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大野町人事配置一覧
平成３０年４月１日付けで、各課（係長以上）の配置が次のとおりになりました。
◇副町長

武藤

貞雄

◇教育長

八木

正之

◎総務部

部長兼危機管理監

今西

和之

○政策財政課

課長

内藤

○総務課

課長

林

睦文、政策係長

行政・管財係長

成瀬

藤原

尚子、庶務係長

大當

剛司、

宮川

好美、課税係長

鈴村

友宏、徴収係長

○揖斐広域連合派遣 部長

山本

貞信、課長補佐

若原

寛

係長

國枝

村橋

昭利

○住民課

課長

川瀬

里織、住民係長

○福祉課

課長

馬渕

直樹、課長補佐兼社会福祉係長

施設長

西保育園

園長

武藤

さなゑ

南保育園

園長

三間

仁

北保育園

園長

清水

純子

幼児療育センター 所長
○健康課

鈴村

河野

瀧

石橋

千夏、
目加田

武藤

豊田

次長兼道の駅推進対策監
課長

裕二、
田邊

貢一、

為文、
貴雄

英章、主幹兼水道係長

宇野

牧村

國枝

容子、保険年金係長

大久保

後藤

環境係長
鵜飼

稔

江利子

地域包括支援センター係長

○農林課

和良

課長兼福祉センター所長兼地域包括支援センター長

課長

真弓

美樹

高齢者支援係長

部長

松久

孝枝、子育て支援係長

課長補佐兼健康づくり係長

○環境水道課

岩田

佳代

部長

子育て支援施設

信也

雅臣、

課長

障がい者福祉係長

◎産業建設部

河野

國枝

章

○池田町大野町学校給食センター協議会派遣
◎民生部

善久、財政係長

幸博、主幹兼危機管理防災係長

課長補佐兼広報係長
○税務課

常冨

貴典、

英子

信裕
高橋

史朗

石原

友博、課長補佐兼農林係長

課長補佐兼土地改良係長

間渕

吉村

康弘、

修

○観光企業誘致課（道の駅推進室）
課長兼室長兼消費生活センター長
主幹兼企業誘致係長

森

後藤

崇

祐次、商工係長兼観光係長

常富

章宏

○建設課（東海環状自動車道推進室）
課長兼室長

◎教育委員会

加納

秀男、主幹兼土木係長
目加田

○会計課

会計管理者兼課長

馬渕

智子

○議会事務局

局長

樋口

泰広、係長

古田

○学校教育課

課長

今井

宏紀、主幹兼学校教育係長兼学校給食係長

○生涯学習課

課長

松久

汲田

哲、用地管理係長

鈴木

永井

和将

潤
山本

勉

宏之、主幹兼文化財係長

生涯学習係長

広報おおの 2018.5

広典、

課長補佐兼都市計画係長

課長補佐兼庶務係長
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國枝

竹谷

悟志、生涯体育係長

勝也、
河野

知可子

幸雄、

よろしくお願いします！新人職員です。
松永陽平（政策財政課）
「誠意をもって、町の皆様の生活を支えます。」

亀山千沙希（政策財政課）
「一つ一つ丁寧な対応を心がけていきます。」

内藤智仁（総務課）
「町の皆様のため、職務に邁進して参ります。」

細川

顕（税務課）

「町民の皆様に寄り添える職員を目指します。」

渡邉隼人（建設課）
「大野町民の皆様のために精一杯働きます。」

坂

吉将（学校教育課）

「笑顔を大切に、誠実に職務を全うします。」

▲（上段左から）内藤、細川、松永、岡田
（下段左から）亀山、渡邉、坂

岡田勝幸（生涯学習課）
「精一杯頑張ります。よろしくお願いします。」

堀部雅子（保健師）
「いつも笑顔で頑張ります。」

水野成美（保健師）
「笑顔を大切に、誠実に働きたいです。」

河合彩絵（保健師）
「思いやりの心を持って取り組んでいきます。」

近藤奈津美（保育士）
「笑顔があふれる保育をしていきたいです。」

立木ゆかり（保育士）
「笑顔と思いやりを大切に精一杯頑張ります。」
▲（上段左から）田中、立木、近藤
（下段左から）堀部、河合、水野

田中麻紗子（保育士）
「初心を忘れず明るく頑張ります。」

民生委員・児童委員の日
５月１２日は、この日に民生委員制度が創設されたことから「民生委員・児童委員の日」と定められています。
また、１２日～１８日の一週間は、民生委員・児童委員の活動を皆さんに知っていただくための「活動強
化週間」となっています。
民生委員は、民生委員法に基づく地域のボランティアとして、住民の皆さんの生活上の相談に応じ、必要
な援助を行っています。また、児童福祉法により児童委員も兼ねており、町では民生児童委員と呼ばれてい
ます。現在、町には３６人の民生児童委員と、子どもや子育ての相談・援助を専門に担当する２人の主任児
童委員が活動しています。
すべての委員は、守秘義務に則って相談内容の秘密を固く守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮し
た支援活動を行っています。福祉に関する悩みや心配ごとなど、生活の中でお困りのことがありましたら、
お気軽に相談してください。
問合せ先

福祉課

☎ ３４-１１１１
広報おおの 2018.5
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ま ち の 話 題

道 の駅をみんなで盛り上げよう！

道の駅「パレットピアおおの」開駅直前シンポジウム

このほど、７月に開駅する道の駅「パレットピアおおの」開駅直前
シンポジウムが開催されました。第１部は福島県の道の駅国見～あつ
かしの郷～店長の齋藤孝夫さんを招いて基調講演が行われ、オープン
から半年で来場者１００万人を超え、売上げが約７億円に届く工夫を
凝らした取り組み等について講演し、参加者約１２０人が聴き入りま
した。第２部のパネルディスカッションでは、町長、齋藤さん、農事
組合法人西黒野の末守吾郎さん、ゆうばみクラブの小川美代子さん、
道の駅指定管理者（株）ダイナックの谷口博一さんが、道の駅に対す
る思いや取り組みについて意見を述べ、道の駅への地場産野菜や果物
の出品など積極的な参加を呼びかけていました。

▲道の駅への思いを語り合ったパネルディス
カッションの様子

麦 作共励会東海農政局長賞受賞
青木

清明さん（古川）

このほど、青木清明さんが平成２９年度東海・近畿ブロック麦作共
励会東海農政局長賞を受賞し、総合町民センター多目的ホールで表彰
式が行われました。
「４０歳の若き農業の担い手」として、農地面積
を拡大しながら大型機械化による作業の効率化と労働時間の軽減に務
め、高品質の麦作りを実現していることが評価されたものです。受賞
にあたり青木さんは、
「就農して２０年、父の力を借りてやっているが、
これからは自分の意思で取り組み、地域貢献していきたい。
」と今後
の意気込みを語りました。
▲東海農政局長賞を受賞した青木さん（中）

全 国から訓練された犬が集合
第２１回全日本服従訓練競技大会

このほど、揖斐川河川敷において、第２１回全日本服従訓練競技大
会（公益社団法人日本警察犬協会主催、大野町等後援）が開催され、
指導手、所有者らとシェパードやレトリバーなどの犬１８６頭が全国
から集い、訓練の成果を競いました。犯罪捜査などで活躍する警察犬
として高度な訓練を受けた犬は、
「待て」
「来い」などの主の命令を注
意深く聞き、的確な反応を見せていました。
５月１９日（土）
、２０日（日）にも、揖斐川河川敷において、中
日本訓練チャンピオン決定競技会が開催されます。

▲訓練の成果を発揮する犬の様子

ス ポーツで心と身体を育てよう
平成３０年度スポーツ少年団入団式

▲入団式の様子
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このほど、総合町民センターで平成３０年度スポーツ少年団入団式
が開催されました。児童、保護者、関係者ら約４００人が参加し、野
村浩司本部長が、「楽しんで取り組み、スポーツを通じて成長してく
ださい。
」と子どもたちを激励しました。また、優秀選手とチーム、
指導者、団員が表彰されました。
表彰された優秀選手とチームは次のとおりです。（敬称略）
◎優秀選手 大野柔道 堀之内楓花
大野ジュニアバドミントン 安田涼歌
大野ジュニアバドミントン 大﨑輝
◎優秀チーム 大野野球
大野ミニバスケットボール（男子、女子）

町 の福祉のために
大野中学校から寄附

このほど、町の福祉に役立ててほしいとして、大野中学校から町へ
54,094 円の寄附がありました。大野中学校福祉推進委員会を中心とし
た地域貢献活動でのアルミ缶や古紙のリサイクルの収益金を、福祉推
進委員長 加納咲さん（３年）と委員会学年代表 高木愛華さん（３年）
が生徒を代表して、大野中体育館で町長に託しました。町長は、「皆
さんの気持ちがこもった貴重なお金を大切に使いたい。ありがとうご
ざいます。
」と感謝の言葉を述べました。
（学年は取材当時）
▲町長に目録を託す加納さん（中）と
高木さん（右）

町 の読書活動推進のために
公益財団法人

大垣西濃信用金庫奨学会から寄附
このほど、公益財団法人

大垣西濃信用金庫奨学会から、町の読書

活動推進に役立ててほしいとして、１０万円の寄附がありました。合
併前の西濃信用金庫奨学会から通算して３０年以上毎年続けられてお
り、同会理事長の大庭忠明さんが来庁し、町長に託しました。

◀町長に寄附金を託す
公益財団法人 大垣西濃信用金庫奨学会大庭理事長（左）

子 どもたちの安全を守るために
いび川モラロジー分団旗寄贈

このほど、児童の安全な通学を支える分団旗がいびがわモラロジー
から町へ１００本寄贈されました。毎年１０年以上続けられており、
いびがわモラロジー事務所代表世話人の松久孝春さん（野）と副代表
世話人の末守忠彦さん（黒野）が、町長に届けました。
町長は、「毎年ありがとうございます。子どもたちに渡します。」と
して、真新しい旗を受け取りました。

▲分団旗を届けた松久さん（中左）と末守さん（左）

町 の教育に役立てて

（株）カネスエ商事及び大野店従業員から寄附
このほど、
（株）カネスエ商事と大野店の従業員の皆さんから、町
へ１万円が寄附されました。これは、地域のために同店が毎年行って
いるもので、町の教育に役立ててほしいとして、大野店下家店長が役
場を訪れて、教育長に託しました。

▲教育長に寄附金を託す
カネスエ大野店下家支店長（右）
広報おおの 2018.5
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全 国での健闘を誓う
全国大会出場者激励会

このほど、全国大会に出場を決めたテニス２選手とゴルフ２選手の
激励会が、役場で開催されました。東海大会や中部大会を勝ち抜いた
４選手が、全国大会への意気込みをそれぞれ語ると、町長は「おめで
とうございます。オリンピックメダリストも試練を乗り越えたと思う。
全力で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、学年は激励会当時）
第４０回全国選抜高校テニス大会出場
岸日菜乃（県立岐阜商業高校２年）
伊藤玲緒那（県立岐阜商業高校２年）
平成２９年度全国中学校ゴルフ選手権春季大会出場
中川万龍（大野中２年）
第１１回全国小学生ゴルフ春季大会出場
中川瑛太（大野小６年）

▲（左から）若原さん、堺さん、原田さん

▲（左から）伊藤さん、岸さん、中川瑛太さん、
中川万龍さん

また、空手道競技においても、全国大会出場者の激励会が役場で開
催されました。
平成２９年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第１２回全国中学
生空手道選抜大会（個人、形競技）への意気込みを力強く述べた３選
手に、町長は「おめでとうございます。３人は小学生のときから全国
大会を経験しているので、自信を持ってのぞんでください。
」とエー
ルを送りました。
出場選手は次のとおりです。（敬称略、学年は激励会当時）
堺勇太（大野中２年）
若原颯舞（大野中１年）
原田聡一（大野中１年）

ミニバスケットボール女子、ソフトテニスでも、全国大会出場を決
めた選手の激励会が役場で開催されました。多くの保護者、関係者ら
に見守られつつ意気込みを述べた選手らに、町長は、
「スポーツに打
ち込める環境を作ってくれた親御さんや指導者に感謝の気持ちを忘れ
ないでがんばってください。
」と激励しました。
出場チーム及び選手は次のとおりです。
（敬称略、学年は激励会当時）
第４９回全国ミニバスケットボール大会出場
大野ミニバスケットボールスポーツ少年団女子チーム
第３回全国ミズノカップジュニア選抜ソフトテニス選手権大会出場ほか
横幕あすみ（大野中２年）
馬渕詩（大野中１年）

▲（左から）馬渕さん、横幕さん、大野ミニバスケッ
トボールスポーツ少年団女子チームの皆さん

中 学生に伝統ある室内楽とのふれあいを
ザ チェコトリオコンサート

このほど、サラマンカホール（岐阜市薮田南）で開催されたザ チェ
コトリオコンサート（岐阜県チェコ友好協会主催）に、大野中学校の
吹奏楽部部員と揖東中学校の管弦楽部部員ら４９人が招待され、伝統
あるチェコの室内楽にふれました。これは、音楽を志す若者を支援す
る取り組みの一環で行われたもので、楢材がふんだんに使用されて日
本屈指の音響を誇るホールで、バイオリン、チェロ、ピアノによる美
しい音楽を体験していました。
▲コンサートの開演を待つ生徒ら
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ふ るさと納税で「みまもりサービス」

「郵便局のみまもりサービス」をふるさと納税の返礼品をすることに関する協定

このほど、郵便局で行っている「みまもりサービス」を、町へふる
さと納税した納税者への返礼品とする協定が、町と日本郵便 ( 株 ) 東
海支社の間で締結されました。これは、郵便局職員が遠方に住む親族
に代わって町内在住の高齢者などを月に１回訪問し、会話を通じて生
活状況等を確認して依頼者である納税者に報告する有償サービスで、
ふるさと納税額５万円で６ヶ月間、１０万円で１年間サービスを受け
ることができるものです。町長は、
「離れて暮らす家族をつなぐサー
ビス。一人でも多くの人に利用していただきたい。」と話していました。
▲協定書を取り交わした日本郵便（株）東海支
社浅井一人経営管理本部長（左）と町長

認 知症に理解を

カッキーカフェ（活気・柿）開設

このほど、特別養護老人ホームぎふ愛の里（社会福祉法人如水会、
大野）と、地域密着型特別養護老人ホーム桜坂（社会福祉法人浩仁会、
野）で、カッキーカフェが開催されました。それぞれのオープニング
イベントで、遊吟詩人・芳晴さんの歌に合わせて歌ったり、シャンソ
ン歌手の歌を聴いたり大道芸を楽しむなど、計８０人を超える参加者
が思い思いに楽しんでいました。これは、認知症に罹患した人やその
家族、友人が、住み慣れた地域で暮らしていくため、交流の場、認知
症の理解を深める場とする認知症カフェとして開設されたもので、今
後も各地で定期的に開設されます。

▲ぎふ愛の里で開設された認知症カフェ

５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

５月２日（水）

地 域 密 着 型 特 別 養 護 老 人 午後１時３０分～
ホーム桜坂
３時３０分

５月９日（水）

黒野駅レールパーク

午後１時～３時

特別養護老人ホームぎふ愛 午後１時３０分～
５月１１日（金）
の里
３時３０分

▲桜坂で開設された認知症カフェ

◎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

交 通事故をなくすために
町交通安全女性委嘱式

町では毎年、街頭指導や啓発活動を通して、お年寄りや子どもたち
が交通事故に遭わないように各地区から選出された６０人に交通安全
女性を委嘱し交通安全運動を実施しています。
このほど、委嘱式を行い新たなメンバーで活動を始めました。交差
点などで黄色い帽子とエプロンをしているのが、交通安全女性です。
交通安全女性は「交通安全は

まず自分から

我が家から」の精神で

活動を続けています。
▲委嘱式の様子
広報おおの 2018.5
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ま ち の 話 題

防 火・防災への誓い新たに
平成３０年度消防団入退団式

このほど、平成３０年度消防団入退団式が総合町民センターで開催
され、新たに４５人が入団しました。
式では新入団員代表が力強い宣誓を行い、杉山卓雄団長が述べた訓
辞に、参加者は防火・防災への誓いを新たにしていました。
町消防団新役員体制
階級
団長
副団長
本部長
本部長
副本部長
副本部長
副本部長

氏名
杉山卓雄
山口タケル
平野一也
神谷涼介
村木昇
長沼史泰
八木堂巌

階級
ラッパ長
本部分団長
第１分団長
第２分団長
第３分団長
第４分団長
第５分団長
第６分団長

氏名
加藤健一郎
高橋量大
田邉陽祐
所正臣
杉山智啓
川上泰生
野村恵一
國枝英城

▲宣誓を行う新入団員代表

地 域でのスポーツ普及に貢献
スポーツ推進委員功労者表彰

このほど、第６５回東海四県スポーツ推進委員研究大会が
下呂市で開催され、東海四県スポーツ推進委員功労者として
粟野邦子さん（加納）が、岐阜県スポーツ推進委員功労者と
して堀内克英さん（大野）が、それぞれ表彰されました。こ
の研究大会は、地域におけるスポーツの実践活動及び研究の
成果を発表・協議し、スポーツ推進委員の資質の向上を図る
ことを目的として行われる大会で、多年にわたるスポーツ推
進活動への取り組みの功績について讃えられました。

▲表彰された堀内さん（左）と粟野さん（右）

町 の魅力をＰＲします
第９代おおの親善大使決定

このほど、第９代おおの親善大使として、日野香穂里さん
が追加で任命されました。日野さんは、
「大野町の魅力をＰ
Ｒできるようがんばっていきます。」と意気込み、町長は、
「町
の観光ＰＲに貢献してください。」と期待を込めました。

▲第９代おおの親善大使を務める日野さん（左）

北見市
ところ通信
Vol.

219

銅メダルおめでとう！

平昌オリンピック報告会
３月２３日、常呂高校で平昌五輪メダリ

ストの本橋麻里選手、吉田知那美選手、鈴木夕湖選手、吉田夕梨花選手、
小野寺亮二コーチをお招きして、常呂高校と常呂中学校の合同報告会
が行われました。４人の選手全員は常呂中学校の卒業生で、本橋選手
と吉田夕梨花選手は常呂高校の卒業生です。

▲平昌オリンピック報告会の様子

報告会では両校からお祝いのあいさつと花束が贈呈され、選手とコーチからは応援に対する感謝の言葉と、生徒たち
への応援メッセージが贈られました。会の最後には銅メダルが披露され、生徒たちはメダルに触れたり、代わる代わる
首からかけたりして、「すごい」と笑顔で喜んでいました。
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町長対談

女性が健康で活躍するために、より精度の高い子宮頸がん検診を

今年度から子宮頸がん検診にＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）検査を併用するにあたり、岐阜大学医学部産婦
人科の森重健一郎教授をお迎えして、これからの子宮頸がん検診について、町長と語っていただきました。
町長 子宮頸がん検診でＨＰＶ検査を併用する市町村は、岐阜県では
大野町が初めてだそうですね。
森重 そうです。国内でも実施しているのは１０％くらいで、岐阜県
ではありません。
町長 併用検診は、どんなメリットがありますか。
森重 これまでの子宮がん検診は子宮の入り口の組織を採ってがん細胞
がないか調べるのですが、一定の割合で見逃されます。これはや
むを得ず、１００％完璧にというのは難しい。子宮頸がんはＨＰ
Ｖが原因で起こるということは医学的にはっきりしていて、今まで
の細胞を採って調べる検査と、このウイルスに感染していないか
を調べる検査を併用して行うと、ほぼ見逃しがなくなります。
▲ＨＰＶ検査の重要性を語る森重教授（左）
町長 それはすごいですね。
森重 岐阜大学には、県下からがんの患者さんがたくさん来られますが、
「去年検診を受けていたのに、どうしてこ
んな進んだがんがみつかるのか」ということが現実にあります。だから、
（併用検診は）そういう方をなくす、
という大きな意味があると思います。
子宮頸がんというのは、１年でということはなく、実際は５年とか１０年とかで少しずつがん化していきます。
ちゃんとした正確な検診を受けていれば、早期に見つかり、大きな手術を受けたり、放射線治療を受けたり
しなくても、軽い治療で済むのです。
町長 早期に見つけることができれば、たとえば、がんの部分だけを切除すれば済むということですね。
森重 もうひとつ大切なことは、子宮頸がんは２０～３０歳代の女性のがんで１番多いということです。皆さん、
がんというのは５０～６０歳代で罹ると思っていますが、２０～３０歳代の女性のがん罹患者数は、１位に
子宮頸がん、２位が乳がんです。
町長 乳がんよりも子宮頸がんのほうが多いのですね。
森重 そうですね。若い方が子宮頸がんに罹ると、子宮を取ってしまうことが多く、子どもを産めなくなってしまう。
今、初産年齢は、３０歳を超えています。学校を出て、仕事をして、それから結婚して、３０歳代で子ども
をほしいとなった、せっかく今から子どもを産もうという人ががんになってしまう。
町長 子どもがほしいと思っている人が産めないということは、とても残念です。
森重 本当に残念です。それに、子どもを産み終わった人でも、まだお子さんが小さい時に、お母さんががんになっ
てしまうことがあります。
町長 子育てしながらの治療は、大変ですね。本人も家族も大変ですよね。
森重 大変です。こういういろいろな問題を含んでいるので、大野町ががん検診をきちんとやっていただくことは
いいことだと思います。
町長 今、少子化が大変問題になっていて、町でも年間の出生数がだんだん減ってきています。どうしたら少子化
を食い止められるのか、女性の皆さんに子どもを産んでいただけるのかと考えています。
町の女性が健康で活躍していただくためにも、皆さんにがん検診を受けていただきたいですね。

細 胞診・ＨＰＶ検査併用検診事業説明会
子宮頸がん検診事業

現在行われている子宮頸がん検診での細胞診に加え、ＨＰＶ
（ヒトパピローマウィルス）検査を併用する事業を町で開始す
るため、病院や健診センターの関係者を対象に、このほど、保
健センターで事業説明会が行われました。岐阜大学産科婦人科
森重健一郎教授が子宮頸がんの実態やＨＰＶ検査の併用で検査
精度が向上することや検査方法などを説明し、集まった医療関
係者らが熱心に聴講していました。
子宮頸がん検診事業は、新年度より県下で初めての新規事業
として開始されます。

▲医療関係者らに説明する森重教授（左）

広報おおの 2018.5
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長寿のお祝い
１００歳おめでとうございます
これからも健やかに

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

若宮國雄さん（桜大門）

樋口操さん（黒野）

所春子さん（黒野）

大正７年３月２０日生まれ

大正１２年３月１８日生まれ

大正１２年３月３日生まれ

第３１回文化祭

～ふるさとの文化を育てよう～

◎日時 ５月２６日（土）～２７日（日）

◎体験教室

◎場所 総合町民センター

ラワーアレンジメント、バルーンアート

公演会

芸能発表会

●岐阜大学落語研究会（３０年全国大会ｉｎ岐阜
優勝）
「古典落語２席」
優勝）
「津軽じょんがら節」
●加藤拓三（各国要人御前和太鼓演奏）
「音が響く
心に響く和太鼓」
５月２６日（土）午後１時～（開場：午

後０時３０分）
◎場所 総合町民センター

ふれあいホール

◎入場 無料

５月２７日（日）午前１０時～午後３時

◎場所

総合町民センター

◎特別出演

ふれあいホール

邦楽ユニットＴＲＹ「和太鼓と篠笛

の演舞」

呈茶
◎日時

５月２６日（土）午前１０時～午後１時、

２７日（日）午前１０時～午後３時
◎場所

総合町民センター

多目的ホール

文化協会事務局（生涯学習課内）
☎ ３４－１１１１
問合せ先

作品展示発表
◎日時

◎日時
３０分

●稲垣淳也（２９年津軽三味線みちのく全国大会

◎日時

ビーズ織り、手織り、木工工芸、フ

５月２６日（土）、２７日（日）午前９時

～午後４時

岐阜県の補助金を受けた事業
平成２９年度、岐阜県から補助金を受けて、次の事業を行いました。
○「生きる力」育む夢教育推進事業（事業費 573 千円、県補助額 280 千円）
町内小学校の児童を対象に、
「生きる力」育む夢教育推進事業として、プロのアーティスト（アルケミスト）によ
る音楽教室を実施しました。また、各小学校において脳活教育を実施しました。
○エコ実践勉強会の開催事業（環境保全活動推進事業）
（事業費 2,376 千円、県補助額 370 千円）
町内施設において、４２５世帯を対象にエコ実践勉強会を開催し、環境保全活動啓発冊子（環境家計簿）を活用
した環境保全への取り組みをより効果的に実施し、啓発活動の普及に努めました。
○大野町観光・スポーツ健康サイン等整備事業（事業費 14,119 千円、県補助額 7,000 千円）
道の駅「パレットピアおおの」開駅及び平成３１年度の（仮称）大野・神戸ＩＣの開通による交流人口増加に伴
う地域振興等を図るため、町内を周遊できる観光ルートやウォーキングコース等のサイン（看板や道路標示等）を
整備しました。
10 広報おおの 2018.5

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 ５月１６日（水）午前１１時頃
◎訓練内容
情報伝達手段

放送内容

町内５８か所に設置してある防災行政無線スピーカーや防災ラジオから、次の放送内容が一
斉に放送されます。
防災行政無線 【放送内容】チャイム音
の訓練放送
＋「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
広報おおの 2018.5
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Information
夏休み期間中の
放課後クラブ利用受付

お知らせ
私立幼稚園就園奨励費の申請
町内に在住する満３歳児、３歳
児、４歳児、５歳児を私立幼稚園
に通園させている世帯の保護者
で、所得状況に応じて保育料等支
払いの経済的負担が大きい階層を
対象として、幼稚園が保育料を減
免し、町がこれを補助します。
町内に住民登録をしている人
で、私立幼稚園に通うお子様のあ
る保護者からの申請書に基づき、
世帯構成、所得状況などを国の基
準により審査し、認定区分を決定

夏休み期間中（７月２３日（月）
～８月３１日（金）
）のみの放課後

◎対象園児
満３歳児

平成２７年 4 月 2 日～

２８年４月１日生（４月 1 日現在
２歳）
※満３歳児の場合、３歳の誕生日
を迎えた月から補助の対象とな
ります
３歳児

平成２６年４月 2 日～

２７年４月 1 日生（４月 1 日現在
３歳）
４歳児

平成２５年 4 月 2 日～

２６年 4 月 1 日生（４月 1 日現在
４歳）
５歳児

平成２４年 4 月 2 日～

２５年 4 月 1 日生（４月 1 日現在
５歳）
◎申請方法

毎年５月下旬に児童

が在園する幼稚園の園長をとおし
て、該当の保護者宛に申請書等の
関係書類を送付しますので、申請
書を在園幼稚園に速やかに提出し
てください。

付期間内に次まで申込んでくださ
い。

さい
問合せ先

福祉課

☎ 34-1111

国土交通省 専用ダイヤル

☎ 03-5539-0452

自動車税の納期限は５月３１日
自動車税は、教育や福祉などの

３１日（木）午前８時３０分〜午

行政サービスを行うための大切な

後５時１５分〈土日・祝日除く）

財源です。必ず納期限までに納め

◎申込書類・申請書・事由証明

ましょう。銀行などの金融機関、

学校教育課備付もしくは町ホー

コ ン ビ ニ で の 納 付 の ほ か、 イ ン

ムページからダウンロード可

ターネットを利用したクレジット

※申請しても児童の入所状況によ

カード納付もできます。詳しくは

り入所できない場合があります

自動車税の納税通知書をご覧くだ

問合せ先

学校教育課

☎ 34-1111

さい。
問合せ先

国土交通省緊急告知
エアバッグの改修について

が異常破裂し、金属片が飛散する
不具合が発生しており、平成２１
年以降リコールを実施していま
す。未改修車に対し改修促進の取
組 を 進 め て い ま す が、 な お 約
３２０万台の未回収車があり、一
刻も早い改修が必要であることを
踏まえ、異常破裂する危険性が高
い未改修車両については、５月よ

岐阜県自動車税事務所

☎ ０５８-２７９-３７８１

タカタ製エアバッグについて
は、ガス発生装置（インフレータ）

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。５月のテーマは「憲法週間
を迎えて」
、ぜひご覧ください。
問合せ先

岐阜地方裁判所事務局

☎ 058-262-5122

り車検で通さない措置を講じるこ
ととなりました。

募

対象車両のユーザーの皆様は、

集

よりよい川づくりのため
河川愛護モニター募集

一刻も早く改修を行うようお願い
します。当該措置に関わる不明な
点等は、次まで問い合わせてくだ

◎委嘱期間

さい。

年６月３０日

※対象車両はこちらのホームペー

※制度改正等により期間満了以前

ジで確認できます

７月１日～平成３１

に委嘱を終了する場合がありま

平成３０年工業統計調査を実施します

転入した人が世帯にいる場合
所得課税証明書を添付してくだ

問合せ先

５ 月 １ 日（ 火 ） ～

◎受付期間

※平成３０年１月２日以降に町に
は、前住所地での平成３０年度

recallsearch/index.html

クラブの利用を希望する人は、受

します。認定区分により受給でき
る金額は限られます。

https://www.jaspa.or.jp/portals/

工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目的と
した、統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。
調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料と
して利活用されます。
調査時点は平成３０年６月１日です。
調査へのご協力、ご回答をお願いします。
問合せ先

12 広報おおの 2018.5

政策財政課

☎ 34-1111

工業統計キャラクター・コウちゃん

くらしの情報
す
◎手当

未定（平成２９年度月額

掲載して、事業を広くＰＲしてみ

第２回

ませんか。

各日午前９時〜午後５時

◎掲載料金

4,580 円）
◎応募資格

２０歳以上で木曽川

１枠あたり 5,000 円

８月２９日（水）

※活動予定は変更や中止になるこ

（税込）／月

とがあります

上流河川事務所管内の河川（木曽

◎掲載位置

川、長良川、揖斐川、牧田川、杭

指定する位置）

昼食代、体験に必要な費用（1,000

瀬川、根尾川）の近隣在住者。川

◎バナー広告の規格

円程度）等は参加者負担

に接する機会が多く河川愛護に関

サイズ

◎申込方法

心のある人。

１７４ピクセル

◎募集人数

形式

５人

◎募集期間

５ 月 １ 日（ 火 ） ～

１８日（金）
問合せ先

トップページ（町が

縦５０ピクセル×横
５ＫＢ以内

び透過ＧＩＦ不可）
・ＪＰＥＧ
総務課

☎ 058-251-1326

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

動等あれば）を記入
◎申込期間

◎内容

Ｗｅｂサイトをお持ちの事業

関わりを学ぶ。
◎募集人数
◎日時

ｅｂホームページへバナー広告を

第１回

申込・問合せ先

国土交通省越美山系砂防事務所
「里山探検隊員募集」係

２０人程度

E-mail：cbr-etsumikouhou@mlit.

※申込み多数の場合は抽選

所・企業・自営業の皆さん、町Ｗ

５ 月 １ 日（ 火 ） 〜

２８日（月）

揖斐川上流域の山間部の

自然、暮らし、土砂災害の様子や

町ホームページバナー広告募集

⑤連絡先電話番号、⑥応募動機、
方法（SNS・ブログ・サークル活

☎ 34-1111

「里山探検隊」隊員募集

ホームページ

メールで次へ申込む

⑦参加を希望する回、⑧情報発信

国土交通省木曽川上流河

川事務所

集合場所までの交通費、

①住所、②氏名、③年齢、④性別、

ＧＩＦ（アニメーション及

問合せ先

◎費用

go.jp

☎ 22-2161

６月３０日（土）

手話を始めてみませんか？手話講座（前期編）
◎内容

手話の初歩から日常会話ができるまでを学ぶ。

◎対象者
◎日時

手話経験のない初心者で、町内在住または在勤の１８歳以上の人
７月５日（木）～平成３１年３月１４日（木）毎週木曜日（全２６回、冬期休講あり）
、
午後７時～９時

◎場所

揖斐川町地域交流センターはなもも（揖斐川町上南方）

◎定員

３０人（揖斐川町、池田町の受講者と一緒に学ぶ。申込み多数の場合は抽選による。
）

◎参加費

３,２４０ 円（テキスト代）

◎申込方法

往復はがきに次のとおり記入し、郵送する。
（６月１５日（金）必着）

◎往復はがきの記載方法
（往信の宛名面）

（返信の文面）

〒５００－８３８４
岐阜市藪田南５－１４－
５３
ＯＫＢふれあい会館６階
一般社団法人岐阜県聴
覚障害者協会 御中

※白紙のまま
発送します。

（返信の宛名面）

（往信の文面）

〒５０１－０５○○
【住所】
大野町大字○○番地
【氏名】
大 野 花

子

宛

①大 野町手話奉仕員養
成講座（前期編）
②【郵便番号】
③【住所】大野町大字
  ○○番地
④【氏名】大野花子
⑤【氏名のよみがな】
  おおのはなこ
⑥【年齢】
⑦【電話番号】
  ０５８５（□□）□□□□

↑受講を希望する人の情報を、返信の宛名面、往信の文面
問合せ先

福祉課

☎ ３４-１１１１

に記入する。

広報おおの 2018.5

13

Information
募

集

「栄養教室」参加者募集
健康的な食事や生活について学
ぶ「栄養教室」を開催します。
◎内容

食生活を中心に運動、生

活習慣病など健康に関する話や
テーマに沿った調理実習
◎講師

栄養士と保健師等

※５回以上参加した人は、修了証
書を受け、ヘルスメイト（食生
活改善推進員）として活動でき
ます
◎ 日 程 6 月 ２ １ 日（ 木 ）
、7 月
１８日（水）
、８月２２日（水）
、
９月２０日（木）、１０月２５日

町音楽協会設立２０周年記念事業
大野町アンサンブル・フェスティバル
町音楽協会設立２０周年を記念

あれから４０年～
綾小路きみまろ笑撃ライブ２０１８
◎日時

７月２９日（日）午後２

し、町内で楽器を使って音楽活動

時～（開場：午後１時）

をする方々の演奏会を開催しま

◎場所

す。

あいホール

◎日時

５月１３日（日）午後１

時３０分～（開場：午後１時）
◎場所

総合町民センター

５,５００ 円（全席指定席）

ふれ

総合町民センターで発売開始
※１８歳未満は入場不可

◎入場料

無料

◎主催等

主催

◎主催
町音楽協会

総合町民センター、鵜飼

興業

町、町教育委員会、総合町

民センター
問合せ先

◎入場料

ふれ

※５月１８日（金）午前９時から

あいホール

後援

総合町民センター

問合せ先

総合町民センター

☎ ３２－１１１１

町音楽協会事務局

☎ ３２－２３４７

（木）
、１１月６日（火）
、１２月 2
１日（金）
※都合により日程変更の場合あり
◎申込期限
問合せ先

６月１１日（月）

保健センター

要保護・準要保護児童生徒の就学援助
経済的な理由等で就学が困難と認められる町内小中学校の児童生
徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、
新入学学用品費、給食費等を援助する就学援助制度です。提出書類

☎ ３４-2333

により、世帯構成、世帯の所得状況、また各地区の民生委員及び学

催し・講座
河川クリーン活動
魚釣り大会参加者募集
◎日時

５月２６日（土）クリー

ン活動終了後、午前１０時～１１
時（受付：午前８時～）
※天候により中止の場合あり
◎場所

役場東

◎参加対象

三水川

小、中学生先着５０

校長の所見等から、一定の審査を行い認定の可否を決定します。
◎認定基準
要保護児童生徒就学援助

保護者が、生活保護法第６条第２項に規

定する者で、生活保護世帯
準要保護児童生徒就学援助

次の事項のいずれかに該当し、生活保

護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
①保護者が児童扶養手当法第４条に基づく児童扶養手当の受給者で、
町民税が非課税である人
②保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる人

人（小学３年生以下の児童は保護

③経済的な理由による欠席日数が多い人

者同伴要）

④その他、特に教育委員会が必要と認める人

◎ 参 加 費 ３００ 円（ 釣 り 竿、 餌、

◎申請方法

バケツ、軍手代金）

までに児童生徒が在学する学校へ申請してください。申請の際には、

※当日会場で支払う、道具は参加
賞として持ち帰り可
◎申込み
◎主催

事前に電話で申込む。
西濃環境ＮＰＯネット

ワーク、ＮＰＯ法人里山会
◎協賛

根尾川筋漁業協同組合

※２０１８揖斐川流域クリーン大
作戦の詳細は、チラシを参照し
申込み・問合せ先

ＮＰＯ法人里山会

☎ ０９０－８５５７－４０２７
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次の書類の提出が必要です。
①大野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費受給申請書（様式
第１号）
②児童扶養手当受給証明書（写）
③平成３０年度所得課税証明書
※受給申請書中にある『承諾欄』に申請者及び同居親族の署名、捺
印がある場合は、所得課税証明書の提出は必要ありません
※平成３０年１月２日以降に町内に転入した人は、前住所地での所

てください
松久

申請を希望する人は、６月１日（金）から８日（金）

得課税証明書を添付してください
問合せ先

学校教育課

☎ 34-1111

くらしの情報
知症の人や家族を温かく見守る

普通救命講習会
救急車が到着するまでのわずか

で予約時に確認してください

す。受講後にサポーターの目印
「オ

※初めての人を優先し、予約時に

な時間に、その場に居合わせた人

レンジリング」を渡します。

が適切に応急手当ができるように

◎日時

講習会を開催します。

〜３時（カッキーカフェ同時開催）

◎内容

◎場所

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

◎参加費

地域包括支援センター

問合せ先

相

談

中小企業経営相談
◎相談内容

町内の中小企業・小

在勤・在学の人（中学生以上）

規模事業者の経営上のあらゆる悩

◎期日

み事
◎相談日

日、１１月１８日、平成３１年１

◎相談時間

月２０日、３月１７日）

件６０分、午後４時最終受付）
※応急

５月１０日（木）

◎相談場所
◎相談員

午前１０時〜正午（ＷＥＢ講習受

職員

講証明書を印刷して持参する。）

◎予約方法

郡消防組合

◎定員

２０人

◎参加費

無料

◎申込方法

（１０人以上は開催日以外でも
講習会実施可、要相談）
※修了者に修了証を発行
係

郡消防組合消防本部救急

☎ 32-0119

前日までに電話で予

観光企業誘致課

認知症について理解を深め、認

（１件２０分）
◎相談場所
◎相談員

保健センター 相談室
弁護士

保健センター

☎ ３４-2333

心の健康相談
◎相談内容
◎相談日

うつ病・統合失調症・
５月１４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

☎ 34-1111

午後１時〜３時

（１件５０分）

障がい者巡回相談
◎相談内容

◎相談場所
◎相談員

日常生活で困ってい

ること・障がい福祉サービスにつ

問合せ先

福祉センター 会議室
精神保健福祉士

保健センター

☎ ３４-2333

いて等
◎相談日

５月１６日（水）

心配ごと相談

◎相談時間 （１）午後１時３０分
〜 （２）午後２時３０分〜（※要

◎相談員

◎相談日

５月１日（火）、８日

（火）
、２２日（火）

予約）
◎相談場所

認知症サポーター養成講座

午後１時〜３時

人間関係等心の悩み

問合せ先

込む。

問合せ先

岐阜県よろず支援拠点

約する。当日受付は要問合せ。

用紙に記入し、持参又は電話で申

※ 企 業、 団 体 等 の 申 込 み 受 付 可

◎相談時間

午後１時～５時（１

１週間前までに申込

※動きやすい服装で参加する

５月１４日（月）毎月

曜日）
（※要予約）

役場１階町民相談室

手当ＷＥＢ講習を受講した人は、

◎場所

多重債務・負債・離

第２月曜日（祝日の場合は第３月

問合せ先

月２０日、７月１５日、９月１６

午前９時〜正午

◎相談内容
◎相談日

で確認してください。

☎ ３４-１１１１

婚等法律関係

☎ ３４-１１１１

しくは郡消防組合のホームページ

◎時間

福祉課

多重債務等相談

100 円

ると講習時間が短縮されます。詳

奇数月の第３日曜日（５

問合せ先

黒野駅レールパーク

（ｅ−ラーニング）を事前に受講す

大野町・揖斐川町在住・

簡単な聴き取りをします

５月９日（水）午後１時

ページより応急手当ＷＥＢ講習

◎対象者

り変更となる場合がありますの

「認知症サポーター」を養成しま

福祉センター 会議室
障がい者相談支援事業

◎相談時間

午後１時〜３時

（心配事相談１件３０分、弁護士相

所相談支援専門員
（身体・知的・精神）

談１件２０分）

※日程場所等の詳細は諸事情によ

◎相談場所

福祉センター 会議室

お詫びと訂正
・４月号に掲載しました「平成３０年度大野町当初予算」中の「一般会計款別歳入内訳」
グラフのうち、
「地方交付税 １３ 億 ５,０００ 円」は、
「地方交付税 １３ 億 ５,０００ 万円」の誤りです。
お詫びして訂正いたします。
・４月号広報とともに配布した大野デマンドタクシーのお知らせについて、指定停留所位
置図（７５鹿野）に誤りがありました。右図のとおりお詫びして訂正いたします。

▲指定停留所訂正位置図
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Information
◎相談員
第１火曜日

人権擁護委員、民生

こころの相談

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

精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。
◎日程等
相談日

弁護士（弁護士相談）

５月

※弁護士相談要予約
問合せ先

社会福祉協議会事務局

６月

☎ ３４-２１３０

相談場所

１０日（木） 西濃保健所（大垣市）
１４日（木） 大野町保健センター
２８日（木） 西濃保健所

７月

１２日（木） 西濃保健所

８月

２日（木） 西濃保健所

９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

６日（木） 池田町保健センター
１３日（木） 西濃保健所
４日（木） 西濃保健所
８日（木） 西濃保健所
１５日（木） 揖斐川町保健センター
１３日（木） 西濃保健所
１０日（木） 西濃保健所
２４日（木） 神戸町保健センター
２８日（木） 西濃保健所
７日（木） 西濃保健所
１４日（木） 西濃保健所

◎相談時間
（１）午前 10 時～ （２）午前 10 時 30 分～ （３）午前 11 時～
◎相談料

無料

◎申込方法
問合せ先

要電話予約

西濃保健所健康増進課保健予防係

☎ 0584-73-1111

献血の実施報告
月

日

時

間

場

所

人

数

３月１９日（月）

午前１０時～午後１時

（株）大鹿印刷所

１９人

３月２９日（木）

午前９時３０分～午後４時

カネスエ大野店

４６人

ご協力いただきありがとうございました。

次回献血のご案内
月

日

５月１２日（土）・
１３日（日）

時

間

午前９時３０分～正午・
午後１時１５分～４時

場

所

町バラ公園駐車場

内

容

全血
（４００ｍｌ限定）

※混雑等により、受付時間を変更することがありますのでご了承ください
献血をご協力いただいた方に血液型、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方が血液を介する感染の危険性
が少なく、体への負担も軽いため、医療機関からの４００ｍｌ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頂いています。予めご了承ください。
問合せ先

保健センター
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図書館コーナー

☎ 32-1113

開館時間 午前 10 時～午後 6 時

ミックのページ

おはなし会のお知らせ

今月の館内展示

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。

「レッツチャレンジ」展

５月といえば大人も子供も誰もが楽しみなゴールデンウィー
ク！！

〈日時〉午後２時３０分～

羽を伸ばしに海外など遠くに出かけられる方や、自宅で

５月５日（土）・６月２日（土）
・「和母（わはは）」さん
５月１９日（土）
・６月１６日（土）
・「あおい空」さん

ゆったりと過ごす方など…過ごし方は様々だと思いますが、はじ
めてのことにチャレンジするにもよい季節、よい機会ですね！！
キャンプの入門書や、簡単で美味しいアウトドア料理の本、お家
の玄関や庭の植栽の仕方や、魚や動物の飼い方など、どうぞご利

〈場所〉

用ください。

よみきかせコーナー

今月のおすすめ本
恨みっこなしの老後

橋田壽賀子著 / 新潮社

イヤな頼まれごとを断る術。老いを自覚せず、ミエ
を張り続けることの危険性。人間関係をスッキリさせ
るお金の使い方…。９２歳現役脚本家が、七転び八起
きの末にたどりついた「自分を楽にする」生き方を綴る。

小説映画ちはやふる 結び

（末次由紀原作、時海結居以著 / 講談社）

福井にいる新、そして瑞沢高校競技かるた部の千早と太
一。かるたも、進路も、仲間も、恋も、そのすべてが大切
な、高校３年の夏。３人は、ふたたびかるたで繫がれるの
か。完結。映画「ちはやふる結び」をもとにノベライズ。

〈一般書〉
●修羅の都

〈児童書〉

（伊東潤著 / 文藝春秋）

●みんなが元気になるたのしい！アクティブ・ラーニング２

（稲葉成勝著 , 長田徹監修 / フレーベル館）

●ほどほど快適生活百科

●外来生物はなぜこわい？３

●長く高い壁

●みんなのバリアフリー３

（群ようこ著 / 集英社）

（浅田次郎作 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

●おまじない
●雲上雲下

（西加奈子著 / 筑摩書房）
（朝井まかて著 / 徳間書店）

（阿部浩志 , 丸山貴史著，向田智也絵 / ミネルヴァ書房）
（徳田克己監修 / あかね書房）

●シリーズ知ってほしい！世界の子どもたち３

（米倉史隆写真・文 / 新日本出版社）

●伝統工芸の基本４

（伝統工芸のきほん編集室編 / 理論社）

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

休館日のお知らせ

■印が休館日です。

図書館シ
ンボル
キャラク
ター

ミック
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5月
日

月

火

水

木

金

		
６
１３
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２７

30
７
１４
２１
２８

１ ２ ３ ４
８ ９ １０ １１
１５ １６ １７ １８
２２ ２３ ２４ ２５
２9	30	31			

土
５
１２
１９
２６

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。

あなたのごみ出しマナーは大丈夫？
各地区の公民館などと同様、皆さんで使用し共

人の迷惑になります。また、回収が遅れたり、焼

有財産でもある「ごみ集積場」
。ルールを守って使

却時に余分な燃料が必要になり、ごみ処理費用の

用し、いつもきれいに保たれていますか。

増加にもつながります。

◎こんな集積場はありませんか

②町指定のごみ袋以外のごみ袋

・何のごみの日か分からないほどにいろいろなご
みが混入して出されている
・ルールが守られないため回収されないごみが残っ
ている
・水切りが十分でない生ごみの入った袋から水が
こぼれ、汚く、悪臭がする

必ず町指定のごみ袋で出してください。生ごみ
等収集袋は中身の確認のため透明になっています。
内袋に入れる場合は、できる限り中身の見える袋
に入れてください。
③リサイクル資源の混入したごみ袋
ごみ袋に入れて出せば焼却されますが、分別し

◎ごみを出すときの約束

て資源として出せばリサイクルされ、ごみが減り

①決められた日に

資源の有効活用に貢献できます。

「大野町の事業・行事のご案内（カレンダー）
」
に記載されている日の朝８時までに出してくださ

④洗っていないリサイクル資源
臭いや汚れが他のきれいな資源にまで移ってし

い。

まいます。どうしても汚れの落ちないものは、種

②決められた場所へ

類ごとにごみとして出してください。

各地区の定められた集積場へ出してください。
③決められたものを
「家庭ごみ分別辞典」にしたがって種類ごとに分

◎ごみのポイ捨てや不法投棄は厳禁
ごみのポイ捨てや不法投棄は、町の環境悪化に
つながり、法律等でも禁止されています。決めら

別して出してください。

れたごみ出しのルールを守り、町の環境美化に努

◎マナーの悪い出し方

めましょう。

①水切りの十分でない生ごみの入った袋

問合せ先

環境水道課

☎ ３４－１１１１

重い・臭いがする上に集積場が汚れるなど他の

町補助金を活用して浄化槽工事を予定しているみなさまへ
訪問販売等による浄化槽設置工事のトラブルが問
題になっています。次のような方法で勧誘する業者

●町の補助金があっても個人負担は発生します
町補助金の対象となっても費用の１割の個人負担

には、注意が必要です。

は発生します。
「個人負担なしで出来ます」と勧誘

●不安をあおる 「浄化槽が故障している」、
「排水

する業者には注意してください。補助金の不正受給

管が破損し漏水している」など

など、知らない間に犯罪に加担する可能性がありま

●契約を急かす 「本日契約をすれば、工事費を値

す。

引きします」など

●信頼できる業者を選びましょう

●個人負担は無しで出来ると勧誘する 「町の補助
金があるので、個人負担は無しで出来ます」など

見知らぬ業者との契約は慎重に行うなど、技術力、
施工実績、地元の評判で選びましょう。
「無料で点
検します」などと言われても、安易に依頼しないよ

浄化槽設置工事を行う場合は、次の点に注意しま
しょう！
●契約は慎重に！

うにしましょう。
●既設の浄化槽は適正な方法で撤去しましょう
浄化槽の入換えに伴う既設の浄化槽の撤去は適正

業者の説明を鵜呑みにせず、身近な人に相談する

に実施しましょう。撤去の前には許可を受けた業者

など慎重に検討し、追加工事を進められても、不要

による汲取りと最終清掃が必要です。それらを行わ

であればはっきり断りましょう。また、補助金の受

ないと法律違反となり、業者だけでなく所有者も罰

給に必要な書類についても業者まかせにせず、中身

せられます。

をしっかり確認してください。

問合せ先

環境水道課

☎ ３４－１１１１
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保健師による

５月３１日は世界禁煙デー

健康伝言板

～受動喫煙について考えてみよう～

たばこの煙には、ニコチン、タール、一酸化炭素などの有害物質が２００種類以上含まれており、たばこ
を吸うことで病気のリスクが高くなります。
喫煙によって、
肺がんになるリスクは４. ５倍になるとも言われ、虚血性心疾患や脳血管疾患のリスクも１. ７
倍高くなるという報告があります。
また、喫煙により空気の通り道である気道や肺自体へ影響を及ぼすことが知られています。喫煙は慢性気
管支炎、肺気腫や喘息等の呼吸器疾患の原因と関連しています。さらに歯周病の原因にも関連があるという
報告もあります。

●受動喫煙について、ご存じですか？
たばこには、吸う側に「フィルター」がついており、主流煙はそのフィルターを通過して喫煙者の体内に
吸い込まれます。フィルターには煙を濾過してタールやニコチンなどを減らし、味をまろやかにする役割が
あります。
それに対して、副流煙は火のついたたばこの先からでる煙、呼出煙は喫煙者が吐き出した煙のことを言い
ます。この副流煙と呼出煙を非喫煙者が吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。
副流煙はフィルターを通していないので、主流煙よりもニコチンやタールなど有害物質等の含有量が多い
煙であり、喫煙者よりも「受動喫煙」にさらされている人の発病のリスクはさらに高くなります。
国立がんセンターの研究によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患などによって約６, ８００人が亡く
なっていると報告されており健康影響は深刻です。
たばこの害から周りの人たちの健康をまもるため、禁煙や喫煙所へ行くなど受動喫煙させないことが喫煙
者のマナーです。

５月３１日から６月６日まで「禁煙週間」です。
この機会に禁煙に挑戦しましょう！

Сайн байна уу?（こんにちは）

モンゴル通信
サ

ン

ベ

イ

ノ

ー

Vol.

4

～私の活動報告「健康教育の質を高める」ために～

？

Сайн байна уу?
早いものでモンゴルでの生活も１年が経ちました。今回は私の活動について紹介します。
私は今「スタッフが行う健康教育の質を高める」ために、他のスタッフが実施する健康教育の資料作
成などの準備から一緒に行い、アドバイスをしています。
例えば、モンゴル料理の味付けは専ら塩で、他の調味料は殆ど使いません。そんな食習慣なので必然
的に塩分摂取量は多くなり、保健師としては血圧が心配になります。実際、血圧測定をすると全体的に
高い感じがします。しかし多くのモンゴル人は、自分たちの血圧が高いという自覚も、塩分を摂りすぎ
ているという意識もありません。
そんな人々に自分にも関係あることだと気づいて
もらうために、「話に興味を持ってもらうには、ど
んな内容にしたらいいと思う？」などと一緒に行う
スタッフに投げかけ、方法を考えています。スタッ
フにとっては今までになかった考え方であるため、
今はまだ理解できないことや戸惑いもありますが、
繰り返し繰り返し意見を交わし合って、今後の理解
に繋げていきたいと思っています。
青年海外協力隊
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町保健師

杉原

愛

▲小学生を対象に行った風邪予防についての健康教育の様子

生

～食

活

改善

協議会

～

食育の
すすめ

春野菜をたっぷりとりましょう！！
春野菜の代表的なものにさやえんどうがあります。今回は肉厚でやわらかいスナップえんどうを使っ
たおかずを紹介します。
旬の新鮮な野菜には、各種ビタミン・ミネラル・食物繊維がたっぷり含まれ、新陳代謝をスムーズ
にしてくれます。ビタミンは熱に弱いのでサッと湯通しする程度にして、シャキシャキした歯ごたえ
を味わうのもいいですね。鶏肉の旨味がスナップえんどうにからみ、
たっぷり野菜が食べれる１品です。
ぜひ、お試しになってみてはいかがでしょうか？

● スナップえんどうと鶏肉の炒め煮 ●
【材料（５人分）】
スナップえんどう…… １５０ｇ
鶏もも肉………… ２/３枚
（２００ｇ）
しょうゆ…… 小さじ１
Ⓐ ごま油……… 小さじ１
片栗粉……… 大さじ１
生姜………………… １かけ
卵……………………… ２個
しょうゆ…… 小さじ１
酒…………… 大さじ１
Ⓑ オイスターソース…… 大さじ１
酢…………… 小さじ１
こしょう………… 少々
サラダ油…… 小さじ１/２

【１人分の栄養価】
エネルギー １５８kcal
タンパク質
１０.４g
脂質
９.８g
カルシウム
２４mg
塩分
０.９g

【作り方】
①スナップえんどうは筋をとり、固めに茹でる。生
姜はせん切りにする。
②鶏もも肉は２ｃｍくらいの角切りにし、Ⓐで合わ
せた調味料で下味をつける。
③フライパンにサラダ油小さじ１を入れ、卵を炒め
て取り出す。
④③のフライパンにサラダ油小さじ１/ ２を入れて、
生姜を炒める。
⑤②の鶏もも肉を加え、火が通ったら①のスナップ
えんどうを加える。
⑥Ⓑの調味料を加え混ぜ、③の卵を戻してさっと混
ぜ合わせる。

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】５月１日（火）～１８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）

住宅使用料（家賃）

※

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000
円以上 487,000 円以下の人（所得の上昇が見込まれる
人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする
親族が暴力団員でないこと
３ＤＫ

３DK
専用面積６９．４６㎡

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）

所在地
構 造

中之元８７６番地１
中層耐火構造
４階建 １棟ＰＣ造

１ヶ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２ヶ月

◎入居決定 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
問合せ先

建設課

※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

☎ 34-1111
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人間ドック助成制度を利用してください

人間ドック助成金を申請した人に、保健
事業等の基礎資料とさせていただくことを
目的として健康診断結果の写しの提供をお
願いしています。原本をお持ちいただけれ
ば、コピーをさせていただきますのでご協
力をお願いします。
問合せ先

健康課

22 広報おおの 2018.5

☎ 34-1111

（付加検査が選べます）

人間ドック健診結果の提供のお願い

人間ドックのオプション

町では、大野町国民健康保険加入者を対象に、人間ドック（健康診査）の健診料の一部を助成しています。
この制度は、被保険者の健康の保持増進と生活習慣病の早期発見により重病化を防ぐことを目的としています。
ただし、特定健康診査を受診した人は、人間ドックの助成は受けられません。
◎助成対象者
次の要件を全て満たす人
①大野町国民健康保険被保険者
②健診を受けた日の年齢が４０歳以上７４歳以下の人
③町税等を納期到来分まで完納している世帯の人
④同じ年度に大野町特定健康診査またはこの人間ドック助成制度を受けていない人
⑤健診結果が町の実施する保健事業に活用されることに同意する人
⑥特定健康診査相当項目以上の検査を受けている人
※特定健康診査相当項目とは
・身体計測（身長、体重、腹囲）・血圧測定・尿検査・問診
・血液検査（血中脂質、肝機能、糖代謝、腎機能）
◎助成額 被保険者一人につき健診料の半額（上限 2 万円）
◎手続き方法
○揖斐厚生病院で健診を受ける場合
揖斐厚生病院健診センター（☎ 21-1181）に直接申込みしてください。
予約受付 月～金曜日（祝日は除く）午後１時〜５時
実施期間 ６月～平成３１年２月
注
意 「大野町国保の人間ドック」とセンターへ申込みしてください。役場では受付していません。
※自己負担額は検査実施日に揖斐厚生病院健診センターで支払ってください
※町から発送される「特定健康診査受診券」を検査実施日に持参してください
○揖斐厚生病院以外の医療機関で受診する場合
医療機関請求額を検査実施日に支払い、①領
国民健康保険加入者用料金表（揖斐厚生病院の場合）
収書（原本）
、②健康診断結果、③国民健康保
健診項目
健診料
険証、
④印鑑（シャチハタ除く）、⑤口座番号（申
どちらか選択 ①人間ドック（半日コース）
30,240 円
請者名義）の分かる物、⑥町より発送される「特 （①か②）
②人間ドック（胃カメラコース） 32,400 円
定健康診査受診券」を添えて、次まで申請をし
脳検査
21,600 円
てください。
前立腺がん血液検査
1,950 円
申請期間 ４月１日～翌年３月３１日
乳がん検査
5,610 円
※被保険者 1 人につき 1 回限り
子宮頸がん検査
3,240 円
肝炎検査

3,030 円

骨密度検査

2,160 円

歯科検診

500 円

胸部ＣＴ検査

10,800 円

腹部ＣＴ検査

10,800 円

ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ（血液検査）

2,700 円

便中ピロリ検査

3,240 円

胃ＡＢＣ検診

5,400 円

ＢＮＰ検査（血液検査）

1,620 円

ＦＡＴスキャン

3,240 円

※健診項目に記載されていない検査は全額自己負担

消費者ホットライン

い や や
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局番
なし

～ペット購入時のトラブル防止～
今や、犬や猫などのペットは、家族の一員であるとともに社会の一員でもあります。「今すぐに飼いたい」
「かわいい」といった一時的な感情や衝動的な動機のみで、十分な知識のないまま安易に飼い始め、結果と
して不適切な飼育や飼育放棄、近隣とのトラブルを引き起こす場合があります。動物を飼うにあたっては、
まず飼おうとする動物について事前に十分調べ、適正に飼えるかどうかの判断をしましょう。

事例 1
ペットショップで２０万円の猫を購入した。購入するときの説明では、おとなしい猫で虫の検査もエイズ検査も問題
ないと言われた。２日後から下痢をしたので動物病院に連れて行くと、虫が入っていて熱も４０度あると言われた。
先生は購入前から体調が悪かったはずだというので、店に聞いた。店員は、検査しても見えない虫もいることをお客様
に伝えることを忘れていましたと認めた。それから毎日病院に通院して、１週間後に亡くなった。店は、同じ金額の同
じ種類の猫を提供するというが、購入してすぐ亡くなったのでしばらくは飼いたくない。返金してほしい。

アドバイス
・ペットは生き物ですが、法律上は「動産」として分類されます。物には法律上「特定物」
「不特定物」という
か

し

考え方があります。特定物売買の場合、販売時点でペットが病気に罹患していることは「隠れた瑕疵」に該当すると考
えられるため目的が達成されない場合には契約解除ができます。不特定物売買の場合、販売店は同等の品質を有するも
のを提供しなければならないため、病気に罹患していない代替ペットの提供を求めることができます。猫を購入する際
には、この猫などと選ぶ場合が多いので、通常は特定物売買であると考えられます。
・動物取扱業としての登録はあるか、店内の状況とペットの様子をよく観察し、数回足を運んだあと
飼育環境や食事の内容や回数も聞いてから契約しましょう。
・重要事項説明書はよく読み、疑問に思うことは店にしっかり確認しましょう。
・生命保証制度など保険のようなシステムがある場合はその内容をしっかり確認しましょう。

事例２
１週間前にペットショップで生後２ヶ月の犬を購入した。販売員からペットショップが販売しているサポートサービ
スと少額短期保険の説明を受け、他の購入者もサポートサービスとペット保険の両方を契約していると言われたので、
両方とも契約した。家に帰ってからサポートサービスとペット保険のそれぞれの書面を確認したところ、サポートサー
ビスは、１年間の生命保障と先天性疾患保障、ワクチン接種料金割引、動物病院の診療チケット等が含まれており、ペッ
ト保険と内容が重複していることが分かった。サポートサービスは年額５万２千円で、サービスを受
けられる獣医が指定されているが、ペット保険の方は受けられる獣医に制限はない。それなら、ペッ
ト保険の保障があれば十分であり、サポートサービスをペット保険と重複して契約を続ける必要はな
いことが分かったので、サポートサービスをクーリング・オフしたい。

アドバイス
・今回の契約では、ペット販売、サポートサービス、ペット保険の３つの契約がまとめて行われています。
・サポートサービスは、店舗での契約のため特定商取引法によるクーリング・オフの適用はありません。
・保険契約は保険業法でクーリング・オフ制度がありますが、原則として、保険期間が１年以下の場合には適用除外と
なり、ペット保険の多くは保険期間が１年であるためこれに該当します。
・ペットを飼う際に何が必要なサービスであるか、提供されるサービスや保障される内容はどういうものかについてよ
く確認しましょう。

大野町消費生活センターでは、町民の皆さま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人で悩まずにご相談ください。

☎ 局番無し １８８
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議会の窓
大野町議会

委 員 長

国枝

利樹

副委員長

井上

保子

委

員

ひろせ一彦

委

員

山川

満

第 1 回定例会

本定例会は、 3 月 7 日から15日までの 9 日間の会期で開催し、岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議
員の選挙、教育長の任命同意、条例の制定及び改正、平成29年度各会計補正予算及び平成30年度各会計
予算など18議案を審議し、全て原案どおり可決しました。また、14日には 5 名の議員が町政に対する一
般質問をしました。

人事案件
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙（敬称
略）
当選人

宇佐美

晃三（町長） ※任期は 4 年

議第 1 号… ……………………………………………………
大野町教育長の任命同意について（敬称略）
八木

正之（加納） ※任期は 3 年

条例制定等
議第 2 号… ……………………………………………………
大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部を改正する条例について
※一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律の施行に伴い、人事院勧告どおりの国の給与基準
に従って条例を改正する一般職の例にならい、条例を
改正する。

議第 6 号… ……………………………………………………
大野町子育て支援施設設置及び管理に関する条例につ
いて
※地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的に開設
する「子育てはうす ぱすてる」の設置及び管理につ
いて、必要な事項を定めるため、条例を制定する。

議第 7 号… ……………………………………………………
大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
について
※就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の
整理のため、条例を改正する。

議第 8 号… ……………………………………………………
大野町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい
て

議第 3 号… ……………………………………………………

※持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保
険法等の一部を改正する法律が施行され、岐阜県が財
政運営の責任主体となることに伴い、条例を改正する。

大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を

議第 9 号… ……………………………………………………

改正する条例について
※一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律の施行に伴い、人事院勧告どおりの国の給与基準
に従って条例を改正する一般職の例にならい、条例を
改正する。

議第 4 号… ……………………………………………………
大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律に係る大野町固定資産税の特
例に関する条例の一部を改正する条例について
※企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律の一部改正に伴い、所要の規
定の整理のため、条例を改正する。

議第10号…………………………………………………………
大野町道の駅の設置及び管理に関する条例の一部を改

※一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律の施行に伴い、人事院勧告どおりの国の給与基準
に準じるとともに、所要の規定の整理のため、条例を
改正する。

※道の駅パレットピアおおのの円滑で効果的な運営を推
進するため、条例を改正する。

議第 5 号… ……………………………………………………

議第11号…………………………………………………………

大野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関

正する条例について

条例について

する条例の一部を改正する条例について

※非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の規定の整
理のため、条例を改正する。

※都市緑地法等の一部を改正する法律における建築基準
法の改正に伴い、関係規定の整合を図るため、条例を
改正する。
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◇◆
予算関係

③期
間
④派遣議員

議第12号…………………………………………………………
平成29年度大野町一般会計補正予算（第 5 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億2,403万 8
千円を増額し、予算総額は、85億189万 5 千円となりま
した。
※補正予算の主な内容
歳入では、町債（学校教育施設等整備事業債等）、財産
収入、自動車取得税交付金など
歳出では、教育費（小中学校改修等工事）、民生費（施
設型給付費負担金）など

議第13号…………………………………………………………
平成29年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第 3 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億2,422万 6
千円を減額し、予算総額は、28億9,777万 3 千円となり
ました。
※補正予算の主な内容
歳入では、保険財政共同安定化事業交付金など
歳出では、保険財政共同安定化事業拠出金など

議第14号…………………………………………………………
平成29年度大野町後期高齢者医療特別会計補正予算

3

議第15号…………………………………………………………
平成30年度大野町一般会計予算
予算額 79億7,300万円

議第16号…………………………………………………………
平成30年度大野町国民健康保険事業特別会計予算
予算額 25億3,000万円

議第17号…………………………………………………………
平成30年度大野町後期高齢者医療特別会計予算
予算額 2 億5,320万円

議第18号…………………………………………………………
平成30年度大野町上水道事業会計予算
予算額 4 億7,560万円

議員派遣報告
大野町議会会議規則第120条第 1 項ただし書の規定によ
り、次のとおり議員を派遣したので報告します。

1

大野町職員仕事始め式

①目
的
②派 遣 先
③期
間
④派遣議員

2

平成30年 1 月 7 日
井上議員・長沼議員
国枝議員・宇野議員
ひろせ議員・小森議員
野村議員・山川議員
永井議員

大野町成人式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 大野町大字黒野
③期
間 平成30年 1 月 7 日
④派遣議員 井上議員・長沼議員
国枝議員・宇野議員
ひろせ議員・小森議員
野村議員・山川議員
永井議員

4

大野町新春マラソン大会

①目
的 行事出席のため
②派 遣 先 大野町大字野
③期
間 平成30年 1 月21日
④派遣議員 井上議員・長沼議員
国枝議員・宇野議員
ひろせ議員・小森議員
野村議員・山川議員
永井議員
他17件

（第 2 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ996万円を増額
し、予算総額は、 2 億3,804万 5 千円となりました。
※補正予算の主な内容
歳入では、後期高齢者医療保険料
歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金

議会の窓 ◆◇

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

1

フラワー都市交流事業実行委員会

①目
的 会議出席のため
②派 遣 先 大野町大字大野
③期
間 平成30年 3 月16日
④派遣議員 長沼議員

2

大野町内各保育園・認定こども園卒園式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 大野町内各保育園・認定こども園
③期
間 平成30年 3 月28日
④派遣議員 中川議員・井上議員
長沼議員・国枝議員
宇野議員・ひろせ議員
小森議員・野村議員
山川議員・永井議員

3

大野町内各小学校卒業証書授与式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 大野町内各小学校
③期
間 平成30年 3 月23日
④派遣議員 中川議員・井上議員
長沼議員・国枝議員
宇野議員・ひろせ議員
小森議員・野村議員
山川議員・永井議員
他6件

町職員仕事始め式出席のため
大野町大字大野
平成30年 1 月 4 日
井上議員・長沼議員
国枝議員・宇野議員
ひろせ議員・小森議員
野村議員・山川議員
永井議員

大野町消防出初式

①目
的
②派 遣 先

式典出席のため
大野町大字黒野
広報おおの 2018.5
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一般質問
質問 1

Q1

認知症高齢者の徘徊保護対策につ
いて
野村 光宣 議員
認知症の高齢者が徘徊し行方不明とな

質問

る場合の対応として、希望者に連絡先が
スマートフォンと連動している個別番号
と QR コードのついた、衣服等に貼り付

けるラベル等を交付し早期発見に努めてはどうか等に
ついて伺います。

A

認知症高齢者の徘徊保護対策は、現在、

答弁

（民生部長）

地域の方々の見守り活動や見守り協定を
締結している事業所などのご尽力によっ
て早期発見につながっています。しかし、

今後、
見守り活動だけでは限界がきます。町では、スマー
トフォンを利用した認知症高齢者見守り全国ネット「オ
レンジセーフティネット」について、揖斐広域連合と
構成町で検討しています。
議員ご提案の「認知症高齢者保護情報共有サービス
どこシル伝言板」も認知症高齢者の保護に有効であると
思われますが、両サービスとも町民の方々に制度の普及
や登録者の確保が重要であると考えますので、登録者の
スマートフォンの利用、QR コードの利用等も含め、ど
のような仕組みが町として有効であるか、メリット・デ
メリットの比較をしつつ、よく検討してまいります。
また、広報無線では行方不明者の居住地域を絞れな
いかということですが、警察署へ届出されたご家族の
同意が必要ですので、警察とよく協議をしてまいりま
す。

可能性が高まります。
このチャンスを最大限に活かすため、まずは、道の
駅「パレットピアおおの」が本年 7 月に開駅します。
これを契機に、今後の大野町発展及び地域活性化を推
進するため、平成30年を「観光元年」と位置づけ、さ
まざまな施策を展開していきます。
具体的には、 6 月に「観光元年記念シンポジウム」
を開催し、
「地域資源を活かしたまちづくりの進め方」
をテーマに基調講演と「インターチェンジの開通や道
の駅開駅を活かしたこれからのまちづくりと広域観光
振興」をテーマとしたパネルディスカッションを実施
します。シンポジウムでの意見を今後の観光施策に反
映していきたいと思いますし、観光関連事業者だけで
なく、農林業や商工業に関わる事業者や NPO、市民団
体から一般住民まで、幅広い層の人々が主体的に町の
振興に積極的に関わっていただけるよう、観光を中心
としたまちづくり及び地域の発展を図ってまいります。
また、開通するインターチェンジは揖斐郡の玄関口
であることから、広域的な観光施策や取り組みが必要
不可欠です。現在、当町は、近隣市町で構成する西美
濃夢源回廊協議会、西美濃観光推進協議会、西美濃北
伊勢観光サミット等に参加し、連携しています。こう
した他市町との結びつきを強化し、当町の PR やイベン
トなどを企画、実施していく中で、近隣市町のイベン
トや観光資源を目的に訪れる方々にも大野町へお越し
いただくことを考えています。
そのためには、当町ならではの生活・文化や伝統・
風習、自然環境や景観の良さ、地場産業による本質的
な価値を持つ特産品やサービスを提供することが大切
であり、必要な支援や取り組みを進めます。

質問 1
質問 2

Q1
質問

平成30年は「観光元年」について
教育長再任にあたり大野町の教育
をどう推進していくのか
宇野 等 議員
①具体的施策と計画について
②文化財を観光財として活用するために
町長部局に観光課を設置して仕組みをつ
くり、特色あるまちづくりを展開しては

いかがでしょうか。

A

①平成31年度の東海環状自動車道西回

答弁

（町

く変化し、地域間交流の促進や工場等の新たな立地の

長）

りルート及び（仮称）大野・神戸インター
チェンジの開通は、人と物の動きが大き
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また、県外では北海道北見市やフラワー都市交流事
業を展開している 8 市町とも交流しており、特に本年
は、北見市との友好都市提携20周年という記念の年で
すので、平昌オリンピックで銅メダルを獲得したカー
リング女子日本代表の LS 北見をお招きするよう現在調
整しています。
②文化財を観光財として活用することについては、
文化財行政は従来、保護を中心に厳格な保存管理が柱
であったのが、近年は文化財の活用を重視する流れと
なり、国も地方自治体が教育委員会に代わって町長部
局に文化財保護担当を認める法律案を閣議決定するな
ど、文化財活用の流れは一般的なものとなりつつあり
ます。
大野町には、長年にわたり先人達に守られ受け継が

◇◆

議会の窓 ◆◇

れてきた数多くの文化財があります。地域が持ってい

○学校の授業はこれだ！」を掲げて授業改善に取り組

る「本来の魅力、本当の宝」をしっかりと洗い出し、

んでいます。

観光を中心としたまちづくりや地域振興を進めていく

特別支援教育については、200名を超える対象児童生

ためには、このような地域資源を積極的に活用してい

徒の保護者に対して、医療機関や関係諸機関との連携

くことが必要であると考えます。そのため、地域資源、

をもとに組織的かつ効率的に対応し、きめ細かく丁寧

観光情報を積極的に発信するための観光ボランティア

な助言を試みてきました。その結果、発達障がい傾向

の育成や町内外各地域を巡っていただく観光ルートサ

の通級指導教室に在籍する児童は、平成26年度は22名

インや道路などのインフラ整備も行いつつ、面的な広

であったのが来年度は55名となり、大野小だけでは対

がりを持った観光振興を進めてまいります。

応できず、中小学校に通級指導教室を設置することに

この様に、地域資源、地域の宝ものを観光の中心と

しました。在籍児童の増加要因の一つとして、通級指

した地域振興策の一つとして活用するため、観光や地

導教室の有効性を保護者の皆様に理解していただける

域振興を担う町長部局と文化財保護を所管する教育委

ようになってきたことが考えられます。

員会とが密接な連携を進めるとともに、観光課の設置

その他、平成28年度より、児童生徒の理解がより客

については、町内の観光資源の整備と北岡田家住宅や

観的にできるように QU 検査を導入しました。子ども

野古墳群の活用計画を策定した後に、鋭意検討してま

の回答結果から学級経営の見直しもでき、不登校児童

いります。

生徒やいじめの未然防止にも役立てたいと思います。

現在の当町の観光入込客数は年間約30万人程ですが、

現在本町では、学校に地域の方々をメンバーとする

道の駅については年間約40万人の来場者数を目標とし、

「学校評議員会」を設置しております。また、地域と学

併せて約70万人の観光入込客数が当面の目標となりま

校が連携して子育てに携わる組織として、学校教育課

す。外部から積極的に人や物を呼び込み、それらを地

関係の「道徳教育推進委員会」及び生涯学習課関係の「大

域内で循環させ、稼げる事業者を増やし、雇用を生み

野町青少年育成町民会議」
「大野町青少年育成推進員会」

出すという仕組みを構築し、これからの大野町のまち

及び地区公民館の「青少年育成部会」等があります。

づくりの根幹となる観光施策を今一度見直すことで、
将来的には100万人の観光入込客数を達成出来るだけの
ポテンシャルを秘めていると考えています。

これらの組織について、それぞれの機能を生かしつ
つ組織の見直しを図ることで、文部科学省が提唱する
「学校運営協議会」の設置や「地域学校協働活動」の推

本年から、
大野町の更なる発展に向けて「さらに挑戦」
していきます。

進に結び付くのではないかと考えています。生涯学習
課が進めている、青少年育成の推進に関わる部分が中
心となりますが、できるだけ早い時期に関係団体の会

Q2
質問

①生涯学習を含めた教育全般における

議や教育委員会及び総合教育会議で検討を開始します。

②学

②今から20年ほど前、
「小 1 プロブレム」という言葉

校教育現場における幼小連携の取り組み

が生まれ、教育界で取り上げられました。これは、小

の現状と今後の方向について

学校入学直後の児童が、授業中に落ち着いて話が聞け

ソフト事業の具体的施策について

③大野町

の教育の舵取り役としての考え方について、伺います。

ず、騒いだり、注意されると感情的になったりして、
集団行動がとれず、長期間に渡り学校生活に適応でき

A
答弁

①学校の教育環境（ハード面）は、町
内小中学校の非構造部材の耐震化補強が

ない児童の状態を指します。
「小 1 プロブレム」は、遊びの要素が中心の活動から、

終わり、大地震発生時における照明器具

小学校の座学中心の授業への不適応が主な要因といわ

の落下や窓ガラスの飛散防止等安全対策

れます。小学校の生活にスムーズに移行していくこと

が整いました。また、今年度 4 校分のトイレ改修に対

ができるようなカリキュラムが必要であり、幼稚園・

する国庫補助金の交付決定を受けてトイレの洋式化を

保育園と小学校との連携した取り組みが重要になって

進めます。さらにトイレ改修終了後は、エアコン設置

います。

（教育長）

を計画的に進め、子どもたちにとって、
「安心・安全」

町では、公立・私立の 9 幼・保育園と町内の 6 小学

で「清潔」かつ「快適」な教育環境、学び舎にします。

校及び担当部局の教育委員会・民生部で「幼稚園・保

ソフト面については、教育長就任時の教育に対する
理念・方針のもと、次のようなことを実施してきました。

育園・小学校連携事業」を展開しています。
具体的な取り組みは、主に小学校単位で「授業や保

学校教育では、確かな学力の育成に関して、平成27

育参観を定期的に実施し、相互理解を図る活動」、「園

年度に教育委員会から「大野町の授業はこれだけ！」

児と児童がふれあい、交流を図る学習活動」、「一人一

と題し、授業を仕組むポイントを示しました。今年度

人の子どもの特性について理解を深める情報交換活動」

からはこの実践をもとに、学校ごとの実態に応じた「○

等が行われています。中でも、大野町スクールアドバ
広報おおの 2018.5

27

イザーが、特に支援を要する園児に対する保育者や保

索活動を行っていくための体制作りを整えています。

護者の困り感を共有し、情報交換を繰り返し行ってい

今後も、警察署をはじめ、消防署、消防団、地域と

ます。こうした活動は、小学校入学時の適切な就学指

一体となり、対象者に関する情報を共有し、緊密な連

導につながっており、本町の特色ある活動といえます。

携を図りながら、行方不明者の早期発見に全力を尽く

こうした連携活動を計画的に推進してきたことで、

し、町民の安全強化に努めてまいります。

多くの子どもたちが、幼稚園・保育園の生活の中で育

防犯カメラの設置については、犯罪の抑止や犯罪捜

まれた心情、意欲、生活行動などを、小学校生活にお

査などに有効な手段とされており、急速に普及し、設

いても十分発揮し、楽しく小学校生活を送ることがで

置されています。

きています。また、この連携事業を推進することが「小

町でも、役場庁舎、小中学校、大野バスセンター、

1 プロブレム」の解消に有効であるという認識を、保

黒野駅レールパーク等の各公共施設内に現在13か所58

育者と教諭の双方が共有できていることも、大きな成

台の防犯カメラを設置し、監視しています。

果であると思われます。
今後、町内の保育園の統廃合が進められても、連携
の実施方法を工夫することで、これまで通り「幼稚園・
保育園・小学校連携事業」を継続できると思います。

また、 7 月開駅予定の「道の駅パレットピアおおの」
には、14台の防犯カメラを設置して、利用者が安心・
安全に利用できる施設を目指しています。
今後も、公共施設を中心に、さらに設置が必要とな

③教育委員会が実施する施策の重要なポイントは、

る施設や場所などについて、専門性を有する警察署を

二つあります。一つ目は、子どもも大人がもつ興味・

はじめ関係機関とも協議しながら、皆様が安心して暮

関心・意欲に基づき、思う存分学習やスポーツ・文化

らせるよう、効率的かつ効果的に防犯カメラの増設を

活動を行い、満足感や充実感・達成感を味わうことが

してまいります。

できるよう、いかにハード・ソフト両面の条件整備を
行うべきか。二つ目は、行政主導にならざるを得ない
場合もありますが、最終的には学校や各種団体の主体
的な動きを生み出すべきであります。こうした考え方

Q2
質問

を中心に据えて、教育行政に携わってまいります。

長年親しまれその役割を十分果たした
児童館が 3 月末で閉館となりますが、こ
の施設は立地条件も良く、また防犯の観
点からも早急に有効活用する必要がある

のではないでしょうか。

質問 1 町民の安全強化について
質問 2 児童館閉館後の活用について
質問 3 「子育てはうす ぱすてる」への
紙芝居・絵本の選定について
小森 小百合 議員

Q1

行方不明者の早期発見とご家族の苦し

質問

A
答弁

（副町長）

児童館は、その設立目的として「児童
に健全な遊びを与えて、その健康を増進
し情操を豊かにするため」の拠点として
昭和54年に開設いたしました。年間利用

者数は、ピーク時には延べ人数で29,070人と多くの幼児・
児童に利用されました。しかし、児童福祉法に規定す

みの軽減のために、各機関との連携によ

る放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラ

る更なる対応強化と犯罪の抑止力を含め

ブが平成12年から開設された影響から、平成20年頃ま

人捜し等にも威力を発揮する防犯カメラ

では15,000人程の利用者数が、平成28年度は6,906人に

の設置が必要ではないでしょうか。

とどまり、年々減少をたどって当初の設立目的を果た
せなくなり、その役目を終えたとの判断から 3 月31日

A

行方不明者への対応については、まず、

答弁

（総務部長）

警察署に行方不明者の届出が提出される
と、警察は家族の意向を確認後、警察署
の判断によって、町へ連絡があります。

連絡を受けた町は、高齢者を始めとする行方不明者に
関する広報活動等に協力していくというものです。具
体的には、「行方不明となった時間や場所、体格や服装
等の特徴」を警察署からの参考情報を基に、防災行政
無線で町民へ情報提供を行っています。

をもって閉館することとなりました。
昨年の12月議会において、小森議員からの一般質問
を受け、今後の利用方法を福祉施設に限らず多方面で
の活用を検討したいと回答しました。それから、庁内
各課へ利用方法のアンケート等を行い、いくつかの案
が出てきました。今後は、内部検討委員会を設置し、
アンケート結果を基に、また、タウンミーティング等
さまざまな機会において、町民の皆様の意見を伺い、
精査及び検討を 1 年かけて行いたいと思います。

また、障がいのある方や認知症の方など、場合によっ
ては、町が包括支援センター等で保有する参考となる
事項を可能な範囲で警察署と情報共有し、効率的な捜
28 広報おおの 2018.5

Q3
質問

「子育てはうす

ぱすてる」に木の香り

あふれる建物・遊具・玩具に加え、こだ

◇◆
わりのある紙芝居・絵本をそろえることで、訪れる方々
に喜ばれるとともにイベント活用や話題性等、有効で
はないでしょうか。

A
答弁

「子育てはうす

A
答弁

（町

ぱすてる」は平成30年

長）

議会の窓 ◆◇

道の駅「パレットピアおおの」は、東
海環状自動車道（仮称）大野・神戸インター
チェンジの平成31年度の開通を見据え、
地域振興やまちのにぎわいの創出のため、

平成28年度より着工し、本年 7 月のオープンを目指し、

7 月開設に向けて、 3 月に建設が完了し、

整備を進めています。総事業費は18億 4 千 2 百万円の

施設内の大型遊具等を現在、製作してお

予定です。その財源の内訳は、国費が 6 億 5 千万円、

り、だれもが身近に「ぎふ木育」を体験

県費が 2 千600万円、公共施設整備基金繰入金が 7 千

ができる室内空間として「ぎふ木育ひろば」の認定を

200万円、地方債が 8 億 2 千500万円で残りの 2 億 6 千

めざしているところです。木の遊具や玩具をふんだん

900万円が一般財源となっています。

（民生部長）

に取り入れていくことは、幼児期からの五感体験がそ

このうちの地方債については、平成28年度に 2 億 6

の子の人格形成に大きく影響していると言われ、豊か

千100万円の借り入れを行い、平成29年度に 4 億 3 千万

な心を育てるとともに大切にする「心」を育みます。

円、平成30年度に 1 億 3 千400万円の借り入れを行う予

そして、「木育」と同じように子育てに必要となって
くるのが、絵本の読み聞かせだと考えています。
絵本を読み聞かせることで、親子のコミュニケーショ

定となっています。この借り入れは、それぞれ 3 年据
え置きの20年償還で、借入から20年間償還を行ってい
くことになります。

ンのきっかけになる、きれいな絵を見て感性が豊かに

地方債の目的ですが、単年度に多額の財源を必要と

なる、いろいろな世界に触れることで知的好奇心が刺

する事業について、円滑な執行を確保し、財政負担を

激される、場面を想像することで想像力が育つ、言葉

後年度に平準化し、将来便益を受ける後世代と現世代

の表現を知ることで語彙力が育つなどの効果がありま

とで負担を分かつ機能を持たせるものです。この道の

す。特に小さい時期は、親が絵本や児童書をゆっくり

駅は今後長い間にわたり、災害時の広域防災拠点、公

読み聞かせてあげることで、子どもの言葉やコミュニ

共交通拠点、地域活性化の拠点となるべきものと考え

ケーション能力を育てることに大きな効果があります。

ていますので、道の駅整備に地方債を財源とすること

このようなことから、子どもは読み聞かせを通じて、

には合理性があると考えています。

豊かな感情、情動がわき上がっていると言われます。

また、平成28年度の町の地方債残高は、60億 5 千万

そして、脳は使うことで発達します。読み聞かせは、

円で、実質公債費比率は1.3％となっています。この実

結果として子どもの豊かな感情を養い、
「心の脳」が育

質公債費比率は、高いほど財政運営が硬直化している

つために役立っています。子どもとコミュニケーショ

ことを示しており、地方財政法上18％以上の団体は地

ンを取りながら、言語能力や学習能力を育てることが

方債の発行に際し許可が必要となりますが、大野町は

できると考えます。

1.3％と大幅に下回っており、県下でも 5 番目に良い数

そこで、一般的に絵本の読み聞かせにふさわしいと

値となっています。また、住民 1 人あたりの地方債現

言われている絵本や紙芝居の導入はもちろんですが、

在高は25万 8 千円で、県下でも 8 番目に良い数値となっ

町内保育園等の保育士や子育て経験者等に様々な意見

ています。よって、今回の道の駅整備にかかる地方債

をいただきながら、
「子育てはうす

ぱすてる」にふさ

発行額を加えた場合においても、住民 1 人あたりの地

わしい絵本等を導入してまいります。また、四季折々

方債現在高は28万 2 千円であり、県内の市町村平均よ

に合わせ、毎月テーマを設けた多数向けの読み聞かせ

り低い数値となります。

会等を開催し、その際に対応できるような大型絵本や
大型紙芝居などの充実もしてまいります。

今回の道の駅の整備や池田町大野町学校給食セン
ターなど、大型事業にかかる地方債の発行により、今
後は一時的に実質公債費比率が上昇することが予想さ

質問 1
質問 2

Q1
質問

道の駅建設について
2 期制の効果について
ひろせ 一彦 議員

れますが、健全な財政運営を維持するための制限値
10％を超えることがないよう中長期的な視点で財政運
営に努めてまいります。
また、財政調整基金については、平成28年度末残高

道の駅等整備について、町民の中にコ

は29億 5 千863万 1 千円となっています。この基金残高

スト面で不信や不安の声がささやかれて

についても、中長期的な視点で見据え、今後も16億円

いることに対し、開駅の前にスッキリと払

を下回ることがないよう収支バランスのとれた行財政

拭する必要があるのではないでしょうか。

運営を図ってまいります。
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Q2

教員の長時間労働是正策として 2 期制

今後は、明るく、元気に子どもたちと向き合える教

の効果はどうでしたか。更なる促進のた

職員、仕事とプライベートの両方を大切にして生き生

めに留守番電話の整備を求めます。

きと仕事に取り組める教職員を目指し、 2 期制だけで

質問

また、児童・生徒の学習と過ごし方に
おいて、 3 学期制に比べどんな違いがありましたか。

なく校務支援システムやスクールサポーターの導入な
ど、さらに「働きやすい学校環境づくり」を推進した
いと思います。

A

教員の過重労働に対する 2 期制の効果

答弁

（教育長）

については、県教育委員会が毎年11月に
行っている勤務実態調査の結果を見ると、

質問 1

大野町の中学校教員は、平成28年度の平

均退校時刻が19時27分でしたが、平成29年度は18時46
分となり、40分ほど退校時刻が早くなっています。また、
中学校の教員に 2 期制に関するアンケートを実施した

Q1
質問

社会教育・体育施設使用料について
井上 保子 議員
人口が減り続ける中、財政確保の見通
しは厳しいと思います。
①現在の社会教育施設・体育施設の利用
状況について

ところ、「長期休業日前の成績処理に追われる時間が減

②施設の老朽化等により

り、業務のスリム化につながっている」と答えた教員

維持・管理負担は増大しますが、受益者負担の在り方

が 9 割を超えました。また、
「中体連の大会前の練習時

について伺います。

間が確保できる」
「個別懇談の時期をずらすことができ
る」などの意見もあり、 2 期制が、教員の過重労働の
解消につながっていると思われます。
電話対応の負担を軽くするための留守番電話の整備
については、午後 7 時以降の学校への問合せ・相談等が、

A
答弁

（町

長）

平成28年度の各施設の利用申込み状況
は、中央公民館・地区公民館では（38講
座が開設、164クラブ・サークルが活動）、
延べ 9 万 1 千人が、総合町民センターで

8 校の平均で 1 週間に 2 ～ 3 件程度です。また、欠席

は延べ38万 5 千人が、体育施設では町体育協会加盟15

の連絡は、朝 7 時30分前にもあります。留守番電話の

団体など、延べ12万 6 千人の方々が、それぞれの目的

導入については、現場の声を聴きながら検討してまい

に沿って活動や学習の場として、主体的に利用してい

ります。

ただいています。町民一人当たりに換算しますと、 1

次に、生徒の学習や生活にかかわる効果の学習につ
いては、 3 学期制の場合、 3 学期の評価期間が短いこ

年間で25.7回利用申込みをいただいたことになります。
現在、学校開放施設を除く施設の管理経費の総額は、

とがかねてから問題となっていましたが、 2 期制の導

1 億 8 千万円ほど、使用料等収入の総額は、970万円ほ

入によって長いスパンで学習の状況を観察・評価でき

ど。管理経費に対する収入の割合が5.3％しかない状況

ることになります。生徒がじっくり学習に取り組み、

です。この状況は、それぞれの活動が生涯学習の観点

より多くの学習活動の様子から妥当性の高い評価を受

からも公益性の高い活動であり、町として活動を支援

けられるようになったことは、生徒にとってメリット

するために多くの団体に対し、施設使用料を免除・減

であると言えます。また、学校生活については、大き

免措置を行っている結果です。

な混乱はありません。 2 期制が、学校行事や生徒会活

また、施設の主な維持管理費は、光熱費や管理委託

動のスパンと合っていることから、生徒の意識を大切

費などの物件費及び維持補修費です。ここ数年、維持

にし、見通しのある学校生活を展開することができて

補修費は増加傾向にあり、施設は建築後24年以上を経

いると言えます。

過しており、この先各施設の長寿命化を図っていくた

次に、 2 期制を導入したこの 1 年の課題と今後の取
組みについては、課題として寄せられた意見で最も多
かったことは、
「 9 月は体育大会と前期の成績処理が重

めには大規模改修等の予算も必要となり、維持管理費
が今以上に膨らむことが予想されます。
生涯学習が町民の皆様に浸透し定着してきた現在、

なり、
多忙だった」ということです。この点については、

公益性の高い活動であることを認めつつも施設利用負

夏休みの期間を有効活用し、計画的に仕事を進めてお

担の適正化を検討すべき時期であると考えます。

くことで、概ね解消できると考えています。また、夏

施設を利用する人と利用しない人の行政サービスの

休み明けすぐに定期テストが計画されていることから、

公平性の確保や受益者負担の原則といった観点から、

夏休み中の学習支援を要する生徒への対応が必要で

消費税が10％へ上がる平成31年10月を目途に、関係団

あったという意見もありました。夏休み後半に学習相

体等に受益者負担のご理解を得ながら、施設利用料の

談日を設けて学習支援を行うことや、夏休み後半に 3

免除・減免の基準及びその対象となる団体の見直し等

日間ほど午前授業を位置付けることなど、中学校と協

を行い、将来にわたって安定した生涯学習が推進でき

議し、検討していきたいと考えています。

るような施設管理・運営を実現したいと考えています。
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議会の窓 ◆◇

議会のうごき
【議会議員が出席した主な行事等】

1月

31 日

町職員仕事始め式
揖斐郡消防組合消防出初式
町消防出初式
町成人式
県議会議員研修会
新春商工懇談会
町新春マラソン大会
例月審査
中学校生徒海外派遣事業壮行会
定例監査
第 1 回揖斐郡消防組合議会定例会
道徳教育推進委員会
地方財政対策等説明会及び合同懇談会

井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
議長
井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
議長
議長・民建委員長
井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
監査委員
正副議長
監査委員
議長
総文委員長
議長

2 日
4 日
14 日
19 日
22 日
23 日
25 日
26 日
28 日

第 1 回揖斐広域連合議会定例会
第 15 回大野フットサル大会
第 1 回西濃環境整備組合議会定例会
例月審査
揖斐郡町村議会議長会
揖斐郡スポーツ懇談会
町青少年健全育成研修会
定例監査
議会運営委員会

井上・長沼・国枝議員
議長
議長
監査委員
議長
議長
長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・山川議員
監査委員
委員

4 日
6 日
7 日

スポーツ少年団入団式
中学校卒業式
第 1 回定例会（開会）
全員協議会
議会運営委員会
総務文教常任委員会
民生建設常任委員会
日本警察犬協会服従訓練競技大会前夜祭
日本警察犬協会服従訓練競技大会開会式
第 1 回定例会（一般質問）
第 1 回定例会（閉会）
テクノパーク大野及び道の駅「パレットピアおおの」現地視察
フラワー都市交流実行委員会
例月審査
小学校卒業式
議会広報編集委員会
観光写真コンテスト審査会
工事監査
かき生産者大会
定例監査
公立保育園統合等外部検討委員会
岐阜県町村議会議長会評議員会
公立保育園・認定子ども園卒園式
大垣衛生施設組合議会定例会
町観光協会役員会
大野町消防団入退団式

議長
全員
全員
全員
委員
全員
全員
議長・井上議員
議長・井上議員
全員
全員
全員
議長
監査委員
全員
委員
議長
監査委員
議長
監査委員
井上議員
議長
全員
議長
民建委員長
議長

4 日
5 日
7 日
12 日
13 日
21 日
22 日
26 日
29 日
30 日

2月

3月

8 日
9 日
10 日
11 日
14 日
15 日
16 日
19 日
23 日

24 日
26 日
27 日
28 日
30 日
31 日

略

総文＝総務文教常任委員会

民建＝民生建設常任委員会
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社会福祉協議会だより

み ん な の あ っ た か ま ち づ くり

社協だより
大野町社会福祉協議会 ☎34-2130

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

平成３０年度

事業計画

【基本方針】
少子高齢化の波が押し寄せ、それに伴う高齢者の孤立や孤独、地域コミュニティ機能の衰退、介護・
医療・年金といった社会保障費の増大などにより、我々の生活がおびやかされている現状があります。
こうした状況下において、地域福祉の充実と推進の中核を担う社会福祉協議会の役割は、今まで
以上に重要になってきており、多様化した福祉課題に対し、地域づくりの基盤を整え、人と地域に
共感と協力の輪を広げていくことが、求められています。
そこで、より公益的な活動の幅を広げ、住民・ボランティアの主体的な参加による制度内外の福
祉サービスの実践、地域や住民の力が集まるシステムづくりが課題解決の鍵でもあります。
本会としましては、町民の皆さまがいつまでも住み慣れたまちでいきいきとした暮らしを続けら
れるよう、地域福祉力の向上や、地域の福祉資源や特性を活かした地域包括システムを構築し、高
齢者や支援を必要としている人を地域全体で支えていくことを目指し、住民の視野に立ったサービ
スを提供すると共に住民から理解される事業を展開してまいります。

【スローガン】「みんなのあったかまちづくり」

重点項目

①地域福祉活動の推進

②在宅福祉サービスの充実

③福祉サービス利用支援事業の充実

④幼保連携型認定こども園経営の充実

【活動内容】
法人本部
（１）法人運営事業
（財源：会費、寄附金）

⑴役員会等の運営
⑵会員の拡充
⑶社会福祉功績者表彰式
⑷敬老の日祝品贈呈
⑸福祉用具貸与
⑹福祉団体等への支援
⑺福祉委員制度の実施
⑻広報活動
⑼地域福祉活動計画の策定
（２）ボランティアセンター事業
（財源：会費）

⑴広報活動による啓発
⑵ボランティア支援
⑶ボランティア養成講座の開催
⑷ボランティア連絡協議会との連
携
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⑸共同募金街頭募金運動への協力
⑹ボランティア活動保険加入促進
（３）生活福祉資金貸付事業
（財源：県社協受託金）

（４）心配ごと相談事業
（財源：会費、町補助金）

（５）福祉サービス利用援助事業
（財源：県社協受託金）

日常生活自立支援事業
（６）生活困窮者自立相談支援事業
（財源：県社協受託金）

（７）福祉推進事業
（財源：会費、町補助金）

⑴まちｃａｆｅの開催
⑵地域福祉懇談会の開催
⑶福祉教育の推進
⑷生活支援体制整備事業
（８）共同募金配分金事業
（財源：共同募金配分金、会費）

⑴一般募金配分金事業
①福祉のふれあい広場

②ふれあい食事サービス
③バースデイ花束プレゼント
④ふれあい・いきいきサロン継
続事業
⑤地域見守りネットワーク活動
支援事業
⑵メニュー事業配分事業
①ふれあい・いきいきサロン支
援事業
⑶歳末たすけあい配分金事業
①在宅援護事業
②高齢者交流事業
（ふれあい食事会）
③障がい者交流事業
④菊花のつどい
⑤貸出用具整備事業

高齢者支援

（９）介護事業
（財源：介護保険収入、自立支援費収入、
町受託金）

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

障がい者支援

（10）障がい者支援事業
（財源：自立支援費収入、就労支援事業
収入、町受託金）

（11）東さくらこども園事業
町補助金）

⑴東さくらこども園事業
⑵子育て支援センター事業

その他の事業

⑴岐阜県共同募金会事業
⑵日本赤十字社事業
⑶災害義援金募集事業
⑷郡遺族会
⑸大野町戦没者追悼式

当初予算額
会費収入
３,８５２
寄附金収入
１,０１２
経常経費補助金収入
２７,８９３
受託金収入
４,０５５
事業収入
４２０
負担金収入
９３
介護保険事業収入
５６,７３５
収入
保育事業収入
１３５,９４３
就労支援事業収入
２,５３３
障害福祉サービス等事業収入
３８,９０９
受取利息配当金収入
３５７
その他の収入
１,７１４
事業活動収入計（１）
２７３,５１６
人件費支出
２０６,２５７
事業費支出
２７,６４７
事務費支出
４１,９４６
支出
就労支援事業支出
２,５３３
助成金支出
２,０４０
事業活動支出計（２）
２８０,４２３
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）
－ ６,９０７
施設整備等補助金収入
０
収入
施設整備等寄附金収入
０
施設整備等収入計（4）
０
固定資産取得支出
１,３９９
支出
施設整備等支出計（5）
１,３９９
施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）
－１,３９９
積立資産取崩収入
２５,０６３
拠点区分間繰入金収入
７,９１２
収入
その他の活動による収入
２,５７７
その他の活動収入計（7）
３５,５５２
積立資産支出
３,８６３
拠点区分間繰入金支出
７,９１３
支出
その他の活動による支出
８,００４
その他の活動支出計（8）
１９,７８０
その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）
１５,７７２
予備費支出（10）
１,４５０
当期資金収支差額合計（11）=（3）＋（6）＋（9）－（10）
６,０１６
その他の活動による収支

（財源：保育料収入、国・県・町給付金、

（単位：千円）

施設整備等

子育て支援

資金収支当初予算
勘定科目

による収支

⑴就労継続支援事業
（就労支援センターもみじの里）
①本部事業
②受託事業
③自主製品販売事業
⑵相談支援事業
（障がい者相談支援センターも
みじ）
①一般相談支援事業
②特定相談支援事業
③障害児相談支援事業

平成３０年度

事業活動による収支

⑴訪問介護事業
①訪問介護事業
②障害福祉サービス事業
ア 居宅介護・重度訪問介護サービス
イ 移動支援サービス
③軽度生活援助事業
⑵通所介護事業
①通所介護事業
②基準該当障害福祉サービス
⑶居宅介護支援事業

前期末支払資金残高（12）
当期末支払資金残高（11）＋（12）

１９,８００
２５,８１６

社協会費納入のお願い
町社会福祉協議会では、住民の皆様からご協力いただきます会費を財源に、住民参加による地域福祉活動、
ボランティア活動、福祉教育への助成などを行っております。
今後も大野町の福祉をより推進していくため、地域の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い致します。

【会員別会費】
■一般（世帯）

1口

500 円

■賛助（法人）

1口

5,000 円

一般会員の募集と会費納入を、各
地区の区長様を通じてお願いしてお
ります。
賛助会員については、各法人様宛
にご依頼させていただきます。
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社会福祉協議会だより

日本赤十字社会員募集と会費納入のお願い
日本赤十字社では、毎年５月は全国一斉に赤十字会員増強運動を展開し、国内外における災害救
援救護活動、医療事業、血液事業、社会福祉事業等の赤十字事業を推進しています。
本年も、各地区の区長様を通じて、会員募集と活動資金（会費）へのご協力をお願いしております。
皆様のご協力をよろしくお願い致します。
赤十字会員増強運動月間

平成２９年度

自

５月１日

～

至

５月３１日

共同募金報告

昨年１０月から１２月までの募金運動で皆様にご協力いただきました募金額をご報告させていた
だきます。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金

2,934,159 円

歳末たすけあい募金

1,184,220 円

歳末たすけあい配分金事業 （単位：円）
事

業

名

金

額

お見舞金品贈呈事業

319,057

新春ふれあい食事会

581,676

障がい者交流会事業

22,532

赤い羽根共同募金につきましては、平成２９年度の募金が 貸出用福祉用具整備事業
次年度の配分金となるため、平成３０年度の地域福祉活動に 施設利用者・高齢者交流事業
使わせていただきます。
合 計
歳末たすけあい募金は、歳末たすけあい配分金事業として、
上表の通り地域の福祉活動に配分し活用させていただきました。

225,297
35,658
1,184,220

災害ボランティア講座開催の案内
岐阜大学地域減災研究センター特任准教授である村岡治道氏をお招きし、
「中高年の減災教室～自
宅で取り組む地震への備え～」について講演していただきます。災害はいつ起きるかわかりません。
関心のある方はどなたでもぜひご参加ください。
●日 時 平成３０年７月２７日（金） 午後１時３０分～午後３時３０分
●会 場 総合町民センター 多目的ホール
●対象者 ボランティア活動者・自主防災関係者・福祉関係者・関心のある方
●問合せ 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130
共催：大野町ボランティア連絡協議会 協力：みんなの防災ねっと
入場無料・予約不要

ボランティアセンターからのお知らせ
おもちゃ病院「かき工房」
『家具固定は、今日にでもできる
こわれたおもちゃ治します！ 
“地震対策”』
◎開催場所
◎開催日

平和堂大野店
おおのふれあい通り１階
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

町社会福祉協議会
おもちゃ病院「かき工房」 ☎ 34-2130
申込・問合せ先
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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
町社会福祉協議会
みんなの防災ねっと ☎ 34-2130
申込・問合せ先

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

ふれあい・いきいきサロンコーナー
サロン代表者交流会
マジック講師の村上誠一郎氏をお招きし、マジックショー
とサロンで披露できるマジックをレクチャーしていただきま
した。マジックを初めて体験する方もおられ、悪戦苦闘しま
したが、最後は皆さん習得され、サロンでも取り入れたいと
の声が多数ありました。
※赤い羽根共同募金を活用し、この事業は行われました。

善

▲ロープマジックのレクチャーを受ける参加者

意

大野小学校児童会より昨年４月から今年２月までのアル
ミ缶回収で得た収益金４万円を寄附していただきました。
大野小学校では福祉委員が中心となり、家庭から持ち
寄ったアルミ缶の回収に毎週取り組まれています。寄附金
は町デイサービスセンターのリハビリ用具購入、就労支援
施設もみじの里の作業用台車を整備するために活用させて
いただきます。
▲大野小学校の児童

北小学校ではＪＲＣ委員が中心となり、全校生徒２２１
名が平成２９年４月から、子どもたちが優しさや思いやり
をもてるようにボランティア活動を行っておられます。こ
れまで集めた１円募金５千円をＪＲＣ委員会代表より寄附
していただきました。寄附金は、町デイサービスセンター
のリハビリ用具を整備するために活用させていただきま
す。
▲北小学校の JRC 委員会代表児童

急募！「生活支援員」を募集しています
社会福祉協議会では「日常生活自立支援事業」の「生活支援員」として、認知症高齢者や知的・
精神障がい等で判断能力に不安がある方の自宅や施設を定期的に訪問し、安心して地域で生活でき
るように利用料の支払いなどお手伝いをする方を募集しています。町内に支援を必要としている方
がいます。ご協力をお願いします。
●募集人数 ・若干名
●勤務時間 ・平日 週１回～月１回訪問
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
●給与形態 ・時給 １，０００ 円
●応募要件 ・普通自動車運転免許
・町内在住の２０歳以上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

社会福祉協議会

☎ 34－2130
広報おおの 2018.5
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4 いび漢方クリニック
5
5 6

27
6 3

22-3939

揖斐川町
三輪

21-0055

小森内科胃腸科

大野町
黒野

大久保医院

大野町
黒野

32-1510

大野町
大野

32-0033

春日診療所

揖斐川町
春日六合

58-0011

まつばら眼科

池田町
池野

44-1233

いけだ整形外科
リウマチクリニック

池田町
八幡

45-3344

13 クリニックラポール
20

揖斐川町
三輪

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

次回の古紙類等回収について

こんにちは！赤ちゃん
住所

氏名

保護者

黒野

児山さくら

黒野

田中

碧空

相羽

桂川

修伍

野

田中

つ く る

創琉

西方

後藤

陽人

そ

ら

しゅうご

住所

保護者
そ う た

泰典

古川

田村

想太

航平

上秋

青木

琉晟

亮

公郷

富田 侑和

義久

は る と

氏名

上磯

りゅうせい

ゆ う わ

松岡

み

お

実央

真路
祐太
幸樹
知之

崇文

末永くお幸せに
住所

♥

♥

5 月 20 日（日）午前９時〜１１時（２時間）

夫

大野

妻

大野

夫

南方

妻

氏名

住所

丹羽 理人
♥
田丸麻里乃
高橋
小林

公郷

宏昌
♥
愛

夫

下磯

妻 池田町
夫

下磯

妻

三重県
桑名市

氏名

小林
野原

恋
優里

杉原幸一郎
山中 麻美

順延の場合、5 月 27 日（日）

◎問合せ先／環境水道課

☎ 34-1111

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。生ごみ等は翌日 4 日
（金・祝）
・
びん類は 10 日（木）に変更です。
◎問合せ先／環境水道課

☎ 34-1111

納期限のお知らせ
固定資産税（1 期）
軽自動車税（全期）
5 月 31 日（木） 国民健康保険税（1 期）
5 月 1 日（火）

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

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

年齢

住所

年齢

黒野

加納

一義

92

大野

菊池

浜子

84

黒野

長沼美百合

67

大野

乱橋

義雄

78

黒野

林

照男

92

古川

大野美枝子

93

相羽

岡田よ志ゑ

93

上秋

長屋

ユキ

94

相羽

中塚

62

中之元

小森

稲雄

94

100

公郷

鈴村

敏夫

84

野
大野

正秀

後藤まさ子
岩崎

正喜

人口と世帯（4 月 1 日現在）
人 口
男
女
世帯数

…………
…………
…………
…………

大野町
ホームページ
QR コード
大野町 HP

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

82

２３, ２１１人（−９２）
１１, ３８５人（−４５）
１１, ８２６人（−４７）
７, ８７９世帯（+ １５）

出生１２人／死亡２０人／転入７２人／転出１５６人

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

氏名

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

（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。

発行 大野町
編集 総務課

◎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

2018.5

のだ医院

３月中に届け出のあった方（敬称略）

☎ 34-2130

へ連絡してください。

No.693

3

所在地

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/

月 日 当番医の医療機関名

電話番号
（0585）

広報おおの

住民だより

5・6 月休日在宅当番医のお知らせ

