
除災招福を願い『節分星まつり』（来振寺）
町重要無形民俗文化財

※�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
▶４ まちの話題

▶６ まちのお知らせ

▶１４ Information�くらしの情報

▶２０ 社協だより

新型コロナワクチン接種情報
大野町ワクチン
接種情報はこちら→
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快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの



〈特集　Part 1〉
　メール配信の登録＆
　電話音声案内のお知らせ

１．「大野町メール配信サービス」更新のご案内
　現在、町では、安心・安全に暮らせるまちづくりの一環として、防災・防犯等の緊急情報やその他の
情報を、あらかじめ登録していただいた町民の皆さまの携帯電話やパソコンへ、電子メールにより配信
しております。
　この度、従来のメール配信サービスを廃止し、４月より新たなサービスとしてリニューアルすること
になりましたのでお知らせいたします。
【新メール配信サービス運用開始日】
　４月１日（金）からサービス開始　※ご利用登録はすでに受付開始しています。
【新メール配信サービスでの配信内容】
・�全国瞬時警報システム（J-Alert）に基づいた緊急情報、気象情報の自動配信
・�防災行政無線に連動し、放送内容を文字情報として配信
・町からの避難指示、避難所情報
【ご登録方法について】　次頁の「大野町メール配信　登録手順のご案内」を参照してください。
【従来までのメール配信サービス停止日】　３月３１日（木）まででサービス終了

２．防災行政無線の電話音声案内装置のご案内
　防災行政無線からの放送が聞き取りにくい人や、聞き逃した人への対応として、新たに電話により放
送内容が確認できる『電話音声案内装置』を設置します。
【利用開始日】　４月８日（金）から利用開始
【電話番号】　☎ ０５８５–３５–５６０１　※役場の代表電話番号とは異なります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　���※通話料金は電話をかけた方のご負担となります。
【放送内容】
　 録音された放送がある場合 
　　《音声案内》最新の放送時間が流れ、放送内容が再生されます。
　　　　　　　 放送内容の確認が終わりましたら、電話機を切る事で終了できます。
　 録音された放送がない場合 
　　《音声案内》「現在情報はありません。」とのメッセージが流れます。
【操作方法】
　　放送内容確認中に電話機のダイヤルをプッシュすることで次の操作が可能です。
　　『０＃』：前の放送内容を確認　　　　『１＃』：再生中の放送を聞き直す
　　『２＃』：次の放送内容を確認　　　　『３＃』：最初の案内に戻る

※次回 Part2 ４月号は
「友だちになろう！
大野町 LINE 公式アカ
ウント」特集です。

４月より新たなサービスとして
リニューアルします！
デジタル化で防災行政無線を身近に

～従来のメール配信サービスにご登録いただいている方へ～
従来のメール配信サービスをご登録済みの方も新メールサービスの運用開始日
までに改めてご登録が必要になりますので、ぜひご登録して、ご利用ください。

問合せ先 �総務課　☎ ３４－１１１１
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１

大野町メール配信 登録手順のご案内

1
空メールを送信します。
サイトにアクセスし、[空メールを送信する]
から空メールを送信します。

「空メールを送信する」ボタンをクリックすると、メールが立ち上
がります。そのまま何も入力せずにメールを送信してください。
※メールが起動しない場合は、手動でメールを立ち上げ、下記
アドレスに空メールを送信してください。

https://plus.sugumail.com/usr/gifu-ono/home

t-gifu-ono@sg-p.jp

2
メールが届きます。
メールに記載された登録用URLをクリックし

登録に進みます。

大野町メール配信へ申し込みいただきまして、ありがと
うございます。
登録を行う場合は、次のURLより行ってください。

https://plus.sugumail.com/usr/XXXXXXXXXXXXXXX

１3
利用規約を確認します。
利用規約をご確認の上、「同意する」ボタン

をクリックします。

１4
配信カテゴリを選択し
会員登録を行います。
カテゴリを選択、登録情報を入力し、

[確認画面へ]ボタンをクリックします。

１5

入力内容を確認し、登録します。
入力内容をご確認の上、「登録」ボタンをク

リックします。 登録完了画面が表示された

ら登録完了です。

登録後、
登録完了メールが

届きます。

空メールアドレス宛にメールを送信します。
返信メールから登録情報の変更などを行います。

■メールアドレス変更

登録情報変更・退会

■配信カテゴリ変更

■退会

メールアドレス下にある[編集]ボタンをクリックして手続きして
ください。

登録情報の[編集]ボタンをクリックします。
配信カテゴリ選択画面が表示されるので内容を確認しながら
画面を進めて下さい。

画面右上のメニューボタンをク
リックし[登録解除へ]をクリック
します。
次の画面で[登録解除へ]ボタン
をクリックしてください。

https://m.sugumail.com/m/gifu-ono/home

▼PC・スマートフォンの場合

▼フィーチャーフォン（ガラケー）の場合

▼共通

※フィーチャーフォンの場合は異なるURLが表示されます。

お問合せ先 大野町役場 総務課
電話：0585-34-1111

ご登録の前に
●メール配信サービスの利用規約に同意していただいた上で、ご登録をお願いいたします。

●「 @sg-p.jp 」ドメインあるいは「gifu-ono@sg-p.jp」のアドレスからのメールの受信を許可する設定を行ってください。
●URL付きメールの受信を許可する設定を行ってください。

大野町メール配信

登録解除へ

ログアウト

大野町メール配信

登録内容

戻る 登録

登録情報入力

xxxxx@xxxx.xx.xx

メールアドレス

戻る 確認画面へ登録情報を入力・確認して
[確認画面へ]ボタンをクリック
します。

xxxxx@xxxx.xx.xx

登録するカテゴリにチェックを
入れます。

問合せ先  総務課　☎ ３4-１１１１

大野町メール配信 登録手順のご案内
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厳寒の朝、心身を鍛錬
剣道スポーツ少年団元旦稽古

　１月１日、町民武道館で剣道スポーツ少年団による元旦稽古が開催されました。新型コロナウイルス感染症予防
対策のため時間を分けた２部制で、早朝６時からは少年団と中学２年生以下の児童、生徒ら及び指導者が稽古を行い、
最年少は小学１年生から最高齢８５歳までの剣士約４０名が参加しました。稽古には、県高校新人大会剣道女子の
部個人戦及び団体戦で優勝した高瀬円香さん（済美高２年）も加わり、鋭い剣さばきを子どもたちに披露しました。

認知症への理解を深める
認知症サポーター養成講座

　このたび、南小学校、東小学校、中小学校の６年生児童に認知症
サポーター養成講座を実施しました。認知症サポーターとは認知症
の人や家族を温かく見守る応援者のことです。町内の介護事業所（セ
ントケア・おおの、ぎふ愛の里、桜坂、ローズ・ガーデンおおの、
ゆり形成内科整形おおの、地域包括支援センター）の介護施設職員
の方々が協力し合い、子どもたちにも分かりやすく、楽しく学べる
よう、寸劇を交えて認知症の方への接し方について講座を行いまし
た。子どもたちはグループワークを通じて「認知症の人の気持ちが
分かり、優しく笑顔で声をかけるようにしたい」と話していました。

▲県高校新人大会で優勝した高瀬選手（最前列左から７人目）を
囲んで

▲気合の入った声や竹刀で打ち合う音が響き、熱気があふれた稽
古の様子

▲中小学校での寸劇の様子

「 ゼロカーボンシティ」宣言
地球温暖化防止対策

　１２月７日、当町は豊かな自然環境の維持と経済が調和し、町民
が快適に、また安心して住むことができる環境を次世代に引き継ぐ
ため、町民、事業者、行政が一体となり、地球温暖化防止対策を積
極的に推進し、２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロにする「ゼ
ロカーボンシティ」を宣言しました。
　ゼロカーボンシティとは
　環境省では、２０５０年に温室効果ガスの排出量又は二酸化
炭素を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが又は地方自
治体として公表された地方自治体を「ゼロカーボンシティ」と
しています。

　今後の取り組みについて　
　ゼロカーボンシティ実現のためには、これまで以上に省エネルギーや再生可能エネルギーの導入が必要です。
町民、事業者の皆様と共に協力しながら町全体で地球温暖化対策の取り組みを進めていきます。

　地球温暖化対策のためわたしたちにできること
・人のいない部屋の照明は、こまめに消しましょう。　　・ごみの分別をしましょう。
・エアコンは適切な温度設定で使いましょう。　　　　　・水を使わないときは、蛇口を閉めましょう。
・食品ロスを減らしましょう。

▲宣言書を掲げる町長

ま ち の 話 題
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『民法の改正により、令和４年４月１日から
　　成年年齢が２０歳から１８歳に変わります』
Ｑ1　「成年年齢」はいつから変わるの？

　　�　日本での成年年齢は民法で定められています。
民法改正により、令和４年４月１日から、成年年
齢が２０歳から１８歳に変わります。令和４年４
月１日に１８歳、１９歳に達している方は、その
日から新成人となります。

Ｑ2　どんなことが変わるの？

　　　男女の婚姻開始年齢が統一されます。
　　�　婚姻開始年齢（結婚することができるようになる

年齢）は現在、男性１８歳、女性１６歳とされてい
ますが、民法の改正により、女性の婚姻開始年齢を
１８歳に引き上げ、男女とも１８歳にならなければ
結婚することができないこととなります。なお、令
和４年４月１日時点で既に１６歳以上の女性（誕生
日が平成１８年４月１日までの女性）は、引き続き、
１８歳未満でも結婚することができます。

　　�　詳しくは法務省ホームページ（民法改正、成年
年齢の引き下げ）をご確認ください。

　　�　有効期間１０年の旅券を申請できる年齢が引き
下げられます。

　　�　有効期間１０年の旅券の発給等を申請できる年
齢が２０歳以上から１８歳以上に引き下げられま
す。また、旅券の発給等の申請に当たり親権者の
同意が不要となる年齢も２０歳以上から１８歳以
上に引き下げられます。

　　�　詳しくは岐阜県旅券センター【☎ ０５８－２７７－１０００
※平日午前９時から午後５時】におたずねください。

　　�　成年になると、親の同意がなくても、自分の意
思で様々な契約ができるようになりますが、契約
の知識や経験が少ない新成人は、消費者トラブル
に遭いやすいため、注意が必要です。契約をする
ときは、契約の必要性や内容をよく理解したうえ
で結ぶことが重要です。

　　�　消費者トラブルで困ったときは、早めに、大野
町消費生活センター【☎ ３４－１５５５　※相談時間：平
日午前９時から午後４時】または局番なしの
『１８８』（いやや！）へご相談ください。

Ｑ3　変わらないことはあるの？

　　�　飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、
２０歳にならないとできません。

Ａ

Ａ①

Ａ②

Ａ③

Ａ

長寿のお祝い
95歳おめでとうございます
これからも健やかに

100歳おめでとうございます
これからも健やかに

　１月２９日、常呂郵便局前で、カーリングストーンを載せたご当地郵便ポストの除幕式が行われました。
　ご当地郵便ポストは、本物のカーリングストーンを載せた白地のポストにカーリングの
ハウスやホタテのイラストが描かれたかわいらしいデザインで、除幕式には関係者ととも
に、日本郵便のキャラクターの「ぽすくま」も登場。
　志賀常呂郵便局長は「カーリングの聖地である常呂の郵便局に、念願のご当地ポストが
設置されました。常呂の特産が表現されたポストなので、ぜひ見てほしい」と語りました。
　除幕式の後には、ご当地ポストとともに記念撮影をする光景も見られました。

カーリングストーンを載せた郵便ポスト登場
─ 郵便ポストでカーリングを応援 ─

ところ通信
Vol. 265

北見市

岩﨑久子さん（牛洞）
昭和２年１月２６日生まれ

平田勝美さん（相羽）
大正１１年１月１２日生まれ

鳥本美代子さん（公郷）
昭和２年１月２０日生まれ

石原露子さん（下磯）
昭和２年１月５日生まれ
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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！

　１月のピヨピヨクラブ（親子教室）ではお正月遊びを行いました。１歳児のクラスで行ったかるた取りでは、
同じ絵を探して取ることができました。２歳児のクラスでは、職員が読む言葉の絵を探すことができました。
また、福笑い作りも行い、親子で楽しんで過ごすことができました。
　今後も、親子で楽しめる内容を工夫しながら行っていきたいと思います。
　令和４年度の会員を下記のとおり募集しますので是非申し込んでください。
　ぱすてるで友だちを作って、一緒に遊びましょう！
※�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。

◎３月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス…１日（火）、８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…７日（月）
栄養相談（栄養士による）…１８日（金）
休館日 ��２日（水）、９日（水）、１６日（水）、２２日（火）、２３日（水）、３０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。

▲ピヨピヨクラブの様子

○親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員を募集します！
� ※親子教室は、町内在住者が対象です。

　令和４年度の「ピヨピヨクラブ」の会員募集を行います。
　０・１・２歳児を対象とした親子教室で、親子で手あそびや体操、製作あそびを楽しみます。
　お子さんや保護者の交流の場として、親子で多くの友だちを作り、楽しんで子育てをしましょう。

〈ピヨピヨクラブ〉
☆対象児：�０歳児（令和３年４月２日～１２月３１日生ま

れの子）
　　　　　※�令和４年１月１日～４月１日生まれの子は、

８月に募集し、クラブ開始は９月の予定です。
　開催日：火曜日（月１～２回程）
　時　間：午前１０時３０分～１１時１５分

☆対象児：�１歳児（令和２年４月２日～令和３年４月１日
生まれの子）

　開催日：木曜日（月１～２回程）
　時　間：午前１０時３０分～１１時３０分

☆対象児：�２歳児（平成３１年４月２日～令和２年４月１
日生まれの子）

　開催日：金曜日（月１～２回程）
　時　間：午前１０時３０分～１１時３０分

◎クラブ開始　�５月（４月に開級式を開催）※決定者には、
後日郵送いたします。

◎定員　�０歳児・１歳児・２歳児　各１０組
　　　　※先着順となります。
◎申込期間　�３月１日（火）～２４日（木）
　　　　　　午前１０時～午後４時
◎申込先　�子育てはうす　ぱすてる　※電話受付不可

問合せ先 �子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０
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教育委員会のページ教育委員会のページ

◎令和３年度 揖斐郡教育研究総会
　令和３年度の「揖斐郡教育研究総会」は集合型での総会ではなく、各校へオンライン配信により
開催しました。

第一部　・教育研究実践論文〈受賞者表彰〉
　　　　・令和３年度実践論文の講評及び指導　清水小校長　　中山 健一郎
第二部　・実践論文 プレゼン発表　　　　　  　揖斐川中教諭　松浦 亮太
　　　　　　「主体的・探究的に研究を推進するチーム揖斐川づくり
　　　　　　　　　～カリキュラム・マネジメントの視点から迫る校内研究を通して～」
　　　　・シンポジウム　司会進行　　　　　　北方小校長　　長田 正樹

◎令和３年度 教育実践論文受賞者
　教育実践論文には、郡内の小中学校から４０点の応募がありました。応募テーマは、教育の今日
的課題を的確に見つめた内容の実践が数多く見受けられました。「教育実践論文」への取り組みを
通して、教職員が、日常の教育実践を振り返ると共に、新しい教育について確かな見通しをもつ機
会となりました。

◇優秀賞
　・揖斐小　　赤塩　健太（国際理解教育）
　・北方小　　小川　七彩（健康安全）
　・温知小　　大谷　知子（言語通級）
　・八幡小　　吉田　花純（特別支援教育）
　・揖斐川中　松浦　亮太
 （カリキュラム・マネジメント）
◇入　選
　・北　小　　杉山　　悠
　・中　小　　二ノ宮由紀子
　・　〃　　　若林　希美

　・南　小　　山田　乾太
　・八幡小　　髙木　　舞
　・　〃　　　西田　悠真
　・　〃　　　宮本　夏帆
　・揖斐川中　安江　郁馬
　・　〃　　　柳瀬　芽以
　・谷汲中　　矢野　真治
　・大野中　　大橋　久徳
　・池田中　　西川　洸平

◇佳　作　　２３点

　◎令和３年度　郡図工美術作品展　＆　ふれあい作品展
　「図工美術作品展」は、オンライン開催で実施しました。審査会で選ばれた優秀作品を揖斐郡教
育研修センターＨＰにアップし、家庭からも鑑賞できるようにしています。「ふれあい作品展」は、
会の趣旨も鑑みて各校で実施しました。

◇図工美術作品展【最優秀賞】
　《平面の部》
　北方小１年　　髙橋　伸元
　揖斐小２年　　堀　　悠人
　池田小３年　　高原日奈子
　八幡小４年　　橋本　佳那
　中　小５年　　中島　見寿
　温知小６年　　竹中　莉織
　池田中１年　　藤塚　　渚
　揖斐川中２年　竹中　　杏
　池田中３年　　橋本　千奈

　《立体の部》
　池田小１年　河合　徠斗
　温知小２年　松本　美玲
　揖斐小３年　石原　竜基
　小島小４年　藤原　結月
　大野小５年　小田　詩葉
　中　小６年　愛知　咲希
　大野中１年　加納　里紗
　大野中２年　横山　結華
　揖東中３年　青木　咲樹

 問合せ先  揖斐郡教育研修センター　☎ 44-1261

～揖斐郡教育研修センターだより～
（※敬称略）
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大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業について
　町では、高度処理型合併浄化槽設置工事に対
し、補助を行っています。
　令和４年度も引き続き補助事業を行いますの
で、ご活用ください。

　標準的な浄化槽設置工事費の９割の補助をします。
　また、既設単独浄化槽の撤去費に対して９万円、既設単独浄化槽撤去に伴う配管工事費に対して９割（上
限３０万円）の補助金もあります。
　大野町では、次の流れで本事業を実施しています。

☆��訪問販売等による浄化槽設置工事のトラブルが問題になっています。
◎�契約は慎重に判断しましょう！　身近な人に相談し、慎重に検討し、不要であれば、はっきり断りましょう。
◎�町の補助金があっても個人負担は発生します！　少なくとも費用の１割の個人負担は発生します。
◎�信頼できる業者を選びましょう！　見知らぬ業者との契約は慎重に！
　複数の業者から見積りをもらい、施工方法、技術力、施工実績、地元の評判などで選びましょう。
◎�既設浄化槽は適正な方法で撤去しましょう！　浄化槽の入換えに伴う既設浄化槽の撤去は適正に実施し
ましょう。撤去の前には許可を受けた業者による汲取りと最終清掃が必要です。それらを行わないと法
律違反となり、業者だけでなく所有者も罰せられます。

申請方法、補助対象となる条件等の詳細は、担当課までお問合せください。 問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１

� 問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１

大野町の可燃ごみ排出量
　大野町における令和３年の可燃ごみ排出量（西濃環境整備組合への搬出量）は、
４４８９. １７トンでした。令和２年の可燃ごみ排出量は４４３９. １３トンだったため、
５０トン増加したことになります。
　ごみの減量化には、町民のみなさんのご協力が欠かせません。生ごみの水切り等を行い、
大野町のごみ減量化に努めましょう。

354.58 310.78 377.18 370.56 361.64 385.37 381.1 390.4 347.52 387.22 376.15 396.63

344.67 311.69 385.44 381.08 388.17 356.64 370.22 402.29 375.99 350.49 418.66 403.83
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西濃環境整備組合への搬出量（可燃ごみ）
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人槽 標準工事費 補助上限額
５人槽 　８８２，０００円 ７９３，０００円
６～７人槽 １，０８０，０００円 ９７２，０００円
８～１０人槽 １，４０４，０００円 １，２６３，０００円

交付申請から補助金のお支払いまでの流れ交付申請から補助金のお支払いまでの流れ
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　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。
　※③以外に該当する児童に係る給付金の申請期限は３月
１５日（火）です。
　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。

〜本給付金を受給していない対象児童の現養育者の方へ〜
　令和３年９月以降の離婚（離婚協議中）で前養育者へ本給付が支給された場合や養
子縁組等で新たに対象児童の養育者となった場合でも、要件を満たせば現養育者の方
が本給付を受給することができます。

◆支給対象者
　・令和４年３月分の児童手当受給者となった方
　　�（支給対象児童が高校生等の場合は、令和４年２月２８日時点で当該児童の養育者で
ある者）

◆申請期限

　令和４年４月２８日（木）まで
　※�給付金を受給した前養育者から給付相当額（１０万円相当）を受け取っている場
合や前養育者が支給対象児童のために給付相当額（１０万円相当）を費消してい
る場合は、その額を１０万円から控除した額を支給します。

　※申請者の状況により、提出書類等が異なりますので事前にご相談ください。

� �子育て支援課　☎ 34-1111問合せ先

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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公共交通に関する補助
　令和３年度の公共交通に関する補助の申請期限は、令和４年３月３１日（木）までとなっております。下記
の補助対象となり、まだ申請手続きをされていない方は、必ず期限までに補助金申請手続きを行ってください。
◎高校生の通学バス・鉄道定期代に対する補助
�対象� �バスまたは鉄道定期券の有効期間に、令和

３年４月１日から令和４年３月３１日が含
まれるもの。スクールバス領収書の領収日
が令和３年４月１日から令和４年３月３１
日まで（令和３年度利用）のもの。

◎�アユカ（定期路線乗合バス乗車券）に対する助成（積み増し）
�対象� �お手持ちのアユカ（定期券を除く。）に、

令和３年４月１日から令和４年３月３１日
までに積み増ししたもの。

　　�� ※�申請は、１年度あたり１世帯１回限り、�
２, ０００円まで。

◎�「にしみのライナー」の回数券購入に対する助成
�対象� �令和３年７月１７日から令和４年３月３１

日までに購入したもの。
　　�� ※�申請は、１年度あたり１世帯１回限り、�

２, ０００円。
◎�「にしみのライナー」で通学する学生の定期券・
回数券購入に対する補助
�対象� �定期券については、令和４年１月１日以降

の利用分から、回数券については、令和４
年１月１日以降に購入したもの。

　　�� ※�申請は、１ヶ月につき定期券または回数
券のいずれか１つのみ。

※�各補助事業の詳しい内容については、広報、ホームページ、問い合わせ先にてご確認ください。（令和
３年度広報おおの：４、８、１月号に掲載）

結婚新生活支援事業
　令和３年度の結婚新生活支援事業に関する補助の申請期限は、令和４年３月３１日（木）までとなっ
ております。当該事業の補助対象となり、まだ申請手続きをされていない方は、必ず期限までに補助金
申請手続きを行ってください。
◎大野町結婚新生活支援事業

※�事業の詳しい内容（補助対象世帯、申請方法等）については、令和３年度広報おおの５月号、ホームペー
ジ、お問い合わせ先にてご確認ください。

※�役場開庁時間外（休日を含む。）でも、宿日直に提出することは可能ですが、記載内容や添付書類等に不備
がある場合は後日連絡する場合がありますので、必ず連絡先を明記してください。

� 申請・問合せ先 �政策財政課　　☎ ３４-１１１１

�対象期間�
・�令和３年１月１日から令和４
年３月３１日までに支払われ
たもの。

�対象となる経費�
・住宅購入費
・�住宅貸借費用（賃料、敷金、礼金（保証金など、これに類する費
用を含む。）、共益費、仲介手数料）
・�引越費用（引越業者または運送業者への支払に係る実費）

◎各種申請手続きはお済みですか？

　大きな地震などをはじめとした災害が発生したときに、高齢の方や障がいのある方は、より被害を受けやす
く避難の際には支援が必要となります。
　町では、災害時、安否を確認し地域で助け合うことで、被害を最小限にくいとめるため、避難行動要支援者
名簿を作成しております。申請によって作成された名簿は、民生委員・児童委員や自治会の自主防災組織等へ
の開示に同意されたものとし、日頃からの見守り活動や避難支援のために活用されます。
対象者
　名簿に記載される方の概ねの基準
①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者
②６５歳以上の高齢者だけの世帯
③介護保険法による要介護３以上の方
④身体障害者手帳「１級」または「２級」の方
⑤療育手帳「Ａ」または「Ａ１」及び「Ａ２」の方
⑥精神障害者保健福祉手帳「１級」の方
⑦その他支援が必要と認められる方

申請方法
　名簿への登録を希望される方は、役場福祉課窓口
でお尋ねください。また、申請書の様式は、町ホー
ムページ「各種申請書」にて、ダウンロードできます。
※�町個人情報保護条例の規定に基づき、個人情報は
適切に保護されます。

問合せ先 �福祉課　☎ ３４－１１１１

災害時要支援者名簿に登録しませんか
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つくろうマイナンバーカード！
普及促進キャンペーンがまもなく終了します

　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（大野
町商品券発行事務組合発行）をお渡ししています。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。また、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、お早めにお受け取りください。
　対象となるのは、下記の①および②に該当する方です。
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られた方
　令和３年１０月３１日時点でマイナンバーカードをお持ちでない７５歳以上の方には、岐阜県後期高齢者医療広
域連合から交付申請書が３月上旬より順次発送されます。まだ申請されていない方は、この機会を利用ください。
　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。

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　３月１３日（日）・３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」（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。

問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

　町では、役場の開庁時間に来ることができない人が転出入など住所の異動、各種届出や証明書の交付・相
談などを受けられるよう、次のとおり休日窓口を開設します。年度末の住所異動等の手続きに平日の来庁が
困難な方は、ぜひご利用ください。
◎開設日時　３月２６日（土）・２７日（日）　午前８時３０分～正午
◎開設する窓口業務
住民課
・転入、転出、転居に伴う手続き
・住民票の交付
・印鑑登録、印鑑登録証明書の交付
・戸籍謄（抄）本の交付
・各種税証明書の交付
・国民健康保険に関する手続き
・後期高齢者医療保険に関する手続き
・福祉医療に関する手続き

子育て支援課
・児童手当に関する手続き
・保育園・認定こども園の入園、退園に関する手続き
福祉課
・障がい福祉に関する手続き
・介護保険に関する手続き
会計課
・町に納付する税金、使用料、手数料などの納付
・介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付
� 問合せ先 �各担当課　☎ ３４-１１１１

＊＊年度末の休日窓口を開設します＊＊
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固定資産縦覧帳簿を確認できます！

令和４年度　軽自動車税（種別割）の減免申請

　固定資産税の納税者は、自己の土地または家屋の価格が適正か判断するため、比較したい土地または家屋の
価格を期間中に縦覧帳簿で確認することができます。
◎縦覧の対象　�地方税法第４１５条に規定する土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿
　　　　　　　※�ただし、自己の所有する資産が土地のみの場合は土地の縦覧帳簿のみ縦覧することができ、

家屋のみの場合は家屋の縦覧帳簿のみを縦覧することができます。
◎縦覧できる人　固定資産税（土地・家屋）の納税者、納税者と同居の親族、代理人（委任状が必要）
◎縦覧期間　４月１日（金）～５月２日（月）　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
◎縦覧場所　税務課
◎持ち物　納税通知書、運転免許証など本人確認のできるもの、委任状（委任を受けた人のみ）

　令和３年度固定資産税、軽自動車税（種別割）、町県民税（普通徴収）につきまして、納税通知書と領収書を
ご確認いただき、納付忘れがある場合は、早急に納付してください。
　納期限を過ぎて、督促状が送付されても納付せず放置された場合は、納期内納税者との公平性を図るため、
滞納処分を行う場合もあります。

納付が困難な場合は、どうすればいいの？
　病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な場合は、早急に税務課徴
収係までご相談ください。
　生活状況や収支を確認のうえ、分割納付など徴収の猶予を行うこともできます。

今年度も残りわずかです！ 町税の納付忘れはありませんか？

問合せ先 �税務課　☎ 34－1111

　身体障がい、精神障がい及び知的障がいのある方に対する軽自動車税の減免申請の受付を下記の日程で行います。
◎申請期間　３月１７日（木）～５月２日（月）（土・日・祝日を除く）※申請期間を過ぎると受付できません。
◎申請場所　税務課
◎持ち物　�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、納税義務者の個人番

号カード又は個人番号通知カード
　減免に該当するのは、身体等に障がいがあり下記の表に該当する方、又は、身体等に障がいがある方と生計
を一にする方もしくは身体等に障がいがある方を常時介護する方が運転し、専ら、障がいのある方の生業、通学、
通勤、社会参加のために使用する車両に限ります。
※�減免は１人につき１台に限られます。普通自動車ですでに減免を受けられている方は対象となりません。
減免対象者の範囲　※障がいが重複している場合は、個々の障がいの等級によって判断されます。
◎身体障害者手帳の交付を受けている人／生計を一にする方及び常時介護する方が運転する場合

障がいの区分 減免の対象となる範囲
　視覚障がい １級、２級、３級、４級
　聴覚障がい ２級、３級
　平衡機能障がい ３級
　音声機能障がい ３級（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る）
　上肢不自由 １級、２級、３級
　下肢不自由 １級、２級、３級、４級、５級、６級
　体幹不自由 １級、２級、３級、５級
乳幼児期以前の非進行性脳病変によ
る運動機能障がい

上肢機能 １級、２級、３級
移動機能 １級、２級、３級、４級、５級、６級

　心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい １級、３級
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級、２級、３級
　肝臓機能障がい １級、２級、３級
○療育手帳の交付を受けている方　障がいの程度が「Ａ」「Ａ１」「Ａ２」の方
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方　障がいの程度が「１級」の方
○戦傷病者手帳の交付を受けている方　下記まで問い合わせてください。
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まちのお知らせ



　おおのスポーツクラブは、だれもがいつでもどこでも、気軽にスポーツに参加でき、スポーツの良さ、楽しさを
伝えることを目標に町に設立された総合型地域スポーツクラブで、スポーツを通じて会員の皆さんの仲間づくり、
健康の保持増進に努めています。クラブの会員になって、一緒に楽しく健康づくりをしませんか。
　※感染症予防対策等諸事情により、活動状況が変更されることがあります。予めご了承ください。

問合せ先 �おおのスポーツクラブ事務局（生涯学習課内）　☎ ３４－１１１１

◎大野町楽しく歩こう会（ウォーキング）
対象　どなたでも
活動場所　町運動公園、その他
活�動予定日時　毎週日曜日（１時間程度、４～１１月
は午前８時～、１２月～３月は午前８時３０分～）
年会費　下記問合せ先まで

◎グラウンドゴルフクラブ（大野第１・大野第２・大野西・鶯）
対象　どなたでも
活動場所　大野第１：黒野地区、鶯：鶯地区、
　　　　　大野第２：大野地区、大野西：西郡地区
活動予定日・年会費　下記問合せ先まで

◎大野排球倶楽部（バレーボール）
対象　小学生１～６年生男児・女児、中学生女子
活動場所　北小学校体育館、中小学校体育館
活動予定日時　小学生：土曜夜、日曜午前
　　　　　　　中学生：水・木・土曜夜、日曜午前
年会費　下記問合せ先まで

◎硬式テニスクラブ
対象　小学生、中学生（１０人程度）
活動場所　町民東テニス場
活動予定日時　毎週土曜日
　経験者　午前９時～１０時３０分
　初心者　午前１０時３０分～正午、正午～午後１時３０分
年会費　１，５００円／年
活�動費　１，０００円／月　※その他必要に応じて活
動費が発生することがあります。

◎硬式テニス教室（初心者一般）参加者募集
� ※この春テニスを始めたい方におススメです。
対象　１８歳以上の人（１０人程度）
活動場所　町民東テニス場
開�催予定日時　４月中旬～７月中旬の毎週金曜日（全１０回）　
午前９時３０分～１１時３０分　※日程詳細は申込者に後日連絡

持ち物　テニスシューズ、テニスラケット
参加費　２，０００円／年（保険料含む）
申�し込み　３月１８日（金）までに、参加費を添えて
下記クラブ事務局まで申込む

◎ノルディックウォーククラブ
対象　どなたでも（ポールの貸出があります）
活動場所　黒野駅レールパーク、その他
活�動予定日時　隔週日曜日（４～１０月は午前８時～、
１１～３月は午前８時３０分～）
年会費　下記問合せ先まで

おおのスポーツクラブ会員募集

令和４年第１回定例会日程および内容
会期：３月９日から１７日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
３月　９日 水 午前９時 本会議（開会） 議事堂
３月１０日 木 〃 総務文教常任委員会 委員会室
３月１１日 金 〃 民生建設常任委員会 委員会室
３月１６日 水 〃 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
３月１７日 木 〃 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、委員会の傍聴をご希望される方は、事前に事務局までご連絡ください。

　３月１６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、大野町役場１
階ロビー・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がありますので、ご了

承ください。
　� 問合せ先 �議会事務局　☎ ３４－１１１１
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※�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。

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月は当支局登
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。
　このため、早めに手続きされま
すようお願いいたします。
　なお、自動車の登録等に関する
手続きは、下記にお尋ねください。
問合せ先 �
〈申請・届出関係〉
普通自動車・１２５cc を超える
オートバイ　中部運輸局岐阜運輸
支局・登録部門　☎ 050-5540-2053
※�テレホンサービス（録音による案
内）は、２４時間利用可能です

軽自動車　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
税務課　☎ 34-1111

「雇用保険マルチジョブホル
ダー制度」�について

～令和４年１月１日から６５歳以上
の労働者を対象に新設されました～
　雇用保険マルチジョブホルダー
制度は、複数の事業所で勤務する
６５歳以上の労働者が、そのうち
２つの事業所での勤務を合計して
以下の要件を満たす場合に、本人
からハローワークに申出を行うこ
とで、申出を行った日から特例的
に雇用保険の被保険者となること
ができる制度です。
◎適用要件
①�複数の事業所に雇用される６５
歳以上の労働者
②�２つの事業所（１つの事業所に
おける１週間の所定労働時間が
５時間以上２０時間未満）の労
働時間を合計して１週間の所定
労働時間が２０時間以上
③�２つの事業所のそれぞれの雇用
見込みが３１日以上
問合せ先 ��最寄りのハローワーク

お知らせ

令和４年度　警察官採用試験案内

試験区分・採用予定人員・採用試験等日程（予定）

試験区分 ＡⅡ（男性）ＡⅡ（女性） ＡⅡ
（情報技術）

採用人数 ５０人程度 １５人程度 若干名

公示日 ３月１日（火）

受付期間 ３月１日（火）から４月７日（木）

第１次試験 ５月８日（日）　岐阜市

第２次試験 ６月上旬から６月中旬

最終合格日 ７月中旬

採用予定日 令和５年４月１日

受験資格・試験の方法
区分

項目 ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女性）・ＡⅡ（情報技術）

受験
資格

年齢 昭和６２年４月２日以降に生まれた人

学歴等 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業又は令和５年
３月３１日までに卒業見込みの人

試験
方法

第１次
試験

教養試験、作文試験、専門試験（情報技術区分のみ）
※作文試験は、第２次試験で評価する。

第２次
試験

口述試験、集団討論試験、適性検査、身体検査、体力検査、身体
精密検査
※身体精密検査は、所定の身体検査書を提出
※�体力検査予定種目（２種目以上で基準に達しない場合不合格となる。）（反復
横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て伏せ、握力、２０ｍシャトルラン）

※�採用試験の申込は、原則電子申請に
よる受付とします。岐阜県警察公式
ホームページから申込入力画面へい
くことができます。
※�岐阜県警察公式ホームページからダ
ウンロードした申込書により申請す
ることも可能ですが、郵送する場合
は、郵便追跡が可能な特定記録郵便
又は簡易書留郵便、持参する場合は、
受付期間中の平日午前８時３０分か
ら午後５時１５分までの間に警察本
部警務課へ提出してください。
　�　なお、電子申請の場合は、受付時間
を問いません。（サーバメンテナンス時
を除く。）

※参考事項
（１）ＡⅡ（情報技術区分）は、性別を
問いません。ＡⅡ（情報技術区分）を第
１志望とする場合のみＡⅡ（男性）又は
ＡⅡ（女性）と併願することができます
が、ＡⅡ（男性）又はＡⅡ（女性）を第
１志望とした場合は、併願できません。

（２）平成３０年度から、体力検査種目別の合格
基準を公開しています。

検査種目 男性 女性
反復横跳び（２０秒）３５回以上 ３０回以上
立ち幅跳び ２００㎝以上 １５０㎝以上
上体起こし（３０秒）１５回以上 １０回以上
腕立て伏せ １０回 ５回
握力（左右いずれか）３５㎏以上 ２０㎏以上
２０メートルシャトルラン ３５回 ２０回

（３）詳しくは、試験公示日
以降に岐阜県警察公式ホーム
ページ（ＱＲコード）をご覧
ください。

問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３-０１１０



くらしの情報
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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　３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　３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　３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　３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　３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



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

大谷翔平２０２１
（岩手日報社）

　「リアル二刀流」で２０２１年の大リーグを席巻した、
エンゼルスの大谷翔平。９勝４６本塁打の全場面を収
録し、歴史的シーズンを振り返る。『岩手日報』だけの
写真も多数掲載。

なぜ親はうるさいのか� 中，高
（田房�永子著 /筑摩書房）

　親が過干渉になる仕組みを、子ども・大人・母親の
立場から徹底究明。４０年闘い続けて見えてきた「あ
の時の親の言動の意味」と、親との関係で悩みを抱え
ている中高生に心得ておいてほしいことを漫画で描く。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される

（熊谷 はるか著 / 河出書房新社）
●夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業

（夏井 いつき著 / ＰＨＰ研究所）
●今を生きるあなたへ

（瀬戸内 寂聴著，瀬尾 まなほ聞き手 / ＳＢクリエイティブ）
●もう別れてもいいですか

（垣谷 美雨著 / 中央公論新社）
●答えは風のなか

（重松 清著，ミロコマチコ絵 / 朝日出版社）

●眼鏡会議� ０～５歳
（菊野 葉子さく・え / 文芸社）

●どうぶつえんにいらっしゃい� ３～５歳
（本木 洋子文，しろぺこり絵 / 新日本出版社）

●あ・さ・ご・は・ん !� ３～５歳
（武田 美穂作 / ほるぷ出版）

●おばあさんとトラ� ３～５歳
（ヤン・ユッテ作・絵，西村 由美訳 / 徳間書店）

●ぼくんちのねこのはなし� 小中，小上
（いとう みく作，祖敷 大輔絵 / くもん出版）

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「芥川龍之介と明治・大正の文豪」展
　近代の日本文学の基礎が出来上がった明治後期から大正にかけ
ては、森鴎外や夏目漱石とその門下生たちなど数多の文豪が活躍
した時代です。夏目一門の一人である芥川龍之介は今年で生誕
１３０年を迎えます。芥川を中心に近代文学を楽しみましょう。

蔵書点検による休館日
　２月２８日（月）～３月４日（金）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

3 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� �



国　保　だ　よ　り

〜国民健康保険に関する手続きについて〜
●国民健康保険等の手続きが必要な人
　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
又は健康保険任意継続制度に加入する必要がありますので、１４日以内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、①社会保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票など）②マ
イナンバー（個人番号）が分かるものが必要です。
国民健康保険の加入は、社会保険の資格を喪失した日（退職の場合は退職日の翌日）以降での手続きとなり
ますので、ご注意ください。
●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人は、国保の資格喪失の手続きが必要です。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、①社会保険被保険者証②国民健康保険被保険者証が必要
です。

☆届出について、来庁が困難な方は郵送等の対応をいたしますので、ご相談ください。

〜令和４年度に係る所得の申告について〜
　令和３年１月～１２月の所得は、国民健康保険税の算定及び所得に応じた軽減措置等の資料となるため、
国民健康保険の被保険者の方は申告が必要となります。所得がなかった場合にも、その旨を申告いただきます。
なお、申告内容によっては、確定申告や町県民税申告が必要な場合があります。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４-１１１１
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３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

３

６
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

１３
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

２０
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

月 日
当番医の医療機関名

所在地
電話番号
（０５８５）薬局名

３
２１

揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

２７
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
※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

自　衛　官　等　募　集　案　内
募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

一般幹部候補生
（第１回）

２２歳以上２６歳未満の者修士課
程修了者等は２８歳未満の者

３月１日
～４月１４日

１次 ４月２３日・２４日 １次　５月２０日
２次 ５月２７日～６月２日

のうち１日
海・空飛行要員のみ
２次 海　６月１６日
　　 空　６月２０日
最終 陸　７月８日
　　 海　７月１５日
　　 空　８月２６日

海・空飛行要員のみ
３次 （海）６月２３日～２７日
　　 （空）７月１６日～８月４日

のうち１日

技術海上幹部
技術航空幹部

大卒以上の者で、応募資格に定め
られた学部・専攻学科等を卒業後、
2年以上の業務経験のある者 ３月１日

～５月２０日

６月２０日
７月２９日

技術海曹
技術空曹

２０歳以上の者で国家免許資格取
得者等 ６月１７日

※１　受験資格の年齢は一般幹部候補生については令和５年４月１日現在、技術幹部等については令和４年４月１日現在です。
※２　コロナ等の影響により日付は変更される場合があります。
※３　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



　「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ見
守る人のことです。話をよく聞き、一緒に考えてくれる「ゲートキーパー」がいることは、悩んでい
る人の孤立を防ぎ、安心感を与えます。
　一人でも多くの方が「ゲートキーパー」としての意識を持ち、生活や健康上の問題など自殺の危険
を抱えている人に気づいて適切に関わることで、だれも自殺に追い込まれることのない社会を目指し
ましょう。

ゲートキーパーの役割

変化に気づく　眠れない、食欲がない、口数が少なくなったなど「いつもと様子が違う」と感じたら、そ
の人は悩みを抱えているのかも。

声かけ　悩んでいるかもと気づけたら、声をかけてみましょう。
　「眠れてる？」「元気なさそうだけどどうしたの？」「何か悩んでいる？」「何か力になれることある？」

本人の気持ちを尊重し傾聴する
・まずは話せる環境を作りましょう。
・心配していることを伝えましょう。
・真剣な態度で誠実に悩みを受け止めましょう。
・�話を聞いたら「話してくれてありがとう」「大変でしたね」「よくやってきまし
　たね」など、ねぎらいの気持ちを伝えましょう。

つなぐ・見守る
・相手に了承を得たうえで、早めに相談窓口に連絡を取り、専門家の支援につなげましょう。
・つないだ後も、必要があれば相談に乗ることを伝えましょう。

ゲートキーパーとしての心得
□�自ら相手と関わるための心の準備をする
　�　相手の話に動揺したり拒絶したり不適切な対応を取ってしまわないよう、　「今から相手の話を聞く」と
いう心の準備をしましょう。
□�相手の話を聴く
　�　最初は相手が体験したことや考えていること、感じていることを十分に聴きましょう。本人を責めたり、
安易に励ましたり、相手の考えや感情を否定したりしないように聴きましょう。「話を聴くだけでは何もな
らない」と感じるかもしれませんが、「話を聴いてもらうだけで安心した」という方も多いです。
□�分かりやすく、ゆっくり話をする
　�　悩んでいる人はいろいろな感情が沸き起こるため、一度にまくし立てるような話は理解できず、また受
け止められない場合があります。穏やかな態度で、普段話すスピードの半分くらいのつもりで、相手の反
応を見ながら一言一言話しましょう。
□�一緒に考えることが支援
　�　一人で悩みを抱えている人は、孤独感や絶望感を感じているため、支援者が話をよく聴き、一緒に悩み、
考えること自体が支援になります。「自分は支援など何もできない」と思うかもしれませんが、一緒に考え
てくれる人がいることが、孤立を防ぎ安心を与えます。

　厚生労働省のサイト「まもろうよ�こころ」には、自殺対策の取組や相談窓口、
ゲートキーパーなどの情報が掲載されています。
「まもろうよ�こころ」　〈https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/〉ＱＲコード→

保健師による

健康伝言板
「ゲートキーパー」になろう！
～３月は自殺対策強化月間です～

問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３
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令和４年度�がん検診のお知らせ
　令和４年度のがん検診対象の方には、個別
に検診案内を郵送する予定です。
　今年度検診を受けられて、その結果が要精
密検査の方で精密検査を受けられていない方
は、次年度がん検診を受けることができませ
ん。精密検査を受けるまでががん検診です。
未受診の方は、お早めに医療機関で精密検査
を受けるようにしましょう。
　なお、検診案内は７９歳（令和５年３月
３１日時点）までの方にお送りします。８０
歳以上の方も受診することができますので、
ご希望の方は保健センターへ
お申込みください。予約の開
始日と詳しい内容につきまし
ては、広報４月号に掲載しま
すのでご確認ください。

献血の実施報告
　１２月に全血献血を行いましたところ、以
下のように多数の方々のご協力をいただきま
した。ありがとうございました。

１２月２８（火）大野町役場 ３１名

子どものインフルエンザ予防接種の
費用助成の申請を忘れていませんか？

　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
　（１）�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

　（２）�振込先金融機関・口座番号が分かる
もの

　（３）領収書（原本）
　（４）�接種記録：母子健康手帳、接種証明　

等

問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３
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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！



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」「新春お弁当配達」を開催しました

　１月上旬に町内の６地区の公民館にて
大野町長、地域の区長代表、民生委員・
児童委員、福祉委員が集まり「地域福祉
懇談会」が開催されました。�
　また、毎年開催していた「新春ふれあ
い食事会」においては、コロナ禍の開催
方法を検討し、懇談会終了後に「新春お
弁当配達」という形で実施しました。�

　民生委員・児童委員、福祉委員の皆さん
が中心となり地域の独居高齢者（７０歳以
上）宅へお弁当を配達し、受け取られた方
は、「ありがとう」とにっこり笑顔を浮かべ
喜ばれている様子が印象的でした。

▲お弁当の蓋には、昨年の夏休みに開催したボランティアス
クールに参加の小中学生が作った絵手紙を添えました。

▲地域福祉懇談会の様子

▲地域の民生委員・児童委員、福祉委員の皆さんが、お弁当
を配達しました。（第６地区）

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

善意のご寄附をいただきました

令和４年度ボランティア活動保険のご案内

　令和３年１１月１日～令和３年１２月２８
日までに次のとおりご寄附をいただきました。

　寄附金は本会が行う社会福祉事業に活用さ
せていただきます。

▲いび川農業協同組合様による寄附金贈呈式の様子

　ボランティア活動保険とは、安心してボランティア活動に取り組めるように、様々な事故
やケガ、損害賠償責任などについて補償する保険です。対象となるボランティア活動は、下
記の通りです。

【対　　象】
　①ボランティアグループの会則に則り、
　　企画・立案された活動
　②社会福祉協議会に届け出された活動
　③社会福祉協議会に委嘱された活動

【補償期間】
　加入手続きをした翌日～令和５年３月３１日まで。
　※�３月中にお申込みいただくと令和４年４月１日より
１年間補償されます。

　※�令和４年度「ボランティア活動保険」では、従来の
プランに「特定感染症重点プラン」が加わります。

� 申込・問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

皆さまより
尊いご寄附を
いただき心より
感謝申し上げます。

○�若原　和男さん
� �…………�５００, ０００円
○�匿　名　�…………�　２０, ０００円
○�匿　名　�…………�　２０, ０００円
○�匿　名　�…………�　３０, ０００円
○�いび川農業協同組合様
� …………�　５０, ０００円

【物品】事務局受付
◇�匿　名
　�……… ステンレス松葉杖

ボランティア活動保険に
加入して安心して
活動しましょう！

社会福祉協議会だより
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まちｃａｆｅ開催しています！
　まちｃａｆ eは地域の皆さんが“気軽にいつでも立ち寄りホッとする場、互いに見守り支え合う場”
です。どうぞお気軽にご利用ください。

※まちｃａｆｅは皆様からご協力いただく社協会費と、大野町、大野開発（株）様の協力を得て実施しています。

▲受付で検温・手指消毒をして入室します

▲温かい飲み物を前にまぶしい笑顔

▲利用される皆さんから好評のホットコーヒー

【開催場所】
○平和堂大野店おおのふれあい通り１階
○地域交流施設「大野のわっか」
　　　　　　　（大野小学校南側）
【参 加 費】
○１００円（飲み物・お菓子付）

　クリスマスの季節には、サンタクロース
やトナカイの装いで盛り上がりました！
　元気なスタッフがニコニコ笑顔で皆様の
お越しをお待ちしています！

【まちｃａｆｅでは
� 随時ボランティアを募集しています】
　人と関わることが好きな方、おいしい
コーヒーを提供し、利用者さんとの会話
を楽しみませんか？
　興味のある方はお尋ねください。

開催・問合せ先 �社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

※新型コロナ感染症の
状況により開催を中止
する場合があります。

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

～令和４年度～�社協会費にご理解とご協力をお願いいたします
　大野町社会福祉協議会では、「町内の誰もが安心して生活ができる地域福祉づくり」をめざして地
域福祉活動に取り組んでいます。社協の事業は、住民の皆様から寄せられた会費や寄附金、共同募金、
行政からの公費補助などによって支えられています。
　多様化する福祉ニーズに対し、住民一人一人が福祉の担い手として地域福祉活動を推進するため、
住民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

会費（年額）

　◎一般会費（個人・世帯）　　　　 一口……　 ５００円（１口以上）
　◎賛助会費（団体・施設・企業等） 一口……５，０００円（１口以上）
※一般会費は、各地区区長様を通じてお願いをさせていただきます。
※�賛助会費は、７月から各事業所様宛に、お願いのご案内を送付させていただき
ますのでよろしくお願いいたします。

～シリーズ連載～　障がいについて理解しよう�⑪精神障がいについて

「精神障がい」って何だろう？
　精神障がいは、精神疾患のために障がいが生じて、日常生活や社会生活に制限がある状
態です。おもな精神障害疾患には、統合失調、気分障がい（うつ病、そううつ病）、薬物依
存症、不安障がい、てんかん、認知症などがあります。病状が深刻になると、判断能力や
行動のコントロールが著しく低下することがあります。

困っていることはこんなこと…
◇�外見からわかりにくいので、周囲から障がいを理解されにくく、孤立
したり、病気を隠したりすることがあります。また、「自発性がない」
ように見え、怠けていると誤解されることもあります。
◇�ストレスに弱く精神的に疲れやすい傾向があります。また、集中力が
低下したり、無気力になったりといった生活のしづらさがあります。

こんな配慮をお願いします
○�無理な励ましは、本人の過剰なストレスになることがあります。本人
の気持ちを大切にして、本人のペースに合わせた働きかけが必要です。
○�服薬の中断や多くのストレスにより、症状が再発することがあるため、
周囲のサポートが必要です。
○�疾患や障がいを正しく理解することが、精神障がいのある人の地域社
会における生活の支えとなります。

社会福祉協議会だより
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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。

１月中に届け出のあった方（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 草野誠
せ い し ろ う

四郎 謙輔・きくみ 西方 小森　咲
さ く

來 陽治・恵美

相羽 川㟢　徠
ら い あ

煌 和輝・眞永 五之里 川口　琴
こ と ね

峯 雄太・奈菜

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 髙橋　　理 78 稲富 汲田　葊光 81

相羽 不破　　晋 86 中之元 小森　義德 78

下方 若原　信子 94 公郷 佐々木 か 100

大野 高橋　悅子 95 公郷 野村　了一 95

大野 児島　正夫 97 加納 粟野　悦司 73

稲富 汲田　一子 90

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

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
１１０kcal １.８g １.６g ３９mg １.３g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

ひと手間加えてきのこを
「ちょい干し」してみませんか？

　今月は、きのこが豊富、具だ
くさんの食べる汁物「野菜いっ
ぱいのきのこ汁」を紹介します。
　ひと手間加えて、お天気のよ
い日にきのこを２～３時間、干
してみましょう。きのこは日光
を浴びると、うま味も栄養価も
アップします。
　少量の調味料で素材の味を楽しむ汁物です。ぜひお試し
になってみてはいかがでしょうか。

【作り方】
①エリンギは半分に切ったあと、薄切り。しいたけは４つ割
りに切る。えのきだけは２等分する。ほんしめじ、まいた
けはほぐす。（ちょい干しするならこのタイミングで。）
②ごぼうはささがき、キャベツはざく切り、ねぎはみじん切
りにする。
③里いもは食べやすい大きさに切り、下茹でする。しょうが
は皮をむき、すりおろす。
④Ａ［�内を合わせて、団子状にする。
⑤鍋に野菜やきのこ類、水、鶏がらスープの素を入れ、沸騰
したら④の団子を入れて煮る。
⑥塩・おろししょうがで味を整える。

●野菜いっぱいのきのこ汁

※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 麻生 長沼　大宗

妻 大垣市 坂田　奈美

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（２月１日現在）
人　口 … ２２,２９６（−５１）
男 … １０,９７５（−３１）
女 … １１,３２１（−２０）
世帯数 … ８, １２９（−１３）
出生６人／死亡３０人／転入１８人／転出４５人

節分星まつり

 です。

今月の表紙

【材料（４人分）】
まいたけ………… １００ｇ
エリンギ� 中１本（５０ｇ）
しいたけ… ３枚（５０ｇ）
えのきだけ…………… １袋

（１００ｇ）
ほんしめじ……… １パック

（１００ｇ）
ごぼう……………… ８０ｇ
キャベツ� ２枚（１００ｇ）

里いも… ２個（１００ｇ）
水……………… ６００ｃｃ
　　豆腐…………… ５０ｇ
Ⓐ　鶏ひき肉…… １００ｇ
　　ねぎ…………… １５ｇ
鶏がらスープの素�大さじ１
しょうが……… １/２かけ
塩……………………… 少々


