
※�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 まちの話題

▶４ まちのお知らせ

▶９ Information�くらしの情報

▶２０ 社協だより
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快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの

来年「バラまつり」で
お会いしましょう♪



子どもたちが安心して学べる 
 環境づくりに

　　　（株）チェックハウス
　５月８日、（株）チェックハウス　代表取締役社長　草野謙輔さん
が役場を訪れ、新型コロナウイルスの感染が危惧されるなかで、小中
学校の再開を控え、地域の子どもたちが安心して学べる環境を整えて
ほしいとの願いから、感染防止用のマスク２, ０００枚と感染防止用
の資材購入に活用するための費用（現金５０万円）が寄附されました。
草野社長は「子どもたちが元気に遊んだり学べる日が一日でも早く来

ることを願っています」と話すと町長は「大変有難い。子どもたちのために有効に使わせていただきます」と謝意
を述べました。

公立認定こども園運営のために
北こども園保護者会

　本年３月３１日をもって閉園した大野町北こども園の保護者会より、公立認定
こども園の運営に役立ててほしいとして、５０, ０９３円の寄附をいただきました。
大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

「 デニム生地のマスク」を寄贈
（有）ビーンズ

　５月８日、（有）ビーンズ（本巣市見延）代表取締役　梅津精
吾さんと総括部長　羽賀貴大さんが役場を訪れ、車のシートカ
バーを作る技術を生かして色移りしないデニムを使用したマスク
を製作し、このたび５００枚を寄贈されました。
　梅津社長が「柔らかな肌触りの親しみやすい素材。困っている
人に使ってほしい」と話すと町長は「ありがとうございます。良
い方法を考えて配りたい」と謝意を述べました。

マスク越しに甘い香り
バラ公園

　５月１６日、１７日に開催を予定しておりました「バラまつり
大野２０２０」のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止となりました。園内では、１５０種２，０００株の色
鮮やかなバラが咲き誇り、西濃地域を舞台にした映画の名前にも
なった「ブルーヘブン」や、香り豊かな薄紫色の「イエライシャ
ン」なども来園者を楽しませ、マスクを着けたまま散策したり、
写真を撮ったりしていました。

妊婦さんの感染予防のために
丸永建設（株）

　５月１２日、丸永建設（株）（岐阜市）代表取締役　永井秀樹さん
が役場を訪れ、新型コロナウィルス感染予防のためのマスク１０，
０００枚と空間除菌剤１６本を寄贈いただきました。永井社長は、「社
員の半数が町内在住であり、日頃から関わりがある大野町の皆さんが
笑顔になるためにはどうすべきか、社員みんなで考え寄贈を決めた」
と話すと町長は「ありがとうございます。有効に使わせていただきま
す」と謝意を述べました。
　今回寄贈いただいたマスクは、年間約１００人ほどの妊婦さんや医
療機関等に配布する予定です。

▲目録を町長に手渡す草野社長（左）

▲目録を手渡す梅津社長（中）と 
総括部長羽賀さん（左）

▲色鮮やかな園内を散策する来園者

▲町長に目録を手渡す永井社長（左）

ま ち の 話 題

2 広報おおの 2020.7



県各界功労者表彰を受賞されました
中川仁志さん（西方）

　このほど、西方の中川仁志さんが岐阜県表彰規程による令和２年度岐阜県各界功労者表彰を受賞されました。中
川さんは平成７年に議員に初当選されてから通算６期２４年間、市町村行政の発展にご尽力されたことによる功績
から、このたびの受賞となりました。

コンテナ４台の寄贈及び５０万円を寄附
匿名の町民の方

　５月１４日、匿名の町民の方から、防災対策及び新型コロナウ
イルス感染症対策のため、コンテナ４台の寄贈及び５０万円の寄
附をいただきました。
　寄贈いただいたコンテナ４台は、災害用資材の倉庫として町内
４カ所に寄贈者様により設置いただきました。
　また、寄附いただいた５０万円は今後、避難所用のテント３張
の購入費に充てる予定です。

　JA ところ川上和則組合長が常呂自治区内の小・中学校を訪問し児童、生徒
に牛乳券を贈りました。また、自治区内の病院や介護保険施設にヨーグルトや
玉ネギスープが寄贈されました。
　これは、新型コロナウイルスの影響で、乳製品の消費が落ち込んでいること
から、乳製品の消費拡大と生産者を支援するためと、子ども達や入院患者、入
居者に元気になってほしいという思いから贈られたものです。贈られた常呂小
の櫻田校長は、「とてもありがたい。地域の方々に支えられていることを児童
に教えたい」と感謝しました。

JAところが小・中学校や病院などに乳製品を寄贈
― 乳製品でみんな元気に ―

ところ通信
Vol. 245

北見市

他第２分団・第３分団消防車庫に設置

▲町消防グラウンド ▲町上水道第４水源地

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

汲田みや子さん（稲富）
大正１４年４月２８日生まれ

鳥本さかゑさん（公郷）
大正１４年５月１８日生まれ

木下米子さん（中之元）
大正１４年５月２３日生まれ

長寿のお祝い

地域の子どもたちが安心して 
 生活できるように
（有）馬渕重機

　５月２１日、（有）馬渕重機より「地域の子どもたちが少しで
も安心して生活できるよう、役立ててほしい」との願いから、感
染防止用のマスク１, ０００枚が寄贈されました。
　役場において、代表取締役馬淵せつ子さんから町長へマスクを
手渡しました。今回寄贈いただいたマスクは、小中学校や認定こ
ども園等に配布する予定です。▲町長にマスクを手渡す馬淵社長（左）
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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！

　今年度のピヨピヨクラブは、臨時休館だったため１ヶ月遅れの６月２日、９日にふたばクラス（０歳児）、４日、
５日にみつばクラス（１歳児）、１２日によつばクラス（２歳児）で開級式をそれぞれ開催しました。ステイホー
ムで自粛している中、少しずつですがお友達と製作あそびやふれあいあそびなどで、いろいろな事をして遊んでい
きましょう。
※ピヨピヨクラブは、登録が必要です。どのクラスも若干名余裕がありますので、申し込まれる場合はご連絡ください。
　７月２日（木）より町内者に限り一般利用を再開することになりました。３密を避けるため、当面の間、平日（月、
火、木、金）のみの開館で完全予約制とします。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。皆さんのご利用をお待ちしております。

◎７月のスケジュール（予定）
　　　　 ふたばクラス… ７日（火）、１４日（火）、２１日（火）
　　　　 みつばクラス… ２日（木）、９日（木）、１６日（木）
　　　　 よつばクラス…３日（金）、１０日（金）、１７日（金）
誕生会…１３日（月）
育児相談（保健センターの保健師による）…１４日（火）

休館日   １日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、
２７日（月）、２９日（水）

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。

あいうえおドミノ
かわいいクマのお腹に
ひらがなをプリントし
たドミノセット。ドミ
ノ倒しや言葉遊びで遊
ぶことができる。

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金についてのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当（特例給付を除く）を受
給している子育て世帯に対し、臨時特別給付金が支給されます。
　詳細は、町ホームページ「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」のページをご覧ください。

◎支給対象者
　令和２年４月分（又は３月分）の児童手当を受給し
ている方
　※ 対象者へ５月下旬にお知らせ等を送付しておりま

す。
　※本給付を受給するための手続きは不要です。
　※ 公務員で本給付金の支給対象となる方は、申請手

続きが必要です。詳細は、町HPをご覧いただくか、
下記問合せ先までご連絡ください。

◎対象児童
　・ 令和２年４月分児童手当の対象（平成１６年４月

２日～令和２年３月３１日生まれ）である児童
　・ 令和２年３月分の児童手当の対象（１５歳に達す

る日以後の最初の３月３１日を経過した者又は死
亡した者）である者

◎給付額
　対象児童１人につき２０, ０００円
　（ 内訳：国からの給付１０，０００円、
　　　　 町からの給付１０，０００円）

◎支給時期
　６月下旬頃から支給予定

◎その他
　・ 本給付金は、令和２年３月３１日が基準日となり、

基準日時点での居住市町村から支給されます。３
月分の児童手当の対象となる児童（令和２年３月
３１日に中学校を卒業した者など）については、
令和２年２月２９日が基準日となります。

　・ 本給付の対象となる方で、受給を辞退する方は「令
和２年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否
の届出書」の提出が必要です。

　・ DV 被害により児童とともに避難をしている方で、
４月分の児童手当の支給を受けていない方につい
ては、本給付金を受けることができる場合があり
ますので、お問い合わせください。

 問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１

▲ふたばクラス（０歳児） ▲みつばクラス（１歳児） ▲よつばクラス（２歳児）
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教育委員会のページ教育委員会のページ
○小中学校の太陽光発電の状況
　平成２３年１２月に各小学校（６校）と、平成２５年３月に各中学校（２校）のそれぞれの校舎屋上に設

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

問合せ先  学校教育課　☎ ３４－１１１１

Kw

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り国民年金保険料の納付が困難な方へ

特別定額給付金の申請はお済みですか？

令和２年度から福祉医療費助成事
業の対象範囲を拡大し高校生等入
院費も助成しています！！

　大野町福祉施策として、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、さらに令和２年度か
ら高校生等の入院に係る医療費自己負担分についても
対象範囲を拡大し助成しています。
　対象者や申請方法など、詳しくはお問い合わせくだ

さい。 問合せ先  健康課　☎ ３４－１１１１

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる
業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度
まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得
見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除
申請が可能となりました。

 問合せ先  健康課 ☎ ３４-１１１１　　　　　 　

 大垣年金事務所 ☎ ０５８４－７８－５１６６

　国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴い、家計への支援として世帯構成員１人につき１０万円を給付
する特別定額給付金事業を実施しています。申請がまだお済みでない方は、申請期限（令和２年８月１４日（金））まで
に申請を行ってください。
　なお、申請期限を過ぎると給付を受けることができませんのでご注意ください。 問合せ先  政策財政課　☎ ３４-１１１１
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住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度

住民票の写し等の不正取得
に係る本人告知制度

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

◎登録対象者 
　大野町の住民基本台帳または戸籍に記載されている人

◎登録期間
　登録した日から３年間
　（継続を希望する場合は満了日の１ヶ月前から更新の手続
きができます。）

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

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

問合せ先  住民課　☎ ３４－１１１１

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

◎お知らせする場合
　・ 住民票の写し等を取得した第三者が、

不正取得者であることが明らかになっ
た場合

　・ 国または県の通知により、特定事務受
任者が、職務上請求用紙を使用し、不
正取得を行った事実が明らかになった
場合

◎お知らせの対象となる証明書
　・住民票の写し、戸籍謄抄本等

問合せ先  住民課　☎ ３４－１１１１

固定資産税の適正な課税のためご確認をお願いします
　固定資産税は、毎年１月１日現在を基準日として課税されます。所有してい
る固定資産に関して次のような変更がある場合は、税務課までご連絡ください。

◎固定資産そのものの変更
・ 登記をしていない建物を新築または増築した場合（税務課による家屋評価が

行われていないもの）
・登記をしていない建物の全部または一部を取り壊した場合
・建物の全部または一部の用途変更をした場合（例：事務所を居宅に変更した等）
・住宅用地認定にかかる住宅の数が変更になった場合
・土地の用途を変更した場合（例：住宅を取り壊して貸し駐車場に変更した等）
 　ほか
※ 登記がある家屋で、法務局で登記申請や滅失登記などがすでに済んでいる場

合には、役場へ届け出る必要はありません。ただし、滅失登記が翌年にわた
る場合には、ご連絡ください。

◎所有者の変更
・ 所有者または納税義務者が死亡し、税務課での相続代表人指定届出書提出等

の手続きを行っていない場合
・登記をしていない建物の所有者を変更する場合
・町外在住の納税義務者で住所の変更がある場合　ほか
※ 登記がある家屋で、法務局で所有権移転登記などがすでに済んでいる場合に

は、役場へ届け出る必要はありません。

 ＊＊家屋評価について＊＊　

　家屋評価は、固定資産税の基
となる評価額を算出するため、
新築または増築した家屋を対象
に行われるものです。
　令和３年度分以降の固定資産
税賦課のため、７月から１２月
中に税務課職員が家屋評価に伺
います。対象者の方には、事前
に連絡をさせていただきますの
でご協力をお願いします。

問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１
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町の税金や料金の三菱ＵＦＪ銀行での口座振替や
窓口納付の取扱いができなくなります。

（収納代理金融機関変更のお知らせ）

　町に納めていただく税金や料金について、現在ご利用いただいております三菱ＵＦＪ銀行本・支店での口座振替や
窓口納付の取扱いを令和３年４月１日からとりやめることになりました。（令和３年３月３１日までは利用可能です。）
　令和３年４月１日以降は、お手数ですが、以下の金融機関をご利用ください。また、現在三菱ＵＦＪ銀行で口座
振替をご利用いただいている方は、早めに以下の金融機関での口座振替に変更の手続きを取っていただきますよう
お願いします。

　◎三菱ＵＦＪ銀行本・支店での口座振替や窓口納付ができなくなるもの
　　・町県民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税などの町に納める税金
　　・ 認定こども園保育料等、町営住宅使用料、学校給食費、放課後クラブ保育料、後期高齢者医療保険料、施設

等の使用料などの町に納める料金

　◎窓口納付や口座振替ができる金融機関（順不同）
　　 十六銀行、大垣西濃信用金庫、いび川農業協同組合、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、
　　西美濃農業協同組合、ゆうちょ銀行
　　※ただし、ゆうちょ銀行では、窓口納付と保育料等・学校給食費の口座振替はできません。

問合せ先  会計課　☎ ３４－１１１１

　８月１日よりスマートフォン用決済アプリ「au PAY」を利用して、自宅で町税等を納付することができ
るようになります。外出の必要がないため、新型コロナウイルスの感染予防にもなります。
　納付書にあるバーコードをスマートフォンで読み取り、au PAY の残高より即時納付するサービスです。
町税等を納付できるスマートフォン用決済アプリとして、「PayPay」、「LINE Pay」、「楽天銀行アプリ」、

「PayB（ペイビー）」も利用できます。
※  PayB を利用できる金融機関として、ゆうちょ銀行、十六銀行、大垣共立銀行があります。取扱金融機関

は順次拡大予定です。

●納付できる科目
　町県民税（普通徴収）　　固定資産税　　軽自動車税（種別割）
　国民健康保険税 　　　　上水道料金　　住宅使用料　　　　　　放課後クラブ保育料

●利用方法
　①スマートフォンにアプリをダウンロードする。
　②ダウンロードしたアプリを起動し、氏名や支払い方法（銀行口座）など必要事項を登録する。
　　※ au ID を取得していない場合は、アプリ起動時に新規作成が必要です。
　③納付書のバーコードを読み取り、決済内容を確認し、支払い完了。
　※「au PAY」の決済上限額は 1 回あたり 25 万円です。
　※利用できる金融機関や必要なアプリは各社のホームページ等を確認してください。
　※納付期限（有効期限）を過ぎた納付書は利用できません。
　※領収証書は発行されません。軽自動車の継続検査用証明書が必要な場合は、税務課に相談してください。
　※納付手数料は無料となりますが、通信にかかるパケット代は別途利用者負担となります。

問合せ先  税務課（町県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税（種別割））、健康課（国民健康保険税）
　　　　　 環境水道課（上水道料金）、建設課（住宅使用料）、学校教育課（放課後クラブ保育料）
　　　　　 ☎ ３４-１１１１

いつでも・どこでも・かんたんに！ 

 新たに「au PAY」でも町税等が納付できます

決 済完 了

7広報おおの 2020.7



『大野の太鼓判』として自慢の商品を町ぐるみでＰＲしてみませんか？
◉ 大野の太鼓判　第８回公募のご案内 ◉

１　対象商品　大野町で開発若しくは生産された商品、又は大野町で産出された農林水産物及びその加工品
２　応募資格　町内に主たる事業所、住所を有する個人及び法人又はそれらの者で構成された団体
３　応募件数　１事業所あたり３点まで
４　募集期間　７月１日（水）～８月３１日（月）　※土・日、祝日除く
５　スケジュール　（１次審査）　１０月　　（２次審査）　１１月
６　応募方法　 「（様式第１号）大野の太鼓判認定申請書」に必要事項を記載のうえ、観光企

業誘致課に提出ください。申請書は、観光企業誘致課窓口での受け取りのほ
か、町ホームページ「大野の太鼓判」ページからダウンロードできます。

 「大野の太鼓判」の認定を受けると… 
　❶ 「大野の太鼓判」認定ロゴマークを商品に使用することができます。
　❷ 町広報紙やＨＰ、無料雑誌等へ掲載し、商品のＰＲができます。
　❸ 町が主催、共催または参加する物産展等へ優先的に出店することができます。
　❹ 町が全面的にバックアップし、商品のトップセールスができます。
　❺ 事業所の要望等に、各委員が可能な限りアドバイスします。
 問合せ先  観光企業誘致課　☎ ３４-１１１１　FAX：３４-３５２５

「大野の太鼓判」公募要領
１　事業目的
　大野町を代表する優良な特産品を大野の太鼓判として
認定し、地域産業の振興及び情報発信による大野町の知
名度の向上を図り、もって地域経済の活性化に資するこ
とを目的とする。
２　対象商品
　大野の太鼓判の認定の対象となる特産品は、大野町で
開発若しくは生産された商品又は大野町で産出された農
林水産物若しくはその加工品とする。
３　応募資格
　町内に主たる事業所、住所を有する個人及び法人又は
それらの者で構成された団体。
４　応募件数
　１回の募集につき、１事業者あたり３点までとする。
５　応募方法
　別添「大野の太鼓判認定申請書」に所要事項を記入の上、
関係書類を添えて、委員会の定める期日までに大野町役
場産業建設部観光企業誘致課まで提出するものとする。
６　審査の概要及び基準
　大野の太鼓判認定委員会において応募商品の試飲食、

製品機能等の検分及び申請書等から、次に掲げる項目を
点数化して合算した合計点が、一定水準に達した特産品
を大野の太鼓判として推薦するものとする。
　　⑴　大野町の地域性が感じられる度合い
　　⑵　特産品としての独自性、優位性
　　⑶　特産品の安定供給力
　　⑷　特産品の継続的改善への意志、能力
　　⑸　特産品としての成長性
　　⑹　消費者の安心感、信頼性確保の仕組み
　　⑺　大野町の雇用や生産を誘発する期待度合い
　　⑻　大野町のイメージ向上に資する度合い
　応募商品を審査する際に、商品を提供して頂きます。
なお、その際の費用に関しては、申請者自身でのご負担
となります。
７　特産品の認定及び公表
　町長は、委員会の審査報告に基づき、大野の太鼓判の
認定を決定し、事業者に大野の太鼓判認定証を交付する
とともに、広報紙、町ホームページ等で公表する。

問合せ先  観光企業誘致課　 ☎ ３４-１１１１　FAX：３４-３５２５
　　　　　E メール　kigyo@town-ono.jp

７月から「ゆ～みんぐ」の回数券購入がワンストップでできます！

令和２年度補助金額一覧（従前と変更はありません）
１１枚つづり１冊の補助額です。年間１２冊（１回２冊）まで購入できます。

区　分 補助前金額 補助額 窓口負担額
① 中学生までの人 ３,０００ 円 １,５００ 円 １,５００ 円
② ７０歳以上の人 ３,０００ 円 １,５００ 円 １,５００ 円
③ ①②以外の人 ５,０００ 円 ２,５００ 円 ２,５００ 円
④ 障がい者
　 身体障害者手帳等を提示してください。 １,０００ 円 ５００ 円 ５００ 円

⑤ 障がい者の介護者
　 介護する障がい者と同時に申請してください。 １,０００ 円 ５００ 円 ５００ 円

　役場で発行していた「登録
カード」を、７月からゆ～みん
ぐの窓口で発行できるようにな
りました。申請するときは、運
転免許証や健康保険証などの本
人確認書類と認め印をもって、
ゆ～みんぐの窓口で手続きして
ください。
問合せ先  

生涯学習課　☎ ３４-１１１１
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〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜 
７月は“社会を明るくする運動”

強調月間です

大野町社会を明るくする運動推進委員
（保護司会・更生保護女性会・ＢＢＳ会）
　近年、犯罪や非行に対する不安
感が社会全体に広がっており、安
全、安心な社会を築いていくこと
が強く求められています。
　誰もが安心して暮らせる地域社
会を築いていくためには、地域住
民の方々の、地域に対する思いと
積極的な参加が必要です。
　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人た
ちや非行をした少年達の更生につ
いて理解を深め、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
　今年は「犯罪や非行のない安全・
安心な地域社会を築くための取組
を進めよう」と「犯罪や非行をし
た人たちの立ち直りを支えよう」
を行動目標として、運動が展開さ
れます。
　皆様のご理解とご協力をお願い
します。
問合せ先  総務課　☎ 34-1111

「令和２年度　大野町民ラジオ
体操会」の中止について 

　８月２日（日）に開催予定の「令
和２年度 大野町民ラジオ体操会」
について、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止します。
　皆様の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

「第３３回ふれあいコンサート」
の中止について

　７月５日（日）に開催予定の「第
３３回ふれあいコンサート」につ
いて、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。
　皆様の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

※ 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。

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

先の徹底
● 全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着
用の徹底

●飲酒運転の根絶
問合せ先  総務課　☎ 34-1111

川を安全に楽しむために

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

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

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

との無いビーチサンダルは脱げてあぶないよ！）

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

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

問合せ先  県揖斐土木事務所 河川安全利用推進協議会　☎ ２３-１１１１

© 岐阜県

町有財産売払いのお知らせ

　町では、普通財産売払いに係る一般競争入札を次のとおり行います。
◎入札日時　８月２１日（金）午前１０時より
◎場所　役場 １階 第１町民相談室
◎入札に付する物件　所在地　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　７１０, ０００円

入札保証金　７１, ０００円
　入札への参加には市町村民税の「完
納証明書」又は「徴収猶予許可通知
書」、農業委員会が発行する「買受適
格証明書」を添えて８月１２日（水）
までに「一般競争入札参加申込書」
の提出が必要となります。
　附帯条件等を明示した参加要領（様
式等）は担当窓口にて配布いたします。
注）予告なく入札を中止する場合が
ありますので、希望者は必ず事前に
ご確認ください。
問合せ先  総務課　☎ 34-1111
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７月１０日（金） 
から全国の法務局において、 

「自筆証書遺言書保管制度」 
の運用を開始します！！

　自筆証書遺言書を作成した本人が、
法務局に遺言書の保管を申請するこ
とができる制度です。遺言書の保管
申請時には、手数料３, ９００円を収
入印紙により納付していただきます
が、法務局に設置する遺言書保管所
において、遺言書を大切に保管しま
すので、紛失や亡失の防止、第三者
による破棄や改ざんをされたりする
ことがないほか、遺言者が亡くなら
れた後の手続として、相続人等は、
別途手数料を納めて、各遺言書保管
所に保管中の遺言書の内容の証明書
を請求したり、遺言書の閲覧をする
こともできるなど、遺言者だけでな
く、相続人や受遺者等にもメリット
のある制度となります。
　また、この保管制度を利用した自筆
証書遺言は、家庭裁判所における検認
が不要となることも特徴の１つです。
　この保管制度の利用（手続）には、
各種確認や手続の処理に一定程度の
時間を要するため、手続の順番をお
待ちいただくことがないよう、予約

（予約システム、電話、窓口）を前提
としており、７月１日（開始予定）か
ら予約システムによる予約が可能とな
ります。本制度の利用に係る詳細は、
法務省のホームページ
をご覧いただくか、以
下に記載の最寄りの法
務局（遺言書保管所）
に、「遺言書保管」につ
いてお尋ねください。

法務局手続案内予約
サービス専用ページ

（令和２年７月１日
（開始予定）から予
約可能）
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.
home-t/

遺言書保管制度（法
務省ＨＰ）
http ://www.moj .
g o . j p / M I N J I /
minji03_00051.html

問合せ先  岐阜地方法務局大垣支局　
☎ 0584-７８-３３４７

募　集

放課後クラブ指導員募集

◎勤務時間　８月３日（月）～８
月１４日（金）【小学校夏休み期間
中】
◎募集人数　若干名
◎資格　保育士又は教員資格を有
する者。又は資格がなくても児童
福祉施設又は教育施設で勤務経験
がある者
◎勤務時間　午前７時４５分～午
後６時３０分（最終児童が帰宅す
るまで）の内、４～５時間程度（勤
務場所による）週２～４日程度
◎勤務場所　全放課後クラブ
◎選考方法　面接（７月下旬予定）
◎申込期限　７月１７日（金）
◎申込方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入の上、保育士証又は
教員免許の写しを添えて申込む。
申込・問合せ先  学校教育課　
☎ 34-1111

放送大学１０月生募集

　テレビ等の放送やインターネッ
トを利用して授業を行う放送大学
では、２０２０年度第２学期（１０
月入学）の学生を募集します。
◎出願期限　第２回：９月１日

（火）～９月１５日（火）
問合せ先  
放送大学岐阜学習センター　
☎ 058-273-9614

手話奉仕員養成講座（前期編）
開講のお知らせ

　手話は、「手や身体・表情」で表
し、「目」で見て理解する言葉です。
この講座では、手話で伝え合う楽
しさを知り、地域のろう者と手話
で日常会話が出来るようになるこ
とを目標にしています。
◎講座の日程　令和２年８月２０
日（木）～令和３年３月１１日（木）
まで（全２６回）毎週木曜日午後
７時から午後９時（1 回約２時間
の講習）

◎講義の会場　池田町中央公民館
◎対象者　町内在住または在勤

（１８歳以上）で継続して受講可能
な方。（ただし、手話学習経験のな
い方に限る）
◎内容　簡単な手話表現の習得か
ら、自己紹介や日常会話までを学
びます。
◎定員　３０人（揖斐川町、池田
町の受講者と一緒に学びます。）
◎費用　テキスト代（３, ３００円）
◎申込方法　往復はがきに　①講
座名（手話奉仕員養成講座（前期
編））　②郵便番号　③住所　④氏
名（ふりがな）　⑤年齢　⑥電話番
号を明記し、一般社団法人 岐阜県
聴覚障害者協会（〒 500-8384 岐
阜市薮田南５- １４- ５３ OKB ふ
れあい会館６階）へ郵送してくだ
さい。８月１０日（月・祝）必着
とします。

【往復はがきの記載方法】（「大野 
花子さん」が受講を希望する場合）
（往信の宛名面） （返信の文面）

〒 500-8384
岐阜市藪田南
５- １４- ５３
OKB ふれあい会館

一般社団法人 
岐阜県聴覚障害者協
会　御中

※白紙のまま発送し
ます。

（返信の宛名面） （往信の文面）

〒 501- ０５〇〇
揖 斐 郡 大 野 町 大 字
〇〇番地

大野　花子　宛

① 大野町手話奉仕員
養成講座（前期編）

② ５０１－０５〇〇
③ 揖斐郡大野町大字

〇〇番地
④ 大野　花子（おお

の　はなこ）
⑤ 年齢　〇〇歳
⑥ ０５８５（□□）

□□□□

↑受講を希望される方の情報を、
返信の宛名面、往信の文面に記入
します。
問合せ先  福祉課　☎ 34-1111
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町職員募集（令和３年４月１日採用）

◎職種　①一般行政職（大卒・短大卒）

　　　　②一般行政職〔土木系学校卒〕（大卒・短大卒）

　　　　③一般行政職〔身体障がい者対象〕（大卒・短大卒）

　　　　④保健師（大卒）

　　　　⑤保育士（大卒・短大卒）

　　　　⑥幼児療育センター指導員（大卒）

◎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 　①の要件を満たす者で、土木系学校を就学した者

　　　　　　③ 　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 　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）

　　　　　　⑤ 　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）

　　　　　　⑥ 　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

◎試験期日等　第１次試験　岐阜県市町村職員統一採用試験

【試験科目】 新卒者：教養試験 Logical-I（大卒）、Logical-II（短大卒）

　　　　　 事務適性検査・職場適応性検査

　　　　　 社会人経験者：社会人基礎試験（職務基礎力試験・職務適応性検査）

【期日】９月２０日（日）

【場所】岐阜県立岐阜総合学園高等学校（岐阜市須賀２－７－２５）

　　　　　　　第２次試験　口述試験・作文試験（１１月頃予定）

　　　　　　　　　　　　　※第１次試験の合格者へ別途通知します。

◎受付場所　総務部総務課

◎受付期間　７月２７日（月）～８月７日（金）の平日（午前８時３０分～午後５時１５分）

◎申込方法　総務課備付の申込書に、必要事項を記入し、卒業（見込）証明書と保健師、保育士・幼児療育センター

指導員希望者については、資格証書の写し（見込証明書可）を添えて申込む。
問合せ先 　総務課　☎ 34-1111

＊＊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
　・１枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ５２ｍｍ）　　12,000 円
　・２枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１１０ｍｍ）　22,000 円
　・３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、役場総務課窓口備付の関係

資料を参照してください。

広報紙の発行状況など
　毎月１回（１号）７, ８００部発行し、発行月号の前月最
終金曜日に、広報委員を通して町内各世帯へ配布しています。
　「広報おおの」１０月号への広告掲載申込は、８月１９日

（水）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。
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【募集（受付）期間】７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㎡ 

 

警察官募集（令和３年４月１日採用）

試験区分・採用予定人員・採用試験等日程（予定）
試験区分 採用予定人員 公示日 受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格日 採用予定日

ＡⅡ（男性） 未定

６月１９日（金）
７月１日（水）

～
８月１１日（火）

９月２０日（日）
岐阜会場

１０月中旬
～

１１月中旬
１２月上旬 令和３年４月１日

ＡⅡ（女性） 未定

Ｂ（男性） 未定 ９月２０日（日）
岐阜会場

多治見会場
高山会場Ｂ（女性） 未定

　 ※　上記試験区分ＡⅡ（２回目）については、延期となっているＡⅡ（１回目）と同時に実施します。

受験資格・試験の方法
 区分
項目 ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女性） Ｂ（男性）・Ｂ（女性）

受
験
資
格

年齢 昭和６０年４月２日以降に生まれた者 昭和６０年４月２日～平成１５年４月１日までに生まれ
た者

学歴等 大学（短期大学を除く。）を卒業（見込みを含む。）した者 左記以外の者

試
験
方
法

第１次試験 教養試験、作文試験
※　作文試験は、第２次試験で評価する。

第２次試験

集団討論試験、口述試験、適性検査、身体検査、体力検査、身体精密検査
※　集団討論試験については、Ａ区分のみ実施
※　身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
※　 体力検査種目（反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て伏せ、握力、20m シャトルラン、五指関節、

開眼片足立ち）

問合せ先  揖斐警察署（☎ 0585-23-0110）又は最寄の交番、駐在所
※試験公示日以降に岐阜県警察公式ホームページをご参照ください。



くらしの情報

13広報おおの 2020.7

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　７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　７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　７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　７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　７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

揖斐郡消防組合消防機関の職員募集（令和３年４月１日採用）

◎募集人員　若干名
◎応募資格　 揖斐郡内に居住する方（採用後、居住でも可）で、高等学校または、大学などを卒業した方（令和３年３月卒業見込み可）

で身体強健な方。平成７年４月２日以降に生まれた方。
◎試験日時など　（１）第１次試験　（教養試験、事務適正検査および消防適正検査）
　　　　　　　　岐阜県市町村職員統一採用試験により実施
　　　　　　　　◎日時　９月２０日（日）午前８時５０分～　◎場所　岐阜県立岐阜総合学園高等学校
　　　　　　　　 （２）第２次試験　
　　　　　　　　◎日時　１０月下旬頃（日時未定）揖斐郡消防組合において、口述、作文試験、体力測定を行います。
◎受付期間　７月１日（水）～７月３１日（金）（土日、祝日は除く）
◎発表　１１月中旬応募者に通知。
◎採用　令和３年４月１日
◎申込方法　消防本部総務課備付の申込用紙に必要事項を記入し申込む。
　　　　　　 なお、卒業証明書（卒業見込み証明書）、履歴書、健康診断書（各保健所・公的病院）を添えて、揖斐郡消防組合総務課

へ提出。
◎備考　第２次試験の体力測定は、消防職員として必要な体格、体力の有無について測定します。
　　　　採用されますと、地方公務員となり、給料やそのほかの待遇については、町役場の職員とほぼ同様です。
問合せ先 　揖斐郡消防組合消防本部総務課　揖斐郡大野町中之元８２４番地　☎ ３２－２５５１
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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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今月のおすすめ本

ブルーヘブンを君に  でんにゃ� 3～ 5歳
（秦�建日子著 /河出書房新社）

　俺、青が好きだからさ。ハング・グライダー乗りの蒼
太に出会った高校生の冬子。ある日、彼にとって特別な
フライトに招待される。時を超えて淡い想いが交錯する
大人の青春ラブストーリー。大野町関連映画の原作。

（大塚�健太作・柴田�ケイコ作 /パイインターナショナル）

　歯は、食べものを細かくするだけではありません。そ
うたくんたちは、歯医者さんに、歯と骨の間にあって、
いろんな役割をしている膜“歯こんまく”について教え
てもらい…。歯に関する正しい知識がよくわかる絵本。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●ホハレ峠 

（大西 暢夫写真・文 / 彩流社）
●家族会議のススメ

（吉弘 淳一編著 / 晃洋書房）
●今日から自宅がジムになる宅トレ�

（坂詰 真二著 / カンゼン）
●猫を棄てる

（村上 春樹著・高 妍絵 / 文藝春秋）
●逆ソクラテス

（伊坂 幸太郎著 / 集英社）

●ねずみくんはめいたんてい� 0～ 5歳
（なかえ よしを作・上野 紀子 / ポプラ社）

●ダンゴムシがやってきた !� 3～ 5歳
（くすのき しげのり作・ゆーち みえこ絵 / アリス館）

●えんそくのおばけずかん� 小初，小中，般
（斉藤 洋作・宮本 えつよし絵 / 講談社）

●かみさまのベビーシッター� 小中，小上
（廣嶋 玲子作・木村 いこ絵 / 理論社）

●目で見るSDGs時代の環境問題� 小中，小上
（ジェス・フレンチ著・大塚 道子訳 / さ・え・ら書房）

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　　「朝活のすすめ」展
　日の出も早く、早起きしやすい夏。通勤・通学前の短
い時間を利用して、朝から効率よく身体や頭を動かして
みましょう。あえて夏限定という期間で目標設定をして
チャレンジすることで、苦手な運動習慣もつけられるか
もしれません。朝から気持ちよくスタートダッシュでき
る夏は「朝活」スタートには良い時期です！

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、新型コロナウィ
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

7 月
日 月 火 水 木 金 土

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



国　保　だ　よ　り
　国民健康保険税は、加入されている皆様が安心して医療を受けられるための貴重な財源です。本年度分の仮算定の納税通知
書は５月に既に送付し、本算定の納税通知書は７月中旬に送付を予定していますので、期限内納税にご協力をお願いいたします。

仮算定： 前年度から継続して国保に加入されている世帯が、暫定的に前年度並みの保険税額を第１、２期で納税していた
だくことです。加入状況の変更や前年の所得状況は、ここでは算入されません。

本算定： 加入状況や前年中の所得状況によって、今年度の年税額が決定され、第３期から第１０期を納税していただくこ
とです。令和２年４月以降に加入された世帯は本算定からの納税となります。仮算定のあった世帯は、年税額か
ら仮算定額をひいて、８期で分割します。

●令和２年度　国民健康保険税額について
　令和２年４月１日から令和３年３月３１日の加入状況によって、世帯ごとに世帯主に課税されます。

全ての加入者 ４０歳～６４歳の加入者
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額（加入者１人につき） 28,500円 8,700円 13,000円
平等割額（加入世帯１世帯につき） 23,500円 7,300円 7,500円

所得割額（加入者の令和元年中の所得に対して） 基準総所得金額の
6.76％

基準総所得金額の
1.97％

基準総所得金額の
2.41％

賦課限度額（保険税の上限） 630,000円 190,000円 170,000円
※基準総所得＝総所得金額−基礎控除額（33 万円）

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

＊ 医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分は、それぞれ、均等割額と平等割額と所得割額を加算し、賦課限度額以
下とします。擬制世帯主（国保に加入されていない世帯主）は算出根拠から除きます。

●国保税の納期限

仮算定 第１期　　６月　１日 第２期　　６月３０日 ＊＊＊ ＊＊＊

本算定
第３期　　７月３１日 第４期　　８月３１日 第５期　　９月３０日 第６期　１１月　２日
第７期　１１月３０日 第８期　１２月２５日 第９期　　２月　１日 第１０期　３月　１日

●国保税の軽減制度
　①低所得世帯への税軽減
　②後期高齢者医療制度へ加入した人と、国保加入者が１人いる世帯への税軽減
　③６５歳未満で、自己都合でなく離職された方への税軽減
　　※①と②は、申請不要ですが、①は加入者全員の所得申告が原則必要です。③は申請が必要です。

●国保税の口座振替について
　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。納付漏れのないよう口座振替をぜひご利用ください。
　口座振替依頼書は国民健康保険税納税通知書に付属しています。（町内各金融機関と大野町役場健康課窓口にも備え付けて
あります。）

●新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少に伴う減免について
　国保税の納付が困難になった方は、減免などが受けられることがありますのでご相談ください。
　〜減免の対象となる世帯〜
　１　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
　２　 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入など減少が見込まれ、次の要件の全

てに該当する世帯
　【要　件】
　①事業収入や給与収入などのいずれかが前年に比べて１０分の３以上減少する見込みであること。
　②前年の所得の金額の合計額が１０００万以下であること。
　③減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万以下であること。
　〜減免の対象となる保険税〜
　 　令和元年度及び令和２年度分の保険税であって、令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に通常の納期限のも

の（年金天引の場合は、年金支払日のもの）。

　※減免額の算定方法についてはお問い合わせください。 問合せ先  健康課　☎ ３４-１１１１
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保健師による

健康伝言板
●今年は特に熱中症になりやすい…？
新型コロナウイルス感染対策の…
外出自粛で、　①�汗をかいていない→汗をかいて体温を下

げる体の反応が鈍る
　　　　　　 ②�運動をしていない→筋肉量の減少で体に

保持できる水分量が減る
マスク着用で、③体に熱がこもりやすい
　　　　　　　④�マスク内の湿度が上がり、のどの渇きを

感じづらくなる

●脱水はウイルス感染のリスクもあげる…？
　鼻から肺までの空気の通り道である気道には、ウイル
スや細菌などの異物が体内に侵入するのを押さえる気道
粘液やじゅう毛があり、それらが機能するためにはある
程度潤っている事が必要です。脱水になると潤いが足り
なくなり、充分に機能を発揮できません。熱中症の手前
の脱水症でもウイルス感染のリスクにつながるのです。

●熱中症の症状とコロナ感染の症状は似ている…？
　熱中症の症状である「倦怠感」「めま
い、立ちくらみ」「頭痛」などは新型コ
ロナウイルス感染症の軽度の症状にも
よく似ており、見分けるのが難しいた
め、まずは熱中症予防が大切です。

●熱中症を予防するにはどうしたらよいの？
　①肉・魚・野菜をバランス良く、３食きちんと食べる。
　② 喉が渇く前にこまめに水分補給をする。（多量のカ

フェイン・アルコール摂取は注意！）
　③ 水分補給が充分に出来ないときは経口補水液を活用

する。軽い頭痛など初期症状が出たときにも、経口
補水液をとることで重症化を防ぎます。

　④ クーラーなどを上手に使い温度の調整をする。適切
な温度：２８℃以下

　⑤ 換気をこまめにして、湿度も高くなりすぎないよう
注意。適切な湿度：７０％以下

　⑥快適な環境で、よく睡眠をとる。
　⑦人混みを避けた散歩や室内での軽い運動を行う。

●自分自身と医療を守るために
　新型コロナウイルス感染症の影響で、医
療崩壊の危機が高まっているなかで、今年
も熱中症による搬送者が増えたら…
　いま、熱中症に対して自分が出来ること
をやることが、自分の命を守り、医療を守ることになり
ます。今年も熱中症を予防しましょう。

 問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３

例年以上に
熱中症に注意しましょう

７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

７

５
大久保医院 大野町黒野 32-1510

しょうなん調剤薬局
大野店 52-9660

12
久瀬診療所 揖斐川町東津汲 54-2040

しょうなん調剤薬局
久瀬店 54-2377

19
新生病院 池田町本郷 45-3161

ピノキオ薬局池田店 45-0233

23
まつばら眼科 池田町池野 44-1233
こころ調剤薬局 21-1189

24
いけだ整形外科
リウマチクリニック 池田町八幡 45-3344

たんぽぽ薬局揖斐店 21-5021

26
今村医院 池田町池野 45-2133

サンセイ調剤薬局
揖斐病院前店 22-5980

※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

肺がん検診のご案内 がん検診を順次再開します。
　

年度末年齢４０～６４歳の方が対象です。
（昭和３１年４月１日～昭和５６年３月３１日生）
他で受診機会のない方は是非お申込みください。
日時：７月　６日（月）午前９時～１１時３０分【女性限定】
　　　　　　　　　　　午後１時～３時３０分
　　　７月２１日（火）午前９時～１１時３０分
　　　　　　　　　　　午後１時～３時３０分
　　　※同時に大腸がん検診も行います。
場所：保健センター
内容：問診・胸部Ｘ線検査　 【２００円】
　　　（追加検査）　喀

かく

痰
たん

検査【＋５００円】
　　　　 ５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が

６００以上の希望者

申込・問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３

■ 献血の実施報告 ■
　令和２年５月に全血献血を行いましたところ、以下
のように多数の方々のご協力をいただきました。あり
がとうございました。

　５月１９日（火）／大野町役場／２４名

　７月１日から７月３１日までは「愛の
血液助け合い運動」月間です。

★さあ行こう 未来をつなぐ 献血へ★

　　 問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３
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後期高齢者医療制度についてのお知らせ
　保険証（被保険者証）を更新します 「保険証は１人に１枚交付されます」

　後期高齢者医療の保険証は大野
町に住所を有する７５歳以上の方
と、一定の障がいがある６５歳か
ら７４歳の方で広域連合の認定を
受けた方に交付されます。現在の
保険証の有効期限は令和２年７月
３１日ですので、８月１日からは
７月中にお送りする新しい保険証
をご使用ください。新しい保険証
はうすい青色に変わります。古い
保険証を処分されるときは、住所
や氏名が見えないよう裁断するな
ど、十分注意してください。

　令和２・３年度の保険料率の改定について

　後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費の動向や制度改正を踏まえ、２年ごとに見直しを行います。
　令和２年度及び令和３年度の保険料率は次のとおりです。

令和２・３年度 平成３０・３１年度 増減
均等割額 44,411 円 41,214 円 +3,197 円
所得割率 ８．５５％ ７．７５％ ＋０．８ポイント

賦課限度額 64 万円 62 万円 +2 万円

　保険料率が上昇する要因としては、医療費の増加や後期高齢者負担率（国が決定する医療給付費に占める高齢者
の保険料負担の割合）の上昇が考えられます。また、１人当たりの保険料増加には保険料均等割額の軽減特例の見
直しの影響も含まれます。（「保険料軽減措置の見直しについて」をご覧ください。）

　令和２年度の保険料について

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計
となり、令和２年度の保険料は令和元年分の所得を基に個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額
決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。
【保険料額について】
　令和２年度の保険料額は以下のア、イの合計額になります。
　　ア：均等割額（被保険者一人あたり44,411円）
　　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率８．５５％）　　※総所得金額等－33万円（基礎控除額）

　保険料の軽減措置の見直しについて

①保険料の均等割額軽減特例の段階的な見直し　
　保険料均等割の軽減措置は、当面の暫定措置として特例的に実施されてきましたが、世代間の負担の公平を図る
観点なども踏まえ、制度本来の仕組みに戻すこととされていました。平成３１年度から段階的に本来の軽減への見
直しが行われています。
　令和２年度は次のとおりとなります。医療保険を将来にわたり安心できる制度にする見直しであるため、ご理解
をお願いいたします。
・ 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。

ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得
に合算されます。また、７割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除 15 万円（６５
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後期高齢者医療被保険者証 有効期限
被保険者番号  ○○○○○○ 令和２年７月３１日
住    所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

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

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

広域 太郎 
 

 

 

後期高齢者医療被保険者証 有効期限
被保険者番号  ○○○○○○ 令和３年７月３１日
住    所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

氏    名 広域 太郎      性 別 男
生 年 月 日       昭和○○年○○月○○日
資格取得年月日       令和○○年○○月○○日
発 効 期 日       令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日       令和 ２年 ８月 １日
一部負担金の割合      ○ 割

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

広域 太郎 
 

《７月３１日まで・うすい紫色》 《８月１日から・うすい青色》
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歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額
となります。なお、軽減判定日は４月１
日または資格を取得した日となります。

・ 平成３１年度に８割軽減の対象であった
所得区分の方（平成３０年度は９割軽減
の対象であった所得区分の方）は、年金
生活者支援給付金の支給や介護保険料の
軽減強化などの対象となっています。（た
だし、住民税課税世帯の方は対象となり
ません。また、年金生活者支援給付金の
支給額は年金保険料の納付実績に応じて異なります。）

・ ８．５割軽減の対象であった方は、年金生活者支援給付金の支給対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点
から、平成３１年度は８．５割軽減に据え置かれていました。
②被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減　
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、
所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後２年経過するまでの間に限り５割軽減となります。（ただ
し所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。）※被用者保険とは
…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康保険組合は含
まれません）

　保険料の納め方について

　保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いただく「普通徴収」
があります。
①年金からのお支払い「特別徴収」
　年金の受給額が年額 18 万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分の
１を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。
②口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
　特別徴収とならない方は、大野町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。保険料のお支
払い忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。

　保険料の納付方法を特別徴収（年金から納付）から口座振替に変更できます

　保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができる場合があり
ます。お手続き方法などにつきましては健康課にお問い合わせください。

　保険料の納付が難しいとき

　健康課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談
ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が
行われることがあります。

　確定申告期限の延長期間に申告された方へ

　毎年７月中に８月からの新しい保険証や新年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書をお送りさせていただいて
おりますが、確定申告期限の延長期間に申告された方については、保険証に記載のある負担割合（１割、３割）の
判定や保険料の計算に必要な所得情報が、作成時に間に合わない可能性があります。その際は確定申告の所得情報
がない状態で作成された保険証や後期高齢者医療保険料額決定通知書を一旦送付させていただきます。後日、保険
証の差替えや保険料の変更が発生する可能性があります。
　また、保険料の変更をした場合、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付していただいた方について、普通
徴収での納付に切り替わることもあります。

　皆様にはお手数をお掛けしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 問合せ先  健康課　☎ 34-1111



社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

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

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

法人運営事業

◆理事会・評議員会の開催
　理事会　　４回
　評議員会　３回
◆財政基盤強化　会員の拡充
　一般会員　６, ６１８世帯
　特別会員　　　　　 １口
　賛助会員　　　 １１３口
◆社会福祉功績者表彰式
◆福祉用具貸与
◆福祉団体等への支援（６団体）
◆福祉委員活動の支援
◆社協だよりの発行
◆ホームページ公開
◆�地域福祉活動計画に基づく福祉事業の推進

ボランティアセンター事業

◆広報活動による啓発
◆ボランティア活動支援
　・広報おおの録音版作成
　・家具固定普及
　・ふれあい食事サービス
◆�災害ボランティアセンターの体制整備
・�災害ボランティアコーディネーター養成講座
・町防災訓練参加
◆ボランティア連絡協議会との連携
　登録団体１３団体（３５４名）
◆共同募金街頭募金運動
◆ボランティア活動保険加入促進

生活福祉資金貸付事業

心配ごと相談事業

福祉サービス利用援助事業

生活困窮者自立支援事業

福祉推進事業

◆まち cafe の開催
◆福祉教育の推進
　・夏休み体験講座「ボラスク開催」
　・街頭募金運動への協力
◆生活支援体制整備事業
　・有償ボランティア立上げ支援
　・ふれあい・いきいきサロン立上げ支援
◆啓発活動　映画上映
　「ぼけますから、よろしくお願いします。」

共同募金配分金事業

【一般募金配分金事業】
◆福祉のふれあい広場開催
◆ふれあい食事サービス「ニコちゃん弁当」
　・ボランティア講座
　・絵手紙を添えたお弁当の配布
◆バースデイ花束プレゼント
◆ふれあい ･いきいきサロン継続事業
　・補助金交付　・サロン保険加入
　・講師派遣
◆地域見守りネットワーク活動支援事業
　・安心カードの普及支援
【メニュー事業配分事業】
◆ふれあい･いきいきサロン支援事業
　・サロン立上げ支援
【歳末たすけあい募金配分事業】
◆在宅援護事業
◆高齢者交流事業「新春ふれあい食事会」
◆障がい者交流事業
　・視覚障がい者とボランティア交流会
◆貸出用具整備事業
◆地域福祉啓発・普及事業
　・寄せ植え教室開催

介護保険事業等

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

就労継続支援事業等

◆就労継続支援事業
　①もみじの里運営
　②受託事業
　③自主製品販売事業
◆相談支援事業
　①一般相談支援事業
　②特定相談支援事業
　③障害児相談支援事業

東さくらこども園事業

◆東さくらこども園事業
◆子育て支援センター事業

その他の事業

◆岐阜県共同募金会事業
◆日本赤十字社事業
◆災害義援金募集事業
◆大野町戦没者追悼式

令和元年度　 事　業　報　告

社会福祉協議会だより
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「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。

令和元年度　 資金収支決算書
◆収入の部　　　　　　 （単位：円）

勘定科目 決算額
会費収入 3,876,000

寄附金収入 232,800

経常経費補助金収入 22,298,558

受託金収入 3,713,477

事業収入 312,600

負担金収入 7,988,290

介護保険事業収入 18,905,737

保育事業収入 163,046,544

就労支援事業収入 2,727,555

障害福祉サービス等事業収入 31,849,906

受取利息配当金収入 126,145

その他の収入 3,918,771

積立資産取崩収入 30,016,540

その他の活動による収入 6,542,640

前期末支払資金残高 47,477,953

収入合計 343,033,516

◆支出の部　 （単位：円）

勘定科目 決算額
人件費支出 203,452,296

事業費支出 22,498,078

事務費支出 12,435,594

就労支援事業支出 2,727,555

助成金支出 1,751,200

固定資産取得支出 551,880

積立資産支出 26,829,400

その他の活動による支出 7,701,660

支出合計 277,947,663

当期末支払資金残高 65,085,853

皆様からご協力いただいた会費は、次のように使わせていただきました。
◎誰もが身近な地域の問題に関心を持ち「地域力」を高めるまちづくりの推進
　・社会福祉功績者表彰　・福祉団体への活動支援　・社協だよりの発行　・福祉委員活動の支援　
　・ボランティア支援　・ボランティアスクールの実施　・災害ボランティア人材育成　
　・地域支えあい推進員の配備　・福祉のふれあい広場　・ふれあい食事サービス（ニコちゃん弁当）　
　・バースデイ花束プレゼント　・ふれあい ･いきいきサロンの継続支援
　・地域見守りネットワーク活動支援（安心カード）等
◎だれもが暮らしの問題を気軽に相談できる体制の構築
　・心配事相談所の開設等
◎だれもが安全・安心に暮らせる環境づくり
　・車椅子等福祉用具の貸与　・災害ボランティアの養成

皆さまのご協力
ありがとうございました

善　　意
　令和２年５月１３日（水）、宇野清子様からご寄附をいただきました。
　宇野様から「大野町の地域福祉のために役立ててください」との言葉と
ともにいただきました浄財は、町内のボランティアの活動支援や、社会福
祉事業の振興などに有効に活用させていただきます。
　温かいお気持ち、ありがとうございました。

　ご寄附金額　300,000 円

宇野清子様（写真中央）

社会福祉協議会だより
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有償ボランティア「くらし応援隊ちょいサポ」 
生活支援サービス事業のご案内

食生活だより　～脱水を予防しよう～

　住民同士が互いに支え合う地域社会の実現に向け、大野町社会福祉協議会では、「くらし応援隊ちょいサポ」の団
体活動をモデル事業として支援しています。

活動の目的

　住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることができるよう、
「困った時は、お互いさま」の気持ちで、暮らしのちょっとした
困りごとを、解決するためのお手伝いをします。自分ができる
ことをお手伝いし、地域で支え合うことを目的とする、住民の
有償ボランティア活動です。

お手伝いの対象者

大野町で在宅生活をされる次の方を対象とします
　〇概ね 65歳以上の独居の方
　〇高齢者世帯の方
　※�他、支援が必要な方で対応が可能な場合は、お手伝い致し

ます

お手伝いできる活動内容

〇ゴミ出し
〇掃除・洗濯
〇電球の交換
〇衣替え・季節物片付け
〇花の水やり等　相談に応じます

相談受付

平日、１０時００分～１２時００分
専用電話　０９０-５８５２-３６７０

活動時間

原則、平日�９時００分～１６時００分
※一回あたり最大 60分程度の活動

利用料の目安

１０分未満・・・・・・・１００円
１０分以上２０分未満・・２００円
２０分以上３０分未満・・３００円
以降１０分毎に・・・・・１００円
※サポーター 1名による活動の場合

　夏空がまぶしく感じられる頃となりましたが、みなさん元気でお過ごしでしょうか？
　だんだんと暑くなるこれからの季節に気を付けてほしいのが、脱水です。特に高
齢の方は、加齢に伴い体内の水分量が減少する、感覚機能が低下し喉の渇きを感じ
にくくなるなど、脱水になりやすいので要注意です。そこで、

　①�食欲不振の時は、食事からの水分摂取量が少ないため、飲み物で補うようにし
ましょう

　②喉が渇いてからだけではなく、こまめに水分補給をしましょう
　③�大量に汗をかいた時は、水分だけでなく、ナトリウム（塩）も一緒に摂れる飲

み物（スポーツドリンク等）を飲みましょう

ふれあいサービス「ニコちゃん弁当」のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ニコニコ会による「ニコちゃん弁当」の調理を見合わせております。
お申込みいただきました皆さまに、安全にお届けができるまで、もうしばらくお待ちいただきますようお願いい
たします。

◀ゴミ出しのお手伝いの様子

（熱中症環境保健マニュアル
２０１８年３月改訂より引用）

社会福祉協議会だより
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「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。

【開院日】７月１４日（火）、７月２５日（土）
　　　　 ８月１１日（火）、８月２２日（土）
　　　　 　毎月第２火曜日　午後１時３０分～３時３０分
　　　　 　　　第４土曜日　午前１０時～正午

【場　所】平和堂大野店１階�ふれあい通り

問合せ先 �おもちゃ病院「かき工房」町社会福祉協議会　☎ 34-2130

災害義援金の報告とお願い

おもちゃ病院開院のお知らせ（７月・８月）

　令和元年１０月１２日から１３日にかけて通過した台風１９号の影響により、東日本を中心に各地で人的被害や
堤防の決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊などの甚大な被害が発生しました。また、平成
３０年７月に発生した豪雨災害、平成２８年４月に発生した熊本地震、そして、平成２３年３月に発生した東日本
大震災の被災地は、未だ復興に向けた支援活動を継続しています。
　町社協では、被災された方々の支援を目的として災害義援金の募集を行い、日本赤十字社を通して義援金を被災
地へ送らせていただきました。
　皆様のご協力ありがとうございました。引き続き、温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

●令和元年度台風第１９号災害義援金（受付継続中）
　　総額　31,344 円（令和元年１０月１６日～令和２年３月３１日受付分）
●令和元年度台風第１５号千葉県災害義援金（受付終了）
　　総額　� 1,333 円（令和元年９月１７日～令和元１２月３０日受付分）
●平成３０年度北海道胆振東部地震災害義援金（受付終了）
　　総額　� 1,905 円（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日受付分）
●平成３０年７月豪雨災害義援金（受付継続中）
　　総額　� 6,471 円（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日受付分）
●平成２８年熊本地震義援金（受付継続中）
　　総額　� 1,905 円（平成３１年４月�１日～令和２年３月３１日受付分）
●東日本大震災義援金（受付継続中）
　　総額　� 1,904 円（平成３１年４月１日～平成３１年３月３１日受付分）

　　　　　　　～シリーズ連載～

障がいについて理解しよう ②視覚障がいを知ろう

　さて、前号から「障がいについて」の連載コラムがスタートしました。まずは「知ること」からはじめていきましょ
う。今号からは、みんなが笑顔で暮らせる社会を作るために、様々な障がいの種類について知識と理解を深めてい
きたいと思います。
 「視覚障がい」って何だろう？
　視覚障がいには、全く見えない状態（全盲）と見えづらい状態（弱視＝ロービジョン）があります。細かいとこ
ろが見えない、光がまぶしい、明暗や色の組み合わせによって見えない、色の判別ができない等、障がいを発症し
た時期や状態によって、見え方やその範囲も様々で、支援がどの程度必要となるかなど、症状には個人差があります。
 困っていることはこんなこと…
◇�慣れていない場所を歩いたり、電車やバスなど公共交通機関で移動するとき。　◇文字の読み書きが困ります。
◇点字ブロックの上に立ち止まられたり、物や自転車が置かれたりすると困ります。
◇まわりの状況がわかりにくいので、助けてほしい状況でも自分から助けを求められないことがあります。
 わたしたちにできること
１．�困っている様子のときは、突然、体に触れるのではなく、できるだけ前方から「何かお手伝いできることはあ
りますか？」などの声掛けをして、どんな助けが必要か確認しましょう。

２．�物の位置などを伝えるときは、「ここ、あそこ」などではなく、「３０センチ右」など具体的に説明しましょう。
３．�携帯電話やゲーム機の「ながら歩き」はやめましょう。視覚障がいのある人に気づかず、接触する可能性があ
ります。

４．信号が変わったとき、障がい物があるときなど、やさしく声をかけましょう。

壊れたおもちゃをお持ち
ください。「おもちゃド
クター」が修理します。

※�次号も引き続き、障がいの
種類について連載します。

社会福祉協議会だより
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目の不自由な方・高齢の方のために発行している『広報おおの録音版』は、
新型コロナウイルス感染防止のため、お休みさせていただきます。
連絡先 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130 

５月中に届け出のあった方（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 石田　天
て ん ま

馬 洋士 大野 國枝明
あ お い

緒衣 大輔

野 藤澤　朔
さ く

久 祐太 瀬古 野津　柚
ゆ ず は

遥 祥弥

西方 小森　凪
な ぎ さ

彩 翔太 上磯 近藤　広
ひ ろ と

都 克彦

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 鈴木　利正 79 大野 加納　菊枝 92

黒野 春日　米子 88 寺内 常富　重治 90

黒野 若原　富藏 78 上秋 長屋　正勝 81

黒野 若原　國夫 84 中之元 安江　とみ 96

黒野 西村　武司 87 加納 佐古　孝夫 91

黒野 関谷　　文 90 加納 吉田　　孝 71

西方 野辺　辰朗 74

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 瑞穂市 小森　一史

♥
夫 公郷 今西　　亨

妻 桜大門 窪田　桃子 妻 愛知県
愛西市 大河内結香

♥
夫 山県市 杉山　　巧

♥
夫 下磯 髙野　尚幸

妻 大野 大野可南子 妻 池田町 樽井　玲奈

♥
夫 牛洞 北村　朋也
妻 各務原

市 井上あいり

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（６月１日現在）

人　口 … ２２,８１２（－１４）
男 … １１,２０４（－１２）
女 … １１,６０８（－　２）
世帯数 … ８, ０８６（＋１５）
出生７人／死亡２３人／転入３５人／転出３３人

納 期 限 の お 知 ら せ

６月30日（火） 町県民税（１期）
国民健康保険税（２期）

７月31日（金） 固定資産税（2期）
国民健康保険税（3期）

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

れることとなります
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします

住 民 だ よ り

大野町バラ公園

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
7月19日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、7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

ごみ収集日について
７月２３日（祝・木）の生ごみ等の収集はありません。
翌日２４日（金）に変更です。
◎問合せ先／環境水道課　☎�34-1111

カルシウムを使ったおやつ

　スキムミルクはカルシウムが豊
富なので、おやつ等に取り入れる
と、１日のカルシウム摂取量が増え
ます。材料を刻む、具を包む等と少
し手間はかかりますが、ゆったりと
した気分で、体に優しい手作りおや
つに挑戦し、楽しい時間を過ごして
みてはいかがでしょうか。

●カルシウム豚まん

【材料（１０個分）】
ホットケーキミックス … ２００ｇ
薄力粉…………… １００ｇ
牛乳……………… １００㏄
ごま油…………… 大さじ１
お湯………… ５０～７０㏄
　　豚ミンチ…… ２００ｇ
　　玉ねぎ………… ５０ｇ

（１/４個）
具　たけのこ（水煮） … ８０ｇ
　　干ししいたけ…… ２枚
　　しょうが……… １かけ
　　スキムミルク … 大さじ４
　　しょうゆ：大さじ１、
調　塩：小さじ１/ ４、
味　砂糖：小さじ２
料　酒：小さじ２、
　　ごま油：小さじ１

【作り方】
①ボウルにホットケーキミッ

クス、薄力粉、牛乳、ごま
油の順に入れ、お湯を少し
ずつ加えながら耳たぶくら
いの軟らかさにこねる。

②①がこね上がったら１０等
分にし、丸めておく。ラッ
プをして１０分ほどねかせ
ておく。

③具を作る。材料の野菜はす
べてみじん切りにし、調味
料を加えて混ぜ合わせる。
１０等分に分ける。

④②の皮を伸ばしながら薄く
広げ、③の具を包み込む。

⑤蒸気のあがった蒸し器に入
れ、中火で１５分ほど蒸す。

【１個分の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
１９５kcal ７.７g ６.２g ６４mg ０.６g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

お詫びと訂正
広報おおの６月号のまちのお知らせ 広報委員紹介（１４
ページ）に誤りがありました。
ここに深くお詫びし、次のとおり訂正します。

上秋地区　（誤）内藤明宏　→　（正）内藤昭宏


