
柿のまちから全国に向けて出荷
〜共選場リニューアル後 初稼働〜

※�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。ホームページ等を確認してください。

今月の主な内容
▶２ まちの家計簿�令和３年度決算

▶６ まちの話題

▶８ まちのお知らせ

▶１２ Information�くらしの情報
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令和３年度決算ま ち の 家 計 簿
　令和３年度大野町一般会計および特別会計の歳入歳出決算が、９月６日から１４日まで開かれた第
３回大野町議会定例会において認定されました。
　一般会計の決算は、歳入総額９４億４，３１３万円（前年度比　△１５．２％、１６億９，０９１万
円の減）、歳出総額８９億９，９２４万円（前年度比　△１６．５％、１７億８，０４７万円の減）で、
差引４億４，３８９万円となりました。なお、一般会計の歳入歳出決算状況は次のとおりです。

　会計別歳入歳出決算状況　� （単位：万円）

会　　計 歳　入 対前年度増減率（％） 歳　出 対前年度増減率（％） 　差引額
一般会計 944,313 △ 15.2% 899,924 △ 16.5% 44,389
国民健康保険事業特別会計 262,261 6.1% 252,247 6.5% 10,014
後期高齢者医療特別会計 29,769 1.2% 28,916 1.1% 853
大野神戸インターチェンジ周辺
まちづくり整備事業特別会計 280,230 皆増 273,522 皆増 6,708

上水道事業特別会計 30,948 △ 1.2% 26,053 △ 2.1% 4,895

　町債残高の状況　� （単位：万円）

区　分 令和2年度末
現在高

令和3年度
発行高

令和3年度中
償還高 差引現在高 備　考

（主な起債目的）
一般公共事業債 62,130 2,010 3,368 60,772 道の駅整備
一般単独事業債 58,572 33,390 7,117 84,845 防災行政無線デジタル化整備
防災・減災・国土強
靱化緊急対策事業債 0 500 0 500 県営経営体育成基盤整備

公営住宅建設事業債 13,032 0 1,184 11,848 町営住宅建設
教育・福祉施設等整備事業債 142,660 0 7,754 134,906 給食センター整備
災害復旧債 166 0 41 125
減収補てん債 1,527 0 0 1,527
財源対策債 48,636 1,610 2,543 47,703
その他 413,662 37,768 36,980 414,450 臨時財政対策債
合　計 740,385 75,278 58,987 756,676

　一般会計決算額の推移　
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　令和３年度の主な事業　
・本庁舎管理経費（新型コロナウイルス感染症対策備品購入）� ６５４万円
・公共交通推進事業（デマンドタクシー運行・通学定期購入補助金等）� ５，４９８万円
・定住奨励金交付事業� ２，３２７万円
・住民基本台帳ネットワークシステム事業（個人番号カード関連事務委託等）� １，４２７万円
・防災行政無線管理経費（防災行政無線デジタル化整備工事等）� ３２，３５４万円
・地域交流施設運営管理経費（「大野のわっか」維持経費）� ３２２万円
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業（１世帯１０万円給付）� １１，６７９万円
・福祉医療費助成事業（中学校３年生までの医療費・重度心身障がい者医療費助成等）� １９，７６４万円
・障がい福祉サービス費支給事業（自立支援給付費等）� ４１，９３２万円
・児童手当給付事業� ３３，９７２万円
・子育て世帯への臨時特別給付支給事業（１８歳以下１人１０万円給付）� ３５，２８４万円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業� １６，８８８万円
・浄化槽整備推進事業（高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金）� ２２，９３０万円
・農業振興事務経費（ＬＩＮＥを活用したプランター野菜の栽培指導等）� ７９７万円
・地域農政推進対策事業（担い手への支援・農地を貸付けた人等への協力金交付）� ３２，９８２万円
・クーポン券発行事業（町内の小売店等で利用可能なクーポン券の発行等）� １，４４１万円
・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業� ６０９万円
・中小企業等コロナ対策支援事業� ７４３万円
・道の駅施設運営管理経費（食品汎用自動販売機導入等）� ４，００５万円
・交通安全施設整備事業（通学路安全対策工事等）� １，８４８万円
・社会資本整備事業（幹線道路の自歩道整備・舗装修繕等）� ９，７９１万円
・災害対策事業（防災備蓄品購入等）� ３９９万円
・少人数指導教育支援事業� ２，２４３万円
・小学校校舎等改修事業（中小学校普通教室改修工事等）� １，９２１万円
・小・中学校管理備品購入事業（新型コロナウイルス感染症対策備品購入等）� ９１９万円
・小・中学校教育振興事務経費（ＧＩＧＡスクールサポーター配置業務委託等）� ４，４４１万円
・埋蔵文化財センター施設整備事業（「大野あけぼのミュージアム」整備）� １，０４６万円
・池田町大野町学校給食センター負担経費（協議会負担金）� ２１，３６６万円

▲大野町地域交流施設「大野のわっか」

▲道の駅に設置された食品汎用自動販売機▲新型コロナウイルスワクチン接種会場

▲埋蔵文化財センター「大野あけぼのミュージアム」
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令和３年度　一般会計決算状況
歳入款別構成比率表 町税項別構成比率表

自主財源
306,769万円 

32.5％

依存財源
637,544万円 

67.5％

総 額
944,313万円 

町税
249,125万円

26.4％

分担金及び負担金
2,241万円0.2％
使用料及び手数料
7,609万円0.8％
財産収入
1,458万円0.2％
寄附金
6,920万円0.7％
繰入金
2,236万円0.2％
繰越金
8,933万円1.0％
諸収入
28,247万円3.0％

地方交付税
204,195万円

21.6％

地方譲与税
12,661万円1.3％

利子割交付金
204万円0.0％

配当割交付金
1,710万円0.2％

株式等譲渡所得割交付金
1,936万円0.2％

法人事業税
交付金

2,451万円0.3％

地方消費税交付金
51,910万円5.5％

環境性能割交付金
1,283万円0.1％

地方特例交付金
5,653万円0.6％

交通安全対策
特別交付金
233万円0.0％

国庫支出金
172,760万円

18.3％

県支出金
107,270万円

11.4％

町債
75,278万円

8.0％

町民税
116,981万円

46.9％

固定資産税
113,163万円

45.4％

軽自動車税
7,993万円 3.2%

町たばこ税
10,635万円 4.3％

鉱産税
133万円 0.1%

入湯税
220万円 0.1%

総　額
249,125万円 

　歳入対前年度比較　� （単位：万円、％）

科　　　　　　　目 区分
令和３年度 令和２年度 比較

歳入額 構成比 歳入額 構成比 増減額 増減率
町税 自主 249,125 26.4 257,976 23.2 △�8,851 △�3.4

（1）町民税 - 116,981 12.4 119,936 10.8 △�2,955 △�2.5
（2）固定資産税 - 113,163 12.0 119,918 10.8 △�6,755 △�5.6
（3）軽自動車税 - 7,993 0.9 7,746 0.7 247 3.2
（4）町たばこ税 - 10,635 1.1 10,030 0.9 605 6.0
（5）鉱産税 - 133 0.0 134 0.0 △�1 △�0.7
（6）入湯税 - 220 0.0 212 0.0 8 3.8

地方譲与税 依存 12,661 1.3 12,418 1.1 243 2.0
利子割交付金 依存 204 0.0 307 0.0 △�103 △�33.6
配当割交付金 依存 1,710 0.2 1,157 0.1 553 47.8
株式等譲渡所得割交付金 依存 1,936 0.2 1,348 0.1 588 43.6
法人事業税交付金 依存 2,451 0.3 1,030 0.1 1,421 138.0
地方消費税交付金 依存 51,910 5.5 47,965 4.3 3,945 8.2
環境性能割交付金 依存 1,283 0.1 1,113 0.1 170 15.3
地方特例交付金 依存 5,653 0.6 2,757 0.3 2,896 105.0
地方交付税 依存 204,195 21.6 165,216 14.8 38,979 23.6
交通安全対策特別交付金 依存 233 0.0 236 0.0 △�3 △�1.3
分担金及び負担金 自主 2,241 0.2 1,584 0.1 657 41.5
使用料及び手数料 自主 7,609 0.8 7,599 0.7 10 0.1
国庫支出金 依存 172,760 18.3 377,237 33.9 △�204,477 △�54.2
県支出金 依存 107,270 11.4 77,258 6.9 30,012 38.8
財産収入 自主 1,458 0.2 6,977 0.6 △�5,519 △�79.1
寄附金 自主 6,920 0.7 4,483 0.4 2,437 54.4
繰入金 自主 2,236 0.2 45,456 4.1 △�43,220 △�95.1
繰越金 自主 8,933 1.0 10,590 1.0 △�1,657 △�15.6
諸収入 自主 28,247 3.0 37,715 3.4 △�9,468 △�25.1
町債 依存 75,278 8.0 52,982 4.8 22,296 42.1

合　　　　　　　計 944,313 100.0 1,113,404 100.0 △�169,091 △�15.2
うち自主財源 306,769 32.5 372,380 33.5 △�65,611 △�17.6
うち依存財源 637,544 67.5 741,024 66.5 △�103,480 △�14.0

※地方消費税交付金 51,910 万円のうち、社会保障財源交付金は 30,425 万円。
　（社会保障経費等に要する経費 330,500 万円に充当）

用語の説明

【自主財源】

町税や使用料など、町が自
主的に収入できるお金

【依存財源】

地方交付税など、国や県の
意思によって額がきめら
れ、割り当てられるお金

【繰入金】

各種基金や他会計から一般
会計へ繰り入れるお金

【地方交付税】

自治体の財政力に応じ、国
から交付されるお金

【国庫・県支出金】

特定の目的のために国や県
から交付されるお金

【町債】

国や銀行などからの借入金

4 広報おおの 2022.10



歳出性質別構成比率表歳出款別構成比率表

議会費
6,879万円 0.8%

総務費
131,342万円

14.6％

民生費
332,113万円

36.9％ 
衛生費

96,024万円
10.7％農林水産業費

54,313万円
6.0％

土木費
52,579万円

5.8％

消防費
40,238万円

4.5％
教育費

101,504万円
11.3％

公債費
61,868万円

6.9％

総 額
899,924万円 

商工費
23,064万円

2.5％

人件費
127,792万円

14.2％

扶助費
206,201万円

22.9％

公債費
61,868万円

6.9％

普通建設事業費
92,737万円 10.3％

物件費
139,468万円

15.5％

維持補修費
15,849万円 1.8％

補助費等
166,336万円

18.5％

積立金
21,234万円

2.3％

貸付金
300万円 0.0％

繰出金
68,139万円 

7.6%

義務的経費
　395,861万円
　　　　44.0％

投資的経費
92,737万円

10.3％

その他経費
411,326万円　
45.7%　　　

総 額
899,924万円 

　歳出対前年度比較　� （単位：万円、％）

科　目 令　和　３　年　度 令　和　２　年　度 比較
歳出額 構成比 歳出額 構成比 増減額 増減率

議会費 6,879 0.8 6,898 0.6 △�19 △�0.3
総務費 131,342 14.6 349,643 32.4 △�218,301 △�62.4
民生費 332,113 36.9 288,492 26.8 43,621 15.1
衛生費 96,024 10.7 81,365 7.6 14,659 18.0
農林水産業費 54,313 6.0 24,240 2.3 30,073 124.1
商工費 23,064 2.5 23,022 2.1 42 0.2
土木費 52,579 5.8 57,357 5.3 △�4,778 △�8.3
消防費 40,238 4.5 40,388 3.7 △�150 △�0.4
教育費 101,504 11.3 148,638 13.8 △�47,134 △�31.7
公債費 61,868 6.9 57,928 5.4 3,940 6.8
合　計 899,924 100.0 1,077,971 100.0 △�178,047 △�16.5

　歳出（目的別）の主な事業　

総務費 　防災行政無線管理経費（防災行政無線デジタル化整備工事等）� ３２, ３５４万円
　庁内ＬＡＮ事業（庁内ネットワークの維持管理等）� ７, ０４９万円
　公共交通推進事業（通学定期購入補助等）� ５, ４９８万円

民生費 　施設型給付事業（私立認定こども園への施設型給付費の支給）� ５６, １６７万円
　障がい福祉サービス費支給事業（自立支援給付費等）� ４１, ９３２万円
　子育て世帯への臨時特別給付支給事業� ３５, ２８４万円

衛生費 　浄化槽整備推進事業（高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金）� ２２, ９３０万円
　新型コロナウイルスワクチン接種事業　� １６, ８８８万円
　塵芥処理経費（一般廃棄物の収集・運搬、施設維持管理、不法投棄監視等）� １４, ７００万円

農林水産業費 　地域農政推進対策事業（担い手への支援・農地を貸付けた人等への協力金交付）� ３２, ９８２万円
　土地改良総務事務経費（多面的機能支払交付金事業補助金等）� ８, １２８万円
　森林整備事業（森林空間散策路修繕工事等）� ２, ０５７万円

商工費 　ふるさと納税事務経費（ぎふ大野ふるさと応援基金積立金等）� ８, ８８６万円
　道の駅施設運営管理経費（食品汎用自動販売機導入等）� ４, ００５万円
　クーポン券発行事業（町内の小売店等で利用可能なクーポン券の発行等）� １, ４４１万円

土木費 　社会資本整備事業（幹線道路の自歩道整備・舗装修繕等）� ９, ７９１万円
　道路維持管理経費（生活道路および側溝の維持修繕等）� ８, １７７万円
　公園管理経費（公園の遊具・樹木等の維持管理）� ４, ２９１万円

消防費 　揖斐郡消防組合負担経費（揖斐郡消防組合負担金）� ３５, ９７２万円
　消防総務事務経費（消防団員の報酬等）� １, ９１１万円
　消火栓維持補修経費� ４７６万円

教育費 　小・中学校施設管理経費（空調機器等借上料等）� １８, １３７万円
　総合町民センター施設管理経費（総合町民センター維持管理事業）� １０, ４０７万円
　小学校校舎等改修事業（中小学校普通教室改修工事等）� １, ９２１万円
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第９回再築大賞（新民家部門）で林野庁長官賞受賞
山本産業株式会社

　７月２５日、山本産業株式会社が「第９回再築大賞（新民家部門）」（一般社団法
人全国古民家再生協会主催）で最優秀賞の林野庁長官賞を受賞し、同社の山本康人
代表取締役が来庁され、町長に喜びの報告をしました。
　この賞は、「再利用できる資材を活用し、身体・環境に配慮した長期耐用住宅」
における建設事業者の技術を多くの人に伝えることを目的として行っています。受
賞した「自然乾燥１００％ぎふの木の家」は、地域産材をふんだんに活用すること
により、地域の林業・木材産業の活性化につながることで、持続可能な建築として
評価されました。
　山本代表取締役は「普通に当たり前のことをやってきただけ。流行を追わずにやっ
てきたことが、日の目を見ることができて、うれしい」と語ると、宇佐美町長は「国
産材を使って、『技』をお持ちなのでもっとＰＲしてもらって、ぜひこれからも頑張っ
てください」とエールを送りました。

地域の声をまちづくりに
タウンミーティング

　このほど、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっていたタウンミーティ
ングについて、３年ぶりに各地区公民館にて開催しました。
　今年は「大野町の持続可能なまちづくり」を目指すための５つのアクションにつ
いて町長から説明したほか、マイナンバーカードの取得推進について担当部長から
説明しました。その後、延べ１７４人の参加者から、人口減少対策、鳥獣被害対策、
インターチェンジ周辺の今後についてなど、各地域の課題や問題についての意見交
換を行いました。

災害時における医薬品等の物資供給のために
「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定」締結

　８月１０日、役場において町と中北薬品（株）との間で「災害時における応急生
活物資供給等に関する協定」締結式を行いました。
　地震や集中豪雨などにより、全国各地で想定を超える激甚災害が発生している中、
当町においても避難所等における医薬品等の確保は大きな課題となっていました。
　今後は災害発生時等において、飲料やティッシュ、マスクなどの日用品や、ガーゼ、
消毒液などの医薬品等の提供にご協力頂けることとなります。中村大垣支店長は「地
域に協力できるよう地道な取組を進めており、パートナーとなれるよう情報交換を
密にしていきたい」と述べると、町長は「この協定締結は、特に医薬品等の確保に
おいて、当町の防災力向上に大きく寄与するものです」と話しました。

児童が大野町の産業について学ぶ
夏休み課外授業

　８月９日、町内の小学校５・６年生１７人が「夏休み課外授業」に
参加し、地元企業の魅力や大野町の産業について学ぶため、企業を訪
れました。
　（株）国枝では畳が出来るまでの工程を見学し、ミニ畳製作の体験を
しました。厚生産業（株）では「発酵」について学習し、塩麹や漬物
を作る体験をしました。
　参加した児童は、普段では体験できない経験に興味津々でした。

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

▲喜びの報告をする山本代表取締役（左）

▲タウンミーティングの様子

▲協定書を掲げる中北薬品（株）岐阜営
業所大垣支店　中村支店長（左）

▶厚生産業（株）での
　課外授業の様子

◀（株）国枝での
　課外授業の様子

藤澤みね子さん（桜大門）
昭和２年８月２４日生まれ

児玉ふ ゑさん（下座倉）
昭和２年８月２６日生まれ

ま ち の 話 題
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力強く健闘を誓う
東海大会・全国大会 激励会

　８月３日、「全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」と「東
海中学校総合体育大会」に出場を決めた選手の激励会を役場で行いました。
　選手が「中学３年生の最後の大会なのでベストタイムを出したい」「１試合で
も多く勝てるよう頑張りたい」「悔いのないような試合にしたい」と強い決意を
述べると、町長は「皆さんの実力が発揮できたら素晴らしい成績になると期待し
ている」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
　競泳（１００ｍ背泳ぎ・２００ｍ背泳ぎ）林　亜龍（大野中３年）
東海中学校総合体育大会
　競泳（１００ｍ背泳ぎ）� 林　亜龍（大野中３年）
　柔道（個人）� 小橋川　鈴（大野中２年）
　卓球（個人）� 丸毛　奏穂（大野中２年）
　剣道（個人・団体）�羽賀　壮馬（大野中３年）
　剣道（団体）� 河本　知之（大野中３年）
　剣道（団体）� 松浦　弘（大野中２年）
　剣道（団体）� 松永　蕾（大野中２年）
　剣道（団体）� 児島　颯悟（大野中２年）
　剣道（団体）� 末守　鋼（大野中２年）
　剣道（団体）� 松浦　悠（大野中１年）

　７月２８日、「全国高等学校総合体育大会」と「全国高等学校定時制通信制体
育大会」と「東海バレーボール連盟小学生大会」に出場を決めた選手の激励会
を役場で行いました。
　選手が「高校最後の試合となるので、集大成となるよういつもより張り切っ
て頑張りたい」「今年はキャプテンとなったため、声を出してチームを盛り上
げていきたい」と強い決意を述べると、町長は「３年生は高校生活最後の試合
になると思うが、悔いのないように全力で戦ってもらいたい。しっかりと健康
管理をして試合に臨んでもらいたい」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
全国高等学校総合体育大会
　空手道（個人形）　 原田　聡一（岐阜工業高等専門学校３年）
　空手道（個人形）　 若原　颯舞（加納高校３年）
　空手道（団体組手）河野　天佑（県立岐阜商業高校１年）
全国高等学校定時制通信制体育大会
　陸上（円盤投）加納　チャールズ（大垣商業高校３年）
東海バレーボール連盟小学生大会　若原　晴翔（東小６年）

▲（上段左から）松浦（悠）さん、末守さん、松浦（弘）
さん、羽賀さん、河本さん（下段左から）児島さん、
林さん、小橋川さん、丸毛さん、松永さん

▲（左から）加納さん、河野さん、若原さん、
原田さん

▲若原さん（中央）

おおのファミリー・サポート・センターを利用してみませんか
◎「おおのファミリー・サポート・センター」とは
　子育てのお手伝いをしてほしい人（利用会員）と子
育てを応援したい人（提供会員）が子育てをサポート
することを目的として会員同士で支え合う組織です。

「ちょっと気分転換がしたいわ」「ちょっと出かけたい
けど預かってもらえませんか？」大丈夫ですよ。そん
な時にお手伝いします。
◎利用方法　まずは、利用会員登録をしてください（登
録料無料）。「預かってもらえますか？」と依頼がありま
したら、提供会員を探します。いざという時のために、
登録しておいてはいかがでしょう。
◎利用時間・料金
対象児童　�町内に住民登録のある生後６ヶ月～小学校

６年生のお子さん
利用料金　１時間７００円（平日の午前７時～午後９時）
　　　　　　　　８００円（土日祝日・年末年始）
・�最初の１時間までは、それに満たなくても１時間分

の料金となります。
・送迎を利用した場合等、別途実費が必要です。

・�安心して利用していただくため、補償保険に加入し
ています。

・�お子さんの宿泊、病中病後の預かりは行いません。

第１回『利用会員交流会』が行われました♪
　お子さんと一緒に手遊びや、絵本の読み聞かせ、
親子製作では、廃材を使ったリメイク
パズルを作りました。
　第２回交流会も開催予定です。皆さ
んの参加をお待ちしています！

◎会員募集中です
　おおのファミリー・サポート・センターでは随時、
会員募集しています。利用会員・提供会員募集中です。�
詳しくは次までおたずねください。
休館日　水曜日・祝日の翌日・年末年始
受付時間　午前１０時～午後４時

問合せ先 �おおのファミリー・サポート・センター
　　　　　 （子育てはうす　ぱすてる内）　☎ ３４-１０１０

お子さんひとりに
提供会員ひとり♪
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◆◆◆ 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８月１日に「木工教室」を開催しました。
　今年は「スプーンづくり」を行いました。スプーンの形になって
いる材料を紙ヤスリで磨きスプーンを完成させます。紙ヤスリで磨
く作業は時間もかかり、大変でしたが満足のいく作品ができました。
　参加したお子さんからは、「磨くのが大変だったけど楽しかった」、

「自分のスプーンができてうれしい」などの言葉があり、楽しんで
もらえることができてよかったです。
　これからも、親子で楽しめる活動を行っていきます。

◎１０月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…４日（火）、１８日（火）、２５日（火）
　　　　　みつばクラス…６日（木）、１３日（木）、２０日（木）、２７日（木）
　　　　　よつばクラス…７日（金）、１４日（金）、２１日（金）、２８日（金）
誕生会…２４日（月）
栄養相談（栄養士による）…３１日（月）
休館日 ��５日（水）、１１日（火）、１２日（水）、１９日（水）、

２６日（水）

◎おもちゃづくりワークショップ
　子どもも大人の心も落ち着かせる

『センサリーボトル』をつくろう！！
日　　時　�１０月２３日（日）　
　　　　　午前１０時１５分～
定　　員　３０人（親子あわせて）
参 加 費　無料
申込方法　�参加者氏名、年齢、住所、

連絡先を「子育てはうす　
ぱすてる」まで申込む。

（電話予約可）
申込締切　�１０月１６日（日）
　　　　　※定員になり次第、締切。◎�ハローワークマザーズコナーのキャリアカウンセラーに

聴く育児と仕事のおはなし
　「再就職したいけどどんな準備をしたらいいかな」、「子育てと仕
事を両立したい」などハローワークのキャリアカウンセラーに相
談してみましょう。
内　　容　子育て世代の就労状況や不安や悩みなど
日　　時　１１月７日（月）　午前１０時３０分～
定　　員　１０組
参 加 費　無料
申込方法　�参加者氏名、住所、連絡先を「子育てはうす　ぱすてる」

まで申込む。（電話予約可）
申込締切　１１月５日（土）　※定員になり次第、締切。

▲木工教室のようす

▲センサリーボトル

※�新型コロナウィ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確認してください。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

　８月２０日から４日間、友好都市の岐阜県大野町の小学生２０人が小学
生児童国内派遣事業で来北。パークゴルフや農漁業施設の見学などを行い
ました。また、錦水小学校の児童との交流会では、お互いのまちを紹介。「サ
ロマ湖からの夕陽を見て感動した」「今度は大野町に行って名産の柿を食
べたいなぁ」などと感想も聞かれ、お互いのまちの話題で友好を深めまし
た。

岐阜県大野町の小学生が来北
─ お互いのまちを知り友好を深める ─

ところ通信
Vol. 272

北見市
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令和３年度　上水道事業業務状況をお知らせします
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

　「健全化判断比率」とは、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する
ためのもので、４つの財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）があります。
町は、令和３年度の決算に基づく健全化判断比率を、監査委員の審査に付したうえで議会に報告しましたので、公
表します。
　また、町は、令和３年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に対する比率）を、監査
委員の審査に付したうえで議会に報告しましたので、公表します。
　公表するのは次の５つの指標です。

○健全化判断比率� （単位：％）
健全化判断比率 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 － １４.７５
連結実質赤字比率 － １９.７５
実質公債費比率 ３.９ ２５.００
将 来 負 担 比 率 － ３５０.００

○資金不足比率� （単位：％）
上水道事業会計 －

２０.００大野神戸インターチェ
ンジ周辺まちづくり�
整 備 事 業 特 別 会 計

－

※１　�赤字、資金不足がない比率は「－」となります。
※２　�各比率が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の

作成が必要となります。

実質赤字比率　一般会計の赤字の程度を指標化した財政
運営悪化の度合い。
連結実質赤字比率　一般会計に、特別会計（国民健康保
険事業特別会計・後期高齢者医療特別会計）と企業会計（上
水道事業会計・大野神戸インターチェンジ周辺まちづく
り整備事業特別会計）を加えた町全体の財政運営悪化の
度合い。
実質公債費比率　地方債（借入金）の返済額等の大きさ
を指標化した資金繰りの危険度。
将来負担比率　地方債や将来支払っていく可能性のある
負担等の現時点での残高を指標化した将来の財政運営に
与える負担の度合い。
資金不足比率　公営企業の資金不足を指標化した経営状
況悪化の度合い。

� 問合せ先 �政策財政課　☎ ３5－5３6３

令和３年度健全化判断比率等（速報値）  財政の健全度を公表

経理の状況
　（１）損益計算書

収入の部 支出の部
営業収益 ２６２,０５７ 営業費用 ２３０,１４７
　給水収益 ２５７,１４８ 　原水及び浄水費 ４１,２４５
　受託工事収益 ０ 　配水及び給水費 ４７,０５４
　その他営業収益 ４,９０９ 　総係費 １５,６６０

　減価償却費 １２６,１８８
営業外収益 ２１,６８２
　受取利息 ８９ 営業外費用 １４,２８７
　雑収益 １２５ 　企業債支払利息 １４,２８７
　長期前受金戻入 ２１,４６８ 　雑支出
特別利益 ０ 特別損失 ０

収入合計 ２８３,７３９ 支出合計 ２４４,４３４
当年度純利益 ３９,３０５

（単位 : 千円） （２）貸借対照表
資産の部 負債の部

固定資産 ２,７８２,３０５ 固定負債 ５９８,８８５
　有形固定資産 ２,７８２,３０５ 　企業債 ５９８,８８５

流動資産 ５１８,８０３ 流動負債 １２９,６０２
　現金預金 ４７２,４２２ 　企業債 ８４,３１９
　未収金 ８,７９２ 　その他流動負債 ３８,０００
　保管有価証券 ３８,０００ 　未払金 ５,８５２
　貯蔵品 ６９ 　引当金 １,４３１
　貸倒引当金 △ ４８０ 繰延収益 ４５４,７１３

　長期前受金 １,０８０,７５０
　収益化累計額 △ ６２６,０３７

資本の部
資本金 １,３６７,４２４
　自己資本金 １,３６７,４２４
剰余金 ７５０,４８４
　利益剰余金 ７５０,４８４

資産合計 ３,３０１,１０８ 負債・資本合計 ３,３０１,１０８

（単位 : 千円）

業務の状況
　（１）給水戸数　　　　　７, ５３７戸
　（２）給水人口　　　　　２０, ８９２人
　（３）期間の総給水量　　２, ２０５, ０２５㎥
　（４）一日の平均給水量　６, ０４１㎥

工事の概要
（１）改良工事
　　・配水管耐震化工事他　１１５, ４５１千円
　　・量水器　φ１３㎜…２２個
　　　　　　　φ２０㎜…２８個
　　　　　　　φ２５㎜…　２個
　　　　　　　φ５０㎜…　１個

問合せ先 �建設課　☎ ３5－5３76



◎病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気また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
　町内在住の人は、大野町・池田町・揖斐川町・神戸町・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、直接次の施設で登録・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 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 ２１-１１１１
神戸町 高田医院内　病児・病後児保育室「オーロラ」 神戸町大字神戸４６８ ０８０-８０８６-８８３６
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１-８７-１ ０５８-２３８-８５５５
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７-９８-１ ０５８-２５５-１２２１
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！）
　�　登録を希望される人は、事前に「登録申請書」を希

望する施設へ提出します。
　�　登録に必要なものが利用施設により異なるので確認
してください。

　※用紙は、各施設および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。
②利用前にＴＥＬをしてください。
　�　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。
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。

◎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・おやつ代が別途必要）
　ただし、診察料は別途必要。（生活保護世帯は無料）

◎利用日等
月～金曜日（年末年始と祝日を除く）
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（その他）
※神戸町は月・火・水・金
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～　施設によって終了時間が異なります。
※池田町・揖斐川町・神戸町は土曜休室
※�利用可能な日時は変更されることがあります。必ず確

認してください。

◎定員
　どの施設においても少人数制です。利用する前に利用
したい施設に必ず直接連絡してください。
※�施設によっては、予約時間が異なりますので事前に確

認してください。

◎持ち物
　持ち物には必ず名前を書いてください。
※�施設によって、持ち物が異なりますので事前に確認し

てください。
・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　☎ ３5-5３7０

病児・病後児保育の登録を！
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まちのお知らせ



後期高齢者医療制度に関するお知らせ
医療費の窓口負担割合制度が変わることにともない被保険者証を更新します

２割負担となる人で高額療養費の口座が登録されていない人には
岐阜県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します

・�１０月１日から、一定以上の所得のある人（※）は、現
役並み所得者（現在、窓口負担割合が３割の人）を除き、
医療費の窓口負担割合が２割になります。

・�１０月１日以降、医療機関等にかかられる際には、７月
にお届けした黄色の保険証（有効期限が９月末）に代えて、
９月中にお届けした青色の保険証（制度改正後の窓口負
担割合が記された保険証）を、必ず提示してください。

※�課税標準所得（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等
控除、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引い
た後の金額）が２８万円以上の被保険者の人およびその同一
ご世帯の被保険者の人で、年金収入 + その他の合計所得が
２００万円（被保険者がお二人以上いるご世帯の場合は、合
わせて３２０万円）を超える人をいいます。

・�窓口負担割合が２割となる人には、負担を抑えるための配慮措置があります。配慮措置が適用され、払い戻しと
なる人は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

・配慮措置の対象となる人には、９月下旬以降に申請書を郵送します。
・返送先が「大阪市西区～」と印刷された返信用封筒が同封されています。
・申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

▪�書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報の登録
をお願いすることや、ＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません。

▪�不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターに問合せてください。

問合せ先 �住民課　☎ ３5－5３6８

ご注意
ください！
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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
３ＤＫ　52,000 円／月（いずれも駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３ヶ月分

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ヶ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、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２ヶ月
◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

� 申込・問合せ先 �建設課　☎ 35-5376　※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。

町営住宅入居者募集 礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！
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お知らせ

町有財産売払い

◎入札に付する物件
　物件　土地および建物
　所在　�黒野字河原畑２２６４番

６１
　旧利用状況　町民宿泊研修所
　地目　宅地
　土地公簿面積１, ６５５. ８０㎡
　建物　�鉄筋鉄骨コンクリート造　

２階建ほか
　総延床面積　６４８．７４㎡
　予定価格 ２１, ０８０, ０００円

（建物に課税される消費税および
地方消費税相当額を含む）
　入札保証金 ２, １０８, ０００円
◎売払い方法　一般競争入札
※�日時等詳細は町ホー

ムページを確認して
ください。
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３5-5３7９

新築住宅の定住奨励金の申請は
お済みですか

　町では町内で住宅を新築するなど
して定住される人に、『新築住宅の定
住奨励金』を交付しています。
◎対象者
　平成２９年～令和３年中に町内
で住宅を取得し、入居した人。
※�住宅の取得とは、住宅の新築も

しくは住宅の建替えまたは新築
住宅の購入をいいます。

※�住宅の増築や改築、相続や贈与
により取得するものは含みません。

※�固定資産税の新築軽減が適用さ
れる家屋であること。

※�令和４年中に町内で住宅を取得

し、入居した人は、令和５年４
月以降に申請をしてください。

◎奨励金の額
　新築住宅に課される固定資産税
相当額（１０万円上限）。
※�町内の建築業者と請負契約した場

合には、１５万円を上限。
◎今年度の申請期限
　１０月３１日（月）
問合せ先 �政策財政課　☎ ３5-5３6３

ＨＰＶワクチン自費接種費用助成

HPV ワクチンを自費で接種され
た人に費用助成を行っています
◎対象者　町内に住民登録を有す
る（令和４年４月１日時点）次の
条件を満たす人
・�平成９年４月２日～１７年４月

１日生まれの女性
・�１６歳となる日の属する年度の

末日（高校１年生の３月３１日）
までにＨＰＶワクチンを３回接
種していない

・�１７歳となる日の属する年度の初
日（高校２年生の４月１日）から

令和４年３月３１日までにＨＰＶ
ワクチン（２価サーバリックスま
たは４価ガーダシルのどちらか）
を受け、接種費用を負担している

※�申請方法等、詳しくは次まで問合
せてください。
問合せ先 �保健センター　☎３４－２３３３

ブロック塀等除却に関する補助金

　倒壊等による事故を未然に防止
し、通行人の安全を確保するため、
危険性のあるブロック塀等を除却
する費用の一部を助成します。
◎補助金の額　補助対象ブロック
塀等の除却にかかる工事費の３分
の２以内の額（１件当たり２０万
円上限）。
◎対象となる条件　町耐震改修促
進計画に位置付けた道路に面する
危険性のあるブロック塀等を除却
するもの
◎補助対象　対象となるブロック
塀等の所有者
◎受付期限　１１月３０日（水）
申込・問合せ先 �建設課　☎ ３5-5３76

１０月１６日（日）大野小学校をメイン会場として、�
「大野町総合防災訓練」を実施します

　大規模地震が発生し甚大な被害が生じた場合に備え、自主防災組
織と防災協力機関および町が一体となり、防災訓練を実施すること
により、防災意識（自助・共助の精神）の高揚と地域防災力の向上
を図り、被害の拡大防止（減災）対策を推進します。
　また、このたびの訓練では、コロナ禍における災害時に対応する
ための訓練を踏まえて実施させていただきます。
◎対象地区　第２地区（野、西方、桜大門、大野、古城北）
◎南海トラフ地震想定訓練
　想　定　６弱　地震による被害は町内全域
　主会場　大野小学校（体育館）� 問合せ先 �総務課　☎ ３5－5３6４

防災行政無線をアプリで確認することができます
　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報
アプリです。発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
◎防災行政無線をアプリで受信
　各種町からのお知らせもアプリで受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。
問合せ先 �総務課　☎ ３5－5３6４
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農作業に伴う野焼きについて

　廃棄物の処理及び清掃に関する
法律により野焼きは原則禁止され
ておりますが、農業を営むため、
やむを得ないものとして行われる
場合に限り例外とされております。
◎野焼きをする際の注意点
・�近隣住民の人とのトラブルを避け

るため、事前に一声かけましょう。
・�風の向きや強さ、行う時間帯等

に配慮をしましょう。
・�ビニールやプラスチックなどの

廃棄物を焼却してはいけません。
・�焼却する稲わらや伐採枝をよく

乾かすなど、煙の発生を少なく
する工夫をしましょう。

・�伐採枝の処理業者に引き取って
もらうなど、焼却以外の処理方
法もあります。

　農業上やむを得ず稲わらや伐採
枝などを焼却する場合は、周囲の
生活環境への影響が最小限となる
よう、配慮をお願いします。
問合せ先 �農林課　☎ ３5-5３7３

自動車事故被害者のための�
支援制度

　独立行政法人自動車事故対策機
構では、自動車事故による被害者
家族のため、次の支援を行ってい
ます。
◎介護料の支給
　自動車事故が原因で脳、脊髄、
胸腹部臓器に重度の後遺障害が残
り、常時または随時の介護が必要
な人に、障害の程度に応じて介護
料を支給します。
※支給には条件があります。
◎�交通遺児等への育成資金無利子
貸付

　自動車事故により保護者が死亡
または重度後遺障害者となった家
族（生活困窮家庭）のお子さんに
対し、中学校卒業までの間、無利
子で生活資金を貸し付けます。
問合せ先 �独立行政法人　自動車事
故対策機構岐阜支所　
☎ ０5８-２6３-5１２８

防災行政無線を用いた�
J アラート・全国一斉情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム�
（Ｊアラート※）から送られてくる国からの緊急情報を確実に皆さん
へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時　１１月２日（水）　午前１０時頃
　　　　　　１１月１６日（水）午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容（例）

防災行政無線の
訓練放送

　町内５８ヶ所に設置してある防災行政無線ス
ピーカーや防災ラジオから、次の放送内容が一斉
に放送されます。

【放送内容】チャイム音
＋　「これは、J アラートのテストです」
　　（３回くり返し）
＋　「こちらは、広報おおのです」
＋　チャイム音

※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工
衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。町外の地域でも、全
国的にさまざまな手段で情報伝達訓練が行われます。放送内容は変更す
る場合があります。

� 問合せ先 �総務課　☎ ３5-5３6４

令和５年（仮称）大野町二十歳を祝う会について

　町では、令和４年度に２０歳になる人を対象とした祝賀会を、次
のとおり開催します。
　案内状は、１１月下旬に町内に住民票がある対象者へ郵送予定です。
なお現在、町内に住民票がない人には案内状を送付できませんので、
出席を希望される人は下記ＱＲコードにアクセス、または生涯学習課
備付けの申込用紙に必要事項を記入して、申請してください。
　会の正式名称、開催に関する最新の情報は、ホームページなどで
お知らせします。
◎対象者　平成１４年４月２日～１５年４月１日までの間に生まれ
た、町内の中学校を卒業した人
◎日時　令和５年１月８日（日）
　　　　受付　午後０時３０分～　開式　午後２時～
◎場所　総合町民センター　ふれあいホール
◎服装　制限無し

注意事項
・�当日は、新型コロナウイルス感染症の予防対策に協力してください。
・�国、県、町内での感染症の拡大などの事態によっては、参加される人の

健康と安全を第一に考え、直前に開催を中止・延期する場合があります。
・�出席にかかる費用（中止となった際の晴れ着や美容室のキャンセル料を

含む。）について、町で補償することはできませんのでご了承ください。

　民法の一部改正により成年年齢が２０歳から１８歳となりました
が、本会はこれまでのとおり２０歳の人をお祝いの対象とします。
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３5－5３7９
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お知らせ

低所得の子育て世帯生活支援�
特別給付金

◎目的　新型コロナウイルス感染
症による影響が長期化し、食費や
電気・ガス料金等の物価高騰に直
面する低所得の子育て世帯の支援
◎町独自支援　特別給付金支給対
象の児童に、上乗せ支給
◎申請期限
令和５年２月２８日（火）
※�詳細は、町ホームページに掲載

しています。
問合せ先 �子育て支援課　☎３5-5３7０

麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

１０月１日～１１月３０日は、
麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、
危険ドラッグなどの薬物乱用は、
使用した本人の心身の健康と貴重
な人生を台無しにするだけではな
く、家庭を崩壊させ、地域社会の
安全を損ないます。
　国内では、薬物乱用で毎年１万
人以上の人が検挙されており、単
に新聞紙上のこと、自分に無関係
なこととして放置しておくべきで
はありません。
　薬物乱用の誘いは、今や身近な
家庭にまでも広がってきており、
私たち一人ひとりが薬物乱用に関
する正しい知識と絶対に手を出さ
ないという強い意志を持つことが
肝要です。
　麻薬・覚醒剤などの薬物乱用防
止運動は、地域社会全体で取り組
みましょう。

問合せ先 �西濃保健所揖斐センター　
☎ ２３－１１１１

町指定金融機関交代のお知らせ

　町の公金収納および支払業務を
行う指定金融機関が１０月１日よ
り十六銀行に交代します。
　なお、皆さんに納めていただく
町税・使用料等の取扱いについて
は、これまでと変わりません。
問合せ先 �会計課　☎ ３5-5３6２

ウクライナ人道危機救援金募金箱の�
設置期間の延長について

　救援金募金箱について、設置期
間が令和５年３月３１日（金）ま
で延長されます。引き続きご理解
ご協力をお願いします。
問合せ先 �日本赤十字社岐阜県支部
大野町分区　☎ ３４-２１３０

マイナンバーカード交付・申請の休日窓口の開設（事前予約制）

　平日業務時間内の来庁が難しい人を対象に、次の
とおり休日窓口を開設します。利用には、事前予約
が必要です。
◎対象
①マイナンバーカードの受取りを希望される人
・�マイナンバーカードを申請した後「マイナンバー

カード交付通知書・電子証明書発行通知書」（以
下「はがき」という）が届いた人

②マイナンバーカードの申請を希望される人
・�町内に住民登録があり、マイナンバーカードの申

請をしたことがない人
・申請窓口まで来られる人（顔写真を撮影するため）
・申請日から２ヶ月以内に転出予定がない人
※�１５歳未満または成年被後見人の人は法定代理人

も同行してください。
◎日時　１０月９日（日）・２３日（日）
　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分
◎場所　住民課窓口

◎予約方法　住民課へ電話して「マイナンバーカー
ドの受取りの予約」または「マイナンバーカード申
請の予約」と伝えてください。電話予約時間は、平
日の午前８時３０分～午後５時１５分です。次のこ
とをおたずねします。
　・予約を希望する内容、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、
はがきにて確認のうえ来庁してください。
　マイナンバーカードを申請後、カードが作成され
るまで約１ヶ月かかります。交付の準備ができまし
たら郵便で案内はがきを送付しますので、申請者本
人が必要書類を持って来庁してください。平日業務
時間内に来られる際には予約は不要ですが、混雑の
ためお待ちいただく場合があります。
問合せ先 �住民課　☎ ３5-5３6８

マスクをつけられない人へ意思表示プレート配布

　皮膚や呼吸器系の疾患などさまざまな要因でマスクをつけることが難
しい人に、岐阜県有志保護者の会「みんなの笑顔を守る会」の皆さんが
制作した「木製の意思表示プレート」を配布しています。
◎配布場所　福祉課、保健センター� 問合せ先 　総務課　☎ ３5－5３6４
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第６３回　郡駅伝大会

　郡駅伝大会を実施します。多く
のご参加をお待ちしています。
◎コース
運動公園周辺周回　一区間２㎞周
回�計１０㎞
◎部門
中学生　男子・女子
� （５人 + 補欠２人）
一般　男子・女子・混合
� （５人 + 補欠１人）
※混合は２人以上の女性を含む
◎参加資格
郡内在住・在学・在勤の人
※一般・混合は中学生以上
◎期日　１２月４日（日）
１０時スタート（小雨決行）
◎申込方法
　生涯学習課備付けの参加申込書
に必要事項を記入して郡体育協会
事務局（郡教育研修センター内）
に提出する。
◎申込期限　１１月４日（金）必着
申込・問合せ先 �郡体育協会事務局

（郡教育研修センター内）　
☎ ４４-１２6１

自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

男子で中卒（見込含）
１７歳未満の人
（令和５年４月１日現在）

推薦 １０月１日
～１２月２日 令和５年１月５日～７日のうち１日

一般 １０月１日
～令和５年１月６日

［１次］�令和５年１月１４日～１５日
のうち１日

［２次］�令和５年１月２６日～２９日
のうち１日

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満の人
（令和５年４月１日現在） 年間を通じて 受付時に知らせる

（１次はＷＥＢ試験）

※新型コロナウイルス等の影響により変更の場合あり。
問合せ先 �自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ ０5８４－7３－１１5０

認定こども園等の支給認定内容の変更

　現在受けている支給認定の内容について、当初に受けた認定内容から
変更が生じる場合は、速やかに認定変更の手続きをしてください。
◎認定内容の変更申請が必要な例
・当初「就労」を事由として認定を受けていたが、退職をする場合
・�会社に在籍はしているが、産前産後休業や育児休業の取得をする場合
・会社に在籍はしているが、病気等の理由により休職をする場合
・就労状況の変更がある場合（就労先や勤務時間の変更など）
・�保護者の婚姻や離婚などにより、氏名や世帯状況に変更がある場合
� 　　　　　など
◎提出書類
　①教育・保育給付認定変更申請書
　②保育を必要とする事由（申出）書　※２号および３号認定のみ
　③現在お持ちの支給認定証
◎提出期限　認定内容の変更をする月の前月２０日（２０日が土日、
祝日の場合は前開庁日）
◎提出先　役場　子育て支援課
※�正当な理由なく変更の手続きを行わない場合や、保育を必要とする事由

に該当しなくなっていたことが判明した場合は、子ども・子育て支援法
第２４条により、認定を取り消すことがありますので注意してください。
問合せ先 �子育て支援課　☎ ３5-5３7０

「食品ロス」を減らそう

　１０月は「食品ロス削減月間」、１０月３０日は「食品ロス削減の日」
です。日本の食品ロス発生量は、年間推計５２２万トンあり、このう
ち約半分が家庭から発生しています。
◎家庭から出る食品ロスを減らすために
　・冷蔵庫にある食品を確認し、必要な分だけを購入しましょう。
　・食材はできるだけ使い切りましょう。
　・食べきれる量を作るようにしましょう。
　・食品の期限表示を正しく理解しましょう。
　「消費期限」と「賞味期限」があり
ます。消費期限は、「食べても安全な
期限」、賞味期限は「おいしく食べる
ことができる期限」です。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３5-5３7２
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柳
やなぎ

家
や

あお馬
ば

独演会

◎出演　落語家　柳家あお馬（落
語協会・二つ目）
◎日時　１０月２３日（日）午後
１時３０分～（開場�午後１時）
◎場所　総合町民センター　２階�
シアター
◎木戸銭　１,０００円（全席自由席）
◎定員　９４人
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※�チケットは総合町民センターで販

売中
※�未就学児の入場はご遠慮くださ

い。
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３２－１１１１

文化協会公演会「和泉流宗家　
狂言へのいざない」開催

　いかなる芸能も百聞は一見にし
かず。狂言の楽しさ・素晴らしさ
を実感できる公演会を開催します。
◎出演　和泉流二十世宗家　和泉
元彌
◎演目　「柿山伏」「萩大名」等
◎日時　１０月１６日（日）午後１
時３０分～（開場�午後０時３０分）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　前売り券２, ０００円　
当日券２, ５００円（全席指定席）
※小・中学生無料（整理券必要）
※チケットは総合町民センターで
販売中（整理券含む）
※�未就学児の入場はご遠慮ください。
問合せ先 �町文化協会事務局（生涯
学習課内）　☎ ３5-5３7９

（10：00～17：00）

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

□TEL 03-5363-6333

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  
【営業時間】 平日 9：00～18：00

研修室2
本巣市 糸貫ぬくもりの里 いきいきセンター

11階 会議室７
大垣市ソフトピアジャパンセンター

第１ロッカー室羽島市民会館

4階 研修室1岐阜市 じゅうろくプラザ

2110
(金)

2210
(土)

2710
(木)

2910
(土)

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料個別相談会をご利用ください

予防接種のお知らせ

　高齢者インフルエンザ予防接種　

　対象者には「インフルエンザ予防接種予診票」を郵送しますので、
同封の「インフルエンザ予防接種のお知らせ」等をよく読み、医療
機関で接種してください。
◎対象者
　９月３０日で満６５歳以上で接種を希望する人
◎自己負担額
　１，７００円
◎実施期間
　１０月中旬～１２月２８日（水）（接種開始時期は医療機関によっ
て異なります）

※�昭和３２年１０月１日～１２月２８日生まれの人で、接種希望の人
は予診票を送付しますので次まで申込んでください。

※生活保護世帯の人は費用を助成します（要事前申請）。
※�接種時に満６０歳以上６４歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や

免疫不全等で日常生活が極度に制限される程度の障がい（身体障害
者手帳１級相当）を有する人は、次まで問合せてください。

　子どものインフルエンザ予防接種　

　生後６ヶ月から中学３年生までのお子さんを対象に、インフルエ
ンザ予防接種の費用を一部助成します。
◎対象者
　接種日時点で町内に住民票がある生後６ヶ月～中学３年生までの
お子さん
◎助成額
　上限２, ０００円（１人１回限り（接種１回分））
◎実施期間
　１０月１日（土）～令和５年３月３１日（金）
◎申請期限
　令和５年３月３１日（金）
◎申請書類
　・�予防接種にかかる領収書、予防接種済証または母子健康手帳（領

収書にインフルエンザ予防接種の記入があれば不要）
　・�振込先金融機関、口座番号等のわかるもの（保護者名義のもの）
　・�申請書（保健センター窓口で配布もしくは町ホームページから

ダウンロード可）　
申込・問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３
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清流の国ぎふ健康・スポーツ�
ポイント事業にアプリが�
導入されました

　清流の国ぎふ健康・スポーツポ
イント事業がアプリでも参加でき
るようになりました。
　アプリではこれまでのチャレン
ジシートでの事業に加え、アプリ
内限定でポイントが付与できる事
業が追加されました。健康ポイン
トを貯めて、特典をゲットしま
しょう。
◎応募期限　
令和５年２月２０日（月）
◎注意事項
・�アプリとチャレンジシートでは、

達成ポイント数や付与ポイント
数、応募期限が異なります。

・�健康ポイント（地域ポイント）
が１００ポイント貯まると、ミ
ナモ健康カードの画像が表示さ
れます。

・�アプリとチャレンジシートの併
用はできません。

　詳しくは町ホームページまたは
保健センター窓口にて配布のチラ
シを参照してください。
問合せ先 �保健センター　
☎ ３４－２３３３

※�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。

命を大切にし、避難最優先で行動しましょう

　今後発生が懸念される、南海トラフ地震など自然災害を防ぐこと
はできませんが、災害による被害を軽減させることは可能であり、
そのためには、日頃から災害に備えておくことが大切です。
　どんなに日頃冷静でも、非常時には動揺してしまうものです。い
ざという時に落ち着いて行動ができるよう、次の「１０ヶ条」を覚
えておきましょう。

問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

地震から身を守る１０ヶ条
①まず身の安全を� ②グラッときたら火の始末

③窓や戸を開け出口の確保� ④あわてて外に飛び出さない
⑤火が出たらあわてず初期消火� ⑥皆で助け合い応急救護
⑦正しい情報、落ち着いた行動� ⑧避難は徒歩で冷静に
⑨狭い路地やブロック塀に近づ� ⑩エレベーターは使用しない
　かない
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相　談

困ったら�一人で悩まず�行政相談

１０月１７日（月）～２３日（日）は
行政相談週間
◎行政相談とは
　役場の仕事について不満を感じ
たり、よく分からないということ
はありませんか。そんなあなたの
声を総務大臣が委嘱した行政相談
委員が伺います。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
◎相談内容　道路の危険な箇所を
直してほしい、介護等福祉のサー
ビスが受けられず困っている、役
場への申請手続がわからない等
◎相談日　毎月第２火曜日
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
問合せ先 �総務省　岐阜行政相談セ
ンター　愛称「きくみみ岐阜」　
☎ ０57０－０９－０１１０

不動産無料相談会

◎相談内容　不動産に関する悩み
◎相談日　１１月４日（金）
◎相談時間　午後１時３０分～３
時３０分
◎相談場所　町民相談室
問合せ先 �岐阜県宅地建物取引業協
会西濃支部　☎ ０5８４-7３-２３００

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　１０月１３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
☎ ３5-5３7４

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　１０月１９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　☎ ３5-5３6９

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　１０月１７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　１０月１７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　１０月４日（火）、１１
日（火）、２５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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次回献血のご案内

日　　付 時　　間 場　　所 内　　容

１０月６日（木）午前９時～１１時 郡消防組合消防本部 全血
（４００ｍｌ）

　献血にご協力いただいた人には、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。ご協力をよろしくお願いします。



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

百年先まで保護していきたい日本の絶滅危惧知識
（吉川�さやか文 /ベストセラーズ）

　お月見は２回する ?�縁起のいい箸、よくない箸って ?�
そのうち忘れ去られてしまいそうな日本古来の風習や、
先人たちがつないできた日本の知識について、その本
質や変遷の歴史などを紹介する。

みんなの研究だれよりも速く走る義足の研究� 小上
（遠藤�謙著 /偕成社）

　義足アスリートが、健足アスリートを超える。それが実
現したとき、人類のあらたな可能性の幕開けになるはず─。
めざすは人類最速！あたらしい「あたりまえ」に向かって
挑戦しつづける義足エンジニアが、身体の未来を語る。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●図解でわかる１４歳から考える民主主義

（インフォビジュアル研究所著 / 太田出版）
●体の不調がスーッと消える「お天気通さん」の本

（佐藤 純・片岡 信和監修 / 扶桑社）
●子どもと家族のためのＡＤＨＤサポートブック

（市川　宏伸監修 / 成美堂出版）
●中学生から知りたいウクライナのこと

（小山 哲・藤原 辰史著 / ミシマ社）
●まなびのずかん　地球のしくみがわかる地学の図鑑

（杵島 正洋著 / 技術評論社）

●おばけのジョージ―たからさがし�０～５歳
（ロバート・ブライト さく,こみや ゆう やく/好学社）
●のぞいてごらんおとぎのせかい�３～５歳

（青山 邦彦作 / フレーベル館）
●星の町騒動記～オオカミさまあらわる～� 小中

（樫崎 茜作，山口 法子画 / 理論社）
●ひみつの地下図書館�消えた子犬を探せ� 小中

（アビー・ロングスタッフ作 / ほるぷ出版）
●おひさまやのハンカチ� 小初

（茂市 久美子作，よしざわ けいこ絵 / 講談社）

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「収穫祭」展
　『収穫祭』といえば何が思い浮かびますか？
　かぼちゃでお馴染みの「ハロウィン」、ビール祭りの「オ
クトーバーフェスト」、ワインの新酒「ボジョレーヌーボー」、
里芋などの芋を煮る「芋煮会」、五穀の収穫や新酒の収穫に
感謝する「新嘗祭（にいなめさい）」等、秋は食べ物に感謝
するお祭りが世界各地にあります。
　そこで今月の展示は、収穫に関係した食べ物やレシピなど
食べ物に関する本の特集をします。普段は手にしない本から
発見があるかもしれません。ぜひ、利用してください。

ミックのページ

　自宅にいながら、岐阜県図書
館の電子書籍サービスが無料で
利用できます。利用には、岐阜
県図書館で貸出認証番号とパス
ワードの登録が必要です。
　また、過去に「岐阜新聞」
や「中日新聞」等に掲載され
た岐阜県内の記事の概要と掲
載箇所を調べることができま
す。ただし、実物の閲覧をさ
れる場合は岐阜県図書館での
閲覧となります。
　ぜひ利用してください。

岐阜県図書館�電子書籍サービスのご案内

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うえ
カウンターにて申込んでください。

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

10 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�

電子書籍サー
ビスについて

新聞記事検索
について



国　保　だ　よ　り

10 月休日在宅当番医のお知らせ

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

10

２
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

こころ調剤薬局 ２１－１１８９

９
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

１０
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

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

10

１６
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

たんぽぽ薬局揖斐店 ２１－５０２１

３０
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

※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。あらかじめ電話で
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
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国民健康保険税の納付忘れに注意してください！
　国民健康保険は、相互扶助の考えに基づき、加入者の皆さんの税等により運営されています。保険税は皆さんの
医療費にあてられる貴重な財源となります。税を期限までに納めないときは、督促料や延滞金が発生することがあ
ります。また、被保険者証の有効期限や給付に制限がかかること、財産を差し押さえられることもあります。
　納付忘れのないよう口座振替をぜひ利用してください。

　納付方法　

◎窓口納付
　・納付場所に納付書を持参して納付する方法です。
　・�バーコード表示のある納付書はコンビニでの納付も可能です。（使用期限内の利用に限ります。使用期限はバー

コード上部に表示されています）
　　納付場所　役場
　　　　　　　�大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、いび川農業協同

組合、西美濃農業協同組合、ゆうちょ銀行の各本・支店
　　　　　　　�セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリー

ストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエ
イト、セイコーマート、ハマナスクラブ、ＭＭＫ設置店

◎口座振替
　・申込みされた指定口座から納期限日に引き落としされる方法です。
　・解約・変更届が提出されない限り、継続されます。
　・開始時期は申込後、２ヶ月後からになります。
　　申込方法　�「町税等口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ、取扱金融機関、または役場住民課の保険・

年金窓口に提出してください。
　　　　　　　※�ゆうちょ銀行は手続きが異なりますので、おたずねください。役場ではキャッシュカードによる

口座振替の登録も可能です。（カードの種類によってはできない場合もあります）
　　取扱金融機関　大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫
　　　　　　　　　岐阜商工信用組合、いび川農業協同組合、ゆうちょ銀行
　　※口座振替依頼書は、各金融機関と役場住民課保険・年金窓口にも備え付けてあります。
◎スマートフォン決済アプリ
　・�バーコード表示のある納付書をスマートフォンで読み取ることで、即時納付されます。（使用期限内の利用に限

ります。使用期限はバーコード上部に表示されています。）
　　利用可能アプリ　「ＰａｙＰａｙ」、「ＬＩＮＥＰａｙ」、「ＰａｙＢ（ペイビー）」
　　　　　　　　　　「楽天銀行アプリ」、「ａｕＰＡＹ」

� 問合せ先 �住民課　☎ ３5-5３6８



保健師による

健康伝言板
特定保健指導は健康になれる

チャンス です !
今回は特定保健指導について紹介します。
特定保健指導とは、特定健診の結果から必要に応じて、メタボリックシンドロームの予防・改善のために、
　　・あなたに合った方法で　　　保健師・栄養士が
　　・あなたに合ったペースで　　アドバイス・サポートします

◎体験者の声
　Ｓさん：７１歳（男性）
　動機付け支援

初回面談時から６ヶ月後の変化
①体重　８３. ２kg→７３. ３kg（－９. ９kg）
②腹囲　９７.６cm→９１.５cm（－６.１cm）
　ＢＭＩ　２８. ４�→２４. ９
③脂肪量減少（内臓脂肪減少）
④筋肉量増加

Ｓさんが取り組んだこと
・お酒の量を減らし、休肝日を２日間つくる。
・間食を減らす
・スクワット　３０～３５回 /朝、夕で行う
・ラジオ体操　第１、第２を行う

Ｓさんの感想
・�今まで履けなかったズボンが履けるようになって、

嬉しい。
・体が軽くなって、動きやすくなった。
・�体重が減らない時期があるが、体組成計での計測を

保健センターで行い、脂肪量減少や筋肉量の増加等
を確認でき、再度やる気が出た。

・これからも続けていきたい。
◎あなたも特定保健指導を受けてみませんか？
　町国保の人の特定保健指導は保健センターが中心と
なり行っています。その他の健康保険の人は各保険者
に問合せてください。

� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４-２３３３

¸
˝
˛

費用は無料
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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。

８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 浅野　慈
い つ き

貴 祐貴・桃香 公郷 宇佐美玲
れ い か

花 翔斗・愛佳

上秋 羽賀　紅
く れ ん

蓮
友也・バスネット　
ソワスタニ

南方 髙橋　桃
と う か

華 利樹・麻生

中之元 藤原　大
は る ま

眞 輝威・真帆

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

六里 横山　孝司 68 上秋 谷口　　等 96

相羽 岡田　　覺 74 上秋 長屋　優子 46

相羽 白木　康子 90 稲富 汲田たきゑ 95

下方 若原ちよ子 92 瀬古 名和　桂子 67

西方 林　　文雄 81 公郷 山村　君代 81

桜大門 武藤香代子 85 上磯 加納　五郎 88

大野 髙橋すなを 101

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

納 期 限 の お 知 ら せ
９月３０日（金） 国民健康保険税（５期）

10月３１日（月） 町県民税（３期）
国民健康保険税（６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、コンビニまた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

次回の古紙類等回収について
１１月２０日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、11月27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　☎�３５-５３７２

【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
８４kcal １１.９g ２.７g １２mg ０.３g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

秋の味覚を楽しもう！
　秋の味覚が収穫できる季節になりました。今月は、ご家
庭にある常備菜やきのこがたっぷり入ったホイル焼きを紹
介します。素材の味が凝縮し、あっさりとした味わい、ア
ルミホイルを開けるワクワク感も楽しんでください。
　ぜひ、お試しになってみてはいかがでしょうか。

【作り方】
①玉ねぎは薄切り。パプリカとピーマンはヘタを除き、横
に５㎜幅に切る。ほんしめじは子房に分ける。
②鶏ささ身は、１本を４等分の大きさにそぎ切りにし、塩・
こしょうをふりかける。
③アルミホイルの上に、①の玉ねぎ、パプリカ、鶏ささ身
をのせ、塩・こしょう、Ⓐとピーマンをのせて包む。
④フライパンを熱し、③のアルミホイルを入れて少量の水
を縁に注ぎ、ふたをして１５分程度蒸し焼きにする。

●ふっくらささ身のバターホイル焼き

※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

�
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 瑞穂市 杉原　晴海
妻 公郷 梶山　里歩

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（９月１日現在）
人　口 … ２２,１３０（−４２）
男 … １０,８９３（−３０）
女 … １１,２３７（−１２）
世帯数 … ８, １６５（−１２）
出生７人／死亡２４人／転入３５人／転出６０人

共選場
リニューアル後

初稼働

 です。

今月の表紙

【材料（４人分）】
鶏ささ身……………… ３本

（１８０ｇ）
玉ねぎ…………… １/２個

（１００ｇ）
パプリカ………… １/２個

（５０ｇ）
ほんしめじ……… １/２株

（４０ｇ）
ピーマン�１/ ４個（１０ｇ）
塩・こしょう………… 少々
Ⓐ　しょうゆ…… 小さじ１　　バター………… １０ｇ


