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いつまでもお元気で
♪

〜 祝 敬老会「志多ら」による和太鼓演奏と

豊木認定こども園児演奏披露 〜

今月の主な内容
▶２ まちの家計簿　

平成３０年度決算

▶５ まちの話題

▶９ まちのお知らせ

▶１３ Information くらしの情報



ま ち の 家   計 簿
　平成３０年度大野町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算が、９月４日から１２日まで開かれた
第３回大野町議会定例会において認定されました。
　一般会計の決算は、歳入総額 845,132 万円（前年度比　△４. ０％、35,338 万円の減）、歳出総額
825,800 万円（前年度比　△４. ５％、38,784 万円の減）で、差引 19,332 万円となりました。なお、
一般会計の歳入歳出決算状況は次のとおりです。

・本庁舎管理経費（本庁舎の耐震補強工事等）	 25,514 万円
・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行・通学定期購入補助金等）	 4,703 万円
・福祉医療費助成事業（中学校３年生までの医療費・重度心身障がい者医療費等）	 21,422 万円
・障がい福祉サービス費支給事業（自立支援給付費等）	 35,620 万円
・児童手当給付事業	 39,106 万円
・放課後クラブ事業	 2,465 万円
・子育て支援施設ぱすてる整備・運営事業（施設開設に係る備品購入等）	 4,436 万円
・高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金	 26,558 万円
・住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	 204 万円
・農業振興事業（担い手支援対策事業・柿加工品開発支援等）	 3,558 万円
・道の駅施設管理経費（道の駅の維持管理等）	 3,356 万円
・道の駅運営経費（道の駅開駅記念式典等）	 1,022 万円
・交通安全施設整備事業（通学路安全対策工事等）	 1,116 万円
・都市再生整備計画事業（道の駅整備工事等）	 24,232 万円
・学校教育支援員設置事業（少人数指導教育支援員等）	 4,583 万円
・小・中学校校舎等改修事業（校舎空調設備改修工事・校舎洋式トイレ改修工事等）	 40,255 万円
・池田町大野町学校給食センター負担経費（協議会負担金）	 21,147 万円

（単位：万円）
会　　計 収入済額 支出済額 差引残額

一般会計 845,132 825,800 19,332
国民健康保険事業特別会計 239,219 236,300 2,919
後期高齢者医療特別会計 24,087 23,768 319

平成３０年度の主な事業

会計別歳入歳出決算状況

一般会計決算の推移
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▲パレットピアおおのグランドオープンの様子

▲大野町本庁舎耐震補強工事
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平成３０年度決算ま ち の 家   計 簿
平成３０年度　　一般会計決算状況

歳入款別構成比率表

歳出性質別構成比率表

歳出款別構成比率表

町税項別構成比率表

町税
259,282万円
30.7%

分担金及び負担金
4,945万円0.6%

使用料及び手数料
7,296万円0.9%

財産収入
1,287万円0.1%

寄附金
3,295万円0.4%

繰入金
34,816万円4.1%

繰越金
8,586万円1.0%

諸収入
34,212万円4.0%

地方交付税
155,221万円
18.4%

地方譲与税
12,368万円1.5%

利子割交付金
717万円0.1%

地方消費税交付金
40,491万円4.8%

自動車取得税交付金
3,978万円0.5%

地方特例交付金
1,751万円0.2%

交通安全対策
特別交付金
240万円0.0%

国庫支出金
95,335万円
11.3%

県支出金
73,461万円
8.7%

町債
105,805万円
12.5%

自主財源
353,719万円
41.8％

依存財源
491,413万円
58.2％

配当割交付金
1,106万円0.1%

株式等譲渡所得割交付金
940万円0.1%

総 額
845,132万円

議会費
7,650万円0.9%

総務費
108,300万円
13.1%

民生費
273,490万円
33.1%

衛生費
80,608万円
9.8%

農林水産業費
31,508万円
3.8%

土木費
91,733万円
11.1%

消防費
37,449万円
4.5%

教育費
128,932万円
15.6%

公債費
45,596万円
5.5%

諸支出金
173万円
0.1%

総 額
825,800万円

商工費
20,361万円
2.5%

町民税
123,268万円
47.5%

固定資産税
118,644万円
45.8%

軽自動車税
7,084万円2.7%

町たばこ税
9,782万円3.8%

鉱産税
124万円0.1%

入湯税
380万円0.1%

総 額
259,282万円

人件費
114,289万円
13.8%

扶助費
147,488万円
17.9%

公債費
45,596万円
5.5%普通建設事業費

176,036万円21.3%

物件費
124,815万円
15.1%

維持補修費
15,645万円1.9%

補助費等
131,358万円
15.9%

積立金
3,432万円0.4%

投資及び出資金
貸付金

1,000万円0.1%
700万円0.1%

繰出金
65,441万円
8.0%

義務的経費
307,373万円
37.2%

投資的経費
176,036万円
21.3%

その他経費
342,391万円
41.5%

総 額
825,800万円
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平成３０年度　上水道事業業務状況をお知らせします。
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や
再生の必要性を判断するためのものとして、4 つの財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将
来負担比率）を「健全化判断比率」として定めています。
　地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表
しなければならないとされています。
　また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に
対する比率）を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。公表するのは以
下の５つの指標です。

（単位：％）
用　語　説　明 健全化判断比率 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合い
を示したものです ─ 15.00

連結実質赤字比率
上記一般会計に、特別会計（国民健康保険事業特別会計・後
期高齢者医療特別会計）と企業会計（上水道事業会計）を加
えた町全体の財政運営の悪化の度合いを示したものです

─ 20.00 

実 質 公 債 費 比 率 地方債（借入金）の返済額等の大きさを指標化し、資金繰り
の危険度を示したものです 2.3 25.0 

将 来 負 担 比 率
地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での
残高を指標化し、将来の財政運営に与える負担の度合いを示
したものです

─ 350.0 

※　「─」は、０以下、つまり負数（黒字）を示します。

公営企業における
資 金 不 足 比 率

公営企業の資金不足を指標化し、経営状況の悪化の度合いを
示したものです ─ 20.0 

※１　資金不足比率は、資金が不足していないため「─」となります。
※２　各比率が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の作成が必要となります。

大野町の「平成３０年度健全化判断比率等 ( 速報値）」を公表します

経理の状況
　（１）損益計算書

収入の部 支出の部
営業収益 253,942 営業費用 235,239
　給水収益 249,937 　原水及び浄水費 46,393
　受託工事収益 0 　配水及び給水費 45,473
　その他営業収益 4,005 　総係費 14,196

　減価償却費 129,177
営業外収益 21,540
　受取利息 434 営業外費用 18,898
　雑収益 109 　企業債支払利息 18,898
　長期前受金戻入 20,997 　雑支出 0

収入合計 275,482 支出合計 254,137
当年度純利益 21,345

（税抜）（単位 : 千円） （２）貸借対照表
資産の部 負債の部

固定資産 2,776,481 固定負債 847,079
　有形固定資産 2,776,481 　企業債 847,079
流動資産 681,622 流動負債 119,888
　現金預金 634,508 　企業債 79,618
　未収金 9,451 　その他流動負債 38,000
　保管有価証券 38,000 　未払金 946
　貯蔵品 126 　引当金 1,324
　貸倒引当金 △ 463 繰延収益 466,067

　長期前受金 1,027,991
　収益化累計額 △ 561,924

資本の部

資本金 1,367,424

　自己資本金 1,367,424
剰余金 657,645

　利益剰余金 657,645
資産合計 3,458,103 負債・資本合計 3,458,103

（税抜）（単位:千円）

業務の状況
　（１）給水戸数　　　　　　　7,405 戸
　（２）給水人口　　　　　　 21,631 人
　（３）期間の総給水量　　2,215,342m3

　（４）一日の平均給水量　　　6,069m3

工事の概要
　改良工事
　・配水管耐震化工事外　　94,516 千円
　・量水器　φ１３㎜…３０個　φ２０㎜…３２個
　　　　　　φ４０㎜…　１個　φ５０㎜…　１個
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猛暑に負けず全力尽くす
全国大会・中日本大会出場者激励会

　このほど、全国大会および中日本大会に出場を決めた選手の
激励会が、役場で開催されました。
　激励会に参加された選手は、小学６年、中学３年、成人男性と
さまざまな年代の６名。それぞれの選手より「日頃の練習の成果
を発揮し、全力で戦いたい。」「これまでお世話になった先生、家
族に勝利を届けたい。」「久しぶりの大きな大会。大野町ここにあ
り！と精一杯プレーをしたい。」など力強く意気込みを述べると、
町長は「町には、さまざまな年代の選手がいるが、なかでも大人
になっても楽しんでおられる姿は羨ましい。また、来年は東京オ
リンピックが開催されることもあり、学生の皆さんの将来が楽し
み。まずは楽しみながら、一つでも上の結果が残せるよう頑張っていただきたい。」と選手らを激励しました。
　なお、出場選手は次のとおりです。（敬称略）
第２７回　全国中学生空手道選手権大会出場（個人形）
　　原田　聡一（大野中３年）
第２２回　全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会出場
　　森川　弘巳（大野中３年・西濃ジュニア所属）
第２９回　全日本 U−１２フットサル選手権大会出場
　　林　　勇希（東小６年・翼SCレインボー垂井所属）

第６３回　中日本総合男子ソフトボール選手権大会出場
　　日比野正樹（日比野建具 SC所属）
　　山本　智一（日比野建具 SC所属）
　　内木　和博（日比野建具 SC所属）
　　　　　　　　　　　　　 （他９名）

力強く健闘を誓う
中体連東海大会出場者激励会

　このほど、東海大会に出場を決めた選手の激励会が、役場で
開催されました。県大会等を勝ち抜いた選手が、「悔いの残ら
ないよう、最後まで諦めずにがんばりたい。」「一生懸命練習し
てきた成果を発揮したい。」と挑む大会への意気込みを口々に
述べると、町長は「まだまだ暑い日が続きますが、ベストコン
ディョションで臨み、それぞれがベストを尽くし、さらに上を
目指してください。」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）

第１０１回全国高等学校野球選手権大会（甲子園）出場を報告！
誉高等学校（愛知県）野球部３年

　このほど、第１０１回全国高等学校野球選手権大会（甲子園）
に愛知県代表として出場した、大野町出身の大野蓮さんが役場
を訪れ、甲子園出場を報告しました。大野さんは、小学３年か
ら６年まで大野野球少年団に所属し、中学では軟式野球クラブ
チームに所属していました。現在は親元から離れ、誉高校の野
球部の寮で生活しています。大野さんは「応援してくださる、
皆さんの期待に応えるため、精一杯頑張りました。大会はあっ
という間に終わった気がします。ありがとうございました。」
と笑顔で話し、町長は「甲子園出場は、自分の夢に向かって一
生懸命頑張れた成果なので、新しい目標に向かって頑張ってく
ださい。次の目標は何ですか。」と尋ねると、大野さんは「大
会が終わって一段落し、次は勉強も頑張って、将来は公務員を
目指したい。」と笑顔で話しました。

▲（左から）原田さん、内木さん、林さん、日比野さん、
森川さん、山本さん

▲（左から）小野木さん、堀部さん、馬渕さん、関野さん、
細川さん

▲町長から花束を受け取る大野さん（左）

令和元年度中体連東海大会出場
　　柔道（女子個人）	 堀之内楓花（大野中２年）
　　バドミントン（男子ダブルス）	 細川　大地（大野中３年）
	 関野　遥斗（大野中 1年）

ソフトテニス（女子個人ペア）	馬渕　　詩（大野中３年）
	 堀部　凛菜（大野中２年）
水泳（背泳ぎ１００ｍ）	 小野木健太（揖東中２年）

5広報おおの 2019.10



日本スポーツマスターズ２０１９ぎふ清流大会へ出場
バスケットボールチーム「ぼちぼち」所属

　このほど、日本スポーツ協会と県、県体育協会の主催で県内
１３市町を舞台に１３競技が行われ、原則３５歳以上の選手が出
場する、日本スポーツマスターズ２０１９ぎふ清流大会に出場を
決めた選手の激励会が役場で行われました。激励会に出席したバ
スケットボールチーム「ぼちぼち」所属の長岡さんは「ミニバス
ケットボール少年団の指導者としても、子どもたちの道しるべに
なればうれしい。一つでも上を目指し、怪我なく大会に臨みたい。」
と意気込みを述べると、町長は「出場おめでとうございます。ス
ポーツを続けられることは、大変すばらしい。これからも健康、
スポーツ、交流と子どもたちの良い目標としてがんばってくださ
い。」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
長岡　照典　ポジション：ガード
小森　好泰　　〃　　　：センター

入館者１０万人達成！子ども達に木の香り、ぬくもりを…
子育てはうす　ぱすてる

　道の駅「パレットピアおおの」に併設された子育て支援
施設「子育てはうす　ぱすてる」の入館者が、昨年７月１１
日の開所から約１年で１０万人を達成し、このほど記念セ
レモニーが行われました。
　１０万人目となったのは、ぱすてるを利用するのは初め
てという市川友美さん、裕也くん（６歳）、京士郎くん（３歳）
親子＝大野町出身、名古屋市在住＝。「木のおもちゃがこん
なにある施設は初めて。また、遊びに来たいです。」と、ぱ
すてるについて笑顔で話す市川さんへ、柿をモチーフにし
た積み木のパーシモンブロックなど、１０万人目の記念品
として町長から贈呈されました。

「REIWA」花火に大きな歓声！
第２６回根尾川花火大会

　このほど、大野町と本巣市の協力のもと、夏の夜空を
華麗に彩る「第２６回根尾川花火大会」（根尾川花火大会
実行委員会主催）が盛大に開催されました。
　令和初めての花火大会として「REIWA」の文字花火や
特大ツインスターマインなど約６，０００発の花火が打ち
上げられ、会場を埋め尽くした大観衆からは歓声と拍手
が湧き起こりました。翌朝は、地元住民、地元企業、関
係団体、小中学生らにより、河川敷の清掃活動が行われ、
会場に残されたごみを丁寧に収集していました。

安全・安心、魅力あるまちづくりのために
タウンミーティング

　このほど、第１地区から第６地区まで６日間に渡り、各
地区公民館にて町長就任後１０年目となるタウンミーティ
ングが開催されました。町長から第六次総合計画の前期５
年間の取り組み状況についてや企業誘致、新病院建設構想
等について説明があった後、地域の課題や問題について意
見交換が行われました。のべ５１０人を超える参加者が集
まり、道路や環境、福祉等について、町執行部に質問をし
たり意見を述べていました。

▲激励を受けた長岡さん（右）

▲ぱすてる入館１０万人目となった市川さん親子（右）

▲花火大会の様子

▲タウンミーティングの様子

ま ち の 話 題
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運動大好きになぁれ
わくわく陸上教室

　夏休みの期間中、小学１年生から３年生の児童を対象
に、各小学校体育館でわくわく陸上教室が開催されまし
た。これは、遊びやレクリエーションを通して、走る、
跳ぶ、投げるなど運動の基本となる動きを楽しく学ぶ機
会としようと、おおのスポーツクラブが大野町スポーツ
推進委員の協力を得て開催したものです。ＮＰＯ法人日
本ランニング振興機構キッズランニング指導者の河野博
子さんと吉村みゆきさんが指導にあたり、子どもたちの
利き足がどちらなのか自認させて早く走るコツを教えた
り、新聞紙を丸めた即席のボールで遠投を体験。参加し
た児童らは歓声をあげながら運動に取り組んでいました。

“健康寿命”の延伸のために
健康増進に関する連携協定を締結

　このほど町と明治安田生命保険相互会社と「健康増進に
関する連携協定」を締結しました。
　この協定により、事業所による健康づくりに関するイベ
ントへの協力やリーフレットの配布、がん検診等の受診勧
奨が行われ、町と協働した取り組みにより、さらなる健康
づくりの推進が期待されます。

工事成績優秀企業に認定
（株）山辰組

　このほど、国土交通省中部地方整備局は、工事成績優
秀企業として（株）山辰組に認定証を贈りました。これは、
過去２年間に同局が発注・完成した土木工事を対象に工
事成績評定を行ったもので、（株）山辰組は、３件以上の
工事成績平均８０点以上の工事成績優秀企業として認定
されました。

安全功労者総務大臣表彰を受賞
町女性防火クラブ

　このたび、町女性防火クラブが「令和元年度安全功労者総務大臣表
彰（団体の部）」を受賞し、その受賞報告のために、藤原康美隊長が
宇佐美町長を訪問しました。
　安全功労者総務大臣表彰は「国民安全の日」（毎年 7 月１日）にち
なみ、火災予防等に顕著な功績のあった民間の個人又は団体を表彰す
るものです。
　町女性防火クラブは、藤原隊長以下 156 名（2019 年 4 月 1 日現在）
のクラブ員で組織されており、昭和 53 年の結成以来、日頃から家庭
における火災予防につとめ、各種研修及び町総合防災訓練等に積極的
に参加し、地域の防火防災活動に貢献する模範的な女性防火クラブと
認められ、受賞されました。
　町長は「この度の受賞、誠におめでとうございます。今後益々のご
活躍を祈念しております。」と祝福しました。

▲手足を上手につかって、よーいどん！

▲協定書を取り交わした明治安田生命一瀬岐阜支社長（右）

▲受賞報告をする藤原隊長（左）

▲（左から）認定を報告した馬渕代表取締役、馬渕専務
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第６８回岐阜県消防操法大会で４位（優秀賞）入賞
大野町消防団

　町消防団（第２分団）は、８月４日（日）に高山市（飛
騨エアパーク）で開催された第６８回岐阜県消防操法大
会に揖斐郡代表として出場しました。当日は大変暑い１
日でしたが、大舞台での緊張感と重圧の中、日頃の訓練
の成果をすべて出しきり、素晴らしい操法を披露しまし
た。その結果、出場した２９の出場隊中、見事４位入賞（優
秀賞）を果たしました。これは町消防団としては初めて
の県大会での入賞となりました。また、個人賞において
も高井	裕介さんが優秀番員賞（１番員）を受賞されました。
　団員らは「家族、職場、地域の皆様の支援があっての
こと。活動を支えていただき、ありがとうございました。」
と話しました。

出場選手の皆さんは次のとおりです。
（敬称略）

指揮者　堀　　彰太
１番員　高井　裕介
２番員　宮本　大輔
３番員　栗山　修一
４番員　飯沼　圭介
補助員　市橋　雅司

地域を守る力
第４８回消防救助技術東海地区指導会入賞

　このほど、三重県鈴鹿市で開催された第４８回消防救助
技術東海地区指導会に出場した陸上の部・ほふく救出訓練
の部（山本倫平さん・木島雅斗さん・渡辺雅樹さん）と梯
子登はん訓練の部（三田村悠平さん）で優秀賞を受賞し、
岡山県で開催された第４８回全国消防救助技術大会に東海
地区代表として出場予定です。
　町長は「おめでとうございます。大会まで厳しい練習が
続くと思いますが、ベストを尽くし、頑張ってください。」
と激励しました。

▲入賞した揖斐郡消防組合の皆さん

　８月３１日、遺跡発掘調査見学と土器片の
拓本作成を体験する、「遺跡・考古学体験講座」が、ところ遺跡の森
と東京大学の共催で開催されました。
　約９００年前の大島２遺跡で竪穴式住居跡を見学した参加者は、発
掘された遺跡を眺めながら、「当時は、主にどのような物を食べてい
たのか？」など、東京大学の熊木教授に質問。当時の暮らしに興味を
抱いていました。

遺跡・考古学体験講座
─ 昔の暮らしに思いをはせる ─ところ通信

Vol. 236

北見市

▲熱心に竪穴式住居跡を見学する参加者

ま ち の 話 題
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フェア２０１９

　大規模地震が発生し甚大な被害が生じた場合に備え、自
主防災組織と防災協力機関及び町が一体となり、災害に備
えた防災訓練を実施することにより、防災意識（自助・共
助の精神）の高揚と地域防災力の向上を図り、被害の拡大
防止（減災）対策を推進します。
◎対象地区
　第４地区（牛洞、松山、瀬古、中之元、中之元団地）
◎南海トラフ地震想定訓練
　想　定：６弱　地震による被害は町内全域　
　主会場：西小学校（現地災害対策本部設置）

問合せ先 	総務課　☎ 34－1111

１０月２０日（日）西小学校をメイン会場として、
『大野町総合防災訓練』を実施します。

▲昨年の防災訓練の様子（南小学校）

▲昨年の木育フェアの様子

　「木とふれあい、木に学び、木と生きる」をテーマに、今年も「おおの木育フェア」を開催します。五感を優しく
刺激して、創造力を育てる木のおもちゃをいっぱいにちりばめた木のおもちゃ広場や、大人気の自然探索ツアーな
どが今年も登場！地元企業の協力もいただいて、「木」に特化した大人気イベントに、ぜひご家族でお越しください。

◎日　時　１１月３日（日・祝）
　　　　　雨天時は翌日へ順延
◎場　所　町運動公園
※ 詳細は広報おおの１１月号で案内します。

公益財団法人岐阜県市町村振興協会

このイベントは、清流の国ぎふ森林・環境税
を活用して実施します。
	 問合せ先 	福祉課　☎ 34－1111

第２６回根尾川花火大会  
お　礼

　警察、消防、交通安全協会、各種
ボランティア、会場周辺の皆様のご
協力により無事大盛況のうちに終了
しました。また、翌朝の清掃活動に
つきましても、６００人を超える皆
様のご協力をいただき、厚くお礼申
し上げます。

　町が所有している霊柩車について、民間の

霊柩車の利用が増えており、町が霊柩車を保

有し、貸し出す必要性が低くなっています。

　そのため、町の霊柩車の貸出しについて

は、令和元年１１月末をもって終了します。

　町民の皆様のご理解をお願いします。

問合せ先 	環境水道課　☎ 34－1111

１１月末で町の霊柩車の貸出しを 
終了します。
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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！

　１０月１日（火）より一人につき１００円の入館料が必要となります！
　入館したら、まず入館料を支払っていただき、その後受付して名札シー
ルをつけて遊んでもらいます。
　事前に今年度登録してもらった子には、９月にスタンプカードを郵送
しましたので、遊びに来る際にはスタンプカードを持参の上、入館して
ください。（１００円に付き、１スタンプを押印します。）
　このスタンプカードは、スタンプ１０個で３００円分の買い物券とし
て道の駅「パレットピアおおの」にて利用することができます。
　また、親子教室（ピヨピヨクラブ）や町内１歳児の誕生会への参加に
ついては、無料とします。
　保護者の方々のご理解とご協力をよろしくお願いします。

◎１０月のスケジュール
　　　　ふたばクラス…１日（火）、８日（火）、２９日（火）
　　　　みつばクラス…	３日（木）、１０日（木）、２４日（木）、

３１日（木）
　　　　よつばクラス…４日（金）、２５日（金）
誕生会…１８日（金）	　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…７日（月）、２１日（月）　
　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ会…３日（木）

休館日 		２日（水）、９日（水）、１５日（火）、１６日（水）、
２３日（水）、３０日（水）

◎１１月のスケジュール
　　　　ふたばクラス…	１２日（火）、１９日（火）、２６

日（火）
　　　　みつばクラス…７日（木）、２１日（木）、２８日（木）
　　　　よつばクラス…１５日（金）、２２日（金）
誕生会…１４日（木）	　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１８日（月）、２９日（金）　
　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…７日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…１日	（金）

休館日 		５日（火）、	６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、
２５日（月）、２７日（水）

ピヨピヨ
クラブ

ピヨピヨ
クラブ

木のおもちゃコーナー　ぱすてる内の木のおもちゃを毎回紹介します。

Codama
　河原の石をモチーフにした
積み木。無塗装なので音や香
り、手触り、色合い、重さの
違いを遊びながら体感できる。
表面に刻印されている樹種の
柄で、樹種当てゲームを楽し
むことも。

バス
　木の温かみがいっぱいのバ
スには４色のビー玉が乗車中。
動かすとビー玉がカチカチと
心地よい音がする。また、上
下に開いている穴を使えば
ビー玉を隠したり、順番を入
れ替えたりと変化を楽しめる。

※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。

　町では、有効な運転免許証を自主返納した７０歳
以上の方に対し、役場窓口で申請して認定されると、
タクシーとデマンドタクシーのどちらも利用可能な
チケットを１年間につき１万円分を５年間（計５万
円分）交付しています。また、４月１日より、シニ
アカー（ハンドル型電動車イス）購入費用の２分の
１以内（５万円を限度）の助成事業も開始しました。
※すでに運転免許証自主返納者支援事業の交付決定
を受けている人は対象となりません。
　大野まつり	福祉のふれあい広場	会場内、福祉用具
展示会場にてシニアカーの試乗体験を行います。
７０歳以上で、所有する運転免許証の自主返納を検

討されている方は、この機会にぜひ、試乗してくだ
さい。

シニアカー試乗体験・福祉用具展示会
　シニアカーや車イス、シャワーチェア、ポータブ
ルトイレ、認知症関連用品などを展示します。
◎日　時　１０月５日（土）
　　　　　午前９時から午後３時まで
◎場　所　福祉センター	福祉のふれあい広場	会場内
◎参加費　無料

	 問合せ先 	健康課	　☎ 34－1111

運転免許証自主返納者７０歳以上の方へのお知らせ
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　自分の体力・運動能力や体力年齢を知る機会として、ぜひ参加して
ください。参加料は無料です。

◎調査項目　握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、急歩、
２０ｍシャトルラン、立ち幅とび
◎調査対象　２０歳～７９歳の男女

（大野町調査分：２５歳～２９歳の男女各２人／３０歳～３４歳の男
女各３人／６０歳～６４歳の男女各２人　計１４人）
◎会場　町民体育館
◎日時　１０月１８日（金）午後７時３０分～
◎申込　生涯学習課備え付けの申込書に必要事項を記入して提出する
か、下記へ電話で申し込む。

問合せ・申込先  生涯学習課　☎ 34-1111

体力・運動能力調査 参加者募集

　町民体育館では、今年度、照明修繕
工事を行います。下記の期間は、工事
により町民体育館の使用ができません
ので、注意してください。町民体育館
を利用する皆さんの環境を整備するた
め、ご理解とご協力をお願いします。

工事により町民体育館が 
使用できない期間 

１１月４日（月）～２３日（土）

問合せ先 	生涯学習課　☎ 34-1111

町民体育館の照明修繕工事 
にともなうお知らせ

◎揖斐川町ふれあいバスについて
　広報おおの９月号にてお知らせした、揖斐川町ふれあいバスの事業内容が一部変更となり、１０月からの土・
日・祝日については、ふれあいバスによる実証実験運行となります。
　当分の間は利用者の実態を把握するため、無料での運行となります。

揖斐川町ふれあいバス　揖斐大野線　時刻表
〇揖斐駅行（土日祝）
大野バスセンター 平和堂前 中之元 本揖斐 揖斐川町役場 揖斐厚生病院 揖斐駅 養老鉄道発

　８：２５ 　８：２８ 　８：２９ 　８：３６ 　８：４１ → 　８：４８ 　８：５４
１３：３７ １３：４０ １３：４１ １３：４８ １３：５３ → １４：００ １４：３５
１７：０３ １７：０６ １７：０７ １７：１４ １７：１９ → １７：２６ １７：３６

〇大野バスセンター行（土日祝）
養老鉄道着 揖斐駅 揖斐厚生病院 揖斐川町役場 本揖斐 中之元 平和堂前 大野バスセンター
　７：５０ 　７：５５ → 　８：００ 　８：０５ 　８：１１ 　８：１２ 　８：１６
１２：５９ １３：１２ → １３：１７ １３：２２ １３：２８ １３：２９ １３：３３
１６：２９ １６：３５ → １６：４０ １６：４５ １６：５１ １６：５２ １６：５６

※記載の内容は、変更される可能性がありますので、予めご了承ください。
	 問合せ先 	揖斐川町役場　政策広報課　☎ 22-2111

河川清掃活動に参加しよう ─ 河川一斉清掃『クリーン大作戦』─

　クリーン大作戦は、ゴミを拾うという行為を通して、多くの人にゴミを捨てない心を育んでもらいたいとい
う願いを込めて開催します。
　美しい川を取り戻し、次の世代に引き継ぐために、私たちにできる川のゴミ対策について考え、かけがえの
ない私たちの美しい河川環境を守るために皆様の積極的な参加をお願いいたします。
◎日時　１０月２７日（日）午前８時から１時間程度（小雨決行）
※中止の場合は午前７時２０分に広報おおの（無線）で放送します。
◎範囲　揖斐川・根尾川（大野町側）
◎集合場所
①揖斐川　揖東中学校西河川敷　　　　　　　　　⑤根尾川　大野橋北駐車場
②揖斐川　平野庄橋北河川敷　　　　　　　　　　⑥根尾川　リバーサイドパーク駐車場
③揖斐川　公郷グラウンド駐車場　　　　　　　　⑦根尾川　藪川橋北河川敷
④揖斐川　西座倉（パターゴルフ場駐車場）　　　 ⑧根尾川　グリーンハウス南駐車場
◎その他　①参加される方は上記の中でご都合の良い集合場所にお集まりください。
　　　　　②動きやすい作業着と運動靴などで安全確保に十分注意してください。
　　　　　③各自、ゴミ袋を持参してください。	 問合せ先 	建設課　☎ 34－1111
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１０月１日から
地方税共通納税システムがスタートします！
地方税共通納税システムとは

　地方税共通納税システムとは、すべての都道府県・市
区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕
組みです。
納税できる税金の種類

　法人住民税、法人事業税、地方法人特別税、個人住民
税（給与からの特別徴収分、退職所得分）事業所税など
※�特に、個人住民税（給与からの特別徴収分）は、企業が
複数の地方公共団体に毎月納付する必要があるため、本
システムの利用により納付事務の負担が軽減されます。

地方税共通納税システムのメリット
・すべての都道府県・市区町村へ電子納税できます。
・複数の地方公共団体へ、一括して電子納税できます。
・	ダイレクト納付（事前に登録した金融機関口座を指定

して、直接税金を納付する方法）ができます。	
・金融機関窓口等へのお出かけが不要となります。	
・	地方公共団体の指定する金融機関以外の金融機関から

も納税できます。	
問合せ先

　地方税共通納税システムの詳細については、eLTAX（エ
ルタックス）ホームページ内（http://www.eltax.jp/）の「地
方税共通納税システムの特設ページ」をご覧ください。
問合せ先 	eLTAXヘルプデスク

☎ 0570-081459	◆午前９時から午後５時まで	土日祝日を除く

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年
金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

対象となる方
▪老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件をすべて満たしている必要があります
　　✓６５歳以上である
　　✓世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
　　✓	年金収入額とその他所得額の合計が約８８万円

以下である

▪障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります
　　✓前年の所得額が約４６２万円以下である

 請求手続き
①平成３１年４月１日以前から年金を受給している方
　	対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が９月上旬から順次届きます。
　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
②平成３１年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

　✓日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

➡�年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）　 年金給付金 検索

事業者の皆様へ

請求手続きは
お早めに！

１０月１日
から 年金生活者支援給付金制度がはじまります

軽自動車税に環境性能割が 
創設されます

　１０月１日から自動車取得税が廃止され、軽自動車の
燃費性能等に応じて購入時に払う「環境性能割」が創設
されます。環境性能割は新車・中古車問わず取得価格が
５０万円を越える車両を取得した際に課税されます。

【環境性能割の税率】

燃費性能等
税率

自家用 営業用
電気自動車等

非課税 非課税★★★★かつ２０２０年度燃費基準＋２０％達成車
★★★★かつ２０２０年度燃費基準＋１０％達成車
★★★★かつ２０２０年度燃費基準達成車　　　　 １. ０％ ０. ５％
★★★★かつ２０１５年度燃費基準＋１０％達成車

２. ０％
１. ０％

上記以外 ２. ０％
※★★★★：平成１７年排出ガス基準７５％低減達成

◇環境性能割の臨時軽減
　１０月１日から令和２年９月３０日までの間に新車・
中古車問わず自家用の乗用車を購入する場合、環境性能
割の税率が１％分軽減されます。

【臨時軽減期間の税率】
対象車 税率

電気自動車
非課税★★★★かつ２０２０年度燃費基準＋１０％達成車

★★★★かつ２０２０年度燃費基準達成車　　　　
上記以外 １. ０％

◇種別割について
　環境性能割の創設に伴い、１０月１日から現行の軽自
動車税の名称は「軽自動車税（種別割）」に変更になります。
軽自動車税（種別割）は毎年４月１日時点で登録のある
軽自動車について課税されます。
	 問合せ先 	税務課　☎ 34－1111
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くらしの情報

お知らせ

GAP（農業生産管理）に取り
組む農業者への助成について

　「揖斐郡ブランド推進協議会」は、
「GAP 取組支援事業」を実施してお
り、安全・安心な農産物の栽培、出
荷するために GAP の認証・認証継
続に取り組む揖斐郡内の農業者、農
事組合法人等を対象に助成をしてお
ります。
　「GAP認証」とは、農産物（食品）
の安全を確保し、より良い農業経営
を実現する取組で、食の安全を確保
するだけでなく、環境保全、労務管理、
人権保護、農場経営管理を行うこと
で、持続可能な農業生産につなげて
いくための認証です。受付期間は令
和２年２月末日まで。
問合せ先 	JA いび川営農課　
☎ 45-9013

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

麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

　１０月１日から１１月３０日まで
は、麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間
です。
　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、
危険ドラッグなどの薬物乱用は、使
用した本人の心身の健康と貴重な人
生を台無しにするだけではなく、家
庭を崩壊させ、地域社会の安全を損
ないます。
　国内では、薬物乱用で毎年１万人
以上の人が検挙されており、単に新
聞紙上のこと、自分に無関係なこと
として放置しておくべきではありま
せん。
　薬物乱用の誘いは、今や身近な家
庭にまでも広がってきており、私た
ち一人ひとりが薬物乱用に関する正
しい知識と絶対に手を出さないとい
う強い意志を持つことが肝要です。
　麻薬・覚醒剤などの薬物乱用防止
運動は、地域社会全体で取り組みま
しょう。
問合せ先 	西濃保健所揖斐センター
☎ 23-1111

催し・講座

第２１回揖斐郡合唱祭

　郡内のコーラス団体が日々の練習の成
果を発表します。
◎出演　郡内のコーラス団体
◎日時　１０月２７日（日）開演　午後
１時３０分（開場　午後１時）
◎場所　総合町民センター	
ふれあいホール
◎入場料　無料
◎主催　町、町教育委員会、町音楽協会、
総合町民センター
問合せ先 	総合町民センター　☎32－1111

就農のための「揖斐地域」 
農業見学会ご案内

　本気で農業を始めたいと思う方、定年
後農業をやりたい方を対象に実際の農場
を見学していただきます。
　農業に興味のある方は是非ご参加くだ
さい。参加は無料です。
◎日時　１０月２０日（日）　午後１時
３０分～５時　雨天実施（悪天候で中止
する場合は、連絡させていただきます）
◎集合場所　ＪＡいび川担い手サポート
センター（正面玄関口）池田町上田
１３１８　☎ 45-9013
◎応募締切　１０月１１日（金）募集人
数３０人程度（先着順）
◎必要事項　①住所、②氏名、③生年月
日、④連絡先、⑤その他（栽培したい品
目、農地の有無）
◎見学場所　ＪＡいび川研修施設、なす
ほ場、いちごハウス、柿園・柿選果場
＊当日は、軽装でお越しください。
問合せ先 	揖斐農林事務所農業普及課	

（担当：飯沼）　
☎ 23-1111（内 421）FAX	22-6725

プラザ祭り

　いろいろな催しを行いますので、ご来
場ください。
◎日時　１０月１９日（土）	
午後０時２０分～
◎場所　介護老人保健施設　プラザ２１
おおの
問合せ先 	プラザ２１おおの　
☎ 35-0088

里親登録個別相談会を開催

　西濃子ども相談センターと西濃地
方里親会は、生みの親の事故、病気
や離婚等により家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、児童福祉法に
基づいて、親に代わって養育する里
親を募っています。
　今回、里親についての個別相談会
を開催します。（予約は必要ありませ
ん）
◎日時　１０月１２日（土）
午前１０時～午後２時
◎場所　西濃子ども相談センター	
大垣市禾森町５丁目１４５８-１０
問合せ先 	西濃子ども相談センター
☎ 0584－78－4838

募　集

町シルバー人材センター会員募集

　町シルバー人材センターは、定年
退職者等の高年齢者の希望に応じた
「臨時的かつ短期的又はその他の軽易
な就業」を提供するとともに、ボラ
ンティア活動をはじめとする様々な
社会参加を通じて、高齢者の健康で
生きがいのある生活の実現と活力あ
る地域社会づくりに貢献しています。
◎会員になるには　
・	町内在住の６０歳以上で、健康で

働く意欲のある人
・	入会説明を受け、シルバー人材セン

ターを理解していただける人
・	定められた年会費（年額 1,500 円）

を納入していただける人
◎入会説明会　
期日　１０月８日（火）、１１月１２
日（火）、１２月１０日（火）、１月
１４日（火）、２月１２日（水）、３
月１０日（火）
時間　午前１０時～
場所　中央公民館
問合せ先 	町シルバー人材センター
☎ 36-1166

※	民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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Information

相　談

困ったら 一人で悩まず 行政相談

１０月７日（月）～１３日（日）
は「行政相談週間」です
◎行政相談とは　あなたの暮らし
の中で、役場の仕事について不満
を感じたり、よく分からないとい
うことはありませんか。そんなあ
なたの声を総務大臣が委嘱した行
政相談委員がお聴きします。
　相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
◎相談内容　道路の危険な箇所を
直してほしい、介護等福祉のサー
ビスが受けられず困っているなど
◎相談日時　１０月８日（火）	
午後１時～３時
◎場所　福祉センター　会議室
問合せ先 	総務省岐阜行政相談セン
ター　愛称「きくみみ岐阜」
☎ 0570－09－0110
１０月１日から７日は公証週間

無料公証相談窓口

　法律上のトラブルを未然に防止
し、権利を擁護保全するため、遺
言や大切な契約を公正証書で作成
しませんか。
◎相談範囲の例　遺言、任意後見
契約、離婚、金銭貸借、土地建物
貸借そのほか公正証書作成の手続
等　※相談の際は、なるべく関係
資料を持参する
◎相談日時　１０月１日（火）～
７日（月）（１０月６日（日）を除
く）
◎相談時間　午前９時３０分～午
後６時（正午から午後１時を除く）
◎場所　大垣公証役場（大垣市丸
の内１－３５）
問合せ先 	大垣公証役場
☎ 0584-78-6174

不動産無料相談会

◎相談内容　不動産に関する悩み
◎相談日　１１月１日（金）
◎相談時間　午後１時３０分～３
時３０分
◎相談場所　役場　町民相談室

問合せ先 	岐阜県宅地建物取引業協
会西濃支部　☎ 0584-73-2300

電話健康相談

　県内の保険医協会会員の医師に
無料で医療相談ができます。（歯科
の相談は４月頃予定）
◎相談日　１１月１０日（日）
◎相談時間　午前１０時～正午
問合せ先 	岐阜県保険医協会　
☎ 058-267-0711

中小企業経営相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
み事
◎相談日　１０月１０日（木）
◎相談時間　午後１時～５時	
（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　役場　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・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　１０月１６日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分～

（２）午後２時３０分～（１件あたり
５０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
※予約時簡単な聴き取りをします
予約・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
婚等法律相談関係
◎相談日　１０月２１日（月）	
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時	

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　保健センター　相談
室
◎相談員　弁護士
予約・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　１０月２１日（月）	
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時	

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 	保健センター
☎ 34-2333

心配ごと相談

◎相談日　１０月１日（火）、８日
（火）、２９日（火）
◎相談時間　午後１時～３時	

（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）※
弁護士相談要予約
◎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５火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 	社会福祉協議会事務
局　☎ 34-2130
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募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日 合格発表

高等工科
学校生徒

男子で中卒（見込
含）
１７歳未満の者

推薦 令和元年１１月１日～
令和元年１１月２９日

令和２年１月５日・６日
※いずれか１日を指定されます。 令和２年１月１６日

一般 令和元年１１月１日～
令和２年１月６日

１次　令和２年１月１８日
２次　令和２年１月３１日
　　～２月３日のうち１日

１次　令和２年１月２４日
最終　令和２年２月１４日

自衛官
候補生

１８歳以上
３３歳未満の者 男子 年間を通じて行っており

ます。 受付時にお伝えします。 試験時にお知らせします。

※受験資格の年齢は各種目とも令和２年４月１日現在です。
※第２次試験は、第１次試験合格者のみです。
問合せ先 	自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　大垣市林町５－１８光和ビル２階　☎ 0584－73－1150

【募集（受付）期間】１０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）

・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㎡ 

 

自衛官等募集案内

揖斐警察署からのお知らせ

　今後発生が懸念される南海トラフ地震など自然災害を防ぐことはできませんが、災害による被害を軽減させることは可能であり、
そのためには、日頃から災害に備えておくことが大切です。
　どんなに日頃冷静でも、非常時には動揺してしまうものです。いざという時に落ち着いて行動ができるよう、次の「１０か条」を
頭に入れておきましょう。
地震から身を守る１０か条
①まず身の安全を
　	丈夫なテーブルや机の下に身を隠しましょう。
②グラッときたら火の始末
　	落ち着いて揺れが収まってからガスコンロやストーブの火の

始末を行いましょう。
③窓や戸を開け出口の確保
　	逃げ場を失ったら避難できません。まず、避難口を確保しま

しょう。
④あわてて外に飛び出さない
　	あわてて外に飛び出せば、瓦の落下、ガラスの破片でかえっ

て危険です。
⑤火が出たらあわてず初期消火
　	消火器や毛布などですばやく消火しましょう。
⑥皆で助け合い応急救護

　	お年寄りや体の不自由な人にも声をかけ、皆で助け合いを。
⑦正しい情報、落ち着いた行動
　	ラジオなどの正しい情報で落ち着いた行動をしましょう。
⑧避難は徒歩で冷静に
　	平素から避難場所を確認し、いざという時に落ち着いて行動

しましょう。
⑨狭い路地やブロック塀に近づかない
　	ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れやすいので近づか

ない。
⑩エレベーターは使用しない
　	エレベーターは、停電などで途中停止するなど危険です。
命を大切にし、避難最優先で行動しましょう！
問合せ先 	揖斐警察署　☎ 23-0110

15広報おおの 2019.10



今月のおすすめ本

世界遺産登録へ ! 百舌鳥・古市古墳群のすべて 「お手伝いしましょうか ?」うれしかった、そのひとこと�小中，小上
洋泉社

　世界最大級の古墳群、百舌鳥・古市古墳群。世界遺産登
録予定の４９基を完全ガイドするほか、Ｑ & Ａでスッキ
リわかる古墳入門、全国の古墳と天皇陵などを収録。折り
込みの百舌鳥・古市古墳群１１エリアＭＡＰ付き。

（高橋 うらら文、深蔵絵 / 講談社）

　目の不自由な人、車いすの人、赤ちゃんを連れた人…。
さまざまな人たちに対するお手伝いの仕方を、ストーリー
とともに、イラストや写真を交えてわかりやすく解説。
まめ知識や手助けを望む人からのメッセージも紹介する。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 10 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〉
●わけあってこの名前
（いずもり�よう著，アマナ�ネイチャー&サイエンス編/竹書房）
●おもいでメガネ
（ないとう�ともあき文，やまぐち�かん絵 /主婦の友社）
●江戸っ子漱石先生からの手紙

（渡邉�文幸著 /理論社）
●剣樹抄

（冲方�丁著 /文藝春秋）
●八本目の槍

（今村�翔吾著 /新潮社）

●でんしゃにんじゃ� ０～５歳
（藤本�ともひこ作・絵 /交通新聞社）

●うちに帰りたくないときによむ本� 小初
（川崎�二三彦監修、北原�明日香絵�/ 少年写真新聞社）
●タヌキのきょうしつ� 小初

（山下�明生作、長谷川�義史絵�/ あかね書房）
●走れ ! メープル� 小中
（菅�聖子文、山本�遼写真、篠本�映絵�/ 小峰書店）
●魔女の子ども� 小上
（ケリー・バーンヒル著、佐藤�見果夢訳 /評論社）

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

今月の館内展示
「せなけいこ」展

　今年、絵本作家デビュー５０周年を迎えるせなけいこさん。ロン
グセラー絵本『ねないこ	だれだ』など、おばけやこどもを描き続け
てきました。今回は、せなけいこさんの、大人も子どもも楽しめる
作品を展示します。

本のリサイクル市開催
開催期間：１０月５日（土）午前１０時～
　　　　　１０月６日（日）午後４時
開催場所：図書館西出入口前

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〜
１０月５日（土）・１１月２日（土）
　・「和母（わはは）」さん
１０月１９日（土）・１１月１６日（土）
　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナー

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
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国　保　だ　よ　り
柔道整復師（整骨院・接骨院）の適正な受診にご協力ください！

　柔道整復師（整骨院・接骨院）による施術は、その負傷原
因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場
合があります。国民健康保険の適用が認められなければ施術
料は全額自己負担となりますので、施術を受ける前に柔道整
復師とよく相談しましょう！
国民健康保険が「使える」場合
・打撲・ねんざ・挫傷（肉離れ等）	
・医師の同意がある場合の骨折	
・脱臼の施術・応急処置で行う骨折	
・脱臼の施術（応急手当後の施術には、医師の同意が必要）	
国民健康保険が「使えない」場合
・日常生活による単純な疲労、肩こり、腰痛等	
・スポーツ等による筋肉疲労、筋肉痛・脳疾患後遺症などの慢性病	
・症状の改善のみられない長期の施術	
・病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等）による痛みやこり	
・保険医療機関（病院・診療所など）で同じ負傷等の治療中のもの	
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷	
柔道整復師にかかる場合の注意事項
１　負傷原因を正確に伝えましょう 
　健康保険は治療を目的としたものです。健康保険等の対象
にならない場合もありますので、どのような原因で負傷した
かを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でな
い場合、国民健康保険は使用できません。負傷原因が労働災
害に該当する場合は、労災保険からの給付になります。交通
事故等の第三者行為による負傷の場合には、届出が必要とな
ります。	

 ２　病院での治療と重複はできません 
　同一の負傷について、同時期に柔道整復師による施術と医療
機関での治療を重複して受けることはできません。その場合、
原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
３　施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください
　施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますの
で、医師の診断を受けてください。	
４　療養費支給申請書は内容をよく確認し、署名しましょう 
　「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復
師に国民健康保険への請求を委任するものです。負傷原因、
日数、金額をよく確認し、署名・捺印をするようにしましょう。
５　領収書は必ずもらいましょう
　領収書を必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょう。
領収書は、医療費控除を受ける際等に必要です。大切に保管
してください。	
　また、照会文書や医療費通知等が届いたときに、実際に支払っ
た額との相違があった場合は、必ず健康課に連絡してください。	
※領収書は無料発行が義務づけられています。
医療費の適正化にご協力ください
　医療費は、皆様の保険料や自己負担でまかなわれています。
柔道整復師へのかかり方について正しくご理解していただ
き、適切に受診することが医療費の適正化へつながります。	
　また、大野町では、申請書の内容確認や調査の必要等につ
いて、加入者の皆様に照会文書を送らせていただくことがあ
りますので、ご協力をお願いいたします。

問合せ先  健康課　☎ 34－1111
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保健師による

健康伝言板
　白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんを救うため、骨髄バンクについてのご理解とご協力をお願いします。

●骨髄バンクとは
　「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する
法律」に基づき、骨髄移植・末梢血幹細胞移植の連絡調
整等を主体として行っているのが、公益財団法人日本骨
髄バンクです。骨髄バンク事業は、日本骨髄バンクと、
日本赤十字社および国・地方自治体の協力により行われ
ている公的事業です。
●数字で見る骨髄バンク（参考：日本骨髄バンクスペシャルサイト）
ドナー登録者数（２０１９年３月末）

10代，4,788人
20代，
76,817人

30代，
138,633人

40代，
218,330人

50代，
70,695人

全体数
509,263人

人口千人あたりの都道府県別登録者（２０１９年７月末）
上位　沖縄　３７．６５人　　下位　長野　５．４９人
　　　栃木　２２．３２人　　　　　岐阜　５．６９人
　　　島根　１８．５８人　　　　　静岡　５．７８人
●大野町骨髄移植ドナー助成金について
　町では、骨髄移植・末梢血幹細胞移植ドナーの増加と
骨髄移植・末梢血幹細胞移植の推進を図るため、骨髄移植・
末梢血幹細胞の提供を完了した方に対して助成金の交付
制度があります。（詳細は保健センターへ）
●ドナー登録の流れ　（大野まつりの献血会場でも登録できます！）

保健センター
にあります

問合せ先 	公益財団法人	日本骨髄バンク	☎ 0120－445－445（フリーダイヤル）

１０月は
～「骨髄バンク推進月間」です～

日本骨髄バンク 検索

【高齢者インフルエンザ予防接種】
　町内に住所を有し実施期間内に満６５歳以上となる全ての方に「大野町インフルエンザ予防接種予診票」を郵送
します。同封の「インフルエンザ予防接種のお知らせ」等をよく読み、医療機関で接種してください。
◎実施期間　１０月中旬～１２月２８日（土）　※接種開始時期は医療機関によって異なります。
◎費　　用　1,700 円
　※生活保護世帯の方は費用を助成します（事前申請が必要）。
　※	接種時に満６０歳以上６４歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や免疫不全等で日常生活が極度に制限される程度の障がい（身

体障害者手帳１級相当）を有する方は、保健センターへお問い合わせください。

【高齢者肺炎球菌予防接種】　
　町では高齢者肺炎球菌予防接種を下記のとおり実施しています。接種を希望される方に予診票を交付しますので、
保健センターまでお申し込みください。
◎対 象 者　令和元年度の対象者は、町内に住所を有する次の方です。
　　　　　　１００歳となる方：大正　８年４月２日生～大正　９年４月１日生
　　　　　　　９５歳となる方：大正１３年４月２日生～大正１４年４月１日生
　　　　　　　９０歳となる方：昭和　４年４月２日生～昭和		５年４月１日生
　　　　　　　８５歳となる方：昭和		９年４月２日生～昭和１０年４月１日生
　　　　　　　８０歳となる方：昭和１４年４月２日生～昭和１５年４月１日生
　　　　　　　７５歳となる方：昭和１９年４月２日生～昭和２０年４月１日生
　　　　　　　７０歳となる方：昭和２４年４月２日生～昭和２５年４月１日生
　　　　　　　６５歳となる方：昭和２９年４月２日生～昭和３０年４月１日生
　※ただし、今までに１回でも高齢者肺炎球菌の予防接種を接種したことがある方は対象外です。
　※接種を希望される方は、接種歴・接種希望医療機関等の確認が必要ですので、接種前に保健センターに連絡してください。
◎実施期間　令和２年３月３１日までに１回接種
◎費　　用　3,000 円
　※生活保護世帯の方は費用を助成します（事前申請が必要）。
◎持 ち 物　高齢者肺炎球菌予防接種予診票（保健センターから交付します）
　※実施医療機関等詳細については「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」交付時にお渡しする説明書で確認してください。

問合せ先 	保健センター　☎ 34－2333

予防接種のお知らせ

ワースト
2位
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手軽に時短でできる野菜料理
　かぼちゃ料理で思い浮かべるのは、「かぼちゃの煮物」が多いですね。今月は、子どもた
ちに人気の「かぼちゃのツナサラダ」を紹介します。コクのあるツナ缶、マヨネーズを使
い誰でも食べやすく、もう一品欲しい時や、忙しくて時間のない時に、身近な材料で手軽
に作れる一品です。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

● かぼちゃのツナサラダ ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

７６kcal
２.５g
４.６g

１３mg
０.１g

【材料（４人分）】
かぼちゃ………… ２００ｇ
きゅうり…………… ４０ｇ
ツナ缶……………… ３５ｇ
　　マヨネーズ… 大さじ１
　　酢…………… 大さじ１

【作り方】
①かぼちゃは一口大に切り、電子レンジで加熱する。

加熱後、粗めにつぶす。
②きゅうりは薄い輪切りにする。
③ツナ缶は、油を軽くきり、［ 内の調味料と合わせ

る。
④つぶしたかぼちゃときゅうり、③で合わせたソー

スと合わせる。
【１個分の栄養価】

次回献血の案内
日　　付 時　　間 場　　所 内	容

１０月４日（金） 午後１時３０分～４時
特別養護老人ホーム

まほろば
全血

１０月５日（土）
１０月６日（日）

午前９時～午後４時
※途中でお昼休憩を１

時間いただきます

ふれあい２０１９
大野まつり会場内

（美濃大野ライオンズ
クラブ協賛）

全血
（４００ｍｌ限定）

　献血にご協力いただいた方へ、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いたします。

食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

【お知らせ】
　ご家庭のおみそ汁等、汁物の塩分量を調べてみませんか。減塩への取り組
みの第一歩です。
　下記の日程にて塩分量を測定します。お気軽にご参加ください。（当日、
汁物を少量ご持参ください）
　◎日時　１０月５日（土）、６日（日）
　　　　　午前１０時～午後２時　［ふれあい２０１９大野まつり会場内］
　◎場所　総合町民センター　２階　料理室

　歯やお口のことで困っていることはありませんか？かかりつけの歯医者さんはありますか？　
　歯とお口の健康を守るために、無料歯科健診を実施しますので、ぜひご利用ください。

◎日時　１０月６日（日）　午前１０時～１１時３０分
◎場所　保健センター（ふれあい２０１９大野まつり会場内）
◎予約　不要
問合せ先  保健センター　☎ 34－2333

無料歯科健診を実施します
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目の不自由な人・高齢の人のために『広報おおの録音版』を発行しています。
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。

8 月中に届け出のあった方（敬称略）

10・11 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）

10

6 いけだ整形外科
リウマチクリニック

池田町
八幡 45-3344

13 今村医院 池田町
池野 45-2133

14 むらせファミリー
クリニック

池田町
池野 44-2727

20 みみはなのど
オレンジクリニック

池田町
池野 44-1187

22 ふじい内科
クリニック

池田町
本郷 44-2219

27 小森内科胃腸科
大野町
黒野

34-1000

11
3 野原クリニック 揖斐川町

清水 22-0348

4 神田外科医院
揖斐川町

脛永
22-0230

※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

黒野 田中　彩
い お り

織 勇次 牛洞 浅野　來
ら い き

暉 琢磨

六里 岸　凛
り ん の す け

ノ助 一輝 公郷 村橋　登
と う り

理 寬

西方 野沢　咲
え な

凪 純也 小衣斐 笹木　奏
そ う が

雅 陽平

大野 所　いつな 誠顕 南方 若原　恋
こ こ

々 久和

稲富 神谷美
み く り

來里 英明 本庄 林　　時
と き お

央 巧貴

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

相羽 山口登美子 73 松山 清水　一之 89

大野 田中　宗一 88 公郷 今西　勝典 74

稲富 長井　利春 87 公郷 髙倉　町子 69

牛洞 山本こまつ 99 本庄 髙木　裕之 68

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 鈴村　卓也
妻 羽島市 池田　有里

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（9 月 1 日現在）

人　口 ………… ２２, ９４５（−１１）
男 ………… １１, ２５６（−　３）
女 ………… １１, ６８９（−　８）

世帯数 ………… ７, ９９３（＋１３）
出生１３人／死亡１７人／転入４２人／転出４９人

納 期 限 の お 知 ら せ

9 月 30 日（月） 国民健康保険税（5 期）

10 月 31 日（木）
町県民税（3 期）
国民健康保険税（6 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、コンビニ又はスマホ決済でも納付できます
※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
11月17日（日）午前９時～11時（２時間）
順延の場合、11 月 24 日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝、広報無線にてお知

らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

住 民 だ よ り


