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お知らせ

秋季全国火災予防運動

１１月９日（水）
〜１１月１５日（火）

２０２２年度全国統一防火標語
『お出かけは�マスク戸締まり�火の
用心』
住宅防火　いのちを守る　１０のポ
イント―４つの習慣・６つの対策―

　４つの習慣
○�寝たばこは絶対にしない、させ
ない。

○�ストーブの周りに燃えやすいも
のを置かない。

○�こんろを使うときは火のそばを
離れない。

○�コンセントはほこりを清掃し、
不必要なプラグは抜く。

　６つの対策
○�火災の発生を防ぐために、ス
トーブやこんろ等は安全装置の
付いた機器を使用する。

○�火災の早期発見のために、住宅
用火災警報器を定期的に点検

し、１０年を目安に交換する。
○�火災の拡大を防ぐために、部屋
を整理整頓し、寝具、衣類及び
カーテンは、防炎品を使用する。
○�火災を小さいうちに消すため
に、消火器等を設置し、使い方
を確認しておく。
○�お年寄りや身体の不自由な人
は、避難経路と避難方法を常に
確保し、備えておく。
○�防火防災訓練への参加、戸別訪
問などにより、地域ぐるみの防
火対策を行う。

問合せ先 �総務課　☎ ３５-５３６４

令和4年生活のしづらさなどに
関する調査にご協力を

　厚生労働省では、１２月１日現
在で生活のしづらさなどに関する
調査（全国在宅障害児・者等実態
調査）を実施します。この調査は、
障がい児・者の福祉施策を改善す
るための基礎資料を得るために、
障がいや難病等により日常生活の
しづらさが生じている人の生活実
態やニーズを把握することを目的

としています。
　対象地域の世帯には、１１月中
旬ごろから調査のお知らせを配布
します。１２月上旬に県から任命
された調査員が訪問し、調査趣旨
を説明のうえ、調査票をお配りし
ます。調査票は郵送で返送していた
だきます。調査員が訪問した際には、
調査へのご協力をお願いします。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６9

催し・講座

「家庭の日」啓発図画・ポスター
および作文特選作品展

　本年の「家庭の日」啓発図画・
ポスター県出品および作文特選の
作品展を行います。楽しい家庭の
一日を描いた作品を味わってくだ
さい。
◎期日　１１月１日（火）〜３０
日（水）
◎場所　総合町民センター１階
問合せ先 �
大野町青少年育成町民会議
事務局（生涯学習課）　☎ ３５-５３７9

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　１１月１３日（日）・２７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
とをお尋ねします。
　・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
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ティータイムコンサートの開催 
「ののわ」、気ままに 

ミュージックアラカルト

　土曜日の午後、楽しい音楽、知っ
ている曲で心豊かな時を過ごしま
せんか。
◎出演　「ののわ」岩津由祐（ピア
ノ）、榎田奈純（ヴァイオリン）、
宇野淳子（サックス）
◎日時　１１月１９日（土）　午後
２時開演（午後１時３０分開場）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　５００円（全席自由席、
ワンドリンク付）
◎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
発売中。
※�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

募　集

食品問題等三者懇談会参加者募集

　揖斐本巣食品衛生協会では、食
品衛生の向上を図り、また食品問
題等について広く最新情報の提供
や相談への対応、疑問等の解消を
図ることを目的に、地域住民（消
費者）、行政（西濃保健所揖斐セン
ター）および食品等事業者の三者
が一同に会し、消費者が健康で安
心できる食生活を送るために、食
品の安全性等さまざまな食品問題
について意見交換を行います。こ
の食品問題三者懇談会への参加者
を募集します。
◎対象者　町内在住者
◎日時　１２月８日（木）��午後２
時〜３時３０分
◎場所　町商工会　２階　大会議室
◎申込期間　１１月１日（火）〜
２１日（月）
申込・問合せ先 �揖斐本巣食品衛生協
会　事務局（西濃保健所揖斐セン
ター）　☎ ２３-０２３５

野外焼却、ちょっと待った！

 住みよいまちづくりのため、協力を 

　家庭から出たごみは、分別して決められた収集日に出してくださ
い。また、産業廃棄物であれば、産業廃棄物許可業者に委託して適
正な処理が必要です。
　ごみの野外焼却は、法律で禁止されています。ただし、農業によ
る枝・下草の焼却は一部例外となっています（マルチ、温室シート
等プラスチック製品は禁止）。しかし、「家の窓が開けられない」「布
団・洗濯物に汚れや臭いが付く」「健康被害を受けた」など、不満の
声をいただく機会が増えています。特に、健康被害については、お
子さまなど若年層への影響が深刻な問題となっております。
　住みよいまちづくりのためにも、時間帯を考えたり、事前に時間
を伝えるなど、周辺地域への配慮をお願いします。
　また、町では焼却灰の回収は行っておりません。少量の草木は
５０センチ以下の大きさにして生ごみ等収集袋に、それ以外は引取
可能場所へ持ち込み、処分してください。

 柿の剪定枝葉・幹の引取りについて 

　町の許可業者にて、生産農家による野焼き防止に協力いただき、次
の内容で引取りを実施しています。搬入先など詳細は直接問合せてく
ださい。
◎品目　柿の剪定枝・葉・幹
◎引取金額　軽トラック１車につき１００円（柿以外１㎏ごとに
１３円）
◎受入時間　午前８時〜午後５時　※土曜日は不定休のため、要確認
◎休日　毎週日曜日、祝日、年末年始
※ビニールなどの紐は取り除いてください。
持込・問合せ先 �株式会社マルダイ（大環衛処分許第１号許可・五之里
１４８番地１）　☎ ３６-０３２０

 下草・剪定枝の引取りについて 

◎品目　下草、庭木の剪定枝
◎引取金額　１０㎏ごとに１００円　
◎受入時間　平日�午前８時３０分〜午後４時３０分
◎休日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
※径７㎝以下、長さ５０㎝以下に切る。
※役場での事前申請が必要。
持込・問合せ先 �西濃環境整備組合（下座倉１３７５番地１）
☎ ３２-４１５３

次回献血のご案内

日　　付 時　　間 場　　所 内 容

１１月５日（土）午前９時～午後３時
大野フェスタ＆
おおの木育フェア会場

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。
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募　集

税務課　会計年度任用職員募集

◎受付期限　１１月１５日（火）
◎応募方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入のうえ申込む。
◎選考方法　面接（１１月下旬予
定）
◎任用期間　令和５年１月４日
（水）〜３月３１日（金）
◎勤務場所　役場内
◎募集人員　若干名　
◎勤務時間　午前９時〜午後４時
　週５日程度　※要相談
◎業務内容　確定申告書類等の整
理、データの入力、申告会場の受
付案内　他
◎応募資格　簡単なパソコン操作
（ワード、エクセルの基本操作）が
できる人
申込・問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７

三行詩の募集

　町文化協会では、協会誌「文化
おおの」に掲載する三行詩を募集
します。三行だけで気持ちが伝わ
る文章を書いてください。
例：その昔
　　読み書きそろばん
　　今スマートフォン
◎対象者　どなたでも
◎応募方法　各地区公民館、生涯
学習課に備付けの応募用紙を利用
してください。
◎募集期限　１１月３０日（水）
◎主催　町文化協会
※テーマは自由です。
※�審査の結果、優秀作品には賞品
を用意しています。

問合せ先 �町文化協会事務局（生涯
学習課）　☎ ３５-５３７9

相　談
全国一斉女性の人権 

ホットライン強化週間

　夫・パートナーからの暴力や職
場等におけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為等女性
をめぐる人権相談に、人権擁護委
員が中心となり電話で相談に応じ
ます。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
◎相談日　１１月１８日（金）〜
２４日（木）
◎相談時間　
平日　午前８時３０分〜午後７時
土・日・祝日　午前１０時〜午後
５時
◎電話番号　☎ ０５７０－０７０－８１０
◎相談員　人権擁護委員、法務局
職員（平日は岐阜地方法務局人権
擁護課　土・日・祝日は名古屋法
務局）
※�強化週間以外の日でも、平日午
前８時３０分〜午後５時１５分
で相談できます。

※�パソコン、携帯電話、スマート
フォンからも人権相談できます。

http://www.jinken.go.jp/
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７２

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　１１月１０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　１１月１６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　１１月１４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

※�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。
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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　１１月１４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　１１月１日（火）、８日
（火）、２２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

乳がん個別検診のお知らせ

　乳がんの個別検診について、まだ受診していない人は、この機会
に検診を受けましょう。
◎検診内容　問診・マンモグラフィ（乳房Ｘ線）検査・超音波検査
※マンモグラフィ・超音波検査は必須。
◎対象者　３０歳以上の女性
◎日時　１２月１日〜令和５年２月２８日の揖斐厚生病院健診セン
ターが指定する日（平日）
◎場所　揖斐厚生病院健診センター
◎費用　２, ０００円
◎申込期限　令和５年１月３１日（火）
※妊娠中・授乳中の人は受診できません。
※�受診間隔が２年に１回となります。昨年度、受診した人は受診で
きません。� 申込・問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３

自宅の鍵かけ等の習慣を！

　県内での侵入盗認知件数は、令和３年全国ワースト３位です。
　県内で認知された住宅への侵入盗は、認知件数　６５１件（前年
比８５件増）と増加傾向にあり、犯罪発生率は全国３位です。
　無施錠だったことで被害にあったケースが約６割です。
　犯人の手口として、留守宅を狙った、「空き巣」と夜間の就寝中の
隙をつく「忍び込み」などに大別されます。
　昨年は県下で、空き巣は４１２件（同２８件増）、忍び込みが
２２３件（同６１件増）の発生があり、いずれも犯罪発生率ペースで、
全国ワースト２位（空き巣）、３位（忍び込み）の高い発生率です。
　被害に遭う原因として、自宅の玄関等の鍵が無施錠であるケース
が約６割です。
　被害にあった住宅の約６割で鍵がかかっていない状態と忍び込み
の被害だけをみると実に約８割が無施錠の状態でした。
　在宅中に犯人が入ってくることから、事後強盗や監禁、さらには
殺人事件などの凶悪事件に発展する可能性もあります。
　被害の対策として、
　　・短時間でも外出する際は鍵をかける習慣をつける。
　　・夜間、就寝時等の玄関、勝手口の鍵をかける。
などの対策をしてください。
問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

税について考えよう！ 

詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧ください。

 
 

 

国税庁では、毎年11月
11日から17日を「税
を考える週間」として、
国税庁ホームページ
で、さまざまな情報を
提供しています。 


