
※�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

▶３ まちのお知らせ

▶７ Information�くらしの情報

▶１６ 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

美濃大野発見ガイド隊発足！
町の魅力を発信・継承

▲旧北岡田家住宅
　〔イラスト画提供�高橋詩朗さん〕



「 おおの創生まちづくり連携協定」締結
大野町・大野町商工会・いび川農業協同組合

　７月２日、役場において大野町商工会長羽賀茂樹さ
んといび川農業協同組合代表理事組合長堀尾茂之さん
と町長が「おおの創生まちづくり連携協定」を締結し
ました。
　２０２０年度より第六次総合計画の後期基本計画がス
タートし、東海環状自動車道大野神戸ＩＣ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、今後
のまちづくりに対し、多様な意見を取り込む必要性があ
ります。３機関が有する資源・機能を効率的・効果的に
活用することにより新たなまちづくりを推進していく予
定です。

大 野の魅力・・・史跡、名所を発信♪
美濃大野発見ガイド隊発足

　７月９日、大野町内や、その周辺の自然・歴史・文化を町内の方はもちろん、観光客に対して、町の魅力
を紹介することや、青少年に対して郷土の資産を伝承し、未来の大野町を創造することを目的とした、「美
濃大野発見ガイド隊」の設立総会が旧北岡田家住宅（相羽）にて開催されました。
　町文化財保護協会副会長を務める杉原重明さんがガイド隊の会長に就任し「地域の活性化と地域の子ども
たちが郷土を学ぶ手伝いができれば」と抱負を語りました。
　今後は、町内外問わず大野町及び西美濃地域の魅力を伝えていただく観光ガイドを広く募集し、町内観光
施設の紹介、案内、解説など観光ＰＲ活動を実施していく予定です。

学 校の教育振興に役立てて
西濃建設（株）

　７月２２日、西濃建設㈱　代表取締役社長　笹田哲夫
さんが役場を訪れ、設立７５周年を迎えたことを記念し
て、揖斐郡３町にそれぞれ教育振興費として現金７５万
円を寄附されました。笹田社長は「新型コロナイルス感
染症で大変な時に地元の子どもたちの教育に役立てても
らえれば」と話していました。

▲協定書を掲げる羽賀会長（左）、堀尾組合長（右）

▲目録を町長に手渡す笹田社長

▲設立総会の様子 ▲美濃大野発見ガイド隊の皆さんと大野町長

ま ち の 話 題
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まちのお知らせ

１　協力金の概要
　新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を見据え、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
からの提言を踏まえ、厚生労働省が示した「新しい生活様式」の実践例に対応し、感染蔓延期から
収束期において、継続的に感染対策に資する事業を実施した、対象業種を営む中小企業者及び小規
模企業者等に対して事業費の一部を支援します。

２　申請受付期間　９月１日（火）～１２月２８日（月）
３　協力金の額　� ※交付対象経費の合計額が５万円以上の場合のみ交付対象とします。

　　１事業者あたり５万円� ※原則１法人、１個人事業主につき１回のみ申請可能です。

４　対象となる事業者
　町内に本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所を有する中小企業基本法第２条
第１項に規定する中小企業者又は同法第２条第５項に規定する小規模企業者

【対象となる分類】　　※日本標準産業分類による分類項目名
⑴　建設業
⑵　製造業
⑶　電気・ガス・熱供給
　　（太陽光発電は対象外）
⑷　情報通信業
⑸　運輸業（郵便業は対象外）

⑹　卸売業・小売業
⑺　保険業（金融業は対象外）
⑻　不動産業、物品賃貸業
⑼　�学術研究、専門・技術サー
ビス業

⑽　宿泊業、飲食サービス業

⑾　生活関連サービス業、娯楽業
⑿　教育、学習支援業
⒀　医療、福祉
⒁　サービス業
　　（他に分類されないもの）
　　（政治団体、宗教は対象外）

【対象外となる分類】
農業、林業、漁業、鉱業、採掘業、砂利採取業、複合サービス業、公務、分類不能の産業

５　対象となる条件　次に掲げる要件を満たすものが交付対象となります。
　⑴�　大野町に納税義務があり、大野町税条例（昭和３６年条例第１４号）第３条に規定する町税
の滞納がない者

　⑵�　大野町暴力団排除条例（平成２４年大野町条例第１号）第２条第１項第１号から第３号まで
に規定する者でないこと。

　⑶�　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に
規定する営業を行う者でないこと。

６　交付対象となる経費
　協力金の交付の対象となる経費は、交付対象事業の実施に要する経費として、令和２年４月１日
から１２月２８日までに支出した経費であって、以下に掲げる経費（消費税及び地方消費税を除く。）

交付対象経費 対象一例

工事費 感染拡大防止に効果のある工事・改修費
窓の新設・増設、換気扇の新設・増設、オープンテラス設置工事、間仕切りの設置工事等

物品購入費

交付対象事業を行うために必要な物品の購入に要する経費
フェイスシールド、つい立、ビニールカーテン、非接触型体温計、キャッシュレス導入、
その他窓の開放等と併せて使用することで換気を促進することが出来る物品（扇風機、
サーキュレーター、エアコン、空気清浄機等）、手指消毒液等

その他 感染拡大防止に効果のある消毒等役務費

７　その他　�申請方法や対象事業者、対象経費など詳しくは町ホームページ又は、下記へお問い
合わせください。� 問合せ先 �観光企業誘致課　☎ 34-1111

大野町中小企業等 緊急３密対策

支援事業協力金について



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！

　７月より町内在住者の一般利用を再開しました。
　今年の梅雨は雨が多かったですが、そんな中でも再開を楽しみにしていてくれた親子連れが少しず
つですが遊びに来てくれています。人数制限している事もあり、ゆったりした空間で、子ども達もの
びのび遊んでいます。（親子教室（ピヨピヨクラブ）や１歳児の誕生会が開催されている場合は、一
般利用は出来ません。）
　現在、新型コロナウイルス感染防止のため、乳児ルームや図書ルーム、食事ルームの開放を中止さ
せていただいております。また、木のおもちゃや図書につきましても制限させていただいております
ので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、今後の動向次第では開館状況等が変更になる場合があります
ので、ホームページ等にてご確認ください。

◎９月のスケジュール（予定）
　　　　�ふたばクラス…８日（火）、１５日（火）、２９日（火）
　　　　�みつばクラス…１０日（木）、１７日（木）、２４日（木）
　　　　�よつばクラス…１１日（金）、２５日（金）
誕生会…１４日（月）�
育児相談（保健センターの保健師による）…１日（火）
休館日 ��２日（水）、９日（水）、１６日（水）、２３日（水）、

３０日（水）

ピヨピヨ
クラブ

※�スケジュール内容は、変更する場合があります。また、詳しい内容は、
ぱすてるへおたずねください。

ことことスロープ
両面で異なる遊びが楽しめる
スロープ玩具。３種類の車は
スピーディーに、２色の星は
左右に揺れながら滑り落ちる。
動きだけでなく、音も楽しい
おもちゃ。

▲一般利用の様子 ▲７月生まれの子ども達

　７月 22 日、常呂高校３年生が、総合的な学習の時間で常呂町の地域活性

化策をまとめた「地域への提言」を発表しました。

　生徒たちは、カーリングによる地域振興、観光促進、移住推進、産業の発

展をテーマ別に、町と特産品の魅力の発信の方法や定住に繋がるアイディア

などを若者の視点から提案。発表後、生徒の代表が常呂自治区長に提案書を

手渡しました。

ところ通信
Vol. 247

北見市

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。

常呂高校「地域への提言」
─ 町の魅力の発信方法を提案 ─
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令和２年第３回定例会日程および内容
会期／９月８日から１６日（９日間）

月　日 曜　日 開議時間 内容等 場所 備　考

９月　８日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

９月　９日 水 午前９時 総務文教常任委員会 委員会室

９月１０日 木 午前９時 民生建設常任委員会 委員会室

９月１５日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり

９月１６日 水 午前９時 本会議（閉会） 議事堂

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議事堂・委員会室へお越しください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次のことをお願いいたします。
　・マスクを必ず着用してください。
　・手指の消毒をしてください。（傍聴入口にアルコール消毒液を設置しています。）
　・�他の傍聴者と間隔を空けて着席してください。（本会議の傍聴席は７席に、委員会の傍聴は２席に制限させ

ていただきます。）
　なお、委員会の傍聴をご希望される方は、事前に事務局までご連絡ください。
　９月１５日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信されます。また、以下の場所で
も政府が提唱する「新しい生活様式」に心がけてご覧ください。（議場で傍聴していただくこともできます。）

　　・役場　１階　ロビー　　・地区公民館（第１～６公民館）� 問合せ先 �議会事務局　☎ 34-1111

調査票（紙）での回答期間インターネット回答期間

令和２年国勢調査を実施します

総務省・岐阜県・大野町

政策財政課　☎34-1111

ご回答はかんたん便利・安心安全なインターネットで！

国勢調査およびインターネット回答については、
「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

●国勢調査は、令和２年 10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、コンビニの出店計画に利用されるな
ど、わたしたちの生活の身近なところに役立てられています。

●９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類をお配りします。
●国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限り、みなさまと調
査員が対面しない非接触の方法で行います。みなさまのご理解とご協力を、よろしくお願
いいたします。

●調査書類へのご回答は、できる限りインターネットまたは郵送でお願いします。

問合せ先
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Ｑ１　パートやアルバイトも特別徴収の対象となるのですか？

Ａ１　原則として、パート、アルバイト、役員等全ての従業員の方が特別徴収の対象となります。
　　　　ただし、既に退職された方や給与の支払いのない月（給与不定期）がある方など、毎月の給与から特別徴

収（給与からの差し引き）できない方は除きます。

Ｑ２　特別徴収と普通徴収（個人納付）のいずれかを選択できるのではないですか？

Ａ２　給与所得者に係る個人住民税の特別徴収は、地方税法（第３２１条の３）に定められたものであり、従業
員の方々の希望により「普通徴収」を選択することができる制度ではありません。

Ｑ３　給与所得以外に営業所得があり確定申告をしました。
　　　　営業所得分に係る個人住民税についても給与からの特別徴収となるのですか？

Ａ３　給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる個人住民税については、確定申告書第２表又は個人住民
税申告書の徴収（納税）方法の選択欄で、「自分で納付」を選択し申告することで、個人での納付（普通徴収）
とすることができます。

　　　　※徴収（納税）方法の選択について記載がない場合は、給与からの特別徴収となります。

お勤め（給与所得者）の皆様へ

給与所得者の方の

個人住民税（町県民税）は

原則 特別徴収 です。

特別徴収（給与からの差し引き）のメリット

特別徴収制度の流れ

個人住民税の特別徴収　Ｑ＆Ａ

ポイント１
１回あたりの納税額の�
負担が少なくなります

　普通徴収（納付書での納付）では年４
回（６月・８月・１０月・１月）の納税
ですが、特別徴収（給与からの差し引き）
では１２回に分割して（６月から翌年５
月まで）毎月の給与から差し引かれます
ので、年税額は変わりませんが、１回あ
たりの納税額が少なくなります。

ポイント２
納税の手間が�
省けます

　毎月の給与から差し引かれるため、
金融機関等へ納税に出向く手間が省
けます。
　また、納期限を気にする必要がな
くなり、納め忘れも無くなります。

※岐阜県と県内全市町村では、現在、給与所得者の個人住民税について、特別徴収に切り替える取組を行っています。

【注　意】
※①～⑥の順が個人住民税の特別徴収での納付の流れとなります。
※個人住民税（町県民税）は例年６月から翌年５月までがその年の年度（１年）となります。
※�現在、普通徴収（納付書にて年４回の納付）の方で、特別徴収（毎月の給与からの差し引き）へ切替をしたい方は、勤務先の給与担当
者へご相談ください。（会社からの特別徴収切替依頼書が役場へ届いて、処理をした後に特別徴収に切替ができます。）

問合せ先 �税務課　☎ ３４－１１１１

税額計算 給与支払者＝
特別徴収義務者

納税
義務者

②

⑤

岐阜県では
平成 27年度から

徹底

税額の納入
（翌月10日まで）⑥ 給与から差し引き

（6月から翌年 5月まで）

給与支払報告書の提出
（1月31日まで）① ④特別徴収税額通知

③特別徴収税額通知
（5月31日まで）
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くらしの情報
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お知らせ

各イベント中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症のさら
なる拡大を防止するため、今秋、予
定されておりました各イベントの中
止を決定しました。３つの「密」に
よるクラスターが発生しないよう、
ご理解とご協力をお願いします。
●（仮称）大野フェスタ
●おおの木育フェア２０２０
●�ねんりんピック岐阜２０２０（全
国健康福祉祭）ふれあいレク大会
　（ノルディックウォーキング）
　※�ねんりんピックは「ねんりんピッ
ク岐阜２０２１」として来年度
開催予定です。詳細は決定次第、
お知らせします。

●第２１回柿・牡蠣まつり
　※�牡蠣缶の予約販売につきまして
は、実施方法を含め、検討中です。
詳細は決定次第、お知らせします。

問合せ先 �観光企業誘致課、福祉課、
生涯学習課　☎ ３４-１１１１

令和２年度�大野町体育協会主催
事業の中止について

　今年度開催を予定しておりました、
町民体育大会、ならびに新春マラソ
ン大会について、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から、皆様に
安心して大会に参加して頂くことは
困難であるという結論に至りました。
　つきましては両大会の今年度の開
催を中止し、来年度に改めて実施す
る運びとなりましたのでお知らせし
ます。本大会への参加を楽しみにし
て頂いていた方、またご支援を頂い
ている関係者の皆様におかれまして
は、来年度の開催に向け、引き続き
お力添えのほどよろしくお願い申し
上げます。
問合せ先 �体育協会事務局（生涯学習
課）☎ ３４-１１１１

高収益作物次期作支援交付金�
について

　新型コロナウイルス感染症の発
生による外食需要の減少等により
影響を受けた高収益作物につい
て、次期作に前向きに取り組む生
産者を支援し、国内外の新たな需
要促進につなげるための高収益作
物次期作支援交付金制度について
お知らせします。
　公募については今後も随時行わ
れますので、下記のホームページ
等をこまめにご確認ください。
農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/seisan/
ryutu/engei/jikisaku/html
問合せ先 �
東海農政局生産部園芸特産課　
☎ ０５２-２２３-４６２４
農林課　☎ ３４-１１１１

ＧＡＰ（農業生産管理）に取り
組む農業者への助成について

　「揖斐郡ブランド推進協議会」
は、「ＧＡＰ取組支援事業」を実施
しており、安全・安心な農産物の
栽培、出荷をするためにＧＡＰの
認証取得・認証継続に取り組む揖
斐郡内の農業者、農事組合法人等
を対象に助成をしています。
　「ＧＡＰ認証」とは、農産物（食
品）の安全を確保し、より良い農
業経営を実現する取組で、食の安
全を確保するだけでなく、環境保
全、労務管理、人権保護、農場経
営管理を行うことで、持続可能な
農業生産につなげていくための認
証です。
　受付期間は令和３年２月末日ま
で。
問合せ先 �JA いび川営農課　
☎ ４５-９０１３

自動車事故被害者のための�
支援制度について

　独立行政法人自動車事故対策機
構では、自動車事故による被害者
家族のため、次の業務を行ってい
ます。
１　介護料の支給
　自動車事故が原因で脳、脊髄、
胸腹部臓器に重度の後遺障害が残
り、常時または随時の介護が必要
な方に、障害の程度に応じて月額
最大 211,530 円の介護料を支給し
ています。
※支給には条件があります。
２　�交通遺児等への育成資金の無
利子貸付

　自動車事故により保護者が死亡
または重度後遺障害者となった家
族（生活困窮家庭）のお子さんに
対し、中学校卒業までの間、無利
子で生活資金を貸し付けています。
問合せ先 �独立行政法人
自動車事故対策機構岐阜支所　
☎ ０５８-２６３-５１２８

必ずチェック！最低賃金

「岐阜県最低賃金」が改正されました
時間額 852円（1円ＵＰ！）
令和２年 10月 1日から
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係
なく、パートや学生アルバイトな
どを含め、県内で働くすべての労
働者に適用されます。
　使用者も、労働者も、１時間当
たりの賃金額が最低賃金額以上と
なっているかどうか、必ず確認し
ましょう。
　詳しくは、岐阜労働局賃金室☎
０５８-２４５-８１０４
又はお近くの労働基準監督署まで
お尋ねください。

知っていますか？建退共制度

　建設現場労働者の福祉の増進と
建設業を営む中小企業の振興を目
的とした業界全体での退職金制度
です。詳細は、建退共支部へ。
◎加入できる人　建設業を営む人
◎対象者　建設業の現場で働く人
◎掛金　日額 310 円
問合せ先 �建退共岐阜支部
　☎ ０５８-２７６-３７４４※�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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お知らせ

令和２年�秋の全国交通安全運動

◎実施期間　令和２年９月２１日
（月）から９月３０日（水）までの間
運動の重点
・�子どもをはじめとする歩行者の安全
の確保と自転車の安全利用の推進
・�高齢運転者等の安全運転の励行
・�夕暮れ時と夜間の事故防止と飲酒
運転等の危険運転の防止
・�日没時間が早まり、薄暮時から夜
間にかけての交通事故が多発する
傾向にあります。（午後４時から
午後８時までの間に特に頻発）交
通ルールの遵守、反射材の着用等、
お互いが交通マナーを守り、住み
よい揖斐の路を目指して安全運転
につとめましょう。
・�９月３０日（水）は「交通死亡事故
死ゼロを目指す日」です。一人ひと
りが意識して行動することによっ
て、交通事故を無くしましょう。
・�自転車は、運転免許は不要ですが、
道路交通法が適用される車の仲間
です（軽車両に該当）。
　�法律、交通マナーを守って、安全
な運転をお願いします。
問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３-０１１０
総務課　☎ ３４-１１１１

催し・講座
昭和のうたコンサート�
「愛の讃歌」の開催

昭和　今よりも少し　隣の人が近く
に感じた時代　人は共に歌に酔い
歌に笑い　歌に涙した　今ここによ
みがえる　懐かしい歌の数々
さあ　あなたの思い出を　迎えにき
ました
◎日時　９月２７日（日）
開演：午後２時　開場：１時３０分
１２０分間（休憩を挟む２部制）
◎場所　総合町民センター　ふれあ
いホール
◎出演　北海道歌旅座
◎プログラム　学生時代、愛の讃歌、
リンゴの唄、金色夜叉、いつでも夢
を　ほか多数
◎入場料　前売り 1,500 円
当日 2,000 円　全席自由席
未就学児の入場はご遠慮ください
総合町民センターで発売中
◎主催等　主催：総合町民センター
　　　　　後援：町、町教育委員会
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３２－１１１１

募集
大野町幼児療育センター�
なないろ　支援員募集

◎募集人員　若干名
◎資格　保育士・言語聴覚士・理学
療法士・特別支援学校教諭のいずれか
◎給料の額　時給 1,306 円～　
◎勤務場所　大野町幼児療育セン
ター　なないろ
◎勤務時間　午前８時３０分から午
後５時１５分（週３～５日　６～
７. ５時間程度　要相談）
◎採用期間　令和２年１０月１日
（木）～令和３年３月３１日（水）
◎申込書　町指定の履歴書　資格証
写し
◎申込期限　９月１７日（木）
◎選考方法　書類・面接
申込・問合せ先 �福祉課　☎ ３４－１１１１

樽見鉄道「樽鉄シルバー会員」募集

　「樽鉄シルバー会員」とは、樽見
鉄道の初乗り運賃（190 円）で、ど
の区間でも１回ご乗車いただける特
別割引運賃企画です。
◎発行対象者　大野町在住で、６５
歳以上の方（満６５歳になった月の
翌月１日から）
◎申込期間　随時。ただし、会員証の
発行まで１週間程度かかります。
◎必要書類
①�樽鉄シルバー会員証発行申込書に
必要事項を記入。※必ず名前にふ
りがなを記入
②�顔写真（縦４. ０㎝×横３. ０㎝、
裏面に氏名を記入）
撮影の時期：�申請前３箇月以内に撮

影したもの
撮影の範囲：�上三分身（胸から上）
枚数：２枚
注意点：�正面を向く�

帽子等をかぶらない
③�年齢及び現住所が確認できる書類
の写し
④�返信用封筒（長形４号程度の大き
さ、返信用切手貼付）
◎申込方法　必要書類を同封のうえ
郵送または本巣駅窓口
◎利用方法　ご利用の際は会員証を
常に携帯し、必要な場合に提示して
ください。
券売機のある駅：切符を購入し、降
車時に会員証を提示し切符を渡す。
券売機のない駅：降車時に会員証を
提示し、運賃を支払う。
申込・問合せ先 �
樽見鉄道㈱「シルバー会員」係
（〒５０１-１２０５
 本巣市曽井中島６８０-１１）��
☎ ０５８１-３４-８０３９
平日午前９時～午後５時

女性のための起業講座（初級編）

◎概要　働き方の一つとして“起
業”を考え、起業とは何かを学ぶ
初歩的な内容の講座を２回１セッ
トで開催
「先輩起業家」による体験談を聞
き、質疑応答の時間も設定
◎講師　豊増さくら　氏
中小企業診断士　トヨマス・マネ
ジメントオフィス代表
◎日時　
圏域　岐阜
第１回　１０月１１日（日）
第２回　１０月１７日（土）　
時間　午前１０時～午後０時
　　　受付　午前９時３０分～

◎場所　ＯＫＢふれあい会館
　（岐阜市薮田南５－１４－５３）
◎申込期限　９月２３日（水）
◎定員　４０名
◎参加料　無料
◎託児　有
　（１０名程度／�
　事前予約制）
◎申込方法　ＱＲコードからお申
込みください。
申込・問合せ先 �Dear ぎふジョ！�
プロジェクト事務局
Eメール　gifujo@chuco.co.jp
☎ ０５８－２４７－２２６０
（月～金／午前１０時～午後５時）
◎その他　本講座は２回１セット
での受講です。定員に達した場合、
抽選により受講者を決定します。
当落選の結果は、全員にメールで
連絡します。

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　９月１０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
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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　９月１６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　９月１４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　９月１４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　９月１日（火）、８日
（火）、１５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

　粟野公久さん（加納）、林美
智子さん（稲富）、松浦繁子さ
ん（六里）、山本里美さん（牛洞）
が７月１日付で法務大臣より新
たに人権擁護委員に委嘱され、
岐阜地方法務局大垣支局におい
て委嘱状が伝達されました。（当
町の人権擁護委員は７名）

▲委嘱状を掲げる左から
粟野さん、林さん、松浦さん、山本さん



国　保　だ　よ　り
国民健康保険被保険者証の更新について
　みなさんがお持ちの国民健康保険被保険者証は、令和２年９月３０日が有効期限となっています。
有効期限が満了する９月３０日までに、簡易書留で新しい被保険者証を郵送いたします。
受け取られたら・・・
①�新しい被保険者証の内容をよくご確認ください。
②�今までの被保険者証は、有効期限が過ぎましたら、役場健康課保険年金係にお返しいただくか、
住所や氏名が見えないように細かく裁断して破棄してください。
③�被保険者証は現在カードサイズになっておりますので、紛失には十分ご注意ください。紛失や破
損の際には、身分証明になる書類と印鑑（シャチハタ以外）とマイナンバーを持参し、役場健康
課保険年金係で再交付を受けてください。
※�不在等でお渡しできない場合の被保険者証は、郵便局での保管期間を過ぎたあと、役場に返却さ
れます。
　�ポストに不在票が入っていたときは、内容をよくご確認のうえ、お早めに記載されている連絡先
の郵便局へ連絡してください。

新しい被保険者証の有効期限は、令和３年７月３１日です。

　令和３年８月より、７０歳から７４歳までの方の被保険者証と高齢受給者証の一体化に伴い、
７０歳未満の方も含め、すべての被保険者証の更新が毎年１０月から８月に変更となります。
　このため、令和２年度の被保険者証の有効期間を「令和２年１０月１日から令和３年７月３１日」
の１０ヶ月とし、令和３年度からは「８月１日から翌年７月３１日まで」とします。

　また、期間中に７５歳に到達される方は後期高齢者医療の適用となり、有効期限が短くなってい
ますので、ご注意ください。

問合せ先 �健康課　☎ 34－1111
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【募集（受付）期間】９月１日（火）～１８日（金）　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㎡ 

 



今月のおすすめ本

志村けん「笑いの神様」の一生 水害の大研究� 小中、小上
（しむけん研究会編集部編 /辰巳出版）

　子どもから大人まで笑いの渦に巻き込み、一方では、動
物たちと心温まるエピソードを披露し、役者としても才能
を発揮した志村けん。その芸歴や人脈ネットワークなどを
振り返り、不世出の「努力型天才芸人」の本質を解き明かす。

（河田�惠昭監修 /�PHP研究所）

　水害が起こってからでは、被害を少なくするのは難しい。
水害が起こることを前提に、必要な知識を写真やイラスト
とともに伝える本。なぜ水害が起こるのか、その原因をわ
かりやすく説明し、水害にどう備えるかを紹介する。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●「バカ」の研究
（ジャン = フランソワ・マルミオン編 / 亜紀書房）
●まんがでわかる妻のこと

（根本 裕幸監修 / カンゼン）
●美女ステイホーム

（林 真理子著 / マガジンハウス）
●つながりません

（長岡 弘樹著 / 角川春樹事務所）
●『さいごの本やさん』の長い長い終わり

（野村 美月著 / KADOKAWA）

●ほらふきカールおじさん� ０～５歳
（斉藤 洋文・高畠 純絵 / 講談社）

●ヒゲタさん� ３～５歳
（山西 ゲンイチ作・絵 / 徳間書店）

●パパのはなよめさん� 小初
（麻生 かづこ作・垂石 眞子絵 / ポプラ社）

●モヤモヤそうだんクリニック� 小中，小上
（池谷 裕二文・ヨシタケ シンスケ絵 / ＮＨＫ出版）
●妖怪の子預かります　１� 小中，小上

（廣嶋 玲子作・Minoru 絵 / 東京創元社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示

「IT（インフォメーションテクノロジー）」展
　９月２８日はパソコン記念日です。小学校ではプログ
ラミング授業が始まり、パソコンなどを使うことが必須
となってきました。日本のスーパーコンピュータ『富岳』
が世界一になるなど IT関連は日々進化しています。この
機会に、今さら聞けないパソコン・スマホ・タブレット
の使い方やプログラミングの本など、図書館の蔵書を活
用してください。

ミックのページ

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

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

URL：http://www.ono-kaki-bara-plaza.jp/tosyokan/tosyokan.html

9 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�

図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時

11広報おおの 2020.9
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保健師による

健康伝言板
　産前産後のメンタルヘルス　～産後うつ病について理解を深めましょう～

　大野町では、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、「大野町いのち支
える自殺対策計画」を策定し、自殺対策を総合的に推進しています。
　その中でも今回は「子ども・若者対策」として、妊産婦の自殺にもつながる「産後うつ病」
について理解を深めましょう。

　産後うつ病ってなに？
　出産をきっかけに発症するうつ病です。産後早期に症状が現れ１週間程度で回復する「マタ
ニティブルーズ」と違い、産後１､ ２週間から数ヶ月以内に症状が現れ２週間以上続く場合は、
産後うつ病が疑われます。妊娠中に増えた女性ホルモンの急激な低下や、育児による生活の大
きな変化に伴うストレスなどが発症に関係しています。日本では産後女性の１０～２０％程度
が産後うつ病の症状を感じているといわれています。
〈主な症状〉
□気分が落ち込み、意欲がわかない
□よく眠れない
□疲れやすい
□何をしても楽しいと感じられない

□強い不安感、イライラ感がある
□集中力が続かない
□食欲がない
□子どもがかわいく思えない

　妊産婦の自殺率は高い？
　東京都監察医務院などの
研究では、産後の出血など
出産に伴う合併症で亡くな
る妊産婦死亡数と比べて、
妊産婦の自殺数は２倍以上
多いという結果が出ています。
そしてそのうちの６割以上
が、産後１年未満の産婦の
自殺でした。

　いちばん大切なのは周りの理解と協力
　産後というと入院中や産後１ヶ月程度の間というイメージかあり、産後数ヶ月過ぎているの
に産後なの？と思われるかもしれません。しかし前述の研究では産後４ヶ月や産後１１ヶ月の
自殺が多いという結果が出ました。
　産後は赤ちゃんのお世話に追われ、お母さん自身がこころの不調に気づけない場合も多いで
す。そのため、家族や周りの人がお母さんの不調に気づけること、積極的に協力していくこと
がとても重要です。また、お母さん自身がつらいと感じるときは、がまんしないで相談や受診
をしましょう。保健センターでも相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333

９月１０日～１６日は
自殺予防週間です

自殺：63例
（うち妊娠中：23例、
産後1年未満：40例）

病死、その他：26例

2005～2014年東京都23区の妊産婦の異常死
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３０歳代健診のお知らせ
　高血圧、糖尿病などの生活習慣病の発症には、若
い時期からの生活習慣が大きく関与しています。こ
れらの病気を予防するために、まずは健診を受けて
自分の体の状態を知り、生活習慣を見直すきっかけ
としましょう。会社などで健診を受ける機会のない
方はぜひお申し込みください。

日　　時

令和２年１０月　１日（木）
　　　　１０月　８日（木）
　　　　１０月２０日（火）

午前９時～午前１１時３０分
（１５分ごとの完全予約制）

対 象 者 昭和５６年４月１日～
平成３年３月３１日生まれ

場　　所 大野町保健センター
費　　用 1,000 円（当日支払い）

健診内容 身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、
医師の診察

申 込 先 保健センター　（電話）34－2333
申込み期限：健診日の１週間前まで

主催：岐阜県西濃保健所

■弁護士と臨床心理士による相談会を開催します■
　多様な社会情勢の中で様々なトラブルに巻き込
まれることにより、人はこころの健康に支障をき
たし「うつ病」や「自殺」等に追い込まれること
があります。
　　　　たとえば・・・
　　　　　生活苦、雇用、解雇、借金、連帯保証人、
　　　　　多重債務、家族関係、犯罪被害、いじめ、
 など
　弁護士や臨床心理士などの専門家に相談するこ
とで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
　また、心の負担を軽くすることができるかもし
れません。お気軽にご利用ください。

開　催　日 会　場・時　間

令和２年９月４日（金） 西濃保健所（西濃総合庁舎）
大垣市江崎町�
４２２－３

２階　２－１会議室
開催時間：午後１時～４時
（各相談日３件まで）

令和２年９月２５日（金）

令和３年３月５日（金）

法律とこころの相談会

次回献血のご案内

日　　付 時　　間 場　　所 内　　容

９月３日（木）
午前９時３０分

～
午後３時３０分

大野町役場 全血
（４００ml限定）

　献血をご協力いただいた方に血液型、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致します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　輸血を受ける患者さんにとって、なるべく少人数の献
血者の血液を使用するほうが血液を介する感染の危険性
も少なく、体への負担が軽いため、医療機関からの
４００ml 由来血液の要請が高まっています。�
　当日は、４００ml 献血のみの受付とさせて頂いていま
す。予めご了承ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★相談は予約制です。
　（お申し込みの際に時間をお知らせします）
★相談は無料・秘密厳守です。
★申込み先：岐阜県西濃保健所
　　　　　　健康増進課　保健予防係
　　　　　　電話：0584－73－1111　内線 291・295

ひとりで悩んで
いませんか？

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

９

6
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

ピノキオ薬局三輪店 21-0229

13
谷汲中央診療所 揖斐川町谷汲名礼 56-3133

谷汲調剤薬局 55-2193

20
神田外科医院 揖斐川町脛永 22-0230

サン調剤薬局脛永店 22-5455

21
はっとり整形外科 揖斐川町脛永 23-1991

サンセイ調剤薬局揖斐病院前店 22-5980

22
いびレディースクリニック 揖斐川町三輪 23-0050

ピノキオ薬局三輪店 21-0229

27
長瀬診療所 揖斐川町谷汲長瀬 56-3003

ながせ薬局 56-3022

※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

９月休日在宅当番医のお知らせ
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平成31年度　人事行政の運営等の状況　　　　について
任免に関する状況について

1　採用の状況
平成 31 年度採用者
試験・区分名 職種・科目等 受験者数 合格者数 採用者数
大卒程度 一般行政職 30 人 2 人 2 人

短大卒程度 一般行政職 4人 2人 2人
保育士 2人 1人 1人

高卒程度 一般行政職 4人 1人 1人
2　昇任の状況
①行政職
部長・参事級への昇任 1人 係長への昇任 2人
課長級への昇任 2人 主査級への昇任 4人
主幹級への昇任 4人 主任級への昇任 3人
課長補佐級への昇任 5人
3　免職の状況� 4　降任の状況
　�免職無し� 　�降任無し

給与の状況について
1　職員の給与費の状況
①給与の内訳� � � � （単位 : 千円）
職員数（A） 給　　料 職員手当 期末勤勉手当 計（B） 給与費/1人（B/A）
148 人 511,896 76,444 203,510 791,850 5,350

（※派遣職員を除く）

②平均給与の月額
一般行政職
平均給与月額 平均給料月額 期末手当 勤勉手当
345,875 円 270,400 円 753,500 円 565,300 円

技能労務職
平均給与月額 平均給料月額 期末手当 勤勉手当
290,200 円 249,000 円 646,900 円 441,900 円

※　給与＝基本給＋職員手当（扶養手当等）

2　昇給の状況
区　　　　　分 合　　計 一般行政職 技能労務職
職　　員　　数 148 人 139 人 9 人
昇給に係る職員数 130 人 125 人 5 人

号級数別内訳

1号給 2人 2人 0人
2号給 5人 4人 1人
3号給 15 人 15 人 0 人
4 号給 87 人 83 人 4 人
5 号給 0人 0人 0人
6号給 14 人 14 人 0 人

比　　　 率（％） 87.8 89.9 55.6
※休職からの復職時調整を含む。

職員数に関する状況について
1　職員数の状況
一般行政職 123 人
福　祉　職 19 人 （保育士等）
技能労務職 9人
合　　　計 151 人

定　数 現　数 備　　考
町 長 事 務 部 局 の 職 員 134 人 124 人
議会の事務部局の職員 2人 2人
選挙管理委員会事務部局の職員 （3）人 （3）人 町長の事務部局職員の兼務
監査委員事務部局の職員 （2）人 （2）人 議会の事務部局職員の兼務
農業委員会事務部局の職員 （6）人 （3）人 町長の事務部局職員の兼務
教育委員会事務部局の職員 30 人 22 人
企 業 関 係 職 員 4人 3人
合 計 170 人 151 人

勤務時間その他の勤務条件の状況について
1　勤務時間
1 週間当たり（週平均）38 時間 45 分、1日 7時間 45 分
8：30 ～ 17：15
2　休憩時間
12：00 ～ 13：00
3　休日
Ａ．国民の祝日
Ｂ．年末年始（12 月 29 日から翌年の 1月 3日まで）
4　週休日
土曜日及び日曜日

職員の休業に関する状況について
1　育児休業
件数 4人
2　育児部分休業
件数 3人
3　自己啓発等休業
件数 0人

職員の分限及び懲戒処分の状況について
1　分限及び懲戒処分者数

処分内容 処分者数 処分事由

分限処分
免　職 0人
降　任 0人
休　職 1人 心身の故障による

懲戒処分

戒　告 0人
減　給 0人
停　職 0人
免　職 0人

人事評価の状況について
※人事評価の制度について
1　概要
　地方公務員法第 23条の 2（人事評価の実施）の規定に基づき、
「大野町職員人事評価実施規程」を制定し、職員の人事評価を
平成 28年度から実施している。
2　人事評価の内容
①評価期間等　�毎年度 4月1日から翌年 3月31日
②被評価者　　�町長部局、教育委員会に属する一般職員（休

職中等の職員を除く）
③評価者　　　�所属ごとに評価者を区分
種 　 別 被 評 価 者 1 次 評 価 者 2 次 評 価 者 決 定 者

町 長 部 局
部 長 副 町 長 町 長 町 長
次 長・ 課 長 部 長 副 町 長 町 長
主幹～主事・単労職・保育士 所 属 課 長 部 長 副 町 長

教育委員会 課 長 教 育 長 副 町 長 町 長
主幹～主事・単労職 所 属 課 長 教 育 長 副 町 長

④評価区分　　能力評価と業績評価の 2項目において評価
⑤評価基準　　それぞれの職区分ごとに必要とされる要素を設定
⑥評価の方法　要素別点数の合計によりＳ～Ｄの 5段階にランク付けする

服務の状況について
1　職務専念義務免除の承認の状況
①職務に専念する義務の特例に関する条例（以下「条例」と
いう。）第 2条第 1号該当
件数 １ （県職員との人事交流）

②条例第 2条第 2号該当
件数 11 （非常勤消防団員として勤務）

②条例第 2条第 3号（職務に専念する義務の特例に関する規則第 2条）該当
号 一 二 三 四 五 六 計
件数 0 0 0 0 0 0 0

2　営利企業等従事の許可等の状況
件数 0

退職管理の状況
1　大野町職員の退職管理に関する規則第 12条該当
件数 0



15広報おおの 2020.9

　地方公務員法第５８条の 2及び大野町人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例第 6条の規定により、人事行政の運営の状況を公表します。平成31年度　人事行政の運営等の状況　　　　について

研修の状況について
1　職員研修の方針
　地方分権の進展に伴い、地方自治体には「自己決定・自己責任による
特色ある地域づくり」の推進が求められている。また、住民とともに個
性豊かな地域づくりを実現するためには、幅広い視野と適切な判断力を
有する人材の育成が重要となっている。
　当町では、主に市町村職員研修センターの研修事業への参加を通じて、
職員のさまざまな能力開発と意欲の向上を目指し、「自己企画」「自己決定」
「自己責任」を遂行できる人材の育成に努めている。

2　研修の実施状況（平成 31年度）
研 修 名 修了者数 備 考

階層別研修
新規採用職員研修 5人 職場内研修
だいしん新入社員研修会 5人 大垣西濃信用金庫
新規採用職員研修 6人 市町村職員研修センター
新採職員フォローアップ研修 6人 市町村職員研修センター
係長級職員研修 2人 市町村職員研修センター
課長補佐級職員研修 5人 市町村職員研修センター
課長級職員研修 3人 市町村職員研修センター

実務研修
民法（家族法）講座 2人 市町村職員研修センター
個人情報保護と情報公開講座 1人 市町村職員研修センター
公文書作成講座 5人 市町村職員研修センター
ワンペーパーで伝わる資料作成講座 1 人 市町村職員研修センター
メンタルタフネス講座 2人 市町村職員研修センター
仕事の効率アップ研修 3人 市町村職員研修センター
法制執務基礎講座 1人 市町村職員研修センター
レジリエンス研修 1人 市町村職員研修センター
女性職員のためのステップアップ講座 1 人 市町村職員研修センター
アサーティブコミュニケーション講座 1人 市町村職員研修センター

研 修 名 修了者数 備 考
条例の見方・つくり方講座（基礎） 1人 市町村職員研修センター
行政実務講座（税政） 2人 市町村職員研修センター
行政実務講座（地方交付税�地方財政） 1 人 市町村職員研修センター
事業のスクラップ＆ビルド研修 1人 市町村職員研修センター
債権管理・回収の実務知識講座 2人 市町村職員研修センター
徴収職員折衝力向上講座 1人 市町村職員研修センター
住民税の課税実務講座 2人 市町村職員研修センター
ＯＪＴの進め方研修 1人 市町村職員研修センター
パソコン講座（ワード） 4人 市町村職員研修センター
パソコン講座（エクセル） 4人 市町村職員研修センター
保育士研修 1人 市町村職員研修センター
議会事務研修 1人 市町村職員研修センター
市町村議会議員セミナー 1人 市町村職員研修センター
不当要求行為への対応講座 3人 市町村職員研修センター
健康管理研修 1人 市町村職員研修センター
幹部セミナー 2人 市町村職員研修センター

専門・研究研修
地方財政講習会 1人 （一財）地方財務協会
内部統制制度導入及び
監査制度改正対応実務講習会 1人 （一財）地方自治研究機構

福祉及び利益の保護の状況について
1　公務災害の状況
認定 0件
2　健康管理事業の実施状況
一般定期健康診断 126 人
人間ドック（共済助成有） 18 人

問合せ先 �総務課　☎ ３４－１１１１

議会の窓
大野町議会　第２回臨時会

　本臨時会は、 7月 ２ １ 日の 1日間の会期で開催し、財産の処分及び令和 2年度一般会計補正予算の議
案を審議し、原案のとおり可決しました。

議会広報編集委員会
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

契約案件

議第35号�………………………………………………………
　財産の処分について
１売却する財産　土地　5,１６４.３８㎡
　　　　　　　　大野町大字下磯字道下２９３番地 1他１０筆
２売却の目的　　（仮称）西濃厚生病院の敷地とするため
３売却の金額　　５１,６４３,８００円
４契約の相手方　岐阜市宇佐南四丁目１３番１号
　　　　　　　　岐阜県厚生農業協同組合連合会
　　　　　　　　代表理事理事長
　　　　　　　　　藤井歳也

補正予算

議第36号�………………………………………………………
　令和２年度大野町一般会計補正予算（第5号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億1,６０３万 1
千円を追加し、予算総額は、１０４億5,７８０万 1 千円となりま
した。
※補正予算の主な内容
　歳入では、国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金等）、県支出金（スクールサポートス
タッフ配置事業費補助金等）、財産収入（土地売払収入）
など。
　歳出では、総務費（公共施設整備基金積立金等）、民生
費（感染症対策業務委託等）、商工費（中小企業等緊急３
密対策支援事業）、消防費（防災備蓄倉庫設置工事等）、教
育費（小・中学校給排型換気扇設置工事等）など。



　日本赤十字社の活動は、皆様からお寄せ
いただいた社資（会費及び寄付金）で運営
されています。令和２年度社資の総額（一般・
法人）は次の通りです。ご協力ありがとう
ございました。
　災害・医療・看護師の養成・血液事業・各種講演会・奉仕団活動等に役立っております。
なお、大野町では災害時の被災者へのお見舞、備品や機材の購入、災害ボランティアなど
地域福祉活動にも、社資が役立っています。

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

共同募金会からのお知らせ

大野町社会福祉協議会 会費納入ご協力のお礼

日赤社資の報告

第 74 回「赤い羽根共同募金運動」が始まります
（10 月 1 日～ 12 月 31 日まで）

　共同募金は、戦後間もない昭和 22（1947）年に市民主体の民間
運動として始まり、今年も 10月より全国一斉に募金運動が展開さ
れます。
　お寄せいただいた募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができるよう、さまざまな地域福祉のために活動するボラン
ティア団体の活動支援や、課題解決に取り組む
民間団体を応援する「じぶんの町を良くするし
くみ。」として役立てられます。皆様のご支援
とご協力を宜しくお願い致します。

一般社資（会　費）6,609 世帯　3,304,500 円
　　〃　 （寄付金）　　　　1 名　　  10,000 円
法人社資　　　　　　　　 8 社　　  85,000 円
総　　額　　　 　　　　　　　　 3,399,500 円

　大野町社会福祉協議会の会費納入につきましては、毎年皆様の温かいご理解とご協
力に感謝申し上げます。令和２年度の一般・特別会費納入のご報告をさせていただき
ます。ご協力ありがとうございました。
８月末まで法人様にお願いしておりま
した賛助会費につきましては、社協だ
より１１月号に掲載します。

一般会員　6,621 世帯　3,310,500 円
特別会員　　　　 1 名　　　 2,000 円
総　　額　　　　　　　 3,312,500 円

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。

ふれあいサロン代表者会議

ボランティアセンターからのご案内

　７月２９日（水）に総合町民センターにて、「ふれあいいきいき
サロン代表者会議」を開催しました。２月以降、新型コロナウイル
ス感染症の予防の為、サロン活動を自粛せざるを得ない状況となっ
ていましたが、６月頃より再開に向けて代表者の方より相談や報告
を頂くようになりました。７月末現在、５つのサロンが活動を再開
されており、感染対策を講じた上での活動や、形を変えた新たな取
り組みを開始されたサロンもみられました。また、一方では「再開
したいけど感染が心配」という声も聞かれました。
　この会議では、形を変え再開したサロン活動などを紹介し、実施
方法や感染対策など、代表者や運営スタッフの方との情報共有や意
見交換を行いました。
　参加された方からは、人と触れ合うことが少なくなると認知機能
が低下するなど、サロンを休止することのリスクや、密にならない
よう工夫して開催を検討したいなどのご意見がありました。コロナ禍において日常の繋がりを途切
れさせないよう、今後のサロン活動のヒントに繋がる会議となりました。

『家具固定は、今日にでもできる“地震対策”』
　あなた自身、あなたの家族を守るために家具の固定�
をしましょう。
●家具固定の設置作業を行います
【対象者】�町内在住の高齢者（６５歳以上）のみの世帯、�

要介護認定者、身体障害者手帳をお持ちの方、その他応相談対応します。
【料　金】家具固定器具は個人負担になります。また、活動協力金をいただきます。
　　　　 ※詳しくはお電話にてご相談ください。
� 申込・問合せ先 �社会福祉協議会　みんなの防災ねっと　☎ ３４-２１３０

【場所】平和堂大野店おおのふれあい通り１階
【開催日】　・毎月第２火曜日
　　　　　　午後１時３０分～午後３時３０分
　　　　　・第４土曜日
　　　　　　午前１０時～正午
　　　　　　９月８日（火）　１０月１３日（火）
　　　　　　９月２６日（土）　１０月２４日（土）
申込・問合せ先 �☎ ３４-２１３０
社会福祉協議会　おもちゃ病院「かき工房」

目が不自由な方や文字が読みづらい方、 
お聴きになりませんか？

●まちの話題・インフォメーション・交通だよ
り・住民だよりなど、「広報おおの」の録音版を
カセットやＣＤに録音して配布しています。お
聴きになりませんか？
※無料でご利用いただけます。
申込・問合せ先 �☎ ３４-２１３０
社会福祉協議会　音訳の会そよかぜ

地震への備えが手
軽にできたので助
かりました。

【利用者の声】

おもちゃ病院「かき工房」
壊れたおもちゃ治します！

♪「広報おおの」の録音版
　聴いてみませんか？

社会福祉協議会だより
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　　絵手紙交流事業（共同募金配分金事業）

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

善　意
次の方よりご寄附がありました。

令和 2 年 5 月 28 日　　　匿　名　　様　　50,000 円
あたたかいお志ありがとうございました。

寄附金は本会が行う社会福祉事業に活用させていただきます。

　日本絵手紙協会の藤田涼子さんと絵手紙教室の生徒さんのご協力を得て、ニコちゃん
弁当の利用申込者７６名の方へ、往復はがきによる絵手紙交流を実施しました。
　現在、新型コロナウイルス感染の懸念から、配食サービスを休止しています。人との繋がりが断
たれかねない状況の中、地域住民とのつながりを少しでも感じてもらい、心身の健康につながるよ
うに、心のこもった絵手紙をお届けしました。
　皆さまからは、「毎日畑仕事を頑張っています」、「コロナや災害に負けないで毎日頑張ります」など、
お礼の言葉とともに、普段の様子のお返事をいただきました。絵手紙教室の皆さまの温かい心をお
届けすることができました。

〇お手伝いの対象者
　（次の要件を満たす方）
　・大野町在住の方
　・在宅で暮らす方
　・概ね 65歳以上独居又は高齢者世帯の方
※�体制が整い次第、障がいをお持ちの方や、
その他、お困りの方も対象となるよう努め
てまいります。

「暮らし応援隊ちょいサポ」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。担い手は住民
ボランティアです。自分ができることをお手伝
いし、住民同士、支え合う地域の実現に向けて
取り組みます。

心温まる絵手紙を郵送しました。 絵手紙の返信をいただきました。

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。

１０月は「安心カード」の見直し月間です
「安心カード」は、命を守る情報です。
　毎年１０月を「安心カード」の記載内容の見直し及び新規登録時期として、民生委員・児童委
員さん、福祉委員さんによる訪問や各地区からの回覧板等で呼びかけを行います。医療情報等に
変更がある場合は、最新のものに更新し、記載漏れの無いよう確認の上保管してください。

「安心カード」とは何？
　病気や災害などは予測のつかないものです。救急車を要請した場合、救急隊員に情報を正しく
伝えられないこともあります。そんな時に備えてご自身の医療情報等（氏名、年齢、かかりつけ
の病院、持病、服用中の薬、緊急連絡先など）を容器に入れて冷蔵庫に保管しておき、もしもの
時に迅速な救急活動につなげるのが「安心カード」です。

「安心カード」は状況に応じて活用されます。
　「安心カード」の活用は、救急隊員が状況に応じて判断
しますので「安心カード」が冷蔵庫に入っていても実際
の救急活動で活用されない場合もあります。

【救急隊が活用する例】
　◆傷病者に意識がないとき
　◆認知症により正確な情報が得られないとき
　◆現場に関係者がいないとき

※安心カードの登録は地区により対象者等が異なります。
問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

　　　　　　　～シリーズ連載～

障がいについて理解しよう ③聴覚障がいを知ろう

　前号では「視覚障がい」について紹介しました。今号は「聴覚障がい」を紹介します。さまざまな障がいに
ついて知識と理解を深めていきましょう。

「聴覚障がい」って何だろう？
　聴覚障がいには、全く聞こえない状態（ろう）と聞こえにくい状態（難聴）があります。生まれつき聞こえ
ない人もいれば、事故や病気により聞こえなくなる人もいます。人と会話をしたり、音から情報を取得するこ
とができず、日常生活を送る上での困り事が発生し、まわりの支援が必要となる場合があります。

困っていることはこんなこと・・・
◇音による情報が入ってこないため、まわりの状況が理解できない場合があります。（命の危険にも繋がります）
　例・車のクラクションなどが聞こえない
　　・駅の構内や電車内のアナウンスが聞こえない
　　・災害時等の緊急放送が聞こえない
◇外見ではわかりにくい障がいのため、まわりに自分の状況を気付いてもらえない。

わたしたちにできること
１．会話をするときは、紙に書いて伝える「筆談」が便利です。短くわかりやすい文を心掛けましょう。
２．駅や電車、バスなどでアナウンスが流れたときは、電光掲示板の場所を示すなどして情報を知らせましょう。
３．手話に興味を持つことや、口の動きやジェスチャーなどで相手に伝わりやすい工夫をしましょう。

※�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。

７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

大野 宮原　愛
ま な と

斗 正弥 公郷 粟野　健
け ん し ん

心 青司

大野 魚住　珂
か の

乃 将司 南方 高橋孝
こ う た ろ う

太朗 宏昌

瀬古 永井　翔
し ょ う ま

稀 実

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 末守あきゑ 97 上秋 長屋きみ子 89

黒野 馬渕　和子 82 瀬古 河田スミエ 92

相羽 古田　和葊 69 加納 中村　悦子 52

下方 若原　　恵 46 上磯 野村　勝之 83

桜大門 西村　利夫 86 下磯 田宮　和子 84

大野 脇山　健太 37 本庄 杉原　　昇 88

古川 河野　静子 80 下座倉 宇野　　滿 84

寺内 猪野間政子 86

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 相羽 熊﨑　正之

♥
夫 瀬古 宮嶋　昇哉

妻 相羽 川上　茉莉 妻 瀬古 小林　菜々

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（８月１日現在）

人　口 … ２２,７７１（−３２）
男 … １１,１８９（−１４）
女 … １１,５８２（−１８）

世帯数 … ８, ０８４（−１０）
出生１１人／死亡２５人／転入２７人／転出４５人

納 期 限 の お 知 ら せ

８月31日（月） 町県民税（2期）
国民健康保険税（4期）

９月30日（水） 国民健康保険税（5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

旧北岡田家住宅

 です。

今月の表紙

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）
順延の場合、9月27日（日）�
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時５分に広報無線

にてお知らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎�34-1111

【１人分の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
１０３kcal ３.１g ５.２g ５８mg ０.６g

食育の
すすめ

～
食
生

活改善協議会～

※大野町ホームページでも♪

電子書籍でも
ご覧いただけるようになりました。

広報おおの

４／１〜

野菜をたくさん食べよう！

　野菜は加熱調理をして
「量（かさ）」を減らすこと
で、まとまった量がとれ、
野菜摂取量も増えます。
瑞々しい茄子の特徴を活か
すため、グリルを使って表
面を焼き、茄子の美味しさ
が引き立つ一品に仕上がっ
ています。ぜひお試しに
なってみてはいかがでしょ
うか。

●茄子のねぎ味噌ダレかけ

【材料（４人分）】
茄子……………… 中３本

（２４０ｇ）
みょうが…………… ２個

（４０ｇ）
ねぎ…………… １/２本

（６０ｇ）
ごま油………… 大さじ１
　　赤みそ……… ２４ｇ

（大さじ１と１/３）
Ⓐ　みりん…… 大さじ１
　　酒………… 大さじ３
　　すりごま… 大さじ１
花かつお…………… 少々

【作り方】
①茄子はグリルで焼く。冷め
たら皮をむき、輪切りにす
る。
②みょうがはせん切りにし、
水につけアクをぬく。ねぎ
はみじん切りにする。
③鍋にごま油を入れてねぎを
炒める。Ⓐ内の調味料を入
れてよく混ぜながら加熱す
る。
④お皿に茄子を盛り付け、③
のねぎ味噌ダレをかけ、みょ
うがを天盛りにし、花かつ
おを散らす。


