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橋脚の太さを体感したよ
　～２０１９年度開通予定～

東海環状自動車道（仮称）大野・神戸ＩＣ
現場見学

2019 年度開通を目指し、工事が進められている
（仮称）大野・神戸 IC を南小 3 年生児童が見学し、
建設機械の試乗など体験し、道路づくりの魅力や道
路の役割、重要性を学びました。現場を飛ぶドロー
ンにも興味深く見入っていました。
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　平成１６年（２００４）用地取得に着手し、平成２４年（２０１２）工事に着手しました、東海
環状自動車道西回りの（仮称）大野・神戸インターチェンジから大垣西インターチェンジまでの約
７. ６ｋｍの区間が、今年度いよいよ開通の見通しです。去る５月２１日には、南小学校３年生児童
３０名がこの建設現場を訪れ、高速道路を支える橋脚の周辺で、国土交通省岐阜国道事務所職員に
よる説明を受けました。（表紙の写真はその時のひとこま）
　東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び大垣市等の主
要都市を経て三重県四日市市に至る延長約１５３ｋｍの高規格幹線道路（一般国道の自動車専用道
路）です。この路線は、中京圏の放射状ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築
することで、環状道路内の渋滞緩和、沿線地域の地域産業、観光産業の支援、災害に強い道路機能
の確保に寄与します。大野町においても、インター開通により広域的な交通条件が飛躍的に高まる
ため、新たなまちづくりを進めていきます。

東海環状自動車道が今年度いよいよ開通予定です

※1：用地取得等が順調な場合
※2：2022年度から順次供用見込み（2024年度全線供用見込み）
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問合せ先  観光企業誘致課　☎ ３４－１１１１

日　時　８月１0日（土）　午後７時３０分～８時１０分
　　　　　 ※小雨決行（打ち上げの出来ない場合翌日１１日（日）） 

場　所　根尾川河畔薮川橋上流
内　容　単発煙火　３号～８号玉、仕掛煙火、ワイドスターマイン等
　　　　打ち上げ総数　約６，０００発

日　時　８月１１日（日） ※雨天中止 　午後５時３０分～９時
場　所　黒野駅レールパーク （旧黒野駅）

第26回根尾川花火大会

第55回夏まつり大野おどり

　今年で２６回目を迎える根尾川花火は、大野町と本巣市が
地域の活性化と交流を深め、更なる発展と地域住民が「心豊
かに生きること」を願い実施されます。夏の夜空で繰り広げ
られる華やかな花火をご覧いただき、思い出に残るひととき
をお過ごしください。
　また、毎年好評の花火大会絵日記コンテストを今年も実施
しますので、ぜひご参加ください。詳細・応募方法については、
岐阜新聞本社、支局、各販売店へお問い合わせください。

◆お願い◆
・立入禁止区域には絶対に入らないでください。
・周辺の道路は、交通規制が行われます。（規制図参照）
　事故のないよう交通整理員の誘導に従ってください。
　（注）交通規制時間は午後５時３０分～午後９時です。
　　　 （堤防道路の一部は午後５時～午後９時３０分）
・車は必ず指定の場所へ駐車してください。
・ゴミの持ち帰りを励行してください。

　お盆の夜、浴衣を着て、プラットフォームを囲んで大野おど
りを踊りませんか！？
　今年は、５５回目の開催を記念して、まつり当日に浴衣を着
てご来場いただいた方の中で先着１００名様（午後７時～配布）
に、道の駅「パレットピアおおの」で利用できる 500 円割引券
を進呈いたします。さらには、浴衣を着て「大野おどり」を踊っ
た参加者の中から、優秀者を４名決定し、景品（大野町商品券
5,000 円分）を進呈いたします。
　ぜひ、浴衣を着て会場にお越しください！

※�大野おどり会場付近には駐車場がありません。車でお越しの
際は、第１公民館、役場周辺の駐車場をご利用ください。
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交通規制区間
　　　　  部分は
17：00〜21：30
　　　　  部分は
16：30〜22：00

大野おどり会場付近図

◎花火打上げ翌日の清掃活動にご協力ください。
（時間）午前７時～（約１時間）
（集合場所）町営東運動場
皆様のご協力をお願いいたします。



予定より早く来場者数４０万人達成
道の駅「パレットピアおおの」

　このほど、昨年７月１１日の開駅からの年間来場者数が当初の目標より
３ヶ月早く達成することができました。セレモニーでは、当町のマスコット
キャラクターである「ローズちゃん」「パーシーちゃん」のぬいぐるみや「当
施設で利用できる食事券」などの記念品も進呈されました。

大野の柿をもっと知ろう！
北小学校と西小学校の３年生児童が柿の摘

て き

蕾
ら い

体験
　このほど、大野町かき振興会や農協の協力を得て１年を通して柿について学んでいる北小学校と西小学校３年生
児童は、柿の摘蕾体験をしました。西小学校では学校近くの柿畑にて、北小学校では校庭内の柿畑にて行いました。
揖斐農林事務所の中島さんやかき振興会の会員の方が講師となり、大野町で作られている柿の品種の紹介や大きく
ておいしい柿を作るには摘蕾が重要であ
ることを教えていただきました。その後
の摘蕾体験で児童らは、花が咲く前の蕾
のうちに不要な蕾を採ることを熱心に学
び、柿についての知識を深めました。

摘蕾：１つづつの果実により多くの栄養が行き届く
ようにするために蕾

つぼみ

を取ること。

１５０種類、２，０００株の 
 優美な甘い香りに魅了
バラまつり大野２０１９

　このほど、バラ公園にて「バラまつり大野２０１９」が開催され、町内外か
ら多数の来園者がありました。バラの花に囲まれて、西小学校児童による鼓笛
演奏や大野新体操クラブによる体操、少年・少女コーラス、VIVACEによるコー
ラス、揖東中学校管弦楽部の演奏、南こども園児の歌と踊り、木振ばやし保存
会の演奏、県立岐阜商業高校吹奏学部の演奏などが披露されました。神戸町ば
ら公園を結ぶシャトルバスも運行され、スタンプラリーも行われました。神戸
町のマスコットキャラクター「ばら菜」が駆けつけ、「パーシーちゃん」「ロー
ズちゃん」と共に会場を盛り上げました。物販コーナーでは、多くの来園者が
バラ苗を求め、生産者から品種や生育方法などを熱心に尋ねていました。また、
午後６時から９時までバラ公園内の夜間ライトアップを行い、日中とは違う幻
想的なバラの姿を楽しむ姿が見られました。

▲来場者数４０万人目となった親子

▲かき振興会の川瀬利明さんに摘蕾につ
いて学ぶ北小学校３年生児童

▲かき振興会の岩﨑久一さんに摘蕾の方
法を学ぶ西小学校３年生児童

▲西小学校児童による鼓笛演奏

▲ライトアップされた夜のバラ公園

全国大会出場を報告
第２８回春の全国小学生ドッジボール選手権岐阜県大会優勝

　このほど、第２８回春の全国小学生ドッジボール選手権大会岐阜県大会に出
場し、見事優勝を果たされた今西亮太さん（中小６年）と平野文聖さん（大野
小５年）の激励会が、役場で行われました。二人はドッジボールチームＳＯＵ
ＬＭＡＸ池田に所属し、岐阜県大会で優勝の後、岐阜県代表で出場した同全国
大会は惜しくも予選リーグ敗退という結果となりましたが、８月開催予定の夏
の全国大会でその悔しさをはらすべく、練習に励んでいるとのことです。今西
さんは「キャプテンとしてみんなを盛り上げて優勝したい。」平野さんは「いっ
ぱいキャッチしてがんばりたい。」とそれぞれ決意を語る二人に、町長は、「ドッ
ジボールはとてもハードなスポーツ。さらに練習を重ね、夏の大会ではリベン
ジして頑張ってください。」と激励しました。

▲全国大会に出場した今西亮太さん（左）、
平野文聖さん（中）

ま ち の 話 題
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被災地にバラの贈り物
色鮮やかなバラの色と香りで癒やされて

　このほど、大野町を含め全国９市町
で構成する「フラワー都市交流連絡協
議会」の事業として東日本大震災でい
まだ日常を取り戻せない被災者を少し
でも元気づけたいと宮城県の名取市と
南三陸町に特産のバラをバラ苗生産組
合の協力のもと、約５０鉢ずつ贈りま
した。
　大野町は２０１３年から隔年で特産
のバラを届けています。名取市では仮
設住宅などに、南三陸町では小学校５
校に届けました。

運転免許証自主返納者支援事業に新たな助成
シニアカー（ハンドル型電動車いす）の試乗会

　４月２６日、総合町民センター多目的ホールにて、運転免許証を自主返納しよう
と考えている方やその家族、介護支援専門員（ケアマネジャー）に向けて、シニア
カーの試乗会を開催しました。町では、今年度から７０歳以上の事故防止等を目的
に、デマンドタクシー利用券（年１万円分・最長５年で計５万円分）を交付してい
る運転免許証自主返納者支援事業に、新たにシニアカー（ハンドル型電動車いす）
購入費用の２分の１以内（５万円を限度）の助成事業も対象となっています。試乗
会では、福祉用具取扱業者（合資会社イング）と、岐阜スズキ株式会社による説明
を受けて、シニアカーの操作を行い、性能と使用方法を学びました。シニアカーは
道路交通法では歩行者として扱われます。参加者は、シニアカーの理解を深め、歩
行者としての交通ルールを守る必要があることを確認する機会になりました。

子どもたちが悲惨な事故にあわないために
交通安全教室

　このほど、子どもたちの悲惨な事故を防ぐため、町内のこども園、小学校
および中学校を対象とした交通安全教室を実施しました。揖斐警察署の講師
の説明を聴き、道路へ飛び出すことの危険性や交通ルールを守った横断のし
かた、自転車の正しい乗り方等を学びました。講師のひとりである川合駐在
所の渡辺巡査部長は「家に帰ったら、この教室のことをお父さんやお母さん
にお話ししましょう」と、家族で交通安全について考える機会の大切さを訴
えました。

黒野東区自主防災組織による防災訓練が実施されました。
自分たちの地域は自分たちで守る「自主防災組織」

　５月１９日（日）、黒野東区自主防災組織（黒野東区）によ
る防災訓練が実施されました。黒野東区の方々は、地域の避
難場所でもある黒野東区公民館で、人命救助・初期消火・防
災機材の取扱い・炊き出しの４つの訓練を体験しました。
　いざという時に自分や家族を守るためには、こうした平時
からの防災活動を通じて地域のことをよく知ることが非常に
大切です。また地域住民の交流の場となり、災害時に互いを
助け合う体制を構築することもできます。皆さまの地域でも
地域（自主防災組織）主導の防災訓練を実施してみませんか？

▲バラの箱詰め作業をする方 ▲届けられたバラを持つ南三陸町教育委員会齊藤明
教育長（左）と南三陸町校長会長菅原佳江校長（右）

▲シニアカーの試乗をする参加者

▲川合駐在所の渡辺さん（右）に指導を
受けて、正しい横断歩道の渡り方を学
ぶ南こども園のこどもたち

大野町 南三陸町
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大空を飛ぶ
第１５回おおのローズカップ

今年も会いに来たよ
蛍の飛び交う世界を堪能

　このほど、運動公園内ホタル野外ミュージアムで、ゲン
ジボタルの鑑賞会が行われました。大野町ホタルの里づく
り研究会（顧問　後藤道夫さん）が主催し１０年以上続け
られているもので、今年も昨年同様、鑑賞会初日は天候に
も恵まれ３００人以上が来場しました。
　後藤さんは、来場者から「ホタルの光が今年も観ること
ができて良かった。」と声を掛けられ大変うれしかった。こ
の言葉を励みに今後も活動を続けたいと話していました。

地域の守り、消防団
第４８回町消防操法大会

　このほど、相羽グラウンドにて、第４８回大野町消防操法大会が開催され、７分団２３チーム（小型ポンプの部３チー
ム・ポンプ車の部２０チーム）が出場しました。当日は、出場団員らが日ごろの訓練の成果を存分に発揮し、家族やＯ
Ｂの大きな声援を背に力強い消防操法を繰り広げました。

　消防操法は、火災現場での迅速な行動や的確な操作などを養
うための基本的な訓練となるもので、消防技術やチームワーク
等を身につけた団員は、火災などの災害から地域を守るために
日々の活動を続けています。
　大会結果は次のとおりです。（敬称略）
小型ポンプの部
　優　勝　　第６分団　第１班
ポンプ車の部
　優　勝　　第２分団　第１班　　準優勝　　第５分団　第１班
　３　位　　第２分団　第２班
個人優秀賞　指揮者　第３分団第１班　田宮　陽一
　　　　　　１番員　第２分団第１班　高井　裕介
　　　　　　２番員　第５分団第２班　門田　寛之
　　　　　　３番員　第２分団第１班　細野　浩史
　　　　　　４番員　第３分団第１班　山賀　康延

▲おおのローズカップの様子 
【写真提供：大野グライダークラブ】

▲ゲンジボタルが飛び交う様子【写真提供：坂下武夫さん（野）】

▲小型ポンプの部　優勝　第６分団　第１班の皆さん

▲ポンプ車の部　優勝　第２分団　第１班の皆さん ▲個人優秀賞の皆さん

　このほど、揖斐川左岸の大野グライダー滑空場において、第１５
回おおのローズカップ（大野グライダークラブ主催、大野町ほか後
援）が開催されました。ウインチで曳航された後、グライダーが指
定高度に達するまでの時間が競われ、県内外から参加した１６チー
ム（３２人）が、日頃の練習の成果を発揮しようと大空をめざして
次々と飛び立ちました。大会結果は次のとおりです。（敬称略）
団体　優勝　　アルテアクラブ
　　　準優勝　プチワーカーズ
　　　三位　　チーム夢追人
個人　優勝　　北浩一郎（大野グライダークラブ）
　　　準優勝　纐纈裕俊（大野グライダークラブ）
　　　三位　　小波津俊之（大野グライダークラブ）
学生　優勝　　渡邉龍之介（大阪工業大学）
　　　準優勝　田中沙織（名城大学）
　　　三位　　山根祐資（大阪工業大学）

ま ち の 話 題
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○小中学校の太陽光発電の状況
　平成２３年１２月に各小学校（６校）と、平成２５年３月に各中学校（２校）のそれぞれの校舎屋

上に設置いたしました太陽光パネル（４０ｋｗ／校、余剰電力売電）の発電状況は以下の通りです。

教育委員会のページ教育委員会のページ

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
小学校 593,162 534,008 378,536 368,969 358,082 318,758 300,594 287,491 281,900
中学校 277,387 270,812 270,250 187,055 195,457 184,061 189,253 178,754 176,735

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000

電気使用量

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
小学校  11,736 11,117 9,221 9,210 10,293 8,870 8,078 7,175 6,938
中学校   6,359 6,863 6,974 6,046 6,686 6,071 5,371 5,536 5,353

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
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電気料金千円

Kw

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
小学校      0 679 3,676 4,200 4,201 3,699 4,238 4,481 4,705
中学校      0 0 0 921 853 998 915 780 1,028

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
売電収入千円

　５月２５日、ボランティアグループ
「まごの手届け隊」が独り暮らし高齢者宅を訪問し、窓ふき
を行いました。
　参加者１１人は、外側の窓をていねいに磨き上げ「窓がピ
カピカになった」と満足げな表情を浮かべていました。訪問
を受けた方々は、「高齢者の独り暮らしは外の窓ふきが大変。
休みの日に来てくれてありがとう。今年もとても助かりまし
た。」と喜んでいました。

窓ふきボランティア「まごの手届け隊」
― 窓がピカピカ。ありがとうの言葉に笑顔 ―ところ通信

Vol. 233

北見市
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まちのお知らせ
問合せ先  

子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　７月１１日（木）に１周年を迎えます。
　１周年を記念して、７月８日（月）、９日（火）に「木育キャラバンｉｎ大野」を開催します。
　この２日間は、ぱすてるでいつも遊んでいるおもちゃではなく、全国のめずらしいおもちゃでたくさん遊べ
ます。是非遊びに来てください。
　７月６日（土）から９月１日（日）まで食事ルームを開放しませんので、保護者の方々のご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

▲２月に開催した木育キャラバンの様子

◎７月のスケジュール
誕生会…５日（金）　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…４日（木）
木育キャラバン in 大野…８日（月）、９日（火）

休館日   ３日（水）、１０日（水）、１６日（火）、１７日（水）、２４日（水）、３１日（水）

◎８月のスケジュール
あおい空の読み聞かせ会・・・１日（木）

休館日   ７日（水）、２１日（水）、２８日（水）※お盆の週は休まず、開館します。

※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。

Kito TEto コール
　親子電話のごっこおもちゃ。
　いろいろな人と会話を楽しめる。
　「ごめんね」や「ありがとう」もコールならしっかりと伝
えられるかも。

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。

つみつみ ANIMAL
　一匹で山の上をトコトコ歩いたり、舟に乗ってスイスイ
お出かけしたり…ゆらゆら積み重ねるとどうなるかな？星
の上に動物たちを乗せても面白いよ。



水害・土砂災害の防災情報の伝わり方が変わります。
５段階の警戒レベルで避難のタイミングをお伝えします！

ＦＣ岐阜を応援にいきませんか？
（岐阜を拠点とするプロサッカーチーム）

　水害・土砂災害について、町が発令する避難情報と、国（国土交通省、気象庁）や県が発表する防災気象情報に、５段階の
【警戒レベル】が導入されましたので、お知らせします。
　水害・土砂災害の危険度の高まりに応じて【警戒レベル】があがっていきます。
　【浸水想定区域】や【土砂災害警戒区域等】などにお住まいの方は、警戒レベル４（避難勧告）または警戒レベル３（避難
準備・高齢者等避難開始）が発令された場合は、避難行動をとりましょう。

※�各種の情報は、必ずしも、警戒レベル１
～５の順番で発令・発表されるとは限ら
ないので、ご注意ください。
また、状況が急変することもあります。
これらの情報が発令・発表されていな
くても、身の危険を感じる場合は、地
域の皆さんで声をかけあって、安全・
確実に避難を開始してください。

　７月１４日（日）午後６時キックオフの、ＦＣ岐阜ホーム戦（対ジェフユナイテッド千葉）は、大野町の魅
力を発信する大野町ホームタウンデーです。会場となる長良川競技場へ町民の皆さん先着５００名を無料で招
待します。次の方法で申し込んでください。

問合せ先 �（株）岐阜フットボールクラブ　トモチケ担当　☎ ０５８-２３１-６８１１
　　　　　生涯学習課　☎ ３４-１１１１

【大野町メール配信サービス】
避難情報などをお知らせしています。
QR コードを読み込み、メールを作成、空メール送信する
又は「t-ono-magazine@sg-m.jp」に空メールを送信すると
返信メールが届きます。返信されたメールの本文に表示さ
れたリンク先から登録できます。

警戒レベル５
（町が発令）

警戒レベル４
（町が発令）

警戒レベル３
（町が発令）

警戒レベル２
（気象庁が発表）

警戒レベル１
（気象庁が発表）

災害発生情報

避難勧告
※避難指示（緊急）・

避難準備・
高齢者等避難開始

大雨注意報
洪水注意報等

早期注意報等
（警報級の可能性）

すでに災害が発生しています。
命を守るための最善の行動を
とりましょう。

速やかに避難しましょう。
避難先までの移動が危険と思われる場合は、
近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全場
所に避難しましょう。

避難に時間を要する方
（ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等）と
その支援者は避難をしましょう。
その他の方は、避難の準備を整えましょう。

今後、大雨警報などが発表される可能性があります。
災害への心構えを高めましょう。

避難に備え、防災マップ等により、
自らの避難行動を確認しましょう。

※避難指示（緊急）、地域の状況に応
じて緊急的又は重ねて避難を促す場合
などに発令されるため、必ず発令され
るものではありません。避難勧告が発
令された段階で避難しましょう。

警戒レベル

高  

い

低  

い

　危 

険 

度

　

避難情報等 避難行動等（とるべき行動）

これらは、皆様が自主的
に避難行動をとるために
参考とする情報です。

（
国
土
交
通
省
、
気
象
庁
、
県
が
発
表
）

〈QRコード〉

大野町ホ
ーム

タウンデ
ー

※�会場までの交通手段は、各自
で確保してください。

☜スマートフォン
　はこちらから
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参議院議員通常選挙
７月２１日（日）執行予定  

投票時間　午前７時～午後８時

　参議院議員通常選挙（選挙区・比例代表）の投票が、７月２１日（日）に行われる予定です。
　この選挙は、主権者である国民（＝私たち）の代表を選ぶ大切な選挙です。すべての有権者が棄権することなく、
投票に出かけましょう。

 有権者 
◆大野町で投票できる人
（年齢要件）期日（７月２１日）までに年齢満１８歳となる方（平成１３年７月２２日以前に生まれた方）
（住所要件）令和元年４月３日以前から引き続き大野町に住民登録し、選挙人名簿に登録されている方
　※�なお、令和元年６月２１日以後に町内で転居された方は、前の住所地の投票所で投票していただくことになり

ます。

◆投票所入場券の交付
��有権者は選挙人名簿に登録され、それぞれの属する投票区の投票所への入場券が交付されます。選挙権のある方で
投票日が近くなっても入場券が届かないことがありましたら、町選挙管理委員会事務局におたずねください。

 期日前投票・不在者投票 
　７月２１日の投票日に、仕事等の「やむを得ない事情等」で投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。また、
投票するときは１８歳未満であるが、投票日（７月２１日）までの間に１８歳になる人で、投票日に「やむを得な
い事情等」で投票所に行けない方は、不在者投票ができます。どちらも公示の日の翌日（７月５日）から投票日の
前日（７月２０日）までの毎日（土・日曜日も含む）、午前８時３０分から午後８時までに、入場券を持参して役場
までお越しください。

◆郵便による不在者投票
　自宅にいる重度の身体障がい者の方は、投票日に投票所へ行くことも、期日前投票所へ出向いて投票することも
できません。このような人のために、自宅、その他現に居る場所で郵便により投票ができる制度（郵便による不在
者投票制度）があります。
　郵便によるこの投票制度の対象者は、身体障害者手帳または、戦傷病者手帳等の交付を受けている人で、手帳に
記載の障がいの程度が一定以上の重い人及び介護保険の被保険者証で要介護５である人です。
　この制度で投票しようとする人は
①あらかじめ、町の選挙管理委員会に申請して郵便投票証明書（有効期間は７年）の交付を受けます。
②�選挙の際には、投票日４日前までに郵便投票の請求書に、郵便投票証明書を添えて投票用紙を請求することにな
ります。

 投票所 
　各投票所は、次のとおりです。入場券に指定された投票所をよく確かめ、投票にお出かけください。

投　票　区 投　　　　票　　　　所 所　在　地
第１投票区 大野町第一公民館 黒　野
第２投票区 豊木地区農業構造改善センター 桜大門
第３投票区 富秋地区農業構造改善センター 稲　富
第４投票区 西郡地区農村集落多目的施設 松　山
第５投票区 鴬地区農村集落多目的施設 公　郷
第６投票区 川合地区農村集落多目的施設 加　納

 開票所 
　開票は、７月２１日午後９時から、総合町民センター多目的ホールで行います。

　 問合せ先 �町選挙管理委員会事務局　☎ ３４−１１１１
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住民税はどのように納付するのですか

　固定資産税は、毎年１月１日現在を基準日として課税されます。所有している固定資産に関して次のような変更
がある場合は、税務課までご連絡ください。

◎固定資産そのものの変更
・登記をしていない建物を新築または増築した場合（税務課による家屋評価が行われていないもの）
・登記をしていない建物の全部または一部を取り壊した場合
・建物の全部または一部の用途変更をした場合（例：事務所を居宅に変更した等）
・住宅用地認定にかかる住宅の数が変更になった場合
・土地の用途を変更した場合（例：住宅を取り壊して貸し駐車場に変更した等）　ほか
※�登記がある家屋で、法務局で登記申請や滅失登記などがすでに済んでいる場合には、役場へ届け出る必要はあり
ません。ただし、滅失登記が翌年にわたる場合には、ご連絡ください。

◎所有者の変更
・所有者または納税義務者が死亡し、税務課での相続代表人指定届出書提出等の手続きを行っていない場合
・登記をしていない建物の所有者を変更する場合
・町外在住の納税義務者で住所の変更がある場合　ほか
※登記がある家屋で、法務局で所有権移転登記などがすでに済んでいる場合には、役場へ届け出る必要はありません。

家屋評価について
　家屋評価は、固定資産税の基となる評価額を算出するため、新築または増築した家屋を対象に行われるもの
です。
　令和２年度分以降の固定資産税賦課のため、７月から１２月中に税務課職員が家屋評価に伺います。対象者
の方には、事前に連絡をさせていただきますのでご協力をお願いします。

　住民税（町・県民税）を納付する方法として、「普通徴収」「給与からの特別徴収」「年金からの特別徴収」の３つ
があります。
●普通徴収
　町から「町民税・県民税税額決定・納税通知書」（以下、納税通知書）によって
通知された税額を納付書または口座振替により個人で納めます。
　納期　第１期：６月、第２期：８月、第３期：１０月、第４期：１月
　納税通知書の発送は、毎年６月中旬です。
●給与からの特別徴収（給与から天引きされるもの：給与所得者の場合）
　給与支払者（会社など）が、町からの通知に基づいて、その年の６月から翌年
５月までの　毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納
税者の皆さんには、「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更
通知書」で税額などをお知らせします。
●年金からの特別徴収（年金から天引きされるもの：公的年金受給者の場合）
　年金保険者（日本年金機構など）が、町からの通知に基づいて、公的年金の支給月に支給される年金分から税額
を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆さんには、毎年６月中旬頃に「納税通知書」をお届けし、
税額などをお知らせします。

※�納付忘れの発生を防ぐため、納付書から口座振替への変更、給与からの特別徴収を推進しております。納税者・
給与支払者の皆様におかれましてはご理解ご協力をお願いします。

問合せ先 �税務課　☎ ３４-１１１１

固定資産税の適正な課税のためご確認をお願いします
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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

住民票の写し等の不正取得に係る本人告知制度

　この制度は、事前に登録した方の住民票の写し等が交付された事実を、ご本人に通知する
ものです。不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止・防止を目的としています。

◎登録対象者 
　大野町の住民基本台帳または戸籍に記載されている人

◎登録期間
　登録した日から３年間

◎登録申込 
　印鑑及び運転免許証・旅券等の本人確認書類を持参のうえ、申込書に必要事項を記入し申
込む

◎通知の対象となる場合 
　代理人や第三者に戸籍謄本や住民票の写し等が交付されたとき
　（ただし、弁護士・司法書士等の特定事務受任者の紛争処理、国や地方公共団体からの請
求等は除きます。）� 問合せ先 �住民課　☎ ３４−１１１１

　この制度は、住民票の写し等が不正に取得された場合に、ご本人にその事実をお知らせす
ることにより、不正取得による個人の権利又は利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図る
ことを目的としています。

◎お知らせする場合
・住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
・�国または県の通知により、特定事務受任者が、職務上請求用紙を使用し、不正取得を行っ
た事実が明らかになった場合

◎お知らせの対象となる証明書
・住民票の写し、戸籍謄抄本等
� 問合せ先 �住民課　☎ ３４−１１１１

タウンミーティング

　地域の皆さんと対話し、協働によるまちづくりを推進するため、タウンミーティングを開催します。日程及
び場所は次のとおりです。ぜひ参加してください。

期日 地区 会　場
７月２３日（火） 第１区 大野町第一公民館
　　２５日（木） 第２区 豊木地区農業構造改善センター
　　３０日（火） 第３区 富秋地区農業構造改善センター
８月　１日（木） 第４区 西郡地区農村集落多目的施設
　　　６日（火） 第５区 鴬地区農村集落多目的施設
　　　８日（木） 第６区 川合地区農村集落多目的施設

◎時間　午後７時３０分～９時� 問合せ先 �総務課　３４−１１１１
▲昨年のタウンミーティングの様子
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　資源ごみ（プラスチック容器包装、ペットボトル、ガラスびん、缶類、牛乳パックなど）について
は、リサイクルしますので、シールやラベルなどの異物がある場合は極力取り除き、中身の残りや汚
れが付着している場合は水でよくすすいで、乾かしてから出してください。
　どうしても汚れの落ちないもの、異物が取り除けないものは、生ごみ等又は粗大ごみとして出して
ください。
　マナーを守らないで出されたものは、リサイクルされずにそのまま処分されます。マナーは必ず守っ
てください。

� 問合せ先 �環境水道課　☎ ３４−１１１１

リサイクルのマナーについて

１０月１日から、使用済みスプレー缶・
カセットボンベの収集方法が変わります！

～缶類ではなく、金属類・有害物・粗大ごみの収集日に、
中身を使い切ってから出してください。穴開け不要～

※�スプレー缶（エアゾール缶）やカセットボンベの残留ガスは、昨年、札幌市で発生したような事故につな
がり危険です。収集車両等の安全確保のため、スプレー缶（エアゾール缶）やカセットボンベを出すときは、
次のルールを守ってください。

１　中身の有無を確認してください。（中身が残っていると、缶を振ったときに「シャカシャ
カ」「チャプチャプ」などの音がします。）

２　中身が残っている場合は、新聞紙に吹き付けるなどして中身を出してください。（火
気のない風通しの良い所で、「シュー」という音がしなくなるまでスプレーボタンを
押してください。ガス抜きキャップのついている缶はキャップを使ってガスを抜い
てください。）

３　キャップを外し、穴を開けずに金属類・有害物・粗大ごみの収集日にスプレー缶専用
ケースへ出してください。

���

　収集方法の変更は１０月の収集からです。９月までは今までどおり、穴を開けて缶類の収集日に出してく
ださい。
　ごみ収集の安全確保のため、ご協力をお願いします。

問合せ先 �環境水道課　３４-１１１１
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　はずすのは、分離可能なふたとラベルのみです。ふたの下に残るリングや口（堅い部分）は切り離さな
くて結構です。昨年４月以降、分別をお願いしているところですが、ひき続きご協力をお願いいたします。

　各地区のごみ集積場では分別していないものは、その場でふたとラベルをはずし分別（ペットボトルと
プラスチック製容器包装の収集日は同日）してもらうようご協力をお願いいたします。ペットボトルもプ
ラスチック容器包装も袋から出して収集かごに入れていただくようお願いいたします。

問合せ先 �環境水道課　☎ ３４−１１１１

【募集（受付）期間】７月１日（月）～１９日（金）
　　　　　　　　　 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分

募集戸数 若干数（３ＤＫ）

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000
円以上 487,000 円以下の人（所得の上昇が見込まれる
人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする
親族が暴力団員でないこと

住宅使用料（家賃） ３ＤＫ　52,000 円

敷　　金 家賃の３ヶ月分

備　　考 その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴ
ミ集積場、エレベーター）

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２ヶ月

◎入居決定　応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◎申込方法　建設課備付の入居申込書に記入の上、申込む。
※ゴミ当番もあります　※申込書類の内容に虚偽が確認された場合には申込みを無効とします

問合せ先 �建設課　☎ 34-1111

町営住宅入居者募集

所在地　中之元８７６番地１
構　造　中層耐火構造
　　　　４階建　１棟ＰＣ造

 ３DK 
専用面積６９．４６㎡ 

 

ペットボトルのふたとラベルは必ず分別して出してください

※リングやクチの硬い部分は、切り離し不要
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くらしの情報

お知らせ

夏の交通安全県民運動
７月１１日（木）～２０日（土）
ゆずりあう心で夏の交通事故防止
●子供と高齢者の交通事故防止
●横断歩道における歩行者優先の
徹底
●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

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜

７月は“社会を明るくする運動”
強調月間です

　近年、犯罪や非行に対する不安
感が社会全体に広がっており、安
全、安心な社会を築いていくこと
が強く求められています。
　誰もが安心して暮らせる地域社
会を築いていくためには、地域住
民の方々の、地域に対する思いと
積極的な参加が必要です。
　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人た
ちや非行をした少年達の更生につ
いて理解を深め、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
　今年は「犯罪や非行のない安全・
安心な地域社会を築くための取組
を進めよう」と「犯罪や非行をし
た人たちの立ち直りを支えよう」
を行動目標として、運動が展開さ
れます。
　皆様のご理解とご協力をお願い
します。
問合せ先 �大野町社会を明るくする
運動推進委員会（保護司会・更生
保護女性会・ＢＢＳ会）

「第３２回ふれあいコンサート」

　町内の小中学校や音楽団体の演奏
を聴き、ふれあいを楽しみませんか。
◎出演団体　町内の小中学校、音
楽団体　（出演順）
午前の部　（８団体）唱歌を歌う会、
大野小学校、はもり倶楽部、メイプ
ルコーラス、南小学校、北小学校、神
心流大野支部、大野中学校吹奏楽部
午後の部　（８団体）筝曲太可音会、
大野町少年少女合唱団、西小学校、
さくらんぼ、東小学校、Vivace、
中小学校、揖東中学校管弦楽部
◎日時　７月７日（日）
午前の部　開演　午前１０時３０
分（開場　午前１０時）
午後の部　開演　午後１時３０分
（開場　午後１時）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　無料
◎主催等　主催　町、町教育委員
会、総合町民センター
後援　町音楽協会
問合せ先 �総合町民センター
☎ ３２-１１１１

町有財産売払いのお知らせ

　町では、普通財産売払いに係る一
般競争入札を次のとおり行います。
◎入札日時　８月６日（火）午前
１０時より
◎場所　大野町役場（１階第１町
民相談室）
◎入札に付する物件
所在　揖斐郡大野町大字黒野字横
留２０６４番
実測面積・地目　１，３１６㎡　雑
種地
予定価格　10,528,000 円
入札保証金　1,052,800 円
　入札への参加には完納証明書
（市町村民税）を添えて７月３０日
（火）までに「一般競争入札参加申
込書」の提出が必要となります。
　附帯条件等を明示した参加要領
（様式等）は担当窓口にて配布いた
します。
注）予告なく入札を中止する場合
がありますので、希望者は必ず事
前にご確認ください。
問合せ先 �総務課 ３４−１１１１

７月１日（月）より、 
庁舎敷地内禁煙となります。

　受動喫煙防止のため
皆様のご理解とご協力
をお願い致します。

問合せ先 �総務課　３４-１１１１

令和元年度　大野町民ラジオ体操会

　私たちの健康の維持・増進と地域住民のコミュニケーションの場として、
ラジオ体操会に参加しましょう。
◎日時　８月４日（日）　午前６時～午前７時
◎場所　

問合せ先 �生涯学習課　☎ ３４−１１１１

地　区　名 場　所 雨天時場所
第１区 東小学校運動場 同校体育館
第２区 大野小学校運動場 同校体育館
第３区 北小学校運動場 同校体育館
第４区 西小学校運動場 同校体育館
第５区 中小学校運動場 同校体育館
第６区 南小学校運動場 同校体育館

※�民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。 15広報おおの 2019.7



Information

お知らせ

事業主の皆様へ 
労働保険年度更新

　労災保険と雇用保険の申告・納
付期間は、７月１０日までです。
　岐阜労働局、各労働基準監督署
では、申告書の受付を行っており
ますが、期限直前は窓口が大変混
雑することが予想されますので、
お早めにお出かけください。
　なお、手続きは、インターネッ
トで電子政府の総合窓口「イーガ
ブ」からもご利用になれます。
問合せ先  岐阜労働局労働保険徴収
室　☎ ０５８-２４５-８１１５

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、国民の皆様に新し
くできた制度や裁判手続を知って
いただくために、毎月テーマを定
めて、裁判所ウェブサイト（http://
www.courts.go.jp/index.html） で
ご案内しております。７月のテー
マは「利用者がメリットを実感で
きる成年後見制度にするために」
です。ぜひご覧ください。
問合せ先  岐阜地方裁判所事務局総
務課　☎ ０５８-２６２-５１２２

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 
入館料無料のお知らせ

　開館１５周年開館記念日特別企
画として、次の３日間に限り、小
学生と幼児の入館料が無料です。
◎実施期間　７月１３日（土）〜
１５日（月・祝）　午前９時３０分
〜午後６時
問合せ先  世界淡水魚園水族館営業
企画部　☎ ０５８６-８9-８２００
公式ホームページ　http://aquatotto.
com

催し・講座

公務員合同採用制度説明会

◎日時　７月６日（土）午後１時
〜４時
◎場所　光和ビル４F（大垣市林
町５- １８）
◎対象者　公務員（警察・消防・
自衛隊・市役所・町役場・県事務所）
志望の高校生及びその保護者、大
学生、人の役に立ちたい人
※日により参加団体の変更、資料

設置のみの場合あり
問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部
大垣地域事務所　☎ ０５８４－73－１１５０

岐阜高専 
オープンキャンパス２０１９

◎対象　中学生、保護者・家族、
中学校の先生等
◎日時　８月３日（土）午前９時
３０分〜午後２時
◎会場　岐阜工業高等専門学校

（本巣市上真桑）
◎参加料　無料
◎申込方法　ホームページから申
し込む。
問合せ先  岐阜工業高等専門学校学
生課　☎ ０５８－3２０－１２６０

川を安全に楽しむために

　川遊びが楽しいこれからのシーズン。川には急な増水などとても危険な
一面もあります。5 つのやくそくを守って、安全に川を楽しんでください。

保護者の皆さまへ 川で遊ぶときの注意点
　①こどもだけでは行かない、行かせない。
　②雨の後など、増水している時は行かせない。
　③警察や消防からの指示があればすぐに従う。
　④川の流れは場所によって違うので注意する。
　⑤川の深さは場所によって違うので注意する。
　⑥携帯電話やパソコンで川の状況を確認する。

水に入るときの服装
　①ライフジャケットをつけよう。
　②ぬれてもよく乾きやすい服装にしよう。
　③ ウォーターシューズ、リバーシューズなど脱げない靴をはこう。（かか

との無いビーチサンダルは脱げてあぶないよ！）

●岐阜県川の防災情報
岐阜県内の「雨量」や「水位」をリアルタイム
でチェック！
http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/

●ぎふ川と道のアラームメール
地域別の大雨や洪水、通行止めなどの情報があ
なたの携帯電話やスマートフォンへ自動送信！
https://service.sugumail.com/gifu/member/

問合せ先  県揖斐土木事務所 河川安全利用推進協議会　☎ ２3-１１１１

©岐阜県
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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

（７月２１日、９月１５日、１１月
１７日、２０２０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ＷＥＢ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　２０人
◎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む。
※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

（１０人以上は開催日以外でも講
習会実施可、要相談）
※ 修了者に修了証を発行（遅刻、

退席は発行不可）
予約・問合せ先  郡消防組合消防本部
救急係　☎ 3２－０１１9

パーキンソン病の医療講演会

◎内容　講演「パーキンソン病の
運動症状、非運動症状と対処法」　
講師　岐阜大学脳神経内科
教授　下畑享良氏
◎日時　８月５日（月）午後１時
３０分〜３時３０分
◎場所　奥の細道むすびの地記念
館２F（大垣市船町２－２６－１）
◎参加費　無料
◎申込期限　７月３１日（水）
申込・問合せ先  きずなの会　林
☎ ０9０-５００１-８73１

募　集

ふれあい２０１９大野まつり 
作品展作品募集及び 

芸能発表会出演者募集

　１０月５日（土）、１０月６日
（日）に、ふれあい２０１９大野ま
つりを開催いたします。
　大野まつりの一環として作品発
表と芸能発表を行います。作品出
展者と芸能発表出演者を募集いた
しますので、大野町の各地区公民
館、中央公民館、総合町民センター
等で活動されているみなさん、是
非ご参加ください。
◎応募方法　各公民館、大野町総
合町民センター、教育委員会に申
込用紙がありますので、参加され
る方（団体）は申込書に必要事項
をご記入の上、各公民館、生涯学
習課まで提出する。
　ただし、盆栽は除きますのでご
注意ください。
◎申込期限　７月５日（金）　午後
５時
※ 期限以降は、プログラム作成・

出品作品の配置調整・パネル等
諸準備のため、受け付けること
ができない場合がありますの
で、期限厳守でお願いします

問合せ先  生涯学習課　☎ 3４－１１１１

放課後クラブ指導員募集

◎勤務日　７月２２日（月）〜８
月３０日（金）【小学校夏休み中】
◎募集人数　若干名
◎資格　保育士又は教員資格を有
する者。又は資格がなくても児童
福祉施設又は教育施設で勤務経験
がある者
◎勤務時間　午前８時〜午後６時
３０分（最終児童が帰宅するまで）
の内、４〜５時間程度（勤務場所
による）　週２〜４日程度
◎勤務場所　各放課後クラブ
◎選考方法　面接（７月中旬予定）
◎申込期限　７月１２日（金）
◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入の上、保育士証又は
教員免許の写しを添えて申込む。
申込・問合せ先  学校教育課
☎ 3４－１１１１

揖斐郡消防組合消防機関 
職員募集（令和２年４月１日採用）

◎募集人員　若干名
◎応募資格　揖斐郡内に居住する
方（採用後、居住でも可）で、高
等学校または、大学などを卒業し
た方（令和２年３月卒業見込み可）
で身体強健な方。平成６年４月２
日以降に生まれた方。
◎試験日時など

（１）第１次試験（教養試験、事務
適正検査および消防適正検査）
　岐阜県市町村職員統一採用試験
により実施
◎日時　令和元年９月２２日（日）
午前８時５０分〜
◎場所　岐阜県立岐阜総合学園高
等学校

（２）第２次試験
◎日時　１０月下旬頃（日時未定）
◎場所　揖斐郡消防組合
◎選考方法　口述、作文試験、体
力測定
　日時については、決まり次第応
募者にお知らせします。
◎受付期間　７月１日（月）から
７月３１日（水）まで（土日、祝
日は除く）
◎発表　１１月中旬応募者に通知
◎申込方法　消防本部総務課備え
付けの申込用紙に必要事項を記入
し申込む。
　なお、卒業証明書（卒業見込み
証明書）、履歴書、健康診断書（各
保健所・公的病院）を添えて、揖
斐郡消防組合総務課へ提出。
◎備考　第２次試験の体力測定
は、消防職員として必要な体格、
体力の有無について測定します。
　採用されますと、地方公務員とな
り、給料やそのほかの待遇について
は、町役場の職員とほぼ同様です。
問合せ先  
揖斐郡消防組合消防本部総務課
揖斐郡大野町中之元８２４番地
☎ 3２－２５５１
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「ツール・ド・西美濃２０１９」参加者・ボランティア募集

　西美濃地域の風土を肌で感じ、地域の魅力を発見するとともに、各
市町・団体が連携し、新たな地域ブランドを創造するサイクリングイ
ベントです。今年は、地域の皆様にも参加していただけるスタンプラ
リーも同時開催し（７月２０日～９月１５日）、会場には地元の高校生
の催し物も企画しております。西美濃の魅力が詰まった大会となって
おりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
◎開催日　９月１５日（日）
◎メイン会場　大垣市浅中公園総合グラウンド
◎コース　西美濃地域２市９町を巡り高低差を取り入れた約１３２キ
ロメートル
◎募集人数　７００人
◎募集対象者　１６才以上の健康な男女で、本コースを完走できる自
信のある方。（未成年者の方は保護者の同意が必要です）。
◎エントリー開始　７月７日（日）１２：００～１４日（日）　入金締
め切り７月２４日（水）
◎参加料　8,000 円
◎エントリー方法　インターネット（ＪＴＢスポーツステーション※
大会ＨＰ参照）
◎特徴　ＯＳ（おもてなしステーション５か所）で各市町の特産品と
人でおもてなし。各地観光名所を巡るコースとなっていますので各地
域の魅力を感じることができます。今年は、コースとおもてなし品を
リニューアル！本大会参加者にはゼッケン番号にて抽選会を行い、豪
華景品、各市町の名産品が当たります。
◎注意事項　本大会は、スピードを競うレースではありません。まち
並みや自然を楽しみながら、ポイント毎に決められた時間をグループで
走るサイクリングです。ピストバイクは原則禁止となりますがブレーキ
付きは参加可とします。高低差のあるコースとなっていますので、公式
ホームページ内の注意事項をよく読んでエントリーをお願いします。
◎ボランティア募集について
　このイベントは、各市町・団体・地域住民が連携し、西美濃地域の
活性化に寄与することを目的としています。ボランティアスタッフと
して大会を運営し、心のこもったおもてなしでサイクリストの皆さん
をサポートし、西美濃地域を一緒に活性化していきませんか。申込は
メールまたは大会ＨＰにて申込受付しています。西美濃地域最大級の
サイクルイベントで、新しい出逢いを見つけてみませんか。
◎主催　ツール・ド・西美濃実行委員会
◎構成団体　大垣商工会議所、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関
ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、（公社）
大垣青年会議所
申込・問合せ先 �「ツール・ド・西美濃実行委員会」（公社）大垣青年会議所
事務局内　☎０８０-２６６８-６３６２　FAX�０５８４-４7-８２7６　メール�info@ogaki-jc.jp
大会ホームページ　http://www.tour-de-nishimino.jp/

放送大学１０月生募集

　放送大学は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
通信制の大学で、心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学べます。９月２０日までに出願してください。
◎大学説明会
期日　６月２２日（土）、２３日（日）、７月６日（土）、７日（日）、
１３日（土）、１４日（日）、８月１７日（土）、１８日（日）
場所　岐阜学習センター（OKBふれあい会館内、岐阜市薮田南）　※資料無料
申込・問合せ先 �放送大学岐阜学習センター　☎ ０５８-２7３-9６１４

第２０回　夏休み親子税金探偵団

◎見学先　大垣税務署・大垣市役所・
名古屋城本丸御殿・金シャチ横丁・名
古屋市科学館
◎定員　西濃地域在住の小学３年生か
ら中学生までの親子１００人
※小学２年生以下は参加不可
◎日時　８月２２日（木）　午前８時～
午後５時１５分（予定）
◎集合場所　大垣市総合体育館駐車場
◎参加費　中学生以上　1,500 円　小学
生　500 円（ランチバイキング代等を含
む）　※参加決定者に８月２日までに郵
送された振込用紙で振込む。
◎申込方法　郵送・ＦＡＸ又はホーム
ページにて申込む。
◎申込期限　７月１９日（金）必着
申込・問合せ先 �一般社団法人大垣法人会
青年部会　
☎ ０５８４−８１−１２８８　FAX　０５８４−８１−１５３9
詳細はホームページ参照
http://www.nisimino.ne.jp/ogkhojin/

コンセプト
・岐阜県らしさ、特徴が表現されたもの
・親しみやすさと警察の強さが感じられるもの
募集期間
７月８日（月）まで（当日消印有効）
応募要件

賞
採用された作品１点の作者には
賞状及び副賞を贈呈します。

〒 岐阜市薮田南 丁目 番 号
岐阜県警察本部 広報県民課広報係

連絡先 （内線 ）
メール

問合せ先

応 募 先

募集期間
２０１９年

７月８日（月）まで

・どなたでも応募できますが、一人１点とします。
・応募方法は、Ａ４判白紙（縦）にデザインし、作品
裏面等にデザインの趣旨、意味、イメージした事柄
等の説明、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
職業（又は学校名・学年）、電話番号を記載し、下記
応募先まで郵送してください。
・応募作品は、他の著作物を真似た作品や他の応
募作品でないものに限ります。
・詳細は「岐阜県警察ホームページ」
掲載の「岐阜県警察シンボルマスコット
募集要領」でご確認ください。

岐阜県警察ＨＰ
ＱＲコード
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警察官募集（令和２年４月１日採用）

◎受付期間　７月１２日（金）～８月１３日（火）
◎申込方法　�受付期間中に警察本部警務課まで持参（平日の午前８時３０分～午後５時１５分）又は郵送、採

用試験申込書は県警察公式ホームページからダウンロード可
◎試験方法　�第１次試験：教養試験、作文試験　第２次試験：集団討論試験（A区分のみ）、口述試験、適性検査、

身体検査、体力検査、身体精密検査
※身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
※体力検査は、反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て伏せ、握力、２０ｍシャトルラン、五指関節、開
眼片足立ち

試験区分 受験資格 第１次試験 第２次試験
ＡⅡ（男性）・昭和５９年４月２日以降に生まれた者

・大学（短期大学を除く。）を卒業（見込みを含む。）した者
９月２２日（日）
岐阜会場

１０月中旬
～

１１月上旬

ＡⅡ（女性）

Ｂ（男性）
・昭和５９年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた者
・大学（短期大学を除く。）を卒業（見込みを含む。）以外の者

９月２２日（日）
岐阜会場
多治見会場
高山会場Ｂ（女性）

詳細は県公式ホームページを参照するか、次まで問い合わせる。
問合せ先  揖斐警察署警務課　☎ 0585−23−0110
　　　　 県警察本部警務課　☎ ０５８−２7２−３１４０

町職員募集（令和２年４月１日採用）

◎職種　①一般行政職（大卒・短大卒・高卒）
　　　　②一般行政職（身体障がい者）（大卒・短大卒・高卒）
　　　　③保健師（大卒）
　　　　④保育士（大卒・短大卒）　
◎受験資格　①�　平成２年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に基づく大学・短期大学・高等学校を卒業

した者又は、令和２年３月３１日までに卒業する見込みの者
　　　　　　②�　平成２年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に基づく大学・短期大学・高等学校を卒業

した者又は、令和２年３月３１日までに卒業する見込みの者で、次の要件を満たす者
　　　　　　　　１）身体障害者手帳の交付を受けている者
　　　　　　　　２）活字印刷文による出題、口頭による面接試験に対応できる者
　　　　　　③�　平成２年４月２日以降に生まれた者で保健師資格（予定）を有する者（採用までの資格取得

を条件とする。）
　　　　　　④�　昭和４５年４月２日以降に生まれた者で保育士資格（予定）を有する者（採用までの資格取

得を条件とする。）
◎募集人員　若干名
◎試験期日等　第１次試験　岐阜県市町村職員統一採用試験（教養試験・事務適性検査・職場適応性検査）
　　　　　　　試 験 区 分　Logical-I�（大卒）、Logical-II（短大卒・高卒）
　　　　　　　　　・期日　令和元年９月２２日（日）
　　　　　　　　　・場所　岐阜県立岐阜総合学園高等学校（岐阜市須賀２−７−２５）
　　　　　　　第２次試験（第１次試験の合格者）
　　　　　　　　　口述試験・作文試験（１１月頃予定）
　　　　　　　　　１次試験合格者へ別途通知
◎受付場所　総務部総務課
◎受付期間　７月２５日（木）～８月９日（金）の平日（午前８時３０分～午後５時１５分）
◎申込方法　�総務部総務課備付けの申込書に、６２円切手を貼り付け、①②一般行政職希望者は卒業証明書（見

込証明可）を添えて提出する。③④保健師、保育士希望者は資格証の写し（見込証明可）を添え
て提出する。
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相　談

中小企業経営相談

◎相談内容　町内の中小企業・小規
模事業者の経営上のあらゆる悩み事
◎相談日　７月１１日（木）
◎相談時間　午後１時～５時（１
件あたり６０分、午後４時最終受
付）※要予約
◎相談場所　役場　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先 �観光企業誘致課
☎ ３４-１１１１

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　７月１７日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～　（２）午後２時３０分～（１件
あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員　障がい者相談支援事業所
相談支援専門員（身体・知的・精神）
※日程場所等は諸事情により変更
となる場合がありますので予約
時に確認してください
※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　７月８日（月）毎月第２
月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時（１
件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　保健センター　相談室
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター　
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　７月８日（月）毎月第２
月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時（１
件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター　
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　７月２日（火）、９日
（火）、２３日（火）
◎相談時間　午後１時～３時（心
配ごと相談１件あたり３０分、弁
護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 �社会福祉協議会事務
局　☎ ３４-２１３０�

＊＊有料広告募集中＊＊　「広報おおの」では、有料広告を募集しています。
広告掲載の規格と料金（税込み）など
　①１枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ５２ｍｍ）１２，０００ 円　　　②２枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１１０ｍｍ）２２，０００ 円
　③３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）３２，０００ 円
　・１広告主につき１号３枠までとし、広告の内容は町及び広報紙の印象を損ねないものとしてください。
　・くわしくは、町公式ＨＰか、役場総務課窓口備え付けの関係資料を参照してください。
広報紙の発行状況など
　毎月１回（１号）７, ８００部発行し、発行月号の前月最終金曜日に、広報委員を通して町内各世帯へ配布しています。
　「広報おおの」１０月号への広告掲載申込は、８月２１日（水）締切です。� 問合せ先 �総務課　☎ ３４−１１１１

※この広告枠は、３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）です。

１　「セアカゴケグモ」とは
�・外国から入ってきた特定外来生物です。
・成体のメスは約７～１０㎜で背中の中央に赤色の縦すじ模様があります。
・成体のオスは約４～５㎜の大きさで腹部が細く、茶褐色をしています。
・卵は直径１０～１５㎜の乳白色の球形をしています。
２　「セアカゴケグモ」を見つけたら
　セアカゴケグモは強い毒をもっていま
す（毒を持っているのはメスのみ）。さ
わるとかまれることがありますので、見
つけたら絶対に素手で捕まえようとはせ
ず、殺虫剤等で駆除し、速やかに次まで
ご連絡ください。
　もしも咬まれたときは、至急、お近くの医療機関を受診してください。

問合せ先 �環境水道課　☎ ３４−１１１１

「セアカゴケグモ」にご注意ください

赤色の縦すじ

20 広報おおの 2019.7



21広報おおの 2019.7



今月のおすすめ本
人生は美しいことだけ憶えていればいい ぼくはなきました� 小初

佐藤 愛子著 / ＰＨＰ研究所

　この世で起こることはすべて修行─。波乱の人生を
元気に怒りながら生きる著者による、読むだけで元気
が出る痛快人生論。著者の座右の言葉、遠藤周作との
対談も収録。『ＰＨＰ』掲載を単行本化。

（くすのき しげのりさく・石井 聖岳え / 東洋館出版社）

　自分のいいところが見つけられないそうたくん。友
だちのいいところは、たくさん見つけられるのに。そ
うたくんは泣きそうになります。そんなそうたくんの
いいところを、先生は見つけてくれて…。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 ７月

日 月 火 水 木 金 土
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31 

〈一般書〉 〈児童書〉
●東海おとなのウォーキング

（ぴあ株式会社中部支社）
●教科書から消える !? 偉人たち

（初田 景都著 / 辰巳出版）
●愛と別れ

（内田 康夫著・早坂 真紀著 / 短歌研究社） 
●中野のお父さんは謎を解くか

（北村 薫著 / 文藝春秋）
●サバティカル

（中村 航著 / 朝日新聞出版）

●国籍の ?がわかる本� 中・高・般
（木下 理仁著・山中 正大イラスト / 太郎次郎社エディタス）
●水木しげるの妖怪えほん� 小

（水木 しげる著 / 講談社）
●ぼくらのセイキマツ� 中

（伊藤 たかみ著 / 理論社）
●おしりたんてい�かいとうとねらわれたはなよめ� 小初

（トロルさく・え / ポプラ社）
●ちきゅうがわれた !� ０～５歳

（田島 征三え・国広 和毅ぶん / ひだまり舎）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示
「宇宙とロケット」展

　２０１４年１２月に地球を旅立った小惑星探査機はやぶさ２は、
今年２月に小惑星「リュウグウ」の着陸に成功、４月には世界初
となる小惑星に人工のクレーターを作る衝突実験を成功させ話題
となっています。今月は宇宙探査機・ロケットなど宇宙開発と宇
宙についての本を展示します。

わくわく夏休みのお知らせ
開　催　日：８月１８日（日）午後１時３０分から
受付開始日：７月１３日（土）午前１０時から　　

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後、ボランティ
アの方によるおはなし会を楽しんでい
ただけます。気軽に参加してください。

〈日時〉午後 2 時 30 分〜
　７月６日（土）・８月３日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　７月２０日（土）・８月１７日（土）
　　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナーにて

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

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

図書館コーナー ☎ 32-1113
開館時間 
７月２０日（土）まで 午前 10 時〜午後 6 時

（７月 21日（日）〜 8 月 31日（土）午前 9 時〜午後 6 時）
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国　保　だ　よ　り
　国民健康保険税は、加入されている皆様が安心して医療を受けられるための貴重な財源です。本年度分の仮算定

の納税通知書は５月に既に送付し、本算定の納税通知書は７月中旬に送付を予定していますので、期限内納税にご

協力をお願いいたします。

仮算定：�前年度から継続して国保に加入されている世帯が、暫定的に前年度並みの保険税額を第１、２期で納

税していただくことです。加入状況の変更や前年の所得状況は、ここでは算入されません。

本算定：�加入状況や前年中の所得状況によって、今年度の年税額が決定され、第３期から第１０期を納税して

いただくことです。平成３１年４月以降に加入された世帯は本算定からの納税となります。仮算定の

あった世帯は、年税額から仮算定額をひいて、８期で分割します。

●平成３１年度（令和元年度）国民健康保険税の税額が下がりました。
　平成３１年４月１日から令和２年３月３１日の加入状況によって、世帯ごとに世帯主に課税されます。

全ての加入者 ４０歳～６４歳の加入者

医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額（加入者１人につき） ↘ 28,500 円
（昨年度は 29,500 円） 8,700 円 13,000 円

平等割額（加入世帯１世帯につき） ↘ 23,500 円
（昨年度は 27,800 円） 7,300 円 7,500 円

所得割額（加入者の平成３０年中の所得に対して）
基準総所得金額の

6.76％
基準総所得金額の

1.97％
基準総所得金額の

2.41％

賦課限度額（保険税の上限） 610,000 円
（昨年度は 580,000 円） 190,000 円 160,000 円

※基準総所得＝総所得金額−基礎控除額（33 万円）

年間の国保税  ＝  医療給付分  ＋  後期高齢者支援金分  ＋  介護納付金分

＊�医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分は、それぞれ、均等割額と平等割額と所得割額を加算し、賦

課限度額以下とします。擬制世帯主（国保に加入されていない世帯主）は算出根拠から除きます。

●国保税の納期限

仮算定 第１期　　５月３１日 第２期　　７月　１日 ＊＊＊ ＊＊＊

本算定
第３期　　７月３１日 第４期　　９月　２日 第５期　　９月３０日 第６期　１０月３１日

第７期　１２月　２日 第８期　１２月２５日 第９期　　１月３１日 第１０期　３月　２日

●国保税の軽減制度
　①低所得世帯への税軽減

　②後期高齢者医療制度へ加入した人と、国保加入者が１人いる世帯への税軽減

　③６５歳未満で、自己都合でなく離職された方への税軽減

　※①と②は、申請不要ですが、①は加入者全員の所得申告が原則必要です。③は申請が必要です。

問合せ先 �健康課　☎ 34-1111
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後期高齢者医療制度についてのお知らせ
●保険証（被保険者証）を更新します「保険証は１人に１枚交付されます」
	 	 		《７月３１日まで・うすい緑色》	 	 	 《８月１日から・うすい紫色》

　後期高齢者医療の保険証は大野町に住所を有する７５歳以上の方と、一定の障がいがある６５歳から７４歳の方

で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は平成３１年７月３１日ですので、８月１

日からは７月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証はうすい紫色に変わります。古い保険

証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください。

●令和元年度の保険料について
　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計

となり、令和元年度の保険料は平成３０年中の所得を基に個人単位で計算されます。

　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額

決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。

【保険料額について】

　令和元年度の保険料は以下のア、イの合計額になります。

　　ア：均等割額（被保険者一人あたり 41,214 円）

　　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率７．７５％）　※総所得金額等－ 33 万円（基礎控除額）

●保険料の納め方について
　保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いただく「普通徴収」

があります。

①年金からのお支払い「特別徴収」

　年金の受給額が年額１８万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分

の１を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。

②口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」

　特別徴収とならない方は、大野町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。保険料のお支

払い忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。

 

 

 

 

 

 

 

○ 割 

○○○○○○○○ 

氏 名 

一部負担金の 

割 合 

被保険者番号  

平成３１年７月３１日 有  効  期  限 

 

 

 

 

 

○ 割 

○○○○○○○○ 

氏 名 

一部負担金の 

割 合 

被保険者番号 

令和２年７月３１日 有  効  期  限 

 

 

 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限
被保険者番号  ○○○○○○ 平成３１年７月３１日
住    所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

氏    名 広域 太郎      性 別 男
生 年 月 日       昭和○○年○○月○○日
資格取得年月日       平成○○年○○月○○日
発 効 期 日       平成○○年○○月○○日
交 付 年 月 日       平成３０年 ８月 １日
一部負担金の割合      ○ 割

保 険 者 番 号   ○○○○○○○○
保 険 者 名 岐阜県後期高齢者医療広域連合 

広域 太郎 
 

 

 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限
被保険者番号  ○○○○○○ 令和２年７月３１日
住    所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

氏    名 広域 太郎      性 別 男
生 年 月 日       昭和○○年○○月○○日
資格取得年月日       令和○○年○○月○○日
発 効 期 日       令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日       令和 元年 ８月 １日
一部負担金の割合      ○ 割

保 険 者 番 号   ○○○○○○○○
保 険 者 名 岐阜県後期高齢者医療広域連合 

広域 太郎 
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●保険料の納付方法を特別徴収（年金から納付）から口座振替に変更できます
　保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができる場合があり

ます。お手続き方法などにつきましては健康課にお問い合わせください。

●保険料の納付が難しいとき
　健康課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談

ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が

行われることがあります。

●保険料軽減措置の見直しについて
　保険料の軽減措置につきましては、特例措置が行われてきましたが、平成３０年度から段階的に本則への見直し

が行われています。令和元年度は次のとおり改正されますが、安定した医療制度運営のため、ご理解をお願いいた

します。

①保険料「均等割額」の軽減　改正

�（注）均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となり

ます。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所

得に合算されます。また、８割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円

（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。なお軽減判定日は４月１日または資格を取得した日とな

ります。

②被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減　改正

　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、

所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後２年経過するまでの間に限り５割軽減となります。（ただ

し所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。）

※�被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民

健康保険組合は含まれません）

問合せ先 �健康課　☎ ３４-１１１１
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保健師による

健康伝言板
●認知症とは？
　認知症とはさまざまな原因で脳の働きが悪くなり、記憶力や判断力が低下して日常生活にまで支障が出る
状態のことで、通常の老化による衰えとはちがう病気のことです。

認知症と単なる物忘れのちがい
認知症による物忘れ 単なる物忘れ

・体験のすべてを忘れる ・体験の一部を忘れる
・物忘れの自覚がない ・物忘れの自覚がある
・親しい人やよく行く場所が分からなくなる ・性格は変わらない
・自分の今いる場所や時間が分からなくなる ・自分の今いる場所や時間は分かる

●認知症の症状について
　記憶障害を中心とした認知症の方に見られる中核症状と、そこに本人の性格や環境上の変化等が加わって
起こる周辺症状があります。中核症状は治りにくいのが特徴ですが、周辺症状は適切な治療や周囲のサポー
トによって症状を緩和することが可能です。

●認知症予防に効果的な４つの生活スタイル
　①　社会的な交流を保つ
　②　脳をいきいきさせる活動を行う
　③　栄養バランスの良い食事を摂る
　④　糖尿病・高血圧などの生活習慣病の治療・予防をする

●認知症サポーター養成講座を受講してみませんか？
　大野町地域包括支援センターでは、大野町民の皆様を対象に「認知症サポーター養成講座」を開催し、認
知症の基本的な知識や認知症の人への対応の仕方をお伝えしています。４人に１人が認知症又はその予備軍
とも言われている現在、認知症は誰でもなる可能性がある病気ですので他人事ではありません。認知症の方
やその家族が、地域で支え合って生活をしていけるよう、皆さんの力が必要です。
　現在認知症サポーター養成講座は、サロンやサークル等にお邪魔して実施をしています。費用は無料です
ので、お問い合わせ・お申込みをお待ちしています！

申込・問合せ先 �地域包括支援センター　☎ ３４-１１１１

「認知症」にどのような
イメージがありますか？

   献血コーナー　【７月は、「愛の血液助け合い運動」月間です】  

★さあ行こう　未来をつなぐ　献血へ★
令和元年５月に全血献血を行いましたところ、以下のように多数の方々のご協力をいただきました。
ありがとうございました。

　５月１１日（土）大野町バラ公園駐車場７１名（美濃大野ライオンズクラブ協賛）
　１２日（日）大野町バラ公園駐車場５６名

問合せ先 �保健センター　☎ 34-2333
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食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

　うす味に慣れましょう。生活習慣病予防の食事
　��みなさんは、お魚をどのように調理することが多いでしょうか。塩焼き、煮魚、揚げ物などと様々
な調理法がありますが、塩分を多く含む料理が比較的に多いですね。今回は、魚本来の素材の味を活
かしたうす味の魚料理「白身魚の山かけ蒸し」を紹介します。少ない調味料でも味がからみ、塩味を
より強く感じることができる「あん」をかけ、油を使わないとってもヘルシーな料理です。
　電子レンジでも作ることができます。ぜひ、お試しになってみてはいかがでしょうか。

● 白身魚の山かけ蒸し ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１２２kcal
１３.６g
２.７g
２２mg
０.７g

【材料（４人分）】
白身魚…………… ２４０ｇ

（６０ｇ×４切れ）
酒……………………… 少々
長いも…………… １５０ｇ
大根……………… １００ｇ
まいたけ…………… ４０ｇ
　　しょうゆ…… 大さじ１

Ⓐ
　みりん… 大さじ１/２
　　だし汁………２００cc
　　片栗粉……… 大さじ１
わさび………………… 少々

【作り方】
①白身魚は１切れを半分に切り、お酒に１５分程度
漬けておく。まいたけは小房に分ける。
②長いもと大根は皮をむいてそれぞれすりおろし、
一緒に合わせる。
③深皿に、白身魚とまいたけを並べ、②のすりおろ
しをかけて蒸気のあがった蒸し器の中に入れ、中
火で１５分程度蒸す。（電子レンジの場合はラップ
をして、１個につき６００Ｗで２分程度加熱する）
④別鍋にⒶの調味料を入れて火にかけてあんを作る。
⑤蒸しあがった③の魚に④のあんかけをかけ、わさ
びを添える。

【１人分の栄養価】

大野町食生活改善協議会
夏休みの１日を親子で一緒に楽しく料理を作りませんか？
お父さんの参加も大歓迎です。お友達も誘ってぜひお申し込みください。

◎開催日時と会場

月　日 会　場 電話番号

７月２0 日（土）

第１公民館 ３２－３８１０
第３公民館 ３２－２４７６
第５公民館 ３５－２５８５
第６公民館 ３５－２７４４

７月２6 日（金） 第２公民館 ３２－０１１１
８月 7 日（水） 第４公民館 ３２－２４４６

◎時　　間　午前９時３０分～午後１時
◎募集人数　�各会場１０～１５組程度�（定員になり次第締切らせていただきます）
　　　　　　原則小学３年生以上の親子
◎持 ち 物　�エプロン、三角巾、マスク、ふきん３～４枚
◎申込方法　�各会場へ電話にてお申し込みください。
　　　　　　�この教室は１回のみのご参加でお願いします。
　　　　　　※ 食物アレルギーのある方は、申込み時にご相談ください。

問合せ先 �保健センター　☎ 34-2333

おやこの食育教室参加者募集！
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社会福祉協議会だより

社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

　平成３０年度も住民（会員）の皆さまをはじめ、関係者および関係機関の皆さまの多大なるご協
力のもと事業を実施することができました。事業および収支決算のご報告をさせていただきます。

法人運営事業

◆理事会・評議員会の開催
　　理事会　　５回
　　評議員会　２回
◆会員の拡充
　　一般会員　６,６０３世帯
　　特別会員　　　　 １口
　　賛助会員　　 １１４口
◆社会福祉功績者表彰
◆敬老の日祝品贈呈
◆福祉用具貸与
◆福祉団体等への支援（７団体）
◆福祉委員制度の実施
◆社協だよりの発行
◆ホームページ公開

ボランティアセンター事業

◆広報活動による啓発
◆ボランティア活動支援
　家具固定普及
　広報おおの録音版作成
◆ボランティア養成講座
◆ボランティア連絡協議会との連携
　登録団体１３団体（３５８名）
◆共同募金街頭募金運動
◆ボランティア活動保険加入促進

生活福祉資金貸付事業

心配ごと相談事業

福祉サービス利用援助事業

生活困窮者自立支援事業

福祉推進事業

◆まちｃａｆｅの開催
◆地域福祉懇談会の開催（６地区）
◆福祉教育の推進
　夏休み体験講座「ボラスク開催」
　街頭募金運動への協力
◆生活支援体制整備事業

共同募金配分金事業

【一般募金配分金事業】
◆福祉のふれあい広場開催
◆ふれあい食事サービス
　「ニコちゃん弁当」
◆バースデイ花束プレゼント
◆ふれあい・いきいきサロン継続事業
　補助金交付、講師派遣等
◆地域見守りネットワーク活動支援事業
　安心カードの普及支援

【メニュー事業配分事業】
◆ふれあい・いきいきサロン支援事業
　サロン立ち上げ支援
　サロン代表者交流会開催

【歳末たすけあい募金配分事業】
◆在宅援護事業
◆高齢者交流事業
　「新春ふれあい食事会」
◆障がい者交流事業
　視覚障がい者とボランティア交流会
◆「菊花のつどい」
◆レクリエーション用具整備事業

介護保険事業等

◆訪問介護事業
　訪問介護事業
　障害福祉サービス事業
　軽度生活援助事業
◆通所介護事業
　通所介護事業
　基準該当障害福祉サービス
◆居宅介護支援事業

就労継続支援事業等

◆就労継続支援事業
　もみじの里運営
　受託事業
　自主製品販売事業
◆相談支援事業
　　一般相談支援事業
　　特定相談支援事業
　　障害児相談支援事業　

東さくらこども園事業

◆東さくらこども園事業
◆子育て支援センター事業

その他の事業

◆岐阜県共同募金会事業
◆日本赤十字社事業
◆災害義援金募集事業
◆揖斐郡遺族連合会業務
◆大野町戦没者追悼式

平成３０年度　 事　業　報　告
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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

平成３０年度　 資金収支決算書
◆収入の部　　　　　　 （単位：円）

勘定科目 決算額
会費収入 3,871,500

寄附金収入 272,128

経常経費補助金収入 26,969,703

受託金収入 3,802,565

事業収入 287,000

負担金収入 78,055

介護保険事業収入 31,968,367

保育事業収入 149,780,334

就労支援事業収入 2,050,881

障害福祉サービス等事業収入 31,989,593

受取利息配当金収入 204,105

その他の収入 1,558,354

積立資産取崩収入 19,227,560

その他の活動による収入 2,540,480

前期末支払資金残高 71,796,239

収入合計 346,396,864

◆支出の部　 （単位：円）

勘定科目 決算額
人件費支出 189,100,622

事業費支出 23,454,997

事務費支出 31,883,036

就労支援事業支出 2,050,881

助成金支出 1,892,600

固定資産取得支出 1,344,600

積立資産支出 42,550,045

その他の活動による支出 6,642,130

支出合計 298,918,911

当期末支払資金残高 47,477,953

◆福祉用具（車椅子）
ケガなどで一時的に車椅子が必要な方等に貸出しを
しています。
　料金：１ヶ月100円　貸出期間：最長１２ヶ月
※��貸出要件がありますので、詳しくは本会までお問
い合わせください。☎ ３４−２１３０

◆福祉教育用体験セット
小中学校の児童生徒さんなど対象に、高齢者や妊婦
さんの疑似体験ができる福祉教育資材を貸出しして
います。

◆レクリエーション用具
サロンなどで活用できるレクリエーション用具を用
意しております。貸出しをご希望の方は本会までお
問い合わせください。☎ ３４−２１３０

【備品一例】
点鳥ルーレット：赤い玉の部分をハンマーで叩くと
鈴の音とともに風見鶏が得点を告げてくれます。ど
こに止まるかわからないドキドキ感はルーレットそ
のもの。その他、笑点・落語のＤＶＤなどもありま
すので是非ご活用ください。

赤い羽根共同募金の配分金で実施しています

皆様からご協力いただいた会費は、次のように使わせていただきました。
　◎支えあい助けあいのあるまちづくり
　　　ふれあい・いきいきサロンの普及継続、配食サービス、まちカフェの実施、福祉委員活動等

　◎福祉の心を育む人づくり・環境づくり
　　　福祉のふれあい広場の実施、福祉体験セットの貸出し、ボランティアスクールの開催等

　◎安心して地域で暮らせる仕組みづくり
　　　地域福祉懇談会の実施、福祉団体への助成、心配ごと相談所の開設、福祉情報の提供等

社会福祉協議会では福祉機器などの貸出をしております。

皆さまのご協力
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

小中学生のみなさん！夏休みの２日間「ふくし」について楽しく学びませんか？
◇日程・内容◇

※２日間を通して参加してください。詳細は学校からの案内チラシをご覧ください。
　申込み締切りは７月１２日（金）定員２０名になり次第、受付を終了します。

申込・問合せ先 �町社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

【開院日】７月９日（火）、７月２７日（土）、８月２４日（土）
　　　　 　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
【場　所】平和堂大野店１階�ふれあい通り

問合せ先 �おもちゃ病院「かき工房」町社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

【受験資格】保育士及び幼稚園教諭の資格を有する方（取得見込可）が望ましい
【申込方法】履歴書（直筆にて記入）、職務経歴書、資格証明書の写しを添付し申し込む
【締め切り】令和元年８月１９日（月）午後５時１５分�まで
　　　　　 （大野町社会福祉協議会のホームページにも掲載しております）
 ※応募に際し提出された書類は返却いたしかねます。試験終了後、本会にて廃棄させていただきます。
【採用試験】試験日　９月予定　試験内容　書類選考・面接・作文・実技
【採用年月日】決定次第または令和２年４月１日

申込・問合せ先 �町社会福祉協議会（担当：藤井・松田）☎ ３４-２１３０

夏休み体験講座　ボランティアスクール開催のお知らせ

おもちゃ病院開院のお知らせ（７月・８月）

社会福祉協議会職員募集

  災害ボランティアコーディネーター養成講座
大野町が被災した時・・・あなたの力が必要です！！

　災害ボランティアコーディネーターの役割や災害ボランティアセンターの運営方法について講演していただきま
す。大野町は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、大規模災害に対する備えを平常時から行ってい
くことが求められています。今回の講座を通して防災への意識を高めましょう！

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。

【日　時】７月２６日（金）午後１時３０分～３時３０分　　【会　場】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、福祉関係者の方。
　　　　 その他、関心のある方ならどなたでもご参加いただけます！
【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

問合せ先 �町社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

入場無料
予約不要

【講義】「災害ボランティアセンターとは？」
　　　　講師：清流の国ぎふ　防災・減災センターコーディネーター　防災士　西田　重成　氏

おもちゃ病院「かき工房」開院のおしらせ

【１日目】
８月８日（木）午前９：００～午後４: ００
場所：町民体育館
「車いすバスケを通じて障がいに対する理解を深めよう！」
☆ぎふ清流大会車いすバスケットボール県代表チーム
　「岐阜ＳＨＩＮＥ」の選手を講師に招いて、車いす
操作方法、車いすバスケの説明をしていただき、選手
と一緒に練習、ゲームを行います！

【２日目】
８月９日（金）午前９: ００～午後４: ００
場所：町民センター
「非常食を作って食べよう！」
☆災害用炊飯袋を使って炊き出し体験！
　昼食にカレーライスとしていただきます
「災害図上訓練（ＤＩＧ：ディグ）を体験しよう！」
☆防災士の方を講師に招いて、災害時に役立つ情報を
教えていただきます。

30 広報おおの 2019.7



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

　平成３０年７月に台風７号および梅雨前線等の影響に伴う集中豪雨により、西日本を中心に北海道や中部地方を
含む広範囲で甚大な被害が発生しました。また、平成２８年４月に発生した熊本地震の被災地は、未だ復興に向け
た支援活動を継続しています。
　町社協では、被災された方々の支援を目的として災害義援金の募集を行い、共同募金会や日本赤十字社を通して
義援金を被災地へ送らせていただきました。
　尚、平成３０年９月６日に北海道胆振地方東部を震源とする地震が発生し、被災者の方々の生活再建にまだ期間
を要することから、北海道胆振東部地震災害義援金は令和元年９月３０日まで、熊本地震義援金は令和２年３月
３１日、平成３０年７月豪雨災害義援金は令和２年６月３０日まで受付しております。引き続き、皆様の温かいご
支援をよろしくお願い申し上げます。

　４月１６日（火）町総合町民センターにおいて、ボランティア連絡協議会の総会及び講演会が行われました。現
在１３団体が登録しており、３５８名の会員が活動しています。
　講演会には、「合同会社みかずき」の牧上一成氏、認知症ケア専門士の穂波正子氏の寸劇コンビ「マッキー＆のり
か」を招き、認知症について、成年後見制度やニセ電話詐欺被害防止の話を交えて講演していただきました。牧上
氏が演じる地域住民や社協職員らが、穂波氏扮する１人暮らしの快活な性格のおばあさんを助けるやりとりを面白
おかしく演じると、参加者の笑い声が会場に響きました。

　５月９日（木）に美濃大野ライオンズクラブ様より「バーベキュー交流会」にご招待していただきました。
　クラブ会員様から、もみじの里の利用者のみなさんにお声をかけていただき、会話を楽しみながら、ごちそうを
いただきました。その後は、カラオケ大会で盛り上がり、サイコロのゲーム大会、最後は全員で♪花は咲く♪を歌っ
た後、利用者さんがお礼のあいさつをさせていただきました。
　笑顔が多く見られ、とても楽しい一日を過ごさせていただきました。美濃大野ライオンズクラブの皆様ありがと
うございました。

災害義援金の報告とお願い

ボランティア連絡協議会　総会・講演会

就労支援センターもみじの里だより

●平成３０年７月豪雨災害義援金（受付継続中）
　　総額　３３１,１１８ 円（平成３０年７月１５日～平成３１年３月３１日受付分）
●平成２８年熊本地震義援金（受付継続中）
　　総額　　 	９１２ 円（平成３０年４月	１日～平成３１年３月３１日受付分）
　　総額　４５６,６０６ 円（平成２９年４月	１日～平成３０年３月３１日受付分）

皆様のご協力ありがとうございました。
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住民だより

目の不自由な人・高齢の人のために『広報おおの録音版』を発行しています。
ご希望の人は 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130 へ連絡してください。
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５月中に届け出のあった方（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 桑原　　唯
ゆ い

宏 大衣斐 堀江　隼
は や き

暉 真人

黒野 玉木　絢
あ や と

登 徹朗 五之里 吉川　凌
りょうへい

平 裕太

大野 山田朔
さ く た ろ う

太郎 圭太 五之里 磯川　芽
め い

音 靖尚

中之元 佐々木ひなた 和真 下磯 川添　　鷹
よ う

友大

公郷 小林　世
せ な

奈 秀仁 下座倉 平松　來
こ は る

華 基

公郷 藤原　玄
げ ん せ い

誠 慶和

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

 

住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 黒野 八木　孝祐

♥
夫 上秋 髙野　康平

妻 揖斐川町 所　　　葵 妻 山県市 中村　優花

♥
夫 黒野 関本　量太

♥
夫 稲畑 山本　克直

妻 南方 加納　　歩 妻 下磯 西脇悠美子

♥
夫 相羽 大神　聖弥

♥
夫 海津市 寺倉依風輝

妻 山県市 中原　美優 妻 中之元 小森　　愛

末永くお幸せに末永くお幸せに

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 馬渕美津子 66 松山 長井　 子 98

相羽 野村　好美 87 瀬古 岩崎　艶子 67

相羽 松浦　伊七 93 中之元 髙槗　政義 75

六里 澤　　　幸 73 公郷 鳥本　敏郎 89

野 北村ひさゑ 95 領家 𡧃佐美啓一 85

西方 和田　　弘 95 下座倉 宇野　敏道 70

上秋 松岡寅次郎 80

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

７・８月休日在宅当番医のお知らせ

月 日 当番医の医療機関名 所在地 電話番号
（０５８５）

７

7 のだ医院
揖斐川町

三輪
２２-３9３9

14 春日診療所
揖斐川町
春日六合

５８-００１１

15 いび漢方クリニック
揖斐川町

三輪
２１-００５５

21 小林医院
揖斐川町

黒田
２３-１５３１

28 国枝医院
大野町
黒野

３２-００２３

８ 4 若原整形外科
大野町
黒野

３４-３３２２

※診療時間／午前9時～午後4時
※健康保険証を必ず持参してください
※都合により当番医が変更になる場合がありますので、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

納 期 限 の お 知 ら せ

７月 1 日（月）
町県民税（1 期）
国民健康保険税（2 期）

7 月３1 日（水）
固定資産税（2 期）
国民健康保険税（3 期）

納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください
※期限内であれば、コンビニ又はスマホ決済でも納付できます
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算されます
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ
れることとなります
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします

次回の古紙類等回収について
7月21日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、7 月２8 日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝広報無線にてお知ら

せします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ ３４-１１１１

人口と世帯（６月1日現在）

人　口 ………… ２２, ９７１人（－３９）
男 ………… １１, ２７２人（－１６）
女 ………… １１, ６９９人（－２３）

世帯数 ………… ７, ９６４世帯（＋　４）
出生１３人／死亡２４人／転入３７人／転出６５人

大野町
ホームページ
QR コード大野町 HP

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


