Information
お知らせ
６月は「外国人労働者問題啓発月間」

外国人雇用はルールを守って適正に

外国人（特別永住者等を除く）の雇
入れ及び離職の際は、その氏名、在留
資格等をハローワークへ届け出てくだ
さい。
外国人労働者の適正な雇用の推進及び
不法就労の防止に、事業主をはじめ皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
問合せ先 岐阜労働局職業対策課
☎ 058-245-1314
または、最寄りのハローワーク

子育て支援員研修を受講しませんか
県内で、保育や子育て支援の分野で
仕事をしたいと考えている人を対象
に、子育て支援員研修を開催します。
申込方法や日程の詳細などは、岐阜県
ホームページ内「子育て支援員研修」
ページを参照してください。
県ホームページ
https://www.pref.gifu.lg.jp
問合せ先 岐阜県子育て支援課
☎ 058-272-1111

人権擁護委員の日
全国人権擁護委員連合会では、人権
擁護委員法の施行日である６月１日を
「人権擁護委員の日」と定め、全国の
人権擁護委員がこの日を中心として、
その地域の実情に応じた啓発行事等を
実施することにより、人権擁護委員制
度の周知徹底と人権尊重思想の普及高
揚を図ることとしています。
問合せ先 総務課 ☎ 34-1111

原水爆禁止平和行進

全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
令和元年のシートベルトとチャイル
ドシートの着用状況の全国調査結果で
す。全ての座席のシートベルトの着用、
６歳未満のこどもにチャイルドシート
を使用させるのは、道路交通法で規定
された運転者の義務です。運転者は、
同乗者全員が着用したのを確認して、
出発しましょう。
令和元年シートベルト着用率（１１月調査）
一般道
岐阜県 全国
運転者 ９８. ５％ ９８. ８％
助手席 ９７. ２％ ９５. ９％
後部座席 ５３. ３％ ３９. ２％

高速道等
岐阜県 全国
９８. ９％ ９９. ６％
９８. ９％ ９８. ３％
７１. ６％ ７４. １％

令和元年チャイルドシート着用率（６月調査）

電波のルールは必ず守りましょう
６月１日～６月１０日は電波利用環境
保護周知啓発強化期間です
◆電 波の利用には、原則、
免許が必要です。
◆無線機器の使用には「技
適マーク」の確認をしましょう。
◆外国規格の無線機器は国内では使用
できません。
不明な点は下記の所までお問い合わ
せください。
問合せ先 総務省東海総合通信局
不法無線局の相談
☎ 052-971-9107
テレビ等の受信障害の相談
☎ 052-971-9648

岐阜県

８５. ２％ 全国

令和元年（平成 31 年）中の交通死
亡事故におけるシートベルトの非着用
率は 40％！非着用者のうち、約７割
の方がシートベルトを着用していれば
命を落とすことはなかったと思われま
す。
非着用の危険性
●車内で全身を強打する可能性
●車外に放り出される可能性
●前席の人が被害を受ける可能性
岐阜県警察ホームページ ＵＲＬ
http://www.pref.gifu.lg.jp/police/
問合せ先 揖斐警察署
☎ ２３－０１１０

技適マーク

自衛官等募集案内
募集種目
自衛官
候補生
一般曹
候補生

受験資格
受 付 期 間
試 験 期 日
男子 年間を通じて
１８歳以上
受付時にお知らせします。
３３歳未満の者 女子 行っております。
１８歳以上
１次 ９月１８日～２０日のうち 1 日
３３歳未満の者
２次 １０月９日～１４日のうち１日
１８歳以上
７月１日～
１次 ９月２２日
２３歳未満の者
９月１０日
航空
２次 １０月１７日～２２日のうち１日
学生
３次 （海）１１月２０日～１２月１６日のうち５日間
１８歳以上
（空）１１月１４日～１２月１７日のうち５日間
２１歳未満の者

※１
※２

受験資格の年齢は各種目とも令和３年４月１日現在です。
令和３年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和２年９月１８日以降に
行います。
問合せ先 「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２階 ☎ ０５８４－７３－１１５０

６月は「不正改造車排除強化月間」です。
我が国の自動車保有台数は、令和元
年８月末現在で８, ２００万台を超えて
おり、自動車が国民生活に欠かせない
移動手段となっていますが、昨年の交
通事故による死者数は３, ２１５人、負
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７０. ５％

海上 航空

日本本土に原爆が落とされてから
７５年、第五福竜丸が水素爆弾実験に
より放射性落下物（死の灰）を浴びて
から６６年、福島第一原発から９年、
原子力被害は決して過去のものではあ
りません。
役場前で行進の出発式が行われま
す。平和行進に参加ください。
◎日時 ６月１５日（月）午前９時～
１０時１５分
◎場所 役場前→平和堂大野店→揖斐
川町→池田町→神戸町
※一部マイクロバス使用
問合せ先 原水爆禁止平和大行進
揖斐郡・神戸町「平和行進」実行委員
会 安江 ☎ 090-3444-9046

傷者数は４６万人と減少しているもの
の、依然として多くの方が被害に遭わ
れている厳しい状況が続いています。
このような状況の中、暴走行為、過
積載等を目的とした不正改造車につい
ては、安全を脅かし道路交通の秩序を
乱すとともに、排出ガスによる大気汚
染、騒音等の環境悪化の要因となって
いることから、社会的にもその排除が
強く求められています。
皆様も是非、この機会に不正改造の
防止についての理解を深めていただ
き、その排除にご協力ください。
詳 し い 情 報 は こ ち ら か ら「www.
tenken-seibi.com」
問合せ先 不正改造車・迷惑黒煙車情
報提供窓口 ☎ 058-279-3715

※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
向上及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
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
み事
◎相談日 ６月１１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 役場 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 観光企業誘致課
☎ ３４-１１１１

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 ６月１７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 福祉センター
会議室

◎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 ☎ ３４-１１１１

◎相談日 ６月８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 会議室
◎相談員 精神保健福祉士
予約・問合せ先 保健センター
☎ ３４-２３３３

多重債務等相談

心配ごと相談

◎相談内容 多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日 ６月８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 保健センター
相談室
◎相談員 弁護士
予約・問合せ先 保健センター
☎ ３４-２３３３

◎相談日 ６月２日（火）、９日
（火）
、２３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
会議室
◎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）

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

第４火曜日

弁護士（弁護士相談）

予約・問合せ先

局

社会福祉協議会事務

☎ ３４-２１３０

町営住宅入居者募集
【募集（受付）期間】６月１日（月）～１９日（金） 午前８時３０分〜午後５時１５分（土・日・祝日は除く）
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（３ＤＫ）

３DK
専用面積６９．４６㎡

・昨年の１ヶ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
入居資格
（全てに該当すること） ・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする親族
が暴力団員でないこと
住宅使用料（家賃） ３ＤＫ

※

52,000 円

敷

金

家賃の３ヶ月分

備

考

その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴミ集
積場、エレベーター）

所在地
構 造

中之元８７６番地１
中層耐火構造
４階建 １棟ＰＣ造

１ヶ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２ヶ月

◎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。
◎申込方法 建設課備付の入居申込書に記入の上、申込む。
※ゴミ当番もあります
問合せ先

建設課

※申込書類の内容に虚偽が確認された場合には申込みを無効とします

☎ 34-1111
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