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今月の主な内容
▶３ まちの話題

▶１２ Information くらしの情報

─ Ono Town ─

女子カーリングチーム
ＬＳ北見の皆さん

銅メダルおめでとうございます



「さらに挑戦！」三期目に向けて
� 大野町長　宇佐美�晃三

　このたび、おかげさまで、大野町長として三期目を務めさせていただく
こととなりました。町民の皆様の信頼に応えるため、「快適で　笑顔あふ
れるやすらぎのまち　おおの」の実現と大野町のさらなる発展をめざして、
積極的に挑戦し取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
　２０１９年度の東海環状自動車道西回りルート（仮称）大野・神戸ＩＣ
の開通を控え、今年７月、かねてから準備してまいりました道の駅「パレッ
トピアおおの」が開駅を迎えます。人とものが行き交う新しい町の交流拠点として様々な取り組みや
イベントを展開し、町の活性化を推進する場所を目指します。また、町の経済を再生し発展を支える
北部工業団地「テクノパーク大野」の分譲も始まります。町の魅力を内外にアピールする絶好の契機
となる今年を町の「観光元年」とし、積極的に情報発信してまいります。
　さらに、教育環境の整備と福祉の充実、環境問題への取り組み等をさらに進め、総合計画に掲げた
プロジェクトを着実に推進し、私たちのふるさとの歴史や文化を大切にしながら、未来の世代まで安心・
安全に暮らし続けるために、「さらに挑戦！」し続けたいと考えております。
　今後とも町民の皆様、町議会議員の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

　絵の具のパレットに見立て、絵の具の色の部分をローマ
字“ＰＡＬＥＴＴＥ  ＰＩＡ  ＯＮＯ”の頭文字をとって「Ｐ
ＰＯ」とデザイン。
　道の駅で販売される花、野菜、果物はパレットを彩る絵
の具に見立て、それらが人々の交流、ふれあいによって道
の駅で織り交ざり、素晴らしい物（心）が出来上がり、町
の未来を描いていける施設となることを期待しています。

 問合せ先  観光企業誘致課　☎ 34－1111

「バラまつり大野２０１８」開催

道の駅「パレットピアおおの」の

ロゴマークが決定しました！

今夏７月開駅！

　バラの花が咲き誇る５月に「バラまつり大野２０１８」を開催します。
　５月１２日（土）～３１日（木）には、様々な種類のバラ苗が販売されるほか、１２日（土）と１３日（日）
の２日間は、地元小中学生等による鼓笛、管弦楽、吹奏楽演奏など各種アトラクションを実施します。また、
１４日（月）～３１日（木）には、バラ公園の夜間ライトアップを行います。光の中に浮かび上がる幻想的な
バラ公園をご覧ください。
　１５０種類２，０００株の多種多彩なバラの姿や香りをお楽しみください。入場は無料です。

◎開催期間　５月１２日（土）～３１日（木）
◎時　　間　午前１０時～午後４時
◎場　　所　バラ公園
◎内　　容　バラ苗等物産販売

イベント・アトラクション
◎期　　日　５月１２日（土）、１３日（日）
◎時　　間　午前１０時～午後４時
◎イベント　�各種アトラクション、物産販売、飲食

コーナー等
ライトアップ
◎期　　間　５月１４日（月）～３１日（木）
◎時　　間　午後６時～９時
� 問合せ先 �観光企業誘致課　☎ 34－1111

◀園内のバラの開花状況
は、大野町 Facebook
でお知らせします。
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若 者が働きやすい職場
社会福祉法人　如水会

　このほど、特別養護老人ホームぎふ愛の里を運営する社

会福祉法人如水会が、西濃地域で初めてユースエール認定

を受けたとして、竹市冬彦理事長が役場を訪れ、町長に報

告しました。ユースエール認定制度とは、若者の雇用・育

成に積極的に取り組むほか、時間外労働の抑止や有給休暇

の取得率向上などの認定基準により、働きやすい労働環境

であることを厚生労働大臣が認定するものです。竹市理事

長は、「他業種に比較して介護職は離職率が高い。若者に

十分な教育を提供し、また女性には出産・子育てなどのラ

イフステージに対応するなどして、現場を変える一助にな

れば。」と認定の喜びを話していました。

ベ ストを尽くします
第４０回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカッ
プ春季水泳競技大会出場激励会

　このほど、第４０回全国ＪＯＣジュニアオリンピック

カップ春季水泳競技大会の１１～１２歳の部フリーリレー

（自由形）４×５０ｍで出場を決めた小野木健太さん（中

小６年）の激励会が役場で行われました。３歳から水泳を

始め、週５日以上練習に励むという小野木さんが、「日々

トレーニングに励んだ成果を発揮できるようベストを尽く

したい。」と意気込みを語ると、町長は「中学校へ進んで

も引き続き高い目標をもって、ぜひがんばってください。」

とエールを送りました。

▲ユースエール認定を報告した竹市理事長（左）

▲クロールで全国に初挑戦する小野木さん（右）

　２月１１日、多目的研修

センターで毎年恒例の「さかわ・おおの物産展」

が開催されました。

　会場には、高知県佐川町と岐阜県大野町の特

産品が勢揃い。

　この日を心待ちにしていた大勢のお客さんで

賑いました。人気の「文旦」や「カツオのたたき」

が、瞬く間に完売するなど大盛況でした。

さかわ・おおの物産展
特産品がズラリ！ところ通信

Vol. 218

北見市

▲さかわ・おおの物産展の様子

ま ち の 話 題
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①　だれもが集える「道の駅」プロジェクト

　　・道の駅「パレットピアおおの」整備事業（道路改良・公園整備工事等） 1 億 241 万円
　　・道の駅「パレットピアおおの」施設管理経費（管理備品等） 4,867 万円
　　・道の駅子育て支援施設「子育てはうす ぱすてる」整備事業（施設備品等） 602 万円

②　おおの特産市場プロジェクト

　　・新規就農者確保事業補助金 825 万円
　　・元気な農業産地構造改革支援事業補助金 1,219 万円
　　・担い手支援特別対策事業補助金 467 万円
　　・農業 6 次産業化支援事業補助金 100 万円

③　名鉄廃線敷再生プロジェクト

　　・名鉄廃線敷再生事業（道路改良工事等） 1 億 3,000 万円

④　おおの観光 PR プロジェクト

　　・観光協会補助金（バラまつり大野２０１８等各種イベント） 2,280 万円
　　・観光推進業務委託料（観光情報誌作成事業等） 504 万円

⑤　おおのを元気に～企業誘致～プロジェクト

　　・工場等設置等奨励金 4,513 万円
　　・北部工業団地「テクノパーク大野」関連道路工事（継続） 4,000 万円

⑥　文化財保存・活用プロジェクト

　　・牧村家住宅管理事業（民家環境整備委託料等） 153 万円
　　・北岡田家住宅保存活用事業（文化財活用支援業務委託料、シロアリ防除委託料等） 818 万円

⑦　エコタウンおおの推進プロジェクト

　　・エコタウンおおの推進事業（町民カレッジ事業の実施） 97 万円
　　・住宅用太陽光発電システム設置補助事業 360 万円
　　・不燃物等分別収集対策補助金 431 万円

　大野町第六次総合計画の将来像「快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの」
の実現に向け、「だれもが集える「道の駅」プロジェクト」、「安全・安心・快適
なまちづくりプロジェクト」など、８つのリーディングプロジェクトに位置づけら
れた諸施策を中心に事業を展開し、平成３０年を「観光元年」として、魅力あるまちづ
くりを推進します。

平成 30 年度大野町当初予算

●会計別予算額の状況
会計名 平成３０年度予算額 対前年度比増減率（％）

一 般 会 計 79 億 7,300 万円 △１. ５
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 25 億 3,000 万円 △１６. ０
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2 億 5,320 万円 １２. ６
上 水 道 事 業 会 計 4 億 7,560 万円 △２. ２
合 計 112 億 3,180 万円 △５. ０
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⑧　安全・安心・快適なまちづくりプロジェクト

　　・本庁舎管理経費（庁舎耐震補強工事等） 2 億 5,193 万円
　　・外灯 LED 設置事業 217 万円
　　・中学校 3 年生までの入院・通院等医療費の助成事業 1 億 1,495 万円
　　・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行、通学定期補助、養老線管理機構出捐金等） 5,992 万円
　　・高度処理型合併浄化槽設置補助事業 2 億 4,935 万円
　　・定住奨励金交付事業（新築住宅定住奨励金） 2,485 万円
　　・地域福祉計画策定事業（計画策定業務委託料等） 369 万円
　　・子ども・子育て支援事業（事業計画策定業務委託料等） 372 万円
　　・私立認定こども園保育所等整備事業補助金 300 万円
　　・ 保育園運営事業（公立保育園 3 歳未満児給食等業務委託料、池田町大野町学校給食センター負担金等） 5,423 万円
　　・ 保健衛生総務事務経費（地域医療確保事業費補助金、骨髄移植ドナー助成事業費補助金等） 5,375 万円
　　・がん検診等経費（子宮頸がん検診（HPV）等） 2,989 万円
　　・農道整備事業（農道整備工事） 2,105 万円
　　・森林整備事業（森林等整備計画委託料、森林空間・絆の森修繕工事等） 1,635 万円
　　・消防施設整備事業（消火栓ボックス購入事業） 988 万円
　　・小学校教育振興事務経費（教育用タブレット端末リース料等） 1,202 万円
　　・中学校教育振興事務経費（教育用パソコン端末リース料等） 510 万円
　　・公民館施設管理経費（第 6 公民館空調機器改修工事等） 5,956 万円

繰入金
 7億5,978万円 9.5％
諸収入
 3億953万円 3.9％
使用料及び手数料
 8,262万円 1.0％
繰越金
 7,000万円 0.9％
分担金及び負担金
 4,930万円 0.6％
寄附金
 3,681万円 0.5％
財産収入
 995万円 0.1％

町税
23億9,792万円

30.1％

地方交付税
13億5,000円

16.9％

国庫支出金
9億1,928万円
11.5％

県支出金
7億5,011万円
9.4％

町債 6億8,070万円 8.5％
地方消費税交付金 3億7,000万円 4.7％
地方譲与税 1億1,900万円 1.5％
自動車取得税交付金 2,500万円 0.3％
地方特例交付金 1,500万円 0.2％
配当割交付金 1,100万円 0.2％
株式等譲渡所得割交付金 1,000万円 0.1％
利子割交付金 400万円 0.1％
交通安全対策特別交付金 300万円 0.0％

依存財源
53.4%

自主財源
46.6%

議会費 7,584万円 1.0％
予備費 2,000万円 0.3％
諸支出金 199万円 0.0％
労働費 1万円 0.0％
災害復旧費 1万円 0.0％

民生費
28億633万円

35.2％

総務費
11億2,590万円

14.1％
教育費

9億1,405万円
11.5％

土木費
8億6,474万円

10.8％

衛生費
8億1,186万円
10.2％

商工費 2億2,056万円 2.8％
農林水産業費 2億9,576万円 3.7％
消防費 3億7,767万円 4.7％

公債費
4億5,828万円
5.7％

●一般会計款別歳入内訳

●一般会計款別歳出内訳

問合せ先  政策財政課　☎ 34－1111
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大野町の連結財務４表

 連結対象会計・団体等 

　連結財務書類とは、普通会計に加え、公
営事業会計、一部事務組合などの関係団体
を、「行政サービス実施主体」というグルー
プとして連結した財務書類です。
　町が連結対象とする会計等は右図のとお
りです。

①　貸借対照表（バランスシート）
　「貸借対照表」は、町が住民サービスを
提供するために保有している財産（資産）
とその資産をどのような財源（負債・純資
産）でまかなってきたかを総括的に表すも
のです。また、資産合計額と負債・純資産
合計額が一致し、バランスがとれている表
であることから「バランスシート」とも呼
ばれます。

○次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率）
　町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がど
のような負担割合になるのかをみる比率です。

　大野町では、社会資本形成のこれまでの世代の負担比率が高く、将来世代の負担比率は低いこと
から、将来世代である子どもたちに負担の低い財産形成が行われていることが分かります。

純 資 産 比 率：７７．７％（純資産総額÷資産総額× 100）
将来世代負担比率：２２．１％（地方債残高÷固定資産× 100）

町民１人当たりのバランスシート
資産：１６９万円　　　負債：３８万円　　　純資産：１３１万円

（平成２９年４月１日現在人口　２３，３７１人）
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（平成２８年度決算）

②　行政コスト計算書
　「行政コスト計算書」は、資産形成
に結びつかない行政サービス（福祉や
ゴミの収集など）にかかるコストと、
受益者負担額等（使用料、手数料など）
を表示させた表です。

○町民１人当たりの行政コスト計算書
　経常行政コストと経常収益を対比させることで、町の一般財源
でどれほどまかなっているかが分かります。

③　純資産変動計算書
　「純資産変動計算書」は、貸借対照
表における純資産が１年間でどのよう
に変動したかを表したものです。
　純資産はこれまでの世代が負担して
きた部分で、この１年間の増減状況が
分かります。

④　資金収支計算書
　「資金収支計算書」は、歳計現金（＝
資金）の出入りの情報を３つに区分し
て表し、１年間の行政活動の収入、支
出の実態を表したものです。どのよう
な行政活動に資金を必要とし、どのよ
うにまかなったかが分かります。

経常行政コスト：６２万円
経　常　収　益：　３万円

 財務書類４表 

　町民の皆さんに分かりやすく財政状況の情報提供をするため、民間企業会計の手法を取り入
れた「新地方公会計制度」に基づいた連結財務４表を作成しました。
　財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」
のことで、大野町（普通・公営事業会計）及び一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。

問合せ先  政策財政課　☎ 34－1111
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カナダ・レベルストーク市へ
� 大野中・揖東中生徒海外派遣事業
　このたび、中学校生徒海外派遣事業で、大野中、
揖東中の２年生１６名が２月１日から８日にかけカ
ナダ・レベルストーク市へ派遣されました。
　研修では、現地の授業を体験したり、習字やかる
たなどを紹介し、文化交流を図りました。このほか、
博物館等校外にてレベルストーク市の歴史を学びま
した。滞在期間中はホームステイを体験し、ホスト
ファミリーとの交流を深めました。
　帰国後、帰国報告会が開催され、参加した生徒らが研修の成果を発表しました。派遣団を代表して、
山村涼太さん（揖東中）が「この研修を通し、成長して帰ってくることができました。経験したこと、
感じたことを必ず将来に役立てたいです。」と報告しました。生徒ら全員が１人ずつ感想や今後の抱負
を力強く発表すると、町長が、「広い世界に目を向けて、いろいろなことにチャレンジしてください。」
とエールを送りました。

平成２９年度善行表彰
　このほど、町道徳教育推進委員会は善行のあった人や団体の表彰を行いました。受彰者、受彰団体は
次のとおりです。（敬称略）

◎児童生徒の部　個人表彰
学校名 学年 受賞者氏名 表彰内容
大野小学校 ３ 佐々木康祐 下校時の下級生救助
南小学校 ６ 黒田すずな 丁寧な挨拶ができる
大野中学校 ３ 河野　末奈 地域ボランティア活動の実践
大野中学校 ３ 後藤多真紀 地域ボランティア活動の実践
大野中学校 ３ 伊藤みなみ 地域ボランティア活動の実践
大野中学校 ３ 山本希世子 地域ボランティア活動の実践
大野中学校 ３ 飯沼　吏紅 地域ボランティア活動の実践
大野中学校 ３ 杉野　七海 地域ボランティア活動の実践
大野中学校 ３ 内藤　里衣 地域ボランティア活動の実践
揖東中学校 ３ 小島　芹菜 ボランティア活動
揖東中学校 ３ 岩間　七海 ボランティア活動
揖東中学校 ３ 森　　愛莉 ボランティア活動

◎児童生徒の部　団体表彰
受賞団体名・代表者名 表彰内容

中小学校　６年生（２１名）
　代表　河合　　亮

継続的な朝掃除

東小学校　６年生（４７名）
　代表　松久　翔馬　和田　梓沙

学校における模範的
な行い

東小学校　４年生（４７名）
　代表　神谷　航汰　篠田　花蓮

動物飼育活動

南小学校　６年生（４６名）
　代表　中村　　心

伝統のピカピカ掃除

◎一般の部　個人表彰
校　　区 受賞者氏名 表彰内容

大野小学校 熊丸　節雄 ふれあい広場の清掃活動

北小学校 後藤　道夫 総合的な学習の時間講師

西小学校 佐久間　博 登下校時の交通安全指導

中小学校 髙瀬　　恵 読み聞かせ　ボランティア

東小学校 堀口　修一 東小の応援団（学校評議員）

南小学校 牛丸　裕司 五差路横断時の見守り活動

南小学校 河村　敏郎 米づくりの指導と支援

◎一般の部　団体表彰
受賞団体名・代表者名 校　区 表彰内容

西方老人クラブ見守り隊（２２名）
　代表　堀　　輝征

大野小
子どもの下校見
守り活動

読み聞かせサークルおはなし舎　　　
和
わ

母
はは

（１０名）
　代表　堀　　里美

西　小
地域や学校教育
への貢献

厚生産業株式会社（１２５名）
　代表　里村　大像

南　小
地域のごみ拾い
活動

教育委員会のページ教育委員会のページ

▲中学校生徒海外派遣事業の様子
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　町では、幼児期から人と木や森との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育み、ふるさとを愛し、大切に
する「心」を育てることから「木育」を推進しています。
　その事業の一環として、昨年１１月３日（金・祝）に町運動公園にて開催した「おおの木育フェア
２０１７」をはじめ、町内に在住する１歳児（対象１４５人）に誕生祝い品として木のおもちゃ「パーシモン
ブロック」を贈るほか、町内の公立保育園の保育士や私立認定こども園の保育教諭等に対して木育を行う人材
を育成する研修を開催しています。
　また、今年７月に開設する「子育てはうす　ぱすてる」の子育て支援施設内の遊びスペースやおもちゃにつ
いて、木や森のめぐみを感じながら遊ぶことのできる町独自の空間を提供していくために、現在、開発制作に
取り組んでいます。

　これまでの町の学校給食費は、各学校ごとに修学旅行積立金などと合わせて徴収・管理を行う「私会
計方式」をとっておりました。4月からは、池田町大野町学校給食センターの運営開始を機に、町の予
算に計上して管理・運用を行う「公会計方式」に移行します。

公会計化の目的
○�学校給食費を町の予算に位置づけ、予算、決算、監査等、町の会計ルールに基づいた管理・運用を行
うことにより、透明性、公平性の向上を図ります。

○教職員の学校給食費の徴収及び管理に係る負担を軽減し、教育時間の充実を図ります。

 問合せ先  学校教育課　☎ 34-1111

▲誕生祝い品のパーシモンブロック

４月から学校給食費が公会計方式になります

公会計化

児童・生徒の保護者

給食費（食材費）

児童・生徒の保護者

給食費（食材費）

大野町会計口座

池田町大野町学校給食センター

協議会

学校が指定する
金融機関

児童生徒の保護者
が学校に持参

学校長口座

給食センター会計口座

私会計 公会計

▲「子育てはうす　ぱすてる」施設内イメージ図

「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。 問合せ先  福祉課　☎ 34-1111

大野町の木育推進事業
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　現在、町では、高校生が通学に利用するバス（スクールバス含む）及び鉄道の定期券購入に要する費用の一部
を補助しています。
　４月より、バス定期券等補助金の補助率を鉄道定期券補助金の補助率と統一するため、次のとおり変更します。
それに伴い、申請書等の様式、添付書類の一部が変更となりますので、バス（スクールバス含む）・鉄道定期券の
補助金申請をする人は留意してください。
◎補助対象者
　町内に住所を有し、学校教育法に規定する高等学校又は高等学校と同等の課程と認められる課程に修業してい
る高校生の保護者。補助対象者の世帯全員に、町税等の滞納がないこと。
◎補助する額
　（変更前）　1 ヶ月あたりの通学バス定期券の購入金額が 8,000 円を超える場合に、その超える額の 2 分の 1 を補

助する。
　（変更後）　通学バス定期券購入費用・スクールバス利用料金の 3 分の 1 を補助する。なお、100 円未満は切り

捨てる。
　　　　　　（例）3 ヶ月分の通学定期券購入費用が 30,000 円の場合
　　　　　　30,000 円　×　1/3　＝　10,000 円（補助額）
◎申請方法
　身分証明書（学生証、在学証明書、合格通知書）の写し、通学定期券の写し（スクールバス利用者はスクール
バス料金の領収書）、印鑑を持参のうえ、政策財政課へ申請書を提出してください。
　今までバス定期券の補助申請をする際には、定期券取扱所証明欄の記載や、定期券発行証明書の添付が必要で
したが、４月以降不要となり、通学定期券の写しの添付が必要となります。
　発行状況の確認をするため、定期券の写しは、有効区間、有効期間、氏名、購入金額等の記載情報が確認でき
るようにコピーしてください。また、過去の購入分をまとめて申請する際は、更新・破棄する前に必ず定期券の
写しをとっておくなど、十分注意してください。
◎申請手順

町申請者

①申請書を提出

②審査のうえ交付決定通知を郵送

③請求書を提出

④指定の金融機関口座へ振込

問合せ先  政策財政課　☎ 34-1111

道の駅「パレットピアおおの」への路線バス延伸について
　7月の道の駅「パレットピアおおの」開駅に伴い、岐阜バス大野忠節線、名阪近鉄バス大垣大野線が道の駅ま
で延伸することになり、一部ダイヤが改正される予定です。
　現在、路線認可の手続き中につき、路線図、時刻表等は決まり次第お知らせします。

町高校生通学バス定期券等補助金の補助率変更及び
バス・鉄道定期券等補助金の申請書等様式・添付書類の変更について

※申請書及び請求書は、町ホームペー
ジからダウンロードすることができ
ます

名阪近鉄バス大垣大野線「南小前バス停」の移設について

　名阪近鉄バス大垣大野線『南小前バス停』の停留所を、
下図のとおり移設しました。
　大垣方面については、第６公民館前へ移設することで、
降雨時や日没後、日差しの強い日など、公民館の屋根や
外灯があるところでお待ちいただけます。大野バスセン
ター方面については、信号交差点付近での停車を避ける
ため、約 25 ｍ北側に設置しました。
　なお、今回の移設に伴う運賃の変更は発生しません。
　自家用車を駐車してバスを利用する際は、第６公民館
駐車場ではなく、バラ公園駐車場を利用するようお願い
します。

問合せ先  政策財政課　☎ 34-1111

大垣方面新停留所
設置位置

大野町バラ公園

上磯古墳群

大野町立南小学校

第 6公民館

大野バスセンター方面
新停留所設置位置

バラ公園駐車場
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今月のおすすめ本

百年泥 ど根性ガエルピョン吉物語
石井遊佳著 / 新潮社

　インド・チェンナイ生活三か月半にして、百年に一度の洪水
に遭遇した私。綴られなかった手紙、眺められなかった風景、
話されなかったことば…。洪水の泥から百年の記憶が蘇る。魔
術的でリアルな新文学。『新潮』掲載を単行本化。芥川賞受賞。

吉沢やすみ原作、藤咲あゆな著、栗原一実絵 / 岩崎書店

　転んでカエルを下敷きにしてしまったひろし。しか
しカエルは、シャツに貼りついて生きていました。カ
エルのピョン吉とひろしは友だちになれるでしょうか。
国民的人気マンガ「ど根性ガエル」のノベライズ。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 4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	 	 	 	

〈一般書〉 〈児童書〉
●維新の影

（姜尚中著 / 集英社）
●Lily ─日々のカケラ─

（石田ゆり子著 / 文藝春秋）
●聖域

（北方謙三著 / 角川春樹事務所）
●読むパンダ

（黒柳徹子選、日本ペンクラブ編 / 白水社）
●バカのものさし

（養老孟司著 / 扶桑社）

●もふもふあかちゃんパンダ
（神戸万知写真・文 / 講談社） 

●ママが１０にん !?
（天野慶文、はまのゆか絵 / ほるぷ出版）

●おばけのアッチとくものパンやさん
（角野栄子作、佐々木洋子絵 / ポプラ社）

●図書館の怪談
（斎藤洋作、かたおかまなみ絵 / あかね書房）

●イチからつくるチョコレート
（オルター・トレード・ジャパン編、バンチハル絵 / 農山漁村文化協会）

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

 「さくら・サクラ 」展

　桜といえばお花見！！と思われる方も多いと思いますが、
そのほかにも歌の題材や百円硬貨の表のデザイン、駅名、町
名人名、企業名に商品名など、私達の生活に様々な形で関わ
りを持っており、桜は日本人にとって最も馴染みの深い花で
す。今月の展示では、そんなたくさんの桜の絵本・小説・写
真集など多数集めてみました。どうぞ満開の桜をお楽しみく
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いた
だけます。お気軽にご参加ください。

〈日時〉午後２時３０分～
　４月７日（土）・５月５日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　４月２１日（土）・５月１９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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Information

お知らせ

春の全国交通安全運動

守ろう！交通ルール　広げよう思い
やりの輪
◎実施期間　４月６日（金）～１５
日（日）
◎運動の重点
・子どもと高齢者の安全な通行の確

保と高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
問合せ先  総務課　☎ 34-1111

４月２日は「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連総
会において、毎年４月２日を「世界
自閉症啓発デー」とすることが決議
され、全世界の人々に自閉症を理解
してもらう取り組みが行われていま
す。誰もが幸せに暮らすことが出来
る社会の実現のために、厚生労働省、
日本自閉症協会の主催で「世界自閉
症啓発デー・日本実行委員会」が組
織され、４月２日から８日までを「発
達障害啓発週間」とし、自閉症をは
じめとする発達障害について広く啓
発する活動を行っています。
問合せ先  福祉課　☎ 34-1111

全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部に	
加入の皆さまへ

　平成３０年度の健康保険料率・介
護保険料率が変更となりました。
平成３０年３月分（４月納付分）から
健康保険料率	９. ９１％
　　　　　	　（０. ０４％引下げ）
介護保険料率	１. ５７％
　　　　　　	（０. ０８％引下げ）
※詳細は全国健康保険協会（協会け

んぽ）ホームページで確認してく
ださい
問合せ先  

全国健康保険協会岐阜支部　
☎ 058-255-5155

岐阜バス　2018年春季ホリデーパス

　岐阜バスでは、春季ホリデーパス
（土日祝日限定 1 日乗車券）を販売

しております。ホリデーパスを利用
して、バスで出かけましょう！
◎適用期間　５月２７日（日）まで
の土日祝日
◎発売期間　５月２７日（日）まで
◎対象路線　全路線。ただし、黒野
線（谷汲山系統）等一部路線は除く。
◎発売額　500 円
◎発売箇所　岐阜バスターミナル、
岐阜バス各営業所、岐阜大学生協、
マーサ 21、バローモレラ岐阜店　
ほか
◎備考　
・1 枚につき、1 人 1 日限り有効。
・有効期日に限り 1 日何回でも乗降

可。
・深夜バス利用の際は別途普通片道

運賃が必要。
※詳細は次まで問合せてください
問合せ先  岐阜バスターミナル　

☎ 058-266-8822

平成30年度　国家公務員採用試験

◎総合職試験（院卒者・大卒程度試
験）
受付　３月３０日（金）～４月９日

（月）
第１次試験　４月２９日（日）
◎一般職試験（大卒程度試験）
受付　４月６日（金）～１８日（水）
第１次試験　６月１７日（日）
◎一般職試験（高卒者試験・社会人
試験（係員級））、税務職員試験
受験案内等ホームページ掲載　５月
８日（火）
受付　６月１８日（月）～２７日（水）
第１次試験　９月２日（日）
◎申込方法等
　受験案内等を人事院ホームページ

（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.
htm）からダウンロードし、インター
ネットで申込む。
申込・問合せ先  
人事院中部事務局　第二課試験係
☎ 052-961-6838

檻、わなの設置について

　町北部の山間部では、イノシシやニホンジカによる農作物等への被害が問
題となっています。
　町では、このような被害の対策として、鳥獣の捕獲免許を持った方々を有
害鳥獣捕獲隊として委嘱し、捕獲を行っています。
　檻は山中や草むらなど、わなは土中に埋められて設置されていて見えにく
いため、わなの設置箇所には次のような看板が設置されています。山へ入る
際、看板を見かけた場合にはむやみに近寄って、
誤って檻やわなにかかることのないように注意
してください。
問合せ先  農林課　☎ 34-1111

自衛官等募集

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日
自衛官候補生

（男・女とも）
１８歳以上２７歳未満の者
※平成３１年４月１日現在 年間を通じて 受付時に

お知らせ

※４月４日、１１日、１８日、２５日（各日午後６時～７時）に自衛
官制度説明会を当事務所において実施します
問合せ先  岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ 0584－73－1150

▲看板▲捕獲許可証
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くらしの情報

町職員募集（平成３１年４月採用）

職　種 受験資格

一般行政職
（事務職）

平成４年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に基づく大学を卒業した者又は、平成３１
年３月３１日までに卒業する見込みの者（短期大学は除く。）

一般行政職
（事務職：身体
障がい者対象）

平成４年４月２日以降に生まれた者で短大卒程度以上の学力を有する者で、次の要件を満た
す者
①自力により通勤でき、介護者なしに一般事務職としての職務の遂行が可能な者
②身体障害者手帳の交付を受けている者
③活字印刷文による出題、口頭による面接試験に対応できる者

一般行政職
（事務職：民間
企業等職務経験
者）

大卒以上の学力を有する者で、次の要件を満たす者
①昭和５８年４月２日以降に生まれた者で、平成３０年４月１日現在で通算し５年以上民間
企業等において職務経験がある者
②第２次試験までに、職務経験期間を確認できる在職証明書を提出できる者
※「民間企業等職務経験」は、会社員、財団法人等の職員として１年以上継続して就業した
期間を通算します。職務経験が複数の場合は通算できますが、同一期間に複数の職務に従事
した場合は、いずれか一方のみの職務経験に限ります。

土木技術職
平成４年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に基づく大学を卒業した者又は、平成３１
年３月３１日までに卒業する見込みの者（短期大学は除く。）で、土木系を修学した者

保育士
昭和４４年４月２日以降に生まれた者で保育士資格（予定）を有する者（採用までの資格取
得が条件。）

◎募集人員　若干名
◎第１次試験　岐阜県市町村職員統一採用試験（教養試験・事務適性検査・職場適応性検査）
　試験区分　 大卒程度、短大卒程度
　期日　７月２２日（日）　　場所　岐阜県立岐阜高等学校（岐阜市大縄場３－１）
◎第２次試験　口述・作文試験（９月頃予定、１次試験の合格者に別途通知。）
◎受験手続　総務課にある申込書に卒業（見込）証明書、保育士は資格証書の写しを添えて提出。
◎受付期間　５月９日（水）～６月８日（金）（土・日・祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　（郵送は必着）
※郵便で申込用紙等を請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込用紙請求」と朱書きし、連絡先を書いたメ

モ及び 1２０ 円切手を貼った返信用封筒（角型２号）を同封してください

問合せ先  総務課　〒５０１－０５９２　大野町大字大野８０番地　☎ 34-1111

催し・講座

交通安全法令講習会

　町内では出会い頭の事故が多発し
ています。ドライバーのマナーを高
め、悲惨な交通事故を１件でも多く
減らすため、運転免許証をお持ちの
人は、ぜひ受講してください。
◎日時　４月１１日（水）午後７時～
◎会場　総合町民センター　
◎主催　町交通安全連絡協議会
問合せ先  総務課　☎ 34-1111

ひとり親を支援します	
就業支援講習会受講者募集

◎募集講座　介護職員初任者研修、
介護職員実務者研修、介護福祉士国
家試験対策講座、医療事務・調剤薬
局事務、パソコン講座、簿記講座（定
員に満たないときは、開講されない
場合があります。）
◎場所　講座による。
◎応募対象　県内在住のひとり親
◎定員　全講座合わせて７０～８０
人（抽選）
◎受講料金　無料（教材費等必要経
費は自己負担）
◎申込期限　５月１８日（金）
申込・問合せ先  揖斐県事務所　福祉
課　☎ 23-1111

楽らく健康体操教室

◎内容　どなたでも取り組める椅子
に座ってできる体ほぐし体操、筋ト
レ、脳トレ
◎対象者　町内在住で６５歳以上の
人
◎期日　毎月２回（年間２1 回・各
地区公民館に教室の日程表が置いて
あります。）
◎場所　第１～６公民館　
※参加する人は直接教室へお越しく

ださい（申込不要）
◎参加費　無料
問合せ先  地域包括支援センター

☎ 34-1111
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Information

催し・講座

脳いきいきセラピー

　いつまでも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
◎対象者　６５歳以上の人
◎期日　第２・第４水曜日
５月９日（水）、２３日（水）、６月
１３日（水）、２７日（水）、７月
１１日（水）、２５日（水）

◎時間　午前１０時３０分～１２時
（受付：午前１０時１５分～）
◎場所　社会福祉法人　浩仁会　桜
坂（野４７９番地１）
◎定員　３０人（初めて参加する人
優先）
◎参加費　無料
◎申込期限　４月２７日（金）
※第 1 ～ 6 公民館・中央公民館から

送迎バスが出ますので、希望する
人は申込み時に確認してください
問合せ先  地域包括支援センター

☎ 34-1111

住宅の塗り替えセミナー

◎内容　住宅の塗り替えを検討する
人を対象とした塗装の予備知識
◎日時　４月７日（土）午後１時
３０分～３時３０分、１４日（土）
午前９時３０分～１１時３０分
◎場所　総合町民センター　２Ｆ　
第２会議室
◎主催　一般社団法人市民講座運営
委員会
※なるべく事前に申し込んでください
申込・問合せ先  （株）サンハウス　
☎ 0120-901-373

狂犬病予防注射について

　狂犬病予防法により、生後９１日以上の全ての犬の登録と、４～６月の間の年１回の予防注射が義務付けられています。
今年度は次の日程で実施しますが、都合により会場で受けられない場合も、動物病院で予防注射を受けていただきます
ようお願いします。

狂犬病とは

◎どんな病気？
　狂犬病は、人をはじめすべての哺乳類及び鳥類に感染します。現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと、
必ず死亡する恐ろしい病気です。主に、狂犬病に罹患した犬に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスにより
感染します。犬の初期症状としては、挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さがなくなるのが特徴です。その後、
数日以内に狂暴化し、最後には全身麻痺を起こして死に至ります。また、水を怖がる症状を示すことから、恐水病とも
呼ばれます。  
◎なぜ今、狂犬病が危ないの？
　近年、国内においては狂犬病の発生はありませんが、中国やインドネシアなどアジア諸国で発生しています。諸外国
との交流が盛んな現在、検疫所において水際防止に努めていますが、いつ狂犬病が進入するか予断を許さない状況にあ
ります。
◎狂犬病を防ぐには？
　狂犬病は現在のところ、一度発病すると治療法がないため予防が極めて重要です。現在、検疫というシステムにより
海外からの侵入を防いでいますが、一度ウイルスの侵入を許してしまうと、検疫で狂犬病の流行を防ぐことは困難です。
そのため、重要となるのが狂犬病予防接種です。昭和２５年に狂犬病予防法が施行され、飼い犬の登録と狂犬病予防注
射が義務付けられていますが、接種率が低ければ、流行を抑えることができません。狂犬病を防ぐために、忘れずに予
防接種を受けましょう。

平成３０年度狂犬病予防注射日程
期　日 実施時間 実施場所

４月１６日（月）
午前１０時～１０時４０分 上秋南集荷場（羽根公民館）
午前１１時～１１時４０分 第３公民館
午後１時２０分～２時３０分 第２公民館

４月１７日（火）

午前１０時３０分～１０時５０分 牛洞区コミュニティセンター
午前１１時１０分～１１時４５分 第４公民館
午後１時２０分～２時 第５公民館
午後２時２０分～２時４０分 東区公民館

４月１８日（水）

午前１０時１５分～１０時５５分 第６公民館
午前１１時１０分～１１時４５分 相羽公民館
午後１時２０分～１時４０分 中之元公民館
午後２時～２時５０分 役場

※昨年度日程と実施時間を変更しましたので、ご注意ください
※実施時間に多少のずれが発生する場合があります
問合せ先  環境水道課　☎ 34-1111

注射手数料
（１頭あたり／消費税含む）

3,150 円

【内訳】
注射料金 2,600 円
狂犬病予防注射
済票交付手数料 550 円

新規登録手数料
（１頭あたり／消費税含む） 3,000 円
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くらしの情報

募　集

フラワー都市交流事業の参加者募集

　シンボル花をテーマとした地域づ
くり、街づくりを進めている全国９
都市で組織する「フラワー都市交流
連絡協議会」の交流会が開催されま
す。
　町交流団の一員として、町のＰＲ
や各都市との交流に参加できる人を
募集します。
◎内容　９都市の地域づくりの紹介
及び各都市との交流会に参加
◎募集人数　若干数（応募多数の場
合は抽選）
◎応募資格　町内に在住または在勤
の満２０歳以上の人（健康で旅行に
参加できる人）
◎日程　６月１７日（日）～１８日

（月）　１泊２日
◎開催場所　静岡県下田市
◎参加費　28,600 円／人（予定）
◎申込方法　観光企業誘致課備付

（町ホームページからダウンロード
可）の申込書に必要事項を記入し、
申込む。
◎申込期限　４月２０日（金）
申込・問合せ先  観光企業誘致課　
☎ 34-1111

町臨時職員募集

◎職種　社会教育指導員（青少年育
成事務）
◎年齢要件　４月１日現在で７０歳
未満の人
◎受験資格　簡単なパソコン操作

（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）のできる人
◎募集人員　若干名
◎勤務期間　採用決定日～平成３１
年３月末日
◎勤務時間　週５日（１日７時間
４５分）
◎勤務場所　役場（生涯学習課）
◎選考方法　書類審査・面接
◎申込方法　町指定の履歴書に必要
事項を記入し、申込む。
◎申込期限　４月１３日（金）
問合せ先  生涯学習課　☎ 34-1111

相　談

ヨイハ（４・１８）健康デー	
歯のなんでも電話相談

　県下の保険医協会の歯科医師に、
歯についての悩みを無料で相談でき
ます。
◎電話番号　058-267-0711
◎相談日　４月１５日（日）
◎相談時間　午前１０時～午後３時
問合せ先  岐阜県保険医協会　

☎ 058-267-0711

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　４月１２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　４月１８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　４月９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　４月９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　４月３日（火）、１０日
（火）、２４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 
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町の特色を活かした土産品・調理品をつくりませんか？

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
長沼米子さん（麻生）

大正１２年２月２１日生まれ

４月のカッキーカフェ（活気・柿）

開催のご案内
開催日 場　　所 開催時間

４月４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

４月１１日（水）黒野駅レールパーク 午後１時００分
～３時００分

４月１３日（金）特別養護老人ホーム　ぎふ愛の里
午後１時３０分
～３時３０分

◎対象者　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

平成３０年度特産品開発事業
■事業の目的： 平成３０年７月の道の駅「パレットピアおおの」の開駅、平成３１年度の東海環状自動車道（仮称）

大野・神戸ＩＣの開通による観光入込客数の増加などを見据えて、町の資源や特性を活かした新た
な土産品・加工品の開発を進める事業者等に対し、その開発及び商品化に要する費用の一部を補助
することにより、町ならではの特産品の開発を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的として
います。

■事業の内容

補助対象者
・町内に主たる事業所を置く法人又は個人事業者
・町内に住所を有する者により組織され、町内で活動し、代表者、会則、名簿等を有する団体

補助対象要件
・事業を継続できると認められる事業実績又は見込みがあること
・法人又は個人事業者及び団体の代表者の町税等の未納がないこと

補助対象事業

町の特色を活かした特産品となる土産品、地域の食材を使用した調理品等を新たに開発し、又は既
存の商品の改良を行い販売する事業で、次の各号に掲げる要件を満たすもの
１　販売が見込まれること
２　将来にわたって町の特産品として定着が期待されること
３　調理品にあっては、町内の農畜水産物を１種類以上食材として用いること

補助の内容

（補助金の額）
補助対象経費の１／２以内（上限５０万円）
※補助金の交付は１事業あたり１回限り

（補助対象経費）
・特産品の開発に要する経費
・品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
・登録商標等に要する経費
・商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
・販売促進に係る広報に要する経費

審査方法
町特産品開発事業審査委員会が、申請のあった補助対象事業の適否等を審査します。
※補助金交付決定は５月中の予定

募集期間 ４月２７日（金）まで　※必着

※申請書などの必要書類は大野町ポータルサイト（http://www.town-ono.jp/）からダウンロード可

申込・問合せ先 　観光企業誘致課　☎ 34－1111
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国　保　だ　よ　り
国民健康保険　加入・喪失・保険証再発行等の手続き

こんなとき お持ちいただくもの
退職などで職場の健康保
険を喪失したとき
健康保険の扶養家族から
はずれたとき

・健康保険離脱証明書（職場の健康保険などの資格がいつからなくなったか職場が証明するもの）
・印鑑
・マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主及び加入する人）
・窓口へ来る人の運転免許証などの本人確認ができるもの
・預貯金通帳、銀行印（口座振替による納税を希望する人）

任意継続の健康保険の資
格が満了するとき

・印鑑
・任意継続の健康保険証または資格喪失証明書（有効期限、資格喪失予定日が記載されているもの）
・マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主及び加入する人）
・窓口へ来る人の運転免許証などの本人確認ができるもの

■国民健康保険を喪失するとき
こんなとき お持ちいただくもの

職場の健康保険等に加入
したとき
健康保険の扶養家族に加
入したとき

・職場の健康保険の保険証（カード式の場合、家族全員分の保険証）
・国民健康保険の保険証
・高齢受給者証（該当者のみ）
・マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主及び加入する人）
・窓口へ来る人の運転免許証などの本人確認ができるもの

■国保の保険証をなくしたとき
こんなとき お持ちいただくもの

国民健康保険証を再発行
したいとき

・印鑑
・窓口へ来る人の運転免許証などの本人確認ができるもの
　　運転免許証等、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明１点
　　もしくは保険税納額通知書、預貯金通帳等の身分証明できるもの２点
・マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主及び再発行する人）

■町外の学校に住民票の異動をともなって修学するとき　学生用保険証を交付します。
こんなとき お持ちいただくもの

遠隔地に住む学生用の国
民健康保険証を発行した
いとき

・国民健康保険の保険証
・在学証明書または学生証（コピー可）
・マイナンバーカードまたは通知カード（世帯主及び該当者）
・窓口へ来る人の運転免許証などの本人確認ができるもの

国民健康保険の資格を喪失する人へ
　国民健康保険以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険
の資格を取得した日から国民健康保険の保険証は使用できませ
ん。もし、診療を受けるときに国民健康保険の保険証を使用す
ると、医療費の７割（高齢受給者証をお持ちの人は７割から９
割、義務教育就学前の人は８割）を、町に返還していただくこ
とになります。
　このようなことを防ぐためにも、喪失する届出を早めにして、
新しい保険証を医療機関等の窓口へ提示してください。なお、
国民健康保険の保険証はお返しください。新しい保険証ができ
るまでに時間がかかる場合には、職場の保険担当者に相談し、
指示を受けて受診してください。

　４月から国民健康保険の運営主体が、市区町村から都道府県
に移行するため、転入先市区町村によって手続きが変わります。
・ 県内に転出する人は、転入先市区町村で国民健康保険の住所

異動の手続きをしてください。
・ 県外に転出する人は、町で岐阜県の国民健康保険の喪失の手

続きをした後、転入先市区町村で新たに国民健康保険の加入
の手続きを行ってください。

・ 国外へ転出するときは、転出日の翌日から国民健康保険の資
格を喪失します。

※保険税の精算
　世帯の全員が国民健康保険を喪失したときは、喪失手続きを
した翌月に加入月数で保険税を精算します。

手続き窓口・問合せ先 　健康課　☎ 34－1111

医療費の適正化にご協力ください
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られた薬（先発医薬品：新薬）の特許期間満了後に、有効成分が同じで、用法、効
能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を利
用することで自己負担を減らすとともに、医療費節約で医療保険制度の安定につながります。
　ジェネリック医薬品を利用するときは、医師や薬剤師にその旨を伝え、説明をよく聞きましょう。

■国民健康保険に加入するとき
　国民健康保険は、職場を退職したり、健康保険の扶養家
族からはずれたなど、いずれの健康保険にも加入していな
い人が加入しなければならない医療のための保険です。（後
期高齢者医療制度や生活保護の受給者は除く）
　今まで加入していた健康保険の資格を喪失したときは、

次のいずれかの保険に加入します。
　・ 任意継続制度の被保険者になる。（退職した職場の健康

保険を継続する。）
　・家族が加入している健康保険の被扶養者になる。
　・国民健康保険に加入する。
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後期高齢者医療制度についてのお知らせ

◆平成３０・３１年度の後期高齢者医療保険料（率）について
　保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計と
なり、保険料計算の基礎となる保険料率は２年に一度改定されます。平成３０・３１年度の保険料率は次のとおり
です。新保険料率に基づいた３０年度の保険料は、２９年中の所得を基に個人単位で計算され、５月末までに岐阜
県後期高齢者医療の被保険者になった人へ、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送ります。保険
料額や納付方法が記載されていますので、必ず確認してください。

※所得＝総所得金額等－３３万円
（参考）平成２８・２９年度

・限度額５７万円 ・均等割額＝４２,６９０円 ・所得割率＝８.５５％

100円未満切捨て
被保険者の所得×＋＝

【保険料は均等割額と所得割額を合計します】（平成３０・３１年度）

保険料額（年額）

限度額６２万円 被保険者1人当たり
４１,２１４円

均等割額

改正あり

所得割額

所得割率７.７５％

◆後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直しについて
　後期高齢者医療制度の医療費は高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代からの支援金、国
費等も増加傾向にあります。被保険者の人には保険料という形で医療費の一部を負担していただいていますが、一
部の人につきましては、本来あるべき保険料額から更に負担を抑える特例措置が続いています。
　しかし被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていること、また支援する現役世代
との不公平感も否めないことから、昨年度から特例措置による軽減を段階的に見直しており、３０年度も段階的見
直しが行われます。具体的な軽減内容、改正箇所は次のようになりますが、今後も安心して後期高齢者医療制度を
利用していただくための制度改正にご理解をお願いします。

①被用者保険の被扶養者だった人の保険料「均等割額」の軽減について
　３０年度分の保険料「均等割額」軽減割合は７割軽
減から５割軽減へ変更されます。なお「所得割額」の
負担はありません。

平成２９年度 ７割軽減
平成３０年度 ５割軽減　　改正あり

平成３１年度 資格取得後２年を経過する月まで５割軽減

※被用者保険… 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合
の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康
保険組合は含まれません）

②保険料「所得割額」の軽減について
　３０年度分の保険料「所得割額」を負担する人につ
いて、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の人
に対して適用されていた２割軽減は廃止されます。

平成２９年度 ２割軽減
平成３０年度 軽減廃止　　改正あり

③保険料「均等割額」の軽減について　（２割、５割軽減については判定基準額を拡大し、対象を拡げます）

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成２９年中の総所得金額等の合計額
９割軽減 「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯で、各種所得が０円となる場合（年金所得は収入－８０万円として計算）

８. ５割軽減 「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯
５割軽減 「３３万円（基礎控除額）＋２７. ５万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（２７万円→２７. ５万円へ）改正あり

２割軽減 「３３万円（基礎控除額）＋５０万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（４９万円→５０万円へ）改正あり

● 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額です。ただ
し譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算
されます。また、９割軽減を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円（６５歳以上
の人のみ適用）を差し引いた金額です。

●軽減判定日は４月１日または資格を取得した日です。
問合せ先 　健康課　☎ 34－1111
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保健師による

健康伝言板
　子宮頸がんとは、子宮の入り口（子宮頸部）に発生するがんです。
　ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）の感染によって引き起こされます。
　ＨＰＶは、主に性交渉によって感染し、約８０％の女性が５０歳までに一度は感染するといわれているありふれた
ウイルスです。ＨＰＶに感染しても、そのほとんどは気が付かないうちに自己免疫力によって消失してしまいますが、
１０％程度の割合で感染が続き、その数％が子宮頸がんになります。もし、ＨＰＶに感染していることがわかっても、
経過観察することで感染が持続していないか確認し、子宮頸がんになる前に治療することも可能です。

　町では、３０年度の子宮頸がん検診から、これまでの細胞診に加えて、ＨＰＶ検査を実施します。
　検査の方法は、これまでと変わらず、１回の細胞の採取で、両方の検査ができます。対象者など詳細については、
送付する検診の案内やホームページをご覧ください。

子宮頸がんとＨＰＶ
（ヒトパピローマウイルス）

正常
細胞
正常
細胞

HPV
感染
HPV
感染

前がん
病変
前がん
病変

がん
細胞
がん
細胞

一部は
感染を
持続

一部は
感染を
持続

HPV感染から子宮頸がんになるまでの過程

HPV感染から5～10年以上かけて、一部がんへと移行します。
約10%

約90%

約10% 約10～30%

この段階で発見すれば
がんになることを防げます。

自己免疫でほとんどの方が自然消滅し
細胞は正常に戻ります。

細胞診

これまでの子宮頸がん検診

細胞診 ＨＰＶ検査
＋ ウイルスの有無を

判定

30年度からの子宮頸がん検診

※1回の細胞の採取で両方検査できます

子宮頸部の細胞の「形」を
顕微鏡で調べる。

住民（結核レントゲン）検診のお知らせ
　結核を早期発見するための住民（結核レントゲン）検診を各地区で実施します。
◎対象者　町内在住の６５歳以上（昭和２９年３月３１日以前生）の人
※平成２７～２９年度に受診した人、３０年度中に６５、７０、７５、８０歳になる人には受診票が送られます
※受診票がない人でも近くの会場で受診できますので、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）をお持ちください
◎費用　無料
◎検診日程

月　日 時　間 会　場 対象地区
４月２６日

（木）
午前９時～正午 第６公民館 定松、鹿野、五之里、南方、郡家、上磯、下磯、本庄、本庄西
午後１時３０分～３時３０分 第５公民館 宝来、島部、公郷、うぐいす苑、八木、天神、南領家、北領家、大衣斐、小衣斐

５月２日
（水）

午前９時～１１時３０分 役場 黒野西・南・中・北区、麻生
午後１時～３時３０分 相羽公民館 黒野東区、みどりニュータウン、相羽苑、六里、相羽、下方

５月１０日
（木）

午前９時～正午 第３公民館 稲富、古川、寺内、上秋、稲畑
午後１時３０分～３時３０分 第４公民館 牛洞、松山、瀬古、中之元、中之元団地

５月１５日
（火）

午前９時～正午
第２公民館

大野１・２・３区、古城北
午後１時～３時３０分 野、西方、桜大門

５月２８日
（月）

午前９時～１０時 下座倉集荷場 下座倉
午前１０時３０分～正午

役場 全地区
午後１時～３時３０分

※対象地区でない会場でも受診できます
※検診の結果、異常がなかった人には通知しません
問合せ先 　保健センター　☎ 34－２333
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献血の実施報告
日　付 時　間 場　所 人　数

２月１６日（金）
午前９時３０分～１１時１５分 役場 １９人

午後１時００分～４時３０分 特別養護老人ホームまほろば １９人

２月２１日（水）
午前９時３０分～１１時１５分 揖斐郡消防組合　消防本部 １８人

午後１時００分～３時３０分 東海職業能力開発大学校 ２２人

　ご協力いただき、ありがとうございました。

食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

にんじんをおいしく食べて免疫力アップ！
　にんじんはカレーや肉じゃが、サラダなど、様々な料理に活用できる脇役的な万能野菜です。
　今月はこのにんじんをメインに活用した料理を紹介します。
　緑黄色野菜であるにんじんはカロテンを多く含み、粘膜や皮膚、免疫機能を正常に保つために必要
な成分です。
　また、カロテンは皮に多く含まれているため、皮をむかずに油で調理・加熱することで体内への吸
収率が高くなります。
　にんじんの栄養を最大限に摂取するための合言葉、「皮ごと」「油」を忘れずに！

● にんじんとえのきのたらこ炒め ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

４９kcal
３.３g
１.９g
１３mg
０.７g

【材料（４人分）】
にんじん… １５０ｇ（大１本）
えのき… １００ｇ（１/２袋）
たらこ…４０ｇ（１/２腹）
みつ葉…………… ４～５本
サラダ油………… 小さじ１
酒………………… 大さじ１
しょうゆ…… 小さじ１/２

【作り方】
①にんじんはきれいに洗い皮ごと４～５ｃｍの長さ
の千切りにする。
②えのきは根元を切り落とし半分に切ってほぐす。
③たらこはうす皮に切り目を入れ、中身をしごき出
す。
④鍋に油を熱しにんじん、酒を入れてさっと炒め、
えのきを加えてしんなりするまで炒める。
⑤たらこを加えてほぐしながら炒め、しょうゆを入
れる。
⑥仕上げに２ｃｍ程度に切ったみつ葉を加え混ぜ、
器に盛り付ける。

【１人分の栄養価】

住民検診（がん検診）

　早期発見のために、定期的にがん検診を受けましょう！

検診の種類 検診方法 対象者 検診間隔

胃がん検診 胃部Ｘ線検査 ４０歳以上 年に１回

大腸がん検診 便潜血検査 ４０歳以上 年に１回

肺がん検診 胸部Ｘ線検査 ４０歳～６４歳 年に１回

前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） ５０歳以上 年に１回

乳がん検診 視触診、マンモグラフィ、超音波検査（希望者） ３０歳以上の女性 ２年に１回

子宮頸がん検診 内診、子宮頸部細胞診、ＨＰＶ検査 ２０歳以上の女性 ２年に１回

※ 対象の人には、個別に検診案内を郵送していますが、４月中に検診案内が届かない場合は、次まで問い合わせて
ください
問合せ先 　保健センター　☎ 34－２333
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局番
なし

消費者ホットライン

金融商品で失敗しないために

事例 1　
　１年前、満期になった定期預金を解約するため信託銀行を訪れた。「使わないなら投資信託に預けたらどうですか」
と勧められた。「日経平均株価より３０％下がると元本割れするが、過去に１度しかない。分配金は預金のように入る」
との説明だった。よく理解できなかったが、そんなに良いものならと 4００ 万円分契約した。翌日心配になり解約を求め
ると「もうできない」との回答だった。（６０歳代　男性）

アドバイス
・投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つの大きなファンドとしてまとめ、運用の専門家が株式、債券、

不動産などに投資・運用する商品で、その運用成果は投資家それぞれの投資額に応じて分配金として投資家に分配さ
れる仕組みの投資商品であり、元本の保証はありません。

・事例は「ノックイン投資信託」といわれるもので、一般に、一定期間中途解約できない商品が多く、購入後に株価が
下落し始めた場合、ノックイン価格に達する前に中途解約しようとしても、解約できません。

・自分の投資経験、金融知識、取引するに当たっての適合性を見極め、契約するかどうかを検討しましょう。
・元本割れするような商品の契約をする場合は、十分な説明を聞き、関係書類をしっかり読み、慎重に検討しましょう。
・説明や契約書面などの記載がよく理解できない場合は契約しないようにしましょう。

事例２　
　「定期預金が満期になる」と電話があり、銀行を訪れたところ、「定期預金よりも利子が良い商品がある」と１０年満
期の変額個人年金保険を勧誘された。「年金生活なので元本が減るのは困る」「入院に備えていつでも使えるお金が必要」
と事情を説明したが、「元本は減らない」「いつでも解約できる」と強く勧められ、断り切れずに契約し、５００万円を
支払った。１年後に中途解約を申し出ると４５０万円しか戻ってこないと言われた。元本が減るような商品なら契約し
なかった。（７０歳代　女性）

アドバイス
・個人年金保険とは、国民年金や厚生年金などの公的年金を補填する目的で加入する私的年金の１つで、契約時

に定めた年齢から年金を受け取ることができる貯蓄型の保険です。積立方式のほかに総保険料を一括で払い込むこと
ができる「一時払い個人年金保険」もあります。

・契約時に年金額が確定している「定額個人年金保険」のほかに保険会社の運用実績によって年金額が変動する「変額
個人年金保険」や積立金の運用を外貨で行う「外貨建て個人年金保険」があります。

・事例は変額個人年金保険で、運用状況が良くないと元本割れ（支払った保険料合計を受け取れる年金累計が下回る）
するリスクもあります。また、中途解約するとタイミングや状況によっては保険料分の解約返戻金が戻らない場合が
あります。

・自分の年齢や利用目的、必要性などを考えて、必要がなければきっぱり断りましょう。

　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　

　将来に備えた資産づくり（資産運用）には貯蓄と投資という２つの手法があります。貯蓄は将来のためにお金を蓄え
ることで、どちらかといえば安全・確実、必要なときにすぐお金を引き出せることが重要となります。一方、投資は、
今ある資産を株式や債券などを通じて経済活動に投下して、資産を殖やすことをいいます。投資は貯蓄よりも高い収益（リ
ターン）を得る可能性がある反面、換金時の価値が出資額を下回り、損をする可能性（リスク）があります。
　低金利が続いており、預貯金ではお金が増えない時代となっています。一般に、大きな利益を得ようとするなら大き
なリスクを覚悟しなければなりません。したがって、お金の運用を始めるに当たって、どのくらいの損失なら受け入れ
ることができるかを考えるとともに、どのような要因でリスクが発生するのかを確認し、商品を選ぶことが重要になり
ます。
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交 番 だ よ り
はがきを利用した架空請求詐欺に注意！

　公的機関を名乗る【消費料金に関する訴訟最終告知の
お知らせ】と題したはがきが送りつけられる事案が、岐
阜県内で多発しています。
　はがきには、問い合わせ先として電話番号が記載され
ています。

【募集（受付）期間】４月２日（月）～２０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㎡ 

 

●�身に覚えのない料金を請求するのは、架空請
求の手口です。

●�不審なはがきやメールが届いた場合は、詐欺
を疑い、記載された電話番号に電話をせず、
家族や警察に相談してください。

支払う前に警察に相談　☎＃ ９１１０
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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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２月中に届け出のあった方（敬称略）

4・5 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）

4

1 小森内科胃腸科 大野町
黒野 34-1000

8 小森眼科 大野町
中之元 34-3535

15 おおのクリニック 大野町
南方 35-0055

22 たかはし耳鼻咽喉科 大野町
中之元 32-1115

29 たしろクリニック 大野町
下磯 36-1168

30 ゆり形成内科整形
おおの

大野町
大野 35-7722

5

3 のだ医院 揖斐川町
三輪 22-3939

4 いび漢方クリニック 揖斐川町
三輪 21-0055

5 小森内科胃腸科 大野町
黒野 34-1000

6 大久保医院 大野町
黒野 32-1510

※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

相羽 鈴木　歩
り く

来 亮太 牛洞 林　　奨
しょう た

大 憲和

西方 所　　林
り ん な

那 隆一 公郷 加藤　紬
つ む ぎ

衣 英行

桜大門 湯浅　王
お う き

喜 達也 公郷 松浦　怜
れ い か

香 義弘

稲富 石田　愛
あ い な

奈 紘一 上磯 加納　向
こ う き

喜 博之

上秋 傍島　彩
あ や と

仁 康博 本庄 和田　　茜
あかね

陽一

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 松本　定子 68 牛洞 岩崎　 子 80

下方 若原　艶子 88 松山 山村まつゑ 86

大野 二木　好之 55 公郷 野村　安夫 81

大野 平野　見治 81 上磯 加納あやの 89

稲富 汲田たず子 76 上磯 杉原　昌治 92

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

 

住所 氏名

♥
夫 西方 佐治　佳宜
妻 西方 山本　　舞

末永くお幸せに末永くお幸せに

次回の古紙類等回収について
5 月 20 日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、5 月 27 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８時に広報無線にて

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

5 月 1 日（火） 固定資産税（1 期）
軽自動車税（全期）

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

ごみ収集日について
5 月 3 日（木・祝）の生ごみ等・びん類の収
集はありません。
◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

人口と世帯（3月1日現在）

人　口 ………… ２３, ３０３人（−１８）
男 ………… １１, ４３０人（−　９）
女 ………… １１, ８７３人（−　９）

世帯数 ………… ７, ８６４世帯（+　 ５）
出生１２人／死亡１４人／転入３０人／転出４６人

大野町
ホームページ
QRコード大野町 HP

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


