
※�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。

【写真提供：國枝源幸さん】

コロナの終息を願って
★第１４回冬の電飾コンクール★

１／１０まで開催中！

今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶４ まちのお知らせ

▶１６ Information�くらしの情報
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健 康づくりと豊かなまちづくりのために！
明治安田生命保険相互会社

　９月２９日、明治安田生命保険相互会社岐阜支社長の木下健
一さんと社員の方々が役場を訪れました。同社は“地元の元気
プロジェクト”で人に健康、町に元気を、地元に貢献すべく事
業を展開しており、町内出身の社員から募った「私の地元応援
募金」も寄附金の中に含まれ、「健康の増進」に役立てること
を願って、６０万７千円の寄附をいただきました。木下支社長
は「住民の皆さまの健康づくりや暮らしの充実に向けた活動の
一助になれば」と語り、町長は「今後も色々な形でお力添えい
ただきたい。ありがとうございました」と謝意を述べました。

町 特産の柿の収穫を体験♪
西小学校３年生

　１０月４日、町かき振興会といび川農協の協力を得て１年を
通して柿づくりについて学んでいる西小学校３年生児童３１人
が、早生富有柿の収穫を体験しました。振興会の岩﨑久一さん
から早生富有柿、早秋柿、太秋柿の特徴や柿作りなどの説明を
受け、児童らは柿の収穫や３種類の柿を食べ比べしました。児
童らは「３種類とも甘くておいしかった。太秋柿は、梨のよう
な食感で食べやすかった」「柿の実の色で違いが分かった」な
どとそれぞれの感想を話し、町特産の柿への理解を深めました。

公 民館活動推進に尽力
～県公民館連合会表彰～

　１０月８日、瑞浪市総合文化センター（副会場として役場）
において開催された「第１３回岐阜県社会教育推進大会」にお
いて、長年にわたり公民館活動に尽力された功績が認められ、
次の７名が岐阜県公民館連合会表彰を受賞されました。
　被表彰者の方々は次のとおりです。（敬称略）

　國枝　源幸　　　　　　高橋　詩朗
　福島　武良　　　　　　竹中　良江
　今村　久枝　　　　　　松岡　結喜
　河村　一二三

▲目録を手渡す木下支社長（中右）、高橋岐阜金華営
業部長（右）、黒木アドバイザー（左）

▲柿作りについての説明を受け、質問をする児童

▲（前列左から）高橋さん、國枝さん、福島さん
（後列左から）竹中さん、松岡さん、河村さん、今村さん

防 災、減災に役立てるために
災害時における地図製品等の供給に関する協定締結

　１０月１４日、町と（株）ゼンリンとの間で「災害時におけ
る地図製品等の供給に関する協定」締結式を役場において行い
ました。（株）ゼンリン中部支社長　飯田　章さんは「協定締
結を機に地域防災と減災に貢献していきたい」と述べると、町
長は「平時には、住宅地図ネット配信サービス（ＺＮＥＴ Ｔ
ＯＷＮ）にて住宅の確認等に使用し、災害時には被災場所を特
定するなど活用していきたい」と話していました。 ▲協定書を掲げる飯田支社長（左）

ま ち の 話 題
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穏やかな晴天の中、各表彰式が行われました
総合町民センター　ふれあいホール

　１１月６日、町主催による「町功労者表彰」及び「町区長会表彰」、柿とバラの町農地・水・環境保
全組織主催による「農村環境保全に関するポスター・標語コンクール表彰式」、町社会福祉協議会主催
による「社会福祉協議会功績者表彰」が総合町民センターで行われました。
　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）

町功労者表彰
地方自治功労者　佐々木　洋
農業功労者　飯沼　良一、若原　敏葊
金員寄附者　（株）東海プランニング、（有）ナカタツ環境、
　　　　　　（株）野村建設、（有）寄棟瓦工事店

町区長会表彰
平野　光雄
堀口　次夫

農村環境保全ポスター・標語コンクール表彰
ポスターの部
大野中１年　若原　瑠花
大野中２年　青木　一真
南小５年　　伊藤　瑠杏
大野中３年　森　麻理萌
大野小４年　古田　稀久
西小６年　　山田　光祝
南小２年　　青木　桜和
東小 1 年　　井川　結翔
東小３年　　井川　友結

標語の部
東小１年　　松尾　怜奈
南小５年　　伊藤　瑠杏
西小６年　　林　沙耶
大野中２年　中島　聖陽
東小３年　　村瀬　のりか
中小２年　　加藤　絃磨
東小４年　　林　純白
大野中１年　渡邉　史奈
大野中３年　河野　涼介

▲町功労者表彰

▲農村環境保全　ポスターの部

▲農村環境保全　標語の部

▲町社会福祉協議会功績者表彰

▲町区長会表彰

町社会福祉協議会功績者表彰
民生委員・児童委員
林　実
小川　由利子

社会福祉団体役員
國枝　茂
小里　育湖
杉原　恵子

ボランティア団体会員
大野　裕子
中村　貞子
岩田　恵美子
井出　秀子
吉村　雪子
山田　久美子
児玉　恭子
石原　光子
吉田　弘平

金員寄附者
（有）ナカタツ環境
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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！

　１０月にピヨピヨクラブの各クラスの参加者を対象
に防災についての勉強をしました。ぱすてる内の非常
灯や消火器の場所を確認したり、避難経路を説明しま
した。子どもたちは大型紙芝居を使った防災の話を真
剣に聞いていました。又、実際に地震を想定して体験
もしました。子どもたちはもちろん、お母さん方も防
災についての知識を再確認していました。
※�新型コロナウィルス蔓延防止のため、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。 ▲防災体験の様子

◎１２月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス…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…１０日（金）
誕生会…７日（火）
育児相談（保健センターの保健師による）…１０日（金）

栄養相談（栄養士による）…１３日（月）
休館日   １日（水）、８日（水）、１５日（水）、 

２２日（水）、２８日（火）～１/ ５（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。

　１１月６日、太平洋戦争に旧常呂町から出征し戦死された、新江繁規さん
の日章旗が、妹で常呂在住の中股かず子さんら遺族に返還されました。今回
の返還は、元米軍の親族が保管していた物を旧日本兵の遺品の返還活動を行
う米国の非営利団体「OBON ソサエティ」を通じて実現。式では、日章旗を
返還された遺族が「感謝します。仏壇に飾り、お兄ちゃんを偲びたい」と思いを語りました。

日章旗返還式
─ 日章旗が７９年ぶりに遺族の元に ─

ところ通信
Vol. 262

北見市

社 会奉仕活動を実施
大野町シルバー人材センター

　このほど、シルバー人材センターの普及啓発事業の一環として、会員による清掃活動が行われまし
た。会員の健康を保持し社会参加の喜びと生きがいの充実を図るため、就業以外の社会貢献として毎
年行っています。活動には１０４人が参加し、東運動場周辺、運動公園、旧北こども園周辺、揖斐広
域斎場、うぐいす公園、バラ公園など町内６地区において、ゴミ拾い等清掃活動を実施しました。

▲うぐいす公園 ▲バラ公園
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令和３年第４回定例会日程および内容
会期／１２月７日（火）から１５日（水）（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
１２月　７日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

１２月　８日 水 午前９時 総務文教常任委員会
民生建設常任委員会 委員会室

１２月１４日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
１２月１５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。
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、席数を制限する場合がありますので、ご了承ください。

　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。
　１２月１４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、役場
１階ロビー・地区公民館（第１～第６公民館）でもご覧いただけます。
　※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、地区公民館への中継配信を中止する場合がありますので、

ご了承ください。
　 問合せ先  議会事務局　☎ ３４－１１１１

令和４年２月１３日（日）執行
大野町長選挙及び大野町議会議員補欠選挙

　任期満了（令和４年２月２８日）に伴う大野町長選挙について、また、議員の逝去に伴う大野町
議会議員補欠選挙（定数１名）について、主な日程をお知らせします。

◎立候補予定者説明会
　立候補予定者（または代理人）はご出席ください。
　【日時】令和４年１月２０日（木）　午前９時３０分から午前１１時３０分まで
　【場所】役場２階　大会議室

◎告示日　令和４年２月８日（火）

◎立候補届出受付
　【日時】令和４年２月８日（火）　　午前８時３０分から午後５時まで
　【場所】役場２階　大会議室

◎選挙期日（投票日）　令和４年２月１３日（日）午前７時から午後８時まで

◎開票
　【日時】令和４年２月１３日（日）午後９時から
　【場所】総合町民センター

 問合せ先  町選挙管理委員会（総務課内）☎ ３４-１１１１
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大野のわっか（大野町地域交流施設）

柿の剪定枝葉・幹を引き取ります

環境月間と年末年始のごみ搬入について

　幅広い世代が集い交流を図ることを目的とした施設です。育児サークル・保護者会・子ども会・
高齢者サロン・町内会の集まり等にご利用ください。

◎場　　所　　大野１７７番地（旧ことばの教室）
◎開館時間　　午前９時から午後９時
◎休 館 日　　毎週月曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）
◎利 用 料　　無料
 問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１

【１２月１２日は「川と道を美しくする運動実践の日」】
　１２月の第２日曜日（１２月１２日）を、「川と道を美しくする運動実践の日」と定めています。
美しい環境づくりのため、地域で実施される清掃活動等への参加をお願いします。
　また、清掃活動の実施に伴い、１２月１０日（金）から１２日（日）まで各用水が止まりますので、
注意してください。

【年末年始のごみ搬入について】
◎不燃物処理場（時間：９時から１２時、１３時から１６時）
　年末：１２月３０日（木）まで
　年始：１月４日（火）から
◎西濃環境整備組合（時間：８時３０分から１６時３０分）
　年末：１２月３０日（木）まで
　年始：１月４日（火）から（１月２日（日）は搬入受付日です）
※利用許可申請は１２月２８日（火）午前中までに手続きしてください

 問合せ先  環境生活課　☎ ３４－１１１１

　町では、環境保全のため、生産農家の方に剪定枝葉等の焼却処分について配慮いただくようお願
いしています。
　町許可業者の（株）マルダイが地域の環境保全活動の一環として、葉、剪定枝等の引取りを実施
しています。
　また、西濃環境整備組合においても、剪定枝等の持込が可能です。※
　詳細は以下のとおりとなりますので、ご活用ください。
引取可能場所 受入日時 料　　金 搬入条件

（株）マルダイ
平日午前８時から
午後５時まで
（土曜日は不定休のため要確認）

（柿の）葉、剪定枝、幹
� …軽トラック１車につき１００円
（柿以外の）〃
� …１ｋｇにつき１３円

ビニール紐等は外す

西濃環境整備組合 平日午前８時３０分から
午後４時３０分まで １０ｋｇごとに１００円 径７ｃｍ以下、

長さ５０ｃｍ以下に切る

※西濃環境整備組合への持込の場合は、役場での事前申請が必要になります。 問合せ先  環境生活課　☎ ３４－１１１１
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マイナポイントの申込み・チャージまたはお買い物は令和３年１２月末まで　
　令和２年９月に開始されたマイナポイント事業については、令和３年１２月末で終了します。対
象となるのは、令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請された方です（マイナンバーカー
ドに利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります）。
　マイナポイントを受け取るには、カードを使ってマイナポイントの申込みを行い、選択したキャッ
シュレス決済サービスで１２月末までにチャージまたはお買い物をする必要があり、２万円の利用
で上限５，０００円分のポイントがもらえます。申込みは対応するスマートフォンからも可能ですが、
ご自宅での手続きが難しい方は、住民課窓口にて補助を行っています。カードの受け取り及びマイ
ナポイントの申込みについて、ご不明な点がありましたら、住民課までご相談ください。
　また、カードの受け取りがお済みでない方は、お早めに住民課窓口までお越
しください。受け取りに必要な書類は以下のとおりです。

　○交付通知書（はがき）
　○通知カード
　○本人確認書類（運転免許証等１点、または健康保険証と医療受給者証等２点）

　なお、カードの申請後、期限を過ぎても受け取りをされていない方には、案内文書の再送・申請
時に登録された電話番号やメールアドレスへの連絡を行っています。案内の内容をご確認いただき、
必要書類を持って申請者ご本人がお越しください。１５歳未満の方または成年被後見人には、その
法定代理人の同行も必要です。ご不明な点がありましたら、お越しいただく前に住民課までお問い
合わせください。
　マイナポイント事業の対象にはなりませんが、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、随
時新規申請が可能ですので、まずは申請をして受け取りましょう。住民課の窓口では、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。約２０分程度で、無料で申請できますので、運転免許証等身分証明ができるものと「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。

マイナンバーカード交付の休日窓口の開設（事前予約制）
　平日業務時間内の来庁が難しい方を対象に、次のとおり休日窓口を開設します。ご利用される方は、
電話にて事前予約が必要です。

◎日　　　時　１２月１２日（日）・１２月２６日（日）　午前８時３０分から正午、午後１時から４時３０分
◎場　　　所　住民課窓口
◎対　象　者　 マイナンバーカードを申請した後「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通

知書　兼　照会書」（以下「はがき」という）が届いた方
◎予 約 方 法　 住民課へ電話して「マイナンバーカードの受け取りの予約」と

伝えてください。電話予約時間は、平日の午前８時３０分から
午後５時１５分です。次のことをお尋ねしますのでお答えくだ
さい。

　　　　　　　◦予約を希望する日時
　　　　　　　◦氏名と生年月日
　　　　　　　◦連絡の取れる電話番号
◎注 意 事 項　 予約は先着順で人数に限りがあります。予約の日にお越しいただいた際に必要なも

の等がそろっていない場合は、交付ができませんので、はがきにてご確認の上お越
しください。

  住民課　☎ ３４－１１１１問合せ先

まもなく終了します！
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　マイナンバーカード（個人番号カード）は、行政手続のオンライン化および官民のデジタル
社会の基盤となる重要なカードです。大野町では、国のマイナポイント事業終了後も、より多
くの方にマイナンバーカードを取得してもらえるよう、下記の期間にマイナンバーカードを申
請し、取得した方を対象として、３, ０００円分の商品券をお渡しします。
　ぜひ、この機会を利用し、マイナンバーカードを取得してください。
　マイナンバーカードは、スマートフォンから簡単に申請することもできます。申請用ＱＲコー
ドを希望される場合は、住民課までご連絡ください。

◆対象者◆　下記の①～③の全てに該当する方
① 令和３年５月１日から令和４年３月３１日までの間に、地方公共団体情報システム機構にお

いてマイナンバーカードの交付申請が新たに受理された方
②令和４年５月３１日までに大野町でマイナンバーカードを受け取った方
③令和３年１２月１日時点で大野町に住民登録がある方

◆交付額◆
　３, ０００円分の大野町商品券発行事務組合が発行する商品券

◆交付方法◆
　令和３年１２月１日よりマイナンバーカードを住民課窓口で受け取られた際に、直接お渡し
します。
※ １１月３０日までにマイナンバーカードを受け取られた方には、１２月中旬に簡易書留によ

り郵送します。
※ マイナンバーカードを申請後、カードが作成されるまで約１か月かかります。受取りの案内

はがきが届きましたら、記載された期限までにお受け取りください。

　◦マイナンバー（個人番号）を証明する書類として利用できます。
　◦各種行政手続のオンライン申請やマイナポータルへのログインに使用できます。
　◦本人確認の際の公的な身分証明書として使用できます。
　　 マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面で、このカード１枚で済む唯一の

カードです。
　◦健康保険証として利用できます。
　　マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費を見ることができます。
　　※医療機関・薬局によって利用開始時期が異なります。
　　　 利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページに公開されています。
　　　URL　 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 問合せ先  住民課　☎ ３４－１１１１

マイナンバーカード普及促進キャンペーン

マイナンバーカード１枚でできるこ
と
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高速バス「にしみのライナー」

回数乗車券購入の助成をします
　町では、町民の皆様の生活圏の拡大と社会参加促進、またバスの利用促進を図るため、道の駅「パ
レットピアおおの」と名古屋駅を結ぶ高速バス「にしみのライナー」（事業者：名阪近鉄バス㈱）
の回数乗車券購入に対する助成を行っております。
　この機会に、ぜひ回数乗車券を使って「にしみのライナー」をご利用ください。

「にしみのライナー」回数乗車券購入の助成
◎助成対象　名阪近鉄バス（株）が販売する、道の駅「パレットピアおおの」と名古屋駅を乗車で
きる回数乗車券
◎助成対象者　高速バスを利用する方で町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納がない方
◎助成内容　購入した回数乗車券の料金のうち２, ０００円を助成します。
※ ただし、助成は１年度あたり１世帯１回限りとなります。
※ 申請時に添付していただく領収書等については、回数乗車券の発売日から令和４年３月３１日まで

の期間となります。
◎申請方法　身分証明書を持参し、領収書または事前に購入をしたことがわかる書類を添付して申
請書を提出してください。（申請時には振込先口座の記載もお願いしております。）
※ 未成年者が申請される場合は、保護者同意書欄の記入が必要となります。
◎受付期間　午前８時３０分から午後５時１５分　（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※ 申請の手続きは、令和４年３月３１日までに行ってください。

 問合せ先  政策財政課　☎ ３４-１１１１

運行ダイヤの変更について
　道の駅「パレットピアおおの」と名古屋駅を結ぶ高速バス「にしみのライナー」の運行ダイヤを
変更します。
　今回の変更で往路・復路ともに２便増え、名古屋へのアクセスが更に便利になります。

にしみのライナー時刻表（令和３年１２月１日（水）から）
増便 時間変更 増便

往路
（パレットピア
おおの⇒
名古屋駅）

パレットピアおおの 6:30 7:00 7:30 9:30 10:50 12:50 16:00 18:10 19:30
名神大垣 6:54 7:24 7:54 9:54 11:14 13:14 16:24 18:34 19:54
安八 7:00 7:30 8:00 10:00 11:20 13:20 16:30 18:40 20:00
名古屋駅 7:40 8:10 8:40 10:35 11:55 13:55 17:10 19:20 20:35

増便 増便

復路
（名古屋駅⇒
パレットピア
おおの）

名古屋駅 8:00 9:05 11:05 14:05 16:05 17:40 18:25 19:40 21:00 22:40
安八 8:40 9:40 11:40 14:40 16:40 18:20 19:05 20:20 21:35 23:15
名神大垣 8:46 9:46 11:46 14:46 16:46 18:26 19:11 20:26 21:41 23:21

パレットピアおおの 9:10 10:10 12:10 15:10 17:10 18:50 19:35 20:50 22:05 23:45

※その他、一部の便において所要時間を短縮します。
※記載内容を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※ 「にしみのライナー」の詳しい情報につきましては、名阪近鉄バス㈱のホームページをご参照、もしくは名

阪近鉄バス㈱「乗合バス営業部」へお問い合わせください。

　　　　　　　　   問合せ先  名阪近鉄バス㈱乗合バス営業部
☎ ０５８４-８１-３３２６（平日午前９時から午後６時　土・日・祝日除く）
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アユカ（新規・積み増し）の助成をします

アユカ新規交付助成
◎助成対象　町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納がない方。
※ ただし、交付は１世帯１枚限り（積み増し助成との重複利用は不可）
◎助成内容　申請時に１, ０００円を町窓口で支払うと、後日３, ０００円分（２, ５００円分のバス
運賃と５００円分の保証金）のアユカが郵送で交付されます。
アユカ積み増し（チャージ）助成
◎助成対象　既にアユカをお持ちの方（定期券を除く）で町内に住所を有し、対象世帯全員に町税
等の滞納がない方。
◎助成内容　積み増しした乗車料金のうち２, ０００円を上限として助成します。
※ ただし、１年度あたり１世帯１回限り（新規交付助成との重複利用は不可）
※ 積み増しの領収書は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの領収書を有効とし、こ

の期間以外の日付の領収書は無効となります。

◎申請方法
新規の場合： 身分証明書を持参し、申請書を提出してください。
積み増しの場合： 積み増しした領収書と身分証明書を持参し、申請書を提出してください。
◎受付期間
午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※ 申請の手続きは、令和４年３月３１日までに行ってください。
留意事項
　・ 新規交付助成の場合は、アユカの作成に日数を要するため、後日郵送となります。
　・ 未成年者が申請される場合は、保護者同意書欄の記入が必要となります。

 問合せ先  政策財政課　☎ ３４-１１１１

　町では、町民の皆様の定住促進と住民福祉の向上への寄与、またバスの利用促進
を図るため、岐阜バスで利用できるアユカ（ＩＣカード乗車券）の発行に対する助
成を行っております。
　また、既にアユカをお持ちの方（定期券を除く）には、下記のとおり積み増し助
成を行っております。この機会に、ぜひアユカを使って岐阜バスをご利用ください。

防災行政無線（こうほうおおの）のデジタル化に伴う
試験放送及びデジタル放送装置への切替について
　防災行政無線のデジタル化に伴い、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。

◎日　　時　　１２月１３日（月）、１４日（火）【予備日：１５日（水）】
　　　　　　　各日とも、午前９時頃～午後５時頃の間を予定しています。

※１２月１４日（火）から新放送装置からの放送に切り替わる予定です。
　定時放送の音源と曲調、その他の放送音声について、聞こえ方が変わる場合があります。

 問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１
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　ひきこもりは誰にでも起こりえます。悩みや苦しみを抱え込む前に、「お悩み」や「気になっ
ていること」など、どのようなことでも結構ですので、あなたのタイミングでお気軽に下記の
相談窓口までお聞かせください。

Ｑ どんな場合に相談をすればよいですか？

Ｑ 対象年齢はありますか？

Ｑ 家族が相談してもいいのですか？

ひきこもりに関する相談窓口
　• 大野町役場民生部福祉課
　• 大野町保健センター
　• 岐阜県ひきこもり地域支援センター　☎ ０５８－２３１－９７２４
　　 岐阜県ひきこもり地域支援センター

「ひきこもり」のことで、何かお困りのことはありませんか？

まずは、些細なことでも何でも、安心して相談してください。
ご本人やご家族に寄り添いながら、お話をお聞きします。
今は働いていなくて家にいる、近所のコンビニなどには出かけるが、
ふだんは一人で家にいる、長年外に出ていないなど、
お一人お一人の状況に応じて、必要とする支援をご紹介します。
あなたが一歩を踏み出したいタイミングで、「お悩み」や
「気になっていること」など、どのようなことでもお聞かせください。

年齢制限はありません。
ひきこもりについて気になる方は、何歳の方でもご相談いただけます。

ご家族は、ひきこもりで苦しんでいるご本人にとって、一番身近な支援者です。
ご家族の方もご相談ください。

問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１ ／保健センター　☎ ３４－２３３３

　１１月より庁舎の夜間（午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで）
の警備・宿直業務につきまして、従来の職員による宿直業務から変更し、
これまでと同様の業務内容を民間事業者へ委託しました。
　なお、夜間の戸籍等の届出につきましても、従来どおりお預かりする
ことができます。

 問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

庁舎夜間管理体制の変更について
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確定申告に係る「利用者識別番号」事前取得のお願い

　令和３年分の所得税の確定申告（令和４年２月１６日～３月１５日）から、町の申告会場で受付す
る確定申告書の税務署への送付方法が、これまでの書面での送付から、原則ｅ - Ｔａｘ（国税電子申
告・納税システム）を利用した電子送信に変わります。e-Tax の送信は町で行いますが、その際に、
申告者ご本人様の『利用者識別番号』が必要となります。

○利用者識別番号とは？
　マイナンバーとは異なる１６桁の番号であり、申告時にしか使用することはなく、一度番号を取得
して頂ければ、次回以降も同じ番号で申告することができます。

※�町の申告会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告相談の他に１０分から２０
分程度時間を要しますので、可能な限り事前に利用者識別番号を取得してください。
※町民税・県民税の申告をされる方は、利用者識別番号の取得の必要はありません。

　皆様におかれましては、スムーズな申告相談の実施のため、以下の方法で事前取得にご理解とご協
力をお願いします。

○『利用者識別番号』の取得方法

 既に利用者識別番号をお持ちの方 
　手続きは不要です。税務署の「確定申告のお知らせ（はがき）」、「利用者識別番号等の通知」、「申
告書等送信票（兼送付書）控用」などを申告会場にお持ちください。

 新規で取得される方 
　令和３年１２月１日から税務課窓口において、「利用者識別番号」の代理取得の受付を開始します。
申告者ご本人が運転免許証などの本人確認書類を持参してお越しくださるようお願いします。
　またｗｅｂ（パソコン、スマートフォン）でも簡単に「利用者識別番号」を取得できます。
　国税庁ＨＰ利用者識別番号取得ページ
　（https://kaishi.e-tax.nta.go.jp/SU_APP/lnk/kaishiShinkiKojin）又は

　webで　 国税庁　利用者識別番号

※取得後は、利用者識別番号（数字１６桁）を控えて申告会場にお持ちください。

� 問合せ先 �税務課　☎ ３４-１１１１

固定資産税（償却資産）の申告について
　大野町において事業（営業・農業）を行っている会社や個人の方で償却資産を所有している場合は、地方
税法第３８３条（固定資産の申告）の規定により申告が必要となります。
　償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる方がその事業のために用いており、減価償却の対象となる
資産（土地・家屋を除く）のことです。具体的には機械・装置・工具・器具・備品・構築物などがあげられ
ます。

◎申告期限　令和４年１月３１日（月）
◎提出書類　①償却資産申告書　②種類別明細書
　※令和３年度分の申告をされている方については、１２月中旬に令和４年度の申告書を送付します。

 提出・問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１
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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。

◎農地中間管理事業の仕組み

◎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　１２月２０日（月）　　受け手　随時募集

 申込・問合せ先  農林課　☎ ３４-１１１１　又は　ＪＡいび川大野営農経済センター　☎ ３２-３５００

その農地適正に管理できていますか？
〈遊休農地について〉
　近年、農業者の高齢化や相続による不在地主の増加などにより耕作放棄地や不作付地などの遊休
農地が増加しています。遊休農地は農地としての機能を失うだけでなく、ごみの不法投棄や病害虫
の発生など、周辺に様々な影響があります。
　遊休農地は地域の営農にも迷惑がかかり、生活している人々の住環境などにも悪影響を及ぼしま
す。さらに一度なってしまうと、復元に労力や費用がかかるとともに借り手を探すのも困難になり
ます。農地の管理にお困りの場合は、農地中間管理機構へ貸し出すか、大野町農業委員会へまずは
ご相談をお願います。

 問合せ先  大野町農業委員会（農林課）　☎ ３４-１１１１
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ヘルプマーク・ヘルプカードを知っていますか？

配布対象者
　義足や人工関節を使用している方、内部障がいや
難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは援
助や配慮を必要としていることが分からない方

（障がいの有無、障害者手帳の有無は問いません。）

配布場所　�大野町役場福祉課／揖斐県事務所福祉課
／県庁障害福祉課

こんな場面でお使いください
　①日常生活で支援が必要なとき
　②災害発生時の避難や、避難場所での生活に
　③ 緊急時の支援に（例：道に迷ってしまったとき、

パニックや発作、病気のとき）

ヘルプマーク
　援助や配慮が必要であることを周囲に
知らせることで、援助が得やすくなるよ
う作成されたマークです。
　ストラップを利用して、かばん等につ
けて使用します。

ヘルプカード
　手助けが必要な人が普段
から身につけておくことで、
周囲の配慮や手助けをお願
いしやすくするものです。

カードには、
　・�支援や配慮をお願いしたいこと
　・自分のこと
　・緊急連絡先
　などを記入し、財布や手帳にいれて携帯します。

問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１

14 広報おおの 2021.12

まちのお知らせ

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（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料 ２ＤＫ　43,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）
３ＤＫ　52,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３か月分
その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベーター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１か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
・現に町税及びこれに準ずる納付金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

※　１か月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２か月

◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇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。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。
 申込・問合せ先  建設課　☎ 34-1111　※�詳しい内容は役場HPをご覧ください。

町営住宅入居者募集 礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！

ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけたら「思いやりのある行動」をお願いします
　「どうされましたか？」「何かお困りですか？」とお声がけをお願いします。
　ヘルプカードには手助けして欲しいことが書かれています。できる範囲での手助けをお願いします。



　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、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、低所得の子育て世帯（子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支
給を受けた者を除く）に対し、国から生活支援特別給付金が支給されます。

●支給対象者　①かつ②の（ア）または（イ）に該当する方
　①令和３年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合、２０歳未満）を養育する父母等
　　（令和４年２月２８日までに生まれた新生児も対象になります。）
　②（ア）令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
　　 （イ） 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非

課税相当の収入となった方
※対象児童… 平成１５年４月２日以降（障害児の場合、平成１３年４月２日以降）令和４年２月２８日

までに出生した方

●支給額
　対象児童１人あたり一律５０, ０００円（１回限り）

●申請方法／支給日【振込日は、毎月２５日（土日・祝日に当たる場合は、その前日）です。】
　・令和３年５月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者で住民税非課税の方
　　→申請不要で受給できます。（対象となる方に、案内を送付します）
　・上記以外の方（例：高校生のみ養育している方、収入が急変した方など）
　　→申請後に随時支給します。以下のものが申請時に必要です。
　　・請求者本人を確認できる書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード等の写し）
　　・ 受取口座を確認できる書類の写し（通帳、キャッシュカード等の写し）　
　　　※請求者名義の口座に限る
　　・請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの（通知カード、マイナンバーカード等）
　　・請求者及び配偶者の収入額を確認できるもの（令和３年１月以降の任意の１ヶ月の収入）
　　　→収入が急変し、申請する方のみ
　　※上記以外の関係書類の提出をお願いする場合があります。

●申請／受付期間
　令和３年７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）まで　（土日・祝日・年末年始を除く）

●厚生労働省　給付金（ひとり親世帯分以外）に係る相談窓口
　☎ ０１２０－８１１－１６６（受付時間：午前９時～午後６時）
　その他詳細については、町ホームページにて随時お知らせします。

問合せ先  子育て支援課　☎ ３４-１１１１

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親以外の世帯分）のご案内

子どものインフルエンザ予防接種の費用助成を開始します

◎対象者　 接種日時点で大野町に住民票がある生後６ヶ月から中学３年生までのお子さん

◎助成対象となる接種期間　令和３年１０月１日から令和４年３月３１日

◎助成金額 　上限２, ０００円　※１人１回限り（接種１回分）

　その他詳細は町ホームページをご確認ください。

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３
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お知らせ

年末の交通安全県民運動

◎実施期間
１２月１１日（土）～２０日（月）まで
◎運動の重点　

（１） 夕暮れ時と夜間 ( 特に『魔の
時間帯（午後４時から午後８
時）』）の交通事故防止

（２） 子供と高齢者を始めとする歩
行者の安全と自転車の安全利
用の確保

（３） 高齢運転者等の安全運転の励行
（４） 飲酒運転等の悪質・危険な運

転の根絶
◎遵守事項
（１）�魔の時間帯は要注意
　夕方は、周囲のコントラストがハッ
キリしません。車両は、早めにライト
を点灯し、歩行者の方は、明るい色
の服装で反射材を身に着けましょう。
（２）�自転車利用時はヘルメットの

着用
　万が一の場合に備えて、自転車乗
車時は、子供はもちろん、大人もヘ
ルメットを着用しましょう。
（３）�高齢により身体能力が低下
　加齢に伴って判断力の低下や、視
野が狭くなるなどで運転に不安を感
じた場合は、運転免許証の自主返納
や、家族での送迎等で事故を防止し
ましょう。
（４）�飲酒運転
　年末は、飲酒する機会が多くなり
がちですが、飲酒運転は犯罪で危険
な行為であることを十分認識して「飲
んだら乗らない」を厳守しましょう。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３-０１１０

大垣税務署からのお知らせ

◎�令和３年分確定申告会場を、�
大垣市情報工房に開設します。
申告期間　令和４年２月１６日（水）
～令和４年３月１５日（火）（土日
･ 祝日は除く）

申告会場　
場所：大垣市情報工房５階
住所： 大垣市小野４丁目３５番地１０
※ 前年までの申告会場（大垣市民会

館）から変更しています。
◎ 令和３年分確定申告からマイナン

バーカードやスマートフォンを利
用した申告がさらに便利になりま
す。詳しくは、国
税庁ＨＰをご覧く
ださい。（次のＱ
Ｒコードから確認
できます。）
問合せ先  大垣税務署　個人課税部門

☎ ０５８４-７８-４１０１　
※音声案内「２」を選択」

最低賃金改正のお知らせ

時間額８８０円　
� 令和３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。ただし、下欄に掲げ
る産業に従事する労働者（一部適用
除外あり）は、該当する特定（産業
別）最低賃金も適用されます。
　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。
◎岐阜県の特定（産業別）最低賃金
� 令和３年１２月２１日から
電子部品・デバイス・電子回路、 
電気機械器具、情報通信機械器具製
造業 時間額９０７円
自動車・同附属品製造 
 時間額９５１円
航空機・同附属品製造業 
 時間額９７１円
問合せ先  

岐阜労働局賃金室☎ 058-245-8104
又はお近くの労働基準監督署

催し・講座

ティータイムコンサート

　土曜の午後、楽しい音楽、知ってい
る曲で心豊かな時を過ごしませんか。
◎日時　１２月１１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
◎内容　
～４つの楽器が奏でる願いのうた～
　マリンバ、ピアノ、アルパ、二胡、
それぞれの特徴を生かしながらソロ
やデュオ、合奏など様々な組み合わ
せで演奏します。
◎出演　「音の和」武知なつみ、加藤
美香、澤田智美、根木千賀子
◎曲目　「学生時代」「川の流れのよう
に」「世界に一つだけの花」ほか
◎入場料　５００円（全席自由席、
１ドリンク付）
　コロナの状況によってはドリンクの
提供を中止する場合があります。
　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、町音楽協会
問合せ先  総合町民センター ☎ ３２-１１１１

新春落語会の開催について

　笑いと健康をテーマに、上方落語
家「笑福亭喬介」を招いて落語会を
開催します。
◎出演　笑福亭喬介（上方落語協会）
　　　　登龍亭獅鉄
◎日時　１月１０日（月・祝）
開演：午後１時３０分
開場：午後１時
◎場所　総合町民センター 多目的ホール
◎木戸銭　１，０００円（全自由席）
　未就学児の入場はご遠慮ください
　１２月４日（土）から総合町民セ
ンターで販売開始
◎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

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、新しくできた制度や
裁判手続を知っていただくために、
毎月テーマを定めて、裁判所ウェブ
サ イ ト（https://www.courts.go.jp/
index/html）で案内しています。
ぜひご覧ください。
問合せ先  岐阜地方裁判所事務局総務

課　☎ ０５８-２６２-５１２２

※ 民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。



くらしの情報

冬の電飾コンクール　華やかに開催中！

　総合町民センター周辺や街の中をイルミネーションで飾り、華やか
さやアイデアを楽しんでいただけるよう「冬の電飾コンクール」を開
催しています。今年のテーマは「コロナの終息を願って」、ご家族や友
人と一緒にご覧ください。
◎期間　 １１月２０日（土）～令和４年１月１０日（月・祝）
◎時間　午後５時～９時
◎場所　メイン会場　総合町民センター周辺
　　　　自宅会場　 マップ（総合町民センターにあります）でご確認

ください。
◎主催等　主催　総合町民センター
　　　　　共催　町、町教育委員会、町観光協会
　　　　　後援　岐阜新聞社　岐阜放送
　　　　　 総合町民センター　☎ ３２－１１１１問合せ先

「親子ですてきなクリスマス」

　音楽物語「あめふりくまのこの音楽会」を開催します。クリスマスを親子で楽しみませんか。終演後お子様
に素敵なプレゼントがあります。

◎日時　１２月１９日（日）
　　　　午前１０時３０分～１１時３０分
◎場所　総合町民センター　ふれあいホール
◎入場料　大人１，０００円
３歳以上小学生以下５００円（全席指定席）
２歳以下は保護者１名につき１名のみ膝上無料

（ただし席が必要な場合は有料です）
◎販売　総合町民センターで販売中
主催　総合町民センター　後援　町、町教育委員会
協力　町ＶＹＳ

◎演奏曲
どんな楽器が登場するかな？
　◦道化師のギャロップ　◦幻想即興曲
みんなで一緒にリズムに乗って！
　◦どんな色がすき　◦パプリカ
もうすぐ楽しいクリスマス♪
　◦ジングルベル　◦ひいらぎかざそう　◦シアワセ　
 ほか
◎登場楽器　歌のお姉さん、ピアノ、クラリネット、打楽器

問合せ先  総合町民センター　☎ ３２－１１１１
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募　集

税務課　会計年度任用職員募集

◎任用期間　令和４年１月４日（火）
～令和４年３月３１日（木）
◎募集人員　若干名　
◎勤務時間　午前９時～午後４時
　週５日程度　※要相談
◎勤務場所　大野町役場内
◎業務内容　確定申告書類等の整
理、データの入力、申告会場の受付
案内　他
◎応募資格　簡単なパソコン操作

（ワード、エクセルの基本操作）が
できる方
◎申込期限　１２月１５日（水）
◎選考方法　面接（１２月下旬予定）
◎申込方法　町指定の履歴書に必要
事項を記入のうえ申し込み
申込・問合せ先  税務課 ☎ ３４-１１１１

令和４年４月採用　西濃環境整備組合職員募集案内

◎採用年月　令和４年４月
◎�募集職種　技術職員（一般行政職）
◎�職務内容　ごみ焼却施設の運転・

保守・維持管理業務
◎募集人員　若干名
◎�受験資格　平成４年４月２日以降

に生まれた方で、学校教育法に基
づく大学・短期大学・高等学校を
卒業した方、又は、令和４年３月
３１日までに卒業する見込みの方
◎�試験期日等　
（１）第 1次試験
教養試験（１２０分）・事務適性検
査（１０分）
期日：令和４年１月１６日（日）
場所：西濃環境整備組合２階会議室
（２）第２次試験
口述試験・作文試験
期日：令和４年２月上旬頃予定
※ 第１次試験の合格者へ別途通知し

ます
◎�受付期間　令和３年１２月１日
（水）から１２月２３日（木）ま
での平日※午前８時３０分～午後
４時３０分の間
◎�提出書類

（１） 職員採用試験申込書（組合指
定様式）１通

 （２）履歴書（組合指定様式）１通
 （３） 卒業（見込）証明書（コピー

は不可）１通
※ （１）及び（２）の様式は組合

HP よりダウンロードできます
◎提出先　〒５０１- ０５３４ 
大野町大字下座倉１３７５番地 1
西濃環境整備組合　事務局　総務課
※ 窓口にて受付（郵送等での受付は

不可）
問合せ先  

西濃環境整備組合　☎ 32-4153
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相　談

第７３回人権週間特設人権相談所

　法務省と全国人権擁護委員連合会
は、１２月４日から１２月１０日ま
での１週間を「人権週間」として、
全国各地で啓発活動を実施し、特設
人権相談所を設置します。相談は無
料で、秘密は固く守られます。
◎相談内容　人権問題の悩み事など
◎相談日　１２月７日（火）
◎相談時間　午後１時から３時
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　人権擁護委員
問合せ先  岐阜地方法務局　

☎ ０５８４－７８－３３４７

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　１２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　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  まちづくり推進課
☎ 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　１２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　町民相談室
◎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　１２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　福祉センター
◎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　１２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
◎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　１２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
◎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

令和３年度大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金受付終了について

　令和３年度大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金の受付は、予定数に達したため、終了しま
した。
　令和４年度の受付開始は、令和４年４月中旬以降の予定です。

 問合せ先  環境生活課　☎ ３４－１１１１



図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時

19広報おおの 2021.12

今月のおすすめ本

民王　シベリアの陰謀
（池井戸�潤著 /ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

　高西環境大臣が人を凶暴化させる謎のウイルスに感染し
た。陰謀論者の台頭で、危機に陥る第二次武藤泰山内閣。
ウイルスはどこからやってきたのか。泰山は国民を救うべく
…。『小説野性時代』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

未来のきみを変える読書術� 中，高
（苫野�一徳著 /筑摩書房）

　なぜ大人は本を読めというのだろう ?　読書の効用か
ら、読書の方法、レジュメ（読書ノート）の作り方まで、
頭と目を鍛えるための本の読み方を解説する。おすすめ
の本も紹介。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●「自分らしい花」を咲かせる渡辺和子の言葉

（桑原 晃弥著 / リベラル社）
●ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー�２

（ブレイディみかこ著 / 新潮社）
●ペッパーズ・ゴースト

（伊坂 幸太郎著 / 朝日新聞出版）
●輝山

（澤田 瞳子著 / 徳間書店）
●子のない夫婦とネコ

（群 ようこ著 / 幻冬舎）

●ひよこはにげます� ０～５歳
（五味 太郎作 / 福音館書店）

●カピバラのだるまさんがころんだ�０～５歳
（中川 ひろたか作，柴田 ケイコ絵 / 金の星社）

●はにわくん� ０～５歳
（まつなが もえさく / 絵本塾出版）

●なないろどうわ� 小初
（真珠 まりこ作 / アリス館）

●体育がある� 小中
（村中 李衣作，長野 ヒデ子絵 / 文研出版）

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「クリスマスに読みたい絵本」展
　クリスマスが近づいてくると、子供だけでなく大人もワクワ
クドキドキします。そんな楽しいクリスマスシーズンに読みた
い・読んであげたい絵本はたくさんあります。サンタクロース
やプレゼントに関する絵本など、種類も豊富な図書館の本でク
リスマス気分を盛り上げてください。

年末年始の休館日
　１２月２９日（水）から翌年１月３日（月）まで図書館はお休
みになります。期間中は返却ボックス（大型絵本・大型紙芝居・
紙芝居・相互貸借本を除く）をご利用ください。

ミックのページ

　図書館に、図書除菌機を新設
しました。紫外線と送風により
３０秒でページ間の除菌・ゴミ
の除去・消臭を行うことができ
ます。
　借りた本を除菌して、安心し
て自宅にお持ち帰りください。
　詳細は図書館カウンターまで。

※おはなし会 … 当面の間中止

感染症予防対策について

図書館シンボルキャラクター
ミック

インターネットから蔵書検索や
予約することができます。また
予約確保のお知らせや新着図書
案内をメールで受けとることが
できます。
詳しくは利用者カードをお持ちの上
カウンターにてお申込みください。

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

12 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�
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国　保　だ　よ　り
１２月は国民健康保険制度の適用適正化月間
国保資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

■国民健康保険の届出を忘れずに
◎国民健康保険に加入の必要がある人

　国民健康保険は、７４歳までの人で社会保険（健康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者およ
びその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していな
い人は、国保に加入する必要があります。資格取得の届出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさ
かのぼって課税されますので、早めに手続きをしましょう。
※ 手続きの際、退職した人の場合には、社会保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票など）

が必要です。

◎社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人
　社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国保
の資格喪失届が必要です。届出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方納めてい
る状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
※ 手続きの際、社会保険に加入した人の場合には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証が

必要です。

■社会保険の被扶養者になれる場合があります
　同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができる
かどうか、各健康保険組合によって異なる場合がありますので、お勤め先に相談してから手続きをしてくだ
さい。

 問合せ先  住民課　☎ ３４-１１１１

大野町内医療機関年末年始診療について

医療機関名
１２月 １月

所在地 ･
電話番号

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日
月 火 水 木 金 土 日 月 火

大久保医院 〇 〇 〇 × × × × × 〇 黒野 ３２-１５１０
おおのクリニック 〇 〇 〇 ◎ × × × × 〇 南方 ３５-００５５

国枝医院 〇 〇 △ × × × × × △ 黒野 ３２-００２３
クリニックラポール 〇 〇 × × × × × × △ 大野 ３２-００３３

小森眼科 〇 〇 × × × × × × × 中之元 ３４-３５３５
小森内科クリニック 〇 〇 ◎ × × × × × 〇 黒野 ３４-１０００
たかはし耳鼻咽喉科 〇 〇 〇 △ × × ◎ × 〇 中之元 ３２-１１１５
たしろクリニック 〇 〇 × × × × × × 〇 下磯 ３６-１１６８

ゆり形成内科整形おおの 〇 〇 〇 × △ × × ◎ 〇 大野 ３５-７７２２
若原整形外科 〇 〇 〇 × × × × × 〇 黒野 ３４-３３２２

※諸事情により変更することがあります。
 ○＝全日診療　　△＝午前中診療　　×＝全日休診　　◎＝休日在宅当番医（午前９時～午後３時）

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３



～１２月１日は「世界エイズデー」です～

◆エイズへの理解と支援の象徴「レッドリボン」
　みなさんは「レッドリボン」を見たことがありますか？
　レッドリボンはもともとヨーロッパの古い風習のひとつで、病気や事故で人
生を全うできなかった人への追悼の気持ちを表すものでした。１９８０年代終
わり頃にはアメリカでエイズが社会的問題となり、演劇や音楽で活躍するアー
ティストがエイズにより死亡するケースが増えていきました。彼らへの追悼の
気持ちとエイズに苦しむ人々への理解と支援の意思を示すため、赤いリボンを
シンボルにした「レッドリボン運動」が始まり、今では世界的な運動となって
います。

◆エイズ（後天性免疫不全症候群）とは
　エイズは免疫力を低下させるＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に感染することでおこる病気ですが、
ＨＩＶ感染＝エイズではありません。ＨＩＶ感染後は自覚症状のない時期が数年続きますが、さらに
進行して免疫力が低下し、本来なら自分の力で抑えられる病気（日和見感染症）を発症した状態がエ
イズと呼ばれています。現在は治療薬をきちんと内服することでエイズ発症を予防できるようになり
ました。

◆ＨＩＶの感染経路は３つです
①性行為……… 最も多い感染経路。ＨＩＶは血液や精液、膣分泌液に多く含まれ、粘膜や傷口から感

染する。そのため、性行為におけるコンドームの正しい使用はＨＩＶ感染／エイズ予
防に有効。

②血液感染……注射の回し打ちなど。
③母子感染…… ＨＩＶに感染した母親から、妊娠中や出産時、授乳により赤ちゃんに感染することが

ある。日本では母親がＨＩＶの治療薬を飲むことや、母乳を与えないことで赤ちゃん
への感染を１％以下におさえることができる。

　ＨＩＶの感染力は弱く、性行為以外の社会生活の中（お風呂やトイレ、つり革や手すり、咳やくしゃ
み、コップの回し飲み、軽いキスなど）でうつることはまずありません。

◆検査は無料で受けることができます
　無症状の時期でもＨＩＶ感染者の血液や精液などから他者へ感染させてしまう可能性があります。
感染の有無をはっきり確認するには、感染の可能性がある機会から３ヶ月以上経ってから受けましょ
う。
　岐阜県では各保健所で、原則として無料、匿名でエイズの検査（ＨＩＶ抗体検査）を受けられます。
完全予約制ですので、事前に保健所にお問い合わせください。

〇検査受付
　西濃保健所　大垣市江崎町４２２- ３　☎ ０５８４-７３-１１１１（内線 ２７６）
　※その他の保健所でも検査できます。
〇エイズ相談室（エイズに関する不安や心配があったり、抗体検査について知りたいとき）
　岐阜県庁エイズ相談室　☎ ０５８-２７２-８２７０

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３

レッドリボン

保健師による

健康伝言板 エイズ・HIVについて知ろう
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８０２０運動で表彰されました

月 日
当番医の医療機関名

所在地
電話番号
（0585）薬局名

12

５
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１8９

12
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
日本調剤三輪薬局 ２３－08４７

19
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

26
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１8９

29
小森内科クリニック 大野町黒野 ３４－１000
オオノ調剤薬局 ３４－３６６３

30
おおのクリニック 大野町南方 ３5－0055
ピノキオ薬局大野店 ３２－４４50

31
新生病院 池田町本郷 ４5－３１６１

ピノキオ薬局池田店 ４5－0２３３
※診療時間／午前9時～午後3時
※�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
※健康保険証を必ず持参してください
※�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

１２月休日在宅当番医のお知らせ

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３

　「８０２０　よい歯の高齢者表彰」は、８０歳以上で自分自身の歯を２０本以上保っている方を表
彰するものです。大野町からは２５名の方が表彰されました。おめでとうございます。
 （敬称略）
秋田　禎之（大野） 森川　保（中之元） 松岡　碩哉（五之里） 藤縄　幸枝（大野）
児玉　いね子（下座倉） 粟野　せつ子（加納） 山本　かすみ（牛洞） 松岡　ふじゑ（五之里）
末松　艶子（桜大門） 清水　信義（大衣斐） 川嶋　ちよ（黒野） 若原　芙佐子（下方）
杉山　久子（大野） 杉原　敏郎（本庄） 白木　 子（公郷） 他４名
田部　惠美子（松山） 髙橋　伊佐男（黒野） 杉山　 美子（郡家）
松岡　洋司（野） 平野　君惠（大野） 田中　三藏（西方）

 
★歯周病検診を受診し忘れていませんか？
　４０歳以上のうち約８割が歯周病であると言われています。８０２０運動で表彰された方々のよう
に自分の歯を長く維持するには、日々の歯みがき習慣と定期検診が大切です。
　大野町の歯周病検診を受診できるのは５年に１度です。対象となる方にはすでに受診券を個別送付
しておりますので、ぜひこの機会を逃さず受診してください。
令和３年度　歯周病検診
◎対象者　３０，３５，４０，４５，５０，５５，６０，６５，７０歳（年度末年齢）
◎場所　揖斐郡内の指定歯科医療機関
◎期間　令和４年２月２８日（月）まで
◎検診内容　問診、口腔内検査、検診結果の判定、歯科保健指導
◎自己負担額　５００円

 問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３

●献血の実施報告
　８月・１０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。

８月２９日
（日）

パレットピアおおの
（美濃大野ライオンズクラブ主催） ８２名

１０月７日
（木）

揖斐郡消防組合消防本部 ２６名
特別養護老人ホーム まほろば ２４名

●次回献血のご案内
日　　付 時　間 場　所 内　容

１２月２８日
（火）

午後
２時～４時 町役場 全血

（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。
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、血液量が
非常に不足しています。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
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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。

１０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

六里 畑　　心
ま な と

翔 芳隆・理絵子 上秋 小寺　優
ゆ う り

利 健太・彩由美

相羽 グティエレス ムエガ エイジ
エドアルド�ジュニア
・デイシー 中之元 内田　みお 大誠・ひかり

西方 佐治　智
と も か

佳 佳宜・舞 小衣斐 河合　　梛
な ぎ 俊・未夢

大野 佐藤　歩
あ ゆ む

夢 英明・由有 小衣斐 駒月　奏
か の あ

藍 李誓・明日香

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 梅田智惠子 89 大野 樋口　哲夫 89

黒野 山下　五三 88 稲富 馬渕てるみ 65

黒野 永井　弘子 83 寺内 猪野間重之 89

相羽 池田　保子 70 上秋 長屋　義秋 73

下方 若原 づ子 93 中之元 小森　英雄 87

野 難波美知子 87 公郷 佐々木かづ子 74

西方 所　すみ子 94 大衣斐 三間美智子 66

大野 大久保美稲子 89 下座倉 宇野せつ子 94

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

納 期 限 の お 知 ら せ
11月30日（火） 国民健康保険税（７期）

12月27日（月） 固定資産税（３期）
国民健康保険税（８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

次回の古紙類等回収について
１月１６日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、1月23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／環境生活課　☎�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
４５kcal ２.２g １.９g ３３mg ０.４g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

野菜を摂取し、脂質を控え、
減塩を心がけましょう。

　今月は一年中価格が安定し、購入しやすい食材「切り干
し大根」を使ったおかずを紹介します。
　切り干し大根は、乾燥させることで甘みが増し、食物繊
維やカルシウムなどが増え、どんな料理にも活用できる食
材です。旬の大根を使って、手作りの切り干し大根で、お
試しになってみてはいかがでしょうか。
　サラダ感覚でさっぱりとした仕上がりです、箸休めにど
うぞ。

【材料（５人分）】
切り干し大根……… ２５ｇ
きゅうり� １本（約８０ｇ）
ロースハム…………… ３枚
青しそ………………… ３枚
　　しょうゆ� 大さじ１/２

Ⓐ　酢…………… 大さじ１
　　砂糖………… 小さじ１
　　すりごま…… 大さじ２

【作り方】
①切り干し大根はぬるま湯で戻してから、さっと茹で、水
けをしぼる。
②きゅうりはせん切りにし、塩をふりもみ込んでから水け
をしぼる。
③ロースハムはせん切り。
④青しそはせん切りにし、水に入れアクをとり水けをきっ
ておく。
⑤ボウルに、①～④の材料を入れて、Ⓐ内の調味料を加え
混ぜる。器に盛りつける。

●切り干し大根のごましそサラダ

※大野町ホームページでも♪電子書籍でもご覧いただけます。

広報おおの

�
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 北方町 永田　道拡
妻 大野 小椋夕理子

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（１１月１日現在）

人　口 … ２２,３８２（−３０）
男 … １１,０１３（−　９）
女 … １１,３６９（−２１）
世帯数 … ８, １３４（±　０）
出生１１人／死亡２４人／転入４４人／転出６１人

第１３回
冬の電飾

コンクール

 です。

今月の表紙


