
※�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。

大野フェスタ＆おおの木育フェア２０２２（木育ワークショップ）

クリスマスアレンジづくり
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▶２ シリーズ特集

「地域を支える世代間交流」
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シリーズ特集

「地域を支える世代間交流」

柿の栽培体験学習
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　地域を支える人々や活動に焦点を当てることで、町民の皆さんとともにウィズコロナにおける地域づくりや世
代間交流について考えていくために、シリーズとして掲載しています。
　第４回目となる今月は「柿の栽培体験学習」です。

　町内の各小学校では、地元の自然や特産物に関わる学習を通して、子どもたちの生きる力を育むために、
米や柿などについての栽培体験学習が行われています。
　今回は、北小３年生の「総合的な学習の時間」を取り上げ、かき振興会会員の川瀬利明さんに、子どもた
ちへの熱い思いや自身のやりがいについてお聞きしました。

柿の栽培体験 学習を通して、地域の
ふれあいの 大切さを伝えたい
� 大野町かき振興会会員　川瀬 利明�さん

・北小の栽培体験学習の指導を始めたきっかけは？
　北小学校から、敷地内に植えられていた柿の木の管理を依頼されたのが、学校と関わるきっかけで、
数件の柿農家で始めました。その後、学校から栽培体験学習の講師を依頼され、今年で１３年目にな
ります。
　今の子どもたちは体験学習が少ない。柿の栽培体験学習を通して「地域の特産物をもっと知ってほ
しい」「地域について学んでほしい」という思いと、子どもたちとのふれあいが楽しみで続けています。

・１３年間続けられている理由は？
　「地域のふれあいの大切さ」を考えたからです。コロナだからと中止にするのではなく、通常は屋内
で行う柿の試食を屋外で行うなど、指導を継続していくための工夫をしています。
　さらに、JAいび川の総代をしていた際に、食育の取り組みがあると知り、JAからは職員派遣や肥
料や農薬などの協力、県からも講師派遣の協力をしてもらっています。また、地域の人にも呼びかけた
ところ「子どもたちの笑顔が見たいから」と一緒に指導をしてもらっています。

・栽培体験学習を通して、子どもたちに伝えたいことは？
　柿の栽培体験学習だけではなく、地域の人を大切にする心が育ってくれることを願い、あいさつや思
いやりについても伝えています。また、自ら進んで勉強して、自信を持っていろいろなことに取組むなど、
子どもたちの成長を願って指導しています。
　しかし、このように子どもたちと関わることが逆に私自身元気をもらい、勉強させてもらっています。
子どもたちと接することが今の私の生きがいになっています。
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◎川瀬さんにお聞きしました INTERVIEW
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※�シリーズ特集「地域を支える世代間交流」は来年１月号はお休みします。

柿の栽培体験 学習を通して、地域の
ふれあいの 大切さを伝えたい
� 大野町かき振興会会員　川瀬 利明�さん

◎柿栽培を通して、ふるさとへの誇りや愛着を育てたい
　川瀬さんは、柿の栽培について初めて知ることが多い子どもたちにも分かりやすく説明をされていて、
学びやすい工夫をされていました。柿の栄養価やおいしさなど地域の特産物の魅力が伝わり、食育の
推進にもつながってるようでした。そして常に笑顔で、その温かいまなざしに子どもたちへの深い愛情を
感じました。
　子どもたちも、そんな丁寧な指導に感謝しながら、楽しんで学習に取り組んでいました。柿の栽培体
験学習を通して、地域の人とのふれあいを大切にする気持ちは伝わっているように感じました。また、地
域の農業を体験することで、携わる人の苦労や喜びを身近に感じ、地域への親しみや愛着が芽生えてく
ると思います。
　そして、コロナ禍でさまざまなイベントや活動が制限されるときだからこそ、子どもたちに地域のふれあ
いの大切さを伝えたいと続けている活動が、子どもたちだけでなく大人にとってもよい経験になり、やが
て生きがいへつながると教えていただきました。

【川瀬 利明 さん】
　大野町寺内在住。柿農家で、大野町か
き振興会会員。平成２１年から北小３年
生に、地元の特産物である柿の栽培体験
学習の指導をされており、平成２４年度
には町青少年育成町民会議の「善行表彰」
を受賞されました。「地域のふれあいが
一番の目的」と取り組んでおられます。

・どの花や蕾をつむのかが難しかった。秋に大きな柿が実るのが楽しみです。
・�おいしい柿の見分け方や、早秋、太秋などいろいろな種類の柿の食べ比べをして、味の違いなど初め
て知ることが多く、楽しかった。
・�地域の人と体験するのが楽しかった。いろいろ教えてもらいながら一緒に収穫できてうれしいし、私た
ちみんなのためにしてくれて感謝しています。
・コロナでも中止せずに続けてやってほしい。
・柿が実る環境、自然を大事にしたい。
・�農業は大変だけど、柿の実が実るのはうれしいし、おいしくて栄
養のある柿を、もっとたくさんの人に食べてもらいたい。自分が収
穫した柿を家族にお土産に持って帰るのが楽しみです。

1 摘蕾・摘花体験の様子（５月）
2 収穫体験の様子（１０月１９日）
3  収穫体験の様子。川瀬さん、

國枝登志子さん、児島恵子さ
ん、林多恵子さんと北小学校
３年生の子どもたち
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◎柿の栽培体験学習をした子どもたちに聞きました
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多彩な催しで大にぎわい

　このたび、当町が従来実施していました「大野まつり」「おおの木育フェア」と、いび川農業協同組合により
実施されていました「ＪＡフェスティバル」を融合し、さらなる地域の活性化を図るため、新たなイベントと
して「大野フェスタ＆おおの木育フェア２０２２」を、１１月５日・６日の両日に渡り、穏やかな秋晴れのもと、
盛大に開催しました。
　メイン会場の運動公園に設けたステージでは、南こども園園児による遊戯披露に始まり、岐阜高専吹奏楽部
の演奏、柿積み競争、よしもとお笑いライブなど多数の出演者で大いに盛り上がりました。ステージ以外では、
小学生までの子どもを対象とした、木のおもちゃ広場や散策道での自然探索ツアーなど豊かな自然と木のぬく
もりにふれ、楽しんでいました。
　また、地元企業・団体による飲食・物販・体験ブース・木育ワークショップを開催し、多くの人でにぎわい
ました。
　さらに、サテライト会場の総合町民センターでは、園児・小・中学生・各種団体による作品展示や地方創生ムー
ビー「ブルーヘブンを君に」を上映し、多くの観覧がありました。

▲南こども園遊戯披露

▲木のおもちゃ広場

▲いび川農協による出店

▲大野こども園演技披露

▲山本産業（株）による「くむんだー®」の出展

▲地元企業・団体による出店

▲よしもとお笑いライブ

▲自然探索ツアー

▲作品展示

※「おおの木育フェア２０２２」は清流の国ぎふ森林・環境税を活用しています。

　「おおの木育フェア２０２２」参
加者への記念品として、株式会社
マルダイより木の鉛筆、株式会社
東海プランニングより木の色鉛筆
をそれぞれご寄附いただき、配布
させていただきました。
　イベント開催にあたり、ご協力
いただきました企業・団体の皆さ
ま、誠にありがとうございました。 ▲目録を町長に手渡す（株）マルダイ

草野代表（左）
▲目録を町長に手渡す（株）東海プラ

ンニング後藤代表（左）

ま ち の 話 題
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穏やかな晴天の中、各表彰式が行われました
総合町民センター　ふれあいホール

　１１月６日、町主催による「町功労者表彰」および「町区長会表彰」、柿とバラの町農地・水・環境
保全組織主催による「農村環境保全に関するポスター・標語コンクール表彰」、町社会福祉協議会主催
による「社会福祉協議会功績者表彰」が総合町民センターで行われました。
　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）

町功労者表彰
地方自治功労者　国枝　利樹
社会福祉功労者　立木　明
農業功労者　　　宇野　春好
保健衛生功労者　高橋　治樹
公共事業功労者　関谷　正弘

金員寄付者　（株）�東海プラン
ニング、丸眞�（株）、（株）�マル
ダイ、明治安田生命保険相互
会社�岐阜支社、（有）�寄棟瓦工
事店

町区長会表彰
小里　哲郎
岩﨑　久一

柿とバラの町農地・水・環境保全組織表彰
ポスターの部
大野中２年　竹中　柚衣
大野中１年　森　　皆心　
揖東中３年　古川　廉人
西小２年　　藤原　悠人
大野小６年　松久　由依
大野小１年　平野　衣杜
西小４年　　藤原　拳星
東小５年　　林　　純白
大野小３年　國枝　由依

標語の部
東小５年　　渡邉　漱樂
大野中２年　手島　瑳花
揖東中３年　三間　璃子
大野小１年　本田　幸　
東小３年　　関谷　龍毅
東小２年　　小里　葉月
東小４年　　三村　優妃乃
揖東中１年　豊田　倖菜
東小６年　　市川　由宇太

▲町功労者表彰

▲柿とバラの町農地・水・環境保全組織表彰

▲町社会福祉協議会功績者表彰

▲町区長会表彰

町社会福祉協議会功績者表彰
社会福祉施設職員
関小田　久江
野村　　祥子
高橋　　麻紀
江崎　　直美
宇佐美　徳章
廣瀨　　久美
喜多川　美恵
細野　　美代子
林　　　健太朗

社会福祉団体役員
伊藤　満津
河村　貞男
若原　幸治

福祉委員
河瀨　　嘉代子
久保田　美枝子
河野　　利子
小森　　美恵子

牧村　裕美
武藤　恵子

ボランティア団体役員
小里　礼子
森田　初惠

金員寄付者
若原　和男
𠮷村　工
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瑞宝双光章を受章
林　淳治さん（西方）

　このほど林　淳治さん（西方）に、瑞宝双光章が授与され、役場に
おいて町長より伝達されました。
　林さんは、昭和３１年に教員としての一歩を踏み出され、日々教壇
に立つ傍ら、ご専門の理科や算数の研究に励まれました。昭和５５年
に町立中小学校に赴任された際には、子どもたちが農業への関心を持
てるよう生産学習にも取り組み、汗を流して田畑を耕作されることも
ありました。平成７年に町立東小学校長をご退任されるまで、３８年
の長きにわたり地域の教育振興に貢献され、その後も後輩教員の育成
などにご尽力されました。

地域の防犯活動に尽力
特定非営利活動法人　大野町村づくり塾

　特定非営利活動法人大野町村づくり塾が、岐阜県安全・安心まちづ
くり県民大会において、地域の防犯パトロール活動に尽力した功績が
認められ、岐阜県安全・安心まちづくり賞（安全・安心まちづくりボ
ランティアの部）を受賞されました。
　１０月１７日、同法人代表の目加田菊次さんと理事の河野隆之さん
が来庁され、町長に報告しました。
　目加田さんは「ＮＰＯに登録して１０年になる。心機一転で取り組
んでいく」と話すと、町長は「おめでとうございます。これからも引
き続きご尽力をお願いします」と述べました。

大野町のハツシモが新嘗祭に献上
岩崎和広さん（牛洞）

　１１月２３日に皇居で行われた新嘗祭に、水稲生産を営む岩崎和広
さん（牛洞）が丹精込めて育てたハツシモが献上されました。
　新嘗祭は、毎年秋に皇居で執り行われる宮中行事で、天皇がその年
の新穀を神前に供え、自らも食し収穫に感謝する祭事で、１０月２１
日、岩崎さんが来庁され、町長に報告しました。
　岩崎さんは「猛暑や台風の心配もあったが大きな被害はなく、いい
お米ができました。宮中行事に携わることができ、大変名誉なことで
す」と話すと、町長は「大野のお米が献穀されることは喜ばしく、こ
れからもおいしいお米を育てていただきたい」と述べました。

公民館活動推進に尽力
県公民館連合会表彰

　１０月７日、可児市福祉センターにおいて開催された「第１４回
岐阜県社会教育推進大会」において、長年にわたり公民館活動に尽
力された功績が認められ、次の４人の方が県公民館連合会表彰を受
賞されました。
　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
松浦　秀成　 （第１公民館長）
相馬　美智男（第２公民館長）
堀口　次夫　 （第５公民館長）
松井　正仁　 （元・第６公民館長）

▲受章した林さん（中央）

▲町長に報告する目加田代表（中央）と河野理
事（左）

▲町長に報告する岩崎さん（右）

▲（左から）松浦さん、相馬さん、堀口さん

ま ち の 話 題
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地域住民のサービス向上と地域活性化を図るために
包括連携に関する協定締結

　１０月６日、役場において町と三井住友海上火災保険（株）との間
で「包括連携に関する協定」締結式を行いました。
　この包括連携協定は、ＳＤＧｓの推進に関すること、防災・減災お
よびリスクマネジメントに関すること、環境保全（脱炭素社会の推進）
に関することなどを連携して取り組むことで、住民サービスの向上と
地域活性化を図ることを目的としたものです。
　小林岐阜支店長は「地域の一層の活性化を図るため、さまざまな課
題の解決に向けて尽力します」と述べると、町長は「この協定締結に
より協力体制が確保されることは、当町の環境保全の取り組みや、地
域の活性化に大きく寄与するものです」と話しました。

より実践で役立つ訓練を
町総合防災訓練

　１０月１６日に、南海トラフ地震を起因とした災害発生の想定のも
と、町総合防災訓練を行いました。
　今年度は、避難所における新型コロナウイルス感染症対策の新たな
試みとして、大野小学校体育館、第２公民館や総合町民センター、道
の駅「パレットピアおおの」、福祉避難所の各訓練会場にカメラを設置
し、災害対策本部とウェブでつなぎ、訓練状況を確認しながら実施し
ました。
　参加した第２地区の住民は、町職員や各関係機関と協力して簡易テ
ント、段ボールベッドの組立てなどを行いました。その他、道の駅防
災機能訓練など総合的かつ実践的な訓練を行い、新型コロナウイルス感染症の状況下においての避難所開設や運営
について、問題提起や解決策等を検討することができました。

「国民体育大会」「全国障害者スポー
ツ大会」出場者　激励会開催

　９月２２日「国民体育大会」と「全国障害者スポーツ大会」へ出場
を決めた選手の激励会を役場で行いました。
　選手が「仲間を信じて、自信をもって頑張りたい」「ベストを尽く
したい」「両親や先生方へ感謝を伝えたい」「すべての力を出し切って
メダルが取れるよう頑張りたい」と強い決意を述べると、町長は「両
親や先生方に感謝をする気持ちは本当に素晴らしいと思う。岐阜県の
代表として全力で頑張ってほしい」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）

国民体育大会　剣道　団体の部　高瀬　円香（済美高校３年）
　　　　　　　空手道　個人形　原田　聡一（岐阜工業高等専門学校３年）
全国障害者スポーツ大会　フライングディスク　堀部　亮介（サポートハウスあかり）

みんなでスポーツを楽しむ
第４２回大野町民体育大会

　このほど第４２回大野町民体育大会を行いました。
　町体育協会加盟の１２団体のほか、おおのスポーツクラブ、スポー
ツ少年団１０団体が種目ごとに町内の各会場でさわやかな汗を流しま
した。
　また、この１年間で全国大会に出場するなど、町の体育振興に寄与
した２２人の個人と２団体に優秀選手賞を贈りました。

▲協定書を掲げる小林支店長（左）

▲簡易テントや段ボールベット組立ての様子

▲（左から）堀部さん、原田さん、高瀬さん

▲試合を行う卓球連盟の皆さん
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社会奉仕活動を実施
大野町シルバー人材センター

　このほど、シルバー人材センターの普及啓発事業の一環
として、会員による清掃活動が行われました。これは会員
の健康を保持し社会参加の喜びと生きがいの充実を図るた
め、就業以外の社会貢献として毎年行っているものです。
当日は、会員１１７人が参加し、東運動場、運動公園、旧
北こども園周辺、揖斐広域斎場、うぐいす公園、バラ公園
など町内６地区において、ゴミ拾い等清掃活動を実施しました。

▲東運動場

◆◆◆ 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！

　１０月にピヨピヨクラブの各クラスの参加者を対象に防災についての勉強をし
ました。
　大型紙芝居を使って防災の話を聞いたり、館内の消火器やＡＥＤの設置場所や避
難経路の説明および確認をしました。防災頭巾やヘルメットをかぶってみたり、２
歳児のクラスは実際に地震を想定して体験もしました。子どもたちだけではなく、
お母さんたちも防災についての知識を再確認していました。

　１０月２日（日）に『木育コンサート』を開催しました。コンサートでは木の楽
器を使った演奏を行い、ディズニーの曲やとなりのトトロなど全１４曲を演奏しま
した。また、リトミックコーナーもあり、親子で交流を深める楽しいコンサートと
なりました。

◎１２月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…６日（火）、１３日（火）、２０日（火）
　　　　　みつばクラス…８日（木）、１５日（木）
　　　　　よつばクラス…９日（金）、１６日（金）
誕生会…１２日（月）／クリスマスコンサート…１８日（日）
栄養相談（栄養士による）…１９日（月）

休館日 ��７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）～１/４日（水）

※�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、ホームページ等を
確認してください。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲運動公園

▲ＡＥＤ設置場所の説明の様子

▲木育コンサートの様子

95歳おめでとうございます
これからも健やかに

100歳おめでとうございます
これからも健やかに

野村實さん（公郷）
大正１１年１０月９日生まれ

小森 もゑさん（古川）
昭和２年１０月２０日生まれ

末守たつゑさん（黒野）
昭和２年１０月１７日生まれ

長寿のお祝い

ま ち の 話 題
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令和４年第４回定例会日程および内容
◎会期　１２月６日～１４日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
１２月　６日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

１２月　７日 水 〃 総務文教常任委員会
民生建設常任委員会 委員会室

１２月１３日 火 〃 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
１２月１４日 水 〃 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。
※�新型コロナウイルス感染症の状況により、席数を
制限する場合がありますので、ご了承ください。

　なお、委員会の傍聴を希望される人は、事前に事
務局まで連絡してください。

　１２月１３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、役場
１階ロビーおよび地区公民館（第１～第６公民館）
でもご覧いただけます。
※�新型コロナウイルス感染症の状況により、地区公
民館への中継配信を中止する場合あり。ご了承く
ださい。
　� 問合せ先 �議会事務局　☎ ３５-５３６１

主任児童委員・民生委員児童委員紹介
　１２月１日より、新たに主任児童委員および民生委員児童委員が厚生労働大臣から委嘱されます。生活にお困り
の人、ひとり親、児童、心身障がいのある人、高齢の人など、地域でいろいろな悩みの相談援助を行うための窓口
としてご活躍いただきます。（敬称略）

区 氏　名 担当地区

全
域
白木　久美子 大野町全域

（主任児童委員）高橋　利行

１　

区

所　　明美 黒野北区

飯田　久 黒野西区

國枝　礁次 黒野南区

関谷　伸夫 黒野中区

塗家　栄子 黒野東区

杉山　直幸 相羽区・六里区

長沼　希代美 下方区・麻生区

横幕　さとり みどりニュータウン・相羽苑

２　

区

松久　悦子 野区

牧村　正樹
西方区

山本　まり子

樋口　千惠子
桜大門区

加納　正勝

平野　洋子 大野１区

所　　留美 大野２区

堀　　三郎 大野３区

北川　百合子 古城北区

区 氏　名 担当地区

３　

区

杉山　司朗
稲富区

児島　昭二

田村　美幸 古川区・寺内区

内藤　敦子
上秋区

高橋　美香

國枝　源幸 稲畑区

４　

区

岩崎　勝彦 牛洞区・松山区

河田　幸則
瀬古区

林　　小百合

武藤　義孝 中之元区
中之元団地安江　清子

５　

区

中島　惠美子 宝来区・八木区・天神区

勝　　健 島部区・公郷区・うぐいす苑区

三間　敬子
大衣斐区・小衣斐区
北領家区・南領家区

６　

区

加納　千尋 南方区・五之里区・郡家区

竹中　敏行 定松区・鹿野区・上磯区

後藤　真二郎 本庄区・本庄西区

石原　悦朗 下磯区
下座倉区児玉　良美
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マイナンバーカード出張申請受付　第３弾！
　令和６年秋より現在使用している健康保険証が廃止され、マイナンバーカードへ一体化した形に切り替わる予定です。
　町職員が、写真撮影からカード申請まで、無料でお手伝いしますので、マイナンバーカードをまだ作成していな
い人は、ぜひこの機会に、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

場所 期日
第１公民館 １２月１２日（月）
第２公民館 １２月１３日（火）
第３公民館 １２月１４日（水）
第４公民館 １２月１５日（木）
第５公民館 １２月１６日（金）
第６公民館 １２月１９日（月）

◎時間　午後１時～４時
◎対象者　町内に住民票がある人

「マイナポイント第２弾」の対象�
となるマイナンバーカードの新規
申請期限は１２月末までです !
◎マイナポイント第２弾について
　国のマイナンバーカード普及促進事業「マイナポ
イント第２弾」で、マイナポイントの付与を受ける
には、マイナンバーカードを令和４年１２月末まで
に申込みをする必要があります。まもなく申込期限
が終了しますので、早めの申込みをお願いします。
　マイナポイントの手続きはマイナポイントサイ
トからスマートフォンやパソコンで簡単に行うこ
とができます。
◎手続きに必要なもの
・�マイナンバーカード
・�利用者署名用電子証明書（マイナンバーカード取
得時に設定した４桁のパスワード）
・�希望するキャッシュレス決済サービス事業者の
「キャッシュレス決済サービスＩＤ」および「セ
キュリティコード」
※�パソコンで行うときは、カードリーダーが必要で
す。
◎マイナンバーカードをまだお持ちでない人
　マイナポイント獲得にはマイナンバーカードの
取得が必要です。
　まだマイナンバーカードを申請されていない人
には、令和４年１１月から１２月上旬にかけて「Ｑ
Ｒコード付マイナンバーカード交付申請書」を順次
郵送しておりますので、そちらを使ってスマート
フォン、パソコン、証明写真機、郵送のいずれかの
方法で簡単に申請することができます。
　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カ月かかります。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。

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カ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　１２月１１日（日）・２５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。
　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

◎申請時に必要なもの
●本人確認書類　１点（運転免許証や保険証など）
●個人番号カード交付申請書�兼�電子証明書／更新申請書
　※�マイナンバーの「通知カード」とともに平成２７年に送付されています。

また、カード発行元である地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から
交付申請書のみ再送もされています。不明な場合は、申請時に申出てくだ
さい。

　※できあがったカードは、後日、役場住民課の窓口でお渡しします。

問合せ先 �住民課　☎ ３５－５３６８

まもなく終了します！
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令和４年度子育て世帯負担軽減給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格等の高騰に直面する子育て世帯を支援するため、給
付金が支給されます。
◎給付額　支給対象者１人あたり３万円です。
　　　　　�県では、０～１８歳までの児童を養育する県内に住所を有する支給対象の皆さんに、対象者１人あたり

１万５千円を支給します。
　　　　　さらに、本給付金の支給対象者に限り、町の独自支援として一律１万５千円を上乗せ給付します。
◎給付金の支給について
　児童手当の受給状況や養育をしている児童の生年月日等により、申請の有無や支給日等が異なります。

　　

いずれに
あてはまるか
確認してください

Ｂをご覧くださいＡをご覧ください

①：令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

②：平成１６年４月２日から
１９年４月１日生まれの
児童（高校生等）のみの養育者

③：公務員の人で
令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

 Ａ　①令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
申請は不要です。　本給付金の対象となる人へ、１１月２８日に案内を送付します。
支　給　日　１２月１５日（木）（児童手当振込口座に支給しますので確認してください。）

 Ｂ　②平成１６年４月２日〜１９年４月１日に生まれた児童（高校生等）のみの養育者
 　　③公務員の人で令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
申請が必要です。　�１２月下旬頃に案内を送付しますので、届き次第お早めに申請してください。

申 請 期 限　令和５年１月３１日（火）
申　請　先　子育て支援課
申 請 方 法　案内に印字してあるＱＲコードを読み取り、ＬｏＧｏフォームより申請してください。
　　　　　　※�ＱＲコードの読み取りができない等、電子申請ができない人は申請書を窓口まで提出してくださ

い。（申請書は窓口備え付けのものを利用していただくか、町ホームページよりダウンロードし
てください。）

　　　　　　※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の人に限ります。
　　　　　　　申請後、本給付金の対象になるか審査を行います。
　　　　　　※審査の際、公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いする場合があります。
支　給　日　１月１３日までの受付分→１月下旬頃に支給予定
　　　　　　１月３１日までに受付分→２月中旬頃に支給予定

◎次に該当する場合は、本給付金の支給対象外となります
・児童手当受給者や生計維持中心者が県内に住所を有さない場合
・児童手当等受給者が令和４年１１月分の特例給付を受給予定および所得上限額以上の場合
　�（高校生等のみを養育している場合は、生計維持中心者が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等以上
のとき）
・施設等入所児童を養育している場合（施設設置者等）
◎その他
・�本給付金は、令和４年１０月３１日が基準日となり、１１月分児童手当支給予定市町村または基準日時点での居
住市町村から支給されます。
・�ＤＶ被害により児童とともに避難をしている人で、１１月分の児童手当を受給することができない人については、
本給付金を受けることができる場合がありますので、問合せてください。
・�養子縁組の不実施等により、父母ともに児童手当（本則給付）の受給者となっている場合は、受給者ごとに本給
付金を支給します。
※本給付金について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３５-５３７０

電子・窓口：午後５時１５分まで
郵送：当日消印有効
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新築住宅の定住奨励金制度が変わります
　現在の「大野町新築住宅の定住奨励金」制度が令和５年１月１日をもって失効となり、１月２日以
降については、新たな「大野町新築住宅の移住定住補助金」制度に変わります。
　新制度の概要と、現在の制度との主な変更点については次のとおりです。
※�現在、定住奨励金制度の補助を受けている人、令和５年１月１日までに新築住宅を取得（新築・建
替え・購入）された人については、現行の制度（これまでどおり）の補助内容となります。

◎新制度の概要
事　　業　　名 大野町新築住宅の移住定住補助金

対　　象　　者

町内で住宅を取得し、入居された人
※�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。

対象となる住宅 令和５年１月２日以降に新築、取得された住宅
※固定資産税の新築軽減が適用される家屋であること。

補　助　金　額

町内在住の人に対しては３０万円、町外からの転入世帯の人に対しては１０万円を加
算します。
※�転入とは、世帯員の全員が転入届を提出して他の市町村等から本町に移り住むこと
をいいます。ただし、本町から他の市町村等へ転出届を提出し、転出後３年間を経
過しない再転入の場合は転入とはみなしません。

◎現在の制度との主な変更点
項　  目 現　在（令和５年１月１日まで） 変更後（令和５年１月２日以降）

補助年度 固定資産税が課税された初年度から５年
間

固定資産税が課税された初年度（１年度
限り）

補助金額

新築住宅に課税される固定資産税相当額
（上限１０万円）
※�町内建築業者で建てられた人は上限
１５万円

町内在住の人は３０万円
※�町外から移住された人（転入世帯）は
１０万円を加算

※�新制度の詳細については、町のホームページに掲載しております。不明な点がありましたら次まで
連絡してください。

� 問合せ先 �政策財政課　☎ ３５-５３６３
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自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

予備自衛官補（一般）１８歳以上３４歳未満の人（令和５年７月１日現在）
令和５年１月上旬〜
４月上旬

令和５年４月中旬のうち１日
（受付時にお知らせします）

　　 〃　　 （技能）
１８歳以上で保有する技能に
応じ５３歳〜５５歳未満の人
（令和５年７月１日現在）

公　務　員　合　同　説　明　会　案　内

日　時 場　所 参加団体 備　考

１２月２６日（月）
午後１時〜３時

ハローワーク揖斐
（揖斐川町極楽寺９５−１）

自衛隊、揖斐警察署、
郡消防組合（資料設置
のみ）

各団体から順番に説明を実施
し、説明終了後、質疑応答を実
施します。

※いずれも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



軽自動車税（種別割）の納期変更について

　10 月 22 日、常呂町百年広場で JAところが「収穫“菜”」を開催し
ました。
　会場では、玉ネギなどの野菜やホタテなどの海産物のほか、ところ
ピンクにんにくを使用した焼肉のタレが販売され、常呂の魅力の詰
まった旬の食材を買い求める人で大盛況でした。
　また、ホタテをふんだんに使った塩焼きそばや豚串などの飲食物も
テイクアウトで販売され、会場は、常呂の味覚を楽しむ来場者で賑わ
いました。

JA ところ収穫“菜”
─ 旬の食材や話題の商品が並ぶ ─

ところ通信
Vol. 274

北見市

令和５年度から軽自動車税（種別割）の納期限などが変更になります

◎納期限の変更
　令和５年度から軽自動車税（種別割）の納期
限を５月３１日に変更します。（これまでは４
月３０日）納期限が土・日・祝日の時はその翌
営業日が納期限になります。
※�今回納期限を変更した理由は、賦課期日（４
月１日）の軽自動車の取得・廃車等の状況を
確認できる期間を十分確保し、より適正な課
税を図るとともに、５月の連休と重ならない
ことで、納税者の利便性向上と口座振替の人
へ納税証明書の発送を速やかに行うためで
す。

◎納税通知書の発送時期
　納期変更に伴い、納税通知書は５月上旬の発
送になります。（これまでは４月中旬）５月
１７日を過ぎても納税通知書が届かない場合
は、次まで連絡してください。

◎�軽自動車税（種別割）納税証明書（車
検用）の有効期限

　令和５年から口座振替後に発送する軽自動車
税（種別割）納税証明書（車検用）の有効期限
は翌年の納期限の前日までになります。口座振
替の人への納税証明書は６月中旬（予定）に発
送します。

◎経過措置
　今回の納期限変更に伴い、車検の手続きに支
障をきたす場合は、有効期限を令和５年５月
３０日（口座振替の場合は６月１５日）まで延
長した納税証明書を再発行（無料）します。お
手数ですが、役場住民課窓口にて申請してくだ
さい。
※ 令和５年１月１日から軽ＪＮＫＳ（軽自動車

税納付確認システム）稼働により、車検時の
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不
要となります。

◎賦課期日（軽自動車税の課税の基準日）
　軽自動車税の賦課期日は従来どおり４月１日
です。毎年４月１日現在で登録されている軽自
動車の所有者に対して軽自動車税が課税されま
す。
　廃車や所有者変更等の
手続をする場合は、３月
までにお願いいたしま
す。

� 問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７
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お知らせ

年末の交通安全県民運動

◎期間
１２月１１日（日）～２０日（火）まで
◎スローガン
年末を　無事故で過ごし　よい年始
◎運動の重点　
・�夕暮れ時と夜間の交通事故防止
・�子供と高齢者を始めとする歩行
者の安全確保
・�自転車の安全利用の促進
・�悪質・危険な飲酒運転等の根絶
問合せ先 �揖斐警察署　☎ 2３-０１１０

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、周辺にさまざまな影響が
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およぼしま
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、
町農業委員会へまずは相談してく
ださい。
問合せ先 �町農業委員会（農林課）
☎ ３５-５３７３

固定資産税（償却資産）の申告
について

　町内において事業（営業・農業）
を行っている会社や個人で償却資
産を所有している場合は、地方税
法第３８３条（固定資産の申告）の
規定により申告が必要となります。
　償却資産とは、会社や個人で事業
を営んでいる人がその事業のために
用いており、減価償却の対象となる
資産（土地・家屋を除く）のことです。
具体的には機械・装置・工具・器具・
備品・構築物などがあげられます。
◎申告期限
　令和５年１月３１日（火）
◎提出書類　①償却資産申告書
　　　　　　②種類別明細書
※�令和４年度分の申告をされている
人については、１２月中旬に令和
５年度の申告書を送付します。

提出・問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７

農地中間管理機構へ農地を貸付けませんか

◎農地中間管理機構とは
　農地の貸付けを希望する人（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。
◎メリット
・�県の指定を受けた機関が農地を借受けますので、
安心して貸し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。

◎申込期限
　出し手　１２月１９日（月）　受け手　随時募集

◎農地中間管理事業の仕組み

� 申込・問合せ先 �農林課　☎ ３５-５３７３　・　�ＪＡいび川大野営農経済センター　☎ ３2-３５００
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プレミアム商品券の利用期限は
令和５年１月２０日です

　町商工会では、コロナ禍におい
て、原油価格や電気およびガス料
金を含む物価の高騰の影響を受け
低迷している地域経済の活性化を
図るため、町内で利用できるプレ
ミアム商品券を発行しました。
　商品券をお持ちの人は利用期限
までに対象店舗にて利用してくだ
さい。
　なお、商品券が使用できる対象
店舗については町商工会ホーム
ページにて確認してください。
問合せ先 �町商工会　☎ ３2－０６６７

１２月１１日は「川と道を 
美しくする運動実践の日」

　１２月の第２日曜日（１２月
１１日）を「川と道を美しくする
運動実践の日」と定めています。
美しい環境づくりのため、地域で
実施される清掃活動等への参加を
お願いします。
　また、清掃活動の実施に伴い、
１２月９日（金）～１１日（日）
まで各用水が止まりますので、火
災等には十分に注意してください。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７2

年末年始のごみ搬入

◎不燃物処理場
年末　１２月３０日（金）まで
年始　１月４日（水）～　
時間　午前９時～正午、午後１時
～４時
※１２月３０日（金）は午後３時
までに搬入してください。
◎西濃環境整備組合
年末　１２月３０日（金）まで
年始　１月４日（水）～
時間　午前８時３０分～午後４時
３０分
※１月２日（月）は搬入受付日
※�利用許可申請は１２月２８日
（水）午前中までに申請してくだ
さい。

問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７2

ごみ減量に努めましょう

◦�９月の廃棄物減量等推進審議会
において、次のとおり報告およ
び説明をしました。
・�昨年度の本町から排出された生
ごみや可燃ごみなどの一般廃棄
物排出量は４, ４５０. ２４ｔで
あり、これらは西濃環境整備組
合で処理されています。
・�処理に係る費用は燃料費や電気
料金の高騰で、年々増加傾向で
あり、今年度は１億円を超える
見込みです。
・�出されるごみの「約４８％が水
分である」「缶類やビン類等が混
入しているケースもある」ため、
費用を減少させるには、生ごみ

の水切りや、不燃物を混合させ
ないことが必要です。

◦�委員より、次の意見がありました。
・まずは正しい分別が必要
・�生ごみは水分をよく切ってから
出す。

・�草・枝葉類はすぐに出さずに、
一度乾燥させてから出す。など

◎ 一人ひとりが生ごみの減量に取
組もう

　水分を減らした生ごみは、軽く
なり、運搬する際に収集車の燃費
を向上させ、燃やす際の焼却効率
を上げる要因となります。また生
ごみを減量すれば、ごみ出しも楽
になります。さらに町のごみ処理
費用の節約にもつながります。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３７2

住みよいまちづくりのため、協力を

　町では、環境保全のため、生産農家に剪定枝葉等の焼却処分につ
いて配慮いただくようお願いしています。
　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、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 

◎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
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お知らせ

町有財産貸付

◎入札に付する物件
　所在　�相羽字出下８７１番２　

ほか１筆
　地目　山林
　公簿面積　１，５０２㎡
　予定価格　２３，０００円（月額）
◎貸付方法　一般競争入札
◎入札日時　令和５年１月１７日
（火）　午前１０時～
◎場所　役場２階　大会議室
※�入札への参加には完納証明書（市
町村民税）を添えて１２月２３
日（金）までに「町有財産一般
競争入札参加申込書」の提出が
必要。
※�附帯条件等を明示した参加要領
（様式等）は担当窓口にて配布。
※�予告なく入札を中止する場合が
ありますので、必ず事前に確認
してください。

問合せ先 �総務課　☎ 35-5364

大垣税務署からのお知らせ

　令和４年分確定申告からマイナ
ンバーカードやスマートフォンを
利用した申告がさらに便利になり
ます。詳しくは、国税庁ホームペー
ジ（次のＱＲコードから）をご覧
ください。
　確定申告会場は、
多数の人が来場さ
れるため、大変な
混雑が予想されます。
　新型コロナウイルス感染防止の
観点から、多くの人が来場される
確定申告会場に出向くことなく、
ご自宅のパソコン・スマートフォ
ンからの簡単・便利な「e-Tax申告」
を利用してください。
　令和４年分確定申告会場を、次
のとおり開設します。
◎期日　令和５年２月１６日（木）
～３月１５日（水）（土・日・祝日
は除く）
◎場所　大垣市民会館

※�前年の申告会場（大垣市情報工
房）から変更しています。

問合せ先 �大垣税務署　個人課税部
門　☎ ０５８４-７８-４１０１（音声案内
「２」を選択」）

募　集

脳いきいきセラピー（冬コース）

　認知症予防教室「脳いきいきセ
ラピー」を、次のとおり開催します。
　いつまでも健康で元気に生活す
るため、ぜひ参加してください。
◎内容　脳トレ、体操、レクリエー
ション　等
◎対象　６５歳以上の人
◎期日　第２・４水曜日
１月１１日（水）、２５日（水）、
２月８日（水）、２２日（水）、
３月８日（水）、２２日（水）
◎時間　午前１０時３０分～１１
時３０分　（受付：午前１０時１５
分～）
◎場所　社会福祉法人　浩仁会　
桜坂　（野４７９番地１）
◎定員　１５人�
※初めての人が優先
◎費用　無料
◎申込期限　１２月１５日（木）
※�第１～６公民館から送迎車が出
ますので、希望する人は申込時
に相談してください。

申込・問合せ先 � 地域包括支援セン
ター　☎ ３５-５３６９

催し・講座

親子ですてきなクリスマス

　親子で楽しむクリスマスコン
サートに楽器とジャンルにとらわ
れない演奏と即興演奏が魅力の注
目のユニット「３×４×Ｓ」と「う
たのおねえさん」が出演します。
お子さまには素敵なクリスマスプ
レゼントがあります。
◎プログラム
「ひいらぎかざろう」、「聖者の行
進」、「ディズニーメドレー」　ほか
◎出演等　歌のお姉さん、三味線、
チェロ、ピアノ
◎日時　１２月２５日（日）午前
１０時３０分～１１時３０分
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　大人１, ０００円　３歳
以上小学生以下５００円（全席指
定席）
※�２歳以下は保護者１人につき１
人のみ膝上無料（ただし席が必
要な場合は有料）
※総合町民センターで販売中
◎主催等
　主催　�総合町民センター管理運

営共同体
　後援　町、町教育委員会
　協力　町ＶＹＳ
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３2-１１１１

岐阜県最低賃金 
１０月１日から時間額９１０円

　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、次の表に掲げる
産業に従事する労働者は、該当する特定（産業別）最低賃金も適用
されます。使用者も労働者も、最低賃金額以上となっているか、必
ず確認しましょう。

岐阜県の特定（産業別）最低賃金（時間額）
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

９２９円
１２月２１日から

自動車・同附属品製造業 ９７２円
航空機・同附属品製造業 ９９１円

問合せ先 �岐阜労働局賃金室　☎ ０５８-2４５-８１０４



くらしの情報

17広報おおの 2022.12

相　談

ひきこもり等に関する相談会

　ひきこもりは、「怠けている」訳
でも、「甘えている」訳でもありま
せん。お話をお聞きしていると、
ひきこもっている本人もその状況
に苦しんでみえることが少なくあ
りません。また、家族も、本人に
どう接すればいいのか、悩んでい
らっしゃるのではないでしょう
か。些細なことでもかまいません。
まずは、ひとりで抱え込まず、お
気軽に相談してください。
※�大人の発達障がい等の悩みも相
談してください。

◎相談日　１２月１４日（水）
◎相談時間　午後１時３０分～３
時３０分（１件あたり５０分）　
※要予約
◎相談場所　役場　町民相談室
◎相談員　西濃圏域発達障がい支
援センター　相談員
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

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
みごと
◎相談日　１２月８日（木）
◎相談時間　午後１時～５時
（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先 �まちづくり推進課
☎ ３５-５３７４

※�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。

ウインターイルミネーション２０２２　開催中！

　総合町民センター周辺にイルミネーションを飾り、町に明るさと
活気をもたらすよう開催します。ぜひご覧ください。
◎日時　１１月２６日（土）～令和５年１月９日（月・祝）
　　　　午後５時～９時
◎場所　総合町民センター周辺
◎主催　総合町民センター管理運営共同体

問合せ先 �総合町民センター　☎ ３2-１１１１

熱い声援をお願いします 
第２４回ＭＡＧ−ＣＵＰ少年サッカー交流大会

　この大会は、三重県（Mie）・愛
知県（Aichi）・岐阜県（Gifu）の
MAGロード（東海環状自動車道）
沿線地域の連携交流強化をはかり、
次代を担う少年（小学生）がサッ
カーを通して友情と親睦を深め、
交流の輪を広げるために開催する
ものです。
　今年は、岐阜市で開催され、大野町からは大野サッカークラブ少
年団が出場し、全３２チームの頂点をめざします。ぜひ会場にて元
気にプレーする少年たちに声援を送りましょう。
◎日時・場所
予選リーグ
　１２月１７日（土）午前９時～
� 　岐阜市北西部運動公園、岐阜市島西運動場
決勝トーナメント
　１２月１８日（日）午前９時４５分～　岐阜市北西部運動公園
◎主催　ＭＡＧ－ＣＵＰ少年サッカー交流大会実行委員会
� 問合せ先 �岐阜市基盤整備部広域事業推進課　☎ ０５８－2１４－４６９４

▲出場される大野サッカークラブ少年
団の皆さん



Information

相　談

人権週間特設人権相談所

　法務省と全国人権擁護委員連合
会では、１２月４日から１０日ま
でを「人権週間」と定め、全国各
地で啓発活動を実施し、特設人権
相談所を設置します。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
◎相談内容　人権問題の悩みごと
など
◎相談日　　１２月６日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　　人権擁護委員
問合せ先 �岐阜地方法務局大垣支局
総務課　☎ ０５８４－７８－３３４７

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　１２月２１日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等は諸事情により変更
となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先 �福祉課　☎ 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　１２月１２日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時
（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-2３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　１２月１２日（月）毎
月第２月曜日（祝日の場合は第３
月曜日）
◎ 相 談 時 間　午後１時～３時�
（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-2３３３

心配ごと相談

◎相談日　１２月６日（火）、１３
日（火）、２７日（火）
◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先 �
社会福祉協議会事務局　
☎ ３４-2１３０
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献血の実施報告
　１０月に全血献血を行いましたところ、次のように多数のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

１０月６日（木）
郡消防組合消防本部 １９人
特別養護老人ホーム　まほろば １６人

次回献血のご案内

日　　付 時　　間 場　　所 内 容
１２月２８日（水） 午後２時〜４時 役場 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。



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

汝、星のごとく
（凪良ゆう著 /講談社）

　瀬戸内の島に育った高校生の暁海と、自由奔放な母の
恋愛に振り回され島に転校してきた櫂。ともに心に孤独
と欠落を抱えた二人は、惹かれ合い、すれ違い、そして
成長していき…。『小説現代』掲載を加筆改稿し単行本化。

ふゆであそぼう� 幼児（０～５歳），小初
（高橋京子監修�/�国土社）

　遊具がなくても、身近な自然で遊びをつくってみま
しょう。「ふゆの音さがし」「ひかりあそび」「こおりづ
くり」など、「ひとり」または「みんな」で楽しめる、
冬の自然遊びを紹介します。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●新！店長がバカすぎて

（早見和真著 / 角川春樹事務所）
●面白くて眠れなくなるウンチ学

（左巻健男著 / ＰＨＰエディターズ・グループ）
●どうなってるんだろう？子どもの法律

山下敏雄・渡辺雅之編著 / 高文研）
●心を伝える実用書道

（中室舟水著 / 日易出版社）
●小説映画　さかなのこ

（さかなクン原作 / 講談社）

●あいうえオノマトペぱぴぷぺぽいっと！�０～５歳
（石上志保 文 / 河出書房新社）

●おつきさまのともだち� ３～５歳
（カワチ レン 作 / 学研プラス）

●ＳＤＧｓのサバイバル� 小中，小上
（韓賢東絵 / 朝日新聞出版）

●なんで勉強するんだろう？� 小中，小上
（斎藤孝著 / 幻冬舎）

●セオリーから応用まで野球配球ＩＱドリル� 中
（野口 寿浩 監修 / メイツユニバーサルコンテンツ）

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「掃除」展
　年末といえば「大掃除」ですね。
　また掃除と一緒にするのが「整理整頓」「断捨離」でしょうか。
　普段使っている物や、お家の内外等皆さんも新年を気持ち
よく迎えるためにいつもより時間をかけて掃除し、「断捨離」
したら物が少なくなったことで「整理整頓」ができ、目に見
えるところは達成感がありますよね。
　では身体の中は？「デトックス」「涙活」「ファスティング」
など最近耳にする身体の中のお掃除にも注目して本を選んで
みました。
　皆さんは何をお掃除しますか？

ミックのページ

　町図書館ホームページか
ら蔵書検索や貸出予約をす
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取
ることができます。
　岐阜県図書館の電子書籍
サービスを無料で利用でき
ます。ぜひ利用してくださ
い（利用には、岐阜県図書
館での登録が必要です）。

お知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

　図書除菌機を設置しています。
　紫外線と送風により 30 秒で
本の除菌、ゴミの除去、消臭を
行うことができます。
　借りた本を除菌して、安心し
て自宅にお持ち帰りください。

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

12 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



８０２０運動で表彰されました

　「８０２０よい歯の高齢者表彰」は、８０歳以上で自分自身の歯を２０本以上保っている人を表彰
するものです。町内在住の被表彰者は次のとおりです。（敬称略）

青木　幸美（古川）、浅野　泰賢（黒野）、梅田　成正（大野）、鎌野　俊孝（野）、
小林　俊則（西方）、扌習木　輝夫（黒野）、中森　敏郎（瀬古）、日比野　宣史（黒野）、
三田村　隆司（上磯）、山本　一彦（黒野）、山本　芳政（公郷）、渡辺　通勝（稲畑）、
石田　順子（黒野）、伊藤　ツヤ子（西方）、川瀨　かよ（黒野）、河田　加子（瀬古）、
河本　まち子（大野）、汲田　照子（稲富）、竹中　ひな（公郷）、田中　典子（公郷）、
所　冨美子（西方）、丹羽　千枝子（公郷）、野村　かよ子（相羽）、林　惠子（稲富）、
林　民子（大野）、村上　孝子（大野）、村木　伸子（黒野）、山本　久子（公郷）、
和田　智子（西方）、他６人

◎歯周病検診を受診し忘れていませんか？
　４０歳以上のうち約８割が歯周病であると言われています。８０２０運動で表彰された人のように
自分の歯を長く維持するには、日々の歯みがき習慣と定期検診が大切です。
　町の歯周病検診を受診できるのは５年に１度です。対象となる人にはすでに受診券を個別送付して
おりますので、ぜひこの機会を逃さず受診してください。

令和４年度　町歯周病検診

対象者 ３０，３５，４０，４５，５０，５５，６０，６５，７０歳（年度末年齢）

場所 郡内の指定歯科医療機関

期間 令和５年２月２８日（火）まで

検診内容 問診、口腔内検査、検診結果の判定、歯科保健指導

自己負担額 ５００円

問合せ先 �保健センター　☎ ３４-2３３３
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防災行政無線をメール・アプリ・LINEで受信できます
　「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。
　また令和５年１月からLINEでの配信をはじめます。LINEをメインで受信したい人は登録してください。
◎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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国　保　だ　よ　り

１２月は国民健康保険制度の適用適正化月間
国保資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

◎国民健康保険の届出を忘れずに
●国民健康保険に加入の必要がある人
　国民健康保険は、７４歳までの人で社会保険（健康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者および
その被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない人
は、国民健康保険に加入する必要があります。資格取得の届出が遅れると、社会保険の資格喪失日まで
さかのぼって課税されますので、早めに手続きをしましょう。
※�手続きの際、退職した人の場合には、健康保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票など）が
必要です。

●社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人
　社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国民健
康保険の資格喪失届が必要です。届出をしないと、国民健康保険税が課税されたままで、社会保険料と
両方納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
※�手続きの際、社会保険に加入した人の場合には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証が必
要です。

◎社会保険の被扶養者になれる場合があります
　同じ世帯に健康保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定がで
きるかどうか、各健康保険組合によって異なる場合がありますので、お勤め先に相談してから手続きを
してください。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３５-５３６８

町内医療機関年末年始診療について

医療機関名
１２月 １月

所在地 ･
電話番号

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日
火 水 木 金 土 日 月 火 水

大久保医院 ○ ○ × × × × × × ○ 黒野 ３２-１５１０
おおのクリニック ○ ○ △ × × × × × ○ 南方 ３５-００５５

国枝医院 △ ○ △ × × × × × ○ 黒野 ３２-００２３
クリニックラポール △ ○ △ × × × × × ○ 大野 ３２-００３３

小森眼科 ○ △ × × × × × × × 中之元 ３４-３５３５
小森内科クリニック ○ ○ ○ × × × × × ○ 黒野 ３４-１０００
たかはし耳鼻咽喉科 ○ ○ △ △ × × × × ○ 中之元 ３２-１１１５
たしろクリニック ○ ○ × × × × × × ○ 下磯 ３６-１１６８

ゆり形成内科整形おおの ○ ○ × ★ × × ★ × ○ 大野 ３５-７７２２
若原整形外科 ○ ○ △ × × × × × ○ 黒野 ３４-３３２２

※諸事情により変更する場合あり。� ○＝全日診療　△＝午前中診療　★＝午後診療（午後３時～５時）　×＝全日休診

問合せ先 �保健センター　☎ ３４-2３３３



12 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

1２

４
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

サンセイ調剤薬局揖斐病院前店 ２２－５９８０

１１
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
コスモス薬局揖斐店 ２１－３２５５

１８
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
たんぽぽ薬局揖斐店 ２１－５０２１

２５
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

1２

２９
いけだ整形外科
リウマチクリニック 池田町八幡 ４５－３３４４

コスモス薬局揖斐店 ２１－３２５５

３０
今村医院 池田町池野 ４５－２１３３

こころ調剤薬局 ２１－１１８９

３１
新生病院 池田町本郷 ４５－３１６１

ピノキオ薬局池田店 ４５－０２３３

※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
お確かめのうえ、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。

保健師による

健康伝言板
慢性腎臓病（ＣＫＤ）を
知っていますか？

　慢性腎臓病（ＣＫＤ）とは、「腎障害」か「腎機能低下」のいずれか、または両方が一定期間以上続く病
気のことです。現在、日本のＣＫＤ患者は約１３３０万人、成人の約８人に１人が罹患しており、新たな国
民病とも言われています。ＣＫＤの怖いところは、病気の初期には自覚症状がほとんどないことです。放置
したままにしていると腎機能が低下して腎不全になり、透析治療が必要になることもあります。透析治療は
腎臓を治す治療ではありませんので、１度開始すると生涯続けていかなければなりません。ＣＫＤについて
正しく知り、予防改善に取り組んでいきましょう。

◎ＣＫＤの発症と進行
　ＣＫＤの多くが、メタボリックシンドロームに起因していると言われ
ています。特定健康診査の結果に基づいて判定されるメタボリックシン
ドロームですが、今年度、皆さんは特定健康診査を受診されていますか？�
メタボリックシンドロームの人は特に注意が必要です。

◎腎臓の状態を確認してみましょう！
　健康診断では、次の検査項目等によってＣＫＤの診断が行われます。ご自身の検査結果を見てみてくださ
い。基準値の範囲外の検査項目はありませんか？

●尿たんぱく

�基準値（−）�
※�結果が尿たんぱく陽
性（＋）の人は要注
意！病院で精密検査
を受けましょう。

●血清クレアチニン（値）

�基準値�
�男性：１. ００ｍｇ /ｄｌ以下�
�女性：０. ７０ｍｇ /ｄｌ以下�
血液中の数値が高いと、クレアチニンが
正常に排出されていないため、腎臓の働
きが低下していることが分かります。

●ｅＧＦＲ
（推算糸球体ろ過量）

�基準値�
�６０ｍｌ /分 /１. ７３㎡以上�
糸球体がどれくらいの老廃物をろ
過できるかを示す数値です。

◎ＣＫＤを予防しましょう

� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４-2３３３

定期的な健康診断が大切！

食生活
※動物性脂肪を控え、
食物繊維を積極的に！

禁煙

適度な運動
規則正しい生活を

飲酒は適量を
※週に２日は休肝日を！
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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カ月分

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カ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カ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２カ月
◇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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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。

１０月中に届け出のあった人（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 林　　琥
こ は く

珀 純司・優奈 黒野 林　　美
み つ き

月 祐太・由佳

黒野 林　　響
き ょ う た

大 裕輔・かをり 大野 宮原　美
み あ ん

愛 正弥・亜美

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 小森サワ子 90 松山 後藤　照子 89

黒野 山田 つ子 98 公郷 野村　俊彦 93

黒野 國枝富美子 99 公郷 山川　文子 91

野 松久　賢一 94 加納 八木　義隆 84

桜大門 西部　敏夫 84 下磯 石原東亞雄 77

稲富 林　　周一 86 下座倉 田代　春彦 84

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
11月３０日（水） 国民健康保険税（７期）

12月２６日（月） 固定資産税（３期）
国民健康保険税（８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
１月１５日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、1月22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

【小皿１皿分（５０ｇ程度）の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
３７�kcal ０.４�g ０.１�g １２�mg ０.４�g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

野菜をおいしくお漬物で
　大根が美味しい季節になりました。今月は、大根を丸ご
と１本使った手作りの「福神漬」を紹介します。
　市販の漬物等は塩分が多いですが、手作りなので、塩分
を減らす工夫ができます。しょうがや酢を使って素材の味
を活かし、あっさりとした仕上がりの一品です。小皿に盛り、
箸休めやおつまみにどうぞ。

【作り方】
①大根は２〜３㎜の厚さでいちょう切りにし、塩をふり混
ぜ、１時間おく。
②①をふきんに包んで、固くしぼる。
③鍋に、Ⓐ内を入れて、沸騰したら②の大根を入れる。か
き混ぜながら、ふたをしないで５分煮る。
④大根を引き上げ、残りの煮汁を煮詰める。
⑤④の大根を鍋に戻して、からめる。

●福神漬

※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 領家 宇佐美龍一
妻 領家 小澤葵弥音

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（１１月１日現在）
人　口 … ２２,０９６（−２５）
男 … １０,８７５（−１８）
女 … １１,２２１（−　７）
世帯数 … ８, １６３（−　８）
出生７人／死亡２４人／転入４２人／転出５０人

大野フェスタ＆
おおの木育フェア２０２２

（木育ワークショップ）

 です。

今月の表紙

【材料（１回分）】
大根（皮を除いて）
　…………………… １キロ
塩…………… 大さじ２/３
　　土しょうが…… ２０ｇ

　（直径４㎝程度）
　　めんつゆ…… １００㏄
Ⓐ　酢…………… １００㏄
　　砂糖………… １２０ｇ
　　塩ふきしいたけ
　　　……………… ２０ｇ


