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今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶８ Information くらしの情報

▶２０ 社協だより

地域を守る、
　　防災の決意
　　　　～９月１日は防災の日



テ クノパーク大野土地売買契約・企業立地協定締結
（株）ギフ加藤製作所

　このほど、野・寺内地内のテクノパーク大野に工場を立地すること
を決めた（株）ギフ加藤製作所は、岐阜県土地開発公社との土地売買
契約と、町との企業立地協定を締結しました。
　（株）ギフ加藤製作所は、自動車用自動変速機部品やブレーキ部品
などの製造を手掛ける金属加工部品メーカーで、国内に７ヶ所、海外
に２ヶ所の工場を展開しており、大野町で１０ヶ所目となります。
　加藤真一代表取締役社長は、「東海環状自動車道の開通を見据え、
立地、アクセスの良さを生かし、定年後も働けて誰もが行きたくなる
愛される会社となるよう精一杯努めたい。」と語り、町長は「非常に
高い信頼性を持つ企業に来ていただけ、大変ありがたい。北のテクノ
パーク大野と南の道の駅『パレットピアおおの』、共に末永く活躍し
ていきたい。」と述べて協定書を取り交わしました。

地 域の声を力に
タウンミーティング

　このほど、各地区公民館で６日間にわたってタウンミーティングが
開催されました。９年目を迎えた今年は、町が現在取り組んでいる第
六次総合計画のリーディングプロジェクト・主要事業の進捗状況につ
いて町長から説明されたほか、教育長や各部長から所管事業について
説明され、その後、各地域の課題や問題についての意見交換が行われ
ました。のべ５００人の参加者が集まり、道水路整備や環境対策、福
祉施策、道の駅での取り組み等について、町執行部に質問したり意見
を交換していました。

地 域振興のためにタッグ
岐阜県立岐阜農林高等学校と大野町との連携に関する協定締結

　このほど、岐阜県立岐阜農林高等学校と大野町との連携に関する
締結式が役場で行われました。平成２８年度に町で開催された町内
産農産物のレシピコンテストで、グランプリ、準グランプリをとも
に岐阜農林高校生徒が受賞したことを縁に、同校が製造販売してい
る「柿トマジャム」に大野町産の富有柿を使用し、また今回新たに「柿
レモンジャム」の商品開発を実施するなど、連携を進めてきました。
同校渡邉千洋校長が、「地域の農業高校として地域活動に積極的に取
り組みたい。」と話すと、町長は、「地域でしか採れない農産物に、
若い感性で商品を提案してほしい。」と生徒らの活躍に期待を寄せて
いました。

酷 暑より熱く
第１００回高校野球選手権記念大会岐阜地区予選

　このほど、第１００回高校野球選手権記念大会岐阜地区予選のうち
１５試合が７日間にわたって大野レインボースタジアムで開催され、の
べ１１,５００人が来場しました。最高気温が４０℃に迫る中、岐阜高
校対市立岐阜商業高校、大垣商業高校対東濃実業高校で競われた準々
決勝の２試合では、３回、５回、７回の終了時にグラウンドに散水を行っ
たほか、スタンド席にテントの設置を許可するなど熱中症対策を取って
試合が行われました。スタジアムいっぱいに観客が押し寄せ、各校の
応援団が声を振り絞って応援し、熱戦が繰り広げられていました。

▲各契約を締結した（株）ギフ加藤製作所の加
藤代表取締役社長（中左）

▲新開発の「柿レモンジャム」の出来に胸を張
る渡邉校長（下段中右）と生徒ら

▲タウンミーティングの様子

▲熱戦が繰り広げられた大野レインボースタジ
アムの様子

ま ち の 話 題
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全 国での健闘を
全国大会出場者激励会

　このほど、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校定時制通信

制体育大会に出場を決めた町在住の８人の高校生の激励会が、役場

で開催されました。激励会に出席した選手の皆さんが、「最初で最

後のインターハイに万全で臨みたい。」「地元開催なので、応援に応

えたい。」などとそれぞれ力強く意気込みを述べると、町長は、「お

めでとうございます。酷暑に加え、西日本で大きな被害を受けた選

手もいると思う。被災者の大変な思いも心に刻んで、培ってきた力

を発揮できるようがんばってください。」と選手らを激励しました。

　なお、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校定時制通信制体

育大会の出場選手は次のとおりです。（敬称略）

　　　自転車（３㎞ＩＰ、４㎞ＴＰ）	 三浦　蓮海（岐阜第一高等学校３年）

　　　ソフトテニス（団体、個人）	 杉原　泉美（鴬谷高等学校３年）

　　　バドミントン（団体、個人）	 大岩　一翔（県立岐阜商業高等学校２年）

　　　新体操（団体）	 竹内　佑季（県立大垣商業高等学校１年）

　　　空手（個人・形）	 羽賀　雅未（県立岐阜商業高等学校２年）

　　　空手（団体・組手）	 竹中　菜穂（県立池田高等学校２年）

　　　空手（個人・組手）	 所　　美侑（済美高等学校１年）

　　　バドミントン（団体）	 後藤　大輝（清凌高等学校１年）

　また、第１８回全日本少年少女空手道選手権大会

へ出場を決めた河野詩音さん（北小４年）と河野天

音さん（北小２年）の激励会も、役場で行われました。

二人は兄妹で、詩音さんは４回目、天音さんは初め

ての全国大会出場です。

　「今年は自分から攻めて結果を出したい。」「お兄

ちゃんと一緒に優勝したい。」とそれぞれ決意を語る

二人に、町長は、「高い目標ですばらしい。練習の成

果を出してください。」と激励しました。

歌 声あわせて
第３１回大野町音楽祭ふれあいコンサート

　このほど、第３１回大野町音楽祭ふれあいコンサート

が総合町民センターふれあいホールで開催され、町内の

小中学生のほか町内で活動する音楽団体１７組２２３人

が、合唱や合奏で日頃の練習の成果を披露しました。「お

もちゃのチャチャチャ」など馴染みの深い選曲に客席で

も手拍子や口ずさむ姿が見られ、最後に「翼をください」

を会場全員で合唱しました。町音楽協会の牧村宗治会長

は、「コンサートも３１回目。町中の皆さんが一度はこ

のステージに立ったことがあると言われるように、これ

からも続けていきたい。」とあいさつしました。

▲（上段中左から）大岩さん、後藤さん、（下段左から）
竹中さん、羽賀さん、竹内さん、杉原さん

▲河野詩音さん（左）と河野天音さん（中）

▲力強い合唱を披露する大野小学校６年生の皆さん
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先 人に思いをはせて
北岡田家初夏の公開・郷土の先人展「郁太郎と丁輔」

　このほど、国登録有形文化財の北岡田家住宅で、郷土の先人展「郁
太郎と丁輔」が行われました。これは、道の駅「パレットピアおおの」
の開駅に協賛して町文化財保護協会（長沼利治会長）が開催したもの
で、郷土の先人・所郁太郎の弟子・長屋丁輔の子孫に伝えられた資料
群「長屋文庫」が町に寄託されて初めての町内公開となりました。襖
から簾戸へ夏のしつらえとなった会場には、坂本龍馬が乗船指揮した
イギリスの蒸気船「ユニオン号」の図面や丁輔が翻訳したマニュアル
など、貴重な資料が１８点展示され、来場者は興味深げに見入ってい
ました。

来 場者の安全を第一に
道の駅「パレットピアおおの」・「子育てはうす　ぱすてる」合同防火訓練

　７月１１日のオープン前に、道の駅「パレットピアおおの」と「子育てはうす　ぱすてる」で、合同防火訓練が
開催されました。「パレットピアおおの」はレストランの厨房から、「子育てはうす　ぱすてる」は調理室から出火

した想定で、揖斐郡消防組合消防
本部の指導の下、出火を大きな声
で知らせて来場者を避難誘導し、
消防署への通報や初期消火などの
初期対応を分担して行う手順と防
火設備を全員で確認し、実際に消
火器を使用した消火訓練を行いま
した。参加者は、来場者の安全を
守るスタッフとしての決意を新た
にしていました。

ノ ルディックウォーキング
まちづくりおおの協議会

　このほど、まちづくりおおの協議会によるノルディックウォーキン
グが開催されました。２本のポールを持って歩行運動を補助しながら
運動効果をより増強するとされるウォーキングエクササイズで、主催
するまちづくりおおの協議会では、月に１回午前８時から行われてい
ます。今回は、黒野駅レールパークから先人展の行われている北岡田
家を往復する全長３㎞程度のコースで、準備運動を行った参加者らは、
三水川沿いを南下したあと北岡田家を折り返し、黒野駅レールパーク
まで歩きました。参加者らは「歩かないと分からない町の変化も感じ
られて楽しい。」と和やかに取り組んでいました。次回開催予定は９
月９日（日）、１０月１４日（日）です。（問合せ先　黒野駅ミュージ
アム１階事務所　☎ ３２-５００１）

▲先人展の様子

▲ノルディックウォーキングの様子

▲防火訓練に真剣に取り組むスタッフの様子

　７月２８・２９日、ところ常南ビーチ海水浴場で、
「第３回ところ常南ビーチサマーフェスティバル」が開催されました。
　このイベントはところ街づくり実行委員会が企画。オホーツクブルーの空
の下、ステージではバンド演奏やＬＳ北見のメンバーによるトークショーな
どが行われたほか、地場産品の店や屋台が並び、大勢の家族連れなどでにぎ
わいました。

第３回ところ常南ビーチサマーフェスティバル
ところの海を楽しむところ通信

Vol. 223

北見市

▲ところ常南ビーチサマーフェス
ティバルの様子

ま ち の 話 題
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「 子育てはうす　ぱすてる」を応援します
ＯＫＢ大垣共立銀行 寄贈式、（株）国枝 寄贈式

　このほど、ＯＫＢ大垣共立銀行より、道の駅「パレットピアおおの」
に併設された「子育てはうす　ぱすてる」へ、子ども用木製椅子１３
脚が寄贈されました。木にふれるという大野町の木育の取り組みに沿っ
て、県産材にこだわって作られた椅子を子どもたちに使用してほしい
として贈られたものです。大垣共立銀行森田裕三常務取締役から目録
を受け取った町長は、「丈夫で人気のある一生ものだと聞いています。
大事に活用させていただきます。」と笑顔で感謝を述べていました。

　また、（株）国枝から
も「子育てはうす　ぱ
すてる」へ寄贈があり、國枝幹生代表取締役社長が、畳表に撥水加工
された和紙を使用してウレタンクッションを入れた「たたみベンチ」
３脚を、町長に託しました。
　國枝代表取締役社長が「町の皆さんの支えをいただいて、寄贈に思
い至った。畳文化を色々な分野に広めたい。」と語ると、町長は、「全
国的に活躍する畳のトップメーカーから、伝統的で最新の物をいただ
いた。畳の肌触りの良さは木育に通じるため、大切に使わせていただ
きます。」と目録を受け取りました。▲目録を町長に渡す國枝代表取締役社長（左）

▲目録を町長に渡す森田常務取締役（左）

問合せ先  
子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　７月１１日「子育てはうす　ぱすてる」がグランドオープン
しました！！オープン初日は、３００人を超える方々が来館し、
木のおもちゃなどで遊んでいました。
　夏休みが始まったこともあり、その後も多くの方々に利用し
ていただき、来館者が５００人を超える日もありました。

グランドオープンの日、キッズルーム「四季の実」で遊ぶ様子▶

　ピヨピヨクラブの開級式は、７月１９日（木）にふたばクラス（０歳児）とみつばクラス（１歳児）、２０日（金）
によつばクラス（２歳児）でそれぞれ開催し、事前に登録をいただいたお友達に遊びにきてもらいました！
　９月からいよいよピヨピヨクラブがスタートします。楽しみにしていてね☆

ふたばクラス（０歳児）のみんな みつばクラス（１歳児）のみんな よつばクラス（２歳児）のみんな

◎９月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス…	４日（火）、１１日（火）
　みつばクラス…	６日（木）、２０日（木）
　よつばクラス…	７日（金）、１４日（金）、

２１日（金）、２８日（金）
「あおい空」読み聞かせ…６日（木）
休館日   ５日（水）、１２日（水）、１８日（火）、

１９日（水）、２５日（火）、２６日（水）

◎１０月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス…	２日（火）、１６日（火）、２３日（火）、３０日（火）
　みつばクラス…	４日（木）、１８日（木）
　よつばクラス…	５日（金）、１２日（金）、１９日（金）、２６日（金）
「あおい空」読み聞かせ…４日（木）
誕生会…１５日（月）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２９日（月）　※事前申し込みが必要です。
休館日   ３日（水）、９日（火）、１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）、３１日（水）

※スケジュール内容は、変更する場合があります。また、詳しい内容は、ぱすてるへおたずねください。
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　町では、次のとおり敬老会を開催します。今年度、ご招待させていただくのは、昭和
１７年３月３１日までにお生まれの人です。なお、招待状は８月中旬からお届けしています。
　まだ招待状が届いていない人は、健康課まで連絡してください。
　日時　９月１７日（月・敬老の日）午前１０時〜（受付：午前９時３０分〜９時５０分）
　場所　総合町民センター　ふれあいホール
問合せ先 	健康課　☎ ３４-１１１１

敬 老 会

　大野まつりは、町の文化の高揚と産業の発展を目指し、関係機関、団体の協力のもと開催されます。
ぜひご来場ください。
　詳細については、来月号広報おおのに折込みで配布するチラシを確認してください。

ふれあい2018大野まつり

▲昨年の大野まつりの様子

平成３０年第３回大野町議会定例会日程および内容
会期／９月５日〜１３日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
９月　５日 水 午前９時  本会議（開会） 議場
９月　６日 木 午前９時  総務文教常任委員会 委員会室
９月　７日 金 午前９時  民生建設常任委員会 委員会室
９月１２日 水 午前９時  本会議（一般質問） 議場 中継配信あり
９月１３日 木 午前９時  本会議（閉会） 議場

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議場・委員会室へお越しください。（委員会傍聴席は数
に限りがあります。）なお、委員会傍聴を希望する人は、事前に事務局まで連絡してください。
　９月１２日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信され１ヵ月間視聴できます。また、以
下の場所でもご覧いただけます。（議場で傍聴していただくこともできます。）
　　・役場　１階　ロビー　　・地区公民館（第１〜６公民館）	 問合せ先 	議会事務局　３４－１１１１

内　容	 飲食物・物品販売、各種団体の作品展・芸能発表、
	 吉本芸人によるお笑いステージイベントなど
日　時	 １０月６日（土）、７日（日）午前９時〜午後４時
場　所	 役場、総合町民センター、中央公民館、民俗資料館、福祉センター
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開催日 場　　所 開催時間

９月５日
（水）

地域密着型特別養護
老人ホーム　桜坂

午後１時３０分
〜

午後３時３０分

９月１４日
（金）

特別養護老人ホーム
ぎふ愛の里

午後１時３０分
〜

午後３時３０分

◎対　象　	認知症の人や、その家族、友人、高齢
者など

◎参加費　100 円

カッキーカフェ（活気・柿）
開催のご案内

９月の
１００歳

おめでとうございます
これからも健やかに

佐々木定一さん（公郷）
大正７年６月２５日生まれ

長寿の
お祝い

◆公益財団法人　日本公衆電話会より「こども手帳」寄贈
　今年も、公益財団法人日本公衆電話会東海統括支部よ

り、町内小学校４年生児童全員に、こども手帳が寄贈さ

れました。

　この手帳には、インターネットを使うときや自転車に

乗るときのルール、緊急通報や災害伝言ダイヤル１７１

の使い方など、子どもたちが社会の一員として守るべき

内容や、安全な生活を送るための方法について記されて

います。教育長は、「昨今の災害等に大変役に立つ手帳な

ので、教育の副教材として活用します。」と感謝の言葉を

述べました。

◆猛暑の中、全建総連奉仕作業を実施
　このほど、全建総連大野支部による奉仕作業が行われました。

　これは、町内の建設関係者の職人さんで構成されている全建総連大野支部が、毎年夏休みのこの時期

に、町内の小学校６校、中学校２校、公立保育園３園の施設を奉仕で修繕していただいているものです。

　当日は、猛暑の中、１００名を超える職人さんが、各施設に分かれて奉仕作業をしていただきました。

いつもありがとうございます。

教育委員会のページ教育委員会のページ

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

▲全建総連大野支部による奉仕作業の様子
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お知らせ

秋の全国交通安全運動

◎実施期間　９月２１日（金）〜
３０日（日）
◎交通死亡事故ゼロを目指す日　
９月３０日（日）
◎�運動の重点　・子どもと高齢者
の安全な通行の確保と高齢運転
者の交通事故防止

・夕暮れ時と夜間の歩行中、自転
車乗用中の交通事故防止

・全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用
の徹底

・飲酒運転の根絶
問合せ先 	総務課　☎ ３４-１１１１

成人式

◎対象者　平成１０年４月２日か
ら平成１１年４月１日までに生ま
れた人
◎日時　平成３１年１月１３日
（日）　受付及記念写真撮影　午後
０時３０分〜　式典　午後２時〜
◎場所　総合町民センター
・案内状は、町内に住民票がある
新成人に送付予定です。町内に
住民票がない新成人には案内状
が送れませんので、出席希望者
は個別に連絡してください。

・服装の制約はありません。
問合せ先 	生涯学習課　☎ ３４-１１１１

９月２０日から２６日は�
動物愛護週間

　環境省は、国民の間に広く動物
の愛護と適正な飼育についての関
心と理解を深めるため、毎年９月
２０日から２６日までを動物愛護
週間と定めています。
　動物愛護週間は、国民の間に命
ある動物の愛護と適正な飼育につ
いての関心と理解を深めるようにす
るために設けられています。
　これを機会に、動物と触れ合い、
適正な飼育に努めましょう。
問合せ先 	環境水道課　☎ ３４－１１１１

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

◎内容　敬老の日特別企画とし
て、次の５日間に限り、６５歳以
上の人の入館料無料
※通常料金は 1,350 円
※年齢を証明できるもの（運転免
許証、健康保険証など）を持参
してください

◎実施期間　９月１５日（土）〜
１９日（水）　平日：午前９時３０
分〜午後５時／土・日・祝日：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

熱中症予防対策の徹底について

　７月中旬以降、熱中症への厳重
警戒が呼び掛けられています。
　労働者の熱中症予防のために以
下を実施しましょう。
・ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握、
評価

・作業環境管理、作業管理、健康
管理

・労働衛生教育、異常時の措置、
熱中症予防管理者の選任等
問合せ先 	大垣労働基準監督署　
☎ 0584-78-5184

家電製品で、快適生活

　家電製品を正しく活用して、安
全で快適に過ごしましょう。
◎扇風機　
・運転中はガードの中に手や物を
入れない。

・長年使用している扇風機はよく
点検を。お手入れと点検は、電
源プラグを抜いてから。

◎全自動洗濯機、二層式洗濯機　
　洗濯・脱水槽が完全に停止する
前に洗濯物を取りだそうとする
と、洗濯物が指にからまり大けが
をします。ゆっくりした回転でも
危険です。
問合せ先 	一般社団法人　日本電機
工 業 会 ホ ー ム ペ ー ジ　http://
www.jema-net.or.jp/

知っていますか？建退共制度

　建設現場労働者の福祉の増進と
建設業を営む中小企業の振興を目
的とした業界全体での退職金制度
です。詳細は、建退共支部へ。
◎加入できる人　建設業を営む人
◎対象者　建設業の現場で働く人
◎掛金　日額 ３１０ 円
問合せ先 	建退共岐阜支部　
☎ ０５8-２76-３7４４

檻、わなの設置について

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

▲捕獲許可証 ▲看板

 

危 注意！ 

この先に被害防止捕獲

のためのワナが設置し

てあります。 

ご注意ください。 

大野町役場 

産業建設部農林課 

0585-34-1111 

 

 

 

危 注意！ 

この先に被害防止捕獲

のためのワナが設置し

てあります。 

ご注意ください。 

大野町役場 

産業建設部農林課 

0585-34-1111 
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岐阜バス　2018年秋季ホリデーパス

　岐阜バスでは、秋季ホリデーパ
ス（土日祝日限定 1日乗車券）を販
売しております。ホリデーパスを利
用して、バスで出かけましょう！
◎適用期間　９月１日（土）〜
１１月２５日（日）の土・日・祝
日
◎発売期間　１１月２５日（日）
まで
◎対象路線　全路線。ただし、明
治村線等一部路線は除く。
◎発売額　500 円
◎発売箇所　岐阜バスターミナ
ル、岐阜バス各営業所、岐阜大学
生協、マーサ 21、バローモレラ岐
阜店　ほか
◎備考　
・1枚につき、1人 1日限り有効。

・有効期日に限り 1日何回でも乗
降可。
・バス乗車時は整理券を取り、降
車時に運賃箱へ入れる。
※詳細は次まで問合せてください
問合せ先 	岐阜バスターミナル　
☎ 058-266-8822

必ずチェック！最低賃金

平成３０年１０月１日から
時間額８２５円（２５円ＵＰ）
　最低賃金は、年齢に関係なく、
パートや学生アルバイトなどを含
め、県内で働くすべての労働者に
適用されます。
問合せ先 	岐阜労働局賃金室
☎ ０５8-２４５-8１０４ 又はお近くの労働
基準監督署

子育てしながら再就職をめざす
人のためのパソコン講習

　子育てしながら就職活動する人
の再就職を積極的に支援するた
め、パソコン講習を７月から翌年
２月までに８回（１回５日間ずつ）
実施します。受講に関しては、当
所のマザーズコーナーで、お仕事
探しの登録等とともに相談してく
ださい。
※マザーズコーナーには、キッズ
コーナーを併設しています

◎受講相談日時　午後８時３０分
〜午後５時１５分（土・日・祝日
を除く）
問合せ先 	大垣公共職業安定所　
☎ ０５8４-77-５１78

新築住宅定住奨励金

　定住人口の増加を図るため、町内に住宅を新築
するなどして町内に定住する人に、『新築住宅の定
住奨励金』を交付します。
◎対象となる住宅　平成３０年１月２日から平成
３５年１月１日までに、新築・取得された住宅（新
築された住宅に対する固定資産税の軽減に該当す
る住宅）
※平成２９年１月２日から平成３０年１月１日ま
での該当住宅も受付可

◎対象者　町内で住宅を取得し入居した人　※住
宅の取得とは、住宅の新築もしくは住宅の建替え
又は新築住宅の購入をいう。（住宅の増築や改築、
相続や贈与により取得するものは含まない）
◎奨励金の額　新築住宅に課される固定資産税の
額に相当する額で、年額 １０ 万円を限度とする。町
内の建築業者と請負契約をした場合は、年額 １５ 万
円を限度とする。
◎交付期間　住宅を取得後、新たに固定資産税が
課されることになった年度から５年間（毎年度申
請が必要、初年度は申請方法①、２年目以降は②
による）
◎初年度申込期限
家屋の取得時期が平成３０年１月２日〜平成３１

年１月１日（平成３１年度より課税）の人⇒平成
３１年４月１日～１０月３１日
※家屋の取得時期が平成２９年１月２日〜平成
３０年１月１日（平成３０年度より課税）の人
⇒１０月３１日までに
◎申請方法　「大野町新築住宅の定住奨励金交付申
請書（様式第１号）」（町ホームページよりダウン
ロード可）に次の書類を添付して申込む。
①初めて申請する人（初年度）
（１）住宅に入居する世帯全員の住民票（コピー不
可）

（２）住宅に入居する世帯全員の町税等の納税状況
等の調査を認める同意書（様式第２号）

（３）住宅の建物登記事項証明書の写し又は建築基
準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５
項もしくは第７条の２第５項に規定する検査済
証の写し

（４）住宅の敷地の土地登記事項証明書の写し
（５）町内建築業者と請負契約した場合は、対象と
なる住宅の請負契約書の写し
②２回目以降の申請をする人（２年目以降）
　①のうち、（３）〜（５）を省略
申込・問合せ先 	政策財政課　☎ ３４－１１１１
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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（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（応急手当ＷＥ
Ｂ講習受講証明書を印刷して持参
する。）
◎場所　郡消防組合
◎定員　２０人
◎参加費　無料
◎申込方法　１週間前までに申込
用紙に記入し持参又は電話で申込
む。
※動きやすい服装で参加する
※企業、団体等の申込み受付可
（１０人以上の場合は開催日以
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

甲種防火管理新規講習

　学校、工場、店舗等で多数の人
が出入りし勤務する事業所には、
消防法により「防火管理者」を置
くこととなっています。甲種防火
管理者資格を取得する講習会を開
催しますので、該当者、希望者は、

受講してください。
◎日時　１０月１８日（木）午前
９時〜午後４時３０分、１９日
（金）午前９時〜午後３時３０分
◎場所　郡消防組合消防本部３階
研修室
◎受講料　無料（ただし、テキス
ト代として ４,０００ 円要）
◎申込期間　９月３日（月）〜
２８日（金）
※定員到達次第受付終了
申込・問合せ先 	郡消防組合消防本部
予防課　☎ ３２－２５５３

募　集

ウォ―キング交流会参加者募集

　町楽しく歩こう会とウォーキン
グ交流会を開催します。気軽に参
加してください。
◎コース　初心者コース：運動公
園ふがりの泉ヘルシーコース（約
２ｋｍ）　中級者コース：森林空
間・絆の森	森林浴コース（約２．
５Ｋｍ）
◎日時　１０月８日（月・体育の
日）午前９時（受付、開会）
◎集合場所　町運動公園　屋外テ
ント
◎対象　小学生以下は保護者同伴
で参加する。
◎申込期限　１０月２日（火）正
午までに参加料を添えて申込む。
◎参加料　２００ 円（保険料等）
◎持ち物等　ウォーキングができ
る服装、タオル、水分補給用飲料
等
◎主催　おおのスポーツクラブ
申込・問合せ先 	生涯学習課　
☎ ３４-１１１１

体力・運動能力調査参加者募集

　文部科学省の３０年度体力・運
動能力調査に参加していただける
人を募集します。自身の体力・運
動能力や体力年齢を知る機会にも
なりますので、ぜひ参加してくだ
さい。

◎調査内容　握力、上体起こし、
長座体前屈、反復横とび、２０ｍ
シャトルラン、立ち幅とび
◎募集対象　２５〜３４歳、６０
〜６４歳の男女　計３０人程度
◎日時　１０月２０日（土）午後
７時〜
◎場所　町民体育館
◎申込方法　各地区公民館と役場
備え付けの申込書に必要事項を記
入し、次へ申込む。参加費無料。
◎申込期限　１０月１９日（金）
当日も申込可
◎持ち物等　運動のできる服装及
び体育館シューズ、タオル、飲み
物、着替え等
申込・問合せ先 	生涯学習課　
☎ ３４-１１１１

グラウンド・ゴルフ交流大会�
参加者募集

　初心者でも大歓迎です。気軽に
参加してください。この大会は、
「ぎふ清流レクリエーションフェ
スティバル」の協賛行事です。
◎日時　１０月９日（火）午前８
時４５分競技開始（受付：午前８
時３０分〜）
◎場所　町民東運動場
◎募集対象　１８歳以上の人
◎申込期限　９月２１日（金）ま
でに参加料を添えて申込む。
◎参加料　２００ 円（保険料等）
◎プレー規則　（公社）日本グラウ
ンド・ゴルフ協会ルール及び本大
会申合せ事項による。
◎主催　おおのスポーツクラブ
※雨天順延
申込・問合せ先 	生涯学習課
☎ ３４－１１１１
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相　談

労働条件相談ほっとライン

　厚生労働省では、労働者に対す
る相談窓口の充実を図るため、無
料電話相談を実施します。労働基
準監督署などが閉庁している平日
夜間や土日に電話で相談すること
ができます。
◎電話番号　０１２０-8１１-6１０（フリー
ダイヤル）
◎相談期間　平成３１年３月３１
日まで（１２月２９日〜翌年１月
３日を除く）
◎相談時間　月～金（祝日含む）　
午後５時〜午後１０時　土・日　
午前１０時〜午後９時
問合せ先 	大垣労働基準監督署　
☎ ０５8４-78-５１8４

法律とこころの相談会

◎相談内容　生活苦、解雇、借金、
家族関係、病気などの悩み
◎相談日　９月６日（木）、２６日
（水）、平成３１年３月１日（金）
◎相談時間　午後１時〜４時（要
予約）
◎相談場所　西濃保健所（大垣市
西濃総合庁舎内）
◎相談員　弁護士、臨床心理士
※相談無料
問合せ先 	西濃保健所　
☎ ０５8４－7３－１１１１

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　９月１３日（木）

◎相談時間　午後１時〜５時（１
件あたり６０分まで、午後４時最
終受付）
◎相談場所　役場１階町民相談室
◎相談員　岐阜県よろず支援拠点
職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約する。当日の受付は問い合わせ
る。
問合せ先 	観光企業誘致課
☎ ３４-１１１１

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　９月１９日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
〜　（２）午後２時３０分〜（※要
予約）
◎相談場所　福祉センター　会議
室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等の詳細は諸事情によ
り変更となる場合がありますの
で予約時に確認してください

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

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律関係
◎相談日　９月１０日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）（※要予約）
◎相談時間　午後１時〜３時

（１件２０分）
◎相談場所　保健センター　相談
室
◎相談員　弁護士
問合せ先 	保健センター　
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　９月１０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　９月４日（火）、１１日
（火）、２５日（火）
◎相談時間　午後１時〜３時
（心配ごと相談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	

おむつ等のごみの出し方について

　おむつ（紙・布）や生理用品等のごみは、汚物をトイレへ捨てたうえで、生ごみ袋に入れて出してください。
　おむつ等は収集後、西濃環境整備組合の焼却炉で焼却されますが、他の可燃物と一緒にすることで焼却処分の効率化
が図られますので、ルールに従って出すようお願いします。
　なお、家庭ごみ分別辞典（２０１８年保存版）の７ページも参照してください。
問合せ先 	環境水道課　☎ ３４－１１１１
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平成３０年度創業支援事業補助金・販路拡大支援事業補助金のご案内

　大野町商工会では、町と連携して産業振興及び活性化を図るため、新たに事業を開始する創業者に創業に係る経費の一部を、町内の
商工会員が販路拡大等のための経費の一部を補助します。平成３１年３月３１日までに応募してください。（予算枠到達次第受付終了）
※他の補助金との重複申請はできません　※申請書類等詳しくは大野町商工会へ問い合わせるかホームページを参照してください

創業支援
◎対象者　
・	町内で創業する人　　　　　　・大野町商工会に入会する人　
・適切な事業経営計画がある人　・	町税等を滞納していない人　
・補助事業開始前に申請できる人
◎補助対象経費
①	設備費：事務所、店舗の開設に伴う外装・内装工事費用（事務
所・店舗専有部分のみ）※改装工事は、工事着手前及び完了後
の写真を添付
②	調査委託費：事業実施のために依頼した専門家に支払う経費
③	広報費：ホームページ作成、パンフレット・チラシ制作、広告
宣伝費
④	創業に係る官公庁への申請書類作成経費：開業、法人設立に伴
う司法・行政書士等に支払う申請書類作成経費
※登録免許税・認証料・印紙代・証明書取得費用は除外
◎補助金額（補助対象経費の２分の１以内でかつ ３０ 万円まで）
①	設備：補助対象経費の２分の１以内でかつ ３０ 万円まで
②調査委託費③広報費④創業に係る官公庁への申請書類作成経
費：補助対象経費の２分の１以内でかつ １０ 万円まで

販路拡大等
◎対象者
・	町内の中小企業者で商工会員　
・補助事業開始前に申請できる人
◎補助対象経費
①	展示会等の出展（申請書事業名）：自社の製品、サービス等を
紹介する展示会、見本市、博覧会で官公庁等公的機関が主共
催、後援、これに準じ広く一般公開されているもの（販売目
的の展示会等は除く。）にかかる出展小間料、ブース備品レン
タル料、パンフレット・展示パネル等作成費、運送委託費用
②	カタログ等作成（申請書事業名）：恒常的に使用できるもの
（セール等一時的なチラシ等は除く。）にかかる会社案内、製
品カタログ、パンフレット作成費用

◎補助金額（補助対象経費の２分の１以内でかつ２０万円まで）
①	展示会等の出展：補助対象経費の２分の１以内でかつ ２０ 万
円まで

②	カタログ等作成：補助対象経費の２分の１以内でかつ １０ 万
円まで

問合せ先 	大野町商工会　☎ ３２-０667　ホームページ　www.gifushoko.or.jp/oono/
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今月のおすすめ本

しない。 あのこヘンナコ
群 ようこ著 / 集英社

　通販で買わない、不要な付き合いをしない…。快適な
生活のための「しないこと」リストから、心地よい日常
を呼ぶヒントを伝える。集英社学芸編集部サイト『学芸・
ノンフィクション』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

ワダ アスカさく・え / 文芸社

　シカのような角、ラクダのような顔、ヘビのような体、トラの
ような足。へんてこな姿をしているために、みんなから「ヘンナコ、
へんてこなこ」と呼ばれていたヘンナコでしたが…。自分に自信
を持てるようになる物語。第１３回えほん大賞絵本部門大賞受賞。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 9月

日 月 火 水 木 金 土
� � � � � � � １
� ２� ３� ４� ５� ６� ７� ８
� ９� １０� １１� １２� １３� １４� １５
� １６� １７� １８� １９� ２０� ２１� ２２
� ２３� ２４� ２５� ２６� ２７� ２８� ２９
� ３０� � �

〈一般書〉 〈児童書〉
●ポストカプセル

（折原 一著 / 光文社）
●さしすせその女たち

（椰月 美智子著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
●僕の未来だった君へ

（鳥海 嶺著 / 小学館）
●火花散る

（あさの あつこ著 / ＰＨＰ研究所）
●宵物語

（西尾 維新著 / 講談社）

●へんしんたんてい
（あきやま ただし作・絵 / 金の星社） 

●ヨッちゃんのよわむし
（那須 正幹作，石川 えりこ絵 / ポプラ社）

●しゅくだいクロール
（福田 岩緒作・絵 / ＰＨＰ研究所）

●こだわっていこう
（村上 しいこ作・陣崎 草子絵 / 学研プラス）

●シンデレラのねずみ
（斉藤 洋作・森泉 岳土絵 / 偕成社）

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
「防災」展

　９月１日は防災の日です。防災の日は、大正１２年（１９２３年）

に発生した関東大震災にちなんで昭和３５年（１９６０年）に制

定された記念日です。台風の襲来も多い時期ということもあり「災

害への備えを怠らないように」という戒めの意味もあるそうです。

また、国内でも記憶に新しい大きな災害もありました。ぜひ防災

の日は、様々な災害への対策などをご家族で話し合う機会にして

いただきたいと思います。

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。お気軽にご参加ください。

〈日時〉午後２時３０分～
　９月１日（土）・１０月６日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　９月１５日（土）・１０月２０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
ターにてお申込みください。

図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
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国　保　だ　よ　り

国民健康保険被保険者証の更新について
　皆さんがお持ちの国民健康保険被保険者証は、９月３０日が有効期限となっています。有効期限
が満了する９月３０日までに、簡易書留で新しい被保険者証を郵送します。

受け取られたら・・・
①新しい被保険者証の内容をよく確認してください。
②今までの被保険者証は、有効期限が過ぎましたら、役場健康課保険年金係に返していただくか、
住所や氏名が見えないように細かく裁断して破棄してください。
③被保険者証は現在カードサイズになっておりますので、紛失には十分注意してください。紛失や
破損の際には、身分証明になる書類と印鑑（シャチハタ以外）とマイナンバーカードか通知カー
ドを持参し、役場健康課保険年金係で再交付を受けてください。
※不在等でお渡しできない場合の被保険者証は、郵便局での保管期間を過ぎたあと、役場に返却さ
れます。
　ポストに不在票が入っていたときは、内容をよく確認し、記載されている連絡先の郵便局へお早
めに連絡してください。

問合せ先 	健康課　☎ ３４－１１１１

　広報おおの７月号２３ページに掲載した「後期高齢者医療制度についてのお知らせ」（※岐阜県後期高齢
者医療広域連合によるもの）の内容に一部誤りがありましたので、次のとおりお詫びして訂正します。

　　　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％　［44,400 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［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

　　＊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

改正

正 44,400 円←誤 44,000 円

正 ［44,400 円 ］ ←誤 欠落
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188
い や や

局番
なし

消費者ホットライン

クリーニングのトラブル防止のために

事例１
　１年前に５万円で購入した夫の背広をクリーニングに出した。受け取りに行くと「ズボンを紛失した。ズボ
ンの弁償をする。」と言われた。今までに３回しか着ていない。背広の購入金額を賠償してほしい。

アドバイス
・	クリーニングに出すときは、カウンターで上下一対であることを伝えましょう。スーツなどを別々にクリーニ
ングに出すと、色や風合いに差が生じてしまう場合があります。

・	Ｓマーク、ＬＤマークがある店ではクリーニング事故賠償基準に基づいて損害賠償額を計算することになります。
・	Ｓマークはクリーニング業に関する標準約款の登録店、ＬＤマークはクリーニング生
活衛生同業組合の加盟店です。
・	クリーニング事故賠償基準とは簡易迅速に消費者を救済することを目的に、全国クリー
ニング生活衛生同業組合連合会が作成した自主基準です。

事例２
　２年前購入して、数回しか着用していないウール１００％のジャケットをクリーニングに出した。受け取り
後、よく見たらジャケットの後ろの襟の部分に穴が数カ所開いていた。クリーニング店に苦情を言ったら「虫
食いの穴なので、当方の責任ではない。」と言われた。出したときは穴がなかったので納得できない。

アドバイス
・	穴あきの原因には、虫食い、引っかけ傷、薬品による溶解などがあります。穴があいた原因が虫食いの場合は
賠償されません。

・	毛、絹など、タンパク質を主成分とする素材は虫食いの被害に合いやすい傾向があります。その他の素材でも汚れが
付いている場合は、同様です。汚れがないか見てから保管しましょう。
・	クリーニングから戻ったらビニール袋から出して陰干しし、溶剤の匂いがなくなってから保管しましょう。ビニール
袋は運送時の汚れ防止用で、入れたまま保管するとシミの原因になります。

事例３
　４年前購入した合成皮革のジャンパーをクリーニングに出した。受け取りに行ったら、表面がボロボロに剥
がれていた。クリーニング店から「製品の問題なので当店の責任ではない。」と言われた。クリーニングに出
す前は問題なかったので納得いかない。

アドバイス
・	合成皮革は、ポリウレタン系樹脂やアクリル系樹脂を布地等にコーティングやラミネートし、外観は天然皮革
に似せた素材で、経年劣化により、べたつく、剥離するなど、耐用年数が短い素材です。

・	耐用年数を過ぎてドライクリーニングに出し、出来上がり時にコーティングの剥がれが生じクリーニングトラブルと
なることがあります。合成皮革の特徴をよく理解しておきましょう。

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

１人で悩まずにご相談ください。

☎　局番無し　１８８　

　クリーニングは性別年齢を問わずに生活に密着したサービスですが、ほかのほとんどのサービスと異なり、消費
者の目の前で行われないサービスであるため、トラブルが起きても原因の特定が難しく、解決が困難な場合が多い
サービスです。また、トラブルの内容も「紛失」「変色」「シミ」「伸縮」など多岐にわたっています。
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保健師による

健康伝言板
〈糖尿病とは？〉
　わたしたちの体内では、食事をすると血液中のブドウ糖が増えます。それを細胞内に取り込み血糖を下げて
くれるのが「インスリン」です。食べ過ぎ、運動不足など生活習慣の乱れが続くと「インスリン」の量や働き
が低下して高血糖となり、大切な血管や神経を傷つけ始めます。糖尿病を放っておくと失明や腎不全、壊

え

疽
そ

な
どの合併症になるリスクが高まります！
　しかし、初期の糖尿病では自覚症状がなく、口の渇きやトイレの回数が増える症状が現れる頃には合併症に
なる直前かもしれません。だからこそ、健康診断で自分の状態を知ることが重要です。血液検査による糖尿病
の診断基準と自分の健診結果とを比べてみましょう。

◎血液検査の結果が以下の条件にあてはまる場合、糖尿病と診断されます。

〈糖尿病の予防・改善〉
　糖尿病の予防や重症化する前の予防が重要となります。まずはできそうなことから少しずつ生活を変えてみ
ましょう。
①食事：	ゆっくり味わって食べ、腹８分目を守り、エネルギーをとりすぎないよう意識しましょう。１日１回

体重を計る、コンビニ食を買うときはエネルギー量の表示を見るなど、数字にすると分かりやすいで
すね。

②運動：	エレベーターではなく階段を使う、家事をするなど、まずは１日１０分体を動かす時間を増やしてみ
ましょう。また、ウォーキングや簡単な筋トレなど運動をする場合は、食後３０〜６０分が効果的で
す（血糖が最も高くなるのは食後６０〜９０分であるため）。

平成３０年９月は『健康増進普及月間』です！

　１に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ　～健康寿命の延伸～

糖尿病の予防・改善

次回献血のご案内

日　付 時　間 場　所 内　容

９月１２日（水） 午後１時３０分〜４時３０分 特別養護老人ホーム
まほろば 全血

９月２５日（火） 午後２時４５分〜４時３０分 役場 全血
（４００ｍｌ限定）

　献血に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。

問合せ先 	保健センター　☎ ３４－２３３３

①早朝空腹時血糖値　１２６ｍｇ / ｄＬ以上
または

７５ｇＯＧＴＴ２時間値　２００ｍｇ / ｄＬ以上
または

随時血糖値２００ｍｇ / ｄＬ以上

②ＨｂＡ１ｃ　６. ５％以上＋

問合せ先 	保健センター　☎ ３４－２３３３
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野菜をたくさん食べましょう
　今月は「ラタトゥイユ」を紹介します。「ラタトゥイユ」はフランス南部名物の野菜の煮込み料
理です。トマトやナス、ピーマンなど、夏野菜で作ることが多いのですが、今回はいつでも手に入
る野菜で作れるものを紹介します。具だくさんで、色々な種類の野菜を１度に摂ることができ、食
物繊維やビタミンも豊富です。１日に摂りたい野菜の目標量（３５０ｇ）の約半分量を、この１品
でとることができます。
　子どもたちの「食べたい」という意欲を大切に、野菜がたくさん食べれるといいですね。
　ぜひ作ってみてはいかがしょうか？

● ラタトゥイユ ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

178kcal
4.7g
8.2g

51mg
1.2g

【材料（４人分）】
玉ねぎ………… １００ｇ（１/ ２個）
人参……………… ５０ｇ（１/ ２本）
れんこん…………………… １００ｇ
ごぼう…………… ４０ｇ（１/ ４本）
大根…………… ２００ｇ（１/ ４本）
パプリカ………… １００ｇ（約１個）
ベーコン………………………… ２枚
にんにく………………………… １片
オリーブ油………………… 大さじ２

Ⓐ　
固形コンソメ……………… １個

　　水……………………… ４カップ
カットトマト（缶） … １缶（４００ｇ）
ケチャップ………………… 大さじ２
塩………………………………… 少々

【作り方】
①玉ねぎ・パプリカは１. ５㎝の角切り。

人参・大根・ごぼう・れんこんは乱切り
にする。

②ベーコンは８㎜の細切りにする。
③にんにくはみじん切りにする。
④オリーブ油でにんにくを炒める。
⑤にんにくの香りが出たら、ベーコンを入

れて炒め、①の具材を加えて炒める。
　Ⓐの水と固形コンソメを入れて煮込み、

トマト缶を入れてさらに煮込む。
⑥ケチャップと塩少々で味を整える。

【１人分の栄養価】

【募集（受付）期間】９月３日（月）〜２０日（木）
　　　　　　　　　 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㎡ 

 

食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

（写真は１０人分）
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平成29年度　人事行政の運営等の状況　　　　について
任免に関する状況について

1　採用の状況
平成 29 年度採用者
試験・区分名 職種・科目等 受験者数 合格者数 採用者数
大 卒 程 度 一般行政職 6人 4人 4人
短大卒程度 保育士 3人 1人 1人

2　昇任の状況
①行政職
部長・参事級への昇任 0人 係長への昇任 2人
課長級への昇任 2人 主査級への昇任 5人
主幹級への昇任 2人 主任級への昇任 4人
課長補佐級への昇任 2人
3　免職の状況� 4　降任の状況
　	免職無し	 　	降任無し

給与の状況について
1　職員の給与費の状況
①給与の内訳	 	 	 	 （単位 : 千円）
職員数（A） 給料 職員手当 期末勤勉手当 計（B） 給与費/1人（B/A）
148 人 501,710 67,615 193,819 763,144 5,156

（※派遣職員を除く）

②平均給与の月額
一般行政職
平均給与月額 平均給料月額 期末手当 勤勉手当
375,300 円 275,700 円 746,900 円 511,600 円

技能労務職
平均給与月額 平均給料月額 期末手当 勤勉手当
270,600 円 240,700 円 616,300 円 399,100 円

※給与 =基本給 +職員手当（扶養手当等）

2　昇給の状況
区　　　　　　分 合　　計 一般行政職 技能労務職
職　 　員 　　数 148 人 133 人 15 人
昇給に係る職員数 118 人 111 人 7 人

号級数別内訳

1号給 1人 1人 0人
2号給 1人 1人 0人
3号給 12 人 12 人 0 人
4 号給 97 人 90 人 15 人
5 号給 0人 0人 0人
6号給 7人 7人 0人

比　　　率（％） 77.1 76.0 100.0
※休職からの復職時調整を含む。

職員数に関する状況について
1　職員数の状況
一般行政職 113 人
福　祉　職 20 人 （保育士等）
技能労務職 15 人
合　　　計 148 人

定　数 現　数 備　　考
町 長 事 務 部 局 の 職 員 134 人 124 人
議会の事務部局の職員 2人 2人
選挙管理委員会事務部局の職員 （3）人 （3）人 町長の事務部局職員の兼務
監査委員事務部局の職員 （2）人 （2）人 議会の事務部局職員の兼務
農業委員会事務部局の職員 （6）人 （3）人 町長の事務部局職員の兼務
教育委員会事務部局の職員 30 人 19 人
企 業 関 係 職 員 4人 3人
合 計 170 人 148 人

勤務時間その他の勤務条件の状況について
1　勤務時間
1 週間当たり（週平均）38 時間 45 分、1日 7時間 45 分
8：30 〜 17：15
2　休憩時間
12：00 〜 13：00
3　休日
A．国民の祝日
B．年末年始（12 月 29 日から翌年の 1月 3日まで）
4　週休日
土曜日及び日曜日

職員の休業に関する状況について
1　育児休業
件数 5人
2　育児部分休業
件数 6人
3　自己啓発等休業
件数 1人

職員の分限及び懲戒処分の状況について
1　分限及び懲戒処分者数

処分内容 処分者数 処分事由

分限処分
免　職 0人
降　任 0人
休　職 0人

懲戒処分

戒　告 1人 指導監督不適正
減　給 1人 勤務態度不良・職務怠慢・注意義務違反
停　職 0人
免　職 0人

人事評価の状況について
1　概要
　地方公務員法第 23条の 2（人事評価の実施）の規定に基づき、
「大野町職員人事評価実施規程」を制定し、職員の人事評価を
平成 28年度から実施しています。
2　人事評価の内容
①評価期間等　毎年度 4月1日〜翌年 3月31日
②被評価者　　	町長部局、教育委員会に属する一般職員（休

職中等の職員を除く）
③評価者　　　所属ごとに評価者を区分
種 別 被 評 価 者 1 次 評 価 者 2 次 評 価 者 決 定 者

町 長 部 局
部 長 副 町 長 町 長 町 長
次 長・ 課 長 部 長 副 町 長 町 長
主幹〜主事・単労職・保育士 所 属 課 長 部 長 副 町 長

教育委員会 課 長 教 育 長 副 町 長 町 長
主幹〜主事・単労職 所 属 課 長 教 育 長 副 町 長

④評価区分　　能力評価と業績評価の 2項目において評価
⑤評価基準　　それぞれの職区分ごとに必要とされる要素を設定
⑥評価の方法　要素別点数の合計により S〜 Dの 5段階にランク付けする

服務の状況について
1　職務専念義務免除の承認の状況
①職務に専念する義務の特例に関する条例（以下「条例」と
いう。）第 2条第 1号該当
件数 0 　

②条例第 2条第 2号該当
件数 13 （非常勤消防団員として勤務）

②条例第 2条第 3号（職務に専念する義務の特例に関する規則第 2条）該当
号 一 二 三 四 五 六 計
件数 0 0 0 0 0 0 0

2　営利企業等従事の許可等の状況
件数 0

退職管理の状況
1　大野町職員の退職管理に関する規則第 12条該当
件数 0件

福祉及び利益の保護の状況について
1　公務災害の状況
認定 0件

2　健康管理事業の実施状況
一般定期健康診断 132 人
人間ドック（共済助成有） 15 人
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　地方公務員法第５8条の 2及び大野町人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例第 6条の規定により、人事行政の運営の状況を公表します。平成29年度　人事行政の運営等の状況　　　　について

研修の状況について
1　職員研修の方針
　地方分権の進展に伴い、地方自治体には「自己決定・自己責任による
特色ある地域づくり」の推進が求められています。また、住民とともに
個性豊かな地域づくりを実現するためには、幅広い視野と適切な判断力
を有する人材の育成が重要となっています。
　当町では、主に市町村職員研修センターの研修事業への参加を通じて、
職員のさまざまな能力開発と意欲の向上を目指し、「自己企画」「自己決定」
「自己責任」を遂行できる人材の育成に努めています。

2　研修の実施状況（平成 29年度）

研 修 名 修了者数 備 考

階層別研修

新規採用職員研修 5人 職場内研修

だいしん新入社員研修会 5人 大垣西濃信用金庫

新規採用職員研修 5人 市町村職員研修センター

新採職員フォローアップ研修 5人 市町村職員研修センター

3〜 5 年目職員研修 3人 市町村職員研修センター

中堅職員研修 4人 市町村職員研修センター

係長級職員研修 2人 市町村職員研修センター

課長補佐級職員研修 3人 市町村職員研修センター

課長級職員研修 3人 市町村職員研修センター

研 修 名 修了者数 備 考

実務研修

個人情報保護と情報公開講座 1人 市町村職員研修センター

公文書作成講座 3人 市町村職員研修センター

プレゼンテーション能力向上講座 1人 市町村職員研修センター

メンタルタフネス講座 2人 市町村職員研修センター

条例の見方・つくり方基礎講座 1人 市町村職員研修センター

条例の見方・つくり方実務講座 1人 市町村職員研修センター

法制執務講座 1人 市町村職員研修センター

行政実務講座 1人 市町村職員研修センター

債権管理・回収の実務知識講座 3人 市町村職員研修センター

地方公共団体の債権管理概要 3人 市町村職員研修センター

研修担当者研修 1人 市町村職員研修センター

災害対応実務講座 1人 市町村職員研修センター

パソコン講座（ワード） 2人 市町村職員研修センター

パソコン講座（エクセル） 6人 市町村職員研修センター

住民協働によるまちづくり研修 1人 市町村職員研修センター

保育士研修 1人 市町村職員研修センター

市町村議会議員セミナー 1人 市町村職員研修センター

専門・研究研修

全国地域リーダー養成塾 1人 地域活性化センター

生涯学習によるまちづくりを考える 1人 全国市町村国際文化研修所

アウトリーチ活動（障がい者研修） 33 人 職場内研修

問合せ先 	総務課　☎ ３４－１１１１

▲ところ常南ビーチサマーフェスティバルの様子

災害時の避難情報について
　災害の発生が差し迫り、避難が必要になった場合には、町から防災行政無線や町メール配信サービスなどで避難
情報を発令しますので、下表を確認して避難行動をとってください。

緊急度
低 → 高

避難情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急）

発令する
場合

　大雨や暴風が続くと見込まれ、土
砂災害や洪水が発生する可能性が高
まっている状況。

　土砂災害や洪水などが発生する
恐れがあり、命が危険にさらされ
る可能性が高まっていて、避難が
必要。

　災害の前兆現象が発生、切迫し
た状況から、命が危険にさらされ
る可能性が非常に高まっている状
況。ただちに避難が必要。

避難行動

　お年寄りの方、体の不自由な方、
小さな子供がいらっしゃる方など、
避難に時間のかかる方と、その避難
を支援する方は避難を開始してくだ
さい。それ以外の方については、気
象情報に注意し、危険だと思ったら
早めに避難してください。

　速やかに避難を開始してくださ
い。	外が危険な場合は、屋内の安
全と思われるところへ避難してく
ださい。

　緊急に避難してください。外が
危険な場合は、屋内の安全と思わ
れるところへ緊急避難してくださ
い。

※必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、注意してください。また、これらの情報が発令されていな
くても身の危険を感じる場合は、避難を開始してください。	 問合せ先 	総務課　☎ ３４－１１１１

大野町メール配信サービスに登録を！避難情報などをお知らせしています。
ＱＲコードを読み込み、メールを作成、空メール送信する又は「t-ono-magazine@sg-m.jp」に
空メールを送信すると返信メールが届きます。返信されたメールの本文に表示されたリンク
先から登録できます。

〈QRコード〉

早めの行動が
命を守ります！
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社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

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

共同募金会からのお知らせ

　「赤い羽根共同募金」は、地域のボランティアグループ、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、民間の社
会福祉施設などが行う様々な地域福祉活動や、災害時にボランティアを受け入れるなどのボランティ
アセンターの設置、活動にも役立てられています。

１０月１日より
募金活動が始まります！

今年も大野まつりの会場にて街頭募金活動を実施します。
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

わくわくドキドキ！どんなかなぁ～！
福祉のふれあい広場

　「誰もがみんなボランティア〜支え合いのまちづくり」をテーマに、今年もふれあい広場を
開催いたします。町内で活動しているボランティアさんが中心となって、活動紹介やボランティ
ア体験、クラフトコーナーなどの催しを企画しています。ボランティアさんとの交流を通して、
福祉への理解を広げ、住民同士のつながりを深めていきます。

開催日：平成３０年１０月６日（土）
場　所：大野町福祉センター前芝生広場

防災コーナー、出張おもちゃ修理、認知症診断テストや宝探しクイズ、岐阜県「社協マスコッ
トキャラクター」“ともにん”との記念撮影など、楽しいイベントを企画中ですので、是非お
越しください。
※この事業は赤い羽根共同募金を活用して行われています。
　詳細は、10 月号広報おおのに折込みで配布するチラシをご覧ください。

【展示コーナー】
社会福祉協議会の活動紹介
ボランティア団体の活動紹介

【体験コーナー】
広報おおの録音体験	等

【クラフトコーナー】
ハロウィンかぼちゃのランタン、
どんぐりストラップ、木の温度計
紙コップを使ったおもちゃ作り	等

社会福祉協議会だより
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安心・安全なまちづくり活動支援事業

おもちゃ病院「かき工房」
壊れたおもちゃ治します！

♪「広報おおの」の録音版
聴いてみませんか？

　７月２７日（金）に町総合町民センター多目的ホールにて岐阜大学地域減災研究センター特任准教
授の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〜」を開催しました。

中高年の減災教室講座

『家具固定は、今日にでもできる“地震対策”』
あなた自身、あなたの家族を守るために家具の固
定をしましょう。
●家具固定の設置作業を無料で行います
※	６５歳以上のひとり暮らしの方、７５歳以上の
高齢者世帯の方が対象。但し、市販固定金具は個人負担になります。
申込・問合せ先 	　社会福祉協議会　みんなの防災ねっと　☎ ３４-２１３０
　　　　　　　　※この事業は皆様からの会費により実施しています。

地震への備えが手
軽にできたので助
かりました。

【利用者の声】

【場　所】平和堂大野店おおのふれあい通り１階
【開催日】・毎月第２火曜日
　　　　　午後１時３０分〜午後３時３０分
　　　　・第４土曜日
　　　　　午前１０時〜正午
　　　　　９月１１日（火）　１０月　９日（火）
　　　　　９月２２日（土）　１０月２７日（土）
申込・問合せ先 	☎ ３４-２１３０
社会福祉協議会　おもちゃ病院「かき工房」

目が不自由な方や文字が読みづらい方、
一度お聞きになりませんか？

●	まちの話題・インフォメーション・交通だより・
住民だよりなど、「広報おおの」の録音版をカ
セットやＣＤに録音して配布しています。

※無料でご利用いただけます。
申込・問合せ先 	☎ ３４-２１３０
社会福祉協議会　音訳の会そよかぜ

「防
ぼ う

災
さ い

」＝「災
わざわ

いを防
ふせ

ぐ」とは？
災害はいつ、どんな形で襲ってくるかはわかりません。常日頃から自分で出来る防災対策（家具固定、
ガラス飛散防止、食料の備蓄など）をしていれば、いざというときに自分や家族の命を守ることがで
きます。災害時、役所や警察、消防はすぐには来てくれません。日頃から災害を想定し、家族・町内
で話し合いを行い「あなたの大切な人・モノを守る」準備をしておくことが「本当の防災」です。

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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大野町社会福祉協議会　会費納入ご協力のお礼

　日本赤十字社の活動は、皆様からお寄せいただいた社資（会費及び寄付金）で運営されています。
平成３０年度　社資の総額（一般・法人）は次の通りです。ご協力ありがとうございました。

総額　3,403,000 円
　災害・医療・看護師の養成・血液事業・各種講演会・奉仕団活動等に役立っております。なお、
大野町では災害時の被災者へのお見舞、備品や機材の購入、災害ボランティアなど地域福祉活動にも、
社資が役立っています。

　平成３０年７月６日からの梅雨前線等に伴う豪雨により全国各地に甚大な被害が発生し、被災さ
れた方々の支援を目的に義援金募集を開始しました。義援金は共同募金会や日本赤十字社を通して
被災地へ送られます。皆様の温かいご支援をお願い致します。
※現在受付中の義援金
［日本赤十字社］
●平成３０年７月豪雨災害義援金	 	 （平成３０年７月１０日〜平成３０年１２月３１日）
［共同募金会］
●平成３０年７月岐阜県豪雨災害義援金	 （平成３０年７月１１日〜平成３０年９月１１日）
●平成３０年７月豪雨岡山県災害義援金	 （平成３０年７月１０日〜平成３０年１２月２８日）
●京都府平成３０年７月豪雨災害義援金	 （平成３０年７月１１日〜平成３０年１２月３１日）
●愛媛県豪雨災害義援金	 	 	 （平成３０年７月１１日〜平成３０年９月２８日）
●平成３０年７月広島県豪雨災害義援金	 （平成３０年７月１２日〜平成３０年１２月２８日）
●平成３０年７月豪雨高知県災害義援金	 （平成３０年７月１３日〜平成３０年９月２８日）
●平成３０年７月福岡県豪雨災害義援金	 （平成３０年７月１８日〜平成３０年９月２８日）
●山口県平成３０年７月豪雨災害義援金	 （平成３０年７月２０日〜平成３０年１２月２８日）
●平成３０年７月豪雨島根県災害義援金	 （平成３０年７月２０日〜平成３０年９月２８日）
●兵庫県平成３０年７月豪雨災害義援金	 （平成３０年７月２６日〜平成３０年１０月３１日）
●平成３０年大阪府北部地震災害義援金	 （平成３０年６月２２日〜平成３０年９月２８日）
※平成２９年以前から募集継続中の義援金
●福岡県平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
	 	 	 	 	 	 （平成２９年７月１０日〜平成３０年９月２８日）
●平成２８年熊本地震義援金	（平成２８年４月１６日〜平成３１年３月３１日）

役場受付に募金箱を設置しています。また、社協事務局でも受付しております

日赤社資の報告

災害義援金のお願い

　大野町社会福祉協議会の会費納入につきましては、毎年皆様の温かいご理解とご協力に感謝申し
上げます。平成３０年度の会費納入のご報告をさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

一般会員　 ６, ６０３世帯 3,303,500 円
特別会員　 　　　　 １名 2,000 円
　　　　　 　　　　 総額 3,305,500 円

社会福祉協議会だより
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１０月は「安心カード」の見直し月間です

ふれあい・いきいきサロン

　毎年１０月を「安心カード」の記載内容の見直し及び新規登録時期として、民生委員・児童
委員さん、福祉委員さんによる訪問や各地区からの回覧板等で呼びかけを行います。医療情報
等に変更がある場合は、最新のものに更新し、記載漏れの無いよう確認の上保管してください。

　「ふれあい・いきいきサロン」は住民の方がいつでも、自
由に、参加でき、楽しい仲間づくりの場として広まりつつあ
ります。サロンに参加し、人と人とが顔を見合わせてお話し
することで自然とつながりができていきます。
　南方さくら会では、毎年みょうがぼち作りを行っています。
完成した後には、おしゃべりをしながら美味しくいただきま
した。
※この事業は、赤い羽根共同募金を活用して行われています。

「安心カード」は、命を守る情報です。

　病気や災害などは予測のつかないものです。救急車を要請した場合、救急隊員に情報を正し
く伝えられないこともあります。そんな時に備えてご自身の医療情報等（氏名、年齢、かかり
つけの病院、持病、服用中の薬、緊急連絡先など）を容器に入れて冷蔵庫に保管しておき、も
しもの時に迅速な救急活動につなげるのが「安心カード」です。

「安心カード」とは何？

　「安心カード」の活用は、救急隊員が状況に応じて判断しますので「安心カード」が冷蔵庫に入っ
ていても実際の救急活動で活用されない場合もあります。

「安心カード」はいつも活用されるのか？

【 救急隊が活用する例 】
◆傷病者に意識がないとき
◆	認知症により正確な情報が得られ
ないとき
◆現場に関係者がいないとき

※	安心カードの登録は地区により対象
者等が異なります。

問合せ先 	社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

社会福祉協議会だより「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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7 月中に届け出のあった方（敬称略）

9・10 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）

9

2 小林医院 揖斐川町
黒田 23-1531

9 久瀬診療所 揖斐川町
東津汲 54-2040

16 国枝医院 大野町
黒野 32-0023

17 若原整形外科 大野町
黒野 34-3322

23 小森内科胃腸科 大野町
黒野 34-1000

24 小森眼科 大野町
中之元 34-3535

30 おおのクリニック 大野町
南方 35-0055

10
7 たかはし耳鼻咽喉科 大野町

中之元 32-1115

8 ゆり形成内科
整形おおの

大野町
大野 35-7722

※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

大野町 HP

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

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

西方 伊藤菜
な な み

々美 浩之 小衣斐 山北　隆
りゅうせい

聖 善隆

瀬古 小林　　浬
かいり

俊彦 五之里 高橋　涼
り ょ う ま

真 宏樹

公郷 野村　柚
ゆ な

凪 祐希

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

桜大門 宇佐美繁子 92 公郷 野村　勝利 79

上秋 髙田　博之 58

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 住所 氏名

♥
夫 西方 内藤　智仁

♥
夫 領家 宇佐美翔斗

妻 西方 髙田　麻美 妻 五之里 大塚　愛佳

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（8 月 1 日現在）

人　口 ………… ２３, １６０人（－３０）
男 ………… １１, ３５７人（－１９）
女 ………… １１, ８０３人（－１１）

世帯数 ………… ７, ８８６世帯（－　３）
出生６人／死亡１１人／転入２１人／転出４６人

納 期 限 の お 知 ら せ

8 月 31 日（金）
町県民税（２期）
国民健康保険税（4 期）

10 月 1 日（月） 国民健康保険税（5 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

大野町
ホームページ
QR コード

次回の古紙類等回収について
9 月 16 日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、9 月 23 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


