
※�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 特集　笹山古墳

▶４ 大野町の連結財務４表

▶６ まちの話題

▶１０ まちのお知らせ

▶２０ Information�くらしの情報

▶２６ 議会の窓
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快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの

笹山古墳
最古・最大規模と判明 !
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濃尾平野における前方後方墳最古級
　笹山古墳は、大正２年の開墾によって削平され、現在地表には存在しない古墳です。
平成２２年までは円墳であると考えられていましたが、同年に天理大学が実施した
地中レーダー探査によって前方後方墳であることが判明しました。
　墳丘の全長は復元すると約５０m を越えると推測されます。古墳出現期としては
最大規模の前方後方墳であり、築造時期は西暦２００ 年前後と考えられます。

▲今春、開館予定の「大野あけぼのミュージアム」

　周濠からは大変珍しい近江地方

（滋賀県）の影響を受けたと考えられる

小型甕も出土しました。

　小型甕をはじめとする今回の出土遺物は、

今春、開館予定の大野町埋蔵文化財センター

「大野あけぼのミュージアム」で
展示公開する予定ですので

皆様お楽しみに！

文化財整理室　岡田

2 広報おおの 2021.2

▲発掘調査の様子



上磯古墳群
　上磯古墳群は、北山古墳（県史跡、前方後方墳）・亀山古墳（県史跡、前方後円墳）・南山古墳（町
史跡、前方後方墳）・笹山古墳（前方後方墳）と３ 基の小古墳（滅失）からなる古墳群であり、古墳
時代前期に連続して築造されたと考えられています。
　これまでのところいずれの古墳でも葺

ふ き

石
い し

・埴
は に

輪
わ

は見つかっていません。
　今回、柿畑から水田への転作に伴い、伐根によって、地中に残存する笹山古墳の遺構の喪失が懸
念されたため、発掘調査を実施しました。調査後は埋め戻して水田として利用されます。
　将来的には、上磯古墳群の国史跡指定を目指し、令和３年度は、亀山古墳の発掘調査を予定して
います。

▲近江系小
こ

型
が た

甕
が め

　出土状況
（墳丘側から撮影）

テラス

周濠

墳丘（滅失）
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大野町の連結財務４表

 連結対象会計・団体等 

　連結財務書類とは、普通会計に加え、公
営事業会計、一部事務組合などの関係団体
を、「行政サービス実施主体」というグルー
プとして連結した財務書類です。
　町が連結対象とする会計等は右図のとお
りです。

①　貸借対照表（バランスシート）
　「貸借対照表」は、町が住民サービスを
提供するために保有している財産（資産）
とその資産をどのような財源（負債・純資
産）でまかなってきたかを総括的に表すも
のです。また、資産合計額と負債・純資産
合計額が一致し、バランスがとれている表
であることから「バランスシート」とも呼
ばれます。

○次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率）
　町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がど
のような負担割合になるのかをみる比率です。

純 資 産 比 率：７５．６％（純資産合計÷資産合計×１００）　　　　　　
将来世代負担比率：１１．２％（地方債合計÷有形・無形固定資産合計×１００）
� ※地方債合計は特例地方債を除く

　大野町では、社会資本形成のこれまでの世代の負担比率が高く、将来世代の負担比率は低いこと
から、将来世代である子どもたちに負担の低い財産形成が行われていることが分かります。

町民１人当たりのバランスシート
資産：１９３万円　　　負債：４７万円　　　純資産：１４６万円

（令和２年１月１日現在人口　２２，９５２人）
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②　行政コスト計算書
　「行政コスト計算書」は、資産形成に結びつ
かない行政サービス（福祉やゴミの収集など）
にかかるコストと、受益者負担額等（使用料、
手数料など）を表示させた表です。

○町民１人当たりの行政コスト計算書
　純経常行政コストと経常収益を対比させる
ことで、どれほど町の一般財源でまかなって
いるかが分かります。

③　純資産変動計算書
　「純資産変動計算書」は、貸借対照表におけ
る純資産が１年間でどのように変動したかを
表したものです。行政コスト計算書から算出
された純行政コストが、当年度の財源（税収等、
国県補助金）によってまかなわれているかど
うかを確認できます。
　純資産はこれまでの世代が負担してきた部
分で、この１年間の増減状況が分かります。

④　資金収支計算書
　「資金収支計算書」は、１年間の現金の出入
りを「業務活動収支」、「投資活動収支」及び「財
務活動収支」の３つに分けて表したもので、
１年間の行政活動の収入、支出の実態を知る
ことができ、どのような行政活動に資金を必
要とし、その資金をどのようにまかなったか
が分かります。
　また、最後に歳計外（所得税、社会保険料
など）の現金残高を加えることで、期末時点
での町の現金残高を知ることができます。

（令和元年度決算）

純経常行政コスト：６３万円
経　常　収　益　：　３万円

 財務書類４表 

　町民の皆さんに分かりやすく財政状況の情報提供をするため、民間企業会計の手法を取り入
れた「新地方公会計制度」に基づいた連結財務４表を作成しました。
　財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」
のことで、大野町（普通・公営事業会計）及び一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。



ランチルームにパーテーションを設置し、安心して給食を♪
東小学校児童×ＰＴＡ×地元自治会

　１１月２５日、東小学校６年生児童とＰＴＡ有
志ら計約７０人がランチルームに設置する新型コ
ロナウイルス感染防止用のプラスチック製パー
テーション作りを行いました。新型コロナの影響
を受けて、従来の全校児童揃ってのランチルーム
での給食から、各教室での給食に変更していまし
たが、学校に隣接する岐阜プラスチック工業（株）
の協力により開発した飛沫防止用のパーテーショ
ンを、地元自治会やＰＴＡなどから材料の購入費
の支援を受け、設置することとしました。
　児童らは「組み立ての作業は大変だったが、気
持ちを込めて作った。みんなで安心して給食を食
べたい」と話していました。

８０歳の記念に町に寄附
粟野敏彦さん

　１１月３０日、粟野敏彦さん（大野）が役場を訪れ、
寄附金５０, ０００円を町長に手渡されました。
　６月に満８０歳の誕生日を迎えられ、町に役立て
ることを願って寄附されました。

▲熱心にパーテーション作りに取り組む東小児童ら

▲目録を手渡す粟野さん（左）

長寿のお祝い

赤坂きせ子さん（牛洞）
大正９年１２月２０日生まれ

１００歳
おめでとうございます
これからも健やかに

ま ち の 話 題
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実践的地区災害図上訓練を実施
牛洞地区土砂災害防災訓練

　１２月６日、牛洞コミュニティセンターで行われた牛洞地区土砂災害防災訓練において、実践的
地区災害図上訓練が実施されました。「清流の国ぎふ　防災・減災センター」から岐阜大学特任准教
授の村岡治道氏を講師に迎え、牛洞地区自主防災組織の３４人が参加しました。
　訓練では、地域（班）毎にグループ分けを行い、風水害や土砂災害における地元の災害リスクに
ついて地図で確認しながら、自身の避難の手順についてワークシートにまとめました。
　参加者は「安全な場所への避難に必要な所要時間や持出品の検討など、事前の準備の必要性を強
く感じた」と話していました。

認知症を理解し、支えていけるように♪
中小学校６年生「認知症サポーター養成講座」受講

　１２月１１日、中小学校６年生児童１９人が「認
知症サポーター養成講座」を受講しました。
　認知症サポーターとは認知症に対する正しい知
識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に
対してできる範囲で手助けをする応援者のことで
す。セントケアおおの、桜坂、ぎふ愛の里、地域
包括支援センター等の町内のキャラバンメイトが
実施しています。
　子どもたちは、ちびまる子ちゃん一家をモデル
に寸劇を見て、認知症の人への接し方を学びまし
た。講座後「認知症の人も少しサポートがあれば、
やれることはたくさんあるということを学んだ」「認知症の人の気持ちを考えて、優しく接したい」
などたくさんの感想が聞かれ、自分たちにできることを考えることができました。

▲感染症対策を行い、訓練を実施

▲当日のグループワークの様子

▲事前の避難行動の重要性について講師が説明

▲当日使用した地図とワークシート

▲寸劇を観て認知症への理解を深める中小児童
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地域の発展に役立てて
有限会社ナカタツ環境

　１２月２１日、有限会社ナカタツ環境　
代表取締役 中村好江さんが、本社及び関
係施設の設置地域である揖斐郡３町に各
１００万円の寄附をし、揖斐総合庁舎に
て贈呈式がありました。中村社長は、「地
域に業務内容をご理解、ご支援いただき、
地域に必要な企業を目指し、精励してき
た結果、当社の計画を上回る業績を上げ
ることができました。わずかですが、地
域貢献の一環として寄附させていただき
ます」と語り、町長は「昨年に引き続き多額の寄附をいただき、ありがとうございます。また、コ
ロナ禍での大変な時期での寄附に感謝いたします。大切に使わせていただきます」と謝意を述べま
した。

おかげさまで来場者１００万人達成！！
道の駅「パレットピアおおの」

　１２月１９日、平成３０年７月１１日のオープ
ンから２年５ヶ月が経過した道の駅「パレットピ
アおおの」への来場者が１００万人に達成し、記
念セレモニーが行われました。
　１００万人目になったのは、芝生広場「ふわふ
わ広場」などがお気に入りの垂井町在住の伊藤利
恵さんと毬恵ちゃん（３歳）、滝ちゃん（１歳）親子。
この日は、関市のご両親と訪れました。
　町長から町のマスコットキャラクター、パーシー
とローズのぬいぐるみとレストラン「サイタバラ
ス」の食事券が記念品として贈られました。
　前後賞の和田さんご家族（岐阜市在住）と西澤

さんご家族（滋賀県愛知郡愛荘町在住）にも記念品が贈られました。

▲町長に目録を託す中村好江代表取締役（左から２人目）と中村龍雄会長（左）

▲１００万人目となった伊藤さんご家族と、前後賞の皆さん

　１月 10 日、北見警察署常呂駐在所が保育園児２人を１日子ども警察官に
招き、「１１０番の日」を行いました。
　警察官の制服を着た園児は、落とし物の発
見や防犯ブザーの使い方を体験。常呂郵便局
に特殊詐欺被害防止のチラシを届けました。
　警察官を体験した園児は、「大きくなったら、
警察官になりたい」と笑顔で話していました。

ところ通信
Vol. 252

北見市 大きくなったら警察官になりたいな
― 北見警察署常呂駐在所１１０番の日 ―

新型コロナウイルス感染症
の県民総合相談窓口

☎058（272）8198
（午前８時３０分〜午後５時１５分）

時短営業協力金専用

☎058（272）8192
（午前９時〜午後５時）

〜健康相談以外の窓口〜

ま ち の 話 題
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消防活動に尽力
令和３年消防関係表彰者

　１月１０日、開催を予定しておりました「令和３年消防出初式」は、
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止となりました。
　消防活動への功績が認められ、各表彰を受章された皆様を以下の
とおりご紹介します。（敬称略）
岐阜県知事表彰
　（特別功労章）杉山　卓雄　　（功労章）加藤　健一郎
　（消防団員優秀家族賞）平野　康代　　（表彰状）藤原　康美
大野町長表彰（勤労章）
　堀　　博善　　所　　龍一　　小里　和生　　楠　　義哲　　松岡　宏樹　　小澤　彰秀
　藤原　和也　　桑原　将司　　神原　拓哉　　竹中　厚志　　松本　　巧　　野村　朋弘
　汲田　明弘　　八木　源樹　　早川　佳宏
岐阜県消防協会長表彰
　（勤労章）杉山　卓雄　　（功績章）田邊　輝昭　　本村　雅也
揖斐郡消防協会長表彰（功績章）
　髙橋　賢一　　汲田　康裕　　細野　浩史　　髙井　裕介　　飯沼　圭介　　田宮　陽一
　後藤　祐二　　岩﨑　直之　　木野村恭兵　　蒲　　友貴　　加納　拓朗　　岩田　悟司
　堀内　隆博　　田宮　陽二
大野町消防団長表彰（功績章）
　田神　聰志　　桐山　真司　　山口　哲平　　羽賀　誠司　　村瀬　徳宏　　内藤　慎路
　鈴村　竜矢　　富木　圭祐　　河野　貴文　　目加田寧貴　　河瀬　直哉　　種田　大祐
　服部　秀夫　　勝　康太郎　　長田　　大　　田宮　一晃

▲県知事特別功労章を受章された杉山団長
岐阜県消防定例表彰式

発熱等の症状がある かかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談

かかりつけ医がいないなど
相談先がわからない

受診
かかりつけ医の

指示に従いましょう

かかりつけ医では
対応できない場合

かかりつけ医で
対応できる場合

受診

受診・相談センターに相談
【西濃保健所（西濃総合庁舎内）】
電話：0584-73-1111　内線273（平日9時～17時以外は電話呼出対応）

対応できる医療機関を案内・紹介

発熱等の症状がある方の相談・受診についてのお願い
　発熱、咳など比較的軽いかぜ症状が続く場合、外出を避け、2 日ほどは自宅で様子を見てください。
その後症状が改善しなければ、かかりつけ医などの身近な医療機関に電話で相談しましょう。
※ 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。症状には個人差があるので、心配な方は医療機関に電話相談してく

ださい。 問合せ先  保健センター　☎ ３４－2３３３
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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！

　１２月のピヨピヨクラブでクリスマス会やカレンダー等作りを行いました。
　各クラスともクリスマス会では、折り紙で作ったトナカイやサンタでクリスマスブーツを作ったり、音
楽に合わせてクリスマスの歌を歌ったりしました。最後にサンタが現れた時には、ビックリしている子や
嬉しそうにしている子などとても楽しんでいました。カレンダー等作りでは、子どもの手型や足型を使っ
て動物や乗り物などにしたり、子どもの写真を貼ったりと思い思いのカレンダーやスケジュール手帳を真
剣にお母さん方が作成していました。子どもたちものりを使ったりシールを貼ったりと手伝っている姿が
見られました。

※�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、
ホームページ等にてご確認ください。

◎２月のスケジュール（予定）
　　　　ふたばクラス… ２日（火）、９日（火）、１６日（火）
　　　　みつばクラス… １８日（木）、２５日（木）
　　　　よつばクラス…１９日（金）
誕生会…４日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…１日（月）
栄養相談（栄養士による）…２２日（月）
休館日   ３日（水）、１０日（水）、１２日（金）、１７日（水）、２４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。

ゆらりんつむちゃん
かたつむりの形をしたおもちゃ
で、とても障り心地が良く、お
母さんの温もりをそのまま伝え
てくれる。
成長とともに積んだり、転がし
遊び、自由遊びが出来る。

▲クリスマス会の様子 ▲カレンダー等作りの様子

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。

散策道のコース整備

　このほど「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用し、
森林空間散策コースの一部区間において新しく木柵を
設置しました。道幅が狭い場所など足場の悪い箇所に
設置したことにより、安全性が確保され、登山をされ
る方、森林浴を楽しまれる方にも安心して利用してい
ただくことができるようになりました。

 問合せ先  農林課　☎ ３４－１１１１
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　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。
歯の状態だけでなく、口全体の状態を知ることは、いつまでも健康的な生活を送る上で重要です。
　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１年に１
回は受診しましょう。

◎対 象 者　受診日時点に後期高齢者医療被保険者の方
◎実施期間　３月３１日（水）　まで
　　　　　　※健診受診は期間中１回
◎実施機関　 揖斐郡内の委託歯科医療機関（６月末発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　３００円
◎持 ち 物　後期高齢者医療の保険証・健診料（３００円）
◎そ の 他　 事前に歯科医療機関に電話して予約をしてください。受診票は医療機関にありま

す。

 問合せ先  健康課　☎ ３４-１１１１

　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　２月２８日（日）・３月２８日（日）午前８時３０分から正午
◎場　　　　所　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。

 問合せ先  住民課　☎ 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）

１年に１回は歯の健診を受けていますか？
～口の健康は全身に影響します～
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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を実施します！
　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　　２月１７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 放送内容

防災行政無線の
訓練放送

　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。 問合せ先  総務課　☎ 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。
　日　時：２月２日（火）、３日（水）、４日（木）【予備日：２月５日（金）】
　　　　　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。

問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１
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自動車の名義変更・住所変更・廃車などの手続きはお早めに

　毎年、年度末の３月は登録窓口が大変混雑し、長時間お待ちいただくことになります。このため、早めに
手続きされますようお願いします。
　なお、自動車の登録などに関する手続きは、下記にお尋ねください。
＜申請・届出関係＞
◇普通自動車・１２５ｃｃを超えるオートバイ
　 問合せ先  中部運輸支局岐阜運輸支局　
　　　　　 ☎ ０５０-５５４０-2０５３

◇三輪、四輪の軽自動車
　 問合せ先  軽自動車検査協会岐阜事務所　
　　　　　 ☎ ０５０-３８１６-１７７５

◇１２５ｃｃ以下のオートバイ、トラクター等
　 問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１

＜税金関係＞
◇自動車税（種別割・環境性能割）
　 問合せ先  岐阜県自動車税事務所　
　　　　　 ☎ ０５８-2７９-３７８１

◇軽自動車税（環境性能割）
　 問合せ先  軽自動車事務所　☎ ０５８-３９４-０2６８

◇軽自動車税（種別割）
　 問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１



～町税等納付の利便性向上のため、�
金融機関の口座振替による納付を推奨しています～

 口座振替について 
　口座振替とは、指定された預貯金口座から各納期限日に、
金融機関が自動的に振り替えて納付する制度です。

 口座振替のメリット 
・ 口座振替を利用すると、納付のたびに金融機関やコンビニエンスストアに出向く必

要がなくなります。
・自動的に納期限日に振替されるため、納め忘れが防止できます。
・一度申し込みを行うと翌年度以降も自動的に継続します。
・預貯金通帳に納付の記録が残りますので、家計管理に役立ちます。

 手続き方法 
金融機関または役場に備え付けの口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳印（金融
機関届出印）を押印のうえ、口座のある金融機関に提出してください。
※記入方法などご不明な点がありましたら、税務課まで問い合わせください。

 口座振替が可能な町税等 
　・町県民税（普通徴収）　　・固定資産税　　・軽自動車税（種別割）
※ 国民健康保険税や上水道料金、住宅使用料、保育料等、後期高齢者医療保険料、学

校給食費も可能です。詳しくは各担当課に問い合わせください。

 町税等の口座振替ができる金融機関 
・大垣共立銀行　　　　・十六銀行　　　　・いび川農業協同組合　　
・大垣西濃信用金庫　　・ゆうちょ銀行　　・岐阜信用金庫　　
・岐阜商工信用組合　　・西美濃農業協同組合

 その他 
・年度途中からの全期前納の申し込みは、その年度に限り、期別納付になります。
・長期間振替がない場合には、取扱いを解除することがあります。
・還付金が発生した場合、申込口座へお返しします。
・納期限を過ぎたもの（再振替対象分は除く）、分割納付分は振替できません。
・申し込みから振替口座の登録までは、約２ヵ月の期間を要します。
　（令和３年４月から開始するには、令和３年２月中のお手続きが必要です。）

 問合せ先  税務課　☎ ３４－１１１１

口座振替なら「便利・安心・確実」！！
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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）
●通帳等の口座番号がわかるもの（所得税の還付を受ける場合）
●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。

営業・農業・不動産収入
のある方

●収支内容を記載した収支内訳書
●仕入れ、売上げ、経費等に関する帳簿
●請求書・領収書など支払経費がわかるもの

給与・年金収入
のある方

●給与・年金の源泉徴収票
※源泉徴収票が無い場合は、給与支払証明書等給与収入額がわかるもの

雑・配当・一時所得のある方 ●支払調書・支払証明書・支払年金額のお知らせ等
障害者控除を受ける場合 ●障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
寄附金控除を受ける方 ●寄附をした団体などが発行する領収書又は受領証明書

配偶者控除又は
扶養控除を受ける場合

●扶養親族等の個人番号通知カードや個人番号を記したメモなど
※�控除対象配偶者又は扶養控除を受ける場合は、扶養親族などのマイナンバーの
記入が必要です。

医療費控除を受ける場合

●令和２年中に支払った医療費の領収書（１月１日～１２月３１日）の添付又は
提示は不要です。（※５年間自宅で保存）
医療費控除の明細書の用紙は大垣税務署・大野町役場税務課にあります。
●保険者から送付された医療費通知書
●医療費給付額がわかる書類（保険会社などから給付があった場合）

セルフメディケーション
税制控除
※医療費控除との併用はできません

●各種健康診査や予防接種を受けたことがわかるもの
　（例：人間ドックやインフルエンザ予防接種の領収書等、受診証明書）
●特定一般用医薬品の領収書

生命保険料・地震保険料
控除を受ける場合 ●生命保険、地震保険などの控除証明書

社会保険料控除を受ける
場合

●国民健康保険、国民年金等の保険料（税）の領収書、納付
証明書

土地や建物などを
譲渡した方

●不動産売買契約書

←�　こちらの申告
をする場合は、
大垣税務署で申
告をしてくださ
い。

●仲介料等の売買に要した費用の領収書

雑損控除を受ける場合
●災害による損害に関連する支払いの領収書
●�損害給付金額がわかる書類（保険会社から給付があった場合）

住宅借入金等特別控除を
受ける場合

●�金融機関から発行された住宅取得資金に係る借入金の年末
残高証明書
●不動産登記事項証明書（控除を受ける初年のみ）
●工事契約書又は売買契約書（控除を受ける初年のみ）
●�税務署から発行された住宅借入金等控除証明書（２年目以
降の控除）
※�控除を受ける最初の年は、これらの書類以外にも必要な場
合があります。

所得税の確定申告・町県民税申告のお知らせ�確定申告の準備はお済ですか？
� 【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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　��【受付時間】　午前９時〜午後４時

令和３年は、大野町内での確定申告は役場会場のみとなります。（地区公民館での受け付けはありません）
また、新型コロナウイルス対策として、※整理券方式による受付へと変更します。
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申告要否フローチャート
� このフローチャートは、申告が必要かどうかの簡単な目安としてご利用ください。

①　 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や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は
町県民税（住民税）の申告が必要になります。

②　 内容によっては、町県民税（住民税）ではなく、所得税の確定申告が必要になる場合があります。

 問合せ先  税務課　☎ 34-1111 ／大垣税務署　☎ 0584-78-4101

は
い

は
い

い
い
え

い
い
え

いい
え

い
い
え

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

は
い

は
い

は
い

はい

は
い

はい

町県民税申告は不要です

確定申告及び町県民税申告は
不要です

令和３年１月１日現在、
大野町に居住していた

給与収入があった

★スタート★ 申告は必要かな？？申告が必要かどうか確認してみよう！！

確定申告または
町県民税申告が必要です

令和２年 1月 1日から 12
月 31 日までの間に収入が
あった（無収入の方、遺族・
障害年金、雇用（失業）保
険、傷病手当のみの方は
「いいえ」へ）

自分で税務署に確定申告書
を提出する

勤務先から町に
給与支払報告書を
提出した

給与の他に
収入があった

令和３年１月１日現在、居住していた市町村へ
お問い合わせください

申告の必要はありませんが、下記の①に該当する方は
「町県民税の申告書」の提出をおすすめします。（町県
民税の申告書は申告会場に設置しますので、記入のう
え受付に提出してください）

収入は公的年金給与収入
のみであった

公的年金収入は
４００万円を超える

年齢が６５歳以上（昭和
３１年１月１日以前生
まれ）で公的年金収入が
１４８万円以下である、
又は年齢６５歳未満（昭
和３１年１月２日以後
生まれ）で公的年金収入
が９８万円以下である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・変更したい

いいえ
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●確定申告には、ご自宅からパソコン・スマートフォンでご利用いただける e-Tax が便利です。
　 　多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、①マイナンバーカードと②ＩＣカードリーダラ

イタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、e-Tax（電子申告）を利用して申告書
を提出できます。

　 　本年の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の感染
防止の観点からも、より安心・安全な自宅からの e-Tax を
ご利用ください。
●令和２年分の確定申告会場を、次のとおり開設します。
　【場　　所】　大垣市民会館３階
　　　　　　　大垣市新田町１丁目２番地
　【期　　間】　２月１６日（火）〜３月１５日（月）（土・日、祝日を除く）
　【開設時間】午前９時〜午後５時
　〇　確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
　　　 「入場整理券」は当会場で当日配付しますが、ＬＩＮＥアプリを使えば事前にオンラインで入手

することも可能です。
　　　なお、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることもあります。
　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。
　　・ 入場の際に検温を行います。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。
　　・会場入口にて、ご来場された方全員のお名前、連絡先を記入していただきます。
　　・大垣市民会館への電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
　〇　 本年は、公的年金を受給されている方を主な対象として、１月２２日（金）から当会場で申告相

談を受け付けます。
　〇　 申告義務のない方が行う還付申告（年末調整済の給与所得のみの方で医療費控除や寄附金控除（ふ

るさと納税）により還付を受ける場合など）や消費税の申告相談は令和３年３月３０日（火）ま
で当会場で受け付けます。

困ったら“ふたば�”�にご相談ください
　申告書の作成でお困りのときは、「税務相談チャットボット」にご相談
ください。ご質問を入力いただければ、ＡＩを活用した「税務職員ふたば」
がお答えします。
　チャットボットで解決しない場合は、国税庁ホームペー
ジの「タックスアンサー」をご確認いただくか、電話で
お問い合わせください。

　お問い合わせ先は、確定申告書等作成コーナーの「お問い合わせ」
画面をご覧ください。

 問合せ先  大垣税務署　☎ ０５８４-７８-４１０１

大垣税務署からのお知らせ

税務職員
ふたば スマホでの相談

はこちらから！

スマホでの申告は
こちらから！

確定申告
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令和３年度　会計年度任用職員を募集します。
◎受付期間　２月１日（月）から２月１２日（金）（閉庁日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分
◎応募方法　 町指定様式の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、役場総務課へ提出して

ください。
　　　　　　資格が必要な職種については資格証の写し等が必要です。
◎選考方法　書類審査及び面接（２月下旬から３月上旬）
◎任用期間　令和３年４月１日（木）から令和４年３月３１日（木）
　※募集内容等については変更になることがあります。

勤務場所 人数 勤務形態 職種及び資格

役場庁舎
　　住民課

１名 週５日（１日７時間） 一般事務補助

役場庁舎
　健康課
　保健センター

１名 週３日程度（１日４時間）
看護師

１名 月２回程度（１日４時間）

公立認定こども園 ２名
週５日
１日４時間～７. ５時間
（相談可能）

保育士
・保育士の資格を有する人

幼児療育センター
なないろ

数名 週５日（１日７. ７５時間）
幼児療育センター指導員
・保育士の資格を有する人

１名 週５日（１日７時間）

幼児療育センター指導員
・言語聴覚士
・作業療法士
・保育士
・特別支援教諭の資格を有する人

町内小中学校

数名

週２～４日（シフト制）（１日３～６時間）
　平日：下校時～午後６時３０分
　土曜日・夏休み等
　　　：午前８時～午後６時３０分の間
　　　（夏休みは午前７時４５分～）

放課後クラブ指導員
・保育士または教員資格を有する人
・�児童福祉施設又は教育施設（小・中
学校、こども園、幼稚園等）で勤務
経験がある人

２名
週５日（１日７時間）
午前７時４５分～午後３時４５分

用務員

数名
週１～５日（１日１～７時間）

（学校長期休業期間中は休み）

教科等支援員
・教員資格を有する人

数名 特別教育支援員

数名 心のサポーター

数名 スクールサポートスタッフ

１名 週５日（１日４時間） 図書整理員

花田川排水機場 ２名 週２～３日（１日４時間） 花田川排水機場管理人

 問合せ先  総務課　☎ 34-1111
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○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 住　　　所 電話番号

大野町 特別養護老人ホームまほろば内
病児・病後児保育「アンジュ」 大野町南方３５６−１ ０９０-１４１８-１７９６

池田町 病児・病後児保育室「ひまわり」 池田町本郷１６２８−２ ０５８５-４５-３９１６

揖斐川町 揖斐厚生病院本館棟５階
病児・病後児保育室「いびっこ」 揖斐川町三輪２５４７−４ ０５８５-２１-１１１１

北方町 鹿野クリニック病児保育園「アリエル」 北方町高屋白木２−７７ ０５８-２０１-７２２２

岐阜市

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・病後児保育園「ミッキー」 岐阜市寺田７−９７ ０５８-２５５-１２２１
矢嶋小児科小児循環器クリニック
病児病後児保育室「うりぼう」 岐阜市日野南７−１０−７ ０５８-２１４-７０７７

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」 岐阜市六条南２−８−２０ ０５８-２１６-３７４５

操健康クリニック
病児・病後児保育園「パンダのしっぽ」

岐阜市藪田南１−４−２０
（西館６階） ０７０-１６８３-３００３

□利用するまでのながれ
①まずは登録してください。（利用の前に登録が必要です！）
　　登録を希望される方は、事前に「登録申請書」を希望する施設へ提出します。
　　☆登録に必要なもの（利用施設により異なる場合があります。）
　　　【健康保険証・福祉医療費受給者証（子ども）・母子手帳・印鑑・処方箋等】
　　　・登録申請書は、お子様の保育と看護を適切に行うために、大切な役割を果たすものです。
　　　　予防接種や発達の状況などお子様に関する情報を詳しく記入する内容となっています。
　　　　※　用紙は、各施設及び市役所又は役場に設置してあります。
　　　・登録は年度末まで有効のため、毎年登録が必要です。
　　　　※　登録は当日でも可能です。（岐阜市・北方町のみ）

子育て世帯
応援事業

子どもが病気！でも仕事は休めない・・・
そんな時は、病児・病後児保育の利用を
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②利用前にＴＥＬをお願いします。
　　 利用時には必ず事前に利用施設に連絡してください。症状や定員の確認を行います。施設によっ

ては、事前に医師の診察が必要な場合があります。
　　※　 定員は各施設で異なりますが、少人数制ですので利用日前に予約があれば柔軟に対応でき

ます。また、施設によっては当日の予約も可能のため、事前にご確認ください。
③時間を守って送迎してください。
　　施設から指示のあった持ち物を持参し、施設で定められた時間に子どもを送迎してください。

■利用料
　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　　　　　　　　午前８時３０分〜午後５時（大野町：アンジュ）
　（月曜日から金曜日）　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（上記以外の施設）
　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〜正午（北方町：鹿野クリニック）
　　　　　午前８時〜午後１時３０分（岐阜市：福富医院）
　　　　　午前８時〜午後４時（岐阜市：矢嶋小児科小児循環器クリニック、操健康クリニック）
　　　　　午前８時〜午後４時３０分（岐阜市：小牧内科クリニック）
　　　　　午前８時〜午後５時（岐阜市：河村病院、セカモゲ）
　　　　　午前８時〜午後６時（岐阜市：山田病院）
　　　　　※　池田町：ひまわり、揖斐川町：揖斐厚生病院は、休室です。　　

■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。

■用意するもの
　・着替え（２〜３組）、下着（２〜３枚）…発汗時及び汚れたときに着替えます。
　・タオル（３枚）、バスタオル（１枚）、ビニール袋（２〜３枚）
　・薬（医師が処方したもの（市販の薬は預かれません））
　・エプロン、おむつ、おしりふき、ほ乳ビン、ミルク…必要なお子様は、お持ちください。
　・好きなおもちゃ、本など
　　※　処方箋・健康保険証・福祉医療費受給者証等をご持参ください。
　　※　持ち物には必ず名前を書いておいてください。
　　※　施設によっては、持ち物が異なりますので事前にご確認ください。

■利用児童の１日

　

  

 

 

※　必要に応じて適時検温します。
※　お迎えの時に、お子様の１日の様子をお伝えします。 問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１
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３月１日から、�
Ｎ
ネ ッ ト

ｅｔ１１９緊急通報システム
の運用を開始します

　Ｎｅｔ１１９とは、携帯電話やス
マートフォン等からインターネット
回線を利用して音声によらない
１１９通報ができるサービスです。
◎対象者　揖斐郡消防組合が管轄す
る地域（大野町、揖斐川町）に在住
または通勤・通学されている方で、
聴覚や言語機能に障がいがあるな
ど、音声による１１９番通報が困難
な方。
◎登録方法　消防署で配布の申請書

（揖斐郡消防組合ＨＰからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、揖斐郡
消防組合指令室（〒５０１- ０５６５　
大野町中之元８２４）へ。
※ 詳しくは揖斐郡消防

組合ＨＰをご覧くだ
さい。（www.fd-ibi.jp）
問合せ先  揖斐郡消防組合

☎ ３2-０１１９　ＦＡＸ ３５-2７９７　
メールアドレス　sirei@fd-ibi.jp

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　３月２３日（火）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　 揖斐郡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　４３３, ２００円
入札保証金　４３, ３２０円
　入札への参加には完納証明書（市
町村民税）を添えて３月１５日（月）
までに「一般競争入札参加申込書」

の提出が必要となります。
　附帯条件等を明示した参加要領

（様式等）は担当窓口にて配布いた
します。
注）　予告なく入札を中止する場合
がありますので、希望者は必ず事前
にご確認ください。
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

町有財産貸付のお知らせ

　町では、普通財産貸付に係る一般
競争入札を次のとおり行います。
◎入札日時　３月２３日（火）午前
１０時３０分より
◎場所　役場（１階第 1 町民相談室）
◎入札に付する物件
所在　 大野町大字相羽字出下８７１

番２　他１筆
公簿面積・地目
　 １, ５０２㎡　雑種地
予定価格　５７７, ０９６円（年額）
　入札への参加には２月２６日（金）
までに「一般競争入札参加申込書」
の提出が必要となります。
　附帯条件等を明示した参加要領

（様式等）は担当窓口にて配布いた
します。
注）　予告なく入札を中止する場合
がありますので、希望者は必ず事前
にご確認ください。
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

ニセ電話詐欺に注意！

　県内のニセ電話詐欺について、
１１月末現在で、
　　認知件数　１４１件
� （昨年比　＋３９件）
　　被害額　　約２億６千万円
� （昨年比　＋約１千４００万円）
と認知件数、被害額ともに増加して
います。

　また揖斐郡内におけるニセ電話詐
欺被害については、今年は発生して
いません。
　昨年は、揖斐郡内で、ニセ電話詐
欺の被害があり、約４００万円の現
金をだまし取られる被害が発生しま
した。被害の特徴としては、
・ 年齢６５歳以上の方が、全体の約

８割を占めている。
・ 被害者のうち、約８割が女性であ

る。
・ 金銭の要求方法は、電話で現金を

だまし取ろうとする手口がほとん
どである。

となっています。これらの被害は、
固定電話への着信が被害への入り口
となっており、全体の８割以上を占
めています。被害の対策として、
・ 着信前に相手へ警告メッセージを

アナウンスする機能を有する「自
動電話録音警告機」の設置

・ 在宅中でも留守番電話に設定す
る。

等の対策をしてください。しかし、
電話に出て被害に遭う傾向が多いの
で、
・ 不審な電話がかかってきたら、電

話をすぐ切断しましょう。
・ 『キャッシュカードを預かります』
『使用できません』などの文言は
詐欺の手口です。

ので、騙されないように注意しま
しょう。
問合せ先  揖斐警察署　☎ 2３－０１１０

法務局では相続登記促進のため
様々な取組を進めています !!

法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度」がもっと
便利に !
　金融機関や税務署での手続のほか
新たに年金等手続きにも利用できる
ようになりました。
　まずは最寄りの法務局にご相談く
ださい。
　各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなり，手続
をスムーズに進めることができます。
※ 法定相続情報証明制度の詳細につ

いては，岐阜地方法務局のホーム
ページをご覧ください。
問合せ先  岐阜地方法務局大垣支局

☎ ０５８４－７８-３３４７

※ 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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大野町プレミアム食事券（第２弾）の�
利用期間の延長について

　令和２年１１月より開始しております大野町プレミア
ム食事券（第２弾）につきまして、岐阜県に発令された
緊急事態宣言を受けて、対象飲食店に対し、営業時間の
短縮が要請されております。
　このため、大野町プレミアム食事券（第２弾）の利用
期間を次のとおり延長します。
【ご利用期間】
（変更前）令和３年２月２８日（日）まで
（変更後）令和３年３月３１日（水）まで（１ヶ月延長）
問合せ先  観光企業誘致課　☎ ３４－１１１１

身体障がい者の方などの�
自動車税（種別割）の減免申請窓口が�

開設されます

　身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神
障がい者の方のために使用する一定の要件を満たす
自動車（軽自動車を除く）の「自動車税（種別割）
減免申請臨時窓口」が次のとおり開設されますので
ご利用ください。
◎日時　３月３日（水）、３月１７日（水）
　　　　午前９時〜午後３時３０分
◎場所　揖斐総合庁舎　４階　４Ｃ会議室
　　　　（揖斐川町上南方１－１）
◎対象者　①新規に申請する方
　　　　　② 現在減免を受けており、自動車税事務所か

らの減免案内はがきで「変更あり」と回答
した方

◎臨時窓口・減免制度に関する問合せ先
・岐阜県西濃県税事務所　☎ ０５８４-７３-１１１１
・岐阜県自動車税事務所　☎ ０５８-2７９-３７８１
※ 上記以外に、西濃県税事務所、自動車税事務所及

び各県税事務所では、随時申請受付を行っており
ます。

※ 環境性能割の減免手続きに関しては、取得時に自
動車税事務所にて行ってください。

※ 軽自動車税（種別割）の減免については、別途３
月号の広報にてご案内の予定です。

催し・講座

「第２４回洋楽・邦楽コンサート」の�
開催中止について

　２月７日（日）に開催予定の「第２４回洋楽・邦楽コ
ンサート」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。
　ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
問合せ先  生涯学習課　☎ ３４-１１１１

　町赤十字奉仕団は、赤十字のボランティア活動
を通じて地域社会に貢献する様々な活動をしてい
ます。
　ボランティア活動に興味のある方、誰かのため
に活動したい方、年齢、性別は問いません。あな
たの力を生かしてみませんか。

炊き出しなどの災害救護活動
高齢者福祉に関する活動
救急法などの講習受講
地域のイベントに参加

◎募集条件　町内在住、健康で奉仕団活動に興
味のある方どなたでも
◎募集期間　随時
問合せ先  
大野町赤十字奉仕団事務局

（福祉課）
☎ ３４-１１１１

公務員合同説明会案内

◎日時　３月６日（土）　午後１時〜４時
　　　　４月１０日（土）　午後１時〜４時
◎内容　 午後１時から各参加団体より順番に説明を

実施します。終了後、各参加団体ごと分か
れて詳細説明や質疑応答等を実施します。

◎場所　岐阜県大垣市林町５－１８　
　　　　光和ビル４階会議室
　　　　（大垣駅北口より徒歩１分）
◎参加団体（予定）
　自衛隊大垣地域事務所・岐阜県庁（説明は３月６
日のみ）・警察署（大垣、海津、養老、垂井、揖斐）・
大垣市役所（説明は４月１０日のみ）・大垣消防組合
※ 安全面を配慮しながら開催しますが、状況により

延期及び内容の変更をする場合があります。
 問合せ先  
自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所
☎ ０５８４－７３－１１５０

あなたも
始めてみませんか？�
赤十字ボランティア

募　集



Information

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】
２月１日（月）〜１９日

（金）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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相　談

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　２月１７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　２月８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　２月８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　２月２日（火）、９日
（火）、１６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



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

「はやぶさ２」が舞い降りた日々 みんなをおどろかせよう科学マジック図鑑� 小中，小上
（的川�泰宣著 /勉誠出版）

　３億キロの彼方から小惑星リュウグウのサンプルを持
ち帰る「はやぶさ２」。数々の「世界初」の金字塔を打ち
立てた稀代の探査機の哀歓の日々。その画期的な技術と
チームワークを見つめながら追った宇宙日記を書籍化。

（スティーブ・モールド著・十倉�実佳子訳 /化学同人）

　ものを空中にうかせたり、消してしまったり、相手
の心を読んだり…。ふしぎなできごとを自分で再現で
きる実験のやりかたを紹介し、そのトリックを科学の
目で解きあかす。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●一冊でわかる幕末

（大石 学監修 / 河出書房新社）
●鍋おかず１００��

（鈴木 理乃著 / 永岡書店）
●吉永小百合�私の生き方

（ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班著，築山 卓観著 / 講談社）
●２０２０年の恋人たち��

（島本 理生著 / 中央公論新社）
●ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

（東野 圭吾著 / 光文社）

●かけだしたイス� ０～５歳
（サトシン作・ドーリー絵 / あわわ）

●なんでもレストラン� ０～５歳
（鈴木 まもるさく・え / 文溪堂）

●イッカボッグ� 小中，小上，中
（Ｊ . Ｋ . ローリング著・松岡 佑子訳 / 静山社）

●見た目レンタルショップ�化けの皮� 中，高
（石川 宏千花著 / 小学館）

●もしもトイレがなかったら�小中，小上，般
（加藤 篤著 / 少年写真新聞社）

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「青天を衝け」展
　ＮＨＫ大河ドラマ第６０作目の主人公は「日本資本主義の父」
とも称される渋沢栄一です。激動の幕末から明治にかけて、百
姓から実業家へとエネルギッシュに生きた渋沢と周囲の人々の
関連書籍を展示します。

蔵書点検による休館日
　３月１日（月）から５日（金）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

2 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�
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保健師による

健康伝言板
○なぜ献血は必要なの？
　けがや病気、手術などで血液の成分が足りなくなっ
たとき、それを補うために輸血が必要となります。し
かし、科学が発達した現在も血液は人工的に造れず、
長期間にわたる保管ができません。そのため絶えず誰
かの献血が必要なのです。
○献血した血液はどうなるの？
　各地の血液セン
ターに運ばれ、血液
型や感染症の有無を
検査し、血液成分ご
とに分離して血液製
剤をつくり、冷蔵庫
や冷凍庫で保管しま
す。そして医療機関
からの要請に応じて２４時間３６５日体制で血液を届
けます。輸血用血液製剤の多くは、がん患者さんの治
療に使用されています。
○献血当日の流れは？
①受付…本人確認、献血の副作用や血液の利用目的へ
の同意をします。

②問診と血圧測定
③ヘモグロビン濃度測定・血液型事前判定
④�採血…採血ベッドに横になり採血します。
　　採血時間
　　全血献血：１０〜１５分、
　　成分献血：４０〜９０分程度 

È
Í
Î

⑤休憩…水分補給しながら１０分以上休憩します
⑥献血カードの受け取り…カードには次回献血可能日
が印字されます。
　献血の約２週間後に血液検査成績（血球数、肝機能、
コレステロールなど）が通知されます。自分の身体の
健康状態を知ることができるのは、献血のメリットの
ひとつです。
　また、献血は１６歳から６９歳までの健康な人であ
ればできるボランティアです。ボランティアというと、
何をしていいか分からなかったり、時間がかかると思
うかもしれません。献血は４０分程度あれば参加でき
るボランティアです。あなたの行動ひとつで救える命
があります。

 問合せ先  保健センター　☎ ３４-2３３３

È
Í
Î

～いつかしようを、今にしよう。はたちの献血～
２月２８日（日）まで「はたちの献血」キャンペーン期間です
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国　保　だ　よ　り

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

２

7
小森内科胃腸科 大野町黒野 34-1000

オオノ調剤薬局 34-3663

11
野原クリニック 揖斐川町清水 22-0348

サンセイ調剤薬局清水店 22-1338

14
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

こころ調剤薬局 21-1189

21
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

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

２

23
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

28
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

※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

２月休日在宅当番医のお知らせ

ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られた薬（先発医薬品：新薬）の特許期間満了
後に、有効成分が同じで、用法、効能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもと
で製造・販売された、新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することで自己負担を減
らすとともに、医療費節約で医療保険制度の安定につながります。
※ ジェネリック医薬品を利用するときは、医師や薬剤師にその旨を伝え、説明をよく聞きましょう。

お薬手帳を有効に活用しましょう
　お薬手帳は、使用しているお薬の名前や使い方などに関する情報を、過去のアレルギーや副作用
の経験の有無と併せて、経時的に記録するものです。
　現在ご使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお薬の情報が記録されているので、いつでも
お薬に関する情報を容易に確認することができます。
　診察や調剤を受ける際に、医師や薬剤師にお薬手帳を提示していただく
ことで、お薬の重複や飲み合わせのチェック、アレルギー歴や副作用歴の
確認などが可能となるので、より安心してお薬を使用していただくことが
できます。
　また万が一の場合でもお薬手帳を持っていることで、服用中のお薬、か
かりつけの病院や薬局が分かるため、持病等があり薬を服用している方は
携帯しておくと安心です。
　お薬手帳を１冊にまとめ、有効活用しましょう。

国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少に伴う減免はご存知ですか？コロナウイルスに
よって収入が減少した方や就職活動が困難になった方は、減免などが受けられる場合があります
ので健康課までご相談ください。

 問合せ先  健康課　☎ ３４-１１１１



　条例改正　

議第50号����������������������
大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部を改正する条例について

議第51号����������������������
大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例について

議第52号����������������������
大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について

議第53号����������������������
大野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例について
※ 人事院勧告に基づく国の法改正により、期末手当の額の

改定を行うため、条例改正しました。

　補正予算　

議第54号����������������������
令和2年度大野町一般会計補正予算（第7号）
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2５2万 1 千円を
減額し、予算総額は、１０６億4,１５６万 2 千円となりました。

議第55号����������������������
令和2年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予
算（第3号）
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3 万 5 千円を
減額し、予算総額は、2４億4,８１９万 1 千円となりました。

議第56号����������������������
令和2年度大野町上水道事業会計補正予算（第1号）
収益的支出では 3 万 1 千円を減額し、支出総額が 2 億8,2８３
万 8 千円に、資本的支出では 1 万 3 千円を減額し、支出総
額が 2 億9,８７１万 8 千円となりました。
※いずれの会計も人件費（期末手当）の減です。

条例制定等

議第58号����������������������
大野町議会議員及び大野町長の選挙における選挙運動
の公営に関する条例について
※ 公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、大野町

議会議員選挙及び大野町長選挙に係る選挙運動費用の
公費負担拡大に必要な事項を定めるため、条例制定しま
した。

議第59号����������������������
大野町債権の管理に関する条例について
※ 町が有する債権の管理に関する事務について、必要な事

項を定めることにより、債権管理の適正化を図り、公正

かつ円滑な行財政運営に資するため、条例制定しまし
た。

議第60号����������������������
大野町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条
例について
※ 埋蔵文化財の保存及び活用を図り、もって町民の教育及

び文化等の向上に資することを目的に大野町埋蔵文化
財センターを設置するため、条例制定しました。

議第61号����������������������
大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例につ
いて
※ 幅広い世代の地域住民が身近な場所で集い交流ができ

大野町議会　第４回定例会
　本定例会は、12月 2 日から10日までの 9日間の会期で開催し、条例の制定及び改正、令和 2年度各会
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。
　また、 9日には 5名の議員が町政に対する一般質問をしました。

議会の窓
大野町議会　第 5回臨時会

　本臨時会は、11月26日から30日までの 5日間の会期で開催し、条例の改正及び令和 2年度各会計補正予算
の 7議案を審査し、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
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る場所を提供し、地域が賑わうことを目的として大野町
地域交流施設を設置するため、条例制定しました。

議第62号����������������������
大野町部課設置条例の一部を改正する条例について
※ 大野町第六次総合計画の基本構想に掲げる町の将来像

の実現に向け、効率的かつ効果的な行政運営のもと各分
野における施策を推進するため、条例改正しました。

議第63号����������������������
大野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて
※ 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国

民健康保険税の減額に係る基準額の規定を整備するた
め、条例改正しました。

議第64号����������������������
大野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する
条例について
※ 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、延滞金の

割合等の特例の規定を整備するため、条例改正しました。

議第65号����������������������
大野町企業立地促進条例の一部を改正する条例につい
て
※ 多様化する企業進出の形態に対応するため、企業誘致の

優遇制度の充実による町への企業立地を促進するため、
条例改正しました。

補 正 予 算

議第66号����������������������
令和2年度大野町一般会計補正予算（第8号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,2０３万 1 千円を
追加し、予算総額は、１０７億2,３５９万 3 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（障害者自立支援給付費負担金

等）、県支出金（岐阜県新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援補助金等）、財政調整基金繰入金など。

　 　歳出では、民生費の介護給付費・訓練等給付費、土木
費の県道改良工事負担金、教育費の連絡システムメール
設定費など。

議第67号����������������������
令和2年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予
算（第4号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９０万 7 千円を追
加し、予算総額は、2４億5,００９万 8 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　出産育児一時金及び返還金など。

議第68号����������������������
令和2年度大野町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第2号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万 9 千円を追
加し、予算総額は、 2 億9,０９３万 4 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　後期高齢者医療システム改修

そ　の　他

議第57号����������������������
大野町道路線の認定について
※ 寄附採納の手続の完了に伴い、桜大門2０号線ほか 1 路線

を認定しました。

議員派遣報告

大野町議会会議規則第１2０条第 １ 項ただし書の規定によ
り、次のとおり議員を派遣したので報告する。
1　令和2年度大野町総合防災訓練

　①目　　的　訓練に出席のため
　②派 遣 先　大野町大字稲富
　③期　　間　令和 ２ 年１０月１８日
　④派遣議員　 井上議員・長沼議員・国枝議員・宇野議員・　

ひろせ議員・野村議員・山川議員・永井議
員・宇佐美議員

　他　１６件

議員派遣決定

大野町議会会議規則第１2０条の規定により、次のとおり議
員を派遣する。
1　令和3年大野町消防出初式

　①目　　的　式典に出席のため
　②派 遣 先　大野町大字黒野
　③期　　間　令和 ３ 年 １ 月１０日
　④派遣議員　 井上議員・長沼議員・国枝議員・宇野議員・　

ひろせ議員・野村議員・山川議員・永井議
員・宇佐美議員

2　令和3年大野町成人式
　①目　　的　式典に出席のため
　②派 遣 先　大野町大字黒野
　③期　　間　令和 ３ 年 １ 月１０日
　④派遣議員　 井上議員・長沼議員・国枝議員・宇野議員・　

ひろせ議員・野村議員・山川議員・永井議
員・宇佐美議員

　他　 2 件
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一 般 質 問

宇佐美みやこ�議員

ひろせ　一彦�議員

質問 1 　大野町内の小中学校における「いじめ」について
　　　　　　 ①　町内小中学校における「いじめ」の実態把握と調査方法について
　　　　　　②　「いじめ」の防止策と総合的教育配慮など取り組みについて
　　　　　　③ 　重大事態発生時等に迅速かつ適切な対応ができるよう、組織的対応に

ついて
　　　　　　以上をお伺いします。

質問 1 　食品ロス削減について
　　　　　　 ①　本町独自の削減計画は－。
　　　　　　②　スローガン・ポスター等を作成し普及啓発に取組んでは－。
　　　　　　③　食品事業者へも働きかけ協力をお願いしては－。
　　　　　　④　 学校においても子供たちに食べ残しはしない等自らできる事について

学習させる機会を設けてはいかがでしょうか。

答弁
（教育長）

① 　町内小中学校における2０１９年度のいじめ認知件数は2６３件で、全児童生徒数に
対する認知割合は１2.9％です。また、今年度の学校再開後（ 6 月〜１０月）の認知
件数は、１１９件です。

　 　そして、実態把握については、毎月 1 回のアンケート調査、学級ごとの担任に
よる教育相談（個人面談）、スクールカウンセラーや心の相談員との面談等によ
るもの、本人・保護者・クラスの仲間などからの直接の訴え、教師のいじめ現場
発見によるものなどです。

② 　いじめの未然防止については、「居場所」と「絆」のある学級づくりが基盤となることから、児童生
徒一人一人が位置付き安心して過ごせる学級を目指し、自己肯定感が高まる場や児童生徒が相互に良さ
を見つけ、評価し合う場を設定しています。また、学級が核となり、様々な行事に取り組む中で、仲間
とでなければ得られない達成感や感動を味わうことで絆作りを図っています。

　 　いじめ認知後は、速やかに学校設置の「いじめ未然防止・対策委員会」を開き、事実確認と対応手順を
決定します。また、被害者には、つらい思いに寄り添う指導として「心の相談員」や「スクールカウンセ
ラー」の面談を実施し、加害者には、いじめがいかに人の心を傷つけ、時には命の危機まで追い込むほど
危険な行為であるかを気付かせ、相手の思いを真剣に考え、誠意をもって謝罪できるようにしています。

③ 　学校が重大事態であると判断した場合、教育委員会を通じて町長へ直ちに報告し、教育委員会は「教
育委員会調査チーム」「教育委員会支援チーム」を立ち上げて、調査及び対応にあたります。さらに場合
によっては、町長部局による「大野町いじめ調査チーム」を立ち上げ、再調査を実施することとなります。

　 　重大事態の対応については、町長部局と教育委員会が状況に応じて連携しながら、より被害者とその
家族に寄り添った対応ができるように体制を整えています。

答弁
（民生部長）

① 　町の「削減推進計画」につきましては、岐阜県の食品ロス削減推進計画が策定
され次第、県の基本方針を踏まえて、速やかに計画が策定できるように準備を進
める予定です。　

② 　町のホームページに国が示す「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」
を掲載します。そして、町の削減推進計画の策定に併せて、チラシやパンフレッ
トなどを作成し、食品ロス削減の普及啓発促進に取り組んでまいります。
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答弁
（産業建設部長）

③ 　町内事業所では、製造工程での在庫ロスの低減や材料の仕入れ調整など食品ロ
ス削減に向けた取組みがされています。しかし、町内全ての事業者が実施してお
られるわけではありませんので、関係機関と協力し、町内事業者の皆様へ、更な
る食品ロス削減に向けた周知・啓発を行ってまいります。

答弁
（教育長）

④ 　子供たちに、好き嫌いをせず、バランスよく食べるよう意識付けの指導を継続
するとともに、環境学習の一環として、職員が学校に出向き、食品廃棄物の現状
を写真や動画で紹介するなどの学習機会を設けることや、食育を通じて、子供た
ちが食べ物の重要さ、大切さについて学び、食品を提供する生産者、加工業者の
方たちに対する感謝と「もったいない」という意識が浸透するような学習を進め
てまいりたいと考えています。

答弁
（町長）

　「結婚新生活支援事業」につきましては、令和 3 年度から夫婦共に婚姻日におけ
る年齢が３４歳以下から３９歳以下へ、かつ、世帯年間所得が３４０万円未満から４００万円
未満に拡充し、結婚に伴う住居費や引越費用に対して最大３０万円から最大６０万円の
支援に拡充される見込みです。すでに当事業を実施している他自治体の状況も考慮
しながら、実施に向けて検討してまいります。

質問 2 　結婚支援について
　　　　　　 　新婚さんを応援する事業を導入し、定住促進にも一定の役割を果たす国

の「結婚新生活支援事業」を活用しながら新婚世帯を支援してはどうか。

宇野　等�議員

質問 1 　大野北部地区の開発について
　　　　　　 　今年度から野区自治会で進められている「金尾滝」周辺の森の学び整備

事業についてお伺いします。
　　　　　　 　次に、この自治会主体の整備事業を発端にして、北部地区をどのように

整備されていくのか、お考えをお伺いします。

答弁
（町長）

　 1 つ目の野区自治会が進める、金尾滝周辺の「森の学び」整備事業は、昭和の時代、
地域住民が集う賑わいの場として親しまれてきた金尾滝周辺を再整備し、子供たち
に安全な「森とのふれあいの場」の創出を目指したもので、町としましては、本事
業に出来る限り協力させていただくとともに、この地域独自の取組みを契機に、北
部地区一帯の保全と活用について検討してまいりたいと考えています。
　 2 つ目の北部地区の整備については、「第六次総合計画後期基本計画」で、北部
地区の主要な施策として「里山の環境保全と有効活用」、「運動公園の再整備」、「史
跡野古墳群の保存・活用」を主要事業に位置づけており、「森の学び」整備事業は、

地域が自ら行う貴重な取組みであると認識し、こうした地元の熱意を大切にして、北部山麓を含む北部地
区の整備に反映していきたいと考えています。
　例えば、北部山麓においては、今後、基礎調査に着手する史跡野古墳群と合わせて昨年発見された中世
寺院跡や新たな前方後円墳などの整備やレインボースタジアムの改修、総合体育館の建設、史跡野古墳群
と森林空間・絆の森散策コースの連携、そしてこうした資源を観光面に活かすための町内南北アクセス道
路整備などが必要であると考えています。
　今後は、このような取組みを連携させ、北部地区一帯を「憩い」「学び」「健康増進」そして「観光」の
拠点としていくため、野区自治会、NPO 法人、文化財保護協会などの皆様方のご意見をお伺いしながら、
北部地区の整備構想策定に向け、取り組んでまいりたいと考えています。
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井上　保子�議員

質問 1 　公共施設の維持更新について
　　　　　　 　町の令和元年度の経常収支比率が８７.8％と年々増加し財政の硬直化が進

んでいます。このような財政状況の中、公共施設（建物）に使われた投資
的経費はどのように変遷していますか。

　　　　　　 　また、公共施設等総合管理計画においては、今後2７４億円必要と試算さ
れていますが、どのような方針で取り組んでいかれるのか、お伺いします。

答弁
（町長）

　公共施設等に使われた投資的経費につきましては、建物だけではなく、道路の舗
装等の費用も計上された金額となりますが、平成2９年度が2４億５６８万円、平成３０年
度が１７億 6 千３６万円、令和元年度が１３億 8 千４９３万円となっております。主に、平
成2９年度には道の駅の建設、平成３０年度には学校校舎トイレ改修や庁舎の耐震改修
工事などを実施したことにより、例年になく大きく計上されたものとなっています。
　次に、保有する公共施設につきましては、今後の財政状況や人口等の大野町の将
来を見据え、適正な公共施設の総量となるよう、また、現在の施設を同じ規模で建

替え更新をしていくことが必要かどうか、皆様方と一緒に、施設の建設や統廃合等の検討を進めてまいり
たいと考えています。

野村　光宣�議員

質問 1 　今後の行財政運営について
　　　　　　 　本年 9 月の第 3 回定例会において、令和元年度の決算が認定されました

が、監査委員からは自主財源の確保や基金、委員会・協議会等についてな
ど 8 項目の意見・要望が出されています。

　　　　　　 　これらに対して、どのように対応して今後の町政に反映されて行かれる
のか、ご所見をお伺いします。

答弁
（町長）

　自主財源の確保については、優遇税制などによる企業誘致促進を図り、税収の拡
大に努めるとともに、町が所有する土地などのうち未使用となっている町有財産の
貸付や売却などによる、収入の拡大にも努めてまいります。また、ふるさと納税の
一層の推進、さらに企業版ふるさと納税の導入も検討していきたいと考えています。
　次に、委員会、協議会等については、案件があった場合のみの開催となるものも
ありますが、長く未開催のものは、現状の課題確認や報告などを議題として開催す
るように検討してまいります。

　次に、基金の高額療養費資金貸付基金については、限度額適用認定証の交付制度により、平成2６年度以
降の利用はありませんが、この貸付基金は、国民健康保険以外の方も利用が可能なため、今後、近隣市町
の状況を鑑み、廃止も含めて検討してまいります。また、ふるさと農村活性化対策基金については、今後、
柿とバラの町農地・水・環境保全組織への多面的機能支払交付金事業など、既存事業への充当も踏まえ、
基金の有効活用を検討してまいります。
　さらに、土地開発基金については、近年では、公共用地の取得が困難となることは少ないため、土地の
処分を含め基金自体の廃止を検討し、廃止による財源を今後の財政需要に有効活用できるよう、公共施設
整備基金などへ積立てを行っていきたいと考えています。
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議 会 の う ご き【議会議員が出席した主な行事等】

10 月

11 月

12 月

３日 大野町功労者表彰式 全員
東庭球場人工芝改修記念式 全員

５日 第２回西濃環境整備組合議会定例会 長沼議長
６日 ＳＤＧｓに関する研修会 長沼議長
７日 第２回揖斐郡消防組合議会定例会 長沼議長

岐阜県町村議会議長会定期総会・正副議長研修会 長沼議長、国枝副議長
８日 令和２年度東海環状自動車道西回りルート建設促進大会 長沼議長
１６日 議会運営委員会 全委員・長沼議長
１８日 大野町総合防災訓練 全員
１９日 例月審査 山川監査委員

ＮＰＯ法人くろの「お弁当試食会」 長沼議長
２２日 第４回臨時会 全員

総務文教常任委員会 全委員
民生建設常任委員会 全委員
議会広報編集委員会 全委員、長沼議長

２６日 第２７回根尾川花火大会実行委員会（第２回） 長沼議長・永井民建委員長
財務監査 山川監査委員

１日 美濃大野発見ガイド隊講演会「観光革命」 井上・長沼・国枝・宇野・山川議員
４日 地方自治連絡協議会 長沼議長
１６日 第４回揖斐広域連合議会定例会 井上・長沼・国枝・宇野議員

揖斐郡町村議会議長会 長沼議長
１７日 大野町行政改革推進委員会 ひろせ・宇佐美議員
１８日 例月審査 山川監査委員
１９日 議会運営委員会 全委員・長沼議長

青少年育成町民会議運営委員会 野村総文委員長
２５日 財政援助団体等に対する監査 山川監査委員
２６日 第５回臨時会（開会） 全員

総務文教常任委員会 全委員
民生建設常任委員会 全委員
議会運営委員会 全委員・長沼議長

３０日 第５回臨時会（閉会） 全員

２日 岐阜県町村議会議長会第３回評議員会 長沼議長
第４回定例会（開会） 全員
全員協議会 全員
議会運営委員会 委員・長沼議長

３日 総務文教常任委員会 委員
民生建設常任委員会 委員

９日 第４回定例会（一般質問） 全員
１０日 第４回定例会（閉会） 全員
１７日 神戸町・大野町議会議員合同研修会 全員

議会広報編集委員会 全委員・長沼議長
１８日 例月審査 山川監査委員
２２日 大垣衛生施設組合議会臨時会 長沼議長
２５日 財務監査 山川監査委員

略　総文 ＝ 総務文教常任委員会　　民建 ＝ 民生建設常任委員会
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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。

12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 八木　結
ゆ う な

凪 孝祐・葵 公郷 今村　愛
あ い な

菜 泰宗・こころ

大野 佐藤　由
ゆ あ

愛 英明・由有 小衣斐 下牧　柊
ひ づ き

月 浩司・好寿恵

中之元 川瀨　柊
と う か

華 将志・有沙 加納 国枝　澪
み お ん

音 大樹・香奈

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 小森美惠子 75 野 松久　博次 74

相羽 鍛治舎　絹 92 大野 岡田　範夫 85

相羽 岡田　雅義 89 大野 河村久美子 69

下方 加納　康夫 78

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（１月１日現在）
人　口 � ２２,６９５（−　４）
男 � １１,１６８（＋　８）
女 � １１,５２７（−１２）
世帯数 � ８, １１４（＋２４）
出生７人／死亡１７人／転入５１人／転出４５人

納 期 限 の お 知 ら せ
２月１日（月） 町県民税（4期）

国民健康保険税（9期）

３月１日（月） 固定資産税（4期）
国民健康保険税（10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

笹山古墳

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
３月２１日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、３月28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
３０８kcal ８.５g ２.７g ３４mg １.１g

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

ぱくぱく・モグモグ・ごっくん！
　しっかりとかむほど大豆の香ばしい香りがたち、美味しさ
が増します。冷めても美味しくいただける１品で、お弁当に
も合います。煎り大豆は電子レンジを使って簡単に作れます。

（乾燥大豆を封筒に入れ、５００Ｗ、３分間程度の加熱で仕
上がります）節分の豆を利用するのも手軽にできて、美味し
いですよ。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか？

●煎り大豆ご飯 【材料（４人分）】
精白米……… ２合（２８０ｇ）
煎り大豆……………… ４０ｇ
人参…… ６０ｇ（中１/２本）
　　しょうゆ……… 小さじ２
Ⓐ　塩……………小さじ１/２
　　酒……………… 大さじ１
だし汁…………… ４３０ｃｃ
青のり…………………… 少々

【作り方】
①精白米は洗って、３０分浸水させる。
②人参は粗みじん切りにする。
③①の精白米をざるにあげて水けをきり、炊飯器の釜に入
れる。
　Ⓐ内の調味料を入れて、白飯２合の目盛りまでだし汁を
加える。
④人参と煎り大豆をのせ、炊飯する。
⑤炊きあがったら、茶わんに盛り付け、青のりをふる。

�
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 稲富 汲田　樹生

♥
夫 下磯 田中　慎悟

妻 大野 平野貴莉菜 妻 揖斐川町 大辻シオン

♥
夫 寺内 小川　僚真
妻 中之元 林　亜依里

末永くお幸せに末永くお幸せに

ごみ収集日について
２月１１日（木）の生ごみ等の収集はありません。
次回は１５日（月）に変更です。
◎問合せ先／環境水道課　☎�34-1111


