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今月の主な内容
▶２

まちの話題

▶６

まちのお知らせ

▶ １２ Information くらしの情報
▶ ２２ 議会の窓

※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。

小・中学校は
「新しい生活様式」で
授業を再開しました！
〜小学校の様子〜
学校においても、子どもたちを感染リスクから守るための
「新しい生活様式」を取り入れた取組をしています。
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大野小学校

北小学校

給食配膳の職員研修

ソーシャルディスタンス

登校時の様子

柿作り学習

健康観察カードを提出して玄関へ

手洗いの様子

ソーシャルディスタンス

命を守る訓練 ６年生

朝の健康チェック

体育の授業
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西小学校

田植え

５年生

ソーシャルディスタンスをとり、掃除 ６年生

２年生

１年生

犯 罪や非行のない明るい社会を築くために
社会を明るくする運動

７月１日、役場において「社会を明るくする運動推進委
員会」の保護司 國枝治彦さん、青木宏達さんより町長へ
内閣総理大臣と県知事メッセージの伝達が行われました。
「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と犯罪
や非行をした人たちの更生についての理解を深め、安全で
安心な明るい社会づくりを目指し、町内の保護司や更生保
護女性会、ＢＢＳのメンバーなど地域の方々の積極的な参
加にて活動を行っています。
強調月間初日には、各小中学校へ訪問し、啓発用のチラ
シなどを配布しました。
※ BBS…Big Brothers and Sisters の略（ボランティアメ
ンバー）

伝達する國枝さん（中央）、青木さん（左）

中小学校

南小学校

東小学校

下校時の見守り活動

花の観察

手洗いタイム

給食配膳の様子

授業の様子

朝の健康チェック

田植え体験

掃除指導

朝の全員手指消毒

命を守る訓練

命を守る訓練

分散給食 ３学年ずつ時間をずらして
広報おおの 2020.8
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ま ち の 話 題

感 染予防に役立てて・・・
ブラックジャック

このほど、ブラックジャックさんより感染予防対策
に役立てることを願って、
「除菌消臭剤 BY－１００」
２０Ｌを１０箱寄贈いただきました。
温かいお心遣いに感謝申し上げます。
町有施設などの感染予防に使わせていただきます。

▲ブラックジャックさんよりいただいた除菌消臭剤

子 どもたちが快適に

過ごせるように
ＮＰＯ法人

くろの

５月２８日、ＮＰＯ法人くろの 理事長 山田宏志
さんと副理事長 羽賀茂樹さんが役場を訪れ、小中学
校の再開にあたり、教室の清掃などに活用してもらえ
ればとの想いから、手作りの雑巾２８０枚を製作し、
寄贈されました。また、タオル約３００本も公立こど
も園などに寄贈されました。
▲目録を手渡す山田理事長（左）と羽賀副理事長（右）

柿 の摘蕾、摘果について学ぶ
て き ら い

て き

か

北小学校３年生児童

６月１０日、大野町かき振興会やいび川農協の協力
を得て１年を通して柿について学んでいる北小学校３
年生児童は、校庭内の柿畑にて、柿の摘蕾、摘果体験
をしました。大野町かき振興会の会員の方が講師とな
り、新型コロナウィルス感染症による休校で本来の摘
蕾時期より遅れましたが、摘蕾、摘果作業をしました。
児童らは、できるだけヘタが大きく下を向いた、形の
良い蕾を１つの枝に１個残す作業をし、摘蕾、摘果の
目的と効果を確認しながら熱心に学んでいました。

▲かき振興会の川瀬利明さんに摘蕾、摘果の方法を学ぶ北小３年
生児童

西小学校３年生児童
６月１８日、大野町かき振興会や揖斐農林事務所及
びいび川農協の指導のもと、西小学校３年生が、摘蕾、
摘果について学びました。大きくて、赤くて、おいし
い柿を作るには摘蕾、摘果をして、育つための養分を
行き渡らせることが大切であることを学び、実際に枝
を使って、形がよく傷みのない、下向きについた青い
柿の実を残す作業を体験しました。

▲かき振興会の岩﨑久一さんに柿の枝を使って摘蕾、摘果の方法
を学ぶ西小３年生児童
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“ おおの”の魅力発信に♪

第７回大野町観光写真コンテスト表彰式

６月１７日、大野町の特産の柿やバラ、風景等の魅
力を発信する作品を募る写真コンテスト（町観光協会
主催、中日新聞社、中日写真協会西濃支部後援）の表
彰式が役場にて行われました。
町観光協会長賞に選ばれた本間かよさん（岐阜市）
は「毎年、
三水川の桜が好きで写真を撮りに来ています。
花吹雪がとてもきれいで、シャッターを切りました。
受賞できて、とてもうれしい」と話し、中日新聞社賞
に選ばれた高羽浩さん（岐阜市）は「複数の写真を重
▲大野町観光協会会長賞の本間さん（中央）と中日新聞社賞の高
ねて仕上げた星の動きが、カラフルな線になって表現
羽さん（中央右）
できたのが良かった」とうれしそうに話していました。
町長は「受賞おめでとうございます。私たちにとっては日常の風景が、皆さんの素晴らしい技量と感性で斬新な写真と
なり、
大野町の魅力を改めて伝えていただきました。今後は、
町の魅力発信に使わせていただきます」と謝意を述べました。
※本間かよさん受賞作「三水川」
、高羽浩さん受賞作「野古墳群に落ちる冬の星」（町ホームページ掲載）

空 き家の手引きを贈呈
西濃土地建物六士協議会

６月１５日、西濃土地建物六士協議会 髙木 隆彦
さん（岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部 支部長）が
役場を訪れ、空き家問題への対処法を紹介する、空き
家の手引きが贈呈されました。空き家問題を抱える人
の対応策の手掛かりになればと、贈られたものです。
町長は「空き家問題の対処法として、ぜひ活用させ
ていただきます」と話していました。
▲空き家の手引きを手渡す髙木支部長（左）

美 しいバラの花束に

癒やされました♪
バラ苗生産組合

６月１９日、父の日を前に、バラ苗生産組合長 国
枝豊さんが役場を訪れ、日頃の感謝の気持ちを込め、
町の特産であるバラの花束を、町長に贈呈されました。
色鮮やかな赤のバラや白のカスミソウがとても華やか
で美しく、癒やされました。
▲バラの花束を届けた国枝さん（左）

道 の駅「パレットピアおおの」
開駅２周年♪
時計台除幕式

▲太陽光パネル付きの
約５ｍの電波時計
▲感謝状を掲げる大鹿道徳社長（中）
と道の駅指定管理者（株）ダイナッ
クパートナーズ松井正博社長（左）

７月１１日、道の駅「パレットピアおおの」で開駅から
２周年を記念して設置された時計台の除幕式が行われまし
た。
（株）大鹿印刷所 大鹿道徳代表取締役社長より創業
１２０周年に合わせて寄附をいただき、時計台を設置しま
した。

広報おおの 2020.8

5

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。◆◆◆

６月１９日に、再開して初めての誕生会を開催しました。
一人でよちよち歩きが出来るようになった子やお母さんに手を持たれな
がら歩く子など、たくさんの子ども達が参加してくれました。ソーシャル
ディスタンスを確保しながら、好きな食べ物の紹介やふれあいあそびなど
楽しい時間を過ごしました。
また、７月より一般利用者の受入も開始しております。
完全予約制で、午前の部①１０：００～１１：００、②１１：１５～
１２：１５、午後の部①１２：４５～１３：４５、②１４：００～１５：
００となります。３密を避けるため、それぞれ１０組（最大３０人）まで
の受入としておりますのでご了承ください。詳しい内容については、ぱす
てるのホームページをご覧になるか、電話にておたずねください。

親子教室「ピヨピヨクラブ」
の会員を募集します！
※親子教室は、町内在住者が対象です。
令和２年度の「ピヨピヨクラブ（０歳
児）
」の会員募集を行います。
手あそびや体操、製作あそびを楽しむ
親子教室です。
お子さんや保護者の交流の場として、
親子で多くの友だちを作り、楽しんで子
育てをしましょう。
＜ピヨピヨクラブ＞
対象児：０歳児（令和２年１月１日～令
和２年４月１日生まれの子）

▲誕生会の様子

木のおもちゃコーナー

▲６月生まれの子ども達

ぱすてる内の木のおもちゃを毎回紹介します。
ダンシングアリゲータ
どんどん一緒におさんぽしたくなる、
かわいいワニさん形の木製プルトイ。
引っ張るとからだをそったり丸めたり
しながら、カッタカッタと心地よい木
の音色が楽しめる。

◎８月のスケジュール（予定）
誕生会…２０日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…２１日（金）
休館日

５
 日（水）
、
１１日（火）
、
１２日（水）
、
１９日（水）
、
２６日（水）

※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。

児童扶養手当現況届
のご案内
現在、児童扶養手当の認定
を受けている方は、児童扶養
手当に係る現況届を提出する
必要があります。対象者の方
には、８月上旬までに現況届
及び関係書類を送付しますの
で、受付期間内に必要書類を
添えて提出してください。
受付期間

８月３日（月）
〜３１日（月）

問合せ先

6

福祉課 ☎ ３４－１111
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開催日：火曜日（月１回程）
時

間：午前１０時３０分



～１１時１５分

◎クラブ開始：１０月（９月に開級式を
開催）※決定者には、後
日郵送いたします。
◎定員：１０組

※先着順となります。

◎申込期間：８月１日（土）～２５日（火）
午前１０時～午後４時
◎申込先：子育てはうす

ぱすてる

※電話受付不可
問合せ先

子育てはうす ぱすてる
☎ ３４－１０１０

ひとり親世帯臨時特別給付金
（国事業分）
のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や、収入の減少に対
する支援の取り組みとして、低所得のひとり親世帯等に対し、国から臨時特別
給付金が支給されます。
●対象者 次の①～③のいずれかに該当する方
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等（遺族年金や障害年金など）を受給しており、令和２年６月分の
児童扶養手当の支給が全額停止される方※手当に係る支給制限限度額を下回る者
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童
扶養手当の受給者と同じ水準となっている方（児童扶養手当受給資格者とし
ての認定を受けている者だけでなく、手当の申請をしていれば、令和２年６
月分の手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方を含む。
）
●給付額
１世帯５０，
０００円、第２子以降１人につき３０，
０００円
※受付方法などその他詳細については、県から情報提供があり次第、町ホー
ムページにて随時お知らせします。

問合せ先 福祉課

☎ ３４－１111

マイナンバーを証明する書類について
マイナンバー「通知カード」は令和２年５月２５日に廃止され、再交付申請や住所・氏名等の記載事
項変更の手続きの取り扱いはできません。廃止後は、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する
方法により行われます。既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、
住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書
類として使用できます。通知カードの記載事項が最新でない方や、個人番号通知書をお受け取りされた
方については、マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。

マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードのオンライン申請は、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォ
ンやパソコンで可能です。（改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。）交付申請書を
紛失されている場合でも、ＱＲコード付きの交付申請書を住民課窓口でお渡ししています。また、専用サイトから
手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請を行うことも可能です。
１．郵送による申請
通知カードから交付申請書を切り離して、顔写真を貼り、署名押印のうえ返信用封
筒（差出有効期限が経過していても令和４年５月３１日まで使用可能）で送付。
※返信用封筒がお手元にない場合は「マイナンバーカード総合サイト」
https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html からダウンロードできます。
２．オンラインでの申請
スマートフォン等のカメラで顔写真を撮影し、「マイナンバーカード総合サイト」
にアクセス。画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信。※交
付申請書に記載の申請書ＩＤが必要となります。
また、住民課窓口では、専用のタブレットを使って、その場で顔写真を撮影し、申
請の手続きを職員と一緒に行う申請補助サービスを行っています。マイナンバーカー
ドの申請方法や、どのような顔写真を用意したらよいか分からない方に向けて、イン
ターネット申請を補助するものです。約２０分程度で、無料で申請ができますので、
運転免許証等身分証明ができるものと、通知カードと一緒に届けられた「個人番号カード交付申請書」を持ってご
本人がお越しください。１５歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、その法定代理人が同行してください。
※専用タブレットのカメラの性能上、通常の写真よりも画質が劣りますので、あらかじめご了承ください。撮影し
た写真をお渡しすることはできません。写真は申請後、消去いたします。何らかの理由でマイナンバーカードの
申請が不備になってしまった場合は、再度お越しいただいて申請する必要があります。
受け取り方法は…申請後約３週間から１ヶ月程度で、マイナンバーカードをお渡しする準備ができた方へ「個人
番号カード（マイナンバーカード）交付通知書」をお送りします。通知書に記載の必要書類等
をお持ちの上、窓口までご本人がお越しください。

＝＝＝買い物に使えるマイナポイントがもらえる！＝＝＝
マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得しカードでマイナポイントを予約した人を対象に、選択した
キャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組みです。令和２年９月から実施され、
マイナポイントの予約はカード取得後すぐできます。※マイナンバーカードに電子証明書が登載されている必要が
あります。

北見市
ところ通信
Vol.

246

問合せ先

住民課

☎ ３４－１１１１

小麦乾燥調製貯蔵施設を増設し、竣工式を開催
─ １日８００トン受け入れ可能、コスト低減に期待 ─

常呂町農業協同組合が小麦乾燥調製貯蔵施設の増設工事が完了し、７月３日、同
施設の竣工式が行われました。
施設内の第２工場を建て替えし、新たに高性能の調製機器や貯蔵乾燥の設備を補強、小
麦の受け入れ量の増加や稼働日数が短縮されるため、運営コストの低減が期待されます。
竣工式では、農協関係者等が出席。施設が無事に完成したことを感謝し、今後の安
全操業と発展を祈りました。
川上組合長は、「小麦は、常呂地域の農業の一翼を担っており生産者の経営安定に
欠かせない作物。施設の増強の効果に多いに期待したい」と、話していました。
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まち の お知らせ
＊＊

町税の納期内納付にご協力ください

＊＊

皆さんの生活を支える貴重な財源である「税金」は、納期内の自主納付を原則としています。納税者一人ひ
とりが意識を持って納期限を守ることが大切です。
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期内納付者との「公平性」を保つため、督促状、文書催告などによ
る納税の催告、法令に基づく財産の差し押さえなどの滞納処分を行います。

滞納処分に関するＱ＆Ａ
Ｑ１ 納期限を過ぎてしまいました。このまま放置していたらどうなりますか？
Ａ１ 納期限を過ぎると２０日以内に督促状を送付します。法律では「督促状を送付し、１０日経過して
も納付がない場合には、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。期限
までに納付できない事情がある場合は、放置せず速やかにご相談ください。
Ｑ２ 滞納金額が少なくても財産の差し押さえをされますか？
Ａ２ 差し押さえ（滞納処分）は、滞納金額に関係なく行います。昨年は、預貯金や売掛金の差し押さえ
を実施しました。
Ｑ３ 勤務先への給与照会などの財産調査や差し押さえなどの滞納処分は、事前に予告がありますか？
Ａ３ 財産調査や滞納処分は法律に定められた調査及び処分です。事前の予告や本人の承諾は必要としま
せん。また、財産調査に対する回答は拒否できず、拒否した場合は罰則規定もあります。

納期内納付が困難な場合は、税務課にご相談ください
病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な場合は、納期内に税
務課までご相談ください。生活状況や収支を確認のうえ、分割納付など徴収の猶予を行うことができます。
ただし、虚偽の申し出や連絡なく納付計画を守られない場合は、滞納処分の対象となります。
滞納税には、延滞金が加算されるなどの経済的な不利益だけでなく、滞納処分の際に行う勤務先への給
与調査などの財産調査により社会的な信用も失うことになる恐れがあります。
事情により納期内納付が困難な場合は、放置せず、必ず税務課までご相談ください。
※新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間、町税の徴収の
猶予（先送り）を受けることができるようになります。
納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）までに申請が必要となりますので、猶予を希望され
る場合は、お早めに税務課までご相談ください。

問合せ先

税務課

☎ ３４－１１１１

大野町建築物等耐震化促進事業
地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、建物
の耐震診断を実施します。事業の具体的な基準など詳しくはお問い合わせください。
◇木造住宅の耐震診断
木造住宅の耐震診断を無料で実施します。
●対象となる住宅

昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅

●耐震診断を受けることができる方

対象となる住宅の所有者

●受付期間 （第２次）令和２年８月１４日（金）まで


※申込み受付は先着順です。
（受付予定：１０戸）
申込・問合せ先
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建設課

☎ 34-1111

営農に伴う住宅地等における農薬使用について
学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因と
する住民等の健康被害が生じないよう、以下のことに気をつけて農薬を使用しましよう。
①病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫
の捕殺、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用により、農薬使用の回数及び量を削減しましよう。
②農薬を使用する場合には、農薬取締法に基づいて登録されている、当該農作物に適用のある農薬をラベ
ルに記載されている使用方法（使用回数、使用量、使用濃度等）及び使用上の注意事項を守って使用し
ましょう。
③粒剤、微粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用するか、液体の形状で散布する農薬を使用する場合は、
飛散低減ノズルの使用に努めましょう。
④農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候や時間帯を選び、風向き、ノ
ズルの向き等に注意して行いましょう。
⑤農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び
農薬使用者等の連絡先を、時間的余裕を十分にもって幅広く周知しましょう。
⑥農薬を使用した年月日、場所及び対象農作物、使用した農薬の種類又は名称並びに単位面積当たりの使
用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管しましょう。


問合せ先

農林課

☎ ３４－１１１１

〇 農地中間管理機構へ農地を貸付けませんか 〇
◎農地中間管理機構とは
農地の貸付けを希望する者（出し手）から農地
を一旦借受け、農地の借受けを希望する担い手農
家など（受け手）へ農地の貸付けを行う機関です。
農地中間管理機構は、県の指定を受けた公的な機
関で、県では一般社団法人岐阜県農畜産公社とな
ります。
◎農地貸付けの留意点
・利用が困難な耕作放棄地や、受け手が
見込まれない農地の借受けは行われま
せん。
・機構からの農地の貸付け先（受け手）
の決定は、機構に一任いただくことに
なります。
・賃料は、地域の賃料水準が基本となり
ます。
・機構への農地の貸付期間はおおむね
１０年以上が基本となります。
・機構が借受けてから２年間を経過して
も貸付け先が決まらない場合などは、
契約が解除される場合があります。
◎申込締切
出し手 ８月１４日（金）
申込・問合せ先

農林課

受け手

☎ 34-1111

◎メリット
・公的な機関が農地を借受けますので、安心して
貸し付けることができます。
・受け手との交渉を行う必要がなく、賃借料のや
りとりなどの煩わしさもありません。
・機構へ農地を貸付けた場合、要件を満たす地域
や出し手に対して協力金が交付されます。

◎農地中間管理事業の仕組み

随時募集

又は

ＪＡいび川大野営農経済センター

☎ ３２-３５００
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まち の お知らせ
農業委員会からのお知らせ

農業委員

令和２年７月の任期満了に伴い、町農業委員・町農地利
用最適化推進委員の募集を行い、農業委員１４名が任命さ
れ、農地利用最適化推進委員１２名を委嘱しました。
各委員は以下のとおりです。
（任期：令和２年７月２０日～令和５年７月１９日）

氏
林

農地利用最適化推進委員

名

氏

名

担当地区

正

明

馬

淵

徳

次

大野地区

小

里

育

湖

杉

山

龍

雄

大野地区

末

守

吾

郎

水

野

芳

晴

豊木地区

行

若

原

成

所

勝

重

豊木地区

農業委員会は、農業者の代表として市町村長から任命
された農業委員により構成される行政委員会です。また、

松

久

日出成

久保田

静

眞

富秋地区

大久保

善

教

内

藤

昭

宏

富秋地区

農地等の利用を最適化するための農地利用最適化推進委
員を、農業委員会の委嘱により設置することが義務付け
られました。

青

木

智

子

稲

見

勝

西郡地区

目加田

菊

次

岩

崎

博

之

西郡地区

林

孝

行

鳥

本

和

義

鶯地区

〈農業委員会・農地利用最適化推進委員の主な業務〉
◆農地転用に係る意見、農地無断転用の防止・解消など、

小

森

敏

明

清

水

誠

鶯地区

加

納

賢

國

枝

信

男

川合地区

杉

原

和

明

川合地区

農地法等に基づく農業委員会の権限に属する事項のほか、
担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・
解消など、農地利用の最適化に関する事項についての調
査・審議等を行います。

宇佐美

利

夫

加

納

準

一

宇

野

春

好

（１４名・敬称略）

（１２名・敬称略）

問合せ先

農林課

☎ 34-1111

防災行政無線（こうほうおおの）の試験放送について
防災行政無線の定期保守点検に伴い、下記の日程で試験放送を行います。
防災ラジオをお持ちの方につきましては、１日に数十回の試験放送が流れますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

実施日時：令和２年８月３日（月）
、４日（火）、５日（水）【予備日：６日（木）】
各日とも、午前９時頃～午後５時頃の間を予定しています。 ※地区ごとによって試験時間が異なります。

防災行政無線を用いたＪアラート・全国一斉情報伝達訓練にご協力を！
町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（※）から送られてくる国からの
緊急情報を確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
（１）実施日時
令和２年８月５日（水） 午前１１時頃
（２）町が当日実施する訓練は次のとおりです。
◎訓練内容
情報伝達手段

防災行政無線の
訓練放送

放送内容
町内５８か所に設置してある防災行政無線スピーカーや防災ラジオから、次の放送内容が一斉に
放送されます。
【放送内容】チャイム音
＋ 「これは、Ｊアラートのテストです。
」
（３回くり返し）
＋ 「こちらは、広報おおのです。」
＋ チャイム音

（※） Ｊ
 アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えする
システムです。
（※） 町外の地域でも、全国的に様々な手段で情報伝達訓練が行われます。放送内容は変更する場合があります。
令和２年度 実施日時（予定）
※日程に８月５日が追加されました。追加の理由は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催時期を考
慮し、年３回の試験実施を予定していましたが、当該競技大会が来年度に延期となったこと等です。
◎実施日時
第１回 令和２年５月２０日（水） 午前１１時００分頃 ※実施済み
第２回 令和２年８月５日（水） 午前１１時００分頃 ※追加実施分
第３回 令和２年１０月７日（水） 午前１１時００分頃
第４回 令和３年２月１７日（水） 午前１１時００分頃
※気象状況などにより、試験が中止になる場合があります。
※当日は午前７時頃に「試験放送が流れます」という広報を行います。
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問合せ先

総務課

☎ 34-1111

「８月１日は水の日」
水の週間

８月１日〜７日

８月は１年で水の使用量がもっとも増える月です。
水循環基本法に基づき、８月１日が「水の日」と定め
られ、この日を初日とする一週間は「水の週間」です。
「水」は、私たちの飲み水をはじめ洗濯、お風呂など日
常生活に欠かすことのできない非常に大切なものです。
当町の上水道は深井戸から揚水しており、町民の皆さ
まに安全で衛生かつおいしい水を安心してご利用してい
ただくために水質検査計画を定め、法令に基づいた水質
検査を毎月実施しています。
なお、水質検査結果は、すべての水源地で基準値に適
合しています。
この機会に普段の生活での水との関わりをふり返り、
貴重な資源である水の大切さについて、今一度考えてみ
問合せ先 環境水道課 ☎ ３４−１１１１
ましょう。

野外焼却、ちょっと待った！

いします。～

～住みよいまちづくりのため、ご協力をお願

廃棄物に関して家庭から出た物は、分別して決めら
れた収集日に出してください。また、産業廃棄物であ
れば、許可業者に委託し適正に処理してください。
廃棄物の野外焼却は、原則法律で禁止されています。
近年、農業による焼却（マルチ、温室シート等プラス
チック製品は禁止）でも「家の窓が開けられない」
「布
団・洗濯物に汚れや臭いが付く」など、苦情をいただ
く機会が増えています。住みよいまちづくりのために
も、時間帯を考えたり、事前に時間を伝えるなど、周
辺の方への配慮をお願いします。なお、町では焼却灰
の回収は行っておりせん。少量の草木は５０センチ以
下の大きさにして、生ごみ等収集袋に、それ以外は引
取可能な業者に依頼してください。


問合せ先

環境水道課

☎ ３４−１１１１

猫、犬との付き合い方
①野良猫の対応
最近、
「野良猫が増えて困っている」
「いたる所で糞や尿をされて困っている」という相談が多く寄せられています。
猫は愛護動物であるため、
町や保健所でも捕獲することはできません。
（犬は狂犬病予防法の関係で保護を行います）
可愛い猫に癒やされ、心温かくもなりますが、野良猫が所構わず糞や尿をすることで、近隣住民の方が困ってし
まいます。気軽にエサを与えると、野良猫が集まり、子猫を産み、被害が増大します。また、野良猫は交通事故や
感染症のリスクが高く、飼い猫より命が短いと言われます。地域の方のためにも猫のためにも、野良猫へのエサや
りはやめましょう。
②飼い犬、飼い猫の飼育
犬、猫等動物の飼い主の方は、人や生活環境に迷惑を及ぼすことのないように飼育をしなければなりません。鳴
き声やふん害による近隣トラブルを起こさないために、しつけを徹底し、外で放し飼いをしない等、適切な飼育を
行いましょう。
※動物の愛護及び管理に関する法律第７条第１項（動物の所有者又は占有者の責務等）
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として（省略）種類、習性等に応じて適正
に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体
若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなけれ
ばならない。
地域の皆さんには、適切な対応、飼育にご協力をよろしくお願いします。

問合せ先

環境水道課

☎ ３４−１１１１

新型コロナウイルス感染症予防対策

安全に運動・スポーツを！
運動不足（身体的不活動）は健康に害を及ぼします。安全な環境
を確保して、適度に運動・スポーツを行うよう心掛けてください。
高齢者や基礎疾患のある人は、かかりつけ医に相談してください。

体調をチェック

感染防止の基本

※一つでも当てはまるときは、運動
やスポーツは控えましょう。

□十分な距離の確保
□マスクの着用
□手洗い・手指消毒

□平熱を超える発熱
□せき、のどの痛みなど風邪の症
状
□だるさ、息苦しさ
□嗅覚や味覚の異常
□体が重く感じる、疲れやすい等

帰宅したらまず手や顔
を洗い、できるだけす
ぐにシャワーを浴び
て、着替えましょう。

密閉、密集、密接を避け
ましょう
たとえば、ウォーキング、
ジョギングでは
①一人または少人数で実施
②すいた時間、場所を選ぶ
③他の人との距離を確保
④すれ違う時は距離をとる
問合せ先

熱中症の予防
暑くなる日は要注意！
こまめな水分・塩分の補
給、風通しの良い服装や
着帽、屋内では空調の使
用を行いましょう。
マスクをつけたままの運
動・スポーツは注意・調
整が必要です。

生涯学習課

☎ ３４-１１１１
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Information
お知らせ
令和２年度 経済産業省 主唱
８月は「電気使用安全月間」です。
毎年、夏になると感電事故が多
発します。このため、経済産業省
では８月を「電気使用安全月間」
として、皆さまに注意を呼びかけ
ています。
ご家庭でも安全点検を！
・傷 んだ電線、コードを使ってい
ませんか
・洗 濯機、電子レンジにアースは
取り付けてありますか
・１ つのコンセントからたくさん
の電気を使っていませんか
問合せ先

中部電気保安協会
大垣営業所
☎ ０５８４－８８－０１８８

（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

「タウンミーティング」

中止のお知らせ
毎年、実施しておりますタウ
ンミーティングについて、新型
コロナウイルス感染症予防のた
め中止します。
ご理解、ご協力をよろしくお
願いします。
問合せ先 総務課 ☎ 34-1111

タコ足配線は危険です

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 ９月２５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 大野町大字六里字村通
９４番地
◎公簿面積・地目 ６００㎡ 田
◎予定価格 ４８０, ０００円
◎入札保証金 ４８, ０００円
入札への参加には完納証明書
（市町村民税）を添えて９月１６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

【国からのお知らせ】

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）について
○厚生労働省は、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止に資するよ
う、新型コロナウイルス感染症対
策テックチームと連携して、新型
コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA ※）を開発しました。ご
自身のスマートフォンにインス
トールして、利用いただきますよ
うお願いします。
※ COVID-19 Contact Confirming
Application
○本アプリは、利用者ご本人の同
意を前提に、スマートフォンの近
接通信機能（ブルートゥース）を
利用して、お互いに分からないよ
うプライバシーを確保して、新型
コロナウイルス感染症の陽性者と
接触した可能性について、通知を
受けることができます。
○利用者は、陽性者と接触した可
能性が分かることで、検査の受診

※民 間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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など保健所のサポートを早く受け
ることができます。利用者が増え
ることで、感染拡大の防止につな
がることが期待されます。
詳細は、下記ホームページをご
覧ください。
｢新型コロナウイルス接触確認ア
プリ
（COCOA）
COVID-19 ContactConfirming Application｣
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
cocoa_00138.html
問合せ先 総務課 ☎ ３４－１１１１

【岐阜県からのお知らせ
～各事業者の皆様へ～】
①岐 阜県感染警戒ＱＲシステムの
民間事業者の利用開始について
県では、県施設および県主催イ
ベントにおいて感染者が発生した
場合、来訪者に対し感染者の発生
状況に応じて、保健所への相談等
の対応方法をお知らせする「岐阜
県感染警戒ＱＲシステム」（以下
「システム」という。）を構築し、
５月３０日から運用を開始したと
ころです。
また、システムについては、県
内全市町村も利用意向を示され、
順次、市町村有施設および市町村
主催のイベントで利用いただいて
おります。
このたび、県や市町村での利用
状況を踏まえて、民間事業者等の
皆様にもご利用いただけるように
システムを改修し、運用を開始し
ています。
今回の民間事業者等の利用につ
いては、岐阜市内の民間施設 ･ 民
間主催イベントの申請は岐阜市
へ、それ以外の市町村内の民間施
設 ･ 民間主催イベントの申請は県
へとなります。
詳細は、下記ホームページをご
覧ください。
「岐阜県感染警戒ＱＲシステム」
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyujuyo-joho/qr_keikai.html
「岐阜市 with コロナあんしん追跡
サービス」
https://www.city.gifu.lg.jp/38421.
htm
問合せ先

総務課

☎ ３４－１１１１

くらしの情報
病児・病後児保育で子育て世帯を応援します
〈病児・病後児保育事業とは〉
子どもが病気又は病気のピークが過ぎても集団で保育等ができないため自宅療養が必要になったとき、
保護者が仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生まで）
を専門スタッフのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時的に預かる事業です。
子どもが安心して静養できるよう、また、保護者が安心して預けられるよう子どもの健康と幸せを守り、
保護者の子育てと就労の両立を支援します。
◎利用方法

大野町在住の方は、大野町・池田町・揖斐川町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設が

利用できます。
利用を希望される場合は、直接下記の施設で登録・申込みを行ってください。
施

設

名

特別養護老人ホームまほろば内

大野町

池田町本郷１６２８- ２

0585-45-3916

揖斐川町三輪２５４７- ４

0585-21-1111

鹿野クリニック病児保育所「アリエル」

北方町高屋白木２- ７７

058-324-1222

福富医院病児保育園「すずらん」

岐阜市安食１２２８

058-238-8555

河村病院病児保育園「クララ」

岐阜市芥見大般若１- ８４

058-241-3311

小牧内科クリニック病児保育園「ピノキオ」

岐阜市昭和町２- １１

058-215-0101

山田病院病児保育園「ミッキー」

岐阜市寺田７- ８６

058-255-1221

岐阜市日野南７- １- １７

058-214-7077

岐阜市六条２- ８- ２０

058-216-3745

揖斐厚生病院本館棟５階
病児・病後児保育室「いびっこ」

北方町

矢嶋小児科小児循環器クリニック

岐阜市

病児病後児施設「うりぼう」
世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック
「セカモゲ」（R ２. ４月開設）
操健康クリニック「パンダのしっぽ」
（R ２. ９月開設予定）

◎利用料

電話番号
090-1418-1796

病児・病後児保育室「ひまわり」

揖斐川町

所

大野町南方３５６- １

病児・病後児保育「アンジュ」

池田町

住

岐阜市藪田南１- ４- ２０
（西館６階）

058-274-0330

１人１日２，０００円程度。
（施設によっては、希望者に昼食・おやつ代が別途かかる場合があ

ります。
）
ただし、診察料は別途かかります。（※生活保護世帯は無料です。
）
◎利用日等

年末年始と祝日を除く月曜日から土曜日

平日（月曜日から金曜日）
午前８時３０分～午後５時（大野町「アンジュ」
）
午前８時～午後５時３０分（池田町「ひまわり」
）
午前８時～午後６時（その他）
土曜日
午前８時３０分～午後０時３０分（大野町「アンジュ」
）
午前８時～施設によって終了時間が異なります。
◎利用定員

定員はどの施設においても少人数制です。

必ずご利用する前に、ご利用になりたい施設に直接ご連絡ください。
※施設によっては、ご予約時間が異なりますので事前にご確認ください。
※詳しい内容は、町ホームページ（http://www.town-ono.jp/）又は、役場及び保健センターに備え付けの
チラシをご覧下さい。


問合せ先

福祉課

☎ 34-1111
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②新 型コロナ対策実施店舗向けス
テッカーの申込みおよび業種別
マニュアル、ガイドライン等に
ついて
県では、県独自の「コロナ社会
を生き抜く行動指針」や業界ごと
のガイドラインに沿った感染防止
対策をオール岐阜で進めておりま
す。
各事業所、店舗が感染防止対策
を実施していることをステッカー
により利用客にわかりやすくＰＲ
することで、次の効果を期待して
います。
◆事 業者は、感染防止の意識が高
まります
◆利 用者は、安心して利用できま
す
１対 象事業者 小売業、サービス
業などすべての事業者
２手 続方法 申込書と宣言書を事
業所・店舗が所在する市町村窓
口（大野町は総務課）へ提出し
てください
※ステッカーは店舗ごとに２枚まで
３申込期間 ８月３１日（月）まで
４ステッカーの配布 県または市
町村から郵送等により配布
これまでにク
ラスターが発生
するなど感染リ
スクが高い業種
（接待を伴う飲
食店、カラオケ
このステッカーが
ボックス、ライ
目印です
ブ ハ ウ ス、 ス
ポーツジムなど）は、マニュアル
の提出をもって今回の宣言申込と
しますので、申込みは不要です。
なお、まだ感染防止対策マニュ
アルを提出されていない事業者は
ご提出をよろしくお願いします。
詳細は、下記ホームページをご
覧ください。
「新型コロナ対策実施店舗向けス
テッカーの申込みについて」
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyujuyo-joho/koronataisaku-sticker.html
「事業活動の再開・継続に伴う感染
防止対策（マニュアル作成）につ
いて」
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyujuyo-joho/corona-jigyousaikai.html
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８月、９月のイベント中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、関係団体等協議の結
果、下記のイベントの中止が決定いたしましたので、お知らせします。
①第２７回根尾川花火大会

８月１５日（土）

②第５６回夏まつり大野おどり
③大野町敬老会
問合せ先

８月１６日（日）

９月２１日（月・祝）

①②観光企業誘致課

③健康課

☎ ３４－１１１１

北こども園の閉園によって、不要となった物品
（YAMAHA アップライトピアノ等）を売却します。
購入を希望する方は、次のとおり見積書の提出をお願いします。
◎提出資格

２０歳以上の個人または法人で、直ちに代金を納め

て、その物品を引き取ることができる方。
◎提出方法

別紙様式第１号「見積書」
（町ホームページ掲載）に

必要事項を記入のうえ、提出期間内に提出してください。（郵送可）
◎提出期間 ８月３日（月）から８月２７日（木）まで
◎提出先 大野町大字大野８０番地

大野町役場

総務課

行政・

管財係
※見積書の提出の際には、最低売却価格以上の金額を記載してく
ださい。なお、長時間使用した物品のため、劣化・退色・傷・
錆等が見られますので現物を
よくご確認ください。
※物 品確認を希望の場合には、
事前にご連絡をお願いします。
※詳 しくは町ホームページまた
は下記までお問い合わせくだ
さい。
問合せ先

総務課

☎ ３４－１１１１

揖斐警察署からのお知らせ
【絶対に教えない！渡さない！】
〇暗証番号〇通帳〇マイナンバー〇口座番号〇キャッシュカード
国や自治体によるコロナ関連の給付金支給等もあり、未だコロナ関
連の入金手続きと誤認させる不審なメールや電話連絡等が相次いでい
ます。
市町村や総務省が
× ATM 操作をお願いすること
×受給前に手数料の振込を求めること
×メールを送り、URL をクリックして申請手続きを求めること
は絶対にありません。
【常時留守番電話設定で犯人からの電話をシャットアウト】
ニセ電話対策として留守番電話設定は効果的です。
在宅中でも常に留守番電話設定にして、電話の相手が誰か確認して
から電話に出ましょう。

問合せ先

揖斐警察署☎ 23-0110

くらしの情報
自衛官等募集
募集種目

受験資格

受
推

付

期

間

薦

総合選抜

９月１１日

９月２６日

２次

１０月３１日・
１１月

７月１日～

一般
医学科学生

防衛医科

看護学科学生

大学校

１次

１０月２２日 ２次

２１歳未満の者

（自衛官候補
看護学生）

期

１次

学校
１８歳以上

験

日

９月２６日・２７日
９月５日 ～

防衛大

試

１日

１１月７日・８日
１２月８日～１２日のうち１日

７月１日～

１次

１０月２４日・２５日

１０月７日

２次

１２月９日～１１日のうち１日

７月１日～

１次

１０月１７日

１０月１日

２次

１１月２８日・２９日のうち１日

自衛官

１８歳以上３３

年間を通じて

候補生

歳未満の者

行っております。

受付時にお知らせします。

※１

受験資格の年齢は各種目とも令和３年４月１日現在です。

※２

令和３年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和２年度９月１８日以降に行います。

※３

コロナ等の影響により受付期間・試験期日が変更される場合があります。

※４

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

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】８月３日（月）～２０日（木） 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）

３DK
専用面積６９．４６㎡

・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
入居資格
（全てに該当すること） ・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）

所在地
構 造

中之元８７６番地１
中層耐火構造
４階建 １棟ＰＣ造

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
問合せ先

建設課

※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

☎ 34-1111
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町職員募集（令和３年４月採用）

高等学校卒業者の方も、採用試験を受けていただけるようになりました。
◎職種
①一般行政職（大卒・短大卒・高卒）
②一般行政職〔土木系学校卒〕
（大卒・短大卒・高卒）
③一般行政職〔身体障がい者対象〕
（大卒・短大卒・高卒）
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・高等学校を卒業
した者、令和３年３月３１日までに卒業する見込みの者
②①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・高等学校を卒業
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・高卒）
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】令和２年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）
◎受験手続 総務課備付け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）を添えて提出して
ください。
※郵送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」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）を同封してください。
（郵送での受付は、８月７日消印まで有効）
問合せ先 総務課 ☎ ３４－１１１１
16 広報おおの 2020.8

くらしの情報
催

◎相談場所

し

「桂文鹿独演会」開催について
笑いと健康をテーマに、落語会
を開催します。
桂 文鹿（上方落語協会）

◎日時

９月５日（土） 開演：午

後２時

開場：午後１時３０分

◎場所

総合町民センター

多目

的ホール
◎木戸銭

◎相談員

障がい者相談支援事業

福祉センター

会議室

所相談支援専門員（身体・知的・

◎相談員

精神）

第１火曜日

※日程場所等は諸事情により変更

児童委員（人権等心配ごと相談）

人権擁護委員、民生

となる場合がありますので予約

第２火曜日

時に確認してください

児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日

※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

１, ０００円
（全席自由席）

※未就学児の入場はご遠慮ください
◎前売券販売

※弁護士相談要予約
◎相談場所

会議室

かつら ぶ ん ろ く

◎出演者

福祉センター

福祉課

☎ ３４-１１１１

多重債務等相談

８月１日（土）午

局

社会福祉協議会事務

☎ ３４-２１３０

ひきこもり個別相談会の
お知らせ

◎相談内容

主催

総合町民センター

婚等法律相談関係

やご家族等

後援

町、町教育委員会

◎相談日

◎内容

８月１７日（月）

弁護士（弁護士相談）

予約・問合せ先

前９時〜町民センターにて

多重債務・負債・離

行政相談委員、民生

◎対象

ひきこもりに悩むご本人
支援コーディネーターや

毎月第２月曜日（祝日の場合は第

精神科医による個別相談（要予約）

総合町民センター

３月曜日）

◎相談日

☎ ３２－１１１１

◎相談時間

問合せ先

午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約

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

◎相談場所
相談室

午後１時～５時

（１件あたり６０分、午後４時最終

◎相談員

役場

町民相談室

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

◎相談内容

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
８月１７日（月）

毎月第２月曜日（祝日の場合は第
◎相談時間

◎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

揖斐川町役場（揖斐

川町三輪１３３番地）
無料

タ ー（ ひ き こ も り 地 域 支 援 セ ン
ター）
予約・問合せ先

西濃保健所

健康増進課

☎ 0584-７３-１１１１

午後１時～３時

◎相談場所

福祉センター 会議室
精神保健福祉士
保健センター

☎ ３４-２３３３

心配ごと相談
◎相談日

８月１９日（水）

◎相談場所

（１件あたり５０分）※要予約

ること・障がい福祉サービスにつ
◎相談日

精神科医師やひきこも

３月曜日）

日常生活で困ってい

いて等

◎相談員

◎費用

予約・問合せ先

障がい者巡回相談

時１５分（１時間程度）

主催／岐阜県精神保健福祉セン

◎相談員

☎ ３４-１１１１

保健センター

☎ ３４-２３３３

◎相談日

受付）※要予約
◎相談場所

弁護士

予約・問合せ先

８月１３日（木）

◎相談時間

午後１時 ～ 午後３

り支援コーディネーター

◎相談員

み事
◎相談日

保健センター

８月２８日（金）

◎相談時間

８月４日（火）
、１１日

（火）、２５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）
広報おおの 2020.8
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国
特定健康診査を受けましょう！

保

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
対象者

態宣言の解除に伴い、７月から実施してい
ます。

実施期間

特定健診は、早い段階でメタボリックシ
るための大切なチャンスです。ぜひ、年に

●特定健診を受診すると
①病気の予兆を見つけ出し、生活習慣病を

活習慣病のリスクが高い人に特定保健指

健診項目

問診・身体計測・身体診察・血圧測定・尿検査
血液検査（脂質・肝機能・糖代謝・腎機能）
＊医師が必要と判定した人のみ、貧血・心電図・眼底
検査を実施

受診場所

揖斐郡内健康診査実施医療機関

※対象者の方には、６月下旬に受診券をお送りしましたので、同封の案内
用紙をよく読み、問診票を記入のうえ、受診してください。
※特定健診を受けられた方は、大野町国民健康保険の人間ドックの助成を
受けることはできません。
※４０～７４歳の方で全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）・健康
保険組合保険・共済組合などの被保険者・被扶養者の方は加入している

導（無料）が行われます。保健師、栄養

保険者が実施する健診を受けていただくことになります。詳しくはご加

士が生活改善の方法を一緒に考えます。

入の保険者にお問い合わせください。
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７月１日（水）～９月３０日（水）
保険証、受診券、問診票

こんなメリットがあります！

が節約でき快適な生活が維持できます。

大野町国民健康保険に加入している４０～７４歳の方
（昭和２０年１０月１日～昭和５６年３月３１日までに
生まれた方）

持ち物

１回は受けましょう！

③健診後のサポートも充実。健診結果で生

り

自己負担金 １, ０００円（受診される医療機関でお支払いください）

ンドロームに気付き、生活習慣病を予防す

予防できます。

よ

●特定健診の内容は？

延期していました特定健康診査は、緊急事

②生活習慣病予防により医療費、通院時間

だ

問合せ先

健康課

☎ ３４-１１１１

保健センター

☎ ３４-２３３３

図書館コーナー

☎ 32-1113

開館時間 午前 10 時～午後 6 時

ミックのページ

おはなし会のお知らせ

「日本のお祭り」展

今月の館内展示

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

盆踊り、納涼祭り、縁日をはじめとする地域のお祭り

るおはなし会は、新型コロナウィ

から、よさこいや阿波踊りなど演舞系まで多岐にわたる

ルス感染症対策のため当面の間

夏祭り。みんなが楽しみにしていたお祭りも今年は中止

中止させていただきます。

が続いています。
災厄の除去を祈ったことにはじまる祇園祭など、今は
参加することはできないけれど、図書館の本でお祭りの
由来を知り再開されたときの楽しみを増やしましょう。

今月のおすすめ本
みんなのアマビエ

（扶桑社）

１４０年の時を経て現代によみがえった妖怪アマビ
エ。イラストから彫刻、陶芸、ガラス、織物、あみぐる
みまで、新型コロナウイルス終息を願って漫画家やクリ
エイターたちが投稿したアマビエ作品を紹介する。

コロナとたたかうぼく

（塚本 やすし作・絵・よこみぞ みゆき英訳 / ニコモ）

平和な星に舞い降りたコロナは、人々を病気にする。伝
染し、病院も患者であふれている。ぼくはコロナとたたか
おうと思った -。コロナウイルスの脅威と私たちができる対
策を、子どもに分かりやすく伝える絵本。英文も併記する。

〈一般書〉
●冷たい麵の本

3～5歳

〈児童書〉

（みない きぬこ著 / 枻出版社）

●とのさまぶたまん

０～５歳，小初
（長野 ヒデ子作・絵 / あすなろ書房）

●藤井聡太強さの本質

●本屋のミミ、おでかけする !

●文豪の悪態

●くろりすくんとしまりすくん

（書籍編集部編 / 日本将棋連盟）
（山口 謠司著 / 朝日新聞出版）

●任俠シネマ

（今野 敏著 / 中央公論新社）

●きたきた捕物帖

（宮部 みゆき著 / ＰＨＰ研究所）

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

小初
（いとう ひろし作・絵 / 講談社）

●恐竜と古代の生き物図鑑

小上，中

（ジョン・ウッドワード著 / 創元社）

●ぼくらしく、おどる

小中，小上
（大前 光市著・今井 ヨージ絵 / 学研プラス）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

8月
日

小初

（森 環作 / あかね書房）

金

土

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

月

火

水

木

1
8
15
22
29

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
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保健師による

骨粗しょう症を
予防しましょう！

健康伝言板
●骨粗しょう症とは？
骨は、古い骨を破壊する「骨吸収」と、破壊した
部分に新しい骨を作る「骨形成」を繰り返し、生ま
れ変わっています。しかし、カルシウム不足や女性
ホルモン減少などが原因で「骨形成」よりも「骨吸収」
がすすむと、骨量が減少し骨がスカスカになります。
骨密度が低いと骨がジワジワとつぶれていき、転ん
だり尻もちをついたりするだけでも骨折しやすく
なってしまいます。また、無理なダイエットによる
骨量の低下、カルシウムやビタミンの不足、運動不
足などもリスクとなるため、若い世代の発症も増え
ています。
まずは検診で自身の骨密度を知り、生活習慣を見
直して骨粗しょう症を予防することが大切です。
●生活習慣を見直しましょう！
骨粗しょう症を予防するには、次の３つの習慣を
見直すのが効果的です。
①食事…いろいろな食品をバランスよく食べること
が大切です。
・カ ルシウム（牛乳、ヨーグルト、小魚、豆腐、
小松菜など）
：骨の主成分となる

・ビタミンＤ、Ｋ（鮭、しらす、納豆、わかめなど）
：
カルシウムの吸収や沈着を高める
・た んぱく質（肉、魚、卵、大豆製品など）
：筋
力をつけて転びにくくする
②運動…軽い運動で骨に負荷をかけて、カルシウム
を骨に沈着させます。
③日光浴…体内のビタミンＤが増え、カルシウムの
吸収がアップします。
●検診を受けましょう！
今年度の町の骨粗しょう症検診は、個別検診のみ
となります。対象となる方にはご案内と検診票を送
付しております。受診できるのは５年に１度ですの
で、この機会にぜひ受診してください。
▽町の骨粗しょう症検診
対象者

年度末年齢が４０、４５、５０、５５、
６０、６５、７０歳の女性

実施期間

８月１日（土）～１１月３０日（月）

実施内容

問診・腰部Ｘ線骨密度測定・結果説明

委託医療機関 ゆり形成内科整形おおの・若原整形外科

ぎふ・すこやか健診を受けましょう！

ぎふ・さわやか口腔健診を受けましょう！

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、延期してい
ましたぎふ・すこやか健診は、緊急事態宣言の解除に
伴い、７月から実施しています。年に１回は健診を受
けましょう！
●健診の内容は？

後期高齢者医療保険制度の加入者を対象に「ぎふ・
さわやか口腔健診」を実施しています。加齢により、
噛む力や飲み込む力が弱くなる、口が乾きしゃべりに
くくなるなど、
「お口の働き」が弱くなる傾向にありま
す。
健診では、歯や歯肉、入れ歯の状態など、口腔内の状
態をみるほか、食べ物を噛む能力、飲み込む能力等、
「お
口の働き」も調べることができます。健康な毎日を送
るためにぜひ受診しましょう。

対象者

後期高齢者医療保険に加入している方

実施期間

７月１日（水）～９月３０日（水）

自己負担金
持ち物

５００円（受診される医療機関でお支払
いください）
保険証、受診券、問診票

対象者

問診・身体計測・身体診察・血圧測定・
健診項目

尿検査・血液検査（脂質・肝機能・糖代謝・
腎機能・貧血・アルブミン）＊医師が必

実施期間

揖斐郡内健康診査実施医療機関

実施機関

※昭和２０年５月３１日以前生まれで、要介護・要支援の
認定を受けていない方には、６月下旬に受診券をお送り
しましたので、同封の案内用紙をよく読み、問診票を記
入のうえ、受診してください。
※昭和２０年６月～９月生まれの方の健診は１１月を予定
しています。受診券は１０月下旬にお送りします。
※７５歳未満で後期高齢者医療保険に加入している方、要
介護・要支援の認定を受けている方で健診を希望される
方は、民生部健康課までご連絡ください。
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問合せ先

健康課

☎ ３４-１１１１

保健センター

☎ ３４-２３３３

している人
７月１日（水）～令和３年３月３１日（水）
※健診受診は期間中１回
揖斐郡内の委託歯科医療機関（６月末発

要と判定した人のみ、心電図検査
受診場所

受診日時点に後期高齢者医療制度に加入

送のすこやか健診の案内に同封したチラ
シをご参照ください）※不明な場合は、
お問い合わせください。

健診料
持ち物

３００円
後期高齢者医療の保険証・健診料（３００
円）
事前に歯科医療機関に電話して予約をし

その他

てください。受診票は医療機関にありま
す。



問合せ先

健康課

☎ ３４-１１１１

がん検診追加のお知らせ
新型コロナウイルス対策の為、開催を中止していたがん検診は７月より順次再開しています。
がん検診の日程に、次の日程を新たに追加しましたのでお知らせします。
受診方法等については、町ホームページをご覧になるか、保健センターにお問い合わせください。
検診名（検査場所）

検査時間

検診日
８月１７日（月）・

胃・大腸・前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診（保健センター）

午前８時３０分～１１時

８月２８日（金）

９月１０日（木）・１１月１６日（月）
１２月１５日（火）・１２月１８日（金）
１２月２１日（月）

胃・大腸がん検診

１２月

午前９時～１１時

肝炎ウイルス検診（保健センター）

９日（水）・

（女性限定）

午後１時～２時３０分

（揖斐厚生病院健診センター）

１１月２６日（木）・１２月２４日（木）
１月２１日（木）・
問合せ先



表彰のお知らせ

西濃口腔保健協議会は、
「８０２０運動（８０歳
になっても２０本以上の歯を残し、一生自分の歯で
食べよう）」の一環として、よい歯の高齢者を募集
します。
８０歳以上で自分の歯を２０本以上お持ちの人
は、お気軽にご応募ください。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、表彰式は行いま
せんが、優秀者には賞状と記念品を送付します。
対象
①昭和１４年１１月１日～昭和１５年１０月３１日
生まれの人（該当者にはハガキでお知らせします）
②昭和１４年１０月３１日以前生まれで過去に表彰
を受けていない人
応募方法
８月１７日（月）～８月２９日（土）に、西濃地
域の指定歯科医院で歯科健診を受けてください。
（健
診は無料）
問合せ先



５日（火）

９月１０日（木）・１０月２２日（木）

乳・子宮頚がん検診

８０２０運動

１月

保健センター

☎ ３４－２３３３

■

２月

４日（木）

保健センター

献血の実施報告

☎ ３４－２３３３

■

６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。
６月１０日（水） 昭和コンクリート工業（株）２０人
大野町役場 ３１人
●次回献血のご案内
日付

時間

８月２８日（金）

午前９時３０分～午後０時
午後１時３０分～４時

場所

内容

カネスエ大野店
全血
（美濃大野ライオンズクラブ主催） （４００ml）
献血にご協力いただいた方には、血液型、肝機能、
コレステロール等の検査結果をお知らせしています。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。


問合せ先

保健センター

☎ ３４－２３３３

８月休日在宅当番医のお知らせ
月 日
2
8

9
10

当番医の医療機関名

所在地

薬局名

電話番号
（0585）

むらせファミリークリニック 池田町池野 44-2727
ファースト調剤薬局いび池野店
坂内国保診療所

44-3001
揖斐川町坂内広瀬 53-2107

たんぽぽ薬局揖斐店

21-5021

みみはなのどオレンジクリニック 池田町池野 44-1187
ファースト調剤薬局いび池野店

44-3001

月 日
16
8 23
30

当番医の医療機関名
薬局名

所在地

電話番号
（0585）

ふじい内科クリニック 池田町本郷 44-2219
V・Drug 池田調剤薬局
クリニックラポール
オオノ調剤薬局北店
野原クリニック
サンセイ調剤薬局清水店

35-5671
大野町大野 32-0033
52-9081
揖斐川町清水 22-0348
22-1338

※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

問合せ先

保健センター
☎ ３４－２３３３
広報おおの 2020.8

21

議会広報編集委員会

議会の窓
大野町議会

第２回

委 員 長

国枝

利樹

副委員長

野村

光宣

委

員

永井

啓介

委

員 宇佐美みやこ

定例会

本定例会は、 6 月 3 日から11日までの 9 日間の会期で開催し、人事案件、契約案件、条例改正、一般
各会計補正予算など12議案を審議し、原案のとおり可決しました。
なお、町政に対する一般質問は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と町職員の負担軽減するため、
議会運営委員会で協議し、不要不急の一般質問の自粛を要請した結果、通告者なしとなりました。

年生、中学校 1 年生）端末等

人事案件（敬称略）
議第24号�����������������
大野町固定資産評価審査委員会委員の選任同

②取 得 の 金 額

86,900,000円

③契約の相手方

岐阜市都通 1 丁目15番地
中部事務機株式会社

意について


* 任期 3 年
林

利光 （古

川）

議第26号�����������������
大野町農業委員会委員の任命同意について


* 任期 3 年
林

正明 （黒

野）

小里

育湖 （黒

野）

末守

吾郎 （黒

野）

若原

成行 （下

方）

松久日出成 （

野

）

大久保善教 （大

野）

目加田菊次 （寺

内）

青木

智子 （古

川）

林

孝行 （瀬

古）

小森

敏明 （中之元）

代表取締役

辻

慶一

議第34号�����������������
小中学校ＩＣＴ環境整備機器（Ⅱ期）購入契
約の締結について
①取得する財産

児 童生徒用（小学校 1 年生・ 2
年生・ 3 年生・ 4 年生、中学校
2 年生・ 3 年生）端末

②取 得 の 金 額

124,740,000円

③契約の相手方

岐阜市都通 1 丁目15番地
中部事務機株式会社
代表取締役

条

例

改

辻

慶一

正

議第29号�����������������
大野町職員の給与に関する条例の一部を改正

賢 （公

郷）

する条例について

宇佐美利夫 （領

家）

※会計年度任用職員の通勤手当及び認定こども園

加納

準一 （五之里）

の園長に従事することができる職員の職務の級

宇野

春好 （下座倉）

の規定を整理のため、条例改正しました。

加納

契約の締結
議第27号�����������������
小中学校ＩＣＴ環境整備機器（Ⅰ期）購入契
約の締結について
①取得する財産
22 広報おおの 2020.8

児 童生徒用（小学校 5 年生・ 6

議第30号�����������������
大野町税条例の一部を改正する条例について
※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におけ
る税制上の措置に基づく地方税法の一部改正に
伴い、条例改正しました。

議会の窓 ◆◇

◇◆

議第31号�����������������

議第28号�����������������

大野町消防団員等公務災害補償条例の一部を

大野町道路線の変更について

改正する条例について

※（仮称）西濃厚生病院施設整備事業に伴い、下

※非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令の一部を改正する政令の施行に伴い、条

磯本庄 4 号線ほか 1 路線の起点を変更するもの
です。

例改正しました。

諸

議第32号�����������������

般

の

報

告

大野町国民健康保険税条例の一部を改正する

令和元年度大野町一般会計繰越明許費繰越計

条例について

算書について

※新型コロナウイルス感染症の影響により、国民

※議会において繰越明許費として議決された「社

健康保険税を納付することが難しい被保険者に

会資本整備総合交付金事業（名鉄廃線敷整備事

対し、申請要件を緩和するため、条例改正しま

業）」及び「小中学校校舎等改修事業」等につ

した。

いて、地方自治法施行令の規定により、繰越明
許費繰越計算書の報告がありました。

補

正

予

算
議員派遣報告

議第33号�����������������
令和 ２ 年度大野町一般会計補正予算（第 4

大野町議会会議規則第120条第 1 項ただし書の規

号）

定により、次のとおり議員派遣しました。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,686万 1
千円を追加し、予算総額は、103億4,177万円とな

1

議会議員と執行部との懇談会

りました。

①目

的

会議出席のため

※補正予算の主な内容

②派 遣 先

大野町大字大野

 歳入では、国庫支出金（新型コロナウイルス

③期

令和 2 年 4 月 1 日

感染症対応地方創生臨時交付金等）
、
県支出金（新

④派遣議員

間

井上議員

長沼議員

型コロナウイルス感染症対策地域の活力補助金

国枝議員

宇野議員

等）
、諸収入（スポーツ振興くじ助成金等）など。

ひろせ議員

野村議員

 歳出では、民生費（子育て世帯への臨時特別

山川議員

永井議員

給付金（上乗せ分）等）、衛生費（ごみ袋等引

宇佐美議員

換券利用補助金等）、教育費（東庭球場改修工

他7件

事等）など。

議員派遣決定
そ

の

他

議第23号�����������������
指定金融機関の指定について
大垣西濃信用金庫

議第25号�����������������
大野町農業委員会委員の任命につき認定農業
者等が委員の過半数を占めることを要しない
場合の同意について

大野町議会会議規則第120条の規定により、次の
とおり議員を派遣します。

１
①目

第13回揖斐郡・神戸町平和行進
的

行事出席のため

②派 遣 先 大野町大字大野
③期

間

④派遣議員

令和 2 年 6 月15日
長沼議員

国枝議員

※農業委員会委員の任命にあたり、農業委員会等
に関する法律施行規則第 2 条第 1 号の規定を適
用するため、議会として同意をしました。
広報おおの 2020.8
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～

住民だより

プラス

いつもの食事に＋野菜一皿

６月中に届け出のあった方（敬称略）

●鮭のカレー風味マリネ
１ 日 の 野 菜 摂 取 目標量
３５０ｇを達成するために
は、毎回の食事に野菜料理
が必要です。カラフルな色
彩とほのかな酸味やカレー
風味が引き立ち、野菜もた
くさん入っています。夏バ
テで食欲が低下するこの季
節に、
おすすめの１品です。

氏名

保護者
め い な

大瀧

芽奈

大野

佐藤

ち あ き

千晃

稲富

石田

涼華

桜大門

知弘
慎也

す ず か

住所

氏名

上秋
下磯

保護者
せ

ら

幸正

星来

後藤

ま な つ

愛夏

真彦
吉滉

紘一

【材料（６人分）】

①鮭は一口大に切る。昆布茶
を ふ り、 １ ０ 分 ほ ど お き、
キッチンペーパーで水けを
ふきとる。マリネ液の材料
をあわせておく。
②材料の野菜はそれぞれせん
切りにする。（人参が固いよ
うなら電子レンジで加熱す
る）
③フライパンにオリーブ油大
さじ１を入れ、②の野菜を
炒め、粗熱をとってからマ
リネ液に漬ける。
④野菜を炒めたフライパンに、
オリーブ油大さじ１を入れ、
①の鮭に薄力粉をまぶし両
面をこんがりと焼く。
⑤鮭が焼けたら③のマリネ液
に漬ける。（２０分ほど漬け
ると美味しくなります）

鮭……… ５０ｇ×６切れ
昆布茶…… 小さじ１/ ８
薄力粉………… 大さじ２
オリーブ油…… 大さじ２
玉ねぎ………… １２０ｇ
（約１/ ２個）
人参……………… ５０ｇ
（中１/ ３本）
赤パプリカ……… ５０ｇ
（１/ ４個）
ピーマン………… ５０ｇ
（小２個）
エリンギ………… ５０ｇ
（小１本）
マリネ液
酢 / 大さじ４、
しょうゆ / 大さじ１、
みりん / 大さじ１. ５、
だし汁 / 大さじ３、
カレー粉 / 小さじ１. ５、
はちみつ / 大さじ１

【１個分の栄養価】
エネルギー タンパク質
１５８kcal １２.４g

脂質 カルシウム 塩分
６.３g
２０mg
０.６g

次回の古紙類等回収について
9 月 20 日（日）午前９時〜 11 時（２時間）

2020.8

【作り方】

こんにちは！赤ちゃん
住所

末永くお幸せに
住所

氏名

住所

夫 小衣斐

松葉

圭史

妻 揖斐川町

山本

裕加

♥

氏名

謹んでお悔やみ申し上げます
住所

氏名

広報おおの

食育の
すすめ

No.720

協議会

年齢

住所

氏名

年齢

黒野

若原

洋子

72

大野

大久保隆義

79

黒野

関谷

早苗

85

稲畑

脇山ヤスヨ

89

相羽

内海

直樹

75

松山

桐よ志ゑ

96

桜大門

若宮

藤枝

95

上磯

廣瀬みよ子

91

大野町ホームページアドレス
http://www.town-ono.jp/

改善

◎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

納期限のお知らせ
固定資産税（2 期）
国民健康保険税（3 期）
町県民税（2 期）
８月 31 日（月）
国民健康保険税（4 期）
７月 31 日（金）

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

人口と世帯（７月１日現在）
人 口
男
女
世帯数

… ２２, ８０３（−
… １１, ２０３（−
… １１, ６００（−
…
８, ０９４（＋

今月の表紙

９）
道の駅
１）
「パレットピア
８）
おおの」
８）

出生６人／死亡１２人／転入４１人／転出４４人



です。

広報おおの
電子書籍でも

ご覧いただけるようになりました。

４ 〜
／
１

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。

※大野町ホームページでも♪

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

順延の場合、9 月 27 日（日）

発行 大野町
編集 総務課

生
～食

活

