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今月の主な内容
▶２ 道の駅「パレットピアおおの」

７月１１日グランドオープン
▶４ 第２５回記念根尾川花火大会

第５４回夏まつり大野おどり
▶５ まちの話題
▶１０ Information くらしの情報
▶２６ 社協だより

７月１１日、グランドオープン
ぼくたちが育てる

道の駅「パレットピアおおの」
～道の駅植栽イベント



現場視察記念植樹
　このほど、
国土交通省石
川雄一道路局
長がオープン
間近の道の駅
を訪れ、町長
の説明を受け
ながら施設を
視 察 し ま し
た。
　トイレ・情報館、地域振興施設、「子育てはう
す　ぱすてる」をじっくりと視察した後、敷地内
に野村モミジの記念植樹を行いました。

▲記念植樹を行った石川局長（右）

　このほど、道の駅「パレットピ
アおおの」の O

オー

リング内において、
下 磯・ 本 庄 地 区 住 民 を は じ め
７００人を超える参加者による芝
生の植栽を行うイベントが開催さ
れました。
　今月オープンする道の駅が、皆
さんに長く愛され親しまれる施設
になることを目指し行われたもの
で、参加者は芝生の苗を丁寧に植えつけていました。また、道の駅内
の「ふわふわ広場（しばふの広場）」と「もくもく広場（木の広場）」
の愛称の命名者となった子どもたちに表彰状が贈られ、その後愛称の
命名者と来賓による苗木の記念植樹を行いました。

７月１１日（水）グランドオープン

愛称
決定

しばふの広場 「ふわふわ広場」
　　木の広場 「もくもく広場」

に決定しました

道の駅を緑でいっぱいに
道の駅植栽イベント

◎ふわふわ広場命名者の皆さん
大野中１年　林　　良成さん 揖東中１年　新宅　莉子さん
大野小５年　高橋　瑠那さん 東小３年　　福井　杏夏さん

◎もくもく広場命名者の皆さん
大野中１年　松岡　歩美さん 大野中１年　所　　隼翔さん
大野中１年　林　　良成さん 大野中１年　林　瑠惟斗さん
北小２年　　川瀬　柚希さん 西小６年　　林　　萌華さん
中小４年　　今西　咲帆さん 南小６年　　田中　碧乃さん
東小６年　　末守　　希さん 東小５年　　青山　初音さん
東小４年　　堀　結衣菜さん 東小３年　　後藤　彰磨さん
東小３年　　馬淵　琴音さん 東小３年　　日比野勇斗さん
東小３年　　若原　　尊さん 東小２年　　大橋　一輝さん

町内小学生（当時）の皆さんからたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。

▲広場を命名した皆さん

▲苗木を植樹する様子

　 こ の ほ ど、（ 株 ）
東海プランニング後
藤孝行代表取締役が
役場を訪れ、「観光
元年ということで、
道の駅開駅を盛り上
げ た い。」 と し て、
道の駅で観光情報な
どをお知らせするデ
ジタルサイネージ（電子掲示板）一式を贈りました。同
社は木育や福祉、教育などのために毎年町に寄附を寄せ
ており、町長は、「ご支援いただき、ありがたい。」とに
こやかに目録を受け取りました。

道の駅の開駅を応援します
（株）東海プランニング、（公財）十六地域振興財団、（公財）だいしん緑化文化振興財団から寄贈

▲目録を手渡す後藤代表取締役（左）

　このほど、公益財団法
人 十六地域振興財団と公
益財団法人 だいしん緑化
文化振興財団から、道の
駅に植栽するクヌギやコ
ナラなど１０種６００本
超の樹木の苗木が贈られ
ました。役場で行われた
寄贈式で、町長は、「道の
駅内の『子育てはうす ぱ
すてる』の前に雑木林を
作り、自然を肌で感じる場所をこれから育てていきたい。あり
がとうございます。」と、目録を受け取りました。

▲樹木を寄贈した（公財）だいしん
緑化文化振興財団西脇史雄理事長

（左）と（公財）十六地域振興財
団秋葉和人専務理事（右）
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グランドオープン間近の
道の駅「パレットピアおおの」を紹介します。

　大野町の魅力を詰め込んだ、地域振興施設です。
　白を基調とした平屋建てで、天井の高さは約６ｍ。開放感いっぱいに
陽光が差し込みます。
　地元の農産物や特産物をお得にお買い物した後は、地産地消にこだ
わった洋食のレストランやベーカリーでお食事も楽しめます。

※イメージ図

地域振興施設

トイレ・情報館

　大野町をはじめ、西美濃地域の観
光情報や地域の情報を発信するトイ
レ・情報館です。道の駅に欠かせな
いトイレは、オストメイト対応多目
的トイレを備え、誰もが使いやすい
トイレとなっています。

O
オ ー

リング
　　 （屋根付回廊）

　大野町の「Ｏ」をかたどった道
の駅「パレットピアおおの」のシ
ンボルです。
　回廊が囲む「ふわふわ広場」では、
季節ごとのイベントが行われます。

道の駅の開駅を応援します
　　  美濃大野ライオンズクラブから寄贈
　このほど、美濃大野ライオンズクラブから、道の駅開駅を盛り上げたいと、
桜の木が贈られました。寄贈されたシダレザクラとヤマザクラは、道の駅入
口に植樹され、来場者を歓迎します。

子育てはうす ぱすてる
　　 （子育て支援施設）
　木をふんだんに使った施設は、子どもた
ちの五感をやさしく刺激する「木のおう
ち」。木を使って遊ぶ子どもたちに目の届
く広さです。子育てを楽しみたいお父さん
お母さん、おじいちゃんおばあちゃんもぜ
ひ、はだしになって遊んでください。

木製遊具は、ぎふ大野ふるさと応援金（ふるさ
と納税）に寄せられた寄附により設置しました。
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問合せ先  観光企業誘致課　☎ ３４－１１１１

日　時　８月１１日（土）　午後７時３０分～８時１０分
　　　　　 ※小雨決行（打ち上げのできない場合翌日１２日（日）） 

場　所　根尾川河畔藪川橋上流
内　容　メッセージ花火（記念花火）、ワイドスターマインほか　６，０００発

日　時　８月１２日（日）
　　　 午後５時３０分～９時
　　　　　 ※雨天中止 

場　所　黒野駅レールパーク
　　　  （旧黒野駅）

第25回記念根尾川花火大会

第54回夏まつり大野おどり

　今年で２５回目を迎える根尾川花火大会は、根尾川を挟む
大野町と本巣市が地域の活性化と交流を深め、更なる発展と
地域住民が「心豊かに生きること」を願い実施されます。夏
の夜空で繰り広げられる華やかな花火をご覧いただき、思い
出に残るひとときをお過ごしください。
　また、毎年好評の花火大会絵日記コンテストを今年も実施
しますので、ぜひご参加ください。詳細・応募方法については、
岐阜新聞本社、支局、各販売店へ問い合わせてください。

◆お願い◆
●皆様のご協力をお願いします。
・立入禁止区域には絶対に入らないでください。
・�周辺の道路は、交通規制が行われます。事故のないよう交
通整理員の誘導に従ってください。
　※交通規制時間は午後５時３０分～９時
　（堤防道路の一部は午後５時～９時３０分）です。
・車は必ず指定の場所へ駐車してください。
・ゴミの持ち帰りを励行してください。
◎花火打上げ翌日の清掃活動にご協力ください。
　時間：午前７時～８時
　集合場所：町営東運動場

　お盆の夜、浴衣を着て、プラットフォームを囲んで
大野おどりをおどりませんか。
　大野おどり会場付近には駐車場がありません。車で
お越しの際は、第１公民館、
　役場周辺の駐車場をご利用ください。

P
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P

P

P P

花火大会会場付近図

国道３０３号

役 場

総合町民センター

第１公民館

大野おどり会場
（黒野駅レールパーク）

中央公民館

武道館

商工会館
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黒野八幡神社

交通規制
区間

大野おどり会場付近図
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咲 き誇るバラに囲まれて
バラまつり大野２０１８

　このほど、バラ公園にて「バラまつり大野２０１８」が開催され、町
内、近隣市町だけでなく、県外からも多数の来園者がありました。初日
は、西小学校の鼓笛演奏で始まり、地元団体による歌や踊り、県立岐阜
商業高等学校吹奏楽部が美しい演奏を披露しました。翌日は雨天でした
が、神戸町の PR 大使「ばら菜」が駆けつけ、町のマスコットキャラクター

「パーシーちゃん」「ローズちゃん」と共に会場を盛り上げました。物販
コーナーでは、多くの来園者がバラ苗を求め、生産者から品種や生育方
法などを熱心に尋ねていました。また、午後７時から９時までバラ公園
内の夜間ライトアップを行い、日中とは違う幻想的なバラを楽しむ姿が
見られました。

地 域の守り、消防団
第４７回町消防操法大会

　このほど、相羽グラウンドにて第４７回大野町消防操法大会が開催
され、７分団２３チーム（小型ポンプの部２チーム・ポンプ車の部
２１チーム）が出場しました。当日は、出場団員らが日ごろの訓練の
成果を存分に発揮し、家族やＯＢの大きな声援を背に力強い消防操法
を繰り広げました。消防操法は、火災現場での迅速な行動や的確な操
作などを養うための基本的な訓練となるもので、消防技術やチーム
ワーク等を身につけた団員は、火災などの災害から地域を守るために
日々の活動を続けています。
　大会結果は次のとおりです。（敬称略）

小型ポンプの部
　優　勝　　第６分団　第１班
ポンプ車の部
　優　勝　　第２分団　第１班
　準優勝　　第５分団　第２班
　３　位　　第２分団　第２班
個人優秀賞　指揮者　第５分団第１班　三間　靖広
　　　　　　１番員　第３分団第１班　内藤　哲哉
　　　　　　２番員　第２分団第１班　中島　広幸
　　　　　　３番員　第５分団第１班　稲月　一至
　　　　　　４番員　第６分団第１班　岩田　悟司

▲バラの中で行われた県岐商吹奏楽部の演奏

▲ライトアップされた夜のバラ公園

▲小型ポンプの部優勝　第６分団 第１班の皆さん

▲ポンプ車の部優勝　第２分団　第１班の皆さん

▲個人優秀賞の皆さん

可 憐な山野草が涼しげに
山野草展

　このほど、第２公民館において山野草展が開催されました。大野山草
会の会員１５人によって開催日に花が咲くように丹精を込めて栽培され
た山野草が、会場いっぱいに並びました。毎年春と秋に開催されるこの
展覧会を楽しみにしているファンも多く、町内外問わず訪れたたくさん
の人々の目を楽しませていました。

▲山野草展の様子

ま ち の 話 題
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地 域の交通安全を守りたい
揖斐地区交通安全協会川合支部へ感謝状

　このほど、揖斐警察署長及び揖斐地区交通安全協会会長から交通安
全功労団体として、同協会川合支部へ感謝状が贈られました。事故防
止看板の点検や啓発活動に支部員一体となって取り組んでいる同支部
代表 杉原俊美さん（本庄）が町長に報告し、「今後も、地区内から交
通事故がなくなるよう取り組んで行きたい。」と決意を語りました。

▲感謝状受領を町長に報告する杉原さん（左）

企 業立地・環境保全・災害時施設開放に関する協定締結
（株）中部理化

　このほど、瀬古地内への企業進出を決めた（株）中部理化代表取締
役社長の松野成章さんと町長、瀬古区長久保田博視さんが、企業立地・
環境保全・災害時施設開放についての協定を締結しました。愛知県東
郷町に本社を置く（株）中部理化は、アルマイト皮膜加工を専業とす
る企業で、旧給食センター跡地に建屋を再利用した国内４拠点目とな
る工場を設置する予定です。
　松野社長は、「安全、環境コンプライアンス、防災を心がけながら、
町に根ざしていきたい。」と決意を述べ、町長は、「災害時協力につい
ての協定は初めて。町と企業が共に発展していきたい。」として、協
定書を取り交わしました。

自 衛官をめざす人を応援します
自衛官募集相談員　國枝 達男さん（加納）

　このほど、自衛官募集の広報活動に援助・協力等を行う自衛官募集
相談員の委嘱式が役場で行われ、町長と樫地慶一自衛隊岐阜地方協力
本部長から國枝さんへ委嘱状が交付されました。國枝さんは、「微力
ながら、自衛隊 OB として取り組みたい。」と意気込み、町長は「自
衛隊の働きがますます重要となっています。多くの方にご理解をいた
だけるようご支援を。」と國枝さんの活躍に期待を寄せました。

▲協定書を取り交わした町長と松野代表取締役
社長（中）と久保田瀬古区長（右）

▲町長と樫地本部長（右）から委嘱状を受けた國枝さん（中）

旭 日双光章を受章
堀口 修一さん（黒野）

　今年度の春の叙勲・褒章で、堀口修一さんが旭日双光章を受章し、
役場で町長に報告しました。昭和３３年大野町役場に入庁、平成７年
から２期８年間助役を務めた堀口さんが、「先輩、同僚に助けられた。
公務では地域との交流が大切だと思う。」と事績を振り返ると、町長は

「長い時間、地域に貢献されました。おめでとうございます。」と祝福
しました。

▲受章を町長に報告する堀口さん（左）

ま ち の 話 題
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生 涯学習の成果を披露
第３１回町文化祭

　このほど、第３１回町文化祭が総合町民センターで行われま
した。４２団体が加盟する町文化協会が主催し２日間にわたっ
て開催したもので、詩歌や書道、陶芸、書道、写真、各種織物
などの多彩な展示発表、生け花や茶道の生活文化展、ステージ
での芸能発表など、加盟団体が活動成果を多彩に披露しました。
また、岐阜大学落語研究会や津軽三味線、和太鼓パフォーマン
スの公演会が行われて、文化祭を盛り上げていました。

き れいな水を次の世代へ
揖斐川流域クリーン大作戦

　このほど、役場東を流れる三水川で、揖斐川流域クリーン大作戦（西
濃環境 NPO ネットワーク、NPO 法人里山会ほか主催）が行われ、早
朝から集まった２５０人以上の人が、三水川左岸と右岸のごみを丁寧
に拾っていました。また、根尾川筋漁協の協力を得て三水川に幼魚が
放流されたほか、きれいに清掃された川に竿を出して魚釣り大会が行
われ、親子連れらが挑戦していました。

▲和太鼓のステージが文化祭を盛り上げました
【写真提供・町文化協会】

大 空を飛ぶ
第１４回おおのローズカップ

　このほど、揖斐川左岸の大野グライダー滑空場において、第１４回おおのローズカップ（大野グライダークラブ
主催、大野町ほか後援）が開催されました。ウインチで曳

えいこう

航された後グライダーが指定高度に達するまでの速度が
競われ、県内各地や愛知、大阪、京都等から参加した選手４２人が２人一組で、日頃の練習の成果を発揮しようと
大空をめざして次々と飛び立ちました。

　大会結果は次のとおりです。（敬称略）
　　団体　　優　勝　コカ・コーラ
　　　　　　準優勝　プチワーカーズ
　　　　　　三　位　まなⅡ
　　個人　　優　勝　古川達也（名古屋工業大学）
　　　　　　準優勝　松代文衞（大野グライダークラブ）
　　　　　　三　位　水谷千左（大野グライダークラブ）
　　学生　　優　勝　古川達也（名古屋工業大学）
　　　　　　準優勝　内倉麻衣（南山大学）
　　　　　　三　位　宮崎聡太（岐阜大学）

▲おおのローズカップの様子
【写真提供・中村貞夫さん（桜大門）】

▲三水川へ幼魚を放流しました

極 地の暮らしを学ぶ
北小学校６年生「南極教室」

　このほど、大里研究所（稲富、林幸泰理事長）で、北小学校
６年生児童が南極観測隊員の体験を聞く「南極教室」が行われ
ました。昨年インターネット回線を利用して南極の基地から児
童らと交信した隊員の伊藤太市さんが帰国し、極地での実際の
体験を学ぼうと企画されたものです。氷点下３０℃の現地の様
子がいきいきと語られ、熱心に聴き入る児童らは、南極の氷に
水を加えると音をたてて溶ける実験や南極で使用した装備を実
際に着用する体験も行い、極地について学んでいました。 ▲「南極教室」の様子
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揖東土地改良区総代選挙
1 選挙の期日 ８月　５日（日）

2 選挙期日の告示日 ７月２９日（日）

3 選挙の理由 任期満了による

詳細につきましては、次までお尋ねください。
問合せ先  町選挙管理委員会事務局（総務課）　☎ 34-1111

　５月２７日、常呂中学校グラウンド

で第４５回常呂中学校体育祭が行われました。この日は曇り

空の肌寒い日でしたが、生徒たちは学年対抗戦の優勝を目指

し熱戦を繰り広げていました。

　クラスメイト全員でゴールを目指す、常呂中学校の恒例競

技「ミシシッピ渡し」では、生徒たちの奮闘に保護者からも

声援が送られ、会場は大いに盛り上りました。

常呂中学校体育祭
一致団結で優勝目指すところ通信

Vol. 221

北見市

▲常呂中学校体育祭の様子

お おのまちづくりミーティング
まちづくりおおの協議会

　このほど、黒野駅ミュージアムにおいておおのまちづくりミーティ
ングが開催され、地域住民、行政職員ら約４０人が参加しました。こ
れは、田んぼアートなどに取り組むまちづくりおおの協議会（松浦正
幸会長）が、まちづくりを気軽に話し合おうと主催したもので、第１
回目となった今回は、「公共交通」をテーマに有識者の講演と意見交
換が行われました。参加者から、「バスの本数が少なく利用しづらい。」

「学校に送迎するとき、学校前の道路が渋滞してしまう。」「デマンド
タクシーの利用方法が正直分からない。」といった率直な意見が出さ
れ、羽賀茂樹事務局長は、「皆の意見や悩みを聞いて、まちづくりを
考えていきたい。」と締めくくりました。

ホ タルの光を追いかけて
ホタル鑑賞会

　このほど、運動公園内ホタル野外ミュージアムで、ゲンジボタルの
鑑賞会が行われました。大野町ホタルの里づくり研究会（代表後藤道
夫さん）が主催し１０年以上続けられているもので、鑑賞会初日は天
候にも恵まれ３００人以上が来場しました。
　会員らからホタル小屋で説明を受け、水辺の草木のあちこちで点滅
する光を見つけた来場者から歓声があがりました。後藤さんは、「大
切に育てたホタルの光が今年も見られた。自然にホタルが育つような
環境づくりを考えていかなければ。」と話していました。

▲おおのまちづくりミーティングの様子

▲ゲンジボタルが乱舞しました

ま ち の 話 題
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高校生の通学バス・鉄道定期代を補助します
　町では定住促進及び高校生の子を持つ保護者の経済的負担を軽減するとともに、公共交通の利用促進、通学の利便向上を図る
ことを目的として、高校生が通学に利用するバス（スクールバス含む）、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。

◎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。対象世帯全員に、町税等の滞納がないことが必要。

◎補助対象機関
バス：岐阜バス、名阪近鉄バス、スクールバス　　　鉄道：樽見鉄道、養老鉄道

◎補助する額
　通学定期券購入費用の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
　高校生の身分証明書（学生証又は合格通知書）の写しと通学定期券の写し（スクールバス利用者は、その料金の領収書）、
印鑑を持参し、申請書を提出してください。
※定期券取扱所証明欄の記載や定期券発行証明書の添付は不要となりました
※定期券の写しは、有効区間、期間、氏名、購入金額等の確認ができるよう写してください
※まとめて申請するときは、破棄する前に定期券の写しをとるなど、十分注意してください

◎申請手順

申請者 町

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

※申請書及び請求書は、政策財政課備付け又は町ホームページからダウンロード可
◎受付時間
　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日・年末年始を除く） 申込・問合せ先    政策財政課　☎ ３４-１１１１

アユカ（新規・積み増し）の助成をします
　町では定住促進及びバス利用の促進を図るとともに住民福祉の向上に寄与することを目的と
して、アユカ（ＩＣカード乗車券）の助成をしています。
　平成２６～２９年度中に新規でアユカ助成を受けた人は、次のとおり積み増し助成を行って
います。また、アユカを申請していない人には、引き続き新規でアユカ助成を受け付けていま
すので、この機会にアユカでバスを利用してください。

 アユカ新規交付助成 
◎助成対象
　町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納がない人。
◎助成内容

　１，０００ 円の自己負担をいただき、３，０００ 円分のアユカ（２，５００
円分のバス運賃と ５００ 円分の保証金）を郵送にて交付。
※ただし、新規交付は１世帯１枚限り（積み増し助成との重

複利用は不可）

 アユカ積み増し助成 
◎助成対象

　アユカを持っている人（定期券を除く）で町内に住所を有
し、対象世帯全員に町税等の滞納がない人。

◎助成内容
　積み増しされた乗車料金のうち 2,000 円を上限として助成。
※ただし、１年度あたり１世帯１回限り（新規交付助成との

重複利用は不可）

※留意事項
・アユカの作成に日数を要するため申請当日はお渡しできません。
・未成年者が申請する場合は、保護者同意書欄の記入が必要です。

◎申請方法
　新規の場合：身分証明書と印鑑を持参し、申請書を提出する。
　積み増しの場合： 事前に積み増しされた領収書、身分証明書、

印鑑を持参し、申請書を提出する。

◎申請手順

申請者 町

①申請書を提出

②助成承認・不承認通知を郵送

③請求書を提出（積み増しの場合）

④・アユカを郵送にて交付（新規の場合）
　・指定口座に振り込み（積み増しの場合）

※申請書及び請求書は、政策財政課備付け又は町ホームペー
ジからダウンロード可

◎受付時間
午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日及び年末年
始を除く）

申請・問合せ先    政策財政課　☎ ３４-１１１１

※写真はアユカ
の見本です。
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Information

お知らせ

夏の交通安全県民運動
７月１１日（水）～２０日（金）

ゆずりあう心で夏の交通事故防止
●子どもと高齢者の交通事故防止
●すべ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

７月は“社会を明るくする運動”
強調月間

　近年、犯罪や非行に対する不安
感が社会全体に広がっており、安
全、安心な社会を築いていくこと
が強く求められています。誰もが
安心して暮らせる地域社会を築い
ていくためには、地域住民の、地
域に対する思いと積極的な参加が
必要です。
　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人た
ちや非行をした少年たちの更生に
ついて理解を深め、犯罪や非行の
ない明るい社会を築こうとする全
国的な運動です。
　今年は「犯罪や非行のない安全・
安心な地域社会を築くための取組
を進めよう」と「犯罪や非行をし
た人たちの立ち直りを支えよう」
を行動目標として、運動が展開さ
れます。皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
問合せ先  大野町社会を明るくする
運動推進委員会（保護司会・更生
保護女性会・ＢＢＳ会）

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 
入館料無料のお知らせ

　開館記念日特別企画として、次
の３日間に限り、小学生と幼児の
入館料が無料です。
◎実施期間　７月１４日（土）～
１６日（月・祝）　午前９時３０分
～午後６時
問合せ先  世界淡水魚園水族館営業
部　☎ ０５86-89-8２００

民有林の伐採は届出を

　民有林の立木を伐採するとき
は、森林所有者等はあらかじめ町
長に届け出てください。届出なく
伐採したときは、森林法の適用に
より罰せられる場合があります。
◎伐採等の手順
①「伐採及び伐採後の造林の届出

書」の提出
※伐採開始予定日の９０～３０日

前までに
②伐採・造林の実施
③「伐採及び伐採後の造林に係る

森林の状況報告書」の提出
提出・問合せ先  農林課　☎ ３４－１１１１

平成３０年度中小企業・小規模事業者等 
に対する働き方改革推進支援事業

　働き方改革の実行に向け、次の
取組を支援しています。
・非正規雇用労働者の処遇改善
・労働時間制度の見直し、生産性

向上による賃金引き上げ
・人手不足緩和、人材確保対策
◎支援概要　専門家（労務管理）
による無料相談
①企業訪問コンサルタント
②センターでの電話相談
③各経済団体等との連携による出

張相談会・セミナー等
問合せ先  岐阜県働き方改革推進支
援センター
☎ ０５8－２０１－５8３２

事業主の皆様へ 
労働保険年度更新

　労災保険と雇用保険の申告・納
付期間は、７月１０日までです。
　岐阜労働局、各労働基準監督署
では、申告書の受付を行っており
ますが、期限直前は、窓口が大変
混雑することが予想されますの
で、お早めにお出かけください。
　なお、手続きは、インターネッ
トで電子政府の総合窓口「イーガ
ブ」からもご利用になれます。
問合せ先  岐阜労働局労働保険徴収
室　☎ ０５8－２４５－8１１５

自動車事故被害者のための 
支援制度があります

　独立行政法人自動車事故対策機
構では、自動車事故による被害者家
族のため、次の業務を行っています。
◎介護料の支給　脳、脊髄、胸腹
部臓器に重度の後遺障害が残り、
自宅などで介護を受けている被害
者に、障害の程度に応じて月額最
大 １３6，88０ 円の介護料を支給して
います。
◎交通遺児等への無利子貸付　保
護者が死亡したり、重度の後遺障
害を負った家族（生活困窮家庭）
の子どもに対し、中学校卒業まで
の間、無利子で生活資金を貸し付
けています。
問合せ先  独立行政法人　自動車事
故対策機構岐阜支所　
☎ ０５8－２6３－５１２8

タウンミーティング

　地域の皆さんと対話し、協働によるまちづくりを推進するため、タウンミー
ティングを開催します。日程及び場所は次のとおりです。ぜひ参加してくだ
さい。

期日 地区 会場
７月１２日（木） 第１区 第１公民館
　　１７日（火） 第２区 第２公民館
　　１９日（木） 第３区 第３公民館
　　２４日（火） 第４区 第４公民館
　　２６日（木） 第５区 第５公民館
　　３１日（火） 第６区 第６公民館

◎時間　午後７時３０分～９時
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１
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くらしの情報

催し・講座

第３１回ふれあいコンサート

　町内の小中学校や音楽団体の演奏
を聴き、ふれあいを楽しみませんか。
◎出演団体　町内の小中学校、音
楽団体（出演順）
午前の部　大野小中学校大野分校、
西小学校、唱歌を歌う会、中小学校、
神心流大野支部、東小学校、はも
り倶楽部、揖東中学校管弦楽部
午後の部　筝曲太可音会、大野小
学校、大野町少年少女合唱団、北
小学校、さくらんぼ、メイプルコー
ラス、南小学校、Vivace、大野中
学校吹奏楽部
◎日時　７月１５日（日）
午前の部　午前１０時３０分～ 

（午前１０時開場）
午 後 の 部　 午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ 

（午後１時開場）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　無料
◎主催等　
主催　町、町教育委員会、総合町
民センター　
後援　町音楽協会
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２－１１１１

平成３０年度 岐阜高専公開講座

　科学やものづくりに興味を抱い
ていただけるよう、小・中学生対
象の公開講座を開催します。
◎講座日程　①きのくにロボット
コンテスト小学生部門８月５日

（日）、１０月２１日（日）　②同中
学生部門８月５日（日）、１０月
２１日（日）　③電子楽器を作ろう 
─マイコンを使った電子工作─８
月５日（日）　④はじめての七宝焼
き８月７日（火）　⑤すまいづくり
入門（設計製図編）自分の理想の
すまいを作ろう８月８日（水）ほか
※受講料、会場、申込方法など詳

し く は ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.g i fu -nct .ac . jp/about/
extension_lecture/）か、次へ問
合せる。

問合せ先  岐阜工業高等専門学校
☎ ０５8－３２０－１２１３

「認知症の家族の介護体験」講演会

◎内容　認知症の人の介護体験の
講演ほか
◎日時　７月１９日（木）午後１
時３０分～２時３０分
◎場所　池田町福祉センター
◎参加費　無料

申込・問合せ先  認知症の人と家族の
会　川本　☎ ０9０-１０99-8５４9

岐阜高専オープンキャンパス２０１８

◎対象　中学生、保護者・家族、
中学校の先生等
◎日時　８月４日（土）午前９時
３０分～午後２時
◎会場　岐阜工業高等専門学校

（本巣市上真桑）
◎参加料　無料
◎申込方法　ホームページから申
し込む。
問合せ先  岐阜工業高等専門学校学
生課　☎ ０５8－３２０－１２6０

公務員合同採用制度説明会

◎日時　７月７日（土）・２１日
（土）いずれも午後１時～４時
◎場所　光和ビル４F（大垣市林
町５- １８）
◎対象者　公務員（警察・消防・
自衛隊・市役所・町役場・県事務所）
志望の高校生及びその保護者、大
学生、人の役に立ちたい人
※日により参加団体の変更、資料

設置のみの場合あり
問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部
大垣地域事務所　☎ ０５8４－7３－１１５０

警察官募集（平成３１年４月１日採用）

◎受付期間　７月１３日（金）～８月１４日（火）
◎申込方法　 受付期間中に警察本部まで持参（平日の午前８時３０分～午後５時１５分）又は郵送（特定記録又は簡易

書留による）、採用試験申込書は県公式ホームページからダウンロード可
◎試験方法　 第１次試験：教養試験、作文試験　第２次試験：口述試験、適性検査、身体検査、体力検査、身体精密検査
※身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
※体力検査は、反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て伏せ、握力、２０ｍシャトルラン、五指関節、開眼片足立ち
※昨年からの試験の変更点　①体力検査の合格判定基準を公開　②教養試験に加点される対象資格を追加（中国語等の

語学、全国大会出場等のスポーツ経歴）

試験区分 受験資格 第１次試験 第２次試験
ＡⅡ（男性） ・昭和５８年４月２日以降に生まれた者

・大学（短期大学を除く。）を卒業（見込みを含む。）した者
９月１６日（日）
岐阜会場

１０月中旬
～

１１月上旬

ＡⅡ（女性）

Ｂ（男性）
・昭和５８年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた者
・大学（短期大学を除く。）を卒業（見込みを含む。）以外の者

９月１６日（日）
岐阜会場
多治見会場
高山会場Ｂ（女性）

詳細は県公式ホームページを参照するか、次まで問い合わせる。
問合せ先  県警察本部警務課　☎ ０５8－２7１－２４２４
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Information

催し・講座

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
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　奇数月の第３日曜日（７
月１５日、９月１６日、１１月
１８日、平成３１年１月２０日、
３月１７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（ＷＥＢ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する
※企業、団体等の申込み受付可
（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
問合せ先  郡消防組合消防本部救急
係　☎ ３２-０１１9

第１９回　夏休み親子税金探偵団

◎見学先　大垣税務署・大垣市役
所・名古屋港税関・あいち航空
ミュージアム
◎定員　西濃地域在住の小学３年
生から中学生までの親子１００人
※小学２年生以下は参加不可

◎日時　８月２４日（金）　午前８
時～午後５時（予定）
◎集合場所　大垣市総合体育館駐
車場
◎参加費　中学生以上　1,500 円　
小学生　500 円（ランチバイキン
グ代等を含む）　※参加決定者に
７月３１日までに郵送された振込
用紙で振込む。
◎申込方法　郵送・ＦＡＸ又は
ホームページにて申込む。
◎申込期限　７月１７日（火）必着
申込・問合せ先  一般社団法人大垣法
人会青年部会　
☎ ０５8４－8１－１２88　
ＦＡＸ　０５8４－8１－１５３9
詳細はホームページ参照

http : //www.n i s im ino . ne . j p/
ogkhojin/

放送大学公開講演会

　学生と地域の皆様が共に学べる
無料の公開講演会を開催します。
◎会場　ＯＫＢふれあい会館第２
棟３階　講堂（岐阜市薮田南）
◎参加費　無料（事前申込要）
◎定員　２００人
◎講演内容・日時等

「４大認知症の特徴と対応」
日時：７月７日（土）午後１時
３０分～午後３時３０分
講師：犬塚　貴氏（岐阜市民病院
認知症疾患医療センター長）

「ツール・ド・西美濃２０１８」参加者・ボランティア募集

　西美濃地域の風土を肌で感じることで地域の魅力を発見するとと
もに、各市町・団体が連携し新たな地域ブランドを創造するサイク
リングイベントです。
◎コース　西美濃地域２市９町をまわる約１３５ｋｍ
◎開催日　９月１６日（日）
◎対象者　１６歳以上の健康な男女で、本コースを完走できる自信
のある人（未成年者は保護者の同意が必要）。７００人まで。
◎メイン会場　大垣市浅中公園総合グラウンド
◎参加費　8,000 円
◎エントリー受付
１次募集　 ７月１日（日）～８日（日）昨年エントリー優先受付
２次募集　７月１５日（日）～２２日（日）
◎エントリー方法　インターネットによる（大会ホームページ参照）
◎注意事項　この大会は、スピードを競うレースではありません。
５ヶ所のおもてなしステーションで各市町の特産品と人がおもてな
しをして、町並みや自然を楽しみながら、ポイント毎に決められた
時間をグループで走るサイクリングです。
◎主催　ツール・ド・西美濃実行委員会
◎構成団体　大垣商工会議所、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ
原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、（公
社）大垣青年会議所
◎ボランティア募集について　このイベントは、各市町・団体・地
域住民が連携し、西美濃地域の活性化に寄与することを目的として
います。ボランティアスタッフとしての温かいおもてなしで、サイ
クリストの皆さんをサポートしませんか。大会ホームページで申込
受付しています。
申込・問合せ先  ツール・ド・西美濃実行委員会（公社）大垣青年会議
所事務局内　☎ ０9０-8３３５-４9５１

〔大会ホームページ〕http://www.tour-de-nishimino.jp/
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くらしの情報

「織田信長とルイス・フロイス」
日時：７月１４日（土）午後１時
３０分～午後３時３０分
講師：杉森　哲也氏（放送大学教
授）
申込み先  放送大学岐阜学習セン
ター　☎ ０５8－２7３－96１４

夏休みそば打ち体験 
参加者募集

◎内容　本格的なそば打ちを体験
できます。自分で打ったそばを、
その場で試食しませんか？
◎対象　小学校３年生以上。家族、
友達、お一人でも。
※小学生は保護者同伴で参加する
◎日時　８月２５日（土）午前９
時４５分～
◎定員　３２人　※１２人に満たな
い場合は中止することがあります
◎場所　総合町民センター　料理
室・創作室
◎受講料　１人 １,０００ 円（材料費
は別途）
◎申込　総合町民センター事務室
で受講料を添えて事前に申込む。
申込・問合せ先  総合町民センター
☎ ３２－１１１１

募　集

ふれあい２０１８大野まつり 
作品展作品募集及び 

芸能発表会出演者募集

　１０月６日（土）、７日（日）に
開催する大野まつりで行う作品発
表と芸能発表の出展者と出演者を
募集します。
◎申込方法　各公民館、総合町民
センター、教育委員会備付けの申
込用紙に必要事項を記入し、提出
する。※盆栽は除く
◎申込期限　７月９日（月）午後
５時（期限厳守）
申込・問合せ先  生涯学習課　
☎ ３４－１１１１

夏休みの放課後クラブ指導員募集

◎募集資格　保育士又は教員資格
を有する者、又は児童福祉施設又
は教育施設で勤務経験がある者
◎募集人数　若干名
◎勤務時間等　７月２３日（月）
～８月３１日（金）午前８時～午
後６時３０分（児童の帰宅完了時
間）のうち、週２～４日、４～５
時間／日
◎勤務場所　各放課後クラブ
◎選考方法　７月中旬面接予定
◎申込期限　７月１３日（金）
◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入し、保育士証又は教
員免許の写しを添えて申込む。
申込・問合せ先  学校教育課　
☎ ３４－１１１１

放送大学１０月生募集

　放送大学はテレビ等の放送やイ
ンターネットを利用して授業を行
う通信制の大学で、心理学・福祉・
経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学べます。９月２０

日までに出願してください。
◎大学説明会
期日　７月７日（土）、８日（日）、
１４日（土）、１５日（日）、８月
１８日（土）、１９日（日）
場所　岐阜学習センター（OKB ふ
れあい会館内、岐阜市薮田南）
※資料無料
申込・問合せ先  放送大学岐阜学習セ
ンター　☎ ０５8-２7３-96１４

相　談

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　７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

川を安全に楽しむために

　川遊びが楽しいこれからのシーズン。
　川には急な増水などとても危険な一面もあります。

　こんな時は川に入らず、入っていればすぐに出ましょう。
　◆大雨や洪水の注意報・警報が発表されているとき
　◆雨が降ってきたとき
　◆川の上流の空に雨雲や入道雲が見えるとき
　◆雷が鳴りだしたとき
　◆水かさが増えてきたとき
　また、岸から見ると穏やかな場所も、実際は、「急な流れの変化」や「川
底へ強く引き込まれる流れ」により、危険な場合があります。
　川へ入るときは、ライフジャケットをきちんと着けましょう。

●岐阜県川の防災情報
岐阜県内の「雨量」や「水位」をリアルタイム
でチェック！
http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/

●ぎふ川と道のアラームメール
地域別の大雨や洪水、通行止めなどの情報があ
なたの携帯電話やスマートフォンへ自動送信！
http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/michi-kawa-
sabo/doroiji/kawamichi/

問合せ先  県揖斐土木事務所 河川安全利用推進協議会　☎ ２３-１１１１

© 岐阜県
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Information

相　談

空き家相談会のご案内

　空き家の所有者等を対象に、適
正管理や活用（売買・賃貸）もし
くは解体などの相談に対応する空
き家相談会を開催します。
◎相談内容　・売却するとき、更
地にすべきか、現況の建物付きで
よいのか？　・現在ひとり暮らし
で、将来空き家になると思うがど
うしたらよいか？　など
◎相談日　８月１６日（木）
◎相談時間　①午前１０時～、②
午前１１時～、③午後１時３０分
～、④午後２時３０分～、⑤午後
３時３０分～（各回に１人５０分
程度）
◎相談場所　総合町民センター２
階　第１会議室
◎相談員　宅地建物取引士又は建
築士
◎申込期限　７月２５日（水）
◎申込方法　平日の午前８時３０
分から午後５時１５分までに次へ
電話で申込む。
※定員（５人）になり次第締切・

事前予約制
※予約時に簡単な聞き取りあり
申込・問合せ先  環境水道課
☎ ３４－１１１１

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　７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。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　７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

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　７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　７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 

平成３０年度　大野町民ラジオ体操会

　私たちの健康の維持・増進と地域住民のコミュニケーションの場として、ラジオ体操会に参加しましょう。
◎日時　８月５日（日）　午前６時～７時
◎場所

地　区　名 場　　　所 雨天時場所
第１区 東小学校運動場 同校体育館
第２区 大野小学校運動場 同校体育館
第３区 北小学校運動場 同校体育館
第４区 西小学校運動場 同校体育館
第５区 中小学校運動場 同校体育館
第６区 南小学校運動場 同校体育館

問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１
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今月のおすすめ本

つながりの蔵 ぶどう畑で見る夢は　こころみ学園の子どもたち
椰月美智子著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ

　幽霊屋敷という噂の、古い蔵がある四葉の家で、遼子
と美音は放課後よく遊ぶようになった。小学校５年生の
少女たちは、それぞれの心に“哀しみ”を抱えていて…。

『小説屋 s a r i - s a r i』連載に加筆修正し単行本化。

小手鞠るい著 / 原書房

　昭和４４年、知的障害のある子どもたちのために、
ひとりの教師が私財をなげうってぶどう畑を開墾した
…。知的障害者施設「こころみ学園」「ココ・ファーム・
ワイナリー」の歩みをもとにしたノンフィクション。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 7 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〉
●にゃん！　鈴江藩江戸屋敷見聞帳

（あさのあつこ著 / 白泉社）
●山猫クー

（川口晴著 / 河出書房新社）
●男の背中、女のお尻

（佐藤愛子、田辺聖子著 / 中央公論新社）
●モリのいる場所

（小林雄次著 / 朝日新聞出版）
●小説となりの怪物くん

（ろびこ原作、有沢ゆう希著 / 講談社）

●すききらいかいじゅう
（たるいしまこ脚本・絵 / 童心社） 

●ふつうやない！はなげばあちゃん
（山田真奈未さく・え / 福音館書店）

●ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ
（そうまこうへい作 , 石川えりこ絵 / 佼成出版社）
●コクルおばあさんとねこ

（フィリパ・ピアス作、アントニー・メイトランド絵、前田三恵子訳 / 徳間書店）
●かみさまにあいたい

（当原珠樹作、酒井以絵 / ポプラ社）

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
「みあげてごらん」展

　梅雨が終わり、本格的な夏の到来を肌で感じることができ
る７月は、晴天の空に浮かぶ雲や夜空に輝く星や花火など、
さまざまなもので空が彩られる季節です。おりひめとひこ星
のお話しに思いをはせる子どもさんはもとより、日々の喧騒
に包まれ、いつのまにか空をみあげることもなくなってしまっ
た大人の方にも手にとっていただきたい書籍を集めて展示い
たします。

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～
　７月７日（土）・８月４日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　７月２１日（土）・８月１８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

（７月 21日（土）～ 9 月 2 日（日）午前 9 時～午後 6 時）
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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

　分離可能なふたとラベルは、はずしてく
ださい。ふたの下に残るリングやクチ（硬
い部分）は切り離さなくて結構です。４月
以降、分別をお願いしているところですが、
引き続きご協力ください。
　各地区のごみ集積場で分別していないも
のは、その場でふたとラベルをはずし分別
されるようご協力ください。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、プラスチック容器
包装は、袋から出して収集かごに入れてく
ださい。

問合せ先  環境水道課　☎ 34-1111

　資源ごみ（プラスチック容器包装、ペットボトル、ガラスびん、缶類、牛乳パックなど）については、
リサイクルの対象となりますので、シールやラベルなどの異物がある場合は極力取り除くほか、中身の残
りや汚れが付着している場合は、水でよくすすいで乾かしてから出してください。
　どうしても汚れの落ちないもの、異物が取り除けないものは、生ごみ又は粗大ごみとして出してください。
　リサイクル・マナーを必ず守り、ごみの減量につとめましょう。

問合せ先  環境水道課　☎ 34-1111

※リングやクチの硬い部分は、
　切り離し不要

犬・猫等動物の飼い方について
　近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、ルールとマナーを守って正しく飼いましょう！

◎ペットのフン尿その他汚物は適正な処理を
　フンの放置によって、地域の方が不快な思いをし、大変迷惑しています。また、放置されたフンからは様々
な感染症が発生する恐れもあります。
　散歩前に自宅で排便を済ませる習慣をつけ、散歩時にはフンを片付け
る道具（スコップ、ビニール袋）を携行してフンを必ず持ち帰りましょう。

◎ペットを放し飼いにしない
　柵で囲まれた敷地内あるいは室内など人に迷惑を及ぼすことのない場
所を除いて、放し飼いはしないでください。放し飼いは、交通事故など
思わぬ事故の原因になります。檻に入れるか、鎖などできちんとつない
で飼いましょう。

◎のら猫や野生動物にエサを与えない
　かわいいから、かわいそうだからといってエサを与えると、家に住みついたり農作物を食べたりするよう
になります。鳴き声やフン尿の臭いで生活環境が悪くなることもあります。

◎飼えない猫を増やさないために不妊去勢を
　不幸な猫をこれ以上増やさないためにも、不妊去勢手術をしましょう。

問合せ先  環境水道課　☎ 34-1111

資源ごみのリサイクル・マナーについて
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　病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な場合は、納期内に税
務課までご相談ください。生活状況や収支を確認のうえ、分割納付など徴収の猶予を行うことができます。
ただし、虚偽の申し出や連絡なく納付計画を守られない場合は、滞納処分の対象となります。
　滞納税には、延滞金が加算されるなどの経済的な不利益だけでなく、滞納処分の際に行う勤務先への給
与調査などの財産調査により社会的な信用も失うことになる恐れがあります。
　事情により納期内納付が困難な場合は、放置せず、必ず税務課までご相談ください。

問合せ先  税務課　☎ 34-1111

納期内納付が困難な場合は、税務課にご相談ください

７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

７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
７月１１日（水） 黒野駅レールパーク 午後１時　　　～３時
７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

町税の納期内納付にご協力ください

〈平成３０年度　町税納期一覧〉

納付月
科目 ４月 ６月 ７月 ８月 １０月 １２月 １月 ２月

町県民税
（普通徴収）

期　別 第１期 第２期 第３期 第４期
納期限 ７月２日 ３１日 ３１日 ３１日

固定資産税
期　月 第１期 第２期 第３期 第４期
納期限 ５月１日 ３１日 ２５日 ２８日

軽自動車税
期　月 全期
納期限 ５月１日

　皆さんが納める町県民税や固定資産税、軽自動車税などの町税は、福祉や子育て、町道の整備など、町のさ
まざまな事業を行うための貴重な財源となっています。町税の滞納は、納期内に納付されている多くの納税義
務者の皆さんとの公平性を欠くだけでなく、町の適正な財政運営を妨げ、住民サービスの提供に支障をきたす
ことになりかねません。納税者一人一人が意識を持って納期限を守ることが大切です。
　納期限を過ぎても納付がない場合は、税収の確保及び納期内納付者との公平性を保つため、督促状、文書催
告などによる納税の催告、法令に基づく差押えなどの滞納処分を行うことになります。
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固定資産税の適正な課税のためご確認をお願いします

スポーツ振興くじ（toto･BIG）助成事業の実施について

　固定資産税は、毎年１月１日現在を基準日として課税されます。所有している固定資産に関して次のよう
な変更がある場合は、税務課まで連絡してください。

◎固定資産そのものの変更
・登記をしていない建物を新築または増築した場合（税務課による家屋評価が行われていないもの）
・登記をしていない建物の全部または一部を取り壊した場合
・建物の全部または一部の用途変更をした場合（例：事務所を居宅に変更した等）
・住宅用地認定にかかる住宅の数が変更になった場合
・土地の用途を変更した場合（例：住宅を取り壊して貸し駐車場に変更した等）　ほか
※ 登記がある家屋で、法務局で登記申請や滅失登記などがすでに済んでいる場合には、役場へ届け出る必要

はありません。ただし、滅失登記が翌年にわたる場合には、連絡してください。

◎所有者の変更
・ 所有者または納税義務者が死亡し、税務課での相続代表人指定届出書提出等の手続きをまだ行っていない

場合
・登記をしていない建物の所有者を変更する場合
・町外在住の納税義務者で住所の変更がある場合　ほか
※ 登記がある家屋で、法務局で所有権移転登記などがすでに済んでいる場合には、役場へ届け出る必要はあ

りません。

問合せ先  税務課　☎ 34-1111

　町では、町運動公園レインボースタジアム改修工事
事業を町の財源と合わせて、独立行政法人日本スポー
ツ振興センターのスポーツ振興くじ（toto・BIG）の
収益による助成を受けて整備を実施しました。

◎事 業 名　
　町運動公園レインボースタジアム改修工事
　総事業費　　30,180,600 円
　助成金額　　17,278,000 円

◎事業概要　
　グラウンド整備工　　3,064㎡
　ダグアウト改修工　　1.0 式
　防護マット改修工　　1.0 式

▲グラウンド整備工

家屋評価について

　家屋評価は、固定資産税の基となる評価額を算出するため、新築または増築した家屋を対象に行わ
れるものです。
　平成３１年度分以降の固定資産税賦課のため、７月から１２月中に税務課職員が家屋評価にうかが
います。対象となる方には、事前に連絡をさせていただきますのでご協力をお願いします。
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【募集（受付）期間】７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㎡ 

 

　この制度は、大野町に住民登録
や本籍がある人が事前に登録する
ことにより、その人に係る住民票の
写し等を本人の代理人及び第三者
に交付した場合に、その交付した
事実について、登録者本人にお知
らせする制度です。登録者は住民
票の写し等が第三者に交付された
ことを早期に知ることができ、不正
請求及び不正取得による個人の権
利の侵害抑止・防止に役立ちます。
◎登録対象者　
　大野町の住民基本台帳または戸
籍に記載されている人
◎登録期間　
　登録した日から３年間
※ 継続を希望する場合は満了日の

１ヶ月前から更新
手続きの受付可

◎登録方法　
　印鑑及び運転免許証・旅券等の
本人確認書類を持参し、申込書に
必要事項を記入して提出する。
◎通知の対象となる場合　
　代理人や第三者に戸籍謄本や住
民票の写し等が交付された場合
に、登録者に通知します。
◎通知の対象とならない場合
① 国または地方公共団体の機関が

請求した場合
② 弁護士・司法書士等の特定事務

受任者が訴訟または紛争処理手
続きの代理業務に使用するため
に請求した場合

③ 本籍及び筆頭者の記載を省略し
た住民票の写し及び住民票の記
載事項証明書を交付した場合

申込・問合せ先  住民課　
☎ ３４-１１１１

　この制度は、大野町に住民登録や
本籍のある人の住民票の写し等が、
不正に取得された場合に、本人にそ
の事実をお知らせすることにより、
不正取得による個人の権利又は利益
の侵害を防止し、不正取得の抑止を
図ることを目的としています。
◎お知らせする場合
・ 住民票の写し等を取得した第三者

が、不正取得者であることが明ら
かになった場合

・ 国または県の通知により、特定事
務受任者が、職務上請求用紙を使
用し、不正取得を行った事実が明
らかになった場合

◎お知らせの対象となる証明書
・住民票の写し、戸籍謄抄本等
問合せ先  住民課　☎ ３４-１１１１

住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度

住民票の写し等の不正取得 
に係る本人告知制度

20 広報おおの 2018.7



188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

飲料水の宅配サービス

事例 1　
　ショッピングモールの通路を歩いていたら、店員に声をかけられた。水を試飲した後、店員から、契約期間は３年間
でその間ウォーターサーバーのレンタル料は無料、毎月水１セット（１２リットル×２本、価格 3,360 円）が自宅に配
達されると勧められた。重要事項説明書に署名し、配送アプリの登録などを済ませ、クレジットカードでの支払いを選
択して契約した。しかし、自宅に帰った後、水の賞味期間等をネットで調べてみると、開封してから２～３週間までに
飲みきらなければならないと記載されていた。家族構成から考えると難しいと思い、契約したことを後悔した。

アドバイス
・水の宅配サービスは長期契約になりますから家族構成等を考えて必要な量かどうかなどよく検討して契約する

ようにしましょう。
・契約内容やサーバー、水の内容についてしっかり理解することが必要です。
・ 苦情が少ない業者やトラブル時の対応が良い業者を選ぶことも重要です。ウォーターサーバーが

故障したので業者に連絡しようとしたが、電話が繋がらないといった相談もあります。

事例 2　
　引越業者と引っ越しの打ち合わせをしていた時、水の宅配のチラシをもらった。後日、引越業者の担当者から「今な
らウォーターサーバーが無料でレンタルできるキャンペーン中だ」と説明され、水の販売代理店 C 社から「水の代金だ
けでサーバーが無料レンタルできるのでお得だ」と電話がかかってきた。「考えさせてほしい」と答えたが、数日後に
再び C 社から電話で勧誘され、電話口で申し込むと言ってしまった。その際に中途解約時の解約料の話はなかった。第
１回の水が配達され、その中に書類が入っていたがよく読んでいない。契約を解除したいと思い C 社にキャンセルを申
し出たが、解約料 1 万 4,000 円がかかると言われた。

アドバイス
・電話勧誘販売では、勧誘を行う事業者と販売業者が異なるケースもあるため、まずは契約関係を確認すること

が重要となります。この事例では、電話勧誘したのは二次代理店で、契約先は A 社でした。書面を受け取ったらよく
内容を確認しましょう。

・ 事例の場合は、電話で勧誘を受け契約していますから特定商取引に関する法律の電話勧誘販売に該当し、契約書面を
受け取ってから８日間以内であればクーリング・オフできますので解約料を支払う必要はありません。

・ 水の定期購入を契約すると引っ越し代金を値引きするというセットにした契約を勧める引っ越し業者もいるようです。
水の定期購入を解約すると割引は受けられません。

　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　

　ウォーターサーバーのレンタルは、震災に備え水を備蓄する有用性意識や水質に対する健康志向を受け、子育て
世代や高齢者を中心に普及しています。重量のある天然水を定期的に自宅まで配送してくれるサービスは便利です
が、長期にわたる契約を途中で解約する場合に高額な解約料が発生したり、配達休止やサーバー交換時等に手数料
が発生するなど、契約内容が複雑になっている場合が少なくありません。
　全国の消費生活センターには「解約しようとしたら高額な手数料を請求された」「休止してしばらくしたら休止手
数料をまとめて請求され高額だ」といった相談が寄せられています。

《乳幼児のやけど事故に注意》
　ウォーターサーバーは、内部に７０～９０℃の熱湯を蓄えているものが多く、乳幼児が蛇口を触ってチャイ
ルドロックを解除して出湯し、やけどの事故に至るなど、ウォーターサーバーの普及に伴って乳幼児のやけど
事故が増加しています。
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後期高齢者医療制度についてのお知らせ

●保険料軽減措置の見直しについて
　平成３０年度は次のとおり改正されますが、安定した医療制度運営のため、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

　平成３０年度分の保険料「均等割額」の軽減割合は７割軽減から５割軽減へ変更されます。
※ 被用者保険とは…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
　所得割額を負担する人で、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の人へ適用されていた「所得割額」の２割軽減措置
は平成３０年度から廃止されます。

　③保険料「均等割額」の軽減　　　　　（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、世帯内の被保険者全員の所得が 0 円となる人
※年金所得は（年金収入− 80 万円）で計算　※特別控除（15 万円）の適用はありません

８. ５割軽減 33 万円以下の世帯

５割軽減 33 万円＋ 27.5 万円×世帯の被保険者数　以下の世帯　（　　　　　27 万円→ 27.5 万円）

２割軽減 33 万円＋ 50 万円×世帯の被保険者数　以下の世帯（　　　　　49 万円→ 50 万円）

（注）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、
年金所得は９割軽減判定時を除き、年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円（６５歳以上の人に適用）を差し引い
た金額です。なお、軽減判定日は４月１日または資格を取得した日です。

●高額療養費の自己負担限度額について
　平成３０年８月診療分から自己負担限度額が下表のとおり一部改正されます。現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの人は、申請により医
療機関での支払額を限度額までとする限度額適用認定証が発行されますので、１か月に医療機関での支払が高額になる人は、
限度額適用認定証の申請をして交付を受けてください。

　　　自己負担限度額（月額）平成２９年８月～平成３０年７月

適用区分 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）
現役並み所得者 57,600 円 80,100 円＋（医療費− 267,000 円）× 1％　［44,400 円］＊ 1

一般 14,000 円 ＊ 2 57,600 円［44,400 円］＊ 1
住民税非課税　区分Ⅱ

 8,000 円
24,600 円

住民税非課税　区分Ⅰ
（世帯所得 0 円など）

15,000 円

改正あり

改正あり

改正あり

改正あり

改正あり

●平成３０年度の保険料について
　５月末までに岐阜県の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」をお送りします。保険料額や納付方
法が記載されていますので確認してください。

【保険料額について】
　平成３０年度の保険料は以下のア、イの合計額です。
　　ア：均等割額
　　　　（被保険者一人あたり ４１,2１４ 円）
　　イ：所得割額
　　　　（※被保険者の所得×所得割率 7.75％）

　※総所得金額等－ ３３ 万円（基礎控除額）

●保険証（被保険者証）を更新します
《７月３１日まで・うすい青色》　　《８月１日から・うすい緑色》

※ 古い保険証を処分するときは、住所や氏名が見えないよう裁断
するなど、十分注意してください。
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国　保　だ　よ　り
　国民健康保険税は、加入している皆様が安心して医療を受けるための貴重な財源です。本年度分の仮算定の納税通知書は５
月に既に送付し、本算定の納税通知書は７月中旬に送付を予定していますので、期限内納税にご協力をお願いします。

●平成３０年度国民健康保険税税率
　平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の加入状況によって、世帯ごとに世帯主に課税されます。

全ての加入者 ４０歳～６４歳の加入者
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額（加入者１人につき） 29,500 円 8,700 円 13,000 円
平等割額（加入世帯１世帯につき） 27,800 円 7,300 円 7,500 円

所得割額（加入者の平成２９年中の所得に対して）
基準総所得金額の

6.76％
基準総所得金額の

1.97％
基準総所得金額の

2.41％
賦課限度額（保険税の上限） 580,000 円 190,000 円 160,000 円

※基準総所得＝総所得金額−基礎控除額（33 万円）

年間の国保税  ＝  医療給付分  ＋  後期高齢者支援金分  ＋  介護納付金分

＊ 医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分は、それぞれ、均等割額と平等割額と所得割額を加算し、賦課限度額以
下とします。擬制世帯主（国保に加入していない世帯主）は算出根拠から除きます。

●国保税の納期限
仮算定 第１期　　５月３１日 第２期　　７月　２日 ＊＊＊ ＊＊＊

本算定
第３期　　７月３１日 第４期　　８月３１日 第５期　１０月　１日 第６期　１０月３１日
第７期　１１月３０日 第８期　１２月２５日 第９期　　１月３１日 第１０期　２月２８日

●国保税の軽減制度
①低所得世帯への税軽減
②後期高齢者医療制度へ加入した人と、国保加入者が１人いる世帯への税軽減
③６５歳未満で、自己都合でなく離職した人への税軽減
※①と②は、申請不要ですが、①は加入者全員の所得申告が原則必要です。③は申請が必要です。

問合せ先  健康課　☎ 34-1111

　　　自己負担限度額（月額）平成３０年８月～

適用区分 外来＋入院（世帯ごと）

現役並み
所得者

Ⅲ　課税所得 690 万円以上 252,600 円＋（医療費－ 8４2,000 円）× 1％　［１４0,１00 円］＊ 3
Ⅱ　課税所得 ３80 万円以上 １67,４00 円＋（医療費－ 558,000 円）× 1％　［9３,000 円］    ＊ 3
Ⅰ　課税所得 １４5 万円以上   80,１00 円＋（医療費－ 267,000 円）× 1％　［４４,000 円］    ＊ 3

適用区分 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）
一般 　　　　 １8,000 円　＊ 2 57,600 円
住民税非課税　区分Ⅱ

8,000 円
24,600 円

住民税非課税　区分Ⅰ （世帯所得 0 円など） 15,000 円

　　　＊１　［　］内は過去１２カ月以内に［外来＋入院］の限度額を３回以上超えた場合の４回目以降の限度額
　　　＊２　年間（８月～翌年７月）の限度額は、144,000 円
　　　＊３　［　］内は過去１２カ月以内に限度額を３回以上超えた場合の４回目以降の限度額

問合せ先  健康課　☎ 34-1111

改正あり

改正あり

仮算定： 前年度から継続して国保に加入している世帯が、暫定的に前年度並みの保険税額を第１、２期で納税していた
だくことです。加入状況の変更や前年の所得状況は、ここでは算入されません。

本算定： 加入状況や前年中の所得状況によって、今年度の年税額が決定され、第３期から第１０期を納税していただく
ことです。平成３０年４月以降に加入した世帯は本算定からの納税となります。仮算定のあった世帯は、年税
額から仮算定額をひいて、８期で分納します。
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保健師による

健康伝言板 蚊（ヤブカ）に御用心!!

　蚊が媒介する感染症は、2015 年に南米を中心に流行が拡大したジカウイルスによる感染症（ジカ熱）やデン
グ熱などが海外で多数発生しています。訪日外国人が増加しているわが国においては、海外から持ち込まれた
蚊媒介感染症が日本国内で流行するリスクは高くなると思われます。これらの感染症を予防するためには、ヤ
ブカの発生を抑えると共に、ヤブカに刺されないようにすることが大切です。

どのようにして感染するの？
　デング熱とジカ熱いずれも、ウイルスに感染した人の血を吸ったヤブカ（ヒトスジシマカやネッタイシマカ）
が体内でウイルスを増やし、その蚊がまた他の人の血を吸うことで感染を広げていきます。
　ウイルスを媒介する蚊のひとつヒトスジシマカは、日本のほとんどの地域に生息しており、岐阜県内でも全
ての地域で生息を確認されています。（ネッタイシマカは国内に生息していません）

どのように予防すれば良いのでしょうか？
ヤブカは日中活動します。日中の蚊に注意しましょう。

　 長袖・長ズボンを着用し、素足でのサンダル履き等を避け肌の露出をしない。
　　　虫よけスプレー・蚊の忌避剤を使用する

身の回りの蚊を減らしましょう。
　 ヒトスジシマカは、小さな水たまりを好んで卵を産み付けます。身近な所にある「ヒトスジシマカ」の
発生源となる水たまりを無くすことで、蚊を減らす事ができます。
　定期的に幼虫が発生しそうな周辺の水たまりの除去、清掃をしましょう。湖・沼・川・水田など大きな水域
や流れている所で、「ヒトスジシマカ」は発生しません。
　下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしましょう。
…こんなのものはありませんか？？…
　　屋外に放置されたおもちゃ・古タイヤに溜まった水
　　空きビン・缶・ペットボトル・バケツなど放置容器に溜まった水
　　植木鉢の皿・じょうろ等に溜まった水・詰まった排水溝　等

!

!

肺がん検診のお知らせ
●肺がんの自覚症状は？
　早期の肺がんの場合は、症状がないことが多いです。症状がないからといって安心はできません。
●肺がんの発生部位と検査は？

種　類 必要な検査

中心型（肺門型）
肺がん

肺中心部の気管支に発生する。
たばことの関係が深い。

Ｘ線検査
＋

喀痰検査
末梢型（肺野型）
肺がん

肺の末梢に発生する。たばこと
の関係は比較的薄い。 Ｘ線検査

　対象者に４月上旬に申込案内を送付しています。希望する人は、保健センターまで申し込んでください。（完
全予約制・当日申込不可）
◎対象者　４０～６４歳（昭和２９年４月１日～昭和５４
年３月３１日生）で、職場等で検診の機会のない人
◎日　時　
７月３１日（火） 午前９時～１１時１５分

８月　８日（水）
午前９時～１１時１５分（女性限定）
午後１時～　３時３０分

８月１８日（土） 午前９時～１１時１５分

◎場　　　所　保健センター
◎検 診 内 容　問診・胸部Ｘ線検査　
※ハイリスクの人のみ 喀

かく

痰
たん

検査

◎自己負担額　胸部Ｘ線検査 ２００円
　　　　　　　喀痰検査 　　５００円

※ハイリスクの人とは
・ ５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本

数×喫煙年数）が６００以上の人

申込・問合せ先  保健センター　☎ 34-2333
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  献血コーナー　【７月は、「愛の血液助け合い運動」月間です】  

　献血にご協力いただいた方には、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ます。皆様のご理
解とご協力をよろしくお願いします。

実施報告　バラまつり会場で全血献血を行い、たくさんの方々にご協力をいただきました。
　　　　　ありがとうございました。
　　　　　５月１２日（土）バラ公園駐車場５３人（美濃大野ライオンズクラブ協賛）
　　　　　　　１３日（日）バラ公園駐車場２８人

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

保存食品を利用して食欲アップメニューを
　年々平均気温が高くなり、健康管理が大変になっていますが、この夏も元気に乗り越えるには、や
はり日々の食生活がとても重要ですね。本格的に暑くなる前のこの時期から、しっかりと栄養をとる
ことが、夏バテ予防にもつながります。
　今月は、保存食品を活用した食欲アップメニューを紹介します。「きくらげ」はミネラル分を多く含
み、身体の調子を整えてくれます。野菜を追加したり、自分好みの味にアレンジもできます。「野菜料
理で食欲アップ！」  ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

● きくらげのナムル ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１５３kcal
１０.１g

５.４g
１５８mg

０.５g

【材料（５人分）】
きくらげ（乾燥） … ２４ｇ
大豆もやし…３６０ｇ（約２袋）
人参……１８０ｇ（中１本）
にら……１５０ｇ（約１袋）
しょうが…………… １５ｇ
にんにく……… １／２かけ
　　すりごま（白） … 大さじ１
Ⓐ　しょうゆ…… 大さじ１
　　ごま油……… 大さじ１

【作り方】
①きくらげは水で戻して細切り。大豆もやしはさっ

と洗う。人参はせん切り。
②にらは４㎝の長さに切る。
③しょうがとにんにくはすりおろし、Ⓐの調味料と

合わせておく。
④鍋に①のきくらげ､ 大豆もやし､ 人参､ ひたひた

の水を加えて強火にかけ、煮立ったら、にらを加
えてさっと茹で、ザルにあける。粗熱がとれたら
水けをしぼる。

※野菜のシャキシャキとした食感を残すため、煮す
ぎないように注意をする。

⑤④の野菜と、③の調味料を和える。
※好みにより、豆板醤や七味唐辛子などを加えても

美味しいですよ。

【１人分の栄養価】

夏休みの１日を親子で一緒に楽しく料理を作りませんか？
お父さんの参加も大歓迎です。お友達も誘ってぜひ参加してください。
◎開催日時と会場

月　日 会　場 電話番号

７月２１日（土）

第１公民館 ３2－３8１0
第３公民館 ３2－2４76
第５公民館 ３5－2585
第６公民館 ３5－27４４

７月２７日（金） 第２公民館 ３2－0１１１
８月２４日（金） 第４公民館 ３2－2４４6

※いずれも、午前９時３０分～午後１時、１組参加１回限り

おやこの食育教室参加者募集！

◎対　　象　小学校３年生以上の親子
◎募集人数　 各会場１０～１５組（定員に

なり次第締切）
◎持 ち 物　 エプロン、三角巾、マスク、

ふきん３～４枚
◎申込方法　各会場へ電話で申し込む。
◎主　　催　町食生活改善協議会

問合せ先  健康課　☎ 34-1111
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社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

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

　平成２９年度も住民（会員）の皆さまをはじめ、関係者および関係機関の皆さまの多大なるご協
力のもと事業を実施することができました。事業および収支決算のご報告をさせていただきます。

法人運営事業

◆理事会・評議員会の開催
　　理事会　　３回
　　評議員会　２回
◆会員の拡充
　　一般会員　６, ５９２世帯
　　特別会員　　　　 １口
　　賛助会員　　 １０９口
◆社会福祉功績者表彰
◆敬老の日祝品贈呈
◆福祉用具貸与
◆福祉団体等への助成（６団体）
◆福祉委員制度の実施
◆社協だよりの発行
◆ホームページ公開

ボランティアセンター事業

◆広報活動による啓発
◆ボランティア活動支援
◆ボランティア養成講座
　ふれあい食事サービス講座
　レクリエーション講座
◆ボランティア連絡協議会との連携
　登録団体１３団体（３９３名）
◆共同募金街頭募金運動協力
◆ボランティア活動保険加入促進
◆広報おおの録音版作成支援

生活福祉資金貸付事業

心配ごと相談事業

福祉サービス利用援助事業

生活困窮者自立支援事業

福祉推進事業

◆まち cafe の開催
◆出張 cafe の開催
◆地域福祉懇談会の開催（６地区）
◆福祉教育の推進
　夏休み体験講座 ｢ボラスク開催｣
◆生活支援体制整備事業
◆生活支援サービス事業

共同募金配分金事業

【一般募金配分金事業】
◆福祉のふれあい広場開催
◆ふれあい食事サービス
　「ニコちゃん弁当」
◆バースデイ花束プレゼント
◆ふれあいいきいきサロン普及事業
　補助金交付、講師派遣等
◆お達者倶楽部事業
◆地域見守りネットワーク活動支援事業

【メニュー事業配分事業】
◆安心 ･ 安全なまちづくり活動支援事業
　家具固定普及、減災教室等
◆ふれあい ･ いきいきサロン支援事業
　サロン代表者交流会開催
【歳末たすけあい募金配分事業】
◆在宅援護事業
◆高齢者交流事業
　「新春ふれあい食事会」
◆障がい者交流事業
　「ギターを聴く会＆交流会」
◆「菊花のつどい」
◆レクリエーション用具整備事業

介護保険事業等

◆訪問介護事業
　訪問介護事業
　障害福祉サービス事業
　軽度生活援助事業
◆通所介護事業
　通所介護事業
　基準該当障害福祉サービス
◆居宅介護支援事業

就労継続支援事業等

◆就労継続支援事業
　もみじの里運営
　受託事業
　自主製品販売事業
◆相談支援事業
　一般相談支援事業
　特定相談支援事業
　障害児相談支援事業

東さくらこども園事業

◆東さくらこども園事業
◆子育て支援センター事業

その他の事業

◆岐阜県共同募金会事業
◆日本赤十字社事業
◆災害義援金募集事業
◆揖斐郡遺族連合会業務
◆大野町戦没者追悼式

平成２９年度　 事　業　報　告

社会福祉協議会だより
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平成２９年度　 資金収支決算書
◆収入の部　　　　　　 （単位：円）

勘定科目 決算額
会費収入 3,843,000

寄附金収入 476,200

経常経費補助金収入 28,277,485

受託金収入 3,820,138

事業収入 96,000

負担金収入 89,932

介護保険事業収入 49,461,141

保育事業収入 150,116,225

就労支援事業収入 1,991,578

障害福祉サービス等事業収入 32,165,003

受取利息配当金収入 282,233

その他の収入 3,510,681

施設整備等補助金収入 283,000

積立資産取崩収入 21,526,915

その他の活動による収入 6,885,300

前期末支払資金残高 86,535,160

収入合計 389,359,991

◆支出の部　 （単位：円）

勘定科目 決算額
人件費支出 193,575,240

事業費支出 25,884,773

事務費支出 29,487,750

就労支援事業支出 1,991,578

助成金支出 1,810,700

固定資産取得支出 6,710,666

積立資産支出 51,529,245

その他の活動による支出 6,573,800

支出合計 317,563,752

当期末支払資金残高 71,796,239

◆福祉用具（車椅子）
ケガなどで一時的に車椅子が必要な方等に貸出しを
しています。
　料金：１ヶ月 100 円　貸出期間：最長１２ヶ月
※  貸出要件がありますので、詳しくは本会までお問

い合わせください。☎ ３４－２１３０

◆福祉教育用体験セット
小中学校の児童生徒さんなど対象に、高齢者や妊婦
さんの疑似体験ができる福祉教育資材を貸出しして
います。

◆レクリエーション用具
サロンなどで活用できるレクリエーション用具を
用意しております。貸出しをご希望の方は本会まで
お問い合わせください。☎ ３４－２１３０

【備品一例】
スカットボール：スティックでボールを穴に入れて
得点を競うゲームです。その他、綾小路きみまろの
ＤＶＤなどもありますので是非ご活用ください。

赤い羽根共同募金の配分金で実施しています

皆様からご協力いただいた会費は、次のように使わせていただきました。
　◎支えあい助けあいのあるまちづくり
　　　ふれあい ･ いきいきサロンの普及継続、配食サービス、まちカフェの実施、福祉委員活動等

　◎福祉の心を育む人づくり・環境づくり
　　　福祉のふれあい広場の実施、福祉体験セットの貸出し、ボランティアスクールの開催等

　◎安心して地域で暮らせる仕組みづくり
　　　地域福祉懇談会の実施、福祉団体への助成、心配ごと相談所の開設、福祉情報の提供等

社会福祉協議会では福祉機器などの貸出をしております。

皆さまのご協力
ありがとうございました

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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夏休み体験講座　ボランティアスクール開催のお知らせ

◇日程・内容◇
【１日目】８月２２日（水）午前８：３０～午後４：００　
　航空自衛隊 岐阜基地にて、救急法、ロープワーク、土のう作りなどの体験、資料館見学など。
　※自衛隊の隊員食堂で、隊員と同じ昼食を体験します。

【２日目】８月２３日（木）午前９：００～午後４：００　
　大野町赤十字奉仕団様により、カレーライス作りで災害用炊飯袋を使っての炊出し体験をして、昼食にい
ただきます。また、身近にあるものを使った非常持出セットを作ります。
　また、災害時にも心の癒やしの場となる「まちカフェ」体験をします。
　※詳細は学校を通して案内チラシを配布します。
　　申込み締切りは７月１３日（金）定員２０名になり次第、受付を終了します。

小中学生のみなさん、災害時の ふ だんの く ら し について体験学習してみよう！

災害ボランティア講座 『中高年の減災教室』～自宅で取り組む地震への備え～

『ところで皆さん、地震に備えていますか？』
講師　清流の国ぎふ　防災・減災センター
岐阜大学地域減災研究センター特任准教授

村岡　治道 氏

南海トラフ巨大地震に備えて“我が家の地震対策”の
手順を解説していただきます

●講演日　７月２７日（金）
　　　　　午後１時３０分～３時３０分
●会　場　総合町民センター　多目的ホール

◆◇◆ 入場無料・予約不要 ◆◇◆

●主　催　社会福祉協議会　
●共　催　ボランティア連絡協議会
●協　力　みんなの防災ねっと

社会福祉協議会職員募集（正・パート職員）
【受験資格】・ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士及び幼稚園教諭、社会福祉主事等の資格を

有する方（取得見込可）が望ましい
　　　　　・介護職員初任者研修（旧・訪問介護養成研修２級課程）を修了している方が望ましい
　　　　　・必要な資格を取得する意欲のある方が望ましい

【申込方法】履歴書（直筆にて記入）、職務経歴書、資格証明書の写しを添付し申し込む
【締め切り】平成３０年８月２０日（月）午後５時１５分まで
　　　　　  （大野町社会福祉協議会のホームページにも掲載しております）
　※応募に際し提出された書類は返却いたしかねます。試験終了後、本会にて廃棄させていただきます。

【採用試験】試験日　９月予定　試験内容　書類選考・面接・作文・実技
【採用年月日】決定次第または平成３１年４月１日

申込・問合せ先  町社会福祉協議会（担当：小西・松田） ☎ ３４－２１３０

おもちゃドクターが壊れたおもちゃ治します！
開院日　７月１０日（火）　７月２８日（土）
　　　　８月２５日（土）

毎月第２火曜日　午後１時３０分から３時３０分
　　第４土曜日　午前１０時から正午

【場所】平和堂大野店１階 ふれあい通り

おもちゃ病院「かき工房」開院のおしらせ

社会福祉協議会だより
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福祉委員委嘱式

ボランティア連絡協議会　総会・講演会

災害義援金の報告とお願い

　４月６日（金）町総合町民センターにおいて、福祉委員委嘱式及び研修会を行いました。社会福祉協議会
では、誰もが住み慣れたまちで安心して暮らせるように、地域のつながりを大切に「みんなのあったかまち
づくり」を推進しております。福祉委員制度に基づき、福祉委員１２２名の方に３年間の任期（平成３０年
４月１日から平成３３年３月３１日）で活動していただきます。
　本会と連携して、地域での見守りや支えあい活動を行っていただきますので、よろしくお願いいたします。
前任の福祉委員の方はご活動いただきありがとうございました。

　４月１３日（金）町総合町民センターにおいて、ボランティ
ア連絡協議会の総会及び講演会が行われました。現在１３団体
が活動しており、それぞれの活動を報告、紹介しました。
　講演会には m o t t o ひょうご事務局長の栗木剛氏を招いて、

「お互いさまで支えあう地域づくり」と題し、「家から出る、人
と会う、おしゃべりする」煩わしいお付き合いにも、実は刺激
になり元気になっているなどお話ししていただきました。終始
笑いがあり、とても大切なことを聞けた講演会となりました。

　平成２８年４月に熊本県や大分県に大きな被害をもたらした「熊本地震」や、平成２９年７月の福岡県大
雨災害で被災された方々を支援することを目的に義援金募集を行いました。義援金は、岐阜県共同募金会へ
送金させていただきました。皆様のあたたかいご支援ありがとうございました。

【ご報告】共同募金配分金事業で実施しておりますバースデイ花束プレゼントは、平成３０年度より、町内在住
の９５歳、１００歳の方を対象とさせていただきました。

●平成２８年熊本地震義援金：受付継続中
　　募金額 ４５6，6０6 円 （平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日受付分）
●福岡県「平成２９年７月５日からの大雨災害義援金」：受付継続中
　　募金額  ４２，３５１ 円 （平成２９年７月１０日～平成３０年３月３１日受付分）
●大分県豪雨災害義援金：終了しました
　　募金額 ２，４２6 円 （平成２９年７月１１日～１２月２８日）
●秋田県大雨災害義援金：終了しました
　　募金額 ４１２ 円 （平成２９年７月２７日～８月３１日）
●台風１８号大分県災害義援金：終了しました
　　募金額  １０１ 円 （平成２９年９月２１日～平成３０年３月３１日）

任期中よろしくお願いいたします。

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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5 月中に届け出のあった方（敬称略）

7・8 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）

７

1 みみはなのど
オレンジクリニック

池田町
池野 ４４-１１87

8 谷汲中央診療所 揖斐川町
谷汲名礼 56-３１３３

15 野原クリニック 揖斐川町
清水 22-0３４8

16 揖斐厚生病院 揖斐川町
三輪 2１-１１１１

22 神田外科医院 揖斐川町
脛永 22-02３0

29 はっとり整形外科 揖斐川町
脛永 2３-１99１

８ 5 いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪 2３-0050

※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 岡部　　結
ゆ い

直哉 西方 山本　旺
お う せ い

靖 靖博

相羽 鈴木　晴
は る ま

万 達也 稲富 花村　佳
か の ん

音 竜弥

相羽 鈴木　蒼
そ う ま

万 達也 寺内 武藤　芽
め い

依 岳志

麻生 國枝ゆり乃
の

謙司 上秋 瀧口　大
た い が

雅 晃平

下方 若原　幸
ゆ き と

杜 秀幸 中之元 種田　悠
は る と

人 大祐

野 松岡　央
え い と

翔 直樹 公郷 鳥本　湊
そ う た

太 智樹

西方 小森　妃
ひ い ろ

彩 翔太 公郷 武藤　杏
あ ん な

菜 正樹

西方 増田　朱
あ か り

莉 遼旨 下磯 小林　季
と き と

叶 恋

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 馬渕　　隆 82 大野 長屋　正勝 80

野 渡邉百合子 87 稲富 淺野ナミ子 88

西方 小森　　隆 75 上秋 佐藤みすゑ 84

西方 所　　英子 84 牛洞 林　　直光 91

西方 松久　時男 77 公郷 阿部　光男 84

桜大門 加納　 ふ 97 公郷 鳥本　　靜 87

桜大門 加納　ゆき 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

 

住所 氏名

♥
夫 公郷 加納　優汰
妻 岐阜市 加藤あさみ

末永くお幸せに末永くお幸せに

納 期 限 の お 知 ら せ

７月２日（月）
町県民税（１期）
国民健康保険税（２期）

７月３１日（火）
固定資産税（２期）
国民健康保険税（３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
7 月 15 日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、7 月 22 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

人口と世帯（6 月 1 日現在）

人　口 ………… ２３, １９８人（－１６）
男 ………… １１, ３７８人（－１０）
女 ………… １１, ８２０人（－　６）

世帯数 ………… ７, ８８７世帯（+　 １）
出生１９人／死亡２５人／転入３６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/


