
※�新型コロナウイルスの影響により、広報に掲載しました行事等中止となる
場合がありますのでご了承ください。ホームページ等を確認してください。

今月の主な内容
▶２ 町長あいさつ・議長あいさつ

▶４ まちの話題

▶６ まちのお知らせ

▶１２ Information�くらしの情報

▶２０ 社協だより

タスキをつないで、力を合わせて
（スポーツ少年団 団対抗駅伝大会）
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快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの



町長あいさつ

　新年あけましておめでとうございます。謹んで新
年のご挨拶を申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が初めて報告されて以
来３年が経ちました。昨年は町民の皆様の命と生活
を守る感染防止対策と地域経済の両立を目指し、安
全・安心なまちづくりを進めてまいりました。そう
した中、「第２７回根尾川花火大会」「大野フェスタ
＆おおの木育フェア２０２２」を３年ぶりに開催し
ました。花火は医療関係者への感謝と、感染拡大終
息の願いを込めて打ち上げ、５万人もの多くの方に
ご来場いただき、日常を取り戻す希望をお届けする
ことができました。本年も、社会経済情勢を注視し
ながら、町民の皆様の暮らしと地域経済を支える取
組みを積極的に進めてまいります。
　町では、平成２４年度から大野神戸インターチェ
ンジ周辺のまちづくり整備事業を進めてまいりまし
た。いよいよ待望の「西濃厚生病院」が今年１０月
に開院されます。病床数４００床、計２８診療科の
総合病院となり、医師数も倍増し、最新の医療機器
も整備され、これまで対応できなかった治療の多く
が可能となります。新型コロナウイルス感染症など

にも対応できる医療体制が充実され、大規模災害時
の拠点病院としての機能も備えた、まさに地域医療
の要としての働きが期待されます。
　そして、町は、令和３年度にイビデン株式会社と
締結した「まちづくり整備事業に係る基本協定」に
基づき、令和７年の工場稼働に向けて官民一体となっ
て進めており、地域経済の活性化や地元雇用の促進
に繋がる重要な施策として、取り組んでまいります。
　また、世界的な地球温暖化への対策が求められる
中、町では「（仮称）脱炭素推進対策計画（第三次
大野町環境基本計画）」の策定を進めています。二
酸化炭素排出量の削減に取り組み、環境に配慮した、
持続可能なまちづくりを推進してまいります。
　今後とも町の将来像である「快適で　笑顔あふれ
るやすらぎのまち　おおの」を実現するため、町民
の皆様をはじめ、事業者の方々のより一層のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　本年も皆様のご健康とご多幸を謹んでお祈り申し
上げ、新年の挨拶といたします。

令和５年１月　大野町長　宇佐美　晃三
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～「家庭の日」を通して深めよう家族の絆～
　県では、毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく温かい家庭づくりを推進しています。この運動を一層推進
するため、新しい年の出発に当たる１月を「家庭の日」普及実践強調月間として、県民総ぐるみで運動を展開し、普
及実践を図っています。

◎強調月間の目標
「自立した青少年を育む心豊かで明るい
家庭づくり」

「青少年と築く、開かれた地域づくり」
・�家族そろって食事をし、団らんのひとときをも
ちましょう。
・�家族みんなで力を合わせて家の仕事や作業をし
ましょう。
・�家族みんなで地域の行事や活動に参加しましょ
う。

　町青少年育成町民会議では、「家庭の日」の普
及実践を進めるため、小中学生の皆さんに対して
図画・ポスターおよび作文を募集し、優れた作品
に賞を授与したり、展示会を開いたり、作文集に
して各小中学校に配付しています。

議長あいさつ

　新年　あけましておめでとうございます。
　令和５年の新春を健やかに迎えられましたことを
心からお慶び申し上げます。
　本町の町政運営ならびに議会活動に対しまして、
皆様のご理解とご協力そして温かいご支援を賜り厚
くお礼申し上げます。
　振り返りますと昨年もまた、新型コロナウイルス
感染症の収束が見えない日々が続きました。６次か
ら続く波状的なまん延は、これまでの感染の波をは
るかに上回る規模で急拡大し、私たちの生活に深刻
な影響を与えました。
　このような社会情勢ではありますが、今年町内で
は西濃厚生病院の開院が予定されており、また大野
神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業も引
き続き整備が進められます。こうした大規模な事業
による地域雇用の創出に対する期待感、医療に対す

る安心感の高まりは、総合計画に掲げる「快適で　
笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」に向けての
大きな原動力になるのではないかと期待していま
す。
　コロナ禍により、町民の皆様とのコミュニケー
ションも取りづらい状況ではありますが、町議会で
は、町民に最も近い存在として皆様の多様なニーズ
をしっかりと汲み上げ、町政に反映させ、住みよい
まちづくりを進めていきたいと考えております。
　結びに、今年こそ新型コロナウイルス感染症が収
まり、普段の日常生活を取り戻し、皆様が笑顔で暮
らしていける社会となることを心からお祈り申し上
げ、私の新年のごあいさつとさせていただきます。

令和５年１月  大野町議会議長  ひろせ 一彦

１月は「家庭の日」普及実践強調月間です

「ごはんだよ・帰っておいで」
大野中学校 2 年
瀧澤 はぐみさん

「初めてのおおさんしょううお」
西小学校 3 年

久保田 悠二朗さん

小学生の部（図画）�優秀賞

中学生の部（ポスター）�優秀賞
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瑞 宝双光章を受章
横山　齋さん（黒野）

　このほど横山　齋さん（黒野）に、瑞宝双光章が授与され、役場に
おいて町長より伝達されました。
　横山さんは昭和３２年に教員となられ、昭和４２年に赴任された池
田町立池田中学校では、特別活動における実践内容が教育雑誌などに
掲載され、全国的に注目されました。また、青少年の非行やいじめ問
題にも熱心に取り組まれ、転任先の飛騨教育事務所や県教育センター
では、小中高で一貫した生徒指導体制を確立されました。平成７年に
揖斐川町立揖斐小学校長をご退任されるまで、３８年の長きにわたり
地域の教育振興にご尽力されました。

町 の健康増進事業に役立てて
明治安田生命保険相互会社

　１０月２５日、明治安田生命保険相互会社　岐阜支社長　木下　健
一 さ ん が 来 庁 し、 町 の 健 康 増 進 事 業 に 役 立 て て ほ し い と 町 へ
３０万９，５００円を寄附されました。
　同社は昨年に引き続きの寄付で、町長は「今回のご厚意も、ウイズ・
コロナとしての健康づくりに有功に活用していきたいと思います。あ
りがとうございました」と謝意を述べました。

天 下に富が舞い込む　 
ブランド柿「天下富舞」町かき振興会　

　１１月８日、町かき振興会の加納智会長が役場を訪問し、今年収穫
されたブランド柿「天下富舞」を町長に手渡しました。
　県で開発された柿の品種「ねおスイート」の最高級品で、高い糖度、
大きさともに厳しい規格の中、厳選された果実のみ「天下富舞」の名
を冠して出荷されます。
　加納会長は「特に大きく、甘い果実が収穫でき、立派な条紋のある
天下富舞となりました」と話すと、町長は「ブランド柿として、初競
りがニュースでも取り上げられるほど有名になって喜ばしい限りで
す」と答えました。

駅 銘板とかまどベンチを寄贈
４ライオンズクラブ

　１０月２３日、揖斐川ライオンズクラブ、美濃大野ラ
イオンズクラブ、池田神戸ライオンズクラブ、本巣ライ
オンズクラブより、黒野駅レールパークの新たな写真ス
ポットとして、「駅銘板」１基および「かまどベンチ」２
基を寄贈されました。
　町長は「多くの人たちに公園を末永く利用してほしい」
と述べました。

▲受章した横山さん（右）

▲目録を手渡す木下支社長（左）

▲天下富舞を手渡す加納会長（右）

▲（写真右から）本巣ライオンズクラブ　白木会長、池田・神
戸ライオンズクラブ　松岡会長、美濃大野ライオンズクラブ　
榎本会長、揖斐川ライオンズクラブ　田中会長、ライオンズ
クラブ国際協会３３４−Ｂ地区第１Ｒ第４ＺＺＣ　長沼さん

ま ち の 話 題
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全 国での健闘を誓う
空手・全国大会　出場者激励会

　１１月２日、「全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大
会」と「全国空手道選手権大会」に出場を決めた選手の激励会を役場
で行いました。激励会に出席した選手からは「目標としてきた大会な
ので楽しみながら全力を出したい」「毎日頑張ってきたので全国大会
では優勝できるよう頑張りたい」「岐阜県の代表として頑張りたい」
と決意を述べると、町長は「全国大会には強い選手がいるかもしれな
いが、それも良い経験。全力で頑張ってほしい」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
全日本ジュニアチャンピオンシップ空手道選手権大会　　空手道　組手　徳丸　凰駕（揖東中２年）
全国空手道選手権大会　空手道　形　戸田　啓翔（東小３年）、小林　眞花（西小２年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　河瀬　旭（西小２年）、　 河瀬　なな（西小１年）

▲（左から）河瀬（な）さん、河瀬（旭）さん、
小林さん、戸田さん、徳丸さん

▲梅田昭二さん（中央）

１００歳おめでとうございます
これからも健やかに

９５歳おめでとうございます
これからも健やかに

梅田昭二さん（黒野）
昭和２年１１月２３日生まれ

國枝すゞ子さん（野）
大正１１年１１月２５日生まれ

長 寿のお祝い

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　１０月にピヨピヨクラブのみつばとよつばクラスでは探検ごっこを行いました。ぱ
すてるの横にある築山に登って、どんな木が生えているのかをみんなで観察したり、
どんぐりを拾ったりしながら、自然にふれ合うことの楽しさを体験しました。
　これからもさまざまな体験を通して楽しめるようにしていきたいと思います。

　１１月７日に、ハローワークによる『マザーズ就職支援セミナー』を開催しました。
　再就職を考えている保護者の人に求人状況や求職情報などを提供しながら、就職に
対する不安や悩み相談を行いました。
　参加された人からは、小さなお子さんがいる状況でハローワークに行くことが難し
いので、今回だけではなく個別相談やセミナーを行ってほしいと要望がありました。
子育て世代の支援ができるようにしていきたいと思います。

◎１月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…１７日（火）、２４日（火）、３１日（火）
　　　　　みつばクラス…１２日（木）、１９日（木）
　　　　　よつばクラス…１３日（金）、２０日（金）
誕生会…１６日（月）／栄養相談（栄養士による）…２７日（金）
休館日   １/ １日（日）～１/ ４日（水）、１０日（火）、１１日（水）、１８日（水）、２５日（水）

※�新型コロナウイルス蔓延
防止のため、今後の動向
次第では開館状況等が変
更になる場合があります
ので、ホームページ等に
て確認してください。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲どんぐり拾いの様子

▲セミナーの様子
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　新型コロナウイルス感染症対策として、役場申告相談会場での申告相談を一部予約制とさせていた
だきます。
　当日受付枠とは別に、オンラインで事前に予約できる事前予約枠を試験的に導入します。
　当日受付枠の人は、整理券を配付し、従来どおり番号順に受け付けします。
　※「整理券」は当日受付分を午前８時３０分から配付します。

　申告書受付　

期　日 対 象 地 域

２月１６日（木） 稲富・古川・寺内・上秋・豊木団地・稲畑

　　１７日（金） 牛洞・松山・瀬古・中之元・中之元団地

　　２０日（月）
宝来・島部・公郷・うぐいす苑・八木・天神・
南領家・北領家・大衣斐・小衣斐

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

　　２２日（水） 黒野北区・黒野西区・黒野南区・黒野中区

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

　　２７日（月） 野・西方・桜大門

　　２８日（火） 大野・古城北

３月　１日（水）
   ～１５日（水）
（土・日を除く）

地域指定なし

◎受付時間　午前９時～午後４時　※対象地域は目安です。別日にも来場可
◎場所　役場　２階　大会議室

　申告会場での感染防止対策および注意点について　

◎入場人数の制限　整理券方式およびオンライン
予約により申告会場に入場できる人数を制限しま
す。
※ 今年度より事前予約枠と当日受付枠を設定しま
す。

◎検温の実施　入場の際は、役場正面玄関のサー
モグラフィでの検温を各自で行い、３７. ５度以上
の発熱が認められる場合は、入場をお断りします。

◎マスクの着用・手指消毒　来場の際は、マスク
等を必ず着用し、入口等で手指のアルコール消毒
にご協力をお願いします。
◎少人数での来場　来場の際は、できる限り少人
数でお願いします。
◎申告会場入場時の受付票の記入　来場者の氏
名・住所・連絡先等を記入してください。

所得税の確定申告、町・県民税申告について
 申告受付期間　２月１６日（木）～３月１５日（水）（土・日・祝日を除く）
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　申告相談日時の事前予約について　

◎予約日時　２月１６日（木）～３月１５日（水）
　　　　　　午前９時～正午、午後１時～４時

（１） 予約枠は２０分単位で人数を制限して受付
します。

（２） 予約希望日の前日（前日が土・日・祝日の場合
は、直前の平日）午後４時までの予約が必要。

◎予約期間　２月６日（月）～３月１４日（火）　
予約は先着順で、定員になり次第、締切。
◎予約方法　電子申請サービス（ＬｏＧｏフォー
ム）または税務課窓口のどちらかの予約方法で予
約してください。
◦�電子申請サービス（ＬｏＧｏフォーム）での
予約（２４時間受付）

（１） スマートフォンやパソコンから次の URL
または二次元バーコードから予約フォー
ムにアクセスしてください。

（２） 予約希望日時等、必要事項を入力して予
約してください。

（３） 予約が完了すると予約確認メールが送信
されます（当日、予約確認メールを受付
にて確認しますので、提示してください）。

　※ LoGoフォームでの申請
　https://logoform.jp/form/ciUr/178532

　
※ QR コードは株式会社デンソー

ウェーブの登録商標です。

◦税務課窓口での予約
（１） 役場の開庁日に税務課窓口にて予約して

ください。
（２） 希望する日時の空き状況を確認後、職員

が予約のお手伝いをします。
◎予約のキャンセル・変更
　予約日の前日の午後４時までに予約フォーム
上、または直接税務課へ電話によりキャンセル・
変更してください。
◎予約に関する注意事項
　・ 重複予約はできません。日程等を変更される

場合は、現在の予約をキャンセル後、再度予
約してください。

　・ 重複予約された場合は、最後に登録された予
約以外は無効としますので注意してください。

◎申告相談当日の会場での受付方法
　・ 申告相談は、予約の時間帯ごとに受付された

順番で行います。
　　※�当日の予約状況等により、お待ちいただく

場合があります。
　・ 当日は申告相談の前に資料確認を行っており

ますので、予約時間帯の１０分前までに受付
をお願いします。

　・ 受付は、予約時間帯の１０分前から開始し、
終了時間の１０分前で締切ります。

　　 この時間を過ぎるとキャンセルされますので
注意してください。

　大垣税務署からのお知らせ　

◎ 確定申告は、スマホや自宅のパソコンを利用し
た e-Tax が便利です

　令和４年１月からスマホのカメラ機能を利用し
た源泉徴収票の読み取り機能や二次元バーコード
認証による「e-Tax 送信」が可能となったこと
に加え、令和５年１月以降、マイナポータル連携
対象データがさらに拡大され、また、マイナンバー
カードによる認証回数が削減される等、自宅等か
らの e-Tax を利用した申告を行うツールがより
一層充実しました。
　確定申告会場は大変混雑します。新型コロナウ
イルス感染症の感染防止の観点からも、確定申告
会場には出向かず、安心・安全な自宅からの
e-Tax を利用してください。

◎令和４年分の確定申告会場開設
◦場所　大垣市民会館　３階
　　　　（大垣市新田町１丁目２番地）
◦期間　 ２月１６日（木）～３月１５日（水）（土・

日・祝日を除く）　午前９時～午後５時
・ 昨年の申告会場（大垣市情報工房）から変更
しています。　

・ 期間中は、大垣税務署内では申告相談を行い
ません。

・ 大垣市民会館への電話による問合せはご遠慮
ください。
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・ 確定申告会場では、基本的にご自身のスマホ
で申告してください。

　 来場の際には、事前にマイナポータルアプリ
をインストールするほか、

　（１ ）源泉徴収票などの必要書類
　（ ２）スマホおよびマイナンバーカード（※） 

が必要になりますので、準備をお願いします。
　　（※ ）マイナンバーカードの発行時に設定

した次のパスワードが必要。
　 　・ 署名用電子証明書（英数字６桁～１６桁）
　 　・ 利用者証明用電子証明書（数字４桁）
・ 確定申告会場への入場には、「入場整理券」が
必要です。「入場整理券」は、確定申告会場１
階での当日配付、または、ＬＩＮＥアプリを
使ったオンラインによる事前発行の２通りで
配付します。（入場整理券の配付状況に応じ、
後日の来場をお願いする場合があります）

・ 確定申告会場では、次の新型コロナウイルス
感染症の感染防止策をしています。

　　 入場の際に検温を行い、３７. ５度以上の発熱
が認められる場合は、入場をお断りします。来
場の際は、マスクを着用し、入口等での手指ア
ルコール消毒にご協力をお願いします。来場の
際は、できる限り少人数でお願いします。

◎税理士による無料税務相談所
◦�日時　２月３日（金）～１０日（金）
　　　　（土・日を除く）
　　　　午前９時３０分～正午、午後１時～４時
◦ 場所　 イオンタウン大垣イースト棟　２階　

コミュニティホール
　　　　（大垣市三塚町丹瀬４６３番地１）
※ 要事前予約（大垣税務署個人課税部門　 

☎ ０５８４-７８-４１０４（直通））
※ 相談対象者は、小規模事業者、給与所得者お

よび年金受給者です。申告される内容、混雑
状況によっては、相談に応じることができな
い場合あり。

※ イオンタウン大垣への電話による問合せはご
遠慮ください。

◎ 公的年金を受給されている人を対象とした確定
申告説明会
◦日時　 １月３１日（火）～２月３日（金）　

午前９時～午後５時

◦場所　大垣税務署
　　　　（大垣市丸の内２丁目３０番地）
※ 要事前予約（大垣税務署個人課税部門 

☎ ０５８４-７８-４１０４（直通））
◎ 住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）等に

関する確定申告説明会
◦�対象者　一定の要件に当てはまる住宅を取得

または増改築し、令和４年中に入居した人
◦�日時　２月１３日（月）～１５日（水）　 

　　　午前９時～午後５時
◦�場所　大垣市民会館３階 

　　　（大垣市新田町１丁目２番地）
◦�申告に必要なもの　
・土地・家屋の登記事項証明書
・契約書等の取得金額の分かる書類の写し
・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・ 住宅の取得に係る補助金額や贈与を受けた金

額が分かる書類
・給与所得等の源泉徴収票
・申告者名義の振込口座が分かる書類
・マイナンバーカード等
　 （認定長期優良住宅等を取得された人は加え

て、長期優良住宅建築等計画の認定通知書等
の写し、および住宅用家屋証明書または認定
長期優良住宅建築証明書等）

※ 要事前予約（大垣税務署個人課税部門 
☎ ０５８４-７８-４１０４（直通））

※ 住宅取得資金にかかる贈与税の申告書の添付
書類については、大垣税務署へ問合せてくだ
さい。

※ 医療費控除を受けたい人や、年末調整で控除
もれがある場合は、その控除を受けるための
書類も併せて必要。

◎申告・納付期限
　・ 申告所得税および復興特別所得税・贈与税
　　３月１５日（水）
　・ 消費税および地方消費税（個人事業者）
　　３月３１日（金）
◎振替納付日
　・ 申告所得税および復興特別所得税
　　４月２４日（月）
　・ 消費税および地方消費税（個人事業者）
　　４月２７日（木）

　・所得税、消費税、贈与税に関すること　大垣税務署　☎ ０５８４－７８－４１０１
　・町・県民税（住民税）に関すること　　税務課　☎ ３５－５３６７

問合せ先
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教育委員会のページ教育委員会のページ

◆「生きる力」を育む夢教育推進事業～アルケミストとの音楽教室～◆
　１１月１６日、１７日に、総合町民センター　ふれあい
ホールにおいて、町内の小学校４年生児童を対象に、音楽
アーティストのアルケミストによる音楽教室を３年ぶりに
実施しました。
　これは、子どもたちの生きる力を育む「夢教育推進事業」
の一環で実施されたもので、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、この２年間中止となっていました。
　当日は、アルケミストの歌声、ピアノの演奏やボイスパー
カッションがホールに響き渡りました。
　また、「あの空」という歌の歌唱がありました。この曲にはアルケミストから子どもたちへ、将来大
きな悲しいことがあった時、未来の自分に向かって「がんばれ！」のエールを送れるようにとの想い
が込められています。子どもたちの心には、未来の自分に向けた「がんばれ！」のタイムカプセルが
埋め込まれ、会場は子どもたちの笑顔と感動に包まれました。

◆令和５年度放課後クラブのご案内◆
　放課後クラブは、学校下校後および長期休暇中に保護者等が家庭にいない小学生の児童を対象に、
保護者等に代わって保育を行い、児童の健全育成を図ることを目的として開設・運営しています。
　申請は次のとおりです。
◎申請受付期間　２月１日（水） ～２８日（火）
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
　　　　　　　　※　夏休みのみの利用申請期間（予定）：５月１日（月）～３１日（水）
　　　　　　　　※　 書類の記入漏れや不備がある場合は受理できません。受付期間中は、定員に達

しても書類不備等ない限り全員書類を受理し、その後入所の判定をします。
◎募 集 人 員　大野：６０人　　北：３５人　　西 ：３５人
　　　　　　　　　中：５０人　　南：４５人　　東 ：６０人
◎対 象 児 童　 小学校１～６年生の児童で、保護者等が昼間（午前８時３０分～午後５時）に居宅

外において毎月１５日以上の日数を勤務している児童
◎開設日・時間　①平日の小学校の授業のある日：下校時～午後６時３０分
　　　　　　　　②土曜日（５人以上での開設）、夏休み等期間：午前８時～午後６時３０分
　　　　　　　　　（夏休みのみ　午前７時４５分～午後６時３０分）
◎必 要 書 類　学校教育課 窓口（役場３階）で配付のほか、町ホームページからダウンロード可。
　　　　　　　　・放課後クラブ入所申請書（様式第１号）
　　　　　　　　・放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・パート）
　　　　　　　　※同一世帯および同一生計をしている６５歳以下で、働いている全員の提出が必要

◎利　 用 　料
世帯全員の前年度分の町民税

利用料（月額）
８月以外 ８月

課税世帯 ６, ０００円 １０, ０００円
非課税世帯 ３, ０００円 ５, ０００円

 問合せ先  学校教育課　☎ ３５－５３７８

▲アルケミストとの音楽教室の様子
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災害時に避難の支援には申込が必要です
　近年の災害では、高齢者や障がい者が犠牲となる事例が増えたため、町では災害時の避難支援等を
実効性のあるものとするため、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成を、優先度の高い要支援
者から順に進めます。
　現在、避難行動要支援者名簿に登録されている人で、生活の拠点が自宅にあり、個人情報の提供に
同意のある人を対象に、個別避難計画作成について通知しますので、この機会に個別避難計画の作成
を検討してください。
◎避難行動要支援者とは
　災害時に、本人または家族だけでは避難することが困難な人で、次にあてはまる人
　　・６５歳以上の一人暮らし
　　・６５歳以上の者のみで構成する世帯
　　・要介護認定３～５の人
　　・身体障害者手帳１級または２級の人
　　・療育手帳ＡまたはＡ１、Ａ２の人
　　・精神障害者保健福祉手帳１級の人
　　・上記以外で支援が必要と認められる人
※避難行動要支援者の情報は、本人同意のうえ、避難支援に必要な範囲で、自治会、民生委員・児童
委員、消防団、消防署、警察署等に提供されます。
◎個別避難計画とは
　自力で避難することが難しい人（避難行動要支援者）ごとに、誰がどこにどのように避難するかな
どについて記載し、地域の支援者と情報を共有することで、災害が起きた時の支援準備を進めるため
の計画です。
◎留意事項
・ 避難支援者とは、避難行動要支援者に対する普段からの見守りや災害時の安否確認、救助、避難誘

導等の支援を行う人で主に近隣住民の人を想定していますが、責任を伴うものではありません。
・ 名簿登録者（避難行動要支援者）は、個別避難計画の記入の際に、避難支援者の了承を得るように

してください。
※申込は随時受付けます。
※様式は町ホームページよりダウンロード可

 申込・問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

　１２月３日～４日、北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見
で体験型イベント「ネイパル Thanks Day」が開催されました。イベ
ントでは、ボッチャや化学実験、リール作りなどさまざまな体験を紹
介。箸作りの体験コーナーでは、棒状のひのきからカンナや紙ヤスリ
を使用し、箸の形に整える作業に夢中になる親子の姿も見られ、盛り
だくさんのイベントとなりました。

ネイパル北見「Thanks day」
─ 手作り体験やゲームに夢中 ─

ところ通信
Vol. 275

北見市

災害時避難行動要支援者への個別避難計画作成のご案内
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令和４年度子育て世帯負担軽減給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格等の高騰に直面する子育て世帯を支援するため、給
付金が支給されます。
◎給付額　支給対象者１人あたり（１世帯あたり）３万円（※子ども１人あたりの支給ではありません）
　　　　　 県では、０～１８歳までの児童を養育する県内に住所を有する支給対象の皆さんに、対象者１人あたり

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

　　

いずれに
あてはまるか
確認してください

Ｂをご覧くださいＡをご覧ください

①：令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

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

③：公務員の人で
令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

 Ａ　①令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
支　給　日　１２月１５日（木）
　　　　　　（児童手当振込口座に支給しましたので、確認してください）

 Ｂ　②平成１６年４月２日～１９年４月１日に生まれた児童（高校生等）のみの養育者
 　　③公務員の人で令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
申請が必要です。　 １２月２０日に案内を送付しましたので、届き次第お早めに申請してください。

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

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

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

◎次に該当する場合は、本給付金の支給対象外となります
・児童手当受給者や生計維持中心者が県内に住所を有さない場合
・児童手当等受給者が令和４年１１月分の特例給付を受給予定および所得上限額以上の場合
　 （高校生等のみを養育している場合は、生計維持中心者が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等以上

のとき）
・施設等入所児童を養育している場合（施設設置者等）
◎その他
・ 本給付金は、令和４年１０月３１日が基準日となり、１１月分児童手当支給予定市町村または基準日時点での居

住市町村から支給されます。
・ ＤＶ被害により児童とともに避難をしている人で、１１月分の児童手当を受給することができない人については、

本給付金を受けることができる場合がありますので、問合せてください。
・ 養子縁組の不実施等により、父母ともに児童手当（本則給付）の受給者となっている場合は、受給者ごとに本給

付金を支給します。
※本給付金について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

 問合せ先  子育て支援課　☎ ３５-５３７０

電子・窓口：午後５時１５分まで
郵送：当日消印有効
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電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金について

　物価・賃金・生活総合対策とし
て、電力・ガス・食料品等の価格
高騰による負担増を踏まえ、特に
家計への影響が大きい低所得世帯

（住民税非課税世帯等）に対して緊
急支援給付金を１世帯あたり５万
円支給します。
◎支給対象世帯
（１）　住民税均等割非課税世帯
　基準日（令和４年９月３０日）

時点で町内に住民票があり、世帯
全員の令和４年度住民税均等割が
非課税の世帯。支給対象と思われ
る世帯の世帯主には町から申請書
類（確認書）を送付しました。
※ 住民税が課税されている人の扶

養親族となっている場合は対象
外。

※ 令和４年１月２日以降に町内に
転入した人がいる世帯または未
申告の人がいる世帯は給付金を
受け取るには申請が必要。

※ 申請には、口座情報や本人確認
書類、所得課税証明書等が必要。

（２）　家計急変世帯
　（１）の世帯以外で令和４年１月
～１２月の収入が予期せず減少
し、世帯全員のそれぞれの年収見
込額が、住民税均等割が非課税世
帯と同様の事情と認められる世帯。
※ 申請には基準等があります。令

和４年１１月号広報紙を確認し
ていただくか、次まで相談して
ください。

※ 申請書は町ホームページからダ
ウンロード可。
◎申請期限　１月３１日（火）
問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

※ 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
向上およ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。

町有財産売払い

◎入札に付する物件
　所在　黒野字毛中１３１番１０　　 予定価格　５，９６４，４００円
　地目　雑種地　　　　　　　　　　 入札保証金　 ５９６，４４０円
　公簿面積　４８１㎡
◎売払い方法　一般競争入札
◎入札日時　２月７日（火）　午前１０時～
◎場所　役場　２階　大会議室
※ 入札への参加には完納証明書（市町村民税）を添えて１月２７日（金）までに「町有財産一般競争入札

参加申込書」の提出が必要。
※附帯条件等を明示した参加要領（様式等）は担当窓口にて配布。
※ 予告なく入札を中止する場合がありますので、必ず事前に確認してください。

問合せ先  総務課　☎ 35-5364



くらしの情報
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まもなく終了！�
プレミアム商品券の利用期限は

１月２０日です

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

揖斐警察署からのお知らせ

　警察では、テロ（※）等不法行
為の防止に向けて警戒を強化して
いますが、警察の取組みだけでは
十分ではなく、地域の皆さんと連
携した対策が必要です。
　身の回りで、不審者・不審物を
見 か け た 時 は す ぐ に 警 察 へ

（１１０番）通報をお願いします。
◎不審者・不審物の一例
・ 見かけない人が、何度も同じ場

所を行き来している。
・ 人目を避けるようにカメラやビ

デオで周囲を撮影している。
・ 見慣れない車が繰り返し徘徊し

ている。
・ 誰の物か分からない鞄や袋が不

自然に置いてある。
・ 机や椅子の下に隠すように鞄が

置かれている。　など
（※）何らかの政治的な目的を達成
するために暴力による脅迫を用い
ること。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

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人を対象に、次のとおり休日窓
口を開設します。利用には、事前予約が必要です。
◎日時　　　１月１５日（日）・２９日（日）
　　　　　　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分
◎場所　　　住民課窓口
◎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）が届いた人

◎予約方法　 住民課へ電話して「マイナンバーカードの受取りの
予約」と伝えてください。電話予約時間は、平日の
午前８時３０分～午後５時１５分です。

　　　　　　次のことをお尋ねします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がそろっていない
等の場合は、交付ができませんので、はがきにてご
確認のうえ来庁してください。

　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カ月かかります。交付の準備が
できましたら郵便ではがきを送付しますので、
申請者本人が必要書類を持って来庁してくださ
い。平日業務時間内に来られる際には予約は不
要ですが、混雑のためお待ちいただく場合があ
ります。
 問合せ先  住民課　☎ ３５-５３６８



Information

１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

１

１
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

２
むらせファミリークリニック 池田町池野 ４４－２７２７
ファースト調剤薬局いび池野店 ４４－３００１

３
みみ・はな・のどオレンジクリニック 池田町池野 ４４－１１８７
ファースト調剤薬局いび池野店 ４４－３００１

８
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

１

９
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

１５
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

２２
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

２９
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

※診療時間／午前9時～午後3時
※�都合により当番医が変更になる場合があります。あらかじめ電話でお確かめのうえ、受診してください。
※健康保険証を必ず持参してください。
※�休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認することができます。

14 広報おおの 2023.1

催し・講座

新春落語会

◎出演　落語家　鈴々舎馬るこ
（落語協会・真打）
◎日時　１月１５日（日）　午後２
時 ～（ 開 場　 午 後 １ 時 ３ ０ 分 ）
１０５分間（休憩含）
◎場所　総合町民センター　２階 
シアター
◎木戸銭　１，０００円（全席自由
席）
◎定員　９４人
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※ チケットは総合町民センターで

販売中
※ 未就学児は入場不可
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２-１１１１

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
みごと
◎相談日　１月１２日（木）
◎相談時間　午後１時～５時

（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予

約。当日受付不可。
予約・問合せ先  まちづくり推進課
☎ ３５-５３７４

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　１月１８日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等は諸事情により変更

となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　１月１６日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士

予約・問合せ先  保健センター 
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　１月１６日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　 午 後 １ 時 ～ ３ 時 

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先  保健センター 
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　１月１０日（火）、２４
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

はじめてパパになる本
（今田�義夫、貝嶋�弘恒監修 /実業之日本社）

　新米パパのための育児ハンドブック。妻の妊娠がわ
かったときから３歳までの、父親目線の育児ハウツー
を、豊富なイラストでわかりやすく解説。妊娠・出産・
育児Ｑ & Ａも満載。

１３歳からのプレゼンテーション� 中
（松永�俊彦監修 /�メイツユニバーサルコンテンツ）

　言葉の力で人の心を動かして、夢や目標を実現しよう ! 
調べ学習の発表、面接の自己アピール、おこづかいアッ
プの交渉など、あらゆる場面で役に立つプレゼンテー
ションのコツを、マンガやイラストを交えて解説する。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●世界の幻想的な風景��
（ＭｄＮ編集部 / エムディエムコーポレーション）
●おうち茶道のすすめ

（水上麻由子著 / 二見書房）
●たったの７２パターンでこんなに話せる日本語

（徳山隆著 / 明日香出版社）
●ハヤブサ消防団

（池井戸潤著 / 集英社）
●柿のお菓子づくり�

（今井ようこ著 / 誠文堂新光社）

●パンどろぼう�おにぎりぼうやのたびだち�幼０～５歳
（柴田ケイコ 作 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

●友だちのこまったがわかる絵本� 小初
（ＷＩＬＬこども知育研究所 / 金の星社）

●ごみ　世界で一番やっかいなもの� 小上
（Ｇレイド 文、絵 / 西村書店）

●しゅっぱつ！レゴのくるま� 幼�３～５歳�小初
（鴨志田恵 / 日本語版訳ポプラ社）

●ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１８� 小中
（廣嶋玲子 作 / 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「縁 ～えん・ゆかり～」展
　年末年始はお歳暮・冬至・歳の市・初詣・初夢・書初めな
ど『縁』にまつわる行事や縁起物に触れる機会が多くあります。
　特にお正月は門松・鏡餅・注連縄（しめなわ）など神様を
迎える準備、お節料理のように家族の健康を願うもの、など
季節の行事にはいろいろな意味があります。縁起物はもちろ
ん、年中行事を通して縁を感じていただけたらと思い『縁＝
えん・ゆかり』をキーワードに本を選んでみました。ぜひ、
ご覧ください。
　年末年始の休館日の返却（紙芝居除く）はブックポストへ
お願いします。

ミックのページ

　町図書館ホームページか
ら蔵書検索や貸出予約をす
ることができます。また、
予約確保のお知らせや新着
図書案内をメールで受け取
ることができます。
　岐阜県図書館の電子書籍
サービスを無料で利用でき
ます。ぜひ利用してくださ
い（利用には、岐阜県図書
館での登録が必要です）。

お知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

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

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

1 月
日 月 火 水 木 金 土
� 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7
� 8� 9� 10� 11� 12� 13� 14
� 15� 16� 17� 18� 19� 20� 21
� 22� 23� 24� 25� 26� 27� 28
� 29� 30� 31�

電子書籍サー
ビスについて

新聞記事検索
について
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国　保　だ　よ　り

国民健康保険　医療費のお知らせ

　医療費のお知らせ（医療費通知）は、医療費の
総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康
と医療に関する認識を深めていただくほか、保険
医療機関等から請求された医療費が、保険税を財
源とするため適正に支出されたかを皆さんにも確
認していただくことを目的としてお送りするもの
です（本通知を受け取ったことによる手続きはあ
りません）。

　この通知には、国民健康保険で受診された保険
診療による医療費の総額（１０割）のほか、受診
者名、診療年月、受診した医療機関、患者負担額
等を記載して、世帯主宛てに送付します。
　確定申告時の医療費控除にも利用できます。
　なお、医療機関等の領収書は捨てずに保管して
ください。

医療費通知やマイナポータルを利用した医療費控除の申告について

※�確定申告への添付に伴う医療費通知の修正方法、
医療費控除に関する問合せは、大垣税務署（☎
0584-78-4101）へお願いします。

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

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

・ 医療費控除の対象となる診療で、本通知に記載
のないものがあった場合は領収書等で確認のう
え、「医療費控除の明細書」を作成してください

（医療機関等からの請求が遅れた場合等、医療費
通知に記載されないことがあります）。

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

・ 医療費通知は再交付することができます。
　交付開始期間（予定）
　　令和４年１月～１０月分：１月４日～
　　令和４年１月～１２月分：２月下旬～
　必要なもの：被保険者証、身分証明書
　詳しくは次まで問合せてください。

・ 令和３年分の申告から、マイナポータルと連携
することにより、医療費通知情報の取得、確定
申告書への自動入力をすることができます。医
療費通知情報については、毎年２月中旬以降、
前年分の情報を取得できます。

納付済額のお知らせ

　納付済額のお知らせは、前年中の国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料を世帯主または納付義
務者宛てにお送りしています。
　所得税の確定申告・町県民税申告の社会保険料
控除に利用していただけます（本通知を受け取っ
たことによる手続きはありません）。
　この通知の額は、令和４年中に町に収納された
合計金額です。実際に金融機関などに納付した日

との相違により合計金額が異なる場合があります。
　また、年金からの天引きがある人は、公的年金
源泉徴収票で額を確認し、合計して申告してくだ
さい。申告の際はこの通知のほか、領収証書、口
座振替の通帳などでお確かめください。
　納付済額のお知らせ（国民健康保険税・後期高
齢者医療保険料）は１月下旬に発送予定です。

 問合せ先  住民課 ☎ ３５-５３６８



保健師による

健康伝言板 献血してみませんか？

～あなたの今日が、だれかの明日に。ハタチの献血～
◎献血って何 ?? なぜ必要なの？
　献血とは、病気の治療や手術などで輸血や血漿分画製剤という薬を必要としてい
る患者さんのために、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアです。
　血液は、人間の体の中でしか作ることができず、科学の発達した現在でも人工的
には造ることができません。成分によって期限は異なりますが、有効期限は４日～
２１日と、長期保存をすることもできません。そのため、病気で輸血を必要としている患者さんに安定
的に血液を届けるためには、県内で１日約２５０人から３００人の献血者が必要となります。

◎献血は誰でもできるの？
　健康な人であれば、献血による身体への影響はほとんどありません。しかし、体調を崩していたり、
健康状態の良くない時に献血を行うと、健康を損ねる場合もあります。
　献血者の健康を守り、輸血を受ける人の安全性を高めるためにさまざまな基準が設けられています。

◦方法別の献血基準

全血献血 成分献血
２００ｍｌ献血 ４００ｍｌ献血 血漿 血小板

１回採血量 ２００ｍｌ ４００ｍｌ
６００ｍｌ以下

（循環血液量の１２％以内）

年齢（※） １６～６９歳
男性１７歳～６９歳
女性１８歳～６９歳

１８歳～６９歳
男性１８歳～６９歳
女性１８歳～５４歳

体重
男性４５㎏以上
女性４０㎏以上

男女ともに
５０㎏以上

男性４５㎏以上
女性４０㎏以上

※６５歳～６９歳までの人は、６０歳～６４歳までに献血の経験がある人に限られます。

◎献血をしてみませんか？
　献血をされた人の中で希望される人には、１～２週間程度で血液検査の成績が郵送されます。血球の
数やコレステロールの数値、肝機能の数値などを確認することができるので、ボランティアを行いなが
ら自分の身体の健康状態もチェックすることができます。
　現在、少子高齢化等の影響により、主に輸血を必要とする高齢者層が増加し、献血
が行える若い世代が減少しています。今後少子高齢化がますます進んでいくと、血液
の安定供給に支障をきたす可能性があります。
　献血は４０分程度あれば参加できるボランティアです。今後も患者さんに血液を安
定して届けるため、自身の健康状態の確認をするためにも献血をしてみませんか？皆
さんのご協力をよろしくお願いします。

１月１日～２月２８日は「はたちの献血」キャンペーン月間です

 問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３
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献血の実施報告

　１１月に全血献血を行いましたところ、次のように多数のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

１１月５日（土）
大野フェスタ&おおの木育フェア２０２２

（美濃大野ライオンズクラブ協賛）
５４人
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団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階～４階部分
募集戸数 若干数（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

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

敷　金 家賃の３カ月分

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

入居資格
（全てに該当すること）

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

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

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

 申込・問合せ先  建設課　☎ 35-5376　※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。

町営住宅入居者募集 礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！

町内医療機関年末年始診療について

防災行政無線をメール・アプリ・LINEで受信できます
　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報アプリです。
発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
　また１月から LINE での配信をはじめます。LINE をメインで受信したい人は登録してください。
◎防災行政無線をアプリで受信
　各種町からのお知らせもアプリで受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。

問合せ先  総務課　☎ ３５－５３６４

医療機関名
１２月 １月

所在地 ･
電話番号

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

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

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

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

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

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

問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３
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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

新春を迎えお弁当を配布します
　毎年１月開催の「新春ふれあい食事会」を、新型コロナウイ
ルス感染症の状況に鑑みて、今年度もお弁当を配布する形で実
施します。初めに各地区公民館において広報委員地区代表、民
生委員・児童委員、主任児童委員、福祉委員が集まり顔合わせ
及び、情報共有を予定しています。
　その後、地域の民生委員・児童委員と福祉委員が、おひとり
暮らしの高齢者の方のお宅を訪問し、お弁当の配達を通して新
年の挨拶を交わすことで、高齢者の把握と支援のきっかけづく
りになり、住み慣れた町で安心して暮らし続けてもらえる、支
えあいの町を目指していきます。

ご寄付をいただきました
　令和４年１０月１日～令和４年１２月２日までに地域の皆さ
まより、あたたかいご寄付をいただきました。寄付金等は本会
が行う社会福祉事業に活用させていただきます。

　〇匿名　金２０, ０００円
　〇一般社団法人 一生涯サポート・ばらの会 様
　　飲料（カルピスウォーター）
　○匿名　野菜２箱　柿２箱

　ご支援、誠にありがとうございました。

【食料品の寄付をお願いします】
　「食品ロス」になってしまう食料品を寄付して
いただき、子どもの居場所づくり活
動や生活に困っている方に提供させ
ていただきます。
　お気軽にお問い合わせください。

　フードバンク、子ども食堂に興味や関心があ
る方、ご利用をされたい方は、町社会福祉協議
会事務局までご連絡ください。
　開催日時や運営者の連絡先等をお知らせいた
します。

【対象】７０歳以上で、おひとり暮らしの方
　　　 （ 昭和２７年１２月３１日以前生まれで、 

民生児童委員さんより申し込みのあった方）

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

社会福祉協議会だより

【配布日時】
地区 開催日

第１地区 令和５年１月１９日（木）
第２地区 令和５年１月１７日（火）
第３地区 令和５年１月１３日（金）
第４地区 令和５年１月１２日（木）
第５地区 令和５年１月１０日（火）
第６地区 令和５年１月２０日（金）

（配布）１１時３０分～午後０時３０分
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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。

福祉協力校のボランティア

大野フェスタ＆木育フェア会場での共同募金活動

　北小８名、南小１名、東小４名、大野中８名、揖東中４名の児童・生徒の皆さんにご協力をいた
だき、街頭募金活動を行いました。皆さまのあたたかいご支援により集まった募金額は４５，８２２円
でした。ご協力ありがとうございました。

　１０月３０日開催の運動会の
係員として大野中学校２７名、
東小学校４名の児童生徒にボラ
ンティアのご協力をいただきま
した。

　１０月９日に開催されました秋季グラウンドゴル
フ大会の係員として揖東中学校４名の生徒にボラン
ティアのご協力をいただきました。

◎福祉協力校の児童生徒さんのボランティアの参加で、会場は地域の皆さんの笑顔
で溢れ、賑やかな笑い声を聞くことができました。募金につきましては、地域福祉
活動等に使わせていただきます。皆さまのご協力ありがとうございました。

第一公民館事業（運動会）の会場でのボランティア活動

第六公民館事業（Ｇゴルフ）の会場でのボランティア活動

社会福祉協議会だより
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町総合防災訓練への参加

ボランティア連絡協議会登録団体紹介

　１０月１６日に実施された
町総合防災訓練に合わせ、来
る災害に備え、災害ボランティ
アセンター設置及び運営をす
るために、四拠点事業所職員
の非常招集訓練と本年１０月
に作成した社協法人本部事業
継続計画（ＢＣＰ）の研修を
行いました。
　研修会では、宇佐美町長か
らも激励をいただきました。

　おもちゃ病院「かき工房」では、おもちゃドクターが、壊れたおもちゃの修理を無料で行っ
ています。
　物に溢れた裕福な環境にある現代、思い出がつまったおもちゃをいたわって、物や人を大切
にする心が育ってくれることを願い、活動しています。おもちゃの状況により、修理できない
場合がありますが、お気軽にご来院ください。
　また、おもちゃドクターの募集もしていますので、興味のある方はぜひ声をかけてください。

▲研修会時の様子

▲思い出いっぱいのおもちゃの修理

【名　称】おもちゃ病院「かき工房」　  【開 院 日】第４土曜日１０：００～１２：００
【設　立】平成２３年６月１８日　　　 【場　　所】平和堂大野店１階ふれあい通り
【代表者】真鍋　育夫　　　　　　　　 【活動内容】壊れたおもちゃの修理
【会員数】５名

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

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。

地域の集いの場代表者交流会

ふれあい・いきいきサロン紹介

◆大野３区いきいきサロン◆
開催日時：隔月第３月曜日
　　　　　　　午前１０時～１１時
場　　所：大野３区集会所
参 加 費：１００円

　平成１８年に始まり、地域の皆さんが
多く集い賑わうサロンです。毎年行う“ゴ
キブリ団子づくり”は人気のイベント。
その他にも軽体操や音楽療法、交通安全・
防犯教室など、様々な内容に楽しく取り
組み、日々の生活に活かしています。 ▲体験して学ぶ「交通安全教室」

申込・問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

▲交流会時の様子

▲グループに分かれて意見交換

　ご自分が住んでいる地域のサロンについて知りたい方や見学してみたい方、また、新し
く立ち上げてみたい方などいらっしゃいましたら、下記までお問い合わせください。

　１２月６日（火）に役場２階大会議室にて、
「地域の集いの場代表者交流会」を開催しま
した。地域の集いの場であるサロン１３ヶ
所、カフェ２ヶ所、子どもの居場所づくり
支援団体２ヶ所の代表者及びスタッフの方
とサロンの立ち上げを検討されている地区
１ヶ所の福祉委員さんが参加されました。 
　交流会では、感染症対策を取り入れた住
民同士の交流方法に対する工夫や、新しい
参加者、特に男性の参加者に来てもらうた
めの呼びかけ方など、開催する中で悩んで
いる事を中心に、活発な意見交換が行われ
ました。 
　今回の交流をきっかけに、地域の集いの
場がより賑やかな地域住民の居場所となっ
ていくかと思います。 

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。

１１月中に届け出のあった人（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

大野 森腰　櫂
か い せ い

生 拓未・沙織 上秋 青木　柊
と う ま

磨 祐太・祐子

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 篠田嘉代子 81 上秋 竹中　文雄 94

大野 橋村　　實 76

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

納 期 限 の お 知 ら せ

12月２６日（月） 固定資産税（３期）
国民健康保険税（８期）

１月３１日（火） 町県民税（４期）
国民健康保険税（９期）

納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください。
※期限内であれば、コンビニまたはスマホ決済でも納付できます。
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算されます。
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ
れることとなります。
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします。

住 民 だ よ り

次回の古紙類等回収について
１月１５日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、1月22日（日）�
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時５分に広報無線

にてお知らせします。

◎問合せ先／環境生活課　☎�3５-５372

【１人分（１皿分）の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
１９�kcal ０.８�g ０.１�g ６０�mg １.０�g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

冬の野菜を
� 美味しくアレンジを

　冬野菜を使い、野菜がたくさん摂取できる一品「大根の
友禅漬け」を紹介します。
　大根の瑞々しく、シャキシャキとした食感や生姜の香り
を存分に楽しめます。ご飯のおかずにもおつまみにもぴっ
たり。しぼった後に、マヨネーズを少量使用して、サラダ
感覚にアレンジもできます。
　ぜひお試しになってみてはいかがしょうか。

【作り方】
①大根とかぶは皮をむいて、せん切りにする。
　大根の葉を熱湯に通し、水にさらし、小口切りにして水
けをしぼる。
②すべての材料をよく混ぜる。
③軽く重石をし、１時間ほど漬ける。

●大根の友禅漬け

※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 黒野 今井　翔太

♥
夫 黒野 岡田　勝幸

妻 北海道 村田　実優 妻 黒野 北澤　志織

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（１２月１日現在）

人　口 … ２２,０８４（−１２）
男 … １０,８７５（±　０）
女 … １１,２０９（−１２）
世帯数 … ８, １８０（＋１７）
出生４人／死亡１６人／転入５８人／転出５８人

スポーツ少年団
団対抗駅伝大会

 です。

今月の表紙

【材料（１回分・約６皿分）】
大根……………… ４００ｇ
かぶ………… ５０～７０ｇ
大根の葉…… １００ｇ程度
人参………………… ４０ｇ
生姜………………… １０ｇ
あっさり漬けの素… １５ｇ
（中袋�１/ ２袋）（市販品）

ごみ収集日について
１月２日（月）の生ごみ等の収集はありません。
次回は４日（水）に収集します。
◎問合せ先／環境生活課　☎�3５-５372


