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ま ち の 話 題

秋 の叙勲の受章を報告

細野修さん（西方）
、御田村勉司さん（黒野）
、所博幸さん（上秋）
このほど、町内に在住する３名が秋の叙勲を受章し、役場を訪れて
町長に報告しました。細野修さんは、瑞宝単光章を受章しました。細
野さんは、昭和５１年名古屋鉄道入社、乗務員や乗務員指導等を経て、
スタッフ３５０名を束ねる犬山乗務区長を務めました。細野さんが、
「鉄道は安全で当たり前であることを合い言葉に、現場のスタッフら
に支えられてきた。」と４１年間の勤務を振り返ると、町長は、「受章
おめでとうございます。長い間ご苦労様でした。
」と細野さんの功績
を讃えました。
御 田 村 勉 司 さ ん は、

▲受章を報告した細野さん（左）

瑞宝双光章を受章しま
した。昭和４２年岐阜

北警察署に入署から県警機動隊などを経て鉄道警察隊に勤務し、柔道
の指導者としても後進の指導に熱心にあたりました。４２年間の勤務
を、
「大過なく勤めあげられたのは、上司、先輩、同僚、後輩のおか
げだと思う。」と振り返ると、町長は、
「長い間国や地域のために努め
られた。受章おめでと
うございます。」と祝福
しました。

▲受章を報告した御田村さん（左）

所博幸さんは、瑞宝
双光章を受章しました。郡消防組合消防本部発足から勤務、４１年間
消防業務一筋に消防司令長まで勤めました。
「阪神淡路大震災の現場
に向かったことが思い出深い。地域住民の安全安心のため、今後も防
災に傾注していきたい。
」と所さんが話すと、町長は、
「長い間の消防
活動、ご苦労様でした。」と功績を讃えました。
▲受章を報告した所さん（左）

文 豪・森鷗外と交流

医学で将来を嘱望された大久保栄氏

このほど、黒野で代々医院を営む大久保家で、文豪・森鷗外の自筆の絵はがきなど、貴重な資料が発見されました。
この絵はがきは、明治３８年（１９０５年）軍医として日露戦争従軍中の鷗外が、書生として鷗外の居宅「観潮楼」
に住み込んでいた大久保栄氏に宛てたもので、色彩も鮮やかで保存状態がよく、短歌などがしたためられています。
大久保栄氏は、明治１２年（１８７９年）に瀬古辻に生まれ、大久
保家で養子として育てられました。東京帝国大学に進学して医科を首
席で卒業し、恩賜の銀時計を得るなど将来を嘱望されました。鷗外が
出征した明治３７年から３９年の卒業まで「観潮楼」で過ごし、鷗外
の長男・於菟の家庭教師を務めるなど、森家とは家族同様の親密な関
係でしたが、明治４３年（１９１０年）
、文部省の命で留学したパリ
で病死しました。３１歳の若さでした。
大久保映子さん（黒野）は、
「鷗外との交流については、以前から
祖母や母から話を聞いており、３０年ほど前にはマスコミで紹介され
たこともあったので知っていたが、今回新たにはがきなどを見つけた
ので、親せきや知り合いに相談した。
」と発見の経緯を語り、「これか
らも大切に保管していきたい。
」と笑顔で話していました。
※参考資料
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中川満著

▲大久保家で見つかった貴重な資料の数々

森鷗外（1862-1922）明治・大正期
の作家。東京大学医学部を卒業し、軍
医としてドイツで過ごす。帰国後、小
説「舞姫」「高瀬舟」などを著した。

防 火防災の誓いを新たに
平成３１年消防出初式

１月１３日、新春を飾る恒例の消防出初式が、総合町民センターにて開催されました。消防団員１６０人と女性
防火クラブ員１５６人、消防車輌９台とともにラッパ隊の吹奏に合わせて分列行進を行った後、ふれあいホールに
て多数の来賓を迎えて行われた式典では、消防活動に功績のあった５０人に表彰状が贈られました。また、式典終
了後には三水川河畔にて消防団員による一斉放水が行われ、団員のきびきびとした動作に観客から大きな拍手が贈
られました。
被表彰者は次のとおりです。
（敬称略）
岐阜県知事表彰（功労章）
八木

堂巌

岐阜県知事表彰（消防団員優秀家族賞）
神谷

奈美

大野町長表彰（勤労章）

▲凛々しく分列行進

▲表彰状授与

加藤

真成

白木

敬大

鈴木

貴広

加茂

正人

平野

恵樹

堀

彰太

山口

大樹

武藤

拓也

内藤

哲哉

川上

泰生

武藤

好晃

宇佐見

英司

江里

健太

松浦

伸哉

量大

大久保

真也

小森

貴之

井深

昌之
辰宜

須田

太

野村

国弘

岐阜県消防協会長表彰（勤労章）
山口

タケル

岐阜県消防協会長表彰（功績章）
村木

昇

加藤

健一郎

高橋

揖斐郡消防協会長表彰（功績章）
田邉

陽祐

中島

広幸

山田

圭太

竹中

登己

愛知

健二

飯沼

秀之

恩田

秀徳

松岡

勇佑

杉山

智啓

宇佐美

大野町消防団長表彰（功績章）
髙橋

賢一

柏原

正豊

増田

裕充

末守

伸士

角野

滋紀

松岡

宏樹

伊藤

唯生

青木

恒徳

神原

拓弥

西口

和仁

堀

貴雅

野村

朋弘

門田

寛之

堀内

隆博

加納

拓朗

自 転車でまちめぐり
大野サイクリング倶楽部

１１月２５日、大野サイクリング倶楽部主催の「再来（さいくる）大野
２０１８秋」が開催され、小学生から大人までの参加者２２名が、自転車で町内
約２０ｋｍの道程を楽しみました。大野サイクリング倶楽部は、サイクリングを
通じて健全で楽しい時間を過ごし、相互の親睦をはかること、サイクルツーリズ
ムによる魅力あるまちづくりを目指すことを目的に設立された有志の団体です。
当日は、道の駅「パレットピアおおの」を出発し、北岡田家住宅や
野古墳群、竹中半兵衛生誕地などの名所旧跡をめぐりました。次回は
春に三水川、花田川沿いをめぐる「桜サイクリング」を開催予定です。
▲再来大野２０１８秋の様子

北見市
ところ通信
Vol.

228

（大野サイクリング倶楽部

長岡

☎ ０９０－４７９９－６００９

※問合せは平日のみ）

常呂保育所「地元産食材をいかしたおやつの時間」

甘いね、おいしいね

１２月２１日、常呂保育園にて地元産食材を
いかしたおやつの時間が設けられました。
コスモス組の園児１９人は、地元産のかぼちゃとＪＡところから寄
贈されたレトルトぜんざいで作った「かぼちゃぜんざい」を、ＪＡと
ころの川上組合長と一緒に食事。園児たちは「おいしい！」と笑顔で
完食し、
「ごちそうさまでした」と大きな声でお礼を伝えました。

▲かぼちゃぜんざいに舌鼓み
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ま ち の 話 題

フ ットサルで町に恩返しを

北野聖夜選手（日本フットサルリーグ／Ｆリー
グ選抜）

このほど、日本フットサルリーグのＦリーグ選抜で活躍する
北野聖夜選手（公郷出身）が町長を訪問し、現在の活躍につい
て報告しました。中小学校５年生のときにフットサルに出会っ
た北野選手は、Ｕ－２３全国選抜フットサル大会で愛知県選抜
のキャプテンとしてチームを牽引して全国優勝するなどの輝か
しい成績を修めました。
今年度からは、
所属元の名古屋オーシャ
ンズサテライトからＦリーグ選抜に選出され、フットサルの

▲町長と握手を交わす北野選手（左）

トップリーグで活躍しています。
「町のメイプルグラウンドや道の駅で子どもたちにフットサ
ルを教えるなど、育ててくれた町に貢献できれば。フットサル
はまだあまり知られていないが、ゲーム展開が早い上にピッチ
と観客席の距離が近いので迫力がある。ぜひ一度観戦を。
」と
北野選手が話すと、町長は、
「道の駅には直径６０ｍの芝生も
あり、町でできる支援ができれば。これからもぜひがんばって

Ⓒ F.LEAGUE
▲トップリーグで活躍する北野選手（中）

ください。
」と激励しました。

た すきをつないで全力疾走

第３３回大野町スポーツ少年団団対抗駅伝大会

１１月２５日、第３３回大野町スポーツ少年団団対抗駅伝大
会が、運動公園周辺コースで開催され、選手が指導者や団員、
保護者らの声援を受けて精一杯走りました。大会には計１２団
の３６チームが１チーム５人で参加し、４年生の部は６５０ｍ、
５年生の部は１，０００ｍ、６年生の部は１，５００ｍのコース
を１周し、次の選手にたすきをつなぎ力走しました。
なお、各部門の優勝チームは次のとおりです。

▲懸命にたすきをつなぐ少年団団員ら

４年生男子の部

大野サッカークラブスポーツ少年団

４年生女子の部

大野ミニバスケットボールスポーツ少年団

５年生男子の部

大野北西野球スポーツ少年団

５年生女子の部

大野ジュニアバレーボールスポーツ少年団

６年生男子の部

大野ミニバスケットボールスポーツ少年団

６年生女子の部

大野ミニバスケットボールスポーツ少年団

県 代表として全国に挑む

第３０回全国高校駅伝競走大会出場者激励会

このほど、吉村唯さん（大垣日大高校２年、瀬古）が、第３０
回岐阜県高校駅伝競走大会に大垣日大高校駅伝メンバーのアン
カーとして出場し優勝に貢献、全国大会への出場を決めたため、
激励会が役場で行われました。吉村さんは、
「全国ではもっと早
いランナーがいると思うが、食らいついていきたい。
」と大会へ
の意気込みを話すと、町長は、
「出場おめでとう。ぜひテレビで
見て応援したい。がんばってください。
」と激励しました。
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▲「長距離の方が好き。がんばります。」と意気込む
吉村さん（右）

初 めての干し柿つくり
北小学校３年生

このほど、大野町かき振興会とＪＡいび川の支援を受けて、総合学習で町特産の柿づくりについて学んでいる北
小学校３年生が、川瀬利明さん（寺内）の指導を受けて、干し柿つくりに挑戦しました。これは、川瀬さんが北小
で１０年以上続けており、摘蕾、摘果、試食会、収穫を経て、今年最後の授業として行ったものです。児童らは、
鶴の子柿と蜂屋柿の２種類をピーラー（皮むき器）を使って皮をむき、ビニールひもの両端に枝を結んだ後、カビ
防止のため焼酎に浸しました。今後は自宅の日当たりと風通しのよい軒先などで１ヶ月半ほど乾燥させ、正月には
食べ頃を迎えると聞いて、児童らは、ビニール袋に入れて大事そうに持ち帰っていました。

▲集中して柿の皮をむく児童ら

▲川瀬さんの指導にも熱が入ります

柿 を活かす新しいアイデア
岐阜大学学生による試作品試食会

１２月２日、大野町の柿について研究を重ねてきた岐阜大学
応用生物科学部の学生が商品開発に取り組み、
（株）柏鳥堂（黒
野）と協働した「柿どらやき」と、
（株）ソンリーサ（池田町
▲試食用の試作品を配る学生の様子

八幡）と協働した「柿のフォンダンショコラ」の試作品につい
て、道の駅「パレットピアおおの」で試食会を行いました。試
食した来場者は、
「柿の甘みが感じられておいしい。
」
「濃厚な

▲試食用の試作品を配る学生

チョコレートの香りがしておいしい。」などとアンケートに答
えていました。

活 字で学ぶ子どもたちのために
（株）メモリアホールディングスより寄贈

このほど、（株）メモリアホールディングスより、昨年に
引き続き朝日中高生新聞購読１年分の寄贈がありました。
古小路勝利取締役社長が役場を訪問し、
「活字離れと言われ
る子どもたちに、新聞を読んで日本語の力をつけるととも
に日本や世界の動きを知ってもらい、将来への知識を広げ
る一助になれば。
」と目録を手渡すと、町長は、
「ありがと
うございます。ぜひ子どもたちで活用を。
」と笑顔で受け取
りました。新聞は図書館に設置し、週に１回更新されます。

▲目録を手渡す古小路勝利取締役社長（左）
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ま ち の 話 題

早 くも入館者５万人
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、７月の開所から１２５日目の１２月
１１日、早くも５万人を達成し、記念セレモニーが行われました。
５万人目となったのは、ぱすてるを利用するのは２回目だという
岐阜市在住の垣内陽向ちゃん（１歳）と祖母の真野啓子さん。「木
のおもちゃがたくさんあって、外の芝生でも遊ばせられる。道の駅
に併設しているのも、場所が分かりやすくていいと思う。
」と、ぱ
すてるについて笑顔で話す真野さんへ、柿をモチーフにしたつみき
のパーシモンブロックと畳のコースター、ランチョンマットが、
５万人目の記念品として町長から贈呈されました。

問合せ先

へようこそ！
◆◆◆

▲ぱすてる入館５万人目となった陽向ちゃん（中）
と真野さん（右）

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。◆◆◆

１２月にスケジュール帳作りとクリスマス会を開催しました。スケジュール帳作りでは、マスキングテープや我が子の写真
等を使ってオリジナルのスケジュール帳ができました。クリスマス会は、ゲームやふれあいあそびをしたり、クリスマスツリー
を自分で作ったりして遊びました。最後には、サンタとトナカイからプレゼントをもらって、にぎやかにクリスマスを楽しみ
ました。
２月７日（木）
、８日（金）には、
東京おもちゃ美術館の「木育キャラ
バン」がぱすてるへやってきます！
普段ぱすてるにあるおもちゃでな
く、 珍 し い お も ち ゃ な ど で 遊 べ る
チャンスです。この機会に、是非遊
▲スケジュール帳作り
▲クリスマス会
▲１２月の誕生会
びに来てください。

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。
遊び力を試される不思議な積み木

コマ落としリンゴの木

遊ばれるおもちゃではなく、自ら
遊び込むおもちゃ。どう遊ぶかは人
それぞれ自由。カップでままごとや
カーリングなどたくさんの遊びを発
見してみてください。

りんごの実のコマ５個入
り。ゆっくりと転がる様子が
穏やかな情操を育みます。

◎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…７日（木）、８日（金）
休館日

 日（水）、１２日（火）、１３日（水）、２０日（水）、
６
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。

長寿のお祝い
山村みねさん（松山）
大正７年１１月２３日生まれ

若原一彦さん（下方）
大正７年１２月１０日生まれ

１００歳
おめでとうございます
これからも健やかに
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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

今月の館内展示

第１・第３土曜日の午後、ボランティ
ア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。

「RDD ２０１９ in 岐阜 難病図書フェアー」展
RDD（アールディディ）
、Rare Disease Day（世界希少・難治性

〈日時〉午後 2 時 30 分～

疾患の日）はより良い診断や治療による希少・難治性疾患の患者

２月２日（土）・３月２日（土）
・「和母（わはは）」さん
２月１６日（土）
・３月１６日（土）
・「あおい空」さん

さんの生活の質の向上を目指し、スウェーデンで２００８年から
始まった活動です。日本でも趣旨に賛同し、２０１０年から２月
最終日に全国各地にてイベントを開催されております。
当図書館では、岐阜県難病団体連絡協議会「難病図書フェアー」

〈場所〉

に参加させていただき、啓発活動の一環として難病関係の図書の

よみきかせコーナー

展示をおこないます。

今月のおすすめ本
猫も老人も、役立たずでけっこう

へんてこりんな宇宙図鑑

まるは、私の生きることの“ものさし”である─。
NHK「ネコメンタリー 猫も、杓子も。
」から生まれた、
養老孟司と愛猫・まるの老老コンビが贈る痛快エッセ
イ。

宇宙では、空飛ぶウンチと大格闘？月は見知らぬおっ
さんのもの？宇宙開発から地球と月、太陽系、宇宙人・
SF、宇宙論、宇宙をめぐる歴史まで、不思議がいっぱ
いの宇宙の話を紹介する。

養老 孟司著 / 河出書房新社

岩谷 圭介文・柏原 昇店絵 / キノブックス

〈一般書〉

〈児童書〉

●“妻の地雷”を踏まない本

●じゃんけん必勝法

●信長もビックリ !? 科学でツッコむ日本の歴史

●風と行く者 守り人外伝

●兄・宇野昌磨

●おばあちゃんのわすれもの

（鶴田 豊和著 / ぴあ）
（平林 純著 / 集英社）

（宇野 樹著 / マガジンハウス）

（稲葉 茂勝著 / 今人舎）

（上橋 菜穂子作・佐竹 美保絵 / 偕成社）

（森山 京作・１００%ORANGE 絵 / のら書店）

●夏井いつきのおウチ de 俳句

●ねずみくんのおくりもの

●草々不一

●さぁ、てをだして

（夏井 いつき著 / 朝日出版社）
（朝井 まかて著 / 講談社）

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

（つちだ よしはる文絵・あべ やすつぐ原作 / 教育画劇）
（スギヤマ カナヨ著 / アリス館）

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

2月
日
3
10
17
24

月
4
11
18
25

火
5
12
19
26

水
6
13
20
27

木
7
14
21
28

金

土

1
8
15
22

2
9
16
23

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
広報おおの 2019.2
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まち の お知らせ
子育て世帯応援事業

子どもが病気！でも仕事は休めない・・・
そんな時は、病児・病後児保育の利用を

◎病児・病後児保育事業とは
子どもが病気又は病気のピークが過ぎても集団で保育等ができないため自宅療養が必要になったとき、保護者
が仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生まで）を専門スタッ
フのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時的に預かる事業です。子どもが安心して静養できるよう、また、
保護者が安心して預けられるよう、子どもの健康と幸せを守り、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
12 月 1 日から、池田町・揖斐川町の施設も利用できるようになりました。
◎利用方法
町内在住の人は、大野町・池田町・揖斐川町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設が利用できます。
利用を希望するときは、次の施設で直接登録・申込みを行ってください。
所在

施

設

名

所在地

電話番号

大野町

特別養護老人ホームまほろば内
病児・病後児保育「アンジュ」

南方３５６－１

池田町

病児・病後児保育室「ひまわり」

本郷１６２８－２

０５８５- ４５- ３９１６

揖斐川町

揖斐厚生病院本館棟 5 階
病児・病後児保育室「いびっこ」

三輪２５４７－４

０５８５- ２１- １１１１

鹿野クリニック病児保育園「アリエル」

高屋白木２－７７

０５８- ２０１- ７２２２

福富医院病児保育園「すずらん」

安食１２２８

０５８- ２３８- ８５５５

河村病院病児保育園「クララ」

芥見大般若１－８４

０５８- ２４１- ３３１１

小牧内科クリニック病児保育園「ピノキオ」

昭和町２－１１

０５８- ２１５- ０１０１

山田病院病児・病後児保育園「ミッキー」

寺田７－９７

０５８- ２５５- １２２１

矢嶋小児科小児循環器クリニック
病児病後児施設「うりぼう」

日野南７－１０－７

０５８- ２１４- ７０７７

北方町

岐阜市

◎利用料

１人１日２，０００円程度。（施設によっては、希望者
に昼食・おやつ代が別途必要。）
診察料別途要。（生活保護世帯無料。）
◎利用日等 （年末年始、祝日、日曜日を除く）
月曜日～金曜日 午前８時～午後６時
午前８時３０分～午後５時（大野町「アン
ジュ」）
午前８時～午後５時３０分（池田町「ひま
わり」）
土曜日 午前８時～ 施設により終了時間が違います。
午前８時３０分～午後０時３０分（大野町「アン
ジュ」）
池田町「ひまわり」と揖斐川町「揖斐厚生病院」は、
休室です。

０９０- １４１８- １７９６

◎利用定員

定員はどの施設においても少人数制のため、利用す
る前に利用したい施設に必ず直接連絡してください。
※施設により、予約時間が異なりますので事前に確
認してください
◎留意事項 ・処方箋、健康保険証、福祉医療費受給者証等、着
替えやタオル、処方薬などの持ち物が必要です。
・お むつ、おしりふき、ほ乳ビン、ミルクなど、必
要に応じて用意してください。
※施設により、持ち物が異なりますので事前に確認
してください

問合せ先

福祉課

☎ ３４－１１１１

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】２月１日（金）～２０日（水） 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

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

8

広報おおの 2019.2

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

４階建

１棟ＰＣ造

住民課窓口に番号発券機を設置
住民課では、証明書の交付まちがいの防止及びプライバ
シーや個人情報保護を図ることを目的に、次の手続きをす
る人を番号発券機で受け付けし、番号順に案内を行ってい

○番号発券機設置場所見取図

ます。番号発券機のボタンを押して番号カードを取ってお
○証明書申請

番号
発券機

住民課

待ちください。
※お待ちの間に申請書を記入してください

総合案内

カウンター

・住民票の写し ・戸籍謄抄本 ・印鑑登録証明書 ・税証明
○住所の異動（転入・転出・転居等）
○ゴミ袋・粗大ゴミシールの購入（個人）

記載台

記載台
正面玄関出入口

※パスポート申請など上記以外の手続きについては、窓口
へおたずねください
問合せ先

住民課

☎ ３４－１１１１

フラワー都市交流事業の参加者募集
シンボル花をテーマとした地域づくり、街づくりを進めている全国９都市で組織する「フラワー都市交流
連絡協議会」の交流会が鹿児島県和泊町で開催されます。本町交流団の一員として、大野町のＰＲや各都市
との交流に参加できる人を募集します。
◎内容

９都市の地域づくりの紹介及び各都市との交流会など

◎日程

４月２３日（火）～２５日（木） ２泊３日

◎場所

鹿児島県和泊町

◎応募資格

町内に在住または在勤の満２０歳以上の人（健康で旅行に参加できる人）

◎募集人数

若干数（応募多数の場合は抽選）

◎参加費

一人あたり７２，
７００円（予定）
※参加人数の確定により、若干変更となる場合があります
※参加費の支払は、参加決定後に請求します

◎申込方法

申込書を観光企業誘致課に提出してください。
※申込書は観光企業誘致課備付けか、町ホームページからダウンロード可

◎締切

２月２０日（水）
申込・問合せ先

観光企業誘致課

☎ ３４－１１１１

２月の

カッキーカフェ（活気・柿）のご案内
月

日

場

所

２月

６日（水） 地域密着型特別養護老人ホーム

２月

８日（金） 特別養護老人ホーム

桜坂

ぎふ愛の里

２月１２日（火） 地域密着型特別養護老人ホーム

◎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

セント・ケアおおの
問合せ先

健康課

☎ ３４－１１１１
広報おおの 2019.2
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まち の お知らせ
放課後クラブ指導員募集
◎応募資格

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。

◎勤務期間

４月１日（月）〜３月３１日（火）※通年

◎募集人数

若干名

◎勤務時間

次の時間のうち４〜５時間、週２〜４日程度（勤務場所による）
・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）
◎勤務場所

全放課後クラブ

◎選考方法

面接による（３月中旬予定）

◎申込期限

２月１８日（月）

◎申込方法

履歴書（町指定の様式）に必要事項を記入し、保育士証又は教員免許の写しを添えて申込む。

※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

防災行政無線（こうほうおおの）の試験放送
及び J アラートの全国一斉情報伝達訓練にご協力を
防災行政無線（こうほうおおの）の試験放送
防災行政無線の定期保守点検に伴い、次の日程で試験放送を行います。
防災ラジオからも１日に数十回の試験放送が流れますので、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
◎実施日時

２月４日（月）、５日（火）、６日（水）
（予備日：７日（木）
）
午前 9 時頃〜午後 5 時

※地区によって試験時間が異なります

J アラート全国一斉情報伝達訓練
地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（J アラート※）から送られてくる国からの緊急情報
を確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時

２月２０日（水） 午前１１時頃

◎訓練内容
情報伝達手段

放送内容
町内５８か所に設置してある防災行政無線スピーカーや防災ラジオから、次の放送内容
が一斉に放送されます。

防災行政無線の 【放送内容】チャイム音
訓練放送

+ 「これは J アラートのテストです。
」
（３回くり返し）
+ 「こちらは広報おおのです。
」
+

チャイム音

※ J アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えする
システムです。町外の地域でも全国的に様々な手段で、情報伝達訓練が年に４回（５月、８月、１１月、２月）
行われます。放送内容は変更する場合があります。

10 広報おおの 2019.2

問合せ先

総務課

☎ ３４－１１１１

お互いの人権を尊重し、さらに住みやすいまちへ
「LGBT」という言葉を聞いたことがありますか？
・性自認（性の自己認識）で、
「身体の性」と「心の性」が一致せず、自分の身
体に違和感をもつ人たちがいます。
・性的指向（どのような性別の人を好きになるか）は自分の意思で選択するも
のでなく多くは思春期の頃に気付くもので、異性、同性、両性を恋愛対象と
する人もいます。
・男女どちらにも恋愛感情を抱かない人や自分自身の性を決められない・分か
らない人など、さまざまな人がいます。
・わたしたちは、多様な性を知って理解し、差別やハラスメントにつながって
いるものはないか、習慣や常識を今一度見つめ直すことが必要です。
（厚生労働省ホームページ一部抜粋）

まちの取り組み①

まちの取り組み②

１月から印鑑証明書の性別欄を廃止しました。
この変更に関して、印鑑証明書の申請方法や、
印鑑の登録及び印鑑登録証についての変更はあり
ません。

次回の選挙から投票所入場券の性別欄を廃止し
ます。
この変更に関して、投票方法についての変更は
ありません。

問合せ先

住民課

☎ ３４－１１１１

問合せ先

総務課

☎ ３４－１１１１

広報おおの 2019.2
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Information
お知らせ
身体障がい者などの自動車税の
減免申請窓口が開設されます
身体障がい者、戦傷病者、知的
障がい者又は精神障がい者が所有
する自動車（軽自動車を除く）の
自動車税減免申請臨時窓口が開設
されます。
◎対象者

①新規に申請する人

②現在減免を受けており、自動車
税事務所からの減免案内はがきで
「変更あり」と回答した人
◎日時

３月１２日（火）午前９

時～午後３時３０分
◎場所

揖斐総合庁舎４階

会議

室（揖斐川町上南方）
※西濃県税事務所、自動車税事務
所及び各県税事務所では、随時
申請受付を行う
問合せ先

岐阜県西濃県税事務所

☎ 0584-73-1111
岐阜県自動車税事務所
☎ 058-279-3781

町内の家庭・事業所・団体の皆さま
シルバー人材センターへ
相談してください
◎引き受ける仕事内容

家畜（牛、豚等）や
家きん（鶏、だちょう等）を
飼育している皆さんへ
２月１日時点での家畜を飼育し

庭木剪定、庭木防除、大工・左

ている状況（種類、頭羽数、飼育

官工事、草取り、除草剤散布、農

場所）を県へ報告することが法律

作業、障子・襖・網戸の張替え、

により義務付けられています。次

衣類等のリフォーム、施設管理・

の小規模家畜飼養者についても、

受付、宛名・賞状書き、屋内・屋

同様に報告が必要です。

外清掃、屋内・屋外軽作業、イベ

◎報告内容（２月１日現在の内容）

ント手伝い、家事援助（掃除等）
、

・家畜の所有者（管理者）の住所、

その他応相談
※高齢者の就業のため、危険・有害
な作業はお引き受けできません
※事業所社員と混在する就業や発

氏名（名称）
・家畜の飼養場所の所在地、名称
・家畜の種類、頭羽数
◎小規模家畜飼養者

注者指揮下での就業は、
シルバー

次の家畜を飼養している者

派遣事業として利用できます

①牛・水牛・馬を１頭まで

問合せ先

町シルバー人材センター

☎ 36-1166

②豚・いのしし・めん羊・山羊・
鹿を５頭以下
③鶏・あひる・うずら・きじ・ほ

農林水産省からのお知らせ
青色申告を始めましょう！
青色申告を行う農業者（個人・
法人）は収入保険に加入できます。
収入保険は、全ての農産物を対

ろほろ鳥・七面鳥を１００羽未
満
④だちょうを１０羽未満
◎報告先
中央家畜保健衛生所へ提出（郵送

象に自然災害や価格低下などによ

可能、岐阜市柳戸１－１）

る収入減少が生じた場合に補償す

◎報告期限

ガイドライン」が公表されました

る保険です。

①②：４月１５日（月）

トラックドライバーの長時間労

・自然災害や鳥獣害などで収量が

③④：６月１５日（土）

「荷主と運送事業者の協力による
取引環境と長時間労働の改善に向けた

働改善等のノウハウをまとめまし
た。
○２年間の実証事業で得られた長
時間労働改善等の知見を具体的
な事例を交えて紹介
○荷主とトラック運送事業者の協
力による長時間労働改善等の取
り組みを幅広く横展開
厚生労働省及び国土交通省では
今後、ガイドラインの横展開を図
り、トラック運送事業における取
引環境と長時間労働の改善に向け
て取り組んでいきます。
※ガイドラインは国土交通省ホー
ムページからダウンロードでき
ます。
http://www.mlit.go.jp/common/
001259787.pdf

下がったとき

中央家畜保健衛生所

・市場価格が下がったとき

☎ 058-201-0530

・災害で作付不能になったとき

ホームページ

・けがや病気で収穫ができないと

gifu.lg.jp/sangyo/chikusan/kachiku-

き

など

問合せ先

東海農政局岐阜県拠点

http://www.pref.

eisei/11437/shiyokanrikijunteikihokoku.html

☎ 058-271-4044
（収入保険について）西濃農業共済
組合

裁判所からのお知らせ

☎ 0584-64-6667

裁判所では、新しくできた制度

平成３０年版過労死等防止対策
白書が公表されました

や裁判手続を知っていただくため

「過労死等防止対策白書」は、過

ウェブサイト（http://www.courts.

労死等防止対策推進法の第６条に
基づき、国会に毎年報告を行う年
次報告書です。厚生労働省ホーム

に、毎月テーマを定めて、裁判所
go.jp/index/html） で 案 内 し て い
ます。２月のテーマは「テレビ会
議がもっと便利に！」
、ぜひご覧く

ページからダウンロードできます。

ださい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/

問合せ先

seisakunitsuite/bunya/0000138529.
html
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問合せ先

務課

岐阜地方裁判所事務局総

☎ 058-262-5122

くらしの情報
※年齢制限なし

催し・講座

いび女性ネットワーク講演会

音楽祭
第２２回洋楽・邦楽コンサート

◎講演 「天璋院篤姫と皇女和宮

女性 1,000 円（軽食付き）

～二人の御台所」

◎定員

◎講師

※定員になり次第締切

町音楽協会加盟団体による交流
発表会を開催します。
◎出演団体

第１部

さくらん

ぼ、唱歌を歌う会、神心流大野支
部、スマイル・サクソフォン・ア
ンサンブル、箏曲太可音会、中村
民謡隆音会、はもり倶楽部、メイ
プ ル コ ー ラ ス、 紅 葉 詩 吟 教 室、
Vivace
第２部

大垣商業高等学校吹奏楽

部によるコンサート
◎日時

２月１０日（日）午後１

徳川美術館学芸部マネー

ジャー（学芸員） 吉川 美穂氏
◎日時

２月１４日（木）午後１

総合町民センター

ふれ

あいホール
◎入場料
◎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
ホームページ

http://ono-kaki-

bara-plaza.jp/

◎場所

揖斐総合庁舎５階

できるイベントを開催します。
◎内容

学生の研究発表・作品の

展示
◎日時

２ 月 １ ５ 日（ 金 ） 午 前

１１時～午後４時３０分、１６日
（土）午前９時～午後３時４５分
◎場所

総合町民センター

◎記念講演
「ロボットにとって簡単な仕事、難
しい仕事～ AI を頭脳に持つロボッ
トは人を超えられるか？」
講師：中部大学工学部ロボット理
工学科教授

大日方 五郎氏

町商工会
町商工会

就職相談会

大会
◎対象

障がい者及びその家族

◎参加費

無料

◎内容

最近の求人傾向、企業へ

◎主催等

主催

ワーク
問合せ先

後援

いび女性ネット

揖斐郡町村会

揖斐県事務所振興防災課

のアプローチ法など、就職経験者
の事例を含めて紹介／職業適性検
査（希望する人３人まで）
◎参加料

☎ 23-1111

◎日時

バレンタイン（婚活）パーティー
せんか。

無料
２月２４日（日）午後１

時３０分～３時３０分（受付午後
１時～）
◎場所

総合町民センター

◎日時

２月９日（土）午後１時～

◎申込み

◎場所

iq cafe&dining

む。

（領家８－１）
◎応募資格

問合せ先

男性：町内在住・在

勤で独身の成人

女性：独身の成

ンタープラス（就労移行支援）
☎ 0584-77-7631（加藤）

人

ヘルプマークを配布しています
岐阜県では、「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の
国づくり条例」の施行により、「人にやさしい岐阜県づくり」の一
環としてヘルプマークを導入し、配布しています。
●ヘルプマークとは
義足を利用する人、内部障がいや難病の人、
妊娠初期の人等、援助や配慮を必要としている
ことが外見からは分からない人が身に着け、周
囲の人に手助けを必要とすることを伝えるもの
です。
役場福祉課、揖斐県事務所福祉課、県庁障害

分～２時４５分

●ヘルプマークを見かけたら

問合せ先

東海職業能力開発大学校

☎ 34-3600

事前に電話で申し込

Noto カレッジキャリアセ

福祉課で、希望者に無償で配布しています。

無料

第３

会議室

日時：１６日（土）午後１時３０
◎入場料

☎ 32-0667

議室（揖斐川町上南方）

第２３回ポリテックビジョン
「ものづくり・ひとづくり in 東海」
ものづくりの素晴らしさを発見

問合せ先

男女各１５人

後１時～）

素敵なパートナーを探してみま

無料

◎主催

男性 3,000 円

時３０分～３時３０分（受付：午

時３０分～（午後１時開場）
◎場所

◎参加費

困っているときや災害時に声をかけるなど、
「思いやりのある行動」をお願いします。
問合せ先

福祉課

☎ 34-1111

▲赤いヘルプマーク
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Information
募

集

町シルバー人材センター会員募集
シルバー人材センターは、高齢
のため現役を退いた人がシルバー
の理念「自主・自立・共働・共助」
のもとに、長年培ってきた知識や
経験を地域社会で生かしつつ働く
ことを通して、健康と生きがいを
得るとともに社会に貢献していま
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
センターの趣旨に賛同していた
だける人
・定められた会費（年額１，５００
円）を納入していただける人
※会員の安全及び適正な就業のた
めに、就業規約の遵守及びシル
バー保険（傷害・賠償）の加入
を行っています

大垣商業高校・大垣工業高校
2019年度定時制課程入学生募集
◎設置学科、入学定員
・商業科（大垣商業高校定時制課

制課程）４０人
◎出願資格

期日 （毎月第２火曜日）４月９
日、５月１４日、６月１１日、７
月９日、８月１３日、９月１０日、

に準ずる学校を卒業した人または
平成３１年３月卒業見込みの人な
ど（成人も受検可）
◎選抜日程
第一次選抜

出願先変更期間：２月２２日（金）
～２７日（水）正午（２３日（土）
、
２４日（日）は除く）

場所 中央公民館
問合せ先

町シルバー人材センター

☎ 36-1166

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、２０１９年度第１学期（４
月入学）の学生を募集しています。
第 ２ 回 期 限： ３ 月

１７日（日）※私書箱必着
問合せ先

ター

議など相続に関する相談に応じ、
適切なアドバイスを行います。
◎相談日

第二次選抜

◎相談時間

出願先変更期日：３月１８日（月）
検査期日：３月１９日（火）
※第一次選抜で定員が満たされた
場合、第二次選抜は実施しない
大垣商業高校定時制

☎ 0584-81-4483
大垣工業高校定時制
☎ 0584-81-1280

岐阜県離職者等委託訓練
（介護福祉士養成科）
◎内容

介護福祉士（国家資格）

の取得をめざして、一般学生とと
もに介護の知識と技術を学ぶ。２

◎相談場所

放送大学岐阜学習セン

☎ 058-273-9614

離職者でハローワークに

求職登録した人
◎定員

１５人（選考あり）

◎期間

４月５日～２０２１年３

月９日（２年間）
◎場所

サンビレッジ国際医療福

祉専門学校（池田町白鳥）
◎申込

平成３１年３月６日まで

に、最寄りのハローワークに申込
む。
問合せ先

サンビレッジ専門学校

☎ 45-2220

県内のすべての司法

書士事務所
県司法書士会事務局

問合せ先

☎ 058-246-1568

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

２月１４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

◎相談員

町民相談室

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

年間の学費及び入学金は無料。
（テ
◎対象

各事務所の執務時間

による

出願期間：３月１５

日（金）

２月１日（金）～２８

日（木）

障がい者巡回相談

キスト代等実費）

放送大学４月生募集

◎出願受付

県司法書士会では、相続登記を
はじめとして、遺言、遺産分割協

検査期日：３月７日（木）

月１０日、２０２０年１月１４日、
時間 午前１０時～

出願期間：２月１８

日（月）～２１日（木）正午

１０月８日、１１月１２日、１２
２月１２日（水）
、３月１０日

中学校もしくはこれ

談

「相続登記はお済みですか月間」
相続に関する無料相談

程）４０人
・工業技術科（大垣工業高校定時

問合せ先

◎入会説明会

相

◎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

２月２０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
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くらしの情報
◎相談員

となる場合がありますので予約
時に確認してください

弁護士

予約・問合せ先

※初めての人が優先

心配ごと相談

保健センター
◎相談日

☎ 34-2333

（火）
、２６日（火）

※予約時簡単な聴き取りをします
予約・問合せ先

福祉課

◎相談時間

心の健康相談

☎ 34-1111

◎相談内容

多重債務等相談
◎相談内容

２月５日（火）
、１２日
午後１時～３時（心

配ごと相談１件あたり３０分、弁

うつ病・統合失調症・

護士相談１件あたり２０分）

人間関係等心の悩み

◎相談場所

◎相談日

室

２月１８日（月）

福祉センター

会議

毎月第２月曜日（祝日の場合は第

◎相談員

婚等法律相談関係

３月曜日）※要予約

第１火曜日

◎相談日

◎相談時間

児童委員（人権等心配ごと相談）

多重債務・負債・離

２月１８日（月）

午後１時～３時（１

毎月第２月曜日（祝日の場合は第

件あたり５０分）

３月曜日）※要予約

◎相談場所

◎相談時間

室

午後１時～３時（１

◎相談場所

保健センター

福祉センター

精神保健福祉士

予約・問合せ先

相談室

第２火曜日
会議

保健センター

☎ 34-2333

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

◎相談員

件あたり２０分）

人権擁護委員、民生

弁護士（弁護士相談）

※弁護士相談要予約
社会福祉協議会事務

予約・問合せ先

局

☎ 34-2130

試

験

自衛官等募集案内
募集種目

受

験

資

格

受付期間

第１回

期

日

合格発表

予備自衛官補
（一般）

１８歳以上３４歳未満の者

１月７日
第１回 ４月２０日
～４月１２日
～２４日のうち１日

第１回
５月１７日

予備自衛官補
（技能）

１８歳以上で保有する技能に 第２回 ７月１日
第２回 １０月５日
応じ５３～５５歳未満の者
～９月１３日
～８日のうち１日

第２回
１１月８日

※予備自衛官補（一般・技能）については、第１回で採用予定に達した場合、第２回は実施しない場合が
あります
問合せ先 岐阜地方協力本部 大垣地域事務所 ☎ 0584-73-1150

Сайн байна уу?（こんにちは）

モンゴル通信
サ

ン

ベ

イ

ノ

ー

Vol.

7

～モンゴルの常識、日本の常識？非常識？～

？

Сайн байна уу?
モンゴルでの生活も残り少なくなってきました。今回は、モンゴル人にとっては当たり前、でも日本人にとっ
てはちょっと不思議な慣習を紹介します。
「Cyy cyy（ソーソー）
」
「Cyy cyy」はモンゴル語で「座って座って。」という意味。モンゴルに来た日本人が、幾度となく言われる言
葉ではないでしょうか？
モンゴル人はとにかくすぐに座りますし、立っている人がいると座らせます。空いている椅子が無いと、椅
子を半分ずつ分け合って座ります。１人用の小さい椅子をお尻の大きな女性が２人で分け合って座る、なんて
ことも日常茶飯事です。モンゴル人にとって、人が集まっている場で立っている人がいるというのは好ましい
ことではないそうです。
慣習として面白いと思う反面、活動の視点からはこのお尻の重さが、モンゴル人の肥満の一因なのでは？と
考えてしまいます。モンゴル人は男女ともに明らかに肥満が多いです。活動の中で働き盛り世代に身体計測を
したところ、BMI ２５．
０以上の肥満が約７割を占めていることに驚きました。
今回でモンゴル通信はおしまいです。これまで読んでいただきありがとうございました。
青年海外協力隊

町保健師

杉原

愛
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保健師による

冬場の入浴「ヒートショック」
に気をつけて！

健康伝言板

身体が冷える季節となりました。１日の疲れを癒やし、リラックスさせてくれる「入浴」ですが、家庭の
浴室でヒートショックによる急死が発生しています。今回は、ヒートショックとは何か、又どのように対策
すればよいかについて紹介します。
○ヒートショックとは？
急激な温度差により、血圧が急上昇・急降下して起こるからだの異変のこと。
冬場の入浴時に起こりやすく、寒い脱衣所や浴室から、熱い湯船に入ったときに血圧が急上昇し、脳卒中
や心臓病を引き起こすことがあります。
また、入浴中や風呂上がりに血圧が急降下し、意識を失って、転倒・溺水などの事故につながることもあ
ります。
○ヒートショックを防ぐには？
①入浴は浴室全体があたたまってから
②浴槽につかる前にかけ湯をして身体を慣らす
③湯温は４１度以下
④脱衣室を２０度以上に暖かく
⑤入浴時は家族に一声かけて
○高齢者以外でも注意が必要な人

血圧が高め

若くても油断は禁物

血糖値が高め

コレステロール値が高め

肥満気味

○こんなときは入浴を控えましょう
・体調が悪い

・飲酒後

・気温が低い早朝

・食事をしてすぐ

・精神安定剤、睡眠薬の服用後

・深夜

○もし、ぐったりしている・溺れている人を発見したら・・・
浴室で倒れて

意識がない、普段

いる・浴槽か

通りの呼吸をして

ら救出できた

いない

浴槽から救出

浴槽の栓を抜い

できない

て、湯を流す

119 番通報

発見

救急車を呼ぶ

問合せ先

保健センター

☎ 34-2333

大人の風しん予防接種の費用助成対象者が拡大しました
◎対象者

接種日に町内に住所を有する次のいずれかに該当する風しん抗体価が低い人（ＨＩ法で１６倍以下又は
ＥＩＡ法でＥＩＡ価８．
０未満）
。
※ただし、風しんにかかったことのある人及び風しんの予防接種履歴がある人は対象外
①妊娠を希望している女性（妊娠中及び現在妊娠している可能性のある女性は除く）
②妊娠している女性（風しん抗体価が低い場合に限る）の夫（胎児の父親）又は同居者
③３０歳から５９歳までの男性

◎備考

・費用助成の申請方法等の詳細は、保健センターに問い合わせてください。
・①～③に該当する人は、医療機関で風しん抗体価検査が無料で受けられます。くわしくは県ホームペー
ジを参照してください。


16 広報おおの 2019.2

問合せ先 保健センター

☎ ３４－２３３３

生

～食

活

改善

協議会

～

食育の
すすめ

簡単にできる朝食メニュー
みなさんは、朝ご飯を毎日食べていますか？
朝ご飯は、１日をスタートさせる大切なエネルギー源であり、また、脳へのエ
ネルギー補給など、
とても大切な食事です。毎朝欠かさず食べたいですね。今月は、
簡単にできる朝食メニュー「鮭の豆乳スープ」を紹介します。たんぱく質が豊富
な鮭と冬野菜がたくさん入り、栄養バランスもよく、体も温まる一品です。朝ご
飯を食べて生活リズムを整え、笑顔で１日をスタートさせましょう。ぜひ、お試
しになってみてはいかがでしょうか。

● 鮭の豆乳スープ ●
【材料（５人分）】

【作り方】

塩鮭…… ２切れ（１００ｇ）
里芋

切る。

… 大きめ２個（１００ｇ）

【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

９６kcal
８.０g
３.６g
４０mg
０.９g

①塩鮭は、熱湯でさっと洗う。一口大の大きさに

大根… １/ ５本（１５０ｇ）
白菜… 大葉 １枚（１００ｇ）
無調整豆乳…… ３００ｍｌ

②里芋は輪切り、大根はいちょう切り、白菜は細
切りにする。昆布はハサミで細切りにする。
③鍋に水と②の野菜を入れて火にかけ、沸騰した
ら、①の鮭を加え、再び沸騰したらみそと豆乳

だし汁………… ３００ｍｌ

を入れる。鍋の周りが沸々としてきたら火を止

みそ………………… ２０ｇ

める。

だし昆布……… ５㎝×１枚
ねぎ…… １/ ３本（２５ｇ）

④器に盛り、小口切りにしたねぎを散らす。

ノルディック・ウォーキング教室に参加しませんか
２本のポールを使った「ノルディック・ウォーキング」を体験してみませんか。
専用のポールを使い、下半身だけでなく腕や上半身の筋肉など全身を使う効果的な有酸素運動とし
て、幅広い年代で楽しめます。気軽に参加してください。
◎日 時 ２月２３日（土） 午前９時３０分～１１時３０分（受付９時１５分～）
◎場 所 町民体育館
◎参加費 無料（参加者に粗品進呈）
◎定 員 ３０人
◎内 容 体組成測定、健康講座、ノルディック・ウォーキング
※天候次第で、三水川沿いを歩くこともあります
◎持ち物 運動できる服装、運動靴（上履き、外履き）、
タオル、筆記用具、水分補給用の飲み物
※ポールを持っている人は持参してください
申込・問合せ先 保健センター ☎ ３４－２３３３
◎締切日 ２月２０日（水）


献血のご案内
日
付
２月 ６日（水）
２月２２日（金）

時
間
午前９時３０分～午前１１時１５分
午後１時３０分～午後４時３０分



場
所
役場
特別養護老人ホーム まほろば

内容
全血（４００ml）
全血

※混雑等により、受付時間を変更することがありますのでご了承ください

●献血に協力していただいた人に、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。ご理解
とご協力をお願いします。

～ 始めよう献血

君の勇気が命を救う ～

１月１日（火）から２月２８日（木）は「はたちの献血」キャンペーン期間です。
広報おおの 2019.2
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国

保

だ

よ

り

第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者（加害者）の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者（大野町）
への届出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになり
ますが、保険証を使うことによって、窓口で支払う一部負担金以外の医療費（保険給付分）は医療機関から保険者
に請求されます。その場合は、保険者が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
【注意点】
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
・自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
・
「福祉医療費受給者証」は使用できませんので注意してください。
・
「高額療養費限度額適用認定証」を使用した場合で、給付内容に事故分の診療が含まれているときは、その診療費
は自己負担となりますので、後日被保険者へ請求します。

次の場合は国民健康保険が使えません
・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者負担が原則
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過
失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。

示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医
療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ直接請求しますので注意してください。なお、
示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の
内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、問い合わせてください

届出に必要なもの
第三者の行為
による被害届

事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してくだ
さい。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証
明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。

原本を１通提出してください。※発行手続きは、事故発
交通事故証明書
生場所の所管警察署へお問い合わせください
事故発生状況
報告書

図や説明は、正確に詳細を記入してください。

念書・承諾書

被害者（申請者本人）が作成してください。本人が記入
できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

誓約書

加害者に作成していただいてください。誓約者は原則と
して加害者本人となりますが、未成年者や学生等支払不
能者である場合は、その親権者等になります。

その他

示談が成立していれば、示談書の写しなど。

大切なお知らせ

国民健康保険の医療費（保険給
付割合分）は、皆さんにお支払い
いただいている保険税から支払わ
れています。医療費が増え続ける
と、国民健康保険制度を維持する
ために保険税の引き上げにつなが
りますので、加害者負担が原則の
第三者の行為による傷病の治療に
保険証を使うときは、必ず届出を
お願いします。

所得の申告をしましょう

国民健康保険では、世帯の所得状況が一定以下のときは、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
ただし、所得の申告がないときは、所得状況が一定以下であるかどうか判定できないため、軽減を受けること
ができません。１年間の所得がなかったとき、収入が非課税所得（障害年金、遺族年金など）だけのとき、同
じ世帯に扶養者がいないときなどは、必ず申告をするようにしましょう。
18 広報おおの 2019.2
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局番
なし

〜引越しサービスのトラブルを防ぐために〜
就職や進学、転勤に伴って、例年３月から４月にかけては引越しサービスを利用する人が多い時期です。引越業者
は、基本的な荷受・運送・荷物の引渡しサービスのほか、
「全部お任せ」と言われるような荷造りから荷解きまでを
引き受けて消費者の手を煩わせないタイプなど、さまざまなニーズに応えるサービスを提供しています。これら付帯
サービスの充実により料金が多様化、複雑化して、利用者に分かりづらくなってきていることによるトラブルや電話・
インターネットだけで引越し運送の契約に至り、荷物を確認しないことを原因とするトラブルが生じています。

事例１
引越業者に見積りを依頼し、梱包までしてもらえるプランを契約した。前日に女性作業員が段ボールに品物
を梱包し、４０箱くらいになった。当日２人の男性作業員が来て、荷物を搬送した。引越し先で作業員が電気
冷蔵庫を搬入後、扉にへこみが生じているのを見つけたので、その場で作業員に伝えたところ、修理するとの
回答をもらった。４ヶ月後、
段ボールの１箱を開けたところ、６客の紅茶カップセットのうち３客が割れていた。
業者に連絡すると「引越しから３ヶ月が経過しているので応じられない。」と回答された。

アドバイス

・国 土交通省の「標準引越運送約款」では、見積り、荷物の受取・引渡し、事故、
運賃等料金、責任について定められています。
・引越し作業中に荷物や家具などに傷がついた場合はその場で事業者に申し出て、
引越し完了後はすぐに、荷物の個数や状態を確認しましょう。
・標準引越運送約款では、荷物の紛失や破損について消費者は荷物を引き渡された日から３ヶ月以内に連絡を
しないと事業者の責任は消滅することになっているので注意が必要です。
・業者を選ぶ場合、複数の事業者から見積りをとり、価格だけでなく、荷物を運搬する体制といったサービス
内容についても確認しましょう。

事例２
インターネットで一括見積りを申し込んだところ、すぐにある引越業者から自宅に電話があり、見積りのた
め訪問してきた。
「即決なら 5 万円にする。
」と言われたので契約したら、段ボールを置いていった。翌日、他
社から電話があり、
「4 万 5,000 円でよい。
」という。最初の業者に断りの電話を入れたところ、
「解約には応じ
るが、解約料として引越代金の２割を支払ってもらう。また、段ボールを買ってもらう。
」と言われた。支払
わなければならないか。

アドバイス

・標準引越運送約款では、消費者の都合で引越しが解約・延期となった場合、引越し荷物受取日前々日で見積
書に記載した運賃の２０％以内、前日で３０％以内、当日で５０％以内の手数料が請求されます。
・段ボールを受け取り、見積書にも記載されている場合は、その費用を請求される場合があります。引越業者
を決めかねているときには、段ボールを受け取らないようにしましょう。
・エアコンの移設など付帯サービスを実施し、又は着手していればその費用を請求される場合があります。
・引越価格比較サイトで自動見積りをした場合、複数の業者から電話がかかってくることが多いので、すぐに
契約せず、比較検討してから業者を選びましょう。

１８８通信を毎月掲載してきましたが、今後は身近で注意していただきたい情報を適宜お届けしま
す。大野町消費生活センターでは、町民の皆様が安全に安心して暮らせるよう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。引き続き、
消費生活に関するトラブル等につきましては、
局番なし１８８番に相談してください。

町消費生活相談員
広報おおの 2019.2
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議会広報編集委員会

議会の窓
大野町議会

委 員 長

宇野

等

副委員長

井上

保子

委

員

長沼健治郎

委

員

野村

光宣

第４回定例会

本定例会は、12月 4 日から12日までの 9 日間の会期で開催し、条例の制定及び改正、平成30年度一般
会計補正予算など 8 議案を審議し、原案どおり可決となりました。
また、11日には 4 名の議員が町政に対する一般質問をしました。

人事案件（敬称略）
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
当選人

武藤

貞雄（副町長）

国枝

利樹（議

長）

議第44号���������������������
大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例につ
いて
※公立保育園 3 園を保育所型認定こども園として運営す
るため、大野町保育園の設置及び管理に関する条例を
廃止、新たに条例を制定する。

条例改正等
補正予算

議第40号…………………………………………………………
大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部を改正する条例について
※人事院勧告に鑑み、国の基準に従い条例を改正する一
般職の例にならい、条例を改正する。

議第45号���������������������
平成30年度大野町一般会計補正予算（第 3 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,181万 2 千円を
追加し、予算総額は、82億6,811万 5 千円となりました。
※補正予算の主な内容

議第41号���������������������
大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例について
※人事院勧告に鑑み、国の基準に従い条例を改正する一
般職の例にならい、条例を改正する。

歳入では、国庫支出金の循環型社会形成推進交付金や
県支出金の合併浄化槽設置整備事業補助金、繰入金の
財政調整基金繰入金など。
歳出では、衛生費の高度処理型合併浄化槽設置補助金
や農林水産業費の経営体育成支援事業補助金など。

その他

議第42号���������������������
大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について
※人事院勧告に鑑み、国の基準に従い一般職職員の給料
月額及び諸手当の額の改定と、子育て支援施設長を出
先機関の長として位置付け、公立保育園 3 園を保育所

議第38号���������������������
大野町道路線の変更について
※道路新設改良に伴い、下磯22号線ほか 1 路線の起点を
変更する。

型認定こども園として運営するため、条例を改正する。

議第39号���������������������
議第43号���������������������
大野町印鑑条例の一部を改正する条例について
※性同一性障害等性的少数者へ配慮し、印鑑登録証明書
に男女の別を記載しない取扱いとするため、条例を改
正する。
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大野町道路線の認定について
※道路新設改良等により、古川29号線ほか10路線を認定
する。

◇◆
議員派遣報告

一般質問

大野町議会会議規則第120条第 1 項ただし書の規定によ
り、次のとおり議員を派遣したので報告する。

1

平成30年度大野町総合防災訓練

①目

的

訓練に出席のため

②派 遣 先

大野町大字加納

③期
間
④派遣議員

平成30年10月21日
中川議員・井上議員・長沼議員・国枝議員・
宇野議員・ひろせ議員・小森議員・野村議
員・山川議員・永井議員

2

第19回柿・牡蠣まつり開会式

①目

的

式典に出席のため

②派 遣 先

大野町大字大野

③期
間
④派遣議員

平成30年11月23日
中川議員・井上議員・長沼議員・国枝議員・
宇野議員・ひろせ議員・小森議員・野村議
員・山川議員・永井議員

3

大野町・北見市友好都市提携20周年記念式典

①目

的

式典に出席のため

②派 遣 先

大野町大字大野

③期

平成30年11月23日

間

④派遣議員

中川議員・井上議員・長沼議員・国枝議員・
宇野議員・ひろせ議員・小森議員・野村議
員・山川議員・永井議員

他

39件

議員派遣決定
大野町議会会議規則第120条の規定により、次のとおり
議員を派遣する。

1

東海職業能力開発大学校視察研修

①目

的

視察のため

②派 遣 先

大野町大字古川

③期

平成30年12月12日

間

④派遣議員

中川議員・井上議員・長沼議員・国枝議員・
宇野議員・ひろせ議員・小森議員・野村議
員・山川議員・永井議員

2

第25回根尾川花火大会実行委員会（第 2 回）

①目

的

会議出席のため

②派 遣 先

大野町大字大野

③期

平成30年12月19日

間

④派遣議員
他

4件

国枝議員・長沼議員

議会の窓 ◆◇

質問 1
質問 2

行政改革の推進について
大字表記の廃止について
野村 光宣 議員

行政の事業全般について、点検すべ
く行政改革推進委員会は幾久しく開催
されていないが、年 1 回は開催し、そ
れを当初予算に反映させるのが本意と
考えます。町長はどのようにお考えでしょうか。

Q1
質問

行政改革は、平成 7 年度策定の「大
野町行政改革大綱」で、行政組織の機
構改革、庁内事務事業の見直し、職員
（町 長）
の定員管理及び適正化、行政サービス
の向上のための情報化を進めてきました。
また、「大野町行政改革大綱・集中改革プラン」
では、事務事業の整理合理化、経費節減、定員管理
及び給与の適正化など効率的な行財政の基盤整備、
自治体経営に努めてきました。
直近では、平成24年度の開催以降未開催ですが、
社会環境が今後変化すると予想される中、事務事業
の検証と限りある行政資源を効果的に住民サービス
に結びつけられるよう行政運営を進めることが、持
続可能なまちづくり、総合計画に掲げる将来像の実
現に必要不可欠であると考えています。
今後も、町民の皆様が将来にわたって住みやすい
と実感できるまちづくりを目指し、常に改善・改革
を念頭に置きながら、行財政改革に関わる重要な審
議案件がある時に、委員会を開催したいと考えてい
ます。
答弁

A

住所表記に『大字』を使用している
のは、県下21町村で当町を含めて 4 町
村だけだが、煩わしいとか田舎っぽい
等という意見がある。いっそのこと大
字を廃止したらどうかと思うが、町はどのようにお
考えでしょうか。

Q2
質問

現在までの検討状況ですが、メリッ
トは、住民の方々が諸手続等で住所を
記載する際に簡単になるということで
（総務部長）
す。
デメリットは、住所変更をしますとほとんどの書
類が次回更新時に新しく修正更新されますが、早期
に必要な方は、各種免許証等の住所変更手続きを行
う必要が生じます。
また、瀬古区や松山区などの小字が存在する地区
では、小字を取ることによって大野町大字瀬古小字
瀬古が、大野町瀬古瀬古と地名が重複する場合や同
じ地番が複数存在することとなり、どちらかの地番
を変更する必要があります。
答弁

A
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   これまでに大字表記を無くした事例を調べます
と、市町村合併などで必然的に住所表記を変えざる
を得ないと実施したケースが見受けられます。
   また、大字表記は東京都や名古屋市などでも現存
しており、郵便も大字表記が無い場合でも、通常ど
おり郵送されています。
特に問題な点は、名称地番の変更があり得る地域
の合意形成が必要です。
また、この地域からの直接的な要望を聞いていな
いため、方法や対策を調査するにとどめています。
よって、現状ではすぐに大字表記を無くすことは
考えていませんが、
「小字の存在する地域において
どうするのが望ましいのか。
」を引き続き研究して
まいりたいと考えています。

質問 1
質問 2
質問 3

Q1
質問

観光元年にあたっての公共サイン
整備について
6 次産業化について
東海環状自動車道（仮称）大野・
神戸インターチェンジ周辺の街づ
くりについて
宇野
等 議員
公共サインの整備計画の進捗状況と
今後の取り組みについて、伺います。

現在、町では道の駅開駅の今年度を
「観光元年」と位置付け、来年度予定の
東海環状自動車道（仮称）大野・神戸
（町 長）
インターチェンジの開通と併せ、観光
によるまちづくりを進め、町の活性化に繋げたいと
考えています。
また、まちづくりを進めていく中で、町を訪れた
皆様や町民の皆様に、町の見どころや文化財、公共
施設などをわかりやすく案内する公共サイン整備の
必要性を私も感じているところであり、第六次総合
計画のリーディングプロジェクトのひとつ「おおの
観光ＰＲプロジェクト」の中に「大野町サイン整備
事業」を盛り込み、取り組んできました。
進捗状況は、平成27年度策定の「大野町道の駅か
らはじまるまちづくり計画」の中で、「施設・サイ
ン等のデザイン戦略」を立案し、「観光関連サイン」
「スポーツ・健康関連サイン」「防災や地域住民との
協働サイン」の 3 種類のサインについて、基本的デ
ザインの方針を決定しました。
平成28年度には、この計画と戦略を踏まえ、「観
光担い手育成プロジェクト」の中で「公共サイン整
備計画」を策定し、大野町への来訪者や町民にとっ
てわかりやすい観光・誘導サインを目指した公共サ
インのデザインや設置場所、材質など基本構成を定
め、サイン整備の実施設計を行いました。
平成29年度から平成30年度にかけ、道の駅整備に
併せて県の補助金を活用し、大野町をはじめとした
揖斐郡や西美濃地域の見どころや名所を案内する総
答弁

A
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合的な観光案内サインを道の駅に設置するととも
に、野古墳群や北岡田家住宅、揖斐二度ザクラなど
の文化財やバラ公園などに説明を盛り込んだ案内サ
インを設置したところです。
さらに来年度には、東海環状自動車道（仮称）大
野・神戸インターチェンジ出口付近に、「ようこそ
おいでくださいました」の気持ちを込めて町の主要
施設や観光名所を案内する「お出迎えサイン」の整
備を予定しています。
今後は町の玄関口となる、道の駅やインターチェ
ンジからバラ公園やレインボースタジアム等への行
き方を示すサインについても、県など道路管理者と
協議しながら整備を進めていきたいと考えていま
す。
子供から高齢者まで、来訪者だれもがわかる公共
サイン整備を実施し、交流人口の増加や観光資源の
回遊性の向上に繋げていきたいと考えています。

Q2
質問

6 次産業化への支援、その進捗状況
と今後の取り組みについて、伺います。

6 次産業とは、加工・販売の多方面
において、様々な工夫により地域資源
の付加価値を高める方法であり、当町
（町 長）
の農産物をＰＲするとともに、農家の
所得向上において極めて重要であると考えていま
す。
当町では、農業は町の基幹産業であることからパ
レットピアおおのの開駅に向けて、地域資源を活用
した 6 次産業化や、農商工連携を活用した、柿加工
品などの新たな特産品開発に取り組んできました。
始めに、 6 次産業化へのきっかけづくりとして、
平成27年度に「全国柿のお菓子大試食会」を開催し、
同時に岐阜県 6 次産業化サポートセンターによる相
談会や講演会を実施しました。
その結果、かき振興会女性部では柿ジャム、柿チッ
プや公益財団法人岐阜県産業経済振興センターの岐
阜県農商工連携ファンド事業を活用した柿バターや
柿ゼリーなど新たな商品が生まれ、販路拡大と町を
ＰＲするという効果も生まれました。
また、 6 次産業化に取り組もうとする農業者に対
し、商品開発や加工機器などを整備する国の補助金
は、通常 3 分の 1 ですが、当町が事業者支援のため、
6 次産業化等に関する取組方針及び目標を掲げた 6
次産業化戦略・構想を定めることにより、補助率が
2 分の 1 となり国庫補助金をより有利にしていま
す。
今後は、 6 次産業化で開発された商品をパレット
ピアおおのにて全面的にＰＲし、農業者や民間事業
者が自由な発想で商品開発を行っていただけるよ
う、国・県と連携して支援事業の啓発に努め、ＪＡ・
県 6 次産業化サポートセンターと情報共有しなが
ら、事業計画の相談や農産物の調達、販路の開拓を
進めます。
また、やる気があり具体案を策定した農業者や事
業者に対して、加工所等必要な施設の整備や経営に
対する支援、そして食品営業許可等や知的財産にか
答弁

A

◇◆
かる商標登録などの関係機関への手続きについて
も、全面的にバックアップします。

Q3
質問

インターチェンジ周辺の街づくりに
関する取り組み状況について、伺いま
す。

東海環状自動車道の西回りルートは、
全線開通に向けて工事が進められ、（仮
称）大野・神戸インターチェンジから
（町 長）
大垣西インターチェンジ間7.6km につ
いては、2019年度の開通見通しが、また、
（仮称）
高富インターチェンジから（仮称）大野・神戸イン
ターチェンジ間の延長19.2km でも、用地買収、橋梁・
トンネル工事が実施され、2024年度の開通見通しが
示されました。
これによって、大野町の新たな玄関口となる（仮
称）大野・神戸インターチェンジの開設を町の地域
振興に活かすには、道の駅や工業団地の開発に加え、
インターチェンジ周辺のまちづくりを進める必要が
あります。
大野町第六次総合計画や大野町都市計画マスター
プランにおいて、（仮称）大野・神戸インターチェ
ンジ周辺地域は、インターチェンジの開設にともな
う広域自動車交通の利便性の向上を活かし、特定用
途制限地域の利活用や用途地域指定等を検討しま
す。また、日常生活サービス機能を有する商業施設
や新たな産業、雇用の創出に資する工業施設等の立
地誘導を図るため、土地区画整理事業等の実施を図
り、
「商業・工業複合拠点」と位置づけて、それぞ
れの機能が調和した土地利用を積極的に推進してま
いります。
現在、大野町インターチェンジ周辺まちづくり検
討会を産業建設部内に設置し、農林課、観光企業誘
致課、建設課で土地区画整理事業による開発につい
ての検討と、農林漁業との調整を図っているところ
です。今月には、区画整理施工地区と土地利用計画、
スケジュールについての原案の取りまとめにかかり
ます。
来年度にはこの原案を基に、庁内に構想研究会を
発足させ、地元への説明をはじめたいと思います。
（仮称）大野・神戸インターチェンジ周辺地域は、
西濃用水第二期事業及び農村振興総合整備事業おお
の地区の受益地となったことにより、その事業完了
後 8 年は、農業振興地域から除外することができま
せん。そのため、農業振興地域から除外することが
できる2024年度までに土地区画整理事業等の事業認
可を受けられるよう、来年度から土地区画整理事業
調査を国の助成を受けて進めてまいりたいと考えて
います。基本構想の実現方策の検討や現況測量、事
業計画案の作成、換地設計の準備、組合設立の準備
等を行い、2019年度には地元説明会を開催したいと
思います。
また、2020年度には、揖斐都市計画区域マスター
プランの見直しにより、町マスタープランにて位置
付けをした新産業地の立地誘導を目指してまいりま
す。
2024年度に県内にて全線開通する見込みの東海環

議会の窓 ◆◇

状自動車道のストック効果が最大限発揮されるよ
う、取り組みを進めてまいりたいと考えています。

質問 1
質問 2

学校のエアコン設置について
障がい者支援サービスについて
ひろせ 一彦 議員

答弁

A

Q1
質問

来年度夏までの小中学校エアコン設
置にあたり、どのような順番で設置を
推進していくのか、具体的なビジョン
を伺います。

近年猛暑日が増加し、また、本年 4
月の学校環境衛生基準の改正により、
望 ま し い 室 温 の 基 準 が「17 ℃ 以 上、
（町 長）
28℃以下」に見直されました。こうし
た中、児童生徒の健康面や学習効率を考慮し、小中
学校へエアコンの設置を進めてまいります。
エアコンの設置は、当初は国の学校施設環境改善
交付金事業（以後交付金）を活用し、町内全ての学
校に一斉に設置する計画でした。この場合、全ての
学校への一斉設置は、財政負担を考慮すると難しく、
数年に分けて設置せざるを得ない状況となります。
そこで、リース（賃貸借）方式を検討しました。リー
スによる設置は、初期費用を抑え費用の平準化が図
られるため、単年度予算に限りがある場合でも一度
に多くの学校に導入が可能となります。同時に、保
守業務が含まれての契約が可能となり、突発的な修
繕費等の支出が不要となります。
また、リース契約は交付金の対象外となるデメ
リットがありますが、補助金算定根拠となる事業費
は実際の実工事費ではなく、文部科学省が定める単
価で算定した配分基準額と実工事費の低い数％程度
の補助金額となり、財政効果が高いとはいえません。
したがって、町内全ての小中学校に一斉設置する
ことを優先させ、リース方式による設置を進めてま
いりたいと考えています。
設置は、使用頻度の高い普通教室及び既に設置し
てある教室・職員室等の古いエアコンの入れ替えを
行います。
また、スケジュールは、来年 1 月に実施設計を終
え、議会の承認を得た上で 2 月中に契約を完了し、
来年夏までに設置してまいりたいと考えています。
答弁

A

「合理的配慮」としての取り組みは？
意思疎通支援事業として、手話通訳士
を配属してはどうか。職員へユニバー
サルマナー検定の推進を求めます。ヘ
ルプマークの現状と今後ヘルプカードの導入を求め
ます。

Q2
質問

障がい者への「合理的配慮」として
の思いやりサービスの取り組みは、障
害者差別解消法の施行に伴い、町では
（民生部長）
障がいのある方への配慮マニュアルを
平成28年に作成し、職員に対して周知・研修を実施
答弁

A
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しました。今後も、障がい者への思いやりサービス
について、更なる推進をしていきたいと考えていま
す。
手話通訳士の正規職員としての配属ですが、手話
通訳士は、厚生労働省が認定する資格です。職員と
しての採用は難しいため、意思疎通支援事業を活用
し、聴覚障がい者のサポートのため、手話通訳者を
同行派遣しています。今後は、主催する福祉関連の
講演会・研修会においても、岐阜県聴覚障害者協会
等と連携し、手話通訳士や手話通訳者の派遣依頼を
して参りたいと考えています。また、昨年開催した
手話等普及啓発職員研修や平成26年度から揖斐郡 3
町で開催している「手話奉仕員養成講座」を継続し、
手話奉仕員として活躍できる人材の育成と職員の研
鑽に努めていきたいと考えています。
職員への「ユニバーサルマナー検定」の推進につ
いては、町職員として、障がい者支援のもと「ユニ
バーサルマナー」の理解、その実践について、大変
重要なことであると認識しており、研修担当部局と
協議し、職員の研修参加について計画していきたい
と思います。
「ヘルプマークの推進」は、「合理的配慮」として
有効な施策であり、配慮が必要となったとき、周囲
に伝えることのできる大切な手段でもあると考えて
います。町窓口での配布状況は、平成29年度31枚、
平成30年度11月末で71枚の合計102枚となっており、
町身体障害者福祉協会会員の方には、協会を通じて
配布いただいています。
「ヘルプカード」の導入には、第三者の円滑なサ
ポート、適切な支援を行うための有効なツールと考
えています。町では、まず、県が推進しています「ヘ
ルプマーク」の周知啓発を薦めてまいりたいと考え
ています。

質問 1
質問 2

小・中学校の統合について
風しん対策について
井上 保子 議員

学校統合は、地域の実情を踏まえ設
置者である市町村が判断すべきもので
すが、様々な観点を総合的に検討する
必要がある難易度の高い課題です。少
子化に対応した学校教育について考えるには、学校
統合も必要になってくると思いますが、ご所見を伺
います。

Q1
質問

来年度、学校教育法施行規則に定め
る12学級以下の、いわゆる小規模校は、
大野分校を除いて、小中学校 8 校中 6
（町 長）
校となります。
学校では、児童生徒が集団の中で、多様な考えに
触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを
通じて、社会性や規範意識を身につけることが重要
です。このような教育を行うためには、一定規模の
児童生徒集団が確保されていることが望ましいもの
と考えています。
答弁

A
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しかし、小規模校では、教職員と児童生徒との人
間的なふれあいや、個別指導を含めたきめ細やかな
指導が可能であること、学年を超えた交流が容易に
行え全校的な教育活動が生み出しやすいことなど多
くの利点があります。こうした利点を最大限に生か
した教育の実現を図ることが学校の責務と考えてい
ます。
県下における小中学校の統合は、ここ 5 年間で 7
校で行われました。この中で比較的スムーズに統合
が進んだ学校は、保護者の複式学級での子どもの学
びに対して危惧する気持ちに、地域住民の皆さんか
らの理解と賛同を得て、校区住民の意思統一が図ら
れていました。
一方、地域の意見がまとまらないため、保護者が
他の校区に住所変更をされた結果、生徒が激減して、
やむを得ず統合に踏み切った学校もあります。
統合の 1 つの目安に、今後、更に少子化が進んだ
場合の「複式学級の設置」がありますが、小中学校
の統合は行政主導ではなく、地域の方々や保護者の
皆様の思い、願いをもとに進めるべき事と考えてい
ます。
したがって、当面、統合に向けた動き出しはでき
ないものと考えています。
今年の風しん患者は、昨年の約22倍
に達していると言われています。自治
体によっては、検査や予防接種の助成
制度を行っています。大野町では風し
ん対策について、どのようにお考えですか。

Q2
質問

今年 8 月、厚生労働省から全国的な
感染の拡大の可能性を示唆する注意喚
起がありました。感染者の多くは30代
（町 長）
から50代の男性で、過去に予防接種を
受けていない世代と報告されています。県内では、
7 月末から現在に至るまでに10名の方の感染が確認
されています。妊娠初期に風しんにかかりますと、
生まれてくる赤ちゃんが、目、耳、心臓などに「先
天性風しん症候群」という病気にかかる可能性があ
ります。
県では、無料で風しん抗体検査を実施しています。
これまで対象者は妊娠を希望する女性、妊婦の夫又
は同居者に限られていましたが、本年12月から、30
歳から59歳までの男性も対象者となりました。この
検査で抗体のない方は、風しんに感染する可能性が
高いため、有効な予防法としてワクチン接種が勧め
られています。
現在、町では妊娠を希望する女性と、風しんの抗
体がない妊婦の夫に、無料で風しんワクチンの予防
接種を実施しています。町としても県が実施した無
料風しん抗体検査の対象者拡大に併せ、医療機関と
調整を行い、体制整備が整い次第、県が実施した検
査により、ワクチン接種が必要な30歳から59歳まで
の男性を対象者に、無料のワクチン接種を実施して
まいります。
答弁

A
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【議会議員が出席した主な行事等】

10 月

1日
3日
6日

揖斐郡町村議会議長会
総文常任委員会研修
ふれあい 2018 大野まつり・大野町功労者表彰式他
大垣市制 100 周年記念式典
8日
第 40 回大野町民体育大会
9日
岐阜県町村議会議長会定期総会・正副議長研修会
10 ～ 12 日 議会議員視察研修
12 日
東海環状自動車道西回りルート建設促進大会・建設事業説明会
13 日
公立保育園及び私立認定こども園運動会
16 日
第 2 回揖斐郡消防組合議会定例会
18 日
山県市議会バスターミナル整備特別委員会道の駅視察
例月審査
19 日
揖斐地区木材利用推進協議会「木の日の要望活動」
21 日
大野町総合防災訓練
23 日
日進市議会市民建設委員会道の駅行政視察
東海環状自動車道整備促進総決起大会
25 日
定例監査
薩摩義士秋季顕彰式
26 ～ 28 日 北見市・大野町友好提携都市提携 20 周年記念式典
31 日
嚶鳴フォーラムｉｎおおの実行委員会

議長
議長
中川・井上・長沼・国枝・ひろせ・小森・野村・山川・永井議員
副議長
全員
正副議長
全員
議長
全員
議長
議長
監査委員
議長
全員
副議長
議長
監査委員
議長
議長
議長

11 月

1日
2日
3日
4日
7日
8日

子ども・若者育成支援強調月間街頭啓発活動
全国環整連大会「人口減少」
おおの木育フェア 2018
みずほふれあいフェスタ 2018
地方自治連絡協議議会
新任議員研修会
道徳教育推進委員会
11 日
いびがわマラソン 2018 開会式
12 日
本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会
他との合同要望活動
北海道芽室町表敬訪問
14 日
第 4 回揖斐広域連合議会定例会
16 ～ 17 日 嚶鳴フォーラムｉｎ釜石
19 日
例月審査
地方行財政・金融講演会
21 ～ 22 日 町村議会議長全国大会
22 日
本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会
他との合同要望活動
北見市訪問団表敬訪問・歓迎交流会
23 日
第 19 回柿・牡蠣まつり開会式
大野町・北見市友好都市提携 20 周年記念式典
25 日
大野町スポーツ少年団団対抗駅伝大会
26 日
定例監査
28 日
議会運営委員会
29 ～ 12/1 日 揖斐物産展ｉｎ香港

井上議員
宇野・ひろせ・小森・野村・山川議員
中川・井上・長沼・国枝・宇野・ひろせ・小森・野村・永井議員
議長
議長
野村議員
総文委員長
議長
議長

12 月

2日
3日
4日
5日
11 日
12 日
18 日
19 日
21 日
26 日

揖斐郡駅伝記念大会
岐阜県町村議会議長会第 3 回評議員会
第 4 回定例会（開会）
全員協議会
議会運営委員会
総文常任委員会
民建常任委員会
第 4 回定例会（一般質問）
第 4 回定例会（閉会）
東海職業能力開発大学校視察研修
例月審査
揖斐地域行政懇談会
議会広報編集委員会
根尾川花火大会実行委員会（第 2 回）
第 2 回西濃環境整備組合議会定例会
定例監査
年末夜警町内巡視

総文

副議長
中川・井上・長沼・国枝議員
議長
監査委員
議長
議長
副議長
正副議長・総文委員長・民建委員長
全員
全員
議長
監査委員
委員
議長
議長
議長
全員
全員
委員
委員
委員
全員
全員
全員
監査委員
議長
委員
議長・民建委員長
議長
監査委員
議長

＝

総務文教常任委員会

民建

＝

民生建設常任委員会
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議会議員視察研修報告
─高知県梼原町・愛媛県大洲市─
副議長

宇野

等

昨年10月10日から12日までの 3 日間、行政視察研修を行いました。
1

高知県梼原町
人口3,600人、面積236㎢のうち、約90％が森林であり、標高1,455
ｍにもなる雄大な四国カルスト高原は、全国的にも珍しい高位
高原カルスト地形になっています。
四万十川源流域における街づくりの挑戦をテーマに「自然エ
ネルギーによるまちづくり」を推進し、環境モデル都市事業に
取り組んでいます。
①森 では、間伐材や端材から木質ペレットを生産し、ペレット
ストーブ等の燃料に活用しつつ、ペレット生産による事業収
▲梼原町総合庁舎にて
入や企業との協働による森林づくりに取り組んでいます。
②水では、梼原川の 6 ｍの落差を活かし、発電出力53kw の小水力発電を行って、発電した電気を昼間は小
中一貫教育校の梼原学園の施設に供給、夜間は町中の街路灯（82基）に供給しています。
③風では、標高1,300ｍの四国カルストにデンマーク製の風車を設置して、年間2,800MWh を発電。四国電
力に売電して得た売上金は、CO 2 排出削減設備の普及と CO 2 吸収源の整備や環境基金に使われます。
④光では、太陽光発電設備の普及について、風力発電による売電益を原資とした補助金交付事業を展開して
います。
⑤その他にも、町産木材の使用、太陽光発電、太陽熱給湯、ペレットストーブ等を備えた梼原町式モデル住
宅に居住を進める定住促進を図っています。
このようにして、平成21年 1 月には、低炭素社会づくりの実現に向けて温室効果ガスを2050年までに1990
年から70％削減し、電力自給率100％を掲げて、内閣総理大臣より「環境モデル都市」に認定されています。
役場庁舎で研修後、雲の上の図書館とまちの駅を見学しましたが、著名な建築家「隈 研吾氏」設計によ
る建築物で、ほかにも 4 箇所計 6 箇所の施設は素晴らしい建物であり、見学者を圧倒するものでありました。
2

愛媛県大洲市
人口44,000人 総面積432㎢ 1 級河川肱川が市の中央部を貫流する流域都市で、標高300～1200ｍの山地
と河川沿いの平地部からなり、大洲盆地の中央部および肱川河口部に市街地が形成されています。
大洲市では、高齢化や担い手不足、経済情勢の変化などにより農林水産業を取り巻く環境の厳しさから、
1 次産業としての農林漁業と 2 次産業としての食品製造業等、そして 3 次産業としての小売業等が融合を図
り、地域で生産される農林水産物を加工等によって付加価値をつけ、販売していくこと等により、生産者の
所得向上や地域の雇用を増大させ、地域の活力の向上を図るため、「 6 次産業化・農商工連携支援事業」に
取り組んでいます。
①平成29年に大洲市 6 次産業化等推進戦略を策定
農林漁業者や食品製造業者、関係団体等が一体となって推進。農林水産課内に愛媛県職員による「農工
商連携担当」職員を配置して、 6 次産業等の取り組みを支援。
②推進戦略における 6 次産業化等の範囲
⑴ 6 次産業化
加工 販売 販路拡大 直接販売
⑵農工商連携
⑶グ リーン・ツーリズム
農林漁業体験 観光農園 レス
トラン 民泊 農産物オーナー制度等
③大 洲農業高校と連携して伝統色継承、 6 次産業開発プロジェ
クトを作り若年層の担い手育成を図る。
④この結果、全国の特産品から日本一を決める「こんなのある
んだ！大賞2017」で大賞を受賞。
⑤さ らに、販路開拓を首都圏や関西圏に求め、業者に対する商
談会や説明会を開催したり、またインターネットを活用した
情報発信に取り組む。
▲大洲市役所にて
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今日、東日本大震災を機に「原発反対」という国民的な動きが活発になってきた中で、梼原町の自然エネ
ルギーによるまちづくりは大変参考になりました。
また、大洲市の 6 次産業化については、道の駅「パレットピアおおの」をオープンした当町においても、
これを推進してまちづくりに取り組む必要があり、大変参考になりました。

総務文教常任委員会視察研修報告
─奈良県奈良市・橿原市─
副委員長

山川

満

昨年10月 3 日、奈良市で「奈良町町家保存活用事業」について、奈良県橿原市で「博物館整備運営事業」
について、視察研修を行いました。
奈良市（人口約36万人）は、奈良県の北部に位置する県庁所在地で、奈良時代には平城京が置かれ、天平
文化が花開いた地として知られています。奈良の大仏で有名な東大寺や薬師寺、興福寺など古都奈良の文化
財は、世界遺産に登録されています。
奈良市は、戦後、日本文化のふるさととして多くの観光客を受け入れるようになり、奈良の持つ文化的、
観光的価値を将来に生かす目的で、昭和25年に国際文化都市を宣言し、各種の文化財保存事業を実施されま
した。その中の一つに「奈良町町家保存活用事業」があり、その事業を視察研修しました。
昭和50年代、奈良町の町並みを保存する運動が始まり、行政もその動きを追うようにして「ならまち賑わ
い構想」を策定しました。しかし、構想によるまちづくりは、観光客の増加によって住民の生活に悪影響を
及ぼし、住民にとっては「住みにくいまち」となってしまいました。そのため、構想の成果やまちづくりに
及ぼした効果を検証し、奈良町にふさわしいまちづくりを展開するために、「新奈良町にぎわい構想」が策
定されました。本構想策定にあたり、まちづくり団体や自治会が現状や課題について議論を交わし、行政と
一体となって構想策定に取り組まれたのです。
「新奈良町にぎわい構想」では、「町家・町並みの保存・継承」、「町家を活かした居住環境・商業環境の形
成」
、
「暮らしと調和した観光の促進」、「参画と協働によるまちづくりの推進」、「奈良町の総合研究体制の確
立」の 5 つの目標を掲げ、平成30年から10年間のアクションプランによって歴史都市型のコンパクトシティ
を目指した新たな取り組みが進められています。具体的には、地域の伝統行事やお祭りを紹介したり、町家
の修理・修景に対する補助事業、町並み景観の向上のために電線類の地中化事業などで、行政主導による前
構想の失敗を活かし、住民や民間団体と協働で取り組む新構想で、町家保存活用事業は展開されています。
次に、橿原市（人口約12万 4 千人）は、奈良県のほぼ中央
に位置し、約1300年前にわが国初の首都藤原宮跡があり、市
内には歴史的文化遺産が点在する町です。昔より、道路網、
鉄道網が発達し、大阪・京都・名古屋への交通の便が良いこ
とから交通の要所として発展してきた近郊都市です。
そして、橿原市を代表する歴史遺産の一つに新沢千塚古墳
群があります。博物館は、新沢千塚古墳群と隣接しており、
もともとは橿原市新沢千塚資料館であり、古墳群を理解する
ための博物館の役割と橿原市の歴史を学ぶことを目的とした
資料館でありました。この資料館の老朽化と新沢千塚古墳群
の理解促進に加え、縄文時代から江戸時代までの二千数百年
▲奈良町にぎわいの家にて
の歴史を楽しく学び、
「地域に根ざした博物館」を目指し大規
模改修が行われました。また、博物館の名称には、「人と人の
つながりの真ん中に歴史があり、歴史を体感できる博物館と
して、まさに市民のサロンとなるよう。
」との想いを表す「歴
史に憩う橿原市博物館」と改称されました。博物館の特徴は、
新沢千塚古墳群のサイトミュージアムとしての位置付けはも
ちろん、体感しながら楽しく歴史を学び、来館者に合った展
示資料の紹介と訪問をサポートするパーソナルガイドの設置
が挙げられます。奈良市及び橿原市における歴史や観光に係
る事業は、大野町にも相通じるものがあると感じながら説明
を聞きました。
▲歴史に憩う橿原市博物館にて
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たしろクリニック

大野町
下磯

36-1168

10

ゆり形成内科整形
おおの

大野町
大野

35-7722

2 11

大久保医院

大野町
黒野

32-1510

17

クリニック
ラポール

大野町
大野

32-0033

いびレディース
クリニック

揖斐川町
三輪

23-0050

のだ医院

揖斐川町
三輪

22-3939

24
3 3

※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

こんにちは！赤ちゃん
住所

河村

龍希

黒野

河村

律希

黒野

髙橋

空良

黒野

平野

は る ま

陽真

六里

梅田

絃成

大野

河野

隼輝

り つ き

そ

ら

げんせい

しゆんき

住所

氏名

保護者
い ち は

拓也

上秋

鈴木

一葉

拓也

稲畑

田宮

綾人

慶多

中之元

横山

隼翔
まさなり

貴広

あ や と

陽一

は や と

達也

公郷

粟野

将成

延宏

公郷

安藤

花

好宏

公郷

森

大輔
青司

はな

崇晃

あ ら た

新太

光平

末永くお幸せに
住所

次回の古紙類等回収について
順延の場合、３月 24 日（日）

保護者
た つ き

黒野

♥

３月１７日（日）午前９時〜１１時（２時間）

氏名

♥

夫

瀬古

妻

瀬古

夫

加納

妻

加納

氏名

住所

藤本
小林

雅人
♥
詩織

国枝
横澤

大樹
香奈

氏名

樋口
小川

夫 五之里
妻 五之里

和樹
倫布

◎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

☎ 34-1111

納期限のお知らせ
1 月 31 日（木）

２月２８日（木）

町県民税（４期）
国民健康保険税（９期）
固定資産税（４期）
国民健康保険税（１０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

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

年齢

住所

氏名

黒野

岡田スナヲ

86

大野

酒井

靖子

71

相羽

江崎

庄吾

81

大野

古田ますゑ

90

相羽

鈴木ふじよ

86

寺内

錦見

和

89

相羽

松浦

厚子

82

牛洞

岩崎

光雄

83

下方

加納

重義

89

加納

八木

秀雄

87

野

飯沼

信一

91

下座倉

宇野

捷司

74

野

伊藤しずゑ

87

下座倉

児玉

英人

61

人口と世帯（１月 1 日現在）
人 口
男
女
世帯数

…………
…………
…………
…………

２３, １３６人（＋２５）
１１, ３５１人（＋１６）
１１, ７８５人（＋ ９）
７, ９２５世帯（＋１９）

年齢

大野町
ホームページ
QR コード
大野町 HP

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

◎問合せ先／環境水道課

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

発行 大野町
編集 総務課

（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。

出生１２人／死亡１８人／転入５２人／転出２１人

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。

2019.2

3

１２月中に届け出のあった方（敬称略）

No.702

所在地

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/

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

2・3 月休日在宅当番医のお知らせ

