
※�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。

国の特別天然記念物
コウノトリ 水田で羽休め

今月の主な内容
▶２ まちの話題

▶３ まちのお知らせ

▶１０ Information�くらしの情報

▶１８ 社協だより
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大 野町と町社会福祉協議会、大垣青年会議所三位一体で協力
災害時等における協力体制に関する協定締結

　７月１３日、役場において町と大野町社会福祉
協議会、大垣青年会議所との間で「災害時等にお
ける協力体制に関する協定」締結式を行いました。
社会福祉協議会会長 松浦正幸さんは「三位一体と
なって災害支援などに取り組みたい」、大垣青年会
議所理事長 原秀輔さんは「有事の際には、全国の
ネットワークを活用したい。また、この協定を機に、
地域の発展のために協力していきたい」と語りま
した。町長は「いざという時に協力いただければ、
住民の安全安心につながり力強い」と話しました。

静 岡県熱海市の土砂災害の救助活動に従事
揖斐郡消防組合消防本部（緊急消防援助隊岐阜県大隊）

　７月２７日、役場において７月３日に静岡県熱
海市伊豆山地区で発生した土砂災害の救助活動を
町長に報告しました。この救助活動は、消防庁長
官の指示により、県内２０消防本部で編成された
緊急消防援助隊の一員として、揖斐郡消防組合消
防本部 消防司令補の河野哲也さん、平井博文さん
と消防士の三田村綾也さん、原恭平さんが７月
２０日から２６日までの間に２陣に分かれ出動し、
主に行方不明者の捜索活動にあたりました。河野
さんは「暑い中で救助活動は汗だくで大変でした
が、現地の方の温かさにも触れることができまし

た」と述べると町長は「今回の活動は、消防隊員としての大変良い経験になったのではないかと思い
ます。暑い中での活動、本当にごくろうさまでした。今後の活動に活かしてください」と述べました。

▲協定書を掲げる大垣青年会議所原理事長（左）と
社会福祉協議会松浦会長（右）

▲活動報告をした（左から）河野さん、平井さん、三田村さん、
原さん

長寿のお祝い

青木和子さん（古川）
大正１５年７月５日生まれ

杉原千代さん（下磯）
大正１５年７月３１日生まれ
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　７月２０日、常呂高校の３年生が常呂地域の４つの活性化策を
まとめた「地域への提言」の発表会を開催。常呂自治区長に提案
書を手渡しました。
　サロマ湖などの観光資源を活かした活性化策の発表では、ドロー
ンで撮影した雄大な景観の映像にアニメーションを組み入れ、常
呂の魅力を紹介。趣向を凝らした発表を生徒たちは熱心に聞いて
いました。

常呂高校「地域への提言」
─ 常呂の魅力を知ってもらおう ─

ところ通信
Vol. 259

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！

親子教室「ピヨピヨクラブ（０歳児）」の会員募集を行います。

　親子で手遊びや体操、製作あそびを楽しむ教室です。
　お子さんや保護者の交流の場として、たくさんのお友だちをつくり、一緒に子育てを楽しみま
しょう！

〈ピヨピヨクラブ〉
　対象児：０歳児（令和２年１２月１日～
� 令和３年４月１日生まれの子）
　開催日：火曜日（月１回程度）
　時　間：午前１０時３０分～１１時１５分
　定　員：１０組
　ご希望の方は９月１７日（金）までに「子育てはう
す　ぱすてる」に申込書を提出してください。電話で
の受付はしません。

※�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。

◎９月のスケジュール（予定）
　　　　　 ふたばクラス…１４日（火）
　　　　　 みつばクラス…９日（木）、１６日（木）
　　　　　 よつばクラス…３日（金）、１７日（金）
誕生会…７日（火）
栄養相談…１３日（月）

休館日  １日（水）、８日（水）、１５日（水）、２１日（火）、２２日（水）、２４日（金）、２９日（水）

ピヨピヨ
クラブ

▲ピヨピヨクラブふたば（０歳児）クラス

※�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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令和３年第３回定例会日程および内容
会期／令和３年９月７日から１５日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
９月　７日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

９月　８日 水 午前９時 総務文教常任委員会 委員会室

９月　９日 木 午前９時 民生建設常任委員会 委員会室

９月１４日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり

９月１５日 水 午前９時 本会議（閉会） 議事堂

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議事堂・委員会室へお越しください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次のことをお願いいたします。
　・マスクを必ず着用してください。
　・手指の消毒をしてください。（傍聴入口にアルコール消毒液を設置しています。）
　・ 他の傍聴者と間隔を空けて着席してください。（議事堂の傍聴席は１３席に、委員会室の傍聴席は

５席に制限させていただきます。）
　なお、委員会の傍聴をご希望される方は、事前に事務局までご連絡ください。

　９月１４日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信されます。また、以下の
場所でもご覧いただけます。（議場で傍聴していただくこともできます。）
　　・役場　１階　ロビー
　　・地区公民館（第１～第６公民館） 問合せ先  議会事務局　３４－１１１１

●総務省（岐阜県）では、１０月２０日現在で社会生活基本調査を実施します。

● 調査の目的は、１日の生活時間や過去１年間の活動の状況など社会生活の実態を明らかに
し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、少子高齢化対策、男女共同
参画社会の形成など、各種行政施策のための基礎資料を得ることとしています。

●９月上旬に世帯名簿作成のため調査員が対象地域を巡回します。

● 調査をお願いする世帯には、１０月上旬から中旬にかけて、調査員が伺い、調査書類をお
配りします。

● 調査書類へのご回答は、紙の調査票だけではなく、パソコンやスマートフォン等を使って
インターネットで回答をすることができます。いつでも回答可能で便利なインターネット
回答をぜひご活用ください。

 問合せ先  岐阜県環境生活部　統計課　　　　
 ☎ ０５８-２７２-１１１１（内線 ２０８９・２０９０）

令和３年社会生活基本調査を実施します。
ご回答はかんたん便利・安心安全なインターネットで！
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エネルギー・リサイクル講座の開催
　地球温暖化防止に関心を持っていただくために「エネルギー・リサイ
クル講座」を開催します。
　２部構成となっており、第１部では、地球温暖化の基礎的な情報から
最新情報までを学び、さらに食べられるのに廃棄されている食品ロスに
ついて深めます。第２部では、環境に配慮した企業等を見学します。

◎日　　　時　第１部　基礎講座
　　　　　　　９月１５日（水）午前９時３０分～１１時　※午前９時より受付開始
　　　　　　　第２部　企業等の取組見学
　　　　　　　令和３年１１月（予定）　※見学場所、日時未定
◎場　　　所　第１部　大野町総合町民センター　大会議室
　　　　　　　第２部　企業等（※町のバスにて現地まで移動します。）
◎対　象　者　町内に住所を有する方
◎募 集 定 員　３０名　※定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。
◎申込締切日　９月８日（水）
◎申 込 方 法　�役場環境生活課窓口または電話にて「エネルギー・リサイクル講座への申込」

と伝えてください。申込は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。
� 問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１

　平日業務時間内の来庁が難しい方を対象に、次のとおり休日窓口を開設します。ご利用さ
れる方は、電話にて事前予約が必要です。
◎日　　　時　９月１２日（日）・９月２６日（日）
　　　　　　　午前８時３０分から正午、午後１時から４時５０分
◎場　　　所　役場住民課窓口
◎対　象　者　 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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　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【８月以降の振込は毎月２５日（土日・祝日に当たる場合は、その前日）です。】
　・ 令和３年５月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者で住民税非課税の

方
　　→申請不要で受給できます。（対象となる方に、案内を送付します）
　・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
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ＧＡＰ（農業生産管理）に取り組む農業者への助成について

体力・運動能力調査参加者募集

町有財産売払いのお知らせ

　「揖斐郡ブランド推進協議会」は、「ＧＡＰ取組支援事業」を実施しており、
安全・安心な農産物の栽培、出荷をするためにＧＡＰの認証取得・認証継続に
取り組む揖斐郡内の農業者、農事組合法人等を対象に助成をしています。
　「ＧＡＰ認証」とは、農産物（食品）の安全を確保し、より良い農業経営を実現する取組で、食の
安全を確保するだけでなく、環境保全、労務管理、人権保護、農場経営管理を行うことで、持続可
能な農業生産につなげていくための認証です。
　受付期間は令和４年２月２８日（月）まで。

 問合せ先  ＪＡいび川営農課　☎ ４５-９０１３・農林課　☎ ３４-１１１１

　スポーツ庁主催の令和３年度体力・運動能力調査に参加していただける方を募集します。
　自身の体力・運動能力や体力年齢を知る機会にもなりますので、ぜひ参加してください。

◎調査内容　握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、２０ｍシャトルラン、立ち幅とび
◎募集対象　２５～３４歳、６０～６４歳の男女　計２０人程度
◎日　　時　１０月１６日（土）午後７時～
◎場　　所　町民体育館
◎申込方法　 各公民館と役場生涯学習課備え付けの申込書に必要事項を記入し、下記へ申込む。参

加費無料。
◎申込期限　１０月８日（金）当日申込可
◎持ち物等　運動のできる服装及び体育館シューズ、タオル、飲み物、着替え等

 問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１

　町では、普通財産売払いに係る一般競争入札を次のとおり行います。

◎入札日時　１１月１８日（木）午前９時～
◎場　　所　大野町役場（２階大会議室）
◎入札に付する物件
　　　所　　　　　在　　揖斐郡大野町大字野字一本松１７６番１
　　　公簿面積・地目　　１，０１８㎡・田
　　　予　定　価　格　　４２８，０００円
　　　入 札 保 証 金　　　４２，８００円

　入札への参加には完納証明書（市町村民税）を添えて１１月１１日（木）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）は総務課窓口にて配布いたします。

注） 当入札は、農業委員会が発行する買受適格証明が事前に必要となるため、希望者は９月中に参加要領の
受取をお願いします。

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
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　地方公務員法第５８条の 2 及び大野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第 6 条の規定に
より、人事行政の運営の状況を公表します。 問合せ先  総務課　☎３４－１１１１

令和２年度 人事行政の運営等の状況について

任免に関する状況について
1 　採用の状況
令和 2 年度採用者
試験・区分名 職種・科目等 受験者数 合格者数 採用者数

大卒程度 一般行政職 １９人 2人 2人

短大卒程度
一般行政職 １１人 1人 1人

保育士 1人 1人 1人
高卒程度 一般行政職 １０人 1人 1人

2 　昇任の状況
①行政職
部長・参事級への昇任 1人 係長への昇任 4人
課長級への昇任 2人 主査級への昇任 5人
主幹級への昇任 3人 主任級への昇任 1人
課長補佐級への昇任 4人

3 　免職の状況　免職無し

4 　降任の状況　降任無し

職員数に関する状況について
1 　職員数の状況

一般行政職 １２９人
福　祉　職 １６人 （保育士等）
技能労務職 9人
合　　　計 １５４人

定数 現数 備　　考
町長事務部局の職員 １３４人 １２８人
議会の事務部局の職員 2人 2人
選挙管理委員会事務部局の職員 （3）人 （3）人 町長の事務部局職員の兼務
監査委員事務部局の職員 （2）人 （2）人 議会の事務部局職員の兼務
農業委員会事務部局の職員 （6）人 （3）人 町長の事務部局職員の兼務
教育委員会事務部局の職員 ３０人 ２１人
企 業 関 係 職 員 4人 3人
合 計 １７０人 １５４人

人事評価の状況について
※人事評価の制度について

1 　概要
　地方公務員法第２３条の2（人事評価の実施）の規定に基づき、

「大野町職員人事評価実施規程」を制定し、職員の人事評価
を平成２８年度から実施している。

2 　人事評価の内容
①評価期間等　毎年度 4 月 1 日から翌年 3 月３１日
②被評価者　　 町長部局、教育委員会に属する一般職員（休

職中等の職員を除く）

③評価者　　　所属ごとに評価者を区分
種　 別 被 評 価 者 1 次評価者 2 次評価者 決 定 者

町長部局
部 長 副 町 長 町 長 町 長
次 長・ 課 長 部 長 副 町 長 町 長
主幹～主事・単労職・保育士 所属課長 部 長 副 町 長

教育委員会
課 長 教 育 長 副 町 長 町 長
主幹～主事・単労職 所属課長 教 育 長 副 町 長

④評価区分　　能力評価と業績評価の 2 項目において評価
⑤評価基準　　 それぞれの職区分ごとに必要とされる要素を

設定
⑥評価の方法　 要素別点数の合計により S～D の 5 段階にラ

ンク付けする

給与の状況について
1 　職員の給与費の状況
①給与の内訳 （単位：千円）
職員数（A） 給　料 職員手当 期末勤勉手当 計（B） 給与費/ 1 人（B/A）
１５１人 ５０４,６０６ ６７,１８７ １９８,４８８ ７７０,２８１ 5,１０１

（※派遣職員を除く）

②平均給与の月額
一般行政職

平均給与月額 平均給料月額 期末手当 勤勉手当
３４０,３２５円 ２６９,３５０円 ６９５,１２５円 ５４０,８７５円

技能労務職
平均給与月額 平均給料月額 期末手当 勤勉手当

２９３,１００円 ２５０,６００円 ６３９,３００円 ４４８,５００円
※　給与＝基本給＋職員手当（扶養手当等）

2 　昇給の状況
区　　　　　　分 合　　計 一般行政職 技能労務職
職　　 員 　　数 １５１人 １４２人 9人
昇給に係る職員数 １３０人 １２５人 5人

号級数別内訳

1 号給 4人 4人 0人
2 号給 2人 2人 0人
3 号給 １４人 １４人 0人
4 号給 ８７人 ８３人 4人
5 号給 0人 0人 0人
6 号給 １３人 １３人 0人

比　　率　　（％） ７９.5 ８１.7 ４４.4
※　休職からの復職時調整を含む。

勤務時間その他の勤務条件の状況について
1 　勤務時間

1 週間当たり（週平均）３８時間４５分、 1 日 7 時間４５分
8 ：３０～１７：１５

2 　休憩時間
１２：００～１３：００
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3 　休　日
Ａ．国民の祝日
Ｂ．年末年始（１２月２９日から翌年の 1 月 3 日まで）

4 　週休日
土曜日及び日曜日

職員の休業に関する状況について
1 　育児休業
件数 4人

2 　育児部分休業
件数 3人

3 　自己啓発等休業
件数 0人

職員の分限及び懲戒処分の状況について
1 　分限及び懲戒処分者数
処分内容 処分者数 処分事由

分限処分
免　職 0人
降　任 0人
休　職 2人 心身の故障による

懲戒処分

戒　告 0人
減　給 1人
停　職 0人
免　職 0人

服務の状況について
1 　職務専念義務免除の承認の状況
① 職務に専念する義務の特例に関する条例（以下「条例」と

いう。）第 2 条第 1 号該当
件数 1 （県職員との人事交流）

②条例第 2 条第 2 号該当
件数 3 （非常勤消防団員として勤務）

②条例第 2 条第 3 号（職務に専念する義務の特例に関する規
則第 2 条）該当

号 一 二 三 四 五 六 計
件数 0 0 0 0 0 0 0

2 　営利企業等従事の許可等の状況
件数 0 （県職員との人事交流）

退職管理の状況
1 　大野町職員の退職管理に関する規則第12条該当
件数 0

福祉及び利益の保護の状況について
1 　公務災害の状況
認定 0件

2 　健康管理事業の実施状況
一般定期健康診断 １２６人
人間ドック（共済助成有） ２２人

研修の状況について
1 　職員研修の方針
　地方分権の進展に伴い、地方自治体には「自己決定・自己責任による特色ある地域づくり」の推進が求められている。また、
住民とともに個性豊かな地域づくりを実現するためには、幅広い視野と適切な判断力を有する人材の育成が重要となっている。
　当町では、主に市町村職員研修センターの研修事業への参加を通じて、職員のさまざまな能力開発と意欲の向上を目指し、「自
己企画」「自己決定」「自己責任」を遂行できる人材の育成に努めている。

2 　研修の実施状況（令和 2 年度）

研　修　名 修了者数 備　　　考
階層別研修

新規採用職員研修 4人 職場内研修
新採職員フォローアップ研修 5人

市町村職員
研修センター3 ～ 5 年目職員研修 7人

課長補佐級職員研修 5人
実務研修

民法基礎（家族法）講座 1人

市町村職員
研修センター

地方自治制度・地方公務員制度講座 2人
公文書作成講座 4人
ワンペーパーで伝わる資料作成講座 1人
メンタルタフネス講座 1人
仕事の効率アップ研修 3人
説明力向上研修 3人
レジリエンス研修 1人
個 を々認め合うコミュニケーション講座 1人
アサーティブコミュニケーション講座 1人
条例の見方・つくり方講座（基礎） 2人

研　修　名 修了者数 備　　　考
自治体職員のためのコンプライアンス研修 2人

市町村職員
研修センター

褒め方・叱り方研修 1人
事業のスクラップ＆ビルド研修 2人
債権管理・回収の実務知識講座 3人
徴収職員折衝力向上講座 2人
住民税の課税実務講座 1人
グラフィック・レコーディング研修 2人
事務ミス防止研修 2人
人事評価者講座 1人
面接試験技法研修 1人
政策形成講座 1人
行政法講座 1人
災害対応実務講座 1人
行財政講演会 2人
市町村議会議員セミナー 1人
監査委員研修 1人
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お知らせ

令和３年「秋の全国交通安全運動」

◎実施期間　９月２１日（火）～
３０日（木）まで
◎運動の重点

（１） 子供と高齢者を始めとする歩
行者の安全の確保

（２） 夕暮れ時と夜間の事故防止と
歩行者等の保護など安全運
転意識の向上

（３） 自転車の安全確保と交通ルー
ル遵守の徹底

（４） 飲酒運転等の悪質・危険な運
転の防止

（５） 高齢運転者の安全運転の励行
◎遵守事項

（１）横断歩道は歩行者最優先
　横断歩道では、横断する人の存
在をしっかり確認して、歩行者の
横断を優先させる運転をしましょ
う。また、横断するときは、手を
挙げて横断する意思を周囲に知ら
せましょう。

（２）早めのヘッドライト点灯
　夕暮れ時や天候によって周辺に
暗さを少しでも感じた時は早めの
ヘッドライトを点灯しましょう。

（３）自転車は「車両」
　自転車は、自動車と同じ分類の

「車両」です。信号はもちろん、一
時停止規制など交通法規の遵守
と、自転車乗車時の「ヘルメット」
着用を徹底しましょう。

（４）飲酒運転は犯罪
　飲酒運転は、大変危険な犯罪で
す。運転する人はもちろん、飲酒
運転の車に同乗した人も、ほんの
軽い気持ちでは済まされません。

「飲んだら乗らない」を厳守しま
しょう。

（５）高齢者関与事故が増加
　買い物等を目的とした昼間の時
間帯の信号無視や、一時不停止違
反を伴う事故が目立っています。
近い距離での運転でも、気を抜か
ずしっかり交通法規を守って安全
運転に心がけましょう。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

※ 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。

岐阜地方法務局からのお知らせ

想いつなげる講座ｉｎぎふ ～終活＆相続手続のススメ～
◎参加　無料
◎日時　１０月６日（水）
　　　　①午後１時～３時１５分（県内６会場、予約制）
　　　　　講座（リレー形式でつなげる関係機関による講演）
　　　　②午後３時３０分～５時３０分（県内４会場、予約制）
　　　　　ブース相談会（相談時間：１枠３０分）
◎主催　岐阜地方法務局
◎共催　岐阜県司法書士会、岐阜県土地家屋調査士会及び
　　　　岐阜公証人会（岐阜公証人合同役場ほか県内４公証役場）
９月１日（水）
開催の最終判断 ＆ 予約開始
　　　　詳しくは　ＨＰ
 
終活のメリット　医療介護、葬儀のことをはじめ、家族間での遺産相続
等のもめ事の回避を目的として、適切な備えをしておくことにより、残される
ご家族は、円滑な相続手続をとることができるので、終活のメリットは、残
されるご家族の負担を軽減することであるといえます。
遺言を残す意義　昨今では、円滑に相続が進まず、相続人間で遺産の分
配等をめぐり、争いが起きることもあり、「相続」ではなく、「争続」・「争族」
と表現されることもあります。
 この争続を回避すべく、遺言書を残し、遺産の分け方や相続人の指定
をしておけば、遺言書の内容は何よりも優先されるため、基本的には遺
言書に沿った相続が実現されることとなります。つまり、「遺言」は、遺
言者の最終的な意思を円滑に実現させるための手段であり、先述の終活
のメリットを得るための最たるものといえます。
不動産の相続登記が義務化されます！　４月２１日、国会において、所
有者不明土地（※）問題の解消に向けた民法や不動産登記法の法改正
が可決・成立していることをご存じでしょうか？住所変更時の登記や、相
続時の不動産登記が義務化されることとなります。相続登記の義務化に
よる、ご遺族の円滑な相続手続のためにも、遺言は有用となります。
終活＆相続手続のススメ　所有者が亡くなったときに、ちゃんとした相
続手続がとられるよう、皆さんが、今できる範囲で、終活を進めておくこ
とが大事と考えます。
　終活と相続手続に関する上記のイベントを、岐阜県内の各所で開催し
ます。詳しくはＨＰでご確認ください！
 問合せ先  岐阜地方法務局　☎ ０５８-２４５-３１８１

会場に来られなくても、
インターネット環境が
あれば、ご自宅等で視聴
できます！（要申込み）

最寄りの会場は西濃会場
（ソフトピアジャパンセンター）です！
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「おおの木育フェア２０２１」
開催のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、規模を縮小して開催す
る予定です。
◎日にち　１１月６日（土）、７日（日）
◎場所　道の駅「パレットピアお
おの」※実施の有無及び詳細につ
いては、別途町ホームページ等に
てお知らせします。
問合せ先  子育て支援課　☎ ３４-１１１１

「大野フェスタ」中止のお知らせ

　１１月６日（土）、７日（日）に
開催が予定されておりました大野
フェスタにつきまして、開催を検
討しておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、中止を決定しました。
問合せ先  大野町観光協会（事務局　
まちづくり推進課）　☎ ３４-１１１１

知っていますか？建退共制度

　建設現場労働者の福祉の増進と
建設業を営む中小企業の振興を目
的とした業界全体での退職金制度
です。詳細は、建退共支部へ。
◎加入できる人
　建設業を営む人
◎対象者
　建設業の現場で働く人
◎掛金
　日額３１０円（令和３年１０月
から日額３２０円）
問合せ先  独立行政法人　勤労者
退職金共済機構　建設業退職金共
済事業本部　☎ ０３-６７３１-２８６７

催し・講座

甲種防火管理新規講習

　学校、工場、店舗等で多数の人
が出入りし勤務する事業所には、
消防法により「防火管理者」を置
くこととなっています。甲種防火
管理者資格を取得する講習会を開
催しますので、該当者・希望者は、
受講してください。
◎対象者　大野町・揖斐川町在住・
在勤の人
◎日時
　全日午前９時から受付開始
第１回
１０月１２日（火）
　午前９時から午後４時３０分
１０月１３日（水）
　午前９時から午後３時３０分
第２回
１０月１４日（木）
　午前９時から午後４時３０分
１０月１５日（金）
　午前９時から午後３時３０分

◎場所　郡消防組合消防本部　３
階研修室
◎受講料　無料（ただし、テキス
ト代として４, ０００円必要）
◎申込期間　９月６日（月）～
１０月１日（金）※定員になり次第、
締切
※ 新型コロナウイルス感染症の拡

大状況により記載内容を変更す
る場合があります。

申込・問合せ先  郡消防組合消防本部　
☎ ３２－２５５３

募　集

令和４年度採用 
大野町社会福祉協議会の職員募集

◎募集人数　若干名
◎職種　事務職員、福祉職員、保
育教諭
◎応募資格　快活でやる気のある
方で高等学校または大学などを卒
業した方（令和４年３月卒業見込
み可）
◎申込方法　履歴書、職務経歴書、
資格のある方は資格証書の写しを
大野町社会福祉協議会の事務局ま
で提出してください。（大野町福祉
センター内）
◎受付期間　９月１日（水）から
９月３０日（木）の平日（午前８
時３０分～午後５時１５分）
◎採用試験　１０月～１１月予定　
◎試験内容　書類選考、面接、作
文、応募職種により実技有り
◎採用年月日　令和４年４月１日
問合せ先  大野町社会福祉協議会
☎ ３４-２１３０

（公社）大野町シルバー人材 
センター会員募集

　公益社団法人大野町シルバー人
材センターは、定年退職者等の高
年齢者の希望に応じた「臨時的か
つ短期的又はその他の軽易な就
業」を提供するとともに、ボラン
ティア活動をはじめとする様々な
社会参加を通じて、高年齢者の健
康で生きがいのある生活の実現と
活力ある地域社会づくりに貢献し
ています。
健康で働く意欲のある方をお待ち
しています。

必ずチェック！最低賃金

「岐阜県最低賃金」が
改正されました

時間額８８０円（２８円ＵＰ！）
令和３年１０月１日から

　岐阜県最低賃金は、年齢に関
係なく、パートや学生アルバイ
トなどを含め、県内で働くすべ
ての労働者に適用されます。
　使用者も、労働者も、１時間
当たりの賃金額が最低賃金額以
上となっているかどうか、必ず
確認しましょう。
問合せ先  岐阜労働局賃金室　
☎ ０５８-２４５-８１０４
又はお近くの労働基準監督署
まで。
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〈会員になるには〉
・ 町内在住の６０歳以上で、健康

で働く意欲のある方。
・ 入会説明を受け、シルバー人材

センターを理解していただける
方。

・ 定められた会費（年額１，５００
円）を納入していただける方。

〈入会説明会〉
（令和３年１０月～令和４年３月）
１０月１２日（火） 
１１月　９日（火） 
１２月１４日（火） 
　１月１１日（火） 
　２月　８日（火） 
　３月　８日（火） 
　午前１０時から大野町シルバー
人材センター（大野町中央公民館
内）で行います。
問合せ先  
公益社団法人大野町シルバー人材
センター（大野町中央公民館内）　
☎ ３６－１１６６

相　談

１０月１日から７日は公証週間 
無料公証相談窓口

　法律上のトラブルを未然に防止
し、権利を擁護保全するため、遺
言や大切な契約を公正証書で作成
しませんか。
◎相談範囲の例　遺言、任意後見
契約、離婚、金銭貸借、土地建物
貸借そのほか公正証書作成の手続
等
※ 相談の際は、なるべく関係資料

を持参する
◎相談日時　１０月１日（金）～
７日（木）（１０月２日（土）３日

（日）を除く）
◎相談時間　午前９時３０分～午
後６時（正午から午後１時を除く）
◎場所　大垣公証役場（大垣市丸
の内１－３５）
問合せ先  大垣公証役場
☎ ０５８４-７８-６１７４

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　９月９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　９月１５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　９月１３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　９月１３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　９月７日（火）、１４日
（火）、２８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

人権擁護委員の再任のお知らせ
７月１日付で引き続き、白木　慎
治さんが法務大臣より人権擁護委
員に委嘱されました。
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国　保　だ　よ　り

特定健康診査を受けましょう！
　新型コロナウイルスのワクチン接種に伴い、延期していました特定健康診査は、９月から実施し
ています。
　特定健診は、早い段階でメタボリックシンドロームに気付き、生活習慣病を予防するための大切
なチャンスです。ぜひ、年に１回は受けましょう！

●特定健診を受診するとこんなメリットがあります！
①病気の予兆を見つけ出し、生活習慣病を予防できます。
②生活習慣病予防により医療費、通院時間が節約でき快適な生活が維持できます。
③ 健診後のサポートも充実。健診結果で生活習慣病のリスクが高い人に特定保健指導（無料）が行

われます。保健師、栄養士が生活改善の方法を一緒に考えます。

●特定健診の内容は？

対象者 大野町国民健康保険に加入している４０～７４歳の方
（昭和２１年１２月１日～昭和５７年３月３１日までに生まれた方）

実施期間 ９月１日（水）～１１月３０日（火）
自己負担金 １, ０００円（受診される医療機関でお支払いください）
持ち物 保険証、受診券、問診票

健診項目
問診・身体計測・身体診察・血圧測定・尿検査
血液検査（脂質・肝機能・糖代謝・腎機能）
＊医師が必要と判定した人のみ、貧血・心電図・眼底検査を実施

受診場所 揖斐郡内健康診査実施医療機関

※ 対象者の方には、８月末に受診券をお送りしましたので、同封の案内用紙をよく読み、問診票を記入のう
え、受診してください。

※ 特定健診を受けられた方は、大野町国民健康保険の人間ドックの助成を受けることはできません。
※ ４０～７４歳の方で全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）・健康保険組合保険・共済組合などの

被保険者・被扶養者の方は加入している保険者が実施する健診を受けていただくことになります。詳しく
はご加入の保険者にお問い合わせください。

 問合せ先  住民課　☎ 34-1111　保健センター　☎ 34-2333

自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受付期間 試　験　期　日

防衛大学校

１８歳以上
２１歳未満の者

推薦
９月５日
～９月１０日

９月２５日・２６日

総合選抜 １次　９月２５日
２次　１０月３０日・３１日

一般 ７月１日
～１０月２７日

１次　１１月　６日・７日
２次　１２月７日～１１日のうち１日

防衛医科
大学校

医学科学生 ７月１日
～１０月１３日

１次　１０月２３日
２次　１２月１５日～１７日のうち１日

看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

７月１日
～１０月６日

１次　１０月１６日　
２次　１１月２７日・２８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受付期間・試験期日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



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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　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、延期していました「ぎふ・すこやか健診」は、９月
から実施しています。年に１回は健診を受けましょう！

●健診の内容は？

対象者 後期高齢者医療保険に加入している方
実施期間 ９月１日（水）～１１月３０日（火）
自己負担金 ５００円（受診される医療機関でお支払いください）
持ち物 保険証、受診券、問診票

健診項目
問診・身体計測・身体診察・血圧測定・尿検査
血液検査（脂質・肝機能・糖代謝・腎機能・貧血・アルブミン）
＊医師が必要と判定した人のみ、心電図検査

受診場所 揖斐郡内健康診査実施医療機関

※ 昭和２１年７月３１日以前生まれで、要介護・要支援の認定を受けていない方には、８月末に受診
券をお送りしましたので、同封の案内用紙をよく読み、問診票を記入のうえ、受診してください。

※ 昭和２１年８月～１１月生まれの方の健診は１月下旬を予定しています。受診券は１月上旬にお送
りします。

※ ７５歳未満で後期高齢者医療保険に加入している方、要介護・要支援の認定を受けている方で健診
を希望される方は、住民課または保健センターまでご連絡ください。

 問合せ先  住民課　☎ 34-1111　保健センター　☎ 34-2333

ぎふ・すこやか健診を受けましょう！



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

室町は今日もハードボイルド
（清水�克行著 /新潮社）

　僧侶は武士を呪い殺し、農民は合戦を繰り広げ、浮気さ
れた妻は相手の女を襲撃－。中世の日本人は実は凶暴でア
ナーキーだった！ 自力救済、信仰等を主題に、中世人の衝
撃的な逸話の数 を々紹介。『小説新潮』連載を加筆・修正。

デリバリーぶた� ３～５歳
（加藤�休ミ作 /偕成社）

デリバリーぶたは、食べ物を配達するぶた。海の上で漁
師が「焼いた肉が食べたいな」と言うと、空から「デリ
バリーぶた！」と声がした。「おまちどおさま～」と言い
ながらデリバリーぶたが現れ、漁師にやきとりを届け…。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●福沢諭吉が見た 150年前の世界

（福沢 諭吉著，武田 知弘訳・解説 / 彩図社）
●スマホで防災

（宮下 由多加著 / ジャムハウス）
●海神の子

（川越 宗一著 / 文藝春秋）
●遠（とおくの）巷説百物語

（京極 夏彦著 /KADOKAWA）
●まりも日記

（真梨 幸子著 / 講談社）

●なんだかたのしそう� ０～５歳
（古内 ヨシ作 / 絵本館）

●てんこうせいはおはなしやさん� 小初
（北川 チハル作，武田 美穂絵 / 金の星社）

●トムと３時の小人� 小中
（たかどの ほうこ作，平澤 朋子絵 / ポプラ社）

●地図でバッチリわかる４７都道府県おもしろ図鑑� 小上
（昭文社）

●はじめてでもかんたん！小学生のお料理レシピ� 小
（川平 稔己監修 / 成美堂出版）

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「大野町の特産品」展
　秋の味覚、柿。早生種やハウス物など、早いものだと８月中
旬頃から収穫が始まり、様々な柿が本格的に収穫期を迎えるの
は１０月中旬から１１月にかけてです。富有柿などは更に遅く、
１１月から本格的な収穫期に入ります。
　大野町は「富有はあごで食べ、次郎は歯で食べ、たねなしは
舌で食べる」と言われる、甘味が強くて果肉は柔らか、食感は
サクサクとしているのが特徴の富有柿の特産地です。美味しく
て身近な柿と町のもう一つの特産品であるバラの本の展示をお
こないます。

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

9 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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月 日
当番医の医療機関名

所在地
電話番号
（0585）薬局名

９

5
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21－1111

こころ調剤薬局 21－1189

12
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21－1111

日本調剤三輪薬局 23－0847

19
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

20
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

23
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21－1111

こころ調剤薬局 21－1189

26
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 21－1111

日本調剤三輪薬局 23－0847

※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

９月休日在宅当番医のお知らせ●献血の実施報告
　６月に全血献血を行いましたところ、以下の
ように多数の方々のご協力をいただきました。
ありがとうございました。

６月２２日
（火）

昭和コンクリート工業（株）
揖斐川工場 ２４名

大野町役場 ２４名

●次回献血のご案内
日　　付 時　　間

１０月７日（木） 午前９時３０分～１１時３０分
場　　所 内�容

揖斐郡消防組合消防本部 全血（４００ml）

※ 新型コロナウイルスワクチンを接種された方
は、１回目、２回目いずれの場合も、接種後
４８時間を経過していれば献血していただく
ことが可能です。

　献血にご協力いただいた方には、血液型、肝
機能、コレステロール等の検査結果をお知らせ
しています。皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。
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保健師による

健康伝言板
生活習慣病を予防しましょう
～９月は「健康増進普及月間」です～

☆生活習慣を見直してみましょう
１　日々の身体活動を＋１０分（プラス・テン）
　ウォーキングや掃除、趣味の活動など日常での
からだの動きを１日１０分増やしてみましょう。
２　毎日の食事に「野菜プラス一皿」
　１日に必要な野菜摂取量をとるには、毎日野菜
を一皿足すとよいです。
　家でごはんを作るときや外食時、買って食べる
ときにも「野菜プラス一皿」にしてみましょう。
３　たばこをやめましょう
　望まない受動喫煙（周囲のたばこの煙を吸うこ
と）でも肺がんや心疾患、脳卒中、乳幼児突然死
症候群のリスクが高まります。自分自身と家族な
ど大切な人を守るため、禁煙に取り組みましょう。
４　定期的に健診・検診を受けましょう
　自覚症状が現れにくい病気も少なくありません。
定期的に自分の健康状態をチェックしましょう。

☆生活習慣病予防教室のお知らせ
　運動教室を下記の通り実施します。参加費は無
料です。ぜひお気軽にお申し込みください。

日　時

９月２８日（火）、１０月１２日（火）、
１０月２１日（木）、１１月２日（火）、
１１月９日（火）
午前９時３０分～１１時３０分　

（受付時間９時１５分～）
対象者 ７５歳未満の方
場　所 町民体育館

内　容
①　ノルディックウォーキング
②　家でできるストレッチ　など

申込先 保健センター（☎ 34-2333）
申込期限 ９月２１日（火）

健康的な食事について
など、健康ミニ講座も
あります！

新型コロナウイルスワクチン接種証明書の発行について
　海外渡航予定がある方を対象に、ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）の交付申請を受け付けていま
す。発行するまでに１週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

申請方法 窓口または郵送
申請及び郵送先 保健センター窓口

発行費用 無料

必要書類

⑴ 交付申請書
⑵ 旅券の写し（旅券番号・ローマ字氏名が確認できること）
⑶ 予防接種済証（接種券に記載）又は接種記録書の写し
⑷ 本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証等）
⑸ 返信用封筒（８４円切手貼付、返送先の宛名、住所を記載のこと）
　 ※後日窓口で接種証明書を直接受け取る場合は不要です
☆場合によって必要な書類

【旅券に旧姓・別姓・別名に記載がある場合】　旧姓・別姓・別名が確認できる本人書類
【代理人による請求の場合】　委任状

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３

新型コロナワクチン接種のお知らせ
〈予約について〉
・現在、満１２歳以上のすべての方の予約を受け付けています。
・ ワクチンの廃棄をなくし有効活用するため、キャンセル待ちの受付を実施しています。受付方法の詳細は町

ホームページをご覧ください。
〈接種について〉
・ 総合町民センターでの集団接種は、９月１９日（２回目接種は１０月１０日）をもって終了します。町民セ

ンターでの接種を希望する方はお早めにご予約ください。
・ 町内の接種医療機関での個別接種は、１０月頃から予約受付人数を縮小していく予定ですのでご了承くださ

い。
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社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

吉村 工　前会長
　令和３年６月１８日任期満了により、大野
町社会福祉協議会会長を退任することとなり
ました。平成２３年５月に就任しましてから
１０年間大過なくその任を果たせましたの
も、皆様方のひとかたならぬご厚誼の賜物と
存じ、謹んで深謝申し上げます。

松浦 正幸　新会長
　令和３年６月１８日開催の理事会におい
て、大野町社会福祉協議会会長に就任する運
びとなりました。
　今後一層社会福祉協議会の発展に精励致す
所存でございますので、格別のご指導ご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

前会長退任・新会長就任挨拶

　日本赤十字社の活動は、皆様からお寄せいただいた社資（会費及び寄付金）で運営されています。
令和３年度社資の総額（一般・法人）は次の通りです。ご協力ありがとうございました。

一般社資　（会費）６，６０１世帯　　３，３００，５００円
法人社資　　　　　　　１０　社　　 　１９０，０００円
総　　額　　　　　　　　　　　　　３，４９０，５００円

　災害・医療・看護師の養成・血液事業・各種講演会・奉仕団活動等に役立っております。なお、
町分区では災害時の被災者へのお見舞、備品や機材の購入、災害ボランティアなど地域福祉活動にも、
社資が役立っています。

大野町社会福祉協議会　会費納入ご協力のお礼

日赤社資の報告

　大野町社会福祉協議会の会費納入につきましては、毎年皆様の温かいご理解とご
協力に感謝申し上げます。令和３年度の一般・特別会費納入のご報告をさせていた
だきます。ご協力ありがとうございました。８月末まで法人様にお願いしておりま
した賛助会費につきましては、社協だより１１月号に掲載します。

一般会員　　６，６１３世帯　　３，３０６，５００円
特別会員　　　　 　１　名　　 　　　２，０００円
総　　額　　　　　　　　　　 ３，３０８，５００円
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○午前の部○　絵手紙教室
日本絵手紙協会公認講師の藤田
涼子講師をお招きし、絵手紙教
室を行いました。旬の夏野菜を
テーマにダイナミックに絵を描く姿
が見られました。

○昼食○　炊き出し体験
大野町赤十字奉仕団の方々にご
協力いただき、災害用炊飯袋（ハ
イゼックス）を使用した炊出し体
験を行いました。

○午後の部○　福祉体験
車いすについて学び、アイマスク
を使用した視覚障がい疑似体験を
行いました。時計の文字盤に置き
かえて物の位置を知らせる「クロッ
クポジション」を体験しました。

共同募金会からのお知らせ

ボランティアスクールを開催しました

福祉出前講座を実施しました

第 75 回「赤い羽根共同募金運動」が始まります
（10 月 1 日～ 12 月 31 日まで）

　共同募金は、戦後間もない昭和２２（１９４７）年に市民主体の
民間運動として始まり、今年も１０月より全国一斉に募金運動が展
開されます。
　お寄せいただいた募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができるよう、さまざまな地域福祉のために活動するボラン
ティア団体の活動支援や、課題解決に取り組む
民間団体を応援する「じぶんの町を良くするし
くみ。」として役立てられます。皆様のご支援
とご協力を宜しくお願い致します。

　６月２５日（金）、大野小学校５年生の児童のみなさんを
対象に福祉出前講座を実施しました。
　講座では車いすと高齢者疑似体験セットを使用して、高齢者
役と介助役になり、段差や移動しづらい場所での車いすの介助
方法や、視野や身体の動作が制限される状態での階段の昇り降
りなど、高齢者や障がいのある方の日常を体感しました。
　体験した児童からは「地域で困っている人がいたら積極的
に声をかけ、体験したことを思い出して手助けしたい」など
との感想がありました。
� 開催・問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

　町内の小中学生を対象に、夏休み期間中の１日を利用して福祉体験講座を行いました。



社会福祉協議会だより

20 広報おおの 2021.9

町社会福祉協議会事業所紹介

ふれあい・いきいきサロン紹介
♦ 桜大門いきいきクラブ 桜サロン ♦
毎月第４水曜日�午後１時～午後３時
場所：第２公民館�研修室
サロン参加費：１００円

　桜大門で新しいサロンがオープンしました。
地域の方手作りのゲームやレクリエーションなど、楽しいイ
ベントを通して地域住民同士の交流を深めています。サロン
では、みんなで一緒に健康づくりにも取り組んでいます。
� 開催・問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

問合せ先 �東さくらこども園　☎ ３４－１５３３

幼保連携型認定こども園　東 さ く ら こ ど も 園
生きる力を育む教育・保育
　　� ～自己決定の出来る子に～
大切なのは自分で決める・選ぶ・考えること！
（自己選択・自己決定・自己責任）

　当園では、子ども達が自分で考え、選択し行動することを大切にしています。自分の意見を持
ち、様々な意見を聞きながら取捨選択し、自分の決めたことに責任を持ち進んでいけるよう寄り
添います。「うまくいかなくても大丈夫」「きっと　いつか　うまくいく」挑戦するその姿を見守
り、時にはそっと背中を押し応援します。そして、こども園に関わる全ての方が共に育ち合える
環境を創ります。
　また、遊びを中心として、多くの経験、体験を通し「こども園が楽しい」と思える教育・保育
を行います。

英語遊び
外国人講師と一緒に歌やゲーム
などを通して楽しく英語に親しみ
ます。遊びの中で異文化に触れ
たり視野を広げます。

体育遊び
専門講師の指導の下、楽しい体
験の中から体を動かすことが大
好きな子になることが目的です。
全ての基本は丈夫な体から。

わらべうた遊び
伝承文化であるわらべうた遊び
により情緒を豊かにし、人と関
わる力、生きる力の基礎を育てま
す。
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１０月は「安心カード」の見直し月間です
「安心カード」は、命を守る情報です。
　毎年１０月を「安心カード」の記載内容の見直し及び新規登録時期として、民生委員・児童委
員さん、福祉委員さんによる訪問や各地区からの回覧板等で呼びかけを行います。緊急連絡先等
に変更がある場合は、最新のものに更新し、確認の上保管してください。

「安心カード」とは何？
　病気や災害などは予測のつかないものです。救急車を要請した場合、救急隊員に情報を正しく
伝えられないこともあります。そんな時に備えてご自身の情報（氏名、かかりつけの医師、持病、
常備薬、緊急連絡先など）を容器に入れて冷蔵庫に保管しておき、もしもの時に迅速な救急活動
につなげるのが「安心カード」です。

「安心カード」は状況に応じて活用されます。
　「安心カード」の活用は、救急隊員が状況に応じて判断
しますので「安心カード」が冷蔵庫に入っていても実際
の救急活動で活用されない場合もあります。

【救急隊が活用する例】
　◆傷病者に意識がないとき
　◆認知症により正確な情報が得られないとき
　◆現場に関係者がいないとき

※安心カードの登録は地区により対象者等が異なります。
問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

～シリーズ連載～　障がいについて理解しよう ⑧てんかんについて

「てんかん」って何だろう？
　脳の神経の一部が活発に活動しすぎるために、発作が繰り返し起きる病気です。身体の一部あるい
は全身がけいれんしたり、意識だけが失われたり、発作の症状は様々です。てんかんは、約１００人
に一人の割合で生じると言われており、日本には約１００万人いると推計されています。適切な治療・
服薬により発作の多くはコントロールすることができ、安定した社会生活を送ることができます。

困っていることはこんなこと…
◇正しい情報が知られていないため、「差別」や「誤解」、「偏見」が問題になりやすい病気です。
◇疲れや寝不足などが続くと、発作が起きやすくなります。

わたしたちにできること
●�てんかん発作の多くは、適切な治療や服薬によりコントロールすることができ、安定した社会生活を
送ることが可能です。周囲の人は、発作をコントロールできることや、そのための通院の必要性につ
いて理解しましょう。
●�てんかん発作が起きたら周囲の人はあわてずに見守りましょう。発作が起きている間は無理に動かさず、
発作の様子・時間などを確認しましょう。決して、けいれんを止めようと体を押さえないでください。

※次号も引き続き、障がいの種類について連載します。
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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。

７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

相羽 髙木　瑠
る お り

織 仁・奈那 公郷 横山　於
お と

采 昇太郎・郁江

下方 松浦　多
た ば な

花 善弘・愛子 五之里 柴田　　櫂
か い 大二朗・幸乃

寺内 鈴木　凱
か い た

太 陵太・文菜 上磯 佐島　和
か い と

弦 茂樹・絵里加

瀬古 末松　采
い ろ は

果 修二・由衣 下磯 細川　偉
い お

央 顕・菜々

公郷 飯沼　凱
か い せ い

生 龍・彩 下磯 大倉菜
な な か

々花 裕貴・亜沙美

公郷 横山　依
い お

於 昇太郎・郁江 下磯 田中　惟
い つ き

月 慎悟・シオン

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 髙井　葊志 72 大野 大久保好美 89

六里 松浦夫三枝 79 大野 山本昭一郎 68

相羽 松浦　妙子 85 寺内 川瀨　正幸 86

桜大門 重田　輝雄 83 牛洞 松原キミ子 91

西方 所　　澄子 87

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（８月１日現在）

人　口 ……… ２２, ４６２（−１９）
男 ……… １１, ０４５（−１４）
女 ……… １１, ４１７（−　５）
世帯数 ……… ８, １３７（＋　５）
出生１２人／死亡１４人／転入２８人／転出４５人

納 期 限 の お 知 ら せ

８月３１日（火） 町県民税（２期）
国民健康保険税（４期）

９月３０日（木） 国民健康保険税（５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

　国の特別天然記念物の「コウノトリ」が松山の水
田に飛来しました。両脚に着けられた足環から、京
都府京丹後市内で今年生まれた雌の幼鳥と判明しま
した。

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
１０９kcal １１.７g ２.９g ２９mg ０.７g

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

食事バランスを考えよう！

　今月はたんぱく質を多く
含み、低脂肪の健康食材「た
ら」を使った「たらの甘酢
あんかけ」を紹介します。
　たらの淡白な味わいと黒
酢の酸味が効いた野菜あん
かけがマッチして美味しい
です。
　メイン料理にも野菜を加
えることで、野菜摂取量も
増え食事バランスがよくな

ります。１日の目標野菜摂取量３５０ｇを達成するためにも、
積極的に野菜料理を食べるように心がけましょう。

【材料（５人分）】
たら………………… ５切れ
片栗粉………………… 少々
サラダ油………… 大さじ１
玉ねぎ………… 中１/２個

（１００ｇ）
人参…小１/２本（５０ｇ）
ほんしめじ……… １パック

（１００ｇ）
ピーマン… ２ヶ（５０ｇ）
だし汁…………… １００㏄
　　黒酢… 大さじ１�１/ ２
　　しょうゆ…… 大さじ１

Ⓐ　だし汁……… 大さじ２　　みりん……… 小さじ１
　　砂糖………… 大さじ１
　　片栗粉……… 大さじ１

【作り方】
①玉ねぎと人参、ピーマンはせ
ん切り。ほんしめじは小房に
分ける。

②たらに片栗粉をまぶし、サラ
ダ油を入れたフライパンで両
面焼く。

③フライパンにサラダ油を入
れ、①の玉ねぎと人参を炒め、
ピーマン、ほんしめじ、だし
汁を入れる。

④③に、Ⓐ内の合わせ調味料を
入れ、とろみをつけあんかけ
を作る。

⑤器に②のたらを盛り付け、④
のあんかけをかける。

ごみ収集日について
９月２３日（木・祝）の生ごみ等の収集はありません。
次回は２４日（金）に収集します。
◎問合せ先／環境生活課　☎�34-1111

●たらの甘酢あんかけ


