
コロナ禍での門出
～令和４年大野町成人式～

※�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。

今月の主な内容
▶２ 大野町の連結財務４表

▶４ まちの話題

▶８ まちのお知らせ

▶１６ Information�くらしの情報

▶２３ 議会の窓
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大野町の連結財務４表

 連結対象会計・団体等 

　連結財務書類とは、普通会計に加
え、公営事業会計、一部事務組合な
どの関係団体を、「行政サービス実施
主体」というグループとして連結し
た財務書類です。
　町が連結対象とする会計等は右図
のとおりです。

①　貸借対照表（バランスシート）
　「貸借対照表」は、町が住民サービ
スを提供するために保有している財
産（資産）とその資産をどのような
財源（負債・純資産）でまかなって
きたかを総括的に表すものです。ま
た、資産合計額と負債・純資産合計
額が一致し、バランスがとれている
表であることから「バランスシート」
とも呼ばれます。

○次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率）
　町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がど
のような負担割合になるのかを見る比率です。

純 資 産 比 率：７７．４％（純資産合計÷資産合計×１００）
将来世代負担比率：１１．９％（地方債合計÷有形・無形固定資産合計×１００）
� ※地方債合計は特例地方債を除く

　大野町では、社会資本形成のこれまでの世代の負担比率が高く、将来世代の負担比率は低いこと
から、将来世代である子どもたちに負担の低い財産形成が行われていることが分かります。

町民１人当たりのバランスシート
資産：１９５万円　　　負債：４４万円　　　純資産：１５１万円

（令和３年１月１日現在人口　２２，６９５人）

 財務書類４表 

　町民の皆さんに分かりやすく財政状況の情報提供をするため、民間企業会計の手法を取り入
れた「統一的な基準」に基づいた連結財務４表を作成しました。
　財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の
ことで、大野町（普通・公営事業会計）及び一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。
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②　行政コスト計算書
　「行政コスト計算書」は、資産形成
に結びつかない行政サービス（福祉
やゴミの収集など）にかかるコスト
と、受益者負担額等（使用料、手数
料など）をあらわした表です。

○町民１人当たりの行政コスト計算書
　純経常行政コストと経常収益を対
比させることで、どれほど町の一般
財源でまかなっているかが分かりま
す。

③　純資産変動計算書
　「純資産変動計算書」は、貸借対照
表における純資産が１年間でどのよ
うに変動したかを表したものです。
行政コスト計算書から算出された純
行政コストが、当年度の財源（税収等、
国県補助金）によってまかなわれて
いるかどうかを確認できます。
　純資産はこれまでの世代が負担し
てきた部分で、この１年間の増減状
況が分かります。

④　資金収支計算書
　「資金収支計算書」は、１年間の現
金の出入りを「業務活動収支」、「投
資活動収支」及び「財務活動収支」
の３つに分けて表したもので、１年
間の行政活動の収入、支出の実態を
知ることができ、どのような行政活
動に資金を必要とし、その資金をど
のようにまかなったかが分かります。
　また、最後に歳計外（所得税、社
会保険料など）の現金残高を加える
ことで、期末時点での町の現金残高
を知ることができます。

（令和２年度決算）

純経常行政コスト：７４万円
経　常　収　益　：　４万円
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たすきをつないで全力疾走
第３６回町スポーツ少年団団対抗駅伝大会

　１１月２８日、第３６回町スポーツ少年団団対抗駅
伝大会が、感染症対策のため人数を制限し運動公園周
回コースで開催され、選手達が精一杯走りました。大
会には計８団の３１チームが１チーム５人で参加し、
４年生の部は６５０ｍ、５年生の部は８５０ｍ、６年
生の部は１, ０００ｍのコースを１周し、次の選手に
たすきをつなぎ力走しました。
　なお、各部門の優勝チームは次のとおりです。

４年生男子の部　大野南野球スポーツ少年団Ａ
４年生女子の部　大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
５年生男子の部　大野サッカークラブスポーツ少年団
６年生男子の部　大野南野球スポーツ少年団
６年生女子の部　大野ミニバスケットボールスポーツ少年団

グラウンド・ゴルフ大会を開催
おおのスポーツクラブ

　１２月８日、町民東運動場で総合型地域スポーツク
ラブおおのスポーツクラブ主催のグラウンド・ゴルフ
大会が開催されました。新型コロナウイルス感染症対
策のため、検温やマスク着用等会員相互に注意を払い
ながら、日頃の練習の成果を発揮しようと会員１０４
人が参加し、８ラウンド２ホールでホールインワンは
合計３３本を記録しました。雨天順延となり肌寒い一
日でしたが、会員らは和やかにグラウンド・ゴルフを
楽しみました。

力強く健闘を誓う
バレーボール東海ブロック予選会出場激励会

　１２月１４日、名森バレーボールスポーツ少年団所
属で第１９回全国スポーツ少年団バレーボール交流会
県予選を勝ち抜き、東海ブロック予選会に出場する若
原晴翔さん（東小５年）の激励会が、役場で開催され
ました。若原さんは「岐阜県の代表として、普段練習
してきたことを活かしてがんばりたい」と強い意気込
みを述べました。町長は「初めて大きな大会に出場さ
れるということですが、いい経験になりますね。これ
からも、バレーボールや勉強等目標をもって続けてく
ださい」と激励しました。

▲元気よくスタートを切る団員の皆さん

▲軽快なクラブさばきで、ナイスショットが連発しました。

▲ポジションはセッター。「レシーブもがんばる」と話す�
若原さん（左）

ま ち の 話 題
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避難所設営・運営訓練を実施
牛洞地区自主防災組織

　１２月５日、西小学校体育館にて行われた牛洞地区土砂災害防災訓練において、避難所設営・運営訓練が
実施されました。主催である牛洞地区自主防災組織を中心に、「清流の国ぎふ　防災・減災センター」から
清流の国ぎふ女性防災士会 会長の伊藤三枝子氏を講師に迎え、約５０人が参加しました。
　訓練では、区内の班毎にグループ分けを行い、消防団第４分団の手ほどきの下、３種類の訓練を話し合い
ながら順次経験していきました。
　参加者は「防災に対する意識を保つためにも定期的な訓練の実施や、各自での備蓄品の準備の必要性を強
く感じた」と話していました。

農地集積活動に尽力
町農業委員会優良表彰

　１２月６日、令和３年１１月に開催された、（一社）岐
阜県農業会議主催の農業委員会会長会議にて、農地利用の
集積・集約化に尽力した功績が認められ、優良表彰を受賞
した町農業委員会が役場において町長に報告しました。野
地区において、農地利用最適化推進委員の水野さんが担い
手とのマッチングを実現し、水田６ヘクタールが集積され
ました。水野さんは「地域の話し合いを通し、農地所有者
や農業委員会事務局の全員が共通の問題意識を持ったこと
が円滑な手続きに繋がった。日頃から交流していたことが
功を奏した」と語っていました。

厳選された富有柿、その名も「紅富有」
町かき振興会

　１２月１７日、町かき振興会会長加納智さんが役場を訪れ
「紅富有」を町長に手渡しました。袋がけ栽培した富有柿の
中でも重さ３５０ｇ以上、糖度１７度以上、果色７以上といっ
た厳しい条件をクリアしたものを「紅富有」としており、今
年は２３４個のみ選定されて、ふるさと納税の返礼品として
も、人気があります。会長は「これからも大野の柿のブラン
ド力向上に力を注いでいただきたい」と述べました。

▲段ボールベッドの間仕切りの有効性につ
いて説明を受ける様子

▲消防団員のサポートを受けながら段ボー
ルトイレを組み立てる様子

▲見本を参考に間仕切りパーテーションを
組み立てる様子

▲賞状と記念品を掲げる加納準一会長（中央）と�
水野芳晴さん（左）

▲甘さ、色つやがよい「紅富有」を紹介する加納会長（右）
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木育推進に役立てること願って
（株）マルダイ

　このほど、（株）マルダイより１０万円を公立認定こども園に寄附されました。この寄附は、木育推進事
業に役立てることを願って寄附されたもので、西こども園と南こども園に木製のおもちゃを購入しました。
園児たちは、新しいおもちゃに「木」ならではの手触りや匂い、ぬくもりを感じながら目を輝かせ五感を使っ
て夢中になって遊んでいました。

防火防災の誓いを新たに
令和４年消防出初式

　１月９日、新春を飾る恒例の消防出初式が、総合町民センター
にて開催されました。ふれあいホールにて多数の来賓を迎えて
行われた式典では、消防活動に功績のあった４６人に表彰状が
贈られました。また、式典終了後には三水川河畔にて消防団員
による一斉放水が行われ、団員のきびきびとした動作に観客か
ら大きな拍手が贈られました。
被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
岐阜県知事表彰（功労章）
　長沼　史泰　　野村　恵一
岐阜県知事表彰（消防団員優秀家族賞）
　加藤　健一郎　清水　博
大野町長表彰（勤労章）
　田神　聰志　　桐山　真司　　山口　哲平　　羽賀　誠司
　村瀬　徳宏　　内藤　慎路　　大久保　嘉晃　鈴村　竜矢
　山賀　康延　　汲田　将也　　西川　康平　　恩田　一馬
　山村　悠太　　清水　聖也　　長田　大　　　蒲　友貴
岐阜県消防協会長表彰（勤労章）
　今西　哲也
岐阜県消防協会長表彰（功績章）
　堀　彰太　　　藤原　和也　　神原　拓弥　　恩田　秀徳　　松岡　勇佑
揖斐郡消防協会長表彰（功績章）
　堀　博善　　　所　龍一　　　小澤　彰秀　　桑原　拓也
大野町消防団長表彰（功績章）
　小寺　成紀　　蜂矢　大知　　福田　稔　　　玉木　徹朗　　國枝　雅敏　　鈴木　慎吾
　平沢　奨吾　　弥吉　亮佑　　関野　洋利　　汲田　光宏　　伊藤　輝　　　井上　嘉文
　西森　崇紘　　桑原　和也　　赤澤　準也　　中込　大

▲カラフルな木のブロックを積み上げる園児たち ▲おままごとをして遊ぶ園児たち

▲表彰状授与

▲記念撮影（副分団長以上）

ま ち の 話 題
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長寿のお祝い
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　１月７日、常呂漁業協同組合が常呂地方卸売市場で新春恒例の初競りを行
いました。
　競りを前に、高桑組合長から昨年のホタテやサケの水揚げが好調等の報告
と合わせて、漁業者や関係者に日ごろの感謝を伝えました。
　今年の漁の安全と豊漁、商売繫盛を祈願し手締めを終えると、威勢の良い
掛け声で競りが始まり、カキやキンキなどがつぎつぎと競り落とされました。

常呂地方卸売市場　初競り
― 豊漁と商売繁盛を祈願 ―

ところ通信
Vol. 264

北見市

佐々木
さ か え

か さん（公郷）
大正１０年１０月３１日生まれ

松岡成夫さん（松山）
大正１５年１２月１日生まれ

教育委員会のページ教育委員会のページ

◆二十歳の門出を祝う～町成人式～
　１月９日、総合町民センターにて、新型コロナウイルス感
染症が懸念される中、感染症対策をしながら町成人式が開
催されました。
　当日は、色鮮やかな振り袖や紋付きはかま、スーツに身を
つつんだ新成人２３５人（対象者２８４人）が出席し、友人と
の再会を喜び合ったり、記念撮影をしたりと、会場は笑顔で
あふれていました。
　式典では、町長や来賓からお祝いの言葉が贈られ、新成
人代表の早川雄翔さんによる二十歳の決意が披露されるな
ど、なごやかに二十歳の門出を祝いました。
　また、成人式実行委員会１７人によるお楽しみ抽選会も行
われました。

「成年年齢引下げ後の大野町成人式」について
　民法の改正に伴い、４月１日から成年年齢が１８歳
に引き下げられますが、大野町の成人式については、
現行どおり２０歳を対象として実施します。

� 問合せ先 �生涯学習課　☎ ３４－１１１１

▲二十歳の決意を述べられた早川さん

▲成人式実行委員会によるお楽しみ抽選会の
様子
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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。◆◆◆

◆◆◆ 「おおのファミリー・サポート・センター」のサポート活動が始まりました！！◆◆◆

へようこそ！

　１２月のピヨピヨクラブでは、リースやクリスマスツリー、クリンベル作りなどを行いました。
　ピヨピヨクラブの親子を対象に行ったクリスマス会では、手あそびや、サックスの演奏を聞きました。最
後にサンタさんが登場し、サンタさんからのプレゼントをもらって嬉しそうにしている子など、とても楽し
んでいました。
　今後も、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。

　サポート活動を円滑に進めるため、アドバイザーが町内のこども園や小学校、放課後クラブ等２０箇
所の施設を訪問し、お子さんの預かりや送迎をする場所の確認を行いました。
　サポート活動にご興味のある方は、下記まで問い合わせください。
 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
ポートをすることを目的としてつくる会員制の組織です。
　利用会員：生後６か月から小学６年生以下のお子様を持ち、大野町に住民登録している方。
　提供会員：�大野町または近郊にお住まいで、心身ともに健康で援助活動に熱意と理解のある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
　　　　　　受付時間：午前１０時から午後４時
　　　　　　休 館 日：水曜日・祝日の翌日・年末年始（１２/２８～１/４）

◎２月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス…８日（火）、１５日（火）
　　　　　みつばクラス… ３日（木）、１０日（木）
　　　　　よつばクラス…４日（金）
誕生会…２１日（月）
栄養相談（栄養士による）…２５日（金）
休館日   ２日（水）、９日（水）、１４日（月）、１６日（水）、２４日（木）

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。

▲クリスマス会の様子▲制作の様子
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本人確認書類として利用できます
　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ので、住民課窓口において住民票等の証
明書を申請される際、運転免許証やパスポートを持たない方にも
ご活用いただけます。また、転入・転居・婚姻等により券面事項
に変更があった際は、カードと暗証番号記載票を持参していただ
き更新を行います。１５分程度で処理が終わりますのですぐに身
分証明書として利用できます。

　カードの申請後、受け取りがお済みでない方は、お早めに住民課窓口までお越しください。受け取りに
必要な書類は以下のとおりです。
　◦交付通知書（はがき）
　◦通知カード
　◦本人確認書類（運転免許証等１点、または健康保険証と医療受給者証等２点）
　なお、カードの申請後、期限を過ぎても受け取りをされていない方には、案内文書の再送・申請時に登
録された電話番号やメールアドレスへの連絡を行っています。案内の内容をご確認いただき、必要書類を
持って申請者ご本人がお越しください。１５歳未満の方または成年被後見人には、その法定代理人の同行
も必要です。ご不明な点がありましたら、お越しいただく前にお問い合わせください。
　これからカードの申請をされる方は、お持ちの申請書の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申請が可能です。申請後、約 1 か月
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、申請者ご本人がお越しください。平日業務時間内
の来庁が難しい方を対象に休日窓口を開設していますので、希望される方は電話にて事前予約をお願いします。

休日交付窓口の開設（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２月１３日（日）・２月２７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

「マイナンバーカード交付通知書・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。

“普及促進キャンペーン”
　大野町では、下記の期間にマイナンバーカードを
申請し、取得した方を対象として、３, ０００円分
の商品券をお渡しします。ぜひ、この機会を利用し、
マイナンバーカードを取得してください。
※ マイナンバーカードは、申請から作成されるまで

約１か月かかります。対象となる期間内に取得で
きるよう、お早めに申請してください。

◎対象者　下記の①および②に該当する方
① 令和３年５月１日から令和４年３月３１日までの間

に、地方公共団体情報システム機構においてマイナ
ンバーカードの交付申請が新たに受理された方

② 令和４年５月３１日までに大野町でマイナンバー
カードを受け取った方
◎交付額　３, ０００円分の大野町商品券発行事務
組合が発行する商品券
◎交付方法　マイナンバーカードを住民課窓口で受
け取られた際に、直接お渡しします。
※ 事業開始日（１２月１日）より前にマイナンバーカー

ドを受け取られた対象者には、１２月に商品券を発送
しました。

※ キャンペーンの終了間際には、窓口の混雑が予想さ
れますので、「マイナンバーカード交付通知書・電子
証明書 兼 照会書」が届いた方は、お早めにマイナン
バーカードをお受け取りください。

マイナンバーカードについてのお知らせ

 住民課　☎ ３４－１１１１問合せ先
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まちのお知らせ
ご自宅からのｅ－Ｔａｘ申告のご案内

ネットでｅ－Ｔａｘ！パソコン・スマートフォンから簡単いつでも確定申告♪

確定申告

確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの
動画をご案内しています

動画で見る確定申告

確定申告書の作成方法は動画でチェック！

見本 1234567812345678

●●●●●●●●●

マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

※「利用者識別番号」は大野町役場で代理取得を受付しております

①「確定申告等
  作成コーナー」へ

又
は

パソコン又はスマートフォン

② 提出方法を選択

③ 金額などを入力
収入の入力

スマホならカメラで撮影して自動入力

控除の入力
④ 提出

NEW

NEW

対応スマホの確認は
こちらから！

ＩＣカードリーダラ
イタがなくてもＯＫ
２次元バーコードを
対応スマホで撮影

「ID・パスワード方式の届出
完了通知」をお持ちの方

給与所得の源泉徴収票などを入力 医療費やふるさと納税の領収証
などを入力

e-Tax で送信

e-Tax の ID（※利用者識別番号）
とパスワード（暗証番号）を入力

「マイナポータルアプリ
」をインストールし、
マイナンバーカードを
対応スマホで読み取り

住所、氏名等の情報
が表示されます

ID・PW
が目印

令和３年分（令和４年１月以降）からはさらに便利に！
ICカードリーダライタ無しでe-Tax！

パソコンの画面に表示された２次元バーコードをスマホ（マイナンバーカード読
取対応）で読み取れば、マイナンバーカードを使ってｅ-Ｔａｘで送信できます！
※Windows のMicrosoftEdge、GoogleChrome、macOSの Safari、いずれにも対応。

ＩＣカードリーダライタ
がなくてもＯＫ
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～町税等納付の利便性向上のため、金融機関の口座振替による納付を推奨しています～

 口座振替について 
　口座振替とは、指定された預貯金口座から各納期限日に、金融機関が自動的に
振り替えて納付する制度です。

 口座振替のメリット 
・ 口座振替を利用すると、納付のたびに金融機関やコンビニエンスストアに出向く必要がなくなります。
・自動的に納期限日に振替されるため、納め忘れが防止できます。
・一度申し込みを行うと翌年度以降も自動的に継続します。
・預貯金通帳に納付の記録が残りますので、家計管理に役立ちます。

 手続き方法 
　金融機関または役場に備え付けの口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳印（金融機関届出印）を押印
のうえ、口座のある金融機関に提出してください。
※記入方法などご不明な点がありましたら、税務課まで問い合わせください。

 口座振替が可能な町税等 
　・町県民税（普通徴収）　　・固定資産税　　・軽自動車税（種別割）
※ 国民健康保険税や上水道料金、住宅使用料、保育料等、後期高齢者医療保険料、学校給食費も可能です。

詳しくは各担当課に問い合わせください。

 町税等の口座振替ができる金融機関 
・大垣共立銀行　　　　　・十六銀行　　　　　　・いび川農業協同組合
・大垣西濃信用金庫　　　・ゆうちょ銀行　　　　・岐阜信用金庫
・岐阜商工信用組合　　　・西美濃農業協同組合

 その他 
・年度途中からの全期前納の申し込みは、その年度に限り、期別納付になります。
・長期間振替がない場合には、取扱いを解除することがあります。
・還付金が発生した場合、申込口座へお返しします。
・納期限を過ぎたもの（再振替対象分は除く）は振替できません。
・申し込みから振替口座の登録までは、約２ヵ月の期間を要します。
　（令和４年４月から開始するには、令和４年２月中のお手続きが必要です。）
 問合せ先  税務課　☎ ３４－１１１１

口座振替なら「便利・安心・確実」！！

スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力

スマホのカメラ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が自動で入力されます！

スマホ専用画面の対象範囲が拡大 （　　　は令和４年１月から対応されました。）NEW

NEW

NEW NEW

【対象所得】
・給与所得
・雑所得
・一時所得
・特定口座年間取引報告書（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等）
・上場株式等の譲渡損失額（前年繰越分）

【各種控除等】
・すべての所得控除
・政党等寄附金特別控除
・災害減免額
・外国税額控除
・予定納税額
・本年分で差し引く繰越損失額



令和４年度 会計年度任用職員を募集します

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。

（１）実施日時　　２月１６日（水）　午前１１時頃
（２）町が当日実施する訓練は次のとおりです。
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線の
訓練放送

　町内５８か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、全国的に様々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　☎ ３４－１１１１

◎受付期間　２月１日から２月１４日（閉庁日を除く）　午前８時３０分から午後５時１５分
◎応募方法　 町指定様式の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、役場総務課へ提出してください。

資格が必要な職種については資格証の写し等の添付が必要です。
　　　　　　※ 「履歴書」様式は、総務課窓口にて受け取りまたは、大野町ホームページよりダウンロード

してください。
◎選考方法　書類審査及び面接（２月下旬から３月上旬）
◎任用期間　令和４年４月１日から令和５年３月３１日
 ※募集内容等については変更になることがあります。

勤務場所 人数 勤務形態 職種及び資格
役場庁舎
住民課

１名 週５日 (１日７時間） 一般事務補助
（マイナンバーカード交付等事務）

役場庁舎
福祉課

１名 週３日 (１日５時間） 一般事務補助（団体活動支援事務）
１名 月２日 (１日４時間 ) 看護師

役場庁舎
生涯学習課

１名 週５日 (１日７. ７５時間） 社会教育指導員（青少年育成事務）

幼児療育センター
なないろ

数名 週５日 (１日４時間）

幼児療育センター指導員
　下記のいずれかの資格を有する人
・作業療法士
・保育士
・特別支援教諭

町内小中学校

数名

週２～４日 (シフト制 )( １日４～６時間）
　平日：下校時～午後６時３０分
　土曜日・夏休み等
　　　：午前８時～午後６時３０分の間
　　　　（夏休みは午前７時４５分～）

放課後クラブ指導員
　下記のいずれかに該当する人　
・保育士または教員資格を有する人
・児童福祉施設又は教育施設 (小・中学校、
こども園、幼稚園等 )で勤務経験がある人

４名 週５日 (１日７時間）
午前７時４５分～午後３時４５分 用務員

数名 週２～５日（１日２～６. ５時間）
（学校長期休業期間中は休み）

教科等支援員
・教員資格を有する人

問合せ先  総務課　☎ ３４-１１１１
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まちのお知らせ



　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。
※ 「子育て世帯への臨時特別給付金」とは、別事業とな

りますのでお間違えないようご留意ください
●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

　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、支給対象と
なる児童１人につき１００, ０００円の臨時特別
給付金が支給されます。

◆支給対象児童（次の①から③に該当する児童）
① 令和３年９月分の児童手当（本則給付）の支

給対象児童
　※ 令和３年１２月２４日に振込済（一部②に

該当する児童を含む）
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）
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）

◆申請について
　公務員の方や、支給対象児童のうち、②（既
に本給付金を受給した児童を除く）及び③に該
当する児童に係る給付金の受給を希望する場合
は、申請が必要となります。
　申請方法や申請期限等の詳細は、広報おおの
１月号または町ホームページをご確認ください。

 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３年度子育て世帯への
臨時特別給付金についてのお知らせ
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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！



○病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気又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
　大野町在住の方は、大野町・池田町・揖斐川町・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、直接下記の施設で登録・申込みを行ってください。
　※令和４年４月より、神戸町の施設も利用可能となる予定です。

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 ０５８５-４５-３９１６

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 ０５８５-２１-１１１１

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１２２８ 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- ９７ ０５８-２５５-１２２１
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です！）
　　　登録を希望される方は、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（利用施設により異なる場合があります。）
　　　　【健康保険証・福祉医療費受給者証（子ども）・母子手帳・印鑑・処方箋等】
　　　　・登録申請書は、お子様の保育と看護を適切に行うために、大切な役割を果たすものです。
　　　　　予防接種や発達の状況などお子様に関する情報を詳しく記入する内容となっています。
　　　　　※　用紙は、各施設及び市役所又は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。
　　　　　　※　登録は当日でも可能です。（岐阜市・北方町のみ）
　②利用前にＴＥＬをお願いします。
　　 　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。
　　　※　定員は各施設で異なりますが、少人数制ですので利用日前に予約があれば柔軟に対応できます。
　　　　　また、施設によっては当日の予約も可能のため、事前にご確認ください。
　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。

子どもが病気！でも仕事は休めない…
� そんな時は、病児・病後児保育の利用を子育て世帯応援事業
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■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・おやつ代が別途かかる場合があります。）
　ただし、診察料は別途かかります。
　※　生活保護世帯は無料です。

■利用日等
　年末年始と祝日を除く月曜日から土曜日
　平日（月曜日から金曜日）
　　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　　　 （揖斐川町、北方町、岐阜市の施設）
　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～午後１時３０分　　　 （岐阜市：福富医院）
　　午前８時～午後４時　　　　　　 （岐阜市：矢嶋小児科小児循環器クリニック）
　　午前８時～午後４時３０分　　　 （岐阜市：小牧内科クリニック）
　　午前８時～午後５時　　　　　　 （岐阜市：河村病院）
　　午前８時～午後６時　　　　　　 （岐阜市：山田病院）
　　※　池田町：ひまわり、揖斐川町：揖斐厚生病院は、休室です。

■利用定員
　定員はどの施設においても少人数制です。
　必ずご利用する前にご利用になりたい施設に直接ご連絡ください。
　※　施設によっては、ご予約時間が異なりますので事前にご確認ください。

■用意するもの
　・着替え（２～３組）、下着（２～３枚）……発汗時及び汚れたときに着替えます。
　・タオル（３枚）、バスタオル（１枚）、ビニール袋（２～３枚）
　・薬（医師が処方したもの（市販の薬は預かれません））
　・エプロン、おむつ、おしりふき、ほ乳ビン、ミルク……必要なお子様は、お持ちください。
　・好きなおもちゃ、本など
　　※　処方箋・健康保険証・福祉医療費受給者証等をご持参ください。
　　※　持ち物には必ず名前を書いておいてください。
　　※　施設によっては、持ち物が異なりますので事前にご確認ください。

■利用児童の１日

　

　※　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　☎ ３４－１１１１
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　岐阜県では、脱炭素社会の実現に向
けて、再生可能エネルギーの利用促進
に取り組んでいます。令和４年１月
１８日より、県民のみなさまに環境に
やさしい再エネ電気に関心を持ってい
ただくきっかけとして、再エネ電気の
グループ購入「ＥＥ電（いいでん）」キャ
ンペーンを実施します。

　Ｒ２年度に他自治体で実施した例では、年間電気料金が市場価格より平均約
１０, ０００円※おトクになりました。みなさまも
再エネ電気を、この機会におトクに購入して「未
来のために今できること」を始めてみませんか。　
※ Ｒ２年度に他自治体にて実施された事業における参加登

録者の平均電力使用量 ( ４, ９３６ｋＷｈ / 年）で再生
可能エネルギー比率１００% の料金メニューに切り替
えた場合の年間節約金額（東京電力従量電灯Ｂとの比較：
１１, ０９６円）の試算値です。

※ 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。

揖斐警察署からのお知らせ

ニセ電話詐欺多発中
　岐阜県内では依然ニセ電話詐欺
の電話が多発しており、揖斐郡内
においても詐欺グループからの当
たり電話が多発しています。
　当たり電話の特徴として
　　○同じ日
　　○同じ地域
　　○同じ言葉での手続き案内
が挙げられ、詐欺グループの『地域
一帯への集中連絡』や、『連絡時の
マニュアル化』傾向が認められます。
　揖斐警察署では、『県警からの安
心安全メール』や、『町役場への防
災無線協力依頼』等を通じ、地域
の皆さんに情報提供を行っている
ところですが、詐欺グループの話
を信じてしまい、ＡＴＭコーナー
へ行ってしまう方もいる状況です。
　今回当たり電話の具体的な文言
を紹介しますので、同じような言
葉を電話で聞いたり、他人から聞
いた場合は詐欺を疑い、警察や自
分で連絡先の分かっている親族と
相談をしましょう。
【のど手術オレオレ詐欺】
『●●だけど喉を手術することに
なった』

『○○病院ですが、●●さんの手術
が必要です』
※ ２名以上の者が息子、医者等を

騙り連絡。
　 子供の名前等については事前に

把握しており、連絡時から実在
の子供の名前を出してくる。

【役場還付金詐欺】
『○○役場です。介護保険料の還付
金があります』

『先に手続きの封筒を送りました
が、確認されていますか』

『手続きの締め切りが本日までと
なっており、連絡しました』

『本日中の手続きには銀行ＡＴＭ
での手続きが必要になります』

『取引のある銀行担当者から連絡
がありますので、取引銀行を教え
て下さい』
※ 受取手続きがＡＴＭでしか出来

ないことを説明。
　 役場職員、金融機関職員等２名

以上から連絡が入る。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

 再生可能エネルギー由来電気共同購入
 「EE電（いいでん）」キャンペーン参加者募集

お知らせ

※�本キャンペーンは中部電力管内にお住まいの岐阜県民を対象に
実施します。関西・北陸電力管内にお住まいの方は今回のキャ
ンペーン対象ではございません。

◎専用ＷＥＢサイト　https://group-buy.jp/energy/gifu/home
◎記事について　
　岐阜県 環境生活部 環境管理課 温暖化・気候変動対策係
　☎ ０５８－２７２－１１１１（内 ２６９４）
問合せ先  

岐阜県 EE 電事務局（県協定締結事業者：アイチューザー株式会社）  
☎ ０１２０-４５７-２００　受付時間：午前１０時～午後６時（土・日・祝日を除く）
事務局メールアドレス：gifu_energy@group-buy.jp

大野町は本事業広報について岐阜県と協働で実施しております。

参加登録期間
令和４年１月１８日（火）

～

　　　　３月１５日（火）

【ご案内】専用Ｗｅｂサイトにて説明動画を配信します。また、グループ購
入のことがよくわかる資料も併せてご提供します。

検索岐阜県　いいでん



くらしの情報
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指名願いは２月２８日までに�
申請をお願いします。

　町では競争入札参加資格審査申
請書（物品等）の受付を次のとお
り行います。詳しくは町ホーム
ページをご覧ください。
◎有効期間
　令和４・５年度（２年間）
◎受付期間
　２月１日（火）～２８日（月）
◎受付場所　役場２階　総務課
◎受付方法
新規の場合：持参のみ（郵送不可）
更新の場合：持参または郵送
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

中皮腫や肺がん等の石綿による
疾病の補償・救済について

　中皮腫や肺がんなどを発症し、
又は亡くなられた場合、それが労
働者として石綿ばく露作業に従事
したことが原因であると認められ
た場合には、労災保険法や石綿救
済法により各種の保険給付が受け
られます。
　石綿による疾病は、石綿を吸っ
てから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です。
　厚生労働省では、毎年、石綿関
連疾患認定事業場名等を公表して
おり、中皮腫や肺がん等で労災認
定された事業場において過去に就
労され、中皮腫や肺がんなどを発
症し、又は亡くなられた場合、労
災保険給付等の支給対象となる可
能性がありますので、先ずは、お
気軽に岐阜労働局又は最寄りの労
働基準監督署にご相談ください。
　なお、制度のご案内は厚生労働
省ＨＰでもご覧になれます。
問合せ先  岐阜労働局　
☎ ０５８－２４５－８１０５

身体障がい者の方などの�
自動車税（種別割）の�
減免申請窓口が開設

　身体障がい者、戦傷病者、知的
障がい者又は精神障がい者の方の
ために使用する一定の要件を満た
す自動車（軽自動車を除く）の「自
動車税（種別割）減免申請臨時窓
口」が次のとおり開設されますの
でご利用ください。
◎日時　令和４年３月２日（水）、
３月１６日（水）午前９時～午後
３時３０分
◎場所　岐阜県揖斐総合庁舎　４
階　４C 会議室（揖斐郡揖斐川町
上南方１−１）
◎対象者　①新規に申請する方
②現在減免を受けており、自動車
税事務所からの減免案内はがきで

「変更あり」と回答した方
◎臨時窓口・減免制度に関する問
い合わせ先　
・ 岐阜県西濃県税事務所　
　☎（０５８４）７３-１１１１
・岐阜県自動車税事務所　
　☎（０５８）２７９-３７８１
※ 上記以外に、西濃県税事務所、

自動車税事務所及び各県税事務
所では、随時申請受付していま
す。

※ 環境性能割の減免手続きに関し
ては、取得時に自動車税事務所
にて行ってください。

※ 軽自動車税（種別割）の減免に
ついては、別途３月号の広報に
掲載予定。

自動車の名義変更・住所変更・
廃車などの手続きはお早めに

　毎年、年度末の３月は登録窓口
が大変混雑し、長時間お待ちいた
だくことになります。そのため、
早めに手続きされますようお願い
します。
　なお、自動車の登録などに関す
る手続きは、下記にお尋ねくださ
い。
〈申請・届出関係〉
◇ 普通自動車・１２５cc を超える

オートバイ
　 問合せ先  中部運輸局岐阜運輸支

局　☎ ０５０-５５４０-２０５３
◇三輪、四輪の軽自動車
　 問合せ先  軽自動車検査協会岐阜

事務所　☎ ０５０-３８１６-１７７５
◇ １２５cc 以下のオートバイ、ト

ラクター等
　 問合せ先  役場　税務課　
　☎ ３４-１１１１
〈税金関係〉
◇自動車税（種別割・環境性能割）
　 問合せ先  岐阜県自動車税事務所　
　☎ ０５８-２７９-３７８１
◇軽自動車税（環境性能割）
　 問合せ先  軽自動車事務所　
　☎ ０５８-３９４-０２６８
◇軽自動車税（種別割）
　 問合せ先  役場　税務課　
　☎ ３４-１１１１

家畜（牛、馬、めん羊、山羊、豚、
いのしし等）や家きん（鶏、あひる、
うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
鳥、七面鳥）を飼育している皆様へ

　法律により２月１日時点での家
畜を飼育している状況（飼育者の
氏名、住所、飼育場所、種類、頭
羽数など）を県へ報告することが
義務付けられています（ペットを
含む）。報告様式や詳細につきまし
ては岐阜県中央家畜保健衛生所
ホームページに掲載しています。
　なお、ご不明な点がございまし
たら岐阜県中央家畜保健衛生所へ
問い合わせください。
問合せ先  岐阜県中央家畜保健衛生所
☎ ０５８－２０１－０５３０



Information

催し・講座

～町音楽祭～　�
「第２４回　洋楽・邦楽コンサート」

　町音楽協会加盟団体による交流
発表会を開催します。
◎出演団体　さくらんぼ、唱歌を
歌う会、神心流大野支部、スマイ
ル・サクソフォン・アンサンブル、
箏曲太可音会、中村民謡隆音会、
はもり俱楽部、メイプルコーラス、
リボン Z、Vivace（５０音順）
◎日時　２月６日（日）　開演　午
後１時３０分～（開場　午後１時）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　無料
◎主催　町、町教育委員会、町音
楽協会、総合町民センター
※ 新型コロナウイルス感染症の影

響により中止になる場合があり
ます。
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２-１１１１

募　集

公務員合同説明会案内

◎日時
３月５日（土）　午後１時～４時
４月９日（土）　午後１時～４時
◎内容　午後１時から各参加団体よ
り順番に説明を実施します。
終了後、各参加団体ごと分かれて詳
細説明や質疑応答等を実施します。
◎場所　岐阜県大垣市林町５−１８　
光和ビル　４階会議室

（大垣駅北口より徒歩１分）
◎参加団体（予定）　
自衛隊大垣地域事務所
岐阜県庁（説明は３月５日のみ）
西濃教育事務所
警察署
大垣市役所（説明は４月９日のみ）
大垣消防組合
※ 安全面を配慮しながら開催します

が、状況により延期及び内容の変
更をする場合があります。
問合せ先  「自衛隊岐阜地方協力本部　

大垣地域事務所」大垣市林町５−
１８光和ビル２階　☎ ０５８４－７３－１１５０

相　談

里親を知る会（個別相談会）の開催

　岐阜県では、生みの親の事故、病
気や離婚等により家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、児童福祉法に
基づいて、親に代わって養育してい
ただける里親さんを募集しています。
　下記の日程で、個別相談会を開催
しますので、興味のある方は、西濃
子ども相談センターまで予約をお願
いします。
◎日にち　２月５日（土）、３月
１５日（火）
◎時間　午前１０時～午後２時まで

（１世帯３０分程度）
◎場所　西濃子ども相談センター

（大垣市禾森町５丁目１４５８−
１０）
問合せ先  西濃子ども相談センター　

☎ ０５８４－７８－４８３８

毎年２月は、�
「相続登記はお済みですか月間」

相続に関する無料相談

　県司法書士会では、相続登記をは
じめとして、遺言、遺産分割協議な
ど相続に関する相談に応じ、適切な
アドバイスを行います。
◎相談日　２月１日（火）～２８日（月）
◎相談時間　各事務所の執務時間に
よる
◎相談場所　県内のすべての司法書
士事務所
問合せ先  県司法書士会事務局　

☎ ０５８-２４６-１５６８

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　２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
☎ 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　２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　☎ 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　２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

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　２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　２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
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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

まるありがとう
（養老�孟司著，平井�玲子写真 /西日本出版社）

　まるがいなくなって、ほぼ１年になる。ポンと頭を叩
いて、「バカ」というと、少し迷惑そうな顔で薄目を開け
る。それができなくなったのが残念である。養老孟司が
愛猫「まる」の思い出を語る。「まる」の写真も多数収録。

たぬき� 小中，小上，般
（いせ�ひでこ著 /平凡社）

　２０１１年の春、絵描きの家の庭にたぬきの一家が
あらわれた。産み、育てるといういのちの絆の物語は、
やがて別れと旅立ちへ。小さなからだ全身で〈生きる〉
たぬき一家との日々を、スケッチでつづった絵本。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●職場のトリセツ

（黒川 伊保子著 / 時事通信出版局）
●ヤングケアラー

（毎日新聞取材班著 / 毎日新聞出版）
●薔薇色の門�誘惑�

（遠藤 周作著 / 河出書房新社）
●李王家の縁談

（林 真理子著 / 文藝春秋）
●残照の頂��

（湊 かなえ著 / 幻冬舎）

●すてきなテーブル� ３～５歳，小初
（ピーター・レイノルズ絵と文，島津 やよい訳 / 新評論）
●鎌倉バトルロワイヤル� 小中

（楠木 誠一郎著 / 講談社）
●消えゆく動物たちを救え� 小中，小上

（ミリー・マロッタ著，鈴木 素子訳 / 光文社）
●学園ミステリー� 小上
（恩田 陸著，米澤 穂信著，青崎 有吾著 / 汐文社）
●博物館の少女� 中

（富安 陽子著 / 偕成社）

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「にゃんにゃんにゃん♬」展
　２月２２日は猫のなき声の『にゃん』と数字の『２』の語呂
合わせで「猫の日」に制定されています。いろいろな猫の本を
楽しみましょう。

特別展示「RDD２０２２」展
　Rare Disease Day （世界希少・難治性疾患の日、以下 RDD）は、
より良い診断や治療による希少・難治性疾患の患者さんの生活
の質の向上を目指して、スウェーデンで２００８年から始まっ
た活動です。２０２２年のテーマは「声はとどくよ、どこから
も − Finding, Learning, Sharing RARE community」です。

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

2 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� �



新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）について
　２回目の接種日の早い方から順に３回目の接種券を発送しています。接種場所や予約方
法は接種券に同封する案内をご覧ください。
　２回目の接種から８か月以上たっても接種券が届かない場合は、下記コールセンターま
でご連絡ください。

 問合せ先  大野町ワクチン接種コールセンター：☎ ０５７０－０６－５５６７
 　（午前 8 時 30 分から午後 5 時まで　土日祝日を除く）　

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
　今年度より、お子さんのインフルエンザ予防接種費用の助成を開始しています。
　今年度接種分の申請は令和 4年 3月 31日までに行ってください。

〈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
〈必要書類〉
　⑴申請書：保健センター窓口または町ホームページよりダウンロードにて入手可能
　⑵振込先金融機関・口座番号が分かるもの
　⑶領収書（原本）
　⑷接種記録：母子健康手帳、接種済証　等

保健師による

健康伝言板 ～感染症対策～

問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３
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国　保　だ　よ　り

■ ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られた薬（先発医薬品：新薬）の特許期間満了後に、有効成分
が同じで、用法、効能・効果が同等の医薬品として申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された新薬よ
り安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することで自己負担を減らすとともに、医療費節約で医療保険制度の
安定につながります。
　※ジェネリック医薬品を利用するときは、医師や薬剤師にその旨を伝え、説明をよく聞きましょう。

■ お薬手帳を有効に活用しましょう
　お薬手帳は、使用しているお薬の名前や使い方などに関する情報を、過去のアレルギーや副作用の経験の有無と
併せて、経時的に記録するものです。　
　現在ご使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお薬の情報が記録されているので、いつでもお薬に関する情
報を容易に確認することができます。
　診察や調剤を受ける際に、医師や薬剤師にお薬手帳を提示していただくことで、お薬の重複や飲み合わせのチェッ
ク、アレルギー歴や副作用歴の確認などが可能となるので、より安心してお薬を使用していただくことができます。
　また万が一の場合でもお薬手帳を持っていることで、服用中のお薬、かかりつけの病院や薬局が分かるため、持
病等があり薬を服用している方は携帯しておくと安心です。
　お薬手帳を１冊にまとめ、有効活用しましょう。
　マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルサイトにおいて特定健診情報や
薬剤情報、医療費を確認できるようになります。

■ 国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響によって令和３年中の収入が令和２年中より著しく減少した方や就職活動が困
難になった方は、減免などが受けられる場合がありますのでご相談ください。

 問合せ先  住民課　☎ ３４-１１１１

２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

２

６
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

１１
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

１３
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

２０
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

ピノキオ薬局三輪店 ２１－０２２９

２３
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

２７
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
※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
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問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１
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支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

■支給対象と申請の有無

世帯全員の令和３年度
「住民税均等割が非課税」

の世帯

令和３年１月以降の収入が
減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯(家計急変世帯)

申請が必要です

提出期限　発送日から3か月 提出期限　令和４年９月３０日

１世帯あたり10万円■給付金の支給額

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内
受給には手続きが必要です

Ⅰ　令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯

住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！！

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請
した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

■給付金の支給手続き

！

Ⅱ　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、
　　世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯（家計急変世帯）

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯あ
たり10万円）は、住民税均等割非課税世帯や令和３年
１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変
のあった世帯を支援する新たな給付金です。
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。

福祉課から確認書が届きます
（要返送）

※一部申請が必要な場合があります

令和３年12月10日時点で住民登録
のある方に確認書を送付します。

申請時点で住民登録のある市区町村
に申請してください。

【申請書配布先】福祉課
　　　　　　　　町ホームページ

　自宅や職場などに都道府県・市区町村や国（の職員）などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場福祉課や最寄りの警察
署か警察相談専用電話（＃9110）にご連絡ください。※ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）等避難中でも受給できる場合があります。

・対象となる世帯には、福祉課から、給付内容や確認事
項が書かれた確認書が届きます。

・中身を確認して、福祉課に返信してください。
【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに福祉
課の窓口に、直接または郵送でご提出ください。

※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和３年１
月以降の任意の１か月収入 ×12倍）が市町村民税均等割非課税水準以下
であることを指します。（適用される限度額は、市区町村ごとに異なりま
すので、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。）

（一例）住民税非課税となる年間給与収入の目安単身の場合：97万円以下、
母・子 (1人 ) の場合137.8万円以下



◇◆ 議会の窓 ◆◇

 承　　認 

専 決 処 分

承第4号� ��������������������
令和3年度大野町一般会計補正予算（第4号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１万 2 千円を
追加し、予算総額は、８５億3,１２４万 8 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、選挙費雑入
　　歳出では、揖東土地改良区総代選挙費

 可　　決 

予 算 関 係

議第39号����������������������
令和3年度大野町一般会計補正予算（第5号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億1,８４３万 2
千円を追加し、予算総額は、８６億4,９６８万円となりました。
※補正予算の主な内容
　 　歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負

担金、同感染症ワクチン接種医療従事者確保事業補助金
等

　 　歳出では、個人番号カード報奨金、新型コロナウイル
スワクチン接種事業、クーポン券発行事業等

議第4０号����������������������
令和3年度大野町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補正予算（第1号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億３２５万円を
追加し、予算総額は、２７億7,８２５万円となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、土地売払収入
　　歳出では、事業用地費、対価補償

そ　の　他

議第37号����������������������
大野町道路線の廃止について
※ 大野神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業に

伴い、下磯２２号線ほか 4 路線を廃止しました。

議第3８号����������������������
大野町道路線の認定について
※ 大野神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業に

伴い、下磯３７号線ほか 5 路線を認定しました。

議第41号����������������������
財産の取得の変更について
※ インターチェンジ周辺の土地（1,０２６㎡）を、追加で取

得するものです。

 可　　決 

契 約 案 件

議第42号����������������������
大野神戸 IC 周辺開発造成工事の請負契約の締結につ
いて
1 　契約の目的
　　　大野神戸 IC 周辺開発造成工事

2 　契約の方法
　　　条件付一般競争入札
3 　契約金額
　　　1,９４７,０００,０００円
4 　契約の相手方
　　　TSUCHIYA・西濃・山辰特定建設工事共同企業体
　　　代表者　TSUCHIYA ㈱
　　　構成員　西濃建設㈱、㈱山辰組

議会の窓
大野町議会　第 4回　臨時会

　本臨時会は、11月22日の 1日間の会期で開催し、専決処分の承認、その他案件、各会計補正予
算など 6議案を審議し、原案のとおり可決しました。

大野町議会　第 4回　定例会
　本定例会は、12月 7 日から15日までの 9日間の会期で開催し、契約案件、条例改正、各会計補正予算
など 9議案を審議し、原案のとおり可決しました。
　また、14日には 5名の議員が町政に対する一般質問をしました。

議会広報編集委員会
　委 員 長　野村　光宣
　副委員長　ひろせ　一彦
　委　　員　井上　保子
　委　　員　山川　満
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条 例 関 係

議第4５号����������������������
大野町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい
て
※ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、傷病手当
金の支給期間の通算化と出産育児一時金の引上げに係
る所要の規定を整理するため、条例を改正しました。

議第46号����������������������
大野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて
※ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、未就学児
に係る均等割額の減額に係る所要の規定を整理するた
め、条例を改正しました。

議第47号����������������������
大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
について
※ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改
正に伴う所要の規定を整理するため、条例を改正しまし
た。

予 算 関 係

議第4８号����������������������
令和3年度大野町一般会計補正予算（第6号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,９８４万 2 千円
を追加し、予算総額は、８７億4,９５２万 2 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　 　歳入では、障害者自立支援給付費負担金、教育振興費

寄附金等
　 　歳出では、介護給付費・訓練等給付費、県道改良工事

負担金、小学校改修等工事等

議第49号����������������������
令和 3年度大野町国民健康保険事業特別会計�
補正予算（第2号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 億1,１７６万円
8 千円を追加し、予算総額は、２７億6,６２２万 8 千円となり
ました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、普通交付金、一般被保険者延滞金等
　　歳出では、一般被保険者療養給付金、還付金等

議第５０号����������������������
令和3年度大野町一般会計補正予算（第7号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億8,５２３万 3
千円を追加し、予算総額は、８９億3,４７５万 5 千円となりま
した。
※補正予算の主な内容
　 　歳入では、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）

支給事業費補助金、財政調整基金繰入金

　 　歳出では、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）
支給事業

そ　の　他

議第43号����������������������
財産の処分について
1 　売却する財産
　　　土地　１４９,７４５.５２㎡
2 　売却の目的
　　　 大野神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事

業のため
3 　売却の金額
　　　3,５００,０００,０００円
4 　売却の方法
　　　随意契約
5 　売却の相手方
　　　イビデン㈱

議第44号����������������������
大野町総合町民センター及び大野町立図書館の指定管
理者の指定について
1 　指定管理者となる団体
　　　大野町総合町民センター管理運営共同体
　　　代表者　㈱山辰組
　　　構成員　㈱三和サービス
2 　指定の期間
　　　令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月３１日まで

 報 告 等 

議 員 派 遣

　大野町議会会議規則第１２０条第 1 項の規定により、次の
とおり議員を派遣しました。

1 ．令和 3 年度大野町表彰審査委員会
　①目　　的　会議出席のため
　②派 遣 先　大野町大字大野
　③期　　間　令和 3 年 9 月１３日
　④派遣議員　宇野議長
　他１９件

2 ．令和 3 年度年末夜警巡視
　①目　　的　町行事出席のため
　②派 遣 先　大野町内
　③期　　間　令和 3 年１２月２８日
　④派遣議員　宇野議長
　他 1 件
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

一 般 質 問

答弁
（教育長）

　今年度、これまで各協働本部では、公民館活動としてきました書道や創作などの
夏休み子ども教室を、地域学校協働活動に位置づけ、子どもの居場所づくりに取り
組んできました。
　また、地域の専門的知識を持った方による稲作や柿づくりなど、体感して学ぶ、
ふるさと学習にも取り組みました。
　新たに第 5 地区で、学校支援ボランティアの会が立ち上がり、学校を応援・支援

しようと努められています。
　今後は、令和 4 年 3 月の青少年健全育成研修会において、青少年育成に関わる方々を対象に講演会を開
催し、本事業の共通理解を図ってまいります。
　また、様々な分野で活躍し、専門的な知識や技能を持った方々、また、教育活動を応援して頂ける方々
に登録して頂く人材バンク制度を検討してまいります。

答弁
（町長）

　議員ご提案の「固定電話に取り付ける録音装置」や「警告音声を発する装置」の
購入に対する助成については、県内では岐阜市や瑞穂市において実施されておりま
すので、これらの事業についても、引き続き実施する自治体の事業効果を注視して
いきたいと考えております。
　昨今では、急速な電子マネーの普及やインターネットショッピングの主流化によ
り、今後もこうした被害が拡大する恐れがあります。引き続き、当町では、こうし

た背景を踏まえ、電話による特殊詐欺の他にも、新たな方法による特殊詐欺やインターネットを介した詐
欺被害を未然に防ぐため、町の消費生活センターを中心に、警察や金融機関とも連携を強化し、より一層
の啓発活動を推進してまいります。

宇佐美　みやこ�議員

野村　光宣�議員

質問 　地域学校協働活動の推進について
　　　　　　 　今年度より、地域学校協働活動推進員を配置され、成果を上げておられ

ると思います。全国的にも地域学校協働活動が浸透しつつあり、地域の中
の学校としての位置づけが進んでいると思いますが、地域により、状況が
違うように思います。そこで、現在の活動の状況及び、今後、どのように
活動を推進されていくお考えかをお伺いします。

質問 1 　特殊詐欺被害防止対策の推進について
　　　　　　 　特殊詐欺（ニセ電話詐欺）は、警察の摘発等により減少傾向ですが、そ

の手口は年々巧妙化し、後を絶ちません。高齢者の大切な財産を守るため
には、取り締まりに加え、自己防衛も必要です。そのためには、固定電話
に取り付ける録音装置等を取り付けるのが効果的ですが、これらに対する
助成についてどのようにお考えでしょうか。
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答弁
（町長）

　ご要望を頂きました 1 番目の「町の防災備蓄品の生理用品を更新時期に合わせ、
必要な方に配布を」という件につきましては、防災備蓄品の更新時期にあわせて、
必要な方に配布できるよう、教育委員会とも連携して準備を進めてまいります。
　また、 2 番目の「配布の方法」につきましては、ネット申請や郵送などは、現在
のところは考えておりません。
　次に 3 番目の「公共施設や小中学校の女子トイレや保健室で生理用品を無償で提

供すること」につきましては、特に小・中学校においては、防災備蓄品の生理用品で、メーカーの使用推
奨期限を経過したものについては、その有効活用のため、児童・生徒へ臨時的に無償配布し、鞄の中に入
れておき、困った時には使用できるよう教えることを予定しており、あわせて、児童・生徒が学校生活に
おいて必要になった場合の備えとして、保健室に備え付けることで活用したいと考えております。
　次に 4 番目の「女性や子どもの従来の相談機関や身近な学校等においても、生活困窮の視点を踏まえた
相談しやすい体制づくりの充実」につきましては、現在、女性や子どもの生活困窮の相談は、福祉課が中
心となって対応しておりますが、相談者の状況に応じ、関係課や関係機関と連携して対応するなど、柔軟
な対応を実施しております。
　また、相談の際は必要に応じて個室にて応対するなど、相談しやすい環境に配慮しております。今後も、
生活困窮者の相談しやすい環境づくりを進めてまいります。

ひろせ　一彦�議員

質問 1 　コロナ禍における女性の負担軽減について
　　　　　　 　「生理の貧困」を解消するため、町の防災備蓄品の生理用品を更新時期

に合わせ必要な方に配布していただきたい等 4 項目を 5 月３１日に町長に緊
急要望致しましたが、進捗状況と、「町独自の取り組みを進めたい」との
教育長のご発言もありましたが、町としてどのような施策をお考えでしょ
うか。

答弁
（民生部長）

　おむつ定額制サービスは、紙おむつへの記名や持ち物の準備等の保護者の負担軽
減に繋がる利点もありますが、料金は 1 人あたりの月額制となり、紙おむつは年齢
によって使用頻度が異なり、使用が少ない園児に関しても同額の負担が生じること、
また提供される紙おむつやおしり拭きの種類（メーカー）が限られるため、敏感肌
の多い低年齢児が個々にあった物を選べないなどの課題もあります。
　子育て支援策として「おむつ定額制サービス」は保護者にとって負担軽減に繋が

りますが、おむつは使用期間は異なるものの、どの子どもも、必ず使用する物であることから、町内の私
立認定こども園、また家庭において養育されている未就園児などとの公平性を考慮すると、これまでどお
り、保護者の方のご負担で紙おむつの用意をお願いしたいと思います。

質問 2 　手ぶら登園の実施について
　　　　　　 　保育施設に紙おむつ・おしりふきを直接届ける民間のおむつお届け定額

サービスを導入することで手ぶらでの登園が可能です。これによりおむつ
への園児名記入など、保護者の負担軽減は明白で、お互いがふれあう時間
が増えます。また、減少しつつある出生者数の抑止策としてその効果は大
だと思われますが、どのようにお考えでしょうか。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

答弁
（民生部長）

① 　包括的支援事業の一つである「地域ケア会議」は、毎月開催し困難事例や地域
課題等の検討・協議を行っております。

　 　また、生活支援体制整備事業につきましては、生活支援サービス等の体制整備
に向けて、情報共有及び連携強化のため、「大野町支えあいの会」を平成２９年か
ら設置し、認知症施策の推進、地域での支えあい活動の推進、有償・無償ボランティ
アの推進、高齢者の居場所づくりの推進の 4 つの目標を定めて活動しております。

　 　今後も、社会福祉協議会等の関係団体とも連携して、地域福祉等に関する様々な意見を集約し、町民
の方々が大野町に住んでいて良かったと言って頂けるような地域包括ケアシステムを構築してまいります。

答弁
（町長）

② 　当町では、今年度から福祉課に「地域共生推進室」を相談窓口として新たに設
置し、包括的に高齢者・障がい者・子ども・生活困窮者等の相談を受け、関係課
にて情報を共有し、支援についての協議を行っております。

　 　今後、より強固で包括的な支援体制を構築し、「断らない相談支援・参加支援・
地域づくりに向けた支援」を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を実施す
るため、相談窓口である地域共生推進室を中心に、既存の相談支援等の取組を活
かしつつ、民生委員・児童委員や地域の自治会、福祉関係団体等と連携して地域
における問題解決に努め、誰もが参加・協働し、安心して暮らせる「地域共生社会」
の実現に取り組んでまいります。

質問 2 　高齢者支援対策について
　　　　　　① 　包括的支援事業の「地域ケア会議」及び「生活支援体制整備事業」の

取り組み状況をご説明下さい。
　　　　　　② 　今後「地域共生社会の実現」にむけて、大野町に合った仕組みづくり

の構築をどのようにお考えでしょうか。

答弁
（産業建設部長）

　現在、県において都市計画道路大野揖斐川線の整備事業が進められており、今年
度は六里地内の工事が行われております。
　なお、事業完了時期は明確にされていませんが、相羽工区から麻生工区の全線が
繋がった状態で供用開始され、幅員１８ｍ、片側 1 車線で両側に歩道が整備されるこ
とから、本年 1 月には、県道・町道それぞれの道路管理者、教育委員会や学校関係
者等で通学路の動線や安全対策などについて協議を行いました。

　当面の対応策としましては、麻生地区や六里地区の児童について、令和 4 年の春から順次、新たに三水
川に架けられた六里令和橋を含めた通行可能な歩道部分を先行して供用開始し、通学路として活用してい
く予定です。
　今後は、都市計画道路大野揖斐川線の整備や名鉄廃線敷整備の進捗状況などを踏まえ、横断歩道橋を含
め、児童や歩行者等が安全・安心に通行できる空間確保に向け、関係機関と都市計画道路の横断箇所や横
断方法について協議・検討してまいります。

長沼　健治郎�議員

質問 1 　�都市計画道路大野揖斐川線の道路新設に伴う東小学校区通学
路の横断について

　　　　　　 　現在の東小学校区の通学路マップを見ておりますと道路新設に伴い１８ｍ
幅の道路を横断せざるを得ない状況ではないかと思います。幸いにも名鉄
廃線敷が交差しておりますので、旧黒野駅からの廃線敷整備と合わせて横
断歩道橋を設置したらどうかお伺いします。
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答弁
（総務部長）

　当町では、総合計画に基づき、町関係部署にて策定する各種計画におきまして、
地方創生の人口減少を食い止める取組として「おおの創生総合戦略」では、総合計
画と一体的な PDCA サイクルを実施し、毎年度、施策・事業の進捗状況のチェック
や効果検証を行い、次年度の施策や予算案に反映することにより、施策・事業が計
画的に実行されるよう進行管理を行っております。
　また、他に評価方法としましては「パレットピアおおの」の管理運営状況など、

指定管理業務実績を評価する、道の駅指定管理事業評価委員会では、委員を町関係者以外の第三者の方に
お願いをして、事業評価を行っている事例もございます。
　ただし、それぞれの事業評価については、その関連する計画や事業を評価するものであり、町全体にお
いて統一的な見解で評価されるものでは無いのが現状でもあります。
　議員ご提案の、事業評価制度の導入につきましては、現在の当町の規模では難しいとは考えますが、限
られた財源を最大限有効に活用する方策の一つとして、他の自治体の事例も参考にしながら検討してまい
ります。

永井　啓介�議員

質問 　事業評価制度の導入について
　　　　　　 　限られた財源を最大限有効に活用するために、現在進められている事業

について、年度ごとに可能な限り論理性を持ちわかりやすい方法で評価を
行い、それを積極的に公表する必要があります。

　　　　　　 　具体的な改善や見直し等を行うための判断に資する情報を提供するため
に事業評価制度を導入するべきではないでしょうか。

答弁
（民生部長）

　当町におきましては、令和 3 年 3 月に策定した「大野町第 6 期障害者計画・第 6
期障害福祉計画・第 2 期障害児福祉計画」の冊子に、ユニボイスを導入致しました。
　現在、町広報紙については、音訳ボランティアの方による録音版の貸出しが行わ
れておりますが、昨今のデジタル技術の進歩は、障害福祉の分野においても、めざ
ましいものがあり、新しい技術や機器が開発されております。
　今後は、ユニボイスをはじめとする新しい技術の情報を共有しながら、身近なと

ころから何ができるかを模索し、できることから取り入れていくとともに、情報分野に限らず、様々な施
策を通じ、障がいのある方もない方も、高齢者も外国人も含めた町民誰もが、安心して暮らせる優しいユ
ニバーサルデザインのまちづくりに取り組んでまいります。

質問 2 　音声コード（ユニボイス）の普及活用について
　　　　　　 　ユニボイスとは紙面に書かれている内容をデジタル情報に変えた二次元

データコードです。現在第 6 期障害者計画などの冊子にのみ使用されてい
ますが、例えば広報紙など視覚障がい者や高齢者にも利用でき読むものか
ら聞くものに変え、誰にでも優しい実用的な情報のユニバーサルデザイン
のまちづくりを図ったらどうかお伺いします。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

議 会 の う ご き【議会議員が出席した主な行事等】

10 月

11 月

12 月

6 日 岐阜県町村議会議長会定期総会及び町村議長会正副
議長研修会 宇野議長・野村副議長

14 日 西濃用水協議会総会 宇野議長
西濃厚生病院施設整備事業起工式 宇野議長

19 日 例月審査 永井監査委員
25 日 第2回西濃環境整備組合議会定例会 宇野議長

大垣衛生施設組合議会定例会 宇野議長
財務監査 永井監査委員

28 日 第27回根尾川花火大会実行委員会（第2回） 宇野議長・井上民建委員長

2 日 地方自治連絡協議会 宇野議長
5 日 揖斐郡三町議会議員研修会 宇野議長・野村副議長・井上議員・長沼議員・

国枝議員・ひろせ議員・山川議員・宇佐美議員
6 日 大野町功労者表彰式 宇野議長・野村副議長
11 日 第2回青少年育成町民会議運営委員会 ひろせ総文委員長
15 日 議会運営委員会 委員・宇野議長
18 日 揖斐郡町村議会議長会 宇野議長

例月審査 永井監査委員
21 日 旧北こども園お別れイベント 井上議員
22 日 第4回臨時会 全員

総務文教常任委員会 全員
民生建設常任委員会 全員

24 日 令和3年第4回揖斐広域連合議会定例会 宇野議員・ひろせ議員・野村議員・永井議員
25 日 財政援助団体等監査 永井監査委員
25～26 日 揖斐郡町村会・揖斐郡町村議会議長会県外合同視察研修 宇野議長
27 日 令和3年度郷土の先人展 宇野議長
30 日 議会運営委員会 委員・宇野議長

2 日 岐阜県町村議会議長会臨時総会及び第3回評議員会 宇野議長
7 日 第4回定例会（開会） 全員

全員協議会 全員
議会運営委員会 委員・宇野議長

8 日 総務文教常任委員会 全員
民生建設常任委員会 全員

11 日 第3回竹中半兵衛生誕記念祭 宇野議長
12 日 令和3年度ぎふ自衛隊音楽まつり 宇野議長
14 日 第4回定例会（一般質問） 全員

議会運営委員会 委員・宇野議長
15 日 総務文教常任委員会 全員

民生建設常任委員会 全員
第4回定例会（閉会） 全員

17 日 例月審査 永井監査委員
20 日 議会広報編集委員会 委員・宇野議長
28 日 令和3年度年末夜警巡視 宇野議長

略　総文＝総務文教常任委員会　　民建＝民生建設常任委員会
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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。

１２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

公郷 中川　椿
つ ば さ

彩 裕太・祥子 下磯 酒井　陽
は る き

生 直道・紗季

公郷 加藤　絆
ば ん り

人 英行・真衣子 下座倉 平松　実
み く る

來 基・礼子

五之里 山内　陽
は る と

翔 涼平・渚

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 関谷　京子 64 稲富 井深ひさゑ 98

相羽 小原　文雄 84 古川 小森　　昌 94

相羽 長谷川　明 86 牛洞 井川　道子 90

下方 若原八惠子 70 牛洞 北村みね子 92

麻生 林　　輝子 80 公郷 堀口吉五郎 85

麻生 國枝　國枝 91 公郷 鳥本　慶一 63

野 細野　一子 90 小衣斐 吉川　浩平 80

野 中山　ツル 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

1月 31日（月） 町県民税（４期）
国民健康保険税（９期）

2月28日（月） 固定資産税（４期）
国民健康保険税（10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
３月２０日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、３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　☎�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
２６９kcal ４.４g １.２g ３０mg ０.６g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

食物繊維を手軽に
美味しく摂りましょう

　食物繊維は、現代の日本人に不足しがちな栄養素のひと
つです。
　今月は、食物繊維が豊富な五穀米やさつまいもを加えた

「五穀米入りさつまいもご飯」を紹介します。
　ほんの少しのひと工夫で、栄養バランスのよいお食事に
なります。
　白米・五穀米・さつまいもそれぞれの食感の違いを楽し
みながらよく噛んで、美味しく食べましょう。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか？

【作り方】
①精白米と五穀米は、洗って水きりをする。
②さつまいもは、０. ８ｃｍくらいの角切りにする。
③お釜に、①の精白米・五穀米を入れ、Ⓐ内の調味料等を
入れ、その上にさつまいもをのせて、炊く。
④炊きあがったら、茶わんに盛り付け、黒ゴマをかける。

●五穀米入りさつまいもご飯

※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 古川 國枝　怜生

♥
夫 上磯 落合　健太

妻 古川 大久保綾音 妻 本巣市 北村　優佳

♥
夫 南方 今枝　　剛
妻 六里 若原沙也加

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（１月１日現在）
人　口 � ２２,３４７（−１４）
男 � １１,００６（±　０）
女 � １１,３４１（−１４）
世帯数 � ８, １４２（＋　３）
出生６人／死亡２９人／転入３９人／転出３０人

令和４年
大野町成人式

 です。

今月の表紙

【材料（６人分）】
精白米…………… ２カップ

（３２０ｇ）
五穀米…………… 大さじ３

（約２０ｇ）
さつまいも……… ２１０ｇ

（中サイズ１本）
　　水…………… ２カップ
Ⓐ　酒……… 小さじ１. ５
　　塩……… 小さじ３/４
黒ゴマ………………… 適宜


