
今月の主な内容
▶２ 令和２年度町当初予算

▶４ 第六次総合計画
−後期基本計画−

▶６ まちの話題

▶９ まちのお知らせ

▶２１ Information くらしの情報

春爛漫

【作品提供：谷　泰宏さん】
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①　安全・安心分野　－「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまち

　　・防災行政無線管理経費（システム実施設計業務委託料等）� �1,151 万円
　　・地域にぎわい施設管理経費（地域にぎわい施設整備工事等）� 6,138 万円
　　・中学校 3年生までの入院・通院等医療扶助費� 9,614 万円
　　・高校生等医療扶助費（入院費のみ）� 230 万円
　　・障害福祉計画策定事業（障害福祉計画策定業務委託料等）� 296 万円
　　・高齢運転者交通安全対策事業補助金� 30 万円
　　・子育て支援施設費（ぱすてる）� �2,204 万円
　　・地域医療確保施設設備整備事業費補助金� 377 万円
　　・がん検診等経費（胃がん検診（内視鏡検査）等）�� 2,858 万円

②　産業・交流分野　－郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまち

　　・農業振興事務経費（野菜づくり支援業務委託料、農業基本計画策定支援業務委託料等）� 1,246 万円
　　・新商品等開発事業（大野町ブランド野菜づくり人材育成支援業務委託料等）� 352 万円
　　・経営体育成基盤整備事業負担金� 510 万円
　　・森林整備事業（管理委託料、森林空間・絆の森修繕工事等）� 2,183 万円
　　・揖斐緑と水のまつり事業（イベント業務委託料等）� 133 万円
　　・観光協会補助金（道の駅観光案内所設置、バラまつり大野 2020 等各種イベント）� 2,176 万円
　　・フラワー交流事業（実行委員会負担金等）� 134 万円
　　・工場等設置等奨励金� 460 万円
　　・道の駅費� 3,458 万円

③　生活・環境分野　－快適な暮らしを支える自然と共生した持続可能なまち

　　・公共交通推進事業�（地域乗合バス維持費補助金、デマンドタクシー運行業務委託料、通学定期購入
補助金、コミュニティバス運行対策費補助金（デマンドタクシー増便）、樽見鉄
道支援金等）� 5,062 万円

　　・定住奨励金交付事業（新築住宅定住奨励金、移住支援事業補助金等）� 2,642 万円

　大野町第六次総合計画の将来像「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、「安全・安心分野 -「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまち」、「産
業・交流分野 - 郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまち」など、
４つの基本目標に位置づけられた諸施策や事業に着実に取り組み、魅力あるまちづくり
を進めていきます。

令 和 ２ 年 度 大 野 町 当 初 予 算

●会計別予算額の状況

会計名 令和２年度予算額 対前年度比増減率（％）

一 般 会 計 76 億 1,000 万円 １．１

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 24 億 3,250 万円 ２．２

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2 億 8,270 万円 １３．９

上 水 道 事 業 会 計 5 億 8,160 万円 ２０．７

合 計 109 億  �680 万円 ２．５
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　　・高度処理型合併浄化槽設置補助金� 2 億 6,604 万円
　　・住宅用太陽光発電システム設置補助金� 240 万円
　　・エコタウンおおの推進事業（町民カレッジ、親子環境教室の実施）� �78 万円
　　・空家対策推進事業（空家対策補助金等）� 249 万円
　　・不燃物等分別収集対策補助金� 439 万円
　　・名鉄廃線敷再生事業（自転車道・歩道改良工事）� 9,000 万円
　　・都市計画総務事務経費（IC周辺土地区画整理事業調査等）� 902 万円
　　・公園管理経費（管理委託料、施設用備品等）� 4,925 万円

④　教育・文化分野　－「古」と「新」が共存し、地域を愛し、みんなで学びあえるまち

　　・小学校教育振興備品購入事業（指導用教材、プログラミング教材等）� 1,985 万円
　　・公民館施設管理経費（第 2、4公民館空調機器改修工事等）� 7,297 万円
　　・常設展示施設整備事業（展示物等作成委託料、施設整備工事等）� 7,666 万円
　　・総合町民センター施設管理経費（施設管理経費、指定管理委託料等）� 1 億 75 万円
　　・スポーツイベント開催経費（ねんりんピック岐阜 2020 ノルディックウォーキング大会開催経費等）
� 215 万円
　　・池田町大野町学校給食センター負担経費� 2 億 1,751 万円

●一般会計款別内訳

問合せ先 �政策財政課　☎ 34－1111

町税
24億4,543万円

32.1％

地方交付税
14億2,000万円

18.7％

国庫支出金
9億3,126万円

12.2％

県支出金
7億6,037万円

10.0％

地方譲与税 1億2,185万円 1.6％
法人事業税交付金 2,000万円 0.3％
地方特例交付金 1,878万円 0.2％
環境性能割交付金 1,500万円 0.2％
配当割交付金 1,300万円 0.2％
株式等譲渡所得割交付金 700万円 0.1％
利子割交付金 300万円 0.0％
交通安全対策特別交付金 250万円 0.0％
自動車取得税交付金 1万円 0.0％

※1その他内訳

※2その他内訳
使用料及び手数料 8,764万円 1.2％
繰越金 7,000万円 0.9％
寄附金 3,381万円 0.4％
分担金及び負担金 2,664万円 0.3％
財産収入 1,288万円 0.2％

依存財源
55.7%

自主財源
44.3%

繰入金
3億9,296万円

5.2％
諸収入

3億77万円
4.0％

町債
4億7,710万円

6.3％

地方消費税交付金
4億5,000万円

5.9％

そ
の
他※

1

そ
の
他※

2

歳入

民生費
28億635万円

36.9％

教育費
10億5,324万円

13.9％
総務費

9億7,905万円
12.9％

衛生費
8億3,821万円

11.0％

公債費
5億8,874万円
7.7％ 歳出

土木費 4億8,129万円 6.3％
消防費 3億9,640万円 5.2％
農林水産業費 2億4,587万円 3.2％

商工費 1億2,984万円 1.7％
議会費 7,099万円 0.9％
予備費 2,000万円 0.3％
労働費 1万円 0.0％
災害復旧費 1万円 0.0％



　大野町では、平成２７（２０１５）年度に第六次
総合計画を策定し、令和６（２０２４）年度を目標
年次として将来像である「快適で　笑顔あふれるや
すらぎのまち　おおの」の実現を目指して計画的な
まちづくりを推進しています。その中で、平成３０

（２０１８）年７月に開駅した道の駅「パレットピ
アおおの」や、令和元（２０１９）年１２月に開通
した東海環状自動車道大野神戸ＩＣといったインパ
クトをいかに町の活性化につなげていくか、また、
少子高齢化、高度情報化など変化し続ける現代の社
会情勢にいかに対応していくか、新たなまちづくり

の課題も生まれています。
　これを受けて、令和元（２０１９）年度に前期基
本計画の５年が終了するにあたり、前期基本計画中
の取り組みの成果や今後の課題を把握したうえで、
今後の具体的な方向性を示すための基本方針として
後期基本計画を策定いたしました。
　その総合計画を指針として、町民と行政との協働
により、町民の創意と知恵を結集し、大野町の地域
特性を活かした、持続可能で自立したまちづくりを
進めていきたいと考えます。

◆構成と期間
　大野町総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成します。

◆将来像

快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの
◆まちづくりのフレーム

●人口：計画目標年次の令和１６（２０３４）年には２１, ４５５人程度を維持するものとします。
●土地利用：緑豊かな自然と肥沃な大地、清流に恵まれたまちである地域特性を最大限に活かし、町全体

の調和のとれた発展のため、適正な土地利用を進めます。特に、大野神戸ＩＣの開通を契機に、観光・
商工業振興、公共交通・広域防災拠点等の整備を促す土地利用を進めます。また、町民との協働により、
環境に配慮した地域づくりを進め、豊かな自然環境を保全していきます。　

◆大野町第六次総合計画◆
− 後期基本計画 −
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◆リーディングプロジェクト
　重点課題に対し、各分野の
横断的な取り組みによって
課題解決を図り、まちづくり
を先導します。

道の駅
「パレットピアおおの」

東海環状自動車道
大野神戸ＩＣ

◆分野別まちづくり計画
　将来像の実現に向けて、まちづくり分野に対応した４つの基本目標と、計画推進・次代を担う人づくりの
ための推進目標を設定し、これらに基づき具体的な施策を進めます。
（１）安全・安心分野
 基本目標  「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまちを目指します

節 基本施策
第１節　安全確保 １防災・消防・救急　２防犯・交通安全　３消費生活
第２節　健康づくりと保健医療 １健康増進　２保健・医療
第３節　社会福祉 １地域福祉　２高齢者福祉　３障がい者福祉　４子育て支援　５社会保険制度

（２）産業・交流分野
 基本目標  郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまちを目指します

節 基本施策
第１節　産業振興 １農業　２商・工業
第２節　観光・交流 １観光・交流

（３）生活・環境分野
 基本目標  快適な暮らしを支える自然と共生した持続可能なまちを目指します

節 基本施策
第１節　都市基盤 １市街地整備　２河川・水路　３公園・緑地　４住宅　５生活排水　６水の供給
第２節　交通ネットワーク １道路　２交通（公共交通）
第３節　生活環境 １ごみ処理　２環境保全

（４）教育・文化分野
 基本目標  「古」と「新」が共存し、地域を愛し、みんなで学びあえるまちを目指します

節 基本施策
第１節　学校教育 １学校教育
第２節　生涯学習・生涯体育 １生涯学習　２生涯体育
第３節　地域文化 １地域文化

計画推進・次代を担う人づくり
● 分野別まちづくり計画やリーディングプロジェクトを着実に推進していくため、様々な人との連携と協働

を図り、計画的で効率的な行財政運営を進めます。
問合せ先  政策財政課　☎ ３４-１１１１
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災 害時の通信手段の確保のために
西日本電信電話株式会社　岐阜支店

　２月５日、町と西日本電信電話株式会社岐阜支店
との間で「特設公衆電話の設置等に関する覚書」締
結式を行いました。特設公衆電話とは、災害発生時
に避難所で避難者などが安否連絡等のために無料で
使用することができる発信専用の電話機です。今回
の覚書によって、町が指定する避難所のうち小中学
校体育館、公民館など１７カ所に計５１回線が設置
される予定です。
　西日本電信電話（株）岐阜支店の徳

とく

升
ます

支店長は、「災
害時における通信確保の取り組みは非常に大切だと
考えており、今後も町防災訓練への参加をはじめ、
地域住民の皆さんの安全安心につながる取り組みを
進めていきたい」と話し、町長は、「災害時には、
安否確認等で関係各所に連絡することが非常に困難
になることが予想される。今回の特設公衆電話の設置によって、避難所に避難される方々が通信手段を確保でき、
大変有難いことで今後、より一層協力体制の強化を図り、災害に強いまちづくりを進めていきたい」と話しました。

地 域の発展を願って
有限会社ナカタツ環境

　２月６日、有限会社ナカタツ環境　代表
取締役�中村好江さんが、本社及び関係施
設の設置地域である揖斐郡３町に各
１００万円の寄附をし、揖斐総合庁舎にて
贈呈式がありました。中村好江社長は、「地
域の理解がないとできない業種なので、地
域の発展に役立ててほしい」と話し、町長
は、「本当にありがとうございます。地球
環境のため、リサイクル中心に事業を行う
すばらしい企業に成長された。今後とも地
域貢献をお願いしたい」と謝意を述べまし
た。

▲協定書を掲げる徳升支店長（左）

▲町長に目録を託す中村好江代表取締役（右から２人目）と中村龍雄会長（中央）

道 の駅「パレットピアおおの」に時計台を
㈱大鹿印刷所

　２月２７日、㈱大鹿印刷所大鹿道徳代表取締役
社長より「大野町の魅力向上や町の発展のため、
ぜひ協力したい」との申し出をいただき、以前よ
り道の駅利用者から多くの要望をいただいており
ました、道の駅の時計台の設置について、多くの
方々が道の駅を利用し、さらなる大野町の魅力向
上に繋がることを願って、これらの設置に係る費
用（現金１２０万円）が寄附されました。
　大鹿社長は「道の駅を利用する皆さんに喜んで
もらえれば」と話し、町長は「大変ありがたい。
利用者から要望があった時計台の設置費用に活用
させていただきたい」と謝意を述べました。 ▲目録を手渡す大鹿社長（左）

ま ち の 話 題
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歌 い奏で吟じ、音楽を通し交流発表
町音楽祭　第２３回洋楽・邦楽コンサート

　２月９日、総合町民センターふれ
あいホールで、町音楽祭�第２３回
洋楽・邦楽コンサートが開催されま
した。第１部は、町音楽協会に所属
する１０団体が、「パプリカ」や「て
んとう虫のサンバ」などなじみ深い
楽曲で日頃の練習の成果を披露しま
した。第２部は、県立岐阜総合学園
高等学校太鼓部が迫力の太鼓演奏で
会場を大いに盛り上げていました。
また、来場者が和太鼓を演奏するな
ど体験コーナーも設けられ、音楽を
通して交流を行いました。

大 野町第六次総合計画後期基本計画を策定
総合計画審議会

　このほど、道の駅「パレットピアおおの」の開駅や東海環状
自動車道大野神戸ＩＣの開通といったインパクトをいかに町の
活性化につなげていくか、また、変化し続ける社会情勢にいか
に対応していくかといった課題を受けて、平成２７年度に策定
した第六次総合計画後期基本計画の見直しを行いました。今回
は、策定から５年間経過したことから事業評価を行い、町民ア
ンケート等による町民の皆さまの意向の把握、議会での慎重な
審議、総合計画審議会への諮問・答申を経て、今後の具体的な
方向性を示すための基本方針として、後期基本計画を策定いた
しました。
　今後も令和６年度を目標年次として将来像である「快適で　
笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」の実現を目指して計画
的なまちづくりを推進していきます。

美 しい大谷スカイラインを次世代へ
ＮＰＯ法人里山会ほか

　２月９日、ＮＰＯ法人里山会、野村山愛好者、登山者の計２５人が今年で３回目となる県道２６６号線大谷スカ
イライン下の不法投棄物回収作業を行いました。里山会の松久幸義さんは、「急斜面での回収作業はとても大変で、
大きなごみはロープで引き上げるなどした。軽トラック３台分のごみを回収し、布団や自転車、衣装ケースなども
捨てられていた。次の世代のために、これからも活動を続けていきたい」と話していました。

▲美しいハーモニーを披露したアカペラコーラスグループ「はもり倶楽部」

▲答申書を渡す松浦会長（左）

▲清掃活動を行った皆さん ▲軽トラック３台分の不法投棄物
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１００歳おめでとうございます
これからも健やかに

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

若宮　藤枝さん（桜大門）
大正１４年２月１日生まれ

野村かずゑさん（黒野）
大正１４年２月１１日生まれ

髙槗サダ子さん（上秋）
大正１４年１月２５日生まれ

馬淵 津ﾞ子さん（黒野）
大正９年２月１０日生まれ

長寿のお祝い

町 空家バンク運営に対する 
協力協定を締結
公益社団法人　岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部

　このほど、公益社団法人　岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部と町
の空家バンク運営に対する協力協定を締結しました。
　今後は、同協会西濃支部による空家バンク登録物件の調査や売買・
賃貸の仲介などのご協力をいただき、空家の利活用を図っていきます。

▲空家バンク運営に対する協定書

ま ち の 話 題
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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！

　令和元年度は、７月に１周年記念として「木育キャラバン in 大野」、８月に小学生を対象とした「夏休み木工教室」、
１１月におおの木育フェア２０１９協賛事業として「木工作品作り」、１２月に「カレンダー作り教室」と「クリスマス
会」などのイベントを開催し、それぞれ多くの親子に参加していただきました。
　令和２年度も皆さんに楽しんでいただけるようなイベントを計画していますので、是非遊びに来てください。（新型コ
ロナウィルスの感染拡大防止措置として、２月「ひなまつりコンサート」と３月「ママとベビーのヨガ教室」などを中
止させていただきました。）
　４月は、令和２年度ピヨピヨクラブの開級式を予定しています。３月に申し込みをした人で決定通知（４月初旬に発
送予定）が届いた人は、１年間ピヨピヨクラブでふれあいあそびや製作あそびをして楽しみましょう。

◎４月のスケジュール
　　　　ふたばクラス（開級式）…２１日（火）�
　　　　みつばクラス（開級式）…２３日（木）�
　　　　よつばクラス（開級式）…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…１３日（月）�、２０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）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、

３０日（木）

◎５月のスケジュール
　　　　ふたばクラス…１９日（火）、２６日（火）
　　　　みつばクラス…�１４日（木）、２１日（木）、２８日（木）
　　　　よつばクラス…�１５日（金）、２２日（金）、２９日（金）
誕生会…１８日（月）�　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１１日（月）�、２５日（月）
　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…１４日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…８日�（金）
休館日 ���７日（木）、１３日（水）、２０日（水）、２７日（水）

ピヨピヨ
クラブ

ピヨピヨ
クラブ

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。

※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。

▲木育キャラバン in 大野の様子 ▲夏休み木工教室の様子 ▲クリスマス会の様子

MUGEN TSUMIKI
９×３×１ｃｍのつみきが
２００枚。
ドミノとして遊んだり、タ
ワーを作ったりと創造力を
働かせて長く遊べるつみき
です。

カラコロ
正方形や長方形の形をしたお
もちゃ。中にお米や木の実な
どが入っているので振るとと
ても心地良いいろいろな音が
する。
積み木としても遊ぶことがで
きる。

　３月２日、常呂高校で卒業式が行われまし
た。新型コロナウィルス感染拡大防止のための北海道知事の緊急事態
宣言を受けた中での卒業式となりました。４人の卒業生は、様々な学
校行事や部活動などを経験する中、自信が芽生え、進路を決定するこ
とができました。「自分の夢を叶えるため、進路先でも自信を持って
取り組みます」と力強く語りました。

それぞれの夢に向かい旅立つ
─ 第 56 回常呂高等学校卒業証書授与式 ─ところ通信

Vol. 242

北見市
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◆令和元年度　善行表彰
　このほど、町青少年育成町民会議では、善行のあった人や団体の表彰を行いました。表彰者、表彰団体は次の通りです。

（敬称略、学年は表彰当時）
【児童生徒の部】　個人表彰

校　区 学年 表彰者氏名 表　彰　内　容
大野小学校 ３ 田中　理絵 落ち葉拾いによる学校美化
大野中学校 ３ 高田　紗季

地域ボランティアの実践

大野中学校 ３ 國保　涼風
大野中学校 ３ 森下　幸恵
大野中学校 ３ 大野　莉夢
大野中学校 ３ 金子　　心
大野中学校 ３ 渡邉　美咲
大野中学校 ３ 林　菜々穂
揖東中学校 ３ 伊藤　琴梨

ボランティア参加による
地域貢献

揖東中学校 ３ 船場愛美風
揖東中学校 ３ 長沼　　丈
揖東中学校 ３ 深貝　友菜

【児童生徒の部】　団体表彰

校　区 表彰団体名　代表者名 表彰内容

大野小学校 大野小学校　登校班班長
４５人　秋田　拓真

登下校時にお
ける安全確保

西　小学校 大野町立西小学校　４年生
２８人　石原　琴音 ウサギの飼育

西　小学校 大野町立西小学校　６年生
３１人　林　　亜龍

他学年児童へ
の思いやり

中　小学校 大野町立中小学校　あいさつ向上プロジェクト
　７人　野村　姫花

あいさつ向上
プロジェクト

南　小学校 南小学校　６年生
２５人　古川　廉人

伝統のピカピ
カ掃除

東　小学校 大野町立東小学校　４年生
５３人　福田 姫來　青山 昇世 動物飼育活動

東　小学校 大野町立東小学校　６年生
４６人　髙橋 莉奈　佐加良倫子

学校における
模範的な行い

【一般の部】　個人表彰

校　区 表彰者氏名 表　彰　内　容
大野小学校 伊藤　千栄 子ども抹茶教室のお手伝い
中　小学校 宇佐美孝義 柿づくり体験学習指導者
東　小学校 山本　一彦 東小の応援団（学校評議員）

【一般の部】　団体表彰

校　区 表彰団体名 代表者名 表　彰　内　容
北　小学校 ＮＥＸＴおおの ９人 馬渕 　剛 総合的な学習の時間の指導
北　小学校 第３消防団 ２０人 武藤 拓也 継続したボランティア活動
南　小学校 囲碁・将棋クラブ講師 ５人 吉村　隆晴 囲碁・将棋クラブの指導

教育委員会のページ教育委員会のページ

　１月３０日から２月６日にかけ、大野中・揖東中
の２年生１６人が海外派遣事業の派遣団としてカナ
ダ・レベルストーク市を訪れました。
　カナダでは、現地の方々から熱烈な歓迎を受け、
現地の学校で授業を体験したり、レベルストーク市
の歴史や環境を学んだりして、日本との違いを知る
ことができました。派遣団は、日本文化を伝える「文
化展」を催し、互いに文化交流を図りました。多く
のカナダ人を前に披露した合唱やよさこいソーラン
では、練習の成果を発揮し、堂々と披露することが
できました。また、滞在期間中はホームステイを体
験し、慣れない英語に戸惑いながらも積極的にコミュ
ニケーションをとり、ホストファミリーとの交流を
深めました。
　帰国後の報告会では、「言語の違いから意思を伝え
る難しさがあったが、身ぶり手ぶりを使って一生懸
命話すことで乗り越えることができた」と代表生徒
が感想を述べ、続いて全員が成果や感想、今後の抱
負を力強く発表する
ことができました。
町長が「日本とは異
なる文化に直接触れ
られたと思う。今回
の経験を将来に生か
してほしい」とエー
ルを送りました。

　旧北岡田家住宅は、瓦葺塀に囲まれた３８００㎡
余りの敷地に明治末から約３０年かけて建築された
豪壮な邸宅です。主屋は、名匠と知られる職人に最
高の資材で造作させた、当地における意匠・技術の
到達点を示す近代和風建築です。
〇 主屋・離れ・米蔵・東納屋・北納屋・道具蔵（国

登録有形文化財）
〇庭園・門・塀（大野町史跡）
◎日時　５月２９日（金）～３１日（日）
午前１０時～午後４時（最終入場は午後３時４０分
まで）
◎入場料　無料
◎解説　職員による解説を５月３０日（土）、３１日

（日）に行います。※各回３０分程度
　午前の部　１１時から　　午後の部　２時から
〇 公開中はスタッフが常時巡

回しておりますのでご質問
等気軽にお尋ねください。
注意事項
・ 駐車場は南側にあります。

満車の場合、敷地北東隣ま
たは東７０ｍにある駐車場
をご利用ください。

・ 路上駐車は堅くお断りしま
す。

・ 旧北岡田家住宅は現在整備中です。見学の際は転倒
などに十分ご注意ください。
問合せ先  生涯学習課（文化財整理室）　☎ ３４－１１１１

◆カナダ・レベルストーク市へ 
　町内中学生１６人派遣

◆旧北岡田家住宅 春の特別公開

▲日本文化展の様子

▲旧北岡田家住宅駐車場位置図
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町の特色を活かした土産品・調理品をつくりませんか？

令和２年度 町特産品開発事業
◎事業の目的
　町では平成３０年７月に「道の駅パレットピアおおの」が開駅、さらには昨年１２月に待望の東海環状自動車道
大野神戸ＩＣが開通し、ますます観光入込客数の増加が見込まれるなかで、町の特色を活かした新たな土産品・調
理品の開発を進める事業者等に対し、その開発及び商品化に要する費用の一部を補助することにより、町ならでは
の特産品の開発を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的としています。
◎事業の内容

補助対象者 ・町内に主たる事業所を置く法人又は個人事業者
・町内に住所を有する者により組織され、町内で活動し、代表者、会則、名簿等を有する団体

補助対象要件 ・事業を継続できると認められる事業実績又は見込みがあること
・法人又は個人事業者及び団体の代表者の町税等の未納がないこと

補助対象事業

町の特色を活かした特産品となる土産品、地域の食材を使用した調理品等を新たに開発し、又は
既存の商品の改良を行い販売する事業で、次の各号に掲げる要件を満たすもの
１　販売が見込まれること
２　将来にわたって町の特産品として定着が期待されること
３　調理品にあっては、町内の農畜水産物を１種類以上食材として用いること

補助の内容

【補助金の額】
　補助対象経費の１／２以内（上限５０万円）　�※補助金の交付は１事業あたり１回限り
【補助対象経費】
・特産品の開発に要する経費　　　・品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
・登録商標等に要する経費　　　　・商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
・販売促進に係る広報に要する経費

審査方法 町特産品開発事業審査委員会が、申請のあった補助対象事業の適否等を審査します。
※補助金交付決定は令和２年５月中の予定

募集期間 ４月３０日（木）まで　※必着
※申請書など必要書類は町ポータルサイト（http://www.town-ono.jp/）からダウンロード可　

問合せ先 �観光企業誘致課　☎ 34-1111

　バラの花が咲き誇る５月に「バラまつり大野２０２０」を開催します。
　５月１６日（土）と１７日（日）の２日間は、飲食販売や物産販売にあわせて各種アトラクションを開催します。また、
５月１８日（月）～６月１７日（水）の期間中は、バラ公園のライトアップを行います。光の中に浮かび上がる幻想的
なバラ公園をご覧ください。１５０種類２０００株の多種多彩なバラの姿や香りをお楽しみください。入場は無料です。

◎開催期間
　５月１６日（土）～３１日（日）
◎時間　午前１０時～午後４時
◎場所　バラ公園
◎内容　バラ苗等物産販売

▲バラまつり２０１９の様子

イベント・アトラクション
◆期間　５月１６日（土）、１７日（日）
◆時間　午前１０時～午後４時
◆イベント（１６日）
・揖東中学校管弦楽部の演奏
・少年少女コーラス・ＶＩＶＡＣＥ
・�県立岐阜商業高等学校吹奏楽部の演奏

・�物産販売、飲食コーナー等
・�フラワーアレンジメント特設ブース等
◆イベント（１７日）
・南こども園�園児合唱
・�大野新体操クラブのダンス披露
・�来振ばやし保存会の伝統芸能
・�新極真会�空手披露
・�スタンプラリー（神戸町ばらまつり
連携事業）

※�出演団体については変更になる場合
があります。

◆バラ苗販売について
　５月１日から３１日（予定）に販売
します。
　バラの生育状況により、販売日程を
変更させて頂くことがあります。
　販売情報については、大野町ＨＰ及
び『大野町 Facebook』にてご案内し
ます。
※�５月９日～１８日の期間中に、道の
駅「パレットピアおおの」で 3,000
円以上お買い物をされた方の中で、

お買い物をされたレシートをバラま
つり本部テントまでご持参された方
に先着で各日５０名様に会場内のバ
ラ苗販売所で利用できる500円割引
券を進呈いたします。販売所割引券
の引換、利用については、１６日・
１７日のみとなります。

※�園内のバラ開花状況
について、随時『大
野町 Facebook』でお
知らせします

※�イベントの詳細は、広報おおの５月
号にあわせてチラシを配布しますの
で、そちらをご覧ください

ライトアップ
◆期間
　５月１８日（月）～６月１７日（水）
◆時間　午後６時～午後９時

問合せ先 �観光企業誘致課　☎34-1111

バラまつり大野２０２０
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　町観光協会では、地域振興や観光情報発信の拠点となる道の駅「パレットピアおおの」が平成３０年にオー
プンし、さらには昨年１２月に待望の東海環状自動車道大野神戸ＩＣが開通し、観光によるまちづくりの気運
をより一層高めるため、地域特産の柿やバラなど全国に誇れる地域資源や大野町の風景、文化財、まつりなど「大
野町」をテーマにした写真を広く募集します。

第８回大野町観光写真コンテスト 作品募集

大野町観光協会長賞（１名）　賞状、町特産品詰合せセット１万円相当、賞金２万円
中日新聞社賞（１名）　賞状、町特産品詰合せセット１万円相当、賞金１万円
パーシー賞（１名）　賞金５千円　　ローズ賞（１名）　賞金５千円
　※�パーシー賞、ローズ賞は、写真コンテストサイトの閲覧者の「いいね！」数や閲覧数を参考に、主
催者にて決定します

　※やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更する場合があります
　※各賞を重複して受賞することはありません

申込・問合せ先 ��町観光協会事務局（観光企業誘致課内）☎ 34-1111�
〒５０１-０５９２　大野町大字大野８０番地�
　メールアドレス　kigyo@town-ono.jp�
　大野町ホームページ　http://www.town-ono.jp/�
　彩りあざやか岐阜おおの　http://gifu-ono.jp/

◎応募資格　プロ、アマ問わず（中学生以下は保護者の了解要）
◎募集期間　令和２年４月１日（水）～令和３年２月２８日（日）
◎応募作品条件　応募者本人が募集期間中に町内で撮影した、全国に伝えたい大野町の魅力的な光景、伝統行
事やまつり、道の駅「パレットピアおおの」など町内の施設や特産品など大野町に関わる写真作品１人５点
まで
◎作品サイズ　デジタルカメラ等（スマートフォン含む）で撮影した JPEG又は PNG形式で１０MB以内の画
像データ※二次的な画像加工処理が施された写真データは不可
◎応募方法　①�郵送又は持参で応募するとき　応募票に必要事項（住所、氏名等）を記載し、画像データを保

存したＣＤ－Ｒ等の媒体（ＵＳＢ不可）を添えて、事務局へ提出。持参の受付は、役場の開庁
時間内に限る。※サイトへの投稿（アップロード）は事務局にて行う

　　　　　　②�応募フォームで応募するとき　町ホームページ又は「彩りあざやか岐阜おおの」のサイトにあ
る応募フォームに必要事項（住所、氏名等）を入力し、写真画像を添付して送信

賞品等

応募のきまり

大野町観光
写真コンテスト
ＱＲコード

　町民の皆さんへ災害に関する情報をより早く、より多くの手段でお届けするため、町では「Yahoo!�
防災速報」での情報配信を始めました。
　「Yahoo!�防災速報」は、緊急地震速報や避難情報、豪雨予測などをアプリの通知やメール等でお知
らせするサービスです。
　アプリのダウンロードおよび利用登録については、下記のURLまたはコードをご利用ください。

� 「Yahoo!�防災速報」公式サイト　https://emg.yahoo.co.jp/

問合せ先 �総務課　☎ 34-1111

「Yahoo! 防災速報」で防災情報の配信を始めました！
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　町では、定住促進及びバス利用の促進を図るとともに住民福祉の向上に寄与することを目的とし
て、岐阜バスで利用できるアユカ（ＩＣカード乗車券）に対する助成をしています。
　アユカを持っている人（定期券を除く）には、下記のとおり積み増し助成を行っております。ま
だアユカを持っていない人も、この機会にぜひアユカ助成を申請しバスを利用してください。

◎申請方法　新規の場合：身分証明書と印鑑を持参し、申請書を提出する。
　　　　　　積み増しの場合：事前に積み増しした領収書と身分証明書、印鑑を持参し、申請書を提出する。
◎申請手順
　新規の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積み増しの場合

◎受付期間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日及び年末年始を除く）
　　　　　　※申請の手続きは、令和３年３月３１日までに行ってください。

申請・問合せ先 　　�
政策財政課　☎ 34-1111

アユカ（新規・積み増し）の助成をします

▲ ayuca の見本

 アユカ新規交付助成 
◎助成対象　町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納がない人。
　　※ただし、交付は１世帯１枚限り（積み増し助成との重複利用は不可）
◎助成内容　�申請時に 1,000 円を町窓口で支払うと、後日 3,000 円分（2,500 円分のバス運賃と 500 円分の保証金）のア

ユカが郵送で交付されます。
 アユカ積み増し（チャージ）助成 
◎助成対象　アユカを持っている人（定期券を除く）で町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納がない人。
◎助成内容　積み増しした乗車料金のうち 2,000 円を上限として助成されます。
　　※ただし、１年度あたり１世帯１回限り（新規交付助成との重複利用は不可）
　　※�積み増しの領収書は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの領収書を有効とし、それ以前の日付の領

収書は無効

留意事項
　・新規交付助成の場合は、アユカの作成に日数を要するため、後日郵送となります。
　・未成年者が申請する場合は、保護者同意書欄の記入が必要です。

町申請者

①申請書を提出

②審査のうえアユカ
　を郵送にて交付

町申請者

①申請書を提出

②審査のうえ助成承認通知書・請求書を郵送

③請求書を提出

④指定の金融機関口座へ振込

※申請書及び請求書は、町ホームページからダウンロード可

　町では、定住促進及び高校生の子を持つ保護者の経済的負担を軽減するとともに、通学の利便性向上と公共交通の利用
促進を目的として、高校生が通学に利用するバス及び鉄道の定期券（スクールバス含む）購入に要する費用の一部を補助
しています。
◎補助対象者　�町内に住所を有し、学校教育法に規定する高等学校又は高等学校と同等の課程と認められる課程に修業し

ている高校生の保護者。対象世帯全員に町税等の滞納がないことが必要。
◎補助対象機関　バス：岐阜バス、名阪近鉄バス、揖斐川町ふれあいバス、スクールバス　鉄道：樽見鉄道、養老鉄道
◎補助する額　通学定期券購入費用の３分の１を補助する。なお、100 円未満は切り捨てる。
　　　　　　　（例）３ヶ月分の通学定期券購入費用が 50,000 円の場合、補助額 16,600 円
　　　　　　　　　　50,000 円×１／３＝ 16,666 円（100 円未満切り捨て）
◎申請方法　�高校生の身分証明書（学生証又は合格通知書）の写し、通学定期券の写し（スクールバス利用者は、その料

金の領収書）、印鑑を持参し、申請書を提出する。
　※�定期券の写しは、有効区間、期間、氏名、購入金額等の記載情報が確認できるようにコピーしてください
　※�過去の購入分をまとめて申請するときは、破棄する前に必ず定期券の写しをとるなど、十分に注意してください
　※�有効期間に令和２年４月１日から令和３年３月３１日が含まれる定期券が補助対象です
◎申請手順

◎受付期間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日及び年末年始を除く）
　※申請の手続きは、令和３年３月３１日までに行ってください。 申請・問合せ先 �政策財政課　☎ 34-1111

高校生の通学バス・鉄道定期代を補助します

町申請者

①申請書を提出

②審査のうえ交付決定通知書・請求書を郵送

③請求書を提出

④指定の金融機関口座へ振込

※申請書及び請求書は、町ホームページ
からダウンロード可
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出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へ
　厚生労働省では毎年、人口動態調査を実施していま
す。この調査は、皆さんからの出生・死亡・死産・婚
姻及び離婚の各届書をもとに人口の動きを調べるもの
ですが、国勢調査の行われる年には、人口動態職業・
産業調査を実施し、届書に職業の記入もお願いするこ
ととしております。なお、死亡届には、併せて産業の
記入もお願いしております。
　調査結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各
施策のための重要な基礎資料として活用いたします。
　本年は国勢調査の年であることから、届出をされる
方々にはご面倒ですが、ご協力いただきますようお願
いします。
◎調査期間　令和２年４月１日（水）から令和３年３
月３１日（水）までの１年間
◎調査対象者　出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の届
出をされる方々

◎調査方法　各届書の届出をされるときに、それぞれ
職業をご記入していただきます。
　　記入例
　・医師、教員など…「専門・技術職」
　・一般事務員など…「事務職」
　・販売店員、営業職従事者など…「販売職」
　・美容師、ホームヘルパーなど…「サービス職」

※�死亡届にはこのほか、「農業」、「建設業」、「製造業」、「不
動産業」といった産業も併せてご記入ください。

　届出をする市区町村役場の窓口に「出生・死亡・死産・
婚姻・離婚の届出をされる方にお願い（職業・産業例
示表）」を備え付けていますので、ご参考の上、記入を
お願いいたします。また、分からない場合は、窓口で
おたずねください。

問合せ先 �住民課　☎ 34－1111

　マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
　マイナンバーカードの有効期限が過ぎると、本人確認書類として使用できなくなり、電子証明書の有効期限
が過ぎると、e-Tax 等の電子申請ができなくなります。更新の手続きは、有効期間の３カ月前からできます。

 マイナンバーカードの有効期限 
発行時に２０歳以上　…　発行日から１０回目の誕生日
発行時に２０歳未満　…　発行日から　５回目の誕生日
　発行日はマイナンバーカードを作成した日を指します。
　外国人の方で、在留期限のある中長期在留者の方は、在留期間満了
日までが有効期限となります。在留期間を更新した場合は、マイナン
バーカードの有効期間の更新手続きが必要です。手続きを行った場合
は、追記欄に新たな有効期間日を記載しています。

 電子証明書の有効期限 
発行日から５回目の誕生日
　電子証明書が搭載されているのは希望者のみです。
　電子証明書の有効期限は、任意で記入する箇所のため、電子証明書
が搭載されていても空白となっていることがあります。

　パソコンやスマートフォンを使用し、マイナンバーカードに搭載さ
れている電子証明書の内容（有効期限日等）を見ることができます。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト（https://www.jpki.
go.jp/download/index.html）をご覧ください。
　有効期限をむかえる方には、ご自宅に通知書が届きます。

 マイナンバーカードの更新手続き 
　ご自宅に届く有効期限通知書に申請書ＩＤが印刷されていますので、窓口にお越しいただく
ことなく、スマートフォンやパソコン、証明用写真機で申請することができます。詳しくは、
通知書に同封のパンフレットをご覧ください。
　申請から新しいカードの発行まで１カ月程度かかりますので、お早目の申請をお願いします。
　更新申請の受付が完了し、交付の準備ができましたら、交付通知書を郵送します。新たなカー
ドをお渡しする際に、旧カードを回収します。
　手数料は無料です。ただし、旧カードの返納がない場合は、有料（マイナンバーカード 800 円・
電子証明書 200 円）です。 問合せ先 �住民課　☎ 34－1111

マイナンバーカードと電子証明書の更新について

マイナちゃん

印
字
さ
れ
て
い
ま
す

手
書
き
で
記
入
し
て
い
ま
す
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　環境のお知らせ� 問合せ先　環境水道課　☎ ３４－１１１１

狂犬病予防注射について
　狂犬病予防法により、生後９１日以上の全ての犬の登録と、４～６月の間
の年１回の予防注射が義務付けられています。
　今年度は下記の日程で実施します。なお、都合により会場で受けられない
方は、動物病院にて予防注射を受け、役場に注射済証の届出をしていただき
ますようお願いします。

注射手数料（１頭あたり、消費税含む） 3,200 円
【内訳】注射料金
　　　 狂犬病予防注射済票交付手数料

2,650 円
　  ５５0 円

新規登録手数料（1頭あたり／消費税含む） 3,000 円

令和２年度狂犬病予防注射日程

月　日 実�施�時�間 実�施�場�所

４月１３日
（月）

午前１０時～１０時４０分 上秋南集荷場（羽根公民館）
午前１１時～１１時４０分 第３公民館
午後１時２０分～２時３０分 第２公民館

４月１４日
（火）

午前１０時３０分～１０時５０分 牛洞区コミュニティセンター
午前１１時１０分～１１時４０分 第４公民館

午後１時２０分～２時 第５公民館
午後２時２０分～２時４０分 東区公民館

４月１５日
（水）

午前１０時１５分～１０時５５分 第６公民館
午前１１時１５分～１１時４５分 相羽公民館
午後１時２０分～１時４０分 中之元公民館
午後２時～２時５０分 大野町役場

※�昨年度と実施時間が異なる場所もありますのでご注意ください。
※�実施時間に多少のずれが発生する場合もございますのでご了承ください。

◎町有墓地使用者募集のお知らせ
　町有墓地の使用者を随時募集しています。
○申込資格　町内に本籍又は住所を有する人
○墓地の概要　墓地の名称：大野町西霊園
　　　　　　　墓地の所在：瀬古４８１番地
　　　　　　　区画面積：（１区画）１．４４㎡
　　　　　　　　　　　　（奥行×間口：１.２ｍ×１.２ｍ）
　　　　　　　使用料：（１区画）７2,100 円（許可時）
　　　　　　　管理料：（１区画）1,000 円／年（毎年１月）
※空き区画については、お問い合わせください
※使用区画は、申請順に選択できます
※申請は１戸につき３区画以内です
○申請に必要なもの　・印鑑
　　　　　　　　　　・委任状（申請者と使用者が違う場合）

◎ペットのふん尿その他汚物は適正に処理しましょう
　ふん尿の放置によって地域住民が不快な思いをし、大変迷惑しています。
　放置されたふんからは様々な感染症が発生する恐れもあります。散歩前に自宅で排便を済ませるよう習慣づけた
り、散歩時にはふんを片付ける道具を携行して、必ず持ち帰りましょう。ペットのふん尿の始末は、飼い主に責任
があり、ふん尿を放置すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役若しくは 1000 万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する場合があります。

◎私有地から出ている枝は剪定しましょう
　道に枝が飛び出ていると、落ち葉で通行す
る人が足を滑らせたり、自転車や自動車の通
行の妨げになるなど、思わぬ事故の発生につ
ながり、大変危険です。
　また、公道だけでなく隣地にはみ出してい
る樹木の枝や雑草により、景観を損なうなど
近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合も
あります。
　視界不良によるケガや事故、近隣の住民と
無用のトラブルを防ぐため、住みよいまちづ
くりのためにも所有地の適正管理にご協力お
願いします。自分で伐採・除草等できない場
合は、作業委託（有料）も検討してください。

〇�狂犬病とは

【どんな病気？】

　狂犬病は人をはじめ、すべて
の哺乳類及び鳥類に感染します。
現在のところ治療法もなく、一
度発病してしまうと、必ず死亡
してしまう恐ろしい病気です。

�【狂犬病を防ぐには？】

　狂犬病は現在のところ、一度
発病すると治療法はありません。
そのため予防が極めて重要に
なってきます。
　そこで重要となるのが狂犬病
予防接種です。昭和２５年に狂
犬病予防法が施行され、飼い犬
の登録と狂犬病予防注射が義務
付けられています。
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　環境のお知らせ� 問合せ先　環境水道課　☎ ３４－１１１１

◎ペットボトル回収回数が増えます
　夏期のペットボトル排出量が多いことを踏まえ、令和２年度からペットボトル回収日を増やすことになりました。
６月から９月の４ヶ月間は、第一水曜日と第三水曜日の２回回収を行います。その他の月は、今までどおり月１回、
第三水曜日に回収を行いますので、注意してください。
令和２年度ペットボトル回収日

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
第一水曜日 3 日 1 日 5 日 2 日
第三水曜日 15 日 20 日 17 日 15 日 19 日 16 日 21 日 18 日 16 日 20 日 17 日 17 日

　町では、空家問題の解消を図るため、空家の改修又は解体を行う場合に、その経費の一部を補助する
制度を設けましたので、活用してください。
【空家の改修に対する補助制度】
　〇補助の対象者　①空家等の所有者又は当該空家等の固定資産税の納税義務者
　　　　　　　　　　・改修した空家等を空家バンクに登録すること
　　　　　　　　　②空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
　　　　　　　　　　・大野町に住民登録をすること
　　　　　　　　　　・購入又は賃貸した空家等に５年以上居住すること
　〇補助対象となる空家　①空家等実態調査により町が空家等として把握しているもの
　　　　　　　　　　　　②専用住宅であるもの（集合住宅、併用住宅又は事業用賃貸住宅は除く）
　〇補助対象となる改修　①主体構造部の改修
　　　　　　　　　　　　②屋根、外壁、内装の改修
　　　　　　　　　　　　③台所、浴室、便所、居室及びこれらに付随する設備の改修
　　　　　　　　　　　　④その他町長が必要と認める改修
　〇補助額　①空家等の所有者又は当該空家等の固定資産税の納税義務者
　　　　　　　・改修費用の１／２（上限額５０万円）
　　　　　　②空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
　　　　　　　・改修費用の１／２（上限額１００万円）
　　　　　　　・加算
　　　　　　　　１）中学生以下の子どもの数×１０万円（上限額は無し）
　　　　　　　　２）自治会加入金支払額（上限額１０万円）
【空家の解体に対する補助制度】
　〇補助の対象者　空家等の所有者及びその相続人、空家等が建っている土地の所有者及びその相続人
　〇補助対象となる空家　①町内の特定空家（放置することが不適切と町が判定した空家）
　　　　　　　　　　　　②特定空家等に準ずるものとして地域から除却の要請がある空家等
　　　　　　　　　　　　③上記①又は②に該当する空家等で、以下の条件のいずれかを満たすこと
　　　　　　　　　　　　　・所有権以外の権利が設定されていないこと
　　　　　　　　　　　　　・除却について権原者の同意を得ていること
　〇補助対象となる解体　①空家等の全部を除却すること
　　　　　　　　　　　　②その他町長が適当と認める事業であること
　〇補助額　解体費用の１／２（上限額３０万円）
　上記の補助を受けるためには、改修又は解体を行う前に申請が必要になります。詳細については、担
当課へ問い合わせください。

空家の改修、解体に対する補助制度を始めます！
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【募集（受付）期間】４月１日（水）～２０日（月）　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）

団 地 名 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㎡ 

 

令和２年４月より福祉医療費助成事業の
対象範囲を高校生等入院費の助成まで拡大します！！

　町福祉施策として、すべての中学生までを医療費助
成の対象としてきましたが、４月１日から高校生等の
入院に係る医療費自己負担分についても対象範囲を拡
大して助成を行います。
◇対象者
　次の要件をすべて満たしている人です。
・�高校生等（１５歳に達した次の４月１日から、１８
歳に達した次の３月３１日までの子ども）であるこ
と
・町内に住所を有する高校生等であること
・�国内の健康保険（国民健康保険、各健康保険組合又
は協会、共済組合等）に加入していること
※所得の制限はありません
※高校等に通っていなくても、対象となります
▶�ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象とな
りません。
・外来受診されたもの
・生活保護を受給している方
・�重度、母子、父子等の福祉医療費受給者証の交付を
受けている方

・�保険診療対象外のもの（健康診断・差額ベッド代等）
・�交通事故等、第三者行為によるもの
・�学校内での傷病等で日本スポーツ振興センター法に
基づく災害給付の支給対象となるもの
・�診療月の翌月から起算して２年を経過したもの
◇高校生等入院費助成の申請について
　医療機関の窓口で自己負担額を一旦お支払いいただ
き、その後に「領収書」等を添えて町へ申請すること
により、内容を確認のうえ支給します。
☆持参いただくもの
・印鑑（シャチハタ以外のもの）
・高校生等の被保険者証
・医療機関の領収書（原本のみ）
・保護者名義の通帳
・�各健康保険の高額療養費支払通知書（該当する場合
のみ）
詳しくはお問い合わせください。

問合せ先 �健康課�☎ 34-1111
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問合せ先 �地域包括支援センター　☎ 34－1111

楽らく健康体操教室
　いつまでもはつらつとした生活を送って頂け
るよう、各地区の公民館で楽らく健康体操教室
を開催します。定期的な運動や仲間との交流を
することで、心身ともに健康に過ごしましょう！
みなさんお誘い合わせの上、是非参加してくだ
さい。
◎内容　椅子に座ってできる体ほぐし体操
　　　　自宅でもできる簡単な筋トレ
　　　　体を動かして楽しく脳トレ
◎場所　第１～第６公民館
◎実施日　毎月１～２回（年間２１回程度）
教室の日程表は各地区公民館に置いてあります。
◎持ち物　タオル・水分補給用のお茶・屋内
シューズ・運動のできる服装
◎申込方法　参加される方は直接、教室へお越
しください。

脳いきいきセラピー
　いつまでも健康で元気に生活するために、認
知症を予防しましょう。
◎内容　脳をいきいきと保つための脳トレ、レ
クリエーション等
◎実施日　第２・第４水曜日
５月１３日、２７日、６月１０日、２４日、７
月８日、２２日
◎時間　午前１０時３０分～正午
　　　　（受付：午前１０時１５分～）
◎場所　社会福祉法人　浩仁会　桜坂
　　　　（野４７９番地１、☎ 3６-1331）
◎定員　３０人�（初めて参加する方優先）
◎申込期限　４月１７日（金）
◎申込方法　下記へ申し込んでください。
※�第１～６公民館から送迎車が出ますので、希
望する人は申込時に相談してください。

認知症予防教室（脳を元気にする教室）
～簡単な遊びを取り入れた楽しいレクリエーションで認知症予防をしませんか？～
◎内容　専任指導者による楽しいレクリエーション活動・
音楽レクリエーション活動
※�脳を使うトレーニングと運動を組み合わせたレクリ
エーションが、脳の活性化に繋がります。
◎実施日　毎月第１火曜日（※町民センター休館日と重
なる月は、第２火曜日）
◎時間　午後１時３０分～３時３０分（受付：午後１時～）
◎場所　町民センター　多目的ホール
◎定員　８０人（概ね全回出席できる人）

問合せ先 �地域包括支援センター　☎ 34－1111
または　町レクリエーション協会　☎ 32－234７（小里）

はつらつ生活、いつまでも
◎対象者　町内在住で６５歳以上の方
◎参加料　無料�
※�新型コロナウィルス感染症の影響で中止となる場合があります。

＊＊ 令和２年度 参加者募集！！ ＊＊

月　日 月　日

４月　７日（火） １０月　６日（火）

５月１２日（火） １１月１０日（火）

６月　２日（火） １２月　１日（火）

７月　７日（火） 　１月　５日（火）

８月　４日（火） 　２月　２日（火）

９月　１日（火） 　３月　２日（火）
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＊＊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」６月号への広告掲載申込は、４月２０日（月）が締切です。� 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。

成年年齢引下げ後の大野町成人式について
　民法の改正に伴い、令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられますが、今年成人式に参加さ

れた新成人及び令和４年度に１８歳を迎えられる現在の中学校３年生に行ったアンケート結果を踏まえ、現

時点では、現行通り「２０歳を対象として実施する」ことで進めてまいります。

　いただいた約８割の回答が、受験や就職の準備期間と重なり、式典に参加できない人が増えることが懸念

される等の理由でした。� 問合せ先 �生涯学習課　☎ 34－1111

 カッキーカフェ（活気・柿）のご案内 
　認知症などさまざまな介護に関する相談などを行っています。ソフトドリンクを飲みながら、地域の皆さんの�
「くつろぎの場所」としてください。

場　所 開　催　日
地域密着型
特別養護老人ホーム
桜坂

隔月第１水曜日
４月１日、６月３日、８月５日、１０月７日、１２月２日、令和３年２月３日

地域密着型
特別養護老人ホーム
セント・ケアおおの

毎月第２火曜日
４月１４日、５月１２日、６月９日、７月１４日、８月４日（※第１火曜日）、９月８日、
１０月１３日、１１月１０日、１２月８日、令和３年１月１２日、２月９日、３月９日

特別養護老人ホーム
ぎふ愛の里

毎月第２金曜日
４月１０日、５月８日、６月１２日、７月１０日、８月１４日、９月１１日、１０月９日、
１１月１３日、１２月１１日、令和３年１月８日、２月１２日、３月１２日

◎時間　午後１時３０分～３時３０分（セント・ケアおおの　午後１時～３時）
◎対象者　認知症の人やその家族、友人、高齢者など
◎参加費　100 円� 問合せ先 �健康課　☎ 34－1111

所得税・町県民税の確定申告期限延長等のご案内
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の申告・納付期限について、４月１６日（木）まで
延長されることが国税庁から発表されました。これに伴い申告会場、納付期限が以下のとおり変更されています
のでお知らせします。

申告・納付期限 ４月１６日（木）まで
所得税
申告会場

大垣税務署（会場：大垣市民会館）
※大野町役場では受付していません。

町県民税
申告会場

大野町役場税務課

・口座振替日　５月１５日（金）に変更

問合せ先 �大垣税務署　☎ 0５８4-７８-4101
　　　　�　大野町役場税務課　☎34-1111
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◎職種
　一般行政職（①大学卒　②短大卒程度　③身体障がい者対象　④土木系大学卒　⑤土木系短大卒程度）
　⑥保健師　　⑦保育士　　⑧幼児療育センター指導員

◎受験資格
　①��平成３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（短期大学を除く）を卒業した者、
令和３年３月３１日までに卒業する見込みの者

　②��平成３年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に基づく短期大学を卒業した者、令和３年３
月３１日までに卒業する見込みの者又は、これらと同等の資格があると認められる者

　③��平成３年４月２日以降に生まれた者で短大卒程度以上の学力を有する者で、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
　④�①の要件を満たす者で、土木系を就学した者
　⑤�②の要件を満たす者で、土木系を就学した者
　⑥�平成３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）
　⑦�昭和４６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）
　⑧��昭和４６年４月２日以降に生まれた者で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうちいずれか
の資格（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

◎第１次試験　岐阜県市町村職員統一採用試験
　試験科目　・教養試験　Logical-Ⅰ（①・④・⑥・⑧）、Logical-Ⅱ（②・③・⑤・⑦）
　　　　　　・事務適性検査　　・職場適応性検査
　期　　日　令和２年７月１２日（日）
　場　　所　岐阜県立加納高等学校（岐阜市加納南陽町３丁目１７）

◎第２次試験　口述・作文試験（９月頃予定）
　　　　　　　（第１次試験の合格者に別途通知）

◎受験手続　�総務課にある申込書に卒業（見込）証明書、保育士・保健師、幼児療育センター指導員
は資格証書の写しを添えて提出して下さい

◎受付期間　５月７日（木）～２９日（金）（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分まで
　　　　　　※�郵便で申込用紙等を請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込用紙請求」と朱書き

し、連絡先を書いたメモ及び１２０円切手を貼った返信用封筒（角２号）を同封して
下さい（郵便での受付は５月２９日消印まで有効）

� 問合せ先 �総務課　☎ 34-1111

町職員募集（令和３年４月採用）
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くらしの情報

お知らせ

４月２日は「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連
総会において、毎年４月２日を「世
界自閉症啓発デー」とすることが
決議され、全世界の人々に自閉症
を理解してもらう取り組みが行わ
れています。わが国でも、誰もが
幸せに暮らすことが出来る社会の
実現のために、厚生労働省、日本
自閉症協会の主催で「世界自閉症
啓発デー・日本実行委員会」が組
織され、４月２日から８日を「発
達障害啓発週間」とし、自閉症を
はじめとする発達障害について広
く啓発する活動を行っています。
問合せ先 �福祉課　☎ 34－1111

全国健康保険協会（協会けんぽ）�
岐阜支部に加入の皆さまへ

　令和２年度健康保険料率・介護
保険料率が変更となりました。
　令和２年３月分（４月納付分）
から、
健康保険料率９. ９２％
� （０. ０６％引上げ）
介護保険料率１. ７９％
� （０. ０６％引上げ）
※�くわしくは、全国健康保険協会
（協会けんぽ）ホームページで確
認してください
問合せ先 �全国健康保険協会岐阜支
部　☎ 0５８-2５５-５1５５

～揖斐警察署からのお知らせ～�
春の全国交通安全運動

◎実施期間　４月６日（月）～４
月１５日（水）
運動の重点　
・�子供をはじめとする歩行者の安
全確保
・高齢運転者等の安全運転の励行
・自転車の安全利用の推進
横断歩道は歩行者最優先
ドライバーの皆さん！
○横断歩道に近づいた場合
・�横断者があきらかにいない場合
を除き、すぐに停止できる速度

まで減速して下さい。
・�路面のダイヤ（ひし形）マーク
を意識して、前方の横断歩道上
の安全確認をしましょう。
○�横断しようとする人や横断中の
人がいる場合
・�必ず停止して横断者を通行させ
てください。
○児童の飛び出しに注意
・�新年度は、通学等に不慣れな新
入学児童もいます。住宅街や小
学校、公園の近くでは、子供の
「飛び出し」等を予測して、減速
しましょう。
※�ダイヤマークは、横断歩道手前
にペイントされている道路標示
です
※�ダイヤマークは２つ縦に並んで
おり、１つ目は横断歩道手前
５０ｍ、２つ目は３０ｍ手前に
表示されています
歩行者の皆さん！
●横断歩道の利用
・�歩行者は、横断歩道の付近では、
横断歩道を渡って下さい。
●道路横断の基本
・�横断は、「止まる」「見る」「待つ」
「確かめる」を実践しましょう。
●反射材の活用
・�夜間は車のドライバーから見え
づらくなるため、反射材の活用
や目立つ服装を心がけましょう。
問合せ先 �揖斐警察署　☎ 23－0110

県交通遺児・犯罪被害遺児�
激励金支給事業

　県では、５月５日の「こどもの
日」に合わせて、次のとおり交通
遺児・犯罪被害遺児に対して激励
金を贈っています。
◎対象者　義務教育終了までの人
及び高等学校在学中（高等専門学
校３年修了まで、特別支援学校の
高等部在学中の人を含む）で満
２０歳未満の人で、次の①又は②
にあてはまる人
※�交通遺児・犯罪被害遺児となっ
た後、養子縁組した人、もしく
は父又は母が再婚し生計をとも
にすることとなった人は除く

①交通遺児　県内に居住し、交通
事故により、それまで生計をとも
にしていた父又は母（すでに父母
がいない場合にはそれに代わる
人）を亡くした人
②犯罪被害遺児　県内に居住し、
犯罪被害（殺人や傷害致死など故意
の犯罪行為（人の生命又は身体を害
する行為）により害を被ること）に
より、それまで生計をともにしてい
た父又は母等を亡くした人
※�国の犯罪被害給付金制度で、遺
族給付金の支給裁定がされてい
ることが必要

◎激励金の額�　（申請時から高等
学校等就学中（２０歳未満）まで、
年間１人当たり）　乳幼児及び小
学生 15,000�円／中学生 20,000�円
／高校生等 25,000�円
◎申込期限�　４月１７日（金）
◎申込先�　総務課　☎�34-1111
問合せ先 �県環境生活部県民生活課
☎ 0５８-2７2-1111

「分かち合いの集い」「サポートス
ペースれんげ草」開催のお知らせ

　岐阜県自死遺族の会（千の風の
会）では、大切な家族を自死で亡
くされた人が、悲しみや深い思い
を安心して語り合える「分かち合
いの集い」や、千の風の会のメン
バーが、少人数で、自死遺族のお
気持ちをお聴きする「サポートス
ペースれんげ草」を開催していま
す（申込み不要）。
◎開催日時
分かち合いの集い　奇数月の第４
日曜日　午後１時３０分から４時
サポートスペースれんげ草　毎月
第１水曜日　午前１０時から１１
時３０分
◎開催場所　岐阜県精神保健福祉
センター（岐阜県障がい者総合相
談センター２階　集団指導室）
◎参加費　無料
◎対象　親、配偶者、子、兄弟姉
妹を自死で亡くされた方
問合せ先 �岐阜県精神保健福祉セン
ター　岐阜市鷺山向井２５６３－
１８　☎ 0５８－231－９７24
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Information

催し・講座

ビジネススキルアップセミナー
～ビジネスマナーの基本の確立と�
新入社員等フォローアップ～

◎日時　４月２３日（木）　午後１
時３０分～午後４時
◎場所　大野町商工会館　２Ｆ　
大研修室
◎対象者等　従業員（採用内定者
を含みます。）又は事業主・社員教
育として受けさせたい方
※�上記の方以外の方でも受講でき
ます
◎受講料　無料
◎定員　４０名（お早めにお申し
込み下さい）
◎申込期限　４月１７日（金）
◎主催　揖斐地区商工会協議会
（揖斐川町・池田町・大野町商工会）
◎講師　遠藤オフィス
　　　　代表�遠藤�明日香�氏
申込・問合せ先 �大野町商工会　
☎ 32-0６６７

ひとり親を支援します�
就業支援講習会受講者募集

◎内容　介護職員初任者研修、介
護福祉士実務者研修、介護福祉士
国家試験対策講座、ケアマネー
ジャー受験対策講座、医療事務・
調剤、パソコン講座、簿記講座（定
員に満たない場合は、開講されな
い場合があります。）
◎場所　講座による。
◎対象者　県内在住のひとり親
◎定員　全講座合わせて９０人程
度（抽選）
◎受講料　無料（教材費等必要経
費は自己負担）
◎申込期限　５月１５日（金）
◎申込先　揖斐県事務所　福祉課
問合せ先 �岐阜県ひとり親家庭等就
業・自立支援センター
☎ 0５８-2６８-2５６９
揖斐県事務所　福祉課
☎ 23-1111

募　集

ボランティア里親の募集について

　県内の児童養護施設にて生活し
ている子どもたちの中で、夏休み
期間中、家庭の事情等で帰省でき
ない子どもが、民間ボランティア
家庭で生活を送ることができるよ
う県が実施する事業です。
◎委託期間　８月１日（土）～３
日（月）の３日間
◎申込方法及び申込先　福祉課窓
口に備え付けの「ボランティア里
親申込書」及び「宣誓書」に必要
事項を記入の上、福祉課へ提出。
◎申込期限　４月２０日（月）
◎その他　
・�初めて里親ボランティアをされる
方は、子ども相談センターによる
家庭訪問、事業の参加前に研修（１
日程度）の受講が必要です。
・�ボランティア里親として決定さ
れた方へ、６月３０日（火）ま
でに子ども相談センターから

国家公務員募集　２０２０年度採用試験

　受験案内等ダウンロード、受験申込みはホームページを参照してください。
　くわしくは、人事院中部事務局に問い合わせてください。

総合職試験
（院卒者、大卒程度）

一般職試験
（大卒程度）

一般職試験（高卒者、社会人
（係員級））、税務職員試験

受験案内ホームページ掲載日 ２月３日（月） ２月３日（月） ５月８日（金）

申込み受付期間 ３月２７日（金）
～４月６日（月）

４月３日（金）
～１５日（水）

６月２２日（月）
～７月１日（水）

第１次試験日 ４月２６日（日） ６月１４日（日） ９月６日（日）
問合せ先 �人事院中部事務局　第二課試験係　☎ 0５2-９６1-６８3８
ホームページ　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

自衛官等募集案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表
予備自衛官補
（一般）

１８歳以上
３４歳未満の者

第１回
～４月１０日（金）
第２回
７月１日（水）
～９月１１日（金）

第１回
４月１８日（土）
～４月２２日（水）のうち１日
第２回
１０月３日（土）
～１０月６日（火）のうち１日

第１回
５月２２日（金）
第２回
１１月６日（金）

予備自衛官補
（技能）

１８歳以上で保有する
技能に応じ５３歳～
５５歳未満の者

自衛官候補生
（男子・女子）

１８歳以上
３３歳未満の者 年間を通じて 受付時にお知らせ 受付時にお知らせ

※�予備自衛官補（一般・技能）については、第１回で採用予定に達した場合、第２回は実施しない場合があります
問合せ先 ��「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
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くらしの情報

「子ども委託通知書」が送付され
ます。
問合せ先 �申込みに関すること
福祉課　☎ 34－1111
内容に関すること
県西濃子ども相談センター　
☎ 0５８4－７８－4８3８

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　４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

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　４月１５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　４月１３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　４月１３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　４月７日（火）、１４日
（火）、２８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

４・１８（ヨイハ）健康デー�
歯のなんでも電話相談

　県内の保険医協会会員の歯科医
師に、歯についての悩みを無料で
相談できます。
◎受付電話番号　0５８-2６７-0７11
◎相談日　４月１９日（日）
◎相談時間　午前１０時～午後３
時
問合せ先 �岐阜県保険医協会　
☎ 0５８-2６７-0７11

こころの相談

　精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。
◎日程

相談日 相談場所 相談日 相談場所
４月 ９日（木） 西濃保健所

１１月
１２日（木） 西濃保健所

５月 １４日（木） 西濃保健所 １９日（木）揖斐川町役場

６月
１１日（木） 西濃保健所 １２月 １０日（木） 西濃保健所

２５日（木） 大野町福祉センター １月 ７日（木） 西濃保健所

７月 ９日（木） 西濃保健所
２月

４日（木） 西濃保健所

８月
６日（木） 西濃保健所 １８日（木） 神戸町保健センター

２７日（木） 池田町保健センター ３月
１１日（木） 西濃保健所

９月 １０日（木） 西濃保健所 ２５日（木） 西濃保健所
１０月 ８日（木） 西濃保健所

◎相談時間
（１）午前１０時～　（２）午前１０時３０分～　（３）午前１１時～
◎相談料　無料
◎申込方法　要電話予約
予約・問合せ先 �西濃保健所健康増進課保健予防係　☎ 0５８4－７3－1111
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今月のおすすめ本

光秀の歩き方 朔と新� 小上、中、高
山本 耕著，土山 公仁監修 / 岐阜新聞社

　生年や出生地がはっきりしないばかりか、前半生も定
かでない謎の武将、明智光秀。美濃から越前、近江、丹波、
京都へと舞台を移し、本能寺の変から“三日天下”を経
て山崎の敗戦で命を落とすまで、光秀の足跡をガイド。

（いとう みく著 / 講談社）

　「伴走者になってもらいたいんだ」事故で視力を失った
兄・朔は、走ることをやめた弟・新に告げる。かくして兄
と弟は、一本のロープを握り、コースへと踏み出してゆく-。
ブラインドマラソンは、兄弟の絆をつなぎ止めるのか。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 4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� �

〈一般書〉 〈児童書〉
●しくじりから学ぶ 13歳からのスマホルール

（島袋 コウ著 / 旬報社）
●こどもとおでかけ 365日�東海版 2020-2021

（ぴあ）
●道子の草文

（石牟礼 道子著 / 平凡社）
●国道食堂　1st�season

（小路 幸也著 / 徳間書店）
●インタビューズ

（堂場 瞬一著 / 河出書房新社）

●こちょこちょこちょ� 0 ～ 2 歳
（日隈 みさきさく / エンブックス）

●おいかけっこのひみつ� 0 ～ 5 歳
（いとう ひろし作 / ポプラ社）

●ぜったいにおしちゃダメ ?�0 ～ 5 歳 , 小初
（ビル・コッターさく / サンクチュアリ出版）

●琉球という国があった� 小中
（上里 隆史文，富山 義則写真，一ノ関 圭絵 / 福音館書店）
●窓� 中

（小手鞠 るい作 / 小学館）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示　　「こどもの読書週間」展
　４月は「国際子どもの本の日（４月２日）」「サン・ジョルディの
日（４月２３日）」などの記念日があり、さらに「子ども読書の日（４
月２３日）」を含む「こどもの読書週間」など、本に関係するイベン
トが多くあります。
　６２回目のテーマ「出会えたね。とびっきりの１冊に。」とあるよ
うに図書館でとびっきりの１冊を探してみてください。

こどもの読書週間
　開催期間：４月２３日（木）～５月１２日（火）

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頂
けます。お気軽にご参加下さい。

〈日時〉　午後２時３０分〜
４月４日（土）・５月２日（土）
　「和母（わはは）」さん
４月１８日（土）・５月１６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 午前 10 時～午後 6 時
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国　保　だ　よ　り
令和２年４月より  
　人間ドック費用助成の上限額が 
　引き上げられます！！
　上限額が２万円から３万円になることにより精密な
検査を受けることができ、疾病等の早期発見につなげ
ることができます。

変更前 変更後

助成額
検査費用の１/２
または２万円まで

検査費用の１/２
または３万円まで

※�詳細は次回５月号の国保だより及び５月下旬発送予
定の特定健診受診券と一緒に同封される案内をご確
認ください
※�国民健康保険税等の未納がある場合は、助成を受け
られない場合があります

国民健康保険税について
～�保険税の納め方�～
●保険税は世帯主が納めます
　世帯主が職場の健康保険等に加入していても、世帯
の誰かが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者
となります。

●�国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯の
保険税
　世帯主が、国保に加入している６５歳以上７５歳未
満の人であって、次の全てにあてはまる場合は、原則
として保険税は年金から天引き（特別徴収）になります。

１世帯内の国保の加入者全員が６５歳以上７５歳未満
２�天引きの対象となる年金が年額１８万円以上で、保
険税と介護保険料の合計が年金額の２分の１を超え
ていない

・�上記にあてはまらない場合は、個別に口座振替など
で納める方法（普通徴収）になります。
・�天引きの対象となる方でも、申出により口座振替に
よる納付ができます。

◇普通徴収の方は口座振替が便利です◇
保険税の納付を口座振替にすれば納め忘れの心配がな
く、一度手続きをすれば翌年度からも自動的に更新さ
れるので便利です。通帳と通帳の届出印をお持ちにな
り、健康課または指定金融機関で手続きしてください。

問合せ先 �健康課　☎ 34-1111
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保健師による

健康伝言板
　結核は、戦後長らく日本人の死亡原因の第１位でした
が、予防接種や治療薬が進歩して結核患者は急速に減少
しました。しかしながら、現在の日本は先進諸国の中で
も結核罹患率が高く、およそ２万人が発病、２, ０００人
近くが死亡しています。
　また、新規登録患者の約７割は６０歳以上であり、高齢
者の結核患者が多くなっています。これは、若い頃結核に
感染していても、免疫力で結核菌の活動を抑えられていた
（潜伏期間）ものが、加齢とともに免疫力が低下し、結核
菌の活動を封じ込められなくなって結核を発病すると考え
られています。そして近年、新規登録患者の約４割を占め
る８０歳以上の方の早期発見が重視されています。
　町では、結核を早期発見するための住民（結核レント

ゲン）検診を各地区で実施します。この機会にぜひ受診
してください。
◎対象者　大野町民であり６５歳以上（昭和３１年３月
３１日生まれ以前）の方
※�平成２９・３０・令和元年度に受診された人、今年度
６５・７０・７５・８０～８５歳を迎える人には、受
診票を郵送しております。受診票をご持参の上、近く
の会場までお出かけください

　�　なお、受診票が届いていない人でも、近くの会場で
受診できます。本人確認書類（運転免許証、健康保険
証等）をお持ちください。

◎費用　無料

◎検診日程
月日 時間 会場 対象地区

４月１４日
（火）

午前９時～正午 第６公民館
川合地区農村集落多目的施設

定松、鹿野、五之里、南方、郡家、上磯、下磯、
本庄、本庄西

午後１時３０分～３時３０分 第５公民館
鶯地区農村集落多目的施設

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

５月７日
（木）

午前９時～正午 第３公民館
富秋地区農業構造改善センター 稲富、古川、寺内、上秋、稲畑

午後１時３０分～３時３０分 第４公民館
西郡地区農村集落多目的施設 牛洞、松山、瀬古、中之元、中之元団地

５月１２日
（火）

午前９時～正午 第２公民館
豊木地区農業構造改善センター

大野１・２・３区、古城北
午後１時３０分～３時３０分 野、西方、桜大門

５月２５日
（月）

午前９時～正午 役場 黒野西、南、中、北区、麻生

午後１時３０分～３時３０分 相羽公民館 黒野東区、みどりニュータウン、相羽苑、六里、
相羽、下方

５月２６日
（火）

午前９時～１０時 下座倉集荷場 下座倉
午前１０時３０分～正午

役場 全地区
午後１時３０分～３時３０分

※混雑を避けるため対象地区を設けていますが、いずれの会場でも受診できます
※検診の結果、異常がなかった方には通知しません
� 問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333

住民（結核レントゲン）検診を 
受けましょう！

令和元年５月にお送りした風しん抗体検査・予防
接種の無料クーポン券の有効期限が１年間延長さ
れました
●�有効期限が「２０２０月３月」と表示されていても、「２０２１年３月」
まで使えます。
●�クーポン券は、全国多くの医療機関等で使えます。
●�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。勤め先または受診先にご確認ください。
●�既にクーポン券を使用して抗体検査や予防接種を受けた方は、再度受
ける必要はありません。
●�昭和４１年４月２日～昭和４７年４月１日生まれの男性には、４月初
めにクーポン券をお送りします。
●�昭和３７年４月２日～昭和４１年４月１日生まれの男性で、希望され
る方にはクーポン券を発行します。保健センターへ問い合わせてくだ
さい。
　これから生まれてくる赤ちゃんを守るため、この機会にぜひ抗体検査
を受けましょう。

問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333

■　献血の実施報告　■

日
付 ２月５日（水）

時
間
午前９時１５分
～１１時

午後１時
～３時３０分

場
所 大野町役場 東海職業能力

開発大学校

人
数 １７人 ２１人

ご協力いただき
ありがとうございました。

問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333
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病気の早期発見のために、がん検診を受けましょう！
　日本人の死因第１位は「がん」です。初期のがんは自覚症状がほとんどありませんが、少しずつ身体を蝕んでい
ます。自覚症状が現れた頃には、既に命の危険にさらされていることも少なくありませんが、検診でがんを早期に
見つけることができれば、治すことが可能です。
　町実施のがん検診の対象の人には、検診案内を郵送しています。検診の申し込みや予約の変更などの受付は�
４月１５日（水）より始めます。
　４月中に検診案内が届かない場合は、保健センターまで問い合わせてください。

　また、がん検診で「精密検査が必要」と判定されても、精密検査を受けられない方がいます。
　がん検診では、病気のサインは見つけられても、それがどんな病気か、治療が必要なものかまでは判断できません。
　平成３０年度の町のがん検診の結果、精密検査を受けた方のうち、全く異常がなかった方は約２５％で、２人に
１人に「治療や経過の確認が必要な病気」が見つかっています。
　「精密検査を受けるまでが“がん検診”です！」
　身体からの小さなＳＯＳを受け止め、速やかに精密検査を受けましょう。

問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333

町が実施するがん検診

検診の種類 検診方法 対象者（基準日令和３年３月３１日） 検診間隔

胃がん検診
胃部Ｘ線検査 ４０歳以上 年に１回
胃内視鏡検査 ５０歳、５４歳、５８歳、６２歳

大腸がん検診 便潜血検査 ４０歳以上 年に１回
肺がん検診 胸部Ｘ線検査 ４０歳～６４歳 年に１回
前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） ５０歳以上の男性 年に１回

乳がん検診 視触診、マンモグラフィ検査
（希望者）超音波検査 ３０歳以上の女性 ２年に１回

子宮頸がん検診 内診、子宮頸部細胞診、ＨＰＶ検査 ２０歳以上の女性 ２年に１回

◎乳がん・子宮頸がん検診は２年に１回です。
　昨年度受診された方は、来年（令和３年）度に案内します。
　ただし、次の①②に該当する方は今年度も受診できます。
　①令和元年度の結果が「要経過観察」「要精密検査※」の人
　　※精密検査の結果、町の検診を受診するよう医師から指示された人
　②無料クーポンの対象の人
　　乳がん　　　昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日生まれの人
　　子宮頸がん　平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの人

4 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）薬局名

4

5
長瀬診療所 揖斐川町谷汲長瀬 56-3003
ながせ薬局 56-3022

12
たかはし耳鼻咽喉科 大野町中之元 32-1115
ピノキオ薬局揖斐店 34-3810

19
いび漢方クリニック 揖斐川町三輪 21-0055
コスモス薬局揖斐店 21-3255

26
小林医院 揖斐川町黒田 23-1531

粕川調剤薬局 22-6464

29
国枝医院 大野町黒野 32-0023

日本調剤三輪薬局 23-0847

※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
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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。

２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

桜大門 湯浅　月
つ む ぎ

麦 達也 大衣斐 小寺　礼
ら い と

人 義彦

大野 海谷　光
み つ き

希 慎吾 五之里 伊藤　怜
り ょ う ま

真 良幸

稲富 今村　羽
は な

那 武司 下磯 酒井　優
ゆ う と

杜 直道

上秋 羽賀　汐
ゆ う ひ

柊 和生 下磯 仲井　理
り く

貢 顕史

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 津田美知子 87 大野 髙橋　清一 89

相羽 小川　君枝 76 稲富 林　　静江 98

下方 若原　　勝 76 瀬古 上田　　武 84

野 松久　照子 93 中之元 小森　文子 91

桜大門 宮田　芳子 86 中之元 松井　宗一 77

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

 

住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 黒野 丹羽　一樹

♥
夫 岐阜市 春日井敦士

妻 大垣市 安藤　　恵 妻 稲畑 寺井　仁美

♥
夫 五之里 坂　　恭輔
妻 大野 所　　里奈

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（３月１日現在）

人　口 … ２２, ９２１（−２８）
男 … １１, ２６４（−１０）
女 … １１, ６５７（−１８）

世帯数 … ８, ０４７（−　７）
出生９人／死亡１９人／転入２５人／転出４３人

納 期 限 の お 知 ら せ

4 月 30 日（木）
固定資産税（1 期）
軽自動車税（種別割）（全期）

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

パレットピア
おおの

近くの桜

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
5 月 17 日（日）午前９時〜 11 時（２時間）
順延の場合、5 月 24 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

野菜を使った
簡単なおやつ

　今回は、みたらしのたれで紹介していますが、しょうゆ
や甘みそ、トマト味などと、いろいろアレンジができます。
海苔をまいたり、チーズやハムなどを加えることで、おか
ずやお酒のおつまみになります。野菜料理を食卓に並べる
ことを心がけ、野菜摂取量を増やしましょう、ぜひお試し
になってみてはいかがでしょうか？

●いも餅
【材料（４人分）】
じゃがいも……… ２００ｇ

（正味量）
　　片栗粉……… １００ｇ
　　サラダ油………… 少々

Ⓐ　しょうゆ…… 大さじ１
　　砂糖………… 大さじ１
　　水…………… 大さじ２
　　水溶き片栗粉…… 少々

【作り方】
①じゃがいもはよく洗い、芽をとり皮ごと茹でるか蒸す。（皮

に切り込みを入れると、後で皮がはがしやすい）
②じゃがいもに火がとおったら、皮をむき、ボウルに移す。
（茹でた場合は水けをしっかりととばしておく）

③②に片栗粉を入れて、ダマにならないようよくつぶし、
混ぜる。粘りが出るまで混ぜたら、生地を８等分にし、
円盤状に成型する。

④フライパンにサラダ油を入れて熱し、③のいも餅を、両
面に焼き色がつくまで焼く。

⑤別鍋にⒶ内の材料を入れ、みたらしあんを作る。
⑥お皿にいも餅を盛り、みたらしあんをかける。

【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
１４３kcal １.３ｇ ０.１ｇ ６ ｍｇ ０.７ｇ

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。
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