
※�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。
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町長あいさつ
大野町長

宇佐美 晃三

　新年あけましておめでとうございます。大野町民の
皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年１年間を振り返り…
　昨年１年間を振り返りますと、新型コロナウイルス
感染症のあらゆる対策を講じてきた１年でした。町内
小中学校、認定こども園では３月２日から休校、休園
となり、多くの施設でも休館とさせていただくことに
なりました。
　また、国は４月７日、東京都など７都道府県に対し「緊
急事態宣言」を行い、４月１６日には「緊急事態宣言」
の対象地域をすべての都道府県に広げるとともに、
１３都道府県について、「特別警戒都道府県」に位置付
けました。岐阜県においても４月１０日、県知事が「非
常事態宣言」を行いました。多くのイベントが中止、
延期を余儀なくされることとなり、バラまつり、根尾
川花火大会、大野おどり、敬老会、大野フェスタ、柿・
牡蠣まつりなど多くのイベントが中止に、小中学校や
認定こども園などでも体育大会や運動会などが縮小さ
れるなどの事態となりました。
　そこで、町では、マスクや消毒液、非接触型体温計、
アクリル板の購入の他、役場にサーモグラフィーを設
置するなど感染症対策を進めてまいりました。
　また、住民の皆様への支援策として、町民税・固定
資産税・国民健康保険税などの徴収猶予、プレミアム
食事券の発行、地元応援割引クーポン券や町指定ゴミ
袋等無料引換券の発行など、また、企業へは事業所休
業協力金やセーフティーネットなどの融資なども進め
てまいりました。
　その他には、防災対策として、１０月の町総合防災
訓練において、コロナ禍における避難所運営を想定し、
各地区公民館や総合町民センター、道の駅「パレット
ピアおおの」などで、受付方法、簡易テントや段ボー
ルベッドの組立て、物資調達訓練等を行い、課題の洗
い出しや解決策を検討いたしました。
　これからもコロナ禍の中、それぞれが感染予防をし、
取り組んでいく必要がありますので、皆様のご理解、
ご協力をよろしくお願いします。  

　今後の町の主な取り組みとして
　《防災行政無線デジタル化に向けて》
　防災行政無線が老朽化していることやアナログであ
ることから、デジタル化に向け、令和３年度から４年
度にかけて、各区や各町内に設置しております屋外拡
声子局のスピーカーの整備などを行ってまいります。

　《身近で気軽に活用できる施設として》
　《４月から機構改革を行います》
　今春、旧ことばの教室及び旧児童館跡地に「大野町
地域交流施設」が開館します。少子高齢化、核家族化
が進行する中で、子どもから高齢者までの幅広い世代
が交流できる場所として、使用していただければと思
います。また、４月からは機構改革を行い、子育て支
援課を新設し、子育て支援の充実を図るとともに、福祉、
保健業務の再編を行うなど、限られた人員と財源のな
かで効率的かつ効果的な行政運営を推進するため組織
機構の見直しを行ってまいります。 
　同じく今春に「大野町埋蔵文化財センター」（愛称”
大野あけぼのミュージアム”）が開館予定です。古墳や
条里など、大野町の特色ある遺跡の出土品を中心に展
示し、文化財を学ぶ場とします。町内外に町の特色・
魅力を発信し、観光まちづくりを推進してまいりたい
と考えています。   
　≪教育環境の充実のために》
　小中学校の普通教室には令和元年度に空調機器が設
置できておりますが、今後は特別教室にも空調機器を
設置する予定です。
　ＧＩＧＡスクール構想に基づく学習用タブレット端
末につきまして、当初の計画を前倒しして、先月すべ
ての町内小中学校児童生徒約２，０００人へ貸与するこ
とができました。今後は、校内ＬＡＮ整備、大型モニター
設置を行い、より一層充実したＩＣＴ環境を整備して
いく予定です。
  また、 認定こども園や小中学校と保護者が双方向に連
絡を取り合えるメール配信システムの導入も検討して
おり、教育・保育環境の充実に努めてまいります。
　《インターチェンジ周辺のまちづくり》
　東海環状自動車道大野神戸インターチェンジが令和
元年１２月に開通した状況下、道の駅の整備や新病院
建設計画に加え、インターチェンジ周辺のまちづくり
が急務となってきているため、土地利用計画を進めて
まいります。

　今後も、第六次総合計画の将来像「快適で笑顔あふ
れるやすらぎのまちおおの」を具現化していくため、
町民の皆様のより一層のご支援とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げますとともに、皆様のご健康とご多
幸を謹んでお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたしま
す。
 令和３年１月　大野町長　宇佐美　晃三
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～「家庭の日」を通して深めよう家族の絆～
　県では、毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく温かい
家庭づくりを推進しています。この運動を一層推進するため、新
しい年の出発に当たる１月を「家庭の日」普及実践強調月間として、
県民総ぐるみで運動を展開し、普及実践を図っています。

〈強調月間の目標〉
「自立した青少年を育む開かれた家庭づくり」
「青少年と築く、開かれた地域づくり」
・家族そろって食事をし、団らんのひとときをもちましょう。
・家族みんなで力を合わせて仕事や作業をしましょう。
・家族みんなで地域の行事や活動に参加しましょう。

　町青少年育成町民会議では、「家庭の日」の普及実践を進めるた
め、小中学生の皆さんに対して図画・ポスター及び作文を募集し、
優れた作品に賞を授与したり、展示会を開いたり、作文集にして
各小中学校に配付したりしています。
　１月の普及実践強調月間にあわせて「家庭の日」啓発図画・ポ
スター展を開催しますので、ぜひご鑑賞ください。

議長あいさつ
大野町議会議長

長沼　健治郎

　新年　あけましておめでとうございます。
　令和３年の新春を迎えるにあたり、議会を代表いた
しまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　振り返りますれば昨年は、世界経済の先行き不透明
感が拭えない状況が続く中、新型コロナウイルス感染
症の影響により、世界中で甚大な被害が発生し、日本
におきましても、業界や規模を問わず、多くの方々に
計り知れない大きな影響を及ぼしました。
　今回のコロナ禍からは、本当の意味での地方分権や
地域経済の活性化を考える上で、国の政治の在り方や
地方自治体としての立ち位置や役割などが改めて示さ
れたように思います。
　今までは、大規模化や一極化、グローバル化を目指
して世界が目まぐるしく動き、発展してきました。し
かしこれからは、テレワークによる新しい働き方や、
多様性を重視した暮らし方などにより「分散する社会」
へ変わる時代を迎えます。
　こうした中で、町では令和２年４月から５年間のま

ちづくりの方向性を示す「第六次総合計画後期基本計
画」がスタートしました。
　議会としましては、このコロナ禍を時代の大きな転
換期と捉えるとともに、引き続き町の行財政運営の
チェック機能を果たしながら、日々推進し、変革する
社会情勢の中、様々な課題に議会と行政が的確に対処
しなければならないと考えています。また、議員一人
ひとりが研鑽に努め、資質の向上を図り、町民全体の
福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指し、更なる
努力をしてまいる所存であります。
　結びに、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終
息と、本年が皆さまにとりまして、また町にとりまし
ても健やかで大きく飛躍できる年になりますよう心か
ら祈念するとともに、議会へのご理解、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げまして、新年のごあいさつと
いたします。

令和３年１月　大野町議会議長　長沼　健治郎

１月は「家庭の日」普及実践強調月間です

繋がる命
大野中学校２年　新　愛瑠さん

開催場所：総合町民センター ふれあいギャラリー
開催期間：令和３年１月６日～３１日
出展内容：県出品特選作品３２点
同時出展：「心のふれあい標語」優秀作品１８点
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技 能レベル日本一を目指して！
「第５８回技能五輪全国大会」出場激励会

　１０月３０日、第５８回技能五輪全国大会「電子機器組
立て」に出場を決めた野村伊吹さん（県立大垣工業高校）
の激励会が役場で開催されました。野村さんは「自分の知
識と技能を大会で出し切りたい」と意気込みを述べ、町長
は「厳しい選考会を勝ち抜き、通過されたのだと思います。
おめでとうございます。練習の成果を十分に発揮して、更
に上を目指してがんばってください」と激励しました。

▲全国大会への出場を報告する野村さん（右）

“ 事前の備え”で防災対策を！
広報委員研修　

　１１月６日、広報委員（松浦正幸会長）研修として総合町民
センター多目的ホールにて講演会が開催されました。清流の国
ぎふ防災・減災センター（岐阜大学地域減災研究センター　特
任准教授）村岡治道氏による講演「自主防災活動のポイント～
住民による防災とコロナ対策～」では、自らができる事前の備
えで衣食住を守る環境づくりなどの必要性について話され、地
域ぐるみで事前の防災について勉強会を開催するのも一案であ
ると話されていました。

▲防災対策について話される村岡教授

地 元のプロサッカーチームを応援
ＦＣ岐阜大野町ホームタウンデー

　１０月３１日、在県のプロサッカーチームＦＣ岐阜を大野町が
応援するホームタウンデーが、長良川競技場で開催されました。
当日は、大野サッカークラブ少年団（大野ＳＣ）がジュニアスペ
シャルマッチに出場し、関市や下呂市、北方町のジュニアチーム
と熱戦を繰り広げました。
　その後行われたＦＣ岐阜対ＳＣ相模原戦では、Ｊ２浮上をかけ
て両チームが激突しましたが、１対１の同点に終わりました。

▲秋晴れの下、元気に駆け出す大野ＳＣ

継 続し、地域で奉仕活動
「小さな親切」運動表彰受賞

　１１月２日、山田正博さん（黒野）が役場を訪れ「小
さな親切」運動表彰の受賞を町長に報告しました。
　これは、奉仕活動に取り組む個人や団体を表彰する（運
動本部：大垣共立銀行）ものです。山田さんは、長年に
わたり公共施設、神社などの草取り清掃を続けられてい
ます。山田さんは「ありがとう、と声を掛けられるのが
何よりうれしい。身体が続く限り続けていきたい」と話
し、町長は「継続して奉仕活動するのは、なかなかでき
ることではありません。これからもよろしくお願いしま
す。おめでとうございました」と話しました。 ▲受賞報告をする山田さん（左）

ま ち の 話 題
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青 色申告の普及推進に尽力
大垣地方税務推進協議会長表彰受賞

　１１月９日、後藤義春さんが、大垣税務署にて大垣地
方税務推進協議会長表彰を受けられました。この表彰は、
後藤さんが大垣税務署管内青色申告会連合会の監事及び
大野町青色申告会の会長として、青色申告の普及推進に
尽力された功績を讃えられての表彰です。

青色申告制度とは？　事業所得等がある場合に、所得
金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる申
告制度です。ただし、事前に所管の税務署に届出るこ
とや帳簿に日々の取引状況を記録・保管することが必
要です。

ル ールを守り、ＩＣＴ活用授業 ～一人一台タブレット端末貸与式～
揖東中学校

　１１月１３日、揖東中学校において学校や自宅で使用
するタブレット端末貸与式がありました。生徒会が中心
となり「タブレット活用のルール」を生徒らが作成し、「相
手を傷つける道具にしないこと」や「学習以外の目的で
使用しないこと」などルールを守り、大切に使用するこ
とを各学年の代表生徒が誓いました。
　タブレットは、学習ツールの一つとして町内小中学校
児童生徒約２，０００人が学校でも家庭でも使用できるよ
う各学校にて貸与しました。

子 どもたちの安全安心を願って
美濃大野ライオンズクラブ

　１１月２４日、美濃大野ライオンズクラブより、新型コロナウイルス感染症対策のため、町内の小中学校８校、
認定こども園７園に「非接触式電子温度計」を合計５４台寄贈され、贈呈式が役場で行われました。会長の国枝利
樹さんは「新型コロナウイルスのほかインフルエンザも流行が心配されるので、有効に使ってもらえれば有難い」
と話されると、町長は「毎日、子どもたちは自宅で検温しているが、第３波も心配され、学校や園においての安全
安心のために早速活用したい。ありがとうございました」と述べました。

※非接触式電子温度計… 体温のほか食べ物、液体、室温なども測定可能なもの

▲表彰を受けた後藤さん（中右）ほか大垣税務署職員

▲タブレット端末を校長先生より受け取る各学年代表生徒

▲（写真左から）美濃大野ライオンズクラブ山川さん、古川さん、国枝会長、
認定こども園代表中島園長（右から２人目）
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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！

　１１月のピヨピヨクラブでどんぐりを使った製作あそびやみつばクラスでは木を使ってでんでん太鼓を作
りました。ヤスリで削ったところを触るとスベスベしたり、木の匂いがしたりと子どもたちだけでなく、お
母さん方も驚いたりしていました。出来上がったでんでん太鼓はとても良い音でした。
　１２月１１日に栄養相談を開催しました。昨年度まではおやつ作り教室を開催していましたが、新型コロ
ナウィルス感染拡大防止のため、栄養相談に変更し、１２月から再開しました。常日頃の食に関する悩みを
栄養士に相談しているお母さんが多く見えました。今後も月１回開催していきますので、この機会に是非、
栄養士に相談してみてください。詳細は、ぱすてるへお問い合わせください。

※新型コロナウィ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、
ホームページ等でご確認ください。

◎1月のスケジュール（予定）
　　　　ふたばクラス… １８日（月）、１９日（火）、２６日（火）
　　　　みつばクラス… ２１日（木）、２８日（木）
　　　　よつばクラス…２２日（金）
誕生会…１４日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…１９日（火）
栄養相談（栄養士による）…１５日（金）
休館日   １日（金）～４日（月）、６日（水）、１２日（火）、１３日（水）、

２０日（水）、２７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。

立体パズル海のいきもの
鮮やかな色使いに、図形のカッ
トの面白さが特長の「海のいき
も」５枚組セットのパズル。ピー
スに厚みがあるのでプレート板
がなくても遊びやすい。

▲作成したでんでん太鼓 ▲栄養相談の様子

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。

９５歳おめでとうございます　これからも健やかに

長寿のお祝い

谷口等さん（上秋）
大正１４年１１月８日生まれ

山本巖さん（黒野）
大正１４年１１月２２日生まれ
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まちのお知らせ



　常呂高校と常呂町公民館で第２４回東京大学文学部公開講座を開催
し、東京大学の鈴木淳教授と六反田豊教授が講演を行いました。
　常呂高校では、鈴木教授が「近代技術の移転と自然環境」と題し、
世界遺産の「富岡製糸場」について講演。
　参加者は、同製糸場の歴史や価値、再発見した魅力などを学びました。
講演後、生徒の代表が「新たな魅力を知ることができ勉強になりました」
と、講師に感想を伝えました。

ところ通信
Vol. 251

北見市 第 24 回東京大学文学部公開講座
～ 世界遺産「富岡製糸場」の歴史や価値を学ぶ ～
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教育委員会のページ教育委員会のページ
令和３年度放課後クラブのご案内
　放課後クラブは、学校下校後及び長期休暇中に保護者等が家庭に居ない小学生の児童を対象に、保護者等に
代わって保育を行い、児童の健全育成を図ることを目的として開設・運営しています。申請は次のとおりです。
◎申請受付期間　令和３年２月１日（月） ～２月２６日（金）
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
　　　　　　　　※１ 夏休みのみの利用申請は５月６日（木）～５月３１日（月）までを予定しています。
　　　　　　　　※２ 書類の記入漏れや不備がある場合は受理できません。受付期間中は、定員に達しても書

類不備等ない限り全員書類を受理し、その後入所の判定をします。
◎募集人員　大野：６０名　北：３５名　西 ：３５名　中：５０名　南：４５名　東 ：６０名
◎対象児童　 小学校１年生から６年生の児童で、保護者等が昼間（午前８時３０分～午後５時）に居宅外にお

いて毎月１５日以上の日数を勤務している場合
◎開設日・時間　①平日の小学校の授業のある日　下校時から午後６時３０分
　　　　　　　　②夏休み等期間　午前８時から午後６時３０分
　　　　　　　　　（夏休みのみ　午前７時４５分から午後６時３０分）
　　　　　　　　③土曜日（５人以上での開設）※開設時間は②と同様。
◎必要書類　 必要書類については、教育委員会 学校教育課 窓口（役場３Ｆ）で配付します。なお、町ホームペー

ジからもダウンロードが可能です。
　　　　　　①放課後クラブ入所申請書（様式第１号）
　　　　　　②放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・パート）
　　　　　　※ 同一世帯及び同一生計をしている６５歳以下の方で、働かれている方は全員この書類が必要と

なります。
◎利用料　世帯全員の前年度分の町民税が 課税か 非課税かによって判定します。
　　　　　【課税の場合】　 月額６, ０００円（８月は月額１０, ０００円）
　　　　　【非課税の場合】月額３, ０００円（８月は月額　５, ０００円）

 問合せ先  学校教育課　☎ ３４－１１１１

  大野町埋蔵文化財センターの愛称決定！！
　令和３年５月開館予定の大野町埋蔵文化財センターの愛称が決定しました。
　多くの皆様のご応募ならびにご協力、誠にありがとうございました。
◎愛称　大野あけぼのミュージアム
　命名者　大野町立南小学校　４年　　杉山　瑠花さん
◎応募総数　６６２件（応募者５６０名）
　　　　　　応募者内訳：町内５２４名（うち小中学生４９９名）、県内１名、県外３５名

 問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１
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教育委員会のページ教育委員会のページ

令和３年成人式について

　令和３年成人式について、下記により開催を予定
していますが、新型コロナウイルス感染症の状況次
第では、変更・中止せざるを得ない事態も考えられ
ます。
　随時ホームページ等でお知らせしますので、確認
してください。

◎対象者　平成１２年４月２日から平成１３年４月
１日までに生まれた人
◎日時

令和３年１月１０日（日）
受付（総合町民センター多目的ホール前）
※新型コロナ対策のため、時間を分けております。
※総合町民センター北入口より入館ください。
①午後１時００分～　揖東中Ａ・Ｂクラス卒業生
　　　　　　　　　　揖東中・大野中卒業生以外
②午後１時１５分～　大野中Ａ・Ｂクラス卒業生
③午後１時３０分～　大野中Ｃ・Ｄクラス卒業生
④午後１時４５分～　大野中Ｅ・Ｆクラス卒業生
式典　午後２時～

◎場所　総合町民センター　ふれあいホール
◎服装　制約無し

〇 案内状は、１１月下旬頃に町内に住民票がある新
成人に送付されています。町内に住民票がない新
成人には送付されていませんので、出席希望者は
個別にお問い合わせください。

〇 式典出席にかかる費用（中止となった際の晴れ着
や美容室のキャンセル料を含む）について、町で
補償することはできません。

〇 当日の様子をカメラマンにて動画撮影させていた
だきます。撮影された映像は、後日、ＹｏｕＴｕ
ｂｅにて新成人を対象に限定配信させていただく
予定です。（改めて新成人宛にＵＲＬをご連絡し
ます。）予めご了承ください。

〇 記念撮影は式典終了後に上記①～④グループで順
番に撮影を行います。

〇 来場される方は、以下の条件を守ってください。
　□✓�発熱（３７. ５度以上又は平熱比１℃以上）、せ

き、全身倦怠感、のどの痛み、頭痛、味覚異常
などの症状がないこと。

　□✓ マスクを着用し、咳エチケット、手洗い、手指
消毒を励行すること。

　□✓ 会場入口において実施する検温・健康チェック
を受けること。

　□✓ 式典会場内では、指定された座席に着席するこ
と。（新成人の座席番号は案内状に印字）

　□✓ 式典会場以外でも、近接した距離での会話、写
真撮影は避けること。

　□✓ 成人式当日から過去２週間以内に、入国制限や
入国後の観察期間を必要とされている国・地域
への訪問歴及び引き続き感染が拡大している都
道府県や都市に在住または訪問歴がないこと。
また、その国・地域の在住者・渡航者・訪問者
との濃厚接触がないこと。

　□✓ 案内状に同封されている「令和３年成人式参加
に伴う確認票」に必要事項を記入し、当日持参
すること。

　□✓ 会場内の係員・記念写真撮影業者等の指示に従
うこと。

 ご家族の皆さまへ
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に伴
い、ご来場いただく皆さま全員のお席を準備する
ことができませんので、予めご了承ください。
〇 ご来場は、お一人まででお願いします。
〇 新成人同様に「令和３年成人式参加に伴う確認

票」の提出をお願いします。
〇 観覧場所は、ふれあいホール２階席（前後左右

を空けた席）またはセンターホワイエのテレビ
モニターになります。式典終了後の記念写真撮
影時には、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、ホワイエからご退出いただきますので、係
員の指示に従ってください。記念写真は後日、
新成人宛に郵送させていただきます。

～令和３年大野町成人式に参加される皆さまへ～
　令和３年成人式にあたり、新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止し、安全に開催できる方法を
検討しております。しかし、国・県からの緊急事
態宣言の発令や、町内や近隣等での感染症の拡大
などの事態によっては、皆さまの健康と安全を第
一に考え、直前に開催を断念する場合がございま
す。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



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、事前に電話
にて予約が必要です。
◎日時　令和３年１月２４日（日）・２月２８日（日）・３月２８日（日）　午前８時３０分から正午
◎場所　町役場１階住民課
◎対象となる人　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）が届いた人
◎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。
　・予約する年月日と時間
　・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。

 問合せ先  住民課　☎ ３４－１１１１

大野町ブランド野菜のロゴマークデザインを募集します。
募集内容 市場流通の少ない農産物を「大野町ブランド野菜」として認定し、農産物直売所で「四季の彩り」

という名称で販売します。
「大野町ブランド野菜」の魅力を広くＰＲするため、ロゴマークデザインを募集します。

〆切 令和３年２月２６日（金）

採用賞金 デザイン採用者　賞金５万円　

募集要項 大野町ブランド野菜ロゴマークデザイン募集要項による。
詳しくは、町ホームページをご確認ください。

 問合せ先  農林課　☎ ３４－１１１１

　介護保険要介護３、４、５の認定を受けている人へ「訪問口腔健診」を実施しています。この健診は、下記
要件をすべて満たした人を対象に、揖斐歯科医師会の医療機関の歯科医師、歯科衛生士が自宅を訪問し、歯と
歯肉の状況や口腔清掃状況などのチェックを行い、口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、適切な保
健指導を行うものです。
　対象者には、あらかじめ「訪問口腔健診申請書」及び「訪問口腔健診質問票」をお送りしていますので、必
要事項を記入の上、役場健康課に提出してください。また、案内が送付されていない方でも、下記受診要件に
該当する方はお問い合わせください。
　なお、申請期限は令和３年１月２９日（金）で、受診料として２００円が必要ですので、ご了承ください。

【受診要件】
① 受診する日において町内に在住する後期高齢者医療被保険者
② 介護保険要介護３、４、５の認定を受けている人
③  口腔健診のために出向くことが困難な在宅者（医療保険及び介護保険による歯科に関する管理を受けている

人や、施設入所者は除く。）

 問合せ先  健康課　☎ ３４－１１１１

訪問口腔健診のお知らせ
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　任期満了（２月５日）に伴う岐阜県知事選挙は、１月７日に告示され、１月２４日（日）に投票が
行われる予定です。今回の選挙は、今後４年間の岐阜県政を託す人を選ぶ大切な選挙であり、また、
投票は有権者が県政に参加する唯一の機会です。豊かな地域社会をどのように創りだすか、われわれ
一人ひとりが真剣に考えましょう。

有 権 者
▼大野町で投票できる人

（年齢要件）　　平成１５年１月２５日以前に生まれた方
（住所要件）　　令和２年１０月６日以前から大野町に住民登録し、選挙人名簿に登録されている方
※ なお、令和２年１０月７日以後に岐阜県内の他の市町村から大野町へ転入された方は、前の住所

地の市町村で投票することができます。この場合、引き続き岐阜県内に住所を有する証明書の交
付を大野町役場で受けて持っていくか、引き続き岐阜県内に住所を有することの確認を受ける必
要があります。

▼投票所入場券の交付
  有権者は選挙人名簿に登録され、それぞれの属する投票区の投票所への入場券が交付されます。選
挙権のある方で投票日が近くなっても入場券が届かないことがありましたら、町選挙管理委員会事
務局におたずねください。
　なお、令和２年１２月２５日以後に町内で転居された方は、前住所地の投票所で投票していただ
くことになります。

投票時間　午前７時～午後８時
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期日前投票・不在者投票　　期日前投票所　大野町役場
　１月２４日の投票日に、仕事等の「やむを得ない事情等」で投票所へ行けない方は、期日前投票
ができます。また、投票するときは１８歳未満であるが、投票日（１月２４日）までの間に１８歳
になる人で、選挙日に「やむを得ない事情等」で投票所に行けない方は、不在者投票ができます。
どちらも告示の日の翌日（１月８日）から投票日の前日（１月２３日）までの毎日（土・日曜日も
含む）、午前８時３０分から午後８時までに、入場券を持参して役場までお越しください。

▼郵便による不在者投票
　自宅にいる重度の身体障がい者の方は、投票日に投票所へ行くことも、期日前投票所へ出向いて
投票することもできません。このような人のために、自宅、その他現に居る場所で郵便により投票
ができる制度（郵便による不在者投票制度）があります。
　郵便によるこの投票制度の対象者は、身体障害者手帳または、戦傷病者手帳の交付を受けている
人で、手帳に記載の障がいの程度が一定以上の重い人です。
  この制度で投票しようとする人は
　①　 あらかじめ、町の選挙管理委員会に申請して郵便投票証明書（有効期間は７年）の交付を受

けます。
　②　 選挙の際には、投票日４日前までに郵便投票の請求書に、郵便投票証明書を添えて投票用紙

を請求することになります。

投 票 所
　各投票所は、次のとおりです。入場券に指定された投票所をよく確かめ、投票にお出かけください。
　入場券は投票日までにお手元に届くように郵便にて発送しますが、発送後お手元に届くまでに日
数がかかる場合（３日程度）があります。
　入場券がお手元にない場合（紛失，未配達等）でも，投票時に選挙権がある場合などは所定の手
続きをすれば投票することができます。

投　票　区 投　　　　票　　　　所 所　在　地

第１投票区 大野町第一公民館 大字黒野

第２投票区 豊木地区農業構造改善センター 大字桜大門

第３投票区 富秋地区農業構造改善センター 大字稲富

第４投票区 西郡地区農村集落多目的施設 大字松山

第５投票区 鴬地区農村集落多目的施設 大字公郷

第６投票区 川合地区農村集落多目的施設 大字加納

開 票 所
　開票は、１月２４日午後９時から、総合町民センター多目的ホールで行います。

新型コロナウイルス感染症対策について
・投票所入口での職員による検温をお願いします。
・ マスクの着用や投票所に設置してありますアルコール消毒液で手指消毒をお願いします。
・鉛筆（シャープペン）を持参して投票用紙に記入することもできます。

 問合せ先  町選挙管理委員会事務局　☎ ３４－１１１１
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　所得税の確定申告は、毎年１月１日から１２月３１日までの間に生じた全ての所得の金額と、
それに対する所得税及び復興特別所得税の額を精算し、期限までに申告・納税する手続きです。
また、確定申告の内容は来年度の町民税・県民税等を決定するためにも必要となります。
　今年度は下記の日程・会場で行いますので、各自で（１）「所得税の確定申告が必要な方」も
しくは（２）「町県民税申告が必要な方」に当てはまるかを確認し、期間中に申告していただき
ますようお願いいたします。

【◎申告書受付の日時と会場】

月　日 会　場 対 象 地 域 開場時間

２月１６日（火）

大野町役場
２階
大会議室

稲富・古川・寺内

午前９時～
午後４時

（受付終了時間：
午後４時）

２月１７日（水） 牛洞・松山・瀬古・中之元・中之元団地

２月１８日（木）
宝来・島部・公郷・うぐいす苑・八木・天神・
南領家・北領家・大衣斐・小衣斐

２月１９日（金）
定松・鹿野・五之里・南方・郡家・上磯・下磯・
本庄・本庄西・下座倉

２月２２日（月） 黒野北区・黒野南区・黒野中区

２月２４日（水） 黒野西区・黒野東区

２月２５日（木）
六里・相羽・みどりニュータウン・相羽苑・下方・
麻生

２月２６日（金） 野・西方・桜大門

３月　１日（月） 大野・古城北・上秋・豊木団地・稲畑

３月　２日（火）～　
３月１５日（月）　
（土日を除く）

地域指定無し

※申告書用紙が事前に必要な方は役場税務課または大垣税務署にてお渡しできます。

【◎確定申告でのコロナ対策についての注意事項】
〇確定申告会場では、次の新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じます。
・整理券による受付方式となります。会場入口で整理券をお取りください。
・ 入場の際は、役場正面玄関のサーモグラフィでの検温を各自行っていただき、３７. ５度以上の発熱

が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
・ ご来場の際は、マスク等を必ず着用していただき、入口等で手指のアルコール消毒をご利用ください。
・来場される際は、できる限り少人数でお越しください。
・会場にて、ご来場された方全員の名前、住所を記入していただきます。

※簡単な申告はご自宅からパソコン・スマートフォンでの e-Tax での申告が便利です！！

所得税の確定申告・町県民税申告は期限内に
 【申告受付期間】２月１６日（火）から３月１５日（月）まで〈土・日・祝日を除く〉
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【給与収入がある方】
　大部分の方は年末調整により所得税が精算されるため申告は不要ですが、次のいずれかに該当
する方は確定申告が必要です。

①給与を１か所から受けていて、その給与が年末調整されていない場合
② 給与を１か所から受けていて、その給与が年末調整されている場合で、給与及び退職所得以

外の所得が２０万円を超える場合
③ ２か所以上から給与等の支払いを受けていて、年末調整をされなかった給与収入と給与及び

退職所得以外の所得の合計が２０万円を超える場合
④給与の収入金額が２，０００万円を超える場合
⑤源泉徴収票に記載されている以外の各種控除等を追加し還付を受ける方

【公的年金収入がある方】
①公的年金収入のみの方で、収入金額が４００万円を超える場合
②公的年金以外の所得金額が２０万円を超える場合
③源泉徴収票に記載されている以外の各種控除等を追加し還付を受ける方
④所得税の課税対象者で「扶養親族等申告書」を未提出のため還付を受ける方

【営業所得・農業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得などある方】
各種所得金額の合計額から各種控除額を差し引き、残額のある場合

 年金受給者の方 要チェック !！ 
※ 公的年金等の収入金額が４００万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万

円以下である場合は、所得税の確定申告は不要ですが、源泉徴収されている所得税の還付を受ける
方は確定申告が必要になります。また、確定申告が不要な方でも、年金の源泉徴収票に記載されて
いない控除（医療費控除・生命保険料控除・扶養控除など）を来年度の町県民税に適用するために
は町県民税の申告が必要になります。

◆ お 知 ら せ ◆
　譲渡所得（土地・建物・株式等の売却）のある方や、初めて住宅ローン控除を受ける方、新た
に事業を始めた方、事業に伴う経費の算定が不明の方、雑損控除を受ける方、亡くなられた方の
申告をされる方、消費税・贈与税・青色申告の方は「大垣市民会館」で申告を受け付けております。
（大野町役場では受け付けできません。）

◎会場　大垣市民会館　３階大会議室（大垣市新田町１丁目２番地）
◎日時　２月１６日（火）～３月１５日（月）（土・日・祝日を除く）午前９時～午後５時
　　　　混雑緩和のため会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　　　　◎期間中、大垣税務署内では申告相談を行いません。上記会場へお越しください。
　　　　◎ 本年は、公的年金を受給されている方を主な対象として令和３年１月２２日（金）か

ら大垣市民会館会場で申告相談を受け付けます。

 問合せ先  大垣税務署　☎ ０５８４－７８－４１０１（自動音声案内にしたがって「２」を選択）

（１）所得税の確定申告が必要な方
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まちのお知らせ

　令和３年１月１日現在、大野町に居住されている方で、次のいずれかに該当する方。ただし、
所得税の確定申告をする方は必要ありません。

① 勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない給与収入（パートやアルバイト含む）が
ある方

② 給与・年金の源泉徴収票に記載されている扶養親族や所得控除等を追加又は変更する方
　　　　　　公的年金収入のみの方で、年齢が６５歳以上で年金収入額が１４８万円以下の場合、又は６５歳

未満で年金収入額が年額９８万円以下の場合は非課税ですので、申告の必要はありません。

③ 営業所得・農業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得等がある方
④ 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方
　　　　　　昨年中に無収入の方、遺族・障害年金、雇用（失業）保険、傷病手当のみの方でも、その旨の申

告を行わない場合は、上記保険税（料）の軽減措置が受けられないことがあります。

⑤ 各種手当ての受給申請をはじめ、保育所や公営住宅の入所申請、各種融資の申し込み等に必
要な所得証明書や課税証明書の交付を受ける必要がある方

⑥ 講演会での謝礼・原稿料・外交員報酬等がある場合
　　　　　　講演会謝礼・原稿料・外交員報酬等については、支払の際に所得税が源泉徴収されています。し

かし、給与収入や公的年金収入とは異なり、支払者から町に報告書の提出はありません。そのため、
ご自身で町県民税の申告をしていただく必要があります。

※医療費控除・セルフメディケーション税制の領収書（レシート）について
　領収書（レシート）の添付・提示に代わり、「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーショ
ン税制の明細書」を記入し、提出していただくこととなりました。これらの様式は、役場の税務
課窓口、税務署窓口、国税庁ホームページから取得できますのでご活用ください。
　なお、「医療費控除の明細書」は医療保険者から交付を受けた医療費通知などを提出すること
で記入を省略することができます。（医療費通知の内容によっては省略できない場合もあります。）
　また、どちらの控除も、領収書等はご自宅で５年間保管していただき、税務署から提示等の求
めがあった際は応じなければなりません。

※�医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択制です。どちらか一方のみ控除
を受けることができます。

◆ お 願 い ◆
※ 事業所得（営業・農業）や不動産所得のある方は、収支内訳書を事前に作成したうえでご来場くだ

さい。
また、医療費控除を受ける方は、事前に金額を集計のうえ、ご来場ください。事前の作成・集計が
されていない場合は、会場において申告の順番が後になることがあります。

※ 大野町役場では、贈与税・消費税に関する申告相談は行っておりません。受付は大垣市民会館とな
ります。

（２）町県民税（住民税）の申告が必要な方

ポイント

ポイント

ポイント
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★申告に必要なもの

全
て
の
方
に
共
通
す
る
も
の

●印鑑（シャチハタ印は不適）
●通帳等（申告者名義のもの）
●税務署から送付された確定申告のお知らせはがき等（送付されている場合）
●利用者識別番号（お持ちの方のみ）
●�マイナンバーカード又は個人番号通知カード（写）もしくはマイナンバーが記載さ
れた住民票（写）
●運転免許証等本人確認ができる書類（事前にコピーをご用意ください）
　（マイナンバーカードをお持ちでない方のみ）
※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族の本人確認書類が必要です。

【◎住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）等に関する説明会】
　令和２年中の確定申告より住宅借入金等特別控除を受けようとされる方は、下記の日程・会場で受
け付けます。
※事前に相談日時の予約をお願いします。（大垣税務署個人課税部門 ０５８４-７８-４１０４（直通）へ）

月　　日 開　設　時　間 会　　　場 対　象　者

２月１０日（水）
２月１２日（金）
２月１５日（月）

午前９時～午後５時
大垣市民会館
３階大会議室
（大垣市民プール南隣）

一定の要件に当てはまる家
屋を新築、購入し、令和２
年中に住居の用に供した方

申告に
必要なもの

印鑑（シャチハタ印は不適）、筆記用具、通帳等（申告者名義のもの）、給与所
得の源泉徴収票（原本）、登記事項証明書、請負契約書等の写し、住宅取得資金
に係る借入年末残高証明書（認定長期優良住宅等を取得された方は加えて、長
期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、及び住宅用家屋証明書又は認定長
期優良住宅建築証明書等）

※住宅取得資金にかかる贈与税の申告書の添付書類については、大垣税務署へお問い合わせください。
※ 医療費控除を受けたい方や、年末調整で控除もれがある場合は、その控除を受けるための書類も併

せて必要です。

【◎税理士による無料税務相談所】
　下記の日程でも、申告書の記入の仕方、申告・納税などについての相談、確定申告書の作成を行え
ます。なお、譲渡・贈与・相続に関する相談は、大垣市民会館へお越しください。
※事前に相談日時の予約をお願いします。（大垣税務署個人課税部門 ０５８４-７８-４１０４（直通）へ）

月　　日 開　設　時　間 会　　場

１月２６日（火）～
２月　５日（金） 

〈土・日を除く〉

午前９時３０分～正午
午後１時～４時　

イオンタウン大垣イースト棟２階
コミュニティホール
（大垣市三塚町丹瀬４６３番地１）

 問合せ先  ●所得税、消費税、贈与税に関すること　　大垣税務署　　　　☎　０５８４－７８－４１０１
 ●町県民税（住民税）に関すること　　　　大野町役場税務課　☎　０５８５－３４－１１１１
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国　保　だ　よ　り

～国民健康保険税の口座振替について～

　役場窓口では専用の端末を使用し、口座振替の登録について、各金融機関（大垣共立銀行、十六
銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、いび川農業協同組合、ゆうちょ銀行）
のキャッシュカードによる口座振替の登録も可能となりました。通帳も印鑑も不要で、翌月からの
引き落としができます。便利で安全な口座振替をぜひご利用ください。
　※一部の金融機関はカードの種類によって登録が出来ない場合もあります。

 問合せ先  健康課　☎ 34-1111

 国民健康保険　医療費のお知らせ 
　医療費のお知らせ（医療費通知）は、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の
健康と医療に関する認識を深めていただくほか、保険医療機関等から請求された医療費が、保
険税を財源とする収入より適正に支出されたかを皆様にも確認していただくことを目的として
お送りするものです。（本通知を受け取ったことによる手続きはありません。）
　この通知には、国民健康保険で受診された保険診療による医療費の総額（１０割）のほか、
受診者名、診療年月、受診した医療機関、患者負担額等を記載して、世帯主様宛に送付します。
　また、確定申告時の医療費控除にもご利用できます。
　なお、医療機関等の領収書は捨てずに保管してください。

 医療費通知を利用した医療費控除の申告について 
※確定申告への添付に伴う医療費通知の修正方法、医療費控除に関するお問い合わせは、管轄
の税務署（大垣税務署：0584-78-4101）へお願いします。

・ 患者負担額が記載されていますが、実際に医療機関等に支払った額と異なる場合（公費負担
医療や福祉医療費助成を受けている方、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある方等）
は訂正してください。

※ 障がいやひとり親、乳幼児等を理由に福祉医療費助成を受けている期間は医療費控除の適用
とはなりませんので、ご注意ください。

・ 医療費控除の対象となる診療で、本通知に記載のないものがあった場合は領収書等でご確認
の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。（医療機関等からの請求が遅れた場合等、
医療費通知に記載されないことがあります。）

・ 「医療費控除の明細書」に必要事項を記入した場合、医療費の領収書については確定申告期
限等から 5 年間保存する必要があります。

・ 医療費通知を再交付することが出来ます。
　交付開始期間（予定）
　令和２年 1 月から令和２年１０月分：令和３年１月４日から
　令和２年１月から令和２年１２月分：令和３年２月下旬から
　必要なもの：印かん、保険証、身分証明書
　詳しくは健康課までお問い合わせください。
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お知らせ

※ 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。

自 衛 官 等 募 集 案 内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

予備自衛官補
（一般）

１８歳以上３４歳未満の
者 第１回

令和３年１月６日～
　　　　　　　４月９日

第１回
令和３年４月１７日～
　　４月２１日のうち 1 日

第１回
令和３年５月２１日予備自衛官補

（技能）

１８歳以上で保有する技
能に応じ５３歳～５５歳
未満の者

自衛官候補生
１８歳以上３３歳未満の
者

年間を通じて行っており
ます。

第９回令和３年１月１４日
第１０回令和３年２月６日
第１１回令和３年２月１９日

試験時にお知らせします。

※１　 受験資格の年齢は令和３年４月１日現在です。ただし、自衛官候補生においての３３歳未満は令和３年６月
３０日現在３３歳に達していない者。

※２　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。
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

揖斐警察署からのお知らせ

　今年は、昨年延期となった東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開
催される予定です。
　こうした国際的イベントにおいては、これまでに開催地だけでなく離れた場
所でもテロ事件が発生しています。
　このため全国の警察では、テロの防止に向けて警戒を強化しています。

～　皆様へのお願い　～
　警察では、テロ等不法行為の防止
に向けて警戒を強化していますが、
警察の取組だけでは十分ではなく、
地域の皆様と連携した対策が必要で
す。
　身の回りで、不審者・不審物を見
かけた時はすぐに警察へ 110 番通報
をお願いします。

皆様のご協力をよろしくお願いします。

【不審者・不審物の一例】
○　�見かけない人が、何度も同じ

場所を行き来している
○　�人目を避けるようにカメラや

ビデオで周囲を撮影している
○　�見慣れない車が繰り返し徘徊

している
○　�誰の物か分からない鞄や袋が

不自然に置いてある
○　�机や椅子の下に隠すように鞄

が置かれている� など…

問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３-０１１０

１月１０日は１１０番の日です
　１１０番通報は、警察が県内
の事件・事故を素早く知る大切
なツールです。
　皆さんの素早い１１０番通報
が早期事件解決につながり、安
全・安心を確保する上でとても
重要な役割を果たしています。

～皆さんへのお願い～
１　現場からの速やかな通報
　　 事件や事故が起こった際は、

その場で速やかに１１０番通
報をお願いします。

　　早期事件解決に繋がります。
２　目標物等の場所特定
　　 付近の店舗や交差点の名前な

ど、目標となるものを教えて
ください。

　　 指令を受けたパトカーや警察官
が速やかに現場急行できます。

３　犯人に関する情報の提供
　　 犯人を目撃された場合は、「性

別、逃走手段や方向、車の塗
色、ナンバー、車種」など犯
人を特定できる情報をお願い
します。

　　 スマートフォンなどを活用し
た動画、写真も有効です。

★★★ 注　意 ★★★
　緊急性のない「要望・苦情・相談」「各
種照会」は重要な１１０番通報に支
障を及ぼすため、警察相談専用電話

『♯９１１０』または揖斐警察署へお
かけください。

問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３-０１１０
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催し・講座

「林家きく麿独演会」の開催

　笑いと健康をテーマに落語会を
開催します。
◎出演者　林家きく麿（落語協会・
真打）
◎日時　１月１６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　１,０００円（全席自由席）
※未就学児の入場はご遠慮ください
※チケットは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
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２-１１１１

「農業とSDGｓを原動力とす
る地方創生セミナー」の開催

　農業における新しい価値創出を
通した持続可能な地域づくりを推
進するため、今後の農業発展とＳ
ＤＧｓとの関係性について講演し
ます。
◎講師　OKB 農林研究所所長
　　　　笠井博政 氏
◎日時　１月２６日（火）午後２
時～
◎場所　総合町民センター　 
多目的ホール
◎入場料　無料　※入場制限あり
問合せ先  農林課　☎ 34-1111

里親登録個別相談会の開催

　岐阜県では、親の事故や病気等
により家庭で生活ができなくなっ
た子どもたちを、親に代わって養
育する里親を募っています。里親
についての個別相談会を開催しま
すので、興味のある方は、下記ま
で問い合わせください。※要予約
◎日時　１月２４日（日） 
午前１０時から午後２時まで 

（１世帯３０分程度）
◎場所　西濃子ども相談センター

（大垣市禾森町５－１４５８－１０）

問合せ先  西濃子ども相談センター
☎ 0584-78-4838

放送大学４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、２０２１年度第１学期（４
月入学）の学生を募集しています。
◎出願受付　第２回期限：３月
１６日（火）※私書箱必着
問合せ先  
放送大学岐阜学習センター　
☎ 058-273-9614

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　１月１４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　１月２０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　１月１８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　１月１８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　１月５日（火）、１２日
（火）、２６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
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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

スター せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ� 3～ 5歳
（朝井�リョウ著 /朝日新聞出版）

　新人の登竜門となる映画祭でグランプリを受賞した尚
吾と紘。2 人は名監督への弟子入りと YouTube での発
信という真逆の道を選ぶ。作品の質や価値は何をもって
測られるのか…。『朝日新聞』連載を加筆し単行本化。

（長野�ヒデ子さく / 童心社）

　なんでもやってみたいタイのおかあさん、せとうち
たいこさん。「ふじさんと友だちになりたーい」と、ふ
じさんまでやってきました。ふじさんと仲よくなった
たいこさんは、ふじさんに登ろうと準備をはじめ…。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●子どもを読書好きにするために親がで
きること� （白坂�洋一著 /小学館）

●中学生の頭の中身をのぞいたら、未来
が明るくなりました。

（なりたい大人研究所編 /KTC中央出版）
●世間とズレちゃうのはしょうがない

（養老�孟司著・伊集院�光著 /PHP研究所）
●動物警察 24時� （新堂�冬樹著 /光文社）

●夜明けのすべて� （瀬尾�まいこ著 /水鈴社）

●みかんおいしくなーれ� 0 ～ 5歳
（矢野�アケミさく /大日本図書）

●おしりたんてい�おしりたんていのこい !?� 小初
（トロルさく・え /ポプラ社）

●ぼくの犬スーザン� 小中
（ニコラ・デイビス文・千葉�茂樹訳・垂石�眞子絵 /あすなろ書房）
●まるごとこままわし教室� 小中，小上

（日本こままわし協会著 /いかだ社）
●昔のお仕事大図鑑� 小中，小上，中

（小泉�和子監修 /日本図書センター）

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「新年事始め」展
　あけましておめでとうございます。皆さんは今年の目標を決
めましたか？お茶やお花といった習い事からジョギングや筋ト
レなど、新しい年の始まりとともに、新しいことにチャレンジ
してみてはどうでしょう。

年始の休館日
　１月１日（金）から１月４日（月）まで図書館は休館になります。
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

　図書館では、マスク・手指消毒、
返却本のアルコール消毒を徹底
しておこなっております。
　閲覧用のテーブル席、畳席に
は飛沫防止パーテーションを新
設し、さらに安心してご利用い
ただけるようになりました。
　ぜひ、図書館へお越しくださ
い。
※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

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

1 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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保健師による

健康伝言板
　大野町では「誰も自殺に追いこ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。今月はこころの黄信号に早く気づいて、
自分でできるメンタルヘルスケアについてご紹介します。

こころの健康
セルフケアについて

■　ストレスを抱えていないかチェックしてみよう　■

　以下の項目の中で、当てはまるものはいくつありますか？

□ 一度の失敗や、よくない出来事にとらわれやすい □ 仕事や家事が手につかなくなった
□ 目がしょぼしょぼする、疲れやすい □ 手のひらや首筋に汗をかくようになった
□ 心配事が頭から離れない □ 物事をつい深読みしすぎてしまう
□ ケアレスミスが増えた □ 常にイライラして落ち着きがなくなった
□ 朝、目覚めると気分が悪くなる □ 時間に追われる日々をおくっている

☆当てはまる項目が多い人ほど、たくさんのストレスを抱えている可能性があります

1
　ストレスをためないコミュニケーション
　①「我慢」をせず「自己主張」
　②自分は自分、他人は他人
　③自分へのハードルを高くしない
　④「深読み」と「くよくよ」はしない

あなたは大丈夫？

2
　イライラを解消する食事
　栄養不足は、イライラや不安、集中力
の低下を招きます。規
則正しく、バランスよ
く摂りましょう。

3
　運動で心と体をリフレッシュ
　ウォーキングなどの有酸素
運動は、心を安定させ、スト
レス解消効果がある脳内ホル
モンを分泌させます。

4
　心身の緊張を和らげる		

　　　　　　　　　　リラクゼーション
　入浴、ストレッチや
マッサージは、心身の緊
張をほぐします。

5
　快適な睡眠がストレス解消のカギ　
　睡眠は、心身の疲労を回復させます。生活リズムにメリハリをつけましょう。

6
　それでもつらいときには…誰かに相談してみましょう。　
　つらい思いは、吐き出すことで小さくなることがあります。下記のような相談窓口があります。
　ひとりで抱え込まず、あなたの話を聞かせてください。

岐阜いのちの電話　　　毎日ＰＭ７時からＰＭ１０時まで　第１・３金のみＰＭ７時～連続２４時間
　　　　　　　　　　　☎ ０５８－２７７－４３４３
よりそいホットライン　年中無休・２４時間
　　　　　　　　　　　☎ ０１２０-２７９－３３８　https://www.since2011.net/yorisoi/
　　　　　　　　　　　※電話、FAX、チャットや SNS による相談にも対応しています。
大野町心の健康相談・多重債務等相談会　　毎月第２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※無料　要予約　相談日前週金曜日までに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ３４－２３３３　場所　大野町保健センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心の相談員：精神保健福祉士　多重債務等の相談員：弁護士

今年度開催日　１月１８日（月）
２月８日（月）・３月８日（月）



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（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　　金 家賃の３か月分

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、インターネット回線）

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２ヶ月

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】
１月４日（月）～２０日

（水）午前８時３０分～
午後５時１５分（土・日・
祝日は除く）
◎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　
※�詳しい内容は町ホーム
ページをご覧ください。

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！
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揖斐郡医師会から再度のお願いです
　揖斐郡医師会所属の医療機関は、感染対策を十分に行って診療していますが、
より安心して受診していただくためには、皆様の理解と協力が必要です。

受診の際は、次のことをお守りください

１．受診の前に医療機関に電話をしてください
　発熱，咳など比較的軽いかぜ症状が続く場合、すぐに医療機関
を受診せず、2 日程は自宅で様子をみてください。その後症状が
改善しなければ医療機関に電話してください。ただし、高齢者と
基礎疾患（がん、肺の病気、ひどい糖尿病、透析中など）がある
人は、発熱した翌日には医療機
関に電話してください。

　なお、症状には個人差があるので、心配な方
は医療機関に電話で相談してください。

２．マスクをして受診してください 
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月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

1

1
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

2
いびレディースクリニック 揖斐川町三輪 23-００５０

コスモス薬局揖斐店 2１-32５５

3
小森内科胃腸科 大野町黒野 3４-１０００

オオノ調剤薬局 3４-3663

10
新生病院 池田町本郷 ４５-3１6１

ピノキオ薬局池田店 ４５-０233

11
今村医院 池田町池野 ４５-2１33

たんぽぽ薬局揖斐店 2１-５０2１

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

1

17
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 ４４-3００１

24
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

31
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 3５-５6７１

※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

１月休日在宅当番医のお知らせ

８０２０運動で表彰されました
「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２１名の方が表彰されました。おめでとうございます。

（敬称略）

稲川　雅江（大野） 岩田　正通（野） 奥田　澄夫（大野） 河田　貞夫（瀬古）
國枝　正義（加納） 熊崎　逸子（大野） 河村　文枝（桜大門） 児島　義昭（稲富）
小森　勝彦（公郷） 髙原　貴美子（稲畑） 坪井　清子（野） 中村　貞夫（西方）
羽賀　弘（上秋） 林　修（黒野） 堀　敏子（寺内） 松浦　和夫（相羽）
横山　妙子（黒野） 他４名

大野町内医療機関年始診療について

医療機関名
１月

所在地 ･
電話番号

１日 ２日 ３日 ４日 ５日
金 土 日 月 火

大久保医院 × × × ○ ○ 黒野 ３２-１５１０

おおのクリニック × × × 〇 〇 南方 ３５-００５５

国枝医院 × × × ○ △ 黒野 ３２-００２３

クリニックラポール × × × ○ ○ 大野 ３２-００３３

小森眼科 × × × ○ ○ 中之元 ３４-３５３５

小森内科胃腸科 × × ◎ ○ ○ 黒野 ３４-１０００

たかはし耳鼻咽喉科 × × × ○ ○ 中之元 ３２-１１１５

たしろクリニック × × × ○ ○ 下磯 ３６-１１６８

ゆり形成内科整形おおの × △ × ○ ○ 大野 ３５-７７２２

若原整形外科 × × × ○ ○ 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 4 時）



　毎年１月に各地区にて開催しておりました新春ふれあい食事会がコロナ禍の影響により中止せざるを得ない状況
となりましたが、地域での食事会は、住民交流や見守り活動などに従事される地域の方の情報共有の場としても活
用されておりました。また、ふれあいいきいきサロンについても、感染対策をしたうえでの開催や、集合型から訪
問型へ形を変えて再開するなど、地域の方が取り組んでみえますが、他者とふれあう機会の減少・長期化により、
お一人暮らしやご高齢者世帯の孤立が心配されます。今回このような状況を踏まえて、見守り支援の対象となる住
民の把握と情報共有などを目的に「地域見守りマップ」作りを通した連絡会を、民生委員・児童委員の皆さんと実
施しました。マップ作りから見えてきた地域の特長や課題など、参加者の皆さんの主なご意見をご紹介します。

①お住いの地域の特長　　②見えてきた課題　　③課題についての解決方法　など

社会福祉協議会だより
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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

民生委員児童委員・福祉委員連絡会

①
・地域のサロンが顔を合わせる場となっている
・�二世帯家族が多く、親戚等も近くに住んでいるの
でお互いに気にかけながら暮らしている

・地域の行事が多い
・仕事をされている世帯が多い
・年２回の清掃活動が情報交換の場となっている
・老人会活動が地区の主な集まりになっている
②
・集いの場所がない
・婦人会や老人クラブがなくなった
・近所つきあいが希薄になってきた
③
・集いの場がないので集える場を作ることが必要
・�区長さんや地区役員（評議員）さん等と話し合う
機会があると良い

・公民館に住民が集まって体操などを実施したい

①
・二世帯同居や親戚が近くに住んでいる家が多い
・地域の行事が多く住民が積極的に参加している
・�友達同士で喫茶店などに集ったり、電話で連絡を
取りあっている
・ご高齢の方は元気な人が多く、仲間意識が強い
・医療機関や学校などが近くにあり便利
②
・昔あった近所付合いなどが希薄になっている
・サロンの会員以外は交流がほとんどない
・�昼間の独居を含め、高齢者世帯や一人暮らしの方
が増えてきた
・組の行事に若い世代の参加が少ない
③
・サロンの多くの方に参加してもらいたい
・男性の集いを年に何回か作ったらどうか
・地域での見守りが必要
・�コミュニケーションを図る場所として、新しいサ
ロンを立ち上げたい

〈第１地区〉 〈第２地区〉
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①
・二世帯住宅が多く、顔が見える距離に身内がいる
・親戚が近くに住んでいて行き来されている
・一人暮らしの高齢の方は元気な方が多い
・�独居の方が多くなってきたが、近所同士が気にか
けあっている
②
・地域の住民が集うことが少ない
・地域にサロンがなく集う場がない
・新しい住宅が増えてきており交流が少ない
・�婦人会が無くなったり、老人会活動も減少したこ
とで交流が少なくなった
・地域のよっては子どもの数が減っている
・�コロナ禍で交流が減ってしまい、隣家とも行き来
できない状況がある
③
・地域サロンの立ち上げを検討している
・サロンなど集いの場があるとよい

①
・�お宮掃除や地蔵祭りなどの地域行事が続いており、
子どもも参加する集まりがある
・組によっては地域のつながりが深く交流がある
・民生児童委員と福祉委員の連携がある
・�高齢者も元気で活動的な人が多く、見守り不要の
方が多い
②
・�隣近所が声を掛合うことが少なく、家に閉じこも
る方が増えている
・隣家と距離があり高齢者が交流しづらい
・�子どもさんが遠くに住んでおり実家へ訪問が少ない
・�新しい世帯が多く、地域のつながりが薄くなった
③
・困った時に助けを求めやすい環境作りが大切
・�地域行事が無くなりつつあるので対策できると良い
・�民生児童委員や福祉委員、区長などと話し合う機
会をつくりたい

①
・�野菜作りやバラ栽培などに従事している方が多く、
外での交流の場となっている
・高齢者が少ない地域もあり見守り対象者が少ない
・�サロンやおしゃべり会があり、喫茶店も集いの場
になっている
・�区長や民生児童委員が一人暮らしの方の緊急事態
に備えて家族の連絡先などを把握している
・�区報で地区の行事などお知らせしている
②
・�二世帯同居だが仕事に行くため、日中の独居が多い
・将来は一人暮らしの方が増えると思う
・お隣との付き合いがなく、家族状況など分からない
③
・集いの場がないので、サロン等があれば良いと思う
・日中ひとりになる高齢者が集える場所があると良い
・サロンを開催するのにリーダー的存在がいない
・喫茶店などに集まるなど見守りの場にすると良い

①
・地域のつながりが強い
・元気な方はゲートボールなどで交流がある
・地域のふれあい広場が集まりに活用されている
・しがらみが少なく気さくな付き合いをしている
②
・10年後には独居や高齢者世帯が増える
・�元気な方が多いが、将来的に買い物等に不安がある
・サロンなど集う場所がない
・�子どもさんが遠くに住んでおり、何かあった時に
すぐに対応することができない
・交流できる人が元気な人などに限られてしまう
・地域が高齢化しており、つながりも薄く問題も多い
③
・小規模なサロンができればよい
・�区長や自治会長、民生児童委員、福祉委員等が地
域の情報共有をできると良い
・気軽に助け合えるしくみがあると良い

〈第３地区〉

〈第５地区〉

〈第４地区〉

〈第６地区〉

　今回、ご参加いただいたみなさんのご意見を参考に地域福祉活動に役立てていくとともに、今後も地域に出向か
せていただき、皆さんとの協議の場や地域活動のご支援をさせていただきますので宜しくお願い致します。
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災害ボランティアコーディネーター養成講座

東いきいきサロンが立ち上がりました

ふれあい食事サービス「ニコちゃん弁当」食品衛生講習会

　昨年実施した養成講座の全日程修了者を対象に、災害ボランティアセンターの実技訓練を行いま
した。今回は１９名の方が参加し、ボランティアセンターの役割と業務内容を再確認しながら、被
災者ニーズの聞き取り、災害ボランティアとのマッチングなどの一連の流れを体験し、ボランティ
アスタッフとしてのスキルアップを図りました。
　いつ何時発生するか分からない災害に備えて、災害ボランティア活動の拠点として円滑な運営が
行えるよう、地域の方との連携しながら体制を整備していきます。

　第 1地区の黒野東区に、新しくサロンが立ち上がりました。地域の有志の方、区長さん、民生委員・
児童委員と福祉委員の皆さんが、サロン立ち上げに向けて、開催内容やコロナ対策について検討し
ながら話し合いを重ね、１０月に第１回目の開催が実現しました。１０月は３２名、１１月は２７
名の方が参加され、コロナ禍で会えなかった地域の方とのおしゃべりを楽しまれる様子がありまし
た。これからも、地域の皆さんが楽しく過ごせる交流の場として、安全にサロン活動が実施できる
ように支援させていただきます。

　１１月１８日（水）に、ニコちゃん弁当調理ボランティア「ニコニコ会」対象の食品衛生講習会
を実施しました。９月の地区代表者参加の講習会に続き、岐阜県西濃保健所揖斐センター生活衛生
課の細野いづみ氏を講師に招き、会員向けに開催しました。
　これから冬になると増えてくるウイルス性食中毒の予防法や、お弁当調理における衛生管理での
手洗いの重要性と調理工程の温度管理について、ポイントを押さえた講義をしていただきました。
　会員の皆さんは、安全で美味しいお弁当をお届けする為、真剣に受講されてみえました。

被災者ニーズ調査

１０月ＤＶＤ鑑賞

ボランティア活動のマッチング

１１月介護予防体操
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おもちゃ病院「かき工房」からのお知らせ

善　意

岐阜県共同募金会会長表彰・感謝
　令和２年度岐阜県共同募金会表彰にて、下記の者の功績が認められ感謝状が贈呈されました。

【優良支会・分会役員】　吉村 工（大野町分会 会長）
【優良支会・分会】　共同募金会大野町分会

　吉村会長は大野町分会�会長として、５年以上にわたり共同募金の発展に寄与された功績が認めら
れての受賞、又、共同募金会大野町分会は令和元年度の募金活動実績が認められての受賞となりま
した。

　次の方よりご寄附がありました。
　〇　　匿　　名　　様　　５００, ０００円
　〇北小学校ＪＲＣ委員会　　　５, ０００円

１人ひとりの小さな気持ちが
� 大きな福祉の心となりました
　北小学校ではＪＲＣ委員会（５・６年生）が中心と
なり、毎週水曜日の朝にアルミ缶・牛乳パック・１円
募金の回収活動を行い、優しさや思いやりの心を育ん
でいます。今回は、令和元年度中に集めた１円募金
５千円分を令和２年度前期ＪＲＣ委員長の日

ひ

比
び

野
の

心
ここ

和
わ

さんより寄附していただきました。
　寄附金は、就労支援施設もみじの里にて、自主製品
製造用備品を整備するために活用させていただきま
す。

令和２年度前期ＪＲＣ委員会の皆さん

おもちゃ病院 おもちゃドクターが治します！「かき工房」
【開院日】　◎第２火曜日　１３：３０～１５：３０
　　　　　　　　　　　　（１月１２日、２月　９日）
　　　　　◎第４土曜日　１０：００～１２：００
　　　　　　　　　　　　（１月２３日、２月２７日）

【場　所】　平和堂大野店１階西側おおのふれあい通り

※令和３年４月から第４土曜日のみの開院になります。
※おもちゃドクター大募集！興味のある方はお気軽に声をかけてください。

申込・問合せ先  町社会福祉協議会　おもちゃ病院「かき工房」☎ ３４-２１３０
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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。

11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 小川　敦
た い し ん

慎 遥生・玲 大野 大橋　徠
ら い ら

羅 伸也・彩香

黒野 髙島　來
ら き

希 大輔・里奈 稲富 黄　　美
み せ き

汐 黄忠成・宋　楊

黒野 政木　湊
そ う ま

真 幸司・美苗 小衣斐 笹木　季
い お り

織 陽平・由華

黒野 福田　さら 真広・ゆう 下磯 髙野　結
ゆ う な

心 尚幸・玲奈

桜大門 服部　旺
お う せ い

生 壮利・侑子 下磯 堤　　千
ち は や

隼 政貴・萌

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

相羽 松浦　又一 91 古川 小林コマツ 87

西方 三輪　久子 91 公郷 桐山　里美 61

大野 笠浦　　等 74 上磯 三田村惠美子 77

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

人口と世帯（１2月１日現在）

人　口 … ２２,６９９（＋　６）
男 … １１,１６０（＋　３）
女 … １１,５３９（＋　３）
世帯数 … ８, ０９０（＋１６）
出生１０人／死亡１５人／転入５４人／転出４３人

納 期 限 の お 知 ら せ

１２月25日（金） 固定資産税（3期）
国民健康保険税（8期）

２月１日（月） 町県民税（4期）
国民健康保険税（9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

第１３回
冬の電飾

コンクール

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
1 月 17 日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、1月24日（日）�
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時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
２８kcal ０.８g ０.７g ２９mg ０.４g

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ます。

広報おおの

冬野菜を使ってメタボを予防しよう
　この冬はコロナ禍のため、ステイホームの機会が多くなっ
ています。
　食べ過ぎや運動不足等で油断していると知らない間に体重
増加で大変！ということになりかねません。旬の野菜を使い、
美味しく楽しく健康管理をしましょう。このスープは食感を
楽しむスープで、心身共に温まります。とても簡単、手軽に
できますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。

●大根スープ
【材料（６人分）】
大根…… ４８０ｇ（１/２本）
カニかまぼこ… ６０ｇ（６本）
だし汁……………… ９００㏄
中華だし（粉末）�……… 小さじ１
ラー油…………………… 少々
万能ねぎ……… ３０ｇ（４本）
　片栗粉…………… 大さじ１
　水………………… 大さじ２

【作り方】
①大根は乱切りにする。カニかまぼこは半分に切る。ねぎ
は小口切りにする。
②厚手の鍋にだし汁と大根を入れ、やわらかくなったら、
マッシャーで１/３量程度をつぶす。
③中華だしとカニかまぼこを入れ、なじんできたら、水溶
き片栗粉を加え、全体にからめ火を止める。
④ラー油を落とし、ねぎを散らす。

�
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 黒野 浅野　祐貴

♥
夫 上秋 横山　玲央

妻 黒野 丸山　桃香 妻 名古屋市天白区 竹内　悠菜

♥
夫 黒野 若原　悠希

♥
夫 牛洞 春日　伯夫

妻 岐阜市 中原いずみ 妻 岐阜市 村上　木花

♥
夫 相羽 松浦　祐也

♥
夫 中之元 山岸　哲也

妻 岐阜市 藤井　碧衣 妻 中之元 町田　芽以

♥
夫 相羽 坂田二三男
妻 相羽 岸江　直美

末永くお幸せに末永くお幸せに


