実店舗がない
　格安スマホをインターネットから契約したが、使い方や不明な点を問い合わせたくても実店舗がなく、サポー
トの電話窓口しかないが、何度かけても話し中でつながらない。

アドバイス
実際の店舗を持たないため、故障時の対応や問い合わせ窓口が電話やメール等に限られていたり、修理

時に無償での代替機の提供がない格安スマホ会社も見られます。格安スマホ会社の音声通話付きの携帯電話の
契約は、電気通信事業法上の初期契約解除制度の対象外のため、いったん契約してから解約を申し出ると、契
約直後であっても解約料が発生する場合があります。

　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　

　近年、いわゆる“格安スマホ”を利用する消費者が増えていますが、全国の消費生活センターには、これらの“格
安スマホ”に関するトラブルの相談が増加しています。
　格安スマホは、利用料金が安い反面、大手携帯電話会社（キャリア）のサービスと異なっているため、契約内容
をよく理解していないとトラブルに発展してしまいます。

　“格安スマホ”とは、MVNO（Mobile Virtual Network Operator 仮想移動体通信事業者）が提供する音声通話付きの
携帯電話サービスのことをいいます。
　ＭＶＮＯは、自らは電波の割り当てを受けず、電波を割り当てられた携帯電話事業者（いわゆるキャリア）からネット
ワークを借りて独自のサービスを提供する事業者のことです。
　通信設備を維持する必要がないことや、インターネット等の通信販売のみで実店舗を持たずに営業したり、提供するサー
ビスを限定するなど様々な方法で運営コストを抑えることで、安価なサービスを提供しています。

! 知っておきたい

契約する際の注意点
１　 自分の現在の利用状況を把握したうえで、ホームページやパンフレット等で格安スマホ会社が提供しているサー

ビスを確認しましょう。
２　事例以外にも
①格安スマホ会社のメールアドレスの提供がなく、フリーメールで送信したが、迷惑メールと判断されてメールが届かなかった。
②インターネットで購入したスマートフォンの端末代金に未払いがあり、清算しないと修理の受付ができないと言われた。
③ＳＩＭロック解除をしないと、他社のＳＩＭカードでスマートフォンが使えなかった。

　などの相談が寄せられています。
３　安いというメリットばかりでなく、デメリットを踏まえた上で検討することが大切です。
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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

大野町社会福祉協議会　評議員の紹介

災害ボランティア講座開催

夏休み福祉体験講座　ボランティアスクール開催のお知らせ

 評議員 　順不同・敬称略

（任期）平成２９年４月１日～平成３３年６月定時評議員会終結の時まで
小里　育湖　　　福島　武良　　　清水　順子　　伊藤　満津　　　汲田　稲春　　　宇野　苗美
真鍋　育夫　　　武藤　美那子　　堀　　増男　　倉本　雅志　　　神谷　俊介　　　中島　正寿
草野　哲郎　　　羽賀　茂樹　　　國枝　裕二

あなたの備えは大丈夫？

『世界一受けたい減災教室』
〜自分の身を自分で守れますか？〜

岐阜大学工学部社会基盤工学科教授の髙木　朗
義氏をお招きし解りやすく防災、減災について
講演していただきます。

●開催日　　７月１４日（金）
　　　　　　午後１時３０分～３時３０分
●会　場　　総合町民センター　多目的ホール
●対象者　　・ボランティア活動者
　　　　　　・自主防災関係者
　　　　　　・福祉関係者
　　　　　　・関心のある方ならどなたでも
●申込み　　予約・申し込み不要

問合せ先  社会福祉協議会　☎ 34-2130

小中学生のみなさん！夏休みの３日間！
「ふくし」について楽しく学びませんか？

【日程／内容】
８月２３日（水）「ふくし」って何？福祉体験
　　　　　　　　サロンへ行ってみよう！
８月２４日（木）福祉施設を知ろう！
８月２５日（金）炊き出し訓練を体験しよう！
※定員になり次第、受付を終了させていただきます。（定員：２０名）
※詳細は学校を通して配布される案内チラシをご覧ください。

▲ボランティアスクールの様子

“炊き出し訓練”って？（２５日に行います）
　災害等により、水道や電気が使用できない状況下で、災害非
常食をスムーズに炊き出しできるように訓練を行うことです。

炊き出し訓練の時に役立つ 魔法の袋「ハイゼックス」
　ハイゼックスの中に
材料を入れ、茹でるこ
とで、炊き込みごはん
やカレールー、ソーセー
ジ等を作ることができ
ます。

▲ハイゼックスでだし巻き卵を
作っている様子

共催：大野町ボランティア連絡協議会
協力：みんなの防災ねっと

　社会福祉法の改正に伴い、４月１日より新たに評議員が選任されました。改正法により評議員会は、法人の重要
事項の決議を行う議決機関として位置づけられ、理事会への牽制機能を持つこととなりました。

社会福祉協議会だより
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おもちゃ病院「かき工房」開院のおしらせ

災害義援金の報告とお願い

まちＣａｆe やってます！！

壊れたおもちゃ治します！

　平成２８年４月に熊本県や大分県に大きな被害をもたらした「熊本地震」や平成２８年１２月に新潟県糸魚川市
でおきた大規模火災で被災された方々を支援することを目的に義援金募集を行いました。義援金は、共同募金会や
日本赤十字社を通して全額が被災地へ送られました。皆様のご協力ありがとうございました。
　尚、現在も多くの義援金が寄せられていることや被災者の方々の生活再建にまだ期間を要することから、平成３０年３
月３１日まで熊本地震義援金の受付期間が延長されていますので、皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

●平成２８年熊本地震義援金

　　総額　２,099,136 円　（平成２８年４月�１５日〜平成２９年３月３１日受付分）

　　総額　　149,433 円　（平成２９年４月����１日〜平成２９年５月３１日受付分）

●平成２８年４月地震大分県被災者義援金（終了しました）

　　総額　　150,163 円　（平成２８年４月�２２日〜平成２８年９月３０日受付分）

●平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金（終了しました）

　　総額　　　1,957 円　（平成２８年１２月２６日〜平成２９年６月３０日受付分）

皆様のご協力ありがとうございました。

まちＣａｆ e とは？
　地域の皆さんが気軽に集えるところです。子どもから高齢者の方まで誰でも利用は可能で、お買いものついでに
ちょっと一息、コーヒーなどを飲みながらおしゃべりできる場です。どうぞお気軽にご利用ください。６月１３日
初回開店時はたくさんの住民の皆様にお越しいただきました。

●開催日時　　６月～１１月（６か月間限定です）
　　　　　　　第３週火・水・木・金曜日　※８月のみ第４週
　　　　　　　　　　７月１１・１２・１３・１４日
　　　　　　　　　※８月２２・２３・２４・２５日
　　　　　　　　　　９月１２・１３・１４・１５日
　　　　　　　　　１０月１７・１８・１９・２０日
　　　　　　　　　１１月１４・１５・１６・１７日
●時間　　午前１０時～午後３時
●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

毎月第２火曜日　午後１時３０分～３時３０分
　　第４土曜日　午前１０時～正午

【場所】平和堂大野店
　　　　おおのふれあい通り１階

問合せ先  社会福祉協議会　☎ 34-2130

開催日　７月１１日（火）　７月２２日（土）
　　　　８月　８日（火）　８月２６日（土）

▲６月１３日の様子

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。

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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平成２8 年度　 大野町社会福祉協議会

事　業　報　告
　平成２８年度も住民（会員）の皆さまをはじめ、関係者および関係機関の皆さまの多大なるご協
力のもと、事業を実施することができました。事業および収支決算のご報告をさせていただきます。

法人運営事業

◆理事会・評議員会の開催
　　理事会　　５回
　　評議員会　３回
◆評議員選任・解任委員会の開催
◆会員の拡充
　・一般会員　６, ６０５世帯
　・賛助会員　　  １０８口
◆福祉団体等への助成　６団体
◆社会福祉功績者表彰

調査企画広報事業

◆社協だよりの発行
◆ホームページの公開

ボランティアセンター事業

◆広報活動による啓発
◆ボランティア活動支援
◆ボランティア養成講座
　・レクリエーション講座
　・ふれあい食事サービス講座
　・夏休み福祉体験講座ボラ

ンティアスクール
◆ボランティア連絡協議会との連携
　登録団体１４団体（４２７名）
◆災害ボランティアセンター活動
　・災害ボランティア講座
　・町防災訓練参加
◆共同募金街頭募金運動協力
◆ボランティア活動保険加入手続き
◆広報おおの録音版作成支援

地域福祉事業

◆福祉のふれあい広場の開催
◆福祉委員制度の実施
　・民生委員福祉委員合同研修会
◆地域交流事業「菊花のつどい」

高齢者福祉事業

◆ふれあい食事サービス
　対象…７５歳以上一人暮らし世帯
◆ふれあいいきいきサロン普及事業
　・補助金の交付、保険負担
　・交流会の開催、講師派遣
◆お達者倶楽部事業
◆地域高齢者交流事業　
　・６地区で開催
◆敬老の日祝品贈呈　　　
◆バースデイ花束プレゼント
　対象…９１歳以上の在宅高齢者
◆新春ふれあい食事会
◆軽度生活援助事業（町受託）

児童福祉事業

◆東さくらこども園事業
◆子育て支援センター事業

障がい者福祉事業

◆就労支援センターもみじの里運営

◆障がい者相談支援事業所もみじ
　・一般相談支援事業
　・特定相談支援事業
　・障害児相談支援事業
◆障がい者交流事業
　・ 視覚障がい者と音訳ボラン

ティア交流会

介護保険事業

◆訪問介護事業
　・訪問介護
　・障害福祉サービス
　・軽度生活援助
◆通所介護事業
◆居宅介護支援事業

その他の事業

◆心配ごと相談事業
◆福祉用具貸与
　　ベッド・車いす
◆福祉サービス利用援助
　（県社協受託）
◆生活福祉資金貸付事業
　（県社協受託）
◆生活困窮者自立支援事業
　（県社協受託）
◆在宅援護事業
◆岐阜県共同募金会事業
◆日本赤十字社事業
◆大野町戦没者追悼式
◆貸出機器整備事業
　（レクリエーション遊具）
◆生活支援サービス事業
　（ライフサポート）

みんなの
あったか
まちづくり

社会福祉協議会だより
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みんなの
あったか
まちづくり

平成２8 年度　大野町社会福祉協議会

決　算　報　告
資金収支決算報告

◆収入の部　　　　　　 （単位：円）

勘定科目 決算額
会費収入 3,842,392
寄附金収入 632,508
経常経費補助金収入 25,194,789
受託金収入 934,040
事業収入 92,400
負担金収入 64,400
介護保険事業収入 64,634,739
保育事業収入 124,877,280
就労支援事業収入 2,011,946
障害福祉サービス等事業収入 26,182,503
受取利息配当金収入 414,528
その他の収入 1,158,470
施設整備等補助収入 1,829,000
積立資産取崩収入 213,386
その他の活動による収入 2,841,850
前期未支払資金残高 66,756,697

収入合計 321,680,928

◆支出の部　 （単位：円）

勘定科目 決算額
人件費支出 164,181,459
事業費支出 23,815,290
事務費支出 22,982,225
就労支援事業支出 2,011,730
助成金支出 1,725,200
固定資産取得支出 2,828,569
積立資産支出 11,428,165
その他の活動による支出 6,173,130

支出合計 235,145,768

当期末支払資金残高 86,535,160

内　訳 金額（円） 割合（％）

法人の運営・事業に係る経費
（事務費、福祉用具貸与、福祉団体
への支援、敬老会、広報紙の発行に
係る経費等）

3,468,319 90.26

福祉サービス利用援助事業に係る経費 2,586 0.07

ボランティアの養成、支援に係る経費 323,759 8.43

共同募金配分金事業に係る経費
（配食サービス、いきいきサロン等）

16,536 0.43

心配ごと相談所の運営に係る経費 29,192 0.76

生活困窮者自立支援事業に係る経費 2,000 0.05

皆様からご協力いただいた会費は、
次の様に使わせていただいております。

▲ニコちゃん弁当作り

▲福祉のふれあい広場 ▲共同募金街頭募金運動▲ふれあい・いきいきサロン

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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５月中に届け出のあった方（敬称略）

7・8 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）

７

2 若原整形外科 大野町
黒野 34-33２２

9 坂内国保診療所 揖斐川町
坂内広瀬 53-２107

16 小森内科胃腸科 大野町
黒野 34-1000

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

30 たかはし耳鼻咽喉科 大野町
中之元 3２-1115

８ 6 たしろクリニック 大野町
下磯 36-1168

※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

次回の古紙類等回収について
7 月 16 日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、7 月 23 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

６月３０日（金）
町県民税（１期）
国民健康保険税（２期）

７月３１日（月）
固定資産税（２期）
国民健康保険税（３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

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

西方 牧村　俊
と し

治
は る

謙治 上秋 山本　陸
り つ き

暉 泰彦

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 若原　希子 86 上秋 内藤　　満 75

相羽 松田　國子 79 稲畑 瀬尾　一男 80

西方 髙見　 雄 94 公郷 鳥本　定夫 77

大野 高橋　幸男 82 郡家 岩田みさを 91

稲富 山本　　曻 91

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 野 高橋　量大

♥
夫 公郷 柿本　篤侑

妻 瑞穂市 加藤　綾香 妻 各務原市 伊藤　綾那

♥
夫 桜大門 岩本　玲介

♥
夫 愛知県

知多市 六浦　隆行
妻 池田町 ピカールド クルズ ジョヴェル 妻 野 岩田　亜美

♥
夫 大野 長屋　英晃

♥
夫 岐南町 森　　光平

妻 美濃
加茂市 小久保沙織 妻 公郷 野村彩弥加

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（6月1日現在）

人　口 ………… ２３, ３７１人（−　８）
男 ………… １１, ４６５人（−１１）
女 ………… １１, ９０６人（+　 ３）

世帯数 ………… ７, ８２３世帯（+ １１）
出生６人／死亡１６人／転入５０人／転出４８人


