
※�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。

文化・歴史を感じながら
国登録有形文化財「旧北岡田家住宅」

今月の主な内容
▶２ 町長あいさつ・議長あいさつ

▶４ まちの話題

▶８ まちのお知らせ

▶２２ Information�くらしの情報

▶３０ 社協だより
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快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの



町長あいさつ

　新年あけましておめでとうございます。謹んで新
年のご挨拶を申し上げます。
　昨年も新型コロナウイルスが世界中で猛威を振る
い、我が国、岐阜県においても緊急事態宣言が出さ
れ、社会経済活動全般にわたり大きな影響を及ぼし
ました。町民の皆さまには、感染拡大防止と社会経
済活動の両立のため、様々な面において、ご理解と
ご協力を頂いておりますことに深く感謝申し上げま
す。
　そのような中、新たな変異株「オミクロン株」の
感染者が県内でも確認され、第６波も想定しなけれ
ばならなくなりました。現在、本町の新型コロナウ
イルスワクチン接種の状況につきましては、町医師
会、町歯科医師会をはじめ多くの関係者のご尽力の
もと、約９割の方が２回目までの接種を終え、３回
目の接種に向けての準備を進めています。引き続き、
コロナ禍終息へ向けて一つ一つ課題解決し、皆さま
に安心して暮らしていただけるよう全力で取り組ん
でまいります。
　また、感染症対策と並行して、新型コロナウイル
ス感染症の拡大を受け、売上げが減少した小売店等
を支援するため「大野町地域活性化割引クーポン券」
発行事業を始め「大野町中小企業等コロナ対策支援

事業」を行っており、今後も感染状況を見据えたう
えで、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図り、
様々な施策を進めていきます。
　大野神戸インターチェンジ周辺では、令和５年
１０月に開院予定されている「西濃厚生病院」に続
き、新たにイビデン株式会社が進出することが決ま
りました。これを機に、地域経済の活性化や地元雇
用の促進が図られ、本町にとって大きな経済効果が
期待されます。
　その他、国の２０５０年脱炭素化宣言により、令
和３年１２月に「ゼロカーボンシティ」を宣言しま
した。脱炭素化を目指し、豊かな自然環境の維持と
経済が調和し、快適に住むことができる環境を次世
代に引き継ぎ、今後とも町の将来像である「快適で　
笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」を実現する
ため、町民の皆さまをはじめ、事業者の方々の、よ
り一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
　本年も皆様のご健康とご多幸を謹んでお祈り申し
上げ、新年のご挨拶といたします。

令和４年１月　大野町長　宇佐美　晃三
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～「家庭の日」を通して深めよう家族の絆～
　県では、毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく温かい
家庭づくりを推進しています。この運動を一層推進するため、新
しい年の出発に当たる１月を「家庭の日」普及実践強調月間として、
県民総ぐるみで運動を展開し、普及実践を図っています。

〈強調月間の目標〉
「自立した青少年を育む開かれた家庭づくり」
「青少年と築く、開かれた地域づくり」
・家族そろって食事をし、団らんのひとときをもちましょう。
・家族みんなで力を合わせて仕事や作業をしましょう。
・家族みんなで地域の行事や活動に参加しましょう。

　町青少年育成町民会議では、「家庭の日」の普及実践を進めるた
め、小中学生の皆さんに対して図画・ポスター・作文及び心のふ
れあい標語を募集し、優れた作品に賞を授与したり、展示会を開
いたり、作品集にして各小中学校に配布したりしています。
　家族や学校の友達、地域の人々とのふれあいの中で生まれた感
動的な作品の数々をじっくり味わってください。

議長あいさつ

　新年　あけましておめでとうございます。
　令和４年の新春を健やかに迎えられましたことを
心からお慶び申し上げます。また、本町の町政運営
ならびに議会活動に対しまして皆さまの温かいご支
援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　振り返りますと昨年は、新型コロナウイルスに振
り回された一年でした。
　当町においても昨年５月より全庁体制でワクチン
接種に臨み、その結果もあってか感染状況は改善し
ました。しかしながら感染症による様々な制約は、
経済はもとより私たちの日々の暮らしの中に影響し
続けています。
　こうした厳しい状況下ではありますが、大野神戸
インターチェンジ周辺まちづくり整備事業では、イ
ビデン株式会社の進出が決まり、令和７年の稼動を
目指しています。
　また、西濃厚生病院は令和５年に開院を、福井県
境の冠山トンネルは令和５年に開通を、更に東海環
状自動車道は令和８年に全線の開通を予定してお

り、大野町や揖斐郡を取り巻く環境は大きく変動し
ていきます。
　こうした社会環境の変化を踏まえ、まちづくりを
推進する「総合計画」の大きな見直しが必要であり、
策定準備を急がなければと考えているところであり
ます。
　私たち町議会も、町長と共にコロナ対策、更には
アフターコロナ施策を含めて、町の活性化のために
具現化していくことが「私達に与えられた命題」と
受け止め、この激動の社会にあって「舵」を間違え
ないように「町民の幸せと、安全、安心を確保する」
ために、議会議員一同全力投球してまいりますので、
よろしくお願い申し上げます。
　結びに、町民の皆さまにとって、本年が実り多き
年でありますとともに、健康で幸せに満ちた１年と
なりますよう心からお祈り申し上げ、私の新年のご
あいさつとさせていただきます。

令和４年１月　大野町議会議長　宇野　等

１月は「家庭の日」普及実践強調月間です

「私の帰る場所」
大野中学校１年　遠藤蒼

そう

友
すけ

さん

開催場所：総合町民センター ふれあいギャラリー
開催期間：令和４年１月５日～３０日
出展内容：県出品特選作品４２点
同時出展：「心のふれあい標語」優秀作品１８点
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ベ ストを尽くします！
東海大会出場激励会を開催！

　１１月８日、空手道とサッカーで県予選を勝ち抜き東海大会
に出場する選手の激励会が役場で開催されました。選手の皆さ
んは「昨年はコロナの関係で出場できなかったが、今年は全国
大会をめざしてがんばりたい」「今回が最後の出場となるので、
昨年の経験を活かしてがんばりたい」等、各々の強い意気込み
を述べました。町長は「ぜひとも上の大会を目指し、これから
もスポーツを続けてください」と激励しました。出場選手は次
のとおりです。（敬称略）
〇第４３回東海高等学校空手道選手権大会
　岐阜工業高等専門学校　２年生　原田聡一（個人形、団体形、団体組手）
　加納高等学校　　　　　２年生　若原颯舞（個人形）
〇ＪＦＡ第２６回全日本Ｕ -１５女子サッカー選手権大会東海大会
　大野中学校　　　　　　３年生　岩崎朱里

町 特産の柿　収穫体験
北小学校３年生

　１１月１０日、町かき振興会と揖斐農林事務所、いび川農協
の協力を得て１年を通して柿づくりについて学んでいる北小学
校３年生児童２６人が、柿の試食と収穫を体験しました。振興
会の川瀨利明さんから西村早生、早秋柿、太秋柿の特徴や柿作
りなどの説明を受け、児童らは「柿の種類によって、味や食感
が違うことが分かった」「どのような柿が甘いか教えてもらえ
て良かった」など感想を話し、町特産の柿への理解を深めまし
た。今後は、干し柿作りを体験する予定です。

テ クノパーク大野へ企業立地協定締結
株式会社ＫＵＢＯＸＴ

　１１月１８日、役場にて株式会社ＫＵＢＯＸＴ代表取締役社
長久保満さんと町長が岐阜県商工労働部次長森島勝博さん立会
いのもと、大野町への進出にあたり、企業立地協定式を行いま
した。
　株式会社ＫＵＢＯＸＴは、トラックによる運送業から始まり、
顧客のニーズに対応すべく、機械器具設置据付、倉庫管理、建
設工事、電気工事など、業務の幅を広げてきました。メーカー
と直接契約し、オールインワンサービスを提供することで業績
を伸ばされています。
　久保社長は「企業理念を大事にし、社員を一から育て、次に繋げる会社をつくるとともに、地域に寄り添
い連携しながら企業を発展させていきたい」と語り、町長は「テクノパーク大野への進出を喜ぶとともに、
中日本エリアでの営業活動と物流拠点の増強を図っていただき、地域に根差した企業として末永く操業し、
更なる雇用の拡大等に繋げてほしい」と述べました。

▲（左から）若原さん、原田さん、岩崎さん

▲選果について説明を受ける北小３年生児童

▲協定書を掲げる久保社長（中央）と森島次長（右）

ま ち の 話 題
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さ よなら北こども園　～長い間、ありがとう～
園舎解体を控え、お別れイベント

　１１月２１日、解体前のお別れイベントとして旧北こども園の園舎の一部を一般公開しました。
昭和４９年に開園し、令和２年３月の閉園まで、４６年間多くの子どもたちを送り出し、まもなく
築５０年を迎える園舎は、老朽化が著しく、今年度中に解体する工事が行われることが決まりました。
　卒園生など多くの方々が来園され、懐かしい園舎で記念撮影をしたり、保育士の先生方や仲間と
古いアルバムを見ながら思い出を語ったり、園舎に思い出のメッセージを残すなど、素敵な時間を
過ごしていました。園舎の形はなくなりますが、皆さんの心の中に残り、解体した園舎は資源とし
て生き続けていきます。

▲壁に自由にメッセージを書く卒園生▲思い出を振り返る卒園生ら

▲園舎を背景に来場者約２００人と記念撮影
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大 野町における交通の変遷をたどる～郷土の先人展～
文化財保護協会

　１１月２７日～１２月５日の９日間、総合町民セン
ター展示室において大野町文化財保護協会主催の郷土
の先人展『大野町における交通の変遷をたどる』が開
催されました。
　今回の先人展では、古代から現代までの道や交通に
着目したパネル展示（４６枚）が行われました。保護
協会会長の長沼利治さんは「コロナ禍で活動が制約さ
れる中、やっとの思いで開催することができた。先人
たちが残した生きた証を残して次の世代に残していき
たい」と語りました。展示期間中は、展示内容を紹介
した図録が来場者に配布された他、小中学生にも分か
り易く解説された図録も配布されました。

▲文化財保護協会の関係者ら ▲交通の変遷の説明を受ける来場者

▲小・中学生用に分かり易く解説された図録（右）

大 正時代の建築様式や意匠を保つ建造物
旧岡田酒店舗兼主屋

　１１月２１日～２３日の３日間、相羽にある国登録有形文化財「旧北岡田家住宅」の秋の特別公開に合わ
せ、国登録有形文化財「旧岡田酒店店舗兼主屋」（個人所有）が公開されました。
　旧岡田酒店店舗兼主屋は、旧北岡田家住宅の西隣にある大正６年建築の木造２階建てで、建築された当時
から大きな改修がされておらず、当時の建築様式や意匠が良好に保存されている貴重な建造物です。２１日
には、１００人以上の来場者があり旧北岡田家住宅の庭園の美しい紅葉を眺めたり、文化・歴史の秋を楽し
んでいました。

▲茶室へ続く廊下▲荷物を２階へ積み上げしていた土間の吹き抜け

ま ち の 話 題
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新 たに４つの「大野の太鼓判」が誕生
第９回「大野の太鼓判」認定証授与式

　１１月３０日、「大野の太鼓判」として新たに認
定された４つの商品を開発した事業者に認定証が
授与されました。町長は「特徴ある商品を熱意や
情熱をもって開発していただいた。今後も商品の
ブラッシュアップを含め、新たな商品開発のため、
後押ししていきたい」と話しました。「大野の太鼓
判」に認定された商品について、町を代表する特
産品として情報発信や販売促進に努めてまいりま
す。

▲認定書を掲げる
（上段左から）
株式会社ヌベール　代表取締役社長　岩間洋一さん
株式会社ミスベティー　代表取締役社長　白川三郎さん
株式会社柏鳥堂　　鳥本直幸さん
ＬＥＡＴＨＡＣＴ　代表　杉山淳一さん
（下段）
大野の太鼓判認定委員会　委員長　岩田弘敏さん（左）

商 品 名：おおの野菜の
　　　　　ワッフル生地（トマト）
事 業 者：株式会社ミスベティー
商品紹介：
町産のトマトを使用したワッフル

商 品 名：射美の酒粕葛アイス
事 業 者：株式会社柏鳥堂
商品紹介：
町内に酒蔵を構える杉原酒造の射
美の酒粕を使用したプレーン、い
ちご、小豆の３種類の葛アイス

商 品 名：大野フィナンシェ
　　　　　ほまれｄｅおおの
事 業 者：株式会社ヌベール
商品紹介：
町内に酒蔵を構える杉原酒造の酒
粕をブレンドしたフィナンシェ

商 品 名：革の薔薇アクセサリー
事 業 者：LEATHACT（レザクト）
商品紹介：
町特産品の薔薇をモチーフにした
アクセサリー

災 害時における施設開放に関する協定締結
株式会社ナックス・黒野東区

　１１月２９日、役場において株式会社ナックスと黒
野東区との間で町長立会いのもと「災害時における施
設開放に関する協定」締結式を行いました。事業所の
責任者中川雄太さんは「近年、全国的に災害が多発す
るなどしており、災害発生を想定し、区民の方々に施
設を開放し、一時避難所として活用していただければ」
と話し、黒野東区区長馬渕義治さんは「安全な避難所
を提供していただけるので、大変心強く思う。今後は
避難所を活用させていただき、避難訓練を実施し防災
意識を高めていきたい」と語っていました。

▲協定書を掲げる中川社長（中）、馬渕区長（右）
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長寿のお祝い
小里幸男さん（黒野）

大正１５年１１月５日生まれ

稲見彰さん（松山）
大正１５年１１月１２日生まれ

弥吉芙美子さん（桜大門）
大正１５年１１月１７日生まれ

鈴村勲さん（公郷）
大正１５年１１月１０日生まれ

飯沼
あい

子さん（下磯）
大正１５年１１月１２日生まれ

汲田たきゑさん（稲富）
大正１５年１１月２５日生まれ

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

　１１月４～５日、道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見で体験
型イベント「ネイパル Thanks Day」が開催され、参加者は手作り体験
や音楽コンサートなどを楽しみました。
　体験コーナーでは、常呂産のタマネギの皮を利用した手作りランタ
ンコーナーやバルーンアート、ジャグリングなどに挑戦。子どもたち
は趣向を凝らしたさまざまな催しに熱中していました。

ネイパル Thanks Day
― さまざまな体験に子どもたちはワクワク ―

ところ通信
Vol. 263

北見市

田邊すてさん（瀬古）
大正１０年１１月８日生まれ

野村了一さん（公郷）
大正１５年１１月１０日生まれ

避 難所等周知ステッカーを“郵便ポスト”に
日本郵便との包括連携協定事業

　１２月１日から町と日本郵便は、令和３年５月に締結した包括連携協定の一環として、災害時における住
民の避難誘導対策として、町内３５か所の郵便ポストへステッカーを添付しました。ステッカーには、郵便
ポストの最寄りの避難所や避難場所を記載し「洪水」、「土石流」、「崖崩れ・地すべり」、「大規模な火事」の
４項目の災害に対応した避難所等であるかが記載されています。
　また、ステッカーに記載のＱＲコードをスマートフォンで読み取るとグーグルマップ上に対象の避難所等
が表示される仕様となっています。
　町内の郵便局や最寄りの郵便ポストへお立ち寄りの際には、災害時の避難先のご確認をお願いします。

▲役場前のステッカーが添付された郵便ポスト ▲避難所等を記したステッカー

１００歳
おめでとうございます
これからも健やかに
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大　野　町　長　選　挙
大野町議会議員補欠選挙

投票日　２月１３日（日）
投票時間　午前７時～午後８時

　大野町長の任期満了による選挙が２月８日に告示され、１３日が投票日と決まりました。あわせて、議員の
欠員に伴う大野町議会議員補欠選挙（定数１名）も行われます。
　今回の選挙は、これからの大野町の将来を託す大切な選挙であり、もっとも身近で、自分たちの暮らしにか
かわる選挙です。
　明日の大野町を託す候補者を、われわれ一人ひとりが真剣に考えましょう。

 有権者 
◆投票できる人

（年 齢要件）平成１６年２月１４日以前の出生者で選
挙人名簿に登録されている方（１８歳以上）

（住 所要件）令和３年１１月７日以前から引き続き大野
町に住民登録し、選挙人名簿に登録されている方

　 ※ なお、令和４年１月２０日以後に町内転居された
方は、旧住所地の投票所で投票していただくこと
になります。

◆投票所入場券の交付
　有権者は選挙人名簿に登録され、それぞれの属す
る投票区の投票所への入場券が交付されます。選挙
権のある方で投票日が近くなっても入場券が届かな
いことがありましたら、町選挙管理委員会事務局に
おたずねください。

 期日前投票・不在者投票 
　２月１３日の投票日に、仕事等の「やむを得ない
事情等」で投票所へ行けない方は、期日前投票がで
きます。また、投票するときは１８歳未満であるが、
投票日（２月１３日）までの間に１８歳になる人で、
投票日に「やむを得ない事情等」で投票所に行けな
い方は、不在者投票ができます。どちらも告示の日
の翌日（２月９日）から投票日の前日（２月１２日）
までの午前８時３０分から午後８時までに、入場券
を持参して役場までお越しください。
◆郵便による不在者投票
　自宅にいる重度の身体障がい者の方は、投票日に
投票所へ行くことも、期日前投票所へ出向いて投票
することもできません。このような人のために、自宅、
その他現に居る場所で郵便により投票ができる制度

（郵便による不在者投票制度）があります。
　郵便によるこの投票制度の対象者は、身体障害者
手帳または、戦傷病者手帳等の交付を受けている人

で、手帳に記載の障がいの程度が一定以上の重い人
及び介護保険の被保険者証で要介護５である人です。
　この制度で投票しようとする人は
① あらかじめ、町の選挙管理委員会に申請して郵便

投票証明書（有効期間は７年）の交付を受けます。
② 選挙の際には、投票日４日前までに郵便投票の請

求書に、郵便投票証明書を添えて投票用紙を請求
することになります。

 投票所 
　各投票所は、次のとおりです。入場券に指定され
た投票所をよく確かめ、投票にお出かけください。

投票区 投票所 所在地
第１投票区 大野町第一公民館 黒　野

第２投票区 豊木地区農業構造改善センター
（第２公民館） 桜大門

第３投票区 富秋地区農業構造改善センター
（第３公民館） 稲　富

第４投票区 西郡地区農村集落多目的施設
（第４公民館） 松　山

第５投票区 鴬地区農村集落多目的施設
（第５公民館） 公　郷

第６投票区 川合地区農村集落多目的施設
（第６公民館） 加　納

 開票 
　日時　２月１３日（日）　午後９時から
　場所　総合町民センター　大ホール

 立候補予定者説明会 
　日時　１月２０日（木）　午前９時３０分から
　場所　役場　大会議室

問合せ先

町選挙管理委員会事務局（総務課）　☎ ３４－１１１１
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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！

　新しい１年が始まりました。ピヨピクラブでは、各クラスを対象にカ
レンダー作りを行いました。令和４年のカレンダーに子どもの手形・足
形を押したり、かわいい子どもの写真を貼り付けたりして、オリジナル
のカレンダーを作ることができました。お母さんからは、家に飾って楽
しい１年になりそうですと嬉しい声を聞くことができました。今年も、
いろいろな活動を通して、親子のふれあいを深めていきたいと思ってい
ます。

※�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ご確認ください。

▲ふたば①クラス

◎１月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス…１８日（火）、２５日（火）
　　　　　みつばクラス… １３日（木）、２０日（木）
　　　　　よつばクラス…１４日（金）
誕生会…１７日（月）
栄養相談（栄養士による）…２８日（金）
休館日   １日（土）～５（水）、１１日（火）、１２日（水）、１９日（水）、

２６日（水）

ピヨピヨ
クラブ

※�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。

▲カレンダー制作の様子
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団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分

募集戸数 若干数（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料
２ＤＫ　43,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）
３ＤＫ　52,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３か月分

その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベーター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１か月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000 円以上 487,000 円以下の人（所得の
上昇が見込まれる人を含む）

・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

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

 申込・問合せ先  建設課　☎ 34-1111　※�詳しい内容は役場HPをご覧ください。

町営住宅入居者募集 礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！



◆◆◆ おおのファミリー・サポート・センターからのお知らせ。～あなたの子育て応援します～◆◆◆

　地域の子ども・子育て支援事業 おおのファミリー・サポート・センター が、子育てはうすぱすてる内に開
設されました。

　令和４年１月６日（木）からサポート活動が始まります　

　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つくる会員制の組織です。
　地域みんなで、子育てを安心してできるような環境づくりを目指しています。

　こんな時に利用できます

～預かり～
●乳幼児を連れて出かけにくいとき
●兄弟姉妹の授業参観や、通院のとき
● 保護者の病気、通院、冠婚葬祭等の用ができたとき
●リフレッシュしたいとき

～送迎～
● 認定こども園・小学校・放課後児童クラブなど
● 送迎後に、引き続きお預かりすることも可能です

活動時間・利用料金について
活動日 活動時間 利用料金（児童１人につき）

平日（月～金） 午前７時～午後９時 ７００円（１時間）
土・日・祝日及び１２／２９～１／３ 午前７時～午後９時 ８００円（１時間）

　利用・提供会員の募集を行っています…  

◎期間　利用会員　随時募集中　　◉ 事前の登録が必要です。
　　　　提供会員　随時募集中　　◉ 登録料・入会金・年会費は、かかりません。　

子育てサポートの利用・お手伝いをしたい方は、センターに電話等でご連絡ください。
※センターにて登録手続きを行います。事前にぱすてるまで、電話予約してください。

　提供会員養成講座を開催しました

　１１月１７日と２４日、提供会員養成講座を大野町福祉センターにて開催しました。
　子どもを安全に安心して預かるために、救急救命講習をはじめとする子どもの発達や生活など様々な講座を
約２０名の提供会員の皆さんに受講していただきました。

受講した提供会員の声・・・

（お手伝いできる人）（お願いしたい人）

活動の流れ

ファミサポアドバイザー

利用会員 提供会員

❶会員登録 ❶会員登録

❺お手伝い

❻利 用 料

❷サポートの申し込み ❸サポートの依頼

❹事前打ち合わせ

大野町に住民登録を
している生後６ヵ月
から小学６年生まで
のお子さんの保護者

大野町または近郊に居住
している心身共に健康で
援助活動に熱意と理解が
ある満20歳以上の方

問合せ先  おおのファミリー・サポート・センター
� 道の駅「パレットピアおおの」併設�子育てはうす�ぱすてる内　☎ ３４-１０１０

▲救急救命講習の様子

▲簡単手作り講座の様子

講座の様子・・・

子どもでも大人と
同じように丁寧に接することが

大切だと学んだ。
子どもの言動を認め、
自主性を育てること
が大切ということが

分かった。

中身の濃い内容で、
勉強になった。
何度学んでも良い
と思った。
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【令和４年度放課後クラブのご案内】
　放課後クラブは、学校下校後及び長期休暇中に保護者等が家庭に居ない小学生の児童を対象に、保護
者等に代わって保育を行い、児童の健全育成を図ることを目的として開設・運営しています。申請は次
のとおりです。

【申請受付期間】
令和４年２月１日（火） ～令和４年２月２８日（月）
午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日
を除く）
※１ 　夏休みのみの利用申請は５月２日（月）～

５月３１日（火）までを予定しています。
※２ 　書類の記入漏れや不備がある場合は受理で

きません。受付期間中は、定員に達しても書
類不備等ない限り全員書類を受理し、その後
入所の判定をします。

【募集人員】
　大野：６０名　　北：３５名　　西 ：３５名
　中　：５０名　　南：４５名　　東 ：６０名

【対 象児童】小学校１年生から６年生の児童で、保
護者等が昼間（午前８時３０分～午後５時）に
居宅外において毎月１５日以上の日数を勤務し
ている場合

【開設日・時間】
① 平日の小学校の授業のある日　下校時から午後

６時３０分

② 夏休み等期間　午前８時から午後６時３０分
（夏休みのみ　午前７時４５分から午後６時３０分）
③ 土曜日（５人以上での開設）※開設時間は②と

同様。
【必 要書類】必要書類については、教育委員会 学校

教育課 窓口（役場３Ｆ）で配付します。なお、
町ホームページからもダウンロードが可能です。

①放課後クラブ入所申請書（様式第１号）
② 放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇

用・パート）
※ 同一世帯及び同一生計をしている６５歳以下の

方で、働かれている方は全員この書類が必要と
なります。

【利 用料】世帯全員の前年度分の町民税が 課税か 
非課税かによって判定します。

　〈課税の場合〉
 月額６, ０００円（８月は月額１０, ０００円）
　〈非課税の場合〉
 月額３, ０００円（８月は月額　５, ０００円）

 問合せ先  学校教育課　☎ ３４－１１１１

教育委員会のページ教育委員会のページ

マイナンバーカード交付の休日窓口の開設（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　令和４年１月９日（日）・１月２３日（日）　午前８時３０分から正午、午後１時から４時３０分
◎場　　　所　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。

  住民課　☎ ３４－１１１１問合せ先
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つくろうマイナンバカード！
確定申告会場での待ち時間を利用して申請のご案内ができます

　マイナンバーカードは、プラスチック製のＩＣ
チップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、
性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真
等が表示されます。本人確認のための身分証明書
として利用できるほか、電子証明書を利用した確
定申告（ｅ−Ｔａｘ）等のサービスにもご利用い
ただけます。

　申請方法は、申請書のＱＲコードをご自身のスマー
トフォンで読み取り、画面にしたがって必要事項を入
力のうえ、顔写真を添付して送信することでも可能で
すが、住民課の窓口では、専用のタブレットを使って
その場で顔写真を撮影し、申請の手続きを職員と一緒
に行う申請サポートを行っています。約２０分程度で、
無料で申請ができますので、運転免許証等身分証明が
できるものと「マイナンバーカード交付申請書」を持っ
てご本人がお越しください。

◎実施場所　役場１階住民課マイナンバーカード交付窓口
　　　　　　 （２階大会議室確定申告会場にて申請を希望される際は会場内の職員へお声かけくださ

い）
◎持 ち 物　・運転免許証等身分証明ができるもの
　　　　　　・「通知カード」と一緒に届けられた「個人番号カード交付申請書」
　　　　　　　（申請書がない場合は再交付させていただきます）
◎注意事項　・ 手続きには、ご本人がお越しください。１５歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、

その法定代理人が同行してください。
　　　　　　・ 専用タブレットのカメラの性能上、通常の写真よりも画質が劣りますので、あらか

じめご了承ください。
　　　　　　・ 撮影した写真をお渡しすることはできません。写真は申請後、消去いたします。
　　　　　　・ 申請後、約３週間程度でマイナンバーカードができた旨の通知が届きますので、申

請者本人が受取りにお越しください。
　　　　　　・ 何らかの理由でマイナンバーカードの申請が不備になってしまった場合は、再度お

越しいただいて申請する必要があります。
  住民課　☎ ３４－１１１１問合せ先
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　所得税の確定申告は、毎年１月１日から１２月３１日までの間に生じた全ての所得の金額と、
それに対する所得税及び復興特別所得税の額を精算し、期限までに申告・納税する手続きです。
また、確定申告の内容は来年度の町県民税等を決定するためにも必要となります。
　今年度は下記の日程・会場で行いますので、各自で（１）「所得税の確定申告が必要な方」も
しくは（２）「町県民税申告が必要な方」に当てはまるかを確認し、期間中に申告していただき
ますようお願いします。

◎申告書受付の日程と会場

月　日 会　場 対 象 地 域 受付時間

２月１６日（水）

大野町役場
２階
大会議室

稲富・古川・寺内・上秋・豊木団地・稲畑

午前９時～
午後４時

２月１７日（木） 牛洞・松山・瀬古・中之元・中之元団地

２月１８日（金）
宝来・島部・公郷・うぐいす苑・八木・天神・
南領家・北領家・大衣斐・小衣斐

２月２１日（月）
定松・鹿野・五之里・南方・郡家・上磯・下磯・
本庄・本庄西・下座倉

２月２２日（火） 黒野北区・黒野西区・黒野南区・黒野中区

２月２４日（木）
黒野東区・六里・相羽・みどりニュータウン・
相羽苑・下方・麻生

２月２５日（金） 野・西方・桜大門

２月２８日（月） 大野・古城北

３月１日（火）～
３月１５日（火）
　（土・日を除く）

地域指定無し

◎申告会場での感染防止対策及び注意点について
・整理券による受付方式　会場入口で整理券を配付させていただきます。
・ 検温の実施　入場の際は、役場正面玄関のサーモグラフィでの検温を各自行っていただき、３７. ５

度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
・ マスクの着用・手指消毒　ご来場の際は、マスク等を必ず着用していただき、入口等で手指のアルコー

ル消毒をご利用ください。
・少人数での来場　来場する際は、できる限り少人数でお越しください。
・ 申告会場入場時の氏名等の記入　会場入場時、来場された方の氏名・住所・連絡先等を記入してい

ただきます。
・ 事前の準備　申告会場の滞在時間短縮のため、「収支内訳書（一般・農業・不動産）」や「医療費控

除の明細書」は事前に作成し、お越しください。

所得税の確定申告・町県民税申告は期限内に
 【申告受付期間】　２月１６日（水）から３月１５日（火）まで〈土・日及び祝日を除く〉
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・ 事業所得（営業・農業）、不動産所得、譲渡所得（土地・建物・株式等の売却）、雑所得、一時
所得などがある方で、令和３年中の所得金額の合計額が、所得控除（基礎控除、扶養控除、社
会保険料控除など）の合計額より多い方

・給与収入が２, ０００万円を超える方
・ 給与を１カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が２０万円を

超える方
・ 給与を２カ所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与収入と、給与所

得や退職所得以外の所得金額の合計額が２０万円を超える方
・社会保険料控除や医療費控除など各種控除を受けようとする方、年末調整を受けていない方

公的年金等を受給している方へ
　公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外
の所得金額が２０万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要です。
　ただし、源泉徴収されている所得税の還付を受ける方は確定申告が必要になります。
　また、確定申告が不要な方でも、公的年金以外の所得（２０万円以下）がある場合や年金の
源泉徴収票に記載されていない控除（医療費控除・生命保険料控除・扶養控除など）を来年度
の町県民税に適用するためには町県民税申告が必要になります。

◆ お 願 い ◆
※ 事業所得（営業・農業）や不動産所得のある方は、収支内訳書を事前に作成したうえでご来場

ください。
※ また、医療費控除を受ける方は、事前に医療機関毎の金額を集計のうえ、ご来場ください。事

前の作成・集計がされていない場合は、会場において申告の順番が後になることがあります。

譲渡所得（土地・建物・株式等の売却）のある方や、初めて住宅ローン控除を受ける方、
新たに事業を始めた方、事業に伴う経費の算定が不明の方、雑損控除を受ける方、
亡くなられた方の申告をされる方、消費税・贈与税・青色申告の方は
「大垣市情報工房」で申告を受け付けております。（大野町役場では受付しておりません。）

【会　場】　大垣市情報工房５階（大垣市小野４丁目３５番地１０）
　　　　　※昨年までの申告会場（大垣市民会館）から変更しています。
【期　間】　２月１６日（水）～３月１５日（火）（土・日及び祝日を除く）午前９時～午後５時
　　　　　※混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　　　　　※期間中は、大垣税務署内では申告相談を行いません。
　　　　　※大垣市情報工房への電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
〇 入場整理券は、申告会場５階での当日配付、又は、ＬＩＮＥアプリを使ったオンラインでの事

前発行の二通りで配付します。なお、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いする
ことがあります。

 問合せ先  大垣税務署　☎ ０５８４－７８－４１０１（自動音声案内にしたがって「２」を選択）

（１）所得税の確定申告が必要な方
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　令和４年１月１日現在、大野町に居住されている方で、次に該当する方
・ 事業所得（営業・農業）、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得など等がある方で、所得

税の確定申告をする必要がない方
・給与所得者で、給与以外の所得がある方
・給与所得者や年金所得者で、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方
・令和３年中の所得について、所得・課税証明書等が必要な方
・収入が遺族・障害年金、雇用（失業）保険など非課税所得のみの方　など
※ 未申告の場合は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の軽減措置が受けられないこ

とがあります。

◎申告に必要なもの
全ての方に共通するもの
□  個人番号確認書類（マイナンバーカード又は個人番号通知カード（写）もしくはマイナンバーが記

載された住民票（写））
□  通帳等（申告者本人名義の預貯金口座番号が確認できるもの）
□  税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき等（送付されている場合のみ）
□  運転免許証等本人確認ができる書類（マイナンバーカードをお持ちでない方のみ）
　※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族の本人確認書類が必要です。
□  利用者識別番号　※既に利用者識別番号をお持ちの方は申告会場で番号確認ができます。

その他申告に必要な主な書類
□  令和３年分の源泉徴収票（給与所得者、年金受給者）
□  収支内訳書（事業所得（営業や農業）、不動産所得のある方）、その他収入がわかるもの
□  社会保険料控除を受ける方は、各種社会保険料控除証明書（国民健康保険税、国民年金保険料）ま

たは各領収書
□  生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書（一般・個人年金・介護）、

地震保険料控除証明書
□  障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書
□  医療費控除を受ける方は、令和３年中に支払った医療費控除の明細書
　 なお、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を受ける方は、自己の健康保持増進のた

め一定の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。
□  寄附金控除を受ける方は、寄附金の領収書または証明書

　町の申告会場で確定申告をされる方は、利用者識別番号が必要です。
　令和３年分の申告から、税務署に提出する書類の電子データ化に伴い、利用者識別番号が必要
となりました。
　町の申告会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告相談の他に１０分から２０
分程度時間を要しますので、利用者識別番号の事前取得にご協力ください。

ｗｅｂ（パソコン、スマートフォン）でも簡単に「利用者識別番号」を取得できます。
国税庁ＨＰ利用者識別番号取得ページはこちらから→

（２）町県民税（住民税）申告が必要な方
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【◎公的年金を受給されている方を対象とした確定申告説明会】
※事前に相談日時の予約をお願いします。（大垣税務署個人課税部門☎ ０５８４-７８-４１０４（直通）へ）

月　　日 開　設　時　間 会　　場

１月２５日（火）～
１月２８日（金）

午前９時～午後５時
大垣税務署
（大垣市丸の内２丁目３０番地）

【◎住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）等に関する説明会】
※事前に相談日時の予約をお願いします。（大垣税務署個人課税部門☎ ０５８４-７８-４１０４（直通）へ）

月　　日 開　設　時　間 会　　　場 対　象　者

２月１０日（木）
２月１４日（月）
２月１５日（火）

午前９時～午後５時
大垣市情報工房５階
（大垣市小野４丁目
３５番地１０）

一定の要件に当てはまる住
宅を取得又は増改築し、令
和３年中に住居の用に供し
た方

申告に
必要なもの

土地・家屋の登記事項証明書、契約書等の取得金額のわかる書類の写し、住宅
取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住宅の取得に係る補助金額や贈与
を受けた金額が分かる書類、給与所得等の源泉徴収票、申告者名義の振込口座
が分かる書類、マイナンバーカード等
（認定長期優良住宅等を取得された方は加えて、長期優良住宅建築等計画の認定
通知書等の写し、及び住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書等）

※住宅取得資金にかかる贈与税の申告書の添付書類については、大垣税務署へお問い合わせください。
※ 医療費控除を受けたい方や、年末調整で控除もれがある場合は、その控除を受けるための書類も併

せて必要です。

【◎税理士による無料税務相談所】

月　　日 開　設　時　間 会　　場

２月１６日（水）～
２月２２日（火）

〈土・日を除く〉

午前９時３０分～正午
午後１時～午後４時

イオンタウン大垣イースト棟２階
コミュニティホール
（大垣市三塚町丹瀬４６３番地１）

※無料税務相談所での申告相談を希望される方には、当日、入場整理券が配付されます。
※ 相談対象者は、小規模事業者、給与所得者及び年金受給者ですが、申告される内容、混雑状況によっ

ては、ご相談に応じることができない場合もあります。
※イオンタウン大垣への電話によるお問い合わせはご遠慮ください。

 問合せ先  ●所得税、消費税、贈与税に関すること　大垣税務署　☎ ０５８４－７８－４１０１
 ●町・県民税（住民税）に関すること　　税務課 　　　　　☎ ３４－１１１１
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大垣税務署からのお知らせ
◎確定申告書の作成は、「確定申告書作成コーナー」が便利です！
　申告受付会場は、大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
　自宅での確定申告書作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。
　マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用し
て、e-Tax で申告書を提出できます。
　なお、事前に税務署でＩＤ・パスワード方式の手続を行っていただければ、マイナンバーカードとＩＣ
カードリーダライタ等をお持ちでない方でも、e-Tax をご利用できます。また、印刷して郵送等で税務署
に提出することもできます。

①国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」へアクセス
②申告書を作成　画面の案内に従って金額など入力するだけで申告書を作成できます。
③申告書を提出
　　▽ e-Tax で送信　e-Tax で送信するためには、事前に準備が必要です。

⇒▽マイナンバーカード方式
　 　マイナンバーカードとＩＣカードリーダーライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンが

あれば、e-Tax で送信できます。
⇒▽ＩＤ・パスワード方式
　 　税務署で申告者本人が顔写真付きの本人確認書類を持参し、ＩＤとパスワードを取得すれば、

e-Tax で送信できます。

　　▽印刷して提出　郵送などで、税務署に提出します。
　　※申告期間中であれば役場税務課窓口に提出することができます。

スマートフォンでも確定申告書が作成できます。
　令和３年分の確定申告からは、スマホのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情
報などを自動で入力できるほか、スマホ専用画面の対象範囲も拡大しており、スマホ申告が便利になります。
　また、パソコンを利用する方は、マイナンバーカード読取対応のスマホから、パソコン画面に表示され
た２次元バーコードを読み取ることで e-Tax ができます（ＩＣカードリーダライタは不要）。
　令和３年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、より安心・安全な自宅
からの e-Tax をご利用ください。

スマートフォン専用画面はこちらから
　国税庁ＨＰ「確定申告書作成コーナー」ページ 　
 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

プラスチック製容器包装の出し方について
①�プラマーク表示のあるもののみを出してください。
②�リサイクルのため、容器を必ず洗い、汚れを落としてから出してください。
　※値札等シール類は、極力はがしてください。
　※ 肉や魚の脂汚れ等どうしても汚れの落ちない

ものや、お総菜を包んでいるラップ類は、生
ごみ等収集袋に入れてください。

③�個々にプラスチック製容器包装を緑色のかごに
入れてください。

このマークがあるものに限ります→

問合せ先  環境水道課　☎ 34－１１１１

洗って乾かす
トレイの多くが生ものを
のせて使用されています。
洗って出さないと、異臭
を放ってしまいます。

異物を取り除く
トレイにセロハンテープ
やラップなどが付着して
いる場合がありますので、
取り除いてください。
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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（１回限り）

●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）

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

令和４年度（令和４年１０月期支給）から
児童手当制度の一部が変わります！

◆所得上限限度額が設けられます
　現在、児童を養育している方の所得が、下記表①（所得制限限
度額）以上の場合、特例給付（児童１人あたり月額一律５，
０００円）を支給しています。
　令和４年１０月期支給（令和４年６月分以降）より、児童を養
育している方の所得が②（所得上限限度額）以上の場合、児童手
当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに
所得が②（所得上限限度額）を下回った場合、改めて認定請求書
の提出が必要となりますので、ご注意ください。
（※住民税課税決定通知書を受け取った日の翌日から１５日以内
に認定請求書を提出していただく必要があります。）

◆現況届の提出が原則不要となります
　これまで、児童手当等を引き続き受
ける要件（児童の監護状況や生計同一
関係など）を満たしているかを毎年６
月に現況届の提出により確認していま
した。
　令和４年度から児童の養育状況が変
わっていなければ、下記に該当する方
を除き、現況届は原則提出不要となり
ます。
【現況届の提出が引き続き必要な方】
・ 住民基本台帳上で住所地を把握でき

ない法人である未成年後見人
・ 離婚協議中により、同居父母優先の

認定を受けている方
・ 住民基本台帳上の住所地以外の市町

村で受給しているＤＶ避難者
・ 支給要件児童が戸籍及び住民基本台

帳上に記載がない方
・ その他、町から現況届提出の案内が

あった方

 問合せ先  子育て支援課　☎ ３４－１１１１

 〔現行〕　　　　 　〔令和４年６月分以降新設部分〕

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数
（カッコ内は例）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

０人（前年末に児童が生まれてい
ない場合 等） ６２２ ８３３. ３ ８５８ １０７１

１人
（児童１人の場合 等） ６６０ ８７５. ６ ８９６ １１２４

２人（児童１人＋年収１０３万円
以下の配偶者の場合 等） ６９８ ９１７. ８ ９３４ １１６２

３人（児童２人＋年収１０３万円
以下の配偶者の場合 等） ７３６ ９６０ ９７２ １２００

４人（児童３人＋年収１０３万円
以下の配偶者の場合 等） ７７４ １００２ １０１０ １２３８

５人（児童４人＋年収１０３万円
以下の配偶者の場合 等） ８１２ １０４０ １０４８ １２７６
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◆給付額：対象児童１人あたり１００，０００円　※対象児童１人につき１回のみ給付
◆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。

◆公務員の方へのお知らせ
・所属庁から児童手当（本則給付）を受給している公務員の方は、申請が必要となります。
・ 申請方法など詳しくは、町ホームページをご覧ください。（申請様式は、町ホームページよりダウンロード可）
◆その他
・ 本給付は、令和３年９月３０日が基準日となり、９月分児童手当支給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。
・令和３年９月分の特例給付を受給している方は、本給付金の対象外となります。
・ ＤＶ被害により児童とともに避難をしている方で、９月分の児童手当の支給を受けていない方について

は、本給付を受けることができる場合がありますので、お問い合わせください。
 問合せ先  子育て支援課　☎ ３４-１１１１

令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金について

①：令和３年９月分の児童手当（本則給付）の支給対象児童

申請は不要です。　本給付の対象となる方へ、１２月中旬に案内を送付しています。
　　　　　　　　　★�支給対象児童②に該当する児童が同世帯にいる場合、支給対象児童①の本給付金支給

時、一緒に支給します。
　　　　　　　　　　（支給対象児童②の申請は不要です。）
▼支給対象者：令和３年９月分の児童手当（本則給付）の受給者
▼支　給　日：令和３年１２月２４日（金）
　　　　　　　（児童手当振込口座に支給します。ご確認ください。）

②：平成１５年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた児童（高校生等）

申請が必要です。　�平成１５年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた児童のみがいる世帯には、
１２月下旬頃に案内を別途送付しています。

　　＊申請期間：令和４年１月４日（火）から３月１５日（火）まで　※土日祝日は除く
　　　　　　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
　　＊申請先　：子育て支援課（役場１階　③窓口）
　　＊申請方法：窓口または郵送にてご提出ください。※当日消印有効
▼支給対象者：対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
　　　　　　　※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方に限ります。
　　　　　　　　申請後、本給付の対象になるか審査を行います。
▼支　給　日：１月以降、毎月１５日までの受付分を２５日付で支払います。（最終支払日：３月２５日）

③：①以外の児童で、令和４年３月３１日までに生まれた児童（新生児）

申請が必要です。　令和３年９月１日から令和４年３月３１日までに生まれた児童がいる世帯には、案内を
別途送付、または、出生届提出時に案内をします。
　　＊申請期間：令和４年４月１５日（金）まで　※土日祝日は除く
　　　　　　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
　　＊申請先　：子育て支援課（役場１階　③窓口）
　　＊申請方法：窓口または郵送にてご提出ください。※当日消印有効
▼支給対象者：対象児童の児童手当（本則給付）受給者となる（なっている）方
▼支　給　日：１月以降、毎月１５日までの受付分を２５日付で支払います。（最終支払日：４月２５日）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
子育て世帯を支援するため、
臨時特別の給付金が支給されます！

いずれにあてはまるか
ご確認ください。

①：令和３年９月分の
児童手当（本則給付）の

支給対象児童

②：平成１５年４月２日から
平成１８年４月１日生まれの

児童（高校生等）

③：令和３年９月１日から
令和４年３月３１日生まれの

児童（新生児）

①をご覧ください ②をご覧ください ③をご覧ください

　　　　　　　　　　　　 ※下記①内★をご覧ください。

（例）父、母、高校２年生、小学５年生
の家庭で、児童手当（本則給付）９月分
を受給している世帯→高校２年生の児童
の分も一緒に支給します。
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高速バスで通学する学生の定期券等購入の補助をします
　町では、道の駅「パレットピアおおの」と名古屋駅を結ぶ高速バス「にしみの
ライナー」（事業者：名阪近鉄バス（株））を通学に利用する学生の、定期券また
は回数券購入に対する補助を行います。

学生通学定期券等補助金
◎補助対象　　 名阪近鉄バス（株）が販売する、道の駅「パレットピアおおの」から名古屋駅ま

でを乗車できる高速バスの定期券または回数券の購入に係る費用。
　　　　　　　※�補助対象は、定期券については令和４年１月１日以後の利用から、回数券につ

いては令和４年１月１日以後の購入からが対象となります。
◎補助対象者　 通学のために高速バスを利用する方で町内に住所を有し、学校教育法に規定する

高等専門学校、専修学校、大学及び短期大学（大学院を除く）に修学している学
生または学生の保護者。（対象世帯全員に町税等の滞納がないこと）

◎補助内容　　・定期券：１ヶ月あたり５, ０００円を補助。
　　　　　　　・ 回数券：回数券購入費用の３分の１（１００円未満の端数切捨て）を補助。（１ヶ

月あたり上限５千円）
　　　　　　　　※ １ヶ月につき、定期券または回数券のいずれか１つのみ申請することができます。
　　　　　　　　※ 補助期間は、入学年度から学生が修学する各大学等が定める修業年限までとなります。
◎申請方法　　 在学を証明する書類（学生証の写し、在学証明書等）、購入した定期券の写しま

たは回数券を購入したことがわかる書類（領収書、企画券等）を添付し、申請書
を提出してください。（申請時には振込先口座の記載もお願いしています。）

　　　　　　　※ 定期券に、有効区間、有効期間、発売日、利用者氏名（定期券のみ）及び購入金額のう
ちいずれかが記載されていない場合は、領収書または発行証明書を添付してください。

　　　　　　　※ 過去の購入分をまとめて申請する場合は、破棄する前に必ず定期券の写しをとる等、
十分に注意してください。

◎受付時間　　午前８時３０分から午後５時１５分　（土・日・祝日及び年末年始を除く）
　　　　　　　※�令和３年度分の申請手続きについては、令和４年３月３１日までに行ってくだ

さい。
問合せ先  （高速バスについてのお問い合わせ先）名阪近鉄バス（株）乗合バス営業部

 ☎ ０５８４-８１-３３２６（平日午前９時から午後６時　土・日・祝日除く）
　　　　　 （補助事業についてのお問い合わせ先）　政策財政課　☎ ３４-１１１１

防災行政無線（こうほうおおの）の地区別放送について
　防災行政無線のデジタル化への移行に伴い、従来まで該当地区のみに放送されておりました無線放送
について、整備終了までの間、全地区のみの放送となりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いし
ます。

（取扱期間）　令和３年１２月１４日（火）～令和５年３月３１日（金）予定

【放送例】PTA リサイクル活動、公民館まつりなど　※整備期間終了まで全地区放送

 問合せ先  総務課　☎ 34－1111
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揖斐警察からのお知らせ

　警察では、テロ（※）等不法行
為の防止に向けて警戒を強化して
いますが、警察の取組だけでは十
分ではなく、地域の皆様と連携し
た対策が必要です。
　身の回りで、不審者・不審物を
見かけた時はすぐに警察へ１１０
番通報をお願いします。

【不審者・不審物の一例】
○ 見かけない人が、何度も同じ

場所を行き来している
○ 人目を避けるようにカメラや

ビデオで周囲を撮影している
○見慣れない車が繰り返し徘徊
している
○ 誰の物か分からない鞄や袋が

不自然に置いてある
○机や椅子の下に隠すように鞄
が置かれている　　　　など…

　皆様のご協力をよろしくお願い
します。
※テロ（テロリズム）
　 何らかの政治的な目的を達成するた

めに暴力による脅迫を用いること
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、国民の皆様に新し
くできた制度や裁判手続を知って
いただくために、随時テーマを定
めて、裁判所ウェブサイト（https://
www.courts.go.jp/index.html） で
ご案内しております。令和４年１
月のテーマは「そのお悩み、裁判
所の調停で解決しませんか？」で
す。是非ご覧ください。
調停について、詳しくは裁判所ウェ
ブサイト（https://www.courts.go.jp/）
をご覧ください。

民事調停 家事調停

問合せ先  岐阜地方裁判所事務局　
☎ ０５８－２６２－５１２２

※ 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。

柿を栽培されているみなさまへ

地域全体で炭疽病対策に取り組んでいきましょう！
　今年は梅雨入りが早く、８月も雨が多かったことから、柿に炭疽
病という病気が多く発生しています。
　この病気は、果実や、枝についた病原菌が、風雨で飛び散り、果
実や枝に感染することで広がっていきます。またこの病気は菌が芽
や枝に付着したまま越冬するため、感染源をほ場から減らすことが
大切です。
　まずは、蔓延した炭疽病菌
を減らすために、感染した果
実、枝、葉はそのまま放置せ
ず、園外に出し、土に埋める
等適正に処分しましょう。

＊＊＊　この冬の対策　＊＊＊
①次年度の感染源を減らす。
・ 炭疽病の病斑がついた枝（写真）、葉は焼

却（＊１）等、適正に処分しましょう。
・ 感染した果実の残さは園外に持ち出し、

土に埋めるなど適正に処理しましょう。
（＊１）焼却する場合の注意点
・枝、葉は、よく乾燥させてから焼却しましょう。
・焼却物は小山にして少しずつ焼却しましょう。
・�風向きに注意し、近隣の民家に影響がある場
合は中止しましょう。

・消火用の水を用意しましょう。
・�消火するまでは、その場を離れないようにしま
しょう。

・夜間の野外焼却はやめましょう。

②�以下のことを実施し、炭疽病が感染しやすい徒長枝の発生を少な
くしましょう。

・強い剪定をやめる。
・肥料をたくさん施さない。
　以上のことに地域全体で取り組むことで、地域全体の炭疽病菌を
減らすことにつながります。　
問合せ先  大野営農経済センター　☎ ３２－３５００

お知らせ



くらしの情報

23広報おおの 2022.1

催し・講座

揖斐地域（大野町・揖斐川町・池田町）
鳥獣対策まるわかり体験会

　農林水産省の鳥獣被害防止総合対
策交付金のうち鳥獣被害対策基盤支
援事業により鳥獣被害対策に取り組
む意欲のある者を発掘・育成するこ
とを目的とした「鳥獣対策まるわか
り体験会」を実施します。
　「狩猟免許や狩猟に関心がある」、

「地域の鳥獣被害をくい止めたい」、
「困っている農家のため」、「農山村
の環境を守りたい」とお考えの皆様
は、是非この機会にご参加ください。
◎開催日時　２月１２日（土）午前
１０時～午後１時３０分
◎内容　フィールド体験、獣肉加工
施設見学、交流会
◎定員　３０名程度（地域の鳥獣被
害対策に取り組む意欲のある方を中
心に募集いたします。申込者が多数
の場合は地域性等を考慮させていた
だきます。）
◎参加費　無料（ただし、集合前と
解散後の交通費は各自でご負担願い
ます。）
◎応募締め切り　２月４日（金）
◎応募方法及び留意事項　
公益財団法人食品等流通
合 理 化 促 進 機 構 ホ ー ム
ページよりお申し込みく
ださい。
http://www.ofsi.or.jp/choujuu/seminar/
問合せ先

（公財）食品等流通合理化促進機構
☎ ０３-５８０9-２１７６
〒１０１－００３２　東京都千代田
区岩本町３－４－５第１東ビル６階
t.sugimoto@ofsi.or.jp
※ 新型コロナウイルスの感染状況に

よりオンライン開催または予告な
く開催を中止する場合があります。

いび女性ネットワーク講演会

◎講演　「職人はつなぐ 土になる仕事」
◎講師　大西暢

のぶ

夫
お

　氏
　　　　（写真家・映画監督）
◎日時　２月２日（水）午後１時
３０分～３時３０分（受付：午後１
時～）
◎場所　揖斐県事務所（揖斐総合庁
舎５階　大会議室）
◎参加費　無料
主催　いび女性ネットワーク
後援　揖斐郡町村会
問合せ先  揖斐県事務所　☎ ２３－１１１１

（内線 ２０７）

相　談

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小規
模事業者の経営上のあらゆる悩み事
◎相談日　１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
☎ 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　１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　☎ 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　１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　１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　１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



国　保　だ　よ　り
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国民健康保険　医療費のお知らせ
　医療費のお知らせ（医療費通知）は、医療費
の総額等をお知らせすることにより、ご自身の
健康と医療に関する認識を深めていただくほ
か、保険医療機関等から請求された医療費が、
保険税を財源とするため適正に支出されたかを
皆様にも確認していただくことを目的としてお
送りするものです。（本通知を受け取ったこと
による手続きはありません。）
　この通知には、国民健康保険で受診された保
険診療による医療費の総額（１０割）のほか、
受診者名、診療年月、受診した医療機関、患者
負担額等を記載して、世帯主様宛に送付します。
　確定申告時の医療費控除にもご利用できます。
　なお、医療機関等の領収書は捨てずに保管し
てください。

納付済額のお知らせ
　納付済額のお知らせは、前年中の国民健康保
険税・後期高齢者医療保険料を世帯主又は納付
義務者宛てにお送りしています。
　所得税の確定申告・町県民税申告の社会保険
料控除にご利用いただけます。（本通知を受け
取ったことによる手続きはありません。）
　この通知の額は、令和３年中に大野町に収納
された合計金額です。実際に金融機関などに納
付した日との相違により合計金額が異なる場合
があります。
　また、年金からの天引きがある方は、公的年
金源泉徴収票で額を確認し、合計して申告して
ください。申告の際はこの通知のほか、領収証
書、口座振替の通帳などでお確かめください。
　納付済額のお知らせ（国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料）は１月下旬に発送予定です。

医療費通知を利用した
医療費控除の申告について

※ 確定申告への添付に伴う医療費通知の修正方
法、医療費控除に関するお問い合わせは、管
轄の税務署（大垣税務署：０５８４-７８-４１０１）へ
お願いします。

・ 患者負担額が記載されていますが、実際に医
療機関等に支払った額と異なる場合（公費負
担医療や福祉医療費助成を受けている方、療
養費、出産育児一時金、高額療養費がある方
等）は訂正してください。

※ 障がいやひとり親、乳幼児等を理由に福祉医
療費助成を受けている期間は医療費控除の適
用とはなりませんので、ご注意ください。

・ 医療費控除の対象となる診療で、本通知に記
載のないものがあった場合は領収書等でご確
認の上、「医療費控除の明細書」を作成して
ください。（医療機関等からの請求が遅れた
場合等、医療費通知に記載されないことがあ
ります。）

・ 「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し
た場合、医療費の領収書については確定申告
期限等から５年間保存する必要があります。

・医療費通知を再交付することができます。
　交付開始期間（予定）
　令和３年１月から令和３年１０月分
 ：１月４日から
　令和３年１月から令和３年１２月分
 ：２月下旬から
　必要なもの：保険証、身分証明書

 問合せ先  住民課　☎ ３４-１１１１



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

ボクもたまにはがんになる
（三谷�幸喜著，頴川�晋著 /幻冬舎）

　５０代の働き盛りに前立腺がんが発覚。大河ドラマの
執筆も控えていた脚本家が、信頼できる主治医と出会い、
全く不安を感じずに手術を受けた。術後５年、がんのイメー
ジを変えるべく、マジメに明るく、縦横無尽に語り合う。

そらとうみとぐうちゃんと� 小
椎名�誠作，沢野�ひとし絵 /光村図書出版）

　夏をつかまえておこうと動物たちは知恵を出し合い…。
童話「なつのしっぽ」「プラタナスの木」など、国語教科
書で出会った椎名誠による４つの物語を収録。物語の背景
や思いを綴った自著解説や登場人物の手紙等も掲載。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●ここに物語が

（梨木 香歩著 / 新潮社）
●鎌倉殿と執権北条氏の歴史

（福田 智弘監修 / メディアソフト）
●かわいいマスクカバー

（アップルミンツ）
●幻の旗の下に

（堂場 瞬一著 / 集英社）
●ミカエルの鼓動

（柚月 裕子著 / 文藝春秋）

●ちちんぷいぷい� ０～２歳
（谷川 俊太郎ぶん，堀内 誠一え / くもん出版）

●おいしいあまもり� ０～５歳
（はっとり ひろき作・絵 / ニコモ）

●うちにパンダがいるよ� ３～５歳
（唐 亜明作，高畠 純絵 / 偕成社）

●動物愛護ってなに ?� 小中，小上
（浅川 千尋監修 / ＰＨＰ研究所）

●文豪中学生日記� 中
（小手鞠 るい著 / あすなろ書房）

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「北条義時の生きた時代」展
　今年の大河ドラマの主人公である「北条義時」が生まれたのは、
政治の実権が公家から武家へと移り変わろうとしている時代で
す。源平の戦いから承久の乱まで、義時は争いに次ぐ争いの人
生のなかで、ついに覇権を手に入れます。北条義時の生きた時
代をドラマとともに楽しみましょう。

年末年始の休館日
　１２月２９日（水）～１月３日（月）は、図書館を休館とさせ
ていただきます。期間中は返却ボックス（大型絵本・大型紙芝居・
紙芝居・相互貸借本を除く）をご利用ください。

ミックのページ

　図書館に、図書除菌機を新設
しました。紫外線と送風により
３０秒でページ間の除菌・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。
　詳細は図書館カウンターまで。

※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

1 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�
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（★）昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日の間に生まれた男性の方へ
風しん抗体検査・予防接種の無料クーポン券の期限は令和 4 年 3 月 31 日まで！

　風しんは妊娠中（特に妊娠初期の女性）にかかると、生まれてくる赤ちゃん
に白内障、先天性心疾患、難聴などの症状が生じることがあるため、特に妊婦
さんに感染させないようにする必要があります。（★）に該当する方は過去に公
的な予防接種を受ける機会がなかったため、自分が風しんにかかり周囲の人た
ちに広げてしまう恐れがあります。
　（★）に該当する方は無料クーポン券の対象者です。クーポン対象者は無料で風しんの抗体検査
と予防接種（十分な量の抗体がない場合）を受けることができます。クーポン券の有効期限は
令和４年３月３１日までですので、忘れず受診してください。クーポン券を紛失された場合は、
再発行できますので、保健センターにお問い合わせください。
　風しんの抗体検査及び予防接種についての詳しい情報は厚生労働省のホーム
ページをご覧ください。

高齢者インフルエンザ予防接種期間
延長について

　今冬のインフルエンザワクチンの供給は、
例年に比較して遅れる見込みとなっているた
め、定期予防接種の接種期間を延長します。
◎接種期間
　令和４年１月３１日（月）まで
◎接種対象者
　６５歳以上の方（ただし、昭和３１年１２
月２８日以前生まれの方に限る）

子どものインフルエンザ予防接種の
費用助成を行っています

◎対象者　接種日時点で大野町に住民票があ
る生後６ヶ月から中学３年生までのお子さん
◎助成対象となる接種期間　令和３年１０月
１日から令和４年３月３１日
◎助成金額　上限２, ０００円　※１人１回
限り（接種１回分）
◎申請場所　保健センター
その他詳細は、町ホームページをご確認ください。

子どもの麻しん・風しん混合予防接種を忘れていませんか？
　麻しんは高熱や発疹を主症状とする病気で、肺炎や脳炎を合併することがあ
ります。感染力が強く、かかった人の約１, ０００人に１人が死亡するとても重
い病気です。
　風しんは血小板減少性紫斑病や脳炎などを合併することがあり、大人になっ
てからかかると重症になりやすい病気です。

　子どもの麻しん・風しん混合ワクチンは、１期と２期の２回接種します。定期接種の対象年
齢のうちであれば無料で接種できます。忘れずに接種しましょう。

・１期…１歳のあいだ　予診票は１歳の誕生日頃に個別送付しています
・２期…年長のあいだ　予診票は年度当初に個別送付済です

　予診票を紛失した場合は、母子健康手帳で接種歴を確認のうえ再発行ができますので、保健
センターにご連絡ください。

保健師による

健康伝言板 予防接種のお知らせ

問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３
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骨粗しょう症予防セミナーのご案内

　骨粗しょう症は、骨量が減って骨が弱くなり骨折しやすくなる病気です。
　背中や腰が曲がったり、骨折して寝たきりになったりする原因にもなります。長くイキイキと生活
できるよう、骨粗しょう症の予防について一緒に考えてみませんか。
　骨粗しょう症予防セミナーを下記のとおり開催しますので、参加ご希望の方は、下記申込先までご
連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止することがあります。

日 時 令和４年１月２８日（金）　午後１時３０分～３時３０分

場 所 大野町総合町民センター　多目的ホール（１階）

講 師 若原整形外科　　若原　和彦　先生

入 場 料 無料

内 容
①骨粗しょう症の予防・治療について
②口腔ケアについて

申込期限 令和４年１月２１日（金）　　※定員４０名まで

申 込 先 保健センター（☎ ３４－２３３３）

★参加される方は、事前に以下の体調チェックを行ってください。
　（すべての□にチェックできない場合は参加いただけません）

□３７. ５度以上の発熱やかぜ症状〈咳・喉の痛み、息苦しさ、だるさ、下痢・嘔吐など〉がない
□マスクを着用している
□２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽性の方やその疑いのある方との接触歴はない

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３
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大野町内医療機関年始診療について

医療機関名
１月

所在地 ･
電話番号

１日 ２日 ３日 ４日
土 日 月 火

大久保医院 × × × 〇 黒野 ３２-１５１０
おおのクリニック × × × 〇 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 × × × 〇 黒野 ３４-１０００
たかはし耳鼻咽喉科 × ◎ × 〇 中之元 ３２-１１１５
たしろクリニック × × × 〇 下磯 ３６-１１６８

ゆり形成内科整形おおの × × ◎ 〇 大野 ３５-７７２２
若原整形外科 × × × 〇 黒野 ３４-３３２２

※諸事情により変更することがあります。
 ○＝全日診療　　△＝午前中診療　　×＝全日休診　　◎＝休日在宅当番医（午前９時～午後３時）

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３



減塩・運動教室のお知らせ

　減塩・運動教室教室を下記のとおり実施します。原則３回で１クールです。ぜひお気軽にお申し
込みください。
※新型コロナウイルス感染症拡大により、中止する場合もありますのでご了承ください。

日　 時
・

内　 容

１回目：１月３１日（月）　午前９時３０分～１１時３０分
ミニ講座「血圧のしくみと生活習慣」・運動実践
２回目：２月９日（水）　午後１時３０分～３時３０分
ミニ講座「減塩のコツと食事の改善ヒント」・運動実践
３回目：２月２１日（月）　午前９時３０分～１１時３０分
まとめ・運動実践

対 象 者
血圧が高めの方、教室に興味のある方

（国保特定健診の結果、７０歳未満で、収縮期血圧が１３５ｍｍＨｇ以上の方には個
別通知しています）

場　 所 保健センター　２階ホール

持 ち 物 筆記用具、運動ができる服装・靴、タオル、水分補給用の飲み物

参 加 費 無料

申 込 先 保健センター（☎ ３４-２３３３）　

申込期限 令和４年１月２４日（月）　※定員２０名まで

★参加される方は、事前に以下の体調チェックを行ってください。
（すべての□にチェックできない場合は参加いただけません）

□３７. ５度以上の発熱やかぜ症状〈咳・喉の痛み、息苦しさ、だるさ、下痢・嘔吐など〉がない
□マスクを着用している
□２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽性の方やその疑いのある方との接触歴はない

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３

家庭で作った汁物の
塩分測定ができます！
（希望者）

月 日
当番医の医療機関名

所在地
電話番号
（０５８５）薬局名

１

１
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

２
たかはし耳鼻咽喉科 大野町中之元 ３２－１１１５

ピノキオ薬局揖斐店 ３４－３８１０

３
ゆり形成内科整形おおの 大野町大野 ３５－７７２２

コスモス薬局揖斐店 ２１－３２５５

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

月 日
当番医の医療機関名

所在地
電話番号
（０５８５）薬局名

１

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

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。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

１月休日在宅当番医のお知らせ

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３
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社会福祉協議会だより

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

「地域福祉懇談会」を開催します

地域の集いの場交流会

　コロナ禍により地域のイベントの中止や住民同士で集まる
機会が減少傾向にあるなか、人と人、住民同士のつながりが
希薄化しやすい状態になっています。
　住民同士の横のつながりを深めることを目的に地区区長代
表、民生委員・児童委員、福祉委員の皆様にご参加いただき、
各地区ごとにおいて「地域福祉懇談会」を開催します。

【懇談会日程】
地区 開催日

第１地区 令和４年１月２０日（木）
第２地区 令和４年１月１８日（火）
第３地区 令和４年１月１４日（金）
第４地区 令和４年１月１３日（木）
第５地区 令和４年１月１１日（火）
第６地区 令和４年１月　７日（金）

【時間】午前１１時００分～正午
【会場】各地区公民館

　７０歳以上のおひとり暮らしの�
お宅へ、新年のご挨拶と同時にお弁当の配達を行います。
　お弁当には夏に町内の小中学生を対象に開催したボラ
ンティアスクールの参加児童による絵手紙作品を添えて
「今年も一年元気でお過ごしください。」との気持ちを込
めて地域の民生委員・児童委員と福祉委員が中心となり
配達します。

　１１月２６日（金）に総合町民センターにて、「地域の集いの場交流会」を開催しました。地域の
集いの場であるサロン１５ヶ所、カフェ５ヶ所、子どもの居場所づくり支援団体１ヶ所の代表者及
びスタッフの方とサロンの立ち上げを検討されている地区２ヶ所の民生委員・児童委員さんや福祉
委員さんが参加されました。
　最初にグループに分かれて自己紹介をしたのち、現
在の活動状況や困りごとなどを話し合い、情報交換を
行うことで交流を図りました。
　また、今後の活動の参考として、社協の事業や講座
の紹介を行いました。
　この交流会で他の地域の集いの場を知るきっかけに
なり、横の繋がりを深めるよい機会となりました。
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ボランティア連絡協議会登録団体紹介
◎名　　称　特定非営利活動法人　里山会
◎代 表 者　理事長　福田勝好
◎設　　立　平成２１年４月２２日
◎所　　属　�西濃環境ネットワーク・ＮＰＯ法

人いび連絡協議会
◎会 員 数　�男性１１名 女性４名 合計１５名
◎全体会議　毎月第４日曜日　午後８時より
　　　　　　（第２公民館）

▲イベント等への参加活動

　木育フェアによる親子の森林散策ガイド、
福祉の広場、アースデ－いび川でのイベン
トに参加。担当ブースの設営や来場者との
対応などを行います。

　山麓の遊歩道１２コースの定期点検・清
掃を行い町へ点検報告。
　点検により遊歩道利用者の安全・事故防
止と健康維持を目的に活動しています。

▲大野町北部山麓の自然環境を守る活動

▲　揖斐川流域クリーン大作戦を実施する活動

　毎年５月下旬に西濃地区を中心とした
２５会場にて同時開催。里山会は大野町会
場（三水川沿岸）を担当。町内の小・中学
生をはじめ各種団体、企業、町民の参加に
より実施。また川の水質測定を行い、全国
集計のため報告を行っている。美化された
川に参加者の手で稚魚の放流を行っていま
す。

▲いび環境塾の活動

　揖斐郡下の小学生・園児を対象とした環
境事業を実施。里山会では、体験農園とし
て休耕田を借り受け、親子でハロウィンか
ぼちゃや、さつまいもなどの苗植え、手入れ、
収穫することで生育サイクルを見届け環境
を学んでいます。

里山会では一緒に楽しく
活動してくれる仲間を
募集しています！！
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町社会福祉協議会事業所紹介
東さくらこども園

子育て支援センター“ すくすく”
　子育て支援センターは、東さくらこども園内に併設されている大野町在住の
未就園児の親子が遊ぶことができる場所です。�親子のふれあいスペースと遊び
の提供、子育て相談、子育て情報、子育て講座、園庭遊びなどを通して、地域
の子育て家庭に対する育児支援を行います。

すくすく教室
　親子体操や、誕生会、
季節の行事（七夕会、
クリスマス会、節分会、
ひな祭り会）をします。

わくわく教室
　０，１，２歳児の年齢
ごとの教室で、歌を
歌ったり体操をしたり
して遊びます。
　ママタイムでは小物
作りなど、毎月お楽し
みの時間もあります。

のびのび教室
　２歳児対象のＡＢＣ
遊びや、０歳からリズ
ムに合わせて楽しめる
ドレミ遊び、栄養士の
先生による栄養相談＆
発育測定もあります。

園庭開放
　親子で自由に遊べる
場所と時間を提供して
います。いつでも遊び
に来てくださいね。

幼保連携型認定こども園　東さくらこども園

子育て支援センター“すくすく”

開館時間：午前９時３０分～午後３時
休館日：土・日・祝日
電話：０５８５-３５-８５３３
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ふれあい・いきいきサロン紹介

～シリーズ連載～　障がいについて理解しよう ⑩知的障害について

「知的障害」について
　発達期に何らかの原因で知的能力が年齢相応に発達していない状態であること、及び、社
会生活への適応に困難がある状態のことをいいます。

こんなことに困っています
●�危険の認知ができずに危ない行動をしてしまう場合、うまく助けを求めることができな
い場合があります。
●�災害時や緊急時など、状況の変化に柔軟に対応できず、パニック行動（ひっくりかえる、
泣きわめく、飛び跳ねるなど）が起きることがあります。

こんな配慮をお願いしいます
◎話しかけるときは、ゆっくり穏やかな口調で声をかけましょう。
◎�内容を理解しているかどうかを確認しながら、その人に応じて、
相手が理解しやすい方法でゆっくりと説明しましょう。
◎�言葉だけでなく、絵や写真などを合わせて提示することで、う
まく伝わることがあります。
◎子ども扱いせずに、その人の年齢に応じた対応をしましょう。
◎支援者が一緒にいても、必ず本人の意思を確認しましょう。

♦東いきいきサロン♦　　
毎月第３月曜日
　午前９時３０分～１１時　
場所：東区公民館
サロン参加費：１００円

　令和２年１０月に新しくオープンした
サロンです。感染予防対策をしながら、
楽しいイベントを取り入れています。
　地域の皆さんが行きたくなるような、
工夫いっぱいのサロンです。お友達を
誘って、是非お出かけください。 開催・問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０
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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。

１１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　綺
あ や み

心 仁・理恵 中之元 杉浦　　結
ゆ い 宏輔・夏希

野 仲井　　詩
う た 悠弥・美穂 公郷 中山　由

ゆ い

惟 和也・京

稲富 児島　立
り つ き

季 健司・実咲 公郷 松浦　禾
か い と

弦 義弘・有香

古川 林　　　蓮
れ ん 盟・あゆみ 大衣斐 河野　蓮

れ ん と

叶 広夢・茜音

上秋 幸正　望
み ら

来 真彦・千笑理 五之里 桑原　梨
り お

緒 利之・麻依

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 多田　繁己 68 公郷 竹中　德人 96

黒野 村木　　毅 90 公郷 飯沼　　悍 88

下方 加納シナオ 92 大衣斐 清水　信行 72

稲富 後藤ふみゑ 82 上磯 中川　榮次 80

牛洞 清水　　京 96 本庄 杉原　英和 81

牛洞 藤田　房満 83 本庄 杉原　 之 89

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

12月27日（月） 固定資産税（３期）
国民健康保険税（８期）

1月31日（月） 町県民税（４期）
国民健康保険税（９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

次回の古紙類等回収について
１月１６日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、1月23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
１３７kcal １０.１g ６.７g ２３mg ０.６g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

野菜をたくさん食べよう

　みんなが大好きなハンバーグ。ヘルシーな鶏ももひき肉
にカルシウム豊富なひじきや食物繊維たっぷりのれんこん
を加えて、まとめました。今が旬の食材「れんこん」の食
感がアクセントになっています。
　噛み応えもぜひ、楽しんでみてください。

【作り方】
①ひじきは軽く洗いぬるま湯で戻し、水けをきる。れんこん
は５㎜角に切り、玉ねぎはみじん切りにする。

②ブロッコリーは小房に分け、茹でる。
③ボウルに鶏ひき肉とⒶ内の調味料を入れてよく練る。粘り
がでたら①のひじき・れんこん・玉ねぎを加えてよく混ぜ、
６等分にし、小判型に丸める。

④フライパンに油を熱し、③のハンバーグを焼く。焼き色が
ついたら裏返し、ふたをして弱火で６分焼く。

⑤フライパンの余分な油をキッチンペーパーでふき、Ⓑ内を
加え、照りがでるまで煮からめる。お皿に照り焼きハンバー
グを盛りつけ、たれをかけ、ブロッコリーを添える。

ごみ収集日について
１月３日（月）の生ごみ等の収集はありません。
次回は４日（火）に収集します。
◎問合せ先／環境生活課　☎�３４-１１１１

●照り焼きれんこんハンバーグ

※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 坂祝町 横幕　高典

♥
夫 桜大門 弥吉　亮祐

妻 本庄 宮川　結以 妻 瑞穂市 入野　恵里

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（１２月１日現在）

人　口 … ２２,３６１（−２１）
男 … １１,００６（−　７）
女 … １１,３５５（−１４）
世帯数 … ８, １３９（＋　５）
出生１１人／死亡２８人／転入３８人／転出４２人

旧北岡田家住宅
秋の特別公開

 です。

今月の表紙

【材料（６人分）】
鶏ももひき肉…… ３００ｇ
れんこん…………… ６０ｇ
芽ひじき…４ｇ（大さじ１弱）
玉ねぎ�６０ｇ（小１/２個）
ブロッコリー…… １２０ｇ
　　酒……… 大さじ１/２
Ⓐ　塩……… 小さじ１/４
　　片栗粉……… 大さじ１
　　酒…………… 大さじ２
Ⓑ　みりん……… 大さじ１
　　しょうゆ� 大さじ２/３
サラダ油………… 小さじ１


