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今月の主な内容
▶２

大野町人事配置一覧

▶４

まちの話題

▶ １２ Information くらしの情報
▶ ２０ 議会の窓
▶ ２６ 社協だより

バラまつり大野２０１９

５月１１日（土）～２６日（日）
◎イベントデー
◎ライトアップ

１１日（土）、１２日（日）
１３日（月）～２６日（日）
午後６時から９時まで

※改元後は新元号に
読み替えてください

大野町人事配置一覧
平成３１年４月１日付けで、各課（係長以上）の配置が次のとおりになりました。
◇副町長

武藤

貞雄

◇教育長

八木

正之

◎総務部

部長兼危機管理監

今西

和之

○政策財政課

課長

内藤

○総務課

睦文、課長補佐兼財政係長

國枝

政策係長

常冨

課長

幸博、主幹兼危機管理防災係長

林

信也、

善久
河野

雅臣、

広報係長 國枝 佳代、庶務係長 大當 剛司、行政・管財係長 藤原 章
○税務課

課長

宮川

○揖斐広域連合派遣 課長補佐

好美、課税係長
若原

課長補佐

部長

村橋

昭利

○住民課

課長

川瀬

○福祉課

課長兼幼児療育センター長

里織、住民係長

汲田

岩田

真弓

田邉

勉

貢一

馬渕

直樹、

課長補佐兼社会福祉係長

石橋

障がい者福祉係長

孝枝、子育て支援係長

園長

瀧

南こども園

園長

三間

仁

北こども園

園長

武藤

さなゑ

子育て支援施設

施設長

河野

西こども園

○健康課

良介、徴収係長

寛

○池田町大野町学校給食センター協議会派遣
◎民生部

今枝

千夏、
目加田

稔

江利子

鈴村

美樹

課長兼福祉センター所長兼地域包括支援センター長

國枝

裕二、

課長補佐兼高齢者支援係長（地域包括支援センター兼務） 武藤
課長補佐兼地域包括支援センター係長
課長補佐兼健康づくり係長
○環境水道課

大久保

貴雄、

容子、保険年金係長

松久

和良

課長 後藤 英章、主幹兼水道係長 吉村 康弘、環境係長 牧村 英子

○大野町社会福祉協議会派遣
◎産業建設部

豊田

為文、

課長

部長

加納

秀男

○調整監

阿部

晋也

○農林課

課長

石原

宇野

貴典

友博、農林係長

北村

一也、

土地改良係長（揖東土地改良区併任） 鈴村

友宏

○観光企業誘致課（道の駅推進室）
課長兼室長兼消費生活センター長
課長補佐兼企業誘致係長
商工係長兼観光係長

河野

森

常富

祐次

知可子、

章宏

○建設課（東海環状自動車道推進室）
課長兼室長

後藤

主幹兼都市計画係長

崇、主幹兼土木係長

◎教育委員会

神谷

目加田

哲、用地管理係長

永井

和将

木下

係長

○会計課

会計管理者兼課長

○議会事務局

局長

松久

宏之、課長補佐

○学校教育課

課長

今井

宏紀、主幹兼学校教育係長兼学校給食係長

○生涯学習課

涼介
馬渕

課長

樋口

智子

間渕

古田

潤
隆一、

修

泰広、主幹兼文化財係長

課長補佐兼生涯体育係長
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國枝

成瀬

竹谷

勝也、

尚子、生涯学習係長

鈴木

悟志

県から派遣されました。
阿部 晋也
（産業建設部調整監）
大野町と県のパイプ役
として邁進します！

木下 隆一
（教育委員会学校教育課主幹兼
学校教育係長兼学校給食係長）
夢と感動のある学校教育実現
のため、教育委員会の一員と
して各学校とのつながり、か
かわりを大切にし熱意を持っ
て努めて参ります。

町社協から出向します。
中島 友美
（福祉課）

神谷 栄子
（健康課）

大野町の福祉を広く学
び、笑顔を絶やさず元
気を届けられる様頑張
ります。

わくわくと笑顔あふれ
る毎日を送っていただ
ける様にサポートさせ
ていただきます。

よろしくお願いします！新人職員です。
宮脇 諒（環境水道課）
早く馴染めるように頑張ります。

川口 真吾（観光企業誘致課）
町の皆様の為、精一杯頑張り
ます。

田口 莉帆（税務課）
町民の方のお役に立
てるよう頑張ります。

小野木 愛（西こども園）
子ども達の気持ちに寄り添った、笑
顔あふれる保育をしていきます！

齋藤 麻実（政策財政課）
耳が聞こえない分、人一
倍頑張ります！

馬場 祐花（建設課）
より良い町づくりのために尽力します。

長寿のお祝い
１００歳おめでとうございます
これからも健やかに
早川文代さん（相羽）
大正８年２月２２日生まれ

加納二三惠さん（中之元）
大正８年３月１日生まれ

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに
髙橋常三郎さん（野）
大正１３年３月７日生まれ
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ま ち の 話 題

町 の福祉に役立てて
大野中学校生徒会から寄附

▲町長に目録を託す小森さん（中）と堀田さん（右）

３月４日、大野中学校生徒会より町の福祉のために役立ててほし
いとして、４３，６２９円の寄附がありました。これは、大野中学
校福祉推進委員を中心とした地域貢献活動でのアルミ缶や古紙など
の回収を行った生徒会活動の収益によるもので、前期福祉推進委員
長の堀田睦乃さん（３年）と後期福祉推進委員長の小森柊果さん（３
年）が代表して、大野中学校体育館で町長に目録を託しました。
町長は、
「ありがとうございます。皆さんの気持ちがこもった貴
重なお金を町の福祉に役立てます。」と謝意を述べました。（学年は
当時）

軽 乗用車を寄贈
（株）マルダイ

３月１９日、（株）マルダイから、町へ軽乗用車が寄贈さ
れました。昨年の軽トラックに続いて２台目となった今回
の寄贈に際し、「少子高齢化が進むこの町のがんばっている
取り組みに協力し、この町を良くして、住みやすい町にし
ていきたい。
」と話した（株）マルダイ社長 草野哲郎さん
から目録を受け取った町長は、
「ありがとうございます。今
後もぜひご支援を。
」と謝意を述べました。
▲町長に目録を託した草野社長（右）、後方は寄贈された車両

道 の駅へテーブルセットを寄贈
美濃大野ライオンズクラブ

３月２２日、美濃大野ライオンズクラブから、道の駅「パレッ
トピアおおの」へテーブルと椅子２セットが寄贈されました。
これは、道の駅で来場者がくつろぐことができるよう休憩用備
品として贈られたもので、美濃大野ライオンズクラブ会長 所
和美さんから「これからの暖かい季節に、道の駅で買ったパン
やお弁当を屋外で食べるのに使ってもらいたい。」として目録
を贈り、受け取った町長は、
「ありがとうございます。大切に
利用させていただきます。」と謝意を述べました。
▲町長に目録を託す所会長（左）。手前は寄贈されたテー
ブルセット。

保 健センター備品を寄贈

大垣西濃信用金庫の地域貢献型私募債

創業２５年を記念して大垣西濃信用金庫の地域貢献型私募債
を発行することとした中央スチール（株）が寄贈先を大野町に
選定し、保健センターで使用する園児用いすと収納用ワゴンの
寄贈がありました。これは、大垣西濃信用金庫が、私募債を発
行する手数料の一部を利用して、発行企業の指定する団体など
へ物品の寄贈を行うものです。役場で行われた贈呈式には、中
央スチール（株）の森田勝也代表取締役、大垣西濃信用金庫小
森弘樹神戸支店長らが出席し、
町長へ目録の贈呈を行いました。
町長は、
「企業の社会責任が求められる時代の先駆的な取り組
み。
町のためにありがとうございました。
」
と謝意を述べました。
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▲目録と寄贈品を町長に託す森田取締役（中）と小森支店
長（右）

３ 種の味わいの「柿」を詰めこんで
大野町かき振興会女性部による新商品報告

３月４日、大野町かき振興会の加納智会長、女性部国枝登志子部長と同部小森和代副部長らが役場の町長を訪ね、
開発した「柿のパウンドケーキ」の完成を報告しました。先に「大野の太鼓判」に認定された「柿ジャム」と、柿
のリキュールに漬け込んだ「柿しっとりチップ」を混ぜ込んだ「柿のパウンドケーキ」を試食した町長は、
「間違い
なくおいしい。良い商品を作られた。
ぜひ『大野の太鼓判』へ挑戦を。
」と感
想を述べました。その「柿のパウンド
ケーキ」と「柿ジャム」
「柿しっとりチッ
、
プ」を詰め合わせたパッケージも製作
した国枝部長は、
「部員同士であれこれ
と試行錯誤し、パッケージにもこだわっ
た。贈り物に使っていただけたら。
」と
▲パウンドケーキ製作に協力した柏鳥堂の ▲柿のパウンドケーキ、柿しっとりチッ
話していました。同商品は、道の駅「パ
鳥本さん（前列左）と、新商品を紹介す
プ、柿ジャムのつめあわせ
レットピアおおの」やよってみーな大
る加納会長（前列中）、国枝部長（後列右）、
野で販売されています。
小森副部長（後列左）

セ ントレアの柿の木を守る
大野町かき振興会

▲樹木が順調に生育するよう手をかける
加納会長（中左）ら

３月６日、中部国際空港セントレアの敷地内で育つ柿の木の生育状況を確
認するため、大野町かき振興会加納智会長と岩﨑久一副会長らが、セントレ
アを訪問しました。平成２１年３月、町とセントレアとの交流記念として富
有柿と太秋柿が植樹されて以来、毎年赤い柿を実らせていましたが、一昨年
の台風の影響等で樹勢が不良となったため、前年に引き続き加納会長と岩﨑
副会長が改めて生育状況を確認し、セントレアの樹木等の管理を行う担当職
員に枝の剪定や施肥等の講習を行いました。加納会長は、
「これからも交流を
深めながら樹木の生育状況を確認していきたい。」と話していました。

平 成３１年度消防団入退団式・女性防火クラブ入退隊式
日本消防協会「竿頭綬」
「精績章」受賞

３月３１日、消防団入退団式・女性防火クラブ入退隊式が総合町民センターで開催され、新たに消防団５４名、
女性防火クラブ１５４名の方が入団・入隊されました。式では消防団新入団員代表が力強い宣誓を行い、杉山団長・
藤原隊長が述べた訓辞により参加者は防火・防災への誓いを新たにしました。
また去る３月５日、日本消防会館において行われた第７１回日本消防協会定例表彰式において大野町消防団が規
律厳正にして技能熟達且つ他の模範となり、よく消防使命の達成につとめた消防団として、平成１６年以来１５年
ぶり３度目の「竿頭綬」を、山口副団長が長年にわたる消防活動に対し「精績章」を受賞されました。
消防団員はそれぞれの仕事の傍ら、日夜訓練に励み、昼夜を問わず火災などの災害に出動されています。
町では防火・防災の要である消防団に対し深く感謝するとともに、今後も力
をあわせ『安全・安心なまちづくり』を推進していきますので、皆さま方のご
理解とご協力をよろしくお願いします。

階
級
団
長
副
団 長
本
部 長
本
部 長
副 本 部 長
副 本 部 長
副 本 部 長

町消防団新役員体制
氏
名 階
級
杉山 卓雄 ラ ッ パ 長
山口 タケル 本 部 分 団 長
平 野 一 也 第１分団長
村 木
昇 第２分団長
長 沼 史 泰 第３分団長
八 木 堂 巌 第４分団長
野 村 恵 一 第５分団長
第６分団長

氏
名
加藤 健一郎
加藤 真成
柏原 正豊
中島 広幸
武藤 拓也
岩﨑 直之
稲月 一至
國枝 英城
（敬省略）

▲「精績章」を受賞された山口副団長

▲宣誓を行う新入団員代表
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全 国に挑戦します

全国大会出場中学生激励大会

▲（左から）小松さん、中川さん、所さん、原田さん、
若原さん
全国中学校ゴルフ選手権春季大会第３９回個人の部

中川瑛太（大野中１年）
第３２回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会

小松栞己（大野中２年）

３月１１日、それぞれの種目で全国大会出場を決めた５人に対
する激励会が、役場で開催されました。
「１年間積み上げた練習
を大切にがんばりたい。
」
「全国でも全力を尽くしたい。
」
「積極的
なプレーでチームに貢献したい。
」などと、それぞれ決意を述べ
た選手らに対し、町長は、「全国大会出場おめでとう。みんなは
若く、先がずっとある。今回はそのうちのステップのひとつでも
あると考えてがんばってください。」と激励しました。
出場選手は次のとおりです。（敬称略、学年は当時）
第１３回全国中学生空手道選抜大会 個人（形） 若原颯舞（大野中２年）
個人（形） 原田聡一（大野中２年）
個人（組手） 所明我（大野中１年）

ス ポーツで健全な身体と心を育てる
町スポーツ少年団入団式

３月３日、平成３１年度の町スポーツ少年団入団式が総合町民センター
で開催されました。野村浩司本部長から、各団に入団する２４６人に激励
の言葉が送られたほか、優秀選手、チーム、指導者、団員が表彰されました。
表彰された優秀選手とチームは、次のとおりです。（敬称略）
◎優秀選手 大野柔道 寺井柔剛
大野ジュニアバドミントン 関野遥斗
◎優秀チーム 大野卓球男子、女子
大野ミニバスケットボール男子

▲優秀選手として表彰された大野柔道の
寺井さん（左）

大 野町で育つ子どもたちのために
出産祝金贈呈

今年度より、次代を担う子どもの誕生を祝福し、将来の健やかな成長
を願って、出産祝金としてお子様一人につき商品券 3 万円分の引換券を
保護者に贈呈することになりました。このほど、4 月１日にお生まれに
なった田村 健人ちゃんの保護者の雅人さんに町長より出産祝金が贈ら
れました。田村さんは、
「子育てを応援してもらってうれしい。この子
のために有効に使いたい」と喜んでおられました。

交 通安全は まず自分から 我が家から
町交通安全女性

各地区から選出されて町から委嘱を受けた６０人の交通安全女性が、お
年寄りや子どもたちが交通事故に遭わないように、啓発活動を実施してい
ます。交差点などで黄色い帽子とエプロン、
たすきをして見守り活動を行っ
ているのが、交通安全女性です。
４月８日に今年度の委嘱式を行い、新たなメンバーで活動を始めました。
皆さんも交通安全を心掛けましょう。

▲代表で委嘱を受ける若原章子さん

高 齢者叙勲を授与されました
飯沼力男さん（下磯）

このほど、飯沼力男さんに旭日単光章が授与され、町長からご家族へ伝達されました。飯沼さんは昭和５０年に
議員に初当選されてから通算３期、１２年間町の発展にご尽力され、その功績を讃えられたものです。
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教育委員会のページ
◆平成３０年度

善行表彰

このほど、町道徳教育推進委員会は善行のあった人や団体の表彰を行いました。受彰者、
受彰団体は次のとおりです。
（敬
称略、学年は表彰当時）

【一般の部】個人表彰

【児童生徒の部】個人表彰
学校名
学年 受賞者氏名
西小学校
６ 赤坂 みる
大野中学校 ３ 井川 恵里
大野中学校 ３ 関谷 俊太
大野中学校 ３ 徳丸 亜美
大野中学校 ３ 堀
華夏
大野中学校 ３ 三輪 彩菜
大野中学校 ３ 森
頌真
揖東中学校 ３ 加納 聖陽
揖東中学校 ３ 小寺 飛生
揖東中学校 ３ 清水 圭佑

表彰内容
指揮者としての責任感
地域ボランティアの実践
地域ボランティアの実践
地域ボランティアの実践
地域ボランティアの実践
地域ボランティアの実践
地域ボランティアの実践
ボランティア参加による地域貢献
ボランティア参加による地域貢献
ボランティア参加による地域貢献

校

区

受賞者氏名

表彰内容
永年にわたり子ども教
大野小学校 佐藤 春夫
室を指導
東 小 の 応 援 団（ 学 校評
東小学校
松浦 正幸
議員）
西小学校 久保田 久子 青少年育成功労
学校支援活動ボラン
中小学校
野村 勝彦
ティア
中小学校
牧村
忍 米作り活動ボランティア

【児童生徒の部】団体表彰
受賞団体名・代表者名
町立大野小学校プロジェクト委員会（１６人） 代表
町立東小学校４年生（４８人） 代表 松浦
弘
町立東小学校６年生（４６人） 代表 井上 柚紀
町立南小学校６年生（４５人） 代表 徳丸 寧々

立田

聡美

表 彰 内 容
グラウンド周辺の清掃活動
動物飼育活動
学校における模範的な行い
伝統のピカピカ掃除

【一般の部】団体表彰
受賞団体名・代表者名
桜大門下校児童見守り隊（１８人） 代表 花岡
大里研究所（１５人） 代表 林 幸泰
中之元見守り隊（３０人） 代表 所 義弘
瀬古見守り隊（２６人） 代表 久保田 光明
松山見守り隊（１０人） 代表 稲見 勝
牛洞見守り隊（１８人） 代表 岩崎 久一
絵本教室ポケット（６人） 代表 杉原 伸子

務

校 区
大野小
北 小
西 小
西 小
西 小
西 小
南 小

表 彰 内 容
大野小学校下校児童見守り活動
総合的な学習の時間の指導
登下校時の交通安全指導
登下校時の交通安全指導
登下校時の交通安全指導
登下校時の交通安全指導
全校児童への読み聞かせ

◆要保護・準要保護児童生徒の就学援助

経済的な理由等で就学が困難と認められる町内小中学校の児童生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、校外活動
費、修学旅行費、新入学学用品費、給食費等を援助する就学援助制度があります。

◎認定基準

就学援助制度には次の２つがあり、その区分や児童生徒の学年により受給できる援助費目や金額が異なります。
（１）要保護児童生徒就学援助
保護者が生活保護法第６条第２項に規定する者で、生活保護世帯
（２）準要保護児童生徒就学援助
保護者が次の事項のいずれかに該当し、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
①保護者が児童扶養手当法第４条に基づく児童扶養手当の受給者で、町民税が非課税である人
②保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる人
③経済的な理由による欠席日数が多い人
④その他、特に教育委員会が必要と認める人

◎申請方法

申請を希望する人は、６月３日（月）から１０日（月）までに児童生徒が在学する学校へ申請してください。申請の際
には、次の書類の提出が必要です。以下の提出書類により、世帯構成、世帯の所得状況、また各地区の民生委員及び学校
長の所見等から、一定の審査を行い認定の可否を決定します。
①大野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費受給申請書（様式第１号）
②児童扶養手当受給証明書（写）
③平成３１年度所得課税証明書
※受給申請書中にある『承諾欄』に申請者及び同居親族の署名、捺印がある場合は、所得課税証明書の提出は必要ありません
※平成３１年１月２日以降に町内に転入した人は、前住所地での所得課税証明書を添付してください

問合せ先 学校教育課

☎ 34-1111

◆夏休み期間中の放課後クラブ利用受付

夏休み期間中（７月２２日（月）～８月３０日（金））のみの放課後クラブの利用を希望する人は、受付期間内に次の
書類を添えて学校教育課まで申込んでください。申請されても児童の入所状況により入所できない場合がありますのでご
了承ください。
◎受付期間 ５月７日（火）～５月３１日（金）午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日・祝日は受付不可
◎申込書類 ・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）
※申込書類は、学校教育課備え付けか、ホームページよりダウンロードしてください。

問合せ先 学校教育課

☎ 34-1111
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まち の お知らせ
へようこそ！
◆◆◆

道の駅「パレットピアおおの」内

子育てはうす

問合せ先

子育てはうす

ぱすてる

☎ ３４－１０１０

ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

３月１９日にベビーヨガマッサージを開催しました。子ども達は、お母さんにマッサージされてとても気持
ちよさそうでした。お母さん達は先生の話に真剣に耳を傾けて、
「どのようにマッサージすれば良いか分から
なかったので、参加して良かったです。
」と話されるお母さんもみえました。
４月５月の大型連休（１０連休）は、４月２７日（土）～３０日（火）と５月２日（木）～６日（月）は開
館しますのでぜひお越しください。５月１日（水）はお休みです。

▲ベビーヨガマッサージ

▲３月のおやつ作り教室

▲あおい空の読み聞かせ

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。
へんてこどうぶつえん
ライオンやパンダなど子ど
も達に人気の動物のパズル。
それぞれ「頭・目・口」が
３分割になっていて組み合わ
せを変えてもピタッと顔が出
来上がり。

◎５月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
ふたばクラス…２１日（火）、２８日（火）
みつばクラス…９日（木）、１６日（木）、２３日（木）
、
３０日（木）
よつばクラス…１０日（金）、２４日（金）
誕生会…２０日（月） ※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１３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）
休館日 １
 日（水）、７日（火）、８日（水）、１５日（水）
、
２２日（水）、２９日（水）

森のささやき 響き
コロコロ転がると優しい音
色で「となりのトトロ」が流
れるオルゴール車。前後どち
らに動かしても曲が途切れず
流れる。

◎６月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
ふたばクラス…４日（火）
、１１日（火）
、１８日（火）、
２５日（火）
みつばクラス…６日（木）
、１３日（木）
、２０日（木）、
２７日（木）
よつばクラス…７日（金）
、２１日（金）
誕生会…１０日（月） ※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…３日（月）
、１７日（月）
※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…６日（木）
休館日 ５日（水）
、１２日（水）
、１９日（水）
、２６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。

北見市
ところ通信
Vol.

231

あったかいごはん、ありますよ～

かあちゃん食堂開店！
３月２１日～２３日、アドヴィックス常呂カー

リングホールで開催された「北海道ジュニアカーリング選手権大会」の会
場に「かあちゃん食堂」が開店しました。これは、
「学生の選手たちをあ
たたかい食事で応援しよう」と、常呂地区の女性グループ「かあちゃん食
堂実行委員会」が平成２４年に始めた取り組みで、今回が１２回目となり
ます。試合が終わると食堂には、選手たちの長い列ができました。
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ご存知ですか？
地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」
少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、高齢者や障がいのある方、子育てや介護をして
いる方などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えています。そこで、地域の身近な相談相手
として、必要な支援を行うのが「民生委員・児童委員」の存在です。誰もが安心して暮らせる地域づくり
のために、様々な活動をしている「民生委員・児童委員」についてぜひ知っていただき、活動へのご理解
とご協力をお願いします。

どんな人が民生委員・児童委員に
なっているの？
地域の推薦を受け、厚生労働大臣の委嘱を受
けた人です。
ボランティアとして活動するため給与はあり
ませんが、交通費等一部活動費は支給されます。
任期は３年で、再任も可能です。
活動上知り得た情報には守秘義務が課せられ
ており、委員退任後も引き続き課せられます。
現在、大野町では３８人、全国で約２３万人
の委員が活動しています。

※くわしくは、厚生労働省ホームページを
ご覧ください
https://www.mhlw.go.jp
問合せ先

福祉課

☎ 34-1111

民生委員・児童委員とは？
地域福祉をサポートする身近な相談相手です。
民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱
された非常勤の地方公務員です。児童福祉法の
児童委員も兼ねています。
民生委員制度は、創設から１００年の歴史を
もつ制度で、地域住民の身近な相談相手となり、
支援を必要とする住民と行政や専門機関をつな
ぐパイプ役を務めます。

どんな活動をしているの？
地域の見守りや相談・支援、地域福祉活動な
どを行っています。
民生委員・児童委員は、大野町の「民生児童
委員協議会」に所属し、福祉に関する幅広い活
動を行っています。地域住民の皆さんと同じ立
場で相談にのり、必要であれば、福祉制度や子
育て支援サービスを受けられるように関係機関
へつなぐ役割を果たします。

民生委員・児童委員の日
５月１２日は、この日に民生委員制度が創設されたことから「民生委員・児童委員の日」と定められて
います。
また、１２日から１８日までの一週間は、民生委員・児童委員の活動を皆さんに知っていただくための「活
動強化週間」となっています。
民生委員は、民生委員法に基づく地域のボランティアとして、住民の皆さんの生活上の相談に応じ、必
要な援助を行っています。また、児童福祉法により児童委員も兼ねており、町では民生児童委員と呼ばれ
ています。現在、町には３６人の民生児童委員と、子どもや子育ての相談・援助を専門に担当する２人の
主任児童委員が活動しています。
すべての委員は、守秘義務に則って相談内容の秘密を固く守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮
した支援活動を行っています。福祉に関する悩みや心配ごとなど、生活の中でお困りのことがありましたら、
気軽に相談してください。
問合せ先

福祉課

☎ ３４－１１１１
広報おおの 2019.5
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まち の お知らせ
第３２回文化祭
日時

～ふるさとの文化を育てよう～

５月２５日（土）～２６日（日）／場所 総合町民センター

◎公演会

国指定重要無形民俗文化財 真桑人形浄瑠璃
演目 「蓮如上人一代記 嫁威の段」
○日時 ５月２５日（土）午後１時３０分～（午後１時から開場）
○場所 総合町民センター
ふれあいホール
○入場 無料
◎作品展示発表
○日時 ５月２５日（土）
、２６日（日）午前９時～午後４時
○体験教室 ビーズ織り、手織り、木工工芸、フラワーアレンジメント、バルーンアート
◎芸能発表会
○日時 ５月２６日（日）午前１０時～午後３時３０分
○場所 総合町民センター ふれあいホール
○特別出演 大野中学校吹奏楽部
◎呈茶
○日時 ５月２５日（土）午前１０時～午後１時
２６日（日）午前１０時～午後３時
○場所 総合町民センター 多目的ホール
問合せ先

文化協会事務局（生涯学習課内） ☎ 34-1111

ドライバーさんは交通安全法令講習会へ
町内では出会い頭の交通事故が多発しています。ドライバーのマナーを高め、悲惨な交通事故を１件でも減ら
すため、運転免許証を持っている人は、ぜひ受講してください。
◎日時

５月１５日（水） 午後７時３０分～

◎会場

総合町民センター

◎主催

町交通安全連絡協議会
問合せ先

総務課

☎ 34-1111

防災行政無線を用いたＪアラート・全国一斉情報伝達訓練を実施します
町では、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 ５月１５日（水）
、８月２８日（水）、１２月４日（水）、平成３２年２月１９日（水）各日午前
１１時頃
◎訓練内容
情報伝達手段

放送内容

町内５８か所に設置された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
訓練方法
＋「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実施されます。放送内容は変更する
場合があります。
問合せ先

10 広報おおの 2019.5

総務課

☎ 34-1111

あなたのごみ出しのマナーは大丈夫？
各地区の公民館などと同様、
皆さんで使用する共有財産
「ごみ集積場」
。ルールを守って使用し、
いつもきれいに保たれていますか。
◎こんな集積場はありませんか

・何のごみの日か分からないほどにいろいろなごみが混入して出されている。
・ルールが守られないため回収されないごみが残っている。
・水切りが十分でない生ごみの入った袋から水がこぼれ、汚く、きつい臭いがする。

◎マナーの悪い出し方
①水切りの十分でない生ごみの入った袋

 重い、臭いがする上に、集積場が汚れるなど、他の人の迷惑になります。また、収集に遅れ
が出たり、焼却時に余分な燃料が必要となり、ごみ処理費用の増加にもつながります。

②町指定のごみ袋以外のごみ袋

 必ず町指定のごみ袋で出してください。また、生ごみ等収集袋は中身の確認のため透明になっ
ています。内袋に入れる場合は、できる限り中身の見える袋に入れて出してください。

③リサイクル資源の混入したごみ袋

 ごみ袋に入れて出せば焼却されますが、分別して資源として出せばリサイクルされます。資
源として出せばごみが減る上、皆さんが集積場を広く利用でき、また資源の有効活用に貢献し
ます。

④洗っていないリサイクル資源

 臭いや汚れが他のきれいな資源にまで移り、大変迷惑です。どうしても汚れの落ちないもの
は、種類ごとにごみとして出してください。

◎ごみを出すときの約束
①決められた日に

 「大野町の事業・行事のご案内（カレンダー）」に記載されている日の当日の朝 8 時までに出
してください。

②決められた場所へ

各地区の定められた集積場へ出してください。

③決められたものを

「家庭ごみ分別辞典」にしたがって種類ごとに分別して出してください。

◎ごみのポイ捨てや不法投棄は厳禁

 ごみのポイ捨てや、不法投棄は法律等で禁止されており、また町の環境悪化にもつながります。
決められたごみ出しのルールを守り、町の環境美化に努めましょう。
問合せ先

環境水道課

☎ 34-1111

ごみの搬入について
４月末日から５月６日までの土・日・祝日のごみの搬入可能日は次のとおりです。（月曜は搬入
不可）

◎大野町不燃物処理場（相羽）
搬入可能日時

５月２日（木）、３日（金）、４日（土）、５日（日）
各日午前９時～１２時及び午後１時～４時
※４月３０日（火）・５月１日（水）は、休場につき搬入できません。

◎西濃環境整備組合
搬入可能日時

５月１日（水）、３日（金）、６日（月）
各日午前８時３０分～午後４時３０分
問合せ先

環境水道課

☎ 34-1111

広報おおの 2019.5
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Information
お知らせ

自動車税の納期限は５月３１日

春の全国交通安全運動
◎運動期間

５月１１日（土）～

２０日（月）
◎交通事故死ゼロを目指す日

５

月２０日（月）
◎運動の重点
・子どもと高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
問合せ先

総務課

☎ 34-1111

働き方改革特設サイト
厚生労働省は「働き方改革特設
サイト」を公開し、働き方改革関
連法、各種助成金のご案内、パン
フレット・リーフレット等関連資
料のダウンロードやリンクが容易
に実施できるようにしました。
働き方改革特設サイト：
https://www.go.jp/hatarakikata/
問合せ先

大垣労働基準監督署

☎ 0584-78-5184

年次有給休暇の時季指定
について就業規則に記載を

自動車税は、教育や福祉などの

事業主が年次有給休暇の時季指

行政サービスを行うための大切な

定を行う場合は、就業規則に次の

財源です。必ず納期限までに納め

２点の記載が必要です。

ましょう。銀行などの金融機関、

・時季指定の対象となる労働者の

コ ン ビ ニ で の 納 付 の ほ か、 イ ン

範囲

ターネットを利用したクレジット

・時季指定の方法等

カードによる納付もできます。く

※実際の規則例は、厚生労働省の

わしくは自動車税の納税通知書を

ホームページで公開している

ご覧ください。納税通知書は５月

「モデル就業規則」を参照してく

７日に発送されます。
問合せ先

岐阜県自動車税事務所

☎ 058-279-3781

ださい
※就業規則の作成・変更は、労働
基準監督署へ届け出をしてくだ
さい

岐阜県古代・中世寺院跡
総合調査にご協力を

問合せ先

大垣労働基準監督署

☎ 0584-78-5184

県では、安土桃山時代以前の寺
院跡を保存・活用するため、寺院

裁判所からのお知らせ

の歴史や文化財等を把握する総合
調査を昨年度より開始しました。

裁判所では、新しくできた制度

今年度は大野町において、現地で

や裁判手続を知っていただくため

建物跡などを調べたり、測量調査

に、毎月テーマを定めて、裁判所

等を行います。ご理解とご協力を

ウェブサイト（http://www.courts.

お願いします。

go.jp/index/html）で案内していま

◎期間 ７月上旬～８月上旬
（予定）

す。５月のテーマは「裁判員制度

◎場所

１０周年！！」
、ぜひご覧ください。

問合せ先

町内の寺院及びその周辺
県文化財保護センター

☎ 058-237-8550

問合せ先

務課

岐阜地方裁判所事務局総

☎ 058-262-5122

町営住宅入居者募集
【募集
（受付）
期間】５月７日（火）～２０日（月） 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
所在地 中之元８７６番地１
その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴミ集積場、 構 造 中層耐火構造
備
考
エレベーター）
４階建 １棟ＰＣ造

※

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
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☎ 34-1111

くらしの情報
（１０人以上は開催日以外でも講

催し・講座

※修了者に修了証を発行（遅刻、

普通救命講習会
救急車が到着するまでのわずか
な時間に、その場に居合わせた人
が適切に応急手当ができるように
講習会を開催します。
◎内容

成人に対する心肺蘇生

法、AED の使用方法、異物除去要
領、止血法を習得する普通救命講
習
郡消防組合消防本部のホーム
ページより応急手当ＷＥＢ講習
（ｅ－ラーニング）を事前に受講す
ると講習時間が短縮されます。詳
しくは郡消防組合のホームページ
で確認してください。
◎対象

大野町・揖斐川町在住・

在勤・在学の人（中学生以上）
◎期日

奇数月の第３日曜日（５

月１９日、７月２１日、９月１５
日、１１月１７日、平成３２年１
月１９日、３月１５日）
◎時間

午前９時～正午

※応急

手当ＷＥＢ講習を受講した人は、
午前１０時～正午（応急手当ＷＥ
Ｂ講習受講証明書を印刷して持参
する。
）
◎場所

郡消防組合

防災セン

ター３階
◎定員
◎参加費

救急係

郡消防組合消防本部

◎募集作品のテーマ

☎ 32-0119

①子ども・女性の犯罪被害防止
②暴力団排除の徹底

ティータイムコンサート
コラボの愉しみ
～どの組み合わせがお好き？～

③青色回転灯装備車の活動写真
◎応募規定

に限り、次を満たすこと

ている曲で心豊かな時を過ごしま

【テーマ①と②】

せんか。
◎出演
ブル

ポスター：四切サイズヨコ描き、

リング トリオ アンサン

スローガン（キャッチコピー）は

戸本保子（Vn）
、戸本敏昭

入れない

（Ob、Fg、Fl、Cl）
、川村比呂美（Pf）
◎曲目

標語：１テーマにつき１人１点、

浜辺の歌・千の風にな

郵便はがきかはがき大の用紙に１

って・歌劇「トゥーランドット」

点で応募する

より誰も寝てはならぬ・ホーム
スイートホーム変奏曲
◎日時

【テーマ③】

ほか

青パト写真：１人１点、カラープ

５月４日（土）午後２時

リント A ４、該当青パトの所持団

～（午後１時３０分開場）
◎場所

総合町民センター

体及び被写体となった個人の許可

多目

を得ること

的ホール
◎入場料

※応募作品の返却はしない

500 円（全席自由席ワ

※くわしくは、次まで問い合わせ

ンドリンク付、総合町民センター

る

で発売中）

◎送付先

※未就学児の入場はご遠慮くださ

用紙に記入し持参又は電話で申込

住所地か通学先の管轄

警察署

い
◎主催等

問合せ先

１週間前までに申込

県内在住・在学者（②

は高校生以上）による未発表作品

土曜日の午後、楽しい音楽、知っ

主催

◎締切

総合町民セン

町、町教育委員会、

問合せ先

５月１０日（金）
揖斐地区防犯協会

☎ 23-1733

町音楽協会

無料

む。

申込・問合せ先

集

全国地域安全運動・
全国暴力追放運動
ポスター・標語・青パト写真募集

退席は発行不可）

ター／後援

２０人

◎申込方法

募

習会実施可、要相談）

総合町民センター

☎ 32-1111
http://ono-kaki-bara-plaza.jp/

※都合により中止の場合あり
※動きやすい服装で参加する
※企業、団体等の申込み受付可

２０１９年工業統計調査を実施します
工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計
法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は中小企業施策や地域
振興などの基礎資料として利活用されます。
調査時点は６月１日です。調査へのご協力、ご回答をお願いします。
総務省・経済産業省・岐阜県・大野町
工業統計キャラクター
コウちゃん

問合せ先

政策財政課

☎ 34-1111
広報おおの 2019.5
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Information
募

集

河川愛護モニター募集

約。当日受付不可。
予約・問合せ先

予約・問合せ先

観光企業誘致課

保健センター

☎ ３４-2333

☎ 34-1111

心の健康相談

国土交通省中部地方整備局で

障がい者巡回相談

は、河川整備、河川の利用、河川

◎相談内容

うつ病・統合失調症・

環境に関する地域の皆さんの要望

◎相談内容

を十分把握するとともに、河川愛

ること・障がい福祉サービスにつ

◎相談日 ５月１３日（月）毎月第

護思想の普及啓発を図るため、河

いて等

２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）

川愛護モニターを委嘱していま

◎相談日

す。今年度も、木曽川上流河川事

◎相談時間 （１）午後１時３０分

件あたり５０分）※要予約

務所で河川愛護モニターを募集し

〜 （２）午後２時３０分〜（１件

◎相談場所 福祉センター 会議室

ますので、応募してください。

あたり５０分）※要予約

◎相談員

◎募集期間

◎相談場所 福祉センター 会議室

５ 月 ７ 日（ 火 ） ～

１７日（金）

日常生活で困ってい

◎相談時間

５月１５日（水）

◎相談員 障がい者相談支援事業所

◎募集人員

５人（予定）

相談支援専門員（身体・知的・精神）

◎応募資格

２０歳以上で木曽川

※日程場所等は諸事情により変更

上流河川事務所管内の河川（木曽

となる場合がありますので予約

川、長良川、揖斐川、牧田川、杭

時に確認してください
※初めての人が優先

の人、川に接する機会が多く河川

※予約時簡単な聴き取りをします

◎手当

予約・問合せ先

福祉課

予約・問合せ先

保健センター

☎ ３４-2333

心配ごと相談
５月７日（火）
、１４日

（火）
、２８日（火）
☎ ３４-１１１１

未定（参考：平成３２年

◎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）

度月額 4,580 円）
◎委嘱期間

午後１時〜３時（１

精神保健福祉士

◎相談日

瀬川、根尾川）の近隣にお住まい
愛護に関心のある人。

人間関係等心の悩み

※弁護士相談要予約

多重債務等相談

７月１日～平成３２

◎相談場所 福祉センター 会議室

年６月３０日

◎相談内容

※制度改正等により期間満了以前に

婚等法律相談関係

第１火曜日

委嘱を終了する場合があります

◎相談日 ５月１３日（月）毎月第

児童委員（人権等心配ごと相談）

※詳細については、木曽川上流河

多重債務・負債・離

◎相談員
人権擁護委員、民生

２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）

第２火曜日

川事務所ホームページ（http://

◎相談時間

児童委員（行政等心配ごと相談）

www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/） を

件あたり２０分）※要予約

参照してください。
（５月７日か

◎相談場所 保健センター 相談室

ら掲載予定）

◎相談員

午後１時〜３時（１

第４火曜日

弁護士

予約・問合せ先

局

行政相談委員、民生
弁護士（弁護士相談）
社会福祉協議会事務

☎ ３４-２１３０

国土交通省木曽川上流河

問合せ先

川事務所（岐阜市忠節町）

こころの相談

☎ 058-251-1326

精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。

相

談

◎日程
相 談 日

相談場所

５月 １６日（木）西濃保健所（大垣市）

中小企業経営相談

６月

１３日（木）西濃保健所
２７日（木）大野町福祉センター

◎相談内容 町内の中小企業・小規

７月 １１日（木）西濃保健所

模事業者の経営上のあらゆる悩み事

８日（木）西濃保健所

◎相談日

５月９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
◎相談員

役場

町民相談室

県よろず支援拠点職員

◎予約方法

前日までに電話で予
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８月

９月 １２日（木）西濃保健所

◎相談時間
◎相談料

１１月

相談場所

１４日（木）西濃保健所
２８日（木）揖斐川町役場

１２月 １２日（木）西濃保健所
１月

２２日（木）池田町保健センター

１０月 １０日（木）西濃保健所

相 談 日

２月
３月

９日（木）西濃保健所
６日（木）西濃保健所
２０日（木）神戸町保健センター
１２日（木）西濃保健所
２６日（木）西濃保健所

①午前１０時～ ②午前１０時３０分～ ③午前１１時～
無料

◎申込方法
申込・問合せ先

要電話予約
生涯学習課

☎ 0584-73-1111
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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。

「旅にでかけよう」展
今年のゴールデンウィークは１０連休！なんて方も多いのでは
ないでしょうか。せっかくの機会です、旅行記やガイドブックを
持って旅にでかけませんか？

〈日時〉午後 2 時 30 分～

５月４日（土）・６月１日（土）
・「和母（わはは）」さん
５月１８日（土）
・６月１５日（土）
・「あおい空」さん

こどもの読書週間
４月２３日（火）～５月１２日（日）
本のリサイクル市開催
開催期間 ５月２５日（土）午前１０時～６月２日（日）午後４時
開催場所 図書館西出入口前

〈場所〉
よみきかせコーナーにて

今月のおすすめ本
岐阜地図さんぽ

今井 春昭編著 / 風媒社

一葉の地図や絵図に秘められた「ものがたり」を探
す旅に出よう ! 観光名所の今昔、消えた建物、盛り場の
変遷、飛山濃水の文学と歴史の一断面…。地図に隠さ
れた知られざる岐阜、飛驒・美濃の姿を解き明かす。

あるひありのアントニオくん

（石津 ちひろことば・高畠 純え / ポプラ社）

ありのアントニオくんが困っていると、りすのリリーちゃ
んが助けてくれました。リリーちゃんが大変な目に遭って
いると、がちょうのガレットさんが来てくれて…。ことば
のリレーが楽しい、シンプルでユーモア満載の折り句絵本。

〈一般書〉

〈児童書〉

●国民とともに歩まれた平成の３０年

●かけコッコー

●日本人のおなまえっ ! 日本がわかる名字の謎

●プログラミングえほん ３

●木曜日の子ども

●はたらく自動車くらべ ５

（宮内庁侍従職監修 / 毎日新聞社）

（NHK 番組制作班編 / 集英社インターナショナル）
（重松 清著 /KADOKAWA）

●ふたたび嗤う淑女

（中山 七里著 / 実業之日本社）

●１R １分３４秒

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

（町屋 良平著 / 新潮社）

（みやけ あっこさく・ナカライ カオルえ / 文芸社）
（松田 孝監修 / フレーベル館）
（国土社編集部編 / 国土社）

●ねことじいちゃん 映画版

（ねこまき原作 イラスト・坪田 文作・伊豆 平成文 /KADOKAWA）

●ほねほねザウルス ２０

（カバヤ食品株式会社原案・監修ぐるーぷ・アンモナイツ作・絵 / 岩崎書店）
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

５月
日
5
12
19
26

月
6
13
20
27

火

水

木

金

土

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

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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よ

り

人間ドック助成制度をご利用ください
町では、大野町国民健康保険加入者を対象に、人間ドック（健康診査）の健診料の一部を助成しています。この制度は、被
保険者の健康の保持増進と生活習慣病の早期発見により重病化を防ぐことを目的としています。

■ 助成対象者

次のいずれの要件も満たす人
①大野町国民健康保険被保険者
②健診を受けた日の年齢が４０歳以上７４歳以下の人
③町税が納期到来分まで完納している世帯の人
④同 じ年度に大野町特定健康診査またはこの人間ドック助
成制度を受けていない人
⑤健 診結果が町の実施する保健事業に活用されることに同
意する人

⑥特定健康診査相当項目以上の検査を受けている人
※特定健康診査相当項目とは
・身体計測（身長、体重、腹囲）
・血圧測定
・尿検査
・問診
・血液検査（血中脂質、肝機能、糖代謝、腎機能）

■ 助成額

被保険者１人につき健診料の半額とし、上限は２万円です。

■ 手続き方法

●揖斐厚生病院で健診を受ける場合
揖斐厚生病院健診センターに直接申し込んでください。☎ 21-1181
予約受付 ５月から開始 月～金曜日（祝日は除く）午後１時～５時
実施期間 ６月～平成３２年２月
注
意 「大野町国保の人間ドック」と申し込んでください。
※役場では受付していません。
自己負担額は検査実施日に揖斐厚生病院健診センターで支払ってください。
検査実施日に町から発送された「特定健康診査受診券」を持参してください。
国民健康保険加入者用料金表（※揖斐厚生病院の場合）
どちらか選択
（①か②）

※付加検査が選べます

人間ドックのオプション

（～９月３０日） 健診料（税込）
（１０月１日～）
健 診 項 目
健診料（税込）
①人間ドック（半日コース）
30,240 円
30,800 円
②人間ドック（胃カメラコース）
32,400 円
33,000 円
脳検査
21,600 円
22,000 円
胸部ＣＴ検査
10,800 円
11,000 円
腹部ＣＴ検査
10,800 円
11,000 円
前立腺がん検査
1,944 円
1,980 円
乳がん検査
5,940 円
6,050 円
子宮頸がん検査
3,240 円
3,300 円
肝炎検査
3,240 円
3,300 円
骨密度検査
2,160 円
2,200 円
歯科検診
486 円
495 円
ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ（血液検査）
2,700 円
2,750 円
便中ピロリ検査
3,240 円
3,300 円
胃ＡＢＣ検診
5,400 円
5,500 円
ＢＮＰ検査（血液検査）
1,620 円
1,650 円
ＦＡＴスキャン
3,240 円
3,300 円
※健診項目に記載されていない検査は全額自己負担となります。

●揖斐厚生病院以外の医療機関で受診する場合
 医療機関請求額を検査実施日に支払い、①領収書（原本）
、②健康診断結果、③国民健康保険証、④印鑑（シャチハタ除く）
、
⑤口座番号（申請者名義）の分かる物、⑥町から発送された「特定健康診査受診券」を添えて、健康課で申請をしてください。
申請期間 ４月１日～翌年３月３１日で被保険者１人につき１回が限度です。
◎人間ドック健診結果の提供のお願い
 人間ドック助成金を申請した人に、保健事業等の基礎資料とさせていただくことを目的として健康診断結果の写し
の提供をお願いしています。原本をお持ちいただければ、コピーをさせていただきますのでご協力をお願いします。
◎特定保健指導利用のお願い
 人間ドック助成金を受けた人は、町の特定健康診査を受けたことになります。結果に基づき、生活習慣病の発症リ
スクが高い方には「特定保健指導」の案内をします。自身の健康の維持のためにも必ず利用してください。
◎共通注意事項 特定健康診査を受診した人は、人間ドックの助成は受けられません。
問合せ先

健康課

☎ ３４-１１１１
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保健師による

５月３１日は世界禁煙デー

健康伝言板

タバコ病─ＣＯＰＤ─から身体を守る
～タバコのない生活を始めましょう～

自分自身や周囲の人へのタバコの害については、皆さんよくご存じかと思います。
最近「ＣＯＰＤ」という単語を耳にしたことはありませんか。ＣＯＰＤは肺の生活習慣病と呼ばれ、世界の死亡原
因の第４位にランクされている病気です。
タバコを吸っているあなた。タバコの害を再認識し、これを機に禁煙にチャレンジしてはいかがですか？
◎タバコ病─ＣＯＰＤ─とは？
ＣＯＰＤ〈慢性閉塞性肺疾患〉とは、タバコの有害な空気を吸い込むことによって、空気の通り道である気道（気
管支）や、酸素の交換を行う肺（肺胞）などに傷害が生じる病気です。以前は「慢性気管支炎（咳や痰の症状が長い
期間にわたり続く状態）」と「肺気腫（炎症が進んで肺胞が壊れてしまった状態）
」に分けられていた病気をまとめて「Ｃ
ＯＰＤ」と呼びます。
◎心当たりはありませんか？
心当たりのある人は
息切れ
ＣＯＰＤの
慢性的に咳、痰が続く
可能性が…
長期間の喫煙歴がある 等
◎症状が悪化すると
咳や痰がひどくなり、風邪を引きやすくなって症状が長引くようになります。
少し平地を歩いただけでも息が切れるようになります。同世代と並んで歩くのが難しくなり、坂道や重いものを持っ
て歩くのが苦痛になります。呼吸不全が進行すると、一日中酸素を吸入する（在宅酸素療法）必要があります。
問合せ先

保健センター

☎ ３４-２３３３

●献血の実施報告
日

付

時

２月６日（水）
２月２２日（金）

間

場

午前９時３０分～１１時１５分
午後１時～３時３０分
午前９時３０分～１１時３０分
午後１時３０分～４時３０分

所

人

数

役場

２２人

東海職業能力開発大学校

２５人

揖斐郡消防組合消防本部

２２人

特別養護老人ホームまほろば

１９人

ご協力いただきありがとうございました。

●次回献血のご案内
日

付

時

５月１１日（土）
５月１２日（日）

間

場

午前９時３０分～正午
午後１時１５分～４時

町バラ公園

所

内

容

全血
（４００ml 限定）

駐車場

※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。
輸血を受ける患者さんにとって、なるべく少人数の献血者の血液を使用するほうが血液を介する感染の危険性も少な
く、体への負担が軽いため、医療機関からの４００ml 由来血液の要請が高まっています。
当日は、４００ml 献血のみの受付とさせて頂いています。予めご了承ください。
問合せ先

保健センター

☎ ３４-２３３３

骨粗しょう症について知ろう！

～健康寿命を延ばして、ずっと元気に歩くために～
みなさんは「健康寿命」という言葉をご存じですか？「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を
意味します。歳を重ねても元気に歩き、心も身体もいきいきと過ごしたいものですね。骨粗しょう症の予防は健康寿命を延ば
すことにもつながります。骨を守る食事や運動について、一緒に考えてみませんか？
骨粗しょう症についての健康セミナーを下記のとおり開催します。参加ご希望の方は、下記申込先までご連絡ください。

日時：６月１１日（火） 午後１時３０分～３時３０分
場所：大野町総合町民センター 多目的ホール（１階）
講師：若原整形外科
若原 和彦 先生
入場料：無料
内容：①骨粗しょう症を知ろう！ 病気と治療のはなし
②骨粗しょう症を防ごう！ 運動と栄養のはなし
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☆セミナーの開始前に「簡易骨密度測定」を実施します。
ご希望の方は講演申込時に合わせてお知らせください。
申込期限：６月７日（金）


申込先

保健センター

☎ ３４-２３３３

生

～食

活

改善

協議会

～

食育の
すすめ

目指しましょう！１日３５０ｇの野菜摂取量

みなさんは野菜料理を食べることを心がけていますか。１日３回のお食事の他、おやつにも野菜料
理を取り入れることで、１日３５０ｇの野菜量を達成しやすくなります。生活習慣病予防のためにも
積極的に野菜を取り入れる工夫をしていくといいですね。今月は、野菜をたくさん使ったおやつ「簡
単野菜パン」を紹介します。カラフルな野菜パンで栄養バランスもよく、おやつだけでなく朝ご飯と
しても活用できます。
お休みの日にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。

●

簡単 野 菜 パ ン

【材料（8 人分）】

【１人分の栄養価】
エネルギー １０３kcal
タンパク質
３.１g
脂質
２.５g
カルシウム
４９mg
塩分
０.３g

ホットケーキミックス……
１５０ｇ
プレーンヨーグルト………
７５ｇ
スキムミルク…… 大さじ２
玉ねぎ……………… ４０ｇ
トマト…………… ４４０ｇ
ピーマン…………… ４０ｇ
コーン（缶）
… ……… ３０ｇ
ウインナー………… ４０ｇ

●

【作り方】
①玉ねぎはみじん切りにする。
②トマト、ピーマンは種を除き、みじん切りにし、
水きりをしておく。
③コーン（缶）は水きりをし、ウインナーは１㎝幅
の輪切りにする。
④ボウルにヨーグルト、スキムミルクを入れて泡立
て器でよく混ぜる。
⑤④のボウルに水きりをした①・②・③の材料とホッ
トケーキミックスを入れて木べらで混ぜ、ひとま
とめにする。
（あまり練りすぎると仕上がりがか
たくなります。）
⑥８等分に分けてアルミカップに入れる。
⑦１７０～１８０℃に熱したオーブンで１５～２０
分程度焼く。

「栄養教室」参加者募集
あなたも「栄養教室」で健康のエキスパートになってみませんか？
健康的な食事や生活について学ぶ機会として「栄養教室」を開催します。栄養士と保健師等が講師と
なり、食生活を中心に運動、生活習慣病など健康に関する話やテーマに沿った調理実習を行います。
今年度の「栄養教室」は次の日程で７回行います。５回以上参加した人には修了証書をお渡しし、修
了者はヘルスメイト（食生活改善推進員）として活動することができます。
自分自身と同時に家族の健康も守るため、気軽に参加してみませんか。興味のある人は６月１４日（金）
までに連絡してください。
申請・問合せ先 保健センター ☎ 34-2333

◎「栄養教室」日程
６月２６日（水） ７月１７日（水） ８月２２日（木） ９月２７日（金） １０月２４日（木）
※都合により日程は変更する場合があります
１１月１３日（水） １２月２０日（金）

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
肺炎球菌とは、主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの
重い合併症を引き起こすことがあります。日本人の約３～５％の高齢者の方には、鼻やのどの奥に菌が常在するといわ
れています。定期予防接種で使用されるワクチンは、成人の重症の肺炎球菌感染症の原因のうち約７割を占めると報告
されている２３種類の血清型に効果があります。次の接種対象者に当てはまる人は、ぜひ接種してください。
高齢者肺炎球菌の定期予防接種は次のとおり実施します。
大野町に住所を有する次の人が対象です。
（１）大正 ８年４月１日以前生まれ
：１０１歳以上となる人
大正 ８年４月２日生～大正 ９年４月１日生の人：１００歳となる人
大正１３年４月２日生～大正１４年４月１日生の人： ９５歳となる人
昭和 ４年４月２日生～昭和 ５年４月１日生の人： ９０歳となる人
昭和 ９年４月２日生～昭和１０年４月１日生の人： ８５歳となる人
昭和１４年４月２日生～昭和１５年４月１日生の人： ８０歳となる人
接種対象者
昭和１９年４月２日生～昭和２０年４月１日生の人： ７５歳となる人
昭和２４年４月２日生～昭和２５年４月１日生の人： ７０歳となる人
昭和２９年４月２日生～昭和３０年４月１日生の人： ６５歳となる人
（年齢の基準日は令和２年３月３１日）
（２）接種時に満６０歳以上６４歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や免疫不全等で日常生活が極度に
制限される程度の障がい（身体障害者手帳１級相当）を有する人
※ただし、今までに１回でも高齢者肺炎球菌予防接種を接種したことがある人は対象外です
実施期間

平成３２年３月３１日まで

実施場所

指定医療機関（予診票交付時に渡す説明書で確認してください）

自己負担額 ３，０００ 円
持ち物

※生活保護世帯の人は費用を助成します（保健センターへ事前申請が必要）

申込みがあった人に交付した高齢者肺炎球菌予防接種予診票（申込み時に接種歴、接種医療機関等を確認
します）
問合せ先

保健センター

☎ ３４-２３３３
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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１回定例会

本定例会は、 3 月 6 日から14日までの 9 日間の会期で開催し、揖斐川水防事務組合議会議員の選挙、
人権擁護委員候補者の推薦、条例の制定及び改廃、平成30年度各会計補正予算及び平成31年度各会計予
算など19議案を審議し、全て原案どおり可決しました。また、13日には 5 名の議員が町政に対する一般
質問をしました。

議第 9 号… ……………………………………………………

人事案件
揖斐川水防事務組合議会議員の選挙（敬称略）
＊任期は 4 年
当選人

加納 辰夫（公郷）
粟野
進（加納）
宇佐美晃三（町長）

諮第 1 号… ……………………………………………………
人権擁護委員の候補者の推薦について（敬称略）
＊任期は 3 年
牧村

治夫（西方）

条例制定等
議第 5 号… ……………………………………………………

大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化に
関する条例について
※高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化と、町民
が安心して生活排水処理に取り組む環境を整備するた
め、条例を制定する。

議第10号…………………………………………………………
大野町上水道事業給水条例の一部を改正する条例につ
いて
※将来にわたって水を安定供給できるよう料金等の見直
しを図り、水道施設等の計画的な更新、施設や水道管
路の維持に努めるため、条例を改正する。

議第11号…………………………………………………………
大野町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者

大野町犯罪被害者等支援基金条例について

の資格基準等に関する条例の一部を改正する条例につ

※大野町犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等
に対する支援金支給に係る財源を確保するため、条例
を制定する。

いて

議第 6 号… ……………………………………………………
大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を
改正する条例について
※働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律の施行に伴い、条例を改正する。

議第 7 号… ……………………………………………………
大野町小学校及び中学校の設置等に関する条例等の一
部を改正する条例について
※消費税及び地方消費税の税率改正に併せて施設使用料
の額を見直すとともに、町民宿泊研修所を廃止するた
め、条例を改正する。

議第 8 号… ……………………………………………………
大野町出産祝金支給条例について
※子育て世代に対し、子育てにやさしい環境づくりを目
指し、経済的負担の軽減、定住促進及び少子化対策と
して、出産祝金を支給するため、条例を制定する。

※学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、水道
事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準
等について、専門職大学の前期課程修了者を含めるた
め、条例を改正する。

議第12号…………………………………………………………
大野町中小企業信用保証条例を廃止する条例について
※本制度の利用が長年に渡り無いことや、岐阜県信用保
証協会に同等以上の制度が存在するため、条例を廃止
する。

議第13号…………………………………………………………
大野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて
※国民健康保険事業の健全化と税負担の公平化を図るに
あたり、医療給付費分均等割及び平等割を改めるため、
条例を改正する。

予算関係
議第14号…………………………………………………………
平成30年度大野町一般会計補正予算（第 5 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億8,349万 7
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千円を増額し、予算総額は、84億5,161万 2 千円となり
ました。
※補正予算の主な内容
歳入では、町債（学校教育施設等整備事業債等）、国庫
支出金（公立学校施設整備費補助金等）、町税（法人税
割等）など
歳出では、教育費（小学校改修等工事等）、民生費（児
童手当等）など

議第15号…………………………………………………………
平成30年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第 2 号）
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,280万円を
減額し、予算総額は、25億2,658万 7 千円となりました。
※補正予算の主な内容
歳入では、県支出金（普通交付金）
歳出では、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給
付費など

議第16号…………………………………………………………
平成31年度大野町一般会計予算
予算額

75億3,000万円

議第17号…………………………………………………………
平成31年度大野町国民健康保険事業特別会計予算
予算額

平成31年度大野町後期高齢者医療特別会計予算
予算額

2 億4,810万円

議第19号…………………………………………………………
平成31年度大野町上水道事業会計予算
予算額

議員派遣報告
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します。

１

大野町消防出初式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 大野町大字黒野
③期
間 平成31年 1 月13日
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

大野町成人式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 大野町大字黒野
③期
間 平成31年 1 月13日
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22件

23億7,980万円

議第18号…………………………………………………………

4 億8,170万円

議第20号…………………………………………………………
平成30年度大野町一般会計補正予算（第 6 号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ155万 6 千円を
増額し、予算総額は、84億5,316万 8 千円となりました。
※補正予算の主な内容
歳入では、国庫支出金（プレミアム付商品券事務費補
助金）
歳出では、民生費（賃金・電算委託料等）

契約案件
議第 3 号… ……………………………………………………
本庁舎耐震補強工事の請負契約の変更について
※契約内容を変更する事案が発生したため、工事請負金
額を 2 億1,600万円から 2 億2,105万9,800円に変更する。

その他
議第 4 号… ……………………………………………………
指定管理者の指定について
※黒野駅レールパークの指定管理者の指定期間が満了す
ることに伴い、平成31年 4 月 1 日から 5 年間、特定非
営利活動法人くろのを指定する。

議会の窓 ◆◇

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

大野町議会議員町内視察研修

①目
的 視察研修のため
②派 遣 先 大野町大字瀬古他
③期
間 平成31年 3 月14日
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

大野町内各保育園・認定こども園卒園式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 町内各保育園 ･ 認定こども園
③期
間 平成31年 3 月28日 ･30日
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

３

大野町内各小学校卒業証書授与式

①目
的 式典出席のため
②派 遣 先 町内各小学校
③期
間 平成31年 3 月25日
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6件
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一般質問
質問 1
質問 2

高齢者運転免許証自主返納者に対
する助成の恒久化について
北部山麓の観光について
野村 光宣 議員

自主返納者に対する助成について、
現在の助成期間は ５ 年だが、その期間
終了後の年齢と平均寿命を比較すれば
差は僅かであり、過去の一般質問で約
束された生涯恒久助成の検討を前向きに加速化して
はどうでしょうか。

Q1
質問

助成の恒久化に係る費用は、軽微で
あると考えられるが、現在実施してい
る障がい者や要介護者を対象とした通
（町 長） 院や買い物などの有償移送サービス、
また、デマンドタクシーあいのりくんやあいのりく
んプラス、アユカ助成（岐阜バス）などの充実を図
り、だれもが安心して暮らすことができるよう住み
よいまちづくりに取り組み、助成の恒久化について
は、免許証をお持ちでない方を含め、不公平感がな
いような制度・仕組みを検討してまいります。
答弁

A

平成30年を観光元年と位置づけされ
て、北部山麓、とりわけ野村山展望台～
1.4km 続く町内屈指の立派な桜並木～花
立広場等の施設整備や環境を含めた観光
をどのようにお考えでしょうか、お伺いします。

Q2
質問

展望台については、危険箇所を確認
したので早急に対応するとともに、建
設当時はあった展望台の表示看板等も
（産業建設部長） 復元してまいります。また、花立広場
の東屋やこれらを繋ぐ約1.4ｋｍ続く桜並木の景観
維持については、地権者など関係者の承諾が得られ
次第、順次実施してまいります。
一方、山麓一帯の散策路については、近年の大型
台風による倒木や整備後約10年が経過したことによ
る施設の老朽化等によって、修繕の必要箇所が目
立ってきています。
そのため、地域の区長や揖斐郡森林組合等で構成
する「北部山麓森林整備まちづくり委員会」に承認
をいただき、平成36年度までの 5 年間で、施設の修
繕及び案内看板の設置を中心に整備を進めていきま
す。また、
「大野町森林整備計画地域検討委員会」で、
「環境保全林」と「生活保全林」の 2 つのゾーニン
グを行い、森林環境税を活用して適正な森林整備等
を行うとともに、良好な景観の確保や快適に利用で
きる身近な里山を守っていくことを決めました。こ
れから、地域の方々との調整が整い次第、順次修繕
を行いたいと考えています。
また、県道道路管理者である岐阜県にも落石等の
おそれのある危険箇所修繕の要望を行ってまいりま
答弁

A
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す。そして、町も素晴らしい景観が望める野村山や
多くの文化遺産、また散策路をもっと多くの方々に
知って、楽しんでいただくため、ＳＮＳや観光ガイ
ドマップでＰＲするなど、北部山麓の一体的な観光
啓発に努めてまいります。

質問 1

観光元年としてスタートして、観
光名所の魅力づくりとそれへの誘
導をする幹線道路整備計画につい
て
宇野 等 議員

①名所・旧跡の魅力づくり計画と幹線
道路整備計画は、できているのか。
②整備計画をフォローするソフト事業
（観光協会・観光ボランティア・観光グッ
ズ等）の進捗状況について、お伺いします。

Q1
質問

昨年 7 月に道の駅「パレットピアお
おの」を開駅させ、道の駅が核となる
街づくりをスタートさせました。そし
（町 長） て、当町には観光資源となる名所・旧
跡が各地域にあり、観光資源を積極的に活用し地域
を活性化していきたいと考えます。
そこで、町を通る幹線道路は、東海環状自動車道
のインターチェンジが大野町に出来、揖斐郡の南の
玄関口となり、西には国道303号を通り日本一の水
量を誇る徳山ダム、北には大谷トンネルを通り西国
33カ所満願霊場である谷汲山華厳寺、東には国の天
然記念物淡墨桜など、全国的にも名の知れた観光資
源が存在します。さらに冠山峠トンネルや（仮称）
鉄嶺（くろがね）トンネル開通の暁には、北は北陸
方面と南は四日市港とつながることにより、日本海
と太平洋とを結ぶ結節点となり、中京圏・関西圏・
関東圏からの誘客、そして訪日観光客すなわちイン
バウンドの新たな観光ルートとなる可能性を秘めて
います。
このような観光によるまちづくりを町内外で進め
ていくには、人の流れをスムーズにする道路整備が
欠かせません。しかし、南北軸の整備が進んでいな
いのが現状であることから、整備促進を県に促して
いくとともに観光資源の魅力づくりや主要地方道岐
阜巣南大野線旧有楽苑以北の整備等を含め、町主要
幹線の南北軸強化等地域全体の構想に着手したいと
考えています。なお、当面は、サイン整備計画に基
づく案内標識等で誘導し、道路利用者の利便性や観
光拠点への円滑な誘導を図ってまいります。
また、観光協会について、どういう体制で進めて
いくのがよいか、協会員の意見を参考に議論してま
いります。
観光ボランティアについては、来年度当町で開催
される「嚶鳴フォーラム」で文化財を案内する方が
数名立ち上がりました。フォーラムを機に、観光ボ
ランティアガイドを育成し、語り部として地域の
答弁

A

◇◆
方々や子や孫に文化財を伝承していただきたいと思
います。
観光グッズ等については、町内の和菓子屋と酒屋
による「酒粕まんじゅう」などの町内業者によるコ
ラボ商品や、遊休農地で作られた「みの大野そば」
など、個性ある特産品の開発が活発になっています。
今後もこれらの商品の開発支援、情報発信に努めて
まいります。
一方、役場では若手職員が、「大野町の観光のめ
ざすところ」について自由に議論をする場を設け、
アイデア光る提言をしてもらいました。来年度は、
観光によるまちづくりを推進するために、町民や各
種関係団体の皆様の意見を広く伺いたいと考えてい
ます。
町としては、農業を基幹産業として、 6 次商品の
開発をしつつ、観光名所を発掘しながら町の魅力づ
くりに努めてまいります。そして、揖斐郡の中で、
広域行政の良さを取り入れながら、各町の地域振興
の先導的な役割を担っていきたいと考えていますの
で、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

質問 1
質問 2

観光基本計画の策定について
奇数月資源ゴミの回収について
長沼 健治郎 議員

道の駅の来場者数が40万人に達する
今、いかに町内に呼び込むかが今後の
観光課題ではないかと捉えています。
総合計画やグランドデザインとの整合
性を図った観光基本計画の策定が必要ではないか、
お伺いします。

Q1
質問

平成25年に策定した「大野町グラン
ドデザイン」にて、目指すべき将来像
に「観光、企業誘致、環境」の「 3 つ
（産業建設部次長） のＫ」を柱として掲げており、企業誘
致と環境は、それぞれ条例や計画がありますが、観
光に関する条例や計画は策定していません。「観光
基本計画」は、県内でも14市町で策定もしくは策定
中です。当町では、若手職員のアイデアを活かした
動きを進めたり、町民や各種関係団体を交えて議論・
検討しながら、観光によるまちづくりや地域振興を
進めていきたいと考えています。
観光は、様々な業種の連携が生まれ、人の交流や
消費の拡大が見込める裾野の広い総合産業です。道
の駅や旧北岡田家住宅、野古墳群などの歴史・文化
遺産、柿やバラなどの特産品といった観光資源を活
かした取り組みを進めるには、大野町としての観光
の方向性をしっかり考えていく必要があります。議
員ご提案の計画は、今後の取り組みを進める中で広
く皆様の意見を伺いながら、大野町に相応しい在り
方を検討してまいります。
答弁

A

民間の資源ゴミ回収エコモールが町
内各所に設置され、ＰＴＡリサイクル
活動やショッピングセンターにも回収
場を設けている現状において、奇数月
資源ゴミの年間回収量とそれに伴う今後の課題につ
いて、伺います。

Q2
質問

議会の窓 ◆◇

町では奇数月に、各地区の 6 公民館
で古紙類等の回収を実施し、その回収
量は年々減少しています。古紙類等の
（民生部長） 回収量は、平成29年度は47.13トンで最
盛期の 4 分の 1 程度にまで減少しています。これは、
幹線道路沿いの民間業者の回収場開設によるためと
思われます。資源回収を金額に換算すると、歳入が
約 6 万円、歳出が約60万円です。また、小中学校Ｐ
ＴＡリサイクル活動も、平成29年度は367.08トンと
最盛期の 4 割程度まで減少している状況です。
こうした状況を踏まえ、町廃棄物減量等推進審議
会や広報委員代表者会議において、町による古紙類
等の回収方法とその継続について、協議をしていた
だきました。その両会議の中で高齢化への対応や、
資源リサイクル推進に鑑み、町による回収継続を望
む意見が出され、現在の方法で来年度も継続して実
施することとなりました。
今後の回収方法等の見直しについては、資源ごみ
ストックヤード設置の必要性や高齢化対策などを総
合的に判断し、町廃棄物減量等推進審議会での協議
と住民の皆様の意見を伺いながら、効率的かつ利便
性向上につながる回収方法について検討してまいり
ます。
答弁

A

質問 1
質問 2

生涯学習の推進について
独居の方や生活が困難な家庭への
支援について
小森 小百合 議員

施設利用料等の見直しについて周知・
納得が十分得られておらず、各団体の
人数や状況によっては活動に支障をき
たしたり継続できない方があることも
懸念される中、生涯学習の推進について、どうお考
えでしょうか。

Q1
質問

生涯学習については、第六次総合計
画で「みんなで学びあい誰もが活躍で
きるまち」を目指し、六つの主要施策
（教育長） の一つに「社会教育施設利用の適正化」
として、「施設の利用料、免除・減額の基準、補助
の在り方等を見直し、負担の適正化、公平化を図る」
ことを掲げています。
まず、使用料の改定については、前回の使用料の
改定から 5 年以上経過していることや本年10月から
消費税等が 8 ％から10％に増税される予定であり、
これを機に使用料の見直しを図ろうとするもので
す。
次に、減免の見直しについては、学校開放施設を
除く施設の維持管理経費の総額は、1 億 8 千万円程。
使用料収入の総額は、950万円程で管理経費に対す
る収入の割合が5.1％しかない状況が続いています。
この状況は、各施設での活動が生涯学習の観点か
らも公益性の高い活動であり、町として活動を支援
するために多くの団体に施設使用料の減免措置を
行っている結果、生じています。生涯学習が町民の
皆様に浸透し定着してきた現在、公益性の高い活動
であることを認めつつも、施設を利用する人と利用
しない人の行政サービスの公平性の確保や受益者負
答弁

A
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担の原則といった観点から、使用料とともに減免制
度の見直しをするものです。
   利用者へは、
「見直しの概略」の説明会を昨年11
月下旬と12月上旬に町民センターで、また今年 2 月
下旬に各公民館等 7 カ所（出席者159名）で、具体
的な数字を示して「見直し案」の説明会を実施しま
した。説明の対象者は、施設を利用されている団体
の代表者の方々です。 3 割負担をお願いする一部の
方からは、負担に対する反対の意見をいただきまし
たが、多くの方は「これまで全額免除で有り難かっ
た」
「全額免除にこしたことはないが、受益者負担
も止む無し」との思いであったと思われます。
説明会の終了後にお受けした質問、及び後日生涯
学習課へのお問い合わせや相談内容の多くが、負担
金額の算出方法の確認や支払い方法等に関する内容
であったことからうかがえます。
次に、負担願う金額は、例えば、各公民館のクラ
ブサークルの平成29年度活動実績に基づき、新しい
利 用 料 金 で 算 出 し た 結 果、133団 体 の う ち99団 体
（74.4％）が月1,000円未満、69団体（49.6％）が500
円未満です。月負担額が1,000円の場合、団体の会
員数が 5 人として 1 人月200円、10人であれば 1 人
月100円となり、利用者の皆様にご理解していただ
ける範囲の金額と考えます。ただし、「小学校体育
館を全面だけでなく半面貸」
「メイプルグラウンド
の半日貸に加え時間貸」
「エアコン使用の料金設定
の在り方」等いろいろな要望がございました。10月
までにはこうした要望について可能な限り検討し、
周知徹底を図り、利用いただく方にとって使い勝手
の良い施設となるようにしていこうと思っていま
す。同時に、将来にわたって安定した生涯学習が推
進できるよう、当面は 3 割負担・ 7 割援助を堅持し
ていきたいと考えています。
独居高齢の方や貧困、各家庭の事情
で生活が困難な方に気づき、寄り添い、
支援することが必要である中、相談窓
口について、買い物支援について、粗
大ごみ処理について、現状と今後の取り組みについ
てお伺いします。

Q2
質問

高齢者の方や高齢者のみの世帯、そ
の家族の方からの相談には、地域包括
支援センターの窓口や専門職員による
（民生部長） 訪問活動の中で個別に相談に応じてい
るほか、地区では民生・児童委員の活動の中で個別
に相談を受けていただいています。
そして、障がいをお持ちの方への相談窓口は、基
幹相談支援センターで相談体制をとっているほか、
心身障がい者相談員を委嘱し、地域での相談活動を
していただいたり、民間施設運営事業者にも委託し、
相談業務にあたっていただいています。
また、生活困難な方には、県及び県社会福祉協議
会、町及び町社会福祉協議会で生活困窮者支援調整
会議を持ち、個々の案件について相談、協議、連携
をしながら生活や就労の支援を行っています。
買い物支援については、軽度生活援助事業として、
その業務を町社会福祉協議会に委託し、調理困難な
高齢者に対しては、見守りながら食生活の改善と健
康増進を図ることを目的に訪問給食（お弁当の配達）
サービスを実施し、多くの方々にサービスを提供さ
答弁

A
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せていただいています。
粗大ごみの処理は、町指定の粗大ごみ収集袋を利
用するか、粗大ごみ収集シールを貼って指定日に地
区の集積場に出していただく方法と、不燃物処理場
への搬入許可を取って直接搬入していただく二通り
の方法があります。また、一般廃棄物の収集運搬許
可業者に連絡いただき、業者に委託して処理する方
法もあります。しかし、ごみ出し困難な方に対する
特別な支援が無いのが現状です。今後の取り組みは、
地域の居場所づくりの拡大や認知症への理解を深め
るための普及・啓発の推進を図ってきた町支えあい
の会と町とで、「ごみ出しや草取りなどのお手伝い
をしていただく無償・有償ボランティアの普及・育
成」をするとともに、「町内小売り業者による食糧・
生活用品などの配達サービス」が実施できるよう、
事業者との協議を進めているところです。
認知症や重度な要介護状態となっても、住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けら
れるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が
包括的に確保される体制づくりを進めてまいりま
す。

質問 1

野古墳群について
ひろせ 一彦 議員

第六次総合計画の進捗状況と「野古
墳群歴史公園」として駐車場を整備し、
トイレや休憩所を設け、現存する古墳
群を保存管理すべきと思うが、いかが
でしょうか。

Q1
質問

現在は、古墳が現存する一帯の面的
指定を受けて、歴史的文化遺産を有効
に利活用できるよう、史跡野古墳群保
（教育長） 存活用計画の承認に向けて文化庁の意
見を伺っているところです。
また、史跡の周辺は、カイト古墳群や織田河内守
邸跡など多くの文化財がありますので、史跡野古墳
群保存活用計画には、田園地帯にある史跡指定の古
墳群と地域の自然環境、歴史的環境、運動公園、森
林空間遊歩道を一体として、「学びの場」、「憩いの
場」、「健康増進の場」として活用することが謳って
あります。
史跡指定地周辺の整備にあたり、保存目的の発掘
調査を進めてデータを蓄積した上で、さらに整備基
本計画を策定して国の承認を受ける必要がありま
す。
今後は、第六次総合計画の見直しを進める中で、
北部山麓地域を一体とする整備を検討してまいりた
いと考えています。
また、現在の解説板は設置後20数年経過している
ことから、取り換えについての許可を文化庁に求め
たいと思います。
答弁

A

◇◆

議会の窓 ◆◇

議会のうごき
【議会議員が出席した主な行事等】

1月

4 日
5 日
9 日
13 日
17 日
18 日
25 日
30 日

2月

5 日
8 日
9 日
11 日
13 日
14 日
15 日
18 日
22 日
24 日
25 日
26 日
27 日

3月

町職員仕事始め式
揖斐郡消防組合消防出初式
フラワー都市交流事業実行委員会
町消防出初式
町成人式
新春商工懇談会
例月審査
定例監査
町中学校生徒海外派遣事業壮行会
地方財政対策等説明会及び合同懇談会
道徳教育推進委員会

議長
議長
議長
全員
全員
議長・民建委員長
監査委員
監査委員
議長
議長
総文委員長

町農業振興地域整備促進協議会
第 1 回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会
鍔本本巣市議会議長を励ます会
建国記念の日を祝う県民のつどい
議会運営委員会
第 1 回西濃環境整備組合議会定例会
第 1 回揖斐郡消防組合議会定例会
第 1 回臨時会
第 1 回揖斐広域連合議会定例会
郡町村議会議長会
例月審査
町立北小学校創立 40 周年記念行事
揖斐郡スポーツ懇談会
遠州流新春いけ花展
富山県上市町議会運営委員会道の駅視察
定例監査
議会運営委員会

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

町スポーツ少年団入団式
第 2 回嚶鳴フォーラム in 大野実行委員会
中学校卒業証書授与式
第 1 回定例会（開会）
全員協議会
議会運営委員会
7 日
総務文教常任委員会
8 日
民生建設常任委員会
10 日
大野フットサル大会
自衛隊入隊 ･ 入校予定者激励会
町青少年健全育成研修会
13 日
第 1 回定例会（一般質問）
議会運営委員会
14 日
第 1 回定例会（閉会）
民生建設常任委員会
㈱中部理化オオノ・㈱きらら・池田町大野町学校給食センター視察研修
17 日
堀尾茂之氏岐阜新聞大賞受賞祝賀会
18 日
例月審査
22 日
定例監査
23 日
町かき生産者大会
25 日
小学校卒業証書授与式
議会広報編集委員会
26 日
大垣衛生施設組合議会定例会
町観光協会役員会
27 日
県町村議会議長会臨時総会及び第 4 回評議員会
28･30 日 公立保育園・認定子ども園卒園式
30 日
町デイサービスセンター閉所式
31 日
町消防団入退団式及び町女性防火クラブ入退隊式
3
4
5
6

日
日
日
日

略

議長
議長
全員
全員
全員
委員
全員
全員
議長
議長
井上・長沼・小森・野村議員
全員
委員
全員
全員
全員
議長
監査委員
監査委員
議長
全員
委員
議長
民建委員長
議長
全員
議長
議長

総文＝総務文教常任委員会

民建＝民生建設常任委員会
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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

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

平成３１年度

事業計画

【基本方針】
少子化と高齢化社会が進行する中、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年問題が目前に迫っ
てきています。また、経済格差の広がりや家族機能の弱体化、地縁関係の希薄化等により、社会的
孤立者や子どもの貧困など、生活課題の多様化・深刻化が進んでいます。
これらの生活課題の解決には、地域のつながりを再確認し、共に助けあい・支えあう地域の基盤
づくりに向けて、住民相互による「地域力」がより発揮できるよう、誰もが住み慣れた地域で安心
して暮らしていけるように、きめ細やかな福祉ネットワーク作りが強く求められているところです。
本会は、このような地域福祉の推進役として、大きな役割と期待が寄せられており、平成３１年
度から平成３５年度までの計画期間で策定した「大野町地域福祉活動計画」と、大野町の「大野町
地域福祉計画」が、車の両輪として機能し、両計画の基本理念『
「助けあい」
「支えあい」で育む
笑顔があふれる おおの』が実現できるよう、事業に取り組んでまいります。

【スローガン】「みんなのあったかまちづくり」

重点項目

１
２
３

だれもが身近な地域の問題に関心を持ち「地域力」を高めるまちづくりの推進
だれもが暮らしの問題を気軽に相談できる体制の構築
だれもが安全・安心に暮らせる環境づくり

【活動内容】
法人本部
１

法人運営事業
（財源：会費、寄附金）

⑴運営体制の強化
⑵財政基盤の強化
⑶社会福祉功績者表彰式
⑷福祉用具貸与
⑸福祉団体等への活動支援
⑹福祉委員活動の支援
⑺広報活動の充実
⑻地域福祉活動計画に基づく福祉
事業の推進
２ ボランティアセンター事業
（財源：会費）

⑴広報活動による啓発
⑵ボランティア支援
⑶災害ボランティアセンターの体
制整備
⑷ボランティア連絡協議会との連携
26 広報おおの 2019.5

⑸共同募金街頭募金運動への協力
⑹ボランティア活動保険加入促進
３ 生活福祉資金貸付事業

③バースデイ花束プレゼント
④ふれあい・いきいきサロン継
続事業
⑤地域見守りネットワーク活動
支援事業
⑵メニュー事業配分事業
①ふれあい・いきいきサロン支
援事業
⑶歳末たすけあい募金配分金事業
①在宅援護事業
②高齢者交流事業
③障がい者交流事業
④貸出用具整備事業
⑤地域福祉啓発・普及事業

（財源：県社協受託金）

４

心配ごと相談事業
（財源：会費、町補助金）

５

福祉サービス利用援助事業
（財源：県社協受託金）

６

日常生活自立支援事業
生活困窮者自立相談支援事業
（財源：県社協受託金）

７

福祉推進事業
（財源：会費、町補助金）

⑴まち cafe の開催
⑵福祉教育の推進
⑶生活支援体制整備事業
８ 共同募金配分金事業
（財源：共同募金配分金、会費）

⑴一般募金配分金事業
①福祉のふれあい広場
②ふれあい食事サービス

高齢者支援
９

介護事業
（財源：介護保険収入、自立支援費収入、
町受託金）

⑴訪問介護事業

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

①訪問介護事業
②障害福祉サービス事業
ア 居宅介護・重度訪問介護
サービス
イ 移動支援サービス
③軽度生活援助事業
⑵居宅介護支援事業

障がい者支援
障がい者支援事業
（財源：自立支援費収入、就労支援事
業収入、町受託金）

１１

東さくらこども園事業
（財源：保育料収入、国・県・町給付金、

その他の事業
⑴岐阜県共同募金会事業
⑵日本赤十字社事業
⑶災害義援金募集事業
⑷大野町戦没者追悼式

その他の活動による収支

町補助金）

⑴東さくらこども園事業
⑵子育て支援センター事業

施設整備等

子育て支援

当初予算額
会費収入
3,852
寄附金収入
1,062
経常経費補助金収入
25,440
受託金収入
4,109
事業収入
295
負担金収入
100
収入
介護保険事業収入
19,515
保育事業収入
151,718
就労支援事業収入
2,522
障害福祉サービス等事業収入
35,557
受取利息配当金収入
157
その他の収入
4,012
事業活動収入計（１）
248,339
人件費支出
204,737
事業費支出
26,848
事務費支出
19,083
支出
就労支援事業支出
2,522
助成金支出
1,828
事業活動支出計（２）
255,018
事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）
－6,679
収入
施設整備等収入計（４）
0
固定資産取得支出
581
支出
施設整備等支出計（５）
581
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）
－581
積立資産取崩収入
26,917
拠点区分間繰入金収入
8,018
収入
その他の活動による収入
6,543
その他の活動収入計（７）
41,478
積立資産支出
15,913
拠点区分間繰入金支出
8,018
支出
その他の活動による支出
8,269
その他の活動支出計（８）
32,200
その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）
9,278
予備費支出（10）
900
当期資金収支差額合計（11）=（３）＋（６）＋（９）－（10）
1,118
による収支

⑴就労継続支援事業
（就労支援センターもみじの里）
①本部事業
②受託事業
③自主製品販売事業
⑵相談支援事業
（障がい者相談支援事業所もみ
じ）
①一般相談支援事業
②特定相談支援事業
③障害児相談支援事業

（単位：千円）

勘定科目

事業活動による収支

１０

平成３１年度  資金収支当初予算

前期末支払資金残高（12）
当期末支払資金残高（11）＋（12）

30,500
31,618

社協会費納入のお願い
本会では、住民の皆様からご協力いただきます会費を財源に、住民参加による地域福祉活動、ボランティ
ア活動、福祉教育への助成などを行っております。
今後も大野町の福祉をより推進していくため、地域の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い致します。

【会員別会費】
■一般（世帯）

1口

500 円

■賛助（法人）

1口

5,000 円

一般会員の募集と会費納入を、各
地区の区長様を通じてお願いしてお
ります。
賛助会員については、各法人様宛
にご依頼させていただきます。
広報おおの 2019.5
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社会福祉協議会だより

日本赤十字社会員募集と会費納入のお願い
日本赤十字社では、毎年５月は全国一斉に赤十字会員増強運動を展開し、国内外における災害救援救護活
動、医療事業、血液事業、社会福祉事業等の赤十字事業を推進しています。
本年も、各地区の区長様を通じて、会員募集と活動資金（会費）へのご協力をお願いしております。皆様
のご協力をよろしくお願い致します。

赤十字会員増強運動月間

平成３０年度

自

５月１日

～

至

５月３１日

共同募金報告

昨年１０月から１２月までの募金運動で皆様にご協力いただきました募金額をご報告させていただきま
す。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金

2,808,579 円

歳末たすけあい募金

1,122,340 円

歳末たすけあい配分金事業 （単位：円）
事 業 名
お見舞金品贈呈事業
新春ふれあい食事会
障がい者交流会事業
貸出用福祉用具整備事業
施設利用者・高齢者交流事業
合 計

金 額
270,058
595,626
39,128
163,560
22,392
1,090,764

赤い羽根共同募金につきましては、平成３０年度の募金が次年
度の配分金となるため、平成３１年度の地域福祉活動に使わせて
いただきます。
歳末たすけあい募金は、歳末たすけあい配分金事業として、上
表の通り地域の福祉活動に活用させていただきました。尚、余剰金については平成３１年度の歳末たすけあ
い配分金事業に充当させていただきます。

災害ボランティアコーディネーター養成講座開催のご案内
清流の国ぎふ防災・減災センターコーディネーターの西田重成氏をお招きし、災害ボランティアコーディ
ネーター養成講座を開催します。東日本大震災や昨年７月の豪雨災害時に多くのボランティアが支援活動を
行いました。また、南海トラフ巨大地震も近年発生する可能性が高いと言われている中、大野町でも災害が
発生した際に災害ボランティア経験者の方、災害ボランティアに関心のある方が結集して今から万が一に備
える必要があります。今回の講座を通して災害ボランティアの知識や経験を身につけるとともに、災害ボラ
ンティアセンターの運営を担う人材の育成を行います。
●日 時 ７月２６日（金） 午後１時３０分～３時３０分
●会 場 町総合町民センター 多目的ホール
●対象者 ボランティア活動者・自主防災関係者・福祉関係者・関心のある方
●共催：大野町ボランティア連絡協議会 協力：みんなの防災ねっと
【問合せ】町社会福祉協議会 ☎ 34-2130
入 場 無 料 ・予 約 不 要

ボランティアセンターからのお知らせ
おもちゃ病院「かき工房」
『家具固定は、今日にでもできる
こわれたおもちゃ治します！ 
“地震対策”』
◎開催場所 平和堂大野店
おおのふれあい通り１階
◎開催日 毎月第２火曜日
午後１時３０分～３時３０分
第４土曜日
午前１０時～正午
申込・問合せ先

町社会福祉協議会
おもちゃ病院「かき工房」 ☎ 34-2130

あなた自身、あなたの家族を守るためにも家具の
固定をしましょう。
◆家具固定の設置作業を行います◆
◎対象者 ・高齢者（６５歳以上）のみの世帯
・要介護認定者
・身体障害者手帳をお持ちの方
※市販固定金具は個人負担になります
※別 途、活動協力金（１時間あたり 1,000 円）をい
ただきます
申込・問合せ先

町社会福祉協議会
みんなの防災ねっと ☎ 34-2130
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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

ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロンは、地域での孤立や閉じこもりを防止し、健康と生きがいづくりを目的に、住
民主体で運営していく楽しいふれあい交流の場です。

～西方サロンのご紹介～
【開催日時】毎月第１木曜日
午前１０時～正午
【場所】西方コミュニティーセンター
【サロン開始年月】平成２２年４月より

うどん作りの様子。なんと、小麦粉をこね
るところから手作りなんです！

地域が違えばサロンの内容も違うのが当然であり、その地域
性こそがサロンの醍醐味でもあります。
地域のニーズに合ったサロンづくりが必要とされている中、
西方サロンでは参加者から「昼食をみんなで一緒に食べたい」
という声が出たことで、昨年１２月から毎月、サロンの内容に
昼食会（参加者任意）を盛り込み、住民主体のサロンづくりを
展開しています。

コシのある美味しいうどんをいただきまし
た♪

綾小路きみまろのそっくりさんによるトー
クショー

※自分の住んでいる地域のサロンのことが知りたい方や、ちょっと見学してみたい方、また、
新しく立ち上げてみたい方など社会福祉協議会までお問い合わせください。 ☎ 34-2130

福祉用具貸出しのご案内
町社会福祉協議会では、住民の皆さんが福祉活動、地域の集まりなどでご利用いただける福祉用具（レク
リエーション用品）や様々な資材を貸出ししております。
なお、これらの用具の購入にあたっては「赤い羽根共同募金」の
配分金を利用しております。
貸出し用具の紹介 『社協貸出備品 BOOK』から抜粋
●デッキスティック・ゲーム
●スマイル射的 ●点鳥（てんとり）ルーレット 等
新しい体験セット、レクリエーション用具を備えました。
貸出し申込みは、町社会福祉協議会にて受付しております。

善

スマイル射的

意

～１人ひとりの小さな気持ちが大きな福祉の心となりました～
大野小学校児童会では福祉委員を中心に、全校児童が家庭から持ち寄ったアルミ缶の回収に毎週取り組ま
れています。昨年４月から今年２月までのアルミ缶回収で得た収益金４万円を福祉委員代表児童より寄附し
ていただきました。
北小学校では JRC 委員会が中心となり、
子どもたちが優しさや思いやりをもてるよう
にボランティア活動を行っておられます。こ
れまで集めた１円募金５千円を JRC 委員会
代表児童より寄附していただきました。
寄附金は、就労支援施設もみじの里の作業
用台車の購入と、自主製品製造用備品を整備
するために活用させていただきました。
大野小学校の福祉委員代表児童
北小学校の JRC 委員会代表児童
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揖斐厚生病院

4

ゆり形成内科整形
おおの

５ 5
6
12

大久保医院
まつばら眼科
小森内科胃腸科

19

野原クリニック

26

神田外科医院

６ 2

はっとり整形外科

45-3161
21-1111
35-7722

野

岡田

咲織

飯沼

た い ち

太壱
しゆんた

竣太

44-1233

野

井深

境太

松久

ゆ う ひ

雄陽
い ち か

34-1000

野

きようた

22-0348

西方

佐治

22-0230

西方

高橋一吹輝

23-1991

順延の場合、5 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。

☎ 34-1111

ごみ収集日について
5 月２日（祝・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３日
（祝・金）
・
びん類は９日（木）に変更します。
☎ 34-1111

納期限のお知らせ
固定資産税（１期）
軽自動車税（全期）

※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

壱佳
い

ぶ

き

恭伸
栄太

住所

桜大門
桜大門

保護者
れ ん と

国本

廉永

松田

ゆ き じ

之嗣
あ

ゆ

の

一樹

大野

松岡天女神

一樹

寺内

佐藤

翔眞

常富

さ ん じ

三路
ち ひ ろ

政史

寺内

しようま

佳宜

南方

杉原

千尋

直樹

下磯

細川

詩乃

住所

し

の

千尋
丈嗣
達司
琢哉
宏哉
高博
顕

♥
♥

夫

相羽

妻

相羽

夫

大野

氏名

木村伸之介
♥
浅野 真規
髙井 裕介
川瀬 実咲

妻 垂井町

夫

瀬古

妻

瀬古

加納
安井

弘貴
遥菜

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

年齢

住所

氏名

年齢

黒野

井川

清

62

大野

岩田

泰三

90

黒野

関谷

賴司

82

上秋

内藤𡧃三郎

85

黒野

長屋

義一

92

上秋

内藤

二一

81

相羽

古田シヅヱ

91

松山

山村冨士子

90

麻生

林

岑子

89

中之元

上田

幹男

79

西方

鯉沼

久雄

85

小衣斐

不破

憲司

74

西方

小森

直幹

70

領家

桒原フサエ

99

桜大門

加納

輝子

93

五之里

草野美惠子

94

人口と世帯（４月 1 日現在）
人 口
男
女
世帯数

…………
…………
…………
…………

２３, ０２４人（－８５）
１１, ２９５人（－４４）
１１, ７２９人（－４１）
７, ９５２世帯（＋ ５）

大野町
ホームページ
QR コード
大野町 HP

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

出生１４人／死亡２２人／転入９８人／転出１７５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

氏名

末永くお幸せに

５月 31 日（金） 国民健康保険税（１期）
納め忘れのないように早めに納めましょう。

保護者
さ お り

井深

5 月１９日（日）午前９時〜１１時（２時間）

５月７日（火）

相羽

氏名

野

次回の古紙類等回収について

◎問合せ先／環境水道課

住所

32-1510

※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ので、予め電話で確かめ
て、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

◎問合せ先／環境水道課

こんにちは！赤ちゃん

☎ 34-2130

へ連絡してください。

2019.5

新生病院

21-1111

No.705

2

揖斐川町
三輪
池田町
本郷
揖斐川町
三輪
大野町
大野
大野町
黒野
池田町
池野
大野町
黒野
揖斐川町
清水
揖斐川町
脛永
揖斐川町
脛永

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/

揖斐厚生病院

３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
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月 日 当番医の医療機関名

電話番号
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住民だより

５・６月休日在宅当番医のお知らせ

