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今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶８ Information くらしの情報

▶２２ 社協だより

健やかな成長を祈って
　来振寺節分星まつり
　 　（町無形民俗文化財）



２９年度飛騨美濃特産名人に認定
平野 進さん（大野）

　このほど、県が認定する２９年度飛騨美濃特産名人認定

証の授与式が県庁にて行われ、平野進さんが認定証を授与

されました。柿の新品種の導入試験に取り組むなど生産振

興に寄与し、７, ０００㎡の柿畑を夫婦二人で作付けして

いるという平野さんに、町長は「おめでとうございます。

長年がんばってこられた成果で、技術や経験を次の世代に

も引き継いでいただきたい。」と祝福しました。

働きやすい職場環境を評価されました
（株）山辰組

　このほど、「ぎふ建設人材育成リーディング企業」上位

１０社のゴールドランクに、株式会社山辰組が認定されま

した。これは、労働環境の整備や人材育成に積極的に取り

組む県内の建設業者を対象に県が認定するもので、馬渕和

三代表取締役と馬渕健専務取締役が役場を訪れ、町長に認

定の報告をしました。町長は、「地元での就職をめざす若

者にとって、働きやすい取り組みの企業があることはすば

らしい。今後もぜひ継続していただきたい。」と祝福しま

した。

企業立地協定を締結
（株）岐阜セラツク製造所

　このほど、（株）岐阜セラツク製造所が県内で４ヶ所目の製
造拠点として公郷地内に工場を立地するため、町と（株）岐阜
セラツク製造所との企業立地協定が締結されました。（株）岐
阜セラツク製造所は、天然物抽出精製や精密分散品製造を手が
ける機能性材料のメーカーで、スマートフォンや飲料缶、化粧
品容器等の特殊コーティング剤等を開発製造しています。吉田
代表取締役社長は、「地域と共存共栄し、住民に愛されるよう
微力ながら貢献していきたい。」と語り、町長は「将来性のあ
るすばらしい企業に来てもらえた。末永く地域に根ざしてほし
い。」として、協定書を取り交わしました。

▲名人認定を町長に報告した平野さん（右）

▲認定を報告する馬渕代表取締役（中）
と馬渕専務取締役（左）

▲増田県商工労働部次長（右）の立ち会いの元、
協定書を取り交わした町長と吉田代表取締役社長（中）

ま ち の 話 題
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旭日単光章を受章
鳥本 敏郎さん（公郷）

　このほど、鳥本敏郎さんが旭日単光章を受章し、役場で
町長から勲記と勲章が伝達されました。昭和６２年から３
期１２年、町議会議員として町の発展のために尽力した鳥
本さんは、「元気でいられるだけでもありがたいことです
が、望外の喜びです。」と受章の喜びを語ると、町長は「お
めでとうございます。お元気で今後もご活躍を。」と祝福
しました。

統計調査員活動で総務大臣表彰
加納 京子さん（桜大門）

　このほど、国の行う統計調査に関して顕著な功績がある

として、加納京子さんが総務大臣から表彰を受けました。

加納さんは、昭和５１年から述べ７０回各種統計調査の調

査員として活動しており、役場で町長から表彰状が伝達さ

れました。加納さんが「人との出会いが楽しい活動だが、

こんなに長くやれるとは。おかげ様です。」と受彰の喜び

を語ると、町長から「長い間ご協力いただき、ありがたい

ことです。」と感謝の言葉が贈られました。

新春の風をきって
第３４回町新春マラソン大会

　このほど、町体育協会主催の第３４回町新春マラソン大会が町運動
公園周辺で開催されました。オープン参加のジョギング部門とマラソ
ン８部門で、約１, ０００人のランナーが参加し、健脚を競いました。
　なお、上位入賞した表彰者は次のとおりです。（敬称略）

第２部　男女混合（小学１、２年生）１．０㎞
１位　羽賀 隆瑛　　２位　太田 渉琉　　３位　藤田 響平
第３部　男女混合（小学３、４年生）１．０㎞
１位　岡部 修也　　２位　堀口 英太　　３位　内田 みのり
第４部　男子（小学５、６年生）１．５㎞
１位　近藤　旭　　２位　川手　優　　　３位　小川 正晴
第５部　女子（小学５、６年生）１．５㎞
１位　長岡 結来　　２位　和田 梓沙　　３位　國枝 加菜
第６部　男子（中学生以上）３．０㎞
１位　山口 創太　　２位　中村 璃玖　　３位　ビラマテール アルフォンソ ミゲル
第７部　女子（中学生以上）３．０㎞
１位　吉村 唯　　　２位　日野 楓　　　３位　竹中 杏珠
第８部　男子壮年（４０歳以上）３．０㎞
１位　松本 英樹　　２位　吉田 忍　　３位　武山　泰治
第９部　一般男子（中学生）５．０㎞
１位　所　和志　　　２位　早川 大翔　　３位　国枝 昇平
第９部　一般男子（一般）５．０㎞
１位　前田　亮太　　２位　藤原 慶和　　３位　牧野　真

▲受章した鳥本さん（左）

▲「大変だが様々なことが吸収できた。」と語る加納さん（左）

▲マラソン大会の様子
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平成３０年第１回町議会定例会日程および内容
会期／３月７日～１５日（９日間）

月　日 曜　日 開議時間 内容等 備　考
３月７日 水 午前９時 本会議（開会）
３月１４日 水 午前９時 本会議（一般質問） 中継配信あり
３月１５日 木 午前９時 本会議（閉会）

　３月１４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ヵ月間視聴でき
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。）

・役場　１階　ロビー　　・地区公民館（第１～６公民館）
（注） ご使用のパソコンやブラウザ、インターネット接続環境によっては、動画・録画が見られなかったり、音声が聞き取りにく

いことがあります。

災害に備えるために
総合町民センター管理運営共同体

　このほど、町と総合町民センター管理運営共同体とで避難所運営に
ついての対応方法と役割分担を取り決め、災害に強いまちづくりを進
めることを目的とした協定の締結式が開催されました。災害時の対応
を明確化するため、共同体代表馬渕和三さんと協定書を取り交わした
町長は、「平時から情報交換を密にし、災害時には柔軟・迅速に対応
できるよう努めたい。」と決意を新たにしていました。

マレーシアから大野町へ
チュア イービンさん

　このほど、チュア イービンさんが町長を表敬訪問しました。日本
の文化や日本語を学ぶためマレーシアから来日し、美濃大野ライオン
ズクラブ会長井上健さん（稲畑）宅にホームステイしているチュア 
イービンさんは、「日本はすばらしい国、大好き。」と話し、一緒に訪
問したホストファミリーを交え、将来の夢などについてなごやかに
語っていました。

▲協定書を取り交わす町長と馬渕代表（左）

▲チュア イービンさん（中）

　１月２５日、常呂学校給食センター

が地元産食材を使った学校給食「常呂デー」を常呂中学校で行

いました。

　この日のメニューは、常呂町農業協同組合から寄贈された地

元産農産物を食材とした「カレーうどん」と「白玉ぜんざい」。

常呂中学校２年生のクラスに常呂農協の川上組合長と辻常呂自

治区長が訪問し、生徒たちとおいしい給食をいただきました。

地元産食材を生かした学校給食「常呂デー」
常呂の食を味わうところ通信

Vol. 217

北見市

▲「常呂デー」の様子

ま ち の 話 題
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◆公益財団法人日本公衆電話会より「こども手帳」寄贈
　昨年に引き続き、公益財団法人日本公衆電話会東海
統括支部より、町内小学校４年生児童全員に、こども
手帳が寄贈されました。
　この手帳には、インターネットを使うときや自転車
に乗るときのルール、緊急通報や災害伝言ダイヤル
１７１の使い方など、子どもたちが社会の一員として
守るべき内容や、安全な生活を送るための方法につい
て記されています。教育長は、「教育の現場で副教材
として活用させていただきます。ありがとうございま
す。」と感謝の言葉を述べました。

◆二十歳の門出を祝う
　このほど、総合町民センターにて、平成３０年町成
人式が開催されました。
　当日は、色鮮やかな振り袖や紋付きはかま、スーツ
に身をつつんだ新成人２３５人（対象者２５５人）が
出席し、友人との再会を喜び合ったり、記念撮影をし
たりと、会場は笑顔であふれていました。
　式典では、町長や来賓から祝いの言葉が贈られ、新
成人代表の国本あずささんによる新成人としての誓い
が披露されたほか、新成人全員によるアトラクション
など、なごやかに二十歳の門出を祝いました。

教育委員会のページ教育委員会のページ

◎揖斐郡教育研究会総会
　このほど、総合町民センターにて教育研究総会が
開催され、郡内の教職員が日々の教育実践を見直し、
意欲を高めました。教育研究実践論文受賞者は次の
とおりです。（敬称略）
優秀賞　松浦友里（揖東中）
入　選　加藤貴一（東小）　牧野真（大野中）

◎郡図工美術作品展＆ふれあい作品展
　このほど、総合町民センターにて各学校から選ば
れた児童生徒の入選以上の作品が展示されました。
最優秀賞受賞者は次のとおりです。（敬称略）
小学校　１年　児島琉希（北小）
　　　　３年　伊藤唯翔（西小）
　　　　５年　野村怜央（中小）
中学校　１年　小森美咲（大野中）

◎郡駅伝大会
　このほど、第６０回郡駅伝大会（郡体育協会主催、
中日新聞社等後援）が行われ、郡内に在住・在学在
勤の中学生４７チーム、一般４１チームが参加し、
健脚を競いました。コースは５区間、１２．７㎞で井
ノ口橋、粕川大橋、大津谷展望台、霞間ヶ渓公園を通っ
て、池田町総合体育館を目指しました。
　入賞チームは次のとおりです。（町関係分）
中学生男子
３位　大野中学校
４位　大野分校
６位　揖東中学校Ａ
中学生女子
２位　大野中学校
６位　揖東中学校Ａ

揖斐郡教育センターだより

▲こども手帳を寄贈する NTT 西日本大垣営業部深貝支店
長（左）と日本公衆電話会東海統括支部前田事務局長（右）

▲華やかな成人式式典の様子
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　町では、年度末の転出入など住所の異動で、役場の開庁時間に来ることができない人が各種届出や証明書
の交付、相談などを受けられるよう、次のとおり休日窓口を開設します。

◎開設日時　３月２４日（土）・２５日（日）・３１日（土）・４月１日（日）午前８時３０分～正午

◎開設する窓口業務
住民課
・転入・転出・転居に伴う手続き
・住民票の交付
・印鑑登録・印鑑登録証明書の交付
・戸籍謄（抄）本の交付
・各種税証明書の交付
・マイナンバーカード、通知カードに関する手続き
福祉課
・障害福祉に関する手続き
・児童手当に関する手続き
・保育園・認定こども園の入園、退園に関する手続き

健康課
・国民健康保険に関する手続き
・後期高齢者医療保険に関する手続き
・福祉医療に関する手続き
・介護保険に関する手続き
環境水道課
・上水道の加入・脱退に関する手続き
・未納上水道料金の納付書発行
学校教育課
・児童生徒の転入・転出に関する手続き
会計課
・町に納付する税金、使用料、手数料などの納付
・介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付

＊＊年度末・年度初めの休日窓口を開設します＊＊

　身体障がい、精神障がい及び知的障がいのある人に対する軽自動車税の減免申請の受付を次の日程で行います。
◎申請期間　３月１６日（金）～５月１日（火）（土・日・祝日を除く）※申請期間以外は受付不可
◎受付場所　税務課
◎持 ち 物　印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、納税義務者

の個人番号カード又は個人番号通知カード
◎対象となる軽自動車
・身体等に障がいがあり下記の表で該当する人が使用する軽自動車
・身体等に障がいがある人と生計を一にする人又は身体等に障がいがある人を常時介護する人が運転し、専ら、

障がいのある人の生業、通学、通勤のために使用する軽自動車
※減免は１人の障がい者に対し、普通自動車も含めて１台に限ります
◎減免対象者の範囲
　※障がいが重複している場合は、個々の障がいの等級によって判断されます
○身体障がいのある人

障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする人及び常時介
護する人が運転する場合

視覚障がい ４級以上 同左
聴覚障がい ２級及び３級 同左
平衡機能障がい ３級 同左

音声機能障がい ３級（喉頭摘出による音声機
能障害がある場合に限る）

上肢不自由 ３級以上 ２級以上
下肢不自由 ６級以上 ３級以上
体幹不自由 １級、２級、３級及び５級 ３級以上
乳幼児以前の非進行性脳病変
による運動機能障がい

上肢機能 ３級以上 ２級以上
移動機能 ６級以上 ３級以上

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい １級及び３級 同左
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ３級以上 同左
肝臓機能障がい ３級以上 同左
○療育手帳の交付を受けている人　障がいの程度が「Ａ」、「Ａ１」もしくは「Ａ２」の人
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人　障がいの程度が「１級」の人
　※自立支援医療受給者証（精神通院医療に限る）が交付されている人に限ります
○戦傷病者手帳の交付を受けている人　問合せて確認してください。

申請・問合せ先 　税務課　☎ ３４-１１１１

平成３０年度　軽自動車税の減免申請について
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町児童館の閉館について
　昭和５４年４月開館以来皆様にご利用いただいた町児童館は、３月３１日（土）をもって、
閉館することになりました。ご利用いただき、ありがとうございました。
　また、町児童館にて開催していた「スマイルクラブ」・「ピヨピヨクラブ」
についても廃止しますが、７月開設予定の「子育てはうす　ぱすてる」にて、
新たに乳幼児対象の親子教室を開催しますので、ぜひご利用ください。
　今後も、町の児童健全育成に向けて取り組んでまいりますので、ご理解い
ただきますようお願いします。

問合せ先 　福祉課　☎ ３４－１１１１

　今年度補助対象分の定期券・領収書等で、次に該当するものは、３月３１日までに補助金
申請手続きを行ってください。

定期路線乗合バス乗車券に対する助成（アユカ助成）
　当事業で新規交付を受けたアユカに、平成２９年４月１日から３０年３月３１日までに積
み増しした際の領収書
※助成内容　１年度あたり１世帯１回限り 2,000 円

高校生通学バス定期券補助金・高校生通学鉄道定期券補助金
　バスまたは鉄道定期券の有効期間が３月３１日までに終了するもの
　スクールバス領収書の領収日が３月３１日まで（平成２９年度利用）のもの
※助成内容／バス（１ヶ月あたり）：（（購入金額）－ 8,000 円）×１／２＝（補助する額）
　　　　　　電車：（購入金額）×１／３＝（補助する額）※ 100 円未満切捨

◎提出期限　３月３０日（金）
※役場開庁時間外（休日含む）でも宿日直へ提出することは可能ですが、記載内容等につい

て後日連絡させていただく場合がありますので、必ず連絡先を明記してください
※申請書及び請求書は、政策財政課窓口備付または町ホームページからダウンロードできます

申請・問合せ先 　政策財政課　☎ 34-1111

アユカ助成、高校生通学バス・鉄道定期補助の申請手続きはお済みですか？

３月分のカッキーカフェ（活気・柿）開催のご案内
開催日 場　　所 開催時間

３月７日（水） 地域密着型特別養護老人ホーム　桜坂 午後１時３０分〜３時３０分

３月９日（金） 特別養護老人ホーム　ぎふ愛の里 午後１時３０分〜３時３０分

３月１４日（水） 黒野駅レールパーク 午後１時００分〜３時００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
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お知らせ

春季全国火災予防運動	
３月１日～７日

「火の用心　ことばを形に　習慣に」
◎住宅防火　いのちを守る　７つ
のポイント
３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する
・ガスこんろなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す
４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用

火災警報器を設置する
・寝具、衣類及びカーテンからの

火災を防ぐために、防炎品を使
用する

・火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器を設置する

・お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制
をつくる
問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１

固定資産縦覧帳簿の縦覧

　固定資産税の納税者は、自己の
土地又は家屋の価格が適正か判断
するため、比較したい土地又は家
屋の価格を期間中に縦覧帳簿で確
認することができます。
◎縦覧の対象
　地方税法第４１５条に規定する
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格
等縦覧帳簿
※ただし、自己の所有する資産が

土地のみの場合は土地の縦覧帳
簿のみを、家屋のみの場合は家
屋の縦覧帳簿のみの縦覧

◎縦覧できる人　固定資産税（土
地・家屋）の納税者、納税者と同
居の親族、代理人（委任状が必要）
◎縦覧期間　４月１日（日）～５
月１日（火）　午前８時３０分～午
後５時１５分（土・日・祝日を除く）
◎縦覧場所　税務課
◎持ち物　納税通知書、本人確認
のできるもの（運転免許証など）、
印鑑、委任状（委任を受けた人のみ）
問合せ先  税務課　☎ 34-1111

町内の家庭・事業所・団体の皆さま	
シルバー人材センターにご相談ください

◎引き受ける仕事内容
　庭木剪定、庭木防除、大工・左
官仕事、草取り、除草剤散布、農
作業、障子・襖・網戸張替え、衣
類等リフォーム、施設管理・受付、
宛名・賞状書き、屋内・屋外清掃、
屋内・屋外軽作業、イベント手伝
い、家事援助（掃除等）、その他応
相談
問合せ先  町シルバー人材センター
☎ ３6-１１66

「新はつらつ職場づくり宣言」で	
魅力ある企業ＰＲを

　岐阜労働局では、誰もが活躍で
きる働きやすく、働きがいのある

「魅力ある職場づくり」のための取
り組みを労使合意のもとに宣言し
ていただく事業を行っています。
宣言した企業は、ハローワーク求
人票に「宣言企業」と記載され、
魅力ある職場づくりを目指す企業
であることがＰＲできます。宣言
手続き等詳細は岐阜労働局ホーム

おおのスポーツクラブ会員募集

　おおのスポーツクラブは、だれもが、いつでも、どこでも、気軽にスポーツに参加でき、スポーツの良さ、楽
しさを伝えることを目標に、町に設立された総合型スポーツクラブです。現在、次のクラブを中心に、会員の皆
さんのスポーツを通じた仲間づくりや健康の保持増進に努めています。クラブの会員になってみませんか。
◎ウォーキングクラブ
（大野町楽しく歩こう会）
活動予定日　毎週日曜日
活動時間　午前８時～（１時間程度）
活動場所　運動公園、その他
年会費　要問合せ

◎グラウンドゴルフクラブ
（大野第１・大野第２・大野西・鶯）
活動場所　大野第１グラウンドゴルフ　黒野地区
　　　　　大野第２グラウンドゴルフ　大野地区
　　　　　大野西グラウンドゴルフ　西郡地区
　　　　　鶯グラウンドゴルフ　鶯地区
活動予定日・年会費　各クラブで異なるため、要問合せ

◎硬式テニスクラブ
対象者　小学生、中学生
活動予定日　毎週土曜日
活動時間　小学生：午前９時～１０時
　　　　　中学生： 午前１０時３０分～

１１時３０分
活動場所　町民東テニス場
年会費　１,５００ 円
活動費　１,０００ 円／月
※その他必要に応じて活動費が発生する

ことがあります

◎硬式テニス教室（一般）
対象者　１８歳以上の人（２０人まで）
開催期間　４月中旬～７月中旬の毎週金曜日、全１０回開催
　　　　　※日程の詳細は、後日連絡
開催時間　午前９時３０分～１１時３０分
開催場所　町民東テニス場
指導者　小川信勝氏（大野テニスクラブ所属）
参加費　２,０００ 円（保険料含む）
持ち物　テニスシューズ、ラケット
申込方法　参加費を添えてクラブ事務局まで申込む。
申込期限　３月２３日（金）

申込・問合せ先  おおのスポーツクラブ事務局（生涯学習課内）　☎ 34-1111
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ページをご参照ください。
問合せ先  岐阜労働局雇用環境・均
等室　☎ ０５8-２４５-１５５０

県交通遺児・犯罪被害遺児	
激励金支給事業

　県では、５月５日の「こどもの
日」に合わせて、次のとおり交通
遺児・犯罪被害遺児の人に対して
激励金を贈っています。
◎対象者　義務教育終了までの人
及び高等学校在学中（高等専門学
校３年修了まで、特別支援学校高
等部在学中の人を含む）の満２０
歳未満の人で、次の①又は②にあ
てはまる人
※交通遺児・犯罪被害遺児となっ

た後養子縁組した人、もしくは
父又は母が再婚し生計をともに
することとなった人は除く

①交通遺児　県内に居住し、交通
事故により、それまで生計をと
もにしていた父又は母（すでに
父母がいない場合にはそれに代
わる人）を亡くした人

②犯罪被害遺児　県内に居住し、犯
罪被害（殺人や傷害致死など、故
意の犯罪行為により害を被ること）
による、それまで生計をともにし
ていた父又は母等を亡くした人

※国の犯罪被害給付金制度で、遺
族給付金の支給裁定がされてい
ることが必要

◎激励金の額　（年間１人当たり）
乳幼児及び小学生　15,000 円
中学生　20,000 円
高校生等　25,000 円
◎申込期限　３月９日（金）
◎申込先　総務課　☎ 34-1111
問合せ先  県環境生活部県民生活課　
☎ 058-272-1111

募　集

町シルバー人材センター会員募集

　シルバー人材センターは、高齢
のため現役を退いた人がシルバー
の理念「自主・自立・共働・共助」
のもとに、長年培ってきた知識や経
験を地域社会で生かしつつ働くこ
とを通して、健康と生きがいを得る
とともに社会に貢献しています。
◎会員になるには
・町内在住の６０歳以上で、健康

で働く意欲のある人
・入会説明を受け、シルバー人材

センターの趣旨に賛同していた
だける人

・定められた会費（年額 1,500 円）
を納入していただける人
◎入会説明会
毎月第２火曜日
期日　４月１０日、５月８日、６
月１２日、７月１０日、８月１４
日、 ９ 月 １ １ 日、 １ ０ 月 ９ 日、

１１月１３日、１２月１１日、平
成３１年１月８日、２月１２日、
３月１２日
時間　午前１０時～
場所　中央公民館
問合せ先  町シルバー人材センター
☎ 36-1166

町有墓地の使用者募集

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

せてください
※使用区画は、申請順に選択でき

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

災害時避難行動要支援者名簿への記載申請を受け付けています

　大きな地震などをはじめとした災害が発生したときに、高齢の人や障がいのある人は、より被害を受けやす
く避難の際には支援が必要となります。
　町では、災害時、安否を確認し地域で助け合うことで、被害を最小限にくいとめるため、避難行動要支援者
名簿を作成しており、現在約 1,200 人が記載されています。申請によって作成された名簿は、民生児童委員や自
治会の自主防災組織等への開示に同意されたものとし、日頃からの見守り活動や避難支援のために活用されま
す。災害時避難行動要支援者名簿の作成にご協力をお願いします。
◎名簿に記載される人の概ねの基準
　①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者　　　　　⑤療育手帳「Ａ」又は「Ａ１」もしくは「Ａ２」の人
　②６５歳以上の高齢者だけの世帯　　　　　　　⑥精神障害者保健福祉手帳「１級」の人
　③介護保険法による要介護３以上の人　　　　　⑦その他支援が必要と認められる人
　④身体障害者手帳「１級」又は「２級」の人
◎申請方法　福祉課備付の申請書（町ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入し、提出する。
※大野町個人情報保護条例の規定に基づき、個人情報は適切に保護されます
申込・問合せ先  福祉課　☎ 34-1111

いざという

ときのために
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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、３０年度第１学期（４月入
学）の学生を募集しています。
◎出願期限　第２回：３月２０日
問合せ先  放送大学岐阜学習セン
ター　☎ ０５8-２7３-96１４

催し・講座

２才児・３才児　親子体操教室

◎内容　専任の講師による親子体
操教室（親子ゲーム・リズム体操・
跳び箱などと、子育てアドバイス）
◎対象者　２才児（平成２８年４
月～２９年３月生）、３才児（平成
２７年４月～２８年３月生）の子
どもとその親
◎日時　５月～平成３１年２月の火
曜日　午前１０時～１１時３０分
２才児　第１火曜日（１０回）
３才児　第２・第４火曜日（１５
回）
◎場所　中央公民館
◎定員　２０人程度（先着順）
◎参加費　年 500 円（その他必要
に応じて実費）
◎申込方法　「 生 涯 学 習 ハ ン ド
ブック申込書」にて申込む。
◎申込期間　４月４日（水）～
１８日（水）
申込・問合せ先  生涯学習課　
☎ 34-1111

普通救命講習会

　救急車が到着するまでのわずか
な時間に、その場に居合わせた人
が適切に応急手当ができるように
講習会を開催します。
◎内容　成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用方法、異物除去要領、
止血法を習得する普通救命講習
　郡消防組合消防本部のホーム
ページより応急手当ＷＥＢ講習

（ｅ－ラーニング）を事前に受講す
ると講習時間が短縮されます。詳

病児・病後児保育で子育て世帯を応援します

◎病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気又は病気のピークが過ぎても集団で保育等ができない
ため自宅療養が必要になったとき、保護者が仕事や冠婚葬祭等の用事
などを理由に家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生ま
で）を専門スタッフのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時
的に預かる事業です。
　子どもが安心して静養できるよう、また、保護者が安心して預けら
れるよう子どもの健康と幸せを守り、保護者の子育てと就労の両立を
支援します。
◎利用方法
　町内在住の人は、大野町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設
が利用できます。
　利用を希望する場合は、次の施設で直接登録・申込みを行ってくだ
さい。

施　　設　　名 住　　　所 電話番号

大野町

特別養護老人ホームまほ
ろば内
病児・病後児保育

「アンジュ」

大野町南方
３５６－１ ０9０－１４１8－１796

北方町 鹿野クリニック
病児保育所「アリエル」

北方町高屋白木
２－７７ ０５8－３２４－１２２２

岐阜市

福富医院病児保育園
「すずらん」

岐阜市安食
１２２８ ０５8－２３8－8５５５

河村病院病児保育園
「クララ」

岐阜市芥見大般若
１－８４ ０５8－２４１－３３１１

小牧内科クリニック
病児保育園「ピノキオ」

岐阜市昭和町
２－１１ ０５8－２１５－０１０１

山田病院病児保育園
「ミッキー」

岐阜市寺田
７－８６ ０５8－２５５－１２２１

矢嶋小児科小児循環器ク
リニック
病児病後児施設「うりぼう」

岐阜市日野南
７－１－１７ ０５8－２１４－7０77

※ ４月から揖斐川町の病児・病後児保育室「いびっこ」は利用できま
せん
◎利用料
　１人１日 ２，０００ 円程度。（施設によっては、希望者に昼食・おやつ代
が別途かかる場合があります。）
　ただし、診察料は別途かかります。（生活保護世帯は無料）
◎利用日等　（年末年始と日曜日、祝日を除く）
　月曜日～金曜日　午前８時３０分～午後５時（大野町「アンジュ」）
　　　　　　　　　午前８時～午後６時（その他）
　土曜日　午前８時３０分～午後０時３０分（大野町「アンジュ」）
　　　　　午前８時～　施設によって終了時間が異なります。
◎定員
　どの施設においても少人数制です。
　利用する前に利用したい施設に必ず直接連絡してください。
　施設によっては、予約時間が異なりますので事前に確認してくださ
い。
※詳しい内容は、町ホームページ（http://www.town-ono.jp/）又は、

役場及び保健センターに備え付けのチラシをご覧ください
問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１
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しくは郡消防組合のホームページ
で確認してください。
◎対象者　大野町・揖斐川町在住・
在勤・在学の人（中学生以上）
◎期日　３月１８日（日）
◎時間　午前９時～正午　※応急
手当ＷＥＢ講習を受講した人は、
午前１０時～正午（応急手当ＷＥ
Ｂ講習受講証明書を印刷して持参
する。）
◎場所　郡消防組合
◎定員　２０人
◎参加費　無料
◎申込方法　１週間前までに申込
用紙に記入し、持参又は電話で申
込む。
※動きやすい服装で参加してくだ

さい

※企業、団体、サークル等の申込
み受付可（１０人以上は開催日
以外でも講習会を実施可。要相
談）

※修了者に修了証を発行
問合せ先  
郡消防組合消防本部救急係　
☎ ３２-０１１9

第１０回市民公開講座

◎内容　「地震に負けない備え～
家族と我が家を守り抜く防災～」
第１部「解説」我が家で取り組み
たい地震対策
第２部「実践」自宅でできる取り
組みとその手順
講師：村岡治道氏（岐阜大学地域

減災研究センター特任准教授）
◎日時　３月１１日（日）午後２時
～４時（受付：午後１時３０分～）
◎場所　県図書館　多目的ホール

（岐阜市宇佐）
◎対象者　先着によりどなたでも
参加可（定員約２００名、入場無
料）
※受講希望者は前もって電話で申

し込む
◎持ち物　筆記用具（赤・黒）
申込・問合せ先  公益社団法人岐阜県
不動産鑑定士協会
☎ 058（274）7181

「にしみの探究　ふるさとの旅」～平成３０年度　西美濃生涯学習連携講座～受講者募集

◎講座内容
日　時 場　所 講座のテーマ

５月３１日（木）
午前９時３０分～１１時３０分 ハートピア安八 ・開講式

『西美濃の星空と私たちの暮らし』
６月２１日（木）
午後２時～３時３０分 海津市文化センター 『美濃と古代仏教』

７月　６日（金）
午前９時３０分～１１時３０分 大垣市スイトピアセンター 『枡の魅力発見　はかるだけじゃないんだ』

８月　２日（木）
午前９時３０分～１１時 池田町中央公民館 『秀歩くん（中２）による養老鉄道の知られざる

ヒミツ！』
９月１２日（水）
①午前９時３０分～１１時
②午後１時３０分～３時

株式会社関ケ原製作所　ほか 『せきがはら人間村と古戦場グランドデザイン』

９月２８日（金）
午前９時３０分～１１時３０分 赤坂地区センター　ほか 『明星輪寺の「算額」』

１０月２４日（水）
午前９時３０分～１１時３０分 養老町民会館 『養老町象鼻山古墳群　断層崖調査について』

・閉講式
※①、②：午前の部、午後の部に分かれて受講します　※天候等の状況によりやむを得ず講座を中止する場合があります
◎対象者　西濃地区に在住・在勤・在学で、現地集合ができる人
◎受講料　3,000 円
◎申込方法　生涯学習課備付の申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて申し込む。
◎申込期間　４月３日（火）～１１日（水）
申込・問合せ先  生涯学習課　☎ 34-1111

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
技術海上幹部
技術航空幹部

大卒以上の者で、応募資格に定められた学部・専攻
学科等を卒業後、２年以上の業務経験がある者※ ４月２０日～

５月２５日

６月２５日
８月３日

技術海曹
技術空曹 ２０歳以上の者で国家免許資格取得者等 ６月２２日

※応募資格については直接問合せてください
問合せ先  岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ ０５8４－7３－１１５０
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Information

パーキンソン病に関する講演会

◎内容　「パーキンソン病の最新
治療」講演
◎講師　名古屋大学医学部准教授
平山正昭氏
◎日時　３月１８日（日）午後１
時３０分～３時３０分
◎場所　奥の細道むすびの地記念
館（大垣市船町２- ２６- １）
◎参加費　無料
◎申込期限　３月１０日（土）
申込・問合せ先  きずなの会　林
☎ ０9０-５００１-87３１

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　３月８日（木）
◎相談時間　午後１時～５時（１
件あたり６０分まで、午後４時最
終受付）

◎相談場所　役場１階町民相談室
◎相談員　岐阜県よろず支援拠点
職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約する。当日の受付は問い合わせ
る。
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　３月２２日（木）
◎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　３月１２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　３月１２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　３月６日（火）、１３日
（火）、２７日（火）
◎相談時間　午後１時～３時

（心配事相談１件３０分、弁護士相
談１件２０分）
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
※弁護士相談要予約
問合せ先  社会福祉協議会事務局
☎ ３４-２１３０ 

防災行政無線などを用いた全国一斉の	
緊急情報の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　３月１４日（水）午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線の
訓練放送 

　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実施さ
れます。放送内容は変更する場合があります。

 問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１
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　道の駅「パレットピアおおの」の開駅、東海環状
自動車道（仮称）大野・神戸ＩＣ開通を間近に控え、
町の魅力をＰＲする、町の風景、特産品、文化財、
まつり等の作品を募集します。
テーマ　『あなたのおすすめ大野町』
◎募集内容　応募者本人が町内で、平成３０年３
月から３１年２月の間に撮影したもの（応募は１
人４点まで）
◎応募期間　４月１日（日）～平成３１年２月
２８日（木）
◎応募サイズ　四つ切りサイズ又はＡ４サイズ（ワ
イド版・日付入・縁付は不可）
※電子データは、最低１ＭＢから最大５ＭＢまで

のＪＰＥＧデータ
◎応募方法　
持参・郵送　 写真コンテスト応募票に必要事項を

記入し、作品の裏面に添付して持参
又は、申込先まで送る。（郵送料は応
募者負担）　

メール　 町ホームページより応募票をダウンロー
ド、必要事項を記入し、写真データと共に

申込先アドレス（kigyo@town-ono.jp）まで
提出する。メールの件名に「第６回大野町
観光写真コンテスト」と記入する。

◎注意事項
・作品の著作権は町観光協会に帰属するものとし、

観光ポスター等宣伝広告に使わせていただきま
す。応募作品は返却しません。

・他人の著作権、肖像権を侵害するなどの恐れの
ある作品と判断した場合は入賞を取り消させて
いただく場合があります。

◎表彰　
町観光協会長賞 トロフィー ・賞金３万円（１点）
中日新聞社賞 盾 ・賞金２万円（１点）
優秀賞 記念品 ・賞金５千円（３点）

◎審査・発表　主催者が審査を行い、入賞者へ直
接文書で通知する。
◎主催等　主催　町観光協会　後援　中日新聞社・
中日写真協会
申込・問合せ先  町観光協会事務局

　　　　　　　（観光企業誘致課内）　☎ ３４－１１１１

第６回大野町観光写真コンテスト　作品募集

高校生の力を地域活動に活かそう　ＶＹＳ活動紹介

　ＶＹＳ（Voluntary Youth Social worker）は、町内
に住んでいる高校生を中心に構成されている団体です。

「Ｖ」は有志、「Ｙ」は青年、「Ｓ」は社会事業家を示し
ています。「友愛、奉仕、理想」の３つを柱として、実
践活動を通して社会福祉の増進に貢献することを目的
として昭和４８年に設立されました。平成２９年度の
会員は１５人で、近隣の各高校の生徒が参加していま
す。
◎活動内容
仲間づくり活動
　公民館や児童館でバルーンアートやレクリエーショ
ンを行い、子どもたちと交流します。また、毎月１回
の例会や総会も開催します。
奉仕活動
　環境美化や祭り、イベント、公民館事業のお手伝い
をします。
研修活動
　例会や研修会でのバルーンアートの技術練習や、レ
クリエーションの研修などをします。

◎活動事例
◀「おおのまつり」では、

全員、フル回転でバ
ルーンアートを作りま
した。本当にたくさん
の人に来ていただけま
した。

◀子どもたちと交流を深
めるきっかけを学ぶた
め、講師を招きレクリ
エーションの研修を行
いました。

新入会員募集！！
　ＶＹＳの活動の幅がどんどん広がっています。町の
高校生の力を地域により一層活かしていけるように、
ＶＹＳの新入会員を募集します。

問合せ先  
生涯学習課（ＶＹＳ事務局）☎ ３４－１１１１
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　分離可能なふたとラベルをはずしてください。（ふたの下に残るリングははずさなくて結構です。）４
月１日から変更しますが、それまでの移行期間にもご協力をお願いします。
　町では、「エコタウンおおの　エコ実践　日本一を目指して」という環境ビジョンを設定し、環境の
ため、リサイクルを推進するためにゴミの分別収集を行っています。
　ペットボトルの軽量化が進み、風力によるラベ
ルの分離が難しくなっており、また、ペットボト
ル引き取りの品質基準でも、ふたやラベルをはず
すよう求められています。再生品の品質向上のた
め、ご理解、ご協力をお願いします。
　４月１日以降、分別していないものは、各地区
のごみ集積場でふたとラベルをはずし分別してく
ださい。ペットボトルとプラスチック製容器包装
の収集日は同日です。ペットボトルもプラスチッ
ク容器包装も、持参した袋から出して収集かごに入れてください。

● ペットボトルのふたとラベルは必ず分別して出してください

● 町では焼却灰の回収を行いません

●野良猫にエサを与えることによって起こる悪循環について考えてみましょう
　「かわいいから」「かわいそうだから」といって野良猫にエサをあげてしまうと、その場所に住みついてしまい、
生活環境の悪化につながります。飼育していない動物への餌付けはやめましょう。

　個人による廃棄物の焼却は、原則禁止されていますが、毎年、住民の方からの苦情や通報が多く寄せ
られます。そこで町では、住みよいまちづくりのため、焼却灰の回収を取りやめます。
現在の町の回収方法

・焼き畑等、農林業として出る灰については、できるだけ田畑の中に埋めて、残りを粗大ごみ収集袋
（不燃）に入れて、町で回収しています

・日常生活上で出る軽微な灰については、粗大ごみ収集袋（不燃）に入れて、町で回収しています
　これらを、町での焼却灰の回収を行わないように変更します。
　４月１日から変更しますが、それまでの移行期間にも、野焼き原則禁止の徹底も含め、焼却灰を出さ
ないよう協力をお願いします。

問合せ先  環境水道課　☎ ３４－１１１１

野良猫にエサを与えないでください

問合せ先  環境水道課　☎ ３４－１１１１
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今月のおすすめ本

いのち まほうの絵本屋さん
瀬戸内寂聴著 / 講談社

　ガンと心臓の病に襲われ、痛切な老いに直面した私。脳
裏に蘇るのは、７０年近い作家人生で出会った男たちと、
筆を競った友の死に様だった。小説への愛と修羅を生きた
女の鮮烈な < いのち > を描く。『群像』掲載を単行本化。

（小手鞠るい作、高橋克也絵 / 出版ワークス）

　女の子がふくろうの声に導かれて森をぬけると、そこに
は絵本屋さんが。黒猫の店員さんが選んでくれた絵本の中
には、夢みた世界が広がっていて…。ボローニャ国際児童
図書賞受賞作家と気鋭のイラストレーターのコラボ絵本。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 3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〉
●バースデイ・ガール

（村上春樹著 /新潮社）
●身辺整理、わたしのやり方

（曽野綾子著 /興陽館）
●小説DESTINY鎌倉ものがたり

（西岸良平作 /双葉社）
●宇多田ヒカルの言葉
（宇多田ヒカル著 /エムオン・エンタテインメント）
●天翔ける

（葉室麟著 /KADOKAWA）

●あかがいちばん
（ロビン・ベアード・ルイス絵 /ほるぷ出版）

●おっぱいバイバイ
（わたなべけいこ作、やまはしさやか絵 /幻冬舎）
●おとのさま、小学校にいく

（中川ひろたか作、田中六大絵 /佼成出版社）
●ジェイクから１０のお願い

（葉祥明絵・訳 /戎光祥出版）
●お母さんの生まれた国
（茂木ちあき作、君野可代子絵 /新日本出版社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示
「春うらら」展

　春といえば、新しい出会いとお別れの季節。卒園式、卒業式、
入園式、入学式、入社式、ひな祭りにホワイトデー…等々、週ご
とに様々な式典やイベントが催され、一年の中でも特に忙しい時
期と言えるかもしれません。でも、ある調査では季節の中で春が
一番好きと答える方が９割という結果がでたほど、春は心華やぐ
季節です。今月の展示ではそんな春に読んでいただきたい「花・
行楽・卒業・入学」などの本をたくさん集めてみました。

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～
　３月３日（土）・４月７日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　３月１７日（土）・４月２１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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４月から国民健康保険制度の一部が変わります
　現在の国民健康保険制度は、市区町村ごとに運営されていますが、４月からは、都道府県が責
任主体となり、国民健康保険運営を担うことになります。この国民健康保険運営のしくみが変更
になっても、加入者のみなさまの医療の受け方や各種届出・申請の窓口は変わりません。

変わること
●被保険者証等の様式が変更します
　現在お使いの被保険者証等は、４月１日以降の最初の更新まではお使いいただけます。
●国民健康保険の資格の取得・喪失は都道府県単位に変更します
　他の都道府県に住所が変わった場合には、国民健康保険の資格の取得・喪失が生じます。
●高額療養費の多数該当が都道府県単位での通算に変更します
　同一都道府県内の他市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には、４月以降
の療養において発生した高額療養費の多数該当の該当回数は引き継ぎ、通算されるようになりま
す。
　※高額療養費の多数該当とは、過去１２ヶ月間で高額療養費の対象となった月数が４回以上となった場合、

４回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です

変わらないこと
●保険料（税）の納付先や、各種申請・届出などの対応窓口は変わりません
　市区町村国保の財政運営のしくみは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
　また、保険料（税）の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、役場健康課の窓口で変わ
りません。

問合せ先  健康課　☎ 34-1111

国　保　だ　よ　り

長寿のお祝い
９５歳おめでとうございます

これからも健やかに
三浦 みゑさん（小衣斐）
大正１２年１月９日生まれ

國枝敏子さん（加納）
大正１２年１月１５日生まれ

山本節子さん（黒野）
大正１２年１月１５日生まれ
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保健師による

健康伝言板

●予防接種はなぜ必要なの？
　　お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する免疫は、

成長と共に自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身
で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けと
なるのが、予防接種です。子どもは発育と共に外出の機会が多
くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。お子さんの健
やかな成長に役立てるために、予防接種について正しい知識を
持ち安全に受ける事が大切です。

●受け忘れている予防接種はありませんか？
　　４月からの入園・入学に備えて、母子健康手帳を確認し、まだ接種が済んでいない予防接種

がある人は体調が良いときに接種を済ませましょう。予防接種の種類、対象者、接種の方法、
申請の手続き等については、町ホームページをご覧になるか、保健センターへ問い合わせてく
ださい。

　麻しん風しん混合予防接種の 2期（平成２３年 4月 2日～２４年 4月 1日生まれ）のお子さ
んについては、接種期限が 3月 31日（土）ですので、忘れないよう接種してください。

　町では任意予防接種（おたふくかぜ）の費用助成を行っています。
　４月に小学校へ入学予定の人で、接種を希望する場合は、３月中に接種し、すみやかに申請し

てください。接種が済んだ人で、まだ助成を申請していない人は早めに申請してください。

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

!

!

予防接種で子供を守ろう
～３月１日㈭から７日㈬は 子ども予防接種週間 です～

次回献血のご案内

日　付 時　間 場　所 内　容

３月２９日（木）
午前９時３０分～１２時００分
午後１時３０分～　４時００分

カネスエ大野店 全血（４００ｍｌ）

　献血をご協力いただいた人に血液型、肝機能、コレステロール等の検査結果をお知らせしています。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

　輸血を受ける患者さんにとって、なるべく少人数の献血者の血液を使用するほうが血液を介する感染の危
険性も少なく、体への負担が軽いため、医療機関からの４００ｍ l 由来血液の要請が高まっています。
　当日は、４００ｍｌ献血のみの受付とさせていただきます。予めご了承ください。
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食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

食物繊維、カルシウムたっぷりの
　　　さっぱりサラダはいかがですか？

　切り干し大根、ひじきなどの乾物を使った定番の煮物もおいしいですが、今回は目先を変えて洋風にアレンジし、
手軽に作れるサラダを紹介します。
　切り干し大根やひじきには食物繊維が豊富に含まれ、腸内をお掃除し環境を整えたり、糖質や脂質の吸収をおくらせ、
血糖値の上昇をゆるやかにします。また、大根は干すことで生の状態よりも骨を丈夫にするカルシウムが増えます。
こうした乾物をご家庭にストックしておけばいつでも栄養満点の一品を食卓に並べることができます。
　お子さんにも食べやすい彩りのよいサラダで、箸やすめにもおすすめですよ。ぜひ、お試しになってみてはいがが
でしょうか？

● 切り干し大根で彩り中華サラダ ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

８２kcal
１.７g
４.５g

１０９mg
２.４g

【材料（４人分）】
切り干し大根……… 3０g
米ひじき…………… １０ｇ
きゅうり……………… １本
人参… ４０ｇ（中1/3本）
炒りごま………… 大さじ１
塩……………………… 少々
　　酢…………… 大さじ１

Ⓐ
　砂糖………… 小さじ１

　　オイスターソース…… 大さじ１
　　ごま油……… 大さじ１

【作り方】
①切り干し大根は水洗いし、ぬるま湯で戻しておく。
　４〜５センチに切り、熱湯でさっと茹で、冷まし
水気をきる。
②ひじきはぬるま湯で戻し、熱湯でさっと茹でて水
気をきる。
　人参は千切りにし茹で、水気をきる。
③きゅうりは細く切り、塩をふってしばらくおき水
気を絞る。
④ボウルに、Ⓐの調味料を入れて混ぜ、合わせ酢を
つくる。
⑤④に①〜③、炒りごまを入れて、よく混ぜ合わせ
る。

【１人分の栄養価】

　不妊治療（人工授精・体外受精）の費用助成に関する平成２９年度分の申請期限は、３月３０日（金）
です。
　平成２９年４月から３０年３月までに不妊治療を受けた人は、３月末までに申請が必要です。期
限を過ぎると、助成することができませんので、早めに申請をおこなってください。
　ただし、特別な事情が認められるなどやむを得ない場合（下記参照）は、３月３０日までに保健
センターへご連絡ください。

やむを得ない場合とは
　　①医師による受診等証明書が不足する場合
　　②３月下旬治療終了のため提出に時間的余裕がない場合（特定不妊治療に限る）
　　③体調不良により、年度末までに書類が提出できない場合　　等　
　※いずれの場合も３月３０日までに連絡が必要です。
　　事前の連絡がない人には、上記の取り扱いはできませんのでご注意ください。

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

不妊治療費助成の申請はお早めに！

※材料はすべてしっかりと水気をきってから和えましょう。

19広報おおの 2018.3



188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

賃貸住宅をめぐるトラブル

事例１
　大学に入る長男のために賃貸マンションを見に行ってとりあえず申し込んだ。その際に申込金を求められ不動産業者
に３万円を支払った。しかし、ほかに条件の良い物件があったため断った。重要事項説明も受けていないが、すでに支払っ
てしまった金は返してくれるだろうか。
アドバイス
・いくつかの物件を比較検討していながら、とりあえず「入居申込書」を書くというようなことはやめましょう。
・申込金は、「内金」「申込証拠金」「予約金」などの名称も使われますが、賃貸借契約が成立するまでは「預り金」であり、

預り金は返金を求めることができます。

事例 2
　賃貸マンションを退去する。契約時に敷金を１６万円払っている。退去時に敷金は全額返還されると思っていたら、
貸主から壁クロスの張替え、ハウスクリーニング等の請求があり、１万円しか返金されなかった。きれいに掃除して退
去しているので、全額返金して欲しい。
アドバイス
・賃貸借住宅を退去する際、借主には原状回復の義務があります。しかし、原状回復とは借主の故意・過失等、

通常の使用方法を超える使い方によって生じた損耗や毀損を復旧することであって、入居時の状態に戻すと
いうことではありません。通常損耗や経年変化による建物価値の減少は、借主の負担にはなりません。

・どこまでが通常損耗・経年変化と認められ、どこからが借主の故意・過失、善管注意義務違反による損耗な
のかを判断するには、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が参考になります。

事例 3
　３年住んだ部屋を退去する。まだ立ち会いもしていないのに、不動産会社から畳とクロスの張替え代、ハウスクリー
ニングは強制と言われた。改めて契約書を見ると「畳の張替え、襖の張替え、ハウスクリーニング、鍵の交換、その他
損傷箇所の復旧をすること」と記載されている。特に部屋を傷つけたり、汚した箇所もない。
アドバイス
・実際の賃貸借において、自然損耗（通常損耗や経年変化）の原状回復についても借主が修繕費を支払う旨の条項を、

特約事項として賃貸借契約書に記載しているケースがあります。特約を設けることは契約自由の原則から有効と考え
られます。

・しかし、特約条項を設ければすべてが借主の責任になる訳ではありません。特約を設けることは、法規の強行規定に
反しない内容であれば原則有効と考えられますが、

　①特約の必要性があり、客観的にみて暴利的でなく合理的理由が存在すること
　②借主が特約により通常の現状回復義務を超えた修繕義務を負うことになると理解していること
　③借主が特約による義務負担を了解したことの意思表示をしていること
の要件が求められます。

　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　

　進学・就職・転勤で新たな生活の場として賃貸住宅に入居する際、契約の前に建物・部屋・設備の状況、周辺環境、
生活に必要な施設、駅までの距離等、生活するうえで大事なことは自らの目で確認することが大切です。また、賃
貸借契約についてよく理解しておくことはトラブル防止のために重要なことです。契約前の申込み段階や賃貸借住
宅からの退去時にトラブルにならないために、賃貸借契約に関する基本的事項について、よく理解しておきましょう。
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交 番 だ よ り
「運転適性相談」をご存知ですか？

　岐阜県警察では、免許の取得や更新をする人で、一定の病気※の症状などにより自動車等の運転に不安がある
人の、相談窓口を設けています。適性は、病気にかかっているというだけで取消し等の対象となる訳ではなく、個々
の症状によって判断されます。… ※一定の病気：認知症、統合失調症、てんかん　など

本人の面接を実施（要予約）
◎面接実施場所
・運転免許課
・各講習センター　・各警察署
◎持ち物
・運転免許証
・身分証明書（免許証のない人）
・障害者手帳
　（交付を受けている人）
・印鑑　など

主治医の受診を受け、
診断書を提出
※面接の結果、必要
と判断された場合に、
公安委員会所定の診
断書を交付します。
必要ないと判断され
たときは、面接のみ
で免許継続（もしくは
取得）可能となります。

審査
※公安委員会で
免許の継続・取
得が可能か審査
されます。

結果連絡
◎結果内容
・免許継続（もしく
は取得）可能
・免許継続可能で
あるが、次回再度審
査を実施
・行政処分（取消し、
停止など）

相談窓口
　岐阜県警察本部　運転免許課　運転適性指導係（岐阜清流文化プラザ６階）　☎ 058-295-5200（直通）
　受付　午前９時～午後４時（土日・祝日、午後０時～１時を除く）

【募集（受付）期間】３月１日（木）～２０日（火）
　　　　　　　　　 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階～４階部分

募集戸数 若干数（３ＤＫ）

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000
円以上 487,000 円以下の人（所得の上昇が見込まれる
人を含む）

・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする

親族が暴力団員でないこと

住宅使用料（家賃） ３ＤＫ　52,000 円

敷　　金 家賃の３ヶ月分

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

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２ヶ月

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

問合せ先  建設課　☎ 34-1111

町営住宅入居者募集

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

 ３DK 
専用面積６９．４６㎡ 

 

21広報おおの 2018.3



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

新春ふれあい食事会
　お一人暮らしをされている７０歳以上の方を対象に、今年も新たな一年を迎えた１月に、町内６地区の公民館で
交流食事会を開催しました。
　楽しいひと時を過ごしていただけるように民生委員・児童委員さん、福祉委員さんが、地域の方とのふれあいや
絆を深め、住み慣れた地域で生活ができることを目的に開催しており、今年で１３回目となりました。各地区それ
ぞれに趣向を凝らした催しや、輪投げやスカットボールなど参加者みんなで行うゲーム等が行われ、参加者の方々
からとても喜ばれ、「毎年楽しみにしている」との声が多く聞かれました。
来年もお会いすることを楽しみにしております。

第１地区（大野地区） 第２地区（豊木地区）

日頃、歌唱指導をされている招待者の方のタクトで、
皆さんと歌を楽しみました。

北小学校児童による「十二支のはじまり」の劇を披
露していただきました。

サークル・クリエイティブ様の大型紙芝居鑑賞後は、
お話をしながらおいしく食事をいただきました。

豊木認定こども園児による「大きなかぶ」の劇では
園児と参加者で力を合わせ、かぶを抜くと温かい
メッセージが現れました。

社会福祉協議会だより
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第４地区（西郡地区）

第６地区（川合地区）

第３地区（富秋地区）

第５地区（鶯地区）

北保育園児と「ずいずいずっころばし」の手遊びを
行い、心温まる雰囲気のなか交流を楽しみました。

ものまね芸人柿ノ木登様をお招きし、動物や楽器等
を上手く真似て、会場は笑いに包まれました。

落語によるユーモアたっぷりな交通講和では、参加
者は熱心に耳を傾け交通ルールを学びました。

南京玉すだれの大技「富士山に朝日」が昇ると、大
きな拍手が起きました。

沖縄のカチャーシーを踊りました。テンポが速い曲
ですが、皆さんと盛り上がりました。

ビーンボウリングでは、球を投げる力加減に苦労し
ながら、ストライクが出ると歓声が上がりました。

高得点を目指して輪投げを行いました。白熱した戦
いに、参加者一同熱が入りました。

ボウリングのような遊具ビーンボウリングでは、高
得点が出ると一同喜び合って楽しみました。

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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地域福祉懇談会を開催しました
●なぜ地域福祉懇談会を開催するの？
　生活環境の多様化などにより地域との関わりが希薄になってきています。住み慣れた地域で元気に過ごす

ため、地域での支えあい、助け合いが必要になっています。

　これまでに地域福祉懇談会を開催し、その時にあがった地域課題として、地域とのつながりに関する意見

が多かった事を踏まえて、「地域とのつながり」を５年先、１０年先の自身の事として考え、将来的に住み

慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域でのつながりの場が立ち上がるきっかけづくりを目的とし

て、地域福祉懇談会を開催しました。主な意見をご紹介します。

地域のつながりについての課題・問題点 地域でできること・できたら良いこと

〈1区〉
・近所の付き合いがない
・自治会行事の減少
・高齢世帯の増加
・老人会会員の減少により、行事内容が希薄になった
〈2区〉
・空き家が多くなった
・サロンに男性参加者が少ない
〈3区〉
・６５歳から７０歳位までの方が働いており行事に参

加できない
・家族葬などにより隣人とのつながりがなくなった
〈4区〉
・神社掃除や行事への参加者が限られている
・気軽に出られる会、とにかく集まれることが先決（集

まりやすい名前）
〈5区〉
・ｃａｆｅなどをやりたいが場所がない
・極度な個人情報保護意識が人間関係を悪化
・旧住宅と新住宅が交流する機会がなく、近所付き合

いが希薄になっている
〈6区〉
・若い世帯と高齢者の交流ができない
・地域とのつながりが薄い

〈1区〉
・地域で身近な会話の場所、コミュニケーションの場

所をつくる
・ラジオ体操、盆踊りなど目的を持って参加してもら

う機会を増やす
〈2区〉
・地域の福祉委員等が中心になりお寺の本堂等でサロ

ンを開く
・三世代交流の場をつくる
・声掛け、あいさつできる地域にする
〈3区〉
・高齢者同士で話ができるサロンをつくる
・軽スポーツを奨励し計画する
・要支援の人に対して、自宅への訪問をする体制づく

り
〈4区〉
・地域に住む者が顔を合わせる機会をつくる（全員参

加の防災訓練など）
・いきいき体操教室などコミュニティ単位で開かれる

と気軽に参加できる
〈5区〉
・カラオケ大会の実施
・集会所の活用（カフェ、地区の課題を話し合う会合、

お楽しみ会など）
〈6区〉
・公民館を利用した気軽に集まりやすい場所づくり

　島部地区では会所を利用したコミュニティカフェが新たにスタートしました。地域の方が会所等歩
いて行くことができる距離に、気軽に交流できる場が１箇所でも多く誕生し、人との関わりを大事にし
ながら地域との絆が出来たら良いと思います。
　気軽に集える場所やサロン立ち上げを社会福祉協議会がお手伝いさせていただきます。

問合せ先  社会福祉協議会　☎ 34-2130

社会福祉協議会だより
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まちｃａｆｅ開催のお知らせ

ボランティアセンター　ボランティア情報

おもちゃ病院「かき工房」
壊れたおもちゃ治します！

『家具固定は、今日にでも
できる“地震対策”』

　大好評いただいた「まちｃａｆｅ」ですが来年度も開催が決定しました。今後も多くの皆様にご来場いただける
ようにボランティアさんのご協力を得ながら、皆様に愛されるまちｃａｆｅを目指しますのでよろしくお願いいた
します。
◎開催日　４月～平成３１年３月　毎週木曜日のみ（※祝日はお休み）
◎時 間　午前１０時～午後３時
◎ところ　平和堂大野店おおのふれあい通り１階
◎料 金　100 円（飲み物代として）

問合せ先   社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０
※まちｃａｆｅではボランティアさんを募集しています。準備からお手伝いいただける方、話を聞くのが好き

な方、人と関わることが好きな方など。興味のある方はお電話ください！！
　この事業は大野町、大野開発（株）のご協力を得て実施されます

●ボランティア活動保険とは●
　ボランティア活動中の様々な事故によるボランティア活動者のケガや損害賠償責任などについて補償する保
険です。対象となるボランティア活動は、下記の通りです。
　　　①ボランティアグループの会則に則り、企画・立案された活動
　　　②社会福祉協議会に届け出された活動
　　　③社会福祉協議会に委嘱された活動
※３月中にお申込みいただくと４月１日より補償が開始されます。
※詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

申込・問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

◎開催場所　平和堂大野店おおのふれあい　通り１階
◎開催日　毎月第２火曜日 
　　　　　午後１時３０分～３時３０分
　　　　　第４土曜日
　　　　　午前１０時～正午
　　　　　３月１３日（火）　３月２４日（土）
　　　　　４月１０日（火）　４月２８日（土）

申込・問合せ先  

社会福祉協議会　
おもちゃ病院「かき工房」
☎ 34-2130

　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
※市販固定金具は個人負担になります
◎対象者　 ６５歳以上のひとり暮ら

しの方・７５歳以上の高
齢者世帯の方

申込・問合せ先  

社会福祉協議会　みんなの防災ねっと　☎ ３４－２１３０

　次の方々よりご寄附がありました。
　匿名様　20,000 円　　　いび川農業協同組合様　20,000 円

あたたかいお志ありがとうございました。寄附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。

善	意

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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1月中に届け出のあった方（敬称略）

3・4 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）

3

4 いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪 23-0050

11 揖斐厚生病院 揖斐川町
三輪 21-1111

18 小森内科胃腸科 大野町
黒野 34-1000

21 クリニック IB 揖斐川町
長良 22-0112

25 のだ医院 揖斐川町
三輪 22-3939

4 1 小森内科胃腸科 大野町
黒野 34-1000

※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 梅田　愛
あ い り

梨 一志 野 細野　莉
り お

央 善朗

黒野 草野健
け ん ざ ぶ ろ う

三郎 謙輔 西方 長屋　柊
と う り

李 卓馬

黒野 西脇　小
こ と

琴 潤 瀬古 坂本　麻
ま あ や

綾 敏彦

黒野 野村　寧
ね ね

々 俊貴 公郷 栗田　蒼
そ う た

大 陽平

黒野 細野　皓
こ う た

太 貴正 領家 宇佐美凜
り ん と

人 智宏

相羽 アカンテイラド マーク セバスチャン エハラ マルセル サグリタロ

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

 

住所 氏名

♥
夫 公郷 河合　　俊
妻 岐阜市 三嶋　未夢

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（2月1日現在）

人　口 ………… ２３, ３２１人（−１７）
男 ………… １１, ４３９人（−　３）
女 ………… １１, ８８２人（−１４）

世帯数 ………… ７, ８５９世帯（+　 ５）
出生１２人／死亡２５人／転入４０人／転出４４人

納 期 限 の お 知 ら せ

２月２８日（水）
国民資産税（４期）
国民健康保険税（１０期）

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

※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします

次回の古紙類等回収について
3月18日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、3 月 25 日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝、広報無線にてお知

らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 橋本　初子 98 公郷 伊藤 ず子 84

相羽 松浦さかゑ 93 公郷 髙橋　康子 74

下方 若𠩤　靜子 94 公郷 野村　髙子 82

桜大門 西田　　宏 80 公郷 古田紀美子 67

大野 浅野　綾子 85 加納 宮嶋さだ子 91

大野 早川さち子 59 五之里 中村　和史 45

古川 石田とよ子 84 下磯 杉原　守一 95

中之元 小森　三造 83 下座倉 宇野　一義 89

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

大野町 HP

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

大野町
ホームページ
QRコード


