
※�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 シリーズ特集

「地域を支える世代間交流」

▶４ まちの話題

▶６ まちのお知らせ

▶１４ Information�くらしの情報

▶２０ 社協だより

元気に育て！の祈りを込めて
来振寺　節分星まつり（町無形民俗文化財）

3広報
─ Ono Town ─

No.751
2023

快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの



　もともとスポーツが好きで、レクリエーションにも参加していました。そんな中で、公民館の活動に関わる
ようになり、「公民館のイベントは、参加者の多いことが成功」と考えて、自ら参加者を募るためのアイデア
を出すようになりました。例えば、区民運動会のプログラムを作る際に、競技というよりはレクリエーションと
して、子どもからお年寄りまでが参加しやすい種目を提案しました。運動会の運営方法等については役員の
皆さんで考えていただきました。
　新型コロナウイルスの影響で、区民運動会は令和２年度、３年度は中止になってしまいましたが、令和４
年度は、午前中だけ各参加者１種目ずつに絞って開催にこぎ付けました。コロナ禍以前は８００人ほどあっ
た参加者は、今年度は５００人ほどに減りましたが、親子の参加者も多く「もっと多くの種目に出たかった」
などの声もあり、皆の喜ぶ顔を見ることができてうれしく思いました。
　また、子ども教室でもちつき体験会の手伝いを、平成１７年度から続けてやっています。昔ながらの杵と臼
を使ったもちつきを体験させようと、子どもたちと一緒にできるのが楽しみで続けてきましたが、これも、新
型コロナウイルスの影響で、令和２年度、３年度は中止になりました。今年度も中止を検討しましたが、何と
か続けていくために、内容を紅白の花もちづくりに変更して、実施できました。コロナ禍以前は２００人ほど
の子どもたちの参加があり、ついたお餅を皆で楽しく食べました。
　新型コロナウイルスの影響で、さまざまなイベントが中止になりましたが、工夫をして続けていきたい。住
民同士が、笑顔でふれあう機会を増やしたいと取り組んでいます。
　第一地区区長会は協力的で、皆がまとまって活動に取り組んでもらえる。最近は、若い体育委員が大勢
活動に参加してくれており、私の後を引き継いでくれる人が出てきてくれてうれしく思っています。
　さまざまな公民館の活動に参加することで、地域の顔見知りが増え、人のふれあい
の輪が広がります。あいさつを交わす人が増えることが、何よりもうれしく、皆の喜ぶ
顔を見るのが楽しみで続けています。

シリーズ特集

「地域を支える世代間交流」

公民館事業の
支援活動

【加納 幸雄 さん】
　大野町下方在住。下方区区長を１０年間務められ、町功労者表彰（地方自治功
労）を受賞されました。平成４年度から２７年間、スポーツ推進委員を務められ、
平成２１年に中ブロック※体育指導委員功労者表彰を受賞されました。「活動を通
じて顔見知りが増え、人のふれあいの輪が広がることが、何よりもうれしい」と
笑顔で話されました。
　※ 中ブロックとは、北陸、東海、近畿地区（２府１２県）で構成される。

最終回

INTERVIEW

　地域を支える人々や活動に焦点を当てることで、町民の皆さんとともにウィズコロナにおける地域づくりや世
代間交流について考えていくために、シリーズとして掲載しています。
　最終回となる今月は「公民館事業の支援活動」です。

　町内には６つの地区公民館があり、それぞれが子ども教室や区民運動会などのさまざまな活動を実施してい
ます。公民館には、常勤の公民館主事の他に公民館長、青少年育成推進員やスポーツ推進委員といった役
員等が、活動の企画、運営をしていますが、活動の実施には、縁の下の力持ちとして支援している人たちがい
ます。
　今回はそんな活動の中から、約３０年の長きにわたり第一公民館事業の支援をしている加納幸雄さんに、
活動や地域への思いなどについてお聞きしました。

人が好き、地域が好き。

だから、地域活動を盛り上げたい
� 第一公民館地域指導者　加納 幸雄�さん

◎加納さんにお聞きしました
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◎ウィズコロナの地域活動、地域の絆を取り戻そう
　加納さんは、地域活動に人とのふれあいを楽しみながら、生き生きと取り組んでみえました。また、
若い世代が引き継いでくれることを喜びながら、気負わず自然体で取り組んでみえました。
　加納さんの人と人とのつながりを大切にする気持ちは、一緒に活動することを通じて、若い世代に伝
わっていると感じました。また、地域の将来を担う子どもたちや若い世代が、地域活動を支援する大人
の姿勢から学び、自らも地域活動に取り組むという、好循環が生まれているようでした。このような活
動が地域住民に広がることで、地域の絆はさらに深まっていくと思います。

※編集後記
　これまで５回にわたり、「地域を支える世代間交流」についてシリーズ特集として掲載してきました。
　この約３年間、新型コロナウイルスの影響による行動制限やイベントの中止などにより、今までどおりの活動が困難な
状況が続きました。そのような状況でも、世代間交流などで地域を支える人や団体を取り上げ、紹介してきました。子ど
ものため、地域のために始めた活動が、やがて自らの楽しみややりがいになり、生き生きと取り組まれている様子が印象
的でした。今後、日常に明るさが戻り、地域の世代間交流が一層広がることを願っています。

1 第一公民館ふれあい運動会の様子
2 花もちづくり（子ども教室）の様子 
3  コロナ禍以前のもちつき体験会（子ども教室）

の様子（中央の返し手が加納さん）

1 2

3

◎�第一公民館長に加納さんの活動について聞きま
した

　加納さんには、公民館のさまざまな活動を支援してくださり大変感
謝しています。長年にわたり続けていただいているので、過去のことが
分かり、またその経験が新しい活動にも役立っています。
　第一地区は伝統的に、大勢の中学生がさまざまなボランティア活動
に参加して、公民館活動を盛り上げてくれています。
　また、若い体育委員も加納さんに導かれて取り組んでくれています。
皆で力を合わせて、コロナ禍で落ち込んだ地域の絆を取り戻していき
たいと思います。
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児玉君枝さん（下座倉）
昭和３年１月１日生まれ

宇野久雄さん（下座倉）
昭和３年１月７日生まれ

青木ミユキさん（五之里）
昭和３年１月２９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

「 環境保全に関する協定」および 
「災害時における施設開放に関する協定」締結

㈱岐阜セラツク製造所
　１２月２７日、役場において㈱岐阜セラツク製造所と町との間で
島部区の鳥本和義区長立会いのもと「環境保全に関する協定」を、
また、三者の間で「災害時における施設開放に関する協定」を締結
しました。
　この協定は、天然物有用成分の抽出精製、特殊高機能性合成樹脂製
造、精密分散品製造などを手掛ける㈱岐阜セラツク製造所が、島部区
内に新工場を建設し、１月から操業開始することによるものです。
　締結式で尾木大代表取締役社長は、「何か大野町で災害があった
場合には、ぜひ当社の工場を使っていただきたい」と語り、町長は、「協定の締結にご理解いただけましたことを大
変ありがたく思うと同時に、心強く感じております」と述べて協定書を取り交わしました。

令 和５年用国土緑化運動・ 
育樹運動標語において入選

　このほど、公益社団法人国土緑化推進機構が募集した令和５年用国土緑
化運動・育樹運動標語において、奈良咲香さん（揖東中１年）の作品が入
選され、これにより１２月１９日に、揖東中学校において岐阜県緑化推進
委員会の黒﨑さんより伝達されました。
　これは、植樹および森林・樹木の保護・育成または、緑化思想の高揚を
図るため実施しているもので、奈良さんは、岐阜県選抜の１０作品に選ば
れ、さらに、３５道県から選抜された３２２点（全国応募総数２３, ３６７
点）から審査の結果入選され、表彰されました。
入選作品　「あなたの手　そこから広がる　かがやく緑」

新 春の風をきって
第３７回大野町新春マラソン大会が盛大に開催

　１月１５日、町体育協会主催の第３７回大野町新春マラソン大会が運動
公園周辺で開催されました。
　オープン参加のジョギング部門、マラソン８部門に約４５０人の選手が
参加し、健脚を競いました。
　なお、成績および表彰者は次のとおりです。（敬称略）
第２部　男女混合

（小学１・２年生）１. ０ｋｍ
１　位　高橋　蒼志
２　位　浅野　泰成
３　位　木野村　奏太

第５部　女子
（小学５・６年生）１. ５ｋｍ
１　位　江上　紗央
２　位　吉村　萌
３　位　柿本　樹凛

第８部　男子壮年
（４０歳以上）３. ０ｋｍ
１　位　泉川　力
２　位　松本　英樹
３　位　松井　真也

第３部　男女混合
（小学３・４年生）１. ０ｋｍ
１　位　木村　歩和
２　位　前田　圭吾
３　位　中村　映斗

第６部　男子
（中学生以上）３. ０ｋｍ
１　位　山本　慶一
２　位　村井　遥叶
３　位　宮澤　侑希

第９部　一般男子
（中学生）５. ０ｋｍ
１　位　岩崎　隼大
２　位　河野　天翔

第４部　男子
（小学５・６年生）１. ５ｋｍ
１　位　野々田　悠太
２　位　中島　見寿
３　位　加納　大雅

第７部　女子
（中学生以上）３. ０ｋｍ
１　位　日比野　心和
２　位　前田　奈美
３　位　Ｒ・Ｋ

第９部　一般男子
（一般）５. ０ｋｍ
１　位　前田　亮太
２　位　永田　愛己
３　位　加納　章吾

▲各協定を締結した尾木社長（中央）と鳥本区長（左）

▲県緑化推進委員会の黒﨑さん（左）と 
受賞した奈良さん（右）

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！

　１月のピヨピヨクラブ（親子教室）では、制作活動を行いました。
　０歳児のクラスは「カードづくり」、１歳児のクラスは「牛乳パック　こま」、２歳児のクラスでは「トントン
ずもう」と、お正月遊びの「カルタとり」を行いました。どの教室でも好きな色を使った絵を書いたり、シール
を貼ったりとオリジナル作品が出来上がっていました。出来上がった作品で楽しそうに親子で遊んでいました。
　今後も、親子で楽しめる内容を工夫しながら行っていきたいと思います。

◎３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）
　　　　　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…１３日（月）／栄養相談（栄養士による）…２０日（月）
休館日   １日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、２９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。

申込・問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲０歳児クラスの様子
カードづくり

▲１歳児クラスの様子
牛乳パックこまづくり

▲２歳児クラスの様子
トントンずもうづくり

防災行政無線（こうほうおおの）の
アナログ放送（防災ラジオ）の終了について

　町防災行政無線デジタル化整備工事の完了に伴い、次
のとおり防災行政無線（同報系）アナログ波を停止いた
します。
　防災ラジオをお持ちの人につきましては、３月３１日
をもってアナログ放送が終了しますので、ご理解とご協
力をお願いします。
　なお、令和４年１２月より配布しておりますデジタル
式戸別受信機（デジタル放送）は引き続き利用可能です。

◎アナログ放送 終了予定日　令和５年３月３１日（金）午後１１時５９分まで
※ 現在、有償でデジタル式戸別受信機を配布（貸与）しております。（１世帯１台まで）
　 戸別受信機の貸与を希望される人は、身分証明書と代

金（１, ０００円）を持参のうえ、総務課窓口までお越
しください。

※ 町では、防災行政無線の音声放送内容を文字情報によ
り同時配信するサービス「情報アプリ（情報発信おおの）」
を開始しております。アプリおよびＬＩＮＥの利用を
希望される場合は、次のＱＲコードよりインストール
して利用してください。

問合せ先  総務課　☎ ３５-５３６４

使用できません。 使用できます。
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教育委員会のページ教育委員会のページ

郡教育研修センターだより
◎郡教育研究総会
　令和４年度の揖斐郡教育研究総会は、各校へオンライン配信により開催しました。教職員が、日
常の教育実践を振り返るとともに、新しい教育について確かな見通しをもつ機会となりました。
第一部
・教育研究実践論文　受賞者表彰
第二部　実践論文 優秀賞プレゼン発表
　・「伝え合う力を高める国語科学習の在り方
　　　　　　～発達段階を踏まえた第２学年の国語科学習を中心に～」　服部 直美 教諭（池田小）
　・「「できた！」経験を通して、意欲的に活動できる児童の育成
　　　　　　～児童の自己肯定感を高める保健室登校支援の実践～」　宮本 みつき 養護教諭（南小）

◎教育実践論文受賞者（敬称略）
優秀賞
　抽井　由紀恵（中小）、宮本　みつき（南小）、服部　直美（池田小）、
　加藤　憧真（揖斐川中）、小野　由加里（大野中）、
入選
　奥富　竜斗（揖斐小）、　村瀬　莉衣（揖斐小）、　武藤　篤哉（小島小）、
　松井　照仁（池田小）、　西川　駿介（揖斐川中）、　國枝　正路（揖東中）、
　和田　恵美（池田中）
佳作　　２４点

◎郡図工美術作品展・ふれあい作品展
　今年度の「図工美術作品展」および「ふれあい作品展」は、
揖斐川町地域交流センター「はなもも」において実施しました。
最優秀賞（敬称略・町関係分）

《平面の部》
　藤原　挙星（西小４年）、後藤　咲希（北小６年）

《立体の部》
　林　佑醒（西小１年）、南谷　佑悟（大野中１年）

「雨の玄関」
後藤　咲希さん（北小６年）

宝くじ助成を受けた事業
◎南方区コミュニティセンター「更生館」整備事業

　南方区が宝くじの助成を受けて、子どもからお年寄り
まで利用できるコミュニティセンターの整備を行いまし
た。

▲南方区コミュニティセンター「更生館」
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令和５年第１回定例会日程および内容
◎会期　３月８日～１６日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
３月　８日 水 午前９時 本会議（開会） 議事堂
　　　９日 木 〃 総務文教常任委員会 委員会室
　　１０日 金 〃 民生建設常任委員会 委員会室
　　１５日 水 〃 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
　　１６日 木 〃 本会議（閉会） 議事堂

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議事堂・委員会室へお越しください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次のことをお願いいたします。
　・マスクを必ず着用してください。
　・手指の消毒をしてください（傍聴入口にアルコール消毒液を設置しています）。
　・他の傍聴者と間隔を空けて着席してください。
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、席数を制限する場合がありますので、ご了承ください。
　　なお、委員会の傍聴を希望される人は、事前に事務局まで連絡してください。

　３月１５日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信されます。また、役場１階ロ
ビー・地区公民館（第１～６公民館）でもご覧いただけます。
　※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、地区公民館への中継配信を中止する場合があります。ご了承

ください。

　 問合せ先  議会事務局　☎ ３５-５３６１

　大きな地震などをはじめとした災害が発生したときに、高齢の人や障がいのある人は、より被害を受
けやすく避難の際には支援が必要となります。
　町では、災害時、安否を確認し地域で助け合うことで、被害を最小限にくいとめるため、避難行動要
支援者名簿（個別避難計画）を作成しております。申請によって作成された名簿は、民生委員・児童委
員や自治会の自主防災組織等への開示に同意されたものとし、日頃からの見守り活動や避難支援のため
に活用されます。

◎対象者
　名簿に記載される人のおおむねの基準
①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者
②６５歳以上の高齢者だけの世帯
③介護保険法による要介護３以上の人
④身体障害者手帳「１級」または「２級」の人
⑤ 療育手帳「Ａ」または「Ａ１」および「Ａ２」

の人
⑥精神障害者保健福祉手帳「１級」の人
⑦その他支援が必要と認められる人

◎申請方法
　名簿への登録を希望する人は、福祉課窓口でお

尋ねください。また、申請書の様式は、町ホーム
ページ「各種申請書」にて、ダウンロードできます。
※ 大野町個人情報保護条例の規定に基づき、個人

情報は適切に保護されます。

◎大事なこと
　この制度は、普段の地域のつながり・助け合い
によって少しでも被害を減らすということを目的
としています。支援を受ける人も、支援する人も
日頃から地域での交流を大切にし、皆さんで助け
合える地域づくりを目指しましょう。

問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

災害時要支援者名簿（個別避難計画）に登録しませんか？
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 各種証明書のコンビニ交付サービスが始まります 
　３月１日から、マイナンバーカードを使用して、
全国約５６, ０００店舗のコンビニエンスストア等
に設置されたマルチコピー機（キオスク端末）から
各種証明書を取得することができる「コンビニ交付
サービス」を開始します。ぜひ利用してください。
◎コンビニ交付サービスを利用するメリット
・ 役場まで行く時間や窓口での待ち時間がいりませ

ん。
・ 土・日・祝日や夜間など役場が閉庁している時間
も利用できます。
※ 年末年始の他、システムメンテナンスの実施日は利用

できません。メンテナンス情報が分かり次第、町ホー
ムページでお知らせします。

　利用可能時間　午前６時３０分～午後１１時
　※�３月１日のみ午前９時からの利用開始となります

ので、注意してください。
・ 証明書が急に必要になった時も出先ですぐに取得

できます。
※ 全国のセブン−イレブン、ローソン、ファミリーマー

ト、ミニストップ、平和堂等のマルチコピー機（キオ
スク端末）が設置してある店舗で取得できます。

　 　詳しくは、地方公共団体情報システム機構のサイト

を確認してください。
　・利用できる店舗情報
　　https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html
　・マルチコピー機の操作方法
　　https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html

・ 役場窓口より証明書の交付手数料が
１５０円安くなります。
※ コンビニ交付サービスの普及促進を目 

的として、当分の間、戸籍全部・個人 
事項証明書を除き、交付手数料の減額を実施します。

◎コンビニ交付サービスを利用できる人
　町内に住民登録をしている人で、有効な利用者証
明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを
お持ちの人
※ コンビニ交付サービスを利用するには、マイナンバー

カードの他に４桁の暗証番号が必要です。
※ マイナンバーカードを交付された当日や転入によるマイ

ナンバーカードの継続利用手続きをした日は、コンビニ
交付サービスを利用できません。翌日以降の利用をお願
いします。

※ 戸籍全部・個人事項証明書および戸籍の附票の写しは、
町内に本籍がある人が利用できます。町内に本籍がない
人は、本籍地の市町村に問合せてください。

◎取得できる証明書および手数料

証明書の種類 取得できる人
手数料（１通）

備　　　考
コンビニ等 役場窓口

住民票の写し
本人・同一世帯
の人のみ

１５０円 ３００円 ・除票や住民票コード入りのものは取得できません。

印鑑登録証明書 本人のみ １５０円 ３００円
・町で印鑑登録がされている人のみ取得できます。
※役場窓口で取得する場合は、印鑑登録証が必要です。

所得・
課税証明書

本人のみ １５０円 ３００円
・現年度のみ取得できます（６月に年度切替）。
・�収入がなく申告していないなど、町に課税資料の提出
がない人は取得できません。

戸籍全部・個人事
項証明書（戸籍謄・
抄本）

本人・同一戸籍
の人のみ

４５０円 ４５０円
・除籍や改製原戸籍は取得できません。
・�町の窓口で出生や婚姻等の戸籍の届出をされてから、
コンビニ等で証明書が取得できるまでに平日５日間ほ
どかかります。他市町村で届出をされた場合またはお
急ぎの場合は、住民課戸籍係まで問合せてください。

・�本籍が町内で、住所が他市町村の人は、事前に利用登
録が必要です。利用登録が完了するまでに平日５日間
ほどかかります。

戸籍の附票
の写し

１５０円 ３００円

※詳しくは、町ホームページを確認してください。

●共通注意事項
・コンビニ交付サービスにより取得された証明書の返品・交換や手数料の返還はできません。
　手数料が免除となる証明書を取得する場合は役場窓口にて証明書を請求してください。
・ 証明書が複数になる場合でも、紙とじされませんので、取り忘れのないよう注意してください。証明書に

は、ページ番号と固有の番号が記載されるため、１通の証明書であると判断できるようになっています。

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、電話にて
事前予約が必要です。
◎日時　３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。

 つくろう！マイナンバーカード 
　コンビニ交付サービスを利用するためには、マ
イナンバーカードが必要です。まだお持ちでない
人は、ぜひ交付申請をしてください。
◎ マイナンバーカードはさまざまなサービスで利

用できます
①本人確認の際の身分証明書になります。
②健康保険証としても使えます。
③ 全国のコンビニ等で各種証明書が取得できます。
④ 転出届など行政手続きがオンラインで行えます。

ますます便利に！マイナンバーカード
◎スマホにカード機能が搭載予定
◎運転免許証・電子処方箋と一体化予定

◎マイナンバーカードのセキュリティは安全です
・ 顔写真入りのため、なりすましはできません。
・ プライバシー性の高い個人情報は入っていませ

ん。
・ 「マイナンバー」をみられても他人は悪用できま

せん。

交付申請書をお持ちでない人は、

　 マイナンバーカード 郵便

① 専用サイトから手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードすれば、郵便で申請できます。プリントアウ
トして利用してください。

　※手書き用の交付申請書には、顔写真の貼付とマイナンバーの記入が必要です。
② 住民課窓口でも再発行できます。本人確認書類（運転免許証、保険証等）を持参のうえ、お越しください。

本人の他、同一世帯の人であれば、お渡しできます。
　※住民課では、無料で写真を撮る申請サポートも行っていますので、利用してください。

問合せ先  住民課　☎ ３５-５３６８
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　町では、役場の開庁時間に来ることができない人が、転出入など住所の異動、各種届出や証明書の交付・
相談などを受けられるよう、次のとおり休日窓口を開設します。ぜひ利用してください。

◎開設日時　３月２５日（土）・２６日（日）午前８時３０分～正午

◎開設する窓口業務
住民課
　・転入、転出、転居に伴う手続き
　・住民票の交付
　・印鑑登録、印鑑登録証明書の交付
　・戸籍全部・個人事項証明書
　　（戸籍謄・抄本）の交付
　・各種税証明書の交付
　・国民健康保険に関する手続き
　・後期高齢者医療保険に関する手続き
　・福祉医療に関する手続き

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

年度末の休日窓口を開設します

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

問合せ先  おおのスポーツクラブ事務局（生涯学習課内）　☎ ３５-５３７９

◎ウォーキングクラブ（大野町楽しく歩こう会）
対象　どなたでも
活動場所　町運動公園、その他
活�動予定日時　毎週日曜日（１時間程度、４～１１月

は午前８時～、１２月～３月は午前８時３０分～）
年会費　要問合せ

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

◎バレーボールクラブ（大野排球倶楽部）
対象　小学生１～６年生男・女、中学生男・女
活動場所　北小学校体育館、中小学校体育館等
活�動予定日時　小学生：土曜　午後６時４５分～、日

曜　午前９時３０分～　中学生：金曜　午後７時３０
分～、土曜　午後７時～、日曜　午前９時３０分～
年会費　要問合せ

◎硬式テニスクラブ
対象　小学生、中学生（１０人程度）
活動場所　町民東庭球場
活動予定日時　毎週土曜日　
　経験者　午前９時～１０時３０分、
　初心者　午前１０時３０分～正午
年会費　１, ５００円／年
活動費　１, ０００円／月

◎硬式テニス教室（初心者一般）参加者募集
対象　１８歳以上の人（１０人程度）
　※この春テニスを始めたい人におススメです。
活動場所　町民東庭球場
開�催予定日時　４月中旬～７月中旬の毎週金曜日（全

１０回）　午前９時３０分～１１時３０分
　※日程の詳細は、後日連絡
持ち物　テニスシューズ、テニスラケット
参加費　２, ０００円／年（保険料含む）
申込期限　３月１７日（金）
申込方法　参加費を添えてクラブ事務局まで申込む。

◎ノルディックウォーククラブ
対象　どなたでも（ポールの貸出あり）
活動場所　黒野駅レールパーク、その他
活動予定日時　隔週日曜日　
　４～１０月は午前８時～、１１～３月は午前９時～
年会費　要問合せ

おおのスポーツクラブ会員募集
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　町における令和４年の可燃ごみ排出
量（西濃環境整備組合への搬出量）は、
４, ３６６. ６６トンとなり、令和３年
の可燃ごみ排出量に比べ、１２２. ５１
トン減となりました。しかし、燃料の
高騰等により、処理にかかる費用は増
加しており、町からのごみ処理にかか
る負担金は令和５年度においては、
１億円を超える見通しです。
　ごみの減量化には、町民の皆さんの
協力が欠かせません。生ごみの水切り
等を行い、資源ごみの分別など町のご
み減量化に努めましょう。
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大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業について

ごみ減量にご協力を

　町では、高度処理型合併浄化槽設置工事に対
し補助を行っています。
　令和５年度も引き続き補助事業を行いますの
で活用してください。
　次の表のとおり、標準的な浄化槽設置工事費
の９割の補助をします。
　また、既設単独浄化槽の撤去費に対して１２０, ０００円、汲取り槽の撤去費に対して９０, ０００円、既設
単独浄化槽撤去および汲取り槽撤去に伴う配管工事費に対して９割（上限３００, ０００円）の補助金もありま
す。

◎交付申請から補助金のお支払いまでの流れ
　町では、次の流れで本事業を実施しています。

◎訪問販売等による浄化槽設置工事のトラブルが問題になっています
・�契約は慎重に判断しましょう！　身近な人に相談し、慎重に検討し、不要であれば、はっきり断りましょう。
・�町の補助金があっても個人負担は発生します！　少なくとも費用の１割の個人負担は発生します。
・�信頼できる業者を選びましょう！　見知らぬ業者との契約は慎重に！
　複数の業者から見積りをもらい、施工方法、技術力、施工実績、地元の評判などで選びましょう。
・�既設浄化槽は適正な方法で撤去しましょう！　浄化槽の入換えに伴う既設浄化槽の撤去は適正に実施しま

しょう。撤去の前には許可を受けた業者による汲取りと最終清掃が必要です。それらを行わないと法律違反
となり、業者だけでなく所有者も罰せられます。

申請方法、補助対象となる条件等の詳細は、次まで問合せてください。 問合せ先  環境生活課　☎ ３５-５３７２

人槽区分 標準工事費（千円） 補助上限額（千円）
５人槽 　　８８２ 　　７９３
６～７人槽 １, ０８０ 　　９７２
８～１０人槽 １, ４０４ １, ２６３
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　次の補助対象となり、まだ申請手続きをされていない人は、必ず３月３１日（金）までに申請手続きを行ってください。

 高校生の通学バス・鉄道定期代に対する補助 

対　象　 バスまたは鉄道定期券の有効期間に、令和４年４月
１日から令和５年３月３１日が含まれるもの。スクー
ルバス領収書の領収日が、令和４年４月１日から令
和５年３月３１日まで（令和４年度利用）のもの。

 アユカ（定期路線乗合バス乗車券）に対する助成  
 （新規交付助成・積み増し助成）　

◎アユカ新規交付助成
申請方法　 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。

　※�申請は、１年度あたり１世帯１回限りです（積み増し助成と
の重複申請不可）。

　※�アユカカードは後日郵送します（作成に日数を要するため）。
　※�新規交付助成のオンライン申請は受付けておりません。直接
政策財政課窓口までお越しください。

◎アユカ積み増し助成
対　象　 お手持ちのアユカ（定期券を除く）に、

令和４年４月１日から令和５年３月
３１日までに積み増ししたもの。

　※�申請は、１年度あたり１世帯１回限り、２,
０００円までです。

　　（新規交付助成との重複申請不可）
　※�ご自宅でも申請可能なオンライン申請をぜひ
活用してください。（積み増し申請のみ）

 「にしみのライナー」の回数券購入に対する助成 

対　象　 令和４年４月１日から令和５年
３月３１日までに購入したもの。

　※�申請は、１年度あたり１世帯１回限り、
２, ０００円です。

　※�ご自宅でも申請可能なオンライン申請を
ぜひ活用してください。

 「にしみのライナー」で通学する学生の 
 定期券・回数券購入に対する補助　

対　象　 定期券（令和４年４月１日以降の利用分から）、回
数券（令和４年４月１日以降）に購入したもの。

　※�申請は、１カ月につき定期券または回数券のいずれか１つの
み。

※ 各補助事業の詳しい内容については、町ホームページまた
は次まで確認してください。

※ 役場開庁時間外（休日を含む）、宿日直に提出の際は、必
ず連絡先を明記してください。

 申請・問合せ先  政策財政課　　☎ ３５-５３６３

公共交通に関する補助の申請手続きはお済みですか？

◎公共交通に関するお知らせ
名阪近鉄バスの交通系ＩＣカード導入に伴う路線バスの回数券（紙式）の販売終了について

　現在、名阪近鉄バスが販売している路線バスの回数券（紙式）は、交通系ＩＣカード導入に伴い、３月３１日をもちま
して販売を終了します。ただし、お手持ちの回数券については引き続き利用していただけます。詳しくは名阪近鉄バスのホー
ムページ、もしくは次まで確認してください。
※高速バス「にしみのライナー」の回数券につきましては、引き続き販売を継続します。
※ 名阪近鉄バスで利用が可能となる交通系ＩＣカード全国相互利用サービス（ＰｉＴａＰａ等全１０種類）の種類につい

ても、次の問合せ先にて確認してください。

 問合せ先  名阪近鉄バス株式会社　乗合バス営業部　☎ ０５８４-８１-３３２６

にしみのライナー
回数券助成
オンライン

申請はこちら

　２月５日、常呂町多目的研修センターで、姉妹友好都市の高知県佐
川町と岐阜県大野町の物産展が開催されました。３年ぶりの開催とな
る物産展では、イチゴや文旦、カツオのたたき、酒かすなどの特産品
が並び、開始前から買い求める人の列ができるコーナーも。自慢の美
味しい特産品を買い求める人で賑わう様子に、姉妹友好都市交流の繋
がりを感じる機会となりました。

さかわ・おおの物産展
─ 自慢の美味しい特産品が大集合 ─

ところ通信
Vol. 277

北見市

アユカ
積み増し助成
オンライン

申請はこちら
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まちのお知らせ



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

毎日おにぎり３６５日
（日々おにぎり�ゆこ著 /自由国民社）

　料理が苦手でも、時間がなくても大丈夫！梅としら
す、牛肉とブロッコリーなど、定番から変わり種まで、
カタログをめくるように楽しめる３６５日分のおにぎ
りレシピを紹介します。具材別さくいん付き。

じゃがいもヒーロースーパーポテイトゥ�幼０～５歳
（スー・ヘンドラ，ポール・リネット作，木坂涼訳 /岩崎書店）

　ここは真夜中のスーパーマーケット。人間たちが家に
帰り、ぐっすり眠るころやさいたちは毎晩大騒ぎ。ほら、
やさいたちの悲鳴が…。やさいたちのヒーロー、スーパー
ポテイトゥが、悪さをするまめからみんなを助け出す！

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●大人だって、泣いたらいいよ

（紫原 明子著，わかるイラスト / 朝日出版社）
●定年後夫婦のリアル

（大江 英樹著，大江 加代著 / 日本実業出版社）
●子どもの気持ちがわかる本

（イザベル・フィリオザ著 / かんき出版）
●栞と噓の季節

（米澤 穂信著 / 集英社）
●「よくむせる」「せき込む」人のお助けＢＯＯＫ

（大谷 義夫著 / 主婦の友社）

●ノラネコぐんだんうみのたび� 幼０～５歳
（工藤 ノリコ著 / 白泉社（コドモエのえほん））

●正解のない問題集� 小中 , 小上
（池上 彰監修 /Gakken（新時代の教養））

●ストップ ! スマホトラブル�１� 小中 , 小上
（押切 孝雄監修 / 汐文社）

●１３歳からの「集中力」向上バイブル� 中
（森 健次朗監修 / メイツユニバーサルコンテンツ）
●オタクを武器に生きていく� 中

（吉田 尚記著 / 河出書房新社）

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

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
します。それに伴いインターネットからの蔵書検索、予約など
も休止します。また更新後は、簡易検索など一部のアドレスを
変更します。お気に入り（ブックマーク）などの登録をされて
いる場合は変更をお願いします。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

臨時休館期間　　２月２７日（月）～３月１０日（金）
インターネット休止期間　２月２６日（日）午後５時～
 　３月１１日（土）午前１０時

ミックのページ

おはなし会のお知らせ
　次の土曜日の午後、ボランティアに
よるおはなし会を楽しんでいただけま
す。お気軽に参加してください。

《日時》午後２時３０分～
　３月１１日（土）・４月１日（土）
　・「和母（わはは）」さん
　３月１８日（土）・４月１５日（土）
　・「あおい空」さん

《場所》
　よみきかせコーナーにて

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

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



Information

14 広報おおの 2023.3

お知らせ

町税の納付忘れは�
ありませんか？

◎今年度も残りわずかです！
　令和４年度固定資産税、軽自動
車税（種別割）、町県民税（普通徴
収）につきまして、納税通知書と
領収書を確認していただき、納付
忘れがある場合は、早急に納付し
てください。
　納期限を過ぎて、督促状が送付
されても納付せず放置された場合
は、納期内納税者との公平性を図
るため、滞納処分を行う場合もあ
ります。
◎納付が困難な場合は
　病気や失業など、やむを得ない
理由で一時的に税金を納期内に納
めることが困難な場合は、早急に
税務課徴収係まで相談してくださ
い。
　生活状況や収支を確認のうえ、
分割納付など徴収の猶予を行うこ
ともできます。
問合せ先  税務課　☎ ３５−５３６７

新型コロナワクチン接種のお知らせ

◎特例臨時接種の実施期間は３月３１日（金）までです
　新型コロナワクチンの接種はお済みですか？
　接種を受けられる時期がきた人で、希望する人は、お早めの接種
を検討してください。現在実施している接種は次のとおりです。
　予約方法は、お持ちの接種券、案内を確認してください。

接　種 対　象 ワクチン 予約方法

追加接種
（３回目以降）

１２歳以上

オミクロン株対応
ワクチン
※�オミクロン株対応
ワクチン（BA.１
または BA.４-５）
を接種済みの人は
接種不可。

ＷＥＢまたは
コールセンター

初回接種
（１. ２回目）

１２歳以上 従来型ワクチン
コールセンター
のみ

乳幼児接種 ６カ月～４歳
乳幼児用ファイ
ザー社製ワクチン

小児接種 ５歳～１１歳
小児用ファイザー
社製ワクチン

ＷＥＢまたは
コールセンター

※コールセンターは、平日の午前８時３０分～午後５時

 問合せ先  町ワクチン接種コールセンター　☎ ０５７０-０６-５５６７

令和５年度西美濃生涯学習連携講座「にしみの探究�ふるさとの旅」　受講者募集

◎講座内容
日　時 場　所 講座のテーマ

６月２日（金）
午前９時３０分～１１時 垂井町文化会館 ・開講式

『菩提山城の歴史と城主竹中半兵衛重治』
８月８日（火）
午前１０時～１１時３０分 ハートピア安八 『安八水害』

９月１４日（木）
午前１０時～１１時２０分

大垣市情報工房
スインクホール 【受講者企画】『養老鉄道の歴史』

１０月２７日（金）
午後２時～４時

揖斐川歴史民俗資料館
徳山民家・研修棟

『民家・民具・遺跡からみた揖斐川上流域の
文化』

１１月９日（木）
午前１０時～正午

神戸町中央公民館
大ホール

『「どうする家康」と神戸町』
・閉講式

◎対象者　西濃に在住・在勤・在学の人
◎受講料　１, ０００円
◎申込方法　生涯学習課備付けの申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて申込む。
※申込み後の受講料の返金はできません（一部講座の中止の場合も含みます）。
◎申込期間　４月５日（水）～１３日（木）
※次の場合は中止とします。その場合、中止の連絡は行いませんのでご了承ください。
　・講座当日の朝７時の時点で、西濃圏域内のいずれかの市町で気象警報が発令されている場合
　・講座当日、岐阜県内に「まん延防止等重点措置」以上の対応発令している場合
 問合せ先  生涯学習課　☎ ３５-５３７９
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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

一般幹部候補生
（第１回）

①２２歳以上２６歳未満の人
　（令和６年３月大卒見込含）
②�修士課程修了者等は２８歳未満の
人（令和６年３月学位取得見込含）

（令和６年４月１日現在）

３月１日～
４月１４日

［１次］４月２２日・２３日のうち１日
［２次］５月２６日～６月１日のうち１日

※海・空飛行要員のみ
［３次］（海）６月２２日～２６日
　　　 （空）�７月１５日～８月３日

のうち指定日
予備自衛官補
（一般）

１８歳以上３４歳未満の人
（令和５年７月１日現在）

４月６日まで ４月８日～２３日のうち１日
予備自衛官補
（技能）

１８歳以上５３歳～５５歳未満の人
保有する国家免許資格に応じて※

（令和５年７月１日現在）
※　国家免許資格等については、採用要項または自衛官募集ホームページを確認してください。
※　新型コロナウイルス等の影響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

固定資産縦覧帳簿の�
確認について

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

土地のみの場合は土地の縦覧帳
簿のみを、家屋のみの場合は家
屋の縦覧帳簿のみの縦覧。
◎縦覧できる人
　固定資産税（土地・家屋）の納
税者、納税者と同居の親族、代理
人（委任状が必要）
◎縦覧期間　４月３日（月）～５
月１日（月）　午前８時３０分～午
後５時１５分（土・日・祝日を除く）
◎縦覧場所　税務課
◎持ち物　納税通知書、本人確認
のできるもの（運転免許証等）、委

任状（委任を受けた人のみ）
問合せ先  税務課　☎ ３５−５３６７

子どものインフルエンザ予防接
種の費用助成の申請について

　今年度接種分の申請は３月３１
日までですので、忘れず申請して
ください。
◎対象者　接種日時点で町内に住
民票がある生後６カ月～中学３年
生までのお子さん
◎助成対象となる接種期間　
令和４年１０月１日～令和５年３
月３１日
◎助成金額　上限２, ０００円　
※１人１回限り（接種１回分）
◎必要書類
・ 申請書（保健センター窓口または

町ホームページよりダウンロード可）
・ 振込先金融機関、口座番号が分

かるもの
・領収書（原本）
・ 接種記録（母子健康手帳、接種

証明　等）
申請・問合せ先  保健センター　
☎ ３４-２３３３

催し・講座

旧北岡田家住宅　�
春の一般開放とひな人形展

　旧北岡田家住宅は、最高の素材
と技術の粋を極めた大正５年完成
の和風建築です。次により公開し
ますので、お楽しみください。
◎一般開放
期間　３月１１日（土）～４月
３０日（日）の土・日曜日および
５月１３日（土）～２１日（日）
の土・日曜日
開放範囲　庭園、主屋１階
開放時間　午前１０時～午後４時

（入場は午後３時３０分まで）
　※入場無料
◎ひな人形展
期間　３月１１日（土）～４月
２３日（日）の土・日曜日
場所　主屋１階
展示品　町登録有形文化財「雛飾
り」（江戸時代 文化・文政のころ
製作された古今雛）ほか
※ ひな祭り（桃の節句）は、本来

は旧暦３月３日（今年は４月
２２日）の行事でした。

※ 天候や新型コロナウィルス感染
症の状況により変更する場合が
あります。
問合せ先  生涯学習課　☎ ３５-５３７９

献血の実施報告

　１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。

１月１１日（水） 東海職業能力開発大学校 ２０人
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催し・講座

ふれあいホールで�
ピアノ演奏体験

　春休みの思い出に、ふれあい
ホールで思い切り弾いてみません
か。スタインウェイＤ−２７４とヤ
マハＣＦⅢＳの２台のピアノのど
ちらを弾いていただいても結構で
す。弾き比べもできます。
◎対象者　小学生以上（中学生以
下は保護者または責任者同伴）
◎日時　４月１日（土）、２日（日）
午前９時～正午、午後１時～５時

（１組あたり１時間７区分）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎参加費　２, ０００円（１組）
◎申込方法　３月４日（土）午前
９時～
総合町民センターに参加費を添え
て申込む。（先着順）
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２−１１１１

骨粗しょう症予防セミナー

　骨粗しょう症は、骨量が減って
骨が弱くなり骨折しやすくなる病
気です。背中や腰が曲がったり、
骨折して寝たきりになったりする
原因にもなります。
　長く生き生きと生活できるよ
う、骨粗しょう症予防について一
緒に考えてみませんか。

（要申込）
◎内容
①�骨粗しょう症の予防・治療につ

いて
　講師　若原整形外科
　　　　若原 和彦　医師
②口腔ケアについて
　講師　歯科衛生士
③運動について
　講師　運動指導士
◎日時　３月８日（水）　
午後１時３０分～３時３０分
◎場所　保健センター
◎定員　２０人程度

◎参加費　無料
◎申込期限　３月６日（月）
※ 新型コロナウイルス感染症の状

況により中止する場合あり。
申込・問合せ先  保健センター　
☎ ３４−２３３３

募　集
フラワー都市交流事業�

参加者募集

　福岡県久留米市で開催される
「フラワー都市交流連絡協議会総
会」に本町交流団の一員として、
大野町のＰＲや各都市との交流に
参加できる人を募集します。
◎内容　９都市のまちづくりの紹
介および各都市との交流会など
◎応募資格　町内に在住の満２０
歳以上の人
◎日程　４月２６日（水）～２７
日（木）　１泊２日
◎参加費　一人あたり３６, ７００
円～４６, ７００円
※ 参加人数により変更あり。
※ 詳しくは町ホー

ムページをご覧
ください。

問合せ先  まちづくり推進課　
☎ ３５-５３７４

相　談

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　３月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　３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

※ 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。



くらしの情報
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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　３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　３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　３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

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！



保健師による

健康伝言板
あなたはネットを上手に
利用できていますか？

　近年、ネット依存の疑いがある中学生・高校生が増えています。「便利だから」「楽しいから」と
無制限に使い続ければ、だれでもネット依存になる可能性があります。

◎ネット依存とは？
　ネット依存とは、インターネットを長時間利用し
ているうちに抑制が効かなくなり、やめたくてもや
められない状態になってしまうことをいいます。
ネット依存はインターネットを利用して何を行って
いるかによって次の２つに分けられます。
①ゲーム依存
　オンラインゲームはログインすることでアイテム
をもらえる等、遊べば遊ぶほど有利にプレイできる
ようになっています。このため、利用頻度や時間を
増やそうとしてゲームにのめり込んでいきます。
②その他の依存
　ＬＩＮＥやインスタグラムなどのＳＮＳ上で、友
だちとの関係が悪化することを恐れて延々と返信し
続けたり、友だちの反応が気になって頻繁にＳＮＳ
を確認したりするうちに、スマホから離れられなく
なってしまいます。また、動画サイトやまとめサイ
トを見続けることでネット依存になる人もいます。

◎ネット依存症は何が問題？
　自分で自分の欲求をコントロールできなくなるこ
とで、さまざまな不都合が生じます。
身体への影響
　運動不足による体力の低下、昼夜逆転による睡眠
障害、視力の低下
こころへの影響
　ネット環境がないとイライラしたり無気力になっ

たりする、注意されると暴言や
暴力をふるう
社会生活への影響
　遅刻や欠席が増え不登校にな
る、課金による金銭トラブル、著
しい成績不振、家族関係の悪化
その他に生じる問題
　ながらスマホによる事故、詐欺被害、性犯罪被害
等

◎ネット依存にならないために
ネット使用のルールを決めよう
　あらかじめ利用時間や目的、使用場所などに制限
を設け、家族全員でルールを守ることが大切です。
まずは使用しない時間や場所を決めることから、家
族全員で話し合ってみませんか？
ネット以外の楽しみを見つけよう
　趣味が少ない人は依存症になりやすいと言われて
います。ネット以外に楽しめることや、達成感を得
られることを見つけましょう。

「ちょっとハマっているだけだから、大丈夫」と
油断していると、気づいたときにはネット依存
になっているかもしれません。自分のネット利
用の仕方を振り返ってみましょう！

 問合せ先  保健センター　☎ ３４-２３３３

３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

３

５
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

１２
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

１９
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

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

３

２１
揖斐厚生病院 揖斐川町三輪 ２１－１１１１

ピノキオ薬局三輪店 ２１－０２２９

２６
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。
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国民健康保険に関する手続きについて
◎国民健康保険等の手続きが必要な人
　国民健康保険は、７４歳までの人で社会保険（健康保険、共済・船員保険も含む）の被保険者およびその被扶養
者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない人は、国民健康保険また
は健康保険任意継続制度に加入する必要がありますので、１４日以内に手続きをしましょう。
※ 手続きの際、退職した人の場合には、①社会保険を脱退した証明書（資格喪失証明書・離職票など）、②マイナン

バー（個人番号）が分かるものが必要です。
　国民健康保険の加入は、社会保険の資格を喪失した日（退職の場合は退職日の翌日）以降での手続きとなります
ので、注意してください。
◎社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人
　社会保険などに加入した人は、国保の資格喪失の手続きが必要です。忘れずに手続きをしましょう。
※手続きの際、社会保険に加入した人の場合には、①社会保険被保険者証、②国民健康保険被保険者証が必要です。
○届出について、来庁が困難な人は郵送等の対応をいたしますので、相談してください。

令和５年度に係る所得の申告について
　令和４年１月～１２月の所得は、国民健康保険税の算定および所得に応じた軽減措置等の資料となるため、国民
健康保険の被保険者の人は申告が必要となります。所得がなかった場合にも、その旨を申告いただきます。なお、
申告内容によっては、確定申告や町県民税申告が必要な場合があります。

 問合せ先  住民課　☎ ３５-５３６８
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国　保　だ　よ　り



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

共同募金配分金事業（歳末たすけあい募金配分金事業）
高齢者交流事業「新春お弁当配達」を実施しました

　１月上旬に町内の６地区の公民館にて大野町
長、地域の区長代表、民生委員・児童委員、福
祉委員が集まり「新春お弁当配達」が実施され
ました。昨年から「新春ふれあい食事会」にお
いては、コロナ禍での開催方法を「新春お弁当
配達」という形で、より多くの高齢者の方にお
弁当を配達できるように実施しています。

▲民生委員・児童委員、福祉委員の自己紹介の様子

▲お弁当の蓋には、配達される民生委員・児童
委員、福祉委員の名前を記載できるようにし、
今後の交流のきっかけになるようにしました。

▲民生委員・児童委員、福祉委員の皆さんが、お弁当を配達し、受け取られた方は「美味しくいただきます」と笑顔を浮かべ喜ばれました。

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。

共同募金配分金事業（歳末たすけあい募金配分金事業）
就労支援センターもみじの里　ふれあい交流会を開催しました

共同募金メニュー事業配分（安心・安全なまちづくり活動支援事業）

災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました

　１月２１日（土）就労支援センターもみじの里にて、ミスベティの白川様と桑原様を講師にお招きし、「ワッ
フル・クレープづくり体験」を行いました。
　新型コロナウイルスの流行により、地域の方や利用者同士が交流をする機会が減少しているなかで、ワッ
フルやクレープを一緒に作り、一緒に食べることで笑顔も沢山見られ、交流を深めることができました。
　利用者の方からは、「みんなと食べると、やっぱり美味しいです」等の声が聞くことができました。今後
も感染対策を行いながら施設と地域との交流の機会を作り、安心して暮らすことのできる地域づくりを目指
していきます。

　１月２８日（土）町福祉センターにて、災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました。南海トラフ
地震が発生し、家屋の倒壊等の大きな被害を受け、町よりセンターの設置が要請された想定で訓練を行いま
した。災害ボランティア登録者、大野町赤十字奉仕団、大垣青年会議所に参加いただき、被災者ニーズの聞
き取りや、ボランティアの受け入れなどを実践形式で行いました。災害発生時に、支援活動の拠点となるセ
ンターを円滑に運営するため、今後も体制の整備に力を入れて参ります。

▲作り方の説明を受けている様子

▲被災者ニーズ受付の様子

▲クレープづくりに挑戦

▲活動用資材の貸出手続きの様子

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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善意のご寄付をいただきました
　令和４年１２月３日～令和５年１月１５日までに次のとおり
ご寄付をいただきました。（敬称略）
　寄付金は本会が行う社会福祉事業に活用させていただきま
す。また、いただきましたお米は、ニコちゃん弁当、子ども食
堂などの居場所、困窮世帯支援などに利用させていただきます。
　　○　匿　名　　　　　・・・・・　２０, ０００円
　　○　匿　名　　　　　・・・・・　２０, ０００円
　　○　いび川農業協同組合様・・・　３３, ０００円
　　〇　大野中学校昭和５０年度卒業生同窓会残金
　　　　　　代表 各務 美鶴 様・・・　４３, ５４５円
　　○　匿　名　　　　　・・・・・　お米６０ｋｇ
　　〇　匿　名　　　　　・・・・・　みかん１箱
※ 今回の寄付金で、ふれあいサロンなどにお貸しするための手

すりを購入しました。みかんは、高齢者交流事業でお配りし
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。

▲いび川農業協同組合様による寄付贈呈式の様子

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

皆さまより尊いご寄付をいただき、
心より感謝申し上げます。

問合せ・相談窓口  
社会福祉協議会　
☎ ３４-２１３０

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるお手伝い

日常生活自立支援事業

書類等預かりサービス
〈お預かりできる書類等〉
〇年金証書
〇預貯金の通帳
〇保険証書、権利証、契約書など
○実印、銀行印
※ 宝石や貴金属、骨董品などはお

預かりできません。

通帳・証書などの 
紛失を防止

金銭管理サービス
〇預貯金の出し入れ
〇 年金や福祉手当の受領に必要な

手続き
〇 税金や電気、ガス、水道などの

公共料金の支払い手続き
〇 その他金銭を要する手続き代行

金銭管理や 
支払い手続きの代行

福祉サービス利用援助
〇 利用の相談やサービスに関する

情報提供
〇利用申し込みに必要な手続き
〇 サービスの利用料を支払う手続き
〇 サービスの苦情を解決するため

の手続き

福祉サービスを 
安心してご利用いただける 

お手伝い

〔利用料金はいくら？〕

援助内容 利用料
・福祉サービス利用援助
・金銭管理サービス

１時間あたり　　　  １,０００円
（１時間を超えると３０分ごとに５００円加算）

・書類等預かりサービス １か月あたり　　　　　５００円

〔どんなお手伝いをしてくれるの？〕

　認知症高齢者の方や障がい等のため、ご自身一人で福祉サービスを利用するための手続きが難しい方に対し
て、福祉サービスに関する情報提供や利用手続き、利用料金の支払い等をお手伝いし、その生活を支援する事
業です。

〔どんな人が利用できるの？〕
　対象者は、認知症や知的障がい、精神障がいなどがあり、現在、福祉サービスの利用
が必要であるが、ご自分だけでは適切に福祉サービスを利用することが困難な方です。

？

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

令和５年度ボランティア活動保険のご案内

～令和５年度～
社協会費にご理解とご協力をお願いいたします

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

　会費（年額）　
　◎一般会費（個人・世帯）・　　　　一口・・・・・　 ５００円（一口以上）
　◎賛助会費（団体・施設・企業等）　一口・・・・・５,０００円（一口以上）

　※一般会費は、各地区区長様を通じてお願いをさせていただきます。
　※ 賛助会費は、７月から各事業所様宛に、お願いのご案内を送付させていただきますの

でよろしくお願いいたします。

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

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

【補償期間】
　加入手続きをした翌日～令和６年３月３１日まで。
　※３月中にお申込みいただくと令和５年４月１日より１年間補償されます。

【補償内容】
　※ 令和５年度「ボランティア活動保険」では、従来のプランに「特定感染症重点プラン」が加わって

います。
 申込・問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

「まちｃａｆｅ」開催のお知らせ
　誰でも気軽に立ち寄り、お茶を飲みながらホッとする場、人と会話し、お互いに見守り支えあう場として
の「まちｃａｆｅ」を町内２カ所で開催しています。ぜひ、お立ち寄りください。

３月
２日 ９日 １６日 ２３日

平和堂 わっか 平和堂 わっか

４月
６日 １３日 ２０日 ２７日

平和堂 平和堂 平和堂 平和堂
※新型コロナウイルスの影響により、中止する場合があります。

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

 問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

【場所・時間】
平和堂…大野店１階 ふれあい通り　    １０：００～１５：００
わっか…大野のわっか（大野小南側）　１０：００～１２：００

【参加費】１００円（飲み物、お菓子付き）

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。（３月３１日まで）

１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

中之元 小森　陽
ひ な た

太 拓典
・
蒼

本庄 河合　恋
れ な

那 亮
・
亜衣

領家 河村　絢
あ や と

斗 達彦
・

未沙貴
下座倉 宇野　　桜

さくら 聡
・
瑞穂

五之里 青木　聡
そ う ま

真 大真
・
由佳

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 杉山　　賢 70 古川 青木　豊治 72

相羽 大平　秀男 72 牛洞 岩崎　園子 93

下方 若原　治子 86 中之元 小森　朝子 82

下方 加納　 子 75 中之元 小森　信夫 86

稲富 目加田一郎 79 下磯 石原　露子 96

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

納 期 限 の お 知 ら せ

２月２８日（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、延滞金が加算される場合があります。
※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
１２４kcal １５.８g ３.９g ３５mg ０.５g

食育の
すすめ

～
食
生

活改
善協議会～

バランスのよい食事を
� 心がけましょう

　今月は常備野菜を使い、フライパンひとつでできる煮込
み料理を紹介します。
　カレー粉のスパイスがよく効き、食欲がすすみます。お好
みに合わせて、カレー粉の増減や他の食材を加えたり、アレ
ンジ方法も豊富です。煮込む時間も５分程度と短く、手軽で
手早くたんぱく質やビタミン等、バランスのとれた一品が出
来ます。ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

【作り方】
①鶏もも肉は、一口大に切る。（１人３切れ分）塩・こしょ
うをふり、なじませる。
②玉ねぎは薄切り。トマトは乱切り。エリンギは縦半分に
切り、薄切り。にんにくはみじん切り。
③フライパンにサラダ油を入れ、①の鶏もも肉を両面こん
がりと焼き、お皿に取り出す。
④③のフライパンに、にんにくを入れて炒める。香りがたっ
てきたら、玉ねぎ・エリンギを入れ炒める。
⑤野菜がしんなりしたらカレー粉と、Ⓐを加えて煮込む。
②のトマトと③の鶏もも肉も入れて、カレーソースをか
けながら５分程度煮込む。
⑥お皿に盛りつけ、乾燥パセリをかける。

●チキンのカレー
トマトソース煮込み

※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（２月１日現在）

人　口 … ２２,０３２（−２４）
男 … １０,８５７（−　６）
女 … １１,１７５（−１８）
世帯数 … ８, １６７（±　０）
出生６人／死亡２１人／転入２６人／転出３５人

来振寺
節分星まつり

 です。

今月の表紙

【材料（４人分）】
鶏もも肉…………… ２８０ｇ
塩・こしょう…………… 少々
玉ねぎ…… ２００ｇ（中１個）
トマト…… ２００ｇ（中１個）
エリンギ…… ６０ｇ（小１本）
にんにく……………… １かけ
カレー粉…………… 大さじ１
　　水……………… １００㏄
Ⓐ　固形コンソメ……１/２個
　　ローリエ…………… １枚
サラダ油…………… 小さじ１
乾燥パセリ……………… 少々


