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ま ち の 話 題

安 心して暮らせる地域のために
犯罪被害者等支援条例制定

このほど、第３回町議会定例会を経て、犯罪被害者等支援条
例が制定、公布、施行されました。犯罪被害者等の支援に特化
した条例の制定は県下初で、相談窓口の設置や経済的支援、啓
発活動の実施等を盛り込んでいます。揖斐川町、池田町とも同
条例の制定をし、今後連携する揖斐警察署長同席で行った記者
会見の席上、町長は、
「犯罪の発生が無いことが一番だが、町
民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的
に、県下でもいち早く先進的に制定しました。
」と条例の制定
について報告しました。

▲条例の制定を報告した三町の町長、揖斐警察署長（前列）
と三町の町議会議長（後列）

元 気にご長寿を
平成３０年度敬老会

▲卒寿の祝い状を贈られた参加者

敬老の日を迎え、総合町民センターで敬老会が開催されました。
７７歳以上の２, ５３２名の高齢者が会場へ招待され、６１７名が参
加しました。式典では、満９０歳の卒寿を迎えた７８名に宇佐美町
長や吉村社会福祉協議会会長から祝い状や祝い品が贈られました。
続いて開催された祝賀会では、町立北保育園の園児による演奏と
「おじいちゃん、おばあちゃん、元気で長生きしてください。」とい
う可愛いメッセージが読み上げられると、参加者から歓声と拍手が
湧いていました。参加者らは、その後の和太鼓集団“志多ら”の力
強い演奏にも聴き入っていました。

「 関動」の体育大会
揖東中学校

このほど、大野中学校で体育祭、揖東中学校で体育大会が開催さ
れました。
雨天のため１日順延して行われた揖東中学校体育大会では、仲間
かん どう
と関わり合い自分から動く「関動」をテーマに、生徒らが様々な種
目に取り組んでいました。
各団の応援席の１、２年生や先生、地域の人、家族らから盛んに
声援を受け、バトンをつないで全力疾走したリレーでは、３年生の
生徒らが中学校最後の体育大会を楽しんでいました。
▲チームワークでバトンをつないだ３年生のリレー

道 の駅で、おもてなし
ツール・ド・西美濃２０１８

このほど、西濃２市９町を自転車で巡りながら自然や町並みを楽
しむ「ツール・ド・西美濃」が開催され、大垣市浅中公園を発着地
にして６２６人が約１３５㎞の道程を楽しみました。参加者を地元
の味などで迎える「おもてなしステーション」を、大野町では道の
駅「パレットピアおおの」に設置し、柿よせずしやジビエ唐揚げ等
を用意して歓迎しました。
町の味に舌鼓を打った参加者らは、次の休憩ポイントの谷汲山華
厳寺を目指して元気に走り出していきました。
▲海津方面から「パレットピアおおの」に到着した
サイクリストの皆さん
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町 発展のために尽力
町功労者表彰

このほど、町功労者表彰及び町区長会表彰が総合町民センターで行
われ、町表彰規程等に基づいて、町功労者や金員寄附者に、町長より
表彰状、感謝状が贈られました。
被表彰者は次のとおりです。
（敬称略）
町功労者表彰
地方自治功労 杉原重明 國枝源幸
学芸功労 杉原重明 松浦茂子 飯沼敏克
保健衛生功労 林亮介
公共事業功労 杉山卓雄 神谷涼介 所紀代子
金員寄附 （株）マルダイ
特別功労 大野町緑化振興会
町区長会表彰
佐々木洋
石原東亞雄

▲町功労者表彰を受けた皆さん

久保田久子

▲町区長会表彰を受けた佐々木さん（中左）
と石原さん（中右）

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

このほど、総合町民センターにおいて、柿とバラの町農地・水・環境保全
組織主催で「農村環境保全に関するポスター・標語コンクール表彰式」が行
われ、入賞した児童生徒らが表彰されました。これは、農村環境保全の普及・
啓発を図るために町内小中学校の児童生徒から募集されたもので、２, ２８２
点の応募の中から、１８人の応募作品が受賞しました。
なお、表彰者は次のとおりです。（敬称略）

▲表彰を受けた皆さん

ポスターの部
田宮亜珠（揖東中３年）
伊藤琴梨（揖東中２年）
白木敦也（大野中１年）
若原瑞季（大野小６年）
髙野和花（北小５年）

小森みさこ（西小４年）
南谷佑悟（北小３年）
内木望愛（北小２年）
井川湊翔（東小１年）

標語の部
内藤彩加里（大野中３年）
安藤彪（大野中２年）
林隼己（大野中１年）
立田聡美（大野小６年）
加納優（東小５年）

吉田優姫（東小４年）
森春喜（東小３年）
青木萌乃華（北小２年）
長沼晃生（中小１年）

全 国に挑戦します

第７３回国民体育大会、第１８回全国障害者スポーツ大会出場者激励会

このほど、第７３回国民体育大会と第１８回全国障害者スポーツ
大会への出場を決めた選手の激励会が役場で行われました。激励会
に出席した若原吏玖さんは「岐阜県選抜は去年７位だったので、そ
れを超えられるようがんばりたい。
」
、近藤恵さんは「支えてくれる
全ての人に感謝して挑みたい。
」と意気込みを述べると、町長は「体
調をこわさないよう、ベストコンディションで思いきりチャレンジ
してください。
」と激励しました。
出場選手は次のとおりです。
（敬称略）
第７３回国民体育大会
バレーボール少年男子の部 若原吏玖 （大垣日大高等学校３年）
▲激励を受けた近藤さん（中左）、若原さん（中右）
体操少年女子の部（団体） 竹内佑季（県立大垣商業高等学校１年）
水泳成年男子の部平泳ぎ１００ｍ 野村陵太（濃尾電機（株））
第１８回全国障害者スポーツ大会
立ち幅跳び、走り高跳び 近藤恵（県立揖斐特別支援学校高等部２年）
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郷 土の先人の生き方を学ぶ
講演会「郷土の先人

野村洋三を知ろう」

このほど、明治１５０年事業講演会「郷土の先人 野村洋三
を知ろう」が、野村洋三顕彰会主催で総合町民センターで開催
されました。揖斐郡鶯村（現在の大字公郷）に生まれた洋三氏
は、１９２３年に発生した関東大震災で壊滅的な被害を受けた
横浜市の再建に取り組み、その中核を担ったホテルニューグラ
ンドの会長に就任するなどの功績が伝えられています。中部大
学国際人間学研究所の林憲和さんと顕彰会理事の杉山紘治さん
が、洋三氏の取り組みや幅広い交友関係からその人となりにつ
いて講演すると、来場者は熱心に聴き入っていました。

▲野村洋三氏について講演する林憲和さん

木 育の思いを届けたい

美濃大野ライオンズクラブ等から木のおもちゃ寄贈

このほど、美濃大野をはじめとする４ライオンズクラブから、大野
町と揖斐川町谷汲にある保育園、認定こども園及び幼児園９園に、木
馬や木琴など多数の木製玩具（計１００万円相当）が贈られました。
総合町民センターで行われた「木育の思い届け式」で、４クラブ代表
の山村直美ゾーン・チェアパーソンが、
「町が推進している『木育』
に主眼を置き、木製玩具を贈呈することで、木育教育の端緒になれば。
活用していただきたい。
」と、それぞれの園長らに目録を手渡すと、
９園を代表して大野クローバー幼稚園の立木博理事長は、
「大切に使
わせていただきます。
」とお礼を述べました。

▲「木育の思い届け式」の様子

ク ローバー木育キャラバン２０１８
大野クローバー幼稚園１０周年記念

▲木の強さを身をもって体感しました

このほど、大野クローバー幼稚園で、クローバー木育キャラバン
２０１８が行われました。大野クローバー幼稚園開園１０周年を記念
して高山市の家具メーカーオークビレッジと東京おもちゃ美術館と協
働したもので、園内を全部使って木のおもちゃ広場を作りました。
２００組を超える親子連れらが園を訪れ、木のおもちゃに触れたり、
カタカタと音のする木のおもちゃを自分で作ったり、ＮＰＯ法人里山
会の協力を得てひのきの丸太をのこぎりで切る体験をするなど、五感
と創造力を優しく育てる「木育」を楽しく体感していました。

子 育て世代に切れ目のない支援を
「大野町子育て世代包括支援センター」開設

▲町長を囲む子育て世代包括支援センターのスタッフ
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１０月１日から、町保健センター内に「大野町子育て世代包括
支援センター」が開設されました。これは、妊娠期から子育て期
の悩みや不安に、保健師、助産師等の専門知識をもったスタッフ
が長く幅広い支援を提供することで、大野町での子育てを応援す
るため開設されたもので、郡内では初めての取り組みです。開所
にあたり町長は、
「妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援で、
将来を背負って立つ子どもたちを町全体で支えていきたい。
」と
話していました。

岐阜バス 大野穂積線快速便を導入
瑞穂市、本巣市、北方町、大野町が連携し、大野穂積線（大野
バスセンター～ＪＲ穂積駅）の利便性向上のため、平成３１年４
月から快速便を導入することが決定し、１０月９日、本巣市役所
において、合同記者会見が行われました。
増便により、１時間に１本程度は運行が確保され、穂積駅への
アクセスが便利になります！時刻表等詳細な情報については、町
ホームページまたは岐阜バスホームページを確認してください。
問合せ先

政策財政課

☎ 34-1111

へようこそ！
◆◆◆

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。◆◆◆

９月より食事ルームを開放しました。持ってきたお弁当やパンを食事ルームで食べ、
「おなかがすいたら外に出なくてもす
ぐ食べられるので、らくちん！」と
保護者の皆さんも喜んでいました。
午前１１時３０分から午後１時３０
分までと時間制限はありますが、食
べた後もそのまま遊べるので一度利
用 し て み て は い か が で す か？ レ
ジャーシートも忘れず持ってきてく
ださい。ただし、
平日のみの開放（小
▲食事ルームの様子
▲ぱすてるで食べるお弁当は
▲９月６日（木）あおい空による
学校が振替休日の場合は開放なし）
おいしいかな？
読み聞かせの様子
となりますので注意してください。

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。
ますつみき

どんぐりころころ

積み木遊びだけでなく、円柱にます
をかぶせて「宝さがし」や、ますを
使った「移しあいっこ遊び」など工
夫次第で遊びが広がるおもちゃ。

どんぐりの親子が坂道をコト
コトかわいい音を立てながら
不思議な動きで歩くシンプル
なおもちゃ。

◎１１月のスケジュール
誕生会…１２日（月） ※事前申し込みが必要です。
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） 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）
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）
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。
Сайн байна уу?（こんにちは）

モンゴル通信
サ

ン

ベ

イ

ノ

ー

Vol.
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～馬とモンゴルの大自然～

？

Сайн байна уу?（モンゴルの言葉で「こんにちは」）
短い夏はあっという間に過ぎ去り、モンゴルは冬まっしぐらです。
今回はモンゴル人にとって身近で大切な存在、馬についてです。モンゴルで
は羊や牛のように馬も放牧しており、時々バガノールの街中でも草を食べてい
るのを見かけます。
モンゴルでの乗馬の魅力は何といっても、広大な自然。モンゴルには素晴ら
しい自然の景色が見られる場所がたくさんありますが、馬でないと行けない場
▲大自然の中、馬も一緒に休憩中
所も多いです。平原を馬で駆けることはもちろん、川を渡って森を抜け、放牧
中の羊の群れを通り過ぎ、丘を登って今通ってきた景色を眺める、なんて経験が初めての乗馬でもできます。首都
ウランバートルの近くでもできるので日帰りも可能という手軽さ。来年の夏は「モンゴルの大自然を馬で疾走！」
なんて旅行はいかがですか？
青年海外協力隊 大野町保健師 杉原 愛
広報おおの 2018.11
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大野町と北見市常呂町の交流のあゆみ
明治中期から後期にかけて美濃地方では未曾有の大災害が頻発し、住民を苦しめていま
した。大災害に疲弊した住民は、広大な原野に新天地を求め、１８９８年（明治３１年）
、
岐阜から北海道常呂へ多くの人々が入植、集落名を「岐阜」と命名して開拓が始まりました。
１９９６年（平成８年）７月には、先祖の歩んだ長い長い道のりを辿りトラクターで走
破する『１００年目の里帰り…岐阜から岐阜へ』事業が、平成岐阜開拓団によって行われ
ました。
それを縁に、１９９８年（平成１０年）１０月３日、両町関係者が出席して、大野町総
合町民センターで友好町提携が調印されました。
訪問団の事業では、お互いの町を訪れ、気候や地域事情もまったく違うそれぞれの地域
での暮らしを学び、理解と交流を深めています。子どもたちにとっては現地を訪れて地域
の暮らしに触れることで、見聞を広めるとともに、常呂町児童との友情を育み温かな思い
出を作る貴重な体験学習の機会となっています。
友好イベントとして今年１９回目を迎える「柿・牡蠣まつり」は、両町の特産物を求め
る人々が町内外から訪れ、長い行列ができるほどの人気事業となりました。
北見市常呂町と大野町との交流が始まってから２０年。現在も温かい絆が育まれています。

常呂町

大野町

あゆみのアルバム

▲

▲

平成８年、平成岐阜開拓団の出発式の様子

▲

常呂町を訪問し、現地で体験学習をする小学生（当時） ▲

▲平成１０年、友好都市提携調印の様子

▲柿・牡蠣まつりの様子

常呂町を訪問・交流した國枝さんへインタビューしました。
─國枝さんが常呂町を訪問されたのは、いつ、どんな機会ですか。
「平成１２年１０月、杉山茂町長（当時）を団長として、区長会の有志ら計１８名の訪問団の
一員として、常呂町を訪問し、常呂町の皆さんに歓迎をしていただきました。
」
─常呂町はどんな印象でしたか。
「１０月３日に常呂町役場を訪問して懇談会を行いました。立派な天体望遠鏡やカーリング場
を見学する機会もありました。カーリング体験も行い、ストー
ンがなかなかまっすぐ進まなかったことを覚えています。夜は、
屋外にテントを張って懇親会を行っていただき、みぞれが降っ
▲当時を懐かしく語られ て寒い夜でしたが、鮭を背開きにして味噌で味付けたちゃん
た國枝敬司さん（加納、 ちゃん焼きをいただき、大変美味しかった。常呂町を訪問する
元鹿野区長）
方にぜひお勧めしたいです。
」
─常呂町との交流２０周年に寄せて、これからの交流に期待することはありますか。
「わたしのおじいさんの世代が、生活を守るために北海道へ渡ったと聞いており、地域
同士の絆は強いと感じます。また、交流のおかげで、常呂でがんばっているＬＳ北見の
選手の皆さんにも、親戚の娘さんに対するような近しい気持ちが湧いてます。大変いい
町と交流ができていると思うので、柿と牡蠣、この交流の絆とご縁を大切に、今後も交
流していただきたいと思います。」
▲平成１２年の常呂町訪問の
─お忙しいなか、ありがとうございました。（聞き手：総務課 成瀬）
様子（國枝さん提供）

6

広報おおの 2018.11

大野町・北見市常呂町交流 20 周年記念

北見市常呂町ってどんなとこ？
北海道最大の「サロマ湖」の東部に位置し、海産物の宝庫と言われる「オホーツク海」
、
さらにはオホーツク海側では最大一級河川の「常呂川」が流れる自然の魅力にあふれた町
です。また、北海道遺産にも選定されている日本最大の海岸草原「ワッカ原生花園」をは
じめ、多くの観光資源が詰まった魅力的な町です。平成１８年３月５日に、北見市・端野町・
留辺蘂町との合併により、現在の北見市常呂町が誕生しました。

ホタテと遺跡とカーリングのまち常呂
ホタテは年間約４万トンが水揚げされ、日本でも有数の水揚げを誇っています。また、
「ホタテ養殖発祥の地」でもあり、
サロマ湖とオホーツク海の豊かな資源のもと、確かな品質と安定した供給を実現しています。
常呂は遺跡の宝庫といわれており、発見された竪穴住居の数は日本最大とされています。栄浦にある「ところ遺跡の森」で
は、遺跡から出土した土器、石器や、当時を再現した復元住居など、約２万年前からの歴史を感じることができます。
１９９８年の長野オリンピックで正式種目となり、
じわじわと知名度を上げていったカーリング。
「氷上のチェス」
と呼ばれ、
今ではすっかりメジャーなスポーツとなりましたが、常呂町におけるカーリングの歴史は古く、１９８０年ごろからプロパン
ガスボンベを利用した手作りのストーンで活動が始まりました。その後日本初となる屋外専用カーリングホールが誕生し、現
在に至るまで、全てのオリンピック
で常呂町出身の選手が活躍してい
る、まさに「カーリングの聖地」で
す。２０１３年１１月には、年中利
用できる「アドヴィックス常呂カー
リングホール」としてリニューアル
オープンし、
「カーリングの聖地」
※広報おおの「ところ通信」で掲載した写真です。
として新たな歴史がスタートしまし
右上は大野町訪問団カーリング挑戦、左からＬＳ北見銅メダル地元報告会、
常呂森林公園オープン、サロマ湖 100㎞ウルトラマラソンの様子です。
た。【常呂町観光協会ＨＰ抜粋】

北見市
ところ通信
Vol.

225

窓拭きボランティア

窓をきれいに！
９月２９日、窓拭きを行うボランティア「まごの手届け隊」

が７０歳以上の単身高齢者宅１７軒を訪問し、窓ガラスの汚れや網戸を外しました。今回
は、中学生２人を含む１５人が参加。窓をピカピカに拭き終えると、「きれいにしてくれ
てありがとう」と感謝の言葉をかけられ、ボランティアの参加者も笑顔をみせていました。 ▲まごの手届け隊活動の様子

19回 柿・牡蠣まつり開催

第

友好都市である北海道北見市常呂町との交流として、「柿・牡蠣まつり」（大野町・
大野町観光協会共催）を今年も開催します。栄養補助食品に加工されるほど栄養価が
高く、「海のミルク」と言われる北海道北見市産の牡蠣をはじめとした海産物の販売を
行いますので、皆さんぜひご来場ください。
日時
場所

１１月２３日（金・祝）午前９時～午後１時
役場駐車場内

＊牡蠣缶の予約申込は終了しておりますが、当日会場内でも牡蠣缶の販売を行います。ぜひご来場いただきお買い求
めください。（当日販売分は、数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。
）
＊牡蠣缶を予約した方は、郵送された「牡蠣缶整理券」を持参の上、当日午前９時３０分から午後０時３０分までに、
会場予約販売テントにお越しください。整理券及び代金と引き換えに商品をお渡しします。
問合せ先

観光企業誘致課

☎ ３４-１１１１

大野町・北見市友好都市提携２０周年記念式典
「『１００年目の里帰り…岐阜から岐阜へ』を振り返る」をテーマに、
平成岐阜開拓団のメンバーとパネルディスカッ
ションを行います。当時の写真や資料を交えて貴重な体験談を伺いますので、ご家族おそろいでお出かけください。
◎日時 １１月２３日（金・祝）午前１０時～
問合せ先 政策財政課 ☎ ３４-１１１１
◎場所 総合町民センター ふれあいホール
広報おおの 2018.11
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教育委員会のページ
◆放課後児童クラブ

夏休みの楽しい思い出作り

今年度の放課後児童クラブ夏休み特別企画として、第一弾は「ジャグリングショー」、第二弾は「サ
イエンス教室」を実施しました。普段と違う活動の数々に、子どもたちは楽しいひとときを過ごしてい
ました。
○第一弾 ジャグリングショー
岐阜大学のジャグリングサークルによるジャグリングショーを開催しました。大学生が繰り出す様々
な技に、子どもたちは興奮しながら見入っていました。その後の体験会では、自分の興味のあるジャグ
リングを、時間いっぱいまで楽しんでいました。

▲ジャグリングを楽しむ子どもたちの様子

○第二弾 サイエンス教室
岐阜工業高等専門学校の先生を講師に迎え、「ペーパークラフト教室」と「レゴブロック教室」を開
催しました。講師の説明を聞きながら、子どもたちは思い描いた作品を黙々と作っていました。完成の
達成感から、皆が笑顔で終えることができました。

▲作品づくりに夢中で取り組む子どもたちの様子

◆小学校児童国内派遣事業

北海道北見市へ

８月２５日から２８日にかけて小学校児童国内派遣事業が実施され、町内小学校の６年生２０人が北
海道北見市常呂町を訪問しました。台風の影響により、派遣事業の実施が心配されましたが、無事に全
行程を終えました。
常呂町では、「ところ遺跡の森」の見学や、農協関係の施設、漁協関係の施設等を訪問し、町の文化、
歴史、産業についての理解を深めました。また、平昌オリンピックで活躍したカーリングチームＬＳ北
見が活動しているカーリングホールでは、慣れない氷の上でも楽しみながらカーリングを体験していま
した。さらに、常呂町岐阜地区を校区にもつ錦水小学校 ( きんすいしょうがっこう ) を訪問して、温か
い歓迎を受け、大野町の紹介や体育館でのレクリエーション、給食を一緒にとることを通して、常呂町
の子どもたちと仲良くなることができました。
大野町と北見市常呂町との深いつながりを知るとともに、子どもたちにとってかけがえのない貴重な
体験を得た派遣事業となりました。

▲派遣事業の様子

8
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揖斐郡教育センターだより
◎郡児童生徒化学作品展・郡社会科課題追究学習作品展
夏休みに児童生徒がそれぞれの課題をもって取り組んだ作品から、次の皆さんの作品が金賞を受賞しました。
（敬称略、町
関係分）
科学作品展科学研究の部 山本たくみ（西小２年）、堀愛美・杉山瑠璃花・安元海音・武藤優斗（大野中２年）
化学工作の部 関谷悠汰（東小６年）
社会科課題追究学習作品展 つぼいめい（北小２年）
◎郡読書感想文コンクール
夏休みに児童生徒がそれぞれの課題をもって取り組んだ作品から、次の皆さんの作品が特選を受賞しました。
（敬称略、町
関係分）
加藤悠太（大野小５年）、牧村逢奈（中小５年）、石原領太郎（揖東中３年）
◎第６１回揖斐郡駅伝大会
日時 １２月２日（日）午前１０時～
※参加申込は、１１月５日（月）までに、郡教育研修センター内郡体育協会事務局へ ☎ 44－1262
◎教職員の夏期研修
４つの講座（６コース）を開催し、２７０人の教職員が受講しました。実技研修では、理科、
音楽、図工・美術について、専門の先生より実技指導を受けました。また、学級経営については、
郡内の小中学校の先生より実践を具体的に聞きました。道徳教育、特別支援教育についても、西
濃地区の専門の先生を講師に研修しました。模擬授業や感想・質問の場面で、進んで挙手・発言
するなど、先生方の積極的な姿が多く見られました。
◎学校保健会研修総会
▲実技研修の様子
このほど、平成３０年度郡学校保健会研修総会が揖斐川町地域交流センターはなももで開催さ
れ、学校保健に関する表彰とともに、
「日本のたばこと揖斐郡防煙教室」と題して、たしろクリニッ
ク院長 多代友紀先生による講演が行われました。（敬称略、町関係分）
学校保健会功績者 野田宜輝、山下義実、吉平いずみ
学校環境衛生活動特選校 中小
学校環境衛生活動優良校 大野小、大野中
◎郡ＰＴＡ連合会研修会
本年度の郡ＰＴＡ連合会研修会が、池田町中央公民館で開催されました。多年にわたりＰＴＡ活動に尽力した団体と個人に
感謝状が贈呈され、日頃からの活動を皆で讃えました。研修会では、揖斐小学校ＰＴＡのステージ発表と大野中学校ＰＴＡの
文書提案をもとに、積極的な活動内容を学び合ったり、課題を共有したりしました。続いて、臨床心理士・スクールカウンセ
ラー井上修一氏より「多面的なものの見方」と題して講演があり、子どもの気持ちをきちんと受け止めた上で、やるべきこと
はやるという姿勢を身に付けさせることの大切さを学びました。

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】１１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
募集戸数

入居資格
（全てに該当すること）

住宅使用料（家賃）
敷
金
備
※

考

中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分
若干数（３ＤＫ）
・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
３ＤＫ 52,000 円
家賃の３ヶ月分
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）

３DK
専用面積６９．４６㎡

所在地
構 造

中之元８７６番地１
中層耐火構造
４階建 １棟ＰＣ造

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
◎申込方法

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。
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

広報おおの 2018.11
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Information
秋季全国火災予防運動
１１月９日～１５日

お知らせ
１１月は児童虐待防止推進月間
「もしかして」あなたが救う小さな手
虐待かもと思ったら「１８９」
児童相談所全国共通３桁ダイヤル
へ（地域の児童相談所（子ども相
談センター）につながります。一
部のＩＰ電話不通。通話料がかか
ります。
）
。
◎地域の皆様ができること
親が「しつけ」と思う行為でも、
子どもの心や体が傷つく行為は虐
待です。
「虐待かな？」と疑いをひ
とりで抱えることはとても大変で
す。通報は、迷わず３桁ダイヤル
「１８９」または下記に連絡してく
ださい。秘密厳守で通報の内容や
通報者の情報を親に伝えることは
ありません。もし、虐待の事実が
なかったとしても、通報者が責め
られることはありません。
虐待の通報（連絡）は子どもを
守り、親を救うことにもなります。
ご自身の子育ての不安について
も相談してください。
相談・連絡先

西濃子ども相談センター

☎ 0584-78-4866
子ども・家庭１１０番
☎ 058-276-4152
大野子ども家庭支援センターここ
ろ

☎ 35-2329

福祉課

☎ 34-1111

イルミネーションで、冬の町内

サイフにスマホに火の確認』 を華やかに飾りませんか。また、
期間中、皆さんは「どの電飾がす
住宅防火いのちを守る７つのポイ
てきか」を投票してください。投
ント（習慣と対策）
票結果を参考に、主催者の設ける
・寝たばこは、絶対やめる。
審査会議で賞を決定します。
・ストーブは、燃えやすいものか
◎参加資格 町内外の個人、企業、
ら離れた位置で使用する。
団体を問わずどなたでも参加可。
・ガスこんろなどのそばを離れる
◎募集期限 １１月１６日（金）
ときは、必ず火を消す。
◎飾り付け １１月８日（木）～
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用
１１月１６日（金）
（ただし１２日
火災警報器を設置する。
（月）は除く）
・寝具、衣類及びカーテンからの
◎電飾開催期間 １１月１７日（土）
火災を防ぐために、防炎品を使
～１２月２５日（火）午後５時～９時
◎場所 ①メイン会場：総合町民
用する。
・火災を小さいうちに消すために、 センターフラワー都市交流花壇周
辺及び北側にある樹木や庭等。
住宅用消火器等を設置する。
②自宅会場：町内の自宅、店舗、
・お年寄りや身体の不自由な人を
工場等。
守るために、隣近所の協力体制
◎参加費 無料（電気工事、電気
をつくる。
料のみ主催者負担。ただし自宅会
問合せ先 揖斐郡消防組合
場は除く。
）
☎ 32-2553 総務課 ☎ 34-1111
◎表彰 最優秀作品賞１点 優秀
作品賞１点 町長賞２点 岐阜新
聞社賞２点（各賞に賞状と副賞）
危険ブロック塀の除却補助金
※参加賞有り
倒壊による被害や避難行動の妨
◎主催等
げになることを防止するため、通
主催 総合町民センター
共催 町、町教育委員会、町観光
学路の危険なブロック塀を除却す
協会
る費用の一部を助成します。
後援 岐阜新聞・ぎふチャン
◎補助金の額 ①～③のうち最も
問合せ先 総合町民センター
少ない額
☎ 32-1111
①除却に要する費用の合計額に２

『忘れてない？

分の１を乗じて得た額
②ブロック塀の面積１平方メート

裁判所からのお知らせ
裁判所では、新しくできた制度

ルあたり１万円を乗じて得た額
③１０万円
◎補助対象

対象ブロック塀の所

や裁判手続を知っていただくため

有者

に、毎月テーマを定めて、裁判所

◎補助対象の条件

ウェブサイト（http://www.courts.

・町内の通学路に面する危険なブ

go.jp/index/html）で案内していま

ロック塀を全て除却するもの

す。１１月のテーマは「裁判員制

・申請に際し、必要な書類が提出

度～まもなく名簿記載通知を発送
します！」
、ぜひご覧ください。
問合せ先

務課

岐阜地方裁判所事務局総

☎ 058-262-5122

できるもの
※詳細は町ホームページを参照し
てください
◎受付時間

午前８時３０分～午

後５時１５分（土・日・祝日を除く）
申込・問合せ先
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冬の電飾コンクール参加者募集

建設課

☎ ３４－１１１１

テレビ受信障害対策工事について
携帯電話の新しい電波利用開始
にともない、テレビ映像に影響が
出る恐れのある一部地域の家庭を
対象にチラシを配布（必要により
訪問）する予定です。
１１月２２日（予定）以降に影
響 が 出 た 場 合 は、（ 社 ） ７ ０ ０
MHz 利用推進協会が無償で回復作
業を行いますので、次のコールセ
ンターまで連絡してください。
問合せ先 ７ ０ ０MHz 受 信 障 害 対
策コールセンター
受付時間 午前９時～午後１０時
☎ 0120-700-012（フリーダイヤル）
もしくは☎ 050-3786-0700

くらしの情報
用紙に記入し持参又は電話で申込

催し・講座

む。
※動きやすい服装で参加する

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

（日）まで、楽しいイベントを行い

（１０人以上は開催日以外でも

ます。日頃の運動不足を解消しま

講習会実施可、要相談）

係

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

郡消防組合消防本部救急

◎日時

「保育のしごと」見学会
◎内容

施設見学、給食会、現職保

育士を囲む座談会等（無料託児あり）
◎対象

しくは郡消防組合のホームページ

い人、保育の仕事に関心がある人

◎対象者

県内の保育所等で働きた

◎日時

１２月６日（木） 午前９

在勤・在学の人（中学生以上）

時４５分～午後２時

◎期日

◎場所

奇数月の第３日曜日（１１

４時
ゆ～みんぐカップ
クロールと平泳ぎのタイム競技
会で、１位とタイムピッタリ賞を
競います。

水泳ワンポイントレッスン

町立南保育園

当日申込により、レッスンが受

◎参加料

３月１７日）

程度自己負担）

指導）

◎時間

◎申込

◎日時

※応急

１１月２４日（土）午後

２時～４時

月１８日、平成３１年１月２０日、
午前９時〜正午

１１月２３日（金）午前

１０時３０分～正午、午後１時～

◎日時

（先着１０人）

大野町・揖斐川町在住・

トレーニング相談会
トレーナーが常駐し相談できます。

☎ 32-0119

ると講習時間が短縮されます。詳
で確認してください。

せんか。プール使用料を除き、イ
ベント参加は無料です。

※修了者に修了証を発行

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

１１月２３日（金）から２５日

※ 企 業、 団 体 等 の 申 込 み 受 付 可

問合せ先

成人に対する心肺蘇生法、

ゆ～みんぐのイベントのお知らせ

無料（給食費３００円

福祉課等に備付けの参加

けられます。
（１人約１０分の個人
１１月２５日（日）午前１１

手当ＷＥＢ講習を受講した人は、

申込書に必要事項を記入し、申し

時～、午後１時～、午後２時～

午前１０時〜正午（応急手当ＷＥ

込む。

お楽しみ抽選会

Ｂ講習受講証明書を印刷して持参

◎主催等

する。
）

主催

◎場所

郡消防組合

ター

◎定員

２０人

協力

◎参加費

無料

◎申込方法

１５０人に贈呈。
◎期間

大野町、町立南保育園

問合せ・申込先

１週間前までに申込

マフラータオルほか毎日先着

県保育士・保育所支援セン

岐阜県保育士・保育

所支援センター

☎ 058-214-8902

１１月２３日（金）～２５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

防災行政無線を用いたＪアラート・全国一斉
情報伝達訓練を実施します！
町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート※）から送られてくる国
からの緊急情報を確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時 １１月２１日（水） 午前１１時頃
◎訓練内容
情報伝達手段

防災行政無線の
訓練放送

放送内容
町内５８か所に設置してある防災行政無線スピーカーや防災ラジオから、
次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】チャイム音
＋ 「これは、Ｊアラートのテストです。
」
（３回くり返し）
＋ 「こちらは、広報おおのです。
」
＋ チャイム音

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシス
テムです。町外の地域でも、全国的に様々な手段で情報伝達訓練が年に４回行われます。放送内容は変更する場
合があります。次回は、２月２０日（水）に予定しています。
問合せ先

総務課

☎ ３４－１１１１
広報おおの 2018.11
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Information
岐阜県、生活協同組合コープぎふ

催し・講座

務局

大野町少年少女合唱団
第２０回定期演奏会
◎内容

第１部

第２部

Vivace ステージ

岐阜県保険医協会事

申込・問合せ先

☎ 058-267-0711

会を開催します。
◎相談内容
・売却するとき、更地にすべきか、
現況の建物付きでよいのか？

合唱ステージ
第３部

合唱ミュージカル「ひなぎく」

郡在宅医療介護連携推進協議会
講演会
地域での医療、介護と、
「生き方」

・将来空き家になると思うがどう
したらよいか？
◎相談日

など

１２月１２日（水）

と「逝き方」を一緒に考えてみま

◎相談時間

１時３０分～（午後１時開場）

せんか。入場無料、誰でも聴講で

午前１１時～、③午後１時３０分

◎場所

きます。

～、④午後２時３０分～、⑤午後

あいホール

◎講演 「自宅で大往生」～『ええ

３時３０分～（各回１人５０分程

◎主催等

人生やった』と言われるために～

度）

主催 町少年少女合唱団、同育成会

◎講師

◎相談場所

共催

庄診療所所長

◎日時

１１月１８日（日）午後
総合町民センター

Vivace

後援

ふれ

町教育委員

福井県おおい町国保名田
中村伸一氏

階

①午前１０時～、②

総合町民センター２

第 1 会議室

◎相談員

宅地建物取引士又は建

会、町音楽協会、県少年少女合唱

◎日時

連盟

時３０分～３時（午後１時開場）

築士

※入場無料、全席自由

◎場所

◎申込期限

１１月２８日（水）

ターはなもも

◎申込方法

平日の午前８時３０

◎主催

分から午後５時１５分までに次へ

問合せ先

総合町民センター

☎ 32-1111

１２月１日（土）午後１
揖斐川町地域交流セン
郡在宅医療介護連携推進

電話で事前に申込む。定員（５人）

協議会

親子ですてきなクリスマス

問合せ先

揖斐広域連合 ☎ 23-0188

※予約時に簡単な聞き取りあり

クリスマスを親子で楽しむミュー
プレゼント抽選会もお楽しみに。

◎内容

◎日時

制度講習会」 第２部

総合町民センター

第１部

ふれ

あいホール

に」 第３部

年金講座「年金
健康講話

不動産無料相談会

歴史講話「高須四兄

◎相談内容

弟の父・松平義建」

◎相談日

◎対象者

西濃地域２市９町の在

◎相談時間
３時３０分

総合町民センターで販売

員になり次第締切）

◎相談場所

◎主催

◎日時

◎発売

５００円（全席指定席）
１１月１７日（土）から
町青年のつどい協議会、

◎場所

総合町民センター

◎参加料

電話又はＦＡＸで次

ク）
」講師：奥村歩氏（おくむらメ

申込・問合せ先

岐阜県年金協会

☎ 058-210-2611　FAX 058-210-2612

モリークリニック院長）
◎日時

１ ２ 月 ９ 日（ 日 ） 午 前

１０時～正午（午前９時３０分開場）
◎場所

岐阜産業会館（岐阜市六

条南２－１１－１）
◎参加費

無料（定員１００人）

◎主催等
主催

岐阜県保険医協会
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後援

町民相談室

岐阜県宅地建物取引業協
☎ 0584-73-2300

県内の保険医協会会員の医師に
無料で医療相談ができます。

へ申込む。

講演：
「ボケない技術（テ

役場

電話健康相談

無料

◎申込方法

市民公開講座

午後１時３０分～

大垣市情報工房（大垣市

小野４－３５－１０）

☎ 32-1111

◎内容

問合せ先

会西濃支部

１時～４時

総合町民センター
問合せ先

１１月２９日（木）午後

不動産に関する悩み
１１月２日（金）

住者１５０人まで（年齢不問、定

◎入場料

環境水道課

☎ ３４－１１１１

「いつまでも自分の足で歩くため

１０時３０分～正午
◎場所

申込・問合せ先

福祉講座

ジカル「裸の王様」を開催します。
１２月２３日（日）午前

になり次第締切。

相

談

空き家相談会
空き家の所有者等を対象に、適
正管理や活用（売買・賃貸）
、解体
などの相談に対応する空き家相談

◎相談日

１１月１１日（日）

◎相談時間

午前１０時～正午

◎電話番号

058-267-0711

問合せ先

岐阜県保険医協会

☎ 058-267-0711

くらしの情報
全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間
ストーカー行為等、女性をめぐ

障がい者巡回相談
◎相談内容

心の健康相談

日常生活で困ってい

◎相談内容

うつ病・統合失調症・

る人権相談に人権擁護委員が中心

ること・障がい福祉サービスにつ

人間関係等心の悩み

となって電話相談に応じます。

いて等

◎相談日

※相談無料、秘密厳守

◎相談日

◎電話番号

◎相談時間 （１）午後１時３０分～

0570-070-810（通話

（２）午後２時３０分～※要予約

料がかかります）
◎相談日

１１月２１日（水）

１１月１２日（月）～

◎相談場所

福祉センター

会議

◎相談時間

月 ～ 金： 午 前 ８ 時

◎相談員

障がい者相談支援事業

３０分～午後７時／土・日：午前

所相談支援専門員（身体・知的・

１０時～午後５時

精神）

※強化週間以外でも、平日午前８

※日程場所等は諸事情により変更

時３０分から午後５時１５分ま

となる場合がありますので予約

で相談できます

時に確認してください

岐阜地方法務局人権擁護

問合せ先

課

福祉センター

福祉課

室
◎相談員

精神保健福祉士
保健センター

☎ 34-2333

☎ 34-1111

◎相談日

１１月６日（火）
、１３

日（火）
、２７日（火）
◎相談時間

護士相談１件あたり２０分）

規模事業者の経営上のあらゆる悩

◎相談内容

み事

婚等法律相談関係

室

◎相談日

◎相談員

１１月８日（木）

午後１時～３時（心

配ごと相談１件あたり３０分、弁

多重債務等相談

町内の中小企業・小

会議

心配ごと相談

中小企業経営相談

◎相談日

午後１時～３時（１

件あたり５０分）

※初めての人が優先
予約・問合せ先

◎相談内容

◎相談時間

予約・問合せ先

※予約時簡単な聴き取りをします

☎ 058-245-3181

月曜日）※要予約

◎相談場所

室

１８日（日）

１１月１２日（月）毎

月第２月曜日（祝日の場合は第３

多重債務・負債・離

１１月１２日（月）毎

◎相談場所

福祉センター

会議

月第２月曜日（祝日の場合は第３

第１火曜日

件あたり６０分、午後４時最終受

月曜日）※要予約

児童委員（人権等心配ごと相談）

付）※要予約

◎相談時間

第２火曜日

◎相談時間

◎相談場所
◎相談員

午後１時～５時（１

役場

午後１時～３時（１

件あたり２０分）

町民相談室

岐阜県よろず支援拠点

◎相談場所

◎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

◎相談員

行政相談委員、民生

児童委員（行政等心配ごと相談）

保健センター

室

職員

人権擁護委員、民生

相談

第４火曜日

弁護士（弁護士相談）

※弁護士相談要予約
弁護士

予約・問合せ先

社会福祉協議会事務

予約・問合せ先

保健センター

局

☎ 34-2130

☎ 34-2333

観光企業誘致課

☎ 34-1111

１１月の

カッキーカフェ（活気・柿）開催の案内
日

時

場

所

１１月７日（水）午後１時３０分～３時３０分

地域密着型特別養護老人ホーム

１１月９日（金）午後１時３０分～３時３０分

特別養護老人ホーム

１１月１３日（火）午後１時３０分～３時３０分

◎対象者

認知症の人やその家族、友人、高齢者など

◎参加費

100 円

桜坂

ぎふ愛の里

New!
地域密着型養護老人ホーム
セント・ケアおおの
※今後も毎月１回定期開催予定
詳細は１３日会場でお知らせします
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国

保

だ

よ

り

国民健康保険では、国や県、町からの補助金と、加入する皆さんにお支払いいただく保険税を財源としていますが、
医療にかかる費用が年々増え続けており、国民健康保険財政は、大変厳しい状況となっています。日頃から、体調管理
に気を配り、適切な医療受診を心がけましょう。

医療費を節約するために
かかりつけ医をもち、はしご受診、時間外受診は控えましょう
・病気やけがをしたとき、気軽に相談でき、病歴などを把握してもらうことで、より適切な医療を受けられます。
・診療に対する心配や不信は、まずきちんとかかりつけ医に相談しましょう。自分の判断だけで受診先を変更す
ること（はしご受診）は、金銭的にも身体的にも負担が大きくなります。また、やむをえない場合以外は、時
間外受診は控えましょう。
ジェネリック医薬品やお薬手帳を上手に利用しましょう
・ジェネリック医薬品とは、特許が切れた新薬と同じ有効成分で製造された薬です。研究開発コストが少なく、
新薬より安価で購入することができます。
・お薬手帳を活用し、薬の飲み合わせやもらい過ぎに気をつけましょう。また、薬が余っているときは、医師や
薬剤師にチェックしてもらいましょう。

第三者行為（交通事故等）による届出
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、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、保険証を使って治療を受
けることができますが、このような場合の治療費は、国保が一時立替えをして、後日加害者にその立替え分を請求します。
加害者側への請求を行うために被害者側からの届出が必要ですので、必ず健康課へ届け出てください。
問合せ先
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健康課

☎ ３４－１１１１

図書館コーナー

☎ 32-1113

開館時間 午前 10 時～午後 6 時

ミックのページ

おはなし会のお知らせ

今月の館内展示「１１月２２日」展

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頂けま
す。気軽に参加してください。

今月の館内展示
さわやかな秋風が吹く季節となりました。今月の 22 日はいい夫婦
の日。一説には、コミュニケーションが苦手だといわれる日本人の「夫
婦」が、お互いに感謝の気持ちをかたちにするきっかけとする日だそう
です。
これにちなんで図書館では夫婦に関する書籍をラインナップいたし
ました。
「妻と夫が定年後を楽しく暮らす本」から「なぜ夫は何もし
ないのか、なぜ妻は理由もなく怒るのか」といった本まで盛りだくさ
んです。
この際、妻の言い分・夫の言い分をしっかり研究してから、いい夫
婦してみませんか？

〈日時〉午後 2 時 30 分～

11 月 3 日（土）
・12 月 1 日（土）
・「和母（わはは）」さん
11 月 17 日（土）
・12 月 15 日（土）
・「あおい空」さん

〈場所〉
よみきかせコーナー

今月のおすすめ本
愛×数学×短歌

いじめているきみへ
横山 明日希編著 / 河出書房新社

恋の為相手を測ろう頑張るも何も測れず平均代入－。
数学同好会に所属する男子と文芸部の女子。惹かれ合
うふたりのストーリーとともに、Twitter に投稿された
愛をテーマにした数学短歌を紹介する。数学の解説付き。

春名 風花ぶん、みきぐちえ / 朝日新聞出版

あそんでいるだけなんだよね。じぶんよりよわいお
もちゃで…。他人を憎んだり、妬んだり、嫌いになっ
てしまう気持ちは、誰にでもある。全ての人に「自分
のこと」だと思って読んで欲しい絵本。
『朝日新聞』掲
載コラムを絵本化。

〈一般書〉
●地球星人

（村田 沙耶香著 / 新潮社）

●歪んだ波紋

（塩田 武士著 / 講談社）

●牧水の恋
●金子兜太

〈児童書〉

（俵 万智著 / 文藝春愁）

私が俳句だ

（金子 兜太著、渡辺 尚子編・構成 / 平凡社）

●向日葵のある台所

（秋川 滝美著 /KADOKAWA）

●ねずみくんのうんどうかい

（なかえ よしを作、上野 紀子絵 / ポプラ社）

●ウッチョパスのカレーライス

（のぶみさく /KADOKAWA）

●すきま地蔵

（室井 滋文、長谷川 義史絵 / 白泉社）

●ケイゾウさんの春・夏・秋・冬

（市川 宣子さく、さとう あやえ / 講談社）

●ぼくのわがまま宣言！

（今井 恭子著 /PHP 研究所）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

休館日のお知らせ

■印が休館日です。

図書館シ
ンボル
キャラク
ター

ミック

11 月
日

月

火

水

木

					
1
4
5
6
7
8
１1 １2 １3 １4 １5
１8 １9 20 21	２2
２5	２6	２7	２8	２9
			

金

土

2
3
9
１0
１6 １7
２3	２4
30

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。
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町税の納期内納付にご協力ください
皆さんの生活を支える貴重な財源である「税金」は、納期内の自主納付を原則としています。納税
者一人一人が意識を持って納期限を守ることが大切です。
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期内納付者との「公平性」を保つため、督促状、文書催告
などによる納税の催告、法令に基づく財産の差し押さえなどの滞納処分を行います。
滞納処分に関するＱ＆Ａ
Ｑ１

納期限を過ぎてしまいました。このまま放置していたらどうなりますか？

Ａ１

納期限を過ぎると２０日以内に督促状を送付します。法律では「督促状を送付し、１０日経過
しても納付がない場合には、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。
期限までに納付できない事情がある場合は、放置せず速やかに相談してください。

Ｑ２

滞納金額が少なくても財産の差し押さえをされますか？

Ａ２

差し押さえ（滞納処分）は、滞納金額に関係なく行います。昨年は、給与や不動産の差し押さ
えを実施しました。

Ｑ３

勤務先への給与照会などの財産調査や差し押さえなどの滞納処分は、事前に予告がありますか？

Ａ３

財産調査や滞納処分は法律に定められた調査及び処分です。事前の予告や本人の承諾は必要と
しません。また、財産調査に対する回答は拒否できず、拒否した場合は罰則規定もあります。

納付の利便性向上に努めています
金融機関の口座振替による納付を推奨しています。また、納期限内であればコンビニでの納付ができます。
問合せ先

税務課

☎ ３４－１１１１

１１月１１日から１７日は「税を考える週間」です
テーマ「くらしを支える税」
税に関する様々な情報や、国税庁の取組を紹介する番組を国税庁ホームページのインターネット
番組「Web－TAX－TV」で配信しています。ぜひご覧ください。

「税を考える週間」

「暮らしを支える税を学ぼう」

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html

Web－TAX
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検索

「社会保障・税番号制度」

事業者の方へ
消費税軽減税率制度・
年末調整等説明会のご案内

所得税及び復興特別所得税
の青色申告決算説明会
◎内容

決算の留意事項等についての説

◎月日 １１月２１日（水）
◎場所 総合町民センター ふれあいホール
消費税軽減税率制度等説明会
◎内容 平成３１年１０月の消費税・地方消費
税率引き上げに伴う、軽減税率制度等の概要や
軽減税率対策補助金制度についての説明等
◎時間 午前１０時２０分～１１時１０分
年末調整等説明会
◎内容 従業員の年末調整等をする際の具体的
な事務手続き
◎時間 午後１時３０分～３時３０分
◎持ち物 事前に税務署から送付された資料「年
末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の
法定調書の作成と提出の手引き」

明
◎対象

青色申告をする個人

◎日時

１１月１９日（月）

①午前１０時～正午
②午後１時３０分～３時３０分
※①②は同じ説明内容
◎場所

大垣市民会館（大垣市新田町１-

２）
問合せ先

大垣税務署

☎ 0584-78-4104

問合せ先

大垣税務署

☎ 0584-78-4101

太陽光発電設備に係る固定資産税（償却資産）の申告について
固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産（事業に用いる機械や備品等の資産）についても課税され、
太陽光発電設備（ソー
ラーパネル発電）も課税対象となる場合があります。次の表で「償却」資産に該当するものについては、毎年１月末までに申
告をする必要があります。
申告書の提出（税務課へ）
◎申告期限 平成３１年１月末
◎提出書類 ①償却資産申告書 ②種類別明細書
※①②用紙は税務課備え付け。すでに申告をしたことがある人には１２月中旬に申告書を送付。
課税の対象となる太陽光発電設備
設置者

10kw 以上の太陽光発電設備（余剰売電・全量売電）

10kw 未満の太陽光発電設備（余剰売電）

償却資産の申告対象
償却資産の申告対象外
個人
家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置し、発電量の全量
売電するための事業用資産とはならないため、
（住宅用） または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産と 申告対象外となる。
なるため、申告対象となる。
個人
（事業用）

償却資産の申告対象
個人であっても事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず、申
告対象となる。

法人

償却資産の申告対象
事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず、申告対象となる。

発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光発電設備
太陽光パネルの設置方法

パワーコン
表示ユニット 電力量計等
ディショナー

太陽光パネル

架台

接続ユニット

家屋に一体の建材
（屋根材など）として設置

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

家屋以外の場所（地上や家屋の要件を
満たしていない構築物など）に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

※家屋：家屋としての評価対象となるため、償却資産としての申告は不要
※償却：償却資産に該当するため、償却資産としての申告が必要
問合せ先

税務課

☎ 34-1111
広報おおの 2018.11
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保健師による

大腸がん検診を受けましょう！！

健康伝言板

～早期発見・早期治療なら完治も可能です！～

大腸がんとは？

横行結腸

がんに大きく分けられます。男女ともに増加傾向にあり、大腸がんに罹った
人はこの３０年で約６倍に増えています。これは日本人の食生活が、脂肪が
多く食物繊維の少ない欧米型に傾いてきたことが要因だと言われています。

大腸がんの自覚症状は？

S状結腸

盲腸

初期の段階では、自覚症状はほとんどありません。
また、ある程度進行しても血便・排便異常（便が細くなる・残便感・便秘・

下行結腸

上行結腸

大腸がんは、発生したがん細胞の位置により、結腸がん・直腸がん・肛門

直腸
虫垂

肛門

下痢）
・腹痛・腹部膨満感など、自覚症状の有無や程度は様々です。
※血便などがあった場合に、痔と勘違いされることも多くあります。

◎大腸がんを早期発見するために
大腸がん検診を受診することが大切です。
早期に発見し、早期に治療することで９５％以上が完治すると言われています。
また、大腸がん以外の良性の病気がみつかることもあります。
大腸がん検診の方法は？
便潜血検査を行います。２日間の便を採取し、採便棒で便の表面をまんべんなくこすります。正しい方法
で採取することが大切です。

無料で大腸がん検診を実施しています！
◎対象

４０歳以上の人

◎検診方法
◎日程

◎受診間隔 年 1 回

便潜血検査 2 日法

受付時間

◎検診場所 保健センター

午前８時３０分～１１時

★要予約

１１月１６日（金）

１１月２２日（木）

１１月２６日（月）

１１月３０日（金）

１２月

１２月１０日（月）

１２月１３日（木）

１２月１８日（火）

４日（火）

★ 40 歳を過ぎたら年 1 回の大腸がん検診を受けましょう！
申込・問合せ先

保健センター

☎ ３４－２３３３

献血の実施報告
日

付

時

間

午前９時３０分～１１時３０分
９月１２日（水）
午後１時３０分～４時３０分
ご協力いただきありがとうございました。
問合せ先

保健センター

18 広報おおの 2018.11

☎ ３４－２３３３

場

所

揖斐郡消防組合
消防本部
特別養護老人ホーム
まほろば

人

数

１４人

２０人

生

～食

活

改善

協議会

～

食育の
すすめ

カルシウムの多い魚を食べよう。
今月は、年中出回っており比較的安価に購入できる魚、
「いわし」を使った料理を紹介し
ます。
ウスターソースで煮ることで、いわしの臭みが消え、さらに酢を加えると骨まで軟らか
くなり、とても美味しくなります。カルシウムも豊富に含まれていますので、できれば丸
ごと食べれるといいですね。
うるめいわしはこれから旬を迎えます。ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

いわしのソース煮

●

【材料（4 人分）】
うるめいわし………… ８尾

【作り方】
①いわしは頭を落とし、内臓を除いてよく洗い、水
けをふきとる。

（まいわしの場合は４尾）
しょうが
� １かけ（約 20 ｇ）

②しょうがはせん切りにする。
③いわしは鍋に並べ、②のしょうが、Ⓐの調味料を
加えて火にかける。

水���� ２００cc
Ⓐ

【１人分の栄養価】
エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

153kcal
13.1g
6.2g
53mg
0.3g

酒����� ５０cc

④ひと煮立ちしてから酢を加え、アクを除いてから、
落としぶたをし弱めの中火で煮る。

ざらめ（砂糖でも可）
… 大さじ 1 と 1/2

⑤煮汁が半量になったら、みりんを加え、ウスター
ソースを２～３回に分けて加える。

酢������ 小さじ２
みりん���� 小さじ２

●

⑥ときどき煮汁を回しかけ、煮汁をからめて仕上げ
る。

ウスターソース 大さじ２

ふれあい食体験教室
料理を通じ、親子のふれあいや会話を楽しんでみませんか。
お子様と一緒に簡単にできる料理教室を開催します。
気軽に参加してください。
◎内

容 親子でできる簡単手作りクッキング
一足お先に…「クリスマスメニュー」に挑戦！

◎日

時 １２月８日（土）午前９時３０分～午後１時３０分（予定）

◎場

所 総合町民センター

２階調理室

◎対象者 保
 育園・認定こども園等年中相当から小学２年生までの
子どもと保護者
◎料

金 1 人２００円（当日お支払いください）

◎定

員 １２組（初めての人優先）

◎持ち物 エプロン、帽子（三角巾）、マスク、布巾３～４枚
◎締切日 １２月３日（月）
申込・問合せ先

保健センター

☎ ３４-２３３３
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町職員の給与をお知らせします
町の職員は、町民の皆さんの生活にかかわる様々な仕事にたずさわっています。職員の給与は「大野町職員の給
与に関する条例」に基づき、町議会の審議を経て決定されます。
問合せ先

今回は町民の皆さんに理解していただくため、その概要をお知らせします。

◎人件費

◎職員手当の状況

人件費とは、職員の給料・手当のほか、町長・議員等の特
別職の給料報酬、各種委員報酬などのことをいいます。
これを平成２９年度の一般会計の決算でみると次のように
なります。
歳出総額 8,645,842 千円
人件費
1,105,461 千円

区
期末・
勤勉手当

退職手当

（単位：千円）
給料

職員手当 期末勤勉手当

480,655

64,578

187,883

計

1 人当たり給与費

773,116

5,259

一般行政職

平均給与月額

平均年齢

285,585 円

307,404 円

39.2 歳

平均年齢

238,630 円

245,520 円

49.1 歳

初任給
179,200 円

行政職 高校卒

147,200 円

経験年数10年

経験年数20年

252,200 円

349,200 円

─

286,800 円

※一般行政職の初任給は、国家公務員と同額です。

（平成３０年４月１日現在、単位：人、％）

構成比

定年・応募認定

28.0395 月分

33.27075 月分

最高限度額

47.709 月分

47.709 月分

借家・借間居住者
家賃月額 12,000 円を超える額に応じ、最高で
27,000 円まで支給

通勤手当

①交通機関等利用者
運賃相当額に応じ、最高 55,000 円まで支給
②自動車等使用者
片道２㎞以上の職員に対して、距離に応じ月額
2,000 円から 24,500 円まで支給

1級

2級

3級

係長
主事 主任 ・
主査
23

19

37

21.3 17.6 34.3

4級
課長
補佐

5級

6級

7級

主幹 課長

部長
・
参事

計

8

4

13

4

108

7.4

3.7

12.0

3.7

100.0

（注）１ 一般行政職の給料表は７級制を採用しています。
２ 標準的な職務内容とは、各職務の級に該当する代表
的な職名です。
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分
町

給料・報酬月額等

長

720,000 円

副町長

580,000 円

教育長

540,000 円

議

長

310,000 円

副議長

272,000 円

議

256,000 円

員

期末手当

6 月期 2.125 月分
12 月期 2.275 月分
計 4.40 月分

（注）期末手当の額は、給料・報酬月額に１５％を乗じて得た
額の合計額に、
当該支給率を乗じて得た額とします。

◎職員数の状況
区

◎一般行政職員の級別の構成比

職員数

分

酬

分
大学卒

職務内容

自己都合

勤続 25 年

報

（平成３０年４月１日現在）

標準的な

0.90 月分

住居手当

区

◎初任給及び経験年数による平均給料月額

区 分

0.87 月分

1.375 月分

（平成３０年４月１日現在）

平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養
手当、住居手当などの諸手当の額を合計したものです。
技能労務職とは、学校の用務等作業に従事する職員
のことをいいます。

区

1.225 月分

配偶者は月額 6,500 円 子は月額 10,000 円
その他の扶養親族 1 人につき月額 6,500 円
16 歳から 22 歳の子には月額 5,000 円加算

給 料

平均給与月額

一般

6 月期

◎特別職の報酬等の状況

平均給料月額

２

勉

※町の手当の支給率等は国の基準に従って、国と同率です。

技能労務職

（注）１

勤

扶養手当

（平成３０年４月１日現在）

平均給料月額

末

平成 29 年度に定年退職した職員の 1 人当たりの平
均支給額（一般行政職）1,282 万円

（注）職員手当には、退職手当は含まれていません。

◎平均給与月額

期

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2 ～ 30％加算）

◎給与の内訳
平成３０年度の一般会計当初予算に計上された職員の給与
費は次のようになっています。

（平成３０年４月１日現在）

分

12 月期
区

12.8％

☎ ３４－１１１１

職務上の段階等に応じた加算措置 有（5% 〜 15%）

人件費以外
7,699,237 千円

・平成２９年度の人件費率

総務課

分

（単位：人）
職員数
平成 29 年

平成 30 年

一般行政部門

117

125

8

教育部門

26

22

−4

水道

3

3

0

国保

2

2

0

後期高齢者医療

0

0

0

148

152

−4

公営企業等
会計部門

計

増減数

〈定員適正化計画の目標〉 新たな定員適正化計画
（平成２８年度～平成３２年度）
においては、総職員数を１６０人以下に今後も維持することを目標としています。
退職補充を原則に、計画的な職員採用による年齢構成の平準化及び、再任用職
員の採用や業務民間委託の推進等により、適正な定員の管理に努めていきます。

消費者ホットライン

い や や

188

局番
なし

フリマアプリのトラブルに注意
フリマアプリとは、インターネット上でフリーマーケットのように出品、購入ができるアプリケーションのこと
です。スマートフォン（以下、スマホ）ひとつで、様々な物品を売買できるので、若い人を中心に利用する人が拡がっ
ています。しかし、手軽に利用できる一方、
「品物が届かない。
」「購入者が受け取りの手続きをしないので商品代金
が受け取れない。
」などのトラブルが起きています。

事例１
スマホのフリマアプリで「新品。未使用でタグ付き。
」と表示されていた洋服を定価の半額で購入した。し
かし、届いた商品は破れもあり、どう見ても中古品で、服に取り付けられたタグは実物と素材もサイズも異なっ
ていた。

事例２
フリマアプリを利用して洋服を購入した。代金はクレジットカード払いを選択した。届いた洋服は掲載され
ていた画像とは柄が違っていた。そこでフリマアプリの取引メッセージ欄を通して取引相手に返品を申し出る
と了承されたが、その後、返品方法についての連絡がないので困っている。

事例３
フリマアプリでブランド財布を購入した。鑑定付きだったので購入したが、傷だらけだった。リサイクル
ショップで鑑定してもらったところ、とても評価できるものではないと言われた。出品者は返品を認めない。
フリマアプリ運営会社に相談したが、両者で話し合うように言われた。

事例４
フリマアプリで「多少傷、汚れあり」と商品説明を入れ、ブランドバッグを出品した。購入者とメールでや
りとりした後、商品を発送した。数日後、相手から「傷がひどくて使えない」と返品の申し出があった。出品
時に十分説明しており、使用に差し障りはないのに、受け取り手続きをしてくれないので、しかたなく返品に
応じることにしたが、返品の送料も負担しないと言われ納得できない。
アドバイス
・フリマアプリでは、運営会社が代金のやりとりを仲介しますが、
「取引の場を提供している」立場です。
基本的に個人間の取引となるため、トラブルが発生した場合は、当事者間で解決するのが原則となっていま
す。消費生活センターも、個人間で起きたトラブルは相談の対象外なので、間に入ることはできません。
・フリマアプリは誰でも参加できるので、マナーの悪い人や取引に不慣れな人なども参加している可能性があ
ります。取引相手の情報をプロフィールや取引実績などを確認して、信頼できる相手かを見極めましょう。
・購入を希望する商品について不安な点や疑問な点は、事前に出品者に質問して十分に確認しましょう。
・出品する人も購入する人も、サービスを利用する際は利用規約をよく読んで、ルールとマナーを守って利用
しましょう。
・トラブルが発生したら、相手への連絡は迅速・丁寧に行うことが大切です。

町消費生活センターでは、町民の皆さんが安全に安心して暮らせるよう、
専門の相談員が消費生活に関する相談や問題解決のための助言などを行っています。
１人で悩まずに相談してください。

☎ 局番無し １８８
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議会広報編集委員会

議会の窓
大野町議会

委 員 長

宇野

等

副委員長

井上

保子

委

員

長沼健治郎

委

員

野村

光宣

第 3 回定例会

本定例会は、 9 月 5 日から13日までの 9 日間の会期で開催し、固定資産評価審査委員会委員の選任同
意、工事請負契約等の締結、条例の制定、平成30年度各会計補正予算及び平成29年度決算認定など13議
案を審議し、すべて原案どおり可決または認定となりました。
また、12日には 6 名の議員が町政に対する一般質問をし、さらには、
「幼稚園 ･ 小中学校における空
調設備の設置促進に向けた財政支援の拡充を求める意見書」について、議員発議がなされ、国に対し意
見書を提出することとなりました。

人事案件（敬称略）
議第28号…………………………………………………………
大野町固定資産評価審査委員会委員の選任同意につい
て
福田

勝好（稲富） ※任期は 3 年

契約案件
議第29号…………………………………………………………
消火栓ボックス購入契約の締結について
①取得する財産 消火栓ボックス75基
②取 得 の 目 的 消火栓ボックス購入事業
③取 得 金 額 755万7,300円
④契約の相手方 岐阜市加納清野町34番地
株式会社富士
代表取締役 小神 則雄

議第30号…………………………………………………………
黒野北野畑線自歩道整備工事（ 4 期）の請負契約の
締結について

議第32号…………………………………………………………
大野町空家等対策条例について
※空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるものの
ほか、空家等の対策に関する必要事項を定め、町民の
生命、身体又は財産を保護して生活環境の保全を図り、
もって公共の福祉の増進のため、条例を制定する。

補正予算
議第34号…………………………………………………………
平成30年度大野町一般会計補正予算（第 2 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億6,301万 7 千
円を追加し、予算総額は、82億3,630万 3 千円となりました。
※補正予算の主な内容
歳入では、地方交付税、町債（公共事業等債 ･ 地域活
性化事業債等）
、財政調整基金繰入金等
歳出では、道路改良工事、資料展示室の用地 ･ 家屋購
入等

議第35号…………………………………………………………
平成30年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第 1 号）

①契 約 の 目 的 黒野北野畑線自歩道整備工事（ 4 期）
②契 約 金 額 6,717万 6 千円
③契約の相手方 大野町大字稲富983番地の 3
白山建設株式会社
代表取締役 杉山 誠治

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,938万 7 千円を
追加し、予算総額は、25億6,938万 7 千円となりました。
※補正予算の主な内容
平成29年度繰越金及び返還金

議第36号…………………………………………………………

条例制定
議第31号…………………………………………………………
大野町犯罪被害者等支援条例について
※犯罪被害者等基本法に基づき、町が犯罪被害者等の支
援のための施策に関する基本理念を定め、町民が安全
で安心して暮らせる地域社会実現のため、条例を制定
する。

平成30年度大野町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第 1 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ347万 9 千円を追
加し、予算総額は、 2 億5,667万 9 千円となりました。
※補正予算の主な内容
平成29年度繰越金及び一般会計繰出金

議第37号…………………………………………………………
平成30年度大野町上水道事業会計補正予算（第 1 号）
収益的支出で60万 7 千円を増額し、支出総額が 2 億7,530
万 7 千円となり、資本的支出で74万 5 千円を減額し、支出
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◇◆
総額が 2 億15万 5 千円となりました。
※補正予算の主な内容
人件費及び法定福利費

議会の窓 ◆◇

報告について
※地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基
づき、平成29年度決算における公営企業会計（上水道
事業会計）における資金不足比率は、特に指摘すべき
事項はないとの報告がありました。

そ の 他
発議第 1 号… …………………………………………………
幼稚園 ･ 小中学校における空調設備の設置促進に向け
た財政支援の拡充を求める意見書について
※全国的な夏の暑さによって、園児 ･ 児童 ･ 生徒の学習
環境は極めて過酷な状況にある。市町村が取り組む教
育環境改善に対し、財政支援を拡充するよう、国に対
し意見書を提出するものです。

決算認定
議第33号…………………………………………………………
平成29年度大野町上水道事業会計利益の処分及び決算
の認定について

議員派遣決定
大野町議会会議規則第120条第 1 項の規定により、次の
とおり議員を派遣する。

1

2

認第 1 号… ……………………………………………………
平成29年度大野町一般会計歳入歳出決算の認定につい
て

認第 2 号… ……………………………………………………
平成29年度大野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

平成30年度大野町敬老会

①目
的 町敬老会式典出席のため
②派 遣 先 大野町大字黒野
③期
間 平成30年 9 月17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

大野町議会総務文教常任委員会視察研修

①目

①奈良町町家保存活用事業調査
②博物館整備運営事業調査
②派 遣 先 奈良県奈良市 ･ 橿原市
③期
間 平30年10月 3 日
④派遣委員 中川委員・井上委員
長沼委員・国枝委員
宇野委員・ひろせ委員
小森委員・野村委員
山川委員・永井委員

3

大野町議会議員視察研修

①目

認第 3 号… ……………………………………………………
平成29年度大野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算の認定について
いずれの会計も「関係諸帳簿等を照合審査した結果、決算
の計数は正確で、予算の執行は目的と議決の趣旨に沿っ
て、概ね適正かつ効率的に執行されていることを確認し
た。」との監査委員の意見が添えられて提出されていたた
め、それぞれ認定をしました。

諸般の報告
平成29年度大野町教育委員会点検評価について
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基
づき、平成29年度の大野町教育委員会点検評価につい
て報告がありました。

報第 1 号… ……………………………………………………
平成29年度大野町健全化判断比率の報告について
※地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基
づき、平成29年度決算における「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」は、
良好な状態を示しているとの報告がありました。

的

的

①環境モデル都市事業調査
② 6 次産業化推進調査
②派 遣 先 高知県梼原町 ･ 愛媛県大洲市
③期
間 平成30年10月10日〜12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 7件

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します。

1  道の駅「パレットピアおおの」グランドオープ
ンセレモニー
①目
的 町行事出席のため
②派 遣 先 大野町大字下磯
③期
間 平成30年 7 月11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 30件

報第 2 号… ……………………………………………………
平成29年度大野町の公営企業における資金不足比率の
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一般質問
質問 1
質問 2
質問 3

お帰りチャイムについて
社会教育施設のネット予約につい
て
町民体育館の今後のあり方につい
て
長沼 健治郎 議員

小中学校懇談会、タウンミーティン
グにおいてお帰りチャイムの鳴る時間
が取りざたされていました。近隣市町
の時間と比較すると簡略に設定しても
良いのではないか、関係諸団体と調整の上変更可能
かどうかお伺い致します。

Q1
質問

お帰りチャイムの時間の変更につい
ては、第 6 地区タウンミーティングの
他、PTA を通じて校長会からも意見を
（総務部長）
いただいています。
現在は、 4 月 1 日〜 9 月15日までは午後 6 時、 9
月16日〜10月31日までは午後 5 時、11月 1 日〜 1 月
10日までは午後 4 時30分、 1 月11日〜 3 月31日まで
は午後 5 時に鳴ります。
皆様からのご意見として、外出している児童生徒
の帰宅の目安となっているお帰りチャイムの時間
が、 4 月 1 日から午後 6 時に鳴ることに対し、日没
時間に近いため、 4 月に入りいきなり 1 時間遅くな
るのは、いかがなものか。せめて日没30分前ぐらい
に設定できないか、というものです。
時間設定については、日没時間を鑑み 4 月 1 日よ
り30日間を30分早める午後 5 時30分の案で、校長会
を通じ、学校関係と調整中です。併せて、区長会に
もご意見を伺う予定をしています。
これらの意見をとりまとめた上で、すみやかにお
帰りチャイムの時間を変更してまいりたいと考えて
います。
答弁

A

現在の予約方法は各担当窓口での予
約受付のみになっていますが、第六次
総合計画の社会教育施設利用の適正化
において、予約方法の見直しと明記さ
れています。ネット予約併用で適正化を図ったらど
うかお伺い致します。

Q2
質問

施設の予約については、現在、中央
公民館・地区公民館及び総合町民セン
ターの利用申請は直接その施設の窓口
（教育長）
で、体育施設の利用申請は生涯学習課
で受付を行っています。
そして、施設のあき状況を確認するためには、各
答弁

A
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施設又は生涯学習課へ直接お問い合わせをいただか
なくてはなりません。また、利用申請は開庁・開館
時間内での受付となっており、時間外の申請はでき
ません。
予約システムはこうした点を解消し、利用者の利
便性向上につながると思われます。
ただし、予約システム導入にあたり、町民の優先
的な利用をどのように確保するのか、毎月行ってい
る利用団体の調整をどう行うのか、高齢の方々など
インターネットをあまり利用されない方と ICT に
慣れている人との格差が生まれないかなど検討すべ
き課題が多くあるため、当面は現行の方法を継続し
てまいります。
※ ICT とは…information and communication の略。
情報・通信に関する技術の総称。
町民体育館の雨漏りが指摘されてい
ます。築後40年以上が経過し、補修対
応で維持管理していくのもトイレ・駐
車場などの付帯要件で継続維持は困難
で、公共施設等総合管理計画に従い今後の方向性の
明示をお伺い致します。

Q3
質問

町民体育館は、昭和49年 3 月の供用
開始以来、町民のスポーツの推進と健
康及び体力の向上を促進することを目
（教育長）
的に利用されています。
雨漏りについては、平成30年 7 月豪雨の時に 1 階
旧シャワー室での雨漏りと 2 階南の壁面からの雨の
染み込み等を確認しています。いずれも悪天候によ
るもので抜本的な改修については、多額の費用を要
します。
また、平成28年 3 月に策定の大野町公共施設等総
合管理計画の中でも、更新期となっていて、大規模
修繕等が必要であると認識をしています。今後は、
第六次総合計画の見直しを進める中で、町民体育館
に替わる総合体育館建設を前向きに検討したいと考
えています。
答弁

A

質問 1 「平成30年は観光元年である」の
スタートについて
質問 2 女性の地位向上について
質問 3 町職員の社会貢献活動について
宇野 等 議員
これからの観光まちづくりの取り組
みとして、①北岡田家住宅の観光財と
しての活用、②観光ボランティアガイ
ドの設置、③観光協会の町からの独立、
④野村山山麓・古墳群の活用について、どのような
計画をお持ちですか。

Q1
質問

◇◆
道の駅「パレットピアおおの」が開
駅した本年を大野町の「観光元年」と
捉えて、新たな観光による人づくり、
（町 長）
街づくりを進めていきたいという思い
から、若手職員等で構成する「観光元年プロジェク
ト」の準備を立ち上げたところです。
その中で、北岡田家住宅については、保存してい
くと同時に街づくりや観光振興に活かすことを考え
ています。
野村山山麓・古墳群については、大野町の最北端
に位置し、野古墳群を含むこの北部山麓一帯が、時
代を紡ぐ悠久の里として、現在でも豊かな自然を残
し、人々の心を癒やし和ます田園風景が広がってい
る地域となっています。さらに、同地域には運動公
園というスポーツ・健康の中心となる施設もあるこ
とから、これらの一体的な活用も可能であると考え
ます。今後は、山麓や田園風景を活かしたイベント、
例えば野外コンサート会場等の可能性を検討しま
す。
また、道の駅「パレットピアおおの」に来場され
た方々からは、大野町内の自然・文化・歴史などに
ついて詳しい情報をお求めになる声も伺っていま
す。そこで、
大野町の魅力をきちんとお伝えする「語
り部」
「町のスポークスマン」の必要性を鑑み、こ
の機会に観光ボランティアガイドの養成をしてまい
ります。
観光協会については、現状を踏まえ今までの観光、
イベントを見直しつつ、文化財を活かした観光を地
域住民と一体となって醸成していきます。そのため
には、町主導の体制ではなく、住民主導による観光
やイベントを推進したいと考えており、議論を始め
たところで、現協会の皆様の意見も伺いながら進め
てまいります。
なお、観光元年のスタートにあたって、観光財を
活用した街づくりは、すぐに成果が得られるものと
は考えていません。一年一年積み上げて、魅力ある
町にしていき、多くの方々に大野町を知っていただ
き、お越しいただけるよう進めてまいります。
答弁

A

少子高齢化の中で街づくりを行うに
は、女性の活躍が必須であります。女
性が力を存分に発揮しやすい環境づく
り、また関心を持ってもらう街づくり
について、町として具体的な施策をどうお考えです
か。

Q2
質問

町では、これまでに「男女共同参画
プランおおの」を策定し、見直しを行
う中で、全庁的に施策を推進する体制
（町 長）
づくりを進めてまいりました。
しかし、現代において女性の活躍はめざましいも
のがあり、様々な立場で活躍されていると思われま
す。これらの方々の発掘、活躍の場が必要ではない
かと考えています。
そして性別に関係なく、すべての個人が互いに人
権を尊重し、その特性と能力を十分に発揮できる社
答弁

A

議会の窓 ◆◇

会を目指すには、まだまだ課題があると思われます。
そこで、まずは身近な役場内で、「今以上の女性
活躍のためには、何が必要なのか？」と考え、今回、
女性目線での意見を把握するために、女性職員を対
象に聞き取りを行いました。
結果は、「管理職になりたいと考えている職員が
少ないことや仕事と家庭の両立への不安がある。」
と考える職員がいることがわかりました。
まずは、町の職場環境や個々のライフワークバラ
ンス等について、様々な意見を聞きながら、併せて、
女性職員が地域において指導的な役割を担い、地域
活動の中核となるような人材を育成するため、様々
な立場で活躍されている女性の意見を聞く研修など
を検討していきたいと考えています。
また、その後、それを地域へ拡大していくため、
シンポジウムや広報啓発などにより、住民に対し、
女性活躍についての理解を促すよう取り組んでまい
りたいと考えます。
これからの「地方自治体経営」にあ
たって、町民の中へ出ていく職員像が
求められている。職員採用において社
会貢献活動を評価した採用を行い、ボ
ランティア精神の増進を図ってはいかがでしょう
か。

Q3
質問

職員の社会貢献活動の一つとして、
当町の役場男性職員15名及び女性職員
3 名は消防団本部分団に所属していま
（町 長）
す。
本部分団の活動は、昼間に火災が発生した場合や
水難事故が発生した場合などには、直ぐに駆けつけ、
真っ先に消防署等の後方支援にあたることです。
また、地域におけるボランティア活動については、
PTA 役員、スポーツ少年団の指導者、各種スポー
ツ団体の役員、BBS、公民館活動における世話役な
ど、職員の中でもこれまでにも多くの者がいろいろ
な活動を行ってきています。
確かに、これらボランティア活動に対して、ある
程度の評価をしてもらえれば、本人には大変な励み
になるかも知れません。
しかし、地域の中で異業種の人たちと交流するこ
とは、人間の幅を広げる良いチャンスと考えており、
更には様々な意見を聞くことで、この意見が行政に
反映できれば一挙両得になるのではないかと考えま
す。
よって、現状では、ボランティア休暇の取得など
については、自ら進んでボランティアを行うことに
対して特別な評価をするのではなく、役場や上司が
ボランティア活動に理解を示しながら、あくまでも
本人の意志を尊重し、率先して何かに取り組んでい
くボランティア精神の意識高揚を図ってまいりたい
と考えます。
答弁

A

※ BBS とは…Big Brothers and Sisters Movement の略。少
年少女達に、いわば兄や姉のような存在として、一緒に

悩み、一緒に学び、一緒に楽しむボランティア活動のこと。
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質問 1
質問 2

学校施設や通学路におけるブロッ
ク塀等の安全性確保について
LGBT への支援策について
ひろせ 一彦 議員

「安全点検等状況調査」において問題
のあるブロック塀等を有する学校は何
校か。問題のあるブロック塀等の工事
着手まで、安全確保をどうするのか。
安全性に問題のある通学路をどうするのか。

Q1
質問

町内各小中学校の施設について点検
をしました結果、ブロック塀等を有す
る小中学校はございませんでした。
（教育長）
また、学校敷地内にある構造物の中
には、コンクリートブロックを使用した倉庫等の構
造物はございますが、危険なものはございませんで
した。
各小中学校では、日頃から学校保健安全法に基づ
き児童生徒が使用する施設・設備などについて、計
画的かつ定期的に安全点検を行っており、点検によ
り修繕等が必要な箇所は順次修繕してまいります。
また、各学校は、年度当初に通学路を先生と児童
が一緒に歩きながら危険箇所を点検したり、安全指
導を行ったり、PTA の地区委員さんとも連携して
地域の危険箇所の把握に努めています。さらに、
「大
野町通学路交通安全プログラム」として、学校、警
察、県、町など関係機関が連携協力し、学校や地域
からの要望に基づいて現地調査を行い、通学路の安
全確保を図っています。
今回、通学路におけるブロック塀等危険箇所の緊
急点検を小中学校に依頼した結果、通学路に面して
いるブロック塀は476箇所あることを確認しました。
また建設課による現地確認により、61箇所が倒壊等
の危険性があると判明しました。
通学路沿いの危険なブロック塀は、個人の工作物
です。町民の皆様自身で点検を行っていただくため、
「ブロック塀点検のチェックポイント」を全戸配付
し、タウンミーティングでも説明を行ったところで
す。現在、危険なブロック塀の除却に対する町独自
の補助制度の創設を検討しています。今後、補助制
度が施行され次第、61箇所の危険なブロック塀の所
有者にお知らせし、補助金申請があれば速やかに対
応していきたいと思います。また、一部地域で既に
行っている通学路にカラー舗装を行うなど、より安
全な通学路の確保を図ってまいります。
通学路は、保護者、地域、学校が協議し、最も安
全で適した道路を選定しています。しかし、地域の
実情も変わっていくため、地域の実情に応じ、必要
な協議がなされるよう、学校に指導していきたいと
思います。学校では、登下校の指導として危機予測
能力、危機回避能力の育成を目指し、計画的に安全
指導を行っています。地震発生時に「物が落ちてこ
ない・倒れてこない・移動してこない」安全な場所
答弁

A
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へ避難できるよう、児童・生徒自身が判断して行動
できるよう、くり返し指導してまいります。
性的少数者へ配慮のもと、投票に行
く入場券から性別欄の削除、また印鑑
登録証明書等公文書を検証し、順次性
別欄の削除をお考えになっていただき
たい。性的少数者の受け皿となる相談窓口の設置を
お考えになっていただきたい。

Q2
質問

近年は、性の多様性を認めようとす
る動きが国、市町村等に広がっていま
す。
（町 長）
そこで、投票所の入場券や期日前投
票の宣誓書における性別欄の削除について、現在は、
宣誓書は既に性別記入欄を無くしていますので、入
場券の性別欄をなくす方向で検討してまいります。
印鑑登録証明書等の性別欄の削除ですが、現在、
LGBT 等の性的少数者の方々に配慮した対応につい
て、証明発行システムの改修や西濃地域戸籍住基協
議会等の場で情報共有を進めているところです。
今後は、男女別の記載について、印鑑登録証明書
は廃止、住民票記載事項証明書は省略可能とし、町
民の方への周知や証明発行窓口での本人確認時の対
応に配慮する等取り組んでまいります。
性的少数者の方々の悩みを抱える人の受け皿とな
る相談窓口は、人権施策の担当課である総務課を窓
口とさせていただきます。
ただし、町には専門の職員がいませんので、毎月
第 2 月曜日に実施している心の健康相談や、県に設
置されている相談窓口などを紹介させていただきた
いと考えています。
答弁

A

※ LGBT とは…レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性

の同性愛者）
、
バイセクシュアル（両性愛者）
、
トランスジェ
ンダー（心と体の性が一致しない方）の頭文字で、性的
少数者の総称。

質問 1
質問 2

総合防災対策について
人材育成と職員派遣について
野村 光宣 議員

年々激化する自然災害に対処するた
め、広報誌による通年的な啓発や防災
教室等を開催し、防災意識を幅広い世
代に更に啓発する必要があるのでは？
また、当町の最大避難者数はどのように想定し、非
常食をどの程度充足していますか。

Q1
質問

大野町の防災対策は、災害対策基本
法第42条の規定に基づき、大野町地域
防災計画を策定し、大野町防災会議に
（危機管理監）
て見直しを図りながら、総合的な防災
対応を示しており、災害予防から復旧までの業務が
速やかに進めることができるよう準備しています。
答弁

A

◇◆
また、 7 月に大野町防災マップの改訂を行い、町内
全戸配布し、指定避難所や浸水想定区域など、防災
に必要な情報を提供させていただいたところです。
現在、町民の皆さまを対象に、配布しましたマッ
プを基に町防災訓練と合わせて災害図上訓練や避難
所運営訓練の実施、防災タウンミーティングの開催
を予定しています。一人でも多くの町民の皆様に参
加していただくことにより、防災意識を高めていけ
ればと考えています。
また、町の防災備蓄品の備蓄状況ついては、南海
トラフ地震を想定した避難者数である846人分の 3
日分を備蓄しています。
備蓄量を増やすことも災害対策のひとつですが、
町の方針として「自分の命は自分で守ることが重要」
といった災害に対しての自助の部分の防災意識の向
上の啓発を推進しているところでもあります。
その上で、備蓄量については、想定する地震の発
生確率や影響地域、また、防災備蓄品の更新頻度に
かかる費用及び関係機関との協定による相互援助の
活用等を考慮して決定し、あわせて町防災訓練時に
おける想定地震は、地震発生率が30年以内に70％か
ら80％と言われている南海トラフ地震等、海溝型巨
大地震を想定している点からも、現時点では、適量
であると考えています。
しかしながら、防災備蓄品の備蓄量について、地
域の皆さまの意見や全国的な災害対策実例を基に、
必要に応じ見直し、柔軟に対応していきたいと考え
ています。
これからの防災対策は、町民一人ひとりの自助、
近隣住民同士や自主防災組織等の共助、そして行政
による公助を多角的に組合せることで、地域の防災
力を高めていくことが重要と考えています。
町では今後も自主防災における訓練の助言や出前
講座の開催など、活動の援助を行い、その中で防災
備蓄に関する意見交換を行いながら、安全で安心な
まちづくりを推進していきたいと考えています。
①職員の不祥事を受けて、内部研修
を中心とした人材育成をどのようにし
ていますか。②現在、県及び県教委か
ら 3 人の職員が派遣されていますが、
六次総が軌道に乗り、更には道の駅も開駅したこと
から、新年度からはいらないのではないですか。

Q2
質問

職員の不祥事を受けて、去る 6 月26
日と27日に主幹以下の職員に私が講師
となり、職員研修を実施しました。また、
（総務部長）
同月29日には、課長以上の管理職を対
象とした研修を副町長が講師となり、実施しました。
主幹以下の研修では、公務員とはどうあるべきか
といった啓発ビデオを視聴し、改めて初心に返り、
公務員としての心構えを再認識した他、管理職には、
同じビデオを視聴し、その後は管理職としての心構
え、危機管理について研修を実施しました。
今後は、職員研修センターが行う研修等にも、積
極的に参加を促し、職員の育成、資質向上を図って
答弁

A

議会の窓 ◆◇

まいりたいと考えています。
県からの一人は、町職員との相互交
流で来ていただいており、県職員のノ
ウハウを活かし活躍していただいてい
（町 長）
ますが、交代で揖斐土木事務所に派遣
した職員も大変な刺激を受けて頑張っていると聞い
ています。
また、一人は、今年 7 月にオープンした道の駅パ
レットピアおおののために、特別に来ていただき、
開駅までの県等関係機関との調整などを熱心に行っ
ていただきました。
また、県教育委員会からは、学校現場をよく知る
教員に来ていただき、当町の学校運営に係る先生方
との調整等をスムーズに行うために来ていただきま
した。
議員ご指摘のとおり、道の駅パレットピアおおの
がオープンしましたが、いよいよ、東海環状自動車
道（仮称）大野・神戸インターチェンジの開通予定
を来年度に控え、インターチェンジ周辺のまちづく
りが急務となっています。
まちづくりの手法は区画整理等いろいろあると思
いますが、県職員ならではの知識を活用していただ
くことや県とのパイプ役として最低一人は来ていた
だきたいと考えています。
それが、町職員の良い刺激になり、職員の資質向
上にもつながると思います。
答弁

A

質問 1

シニアカーについて
山川

満 議員

名鉄廃線敷が再生されることにより、
シニアカーを利用される高齢者の外出
支援につながる潜在的需要は多いと推
察されますが、行政サービスとして運
転免許証自主返納者へシニアカー購入の助成をされ
てはいかがでしょうか。

Q1
質問

現在、地域の方々の交流の場や社会
参加ができる環境を提供するため、「い
きいきサロン」や「カッキーカフェ」
（民生部長）
などの居場所づくりを進めており、た
くさんの高齢者の方々がそこに参加されています。
議員ご指摘の自動車運転ができなくなった高齢者
の方々のサロン・カフェへの参加や買い物の荷物を
運ぶためなど、行動範囲を広げてくれる有用な移動
手段として、運転免許証が不要なシニアカー、別名
「ハンドル型電動車椅子」の潜在的需要があること
はご推察のとおりです。
町では平成23年度より、高齢者の交通事故発生の
減少を図ることを目的として、運転免許証自主返納
者支援事業を実施し、事故のない、事故を起こさな
い安心・安全なまちづくりを進めているところです。
シニアカーを利用することで、高齢者が自立した
生活を送ることは、高齢者自身にとっても家族に
答弁

A
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とっても喜ばしいことであると思われます。
このような状況も踏まえ、現在実施しています運
転免許証自主返納者支援事業の支援制度の拡充策と
して、自主返納者に対するシニアカー購入助成の実
施に向けて、前向きに検討してまいります。

質問 1
質問 2

散策路整備について
食料自給率向上の取り組みについ
て
小森 小百合 議員

町民の健康づくりの一環としてノル
ディックウォーキングを推進し、ウォー
キングやランニングをされる方も増え
る中、町全域で安全に楽しめる散策路
の早急な整備が望ましいと思われますが、今後の計
画をお伺いします。

Q1
質問

現在の散策路は、町の推奨コースと
して、北エリアには、運動公園を基点
に古き良き歴史を感じることができる
（産業建設部長）
野古墳群や牧村家住宅、所郁太郎記念
碑などをめぐるコース、中エリアには、黒野駅レー
ルパークを基点に田園や桜並木など四季折々の風景
を楽しむことができる条里公園やおおの温泉、北岡
田家住宅などをめぐるコース、南エリアには、バラ
公園を基点に花田川沿いの田園や柿畑の風景を楽し
むことができる道の駅や上磯古墳群をめぐるコース
を整備しています。
他に平成27年度から、第六次総合計画のリーディ
ングプロジェクトとして自転車道・歩道や災害時の
避難路の整備を観光に活用する名鉄廃線敷再生プロ
ジェクトを推進しています。この事業計画は、安全・
安心な通学路としての機能とランニングやウォーキ
ング、また散策路としての機能を併せ持った路線と
して、継続的な整備に努めていくことを考えていま
す。現在、黒野駅レールパークから約140m が整備
済みとなり、より多くの方々に活用していただきた
いと思っています。
一方、廃線敷の整備は、まだまだ完成には多くの
費用と時間を要します。しかしながら、自転車・歩
行者道は連続して初めて機能を果たしますので、住
民の方々と協働し、早期完成を目指します。
また近年、ウォーキングやランニングをされる方
が増えていますので、交通量が少なく、より安全に
楽しめる既存道路を活用した新たな散策ルートの確
立についても推進したいと考えています。
答弁

A

耕作放棄地の有効活用や自ら育てる
野菜づくりの推進等、食物を育て食す
喜びの体感と安全な食材の確保は、健
康な心身を育む効果も高く、食育の推
進や医療費削減にもつながると考えますが、今後の
取り組みについてお伺いします。

Q2
質問
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国の食料自給率は、2017年度数値で
カ ロ リ ー ベ ー ス38 ％、 生 産 額 ベ ー ス
65％で、これは先進国中最低水準です。
（産業建設部長）
また、岐阜県の食料自給率は2016年度
の概算数値となりますが、国の38％に対して、24％
となっています。これらの結果から、国では2025年
度にカロリーベースで45％、生産額ベースで73％に
高める目標を掲げたことにより、当町では食料自給
率の向上へ、生産面及び消費面から次の施策に取り
組んでいます。
生産面の取り組みは、耕作放棄地の解消を含めた
効率的な農地利用です。平成29年度の農業委員会に
よる調査結果で、大野町には3.7ha の耕作放棄地が
存在しています。これらの耕作放棄地は、農業委員
会と連携して所有者へ指導を実施することで解消
し、自給率向上のために圃場の有効活用に努めてい
ます。
消費面の取り組みは、地消地産及び食育の推進に
なります。地消地産では、学校給食へ岐阜県産の食
材を積極的に取り入れ、給食献立予定表には地元産
であることを表記することで、児童生徒に農業への
理解を深め、地元産野菜の生産拡大のため継続的な
消費を図っています。
食育の推進は、親子で参加するふれあい食体験教
室をはじめ、健診時において、食に対する指導や学
校での栄養教諭による食に関する指導を実施して国
産農作物の摂取を進めています。
また、平成29年度から直売向け野菜づくりを目的
とした農業塾を開講しています。食物を育て収穫す
る喜びと自分が作った安全安心な農作物を食したい
方が参加されています。
食料自給率の向上の一助として、日頃の農作業を
おこなっていない方達を対象に、野菜作りのきっか
けとしてプランターによる野菜づくり講習会等を、
町民ニーズを把握し検討してまいります。
20年間、食料自給率は横ばいを続けています。引
き続き農地の有効活用を推進するとともに、一人で
も多くの方が国産農産物の消費をしていただけるよ
う地消地産及び食育を進めてまいります。そして、
農地を所有していなくても、安全で安心な食材を自
ら栽培したい方達が、農産物の出荷をしていただけ
るようになるまで、関係機関を通じて支援をおこな
い、少しでも食料自給率の向上に取り組んでまいり
ます。
答弁

A

◇◆

議会の窓 ◆◇

議会のうごき
【議会議員が出席した主な行事等】

7月

8月

全員協議会
全員
道の駅「パレットピアおおの」直前試食会
全員
10 日
道の駅清祓式
全員
主要地方道岐阜関ヶ原線道路建設促進期成同盟会総会 議長
11 日
道の駅「パレットピアおおの」グランドオープンセレモニー 全員
13 日
東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会、国道 21 号・ 議長
22 号及び岐阜県南部横断ハイウェイ整備促進期成同盟会合同総会
14 日
北方町制 130 年記念式典
議長
18 日
例月審査
監査委員
19 日
大垣 ･ 神戸 ･ 大野線道路整備促進期成同盟会総会
議長
主要地方道岐阜巣南大野線整備促進期成同盟会総会 議長・民建委員長
本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会総会 議長
23〜25 日 平成 29 年度決算審査
監査委員
25 日
揖斐郡三町議会議員研修会
中川・井上・長沼・国枝･宇野･ひろせ･小森･野村･山川議員
5 日

1 日
8 日
11 日
12 日
18 日
21 日
23 日
24 日
26 日
28 日
29 日
31 日

9月

5 日

6 日
7 日
9 日
12 日
13 日
14 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日

23 日
25 日

西濃用水協議会総会
第 3 回揖斐広域連合議会臨時会
池田町大野町学校給食センター決算審査
第 25 回根尾川花火大会安全祈願祭
第 25 回根尾川花火大会
第 55 回夏まつり大野おどり
うすずみサマーフェスティバル 2018
例月審査
第 31 回大野町老人クラブ大会
岐阜県町村議会議長会第 2 回評議員会
大野カップミニバスケットボール招待試合大会
定例監査
公立保育園統合等外部検討委員会
議会運営委員会
町表彰審査会

議長
中川・井上・長沼・国枝議員
監査委員
議長
全員
全員
議長
監査委員
副議長
議長
議長
監査委員
井上議員
委員
議長

第 3 回定例会（開会）
全員協議会
議会運営委員会
総務文教常任委員会
民生建設常任委員会
橋本元揖斐川町消防団長叙勲受賞記念祝賀会
第 3 回定例会（一般質問）
第 3 回定例会（閉会）
議会運営委員会
神戸町 ･ 大野町議会議員合同研修会
中学校体育大会
町敬老会
例月審査
犯罪被害者等支援条例記者発表会
議会広報編集委員会
町戦没者追悼式
国道 303 号整備 ･ 県道根尾谷汲大野線改良促進期成同盟会総会
小学校運動会
定例監査
福井県美浜町議会特別委員会道の駅視察

全員
全員
委員
委員
委員
議長
全員
全員
委員
全員
全員
全員
監査委員
議長
委員
全員
議長
全員
監査委員
議長

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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社会福祉協議会だより

み ん な の あ っ た か ま ち づ くり

社協だより
大野町社会福祉協議会 ☎34-2130

HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
ひとりひとりのやさしさが
あなたの住む町をもっとやさしくしてくれます。
１０月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が実施されています。赤い
羽根は「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」のシンボルです。この運動は本
年度で７２回目を迎えています。
大野町では、各地区を通じての世帯募金や、町内法人・団体様に法人募金の
ご協力をお願いしています。この他に街頭募金、町内の協力店様に募金箱を設
置し、募金活動を実施しています。
皆様からお寄せいただいた募金は、町内のひとり暮らし高齢者への食事サー
ビスや交流会、地域で行われるサロン事業等の地域福祉活動に使われています。
また、皆様の募金は災害時の復興支援にも役立てられます。募金額の一部を
各都道府県の共同募金会にて「災害等準備金」として積み立てしており、大規
模災害が起きた際の災害ボランティア活動支援や、被災地を応援するために使
われます。
共同募金の助成金により実施されている活動は多くあります。これらの活動については今後順次お知らせ
していきます。また詳しくは WEB の赤い羽根データーベース「はねっと」に公開されています。

街頭募金活動を実施しました
１０月６日、７日に開催された「大野まつり」にて、ボランティア連絡協議会、町内の小中学校の児童・
生徒の皆さんの協力をいただき、街頭募金活動を行いました。皆様のあたたかいご支援により集まった募金
額は、64,678

円でした。ご協力ありがとうございました。

今後の街頭募金の予定
○１１月３日（土） おおの木育フェア２０１８「大野町運動公園」
○１２月８日（土） 道の駅「パレットピアおおの」
※引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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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

大野町社会福祉協議会功績者表彰
１０月６日（土）に町総合町民センターふれあいホールにて
大野町表彰式が執り行われました。
町社会福祉協議会からは、永年にわたり社会福祉の発展向上
に多大な貢献をいただいた方々に、
表彰状の贈呈を行いました。
栄えある受賞者は次の方々です。
（敬称略・順不同）
表彰状
◆民生委員・児童委員
◆福祉委員
◆社会福祉団体役員
◆福祉活動（個人）

杉山
山田
馬渕
関谷
相馬
伊藤
横山

司朗
受賞者の方々
久美子
さよ子
二三代（身体障がい者福祉協会）
美智男（地域福祉活動）
久美子（ボランティア団体活動 花みずきの会）
稲子（ボランティア団体活動 音訳の会そよかぜ）

大野町戦没者追悼式
９月２０日（木）に町総合町民センターにおいて、戦没
者追悼式をご遺族様はじめ、多くのご来賓の皆様にご列席
いただき厳かに執り行いました。
式は大野町ハーモニカクラブ様の伴奏や大神流吟和会大
野教場様の追悼詩吟もあり、心安らかな雰囲気の中で進行
しました。先の大戦で犠牲になられた方々を心から追悼し、
その犠牲を無にすることがないように、次世代、大野町の
青少年へ伝え続ける責務と、平和祈念への願いの決意を新
たにしました。

急募！「生活支援員」を募集しています
社会福祉協議会では「日常生活自立支援事業」の「生活支援員」として、認知症高齢者や知的・
精神障がい等で判断能力に不安がある方の自宅や施設を定期的に訪問し、安心して地域で生活でき
るように利用料の支払いなどのお手伝いをする方を募集しています。町内に支援を必要としている
方がいます。ご協力をお願いします。
●募集人数

・若干名

●勤務時間

・平日 週１回～月１回訪問

●勤務内容

・福祉サービスの利用に関する相談

訪問１回当たり１時間程度

・支払い手続きや生活費の払戻し等の金融機関での手続き
・郵便物の確認や役所等での手続き
●給与形態

・時給 1,000 円

●応募要件

・普通自動車運転免許
・町内在住の 20 歳以上の健康な方で、ボランティアや福祉に関心をお持ちの方
・岐阜県社会福祉協議会が実施する研修を受講できる方
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社会福祉協議会だより

平成３０年度

新春ふれあい食事会のお知らせ

地域でお一人暮らしをされている高齢者の方が地区の福祉関係者の方と楽しいひと時を過ごして
いただけるように「新春・ふれあい食事会」を下記の通り、各地区で開催します。
【開催地区・開催日】
◇第１地区

平成３１年１月２５日（金）

◇第２地区

平成３１年１月２９日（火）

◇第３地区

平成３１年１月３０日（水）

◇第４地区

平成３１年１月３１日（木）

◇第５地区

平成３１年２月

◇第６地区

平成３１年１月２３日（水）

【対

１日（金）

象】

７０歳以上で、お一人暮らしの方（昭
和２４年３月３１日以前に生まれた方）
※対象の方には、１１月下旬から１２月
にかけて民生委員さんが訪問しますので、
お申し込みください。
昨年の第２地区の小学生との交流の様子

共同募金歳末たすけあい援助事業のお知らせ
新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らせるように次の方々に
対して見舞金及び介護用品を贈る事業を実施します。
【対象者及び内容】※町内に住所を有し、施設入所をされていない方
対象が重複される方については、どちらか１つの対象での申請となります。
■介護認定で要介護度４または５の方（介護用品）
■身体障害者手帳１級の方（見舞金）
■療育手帳をお持ちの方（見舞金）
■精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方（見舞金）
■大野町準要保護児童生徒就学援助費を受給されている方（見舞金）
【申込方法】
１１月１６日（金）までに本会事務局へご連絡ください。後日、申請書を送付いたします。
※申請書は HP からもダウンロードできます。
（http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo）
申込・問合せ先

大野町敬老会
大野町敬老会（町主催）において、９０歳（卒寿）を迎
えられる方々に、祝い状並びに祝い品を贈呈しました。
祝い状には、大野町、池田町、岐阜市の絵手紙教室の生
徒さん７０名（講師 日本絵手紙教室 藤田涼子様）のご
協力で描いていただいた心のこもった温かいメッセージ入
りの個性的で素敵な絵手紙を添えさせていただき、また祝
い品には、昔懐かしい鯛のもりこみ菓子を、卒寿の方７８
名にお贈りしました。
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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

夏休み福祉体験

ボランティアスクール

町内の小中学生を対象に、夏休み期間中の２日間を通して福祉体験
講座を行いました。
○１日目テーマ「自衛隊で災害活動を学ぼう！」
航空自衛隊岐阜基地（各務原）にて、自衛隊員の方が講師となり、
基地内を見学し自衛隊の概要や災害活動について説明していただ
き、基本教練やロープワーク等の災害時に役立つ実習体験をしま
した。
参加した小中学生たちは、広報館に展示されていた過去の自衛
隊員の制服や航空機の写真を見て思いを馳せたり、消防服を着用
し放水現場を間近で見学したりと、基地内で１日過ごしたことで
災害活動に対する意識が向上しました。
○２日目テーマ「非常食を作って食べよう！」
「地域の福祉にふれてみよう！」
大野町赤十字奉仕団の方々にご協力いただき、災害用炊飯袋（ハ
イゼックス）を使用した炊出し体験と、牛乳パックを使った非常
用持ち出しセット作りを体験し、日頃から災害に対する準備をし
ておくことの重要性を知りました。
また、まち cafe 会場にて地域の福祉活動に参加し、ボランティ
アの方々の優しい心に触れ、地域で交流を深めておくことが地域
内の助け合い活動に繋がっていくことも学びました。

地域の憩いの場「まちｃａｆｅ」♪
まちｃａｆｅは地域の皆さんが気軽に集えるところです。毎週ご来店を楽しみにしてくださる常
連さんもおられ、皆さんとコーヒーなどを飲みながらおしゃべりを楽しまれています。どうぞお気
軽にご利用ください。

☆ラベンダースティック作り☆

☆工作教室の様子☆

大野町デイサービスセンターで
収穫したラベンダーを使用しま
した♪

会場にはいつもたくさんの笑顔
が溢れています♪

☆開催日

毎週木曜日（祝日、
１２／２７～１／３は休み）

☆時

午前 10 時～午後 3 時まで

間

☆ところ

平和堂大野店おおのふれあい通り 1 階

☆参加費

１００円（飲み物、お菓子付）

問合せ先

社会福祉協議会

☎ 34-2130

※ま ち cafe は皆様からご協力いただく
社協会費と、大野町、大野開発（株）
様の協力を得て実施しています。
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45-3161

4

まつばら眼科

池田町
池野

44-1233

11

いけだ整形外科
リウマチクリニック

池田町
八幡

18

今村医院

池田町
池野

45-2133

23

むらせファミリー
クリニック

池田町
池野

44-2727

池田町
池野

44-1187

揖斐川町
清水

22-0348

11

みみはなのど
25
オレンジクリニック
12 2

野原クリニック

45-3344

こんにちは！赤ちゃん
住所

氏名

黒野

松浦

叶芽

黒野

水野

月紫

六里

澤

優奈

中之元

※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
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末永くお幸せに
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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 2 ５日（日）

◎回収場所 各地区公民館
◎回収品目 新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、
牛乳パック、古着

（注）実施の有無については、当日朝広報無線にてお知ら
せします。

◎問合せ先／環境水道課

☎ 34-1111

納期限のお知らせ
10 月 31 日
（水）

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

年齢

住所

氏名

年齢

稲富

向井摩壽子

90

加納

國枝七郎治

93

中之元

川上

幸市

75

本庄

山田

35

中之元

若原

忠雄

89

町県民税（3 期）

11 月 30 日
（金） 国民健康保険税（7 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

純

人口と世帯（１０月 1 日現在）

国民健康保険税（6 期）

人

口 ………… ２３, １６７人（−２０）

男
………… １１, ３５４人（−１３）
女
………… １１, ８１３人（− ７）
世帯数 ………… ７, ９０５世帯（− ４）
出生８人／死亡１７人／転入３９人／転出５０人
大野町 HP

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

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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池田町
本郷

No.699

新生病院

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/
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９月中に届け出のあった方（敬称略）

〒 501-0592 岐阜県揖斐郡大野町大字大野 80
TEL.0585-34-1111 FAX.0585-３４-２１１０

所在地

発行 大野町
編集 総務課

月 日 当番医の医療機関名

電話番号
（0585）

広報おおの

住民だより

11・12 月休日在宅当番医のお知らせ

