笑顔とがんばりの町

広報

おのまち
Public Relations ONOMACHI

鬼は外！福は内！

豆まきが２月２日に各幼児教育施設で行われました。園児たちは鬼のお
面を被りながら、元気いっぱいに豆まきを行いました。（撮影：中央さ
くら保育園）
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福島県豊かなむらづくり ※豊かなむらづくり顕彰事
︿黒にんにくを購入
業は昭和 年に創設さ
顕彰事業表彰を受けた生産
できる町内店舗﹀
れ、県と福島民友新聞社
組合ペルサルーテの皆さん
・おのげんき
が主催となり、地域の特
が役場を訪れ、町長に受賞
・ヨークベニマル
色を生かした農業振興や
を報告しました。
小野町店
地域づくりで顕著な実績
生産組合ペルサルーテ
・ヨークベニマル
のある団体を称えるもの
は、平成 年度に町内のミ
小野プラザ店
です。
ネラル栽培に取り組む農家
・ＪＡ福島さくら
（ 現 会 員 人 ）で 設 立 さ れ、
南部営農経済セン
町がニンニクの種子や肥料
ター資材店舗
の助成を行い、町と共同で
特産品開発事業に尽力され
ました。
また町の特産品となった
黒にんにくの商品開発から
販売、首都圏をはじめとす
る町内外へのＰＲ販売、学
校給食への食材提供などに
も尽力されました。
県 の 表 彰 式 は １ 月 日、
福島市で行われ、吉田政美
組合長と役員の先﨑キヨ子
さんが代表して出席し、福
島県知事および福島民友新
聞社社長からの表彰を受け
ました。
町の農政振興への長年の
ご尽力に対し、紙上より厚
くお礼申し上げますととも
に、このたびの受賞、誠に
おめでとうございます。
今後のご活躍をお祈りし
ます。

福島県豊かなむらづくり顕彰事業表彰を受賞

認定農業者となった佐藤さん(右から２番目)

とした経営計画が盛り込まれています。

兼業農家が多くを占め、農業従事者の高齢化や
佐藤秀洋さん
（夏井）に対する農業経営改善計画

25

10

18

56

（左から）町長、先﨑さん、吉田組合長、舘川正人さん

農業経営改善計画認定書を交付

認定書の交付式が１月12日、役場で行われました。

担い手不足が深刻化する中で、やる気と能力のあ

町長から認定書が交付された後、小野町担い手育

る農業者の先駆者として、佐藤さんのご活躍を期

成総合支援協議会の郡司助広会長および小野町認

待します。

定農業者会の吉田広一会長から激励のことばが述

べられました。

農業経営改善計画とは、農業者自らの創意工夫

により農業経営の改善を図る５年間の目標が掲げ

られており、町が認定し、各種農業関係機関や農

業委員会が同計画の達成に向けた取り組みを支援

しています。

佐藤さんの計画には水稲の経営規模拡大を目標
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セット」
が贈られました。

贈呈を受けたお子さんは

れいか

次のとおりです。
（敬称略）

認定こども園だより〜地鎮祭が開催されました〜
認定こども園の地鎮祭が１月18日、建設地
（谷津作字谷津
地内）
で行われました。
認定こども園は
「公私連携幼保連携型認定こども園」
として、
町がこれまで築き上げてきた教育・保育の継承や支援を要す
る園児への対応、未就学児に対する子育て支援の充実を図る
ため、町が施設整備や教育・保育・子育て支援などの運営面
に一定の関与を保てるよう、社会福祉法人啓誠福祉会
（琴田啓
子理事長）
と連携協定を締結し準備を進めているものです。
地鎮祭には啓誠福祉会関係者、町、議会関係者および地権
者などが出席し執り行われました。
神事の後に、町長から
「町が認定こども園の全体構想に掲げ
る
『心豊かに たくましく生きる子ども』の育成を念頭に、子
どもに対する町の考え方を踏まえた認定こども園の運営のた

くわ入れをする琴田理事長(左)と町長

め、安全に工事を行ってもらいたい」
とあいさつをしました。
また田村議長から
「こども園の完成を、町民一同が心待ちに
していることから、安全に工事を進めてもらいたい」
と祝辞が
述べられ、琴田理事長からは
「これまで町が担ってきた幼児教
育の充実と、子育てしやすいまちづくりを基本として、地域
に根ざした認定こども園の運営に努めたい」
とあいさつがあり
ました。
今後、町と啓誠福祉会は、令和４年４月の開園に向けて施
設の建設を進めていきます。

3

ONOMACHI

Feb_2021

宮司によるお祓い

小野町に元気な赤ちゃんが誕生

12

小 野 町笑顔とがんばり子

育 て 応 援金贈呈式が昨年

22

日、子育て支援課キッ

贈呈を受けた皆さん

月

あ こ

（谷津作）
久下 礼華

（浮金）
折笠 陽心

ズルームで行われました。

新 た な町民の誕生を祝福

（湯沢）
佐藤 妃奈

ひ な

し、赤ちゃんの健やかな成

長を願い、町長から一人ひ

とりに
「応援金」と、町有林

の 間 伐 材で作られた子ども

用いす
「おめでたいっすー」

および乳児期から読書に

ふれてもらうための
「絵本

小野町笑顔とがんばり子育て応援金贈呈式

!!

小野町シニアお元気会から
小野町共同募金委員会に募金がありました
小野町シニアお元気会から昨年12月14日、年間を通
した各種ゴルフ大会時に参加者会員の皆さんから募った
浄財を「歳末たすけあい活動に役立てていただきたい」と
小野町共同募金委員会に募金をいただきました。
募金は会を代表し、佐藤信忠会長と遠藤英信事務局長
から、小野町共同募金委員会会長であります町長に手渡
されました。
このたびのご厚意に対し厚くお礼申し上げます。

佐藤会長
（右）
と町長

小野町長選挙執行のお知らせ
任期満了
（令和３年３月22日）に伴う小野町長選挙が下記日程により執行されま
す。公職選挙法を守り、違反のない明るい選挙にしましょう。
また選挙当日に投票できない方は、期日前投票・不在者投票がありますので、棄
権しないで投票しましょう。
（１）
選挙の日程

（２）
期日前投票

▼告 示 日 ３月９ 日㊋

投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票できない

▼投 票 日 時 ３月14日㊐午前７時から午後７時まで

場合は、期日前投票ができます。

投票所一覧(町内８カ所)

※入場券をお持ちください。

投票区名

投票所名

地 区 名

小野町多目的研修
集会施設

荒町、中通、平舘、谷津作、
皮籠石、塩庭一区

小野新町第２ 小野町役場分庁舎

本町、横町、仲町、反町、
大八

小野新町第３ 小野赤沼多目的集会施設

小野赤沼、菖蒲谷、
雁股田

小野新町第１

▼期間 ３月10日㊌から13日㊏まで
▼時間 午前８時30分から午後８時まで
▼場所 小野町役場分庁舎
（３）
不在者投票
病院や老人ホームに入院
（入所）
されている方、仕事

飯豊第１

旧小野町立飯豊小学校

飯豊上、飯豊中、飯豊下、
吉野辺

などにより属する投票区の区域外に滞在している方、

飯豊第２

浮金集落センター

浮金

飯豊第３

小戸神集落センター

小戸神、小野山神

票ができます。

夏井第１

夏井多目的集会施設

夏井、南田原井、湯沢

すが、不在者投票の申請は、告示日前でもできます

夏井第２

上羽出庭地区農村研修 塩庭二区、上羽出庭、
センター
和名田

ので、利用される方は早めの申請をお願いします。

選挙期日に満18歳を迎える方については、不在者投
※不在者投票のできる期間は期日前投票期間と同じで

▼開票日時 ３月14日㊐午後８時から

問小野町選挙管理委員会事務局
（総務課内）

（大ホール）
▼開票場所 小野町多目的研修集会施設

☎72-2111
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おしえて！

ＳＤＧｓ
エ

ス

デ

ィ

ー

ジ

ー

ズ

－ 持続可能なまちづくりのために －
地球上の誰一人として取り残さない
持続可能な開発目標「SDGs」。
世界の大きな目標であるSDGsです
が、身近な場所から考え行動できる目
標でもあります。
誰もが手軽にできる取り組みが多く
ありますので、
「自分はSDGsの目標達
成に貢献しているんだ」と意識しなが
ら、実践してみてはいかがでしょうか。
私たち一人ひとりの取り組みが、持
続可能な社会の実現につながっていき
ます。

５ジェンダー平等を
実現しよう

６安全な水とトイレを
世界中に

ジェンダーの平等を達成し、す
べての女性と女児のエンパワー
メントを図る

すべての人に水と衛生へのアク
セスと持続可能な管理を確保す
る

ゴール５のターゲットは９項目あり、その中の１つ

ゴール６のターゲットは８項目あり、その中の１つ

に
「ジェンダー平等の促進」
とあります。

ふへんてき

こうへい

に
「安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセス

ジェンダーとは
「社会的性別」
のことで、男性はこう

を達成する」
とあります。

あるべき、女性はこうするべきという社会の中でつく

世界には管理された水道施設がなく自宅に水が届か

られたイメージや役割分担を意味し、生物学的な性別

ず、近くの川や池、湖まで往復し、飲み水や生活用水

とは区別して用いられます。

を確保しなければならない地域やトイレとして衛生的

ジェンダーの平等については、身近なところでも考
えることができます。

な場所が整っていない地域もあります。不衛生な環境
で健康状態に支障をきたし、命を落とす人も少なくあ

例えば家族。外で働いている人、子供の世話をする
人、
炊事や掃除・洗濯、
その他の名もなき家事をする人。

りません。
また地球温暖化などの影響で将来的に水不足になる

家族の中で、誰が何をどのくらい分担しているのか調

予想もあります。水をできるだけ汚さないように意識

べてみると、ジェンダーギャップ
（男女格差）が見つか

し、節水を心掛けることが大切です。

るかもしれません。

私たちにできること

私たちにできること

・友だちに分け隔てなく接する
・仕事や家事、子育てを分担する

・水道の蛇口をこまめに止める

など

町の主要な事業との位置づけ
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など

町の主要な事業との位置づけ

・男女共同参画推進事業
・人権擁護事業

・食器などの油を拭いてから洗う
・上水道事業、飲用水確保対策事業

など

・合併浄化槽整備事業

など

軽自動車の譲渡・廃車手続きなどは３月31日までに！
軽自動車税
（種別割）は、毎年４月１日現在で軽自動車やバイク、耕運機、ト
ラクターなどを所有している方に課税されます。
自動車税種別割
（県税）とは異なり、月割課税制度がないため、４月２日以降
に廃車した場合は１年間分の税額を納めていただくようになります。
軽自動車を譲渡や廃車した場合、自宅敷地内に長年使用しておらず放置した
ままの車両があるなどの場合には、必ず３月31日までに手続きを行いましょう。

軽自動車税
（種別割）
チェック項目
◆その１

廃車や名義変更等の手続きは３月31日
までに行いましょう。
軽自動車を譲渡または廃車した場合には、必ず
３月31日までに手続きを行いましょう。すでに車
両を処分して手元にはない場合や長年使用せず放
置したままの場合、廃車の届出をしないと課税さ
れたり、譲渡しても旧所有者が課税されてしまい
ます。また亡くなられた方が所有していた車両に
ついても名義変更や廃車の手続きをお願いします。
県外で廃車・住所変更・名義変更など
をされた方は「税止め」の手続きを行い
ましょう。
「税止め」
とは、小野町で課税されている
「いわき」
ナンバーの軽自動車やバイクなどを福島県外で廃
車したり、県外ナンバーに変更した場合に課税を
止める手続きをいいます。この手続きは基本的に
自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料
で代行手続きを行っています。代行手続きの詳細
については軽自動車協会へお問い合わせください。
自己申告により税止めの手続きをする場合は、
受付印のある次の書類のいずれかを役場税務課に
持参するか郵送してください。
【軽四輪・二輪の小型自動車の場合】
・軽自動車税変更申告の控え
・自動車検査証返納届の写し
・変更前後の自動車検査証の写し
【軽二輪の場合】
・軽自動車届出済証返納証明書の写し
・変更前後の自動車検査証の写し

◆その３

いわきナンバーの小型特殊自動車は
運輸支局で手続きを行い、手続きの
後は役場にも届出をしましょう。

いわきナンバーの小型特殊自動車（農耕作業車な
ど）を廃車する場合は福島運輸支局で手続きを行う
ようになります。その際には廃車したことがわか
る書類を発行してもらい、その書類を役場税務課
に持参してください。この届出をしないと役場で
は車両の登録状況を把握できないため、軽自動車
税（種別割）が課税されたままとなります。

◆その２

◆その４

個人売買もしくは知人間の譲渡は名義
変更を確実に行いましょう。
バイクなどを個人で売買や譲渡した場合には、
名義変更や廃車の手続きを確実に行いましょう。
名義変更をしないと車両がなくても旧所有者に課
税されてしまいます。特にインターネットを介し
たやり取りでは後から問題が起きても相手と連絡
が取れなくなってしまう可能性があります。売買
や譲渡をする前にナンバープレートを返却するな
どして、トラブルを未然に防ぎましょう。
※車両を処分しただけでは廃車したことにはなり
ません。必ずナンバープレートを返却するとと
もに廃車の手続きを行ってください。また個人
で売買や譲渡をして名義変更などを相手方に依
頼した場合は、必要な手続きが済んでいること
を必ず確認してください。

問い合わせ先
◆小野町ナンバーの車両

問税務課
（原動機付自転車、小型特殊自動車など） ☎ 72-6932

◆いわきナンバーの車両

問軽自動車検査協会福島事務所いわき支所（軽自動車、特殊牽引車など） ☎ 050-3816-1838
問県軽自動車協会いわき支所（125ccを超え250cc以下のバイク） ☎ 0246-72-0656

問福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所（250ccを超えるバイク、いわきナンバーの小型特殊自動車）
☎ 050-5540-2016
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お忘れではないですか？自動車は３月31日までに運輸支局へ登録を！
自動車税種別割は、毎年４月１日現在で運輸支局に登録された名義上の所有者（割賦販売による購入の場合
は使用者）が５月末日までに納めることになっています。自動車を譲渡したり、廃車した場合には、必ず運輸
支局で登録手続きをしましょう。

～自動車税種別割
◆その１

トラブル防止３カ条～

抹消等の手続きは３月31日までに運輸

◆その３

支局で行いましょう。

納税証明書は車検証といっしょに大切
に保管しましょう。

自動車を譲渡したり、下取りに出したり、廃車

自動車の継続検査（車検）を受ける際には運輸支

したりした時は必ず運輸支局で３月31日までに登

局で納税確認をしますので、自動車税種別割を納

録しましょう。３月31日までに登録手続きが終了

めた時に交付される領収証書と納税証明書は保管

しないと実際に使用をやめても、自動車税種別割

しましょう。

が課税されます。

またリサイクル券も次回車検時、廃車時に必要
となりますので、廃車時までに車検証と共に大切

◆その２

転居したら車検証の住所変更を運輸支

に保管するようにしてください。

局でしましょう。
住民票を移しただけでは車検証の住所は一緒に
は変わりません。運輸支局に登録しましょう。

※登録手続を依頼した場合は、登録が済んでい
ることを依頼先に必ず確認しましょう。

やむを得ず手続きができない時は、県中地方振
興局県税部までご連絡をお願いします。

問い合わせ先
◆自動車の登録について

問東北運輸局福島運輸支局

問いわき自動車検査登録事務所

☎ 050-5540-2015
☎ 050-5540-2016

◆自動車税種別割について

問県中地方振興局県税部課税第二課

☎ 024-935-1261

広報おのまちは
で配信中

iOS用
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android用

マイ広報紙のQRコード

小野高通信

Report Of Ono High School

校内課題研究発表会が昨年12月11日、本校で行われました。
課題研究とは、３年間の学習で深められた興味・関心に基づいて自ら課題を設定

課題研究発表会

し、その課題の解決を図る学習を通して、問題解決能力や自発的・創造的な学習態
度を身に付け、人間としての在り方生き方を考察することを目標とした授業であり、
課題研究発表会は総合学科における学びの集大成ともいえる重要な行事です。

今年は
「地域貢献」をキーワードとし、３年生全員
がそれぞれ小野町の課題と向き合い、研究に取り組
みました。高校生の立場で地域に役立つ存在となる
ために生徒たちは一生懸命取り組みました。課題研
究で得た経験を生かし、実社会においても有用な人
材として活躍してほしいと思います。
また地域の方々においてはアンケート調査や広報
活動にご協力いただきありがとうございました。

表彰
＜口頭発表＞
最優秀賞

吉田

亜衣

「ヘアドネーションに参加してみませんか？
～あなたの髪を誰かのために～」
優秀賞

鈴木

星

「子供たちの郷土愛を育む絵本作り」
＜展示発表＞
最優秀賞

佐久間大輔

「フードロスの削減～もったいないを知って
もらうために～」
優秀賞

諏訪

翔太

「守ろう大切なその命」
＜文書発表＞
最優秀賞

宗像

伽菜

「小野町の交流人口拡大を目指して～小野町
を学べる観光動画を作成～」
優秀賞

斎藤

光咲

「オリジナル観光MAPで小野町をPR ～地域活
性化のために～」
優秀賞
「Mapping

鈴木
With

南
Pictogram ～小野町に外

国人観光客を～」
※口頭発表部門１人（最優秀賞）、展示発表
部門２人（最優秀賞・優秀賞）は本校代表と
して、福島県総合学科高等学校生徒研究発
表会のVTR審査による発表会に参加しまし
た。
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先月号に引き続き、今月も小野高校の部活動に注目したいと思います。今回は運動部です。小野高校では、
現在９つの運動部が活動しています。部員数の減少に悩まされている部もありますが、一方でアットホーム
な雰囲気で活動している部が多く、在籍している生徒の満足度は非常に高くなっています。実際に、中学校
まで未経験の競技でも手厚い指導と部員同士の絆により立派に成長し、大会で活躍することはもちろん、上
位大会に進出する生徒も在籍しています。今回は、４つの運動部の活動の様子と抱負をご覧ください。
３年生が引退し、テニス部は現在２年生７人で活動して
います。テニスの技量向上にとどまらず、社会に出て役立

テニス部

つ主体性、協調性の向上を意識して日々練習に取り組んで
います。コロナ禍で大会中止が相次ぐ中、唯一行われた大
きな大会である新人戦の男子ダブルスで久保田・舘ペアが
県大会出場を果たしました。来年度は全員が県大会で活躍
できるように、日々努力を重ねたいと思います。

野球部

野球部は部員３人で活動しており、大会には連合
チームで参加しています。少人数での活動となってい
ますが、伝統ある小野高校野球部の先輩たちから引き
継いだすばらしい環境を生かし、存分に野球に打ち込
んでいます。高校に入学してから投手に挑戦する者、
本格的に野球を始め活躍する者など、部員それぞれが
前向きに、ひたむきに野球に向き合える伝統が小野高
校にはあります。

私たち卓球部は、男子17人、女子７人、計
24人で活動してきました。また郡司倫明先
生、平野恵先生、谷津田裕紀先生の指導のも
と、県大会出場を目指して日々の練習に取り

卓球部

組んできました。団体戦では残念な結果に
なってしまいましたが、男子シングルスは１
人が県大会出場することができました。
今後は、県大会出場を現実にするため、基
礎的なことから見直していき「今まで以上に技術面だけではなく、精神面も強くす
る」ことを目標にし、日々の練習を頑張っていきたいと思います。
剣道部は男子２人、女子１人の少人数で練習に励ん

剣道部

君の夢をカタチに！！

福島県立小野高等学校
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でいます。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響
で試合数も激減しましたが、今後開催される大会で少
しでも良い結果を残せるよう頑張りたいと思います。

福島県田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後63
TEL 0247−72−3171 FAX 0247−72−6211
http://www.ono-h.fks.ed.jp

公立小野町地方綜 合 病 院 か ら の お 知 ら せ
今回は、当院の耳鼻咽喉科を担当している非常勤医師

さとういさむ

の佐藤勇医師
（さとう耳鼻咽喉科クリニック）から、花粉
症についてお知らせします。
今年のスギ花粉飛散数は、例年よりやや少ないと
言われていますが、飛散数の少なかった昨年と比べ
ると非常に多いと予測されています。昨年症状の軽
かった花粉症の患者さんも、今年は注意が必要です。
最大の対策は、原因となるスギ花粉に触れないこと
ですが、以下のポイントにも注意しましょう。

これらの対策を行っても症状を完全に抑えるのは
難しいため、花粉が飛び始める前からお薬を飲み始
めると症状が軽く済むと言われており
（初期療法と言

【花粉症対策のポイント】

います）
、2月下旬から飲み始めるのが良いと思われ

①花粉情報に注意する

ます。

②飛散の多い時の外出を控える
③飛散の多い時は窓・戸を閉めておく、洗濯物・布
団を外に干さない
④飛散の多い時は外出時にマスク・メガネを着用する
⑤外出時、毛織物などのコートは避ける
⑥帰宅時、衣服・髪をよく払う、洗顔・うがい・鼻
をかむ

また毎年症状がひどくて困ったという方には、

ぜっか

舌下免疫療法
（舌の下で治療薬を長い間保持すること
で免疫をつけるアレルゲン免疫療法のひとつ。舌の
下に、スギ花粉のエキスを投与するので、簡単に自
宅でできるうえに、注射の痛みもなく、また通院の
負担も少ないというメリットがあります）
をお勧めし
ます。

⑦掃除の励行

詳しくは主治医にご相談ください。

耳鼻咽喉科 (佐藤勇医師)の診療日および受付時間
木曜日

午前８時30分から正午まで、
午後１時から午後４時30分まで
（※第３木曜日は午後休診です。）

１月５日から耳鼻咽喉科 (福島医大・今泉光雅
医師)の診療が始まりました。
火曜日
午後１時から午後３時30分まで
（※第３火曜日は休診です。）
問公立小野町地方綜合病院

☎72-3181

■休日当番医
月

2

3

日

当番医

電話番号

14㊐ まつえ整形外科(田村市船引町)

81-1222

21㊐ さいとう医院(小野町)

72-2500

23㊗ まつざき内科胃腸科クリニック(田村市常葉町) 77-2870
28㊐ 矢吹医院(三春町)

62-3015

７㊐ 都路診療所(田村市都路町)

75-2003

14㊐ 島貫整形外科(小野町)

72-2722

◆休日当番医で受診する場合は必ず事前に電話確
認のうえ受診してください。
◆詳しくは「ふくしま医療情報ネット」の「休日当
番医をさがす」をご覧ください。
http://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/
◆こども救急電話相談
受付時間：午後７時から翌朝午前８時まで
（年中無休）
☎024-521-3790（一般ダイヤル回線）、
＃8000
（短縮ダイヤル）
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■田村地方夜間診療所の当番医
田村地方夜間診療所では、田村地方の医療機関が交替で診療しています。新型コロナウイルス感染症の状況
により、診療を休止する場合がありますので、必ず電話をしてから受診してください。
当番医については下表のとおりです。
【2月】
㊐

㊊

㊋

㊌

㊍

㊎

㊏

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

船引クリニック

石塚医院

白岩医院

22日

23日

24日

25日

26日

清水医院

まつざき内科
胃腸科クリニック

のざわ内科
クリニック

21日/28日

矢吹医院

さとう耳鼻咽喉科 東部台こども
クリニック
クリニック
27日

【3月】
㊐

㊊

㊋

㊌

㊍

㊎

㊏

1日

2日

3日

4日

5日

6日

西山医院

三春病院

清水医院

秋元医院

橋本医院

8日

9日

10日

11日

12日

船引クリニック

のざわ内科
クリニック

遠藤医院

雷クリニック

かとうの内科
クリニック

7日

13日

◆受付時間：午後７時から午後９時30分まで
問田村地方夜間診療所
（田村市船引町船引字源次郎68-2
（福祉の森公園地内）
） ☎81-2233
田村医師会では地域の医療・介護に関して皆さんのご意見・ご質問を募集しています。
問田村医師会事務局(小野町大字小野新町字品ノ木123)

■親子の教室

■健康づくり
月

日

FAX72-6178

行事

時間

場所

月

18㊍ 夜間ヘルスアップ運動教室 19:00～20:30 Ｂ＆Ｇ海洋センター

2

こころの相談室

予約制
14:00～16:00

20㊏ 土曜フィットネス教室 10:00～11:30
25㊍ 夜間ヘルスアップ運動教室 19:00～20:30
26㊎ ヘルスアップ運動教室
27㊏ 土曜フィットネス教室
１㊊ 健康相談日
４㊍

すずらんサークル

６㊏ 土曜フィットネス教室
11㊍

9:00～12:00

2

26㊎

Ｂ＆Ｇ海洋センター

１㊊
２㊋

多目的研修集会施設
Ｂ＆Ｇ海洋センター
役場分庁舎

3

10:00～14:00 多目的研修集会施設

こころの相談室

10:00～11:30
予約制
10:00～12:00

多目的研修集会施設
Ｂ＆Ｇ海洋センター
役場分庁舎

13㊏ 土曜フィットネス教室

11
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10:00～11:30

多目的研修集会施設
Ｂ＆Ｇ海洋センター

場所

受付
10:00～10:15

親子ふれあい教室

要予約

幼児のわくわくタイム 要予約

４㊍ おやこの食育教室

予約制・受付
10:00～10:15

８㊊ ママのリフレッシュ教室

受付
10:00～10:15

12㊎ すくすく発達教室

要予約

子育て
支援課
キッズ
ルーム

■乳幼児健診
月

日

2 24㊌

夜間ヘルスアップ運動教室 19:00～20:30 Ｂ＆Ｇ海洋センター
12㊎ ヘルスアップ運動教室

時間

19㊎ すくすく発達教室
25㊍

夜間ヘルスアップ運動教室 19:00～20:30 Ｂ＆Ｇ海洋センター

５㊎ ヘルスアップ運動教室
3

10:00～11:30

役場分庁舎

行事

16㊋ 育児教室

ヘルスアップ運動教室 10:00～11:30 多目的研修集会施設
19㊎

日

3

行事

時間

場所

受付
13:00～13:15

子育て
支援課
キッズ
ルーム

４カ月児・
10カ月児健診

３㊌ １歳６カ月児健診
５㊎ 3歳児健診

会

町

野

小

と

さ

る

ふ

らは来てくれるな！東京には行かないで！」との会

ふれあい通信
ああコロナよ、コロナ…

見。ふむふむ、さもありなん！
すでにどこへ出ても立派？な高齢者…を十分に
自認・自覚をしているつもりでいたはずの身に
「東
京」
「高齢」の圧力がどっしりとくる。
どこもかしこも「密」なのは分かっている。終わ
りの見えない路頭に立たされた気分で「コロナ」に
まつわるもろもろを恨めしく感じつつも、せめて
わが身が「うつす」側にならないようにと自重の
日々である。
そんな折、小野町から届いた懐かしい味に触れ、
故郷の風の心地よさ、水のおいしさ、多くの笑顔
の温かさなど浮かびくる感傷は今年ならではのも
のなのか…

大谷 ツネ子
（旧姓：宗像）

●東京支部
●浮金出身

先日、友人からの旅の誘いに二つ返事でOKをし、

忘年会・新年会・同級会と、会という会は次々
と中止を余儀なくされ、電話などでの会話も「コロ
ナは大丈夫？」と確認から始まる状況。
新春を迎え、卒業式などの多くの年中行事を控

旅先でのあれやこれを想いつつ、ニヤニヤ、ウキ

える今、せめてクラスターが起こらないようにと

ウキしていたら、なんと目的地の知事が
「東京か

願うばかりである。

地域包括支援センターからのお知らせ

〜いつもまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために〜
第１回小野町介護支援推進会議が昨年12月18日、
多目的研修集会施設で開かれました。
この会議は町内高齢者に関わる介護支援専門員お
よび介護サービス事業所の連携を図り、ケアマネジ
メント体制および高齢者地域ネットワークを強化す
る目的で年に数回行っており、新型コロナウイルス
感染症拡大予防対策の徹底を行い実施しました。
講師である公立小野町地方綜合病院の佐藤浩二患
者サポート室相談員、石原文香外来師長から「地域
ケア病床について」をテーマに、急性期の治療を終

介護支援推進会議の様子

えた患者さんが、安心して在宅療養を受けられるま 用者や家族が安心して必要な介護や医療を受け在宅
での間に必要な医療支援を受けることができる病床 での生活を維持できるか考慮しながら熱心に聞いて
などについて解りやすく説明がありました。
日常業務で高齢者支援を行っている参加者は、利

いる様子が見受けられました。
問小野町地域包括支援センター ☎72-2128
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地 域 お こ し 協 力 隊 活 動 記
「生産組合ペルサルーテ」
での活動

小野町地域おこし協力隊 阿井 伸介

この記事を書いているのが１月５日、昨年12月
をもちまして、私たち阿井家も小野町にお世話にな

なにもかも地域の方々におんぶにだっこで助けら
れてばかりの昨年であったと感じています。（こん

るようになってから１年となりました。私たちは冬
も比較的暖かい静岡県出身ですので、昨年12月会
津大学へ公開講座を受けに向かった時、路面が凍結

な状態のまま任期を終える可能性が高いかもしれま
せんが…）
そんな中、生産組合ペルサルーテが町から産業技

した高速道路などを走るのは人生で初めての経験で
した。地域の皆さんには雪のことや凍結の対策など
はもとより、生活の細部にわたるまで
「なにか困っ

能功績表彰を受け、加えて福島県・福島民友新聞社
主催の「福島県豊かなむらづくり顕彰」の農業生産部
門での表彰を受けることとなりました。

た事はないかい？」と気にかけていただき、大変心
強く思いました。
仕事においても私が業務でお世話になっている黒

私は組合のお手伝いをしていて、たまたまこのタ
イミングに居合わせただけですが、組合の皆さんの
活動や地域への貢献が認められ大変喜ばしかったで

にんにくの生産組合ペルサルーテの皆さんには農業
ど素人の私に根気よく付き合っていただき、「基本
のき」
から教えていただきました。
それでもいただいた種や苗をうまく育てることが
できず、全滅させてしまったこともありました。そ
んな時でも後ろ向きになることがないよう導いてい
ただきました。

す。
微力ではありますが今後もできることからお手伝
いしていこうと思っています。
めっきりと寒くなり新型コロナウイルス感染症だ
けでなく何かと体調を崩しやすい季節がらではあり
ますが、どうか皆さんご自愛ください。

西会津でのイベントの様子

ペルサルーテの皆さんと

国民健康保険からのお知らせ

〜交通事故などで保険証を使用する場合は届け出を〜
交通事故など第三者の行為により傷病が生じた場合でも、国民健康保
険被保険者証(保険証)で治療を受けることができます。この場合の治療
費は、本来、加害者が全額負担（過失割合があればその割合相当）するこ
とになりますが、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、後日加害
者に請求することになります。
保険証を使用する際は、必ず町民生活課にご連絡ください。連絡後は、
速やかに
「第三者行為の傷病届」を提出することが必要です。
なお加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりす
ると、その事故などについては国民健康保険が使えなくなることがあり
ますので、示談の前に必ずご相談ください。
問町民生活課
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☎72-6933

多 重 債 務・ 貸 金 業 に 関 す
る相談窓口
財務省福島財務事務所で
は、返済しきれないほどの借
金を抱え、お悩みの方からの
相談に応じています。借金の
状況をお聞きし、必要に応じ
弁護士・司法書士などの専門

す。

２年間の教育訓練を実施しま

月曜日から金曜日まで

〇受付時間
（祝日、年末年始除く）
介護福祉士養成科

〇募集コース

〇その他
申し込み、選考内容につい
ては、お問い合わせください。
なお新規学卒で未就職の
方、学卒未就職者で卒業後

年以上経過していない方は応
募対象になりません。
問福島県立テクノアカデミー
郡山 教務課委託訓練担当

〒９６３ ８８１６
郡山市上野山５番地
９４３

７９８５

☎ ０２４ ９４４ １６６３
ＦＡＸ ０２４
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午前８時 分から正午まで
〇訓練期間
令和３年４月から令和５年

午後１時から午後４時 分まで

問
（多重債務者相談窓口専用）
３月まで
（２年間）

月 日㊎まで

〇募集期間

は、個人負担となります。

※テキスト代や保険代など

受講料は無料です。

〇受講料

県内の介護福祉士養成施設

〇訓練会場

☎０２４ ５３３ ００６４

「出前講座」
のご案内
財務省福島財務事務所で
は
「おこづかい帳をつけよう」
「 日 本 の 財 政 を 考 え よ う 」「 お
金の知識について～キャッ
シュレス時代のお金の知識
～」「 家 計 管 理 と 資 金 計 画 」な
ど、小学生から高齢者の皆さ
んを対象に出前講座を行って
います。
費用は一切掛かりませんの
で、お気軽にお問い合わせく
問 財務省福島財務事務所総務課

介護福祉士養成科の訓練
生募集について

1

家に引き継ぎを行います。秘
密厳守、相談無料です。お気
軽にご相談ください。
に貸金業を営む、いわゆる
「ヤ

☎０２４ ５３５ ０３０１

ださい。

ミ 金 融 」業 者 に は 十 分 ご 注 意
ください。ご利用されている
貸金業者の登録状況に関する
お問い合わせや不正に利用さ

テクノアカデミー郡山で
は、求職中の方を対象として、
国家資格
「介護福祉士」の取得

−

−

また国や県の登録を受けず

30

と介護福祉業界への正社員就

26

−

−

◆源泉徴収票を紛失したときは
源泉徴収票を紛失した場合には、日本年金機構で
再交付の受け付けをしていますのでねんきんダイヤ
ルへお問い合わせください。なお電話による再交付
の場合には、発送まで２週間程度かかります。お急
ぎの方はお近くの年金事務所までお問い合わせくだ
さい。
再交付の申請には基礎年金番号などが必要となり
ますので年金証書などをご準備ください。

《源泉徴収票の再交付に関する問い合わせ》
ねんきんダイヤル
☎0570‐05‐1165
☎03‐6700‐1165
（050で始まる電話でかける場合）
問郡山年金事務所 ☎024-932-3434
問町民生活課
☎72-6933

◆確定申告の際に必要です
令和２年中に国民年金や厚生年金などの老齢また
は退職を支給事由とする年金を受給された方に支払
われた年金額や源泉徴収された所得税額などをお知
らせする
『令和２年分公的年金等の源泉徴収票』が日
本年金機構から１月中旬に送付されました。
源泉徴収票に記載されている事項は、令和２年中
に支払われた年金の合計額、年金から特別徴収され
た社会保険料の金額
（国民健康保険税、介護保険料お
よび後期高齢者医療保険料）
、源泉徴収税額および所
得控除内容となっています。
源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので
大切に保管してください。

30

−

−

職を目指すことを目的とした

−

れている預貯金口座に関する
相談も受け付けています。
〇相談窓口
福島市松木町

2

財務省福島財務事務所理財課

13

−

−

i nfo rm at i o n
−

2

お 知 ら せ

国民年金コーナー

～令和２年分公的年金等の源泉徴収票について～

❖おくやみ申し上げます❖
氏名
冨

澤

年齢

行政区

90

和名田

トシ子

井

カツ子

93

雁股田

村

上

静

86

飯豊中

雄

月
12

岡

研

二

89

仲

町

佐

藤

栄

一

53

仲

町

平

野

博

88

反

町

子

86

荒

町

守

93

中

通

ヨ

86

平

舘

田
村

上

郡

司

磯

弘
キ
徳

孝

64

雁股田

佐

藤

和

子

93

浮

金

佐

藤

近

子

83

湯

沢

検体数
0

検体名
-

測定結果(Bq/kg)
-

※測定結果の数字はCs134およびCs137の合計値です

■基準値未満または検出限界値以下のもの
月
12

(11月届出分)

亀

町で実施している簡易検査、ゲルマニウム半導体放射能測定
器および非破壊式測定器による検査結果をお知らせします。
【簡易測定器による測定結果】
■基準値を超えたものの内訳

(10月届出分)

荒

食品などの放射能測定結果

検体数
1

検体名
イノシシ肉

※食品以外の検体については、結果に含まれていません

【ゲルマニウム半導体放射能測定器による測定結果】
■基準値を超えたものの内訳
月
12

検体数
-

検体名
-

測定結果(Bq/kg)
-

※測定結果の数字はCs134およびCs137の合計値です

■基準値未満または検出限界値以下のもの
月
12

検体数
4

検体名
井戸水、引き水

※食品以外の検体については、結果に含まれていません

【非破壊式測定器による測定結果】
■基準値を超えたものの内訳
月
12

検体数
-

検体名
-

測定結果(Bq/kg)
-

※測定結果の数字はCs134およびCs137の合計値です

(12月届出分)

■基準値未満または検出限界値以下のもの

※この欄は、届出の際に同意を得た方を記載しています。

月
12

検体数
3

検体名
干し柿、ちぢみほうれん草

※食品以外の検体については、結果に含まれていません

上水道水質検査結果
１月に実施した水道水の水質検査の結果は、次のとおりです。
試験項目

水質基準

試験結果

一般細菌

100CFU/mℓ以下

0CFU/mℓ

大腸菌

検出されないこと

検出せず

塩化物イオン

200mg/ℓ以下

9.9mg/ℓ

有機物(TOC)

3mg/ℓ以下

0.5mg/ℓ

PH値

5.8〜8.6

7.0

味

異常でないこと

異常なし

臭気

異常でないこと

異常なし

色度

５度以下

0.5度未満

濁度

２度以下

0.1度未満

問地域整備課

◎ 納期限 ： ３月１日㊊
固 定 資 産 税 ４期
国民健康保険税 ８期
後期高齢者医療保険料 ７期
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【検査を希望される方へのお願い】

①土やゴミなどの汚れをきれいに洗い流し、すぐに調理できる状態
で持参してください。
②検体は１kgを持参してください。
※量が少ないと正確な数値が出ない場合があります。

問健康福祉課 ☎72-6934
■町の人口・世帯数（ ）内は前月比
令和２年12月１日現在 令和３年１月１日現在

☎ 72-6936

◆ 町税等納期のご案内 ◆

◎食品中の放射性物質(セシウム)の基準値
飲料水…10Bq/kg 牛乳・乳幼児食品 …50Bq/kg
一般食品…100Bq/kg

人口
世帯数

男

4,670人
（

11人）

女

4,802人
（△10人）

4,797人
（△ ５ 人）

計

9,472人
（

9,481人
（

1 人）

3,475世帯
（12世帯）

4,684人
（

14人）
９ 人）

3,498世帯
（23世帯）

※口座振替の方は、納期限の前日までに口座残高の確認をお願いします。
町では口座振替での納付を強く推進しています。
口座振替は、指定の口座から納期限日に自動的に振り替えて納付できる
便利な制度ですので、ぜひご利用ください。なお利用するためには申し
込みが必要です。申し込み方法の詳細については、税務課へお問い合わ
せください。
※固定資産税および国民健康保険税は、コンビニエンスストアでの納付や
スマートフォン決済アプリを利用して納付することができます。
ただし納付書１枚の金額が30万円を超えたり、納期限後30日を経過した
納付書は使用できません。
詳しくは、町公式ウェブサイトをご覧ください。

広報

おのまち

ふ る さ と 文 化 の 館 情 報
㉄ふるさと文化の館

図書館

☎ 72-2120

libra r y

◎読書マラソン完走

2021 年２月号

渡邊いろはさん（小野小１年）が３回目のゴール
（＝300冊読破）を迎え、バッジと記念品が贈られま
した。

No.696

◎使ってみませんか「読書の記録」

編集と発行／小野町役場総務課 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻 92
☎ 0247-72-2111 ㈹ ウェブサイト http://www.town.ono.fukushima.jp

昨年11月から始まった読書通帳
「おのまち読書の
記録」
は、現在220人以上の方にご利用いただいてい
ます。図書館の利用者カードをお持ちの方ならどな
たでも利用できますので、ご自身の読書履歴の管理
にご活用ください。詳しくはカウンターへどうぞ。

渡邊さん

美術館

Mus eu m

◎今後の美術展

２月から３月にかけて美術展を行います。ぜひご覧ください。

【卒園児絵画展

もうすぐ１年生】

【書きぞめ展】

３月に町内の保育園、幼稚園を卒園する子どもた

開催が延期されていた「小野町書きぞめ大会」が２

ちの作品展です。

月28日に行われます。これに参加する児童生徒の

会期・２月27日㊏から３月７日㊐まで

皆さんの作品を展示します。
会期・３月13日㊏から３月21日㊐まで
※なお状況により変更となる場合もあります。

※記事については、常用漢字・人名用漢字で記載しています。

×

新型コロナウイルス感染症対策に
ご協力をお願いします
〜ストップ！コロナ差別〜

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染した方や対策に携
わった方々などに対する偏見や差別、SNSやインターネット上などに
おける誹謗中傷などが全国的に広がっています。
こうしたことが行われると、感染が疑われる症状が出ても、検査の
ための受診、保健所への正確な情報提供をためらってしまうなど、感
染拡大の防止に支障が出る恐れもあります。
新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性があります。正しい情報に基づく落ち着いた
行動をお願いします。
問新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷被害の相談窓口
（平日午前９時から午後５時まで）
この印刷物は、FSC の基準
に従って認証された適切に管
理された森からの木材を含ん
だ用紙で印刷されています。

☎024-521-8647

