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多 彩な催しでおおにぎわい
ふれあい２０１８大野まつり

　このほど、役場、総合町民センター周辺において、「ふ
れあい２０１８大野まつり」が開催されました。心配
された台風の影響もほとんどなく、お笑いライブや芸
能発表などの特設ステージイベントのほか、園児や児
童生徒・クラブやサークル団体の作品展示発表や体験
教室、民俗資料の公開、飲食や物販の出店などの多彩
な催しに、多くの来場者でにぎわいました。

早 くも来場者２０万人
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」の来場者が開
業以来２０万人を迎えたとして、宇佐美駅長から記念品が
贈呈されました。２０万人目となったのは、岐阜市在住の
中島麻里奈さんと琉ちゃん親子と愛知県日進市在住の櫻井
麻衣さんと陸翔ちゃん親子で、中島さんと櫻井さんは大野
町出身の小学校からの友人同士で、再会を楽しむために道
の駅を訪問したそうです。３回目の訪問となった櫻井さん
は、「道の駅は大人の楽しむ場所というイメージだが、こ
こは子育て支援施設があり、県外の人も気軽に来られる。」
と道の駅の印象を語り、中島さんは、「初めて来て２０万
人目となり、びっくりした。この後は『子育てはうす　ぱ
すてる』へ行きたい。」と笑顔で話していました。

柿 を食べくらべ
西小学校３年生

　このほど、大野町かき振興会の協力を得て１年を通して柿
について学んでいる西小学校３年生は、町内産の柿の食べ比
べを西小学校のワークスペースで行いました。振興会の岩崎
久一さんらが収穫した早秋柿、太秋柿、早生富有柿を持って
学校を訪問し、児童らは岩崎さんの説明を聞きながら３種類
の柿を試食しました。
　試食前には柿があまり好きではないと言っていた児童も、
柿を試食して「太秋がサクサクでおいしい。」「早秋が甘くて
好き。」とそれぞれの感想をにぎやかに話していました。

▲柿をほおばる西小学校３年生の児童

▲ステージイベントに集まったたくさんの来場者

▲２０万人目となった中島さん親子（中右）と 
櫻井さん親子（中左）

お　礼
　「ふれあい２０１８大野まつり」は、盛況のうちに終了することができました。開催にあたり、ご支
援ご協力をいただいた関係機関・各種団体、さらに会場周辺の住民の皆さんのご理解とご協力に対し、
厚くお礼申し上げます。

大野町観光協会・大野町商工会
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地 域の防災力を上げる
防災タウンミーティング in 大野

　このほど、第６公民館で防災タウンミーティング in 大野
が行われました。揖斐県事務所が主催し、町が協力して行わ
れたもので、各地区の区長をはじめ約７０人が参加しました。
清流の国ぎふ女性防災士会会長伊藤三枝子さんが「災害は身
近な場所で起こります」と題した講演を行ったあと、各グルー
プに分かれて、タイムライン（行動計画）から避難行動を具
体的に考えるグループワークを行いました。情報の収集方法
やハザードマップでの浸水想定・避難場所の確認、携帯電話
の充電や常用薬・必需品の確認などの必要事項などについて、
グループごとに熱心に話し合っていました。

町 の子どもたちのために
大里研究所より寄贈

　このほど、大里研究所（上秋、林幸泰理事長）より、
北小学校に続いて町立全小学校へ４０インチモニター２
台ずつの寄贈があり、大里研究所で目録の贈呈式が行わ
れました。
　「学校で困っていることを現場の先生方に聞いて、地
域貢献すべくモニターを寄附することにした。将来日本
を担う子どもたちの“きっかけ”となるよう、視聴覚教
育の充実のために有効利用していただきたい。」と、林
理事長が町長に目録を渡しました。贈呈式に出席した各
小学校の校長先生は、「今年導入されたタブレットと併
せて効果的な教育を進めたい。」などと話していました。

心 温まる善意
（株）平和堂より寄附

　このほど、（株）平和堂より、レジ袋の有料化に伴う
収益金６万円の寄附がありました。これは、地域の環境
保全に役立ててほしいとして、平成２１年度から実施さ
れているものです。
　（株）平和堂大野店の森店長が役場を訪れ、町長に目
録を手渡すと、町長から地域貢献に対する感謝の言葉が
伝えられました。

▲ハザードマップで地域の被害想定を確認する参加者ら

▲目録を手渡す林理事長（右）、
中央は贈呈されたモニター

▲目録を手渡す平和堂大野支店森支店長（左）
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楽 しくエコライフ
アースデイ・いびがわ２０１８in 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」で、エコラ
イフを推進し環境行動を広めることを目的に、「アース
デイ・いびがわ２０１８」がアースデイ・いびがわ実行
委員会主催で開催されました。食材を地産地消にこだわ
り人気のお茶漬けを投票で決める「お茶漬け選手権」や、
間伐材を利用した小物など環境に配慮した地産地消品を
販売する青空市場など、多彩な出店ブースが道の駅の
オーリングに並び、たくさんの来場者でにぎわいました。

地 域の絆と防災力を育む
黒野駅レールパークで防災訓練とお月見会

　このほど、黒野南区とＮＰＯ法人くろのが主催し、黒野駅レールパー
クで防災訓練を行いました。
　地域住民をはじめ、レールパークのスタッフ、来場していた親子連れ
ら約３０人が参加し、カフェの調理スペースから出火した想定で、大声
で出火を知らせた後、消防署への通報や避難ルートを確保するなど手順
を確認していました。また、揖斐郡消防組合本部の署員の指導を受けな
がら消火器で初期消火の訓練を行ったり、防災倉庫内の備品や簡易トイ
レの設置の仕方などを確認していました。またその夜、まちづくりおお
の協議会とＮＰＯ法人くろのが主
催して同所でお月見会が開催さ
れ、集まった人々が、中秋の名月
を眺めながら、雅楽やハーモニカ
の美しい調べ、ビンゴゲームなど
を楽しんでいました。

お 米の収穫を体験
田んぼアートで稲刈り

　このほど、まちづくりおおの協議会と農事組合法人
西黒野は、実った稲穂でカーリングのストーンを描い
た田んぼアートの「稲刈り体験おおの」を開催し、一
般参加２４世帯３５人と農協関係者などが参加しまし
た。一般参加で名古屋市から来町した夫婦は、「稲刈
りは初めて。道の駅『パレットピアおおの』でイベン
ト情報を見つけて申し込み、今朝７時に家を出発して
参加しています。」と話し、鎌を使って楽しそうに稲
刈りに取り組んでいました。イベント後には新米のお
にぎりが振る舞われたほか、コンバインの試乗体験等
が行われ、参加者らは収穫体験を満喫していました。

▲雅楽を楽しむお月見会の参加者ら

▲稲刈りに取り組む参加者ら

▲孟宗竹を使って炊飯に挑戦するＮＰＯ法人里山会

▲初期消火訓練の様子
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確 かな技術習得の成果を報告
東海職業能力開発大学校

　このほど、東海職業能力開発大学校（古川）で学
ぶ、須田隼斗さん、田口篤さんが、若年者ものづく
り競技大会のメカトロニクス職種で、全国から選抜
された２８チーム中、銅賞を受賞したことを町長に
報告しました。また、現役技術者も出場する技能五
輪全国大会へ、電子機器組立て職種で２年連続の出
場となった上田麻穂さん、昨年の若年者ものづくり
競技大会で金賞を受賞しＩＴネットワーク管理職種
に出場する三浦文聴さんもその大会への決意を町長
に述べていました。
　町長は、「それぞれの将来に向かって、ぜひがん
ばってください。」と激励しました。

金 メダル獲得を報告
第１８回全国障害者スポーツ大会

　このほど、第１８回全国障害者スポーツ大会「福井
しあわせ元気大会」に、県代表として出場した近藤恵
さん（桜大門）が、走り高跳びで大会新記録を更新し
て金メダルを勝ち取り、町長に喜びを報告しました。
近藤さんが、「初出場で初優勝できた。これからもト
レーニングをがんばっていきたい。」と笑顔で話すと、
町長は、「本当によかった。これからも競技を続けて
がんばってください。」と祝福しました。

全 国大会で優勝
羽島警察犬・愛犬大野訓練所

　このほど、長野県諏訪市霧ヶ峰高原で開催された
第６９回日本訓練チャンピオン決定競技会足跡追求
競技の部で、羽島警察犬・愛犬大野訓練所（松山、
湊臣正代表）のグナ・オブ・トーヨー・ケンネル（シェ
パード）と指導手の岩政真理さんが優勝を勝ち取り
ました。湊代表と役場を訪問して町長に報告し祝福
を受けた岩政さんは、「生後４、５ヶ月頃から訓練
所で預かっており、頑張ってくれた。」とチャンピ
オン犬となったグナの活躍をねぎらっていました。

▲（左から）上田さん、三浦さん、須田さん、田口さん

▲金メダル受賞を報告した近藤さん（左）

▲チャンピオン犬グナ（中下）を囲む岩政さん（中右）と 
湊代表（中左）
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み んなでスポーツを楽しむ
第４０回町民体育大会

　体育の日に第４０回町民体育大会が開催されるにあたり、レ

インボースタジアムで総合開会式が行われました。

　町体育協会加盟の１５団体のほか、おおのスポーツクラブ、

スポーツ少年団１２団体の５００人が参加し、この１年間で東

海大会以上に出場するなど町の体育振興に寄与した６２人の個

人と２団体が表彰されました。その後、大野サッカークラブ所

属の松本龍くんが元気よく選手宣誓を行い、各種目ごとに町内

の各会場に分かれて競技を行いました。

▲選手宣誓を行う松本くん（大野ＳＣ）

農 業を“おいしく”学ぶ
町農業塾オープンキャンパス in 道の駅「パレットピアおおの」

　昨年に引き続き町農業塾が開講し、先だってオープン

キャンパスが道の駅「パレットピアおおの」のレストラ

ン「サイタ・バラス」で開催されました。（株）流通研

究所の剣持雅幸さんと青山龍さんを講師に迎え、しいた

けやオクラ、なす等のおいしいものの見分け方や栽培の

ポイント等を学んだほか、簡単でおいしい調理方法が実

演され、試食した参加者は舌鼓をうっていました。

　今後のオープンキャンパスは、１２月６日、１月７日

を予定しています。（くわしくは農林課へ　☎ ３４－１１１１）
▲農産物のおいしい調理方法も学びました

社 会奉仕活動
大野町シルバー人材センター

　このほど、シルバー人材センターの普及啓発事業の一環と

して、会員による清掃活動が行われました。会員の健康を保

持し社会参加の喜びと生きがいの充実を図るため、就業以外

の社会貢献として毎年行っているもので、会員１１１人が参

加し、根尾川河川敷、運動公園、北小学校、松山水辺公園、

うぐいす公園、バラ公園など町内６地区において、ゴミ拾い

等清掃活動が実施されました。

▲根尾川河川敷での清掃活動

▲運動公園周辺での清掃活動
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９５歳
おめでとうございます
これからも健やかに

岩田ちよさん（牛洞）
大正１２年１０月４日生まれ

宇野重秋さん（下座倉）
大正１２年１０月１７日生まれ

長寿のお祝い

　10 月 26 日～ 28 日、友好都

市提携 20 周年を記念して岐阜県大野町から宇佐美町

長ら 11 人の訪問団が来北し、交流を深めました。

　一行は記念式典・祝賀会に出席したほか、農業・

漁業関係の施設見学やカーリングホールなどを視察。

また、ＪＡところ収穫“菜”の会場では、大野町特

産品の販売コーナーが設けられ、親善大使らが富有

柿のＰＲを行いました。

友好都市提携２０周年記念事業大野町訪問団来北
友好の絆を深めるところ通信

Vol. 226

北見市

▲富有柿をＰＲする様子

お詫びと訂正
　広報おおの１１月号に誤字記載がありましたので、お詫びして次のとおり訂正いたします。
　　　９ページ　　揖斐郡教育センターだより　（正）科学　←　（誤）化学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正）牧村逢奈　←　（誤）牧村逢奈
　　　２０ページ　町職員の給与　◎職員数の状況の計　増減数　（正）４　←　（誤）－４

総務課



■ ■　成人式　■ ■

◎対象者　平成１０年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人
◎日時　１月１３日（日）
　　　　受付及記念写真撮影　午後０時３０分～　式典　午後２時～
◎場所　総合町民センター
・案内状は、１１月中旬に新成人に宛てて送付しました。案内状が届いていない人は連絡してください。
・服装の制約はありません。

� 問合せ先 �生涯学習課　☎ ３４－１１１１
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まちのお知らせ NEW!

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！

　１０月、初めての誕生会を開催しました。９月までは保健センターの教室で贈呈していた誕生祝い品の「パーシ
モンブロック」を、今月からこの誕生会で町内の１歳児に贈呈します。初めてぱすてるへ来館し、最初は戸惑って
いた子どもたちも徐々に慣れて楽しんでいました。
　また、１０月１７日には、ぱすてるの職員や町内の保育教諭等、木育ボランティアを対象に、木育インストラクター
養成講座を開催しました。木育に関しての知識を再認識し、木育を推進していくリーダーを養成しています。
「ウッドスタート事業」並びに「木育インストラクター養成講座」は、清流の国ぎふ森林・環境税を活用しています。

◎１２月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス…�４日（火）、１１日（火）、１８日（火）
　みつばクラス…�６日（木）
　よつばクラス…�７日（金）、１４日（金）、２１日（金）
誕生会…１０日（月）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１７日（月）　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…６日（木）
クリスマス会…１３日（木）　※事前申し込みが必要です。
休館日   ５日（水）、１２日（水）、１９日（水）、２５日（火）、２６日（水）、

２８日（金）～３１日（月）

◎１月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス…�８日（火）、２２日（火）、２９日（火）
　みつばクラス…�１０日（木）、２４日（木）
　よつばクラス…�１１日（金）、１８日（金）、２５日（金）
誕生会…１７日（木）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２８日（月）　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…１０日（木）
休館日   １日（火）～４日（金）、９日（水）、１５日（火）、１６日（水）、

２３日（水）、３０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。

▲誕生会の様子 ▲「パーシモンブロック」の贈呈 ▲木育インストラクター 
養成講座の様子

カタミノ
決められたブロックをス
ペースにピッタリ埋めてい
く思考型パズルゲーム。

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。

クルクルサンサンカー＋
紐で引っ張ると車の左右側面に連
なったビー玉がカチカチとリズム
感の良い音を出してタイヤの回転
とは逆方向に回るおもちゃ。
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平成３０年第４回大野町議会定例会日程および内容
会期／１２月４日～１２日（９日間）

月日 曜日 開議時間 内容等 場所 備考
１２月　４日 火 午前９時 本会議（開会） 議場

１２月　５日 水 午前９時
総務文教常任委員会
民生建設常任委員会

委員会室

１２月１１日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議場 中継配信あり
１２月１２日 水 午前９時 本会議（閉会） 議場

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議場・委員会室へお越しください。（委員会
傍聴席は数に限りがあります。）なお、委員会傍聴を希望する人は、事前に事務局まで連絡してください。
　１２月１１日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信され１ヶ月間視聴できます。
また、以下の場所でもご覧いただけます。（議場で傍聴していただくこともできます。）
　・大野町役場　１階　ロビー　　・地区公民館（第１～６公民館）
問合せ先 �議会事務局　☎ ３４－１１１１

　東海環状自動車道（ＭＡＧロード）の沿線地域の交流の輪を広
げるために開催されている小学生のサッカー大会に、大野町から
は大野サッカークラブ少年団が出場し、出場３２チームの頂点を
めざします。元気にプレーする少年たちに、ぜひ、会場で声援を
送りましょう！
◎日時・会場　�予選リーグ　１２月１５日（土）員弁運動公園（い

なべ市）・東員町スポーツ公園（東員町）・ＮＴＮ
総合運動公園（桑名市）

　　　　　　　�決勝トーナメント　１２月１６日（日）員弁運動
公園（いなべ市）

◎観戦料　無料
◎主催　ＭＡＧ－ＣＵＰ少年サッカー交流大会実行委員会
※荒天等により、中止になる事があります

問合せ先 �いなべ市建設部高速道路対策課　☎ 059４－４6－6３１３

熱い声援を！
第２２回ＭＡＧ－ＣＵＰ少年サッカー交流大会

▲大会に出場する大野サッカークラブ少年団

月　日 場　所
１２月　５日（水） 地域密着型特別養護老人ホーム　桜坂
１２月１１日（火） 地域密着型特別養護老人ホーム　セント・ケアおおの
１２月１４日（金） 特別養護老人ホーム　ぎふ愛の里

◎時間　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

問合せ先 �健康課　☎ ３４－１１１１

カッキーカフェ（活気・柿）開催のご案内

１２月の
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よい歯でアンチエイジング
８０２０運動で表彰されました

　このほど、大垣市情報工房において「８０２０よい歯の高齢者表彰式」（西濃口腔保健協議会主催）が開催さ
れました。これは、８０歳以上で自分自身の歯を２０本以上保っている方を表彰するものです。大野町在住の
被表彰者は次の１７人です。（敬称略）
　今西幸（桜大門）、甲斐忠（下磯）、加納弘巳（南方）、加納峰雄（公郷）、後藤孝司（野）、後藤正 （黒野）、�
　西部敏夫（桜大門）、西森幸雄（中之元）、早川宏（黒野）、森川金太郎（大野）、岡田佳子（相羽）、�
　小里操子（黒野）、早川せつ子（黒野）、細川德子（小衣斐）、横山すみ子（黒野）　他２人

　急病や災害などに迅速かつ適切に対応するため、自宅と揖斐郡消防本部を直接電話で結び、緊急事態に備え
ることができる装置を貸与しています。
◎対象　おおむね６５歳以上の在宅の一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯
　　　　※申請時には、親族のほか近所の協力者（１～３人）を届け出ていただく必要があります
◎貸与期間　３年間（期間満了時に更新可。ただし、電話機の電池交換は本人による費用負担あり。）
◎通報のシステム

申込・問合せ先 ��健康課　☎ ３４－１１１１

状
況
確
認

緊
急
通
報

状
況
報
告

協力者

専用回線 一般回線

利用者

消防署

状況確認し、
緊急出動

緊急電話機を設置
緊急のとき、赤いボタンを押す

（ペンダント）

状況確認
できない

とき
協力要請

※ナンバー
ディスプレイ
表示電話機を
使用します



【募集（受付）期間】１２月３日（月）～２０日（木）
　　　　　　　　　 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分
募集戸数 若干数（３ＤＫ）

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000
円以上 487,000 円以下の人（所得の上昇が見込まれる
人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする
親族が暴力団員でないこと

住宅使用料（家賃） ３ＤＫ　52,000 円
敷　　金 家賃の３ヶ月分

備　　考 その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴ
ミ集積場、エレベーター）

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２ヶ月

◎入居決定　応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◎申込方法　建設課備付の入居申込書に記入の上、申込む。
※ゴミ当番もあります　※申込書類の内容に虚偽が確認された場合には申込みを無効とします
問合せ先 �建設課　☎ 34-1111

町営住宅入居者募集

所在地　中之元８７６番地１
構　造　中層耐火構造
　　　　４階建　１棟ＰＣ造

 ３DK 
専用面積６９．４６㎡ 

 

不法投棄・ごみのポイ捨て禁止
　ごみを道路や他人の所有地、河川、山林等に投棄する事例が発生しています。廃棄
物の処理及び清掃に関する法律や、大野町美しいまちづくり条例で、廃棄物の投棄は
禁止されています。
　町では、監視カメラを設置し、不法投棄・ごみのポイ捨ての根絶に向けての取り組
みを進めています。ごみの適正な処理にご協力をお願いします。

１２月は、大気汚染防止推進月間・ 
地球温暖化防止月間です。
　環境省は、毎年１２月を大気汚染防止推進月間と定めて、
きれいな空を守ることの大切さを呼びかけています。エコ・
ドライブを実践する、買い物袋を持ち歩くなどの大気汚染
防止への協力をお願いします。
　また、１２月は地球温暖化防止月間です。現在、「ＣＯＯ
Ｌ　ＣＨＯＩＣＥ」（クールチョイス）をスローガンに地球
温暖化防止に向けた国民運動を展開しています。岐阜県版
「ぎふ清流ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＳＥ」には町も賛同して展開
しています。地球温暖化対策へのご協力をお願いします。

年末年始のごみの搬入
　◎不燃物処理場　　年末　１２月２９日（土）まで　　年始　１月４日（金）から
　◎西濃環境整備組合　　年末　１２月３０日（日）まで　年始　１月４日（金）から
　※利用許可申請は、１２月２８日（金）午前中までに役場住民課へ申請してください

１２月９日は、 
「川と道を美しくする運動実践の日」
　１２月の第２日曜日（今年は１２月９日）は、
川と道を美しくする運動実践の日と定められてい
ます。美しい環境づくりのため、
地域で実施される清掃活動等へ
の積極的な参加をお願いします。
　また、清掃活動の実施に伴い、
１２月７日（金）から９日（日）
まで各用水が止まりますので、
注意してください。

　環境のお知らせ� 問合せ先　環境水道課　☎ ３４－１１１１
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Information

お知らせ

年末の交通安全県民運動

無事故で年末　笑顔で年始
◎実施期間　１２月１１日（火）
～２０日（木）
◎運動の重点　
・夕暮れ時と夜間（特に『魔の時
間帯（午後４時～８時）』）にお
ける交通事故防止

・飲酒運転の根絶
・全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの着用の徹底
問合せ先 �総務課　☎ 34-1111

自動車の名義・住所変更、�
廃車などの手続きはお早めに

　年度末３月は登録窓口が毎年大
変混雑します。早めに手続きをし、
混雑緩和に協力をお願いします。
なお、各手続窓口は次のとおりで
す。
問合せ先 �
◎申請・届出関係
普通自動車・１２５cc を超える
オートバイ　中部運輸局岐阜運輸
支局・登録部門　☎ 050-5540-
2053
軽自動車　軽自動車検査協会岐阜
事務所　☎ 050-3816-1775
１２５cc以下のオートバイ　税務
課　☎ 34-1111
◎税金関係
自動車税・自動車取得税　県自動
車税事務所　☎ 058-279-3781
軽自動車税　税務課　☎ 34-1111

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、新しくできた制度
や裁判手続を知っていただくため
に、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。１２月のテーマは「家庭裁
判所と家庭裁判所調査官」、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

冬の電飾コンクール�
イルミネーションを楽しむ会

　コンサート鑑賞後、温かい飲み
物とスイーツを味わいながらイル
ミネーションをお楽しみくださ
い。入場無料、申込は不要です。
◎内容
・岐阜聖徳学園大学ウインドアン
サンブルサークルのコンサート

・総合町民センター周辺のイルミ
ネーションの自由鑑賞

※飲み物とドーナツを先着１５０
人にサービスします（引換券は
入場時にお渡しします）

◎日時　１２月８日（土）
午後４時３０分～
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
◎主催等　主催　総合町民セン
ター　共催　町、町教育委員会、
町観光協会　後援　岐阜新聞社、
岐阜放送
問合せ先 �総合町民センター
☎ ３2-１１１１
ホームページ http://ono-kaki-bara-
plaza.jp/

「働き方改革関連の政省令等」
が公布されました

　働き方改革関連法の関係リーフ
レット、政令、省令、告示、公示が、

厚生労働省ホームページに掲載さ
れましたので、案内します。
　また、大垣労働基準監督署内に
働き方改革への取組を支えるため
「労働時間相談・支援班」を立ち上
げ、個別訪問による相談対応も
行っていますので、利用してくだ
さい。
※厚生労働省ホームページ「働き
方改革を推進するための関係法
律の整備に関する法律」につい
て https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/00001483�
22_00001.html
問合せ先 �大垣労働基準監督署　
☎ 058４-78-5１8４

華陽フロンティア高校の�
通信制課程で学習しませんか

　２０１９年度入学生募集の学校
説明会を実施します。電話で申し
込んでください。
◎日時　１２月２日（日）（授業参
観及び説明会：午後０時４０分～
３時１０分）、１月１６日（水）、
２月３日（日）、２７日（水）（説
明会：午後２時～３時３０分）
◎場所　県立華陽フロンティア高
校（岐阜市西鶉６-６９）
問合せ先 �県立華陽フロンティア高
校　☎ 058-275-7１85

最低賃金改正のお知らせ�
１０月１日から　時間額825円

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトな
どを含め、県内で働くすべての労働者に適用され、下表に掲げる産
業に従事する労働者は、該当する特定（産業別）最低賃金も適用さ
れます。使用者も労働者も、最低賃金額以上となっているか、必ず
確認しましょう。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械機器、
情報通信機械器具製造業

時間額
866 円

１２月２１日から
自動車・同附属品製造業

時間額
9１0 円

航空機・同附属品製造業
時間額
950 円

問合せ先 �岐阜労働局賃金室　☎ 058-245-8104
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くらしの情報

ぎふチャンテレビ８ch�
�データ放送をご利用ください

　「ぎふチャンデータ放送」では、
テレビのリモコンについているⓓ
ボタンで２４時間いつでも簡単
に、イベント情報満載の「岐阜県
からのお知らせ」や「市町村くら
しの情報」で各市町村の観光情報
のほか、緊急時の休日・夜間の診
療情報などが確認できます。

募　集

脳いきいきセラピー

　健康で元気に生活するために、
認知症を予防しましょう。
◎内容　脳をいきいきと保つため
の脳トレ、レクリエーションなど
◎対象　６５歳以上の人
◎期日　第２・４水曜日
１月９日、２３日、２月１３日、
２７日、３月１３日、２７日
◎時間　午前１０時３０分�～正午
（受付：午前１０時１５分～）
◎場所　社会福祉法人�浩仁会　桜
坂（野４７９－１）
◎定員　３０人（初めて参加する
人優先）
◎費用　無料
◎申込期限　１２月２１日（金）
※第１～６公民館・中央公民館か
ら送迎車が出ますので、希望す
る人は申込み時に相談してくだ
さい
問合せ先 �地域包括支援センター　
☎ ３４－１１１１

放送大学４月生募集

　テレビ等の放送やインターネッ
トを利用して授業を行う放送大学
では、２０１９年度第１学期（４
月入学）の学生を募集します。
◎出願期限　第１回：２月２８日、
第２回：３月１７日
◎大学説明会（岐阜学習センター）
１２月２日（日）、８日（土）、
１５日（土）、１６日（日）、１月
１２日（土）、１９日（土）、２０
日（日）、２月１６日（土）、１７
日（日）、２３日（土）

問合せ先 � 放送大学岐阜学習セン
ター　☎ 058-27３-96１４

相　談

人権擁護委員制度７０周年�
第７０回人権週間特設人権相談所

　法務省と全国人権擁護委員連合
会は、１２月４日から１０日まで
の１週間を「人権週間」として、
全国各地で啓発活動を実施し、特
設人権相談所を設置します。相談
は無料で、秘密は固く守られます。
◎相談内容　人権問題等の悩み事
など
◎相談日　１２月４日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　人権擁護委員
問合せ先 �岐阜地方法務局　
☎ 058４-78-３３４7

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　１２月１３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。
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　１２月１９日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～　（２）午後２時３０分～（※要
予約）
◎相談場所　福祉センター　会議
室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）

※日程場所等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
問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律関係
◎相談日　１２月１０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
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　１２月１０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
問合せ先 �保健センター　☎３４-2３３３

心配ごと相談

◎相談日　１２月４日（火）、１１
日（火）、２５日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談１件あたり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�
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12 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� � �

今月のおすすめ本
七〇歳年下の君たちへ　こころが挫けそうになった日に プーと大人になった僕

五木 寛之著 / 新潮社

　才能の質量は人によって違いますか？何を「生きる
目的」にしていますか？エリート予備軍・灘高生達に、
生きていく上でのピンチをいかに克服するか、丁寧に
示した豊潤な授業の記録。母校早稲田大学での学生と
の対話も収録。

エリザベス・ルドニック作、しぶや まさこ訳 / 偕成社

　大人になってロンドンで働くクリストファー・ロビ
ンのもとに、少年時代の友だち、くまのプーがあらわ
れた。懐かしい <百エーカーの森 >に行き、かつての
仲間たちとの新たな冒険がはじまる !�２０１８年９月公
開映画の小説版。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●蝶のゆくへ

（葉室 麟著 / 集英社）
●愛なき世界

（三浦 しをん著 / 中央公論新社）
●政宗の遺言

（岩井 三四二著 / エイチアンドアイ）
●中山七転八倒

（中山 七里著 / 幻冬舎）
●破蕾

（冲方 丁著 / 講談社）

●いすちゃんです。
（とよた かずひこさく・え / 童心社）

●いもむしパン
（つぼい じゅりさく・え /PHP 研究所）

●けんかはやめやさ～い
（わたなべ あや絵、きだに やすのり文 / ひかりのくに）
●スマイリー目の見ないセラピー犬　
（ジョアン・ジョージ著、中家 多恵子訳 / 汐文社）
●どこどこ山はどこにある
（おおぎやなぎ ちか作、松田 奈那子絵 / フレーベル館）

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
「平成の記憶」展

　平成最後の年末となりました。皆さんにとって平成の重大
ニュースといえばなにが思い浮かびますか？
　ノーベル賞、世界遺産、バブル崩壊、少子高齢化、皇室典範、
未曽有の災害、史上最悪の津波被害と原発事故を引き起こし
た東日本大震災…。
　今月の展示では、平成時代の政治、経済、事件、災害、スポー
ツ、科学など、さまざまな分野に光を当てた書籍を集めて、
約３０年を振り返ります。

ミックのページ

　第１・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。気軽に参加してください。

〈日時〉午後２時３０分〜
　１２月１日（土）・１月５日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　１２月１５日（土）・１月１９日（土）
　　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナーにて

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

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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■　献血の実施報告　■

　９月、１０月に全血献血を行ったところ、次のように多数の皆さんのご協力をいただきました。ありがとう
ございました。

月日 場所 人数

９月２５日（火）
大鹿印刷所 ２４人
大野町役場 ２２人

１０月６日（土） 大野まつり
（美濃大野ライオンズクラブ協賛）

５７人
１０月７日（日） ７０人

問合せ先 �健康課　☎ ３４－１１１１

保健師による

健康伝言板 エイズ・HIVの正しい知識を持っていますか？
～ 12 月 1 日は「世界エイズデー」～

◆　世界エイズデー
　WHO（世界保健機構）は、1988 年に世界的レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染者に対する
差別や偏見の解消を図ることを目的として、12 月 1 日を「世界エイズデー」と定め、レッドリボン運動
などのエイズに関する啓発活動の実施を提唱しています。

◆　エイズとは
　エイズは、日本語で「後天性免疫不全症候群」といい、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）と呼ばれるウイ
ルスが原因で起こります。HIV は感染後、平均８～ 10 年続く無症状の時期に免疫機能が障害された結果、
さまざまな病気（感染症など）が現れた状態がエイズと言われています。無症状の時期でも他者への感染
力は維持されているので、知らないうちに他人に感染させてしまうことになります。

◆　エイズの感染経路は３つです
①性行為による感染・・・最も多い感染経路。感染者の精液や分泌液が、他人の粘

膜や傷口に接触することで感染する。性行為におけるコン
ドームの正しい使用は感染予防の有効な手段です。

②血液感染・・・注射器の回し打ちなど。
③母子感染・・・感染している母親から、妊娠中、出産時、授乳などで赤ちゃんに

うつる。日本では母親が HIV の治療薬を飲むことや、母乳を与えな
いことで赤ちゃんへの感染を１％以下におさえることができる。

◎こんな行為・場所では感染しません
コップの回し飲み、同じ食べ物をつつく、握手や軽いキス、公衆電話を使う、コインランドリー、
せきやくしゃみ、トイレ、プール

◆　治療方法
　近年、治療薬の開発が飛躍的に進み、HIV に感染しても早期に服薬治療を受ければ免疫力を落とすこと
なく通常の生活を送る事が可能となってきました。とはいえ、2017 年の報告によると、我が国の 1 年間
の新規の HIV 感染者／エイズ患者 1,389 人のうち、約 30％はエイズを発症してからの診断となっており、
治療開始が遅れています。感染予防だけでなく早期発見をしていくことも重要な課題です。

◆　検査は無料で受けることができます
　岐阜県では各保健所で、原則として無料、匿名でエイズの検査（HIV 検査）を行っています。完全予約
制ですので、事前に保健所にお問い合わせください。

検査機関　西濃保健所　☎ 0584-73-1111　※その他の保健所でも検査はおこなっています
相談窓口　岐阜県庁エイズ相談室　☎ 058-272-8270
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食育の
すすめ
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活改善協議会～

からだが温まるスープをどうぞ
　寒い季節に参鶏湯風スープはいかがでしょうか？参鶏湯（サムゲタン）とは、韓国料
理の１つで鶏肉と高麗人参、鹿茸などの漢方ともち米、くるみ、松の実、にんにくなど
を入れて煮込んだ料理です。
　今回は身近な野菜を豊富に使い、コラーゲンいっぱいの鶏手羽元を使って手軽に作れ
るスープにアレンジしました。体を温めるしょうがも入り、これからの時期に、風邪予
防にも効果的な一品です。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか？

● 参鶏湯風スープ ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１５２kcal
１０.２g

８.０g
２６mg

０.５g

【材料（６人分）】
大根
　… 中１/ ３本（２４０ｇ）
人参… 中１本（１００ｇ）
ほんしめじ……… １２０ｇ
ねぎ…… ２/ ３本（７０ｇ）
鶏手羽元…………… １２本
しょうが
　……… １かけ（１２ｇ）
もち米
　… 大さじ３. ５（４２ｇ）
水………………… ５カップ
酒………………… 大さじ２
塩…………… 小さじ１/ ２
ごま油…………… 小さじ１

【作り方】
①大根は、１㎝幅のいちょう切り。人参は、0.5㎝

幅のいちょう切り。ほんしめじは小房に分ける。
　ねぎは、斜め切り。しょうがはみじん切りにする。
②もち米は、洗って水きりをする。
③鍋にごま油を入れて、しょうがを炒める。
　水と①の大根、人参、ほんしめじ、②のもち米を

入れて煮込む。
④沸騰したら、鶏手羽元を加え、アクを取りながら

再び沸騰するまで煮込む。
⑤火を弱めて、酒と塩を加え、４０分ほど煮込む。

火を止める直前にねぎを加え、仕上げる。

【１人分の栄養価】

　今年度、乳がん検診の予約が多く、日時変更の希望に沿えない場合がありましたので、乳
がん個別検診を行います。

◎検査方法　問診・視触診・マンモグラフィ（乳房X線）検査・超音波検査
　　　　　　※マンモグラフィ・超音波検査とも必須です
◎対　　象　３０歳以上の女性
◎費　　用　１,200 円
◎場　　所　揖斐厚生病院健診センター
◎日　　時　１２月３日から２月２８日までの間で健診センターの指定する平日
　　　　　　※完全予約制、午前９時に受付
◎申込方法　�保健センターに申込み後、個別受診券を発行します。手元に個別受診券が届い

たら、揖斐厚生病院健診センターで予約してください。

・妊娠中・授乳中の人などは受診できません。
・今年度すでに乳がん検診を受診した人は受診できません。
・検診には定員枠があるため希望日に受診できないことがあります。予めご了承ください。

申込・問合せ先 �保健センター　☎ ３４－2３３３

乳がん個別検診のお知らせ
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住民税の「特別徴収」制度
ご存じですか？

◎「特別徴収」とは？

　毎月会社等（給与支払者）から給与の支払いを受けている人を対象とした住民税（町民税・県民税）の納

付方法の１つで、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、まと

めて各市町村に納入する制度です。

　地方税法では、給与の支払いを受けている人は特別徴収で納付することが原則として定められていますが、

会社の事務煩雑などの理由で浸透しておらず、自身で住民税を納めている人も多いのが現状です。

◎「特別徴収」による納税の仕組み

◎「特別徴収」のメリット

　◦�年間で支払う住民税の税額は同じですが、自分で支払う「普通徴収」は年４回の納付回数なのに対し、「特

別徴収」は毎月の給与からの天引きのため、納付回数が１２回となり、一度に負担する税額が少なくな

ります。

　◦�給与から天引きされるため、金融機関や役場窓口へ納付に出向く必要がないこと、また口座引き落とし

のために預金を取り置いておく必要もありません。

　　納め忘れがなくなり督促手数料や延滞金といった余分な支払いをする必要がありません。

　◦�住民税は各市町村で計算しますので、所得税の計算のように会社等の経理の人が計算する手間はありま

せん。また、従業員が常時１０人未満の事業所には、申請により年１２回の納期を年２回とする制度（納

期特例）もあり、会社等にもなるべく負担をかけない仕組みとなっています。

岐阜県と大野町では、特別徴収を推進しています！

　住民税を自分で納めている人で特別徴収を希望する場合は、お勤め先に相談してください。
　特別徴収への切り替えは、年度の途中であってもお勤め先が実施可能
な月から開始できます。お勤め先から各市町村に届出書を提出していた
だきますので、各個人の方に手続きをお願いすることはありません。特
別徴収へのご理解とご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問合せ先 �税務課　☎ ３４－１１１１

従業員

①給与支払報告書の提出（１月中）

②税額計算、特別徴収税額の通知（５月中）

⑤天引きした税の納入（翌月 10 日まで）

③税額の通知

④住民税を天引き

した給与を支給
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大垣税務署からのお知らせ
　平成３０年分確定申告受付は次のとおり行います。申告に必要な書類を持って、期間内に会場へお越しください。
◎期間　２月１８日（月）～３月１５日（金）（土、日除く）
◎場所　大垣市民会館（大垣市新田町１－２）
　なお、電話による事前予約をした人を対象に申告に関する相談を受け付けています。期間外の各種申告の相
談は、次の予約先に電話で事前予約をしてください。

税目等 相談日 予約先　☎ 058４-78-４１0１
※音声案内「２」を選択

１ 個人の申告所得税および復興特別所得税
平日 個人課税第一部門

（内線４１３、４１４）２ 個人事業者の消費税および地方消費税
３ 不動産等の譲渡所得

水曜日 資産課税部門
（内線１８２、１８３）４ 相続税

５ 贈与税

６ 法人税、消費税、印紙税 平日 法人課税第一部門
（内線３１３）

７ 源泉所得税 平日 法人課税第一部門
（内線３１５）

問合せ先 �大垣税務署個人課税第一部門　☎ 058４-78-４１0１

確定申告は自宅で簡単に！

平成３１年１月から e-Tax（電子申告）の利用がより便利に
　e-Tax を利用して確定申告をするには、税務署へ利用開始の届出を提出しないと利用できませんでしたが、平成
３１年１月から従来よりも簡単に自宅のパソコンから e-Tax を利用できるようになります。
　また、マイナンバーカードやＩＣカードリーダライタがない人でも、大垣税務署でＩＤ（利用者識別番号）を取
得しパスワードを設定して、e-Tax が利用できます。

方法１　マイナンバーカード方式

　　　　用意するもの　①マイナンバーカード　　②ＩＣカードリーダライタ
　マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由または e-Tax ホームページなどから e-Tax へログインする
だけで、簡易な設定で e-Tax の利用を始められ申告データの作成・送信ができます。
※�従来だと e-Tax を利用するために事前に管内税務署長へ届出を提出し、e-Tax 用のＩＤ（利用者識別番号）・パスワードの通知を受け
る等の必要がありましたが、平成３１年１月以降、このような手間はなくなります。また、すでにＩＤ（利用者識別番号）を取得して
いる人も、簡便化後は不要となります。

方法２　ＩＤ・パスワード方式（マイナンバーカード、ＩＣカードリーダライタを持っていない人）

　　　　用意するもの　①ＩＤ（利用者識別番号）　②パスワード（暗証番号）
　ＩＤとパスワードは、大垣税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行します。発行を希望する場合は、
本人確認書類（運転免許証など）を持って、大垣税務署へお越しください。
※ＩＤ・パスワードは国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます。
※メッセージボックスの閲覧には、原則として電子証明書が必要です。
※�マイナンバーカードおよびＩＣカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお
願いします。

平成３１年１月からスマートフォンでも確定申告ができます！
　給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除、寄附金控除（ふるさと納税など）を適用して申告する人は、
スマートフォン専用画面を利用できます。
　　●ＩＤ・パスワード方式を利用して e-Tax で送信すれば申告完了（ＩＣカードリーダライタ不要）
　　● e-Tax で送信すれば源泉徴収票などの添付書類は提出不要（自宅での保管義務はあります）
　　●申告書の控えは PDF形式でスマートフォンに保存

問合せ先 �大垣税務署　☎ 058４－78－４１0１
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国　保　だ　よ　り

１２月は国民健康保険制度の適用適正化月間
国保資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

■国民健康保険の届出を忘れずに
●国民健康保険に加入する必要がある人
　国民健康保険は、７４歳までの人で社会保険等（健
康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者およびそ
の被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。
退職などの理由で社会保険等に加入していない人は、
国民健康保険に加入する必要があります。資格取得の
届出が遅れると、社会保険等の資格喪失日までさかの
ぼって国民健康保険税が課税されますので、早めに手
続きをしましょう。
★�退職した人が手続するときは、社会保険等を脱退し
た証明書（資格喪失証明書・離職票など）と印鑑が
必要です。

●�社会保険等に加入したため、国民健康保険から脱退
する人
　社会保険等に加入し社会保険等と国民健康保険の両
方の被保険者証を持っている人は、国民健康保険の資
格喪失届が必要です。届出をしないと、国民健康保険
税が課税されたままで、社会保険料と両方納めている
ことになってしまいます。忘れずに手続きをしましょ
う。
★�社会保険等に加入した人が手続きするときは、社会
保険被保険者証と国民健康保険被保険者証および印
鑑が必要です。

■社会保険等の被扶養者になれる場合があります
　同じ世帯に社会保険等の加入者がいる場合、被扶養
者として認定されることがあります。扶養認定ができ
るかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてく
ださい。

●被扶養者の要件
　社会保険等の被扶養者は、主として被保険者の収入
で生計を維持している人で、次の要件に該当する人です。
▼被扶養者の範囲
　①被保険者と同居していなくてもよい人
　　�●配偶者（内縁関係も含む）　●父母、祖父母など

直系尊属　●子、孫および兄弟姉妹
　②被保険者と同居していることが条件の人
　　�●伯叔父母、おいめいなどとその配偶者　●内縁

関係の配偶者の父母と子　●孫、弟妹の配偶者　
●内縁関係の配偶者死亡後の父母と子

▼被扶養者の年収の目安
　①�年収１３０万円未満で、扶養する人の年収の半分

未満であること
　②�６０歳以上または一定の障がいがある人の場合は、

１８０万円未満であること
　　※�給与や年金、失業保険などすべての収入が対象

です

問合せ先  健康課　☎ ３４－１１１１

大野町内医療機関年末年始診療について
※諸事情により変更することがあります

医療機関名
１２月 １月

所在地 ･
電話番号

２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日
金 土 日 月 火 水 木 金

大久保医院 ○ △ × × × × × ○ 黒野 ３2-１5１0
おおのクリニック ○ ○ × × × × × ○ 南方 ３5-0055
国枝医院 ○ × ◎ × × × × ○ 黒野 ３2-002３

クリニックラポール △ △ × × × × × △ 大野 ３2-00３３
小森眼科 △ × × × × × × × 中之元 ３４-３5３5

小森内科胃腸科 ○ △ × × × × × ○ 黒野 ３４-１000
たかはし耳鼻咽喉科 ○ ○ × × × × × ○ 中之元 ３2-１１１5
たしろクリニック ○ × × × × × × ○ 下磯 ３6-１１68
ゆり形成内科整形おおの ○ ○ × △ × △ × ○ 大野 ３5-7722
若原整形外科 ○ △ × × × × × △ 黒野 ３４-３３22

○＝全日診療　　△＝午前中診療　×＝全日休診
◎＝休日在宅当番医（午前９時～午前４時）
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局番
なし

消費者ホットライン

点検商法にご注意

事例 1
　「近所で屋根の補修工事をしている。ついでにお宅の屋根も無料で点検してあげる。」と業者が尋ねてきた。
無料ならと点検してもらったところ「瓦がずれている。このままではすぐに雨漏りするようになる。今修理す
れば６０万円で済む。」と勧められた。話の途中業者の説明に不信感を持ったので断った。その後家を建てた
工務店に点検を頼んだところ、瓦はずれておらず修理の必要はなかった。

アドバイス

・「点検させてほしい。」と訪問してくる業者には注意しましょう。
・販売業者の目的は何かを購入させることにあるので、「無料で。」の言葉には警戒しましょう。
・その場で契約しないようにしましょう。契約を急がせる業者には注意しましょう。
・契約する場合は、数社から見積もりを取って、比較検討した上で決めましょう。
・契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう。
・クーリング・オフや契約の取消しを行うことができる場合があります。

事例２
　突然知らない業者が来訪し、「２階の雨樋が下がっているのが気になって伺った。よければ、今無料で点検
する。」と言われた。点検後、火災保険に入っているか聞かれ、保険証書を見せた。すると、修理費が保険で
出るので無料で修理できると言われた。２日後、申請代行業者が見積書（修理費８０万円）と同意書を持って
きた。保険金で修理できるならと思い、同意書に署名・押印した。
　数日後、業者の指示どおりに保険金を請求したところ、保険金５０万円がおりた。業者は５０万円で工事を
すると言うが、工事を任せていいか不安になったため、解約を申し出たら「解約するなら受け取った保険金の
３０％を払ってもらう。」と言われた。

アドバイス

・「保険金が使える。」と勧誘する住宅修理サービスに注意しましょう。
・住宅の修理工事を行ってもらう契約（以下、「住宅修理工事契約」という。）保険金の請求手続きのサポート
を受ける契約（以下、「保険金請求サポート契約」という。）の両方の締結を目的とする事業者のほか保険金
請求サポート契約だけを目的とする事業者もいます。
・契約する際には、保険金請求サポート契約の手数料の有無、キャンセル時の違約金など、住宅修理工事契約
や保険金請求サポート契約の内容について、事業者へ確認することが重要です。
・損害保険とは、火災や自然災害など一定の偶然の事故によって住宅等に生じた損害に応じて保険金を支払う
保険のことをいいます。したがって、経年劣化による住宅の損傷は、保険金支払いの対象とはなりません。
・保険金の請求は自分でできるものなので、自分がどのような保険契約を締結しているのか、どのような手続
きが必要なのかを保険約款や保険証書を確認し、分からなければ契約している保険会社や代理店に相談しま
しょう。

　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　

　住宅の屋根や雨樋を「無料で点検します。」と突然自宅に訪問してきた業者から、「このままでは大変なことにな
る。」などと不安をあおられ、不要不急の住宅リフォーム工事や建物清掃サービス等をさせられたというトラブル（い
わゆる点検商法）や「保険を使って無料で修理します。」と勧める業者によるトラブルが高齢者を中心に発生してい
ます。
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住民だより

目の不自由な人のために、『広報おおの録音版』も発行しています。
ご希望の人は 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130 へ連絡してください。
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１０月中に届け出のあった方（敬称略）

12・1 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）

12

2 野原クリニック 揖斐川町
清水 22-0348

9 神田外科医院 揖斐川町
脛永 22-0230

16 はっとり整形外科 揖斐川町
脛永 23-１９９１

23 長瀬診療所 揖斐川町
谷汲長瀬 5６-3003

24 いび漢方クリニック 揖斐川町
三輪 2１-0055

29 いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪 23-0050

30 国枝医院 大野町
黒野 32-0023

31 新生病院 池田町
本郷 45-3１６１

1 1 揖斐厚生病院 揖斐川町
三輪 2１-１１１１

※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

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

下方 若原　史
ふ み か

佳 幸秋 小衣斐 鈴村　瑠
る こ

心 純矢

公郷 小森　優
ゆ き

希 優志 下磯 長屋　萩
しゆう か

華 英晃

公郷 勝　陽
ひ の か

乃香 康太郎 下磯 後藤　琉
り く

玖 吉滉

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 小澤　佳代 82 松山 青木　甲一 93

黒野 駒月　隆治 96 中之元 小森　千秋 90

黒野 野瀨　久子 90 中之元 日置きみ子 68

黒野 林　　フミ 92 領家 桒原たま子 93

黒野 山口　健二 67 領家 三間　　睦 89

下方 下條　安子 86 南方 中島　正敎 98

麻生 古田　成生 80 郡家 杉山　幸司 59

西方 牧村喜代子 83 上磯 野村　さつ 91

牛洞 山本 ゑゑ 98

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

 

住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 下方 若原　徳光

♥
夫 中之元 佐々木和真

妻 岐阜市 辻　　真緒 妻 大野 森　いづみ

♥
夫 西方 所　　卓生

♥
夫 公郷 駒月　　輝

妻 愛知県
一宮市 樽井　英里 妻 公郷 臼井　綾花

♥
夫 稲富 児島　健司

♥
夫 大垣市 宮澤　　聡

妻 黒野 小森　実咲 妻 野 岩田　久美

末永くお幸せに末永くお幸せに

ごみ収集日について
1 月 2 日（水）のプラスチック製容器包装の
収集はありません。
1 月 3 日（木）の生ごみ等・びん類の収集は
ありません。
1 月 16 日（水）のプラスチック製容器包装・
ペットボトルの収集はありません。
◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-１１１１

次回の古紙類等回収について
１月２０日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、１月 2 ７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

11 月 30 日（金） 国民健康保険税（7 期）

12 月 25 日（火） 固定資産税（3 期）
国民健康保険税（8 期）

納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください
※期限内であれば、コンビニでも納付できます
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算されます
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ

れることとなります
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします

人口と世帯（１１月 1 日現在）

人　口 ………… ２３, １２８人（−３９）
男 ………… １１, ３３９人（−１５）
女 ………… １１, ７８９人（−２４）

世帯数 ………… ７, ８９６世帯（−　９）
出生８人／死亡２２人／転入４１人／転出６６人

大野町
ホームページ
QR コード大野町 HP

http://www.town-ono.jp/


