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お知らせ

令和４年「秋の全国交通安全運動」

◎実施期間　９月２１日（水）～
３０日（金）
◎運動の重点

（１）�子供と高齢者を始めとする歩
行者の安全確保

（２）�夕暮れ時と夜間の歩行者事故
等の防止及び飲酒運転の根絶

（３）�自転車の交通ルール遵守の徹
底

問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

建築物等耐震化促進事業

　地震に対する安全性の向上を図
り、地震に強いまちづくりを進め
るため、建築物等耐震診断を実施
します。
◎木造住宅の耐震診断
　木造住宅の耐震診断を無料で実
施します。
対象となる住宅
　昭和５６年５月３１日以前に着
工された木造の一戸建て住宅
対象者
　対象となる住宅の所有者
受付期間
　１１月４日（金）～（予定件数
になり次第終了）
※申込受付は先着順
申込・問合せ先 �建設課　☎ ３５-５３７６

令和４年就業構造基本調査に�
ご協力を

回答はかんたん便利・安心安全な
インターネットで
　総務省では、１０月１日現在で
就業構造基本調査を実施します。
この調査は、皆さんの就業に関す
る状況について現状を正しく把握
し、安心して働ける社会を実現し
ていくための基礎資料を得ること
を目的としています。
　９月上旬ごろに世帯名簿作成の
ために調査員が対象地域を巡回し

ます。調査をお願いする世帯には、
９月中旬～下旬に、調査員が訪問
し、調査票をお配りします。調査
票へのご回答は、紙の調査票だけ
ではなく、パソコンやスマート
フォン等を使ってインターネット
で回答をすることができますの
で、便利なインターネット回答を
ぜひ活用してください。
問合せ先 �政策財政課　☎ ３５－５３６３

成年後見制度を知っていますか？

　「成年後見制度」とは、判断能力
が不十分な人に代わって、裁判所
から選任された後見人が、不動産
や預貯金などの財産の管理や介護
サービスや施設への入所に関する
契約など、さまざまな日常生活に
おける契約などを行い、その人の
生活や財産に関する権利が守られ
るよう法的に保護・支援する制度
です。
　認知症、知的・精神障がいなど
により判断能力が十分でない人が
安心して暮らせるよう、町では、
成年後見制度の利用を支援し、権
利擁護を促進するため、福祉課内
に「町成年後見支援センター」を
設置しています。成年後見制度や
権利擁護について、相談してくだ
さい。
◎�次のような場合はお気軽に相談
してください

・�一人暮らしの母親が認知症にな
り、訪問販売や悪徳商法の被害
にあっている

・将来のお金の管理が心配
・�福祉サービスの利用や施設入所

をしたいが、自分では契約でき
ない

・�自分が死んだ後、残された障が
いのある子どもの生活が心配

・�成年後見制度について、もっと
詳しく知りたい　　など
問合せ先 �町成年後見支援センター

（福祉課内）　☎ ３５－５３６９

第６回中京都市圏パーソン�
トリップ調査にご協力を

　県では、外出行動における交通
手段の利用状況や外出に関しての
困難度など、皆さんの１日の活動
内容を把握し、今後のまちづくり
等に活用するため、９月～１２月
にかけて交通に関する調査「第６
回中京都市圏パーソントリップ調
査」を実施します。
　調査にあたり無作為に抽出させ
ていただいた世帯を対象として、
案内はがきをお送りしますので、
記載内容に従ってインターネット
上で回答をお願いします。
　また、インターネットを利用で
きない人へは、後日調査票を郵送
させていただきます。
問合せ先 � 中京都市圏パーソント
リップ調査サポートセンター
☎ ０１２０-０５２-１３３

大野フェスタ２０２２＆おおの木育フェア２０２２開催

◎内容　ステージイベントおよびテント出店等
◎日時　１１月５日（土）、６日（日）　午前９時～午後３時
　　　　※小雨決行（おおの木育フェアのみ雨天中止）
◎場所　運動公園、総合町民センター
◎共催　町観光協会、いび川農業協同組合、町
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更する場合あり。
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必ずチェック！最低賃金

令和４年１０月１日から�
時間額９１０円（３０円UP！）
　最低賃金は、年齢に関係なく、
パートや学生アルバイトなどを含
め、県内で働くすべての労働者に
適用されます。
問合せ先 �岐阜労働局賃金室　
☎ ０５８－２４５－８１０４　またはお近くの
労働基準監督署

催し・講座

令和４年度　大野町敬老会�
中止のお知らせについて

　９月１９日（月・祝）の敬老の
日に開催を予定しておりました

「令和４年度　大野町敬老会」につ
きまして、新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点から、中止を
決定いたしました。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

甲種防火管理新規講習

　消防本部では、甲種防火管理者
資格を取得する講習会を開催しま
す。
◎対象者　大野町・揖斐川町在住・
在勤者
◎日時
第１回　１０月１８日（火）、１９
日（水）の午前９時～
第２回　１０月２０日（木）、２１
日（金）の午前９時～
※�２日間の講習を修了された人

に、修了証を交付します。
◎場所　郡消防組合消防本部３階
研修室
◎参加費　４, ０００円（テキスト
代）
◎定員　各回１５人
◎申込期間　９月５日（月）～
３０日（金）（定員になり次第、締切）
※�新型コロナウイルス感染症の拡

大状況により内容を変更する場
合あり。
問合せ先 �郡消防組合消防本部予防
課　☎ ３２－２５５３

県福祉友愛アリーナ・県福祉�
友愛プールからのお知らせ

　県内にお住いの障がいのある人
にスポーツに親しんでいただくた
め「圏域別スポーツ教室」「誘客助
成事業」を実施します。
◎圏域別スポーツ教室　集合場所
から専用バスにより送迎します。
参加無料。
西濃圏域　１１月３日（木／祝）、
３月５日（日）
◎誘客助成事業　借上げバスを活
用して来館される障がい者団体に
費用（バス借上げ料金、有料道路
料金、キャンセル料で、１件につ
き２１９，０００円以内）を助成し
ます。詳しくは、ホームページを
確認してください。
岐阜県福祉友愛アリーナ
https://gpsa.jp/arena/

岐阜県福祉友愛プール
https://gpsa.jp/pool/

問合せ先 �県福祉友愛アリーナ　
☎ ０５８-２３３-７５００

募　集

大野フェスタ２０２２�
展示作品募集

　１１月５日（土）、６日（日）に
開催する大野フェスタ２０２２に
おいて行う作品展示の出展者を募
集します。ぜひ参加してください。
◎申込方法　各公民館、総合町民
センター、生涯学習課に備付けの
申込用紙に必要事項を記入し、申
込む。
◎申込期限　９月１６日（金）　午
後５時（期限厳守）
※�今年度は芸能発表は実施しませ

ん。
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３５－５３７９

エネルギー・リサイクル講座

　地球温暖化防止に関心を持っていただくために開催します。
◎内容　地球温暖化の基礎的な情報から最新情報まで
◎対象者　町内在住者
◎日時　第１部　基礎講座（第１回）
　　　　１０月１４日（金）
　　　　第２部　基礎講座（第２回）
　　　　１１月１８日（金）
　　　　いずれも午前１０時～１１時３０分
　　　　（午前９時３０分受付開始）
◎場所　総合町民センター　大会議室
◎定員　３０人（定員になり次第、締切り）
◎申込方法　環境生活課窓口または電話にて申込む。
◎申込期限　９月１６日（金）
※�新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止する場合あり。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３５－５３７２
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募　集

ウォーキング交流会参加者募集

　大野町楽しく歩こう会およびノ
ルディックウォーククラブとウォー
キング交流会を開催します。気軽
に参加してください。
◎コース　初心者コース：ふがり
の泉ヘルシーコース�２km
中級者コース：森林浴コース（運
動公園～花立峠）�２. ４km
◎日時　１０月１０日（月、スポー
ツの日）午前９時～（受付、開会）
◎集合場所　運動公園　屋外テント
◎参加費　２００円（保険料・飲
料水代含む）
◎申込期限　９月３０日（金）正
午（参加費を添えて申込む）
※�雨天等で開催しない時も、参加

費の返金はできません。
◎主催　おおのスポーツクラブ
※小学生以下は保護者同伴で参加
する。
申込・問合せ先 �生涯学習課　
☎ ３５-５３７９

体力・運動能力調査参加者募集

　スポーツ庁主催の令和４年度体
力・運動能力調査に参加していた
だける人を募集します。自身の体
力・運動能力や体力年齢を知る機
会にもなりますので、ぜひ参加し
てください。
◎調査内容　握力、上体起こし、
長座体前屈、反復横とび、２０ｍ
シャトルラン、立ち幅とび
◎募集対象　２５～３４歳、６０
～６４歳の男女　計２０人程度
◎日時　１０月１５日（土）午後
７時～

◎場所　町民体育館
◎申込方法　各公民館、生涯学習
課に備付けの申込書に必要事項を
記入し、申込む。参加費無料。
◎申込期限　１０月７日（金）当
日申込可
◎持ち物等　運動のできる服装お
よび体育館シューズ、タオル、飲
み物、着替え等
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３５－５３７９

（公社）町シルバー人材センター
会員募集

　公益社団法人町シルバー人材セ
ンターは、定年退職者等の高年齢
者の希望に応じた「臨時的かつ短
期的またはその他の軽易な就業」
を提供するとともに、ボランティ
ア活動をはじめとするさまざまな
社会参加を通じて、高年齢者の健

康で生きがいのある生活の実現と
活力ある地域社会づくりに貢献し
ています。健康で働く意欲のある
会員を募集します。
◎会員になるには
・�町内在住の６０歳以上で、健康

で働く意欲のある人
・�入会説明を受け、シルバー人材

センターを理解していただける人
・�定められた会費（年額１, ５００

円）を納入していただける人
◎入会説明会
期日（毎月第２火曜日）　１０月
１１日、１１月８日、１２月１３
日、１月１０日、２月１４日、３
月１４日
時間　午前１０時～
場所　中央公民館
問合せ先 �公益社団法人町シルバー
人材センター　☎ ３６-１１６６

※�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。

旧北岡田家住宅　秋の公開

　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。その公開を次のとおり行いますので、カエデとド
ウダンの紅葉に彩られる庭園をぜひお楽しみください。
◎一般開放
　期間　�１０月１日（土）～１１月１３日（日）の土・日曜日
　開放範囲　庭園、主屋１階
◎特別公開
　期間　１１月２０日（日）～２２日（火）
　内容　庭園・主屋１階、町文化財保護協会による解説・案内
※�開放・公開時間はいずれも午前１０時～午後４時（入場は午後３

時３０分まで）
※入場無料
◎期間中のイベント
“アンサンブルさくら”演奏会　１０月８日（土）
百年柿�試食会　期日未定
※詳細は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
※�気候や新型コロナウィルス感染症の拡大状況により変更する場合あり。
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３５-５３７９
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相　談

健康相談会

９月は「健康増進普及月間」です
　「健診で数値が高めと言われた
けど、どうしたらいいの？」「どの
ような食事や運動をした方がいい
のかな？」など自分の健康につい
て、この機会に保健師や栄養士と
一緒に考えてみませんか。
◎相談日時　９月２９日（木）午
後　１０月４日（火）午前
※�詳しい時間などは予約の時に相

談してください。
問合せ先 �保健センター　☎３４-２３３３

法律とこころの相談会

◎相談内容　生活苦、解雇、借金、
家族関係、病気などの悩み
◎相談日　９月９日（金）、１６日

（金）、１０月７日（金）、令和５年
３月３日（金）
◎相談時間　午後１時～４時（１
人４５分程度）※要予約
◎相談場所　西濃総合庁舎　２階　
２−１会議室
◎相談員　弁護士、臨床心理士
※相談無料
問合せ先 �西濃保健所　
☎ ０５８４－７３－１１１１

町プレミアム商品券を発行！

　町商工会では昨今のコロナ禍において、町内の小売店等で利用で
きるプレミアム商品券を発行します。

◎プレミアム商品券の概要　販売価格　１０，０００円
（１セット：１，０００円券／枚×１５枚）

◎購入・使用対象者　町内在住者

◎使用できる店舗　食料品スーパー、コンビニ、ドラックストア、
衣料品店、菓子・土産類販売店、金物類店、新聞店、花卉類等販売店、
眼鏡店、時計店、自転車販売店、水道設備、電気設備、電化製品、
建築設備、ガソリン等燃料類などの小売店、理美容店、貸衣装店お
よび飲食店（喫茶店含む）等
　詳しくは、広報８月号と同時に配布したチラシを参照してくださ
い。

◎購入方法　町内の各世帯に１セット購入できる引換券（はがき）
を郵送で配布します。引換券１枚と引換えに１セット１０，０００円
で購入できます。

◎引換期間および引換場所　
町内の金融機関および郵便局
９月５日（月）～１６日（金）の営業時間内
※�大垣西濃信用金庫大野支店、十六銀行大野支店、大垣共立銀行大

野支店、いび川農協（大野支店・揖東支店）、大野郵便局・美濃川
合郵便局

町商工会での引換
９月５日（月）～１８日（日）　平日の午後３時～６時、
　　　　　　　　　　　　　　 土・日曜日の午前９時～午後５時
９月２０日（火）～３０日（金）の午前９時～午後５時
◎利用期間　９月５日（月）～令和５年１月２０日（金）
※次の買い物には使用できません。
・プリペイドカードや商品券など換金性が高いもの。
・�タバコ、不動産や金融商品、風俗営業の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業におい
て提供される役務。

・国税、地方税や使用料など公租公課や公営ギャンブル。
◎事業主体　町商工会

問合せ先 �町商工会　☎ ３２－０６６７
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相　談

ひきこもり等に関する相談会

　ひきこもりは「怠けている」訳
でも「甘えている」訳でもありま
せん。お話をお聞きしていると、
ひきこもっている本人もその状況
に苦しんでみえることが少なくあ
りません。また、家族も、本人に
どう接すればいいのか、悩んでい
らっしゃるのではないでしょう
か。些細なことでもかまいません。
まずは、ひとりで抱え込まず、お
気軽に相談してください。
※�ニートや不登校、発達障がい等

の悩みも相談してください。
◎相談日　９月１４日（水）
◎相談時間　午後１時３０分～３
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　西濃圏域発達障がい支
援センター　相談員
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

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　９月８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　９月２１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

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　９月１２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　９月１２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

心配ごと相談

◎相談日　９月６日（火）、１３日
（火）、２７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

１０月１日から自転車利用のルールが変わります

　令和４年４月１日、自転車の安全運行に関する条例が施行されま
した。これにより、周知期間を経て１０月１日から、自転車保険の
加入が義務化され、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化
されます。

◎自転車損害賠償責任保険の加入義務化
　自転車事故による高額賠償事例があります。自転車損害賠償責任
保険に加入して、安心して自転車を運転しましょう。
◎ヘルメット着用の努力義務化
　ヘルメットを着用していない場合、着用時の約２．７倍致死率が増
加します。ヘルメットを着用して、安全運転に努めましょう。
◎自転車の点検・整備等
　自転車に乗る前に必要な点検・整備を行いましょう。また、両側
面に反射機材を備えるなど交通事故防止に努めましょう。
◎県の自転車安全利用５つの約束
　１　歩道は歩行者優先
　２　交差点では必ず安全確認
　３　暗くなったらライトと反射材
　４　二人乗り・並進の禁止
　５　「ながら運転」の禁止
問合せ先 �揖斐警察署交通課　☎ ２３－０１１０


