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

【写真提供：金森正裕さん】

鮮やかな傘の花♪
道の駅「パレットピアおおの」
おかげさまで“３周年”
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今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶６ まちのお知らせ

▶１３ Information�くらしの情報

▶２４ 社協だより



学童軟式野球県大会へ出場
大野北西野球スポーツ少年団

　４月１０日、大野北西野球スポーツ少年団（國枝裕司団長）は、全１２チームが出場した第４１
回全日本学童野球揖斐郡大会で優勝を果たし、郡代表として６月に高山市で開催される高円宮賜杯
第４１回記念全日本学童軟式野球マクドナルト・トーナメント岐阜県大会に出場を決めました。国
枝団長は、「選手が熱心に練習に取り組んだ成果。感染症対策を万全にして大会に臨みたい」と話し
ました。

　第４１回全日本学童野球揖斐郡大会に
おいて全１２チームで予選を行った結果。
２回戦　大野北西１０－８大野東
準決勝　大野北西１－０大和
決　勝　大野北西２－１北方

　揖斐郡代表として、６月１９日に高山
市で行われる高円宮賜杯第４１回記念全
日本学童軟式野球マクドナルド・トーナ
メント岐阜県大会に出場。

新型コロナワクチン接種会場に「大型テレビ」を寄贈
（有）牧村電機

　５月７日、（有）牧村電機より新型コロナワク
チン接種会場である大野町総合町民センターにて
役立てることを願って「大型テレビ６５インチ」
を寄贈していただきました。
　寄贈いただいた大型テレビは、会場内でのワク
チン接種後の注意喚起等周知・呼びかけに活用し
ていきます。

ワクチン輸送用保冷ボックスを寄贈
（株）イノアックコーポレーション

　５月１０日、（株）イノアックコーポレーションよ
り新型コロナワクチンを低温で運ぶための保冷ボック
スを２箱寄贈していただきました。
　（株）イノアックコーポレーションが商品化したも
ので、ワクチンを入れる「バイアル」が７２個入り、
保冷剤を１０個入れることができるものです。
　今後は、１２時間２～８℃保つことが可能なため、
ワクチン接種に活用していきます。

▲県大会に臨む大野北西野球スポーツ少年団の皆さん

▲接種後の状態観察場所に設置された大型テレビ

▲ワクチン用保冷ボックス２箱

ま ち の 話 題

2 広報おおの 2021.7



郵便局のインフラ設備を通じ、安全・安心な暮らしを
「大野町と日本郵便との包括連携に関する協定」締結

　５月１１日、役場において町と日本郵便株式会社の町内郵便局及び岐阜中央郵便局との間で「大
野町と日本郵便との包括連携に関する協定」締結式を行いました。今後は郵便バイクへのご当地ナ
ンバープレートによる観光ＰＲや郵便ポストへの災害対策・減災のためのＱＲコードステッカーの
添付による啓発活動、地域の活性化などの事業について連携して取り組んでいきます。協定締結式
終了後に役場正面玄関前にて「ワクチン接種啓発活動出発式」を行いました。

運動公園の健康器具設置に活用
（株）東海プランニング

　５月１３日、（株）東海プランニングの後藤孝行代
表取締役、後藤大輔常務取締役調査部長が来庁し、現
金５０万円を町に寄附しました。同社は大野町の発展
を願って長年継続して寄附を行っており、今年度は運
動公園の健康器具の設置に活用されることとなりまし
た。
　町長は「毎年温かい支援をいただき、ありがたい。
有効に活用させていただきたい」と謝意を述べました。

▲協定書を掲げる岐阜中央郵便局石田努局長（中左）ほか町内郵
便局長

▲郵便車両、郵便バイクによるワクチン接種啓発活動出発式

▲寄附金を届けた後藤代表取締役（中左）、後藤常務取締役（左）

　６月５日、ところ花のまちづくり実行委員会を中心に関係団体
約８０人が参加し、道沿いの花壇４カ所に、マリーゴールドやサ
ルビア、アリッサムなどの花苗約４０００本を植えました。
　今年の植栽も、新型コロナウイルスの感染対策を行いながらの
実施となりました。
　沿道に豊かな彩りで咲く花景色は、道行く人の目を楽しませ、
地域のコミュニティづくりの場になります。

沿道に一斉花植え
─ 彩り豊かな花景色で地域の心をつなぐ ─

ところ通信
Vol. 257

北見市
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学びの場、歴史・文化財の観光拠点として
大野あけぼのミュージアム（大野町埋蔵文化財センター）開館記念式典

　５月２２日、町内の遺跡からの出土品などを展示する大野町埋蔵文化財センターの開館記念式典
が同センターで行われました。式典では、愛称「大野あけぼのミュージアム」を命名した南小学校
５年生の杉山瑠花さんが表彰を受け、関係者らがテープカットをして施設の完成を祝いました。
　町長は「立体模型や映像等を活用して分かり易く展示してあるので、たくさんの方にお越しいた
だき、一層の文化財の活用に努めると共に、郷土の愛着につなげていきたい」と語り、来賓の宇野
等町議会議長は「学習センター、観光センターという２つの機能を持つ施設として活用していって
ほしい」と話されました。

▲６月１日開館初日 説明を行う竹谷所長

▲内覧会の様子

▲開館式典の様子

▲町内の古墳からの出土品

▲野古墳群プロジェクションマッピング

▲関係者によるテープカット

ま ち の 話 題
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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

松岡勝子さん（野）
大正１５年５月１７日生まれ

大野町特産　柿の摘
て き

蕾
ら い

について学ぶ
北小学校３年生児童

　５月２６日、大野町かき振興会やいび川農協の協力を得
て１年を通して柿について学んでいる北小学校３年生児童
２６人は、校庭内の柿畑にて、柿の摘蕾作業をしました。
児童らは、できるだけヘタが大きく下を向いた、形の良い
蕾を１つの枝に１個残す作業をし、摘蕾の目的と効果を確
認しながら楽しんで学んでいました。 ▲かき振興会の川瀨利明さんに摘蕾の方法を学ぶ北

小３年生児童

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！

　ピヨピヨクラブのみつば（１歳児）クラス及びよつば（２
歳児）クラスでは、木育あそびの一環として木のキーホルダー
づくりを行いました。
　それぞれ気に入った木のプレートを選び、絵を書いたり、
フェルトやシールを貼り付けて自分だけのキーホルダーを作
りました。裏面には自分の名前をデザインし、オリジナルの
作品を作ることができました。

※�新型コロナウイルス蔓延防止のため、今後の動向次第では
開館状況等が変更になる場合がありますので、ホームペー
ジ等にてご確認ください。

◎７月のスケジュール（予定）
　　　　 ふたばクラス…６日（火）、２０日（火）
　　　　 みつばクラス… １日（木）、１５日（木）、２９日（木）
　　　　 よつばクラス… ２日（金）、１６日（金）
誕生会…１２日（月）　※事前申し込みが必要です。
栄養相談…５日（月）
休館日     ７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２６日（月）、

２８日（水）

ピヨピヨ
クラブ

▲ピヨピヨクラブ木育あそびの様子

※�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。
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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申し上げます。

日　時　�令和３年８月２日（月）、３日（火）、
４日（水）【予備日：５日（木）】

　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

水害・土砂災害の防災情報の伝わり方が一部変わります。
避難勧告は廃止されます。これからは、警戒レベル４避難指示で危険な場所から全員避難しましょう！

問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１

令和３年５月２０日から

避難指示で必ず避難  避難勧告は廃止です
警戒レベル

４
警戒レベル 新たな避難情報等 避難行動等（とるべき行動）

緊急安全確保※1５ 命の危険
直ちに安全確保！

～〈警戒レベル４までに必ず避難！〉～

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

・避難指示（緊急）
・避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始

避難指示※2４ 危険な場所から
全員避難

高齢者等避難※3３ 危険な場所から
高齢者等は避難

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）２ 自らの避難行動を

確認

早期注意情報
（気象庁）

早期注意情報１ 災害への心構えを
高める

※1　市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情
　　　報ではありません。
※2　避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3　警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
　　  危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

これまでの避難情報等
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まちのお知らせ

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　８月６日（金）午前１０時より
◎場所　大野町役場（１階第２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　３３，７００円（月額）
　入札への参加には７月２６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



＊＊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
　・１枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ５２ｍｍ）　　12,000 円
　・２枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１１０ｍｍ）　22,000 円
　・３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」１０月号への広告掲載申込は、８月１８日

（水）が締切です。
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。

　幅広い世代が集い交流を図ることを目的とした施設です。

　育児サークル・保護者会・子ども会・学習支援活動・子ども食堂等や高齢者サロン・サークル・

町内会の集まり等にご利用ください。

◎場　　所　大野町大字大野１７７番地（旧ことばの教室）

◎開館時間　午前９時から午後９時

◎休 館 日　毎週月曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

◎利 用 料　無料

大野町地域交流施設（愛称　大野のわっか）
７月１日オープン！

▲大野町地域交流施設「大野のわっか」

◀授乳スペースがある２階

キッチンがある１階▶

小中学校の全ての教室にエアコンの設置が完了しました
　近年の異常気象が続き、熱中症予防など児童・生
徒の健康面や学習面への影響などが問題となってい
ました。そこで、令和元年には、小中学校の普通教
室にエアコン（空調設備）を設置しました。今年度は、
普通教室に続き、特別教室やランチルームへの導入
を進め、このほど、小中学校全ての部屋にエアコン
が設置完了し、今夏からは、適切な温度管理下で、
快適な学校生活が送れる環境が整いました。

 問合せ先  学校教育課　☎ ３４－１１１１ ▲エアコンが設置された快適なランチルーム

問合せ先  福祉課　☎ 34－1111
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大野の太鼓判　第９回公募のご案内
１　対象商品　大野町で開発若しくは生産された商品、または大野町で産出された農林水産物及びその加工品
２　応募資格　町内に主たる事業所、住所を有する個人及び法人又はそれらの者で構成された団体
３　応募件数　１事業所あたり３点まで
４　募集期間　令和３年７月１日（木）～８月３１日（火）まで　※土、日、祝日除く
５　スケジュール　（１次審査）　令和３年１０月
　　　　　　　　　（２次審査）　令和３年１１月
６　応募方法　 「大野の太鼓判認定申請書（様式第１号）」に必要事項を記載のうえ、まちづくり推進課に提出くだ

さい。申請書は、まちづくり推進課窓口での受け取りのほか、町ホームページ「大野の太鼓判」ペー
ジからダウンロードできます。※ホームページアドレス https://www.town-ono.jp/

「大野の太鼓判」の認定を受けると・・・
　　①「大野の太鼓判」認定ロゴマークを商品に使用することができます。
　　②町広報誌やＨＰ、無料雑誌等へ掲載し、商品のＰＲができます。
　　③町が主催、共催または参加する物産展等へ優先的に出店することができます。
　　④町が全面的にバックアップし、商品のトップセールスができます。
　　⑤事業所の要望等に、各委員が可能な限りアドバイスします。

 問合せ先  まちづくり推進課　☎ ３４-１１１１　FAX：３４-３５２５

「大野の太鼓判」公募要領
１　事業目的　 大野町を代表する優良な特産品を大野の太鼓判として認定し、地域産業の振興及び情報発信による

大野町の知名度の向上を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
２　対象商品　 大野の太鼓判の認定の対象となる特産品は、大野町で開発若しくは生産された商品又は大野町で産

出された農林水産物若しくはその加工品とする。
３　応募資格　町内に主たる事業所、住所を有する個人及び法人又はそれらの者で構成された団体。
４　応募件数　１回の募集につき、１事業者あたり３点までとする。
５　応募方法　 別添「大野の太鼓判認定申請書」に所要事項を記入の上、関係書類を添えて、委員会の定める期日

までに大野町役場産業建設部まちづくり推進課まで提出するものとする。
６　審査の概要�及び基準　大野の太鼓判認定委員会において応募商品の試飲食、製品機能等の検分及び申請書等か

ら、次に掲げる項目を点数化して合算した合計点が、一定水準に達した特産品を大野の太鼓判とし
て推薦するものとする。

　　　　　　　⑴　大野町の地域性が感じられる度合い
　　　　　　　⑵　特産品としての独自性、優位性
　　　　　　　⑶　特産品の安定供給力
　　　　　　　⑷　特産品の継続的改善への意志、能力
　　　　　　　⑸　特産品としての成長性
　　　　　　　⑹　消費者の安心感、信頼性確保の仕組み
　　　　　　　⑺　大野町の雇用や生産を誘発する期待度合い
　　　　　　　⑻　大野町のイメージ向上に資する度合い
　　　　　　　⑼　ぎふ大野ふるさと応援金の返礼品に資する度合い
　　　　　　　 応募商品を審査する際に、商品を提供して頂きます。なお、その際の費用に関しては、申請者自身

でのご負担となります。
７　特産品の認�定及び公表　町長は、委員会の審査報告に基づき、大野の太鼓判の認定を決定し、事業者に大野の

太鼓判認定証を交付するとともに、広報紙、町ホームページ等で公表する。

問合せ先  〒５０１- ０５９２　揖斐郡大野町大字大野８０番地
　　　　　 まちづくり推進課　☎ ３４-１１１１　FAX ３４-３５２５　Ｅメール kigyo@town-ono.jp

『大野の太鼓判』として自慢の商品を町ぐるみでＰＲしてみませんか？
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　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て負担の増加や、収入の減
少に対する支援の取り組みとして、低所得の子育て世帯（子育て世帯生活支援特別給付金（ひ
とり親世帯分）の支給を受けた者を除く）に対し、国から生活支援特別給付金が支給されます。

●支給対象者　①かつ②の（ア）または（イ）に該当する方
　① 令和３年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合、２０歳未満）を養育する

父母等
　　（令和４年２月２８日までに生まれた新生児も対象になります。）
　②（ア）令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
　　 （イ）令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
　※対象児童… 平成１５年４月２日以降（障害児の場合、平成１３年４月２日以降）令和４

年２月２８日までに出生した方

●支給額
　対象児童１人あたり一律５０，０００円

●申請方法／支給日
　・令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
　　→申請不要で７月９日（金）に支給されます。
　・上記以外の方（例：高校生のみ養育している方、収入が急変した方など）
　　→申請後に随時支給します。以下のものが申請時に必要です。
　　・請求者本人確認書類の写し
　　・受取口座を確認できる書類の写し　※請求者名義の口座に限る
　　・請求者及び配偶者の収入額を確認できるもの（令和３年１月以降の任意の１ヶ月の収入）
　　　※収入が急変し、申請する方のみ

●申請／受付期間
　令和３年７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）まで

●厚生労働省　給付金（ひとり親世帯分以外）に係る相談窓口
☎ ０１２０－８１１－１６６（受付時間：午前９時～午後６時）

その他詳細については、町ホームページにて随時お知らせします。

 問合せ先  子育て支援課　☎ ３４-１１１１

子育て世帯生活支援特別給付金 
（ひとり親以外の世帯分） のご案内

ふるさと納税返礼品を募集します。
　大野町では、ふるさと納税制度による本町への「ぎふ大野ふるさと応援金」の促進と、本町
の魅力や、地元特産品・企業のＰＲ、販売促進および地元経済の活性化などの相乗効果を図る
ため、本町へふるさと納税をされた寄付者へ提供する返礼品（お礼の品やサービス等）を募集
します。詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。

� 問合せ先 �まちづくり推進課　☎ ３４-１１１１
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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か月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２か月

◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。
申込・問合せ先  建設課　☎ 34-1111　※�詳しい内容は役場HPをご覧ください。

町営住宅入居者募集

礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！

　平日業務時間内の来庁が難しい方を対象に、次のとおり休日窓口を開設します。ご利用さ
れる方は、電話にて事前予約が必要です。
◎日　　　　時　７月１１日（日）・７月２５日（日）
　　　　　　　　午前８時３０分から正午、午後１時から４時５０分
◎場　　　　所　役場１階住民課
◎対象となる方　 マイナンバーカードを申請した後「個人番号カード交付通知書・電子証明

書発行通知書　兼　照会書」（以下はがきという）が届いた方
◎予 約 方 法　 住民課へ電話して「マイナンバーカードの受け取りの予約」と伝えてくだ

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

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

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

 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）
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国民年金保険料の納付が困難な方へ
　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」「猶予」される場
合があり、令和３年度分の保険料の免除・納付猶予申請は７月より可能となっております。
申請は役場住民課で行うことができます。その際、年金手帳またはマイナンバーカード、雇
用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証をお持ちの方はご持参下さい。詳しくは住民
課へお問い合わせ下さい。

 問合せ先  住民課　☎ ３４-１１１１

＊＊ 町税の納期内納付にご協力ください ＊＊
　皆さんの生活を支える貴重な財源である町税は、納期内の自主納付を原則としています。納税者
一人ひとりが意識を持って納期限を守ることが大切です。
　納期限を過ぎても納付がない場合は、納期内納税者との「公平性」を保つため、督促状、文書催
告などによる納税の催告、法令に基づく財産の差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。

滞納処分に関するＱ＆Ａ

Ｑ１　納期限を過ぎてしまいました。このまま放置していたらどうなりますか？
Ａ１　 納期限を過ぎると、督促状を送付します。法律では「督促状を送付し、１０日経過しても納

付がない場合には、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。期
限までに納付できない事情がある場合は、放置せず速やかにご相談ください。

Ｑ２　滞納金額が少なくても財産の差し押さえをされますか？
Ａ２　 差し押さえ（滞納処分）は、滞納金額に関係なく行います。昨年は、預貯金や給与などの差

し押さえを執行しました。

Ｑ３　 勤務先への給与照会などの財産調査や差し押さえなどの滞納処分は、事前に予告があります
か？

Ａ３　 財産調査や滞納処分は法律に定められた調査及び処分です。事前の予告や本人の承諾は必要
としません。

納期内納付が困難な場合は、税務課にご相談ください
　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、
納期内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
を行うことができます。ただし、虚偽の申し出や連絡なく納付計画を守られない場合は、滞納
処分の対象となります。
　滞納税には、延滞金が加算されるなどの経済的な不利益だけでなく、滞納処分の際に行う勤
務先への給与調査などの財産調査により社会的な信用も失うことになる恐れがあります。
　事情により納期内納付が困難な場合は、放置せず、必ず税務課までご相談ください。

 問合せ先  税務課　☎ ３４－１１１１
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固定資産税の適正な課税のため
ご確認をお願いします

　固定資産税は、毎年１月１日現在を基準日として課税され
ます。所有している固定資産に関して次のような変更がある
場合は、税務課までご連絡ください。

◎固定資産そのものの変更
・ 登記をしていない建物を新築または増築した場合（税務課による家屋評価が行われて

いないもの）
・登記をしていない建物の全部または一部を取り壊した場合
・建物の全部または一部の用途変更をした場合（例：事務所を居宅に変更した等）
・住宅用地認定にかかる住宅の数が変更になった場合
・土地の用途を変更した場合（例：住宅を取り壊して貸し駐車場に変更した等） 　ほか
※ 登記がある家屋で、法務局で登記申請や滅失登記などがすでに済んでいる場合には、

役場へ届け出る必要はありません。ただし、滅失登記が翌年にわたる場合には、ご連
絡ください。

◎所有者の変更
・ 所有者または納税義務者が死亡し、税務課での相続代表人指定届出書提出等の手続き

を行っていない場合
・登記をしていない建物の所有者を変更する場合
・町外在住の納税義務者で住所の変更がある場合　　　ほか
※ 登記がある家屋で、法務局で所有権移転登記などがすでに済んでいる場合には、役場

へ届け出る必要はありません。

＊＊家屋評価について＊＊

　家屋評価は、固定資産税の基となる評価額を算出
するため、新築または増築した家屋を対象に行われ
るものです。
　令和４年度分以降の固定資産税賦課のため、７月
から１２月中に税務課職員が家屋評価に伺います。
対象者の方には、事前に連絡をさせていただきます
のでご協力をお願いします。

 問合せ先  税務課　☎ ３４-１１１１
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お知らせ

夏の交通安全県民運動
７月１１日（日）〜７月２０日（火）
ゆずりあう心で�夏の交通事故防止
運動の重点
・子供と高齢者の交通事故防止
・ 横断歩道における歩行者最優

先の徹底
・ 全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着
用の徹底

・ 飲酒運転等の危険運転の防止
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～�
７月は“社会を明るくする運動”

強調月間です
大野町社会を明るくする運動推進委員会

（保護司会・更生保護女性会・ＢＢＳ会）
　近年、犯罪や非行に対する不安
感が社会全体に広がっており、安
全・安心な社会を築いていくこと
が強く求められています。
　誰もが安心して暮らせる地域社
会を築いていくためには、地域住
民の方々の、地域に対する思いと
積極的な参加が必要です。
　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人た
ちや非行をした少年達の更生につ
いて理解を深め、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
　今年は「犯罪や非行のない安全・
安心な地域社会を築くための取組
を進めよう」と「犯罪や非行をし
た人たちの立ち直りを支えよう」
を行動目標として、運動が展開さ
れます。
　皆様のご理解とご協力をお願い
します。
問合せ先  環境生活課　☎ ３４－１１１１

第２７回根尾川花火大会中止の
お知らせについて

　花火大会につきまして、開催を検討
しておりましたが、新型コロナウイル
ス感染症の現況を受け、来場者並びに
関係者の皆様方の健康と安全を最優
先に考慮するとともに感染拡大防止
のため、中止を決定いたしました。
問合せ先  根尾川花火大会実行委員会 

（事務局まちづくり推進課）　☎ ３４-１１１１

７月は河川愛護月間です

　川は私たちの財産です。川には
たくさんの自然があります。
　私たちの財産をみんなで美しく
保ち、次の世代に残しましょう。
　河川への不法投棄をやめて日頃
から河川美化に心がけましょう。
問合せ先  国土交通省　木曽川上流
河川事務所　☎ ０５８-２５１-１３２６
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

「ツール・ド・西美濃２０２１」
がライドアラウンド形式で開催

　岐阜県の西側に位置する「西美濃」
を舞台に遊ぶ、スマートフォンを利
用した位置情報アクティビティで
す。アプリ上で設定されたスポット
を訪れたり、グルメを楽しむことで
獲得したポイント数を競い合いま
す。獲得したポイントは「特典」と
交換もできるので、開催期間をたっ
ぷり使ってポイントを集めましょ
う。西美濃地域の歴史や文化、地元
の商店や生産者と交流できたり、た
だの観光では出会えない「地域の奥
行き」に触れながらに西美濃をテー
マパークのように遊べます。なかな
か遠出がしにくい今こそ、身近な街
を自転車で巡る「ご近所再発見」を
楽しんでみてはいかがでしょうか。
詳しくは、「ツール・ド・西美濃
２０２１」公式ホームページをご覧
ください。
◎日時　７月２１日（水）～９月
２０日（月）
◎開催場所　岐阜県西美濃全域
◎参加コース　自由
◎参加資格　岐阜県在住の方
◎参加料　無料
主催・問合せ先  ツール・ド・西美濃
実行委員会　☎ ０５８４-４７-８２７５
https://tour-de-nippon.jp/
ridearound-tourdenishimino/

※ 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。

公務員合同説明会案内

◎日時　７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。
◎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／警察署（大垣・海津・養老・垂井）
大垣消防組合／岐阜県庁（資料設置のみ）／大垣市役所（資料設置のみ）
海津市役所（資料設置のみ）／垂井町役場（資料設置のみ）
養老町役場（資料設置のみ）
※ 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
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令和４年４月採用　町職員募集案内

１　募集職種

職　　種 試験区分
一般行政職 ①大卒程度 ②短大卒程度 ③高卒程度
一般行政職

〔身体障がい者〕 ④大卒程度 ⑤短大卒程度 ⑥高卒程度

一般行政職
〔土木系学校卒〕 ⑦大卒程度 ⑧短大卒程度 ⑨高卒程度

一般行政職
〔理学療法士等有資格者〕 ⑩大卒程度 ⑪短大卒程度

保　健　師 ⑫大卒程度

２　募集人員　　若干名

３　受験資格

職　種 年齢・学歴・資格等

一般行政職
（①・②・③）

　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・高
等学校を卒業した者、令和４年３月３１
日までに卒業する見込みの者、またはこ
れらと同等の資格があると認められる者

一般行政職
〔身体障がい者〕
（④・⑤・⑥）

　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・高
等学校を卒業した者、令和４年３月３１
日までに卒業する見込みの者、またはこ
れらと同等の資格があると認められる者
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

一般行政職
〔土木系学校卒〕
（⑦・⑧・⑨）

　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土木系の大学・短期
大学・高等学校を卒業した者、令和４年
３月３１日までに卒業する見込みの者、
またはこれらと同等の資格があると認め
られる者

一般行政職
〔有資格者〕
（⑩・⑪）

　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
ずれかの資格を有する者（採用までの資
格取得を条件とする）

保 健 師
（⑫）

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

◎次のいずれかに該当する者は、受験できません。
　⑴日本国籍を有しない者
　⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで

又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　⑶ 大野町においての懲戒免職の処分を受け、当該

処分の日から２年を経過しない者
　⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法

又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ
とを主張する政党その他の団体を結成し、又は
これに加入した者

４　採用年月日　令和４年４月１日

５　試験内容
○第１次試験（岐阜県市町村職員統一採用試験）

試験科目

【新 卒 者】
・ 教養試験（択一式）〔大卒程度 Logical-Ⅰ、短大

卒程度・高卒程度 Logical-Ⅱ〕
・事務適性検査
・職場適応性検査

【職務経験者】
・社会人基礎試験（職務基礎力試験：択一式）
・職務適応性検査

期　　日 令和３年９月１９日（日）

場　　所 岐阜県立岐阜総合学園高等学校（岐阜市須賀２－７－
２５）

○第２次試験（第１次試験の合格者）

試験科目 ・作文試験
・個別面接試験

期　　日 令和３年１１月予定
場　　所 第１次試験合格者に別途通知します。

６　申込手続等

申込書配布
開始日

令和３年７月１２日（月）より総務部総務課に
て配布開始

受付期間 令和３年７月２０日（火）～８月６日（金）の
平日（午前８時３０分～午後５時１５分）

提出書類

・ 令和３年度第２回岐阜県市町村職員統一採用
試験申込書〔総務課備え付けの用紙となりま
す。郵送請求は、「その他」欄を参照〕

・卒業証明書（卒業見込証明書可）
・ 有資格者、保健師希望者については、資格証

書の写し（資格取得見込証明書可）
提 出 先 大野町役場２階 総務部総務課総務係へ持参又は郵送

そ の 他

〈郵送請求方法〉
　郵送で申込書を請求する場合は、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。

（郵送での受付は、８月６日消印まで有効）

７　合否の通知
　第１次試験及び第２次試験の結果については、受
験者全員に郵送で通知します。

８　その他
　新型コロナウイルス感染症の感染状況により、試
験会場や試験日程等に変更が生じる場合があります。
変更内容については、町ホームページ等でお知らせ
すると共に受験申込者の方へは町より連絡します。
　試験当日は感染防止のため、自宅での検温やマス
ク着用をお願いします。また、新型コロナウイルス
感染症などに罹患し、治癒していない方や感染の疑
いがある方、試験日の数日前から発熱や風邪症状な
ど体調が悪い場合は、受験を控えてください。
問合せ先 �大野町役場総務部総務課　☎ ３４-１１１１

〒５０１- ０５９２　大野町大字大野８０番地

募　集



くらしの情報
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令和４年４月採用　揖斐郡消防組合消防機関の職員募集案内

◎募集人員　若干名
◎応募資格　高等学校または、大学などを卒業した方（令和３年３月卒業見込み可）で身体強健な方。平成８年
４月１日以降に生まれた方。
◎条件　採用後は揖斐郡内に居住することができる者。
◎試験日時など
（１）第１次試験（教養試験、事務適正検査および消防適正検査）
　岐阜県市町村職員統一採用試験により実施
　令和３年９月１９日（日）午前８時５０分から場所は、岐阜県立岐阜総合学園高等学校において実施します。
（２）第２次試験　１０月下旬頃、日時未定ですが、揖斐郡消防組合において、口述、作文試験、体力測定を行
います。日時については、決まり次第応募者にお知らせします。
◎受付期間　令和３年７月１日（木）から７月３０日（金）まで（土日、祝日は除く）
◎発表　１１月中旬応募者に通知します。
◎採用　令和４年４月１日から採用します。
◎申込方法　消防本部総務課備え付けの申込用紙に必要事項を記入し申し込みをしてください。
　なお、卒業証明書（卒業見込み証明書）、履歴書、健康診断書（各保健所・公的病院）を添えて、揖斐郡消防
組合総務課へ提出してください。
◎備考　第２次試験の体力測定は、消防職員として必要な体格、体力の有無について測定します。
　採用されますと、地方公務員となり、給料やそのほかの待遇については、町役場の職員とほぼ同様です。
問合せ先  揖斐郡消防組合消防本部総務課　揖斐郡大野町中之元８２４番地　☎ ３２－２５５１

令和４年４月採用　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 採用予定人員 公示日 受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格日 採用予定日
ＡⅡ（男性） １０人程度

６月１６日（水）
７月１日（木）

から
８月６日（金）

９月１９日（日）
岐阜会場

１０月中旬
から

１１月中旬
１２月上旬 令和４年

４月１日

ＡⅡ（女性） ５人程度
Ｂ（男性） ４０人程度 ９月１９日（日）

岐阜会場
多治見会場
高山会場

Ｂ（女性） １５人程度

※原則、電子申請による受付とします。
　 インターネット環境がない方は、採用試験案内に登載されている申込書のほか、岐阜県警察採用公式ホームペー

ジからダウンロードした申込書の使用も可能です。
※ 申込書を持参の場合は、受付期間中の平日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に警察本部警務課へ

提出、郵送の場合は、郵便追跡が可能な特定記録郵便又は簡易書留郵便にて送付してください。（８月６日ま
での消印有効）
受験資格・試験の方法

区分項目 ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女性） Ｂ（男性）・Ｂ（女性）

受
験
資
格

年　　齢 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 昭和６１年４月２日から平成１６年４月１日まで
に生まれた者

学 歴 等 大学（短期大学を除く。）を卒業（見込みを含む。）
した者 左記以外の者

試
験
方
法

第１次試験 教養試験、作文試験
※作文試験は、第２次試験として評価する。

第２次試験

集団討論試験、口述試験、適性検査、身体検査、体力検査、身体精密検査
※集団討論試験については、ＡⅡ区分のみ実施
※身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
※体力検査予定種目（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）

○詳しくは、揖斐警察署（☎ ２３-０１１０）又は最寄の交番、駐在所へお問合せください。
○試験公示日以降は、岐阜県警察採用公式ホームページ（ＱＲコード）をご参照ください。



Information

新型コロナワクチンを接種された皆さまへ
〈ご注意ください〉
　ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合はあります。
　またワクチンを接種してから免疫がつくまでに１２日程度かかり、免疫がついても発症予
防効果は９５％程度と高いものの、決して１００％ではありません。
　ワクチンを接種した後も決して油断せず、「マスクの着用」「手指衛生」「三密回避」「体調
管理」といった、基本的な感染対策の徹底の継続をお願いします。

新型コロナワクチンについての詳しい情報は、
厚生労働省のホームページをご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　 厚労省　コロナ　ワクチン

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333
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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　７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　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　７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　７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　７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　７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
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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

曲亭の家
（西條�奈加著 /角川春樹事務所）

　当代一の人気作家・曲亭（滝沢）馬琴の息子に嫁いだ
お路。横暴な舅、病持ち・癇癪持ちの夫と姑…。修羅の
家で作家の深い業に振り回されながらも、お路は己の道
を切り開いていき…。書き下ろし長篇。

きむらゆういちの 
手作りおもちゃ傑作集 うごく工作 小初

（きむら�ゆういち著 /金の星社）

　５０年近くのキャリアのなかで生まれた数々のアイデア工作
から、著者自身が選んだベスト版。「びっくりカメラ」「パッ
クンきょうりゅう」など、うごかしてあそべる工作を紹介。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●全国キャンプ場ガイドブック 2021-2022
（Camp Goods Magazine 責任編集 /CLASSIX）
●養老先生、病院へ行く

（養老 孟司著，中川 恵一著 / エクスナレッジ）
●阿川佐和子のこの棋士に会いたい

（阿川 佐和子著 / 文藝春秋）
●白鳥とコウモリ

（東野 圭吾著 / 幻冬舎）
●エレジーは流れない

（三浦 しをん著 / 双葉社）

●ぞうさんのふうせん ０～５歳
（内田 麟太郎ぶん，北谷 しげひさえ / 講談社）

●えんそくねこねこ ０～５歳
（長野 ヒデ子作・絵 / ひさかたチャイルド）

●ぼくとがっこう  ３～５歳，小初
（谷川 俊太郎文，はた こうしろう絵 / アリス館）

●神さまの通り道 小中
（村上 しいこ作，柴田 ゆう絵 / 偕成社）

●莉緒と古い鏡の魔法 小上
（香坂 理作，結布絵 / 朝日学生新聞社）

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「アウトドアを楽しもう」展
　今年の夏はどこに行こう？何して遊ぼう？とお悩みの方。やっ
ぱり夏は自然を満喫したいと思いませんか？遠出が難しくなっ
ている今だからこそできる体験として、ローカルキャンプやお
うちキャンプ、最近人気のソロキャンプなど様々なかたちのキャ
ンプなどとても面白そうですね。また星空観察やホタル狩りな
ど夜のアウトドアを楽しむのにもうってつけの季節です。事前
準備などに図書館の本をぜひ活用してください。
　コロナ対策としてうつさない・うつらない工夫や熱中症対策
をしながら上手に夏を楽しみましょう。

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

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

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

7 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



19広報おおの 2021.7

国　保　だ　よ　り
　国民健康保険税は、加入されている皆様が安心して医療を受けられるための貴重な財源です。
本年度分の仮算定の納税通知書は５月に既に送付し、本算定の納税通知書は７月中旬に送付を予定していますので、
期限内納税にご協力をお願いいたします。

仮算定： 前年度から継続して国保に加入されている世帯が、暫定的に前年度並みの保険税額を第１、２期で納税し
ていただくことです。加入状況の変更や前年の所得状況は、ここでは算入されません。

本算定： 加入状況や前年中の所得状況によって、今年度の年税額が決定され、第３期から第１０期で納税していた
だくことです。令和３年４月以降に加入された世帯は本算定からの納税となります。仮算定のあった世帯
は、年税額から仮算定額をひいて、８期で分割します。

●令和３年度　国民健康保険税額について
　令和３年４月１日から令和４年３月３１日の加入状況によって、世帯ごとに世帯主に課税されます。

全ての加入者 ４０歳～６４歳の加入者
医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割額（加入者１人につき） ２８, ５００円 ８, ７００円 １３, ０００円
平等割額（加入世帯１世帯につき） ２３, ５００円 ７, ３００円 ７, ５００円
所得割額（加入者の令和２年中の所得に対して）基準総所得金額の６. ７６％ 基準総所得金額の１. ９７％ 基準総所得金額の２. ４１％
賦課限度額（保険税の上限） ６３０, ０００円 １９０, ０００円 １７０, ０００円
 ※基準総所得金額＝総所得金額－基礎控除額（４３万円）

 年間の保険税  ＝  医療給付分  ＋  後期高齢者支援金分  ＋  介護納付金分 
＊ 医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分は、それぞれ、均等割額と平等割額と所得割額を加算し、賦課

限度額以下とします。擬制世帯主（国保に加入されていない世帯主）は算出根拠から除きます。

●国民健康保険税の納期限

本算定
第３期　 ８月　２日 第４期　  ８月３１日 第５期　９月３０日 第６期　１１月　１日
第７期 １１月３０日 第８期　１２月２７日 第９期　１月３１日 第１０期　２月２８日

●国民健康保険税の軽減制度
①低所得世帯への税軽減
② 後期高齢者医療制度へ加入した人と、国保加入者が１人いる世帯への税軽減
③ ６５歳未満で、自己都合でなく離職された方への税軽減
※ ①と②は、申請不要ですが、①は加入者全員の所得申告が原則必要です。③は申請が必要です。

●�新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少に伴う国民健康保険税の減免について
～減免の対象となる世帯～
１ 　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
２ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入など減少が見込まれ、次の

要件の全てに該当する世帯
　【要　件】　① 事業収入や給与収入等の減少額が前年の額の１０分の３以上であること。
　　　　　　② 前年の所得の金額の合計額が１０００万以下であること。
　　　　　　③ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万以下であること。
　　　　　　※ 減免額の算定方法についてはお問い合わせください。

〜国民健康保険被保険者証の更新について〜
　みなさんがお持ちの国民健康保険被保険者証は、令和３年７月３１日が有効期限となっています。有効期限が
満了する７月３１日までに、簡易書留で新しい被保険者証を郵送いたします。

受け取られたら・・・
① 新しい被保険者証の内容をよくご確認ください。
② 今までの被保険者証は、有効期限が過ぎましたら、役場住民課保険・年金係にお返しいただくか、住所や氏名

が見えないように細かく裁断して破棄してください。
③ 被保険者証はカードサイズになっておりますので、紛失には十分ご注意ください。万が一、紛失や破損の際には、

身分証明書を持参し、役場住民課保険・年金係で再交付を受けてください。
※ ポストに不在票が入っていたときは、内容をよくご確認のうえ、お早めに記載されている連絡先の郵便局へ連

絡してください。また、不在等でお渡しできない場合の被保険者証は、郵便局での保管期間を過ぎたあと、役
場に返却されます。

　令和３年８月から被保険者証と７０歳から７４歳までの方の高齢受給者証が一体化となりました。それに伴い、
７０歳に到達される方は有効期限が７０歳の誕生月の末日になっております。
　また、期間中に７５歳になられる方は後期高齢者医療の適用となり、有効期限が短くなりますので、ご注意ください。

 問合せ先  住民課　☎ ３４-１１１１
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後期高齢者医療制度についてのお知らせ
保険証（被保険者証）を更新します（保険証は１人に１枚交付されます）

　後期高齢者医療の保険証は大野町に住所を有する７５歳以上の方と、一定の障がいがある６５歳から７４
歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和３年７月３１日ですの
で、８月１日からは７月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は赤みがかった色に
変わります。古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分にご注意くだ
さい。

●令和３年度の保険料について
　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計となります。令和３年度の保険料は、令和２年分の所得を基に個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、７月中旬に「後期高齢者医療保険料
額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

【保険料額について】
　令和３年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります（ただし、６４万円を上限とします）。
　ア：均等割額（被保険者一人あたり４４，４１１円）
　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率８．５５％）　※総所得金額等－４３万円（基礎控除額）
　　　　　（注）基礎控除額は、令和３年から４３万円に変わりました（令和２年までは３３万円）。

●保険料の軽減措置について
①保険料「均等割額」の軽減
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

軽減割合 同じ世帯の被保険者と世帯主の、令和２年中の総所得金額等※1 の合計額
７割軽減 基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（年金・給与所得者等※2 の数－１）以下

５割軽減 基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（年金・給与所得者等※2 の数－１）＋２８. ５万円×（被
保険者数）以下

２割軽減 基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（年金・給与所得者等※2 の数－１）＋５２万円×（被保険
者数）以下

※１ 　令和３年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「１０万円×（年金・給与所得者等の数－１）」は、世帯主と
同一世帯の被保険者に給与所得者等が２人以上いる場合に計算します。

※２ 　一定の給与所得がある方（給与収入５５万円超）または公的年金等に係る所得がある方（公的年金等の収入金額が、
６５歳以上で１１０万円を超える方または６５歳未満で６０万円を超える方）。
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（注 ）均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額
となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者
給与額は事業主の所得に合算されます。また、７割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年
金等控除額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。なお、軽減
判定日は、４月１日または資格を取得した日となります。

②被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担
がありません。均等割額は、制度に加入後２年経過するまでの間に限り、５割軽減となります。ただし、所
得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは… 協会けんぽ、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保

険や国民健康保険組合は含まれません。

●保険料の納め方について
　保険料の納め方は、年金から天引きさせていただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いいただ
く「普通徴収」があります。

①年金からのお支払い「特別徴収」
　年金の受給額が年額１８万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額
の２分の１を超えない場合は、年金から天引きさせていただきます。

②口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
　特別徴収の条件を満たさない方は、大野町から送付される納付書や、口座振替によって保険料をお支払い
いただきます。保険料のお支払い忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。

●保険料の納付方法を特別徴収（年金から納付）から口座振替に変更できます
　保険料を年金から天引きさせていただいている方は、申請により、口座振替によるお支払いに変更できる
場合があります。お手続き方法などにつきましては、住民課にお問い合わせください。

●保険料の納付が難しいとき
　住民課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めに
ご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めによ
り滞納処分が行われることがあります。

●確定申告期限の延長期間に申告された方へ
　確定申告期限の延長期間以降に令和２年の確定申告をされた方は、申告された所得情報が医療費の負担割
合や保険料額の計算に間に合わない可能性があります。この場合、令和３年７月には所得情報がない状態で
作成された保険証や後期高齢者医療保険料額決定通知書をいったん送付させていただき、後日、正しい負担
割合や金額が記載された保険証や後期高齢者医療保険料額変更通知書等をお送りさせていただくことがあり
ます。また、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付をしていただいた方が、普通徴収（口座振替また
は納付書払い）による納付に切り替わることもあります。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解をいた
だきますよう、よろしくお願いいたします。

●�新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保
険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症について、減免基準（主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により重
篤な傷病を負った、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等）に該当
する場合、後期高齢者医療保険料の減免が適用されることがあります。詳しくは、住民課にお問い合わせく
ださい。

 問合せ先  住民課　☎ ３４－１１１１



　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。加齢に
より、噛む力や飲み込む力が弱くなる、口が乾きしゃべりにくくなるなど、「お口の働き」が弱くな
る傾向にあります。
　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受診しましょう。

◎対 象 者　受診日時点に後期高齢者医療制度に加入している人
◎実施期間　令和３年７月１日（木）～令和４年３月３１日（木）※健診受診は期間中１回
◎実施機関　大野町内の委託歯科医療機関

医療機関名 住所 電話番号
 あおば歯科  稲畑２９７  ３５－００８０
 アメニティ歯科  本庄１８９－３  ３５－０７８８
 後藤歯科医院  黒野２３４６  ３２－００５４
 乗松歯科医院  黒野７９６－８  ３２－００６２
 福井歯科  黒野５４６－２  ３２－２３００
 ほさか歯科  黒野８０－６  ３４－１４００
 りょうすけ歯科クリニック  黒野１７２３－４  ３６－０３６３
 いとうファミリー歯科クリニック  黒野６３０－１２  ３５－５１１０

※ 揖斐川町、池田町にある歯科医療機関での健診も可能です。詳しくは歯科医療機関又は住民課へ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  住民課　☎ ３４-１１１１

ぎふ・さわやか口腔健診を受けましょう！
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保健師による

健康伝言板
　日本人の死因第１位は「がん」です。初期のがんは自覚症状がほとんどありませんが、少しずつ身
体を蝕んでいます。自覚症状が現れた頃には、既に命の危険にさらされていることも少なくありませ
んが、検診でがんを早期に見つけることができれば、確実に治すことが可能です。
　町実施のがん検診の対象の方には、検診案内を郵送しています。検診の申し込みや予約の変更など
の受付は ７月１２日（月）より 始めます。
　７月中に検診案内が届かない場合は、保健センターまでお問い合わせください。
町が実施するがん検診

検診の種類 検診方法 対象者（基準日Ｒ４. ３. ３１） 検診間隔

胃がん検診
胃部Ｘ線検査 ４０歳以上 年に１回
胃内視鏡検査 ５０歳、５４歳、５８歳、６２歳

大腸がん検診 便潜血検査 ４０歳以上 年に１回
肺がん検診 胸部Ｘ線検査 ４０歳～６４歳 年に１回
前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） ５０歳以上 年に１回

乳がん検診 マンモグラフィ検査
（希望者）超音波検査 ３０歳以上の女性 ２年に１回

子宮頸がん検診 内診、子宮頸部細胞診、HPV 検査 ２０歳以上の女性 ２年に１回

病気の早期発見のために、 
がん検診を受けましょう！
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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

７

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

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（0585）薬局名

７

22
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

日本調剤三輪薬局 ２３－08４７

23
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

25
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

※診療時間／午前9時～午後3時　　　　※�都合により当番医が変更になる場合があります。予め電話でお確かめの上、受診してください
※健康保険証を必ず持参してください　　 ※�休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認することができます

７月休日在宅当番医のお知らせ

◎乳がん・子宮頸がん検診は２年に１回です。
　昨年度受診された方は、来年（令和４年）度に案内します。ただし、次の①②に該当する方は今年
度も受診できます。
　①令和２年度の結果が「要経過観察」「要精密検査※」の方
　　※精密検査の結果、町の検診を受診するよう医師から指示された方
　②無料クーポンの対象の方
　　乳がん　　　昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれの方
　　子宮頸がん　平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれの方
 問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３

　梅雨が明け急に暑くなる７月は熱中症に注意し
たい時期です。また、新型コロナウイルス感染症
対策として「外出自粛」や「マスク着用」をして
いるため、今年の夏はとくに熱中症予防が必要で
す！

●どうして熱中症になりやすいの？
・ 「外出自粛」が続き、体が暑さに慣れておらず、

活動量も低下しやすいと…
　　① 汗をかきにくくなり、汗をかいて体温を下

げる機能が低下し、体に熱がこもりやすい
　　② 運動不足で筋肉量が減り、体に保持できる

水分量が減る
・「マスク着用」をしていると…
　　③体に熱がこもりやすい
　　④ マスク内の湿度が上がると、のどの渇きを

感じづらく水分不足になりやすい
　このように、水分不足や体温調節機能がうまく
働かず体に熱がこもることで、熱中症になりやす
くなります。
　新型コロナウイルス感染症により医療崩壊の危
機が高まる中、熱中症による搬送者が増えてしま
わないよう、しっかり予防対策を行いましょう。

●熱中症を予防するために
①暑さを避けましょう！
・ 天気予報を参考に、暑い時間帯の外出は避けま

しょう。
・ 熱中症は屋内でも起こります。エアコンを使うこ

とを我慢しすぎず、室温は２８度以下・湿度は
７０％以下に調整しましょう。換気扇を使ったり、
窓をあけたりして換気も行うようにしましょう。

・ 少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所へ
移動し水分補給しましょう。

・ 気温・湿度の高い中でマスクをしていると、熱
中症のリスクが高まります。外で人と十分な距
離（２メートル以上）がとれる場合は、マスク
を外しましょう。

②こまめに水分補給しましょう！
・ 喉が渇いたと感じる前に、水分をとり

ましょう。１日１～２Ｌが目安です。
③暑さに備えた体づくりをしましょう！
・ 肉・魚・野菜をバランス良く、３食きちんと食

べて十分な栄養をとりましょう。
・ しっかり睡眠をとりましょう。
・ 人混みを避けて散歩したり、室内での軽い運動

を行うなど、体力づくりを行いましょう。

熱中症にご注意ください！！



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

　住民（会員）の皆さまをはじめ、関係者及び関係機関の皆さまの多大なるご協力のもと事業を実
施することができました。事業及び収支決算のご報告をさせていただきます。

法人運営事業

◆理事会・評議員会の開催
　理事会　　４回（書面２回）
　評議員会　３回（書面２回）
◆財政基盤強化（会員の拡充）
　一般会員　　６, ６２１世帯
　特別会員　　　　　 １個人
　賛助会員　　　 １０１法人
◆社会福祉功績者表彰
◆福祉用具貸与
◆福祉団体等への支援（8 団体）
◆福祉委員活動の支援
　・民生委員児童委員・福祉委員連絡会
◆「社協だより」の発行
◆地域福祉活動計画に基づく事業の推進

ボランティアセンター事業

◆広報活動による啓発
◆ボランティア活動支援
　・「広報おおの」の録音版作成
　・家具の固定普及（地震対策）
　・ふれあい食事サービス
◆災害ボランティアセンターの体制整備
　・災害ボランティアコーディネーター養成講座
　・町防災訓練参加
◆ボランティア連絡協議会との連携
　登録団体１３団体（３１１名）
◆共同募金街頭募金運動（中止）
◆ボランティア活動保険加入促進

生活福祉資金貸付事業

心配ごと相談事業

福祉サービス利用援助事業

生活困窮者自立支援事業

福祉推進事業

◆カフェ活動支援
◆小地域支え合い活動推進
◆福祉教育の推進
　・福祉出前講座
　　車いす体験・高齢者疑似体験
　　（南小学校６年生）
◆生活支援体制整備事業
　・サロン立上げ支援
◆生活支援サービス活動団体支援事業
　・有償・無償ボランティア活動支援

共同募金配分金事業

【一般募金配分金事業】
◆福祉のふれあい広場開催（中止）
◆ふれあい食事サービス（中止）
◆絵手紙交流
◆バースデイ花束プレゼント
◆ふれあい・いきいきサロン継続事業
　・補助金交付　・講師派遣
　・サロン保険加入
◆地域見守りネットワーク活動支援事業
　・安心カードの普及支援

【メニュー事業配分事業】
◆ふれあい・いきいきサロン支援事業
　・サロン立上げ支援

【歳末たすけあい募金配分事業】
◆在宅援護事業
◆高齢者交流事業
　・新春ふれあい食事会（中止）
◆障がい者交流事業（中止）
◆貸出用具整備事業
◆地域福祉啓発・普及事業
　・寄せ植え教室開催

介護保険事業

◆訪問介護事業
　①訪問介護事業
　・介護予防訪問介護事業
　・訪問介護事業
　②障害福祉サービス事業
　・居宅介護・重度訪問介護
　・移動支援事業
　③軽度生活援助事業
◆居宅介護支援事業

障がい者支援事業

◆就労継続支援事業
　①本部事業（施設運営）
　・障害福祉サービス事業
　②受託事業
　③自主製品販売事業
◆相談支援事業
　①一般相談支援事業
　②特定相談支援事業
　③障害児相談支援事業

東さくらこども園事業

◆東さくらこども園事業
◆子育て支援センター事業

その他の事業

◆岐阜県共同募金会事業
◆日本赤十字社事業
◆災害義援金募集事業
◆大野町戦没者追悼式（中止）
※�新型コロナウイルスの影響により
各事業が中止・縮小となりました。

令和２年度　 事　業　報　告

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

令和２年度　 資金収支決算書

ふれあい・いきいきサロン紹介

◆収入の部　　　　　　 （単位：円）

勘定科目 決算額
会費 3,832,500

寄附金 1,046,990

経常経費補助金 16,777,193

受託金 3,105,106

事業 82,500

負担金 12,411,192

介護保険事業 20,565,196

保育事業 156,523,662

就労支援事業 1,823,000

障害福祉サービス等事業 34,524,550

受取利息配当金 115,636

その他 5,225,126

積立資産取崩収入 13,402,940

その他の活動による収入 19,438,087

前期末支払資金残高 65,085,853

合 計 353,959,531

◆支出の部　 （単位：円）

勘定科目 決算額
人件費 216,672,010

事業費 22,233,420

事務費 14,094,018

就労支援事業 1,851,246

助成金 1,497,753

固定資産取得 0

積立資産支出 11,717,480

その他の活動による支出 6,996,283

合 計 275,062,210

当期末支払資金残高 78,897,321

皆さまのご協力
ありがとうございました

◆ベルばらサロン◆　場所：第１公民館
毎月第３火曜日　午前９時３０分～１１時３０分

　平成１５年に開設され、現在では町全域から多
くの方の参加で賑わうサロンです。
　季節ごとのイベントをみんなでワイワイ楽しみ、
時には学び、様々な体験を通して交流しています。
　参加時の手指消毒や参加者同士で距離を保ちな
がら交流するなど、感染予防対策を取り入れなが
ら開催しています。

◆古城北町ヒュッゲ◆　場所：古城北町集会所
毎月第１金曜日　午前１０時～正午

　令和３年４月にオープン！
　サロン名にある“ヒュッゲ”とはデンマーク語
で「居心地がよく快適である」との意味です。
　本サロンもイベントやカフェでの交流を大切に、
人と人とのふれあいから生まれるあたたかい、居
心地のよい場所・空間で、地域の皆さんをお迎え
していきます。

 ◎サロン参加費　１００円  開催・問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

社会福祉協議会だより
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町社会福祉協議会事業所紹介

町社会福祉協議会では
皆様からご協力いただいた会費は、次のように使わせていただきました。

◎だれもが身近な地域の問題に関心を持ち「地域力」を高めるまちづくりの推進
　・社会福祉功績者表彰　・ボランティア支援　・災害ボランティア人材育成
　・福祉委員活動の支援　・社協だよりの発行　・バースデイ花束プレゼント
　・ふれあい・いきいきサロンの継続支援　　　�・福祉団体への活動支援
　・福祉出前講座の実施（車いす体験・高齢者疑似体験）
　・地域見守りネットワーク活動支援（安心カード）等

◎だれもが暮らしの問題を気軽に相談できる体制の構築
　・心配ごと相談所の開設等

◎だれもが安全・安心に暮らせる環境づくり
　・車椅子等福祉用具の貸与　・災害ボランティアの養成等

◇訪問介護事業所◇
「安心できる暮らし」のサポートとして
自立した生活を送ることができるよう、ヘルパーが自宅を訪問し、必要なお世話や生活の支援
をいたします。

◎サービス内容
　利用になれる訪問サービスの内容は次のとおりです。
　■食事・入浴・排泄等の介護
　■調理・洗濯・掃除等の生活援助
　■生活に関する相談・助言
　■営 業 日：月～日曜日（祝日も営業いたします）�※年末年始１２月２９日～１月３日はお休み
　■営業時間：午前８時３０分～午後５時１５分
　○高齢者対象：訪問介護事業
　　　〈サービス名〉訪問介護
　　　〈対　象　者〉介護保険被保険者証をお持ちの方。事業対象者�/�要支援１から要介護５
　○障がい者対象：障害福祉サービス
　　　〈サービス名〉居宅介護
　　　〈対　象　者〉障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
　○他のサービス：移動支援事業・軽度生活支援事業

� 申込・問合せ先 �福祉センター内２階　�☎ 34－3771

普段の生活の介助をはじめ、様々なサービスを提供させて
いただきます。
自分の大切な人を大切にするお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にお電話ください。

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

～シリーズ連載～　障がいについて理解しよう ⑦高次脳機能障がいについて

「高次脳機能障がい」って何だろう？
　高次脳機能障がいとは、転落や交通事故、病気により脳に損傷を受けた事が原因
で生じる認知面の障がいのことです。新しい情報を覚えたり、物や人に集中したり、
物事を計画的にすすめたり、感情をコントロールし、相手の気持ちを理解すること
が難しくなるといった症状があります。外見からはわかりにくい障がいであるため、
周囲の人が理解しにくく、本人の性格であると誤解されることも多いです。

困っていることはこんなこと…
◇記憶力の低下◇　約束や予定を忘れたり、何度も同じことを聞いたりしてしまいます。
◇注意力の低下◇　�気が散りやすく、集中力を持続させることが苦手です。同じミスを繰り返してし

まうことがあります。
◇遂行機能の低下◇　考える前に行動してしまったり、言われないと行動できなかったりします。
◇感情の変化◇　感情や行動を自分でコントロールするのが難しくなります。

わたしたちにできること
●�大事なことは「ゆっくり、わかりやすく、具体的に」伝え、一つずつお願いしたり、忘れないように
メモにして渡したり、工夫をしましょう。
●�本人の状態に合わせて仕事の内容や量を調整し、また、「日課をシンプルにする」など、行動を習慣
化することでできることも増えるため、周囲の人の支援により環境調整などをすることが大切です。

※次号も引き続き、障がいの種類について連載します。

災害義援金の報告とお願い
　令和２年７月３日から豪雨により、記録的な大雨
となり、河川の堤防決壊等による洪水や土砂崩れ等
の災害が各地で発生しました。

　また、平成２８年４月に発生した熊本地震、そし
て、平成２３年３月に発生した東日本大震災の被災
地は、未だ復興に向けた支援活動を継続しています。
　町社会福祉協議会では、被災された方々の支援を
目的として災害義援金の募集を行い、日本赤十字社
を通して義援金を被災地へ送らせていただきまし
た。

　皆様のご協力ありがとうございました。引き続き、
温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

●熊本県南豪雨義援金
　　２５, ０００円
●令和２年７月岐阜県豪雨災害義援金
　　５, ００５円
●令和２年７月福岡県豪雨災害義援金
　　５, ０００円
●鹿児島県令和２年７月豪雨災害義援金
　　５, ０００円
●令和２年７月大分県豪雨災害義援金
　　５, ０００円
●令和２年７月佐賀県豪雨災害義援金
　　１０, ０００円
●令和２年７月島根県豪雨災害義援金
　　５, ０００円
●長野県令和２年７月豪雨災害義援金
　　５, ０００円
●令和２年７月山形県豪雨災害義援金
　　５, ０００円

社会福祉協議会だより
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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。

５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

大野 松岡　竜
り し ん

神 達司・祐子 小衣斐 山北　梨
り こ

琴 善隆・優香

公郷 磯川　慶
け い じ

次 靖尚・仁和子 南方 岩崎　莉
り お ん

音 景太・明茄音

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 立花　　豊 81 公郷 矢野　康弘 90

黒野 汲田　照子 93 公郷 上杉　元二 92

黒野 馬渕　春江 88 公郷 矢野ちゑ子 86

下方 若原　昭逸 92 加納 國枝　寬子 88

大野 大西　文子 88 郡家 長沼　吉人 71

牛洞 岩崎　弘光 85

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（６月１日現在）
人　口 … ２２,５１４（−２６）
男 … １１,０６７（−１６）
女 … １１,４４７（−１０）
世帯数 … ８, １４１（−　５）
出生８人／死亡２３人／転入３１人／転出４２人

納 期 限 の お 知 ら せ
６月３０日（水） 町県民税（１期）

国民健康保険税（２期）

８月２日（月） 固定資産税（２期）
国民健康保険税（３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

パレットピア
おおの

「アンブレラスカイ」

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
７月１８日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、７月25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
１９５kcal ７.７g ６.２g ６４mg ０.６g

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

サバのドライカレー
　保存食としても活用できる「さば缶」、手軽にたんぱく質が
摂取できますので、常備しておくとよい一品です。
　今月は、さば缶を使ったアレンジメニュー「ドライカレー」
を紹介します。野菜もたくさん入り、さば缶独特の臭みもあ
まり感じません。手軽にできますので、ぜひお試しになって
みてはいかがでしょうか。

【材料（４人分）】
精白米…２４０ｇ（１. ５カップ）
さば水煮缶…… １９０ｇ（１缶）
玉ねぎ………… ２００ｇ（１個）
エリンギ………… ８０ｇ（４本）
人参……………６０ｇ（１/３本）
さやいんげん… ３０ｇ（約６本）
赤パプリカ……６０ｇ（１/２個）
スイートコーン（冷凍）�…４０ｇ
にんにく・しょうが�… 各１/２かけ
カレー粉…………………小さじ２
サラダ油…………………大さじ１
Ⓐ　ウスターソース……大さじ１
　　トマトケチャップ…大さじ１

【作り方】
①玉ねぎ、エリンギ、人参は１
㎝角、赤パプリカは種をとっ
て１㎝角に切る。

②にんにく、しょうがはみじん
切り。さやいんげんはさっと
茹でて１㎝幅に切る。

③精白米は洗って、分量の水加
減で炊く。

④フライパンにサラダ油を入れ、
にんにく・しょうが・カレー
粉を入れて炒める。香りが
たってきたら、①の野菜を加
え、しんなりとするまで炒め
る。

⑤④に、Ⓐ内と水きりしたさば
缶と、スイートコーンを入れ、
さばの身を木しゃもじでほぐ
しながら混ぜ合わせ、汁けが
なくなるまで煮詰める。

⑥⑤の中に、炊きあがったご飯
とさやいんげんを加え、均一
になるように混ぜながら炒め
る。

ごみ収集日について
７月２２日（木・祝）の生ごみ等の収集はありません。
次回は２３日（金・祝）に収集します。
◎問合せ先／環境生活課　☎�３４-１１１１


