
※�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 令和４年度町当初予算

▶４ まちの話題

▶６ まちのお知らせ

▶１７ Information�くらしの情報

三水川の桜道
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快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの



①　安全・安心分野　－「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまち

　　・防災行政無線管理経費（防災行政無線デジタル化整備工事等）� 1 億 6,730 万円
　　・中学校３年生までの入院・通院等医療扶助費� 9,403 万円
　　・高校生等医療扶助費（入院費のみ）� 65 万円
　　・地域生活支援事業（重度身体障害者日常生活用具給付費、大学等修学支援事業扶助費等）� 2,438 万円
　　・児童福祉事務経費（子どもの居場所等相談機能強化事業委託料等）� 3,757 万円
　　・障害児通園経費（なないろ）� 4,098 万円
　　・子育て支援施設経費（ぱすてる）� 1,714 万円
　　・母子保健事業（出産祝金、妊婦健康診査等）� 2,067 万円
　　・一般予防経費（インフルエンザ予防接種補助金等）� 6,136 万円

②　産業・交流分野　－郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまち

　　・農業振興事務経費（農業振興地域整備基礎調査業務委託料、かき選果選別施設補助金等）�6,200 万円
　　・地域農政推進対策事業（新規就農者確保事業補助金、荒廃農地等利活用促進事業補助金等）�687 万円
　　・県営事業負担経費（農村振興総合整備事業（大野地区）負担金、経営体育成基盤整備事業負担金等）
� 3,725 万円
　　・森林整備事業（維持管理委託料等）� 1,473 万円
　　・町商工会補助金� 1,152 万円
　　・大野ふるさと歴史探訪業務委託料� 15 万円
　　・観光協会補助金（バラまつり大野２０２２等各種イベント、レンタサイクル事業）� 2,026 万円
　　・工場等設置等奨励金� 455 万円
　　・道の駅経費（パレットピアおおの）� 3,218 万円

③　生活・環境分野　－快適な暮らしを支える自然と共生した持続可能なまち

　　・公共交通推進事業（�デマンドタクシー運行業務委託料・補助金（デマンドタクシー増便）、コミュ
ニティバス運行対策費補助金（あいのりくんプラス）、地域乗合バス維持費補
助金、通学定期購入補助金、高速バス回数券補助金等）� 5,873 万円

　　・定住奨励金交付事業（新築住宅定住奨励金、移住支援事業補助金等）� 2,802 万円
　　・学生通学定期券購入補助金� 90 万円

　大野町第六次総合計画の将来像「快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの」の実
現に向け、「安全・安心分野 -「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまち」、「産
業・交流分野 - 郷土の恵みを活かした「にぎわい」と「憩い」を感じられるまち」など、
４つの基本目標に位置づけられた諸施策や事業に着実に取り組み、魅力あるまちづくり
を進めていきます。

令 和 ４ 年 度 大 野 町 当 初 予 算

●会計別予算額の状況

会　　計　　名 令和４年度予算額 対前年度比増減率（％）

一 般 会 計 ８０億４，０００万円　 ２. ６

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ２７億　 ２００万円　 １１. １

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ３億１，９８０万円　 １１. ９

大野神戸ＩＣ周辺まちづくり整備事業特別会計 ９億３，７００万円　 △６５. ０

上 水 道 事 業 会 計 ５億　 ２７０万円　 １. １

合 計 １２５億　 １５０万円　 △８. ９

2 広報おおの 2022.4



　　・高度処理型合併浄化槽設置補助金� 2 億 2,931 万円
　　・温暖化対策推進事業（�脱炭素推進事業計画策定業務委託料、住宅用新エネルギーシステム設置事業

補助金等）� 1,574 万円
　　・名鉄廃線敷再生事業（自転車道・歩道改良工事）� 5,000 万円
　　・大野町工業団地アクセス道路改良工事� 2,000 万円
　　・公園管理経費（管理委託料、指定管理委託料（黒野駅レールパーク）等）� 4,249 万円
　　・公園リニューアル計画策定事業� 338 万円
　　・町営住宅管理費（公営住宅長寿命化計画策定業務委託料、中之元南住宅解体工事）� 1,373 万円

④　教育・文化分野　－「古」と「新」が共存し、地域を愛し、みんなで学びあえるまち

　　・事務局事務経費（外国語講師委託料、学校規模適正化基本方針策定支援業務委託料等）� 9,335 万円
　　・小中学校エアコンリース料� 7,282 万円
　　・中学校修学旅行補助金� 229 万円
　　・小中学校教育振興事務経費（�ICT 支援員派遣業務委託料、電子書籍ライセンス料、自転車損害賠償

保険加入補助金等）� 5,516 万円
　　・公民館施設管理経費（第４公民館駐車場整備工事等）� 5,414 万円
　　・総合町民センター施設管理経費（指定管理委託料、総合町民センター改修工事設計委託料等）� 9,833 万円
　　・文化財保存事業（竹中半兵衛生誕之地碑移設事業等）� 1,614 千円
　　・運動公園施設管理経費（光熱水費、管理委託料等）� 2,329 万円
　　・池田町大野町学校給食センター負担経費� 2 億 1,318 万円

●一般会計款別内訳

問合せ先 �政策財政課　☎ 34－1111

町税
24億2,365万円

30.1％

地方交付税
18億2,000万円

22.6％

国庫支出金
9億3,148万円

11.6％

県支出金
7億6,560万円

9.5％

地方譲与税 1億1,883万円 1.5％
法人事業税交付金 2,000万円 0.2％
配当割交付金 1,600万円 0.2％
地方特例交付金 1,550万円 0.2％
環境性能割交付金 1,500万円 0.2％
株式等譲渡所得割交付金 1,300万円 0.2％
交通安全対策特別交付金 240万円 0.0％
利子割交付金 200万円 0.0％

※1その他内訳

※2その他内訳
使用料及び手数料 8,016万円 1.0％
繰越金 7,000万円 0.9％
寄附金 6,780万円 0.8％
分担金及び負担金 2,590万円 0.3％
財産収入 1,237万円 0.2％

依存財源
57.1%

自主財源
42.9%

繰入金
4億9,106万円

6.1％

諸収入
2億7,745万円

3.5％地方消費税交付金
4億8,000万円　6.0％

町債　3億9,180万円　4.9％

そ
の
他※

1

そ
の
他※

2

歳入

民生費
28億7,013万円

35.7％

総務費
11億3,711万円

14.2％
教育費

9億9,692万円
12.4％

衛生費
8億3,833万円

10.4％

　公債費
7億3,293万円
　9.1％ 歳出

土木費 4億7,315万円 5.9％
消防費 3億9,658万円 4.9％
農林水産業費 2億8,347万円 3.5％

商工費 2億1,623万円 2.7％
議会費 7,513万円 0.9％
予備費 2,000万円 0.3％
労働費 1万円 0.0％
災害復旧費 1万円 0.0％
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　このたびおかげさまで、大野町長として四期目の町政運営を担わせていただくこととなり

ました。町民の皆様の信頼と期待に応えるため、引き続き「快適で　笑顔あふれるやすらぎ

のまち　おおの」の実現をめざして、積極的かつ計画的な事業を展開し、全力で取り組んで

まいりますので、よろしくお願いいたします。

　現在、地方では新型コロナウイルス感染症を始め、少子高齢化や人口減少など様々な課題

に直面し、それらを解決するために３回目のワクチン接種の加速、ＤＸによるデジタル社会

への革新的なイノベーションにより急速な社会環境の変化に対応していく必要があります。

　本町では、令和８年度の東海環状自動車道の全線開通の見通しが示される中、この追い風

を生かし「大野神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業」をまちづくりに活かしつつ

福祉や教育の充実、子育てしやすく心安らかに

暮らせるゆとりあるまちづくりを進めていかな

ければなりません。

　次世代へ緑あふれる美しいふるさとを引き継

ぐため、SDGs やゼロカーボンシティなどの取

り組みを新たにスタートし、安全で安心して暮

らせる『持続可能なまちづくり』を目指してま

いります。今後とも町民の皆様、町議会議員の

皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。

「どこまでも挑戦！」
～四期目に向けて～

▲橋本委員長（左）から当選証書を受取る町長

大野町長　宇佐美 晃三

久保田氏が当選
～大野町議会議員補欠選挙～

　令和４年執行の大野
町議会議員補欠選挙は、�
久保田�かずしげ氏（５２
歳）が当選されました。

▼住所　瀬古
▼趣味　温泉、旅行
▼主義・主張・モットー
　�　持続可能な新しい町づくりのため、皆様の声
を、しっかりと聞き町政に届ける。

久保田 かずしげ 氏

▲北見市に表敬訪問された時の様子

北京冬季五輪 銀メダル
おめでとうございます！

チームの拠点・北海道北見市常呂町は、
大野町と友好提携を結んでいます。

カーリング女子日本代表 ロコ・ソラーレ

祝

ま ち の 話 題
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　JA 北海道厚生連・特別養護老人ホームところの新施設が完成し、
２月１９日に入居者の引っ越しを行い、２月２１日からデイサー
ビスの利用など供用を開始しました。
　３月９日には、オープニングセレモニーが行われ来賓らが出席。
北海道厚生農業協同組合連合会の中瀨会長が「一丸となり質の高
い介護サービスを提供するよう心掛ける」と決意を述べました。
　旧施設の老朽化に伴い、末広地区に移転した新施設は、特養
７０床、ショートステイ１０床で、居住スペースの全室が個室。
また、隣接した常呂厚生病院と廊下でつながり、医療と介護の連
携強化がより期待されます。

特別養護老人ホームところ新施設完成
─ 安心で健やかな生活が送れる施設に ─

ところ通信
Vol. 266

北見市

岐 阜県統計功労者令和２年国勢調査（調査員）総務大臣表彰受賞
國枝　源幸さん

　３月１日、令和３年度岐阜県統計功労者表彰において、令
和２年国勢調査（調査員）総務大臣表彰を受賞された國枝源
幸さんが役場にて町長に報告されました。國枝さんは、これ
までにいくつもの統計調査の調査員として従事されており、
令和２年に実施された国勢調査の調査員としても、１人でも
多くの方から回答が得られるよう調査員事務に尽力した功績
が認められ、受賞されました。町長は「このたびの受賞おめ
でとうございます。これからもお力添えをお願いします」と
謝意を述べました。

桜 いっぱいの町になることを願って
NPO 法人くろの

　２月２０日、NPO 法人くろのが桜の植樹を黒野駅レールパークにて行いました。NPO 法人くろのは毎年、
三水川沿いに桜の木を植えるなどして桜の名所づくりに取り組んでいます。今年で植樹３００本目となった
ことを記念して地元区長らも参加し、八重桜と薄墨桜など約３０本を植えました。

▲表彰状を掲げる國枝さん（左）

▲ NPO 法人くろのの関係者と地元区長
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　バラの花が咲き誇る５月に「バラまつり大
野２０２２」を開催します。会場であるバラ
公園では、様々な種類のバラ苗の販売がある
ほか、大野町バラ苗育種家によるバラの講習
会や物産販売を予定しております。１５０種
類２０００株の多種多彩なバラの姿や香りを
お楽しみください。入場は無料です。
◇開催期間　５月１４日（土）、１５日（日）
◇時　　間　午前１０時～午後４時
◇場　　所　バラ公園
◇内　　容　〇バラ苗販売　
　　　　　　〇バラの講習会　（予定）
　　　　　　〇物産販売　

バラ苗販売について
　５月１日から５月３１日（予定）の期間において販売を実施い
たします。
　バラの生育状況により、販売日程を変更させて頂くことがあ
ります。
　販売情報については、「大野町ＨＰ」及び「大野町公式ＳＮＳ」
にてご案内いたします。
※�園内のバラ開花状況について、随時「大野町公式ＳＮＳ」で

お知らせします。
※�イベントの詳細は、広報おおの５月号にあわせてチラシを配

布予定です。
※�新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、開催内容の変

更や開催中止となる場合もございますので、ご了承願います。

「バラまつり大野２０２２」開催

大野町公式 HP 大野町公式 SNS

Instagram Twitter Facebook大野町 HP

問合せ先 �まちづくり推進課　☎ 34－1111▲バラ公園

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！

　２月のピヨピヨクラブでは「マラカス作り」や「足型ゆきだるま」の制作を行
いました。
　「マラカス作り」では、たまごボールの中に鈴を入れた後、好きな模様を描きま
した。また、「足型ゆきだるま」では、お子さんの足型をとった後、さまざまなシー
ルを貼って思い思いの作品を親子で楽しく制作することができました。

※�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。

◎４月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス（開級式）…１９日（火）、２６日（火）
　　　　　みつばクラス（開級式）…２１日（木）、２８日（木）
　　　　　よつばクラス（開級式）…１５日（金）、２２日（金）
誕生会…２５日（月）
休館日 ��６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、２７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」の申込み人数によっては、開級式の日にちを変更
する場合があります。

▲マラカス作りのようす

▲足型ゆきだるま作りのようす
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　町観光協会では、大野町の柿やバラ、文化財など全国に誇れる地域資源を観光に活用することで、当町の認
知度の向上や来訪者の増加による観光活性化を図ることに加えて、昨今のコロナ禍で暗い話題が多いなか、投
稿写真を通じて、明るい話題を提供し、地域の活力向上を図るため、大野町に関わる写真や、コロナ禍を払拭
するような町内で撮影された心温まる写真を広く募集します。

「第１０回大野町観光写真コンテスト」作品募集

⑴大野町観光協会長賞（１名）　賞状・町特産品詰め合わせセット１万円相当・賞金１万円
⑵中日新聞社賞（１名）　賞状・町特産品詰め合わせセット１万円相当・賞金５千円
⑶パーシー・ローズ賞（５名）　町特産品詰め合わせセット５千円相当
※１　やむを得ない事情により、賞品及び賞金は予告なく変更する場合があります。
※２　各賞の重複はありません。
※３　賞品及び賞金の受取は、町観光協会事務局へお越しいただける方に限ります。

申込・問合せ先 ��
〒５０１- ０５９２　大野町大字大野８０番地
町観光協会事務局（まちづくり推進課内）　☎ 34-1111
メールアドレス：kigyo@town-ono.jp

⑴応募資格　プロ・アマを問いません。（中学生以下の方は保護者の了解を得てください。）
⑵応募作品条件　応募者本人が町内で撮影されたものであり、令和３年度に町内で撮影した、町の魅力的な
光景、伝統行事やまつり、道の駅「パレットピアおおの」など町内の施設や特産品などをはじめとした、町
に関わる写真や、コロナ禍を払拭するような町内で撮影された心温まる写真を対象とします。
⑶作品サイズ　デジタルカメラ等（スマートフォン含む）で撮影した JPEG 又は PNG 形式で１０MB 以内
の画像データとします。� ※二次的な画像加工処理が施された写真データは失格とします。

⑴郵送又は持参により応募する場合　別紙応募票に必要事項（住所、氏名、電話番号、性別、年齢、メー
ルアドレス、撮影場所、写真タイトル、写真に対するコメント）を記載のうえ、CD-R などの媒体（USB
は不可）に作品の画像データを保存し、町観光協会まで提出。
　※⑴の募集方法による応募点数は１人５点までとします。
⑵SNS（Instagram）により応募する場合　町の Instagram 公式アカウントをフォローしたうえで、投
稿の際に「＃（ハッシュタグ）第１０回町観光写真コンテスト」「＃（ハッシュタグ）大野町」の２つを必
須タグとし、投稿写真をＰＲできるハッシュタグをつけて写真を投稿してください。合わせて、写真撮影
日時、撮影場所、作品タイトル、作品に対するコメントをご記入ください。尚、投稿写真の閲覧ができる
ようにしてください。
　また、応募後、投稿した画像の削除や公式アカウントのフォローを外した場合も応募が無効となります。
応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
⑶SNS（Facebook）により応募する場合　『第１０回大野町観光写真コンテスト』公式アカウントをフォ
ローしたうえで、投稿の際に「＃（ハッシュタグ）第１０回町観光写真コンテスト」「＃（ハッシュタグ）
大野町」の２つを必須タグとし、投稿写真をＰＲできるハッシュタグをつけて写真を投稿してください。
合わせて、写真撮影日時、撮影場所、作品タイトル、作品に対するコメントをご記入ください。尚、投稿
写真の閲覧ができるようにしてください。応募後、投稿した画像の削除や公式アカウントのフォローを外
した場合も応募が無効となります。応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
　※�⑵、⑶の募集方法による応募点数はそれぞれ１人５点までとします。尚、応募にあたっては、１回の投稿につき応

募できる写真は１枚とさせていただきます。１回の投稿に複数の写真を添付した場合による応募は無効となります。

賞品等

応募のきまり

応募方法

Instagram Facebook大野町 HP
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引っ越しされる皆さんは忘れずに住民票を移しましょう。
　進学や就職などで引っ越しをする際には、原則これから住む、寮・アパートが新しい住所になります。
そのため、住所の異動のある方は住民票を移す必要があります。手続方法は、引っ越し前の市区町村で
転出届を出して「転出証明書」を受け取り、引っ越し後の市区町村で転出証明書を添えて転入届を提出
することで住民票を移すことができます。
　住民票は上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備など、身近な行政サービスや選挙人名簿につながる
大切な情報です。忘れずに住民票を移しましょう。� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

普及促進キャンペーンの対象となる
マイナンバーカード受取期限は５月３１日です

　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ています。
　「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）が届いた方は、
はがきに記載された「受取期限」までにマイナンバーカードをお受け取りください。
◆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。
� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

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　�４月１０日（日）・４月２４日（日）　午前８時３０分から正午、午後１時から４時３０分
◎場　　所　役場住民課窓口
◎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。
　マイナンバーカードを申請後、カードが作成されるまで約１か月かかります。交付の準備ができま
したら郵便で案内はがきを送付しますので、申請者本人が必要書類を持ってご来庁ください。平日業
務時間内に来られる際には予約は不要ですが、混雑のためお待ちいただく場合があります。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１
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　下記の表に該当する人に負担軽減を図ることを目的とし、医療費の一部を助成するものです。

名　称 対　象　者 所得制限

乳幼児
医療費助成

乳幼児…０歳から小学校就学前までの子（外来+入院）
小中学生…小学１年から中学３年終了までの児童及び生徒（外来+入院）
高校生等…１６歳になる年度始めから１８歳到達後の年度末までの子（入院のみ）

なし

重度心身障害者
医療費助成

身体障害者手帳（１級、２級、３級）をお持ちの方
療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ｂ１）をお持ちの方
精神保健福祉手帳（１級、２級）をお持ちの方

あり

母子家庭等
医療費助成

１８歳到達後の年度末までの児童及び生徒を養育している配偶者のいない母又は養育者と
その児童及び生徒　※養育者の場合は児童及び生徒のみ対象 あり

父子家庭
医療費助成 １８歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者のいない父とその児童及び生徒 あり

・各助成制度に応じて、申請により受給者証を発行します。※高校生等は受給者証の発行はありません。

〈助成内容と方法〉
　受診の際は、福祉医療費受給者証を提示してください。
　保険診療分のみ窓口で無料になります。（保険診療外
の分は自己負担になります。）
※�高校生等の方の入院費は医療機関の窓口で自己負担額

を一旦お支払いいただき、診療月の翌月１日から起算
して２年以内に町へ申請することにより、内容を確認
のうえ支給します。

　申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

〈岐阜県以外の医療機関等で受診されたとき又は治療用
補装具を作ったとき〉
　一旦自己負担になりますが、領収書等必要なものを持
参し、医療費を支払った日の翌日から起算して２年以内
に手続きをしていただくと医療費の支給となります。
　申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

〈医療費が高額になる（なった）場合〉
　加入されている健康保険が発行する限度額適用認定証
の利用をお願いします。
　高額療養費に該当したときは、大野町より健康保険へ
代理申請を行いますので、ご連絡をさせていただく場合
があります。

〈変更があるとき〉
　住所や加入している保険、手帳等に変更があった場合
は変更手続きをしてください。内容によっては大野町が
負担した医療費を返還していただくことがあります。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４－１１１１

大野町福祉医療費助成制度とは…？
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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！



令和４年度狂犬病予防注射について
　狂犬病予防法により、生後９１日以上の全ての犬の登録と、４～６
月までの間で年１回の予防注射が義務付けられています。（新型コロナ
ウイルスの影響を鑑みて、やむを得ない事情がある場合は、１２月末
までに予防注射を受けた場合も４～６月までに受けたこととみなすと、
国から通達がありました。）
　今年度は下記の日程で実施します。なお、都合により会場で受けら
れない方は、動物病院にて予防注射を受け、役場に注射済証の届出を
していただきますようお願いします。

注射手数料（１頭あたり／消費税含む） ３，２００円
【内訳】注射料金
　　　 狂犬病予防注射済票交付手数料

２，６５０円
５５０円

新規登録手数料（１頭あたり／消費税含む） ３，０００円

令和４年度狂犬病予防注射日程
月　日 実�施�時�間 実�施�場�所

４月１１日
（月）

１０: ００～１０: ４０ 上秋南集荷場（羽根公民館）
１１: ００～１１: ４０ 第３公民館
１３: ２０～１４: ３０ 第２公民館

４月１２日
（火）

１０: ３０～１０: ５０ 牛洞区コミュニティセンター
１１: １０～１１: ４０ 第４公民館
１３: ２０～１４: ００ 第５公民館
１４: ２０～１４: ４０ 東区公民館

４月１３日
（水）

１０: １５～１０: ５５ 第６公民館
１１: １５～１１: ４５ 相羽公民館
１３: ２０～１３: ４０ 中之元公民館
１４: ００～１４: ５０ 大野町役場

※�実施時間に多少のずれが発生する場合もございますのでご了承ください。

町有墓地使用者募集のお知らせ
　町有墓地の使用者を随時募集しています。
○申 込 資 格 者　町内に本籍又は住所を有する人
○墓 地 の 概 要　墓地の名称：大野町西霊園
　　　　　　　　　　墓地の所在：瀬古４８１番地
　　　　　　　　　　区画面積：（１区画）１．４４㎡（奥行×間口：１. ２ｍ×１. ２ｍ）
　　　　　　　　　　使用料：（１区画）７２，１００円（許可時）
　　　　　　　　　　管理料：（１区画）１，０００円／年（毎年１月）
　　　　　　　　　　　※空き区画については、お問い合わせください
　　　　　　　　　　　※使用区画は、申請順に選択できます
　　　　　　　　　　　※申請は１戸につき３区画以内です
○申請に必要なもの　印鑑

　※その他申請書類を窓口にてご記入いただきます。� 問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１

〇�狂犬病とは

【どんな病気？】
　狂犬病は人をはじめ、すべ
ての哺乳類及び鳥類に感染し
ます。現在のところ治療法も
なく、一度発病してしまうと、
必ず死亡してしまう恐ろしい
病気です。

�【狂犬病を防ぐには？】
　狂犬病は現在のところ、一
度発病すると治療法はありま
せん。そのため予防が極めて
重要になってきます。
　そこで重要となるのが狂犬
病予防接種です。昭和２５年
に狂犬病予防法が施行され、
飼い犬の登録と狂犬病予防注
射が義務付けられています。

問合せ先 �環境生活課　☎ ３４－１１１１
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●納付できる税目・納期限●
科目

納付月

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
期別 期別 期別 期別

納期限 納期限 納期限 納期限

４月 第１期 全期
５月２日 ５月２日

５月 第１期
５月３１日

６月 第１期 第２期
６月３０日 ６月３０日

７月 第２期 第３期
８月１日 ８月１日

８月 第２期 第４期
８月３１日 ８月３１日

９月 第５期
９月３０日

１０月 第３期 第６期
１０月３１日 １０月３１日

１１月 第７期
１１月３０日

１２月 第３期 第８期
１２月２６日 １２月２６日

１月 第４期 第９期
１月３１日 １月３１日

２月 第４期 第１０期
２月２８日 ２月２８日

町税をスマートフォンでご自宅からかんたん納付！
　町税を納付するために外出しなくても、スマー
トフォン決済アプリを利用して、ご自宅で簡単に
納付することができます。

●利用できるスマートフォン決済アプリ●
　PayPay　LINEPay　　楽天銀行アプリ　
　PayB（ペイビー）　auPAY
●利用方法●
①�スマートフォンに決済アプリをダウンロード

し、氏名や銀行口座など必要事項を登録する。
②�納付書のバーコードを読み取り、決済内容を確

認し、支払い完了。
※�利用できる金融機関や必要なアプリは各社の

ホームページ等を確認してください。
※�納付期限（有効期限）を過ぎた納付書は利用で

きません。
※�領収証書は発行されません。軽自動車の継続検

査用証明書が必要な場合は、税務課までご相談
ください。
問合せ先 �

　　　　　�税務課（国民健康保険税を除く町税）
　　　　　�住民課（国民健康保険税）☎ 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
を支給しています。

◆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）に該当する児童に
係る給付金の申請受付は、終了しました。
　※�③に該当する児童に係る給付金の申請期限は
４月１５日（金）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
・�原則令和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
　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。

� 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のお知らせ
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　町では、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、新生活の費用を支援することで婚
姻数の増加を図り、少子化対策に寄与することを目的に、結婚に伴う新生活に係る住居費や引
越し費用の一部を補助します。

結婚新生活支援事業

◎補助対象世帯
※�次の条件をすべて満たす世帯が支援の対象

となります。

１�　令和４年４月１日から令和５年３月３１
日までの間に婚姻届を提出し受理された夫
婦であること。

２�　申請時において、夫婦ともに大野町に住
民登録がされていること。

３�　大野町に１年以上定住する意思がある夫
婦であること。

４�　婚姻日における年齢が夫婦ともに３９歳
以下で、かつ夫婦２人の年間合計所得が
４００万円以下であること。

５�　申請時において、夫婦ともに町税等の滞
納がないこと。

６�　他の公的制度による家賃補助等による補
助金を受けていないこと。

７�　過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を
受けていないこと。

◎補助対象
１　住居費
　　①住宅購入費
　　②�住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金〈保

証金等これに類する費用を含む。〉、共
益費、仲介手数料）

　　※勤務先からの住宅手当支給分は除く。
　　③�住宅リフォーム費用（住宅機能の維持

又は向上を図るために行う修繕、増築、
改築または設備更新等の工事費用（倉
庫、車庫、門扉、フェンス、植栽等の
外構に係る工事費用、エアコン、洗濯
機等の家電購入、設置に係る費用を除
く。）

２�　引越し費用（引越業者と運送業者に支
払った費用）

　　※�令和４年４月１日から令和５年３月
３１日までの間に支払われたものが対
象となります。

◎補助金額
　１世帯あたり最大３０万円

◎申請方法
　申請書に次の書類を添えて、提出して下さ
い。
　①戸籍抄本または婚姻届受理証明書
　②夫婦の所得証明書
　③�住宅の工事請負契約書、売買契約書と領

収書の写し�
（住居費における住宅購入の場合）

　④�住宅の賃貸契約書と領収書の写し�
（住居費における賃借の場合）

　⑤�住宅手当支給証明書�
（住居費における賃借の場合）

　⑥�住宅の工事請負契約書または請書と領収
書の写し（住宅のリフォーム費用の場合）

　⑦�引越しに係る領収書の写し�
（引越し費用の場合）

　⑧�貸与型奨学金を返済したことがわかるも
の（貸与型奨学金の受給者の場合）

申請・問合せ先

政策財政課　☎ ３４-１１１１
（平日午前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。）

結婚に伴う新生活に係る費用を支援します！
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■高校生の通学バス・鉄道定期代を補助します！
高校生通学定期券等補助事業
◎補助対象者　�町内にお住まいの方で、学校教育法に規定する高等学校又は高等学校と同等

の課程と認められる課程に修業している高校生の保護者の方
◎補�助�対�象　�バス：岐阜バス、名阪近鉄バス、揖斐川町ふれあいバス、スクールバス
　　　　　　　鉄道：樽見鉄道、養老鉄道
◎補�助�内�容　通学定期券購入費用の３分の１（１００円未満の端数切捨て）を補助
◎申�請�方�法　�在学を証明する書類（学生証、合格通知書等）の写し、通学定期券の写し（スクー

ルバス利用者は、その料金の領収書）を添えて、申請書を提出してください。
※�定期券は、有効区間、期間、氏名、購入金額等の記載情報が確認できるようにコピーして

ください。
※�まとめて申請する場合は、補助対象期間分のすべての定期券の写しを用意するなど、十分

に注意してください。
※�定期券の有効期間に、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの期間を含む定期券

が補助対象です。

■アユカ（新規・積み増し）の助成をします！
定期路線乗合バス乗車券助成事業
アユカ新規交付助成
◎助成対象者　町内にお住まいの方
　※ただし、交付は１年度あたり１世帯１枚限り（積み増し助成との重複利用は不可）
◎助�成�内�容　�申請時に１, ０００円を町窓口でお支払いいただき、後日３, ０００円分（２,

５００円分の乗車料金と５００円分の保証金）のアユカカードを郵送します。

アユカ積み増し（チャージ）助成
◎助成対象者　既にアユカカード（定期券を除く。）をお持ちで、町内にお住まいの方
◎助�成�内�容　積み増しした乗車料金のうち２, ０００円を上限として助成
　※ただし、助成は１年度あたり１世帯１回限り（新規交付助成との重複利用は不可）
　※�積み増しの領収書は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの領収書を有効と

し、それ以前の日付の領収書は無効です。
◎申�請�方�法　新　　規：身分証明書を持参し、申請書を提出してください。
　　　　　　　積み増し：身分証明書を持参し、領収書を添えて申請書を提出してください。
　※新規交付の場合は、アユカカードの作成に日数を要するため、後日郵送となります。
　※ �ayuca（アユカ）とは、バス車内の専用機器にタッチするだけで、簡単に運賃精算がで

きる IC カードです。１枚のカードに何度でもチャージして繰り返し利用できます。

令和４年度
　 公共交通に関する補助事業について

　町では、住民の皆さんの定住促進、学生（学生の保護者）の経済的負担の軽減と公共交通の利用
促進を図るために、補助事業を実施しております。
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■高速バス「にしみのライナー」の回数券購入の助成をします！
高速バス回数乗車券購入助成事業
◎助�成�対�象　�名阪近鉄バスが販売する、にしみのライナーの道の駅「パレットピアおおの」

と名古屋駅間を乗車できる回数券の購入費用
◎助成対象者　にしみのライナーを利用する町内にお住まいの方
◎助�成�内�容　購入した回数券の料金のうち２, ０００円を助成
　※ただし、助成は１年度あたり１世帯１回限り
　※�申請書に添付していただく領収書または事前に購入をしたことがわかる書類は、令和４

年４月１日以降の購入分が補助対象となります。
◎申�請�方�法　�身分証明書を持参し、領収書または事前に購入をしたことがわかる書類等を

添えて申請書を提出してください。

■ 高速バス「にしみのライナー」で通学する学生の定期券
等購入の補助をします！

学生通学定期券等購入補助事業
◎補�助�対�象　�名阪近鉄バスが販売する、道の駅「パレットピアおおの」から名古屋駅間を乗

車できる、にしみのライナーの定期券または回数券の購入費用
◎補助対象者　�通学のために、にしみのライナーを利用する町内にお住まいで、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

◎補�助�内�容　・通学定期券：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, ０００円）
　※�定期券については令和４年４月１日以降の利用分、回数券については令和４年４月１日

以降の購入分が補助対象となります。
　※１ヶ月につき、定期券または回数券のいずれか１つのみの申請となります。
　※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）を添えて、
申請書を提出してください。

　※�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）、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。

　※�まとめて申請する場合は、補助対象期間分のすべての定期券等の写しを用意するなど、
十分に注意してください。

　上記の公共交通に関する補助を受けるためには、対象世帯全員に町税等の滞納がないことが要件
です。また、未成年者が申請される場合は、保護者の同意が必要となります。公共交通に関する補
助の申請期間は令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとなっておりますので、期間内の手
続きをお願いいたします。

� 申請・問合せ先 �政策財政課　☎ ３４-１１１１（平日午前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。）
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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

■バスの運行情報（現在地・遅延状況）が確認できます！
名阪近鉄バス　バスロケーションシステム
　名阪近鉄バスでは、令和４年３月１日から、
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」にて、バスの
位置情報を表示する「バスロケーションシステ
ム」のサービスが開始されています。にしみの
ライナーをご利用の際は、ぜひご利用ください。
◎バスロケーションシステムについて
　バスに搭載されるＧＰＳ信号を利用して、バ
スの現在地や遅延状況などをスマートフォンや
パソコンなどでリアルタイムに表示するシステ
ムです。これにより、バスが「今どこにいるの？
いつ来るの？」がわかり、大変便利になります。
◎バスロケーションシステムのＵＲＬ
http://buscatch.jp/rt/top.php?id=ogaki-city
※�または、右の二次元バーコード

からご利用ください。
問合せ先 �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。）

岐阜バス　バス運行情報提供サービス
　岐阜バスでは、各バス停に掲出の二次元バー
コードを読み取ることで、運行情報を確認する
ことができるサービスを実施しています。岐阜
バスをご利用の際は、ぜひご利用ください。

（出典：岐阜バスホームページ）

問合せ先 �

　　（運行情報提供サービスについて）
　　　岐阜バス営業管理部　☎ ０５８-２４０-８８１５
　　（運行について）
　　　岐阜バス柿ヶ瀬営業所　☎ ０５８-２９３-５１２２

〇家計急変世帯
　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に
対し給付します。収入目安は早見表を参照してく
ださい。（申請書はホームページからダウンロード
できます。）
※�申請には、口座情報や本人確認書類のほか、給

与明細や源泉徴収票などの令和３年の収入がわ
かるもの、住民票等が必要になります。

〇申請期限　令和４年９月３０日
※�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）が町民税均等割非課税水準以
下であることを指します。

注意：�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。

早見表

扶養している親族の状況
非課税相当収入

限度額
単身又は扶養親族が

いない場合
９３．０万円

配偶者・扶養親族（１名）
を扶養している場合

１３７．８万円

配偶者・扶養親族（計２名）
を扶養している場合

１６８．０万円

配偶者・扶養親族（計３名）
を扶養している場合

２０９．７万円

配偶者・扶養親族（計４名）
を扶養している場合

２４９．７万円

障がい者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合

２０４．３万円

問合せ先 �福祉課　☎ ３４-１１１１
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　いつまでもいきいきとした生活を送ることができるよう、各地区の公民館で楽らく健康体操
教室を開催します。定期的な運動や仲間との交流を行うことで、心身ともに健康に過ごしましょ
う！外出できる場所がない、運動機会を作りたい等の思いをお持ちの方は、是非ご参加くださ
い。
◎対 象 者　町内在住で６５歳以上の方
◎開催場所　第１～第６公民館
◎実 施 日　�毎月１～２回　※教室の日程表は各地区の公民館に

置いてあります。
◎参 加 料　無料
◎内　　容　�椅子に座ってできる体ほぐし体操・自宅でもできる

簡単な筋トレ・楽しく体を動かす脳トレ
◎持 ち 物　�タオル・水分補給用のお茶・屋内シューズ・運動のできる服装・マスク・健康チェッ

ク票（初めて参加される方は初回にお渡しします）
◎申込方法　参加される方は直接、教室へお越しください。
※�新型コロナウイルス感染症への対策を十分に行って教室を実施しますが、心配な方はお休み

ください。新型コロナウイルス感染症が落ち着いた頃からの参加も大歓迎です。

� 問合せ先 �地域包括支援センター　☎ ３４－１１１１

　男性同士で楽しく集い、脳の健康作りを学ぶ教室です。
　理学療法士が体を動かしながら脳を刺激する「コグニサイズ」を行います。いつまでもいき
いきとした生活が送れるよう「脳活」に取り組みましょう！
◎対 象 者　６５歳以上の男性
◎開催場所　大野町福祉センター　２階　ホール
◎実 施 日　４月から毎月第２月曜日（祝日は第３月曜日）（１２回）　午後２時～３時
◎定　　員　２０名程度
◎参 加 料　無料
◎申込方法　下記までお電話にてお申し込みください。（途中月での参加可）

申込・問合せ先 �

地域包括支援センター
　☎ ３４－１１１１

令和４年度 楽らく健康体操教室 参加者募集

脳活メンズクラブ　参加者募集
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くらしの情報
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お知らせ

令和４年「春の全国交通安全運動」

◎実施期間
４月６日（水）～１５日（金）まで
※４月１０日は「交通事故死ゼロを目指す日」
◎運動の重点

（１）子供を始めとする歩行者の安全確保
（２）�歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の

向上
（３）自転車の交通ルール厳守の徹底と安全確保
◎遵守事項
（１）横断歩道は歩行者最優先
　�　横断者は、横断歩道では手を挙げて横断する意思

を周囲にしっかり知らせて、ドライバーは、横断者
の存在を確認して歩行者の横断を優先させる運転を
しましょう。

（２）飲酒運転は犯罪
　�　運転する人はもちろん、飲酒運転の車に同乗した

人も、ほんの軽い気持ちでは済まされません。「飲
んだら乗らない」を厳守しましょう。

（３）自転車は「車両」
　�　自転車は、自動車と同じ分類の「車両」です。信

号や一時停止など交通法規の遵守と、自転車乗車時
の「ヘルメット」着用を徹底しましょう。
問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

４月２日は「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連総会において、毎年
４月２日を「世界自閉症啓発デー」とすることが決議
され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組
みが行われています。わが国でも、誰もが幸せに暮ら
すことが出来る社会の実現のために、厚生労働省、日
本自閉症協会の主催で「世界自閉症啓発デー・日本実
行委員会」が組織され、４月２日から８日を「発達障
害啓発週間」とし、自閉症をはじめとする発達障害に
ついて広く啓発する活動を行っています。
問合せ先 �福祉課　☎ ３４－１１１１

４・１７（ヨイハ）健康デー�
歯のなんでも電話相談

　県内の保険医協会会員の歯科医師に、歯についての
悩みを無料で相談できます。
◎受付電話番号　☎ ０５８-２６７-０７１１
◎相談日　４月１７日（日）
◎相談時間　午前１０時～午後３時
問合せ先 �岐阜県保険医協会　☎ ０５８-２６７-０７１１

県交通遺児・犯罪被害遺児��
激励金支給事業

　県では、５月５日の
「こどもの日」に合わ
せて、次のとおり交通
遺児・犯罪被害遺児の
方に激励金をお贈りし
ています。

◎対象者
　義務教育終了までの方および高等学校在学
中（高等専門学校３年修了までの方、特別支
援学校の高等部在学中の方を含む）で満２０
歳未満の方で、次の①または②に該当する方

※�交通遺児・犯罪被害遺児となった後、養子
縁組した方、もしくは父または母が再婚し
生計をともにすることとなった方は除きま
す。
①�交通遺児　５月５日現在、県内に居住し、

交通事故により、それまで生計をともにし
ていた父または母（すでに父母がいない場
合にはそれに代わる方）を亡くした方
②�犯罪被害遺児　５月５日現在、県内に居住

し、犯罪被害（殺人や傷害致死など、故意
の犯罪行為（人の生命または身体を害する
行為）により害を被ること）により、それ
まで生計をともにしていた父または母（す
でに父母がいない場合にはそれに代わる
方）を亡くした人

※�国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の
支給裁定がされていることが必要です。

◎�激励金の額
　�（申請時から高等学校等就学中（２０歳未満）

まで、年間１人当たり）

乳幼児および小学生 １５, ０００円

中学生 ２０, ０００円

高校生等 ２５, ０００円

◎申込期限　４月１５日（金）

◎申込先　総務課　☎ ３４-１１１１

問合せ先 �
県環境生活部県民生活課　☎ ０５８-２７２-１１１１
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募　集

裁判所からのお知らせ

　裁判所では、新しくできた制度
や裁判手続を知っていただくため
に、毎月テーマを定めて、裁判所
ウェブサイト（https://www.courts.
go.jp/index．html）で案内してい
ます。４月のテーマは「調停の歴
史～調停制度発足１００周年～」、
ぜひご覧ください。
問合せ先 �岐阜地方裁判所事務局�
総務課　☎ ０５８-２６２-５１２２

第５回県知事賞争奪�
「健康マージャン県民交流大会」

参加者募集

　「健康マージャン」は、令和６年
開催予定の国民文化祭、令和７年
開催予定のねんりんピックの正式
種目であり、岐阜県代表選手の選
考も兼ねた県民交流大会です。
◎日時　５月２９日（日）�
午前１０時～
◎場所　ソフトピアジャパン�
センタービル・ソピアホール

※�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。

救急車の適正利用について��救急車の適正利用にご協力お願いします！

救急車はタクシーではありません
　近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増加
し社会問題になっています。
　このような状況が続きますと、大ケガをした人、
心筋梗塞や脳卒中などで緊急に病院などへ搬送す
る必要がある人のところまで、すぐに駆け付ける
ことができなくなります。

救急車は地域の限られた救急資源
　救急件数は増加の一途をたどっており、本当に救
急車が必要な人へすぐに出場できない事があります。
　通常、１１９番の救急要請を受けると、最寄り
の消防署から救急車が出場しますが、救急車が出
場している場合は、遠方にある別の救急車が出場
することになり現場への到着に時間を要してしま
います。その結果、救える命が救えなくなる場合
があります。

救急車の誤った利用例
・今日は診察日だから
・車を運転してくれる人がいないから
・早く診察してもらえるから
・タクシーだとお金がかかるから

救急車（１１９番通報）を呼ぶか迷った場合
　救急車を呼ぶか迷った時、相談に乗ってくれる
機関（救急医療情報センター）があります。
※�救急隊員が２４時間３６５日、症状にあった対
応方法や救急病院をご案内いたします。

相談電話番号　☎ ０５８５-３２-３７９９

精神科救急情報センター

相談電話番号
☎ ０５７５-７９-３９９３

　精神疾患の急激な発症
や精神状態の悪化等によ
り緊急な精神医療相談を
必要とされる精神障害者
及びその家族等からの相
談を毎日２４時間体制で
精神科医・精神保健福祉
士が応じます。
※�あくまでも緊急の相談

窓口です。かかりつけ
医等がある場合には、
かかりつけ医への相談
をお願いします。

小児救急の休日夜間電話相談

相談電話番号（局番なし）＃ ８０００

　休日・夜間におけるお子さんの急な
体調不良や、病院を受診すべきかどう
か迷ったときなどに、看護師が電話相
談に応じます。
※�保護者の目から見て明らかに重篤、

緊急な症状の場合は、１１９ 番をご利
用ください。
◎相談時間　
月曜～金曜日�午後６時～翌朝午前８時
※�土日祝日、年末年始（１２月２９日～

１月３日）午前８時～翌朝午前８時
※�プッシュ回線電話、携帯電話により

ご利用いただけます。
※�一般回線からおかけの場合は…
　「☎ ０５８-２４０-４１９９」
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自　衛　官　等　募　集　案　内
募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満の者
男子 年間を通じて行ってお

ります。 年間を通じて行っております。
女子

一般曹候補生 １８歳以上３３歳未満の者 ３月１日�～�５月１０日

１　次
５月２０日～２９日のうち１日
２　次
６月１７日～７月３日のうち１日

※１　受験資格の年齢は各種目とも採用予定月（令和４年９月又は令和５年４月）の末日現在です。
※２　令和５年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和４年９月１６日以降に行います。
※３　コロナ等の影響により日付が変更される場合があります。
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

町内在住の６０歳以上の皆さま　あなたの豊富な知識と経験を活かしてみませんか。

◎シルバー人材センターとは　シルバー人材センターは、高齢のため現役を退かれた方々等が、シルバー
の理念「自主・自立・共働・共助」のもとに、長年培ってきた知識や経験を地域社会で生かしつつ、働く
ことを通して「健康と生きがい」を得るとともに社会に貢献することを主な目的として、自主的に参加し
運営する「公益法人」で、高齢社会を支える公共性、公益性を有する団体です。

（入会を希望される方は）
◦町内在住の６０歳以上で、健康で働く意欲のある方
◦シルバー人材センターの趣旨に賛同していただける方
◦入会説明を受け、入会申込書を提出した方
◦定められた会費（年額１，５００円）を納入していただける方

令和４年度入会説明会の日程（毎月第２火曜日）
令和４年　４月１２日・５月１０日・６月１４日・
　　　　　７月１２日・８月９日・９月１３日・
　　　　　１０月１１日・１１月８日・１２月１３日
令和５年　１月１０日・２月１４日・３月１４日
◆�開催時間、場所は、いずれも午前１０時から町中央公民館で�

開催します

就業規約とシルバー保険
◦�会員が安全・適正に就業でき

るように、センターには定め
られた就業規約があります。

◦�会員が安心して働けるよう、
「シルバー保険（傷害・賠償）」
に加入しています。

問合せ先 �
大野町大字黒野９１３番地１

（町中央公民館内）　公益社団法人　
町シルバー人材センター　
☎ ３６－１１６６

◎対象　１６０名（先着順）
◎対局　４回戦（５０分／１回戦）
◎参加賞　３, ０００円（事前振込）
◎後援　岐阜県その他
◎募集　令和４年４月分～
◎申込方法　下記メールかハガキ
にて申込む。
info@mahjong-gifu.com
〒５０３- ０９６１　
大垣市青柳町２- ２８２
問合せ先 �岐阜県健康マージャン協会　
☎ ０５８４-５１-９４９０

ひとり親を支援します�
就業支援講習会受講者募集

◎講座内容　登録販売者試験対策
講座、介護職員初任者研修、介護
福祉士実務者研修、介護福祉士国
家 試 験 対 策 講 座、 ケ ア マ ネ ー
ジャー受験対策講座、福祉用具専
門相談員養成講座、医療事務・調
剤、ＭＯＳ資格取得講座、パソコ
ン講座、日商簿記２級・３級講座、
准看・看護学校等受験対策個別支
援講座（定員に満たない場合は、

開講されない場合があります。）
◎場所　講座により異なります
◎対象者　県内在住のひとり親
◎定員　全講座合わせて９０人程度
◎受講料金　無料

（教材費等必要経費は自己負担）
◎申込期間
４月５日（火）～４月２０日（水）
◎申込先　揖斐県事務所　福祉課
問合せ先 �
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立
支援センター　☎ ０５８-２６８-２５６９
揖斐県事務所�福祉課　☎ ２３-１１１１



Information

20 広報おおの 2022.4

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　４月１４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　４月２０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　４月１１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　４月１１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　４月５日（火）、１２日
（火）、２６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

＊＊有料広告募集中＊＊　「広報おおの」では、有料広告を募集しています。
広告掲載の規格と料金（税込み）など
　・１枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ５２ｍｍ）　　12,000 円
　・２枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１１０ｍｍ）　22,000 円
　・３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）　32‚000 円
　・�１広告主につき１号３枠までとし、広告の内容は町及び

広報紙の印象を損ねないものとしてください。
　・�くわしくは、町公式ＨＰか、役場総務課窓口備付の関係

資料を参照してください。

広報紙の発行状況など
　毎月１回（１号）７, ８００部発行し、発行月号の前月最
終金曜日に、広報委員を通して町内各世帯へ配布しています。
　「広報おおの」６月号への広告掲載申込は、４月１５日（金）
が締切です。
問合せ先 　総務課　☎ 34-1111

※この広告枠は、３枠（タテ４５ｍｍ×ヨコ１６８ｍｍ）です。

こころの相談　精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。

◎日程

月 開催日（第２木曜） 場所（保健所） 開催日（第４木曜） 場所（市町）
４月 １４日

西濃保健所

２１日※第３木曜 垂井町保健センター
５月 １２日 ２６日 養老町保健センター
６月 　９日 ２３日 大野町保健センター
７月 １４日 ２８日 平田総合福祉会館（やすらぎ会館）
８月 　４日※第１木曜 ２５日 池田町保健センター
９月 　８日 １５日※第３木曜 関ケ原町総合福祉会館やすらぎ

１０月 　６日※第１木曜 ２７日 安八町保健センター
１１月 １０日 １７日※第３木曜 揖斐川町役場
１２月 　８日 ２２日 海津総合福祉会館（ひまわり）

１月 １９日※第３木曜 ２６日 輪之内町保健センター
２月 　２日※第１木曜 １６日※第３木曜 神戸町保健センター
３月 　９日 １６日※第３木曜 西濃保健所

◎相談時間
（１）午前１０時～
（２）午前１０時３０分～
（３）午前１１時～
◎相談料　無料
◎申込方法　要電話予約。
予約・問合せ先 �
西濃保健所健康増進課保健予
防係　☎ ０５８４－７３－１１１１
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今月のおすすめ本

ボタニカ
（朝井�まかて著 /祥伝社）

　小学校中退ながらも独学で植物研究に没頭した牧野富
太郎。東京大学理学部植物学教室に出入りを許され、新
種の発見など目覚ましい成果を上げるが…。稀代の植物
学者を描く長編小説。『小説ＮＯＮ』連載を加筆、訂正。

だいじょうぶかないちねんせい�３～５歳，小初
（くすのき�しげのり作，うめだ�ちづる絵 /ひかりのくに）

　山に住むクマの子とサルの子は、人間の小学校に行きた
くてしかたありません。山奥に住むタヌキのおじいさんに
相談すると、人間の姿にかえてくれました。クマの親子と
サルの親子は、無事に入学式を迎えられるでしょうか?

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●リモート経済の衝撃

（野口 悠紀雄著 / ビジネス社）
●大人になるってどういうこと ?

（神内 聡著 / くもん出版）
●腰痛は座り方が９割

（碓田 拓磨著 / 主婦の友社）
●知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園

（本多 勝治著 / 家の光協会）
●六つの村を越えて髭をなびかせる者

（西條 奈加著 / ＰＨＰ研究所）

●あけてあけて� ０～２歳
（accototo えとぶん / みらいパブリッシング）

●せーのっ !にらめっこせかいたいかい� ０～５歳
（山本 コミチ文，高岡 洋介絵 / 文芸社）

●なかよくなれるかな� 小初
（今井 福子作，いつか絵 / 文研出版）

●ケケと半分魔女� 小中
（角野 栄子作，佐竹 美保画 / 福音館書店）

●あしたへの翼� 小上
（中島 信子著 / 汐文社）

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「木育」展
　「木育」は平成１６年に北海道で生まれたことばです。「木とふ
れあい、木に学び、木と生きる」ことを通じて、「人と、木や森
との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育む」活動として活
発に進められています。岐阜県は、全国有数の森林県であり「木
と共生する文化」が受け継がれています。
　図書館の本とともに木や森について学びましょう。

こどもの読書週間
　開催期間：４月２３日（土）～５月１２日（木）

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

4 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
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国　保　だ　よ　り
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●令和３年度の特定健診の結果をお知らせします！
【特定健診の受診状況は？】��
　町では、例年は６月・７月で実施していますが、新型コロナウイルス感染症拡大もあり、今年は９・
１０・１１月に実施しました。４０～７４歳の国民健康保険被保険者のうち、１，２０３名の方が受診
されました。男女別年代別受診率は下記のとおりです。男性は女性より受診率が低く、４０～５０歳代
が男女ともに特に低い傾向にありますが、昨年より４０歳代の受診率が上がりました。

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳
男性 9.5 13.2 16 12.8 24.4 29.5 34.4
女性 14.1 18.7 16.2 22.6 37.2 42.6 44.4

0
10
20
30
40
50

男女別年代別特定健診受診率（％）

【特定健診の結果は？】��
　左下のグラフのように、お腹まわりに脂肪のつく内臓脂肪型肥満に加え、脂質異常、血圧高値、高血糖の危
険因子を複数あわせもつ、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状態または予備群の方は３２％が
該当していました。また、右下の図のように、健診を受けている人の平均医療費の方が極めて低いことがわか
ります。これは、早期発見で治癒費が抑えられたのはもちろん、健診で健康意識が高まったことによるものと
考えられます。体の中で起きている変化を見逃さないためにも、毎年１回の健診を受けましょう！
　健診の結果、メタボリックシンドロームの可能性のある方（服薬している方は除く）には特定保健指
導のお知らせをお送りしています。症状がなくても、自身の体の状態を知るためにも必ず受けましょう。

基準該当
21%

予備群該当
11%非該当

68%

メタボリックシンドローム該当者割合（％）

7,446円

37,502円

0 10,000 20,000 30,000 40,000

健診受診者の
生活習慣病治療費

健診未受診者の
生活習慣病治療費

特定健診受診の有無と
生活習慣病治療にかかる 1人あたりの平均金額

令和２年度国保データベースシステムより

※�令和４年度も、健診対象者には特定健診受診券を送付します（５月末予定）。約１万円相当の健診
を自己負担１, ０００円で受けることができ、生活習慣を見直すきっかけにもなります。４０歳に
なったら必ず年に１度は受けるようにしましょう。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３４-１１１１　保健センター　☎ ３４-２３３３



保健師による

健康伝言板
病気の早期発見のために、�
がん検診を受けましょう！

４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

４

３
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

１０
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

１７
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

月 日
当番医の医療機関名

所在地
電話番号
（０５８５）薬局名

４
２４

揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

２９
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

　町実施のがん検診の対象の方には、検診案内を郵送しています。４月中に検診案内が届かない場合
は、保健センターまでお問い合わせください。

　　町が実施するがん検診

検診の種類 検診方法 対象者（基準日Ｒ５. ３. ３１） 検診間隔

胃がん検診
胃部Ｘ線検査 ４０歳以上 年に１回
胃内視鏡検査
又は胃部Ｘ線検査 ５０歳、５４歳、５８歳、６２歳

大腸がん検診 便潜血検査 ４０歳以上 年に１回
肺がん検診 胸部Ｘ線検査 ４０歳～６４歳 年に１回
前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） ５０歳以上 年に１回

乳がん検診 マンモグラフィ検査
（希望者）超音波検査 ３０歳以上の女性 ２年に１回

子宮頸がん検診 内診、子宮頸部細胞診、
ＨＰＶ検査 ２０歳以上の女性 ２年に１回

　　◎乳がん・子宮頸がん検診は２年に１回です。
　　　昨年度受診された方は、来年（令和５年）度に案内します。
　　　ただし、次の①②に該当する方は今年度も受診できます。
　　　①令和３年度の結果が「要経過観察」「要精密検査※」の方
　　　　※精密検査の結果、町の検診を受診するよう医師から指示された方
　　　②無料クーポンの対象の方
　　　　乳がん　　　昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生まれの方
　　　　子宮頸がん　平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれの方

　新型コロナウイルス感染症に伴う影響により、早期がんを中心にがん発見数が減少したといわれて
います。一般的にがんは早期発見ほど治り、発見が遅れるほど治療が困難となります。早期発見のカ
ギは定期的にがん検診を受けることです。コロナ禍においても、がん検診や医療機関への受診は不要
不急ではなく「必要な外出」です！検診会場では感染対策を徹底して行いますので、安心してがん検
診を受けましょう。
　また、がん検診で「精密検査が必要」と判定された方は、医療機関で速やかに精密検査を受けましょう。

� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３

24 広報おおの 2022.4



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→

　現在の日本は先進諸国の中でも結核罹患率が高く、およそ２万人が発病、２, ０００人近くが死亡しています。
　また、新規登録患者の約７割は６０歳以上であり、高齢者の結核患者が多くなっています。これは、若い
頃結核に感染していても、免疫力で結核菌の活動を抑えられていた（潜伏期間）ものが、加齢とともに免疫
力が低下し、結核菌の活動を封じ込められなくなって結核を発病すると考えられています。そして近年、新
規登録患者の約４割を占める８０歳以上の方の早期発見が重視されています。
　町では、結核を早期発見するための住民（結核レントゲン）検診を実施します。この機会にぜひ受診して
ください。

〈注意事項〉
・必ずマスクを着用して受診してください。
・�受付では、前後の方と１ｍ程度間隔をあけて並ん

でください。
・�受診者が集中すると待ち時間が長くなってしまい

ます。密を避けるためにも、混雑する時間帯を避
けて受診してください。

　�混雑する時間：午前９時～９時３０分、午後１時
１５分～１時４５分

・�金属やボタンのない肌着、衣服を着用し受診して
ください。また、ネックレス等の装飾品や湿布も
外してください。

◎対象者：�大野町民であり６５歳以上（昭和３３年
３月３１日生まれ以前）の方

◎費　用：無　料
◎持ち物：受診票（ハガキ）
※�受診票に電話番号と体調確認の記入欄がありますの

で、自宅で体温測定し、体調確認欄にチェック し
てご持参ください。

　�ひとつでもチェックできない場合は、受診を見合わ
せてください。

※�受診票が届いていない方も受診できますので、本人
確認書類（運転免許証、健康保険証等）をお持ちく
ださい。また、下記の体調確認欄を記入してご持参
ください。

住民（結核レントゲン）検診日程
※�感染症の流行状況等により変更となることがあり

ます。予めご了承ください。

月　日 時　間 会　場

４月２１日
（木）

午前９時～正午 第２公民館
豊木地区農業構造
改善センター午後１時１５分～３時

４月２２日
（金）

午前９時～正午 第３公民館
富秋地区農業構造
改善センター午後１時１５分～３時

４月２６日
（火）

午前９時～正午 第４公民館
西郡地区農村集落
多目的施設午後１時１５分～３時

４月２７日
（水）

午前９時～正午 第５公民館
鶯地区農村集落多
目的施設

午後１時１５分
　～２時３０分

４月２８日
（木）

午前９時～正午 第６公民館
川合地区農村集落
多目的施設

午後１時１５分
　～２時３０分

５月６日
（金）

午前９時～正午 第２公民館
豊木地区農業構造
改善センター午後１時１５分～３時

５月９日
（月）

午前９時～正午 相羽公民館
午後１時３０分～３時 役場

５月１８日
（水）

午前９時～９時３０分 下座倉集荷場
午前１０時～正午

役場
午後１時１５分～３時

※検診の結果、異常がなかった方には通知しません。

� 問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３

住民（結核レントゲン）検診を受けましょう！

〈体調確認欄〉チェック してください。
□当日37.5度以上の発熱はない
□この2週間、発熱や息苦しさ、
　咳、だるさなどの症状はない

当日の体温

℃・

献血の実施報告
　１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。

１月３１日（月）　大野町役場　１３名
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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。

２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 馬渕　　周
あまね 弘明・展代 小衣斐 毛利　澪

りょうせい

星 貴弘・沙紀

公郷 村橋　巧
た く み

望 寬・里菜

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 馬淵みさを 100 大野 平野　誠雄 78

黒野 馬渕田鶴子 90 稲富 林　　隆一 78

野 仙石　 美 82 稲富 長井てつ子 84

野 松久みわ子 92 公郷 竹中　芳郎 74

桜大門 山中　好子 80 領家 佐美德一 86

桜大門 渡邉　充紀 59 上磯 杉原　數好 87

西方 牧村　孝美 90 下座倉 田代　英行 98

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

５月２日（月） 固定資産税（１期）
軽自動車税（種別割）（全期）

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
５月１５日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、５月22日（日）�
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時５分に広報無線

にてお知らせします。

◎問合せ先／環境生活課　☎�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
８４kcal ３.７g １.６g ６７mg ０.１g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

野菜を使った
� ヘルシーデザート

　野菜を使った春らしい色の簡単手作りデザートを紹介し
ます。
　カロリーが高い生クリームの代わりに、カルシウム豊富
なヨーグルトを混ぜ合わせたとてもヘルシーな一品です。
　ふんわりとした食感で、人参のやさしい甘さとヨーグル
トのさわやかな酸味がお口の中に広がります。
　人参が苦手な方にもおすすめです。ぜひお試しになって
みてはいかがでしょうか。

【作り方】
①人参は皮をむき、薄い輪切りにしてやわらかく茹でる。
②分量の水の中に粉ゼラチンをふり入れ、湯せんにして溶
かす。さらに砂糖を加えて溶かす。
③人参、②のゼラチン液、ヨーグルトをミキサーにかける。
型に入れて冷やし固める。
④③をお皿に移し、パイン・みかん缶を添える。

●キャロットムース

※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

人口と世帯（３月１日現在）

人　口 … ２２,２４９（−４７）
男 … １０,９５３（−２２）
女 … １１,２９６（−２５）
世帯数 … ８, １１９（−１０）
出生４人／死亡２７人／転入３７人／転出６１人

三水川の桜道

 です。

今月の表紙

【材料（４人分）】
人参………………… ８０ｇ
ヨーグルト……… ２５０ｇ
　　粉ゼラチン…… １０ｇ
　　水……………… ５０㏄
砂糖………………… ３０ｇ
パインナップル（缶）
　…………………… ２０ｇ
みかん（缶）�……… １０ｇ

〈お詫び〉
　４月号に掲載予定の「友だちになろう！大野町Ｌ
ＩＮＥ公式アカウント」特集は決定次第掲載とさせ
ていただきますのでご了承ください。


