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木とふれあい、
木に学び、
木と生きる

今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶６ まちのお知らせ

▶１４ Information くらしの情報

「おおの木育フェア２０１９」は、清流の国ぎふ森林・環境税を使用しています。



木 のぬくもりと遊ぶ
おおの木育フェア２０１９

　１１月３日、町では子育て支援の一環として、大野町運動公園
及び散策道において、「おおの木育フェア２０１９」を開催しま
した。
　当日は、木のおもちゃ広場やワークショップ、ロードトレイン
の運行、自然探索ツアーの他、ステージでは県立岐阜商業高校吹
奏楽部による演奏や、大型絵本の読みきかせ、チェンソーアート、
歌手のアルケミストと小学生との合唱など様々な楽しい催しが
行われました。
　約３，３００名を超える親子連れ
らが来場され、青空のもと、木
のおもちゃや自然の中で思いっ
きり遊ぶ姿が見られました。

全 力で全国へ、活躍を誓う
ねんりんピック紀の国わかやま２０１９（剣道にて出場）、第５７回全国空手道選手権大会出場激励会

　このほど、ねんりんピック紀の国わかやま２０１９
および第５７回全国空手道選手権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。ねんりんピッ
ク紀の国わかやま２０１９に出場される木下博文さん
は、「精一杯の力を発揮し、生涯スポーツの先頭を切っ
て頑張りたい」と意気込みを述べました。第５７回空
手道選手権大会に出場される選手の皆さんは、「全力で
本番を迎え、悔いの残らないよう、試合に臨みたい」
と話し、町長は「全国大会の出場おめでとうございます。
それぞれの競技で目標に向かい、頑張ってください」
と激励しました。

西 村早生、早秋柿、太秋柿を食べくらべ
北小学校３年生

　このほど、町かき振興会の協力を得て１年を通して柿に
ついて学んでいる北小学校３年生（３７人）は、町内産の
柿の食べ比べを行いました。振興会の川瀬利明さんは、西
村早生、早秋柿、太秋柿の味の特徴などを説明し、児童ら
は３種類の柿を試食しました。「甘い太秋柿は、表面にメロ
ンのようなネットができることが分かった」「柿のことを
もっと知りたいと思った」とそれぞれの感想をうれしそう
に話し、町特産の柿への理解を深めました。

▲木のおもちゃで遊ぶ子どもたち

▲アルケミストと小学生との合唱の様子

▲右から木下さん、羽賀さん、加納さん、若原さん

▲柿を食べ比べる北小学校３年生の児童

　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
ねんりんピック紀の国わかやま２０１９
　剣道　木下博文

第５７回全国空手道選手権大会
　空手（個人・形）羽賀雅未（県立岐阜商業高等学校３年）
　空手（個人・形）若原颯舞（大野中学校３年）
　空手（個人・形）加納里紗（西小学校５年）

「おおの木育フェア２０１９」
は、清流の国ぎふ森林・環境
税を使用しています。

ま ち の 話 題
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新 しい令和の時代へそれぞれの体育祭、体育大会
大野中学校、揖東中学校

　このほど、大野中学校で体育祭、揖東中学校で体育大会が開催されました。今回は、台風による悪天候を考慮し、
３日間延期して行われましたが、大野中学校では、新しい時代への夢と決意を持ち、真っすぐに仲間と共に突き進
み伸びる思いを込め「新体育祭～真進信心伸」をスローガンに、揖東中学校では、体育大会に向けた生徒一人一人
の取組で身に付けた力を生かす「自新～自ら動き、新しいものを創り出す体育大会～」をスローガンに様々な種目
に取り組んでいました。各団の応援席の１、２年生や先生、地域の方、家族らから大きな声援を受け、３年生の生
徒らは中学校最後の体育祭、体育大会を楽しんでいました。

み んなでスポーツを楽しむ
第４１回町民体育大会

　体育の日にレインボースタジアムにおいて第４１回
町民体育大会総合開会式が行われました。
　町体育協会加盟の１５団体のほか、おおのスポーツ
クラブ、スポーツ少年団１２団体が参加し、この１年
間で全国大会に出場するなど町の体育振興に寄与した
３８名の個人と３団体が優秀選手賞として表彰されま
した。その後、大野野球スポーツ少年団の後藤大輔さ
んが元気よく選手宣誓を行い、種目ごとに町内の各会
場に分かれ競技を行いました。

▲まっすぐすくすく成長してほしいと願って植えられた杉の葉に
守られ、大縄跳びをする大野中３年生

▲一致団結し、息の合った競技を披露する揖東中３年生

▲選手宣誓を行う後藤さん（大野野球スポーツ少年団）

災 害に備え、地域で防災訓練
野区自主防災組織

　このほど、野区自主防災組織による防災訓練が実施されました。野区では、地域の避難場所でもある町運動公園で、
大規模災害に対する備えを平常時から行うために、安否確認訓練、防災士による防災講習等を行い、地域で防災意
識を高めました。防災訓練を通じて各家庭での備えの大切さや地域のことをよく知り、災害時に互いを助け合う体
制を構築することが重要であることを再認識することができました。

▲各班長に安否確認表を手渡す住民 ▲本部長が各班に救助行動を発令する様子
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「 活き活きシェア」・「防災 絆の集い」
本庄西区

　このほど、一般社団法人 地域ケア総合研究所 所長の竹重 俊文 氏を講師に「ボケる前に成すべきこと」と題して、
“できることから始める 地域の支えあい”や“エンディングノートの作成”について学ぶ「活き活きシェア 本庄西」
が開催されました。当日は大勢の地域の方が集まり、真剣に講師の話に耳を傾けていました。
　また、１１月３日には「防災 絆の集い」が開催され、炊き出し訓練を実施。その後、行われたバーベキューでは
子どもから大人まで多くの参加者でにぎわい、多世代にわたり交流が深められました。

多 彩な催しでにぎわう
ふれあい２０１９大野まつり

　このほど、役場、総合町民センター周辺において「ふ
れあい２０１９大野まつり」が開催されました。お
笑いライブや書道パフォーマンスなど特設ステージ
イベントのほか、園児や児童生徒・クラブやサーク
ル団体の作品展示や発表、飲食や物販の出店などの
多彩な催しに多くの来場者で賑わいました。

▲竹重 俊文氏による講話の様子

▲県立岐阜商業高等学校の書道パフォーマンス

▲ステージイベントに集まった大勢の来場者

▲バーベキューで交流している様子

▲大野町 VYS のバルーンアート

ま ち の 話 題

4 広報おおの 2019.12



町 内を美しく～社会奉仕活動～
大野町シルバー人材センター

　このほど、シルバー人材センターの普及啓発事業の一環
として、会員による清掃活動が行われました。会員の健康
を保持し社会参加の喜びと生きがいの充実を図るため、就
業以外の社会貢献として毎年行っています。活動には１２８
人が参加し、根尾川河川敷、運動公園、北こども園、松山
水辺公園、うぐいす公園、バラ公園など町内６地区において、
ゴミ拾い等清掃活動を実施されました。

安 全運転にプラスの安心を
サポカー体験会開催

　このほど、北小学校区の高齢者を対象とする高齢者交
通安全大学校は、「サポカー（安全運転サポート車）」の
体験会を実施しました。今回は安全運転をより確かなも
のにする機能を備えた車、「サポカー」について学んだも
ので、受講者たちはペダル踏み間違い時加速抑制機能や
自動ブレーキ機能についての VTR を視聴し、実際にス
タッフが運転する車に同乗することで、それらの機能を
体験しました。
　また、あおり運転被害への対策となりうるドライブレ
コーダーの紹介や、自動車保険についての説明を受ける
など、運転の不安に対する手段についても学びました。

▲根尾川河川敷での清掃活動

▲メーカーの用意した車両に乗って、実際にサポカーの機
能を体験する受講者

　11 月 3 日、多目的研修センターで、「ふるさと芸術祭 2019」が
開催。丹精込めて製作された作品の展示のほか、舞台発表やフリー
マーケットなどが行われ文化の秋を満喫しました。
　「秋の茶会」では、季節の花が飾られたお茶席で日頃は味わえな
い、抹茶に「けっこうな手前でした」と笑顔で、声をかける姿が
見られました。

文化の秋の一日を満喫
―　ふるさと芸術祭　2019　―ところ通信

Vol. 238

北見市

９５歳
おめでとうございます
これからも健やかに

田代みさをさん（下座倉）
大正１３年１０月２０日生まれ

長寿のお祝い
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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！

　１１月３日に開催された「おおの木育フェア２０１９」の協賛事業として、ぱすてるにおいても木工作品作りを開催
しました。４４人の参加をいただき、個性豊かなオリジナル性あふれる木のキーホルダーやペンダントを作りました。
自分で作ったキーホルダーやペンダントを自慢気にお母さんやお父さん達に見せている子ども達は、とても満足げでし
た。
　１０月の親子教室（ピヨピヨクラブ）で、防災についての勉強をしました。大型紙芝居で防災の話を聞いたり、ぱす
てるの避難経路の説明をしたり、防災頭巾やヘルメットをかぶったりしました。子ども達はもちろん、お母さん達も防
災についての知識を再確認していました。

◎１２月のスケジュール
　　　　ふたばクラス…３日（火）、１０日（火）、１７日（火）
　　　　みつばクラス…５日（木）、１２日（木）
　　　　よつばクラス…６日（金）
誕生会…９日（月） 　※事前申し込みが必要です。
カレンダー作り教室…２日（月）
　　　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…５日（木）

休館日   ４日（水）、１１日（水）、１８日（水）、２５日（水）、
２８日（土）～３１日（火）

◎１月のスケジュール
　　　　ふたばクラス…２１日（火）、２８日（火）
　　　　みつばクラス…２３日（木）、３０日（木）
　　　　よつばクラス…２４日（金）
誕生会…１７日（金） 　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２０日（月） 、２７日（月）
　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…９日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…１６日 （木）

休館日   １日（水）～４日（土）、 ８日（水）、１４日（火）、
１５日（水）、２２日（水）、２９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。

パーシモンブロック
　２つの樹種を使って熟した柿
と熟す前の青い柿を表現。積む・
並べる以外に、表裏があること
によってオセロや五目並べとし
ても遊べる。

きのこのこのこ
　きのこの半球や心棒であるネ
ジの直径が異なり、大きさや色
の違いを認識して遊ぶおも
ちゃ。

※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。

▲木工作品作りの様子 ▲出来あがった作品をみせる子ども達 ▲親子教室（ピヨピヨクラブ）の様子

お　礼
　「ふれあい２０１９大野まつり」は、盛況のうちに終了することができました。
　開催にあたり、ご支援ご協力をいただいた関係機関・各種団体、さらに会場周辺の住民の皆さんのご理解と
ご協力に対し、厚くお礼申し上げます。� 大野町観光協会・大野町商工会

成人式のお知らせ
◎日時　令和２年１月１２日（日）　受付後及び記念写真撮影　午後０時３０分～ ／ 式典　午後２時～
◎場所　総合町民センター
◎対象者　平成１１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方
・案内状は、１１月中旬に新成人宛てに送付しました。案内状が届いていない人は連絡してください。
・服装の制約はありません。

 問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１
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令和元年第４回町議会定例会日程および内容
会期／１２月３日から１１日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
１２月　３日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

１２月　４日 水 午前９時
総務文教常任委員会
民生建設常任委員会

総合計画推進調査特別委員会
委員会室

１２月１０日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
１２月１１日 水 午前９時 本会議（閉会） 議事堂

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議事堂・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ので、委員会傍聴をご希望される方は、事前に事務局までご連絡ください。）
　１２月１０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

【募集（受付）期間】１２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

熱い声援をお願いします
第２３回ＭＡＧ－ＣＵＰ少年サッカー交流大会

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㎡ 

 

　この大会は、三重県（Mie）・愛知県（Aichi）・岐阜県（Gifu）の東海環
状自動車道が通過する市町が主体となり、東海環状自動車道沿線地域の連
携交流強化を図り、次代を担う小学生がサッカーを通じて、友情と親睦を
深め交流の輪を広げるために開催するものです。
　今年の大会は、豊田市運動公園（豊田市高町東山４番地９７）を主会場に
開催し、東海環状自動車道が通過する各市町から３２チームが出場します。
　大野町からは大野サッカークラブ少年団が出場します。是非とも大会会
場へ足を運び、元気にプレーする少年たちに声援を送ってください。

◎日時・会場
　【１２月７日（土）】予選リーグ　　　　豊田市運動公園（陸上競技場、球技場）・五ケ丘運動広場・梅坪浄水運動広場
　【１２月８日（日）】決勝トーナメント　豊田市運動公園（陸上競技場、球技場）
◎主催　ＭＡＧ−ＣＵＰ少年サッカー交流大会実行委員会
◎観戦料　無料　
※荒天等により、中止になる事もあります。 問合せ先  豊田市建設部幹線道路推進課　☎ ０５６５－３４－６６７３

▲出場される大野サッカークラブ少年団の皆さん
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タブレット端末によるマイナンバーカードの申請補助について
マイナンバーカード申請補助サービスについて
　専用のタブレットを使って、その場で顔写真を撮影し、申請の手続きを職員と一緒に行います。
　マイナンバーカードの申請方法や、どのような顔写真を用意したらよいか分からない方に向けてインターネッ
ト申請を補助するものです。約２０分程度で、無料で申請ができます。

実施場所　住民課　マイナンバーカード申請窓口
持 ち 物　１．運転免許証等身分証明ができるもの
　　　　　２．「通知カード」と一緒に届けられた「個人番号カード交付申請書」
　　　　　　　申請書がない場合は再交付させていただきます。
注意事項　・ 手続きには、ご本人がお越しください。１５歳未満の方や成年被後見人の方の

場合は、その法定代理人が同行してください。
　　　　　・ 専用タブレットのカメラの性能上、通常の写真よりも画質が劣りますので、あ

らかじめご了承ください。
　　　　　・撮影した写真をお渡しすることはできません。写真は申請後、消去いたします。
　　　　　・ 申請後、約３週間程度でマイナンバーカードができた旨の通知が届きますので、

申請者本人が受取りにお越しください。
　　　　　・ 何らかの理由でマイナンバーカードの申請が不備になってしまった場合は、再

度お越しいただいて申請する必要があります。 マイナちゃん

緊急通報装置貸与事業について
　急病や災害などに迅速かつ適切に対応するため、自宅と揖斐郡消防本部を直接電話で結び、緊急事態に備え
ることができる装置を貸与しています。
◎対象　おおむね６５歳以上の在宅の一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯
　　　　※申請時には、親族のほか近所の協力者（１～３人）を届け出ていただく必要があります
◎貸与期間　３年間（期間満了時に更新可。ただし、電話機の電池交換は本人による費用負担あり。）
◎通報のシステム・通報の流れ

申込・問合せ先   健康課　☎ ３４－１１１１

駆
け
付
け

①
緊
急
通
報

④
状
況
報
告

②
緊
急
出
動

協力員

様態確認

利用者宅

消防署司令室

自動通報
（ワンタッチボタン）

（ペンダント）

（電話回線網）

ナンバー
ディスプレイ
表示電話機

赤いボタンを押す（緊急電話機）

（状況がわからない）

③
協
力
要
請
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　「大野町プレミアム付商品券」を使用することができる店舗（９月３０日現在）は下記のとお
りです。

プレミアム付商品券取扱店舗
� 令和元年９月３０日現在

■ 購入引換券をお持ちの方で、プレミアム付商品券の購入を希望される場合は、大野郵便局又
は美濃川合郵便局でお早めにご購入ください。購入することができるのは令和２年２月２０
日（木）までとなります。期限後の販売はしておりませんので、注意してください。

■ 購入したプレミアム付商品券を上記の店舗で使用することができるのは、令和２年３月１０
日（火）までです。期限後は一切使用することができませんので、注意してください。

問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１

大野町プレミアム付商品券を
使用することができる店舗について

販売店名 販売店住所
1 ミニストップ岐阜下磯店 下磯204-2
2 浅野屋履物店 黒野662-2
3 笠松屋 黒野1111-10
4 ミスベティー本店 本庄308-1
5 道の駅パレットピアおおの 下磯313-2
6 株式会社　平和堂　大野店 黒野12-1
7 株式会社　ひでぴょん 瀬古373-5
8 桐福電機 黒野841-13
9 トミダヤ　大野店 黒野1254
10 株式会社　小森工務店 西方448
11 電化メイト・まつやま 黒野650-12
12 馬渕米穀店 黒野625
13 ゴトウ自動車センター 稲富1168-1
14 有限会社　梅津印刷 黒野447-1
15 ゲンキー　岐阜大野店 黒野25-4
16（株）稲富石油　稲富SS 稲富1228-1
17（株）稲富石油　大野SS 黒野81-2
18（株）稲富石油　セルフ大野SS 黒野82-3
19 松久薬品　平和堂大野店 黒野12平和堂大野店内
20 松久薬品　トミダヤ大野店 黒野1254トミダヤ大野店内
21 美容室　岡部 黒野710-1
22 美容室　ルヴォワール 黒野12平和堂大野店内
23 百貨の店　ヌリヤ 黒野844-3
24 福林堂金物店 黒野706-2
25 柏鳥堂　本店 黒野568-2
26 柏鳥堂　中之元国道店 中之元891
27 カフェ . ラ . テ 黒野165
28 ルート303グリーンハウス 相羽1066-257
29（株）遠藤設備工業 黒野1093-3
30 三洋堂書店　大野店 黒野57-1
31 松浦種苗店 黒野652-1
32 梅田書店 黒野663
33 馬渕金物店 黒野717-4
34 株式会社　ファミリースポットマブチ 黒野1839-1
35 サンテック 黒野12平和堂大野店内
36 大野花店 黒野714-4
37 パソコン寺子屋　揖斐大野塾 黒野12平和堂大野店内
38 カフェレスト　ことは 大野94-2
39（株）村木花店 相羽784-4
40 理容　マツヒサ 黒野2261-2
41 うぐいす堂 黒野860-1
42 ファミリーマート　揖斐黒野店 黒野1223
43（有）吉川オートサロン 黒野1234
44 ヘアークオーレマツウラ 黒野548-5

販売店名 販売店住所
45 株式会社　山辰組 稲畑203-1
46 株式会社　牧村モータース 西方493
47 ケイズホームズ株式会社 中之元985-2
48 宝石・メガネ・時計　ムラキ 黒野12平和堂大野店内
49 有限会社　牧村電機 大野1154-1
50 クリーニング　すぎやま 黒野622-3
51 JAいび川　大野支店 大野201-1
52 JAいび川　揖東支店 加納483
53 よってみーな大野 中之元1125
54 糸三商店 黒野663-5
55 しょうなん調剤薬局　大野店 黒野738-9
56 若原整形外科 黒野117-2
57 おしゃれ工房 黒野648-3
58 平野電化センター 大野364-1
59 カフェ　ゆらら 稲富401-1
60 大久保医院 黒野734-5
61 株式会社　ヌベール 上磯16-1
62 たしろクリニック 下磯498-1
63 ピノキオ薬局　大野店 南方190
64 加納無線 下方340-2
65 クリニック　ラポール 大野924-1
66 小森内科胃腸科 黒野645-1
67 オオノ調剤薬局 黒野646-21
68 オオノ調剤薬局　北店 大野977
69 りょうすけ歯科クリニック 黒野1723-4
70 おおのクリニック 南方191
71 グループホーム　ケア・ガーデンおおの 南方191
72 介護老人保健施設　プラザ21おおの 南方191
73 グループホーム　ローズ・ガーデンおおの 瀬古232
74 ピノキオ薬局　揖斐店 中之元1114-1
75 ドラッグユタカ　大野店 中之元977
76（公社）大野町シルバー人材センター 黒野913-1
77（株）丸藤 黒野1111-14
78 鍛冶庄自転車店 黒野732-17
79 医療法人　のぞみ　ゆり形成内科整形おおの 大野753-141
80 ヘアーサロンウエダ 五之里831-6
81 国枝医院 黒野580
82 清流ジビエフードサービス 上秋1053-3
83 グリーンホテル小松家 黒野1735-1
84（有）丸金商事　ニュー大野S.S 黒野1848-2
85 ファッションセンターしまむら　大野店 黒野25-2
86 ビバホーム大野店 黒野9-1
87 暮らしの衣料　マツオカ大野店 黒野1313
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　１２月１日より、新たに主任児童委員及び民生委員児童委員が厚生労働大臣から委嘱
されました。生活にお困りの方、母子父子、児童、心身障がいのある方、高齢の方など、
地域でいろいろな悩みの相談援助を行うための窓口としてご活躍いただきます。

区 氏　名 担当地区

全
域

見屋井　美栄子
大野町全域

（主任児童委員）
宮 嶋　三枝子

１　

区

所　　　三四子 黒野北区

小 里　ふみ子 黒野西区

小 里　博 子 黒野南区

大 野　知 美 黒野中区

髙　橋　勝 子 黒野東区

松 浦　道 子 相羽区・六里区

若 原　恵 美 下方区・麻生区

大久保　博 子 みどりニュータウン
相羽苑

２　

区

澤 野　町 子 野区

所　　　一二三
西方区

牧 村　妙 子

花 岡　たゑ子
桜大門区

加 野　隆　二

平 野　洋 子 大野１区

所　　　留　美 大野２区

堀　　　三 郎 大野３区

北 川　百合子 古城北区

区 氏　名 担当地区

３　

区

杉 山　司 朗
稲富区

児 島　昭 二

田 村　美 幸 古川区・寺内区

藤 原　公 子
上秋区

杉 山　　　緑

國　枝　源　幸 稲畑区

４　

区

清 水　信　弘 牛洞区・松山区

林　　　　　実
瀬古区

久保田　光 則

小 川　由利子
中之元区
中之元団地

畑　　　裕 子

５　

区

竹 中　成　嘉 宝来区・八木区・
天神区

鳥 本　眞智子 島部区・公郷区
うぐいす苑区

宇佐美　真由美 大衣斐区・小衣斐区
北領家区・南領家区

６　

区

飯 沼　きみ子 南方区・五之里区
郡家区

國　枝　惠美子 定松区・鹿野区・
上磯区

杉 原　悦　利 本庄区・本庄西区

田 宮　正 春
下磯区
下座倉区

児 玉　義 彦

（敬称略）

主任児童委員・民生委員児童委員を紹介します。

問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１
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【不法投棄・ごみのポイ捨て　禁止】

　ごみを道路や他人の所有地、河川、山林等に投棄する
事例が発生しています。廃棄物の処理及び清掃に関する
法律や、大野町美しいまちづくり条例で、廃棄物の投棄
は禁止されています。
　町では、監視カメラを設置し、不法投棄・ごみのポイ
捨ての根絶に向けての取り組みを進めています。ごみの
適正な処理にご協力をお願いします。

【１２月は大気汚染防止推進月間です】

　環境省は、毎年１２月を大気汚染防止推進月間と定め
て、きれいな空を守ることの大切さを呼びかけています。
　皆さんもエコ・ドライブを実践する、などの大気汚染
防止への協力をお願いします。

【１２月は地球温暖化防止月間です】

　１２月は地球温暖化防止月間です。国では、「COOL 
CHOICE」（クールチョイス）をスローガンに地球温暖
化防止に向けた運動を展開しています。
　また、岐阜県版では「ぎふ清流 COOL CHOICE」を
展開し、町も賛同しています。
　皆さんも地球温暖化対策への協力をお願いします。

【１２月８日は「川と道を美しくする運動実践の日」】

　１２月の第２日曜日（１２月８日）を、「川と道を美
しくする運動実践の日」と定めています。美しい環境づ
くりのため、地域で実施される清掃活動等の積極的な参
加をお願いします。
　また、清掃活動の実施に伴い、１２月６日（金）から８
日（日）まで各用水が止まりますので、注意してください。

【年末年始のごみ搬入について】

◎不燃物処理場
年末：１２月２９日（日）まで
年始：１月４日（土）から
◎西濃環境整備組合
年末：１２月３０日（月）まで
年始：１月６日（月）から
※ 利用許可申請は１２月２７日（金）午前中までに申請

してください

使用済みスプレー缶・カセットボンベは、スプレー缶専用ケースへ出してください。
～穴を開けずに金属類・有害物・粗大ごみの収集日に～

　令和元年１０月よりスプレー缶、カセットボンベの収集方法を変更しました。
　スプレー缶（エアゾール缶）やカセットボンベを出すときは、次のルールを守ってください。

１　中身が残っていないか確認してください。
２　中身が残っている場合は、新聞紙に吹き付けるなどして中身を出してください。（火気のない風通しの良い所で、

「シュー」という音がしなくなるまでスプレーボタンを押してください。ガス抜きキャップのついている缶はキャッ
プを使ってガスを抜いてください。）

３　キャップを外し、穴を開けずに金属類・有害物・粗大ごみの収集日にスプレー缶専用ケースへ出してください。（缶
類の収集日には出さないでください。）

中身を抜いて下さい。 スプレー缶専用ケース（緑色）へ

問合せ先  環境水道課　☎ ３４-１１１１

環境のお知らせ

11広報おおの 2019.12



　平成２９年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取扱いが以下のとおり変更されました。こ
の適用は、平成３０年分の確定申告（平成３１年度町県民税（住民税））からとなります。

〈改正点１〉
　配偶者控除・配偶者特別控除は、給与所得者（扶養にとる人）の合計所得金額に関係なく控除を受けることがで
きましたが、平成２９年度の改正から、給与所得者の合計所得金額が 1,000 万円 を超える場合は、適用を受けるこ
とができなくなりました。

〈改正点２〉
　配偶者特別控除を受けられる合計所得金額の範囲が広がり、配偶者の合計所得金額が 123 万円以下であれば、控
除の適用を受けることができます。（改正前：76 万円以下）

〈改正後の配偶者控除と配偶者特別控除の控除額〉
 ※平成３１年度　町県民税（住民税）・平成３０年分所得税から適用。

控
除
の
種
類

配偶者の合計所得金額
〈参考〉

配偶者の収入
※給与所得だけの場合

給与所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額）

※住民税【所得税】
配偶者の税金

900 万円以下
（1,120万円以下）

900 万円超
950 万円以下
1,120 万円超（1,170 万円以下）

950 万円超
1,000 万円以下

1,170 万円超（1,220 万円以下）
所得税

住民税

所得割 均等割

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
28 万円以下

930,000 円以下
33 万円【38 万円】 22 万円【26 万円】 11 万円【13 万円】

かからない かからない かからない

老人控除対象配偶者 38 万円【48 万円】 26 万円【32 万円】 13 万円【16 万円】

配偶者の合計所得金額
35 万円以下 930,000 円超

1,000,000 円以下

33 万円【38 万円】 22 万円【26 万円】 11 万円【13 万円】
かからない かからない かかる

老人控除対象配偶者 38 万円【48 万円】 26 万円【32 万円】 13 万円【16 万円】

配偶者の合計所得金額
38 万円以下 1,000,000 円超　

1,030,000 円以下

33 万円【38 万円】 22 万円【26 万円】 11 万円【13 万円】
かからない かかる かかる

老人控除対象配偶者 38 万円【48 万円】 26 万円【32 万円】 13 万円【16 万円】

配
　
偶
　
者
　
特
　
別
　
控
　
除

配偶者の合計所得金額
38 万円超　85 万円以下

1,030,000 円超　
1,500,000 円以下 33 万円【38 万円】 22 万円【26 万円】 11 万円【13 万円】 かかる かかる かかる

85 万円超　90 万円以下 1,500,000 円超　
1,550,000 円以下 33 万円【36 万円】 22 万円【24 万円】 11 万円【12 万円】 かかる かかる かかる

90 万円超　95 万円以下 1,550,000 円超　
1,600,000 円以下 31 万円【31 万円】 21 万円【21 万円】 11 万円【11 万円】 かかる かかる かかる

95 万円超　100 万円以下 1,600,000 円超　
1,667,999 円以下 26 万円【26 万円】 18 万円【18 万円】 9 万円【9 万円】 かかる かかる かかる

100 万円超　105 万円以下 1,667,999 円超　
1,751,999 円以下 21 万円【21 万円】 14 万円【14 万円】 7 万円【7 万円】 かかる かかる かかる

105 万円超　110 万円以下 1,751,999 円超　
1,831,999 円以下 16 万円【16 万円】 11 万円【11 万円】 6 万円【6 万円】 かかる かかる かかる

110 万円超　115 万円以下 1,831,999 円超　
1,903,999 円以下 11 万円【11 万円】 8 万円【8 万円】 4 万円【4 万円】 かかる かかる かかる

115 万円超　120 万円以下 1,903,999 円超　
1,971,999 円以下 6 万円【6 万円】 4 万円【4 万円】 2 万円【2 万円】 かかる かかる かかる

120 万円超　123 万円以下 1,971,999 円超　
2,015,999 円以下 3 万円【3 万円】 2 万円【2 万円】 1 万円【1 万円】 かかる かかる かかる

123 万円超 2,015,999 円超 0 円【0 円】 0 円【0 円】 0 円【0 円】 かかる かかる かかる

問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１

町県民税（住民税）・所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の 
取り扱いが変更になりました。

12 広報おおの 2019.12

まちのお知らせ



町税の納め忘れはありませんか？
～町税の納期内納付にご協力ください～

　町民の皆さまの、安全で快適な生活を維持するため
の「まちづくり」を支える貴重な財源である「税金」は、
納期内の自主納付を原則としています。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、納期内納付者
との「公平性」を保つため督促状等、文書による納税
の催告、法令に基づく差押えの滞納処分を行います。

～滞納処分の流れ～

納期限までに
納付がない場合

財産調査・滞納処分
督促状や催告書等が送付された後も、そのまま納付せ
ず滞納の状態が続く場合または納税相談により約束し
た分割納付が連絡なく不履行となった場合には、財産
調査（金融機関・勤務先等）のうえ、法令に基づき「財
産の差押え」を行います。差し押さえた財産は換価（換
金）し、未収金に充当します。（自宅への捜索等を行う
場合もあります）

督促状発送

法令に基づき、納期限から
２０日以内に「督促状」を
発付します。

催告書等の発送

未納のお知らせや催告書に
よる文書催告を行います。

納税相談

生活事情を踏まえた
分割納付や猶予制度
の活用など完納への
道のりを一緒に考え
ます。

　納期限内に納めることが難しい事情がある場合は、
お早めに相談してください。
　連絡・相談がない場合は、滞納者の了解の有無にか
かわらず法律に基づいて滞納処分を執行しますので、
督促状や催告書は届いたら見落とさず、絶対に放置し
ないでください。

※ 納付書を紛失した場合は、税務課までご連絡くださ
い。再度作成し、お渡しします。

※ 納期限については、毎月の「広報おおの」の巻末に「納
期限のお知らせ」として掲載していますので、ご確
認ください。

問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１

町民の皆様の

ご理解とご協力を

お願いします。

スマホ×確定申告 ～ネクストステージ～

進化するスマート申告！
スマホでの確定申告をご利用いただける方の範囲が
広がります。

　昨年の申告より給与所得者（年末調整済み）で、医療
費控除、寄付金控除（ふるさと納税など）を適用して申
告する人はスマホ専用画面を利用できるようになりまし
たが、令和２年１月からは、２カ所以上の給与所得があ
る方、年金収入や副業等の雑所得がある方なども、利用
いただけるようになりました。

●  ID・パスワード方式を利用して e-Tax で送信すれば申告完了 
（IC カードリーダライタ不要）

●  e-Tax で送信すれば源泉徴収票などの添付書類は提出不要 
（ご自宅での保管義務はあります）

● 申告書の控えは PDF 形式でスマートフォンに保存

 問合せ先  大垣税務署　☎ ０５８４－７８－４１０１

パソコン・スマホ から確定申告
 　「国税庁ホームページ」へアクセス
▶税務署に行く手間がかかりません！
▶確定申告期間中は２４時間いつでも利用できます！

（注） 確定申告期間以外の利用可能時間やメンテナンスによりご利
用いただけない時間帯については、e-Tax ホームページでご
確認ください。

 　申告書を作成
▶ 画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作

成できます！

 　e-Tax で送信して提出（次の２通りの方法が選択できます）

マイナンバーカードを使って送信
用意するものは、次の２つ！
① マイナンバーカード
②  IC カードリーダライタ又はマイナン 

バーカード対応のスマートフォン

ID とパスワードで送信

・ ｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣ の発行を希望され
る場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書
類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

・ 確定申告会場で、既に ID・パスワード方式の届出を提出
された方は、申告書の控えと一緒に保管されている場合
がありますので、ご確認ください。

（注）・ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
　　　お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
　　・ メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が

必要です。

▶印刷して郵送等で税務署へ提出することもできます！
プリンタをお持ちでなくても、コンビニエンスストア等のプリン
トサービス（有料）を利用して印刷できます。

❶

❷

❸

ID・PW
が目印
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Information

お知らせ

年末の交通安全県民運動

◎実施期間　１２月１１日（水）

から１２月２０日（金）まで

スローガン

無事故で年末　笑顔で年始

運動の重点

・ 夕暮れ時と夜間（特に『魔の時

間帯 （午後４時から午後８時）』）

における交通事故防止

・ 横断歩道における歩行者最優先

の徹底

・ 飲酒運転の根絶

・ 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
問合せ先  総務課　☎ 34-1111

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、国民の皆様に新し

くできた制度や裁判手続を知って

いただくために、随時テーマを定

めて、裁判所ウェブサイト（http://

www.courts.go.jp/index.html） で

御案内しております。１２月の

テーマは「家庭裁判所と家庭裁判

所調査官」です。是非ご覧くださ

い。
問合せ先  
岐阜地方裁判所事務局総務課　

☎ ０５８-2６2-５１22

※ 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。

最低賃金改正のお知らせ 
１０月１日から　時間額851円

　岐阜県最低賃金は、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、下表に掲げる産
業に従事する労働者（一部適用除外あり）は、該当する特定（産業別）
最低賃金も適用されます。使用者も労働者も、最低賃金額以上となっ
ているか、必ず確認しましょう。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械機器、
情報通信機械器具製造業

時間額
886 円

１２月
２１日
から

自動車・同附属品製造業 時間額
930 円

航空機・同附属品製造業 時間額
970 円

問合せ先  岐阜労働局賃金室　☎ ０５８-2４５-８１０４

揖斐警察署からのお知らせ 
トワイライト・オン キャンペーンの実施１２月３１日（火）まで

～日没 30 分前を目安にした『早めのライト点灯』～
　例年、10 月～ 12 月は、日没時間の急な早まりとともに、重大事
故につながるおそれのある交通事故が多発する傾向があります。
　このような状況を踏まえ、日没 30 分前を目安にした『トワイライ
ト・オン！』（早めのライト点灯）を実践し、夕暮れ時や夜間の交通
事故防止に努めましょう。
　日没 30 分前を目安に、車両等のライトを早めに点灯し、歩行者等
は明るい服装、反射材用品を着用し、その存在をアピールして、お
互いに注意し合うことで夕暮れ・夜間の交通事故を防ぎましょう！

トワイライト・オンタイムの目安
　◆９月～　　　　　午後５時頃
　◆１０月～　　　　午後４時３０分頃
　◆１１月・１２月～午後４時頃

　対向車・先行車がいないときにはハイビームを活用することで、危
険を早く発見することができます。
　危険を早く発見することができれば、余裕をもって回避行動をとる
ことができます。
問合せ先  揖斐警察署　☎ 23-0110
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くらしの情報

大垣税務署からのお知らせ

　令和元年分確定申告会場を、例年
どおり大垣市民会館にて行います。
◎期間　令和２年２月１７日（月）
～令和２年３月１６日（月）（土日・
祝日は除く）
　上記期間以外（２月１４日（金）
までは、還付申告書を提出される方）
は、電話による「事前予約」をされた
方を対象に、大垣税務署で所得税及び
復興特別所得税等の申告相談を行っ
ております。申告受付期間外の各種
申告の相談は、下記予約先に電話で
事前予約をした上でお越しください。

税目等
相
談
日

予約先
☎ ０５８４-７８-４１０１
※音声案内「２」を選択

１ 個人の申告所得税お
よび復興特別所得税 平

日
個人課税第一部門

（内線 ４１３、 ４１４）
２ 個人事業者の消費税

および地方消費税

３ 不動産等の譲渡所
得 水

曜
日

資産課税部門
（内線 １８2、 １８３）４ 相続税

５ 贈与税

６ 法人税、消費税、
印紙税

平
日

法人課税第一部門
（内線 ３１３）

７ 源泉所得税 平
日

法人課税第一部門
（内線 ３１５）

問合せ先  大垣税務署　個人課税第一
部門　☎ ０５８４-７８-４１０１

催し・講座

冬の電飾コンクール 
“イルミネーションを楽しむ会”
　コンサートを鑑賞後、温かい飲み
物とスイーツを味わいながら素敵な
イルミネーションを見つけてくださ
い。入場無料、申込は不要です。
◎内容
・ スマイル・サクソフォン・アンサ

ンブルのコンサート
・ 総合町民センター周辺のイルミ

ネーションの自由鑑賞
※ 飲み物とドーナツを先着１５０人

にサービスします。
　（引換券は入場時にお渡しします）
◎日時　１２月７日（土）午後４時
３０分～
◎場所　総合町民センター　多目的
ホール
◎主催等
主催　総合町民センター
共催　町、町教育委員会、町観光協会
後援　岐阜新聞社　岐阜放送
問合せ先  総合町民センター

☎ ３2-１１１１
ホームページ　http://ono-kaki-bara-
plaza.jp/

大野町少年少女合唱団第２１回定期演奏会

◎内容　第１部　合唱ステージ
　　　　第２部　Vivace ステージ
　　　　第３部　合唱ミュージカル
 「ブレーメンの音楽隊」
※入場無料、全席自由
◎日時　１２月８日（日）午後１時３０
分～（午後１時開場）
◎場所　総合町民センター　ふれあい
ホール
◎主催等　町少年少女合唱団、同育成会
共催　Vivace
後援　町教育委員会、町音楽協会、県少
年少女合唱連盟
問合せ先  総合町民センター　☎ ３2－１１１１

ティータイムコンサート

　土曜の午後、楽しい音楽、知っている
曲で心豊かな時を過ごしませんか。
◎日時　１２月１４日（土）
開演：午後２時（開場：午後１時３０分）
◎場所　総合町民センター 多目的ホール
◎内容　～クリスマスあなたと共に～　
ソプラノ、フルート、ピアノのアンサンブル
出演者　鳥居麻衣子、上田真理奈、
　　　　中橋茅乃、水谷一帆
曲目　天使のパン（ソプラノ二重唱）
　　　バラのワルツ（フルート）
　　　クリスマスソング（アンサンブル）
 ほか
◎入場料　500 円

（全席自由席、ワンドリンク付）
未就学児の入場はご遠慮ください。
総合町民センターで発売中
◎主催等
主催　総合町民センター
後援　町、町教育委員会、町音楽協会
問合せ先  総合町民センター　☎ ３2－１１１１

ホームページ　http://ono-kaki-bara-plaza.jp/

親子ですてきなクリスマス

　こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」
を開催します。クリスマスを親子で楽し
みませんか。終演後お子様にクリスマス
プレゼントがあります。
◎日時　１２月２２日（日）午前１０時
３０分～１１時３０分
◎場所　総合町民センター　ふれあい
ホール
◎演奏曲
たくさんの動物たちに会えるよ
●ぞうさん　●アイアイ
みんなで楽しく手遊びしよう
●あたまかたひざポン　●おにのパンツ
おいしいお菓子がたくさん！
●ほっとけーきはすてき
●アイスクリームの歌
クラシックの曲ももりだくさん！
●ホフマン物語より「お人形さんの歌」
●白鳥の湖より「情景」 ほか
◎入場料　500 円（全席指定席）
発売　総合町民センターで発売中
◎主催　町青年のつどい協議会、総合町
民センター
問合せ先  総合町民センター　☎ ３2-１１１１

ホームページ　http://ono-kaki-bara-plaza.jp/

募　集

放課後クラブ指導員募集

◎勤務期間　２/ ３（月）～
◎募集人数　若干名
◎資格　保育士又は教員資格を有す
る者。又は資格がなくても児童福祉
施設又は教育施設（小、中学校、保
育園、幼稚園等）で勤務経験がある者
◎勤務時間
・ 平日の小学校の授業のある日　下

校時～午後６時３０分
・ 土曜日（５人以上での開設）夏休

み等期間　午前８時～午後６時
３０分（最終児童が帰宅するまで）

上記時間内の４～６時間程度（勤務
場所による）　週２～４日程度
◎勤務場所　全放課後クラブ
◎時給　890 円（資格なし）
　　　　1,010 円（資格あり）
◎選考方法　面接（１月中旬予定）
◎申込期限 １２月２６日（木）
◎申込方法　履歴書（町指定の様式）
に必要事項を記入の上、保育士証又
は教員免許の写しを添えて申込む。
※ 申込者については面接を実施予定

です。
※ 募集の詳細などは変更になる場合

があります。
申込・問合せ先  学校教育課　☎ ３４－１１１１

放送大学４月生募集

　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放送大学では、
２０２０年度第１学期（４月入学）
の学生を募集します。
◎出願期限　第１回：２月２９日、
第２回：３月１７日
◎大学説明会（岐阜学習センター）
１２月２１日（土）１５：３０～
　１月１８日（土）１０：３０～
　２月　１日（土）１５：３０～
問合せ先  放送大学岐阜学習センター　

☎ ０５８-2７３-9６１４

相　談
人権擁護委員制度７１周年 

第７１回人権週間特設人権相談所
　法務省と全国人権擁護委員連合会
は、１２月４日から１０日までの１
週間を「人権週間」として、全国各
地で啓発活動を実施し、特設人権相
談所を設置します。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
◎相談内容　人権問題等の悩み事など
◎相談日　１２月３日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　人権擁護委員
問合せ先  岐阜地方法務局大垣支局　

☎ ０５８４-７８-３３４７
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相　談

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　１２月１２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　１２月１８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　１２月９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　１２月９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　１２月３日（火）、１０
日（火）、２４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４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

大野町内医療機関年末年始診療について
※諸事情により変更することがあります

医療機関名
１２月 １月

所在地 ･
電話番号

２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日
土 日 月 火 水 木 金 土

大久保医院 △ × × × × × × △ 黒野 32-1510
おおのクリニック ○ × × × × × × ○ 南方 35-0055

国枝医院 △ × × × × × × △ 黒野 32-0023
クリニックラポール △ × △ × × × × △ 大野 32-0033

小森眼科 △ × × × × × × × 中之元 34-3535
小森内科胃腸科 △ × △ × × × × △ 黒野 34-1000

たかはし耳鼻咽喉科 ○ × △ × × × × ○ 中之元 32-1115
たしろクリニック △ × × × × × × △ 下磯 36-1168

ゆり形成内科整形おおの ○ × ○ × × △ × ○ 大野 35-7722
若原整形外科 △ × △ × × × × △ 黒野 34-3322

○＝全日診療　　△＝午前中診療　×＝全日休診
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今月のおすすめ本

この名作がわからない ふしぎないどうどうぶつえん� 小初
小谷野 敦著、小池 昌代著 / 二見書房

　「雪国」「金閣寺」「ボヴァリー夫人」「罪と罰」「カラマー
ゾフの兄弟」…。世間で名作だと言われている作品は
本当にそんなにすごいのか ? 真の名作文学がわかる対
談集。

（くさの たき作、つぼい じゅり絵 / 金の星社）

　ある日、はづきの小学校に移動動物園が来ることになっ
た。動物が苦手なはづきは、お母さんに話して見学する
ことに。当日、学校へ行くと、教室で動物たちが「朝の会」
をしていて…。女の子の成長を描いた温かなストーリー。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 12 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〉
●動かないゼロトレ

（石村 友見著 / サンマーク出版）
●岐阜弁まるけ

（神田 卓朗著 / 風媒社）
●定価のない本

（門井 慶喜著 / 東京創元社）
●「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出

（角野 栄子著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
●ヤットコスットコ女旅

（室井 滋著 / 小学館）

●ねこおどる� ０～５歳
（広瀬 克也作 / 絵本館）

●まじょまじょランド� ３～５歳
（ませぎ りえこ作 / 偕成社）

●古墳のなぞがわかる本� 小上
（河野 正訓監修 / 岩崎書店）

●桃太郎は盗人なのか ?� 小上
（倉持 よつば著 / 新日本出版社）

●スベらない同盟� 中
（にかいどう 青著 / 講談社）

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
「クリスマスに読みたい本」展

　大人になった今でも、この日が近づいてくると何だかソワソワし
てしまいます。年に一度の大イベント、クリスマス。この日を楽し
むために、気分を盛り上げてくれるクリスマスの本をたくさん展示
しています。ぜひ、本選びを楽しんでください。

年末年始の休館日
　１２月２９日（日）から翌年１月３日（金）まで図書館はお休
みになります。
　期間中は返却ボックスをご利用ください。

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後、ボランティ
アの方によるおはなし会を楽しんで頂
けます。お気軽にご参加下さい。

〈日時〉　午後２時３０分〜
１２月７日（土）・１月４日（土）
　・「和母（わはは）」さん
１２月２１日（土）・１月18日（土）
　・「あおい空」さん
〈場所〉
　よみきかせコーナーにて

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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　いつまでも健康で元気に生活するために、認知症を予防しましょう。

◎内　　容　脳をいきいきと保つための脳トレ、レクリエーション等
◎対　　象　６５歳以上の方
◎期　　日　第２・第４水曜日
　　　　　　令和２年　１月８日、２２日、２月１２日、２６日、３月１１日、２５日
◎時　　間　午前１０時３０分～正午　（受付：午前１０時１５分～）
◎場　　所　社会福祉法人　浩仁会　桜坂
 　　　　　　（野４７９－１）
◎定　　員　３０人（初めて参加する方優先）
◎費　　用　無料
◎申込期限　１２月２０日（金）

※第１～６公民館から送迎車が出ますので、希望する方は申込み時に相談してください。

申込・問合せ先  地域包括支援センター　☎ ３４-１１１１

脳いきいきセラピー　参加者募集！

国　保　だ　よ　り

１２ 月 は 国 民 健 康 保 険 制 度 の 適 用 適 正 化 月 間
国保資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

■国民健康保険の届出を忘れずに
●国民健康保険に加入の必要がある人
　国民健康保険は、７４歳までの人で社会保険（健康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者および
その被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない人
は、国保に加入する必要があります。資格取得の届出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼっ
て課税されますので、早めに手続きをしましょう。
※手続きの際、退職した人の場合には、健康保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票など）と

印鑑が必要です。

●社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人
　社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国保の
資格喪失届が必要です。届出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方納めている状
態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
※手続きの際、社会保険になった人の場合には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証および

印鑑が必要です。

■社会保険の被扶養者になれる場合があります
　同じ世帯に健康保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定がで
きるかどうか、各健康保険組合によって異なる場合がありますので、お勤め先に相談してから手続きを
してください。
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保健師による

健康伝言板

◇乳がんとは？◇
　乳がんは女性がかかりやすいがんの第１位であり、罹患率は近年急増しています。生涯で乳がんにか
かる確率は約１２人に１人とされ、３０歳を過ぎた頃から増加し、４０～５０歳代に最も多くみられます。
乳がんのリスクは、閉経後の肥満、母親や姉妹に乳がん罹患者がいる、初潮年齢が早い、閉経年齢が遅い、
高齢初産、授乳経験がない、飲酒習慣、喫煙、糖尿病等で高まると考えられています。また、閉経後の
女性は、運動によって乳がんのリスクを減少させることができるといわれています。
　乳がんの症状は、乳房のしこり、えくぼのようなひきつれ、乳頭からの分泌物、乳頭・乳輪部の湿疹
やただれ、脇の下のリンパ節の腫れなど様々です。
　自覚症状が出る前に早期発見できれば、生存率が高くなるのはもちろん、乳房を温存できる可能性も
高くなります。自己検診を行い、定期的にがん検診を受けましょう。

◇自己検診を行いましょう◇
○どれくらいの頻度でやるの？
　→月１回、生理が終わって乳房が張っていないときに、閉経後なら日にちを決めて行いましょう。ふだんの

乳房の状態が分かり、変化に気付きやすくなります。
○やり方は？
　→①見る
　・鏡に向かい腕を上げて、乳房に変形や左右差がないか、くぼみ・ひきつれ・

発赤・ただれがないかチェックします。
　・乳頭をつまんで分泌物がないかチェックします。手を下げた状態でも同じ

ように確認します。
　→②触る
　・入浴時、指先に石けんをつけて滑りを良くします。揃えた指先の腹で乳房

を軽く押さえながら円を描くように触り、しこりがないかチェックします。
　・仰向けに寝て、しこりがないか触ります。腕を上げて乳房の内側半分を、

腕を下げて外側半分を、また脇の下もしっかり確認します。
☆自己検診で少しでも気になることがあったら、すぐに医療機関を受診しましょう！

乳がん個別検診のお知らせ

乳がんの個別検診を行います。まだ受診していない方は、この機会に検診を受けましょう。
〈対　　象〉　３０歳以上の女性
〈費　　用〉　１, ２００円
〈検診内容〉　問診・視触診・マンモグラフィ（乳房Ｘ線）検査・超音波検査
　　　　　　※マンモグラフィ・超音波検査とも必須です

〈検診場所〉　揖斐厚生病院健診センター
〈検診日時〉　令和元年１２月２日～令和２年２月２８日の期間中で揖斐厚生病院健診センターが指定する日

（平日のみ）
〈申込方法〉　１月３１日（金）までに保健センターにお申し込みください。

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

乳がんの自己検診、していますか？

※妊娠中・授乳中の方は受診できません。
※受診間隔が２年に１回となりました。昨年度、乳がん検診を受診された方は受診できません。
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肥満が気になる人の食事
　みなさんは、こんにゃく料理で思い浮かべるのは、煮物・おでん・鍋物といったところ
でしょうか？
　こんにゃくは噛み応えもあり、食物繊維を多く含むヘルシーな食材です。今回はこの「こ
んにゃく」を使ったご飯を紹介します。同じ白米量でも、こんにゃくを加えることで噛む
回数が増え、より満腹感を得ることができ、食べすぎを防ぎます。こんにゃくの他にも、
ごぼうやだしの味など、素材の味を活かした一品です。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

● こんにゃくご飯 ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

２４６kcal
４.６g
１.１g
３４mg
０.６g

【材料（６人分）】
精白米… ２と１/４カップ�

（３６０ｇ）
水……… ２と１/４カップ�

（４２５ｍｌ）
糸こんにゃく…… １５０ｇ
人参………………… ６０ｇ
ごぼう…………… １２０ｇ
ごま油…………… 大さじ１
�だし汁�………… １カップ�

（２００ｍｌ）
�しょうゆ�… 大さじ１. ５
�みりん�………… 小さじ１
�酒�……………… 大さじ１

【作り方】
①精白米は洗い、分量の水加減で炊く。
②糸こんにゃくは２㎝幅に切り、さっと湯とおしを
する。
③人参はせん切りにする。ごぼうはささがきにし、
水につけアク抜きをする。
④鍋にごま油を入れ、②、③の材料を炒める。
　［　内の調味料を入れ、煮汁がなくなるまで煮詰
める。
⑤炊きあがったご飯に、④を混ぜる。

【１人分の栄養価】

食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

■　献血の実施報告　■

　令和元年９月、１０月に全血献血を行いましたところ、以下のように多数の方々のご協力をいただきました。
ありがとうございました。

日付 場所 人数

９月２４日（火）
大鹿印刷所 ２１名
大野町役場 １４名

１０月４日（金）
揖斐郡消防組合消防本部 ２１名
特別養護老人ホームまほろば ２０名

１０月５日（土） 大野まつり
（美濃大野ライオンズクラブ協賛）

６３名
１０月６日（日） ７９名

８０２０運動で表彰されました
　このほど、大垣市情報工房において「８０２０　よい歯の高齢者表彰式」（西濃口腔保健協議会主催）が開催
されました。これは、８０歳以上で自分自身の歯を２０本以上保っている方を表彰するものです。大野町在住
の被表彰者は、次の１８人です。（敬称略）

石田　一弘（大野） 井深　勝三（野） 井深　尚武（稲富）

加納　定子（下方） 桑原　一明（領家） 後藤　藏慶（麻生）

駒月　　勇（相羽） 小森　　誠（中之元） 中村　幸子（桜大門）

西尾　正義（黒野） 野村　昇三（公郷） 平野　千代子（大野）

松浦　直子（相羽） 松岡　好治（野） 森川　英子（大野）

山田　　明（桜大門） 他２人
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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。

１０月中に届け出のあった方（敬称略）

12・1 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）

12

1 のだ医院 揖斐川町三輪 22-3939

8 いび漢方クリニック 揖斐川町三輪 21-0055

15 小林医院 揖斐川町黒田 23-1531

22 国枝医院 大野町黒野 32-0023

29 いけだ整形外科リウマチクリニック 池田町八幡 45-3344

30 今村医院 池田町池野 45-2133

31 新生病院 池田町本郷 45-3161

1

1 揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

2 むらせファミリークリニック 池田町池野 44-2727

3 みみはなのどオレンジクリニック 池田町池野 44-1187

5 若原整形外科 大野町黒野 34-3322
※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 若原　理
り ひ と

仁 健二 大野 岡田　徠
ら い あ

天 菜摘

六里 徐　　　瑩
えい

剛 大野 田丸　湊
み な と

人 理人

桜大門 関戸　梓
し お ん

恩 孝名 公郷 浜野　蓮
り お と

叶 亮

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 小森　　伸 69 稲畑 河村とみ子 95

西方 後藤ふさ子 90 牛洞 岩崎　　亘 86

大野 新井　基夫 68 中之元 桑原　秀人 83

稲富 汲田よし子 79 南方 河村　　弘 73

古川 岡﨑　和子 84 五之里 上田　　功 86

上秋 降幡　昭生 87 上磯 入江　　弘 75

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 稲富 筑間　　透

♥
夫 公郷 小寺　惇也

妻 新潟県
長岡市 目黒　遥香 妻 岐阜市 中口　絢加

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（11月1日現在）

人　口 ………… ２２, ９４５（−１０）
男 ………… １１, ２５３（−　３）
女 ………… １１, ６９２（−　７）

世帯数 ………… ８, ０２０（＋　６）
出生８人／死亡１９人／転入５４人／転出５３人

納 期 限 の お 知 ら せ

12 月 2 日（月） 国民健康保険税（7 期）

12 月 25 日（水）
固定資産税（3 期）
国民健康保険税（8 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
1 月 19 日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、1 月 26 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

〜今月の表紙〜
おおの木育フェア 2019
 です。

ごみ収集日について
1 月 1 日（水）のプラスチック製容器包装の
収集はありません。
1 月 2 日（木）の生ごみ等・びん類の収集は
ありません。
1 月 15 日（水）のプラスチック製容器包装・
ペットボトルの収集はありません。
◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111


