
※�新型コロナウイルスの影響により、広報に掲載しました行事等中止となる
場合がありますのでご了承ください。ＨＰ等ご確認ください。

今月の主な内容
▶２ まちの家計簿�令和元年度決算

▶５ まちの話題

▶８ まちのお知らせ

▶１２ 防災特集

▶１７ Information�くらしの情報
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ま ち の 家   計 簿
　令和元年度大野町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算が、９月８日から１６日まで開かれた第
３回大野町議会定例会において認定されました。
　一般会計の決算は、歳入総額 828,532 万円（前年度比　△２. ０％、16,600 万円の減）、歳出総額
810,841 万円（前年度比　△１. ８％、14,959 万円の減）で、差引 17,691 万円となりました。なお、
一般会計の歳入歳出決算状況は次のとおりです。

・北見市友好交流事業（大野町スポーツ文化講演会等）	 363 万円
・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行・通学定期購入補助金等）	 4,353 万円
・福祉医療費助成事業（中学校 3年生までの医療費・重度心身障がい者医療費等）	 21,092 万円
・障がい福祉サービス費支給事業（自立支援給付費等）	 37,525 万円
・児童手当給付事業	 37,367 万円
・放課後クラブ事業	 2,522 万円
・高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金	 25,640 万円
・住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	 444 万円
・農業振興事業（担い手支援対策事業・新商品等開発人材育成事業等）	 3,964 万円
・観光誘客サイン整備工事	 2,419 万円
・道の駅費（道の駅の維持管理等）	 3,499 万円
・交通安全施設整備事業（通学路安全対策工事等）	 2,981 万円
・都市計画総務事務経費（IC周辺まちづくり基本調査業務等）	 3,130 万円
・相羽グランド改修工事	 772 万円
・東海環状推進事業（開通プレイベント等）	 719 万円
・学校教育支援員設置事業（少人数指導教育支援員等）	 4,537 万円
・スクールバス購入費	 697 万円
・小・中学校校舎等改修事業（校舎トイレ改修工事等）	 32,893 万円
・文化財保存事業（常設展示施設用土地、建物購入費等）	 7,063 万円
・郷土の先人顕彰事業（嚶鳴フォーラム in 大野開催等）	 401 万円
・池田町大野町学校給食センター負担経費（協議会負担金）	 20,224 万円

（単位：万円）
会　　計 収入済額 支出済額 差引残額

一般会計 828,532 810,841 17,691
国民健康保険事業特別会計 245,040 238,671 6,369
後期高齢者医療特別会計 25,919 25,180 739

令和元年度の主な事業

会計別歳入歳出決算状況

一般会計決算の推移
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▲大野神戸ＩＣ開通記念プレイベントの様子

▲大野町スポーツ文化講演会の様子
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令和元年度決算ま ち の 家   計 簿
令和元年度　　一般会計決算状況

歳入款別構成比率表

歳出性質別構成比率表

歳出款別構成比率表

町税項別構成比率表

自主財源
353,724万円

42.7％ 

依存財源
474,808万円

57.3％

総 額

町税
257,077万円

31.0％

828,532万円

分担金及び
負担金
3,330万円
0.4％

使用料
及び
手数料
7,588万円
0.9％

財産収入
2,431万円
0.3％

寄附金
3,857万円
0.5％

繰入金
33,572万円
4.0％

繰越金
12,132万円
1.5％

諸収入
33,737万円
4.1％

地方交付税
158,076万円

19.1％

地方譲与税
12,404万円1.5％

利子割交付金
320万円0.0％

配当割交付金
1,276万円0.2％

株式等譲渡所得割交付金
680万円0.1％

地方消費税交付金
38,624万円4.7％

自動車取得税交付金
2,076万円0.2％

環境性能割交付金
616万円0.1％

地方特例交付金
6,130万円0.7％

交通安全対策
特別交付金

227万円0.0％

国庫支出金
110,958万円

13.4％ 県支出金
76,265万円

9.2％

町債
67,156万円

8.1％

議会費
7,347万円0.9%

総務費
89,491万円
11.0%

民生費
282,002万円
34.8%

衛生費
81,040万円
10.0%

農林水産業費
26,111万円
3.2%

土木費
92,502万円
11.4%

消防費
39,497万円
4.9%

教育費
129,653万円
16.0%

公債費
47,503万円
5.9%

総 額
810,841万円

商工費
15,695万円
1.9%

町民税
120,512万円
46.9%

固定資産税
118,696万円
46.2%

軽自動車税
7,337万円2.8%

町たばこ税
10,031万円3.9%

鉱産税
144万円0.1%

入湯税
357万円0.1%

総 額
257,077万円

人件費
114,883万円
14.2%

扶助費
154,827万円
19.1%

公債費
47,503万円
5.8%

普通建設事業費
138,493万円17.1%

物件費
130,654万円
16.1%

維持補修費
18,375万円2.3%

補助費等
135,379万円
16.7%

積立金
3,138万円0.4%

貸付金
300万円0.0%

繰出金
67,289万円
8.3%

義務的経費
317,213万円
39.1%

投資的経費
138,493万円
17.1%

その他経費
355,135万円
43.8%

総 額
810,841万円

問合せ先 	政策財政課　☎ 34-1111
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令和元年度　上水道事業業務状況をお知らせします。
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や
再生の必要性を判断するためのものとして、４つの財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将
来負担比率）を「健全化判断比率」として定めています。
　地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表
しなければならないとされています。
　また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に
対する比率）を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。
　公表するのは以下の５つの指標です。

（単位：％）
用　語　説　明 健全化判断比率 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合い
を示したものです － 15.00 

連結実質赤字比率
上記一般会計に、特別会計（国民健康保険事業特別会計・後
期高齢者医療特別会計）と企業会計（上水道事業会計）を加
えた町全体の財政運営の悪化の度合いを示したものです

－ 20.00 

実質公債費比率 地方債（借入金）の返済額等の大きさを指標化し、資金繰り
の危険度を示したものです 2.6 25.0 

将 来 負 担 比 率
地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での
残高を指標化し、将来の財政運営に与える負担の度合いを示
したものです

0.8 350.0

※　「－」は、0以下、つまり負数（黒字）を示します。

公営企業における
資 金 不 足 比 率

公営企業の資金不足を指標化し、経営状況の悪化の度合いを
示したものです － 20.0

※１　資金不足比率は、資金が不足していないため「－」となります。
※２　各比率が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の作成が必要となります。	 問合せ先 	政策財政課　☎ 34－1111

大野町の「令和元年度健全化判断比率等（速報値）」を公表します

経理の状況
　（１）損益計算書

収入の部 支出の部
営業収益 255,393 営業費用 239,271
　給水収益 251,267 　原水及び浄水費 45,050
　受託工事収益 0 　配水及び給水費 48,230
　その他営業収益 4,126 　総係費 15,040

　減価償却費 130,951
営業外収益 22,343
　受取利息 196 営業外費用 17,399
　雑収益 908 　企業債支払利息 17,391
　長期前受金戻入 21,239 　雑支出 8
特別利益 0 特別損失 14

収入合計 277,736 支出合計 256,684
当年度純利益 21,052

（税抜）（単位 : 千円） （２）貸借対照表
資産の部 負債の部

固定資産 2,746,312 固定負債 765,925
　有形固定資産 2,746,312 　企業債 765,925
流動資産 643,046 流動負債 120,872
　現金預金 595,534 　企業債 81,155
　未収金 9,849 　その他流動負債 38,000
　保管有価証券 38,000 　未払金 351
　貯蔵品 126 　引当金 1,366
　貸倒引当金 △ 463 繰延収益 456,441

　長期前受金 1,039,603
　収益化累計額 △ 583,162

資本の部

資本金 1,367,424

　自己資本金 1,367,424
剰余金 678,696

　利益剰余金 678,696
資産合計 3,389,358 負債・資本合計 3,389,358

（税抜）（単位:千円）

業務の状況
　（１）給水戸数　　　　　　　7,445 戸
　（２）給水人口　　　　　　 21,379 人
　（３）期間の総給水量　　2,199,567m3

　（４）一日の平均給水量　　　6,010m3

工事の概要
　改良工事
　・配水管耐震化工事外　　103,966 千円
　・量水器　φ１３㎜…２４個　φ２０㎜…２９個
　　　　　　φ５０㎜…　１個

問合せ先 	環境水道課　☎ 34－1111



第 ４２回少年の主張岐阜県大会 
 ～わたしの主張２０２０～第３位受賞
後藤咲葉さん（大野中３年）

　８月５日、第４２回少年の主張岐阜県大会～わたしの主張２０２０～後藤さんの演題「レッツ　ポジティブ　シ
ンキング」で第３位「岐阜県教育委員会賞」を受賞された後藤咲葉さんが町長を訪問し、受賞の報告をしました。
県内９９校から６，１４５人の応募があり、県大会出場計１７人の中で第３位となりました。後藤さんが右手に怪我
をしたにもかかわらず、空手を諦めず家族や友人、医師、学校の支えにより、毎日笑顔で前向きに考えることがで
きた経験を力強く語りました。
　後藤さんは「県大会に向けてほぼ毎日練習してきた。本番では、緊張したけれど練習以上の力が出せて良かった」
とうれしそうに話していました。

障 がい者福祉のために尽力
岐阜県身体障害者相談員連絡協議会会長表彰

　８月１２日、第６０回岐阜県身体障害者相談員研究大会において、多年にわたり身体障がい
者福祉援護の推進に寄与された功績を讃えられ、会長より表彰状が贈られました。町心身障が
い者相談員は１２人で、心身に障害のある方が、身近な地域において自立した生活ができるよ
う、同じ目線で相談を受け、障がい者福祉の増進に努めてみえます。
　被表彰者は次の通りです。（敬称略）
　伊藤	満津　　　近藤	享子　　　竹村	和子

警 察法施行記念表彰　中部管区警察局長感謝状授与
湊　臣正さん（羽島警察犬愛犬大野訓練所所長）

　８月１９日、警察法施行記念表彰　中部管区警察局長感謝状を授与された湊臣正さんが町長を訪問し、報告しました。
　湊さんは「警察犬を育てて４０年、自分一人の力では感謝状を受けることができなかった。訓練所を始め、土台
を作ってくれた父と、これまで関わってくれたスタッフに感謝したい。これからも地域のために活動していきたい」
と話していました。

▲受賞を報告する右から後藤さん、ご家族、県青少年育成推進
指導員の西部信一さん

▲町長室にて身ぶり手ぶりを交えながら、県大会での発表を再
現してくださいました。

▲感謝状を掲げる湊さん（左） ▲中部警察局長感謝状

ま ち の 話 題
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安 心して来庁いただくために 
「自動検温システム」導入

　８月２７日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
国の地方創生臨時交付金を活用し、正面玄関入り口に来
庁された人の体温を非接触で瞬時に測定する自動検温シ
ステムを導入しました。高精度のカメラを搭載しており、
３７．５℃を上回る場合はアラーム音が鳴り注意喚起を
促します。来庁いただく皆さまの安心安全のために活用
していきます。

念 願の甲子園球場に立ちました
２０２０年甲子園高校野球交流試合出場者報告会

　８月３１日、８月に行われた２０２０年甲子園高校
野球交流試合に岐阜県を代表して出場した県立岐阜商
業高校３年の廣田光晟さんと長屋柊汰さんが役場を訪
問し、町長に出場を報告しました。新型コロナウイル
ス感染症予防対策のため中止となった第９２回選抜高
校野球大会に替え、観客を限定して行われた今大会に
出場した２人は、「プレーだけでなく心も成長できた。
高校で学んだことを次のステージで生かしたい」「当
たり前だと思っていた練習や試合ができなくなり、支
えてもらっていることを実感した」と振り返ると、町
長は「大変な夏になったが、逆に言えば一生の思い出
になるのでは。これからの人生を大切にがんばってほ
しい」と激励しました。

▲自動検温システム

▲甲子園出場を報告した廣田さん（中左）、長屋さん（中右）

新 たな地域活力の創出と持続可能なまちづくりのために
「地方創生とＳＤＧｓの推進に関する連携協定」締結

　９月４日、役場において町と株式会社大垣共立銀行と
株式会社ＯＫＢ総研との間で「地方創生とＳＤＧｓの推
進に関する連携協定」締結式を行いました。
　この協定は、新たな地域活力の創出と持続可能なまち
づくりに向け、三者の連携を強化するもので、地方創生
とＳＤＧｓの推進のため相互に協力していくことを目的
としています。今後は三者が有する情報・資源・ネット
ワークなどを効率的・効果的に活用することにより「快
適で　笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」の実現に
向け、まちづくりを進めていきます。
　町長は「ＳＤＧｓとの関連性を整理し、課題の解決を
目指しています。連携して、新しい方向性を見い出したい」と話し、株式会社大垣共立銀行の境敏幸頭取は
「大野町の強みを生かし、あらゆる経済資源を生かした提案ができれば」、株式会社ＯＫＢ総研の五藤義徳社
長は「身の引き締まる思い。地方創生の成果につなげていきたい」と述べられました。

▲協定書を掲げる境頭取（左）と五藤社長（右）

ま ち の 話 題
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　９月１日、共立地区開基 100 周年記念事業で埋めたタイムカプ
セルの開封式が行われました。
　共立地区住民が見守る中、平成７年に埋めたタイムカプセルが
開封されると、拍手と歓声が沸き起こりました。
　開封されたタイムカプセルの周りには、２５年前の写真や手紙
を懐かしそうに眺める人や、笑顔で思い出話に花を咲かせる人の
輪ができていました。

ところ通信
Vol. 248

北見市 共立地区で２５年前のタイムカプセルを 
掘り起こす ─ 写真や手紙に当時を懐かしむ ─

災 害時の停電復旧迅速化へ
「大規模災害時における相互連携に関する協定」締結

　９月４日、役場において町と中部電力パワーグリッド株
式会社との間で「大規模災害時における相互連携に関する
協定」締結式を行いました。今後は平時から連絡窓口の確
保や事前対策を実施するとともに、大規模災害時には相互
に連携し、被害が発生した道路や電力設備の早期復旧に向
け、迅速かつ的確に対応することを目的としています。
　町長は「大規模停電時に少しでも早い復旧活動ができる
ようお互いが平時から連携して取り組むことで、地域の住
民の皆さんがより安心して生活できる体制作りを進めてい
きます」と話し、　中部電力パワーグリッド株式会社大垣
営業所の田中達彦所長は「災害時の電力の早期復旧には自
治体との協力が大きな意味を持ちます。今回の連携強化により大規模災害時に備えて互いの役割を明確化す
ることで、一層の電力の安定供給に努めていきます」と述べられました。

災 害時の避難所での生活環境の改善に向けて
「災害時における段ボール製品の供給に関する協定」締結

　９月７日、役場において町と
東海森紙業株式会社との間で
「災害時における段ボール製品
の供給に関する協定」締結式を
行いました。この協定の締結は、
災害時に、避難所へ簡易ベッド
等の段ボール製品を優先的に届
けていただくことで、新型コロ
ナウイルス等感染症拡大防止対
策や、プライバシーの保護など避難所における生活環境の改善に役立てることを目的としています。
　町長は「避難所での新型コロナウイルス対策や生活環境の質を上げるために、必要となる段ボール製品を
地元の企業から優先的に供給いただけるのは大変心強い」と話し、東海森紙業株式会社岐阜事業所の岡本礼
輝所長は「地元の企業として、地域に防災力向上に貢献する機会を与えていただき感謝します。災害時に最
大限に協力できるよう、取り組んでいきたい」と述べられました。

▲協定書を掲げる田中所長（左）

▲協定書を掲げる岡本所長（右） ▲段ボール製簡易ベッドと間仕切り
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問合せ先  
子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

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

へようこそ！

　８月より岐阜県内在住者の一般利用を再開しました。
　同時に土日祝日も再開したこともあり、「再開するのを待っていま
した」と言う喜ばしいご意見もいただき、職員一同嬉しい限りです。
時間や人数に制限があるため、利用する方々もソーシャルディスタン
スを保ちながら、ゆったりとした時間を思い思いに過ごされています。
　また、９月より利用時間が変更になりました。８月までは６０分の
４部制でしたが、９月より午前、午後の２部制となっております。予
約制で、午前の部１０時～１２時、午後の部１時～３時となります。
引き続き、３密を避けるため、それぞれ最大１０組（３０人）までの
受入としておりますのでご了承ください。詳しい内容については、ぱ
すてるのホームページをご覧になるか、電話にておたずねください。
※ 新型コロナウイルス蔓延防止のため、今後の動向次第では開館状
況等が変更になる場合がありますので、ホームページ等にてご確
認ください。

◎10月のスケジュール（予定）
　　　　ふたばクラス…１３日（火）、２０日（火）、２７日（火）
　　　　みつばクラス…１日（木）、１５日（木）、２２日（木）、
　　　　　　　　　　　２９日（木）
　　　　よつばクラス…１６日（金）、３０日（金）
誕生会…８日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…２０日（火）
休館日 		７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）

ピヨピヨ
クラブ

※�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。

スネイル
ひもを引っ張るとかたつむり
が体を上下にさせながら進む。
子どもの動きに合わせて、反
転できる。

▲一般利用の様子

木のおもちゃコーナー
ぱすてる内の木のおもちゃを毎回紹介
します。

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

１００歳おめでとうございます
これからも健やかに

竹中德人さん（公郷）
大正１４年８月２１日生まれ

加納タマヱさん（桜大門）
大正９年８月７日生まれ

長寿のお祝い

名和秀子さん（瀬古）
大正１４年７月２７日生まれ

清水京さん（牛洞）
大正１４年８月６日生まれ
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教育委員会のページ教育委員会のページ
◆「こども手帳」寄贈いただきました
　７月２９日（水）、公益財団法人日本公衆電話会　東海統括

支部より、今年も町内小学校４年生児童全員に対し、こども手

帳を寄贈していただきました。

　こども手帳は、事故や犯罪から、自分を守るにはどうしたら

いいのか、助けを必要とする人にどうしたらいいのか、保護者

や友達と考える際に参考となる一冊となっています。

　社会の大切な一員である子ども達が、人と人とのつながりの

なかで、気持ちよく生活できるようルールやマナーを守り、思

いやりの気持ちで行動できるように、大切に使わせていただき

ます。

▲教育長に「こども手帳」を手渡す日本公衆電話会
　東海統括支部事務局長　前田和也　氏（右）
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問合せ先  学校教育課　☎ ３４－１１１１

　公務員の方に対する、子育て世帯への臨時特別給付金の申請期限、申請方法についてお知らせします。まだ
申請がお済みでない方は、早めに申請してください。
　期限を過ぎてからの申請はできませんのでご注意願います。

●申請期限日：１１月３０日（月）（必着）
　※	郵送による提出の場合は、上記の期限日までに役場福祉課に到着するように、ポストへ投函してください。

●申請方法について
子育て世帯への臨時特別給付金（国の給付分）
■必要書類
　子育て世帯への臨時特別給付金申請書（請求書）
　振込先金融機関口座確認書類（通帳やキャッシュカードの写し）
・申請書は所属庁から配布されます。	
・	申請をするには、申請書内「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁による証明が必要となります。所
属庁にて証明を受けたのち、役場福祉課へ申請してください。

子育て世帯への臨時特別給付金（町からの単独給付分）
■必要書類
　子育て世帯への臨時特別給付金上乗せ申請書（請求書）
・	町からの単独給付分の支給の対象となるのは、子育て世帯への臨時特別給付金（国の給付分）の支給対象
者であり、大野町に住民票がある公務員の方に限ります。	
・	町からの単独給付分の申請書は、福祉課窓口に備え付けており、町ホームページからもダウンロードでき
ますので、申請をしてください。

●留意事項
　・	｢国の給付分｣ と ｢町からの単独給付分｣ でそれぞれ申請書が必要となりますので、２枚とも提出してくだ

さい。
　・	｢国の給付分｣ については、申請書内「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁による証明が必要となり

ます。所属庁による証明がない場合は、受付できませんので注意してください。

	 問合せ先 	福祉課　☎ 34-1111

子育て世帯への臨時特別給付金（公務員の方）
についてお知らせします



教育委員会のページ教育委員会のページ
◆上磯古墳群笹山古墳　発掘ボランティア募集
　いっしょに古墳を発掘しませんか？
　上磯古墳群笹山古墳は大正時代の開墾によって滅失した古墳です。これまでの調査で大野町内最古、岐阜

県内最古級の古墳である可能性が指摘されています。

　地中に残る古墳の痕跡を確認するため発掘調査を実施します。

◎調査期間　令和２年１０月下旬から１１月下旬（１ヶ月程度の予定）　

◎作業時間　平日　午前９時～午後５時（雨天時は作業を行いません。）

◎応募期間　１０月９日（金）まで

◎応募方法　役場２階文化財整理室窓口もしくはお電話で住所・氏名・年齢をお伝えください。

◎応募条件　・大野町在住の方・調査期間中３日以上作業に従事できる方・事前説明会へ参加可能な方

◎その他　 発掘ボランティア参加者にはスポーツ安全保険（ボランティア活動）に加入していただきます。

詳細は事前説明会にてご説明します。

 問合せ先  生涯学習課（文化財整理室）　☎ ３４－１１１１（内 ２９２）

◆令和３年成人式について
　令和３年成人式について、下記により開催を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の状況次第では、
変更・中止せざるを得ない事態も考えられます。
　随時ホームページ等でお知らせしますので、確認してください。
◎対象者　平成１２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人
◎日時（予定）　令和３年１月１０日（日）受付　午後０時３０分～　式典　午後２時～
◎場所（予定）　総合町民センター　ふれあいホール
◎服装　制約無し
・ 案内状は、１１月下旬頃に町内に住民票がある新成人に送付予定です。町内に住民票がない新成人には案

内状を送れませんので、出席希望者は個別にお問い合わせください。
・ 式典出席にかかる費用（中止となった際の晴れ着や美容室のキャンセル料を含む）について、町で補償す

ることはできません。
・ 来場される方には、以下の条件を守っていただくことを検討しております。　
　① 発熱（３７. ５度以上又は平熱比１℃以上）、せき、全身倦怠感、のどの痛み、頭痛、味覚異常などの症

状がないこと。
　②マスクを着用し、咳エチケット、手洗い、手指消毒を励行すること。
　③会場入口において実施する検温・健康チェックを受けること。
　④式典会場内では、指定された座席に着席すること。
　⑤式典会場以外でも、近接した距離での会話、写真撮影は避けること。
　⑥ 成人式当日から過去２週間以内に、入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問

歴及び引き続き感染が拡大している都道府県や都市に在住または訪問歴がないこと。また、その国・地
域の在住者・渡航者・訪問者との濃厚接触がないこと。

～令和３年大野町成人式に参加される皆さまへ～

　令和３年成人式にあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、安全に開催できる方法を検討して
おります。しかし、国・県からの緊急事態宣言の発令や、町内や近隣等での感染症の拡大などの事態によっ
ては、皆さまの健康と安全を第一に考え、直前に開催を断念する場合がございます。ご理解とご協力をお願
いします。

 問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１
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令和３年度　固定資産税軽減措置
（新型コロナウイルス関係）について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等を対象として、令和３年度
課税の１年分に限り、固定資産税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じ、２分の１またはゼロとします。

【軽減措置の対象となる方】
　租税特別措置法における中小企業者等のうち、令和２年２月から１０月までの任意の連続する３か月間の
事業収入が、前年の同期と比べて３０％以上減少していること。

【軽減措置の対象となる固定資産税】
　中小企業者等が所有し、かつ、その事業に要する事業用家屋及び設備等の償却資産

【申告手続】
　・	当町の申告様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらうことが必要です。
　・申告に必要な書類は以下の通りです。
　　⑴申告書（原本）
　　⑵認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
　・	申告書の提出期間は令和３年１月４日から令和３年２月１日を予定しています。
※	詳しい内容については中小企業庁ホームページまたは町ホームページでご確認くだ
さい。 問合せ先  税務課　☎ 34-1111

　草刈機を用いて畔などの草刈りを行う際には、自分のけがや熱中症への配慮はも
ちろんのこと、石はねや刈った草の飛散にも気を付けてください。
　石はねは作業者のけがのみならず周囲の人や車などに当たる恐れがあります。ま
た、道路や水路に草が飛散した場合は、作業後に撤去するようにしてください。
	 問合せ先 	農林課　☎ 34-1111

①�プラマーク表示のあるもののみを出しましょう。
　※	プラマーク表示のないものは、分別辞典等で確認して分別してください。
②�リサイクルしますので、容器を洗い、汚れを落としてから出してください。
　※	肉や魚の脂汚れ等、どうしても汚れの落ちないものは、生ごみ等収集袋に入れてください。
③�個々にプラスチック製容器包装を緑色のかごに入れてください。
　※袋の重ね入れはせずに出してください。

　　　　→
　　このマークがあるものに限ります	

草刈りを行う際の注意点について

プラスチック製容器包装の出し方について

問合せ先 	
環境水道課
☎ 34-1111
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台風・豪雨時等に備えて、正しい情報を入手しましょう。

自身の身を守るために…
　　　災害への備えを
� ～防災特集～
８月７日、大野小体育館にて
避難所設営を確認し、大野放
課後クラブの児童らを対象に
体験会を行いました。

避難所での感染防止のため平常時から準備すること
１		安全な親戚や友人宅など、避難所以外の避難先の検討を
しておく

２		マスク・消毒液・石けん・体温計などを用意しておく
３		避難所の受付時に提出する「避難者カード」（別紙①）、「健
康状態チェックカード」（別紙②）を事前に準備しておく

４		避難所に行く際は、マスクを着用する
５		メール配信サービス、防災アプリ、ハザードマップを活
用しましょう

　気象庁では、土砂災害や洪水災害からの自主避難
の判断に役立てるための「大雨・洪水警報の危険度
分布」について、危険度が高まった時に協力事業者
からメールやスマートフォンアプリでお知らせする
プッシュ型の通知サービスを開始しました。通知
サービスの利用には、協力事業者のスマートフォン
アプリのインストール又はメール登録が必要です。
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
○気象庁ホームページ
https://www.jma.go.jp/jp/heavyrain/index.html

　中部電力のスマートフォンアプリ「停電情報お知
らせサービス」では、あらかじめ登録した地域・契
約地点で停電が発
生・復旧した場合
に、いち早くプッ
シュ通知でお知ら
せし、停電の復旧
情報や発生規模も
確認ができます。

 気象庁からのお知らせ 中部電力からのお知らせ

問合せ先  総務課　☎ 34-1111

緊急地震速報や避難情報、豪雨予測
などをお知らせするアプリです。

大野町メール配信サービス

    Yahoo! 防災速報

防災・防犯等緊急情
報やその他の情報を
電子メールにより配
信します。

大野町ハザードマップ

役場総務課でも配布してい
ます。
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【様式２】 大野町長あて

避難者カード

避難所名 受付番号

記入年月日 令和 年 月 日

ふりがな

携帯電話番号

（なければ自宅）
－ －

世帯代表者名

住民票の住所 岐阜県
市

町村

自宅

種類

□持家 □賃貸

□その他（ ）

家屋状況
□全壊 □半壊 □一部損壊 □床上浸水

□床下浸水 □断水 □停電 □ガス停止

居住可否 □可 □不可

車
車種 ﾅﾝﾊﾞｰ：

色 駐車場所：

ペットの

同伴

□有（種類 ）

□無 ※ペット台帳へも記入

避難の状況

（複数回答可）
□避難所 □在宅 □車中 □屋外ﾃﾝﾄ（場所： ）□その他（ ）

家
族
の
状
況

氏名 性別 年齢

配慮が必要な事項（✓を記入したもは、下部に詳細を記入）

妊
産
婦

要
介
護

障がい ア
レ
ル
ギ
ー

服
薬

そ
の
他

身
体

精
神

知
的

発
達

そ
の
他

世帯代表者
□男

□女
歳 □ □

□肢体 □内部

□視覚 □聴覚
□ □ □ □ □ □ □

□男

□女
歳 □ □

□肢体 □内部

□視覚 □聴覚
□ □ □ □ □ □ □

□男

□女
歳 □ □

□肢体 □内部

□視覚 □聴覚
□ □ □ □ □ □ □

□男

□女
歳 □ □

□肢体 □内部

□視覚 □聴覚
□ □ □ □ □ □ □

□男

□女
歳 □ □

□肢体 □内部

□視覚 □聴覚
□ □ □ □ □ □ □

□男

□女
歳 □ □

□肢体 □内部

□視覚 □聴覚
□ □ □ □ □ □ □

✓を入れたものの

詳細記入欄

避難所運営に協力できること（資格・特技）

親族等からの

安否確認への回答
□可 □不可

※必ず家族全員の同意を得たうえで✓を記入すること。また、ＤＶの被
害等により情報開示を希望しない場合は、必ず申し出をすること。

退所時

記入欄

退所年月日 令和 年 月 日 連絡先

退所後住所
都道

府県

市区

町村

※上記の記入事項について、避難所運営 食料・物資の提供と配慮事項への対応等 のための避難所運営委員会及

び運営班への情報提供と、災害対策基本法第 条の に基づく被災者台帳の作成に利用をしますのでご了承下

さい。

（別紙①）※世帯ごとに 1枚コピーして使用してください。



14 広報おおの 2020.10

（別紙②）※家族の人数分コピーして使用してください。

　　　記入日：

当日の体調を記入し、受付に渡してください。

氏名
◆体調について

・発熱はありますか はい・いいえ

・息苦しさがありますか はい・いいえ

・味や匂いを感じられない状態ですか はい・いいえ

・咳やたんがありますか はい・いいえ

・全身倦怠感がありますか はい・いいえ

・嘔吐や吐き気がありますか はい・いいえ

・下痢が続いていますか はい・いいえ

◆肺炎球菌ワクチンの接種について

・肺炎球菌のワクチンを接種して
　いますか

はい・いいえ・不明

健康状態チェックカード（例）
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　新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、災害が発生し避難所を開設する場合には、感染
対策に万全を期すことが重要となっています。

　普段であれば災害が発生する前に、早めの避難を行うことが重要ですが、新型コロナウイル
ス感染症がまん延する状況で、避難所に多くの避難者が集まった場合は、感染症の発症リスク
が高まります。

　自分の身は自分で守る「自助」の意識を持ち、避難所での感染リスクを抑えるため、平常時
から感染防止に備えた準備を行いましょう。

	 内閣府・消防庁より引用：http	://www.bousai.go.jp/fusuigai/typhoonworking/pdf/houkoku/campaign.pdf

避 難 行 動 判 定 フ ロ ー

ハザードマップ※で自分の家がどこにある
か確認し、印をつけてみましょう。

ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの
高い区域を着色した地図です。着色されていないところ
でも災害が起こる可能性があります。

※

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土
地や崖のそばなどにお住まいの方は、町からの
避難情報を参考に必要に応じて避難してくださ

家がある場所に色が塗られていますか？

※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまう
おそれの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、
水・食糧などの備えが十分にある
場合は自宅に留まり安全確保することも
可能です。

※土砂災害の危険があっても、十分頑丈な建
物の上層階に住んでいる場合は自宅に留ま
り安全確保することも可能です。

いいえ

例外災害の危険があるので、原則として※ 、
自宅の外に避難が必要です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？ いいえ

はい

はい

はい はいいいえ いいえ

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

警戒レベル３が出た
ら、高齢者等は安全
な親戚や知人宅に避
難しましょう（日頃
から相談しておきま
しょう）

警戒レベル３が出た
ら、高齢者等は町が

避難所に避難しま
しょう

警戒レベル４が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う 日頃から相談して
おきましょう

警戒レベル４が出た
ら、町が指定してい
る町指定避難所に避
難しましょう

スタート！ あなたがとるべき避難行動は？

い。

指定している町指定



河川清掃活動に参加しよう ─ 河川一斉清掃『クリーン大作戦』─
　クリーン大作戦は、ゴミを拾うという行為を通して、多くの人にゴミを捨てない心を育んでもらいたい
という願いを込めて開催します。
　美しい川を取り戻し、次の世代に引き継ぐために、私たちにできる川の
ゴミ対策について考え、かけがえのない私たちの美しい河川環境を守るた
めに皆様の積極的な参加をお願いします。

【日時】　１０月２５日（日）午前８時から１時間程度（小雨決行）
　　　　※中止の場合は午前７時２０分に広報おおの（無線）で放送します。

【範囲】　揖斐川・根尾川（大野町側）
【集合場所】
　①揖斐川　揖東中学校西河川敷	 　②揖斐川　平野庄橋北河川敷
　③揖斐川　公郷グラウンド駐車場	 　④揖斐川　西座倉（パターゴルフ場駐車場）
　⑤根尾川　大野橋北駐車場	 　⑥根尾川　リバーサイドパーク駐車場
　⑦根尾川　藪川橋北河川敷	 　⑧根尾川　Ｒ３０３グリーンハウス南駐車場

【その他】
　①参加される方は上記の中でご都合の良い集合場所にお集まりください。
　②動きやすい作業着と運動靴などで安全確保に十分注意してください。
　③各自、ゴミ袋を持参してください。	 問合せ先 	建設課　☎ 34－1111

揖斐広域斎場　空調設備改修工事に伴うお知らせ
　空調設備改修工事のため、斎場棟が下記の期間使用不可となりますので、お知らせします。
　　　【菊の間】　１０月５日（月）～１６日（金）

　　　【蓮の間】　１０月５日（月）～　８日（木）
　・最終日のお通夜から使用可能となります。
　・工事の進捗状況によっては、日程が変更になる場合がありますのでご了承ください。
	 問合せ先 	揖斐広域斎場　☎ 36－1321

　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。
（１）実施日時　　１０月７日（水）　午前１１時頃
（２）町が当日実施する訓練は次のとおりです。
◎訓練内容
情報伝達手段 放送内容

防災行政無線の
訓練放送

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。

【放送内容】チャイム音
＋　「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行われます。放送内容は変更する場合があります。

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！
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まちのお知らせ
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お知らせ

「第２２回揖斐郡合唱祭」の	
開催中止について

　１１月１日（日）に開催予定の
「第２２回揖斐郡合唱祭」につい
て、新型コロナウイルス感染症予
防のため中止します。
　ご理解ご協力をよろしくお願い
いたします。
問合せ先 	生涯学習課　☎ 34-1111

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　１１月１９日（木）
午前９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
大縄４４９番１
◎公簿面積・地目　７４８㎡・田
◎予定価格　６７５, ０００円
◎入札保証金　６７, ５００円
　入札への参加には完納証明書（市
町村民税）を添えて１１月１２日
（木）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）は下記窓口にて配布いた
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

麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

　１０月１日から１１月３０日ま
では、麻薬・覚醒剤乱用防止運動
月間です。
　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、
危険ドラッグなどの薬物乱用は、
使用した本人の心身の健康と貴重
な人生を台無しにするだけではな
く、家庭を崩壊させ、地域社会の
安全を損ないます。
　国内では、薬物乱用で毎年１万
人以上の人が検挙されており、単
に新聞紙上のこと、自分に無関係
なこととして放置しておくべきで
はありません。
　薬物乱用の誘いは、今や身近な
家庭にまでも広がってきており、
私たち一人ひとりが薬物乱用に関
する正しい知識と絶対に手を出さ
ないという強い意志を持つことが
肝要です。
　麻薬・覚醒剤などの薬物乱用防
止運動は、地域社会全体で取り組
みましょう。
問合せ先 	西濃保健所揖斐センター
☎ 23-1111

募集

里親登録個別相談会を開催

　岐阜県では、生みの親の事故、
病気や離婚等により家庭で暮らせ
なくなった子どもたちを、児童福
祉法に基づいて、親に代わって養
育する里親を募っています。
　今回、里親についての個別相談

会を開催しますので、興味がある
方は、西濃子ども相談センターま
で予約をお願いします。
◎日時　１０月９日（金）午前
１０時～午後２時まで（１世帯
３０分程度）
◎場所　西濃子ども相談センター
（大垣市禾森町５丁目１４５８-
１０）
問合せ先 	西濃子ども相談センター
☎ 0584-78-4838

（公社）大野町シルバー人材	
センター会員募集

　公益社団法人大野町シルバー人
材センターは、定年退職者等の高
年齢者の希望に応じた「臨時的か
つ短期的又はその他の軽易な就
業」を提供するとともに、ボラン
ティア活動をはじめとする様々な
社会参加を通じて、高年齢者の健
康で生きがいのある生活の実現と
活力ある地域社会づくりに貢献し
ています。
　健康で働く意欲のある方をお待
ちしています。
◎会員になるには
・町内在住の６０歳以上で、健康
で働く意欲のある方。
・入会説明を受け、シルバー人材
センターを理解していただける
方。
・定められた会費（年額 1,500 円）
を納入していただける方
◎入会説明会（令和２年１０月～
令和３年３月）
期日　１０月１３日（火）、１１月
１０日（火）、１２月８日（火）、
１月１２日（火）、２月９日（火）、
３月９日（火）
時間　午前１０時～
場所　大野町シルバー人材セン
ター（大野町中央公民館内）
問合せ先 	公益社団法人大野町シル
バー人材センター
黒野９１３番地１
（中央公民館内）	
☎ 36-1166

※	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。
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募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

高等工科
学校生徒

男子で中卒（見込
含）
１７歳未満の者

推薦
令和２年１１月１日～
令和元年１１月３０日

令和３年１月１０日・１１日
※いずれか１日を指定されます。

令和３年１月２１日

一般
令和２年１１月１日～
令和３年１月６日

１次　令和３年１月２３日
２次　令和３年２月４日～
　　　２月７日のうち１日

１次　令和３年１月２９日
最終　令和３年２月１８日

自衛官
候補生

１８歳以上
３３歳未満の者

男子
年間を通じて行っており
ます。

受付時にお伝えします。 試験時にお知らせします。

※１　	受験資格の年齢は令和３年４月１日現在です。ただし、自衛官候補生においての３３歳未満は令和３年６月
３０日現在３３歳に達していない者。

※２　第２次試験は、第 1次試験合格者のみです。
※３　コロナ等の影響により受付期間・試験期日が変更される場合があります。
問合せ先 	自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　大垣市林町５－１８光和ビル２階　☎ 0584－73－1150

揖斐警察署からのお知らせ

　今後発生が懸念される南海トラフ地震など自然災害を防ぐことはできませんが、災害による被害を軽減させることは可
能であり、そのためには、日頃から災害に備えておくことが大切です。
　どんなに日頃冷静でも、非常時には動揺してしまうものです。いざという時に落ち着いて行動ができるよう、次の「１０
か条」を覚えておきましょう。

問合せ先 	揖斐警察署　☎ 23-0110

自 衛 官 等 募 集 案 内

地震から身を守る１０か条
①　まず身の安全を
　　丈夫なテーブルや机の下に身を隠しましょう。
②　グラッときたら火の始末
　　	落ち着いて揺れが収まってからガスコンロやス
トーブの火の始末を行いましょう。

③　窓や戸を開け出口の確保
　　	逃げ場を失ったら避難できません。まず、避難口
を確保しましょう。

④　あわてて外に飛び出さない
　　	あわてて外に飛び出せば、瓦の落下、ガラスの破
片でかえって危険です。

⑤　火が出たらあわてず初期消火
　　消火器や毛布などですばやく消火しましょう。
⑥　皆で助け合い応急救護
　　	お年寄りや体の不自由な人にも声をかけ、皆で助
け合いましょう。

⑦　正しい情報、落ち着いた行動
　　	ラジオなどの正しい情報で落ち着いた行動をしま
しょう。

⑧　避難は徒歩で冷静に
　　	平素から避難場所を確認し、いざという時に落ち
着いて行動しましょう。

⑨　狭い路地やブロック塀に近づかない
　　	ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れやすい
ので近づかない。

⑩　エレベーターは使用しない
　　	エレベーターは、停電などで途中停止するなど危
険です。

命を大切にし、避難最優先で行動しましょう！

空き巣被害防止のポイント
★対策の基本は鍵掛け★
　犯人の多くは、侵入が容易な建物を狙います。鍵の
掛けられていない玄関・窓はその代表です。
　少しの外出はもちろん、在宅中も確実に施錠を行い、
サッシに付属している補助錠は全て活用しましょう。

補助錠はガラスに
一定の効果があります

車上ねらいに注意を！！
被害にあわないために…
①　	車を離れるときには必ずキーを抜き、ドアロック
をしましょう

②　	駐車をするときには車内に荷物を置かないように
しましょう

　　	またステーションワゴン等の荷物を覆うようにし
ましょう

③　	警報装置などの盗難防止機器を活用しましょう
被害にあってしまったら…
　すぐに警察（110 番）へ通報をしてください
　	キャッシュカードなどが盗難にあった場合は、至急
金融機関などへもご連絡ください。
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相　談

おおのビジネス相談

◎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　１０月８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　１０月２１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　１０月１２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　１０月１２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　１０月６日（火）、１３
日（火）、２７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

１０月１日から７日は公証週間	
無料公証相談窓口

　法律上のトラブルを未然に防止
し、権利を擁護保全するため、遺
言や大切な契約を公正証書で作成
しませんか。
◎相談範囲の例　遺言、任意後見
契約、離婚、金銭貸借、土地建物
貸借そのほか公正証書作成の手続
等
※相談の際は、なるべく関係資料
を持参する

◎相談日時　１０月１日（木）～
７日（水）（１０月３日（土）を除
く）
◎相談時間　午前９時３０分～午
後６時（午後０時から１時を除く）
◎場所　大垣公証役場	
（大垣市丸の内１-３５）
　 問合せ先 	大垣公証役場
☎ 0584-78-6174
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今月のおすすめ本

一人称単数 きみの声がききたくて� 小中
（村上�春樹著 /文藝春秋）

　世界は流れていく。物語が光景をとどめる─。表題
作ほか「石のまくらに」「チャーリー・パーカー・プレ
イズ・ボサノヴァ」など８作を収録した短篇小説集。『文
學界』掲載に書き下ろしを加え単行本化。

（オーウェン・コルファー作・Ｐ.Ｊ .リンチ絵，横山�和江訳�/ 文研出版）

　心に深い傷をおい、ほえることができなくなった子
犬と、父親とはなれ、声を出すことをやめた少年。時
間をかけて親友になったふたりは、「きみの声がききた
い」と、同じことをねがい…。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●老後に備えない生き方

（岸見 一郎著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
●ドタバタ関ケ原

（長谷川 ヨシテル著 / 柏書房）
●ありがとう !�僕の役者人生を語ろう�

（草刈 正雄著 / 世界文化社）
●コロナ黙示録

（海堂 尊著 / 宝島社）
●図書館の子

（佐々木 譲著 / 光文社）

●ねぐせのしくみ� ０～５歳
（ヨシタケ シンスケ作 / ブロンズ新社）

●ねこになっちゃった� ０～５歳
（角野 栄子作・よしむら めぐ絵 / 小学館）

●せかいいっしゅうあそびのたび�小初，小中
（ペズル文・平澤 南絵・寒川 恒夫監修 / プレジデント社）
●マギオ・ムジーク� 小上，中

（仁木 英之作・福井 さとこ絵 / /JULA 出版局）
●わけがわかる中学英語� 中

（学研プラス編 / 学研プラス）

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

「おうちでグルメ」展
　秋の野山は木の実・きのこなどのさまざまな食材に恵
まれ、りんご・柿などの果物も豊富に収穫されます。また、
サンマや鮭など魚介類は海水の温度が下がって身が締ま
り美味しさが増す！まさに“実りの季節”・“食欲の季節”
です。海外旅行が難しい今だからこそ、図書館の料理本
や絵本などを活用しておうちで世界のおいしいものを堪
能しませんか？

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後開催
しているボランティアの方によ
るおはなし会は、新型コロナウ
イルス感染症対策のため当面の
間中止させていただきます。

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

10 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

図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
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国　保　だ　よ　り
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【募集（受付）期間】１０月１日（木）～２０日（火）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）

町営住宅入居者募集

 ３DK 
専用面積６９．４６㎡ 

 

 国民健康保険税の納付忘れにご注意ください！ 
　国民健康保険は、相互扶助の考えに基づき、加入者の皆様の税等により運営されており、保険税は皆様の医療費
にあてられる貴重な財源となります。税を滞納したときは、督促料や延滞金が発生します。また、被保険者証の有
効期限や給付に制限がかかることや財産を差し押さえられることもあります。納付忘れのないよう口座振替やスマー
トフォン決済アプリをぜひご利用ください。
　口座振替依頼書は、各種金融機関と健康課窓口にも備え付けてあります。また一部の金融機関は１０月からキャッ
シュカードによる口座振替の登録も可能となりました。

●●●●●●●● 納　付　方　法 ●●●●●●●●

窓口納付
・	納付場所に納付書を持参して納付する方法です。
・	バーコード表示のある納付書はコンビニ納付も可能
です。（使用期限内の利用に限ります。使用期限はバー
コード上部に表示されています。）
納付場所　
　役場及び大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、
岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、いび川農業協同組合、
西美濃農業協同組合、ゆうちょ銀行、三菱ＵＦＪ銀行（令
和３年３月３１日まで）の本・支店
　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミ
ニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリース
トアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、コ
ミュニティ・ストア、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、
スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ

口座振替
・	申し込みされた指定口座から納付期限日に引き落と
しされる方法です。
・	解約・変更届が提出されない限り、継続されます。
・開始時期は申し込み後、2ヵ月後からになります。

申し込み方法　
　「町税等口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印の
うえ、取扱金融機関、または健康課の窓口に提出して
ください。
※	ゆうちょ銀行は手続きが異なりますので、お尋ねく
ださい。

取扱金融機関　
　大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜
信用金庫、岐阜商工信用組合、いび川農業協同組合、
ゆうちょ銀行

スマートフォン決済アプリ
・	バーコード表示のある納付書をスマートフォンで読
み取ることで、即時納付されます。（使用期限内の利
用に限ります。使用期限はバーコード上部に表示さ
れています。）

利用可能アプリ　
　「PayPay」、「LINEPay」、「PayB（ペイビー）」、「楽天
銀行アプリ」、「auPAY」
	 問合せ先 	健康課　☎ 34-1111

※	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

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
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先の見えない自粛生活…。 フレイルの進行を予防しましょう！

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、不要不急の外出を控える生活が続いていますが元気にお
過ごしでしょうか。感染を防ぐことは大切なことですが、外出自粛が続きずっと家にいることで心身の
機能が低下することも心配されます。フレイル（※加齢に伴い健康障害を起こしやすくなり、要介護状
態になる危険性が高い状態のこと）が進行して抵抗力を下げないためにも、ご自宅でできることをご紹
介します。

まずは、あなたの筋肉量をチェックしてみましょう！

【指輪っかテスト】
①　両手の親指と人差し指で輪を作る。
②　	椅子に座った状態で、利き足では
ない方のふくらはぎの一番太い部
分を軽く囲む。

隙間ができる人の死亡リスクは、その
他のグループより 3.2 倍高いという調
査結果もあります。

※サルコペニア：加齢による筋肉量の減少による筋力や身体機能の低下のこと

	

サルコペニアやフレイルを防ぐために自宅でできること
〇動かない時間を減らし、自宅でもできるちょっとした運動をしましょう。
・座っている時間を減らしましょう！
　（TVのコマーシャルの間に足踏みしてみませんか？）
・ラジオ体操も効果的です。
・日の当たるところで散歩をしましょう。
　（朝や夕方の涼しい時間帯がおすすめです。）

〇しっかりと食べて栄養をつけましょう。
・多様性に富んだ食事を三食欠かさず食べることから意識しましょう。
・バランスよく栄養をとり、特に身体を作る大切な要素であるタンパク質をしっかりとりましょう。
　（食事制限のある方はかかりつけ医の指示に従ってください。）

〇お口を清潔に保ちましょう。
・毎食後、寝る前に歯を磨きましょう。義歯の清掃もとても大切です。
・	お口の周りの筋肉を保ちましょう。しっかり噛んで食べること、電話を活用して意識して会話を増や
すこと、早口言葉や鼻歌を歌うこともおすすめです。

〇家族や友人との支えあいが大切です。
・	外出しにくい今の状況こそ家族や友人が互いに支えあい、
　電話を活用して意識的に交流しましょう。
　ちょっとした挨拶や会話が孤独を防ぐことに繋がります。

	 問合せ先 	地域包括支援センター　☎ 34-1111
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保健師による

健康伝言板
種類の異なるワクチンの接種間隔のルールが変わります
　これまでは、全てのワクチンについて、次の
異なるワクチンを接種するまでに一定の間隔を
あける必要がありました。
　１０月１日からは、「注射生ワクチン」から
別の「注射生ワクチン」を接種するまでは今ま
で通り２７日（４週間）以上あける必要があり
ますが、それ以外のワクチンについては、接種
間隔の制限がなくなります。
ただし、同じ種類のワクチンを複数回接種する
場合の接種間隔のルールは今までと同じですの
でご注意ください。

ロタウイルスワクチンが定期予防接種に加わります  
　対象となるのは、令和２年８月１日以降に生まれたお子さんです。
　（令和２年７月３１日までに生まれたお子さんは定期予防接種の該当になりません）
　該当するお子さんには、生後１か月ごろに予診票と案内を送付しますのでご確認ください。

薬を安全に使うために
～１０月１７日から１０月２３日は薬と健康の週間です～

　病気やけがを治すのに役立つ「薬」ですが、正しく使わなければ思わぬ副作用をまねく場合があります。
正しい使い方を知って安全に使用しましょう。

服用のタイミングを守りましょう
　薬は決められたタイミングに飲まないと効果が
なかったり、副作用が生じたりします。もし飲み忘
れた場合は、２回分を一度に飲んではいけません。

～正しいタイミングを確認してみましょう～
◇食　前：�胃の中に食べ物が入っていないとき�

（食事の1�時間～30�分前）
◇食　後：�胃の中に食べ物が入っているとき�

（食事の後30�分以内）
◇食　間�：食事と食事の間（食事の2�時間後が目安）

※食事中に服用することではありません
◇就寝前：就寝30分前くらい

薬は正しく保管しましょう
●子どもの手の届かない所に保管
　誤飲を防ぐため、薬は子どもの手が届きにくい
場所に置きましょう。特に、向精神薬、気管支拡
張剤、血圧降下剤、血糖降下剤などは、入院を要
するような重篤な健康被害を生じる恐れがあるの
で、厳重に管理しましょう。

●湿気、日光、高温を避けて保管
　薬は湿気や光、熱によって影響を受けやすいた
め、直射日光が当たらず、高温にならない場所で
保管しましょう。また、有効期限を過ぎた薬は未
開封でも捨てましょう。

お薬手帳を活用しましょう
　「お薬手帳」は、自分が使っている薬を記録す
るための手帳です。すべての薬を把握できるよう、
お薬手帳はひとつにまとめて記録しましょう。副
作用や飲み合わせなどを確認してもらえるので、
受診するときは必ず持っていきましょう。

かかりつけ薬剤師・薬局を持ちましょう
　複数の医療機関から処方せんをもらった場合で
も、１カ所の薬局に処方せんを持っていくことで、
同じような薬が重複していないか、飲み合わせの
悪い薬がないか確認してもらえます。
　なお、薬の処方箋の使用期限は、交付日を含め
４日以内です。お薬手帳と一緒に、早めに薬局へ
提出しましょう。休日等でかかりつけ薬局が閉局
の場合は、休日当番薬局を利用できます。

令和２年１０月１日から
予防接種が変わります！

新しい接種間隔のルール

問合せ先

保健センター
☎ 34－2333



【高齢者インフルエンザ予防接種】
　町内に住所を有し実施期間内に満６５歳以上となる全ての方に「大野町インフルエンザ予防接種予診票」を郵送
します。同封の「インフルエンザ予防接種のお知らせ」等をよく読み、医療機関で接種してください。
◎実施期間　１０月中旬～１２月２８日（月）　※接種開始時期は医療機関によって異なります。
◎費用　１, ７００円
　※生活保護世帯の方は費用を助成します。（事前申請が必要）
　※	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）を有する方は、保健センターへお問い合わせください。

【高齢者肺炎球菌予防接種】　
　町では高齢者肺炎球菌予防接種を下記のとおり実施しています。接種を希望される方に予診票を交付しますので、
保健センターまでお申し込みください。
◎対象者　　令和２年度の対象者は、町内に住所を有する次の方です。
　　　　　　１００歳となる方：大正　９年４月２日生～大正１０年４月１日生
　　　　　　　９５歳となる方：大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生
　　　　　　　９０歳となる方：昭和　５年４月２日生～昭和　６年４月１日生
　　　　　　　８５歳となる方：昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生
　　　　　　　８０歳となる方：昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生
　　　　　　　７５歳となる方：昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生
　　　　　　　７０歳となる方：昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生
　　　　　　　６５歳となる方：昭和３０年４月２日生～昭和３１年４月１日生
　※ただし、今までに１回でも高齢者肺炎球菌の予防接種を接種したことがある方は対象外です。
　※	接種を希望される方は、接種歴・接種希望医療機関等の確認が必要ですので、接種前に保健センターにご連絡

ください。
◎実施期間　　令和３年３月３１日までに１回接種
◎費用　　　　３, ０００円
　※生活保護世帯の方は費用を助成します。（事前申請が必要）
◎持ち物　　　高齢者肺炎球菌予防接種予診票（保健センターから交付します）
　※	実施医療機関等詳細については「高齢者肺炎球菌予防接種予診票」交付時にお渡しする説明書で確認してくだ

さい。

問合せ先 	保健センター　☎ 34－2333

予防接種のお知らせ
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月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

10

18
いび漢方クリニック 揖斐川町三輪 21-0055

こころ調剤薬局 21-1189

25
小林医院 揖斐川町黒田 23-1531

粕川調剤薬局 22-6464

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

10

4
クリニック IB 揖斐川町長良 22-0112

ピノキオ薬局三町店 22-6707

11
のだ医院 揖斐川町三輪 22-3939

アイセイ薬局揖斐川店 21-0171

※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

１０月休日在宅当番医のお知らせ
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目の不自由な人・高齢の人のために『広報おおの録音版』を発行しています。
ご希望の人は�町社会福祉協議会�☎ 34-2130�へ連絡してください。

8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 草野　誠
せ い じ

司 陽祐 大衣斐 小宮陽
ひ な の

菜乃 功史郎

黒野 関谷帆
ほ の か

乃佳 貴幸 小衣斐 中川　昊
こ う せ い

世 拓磨

中之元 小森　真
ま ひ ろ

拓 拓典 下座倉 宇野　歩
あ ゆ ま

真 翔治

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 浦田　てる 88 小衣斐 川部　幸信 72

桜大門 堀内　瑛三 72 領家 桒原　智昭 90

大野 大久保登美子 79 加納 粟野小太郎 88

稲富 永屋　タズ 93 上磯 近藤　君子 93

稲富 汲田みや子 95 下座倉 宇野すづ子 96

古川 大野と ゑ 91 下座倉 田代　和郎 92

中之元 藤田　文雄 76

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

人口と世帯（９月１日現在）

人　口 … ２２,７１５（−５６）
男 … １１,１６８（−２１）
女 … １１,５４７（−３５）
世帯数 … ８, ０８５（＋　１）
出生７人／死亡２８人／転入２４人／転出５９人

納 期 限 の お 知 ら せ

９月30日（水） 国民健康保険税（5期）

１１月２日（月） 町県民税（3期）
国民健康保険税（6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

住 民 だ よ り

杉原さん親子
子育てはうす
ぱすてるにて

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
11 月 15 日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、11月22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８時５分に広報無線

にてお知らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎�34-1111

【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
９０kcal ５.１g ５.８g ６３mg ０.３g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

※大野町ホームページでも♪

電子書籍でも
ご覧いただけるようになりました。

広報おおの

４／１～

美味しい簡単おやつ

　今月は乾物を使った手作
りおやつを紹介します。
　おやつに「高野豆腐」を
使用することはまれです
が、たんぱく質やカルシウ
ムを多く含み、エネルギー
補給にもなる食材です。よ
く噛んで高野豆腐の味わい
を楽しんでみてください。

●キャラメル味のラスク

【材料（４人分）】
高野豆腐� ３枚（５０ｇ）
　　バター……… １５ｇ

Ⓐ
　お湯………… ７５㏄

（大さじ５）
　　砂糖……… 大さじ２
　　塩……………… 少々

【作り方】
①高野豆腐はたっぷりの水に
戻し、戻し終えたら、１枚
を６等分に切る。かたく水
けをしぼる。
②鍋に、Ⓐ内の材料を入れて
煮立てる。
③バットケースに①の高野豆
腐を並べて、②のキャラメ
ルソースをかけて浸み込ま
せる。
④天板にクッキングペーパー
を敷き、③を並べる。
⑤１６０℃に温めたオーブン
で、２５～３０分程度焼く。


