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おじいちゃん、おばあちゃん、
　　　　元気で長生きしてね！
～敬老会北保育園園児遊戯披露

今月の主な内容
▶２ まちの家計簿　

平成２9 年度決算

▶６ まちの話題

▶１０ Information くらしの情報



ま ち の 家   計 簿
　平成２９年度大野町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算が、９月５日から１３日まで開かれた
第３回大野町議会定例会において認定されました。
　一般会計の決算は、歳入総額 880,470 万円（前年度比　△ 0.7％、5,929 万円の減）、歳出総額
864,584 万円（前年度比　＋ 1.1％、9,672 万円の増）で、差引 15,886 万円となりました。なお、一般
会計の歳入歳出決算状況は次のとおりです。

・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行・通学定期購入補助金等）	 3,365 万円
・福祉医療費助成事業（中学校３年生までの医療費・重度心身障がい者医療費等）	 20,761 万円
・障がい福祉サービス費支給事業（自立支援給付費等）	 35,937 万円
・児童手当給付事業	 40,628 万円
・保育園等改修事業（ガラス飛散防止フィルムの設置工事）	 626 万円
・放課後クラブ事業	 2,354 万円
・高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金	 24,910 万円
・住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	 289 万円
・農業振興事業（担い手支援対策事業・柿加工品開発支援等）	 4,092 万円
・魅力あるまち観光推進事業（観光プロモーションビデオ作成等）	 2,250 万円
・交通安全施設整備事業（通学路安全対策工事等）	 768 万円
・都市再生整備計画事業（道の駅整備工事・開駅に係る備品購入等）	 122,180 万円
・道の駅運営経費（観光案内看板・ウォーキングルート看板整備等）	 1,888 万円
・学校教育支援員設置事業（少人数指導教育支援員等）	 4,528 万円
・小・中学校校舎等改修事業（校舎非構造部材耐震化工事・校舎洋式トイレ改修実施設計等）	14,575 万円
・運動公園施設管理経費（レインボースタジアム改修工事等）	 3,491 万円
・池田町大野町学校給食センター負担経費（協議会及び建設事業負担金）	 12,444 万円

（単位：万円）
会　　計 収入済額 支出済額 差引残額

一般会計 880,470 864,584 15,886
国民健康保険事業特別会計 296,151 276,099 20,052
後期高齢者医療特別会計 23,450 23,176 274

平成２9年度の主な事業

会計別歳入歳出決算状況

一般会計決算の推移

▲道の駅「パレットピアおおの」全景（下）と 
地域振興施設（中）、子育てはうす ぱすてる（上）
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平成２９年度決算ま ち の 家   計 簿
平成２９年度　　一般会計決算状況

歳入款別構成比率表

歳出性質別構成比率表

歳出款別構成比率表

町税項別構成比率表

町税
255,518万円

29.0％

分担金及び負担金
5,201万円 0.6％

使用料及び手数料
7,232万円 0.8％

財産収入
1,580万円 0.2％

寄附金
2,585万円 0.3％

繰入金
41,248万円 4.7％

繰越金
24,287万円 2.7％

諸収入
20,819万円 2.4％

地方交付税
153,178万円

17.4％

地方譲与税
12,257万円 1.4％

利子割交付金
709万円 0.1％

地方消費税交付金
37,918万円 4.3％

自動車取得税交付金
3,766万円 0.4％

地方特例交付金
1,571万円 0.2％

交通安全対策
特別交付金

252万円 0.0％

国庫支出金
142,429万円
16.2％

県支出金
79,014万円

9.0％

町債
87,886万円

10.0％

自主財源
358,470万円

40.7％

依存財源
522,000万円

59.3％

配当割交付金
1,396万円 0.1％

株式等譲渡所得割交付金
1,624万円 0.2％

総 額
880,470万円

議会費
7,555万円 0.9％

総務費
84,282万円

9.7％

民生費
275,618万円

31.9％

衛生費
78,543万円

9.1％
農林水産業費
28,109万円
3.2％

土木費
196,187万円

22.7％

消防費
37,357万円
4.3％

教育費
96,697万円

11.2％

公債費
42,886万円
5.0％

総 額
864,584万円

商工費
17,350万円
2.0％

町民税
118,689万円

46.4％
固定資産税

119,128万円 46.6％

軽自動車税
6,780万円 2.7％

町たばこ税
10,383万円 4.0％

鉱産税
119万円 0.1％

入湯税
419万円 0.2％

総 額
255,518万円

人件費
110,546万円

12.8％

扶助費
150,755万円
17.4％

公債費
42,886万円
5.0％普通建設事業費

240,568万円 27.8％

物件費
124,073万円
14.4％

維持補修費
11,960万円 1.4％

補助費等
114,254万円
13.2％

積立金
2,704万円 0.3％

貸付金
700万円 0.1％

繰出金
66,138万円

7.6％

義務的経費
304,187万円

35.2%

投資的経費
240,568万円

27.8%

その他経費
319,829万円

37.0%
総 額

864,584万円
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平成２９年度　上水道事業業務状況をお知らせします
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や
再生の必要性を判断するためのものとして、４つの財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将
来負担比率）を「健全化判断比率」として定めています。
　地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表
しなければならないとされています。
　また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に
対する比率）を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。
　公表するのは以下の５つの指標です。

（単位：％）
用　語　説　明 健全化判断比率 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合い
を示したものです ─ 15.00

連結実質赤字比率
上記一般会計に、特別会計（国民健康保険事業特別会計・後
期高齢者医療特別会計）と企業会計（上水道事業会計）を加
えた町全体の財政運営の悪化の度合いを示したものです

─ 20.00 

実 質 公 債 費 比 率 地方債（借入金）の返済額等の大きさを指標化し、資金繰り
の危険度を示したものです 2.1 25.0 

将 来 負 担 比 率
地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での
残高を指標化し、将来の財政運営に与える負担の度合いを示
したものです

─ 350.0 

※　「─」は、０以下、つまり負数（黒字）を示します。

公営企業における
資 金 不 足 比 率

公営企業の資金不足を指標化し、経営状況の悪化の度合いを
示したものです ─ 20.0 

※１　資金不足比率は、資金が不足していないため「─」となります。
※２　各比率が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の作成が必要となります。

町の「平成２９年度健全化判断比率等（速報値）」を公表します

経理の状況
　（１）損益計算書

収入の部 支出の部
営業収益 248,665 営業費用 228,268
　給水収益 245,191 　原水及び浄水費 44,413
　受託工事収益 0 　配水及び給水費 41,985
　その他営業収益 3,474 　総係費 14,193

　減価償却費 127,677
営業外収益 21,449
　受取利息 595 営業外費用 20,377
　雑収益 44 　企業債支払利息 20,377
　長期前受金戻入 20,810 　雑支出 0

収入合計 270,114 支出合計 248,645
当年度純利益 21,469

（単位 : 千円） （２）貸借対照表
資産の部 負債の部

固定資産 2,811,854 固定負債 926,697
　有形固定資産 2,811,854 　企業債 926,697
流動資産 715,168 流動負債 120,991
　現金預金 668,889 　企業債 78,110
　未収金 8,635 　その他流動負債 38,000
　保管有価証券 38,000 　未払金 3,503
　貯蔵品 107 　引当金 1,378
　貸倒引当金 △ 463 繰延収益 475,611

　長期前受金 1,016,537
　収益化累計額 △ 540,926

資本の部

資本金 1,367,424

　自己資本金 1,367,424
剰余金 636,299

　利益剰余金 636,299
資産合計 3,527,022 負債・資本合計 3,527,022

（単位 : 千円）

業務の状況
　（１）給水戸数　　　　　　	　7,366 戸
　（２）給水人口　　　　　　		21,898 人
　（３）期間の総給水量　　2,166,579 ｍ３

　（４）一日の平均給水量　　　5,935 ｍ３

工事の概要
　改良工事
　・配水管耐震化工事外　　84,560 千円
　・量水器　φ１３㎜…２８個　φ２０㎜…３６個
　　　　　　φ２５㎜…　１個　φ４０㎜…　１個
　　　　　　φ５０㎜…　１個
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開催日 場　　所 開催時間

１０月３日（水）
地域密着型特別養護
老人ホーム　桜坂

午後１時３０分〜
　　３時３０分

１０月１２日（金）
特別養護老人ホーム　
ぎふ愛の里

午後１時３０分〜
　　３時３０分

◎対　象　	認知症の人や、その家族、友人、高齢者など
◎参加費　100 円

カッキーカフェ（活気・柿）
開催のご案内

１０月の

　大規模地震が発生し甚大な被害が生じた場合に備え、自主防災組織と防災協力機関及び町が一体となり、災
害に備えた防災訓練を実施することにより、防災意識（自助・共助の精神）の高揚と地域防災力の向上を図り、
被害の拡大防止（減災）対策を推進します。

◎南海トラフ地震想定訓練
　想　定　震度６弱　地震による被害は町内全域　
　主会場　南小学校（現地災害対策本部設置）
◎対象地区
　第６地区（定松、鹿野、南方、五之里、郡家、上磯、
　　　　　　下磯、本庄、本庄西、下座倉）

　　　　　　　　　　　 問合せ先 	総務課　☎ 34-1111

大野町総合防災訓練を実施します
１０月２１日（日）　南小学校（主会場）

▲前回の町防災訓練の様子（炊き出し訓練）

　「木とふれあい、木に学び、木と生きる」をテーマに、今年も「おおの木育フェア」を開催します。五感を優
しく刺激して、創造力を育てる木のおもちゃをいっぱいにちりばめた木のおもちゃ広場や大人気の森林探検ツ
アーなどが今年も登場！地元企業の協力もたくさんいただいて、「木」に特化した大人気イベントに、ぜひ、ご
家族でお越しください。

フェア２０１８

◎日時　１１月３日（土）雨天翌日へ順延
◎場所　町運動公園
※詳細は広報おおの１１月号で案内します。

問合せ先 	福祉課　☎ 34－1111
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夜空に咲く、六千の花
第２５回記念根尾川花火大会

　このほど、第２５回記念根尾川花火大会（根尾川花火大会実行委員会主
催）が大野町と本巣市の協力のもと、根尾川河川敷を中心に盛大に開催さ
れました。例年より花火の数を増やし、公募したメッセージつき花火を打
ち上げるなど、２５回目を華々しく記念する内容となった大会は、過去最
高で９万人の人出となりました（主催者発表）。翌朝は、地元住民、地元
企業、関係団体、小中学生らにより、早朝から河川敷の清掃活動が行われ、
会場に残されたごみを丁寧に収集していました。

浴衣で「大野音頭」
第５４回夏まつり大野おどり

　このほど、第５４回夏まつり大野おどり（町観光協会主催）が、黒野
駅レールパークで開催されました。夕方からの激しい雷雨のため予定を
３０分繰り下げて始まった夏まつりは、来振ばやし、５つのよさこいダ
ンスチームが会場を盛り上げると、酷暑を洗い流したような涼しさのな
か、大勢の来場者が浴衣姿で「大野音頭」や「炭坑節」などを、プラッ
トフォームを囲んで踊っていました。

運動大好き！
わくわく陸上教室

　このほど、小学校１年生から３年生の児童を対象に、各小学校体育館で
わくわく運動教室が開催されました。これは、遊びやレクリエーションを
通して、走る、跳ぶ、投げるなど運動の基本となる動きを楽しく体験しよ
うとおおのスポーツクラブがスポーツ推進員らの協力を得て開催したもの
で、南小学校では２２人の児童が集まりました。ＮＰＯ法人日本ランニン
グ振興機構キッズランニング指導者の河野博子さんと吉村みゆきさんが指
導にあたり、子どもたちの利き足がどちらなのか自認させて早く走るコツ
を教えたり、新聞紙を丸めた即席のボールで遠投を競わせたりして、参加
した児童らは歓声をあげながらトレーニングしていました。

工事成績優秀企業に認定
（株）山辰組

　このほど、国土交通省中部地方整備局は、工事成績優秀企業として
（株）山辰組に認定証を贈りました。これは、過去２年間に同局が発注・
完成した土木工事を対象に工事成績評定を行ったもので、（株）山辰
組は、平成２９年度越美山系揖斐川流木対策工事で同局長表彰を受け
たほか、平成２８年度東海環状大野・神戸ＩＣ南道路建設工事が岐阜
国道事務所長より表彰され、今回の認定となりました。町長に報告に
訪れた馬渕和三代表取締役は、「社員全員ががんばって取り組んだ結
果で、評価はありがたい。」と話すと、町長は「おめでとうございます。
これからもぜひ頑張ってください。」と激励しました。

お　　礼
　第２５回記念根尾川花火大会は、警
察、消防、交通安全協会、各ボランティ
ア、会場周辺にお住まいの皆様のご協
力により、無事大盛況のうちに終了し
ました。また、翌朝の清掃活動につき
ましても、大勢の皆様のご協力をいた
だき、厚くお礼申し上げます。

根尾川花火大会実行委員会

▲花火大会の様子

▲大野おどりの様子

▲かけっこスタート！

▲（左から）認定を報告した馬渕代表取締役、児玉
営業部長、桑原工事統括部長、馬渕常務取締役

▲清掃活動の様子

ま ち の 話 題
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「カーリングのストーン」がくっきりと
まちづくりおおの協議会田んぼアート

　このほど、まちづくりおおの協議会が主催する「田んぼ
アート」が見頃を迎え、総合町民センター南の田んぼで、
高所作業車による観覧会が行われました。６月初旬の田植
えから２ヶ月強、強い日射しを受けて元気に育った稲は、
高さ１２ｍまで上がった高所作業車から眺めると、カーリ
ングのストーンや常呂町との交流２０周年を記念した「と
ころ・おおの」の文字が、古代米の黒い稲でくっきりと浮
かび上がり、観覧に訪れた人々から歓声があがっていまし
た。１０月１４日には、稲刈りが予定されています。

自分のベストを尽くします
東海大会・全国大会出場者激励会

　このほど、東海大会や全国大会に出場を決めた選手の激励会
が、役場で開催されました。県大会等を勝ち抜いた１０人の選
手が、「勝っても負けても胸を張れる試合に。」「自分の武器で
ある粘り強さで頑張りたい。」と挑む大会への意気込みを口々
に述べると、町長は「大変暑い中、皆さん頑張った。スポーツ
に打ち込める環境を作ってくれた周囲の方々に感謝して、頑
張ってください。」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
第２１回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会出場
　古澤　凜（大野中３年）　　松下和夢（大野中３年）
　岡村莉乃（大野中３年）
平成３０年度全国中学校ゴルフ選手権大会出場
　中川瑛太（大野中１年）

平成３０年度中体連東海大会出場
　柔道（女子個人）西村ひかる（大野中３年）　　　　　　水泳（個人メドレー４００ｍ）青木柾登（大野中３年）
　柔道（男子個人）平野嵩士（揖東中２年）　　　　　　　ソフトテニス（女子個人）横幕あすみ（大野中３年）
　バドミントン（男子シングルス）大岩　凌（大野中３年）　　　　　　　　　　　　馬渕　詩（大野中２年）

　また、第２６回全国中学生空手道選手権大会に出場を決めた３選
手の激励会も、役場で開催されました。「このメンバーでの全国大
会は最後なので、悔いが残らないように頑張りたい。」などと全国
大会への意気込みを述べた３選手に、町長は「おめでとうございま
す。経験は十分に積んでいると思います。一戦一戦を全力で頑張っ
てください。」と激励しました。
なお、出場選手は次のとおりです。（敬称略）
　形競技（団体・個人）堺　勇太（大野中３年）
　形競技（団体・個人）若原颯舞（大野中２年）
　形競技（団体）原田聡一（大野中２年）

　また、第４１回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競
技大会に出場を決めた林亜龍さん（西小５年）の激励会も役場で開催
されました。林さんは「頑張った結果、目標タイムを切ることができ
て良かった。ベストを出して決勝へ進みたい。」と大会への意気込み
を話し、町長から「伸びざかりの時期だと思うので、いい経験を積ん
で頑張ってください。」と激励の言葉がありました。

▲高所作業車から田んぼアートを観覧する子どもたち

▲（上段右から）平野さん、青木さん、松下さん、古澤さん、
大岩さん、（下段右から）西村さん、岡村さん、横幕さん、

馬渕さん、中川さん

▲（左から）若原さん、堺さん、原田さん

　 ▲背泳ぎで全国に挑む林さん（右）
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早くも１０万人来場達成
道の駅「パレットピアおおの」

　このほど、道の駅「パレットピアおおの」への来場者が１０万人に達した
記念セレモニーが行われ、武藤副町長からパーシーちゃんとローズちゃんの
ぬいぐるみなどが贈られました。１０万人目となったのは、大垣市在住の菅
波恭子さんと夏帆さん（６歳）、壮介くん（３歳）のご家族で、道の駅に来る
のは２回目、お昼ごはんを食べてから「子育てはうす	ぱすてる」で遊ぶつも
りとのことでした。「道の駅で子どもが遊べるところがあるのがいい。地場産
野菜も手に入ってありがたい。」と道の駅の感想を話しました。▲１０万人目となった菅波さん親子（中）

▲寄贈に対し感謝状を贈られた６団体

▲感謝状を贈られた道の駅施工業者１１業者

道の駅開駅支援に感謝状
寄贈者６団体、施工業者１１業者

　このほど、道の駅「パレットピアおおの」の開駅にあたり、寄贈を行った
６団体に、町長から感謝状が贈られました。町長は、「どちらも道の駅にふさ
わしい寄贈をいただき、ありがたい。いただいた苗木は森になるよう育てて
いきたい。」と話しました。
　また、道の駅施工を行った１１業者にも、町長は「皆の知恵と技術を結集
していただいたことに感謝している。道の駅で町の魅力を内外に広く発信し
ていきたい。これからもご協力を。」と、感謝状を贈りました。
　寄贈団体及び施工業者は次のとおりです。
寄 贈団体　（株）大垣共立銀行、（公財）十六地域振興財団、（公財）だいしん
緑化文化振興財団、（株）東海プランニング、（株）国枝、野村文化財保存会

施 工業者　大建設計（株）、大日コンサルタント（株）、西濃建設（株）、（株）
山辰組、（株）ダイワテクノ、山本産業（株）、小野電産業（株）、（株）ス
ギスイ住設、（株）遠藤設備工業、（有）牧村電機、馬渕電工社

問合せ先  
子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　早くも、グランドオープンしてから３ヶ月が過ぎました。夏休み中は連日多くの親子等が「子育てはうす　ぱすてる」を訪れ、
利用者はのべ２万人にのぼりました。
　入口で「木のにおいがする！」と
歓声があがったり、木のたまごを
プールの縁に並べて遊んだり、ボル
ダリングに誰が早く上れるか競争し
たり、利用者は思い思いにぱすてる
を楽しんでいました。どのような施
設か見学し、「今度、孫を連れてき
ます。」と笑顔で話す利用者もあり
ました。

◎１０月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス…	２日（火）、１６日（火）、２３日（火）、３０日（火）
　みつばクラス…	４日（木）、１８日（木）
　よつばクラス…	５日（金）、１２日（金）、１９日（金）、２６日（金）
誕生会…１５日（月）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２９日（月）　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…４日（木）

休館日   ３日（水）、９日（火）、１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）、
３１日（水）

◎１１月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス…	６日（火）、１３日（火）、２０日（火）、２７日（火）
　みつばクラス…	１日（木）、１５日（木）
　よつばクラス…	２日（金）、９日（金）、１６日（金）、３０日（金）
誕生会…１２日（月）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１９日（月）　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…１日（木）

休館日   ５日（月）、７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２６日（月）、
２８日（水）

※スケジュール内容は、変更する場合があります。また、詳しい内容は、ぱすてるへおたずねください。

▲木のたまごをプールの縁に
並べて遊んでいる様子

▲柿のボルダリング、
誰が最初に上れるかな？

▲「あおい空」による
読み聞かせの様子

ひっつきむしの木
カラフルでかわいいイモム
シを、木の穴から磁石のつ
いた棒で引っぱり出して遊
ぶおもちゃ。

木のおもちゃコーナー　ぱすてる内の木のおもちゃを毎回紹介します。
イナイ・イナイ・バァ
棒を押すと小さなかわいい
顔がのぞき、引っ張ると顔
が隠れる、繰り返して遊ぶ
おもちゃ。

ま ち の 話 題
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大野の柿で新しい味覚
県立岐阜農林高等学校開発「柿レモンジャム」販売

　このほど、道の駅「パレットピアおおの」で、県立岐阜農林高等学
校が商品開発した「柿レモンジャム」の販売が行われました。７月２
日に町と連携協定を結んだ同校で４０回以上の試作を繰り返して商品
化した「柿レモンジャム」は、柿の甘みの中にもレモンのさわやかさ
が香る一品となっており、開発した生徒らが道の駅で販売されている
パンにジャムを載せて、来場者に試食を勧めていました。「おいしい。
さわやかな感じがいい。」などと来場者にも好評で、用意したジャム
が次々と販売されていました。 ▲「柿レモンジャム」試食販売の様子

特 集

の
　大野町内で産出される「富有柿」は、果汁が豊富で甘
みが強いのが特徴です。
　大玉で形の良い果実を厳選し、薄手の袋をかけて直射
日光を避け、ゆっくりと成長させる「特選
富有柿」をはじめ贈答品としても人気があ
り、町を代表する特産品として町の「大野
の太鼓判」の認定も受けています。近年、
最高級品ブランド「果宝柿」も誕生しました。

　町内の柿生産者が集まる「大野町かき振興会」では、
“目指せ大玉うまい柿”をモットーにこだわりの柿作りに
取り組んでいます。「安全・安心・健康」志向の高まる近
年の消費者ニーズに答え、減農薬・減化学肥料栽培によ
り従来よりその使用量を３０％以上削減し、２００７年
に県から「ぎふクリーン農業」の認定を受けました。
２０１７年には、その組織ぐるみの栽培指導と取り組み
が高く評価され、第４７回日本農業賞岐阜県代表に選ば
れました。

　栽培面積１４０ｈａ、４２５人の生産者が柿の生産に
取り組んでおり、大野町は全国有数の一大生産地となっ
ています。
　しかし、従事者の高齢化や労働力不足等により管理さ
れていない農地が増加していることや後継者不在、農産
物の加工品が少ないなど今後の見通しなどへの不安を感
じる生産者も多く、町の農業を今後も継続していくため
にも、取り組むべき課題とされています。

※文中データは、ＪＡいび川調査データＨ２９による

　町では、道の駅「パレットピアおおの」での地域振興
施設内直売所での柿販売や今年１９回目となる柿牡蠣ま
つりなど、様々な機会を捉え、販路の拡大をめざしてい
ます。また、町かき振興会、ＪＡいび川、町商工会、揖
斐農林事務所、町が構成する「柿加工品
開発プロジェクトチーム」では、道の駅
等で販売する新たな商品づくりに取り組
んでいます。
　大野町の柿を、地域で守り、受け継ぎ
続ける取り組みが進められています。

▼ 共選場に並んだ富有柿

▲ 第４７回日本農業賞岐阜県代表に選ばれました

▲ 小学校の授業で柿の収穫体験を行いました

▲ 共選場での選果の様子



Information

お知らせ

ぎふ清流Ｃ
ク ー ル

ＯＯＬ Ｃ
チ ョ イ ス

ＨＯＩＣＥ

　県では、環境省が提唱する地球
温暖化対策のための国民運動「Ｃ
ＯＯＬ	ＣＨＯＩＣＥ」の岐阜県版
「ぎふ清流ＣＯＯＬ	ＣＨＯＩＣＥ」
を展開し、広く呼びかけています。
　「ＣＯＯＬ	ＣＨＯＩＣＥ」とは、
２０３０年度の温室効果ガスの排
出量△２６％（２０１３年度比）
を目標に、省エネ・低炭素型の「製
品」「サービス」「行動」を選んで
いこうという合言葉です。
　例えば、エコカーや省エネ家電
にする、エコ住宅を建てるという
低炭素型製品の「選択」、公共交通
機関等を利用するという低炭素型
サービスの「選択」、クールビズや
省エネに役立つアクションを実践
するというライフスタイルの「選
択」。
　未来のために、いま選ぼう。
問合せ先 	環境水道課
☎ 34－1111

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、毎月テーマを定め
て、裁判所ウェブサイト（http://
www.courts.go.jp/index/html） で
案内しています。１０月のテーマ
は「『法の日』週間を迎えて」、ぜ
ひご覧ください。
問合せ先 	岐阜地方裁判所事務局総
務課　☎ 058-262-5122

催し・講座

第２０回揖斐郡合唱祭

　郡内のコーラス団体が日々の練
習の成果を発表します。
◎出演団体　郡内のコーラス団体
◎日時　１０月２８日（日）開演　
午後１時３０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　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

就農のための 
揖斐地域農業見学会

◎対象　本気で農業を始めたい
人、定年後農業をやりたい人（先
着３０人程度）
◎見学場所　ＪＡいび川研修施
設、なすほ場、いちごハウス、柿園・
柿選果場（当日は軽装で参加）
◎日時　１０月２１日（日）午後
１時３０分〜５時※雨天実施
◎集合場所　ＪＡいび川担い手サ
ポートセンター（池田町上田
１３１８、☎ 45-9013）
◎応募締切　１０月１２日（金）
◎申込方法　①住所、②氏名、③
生年月日、④連絡先、⑤栽培した
い品目や農地の有無を役場農林課
等備え付けの申込書に記入して提
出するか、電話による。
申込・問合せ先 	揖斐農林事務所農業
普及課　☎ 23-1111

プラザ祭り

　いろいろな催しを行いますの
で、ご来場ください。
◎日時　１０月２０日（土）
午後０時１０分〜
◎場所　介護老人保健施設　プラ
ザ２１おおの
問合せ先 	プラザ２１おおの　
☎ 35-0088

里親個別相談会

　西濃子ども相談センターと西濃
地方里親会は、生みの親の事情に
より家庭で暮らせない子どもたち
を、児童福祉法に基づき親に代わ
り養育する里親を募っています。
◎日時　１０月１３日（土）午前
１０時〜午後２時（予約不要）
◎場所　西濃子ども相談センター
（大垣市禾森町５-１４５８-１０）

問合せ先 	西濃子ども相談センター
☎ 0584-78-4838

第３８回岐阜矯正展

　法務省が主唱する「社会を明る
くする運動」の一環として、次の
とおり矯正展を開催します。
◎日時　１０月１３日（土）午前
９時３０分〜午後４時／１４日
（日）午前９時〜午後３時３０分
◎場所　岐阜刑務所（岐阜市則松
１-３４-１）
◎開催内容
・模擬店、協賛業者出店
・岐阜大学吹奏楽団による演奏
・刑務所作業製品の展示販売 ほか
問合せ先 	岐阜刑務所
☎ 058-239-9554

パーキンソン病の医療講演会

◎内容　講演「パーキンソン病の
トータルケアを目指して〜みんな
で学ぶトータルケア」　講師　順
天堂大学教授　服部信孝氏
◎日時　１１月１１日（日）午後
１時３０分〜３時３０分
◎場所　奥の細道むすびの地記念
館（大垣市船町２－２６－１）
◎参加費　無料
◎申込期限　１０月３１日（水）
申込・問合せ先 	きずなの会　林
☎ 090-5001-8731

シニアを活用する企業との交流会 in 大垣

◎内容　就業を希望する５５歳以上の人を積極的に採用し応援する
企業８社（製造業、飲食・小売業、福祉業等）との交流会を開催し
ます。未資格、未経験から始められる仕事も多数あるため、気軽に
参加してください。
◎日時　１０月１２日（金）午後１時〜４時３０分
◎場所　ソフトピアジャパンセンター１０階　大会議室（大垣市加
賀野４－１－７）
◎申込方法　電話で次まで問い合わせる。
◎定員　６０人　※参加料無料
申込・問合せ先 	県総合人材チャレンジセンター　☎ 058－278－1149
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くらしの情報

募　集

町シルバー人材センター会員募集

　町シルバー人材センターは、定
年退職者等の高年齢者の希望に応
じた「臨時的かつ短期的又はその
他の軽易な就業」を提供するとと
もに、ボランティア活動をはじめ
とする様々な社会参加を通じて、
高年齢者の健康で生きがいのある
生活の実現と活力ある地域社会づ
くりに貢献しています。
◎会員になるには
・町内在住の６０歳以上で、健康
で働く意欲があり、入会説明を
受けてシルバー人材センターを
理解していただける人

・定められた年会費（年額 1,500 円）
を納入していただける人

◎入会説明会
期日　１０月９日（火）、１１月
１３日（火）、１２月１１日（火）、
１月８日（火）、２月１２日（火）、
３月１２日（火）
時間　午前１０時〜
場所　中央公民館
問合せ先 	町シルバー人材センター　
☎ 36-1166

相　談

１０月１５日から２１日は 
行政相談週間 

困ったら 一人で悩まず 行政相談

◎行政相談とは　役所の仕事につ
いて不満を感じたり、よく分から
ないということはありませんか。
あなたの声を総務大臣が委嘱した
行政相談委員が伺います。相談無
料、秘密は固く守られます。
◎相談内容　道路の危険箇所を直
してほしい、介護等福祉のサービ
スが受けられず困っている等
◎相談日時　１０月９日（火）午
後１時〜３時
◎相談場所　福祉センター　会議
室
問合せ先 	総務省岐阜行政相談セン
ター「きくみみ岐阜」
☎ 0570-09-0110

１０月１日から７日は公証週間 
無料公証相談窓口

　法律上のトラブルを未然に防止
し、権利を擁護保全するため、遺
言や大切な契約を公正証書で作成
しませんか。
◎相談範囲の例　遺言、任意後見
契約、離婚、金銭貸借、土地建物
貸借等公正証書作成の手続等
※相談の際は、なるべく関係資料
を持参する

◎相談日時　１０月１日（月）〜
５日（金）
◎相談時間　午前９時３０分〜午
後６時（午後０時〜１時を除く）
◎場所　大垣公証役場（大垣市丸
の内１－３５）
問合せ先 	大垣公証役場
☎ 0584-78-6174

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　１０月１５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
件あたり２０分）
◎相談場所　保健センター　相談
室
◎相談員　弁護士
予約・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　１０月１５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
件あたり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
予約・問合せ先 	保健センター
☎ 34-2333

河川一斉清掃　『クリーン大作戦』

　かけがえのない私たちの美しい河川環境を守るために、積極的な
参加をお願いします。
◎日時　１０月２８日（日）午前８時〜（１時間程度、小雨決行）
　※中止の場合は当日朝広報おおの（無線）で放送します
◎範囲　揖斐川・根尾川（大野町側河川敷）
◎集合場所
　①揖斐川　揖東中学校西河川敷
　②揖斐川　平野庄橋北河川敷
　③揖斐川　公郷グラウンド駐車場
　④揖斐川　西座倉（パターゴルフ場駐車場）
　⑤根尾川　大野橋北駐車場
　⑥根尾川　リバーサイドパーク駐車場
　⑦根尾川　藪川橋北河川敷
　⑧根尾川　グリーンハウス南駐車場
◎注意事項
・参加する人は上記の中で都合の良い集合場所に集まってください。
・動きやすい作業着と運動靴等で安全確保に注意してください。
・各自、ゴミ袋を持参してください。
問合せ先 	建設課　☎ 34－1111
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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
み事
◎相談日　１０月１１日（木）
◎相談時間　午後１時〜５時（１
件あたり６０分、午後４時最終受
付）※要予約
◎相談場所　役場　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。当日の受付は問い合わせる。
予約・問合せ先 	観光企業誘致課
☎ 34-1111

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　１０月１７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
※予約時簡単な聴き取りをします
予約・問合せ先 	福祉課
☎ 34-1111

心配ごと相談

◎相談日　１０月２日（火）、９日
（火）、２３日（火）
◎相談時間　午後１時〜３時（心
配ごと相談１件あたり３０分、弁
護士相談１件あたり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
予約・問合せ先 	社会福祉協議会事務
局　☎ 34-2130

　総務省統計局、県、町では、１０月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します。この調査は、住
生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約３７０万世帯を対象とした大規模な調査です。
　調査期間中、「調査員証」を携帯した統計調査員が、調査対象となる地区を巡回して調査書類を配
布します。調査への回答は、インターネットでの回答又は紙の調査票での回答が可能ですので、調査
への協力をお願いします。
　また、統計調査員をよそおった不審な訪問者や電話などに注意してください。不審に思ったときは、
すみやかに町役場へ相談してください。
問合せ先 	政策財政課　☎ 34-1111

平成３０年住宅・土地統計調査にご協力を

自衛官等募集案内
募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日 合格発表

高等工科
学校生徒

男子で中卒（見込含）
１７歳未満の者

推薦 １１月１日
〜１１月３０日

平成３１年１月５日
〜７日のうち１日 平成３１年１月１７日

一般 １１月１日
〜平成３１年１月７日

１次　平成３１年
　　　１月１９日
２次　	平成３１年２月１日

〜４日のうち１日

１次　平成３１年
　　　１月２５日
最終　平成３１年
　　　２月１５日

自衛官
候補生

１８歳以上
２７歳未満の者 男子 年間を通じて 第７回　１１月２日

第８回　１１月３０日 試験時にお知らせ

※受験資格の年齢は各種目とも平成３１年４月１日現在
※高等工科学校説明会は１０月２８日（日）に開催予定、詳細は次へ問い合わせてください
問合せ先 	岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ 0584－73－1150
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【募集（受付）期間】１０月１日（月）〜１９日（金）
　　　　　　　　　 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㎡ 

 

　８月２５日から２８日まで、北見市の友好
都市である岐阜県大野町から、小学生国内交流事業訪問団として６年
生２０人が常呂を訪れました。
　子どもたちは、農業・漁業関係の施設見学、カーリング体験を行っ
たほか、サロマ湖ワッカ原生花園を自転車で散策し自然を体感。
　また、楽しみにしていたパークゴルフでは、珍プレー、好プレーの
続出にグリーン上では歓声が沸き上がり大いに楽しんでいました。

常呂の夏を楽しむ！
友好都市・岐阜県大野町小学校来北ところ通信

Vol. 224

北見市

▲パークゴルフに挑戦しました

町のために一緒に働きませんか？ 町職員募集（平成３１年４月採用）

職　種 受験資格
一般行政職
（事務職）

平成４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３１年３月３１日までに卒
業する見込みの者

一般行政職
（ 事 務 職：
身体障がい
者対象）

平成４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・短期大学・高等学校を卒業した者又は、平成３１
年３月３１日までに卒業する見込みの者で、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

土木技術職 平成４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・短期大学・高等学校を卒業した者又は、平成３１
年３月３１日までに卒業する見込みの者で、土木系を修学した者

保育士 昭和４４年４月２日以降に生まれた者で保育士資格（採用までの取得予定を含む）を有する者

◎募集人員　若干名　
◎第１次試験　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、高卒程度
期日　１１月１８日（日）　場所　総合町民センター
◎第２次試験　口述・作文試験（１２月中予定、第１次試験の
合格者に別途通知）

場所　大野町役場
◎受験手続　総務課にある申込書に卒業（見込）証明書、保育
士は資格証書の写しを添えて提出。
◎受付期間　１０月１０日（水）〜３１日（水）（土・日・祝日
を除く）午前８時３０分〜午後５時１５分
問合せ先 	総務課　☎ 34-1111
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「大野町子育て世代包括支援センター」を開設します。
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的とした「子育て世代包括支援セ
ンター」を、保健センター内に１０月から開設します。

　初めての妊娠でわからないことがいっぱい・・・
　まわりに手伝ってくれる人がいない・・・
　赤ちゃんが泣いてばかりでどうしたらいいの・・・
　イライラして子どもにあたってしまう・・・
　　など妊娠・出産・子育てには、さまざまな悩みがあります。

　「子育て世代包括支援センター」はそのような不安や悩みに関して幅広く相談をお受けします。解決策
を一緒に考え、必要に応じていろいろな機関と連携し、より広く支援できるよう体制を整えて対応します。
ぜひ気軽に利用してください。
　
◎開設時間　月〜金曜日　午前８時３０分〜午後５時１５分（休日・年末年始除く）

問合せ先 		保健センター　☎ 34－2333
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今月のおすすめ本

あの日のオルガン 疎開保育園物語 ある晴れた夏の朝
久保 つぎこ著 / 朝日新聞出版

　空襲が激しくなる東京から、園児５３人を連れて埼玉の
無人寺へ。「疎開保育園」を作る、それはこれまで誰もやっ
たことがないことだった…。園児たちの命を守り抜いた若
き保母たちの実話。２０１９年２月公開映画の原作。

小手鞠 るい著 / 偕成社

　アメリカの８人の高校生が、日本に対するアメリカ
の原子力爆弾投下の是非について、原爆肯定派と否定
派に分かれて討論する。日系アメリカ人のメイは、否
定派の１人として演壇に立つことになり…。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 10 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〉
●一億円のさようなら

（白石 一文著 / 徳間書店）
●地に滾る

（あさの あつこ著 / 祥伝社）
●任俠浴場

（今野 敏著 / 中央公論新社） 
●悪玉伝

（朝井 まかて著 /KADOKAWA）
●焦土の刑事

（堂場 瞬一著 / 講談社）

●たまごのえほん
（いしかわ こうじ作・絵 / 童心社）

●いいまちがいちゃん
（のぶみ作 /WAVE 出版）

●からっぽマヨネーズ
（ねじめ 正一作、土田のぶこ絵 / 鈴木出版）

●３びきのこぶたと４ひきめのこぶた
（きしら まゆこ作・絵 / 教育画劇）

●ノホホンむらのねこたち
（さとう あや作 / 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

今月の館内展示
「おいしい読書」展

　１０月は食べ物の日がいっぱいあることごぞんじでしょうか？
　たとえば１０月１０日だけでも、マグロの日・トマトの日・肉
団子の日・お好み焼きの日・缶詰の日・魚の日・イカの日・コッ
ペパンの日・おもちの日など、数えきれません。
　でも本当に食べてしまうと…とお悩みのダイエット中の皆さ
ま！！本で味わう食欲の秋はいかがですか？おすすめのおいしい
読書！として、お菓子や食べ物を題材に書かれた絵本や小説・エッ
セイなどをご紹介します。もちろん、読むより実際に食べたいと
いう方には料理本もあります。どうぞご存分にご賞味ください。

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後、ボランティ
アの方によるおはなし会を楽しんで頂
けます。お気軽にご参加下さい。

〈日時〉　午後２時３０分〜
１０月６日（土）・１１月３日（土）
　・「和母（わはは）」さん
１０月２０日（土）・１１月１７日（土）
　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナー

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

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
　町民のみなさんの健康意識の向上や健（検）診の受診率の向上を図るため、「清流の国ぎふ健康ポイント事業」が始まりま
した。健康診断を受けたり健康教室やイベントに参加して、健康ポイントを貯め、貯まったポイントで特典をゲットしましょう。

◎実施期間　９月１日（土）～平成３１年３月３１日（日）
◎対象メニュー　各種健（検）診、町が実施する健康教室、介護予防教室、スポーツイベント等
◎参加方法

　※チャレンジシートは、保健センターや地区公民館にあります
　　詳細は、町ホームページを参照するか、保健センターに問い合わせてください

　１０月は「がん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーン月間」です。がん検診の受診で健康ポイントが１ポイン
ト貯まります。今年度まだ検診を受けていない人は、この機会に検診を受けましょう。希望する人は保健センターへ申し込
んでください。

検診の種類 検診方法 対象者 検診間隔
胃がん検診 胃部Ｘ線検査 ４０歳以上 年に１回
大腸がん検診 便潜血検査 ４０歳以上 年に１回
前立腺がん検診 血液検査（PSA 検査） ５０歳以上 年に１回
乳がん検診 視触診、マンモグラフィ、超音波検査（希望者） ３０歳以上の女性 ２年に１回
子宮頸がん検診 内診、子宮頸部細胞診、ＨＰＶ検査 ２０歳以上の女性 ２年に１回

問合せ先  保健センター　☎ 34－2333

～健康づくりでお得をゲット！～
清流の国ぎふ健康ポイント事業

健康ポイント　大野町 検索

①健康づくりに取り組む
　チャレンジシートに健康づく
りに取り組んだ日付、メニュー
を記載して、ポイントを貯めま
しょう！

③特典を使う
　県内の協力店で「ミナモ健康カード」
を提示すると、様々な特典を受けるこ
とができます。さらに抽選で健康グッ
ズや県産品が当たるチャンス！

【高齢者インフルエンザ予防接種】
　町内に住所を有し実施期間内に満６５歳以上となる人に「大野町インフルエンザ予防接種予診票」を郵送します。
同封の「インフルエンザ予防接種のお知らせ」等をよく読み、医療機関で接種してください。
◎実施期間　１０月中旬〜１２月２８日（金）　※接種開始時期は医療機関によって異なります
◎費　　用　1,700 円　※生活保護世帯の人には費用を助成します（事前申請が必要）

※	接種時に満６０歳以上６４歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や免疫不全等で日常生活が極度に制限される程度の障がい（身体障
害者手帳１級相当）を有する人は、保健センターへ問い合わせてください

【高齢者肺炎球菌予防接種】
　町では高齢者肺炎球菌予防接種を次のとおり実施しています。接種を希望する人に予診票を交付しますので、保
健センターまで申し込んでください。
◎対 象 者　今年度の対象者は、町内に住所を有する次の人です。
　　　　　　１００歳となる人（大正７年４月２日〜大正８年４月１日生まれの人）
　　　　　　　９５歳となる人（大正１２年４月２日生〜大正１３年４月１日生まれの人）
　　　　　　　９０歳となる人（昭和３年４月２日生〜昭和４年４月１日生まれの人）
　　　　　　　８５歳となる人（昭和８年４月２日生〜昭和９年４月１日生まれの人）
　　　　　　　８０歳となる人（昭和１３年４月２日生〜昭和１４年４月１日生まれの人）
　　　　　　　７５歳となる人（昭和１８年４月２日生〜昭和１９年４月１日生まれの人）
　　　　　　　７０歳となる人（昭和２３年４月２日生〜昭和２４年４月１日生まれの人）
　　　　　　　６５歳となる人（昭和２８年４月２日生〜昭和２９年４月１日生まれの人）

※ただし、今までに１回でも高齢者肺炎球菌の予防接種を接種したことがある人は対象外です
※接種を希望する人は、接種歴・接種希望医療機関等の確認が必要ですので、接種前に保健センターに連絡してください

◎実施期間　平成３１年３月３１日までに１回接種
◎費　　用　3,000 円　※生活保護世帯の人には費用を助成します（事前申請が必要）
◎持 ち 物　高齢者肺炎球菌予防接種予診票（保健センターから交付します）

※実施医療機関等詳細については「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」交付時にお渡しする説明書で確認してください

申込・問合せ先 	保健センター　☎ 34－2333

予防接種のお知らせ

②特典をもらう
　６ポイントを貯め、チャレン
ジシートを保健センター窓口で
提示すると「ミナモ健康カード」
と抽選申込書が交付されます。
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季節の野菜を使ったおやつ
　今月は、旬の食材「さつまいも」を使い、本来の甘みを活かしたおやつ「さつまいもの
マフィン」を紹介します。はちみつで中はしっとり、表面はカリッとした仕上がり。さつ
まいもがいっぱい詰まっています。ブランデーの香りが大人向けですが、ブランデーを入
れなくてもおいしく仕上がります。また、かぼちゃでも代用できます。秋の味覚を楽しん
でみてはいかがでしょうか。ぜひお試しください。

● さつまいものマフィン ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

290kcal
4.6g

11.5g
60mg

0.3g

【材料（７個分）】
ホットケーキミックス
　………………… ２００ｇ
さつまいも（中）
　…… １本（約２５０ｇ）
無塩バター………… ７０ｇ
牛乳……………… ５０ｍｌ
　　卵………………… ２個

　
　

ブランデー（リキュール類） 
Ⓐ　　 …………… 大さじ１
　　はちみつ…… 大さじ１
　　砂糖…………… ６０ｇ
ごま…………………… 少々

【作り方】
①さつまいもはよく洗い、皮付きのまま１㎝角に切

る。水にさらし、アクをとる。
②さつまいもは水けをきり、ラップをふんわりかけ

て、電子レンジで４分ほど加熱をする。
③バターは電子レンジで加熱し溶かしておく。
④ボウルにⒶの材料と③の溶かしバターを入れてよ

く混ぜる。
⑤④の中にホットケーキミックスを加え、ダマにな

らないよう混ぜ、②のさつまいも２/ ３量を加え
混ぜる。

⑥オーブンを１８０℃に予熱しておく。
⑦マフィンカップに⑤の生地を７分目まで流し入

れ、その上に②のさつまいも１/ ３量とごまをトッ
ピングする。

⑧１８０℃のオーブンで２５分程度焼き、竹串をさ
して生地がついてこなければ出来上がり。

※表面が焦げるようであれば、アルミホイルを表面
にかける。

【１個分の栄養価】

次回献血の案内
日　　付 時　　間 場　　所 内	容

１０月６日（土）
　　　７日（日）

午前９時３０分
〜

午後３時３０分
大野まつり会場内

全血
（４００ｍｌ）

　献血へ協力していただいた人に、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ます。皆様
のご理解とご協力をお願いします。

　なるべく少人数の血液を使用することにより、輸血を受ける患者さんには、血液を介する感染の危険性も少なく
なり、体への負担も軽いため、医療機関から４００ｍｌ由来血液の要請が高まっています。
　当日は、４００ｍｌ献血のみの受付とさせていただいています。予めご了承ください。

食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

【お知らせ】
減塩への取り組みの第一歩として、ご家庭のおみそ汁の塩分量を調べてみませんか。
大野まつりの会場で、ご家庭の汁物などの塩分量を測定します。
当日は、紙コップ半分程度（５０ｃｃ）の汁物を持って、気軽に参加してください。
　◎日時　１０月６日（土）、７日（日）　午前１０時〜午後２時
　◎場所　総合町民センター　２階　料理室
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国　保　だ　よ　り

柔道整復師（整骨院・接骨院）の適正な受診にご協力ください！

　柔道整復師（整骨院・接骨院）による施術は、その
負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合
と使えない場合があります。国民健康保険の適用が認
められなければ施術料は全額自己負担となりますので、
施術を受ける前に柔道整復師とよく相談しましょう。

国民健康保険が「使える」場合
・打撲・ねんざ・挫傷（肉離れ等）
・医師の同意がある場合の骨折
・脱臼の施術・応急処置で行う骨折
・	脱臼の施術（応急手当て後の施術には、医師の同意
が必要）

国民健康保険が「使えない」場合
・日常生活による単純な疲労、肩こり、腰痛等
・	スポーツ等による筋肉疲労、筋肉痛・脳疾患後遺症
などの慢性病

・症状の改善のみられない長期の施術
・	病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニ
ア等）による痛みやこり

・	保険医療機関（病院・診療所など）で同じ負傷等の
治療中のもの

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

柔道整復師にかかる場合の注意事項
１　負傷原因を正確に伝えましょう
　健康保険は治療を目的としたものです。健康保険等
の対象にならない場合もありますので、どのような原
因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
外傷性の負傷でない場合、国民健康保険は使用できま
せん。負傷原因が労働災害に該当する場合は、労災保
険からの給付になります。	交通事故等の第三者行為に
よる負傷の場合には、届出が必要です。

２　病院での治療と重複はできません
　同一の負傷について、同時期に柔道整復師による施
術と医療機関での治療を重複して受けることはできま
せん。その場合、原則として柔道整復師の施術料は全
額自己負担となります。
３　�施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けて

ください
　施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられ
ますので、医師の診断を受けてください。
４　�療養費支給申請書は内容をよく確認し、署名しま

しょう
　「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道
整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。
負傷原因、日数、金額をよく確認し、署名・捺印をする
ようにしましょう。
５　領収書は必ずもらいましょう
　領収書を必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょ
う。領収書は、医療費控除を受ける際等に必要ですので、
大切に保管してください。また、照会文書や医療費通
知等が届いたときに、実際に支払った額との相違があっ
た場合は、必ず健康課に連絡してください。
※領収書は無料発行が義務づけられています。

医療費の適正化にご協力ください
　医療費は、皆様の保険料や自己負担でまかなわれて
います。柔道整復師へのかかり方について正しく理解
していただき、適切に受診することが医療費の適正化
へつながります。また、町では、申請書の内容確認や
調査の必要等について、加入者の皆様に照会文書を送
らせていただくことがありますので、ご協力をお願い
します。

問合せ先  健康課　☎ 34－1111

　歯やお口のことで困っていることはありませんか？かかりつけの歯医者さんはありますか？　
　歯とお口の健康を守るために、今年から無料歯科健診を実施しますので、ぜひご利用ください。

◎日時　１０月７日（日）　午前１０時〜１１時３０分
◎場所　保健センター（ふれあい２０１８大野まつり会場内）
◎予約　不要

問合せ先  保健センター　☎ 34－2333

無料歯科健診を実施します
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マイナンバーによる手続きが開始されました
　平成３０年３月から、市町村及び年金事務所の窓口では、国民年金の加入手続きや年金保険料の
免除の申請、老齢基礎年金の請求の手続きにマイナンバーを使用して行えるようになりました。マ
イナンバーを使用すると、その後、住所、氏名等の変更があった時に別に届け出る必要がなくなり
ます。
　マイナンバーで手続きを行う時は、マイナンバーカード等のマイナンバーが確認できる書類、本
人の身元が確認できる書類を市町村又は年金事務所の窓口に提示する必要がありますので、確認が
できる書類を窓口に持参してください。
　＊	マイナンバーの記載が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を使用して各種手続きを行うこと

もできます。
　＊	国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書等、一部マイナンバーを使用できない手続きもあ

ります。

国民年金保険料は納期限までに納めましょう
　平成３０年４月分から平成３１年３月分までの国民年金保険料は、月額 16,340 円です。
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンススト
アで納付することができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用して
の納付、そして便利でお得な口座振替もあります。

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納付されない人に、電話・文書・訪問によ
り早期に納付されるよう案内を行っています。
　未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がな
い場合は、延滞金が課され、納付義務のある人（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶
者及び世帯主）の財産を差し押さえることがありますので、早めに納付してください。
　所得が少ないなど納付が困難なときは、保険料が免除・猶予される制度がありますので、役場の
国民年金窓口（③健康課）で相談してください。

問合せ先 	大垣年金事務所　☎ 0584-78-5166

国民年金のお知らせ

びんの分別収集のお願い
　現在、びんは、中身は水ですすいで異物を取り除き、乾かしてから無色（透明）、茶、その他（緑、黒など）
の３種類に分別をお願いしています。
　また、びんのラベルは、原則、プラスチック製のはがせるラベルははがし、紙のラベルははがさず出して
ください。今後もゴミの分別及びゴミの減量化に協力をお願いします。

※ペットボトルは従来どおり、ふたとラベルをはがしてください。

問合せ先 	環境水道課　☎　34－1111
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野外焼却の禁止
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼却（野焼き）
は一部の例外を除き禁止されています。また、構造基準を満たしていない
焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシンが多く発生するため使用
できません。
　この規定に違反した場合、法の規定により罰せられます。（５年以下の懲
役若しくは 1,000 万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられます。）

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 具体的な事例

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うた
めに必要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き（河川管理者）、	道路側の草焼き（道路管理者）、漂着物等
の焼却（海岸管理者）

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、
応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策	火災予防訓練
凍霜害防止のための稲わらの焼却（著しい支障を生ずる廃タイヤ焼却は不可）

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要
な廃棄物の焼却

正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事（どんと焼き）
塔婆の供養焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない
ものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却	等

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる
廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

＊上記政令の除外規定に該当しても、焼却の中止を指導する場合があります。

◎町では、４月から焼却灰の回収を取りやめています。住みよいまちづくりのため、ご理解ご協力をお願いします。

問合せ先 		環境水道課　☎ 34-1111

使用済小型家電リサイクルにご協力を！
　ごみの減量と小型家電に含まれる貴重な金属を資源として有効活用するため、役場及び総合町民センターに回収ボッ
クスを設置して回収をしていますが、大野まつり会場にも回収ボックスを設置します。次の回収対象品目のリサイクル
に協力をお願いします。

回収ボックス設置場所 役場 総合町民センター

受入日時
役場開庁日

午前８時３０分〜午後５時１５分
総合町民センター開館日
午前９時〜午後１０時

回収対象品目
①携帯電話端末（ＰＨＳ端末、
スマートフォン含む）

②タブレット端末
③電話機
④ポータブルラジオ
⑤ポータブルＤＶＤビデオ
⑥デジタルカメラ
⑦ビデオカメラ
⑧デジタルオーディオプレーヤ
⑨ＭＤプレーヤ
⑩ＣＤプレーヤ
⑪テープレコーダ
⑫ＩＣレコーダ

⑬電子辞書
⑭電卓
⑮カーナビ
⑯ＶＩＣＳユニット
⑰ＥＴＣ車載ユニット
⑱携帯型ゲーム機
⑲据置型ゲーム機
⑳電子機器付属品（リモコン・
ＡＣアダプタ・ケーブル・充
電器）
㉑ハードディスク
㉒ＵＳＢメモリー
㉓メモリーカード

●注意事項
・投入規定サイズは、縦１５㎝×横３０㎝です。
・回収対象品目外及び規定サイズ外は回収できません。
・業務用、事業者から排出されたものは回収できません。
・個人情報及びその他のデータは必ず消去してからお持ちください。
　※携帯電話端末は携帯電話破砕機を備えていますので、投入する前に担当課窓口までお持ちください
・電池（充電池、乾電池等）はあらかじめ取り外してお持ちください。
・一度投入したものは返却できません。
問合せ先 	環境水道課　☎ 34-1111

▲黄色い小型家電回収ボックス
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なし

消費者ホットライン

光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意

事例１
　大手電話会社の代理店を名乗り「新サービスです。」と
電話がかかってきたので、てっきり長年契約している大
手電話会社からの新サービスの案内だと思って話を聞い
た。利用料が安くなるならと思い担当者に電話で言われ
るまま転用承諾番号をインターネットで取得し、伝えた。
ところが届いた登録完了通知を見たら大手電話会社とは
別会社との契約であると分かった。大手電話会社以外と
契約するつもりはないので、解約したい。

事例２
　大手通信会社の関連会社と思わせる事業者から勧誘電
話があり、「現在の料金より 1,000 円安くなる。」と言うの
で承諾し、事業者の指示でウェブページから転用承諾番
号を取得して伝え、申し込んだ。その後、クレジットの
明細書を見ると今までより高額になっていた。調べると
契約した覚えのないオプションが付いていた。事業者の
対応が信用できず今後関わりたくないので、違約金を支
払ってでも解約したい。

事例３
　４ヶ月前、自宅に来た業者に「電話料金が安くなる。」
と勧誘され、一般加入電話とアンテナによる有料を含む
テレビ視聴をやめ、光電話と光テレビの契約を結んだ。
パソコンはなく、インターネットはやらない。口座の引
き落としを見ると毎月の支払額は増えた。インターネッ
トをやらないのにプロバイダ料金を支払っていることが、
支払額が増えた理由のようだ。光テレビは５年の縛りが
あるが、解約したい。

アドバイス
（１）勧誘時に「料金が今より安くなる。」と言わ

れ、現在の契約の料金を確認しないまま契約し、契約
書面やその後の請求時に安くなっていないことに気付
くケースが見られます。契約先を変更する前に、現在
契約しているサービスの料金や、解約時に発生する費
用等を確認しましょう。

（２）勧誘時に事業者名、サービス名、連絡先、料金、契
約期間や違約金等の契約内容についてよく確認しま
しょう。代理店による勧誘が多いので契約相手の事業
者名だけでなく代理店名も確認しましょう。

（３）光コラボレーション事業者と契約した後で以前の契
約に戻したいと思っても、違約金等の高額な費用が発
生したり、以前の契約先で適用されていた長期契約時
の割引サービス等を同じ条件で適用することはできま
せん。契約内容を十分確認・検討しましょう。

（４）光コラボレーション事業者が提供する光回線サービ
スは、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約
解除制度」の対象です。初期契約解除制度は、契約書
面が届いた日を初日とした８日目までの間に契約解除
の書面を出すことで中途解約の違約金の負担なく契約
解除が可能です。ただし、事務手数料や解約までに利
用したサービスの料金、工事が実施されていた場合の
工事費等は支払う必要があります。

　町消費生活センターでは、町民の皆さま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ください。

☎　局番無し　１８８　

　平成２７年２月１日より、ＮＴＴ東日本・西日本が光回線サービスの卸売を開始しました。これにより、光回線サー
ビスの卸売を受けた様々な事業者（光コラボレーション事業者という）が参入し、光回線にプロバイダや携帯電話
等の独自のサービスを組み合わせて、様々な料金や契約形態で販売しています。消費者にとっては選択肢が増えま
したが、今まで契約していた事業者のプランの変更だと思っていたら契約の事業者が変わっていたなど光回線サー
ビスの卸売について、未だ理解が浸透していないようです。

　光卸はＮＴＴ東日本・西日本から光回線サービスの卸売を受けた光コラボレーション事業者との新たな契約であ
り、ＮＴＴ東日本・西日本との契約ではありません。
　元々ＮＴＴ東日本・西日本と光回線を契約していた人が、簡易な手続きにより光コラボレーション事業者の光卸
の契約に乗り換えることを「転用」と呼び、ＮＴＴ東日本・西日本との光回線の契約はなくなります。転用手続きは、
ＮＴＴ東日本・西日本から「転用承諾番号」を取得し、光コラボレーション事業者に番号を知らせる必要があります。
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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。

8 月中に届け出のあった方（敬称略）

10・11 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）

10

7 たかはし耳鼻咽喉科 大野町
中之元 32-1115

8 ゆり形成内科整形
おおの

大野町
大野 35-7722

14 クリニック
ラポール

大野町
大野 32-0033

21 大久保医院 大野町
黒野 32-1510

28 たしろクリニック 大野町
下磯 36-1168

11
3 新生病院 池田町

本郷 45-3161

４ まつばら眼科
池田町
池野 

44-1233

※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/

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 小林　花
か れ ん

蓮 啓斗 公郷 鳥本萌
も も か

々香 典宏

六里 髙橋　心
こ こ あ

愛 健 大衣斐 西口　歩
あ ゆ は

羽 和仁

下方 渡辺　瑛
え い た

太 恵司 南方 吉村　莉
り な

奈 尚貴

桜大門 平野　　輝
ひかる

幸治 五之里 塩谷　恵
め い

以 一茂

大野 小椋　心
こ は る

陽 直樹 下磯 佐藤　莉
り せ

星 亮

稲畑 町田　結
ゆ の

乃 隼人

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 河合　貞子 93 牛洞 林　　孝朗 92

野 渡邉　豊弘 90 松山 山村　光子 90

野 竹中　壽子 93 瀬古 丹羽　徹一 97

上秋 内藤　明彦 85 下座倉 児玉　　明 82

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

♥
夫 公郷 森　　敦史
妻 愛知県

大府市 加藤　由衣

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（9 月 1 日現在）

人　口 ………… ２３，１８７（+ ２７）
男 ………… １１，３６７（+ １０）
女 ………… １１，８２０（+ １７）

世帯数 ………… ７，９０９（+ ２３）
出生１２人／死亡１７人／転入６２人／転出３０人

納 期 限 の お 知 ら せ

10 月 1 日（月） 国民健康保険税（5 期）

10 月 31 日（水）
町県民税（3 期）
国民健康保険税（6 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
ホームページ
QR コード

次回の古紙類等回収について
11月18日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、11 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、広報無線にてお知

らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

住 民 だ よ り


