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お知らせ

身体障がい者などの自動車税の
減免申請窓口が開設されます

　身体障がい、戦傷病、知的障が
いまたは精神障がいのある人のた
めに使用する一定の要件を満たす
自動車（軽自動車を除く）の自動
車税（種別割）減免申請臨時窓口
が開設されます。
◎日時　３月１日（水）、１５日

（水）午前９時～午後３時３０分
◎場所　揖斐総合庁舎　４階　４
Ｃ会議室（揖斐川町上南方１－１）
◎対象者　
①新規に申請する人
② 現在減免を受けており、自動車

税事務所からの減免案内はがき
で「変更あり」と回答した人

※ 西濃県税事務所、自動車税事務
所および各県税事務所では、随
時申請受付を行います。
問合せ先  
岐阜県西濃県税事務所　
☎ ０5８4-７3-１１１１
岐阜県自動車税事務所　
☎ ０5８-２７９-3７８１

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

　年度末の３月は登録窓口が大変
混雑します。早めに手続きをし、
混雑緩和に協力をお願いします。
　なお、各手続きは、次のとおり
です。
問合せ先  
◎申請・届出関係
普通自動車・１２５cc を超える
オートバイ
中部運輸局岐阜運輸支局　
☎ ０5０-554０-２０53
三輪、四輪の軽自動車
軽自動車検査協会岐阜事務所　
☎ ０5０-3８１6-１７７5
１２５cc以下のオートバイ、トラ
クター等
税務課　☎ 35-536７（直通）
◎税金関係
自動車税（種別割・環境性能割）
岐阜県自動車税事務所　
☎ ０5８-２７９-3７８１
軽自動車税（環境性能割）
軽自動車事務所　☎ ０5８-3９4-０２6８
軽自動車税（種別割）
税務課　☎ 35-536７（直通）

車上狙いに注意！

　郡内において、令和４年１～
１１月末現在で、６件の車上狙い
が発生しています。
　被害の遭ったケースのほとんど
が、車が無施錠状態で駐車されて
おり、車内に置いてあった財布な
どが盗難被害にあっています。
◎被害防止のポイント
・ 車から離れる際は、必ず鍵をか

けましょう。
・ 貴重品を車内に放置しないよう

にしましょう。
・ 不審者等を見かけた場合は、警

察へ（１１０番）通報しましょ
う。
問合せ先  揖斐警察署　☎ ２3-０１１０

催し・講座

いのちの電話　市民公開講演会

◎演題　「 家 族 に つ い て 考 え る　
～カウンセリングの現場から～」
◎講師　信田　さよこ　氏

（公認心理師・臨床心理士）
◎日時　２月１１日（土・祝）
午後２時～４時

（受付：午後１時３０分～）
◎場所　ソフトピアジャパン　１
階　セミナーホール

（大垣市加賀野４丁目１番地７）
◎定員　１００人
◎参加費　無料
※ 事前申込不要。ただし、満席の

場合はお断りする場合がありま
す。

※ 新型コロナウイルスの状況によ
り中止する場合があります。詳
細は、事務局にお問い合わせく
ださい。または、ホームページ

（次の QR コード）をご覧くださ
い。

問合せ先  岐阜いのちの電話　事務
局　☎ ０5８-２７3-53８７

防災行政無線を用いたＪアラート・�
全国一斉情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）（※）から送られてくる国からの緊急情報を確実に皆さん
へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時　２月１５日（水）　午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線の
訓練放送

　町内に設置してある防災行政無線スピーカーや
防災ラジオ、戸別受信機から、次の放送内容が一
斉に放送されます。
【放送内容】チャイム音
＋　�「これは、Ｊアラートのテストです。」
　　（３回くり返し）
＋　「こちらは、広報おおのです。」
＋　チャイム音

（※）　 Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、
国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
町外の地域でも、全国的にさまざまな手段で情報伝達訓練が
行われます。放送内容は変更する場合があります。

 問合せ先  総務課　☎ 35－5364
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第２７回ポリテックビジョン
「ものづくり・人づくりｉｎ東海」

　東海職業能力開発大学校が、も
のづくりの素晴らしさを発見でき
るイベントを開催します。
◎内容　学生の卒業制作の展示実
演や研究発表
◎日時　２月２２日（水）午前
１１時１５分～午後３時３０分、
２３日（木・祝） 午前９時１０分
～午後２時４５分
◎場所　総合町民センター
◎記念講演　

「人と共生する自動運転に向けて」
講師　名古屋大学　鈴木達也教授
◎入場料　無料
問合せ先  東海職業能力開発大学校
☎ 34-36００

郷土の先人展�
「大野町の歴史をひもとく」�

プレ展示会開催

　町文化財保護協会は昭和４９年
に県文化財保護協会大野支部とし
て発足し、令和６年に設立５０周
年を迎えます。
　同協会は、文化財の保護・啓発
に留まらず、貴重な文化財を見出
し、新たな町の歴史を発見するな
ど、数多くの実績もあります。そ
こで、５０周年の活動の成果をま
とめた記念展として「大野町の歴
史をひもとく─三野国大野郡から
揖斐郡大野町へ─」を企画、準備
中です。
　このたび、５０周年記念展のプ
レ展示会として、令和４年度の郷

土の先人展を開催します。
◎内容
１　大野郡の成立
 弥生時代～平安中期（摂関期）
２　戦乱の中世
　　 平安後期（院政期）～関ヶ原の

戦い
３　平穏な村社会
　　江戸幕府成立～明治維新
４　揖斐郡大野町の成立
　　明治維新～現在の大野町成立
◎日時　２月１１日（土）～１９
日（日）　午前９時～午後４時
◎場所　総合町民センター　２階　
展示室
問合せ先  生涯学習課　☎ 35-53７９

令和５年度　会計年度任用職員募集

◎任用期間　４月１日～令和６年３月３１日
◎申込期間　２月１日～１５日（閉庁日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分
◎�申込方法　履歴書（町指定様式）に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、次まで提出してください。

資格が必要な職種については資格証の写し等の添付が必要。
　※「履歴書」様式は、総務課窓口に備付けてあります。（町ホームページよりダウンロード可）
◎選考方法　書類審査および面接（２月下旬～３月上旬）
　※募集内容等は変更になる場合あり。

職種 人数 勤務形態 資格 勤務場所
一般事務補助
（給与・共済手続等事務） 数人 週３～５日

（１日３～６時間・パートタイム） なし 役場庁舎
（総務課）

社会教育指導員
（文化協会事務局等事務） １人 週５日

（１日７. ７５時間・フルタイム） なし

役場庁舎
（生涯学習課）

部活動コーディネーター
（中学校部活動地域移行事
業等事務）

１人 週３日
（１日６時間・パートタイム） なし

事務局員
（中学校部活動地域移行事業
に伴う団体活動支援事務）

１人 週３日
（１日３時間・パートタイム） なし

施設管理員
（運動公園管理事務） １人 週５日

（１日７時間・パートタイム） なし 運動公園

放課後クラブ指導員 数人

週２～４日（シフト制）
（１日４～６時間・パートタイム）
平日：下校時～午後６時３０分
土曜日・夏休み等
：午前８時～午後６時３０分
（夏休み等は午前７時４５分～）

次のいずれかに該当する人　
・保育士または教員資格を有する人
・�児童福祉施設または教育施設
（小・中学校、こども園、幼稚園
等）で勤務経験がある人

町内
小・中学校教科等支援員 数人

週２～５日
（１日２～６. ５時間・パートタイム）
（学校長期休業期間中を除く）

教員等の資格を有する人

特別教育支援員 数人
週２～５日
（１日２～６. ５時間・パートタイム）
（学校長期休業期間中を除く）

教員等の資格を有する人

学校用務員 数人 週５日（１日７時間・パートタイム）
午前７時４５分～午後３時４５分 なし

申込・問合せ先  総務課　☎ 35-5364
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催し・講座

行政書士の日�
記念講演会

◎演題　「あなたがいるから生き
てける」
◎講師　矢野きよ実

（パーソナリティ・書家）
◎日時　２月２２日（水）
午後２時３０分～４時

（開場：午後２時～）
◎場所　岐阜市文化センター　小
劇場（岐阜市金町５丁目７番地２）
◎定員　５００人
◎参加費　無料
◎主催　岐阜県行政書士会
※要事前申込。
申込・問合せ先 　岐阜県行政書士会　
☎ ０5８－２63－65８０

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
みごと
◎相談日　２月９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　２月１５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

心配ごと相談

◎相談日　２月７日（火）、１４日
（火）、２８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

※ 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
向上およ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。

献血の実施報告

　１２月に全血献血を行いましたところ、次のように多数のご協力
をいただきました。ありがとうございました。

１２月２８日（水） 役場 ２９人

公　務　員　合　同　説　明　会　案　内

日　時
３月４日（土）・４月８日（土）
午後１時～４時

場　所
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　４階会議室、大垣駅
北口より徒歩１分）

参加団体
（予定）

自衛隊大垣地域事務所、大垣警察署、大垣消防組合、
岐阜県庁（３月のみ）、大垣市役所（４月のみ）

備　考
各参加団体より順番に説明を実施し、説明終了後、質疑
応答等を実施します。

※いずれも新型コロナウイルス等の状況により変更の場合あり。
問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　
☎ ０5８4－７3－１１5０
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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　２月１３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　２月１３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

防災行政無線をメール・アプリ・LINEで受信できます

　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報アプリです。
発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
　また１月から LINE での配信をはじめました。LINE をメインで受信したい人は登録して
ください。
◎防災行政無線をアプリで受信
　各種町からのお知らせもアプリで受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。

問合せ先  総務課　☎ 35－5364

血圧コントロール教室

　血圧のしくみや生活の中でできる高血圧対策について学ぶ３回１
クールの教室です。
　お気軽に参加してください。（要申込）

日　時
・

内　容

①２月１４日（火）　
　ミニ講座「血圧のしくみと食事の改善ヒント」
②２月２７日（月）　
　ミニ講座「塩分測定と減塩のコツ」
　運動実践
③３月１５日（水）
　まとめ・運動実践
①～③いずれも午後１時３０分～３時３０分

対象者 血圧が高めの人、教室に興味のある人

場　所 保健センター

参加費 無料

申込期限 ２月１０日（金）

持ち物
筆記用具、運動ができる服装と外靴、タオル、
水分補給用の飲み物

※家庭で作った汁物の塩分測定ができます！（希望者）

申込・問合せ先  保健センター　☎ 34-２333


