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謹賀「観光元年」
　　～朝日を映す道の駅～



町長あいさつ

大野町長
宇佐美 晃三

　新年あけましておめでとうございます。大野町民
の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平
素は、町行政にご理解とご協力を賜り、心よりお礼
申し上げます。
　さて、「第六次総合計画」では、本町の将来像を「快
適で　笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」と定
め、４つの基本目標と８つのリーディングプロジェ
クトを掲げております。現在総合計画に沿って、誰
もが快適に笑顔で安心して住み続けることのできる
まちづくりを進めておりますが、本年はリーディン
グプロジェクトに掲げたいくつかの事業が大きな節
目を迎えます。
　まずは、道の駅「パレットピアおおの」がいよい
よ７月にオープンします。平成３１年度予定の東海
環状自動車道（仮称）大野・神戸インターチェンジ
の開通を控え、その効果をまちづくりに最大限に活
かすため、平成２４年度の道の駅整備構想の表明以
降、外部検討委員会やワークショップなどで町民の
皆様からご意見をいただきながら整備を進めてまい
りました。その結果「パレットピアおおの」は、「バ
ラや柿などの地域資源を利用した独自性の高い地域
拠点の形成」を図る道の駅として、平成２６年度に
国土交通省から「重点道の駅」に選定され、昨年４
月には県内５６駅目の道の駅として正式に登録を受
けることができました。
　「パレットピアおおの」は、町内や揖斐郡内で生産
された新鮮な農産物や柿などの地元の特産品を活か
した商品などを販売することで、地域を元気にし、
地域の皆様が活躍いただく場所となります。また、
野古墳群、北岡田家住宅、揖斐二度桜、バラ公園といっ
た大野町が持つ歴史・文化・自然・観光などの町の
魅力や地域資源の情報を発信し、特産品の開発・認
定やサイン整備などを併せて進めることで、町内外
から多くの人に訪れていただける場所、地域の活力
を生む交流拠点となることを目指しています。
　また「パレットピアおおの」には、子育て支援施
設「子育てはうす　ぱすてる」を併せて整備します。
施設では子育てに関する相談などにきめ細かく対応
するとともに、「ウッドスタート宣言」をした町とし

て、内装の木質化や木のおもちゃ、里山空間を模し
た道の駅の公園機能などの「木育」に引き続き取り
組み、町民の皆様が安心して子育てができる環境づ
くりを進め、次代を担う子どもたちを地域全体で育
むための子育て支援を進めてまいります。
　そのほか、公共交通面では、道の駅から岐阜方面
や大垣方面へのバス路線を確保して町内外への交通
結節点としてバスターミナルを整備するとともに、
防災面では飲料水兼用耐震性貯水槽や災害対応トイ
レなど防災拠点としての機能を備えるなど、町民の
皆様の安全・安心な暮らしの確保にも努めてまいり
ます。
　次に、北部工業団地「テクノパーク大野」の造成
工事（第１期）が完成し、分譲を開始する予定となっ
ております。産業の発展や雇用の創出・拡大により
町の経済を発展させることは、町民の皆様の暮らし
の向上や、人口の維持・増加といった町の将来を見
据えた持続したまちづくりに不可欠です。インター
チェンジの開通を契機として、交通アクセス面だけ
ではなく、自然の豊かさや暮らしやすさなど町の魅
力や秘めたる可能性を存分にＰＲすることで、グラ
ンドデザインの基本目標として掲げた「人と企業が
集い、活力あふれるエコタウンおおの」を目指して、
町の経済発展や雇用拡大にとって魅力的な企業の誘
致を進めてまいりたいと考えております。
　この他にも、総合計画に掲げたおおの特産市場プ
ロジェクトや、おおの観光ＰＲプロジェクト、名鉄
廃線敷再生プロジェクトなど、快適で笑顔あふれる
まちづくりにつながる施策を着々と手がけておりま
す。
　道の駅の開駅年である本年平成３０年を「大野町
観光元年」と捉え、将来にわたって「快適で　笑顔
あふれるやすらぎのまち　おおの」を形作っていく
ため、町民の皆様のよりいっそうのご支援とご協力
を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様
のご健康とご多幸を謹んでお祈り申し上げ、新年の
ご挨拶といたします。

平成３０年１月　大野町長　宇佐美　晃三
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議長あいさつ

大野町議会議長
長沼 健治郎

　新年あけましておめでとうございます。
　平成３０年の新春を健やかに迎えられましたことを
心からお慶び申し上げます。
　振り返りますれば昨年は、日本を取り巻く情勢が混
乱し、北朝鮮が日本上空を通過する弾道ミサイルの発
射実験を繰り返すなど脅威となって、国内に緊張が走っ
たことが思い出されます。１月、アメリカ合衆国の大
統領にトランプ氏が就任以来、日米間は同じ方向のベ
クトルに向かう姿勢を堅持するも、アメリカに対抗し
ようとする北朝鮮がいつ、いかなる時に不穏な動きを
するかとの心配があった年ではなかったかと思います
し、新年もその心配がぬぐい去った訳ではなく、引き
続き心配が続くのではないかと危惧されます。
　一方、国内に目を向けますと、相変わらずの異常気
象によって各地に台風等による自然災害が多発して、
多くの人々が犠牲となられました。また、自動車メー
カーや鉄鋼会社などが無資格従業員による安全検査や
製品性能のデータを改ざんするなどの不正が発覚し、
大手企業による信用の失墜が見られました。
　転じて、大野町内では、工業団地「テクノパーク大野」
や道の駅「パレットピアおおの」の安全祈願と起工が

され、池田町大野町学校給食センター「かけはし」に
よる小中学校や保育園への配食が開始されました。さ
らに来年には、大野町政史上最大の好機で、これから
の大野町に大きな足跡となる道の駅「パレットピアお
おの」がオープンし、再来年には東海環状自動車道西
回りルートの（仮称）大野・神戸インターチェンジの
開通が予定されています。町民の皆さまとともに、議
会議員一同も、その時を期待に胸を膨らませ、待望し
ているのでございます。
　平成２７年４月、私たち議会議員は、町民の皆さま
の負託に応えるべく議員となりました。議員である以
上、町民の皆さまの声に耳を傾け、寄り添いながら活
動を続けてまいります。その結果として、大野町の将
来像「快適で　笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」
が実現されるものと確信しております。改めて、町民
の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、町民の皆さまにとって、本年が実り多き年
でありますとともに、健康で幸せに満ちた１年となり
ますよう心からお祈り申し上げ、私の新年のごあいさ
つとさせていただきます。

平成３０年１月　大野町議会議長　長沼　健治郎

〜「家庭の日」を通して深めよう家族の絆〜
　県では、毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく温かい家庭づくりを推進しています。この運動を一層推進
するために、新しい年の出発に当たる１月を「家庭の日」普及実践強調月間として、県民総ぐるみで運動を展開し、
普及実践を図っています。

〈強調月間の目標〉
「自立した青少年を育む開かれた家庭づくり」
「青少年と築く、開かれた地域づくり」

・家族そろって食事をし、団らんのひとときをもちましょう。
・家族みんなで力を合わせて仕事や作業をしましょう。
・家族みんなで地域の行事や活動に参加しましょう。

　町青少年育成町民会議では、「家庭の日」を通じてよりよい家族関係を築くため、〜「家庭の日」を通して深めよう
家族の絆〜という独自の目標を掲げて、健全な青少年を育む温かい家庭づくりを推進しています。
　家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤となります。また、人との関係の
あり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。
　「家庭の日」をきっかけにして、家族の大切さや家族のあり方について見つめ直してみましょう。

１月は「家庭の日」普及実践強調月間です

毎月第３日曜日は
「家庭の日」
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大野町長選挙　投票日 ２月１８日（日）
投票時間　午前７時〜午後８時

　大野町長の任期満了による選挙が２月１３日に告示、１８日が投票日と決まりました。
　今回の選挙は、これからの大野町の将来を託す大切な選挙であり、もっとも身近で、私たちの暮らしにかかわる
選挙です。
　明日の大野町を託す候補者を、われわれ一人ひとりが真剣に考えましょう。

有権者

◆投票できる人
（年齢要件）平成１２年２月１９日以前の出生者で選挙人名簿に登録されている人（１８歳以上）
（住所要件）平成２９年１１月１２日以前から引き続き大野町に住民登録し、選挙人名簿に登録されている人

※なお、平成３０年２月７日以後に町内転居された方は、旧住所地の投票所で投票していただくことになります。

◆投票所入場券の交付
　有権者は選挙人名簿に登録され、それぞれの属する投票区の投票所への入場券が交付されます。選挙権のある人
で投票日が近くなっても入場券が届かないことがありましたら、町選挙管理委員会事務局におたずねください。

期日前投票・不在者投票

　２月１８日の投票日に、仕事等の「やむを得ない事情等」で投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。また、
投票するときは１８歳未満であるが、投票日（２月１８日）までの間に１８歳になる人で、投票日に「やむを得な
い事情等」で投票所に行けない人は、不在者投票ができます。どちらも告示の日の翌日（２月１４日）から投票日
の前日（２月１７日）までの午前８時３０分から午後８時までに、入場券を持参して役場までお越しください。
◆郵便による不在者投票
　自宅にいる重度の身体障がい者の人は、投票日に投票所へ行くことも、期日前投票所へ出向いて投票することも
できません。このような人のために、自宅、その他現に居る場所で郵便により投票ができる制度（郵便による不在
者投票制度）があります。
　郵便によるこの投票制度の対象者は、身体障害者手帳または、戦傷病者手帳等の交付を受けている人で、手帳に
記載の障がいの程度が一定以上の重い人及び介護保険の被保険者証で要介護５である人です。
　この制度で投票しようとする人は
①�あらかじめ、町の選挙管理委員会に申請して郵便投票証明書（有効期間は７年）の交付を受けます。
②�選挙の際には、投票日４日前までに郵便投票の請求書に、郵便投票証明書を添えて投票用紙を請求することにな
ります。

投票所

　各投票所は、次のとおりです。入場券に指定された投票所をよく確かめ、投票にお出かけください。

投　票　区 投　　　　票　　　　所 所在地
第１投票区 大野町第一公民館 黒　野
第２投票区 豊木地区農業構造改善センター（第２公民館） 桜大門
第３投票区 富秋地区農業構造改善センター（第３公民館） 稲　富
第４投票区 西郡地区農村集落多目的施設（第４公民館） 松　山
第５投票区 鴬地区農村集落多目的施設（第５公民館） 公　郷
第６投票区 川合地区農村集落多目的施設（第６公民館） 加　納

開票所

　開票は、２月１８日午後９時から、総合町民センターで行います。

立候補予定者説明会

　１月３１日午前９時３０分から、役場大会議室で行います。

問合せ先 �町選挙管理委員会事務局　☎ ３４－１１１１
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第 ４７回日本農業賞岐阜県代表を受賞
大野町かき振興会

　このほど、大野町かき振興会が集団組織の部で第４７
回日本農業賞岐阜県代表を受賞し、振興会会長加納智さ
ん、副会長兼技術部長岩﨑久一さん、婦人部長國枝登志
子さんが役場を訪れ、町長に報告しました。
　組織ぐるみの栽培指導で安心・安全な柿づくりに取り
組んでいることが評価されたもので、町長から「おめで
とうございます。これを機会にますます励んでください。」
と激励の言葉が送られました。

町 の福祉のために
プラザ２１より寄附

　このほど、医療法人社団康誠会介護老人保健施設プ
ラザ２１おおのリハビリ副主任の竹中陽生さんとマル
シェリーダー山田奇余さんが役場を訪れ、１０月のプ
ラザまつりの収益金２８，０９３円を寄附しました。「町
の福祉のために使ってほしい。」と手渡すと町長は「あ
りがとうございます。引き続き力添えを。」と笑顔で受
け取りました。

柿 の収穫を体験したよ
西小学校３年生

　このほど、瀬古地内の柿畑で、西小学校３年生（２９人）が柿の収穫体験を行いました。学校の依頼を受け、柿
畑を管理する岩﨑久一さん（牛洞）が農協などの協力を得て実施したもので、収穫用のはさみの使い方の指導を受
けながら、児童らはにぎやかに収穫を行いました。用意された富有柿を試食した後、「おいしい柿づくりの工夫は？」
「どうして柿づくりを始めたの？」などと質問し、岩﨑さんの説明を熱心に聞いていました。

▲受賞を報告する岩﨑さん（中右）、加納さん（中）、
國枝さん（中左）

▲大きな柿が収穫できました▲柿収穫体験の様子

▲寄附を手渡す竹中さん（中）と山田さん（左）

ま ち の 話 題
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北 の味覚に舌鼓
第１８回柿・牡蠣まつり

　このほど、第１８回柿・牡蠣まつりが役場前駐車場で開催されました。北海道北見市（旧常呂町）と大野町の産
業振興や両市町の友好交流のために毎年開催されているものです。
　当日は常呂町の牡蠣などの海産物や町の富有柿の販売、北見市長杯少年野球大会の表彰式のほか、関連アトラク
ションとしてスピードガンコンテストやストラックアウトなどのアトラクションも行われました。小学生派遣事業
において当時北見市を訪れた中学生ボランティアもまつりに協力し、多くの来場者で賑わいました。

▲北見市長杯入賞チームの皆さん▲海産物等を買いにたくさんの人が訪れました

地 域の交通安全の模範に
第２回県高齢者自転車安全大会

　このほど、安全な自転車技術や知識を競う第２回岐

阜県高齢者自転車安全大会が岐阜産業会館にて開催さ

れ、町から出場した３人が入賞しました。報告会で「朝

早くから農道で練習した。非常に嬉しい。」と選手らが

語ると、町長は「地域の模範となるすばらしいこと。

おめでとうございます。」と祝福しました。

　入賞者は次のとおりです。（敬称略）

優　勝　杉原　俊美（本庄）

準優勝　國枝　信男（加納）

第８位　児玉　孝（下磯）

新 そばを収穫しました
目加田菊次さん（寺内）

　このほど、目加田さんのそば畑で、新そばの収穫作

業が行われました。

　今年は秋の長雨が影響して収穫量はいつもより少な

い見込みですが、近隣市町のそば店に出荷したり自身

もそば打ちをするという目加田さんは、「まだまだ試作

の段階ではあるが、味は好評。来年開駅する『道の駅

パレットピアおおの』に『大野のそば』として出荷で

きるようにしていきたい。」と意気込んでいました。

▲入賞の報告をする（左から）児玉さん、杉原さん、國枝さん

▲新そばを収穫する様子

ま ち の 話 題
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青 空の下でおもいっきり遊びました
おおの木育フェア２０１７

　このほど、総合運動公園及び周辺散策道において、おおの木育フェア２０１７が開催されました。３回目となる

この催しには、町内外から４，５００人を超える親子連れ等が参加し、木のおもちゃ広場や県立岐阜商業高校吹奏楽

部、アルケミストらのステージイベントを楽しみました。

▲木のおもちゃ広場に夢中です▲アルケミストと子どもたちのコラボレーション

「おおの木育フェア２０１７開催事業」及び「大野町木育推進事業」は清流の国ぎふ森林・環境税を活用しています。

全 国初制覇を報告
第７９回全日本ベテランテニス選手権 ’１７

　このほど、福岡県で開催された第７９回全日本ベテラ

ンテニス選手権 ’１７において、ダブルスで優勝、シング

ルスでベスト４に入賞した松岡妙子さん（松山）が報告

のため町長を訪問しました。

　松岡さんが「８度目の挑戦でいつかタイトルをと思っ

ていた。なんとか取れて嬉しい。」と話すと、町長は「す

ばらしい成績。生涯続けてできると思うので、これから

もがんばってください。」と祝福しました。

Ｆ Ｃ岐阜ホームタウン選手権で優勝
 大野ＳＣ

　このほど、岐阜メモリアルセンター長良川競

技場にて行われたＦＣ岐阜ｖｓ湘南ベルマーレ

戦に大野ＳＣのメンバーが招待されました。

　大野ＳＣのメンバーは、ＦＣ岐阜ホームゲー

ムで行われた市町村ホームタウン選手権におい

て、パス＆ゴー、ドリブルリレーの種目で優勝し、

試合開始前に表彰されました。

▲「東庭球場で一緒に練習するみんなが喜んでくれました。」
と語る松岡さん（中）

▲表彰を受けた大野ＳＣ
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全 力を尽くします
西濃駅伝大会女子の部優勝

　このほど、西濃駅伝大会女子の部で大野中学校選抜チームが優勝、県大会への出場を決め、役場にて報告会及び
激励会が行われました。３年生の宇佐美亜依さんが、「最後まで諦めずに正々堂々とがんばります。」と決意を述べ
ると、町長は、「練習の成果を発揮し、県大会でもがんばってください。」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
　　宇佐美　亜　依（大野中３年）
　　川　地　　　葵（大野中３年）
　　日　野　　　楓（大野中２年）
　　濱　口　瑠　希（大野中２年）
　　林　　　菜々穂（大野中１年）
　　小　松　栞　己（大野中１年）
　　加　納　妃美乙（大野中１年）

た すきをつないで力走
スポーツ少年団 団対抗駅伝大会

　このほど、第３２回町スポーツ少年団�団対抗駅伝大会が運動公園周辺コースで開催され、選手が指導者や団員、
保護者らの声援を受けて精一杯走りました。
　計１２団４０チームが１チーム５人で参加し、４年生の部は６５０ｍ、５年生の部は１，０００ｍ、６年生の部は
１，５００ｍのコースを１周し、次の選手にたすきをつなぎ力走しました。
　なお、大会結果は次のとおりです。
４年生男子の部 優　勝 大野野球スポーツ少年団　Ｂ

準優勝 大野北西野球スポーツ少年団
３　位 大野サッカークラブスポーツ少年団

４年生女子の部 優　勝 大野ジュニアバドミントンスポーツ少年団
５年生男子の部 優　勝 大野ミニバスケットボールスポーツ少年団

準優勝 大野サッカークラブスポーツ少年団　Ａ
３　位 大野南野球スポーツ少年団

５年生女子の部 優　勝 大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
準優勝 大野ジュニアバレーボールスポーツ少年団

６年生男子の部 優　勝 大野サッカークラブスポーツ少年団　Ａ
準優勝 大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
３　位 大野野球スポーツ少年団　Ａ

６年生女子の部 優　勝 大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
準優勝 大野ジュニアバドミントンスポーツ少年団

▲（前列左から）濱口さん、宇佐美さん、日野さん、川地さん
　　（後列左から）林さん、小松さん、加納さん

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

一般幹部
候補生

２２歳以上２６歳未満の者
修士課程修了者等は２８歳未
満の者
（年齢は平成３１年４月１日
現在）

３月１日〜
５月１日

１次　５月１２日・１３日 １次　　　６月１日
２次　６月１２日〜１５日
　　　のうち１日

２次　海　７月２日
　　　空　７月６日

海・空飛行要員のみ
３次（海）　７月９日〜１３日
　������（空）　７月１４日〜８月２日

最終
　陸・海　８月３日
　空　　　８月３１日

自衛官
候補生
（男子）

１８歳以上２７歳未満の者 年間を通じて 受付時にお知らせ 試験時にお知らせ

※航空自衛隊の３次試験、２次及び最終合格発表は変更する場合があります。
※２次試験は、１次試験合格者のみです。

問合せ先 �岐阜地方協力本部大垣地域事務所　☎ ０５８４－７３－１１５０

▲元気よくスタートする選手たち

ま ち の 話 題
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　１１月１８日、常呂町多目的研修セ

ンターで、常呂中学校吹奏楽部の定期演奏会が開催されました。

毎年恒例のこの催しは今年で４２回目。当日は大変肌寒い夜で

したが、この日を楽しみに在校生や保護者などたくさんの方が

会場に集まり、会場は熱気に包まれていました。演奏会には吹

奏楽部ＯＢ・ＯＧとの共演や、常呂中学校の教職員有志による

パフォーマンスなども披露され、楽しい演奏会となりました。

１年間の集大成！！
常呂中学校吹奏楽部第４２回定期演奏会ところ通信

Vol. 215

北見市

▲常呂中学校吹奏楽部定期演奏会の様子

道の駅「子育て支援施設」の
名称が決まりました！

　様々な願いやイメージが込められた応募作品の中から、「子育てはうす　ぱすてる」が、大野町道の駅子育
て支援施設名称選考委員会により選定され、名称に決まりました。
　授賞式では、最優秀賞を受賞した鈴村真央さんが「お父さんとお母さんと一緒に考えました。」と、作品に
ついて話しました。

●受賞した皆さん
最 優 秀 賞　「子育てはうす　ぱすてる」
　　　　　　鈴村真央さん（中小学校２年）
優　秀　賞　石橋千陽さん（認定こども園うぐいす年長児）
　　　　　　藤原智美さん
町長特別賞　牧村真由美さん

子育てはうす ぱすてる

「子育てはうす　ぱすてる」について
　道の駅「パレットピアおおの」の敷地内にある施設であり、
パレットから思い浮かぶ絵の具をイメージ。また、施設で遊
ぶ子どもたちが思い思いに走り回る姿を絵の具に見立てて、
色鮮やかな大きな絵（輝く未来）を描いてほしいという願い
が込められています。

▲受賞した鈴村さん（中）、石橋さん（中左）、
　牧村さん（中右）

町職員募集（保育士・平成３０年４月採用）
◎募 集 人 員　若干名
◎受 験 資 格　�昭和４３年４月２日以降に生まれた者で、保育士資格（予定）を有する者（採用までの資格

取得を条件とする）
◎第１次試験　教養試験・事務適性検査・職場適応性検査
　　　　　　　期日　２月４日（日）　　場所　総合町民センター
◎第２次試験　面接・作文試験（第１次試験の合格者に別途通知）
　　　　　　　期日　２月２３日（金）　場所　町役場
◎受 験 手 続　�総務課にある申込書に卒業（見込）証明書及び資格取得（見込）証明書（保育士資格）を添

えて提出
◎受 付 期 間　１月４日（木）〜１５日（月）（土・日・祝日を除く）午前８時３０分〜午後５時１５分

申込・問合せ先 �総務課　☎ ３４－１１１１
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Information

お知らせ

指名願いは２月２８日までに申請を

　町では、競争入札参加資格審査
申請書（物品等）の受付を次のよ
うに行います。様式等の詳細は町
HPを確認してください。
◎有効期間　平成３０・３１年度
（２年間）
◎受付期間　２月１日（木）〜
２８日（水）
◎受付場所　２階　総務課
◎受付方法　持参（郵送不可）
問合せ先 �総務課　☎ ３４-１１１１

自動車の名義変更・住所変更・�
廃車などの手続きは、お早めに

　毎年、年度末の３月は登録窓口
が大変混雑し、長時間お待ちいた
だくことになります。このため、
早めに手続きされますようお願い
します。なお、自動車の登録等に
関する手続きは、次までおたずね
ください。
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
※テレホンサービス（登録による
案内）は、２４時間利用可能

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（オートバイ含む）
税務課　☎ 34-1111

大野町民感謝デー�
日本モンキーパーク入園無料招待

　大野町民の皆様を日本モンキー
パークへ招待します。期間中はの
りものスタンプラリー「モンパを

遊びつくせ！」、新年特別イベント
など開催します。ぜひお出かけく
ださい。
◎招待期間　１月７日（日）・８日
（月・祝）
◎場所　日本モンキーパーク（愛
知県犬山市犬山）
◎招待方法　免許証や保険証な
ど、大野町在住の証明ができるも
のを持参し、改札係員へ提示する。
（１人の証明で４人まで入園無料）
※世界サル類動物園、催事館、駐
車場は別途料金必要

※冬期休園日あり（開園時間等詳
しくはＨＰを確認）

問合せ先 �日本モンキーパーク　
☎ ０５６８－６１－０８７０

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。１月のテーマは「そんなと
きには民事調停があります」、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

バレンタイン（婚活）パーティ－

　商工会では婚活パーティを企画
しました。素敵なパートナーを探
してみませんか？
◎日時　２月１０日（土）午後１時〜
◎場所　川の駅・旬の味「おか多」
（相羽１０６６－２）
◎応募資格　町内在住・在勤で独
身の成人男性、独身の成人女性
※年齢制限なし
◎応募締切　１月３１日（水）
◎参加費　男性 ３,０００ 円　女性 １,
０００ 円
◎定員　男女各１５人（定員にな
り次第締め切ります）
問合せ先 �町商工会　☎ ３2－０６６７

新春おおの落語フェスティバル

　笑いと健康をテーマに、ワンコ
イン寄席を開催します。
◎出演　落語家　鈴

れい

々
れい

舎
しゃ

馬
ま

るこ
（落語協会・真打）、駿

する

河
が

亭
てい

悪
わる

團
だん

治
じ

ほか
◎日時　１月１４日（日）午後１
時開演（開場：午後０時３０分）
◎場所　総合町民センター　２階�
シアター
◎木戸銭　５００ 円（全席自由席）
◎定員　９４人
◎主催等　主催　総合町民セン
ター　後援　町、町教育委員会
※未就学児の入場はご遠慮ください
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３2－１１１１

ティータイムコンサート�
マンドリンが奏でる癒しの音楽

　土曜日の午後、楽しい音楽、知っ
ている曲で心豊かな時を過ごしま
せんか。
◎出演　ギター・マンドリンアン
サンブル「プリモ」
◎曲目　北の国から、風の丘（魔
女の宅急便より）、冬のソナタ、
百万本のバラ　ほか
◎日時　１月２７日（土）午後２
時開演（開場：午後１時３０分）
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
◎入場料　５００ 円（全席自由席、
ワンドリンク付）
◎主催等　主催　総合町民セン
ター　後援　町、町教育委員会、
町音楽協会
※未就学児の入場はご遠慮ください
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３2－１１１１

放送大学公開講演会

　学生と地域の皆様が共に学べる
無料の公開講演会を開催します。
◎会場　ＯＫＢふれあい会館第２
棟３階　講堂
◎参加費　無料（事前申込要）
◎定員　２００人
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くらしの情報

◎講演内容・日時等
「人前での社会心理学」
日時　２月３日（土）午後１時
３０分〜午後３時３０分
講師　宮本　正一氏（岐阜大学名
誉教授）
「幸せな人生を送るためのことば学習」
日時　３月１７日（土）午後１時
３０分〜午後３時３０分
講師　山田　敏弘氏（岐阜大学教授）
申込み先 � 放送大学岐阜学習セン
ター　☎ ０５８－2７３－9６１４

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　１月１１日（木）
◎相談時間　午後１時〜５時（１
件あたり６０分まで、午後４時最
終受付）
◎相談場所　役場１階町民相談室
◎相談員　岐阜県よろず支援拠点
職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約する。当日の受付は問い合わせる。
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　１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）
※日程場所等の詳細は諸事情によ
り変更となる場合がありますの
で予約時に確認してください

※初めての人が優先
※予約時に簡単な聴き取りをします
問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律関係
◎相談日　１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　１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　１月９日（火）、２３日（火）
◎相談時間　午後１時〜３時
（心配事相談１件３０分、弁護士相
談１件２０分）
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員
第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、人権擁護委
員（弁護士相談）
※弁護士相談要予約
問合せ先 �社会福祉協議会事務局
☎ ３４-2１３０�

平成２９年１１月１３日より、マイナンバー制度を利用した申請制度がスタートしました！

　平成２９年１１月１３日より、マイナンバーを利用し
た各市区町村での情報連携が始まりました。それにより、
今まで添付書類で得ていた情報を、情報連携により得る
ことが出来るため、書類を添付していただく必要があり
ません！（一部書類を除きます。）

情報連携とは……専用の回線を使用した、各市区町村間で
のマイナンバーを利用して行う情報のやりとり

どんな申請が対象なの ?
○子育てに関する手続きをするとき（福祉課、健康課）
　保育園、認定こども園入園申請・児童
手当申請・児童扶養手当申請、各種予防
接種に関する申請・妊娠の届出　など
→ 子育て関係については、マイナポータ
ルによりさらに便利になります！詳し
くは各担当課にお問い合わせください。

○医療保険に関する手続きをするとき（健康課）
　国民健康保険の加入、脱退・高額療養費などの各種支給
申請・被保険者証再交付申請、後期高齢者医療制度等各種
支給申請・介護保険の介護認定申請　など
○�障がい者（児）に関する手続きをするとき（福祉課）
　特別児童扶養手当などの各種手当申請・自立支援医療
（更生医療、育成医療、精神通院）申請　など
○�町営住宅に関する手続きをするとき（建設課）
　町営住宅入居申請　など
※添付書類は申請によっ
て、また人やご家庭に
よっても違います。ま
ずは各担当課へご相談・
ご確認ください。

問合せ先 �各課　☎ ３４－１１１１

添付書類はもう必要ありません！
（一部を除く）

マイナポータルはマイナン
バーカードがないと利用で
きないよ！
まずはマイナンバーカード
を作ろうね！

※カードの作成について
は住民課へお問い合わ
せください

マイナちゃん
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【募集（受付）期間】１月４日（木）〜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㎡ 

 

交 番 だ よ り
ゆく年くる年　みんなで守ろう　地域の安全
年末年始地域安全運動　１２月８日（金）～１月５日（金）

　地域の皆さんと
警察や行政が協力
して、犯罪や事故
の未然防止を図り、
笑顔で新しい年を
迎えることを目的
とした活動です。

○年末年始に多発する犯罪の防止

○特殊詐欺の被害防止

○子どもと女性の犯罪被害防止

ひったくりや乗り物盗が多発します。

保険金や医療費の還付名目による
詐欺が増加しています。

子どもへの声かけ事案や女性を狙った犯
罪が多発します。
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◆町道徳啓発作品「標語」優秀作品
　町では、学校・家庭・地域の三者の連携の中で道徳教育の推進を図っています。
　今年度も、道徳教育推進の意識を高めることを目的に、町内の児童生徒及びその家族の皆さんから道徳教育啓発
標語の作品募集を行い、２，０３９作品の応募がありました。審査の結果、道徳教育賞及び最優秀賞の方々は次のと
おりです。なお、この作品は、ポスターにして町内の学校や公民館などに掲示します。

（敬称略）

賞　名 学校名 学　年 氏　名 標　　　語

道徳教育賞 南　小 ６ 杉原　潤香 さしのべた　その手が心を　あたためる

最優秀賞

北　小 ６ 松山　紗夕 ついに私もスマホ持ち　母の信頼　うらぎらない

中　小 ４ 野村　祥太 お手伝い　がんばる家族に　おんがえし

大野小 １ 中原　煌月 あいさつと　えがおがわたしの　とくいわざ

大野中 ３ 稲川　　崇 「いってらっしゃい」　背中にかける　守り札

揖東中 ２ 清水　圭佑 「ただいま」と　言える幸せ　かみしめて

◆体育施設清掃活動を実施 
　このほど、体育協会を中心とした各団体
の協力のもと、町内体育施設の清掃活動が
行われました。
　清掃活動は、グラウンド整備や溝掃除な
ど日頃清掃できない箇所を中心に行われ、
各施設がとても綺麗になりました。
　寒い中、清掃活動にご協力いただき、あ
りがとうございました。

教育委員会のページ教育委員会のページ

◆平成３０年度放課後クラブのご案内
　町では、下校後及び長期休暇中に保護者等が家庭に居
ない小学生の児童を対象に、保護者等に代わって保育を
行い、児童の健全育成を図ることを目的として放課後ク
ラブを開設・運営しています。
◎申請受付期間
２月１日（木）〜２８日（水）
午前８時３０分〜午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
※夏休みのみの利用受付期間  ５月中旬以降に受付します。
※書類の記入漏れや不備がある場合は受理できません。

受付期間中は、定員に達しても書類不備等ない限り
全員書類を受理し、その後入所の判定をします。

◎募集人員
大野放課後クラブ　６０人
北放課後クラブ　　３５人
西放課後クラブ　　３０人
中放課後クラブ　　３５人
南放課後クラブ　　４５人

東放課後クラブ　　４５人
夏休み特設クラブ　４０人

◎対象児童
　小学校１年生〜６年生で、保護者等が昼間（午前８時
３０分〜午後５時）に居宅外において毎月１５日以上の
日数を勤務している児童
◎開設日・時間
・平日の小学校の授業のある日：下校時〜午後６時３０分
・土曜日（５人以上での開設）、夏休み等期間：午前８

時〜午後６時３０分
◎必要書類
・放課後クラブ入所申請書（様式第１号・学校教育課備

付又は、町ホームページからダウンロード可）
・放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・

パート勤務の場合）
◎利用料

世帯全員の
前年度分の町民税

保育料
８月を除く月 ８月

課税世帯 月額 6,000 円 月額 10,000円
非課税世帯 月額 3,000 円 月額 5,000 円

申込・問合せ先  学校教育課　☎ 34-1111

▲東庭球場での清掃活動状況
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今月のおすすめ本

さよなら、田中さん 世界を救うパンの缶詰
鈴木るりか著 / 小学館

　田中花実は小学６年生。ビンボーな母子家庭だけれ
ど、底抜けに明るいたくましいお母さんと、毎日大笑い、
大食らいで生きている…。母娘を中心とした日常の事
件を、鮮やかな筆致で描いた連作短編集。全５編を収録。

菅聖子文，やましたこうへい絵 / ほるぷ出版

　３年間おいしさを保存でき、小さな子どもから歯の悪
いお年寄りまで食べられる「パンの缶詰」。缶詰を作った
秋元さんは、海外の飢餓地域を救う仕組みまで作りまし
た。小さなパン屋さんが世界を救う「奇跡の缶詰」物語。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 1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〉
●徹底検証「森友・加計事件」

 （小川榮太郎著 / 飛鳥新社）
●しょせん幸せなんて、自己申告。 

（綾小路きみまろ著 / 朝日新聞出版）
●ムリなくはじめられる楽しいランニング

（鈴木清和著 / 成美堂出版）
●１００歳の生きじたく

（吉沢久子著 / さくら舎）
●戦の国

（冲方丁著 / 講談社）

●おててかいじゅうつみきのまちへ
（真珠まりこ作・絵 / ＰＨＰ研究所） 

●こねてのばして
（ヨシタケ シンスケ作 / ブロンズ新社）

●ふりかけヘリコプター
（石崎なおこ作・絵 / 教育画劇）

●たぬきのたまご
（内田麟太郎著，高畠純絵 / 銀の鈴社）

●あした飛ぶ
（束田澄江作，しんやゆう子絵 / 学研プラス）

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

　明けましておめでとうございます。旧年は図書館をご利用
いただきありがとうございました。本年もご来館お待ちして
おります。

今月の館内展示
「ナンバーわん！」展

　今年の干支は「戌」ですね。今回の展示は元気いっぱいな
犬や可愛い子犬たちの楽しい絵本や物語など、犬にまつわる
様々な本を集めました。あなたのお気に入りやおすすめのナ
ンバー１を見つけてください。

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後、ボランティ
ア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〜
　１月６日（土）・２月３日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　１月２０日（土）・２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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国　保　だ　よ　り

町内医療機関年始診療について
＊諸事情により変更することがあります

医療機関名
１月

所在地・電話番号１日 ２日 ３日 ４日
月 火 水 木

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

平成２９年度の特定健診の結果をお知らせします
　町では、生活習慣病予防の徹底のために、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を、６・７月に実
施しました。
　４０〜７４歳の国民健康保険被保険者のうち、１，４７５名の人が受診されました。異常がみられた人の割合を全
体的にみると「血糖」、「脂質」の順に高くなっています。年代別でみると、「血圧」や「血糖」は年齢とともに高く
なっており、５０歳代から急激に高くなっています。お腹まわりに脂肪のつく内臓脂肪型肥満に加え、脂質異常、
血圧高値、高血糖の危険因子を複数あわせもつ、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状態または予備
群の人は全体で３６１人（２４．４％）と、受診者の約４人に１人が該当していました。
　重なる危険因子の数が多いほど命にかかわる心臓病や脳卒中を発症する危険が高まります。生活習慣病は食事・
運動・喫煙など日常の生活習慣を見直すことで予防できます。
　今一度、健診結果を見直して、自分の生活を振り返り、生活習慣病予防を心がけましょう。
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２９年度特定健康診査で何らかの異常がみられた人の割合

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳～

メタボリック
シンドローム
基準該当12.5％

メタボリック
シンドローム
予備群該当
11.9％

非該当
75.6％

29年度メタボリックシンドローム
該当者の割合（％）
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保健師による

健康伝言板
インフルエンザとは？
　インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって起こるウイルス性呼吸器感染症です。
　小児と高齢者で重症化しやすいと言われています。ウイルスは大きくＡ型・Ｂ型・Ｃ型に分類されますが、流行の原
因になるのは、主にＡ型とＢ型です。また、ウイルスは毎年のように小さな変異を繰り返し、それぞれもっと細かい型
に分けられます。そのため、同じシーズンの中で二度同じ型に感染したり、毎年のように感染するということがあります。
　インフルエンザの発生は、毎年１１月下旬〜１２月上旬頃に始まり、翌年の１〜３月頃に患者数が増加しますが、
流行の程度とピークの時期はその年によって異なります。

どうやって感染するの？

予防方法
●飛沫感染対策としての咳エチケット
（１）咳やくしゃみを他の人に向けて発しないようにしましょう。
（２）咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをしましょう。
※�咳エチケット用のマスクは、薬局やコンビニエンスストア等で市販されている不織布（ふ
しょくふ）製マスクの使用が推奨されます。

●外出後の手洗い・うがい
�流水・石鹸による手洗いやうがいを行いましょう。また、アルコール製剤による手指の消
毒も効果があります。手のひらや甲、指の間や指先、親指、手首など丁寧に洗いましょう。
●適度な湿度の保持
�空気が乾燥すると、インフルエンザにかかりやすくなります。乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な
湿度（５０〜６０％）を保ちましょう。
●十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
�体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。
●人混みや繁華街への外出を控える
�インフルエンザが流行してきたら、特に小児や高齢者、基礎疾患のある方、妊婦、疲労気味の方などは、人混みな
どへの不必要な外出を控えましょう。やむを得ず外出する時はマスクを着用したり、人混みにいる時間を極力短くし
ましょう。

インフルエンザは
予防が大切です

　今冬のインフルエンザワクチンの供給は、例年に比較して遅れる見込みとなっているため、定期予防接種
の接種期間を延長します。

◎接 種 期 間　　１月３１日（水）まで
◎接種対象者　　６５歳以上の人（ただし、昭和２７年１２月２８日以前生まれの人に限る）

※６０〜６４歳の人で、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（ただし、昭和３２年１２月２８日以前生まれの人に限る）は
保健センターへお問い合わせください
※今後のワクチンの供給状況により、期間内でも接種できないことがありますのでご了承ください
※揖斐郡外の施設に入所されている人や揖斐郡の指定医療機関以外での接種を希望される人は、接種前に保
健センターまで相談してください

問合せ先 �保健センター　☎ 34-2333

高齢者インフルエンザ予防接種期間延長について

飛沫感染
感染した人の咳やくしゃみの飛沫（しぶき）を口や鼻
から吸い込むことで感染します。

接触感染
ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによって
感染します。
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　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
いる人を表彰するものです。　大野町からは２０人が表彰されました。
　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）

大脇　　曻（本庄）、　　加納　忠雄（公郷）、　　北村　雅昭（野）、

白木　稔男（公郷）、　　杉山　伸樹（郡家）、　　平野　　進（大野）、

森　　　治（上秋）、　　山内　孝文（大野）、　　岩崎　清子（牛洞）、

宇野五十子（下座倉）、　岡田　昌子（相羽）、　　桒原なみ子（大野）、

林　　園枝（瀬古）、　　樋口　弘子（大野）、　　

八木とみ子（上磯）、　　横山　和子（黒野）　他４名

食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

簡単にできるヘルシー主菜（おかず）
　今月は豆腐を使った料理「豆腐とツナのつくね」を紹介します。
　豆腐は良質のたんぱく質やカルシウムを多く含み、消化吸収もよいため、食べ
過ぎ等で弱った胃腸には手軽に栄養補給ができる食材です。
　淡白な味の豆腐に、ツナ缶や味噌を加えて味に変化をもたせ、食べやすい一品
となっています。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか？

● 豆腐とツナのつくね ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１６１kcal
１４.１g

６.３g
１３７mg

０.７g

【材料（５人分）】
もめん豆腐 
　… ５００ｇ（約１. ５丁）
ツナ缶（水煮） 
　…… １５０ｇ（大１缶）
人参… ３５ｇ（中１/ ３本）
あさつき 
　…… ２５ｇ（５本程度）
パン粉……………… ６５ｇ
赤みそ 
　… １５ｇ（大さじ１強）
油………………… 小さじ１
サラダ菜…………… １０枚

【作り方】
①豆腐とツナの水分をきる。
②人参はみじん切り、あさつきは小口切りに

する。
③ボウルに豆腐、ツナ、人参、あさつき、パ

ン粉、赤みそを入れてよく混ぜ、１０個分
に分け小判型にする。

④フライパンに油を熱し、③を焼く。
　強火で両面に焦げ目をつけ、弱火で５分焼

く。最後に強火にして両面を焼く。
⑤お皿に盛り付け、サラダ菜を添える。

【１人分の栄養価】

８０２０運動で表彰されました
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局番
なし

消費者ホットライン

〜仮想通貨の購入トラブルにご注意〜

事例 1　
　業者から「仮想通貨を買うと儲かる。」と電話で勧誘され、興味を持った。１週間後、自宅に仮想通貨の説明書が入っ
た封筒が送られてきた。再び業者から電話があり、「説明書は読んでもらえたか。１５０万円の仮想通貨を買えば１年
後には２倍になる。」と勧められ、仮想通貨を購入することにした。説明書に記載があった銀行口座に１５０万円を振
り込んだ。しばらくは、仮想通貨の値動きらしき数字の連絡があったが、最近、連絡先として教えられた電話番号にか
けてもつながらなくなってしまった。どうしたらよいか。

事例 2　
　半年前友人から呼び出され、その友人の知人から「ある会社の仮想通貨に投資すれば半年で価格が３倍くらいになる。
一定期間内に売却の場合は、会社が全て買い上げる。」と仮想通貨の購入を勧められた。その際、第三者を紹介すると
利益が得られるとも言われたが私は紹介していない。
　申し込む場合はインターネット上で手続きするよう説明されていたので、４ヶ月前に自分で申し込んだ。仮想通貨の購
入代金約２００万円を販売業者の銀行口座に振り込み、後日、注文確認メールが届いた。契約書面等は何ももらっていない。
　購入直後、販売業者の買い取り期間内にインターネットで売却しようとしたが売却できなかった。販売業者に売却で
きないと申告したが対応を拒否された。当初の説明では「会社が全て買い取る。」と言っていたのに納得できない。現在、
インターネット上で確認すると、仮想通貨の残高があるが多数の売り注文に対して買い注文がなく売れない状態だ。約
束通りに販売業者に全額買い取ってもらうか、せめて支払ったお金を返して欲しい。

アドバイス
（１）仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください。
　　 �２０１７年４月１日の改正資金決済法の施行日以降は、仮想通貨交換業者の登録がなければ国内で資金決済法上の

仮想通貨と法定通貨の交換サービスを行うことができません。
（２）「必ず儲かる。」という言葉は鵜呑みにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください。
　　 将来必ず値上がりするという保証はどこにもありません。暴落するリスクもあります。
（３）仮想通貨の特性や実態、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください。
　　 仮想通貨は数多く存在すると言われており、取引におけるリスクなどの特性は、仮想通貨ごとに異なります。

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

１人で悩まずに相談してください。

☎　局番無し　１８８　

　仮想通貨は、インターネット上で自由にやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データです。仮想通貨は、銀行を使わ
なくとも、個人がインターネット上で自由に移転させることができるため、近年、ショッピングなどの際に、支払い・資金決
済ツールとして利用される機会が増えてきています。有名な仮想通貨としては、ビットコインなどがあります。
　しかし、仮想通貨をめぐり、投資や利殖をうたってその購入や契約を勧める勧誘トラブルが高齢者を中心に増加しています。
「必ず値上がりする。」と勧められ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないな
どというものもあります。

豆知識
①仮想通貨は、取引所で法定通貨（現実の通貨）と交換できますが、あくまでインターネット上の通貨です。法定通

貨のように実物の紙幣や硬貨はありません。
②スマートフォンに仮想通貨のウォレット（お財布アプリ）が入っていて、インターネット接続があれば、誰でも送

金者にも受取人にもなることができます。
③最近では、日本国内でも大手家電量販店の店頭で仮想通貨が使えるようになるなど、仮想通貨で決済できる店舗が

増えてきており、仮想通貨が身近になりつつあります。
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社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

福祉の 開催しましたふれあい広場
　１０月１５日（日）町福祉センターと周辺会場にて「誰もがみんなボランティア〜支え合いのまちづくり」
をテーマに「第３１回福祉のふれあい広場」を開催しました。当日はあいにくの雨で、会場も縮小し、主
に福祉センター内での開催となりましたが、町内の福祉関係団体やボランティア団体が、子どもからお年
寄りの方まで誰もが楽しめるレクリエーションや屋台コーナーなどを設け、大変賑わいました。
　オープニングセレモニーではちょうど雨間があり、東さくらこども園の鼓隊の元気な演奏を見ることが
できました。また、「はもり倶楽部」様によるライヴでは、アニメソングから今話題の曲まで、合計１０曲
を会場の皆さんと合唱し、すばらしい“はもり”の歌声に来場者は聞き入りました。その他、屋台コーナー
では行列ができるなどたくさんの来場者で大変盛況でした。これも毎年、ボランティアや地域の皆様のご
協力があるお陰で開催できています。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

はもり倶楽部様によるライヴでは、参加者
全員が手拍子をしたり、歌を一緒に口ずさ
んだりして、はもりの歌に会場全体が盛り
上がりました。▶

▲オープニングで東さくらこども園の年長
組の園児が鼓隊演奏と歌を披露しまし
た。練習の成果を発揮し、力強い演奏で
会場の皆さんに元気を届けてくれまし
た。

▲福祉体験コーナーでは白杖とアイマスク
をして階段を上ることで視覚障がい者の
気持ちを学んでもらいました。
◀レクリエーションコーナーでは、普段は
体験できないスカットボールやラダー
ゲッターを楽しみました。

社会福祉協議会だより
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ボランティアセンター　ボランティア情報

まちｃａｆｅが終了しました

『家具固定は、今日にでもできる“地震対策”』

　平和堂大野店様のおおのふれあい通り１階にて平成２９年６月から１１月まで開催しました「ま
ちｃａｆｅ」ですが、多くの来場者の皆様、ボランティアの方々のご協力で無事終えることができ
ました。ありがとうございました。
来場者からの声
・来年も継続してほしい。
・とてもにぎやかですごく良い場所になっていると思いました。今後もこのような場所があるといいと思います。
・いろいろな人とお話が出来る事は良いことです。
・思っていた以上に大勢の人が来て見えていたので良かった。製作コーナーや手織り体験などがあって楽しそうで

した。
　皆さまからのご意見を踏まえて来年度も開催することになりました。詳細は決まり次第、社協だ
より等でお知らせします。お楽しみに！！

▲美容師の岡部様を講師にお招きし正しい
シャンプーの選び方を教わりました。

▲若原整形外科・若原先生による笑いあるマ
ジックショーが開かれました。また講話では
大野町の蛍について学ぶことができました。

おもちゃ病院「かき工房」
からのお知らせ

お子さんやお孫さんの壊れた
おもちゃを治します。
是非、お持ちくださいね。

東海地方でも地震が
予想されているので、

家具固定をして
もらい安心できた。

毎月第２火曜日午後１時３０分
〜午後３時３０分

　　第４土曜日午前１０時〜正午
【場　所】

平和堂大野店おおのふれあい通り１階
【開催日】　１月　９日（火）１月２７日（土）
　　　　　２月１３日（火）２月２４日（土）

あなた自身、あなたの家族を守るためにも家具の固定をしましょう。
■家具固定の設置作業を無料で行います
※６５歳以上のひとり暮らしの方が対象となります
※市販固定金具は個人負担になります

申込・問合せ先 �
町社会福祉協議会　みんなの防災ねっと　☎ 34-2130

※この事業は赤い羽根共同募金を活用して行われます。 ［利用者の声］

社会福祉協議会だより「社協だより」は、皆様からの会費で作られています
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「生活支援員」を募集しています

日常生活自立支援事業〜地域で安心して暮らせるように〜

　高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、以下のサービスのお
手伝いや相談をし、支援する事業です。

【サービス内容】 ■福祉サービス利用援助■
・福祉サービスの利用の相談や情報提供
・福祉サービスの利用申込に必要な手続き
・福祉サービスの利用料を支払う手続き
・福祉サービスについての苦情解決制度を利用する
手続き

■日常的金銭管理サービス■
・年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
・医療費を支払う手続き
・税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
・日用品等の代金を支払う手続き

■書類等預かりサービス■
お預かりできる書類等
・年金証書
・預貯金通帳
・権利書
・実印、銀行印等

【費用について】※契約後の生活支援員による援助には次の料金がかかります。
　　　　　　　　 生活保護世帯は無料です。

援助内容 利用料金
福祉サービス利用援助
日常的金銭管理サービス

１時間あたり 1,000 円
※１時間を超えると３０分毎に 500 円加算

書類等預かりサービス １ヶ月あたり 500 円

制度に関する問い合わせ、利用方法は町社会福祉協議会�☎ ３４－2１３０ へご連絡下さい。

　社会福祉協議会では上記の「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
知的障がい者・精神障がい者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支援活動をお手伝いする方を募集しています。町
内に支援を必要としている人がいます。
　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　訪問１回当たり１時間程度
●勤務内容　・福祉サービスの利用に関する相談
　　　　　　・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
●給与体系　・時給 １,０００ 円
●応募要件　・普通自動車運転免許保持者
　　　　　　・町内在住の２０歳以上６５歳までの健康な方で、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

申込・問合せ先 �町社会福祉協議会　☎ ３４－2１３０

お預かりした書類は貸金庫で保管
します。
※�宝石、書画、骨董品、貴金属類
はお預かりできません。

社会福祉協議会だより
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町内で集められた共同募金はこのような事業に使われています

赤い羽根共同募金運動にご協力いただきました

善　　意

岐阜県生活困窮者自立相談支援事業

　生活困窮者自立支援法（平成２７年４月１日施行）に基づき、生活困窮者自立相談
支援事業を行っています。あなたの悩みごとや困りごとに寄り添い、課題について一
緒に考えて課題解決に取り組みます。お気楽にご相談ください。
【相談窓口】町社会福祉協議会　☎ 34-2130
　　　　��������県社会福祉協議会　岐阜県生活支援・相談センター�揖斐支所�
　　　　��������　揖斐郡揖斐川町上南方 1-1（揖斐総合庁舎内）
　　　　�������　☎ 0585-21-1811　（無料通話 ０８００-2００-2５３７）

このようなことで困っていませんか？

生活に
困っている

家賃が
払えない

病気で
働けない

社会進出
が怖い

住むところ
がない

菊花のつどい〜秋の出張交流会〜歳末たすけあい募金配分事業金事業
　町総合町民センター多目的ホールにて大野町デイサービスセン
ターつつじの里、就労支援センターもみじの里の利用者の皆さん、
地域のふれあいいきいきサロン、お達者倶楽部の皆さんとの合同
交流会を開催しました。
　アトラクションではサークル・クリエイティブ様の大型紙芝居
を上演していただきました。「赤いソテツの実」というちょっと
涙ありの演目でしたが、皆さん普段見る機会がないその迫力に見
入っておられました。

　１０月２８日・２９日に第二公民館で開催された大野山野草展示会におい
て、大野山草会の橋本淳朗さまが募金活動を行ってくださいました。会員や
ご来場者の皆さまから、募金 １,６9４ 円が集まりました。皆さまのあたたかい
お気持ちをありがとうございました。町内でのいろいろなイベント、集まり
などで共同募金運動に協力して募金活動を行っていた
だける方がありましたら募金箱の貸し出しを行ってお
ります。よろしくお願いいたします。

岐阜県共同募金会大野町分会　☎ ３４－2１３０

　次の方よりご寄付がありました。　　大野町第六公民館様　金 ３，０００ 円
　あたたかいお志ありがとうございました。寄付金は本会が行う社会福祉事業に活用させていただきます。

▲大型紙芝居鑑賞後は温かいお茶と柿のお菓子
で皆さんと交流を深めました。

社会福祉協議会だより「社協だより」は、皆様からの会費で作られています
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住民だより

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

1・2 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）

1

1 揖斐厚生病院 揖斐川町
三輪 21-1111

2 いけだ整形外科
リウマチクリニック

池田町
八幡 45-3344

3 今村医院 池田町
池野 45-2133

7 たしろクリニック 大野町
下磯 36-1168

8 ゆり形成内科整形
おおの

大野町
大野 35-7722

14 大久保医院 大野町
黒野 32-1510

21 クリニックラポール 大野町
大野 32-0033

28 新生病院 池田町
本郷 45-3161

2 4 若原整形外科 大野町
黒野 34-3322

※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

黒野 服部　希
ま れ み つ

光 壮利 領家 眞鍋　杏
あ ん な

奈 周至

公郷 藤原　凜
り ん か

架 慶和 五之里 加納緋
ひ ま り

茉莉 慶治郎

公郷 山岸　千
ち あ き

晃 弘 上磯 佐島　悠
ゆ う せ い

聖 茂樹

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

 

住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 野 後藤　崇文

♥
夫 公郷 松井　　淳

妻 西方 国枝紗也加 妻 揖斐川町 坂口妃都美

♥
夫 上秋 瀧口　晃平

♥
夫 大垣市 𠮷田　正憲

妻 揖斐川町 野原　綾乃 妻 上秋 内藤　里奈

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 1 日（月・祝）の生ごみ等の収集はありません。次
回の収集は、4 日（木）です。
1 月 3 日（水）のプラスチック製容器包装の収集はあり
ません。翌週水曜日（10 日）に変更です。
1 月 17 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。翌週水曜日（24 日）に変更です。
◎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２１日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、1 月 28 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

12 月 25 日（月） 国定資産税（3 期）
国民健康保険税（8 期）

1 月 31 日（水） 町県民税（４期）
国民健康保険税（9 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

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 加藤としゑ 97 上秋 新田　敏夫 86

黒野 常富　政男 89 上秋 前田　幸雄 78

相羽 岡田　隆司 91 牛洞 片桐　千鶴 81

下方 加納惠美子 88 中之元 川上　愛子 68

野 飯沼　政行 72 中之元 小森　博子 55

野 松久　昌昭 71 下磯 石原きくゑ 98

稲富 小森あや 86 本庄 杉原　祥介 77

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

人口と世帯（12 月 1 日現在）

人　口 ………… ２３, ３４４人（+　 ５）
男 ………… １１, ４５１人（+　 ２）
女 ………… １１, ８９３人（+　 ３）

世帯数 ………… ７, ８５１世帯（+ １４）
出生１２人／死亡１９人／転入４６人／転出３４人

大野町 HP

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

QRコード


