
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

9広報おおの 2023.3



　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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