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町長あいさつ
大野町長
宇佐美 晃三
新年

あけましておめでとうございます。大野町

ンター」が行う、妊娠期からの長く幅広い子育て支

民の皆様に謹んで新年のあいさつを申し上げます。

援と併せ、大野町での子育てを支援し、若い世代が

平素は、町行政にご理解とご協力を賜り、心よりお

子育てしやすいと実感できるまちづくりに取り組ん

礼申し上げます。

でいます。

昨年の大野町にとって一番の大きな出来事は、「第

教育面では、町内の学校環境の改善を喫緊の課題

六次総合計画」で掲げる８つのリーディングプロジェ

として捉えています。まずは衛生環境の改善を行う

クトのうち、第１項目の「だれもが集える『道の駅』

ため、昨年の夏に北小学校、西小学校、大野中学校、

プロジェクト」として推進してまいりました道の駅

揖東中学校のトイレ改修整備を完了しました。引き

「パレットピアおおの」が７月１１日にオープンした

続き本年は大野小学校、東小学校、中小学校、南小

ことです。当初は１年間の目標来場者数を４０万人

学校のトイレ改修を行う予定としております。また、

としておりましたが、期待を大きく上回ることとな

それに並行して町立全小中学校の教室に空調設備を

り、オープン後４１日目の８月２１日には早々と

設置する計画をしています。特に昨年の猛暑は記憶

１０万人を達成、１０月２５日には２０万人目のお

に新しいところであり、子どもたちが良好な環境で

客様をお迎えするなど大変な好評をいただいており、

落ち着いて学習に集中できるよう、教育環境の整備

今日も町内外からたくさんのお客様にお越しいただ

を推し進めたいと考えています。

いております。この道の駅「パレットピアおおの」は、

また、町では平成２２年よりふるさとの先人を通

大野町と周辺地域の魅力と特産物を広くアピールす

してまちづくりを考える「嚶鳴フォーラム」に参加し、

ることで地域の活力を生み出す交流の拠点として大

大野町で育った幕末の志士・所郁太郎の偉績をたど

きな成果を町にもたらしてくれるものと期待し、こ

り、地域の人づくり、心を育てることをめざして取

れからの大野町にとって、新たな一歩を踏み出した

り組んでいます。全国１４の自治体が加盟して、参

『観光元年』にふさわしい施設になっていくものと考

加自治体の相互交流を目的に一堂に会するフォーラ

えております。
また、新年度はいよいよ東海環状自動車道（仮称）

ム（首長会議）が年に１度開催されており、本年の
秋頃に大野町でフォーラムを開催する予定です。全

大野・神戸インターチェンジが開通します。大野町（揖

国各地からのお客様をお迎えし、町の先人に思いを

斐郡）の新たな玄関口が開かれて、人と物の流れも

はせてこれからのまちづくりを描きながら、町の魅

大きく変化し、本町にとって企業活動や交流人口に

力もアピールする絶好の機会と考えています。

大きなインパクトを与えることと思います。そのた

総合計画の前期最終年となる本年は、８つのリー

めに、インターチェンジ周辺の土地利用計画を推進

ディングプロジェクトのうち「おおの特産市場プロ

し、多くの方に訪れていただき、また訪れたいと思っ

ジェクト」や「名鉄廃線敷再生プロジェクト」
「安全・
、

ていただけるまちづくりに取り組むことが、地域の

安心・快適なまちづくりプロジェクト」など、さま

活性化を支えることになると考えます。

ざまな施策を積極的に進め、道の駅を地域の拠点と

また、道の駅に併設した子育て支援施設「子育て
はうす

ぱすてる」も、開設以来およそ５万人のご

し、町の将来像「快適で
まち

笑顔あふれるやすらぎの

おおの」を具現化していくため、町民の皆様

来場をいただいております。木のぬくもりに触れて

のより一層のご支援とご協力を賜りますようお願い

豊かな情緒を育む「木育」をテーマにした子育て支

申し上げますとともに、皆様のご健康とご多幸を謹

援をさらに進めるべく、木のおもちゃをたくさん用

んでお祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

意した木造の施設で、多くのお子さんと保護者の皆
さんにご好評をいただいています。１０月に保健セ
ンター内に開設した「大野町子育て世代包括支援セ
2
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平成３１年１月

大野町長

宇佐美

晃三

議長あいさつ
大野町議会議長
国枝
新年

あけましておめでとうございます。

利樹

トを切ることができました。これからは、道の駅をい

平成３１年の新春を健やかに迎えられましたことを

かし、更なる施策を打ち出し、町民の皆さまとともに

心からお慶び申し上げます。本年も皆様にとりまして

議会議員一同も、さらに大野町が発展、繁栄できるよ

幸多き年でありますようお祈りいたします。

う力を合わせて取り組みたいと思っております。

日頃、町民の皆様には、町政の推進並びに議会活動

さて、本年は町議会議員の改選の年にあたります。

に対して温かいご理解とご協力を賜り、心からお礼申

これまでにお寄せいただいたご指導ご協力に感謝申し

し上げます。

上げ、次世代を担うお子さまはもとより、すべての町

振り返りますれば昨年は、災害が多発し、異常に暑

民の皆様が豊かさや幸せを実感できるくらしの実現に

かった年ではなかったかと思います。１月には草津白

向け、皆さまのニーズを的確に把握するとともに、広

根山が噴火、６月には大阪府北部で震度６弱の地震、

く議会活動をお伝えするため、わかりやすく開かれた

７月には日本や世界各地で異常な猛暑を記録したかと

議会であることを念頭に置き、議員一人ひとりが精進

思えば、死者２００人を超す西日本豪雨が発生、９月

を重ね、さらに町執行部と連携をしながら町政の改革・

には台風２１号が関西を中心に猛威をふるい、北海道

効率化を図ってまいりますので、なお一層のご理解と

胆振東部地震では、北海道全体が停電してブラックア

ご協力、ご支援・ご鞭撻を心からお願い申し上げます。

ウト現象を起こしました。

また、本年は、皇位継承による改元、消費税率が８％

そんな年ではありましたが、大野町では、待望の道

から１０％に変更され、日本社会が大きく変化する年

の駅「パレットピアおおの」がオープンし、東海環状

ではありますが、町民の皆さまにとって、本年が飛躍

自動車道西回りルート（仮称）大野・神戸インターチェ

の年であり、また、健康で幸せに満ちた１年となりま

ンジの開通を待つばかりとなりました。道の駅には、

すことを心からお祈り申し上げ、新年のあいさつとい

予想をはるかに上回るお客様にご来場いただき、宇佐

たします。

美町長が、平成３０年は「観光元年」と位置付け、子
育て支援施設ぱすてるの利用を含め幸先の良いスター

平成３１年１月

大野町議会議長

国枝

利樹

１月は「家庭の日」普及実践強調月間です
〜「家庭の日」を通して深めよう家族の絆〜
県では、毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく温かい家庭づくりを推進しています。この運動を一層推進
するために、新しい年の出発に当たる１月を「家庭の日」普及実践強調月間として、県民総ぐるみで運動を展開し、
普及実践を図っています。

〈強調月間の目標〉

「自立した青少年を育む開かれた家庭づくり」
「青少年と築く、開かれた地域づくり」

毎月第３日曜日は
「家庭の日」

・家族そろって食事をし、団らんのひとときをもちましょう。
・家族みんなで力を合わせて仕事や作業をしましょう。
・家族みんなで地域の行事や活動に参加しましょう。
町青少年育成町民会議では、「家庭の日」を通じてよりよい家族関係を築くため、～「家庭の日」を通して深めよう
家族の絆～という独自の目標を掲げて、健全な青少年を育む温かい家庭づくりを推進しています。
家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤となります。また、人との関係の
あり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。
「家庭の日」をきっかけにして、家族の大切さや家族のあり方について見つめ直してみましょう。
広報おおの 2019.1
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大野町の連結財務４表
町民１人当たりのバランスシート
資産：１７１万円

負債：３９万円

純資産：１３２万円

（平成３０年４月１日現在人口

２３, ２１１人）

連結対象会計・団体等
連結財務書類とは、普通会計に加え、公
営事業会計、一部事務組合などの関係団体
を、
「行政サービス実施主体」というグルー
プとして連結した財務書類です。
町が連結対象とする会計等は右図のとお
りです。

①

貸借対照表（バランスシート）

「貸借対照表」は、町が住民サービスを
提供するために保有している財産（資産）
とその資産をどのような財源（負債・純資
産）でまかなってきたかを総括的に表すも
のです。また、資産合計額と負債・純資産
合計額が一致し、バランスがとれている表
であることから「バランスシート」とも呼
ばれます。

○次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率）
町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がど
のような負担割合になるのかをみる比率です。
大野町では、社会資本形成のこれまでの世代の負担比率が高く、将来世代の負担比率は低いこと
から、将来世代である子どもたちに負担の低い財産形成が行われていることが分かります。

純 資 産 比 率：７７．０％（純資産総額÷資産総額× 100）
将来世代負担比率：２２．８％（地方債残高÷固定資産× 100）
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（平成２９年度決算）
財務書類４表
町民の皆さんに分かりやすく財政状況の情報提供をするため、民間企業会計の手法を取り入
れた「新地方公会計制度」に基づいた連結財務４表を作成しました。
財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」
「純資産変動計算書」
「資金収支計算書」
のことで、大野町（普通・公営事業会計）及び一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。

②

行政コスト計算書

「行政コスト計算書」は、資産形成に結びつ
かない行政サービス（福祉やゴミの収集など）
にかかるコストと、受益者負担額等（使用料、
手数料など）を表示させた表です。
○町民１人当たりの行政コスト計算書
純経常行政コストと経常収益を対比させる
ことで、どれほど町の一般財源でまかなって
いるかが分かります。
純経常行政コスト：６１万円
経 常 収 益： ３万円

③

純資産変動計算書

「純資産変動計算書」は、貸借対照表におけ
る純資産が１年間でどのように変動したかを
表したものです。行政コスト計算書から算出
された純行政コストが、
当年度の財源（税収等、
国県補助金）によってまかなわれているかど
うかを確認できます。
純資産はこれまでの世代が負担してきた部
分で、この１年間の増減状況が分かります。

④

資金収支計算書

「資金収支計算書」は、１年間の現金の出入
りを「業務活動収支」
「投資活動収支」及び「財
、
務活動収支」の３つに分けて表したもので、
１年間の行政活動の収入、支出の実態を知る
ことができ、どのような行政活動に資金を必
要とし、その資金をどのようにまかなったか
が分かります。
また、最後に歳計外（所得税、社会保険料
など）の現金残高を加えることで、期末時点
での町の現金残高を知ることができます。
広報おおの 2019.1
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ま ち の 話 題

大 野町と北見市の友好都市提携２０周年を記念して
第１９回柿・牡蠣まつり

このほど、第１９回柿・牡蠣まつりが開催されました。大野町と北見市両地域の特産品の販売コーナーに
は早朝から長い列ができ、牡蠣缶やオホーツク海のタコやホタテなどの北海道の旬の味覚に人気が集まって
いました。
当日は、平成１０年１０月の友好都市提携締結から２０年を記念し、両市町の永い友好を祈る宣言書が交
換され、宇佐美町長と辻北見市長が固い握手を交わしました。また、これまでのあゆみをパネルディスカッ
ションやＶＴＲで振り返りました。パネルディスカッションでは、入植から１００年を経た平成８年にトラ
クターで北見市までの道程を辿った「平成岐阜開拓団」のメンバーから当時の取り組みでの体験が話され、
参加者らはなごやかに当時の記憶を振り返っていました。また、平昌オリンピック銅メダリストのロコ・ソ
ラーレの選手の皆さんから届けられたメッセージが公開されたほか、北見市長杯少年野球大会表彰式も行わ
れるなど、友好２０周年をにぎやかに祝いました。

▲友好記念の木製レリーフを交換した宇佐美町長と辻直孝北見市長（右）

▲多くの来場者の前でオープニングを飾った西保育園児による鼓隊

御

礼

平成２９、３０年度 町小 学 生 派 遣事 業にて、
当時北見市常呂町を訪問した中学生の皆さんに、
運営ボランティアとして協力していただきました。
柿・牡蠣まつり開催にあたり、ご支援ご協力
をいただきました関係機関の皆様に厚く御礼申
し上げます。
大

野

町

長

▲朝早くから大勢の来場者が両市町の特産品を求めて行列を作りました

町 の福祉のために

医療法人社団康誠会プラザ２１おおの

このほど、プラザ２１おおの（医療法人社団康
誠会）で開催された第２０回プラザまつりの収益
金２０，３０９円を、町の福祉に役立ててほしい
として、施設を代表して堀内隆博さんと安達直美
さんが町長に届けました。町長は、「いつもあり
がとうございます。今後もご支援を。」と笑顔で
受け取りました。
▲寄附を届けた堀内さん（中）と安達さん（左）
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木 のぬくもりと遊ぶ
おおの木育フェア２０１８

このほど、親子連れら３，５００人が、総合運
動公園で行われたおおの木育フェア２０１８に参
加しました。平成２７年から始まり今年で４回目
となったこのイベントでは、東京おもちゃ美術館
の木育キャラバンが用意した「木のおもちゃ広場」
や地域協力企業等による「ワークショップ」等で
夢中になってつみきなどで遊んだり、運動公園周
辺の散策道を利用した「自然探索ツアー」に参加
して森の中でどんぐりを拾ったり、ガイドの説明
を受けて森や自然について学ぶなど、子どもたち

▲自然探索ツアーで森を探検

のいきいきとした姿が見られました。

▲木のおもちゃで遊ぶ子どもたち

▲アルケミストのステージの様子

ノ ルディックウォーキングで交流
第５回ウォーキング in 西美濃

このほど、第５回ウォーキング in 西美濃が開催され、
秋晴れの下、西濃各地域から集まったおよそ１６０人がさ
わやかな汗を流しました。参加者は、役場を出発、黒野駅
レールパークを経て、相羽の北岡田家住宅を見学し、下方
コミュニティセンターで採れたての富有柿のおもてなしで
▲黒野駅レールパークで記念写真

喉をうるおした後、道の駅「パレットピアおおの」まで、
おしゃべりと町の魅力を楽しみながら歩きました。また、
ゴールとなった道の駅では、到着後にそれぞれ購入した富
有柿やパン、惣菜を食べるなど、７．７㎞の疲れを癒やし
ていました。
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7

ま ち の 話 題

ブ ランド柿「天下富舞（てんかふぶ）」
大野町かき振興会、ＪＡいび川営農センター

このほど、大野町かき振興会の加
納智会長とＪＡいび川営農センター
川村光起所長が役場を訪問し、ブラ
ンド柿「天下富舞」を町長に手渡し
ました。現品種の「新秋」と「太秋」
を掛け合わせ、高い糖度と歯触りの
よい食感を持つ柿で、その中でも厳
選された柿を「天下富舞」としてお
り、市場では高値で取り引きされて
いることでも知られています。加納
▲「天下富舞」の収穫を報告する
加納会長（左）

会長は、
「今年、大野町で実った『天
下富舞』です。
」と、収穫を町長に
報告しました。

柿 の収穫に挑戦

北小学校、東小学校３年生

このほど、大野町かき振興会とＪＡいび川の協力
を受けて、地元特産の柿について総合学習で取り組
む北小学校と東小学校の３年生が、柿の収穫体験を
行いました。東小学校３年生は、ＪＡいび川の体験
農場で大野町かき振興会長の加納智さんの指導を受
け、また、北小学校３年生は同振興会の川瀬利明さ
んの柿畑で川瀬さんの指導を受けながら富有柿の収

▲大きなサイズの柿が採れました（東小）

穫に挑戦しました。児童自身がこれと決めた柿を専
用のはさみを使って慎重に枝から切り離し、「すご
く大きな柿が採れたよ。」「こっちの方がおいしそ
う。」などと笑顔で見比べあっていました。

▲はしごを使って高い位置の柿も収穫（北小）

１月の

カッキーカフェ（活気・柿）開催のご案内
月

日

所

１月

８日（火） 地域密着型特別養護老人ホーム

セント・ケアおおの

１月

９日（水） 地域密着型特別養護老人ホーム

桜坂

１月１１日（金） 特別養護老人ホーム
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場
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ぎふ愛の里

◎時間 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
問合せ先

健康課

☎ ３４－１１１１

い つまでも健康ではつらつと
岐阜県スポーツグランプリ表彰

このほど、北村貞さん（相羽）が、岐阜県スポー
ツグランプリ受賞を役場で町長に報告しました。こ
れは、スポーツ活動に継続的に取り組み、生涯スポー
ツの推進に寄与する高齢者を表彰するもので、戦時
中中断したものの小学４年生から「なぎなた」に取
り組み、岐阜市なぎなた協会所属の錬士として現在
も週２回程度後進の指導にあたられています。９２
歳の北村さんは、「長く続けられたのは家族のおか
▲「お稽古は気分転換。気が引き締まります。
」と話す北村さん
（中右）

げ。頑張ってきた甲斐があったと喜んでいます。」
と控えめに話すと、町長は「おめでとうございます。
これからもお元気でご活躍を。」と祝福しました。

長寿のお祝い
９５歳
おめでとうございます
これからも健やかに
片桐よ志ゑさん（松山）
大正１２年１１月１日生まれ

北見市
ところ通信
Vol.

227

安江とみさん（中之元）
大正１２年１１月１２日生まれ

常呂中学校吹奏楽部第４３回定期演奏会

日ごろの練習成果を披露
１１月１７日、常呂町多目的研修セ

ンターで常呂中学校吹奏楽部の定期演奏会が開催されました。
活動の総まとめとなる演奏会では、常呂小学校吹奏楽部と
OB・OG との合奏、教師によるアトラクションや部員たちが
考えた曲あてクイズなど趣向がこらされた内容に、在校生や
父兄から拍手が沸き起こり会場が一体となって大いに盛り上
がりました。

▲常呂中学校吹奏楽部演奏会の様子

広報おおの 2019.1
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まち の お知らせ
問合せ先

へようこそ！
◆◆◆

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。◆◆◆

おやつ作り教室を開催しました。年齢によってとる食事内容が違うように、おやつも違います。そのため、
年齢に応じたおやつを作って親子で試食するとともに、保護者同士の交流の場として毎月１回開催します。母
親らが調理室でおやつを作っているのを、３歳児は一緒に作り、１歳児、２歳児は乳児ルーム（愛称：にじいろ）
で遊びながら待っています。出来上がったおやつの試食会では、一人で全部食べてしまった子もいました。初
対面の母親らも共通の話題で大いに盛り上がっていました。

▲おやつ作りの様子

▲おやつを食べている様子

▲１１月の誕生会の様子

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。
集中力アップゲーム

ベビーそろばん

2 本のハンドルを前後に
操って木のボールをできる
だけ手前の穴に入れる遊び
です。2 本のハンドルを前
後に動かすタイミングと球
を落とさないようにする集
中力がポイントです。

◎１月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
ふたばクラス…８日（火）
、２２日（火）
、２９日（火）
みつばクラス…１０日（木）
、２４日（木）
よつばクラス…１１日（金）
、１８日（金）
、２５日（金）
誕生会…１７日（木） ※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２８日（月） ※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…１０日（木）
休館日

１
 日（火）～４日（金）
、９日（水）
、１５日（火）、
１６日（水）
、２３日（水）
、３０日（水）

使い方を知らない
小さな子もすぐに夢
中。いろいろな力を
伸 ば す「 そ ろ ば ん 」
のおもちゃ。

◎ 2 月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
ふたばクラス…５日（火）、１９日（火）
みつばクラス…２１日（木）、２８日（木）
よつばクラス…１日（金）、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…２６日（火） ※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…７日（木）
木育キャラバン in 大野（予定）…７日（木）、８日（金）
休館日

６
 日（水）、１２日（火）、１３日（水）、２０日（水）、
２７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。

■

■

おかえりチャイムの時間が変わります

■

■

日没までの時間が確保できるよう、１月から、おかえりチャイムの時間を変更します。
４月１日～３０日 ： 午後５時３０分、５月１日～８月３１日 ： 午後６時、
９月１日～１０月１５日 ： 午後５時、１０月１６日～１月３１日 ： 午後４時３０分、
２月１日～３月３１日 ： 午後５時
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問合せ先

総務課

☎ ３４－１１１１

環境のお知らせ

問合せ先

◎野外焼却の禁止

環境水道課

☎ ３４－１１１１

◎町では焼却灰の回収を行いません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼
却（野焼き）は一部の例外を除き禁止されています。また、構造
基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイ
オキシンが多く発生するため使用できません。この規定に違反し
た場合、法の規定により罰せられます。（５年以下の懲役若しく
は 1,000 万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられます。
）

住みよいまちづくりのため、ご理解ご協力をお願いします。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

具体的な事例

一

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃 河川敷の草焼き（河川管理者）道路側の草焼き（道路管理者）
棄物の焼却
漂着物等の焼却（海岸管理者）

二

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策 災害等の応急対策 火災予防訓練 凍霜害防止のための稲わら
又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
の焼却（著しい支障を生ずる廃タイヤ焼却は不可）

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事（どんと焼き）
塔婆の供養焼却

四

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行
焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却 等
われる廃棄物の焼却

五

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却
落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
であって軽微なもの

＊上記に該当しても、焼却の中止を指導する場合があります。

◎柿の剪定枝葉・幹の引き取り

◎町有墓地使用者を随時募集しています

町の許可業者で、生産農家による野焼き防止に協
力し、次の内容、料金にて引取りを実施しておりま
す。搬入先など詳しくは問い合わせてください。

○申込資格 町内に本籍又は住所を有する人
○墓地の概要
大野町西霊園（瀬古４８１番地）
（以下１区画につき）
面積 １. ４４ｍ²（奥行き×間口：１. ２m ×１. ２m）
使用料 72,100 円（許可時） 管理料 1,000 円／年（毎年１月）
※空き区画については、問い合わせてください
※使用区画は、申請順に選択できます
※申請は１戸につき３区画以内です
○申請に必要なもの
印鑑、委任状（申請者と使用者が違う場合）
、住民票、納税証明書

品目
柿の葉
柿の剪定枝
柿の幹

数量

引取金額

軽トラック
１車につき

１００円

○受入日時

 週日曜・祝日・年末年始を除く午
毎
前８時～午後５時
○注意 ・ビニールなどの紐は取り除く
・土曜は不定期受入のため搬入前に要確認

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】１月４日（金）～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
募集戸数

３DK
中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分
専用面積６９．４６㎡
若干数（３ＤＫ）
・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
入居資格
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
（全てに該当すること）
・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
その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴミ集 所在地 中之元８７６番地１
備
考
構 造 中層耐火構造
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
◎申込方法

１棟ＰＣ造

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。
建設課備付の入居申込書に記入の上、申込む。

※ゴミ当番もあります
問合せ先

４階建

建設課

※申込書類の内容に虚偽が確認された場合には申込みを無効とします

☎ 34-1111
広報おおの 2019.1
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Information
お知らせ

前９時～午後５時）

ん等を発症、死亡された場合、労

☎ 0570-081-222

災保険給付等の支給対象となる可
能性がありますので、お気軽に次

中小企業・小規模事業者の皆様へ
消費税軽減税率制度実施に伴う
経費の一部補助について

まで相談してください。

中皮腫や肺がん等の石綿による
疾病の補償・救済について

２０１９年１０月１日から消費

石綿（アスベスト）による疾病

税率が１０％に引き上げられると

は、石綿を吸ってから非常に長い

同時に、消費税軽減税率制度が実

年月を経て発症することが大きな

施される予定です。

特徴です。

問合せ先

石綿救済相談ダイヤル

☎ 0120-389-931
岐阜労働局

☎ 058-245-8105

裁判所からのお知らせ

中小企業・小規模事業者等に対

中皮腫や肺がん等を発症し、又

しては、複数税率対応レジの導入

は亡くなられ、それが労働者とし

裁判所では、新しくできた制度

や、受発注システムの改修等が必

て石綿ばく露作業に従事したこと

や裁判手続を知っていただくため

要になる場合に、これに要する経

が原因であると認められた場合に

に、毎月テーマを定めて、裁判所

費の一部を補助する国の制度があ

は、労災保険法や石綿救済法によ

ウェブサイト（http://www.courts.

ります。ぜひ活用してください。

り各種の保険給付が受けられま

go.jp/index/html） で 案 内 し て い

す。

ます。１月のテーマは「民事調停で

詳しくは、軽減税率対策補助金
事務局ホームページ（http://kzthojo.jp/）をご覧ください。
問合せ先

軽減税率対策補助金事務

厚生労働省では、毎年、石綿関

円満解決」及び「家庭裁判所７０周

連疾患認定事業場名等を公表して

年を迎えて」
、ぜひご覧ください。

おり、労災認定された事業場にお

局（受付：土・日・祝日を除く午

問合せ先

務課

いて過去に就労し、中皮腫や肺が

岐阜地方裁判所事務局総

☎ 058-262-5122

いつでもどこでもスマホで申告

お手持ちのスマートフォンから確定申告できます！

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンから所得税の確定申告が作
成できます。特に、給与所得者（年末調整済み）で医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除によ
る還付申告を行う人には、
「スマホ専用画面」があって便利です。確定申告期間中は２４時間いつでも利用
できるので、申告時期に申告会場に長時間並ぶ必要はありません。ぜひ活用してください。
申告手順
１

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

※平成 31 年 1 月から開始

給与所得者（年末調整済み）で医療費控除または寄附金控除（ふるさと納税等）の還付申告を行う
人は、スマートフォン専用画面があります。お手持ちのスマートフォンから「確定申告書等作成コー
ナー」で検索してください。
※申告書の控えは PDF ファイル形式になりますので、Android の人は事前に「Adobe Acrobat Reader」
アプリをインストールしてください。
２

e-Tax で送信

または

印刷して郵送提出

・e-Tax で提出する方法（電子申告）
ログイン用の ID・パスワードの入力が必要です。
ID 等の取得は大垣税務署で発行していますので、本人確認書類（運転免許証等）をお持ちのうえ
お越しください。すでに ID 等を持っている人は、新たに取得する必要はありません。
・印刷して郵送する方法
スマートフォンから印刷して提出してください。プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプ
リントサービス（有料）を利用して印刷することができます。
問合せ先

確定申告書等作成コーナーの使い方に関するお問合せ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

☎ 0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

受付：平日の午前９時～午後５時（土・日・祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）
確定申告や納税についてのお問合せ
大垣税務署

☎ 0584-78-4101（自動音声によりご案内）

受付：平日の午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）
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くらしの情報
２０１９年度
募集
人数

募集職種

町臨時職員募集

勤務時間等

資格等

問合せ先
☎ 34-1111

勤務場所

１

週５日・１日６時間

なし

健康課

１

週５日・１日７時間

なし

環境水道課

一般（団体）事務

１

週３日・１日６時間

なし

健康課

花田川排水機場管理人

２

週２～３日（交替制）・１日４時間

なし

花田川排水機場

建設課

学校用務員

１

週５日・１日７．７５時間

なし

町内小中学校

学校教育課

文化財調査整理補助

１

週４日・１日７時間

要※

文化財整理室

生涯学習課

一般事務

◎勤務期間

４月～２０２０年３月末

◎年齢要件

◎申込期限

１月２１日（月） ◎申込方法

総務課

４月１日現在で６５歳未満の人

履歴書（町指定の様式）を役場総務課へ提出してください。

・申込者については面接選考を実施する予定です。

・募集の詳細などは変更になる場合があります。

※文化財調査整理補助の資格等は、次の条件を全て満たす者。発掘作業に従事できること、古文書の整理
ができること（初級レベル）、学芸員補以上の発令条件を満たすこと。
総務課

申込先

☎ 34-1111

催し・講座

習

三遊亭遊雀独演会

ティータイムコンサート
フルート三重奏
～新春のきらめき～
土曜日の午後、楽しい音楽、知っ

郡消防組合消防本部のホーム

笑 い と 健 康 を テ ー マ に、 シ ア

ページより応急手当 WEB 講習（e-

ターでワンコイン落語会を開催し

ラーニング）を事前に受講すると

ます。

講習時間が短縮されます。詳しく

◎出演

落語家

三遊亭遊雀（落

は郡消防組合のホームページで確

ている曲で心豊かな時を過ごしま

語芸術協会・真打）２席披露／前

認してください。

せんか。

座

◎対象

学生落語

ほか

◎出演

フルートアンサンブル

◎日時

Laterne

安田佐和子、河田恭子、

３０分開演（午後１時開場）

石渡真由美

◎場所

◎曲目

雅 MIYABI、 童 謡 メ ド

シアター

レー、フルートで奏でるアニメソ

◎木戸銭

ング

◎定員

ほか

◎日時

１月１９日（土）午後２

２月２日（土）午後１時
総合町民センター

大野町・揖斐郡在住・在

勤・在学の人（中学生以上）
◎期日

２階

奇数月の第３日曜日（１

月２０日、３月１７日）
◎時間

５００円（全席自由席）
９４人

◎主催等
後援

主催

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

総合町民セン

当 WEB 講習受講証明書を印刷し

時開演（午後１時３０分開場）

ター

◎場所

※未就学児の入場はご遠慮くださ

◎場所

郡消防組合消防本部

い

◎定員

２０人

総合町民センター

多目

的ホール
◎入場料

５００円（ワンドリン

ク 付 全 席 自 由 席、 総 合 町 民 セ ン

問合せ先

町、町教育委員会

総合町民センター

☎ 32-1111

ターで発売中）
◎主催等
ター

後援

主催

て持参する。
）

◎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
総合町民セン

普通救命講習会

町、町教育委員会、

町音楽協会

救急車が到着するまでのわずか

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

※未就学児の入場はご遠慮くださ

な時間に、その場に居合わせた人

い

が適切に応急手当ができるように

習会実施可、要相談）

講習会を開催します。

※修了者に修了証を発行

問合せ先

総合町民センター

☎ 32-1111

◎内容

成人に対する心肺蘇生

法、AED の使用方法、異物除去要

（１０人以上は開催日以外でも講

申込・問合せ先

救急係

郡消防組合消防本部

☎ 32-0119

領、止血法を習得する普通救命講
広報おおの 2019.1
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Information
催し・講座

相

談

放送大学公開講演会

中小企業経営相談

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（岐阜市藪田南）
◎参加費 無料（事前申込要）
◎定員 ２００人
◎講演内容・日時等
「社会資本メンテナンス元年から
のインフラの現状と将来展望」
日時：１月１２日
（土）
午後１時３０
分～３時３０分 講師：伊藤義人
氏（国立岐阜工業高等専門学校長）
「科学技術の発展と私たちの暮らし」
日時：２月１６日（土）午後１時
３０分～３時３０分 講師：山家
光男氏（岐阜大学名誉教授）
申込・問合せ先 放送大学岐阜学習セ
ンター ☎ 058-273-9614

◎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 １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 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。
予約・問合せ先 観光企業誘致課
☎ 34-1111

「働き方改革ワークショップ」
に参加しませんか
◎対象 事業場向け
◎内容 ①説明 働き方改革に関
する成功事例について ②ワーク
ショップ 時間外労働の上限規制
対応等のために ③個別相談会
◎日時 ２月１９日（火）
午後１時３０分～４時３０分
◎場所 岐阜合同庁舎５階（岐阜
市金竜町５- １３）
◎定員 ４０人※参加無料
◎申込 事前に電話で申込む。
◎主催 岐阜労働局
申込・問合せ先 岐 阜 労 働 局 雇 用 環
境・均等室 ☎ 058-245-1550

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 １月１６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 １月２１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
件あたり２０分）
◎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 １月２１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
件あたり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
予約・問合せ先 保健センター
☎ 34-2333

心配ごと相談
◎相談日 １月８日
（火）
、
２２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）
◎相談場所 福祉センター 会議室
◎相談員
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
予約・問合せ先 社会福祉協議会事務
局 ☎ 34-2130

自衛官等募集案内
募集種目

一般幹部
候補生
自衛官
候補生

受

験

資

格

２２歳以上
２６歳未満の者
修士課程修了者等は
２８歳未満の者
１８歳以上
３３歳未満の者

受付期間

３月１日
～５月１日

年間を通じて

試

験

期

日

１次

５月１１日、１２日

２次

６月１１日～１４日のうち１日

海・空飛行要員のみ
３次 海 ７月８日～１２日
空 ７月１３日～８月１日
第９回
１月１８日
第１０回 ２月１日

※航空自衛隊の３次試験、２次及び最終合格発表は変更する場合があります
※一般幹部候補生受験資格の年齢は２０２０年４月１日現在
※第２次試験は、第１次試験合格者のみです
問合せ先 岐阜地方協力本部 大垣地域事務所 ☎ 0584-73-1150
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合格発表
１次
２次
最終

６月３日
海 ７月１日
空 ７月５日
陸 ７月２６日  
海 ８月２日
空 ８月３０日

試験時にお知らせ

教育委員会のページ
◆町道徳啓発作品「標語」優秀作品
町では、学校・家庭・地域の三者の連携の中で道徳教育の推進を図っています。
今年度も、道徳教育推進の意識を高めることを目的に、町内の児童生徒及びその家族の皆さんから道
徳教育啓発標語の作品募集を行いました。全応募１, ９４５作品のうち、審査の結果、道徳教育賞及び
最優秀賞受賞者は次のとおりです。なお、これらの作品は、ポスターにして町内の学校や公民館などに
掲示します。
（敬称略）
賞

名

学校名

学年

南小

3

宇野

瑛翔

遠くまで

大野小

1

岩田

朝日

あそぼうよ

西小

4

西口

結菜

だいじょうぶ

南小

2

安田

愛莉

みらいには

大野中

2

河野

陽奈 「おはよう」と

揖東中

1

髙橋

道徳教育賞

最優秀賞

氏

名

標

輝

語

見ています

とどくよぼくの

こんにちは

ぼくたちみんな

なかよしや

わかっているよ
いじめとさべつ

すてきなこせい
わたさない

ネットに書くより

ルールを守る

声に出そう

その背中

◆体育施設清掃活動を実施
このほど、体育協会を中心とした各団体の協力のもと、町内体
育施設の清掃活動が行われました。
清掃活動は、グラウンド整備や溝掃除など日頃清掃できない箇
所を中心に行われ、各施設とも綺麗になりました。ご協力いただ
き、ありがとうございました。
▲東庭球場での清掃活動状況

◆２０１９年度（平成３１年度）放課後クラブのご案内
放課後クラブは、学校下校後及び長期休暇中に保護者等が家庭に居ない小学生の児童を対象に、保護
者等に代わって保育を行い、児童の健全育成を図ることを目的として開設・運営しています。申請は次
のとおりです。
◎申請受付期間 ２月１日（金）～２８日（木）午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
※夏休みのみの利用申請期間（予定） ５月７日（火）～５月３１日（金）
※書類の記入漏れや不備がある場合は受理できません。受付期間中は、定員に達して
も書類不備等ない限り全員書類を受理し、その後入所の判定をします。
◎募集人員 大野：６０人 北：３５人 西：３０人 中：３５人 南：４５人 東：４５人
◎対象児童 小学校１年生から６年生の児童で、保護者等が昼間（午前８時３０分～午後５時）居宅外
において毎月１５日以上の日数を勤務している児童
◎開設日・時間 ①平日の小学校の授業のある日：下校時～午後６時３０分
②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
◎必要書類 学校教育課で配布のほか、町ホームページからダウンロード可
・放課後クラブ入所申請書（様式第１号）
・放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・パート）
※同一世帯及び同一生計をしている６５歳以下で働いている全員の提出が必要
◎保育料
保育料（月額）

世帯全員の
前年度の町民税

８月以外

８月

課税世帯

6,000 円

10,000 円

非課税世帯

3,000 円

5,000 円
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申込・問合せ先

学校教育課

☎ 34-1111

図書館コーナー

☎ 32-1113

開館時間 午前 10 時～午後 6 時

ミックのページ

おはなし会のお知らせ

明けましておめでとうございます。旧年は図書館をご利用いた

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い
ただけます。気軽に参加してください。

だきありがとうございました。本年もご来館お待ちしております。

〈日時〉午後 2 時 30 分～

今月の館内展示

１月５日（土）・２月２日（土）
・「和母（わはは）」さん
１月１９日（土）・２月１６日（土）
・「あおい空」さん

「走る門には福来る！？」展
箱根駅伝に福男選び、新春マラソンなどなど、新年から走ると
いう行為には高揚感と爽快感が得られるのかもしれません。
「笑う
門には福来る」ではないですが、新しい年にジョギングを始めて

〈場所〉

みるのはいかがでしょう？

よみきかせコーナー

今月のおすすめ本
ラストラン

天皇と元号の大研究
あさの あつこ著 / 幻冬舎

“もう一度勝負したい”
。努力型の加納碧李と天才型
の三堂貢。再戦を誓った大会を前に、ライバルがまさ
かの出場停止！？高校生ランナーの青春を描く、シリー
ズ最終巻。
『小説幻冬』連載を単行本化。

日本国と国民統合の象徴である「天皇」。「天皇」と「元
号」について、たくさんの写真や資料とともにわかり
や す く 解 説 し、 歴 代 の １ ２ ５ 人 の 天 皇 の な か か ら、
２９人の業績と元号を紹介する。見返しに天皇・元号
一覧表あり。

〈一般書〉

〈児童書〉

●古墳のひみつ

（古代浪漫探究会著 / メイツ出版）

●愛し続ける私

高橋 明勅監修 /PHP 研究所

（十朱 幸代著 / 集英社）

●ほろっと泣けるいきもの図鑑

（今泉 忠明監修 / 学研プラス）

●かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全

（原 ゆかた原作・監修 / ポプラ社）

●ドラゴンズファン解体新書

●はなげおやじ

●藤井聡太推薦 ! 将棋が強くなる基本３手詰

●それしかないわけないでしょう

●先生、ちょっと人生相談いいですか？

●日本史探偵コナン外伝（アナザー）将棋編 命がけの棋譜

（大竹 敏之著、竹内 茂喜著、なかむら 治彦画 /TO ブックス）
（書籍編集部編 / マイナビ出版）
（瀬戸内 寂聴著 / 集英社）

休館日のお知らせ

■印が休館日です。

図書館シ
ンボル
キャラク
ター

ミック

（長田 真作著 / 高倰社書店）

（ヨシタケ シンスケ著 / 白泉社）
（青山 剛昌原作 / 小学館）

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

1月
日

月

火

水

木

金

土

			
6
7
13 14
20 21
27 28
			

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス
＆

読書通帳配布サービス
利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

URL：http://www.ono-kaki-bara-plaza.jp/tosyokan/tosyokan.html
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国

保

だ

よ

り

３０年度の特定健診の結果をお知らせします！
【特定健診の実施状況】
町では、特定健診を、６、７月に実施しました。４０～７４歳の国民健康保険被保険者のうち、
１，２７０人が受診しました。地区別の受診率、
年齢別受診率は次のとおりです。男性の受診率が低く、
特に４０～５０歳代が男女ともに特に低い傾向にあります。自分の健康状態を知るための特定健診
は生活習慣を見直すきっかけとなります。４０歳になったら年に１度は受診するようにしましょう。
地区別受診率

％
40
35
30

31.1

33.7

30.2

33.8

50

33
27.6

31.4

25

47.2

40

35.4

30

20

20

15
10

10

5
0

男女別年代別受診率

％

１区

２区

３区

４区

５区

６区

0

全体

20.2

17.1
11.1

11.5 13

36.9

33.6

27.4

25.2 25.2 23.5

9.8

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

男性

女性

【特定健診の結果】
右のグラフのように、お腹まわりに脂肪のつく内臓脂肪型肥満
に加え、脂質異常、血圧高値、高血糖の危険因子を複数あわせもつ、

メタボリックシンドローム
該当者の割合（平成３０年度）

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状態または予備

基準該当

群の人は２６．２％と、受診者の約４人に１人が該当していました。

16.2％

また、下のグラフのように、異常がみられた人の割合を全体的

予備群該当

にみると「血糖」「脂質」の順に高くなっています。年代別でみる

10％

と、｢血圧｣ や「血糖」は年齢とともに高くなっており、５０歳代

非該当

から急激に高くなっています。重なる危険因子の数が多いほど命

73.8％

にかかわる心臓病や脳卒中を発症する危険が高まります。
健診の結果、メタボリックシンドロームの可能性のある人（服
薬している人は除く）に、特定保健指導のお知らせを郵送しました。
必ず特定保健指導を受けましょう。
特定健康診査で何らかの異常がみられた人の割合（平成３０年度）

％
80.0

40.0
20.0

62.6 63.4

61.3

60.0

50.8
27.7 26.9
24.2

0.0

肥満

35.5
20.3

41.4

47.0 48.5

44.6

27.7 30.1

16.9

血圧
40～49歳

脂質
50～59歳

23.8 20.9

39.8

血糖

肝機能
60～69歳

70歳～
問合せ先
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32.3

健康課

☎ 34-1111

消費者ホットライン

い や や

188

局番
なし

〜簡単に高収入を得られるという情報商材にご注意〜
情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等
と称して販売されている情報のことです。
高額収入を得る方法を教えると強調された広告を見て連絡をしたところ、高額な契約をすれば副業等で儲けるこ
とができるノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異なり儲からないというトラブルが発生しています。

事例１
SNS の広告の副業サイトで、
「１日たった５分の作業で稼げるようになる。」というビジネスに興味を持ちメー
ルで問い合わせた。教材を買うように言われ、指示された銀行へ５, ０００円振り込んだ。マニュアルがメー
ルで送られてきたので見ると、動画を作成し、動画共有サイトに投稿して再生回数を積み重ねることができれ
ば、確実に報酬が得られるというものだった。ビジネスを始めるためには必要であるとのことだったので予約
フォームで予約を取った。予約日に業者から電話があり、「どうせやるなら４２万円のコースにしませんか。
年収約５００万円は確実に稼げます。
」と執拗に勧められ、情報商材の代金をカードで決裁した。動画生成管
理システムを使用するためのＩＤ及びパスワードが送られてきた。作成した動画を動画共有サイトに投稿した
が、再生回数が増えず収入は得られなかった。解約して返金してほしい。

事例２
メールマガジンを閲覧中、新たに開発した競馬予想ソフトに従って馬券を購入すれば毎月１００万円の収入
が得られるとの広告を見た。動画には開発者はその道では有名な人物であると紹介があり、ソフトを使って高
収入を得ているという人たちの紹介もされていた。会員登録すれば無料通信アプリで毎回コール（勝ちを知ら
せる情報）
を送るので確実に儲かると宣伝されていた。それで、確実に儲かると信じて２０万円で会員登録した。
しかし、無料通信アプリで送られてくるコールでは儲からなかった。そのうちコールが送られてこなくなった。
返金してほしい。

事例３
ネット広告に「仮想通貨で生涯毎月３０万円の収入を確約する。
」と出ていたのでサイトにメールアドレス
を登録した。担当者から「ノウハウを教える情報商材を購入すれば、毎月３０万円を分配金として必ず受け取
れる。初心者でも操作は簡単で、電話やメールでのサポートもある。
」とメールが届いた。確実に儲かると信
じて代金１５万円を事業者の口座に振り込んだ。その後届いた情報商材の PDF ファイルをダウンロードした
ところ、仮想通貨の説明のみでインターネットで十分得られる情報だけだった。返金してほしい。

アドバイス

・情報商材は契約前に中身を確かめることができないため、購入してみたら広告や説明と違ったというトラブ
ルがあります。
・事業者に返金を求めても「既に商品は提供済み。」などと言って応じず、解約・返金は困難です。
・
「返金保証」と記載があっても、理由を付けて返金に応じなかったり、連絡が取れなくなる場合もあります。
・
「必ず儲かる。
」
「確実に稼げる。
」など、問題のある表示をしている事業者とは契約しないようにしましょう。

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人で悩まずに相談してください。

☎ 局番無し １８８
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保健師による

風しんの感染に
注意しましょう

健康伝言板
風しんが流行しています

国内での今年の風しん患者数は、すでに昨年１年間の１０倍近くに達しており、首都圏を中心に流行が拡
大しています。現代では交通網が発達しているため、首都圏から離れていても注意が必要です。
風しんとは
3

3

3

風しんウイルスが咳やくしゃみなどの飛まつで人から人へと感染し、引き起こされる発疹性感染症で、１
人の風しん患者から５～７人にうつす強い感染力があります。症状は、発疹、発熱、リンパ節の腫脹などで、
通常は２、３週間の潜伏期間ののち発症し３日程度でおさまりますが、まれに脳炎、血小板減少症などの合
併症がおこることもあり、特に大人は子どもと比べて重症化することがあります。また妊娠中、特に妊娠初
期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんに白内障、先天性心疾患、難聴などの症状（先天性風
しん症候群）が生じることがあるため、特に妊婦さんに感染させないようにする必要があります。
風しんの予防
風しんを予防するためには、予防接種が有効です。
子ども

大

人

麻しん風しん混合ワクチン定期接種対象
第１期

１歳以上２歳未満

第２期

５歳以上７歳未満の者であって小学校就学前の１年間

妊娠を希望する女性や、十分な抗体を持っていない妊婦と同居している人で、風しんにかかっ
たことがない人や予防接種を受けたことがない人は、かかりつけ医などに相談のうえ、抗体検
査や予防接種を検討しましょう。
※風しん抗体検査や予防接種は助成が受けられる場合があります。

大野町

風しん
問合せ先

保健センター

☎ 34-2333

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。

１月
医療機関名

１日

２日

３日

４日

火

水

木

金

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
20 広報おおの 2019.1

所在地 ･ 電話番号

△＝午前中診療

×＝全日休診

在宅要介護者のための「訪問口腔健診」
介護保険要介護３～５の認定を受けている人へ「訪問口腔健診」を実施します。この健診は、
受診要件をすべて満たした人を対象に、口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、揖
斐歯科医師会の医療機関の歯科医師、歯科衛生士が自宅を訪問し、歯と歯肉の状況や口腔清
掃状況などのチェックと適切な保健指導を行うものです。
対象者には、あらかじめ「訪問口腔健診申請書」及び「訪問口腔健診質問票」を送ってい
ますので、必要事項を記入して提出してください。なお、受診料は２００円です。
【受診要件】
① 受診する日に町内に在住する岐阜県後期高齢者医療の被保険者である人
② 介護保険要介護３～５の認定を受けている人
③口腔健診のために出向くことが困難な在宅の人（医療保険及び介護保険による歯科に関す
る管理を受けている人、施設入所者は除く。
）

～食

生

問合せ先

活

改善

協議会

健康課

☎ ３４－１１１１

～

食育の
すすめ

たんぱく質いっぱいの豆腐を！
今月は、
豆腐を使ったヘルシーな主菜「ふんわり豆腐ハンバーグ」を紹介します。
豆腐ハンバーグの中に、サイコロ状に刻んだり、すりおろした長いもを加えて
ありますので、ふんわりといろいろな食感を楽しむことができます。長いもには
滋養強壮や免疫力を高める効果がありますので、良質のたんぱく質を多く含む豆
腐と合わせることで、食べ過ぎ等で弱った胃腸にも優しい一品になります。ぜひ
お試しになってみてはいかがでしょうか？

● ふんわり豆腐ハンバーグ ●
【材料（４人分）】
木綿豆腐………… ４００ｇ
すりおろし長いも
…………… １５０ｇ
（写真は８人分を一口サイズに
して盛り付けています）

Ⓐ 卵黄…………… ２個分
ごま油……… 小さじ１
塩………………… 少々
干ししいたけ………… ２枚

【１人分の栄養価】
エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１７８kcal
１４.５g
８.９g
１４０mg
０.３g

きくらげ……………… ５ｇ
むきえび………… １００ｇ
長いも……………… ４０ｇ
リーフレタス……… １２枚

【作り方】
①豆腐はキッチンペーパーを数枚重ねて包み、
ぎゅっとしぼり、水けをきる。
②干ししいたけ、きくらげはぬるま湯で戻し、細
切りにする。
③むきえびは粗みじん切り。
④長いもは１㎝角程度のサイコロ状に切る。
⑤ボウルに①の豆腐、Ⓐを入れてよく練り混ぜる。
②～④の材料を加えザックリと混ぜ、８等分に
し、成形する。
⑥フライパンを熱し、成型した豆腐ハンバーグを
入れて焼き、焼き色がついたら裏返して蓋をし
て焼く。
⑦リーフレタスを敷き、豆腐ハンバーグを盛る。
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社会福祉協議会だより

み ん な の あ っ た か ま ち づ くり

社協だより
大野町社会福祉協議会 ☎34-2130

福祉の

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

ふれあい広場 開催しました

１０月６日（土）に福祉センター前芝生広場にて「わくわくドキドキ！どんなかなぁ～！第３２回福祉のふれあい
広場」を開催しました。
当日は台風の影響であいにくの雨模様となりましたが、町内の福祉関係団体やボランティア団体の方々に、子ども
からお年寄りの方まで楽しめるレクリエーションやイベントを企画していただき、会場は大変賑わいました。
多くのお客様にご来場いただき無事開催できましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。参加いただき
ました地域の皆様、ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

ふれあい広場に
まちｃａｆｅが登場♪

クラフトコーナー
皆さん真剣な表情です♪

宝探しゲームでは
子ども達が大活躍！！

白杖とアイマスクを着用して視覚
障がい者の気持ちを体験しました。

日本赤十字社が推奨する
リラクゼーションを実践♪

はっけよい！のこった！！
とんとん相撲～ふれあい場所～

レクリエーションコーナー
たくさんの人で賑わいました♪

岐阜県社協マスコットキャラ
クター「ともにん」登場♪

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございます
１１月３日（土）に開催された「木育フェア」
にて、町内の小中学校の児童・生徒の皆さん
の協力をいただき、街頭募金活動を行いまし
た。皆様のあたたかいご支援により集まった
募金額は、15,673

円でした。ご協力

ありがとうございました。
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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

地域福祉懇談会を開催しました
懇談会テーマ 「誰かのため、地域のため、そして自分のために」
～災害時に助け合えるための日頃の地域とのつながりについて～
開催目的
生活環境の多様化などにより、地域との関わりが希薄になってきている現代で、将来的に住み慣れた地域で安心
して暮らしていくためには、地域住民同士の支え合い、助け合いが必要になります。自分や家族が暮らしたい地域
について話し合うことで、現状を把握し安心して暮らせる地域づくりのきっかけとなることを目的として地域福祉
懇談会を開催しました。主な意見をご紹介します。
①地域での支援が必要な人はどんな人でしょう？

③災害時に助け合うために、日頃、私たちにできそう

・高齢者（独居、高齢者のみの世帯）

なこと、できると良いと思うことは？

・障がい者（身体・知的・精神障がい者 等）

近所付き合い・住民情報の把握

・認知症の方

・向こう三軒両隣の付き合いを大事にする

・乳幼児、妊婦

・日本語の理解が困難な人（外国人等）

・日頃から挨拶、声掛けをする

・情報源が少ない方（地域と関わりを持たない方）

・日常的な見守り活動を行う
・小規模ごとで助け合い組織を作る

②助け合うために日頃どのような課題がありますか？
情報不足・個人情報の壁

・今の繋がりの関係を大切にする（友人、親戚、寄合
い、家族間交流、お茶仲間、サロン 等）

・地域で支援が必要な人の把握が不十分

町内会等の取り組み

・隣近所の家族構成がわからない

・お祭りやクリスマスパーティーなど子どもが喜ぶ行

・情報があっても全体に周知されていない
（要支援者名簿、地区防災組織が機能していない）

事を企画し、３世代が集える場を増やすことを考える
・サロンの内容を工夫し参加人数を増やす

・支援が必要な人ほど個人情報を出さない

（例：将棋やマージャンで男性参加を促す、等）

・関わりを拒む人から情報は聞き出せない

・「子ども１１０番」の大人版で「大人１１０番」

コミュニケーション不足・地域交流の減少

組織を作る（見守り隊、駆込み所・困り事相談所）

・他人、他世帯に入り込むのが難しい

防災意識の向上

・付き合いを拒む人がいる（閉鎖的）

・避難場所と方法を把握する

・地域で役を務める人がおらず行事が減少

・日常から災害時を想定して話し合う

・地域行事が減少することで世代間交流も希薄になっ

・災害時行動基準を作る

ている（地域ですれ違っても挨拶しない人が増えて
いる）
・価値観の違いがあり意識の統一が難しい
（若者、高齢者、地元民、団地住民等によって考え


※今後、皆様からお寄せいただいた
意見を参考にして、地域福祉活動
計画の策定を進めて参ります。

が異なる）
開催日：１０月１２日～１０月１８日

開催場所：各地区公民館
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社会福祉協議会だより

歳末たすけあい募金配分金事業
～菊花のつどい～
１１月７日（水）に大野町デイサービスセンターつつじの里にて、つつじの里・就労支援センターもみじの里の
利用者の皆さん、地域のふれあいいきいきサロンの皆さんとの合同交流会を開催しました。
音楽鑑賞会では、揖斐川町在住のギ
ター＆バイオリンデュオ「片銀村（ペン
ギンむら）」様に懐かしのグループサウ
ンズメドレーを披露していただき、会場
には優しい音色とハーモニーが響き渡り
ました。また、
レクリエーションコーナー
では全員で楽しく健康体操を行い、交流
を深めました。

ふれあいいきいきサロン代表者視察研修
１０月２５日（木）
、ふれあいいきいきサロンの各代表者１３名で各務原市尾崎地区のサロン「ボランタリーハウ
スおざき コスモスの里」を見学しました。

視察目的
サロン運営をしていく中で、多くのサロン代表者の方から「町外ではどのようにサロンが開催されているのかを
参考にしたい」との声があり、他市町のサロンと交流することで、大野町のサロンの内容を広げ、今後の活動に繋
げていくことを目的に視察研修を実施しました。

視察を終えて
コスモスの里では、運営者側がきめ細やかに役割分担されており、民生委員や福祉委員だけにその役目を担わせ
るだけでなく、地区の多くの方の協力を得ながら運営をしており、まさに地域全体の「いきいきサロン」が作られ
ていました。尾崎地区では高齢化率が３４. ５％と高く、地域の交流場所としてサロンの存在意義が高まっており、
大野町にとっても遠くない将来の姿として、参考にすべき点がたくさんありました。
又、当日は、大野町代表として「日合塚つくしんぼサロン」の汲田稲春様にマジックショーやクイズを披露して
いただき、会場は大変盛り上がりました。

各務原市ボランティア団体「朗読こだま」
による朗読劇と手指運動の様子

意見交流会の様子

汲田様によるマジックショー

おもちゃ病院「かき工房」開院のお知らせ（１月・２月）
【開院日】
壊れたおもちゃをお
持ちください。
「おも
ちゃドクター」 が 修
理します。
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１月２６日（土）、２月１２日（火）、２３日（土）
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
【場

所】平和堂大野店おおのふれあい通り１階

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

日常生活自立支援事業のご案内
～地域で安心して暮らせるように～
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方や、金銭管理に
不安のある高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、社会福祉
協議会がお手伝いします。

A．福祉サービスの利用援助

B．日常的金銭管理サービス

・福祉サービスの利用の相談や
情報提供

・預貯金の出し入れ

■お預かりできる書類等■

・年金及び福祉手当の受領に必

・年金証書

・福祉サービスの利用申込に必
要な手続き

C．書類等預かりサービス

要な手続き

・預貯金通帳

・税金や社会保険料、公共料金

・福祉サービスの利用料を支払
う手続き

・証書（保険証書、権利証、契

の支払い手続き

約書など）

・その他の金銭を要する手続き

・福祉サービスについての苦情

・実印、銀行印等

の代行

※宝石、書画、骨董品、貴金属

解決制度を利用する手続き

類はお預かりできません。

【利用料金】※生活保護世帯は無料です。
A. 福祉サービスの利用援助

１回１時間あたり 1,000 円

B. 日常的金銭管理サービス

※１時間を超えると３０分毎に 500 円加算

C. 書類等預かりサービス

１ヶ月あたり 500 円

問合せ先

町社会福祉協議会

☎ ３４－２１３０

岐阜県生活困窮者自立相談支援事業
～このようなことで困っていませんか？～
生活に
困っている

家賃が
払えない

病気で

社会進出

働けない

が怖い

住むところ
がない

生活困窮者自立支援法（平成２７年４月１日施行）に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行っ
ています。あなたの悩みごとや困りごとに寄り添い、課題について一緒に考えて課題解決に取り組
みます。ご家族などまわりの方からの相談でも受付いたします。お気楽にご相談ください。

ひとりで悩まずにまずはご相談ください
【相談窓口】町社会福祉協議会
県社会福祉協議会

相談無料・秘密厳守

☎ ３４-２１３０
岐阜県生活支援・相談センター 揖斐支所

揖斐郡揖斐川町上南方１- １（揖斐総合庁舎内）
☎ ０５８５-２１-１８１１（無料通話 ０８００-２００-２５３７）
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3

クリニック IB

6

小林医院

13

若原整形外科

14

小森眼科

20

おおのクリニック

27 たかはし耳鼻咽喉科
2 3

たしろクリニック

56-3003
22-0112
23-1531
34-3322

35-0055
32-1115

氏名

１月２０日（日）午前９時〜１１時（２時間）
順延の場合、１月２７日（日）

各地区公民館
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、当日朝に広報無線にてお知
らせします。

☎ 34-1111

保護者

きようた

寺内

鈴木

暁太

上秋

吉岡

瑛茉

牛洞

山本

知寛

え

ま

ち ひ ろ

住所

氏名

保護者
ま

お

な

と

陵太

公郷

柿本

真緒

翔太

下磯

杉原未凪斗

み

篤侑
幸一郎

達也

末永くお幸せに
住所

36-1168

次回の古紙類等回収について

◎問合せ先／環境水道課

住所

34-3535

※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

◎回収場所
◎回収品目

こんにちは！赤ちゃん

2019.1

長瀬診療所

21-1111

♥

氏名

夫

寺内

高橋

曜平

妻

黒野

林

愛子

No.701

2

揖斐川町
三輪
揖斐川町
谷汲長瀬
揖斐川町
長良
揖斐川町
黒田
大野町
黒野
大野町
中之元
大野町
南方
大野町
中之元
大野町
下磯

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

年齢

住所

黒野

種田喜美代

61

公郷

鳥本

定

89

大野

河瀨芙美子

93

加納

粟野

妙子

98

稲富

林

92

南方

吉村由美子

56

中之元

千代子

氏名

年齢

小森

秀子

83

上磯

杉原はるゑ

91

ごみ収集日について

牛洞

林

正子

85

下磯

石原

忠也

77

１月２日（水）のプラスチック製容器包装の収集はあり
ません。翌週水曜日（９日）に変更です。
１月３日（木）の生ごみ等・びん類の収集はありません。
生ごみ等は翌日４日（金）
・びん類は１０日（木）に変更です。
１月 1 ６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。翌週水曜日（２３日）に変更です。

公郷

小森

葊尾

92

本庄

杉原

菊子

81

公郷

下野

了祐

78

◎問合せ先／環境水道課

人口と世帯（１２月 1 日現在）

☎ 34-1111

納期限のお知らせ
12 月 25 日
（火）

固定資産税（3 期）
国民健康保険税（8 期）

1 月 31 日（木）

町県民税（4 期）
国民健康保険税（9 期）

人

口 ………… ２３，
１１１人（−１７）

男
………… １１，
３３５人（− ４）
女
………… １１，
７７６人（−１３）
世帯数 ………… ７，
９０６世帯（＋１０）
出生８人／死亡１９人／転入３９人／転出４５人
大野町 HP

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

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。

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/

揖斐厚生病院

１１月中に届け出のあった方（敬称略）

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

1

1

所在地

発行 大野町
編集 総務課

月 日 当番医の医療機関名

電話番号
（0585）

広報おおの

住民だより

1・2 月休日在宅当番医のお知らせ

