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今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶６ Information くらしの情報

▶２０ 議会の窓

翼を休めて
～牛洞へ白鳥飛来

※野生動物には、むやみに近づかないようにしましょう。
※犬などの動物を連れての見学や農道への車輌進入は控えましょう。



▲受賞を報告する寺田さん（中）

▲町支えあいの会講演会の様子

防 火防災の誓いを新たに
平成３０年消防出初式

　このほど、新春を飾る恒例の消防出初式が、総合町民センターにて開催されました。消防団員１６０人と女性防
火クラブ員２００人、消防車輌９台とともにラッパ隊の吹奏に合わせて分列行進を行った後、ふれあいホールにて
多数の来賓を迎えて式典を行い、消防活
動に功績のあった４６人と１団体に表彰
状が贈られました。また、式典終了後に
は三水川河畔にて消防団員による一斉放
水が行われ、団員のきびきびとした動作
に観客から大きな拍手が送られました。

学 校安全ボランティア活動奨励賞受賞
中小学校老人見守り隊

　このほど、中小学校老人見守り隊が学校安全ボランティア活動奨励
賞を受賞し、代表して寺田卯作さん（公郷）が町長に報告しました。
見守り隊は中小学校区の老人クラブ１５０人で組織され、児童らが安
全に下校できるよう通学路での見守りを実施するなどの活動に１５年
ほど前から取り組み続けています。寺田さんが「皆の協力で成り立っ
ているが、まさか表彰されるとは。」と受賞の驚きを伝えると、町長
は「地道に続けていただいた成果です。」と取組を讃え、中小学校の
宇佐美校長は「地域に支えてもらっています。」と笑顔で話していま
した。

住 み慣れた地域で住み続けるために
町支えあいの会講演会

　このほど、町支えあいの会と町の主催で、「今後の介護保険の動向
について～誰もが住み慣れた地域で暮らせる地域づくり～」の演題で

（一般社団法人）地域ケア総合研究所所長竹重俊文さんによる講演会
が開催されました。介護や健康保険、年金などの公的支援が財政的に
逼迫している今、「お互い様」の気持ちをもって地域での自助、共助
を進めようと明るく提言する講演内容で、２００人を超える聴衆が笑
い声とともに聴き入っていました。

▲分列行進の様子 ▲表彰状授与の様子

　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
岐阜県知事表彰（勤続功労章）　
杉山　卓雄
岐阜県知事表彰（功労章）
平野　一也
岐阜県知事表彰（消防団員優秀家族賞）
山口　奈緒美
岐阜県知事表彰（感謝状）
大野町女性防火クラブ
大野町長表彰（勤労章）
小森　優志　　末守　祐介　　田邉　陽祐　　小里　直矢
中島　広幸　　山田　圭太　　竹中　登己　　宇佐美辰宜
杉山　智啓　　松岡　康弘　　吉村　智也　　野村　国弘
愛知　健二　　恩田　秀徳　　松岡　勇佑

岐阜県消防協会長表彰（功績章）
八木　堂巌　　若原　宏晃　　清水　　誠
揖斐郡消防協会長表彰（功績章）
井深　昌之　　小椋　直樹　　國枝　雅英　　出口　友人
鳥本　裕喜　　丸山　静治　　髙橋　孝昌　　國枝　英城
松井　文彦　　尾花　隆明
大野町消防団長表彰（功績章）
加藤　真成　　汲田　康裕　　杉山　博雅　　若原　孝行
藤原　和也　　堀　　彰太　　小林　大輔　　河原　利樹
伊東　慎一　　山村　健太　　大崎　　令　　稲月　一至
三間　靖広　　岩田　悟司　　蒲　　友貴

ま ち の 話 題
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高 齢者らが楽しく集う
カッキーカフェ in 黒野駅レールパーク

　このほど、黒野駅レールパークにカッキーカフェが開店しまし
た。これは、ＮＰＯ法人くろの（山田宏志理事長）が主催するも
ので、当日は約８０人が来店し、コーヒーなどを飲みながら二胡
やギターの演奏を楽しみました。今後も毎月１回定期的に、高齢
者らが楽しく集う場所、認知症に悩む家族等が悩みを打ち明けた
りくつろいだりできる場所として開設されます。（１２ページ参
照）

新 たに４つの「大野の太鼓判」が誕生
第５回大野の太鼓判認定証授与式

　このほど、「大野の太鼓判」を決める審査会が行われ、新たに４つの

商品が認定、事業者へ認定証が贈られました。また、認定第４号「フラワー

ドーム」（大野町ばら工房）、第５号「お米と米麹でつくったあまざけ」（株

式会社コーセーフーズ）も更新認定されました。

　「大野の太鼓判」として認定された商品は、町を代表する特産品として、

広報紙や物産展などを通じて町内外へ積極的にＰＲされます。

▲認定証を授与された（株）ミスベティー白川
三郎さん（前列左）、（株）ヌベール岩間洋一
さん（前列右）

▲癒やしの吟遊詩人・芳晴さんの演奏を楽しむ様子

『「柿ろまん」ワッフル』
株式会社ミスベティー　
　大野町産の富有柿のピューレか
ら柿餡を作り、その柿餡をワッフ
ルにはさみました。

『薔薇のバウムクーヘン』
株式会社ヌべール
　自然なバラの香りと大野町の米
粉を使用し、しっとりした食感が
特徴のバウムクーヘンです。

『薔薇水』
Rose Distillery Kubota
　大野町産ダマスクローズウォー
ターと岐阜が誇る名水『高賀の森
水』のコラボ商品です。

『潤いばうむ 岐阜大野町の米粉』
株式会社ヌべール
　「しっとり」という食感を超えた

「潤う」バウムクーヘンに、大野町
の米粉をブレンドしました。

▲協定書を取り交わす町長（左）と本巣市長（右）

安 全・安心の絆
本巣市との越境避難に関する協定締結

　このほど、大野町と本巣市における越境避難に関する協定締結

式が役場にて行われ、町長と市長が協定書を取り交わしました。

これは、根尾川右岸の本巣市海老地区住民１４世帯が根尾川を越

えて本巣市立弾正小学校に開設される避難所へ避難することが困

難な場合、町立東小学校に開設される避難所へ一時避難できるこ

とを取り決めたものです。町長は、「お互いの安全・安心のため、

絆を強くし、防災力、減災力を高めていきたい。」と話していま

した。
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郷 土の先人に学ぶ
郷土の先人展 

「古墳時代の大野─大野のあけぼのを探る─」
　このほど、史跡野古墳群指定６０周年を記念した郷土の先人展

「古墳時代の大野─大野のあけぼのを探る─」が、総合町民セン
ターで開催され、会期中は多くの来場者でにぎわいました。また、
校外学習で各小学校６年生が訪れ、解説員の説明を聞きながら、
町重要文化財の器台などの土器や銅鏡、管玉など古墳の出土品を
熱心に見学していました。

優 良少年団体として表彰
大野町少年少女合唱団

　このほど、町少年少女合唱団が、県青少年健全育成県民大会で

岐阜県環境生活部長表彰を受賞しました。

　これは、多年にわたり活発な活動を継続的に行い、他の模範と

なる業績を挙げている少年団体に授与されるものです。

　小学生から大学生までの団員で構成する町少年少女合唱団は、

平成５年４月の創立以来、毎年の定期演奏会、町ふれあいコンサー

トや郡合唱祭等への出演、老人ホームでの慰問演奏などの活動を

行うなど、地域の中で精力的に活動を続けています。

▲先人展を見学する北小学校６年生

▲大野町少年少女合唱団

土 砂災害防災訓練を実施
牛洞地区

　このほど、牛洞地区で土砂災害防災訓練が実施されました。こ

れは、土石流や急傾斜地の崩壊による災害の恐れがあるとして行

われたもので、避難を勧告する防災訓練放送を受け、およそ８０

人の地区住民が次々と牛洞コミュニティセンターに集まりまし

た。センターでは、平成２２年に東濃地域で発生した集中豪雨災

害の動画を参考に、行政からの避難情報や避難の準備や手順など

を確認していました。

▲土砂災害防災訓練の様子

「 花園」での活躍を誓う
第９７回全国高等学校ラグビーフットボール大会出場激励会

　このほど、第９７回全国高等学校ラグビーフットボール大会に
出場を決めたとして、県立岐阜工業高等学校２年生の武山雄太さ
んが役場を訪れ、町長に報告しました。同校は７年ぶり１８回目
の全国大会出場で、花園ラグビー場（東大阪市）での全国大会に
臨みます。武山さんはチームのレギュラーとしてフルバックを務
めており、「『花園で正月を』を目標に、１日１日を大切にがんば
りたい。」と決意を語り、町長は「勝ち残ろうという意気込みが
すばらしい。高い目標に向かってがんばってください。」と激励
しました。

▲全国大会に出場する武山さん（左）

ま ち の 話 題

4 広報おおの 2018.2



▲勲記を受け取った明星良昌さん（中右）

瑞 宝単光章を受章
明星良輝さん（稲富）

　このほど、昭和４５年から２８年間にわたり保護司に従事し、
昭和６３年からは揖斐保護区会長を務め更生保護活動に尽力した
として、明星良輝さん（故人）が瑞宝単光章を受章し、明星さん
が住職を務めていた来振寺にて伝達式が行われました。岐阜保護
観察所小尾所長から、遺族の良昌さんに勲記と勲章が伝達される
と、良昌さんは、「家族と地域の皆さんの協力があり、務めるこ
とができました。ありがたいことです。」として受け取りました。

　１２月２５日、常呂高校でＬＳ北見に応援旗を手渡す手交式

が、常呂中学校と合同で行われました。

　式には常呂高校の卒業生である本橋麻里選手・吉田夕梨花選

手と、小野寺亮二監督が出席し、両校の全校生徒からの応援メッ

セージが書かれた応援旗が贈られました。吉田選手は「五輪で

も私たちらしいプレーをするので応援してください。」と笑顔で

話していました。

ＬＳ北見応援旗手交式
オリンピックで活躍を

ところ通信

Vol. 216

北見市

▲ LS北見応援旗手交式の様子

瑞 宝双光章を受章
加納貞男さん（五之里）

　このほど、加納貞男さんが瑞宝双光章を受章しました。加納さ

んは、昭和２４年に教員奉職以来、町立東小学校長を最後に退職

するまで「自己決定のできる子の育成」をモットーに、４１年間

教育に尽力しました。町長より役場において勲記と勲章が伝達さ

れました。

▲受章した加納さん（右）

瑞 宝単光章を受章
鳥本千明さん（黒野）

　このほど、鳥本千明さんが瑞宝単光章を受章し、役場を訪れて

町長に報告しました。鳥本さんは、羽島市内の郵便局で局長を務

めるなど、長年郵便局で郵便業務に従事しました。町長は、「お

めでとうございます。仕事に精励された証で、これを機にますま

す元気にがんばってください。」と祝福しました。

▲受章を報告した鳥本さん（右）
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Information

お知らせ

指名願いは２月２８日までに申請を

　町では、競争入札参加資格審査
申請書（物品等）の受付を次のよ
うに行います。様式等の詳細は町
HP を確認してください。
◎有効期間　平成３０・３１年度

（２年間）
◎受付期間　２月１日（木）～
２８日（水）
◎受付場所　２階　総務課
◎受付方法　持参（郵送不可）
問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１

防災行政無線（こうほうおおの）
の点検に伴う試験放送

　防災行政無線の定期保守点検の
実施に伴い、次の日程で試験放送
を行います。防災ラジオをお持ち
の人は、１日に数十回の試験放送
が流れます。皆さんのご理解とご
協力をお願いします。
◎日時　２月５日（月）～７日（水）

（予備日：２月８日（木））
午前９時～午後５時頃
※地区により時間が異なります
問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１

母子父子寡婦福祉資金貸付金 
（修学資金・就学支度資金）

◎貸付の内容　
就学支度資金（高校・大学等の入
学に必要な経費の貸付）
修学資金（高校・大学等の修学に
必要な経費の貸付）
※いずれも、学校卒業後６ヶ月据

置、無利子
※貸付限度額は学校種別、通学方

法によるため、要確認
◎対象者　母子家庭の母及び父子
家庭の父が扶養する児童、寡婦が
扶養する子、父母のない２０歳未
満の児童
◎貸付要件　原則として連帯保証
人１名
◎償還期間　１０年以内等
◎留意事項　申請者・児童・連帯
保証人各々と面談が必要で、申請
から貸付までに最低２ヵ月かかり
ます。
申請・問合せ先  揖斐県事務所　福祉課
☎ ２３－１１１１

私有地から出ている枝は 
剪定しましょう

　道に枝が飛び出ていると、通行
する人が落葉で足を滑らせたり、

自転車や自動車の通行の妨げにな
るなど、思わぬ事故の発生につな
がり、大変危険です。視界不良に
よるケガや事故、近隣の住民との
無用のトラブルを防ぐため、住み
よいまちづくりのためにも所有地
の適正管理にご協力お願いしま
す。自分で伐採・除草等できない
場合は作業委託（有料）もご検討
ください。
問合せ先  環境水道課　☎ ３４－１１１１

ペットのふん尿等 
汚物の処理は適正に

　ペットのふん尿の放置によって
地域住民が不快な思いをし、大変
迷惑しています。放置されたふん
からは様々な感染症が発生する恐
れもあります。散歩前に自宅で排
便を済ませるよう習慣づけたり、
散歩時にはふんを片付ける道具を
携行して必ず持ち帰りましょう。
ペットのふん尿の始末は、飼い主
に責任があり、ふん尿を放置する
と、「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」により、処罰の対象とな
る場合があります。
問合せ先  環境水道課　☎ ３４－１１１１

町臨時職員募集

募集職種 募集人数 受験資格 勤務時間等 勤務場所
一般事務（国保年金） １人 なし 週５日・１日６時間

役場（健康課）
一般事務（老人クラブ） １人 なし 週５日・１日６時間
一般事務 １人 なし 週５日・１日７時間 役場（福祉課）

子育て支援員 若干名

次のいずれかに該当する人　
・保育士の資格を有する人　
・子育て経験者　
・栄養士の資格を有する人

週５日・１日７時間
（できる限り、土日・祝日の勤務
が可能な人）

子育てはうすぱすて
る（道の駅「パレット
ピアおおの」敷地内）

用務員 １人 なし 週５日・１日７. ７５時間
午前７時３０分～午後４時１５分 町内の小中学校

社会教育指導員
（青少年育成事務、文化部
門事務、公民館運営事務）

若干名 なし 週５日・１日７. ７５時間
午前８時３０分～午後５時１５分 役場（生涯学習課）

花田川排水機場管理人 ２人 なし 週２～３日（交替制）・１日４時間 花田川排水機場

◎勤務期間　４月～平成３１年３月末
◎年齢要件　６５歳未満の人（４月１日現在）
◎申込期限　２月１９日（月）
◎申込方法　履歴書（町指定の様式）・資格を証する書類の写しを添えて申込む。
※申込者については面接を実施予定です
※募集の詳細などは変更になる場合があります 申込・問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１
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くらしの情報

国の教育ローン 
日本政策金融公庫

　高校、大学等への入学時・在学
中にかかる費用を対象とした公的
な融資制度です。お子さま１人に
つき３５０万円以内を、固定金利

（年１. ７６％（平成２９年１１月
１０日現在））で利用でき、在学期
間内は利息のみの返済ができま
す。詳しくは、「国の教育ローン」
で検索するか、次のコールセン
ターへお問い合わせください。
問合せ先  
教育ローンコールセンター　 
☎ ０５７０－００８６５６

家畜（牛、豚等）や家きん（鶏、だちょ
う等）を飼育している皆さんへ

　法律により２月１日時点での家
畜を飼育している状況（種類、頭
羽数、飼育場所）を県へ報告する
ことが義務付けられています。次
の小規模家畜飼養者についても、
同様に報告が必要です。
◎報告内容
・家畜の所有者（管理者）の住所、

氏名（名称）
・家畜の飼養場所の所在地、名称
・家畜の種類、頭羽数
※２月１日現在の内容
◎小規模家畜飼養者
次の家畜を飼育している者

（１）牛・水牛・馬を１頭まで
（２）豚・いのしし・めん羊・山羊・
鹿を５頭以下

（３）鶏・あひる・うずら・きじ・ほ
ろほろ鳥・七面鳥を１００羽未満

（４）だちょうを１０羽未満
◎報告方法
中央家畜保健衛生所まで提出（郵
送可）
◎報告期限

（１）、（２）：４月１５日（日）
（３）、（４）：６月１５日（金）
◎ホームページアドレス　http://
www.pref .g i fu . lg . jp/sangyo/
chikusan/kachiku-eisei/11437/
shiyokanrikijun-teikihokoku.html
問合せ先  中央家畜保健衛生所
☎ ０５８-２０１-０５３０

中皮腫や肺がん等の石綿による 
疾病の補償・救済について

　厚生労働省では、毎年、石綿関
連疾患認定事業場名等を公表して
おり、中皮腫や肺がん等で労災認
定された事業場において過去に就
労され、中皮腫や肺がんなどを発
症し、又は亡くなられた場合、労
災保険給付等の支給対象となる可
能性がありますので、岐阜労働局
又は最寄りの労働基準監督署にご
相談ください。
問合せ先  岐阜労働局　 
☎ ０５８－２４５－８１０５

催し・講座

道の駅「パレットピアおおの」 
開駅直前シンポジウム開催

◎内容　講演「道の駅国見あつか
しの郷の直売所店長が語る成功の
秘訣」　ほか
◎日時　３月３日（土）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
※詳細は、２月中旬頃、町ホーム

ページで案内します
問合せ先  農林課　☎ ３４－１１１１

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　３月１８日（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

町音楽祭 
第２１回　洋楽・邦楽コンサート

　町音楽協会加盟団体による交流
発表会を開催します。
◎出演団体
第１部　大野町少年少女合唱団、
さくらんぼ、唱歌を歌う会、神心
流大野支部、スマイル・サクソフォ
ン・アンサンブル、箏曲太可音会、
中村民謡隆音会、はもり倶楽部、
メイプルコーラス、リボンＺ、Ｖ
ｉｖａｃｅ（五十音順）
第２部　津軽三味線と民謡の共演
矢吹和之（津軽三味線日本一）・和
仁（上位入賞）兄弟と福士あきみ

（青森県民謡王座）
◎日時　２月１１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　町、町教育委員会、町音
楽協会、総合町民センター
問合せ先  総合町民センター
☎ ３２-１１１１
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催し・講座

いび女性ネットワーク講演会 
「生き甲斐と自立」

◎講演　輝いて生きる　めざせ　
世話やきおばさん
◎講師　元小学校長・郡上市大和
地域協議会会長　金古のり子氏
◎日時　２月２３日（金）午後１
時３０分～３時３０分（受付：午
後１時～）
◎場所　揖斐川町地域交流セン
ターはなもも　多目的室１
◎主催　いび女性ネットワーク
問合せ先  揖斐県事務所振興防災課　
☎ ２３－１１１１

昭和のうたコンサート

　昭和ヒットパレードを楽しみま
せんか。
◎演奏曲　青春時代、銀色の道、
リンゴの唄、若者たち、別れの朝、
虹と雪のバラード　ほか多数
◎出演　北海道歌旅座　
JUNCO、ザ・サーモンズ
◎日時　２月２２日（木）午後２
時～４時（開場：午後１時３０分、
休憩含む）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　前売り 1,000 円　当日
1,300 円　全席自由席
総合町民センターで発売中
◎主催等　
主催　総合町民センター
後援　町、町教育委員会
※未就学児の入場はご遠慮ください
問合せ先  総合町民センター　 
☎ ３２－１１１１

第２２回ポリテックビジョン 
「ものづくり・人づくりｉｎ東海」

　ものづくりの素晴らしさを発見
できるイベントを開催します。
◎内容　学生の研究発表等、記念
講演、相撲ロボットデモンスト
レーション
◎日時　
２月１６日（金）午前１１時～午

後４時３０分、１７日（土）午前
９時～午後３時４５分
◎場所　総合町民センター
◎入場料　無料
※記念講演は事前申込要
問合せ先  東海職業能力開発大学校　 
☎ ３４－３６００

募　集

母子保健推進員募集

　町では、地域の中での身近な子
育ての相談役、保健センターとの
パイプ役として活動していただけ
る母子保健推進員を募集します。
◎活動内容　赤ちゃん訪問、子ど
もの健診・教室等の補助、 子育て
支援マップ作成等
◎任期　４月１日から２年間
◎募集人員　若干名
◎要件　子育て経験者（年齢・資
格不問）
◎活動回数　月数回程度
◎選考方法　書類審査・面接
◎申込期限　２月２３日（金）
◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入し、申込む。
申込・問合せ先  保健センター
☎ ３４-２３３３

町有墓地の使用者募集

　町有墓地の使用者を随時募集し
ます。
◎申込資格
・町内に本籍又は住所を有する人
・３年以内に墓石を建立できる人
◎募集内容
墓地の名称　大野町西霊園
墓地の所在　瀬古４８１番地
区画面積　１．４４㎡（奥行×間
口：１. ２ｍ×１. ２ｍ）
使用料　（１区画）72,100 円
管理料　（１区画）1,000 円／年
※募集区画については、お問い合

わせください
※使用区画は、申請順に選択でき

ます
◎持ち物

・印鑑
・委任状（申請者と使用者が違う場合）
問合せ先  環境水道課　☎ 34-1111

道の駅「パレットピアおおの」 
アルバイト募集説明会

　７月にオープン予定の道の駅
「パレットピアおおの」のオープニ
ングスタッフを募集します。説明
会の参加予約は不要です。気軽に
参加してください。
◎募集部門　新鮮野菜・物産の直
売所、焼きたてベーカリー・カ
フェ、地元野菜・食材いっぱいの
レストラン、事務
◎対象　高校生以上、６５歳以上
可（高校生・大学生・主婦・主夫・
フリーター、未経験 OK）
◎日時　２月２３日（金）午後１
時３０分～、２４日（土）午後１
時３０分～
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
※リーダー（若干名）は一般アル

バイトより数ヶ月早く採用予定
※勤務時間、賃金、社会保障等の

待遇は当日会場で説明します
問合せ先  指定管理者 株式会社ダイ
ナック　道の駅パレットピアおお
の開駅準備室
☎ ３５－５８２１

揖斐広域斎場 
喫茶営業者・飲料水 

自動販売機設置業者募集

◎募集内容　喫茶の営業を希望す
る入居者（郡内に居住又は事業所
がある人）
◎募集期間　２月５日（月）～
１９日（月）午後３時
◎営業設置期間　４月１日（日）
～平成３１年３月３１日（日）
※１年後自動更新契約の予定あり
◎喫茶概要　喫茶カウンター５人
分、給排水及び電気の使用可能、
自動販売機数２台
※利用条件等詳細要確認、競合の

ときは入札による
問合せ先  揖斐広域連合　総務課　
☎ ２３－０１８８
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西美濃サイクルツーリズム推奨ルート 
電柱案内看板スポンサー募集

　大野町を含む２市４町で構成す
る西美濃夢源回廊協議会では、西
美濃エリアの観光資源や景観地を
自転車で巡る「西美濃サイクル
ツーリズム」を推進し、推奨ルー
トを選定しています。
　中電興業（株）、テルウェル西日
本（株）、西美濃夢源回廊協議会の
協定により、電柱に推奨ルート案
内看板を設置します。事業に賛同・
応援していただける広告スポン
サーを募集しています。詳細につ
いては、次までお問い合わせくだ
さい。
問合せ先  池田町産業課　 
☎ ４５－３１１１
中電興業（株）大垣営業所 
☎ ０５８４－７３－６１７２

大垣商業高校・大垣工業高校 
定時制平成３０年度入学生募集

◎設置学科、入学定員
・商業科（大垣商業高校定時制課

程）４０人
・工業技術科（大垣工業高校定時

制課程）４０人
◎出願資格
・中学校もしくはこれに準ずる学

校を卒業した人又は平成３０年
３月卒業見込みの人など（成人
の方も受検可）

◎選抜日程
第一次選抜　出願期間：２月１９
日（月）～２２日（木）正午
出願先変更期間：２月２３日（金）
～２８日（水）正午（２月２４日

（土）、２５日（日）は除く）
検査期日：３月８日（木）
第二次選抜　出願期日：３月１６
日（金）
出願先変更期日：３月１９日（月）
検査期日：３月２２日（木）
※第一次選抜において定員が満た

された場合、第二次選抜は実施
しません

問合せ先  大垣商業高校  定時制
☎ ０５８４-８１-４４８３
大垣工業高校　定時制
☎ ０５８４-８１-１２８０

相　談

「相続登記はお済みですか月間」 
相続に関する無料相談

　県司法書士会では、相続登記を
はじめとして、遺言、遺産分割協
議など相続に関する相談に応じ、
適切なアドバイスを行います。

◎相談日　２月１日（木）～２８
日（水）
◎相談時間　各事務所の執務時間
による
◎相談場所　県内のすべての司法
書士事務所
問合せ先  県司法書士会　事務局　
☎ ０５８－２４６－１５６８

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　２月８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　２月２１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

町高度処理型合併浄化槽設置整備事業について

　町の汚水処理人口普及率（合併処理浄化槽使用人口）が平成２８年
度末で６４．３％、平成２７年度末から約４．４％上昇し改善傾向です。
　生活排水による公共用水域の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の
保全を図るため、高度処理型合併浄化槽（一定の処理能力以上を有す
る浄化槽のみ）を設置する個人の方に対し、補助金交付要件を満たし
た場合に、浄化槽本体の設置に要する費用の１０分の９以内を、浄化
槽の人槽ごとの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て提出してください。

〈この事業の対象外となる場合〉
・浄化槽法の設置の届け出又は建築確認を受けずに設置するもの
・販売又は賃貸の目的で建物を建築し又所有しているもの
・町税を滞納しているもの
・過去３年以内に同一敷地内において当該補助金の交付を受けたもの
※上水道への加入が無い場合でも補助の対象となります
※配管工事については、全額自己負担です
問合せ先  環境水道課　☎ ３４－１１１１
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◎相談日　２月１９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　２月１９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　２月６日（火）、１３日
（火）、２７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（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 

停電情報配信サービス 
「きずなネット」

　「きずなネット」アプリで、
停電情報をプッシュ通知で受
け取ることができます。また、
停電情報だけでなく、天気情
報や防災情報、地震情報、暮
らしに役立つ便利な情報を配
信していますので、ぜひご利
用ください。
問合せ先  
中部電力（株）
大垣営業所　
☎ ０１２０－9８５－２３２

大野町長選挙
大野町の未来のために

投票日  平成３０年２月１８日（日）

問合せ先  町選挙管理委員会　☎ ３４－１１１１

お詫びと訂正

　１月号に掲載しました「議
長あいさつ」の中で、「さら
に来年には」は「さらに今
年は」、「再来年には」は「来
年には」の誤りです。お詫
びして訂正いたします。

はたらこセミナーin 揖斐（岐阜労働局委託事業）

　「新たな求人の選び方」を自分で見つける就職セミナーを開催します。
本当の「仕事選びの自分軸」を発見しませんか？
◎日時　２月１６日（金）午後２時～４時（受付：午後１時４５分～）
◎場所　ハローワーク揖斐　２階会議室
◎対象　４５歳未満の人
※詳細は岐阜労働局ホームページ、ハローワーク設置のチラシを確認し

てください
※参加希望者は事前に申し込んでください
申込・問合せ先  パーソルテンプスタッフ（株）　☎ ０５２-9５３-６０9０
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史跡野古墳群指定６０周年記念事業
　平成２９年７月、野古墳群が国史跡に指定されてから６０年を迎えたことを記念して、２つの
事業を開催しました。
◎郷土の先人展「古墳時代の大野」（会期１２月２日～ 1 月 8 日）
　野古墳群を中心に、町の古墳時代を前期から
終末期まで一望する展覧会です。文化財保護協
会の会員がひとつひとつ手作りしたパネルを展
示し、詳細な説明が添えられた展示物は、町重
要文化財の器台をはじめ、歴史的価値の高い出
土品等がずらりと並びました。町内全小学校の
６年生も来場し、興味深く見学しました。

◎町民カレッジ特別講座（９月～１２月、全４回）
　専門講師による、町の古墳時代についてのリ
レー講演です。最終回の１２月１６日は、国立
歴史民俗博物館名誉教授の広瀬和雄先生から、
当時の国内や東アジアの情勢からみた野古墳群
の位置づけについてご講演いただきました。町
内外から 180 人以上の方が参加し、熱心に聴講
しました。

教育委員会のページ教育委員会のページ

◎２月１４日（水）・３月１４日（水）午後１時～３時

　場所：黒野駅レールパーク
◎２月２８日（水）午後１時３０分～３時３０分

　場所：特別養護老人ホームぎふ愛の里
◎３月７日（水）午後１時３０分～３時３０分

　場所：地域密着型介護老人福祉施設桜坂内　ＣＡＦ É ２

問合せ先  健康課　☎ 34-1111

カッキーカフェ（活気・柿）のご案内

▲先人展展示の様子

▲町民カレッジ特別講座の様子
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今月のおすすめ本

とても良い人生のために ママはしらないの？
Ｊ．Ｋ．ローリング著 / 静山社

　良き人生を送るために大切なのは、失敗する勇気と、他
人の立場に身を置いて考える想像の力。「ハリー・ポッター」
の作者から、人生の岐路に立つすべての人々へ贈る言葉。
ハーバード大学２００８年の卒業記念講演を書籍化。

ふくだいわお作 / 光村教育図書
　ママはぼくのこと、すぐしかる。「いつまでもおしゃべり
してないで、はやく食べなさい !」「はやくねなさい !」って。
ねえ、きいて。ぼく、いっぱい、ママにはなすことがある
んだよ。おしえてあげたいことがあるんだよ…

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 2 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 

〈一般書〉 〈児童書〉
●おもかげ

（浅田次郎著 / 毎日新聞出版）
●遺言。

（養老孟司著 / 新潮社）
●かるい生活

（群ようこ著 / 朝日新聞出版）
●月夜の散歩

（角田光代著 / オレンジページ）
●生まれてくれてありがとう

（倉本美香著 / 小学館）

●パーちゃんのパーカ
（ミシシッピ作 / あかね書房） 

●ノラネコぐんだんアイスのくに
（工藤ノリコ著 / 白泉社）

●がちょうのたんじょうび
（新美南吉作、いもとようこ絵 / 金の星社）

●さるとびすすけ　愛とお金とゴキZのまき
（みやにしたつや作絵 / ほるぷ出版）

●キズナキス
（梨屋アリエ著 / 静山社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示
「てづくり」展

　お正月気分も落ち着き、春の足音も聞こえ始める 2 月は節分や

初午といった伝統的な早春の行事が行われひな祭りや観梅のイベ

ントなども各地で開催される月です。そしてなんといってもバレ

ンタインデー！！さらに１５日はお菓子の日！！です。お料理・

お菓子・あみものなど、てづくりのプレゼントにぴったりな本を

集めて展示いたします。ぜひ、お役立てください。

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〉午後２時３０分～

　２月３日（土）・３月３日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　２月１７日（土）・３月１７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
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保健師による

健康伝言板
ノルディック・ウォーキングをはじめてみませんか？
　ノルディック・ウォーキングは、1930 年代にフィンランドでスタートした 2 本のポールを使っ
たウォーキングです。季節を問わず誰でも簡単に始められ、専用のポールを使用するウォーキングは、
下半身だけでなく腕、上半身の筋肉など全身を使う効果的な有酸素運動として、「歩きの質」を高め
ることができます。

～ノルディック・ウォーキングのメリット～
◆ 生活習慣病の予防

　カラダ全体の 90％の筋肉を動かし、1 時間あたり約 400kcal（通常のウォーキング：
280kcal）を燃焼する全身運動です。減量効果や血液検査（中性脂肪やコレステロール値等）の
改善効果が期待できます。

◆ 関節や脊髄への負担を軽減 
　ポールを使用し正しい歩行姿勢で歩くことで、関節や脊髄への負担を１歩あたり約 5 ～８㎏軽減
でき、長い距離の歩行を可能にします。また、上半身の筋肉を使うことで首や肩の筋肉への血行が
盛んになるため、肩こりが軽減したり、肩や背中の柔軟性が向上します。

◆ 幅広い年代の方にオススメ
　関節への負担が軽減されることや、ポールがバランス維持をサポートするため転びにくい歩行に
なります。ポールも身長に合わせて選ぶことができるため、幅広い年代で楽しめます。

ノルディック・ウォーキング教室に参加しませんか？
◎日時　２月２４日（土）午前９時３０分～　（２時間程度）
◎場所　町民体育館
◎参加費　無料（参加者に粗品進呈）
◎定員　３０人
◎内容　体組成測定、健康講座、ノルディック・ウォーキング
　　　　※天候により、三水川沿いを歩くこともあります♪
◎持ち物　運動できる服装、運動靴（上履き、外履き）、タオル、筆記用具、水分補給用の飲み物
※参加希望の人は、２月２０日（火）までに次へ申し込んでください。（電話可）

申込・問合せ先  保健センター　☎ ３４－2３３３

ノルディック・ウォーキング
で健康づくり♪

献血のご案内

日　付 時　間 場　所 内　容

２月１６日（金）

午前９時３０分
～

午前１１時１５分
大野町役場

全血
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

※ 混雑等により、受付時間を変更することがありますのでご了承ください。
●献血をご協力いただいた人に血液型、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

さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
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食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

健康を維持するために…
　健康な体を維持していくために、偏りなくバランスのよい食事を摂ることが大切です。
　みなさんのご家庭では肉料理と魚料理、どちらが食卓に並ぶことが多いでしょう？
　魚料理の方が多くなる年配のご家庭でも手軽に食べられる肉料理「野菜たっぷりのチヂミ」
を紹介します。
　食べやすい豚ミンチ肉や、疲労回復に効果があるニラ、腸内環境を整える発酵食品であるキ
ムチと、たっぷりの野菜を混ぜて焼くだけの、簡単にできる一品です。
　ぜひ、お試しになってみてはいかがでしょうか。

● 野菜たっぷりのチヂミ ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

８９kcal
４.２g
３.０g

１９mg
０.４g

【材料（５人分）】
豚ミンチ…………… ５０ｇ
人参………………… ５０ｇ

（中 1/3 本）
生しいたけ………… ５０ｇ

（中３個）
ニラ………………… ５０ｇ

（1/2 把）
白菜キムチ………… ５０ｇ

　
　小麦粉………… ５０ｇ

（1/2 カップ）
　　水…………… ５０ｃｃ
Ⓐ　とき卵……… １/ ２個
　　しょうゆ…… 小さじ１
　　塩……… 小さじ１/ ５
ごま油……… 小さじ１/ ２

【作り方】
①人参と生しいたけはせん切りにする。
②ニラは２ｃｍの長さに切り、キムチは１ｃｍ幅に切

る。
③ボウルにⒶの材料と、豚ミンチと①、②を加えて混

ぜる。
④フライパンにごま油を熱し、③を入れふたをして焼

く。
⑤皿に盛り付ける。

【１人分の栄養価】

モンゴル通信 Vol. 3
（こんにちは）Сайн байна уу?

～モンゴルに冬がやってきた～

　С
サ ン ベ イ ノ ー ？

айн байна уу?（モンゴルの言葉で「こんにちは」）

　モンゴルにも冬がやってきました。現在の日中の気温は−１０～−２０℃くらい（これでも、寒さの
ピーク１歩手前です。）で、外気に直接触れる素肌は寒い！冷たい！冷たすぎて痛い！！
　そのため外出時は、ダウンコートにブーツ、手袋、ニット帽、マフラーで完全防備。ちなみにモンゴ
ル人はと言うと…、子どもは完全防備ですが、大人は手袋をせず、
マフラーはしているけど首元だけで、この程度の寒さなら慣れてい
て大丈夫なんだとか。
　そんな極寒のモンゴルですが、建物の中はパール（温水を循環さ
せその熱で部屋を暖める暖房）のおかげで暖かいです。集中管理な
ので自分たちで温度調整などはできず、汗をかくくらい暑くなるこ
ともあるので、窓を開けて温度調整することも。そのため、外出時
にはダウンコートを着込んでいますが、その内側は意外と薄着だっ
たりします。
　気温は低いですが雪はほとんど降りません。降ってもちらつくか
地面がうっすら白くなる程度で、今年しっかり積もったのは１１月
上旬に１回だけ。ただ常に氷点下なので、積もった雪は今も溶けず
に残っています。この雪が溶ける頃、長い冬が終わり春が訪れます。

青年海外協力隊　町保健師　杉原　愛
▲ 11月上旬の一番多かった積雪

▲冬の強い味方、パール
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第三者行為による被害の届出
　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、保険者（大野町）
への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、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費（保険給付分）は
医療機関から保険者に請求されます。その場合は、保険者が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後
日加害者へ請求します。

 ●次の場合は国民健康保険が使えません
　・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
　・犯罪行為や故意の事故
　・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故 

●医療費は加害者負担が原則

　第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者に
も過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。

●示談をする前に

　加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支
払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ直接請求しますのでご注意
ください。
　なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者
が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写し
を提出してください。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

●届出に必要なもの

第三者の行為による被害届
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する
事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入
してください。

交通事故証明書
原本を 1 通提出してください。
※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。

事故発生状況報告書 図や説明は詳細を正確に記入してください。

念書・承諾書
被害者（申請者本人）が作成してください。本人が記入できない場合は、代
理の方の署名・押印が必要です。

誓約書
加害者に作成していただいてください。誓約者は原則として加害者本人とな
りますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等にな
ります。

その他 示談が成立していれば、示談書の写しなど。

国　保　だ　よ　り

【注意点】
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。 
・自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。 
・自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
・「福祉医療費受給者証」は使用できませんのでご注意ください。 
・ 「高額療養費限度額適用認定証」を使用した場合で、給付内容に事故分の診療が含まれているときは、

その診療費は自己負担となりますので、後日被保険者へ請求させていただきます。
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　国民健康保険の医療費（保険給付割合分）は、皆さんにお支払いいただい
ている保険税から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険
制度を維持するために保険税の引き上げにつながりますので、加害者負担が
原則の第三者の行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお
願いします。

届出・問合せ先  健康課　☎ ３４－１１１１

長寿のお祝い

９５歳おめでとうございます

末守あきゑさん（黒野）
大正１１年１１月１７日生まれ

　「ありがとうございます。」と笑顔
いっぱいでお祝い状とお花を受け取
られました。

小森とよ子さん（中之元）
大正１１年１２月１０日生まれ

　「ありがとうございます。洗濯・
料理など自分のことは自分で行って
います。」

大木みつ江さん（下磯）
大正１１年１１月２９日生まれ

所得の申告をしましょう
　国民健康保険では、世帯の所得状況が一定以下のときは国民健康保険税の軽減を受けることができ
ます。ただし、所得の申告がないときは、所得状況が一定以下であるかどうか判定できないため、軽
減を受けることができません。１年間の所得がなかったとき、収入が非課税所得（障害年金、遺族年
金など）だけのとき、同じ世帯に扶養者がいないときなどは、必ず申告をするようにしましょう。

大切なお知らせ

後藤まさ子さん（野）
大正６年１２月６日生まれ

　「まわりに支えてもらっていることに感謝し、
毎日元気に過ごしています。」

１００歳おめでとうございます
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188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

～不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた～

相談事例 1　
　不要な貴金属はないかと業者が訪問してきた。「出せ」「出せ」と急かすので母の形見の指輪を見せてしまった。業者は重
さを量っていたが何の説明もなく、あっという間に 1 万円を渡されて領収書に氏名と住所を書かされた後、指輪を持ち帰っ
てしまった。よく考えると安すぎると思うが、書面等は何も残っておらず、業者の名前も分からないので連絡が取れない。

アドバイス
事前の連絡なくいきなり消費者宅に訪問して勧誘を行うことは禁止されています。相手の名前、住所、連絡先を

聞くことが重要です。来訪者が名前を名乗らない場合は、「帰ってください」とはっきり言いましょう。

相談事例 3　
　「ゲームソフトを高価で買い取ります」というチラシがポストに投函されていた。使わなくなったゲームソフトなどが
多数あったので、３日前、業者に電話して、自宅に来てもらうよう頼んだ。ゲームソフト、CD 合計２０個を 4,000 円で
買い取ってもらった。昨日、息子から他の店で売ればもっと高く売れたはずだと言われた。クーリング・オフできないか。

アドバイス
業者に自宅で契約することを電話で請求していますから適用除外になり８日以内であってもクーリング・オフす

ることはできません。（特商法第５８条の１７第２項第１号）
　また、自動車（バイクを除く）、家具、大型家電、本（ＣＤ、ＤＶＤ、ゲームソフト）、有価証券は、規制対象外の物品に
なります（特商法第５８条の４、政令第１６条の２）。これらの物品は当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがない
と認められるか規制すると流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品として特商法の規制を受けないものです。

相談事例 2　
　一昨日電話がかかってきて「何か不要なものはないか」と聞かれた。ちょうど着物や洋服を処分したいと思っていると
伝えたら、昨日業者が尋ねてきた。リサイクル店を開店するので、時計、指輪、ネックレスなども一緒に買い取りたいと
いう。あまりに強引なので仕方なく思い出の指輪３個とネックレス２本を見せてしまい、結局買い取られてしまったが、ど
うしても取り戻したい。売却代金として5,000円をもらった。書面はもらったがクーリング・オフに関する事項は記載がない。

アドバイス
当初の買い取り対象とは別の物品について売却を求めることは不招請勧誘にあたり禁止されています。クーリン

グ・オフ期間の８日以内ですからクーリング・オフが可能です。書面で業者に通知しましょう。また、速やかに業者に
連絡して、返還してほしい旨を申し入れましょう。クーリング・オフに関する事項の記載がない場合は、８日を過ぎて
いてもクーリング・オフが可能な場合があります。

　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人で悩まずにご相談してください。
☎　局番無し　１８８　

　「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際
の訪問購入に関するトラブルが発生しています。このようなトラブルの拡大を防ぐために２０１３年２月に特定商取引に関す
る法律（以下、特商法）が改正され、自宅で買い取り業者に物品を買い取ってもらう際の消費者を保護する制度や業者が守る
べきルールが定められています。

他には…
　クーリング・オフ制度を設けても、訪問購入の場合には、買い取り業者が買い取った物品を転売してしまうと消費者が物品
を取り戻すのは難しいという問題が残ります。
　そこで、クーリング・オフ期間内は、消費者が売却物品の引き渡しを拒絶できる権利があると定めました。そして、買い取
り業者にこの権利があることを消費者に告げることを義務付けました。告げなかった場合には行政処分の対象になります。（特
商法第５８条の９、第５８条の１５）
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交 番 だ よ り
「あおり運転」行為はやめましょう！

いわゆる「あおり運転」とは
　道路交通法上の定義ではありませんが、一般的に前方を走行する車に対して道路を譲るよう強要する
行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり、追い出す、パッシング、警音器使用等によって相手を
威嚇したり、嫌がらせをする等の行為と言われています。こういった「あおり運転」は、重大な交通事
故に繋がる大変危険な行為です。
・車間距離不保持（道路交通法第２６条）３ヶ月以下の懲役または５万円以下の罰金（高速自動車国道等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５万円以下の罰金（その他の道路）
・進路変更禁止違反（道路交通法第２６条の２）５万円以下の罰金
・急ブレーキ禁止違反（道路交通法第２４条）３ヶ月以下の懲役または５万円以下の罰金
・追越し違反（道路交通法第２８条）３ヶ月以下の懲役または５万円以下の罰金
・減光等義務違反（道路交通法第５２条）５万円以下の罰金
・警音器使用制限違反（道路交通法第５４条）５万円以下の罰金　など

もし「あおり運転」行為を受けたら
● 近くの安全な場所に退避するとともに、直ちに１１０番通報を
● 同乗者がいる場合は、ナンバーなどの記録や１１０番通報をしてもらう
● ドライブレコーダーやカメラなどの有効利用を

!

【募集（受付）期間】２月１日（木）～２０日（火）
　　　　　　　　　 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㎡ 
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議会の窓
大野町議会　第４回定例会

　本定例会は、12月 5 日から13日までの 9 日間の会期で開催し、条例の制定及び改正、平成29年度一般
会計補正予算など14議案を審議し、原案どおり可決となりました。
　また、12日には 5 名の議員が町政に対する一般質問をしました。

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）

諮第 2 号 ……………………………………………………
人権擁護委員の候補者の推薦について
　白木　慎治（相羽）　※任期は 3 年

契約案件

議第47号 ………………………………………………………
消火栓ボックス購入契約の締結について
1  契約の目的　消火栓ボックス購入事業
2  契約金額　　8,０６１,１２０円
3  契約の相手方　大垣市中野町 2 丁目 4 番地
　　　　　　　 　アンシンク（株）　大垣店
　　　　 　　　　大垣店長　藤田隆昭

条例改正等

議第52号 ………………………………………………………
大野町個人情報保護条例の一部を改正する条例につい
て
※個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、
条例を改正する。

議第53号 ………………………………………………………
大野町情報公開条例の一部を改正する条例について
※個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、
条例を改正する。

議第54号 ………………………………………………………
大野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例について
※職員の育児休業に係る人事院規則が改正されたことに

伴い、条例を改正する。

議第55号 ………………………………………………………
大野町営住宅管理条例の一部を改正する条例について
※公営住宅法等の改正に伴い、認知症である者等の収入

申告義務の免除を規定するなど、条例を改正する。

議第56号 ………………………………………………………
大野町学校給食費に関する条例について
※町立小中学校において、学校給食法に基づく学校給食費

の取扱いに関し、必要な事項を定めるため条例を制定する。

議第57号 ………………………………………………………
大野町社会教育委員条例の一部を改正する条例について
※社会教育委員会定例会の開催回数の見直しを行うため、

条例を改正する。

補正予算

専第 3 号 ……………………………………………………
専決処分の承認について（平成29年度大野町一般会計
補正予算（第 3 号））
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,２３３万 7 千円を
追加し、予算総額は、８２億2,８８０万 6 千円となりました。
※補正予算の主な内容

歳入は、県支出金の衆議院議員選挙委託金。
歳出は、衆議院議員選挙に係る備品購入費や委託料な
ど。

議第58号 ………………………………………………………
平成29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4,9０５万 1 千円を追
加し、予算総額は、８２億7,７８５万 7 千円となりました。
※補正予算の主な内容

歳入では、国庫支出金の循環型社会形成推進交付金や
県支出金の合併浄化槽設置整備事業補助金、繰入金の
財政調整基金繰入金など。
歳出では、民生費の遊具等製作業務委託料や衛生費の
高度処理型合併浄化槽設置補助金など。

そ　の　他

議第48号 ………………………………………………………
岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更について
※地方自治法第２８６条第 1 項の規定により、規約の変更を

議決する。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

一 般 質 問

質問 1 　保育園の現状と今後の運営方向に
ついて

　宇野　等 議員

Q1
質問 　少子化と園舎の老朽化に伴って改修

が必要な時期に来ている現状の中、公
立保育園を統合されるのか。現状維持
で進められるのか。あるいは認定こど

も園として再スタートされるのでしょうか。

A
答 弁

（町　長）

　町内における保育園の現状は、平成
２８年 4 月より私立保育園 4 園が幼保連
携型認定こども園へ、大野クローバー
幼稚園が幼稚園型の認定こども園へと

移行されました。公立保育園 3 園は、保育所として
運営しています。
　公立保育園の今後は、今年 7 月に公立保育園に在
園している園児の保護者の方々と未就園児の保護者
の方々に、また 7 月から 8 月にかけて保健センター
に健診に来られた保護者を対象にアンケートを実施
しました。その結果、「就労のような条件がなくて
も入園できる」ことを望まれる意見があり、その意
見を反映させるためにも、就労等の条件がなくても
入園できるようにしたいと考えています。
　そこで、今までの保育園機能の良さを残しながら、
運営できる新しい園として、平成３１年 4 月に保育所
型の認定こども園へ移行します。認定こども園へ移
行することで、認定の区分による保育時間の差に
よって、子どもたちの生活リズムや経験活動の違い
が発生することが心配されるため、保護者の方々へ
は説明会を実施して理解を求めてまいります。
　次に、「統廃合」については、公立保育園 3 園の
現状は、施設の老朽化が進み、保育士は不足してい
ます。また、園児数も毎年減少傾向にありますが、
未満児入園者数は増加しており、保育士の必要数が
多くなっています。昨年度の１２月議会に宇野議員か
らの一般質問を受けて、「大野町公立保育園統合等
内部検討委員会」と「大野町公立保育園統合等外部
検討委員会」を発足し、計１０回の会議を開催してさ
まざまな審議を重ねてきました。
　現在の公立保育園・私立認定こども園の建設及び
運営経緯の調査と内部・外部検討委員会での審議及
びアンケート結果から、当町の考えを 2 案としまし
た。 1 案は、西保育園と北保育園を統合し新設園を
建設、南保育園を新築する案。もう 1 案は、西保育
園と南保育園は新築し、北保育園を小規模保育所と
する案です。この 2 つの案について、子どもの保育
環境、建設候補地、適正な規模、建設日程等を検討
し、用地費、建設費等の概算を算出して、今年度中
に結論を出したいと考えています。地元への説明は、
タウンミーティングや関係者の意見を聞くための地

議第49号 ………………………………………………………
大野町道路線の廃止について
※道の駅「パレットピアおおの」の設置に伴い、下磯３２

号線を廃止する。

議第50号 ………………………………………………………
大野町道路線の変更について
※道路新設改良に伴い、相羽５４号線の終点を変更する。

議第51号 ………………………………………………………
大野町道路線の認定について
※道路新設改良等により、桜大門１８号線ほか 2 路線を認

定する。

　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する。

1 　平成29年度大野町表彰式
　①目　　的　式典に出席のため
　②派 遣 先　大野町大字黒野
　③期　　間　平成２9年 9 月３０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 　おおの木育フェア2017
　①目　　的　式典に出席のため
　②派 遣 先　大野町大字野
　③期　　間　平成２9年１１月 3 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 　第18回柿・牡蠣まつり
　①目　　的　行事に出席のため
　②派 遣 先　大野町大字大野
　③期　　間　平成２9年１１月２３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　２３件

　議員派遣決定　

　大野町議会会議規則第１２０条の規定により、次のとおり
議員を派遣する。

1 　道の駅「パレットピアおおの」現地視察
　①目　　的　視察のため
　②派 遣 先　大野町大字下磯
　③期　　間　平成２9年１２月１３日
　④派遣議員　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 　第24回根尾川花火大会実行委員会（第 2 回）
　①目　　的　会議出席のため
　②派 遣 先　本巣市文殊
　③期　　間　平成２9年１２月１８日
　④派遣議員　長沼議員・ひろせ議員

21広報おおの 2018.2



元説明会を開催します。
　また、他町にない幼児教育のモデルケースとなる
よう保護者の思いをしっかりと受け止めて、他から
うらやましがられるような施設にしたいと思ってい
ます。

質問 1 　少子化支援対策としての乳児助成
制度の創設について

質問 2 　さらに乗りやすいデマンドタク
シーの運行について

　野村　光宣 議員

Q1
質問 　当町の出生者数は年々減少しつづけ、

町の将来にとって深刻な問題です。出
産世代を支援する制度を創設して、安
心して子どもを産み育てる環境整備（お

むつ・ミルク代等助成）が必要ではないでしょうか。

A
答 弁

（町　長）

　当町では、平成２８年度より 1 歳の誕
生日を迎えたお子様に誕生祝い品とし
て、「木のおもちゃ（パーシモンブロッ
ク）」を贈っています。昨年度は１６７名

の方に贈り、 9 割の方から満足との声をいただきま
した。今年度も１４１名に贈る予定です。
　また、今年度より私立認定こども園の 3 歳以上児
について、主食代相当額の補助や公立保育園での主
食代無償化を実施して、保護者の経済的負担軽減を
図っています。今後も 1 歳誕生祝い品の事業を継続
し、種類やデザインを増やして保護者に数種類の中
から選んでいただけるよう事業の拡充をしてまいり
ます。
　現在、大野町子ども・子育て支援事業計画に基づ
く利用者支援事業である保育にかかる相談や情報提
供を行う専門員を福祉課に配置していますが、来年
度は妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない
支援ができるよう一層の充実を図ります。
　また、地域において子どもの預かりの援助を行い
たい方と援助を受け入れたい方から構成されるファ
ミリー・サポート・センター事業を、道の駅「パレッ
トピアおおの」に併設する「子育てはうす　ぱすて
る」での実施を検討したいと思います。
　なお、子ども・子育て支援事業計画は、平成２７年
度からの 5 か年計画であり、２０１9年度中には次期計
画を策定する必要がありますが、それに先立ち子育
て世代に対するアンケート調査を実施し、子育て世
代のニーズを把握して次期計画に反映してまいりま
す。その中で、議員ご質問の乳児助成制度について、
前向きに検討します。

Q2
質問 　①数々の改善をされ、利便性が向上

してはいるものの、制度当初からの平
日限定運行や利用時間（17時まで）の
拡大をされてはいかがでしょうか。

②運転免許証返納者の投票に関しての利用は、無料
としてはいかがでしょうか。

A
答 弁

（総務部長）

　①現在、大野デマンドタクシー「あ
いのりくん」は、土日祝日及び年末年
始を除く月曜日から金曜日の午前 7 時
３０分から午後 5 時までの運行となって

います。利用者数は、この１１月の一月で 1 日平均
３７.7人で、 4 月からの 8 カ月間では 1 日平均３４.7人
となり、前年度比で１０人増加となっています。
　これは、利便性向上のために取り組んできた停留
所の増設、予約受付時間を３０分前まで可能としたこ
と、運転免許証自主返納者への支援策として配付し
た利用券をタクシーとデマンドタクシーどちらでも
利用可能としたことなどが、成果として現れている
のではないかと考えられます。
　また、現在の運行形態に至るまでには、バス事業
者、タクシー事業者、住民代表者や関係機関で構成
する公共交通会議にて協議をいただいていますが、
その協議の際、重要とされる検討項目に他の交通機
関との調整があります。当町のように町内全域でド
アツードア型デマンドタクシーを運行する場合、既
存の民間バス路線やタクシー事業活動を圧迫するこ
とのないような運行形態が必要となります。現在の
運行形態は、運行日や時間帯を限定することやバス
運賃を考慮した運賃設定など、他の公共交通機関と
の差別化を図ることで公共交通会議での承認が得ら
れている状態です。
　デマンドタクシーは、特に高齢者等の交通手段と
して必要性、重要性が高まっており、さらに利便性
向上が必要との認識はしており、議員ご指摘の土日
祝日の休日運行や運行時間の拡大は、今後さらに乗
りやすいデマンドタクシーの運行を考える上で有効
な改善策であると考えています。
　つきましては、先ず需要調査等による需要把握を
行い、他団体の事例も参考にしながら第 3 回定例会
にてご質問いただいた揖斐厚生病院へのアクセス向
上等も併せ、公共交通会議で協議や調整などを総合
的かつ慎重に検討してまいります。
　②運転免許証返納者の選挙投票時の料金免除につ
いては、限られた車両台数において有権者の間で不
平等が生じることのないような運行方法や制度上の
問題点整理など課題があります。
　今後、それらの課題に対する対応案を検討しつつ、
投票率アップに向けた取り組みについては、選挙管
理委員会での協議が必要ですが、有権者が投票しや
すい環境づくりを進め、有効な投票機会の提供に努
めます。

質問 1 　「避難行動要支援者」の避難につ
いて

質問 2 　「災害支援協定」等について
　ひろせ　一彦 議員

Q1
質問 　条例を制定するなどして、本人の同

意がなくても要支援者名簿の情報を活
用できるよう緊急事態に備え、「要支援
者」の避難につなげるべきではないで

しょうか。
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A
答 弁

（総務部長）

　町では、災害対策基本法により、災
害発生時に自力での避難が困難な一人
暮らし高齢者や障がいのある方などを
地域全体で支援するため、平成２３年度

に避難行動要支援者名簿を作成しています。また、
この基本法に基づき、避難行動要支援者への登録を
推進するとともに、避難行動要支援者の避難支援を
地域の協力で行えるよう、平成２２年度に災害時避難
行動要支援者支援計画を策定し、避難支援者の対象
者の範囲、自助・共助・公助の役割分担、情報の収
集・共有の方法、支援体制など、町における要支援
者対策についての基本事項を定めました。
　こうした現状の中、東海地震や南海トラフ地震等
の大規模災害の発生が今後予想される現在におい
て、要支援者の避難誘導を迅速かつ適切に実施する
ためには、要支援者一人一人について、誰が支援し
て、どこの避難所に避難させるかなどをあらかじめ
決めておくことが重要な課題であると思います。そ
のため、平常時に災害の発生に備えて、個人情報の
外部提供に同意された方については、自治会、民生
委員、消防・警察、社会福祉協議会に情報提供を行っ
ており、この情報は、日頃安否確認などに活用され
ています。
　また、「災害が発生し、又は災害の発生のおそれ
が高まった場合」には、本人の同意を得なくても、
避難支援のため名簿を提供できると災害対策基本法
では定められています。
　町は、この法律に従って運用し、要支援者の安全
確保に努めてまいります。

Q2
質問 　災害対応型紙カップ式自販機の設置、

災害輸送体制を確保するための災害支
援協定締結及び町最大の防災指定避難
所である総合町民センター指定管理者

と災害支援協定を速やかに締結すべきではないで
しょうか。

A
答 弁

（総務部長）

　災害対応型紙カップ式自販機の設置
にあたっては、電気と水の供給が必要
であるということですが、ライフライ
ンである電気と水道が止まった場合、

使用ができないことになります。
　しかし、町の地区公民館等の避難所は、電気・水
道が止まっても、LP ガスによりお湯を沸かし、避
難者の方々等に提供できる設備になっています。
　また、町と大野町液化石油ガス協同組合において、

「災害時における LP ガス供給に関する協定」が締
結されており、毎年町防災訓練でも、LP ガスを使
用したガスボンベにてお湯を沸かし供給できるよう
訓練に協力していただいています。
　さらに町では、災害時に住民にとって一番身近な
避難場所として、各地区公民館を指定しており、そ
の全ての施設に缶やペットボトル飲料を無料で提供
できるベンダー型の災害対応型自動販売機が設置さ
れています。道の駅も、災害時の緊急避難場所に指
定しており、そこには昨年度飲料水兼用型耐震性貯
水槽を設置して水の確保をしています。そしてさら

に今後は、災害対応型自動販売機の設置も予定して
います。
　このように民間企業とも大規模災害時における物
資提供に関する協定を締結しており、災害時にミネ
ラルウォーターやその他飲料を必要とする場合は、
その供給について協力が得られる体制を整えていま
す。
　以上のことから、災害対応型紙カップ式自販機の
設置については、現在のところ考えていません。
　次に、災害輸送体制を確保するために物流の専門
家との災害支援協定の締結については、町でも、災
害発生時の応急対策にあたり、災害輸送体制の強化
は重要であると考えています。現時点では、職員に
よる各避難所への輸送体制を中心に考えており、対
応できると思っています。
　今後、避難所へ救援物資が行き届くよう配送シス
テム運用マニュアルの整備を行うなど、災害輸送体
制の強化に努めます。
　次に、総合町民センター指定管理者との災害支援
協定の締結についてですが、現在、総合町民センター
指定管理者とは、管理運営についての基本協定を結
び、その中で「住民の避難場所として使用する必要
があるときは、その指示に従うこと。」と記載され
ているだけです。これだけでは適切な運営ができな
いため、災害発生時における避難所運営についての
対応とその役割分担の確認、そして避難所開設に伴
う費用負担の方針、協議の方法等を明確化する必要
がありますので、さっそく、指定管理者と「災害時
等における施設利用の協力等に関する協定書」の締
結に向けて進めてまいります。

質問 1 　児童館の今後の活用について
質問 2 　道の駅「パレットピアおおの」オー

プン後のまちの活性化推進について
　小森　小百合 議員

Q1
質問 　多くの人々に親しまれ利用されてき

た児童館ですが、近年子どもをとりま
く状況も変わってきた中、現在の児童
館の存在意義と今後の活用方法はどう

なりますか。

A
答 弁

（町　長）

　児童館は児童健全育成の拠点として
昭和５４年に開設され、現在、小学生を
対象とした通常の施設利用の他、土曜
日に季節に合わせた工作遊びや幼児を

対象とした親子教室を毎月開催しています。
　しかし、年間利用者数は減少傾向にあり、延べ人
数で平成２０年頃までは１５,０００人程でしたが、近年は
屋内での遊び方が変化して、平成２８年度は6,9０６人
にとどまり、児童館の目的を果たせなくなってきて
います。
　議員ご指摘の児童館の今後の活用ですが、平成３０
年 7 月に開駅予定の道の駅「パレットピアおおの」
に併設されます子育て支援施設「子育てはうす　ぱ
すてる」において、親子子育て教室を開催する計画
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をしています。これに伴い、現在児童館で実施して
いる幼児を対象とした教室は、「子育てはうす　ぱ
すてる」にて実施することとし、児童館は今年度末
をもって閉館していきたいと考えています。
　なお、当該施設は、利用方法を福祉施設に限らず
多方面での活用を検討してまいります。

Q2
質問 　道の駅「パレットピアおおの」に訪

れた方々に町の魅力を発信し、リピー
トしていただくために、各地区の公園・
広場を活用した観光発信や歴史に親し

める場所の活用と発信等が有効であると考えます
が、いかがでしょうか。

A
答 弁

（町　長）

　町南部は、現在、２０１9年度の開通を
目指して東海環状自動車道（仮称）大野・
神戸 IC の整備が進められていますが、
インターチェンジが開通することで、

広域的な交通アクセスが飛躍的に高まり、大野町に
とって大変大きなインパクトを与えるものであると
考えています。道の駅は、こうしたインパクトを町
の活性化に活かすべく、地域振興の拠点として整備
するものであり、町第六次総合計画において「だれ
もが集える『道の駅』プロジェクト」として、町の
施策を強力に推進する 8 つのリーディングプロジェ
クトの第 1 番目に掲げています。
　道の駅は、単なる施設にとどまらず、地域の産業
や雇用を生み出す場、観光客など大野町を訪れる
人々と町民とを結びつける交流を生み出す場でもあ
ります。また、大野町の観光情報やまちの魅力を発
信し、道の駅を起点とした町内を巡る観光ルートづ
くりを進めることで、町内全体に面的な広がりを
持った観光地づくり、まちづくりを進めていくため
の拠点となります。
　こうした中、議員ご質問の「町内各地区の観光資
源を活用した情報発信や観光地づくり」「町の歴史・
文化・自然といった観光資源の情報発信と、そうし
た資源を活用したまちづくり」については、町内各
地域の魅力、例を挙げると黒野駅レールパークや運
動公園、バラ公園、名鉄廃線敷、あるいは日本一小
さな酒蔵など、また、町民の皆さまが愛着を持ち、
町の歴史・文化・自然・季節の彩りを感じられる、
来振寺、野や上磯の古墳群、北岡田家住宅、牧村家
住宅、揖斐二度ザクラ、野村モミジ、森林空間や絆
の森などについて、町が誇る宝もの、観光資源とし
て発信します。そのため、現在大野町の魅力、見ど
ころを編集した「観光プロモーションビデオ」を作
成していますが、先月中部国際空港「セントレア」
で大野町の PR を行った際にも活用し、大いに町を
PR することができました。そのほかにも「大野町
版　るるぶ」の作成を予定するなど、今後も町の観
光情報の発信、PR に努めてまいります。
　また、こうした地域の資源を観光資源として道の
駅周辺にとどまらず、町全体としての広がりを持た
せていくため、野古墳群や牧村家住宅、三水川沿い
の桜並木など運動公園を基点とした「北エリア」、条
里公園やおおの温泉、北岡田家住宅など黒野駅レー

ルパークを基点とした「中エリア」、道の駅や上磯古
墳群、花田川沿いの桜並木などバラ公園を基点とし
た「南エリア」の 3 つのウォーキングコースを設定
した「大野町ウォーキングマップ」を本年 3 月に作
成しました。観光情報を掲載したサインやウォーキ
ングサインを道の駅を起点として町内全体に整備し、
各地域や観光資源を結びつけることで、大野町の魅
力を発信し、道の駅を訪れた人々をはじめ多くの町
外の皆さまに大野町内各地域の観光地を巡っていた
だくよう、町内全体に面的広がりを持ったまちづく
り、観光地づくりを進めてまいります。
　道の駅開駅である２０１８年度を「大野町観光元年」
と捉え、第六次総合計画に掲げている、まちの将来
像である「快適で　笑顔あふれるやすらぎのまち　
おおの」のまちづくりを目指して、さまざまな施策
に力を注いでまいりますので、議員の皆様、町民の
皆様方のより一層のご協力をいただきますようお願
い申し上げます。

質問 1 　公共施設等の建設、維持管理、運
営の手法について

　永井　啓介 議員

Q1
質問 　町として今後の公共施設のマネジメ

ントをする上で、PFI 手法をどのよう
に活用していきますか。また、活用を
検討している事案があれば教えてくだ

さい。

A
答 弁

（総務部長）

　現在当町だけでなく、全国的にも厳
しい財政状況の中、少子高齢化と公共
施設の老朽化対策を含む維持管理の対
策を考えなければならない極めて難し

い課題に直面していると認識しています。
　当町は、平成２６年度に「公共施設マネジメント白
書」を作成し、平成２７年度に「大野町公共施設等総
合管理計画」を策定しました。この中で、町の管理
する施設は、８9施設保有しています。これらを大規
模修繕・建て替え更新を行った場合の今後４３年間の
推計費用合計は、２７４億円程度となっており、長期
にわたる財源確保に努めていく必要があります。
　このような現状で、公共施設を長期的に、また経
営的管理を加えたファシリティマネジメントを推進し
ていく上で、PFI などの民間の資金や経営能力を活
用する手法も重要な検討課題であると考えています。
　しかし、当町や近隣自治体での PFI の具体的な
導入は行われておらず、また PFI の導入については、
民間企業体と長期に渡る契約が前提となるため、当
町の公共施設におけるスケールメリットや精度の高
い運用予測が必要となることから、慎重に行うべき
と考えます。
　今後の公共施設等の建設、維持管理、運営の手法
については、少子高齢化社会に対応した施設の統廃
合等、公共施設の最適化を図りながら、また市町村
の状況を見極め、PFI や PPP 等の導入の検討とそ
の導入に向けての体制づくりも考えていきます。
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議 会 の う ご き 【議会議員が出席した主な行事等】

10 月

11 月

12 月

1 ～ 2 日 町村監査委員全国研修会 監査委員
3 日 おおの木育フェア 2017 全員
5 日 みずほふれあいフェスタ 2017 副議長
6 日 瑞穂市議会映像配信部会視察研修 議長
9 日 随時監査 監査委員
10 ～ 11 日 嚶鳴フォーラム in ひた 議長
12 日 いびがわマラソン 2017 開会式 議長

14 日 国道 303 号整備促進期成同盟会
県道根尾谷汲大野線改良促進期成同盟会他との合同総会 議長・民建委員長

16 日 第 4 回揖斐広域連合議会定例会 中川・井上・長沼・国枝議員

17 日 本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会
本巣市東海環状自動車道建設促進協議会との合同要望活動 議長

20 日 地方自治法施行 70 周年記念式典 議長
例月審査 監査委員
全国環整連大会「最高裁判決」 井上・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員

21 ～ 22 日 町村議会議長全国大会 議長
23 日 北見市訪問団表敬訪問 正副議長

第 18 回柿・牡蠣まつり 全員
24 日 定例監査 監査委員
26 日 大野町スポーツ少年団団対抗駅伝大会 議長
27 日 大野町・神戸町議会議員合同研修会 長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
28 日 議会運営委員会 委員
30 日 第 2 回西濃環境整備組合議会定例会 議長

6 日 大野町老人クラブ親睦スポーツ大会 議長
7 日 GO ！ご～どんとこい祭り 2017 議長
7 ～ 8 日 公立保育園・私立認定こども園運動会 全員
9 日 第 39 回大野町民体育大会 全員
10 日 岐阜県町村議会議長会定期総会・正副議長研修会 正副議長
11 日 民建常任委員会研修 全員
12 日 西濃地区老人クラブ軽スポーツ大会 議長

揖斐地区木材利用推進協議会「木の日の要望活動」 議長
15 日 福祉のふれあい広場 議長
17 ～ 18 日 議会議員視察研修 全員
24 日 公立保育園統合等外部検討委員会 井上議員
25 日 薩摩義士秋季法要・顕彰式 議長
26 日 日進市議会市民建設委員会行政視察 議長・民建副委員長
27 日 定例監査 監査委員
30 日 第 2 回揖斐郡消防組合議会定例会 議長

例月審査 監査委員

1 日 岐阜県町村議会議長会臨時総会・第 3 回評議員会 副議長
2 日 先人展オープニングセレモニー 議長
3 日 揖斐郡駅伝記念大会 議長
5 日 第 4 回定例会（開会） 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員

全員協議会 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
議会運営委員会 井上・国枝・ひろせ議員

6 日 総文常任委員会 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
民建常任委員会 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員

8 日 生活排水処理事業推進協議会 民建委員長
12 日 第 4 回定例会（一般質問） 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
13 日 第 4 回定例会（閉会） 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員

道の駅「パレットピアおおの」建設現場視察 井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
18 日 例月審査 監査委員

根尾川花火大会実行委員会（第 2 回） 議長・民建委員長
19 日 揖斐地域行政懇談会 議長
25 日 定例監査 監査委員

議会広報編集委員会 委員
年末夜警町内巡視 議長

略　総文 ＝ 総務文教常任委員会　民建 ＝ 民生建設常任委員会
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議会議員視察研修報告
─福岡県久留米市・熊本県熊本市─

　副議長　国枝　利樹

　昨年１０月１７日から１８日までの 2 日間、大野町議会議員による行政視察研修を行いました。
　 1 日目に福岡県久留米市を訪れ、自殺対策事業について研修しました。
　久留米市は、福岡県の南部に位置し、明治２２年の市町村制施行時からの市であり、平成１７年に 4 町を編入
して人口３０万人を突破した後、平成２０年に中核市へと移行した築後地方の中心都市であります。大野町も加
盟するフラワー都市交流連絡協議会のメンバーでもあり、自動車タイヤメーカーブリヂストンの創業地とし
て、製造業を中心に発展しました。
　今回の研修では、平成１８年に制定された自殺対策基本法によって、それまで増加傾向であった自殺者を平
成２８年までの１０年間で２０％減少させる目標達成のため、久留米市が取り組まれた自殺対策 4 本柱について、
説明を聞きました。
　一つ目の柱は普及啓発であり、自殺の原因や動機の最大原因とされるうつ病に対する講演会や街頭キャン
ペーン、精神保健相談の実施や市立図書館に関連図書コーナーを設置したり、市内百貨店にこころの相談カ
フェを開設するなどして、悩める人の解消に努められま
した。二つ目の柱はネットワークづくりであり、市役所
内部に調整会議や連絡会議、外部には医療機関、学識関
係者、警察・消防、地域関係者等で構成する協議会を設
置して、それぞれの立場で自殺問題に対してできること
を検討するセーフコミュニティを立ち上げました。三つ
目の柱は人材養成であり、職員、市民が自殺のサインに
気づくゲートキーパーとなる養成講座や研修を実施して
います。四つ目の柱は自死遺族支援であり、遺族の方々
が悲しみをわかち合い、ともに過ごせるつどいの場を提
供しています。
　特に久留米市の特徴は、久留米方式と言われるかかり
つけ医と精神科専門医との連携にあります。例えば、内科医に受診した患者さんにうつ病の疑いがあれば、
内科医が精神科医を紹介する。ここまではどこにでもあることですが、患者の紹介を受けた精神科医は保健
所へ報告をし、保健所は検討会への報告や進捗状況の分析、半年間の追跡調査を行うなどして、かかりつけ
医と精神科医の橋渡し役を保健所が担っているのです。
　続いて 2 日目は、熊本市にて、平成２８年 4 月に発生した熊本地震の概要と、その地震復興のシンボル的存
在である熊本城の復興状況について、研修しました。
　熊本市は、九州の中央、熊本県の西北部に位置する人口約７０万人の政令指定都市です。慶長１２年、加藤清
正が熊本城を築城します。その後、城下の整備は細川家が引継ぎ、城下町としての歴史を刻みながら今日に
至った大都市です。
　しかし、平成２８年 4 月１４日と１６日に震度 7 の地震が立て続けに 2 回発生し、熊本市と周辺の益城町や西原

村などが甚大な被害を受けました。
　熊本地震の特徴は、地震回数にあります。震度 7 の地
震が立て続けに 2 回発生したことと一連の地震で震度 6
以上の地震が 7 回発生したことは、観測史上初でした。
余震の累計発生回数も平成２9年 8 月末現在、4,３８３回を
数え、最大避難者数は１１０,７５０人、最大避難所数は２６７箇
所を記録しました。この地震による人的被害は平成２9年
9 月末現在、死者７７人、重傷者７５５人、住宅被害は全壊
5,７５３件、大規模半壊8,9４５件、半壊３８,７１9件、一部損壊
８０,9４３件、水道では9６箇所の水源地等が停止、最大
３２６,０００世帯が断水、電気では６８,６００戸が停電、ガスでは

▲久留米市役所にて

▲熊本城にて
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

１０５,０００戸が供給停止となりました。この結果、被害額は１６,３６２.9億円と試算され、甚大な被害を受けたのです。
　復旧と再生に力を注ぐこととなった熊本市は、小中学校での授業再開をいち早く進め、被災者支援のため
のり災証明書の発行手続きや相談窓口の開設、仮設住宅や市営住宅等の提供に尽力されました。また、市の
総合計画の中に震災復興計画を位置づけ、市民力・地域力・行政力を結集した再生と創造を目指し、全力で
取り組んでおられます。熊本城も大きな傷跡があり、その再建は着々と進められていました。２０１9年にラグ
ビーワールドカップが日本で開催されますが、それまでには天守閣を再建しようと努力されています。その
努力には目を見張るものがあって、大変感服しました。
　以上 2 市で研修を行いましたが、どちらの担当職員の方も研修中、私たちに親切に対応いただき、大変あ
りがたく思いました。今回の研修で学んだことは、今後に活かさなければならないと痛感しました。

民生建設常任委員会視察研修報告
─茨城県古河市─

　副委員長　野村　光宣

　昨年１０月１１日、茨城県古河市にある道の駅「まくらがの里こが」へ視察研修に行き、指定管理者による経
営状況を研修しました。
　古河市（人口約１４万 4 千人）は、関東地方のほぼ中央、茨城県の最西端に位置し、古くから渡良瀬川の渡
し場として賑わったところで、近年は東京のベッドタウンとしての役割を担い、また隣県市町からの労働人
口の流入と市町合併によって古河都市圏を形成するなどして、農業・工業・商業が調和のとれたまちとして
発展した都市であります。
　平成１７年 9 月、古河市と近隣 2 町の合併を機に道の駅
構想が生まれ、 8 年後の平成２５年 7 月にオープンされま
した。
　施設のうち、市が地域振興施設約2,２００㎡、駐車場１４６
台分、調整池 2 箇所、EV ステーション 2 基を、国が情
報交流施設約３００㎡、駐車場８５台分、調整池 2 箇所を整
備され、総事業費は２２.6億円で完成されました。
　管理運営方法については、直営、第三セクター、指定
管理者による運営等の中から検討の結果、指定管理者制
度の導入を選択され、指定管理者には「パレットピアお
おの」と同じ株式会社ダイナックと１０年間の指定管理契
約を締結されました。
　指定管理者による運営は、地域振興施設において、古河の新鮮野菜、弁当、惣菜等を販売する直売所や地
産地消のメニューを揃えるフードコート、店内で焼き上げたパンやスムージー、スイーツ等を販売するカ
フェ・ベーカリーの営業のほか、入れ込み客数の増加を狙ったイベントや物産展等の開催をするなどの経営
がなされています。
　道の駅へは東北新幹線小山駅から貸切バスで行ったのですが、駐車場が広く、大型トラックが多数駐車し
ていたことに驚かされました。国道 4 号線バイパスの沿線とあって、関東と東北を結ぶ重要道路であること
が伺えます。また、施設内は、直売所の売り場面積が大きく、岐阜県内にある道の駅と比較して規模がまる
で違うと感じました。道路環境や店舗にコンビニエンスストアを併設していることから、 1 日中利用者が途
切れることもなく、客層も主婦に限らずトラックの運転手と思われる人々も多く見受けられました。
　道の駅「パレットピアおおの」においても、東海環状自動車道のインターチェンジ近くに整備をすること
から、交通量によって利用者数が左右すると思われますし、言うまでもなく販売する商品の量や種類が大き
なカギを握ると思われます。パレットピアでしか買えない商品（オンリーワン）や目玉となる商品が販売で
きればいいなと強く感じました。

▲道の駅「まくらがの里こが」にて
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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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12 月中に届け出のあった方（敬称略）

2・3 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）

2

4 若原整形外科 大野町
黒野 34-3322

11 むらせファミリー
クリニック

池田町
池野 44-2727

12 みみはなのど
オレンジクリニック

池田町
池野 44-1187

18 神田外科医院 揖斐川町
脛永 22-0230

25 はっとり整形外科 揖斐川町
脛永 23-1991

3 4 いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪 23-0050

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

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

することができます

大野町 HP

http://www.town-ono.jp/大野町
ホームページ
QRコード

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 田中　胡
こ い と

糸 勇次 上秋 本田　裕
ゆ う た

大 哲也

黒野 山本　澪
み お の

禾 智一 領家 長屋　結
ゆ づ き

月 伊織

相羽 髙木　心
み ひ ろ

裕 仁 本庄 林　　新
あ ら た

大 剣史

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 大野　惠子 85 稲畑 臼井　和雄 82

黒野 林　　　明 65 稲畑 臼井美和子 70

黒野 馬淵たつへ 92 牛洞 山本ちゑの 90

野 岩田　義一 92 牛洞 山本　信之 88

野 髙橋小代子 88 中之元 栗田　敏弘 77

大野 児島　恒子 89 大衣斐 内藤　誠子 81

大野 山中　一二 82 本庄 増田喜代子 84

古川 河野　　功 78

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

人口と世帯（1 月 1 日現在）

人　口 ………… ２３，３３８人（−　６）
男 ………… １１，４４２人（−　９）
女 ………… １１，８９６人（+　 ３）

世帯数 ………… ７，８５４世帯（+　 ３）
出生 10 人／死亡 22 人／転入 41 人／転出 35 人

次回の古紙類等回収について
3 月 18 日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、3 月 25 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

1 月 31 日（水）
町県民税（4 期）
国民健康保険税（9 期）

2 月 28 日（水）
固定資産税（4 期）
国民健康保険税（10 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

表紙の写真
撮影者　中村貞夫さん（西方）

「羽ばたくところを待って、うまく
撮れました。」


