
※�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 大野町の連結財務４表

▶４ まちの話題

▶２２ 議会の窓

明 る い 未 来 へ
　　令和５年 二十歳を祝う会
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大 野 町 の 連 結 財 務 ４ 表

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

①　貸借対照表（バランスシート）
　「貸借対照表」は、町が住民サービ
スを提供するために保有している財産

（資産）とその資産をどのような財源
（負債・純資産）でまかなってきたか
を総括的に表すものです。また、資産
合計額と負債・純資産合計額が一致し、
バランスがとれている表であることか
ら「バランスシート」とも呼ばれます。

町民１人当たりのバランスシート
資産：１９７万円　　　負債：４５万円　　　純資産：１５２万円

（令和４年１月１日現在人口　２２, ３４７人）

 財務書類４表 

　町民の皆さんに分かりやすく財政状況をお知らせするため、民間企業会計の手法を取り入れた
「統一的な基準」に基づいた連結財務４表を作成しました。
　財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の
ことで、大野町（普通・公営事業会計）および一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。

 次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率） 

　町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がどのよ
うな負担割合になるのかを見る比率です。

純 資 産 比 率：７７．３％（純資産合計÷資産合計×１００）
将来世代負担比率：１２．２％（地方債合計÷有形・無形固定資産合計×１００）
� ※地方債合計は特例地方債を除く

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

４４０億４千万円

３８２億２千万円
９９億８千万円

１５億２千万円

４３億０千万円
１４億６千万円 ３４０億６千万円

４４０億４千万円 ４４０億４千万円

④ ③
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②　行政コスト計算書
　「行政コスト計算書」は、資産形成
に結びつかない行政サービス（福祉や
ゴミの収集など）にかかるコストと、
受益者負担額等（使用料、手数料など）
をあらわした表です。

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

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

（令和３年度決算）

 町民１人当たりの行政コスト計算書　

　純経常行政コストと経常収益を
対比させることで、どれほど町の
一般財源でまかなっているかが分
かります。

純経常行政コスト：７１万円
経　常　収　益　：　３万円

１６５億７千万円

１５億７千万円

３５億２千万円

１１２億３千万円

２億５千万円

７億２千万円

１５８億５千万円

２千万円
７千万円

１５８億０千万円

３４２億３千万円
△１億７千万円

△１５８億０千万円

８９億０千万円

６７億１千万円

　　２千万円

３４０億６千万円

１３億２千万円

１億２千万円
１０億７千万円

△８億６千万円

△９千万円

１４億４千万円

２千万円

１４億６千万円
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中井君子さん（大野）
昭和２年１２月５日生まれ

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

新 たな「大野の太鼓判」が誕生
第１０回「大野の太鼓判」認定証授与式

　１２月８日、新たな「大野の太鼓判」認定商品を開
発した株式会社ミスベティーに、認定証が授与されま
した。
　白川社長が、「食品ロスにも配慮した商品であり、認
定を受けたことにより夏の観光資源として観光客や町
内の方に食べていただける機会が増えるといいなと思
います」と話すと、町長は、「精力的に町の事業に参加
いただき、素晴らしいアイデアと実行力が感じられる。
町としてできる限りのＰＲをさせていただきます」と
述べました。
　今後も、「大野の太鼓判」に認定された商品について、
町を代表する特産品として、情報発信、販売促進に努め、
町と事業者がより一層連携できるよう推進してまいり
ます。

　認定証を掲げる株式会社ミスベティー▶
　代表取締役社長　白川三郎さん（中央）　

　認定商品の写真を掲げる大野の太鼓判認定委員会　
　委員長　岩田弘敏さん　（右）　

商 品 名：THE　ICHIGOMILK
　　　　　（ザ・イチゴミルク）
事 業 者：株式会社ミスベティー
商品紹介：
町産の冷凍苺を薄く削り、独自開
発した練乳をかけた果実氷

防 火防災の誓いを新たに
令和５年消防出初式

　１月８日、新春を飾る恒例の消防出初式が、総合町民センターに
て開催されました。ふれあいホールにて多数の来賓を迎えて行われ
た式典では、消防活動に功績のあった４３人に表彰状が贈られまし
た。また、式典終了後には三水川河畔にて消防団員による一斉放水
が行われ、団員のきびきびとした動作に観客から大きな拍手が贈ら
れました。
被表彰者は次のとおりです。（敬称略）

岐阜県知事表彰（功労章）
　國枝　英城　　杉山　博雅

大野町長表彰（勤労章）
　蜂矢　大知　　草野　俊光　　國枝　雅敏　　若原　健二
　浅野　高臣　　鈴木　慎吾　　平沢　奨吾　　弥吉　亮祐
　安田　和広　　河野　友亮　　山下　良満　　岩崎　芳行
　箕浦　祐貴　　鳥本　吉寿　　赤澤　準也　　中込　大

岐阜県消防協会長表彰（功績章）
　堀　博善　　　蒲　友貴　　　桐山　真司

揖斐郡消防協会長表彰（功績章）
　小寺　成紀　　山口　哲平　　福田　稔
　鈴村　竜矢　　内藤　慎路　　山賀　康延

大野町消防団長表彰（功績章）
　坂　吉将　　　松永　陽平　　所　和徳　　　鳥本　直幸
　山口　智嗣　　永鳥　裕平　　松久　雄亮　　長瀬　圭輝
　見屋井大輔　　羽賀　諒次　　佐藤謙太郎　　藤原　崇人
　中山　和也　　眞鍋　周至　　児玉　大樹　　宇野　秀紀

▲表彰状授与

▲記念撮影（副分団長以上）

ま ち の 話 題
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◆◆◆ 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！

　１２月のピヨピヨクラブでは、クリスマスにちなんだ制作活動等を行いました。
ふたばクラスでは「リースづくり」、みつばクラスでは「クリスマスツリーづくり」、
よつばクラスでは「クリスマスツリーとサンタクロースの折り紙あそび」をしま
した。どれも素敵な作品ができあがりました。参加した親子は出来上がった作品
を見て嬉しそうにしていました。

◎２月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）
　　　　　みつばクラス…２日（木）、９日（木）
　　　　　よつばクラス…３日（金）、１０日（金）
誕生会…２０日（月）／栄養相談（栄養士による）…１７日（金）
休館日   １日（水）、８日（水）、１３日（月）、１５日（水）、２２日（水）、２４日（金）

◎親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員募集！
　令和５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、制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。
※親子教室は、町内在住者が対象。
◎ピヨピヨクラブ
　◦�０ 歳 児　 令和４年４月２日～１２月３１日生ま

れの子
　◦開催日時　 火曜日（月１～２回程）、 

午前１０時３０分～１１時１５分
　※ 令和５年１月１日～令和５年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。

　◦１ 歳 児　 令和３年４月２日～令和４年４月１日
生まれの子

　◦開催日時　 木曜日（月１～２回程）、 
午前１０時３０分～１１時３０分

　◦２ 歳 児　 令和２年４月２日～令和３年４月１日
生まれの子

　◦開催日時　 金曜日（月１～２回程）、 
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、後日郵送します。
◎定員　０歳児・１歳児・２歳児　各１０組（先着順）
◎申込期間　 ３月２日（木）～２３日（木） 

午前１０時～午後４時
　※電話受付不可

※�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、ホームページ等を
確認してください。

申込・問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲リースづくりのようす
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教えて
ファミサポについて
知りたいわ！

ファミサポ�Ｑ＆Ａ

おおのファミリー・サポート・センター通信

サポート活動が始まって、１年が経ちました。
この１年間、ファミサポ事業にご理解、ご協力くださいましてありがとうございました。
引き続き、たくさんの人に安心して利用していただけるよう、お手伝いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
� 問合せ先 �おおのファミリー・サポート・センター（子育てはうす　ぱすてる内）　☎ ３４－１０１０

実際のサポートの様子を見てみましょう♪
２歳の女の子を提供会員さんが
ぱすてるにてお預かりしました。

滑り台や木のおもちゃなど
お母さんがお迎えにみえるまで
２時間たっぷり遊べました。

　子育てはうす「ぱすてる」にて提供会員さんがお子さんをお
預かりすることもできます。

会員さん募集中です！
現在、次のとおり会員さんに登録い
ただいております。

＊提供会員数　３５人
＊利用会員数　７９人
＊両方会員数　　３人

提供会員さん、利用会員さん、どちらも随時募集しています。
お友だちにもぜひ、教えてあげてくださいね。

Ⓠ�初対面の人に子どもを預ける
のが少し不安なのですが…

A センターでは「提供会員養成講
座」を開催し、講座を受けた会員
さんに活動していただいていま
す。また事前打ち合わせで、お互
いに顔を合わせ、安心して預けて
いただけるよう心がけています。

Ⓠ�利用会員に登録していますが、
提供会員にも登録できますか？

A  はい。登録できます。現在も両方
に登録してみえる両方会員さんは
みえます。ぜひ、提供会員として
も活動くださいね。

Ⓠ�５カ月の子どもは預
けられますか？

A  お預かりできるのは、
町内に住民登録のある
６カ月から小学校６年
生までのお子さんです。

まちのお知らせ



教育委員会のページ教育委員会のページ
大野中学校が第６５回岐阜県優秀校に輝く！

　このほど、第６５回岐阜県優秀校（岐阜新聞社　岐阜放送主催）を大野
中学校が受賞しました。この賞は、優れた教育活動で成果を上げた県内の
全小中学校の中から４校が選ばれるもので、大野中学校では昭和６２年の
受賞以来、３５年ぶりの快挙となります。
　大野中学校の生徒議会を中心とした校則の見直しや、生活の向上を目
指した取り組みを通して生徒の主体性を養う『自己実現に向けて、工夫改
善する態度の育成』、広島への修学旅行を通して平和について学ぶなど全
校共通で「ＳＤＧｓ」をテーマに取り組む『人間尊重の精神を基盤とした思
いやりの心の育成』、一人一台のタブレット端末を積極的に活用すること
により、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組む力を育む『主
体的・対話的で深い学びによる確かな学力の育成』などが評価され、このたびの受賞となりました。

たすきをつないで全力疾走　町スポーツ少年団団対抗駅伝大会

　１１月２７日、第３７回町スポーツ少年団団対抗駅伝大会が運動公園
周回コースで開催され、選手が精一杯走りました。
　大会には計８団の２６チームが１チーム５人で参加し、４年生の部は
６５０ｍ、５年生の部は８５０ｍ、６年生の部は１,０００ｍのコースを１
周し、次の選手にたすきをつなぎ力走しました。
　なお、各部門の優勝チームは次のとおりです。
　４年生男子の部　大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
　４年生女子の部　大野卓球スポーツ少年団
　５年生男子の部　大野南野球スポーツ少年団Ａ
　６年生男子の部　大野サッカークラブスポーツ少年団

晴れやかに門出を祝う　町二十歳を祝う会開催

　１月８日、総合町民センターにて、「大野町二十歳を祝う会」が
開催されました。
　令和４年４月１日から成人年齢が１８歳となりましたが、町では
これまで通り２０歳の人を参加対象とし、名称も公募により「成人
式」から「二十歳を祝う会」に変更して開催しました。
　当日は、色鮮やかな振り袖や紋付きはかま、スーツに身をつつ
んだ２４６人（対象者３１４人）が出席し、友人との再会を喜び合っ
たり、記念撮影をしたりと、会場は笑顔であふれていました。
　式典では、町長や来賓からお祝いの言葉が贈られ、二十歳を
代表し本田晃己さんによる「二十歳の決意」が披露されたほか、
二十歳を祝う会実行委員会によるアトラクションなど、なごやか
に二十歳の門出を祝いました。

リーグ戦で頂点を競う　北見市長杯少年野球大会 表彰式

　１２月１８日、２０２２年度北見市長旗争奪学童野球大会（第１７
回北見市長杯）表彰式が開催されました。優勝した南野球スポー
ツ少年団には北見市長より賞状と副賞が贈られました。
　この大会は、８月２日から１２月３日にかけて町スポーツ少年団に
所属する大野野球・東野球・南野球・北西野球・中野球の選手が参
加し、頂点を競いました。
　例年はトーナメント形式で開催されますが、コロナ禍で公式戦が
減少しており、多くの試合機会をつくるため、新型コロナウイルス
感染症対策を十分に図ったうえで、今年度はリーグ戦（総当たり戦）で開催されました。

▲（右２人目から）生徒会長の市岡
花音さん、副会長の原田聡成さん

▲元気よくスタートする選手たち

▲南野球スポーツ少年団の選手たち

◀式典の様子

本田さんによる
「二十歳の誓い」▶
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第２０回統一地方選挙
　地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が令和４年に制定されたことに伴い、
４月２９日に任期満了を迎える県議会議員および町議会議員の選挙が次のように行われます。

告示日 投・開票日
岐阜県議会議員選挙 ３月３１日（金） ４月　９日（日）
大野町議会議員選挙 ４月１８日（火） ４月２３日（日）

 大野町議会議員選挙立候補関係者説明会 
◎日時　３月２２日（水）午前９時３０分～
◎場所　役場２階　大会議室　　※ 新型コロナウイルス感染対策のため、出席は、１候補者２人まででお願い

します。また、マスクの着用・手洗い・消毒に協力をお願いします。

 大野町選挙管理委員会からのお願い 
　　　“寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。”

　　三ない運動　　政治家は有権者に寄附を贈らない！　　　有権者は政治家に寄附を求めない！
　　　　　　　　　政治家から有権者への寄附は受け取らない！　

 寄附の禁止 
◎政治家からの寄附禁止
　選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行う
ことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止さ
れています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における
贈答なども寄附になるので、注意してください。
　禁止されている寄附（例）
　×病気見舞い　　　　　　　×葬式の花輪、供花
　×祭りへの寄附や差入れ　　×お中元、お歳暮
　×落成式、開店祝の花輪　　×入学祝、卒業祝、出産祝
　×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
　×町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
　× 結婚祝、香典（政治家本人が結婚披露宴､ 葬式等に自ら出席し

てその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。）
◎後援団体からの寄附禁止
　政治家の後援団体（後援会など）が行う寄附も、政治家の寄
附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う
行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この
場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされ
るものは禁止されています。
◎政治家の関係会社などからの寄附禁止
　政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前
を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体
がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止され
ています。

 選挙違反の主なケース
◎買収罪
　金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭など
を実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。ま
た、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。
◎利害誘導罪
　特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、
その者またはその者と関係のある団体（寺社、会社、学校、組
合、市町村等）に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用
して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じ
たり促した場合も処罰されます。
◎選挙妨害罪
　有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文
書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公
表、偽名による通信なども処罰されます。
◎投票に関する罪
　詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人
確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票する

こと、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所
などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすること
なども処罰されます。

 選挙違反を犯すと
◎当選無効
　当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったと
きは、例外的な場合を除き、当選は無効となります。
◎連座制
　連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座
制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せ
られた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなく
ても、その責任を問う制度です。
　連座制が適用された候補者は
　・当選が無効となります。
　・ ５年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくな

ります。
　連座制の対象者
　・選挙運動の総括主宰者　　 ・出納責任者
　・選挙運動の地域主宰者
　・候補者または立候補予定者の秘書
　・ 候補者または立候補予定者の親族（父母、配偶者、子、兄

弟姉妹）
　・ 組織的選挙運動管理者等（組織によって行われる選挙運動

で、その計画立案や調整、指揮監督などの運動の管理を行
う者）

◎選挙権・被選挙権の停止
　選挙犯罪で刑罰（一定の場合を除く）を科せられた者は、一
定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票する
ことも立候補することもできなくなります。
　罰金刑の停止期間
　・罰金刑に処せられた場合→裁判が確定した日から５年間
　・ 罰金刑に処せられ、執行猶予を受けた場合→執行猶予を受

けている間
　禁固刑以上の停止期間
　・ 刑に処せられた場合→裁判が確定した日から刑の執行が終

わるまでの間およびその後５年間
　・ 刑の執行の免除（時効を除く）を受けた場合→免除を受け

るまでの間およびその後５年間
　・ 刑の執行猶予を受けた場合→執行猶予を受けている間
　・ 大赦、特赦または時効によって刑の執行を受けることがな

くなった場合→執行を受けることがなくなるまでの期間

問合せ先  大野町選挙管理委員会（総務課）　☎ 35-5364



 各種証明書のコンビニ交付サービスがはじまります！ 

　３月からマイナンバーカードを使用して、全国にあるコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機
（マルチコピー機）で、各種証明書が取得できるサービスを開始します。
　役場の開庁時間内に来庁が困難な人や遠方地に滞在している人には便利なサービスです。
　ぜひ利用してください。
◎発行できる証明書
　・住民票の写し　　　　・印鑑登録証明書　　　　・戸籍全部・個人事項証明書
　・戸籍の附票の写し　　・所得・課税証明書
◎手続きに必要なもの
　・自分のマイナンバーカード
　・利用者証明用電子証明書の暗証番号（４桁）
◎利用時間
　午前６時３０分～午後１１時（年末年始・システム休止日を除く）

 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　２月１２日（日）・２６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　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。
　　・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。
　令和５年２月までにマイナンバーカードを申請
された人が、最大２０, ０００円分のマイナポイ
ントをもらうためには、次の手続きが必要です。
◦マイナンバーカードを受取る。
◦マイナポイントを申込む。
　① キャッシュレス決済でのお買い物やチャージ
 最大５, ０００円分のポイント
　②健康保険証利用の申込
 　　７, ５００円分のポイント
　③公金受取口座の登録
 　　　　　　７, ５００円分のポイント

※ ①の最大５, ０００ポイントの付与を希望され
る場合は、申込の手続きを行った後にキャッ
シュレス決済でのお買い物やチャージを行う必
要があります。

※ 選択されるキャッシュレス決済によって、キャ
ンペーン終了期限が異なりま
すので、事前にキャッシュレ
ス決済会社のホームページ等
で確認してください。

３月から

マイナンバーカードについてのお知らせ
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　マイナンバーカードを使用して　 
　転出転入手続きがワンストップでできます！ 

　２月６日から、転出届の申請をマイナンバーカードを使用して、マイナポータルからオンライン
申請することができるようになります。マイナンバーカードをお持ちの人は、ぜひ活用してください。
　マイナポータルサイトは、スマートフォンやパソコンにアプリをダウンロードして利用すること
ができます（パソコンで行うときは、カードリーダーが必要です）。
　また、マイナポータルの利用には、有効期間内の利用者証明用電子証明書および４桁のパスワー
ドが必要です。

◎転出届オンライン申請のメリット
　・届出のための来庁が不要になります。
　・転入時の住民登録にかかる待ち時間が短縮されます。

◎転出届のオンライン申請とは別に、次に該当される人は担当課での手続きが必要
◦総務課
　・町防災行政無線戸別受信機の貸与を受けている人
　※返還届（様式第３号）の提出および戸別受信機の返還が必要。
◦住民課
　・県外に異動する後期高齢者医療保険に加入している人
　・国民健康保険に加入している人
　・福祉医療を利用されている人
◦福祉課
　・町障害者福祉給付金を受給している人
　・介護認定（要支援１・２　要介護１～５）を受けている人
◦子育て支援課
　・児童手当（特例給付）を町から受給されている人
　・こども園等を利用されている人
◦学校教育課
　・転出先から大野町立小中学校に通いたい人
　・小中学校に通う外国籍の人
　・学校給食費・放課後クラブ利用料・学校施設使用料に未納がある人
　※転出前に、転出・転入する小中学校に連絡してください。

　１月７日、常呂漁業協同組合が常呂地方卸売市場で新春恒例の初競
りを行いました。
　始めに、今年一年の豊漁や商売繁盛、安全を祈願。高桑組合長より
昨年度の水揚げ状況などが報告され、日ごろの感謝を伝えました。手
締めを行い、今年最初の競りがスタート。威勢の良い掛け声と共に、
牡蠣やキンキなどが次々に競り落とされていきました。

常呂地方卸売市場　初競り
─ 繁栄を願い、競りの声響く ─

ところ通信
Vol. 276

北見市

問合せ先  住民課　☎ 35-536８
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所得税の確定申告、町・県民税申告のお知らせ

申告受付期間　２月１６日（木）～３月１５日（水） 〈土・日・祝日を除く〉

 役場申告会場での相談に必要なもの 

◎全ての人に共通するもの

・ 個人番号確認書類（マイナンバーカードまたは個人番号通知カード（写）もしくはマイナンバーが記載さ
れた住民票（写））

・ 通帳等（申告者本人名義の預貯金口座番号が確認できるもの）※還付申告の場合のみ
・ 税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき等（送付されている場合のみ）
・ 運転免許証等本人確認ができる書類（マイナンバーカードをお持ちでない人のみ）
　※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族の本人確認書類が必要。
・ 利用者識別番号（確定申告の場合）
　※既に利用者識別番号をお持ちの人は申告会場で番号確認ができます。
　※ 町の申告会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告相談の他に１０～２０分程度時間を

要しますので、可能な限り事前に利用者識別番号の事前取得に協力してください。

　　　　　　　　パソコン、スマートフォンでも簡単に「利用者識別番号」を取得できます。
　　　　　　　　国税庁ホームページ利用者識別番号取得ページ（二次元バーコード）はこちらから→��

◎その他申告に必要な主な書類

・ 令和４年分の源泉徴収票（給与所得者、年金受給者）
・ 収支内訳書（事業所得（営業・農業）、不動産所得のある人）、その他収入がわかるもの
・ 社会保険料控除を受ける人は、各種社会保険料控除証明書（国民健康保険税、国民年金保険料）または各

領収書
・ 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人は、生命保険料控除証明書（一般・個人年金・介護）、地震保

険料控除証明書
・ 障害者控除を受ける人は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書（要介護認定を受けている人）
・ 医療費控除を受ける人は、令和４年中に支払った医療費控除の明細書　
　 なお、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を受ける人は、自己の健康保持増進のため一定

の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。
・ 寄附金控除を受ける人は、寄附金の領収書または受領証明書等

◦添付書類の事前作成に協力してください
　次の書類を事前に作成し、来場してください。
　　・医療費控除の明細書
　　・収支内訳書（一般・農業・不動産）
　　※作成されていない場合は、会場において申告の順番が後になります。

◦事前に確認してください
　役場申告会場では、受付できない申告内容がありますので、事前に町ホームページを確認し、来場してくだ
さい。また、確定申告全般については、国税庁ホームページをご覧ください。

　困ったら“税務職員ふたば”に相談してください。

　申告書の作成でお困りのときは、「税務相談チャットボット」に相談し
てください。質問を入力すれば、ＡＩを活用した「税務職員ふたば」が
お答えします。

税務職員ふたば
スマホでの相談は

こちらから！
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町税等納付の利便性向上のため、金融機関の口座振替による納付を推奨しています。

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

◎口座振替のメリット
・ 口座振替を利用すると、納付のたびに金融機関やコン

ビニエンスストアに出向く必要がなくなります。
・ 自動的に納期限日に振替されるため、納め忘れが防止

できます。
・ 一度申し込みを行うと翌年度以降も自動的に継続しま

す。
・ 預貯金通帳に納付の記録が残りますので、家計管理に

役立ちます。

◎手続き方法
　金融機関または役場に備え付けの口座振替依頼書に必
要事項を記入し、通帳印（金融機関届出印）を押印のう
え、口座のある金融機関に提出してください。

◎口座振替が可能な町税等
　・町県民税（普通徴収）
　・固定資産税
　・軽自動車税（種別割）

※ 国民健康保険税や上水道料金、住宅使用料、保育料等、
後期高齢者医療保険料、学校給食費も可能です。詳し
くは各担当課に問合せてください。

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

◎その他
・ 年度途中からの全期前納の申込みは、その年度に限り、

期別納付になります。
・ 長期間振替がない場合には、取扱いを解除することが

あります。
・ 還付金が発生した場合、申込口座へお返しします。
・ 納期限を過ぎたもの（再振替対象分は除く）、分割納

付分は振替できません。
・ 申込みから振替口座の登録までは、約２ヵ月の期間を

要します（４月から開始するには、２月中の手続きが
必要です）。

 問合せ先  税務課　☎ 35－536７

口座振替なら「便利・安心・確実」！！

ご自宅からのｅ－Ｔａｘ申告のご案内
ネットでｅ－Ｔａｘ！パソコン・スマートフォンから簡単いつでも確定申告♪

確定申告

見本 1234567812345678

●●●●●●●●●

マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

※「利用者識別番号」は町役場で代理取得を受付しております。

①「確定申告等
  作成コーナー」へ

ま
た
は

パソコンまたはスマートフォン

② 提出方法を選択 ③ 金額などを入力
収入の入力

スマホならカメラで撮影して自動入力

控除の入力

④ 提出

対応スマホの確認は
こちらから！

ＩＣカードリーダラ
イタがなくてもＯＫ。
二次元バーコードを
対応スマホで撮影

「ID・パスワード方式の届出
完了通知」をお持ちの人

給与所得の源泉徴収票などを入力

医療費やふるさと納税の領収証などを入力

e-Tax で送信

e-Tax の ID（※利用者識別番号）
とパスワード（暗証番号）を入力

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

住所、氏名等の情報
が表示されます

ID・PW
が目印

令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に！
◎マイナンバーカードの読み取り回数が３回から１回に！

◎青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
※過去にマイナンバーカード方式で申告された人が対象です。



　農業委員・農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、新たに農業委員会の農業委員および農地利用最適
化推進委員を募集します。
◎農業委員の職務
　農地転用、農地の無断転用の防止・解消など農地法に基づいて農業委員会の権限に属する事項のほか、農
地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消など農地利用の最適化に関する事項についての調査・審議
等が主な職務です。
　※会議は、毎月１回（毎月初旬）程度の開催（議決案件の審議）
　※必要に応じ研修会等あり
　※活動内容を毎月記録し、活動記録簿の提出（毎月１０日以上の活動）
◎農地利用最適化推進委員の職務
　農地の無断転用の防止・解消を図るための調査等のほか、農業者や農業者が組織する団体と話し合いを行
い、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などを図るための調査等が主な職務です。
　※会議は、毎月１回（毎月初旬）程度の開催（担当地区案件の報告等）
　※必要に応じ研修会等あり。
　※活動内容を毎月記録し、活動記録簿の提出（毎月１０日以上の活動）

推薦および募集人数

農�業委員　１４人（うち中立委員１人）
　※委員の過半数は、原則として認定農業者または認定農業者に準ずる者
　※中立委員とは「農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員」
農�地利用最適化推進委員　１２人（大野地区・豊木地区・富秋地区・西郡地区・鶯
地区・川合地区より各地区２人）

任　期
農業委員　令和５年７月２０日～令和８年７月１９日（３年）
農地利用最適化推進委員　農業委員の任期と同じ

推薦および応募資格

１　�農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の
農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる人

２　暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有していない人
３　�農業委員会法、大野町農業委員会の委員選任に関する規則および大野町農業委

員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則に定める資格に該当する人
ただし、次のいずれかに該当する人は推薦を受けまたは応募することができません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・�禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが
なくなるまでの人

推薦および応募方法

　農林課窓口の「推薦書」または「応募申込書」（町ホームページよりダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、記名または署名のうえ、農林課まで提出する（郵送提
出可、メールおよびＦＡＸ不可。当日消印有効）。
　詳細は町ホームページまたは農林課窓口の募集要領をご覧ください。

推薦および募集期間 ２月１４日（火）～３月１３日（月）�午後５時�（必着）

候補者の選考

農業委員候補者
　推薦もしくは応募による候補者の総数が募集人数を超えた場合または町長が必要
と認めた場合は、選考委員会を設けて候補者を選定します。

農地利用最適化推進委員候補者
　推薦もしくは応募による候補者の総数が募集人数を超えた場合または農業委員会
長が必要と認めた場合は、町農業委員会が候補者を選定します。

個人情報の取扱い
　推薦および応募により取得した個人情報については、保護、管理に十分留意する
とともに、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。

 推薦・応募・問合せ先  農林課（町農業委員会事務局）　☎ 35－53７3

町農業委員会の農業委員および農地利用最適化推進委員の募集
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◎病児・病後児保育事業とは
　子どもが病気または病気のピークが過ぎても集団で保育等ができないため自宅療養が必要になったとき、保護者
が仕事や冠婚葬祭等の用事などを理由に、家庭で面倒をみることができない児童（小学校３年生まで）を、専門スタッ
フのいる施設（病院・医院に併設した施設）で一時的に預かる事業です。
　子どもが安心して静養できるよう、また、保護者が安心して預けられるよう子どもの健康と幸せを守り、保護者
の子育てと就労の両立を支援します。

◎利用方法
　町内在住の人は、大野町・池田町・揖斐川町・神戸町・北方町・岐阜市の病児・病後児保育施設が利用できます。
利用を希望される場合は、直接次の施設で登録・申込みを行ってください。

施　　設　　名 住　　　所 電話番号
大野町 特別養護老人ホームまほろば内　病児・病後児保育「アンジュ」 大野町南方３５６- １ ０９０-１４１８-１７９６
池田町 池田ふれあいサポートセンター内　病児・病後児保育室「ひまわり」 池田町本郷１６２８- ２ ０５８５-４５-３９１６
揖斐川町 揖斐厚生病院本館棟５階　病児・病後児保育室「いびっこ」 揖斐川町三輪２５４７- ４ ０５８５-２１-１１１１
神戸町 高田医院内　病児・病後児保育室「オーロラ」 神戸町大字神戸４６８ ０８０-８０８６-８８３６
北方町 鹿野クリニック病児保育園「アリエル」 北方町高屋白木２- ７７ ０５８-２０１-７２２２

岐阜市

福富医院病児保育園「すずらん」 岐阜市安食１- ８７- １ ０５８-２３８-８５５５
河村病院病児保育園「クララ」 岐阜市芥見大般若１- ８４ ０５８-２４１-３３１１
小牧内科クリニック病児保育園「ピノキオ」 岐阜市昭和町２- １１ ０５８-２１５-０１０１
山田病院病児・病後児保育園「ミッキー」 岐阜市寺田７- ９８- １ ０５８-２５５-１２２１
矢嶋小児科小児循環器クリニック　病児病後児保育室「うりぼう」 岐阜市日野南７- １０- ７ ０５８-２１４-７０７７
世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック　「セカモゲ」 岐阜市六条南２- ８- ２０ ０５８-２１６-３７４５

操健康クリニック　病児・病後児保育園「パンダのしっぽ」 岐阜市藪田南１- ４- ２０
（西館６階） ０７０-１６８３-３００３

◎利用するまでのながれ
①�まずは登録してください。（利用の前に登録が必要！）
　 　登録を希望される人は、事前に「登録申請書」を希

望する施設へ提出します。
　 　登録に必要なものは利用施設により異りますので確
認してください。

　※用紙は、各施設および役場に設置してあります。
　※登録は年度末まで有効のため、毎年登録が必要です。
②利用前にＴＥＬをしてください。
　 　利用時には必ず事前に利用施設に連絡してくださ

い。症状や定員の確認を行います。
　 　施設によっては、事前に医師の診察が必要な場合が

あります。
③時間を守って送迎してください。
　 　施設から指示のあった持ち物を持参し、施設で定め

られた時間に子どもを送迎してください。

◎利用料
　１人１日２, ０００円程度。（施設によっては、希望者
に昼食・おやつ代が別途必要。）
　ただし、診察料は別途必要。（生活保護世帯は無料）

◎利用日等
月～金曜日（年末年始・祝日を除く）
　午前８時３０分～午後５時（大野町「アンジュ」）
　午前８時～午後５時３０分（池田町「ひまわり」）
　午前８時～午後６時（その他）
　※神戸町「オーロラ」は月・火・水・金
土曜日
　午前８時３０分～午後０時３０分（大野町「アンジュ」）
　午前８時～　施設によって終了時間が異なります。
　※池田町・揖斐川町・神戸町は土曜休室
　※ 利用可能な日時は変更されることがあります、必ず

確認してください。

◎定員
　定員はどの施設においても少人数制です。利用する前
に利用したい施設に必ず直接連絡してください。
※ 施設によっては、予約時間が異なりますので事前に確

認してください。

◎持ち物
　持ち物には必ず名前を書いてください。
※ 施設によっては、持ち物が異なりますので事前に確認

してください。
・必要に応じて適時検温します。
・お迎えの時に、お子様の１日の様子をお伝えします。

 問合せ先  子育て支援課　☎ 35-53７０

 病児・病後児保育の登録を！子育て世帯応援事業
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身体障がい者などの自動車税の
減免申請窓口が開設されます

　身体障がい、戦傷病、知的障が
いまたは精神障がいのある人のた
めに使用する一定の要件を満たす
自動車（軽自動車を除く）の自動
車税（種別割）減免申請臨時窓口
が開設されます。
◎日時　３月１日（水）、１５日

（水）午前９時～午後３時３０分
◎場所　揖斐総合庁舎　４階　４
Ｃ会議室（揖斐川町上南方１－１）
◎対象者　
①新規に申請する人
② 現在減免を受けており、自動車

税事務所からの減免案内はがき
で「変更あり」と回答した人

※ 西濃県税事務所、自動車税事務
所および各県税事務所では、随
時申請受付を行います。
問合せ先  
岐阜県西濃県税事務所　
☎ ０5８4-７3-１１１１
岐阜県自動車税事務所　
☎ ０5８-２７９-3７８１

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

　年度末の３月は登録窓口が大変
混雑します。早めに手続きをし、
混雑緩和に協力をお願いします。
　なお、各手続きは、次のとおり
です。
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　
☎ ０5０-554０-２０53
三輪、四輪の軽自動車
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、トラ
クター等
税務課　☎ 35-536７（直通）
◎税金関係
自動車税（種別割・環境性能割）
岐阜県自動車税事務所　
☎ ０5８-２７９-3７８１
軽自動車税（環境性能割）
軽自動車事務所　☎ ０5８-3９4-０２6８
軽自動車税（種別割）
税務課　☎ 35-536７（直通）

車上狙いに注意！

　郡内において、令和４年１～
１１月末現在で、６件の車上狙い
が発生しています。
　被害の遭ったケースのほとんど
が、車が無施錠状態で駐車されて
おり、車内に置いてあった財布な
どが盗難被害にあっています。
◎被害防止のポイント
・ 車から離れる際は、必ず鍵をか

けましょう。
・ 貴重品を車内に放置しないよう

にしましょう。
・ 不審者等を見かけた場合は、警

察へ（１１０番）通報しましょ
う。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２3-０１１０

催し・講座

いのちの電話　市民公開講演会

◎演題　「 家 族 に つ い て 考 え る　
～カウンセリングの現場から～」
◎講師　信田　さよこ　氏

（公認心理師・臨床心理士）
◎日時　２月１１日（土・祝）
午後２時～４時

（受付：午後１時３０分～）
◎場所　ソフトピアジャパン　１
階　セミナーホール

（大垣市加賀野４丁目１番地７）
◎定員　１００人
◎参加費　無料
※ 事前申込不要。ただし、満席の

場合はお断りする場合がありま
す。

※ 新型コロナウイルスの状況によ
り中止する場合があります。詳
細は、事務局にお問い合わせく
ださい。または、ホームページ

（次の QR コード）をご覧くださ
い。

問合せ先  岐阜いのちの電話　事務
局　☎ ０5８-２７3-53８７

防災行政無線を用いたＪアラート・�
全国一斉情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）（※）から送られてくる国からの緊急情報を確実に皆さん
へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時　２月１５日（水）　午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線の
訓練放送

　町内に設置してある防災行政無線スピーカーや
防災ラジオ、戸別受信機から、次の放送内容が一
斉に放送されます。
【放送内容】チャイム音
＋　�「これは、Ｊアラートのテストです。」
　　（３回くり返し）
＋　「こちらは、広報おおのです。」
＋　チャイム音

（※）　 Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、
国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
町外の地域でも、全国的にさまざまな手段で情報伝達訓練が
行われます。放送内容は変更する場合があります。

 問合せ先  総務課　☎ 35－5364
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第２７回ポリテックビジョン
「ものづくり・人づくりｉｎ東海」

　東海職業能力開発大学校が、も
のづくりの素晴らしさを発見でき
るイベントを開催します。
◎内容　学生の卒業制作の展示実
演や研究発表
◎日時　２月２２日（水）午前
１１時１５分～午後３時３０分、
２３日（木・祝） 午前９時１０分
～午後２時４５分
◎場所　総合町民センター
◎記念講演　

「人と共生する自動運転に向けて」
講師　名古屋大学　鈴木達也教授
◎入場料　無料
問合せ先  東海職業能力開発大学校
☎ 34-36００

郷土の先人展�
「大野町の歴史をひもとく」�

プレ展示会開催

　町文化財保護協会は昭和４９年
に県文化財保護協会大野支部とし
て発足し、令和６年に設立５０周
年を迎えます。
　同協会は、文化財の保護・啓発
に留まらず、貴重な文化財を見出
し、新たな町の歴史を発見するな
ど、数多くの実績もあります。そ
こで、５０周年の活動の成果をま
とめた記念展として「大野町の歴
史をひもとく─三野国大野郡から
揖斐郡大野町へ─」を企画、準備
中です。
　このたび、５０周年記念展のプ
レ展示会として、令和４年度の郷

土の先人展を開催します。
◎内容
１　大野郡の成立
 弥生時代～平安中期（摂関期）
２　戦乱の中世
　　 平安後期（院政期）～関ヶ原の

戦い
３　平穏な村社会
　　江戸幕府成立～明治維新
４　揖斐郡大野町の成立
　　明治維新～現在の大野町成立
◎日時　２月１１日（土）～１９
日（日）　午前９時～午後４時
◎場所　総合町民センター　２階　
展示室
問合せ先  生涯学習課　☎ 35-53７９

令和５年度　会計年度任用職員募集

◎任用期間　４月１日～令和６年３月３１日
◎申込期間　２月１日～１５日（閉庁日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分
◎�申込方法　履歴書（町指定様式）に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、次まで提出してください。

資格が必要な職種については資格証の写し等の添付が必要。
　※「履歴書」様式は、総務課窓口に備付けてあります。（町ホームページよりダウンロード可）
◎選考方法　書類審査および面接（２月下旬～３月上旬）
　※募集内容等は変更になる場合あり。

職種 人数 勤務形態 資格 勤務場所
一般事務補助
（給与・共済手続等事務） 数人 週３～５日

（１日３～６時間・パートタイム） なし 役場庁舎
（総務課）

社会教育指導員
（文化協会事務局等事務） １人 週５日

（１日７. ７５時間・フルタイム） なし

役場庁舎
（生涯学習課）

部活動コーディネーター
（中学校部活動地域移行事
業等事務）

１人 週３日
（１日６時間・パートタイム） なし

事務局員
（中学校部活動地域移行事業
に伴う団体活動支援事務）

１人 週３日
（１日３時間・パートタイム） なし

施設管理員
（運動公園管理事務） １人 週５日

（１日７時間・パートタイム） なし 運動公園

放課後クラブ指導員 数人

週２～４日（シフト制）
（１日４～６時間・パートタイム）
平日：下校時～午後６時３０分
土曜日・夏休み等
：午前８時～午後６時３０分
（夏休み等は午前７時４５分～）

次のいずれかに該当する人　
・保育士または教員資格を有する人
・�児童福祉施設または教育施設
（小・中学校、こども園、幼稚園
等）で勤務経験がある人

町内
小・中学校教科等支援員 数人

週２～５日
（１日２～６. ５時間・パートタイム）
（学校長期休業期間中を除く）

教員等の資格を有する人

特別教育支援員 数人
週２～５日
（１日２～６. ５時間・パートタイム）
（学校長期休業期間中を除く）

教員等の資格を有する人

学校用務員 数人 週５日（１日７時間・パートタイム）
午前７時４５分～午後３時４５分 なし

申込・問合せ先  総務課　☎ 35-5364



Information
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催し・講座

行政書士の日�
記念講演会

◎演題　「あなたがいるから生き
てける」
◎講師　矢野きよ実

（パーソナリティ・書家）
◎日時　２月２２日（水）
午後２時３０分～４時

（開場：午後２時～）
◎場所　岐阜市文化センター　小
劇場（岐阜市金町５丁目７番地２）
◎定員　５００人
◎参加費　無料
◎主催　岐阜県行政書士会
※要事前申込。
申込・問合せ先 　岐阜県行政書士会　
☎ ０5８－２63－65８０

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　２月９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　２月１５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

心配ごと相談

◎相談日　２月７日（火）、１４日
（火）、２８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

※ 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。

献血の実施報告

　１２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。

１２月２８日（水） 役場 ２９人

公　務　員　合　同　説　明　会　案　内

日　時
３月４日（土）・４月８日（土）
午後１時～４時

場　所
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　４階会議室、大垣駅
北口より徒歩１分）

参加団体
（予定）

自衛隊大垣地域事務所、大垣警察署、大垣消防組合、
岐阜県庁（３月のみ）、大垣市役所（４月のみ）

備　考
各参加団体より順番に説明を実施し、説明終了後、質疑
応答等を実施します。

※いずれも新型コロナウイルス等の状況により変更の場合あり。
問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　
☎ ０5８4－７3－１１5０



くらしの情報
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多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　２月１３日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先  保健センター 
☎ 34-２333

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　２月１３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

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した。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

血圧コントロール教室

　血圧のしくみや生活の中でできる高血圧対策について学ぶ３回１
クールの教室です。
　お気軽に参加してください。（要申込）

日　時
・

内　容

①２月１４日（火）　
　ミニ講座「血圧のしくみと食事の改善ヒント」
②２月２７日（月）　
　ミニ講座「塩分測定と減塩のコツ」
　運動実践
③３月１５日（水）
　まとめ・運動実践
①～③いずれも午後１時３０分～３時３０分

対象者 血圧が高めの人、教室に興味のある人

場　所 保健センター

参加費 無料

申込期限 ２月１０日（金）

持ち物
筆記用具、運動ができる服装と外靴、タオル、
水分補給用の飲み物

※家庭で作った汁物の塩分測定ができます！（希望者）

申込・問合せ先  保健センター　☎ 34-２333



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

絶対に行けない世界の非公開区域９９
（ダニエル・スミス著 /日経ナショナルジオグラフィック）

　世界にはさまざまな理由による「立ち入り禁止」エリアが
ある。米国疾病対策センター、燃えつづける町・セントラリ
ア、バチカン機密文書館、伊勢神宮など、世界の立ち入り禁
止エリア９９カ所を２５０点の写真・地図で紹介する。

ウソがはびこるネット社会を生き残れ！�小中
（佐藤�和紀監修 /�フレーベル館）

　情報があふれるインターネット。つねに新しい情報が
増え続けているが、ウソの情報も多い。スパイから与え
られるミッションを通して、「情報を集め、信頼できる
情報を見きわめる力」を身につけよう。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●最新コーチングの手法と実践がよ〜くわかる本

（谷口 祥子著 / 秀和システム）
●初心者のトランペット基礎教本　２０２２

（織田 祐亮編著 / 自由現代社）
●赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。

（青柳 碧人著 / 双葉社）
●「女の痛み」はなぜ無視されるのか？

（アヌシェイ・フセイン著 / 晶文社）
●「電気、マジわからん」と思ったときに読む本

（田沼 和夫著 / オーム社）

●この本はよまれるのがきらい� 幼０～５歳
（ダビット・サンデン作，青山 南訳 / すばる舎）

●なんのかげ？どうぶつ？� 幼３～５歳
（やまがたしょうへい作・絵 / パイインターナショナル）
●どうして野菜を食べなきゃいけないの？�小初�小中

（せのお しんや絵，川端 輝江監修 / 新星出版社）
●〈萌えすぎて〉絶対忘れない ! 妄想古文� 中

（三宅 香帆著 / 河出書房新社）
●ぼくたちはまだ出逢っていない�小上�中�高

（八束 澄子著 / ポプラ社））

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「日本」展
　２月の記念日を調べると、１１日建国記念日、２３日天皇誕生日、富士山
の日など日本だからこその記念日があります。そこで、２月は日本にまつわ
る展示をします。新たな発見があるかもしれません。ぜひお寄りください。
特別展示「ＲＤＤ２０２３」展
　Rare Disease Day 、2 月最終日は世界希少・難治性疾患の日です。
希少・難治性疾患の患者さんの生活の質の向上を目指して、スウェー
デンで２００８年から始まった活動です。今年もこの日に合わせて２
月中特別展示を行います。
臨時休館のお知らせ
　図書館では蔵書点検およびシステム更新のため次の期間休館させて
いただきます。それに伴いインターネットからの蔵書検索、予約など
も休止させていただきます。
臨時休館期間：２月２７日（月）～３月１０日（金）

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）。
※おはなし会２月から再開します。

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

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

電子書籍サー
ビスについて

新聞記事検索
について



　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費や電気・ガス料金等の物価高騰に直面する
低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分）
を支給しています。

◎支給対象者
　平成１６年４月２日以降（※特別児童扶養手当の認定を受けている児童の場合は、平成１４年４月２日以
降）令和５年２月２８日までに生まれた児童を養育する父母等で、次の①～⑤のいずれかに該当する人。

〈ひとり親世帯分〉
支給対象者 申請 支給時期

①令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている人 不要

②�公的年金等を受けていることで、児童扶養手当の支給を受けてい
ない人で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人

必要
【特別給付金】随時申請を受付けています。
【町上乗せ分】県からの支給が確認でき次
第、別途案内をします。③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和２

年２月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人

〈ひとり親世帯以外分〉
支給対象者 申請 支給時期

④�令和４年４月分の児童手当または、特別児童扶養手当の受給者で、
令和４年度の住民税非課税の人 不要

⑤�新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、令和
４年１月以降の収入が住民税非課税相当となった人（高校生の子
どものみを養育している世帯を含む）

必要

随時申請を受付けています。
※�毎月１５日までに申請されたものは（書
類不備を除く）翌月５日に、特別給付
金と、町上乗せ分を振り込む予定です。

※１　 特別給付金のひとり親世帯分①～③については、県より支給されます。町独自の上乗せ分は、県から支給され
た後に、町より支給となるため、振込日が異なりますので注意してください。

※２　本給付金は、ひとり親世帯分と、ひとり親世帯以外分の両方を支給することはできません。

◎給付額　対象児童１人あたり、一律１０万円
※ 町独自支援として特別給付金（一律５万円）の支給対象となった児童に対し、上乗せ支給（一律５万円）します。

◎申請期限　２月２８日（火）  問合せ先  子育て支援課　☎ 35-53７０

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について
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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　※�詳しい内容は役場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！



保健師による

健康伝言板
梅毒にかかる人が
増えています！

　県内の梅毒患者報告数が例年よりも早いペースで増加しており、２０２２年は９月末時点で既に過去最多
となっています。梅毒は決して他人事ではありません。正しい知識を持って予防し、気になる場合は迷わず
に検査をしましょう。

◎梅毒とは？
　梅毒トレポネーマという病原体が性的な接触によ
り感染する病気です。梅毒はかつて国内で大流行し
ましたが、１９６０年代以降は治療薬（ペニシリン）
の普及により、拡大が抑えられてきました。ところ
が、近年再び感染者が増加しており、県内では特に
２０代の女性と３０～４０代の男性の感染者数が増
えています。

◎どうやって感染する？
　梅毒は、ＨＩＶやクラミジア等と同じ性感染症の
ひとつです。性的な接触の際、性器の粘膜や皮膚が
病変部位に直接触れることで感染します。病変部位
が口にあれば、キスでも同様です。感染力が強く、
１回の性的な接触でも高い確率で感染します。

◎どんな症状が現れるの？
　感染すると次のような症状が現れることがありま
す。症状は消えることがありますが、治療しないと
治りません。また、妊娠している人が梅毒に感染する
と、赤ちゃんに感染し、流産や死産の原因
となったり、赤ちゃんの先天性の障がいを
引き起こしたりする危険性があります。

●第１期（感染後約１カ月前後）
・�感染部位のしこりやえぐれ、股の付け根部分のリン
パ節の腫れ

※�痛みはなく、１カ月程度で症状が消えるため、治っ
たかのように思いますが、病原体はなくなっていま
せん。

▼

●第２期（感染後１～３カ月）
・�手のひら、足の裏にカサカサとした発疹、全身にバ
ラ疹と呼ばれる赤い発疹

※�この症状も自然に消える場合がありますが、病原体
が全身に運ばれており、治療をしないと危険です。

▼
●第３期（感染後数年）
・皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍
・脳・心臓・血管等の病変
※�治療をせず放置し続けると、死に至る場合
があります。

◎ 梅毒は感染していても全く症状が現れないことが
あり、気づかないうちに感染をひろげてしまう可
能性があります。

◎梅毒の予防と検査について
・ コンドームを使用しても１００% 防止できるわけ

ではありません。不特定多数の相手との性的な接
触は避けましょう。

・ 現在は特定のパートナーだけでも、過去の相手か
ら感染している可能性があります。血液検査を受
けて、感染していないか確かめておきましょう。

・ たとえ症状がなくても、感染が気になる場合は、
保健所にて無料・匿名で梅毒検査を受けることが
できます。検査日・受付時間等は決まっているた
め、保健所に電話で確認し、予約してください。

検査・問合せ先  

西濃保健所　☎ ０5８4-７3-１１１１　（内線 ２７6）

２月の休日当番医予定表

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

２

５
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
日本調剤三輪薬局 ２３－０８４７

１１
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

１２
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

２

１９
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１
こころ調剤薬局 ２１－１１８９

２３
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

たんぽぽ薬局揖斐店 ２１－５０２１

２６
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

サンセイ調剤薬局揖斐病院前店 ２２－５９８０
※診療時間／午前9時～午後3時
※�都合により当番医が変更になる場合があります。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。
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◎ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作ら
れた薬（先発医薬品：新薬）の特許期間満了後に、有
効成分が同じで、用法、効能・効果が同等の医薬品と
して申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売
された新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を
利用することで自己負担を減らすとともに、医療費節
約で医療保険制度の安定につながります。
※ジェネリック医薬品を利用するときは、医師や薬剤
師にその旨を伝え、説明をよく聞きましょう。

◎お薬手帳を有効に活用しましょう
　お薬手帳は、使用しているお薬の名前や使い方など
に関する情報を、過去のアレルギーや副作用の経験の
有無とあわせて、経時的に記録するものです。
　現在使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお
薬の情報が記録されているので、いつでもお薬に関す
る情報を容易に確認することができます。
　診察や調剤を受ける際に、医師や薬剤師にお薬手帳
を提示していただくことで、お薬の重複や飲み合わせ

のチェック、アレルギー歴や副作用歴の確認などが可
能となるので、より安心してお薬を使用していただく
ことができます。
　また万が一の場合でもお薬手帳を持っていることで、
服用中のお薬、かかりつけの病院や薬局が分かるため、
持病等があり薬を服用している人は携帯しておくと安
心です。
　お薬手帳を１冊にまとめ、有効活用しましょう。

　マイナンバーカードをお持ちの人は、
マイナポータルサイトにおいて特定健診
情報や薬剤情報、医療費を確認できます。

◎国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年
中の収入が令和３年中より著しく減少した人や、就職
活動が困難になった人は、減免などが受けられる場合
がありますので、相談してください。

 問合せ先  住民課　☎ 35-536８
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

 可　　決 

　予算関係　

議第37号�………………………………………………………
令和4年度大野町一般会計補正予算（第5号）

　 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億7,45８
万 7 千円を追加し、予算総額は、８９億7,８１０万 8 千円

となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別

給付金事業補助金、子育て世帯負担軽減給付金給付
事業補助金、ぎふ大野ふるさと応援基金繰入金等

　　歳出では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金事業、エネルギー価格高騰対策補助金等

 可　　決 

条例関係

議第41号�………………………………………………………
大野町議会議員及び大野町長の選挙における選挙運動
の公営に関する条例の一部を改正する条例について
※公職選挙法施行令の一部改正に準じ、大野町議会議

員及び大野町長の選挙における選挙運動用自動車等
の公営負担の限度額の改定を行うため、条例改正し
ました。

議第42号�………………………………………………………
大野町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条
例について
※地方公務員法の一部改正に伴い、国家公務員に準じ

て職員の定年年齢を引き上げるとともに、管理監督
職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を
導入するほか、必要な事項を規定するため、条例改
正しました。

議第43号�………………………………………………………
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
条例の整備に関する条例について
※地方公務員法の一部改正により、国家公務員に準じ

て職員の定年年齢を引き上げることに伴い、関係条
例を改正しました。

議第44号�………………………………………………………
大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部を改正する条例について

※人事院勧告に基づく国の法改正に準じ条例を改正す
る一般職の例にならい、期末手当の支給率の改定を
行うため、条例改正しました。

議第4５号�………………………………………………………
大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例について
※人事院勧告に基づく国の法改正に準じ条例を改正す

る一般職の例にならい、期末手当の支給率の改定を
行うため、条例改正しました。

議第46号�………………………………………………………
大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について
※人事院勧告に基づく国の法改正に準じ、一般職の職

員の給料月額及び勤勉手当の支給率の改定を行うた
め、条例改正しました。

議第47号�………………………………………………………
督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例に
ついて
※督促手数料の徴収を廃止するため、関係条例を改正

しました。

議第4８号�………………………………………………………
大野町印鑑条例の一部を改正する条例について
※個人番号カードを使用し、コンビニ等に設置された

多機能端末機において、印鑑登録証明書を交付する
サービスの導入に向け必要な事項を規定するため、
条例改正しました。

議会の窓
大野町議会　第 3回臨時会

　本臨時会は、10月25日の 1日間の会期で開催し、一般会計補正予算を審議し原案のとおり可決しました。

大野町議会　第 4回定例会
　本定例会は、12月 6日から14日までの 9日間の会期で開催し、条例案件、各会計予算、その他案件など16
議案を審議し、可決しました。
　また、13日には 8名の議員が町政に対する一般質問をしました。

議会広報編集委員会
　委 員 長　山川　満
　副委員長　宇野　等
　委　　員　野村　光宣
　委　　員　久保田　かずしげ
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

議第49号�………………………………………………………
大野町手数料徴収条例の一部を改正する条例について
※住民の利便性の向上及び個人番号カードの利用拡大

が期待されるコンビニ交付サービスの普及促進を目
的として、これに係る住民票の写し等の交付手数料
を減額するため、条例改正しました。

予算関係

議第５０号�………………………………………………………
令和4年度大野町一般会計補正予算（第6号）

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,3９８万 3 千
円を追加し、予算総額は、９０億1,２０９万 1 千円となりま
した。

※補正予算の主な内容
　　歳入では、保育対策総合支援事業費補助金、肥料

高騰対策緊急整備事業補助金、防災対策事業債等
　　歳出では、庁舎トイレ改修工事、公立認定こども

園備品、未熟児養育医療扶助費、肥料高騰対策緊急
整備事業補助金、小学校校舎等修繕経費等

議第５1号�………………………………………………………
令和4年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予
算（第2号）

　 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２万 7 千円
を追加し、予算総額は、２７億９5０万 1 千円となりました。
※補正予算の主な内容

　　歳入では、返納金
　　歳出では、人件費

議第５2号�………………………………………………………
令和4年度大野町大野神戸インターチェンジ周辺ま
ちづくり整備事業特別会計補正予算（第2号）

　 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 万円を追
加し、予算総額は、 9 億3,6１5万 8 千円となりました。
※補正予算の主な内容

　　歳入では、事務費繰入金
　　歳出では、人件費

議第５3号�………………………………………………………
令和4年度大野町上水道事業会計補正予算（第2号）

　 　収益的支出では１０万円を追加し、支出総額は 3 億
１１4万 7 千円に、資本的支出では 4 万 9 千円を追加し、
支出総額は 2 億2,4７２万 5 千円となりました。
※補正予算の主な内容

　　人件費

そ の 他

議第3８号�………………………………………………………
道の駅パレットピアおおのの指定管理者の指定につい
て
1 　指定管理者となる団体
　　東京都港区台場 2 丁目 3 番 3 号
　　株式会社ダイナックパートナーズ
2 　指定の期間
　　令和 5 年 4 月 1 日から令和１０年 3 月3１日まで

議第39号�………………………………………………………
大野町道路線の廃止について
※一般交通の用に供する必要がなくなったため、牛洞

2 号線を廃止しました。

議第4０号�………………………………………………………
大野町道路線の認定について
※県道中之元古川線の付け替え等に伴い、野１１２号線

ほか 3 路線を認定しました。

 報 告 等 

議員派遣

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

1　揖斐郡消防組合議会臨時会
　①目　　的　会議出席のため
　②派 遣 先　大野町大字中之元
　③期　　間　令和 4 年 9 月 1 日
　④派遣議員　ひろせ議長
　他２０件

2　令和4年度　年末夜警巡視
　①目　　的　行事出席のため
　②派 遣 先　大野町内
　③期　　間　令和 4 年１２月２８日
　④派遣議員　ひろせ議長
　他 4 件
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大野町議会議員視察
　町議会では去る 11 月 24 日、大規模な施設整備
後初めての稼働を迎えるいび川農協果実共同選果
場を視察しました。
　また、12 月 5 日には、国土交通省所有のヘリコ
プターに搭乗し、揖斐川及び根尾川流域の上空か
ら、今年度の降雨による被災状況及び砂防施設整
備の状況を確認し、今後の流域防災事業の情報共
有を図り、インフラ整備の必要性を再認識しまし
た。

▲ 11 月 24 日 果実共同選果場視察



◇◆ 議会の窓 ◆◇

一 般 質 問

再質問

Q   基準を満たすための方策はどのようにお考えですか。 

A   図書標準を達成していない揖東中学校においては、計画的に図書標準を達成するよう対応していきたいと考
えています。  
　また、町では、図書館の図書に加え、令和 3 年度から児童生徒が持つタブレットでも電子書籍が読める「ス
クール e ライブラリー」を導入し、読書環境の向上に努めています。このスクール e ライブラリーは出版社
8 社が厳選する良書 1,000 冊が定期的に入れ替わることで数多くの本が読めることや、いつでも読みたい時
に本が読める手軽さ、同時に何人でも読めることなどから、学校からの評判も非常に良く、今後も引き続き
導入し、図書館の整備に併せて読書環境の充実を図ってまいります。

Q   新聞の複数紙配備（小学校 2 紙以上、中学校 3 紙以上）については、中小学校だけが満たしていますが、今
後はどのような計画ですか。 

A   来年度から全ての小・中学校において 2 紙以上の新聞配備を計画しています。  
また、配備場所においても児童生徒が手に取りやすい場所に配備する予定であります。

野村　光宣�議員

質問 1 　高校生医療費の全面無料化について（一問一答）
　　　　　　 　子育て支援や移住定住の促進策として、また保護者の負担軽減を考慮し

て、高校生の医療費全面無料化（通院費助成の追加）を早急に実施すべき
と考えますが、どのようにお考えですか、お伺いします。

答弁
（町長）

　現在、大野町では、令和 2 年度から高校生等の入院に係る医療費自己負担分について助
成をしています。
　高校生の医療費全面無料化につきましては、子育て支援や移住定住を促進させる効果が
期待されます。子育てしやすいまちづくりは、結婚後も住みやすい、住みたくなるまちづ
くりにつながります。今後は、外来に係る医療費も対象とした高校生等医療費の全面無料
化について令和 5 年度から実施してまいります。

質問 2 　�第 6次学校図書館図書整備等 5か年計画について（一問一答）
　　　　　　 　本年 1 月に策定されたこの計画は、令和 4 年度から年間で、学校図書館

図書標準（蔵書数）の達成を目指すとともに、計画的な図書の更新、学校
図書館への新聞の複数紙配備及び学校司書の配置拡充を図ることとなって
います。始めに、当町の図書標準の達成度はどのようになっていますか。

答弁
（教育長）

　町内の小中学校における図書標準の達成度につきましては、揖東中学校のみ、標準冊数
の約８０％（R 4 年度購入数を足すと８０.3％）と下回っておりますが、その他の小・中学校
についてはすべて標準冊数を超え、基準を満たしている状況であります。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

答弁①
（民生部長）

　保健センター、子育て支援課、福祉課など関係各課において把握した情報を共有し、必
要な時に必要な支援を受けることができるよう努めています。
　また、福祉サービスの利用の際には、一人ひとり個別に状況をお聞きし、関係機関と連
携のうえ、適切なサービスの利用につなげています。

答弁②
（教育長）

　現在、町では、医療的ケアを必要とする児童生徒は学校に通っていません。
　今後、町においても医療的ケアが必要なお子さんを受け入れて行くことになった場合に
は、学校の施設面を整えたり、必要に応じて看護師免許を持つ方を新たに雇用（配置）し
なければならない場合も出てくると考えています。そのためにも、受け入れる場合は、保
護者と面談を重ねたり、かかりつけ医と相談をしたりしながら、お子さんの情報を早め早
めに掴んでいくことが必要であると考えています。

宇佐美　みやこ�議員

質問 1 　�医療的ケア児の支援について（一問一答）
　　　　　　 　医療的ケア児支援法が施行されてから 1 年余り経過しました。
　　　　　　① 支援の現状と受入れ体制や相談体制について、本人・家族に対する支援

について
　　　　　　② 学校教育現場における医療的ケア児の現状と今後の受入れ体制について
　　　　　　お尋ねします。

再質問

Q   法施行後の町の医療的ケア児への支援について 

A   医療的ケア児等コーディネーター2名を福祉課に配置し、保護者や関係機関からの相談を受けています。また、
法施行を受けまして、岐阜県が設置しました医療的ケア児支援センターとも連携し、専門的立場からのアド
バイスを受けることができる体制を取っています。

Q   家族の負担軽減に関しての取り組みについて 

A   医療保険の訪問看護サービスをご利用になり、日々の状態観察や医療機器の管理等を受けておられる方は、
福祉医療の対象となり、交通費のみの実費負担となります。  
　サービスの利用、就園・就学等に関する不安や悩みの解消につながるよう、福祉課のコーディネーターが
個別に相談に応じています。

Q   幼稚園や保育園での医療的ケアができる体制づくりについて 

A   保護者からの相談があった際には、迅速に対応できるよう、町内での医療的ケア児の受入れが可能な園を把
握するとともに、関係各課、外部の関係機関等と協議し、連携体制の構築を図るなど、国が示している「保
育所等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン」により進めてまいります。

再質問

Q   急な場合の受入れ体制についてお伺いします。 

A   医療的ケア児の受入れには、施設面の整備や人的配置が必要な場合が多く、受入れ体制を整えるためには一
定の期間を要しますので、医療的ケア児の早期把握と情報収集、その家族への早期の相談対応をしていきた
いと考えています。

Q   相談体制はどのようになっていますか。 

A   まずは学校に相談していただきたいと考えています。学校の養護教諭をはじめ、心の相談員やスクールカウ
ンセラーのほか、相談しやすい先生に相談していただければと思います。場合によっては、学校に相談しに
くい内容もあるかもしれません。その時には、学校教育課が窓口となり、丁寧に対応していきたいと考えて
います。
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再質問

Q   お知らせの方法とサポート事業活用に向けての PR について 

A   母子手帳交付、電話相談、出生届出、生後 2 か月の赤ちゃん訪問など、様々なタイミングで情報提供を行っ
ています。

Q   地域で子育てをしていくという観点での取り組みについて実施していることはありますか。 

A   既述のサロン等を行い、母親同士が交流できる機会をつくり横の繋がりをつくることが、地域で子育てをし
ていくことにつながると考えています。  
　また、2 人目以降の赤ちゃん訪問には、母子保健推進員が訪問することにより、母親に「地域で見守って
くれている人がいる」と感じられる機会となることもねらいとしています。

Q   産後ケア事業利用料について、現状 900 円の自己負担を 500 円にできないでしょうか。 

A   揖斐郡 3 町では、利用される方に利用料の一割 900 円を自己負担いいただいています。額については、今後
必要に応じて検討してまいります。

Q   産後の家事サポートサービスについてお伺いします。 

A   町内にあるスーパーが実施する買い物支援のホームサポートサービスを案内しています。産後の身体が順調
に回復し、余裕をもって育児に専念できるよう、情報提供を行っています。  
　また、助産師が直接利用者の自宅を訪問し、授乳指導や心理的ケア、育児指導などを行っています。買い
物以外の掃除や洗濯等の家事サポートについては、今後要望があれば、検討してまいります。

宇野　等�議員

質問 　大野町らしい教育、福祉及び環境について�（一問一答）
　　　　　　 ①今後の公民館のあり方について
　　　　　　②子ども子育てに関する条例制定について
　　　　　　③地域福祉の推進について
　　　　　　④大野町健康づくり推進協議会について
　　　　　　⑤空き家問題について
　　　　　　⑥ゼロカーボンシティ宣言について

答弁①
（町長）

　公民館について、福祉分野や教育分野など多方面での利用がある現状や、地域の実情に
合った自主的な管理運営をしていただくため、その第一歩として令和 6 年 4 月からコミュ
ニティセンターへの移行を進めることを決定しました。将来的には権限や財源等も渡し、
地域づくりの活動拠点としたいと考えています。

質問 2 　�産前・産後サポートについて（一問一答）
　　　　　　 　産前・産後サポートについては、利用の現状と広報の方法、地域で育て

られる環境づくりと相談体制充実及び、産後ケアの自己負担軽減・家事サ
ポート的要素を含めたサービスについてお伺いします。

答弁
（民生部長）

　産前のサポートとして、母子手帳交付時に妊娠中のサービスの情報提供を行い、妊娠後
期には出産してからの育児サポートの有無の確認や出生届出時の必要な事務手続きについ
て説明等を行っています。妊娠期には、助産師に直接相談したり、出産に向けて必要な知
識を習得できる「プレママサロン」、夫婦で参加し妊婦体験やおむつ交換等の体験をする「パ
パママサロン」を行っています。
　産後のサポートとしては、育児不安等がある母親を対象とし、助産師が訪問する「産後
ケア事業」を行っています。

　また、出産後 1 年以内の母親を対象に、産後うつを予防するため、運動と母親同士の交流会、個別相談を行う「産
後のカラダメンテナンス」を実施しています。
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答弁③
（町長）

　現在、地域福祉の中心的な担い手となる社会福祉協議会へは、相互理解と連携を深める
ということで人事交流を行っており、またこれとは別に、社協職員に対する人件費の補助
も実施しています。
　近年の地域福祉の現場は、複合化する支援ニーズに対応するため相談支援体制の充実、
専門的な有資格者の確保、民生委員・児童委員、福祉委員等の身近な地域ボランティアの
方々が連携しやすい仕組みづくり等の課題が山積しています。
　地域包括支援センターを社協に委託する案については、保健師など専門的な資格を必要

とする職員の配置要件により、現状の社協の陣容では厳しいものがあります。まずは社協には自助努力をお願いし、
職員も少ないうえ離職率も高いという現状もふまえ体制をしっかりと整備をした上で、更なる力をつけるために、
今後は事業委託による事業費補助も考えていかなければならないと思います。
　町と社協は地域福祉の推進における理念を共有し話し合いを重ねながら、地域の福祉ニーズに対応するサービ
スの充実を第一に考え、地域の課題に住民の皆さんが自ら取り組む活動ができるように地域の支え合い活動など
の支援をしていきたいと考えています。

答弁④
（町長）

　健康づくり推進協議会は、町民の健康づくり対策を総合的かつ効果的に推進するため、
平成3１年に設置されました。少子高齢化やコロナ禍により社会・経済環境は大きく変化し、
身体の健康とともに心の健康も極めて重要となっています。子どもの不登校や高齢者の孤
立、自殺者の増加など、これらの問題は心の健康が影響する新たな課題であると考えてい
ます。このような状況の中、協議会のなかにワーキンググループを設置することにより、
教育と福祉が一体となって課題の解決に努めてまいります。

答弁⑤
（町長）

　近年、空き家を取り巻く状況は大きく変化しており、その対策や利活用についても除去
や防災・防犯対策、移住定住対策など多岐にわたっています。当町でも約3００戸を超える
空き家が存在しており、持ち主の方等と協議等を実施して空き家の減少に努めていますが、
従来の対策に捉われない多様な対応も必要であることから、今年度には古民家再生協会と
地域連携協定を締結し、民間のノウハウを生かした利活用について検討をしています。ま
た、今後の多様化する状況に対応するため、来年度の機構改革により担当窓口の見直しも
検討しています。

答弁⑥
（町長）

　現在、環境審議会においてエコタウンおおの基本計画を見直しており、その中で具体的
な施策や指標を定めているところです。特に、ゼロカーボンシティ宣言に基づいた重要施
策として、昨年度まで実施していた太陽光発電設備整備に対する補助の内容を見直し、新
たに蓄電池設置等を対象に加え、再エネルギー設備の整備補助事業を拡充してまいりまし
た。また、今後は近距離の移動手段に徒歩や自転車の活用を進めることにより環境負荷の
低減に努めるなど、健康維持と環境問題を紐づけ、これからの少子高齢化社会に対応する
持続可能な取り組みをしていきたいと考えています。

再質問

Q   中央公民館は各公民館の統括的役割を果たしているのでしょうか。また、町民がより主体となる活動を展開
するため、町内の各種団体事務所や事務局を中央公民館に集約し、自立できるよう行政による指導、助言、
支援が必要であると考えますが、今後の中央公民館のあり方についてどのようにお考えですか。 

A   中央公民館は、現在多くの団体に利用をいただいていますが、各公民館の統括的機能はないのが現状です。
今後、コミュニティセンターに移行した場合、それらを統括する組織は必要であると考えますので、中央公
民館のあり方については建物の老朽化等も考慮しつつ、検討をしていきます。

答弁②
（町長）

　不登校やヤングケアラー等の子どもを取り巻く社会問題は深刻さを増し、様々な困難を
抱えた子どもや若者の支援が急務となっています。現在、町では第 2 期大野町子ども・子
育て支援事業計画に基づき各事業を推進していますが、子どもや若者の意見を積極的かつ
適切に政策に反映させるため、来年度に町内小学生以下の保護者や中学・高校生を対象と
したアンケートを実施する予定です。令和 6 年度に策定予定の第 3 期事業計画へは、この
アンケート結果を踏まえ、大野町らしさを取り入れた計画にしたいと考えています。また、
来年度には子ども家庭庁が発足することから、今後の国の子ども政策の動向に注視しつつ、

子ども子育てに関する条例の制定について引き続き検討をしていきたいと考えています。
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山川　満�議員

質問 　�大野町公共交通について（一括質問一括答弁）
　　　　　　 　令和 3 年 4 月に大野町地域公共交通計画が策定され、人口減少や少子高

齢化の進展等社会情勢の中、公共交通は地域活性化において重要な役割を
担い地域の基盤であると捉えます。

　　　　　　 　地域社会情勢が変化していく中、地域住民のニーズに対応しつつ地域の
活性化につながる地域公共交通を今後どのように展開されていくのかお伺
いします。

答弁
（総務部長）

　デマンドタクシーの増車については、運行会社による運転手採用等の事情や現在ある 2
台の稼働状況も考慮しながら、 3 台目の導入・増車を検討してまいりたいと考えています。
定時定路線型タクシーの運行については、停留所を経由しながら運行するため、目的地ま
での乗車時間がかかり住民の方の利便性が下がることなどから、実施は困難であると考え
ています。
　揖斐厚生病院への直行便については、今まで通り実施し、料金の見直しも考えています。
　また、他市町等との連携については、近隣市町や関係機関と引き続き連携協力してまい

りたいと考えています。地域公共交通については、情報発信を行い、施策の継続実施、更なる充実を図り、今後
も町民の皆様が安心して利用できる公共交通ネットワークの充実、改善に取り組んでまいります。

再質問

Q   岐阜市で自動運転バスの実証実験が行われていますが、次世代の地域公共交通について大野町はどのように
お考えかお伺いします。 

A   岐阜市の実証実験の結果や費用対効果等も踏まえ、一つの方策として検討したいと考えています。

再質問

Q   防犯カメラの設置時期についてお伺いします。 

A   令和 5 年度は、防犯カメラ設置に係る制度について検討し、令和 6 年度から設置していきたいと考えています。

答弁
（町長）

　防犯カメラ設置においては、自治会に対する補助制度や町が主体となって設置する方法
など、防犯カメラの設置に向けた方向性を検討する必要があると考えており、県内では岐
阜市や大垣市をはじめ、１１市町で防犯カメラの設置補助を実施されている一方で、揖斐郡
内や神戸町などでは、町が主体となって設置を進めている状況であります。
　今後は、現在進めております LED 防犯灯設置事業が令和 5 年度で計画年度の最終年を
迎えることから、防犯灯設置における効果検証や隣接する市町の状況を踏まえ、通学路に
ついては、町が主体となって設置し、防犯カメラの設置に向けた方向性を検討してまいり
ます。

久保田かずしげ�議員

質問 　�防犯カメラ設置に対する支援制度の創設について（一括質問
一括答弁）

　　　　　　 　大野町の住民を狙った侵入犯や詐欺等、犯罪が増加している状況に加え、
柿の窃盗の増加、里山においても許されない不法投棄も増加しており、大
野町民を守るうえでも防犯カメラ設置を促進し、「子どもから高齢者」の
安心と安全性を守る為にも、防犯カメラ設置が喫緊の課題と考えますが、
支援制度について町長にお伺いします。
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永井　啓介�議員

質問 　�公共工事の入札について�（一問一答）
　　　　　　 　指名競争入札において選定基準が明確でなければ新規参入がほぼ不可能

な閉ざされた範囲での業者選定になる恐れがあります。町民の不利益とな
る不透明な指名過程と恣意的な運用を排除するため、県や他市町にならい

「工事と業者の等級格付けの基準」を公開し、客観性の保たれる運用をす
ることが発注者の責務ではないでしょうか。

答弁
（総務部長）

　公共工事は住民生活に寄与するものであることから、その施工や発注には適切な品質を
確保すること、また法令等に基づいた透明性・公平性が求められます。町が発注する公共
工事については、工事担当課において指名業者選定案を作成し、建設工事指名競争入札参
加者選定要領に基づき、指名業者選定委員会において審議及び選定をし、入札を行ってい
ます。当該委員会での審議及び選定については、指名人名簿に登載した者から偏ることの
ないよう均衡ある選定に努め、工事内容により事業所の所在地や地理的条件、工事成績、
施工に係る技術的特性などを考慮して選定を行っています。

再質問

Q   業者の選定は、町工事の等級に対応する等級の業者の中から行われると要領に規定されていますが、等級格
付けに用いる基準は明示されていません。基準の公表の予定はありますか。 

A   公表をする予定はありません。

Q   国から通知された「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」において、基準の公表について明記
されていますが、それでも公表はしないということですか。 

A   基準の公表はすべきではないと判断しています。

答弁
（町長）

　学校給食の負担については、学校給食法において、施設設置や運営に要する経費は設置
者負担、食材費は保護者負担とされています。また、恒久的な無償化は、学校給食を持続
可能なものとして維持していく観点や町財政の持続可能性を確保する観点から、慎重に検
討していくべきものであると考えています。
　しかし、給食費の無償化については、子育て世帯への経済的負担を軽減する非常に大き
な支援のひとつになると考えていますので、今後、財源が確保できるのであれば、考えて
いきたいと思っています。

再質問

Q   教育的価値のみならず、少子化対策、子育て支援などの福祉政策を兼ねての無償化についてお考えをお伺い
します。 

A   子どもへの支援を進める第一歩として、来年度から、認定こども園や幼稚園等の給食費を無償化としていき
たいと思っています。

長沼　健治郎�議員

質問 　�給食費無償化について（一括質問一括答弁）
　　　　　　 　物価高騰を受けてあらゆる世帯にそれぞれ影響が出ている中で、特に子

育て世帯、中でも困窮子育て世帯への影響が顕著になっています。町にお
いても子育て世帯負担軽減給付金の支給やら１１月から 3 月までの給食費半
額補助等で対応して頂いておりますが、恒久的な子育て世帯負担軽減策と
して給食費の無償化をしたらどうかお伺いします。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

井上　保子�議員

質問 　�性感染症予防対策における梅毒検査について（一括質問一括
答弁）

　　　　　　 　昔の病気だと思われていた性感染症梅毒が近年増加しています。
　　　　　　 　国立感染症研究所の調査によれば、感染者が年間で 1 万人を超えるのは

１９９９年以降初めてであり、深刻な社会問題になっています。性感染症から
身を守るため具体的な対応策が必要かと思われますが、以下のことについ
てお伺いします。

　　　　　　 ①梅毒検査の状況について
　　　　　　 ②検査以外の取り組みと今後の対策について

答弁①
（民生部長）

　妊娠初期の妊婦健診時に梅毒の検査を実施し、梅毒の早期発見、先天梅毒の予防に努め
ています。
　また、感染の心配のある方は、保健所で梅毒検査を匿名で受けることができ、同時に実
施するエイズ検査も無料で受けられます。

答弁②
（民生部長）

　予防としては、不特定多数との性交渉を避けることや避妊具の適切な使用により、性感
染症のリスクを減らすことはできますが、１００％感染を予防できるわけではありません。
皮膚や粘膜に異常を認めたときは性的な接触を控え、早目に医療機関を受診し検査を受け、
感染が判明した場合には、パートナーにも検査を受けていただくことが大切になってまい
ります。
　今後、当町では、広報紙等を通して、一人一人が性感染症の正しい知識を持ち、社会全
体で性感染症対策をしていけるよう、自身のため、また、パートナーのため、早期発見・

早期治療について啓発してまいります。

Q   監査委員から提出された令和 2 年度決算審査意見書において、予定価格の事後公表制度の導入及び町内業者
の受注機会の拡大について指摘がありましたが、その取り組み状況についてお伺いします。 

A   予定価格の事後公表については、令和 3 年 10 月より毎月 1 件試行をしています。これまでに 11 件実施され、
1 件あたりの落札率は 95.5％となっています。一方で事前公表も 32 件実施していますが、1 件あたりの落札
率は 92.2％となっており、現在のところは事後公表のほうの落札率が高くなっている状況であります。この
試みについては、工種等の諸条件による影響を考慮し、もう 1 年継続して検証を行う予定です。  
　また、町内業者の受注機会の拡大については、軽微な案件において町内の受注機会の少ない業者を選定す
るなど、新たな取り組みを行っているところです。

Q   現在の業者選定に係る課題解決のため、発注する工事量と町内各業者の施工能力のバランスを考慮したうえ
で工事等級の金額帯と業者ランクの点数帯の基準を見直すことや、軽微な案件については工事実績の少ない
業者を中心とした指名選定を行うことなどにより、偏りのない業者選定に努めていくことが必要であると考
えますが、見解をお伺いします。 

A   現在、当町における工事発注件数は減少傾向にあり、また、限られた予算内での事業実施のため経費削減の
観点により複数工事を集約して発注を行っています。業者選定は、先ほどの答弁のとおり要領に基づき適切
に実施をしていますが、工事内容が軽微な案件等については、多くの業者に受注の機会を提供したいと考え
ています。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

議 会 の う ご き【議会議員が出席した主な行事等】

9 月

10 月

11 月

12 月

1 日 令和4年第2回揖斐郡消防組合議会臨時会 ひろせ議長
14 日 令和4年度大野町表彰審査委員会 ひろせ議長
29 日 揖斐郡町村議会議長会 ひろせ議長

4 日 第73回岐阜県町村議会議長会定期総会 ひろせ議長・山川副議長
町村議会正副議長研修会 ひろせ議長・山川副議長

16 日 令和4年度大野町総合防災訓練 全員
18 日 議会運営委員会 委員・ひろせ議長

例月審査 国枝監査委員
22 日 第27回根尾川花火大会安全祈願祭 ･開会セレモニー ひろせ議長・野村民建委員長
24 日 令和4年第2回揖斐郡消防組合議会定例会 ひろせ議長
25 日 第3回臨時会 全員

全員協議会 全員
26 日 財務監査 国枝監査委員
29 日 第一回岐阜県人世界大会記念式典 ひろせ議長

4 日 地方自治連絡協議会 ひろせ議長
5 日 大野フェスタ&おおの木育フェア2022�オープニング

セレモニー
ひろせ議長・野村民建委員長

6 日 令和4年度大野町功労者表彰式 /柿とバラの町農地 ･水
･環境保全組織表彰式

全員

9 日～ 10 日 第66回町村議会議長全国大会 ひろせ議長
21 日 例月審査 国枝監査委員
22 日 令和4年第4回揖斐広域連合議会定例会 井上議員・長沼議員・宇野議員・ひろせ議員
23 日 政権与党国会議員との意見交換会 ひろせ議長
24 日 町内視察研修（大野果実共同選果場） 全員
25 日 第27回根尾川花火大会実行委員会（第3回） ひろせ議長・野村民建委員長

財政援助団体等監査 国枝監査委員
29 日 議会運営委員会 委員・ひろせ議長

1 日 第3回岐阜県町村議会議長会評議員会 ひろせ議長
4 日 第63回揖斐郡駅伝大会 ひろせ議長
5 日 町内視察研修（交通省中部地方整備局越美山系砂防事務

所管内ヘリフライト視察）
全員

6 日 第4回定例会（開会） 全員
全員協議会 全員
議会運営委員会 委員・ひろせ議長

7 日 総務文教常任委員会 全員
民生建設常任委員会 全員

10 日 第4回竹中半兵衛生誕記念祭 ひろせ議長
13 日 第4回定例会（一般質問） 全員
14 日 第4回定例会（閉会） 全員
21 日 議会広報編集委員会 委員・ひろせ議長
26 日 財務監査 国枝監査委員
28 日 令和4年度年末夜警巡視 ひろせ議長

略　総文＝総務文教常任委員会　　民建＝民生建設常任委員会
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目の不自由な人・高齢の人のために『広報おおの録音版』を発行しています。
ご希望の人は 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130 へ連絡してください。

１２月中に届け出のあった人（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

上秋 清水　稀
き な り

響 智也
・
星凜

本庄 杉原莉
り ゆ の

結乃 将太
・
亜耶

公郷 久瀬　彩
あ れ ん

廉 泰幸
・
早紀

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 河村　澄子 73 古川 後藤智惠子 94

黒野 長屋　妙子 77 中之元 森川　武二 79

野 飯沼　和子 83 公郷 牧村富美惠 88

西方 小森千代子 97 大衣斐 三間カヅエ 90

大野 小川　　清 96 南方 河村たかゑ 99

大野 藤縄　則夫 79 郡家 杉山　伸樹 86

大野 青木　定一 82

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

納 期 限 の お 知 ら せ

１月３１日（火） 町県民税（４期）
国民健康保険税（９期）

２月２８日（火） 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
３月１９日（日）午前９時〜 11 時（２時間）
順延の場合、３月26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
２８６�kcal ７.２�g ４.２�g ４１�mg ０.７�g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

野菜を丸ごと手軽に
� 美味しく摂りましょう

　今月は冬キャベツを煮込み、素材の味を活かした優しい味わ
いの「キャベツのクリーム煮風」を紹介します。じゃがいもを
ペースト状にし、キャベツと一緒に煮込みますので、ビタミン
Ｃをそのまま摂取・吸収ができます。まだまだ寒い日が続きま
す。野菜料理を積極的に食べて、免疫力を高めたいですね。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

【作り方】
①精白米は洗って、分量の水を入れて炊く。
②キャベツはざく切り、ほんしめじは子房に分け、玉ねぎは薄切り
にする。ウインナーは１㎝幅の輪切りにする。

③じゃがいもは皮をむき、４つ割りにし、ひたひたの水に入れて茹
でる。じゃがいもに火が通ったら、茹で汁とじゃがいもに分ける。
じゃがいもは丁寧につぶし、茹で汁１カップと合わせ、ペースト
状にする。

④鍋にサラダ油を入れ、②の野菜とウインナーを炒める。③のじゃが
いもペースト、固形コンソメ・ローリエを入れ、弱火で１５分煮込む。

⑤炊きあがったご飯をお皿に形よく盛り、パセリのみじん切りを上
に散らす。ご飯の横に、④で煮込んだ野菜を盛りつける。お好みで、
黒こしょうをふりかける。

●キャベツのクリーム煮風

※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（１月１日現在）

人　口 … ２２,０５６（−２８）
男 … １０,８６３（−１２）
女 … １１,１９３（−１６）
世帯数 … ８, １６７（−１３）
出生５人／死亡３１人／転入４６人／転出４８人

令和５年
二十歳を祝う会

 です。

今月の表紙

【材料（５人分）】
 精白米�…１. ５カップ（２４０ｇ）
 水�………１. ５カップ（３００㏄）
じゃがいも� …３００ｇ（中サイズ２個）
キャベツ� … ３００ｇ（１/６玉）
ほんしめじ� …… １００ｇ（１株）
玉ねぎ� …１５０ｇ（中サイズ１個）
ウインナー� ……… ６０ｇ（３本）
固形コンソメ� ……………… １個
ローリエ� …………………… １枚
パセリのみじん切り� ……… 少々
黒こしょう…………………… 少々

ごみ収集日について
２月２３日（木）の生ごみ等の収集はありません。
次回は２４日（金）に収集します。
◎問合せ先／環境生活課　☎�3５-５372


