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今月の主な内容
▶２

東海環状自動車道大野神戸 IC

▶４

町長あいさつ・議長あいさつ

▶６

大野町の連結財務４表

▶８

まちの話題

▶ １０ まちのお知らせ
▶ １８ Information くらしの情報
▶ ２６ 社協だより

まちがつながり 、
ひともつながる…新 し い 玄 関 口
東 海環状自動車道
大野神 戸 ＩＣ １ ２/ １４開通！

11
23

開通記念講演会「東海環状自動車道・道の駅パレットピアおおのの
整備を機会に考える地域防災のあり方」

開通記念イベントとして東京大学特任教授
の片田敏孝氏による記念講演会が総合町民セ
ンターふれあいホールにおいて開催され、約
６８０人の来場者がありました。東海環状自
動車道による広域輸送の実現や災害時には、
広域的支援が可能になるなど地域防災のあり
方について分かりやすく話されていました。
また、多目的ホールにおいて防災展示も行 ▲防災ヘルメットの説明を受ける来場者
われ、来場者は防災グッズの展示に興味深く
見入っていました。

▲片田敏孝氏による講演会の様子

東海環状自動車道

大野神戸ＩＣ開通記念
プレイベント
の皆さまのご
たくさん うございま 参加
した。
ありがと

エン
トリ
ーされ
た皆さん 約 7,000 人
北見市
ところ通信
Vol.

239

映画「100 年ごはん」上映会
～ 監督を囲んで食の未来を語る ～
１１月２３日、常呂町公民館で、大分県臼

杵市の、有機農業の取り組みを追ったドキュメンタリー映画「１００
年ごはん」の上映会と、監督の大林さんとの意見交換会が開催されま
した。会場には、農漁業に携わる方々など１００人が参加。常呂の農
海産物を食材とした弁当を味わった大林監督は、
「常呂の食材はすば
らしい」と絶賛。参加者と未来につなげたい「食」について語り合い
ました。
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開通記念イベント「ハイウェイランニング＆ウォーキング」

▲ランニングで先頭を切ってゴールした緒方航さん（愛知県豊田
市在住）

〜 期待の声 〜
・「全線開通（2024 年度）されるのを楽しみにしています」
・「職場に近くなるので便利になってうれしいです」
・「利便性が良くなることによって、旅行にも行きやすくなるので有難いです」
・「企業誘致による雇用や人口の増加に期待します」
・「観光客が増加するといいですね」

長寿のお祝い
９５歳
おめでとうございます
これからも健やかに
野村とめのさん（公郷）
大正１３年１１月５日生まれ
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町長あいさつ
大野町長
宇佐美 晃三
新年あけましておめでとうございます。大野町民
の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。平

大野町の新たな玄関口として、利便性の向上、更

素は、町行政にご理解とご協力を賜り、心よりお礼

なる観光客の増加と観光の活性化、企業立地、物流

申し上げます。

効率化など大きな期待がされており、今年はインター

昨年は、新天皇陛下が御即位し、国内外に宣明され、

チェンジ周辺の土地利用、まちづくりに取り組み、

平成から令和へ新時代が幕開けした年でした。この一

地域の活性化に向けて全力で取り組んでまいりたい

年間を振り返りますと、９月以降には大雨や台風によ

と思います。

り、関東地方や東北地方では河川の氾濫や停電など多

また、開通を見据え整備しました道の駅「パレッ

くの被害が発生しました。犠牲となられた方々には、

トピアおおの」は開駅から約１年で入場者数５０万

哀悼の意を表するとともに、被災地の皆様には一日も

人を達成し、当初の期待を大きく上回り町内外から

早い復旧、復興をお祈り申し上げます。当町では、こ

たくさんのお客さまにお越しいただいているところ

のような激甚化災害が毎年のように発生していること

ですが、引き続き多数の皆様にご来場いただけるよ

や近い将来起こると予測されている南海トラフ地震に

う取り組んでまいります。加えて、併設した子育て

対する備えが急務となってきていることから、備蓄品

支 援 施 設「 子 育 て は う す

の整備や、情報伝達手段の向上を図るための広報無線

１０万人を達成できましたが、木のぬくもりに触れ

デジタル化に向けた検討など、
行政による防災対策「公

て豊かな情緒を育む「木育」をテーマに、子育て支

助」を推進しているところです。しかし、行政の支援

援をさらに進め、子育てしやすいまちづくりに努め

にはどうしても限界がありますので、自分の身は自分

てまいりたいと考えております。

で守る「自助」
、地域の方々が助け合う「共助」につ
いて、考えていただければと思います。
民生面では、昨年は「大野町支えあいの会」で、

ぱ す て る 」 も、 入 場 者

教育面では、昨年までに児童生徒の衛生環境の改
善のため、小中学校８校にトイレ改修整備を実施し
た他、昨今の猛暑、異常気象に対し、子どもたちが

少子高齢化を見据え、誰もが支えあう居場所と役割

良好な環境で落ち着いて学習に集中できるよう、空

のある共生社会の実現に向け、地域の皆様と情報交

調設備を設置しました。ハード面は、概ね整備がで

換しながら動きだした所ですが、今後も地域の皆様

きましたので、今後は情報教育などソフト面の充実

と協働しながら推進してまいりたいと思います。ま

を図ってまいります。

た高齢者による事故の増加に対応するため、国や県

また、生涯体育では、１１月にねんりんピック岐

の動向を見据えながら安全運転サポート車購入に対

阜２０２０が県内各地で開催されますが、当町では

する助成も検討してまいります。その他、現在は小

運動公園でノルディックウォーキングを開催いたし

中学生の医療費無料化を実施していますが、来年度

ますので、是非ご参加ください。

は高校生の入院費に対しての拡大についても検討し

今年は、第六次総合計画の後期計画の初年度にあ

てまいりますとともに、空家対策については、増加

たり、現在、前期計画の検証を行い、後期計画の見

している空家の有効活用のための改修や解体に対す

直しを行っております。８つのリーディングプロジェ

る補助制度を創設し、住民の皆様の安心、安全に向

クトを積極的に推進し、町の将来像「快適で

け推進してまいりたいと考えております。

あふれるやすらぎのまち

笑顔

おおの」を具現化してい

産業建設面では、昨年１２月１４日に待望の東海

くため、町民の皆様のより一層のご支援とご協力を

環状自動車道「大野神戸インターチェンジ」が開通

賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様の

いたしました。昨年１１月の開通記念プレイベント

ご健康とご多幸を謹んでお祈り申し上げ、新年のご

「ハイウェイランニング＆ウォーキング」には約７，
０００人の参加をいただき、住民の皆さんの開通へ
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の期待を実感しております。
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挨拶といたします。
令和２年１月

大野町長

宇佐美

晃三

議長あいさつ
大野町議会議長
井上
新年

あけましておめでとうございます。

令和最初となる新春を町民の皆さまには、ご健勝に

保子

この計画は、町民の皆さまのアンケートを踏まえ、意見、
要望等をお聞きしながら住みやすい町づくりを目指し、

てお迎えのこととお慶び申し上げます。また、本町の

地方創生における総合戦略の施策とともに取り組むも

町政運営ならびに議会活動に対しまして皆さまの温か

のであります。

いご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
振り返りますれば昨年は、天皇陛下が御即位され、

議会といたしましては、町民の皆さまの多様なニー
ズをしっかりと汲み上げ、町政に反映させることで、

即位礼正殿の儀をはじめとする各式典が、国民の寿ぐ

二元代表制の一翼を担う機関としての責任を果たし、

中行われ、新しい時代が始まりました。

町民の皆さまと一体となった住みよいまちづくりに邁

一方、各地では台風等による自然災害が多発し、多
くの人々が犠牲となられました。
このような年ではありましたが、本町では東海環状
自動車道

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区間が開通し、本町のまちづくり
を推進する中で、大きな飛躍が期待されます。
地方公共団体を取り巻く環境は、依然として厳しく、

進したいと考えております。また、議員一人ひとりが
研鑽に努め、資質の向上を図ることはもとより、町議
会が町民の皆さまに寄り添った、より身近な存在でな
ければならないと存じます。
結びに、町民の皆さまには本町の限りない発展のた
め、引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申
し上げますとともに、本年が町民の皆さまにとりまし

経済情勢も含め時代の先行きがますます不透明感を増

て幸多き年となりますことを祈念し、新年のごあいさ

しております。

つといたします。

このような中、町づくりの最上位計画である「第六
次総合計画後期基本計画」の策定が進められています。

令和２年１月

大野町議会議長

井上

保子

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

〈強調月間の目標〉

「自立した青少年を育む開かれた家庭づくり」
「青少年と築く、開かれた地域づくり」
・家族そろって食事をし、団らんのひとときをもちましょう。

開催場所：
総合町民センター

ふれあいギャラリー

開催期間：令和２年１月８日～３１日
出展内容：県出品特選作品４２点

・家族みんなで力を合わせて仕事や作業をしましょう。
・家族みんなで地域の行事や活動に参加しましょう。
町青少年育成町民会議では、「家庭の日」の普及実践を進めるた
め、小中学生の皆さんに対して図画・ポスター及び作文を募集し、
優れた作品に賞を授与したり、展示会を行ったり、また作文集に
して各小中学校などに配付したりしています。
１月の普及実践強調月間にあわせて「家庭の日」啓発図画・ポ
スター展を開催しますので、ぜひご鑑賞ください。

海と家族
南小学校５年 山田

新太さん
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大野町の連結財務４表
町民１人当たりのバランスシート
資産：１９２万円

負債：４４万円

純資産：１４８万円

（平成３１年１月１日現在人口

２３, １３９人）

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

①

貸借対照表（バランスシート）

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

○次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率）
町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がど
のような負担割合になるのかをみる比率です。

純 資 産 比 率：７７．２％（純資産合計÷資産合計× 100）
将来世代負担比率：１０．９％（地方債合計÷有形・無形固定資産合計× 100）


※地方債合計は特例地方債を除く

大野町では、社会資本形成のこれまでの世代の負担比率が高く、将来世代の負担比率は低いこと
から、将来世代である子どもたちに負担の低い財産形成が行われていることが分かります。
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（平成３０年度決算）
財務書類４表
町民の皆さんに分かりやすく財政状況の情報提供をするため、民間企業会計の手法を取り入
れた「新地方公会計制度」に基づいた連結財務４表を作成しました。
財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」
「純資産変動計算書」
「資金収支計算書」
のことで、大野町（普通・公営事業会計）及び一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。

②

行政コスト計算書

「行政コスト計算書」は、資産形成に結びつ
かない行政サービス（福祉やゴミの収集など）
にかかるコストと、受益者負担額等（使用料、
手数料など）を表示させた表です。
○町民１人当たりの行政コスト計算書
純経常行政コストと経常収益を対比させる
ことで、どれほど町の一般財源でまかなって
いるかが分かります。
純経常行政コスト：６１万円
経 常 収 益： ４万円

③

純資産変動計算書

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

④

資金収支計算書

「資金収支計算書」は、１年間の現金の出入
りを「業務活動収支」
「投資活動収支」及び「財
、
務活動収支」の３つに分けて表したもので、
１年間の行政活動の収入、支出の実態を知る
ことができ、どのような行政活動に資金を必
要とし、その資金をどのようにまかなったか
が分かります。
また、最後に歳計外（所得税、社会保険料
など）の現金残高を加えることで、期末時点
での町の現金残高を知ることができます。
広報おおの 2020.1
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ま ち の 話 題
“富が舞い込む”

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

１１月１日、大野町かき振興会の加納智会長が役場を訪問し、
ブランド柿「天下富舞」を町長に手渡しました。高糖度の「新秋」
とサクサクした食感が特徴の「太秋」を掛け合わせ、高い糖度
と歯触りのよい食感を持つ柿で、その中でも厳選された柿を「天
下富舞」としており、市場では高値で取り引きされていること
でも知られています。加納会長は、
「今年、大野町で実った『天
下富舞』です。
」と、収穫を町長に報告しました。

▲「天下富舞」の収穫を報告する加納会長（左）

ふ るさとの先人から学ぶ
嚶鳴フォーラムｉｎ大野

１１月１６日、先人の生き方や知恵からまちづくりに役立てる
「嚶鳴フォーラムｉｎ大野」が総合町民センターふれあいホール
にて開催されました。同フォーラムは、全国の１４市町で構成さ
れる嚶鳴協議会が年１回開き、今年で１３回目を迎えました。加
盟市町関係者をはじめ、町内外から約６００人が来場しました。
京都産業大学名誉教授の所功氏と東洋大学名誉教授 吉田公平氏
が講演されました。所氏は、
「令和の新時代に『美濃浪人』所郁
▲加盟自治体の首長らが登壇している様子
太郎から何を学ぶかと題して講演し、「学ぶことは、まねること。
常に先人に感謝の心を表すことが大切」と話しました。加盟自治体の首長や教育長らが登壇し、町長が代表して「嚶
鳴協議会宣言」を読み上げました。
併せて町文化財保護協会が主催する郷土の先人展「大野町の歴史遺産 文化財と郷土の先人たち」が総合町民セ
ンター展示室にて開催されました。大野ゆかりの偉人である竹中半兵衛や野村洋三など１５人ほどを写真やパネル
で展示し、展示期間中は、地元の小学生も見学に訪れ、地域の歴史を興味深く学んでいました。

秋 の一般公開

国登録有形文化財「旧北岡田家住宅」の秋

１１月２３日〜２５日の３日間、
相羽区「旧北岡田家住宅」で秋の特
別公開を行いました。町内外や県外
からも多くの方にお越しいただきま
した。敷地内には主屋完成の翌年に
植えられた「百年柿」と呼ばれる富
有柿の古木があり、柿の無料配布と
試食が行われました。着物姿で茶道
体験にみえた来場者もあり、紅葉の
▲紅葉の美しい庭園を眺める着物姿の来場者
美しい庭園や古き良き日本の建物に
ゆったりとした時間を過ごしていました。

▲百年柿を試食している来場者

町 の福祉のために

介護老人保健施設プラザ２１おおのより寄附

１１月１日、プラザ２１おおの（医療法人社団康誠会）で開催
された、プラザまつりの収益金 26,290 円の寄附がありました。
町の福祉のために役立ててほしいとして、施設を代表して杉山
賢吾さんと安藤美代子さんが町長に手渡しました。
町長は、
「いつもありがとうございます。大事に使わせていた
だきます」と受け取りました。
▲寄附を手渡す杉山さん（中）と安藤さん（左）
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金 色有功賞を受賞
町赤十字奉仕団

１１月１日、日本赤十字社岐阜県
支部創立１３０周年記念大会におい
て、町赤十字奉仕団が活動年数２０
年以上で特に功労顕著にして他の模
範となる団体に贈られる「金色有功
賞」を受賞し、久保田委員長はじめ
奉仕団役員の方々が受賞報告に町長
を訪問しました。
▲受賞報告をした久保田委員長（前列中央）ほか、
奉仕団役員の皆さま
町赤十字奉仕団は、委員長以下
１００名（２０１９年４月１日現在）
の奉仕団員で組織されており、人道・博愛の精神のもと各種研修、訪問活動、災害救護・防災活動などの諸活動を
実践しています。
町長は、
「おめでとうございます。今後益々のご活躍を祈念しております。」と祝福しました。

大 きい柿が採れたよ
北小学校３年生

▲収穫ばさみを使い、柿の収穫をしている北小３年生
児童

１１月１８日、大野町かき振興会とＪＡいび川の協力を受けて、
地元特産の柿について総合学習で取り組む北小学校の３年生が、
選果について学んだり、柿の収穫体験を行いました。北小学校３
年生は同振興会の川瀬利明さんの柿畑で３つのグループに分か
れ、振興会の方の説明を熱心に聞きながら、富有柿の収穫に挑戦
しました。児童は収穫ばさみを使い、一人２個ずつ慎重に収穫し
ました。「初めて柿が採れてうれしかった」
「大きい柿が採れたよ」
などと笑顔で友達と話していました。

楽 しく健康づくり
ふれあいウォーキング

１１月１０日、第２公民館と町教育委員会が共催し、ウォーキ
ング、ノルディック・ウォーキングの交流会が開催されました。
雲ひとつない秋晴れの下、中学生のボランティアや交通指導委員、
スポーツ推進員らのサポートを受け、約１７０人の参加者がさわ
やかな汗を流しました。
来年１１月には、第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会ねんりん
ピック岐阜２０２０が岐阜県内で開催され、大野町ではノル
ディック・ウォーキングをふれあいレク大会の種目にして行われ
る予定です。

▲大勢の参加者が楽しくゴールをめざしました

北 の味覚を買い求め、たくさんの列
第２０回「柿・牡蠣まつり」開催

▲北見市の海産物には長蛇の列がで
きました
▲小さいお子様連れのお客さまもた
くさん来場しました

１１月２３日、第２０回柿・牡蠣まつりが開
催されました。大野町と北見市の産業振興や両
市町の友好交流のために毎年開催されている
ものです。両地域の特産品の販売コーナーには
早朝から長い列ができ、牡蠣缶やオホーツク海
のタコやホタテなどの北海道の旬の味覚に人
気が集まっていました。小学生派遣事業におい
て当時北見市を訪れた中学生ボランティアも
まつりに協力し大いに賑わっていました。
広報おおの 2020.1
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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。◆◆◆

１２月２日にカレンダー作り教室を開催しました。我が子の手形や足型をスタンプでおして、動物や花にしたり、写
真を使ったアレンジをして、思い思いのカレンダーを作りました。最初は、お手伝いをしていた子ども達でしたが、途
中からは遊びに夢中になり、お母さん達が真剣なまなざしでカレンダーを作っていました。
「１年間、カレンダーを見る
のが楽しみです！」と言っているお母さんもみえました。
１１月より２ヶ月に１回、保健センターの保健師による「育児相談」
（１０時３０分～１１時３０分）が始まりました。
乳幼児の身長や体重を知りたいお母さん、こんな時はどうしたらよいのだろうと悩んでいるお母さん！是非、ぱすてる
へ遊びに来て相談してみてください。（月によって曜日が変更しますので、下記スケジュール等でご確認ください。
）

▲カレンダー作り教室の様子

▲カレンダー作り教室の作品

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。
つみっきぃ
いちいやかえで、ほお、くるみ
など県産材を使って作ったつみ
き。
がらがらになるつみきや目がつ
いているつみきもある。

◎１月のスケジュール
ふたばクラス…２１日（火）
、２８日（火）
ピヨピヨ
みつばクラス…２３日（木）
、３０日（木）
クラブ
よつばクラス…２４日（金）
誕生会…１７日（金） ※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２０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）
育児相談（保健センターの保健師による）…１６日（木）
休館日

１日（水）～４日（土）
、８日（水）
、１４日（火）
、
１５日（水）
、２２日（水）
、２９日（水）

十二輪車
ロープを引くとカラカラと軽い
音がして、６個の車輪がそれぞ
れユーモラスに回転する。

◎２月のスケジュール
ふたばクラス…４日（火）
、１８日（火）
、
１３日（木）
、
２０日（木）
、
ピヨピヨ みつばクラス…６日（木）
クラブ
２７日（木）
よつばクラス…１４日（金）
、２１日（金）
誕生会…７日（金） ※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…１３日（木）
ひなまつりコンサート…２８日（金）

※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。

休館日

５日（水）
、
１２日（水）
、
１９日（水）
、
２５日（火）
、
２６日（水）

大野町プレミアム付商品券の購入はお済みですか
「大野町プレミアム付商品券」を購入するために必要な「購入引換券」をお持ちの方で、購入がお済みでない方は、
下記の販売期間内に必要な分の商品券を購入してください。販売期間を過ぎてからは一切購入することが出来ませ
んので注意してください。

■販売期間

令和２年２月２０日（木）まで

■販売場所

大野郵便局、美濃川合郵便局

購入したプレミアム付商品券を使用することができるのは、令和２年３月１０日（火）までです。期限後は一切
使用することができませんので、お早めにご使用ください。
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問合せ先

福祉課

☎ ３４-１１１１

町の教育発展のために

片桐

ありがとう
ございます

弘さんより寄附金

このほど、片桐弘（愛知県知立市在住）さんが、町の教育発展のために役立ててほしいとして、500
万円の寄附がありました。これは、弘さんが、人格の基礎が形成されていく貴重な少年期をこの大野町で、
楽しく活発に過ごせたことに感謝されてのことによるものです。
この寄附は、町の小中学校の教育発展のため大切に使わせていただきます。

教育委員会のページ
◆令和２年度放課後クラブのご案内
放課後クラブは、学校下校後及び長期休暇中に保護者等が家庭に居ない小学生の児童を対象に、保護
者等に代わって保育を行い、児童の健全育成を図ることを目的として開設・運営しています。申請は次
のとおりです。
【申請受付期間】令和２年２月３日（月）～令和２年２月２８日（金）
午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
※１ 夏休みのみの利用申請は５月１日（金）～５月２９日（金）までを予定しています。
※２

書類の記入漏れや不備がある場合は受理できません。受付期間中は、定員に達しても
書類不備等ない限り全員書類を受理し、その後入所の判定をします。

【募 集 人 員】大野：６０名

北：３５名

西 ：３０名

   中：３５名

南：４５名

東 ：４５名

【対 象 児 童】小学校１年生から６年生の児童で、保護者等が昼間（午前８時３０分～午後５時）に
居宅外において毎月１５日以上の日数を勤務している場合
【開設日・時間】①平日の小学校の授業のある日
②夏休み等期間

下校時から午後６時３０分

午前８時から午後６時３０分

③土曜日（５人以上での開設）※開設時間は②と同様。
【必 要 書 類】必要書類については、教育委員会 学校教育課 窓口（役場３Ｆ）で配付します。なお、
町ホームページからもダウンロードが可能です。
①放課後クラブ入所申請書（様式第１号）
②放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・パート）
※同一世帯及び同一生計をしている６５歳以下の方で、働かれている方は全員この書類が
必要となります。

【利

用

料】世帯全員の前年度分の町民税が 課税か 非課税かによって判定します。
【課 税 の 場 合】 月額 6,000 円（８月は月額10,000 円）
【非課税の場合】 月額 3,000 円（８月は月額 5,000 円）



問合せ先

お

学校教育課

☎ ３４－１１１１

礼

※平成２９・３０年度町小学生派遣事業にて、当時北見市常呂町へ訪れた中学生の皆さんに「第２０
回柿・牡蠣まつり」の運営ボランティアにご協力をいただきました。
柿・牡蠣まつりの開催にあたり、ご支援ご協力をいただきました関係機関の皆様に厚くお礼申し上
げます。
広報おおの 2020.1
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まち の お知らせ
令和２年４月より「大野町空家バンク」を開設します！
１

空家バンクとは

３

農地付き空家

町内の空家を売却又は賃貸を希望する所有者が、当該

空家所有者等が所有し、空家等と一緒に売却や賃貸を

空家を空家バンクに登録し、町が物件情報を提供すると

希望する農地については、
「農地付き空家」として、空家

ともに空家を購入又は賃貸したい方とのマッチングを行

バンクで情報提供を行います。

うことで、空家の利活用と移住・定住の推進を図るもの

農地付き空家として農地を登録する場合は、別途、農

です。
２

業委員会での手続きが必要となります。

空家バンク登録対象家屋等

４

① 町内に存在する空家

空家バンク登録物件の募集等
① 空家バンクへの登録申込みは、令和２年１月より開

② 建物、土地の権利関係が明瞭であること（相続関係、
抵当権

始します。登録についての詳細は、担当課へお尋ねく

等）

ださい。

③ 居住用の一戸建てであり、アパートなどの賃貸物件

② 空家バンクでの登録家屋の掲載は、令和２年４月頃

でないこと

を予定しています。

④ 建物の状態から判断して、居住が可能であること
など



問合せ先

環境水道課

☎ ３４－１１１１

農地の権利移動に関するお知らせ

農地法第３条の別段面積を設定します！
大野町農業委員会は、令和２年４月１日より農地の保全（耕作放棄地の防止・解消）及び有効利用を促す目
的で、農用地区域以外の農地（白地農地）のうち農業委員会が農地所有者からの申請に基づく審査により、指
定した農地については、農地法第３条による別段の面積の面積要件を０. １アール（１０㎡）に設定したことで、
耕作目的であれば誰でも農地を購入することができます。
※農地法第３条による別段面積とは？
農地の権利移動には５０アール以上の面積要件がありますが、農地の適正
利用を図る必要がある場合には、特例として農業委員会が面積を定めること
ができるものです。
１

設定する区域

白地農地（住宅地の農地）

農用地区域以外の農地（白地農地）
。ただし、農地所有者か
らの申請に基づき農業委員会が審査し、指定した農地に限
ります。
※農用地区域の農地については適用外。

２

設定する面積

農用地区域（生産性の高い農地）

０．
１アール（１０㎡）

例１）住宅地周辺に白地農地があり、自宅の近くで家庭菜園として農地を購入したいが、５０アールの要件を
満たしていないため取得ができなかった。しかし、これからは農地指定を受けた農地であれば、農地の
取得が可能になります。
例２）空き家バンクを利用して空き家に付随する農地も一緒に登録し、買い手を見つけたい場合には、農地指
定を受けることで、空き家と一緒に農地を売ることが可能になります。
３

別段面積の農地指定を

申請者

農業委員会

受けるには

申請
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通知

可の
場合

申請

問合せ先

許可

農林課

☎ 34-1111

意見募集（パブリックコメント）について
子ども・子育て支援事業

健康増進計画

令和２年度から令和６年度までを計画期間と
する「第２期大野町子ども・子育て支援事業計
画」の策定をすすめています。
令和元年１１月に子ども・子育て支援に係わ
る関係者を委員とした大野町子ども・子育て会
議を開催し、子ども・子育てを取り巻く現状や
課題を踏まえながら検討いただき、このたび計
画（案）がまとまりました。

平成２７年３月に１０カ年計画として「第２次大野町健康増
進計画」を策定し、将来の生活習慣病予防を見据え、乳幼児か
ら高齢者までの全ての世代に対し、生涯を通じた健康づくりを
推進しています。
令和元年度は本計画の中間評価として、７月と１１月に健康
づくりに関わる関係者を委員とした大野町健康づくり推進協議
会を開催し、町民アンケート結果や健康づくりを取り巻く指標
を踏まえ、計画の進捗状況を検討していただき、このたび中間
評価（案）がまとまりました。

この計画（案）について、住民のみなさまから広く意見をお聞きするため、意見募集（パブリックコメント）を
下記のとおり実施しますのでよろしくお願いします。
１．意見募集期間

１月７日（火）～１月１７日（金）

２．公 表 資 料

○大野町健康増進計画（案） ／

○大野町子ども・子育て支援事業計画（案）

３．公 表 資 料 の ○福祉課（大野町子ども・子育て支援事業計画） ／ ○保健センター（大野町健康増進計画）
閲 覧 方 法 ○第１～６公民館 ／ ○町ホームページでの閲覧（http://www.town-ono.jp/）


問合せ先



福祉課（大野町子ども・子育て支援事業計画） ☎ ３４－１１１１
保健センター（大野町健康増進計画）

ませんか？
「あっ！忘れてた！！」をなくし

☎ ３４－２３３３

納期限を忘れても
口座振替なら

～町税納付の利便性向上のため、
奨しています～
金融機関の口座振替による納付を推


「便利・安心・確実」
!!

口座振替について
口座振替とは、指定された預貯金口座から各納期の最終日に金融機関が自動的に振り替えて納付する制度です。
口座振替のメリット
・口座振替を利用すると、納付のたびに金融機関やコンビニエンスストアに出向く必要がなく、納め忘れも防
止できるため「納税を忘れがち」
、
「忙しくてなかなか納税に行けない」という方に特にお勧めです。
・簡単な手続きで申し込みができ、一度申し込みを行うと翌年度以降も自動的に継続します。
口座振替が可能な町税
・町県民税

・固定資産税

・軽自動車税

※その他、国民健康保険税や水道料、保育料等も可能です。詳しくは各担当課に問合せください。
【町税等の口座振替ができる金融機関】
・大垣共立銀行

・十六銀行

・いび川農業協同組合

・大垣西濃信用金庫

・ゆうちょ銀行

・岐阜信用金庫

・岐阜商工信用組合

・西美濃農業協同組合

お手続き方法
金融機関または役場に備え付けの口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳印（金融機関届出印）を押印のうえ、
口座のある金融機関に提出してください。
※記入方法などご不明なことがあれば税務課まで問合せください。
そのほか
・年度途中からの全期前納の申し込みは、その年度に限り、期別納付になります。
・長期間振替がない場合には、取扱いを解除することがあります。
・還付金が発生した場合、申込口座へお返しします。
・納期限を過ぎたもの（再振替対象分は除く）、分割納付分は振替できません。
・申し込みから振替口座の登録までは、約２ヵ月の期間を要します。


問合せ先

税務課

☎ ３４－１１１１
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まち の お知らせ
所得税の確定申告・町県民税申告は期限内に


【申告受付期間】２月１７日（月）から３月１６日（月）まで〈土・日・祝日を除く〉
所得税の確定申告は、毎年１月１日から１２月３１日までの間に生じた全ての所得の金額と、

それに対する所得税及び復興特別所得税の額を精算し、期限までに申告・納税する手続きです。
また、確定申告の内容は来年度の町民税・県民税等を決定するためにも必要となります。
今年度は下記の日程・会場で行いますので、各自で（１）
「所得税の確定申告が必要な方」も
しくは（２）「町県民税申告が必要な方」に当てはまるかを確認し、期間中に申告していただき
ますようお願いいたします。

【◎申告書受付の日時と会場】
月

日

会

場

対象地域

２月１７日（月） 第３公民館

稲富・古川・寺内

２月１８日（火） 第４公民館

牛洞・松山・瀬古・中之元・中之元団地

２月１９日（水） 第５公民館

宝来・島部・公郷・うぐいす苑・八木・天神・
南領家・北領家・大衣斐・小衣斐

２月２０日（木） 第６公民館

定松・鹿野・五之里・南方・郡家・上磯・下磯・
本庄・本庄西・下座倉

２月２１日（金）

黒野北区・黒野南区・黒野中区

２月２５日（火）

黒野西区・黒野東区

２月２６日（水）

大野町役場
２階
大会議室

開場時間

午前９時～
午後４時
（受付終了時間：
午後４時）

六里・相羽・みどりニュータウン・相羽苑・下方・
麻生

２月２７日（木）

野・西方・桜大門

２月２８日（金）

大野・古城北・上秋・豊木団地・稲畑

※３月２日から３月１６日（土・日を除く）は、全地域の方を対象に役場２階大会議室（午前９時～午後４時）
で受け付けします。

【◎申告書用紙に代えて「確定申告のお知らせ」（ハガキ）が送付されます】
大垣税務署では、資源保護及び行政コスト削減の観点から申告書用紙の送付に代えて、「確定申告の
お知らせ」（ハガキ）をお送りしています。お手元に届いた方は、申告時に必ず「確定申告のお知らせ
ハガキ」をお持ちください。

※申告書用紙が事前に必要な方は役場税務課または大垣税務署にてお渡しできます。
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（１）所得税の確定申告が必要な方
【給与収入がある方】
大部分の方は年末調整により所得税が精算されるため申告は不要ですが、次のいずれかに該当
する方は確定申告が必要です。
①給与を１か所から受けていて、その給与が年末調整されていない場合
②給与を１か所から受けていて、その給与が年末調整されている場合で、給与及び退職所得以
外の所得が 20 万円を超える場合
③２か所以上から給与等の支払いを受けていて、年末調整をされなかった給与収入と給与及び
退職所得以外の所得の合計が 20 万円を超える場合
④給与の収入金額が 2,000 万円を超える場合
⑤源泉徴収票に記載されている以外の各種控除等を追加し還付を受ける方
【公的年金収入がある方】
①公的年金収入のみの方で、収入金額が 400 万円を超える場合
②公的年金以外の所得金額が 20 万円を超える場合
③源泉徴収票に記載されている以外の各種控除等を追加し還付を受ける方
④所得税の課税対象者で「扶養親族等申告書」を未提出のため還付を受ける方
【営業所得・農業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得などある方】
各種所得金額の合計額から各種控除額を差し引き、残額のある場合

年金受給者の方 要チェック !！
※公的年金等の収入金額が 400 万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以
下である場合は、所得税の確定申告は不要ですが、源泉徴収されている所得税の還付を受ける方は
確定申告が必要になります。また、確定申告が不要な方でも、年金の源泉徴収票に記載されていな
い控除（医療費控除・生命保険料控除・扶養控除など）を来年度の町県民税に適用するためには町
県民税の申告が必要になります。

◆お知らせ◆
譲渡所得（土地・建物・株式等の売却）のある方や、初めて住宅ローン控除を受ける方、新た
に事業を始めた方、事業に伴う経費の算定が不明の方、雑損控除を受ける方、亡くなられた方の
申告をされる方、消費税・贈与税・青色申告の方は「大垣市民会館」で申告を受け付けております。
（大野町役場では受け付けできません。）
◎会場 大垣市民会館

３階大会議室（大垣市新田町１丁目２番地）

◎日時 ２月１７日（月）～３月１６日（月）（土・日・祝日を除く）午前９時～午後５時
（受付終了時間：午後４時）
※期間中、大垣税務署内では申告相談を行いません。上記会場へお越しください。
※会場の混雑状況により、案内を早めに終了する場合があります。


問合せ先

大垣税務署

☎ ０５８４－７８－４１０１（自動音声案内にしたがって「２」を選択）

広報おおの 2020.1

15

まち の お知らせ
（２）町県民税（住民税）の申告が必要な方
令和２年１月１日現在、大野町に居住されている方で、次のいずれかに該当する方。ただし、
所得税の確定申告をする方は必要ありません。
①勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない給与収入（パートやアルバイト含む）が
ある方
②給与・年金の源泉徴収票に記載されている扶養親族や所得控除等を追加又は変更する方
ポイント

公的年金収入のみの方で、年齢が６５歳以上で年金収入額が 148 万円以下の場合、又は６５歳未
満で年金収入額が年額 98 万円以下の場合は非課税ですので、申告の必要はありません。

③営業所得・農業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得等がある方
④国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方
ポイント

昨年中に無収入の方、遺族・障害年金、雇用（失業）保険、傷病手当のみの方でも、その旨の申
告を行わない場合は、上記保険税（料）の軽減措置が受けられないことがあります。

⑤各種手当ての受給申請をはじめ、保育所や公営住宅の入所申請、各種融資の申し込み等に必
要な所得証明書や課税証明書の交付を受ける必要がある方
⑥講演会での謝礼・原稿料・外交員報酬等がある場合
ポイント

講演会謝礼・原稿料・外交員報酬等については、支払の際に所得税が源泉徴収されています。し
かし、給与収入や公的年金収入とは異なり、
支払者から町に報告書の提出はありません。そのため、
ご自身で町県民税の申告をしていただく必要があります。

※医療費控除・セルフメディケーション税制の領収書（レシート）について
領収書（レシート）の添付・提示に代わり、「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーショ
ン税制の明細書」を記入し、提出していただくこととなりました。これらの様式は、役場の税務
課窓口、税務署窓口、国税庁ホームページから取得できますのでご活用ください。
なお、
「医療費控除の明細書」は医療保険者から交付を受けた医療費通知などを提出することで
記入を省略することができます。
（医療費通知の内容によっては省略できない場合もあります。）
また、どちらの控除も、領収書等はご自宅で５年間保管していただき、税務署から提示等の求
めがあった際は応じなければなりません。

※医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択制です。どちらか一方のみ控除
を受けることができます。

◆お願い◆
※事業所得（営業・農業）や不動産所得のある方は、収支内訳書を事前に作成したうえでご来場くだ
さい。
また、医療費控除を受ける方は、事前に金額を集計のうえ、ご来場ください。事前の作成・集計が
されていない場合は、会場において申告の順番が後になることがあります。
※大野町役場では、贈与税・消費税に関する申告相談は行っておりません。受付は大垣市民会館とな
ります。
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★申告に必要なもの
全ての方に共通するもの

●印鑑（シャチハタ印は不適）
●通帳等の口座番号がわかるもの（所得税の還付を受ける場合）
●税務署から送付された確定申告のお知らせはがき等（送付されている場合）
●利用者識別番号（お持ちの方のみ）
●マイナンバーカード又は個人番号通知カード（写）もしくはマイナンバーが記載さ
れた住民票（写）
●運転免許証等本人確認ができる書類（事前にコピーをご用意ください）
（マイナンバーカードをお持ちでない方のみ）
※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族の本人確認書類が必要です。

【◎住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）等に関する説明会】
令和元年中の確定申告より住宅借入金等特別控除を受けようとされる方は、下記の日程・会場で受
け付けます。
※会場の混雑状況により、案内を早めに終了する場合があります。
月

日

開

設

時

間

会

場

対

象

者

２月１２日（水） 午前９時３０分～

大垣市民会館

一定の要件に当てはまる家

２月１３日（木） 午後４時００分

３階大会議室

屋を新築、購入し、令和元

２月１４日（金） （正午～午後１時を除く） （大垣市民プール南隣） 年中に住居の用に供した方
認印、筆記用具、通帳等（申告者名義のもの）、給与所得の源泉徴収票（原本）
、
申告に

登記事項証明書、請負契約書等の写し、住宅取得資金に係る借入年末残高証明

必要なもの

書（認定長期優良住宅等を取得された方は加えて、長期優良住宅建築等計画の
認定通知書の写し、及び住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書等）

※平成２７年以前の入居の方で今回の確定申告から住宅ローン控除を受けられる方は、上記の必要な
ものに加え、住民票の写しが必要です。
※住宅取得資金にかかる贈与税の申告書の添付書類については、大垣税務署へお問い合わせください。
※医療費控除を受けたい方や、年末調整で控除もれがある場合は、その控除を受けるための書類も併
せて必要です。

【◎税理士による無料税務相談所】
下記の日程でも、申告書の記入の仕方、申告・納税などについての相談、パソコンを利用した確定
申告書の作成を行えます。なお、譲渡・贈与・相続に関する相談は、大垣市民会館へお越しください。
※会場の混雑状況により、案内を早めに終了する場合があります。
月

日

開

２月１２日（水）～
２月２０日（木）
〈土・日を除く〉




問合せ先

設

時

間

午前９時３０分～午後１２時００分
午後１時００分～午後４時００分

●所得税、消費税、贈与税に関すること
●町県民税（住民税）に関すること

会

場

イオンタウン大垣イースト棟２階
コミュニティホール
（大垣市三塚町丹瀬４６３番地１）

大垣税務署
大野町役場税務課

☎ ０５８４－７８－４１０１
☎ ０５８５－３４－１１１１
広報おおの 2020.1
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Information
お知らせ
２０２０年農林業センサスに
ご協力ください
令和２年２月１日現在で、全国
一斉に“農林業の国勢調査”とい
われる「２０２０年農林業センサ
ス」が実施されます。
この調査は、今後の農林業の政
策に役立てるために５年ごとに実
施される極めて大切な調査です。
令和２年１月中旬から農林業を
営んでいる皆様のところに調査員
が訪問して、調査票
に農林業の経営状況
などの記入をお願い
しますので、ご協力
「つっちー」 をお願いします。
問合せ先 政策財政課 ☎ ３４-１１１１

揖斐警察署からのお知らせ
新年あけましておめでとうございます。
今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。
こうした国際的イベントにおいては、これまでに開催地だけでなく離れた
場所でもテロ事件が発生しています。
このため全国の警察では、テロの防止に向けて警戒を強化しています。
～皆様へのお願い～
警察では、テロ等不法行為の防止に向けて警戒を強化していますが、警察
の取組だけでは十分ではなく、地域の皆様と連携した対策が必要です。
身の回りで、不審者・不審物を見かけた時はすぐに警察へ１１０番通報を
お願いします。
【不審者・不審物の一例】
○ 見かけない人が、何度も同じ場所を行き来している
○ 人目を避けるようにカメラやビデオで周囲を撮影している
○ 見慣れない車が繰り返し徘徊している
○ 誰の物か分からない鞄や袋が不自然に置いてある
○ 机や椅子の下に隠すように鞄が置かれている
など…
皆様のご協力をよろしくお願いします。
問合せ先

揖斐警察署

☎ ２３－０１１０

あなたの事業承継を応援します！
〜専門家が相談対応いたします（無料・秘密厳守）〜

事業承継ネットワーク構成機関
（金融機関や商工会・商工会議所
等）が、事業承継の準備に向けた
相談対応をいたします。必要に応
じて、弁護士・公認会計士・税理士・
中小企業診断士・社会保険労務士
などの専門家を無料で派遣いたし
ます。

自衛官等募集案内
募集種目

受験資格

受付期間

一般幹部候補生

２２歳以上２６歳未満の者
修士課程修了者等は２８歳未満の者

３月１日～５月１日

１８歳以上３３歳未満の者

年間を通じて行っております。

自衛官候補生

試験期日
１次
２次

５月９日・１０日
６月９日～１２日のうち１日

海・空飛行要員のみ
３次 （海） ７月６日～１０日
（空※１）
７月１１日～３０日
第１０回
第１１回

１月３１日
２月１４日

合格発表
１次

６月１日

２次

海
６月２９日
空※１ ７月３日

最終

陸
海
空

７月２２日
７月３１日
８月２８日

試験時にお知らせします。

※１

こんな時はご相談ください
・贈与税・相続税などに相談したい
・事業承継税制について知りたい
・自社株を集中したい
・円滑に経営資産を承継させたい
・従 業員など第三者に事業承継さ
せたい
※こ の事業は国の「プッシュ型事
業承継支援高度化事業」により
実施するものです。プッシュ型
事業承継支援高度化事業 地域
事務局 岐阜県商工会連合会
岐 阜 市 薮 田 南 ５- １ ４- ５ ３
OKB ふれあい会館９F
☎ 058-274-9723
問合せ先 大野町商工会
☎ 0585-32-0667
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航空自衛隊の３次試験、２次及び最終合格発表は変更する場合があります。
※一般幹部候補生受験資格の年齢は令和３年４月１日現在です
※第２次試験は、第１次試験合格者のみです
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

※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。

くらしの情報
指名願いは
２月２８日までに申請を

シニアのための
仕事の探し方セミナー

町では競争入札参加資格審査申
請書（物品等）の受付を次のよう
に行います。様式等、詳しくは町
ホームページをご覧下さい。
◎有効期間 令和２・３年度（２
年間）
◎ 受 付 期 間 ２ 月 ３ 日（ 月 ） ～
２８日（金）
◎受付場所 役場２Ｆ 総務課
◎受付方法 持参（郵送不可）
問合せ先 総務課 ☎ 34-1111

シニアの再就職は厳しいと感じて
いませんか？これからも働きたいシ
ニアの為のセミナーを開催します。
◎内容 シニア求人の探し方、就
活マナーのポイント
◎対象 概ね５５歳以上
◎日時 １月２４日（金）
午後１時３０分〜４時３０分
◎場所 ソフトピアジャパンセン
ター（大垣市加賀野４- １- ７）
◎講師 鈴木明子（セカンドキャ
リアアドバイザー）
◎定員 ３０人※参加無料
※予約制
予約・問合せ先 岐阜県総合人材チャ
レンジセンター ☎ 058-278-1146

◎相談内容 町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
み事
◎相談日 １月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 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

普通救命講習会

障がい者巡回相談

催し・講座
総合町民センター開館２５周年記念＆
大野神戸ＩＣ開通記念事業

「名古屋フィルニューイヤーコンサート
in 大野」開催のお知らせ
総合町民センターは開館から
２５周年となり、時を同じくして
東海環状自動車道の大野神戸ＩＣ
も開通しました。大野町のニュー
イヤーを祝う華やかなステージを
お届けします。
◎日時 １月２５日（土） 開演午
後２時３０分（開場午後２時）
◎場所 総合町民センター ふれ
あいホール
◎出演 名古屋フィルハーモニー
交響楽団
プログラム
モーツァルト 歌劇『フィガロの
結婚』Ｋ . ４９２序曲／ロッシー
ニ 歌劇『セビリャの理髪師』序
曲／チャイコフスキー 歌劇『エ
フゲニー・オネーギン』より「ポ
ロネーズ」／ヴェルディ 歌劇『椿
姫』第１幕前奏曲／ベートーヴェ
ン 序曲『コリオラン』作品６２
／ドヴォルザーク 交響曲第９番
ホ短調 作品９５『新世界より』
クラシック音楽の名曲をお届けい
たします。
◎入場料 前売り券 2,500 円
当日券 3,000 円（全席指定席）
※未就学児の入場はご遠慮ください
◎販売 総合町民センターで発売
中（午前９時〜午後５時）
◎主催 町、教育委員会
◎主管 総合町民センター
◎後援 大野町音楽協会
問合せ先 総合町民センター
☎ ３２－１１１１

相

談

中小企業経営相談

◎相談内容 日常生活で困ってい
救急車が到着するまでのわずか
ること・障がい福祉サービスにつ
な時間に、その場に居合わせた人
いて等
が適切に応急手当ができるように
◎相談日 １月１５日（水）
講習会を開催します。
◎内容 成人に対する心肺蘇生法、 ◎相談時間 （１）午後１時３０分～
AED の使用方法、異物除去要領、 （２）午後２時３０分～（１件あたり
止血法を習得する普通救命講習
５０分）※要予約
郡消防組合消防本部のホーム
◎相談場所 福祉センター 会議
ページより応急手当ＷＥＢ講習
室
（ｅ－ラーニング）を事前に受講す
◎相談員 障がい者相談支援事業
ると講習時間が短縮されます。詳
所相談支援専門員（身体・知的・
しくは郡消防組合のホームページ
精神）
で確認してください。
※日程場所等は諸事情により変更
◎対象 大野町・揖斐川町在住・
となる場合がありますので予約
在勤・在学の人（中学生以上）
時に確認してください
◎期日 奇数月の第３日曜日
※初めての人が優先
（１月１９日、３月１５日）
※予約時簡単な聴き取りをします
◎時間 午前９時～正午 ※応急
予約・問合せ先 福祉課
手当 WEB 講習を受講した人は、午
☎
３４-１１１１
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
多重債務等相談
ター３階
◎定員 ２０人
◎相談内容 多重債務・負債・離
◎参加費 無料
婚等法律相談関係
◎申込方法 １週間前までに申込用
◎相談日 １月２０日（月）
紙に記入し持参又は電話で申込む。
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
※都合により中止の場合あり
３月曜日）
※動きやすい服装で参加する
◎相談時間 午後１時～３時（１
※企業、団体等の申込み受付可
件あたり２０分）※要予約
（１０人以上は開催日以外でも講
◎相談場所 保健センター 相談
習会実施可、要相談）
※修了者に修了証を発行（遅刻、 室
◎相談員 弁護士
退席は発行不可）
予約・問合せ先 保健センター
申込・問合せ先 郡消防組合消防本部
☎ ３４-２３３３
☎ ３２－０１１９
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Information
相

談

大野町内医療機関年末年始診療について

心の健康相談
◎相談内容

※諸事情により変更することがあります

うつ病・統合失調症・

人間関係等心の悩み
◎相談日

医療機関名

１月２０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
◎相談員

福祉センター 会議室
精神保健福祉士

予約・問合せ先

保健センター

☎ ３４-２３３３

心配ごと相談
◎相談日

１月７日（火）、１４日

（火）
、２８日（火）
◎相談時間

１月

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）

２日

３日

４日

水

木

金

土

大久保医院

×

×

×

△

黒野 32-1510

おおのクリニック

×

×

×

○

南方 35-0055

国枝医院

×

×

×

△

黒野 32-0023

クリニックラポール

×

×

×

△

大野 32-0033

小森眼科

×

×

×

×

中之元 34-3535

小森内科胃腸科

×

×

×

△

黒野 34-1000

たかはし耳鼻咽喉科

×

×

×

○

中之元 32-1115

たしろクリニック

×

×

×

△

下磯 36-1168

ゆり形成内科整形おおの

×

△

×

○

大野 35-7722

若原整形外科

×

×

×

△

黒野 34-3322

○＝全日診療

※弁護士相談要予約
◎相談場所

人権擁護委員、民生

児童委員（人権等心配ごと相談）
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
予約・問合せ先

局

×＝全日休診

ひとり親支援事業の案内について

◎相談員

第２火曜日

△＝午前中診療

福祉センター

会議室
第１火曜日

所在地 ･
電話番号

１日

弁護士（弁護士相談）
社会福祉協議会事務

☎ ３４-２１３０

県では、ひとり親家庭に対し、様々な事業を行っています。貸付
要件や必要書類等の詳細は、下記までお問い合わせください。
●事業内容
・母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金・就学支度資金）
・高等職業訓練促進給付金事業
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
問合せ先

揖斐県事務所

福祉課

☎ ２３-１１１１

野外焼却の禁止
住みよいまちづくりのため、ご協力をお願いします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼却（野焼き）は、農業、林
業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など、一部の例外を除き禁止さ
れています。また、構造基準を満たしていない焼却炉も、ダイオキシンが多く発生するため使
用できませんので、野外焼却は行わないようにしましょう。
なお、法律に違反した野外焼却は、法の規定により罰せられます。
（５年以下の懲役若しく
は１, ０００万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられます。
）
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問合せ先

環境水道課

☎ ３４－１１１１
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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

今月の館内展示

ミックのページ

おはなし会のお知らせ

「麒麟がくる」展

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頂
けます。お気軽にご参加下さい。

今年の大河ドラマの主人公である明智光秀は岐阜県ゆかりの武将
です。群雄割拠、陰謀渦巻く戦国時代に待望を抱いた武将たち。そ
の中でも、天下統一を目前にした織田信長を裏切った光秀の生涯を
描く大河ドラマ「麒麟が来る」の物語を更に楽しむために図書館の
本をご活用下さい。

〈日時〉 午後２時３０分～

1 月 4 日（土）・2 月 1 日（土）

・
「和母（わはは）
」さん

1 月 18 日（土）
・2 月 15 日（土）

年始の休館日
1 月 1 日（水）から 1 月 3 日（金）まで図書館はお休みになりま
す。
期間中は返却ボックスをご利用ください。

・
「あおい空」さん

〈場所〉
よみきかせコーナーにて

今月のおすすめ本
明智光秀ゆかりの地を歩く

しちふくじんのかみかみレストラン

出身地はどこか ? どんな身分に生まれたか ? 信長に
出会うまでの足跡は ? なぜ信長を襲ったのか ? 素養は
どの程度だったのか ? 正確な史料を基に、明智光秀の
謎に迫りつつ、豊富な写真でゆかりの地を紹介する。

やわらかい食べ物が大好きなやわちゃんは、よくかむこと
の大切さ・すばらしさを伝えたい七福神たちと出会う。招待
された“かみかみレストラン”で、やわちゃんはかみごたえ
のある食べ物を、かんで味わうことの楽しさを知り…。

サンライズ出版編 / サンライズ出版

（すがの やすのり絵、柳沢 幸江監修 / 少年写真新聞社）

〈一般書〉

〈児童書〉

●国宝ロストワールド

●おもちさんがね…

●迷いながら生きていく

●なぁにくそ !

（岡塚 章子著、金子 隆一著、説田 晃大著 / 小学館）
（五木 寛之著 /PHP 研究所）

●三人寄れば無礼講

（清水 ミチコ著 / 中央公論新社）

●いもうと
●祝祭と予感

0～5歳

（赤川 次郎著 / 新潮社）
（恩田 陸著 / 幻冬舎）

０～５歳
（とよた かずひこさく・え / 童心社）
小上

（藤堂 良明著、オーモリ シンジ絵 / 国土社）

小中、小上
●世の中のしくみ
（小学校社会科授業づくり研究会著 / 誠文堂新光社）

●百桃太郎

小中

（原 京子文、原 ゆたか絵 / ポプラ社）

●しあわせなハリネズミ

小初、小中、般
（藤野 恵美作、小沢 さかえ絵 / 講談社）

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

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
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水
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金
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３０	31		
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４
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１８
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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。

国

保

だ

国民健康保険

よ

り

医療費のお知らせ

医療費のお知らせ（医療費通知）は、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健
康と医療に関する認識を深めていただくほか、保険医療機関等から請求された医療費が、保険税
を財源とする収入より適正に支出されたかを皆様にも確認していただくことを目的としてお送り
するものです。
（本通知を受け取ったことによる手続きはありません。
）
この通知には、国民健康保険で受診された保険診療による医療費の総額（10 割）のほか、受
診者名、診療年月、受診した医療機関、患者負担額等を記載して、世帯主様宛に送付します。
確定申告時の医療費控除にご利用できます。
なお、医療機関等の領収書は捨てずに保管してください。

医療費通知を利用した医療費控除の申告について
※確定申告への添付に伴う医療費通知の修正方法、医療費控除に関するお問い合わせ
は、管轄の税務署（大垣税務署：0584-78-4101）へお願いします。
・患者負担額が記載されていますが、実際に医療機関等に支払った額と異なる場合（公費負担医
療や福祉医療費助成を受けている方、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある方等）は訂
正してください。
※障がいやひとり親、乳幼児等を理由に福祉医療費助成を受けている期間は医療費控除の適用
とはなりませんので、ご注意ください。
・医療費控除の対象となる診療で、本通知に記載のないものがあった場合は領収書等でご確認の
上、「医療費控除の明細書」を作成してください。
（医療機関等からの請求が遅れた場合等、医
療費通知に記載されないことがあります。
）
・
「医療費控除の明細書」に必要事項を記入した場合、医療費の領収書については確定申告期限
等から５年間保存する必要があります。
・医療費通知を再交付することが出来ます。
交付開始期間（予定）
平成３１年１月から令和元年１０月分：１月６日から
平成３１年１月から令和元年１２月分：２月下旬から
必要なもの：印かん、保険証、身分証明書
詳しくは健康課までお問い合わせください。
問合せ先

健康課

☎ 34－1111
広報おおの 2020.1
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保健師による

健康伝言板

風しん抗体検査・予防接種は
うけましたか？

昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性のみなさん、
無料クーポン券の有効期限は、令和２年３月までです。
風しんは風しんウイルスの感染による感染症です。妊娠中、特に妊娠初期の女性が風しんに
かかると、生まれてくる赤ちゃんに白内障、先天性心疾患、難聴などの症状（先天性風しん症
候群）が生じることがあるため、妊婦さんに感染させないようにする必要があります。
ここ数年、風しんが流行しており、公的な予防接種を受ける機会が無かった年代（昭和 3 ７
年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性）の抗体保有率が低いことが問題と
なっています。
令和元年度からの３年間は、この年代の男性を風しんの定期接種（予防接種法第５条第１項
の規定に基づく定期の予防接種）の対象者とし、無料で風しんの抗体検査と予防接種（十分な
量の抗体がない場合）を受けることができます。
●対象者の方には、クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、
十分な量の抗体がない方は、定期接種の対象となります。
●抗体検査及び予防接種の費用は無料です。
●お勤め先の事業所健診や特定健診の機会に抗体検査を受けることができます。
●抗体検査及び予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関等で受けることができま
す。

【実施方法】
①３カ年計画で段階的に実施します。
②今年は、昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性
にクーポン券をお送りしています（５月中旬頃）
。
③今年、クーポン券を送付しない昭和 3 ７年４月２日～昭和４７年
４月１日生まれの男性の方についても、希望される方にはクーポ
ン券を発行します。保健センターへお問い合わせください。

風しんの抗体検査及び予防接種についての詳しい情報は厚生労働省のホームページをご覧く
ださい。
風しんの追加的対策

問合せ先
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保健センター

☎ 34-2333

在宅要介護者のための「訪問口腔健診」
介護保険要介護３、４、５の認定を受けている人へ「訪問口腔健診」を実施します。この健診
は、下記要件をすべて満たした人を対象に、揖斐歯科医師会の医療機関の歯科医師、歯科衛生士
が自宅を訪問し、歯と歯肉の状況や口腔清掃状況などのチェックを行い、口腔機能低下や肺炎な
どの疾病を予防するため、適切な保健指導を行うものです。
対象者には、あらかじめ「訪問口腔健診申請書」及び「訪問口腔健診質問票」をお送りしてい
ますので、必要事項を記入の上、役場健康課に提出してください。
なお、受診料として 200 円が必要ですので、ご了承ください。

【受診要件】
① 受診する日において町内に在住する岐阜県後期高齢者医療広域連合の被保険者
② 介護保険要介護３、４、５の認定を受けている人
③ 口腔健診のために出向くことが困難な在宅者
（医療保険及び介護保険による歯科に関する管理を受けている人や、施設入所者は除く。
）

～食

生

問合せ先

活

改善

協議会

健康課

☎ 34－1111

～

食育の
すすめ

身体を温めるお手軽スープ
今月は、寒い季節におすすめの「白菜のとろみスープ」を紹介します。
今が旬の「白菜」には、カリウムなどのミネラルやビタミン類が豊富に含まれてお
り、食物繊維も多く含みます。これからの時期には、鍋物やスープなどの汁物にと幅
広く活用できる食材です。
弱火でじっくりと煮て、白菜の甘みを引き出し、鶏がらスープのうまみが合わさっ
た、トロトロの食感で身体が温まる優しいスープです。ぜひお試しになってみてはい
かがでしょうか。

●

白菜のとろみスープ

【材料（４人分）】
白菜……………… ３５０ｇ
人参………………… ４０ｇ
水………………… ６００ml
鶏がらスープ…… 大さじ１
A

【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

２８kcal
０.８g
０.７g
２９mg
０.４g

B

酒……………… 大さじ１
しょうゆ……… 小さじ２
片栗粉………… 大さじ１

●

【作り方】
①白菜の茎の方は、せん切り。葉の方はざく切りに
する。人参はせん切りにする。
②鍋に①の野菜を入れて、水と鶏がらスープを入れ
て煮る。沸騰したら弱火にし、じっくりと煮込む。
③ A［ 内の調味料と、B［ 内の水溶き片栗粉を加え、
ごま油を入れて仕上げる。

水……………… 小さじ２
ごま油………… 小さじ１
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社会福祉協議会だより

み ん な の あ っ た か ま ち づ くり

社協だより
大野町社会福祉協議会 ☎34-2130

福祉の

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

ふれあい広場 開催しました

１０月５日（土）に福祉センター前芝生広場にて「第３３回福祉のふれあい広場」を開催しました。
当日は天候にも恵まれ、子どもからお年寄りまで多くの方に足を運んでいただきました。
町内の福祉関係団体やボランティア団体の方々が、レクリエーションやイベントを企画され、会場は大変賑わいま
した。また、オープニングには東さくらこども園の年中組園児が“歌とダンス♪”を披露し、福祉のふれあい広場を
盛り上げてくれました。
多くのお客様にご来場いただき無事開催できましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。参加いただき
ました地域の皆様、ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

「東さくらこども園 年中組園児」
歌とダンスを披露してくれました♪

「宝探しクイズ」
全員がお宝をゲット♪

「大野町レクリエーション協会」 「おもちゃ病院（かき工房）」
折り紙教室とゲームコーナー
沖縄の遊び道具“やっとこ”体験

「カトレヤの会」「もみじの会」 「葉月の会」
「サークルクリエイティブ」
「音訳の会そよかぜ」
ふれあいカフェコーナー
脳力トレーニングテスト
広報おおの・アイマスク・車いす体験

「傾聴ボランティアわかば」
朗読“お家は何処ですか”

「みんなの防災ねっと」
防災啓発コーナー

「ＮＰＯ法人 里山会」
焼き芋無料配布 竹細工

「大野町赤十字奉仕団」
災害用炊飯米の試食配布

「花みずきの会」「ニコニコ会」
豚汁４００食無料配布

「赤い羽根共同募金運動」
ご協力ありがとうございました

「トントン相撲」世代を越えた
“ふれあい”が魅力です♪

「会場の様子」
焼き芋や豚汁の配布待ちで大行列！

「会場の様子」
多くの方にご来場いただきました♪
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社会福祉協議会だより

「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映します
～広島県呉市。泣きながら撮った１２００日の記録～
認知症の患者を抱えた家族の内側を、娘の視点から描いたドキュメンタリー映画です
２月２４日（月・振休）に認知症介護をテーマにした映画上映会を開催します。
認知症は、加齢にともない誰にでも起こりうる脳の症状によるもので、現在、６５歳以上の４人に１人が認知症
かその予備軍である軽度認知障害と言われています。しかし、認知症についての正しい理解が進んでいないために、
不安や悩みを１人で抱え、追い詰められている家族や介護者は少なくありません。
大野町が、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる町となるように、今回の上映が、認知症や老老
介護等の社会問題に対する理解を深める機会となれば幸いです。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

タ イ ト ル／ぼけますから、よろしくお願いします。
日

時／令和２年２月２４日（月・振休）
１３時００分～

開場

１３時３０分～

映画上映会

会

場／大野町総合町民センター

定

員／８００名

前売券
好評発売中

ふれあいホール

上映協力金／・前売券３００円 ・当日券４００円（全席自由席）
前売券販売：大野町社会福祉協議会にて
（大野町黒野９９０番地）

※土日祝祭日、年末年始１２月２８日～１月５日は販売致しま
せん。
当日券販売：大野町総合町民センターふれあいホール会場にて
※前売り販売にて残席がある場合のみ、当日券を販売します。
問合せ先

大野町社会福祉協議会

☎ ３４－２１３０

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございます
１１月３日（日）に開催された「木育フェア」にて、町内の小中学校の児童・生徒の皆さんに協力をいただき、街
頭募金活動を行いました。皆様のあたたかいご支援により集まった募金額は、26,985

円でした。ご協力あり

がとうございました。
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社会福祉協議会だより

歳末たすけあい募金配分金事業
～寄せ植え教室～
地域福祉啓発・普及事業
１２月３日（火）に町福祉センターにて、
「福祉のふれあい寄せ植え教室」
を開催しました。講師に「おおの花店 Fiore」代表の小森光弘氏をお迎えし、
クリスマスの寄せ植えを制作しました。植物の特性や管理の仕方、飾り付け
を楽しく学び、参加者の素敵な作品が完成しました。また、社協事業につい
ても紹介し、地域福祉やボランティア活動の啓発・普及を行いました。

～音訳交流会～
リコーダー演奏とともに＆お楽しみ交流会
１１月１３日（水）に町福祉センターにて、広報おおの録音版の利用者と、
ボランティア団体「音訳の会そよかぜ」の方々との交流会を開催しました。
リコーダー演奏グループ「アンサンブル・ミルテ」様による音楽鑑賞会や、
カラオケやビンゴゲームなどのレクリエーションを行い、多くの笑顔が溢れ
る交流会となりました。

ボランティアセンターからのお知らせ
地震に備えて！家具の転倒防止を！
防災ボランティア「みんなの防災ねっと」が家具固定をします。
あなた自身、あなたの家族を守るために家具の固定をしましょう。

地震への備えが
手軽にできたの
で助かりました

●家具固定の設置作業を行います
【対象者】町内在住の高齢者（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、その他相談対応します。
【料

金】家具固定器具は個人負担になります。また、活動協力金をいただきます。
※詳しくはお電話にてご相談ください。

申込・問合せ先

社会福祉協議会

みんなの防災ねっと

☎ ３４－２１３０

おもちゃ病院「かき工房」
壊れたおもちゃ治します！
【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～午後３時３０分
・第４土曜日
午前１０時～正午
１月１４日（火） ２月１１日（火・祝）
１月２５日（土） ２月２２日（土）
申込・問合せ先

☎ ３４－２１３０

社会福祉協議会
28 広報おおの 2020.1

おもちゃ病院「かき工房」

♪「広報おおの」の録音版
聴いてみませんか？
目が不自由な方や文字が読みづらい方、
お聴きになりませんか？
●ま ちの話題・インフォメーション・交通だより・住
民だよりなど、
「広報おおの」の録音版をカセットや
CD に録音して配布しています。お聴きになりません
か？
※無料でご利用いただけます。
申込・問合せ先

☎ ３４－２１３０

社会福祉協議会

音訳の会そよかぜ

社会福祉協議会だより

「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

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

A．福祉サービスの利用援助

B．日常的金銭管理サービス

・福祉サービスの利用の相談や
情報提供

・預貯金の出し入れ

■お預かりできる書類等■

・年金及び福祉手当の受領に必

・年金証書

・福祉サービスの利用申込に必
要な手続き

C．書類等預かりサービス

要な手続き

・預貯金通帳

・税金や社会保険料、公共料金

・福祉サービスの利用料を支払
う手続き

・証書（保険証書、権利証、契

の支払い手続き

約書など）

・その他の金銭を要する手続き

・福祉サービスについての苦情

・実印、銀行印等

の代行

※宝石、書画、骨董品、貴金属

解決制度を利用する手続き

類はお預かりできません。

【利用料金】※生活保護世帯は無料です。
A. 福祉サービスの利用援助

１回１時間あたり 1,000 円

B. 日常的金銭管理サービス

※１時間を超えると３０分毎に 500 円加算

C. 書類等預かりサービス

１ヶ月あたり 500 円

問合せ先

町社会福祉協議会

☎ ３４－２１３０

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

家賃が
払えない

病気で

社会進出

働けない

が怖い

住むところ
がない

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

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

相談無料・秘密厳守

☎ ３４-２１３０
岐阜県生活支援・相談センター 揖斐支所

揖斐郡揖斐川町上南方１- １（揖斐総合庁舎内）
☎ ０５８５-２１-１８１１（無料通話 ０８００-２００-２５３７）
広報おおの 2020.1

29

こんにちは！赤ちゃん

3 みみはなのどオレンジクリニック 池田町池野

44-1187

住所

1

氏名

保護者
え い た

5

若原整形外科

大野町黒野

34-3322

相羽

宇佐美瑛大

12

揖斐厚生病院

揖斐川町三輪

21-1111

上秋

伊東

13

小森眼科

大野町中之元

34-3535

19

おおのクリニック

大野町南方

35-0055

26 たかはし耳鼻咽喉科 大野町中之元

32-1115

2 2

たしろクリニック

大野町下磯

36-1168

※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

次回の古紙類等回収について

中之元

よ し は

佳芭
み な と

川瀬 湊士

住所

氏名
ひ

保護者
な

の

翔斗

公郷

松井妃那乃

慎一

五之里

樋口 鈴晏

聡弥

下磯

飛田 真怜

り あ ん

ま さ と

淳
和樹
悠希

末永くお幸せに
住所

♥
♥

夫

氏名

関谷

黒野

大野

妻

大野

♥

日比 幸奈
田中
一
♥
田丸美香子

妻 岐阜市
夫

直幸

1 月 19 日（日）午前９時〜 11 時（２時間）

夫

住所

氏名

下磯

飯沼慎太郎

妻 本巣市
夫 モロッコ
妻

黒野

杉山佐恵子
エルハノディモクター
大野 真理

順延の場合、1 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８時に広報無線にて
お知らせします。

◎問合せ先／環境水道課

☎ 34-1111

ごみ収集日について
1 月 1 日（水）のプラスチック製容器包装の収
集はありません。翌週水曜日
（８日）
に変更です。
1 月 2 日（木）の生ごみ等・びん類の収集は
ありません。びん類は９日（木）に変更です。
1 月 15 日（水）のプラスチック製容器包装・ペットボト
ルの収集はありません。翌週水曜日（２２日）に変更です。
◎問合せ先／環境水道課

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

年齢

住所

黒野

大野加代子

90

稲富

小森

健司

93

相羽

松浦

貞房

86

稲富

長井

秀穗

87

西方

井田

務

83

五之里

安田

佳子

83

大野

大西

朝実

65

☎ 34-1111

納期限のお知らせ
固定資産税（3 期）
国民健康保険税（8 期）
町県民税（4 期）
1 月 31 日（金）
国民健康保険税（9 期）
12 月 25 日
（水）

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

氏名

年齢

人口と世帯（12 月 1 日現在）
人

口 …………

２２, ９２８（−１７）

男
…………
女
…………
世帯数 …………

１１, ２５４（＋ １）
１１, ６７４（−１８）
８, ０２４（＋ ４）

出生７人／死亡１２人／転入３８人／転出５０人
大野町 HP

〜今月の表紙〜

大野町

東海環状自動車道大野神戸 ホ ー ム ペ ー ジ
IC プレイベント
です。 QR コード
http://www.town-ono.jp/

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。

2020.1

44-2727

No.713

2 むらせファミリークリニック 池田町池野

揖斐厚生病院

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/

21-1111

1

１1 月中に届け出のあった方（敬称略）

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

揖斐川町三輪

月 日 当番医の医療機関名

発行 大野町
編集 総務課

所在地

電話番号
（0585）

広報おおの

住民だより

1・2 月休日在宅当番医のお知らせ

