
※�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。

ママと一緒に水あそび♪
子育て支援施設 ぱすてる

今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶４ まちのお知らせ

▶１５ Information�くらしの情報

▶２４ 議会の窓
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田 植え体験
西小学校５年生

　６月１４日、西小学校５年生児童２１人は学校の水田で、い
び川農協や地元の方に稲の持ち方や植え方などの指導を受けな
がら「総合的な学習の時間」に田植えを体験しました。児童は、
泥だらけになりながらも、横一列になって１株ずつ丁寧に苗を
植えました。西小学校では、１年を通して米作りを学んでおり、
今後は稲の生長の観察や稲刈りなどに取り組んでいく予定で
す。

全 力で頑張ります！
全国大会出場激励会

　６月２９日、空手競技において、大野中学校の河野天佑さん（３
年）、河野詩音さん（１年）、青木一真さん（２年）、西小学校の
小林眞花さん（１年）が全国大会に出場されるため、役場にて激
励会を開催しました。
　選手の皆さんは各々「試合当日に全力を出せるよう、コンディ
ション調整に注意して練習に励みます」「初めての全国大会なの
で、楽しみたい」「緊張すると思うが、力を発揮できるよう頑張
ります」との意気込みを述べました。町長は「空手は日本発祥の

武道ですが、来る東京五輪で初めて正式種目になったので、注目度が高い。持てる力を全部出しきれるよう、
体調管理に留意して頑張ってください」と激励しました。なお、大会の詳細は次のとおりです。

出場大会
大会名　第２９回全国中学生空手道選手権大会
期　日　８月２０日（金）から２２日（日）
会　場　�山口県山口市�維新百年記念公園 ･�

維新大晃アリーナ

大会名　第２１回全日本少年少女空手道選手権大会
期　日　８月２８日（土）から２９日（日）
会　場　東京都足立区�東京武道館

▲水田に浸かった足を一歩ずつ踏み進め、苗を植え
る西小児童

▲（左から）河野詩音さん、青木一真さん、河野
天佑さん、小林眞花さん

父 の日にあわせてバラの花束を
バラ苗生産組合

　６月１４日、父の日を前に、バラ苗生産組合長　国枝豊さんが
役場を訪れ、今年も町の特産であるバラの花束約 150 輪を、町長
に手渡されました。贈られたバラは、総合町民センターの新型コ
ロナワクチン接種会場や役場ロビーなどに飾られ、訪れた方の目
を楽しませていました。

▲色鮮やかなバラの花束を手渡す国枝組合長（左）

少 しでも地域貢献できれば
（株）岐阜クリエート

　６月２８日、（株）岐阜クリエート　取締役社長　渡部忠司
さんが役場を訪れ、ペーパータオル４，８００個を町に寄贈さ
れました。渡部社長は「大野町で３０年以上にわたり、ポケッ
トティッシュなどの紙製品を製造しており、長年の経験とノウ
ハウを活かした当社の製品を提供することで、少しでも地域に
貢献したい。これから出水期に入り、災害備蓄用などに活用し
てもらえれば」と話し、町長は「いつ何時災害が起こるか分か
らない。ペーパータオルは、色々な使い道があるので、とても
有難い」と謝意を述べました。

▲目録を町長に手渡す渡部社長（中右）

ま ち の 話 題
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犯 罪や非行のない明るい社会を築くために
社会を明るくする運動

　７月１日、役場において「社会を明るくする運動推進委
員会」の保護司の田中博さん、青木宏達さんより町長へ内
閣総理大臣と県知事からのメッセージの伝達式が行われ、
その後、各小中学校へ訪問し、啓発用チラシなどを配布し
ました。
　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と犯罪
や非行をした人たちの更生についての理解を深め、安全で
安心な明るい社会づくりを目指し、町内の保護司や更生保
護女性会、ＢＢＳのメンバーの地域の方々の積極的な参加
にて活動を行っています。
※BBS…Big�Brothers�and�Sisters�の略（ボランティアメンバー）

道 の駅「パレットピアおおの」新たな事業をスタート♪
開駅３周年記念セレモニー

　７月１１日、道の駅「パレットピアおおの」で開駅３周年の
記念セレモニーが行われました。記念事業として、レンタサイ
クル事業や観光案内所を設置しました。
　貸出用の自転車は、十六銀行と公益財団法人十六地域振興財
団より６台寄贈され、大野支店の亀山卓男支店長が駅長である
町長に目録を贈りました。亀山支店長は「レンタサイクル事業
が観光事業の大きな飛躍に繋がれば」、道の駅指定管理者のダ
イナックパートナーズの松井正博社長は「レンタサイクル事業
を含め、これからも町の発展に貢献できるよう取り組んでいき
たい」と話していました。町長も「大野町だけではなく、揖斐
郡の玄関口としての機能を果たしていきたい」と述べました。

▲伝達する田中さん（中央）、青木さん（左）

▲目録を手渡す亀山支店長（右）

▲記念セレモニーに参加した関係者ら

▲目録を町長に手渡す細社長

安 心して生活できることを願って
（有）寄棟瓦工事店

　７月１日、（有）寄棟瓦工事店�取締役�細　健二さんが役場
を訪れ、未だ新型コロナウイルスの感染が危惧されるなかで、
地域の皆さんが安心して生活してほしいと現金１００万円を
寄附されました。町長は「大変有難い。使途をよく考え、有
効に使わせていただきます」と謝意を述べました。
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SDGsについて考えましょう
★ SDGs（エスディージーズ）とは
　SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）とは、2015 年 9 月に全 193 の国
連加盟国の合意によって決められた、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）とい
う理念のもとに持続可能な社会を実現するための 17 の目標（ゴール）と、目標を具体的に定めた 169 のター
ゲットで構成された 2030 年までの世界共通の目標です。

★大野町としての SDGs への取り組み
　国は、SDGs への取り組みが日本の各地域における諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものであ
るとしています。
　そこで大野町では、SDGs の 17 の目標と町が現在取り組む事業を結びつけ、注力すべき課題の明確化、
経済・社会・環境の三側面の相互関連性の把握により、地域課題の解決・SDGs の達成に向けた動きを促進
していきます。

　SDGs は、私たち一人一人の行動が重要となります。大野町を持続可能なまちにするため、身
近な日常生活に取り入れられる行動から、少しずつチャレンジしていきましよう。

 問合せ先  政策財政課　☎ 34-1111

※持続可能な社会とは？
　「持続可能（Sustainable）
な社会」とは、地球の環境
を壊さず、資源も使いすぎ
ず、未来の世代まで美しい
地球で平和に豊かに、ずっ
と生活をし続けていける社
会のことです。
　今の世代が、未来の世代
のことを考えて行動するこ
とが大切です。

道 の駅「パレットピアおおの」と名古屋駅を直結！
高速バス「にしみのライナー」

　７月５日、高速バス「にしみのライナー」が７月１７日から運行するにあたり、車両お披露目式がパレットピアお
おのにて行われました。名阪近鉄バス（株）の田端英明社長は「名古屋への通勤通学の負担軽減の一助となれば。新
型コロナウイルス感染対策をし、安全安心な運行に努めていきます」と述べると、町長は「パレットピアおおのは、
交通網の発着地で利便性が高いので、たくさんの皆さんに利用していただけるよう、ＰＲしていきたい」と話しました。

▲「にしみのライナー」の前でテープカットをする田端社長（右）▲ワイドシートでゆったりとした車内
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高速バスの回数乗車券購入の助成をします
　町では、道の駅「パレットピアおおの」から名古屋駅までを結ぶ高速
バス（事業者：名阪近鉄バス㈱）の運行開始に伴い、町民の皆様の生活
圏の拡大と社会参加促進、また高速バスの利用促進を図るため、高速バ
スの回数乗車券購入に対する助成を行います。
　この機会に、ぜひ回数乗車券を使って高速バスを利用してください。

定期路線乗合バス（大野名古屋高速系統）回数乗車券購入の助成

◎助成対象　　 名阪近鉄バス（株）が販売する、道の駅「パレットピアおおの」から名
古屋駅までの間を乗車できる回数乗車券（４枚つづり３, ７００円）

◎助成対象者　 高速バスを利用する方で町内に住所を有し、対象世帯全員に町税等の滞
納がない方

◎助成内容　　購入した回数乗車券の料金のうち２，０００円を助成します。
　　　　　　　※ただし、助成は１年度あたり１世帯１回限りとなります。
　　　　　　　※�申請時に添付していただく領収書等については、回数乗車券の発売日

から令和４年３月３１日までの期間となります。
◎申請方法　　 身分証明書を持参し、領収書または事前に購入をしたことがわかる書類

を添付して申請書を政策財政課に提出してください。
　　　　　　　※�未成年者が申請される場合は、保護者同意書欄の記入が必要となりま

す。
◎受付期間　　午前８時３０分から午後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。

高速バス「にしみのライナー」の運行について

【事 業 者】　名阪近鉄バス株式会社
【区　　間】　道の駅「パレットピアおおの」から名古屋駅
【運行本数】　名古屋駅行き　7 本、パレットピアおおの行き　8 本
【運　　賃】　片道１，１５０円（パレットピアおおの⇔名古屋駅）
【所要時間】　１時間１０分
※ 高速バスの詳しい情報につきましては、名阪近鉄バス㈱のホームページをご参照、も

しくは名阪近鉄バス㈱「乗合バス営業部」へお問い合わせください。

問合せ先  
（高速バスについての問合せ先）　名阪近鉄バス㈱乗合バス営業部　☎ （0584）-81-3326
（回数乗車券の助成についての問合せ先）　政策財政課　☎ 34-1111
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教育委員会のページ教育委員会のページ

◆史跡野古墳群乾屋敷古墳　発掘ボランティア募集◆
いっしょに古墳を発掘しませんか？
乾屋敷古墳は野古墳群で最初に築造されたといわれている古墳です。
古墳の保存・整備方法を検討するため発掘調査を実施します。

◎調査期間　９月上旬から（１週間程度の予定）
◎作業時間　平日　午前９時～午後５時（雨天時は作業を行いません。）
◎応募期間　８月１３日（金）まで
◎応募方法　役場２階文化財調査室窓口もしくは電話で住所・氏名・年齢をお伝えください。
◎応募条件　・大野町在住の方
　　　　　　・事前説明会へ参加可能な方（８月下旬予定）

� 問合せ先 �生涯学習課（文化財調査室）　☎ ３４－１１１１

◆令和三年度「揖斐郡児童生徒文化事業」のご案内◆
　揖斐郡教育研修センターでは、揖斐郡内の児童生徒を対象に、様々な文化事業に取り組んでいます。
昨年度は、コロナ禍の影響から「実施形態を変えての開催」または、「中止」となりましたが、今年
度は感染予防に努めながら次のように開催を予定しています。

①揖斐郡児童生徒科学作品展　（オンライン作品展）
　揖斐郡社会科課題追究作品展（オンライン作品展）
　◎期日　９月１７日（金）～３０日（木）※公開期間が長くなります。
　◎公開方法　優秀作品をオンラインにて公開展示します。
　◎作品部門　児童生徒科学作品展　・研究の部　・採集の部　・科学工作の部
　　　　　　　社会科課題追究学習作品展　・研究ノート、新聞、レポート等、社会科の研究作品
　◇�優秀作品は「岐阜県科学作品展」「岐阜県社会科課題追究作品展」に出展すると共に、郡での

表彰を行います。

②揖斐郡図工・美術作品展、ふれあい作品展
※�開催方法（開催期日・展示時間・展示会場等）につきましては、現在検討中です。後日、改めてお
知らせします。

③揖斐郡読書感想文コンクール
　◎郡審査　９月６日（月）
　◎審査部門　「自由図書の部」・「課題図書の部」
　　（字数　小学低：８００字以内　小学中・高：１２００字以内　中学校：２０００字以内）
　◇�優秀作品は「揖斐郡読書感想文集」に掲載し、各町内の図書館に展示する予定です。最優秀作

品は、「岐阜県読書感想文コンクール」に出展します。

【ほほえみ教室について】
　揖斐郡教育研修センターには、郡内不登校小中学生の社会的自立を促し、学校生活への復帰を支
援する「ほほえみ教室」を開室しています。また、電話による「教育相談」も受け付けていま
すので、お気軽にご相談ください。

� 問合せ先 �揖斐郡教育研修センター　池田町田中 555　☎ ４４-１26１
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　６月２９日から７月１２日の間、常呂自治区内の小中学校で運動会や体育
祭などが行われました。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として延期と
なっていたため、児童・生徒にとって待ちに待ったイベントとなりました。
　６月２９日～３０日、常呂小では中止となった運動会の代替イベントとし
て、学年別に「体育参観日」を実施。保護者の声援の中、徒競走や障害物競
走、遊戯などの種目を児童たちは、元気いっぱいに行いました。児童たちは、
「無事、運動会ができて良かった。来年は、全校一斉に運動会を行いたいなぁ」
と話していました。

保護者の声援を受け、懸命に疾走
─ 常呂自治区内の小中学校で運動会・体育祭などを開催 ─

ところ通信
Vol. 258

北見市

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！

　ぱすてるでは、町内の１歳になるお友だちを対象にした
誕生会を毎月開催しています。
　この誕生会の中で、「ウッドスタート」として「バラン
スローズ」を贈呈しています。同じ月齢のお友だちで、お
母さん同士も話が弾み楽しいひとときを過ごしています。

※�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。

◎８月のスケジュール
木工教室…２日（月）
育児相談…６日（金）
木育ひろば in大野…１２日（木）、１３日（金）
誕生会…２０日（金）
木工教室、木育ひろば、誕生会は事前申し込みが必要です。
休館日 ��４日（水）、１０日（火）、１１日（水）、１８日（水）、

２５日（水）※お盆の週は、休まず開館します。

▲「バランスローズ」

▲誕生会の様子

※�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。

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

羽賀さだゑさん（上秋）
大正15年6月26日生まれ
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○病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気又は病気のピークが過ぎても集団で保育等ができないため自宅療養が必要になったとき、
保護者が仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生ま
で）を専門スタッフのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時的に預かる事業です。
　子どもが安心して静養できるよう、また、保護者が安心して預けられるよう子どもの健康と幸せを守り、
保護者の子育てと就労の両立を支援します。

■利用方法
　大野町在住の方は、大野町・池田町・揖斐川町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設が利用できます。
　利用を希望される場合は、直接下記の施設で登録・申込みを行ってください。

施　　設　　名 住　　　所 電話番号

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

池田町 池田ふれあいサポートセンター内
病児・病後児保育室「ひまわり」 池田町本郷１６２８－２ 0585-45-3916

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

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

岐阜市

福富医院病児保育園「すずらん」 岐阜市安食１２２８ 058-238-8555
河村病院病児保育園「クララ」 岐阜市芥見大般若１－８４ 058-241-3311
小牧内科クリニック病児保育園「ピノキオ」 岐阜市昭和町２－１１ 058-215-0101
山田病院病児・病後児保育園「ミッキー」 岐阜市寺田７－９７ 058-255-1221
矢嶋小児科小児循環器クリニック
病児病後児保育室「うりぼう」 岐阜市日野南７－１０－７ 058-214-7077

世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック
「セカモゲ」 岐阜市六条南２－８－２０ 058-216-3745

操健康クリニック
病児・病後児保育園「パンダのしっぽ」

岐阜市藪田南１－４－２０
（西館６階） 070-1683-3003

□利用するまでのながれ
　①まずは登録してください。（利用の前に登録が必要です！）
　　　登録を希望される方は、事前に「登録申請書」を希望する施設へ提出します。
　　　☆登録に必要なもの（利用施設により異なる場合があります。）
　　　　【健康保険証・福祉医療費受給者証（子ども）・母子手帳・印鑑・処方箋等】
　　　　・登録申請書は、お子様の保育と看護を適切に行うために、大切な役割を果たすものです。
　　　　　予防接種や発達の状況などお子様に関する情報を詳しく記入する内容となっています。
　　　　　※　用紙は、各施設及び市役所又は役場に設置してあります。
　　　　・登録は年度末まで有効のため、毎年登録が必要です。
　　　　　※　登録は当日でも可能です。（岐阜市・北方町のみ）
　②利用前にＴＥＬをお願いします。
　　�　利用時には必ず事前に利用施設に連絡してください。症状や定員の確認を行います。施設によっては、
事前に医師の診察が必要な場合があります。

　　　※　定員は各施設で異なりますが、少人数制ですので利用日前に予約があれば柔軟に対応できます。
　　　　　また、施設によっては当日の予約も可能のため、事前にご確認ください。
　③時間を守って送迎してください。
　　　施設から指示のあった持ち物を持参し、施設で定められた時間に子どもを送迎してください。

子どもが病気！でも仕事は休めない…
� そんな時は、病児・病後児保育の利用を子育て世帯応援事業
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■利用料
　１人１日２，０００円程度。（施設によっては、希望者に昼食・おやつ代が別途かかる場合があります。）
　ただし、診察料は別途かかります。
　※　生活保護世帯は無料です。

■利用日等
　年末年始と祝日を除く月曜日から土曜日
　平日（月曜日から金曜日）
　　午前８時３０分～午後５時（大野町：アンジュ）
　　午前８時～午後５時３０分（池田町：ひまわり）
　　午前８時～午後６時（揖斐川町、北方町、岐阜市の施設）
　土曜日
　　午前８時３０分～午後０時３０分（大野町：アンジュ）
　　午前８時～午後１時３０分（岐阜市：福富医院）
　　午前８時～午後４時（岐阜市：矢嶋小児科小児循環器クリニック）
　　午前８時～午後４時３０分（岐阜市：小牧内科クリニック）
　　午前８時～午後５時（岐阜市：河村病院）
　　午前８時～午後６時（岐阜市：山田病院）
　　※　池田町：ひまわり、揖斐川町：揖斐厚生病院は、休室です。

■利用定員
　定員はどの施設においても少人数制です。
　必ずご利用する前にご利用になりたい施設に直接ご連絡ください。
　※　施設によっては、ご予約時間が異なりますので事前にご確認ください。

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

■利用児童の１日

　

  

 

 

　※　必要に応じて適時検温します。
　※　お迎えの時に、お子様の１日の様子をお伝えします。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ 34－1111
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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）�新型コロナウイルス感染症の影響により令和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
　　→対象者には、７月９日（金）または、２１日（水）に支給しました。
　　※８月以降の振込は、毎月２５日（土・日・祝に当たる場合には、その前日）です。
　・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。
　　・請求者本人を確認できる書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード等の写し）
　　・受取口座を確認できる書類の写し（通帳、キャッシュカード等の写し）
　　※請求者名義の口座に限る
　　・請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの（通知カード、マイナンバーカード等）
　　・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
　　※上記以外の関係書類の提出をお願いする場合があります。

●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（土日・祝日・年末年始を除く）

●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

児童扶養手当現況届のご案内

　現在、児童扶養手当の認定を受けている方は、児童扶養手当に係る現況届を提出する必要が
あります。対象者の方には、８月上旬までに現況届及び関係書類を送付しますので、８月末ま
でに必要書類を添えて提出してください。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３４-１１１１

10 広報おおの 2021.8

まちのお知らせ



Ｑ１　パートやアルバイトも特別徴収の対象となるのですか？

Ａ１　原則として、パート、アルバイト、役員等全ての従業員の方が特別徴収の対象となります。
　　　　ただし、既に退職された方や給与の支払いのない月（給与不定期）がある方など、毎月の給与から特別徴

収（給与からの差し引き）できない方は除きます。

Ｑ２　特別徴収と普通徴収（個人納付）のいずれかを選択できるのではないですか？

Ａ２　給与所得者に係る個人住民税の特別徴収は、地方税法（第３２１条の３）に定められたものであり、従業
員の方々の希望により「普通徴収」を選択することができる制度ではありません。

Ｑ３　給与所得以外に営業所得があり確定申告をしました。
　　　　営業所得分に係る個人住民税についても給与からの特別徴収となるのですか？

Ａ３　給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる個人住民税については、確定申告書第 2表又は個人住民
税申告書の徴収（納税）方法の選択欄で、「自分で納付」を選択し申告することで、個人での納付（普通徴収）
とすることができます。

　　　　※徴収（納税）方法の選択について記載がない場合は、給与からの特別徴収となります。

お勤め（給与所得者）の皆様へ

給与所得者の方の

個人住民税（町県民税）は

原則 特別徴収 です。

特別徴収（給与からの差し引き）のメリット

特別徴収制度の流れ

個人住民税の特別徴収　Ｑ＆Ａ

ポイント１
１回あたりの納税額の�
負担が少なくなります

　普通徴収（納付書での納付）では年４
回（６月・８月・１０月・１月）の納税
ですが、特別徴収（給与からの差し引き）
では１２回に分割して（６月から翌年５
月まで）毎月の給与から差し引かれます
ので、年税額は変わりませんが、１回あ
たりの納税額が少なくなります。

ポイント２
納税の手間が�
省けます

　毎月の給与から差し引かれるため、
金融機関等へ納税に出向く手間が省
けます。
　また、納期限を気にする必要がな
くなり、納め忘れも無くなります。

※岐阜県と県内全市町村では、現在、給与所得者の個人住民税について、特別徴収に切り替える取組を行っています。

【注　意】
※①～⑥の順が個人住民税の特別徴収での納付の流れとなります。
※個人住民税（町県民税）は例年 6月から翌年５月までがその年の年度（１年）となります。
※�現在、普通徴収（納付書にて年 4回の納付）の方で、特別徴収（毎月の給与からの差し引き）へ切替をしたい方は、
勤務先の給与担当者へご相談ください。（会社からの特別徴収切替依頼書が役場へ届いて、処理をした後に特別徴
収に切替ができます。）

問合せ先 �税務課　☎ 34－1111

税額計算 給与支払者＝
特別徴収義務者

納税
義務者

②

⑤

岐阜県では
平成 27年度から

徹底

税額の納入
（翌月10日まで）⑥ 給与から差し引き

（6月から翌年 5月まで）

給与支払報告書の提出
（1月31日まで）① ④特別徴収税額通知

③特別徴収税額通知
（5月31日まで）
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〇 農地中間管理機構へ農地を貸付けませんか 〇
◎農地中間管理機構とは
　農地の貸付けを希望する者（出し手）から農地
を一旦借受け、農地の借受けを希望する担い手農
家など（受け手）へ農地の貸付けを行う機関です。
農地中間管理機構は、県の指定を受けた公的な機
関で、県では一般社団法人岐阜県農畜産公社とな
ります。

◎農地貸付けの留意点
・利用が困難な耕作放棄地や、受け手が
見込まれない農地の借受けは行われま
せん。
・機構からの農地の貸付け先（受け手）
の決定は、機構に一任いただくことに
なります。
・賃料は、地域の賃料水準が基本となり
ます。
・機構への農地の貸付期間はおおむね
１０年以上が基本となります。
・機構が借受けてから２年間を経過して
も貸付け先が決まらない場合などは、
契約が解除される場合があります。

◎メリット
・公的な機関が農地を借受けますので、安心して
貸付けることができます。
・受け手との交渉を行う必要がなく、賃借料のや
りとりなどの煩わしさもありません。
・機構へ農地を貸付けた場合、要件を満たす地域
や出し手に対して協力金が交付されます。

◎農地中間管理事業の仕組み

◎申込締切
　出し手　８月１３日（金）　　受け手　随時募集

申込・問合せ先 �農林課　☎ 34-1111　又は　ＪＡいび川大野営農経済センター　☎ 32-3500

その農地
適正に管理できていますか？

〈遊休農地について〉
　近年、農業者の高齢化や相続による不在地主
の増加などにより耕作放棄地や不作付地などの
遊休農地が増加しています。遊休農地は農地と
しての機能を失うだけでなく、ごみの不法投棄
や病害虫の発生など、周辺に様々な影響があり
ます。
　遊休農地は地域の営農にも迷惑がかかり、生
活している人々の住環境などにも悪影響を及ぼ
します。さらに一度なってしまうと、復元に労
力や費用がかかるとともに借り手を探すのも困
難になります。農地の管理にお困りの場合は、
農地中間管理機構へ貸し出すか、大野町農業委
員会へまずはご相談をお願いします。

問合せ先

農業委員会事務局　農林課　☎ 34-1111

森林に関する手続きをお忘れなく!
～不審な伐採・開発を見かけた場合は

「森林の不適正事案１１０番」へ連絡を～
　個人の財産である森林にも、山崩れを防いだ
り、水を貯えるなど私たちの生活環境を守る働
きがあります。その働きを損なわないよう、伐
採・開発（森林以外の用途に転換する）・所有
者の変更の時は、手続きをすることが定められ
ています。手続きの種類や手続きを行う時期は、
森林の場所や行為の内容によって異なります。
事前に手続きが必要な場合もありますので、伐
採・開発の計画がある場合はあらかじめご相談
ください。また、所有者の変更は、売買の他、
相続等で所有者が変わる場合も手続きが必要で
す。詳しいことはご相談ください。
　不審な伐採・開発の情報もお寄せください。

相談窓口・森林の不適正事案１１０番連絡先

農林課　☎ 34-1111
揖斐農林事務所�林業課　☎ 23-1111
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①猫による問題
　最近、「家の庭に糞や尿をされて困っている」「家等に猫が近づかないような対策をしても効果がない。
なんとかしてもらえないか」という相談が多く寄せられています。それらの問題は、飼い主のいない猫（野
良猫）の他、飼い猫によっても引き起こされております。猫は愛護動物であるため、町や保健所でも捕獲
することはできません（犬は狂犬病予防法の関係で保護を行います）。

②猫による問題を解決していくために
・室内飼育に努めましょう　　・飼育できる頭数にしましょう
・飼えない子猫が産まれないように、不妊去勢手術をしましょう
・やむを得ず外で飼育する場合は、猫用トイレを設置しましょう
・エサをあげる場所やトイレは清潔にしましょう　　・しつけ（特にトイレのしつけ）をしましょう
・首輪をつける等の所有者を明らかにするための措置をしましょう　・最後まで責任を持って飼いましょう

③野良猫への対応について
　野良猫にエサを与える優しい気持ち、可愛い猫に癒やされ、心温かくもなりますが、安易なエサやり、
不妊処置等の飼育者責任を果たさない状況での安易な行動は、野良猫が定着し、繁殖する要因となり、野
良猫を増やすだけでなく、糞や尿などにより近隣住民の方が大変迷惑することとなります。
　地域の方のためにも猫のためにも、野良猫へのエサやりはやめましょう。

④犬の糞の後始末について
　「お散歩セット（ビニール袋、テッシュなど）」を持って出かけるようにしましょう。糞は、埋めたり、
そのまま放置したりせず、家に持ち帰って適切な処理をしてください。

⑤飼い主の責務
　犬、猫等動物の飼い主には、動物の所有者として、「命ある」動物を愛護し適切に管理する責任があります。
責任をもって動物の飼育をしなければなりません。鳴き声や糞害による近隣トラブルを起こさないために、
しつけを徹底し、外で放し飼いをしない等、適切な飼育を行いましょう。

⑥地域猫活動支援事業
　岐阜県動物愛護センターでは、飼い主のいない猫に起因する問題を減らしていく対策の１つとして地域
猫活動支援事業が行われております。

　詳しくは、岐阜県動物愛護センターへお問い合わせください。

岐阜県動物愛護センター　美濃市片知 593　☎（0575）34-0050

　適切な対応、飼育にご協力をよろしくお願いします。
� 問合せ先 �環境生活課　☎ 34－1111

猫、犬との付き合い方

　８月は１年で水の使用量がもっとも増える月です。
　水循環基本法に基づき、８月１日が「水の日」と定められ、この日を初日とする一週間は「水の週間」です。
　「水」は、私たちの飲み水をはじめ洗濯、お風呂など日常生活に欠かすことのできない非常に大切なものです。
　当町の上水道は深井戸から揚水しており、町民の皆さまに安全で衛生かつおいしい水を安心してご利用して
いただくために水質検査計画を定め、法令に基づいた水質検査を毎月実施しています。
　なお、水質検査結果は、すべての水源地で基準値に適合しています。
　この機会に普段の生活での水との関わりをふり返り、貴重な資源である水の大切さについて、今一度考えて
みましょう。
� 問合せ先 �建設課　☎ 34－1111

「８月１日は水の日」　水の週間 ８月１日～７日
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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、電話にて事前予約が必要
です。

◎日時　８月８日（日）・８月２２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（個人番号カード）を
作成できた方には、大野町からお知らせのは
がき（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）を封筒に入れて送
付しています。
　はがきを無くした場合や、はがきに記載し
てある受取期限が過ぎてしまった場合でも、
当面の間はマイナンバーカードを保管してい
ますので、受け取ることができます。
　受取期限が過ぎてまだ受け取っていない方
は、お早めに受け取りに来てください。

●原則、本人が受け取りに来てください。
●�代理人による受け取りは、要件を満たす人
に限られますので、あらかじめ住民課にお
問い合わせください。
●�１５歳未満の人の受け取りも、お子様本人
と保護者が窓口に一緒に来る必要がありま
す。お子様本人の本人確認書類と保護者の
本人確認書類を両方持ってきてください。
●�はがきを無くした場合は、本人確認書類が
追加で１点必要です。
　例）運転免許証＋健康保険証、学生証＋健康
保険証＋医療受給者証

　申請から２か月以上経過しても、はがきが
届かない場合は住民課までお問い合わせくだ
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）

マイナンバーカードの
受け取りを忘れていませんか？

　地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、建物の耐
震診断を実施します。事業の具体的な要件など詳しくは下記までお問い合わせください。
◇木造住宅の耐震診断
木造住宅の耐震診断を無料で実施します。
　●対象となる住宅　昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅
　●耐震診断を受けることができる方　対象となる住宅の所有者
　●受付期間　（第２次）８月２０日（金）まで� ※申込み受付は先着順です。

申込・問合せ先 �建設課　☎ 34-1111

大野町建築物等耐震化促進事業
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まちのお知らせ
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お知らせ

イベント中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、関係団体等
協議の結果、下記のイベント
の中止が決定いたしましたの
で、お知らせします。
①タウンミーティング
②�大野町敬老会 
　９月２０日（月・祝）
問合せ先 � ①総務課　②福祉課　
☎34－1111

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、国民の皆様に新
しくできた制度や裁判手続を
知っていただくために、毎月テー
マを定めて、裁判所ウェブサイ
ト（https://www.courts.go.jp/
index.html）でご案内しておりま
す。８月のテーマは「裁判員裁
判の実施状況～経験者の声もお
知らせします～」です。ぜひご
覧ください。
問合せ先 �岐阜地方裁判所事務局
総務課　☎ 058-262-5122

経済産業省　主唱	
８月は「電気使用安全月間」です。

　毎年、夏になると
感電事故が多発しま
す。このため、経済
産業省では８月を
「電気使用安全月間として、皆さま
に注意を呼びかけています。
ご家庭でも安全点検を！
・�傷んだ電線、コードを使ってい
ませんか
・�洗濯機、電子レンジにアースは
取り付けてありますか
・�１つのコンセントからたくさん
の電気を使っていませんか
問合せ先 �中部電気保安協会
大垣営業所　☎ 0584－88－0188

タコ足配線は
危険です

催　し

『岐阜高専オープンキャンパス２０２１』を開催します

　岐阜高専では、中学生向けのイベントとしてオープンキャンパ
スを新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮して開催します。
◎日時　８月７日（土）、８月８日（日）
両日とも、午前９時３０分～正午、午後１時３０分～４時
◎場所　岐阜工業高等専門学校
◎対象　中学生、保護者・家族
◎参加料　無料
◎申し込み　岐阜高専ホームページ「入試情報」より申し込みく
ださい。
問合せ先 �岐阜工業高等専門学校　学生課教務係
　　　　（平日午前８時３０分～午後５時）　
　　　　☎ 058-320-1260 ＦＡＸ�058-320-1256

水難事故に注意

　川遊びが楽しいこれからのシーズン。川には急な増水などとても
危険な一面もあります。下記の約束を守って、安全に川を楽しんで
ください。

保護者の皆さまへ�川で遊ぶときの注意点
　①こどもだけでは行かない、行かせない。
　②雨の後など、増水している時は行かせない。
　③警察や消防からの指示があればすぐに従う。
　④川の流れは場所によって違うので注意する。
　⑤川の深さは場所によって違うので注意する。
　⑥携帯電話やパソコンで川の状況を確認する。

水に入るときの服装
　①ライフジャケットをつけよう。
　②ぬれてもよく乾きやすい服装にしよう。
　③�ウォーターシューズ、リバーシューズなど脱げない靴をはこ
う。（かかとの無いビーチサンダルは脱げてあぶないよ！）

問合せ先 �県揖斐土木事務所�河川安全利用推進協議会　☎ 23-1111



Information
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※�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。

揖斐警察署からのお知らせ

不審者に注意
　現在揖斐郡内においては、子供や女性を対象とした声かけ事案や、不審者の目撃が相次いでおり、警察に
対する不審者の情報が多数寄せられています。
　一度事案が発生してしまうと、同じ地域で連続発生し、発生地域周辺住民の不安や、被害者となった児童
や女性の強いストレスを招く結果となってしまうことがあります。
　揖斐警察署では、地域住民や学校から寄せられた不審者情報に基づき、発生時間帯の警ら活動、行為者の
割り出し、検挙、警告等の措置を進めているところですが、このような事案発生そのものが無いことを望む
気持ちは住民の皆様と変わりありません。
　今後の発生を防ぐためにも、校区や自治会、ご家族等の単位で防犯意識の向上を図ってみてはいかがで
しょうか。

　防止策　○�警察への速やかな１１０番通報
　　　　　○�女性や子供の防犯ブザー携帯
　　　　　○�不審者に対して不用意に近づかない
　　　　　○�警察等で発信される不審者情報の収集と警戒
　　　　　○�子供の通学時間帯における見守り活動
　　　　　○�防犯カメラ設置の推進

●�岐阜県警察では、スマートフォンアプリ『岐阜県警察防犯アプリ』を作成し、地域の犯罪情報等について
情報を発信しています。
　�ダウンロード方法については、AppStore　GooglePlay にて『岐阜県警察防犯アプリ』を検索
� 問合せ先 �揖斐警察署　☎ 23－0110

自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

航空学生
海上 １８歳以上

２３歳未満の者 ７月１日～
９月９日

１次 ９月２０日
２次 １０月１６日～２１日
３次 （海）１１月１９日～１２月１５日のうち５日間
　　 （空）１１月１３日～１２月１６日のうち５日間航空 １８歳以上

２１歳未満の者
一般曹�
候補生

１８歳以上
３３歳未満の者

７月１日～
９月６日

１次 ９月１６日～１９日のうち１日
２次 １０月９日～１３日のうち１日

※１ 受験資格の年齢は各種目とも令和４年４月１日現在です。
※２ �令和４年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和３年９月１６日以降に行います。
※３ コロナ等の影響により日付が変更される場合があります。
問合せ先 �「自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所」 �大垣市林町５－１８光和ビル２階　☎ 0584－73－1150
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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！
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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　８月１２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　８月１８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　８月１６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　８月１６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　８月３日（火）、１０日
（火）、２４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

法律とこころの相談会

　生活苦、解雇、借金、家族関係、
病気などで、ひとりで悩んでいませ
んか？弁護士や臨床心理士などの専
門家に相談することで解決の糸口が
見つかるかもしれません。お気軽に
ご利用ください。
◎開催日時　９月３日（金）、９月
１７日（金）、１０月１５日（金）
令和４年３月４日（金）
午後１時～４時（完全予約制　１人
４５分程度）
◎開催場所　西濃総合庁舎　２階　
２－１会議室
◎費用　無料
◎相談員　弁護士、臨床心理士
◎申し込み先　西濃保健所　
☎ 0584－73－1111
（平日午前９時～午後５時）
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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

檸檬先生
（珠川�こおり著 /講談社）

　私立小中一貫校に通う小学３年生の私は、音や数字
に色が見えたりする「共感覚」を持っていた。ある日、
音楽室で出会った、檸檬色に映る中学３年生の少女も
また孤独な共感覚者で…。『小説現代』掲載を単行本化。

パパとママのぜんぶがわかるせつめいしょ�小中，小上
（フランソワーズ・ブシェ著，原�正人訳 /グラフィック社）

　完璧でもなく、時におかしな行動もたくさんするけれど、
世界中の誰よりも子どもを愛する「パパ」と「ママ」。そ
んな親の生態を子ども向けにイラストとともに面白おかし
く解説。家族がより仲良く過ごすためのヒントが満載。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●戦争というもの

（半藤 一利著 /PHP 研究所）
●ラク旨 ! 無限そうめんレシピ

（ソーメン二郎監修 / 扶桑社）
●ひらめく ! 作れる ! 俳句ドリル

（岸本 尚毅著，夏井 いつき著 / 祥伝社）
●レンタルフレンド

（青木 祐子著 / 集英社）
●雷神

（道尾 秀介著 / 新潮社）

●すいかのたね� ３～５歳
（グレッグ・ピゾーリ作，みやさか ひろみ訳 / こぐま社）
●カブトムシの音がきこえる� 小中

（小島 渉文，廣野 研一絵 / 福音館書店）
●時間色のリリィ� 小中

（朱川 湊人著 / 偕成社）
●聞かせて、おじいちゃん� 小上，中

（横田 明子著，山田 朗監修 / 国土社）
●おめん� 小上，般
（夢枕 獏作，辻川 奈美絵，東 雅夫編 / 岩崎書店）

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「怖い本で暑気払い」展
　暑い夏を乗り切るために、本当にあった「怖い話・怪談」、幽
霊や妖怪を描いた画集などの「見て怖い本」、気軽に読める怪奇
小説やミステリー小説など「こわい小説」、また、大人が読んで
も怖い「こわい絵本」を集めて展示します。ゾ～っとする本を
見て、読んで、夏の暑さを吹き飛ばしてみませんか？
　でも、一度見てしまうと忘れられないかもしれません…読ま
れる際は十分に覚悟して下さいね！！

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

8 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	



〈お詫びと訂正〉後期高齢者医療制度に加入されている方へ
　７月上旬に発送いたしました被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」の 23 頁に印刷ミスがありまし
たので、お詫び申し上げますとともに訂正いたします。なお、詳細につきましては、下記までお問合せいただきま
すようお願いいたします。

◇「後期高齢者医療制度のしおり」23頁　訂正表

� 問合せ先 �岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎ 058-387-6368（代表）

　この制度は、事前に登録した方の住民票の写し等が交付された事実を、ご本人に通知するものです。不正
請求および不正取得による個人の権利の侵害抑止・防止を目的としています。
◆登録対象者◆
　大野町の住民基本台帳または戸籍に記載されている方
◆登録期間◆
　登録した日から３年間
　※継続を希望する場合は、満了日の１カ月前から更新の手続きができます。
◆登録申込◆
　運転免許証・マイナンバーカード（個人番号カード）等の本人確認書類および印鑑を持参のうえ、申込書
に必要事項を記入してください。
◆通知の対象となる場合◆
　代理人や第三者に戸籍謄本や住民票の写し等が交付されたときに通知します。
　ただし、弁護士・司法書士等の特定事務受任者の紛争処理、国や地方公共団体からの請求等は除きます。

　この制度は、住民票の写し等が不正に取得された場合に、ご本人にその事実をお知らせすることにより、
不正取得による個人の権利または利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図ることを目的としています。
◆お知らせする場合◆
・住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
・�国または県の通知により、特定事務受任者が、職務上請求用紙を使用し、不正取得を行った事実が明らか
になった場合

◆お知らせの対象となる証明書◆
　住民票の写し、戸籍の附票の写しおよび戸籍謄抄本等� 問合せ先 �住民課　☎ 34－1111

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

住民票の写し等の不正取得に係る本人告知制度
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国民健康保険限度額適用認定証の利用をおすすめします！
　入院等により医療費が高額となる時に、限度額適用認定証を提示していただくとお支払いの際に
自己負担額を抑えることができます。

自己負担限度額（７０歳未満の人の場合）

所得区分 ３	回	目	ま	で 4回目以降

（ア）所得９０１万円超 ２５２，６００円
＋（医療費－８４２，０００円）×１％ １４０，１００円

（イ）所得６００万円超
　　　　　　９０１万円以下

１６７，４００円
＋（医療費－５５８，０００円）×１％ ９３，０００円

（ウ）所得２１０万円超
　　　　　　６００万円以下

８０，１００円
＋（医療費－２６７，０００円）×１％ ４４，４００円

（エ）所得２１０万円以下
　（住民税非課税世帯を除く） ５７，６００円 ４４，４００円

（オ）住民税非課税世帯 ３５，４００円 ２４，６００円

※�所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分（ア）とみな
されます。
※保険税に未納がある場合は限度額適用認定証の発行ができません。

自己負担限度額（７０歳以上７５歳未満の人の場合）

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
★現役並み所得者Ⅲ

（課税所得６９０万円以上）
２５２，６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％

【４回目以降１４０，１００円】
現役並み所得者Ⅱ

（課税所得３８０万円以上）
１６７，４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％

【４回目以降９３，０００円】
現役並み所得者Ⅰ

（課税所得１４５万円以上）
８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％

【４回目以降４４，４００円】

★　一　般
（課税所得１４５万円未満等）

１８，０００円
年間上限

１４４，０００円

５７，６００円
【４回目以降４４，４００円】

低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円
低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

※現役並み所得者…保険証の負担割合が３割の人
　一般…現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人
　低所得者Ⅱ…世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）
　低所得者Ⅰ…�世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所

得は控除額を８０万として計算）を差し引いたときに０円となる人。
※�★印に該当する方は「保険証」により所得区分が確認できるため限度額適用認定証の申請をする必要はあ
りません。
※保険税に未納がある場合は限度額適用認定証の発行が出来ません。
※世帯によって区分が異なりますので、詳しくはお尋ねください。
　申請は住民課（①窓口）までお越しください。

� 問合せ先 �住民課　☎ 34-1111
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保健師による

健康伝言板
骨粗しょう症を
予防しましょう！

●骨粗しょう症とは？
　骨は、古い骨を破壊する「骨吸収」と、破壊した
部分に新しい骨を作る「骨形成」を繰り返し、生ま
れ変わっています。しかし、カルシウム不足や女性
ホルモン減少などが原因で「骨形成」よりも「骨吸
収」がすすむと、骨量が減少し骨がスカスカになり
ます。骨密度が低いと骨がジワジワとつぶれていき、
転んだり尻もちをついたりするだけでも骨折しやす
くなってしまいます。また、無理なダイエットによ
る骨量の低下、カルシウムやビタミンの不足、運動
不足などもリスクとなるため、若い世代の発症も増
えています。
　まずは検診で自身の骨密度を知り、生活習慣を見
直して骨粗しょう症を予防することが大切です。

●生活習慣を見直しましょう！
　骨粗しょう症を予防するには、次の 3つの習慣を
見直すのが効果的です。
①�食事…いろいろな食品をバランスよく食べること
が大切です。
　・�カルシウム（牛乳、ヨーグルト、小魚、豆腐、

小松菜など）：骨の主成分となる

　・�ビタミンD、K（鮭、しらす、納豆、わかめなど）：
カルシウムの吸収や沈着を高める

　・�たんぱく質（肉、魚、卵、大豆製品など）：筋
力をつけて転びにくくする

②�運動…軽い運動で骨に負荷をかけて、カルシウム
を骨に沈着させます。

③�日光浴…体内のビタミンDが増え、カルシウム
の吸収がアップします。

●検診を受けましょう！
　今年度の町の骨粗しょう症検診は、個別検診のみ
となります。対象となる方にはご案内と検診票を送
付しております。受診できるのは 5年に 1度ですの
で、この機会にぜひ受診してください。

▽町の骨粗しょう症検診

対象者
年度末年齢が４０、４５、５０、５５、

６０、６５、７０歳の女性
実施期間 ８月２日（月）～１１月３０日（火）
実施内容 問診・腰部X線骨密度測定・結果説明
委託医療機関 ゆり形成内科整形おおの・若原整形外科

●次回献血のご案内
日　　付 時　　間 場　　所 内�容

８月２９日（日） 午前９時３０分～正午
午後１時３０分～４時

パレットピアおおの
（美濃大野ライオンズクラブ主催） 全血

　献血をご協力いただいた方に血液型、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。

３０歳代健診のお知らせ
　高血圧、糖尿病などの生活習慣病の発症には、若い
時期からの生活習慣が大きく関与しています。これら
の病気を予防するために、まずは健診を受けて自分の
身体の状態を知り、生活習慣を見直すきっかけとしま
しょう。会社などで健診を受ける機会のない方はぜひ
お申し込みください。
◎日時　８月１１日（水）・１２日（木）・２６日（木）
� 午前９時～１１時３０分（１５分ごとの完全予約制）
◎対象者　�昭和５7 年４月１日～平成４年３月３１日

生まれ
◎場所　大野町保健センター
◎費用　１，０００円（当日支払い）
◎健診内容　�身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、医

師の診察

� 申込・問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333
申込み期限　健診日の１週間前まで

８０２０運動　表彰のお知らせ
　西濃口腔保健協議会は、「８０２０運動（８０歳になっ
ても２０本以上の歯を残し、一生自分の歯で食べよう）」
の一環として、よい歯の高齢者を募集します。
　８０歳以上で自分の歯を２０本以上お持ちの人は、
お気軽にご応募ください。今年度は新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、表彰式は行いませんが、
優秀者には賞状と記念品を送付します。

◎対象
　①�昭和１５年１１月１日～昭和１６年１０月３１日

生まれの人（該当者にはハガキでお知らせします）
　②�昭和１５年１０月３１日以前生まれで過去に表彰

を受けていない人
◎応募方法　�８月１６日（月）～８月２８日（土）に、

西濃地域の指定歯科医院で歯科健診を受
けてください。（健診は無料）

� 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

８

1
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

8
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

9
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

15
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１8９

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

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

８月休日在宅当番医のお知らせ８月３１日はやさいの日
８月は野菜ファースト強化月間

毎日の食事に＋１皿の野菜※を食べよう！
※�１日の野菜摂取目標量（３５０ｇ）に対する�
岐阜県民の平均不足量

　平成２８年、岐阜県民の野菜摂取量は、４６都道
府県中（熊本県を除く）、男性３８位、女性３３位と
低順位でした。岐阜県民の７割の方が野菜不足です。
　そこで、岐阜県では「野菜ファースト」をキーワー
ドに、野菜摂取量増加の取り組みを行っています。
　健康に過ごすためには、日々の食事は重要な要素
の１つです。野菜を食事に取り入れ、バランスの取
れた食事で感染症に負けない体づくりを目指しま
しょう。

� 問合せ先 �岐阜県西濃保健所　☎ 0584-73-1111

新型コロナワクチンの副反応について
★�ワクチンを接種するかどうかは、感染予防の効
果と副反応のリスクの双方を考慮して、ご本人
の意思で判断していいただくことが大切です。

○�新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められ
ています（発症予防効果は約９５％と報告されてい
ます。）が、副反応が生じることもあります。国内
外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチ
ンのメリットが、副反応などのデメリットを上回る
ことが確認されています。

○�副反応は、接種後数日以内に治まるものがほとんど
で、重篤な副反応は極めてまれです。
　�接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多くなって
います。
　�疲労や関節痛、発熱など、１回目より２回目のほう
が、頻度が高くなる傾向にあります。

○接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

発現割合
症　　　　状

ファイザー社 武田／モデルナ社
５０％
以上

接種部位の痛み、
疲労、頭痛

接種部位の痛み、疲労、頭
痛、筋肉痛

１０
～５０％

筋肉痛、悪寒、関
節痛、下痢、発熱、
接種部位の腫れ

関節痛、悪寒、吐き気・嘔
吐、リンパ節症、発熱、接
種部位の腫れ、発赤・紅斑

１
～１０％ 吐き気、嘔吐 接種後７日後以降の接種部

位の痛みや腫れ、紅斑

○接種後すぐに現れる可能性のある症状
アナフィラキシー
　�薬や食べ物が身体に入ってから、短時間で起こることの
あるアレルギー反応です。じんま疹などの皮膚症状、腹

痛・嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状
が、急に起こります。
　�接種後に、もしアナフィラキシーが起こっても、すぐに
対応できるよう、予防接種会場や医療機関では医薬品な
どの準備をしています。
血管迷走神経反射
　�ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、
立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うこと
があります。
　�誰にでも起こる可能性がある身体の反応で、通常、横に
なって休めば自然に回復します。

○予防接種健康被害救済制度
　予防接種では比較的よく起こる副反応以外にも健康
被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起
こることがあります。極めてまれではあるものの、な
くすことができないことから、救済制度が設けられて
います。
　新型コロナワクチンの接種によって健康被害が生じ
た場合でも、予防接種法による救済（医療費・障害年
金の給付など）が受けられます。

○新型コロナワクチン相談窓口

厚生労働省
新型コロナワクチン
コールセンター

0120－761－770
午前９時～午後９時
（土日、祝日を含む）岐阜県

新型コロナワクチン
接種相談窓口

058－272－8222

大野町
ワクチン接種コールセンター 0570－06－5567 午前８時３０分～午後５時（平日のみ）

� 問合せ先 �保健センター　☎ 34－2333
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条　例　改　正

議第２１号…………………………………………………
大野町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ
いて
※�　行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の一部改正によ
り、個人番号カードの再交付手数料に係る規定
を廃止するため、条例改正しました。

補　正　予　算

議第２２号…………………………………………………
令和3年度大野町一般会計補正予算（第2号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6億
3,565万 3 千円を追加し、予算総額は、84億7,295
万 1 千円となりました。
※　補正予算の主な内容
　�　歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金、強い農業・担い手づくり総
合支援事業補助金等
　�　歳出では、子育て世帯への生活支援特別給付
金、強い農業・担い手づくり総合支援事業補助
金等

諸　般　の　報　告

令和2年度大野町一般会計繰越明許費繰越計算
書について
※�　議会において繰越明許費として議決された
「新型コロナウイルスワクチン接種事業」等に
ついて、地方自治法施行令の規定により、繰越
明許費繰越計算書の報告がありました。

議 員 派 遣 報 告

　大野町議会会議規則第120条第 1 項ただし書の
規定により、次のとおり議員派遣しました。

1　議員と執行部との懇談会
　①目　　的　会議出席のため
　②派 遣 先　大野町大字大野
　③期　　間　令和 3年 4月 1日
　④派遣議員　井上議員　　長沼議員
　　　　　　　国枝議員　　宇野議員
　　　　　　　ひろせ議員　野村議員
　　　　　　　山川議員　　永井議員
　　　　　　　宇佐美議員
　他12件

議 員 派 遣 決 定

　大野町議会会議規則第120条の規定により、次
のとおり議員を派遣します。

1　第１４回揖斐郡・神戸町平和行進
　①目　　的　行事出席のため
　②派 遣 先　大野町大字大野
　③期　　間　令和 3年 6月15日
　④派遣議員　宇野議員　野村議員
　他 1件

議会の窓
大野町議会　第２回　定例会

　本定例会は、 6月 8日から16日までの 9日間の会期で開催し、条例改正及び一般会計補正予算
の 2議案を審議し、原案のとおり可決しました。
　また、15日には 4名の議員が町政に対する一般質問をしました。

議会広報編集委員会
　委 員 長　野村　光宣
　副委員長　ひろせ　一彦
　委　　員　井上　保子
　委　　員　山川　満
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議 会 の う ご き【議会議員が出席した主な行事等】

4 月

5 月

6 月

1 日 議会と執行部との懇談会 全員
13 日 揖斐郡体育協会理事会 長沼議長
15 日 大野町観光協会役員会 長沼議長
19 日 例月審査 山川監査委員
26 日 財務監査 山川監査委員
30 日 議会運営委員会 委員・長沼議長

2日 令和3年大野町成人式 長沼議長
6日 全員協議会 全員
7日 第2回臨時会 全員

総務文教常任委員会 全員
民生建設常任委員会 全員

11 日 令和3年度フラワー都市交流連絡協議会総会 宇野議長
議会広報編集委員会 委員・宇野議長
議会運営委員会 委員・宇野議長

12 日 揖斐郡町村議会議長会 宇野議長
14 日 議会運営委員会 委員・宇野議長
17 日 第3回臨時会 全員
18 日 例月審査・財務監査・決算審査 永井監査委員
20 日 青少年育成町民会議運営委員会 ひろせ総文委員長
22 日 大野町埋蔵文化財センター開館式典 宇野議長・野村副議長
25 日 令和3年第2回揖斐広域連合議会臨時会 宇野・ひろせ・野村・永井議員

1 日 岐阜県町村議会議長会臨時総会 宇野議長
2 日 議会運営委員会 委員・宇野議長
8 日 第2回定例会（開会） 全員

全員協議会 全員
議会運営委員会 委員・宇野議長

9 日 総務文教常任委員会 全員
民生建設常任委員会 全員
総合計画推進調査特別委員会 全員

15 日 第2回定例会（一般質問） 全員
第14回揖斐郡・神戸町平和行進 宇野議長・野村副議長

16 日 第2回定例会（閉会） 全員
18 日 例月審査 永井監査委員
21 日 揖斐郡消防組合議会臨時会 宇野議長
24 日 議会広報編集委員会 委員・宇野議長
25 日 財務監査 永井監査委員

略　総文＝総務文教常任委員会　　民建�＝�民生建設常任委員会
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一 般 質 問

答弁①
（町長）

　町内には、野古墳群、上磯古墳群、牧村家住宅、旧北岡田家住宅、揖斐二度ザク
ラなど、長年にわたり先人たちに守られ受け継がれてきた多くの文化財があります。
　本年度オープンした大野あけぼのミュージアムなどの文化財を観光資源に捉え、
観光誘客としての活用も必要であり、大野町観光協会や、美濃大野発見ガイド隊と
の協力により、官民連携での魅力発信をしてまいります。
　また、この 7月に 3周年を迎える道の駅「パレットピアおおの」に観光案内所を
設置し、美濃大野発見ガイド隊との連携により、さらなる町の魅力発信に努めてま
いります。

　さらに、大野神戸インターチェンジやパレットピアおおのを発着地点として、文化財や観光スポットの
ネットワーク化を図り、西美濃夢源回廊協議会や西美濃広域観光推進協議会、また、西美濃北伊勢観光サ
ミットの広域的な観光連携により、町の観光誘客や賑わいの創出に取り組んでまいります。

答弁②
（教育長）

　「大野町の魅力を感じて、住み続けてもらいたい。大野町から離れたとしても、い
つの日にか戻ってきてもらいたい。そして、自分たちが地域に育てられたように地
域の子どもたちを育てて欲しい」というのが私の願いであり、大野町の教育「地域
を愛し、皆で学び合う、地域社会人の育成」を目指し、ふるさと教育を推進してい
きたいと考えています。
��一つ目は、埋蔵文化財センター　大野あけぼのミュージアムを大野の文化財や郷
土の歴史を知る学習の拠点に、また野古墳群を含めた文化財一帯のフィールド
ミュージアムとして、郷土への誇りや愛着に

つながるよう工夫して活用していきたいと考えています。
　二つ目は、地域と学校がパートナーシップに基づく双方向の関
係の中、地域で子どもたちの学びや成長を支えるとともに「地域
の学校」「地域で育てる子ども」という考え方に基づき、地域学校
協働活動を引き続き取り組んでまいります。
　三つ目は、郷土の歴史や先人の働きを後世に残していこうと尽
力される美濃大野発見ガイド隊の方々をゲストティーチャーとし
て積極的に学校に招いたり、あけぼのミュージアムの場を活用し
て学習活動を展開したりするなどして、ふるさと教育を推進して
まいります。

宇佐美　みやこ�議員

質問 　大野町の歴史と文化の更なる有効活用とふるさと教育について
　　　　　　�①　�大野町の歴史と文化を観光にどのように結び付けていくのか、広域的

な連携や美濃大野発見ガイド隊の活用を含め、お考えをお尋ねいたし
ます。

　　　　　　②　�大野町の小中学生に、この歴史深い大野町の郷土の歴史と文化、偉人・
先人のすばらしさをどのようにふるさと教育で伝え、育んでいかれる
かをお尋ねいたします。

ひろせ　一彦�議員

質問 　感染対策として公共施設の衛生環境の整備について
　　　　　　�　新型コロナウイルスに限らず感染対策として、不特定多数の人が集う公

共施設のトイレや手洗い場を安心して利用できるよう「自動照明・自動水
栓化」を推進し、非接触化など設備改修を実施していただきたいと思いま
すがいかがでしょうか。
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答弁
（町長）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止対策として、令和 2年度は公共施設
に非接触型の検温機やアルコール消毒器を設置するなど感染の拡大防止として必要
な対策を実施しました。
　また、庁舎、小・中学校、認定こども園等において、蛇口の水栓への接触機会を
極力軽減するために、全ての水栓をレバーハンドルへと交換致しました。
　なお、町内の小中学校のトイレにつきましては、全て自動水栓となっております。
　公共施設のトイレにつきましては、今後は手洗い場やトイレの自動水栓、自動照
明の他、自動扉の設置、出入口の段差の解消等も踏まえ、全面的なリニューアルを

行い、ユニバーサルデザイン化を推進していく必要があると考えております。
　まずは庁舎や避難所に指定された地区公民館について、施設の改修等に合わせて計画的に取替えを行い、
その後は他の公共施設も、優先順位を考えながら順次行い、公共施設の衛生環境の整備を図ってまいりま
す。

答弁
（総務部長）

　当町は、第六次総合計画後期基本計画策定時に、リーディングプロジェクトと、
SDGs の17の目標との結びつきを整理することで、特に注力すべき政策課題の明確
化や、経済・社会・環境の三側面の相互関連性の把握により、地域課題の解決の一
層の促進に努めております。
　また、去る令和 2年 9月に、株式会社大垣共立銀行及び株式会社OKB�総研と「地
方創生と SDGs の推進に関する連携協定」を締結し、町の基幹産業である農業に着
目し、セミナーを開催し「農業は17項目の開発目標全てに貢献している。」として、
参加者の SDGs への理解の醸成に努めてまいりました。

　今後は、町職員への周知は、研修を行うなどして SDGs の理解に努め、日々取り組む事業の全てが
SDGs に結びつくものであるという意識を持つことが出来るように啓発に取り組んでまいります。
　また、町民への周知は、研修会も今後検討する他、広報紙に定期的に特集を組むなど啓発に取り組むこ
とや、事業やイベントと SDGs の関係性を PRするなど、これから実践に移していき、SDGs の推進に取
り組んでまいります。

答弁
（町長）

　公立認定こども園と同様に、少子化の影響を受けることも踏まえ、統廃合を含め
た学校の再編は、避けては通ることが出来ない大きな課題であると考えております。
　今後、学校再編に関する議論を深めていくため、年内には内部検討委員会を立ち
上げ、児童数の減少に伴う学校の小規模化による子ども達への影響や諸問題への対
応を第一に、学校施設の老朽化への対応も含め、今後を見据えた学校教育のあり方
や適正規模と適正配置の方向性について検討していきたいと考えています。

野村　光宣�議員

永井　啓介�議員

質問 　SDGs の推進等について
　　　　　　�　2015年の国連サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）は17

のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」
ことを誓っています。そこで、この SDGs に対する町としての取り組み、
そして、町民への周知等についてどのようにお考えか、お伺いします。

質問 　小中学校の今後の在り方について
　　　　　　�　公共施設のトータルコスト削減により財政負担を軽減する事が求めら

れ、今後数年で児童生徒数がピーク時の約半数である1,500人を下回る事が
予測される中、当町の小中学校における教育環境のあり方や適正規模につ
いて検討し、方向性を導き出すための検討委員会を早期に立ち上げる必要
があると考えますがいかがでしょうか。
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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。

６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 山本　蒼
そ う た

大 武・真由 寺内 武藤　還
か ん た

大 岳志・真由

黒野 川村　希
の ぞ み

実 光弘・美鈴 上磯 松岡　実
み れ い

令 知之・志穂

西方 森　　玲
れ い な

奈 光平・彩弥加

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 原ふさを 89 稲富 汲田　秀行 65

黒野 太田　宏美 79 公郷 佐々木定一 102

相羽 神原　玲子 80 加納 國枝　敏子 98

西方 小森　和葊 73 南方 森　　茂樹 87

大野 住谷　朋子 82 五之里 土佐　　求 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（７月１日現在）

人　口 … ２２,４８１（−３３）
男 … １１,０５９（−　８）
女 … １１,４２２（−２５）
世帯数 … ８, １３２（−　９）
出生１０人／死亡１９人／転入２３人／転出４７人

納 期 限 の お 知 ら せ

８月２日（月） 固定資産税（２期）
国民健康保険税（３期）

８月３１日（火） 町県民税（２期）
国民健康保険税（４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

ぴよぴよクラブ
そうまくん親子（左）
とうまくん親子（右）

 です。

今月の表紙

次回の古紙類等回収について
９月１９日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、９月26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
１２０kcal ２.５g ２.４g ６７mg ０.１g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

※大野町ホームページでも♪電子書籍でもご覧いただけます。

広報おおの

かんたん和風おやつ
をどうぞ！

　夏休みにできる手作り簡単おやつを紹介します。
　ゼラチンの代わりにマシュマロを使い、豆腐と抹茶を合
わせたヘルシーでさっぱりとした味わいが魅力の一品です。
　なめらかな口あたりがやみつきに。ぜひお試しになって
みてはいかがでしょうか？

【材料（150ml サイズの器４個分）】
絹ごし豆腐………… ５０ｇ
牛乳………………２００ml
マシュマロ……… １００ｇ
（大きめサイズ�２５個程度）
抹茶……………… 小さじ１

【作り方】
①鍋に絹ごし豆腐を入れて、泡立て器でなめらかになるま
でよく混ぜる。
②①に牛乳を加え、軽く混ぜたらマシュマロも加え、弱火
にかける。沸騰しないように火加減を調整し、ゴムべら
で時々混ぜながらマシュマロを溶かす。
③牛乳が温まったら、別の容器に大さじ３杯分ほど取り分
けて、抹茶を加えて溶かし、鍋に戻す。
④マシュマロが全部溶けたらカップに等分に注ぎ、そのま
ま冷ます。粗熱がとれたら冷蔵庫で３時間以上冷やし固
める。
⑤仕上げに抹茶を適量ふる。

�
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 黒野 河田　祐作
妻 愛知県
春日井市 田井　彩花

末永くお幸せに末永くお幸せに

●抹茶豆腐のババロア


