
※�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 機構改革

▶４ 令和３年度町当初予算

▶６ まちの話題

▶９ まちのお知らせ

▶２２ Information�くらしの情報

新しく町の行政組織が変わります！
～効率化、町民サービスの向上のために～
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機 構 改 革
� 〜令和３年４月１日から〜

　令和３年４月１日より、町の行政組織を再編します。
　組織の改編や配置などが右ページのとおり変わりますので、皆さまのご理解
をお願いします。
　令和２年度よりスタートしました大野町第六次総合計画後期基本計画に掲げる将来像「快適で　
笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」の実現に向け、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、町民目線からの行政サービスを図りながら、基本計画を着実に推進していくため
の新たに行政組織を再編します。

【組織機構改革のポイント】
◆住民課…来庁される町民の皆様の利便性向上のため、再編します。
◆子育て支援課…子育て支援の体制を強化・充実していくため、新たに設置します。
◆福祉課…制度・分野の縦割りをなくすため、再編します。
◆�地域共生推進室…福祉課内に新たに設置し、高齢者・障がい者・生活困窮者等が気軽に相談でき
る体制を整えます。
◆�保健センター…保健センターを課に位置づけし、健康づくりの推進を図ります。また、町民が健
やかで幸せにとの願いを込め係名を「健幸づくり係」と改称します。
◆環境生活課…環境行政への多様なニーズに対応するため新たに設置します。
◆�まちづくり推進課…観光を活用したまちづくり、まちづくりのための観光を推進するため、課名
を変更します。
◆教育次長…教育委員会事務の総合管理・調整を行います。
◆�文化財調査室…町文化財の保存及びまちづくりのための資源としての活用を図るため、新たに設
置します。また、新設する埋蔵文化財センターの管理運営を行います。

『快適で　笑顔あふれる
やすらぎのまち　おおの』

の実現に向け新たなスタート！
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機構改革後（令和３年４月～）の組織 15課･局

幼児療育センター
子育て支援センター
認定こども園

子育て世代
包括支援センター

(ふるさと納税事務)

埋蔵文化財センター

監査委員事務局

総
務
部

民
生
部

政策係

行政・管財係

情報推進係政策財政課
財政係

住民税係 資産税係
徴収係

広報係
総務係

危機管理防災係

地域共生推進室

学校給食係

〈業務内容〉
政策企画・公共交通・移住、定住・土地利用対策
統計・少子化対策・国際、国内交流・財政

総務課

〈業務内容〉
人事・秘書・住民協働・女性政策・情報公開・選挙
危機管理・消防防災・交通安全・契約・広報、広聴

税務課

〈業務内容〉
町民税・固定資産税・軽自動車税

戸籍係 保険･年金係

子育て支援係 家庭支援係

社会福祉係 高齢福祉係
地域包括支援
センター障がい福祉係

〈業務内容〉
戸籍・住民票・印鑑証明・町税証明・転入・転出
戸籍届出・パスポート・マイナンバーカード
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金・福祉医療

子育て支援課

〈業務内容〉
認定こども園・幼稚園・児童手当・児童扶養手当
子ども家庭支援・地域子ども子育て支援

福祉課

〈業務内容〉
社会福祉・障がい福祉・高齢福祉・地域包括支援センター
福祉センター・介護保険・生活困窮・民生委員児童委員

消費生活センター

健幸づくり係

環境係 生活係

保健センター

〈業務内容〉
健康増進・感染症予防・母子保健・歯科保健・栄養食生活

環境生活課

〈業務内容〉
人権・消費生活・環境衛生・食品衛生
公害・廃棄物処理・畜犬登録・墓地・生活排水
ごみ袋販売・空家対策・不燃物処理許可

産
業
建
設
部

管理係 水道係

商工係
企業誘致係

都市計画係
土木係

まちづくり観光係

農林係
土地改良係

〈業務内容〉
道水路整備・公園管理・町営住宅・公共用地
建築確認・都市計画・上水道事業
東海環状自動車道整備促進

まちづくり推進課

〈業務内容〉
観光振興・特産品・道の駅推進・企業振興
商工業振興・労働・ふるさと納税

教
育
委
員
会

教
育
次
長

学校教育課

生涯スポーツ係

生涯学習係

文化財係

教育総務係
教育支援係

〈業務内容〉
学校教育・教育相談・学校施設整備・放課後クラブ・学校給食

生涯学習課

〈業務内容〉
生涯学習・社会教育・社会体育・文化財保護
公民館活動・文化事業・図書館事業

会
計
管
理
者

会計係

〈業務内容〉
公金出納・収入印紙・収入証紙

議
会
事
務
局

議会事務議会事務局

〈業務内容〉
議会運営・監査

▶▶２階

▶▶２階

農林課

〈業務内容〉
農林業振興・農業委員会・農地保全・土地改良事業

▶▶１階

建設課
▶▶２階

会計課
▶▶１階

住民課
▶▶１階

文化財調査室

番号…窓口番号番号…改編等
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3
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4
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①　安全・安心分野　－「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまち

　　・防災行政無線管理経費（防災行政無線デジタル化整備工事等）� 3 億 8,415 万円
　　・結婚新生活支援金� 300 万円
　　・地域交流施設経費（大野のわっか）� 226 万円
　　・中学校 3年生までの入院・通院等医療扶助費� 9,091 万円
　　・高校生等医療扶助費（入院費のみ）�� 116 万円
　　・成年後見支援センター事業（中核機関設置業務委託料等）���　� 57 万円
　　・介護保険任意事業（緊急通報安心見守りコール業務委託料等）　� 341 万円
　　・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）� 275 万円
　　・子育て支援施設費（ぱすてる）　� 1,975 万円
　　・母子保健事業（妊婦健康診査、一般・特定不妊治療費補助金等）� 2,431 万円

②　産業・交流分野　－郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまち

　　・農業振興事務経費（野菜づくり支援業務委託料、担い手支援特別対策事業補助金等）� 967 万円
　　・新商品等開発事業（農産物販売促進実証事業、ブランド野菜「四季の彩り」ロゴマーク作成等）� 60 万円
　　・経営体育成基盤整備事業負担金� 1,400 万円
　　・森林整備事業（管理委託料、森林空間・絆の森修繕工事等）� 1,996 万円
　　・地方創生ムービー活用観光プロモーション業務委託料� 100 万円
　　・観光ガイド事業支援補助金　� 10 万円
　　・観光協会補助金（バラまつり大野２０２１等各種イベント、アシスト付き自転車購入）� 1,586 万円
　　・フラワー交流事業（実行委員会負担金等）� 132 万円
　　・工場等設置等奨励金� 375 万円
　　・道の駅費（パレットピアおおの）� 3,451 万円

③　生活・環境分野　－快適な暮らしを支える自然と共生した持続可能なまち

　　・公共交通推進事業（�デマンドタクシー運行業務委託料・補助金（デマンドタクシー増便）、コミュ
ニティバス運行対策費補助金（あいのりくんプラス）、地域乗合バス維持費補
助金、通学定期購入補助金、樽見鉄道支援金等）� 4,782 万円

　　・定住奨励金交付事業（新築住宅定住奨励金、移住支援事業補助金等）� 2,633 万円

　大野町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」の実
現に向け、「安全・安心分野 -「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまち」、「産
業・交流分野 - 郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまち」など、
４つの基本目標に位置づけられた諸施策や事業に着実に取り組み、魅力あるまちづくり
を進めていきます。

令 和 ３ 年 度 大 野 町 当 初 予 算

●会計別予算額の状況

会計名 令和３年度予算額 対前年度比増減率（％）

一 般 会 計 78 億 3,600 万円 ３. ０

国民健康保険事業特別会計 24 億 3,100 万円 △０. １

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2 億 8,590 万円 １. １

上 水 道 事 業 会 計 4 億 9,700 万円 △１４. ５

合 計 110 億 4,990 万円 １. ３
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　　・高度処理型合併浄化槽設置補助金�� 2 億 3,903 万円
　　・住宅用太陽光発電システム設置補助金　� 216 万円
　　・エコタウンおおの推進事業（町民カレッジ、親子環境教室の実施）　� �84 万円
　　・空家対策推進事業（空家等対策補助金等）　� 277 万円
　　・不燃物等分別収集対策補助金　　� 　441 万円
　　・名鉄廃線敷再生事業（自転車道・歩道改良工事）　� 　5,000 万円
　　・都市計画総務事務経費（IC周辺土地区画整理事業調査等）� 　2,062 万円
　　・地籍調査事業（地籍調査業務委託料（相羽、牛洞）等）　� 2,045 万円
　　・公園管理経費（管理委託料、指定管理委託料（黒野駅レールパーク）等）� 4,402 万円

④　教育・文化分野　－「古」と「新」が共存し、地域を愛し、みんなで学びあえるまち

　　・小中学校特別教室等エアコンリース料� 2,177 万円
　　・小中学校情報配信システム料　　　　　� 86 万円
　　・小中学校教育振興事務経費（�GIGAスクールサポーター配置業務委託料、学習通信環境整備費補助金、

自転車損害賠償保険加入補助金等）� 4,652 万円
　　・総合町民センター施設管理経費（施設管理委託料、指定管理委託料等）� 1 億 172 万円
　　・埋蔵文化財センター施設管理経費（大野あけぼのミュージアム）� 258 万円
　　・スポーツイベント開催経費（ねんりんピック岐阜２０２１ノルディックウォーキング大会開催経費等）� 126 万円
　　・池田町大野町学校給食センター負担経費� 2 億 1,513 万円

●一般会計款別内訳

問合せ先 �政策財政課　☎ 34－1111

町税
23億1,521万円

29.6％

地方交付税
14億7,000万円

18.8％

国庫支出金
8億9,688万円

11.4％

町債
8億9,410万円

11.4％

地方譲与税 1億1,685万円 1.5％
地方特例交付金 3,450万円 0.4％
法人事業税交付金 1,500万円 0.2％
配当割交付金 1,100万円 0.1％
環境性能割交付金 1,000万円 0.1％
株式等譲渡所得割交付金 900万円 0.1％
利子割交付金 290万円 0.0％
交通安全対策特別交付金 240万円 0.0％

※1その他内訳

※2その他内訳
使用料及び手数料 8,604万円 1.1％
繰越金 7,000万円 0.9％
寄附金 5,081万円 0.7％
分担金及び負担金 2,549万円 0.3％
財産収入 1,261万円 0.2％

依存財源
59.3%

自主財源
40.7%

繰入金
3億2,619万円

4.2％
諸収入

2億8,732万円
3.7％

県支出金
7億4,970万円

9.6％
地方消費税交付金
4億5,000万円

5.7％

そ
の
他※

1

そ
の
他※

2

歳入

民生費
27億7,883万円

35.5％

総務費
12億5,200万円

16.0％

教育費
9億7,039万円

12.4％

衛生費
7億9,546万円

10.1％

公債費
6億2,003万円
7.9％ 歳出

土木費 5億410万円 6.4％
消防費 3億9,600万円 5.0％
農林水産業費 2億3,387万円 3.0％

商工費 1億9,507万円 2.5％
議会費 7,023万円 0.9％
予備費 2,000万円 0.3％
労働費 1万円 0.0％
災害復旧費 1万円 0.0％
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持 続可能な農業発展に向けて
農業と SDGs を原動力とする地方創生セミナーを開催

　１月２６日、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、総合町民センターで農業関係者を対象にセミ
ナーを開催しました。
　講師の㈱OKB総研　農林研究所　笠井博政所長は自身の体験談を
交えながら、「農業」そのものが「次世代のために自然環境・社会環
境を改善していくこと（=SDGs）」と深く関わっていると強調され、
身近な農業、大野町の主要作物が、どのようにして地域活性に繋がる
のか具体例を示しながら説明されました。また「命を大切にすること
が根底である農業は、SDGs の１７項目の開発目標全てに貢献してい
る」と話されました。
※�当日参加できなかった方にも講演を視聴していただけるよう、
DVDの貸出を行っております。また町ホームぺージにおいてダイジェスト版を掲載しております。
問合せ先 �農林課　☎ ３４-１１１１　　 「岐阜県清流の国ぎふ推進補助金」を活用しています。�

厄 除け・招福・無病息災・ 
 コロナ収束を祈って
来振寺　節分星まつり

　２月７日、１２００年以上の歴史を誇る来振寺において、厄除け等を
祈って「節分星まつり」が行われ、年男等が願いや名前を書いた護摩木
の炭火の上を素足で歩く「火渡り」が行われました。今年は、コロナ禍
で豆まきや笹酒のふるまいは中止とな
りました。参拝者は「コロナが早く収
束するように願っています」と話して
いました。

自 分らしくいきいきと♪
人権施策推進事業×公民館事業「いきいき教室」（第１～第６公民館）

　２月１２日、第２公民館において、講師の高島美保子さんを迎え「遊び文字」講座が行われました。「遊び
文字」とは、筆や割り箸、爪楊枝などを使って技法にとらわれず、自由な形や発想で書く新しい書のことです。
　受講者は、気に入った見本を手にとり、筆先の方向に気を付けながら、習字とは違う文字の技法を学び作
品を仕上げていました。

▲熱心にセミナーに参加する参加者

▲無病息災願い火渡り【中村貞夫さん写真提供】

▲楽しみながら作品に取り組む受講者 ▲受講者の作品

ま ち の 話 題
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創 業１００年を記念して町に寄附
（株）野村建設

　２月１９日、㈱野村建設　代表取締役会長�野村信行
さんが役場を訪れ、大正１０年に創業し、１００周年を
迎えたことを記念して、町に寄附（１００万円）されま
した。
　野村会長は「地元の皆さまのおかげで１００周年を迎
えることができました。コロナ禍の大変な時に、少しで
も役立ててもらえれば」と話していました。町長は「大
変ありがたく、大切に使わせていただきます」と謝意を
述べました。
　今後は、町内の各小中学校に児童生徒の体調管理に使
用する「検温サーモカメラ」の購入費用に役立てる予定
です。

世 界の人々とのつながりを考える　
大野小学校　社会活動家の藤原ひろのぶさんお話会

　２月１８日、大野小学校において社会活動家の藤原ひ
ろのぶさんによるお話会が４年生児童を対象に行われま
した。藤原さんは、ギニアに学校を設立したり、バング
ラディッシュで食事支援に取り組んでみえます。
　講演では、低賃金でチョコレートの原料になるカカオ
の実を取る仕事をするアフリカの子どもたちや諸外国の
人たちが働く姿を動画で紹介していました。自分たちの
身近なチョコレートや服、ゲーム機などは、低賃金で働
いている諸外国の人々の労働のおかげであることを学
び、児童らは「余分なものは買わず、必要なものを必要
なだけ買うようにしたい」と話していました。

町 の高齢福祉に役立てて
大野中学校生徒会から寄贈

　２月２４日、大野中学校生徒会が役場を訪れ、町の高
齢福祉のために役立ててほしいとして、マスク・ゴム手
袋を寄贈されました。これは、大野中学校福祉推進委員
を中心とした地域貢献活動でのアルミ缶や古紙などの回
収を行った生徒会活動の収益によるものです。
　前期福祉推進委員長の説田遥さん（３年）と後期福祉
推進委員長の林良成さん（３年）が生徒会を代表して、
町長に目録を託し、２人は「今年度は、皆で話し合いを
して、お金ではなく、物で私たちの住んでいる大野町に
地域貢献することに決めました。昨年度は贈呈式を行う
ことができなかったので、昨年分と今年度分のお金を使
い、マスクとゴム手袋を購入しました。高齢者施設で役立ててほしい」と話し、町長は「ありがとうござい
ます。大野町にはたくさんの高齢者施設がありますので、大変ありがたい。各施設にお配りします」と謝意
を述べました。（学年は当時）

▲お話会を聴く大野小４年生児童

▲目録を町長に手渡す野村会長

▲町長に目録を託す説田さん（中）と林さん（左）
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長寿のお祝い
おめでとうございます　これからも健やかに

１００歳９５歳

髙橋すなをさん（大野）
大正１０年２月１８日生まれ

松岡はだゑさん（松山）
大正１０年２月２日生まれ

加藤美男幸さん（西方）
大正１５年２月２８日生まれ

岩田一二三さん（野）
大正１５年２月８日生まれ

汲田さきゑさん（稲富）
大正１５年２月１日生まれ

杉原明さん（大野）
大正１５年２月１日生まれ

　３月１日、常呂高校の第５７回卒業式が行われ、１３人の生徒が学び
やを旅立ちました。
　式では、校長先生が一人ひとりに今後の飛躍を期待する言葉をかけな
がら、卒業証書を授与。
　卒業生の代表者は、先生と保護者に対する感謝の気持ちを伝え「この
先辛いことがあっても、最後まで諦めず、目標に向かい進んでいきます」
と抱負を語りました。

常呂高等学校卒業証書授与式
─ 次のステージでの飛躍を誓う ─

ところ通信
Vol. 254

北見市

ス ポーツで豊かなまちづくりに貢献
折戸徹也さん、堀里加子さん

　町スポーツ推進委員を３０年以上務め、地域スポーツの推進
に取り組んだとして、折戸徹也さん（大野）がスポーツ推進委
員功労者表彰（文部科学大臣表彰）を授与されました。県庁で
の授与式に出席した折戸さんは「委員としていろいろなスポー
ツの推進に務め、グラウンド・ゴルフやクロッケーゴルフ等地
域に根付いた種目も多い。支えてくれた仲間や地域の皆さんに
感謝したい」と話しました。同じく町スポーツ推進委員の堀里
加子さん（相羽）が、東海四県スポーツ推進委員功労者として
表彰されました。 ▲県知事から表彰状を受け取った折戸さん（右）

二 百年あまりの伝統を持つ狂俳の普及振興に尽力
東
と う か い ち ょ

海樗流
りゅうかい

会（揖
い と う ぎ ん し ゃ

東吟社）
　２月２６日、ぎふ清流文化プラザにおいて芸術文化の各分野
において謙虚な活動実績や業績を収めている個人や団体を讃え
る「令和２年度岐阜県芸術文化顕彰・奨励の表彰式」が行われ、
東海樗流会の宇野格司（下座倉）さんが役場を訪れ、町長に受
賞を報告しました。宇野さんは、初代細

ほそ

美
み

庵
あん

１２代目宗家で岐
阜発祥の狂俳の魅力を広め、町内小学校などで指導を行うなど
して伝承に取り組んでみえます。宇野さんは「狂俳は、庶民文
芸の典型ともいえ、大正時代に最も盛んだった。町内でも指導
者として活躍された方がたくさんみえる。狂俳を中心に俳句や
俚
り

謡
よう

（民謡）の作句にも関心を持ってもらえれば」と話し、町
長は「おめでとうございます。次の世代に、郷土文芸の狂俳をぜひ引き継いでいってください」と述べました。

▲受賞を報告する宇野さん（左）

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！

　１月から３月は、ピヨピヨクラブの会員を対象に栄養相談を行いました。
　災害時に役に立つパッククッキングについて栄養士から話を聞いたり、真空状態にする方法を実践した
りと、お母さんたちもとても興味深く参加していました。聞いたことはあっても内容は知らなかったり、
言葉自体を初めて聞いたりとなじみのない内容でしたが、簡単にできるので是非役立てたいと意欲的なお
母さんが多かったです。（令和３年度もおやつ作り教室に代わり、栄養相談を行う予定です。）

※�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、
町ホームページ等にてご確認ください。

◎４月のスケジュール（予定）
　　　　�ふたばクラス（開級式）…１３日（火）、２０日（火）、２７日（火）
　　　　�みつばクラス（開級式）…１５日（木）、２２日（木）、２６日（月）
　　　　�よつばクラス（開級式）…１６日（金）、２３日（金）
誕生会・…９日（金）
育児相談（保健センターの保健師による）…８日（木）
栄養相談（栄養士による）…１２日（月）
休館日 ���７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）、３０日（金）

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。

▲栄養相談の様子

◎受付期間　４月１日から４月１２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、写真を添付のうえ、該当する資格証（登録証）の写し

を添えて、役場子育て支援課へ提出してください。
◎選考方法　書類審査及び面接（４月中旬から下旬）
◎任用期間　令和３年５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 応募要件

公立認定こども園 若干名 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 若干名 週５日　１日７時間

（相談可能）

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

子育てはうす
ぱすてる 若干名 週１～５日　１日６時間 ファミリー・サポート・センターアドバイザー

・子育て支援に意欲のある人

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３４-１１１１

会計年度任用職員を募集します。
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令和２年度　善行表彰者
　このほど、町青少年育成町民会議では、善行のあった人や団体の表彰を行いました。
　表彰者、表彰団体は次の通りです。（敬称略、学年は表彰当日）

【児童生徒の部】　個人表彰

校　区 学年 表彰者氏名 表　彰　内　容
中小学校 ６ 三木　星来 分団登下校・挨拶・清掃

大野中学校 ３ 後藤　咲葉

 積極的なボランティア実践

大野中学校 ３ 森　理緒奈
大野中学校 ３ 國保　愛風
大野中学校 ３ 松岡　歩美
大野中学校 ３ 大野　優斗
大野中学校 ３ 杉山　美羽

【児童生徒の部】　団体表彰

校　区 表彰団体名　代表者名 表 彰 内 容

大野小学校 大野小学校　登校班班長
４５名　　國枝　和貴

登下校時にお
ける安全確保

大野小学校 大野小学校　福祉委員会
２８名　大須賀優乃　松浦　心美

空き缶回収によ
る福祉活動推進

大野小学校 大野小学校　プロジェクト委員会
１６名　後藤　新汰　平野　蒼依

グランド周辺
の清掃活動

西　小学校 大野町立西小学校　４年生　かがやき学級
（４年生）２１名　山本　侑希 ウサギの飼育

南　小学校 南小学校　６年生
４３名　　神谷　陸斗 巣立ちの活動

揖東中学校 揖東中学校　生徒会
１８４名

生徒会によるボ
ランティア活動

【一般の部】　個人表彰

校　区 表彰者氏名 表　彰　内　容
北　小学校 藤田　涼子 絵手紙クラブ講師
北　小学校 児島　史夫 生け花クラブ講師
中　小学校 三木　正之 児童の登校時の見守り活動
中　小学校 牧村　　勉 児童の米作り活動の支援
南　小学校 和田　珠幾 南小ふれあい活動講師
東　小学校 岡田　昌子 学校の環境整備
東　小学校 松浦　三鶴 東小の見守り活動
東　小学校 馬渕　　勉 東小の見守り活動
東　小学校 早川　　宏 東小の見守り活動
東　小学校 岩崎　和男 東小の見守り活動
東　小学校 若原　春子 東小の見守り活動

【一般の部】　団体表彰

校　区 表彰団体名　代表者名 表　彰　内　容

南　小学校 川合地区区長会
１０名　八木　正義 南小ふれあい活動講師

東　小学校 大野東野球少年団　
２６名 東小の環境整備

 問合せ先  生涯学習課　☎ ３４−１１１１

◆子どもたちの自転車事故を防ぐために「自転車用ＬＥＤリアライト」寄贈

　県中古自動車販売商工組合（ＪＵ岐阜）西濃支
部北ブロックと揖斐地区交通安全協会より、令和
２年度交通安全事業の一環として、町内の小学６
年生全員に「自転車用ＬＥＤリアライト」が寄贈
されました。
　行動範囲が広がる中学１年生の自転車事故が小
学６年生に比べて多いことから、交通事故が一件
でも減少するようにと、寄贈いただきました。教
育長は「子どもたちの安全のため、ご尽力いただ
きありがたい。改めて自転車マナーの向上等につ
いて、指導していきます」と感謝の言葉を述べま
した。

教育委員会のページ教育委員会のページ

▲自転車用 LED リアライトを寄贈するブロック長 久保田
泰弘氏（後列中）と副ブロック長 川瀬昭氏（後列左）

問合せ先  学校教育課　☎ ３４−１１１１
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　小学生男子・女子、中学生女子を対象にした、バレーボールク
ラブ「揖斐大野排球倶楽部」が４月から発足し、入部希望者を募
集しています。バレーボールに興味のある子、やりたいなと思う
子は、バレーボールを通じた仲間づくり、健康づくりに、一緒に
取り組みませんか？
※新型コロナウイルス感染症予防対策等諸事情により、練習状況等が変更することがあります。

小学１～６年生の男子・女子、中学生女子

練習日：小学生　土曜日　　　　午後６時４５分～９時　　　　　　（北小学校体育館）
　　　　　　　　日曜日、祝日　午前９時３０分～正午（午後４時）（中小学校体育館）
　　　　中学生　水、木曜日　　午後７時３０分～９時３０分　　　（中小学校体育館等）
　　　　　　　　土曜日　　　　午後６時４５分～９時　　　　　　（北小学校体育館）
　　　　　　　　日曜日、祝日　午前９時３０分～午後４時（正午）（中小学校体育館）

会費等：入部金２，５００円　　部費３，０００円（積立有り）　その他管理費有り

� 問合せ先 �おおのスポーツクラブ（事務局　生涯学習課）　☎ ３４-１１１１

小中学生向けのバレーボールクラブが
できました。
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町の特色を活かした土産品・調理品をつくりませんか？

令和３年度 大野町 特産品開発事業
◎事業の目的
　大野町では、「道の駅パレットピアおおの」の開駅、東海環状自動車道「大野神戸ＩＣ」の開通を機に、当町へ訪
れる方々が年々増加しております。こうした状況を好機と捉え、当町の特色を活かした新たな特産品や名産品を生
み出し、町内外へ特産品などにより当町の魅力を発信することで、町の知名度の向上や地域産業の振興による地域
経済の活性化を図ることを目的に本事業を実施します。
◎事業の内容

補助対象者 ・町内に主たる事業所を置く法人又は個人事業者
・町内に住所を有する者により組織され、町内で活動し、代表者、会則、名簿等を有する団体

補助対象要件 ・事業を継続できると認められる事業実績又は見込みがあること
・法人又は個人事業者及び団体の代表者の町税等の未納がないこと

補助対象事業

町の特色を活かした特産品となる土産品、地域の食材を使用した調理品等を新たに開発し、又は
既存の商品の改良を行い販売する事業で、次の各号に掲げる要件を満たすもの
１　販売が見込まれること
２　将来にわたって町の特産品として定着が期待されること
３　調理品にあっては、町内の農畜水産物を１種類以上食材として用いること

補助の内容

（補助金の額）
補助対象経費の１／２以内（上限５０万円）　※補助金の交付は１事業あたり１回限り
（補助対象経費）
・特産品の開発に要する経費　　　　・品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
・登録商標等に要する経費　　　　　・商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
・販売促進に係る広報に要する経費

審査方法 大野町特産品開発事業審査委員会が、申請のあった補助対象事業の適否等を審査します。
※補助金交付決定は令和３年５月中の予定

募集期間 令和３年４月３０日（金）まで　※必着
※申請書など必要書類は大野町ポータルサイト（https://www.town-ono.jp/）からダウンロード可　

問合せ先 �まちづくり推進課　☎ ３４-１１１１

　バラの花が咲き誇る５月に「バラまつり大野２０２１」を開催します。会場であるバ
ラ公園では、様々な種類のバラ苗の販売があるほか、１５日（土）は、６月１１日に公
開される「ブルーヘブンを君に」の映画監督である秦�建日子監督と「ブルーヘブン」
の生みの親である河本純子さんのトークショー、１６日（日）は、大野町バラ苗生産組
合によるバラの講習会を予定しております。また、５月１７日（月）～６月１７日（木）
の期間は、バラ公園のライトアップを行います。光の中に浮かび上がる幻想的なバラ公
園をご覧ください。１５０種類２０００株の多種多彩なバラの姿や香りをお楽しみくだ
さい。入場は無料です。

◎開催期間
　５月１５日（土）、１６日（日）
◎時間　午前１０時～午前１１時（両日）
◎場所　バラ公園　
◎内容
１５日（土）
地方創生ムービー岐阜「ブルーヘブン
を君に」トークショー（予定）
出演者　秦　建日子監督　河本　純子
氏（河本バラ園　バラ育種家）
１６日（日）
大野町バラ苗生産組合によるバラの講
習会（予定）

バラ苗販売について
　５月１日から５月３１日（予定）に
販売を致します。
　バラの生育状況により、販売日程を
変更させて頂くことがあります。
　販売情報については、「大野町ＨＰ」
及び「大野町公式ＳＮＳ」にてご案内
致します。
※�園内のバラ開花状況について、随時
「大野町公式ＳＮＳ」でお知らせし
ます。

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止
のためイベント規模を縮小して開催
させていただきます。

ライトアップ
◆期間
　５月１７日（月）～６月１７日（木）
◆時間　午後６時～午後９時
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、マスクを着用のうえ、人と
の十分な間隔を空けてご観賞くださ
い。

問合せ先

まちづくり推進課
☎ 34-1111

「バラまつり大野２０２１」開催
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　町観光協会では、大野町の柿やバラ、文化財など全国に誇れる地域資源を観光に活用することで、当町の認
知度の向上や来訪者の増加による観光活性化を図ることに加えて、昨今のコロナ禍で暗い話題が多いなか、投
稿写真を通じて、明るい話題を提供し、地域の活力向上を図るため、大野町に関わる写真や、コロナ禍を払拭
するような町内で撮影された心温まる写真を広く募集します。

���「第９回大野町観光写真コンテスト」作品募集

⑴大野町観光協会長賞（１名）　賞状・大野町特産品詰め合わせセット１万円相当・賞金１万円
⑵中日新聞社賞（１名）　賞状・大野町特産品詰め合わせセット１万円相当・賞金５千円
⑶ＳＮＳ賞（１名）　賞状・大野町特産品詰め合わせセット５千円相当・賞金１万円
⑷パーシー賞（１名）　賞金５千円
⑸ローズ賞（１名）　賞金５千円
※１　やむを得ない事情により、賞品及び賞金は予告なく変更する場合があります。
※２　各賞の重複はありません。
※３　賞品及び賞金の受取は、大野町観光協会事務局へお越しいただける方に限ります。

申込・問合せ先 ��
〒５０１-０５９２　岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０番地
大野町観光協会事務局（大野町役場　まちづくり推進課内）　☎ ３４-１１１１
メールアドレス：kigyo@town-ono.jp　　
大野町ホームページ：https://www.town-ono.jp/
彩りあざやか岐阜おおの：http://gifu-ono.jp/

⑴応募資格　プロ・アマを問いません。（中学生以下の方は保護者の了解を得てください。）
⑵応募作品条件　応募者本人が大野町内で撮影されたものであり、令和３年度に大野町内で撮影した、大
野町の魅力的な光景、伝統行事やまつり、道の駅「パレットピアおおの」など町内の施設や特産品などを
はじめとした、大野町に関わる写真や、コロナ禍を払拭するような町内で撮影された心温まる写真を対象
とします。
⑶作品サイズ　デジタルカメラ等（スマートフォン含む）で撮影した JPEG又は PNG形式で１０MB以内
の画像データとします。� ※二次的な画像加工処理が施された写真データは失格とします。

⑴郵送又は持参により応募する場合　別紙応募票に必要事項（住所、氏名、電話番号、性別、年齢、メー
ルアドレス、撮影場所、写真タイトル、写真に対するコメント）を記載のうえ、CD-R などの媒体（USB
は不可）に作品の画像データを保存し、大野町観光協会まで提出。
⑵応募フォームにより応募する場合　大野町ホームページ又は「彩りあざやか岐阜おおの」のサイトにあ
る応募フォームに必要事項（住所、氏名、電話番号、性別、年齢、メールアドレス、撮影場所、写真タイ
トル、写真に対するコメント）を記載し、写真画像（１０MB以内）を添付のうえ送信してください。
　※⑴、⑵の募集方法による応募点数は１人５点までとします。
⑶ＳＮＳ（Instagram）により応募する場合　大野町の Instagram公式アカウントをフォローしたうえで、
投稿の際に「＃（ハッシュタグ）第９回大野町観光写真コンテスト」「＃（ハッシュタグ）大野町」の２つ
を必須タグとし、投稿写真をＰＲできるハッシュタグをつけて写真を投稿してください。合わせて、写真
撮影日時、撮影場所、作品タイトル、作品に対するコメントをご記入ください。尚、投稿写真の閲覧がで
きるようにしてください。
　また、応募後、投稿した画像の削除や公式アカウントのフォローを外した場合も応募が無効となります。
応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
　※⑶は応募点数に制限はありません。

賞品等

応募のきまり

応募方法

大野町公式アカウント
（Instagram）QR コード
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　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４月２５日（日）　午前８時３０分から正午
◎場　　　　所　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）

　対象路線に面するブロック塀等の倒壊等による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保
するため、危険性のあるブロック塀等を除却する費用の一部を助成します。

◎補助金の額
　補助対象ブロック塀等の除却にかかる工事費の３分の２以内の額とし、１件当たり２０万
円を限度とする。
◎対象となる条件
　大野町耐震改修促進計画に位置付けた道路に面する危険性のあるブロック塀等を除却する
もの
◎補助を受けることができる方
　対象となるブロック塀等の所有者
◎受付時間
　土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分まで

※詳細は下記の連絡先までお問合せください。

� 申込・問合せ先 �建設課　☎ ３４-１１１１

令和３年度
大野町ブロック塀等の安全確保事業に関する補助金

のご案内（新設）
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大野町福祉医療費助成制度とは…？
　下記の表に該当する人に負担軽減を図ることを目的とし、医療費を一部助成するものです。

名　称 対　象　者 所得制限

乳幼児等
医療費助成

乳 幼 児…０歳から小学校就学前までの子（外来+入院）
小中学生…�小学１年から中学３年終了までの児童及び生徒

（外来+入院）
高校生等…�１６歳になる年度始から１８歳到達後の年度末

までの子　（入院のみ）

なし

重度心身障害者
医療費助成

身体障害者手帳（１級、２級、３級）をお持ちの方
療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ｂ１）をお持ちの方
精神保健福祉手帳（１級、２級）をお持ちの方

あり

母子家庭等
医療費助成

１８歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者の
いない母又は養育者とその児童　※養育者の場合は児童の
み対象

あり

父子家庭
医療費助成

１８歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者の
いない父とその児童

あり

・各助成制度に応じて、申請により受給者証を発行します。
　※高校生等は受給者証の発行はありません。

〈助成内容と方法〉
　受診の際は、福祉医療費受給者証を提示してください。
　保険診療分のみ窓口で無料になります。保険診療外の分は自己負担になります。
　※�高校生等の方は医療機関の窓口で自己負担額を一旦お支払いいただき、診療月の翌月１
日から起算して２年以内に町へ申請することにより、内容を確認のうえ支給します。

　　申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

〈岐阜県以外の医療機関等で受診されたとき又は治療用補装具を作ったとき〉
　一旦自己負担になりますが、領収書等必要なものを持参し、医療費を支払った日の翌日か
ら起算して２年以内に手続きを頂くと医療費の支給となります。
　申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

〈医療費が高額になる（なった）場合〉
　加入されている健康保険が発行する限度額適用認定証の利用をお願いします。
　高額療養費に該当したときは、大野町より健康保険へ代理申請を行いますので、ご連絡を
させて頂く場合があります。

〈変更があるとき〉
　住所や加入している保険、手帳等に変更があった場合は変更手続きをしてください。内容
によっては大野町が負担した医療費を返還して頂くことがあります。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１
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狂犬病予防注射について
　狂犬病予防法により、生後９１日以上の全ての犬の登録と、４～６
月までの間で年１回の予防注射が義務付けられています。
　今年度は下記の日程で実施します。なお、都合により会場で受けら
れない方は、動物病院にて予防注射を受け、役場に注射済証の届出を
していただきますようお願いします。

注射手数料（１頭あたり／消費税含む） ３，２００円

【内訳】注射料金
　　　 狂犬病予防注射済票交付手数料

２，６５０円
５５０円

新規登録手数料（１頭あたり／消費税含む） ３，０００円

狂犬病予防注射日程

月　日 実�施�時�間 実�施�場�所

４月１２日
（月）

１０：００～１０：４０ 上秋南集荷場（羽根公民館）
１１：００～１１：４０ 第３公民館
１３：２０～１４：３０ 第２公民館

４月１３日
（火）

１０：３０～１０：５０ 牛洞区コミュニティセンター
１１：１０～１１：４０ 第４公民館
１３：２０～１４：００ 第５公民館
１４：２０～１４：４０ 東区公民館

４月１４日
（水）

１０：１５～１０：５５ 第６公民館
１１：１５～１１：４５ 相羽公民館
１３：２０～１３：４０ 中之元公民館
１４：００～１４：５０ 大野町役場

※�実施時間に多少のずれが発生する場合もございますのでご了承くだ
さい。

◎町有墓地使用者募集のお知らせ
　町有墓地の使用者を随時募集しています。
○申込資格　町内に本籍又は住所を有する人
○墓地の概要　墓地の名称：大野町西霊園
　　　　　　　墓地の所在：瀬古４８１番地
　　　　　　　区画面積：（１区画）１.４４ｍ ²
　　　　　　　　　　　　（奥行×間口：１.２ｍ×１.２ｍ）
　　　　　　　使用料：（１区画）７２，１００円（許可時）
　　　　　　　管理料：（１区画）１，０００円／年
� （毎年１月）
※空き区画については、お問い合わせください
※使用区画は、申請順に選択できます
※申請は１戸につき３区画以内です
○申請に必要なもの　・印鑑

◎ペットのふん尿その他汚物は適正に処
理しましょう
　ふん尿の放置によって地域住民が不快
な思いをし、大変迷惑しています。
　放置されたふんからは様々な感染症が
発生する恐れもあります。散歩前に自宅
で排便を済ませるよう習慣づけたり、散
歩時にはふんを片付ける道具を携行して、
必ず持ち帰りましょう。ペットのふん尿
の始末は飼い主に責任があり、ふん尿を
放置すると、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」により、５年以下の懲役若し
くは１０００万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する場合があります。

〇�狂犬病とは

【どんな病気？】
　狂犬病は人をはじめ、すべ
ての哺乳類及び鳥類に感染し
ます。現在のところ治療法も
なく、一度発病してしまうと、
必ず死亡してしまう恐ろしい
病気です。

�【狂犬病を防ぐには？】
　狂犬病は現在のところ、一
度発病すると治療法はありま
せん。そのため予防が極めて
重要になってきます。
　そこで重要となるのが狂犬
病予防接種です。昭和２５年
に狂犬病予防法が施行され、
飼い犬の登録と狂犬病予防注
射が義務付けられています。

問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１
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　町税を納付するために外出しなくても、スマホ用決済アプリを利用して、ご自宅で簡単に納付することが
できます。※通信にかかる料金は別途利用者負担です。

●利用できるスマホ用決済アプリ●
　ＰａｙＰａｙ　　ＬＩＮＥＰａｙ　　楽天銀行アプリ　　ＰａｙＢ（ペイビー）　ａｕＰＡＹ
●納付できる税目・納期限●

科目

納付月

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
期別 期別 期別 期別
納期限 納期限 納期限 納期限

４月 第１期 全期
４月３０日 ４月３０日

５月 第１期
５月３１日

６月 第１期 第２期
６月３０日 ６月３０日

７月 第２期 第３期
８月２日 ８月２日

８月 第２期 第４期
８月３１日 ８月３１日

９月 第５期
９月３０日

１０月 第３期 第６期
１１月１日 １１月１日

１１月 第７期
１１月３０日

１２月 第３期 第８期
１２月２７日 １２月２７日

１月 第４期 第９期
１月３１日 １月３１日

２月 第４期 第１０期
２月２８日 ２月２８日

コロナ禍で外出を控えたいときにも

  町税をスマホ決済でご自宅からかんたん納付！

●利用方法●
①�スマートフォンにアプリをダウンロー
ドし、氏名や銀行口座など必要事項を
登録する。
②�納付書のバーコードを読み取り、決済
内容を確認し、支払い完了。
※�利用できる金融機関や必要なアプリは
各社のホームページ等を確認してくだ
さい。
※�納付期限（有効期限）を過ぎた納付書
は利用できません。
※�領収証書は発行されません。軽自動車
の継続検査用証明書が必要な場合は、
税務課に相談してください。

問合せ先 �

� 税務課（国民健康保険税を除く町税）��
� 住民課（国民健康保険税）�☎ ３４-１１１１

令和２年分の所得税等・町県民税の確定申告期限の延長に伴う申告相談について
　令和２年分の所得税等の確定申告期限が３月１５日（月）から４月１５日（木）まで延長されました。これに
伴い申告会場が以下のとおり変更されますのでお知らせします。

【申告期間】所得税 令和３年４月１５日（木）まで（土・日を除く）

所得税等申告�申告会場

令和３年３月３０日（火）まで
大垣市民会館（午前９時～午後４時）
令和３年３月３１日（水）～令和３年４月１５日（木）まで
大垣税務署（午前９時～午後５時）
※大野町役場では受付をしていません。
※�入場には「入場整理券」が必要です。当日配布を行いますが、ＬＩＮＥアプリを使えば事前
にオンラインでの入手も可能です。
※�４月１６日（金）以降は、電話による事前予約制により大垣税務署にて申告相談を行います。

【申告期間】町県民税 令和３年４月１５日（木）まで（土・日を除く）
町県民税申告�申告会場 大野町役場税務課（１Ｆ�⑥番窓口）（午前８時３０分～午後５時１５分）

※�納付期限（納付書）／令和３年４月１５日（木）�　　口座振替／令和３年５月３１日（月）

� 問合せ先 �大垣税務署�☎ ０５８４－７８－４１０１�税務課�☎ ３４－１１１１
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　町では、定住促進及びバス利用の促進を図るとともに住民福祉の向上に寄与することを目的
として、岐阜バスで利用できるアユカ（ＩＣカード乗車券）に対する助成をしています。
　アユカを持っている人（定期券を除く）には、下記のとおり積み増し助成を行っております。
まだアユカを持っていない人も、この機会にぜひアユカ助成を申請しバスを利用してください。

アユカ新規交付助成

◎助成対象　町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納がない人。
　　※ただし、交付は１世帯１枚限り（積み増し助成との重複利用は不可）
◎助成内容　�申請時に１, ０００円を町窓口で支払うと、後日３, ０００円分（２, ５００円分のバス運賃と

５００円分の保証金）のアユカが郵送で交付されます。

アユカ積み増し（チャージ）助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎助成対象　�アユカを持っている人（定期券を除く）で町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞納
がない人。

◎助成内容　�積み増しした乗車料金のうち２, ０００円を上限として助成されます。
　　※ただし、１年度あたり１世帯１回限り（新規交付助成との重複利用は不可）
　　※�積み増しの領収書は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの領収書を有効とし、それ以

前の日付の領収書は無効

◎申請方法　新規の場合：身分証明書を持参し、申請書を提出する。
　　　　　　積み増しの場合：事前に積み増しした領収書と身分証明書を持参し、申請書を提出する。
◎受付期間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日及び年末年始を除く）
　　　　　　※申請の手続きは、令和４年３月３１日までに行ってください。

留意事項　・新規交付助成の場合は、アユカの作成に日数を要するため、後日郵送となります。
　　　　　・未成年者が申請する場合は、保護者同意書欄の記入が必要です。

� 申請・問合せ先 �政策財政課　☎ ３４-１１１１

アユカ（新規・積み増し）の助成をします

▲ ayuca の見本

　町では、定住促進及び高校生の子を持つ保護者の経済的負担を軽減するとともに、通学の利便性向上と公共
交通の利用促進を目的として、高校生が通学に利用するバス及び鉄道の定期券購入に要する費用の一部を補助
しています。
◎補助対象者　�町内に住所を有し、学校教育法に規定する高等学校又は高等学校と同等の課程と認められる課

程に修業している高校生の保護者。対象世帯全員に町税等の滞納がないことが必要。
◎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
◎補助する額　通学定期券購入費用の３分の１を補助する。なお、１００円未満の端数がある場合は切り捨てる。
　　　　　　　（例）３ヶ月分の通学定期券購入費用が５０, ０００円の場合、補助額１６, ６００円
　　　　　　　　　 ５０, ０００円×１／３＝１６, ６６６円（１００円未満の端数切り捨て）
◎申請方法　�高校生の身分証明書（学生証又は合格通知書）の写し、通学定期券の写し（スクールバス利用者は、

その料金の領収書）を持参し、申請書を提出する。
　※定期券の写しは、有効区間、期間、氏名、購入金額等の記載情報が確認できるようにコピーしてください。
　※�過去の購入分をまとめて申請するときは、破棄する前に必ず定期券の写しをとるなど、十分に注意してください。
　※有効期間に令和３年４月１日から令和４年３月３１日が含まれる定期券が補助対象です。
◎受付期間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日及び年末年始を除く）
　※申請の手続きは、令和４年３月３１日までに行ってください。

� 申請・問合せ先 �政策財政課　☎ ３４-１１１１

高校生の通学バス・鉄道定期代を補助します
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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（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

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

敷　金 家賃の３か月分

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

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１か月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000 円以上 487,000 円以下の人（所
得の上昇が見込まれる人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２ヶ月

◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。
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。

町営住宅入居者募集

礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！

◎揖斐川町ふれあいバスからのお知らせ
　揖斐川町ふれあいバスは、４月１日よりダイヤ改正を実施し、揖斐大野線（揖斐駅～大野バスセンター）
の増便や時刻調整等が行われます。
　なお、土日祝の運賃を無料とする実証実験を行ってきましたが、３月末をもって実証実験は終了します。
４月より土日祝は、有料運行となります。運賃は、平日と同額です。

○平日の大野バスセンター発時刻
　７：２３　８：０２　８：１０　８：２０　１１：５５　１２：４７　１６：０７　１６：３０　
　１７：００　１７：３０　１８：２３　　※太字は増便分の発時刻

○土日祝の大野バスセンター発時刻
　８：２５　１２：３３　１６：３０
※記載の内容は、変更される可能性がありますので、予めご了承ください。

� 問合せ先 �揖斐川町役場　政策広報課　☎ ２２-２１１１

◎ 大野デマンドタクシー「あいのりくん」の指定停留所新設について
　４月１日より、大野デマンドタクシー「あいのりくん」の指定停留所が新設されます。
　新設指定停留所　１２-３�明幸接骨院　（黒野１８０２番地３）
　※�指定停留所は、どなたでもご利用できます。�自宅前でのご利用の場合は、事前に自宅前登録が必要です。
　自宅前登録をする場合は、身分証明書を持参し、政策財政課まで申請書を提出してください。
� 問合せ先 �政策財政課　☎ ３４-１１１１
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大切なご家族が、元気に「ただいま！」と帰宅できますように…
～４月１日より、「揖斐広域連合ただいまシール（見守りシール）交付事業」始まります！～

　揖斐広域連合（揖斐川町・大野町・池田町）管内では、行方不明になる恐れのある認知症高齢者等を早期発見・
保護・引き渡しすると共に、介護者等の精神的負担の軽減を目的に、「ただいまシール（見守りシール）交付
事業」をスタートします。
　このシールには各町ゆるキャラと共にＱＲコードが印字されており、家族などの介護者が登録した注意事項
などの情報をスマートフォンなどで読み取る事ができ、高齢者の衣服やカバンなどに貼って使用します。
　ＱＲコードを読み取ると、伝言板が表示され、発見者が現在の居場所を入力すると、介護者宛にメールが自
動送信されます。
　大切なご家族が行方不明となった時のために、備えませんか？
◎交付対象者　町内在住の６５歳以上の方や、初老期における認知症と診断された方。
　　　　　　　※申請・登録が必要ですので、　福祉課までご相談ください。
◎配布枚数　耐洗シール３０枚、蓄光シール１０枚（計４０枚）
◎費用　無料（追加交付は有料）

【町民の皆さんへのお願い】
　ただいまシールを衣類や持ち物などに
貼った方が、道に迷っているようであれば、
正面から優しく声をかけてください。皆さ
んのご協力が不可欠です。

� 問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

利用者の皆さんの“心”に寄り添います ～ぬくもり相談員派遣等事業を拡充します！～
　今まで、揖斐川町内の高齢者施設のみ「介護相談員」が訪問してきましたが、４月１日より揖斐広域連合へ事務
局を移管する事に併せ、「ぬくもり相談員」と改称し、１０月から揖斐郡３町内全入居系・居住系施設を訪問（概ね
３ヶ月に１回）する予定です。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により変更・中止になる場合もあります。

「ぬくもり（介護サービス）相談員派遣等事業」とは…
相談員を施設へ派遣し、利用者やその家族からサービスに関する希望や疑問等を聴き、利用者等と施設の橋渡し
を行いながら、問題の解決やサービスの質の向上に繋げる事業。

●今後、更に事業の拡充を図るため、随時相談員を募集しています。　※詳しくは揖斐広域連合ＨＰにて

� 問合せ先 �揖斐広域連合　介護保険課　☎ ２３-０１８８

▼ただいまシール（見本）

◀ 本事業の概要を
動画でご覧にな
れます
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◎職種　一般行政職（①大学卒　②短大卒）
　　　　一般行政職（�身体障がい者：③大学卒　④

短大卒）
　　　　一般行政職（�土木系学校卒：⑤大学卒　⑥

短大卒）
　　　　一般行政職（�理学療法士等有資格者：⑦大

学卒　⑧短大卒）
　　　　保　健　師（⑨大学卒）
　　　　保　育　士（⑩大学卒　⑪短大卒）
◎受験資格

①
平成４年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に
基づく大学（短期大学を除く）を卒業した者、令和
４年３月３１日までに卒業する見込みの者

②

平成４年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に
基づく短期大学を卒業した者、令和４年３月３１日
までに卒業する見込みの者又は、これらと同等の資
格があると認められる者

③
・
④

平成４年４月２日以降に生まれた者で学校教育法に
基づく短期大学卒業以上程度の学力を有する者で、
次の要件を満たす者
１）身体障害者手帳の交付を受けている者
２）活字印刷文による出題、口頭による面接試験に
対応できる者

⑤ ①の要件を満たす者で、土木系大学を卒業又は卒業
見込みの者

⑥ ②の要件を満たす者で、土木系短期大学等を卒業又
は卒業見込みの者

⑦
・
⑧

昭和４７年４月２日以降に生まれた者で理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、特別支援学
校教諭のうちいずれかの資格（予定）を有する者
（採用までの資格取得を条件とする）

⑨
平成４年４月２日以降に生まれた者で保健師資格
（予定）を有する者
（採用までの資格取得を条件とする）

⑩
・
⑪

昭和４７年４月２日以降に生まれた者で保育士資格
（予定）を有する者
（採用までの資格取得を条件とする）

◎募集人員　若干名　
◎第１次試験　岐阜県市町村職員統一採用試験
　試験科目　・教養試験
� 　Logical-Ⅰ（① ･③ ･⑤ ･⑦ ･⑨ ･⑩）
　　　　　　��Logical-Ⅱ（② ･④ ･⑥ ･⑧ ･⑪）
　　　　　　・事務適性検査、職場適応性検査
　期　　日　令和３年７月１１日（日）
　場　　所　岐阜県立加納高等学校
　　　　　　（岐阜市加納南陽町３丁目１７）
◎第２次試験　作文試験・面接試験（９月頃予定）
　　　　　　　（第１次試験の合格者に別途通知）
◎受験手続　�総務課備付けの申込書に必要事項を記

入し、卒業（見込）証明書と有資格者・
保健師・保育士希望者については、資
格証書の写し（見込証明書可）を添え
て提出してください。

◎受付期間　�５月６日（木）～５月３１日（月）�
（土曜日・日曜日・祝日を除く）

　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分まで
　　　　　　※�郵便で申込用紙等を請求する場合は、

封筒の表に「採用試験申込用紙請求」
と朱書きし、連絡先を書いたメモ及
び１２０円切手を貼った返信用封筒
（角２号）を同封してください。

　　　　　　�（郵便での受付は５月３１日消印まで有効）

申込・問合せ先 �

　大野町役場総務部総務課
　〒５０１-０５９２　大野町大字大野８０番地
　☎ ３４-１１１１

町職員募集（令和４年４月採用）

国家公務員募集　２０２１年度採用試験
　受験案内等ダウンロード、受験申込みはホームページを参照してください。
　くわしくは、人事院中部事務局にお問い合わせください。

総合職試験
（院卒者、大卒程度）

一般職試験
（大卒程度）

一般職試験（高卒者、社会人
（係員級））、税務職員試験

受験案内
ホームページ掲載日 ２月１日（月） ２月１日（月） ５月７日（金）

申込み受付期間 ３月２６日（金）
～４月５日（月）

４月２日（金）
～１４日（水）

６月２１日（月）
～６月３０日（水）

第１次試験日 ４月２５日（日） ６月１３日（日） ９月５日（日）

� 問合せ先 �人事院中部事務局　第二課試験係　☎ ０５２-96１-6８３８　
� 　　　　　ホームページ　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
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春の全国交通安全運動

実施期間　４月６日（火）から４月１５日（木）
４月１０日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」です
　国内では、記録の残る昭和４３年以降、毎日、交通死亡事故が発生し
ています。
　交通安全に対する国民の意識を高めるため、平成２０年１月から国民
運動として、「交通事故死ゼロを目指す日」が設けられました。
　一人ひとりが、交通事故に注意して行動することによって、交通事故
を無くしましょう。※各実施機関・団体はこの運動を積極的に推進しま
しょう！！

運動の重点
　○子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
　○自転車の安全利用の推進
　○歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上

安全運転相談窓口ダイヤル
　＃８０８０　岐阜県警察本部　運転免許課
問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０
　　　　総務課　☎ 34-1111

４月２日は「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連総会において、毎年４月２日を「世界
自閉症啓発デー」とすることが決議され、全世界の人々に自閉症を理解
してもらう取り組みが行われています。わが国でも、誰もが幸せに暮ら
すことが出来る社会の実現のために、厚生労働省、日本自閉症協会の主
催で「世界自閉症啓発デー・日本実行委員会」が組織され、４月２日か
ら８日を「発達障害啓発週間」とし、自閉症をはじめとする発達障害に
ついて広く啓発する活動を行っています。
問合せ先 �福祉課　☎ ３４－１１１１

４･１８（ヨイハ）健康デー�
歯のなんでも電話相談

　県内の保険医協会会員の歯科医師に、歯についての悩みを無料で相談
できます。
◎受付電話番号　０５８-２6７-０７１１
◎相談日　４月１８日（日）
◎相談時間　午前１０時～午後３時
問合せ先 �岐阜県保険医協会　☎ ０５８-２6７-０７１１

県交通遺児・犯罪被害遺児��
激励金支給事業

　県では、５月５日の「こどもの
日」に合わせて、次のとおり交通
遺児・犯罪被害遺児の方に激励金
をお贈りしています。
◎対象者
　義務教育終了までの方および高
等学校在学中（高等専門学校３年
修了までの方、特別支援学校の高
等部在学中の方を含む）で満２０
歳未満の方で、次の①または②に
該当する方
※�交通遺児・犯罪被害遺児となっ
た後、養子縁組した方、もしく
は父または母が再婚し生計をと
もにすることとなった方は除き
ます。

①交通遺児　５月５日現在、県内
に居住し、交通事故により、それ
まで生計をともにしていた父また
は母（すでに父母がいない場合に
はそれに代わる方）を亡くした方
②犯罪被害遺児　５月５日現在、
県内に居住し、犯罪被害（殺人や
傷害致死など、故意の犯罪行為（人
の生命または身体を害する行為）
により害を被ること）により、そ
れまで生計をともにしていた父ま
たは母（すでに父母がいない場合
にはそれに代わる方）を亡くした
人
※�国の犯罪被害給付金制度で、遺
族給付金の支給裁定がされてい
ることが必要です。

◎�激励金の額（申請時から高等学
校等就学中（２０歳未満）まで、
年間１人当たり）

　乳幼児および小学生
� １５, ０００円
　中学生� ２０, ０００円
　高校生等� ２５, ０００円
◎申込期限　４月１６日（金）
◎申込先　総務課　☎ ３４-１１１１
問合せ先 �県環境生活部県民生活課
☎ ０５８-２７２-１１１１
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【横山ダムからのお知らせ】�
横山ダム異常洪水時防災操作の

際の放送について

　横山ダムからの放流による水位
上昇をお知らせするために、公郷
地区（揖東中学校西側）に設置し
ています警報局について、通常の
防災操作（洪水調節）の警報（サ
イレンによる吹鳴）は引き続き行
います。
　それに加えて、異常洪水時防災
操作※１を行う場合は、４月より下
記のとおり放送します。異常洪水
時防災操作を行ったときは、河川
（揖斐川）が氾濫するおそれがあり
ますので、ただちに、高台等の洪
水時の避難場所へ避難してくださ
い。
　なお、通常の防災操作（洪水調
節）行うときの警報は従来と変更
はありません。
・�異常洪水時防災操作を行う場合
は、従来の河川内に向けた放送
に加え、住宅側にも警報が届く
ように放送します。
・�警報の内容は、従来のサイレン
による吹鳴に加え、音声による
避難を促す放送も行います。
・�警報は、放流開始の３時間前、
１時間前及び放流直前と放流中
に行います。

【警報の例】�
異常洪水時防災操作開始時
①�「こちらは国土交通省横山ダム
です。異常洪水のため、まもな
く放流量を急激に増やします。
直ちに避難してください」
②�サイレン吹鳴間の１０秒で「避
難、避難、避難」のナレーショ
ンを入れます。
　�（サイレン＋１０秒ナレーショ
ンを１セットとし５回繰り返し
ます。）

※１�異常洪水時防災操作とは、計画を上
まわる豪雨等により、ダムが満水と
なって洪水調節ができなくなり、ダ
ムへの流入量と同じ量を放流する操
作のことです。報道等では「緊急放
流」などと言われている操作です。

問合せ先 �国土交通省横山ダム管理
支所　☎ ０５８５-５２-２２１１

募　集

２才児・３才児　親子体操教室

◎内容　�専任の講師による親子体操教室（親子ゲーム・リズム体操・跳
び箱等と、子育てアドバイス）

◎対象者　�２才児（平成３１年４月～令和２年３月生）、３才児（平成
３０年４月～平成３１年３月生）とその保護者

◎日時　６月から翌年２月までの火曜日（１３回）
　　　　午前１０時～１１時３０分
　　　　※前半７回は２才児・３才児別クラス、後半６回は合同クラス
◎場所　中央公民館
◎定員　２０人程度
◎活動費　年５００円（その他必要に応じて実費）
　　　　　※初回教室にて支払う。
◎申込方法　生涯学習ハンドブックの「申込書」を担当課へ提出する。
◎申込期間　４月６日（火）～２０日（火）
申込・問合せ先 �生涯学習課　☎ ３４－１１１１

ひとり親を支援します　�
就業支援講習会受講者募集

◎講座内容　�登録販売者試験対策講座、介護職員初任者研修、介護福祉
士実務者研修、介護福祉士国家試験対策講座、ケアマネー
ジャー受験対策講座、福祉用具専門相談員養成講座、医療
事務・調剤、MOS資格取得講座、パソコン講座、日商簿記
２級・３級講座

　　　　　　（定員に満たない場合は、開講されない場合があります。）
◎場所　講座による
◎対象者　県内在住のひとり親
◎定員　全講座合わせて９０人程度
◎受講料金　無料（教材費等必要経費は自己負担）
◎申込期間　４月１２日（月）～４月３０日（金）
◎申込先　揖斐県事務所　福祉課
問合せ先 �
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター　☎ ０５８-２6８-２５69
揖斐県事務所　福祉課　☎ ２３-１１１１

※�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。



Information

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　４月８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 �まちづくり推進課
☎ ３４-１１１１

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困っている
こと・障がい福祉サービスについて等
◎相談日　４月２１日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業所
相談支援専門員（身体・知的・精神）
※日程場所等は諸事情により変更と
なる場合がありますので予約時に
確認してください

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離婚
等法律相談関係
◎相談日　４月１２日（月）　毎月第
２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時
（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　４月１２日（月）　毎月第
２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時�
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　４月６日（火）、１３日
（火）、２７日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生児
童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生児
童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 �
社会福祉協議会事務局　☎ ３４-２１３０

こころの相談

　精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。
◎日程

相　談　日 相　談　場　所

４月
８日（木）西濃保健所

２２日（木）垂井町保健センター

５月
１３日（木）西濃保健所
２７日（木）養老町保健センター

６月
１０日（木）西濃保健所
�２４日（木）大野町保健センター

７月
８日（木）西濃保健所

１５日（木）平田総合福祉体育館（やすらぎ会館）

８月
５日（木）西濃保健所

２６日（木）池田町保健センター

９月
９日（木）西濃保健所

１６日（木）関ヶ原町総合福祉会館やすらぎ

１０月
７日（木）西濃保健所

２８日（木）安八町保健センター

１１月
１１日（木）西濃保健所
１８日（木）揖斐川町役場

１２月
９日（木）西濃保健所

２３日（木）海津総合福祉会館（ひまわり）

１月
６日（木）西濃保健所

２７日（木）輪之内町保健センター

２月
３日（木）西濃保健所

１７日（木）神戸町保健センター

３月
１０日（木）西濃保健所
１７日（木）西濃保健所

◎相談時間　
　（１）午前１０時～ （２）午前１０時３０分～ （３）午前１１時～
◎相談料　無料
◎申込方法　要電話予約
予約・問合せ先 �西濃保健所健康増進課保健予防係　☎ ０５８４－７３－１１１１
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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

天を測る うしとざん� ０～５歳
（今野�敏著 /講談社）

　世の理は、全て単純な数式で表せる。咸臨丸の太平
洋横断、江戸湾海防計画、軍艦建造。論理力で欧米列
強を圧倒し、近代日本の船出を陰で支えた英雄、小野
友五郎の物語。『小説現代』掲載を書籍化。

（高畠�那生作 /小学館）

　今日はこれからうしに登ります。前足の短い毛をつ
かんで、汗だくになって登ります。なぜ登るのかって？�
そんなこときいちゃあいけません。ようやくたどり着
いたうしの背中には、なにが待っているのでしょうか？

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●市町村名のつくり方

（今尾 恵介著 / 日本加除出版）
●リアルでゆかいなごみ事典

（滝沢 秀一著 / 大和書房）
●希望の一滴

（中村 哲著 / 西日本新聞社）
●私のテレビ日記

（清水 ミチコ著 / 東京ニュース通信社）
●コロナと潜水服

（奥田 英朗著 / 光文社）

●たぬきのおまじない� ０～５歳
（おおなり 修司文・丸山 誠司絵 / 絵本館）

●９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい�３～５歳
（木村 研文・村上 康成絵 / ひさかたチャイルド）
●おとのさま、まほうつかいになる� 小初

（中川 ひろたか作・田中 六大絵 / 佼成出版社）
●みけねえちゃんにいうてみな�ともだちのひみつ�小初、小中

（村上 しいこ作・くまくら 珠美絵 / 理論社）
●見たい !知りたい !図書館はうら側もすごい！�小中、小上

（小田 光宏監修 /WAVE 出版）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示「こどもの読書週間」展
　６３回目のこどもの読書週間のテーマは「いっしょに�よもう、
いっぱい�よもう」です。家族や友だちが本を読んでいるときの
キラキラした目や、読み終わった後の満足そうな顔が見れたり、
本について話したり、聞いたりするのも読書の楽しみのひとつ
ですね。
　図書館にはワクワクドキドキする本がいっぱいあります。ぜ
ひ、みんなでいっしょに体験してください。

こどもの読書週間
　開催期間：４月２３日（金）～５月１２日（水）

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

4 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�
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国　保　だ　よ　り

～国民健康保険に関する手続きについて～

●国民健康保険に加入の必要がある人
　国民健康保険は、７４歳までの人で社会保険（健康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者お
よびその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入して
いない人は、国保に加入する必要がありますので、早めに手続きをしましょう。
※�手続きの際、退職した人の場合には、①健康保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票
など）②マイナンバー（個人番号）が分かるものが必要です。

●社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人
　社会保険などに加入した人は、国保の資格喪失の手続きが必要です。忘れずに手続きをしましょう。
　※�手続きの際、社会保険になった人の場合には、①社会保険被保険者証②国民健康保険被保険者
証が必要です。

☆届出について、来庁が困難な方は郵送等の対応をいたしますので、ご相談ください。

　マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をされた方は医療機関・薬局に設置されてい
るカードリーダーにかざすと情報を認証するため、健康保険証がなくても受診が出来ます。
　※�マイナンバーカードを作成されてない方や利用登録をされてない方は従来どおりの健康
保険証を提示することになります。

　※利用できる医療機関・薬局は順次拡大されていく予定です。
　※福祉医療費受給者証をお持ちの方は受給者証を提示する必要があります。

　詳しくは下記のフリーダイヤルにお問い合わせいただくか特設ページをご覧ください。
　
　フリーダイヤル　０１２０-9５-０１７８（平日：９時３０分～午後６時３０分）
　　　　　　　　　音声ガイダンスに従って「４→２」の順にお進みください。
　特設ページ　https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

問合せ先 �住民課�☎ ３４-１１１１

令和３年３月からマイナンバーカードが
健康保険証として利用できるようになりました。
（ただし、システムが整備されている医療機関等に限ります。）
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保健師による

健康伝言板
　現在の日本は先進諸国の中でも結核罹患率が高く、およそ２万人が発病、２, ０００人近くが死亡し
ています。また、新規登録患者の約７割は６０歳以上であり、高齢者の結核患者が多くなっています。
　町では、結核を早期発見するための住民（結核レントゲン）検診を実施します。この機会にぜひ受
診してください。

〈注意事項〉
・必ずマスクを着用して受診してください。
・受付では、前後の方と１ｍ程度間隔をあけて並んでください。
・�密を避けるためにも、混雑する時間帯を避けて受診してください。
　混雑する時間：午前９時～９時３０分、午後１時１５分～１時４５分
・�金属やボタンのない肌着、衣服を着用し受診してください。また、ネックレス等の装飾品や湿布も
外してください。

◎対象者　大野町民であり６５歳以上（昭和３２年３月３１日生まれ以前）の方
◎費　用　無料
◎持ち物　受診票（ハガキ）
　※�受診票に電話番号と体調確認の記入欄がありますので、自宅で体温測定し、体調確認欄にチェッ
ク してご持参ください。ひとつでもチェックできない場合は、受診を見合わせてください。

　※�受診票が届いていない方も受診できますので、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）をお
持ちください。また、下記の体調確認欄を記入してご持参ください。�

住民（結核レントゲン）検診日程
※感染症の流行状況等により変更となることがあります。予めご了承ください。

月日 時間 会場

４月２２日（木）
午前９時～正午 第２公民館

豊木地区農業構造改善センター午後１時１５分～午後３時

４月２３日（金）
午前９時～正午 第３公民館

富秋地区農業構造改善センター午後１時１５分～午後３時

４月２６日（月）
午前９時～正午 相羽公民館

午後１時３０分～午後３時 役場

４月２８日（水）
午前９時～正午 第６公民館

川合地区農村集落多目的施設午後１時１５分～午後３時

４月３０日（金）
午前９時～正午 第４公民館

西郡地区農村集落多目的施設午後１時１５分～午後３時

５月　６日（木）
午前９時～正午 第５公民館

鶯地区農村集落多目的施設午後１時１５分～午後３時

５月　７日（金）
午前９時～正午 第２公民館

豊木地区農業構造改善センター午後１時１５分～午後３時

５月１０日（月）
午前９時～９時３０分 下座倉集荷場
午前１０時～正午

役場
午後１時１５分～午後３時

※検診の結果、異常がなかった方には通知しません。� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３

住民（結核レントゲン）検診を
受けましょう！

〈体調確認欄〉チェック してください。
□当日37.5度以上の発熱はない
□この2週間、発熱や息苦しさ、咳、だるさなどの
　症状はない

当日の体温

℃・
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献血のご案内（訂正）
３月号でご案内した献血の会場が下記のとおり変更されました。
３月３０日（火）の献血

時　　間 場　　所

変更前
↓

変更後

午前９時３０分～午後４時
↓

午前９時３０分～１１時３０分・午後１時～３時３０分

カネスエ大野店
↓
役場

献血の実施報告

日　付 時　間 場　所 人　数

２月２２日
（月）

午前９時３０分～午前１１時 昭和コンクリート工業（株） 　２３　名

午後１時～午後３時３０分 東海職業能力開発大学校 　１４　名

ご協力いただきありがとうございました。

令和３年度がん検診は８月から開始になります

　令和３年度のすべてのがん検診の実施開始を、当初予定の

５月から８月へ変更します。

　詳細が決まりましたら、広報にてお知らせします。

� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３

日本脳炎ワクチンの供給量が減少しています
　現在、日本脳炎ワクチンの供給量が大幅に減少しており、供給が安定するのは令和３年の冬
頃の見込みです。
　そのため、日本脳炎２期の予診票について、例年は９歳の誕生日を迎えたお子さんに送付し
ていますが、平成２４年１月生まれ以降のお子さんへの発送を見合わせ、供給が安定した頃に
お送りします。あらかじめご了承ください。
　供給が安定するまでの間、次のような方は接種が優先されます。
　　・定期接種対象者のうち１回も接種していない方
　　・定期接種の期限が迫っている方　

　日本脳炎ワクチンの接種スケジュールについては、町ホームページにも掲載しています。
　接種状況等ご心配なことがある方は、下記へお問合せください。

� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３
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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

４

４
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

サンセイ調剤薬局揖斐病院前店 22-5980

11
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

コスモス薬局揖斐店 21-3255

18
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

たんぽぽ薬局揖斐店 21-5021

25
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21-1111

サンセイ調剤薬局揖斐病院前店 22-5980

29
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

※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

４月休日在宅当番医のお知らせ

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）
【休日夜間窓口】
電話：058-272-8860（平日17時～翌9時、土日祝24時間）

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

＊＊有料広告募集中＊＊　「広報おおの」では、有料広告を募集しています。
広告掲載の規格と料金（税込み）など
　①１枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ５２ｍｍ）１２，０００円　　　②２枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１１０ｍｍ）２２，０００円
　③３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）３２，０００円
　・１広告主につき１号３枠までとし、広告の内容は町及び広報紙の印象を損ねないものとしてください。
　・くわしくは、町公式ＨＰか、役場総務課窓口備え付けの関係資料を参照してください。
広報紙の発行状況など
　毎月１回（１号）７, ８００部発行し、発行月号の前月最終金曜日に、広報委員を通して町内各世帯へ配布しています。
　「広報おおの」６月号への広告掲載申込は、４月１９日（月）締切です。� 問合せ先 �総務課　☎ ３４－１１１１

※この広告枠は、３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）です。
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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。

２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

稲富 筑間　喜
き し ん

心 透・遥香 中之元 小椋　太
た い が

賀 直樹・容子

瀬古 宮嶋双
そ う い ち ろ う

一郎 昇哉・菜々

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 増田　樂子 80 大野 河野　道之 80

相羽 井口　はま 93 稲富 久保田正子 96

相羽 早川　文代 101 松山 片桐　仁美 67

黒野 畑中　年康 71 南方 河村きぬゑ 85

下方 若原　　清 85 下磯 杉原みち子 93

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（３月１日現在）

人　口 … ２２,６４０（−３４）
男 … １１,１４５（−１４）
女 … １１,４９５（−２０）
世帯数 … ８, １３３（＋　２）
出生７人／死亡２３人／転入３６人／転出５４人

納 期 限 の お 知 ら せ

４月３０日（金） 固定資産税（１期）
軽自動車税（種別割）（全期）

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

三水川の桜

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
５月１６日（日）午前９時〜 11 時（２時間）
順延の場合、５月23日（日）�
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時５分に広報無線

にてお知らせします。
◎問合せ先／環境生活課　☎�34-1111

【１人分の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
９１kcal ２.０g ４.６g ２０mg ０ g

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

豆乳を使った
ヘルシーなおやつ

　軟らかいお餅の中に歯ごたえのある食材を加え、噛むこ
とを意識したヘルシーおやつを紹介します。
　豆乳を使用していますので、牛乳が苦手な方におすすめ
の一品です。
　中に入れる食材は、甘納豆や茹で小豆などに代用もでき
ます。ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

●豆乳もち
【材料（４人分）】
調整豆乳…………… １００㏄
砂糖………………… 大さじ２
片栗粉……………… 大さじ２
きな粉……………… 小さじ４

Ⓐ
　くるみ…………… １６ｇ

　　黒豆（煮たもの）… １６ｇ

【作り方】
①鍋に砂糖と片栗粉を入れてよく混ぜる。
②①に調整豆乳を加え混ぜ、弱火にかけながら絶えずかき
混ぜる。
③固まりはじめたら、火を少し弱め、のり状になりツヤが
でるまでかき混ぜる。
④Ⓐ内の粗く刻んだくるみと黒豆を加えて、さらに１分ほ
ど加熱する。
⑤きな粉を入れたバットに④の豆乳もちを入れて広げ、粗
熱をとり冷ます。
⑥豆乳もちが冷めたら切り分け、お皿に盛り、きな粉をかける。

�
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 黒野 所　　大輔

♥
夫 岐阜市 松本　将志

妻 大垣市 田邉真通代 妻 稲富 平野　真起

♥
夫 西方 生田　将平

♥
夫 揖斐川町 山本　雅大

妻 可児市 藤岡　　恵 妻 中之元 小森　彩加

♥
夫 稲富 向井　良騎
妻 岐阜市 德田　佳代

末永くお幸せに末永くお幸せに

ごみ収集日について
４月２９日（祝・木）の生ごみ等の収集はありません。
次回は３０日（金）です。
◎問合せ先／環境生活課　☎�34-1111


