
新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室を
設置しました！

※�新型コロナウイルスの影響により、広報に掲載しました行事等中止となる
場合がありますのでご了承ください。ＨＰ等ご確認ください。

今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶４ まちのお知らせ

▶１３ Information�くらしの情報

▶２０ 社協だより

円滑なワクチン接種に備えて
～大野町医師会と検討会議～
（集団接種会場：大野町総合町民センター）
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オンライン朝の会～臨時休校に備え、家庭と学校をつなぐツールとして～
揖東中学校

　１２月２３日、揖東中学校において、「オンライン朝の会」が実施
されました。これは、全校生徒に配布されたタブレット端末を、生徒
一人一人が家庭に持ち帰り、各家庭と学校とをつないで、家庭にいな
がら朝の学級活動を行ったものです。
　当日は、各学級の担任が生徒一人一人の健康確認を行うとともに、
タブレット端末の動作確認やインターネット環境の確認を行いました。
　今後は、タブレット端末を、家庭学習や、オンライン授業等で活用
していく予定です。新型コロナウイルスや自然災害等による臨時休業
の時でも、学びを止めない工夫をいていきます。

まちに活気と彩りを
令和２年度「第１３回冬の電飾コンクール」の被表彰者決定

　１１月２１日から１月１１日まで総合町民センターなどメイン会場
に１１団体、自宅５会場において冬の電飾コンクールを行いました。
来場者の投票を参考として、審査会にて厳正な審議が行われ、２月２
日に表彰式が行われました。被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
最優秀作品賞　大野町商工会女性部
優秀作品賞　　青山　考博 
大野町長賞　　メイン会場：西濃建設株式会社 
　　　　　　　自宅会場　：ＮＰＯ法人くろの 
岐阜新聞社賞　メイン会場：有限会社牧村電機
　　　　　　　自宅会場　：所　一二三

揖斐広域斎場に「非接触型温度測定・消毒機」を寄贈
いび川農業協同組合

　１月１５日、いび川農業協同組合より新型コロナウイルス感染症防止対策に役
立てることを願って「非接触型温度測定・消毒機」３台と「弱酸性次亜塩素酸水
溶液」２０ℓを寄贈していただきました。
　寄贈にあたり、いび川農業協同組合の堀尾茂之組合長は、「揖斐広域斎場を使
用する利用者と従事する職員の新型コロナウイルス感染リスクの不安を減らし満
足のいく葬儀が実施できるよう活用してほしい」と話されると、組合長の宇佐美
町長は、故人の最期をご遺族にしっかり見送っていただけるよう有効に利用して
いきたい」と述べました。
　今回寄贈いただいた消毒機は、赤外線センサーにより表面温度が測れ、同時に
手指消毒ができる消毒機で、斎場利用者の感染対策と更なる安全管理に努めるた
め有効活用させていただきます。

▲生徒一人一人とオンラインで朝の会

▲（前列左から）NPO法人くろの、青山さん、
商工会女性部、西濃建設㈱、㈲牧村電機、所さん

▲目録を手渡す堀尾組合長（右）

長寿のお祝い

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

１００歳おめでとうございます
これからも健やかに

大場あさ江さん（南方）
大正10年1月5日生まれ

久保田政子さん（相羽）
大正10年1月2日生まれ

青木春子さん（郡家）
大正15年1月30日生まれ

松岡千鶴子さん（野）
大正15年1月15日生まれ

関谷年子さん（寺内）
大正15年1月5日生まれ

ま ち の 話 題
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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！

　令和２年度のピヨピヨクラブ（親子教室）は、３蜜を避けるためキッズルームを広々と使って行いました。
職員も昨年度までの内容を変更したりして、ぱすてる全体を使って子ども達が楽しんでくれる内容に心がけま
した。令和３年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため１クラスの人数を減らして行う予定です。下記
のとおり、会員を募集しますので是非申し込んでください。ぱすてるで友だちを作って、一緒に遊びましょう！

※�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。

※�「ウッドスタート（誕生祝い品事業）」及び「木育研修（ステップアップ研修）」は、「清流の国ぎふ
森林・環境税」を活用しています。

◎３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…４日（木）、１１日（木）
　　　　よつばクラス…５日（金）
誕生会…１８日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…４日（木）
栄養相談（栄養士による）…２日（火）、９日（火）、１６日（火）
休館日    ３日（水）、１０日（水）、１７日（水）、２２日（月）、２４日（水）、３１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。

▲ピヨピヨクラブの様子

親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員を募集します！
� ※親子教室は、町内在住者が対象です。

　令和３年度の「ピヨピヨクラブ」の会員募集を行います。
　０・１・２歳児を対象とした親子教室で、親子で手あそびや体操、製作あそびを楽しみます。
　お子さんや保護者の交流の場として、親子で多くの友だちを作り、楽しんで子育てをしましょう。

〈ピヨピヨクラブ〉
対象児：�０歳児（令和２年４月２日～令和２年１２月３１

日生まれの子）
　　　　※�令和３年１月１日～令和３年４月１日生まれの

子は、８月に募集し、クラブ開始は９月の予定
です。

開催日：火曜日（月１～２回程）
時　間：午前１０時３０分～１１時１５分

対象児：�１歳児（平成３１年４月２日～令和２年４月１日
生まれの子）

開催日：木曜日（月１～２回程）
時　間：午前１０時３０分～１１時３０分

対象児：�２歳児（平成３０年４月２日～平成３１年４月１
日生まれの子）

開催日：金曜日（月１～２回程）
時　間：午前１０時３０分～１１時３０分

◎クラブ開始　�５月（４月に開級式を開催）※決定者には、
後日郵送いたします。

◎定員　�０歳児と１歳児は１８組、２歳児は１２組（１ク
ラス６組定員）※先着順となります。

◎申込期間　�３月１日（月）～２３日（火）
　　　　　　午前１０時～午後４時
◎申込先　�子育てはうす　ぱすてる　※電話受付不可

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０
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揖斐郡教育研修センターだより
令和２年度　揖斐郡体育協会表彰　被表彰者名簿
　揖斐郡体育協会では、令和２年度の優秀チーム賞、及び、優秀選手賞を決定しました。受賞されたの
は、優秀チーム賞７チーム、優秀選手賞６９名です。
　おめでとうございます。今後の益々の活躍を祈念しております。（町内関係のみ掲載）
※チーム名、又は、学校・学年・氏名を掲載

優秀チーム賞

NO チ　ー　ム　名 所属団体 表彰該当事由　　大会名・順位など

１ 揖東・揖斐川中学校
ソフトボール部

揖東・揖斐川中学校
ソフトボール部

県中学生女子ソフトボール交流戦中体連代替大会
　優勝

２ 揖東中学校卓球部女子 揖東中学校卓球部
女子

岐阜県中学生新人卓球大会
　女子団体の部　第３位

３ 池田高等学校空手道部女子 池田高等学校
空手道部

令和２年度岐阜県高等学校新人体育大会
　空手道競技　女子団体組手　第３位

優秀選手賞
小学生　【２名】

NO 氏　　名 学  校 学年 所属団体 表彰該当事由　　大会名・順位など

１ 年德谷　風月 大野北小 ６年 大野町剣道少年団 第４７回岐阜県秋季少年剣道錬成大会
　女子パート１　優良賞（２位）

２ 中川　陽向 大野小 ６年 大野小学校
第１６回中部小学生ゴルフ選手権大会　兼　令和２年度

（第１４回）全国小学生ゴルフ春季大会中部予選
　第３位

中学生　【５名】

NO 氏　　名 学  校 学年 所属団体 表彰該当事由　　大会名・順位など

１ 鷲見　優心 揖東中 ３年 NGUラブリッジ
名古屋

ＪＦＡ 第２５回全日本Ｕ−１５女子サッカー選手権大会
　東海大会　準優勝

２ 小野木　健太 揖東中 ３年 ルネサンス岐阜 ２０２０年度　ＪＳＣＡ岐阜県クラブ対抗水泳競技大会
　５０ｍ背泳ぎ　優勝　１００ｍ背泳ぎ　第３位

３ 林　亜龍 大野中 １年 本巣スイミング
スクール

２０２０年度岐阜県小・中学生学年別水泳競技大会
　５０ｍ背泳ぎ　第２位 、 １００ｍ背泳ぎ　第２位

４ 関野　遥斗 大野中 ２年 大野中学校　
バドミントン部

令和２年度　岐阜県中学生学年別バドミントン大会
　男子シングルス　第２位

５ 中川　瑛太 大野中 ３年 第４１回　全国中学校ゴルフ選手権春季大会
　中部地区予選　第３位

高校生　【３名】

NO 氏　　名 学  校 学年 所属団体 表彰該当事由　　大会名・順位など

１ 若原　颯舞 加納高校 １年 加納高等学校
空手道部

令和２年度　岐阜県高等学校新人体育大会　空手道競技　
　男子団体形　準優勝
　男子団体組手　第３位　　個人形　第３位

２ 原田　聡一 岐阜高専 １年 岐阜工業高等専門学校
空手同好会

令和２年度　岐阜県高等学校新人体育大会　空手道競技
　男子団体形　優勝　　個人形　準優勝

３ 大岩　凌 県立岐阜
商業高校 ２年 県立岐阜商業高校

バドミントン部
令和２年度全国高等学校選抜バドミントン大会
　東海地区予選会　ダブルス　第３位、団体　第３位

教育委員会のページ教育委員会のページ
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　１月２４日から３０日までの全国学校給食週間に、大野町や池田町、岐阜県の地場産物を多く取り入
れた給食を実施しました。

給食週間

▲１月２８日の献立は、大野町と北海道北見市が友好都市
ということで鮭、じゃがいも、コーンなど北海道にちな
んだ食材をたくさん取り入れました。 ▲大野中学校２年生給食の様子

学校給食費の納期内納付にご協力ください
　町では、児童生徒の心身の健全な発達を養うと共に食事の大切さを理解するための学校給食が、安心・
安全に提供できるよう日々努めております。
　保護者の方より納付された学校給食費は、すべて給食を作るための食材費として使われており、給食セ
ンターの施設整備費や人件費、光熱水費などは町が負担しています。
　保護者の皆様には、学校給食の意義をご理解いただき学校給食費の納期内納付をお願いいたします。
＊ 学校給食費の納期限：５月より毎月末日（１２月分・３月分は２５日）　※金融機関が休日の場合は翌日

問合せ先  学校教育課　☎ ３４−１１１１

令和３年度　会計年度任用職員を募集します。
◎受付期間　３月１日から３月１０日（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。
◎選考方法　書類審査及び面接（３月中旬）
◎任用期間　令和３年４月１日から令和４年３月３１日
 ※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
　　　建設課 １名 週５日

（１日７時間） 一般事務補助

　役場庁舎
　　　生涯学習課 １名 週５日

（１日７時間） 一般事務補助

埋蔵文化財センター

１名 週2～3日程度
（1日7時間）

発掘調査作業員
・経験者、外業できる人

１名 週4日土日あり
（1日7時間）

文化財調査整理員
・学芸員補発令要件以上の経験がある人

１名 週2日土日あり
（1日7時間）

文化財調査整理員
・出土遺物整理経験がある人

 問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１
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家庭の可燃ごみ減量にご協力を
　令和元年度に西濃環境整備組合で処理された大野町の可燃ごみのうち、家庭からの排出量は３,
０８５ｔで、平成３０年度の３, ０４１ｔと比較して１. ４％（４４ｔ）増加しました。また、処理さ
れた可燃ごみのうち、実に４３％が水分でした。
　今後、ごみの減量を進めるためには、一人ひとりがごみの排出抑制、資源化などの環境に配慮した
行動が必要です。
　家庭からの可燃ごみ減量にご協力をお願いします。

　また、生ごみを出す際は袋の口をしっかり縛って、中身が飛散しないようにお願いします。

問合せ先  環境水道課　☎ 34－1111

プラスチック製容器包装の出し方について
①�プラスチック製容器包装以外のものが出されると回収されません。プラマークのないも
のは、分別辞典等で確認した上で粗大ごみや生ごみ等として分別し、プラマーク表示の
あるもののみを出しましょう。

　※粗大ごみとは、バケツ・おもちゃ・ビデオテープ等です。

②�リサイクルしますので、容器を洗い、
汚れを落としてから出してください。
油などどうしても汚れの落ちないもの
は、生ごみ等へ出してください。

③�袋に重ね入れするのではなく、個々に
緑色のかごへ入れてください。

問合せ先  環境水道課　☎ 34－１１１１

びんの分別収集のお願い
　現在、びんは中身を水ですすいで異物を取り除き、乾かしてから白（透明）、茶、その他（緑、黒
など）の３種類に分別をお願いしているところです。
　また、びんのラベルは、紙のラベル（シール）ははがさずに出してください。
※ペットボトルは従来どおり、ふたとラベルをはがしてください。

問合せ先  環境水道課　☎ 34－1111

洗って乾かす
トレイの多くが生ものをのせ
て使用されています。洗って
出さないと、異臭を放ってし
まいます。

異物を取り除く
トレイにセロハンテープや
ラップなどが付着している場
合がありますので、取り除い
てください。

〇家庭ごみ削減のための取り組み
　次の２つについて各家庭での徹底をお願いします。
　①生ごみの水切り　
　　※�水切りをすることで、ごみの排出量削減の

他、悪臭の軽減や、燃焼効率が上がること
によるごみ処理費用の削減にもつながりま
す。

②３Ｒの励行
　※３Ｒとは
　・Reduce（リデュース）「ごみを減らす」
　・Reuse（リユース）「くり返し使う」
　・Recycle（リサイクル）「資源として再利用する」
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大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業について

　　環境省循環型社会形成推進交付金における標準工事費の改正に伴い、令和３年４月１日から大野
町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の補助上限額が変わります。

【�変更前�】 高度処理型合併浄化槽１基当り

人槽 標準工事費 補助上限額
５人槽 １，０２０，０００円 ９１８，０００円
６～７人槽 １，１３４，０００円 １，０２０，０００円
８～１０人槽 １，３８０，０００円 １，２４２，０００円

【�変更後�】

人槽 標準工事費 補助上限額
５人槽 ８８２，０００円 ７９３，０００円
６～７人槽 １，０８０，０００円 ９７２，０００円
８～１０人槽 １，４０４，０００円 １，２６３，０００円

　引き続き、標準的な浄化槽設置工事費の９割の補助をします。
　また、配管補助及び既設浄化槽の撤去補助金の変更はありません。

　町では、次の流れで本事業を実施しています。

交付申請から補助金のお支払いまでの流れ交付申請から補助金のお支払いまでの流れ

交
付
申
請
書
提
出
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績
報
告
書
提
出

工
事
の
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手

工
事
完
了

決
定
通
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理
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認

②
中
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助
金
支
払
い

確
定
通
知

工
事
代
金
支
払
い

完
了
確
認

1 2 3 4 5 6 7 8 9

期
限
内
に
提
出

の
受
理

☆ 訪問販売等による浄化槽設置工事のトラブルが問題になっています。
◎�契約は慎重に判断しましょう　身近な人に相談し、慎重に検討し、不要であれば、はっきり断りま

しょう。

◎町の補助金があっても個人負担は発生します　少なくとも費用の１割の個人負担は発生します。

◎信頼できる業者を選びましょう　見知らぬ業者との契約は慎重に！

　複数の業者から見積をもらい、施工方法、技術力、施工実績、地元の評判などで選びましょう。

◎�既設の浄化槽は適正な方法で撤去しましょう　浄化槽の入換えに伴う既設の浄化槽の撤去は適正に

実施しましょう。撤去の前には許可を受けた業者による汲取りと最終清掃が必要です。それらを行

わないと法律違反となり、業者だけでなく所有者も罰せられます。

問合せ先  環境水道課　☎ ３４－１１１１
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　１月２８日、常呂自治区の小・中学校で、常呂の特産品や
食材を使った給食が提供される「常呂デー」が行われました。
常呂町農業協同組合から寄贈された玉ネギや流氷うどんなど
を使った「カレーうどん」、「もち入りぜんざい」に、錦水小
学校の児童たちは、「むちゃくちゃ美味しい」と大好評。先生
から地元食材の説明を受け、美味しさとともに地産地消につ
いて学びました。

学校給食で「常呂デー」を開催
─ 食を通じ地域農業の理解を深める ─

ところ通信
Vol. 253

北見市

　町では、役場の開庁時間に来ることができない人が転出入など住所の異動、各種届出や証明書の
交付・相談などを受けられるよう、次のとおり休日窓口を開設します。

◎開設日時　３月２７日（土）・２８日（日）　午前８時３０分～正午

◎開設する窓口業務
住民課
・転入、転出、転居に伴う手続き
・住民票の交付 
・印鑑登録、印鑑登録証明書の交付
・戸籍謄（抄）本の交付 
・各種税証明書の交付
・マイナンバーカードの交付（事前予約制）
福祉課
・障がい福祉に関する手続き
・児童手当に関する手続き 
・保育園・認定こども園の入園、退園に関する手続き

健康課 
・国民健康保険に関する手続き
・後期高齢者医療保険に関する手続き
・福祉医療に関する手続き
・介護保険に関する手続き
会計課
・町に納付する税金、使用料、手数料などの納付 
・介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付

 問合せ先  各担当課　☎ ３４-１１１１

＊＊年度末の休日窓口を開設します＊＊

令和３年５月開所予定の大野町地域交流施設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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（命名者　大野小学校　４年生　松久　弘

ひ ろ わ

和さん）

◎理由　　　　高齢者から子どもまで利用して心の「わっか」が、つながるといいという思い。
◎応募総数　　２９３件
　　　　　　　応募者内訳：小学生　　２２２件　
　　　　　　　　　　　　　その他　　　７１件
� 問合せ先 �福祉課　☎ ３４－１１１１、なないろ　☎ ３２－３５６６

大野のわっか

大野町地域交流施設の愛称決定
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　今年度補助対象分の定期券・領収書等につきまして、次に該当するものは３月３１日（水）までに補助金申
請手続きを行ってください。
◎定期路線乗合バス乗車券に対する助成（アユカ助成）
　対象：�お手持ちのアユカ（定期券を除く）に、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに積み増しし

た際の領収書
※助成内容　１年度あたり１世帯１回限り２, ０００円
◎高校生通学定期券等補助金
　対象：バスまたは鉄道定期券の有効期間に令和２年４月１日から令和３年３月３１日が含まれるもの
　　　　�スクールバス領収書の領収日が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（令和２年度利用）の

もの
※補助対象機関
　　　　バス：岐阜バス、名阪近鉄バス、揖斐川町ふれあいバス、スクールバス
　　　　鉄道：樽見鉄道、養老鉄道
※補助内容　（購入金額）×１／３＝（補助する額　※�１００円未満切り捨て）
◎提出期限　３月３１日（水）
※�役場開庁時間外（休日含む）でも、宿日直へ提出することは可能ですが、記載内容や添付書類等に不備があ
る場合は後日連絡する場合がありますので、必ず連絡先を明記してください。

申請・問合せ先 �政策財政課　☎ ３４-１１１１

アユカ助成、高校生通学定期券等補助
申請手続きはお済みですか？

令和３年４月１日より
町の税金や料金の三菱ＵＦＪ銀行での口座振替や

窓口納付の取扱いができなくなります。
（収納代理金融機関変更のお知らせ）

　町に納めていただく税金や料金などについて、現在ご利用いただいております三菱ＵＦＪ銀行本・支店での口座
振替や窓口納付が令和３年４月１日からできなくなります。（令和３年３月３１日までは利用可能です。）

　◎三菱ＵＦＪ銀行本・支店での口座振替や窓口納付ができなくなるもの
　　・町県民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税などの町に納める税金
　　・ 認定こども園保育料等、町営住宅使用料、学校給食費、放課後クラブ保育料、後期高齢者医療保険料、施設

等の使用料などの町に納める料金

　令和３年４月１日以降は、お手数ですが、以下の金融機関をご利用ください。
　また、現在三菱ＵＦＪ銀行で口座振替をご利用いただいている方は、以下の金融機関での口座振替に変更手続き
をお願いします。

　◎窓口納付や口座振替ができる金融機関（順不同）
　　十六銀行、大垣西濃信用金庫、いび川農業協同組合、大垣共立銀行、
　　岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、西美濃農業協同組合、ゆうちょ銀行
　　※ ゆうちょ銀行では、窓口納付と保育料等・学校給食費の口座振替はできませんので、ご了承ください。

問合せ先  会計課　☎ ３４－１１１１
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　おおのスポーツクラブは、だれもがいつでもどこでも、気軽にスポーツに参加でき、スポーツの良さ、楽
しさを伝えることを目標に町に設立された総合型スポーツクラブで、スポーツを通じて会員の皆さんの仲間
づくり、健康の保持増進に努めています。クラブの会員になって、一緒に楽しく健康づくりをしませんか。
※感染症予防対策等諸事情により、活動状況が変更されることがあります。予めご了承ください。

問合せ先  おおのスポーツクラブ事務局（生涯学習課内）
☎ ３４－１１１１

◎ウォーキングクラブ（大野町楽しく歩こう会）
対象　どなたでも
活動場所　町運動公園、その他
活動予定日時　 毎週日曜日（１時間程度、４～

１１月は午前８時～、１２月～３
月は午前８時３０分～）

年会費　要問合せ

◎硬式テニスクラブ
対象　小学生、中学生（１０人程度） 
活動場所　町民東テニス場
活動予定日時　毎週土曜日
　経験者　午前９時～１０時３０分
　初心者　 午前１０時３０分～正午、正午～午後１時

３０分
年会費　１，５００円／年
活動費　 １，０００円／月
※ その他必要に応じて活動費が発生することがあります。

◎硬式テニス教室（一般）参加者募集
対象　１８歳以上の人（１０人程度）
活動場所　町民東テニス場
開催予定日時　 ４月中旬～７月中旬の毎週金曜日（全

１０回）午前９時３０分～１１時３０分　
※日程詳細は申込者に後日連絡

持ち物　テニスシューズ、テニスラケット
参加費　２，０００円／年（保険料含む）
申し込み　 ３月１９日（金）までに、参加費を添えて

クラブ事務局まで申し込む

◎グラウンドゴルフクラブ
　（大野第１・大野第２・大野西・鶯）
対象　どなたでも
活動場所　 大野第１：黒野地区、大野第２：大野

地区、大野西：西郡地区、鶯：鶯地区
活動予定日・年会費　 各クラブで異なるため要問

合せ

◎ノルディックウォーキングクラブ
対象　どなたでも
活動場所　 黒野駅レールパーク、その他
活動予定日時　通年（午前中）
年会費　要問合せ

おおのスポーツクラブ会員募集

　大きな地震などをはじめとした災害が発生したときに、高齢の方や障がいのある方は、より被害を受けやす
く避難の際には支援が必要となります。
　大野町では、災害時、安否を確認し地域で助け合うことで、被害を最小限にくいとめるため、避難行動要支
援者名簿を作成しております。申請によって作成された名簿は、民生委員・児童委員や自治会の自主防災組織
等への開示に同意されたものとし、日頃からの見守り活動や避難支援のために活用されます。

対象者
　名簿に記載される方の概ねの基準
①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者
②６５歳以上の高齢者だけの世帯
③介護保険法による要介護３以上の方
④身体障害者手帳「１級」または「２級」の方
⑤療育手帳「Ａ」または「Ａ１」及び「Ａ２」の方
⑥精神障害者保健福祉手帳「１級」の方
⑦その他支援が必要と認められる方

申請方法
　名簿への登録を希望される方は、役場福祉課窓口
でお尋ねください。また、申請書の様式は、大野町ホー

ムページ「各種申請書」にて、ダウンロードできます。
※ 大野町個人情報保護条例の規定に基づき、個人情

報は適切に保護されます。

大事なこと
　この制度は、普段の地域のつながり・助け合いに
よって少しでも被害を減らすということを目的とし
ています。支援を受ける方も、支援いただける方も
日頃から地域での交流を大切にし、みなさんで助け
合える地域づくりを目指しましょう。

問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１

災害時要支援者名簿に登録しませんか
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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】
３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！

固定資産縦覧帳簿を確認できます！
　固定資産税の納税者は、自己の土地または家屋の価格が適正か判断するため、比較したい土地または家屋の価格
を期間中に縦覧帳簿で確認することができます。
◎縦覧の対象　地方税法第４１５条に規定する土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿

※ ただし、自己の所有する資産が土地のみの場合は土地の縦覧帳簿のみ縦覧することができ、家屋
のみの場合は家屋の縦覧帳簿のみを縦覧することができます。

◎縦覧できる人　固定資産税（土地・家屋）の納税者、納税者と同居の親族、代理人（委任状が必要）
◎縦覧期間　４月１日（木）～４月３０日（金）　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
◎縦覧場所　税務課
◎持ち物　納税通知書、運転免許証など本人確認のできるもの、委任状（委任を受けた人のみ）

問合せ先  税務課　☎ 34－1111

　３月以降に納期限をむかえる町税は、固定資産税の第４期（納期限３月１日）のみです。町県民税（普通徴収）
の第１期から第４期、固定資産税の第１期から第３期、軽自動車税は既に納期限が過ぎています。今年度の納税通
知書と領収書を確認し、納付忘れがある場合は、早急に納付してください。
　納期限を過ぎて、督促状が送付されても納付せず放置した場合は、納期内納税者との公平性を図るため滞納処分
を受ける場合もあります。

納付が困難な場合は、どうすればいいの？

　病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な場合は、速やかに税務課まで
ご相談ください。
　生活状況や収支を確認のうえ、分割納付など徴収の猶予を行うこともできます。 問合せ先  税務課　☎ ３４－１１１１

今年度も残りわずかです！  町税の納付忘れはありませんか？
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令和３年度　軽自動車税の減免申請
　身体障がい、精神障がい及び知的障がいのある方に対する軽自動車税の減免申請の受付を下記の日程で行います。
◎申請期間
　３月１７日（水）～４月３０日（金）（土・日・祝日を除く）※申請期間を過ぎると受付できません。
◎申請場所　役場　税務課
◎持ち物
　 印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、納税義務者の個人番号カー

ド又は個人番号通知カード
　減免に該当するのは、身体等に障がいがあり下記の表に該当する方、又は、身体等に障がいがある方と生計
を一にする方もしくは身体等に障がいがある方を常時介護する方が運転し、専ら、障がいのある方の生業、通学、
通勤、社会参加のために使用する車両に限ります。
※減免は１人につき１台に限られます。普通自動車ですでに減免を受けられている方は対象となりません。
減免対象者の範囲
※障がいが重複している場合は、個々の障がいの等級によって判断されます。
○身体障害者手帳の交付を受けている人／生計を一にする方及び常時介護する方が運転する場合

障がいの区分 減免の対象となる範囲
　視覚障がい １級、２級、３級、４級
　聴覚障がい ２級、３級
　平衡機能障がい ３級
　音声機能障がい ３級（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る）
　上肢不自由 １級、２級、３級
　下肢不自由 １級、２級、３級、４級、５級、６級
　体幹不自由 １級、２級、３級、５級
乳幼児期以前の非進行性脳病変に
よる運動機能障がい

上肢機能 １級、２級、３級
移動機能 １級、２級、３級、４級、５級、６級

　�心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい １級、３級
　�ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級、２級、３級
　肝臓機能障がい １級、２級、３級

○療育手帳の交付を受けている方　障がいの程度が「Ａ」「Ａ１」「Ａ２」の方。
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方　障がいの程度が「１級」の方。
○戦傷病者手帳の交付を受けている方　下記まで問い合わせてください。

申請・問合せ先  税務課　☎ 34-1111 

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
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）

～健康相談以外の窓口～

新型コロナウイルス
感染症に関する
健康相談

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333
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まちのお知らせ
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お知らせ

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月は当支局登
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
すようお願いいたします。
　なお、自動車の登録等に関する
手続きは、下記にお尋ね下さい。
問合せ先  

〈申請・届出関係〉
普通自動車・１２５cc を超える
オートバイ　中部運輸局岐阜運輸
支局・登録部門　☎ 050-5540-2053
※ テレホンサービス（録音による案

内）は、２４時間利用可能です
軽自動車　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
税務課　☎ 34-1111

家畜（牛、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし等）
や家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、�
だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥）を�
飼育している皆様へ

　法律により２月１日時点での家
畜を飼育している状況（飼育者の
氏名、住所、飼育場所、種類、頭
羽数など）を県へ報告することが
義務付けられています（ペットを
含む）。報告様式や詳細につきまし
ては岐阜県中央家畜保健衛生所
ホームページに掲載しています。
　なお、ご不明な点がございまし
たら岐阜県中央家畜保健衛生所へ
お問い合わせください。
問合せ先  岐阜県中央家畜保健衛生
所　☎ ０５８－２０１－０５３０

全国健康保険協会（協会けんぽ）
岐阜支部に加入の皆さまへ

令和３年度保険料率�健康保険料率・
介護保険料率が変更となります
令和３年３月分（４月納付分）から
◎健康保険料率
　９. ８３％（０. ０９％ 引下げ）
◎介護保険料率
　１. ８０％（０. ０１％ 引上げ）
問合せ先 　全国健康保険協会（協
会けんぽ）☎ ０５８－２５５－５１５５
又は、ホームページにてご参照く
ださい。

募　集

公務員合同説明会案内

◎日時　３月６日（土）・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」大垣市林町
５−１８光和ビル２階　
☎ ０５８４－７３－１１５０

令和３年度�警察官採用試験案内

試験区分・採用予定人員・採用試験等日程（予定）
試験区分　ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女性）
採用人数　未定
公示日　３月１日（月）
受付期間　 ３月１日（月）から４月８

日（木）
第１次試験　５月９日（日）岐阜市
第２次試験　６月上旬から６月中旬
最終合格日　７月中旬
採用予定日　令和４年４月１日
※ 今年度から電子申請による申込を受け付

けます。採用試験案内に登載されている
申込書のほか、岐阜県警察公式ホームペー
ジからダウンロードした申込書の使用も
可能ですが、原則電子申請での申込をお
願いします。電子申請については、岐阜
県警察公式ホームページから申込入力画
面へいくことができます。

※ 申込書の提出について、持参又は郵送（郵
便追跡が可能な特定記録又は簡易書留）
の場合、受付期間中の平日午前８時３０
分から午後５時１５分までの間でお願い
します。電子申請の場合は、受付時間を
問いません。
受験資格・試験の方法
区分　ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女性）
受験資格
　年齢　 昭和６１年４月２日以降に生まれ

た者
　学歴等�　学校教育法に基づく大学（短

期大学を除く。）を卒業又は令
和４年３月３１日までに卒業
見込みの者

試験方法
　第１次試験　教養試験、作文試験
　　※ 作文試験は、第２次試験で評価

する。
　第２次�試験　口述試験、集団討論試

験、適性検査、身体検査、体
力検査、身体精密検査

※ 身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
※ 体力検査種目（下表の２種目以上で基準

を下回ると不合格となります。）（反復横
跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て
伏せ、握力、２０ｍシャトルラン、五指
関節、開眼片足立ち）
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３-０１１０ 又は

最寄の交番、駐在所又は、試験公示日以
降に岐阜県警察公式ホーム
ページをご参照ください。
岐阜県警察公式ホームペー
ジ

※ 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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催し・講座

手話奉仕員養成講座（後期編）
のお知らせ

　手話は、「手や身体・表情」で表
し、「目」で見て理解する言葉です。
　基礎編（入門講座）を修了され
た方を対象に、後期編の講座を開
催します。
◎対象者　町内在住または在勤

（１８歳以上）で継続して受講可能
な方※ただし、手話奉仕員養成講
座前期編（入門講座）を受講し受
講証明書を交付された方に限る
◎内容　相手の手話を理解し、特定
の方と手話で日常会話ができるまで
◎費用　受講料は不要ですが、テ
キスト代をご負担ください。
◎講座の日程　５月１３日（木）
～１１月１１日（木）まで（全
２６回）　木曜日　午後７時から
午後９時まで（１回約２時間の講
習）
◎講義の会場　池田町　ゆうご
う・ほっと館　大会議室　
◎定員　３０人（揖斐川町、池田
町の受講者と一緒に学びます。）
◎申込方法　往復はがきに　①講
座名（手話奉仕員養成講座）　②郵
便番号　③住所　④氏名（ふりが
な）　⑤年齢　⑥電話番号を明記
し、岐阜県聴覚障害者協会へ郵送
してください。４月２６日（月）
必着とします。
【往復はがきの記載方法】（大野花
子さんが受講を希望する場合）

（往信の宛名面） （返信の文面）
〒 ５００－８３８４
岐阜市藪田南 ５－１４－５３
ＯＫＢふれあい福寿会館６階

一般社団法人
岐阜県聴覚障害者協会 御中

※ 白紙のまま発送し
ます。

（返信の宛名面） （往信の文面）

〒 ５０１－０５００
大野町大字〇〇番地

大　野　花　子　宛

① 大野町手話奉仕員
養成講座（後期編）

② ５０１－０５００
③ 揖斐郡大野町大字

〇〇番地
④ 大野花子 
（おおのはなこ）

⑤〇〇歳
⑥ ０５８５－〇〇－〇〇〇〇

↑受講を希望される方の情報を、
返信の宛名面、往信の文面に記入
します。
問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１

財務専門官採用試験

　財務局では、財務省の総合出先
機関として、財政、国有財産に関
する業務を行い、また、金融庁の
事務委任を受けて、金融等に関す
る業務を行う財務専門官を募集し
ています。
◎受験資格
① 平成３年４月２日～平成１２年

４月１日生まれの方
② 平成１２年４月２日以降生まれ

で次に掲げる方
　・ 大学等を卒業した方および令

和４年３月までに卒業する見
込みの方

　・ 人事院がこれらの方と同等の
資格があると認める方

◎申込方法　インターネット（人
事院ＨＰ）より申し込んでくださ
い。
◎受付期間　３月２６日（金）～
４月７日（水）
◎第１次試験日　６月６日（日）
◎第１次試験合格発表日
　６月２９日（火）
◎第２次試験日　７月５日（月）
～７月７日（水）のうち、いずれ
か指定する日
◎最終合格発表日
　８月１７日（火）
問合せ先  東海財務局総務部人事課
人事係　☎ ０５２-９５１-２１８５

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　３月１１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　３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　役場　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　３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　３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　３月２日（火）、９日（火）、
２３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

青春とは、 くもとり山のイノシシびょういん� ３～５歳，小初
（姫野�カオルコ著 /文藝春秋）

　コロナ禍のさなか、家でひきこもっていた女性が見
つけた名簿と一冊の本。地方の高校に通っていた記憶
が鮮明に甦る。彼女の胸に、３５年の時を経てこみ上
げる思いとは ?『オール讀物』掲載に加筆して単行本化。

（かこ�さとし文・かこ�さとし絵・なかじま�かめい絵�/福音館書店）

　たぬきの母さんと子どものポンちゃんは、イノシシ先生
の病院にやってきました。イノシシ先生は、おなかが痛い
というポンちゃんのおなかをゆっくりさすって…。『母の友』
掲載のかこさとしの創作になかじまかめいの絵を加える。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●鎌田實の人生図書館

（鎌田 實著 / マガジンハウス）
●おばんでございます

（桜木 紫乃著 / 北海道新聞社）
●僕のコーチはがんの妻

（藤井 満著・藤井 玲子絵 /KADOKAWA）
●お探し物は図書室まで�

（青山 美智子著 / ポプラ社）
●悪魔を殺した男

（神永 学著 / 講談社）

●おともだちになってくれる ?� ０～５歳
（サム・マクブラットニィぶん，アニタ・ジェラームえ，小川 仁央やく / 評論社）
●すっとびこぞう !� ３～５歳，小初

（大島 妙子作 / 小学館）
●めいたんていサムくんとあんごうマン� 小初

（那須 正幹作・はた こうしろう絵 / 童心社）
●渋沢栄一人物としごと� 小中，小上

（こどもくらぶ編 / 岩崎書店）
●かわいくてとっても楽しい ! 紙のおもちゃ� 一般

（moko 著 / 日本ヴォーグ社）

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「３.１１　東日本大震災」展
　３月１１日、東日本大震災の発生から１０年目を迎えます。
津波被災地の支援など、復興はこれからも続いていきます。震
災から１０年が経った今日の課題を通じて、被災地の未来と私
たちの備えについて考えましょう。

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

3 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

●令和２年度の特定健診の結果をお知らせします！
【特定健診の受診状況は？】
　大野町では、例年は６月・７月で実施
していますが、新型コロナウイルス感染
症拡大もあり、今年は７・８・９月に実
施しました。４０～７４歳の国民健康保
険被保険者のうち、１，１０２名の方が
受診されました。男女別年代別受診率は
右のとおりです。男性は女性より受診率
が低く、４０～５０歳代が男女ともに特
に低い傾向にあります。

【特定健診の結果は？】
　下のグラフのように、お腹まわりに脂肪のつく内臓脂肪型肥満に加え、脂質異常、血圧高値、高
血糖の危険因子を複数あわせもつ、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状態または予
備群の方は３２％が該当していました。また、下の図のように、何らかの異常がみられた方の割合
をみると「ＨｂＡ１ｃ」、「ＬＤＬコレステロ−ル」「血圧」の順に高くなっています。
　数値が高いだけで症状がなくても、重なる危険因子の数が多いほど命にかかわる心臓病や脳卒中
を発症する危険が高まります。小さなサインを見逃さないよう、体の状態を確認するためにも、毎
年健診を受けましょう。
　健診の結果、メタボリックシンドロームの可能性のある方（服薬している方は除く）には特定保
健指導のお知らせをお送りしています。症状がなくても、自身の体の状態を知るためにも必ず受け
ましょう。

基準該当 20%

予備群該当
12%

非該当
68%

メタボリックシンドローム
該当者割合（％）

25.1 
25.8 

34.8 
50.1 
51.5 

60.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
中性脂肪

ＢＭＩ
腹囲
血圧

LDL コレステロール

※HbA1c：長期間の血糖コントロールの目安。糖尿病検査。
※BMI：身長と体重の割合。肥満かどうかを判定

HbA1c

何らかの異常がみられた方の割合（％）

※ 令和３年度も、健診対象者には特定健診受診券を送付します（５月末予定）。約１万円相当の
健診を自己負担１, ０００円で受けることができ、生活習慣を見直すきっかけにもなります。
４０歳になったら必ず年に１度は受けるようにしましょう。

●所得の申告をしましょう
　国民健康保険では、世帯の所得状況が一定以下のときは、国民健康保険税の軽減を受けることが
できます。ただし、所得の申告がないときは、所得状況が一定以下であるかどうか判定できないため、
軽減を受けることができません。１年間の所得がなかったとき、収入が非課税所得（障害年金、遺
族年金など）だけのとき、同じ世帯に扶養者がいないときなどは、必ず申告するようにしましょう。

 問合せ先  健康課　☎ ３４－１１１１

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳
男性 5.4 11.6 9 16.8 21.5 30.3 33.2
女性 10.5 14.2 17.2 29.1 33.8 37.5 43.4

0
10
20
30
40
50

男女別年代別特定健診受診率（％）
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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

３

7
いび漢方クリニック 揖斐川町三輪 21-0055

たんぽぽ薬局揖斐店 21-5021

14
小林医院 揖斐川町黒田 23-1531

粕川調剤薬局 22-6464

20
若原整形外科 大野町黒野 34-3322

ピノキオ薬局三輪店 21-0229

21
小森内科胃腸科 大野町黒野 34-1000

オオノ調剤薬局 34-3663

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

３ 28
小森眼科 大野町中之元 34-3535

たんぽぽ薬局揖斐店 21-5021

※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

３月休日在宅当番医のお知らせ

保健師による

健康伝言板
　新型コロナウイルス感染症の蔓延とその対策による影響を受けて、仕事や日々の生活に不安やストレスを感
じている方も少なくないと思います。自粛生活が続く中で「コロナうつ」という言葉が生まれるほど、その影
響は拡大しています。不安やストレスと上手に付き合うための方法についてご紹介します。

〇もしかして、うつ病の兆候はありませんか？
★ 最近の２週間のあなたの様子について、当てはまるものをチェックしてみてく

ださい。
　□毎日の生活に充実感がない
　□これまでやれていたことが、楽しめなくなった
　□以前は楽にできていたことが、おっくうに感じられる
　□自分が役にたつ人間だと思えない
　□わけもなく疲れたような感じがする
　上記の項目に２つ以上当てあまり、ほとんど毎日続いているような場合には、現在気持ちに落ち込みがある
状態でうつ病に移行するリスクがあります。日々の生活を見直しストレス解消や十分な休養の機会が必要です。

〇うつ病を予防するための生活のヒント
　「自分はうつ病になるはずがない」と多くの方が思いがちですが、うつ病患者の方の多くは「まさか自分が」
と思っています。疲労やストレスを感じた時には無理をせず、しっかりと休養をとり心身をリラックスさせて
あげましょう。
★１日３回しっかりと食べる
　できれば一人で黙々と食事を摂るのではなく、家族と食卓を囲む機会を作りましょう。
★趣味や運動を楽しむ
　コロナ禍で外出しにくい時期ではありますが、太陽の光を浴び、他者と会話をすることは大切です。足腰も
一緒に鍛えて体力を維持しましょう。
★たくさん笑う
　笑うことはストレス解消やリラックス効果があるだけでなく、身体の免疫力や自律神経のバランスが良くな
ることにも繋がります。周りの人とおもしろいことを共有して笑いあいましょう。

〇もしも身近な家族・友人がうつ病になったら…
　「がんばって」「早くよくなって」と励ますのは禁物です。私はあなたの味方ですということを伝え、まずは
本人がゆっくり休める環境を整えてあげましょう。また、うつ病になると判断能力が低下しがちになります。
重大な決断は後回しにすることをアドバイスしてあげてください。

 問合せ先  健康課　☎ ３４－１１１１

心のお手入れ、できていますか？
～３月は自殺対策強化月間です～
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令和３年第１回定例会日程および内容
会期／令和３年３月２日から１０日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考

３月　２日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

３月　３日 水 午前９時 総務文教常任委員会 委員会室

３月　４日 木 午前９時 民生建設常任委員会 委員会室

３月　９日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり

３月１０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。（議事堂の傍聴席は１３席に、委員会室の傍聴席は５席に

制限させていただきます。）
　なお、委員会の傍聴をご希望される方は、事前に事務局までご連絡ください。

　３月９日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信されます。また、以下の場所で
もご覧いただけます。（議場で傍聴していただくこともできます。）
　　・大野町役場　１階　ロビー
　　・地区公民館（第１～第６公民館） 問合せ先  議会事務局　３４－１１１１

献血の実施報告
　令和２年１２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。
　　１２月２８日（月）　　　大野町役場　　　４３名

次回献血のご案内
日　　付 時　　間 場　　所 内�容

３月１９日（金） 午前９時２０分～１１時３０分 揖斐郡消防組合消防本部
全血

（４００ｍｌ）

３月３０日（火）
午前９時３０分～正午
午後１時３０分～４時

カネスエ大野店
（美濃大野ライオンズクラブ協賛）

全血

献血へご協力いただいた方には、血液型、肝機能、コレステロール等の検査結果をお知らせしています。�
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。� 問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

新型コロナウイルスワクチン接種について
　ワクチン接種は4月より高齢者から開始する予定です。（ワクチンの供
給状況により変動する可能性があります。）
　接種時に必要な「新型コロナウイルスワクチン接種券」は高齢者から順
次個別に送付します。接種券がお手元に届きましたら、なくさないよう大
切に保管してください。
　最新のお知らせはホームページでご確認ください。� 　 問合せ先 �健康課　☎ ３４－１１１１
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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

福祉出前講座を行いました
　１２月１８日、南小学校の６年生の児童の皆さんを対象に福祉出前
講座を実施しました。車いすと高齢者疑似体験セットを使用して、高
齢者役と介助者役の２人１組になり、スロープでの車いすの介助方法
や、視界や身体の動作が制限される状態での階段の昇り降りなど、高
齢者や障がいのある方の日常を、普段生活している学校内での段差や
障害物などで体感しました。介助役の児童さんが声を掛けながらコ
ミュニケーションを上手に取り、感想を話しながら真剣に取り組んで
もらうことが出来ました。

※�また、今回の講座をきっかけに、「コロナ禍の中で高齢者の方に小学生の皆さんが今できること」につい
てご提案があり、６年生児童の皆さんで高齢者の方への手紙を作製し、本会を通してお一人暮らしの高齢
者の方へお届けすることになりました。

～児童の皆さんからいただいた講座体験の感想を一部ご紹介します～
・�車いすを押す人は、相手のことを思ってぶつからないようにしたり、
段差では一声かけてコントロールして進むのが難しかったです。
・�一緒に住んでいるおばあちゃんは元気に見えるけど、何か困ってい
たら気づいて手伝うことができたらいいなと思いました。
・介護する人は相手の気持ちを考えないといけないことが分かった。
・�困っている方を見つけたら、見て見ぬふりをするのではなく、勇気
を持って声をかけたいです。

車いす体験の様子

高齢者疑似体験の様子

歳末たすけあい募金配分金事業
～寄せ植え教室～　地域福祉啓発・普及事業

　１２月９日（水）に「おおの花店 Fiore」代表の小森光弘
氏を講師に招き、クリスマスの寄せ植え教室を開催しました。
　初めに社協の事業紹介をし、ふれあいいきいきサロンやボ
ランティア活動などの説明をしました。その後、小森氏から
寄せ植え制作の指導を受け、花の配置や水やりについて基本
的なところから教えていただきました。
　おしゃれな花器に寄せ植えられ、参加者のみなさんの作品
はどれも素敵に仕上がりました。
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善　　意

ボランティア活動保険のご案内

　次の方々よりご寄附がありました。
○令和２年１２月２２日　　匿　名　　様　　２０, ０００円
○令和２年１２月２５日　　匿　名　　様　　２０, ０００円
○令和２年１２月２５日　　匿　名　　様　　５０, ０００円

　あたたかいお志ありがとうございました。寄附金は本会が行う社会福祉事業に活用させ
ていただきます。

　ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中における様々な事故やケガ、損害賠償責任などについて
補償する保険です。対象となるボランティア活動は、下記の通りです。
　①ボランティアグループの会則に則り、企画・立案された活動
　②社会福祉協議会に届け出された活動　　③社会福祉協議会に委嘱された活動
※３月中にお申込みいただくと４月１日より１年間補償されます。

申込・問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

～シリーズ連載～　障
しょう

がいについて理
り

解
か い

しよう ⑤内
な い

部
ぶ

障
しょう

がいを知
し

ろう

「内
な い

部
ぶ

障
しょう

がい」って何
な ん

だろう？
　内部障がいは、体の中（内臓機能）の障がいであるため、外見からはわかりにくいことが多い障がいです。
身体障がい者福祉法で、７種類の障がいが定められています。
①�心

しん

臓
ぞう

機
き

能
のう

障
しょう

がい…心臓の働きが低下した状態で、ペースメーカーなどを使用している人もいます。
②�呼

こ

吸
きゅう

器
き

機
き

能
のう

障
しょう

がい…呼吸器の働きが低下した状態で、酸素吸入装置を使用したり携帯している人もいます。
③�腎

じん

臓
ぞう

機
き

能
のう

障
しょう

がい…体に必要のない物質や有害な物質が蓄積されやすく、人工透析治療を受ける人もいます。
④�膀

ぼう

胱
こう

・直
ちょく

腸
ちょう

機
き

能
のう

障
しょう

がい…人口膀胱や人口肛門を使用している人（オストメイト）もいます。
⑤�小

しょう

腸
ちょう

機
き

能
のう

障
しょう

がい…通常の食事による栄養維持が難しく、輸血で栄養補給している人もいます。
⑥�肝

かん

臓
ぞう

機
き

能
のう

障
しょう

がい…肝炎、肝硬変、肝がんなどにより毒物を解毒する肝臓の働きが低下する状態です。
⑦�ヒト免

めん

疫
えき

不
ふ

全
ぜん

ウイルス（ＨＩＶ）による免
めん

疫
えき

機
き

能
のう

障
しょう

がい…ウイルスが白血球を破壊して免疫機能を低下さ
せることで、様々な感染症が起こりやすくなります。

困っていることはこんなこと・・・
◇心臓に障がいがある人は、疲れやすく激しい運動ができません。
◇呼吸器に障がいがある人は、タバコの煙をとても苦しく感じます。
◇通院等も多く、職場で理解が得られにくい場合があります。
◇見た目ではわかりにくいので、本人が感じるつらさを周りにわかってもらえません。

わたしたちにできること
１．免疫力が落ちていることが多いので、かぜや感染症をうつさないように注意しましょう。
２．�多目的トイレは、人口膀胱や人口肛門を使用している人（オストメイト）、車いすの人、赤ちゃんづれの

人などのために、広いスペースや必要な設備が備えられたトイレです。必要のない場合は利用しないよ
うにしましょう。

３．�携帯電話の電波などは、内部障がいのある人にとって命に関わることを理解し、電車やバス等での使用
上の注意を守りましょう。

４．�人工透析治療は定期的な通院治療が必要となります。通院への理解や時間的配慮、無理のない仕事内容
を任せるなど、その人に合った支援をしましょう。

※次号も引き続き、障がいの種類について連載します。



社会福祉協議会だより

22 広報おおの 2021.3

目が不自由な方や文字が読みづらい方、高齢の方、
一度お聴きになりませんか？

●�まちの話題・インフォメーション・健康伝言板・住民だよりなど、「広報おおの」の録音版をカセッ
トやＣＤに録音して配布しています。（無料でご利用いただけます）

ボランティアセンターからのお知らせ

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（３月　９日）
　　　　　◎第４土曜日　１０：００～１２：００（３月２７日、４月２４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 �社会福祉協議会　おもちゃ病院「かき工房」　☎ ３４-２１３０

防災ボランティア「みんなの防災ねっと」が家具固定をします
　あなた自身、あなたの家族を守るために家具の固定�
をしましょう。
●家具固定の設置作業を行います
【対象者】�町内在住の高齢者（６５歳以上）のみの世帯、�

要介護認定者、身体障害者手帳をお持ちの方、その他相談対応します。
【料　金】家具固定器具は個人負担になります。また、活動協力金をいただきます。
　　　　 ※詳しくはお電話にてご相談ください。

� 申込・問合せ先 �社会福祉協議会　みんなの防災ねっと　☎ ３４-２１３０

災害は
いつ起こるか
分かりません！！

　この度、公益財団法人�車両競技公益資金記念財団の
「ボランティア活動推進事業助成金」で新しい録音機材
が購入できました。

　今後も、広報紙はじめ書籍等の録音版の作成を通して、
視覚障がい者や高齢者の支援活動に取り組んでいきま
す。

地震に備えて！家具の転倒防止を！

♪「広報おおの」の録音版・書籍等の録音版を 
聴いてみませんか？

申込・問合せ先 �社会福祉協議会　音訳の会そよかぜ　☎ ３４－２１３０
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日常生活自立支援事業のご案内
～地域で安心して暮らせるように～
　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方や、
金銭管理に不安のある高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して生活が送
れるように、社会福祉協議会がお手伝いします。

Ａ．福祉サービスの利用援助
・�福祉サービスの利用の相談や
情報提供
・�福祉サービスの利用申込に必
要な手続き
・�福祉サービスの利用料を支払
う手続き
・�福祉サービスについての苦情
解決制度を利用する手続き

Ｂ．日常的金銭管理サービス
・預貯金の出し入れ
・�年金及び福祉手当の受領に必
要な手続き
・�税金や社会保険料、公共料金
の支払い手続き
・�その他の金銭を要する手続き
の代行

Ｃ．書類等預かりサービス
■お預かりできる書類等■
・年金証書
・預貯金通帳
・�証書（保険証書、権利証、契
約書など）

・実印、銀行印等
※�宝石、書画、骨董品、貴金属
類はお預かりできません。

【利用料金】※生活保護世帯は無料です。

Ａ . 福祉サービスの利用援助 １回１時間あたり１, ０００円
Ｂ . 日常的金銭管理サービス ※１時間を超えると３０分毎に５００円加算
Ｃ . 書類等預かりサービス １ヶ月あたり５００円

問合せ先  
町社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

岐阜県生活困窮者自立相談支援事業
～生活の不安や心配を一緒に解決しましょう～

家賃が払えなくて
住むところが
なくなりそうだ…

借金が多くて
返済ができない…

面接を受けても
仕事がなかなか
決まらない…

もう何年も
ひきこもりが
続いている…

家計のやりくりが
うまくいかない…

　生活困窮者自立支援法（平成２７年４月１日施行）に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を
行っています。あなたの悩みごとや困りごとに寄り添い、課題について一緒に考えて課題解決に
取り組みます。ご家族などまわりの方からの相談でも受付いたします。お気楽にご相談ください。

【相談窓口】町社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０
　　　　　 県社会福祉協議会　岐阜県生活支援・相談センター�揖斐支所�
　　　　　 揖斐郡揖斐川町上南方１-１（揖斐総合庁舎内）
　　　　　 ☎ ０５８５-２１-１８１１（無料通話 ０８００-２００-２５３７）

ひとりで悩まずにまずはご相談ください　　相談無料・秘密厳守
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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。

1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 速水　萌
め い

衣 隆至・佐世子 中之元 森川　都
み や と

斗 雅也・奈津美

黒野 丹羽　将
ま さ ひ ろ

尋 一樹・恵 公郷 小森　　茜
あかね 瑛介・真季

黒野 山形　依
え と

叶 樹・咲来 五之里 高橋　将
ま さ と

都 宏樹・清美

野 村瀨　冬
と あ

空 英治・季子 五之里 奥谷　光
み つ き

葵 克麻・沙織

西方 山下　侑
ゆ あ

杏 昂大・侑希 下磯 杉原未
み く る

來琉 幸一郎・麻美

上秋 清水　尊
み こ と

斗 智也・星凜

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 北野　昭子 94 大野 犬飼喜久代 74

黒野 大野　森夫 87 上秋 北田　良夫 80

黒野 黒田　敏幸 86 瀬古 阿部　久夫 69

黒野 田邉　　実 72 中之元 加納二三惠 101

黒野 馬渕　久夫 74 公郷 今西　昭一 85

六里 松浦　米吉 85 公郷 野村　末男 68

野 細野　春雄 89 公郷 加納　幸義 85

野 飛田　夏子 87 公郷 阿部多加江 53

桜大門 加納　治子 79 領家 吉田千代美 57

稲富 汲田しげ子 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

人口と世帯（２月１日現在）
人　口 … ２２,６７４（−２１）
男 … １１,１５９（−　９）
女 … １１,５１５（−１２）
世帯数 … ８, １３１（＋１７）
出生１１人／死亡３２人／転入５４人／転出５４人

納 期 限 の お 知 ら せ

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

新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室他

 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
４９kcal １.８g １.６g ３９mg 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

野菜を美味しく
食べましょう

　今月は、「春キャベツ」を使った香ばしいピーナッツ和え
を紹介します。春キャベツはこれから旬を迎え、甘みが増し、
美味しくなります。キャベツの他にも、小松菜・人参など
いろいろな野菜を使っても作れます。
　和え衣やドレッシングなどは、食べる直前に加えると、
水っぽくなることを防ぎます。
　手軽にできる一品ですので、ぜひ作ってみてはいかがで
しょうか。

●キャベツのピーナッツ和え

【材料（４人分）】
キャベツ…………… ２００ｇ
みつば………………… ４０ｇ
春雨………………（乾）２０ｇ
　　ピーナッツバター
　　�………………… 大さじ１
Ⓐ　しょうゆ……… 小さじ２
　　だし汁………… 小さじ２

【作り方】
①キャベツ・みつばはさっと軽く茹でて、ざく切りにする。
②春雨は熱湯につけ戻し、半分に切る。
③Ⓐ内の和え衣を作り、食べる直前にすべてを混ぜ合わせ
る。


