くらしの情報
お知らせ

全国健康保険協会（協会けんぽ）
岐阜支部に加入の皆さまへ

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！

令和３年度保険料率 健康保険料率・

毎年、年度末の３月は当支局登
録窓口が大変混雑し、長時間お待

介護保険料率が変更となります
令和３年３月分
（４月納付分）
から
◎健康保険料率
９. ８３％（０. ０９％ 引下げ）

ちいただくことになります。
このため、早めに手続きされま

◎介護保険料率
１. ８０％（０. ０１％ 引上げ）

すようお願いいたします。
なお、自動車の登録等に関する
手続きは、下記にお尋ね下さい。

全国健康保険協会（協

問合せ先

会けんぽ）☎ ０５８－２５５－５１５５
又は、ホームページにてご参照く

問合せ先

〈申請・届出関係〉

ださい。

普通自動車・１２５cc を超える
オートバイ

中部運輸局岐阜運輸

募

支局・登録部門 ☎ 050-5540-2053
※テレホンサービス
（録音による案
内）
は、
２４時間利用可能です
軽自動車
事務所

軽自動車検査協会岐阜

☎ 050-3816-1775

１２５cc 以下のオートバイ
税務課

☎ 34-1111

家畜（牛、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし等）
や家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、
だちょう、
ほろほろ鳥、
七面鳥）を
飼育している皆様へ
法律により２月１日時点での家

集

公務員合同説明会案内
◎日時

３月６日（土）
・４月１０

日（土）午後１時～４時
◎内容

午後１時から各参加団体よ

り順番に説明を実施します。
終了後、
各参加団体ごと分かれて詳細説明や
質疑応答等を実施します。
◎場所

岐阜県大垣市林町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）

畜を飼育している状況（飼育者の

自衛隊大垣地域事務所

氏名、住所、飼育場所、種類、頭

岐阜県庁（説明は３月６日のみ）

羽数など）を県へ報告することが

警察署
（大垣、
海津、
養老、
垂井、
揖斐）

義務付けられています（ペットを

大垣市役所
（説明は４月１０日のみ）

含む）
。報告様式や詳細につきまし

大垣消防組合

ては岐阜県中央家畜保健衛生所

※安 全面を配慮しながら開催しま

ホームページに掲載しています。

すが、状況により延期及び内容

なお、ご不明な点がございまし
たら岐阜県中央家畜保健衛生所へ
お問い合わせください。
問合せ先

所

岐阜県中央家畜保健衛生

☎ ０５８－２０１－０５３０

の変更をする場合があります。
問合せ先

部

「自衛隊岐阜地方協力本

大垣地域事務所」大垣市林町

５－１８光和ビル２階
☎ ０５８４－７３－１１５０

※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。

令和３年度 警察官採用試験案内
試験区分・採用予定人員・採用試験等日程（予定）
試験区分 ＡⅡ（男性）
・ＡⅡ（女性）
採用人数 未定
公示日 ３月１日（月）
受付期間 ３ 月１日（月）から４月８
日（木）
第１次試験 ５月９日（日）岐阜市
第２次試験 ６月上旬から６月中旬
最終合格日 ７月中旬
採用予定日 令和４年４月１日

※今年度から電子申請による申込を受け付
けます。採用試験案内に登載されている
申込書のほか、岐阜県警察公式ホームペー
ジからダウンロードした申込書の使用も
可能ですが、原則電子申請での申込をお
願いします。電子申請については、岐阜
県警察公式ホームページから申込入力画
面へいくことができます。
※申込書の提出について、持参又は郵送（郵
便追跡が可能な特定記録又は簡易書留）
の場合、受付期間中の平日午前８時３０
分から午後５時１５分までの間でお願い
します。電子申請の場合は、受付時間を
問いません。

受験資格・試験の方法
区分 ＡⅡ（男性）
・ＡⅡ（女性）
受験資格
年齢 昭和６１年４月２日以降に生まれ
た者
学歴等 学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。
）を卒業又は令
和４年３月３１日までに卒業
見込みの者
試験方法
第１次試験 教養試験、作文試験
※作 文試験は、第２次試験で評価
する。
第２次試 験 口述試験、集団討論試
験、適性検査、身体検査、体
力検査、身体精密検査

※身体精密検査は、
所定の身体検査書を提出
※体力検査種目（下表の２種目以上で基準
を下回ると不合格となります。
）
（反復横
跳び、立ち幅跳び、上体起こし、腕立て
伏せ、握力、２０ｍシャトルラン、五指
関節、開眼片足立ち）
問合せ先 揖斐警察署 ☎ ２３-０１１０ 又は
最寄の交番、駐在所又は、試験公示日以
降に岐阜県警察公式ホーム
ページをご参照ください。
岐阜県警察公式ホームペー
ジ
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Information
催し・講座
手話奉仕員養成講座（後期編）
のお知らせ
手話は、
「手や身体・表情」で表
し、
「目」で見て理解する言葉です。
基礎編（入門講座）を修了され
た方を対象に、後期編の講座を開
催します。
◎対象者 町内在住または在勤
（１８歳以上）で継続して受講可能
な方※ただし、手話奉仕員養成講
座前期編（入門講座）を受講し受
講証明書を交付された方に限る
◎内容 相手の手話を理解し、特定
の方と手話で日常会話ができるまで
◎費用 受講料は不要ですが、テ
キスト代をご負担ください。
◎講座の日程 ５月１３日（木）
～ １ １ 月 １ １ 日（ 木 ） ま で（ 全
２６回） 木曜日 午後７時から
午後９時まで（１回約２時間の講
習）
◎講義の会場 池田町 ゆうご
う・ほっと館 大会議室
◎定員 ３０人（揖斐川町、池田
町の受講者と一緒に学びます。）
◎申込方法 往復はがきに ①講
座名（手話奉仕員養成講座） ②郵
便番号 ③住所 ④氏名（ふりが
な） ⑤年齢 ⑥電話番号を明記
し、岐阜県聴覚障害者協会へ郵送
してください。４月２６日（月）
必着とします。
【往復はがきの記載方法】（大野花
子さんが受講を希望する場合）
（往信の宛名面）（返信の文面）
〒 ５００－８３８４
岐阜市藪田南 ５－１４－５３
ＯＫＢふれあい福寿会館６階
一般社団法人
※白 紙のまま発送し
岐阜県聴覚障害者協会 御中
ます。

（返信の宛名面）（往信の文面）
〒 ５０１－０５００
大野町大字〇〇番地
大

野

花

子

宛

①大 野町手話奉仕員
養成講座（後期編）
② ５０１－０５００
③揖 斐郡大野町大字
〇〇番地
④大野花子
（おおのはなこ）
⑤〇〇歳
⑥ ０５８５－〇〇－〇〇〇〇

↑受講を希望される方の情報を、
返信の宛名面、往信の文面に記入
します。
問合せ先 福祉課 ☎ ３４－１１１１
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財務専門官採用試験

◎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 役場 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 ☎ ３４-１１１１

財務局では、財務省の総合出先
機関として、財政、国有財産に関
する業務を行い、また、金融庁の
事務委任を受けて、金融等に関す
る業務を行う財務専門官を募集し
ています。
◎受験資格
①平 成３年４月２日〜平成１２年
４月１日生まれの方
②平 成１２年４月２日以降生まれ
で次に掲げる方
・大 学等を卒業した方および令
多重債務等相談
和４年３月までに卒業する見
込みの方
◎相談内容 多重債務・負債・離婚
・人 事院がこれらの方と同等の
等法律相談関係
資格があると認める方
◎相談日 ３月８日（月） 毎月第
◎申込方法 インターネット（人
２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
事院ＨＰ）より申し込んでくださ
◎相談時間 午後１時～３時
い。
（１件あたり２０分）※要予約
◎受付期間 ３月２６日（金）〜
◎相談場所 保健センター 相談室
４月７日（水）
◎相談員 弁護士
◎第１次試験日 ６月６日（日）
予約・問合せ先 保健センター
◎第１次試験合格発表日
☎ ３４-２３３３
６月２９日（火）
◎第２次試験日 ７月５日（月）
心の健康相談
〜７月７日（水）のうち、いずれ
か指定する日
◎相談内容 うつ病・統合失調症・
◎最終合格発表日
人間関係等心の悩み
８月１７日（火）
◎相談日 ３月８日（月） 毎月第
問合せ先 東海財務局総務部人事課
２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
人事係 ☎ ０５２-９５１-２１８５
◎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
◎相談員 精神保健福祉士
予約・問合せ先 保健センター
おおのビジネス相談
☎ ３４-２３３３
◎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
心配ごと相談
み事
◎相談日 ３月１１日（木）
◎相談日 ３月２日（火）、９日（火）
、
◎相談時間 午後１時～５時（１
２３日（火）
件あたり６０分、午後４時最終受付） ◎相談時間 午後１時～３時
※要予約
（心配ごと相談１件あたり３０分、
◎相談場所 役場 町民相談室
弁護士相談１件あたり２０分）
◎相談員 県よろず支援拠点職員
※弁護士相談要予約
◎予約方法 前日までに電話で予
◎相談場所 福祉センター 会議室
約。当日受付不可。
◎相談員
予約・問合せ先 観光企業誘致課
第１火曜日 人権擁護委員、民生児
☎ ３４-１１１１
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）
障がい者巡回相談
第４火曜日 弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先
◎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
社会福祉協議会事務局 ☎ ３４-２１３０
◎相談日 ３月１７日（水）

