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 お  がわ   しゅうと 

土井田　増雄 

淺野　かずゑ 

寺倉　千鶴子 

森島　壽 

岩田　みよ 

矢野　儀一 

加藤　輝夫 

大橋　みち子 

森島　金一 

ごまんど 
　海松新田の南には、「ごまんど」の呼び名で有名な多度神社がありま

す。名前の由来には、度重なる水害に苦しんだ人々が、多度神社（三重

県桑名市多度町）から御分身をお迎えし、一万度のお祓いをしたことに

はじまった説、お祭りにたくさんの万燈をともしたことによる説等諸説

みられます。 

　宝暦治水工事のときには、多度神社に薩摩藩の平田 靱負がお参りし、

工事の無事完成を祈願したと伝えられています。 
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1．防災対策を中心とした安全・安心なまちづくり 
2．地域福祉の一層の充実 
3．多様化する教育ニーズへの対応 

町民一人当たりの予算額は？ 

 

予算規模 

一般会計予算の概要 

一般会計予算額33億円を町民9,674人（平成20年1月1日現在）で分けた金額 

 

　一 般 会 計   

　  国民健康保険事業 

　  後期高齢者医療 

　  老人保健医療 

  

 小　　　　　計  

      水 道 事 業  

 合　　　　　計  

3,300,000 

767,000 

66,500 

143,000 

580,000 

1,556,500 

225,800 

5,082,300

　全体の予算規模は、前年度比5.7％の
減です。 
　一般会計では、防災対策を中心とした「安
全・安心なまちづくり」「地域福祉の一層
の充実」「多様化する教育ニーズへの対応」
などに積極的に予算を配分した結果、
10.4％の増となります。 
　特別会計では、前年度予算比28.4％の
減です。 
　国民健康保険事業特別会計は、老人保
健医療費拠出金が136,488千円の減と
なる一方、後期高齢者支援金が99,940
千円の増となることが主因です。 
　後期高齢者医療特別会計は制度創設に
伴う皆増です。これに伴い、老人保健医療
特別会計は平成20年3月分までの支出と
なるため、大幅減となります。 
　特定環境保全公共下水道事業特別会計
の増は、下水道工事実施設計委託料の増
が主因で4.1％の増です。 
　企業会計では、企業債償還金の減により、
1.0％減となります。 

特
別
会
計 

企業 
会計 

平成20年度 
当　　　初 

 2,990,000 

809,000 

 

808,000 

557,000 

2,174,000 

228,060 

5,392,060

310,000 

△ 42,000 

皆　　増 

△ 665,000 

23,000 

△ 617,500 

△ 2,260 

△ 309,760

10.4 

△ 5.2 

皆　増 

△ 82.3 

4.1 

△ 28.4 

△ 1.0 

△ 5.7

平成19年度 
当　　　初 

 

特定環境保全 
公共下水道事業 
 

区　　　　分  
前 年 度 比  

増 減 額 増 減 率 

単位：千円、％  

自動車取得税交付金  
使用料及び手数料  
財産収入  
地方特例交付金  
利子割交付金  
株式等譲渡所得割交付金  
配当割交付金  
交通安全対策特別交付金  
寄附金  

40,000 
24,939 
6,325 
5,000 
3,200 
2,500 
2,400 
1,500 

2

1.2％ 
0.8％ 
0.2％ 
0.2％ 
0.1％ 
0.1％ 
0.1％ 
0.0％ 
0.0％ 

 

歳入 

その他※ 
8,586万円（2.7％） 

（　）内は構成比 

33億円 

歳入 

 

町税 

 

地方交付税 国県支出金 町債 

歳出 
民生費 

 

分担金及び負担金 その他 

145,903円 66,157円 31,565円 19,361円 
 
14,655円 

 
63,480円 

104,252円 

総務費 

53,298円 

土木費 

 
50,310円 

教育費 

42,980円 

衛生費 

 
25,901円 

農林水産業費 

18,560円 

その他 

45,819円 

予算の三本柱 

町税 
14億1,146万円 
（42.8％） 

 

地方交付税 
6億4,000万円 
（19.4％） 

 

国県支出金 
3億0,536万円 
（9.3％） 

 繰入金 
1億9,600万円 
（5.9％） 
 

町債 
1億8,730万円 
（5.7％） 
 

分担金及び負担金 
1億4,176万円（4.3％） 

諸収入 
8,923万円（2.7％） 
 

地方消費税交付金 
8,600万円（2.6％） 
 

繰越金 
8,000万円（2.4％） 
 

地方譲与税 
7,700万円（2.3％） 
 

区　　分 

単位：千円 

金　額 構成比 

※その他の内訳 
 

2

主要施策 

２．豊かな生活環境を守るまちづくり 

 

　15.0％ 496,336

３．福祉と健康のまちづくり 

 

 

　32.6％ 1,074,239

４．活力ある産業のまちづくり 

 

　3.0％ 97,564

５．生涯学習のまちづくり 

 

　12.5％ 413,509

６．参加と協働のまちづくり 

 

　21.7％ 715,533

１．緑あふれるまちづくり 

 

　15.2％ 502,819

総合計画区分 

 
○土地改良施設維持管理適正化事業（36,600） 
　福束排水機場ポンプの点検・整備をおこないます。 
○県営ほ場整備事業（57,000） 
　農地の区画を拡大し、農用地の利用集積を推進します。 
 
 
○防災行政無線整備事業（52,700） 
　防災行政無線のデジタル化及びＪ－ＡLＥＲＴを導入し、防災通信
体制の整備をＨ２０～２２でおこないます。 

○葬祭費補助金制度の新設（4,000） 
　町外の火葬場を利用した方に対して、火葬料金等の補助をおこな
います。 

 
 
○町内保育園整備事業（47,507） 
　福束保育園の耐震補強工事等を実施します。 
　大薮保育園の耐震補強工事及び保育室増のため事務室を増築す
る等の環境整備をおこないます。 

○予防接種実施事業（11,131） 
　予防接種を集団接種から個別医療機関での接種に変更し、少子
化対策を充実します。 

○福祉医療費助成事業（119,243） 
　乳幼児等の医療費を入院・通院とも中学校修了前まで助成します。 
○児童手当扶助事業（113,750） 
　０～３歳未満の乳幼児：１万円 
　３歳以上小学校修了前まで：第１・２子は５千円、第３子は１万円を
支給します。 

 
 
○地域イベント推進事業（9,139） 
　環境に負荷をかけない躍進する産業の町を町内外に広く紹介す
るため「輪之内ふれあいフェスタ２００８」を開催します。 

 
 
○輪之内中学校校舎暖房用蒸気ボイラー改修工事事業（12,600） 
　中学校の校舎暖房用蒸気ボイラーが老朽化したため改修し、教育
環境を整備します。 

○給食センター設備改修事業（17,082） 
　給食センター食器消毒保管庫の老朽化に伴い保管庫を更新し、
安全・安心な給食の供給をします。 

○加納良造学術文化振興事業（10,000） 
　名誉町民である加納良造氏から寄附を受けたことにより、書架及
び貴重な図書を購入し、生涯学習の充実を図ります。 

 
 
○国際交流事業（4,409） 
　中国、カナダとの相互交流を通じて国際理解と友好を深めます。 
 

歳出 

（　）内は構成比 

33億円 

予備費 
700万円（0.2％） 

議会費 
5,214万円（1.6％） 

総務費 
5億1,560万円 
（15.6％） 

民生費 
10億0,853万円 
（30.6％） 

衛生費 
2億5,056万円 
（7.6％） 

農林水産業費 
1億7,955万円 
（5.4％） 

商工費 
1,529万円（0.5％） 
 

土木費 
4億8,669万円 
（14.7％） 

消防費 
2億0,408万円 
（6.2％） 

教育費 
4億1,579万円 
（12.6％） 

公債費 
1億6,472万円（5.0％） 

（事業費：千円）　（構成比） 

輪之内ふれあいフェスタ2007

三種混合予防接種（保健センター） 

自主防災組織訓練（郡消防連合演習にて） 
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2．地域福祉の一層の充実 
3．多様化する教育ニーズへの対応 

町民一人当たりの予算額は？ 
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一般会計予算の概要 

一般会計予算額33億円を町民9,674人（平成20年1月1日現在）で分けた金額 
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　全体の予算規模は、前年度比5.7％の
減です。 
　一般会計では、防災対策を中心とした「安
全・安心なまちづくり」「地域福祉の一層
の充実」「多様化する教育ニーズへの対応」
などに積極的に予算を配分した結果、
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　特別会計では、前年度予算比28.4％の
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健医療費拠出金が136,488千円の減と
なる一方、後期高齢者支援金が99,940
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　後期高齢者医療特別会計は制度創設に
伴う皆増です。これに伴い、老人保健医療
特別会計は平成20年3月分までの支出と
なるため、大幅減となります。 
　特定環境保全公共下水道事業特別会計
の増は、下水道工事実施設計委託料の増
が主因で4.1％の増です。 
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主要施策 

２．豊かな生活環境を守るまちづくり 

 

　15.0％ 496,336

３．福祉と健康のまちづくり 

 

 

　32.6％ 1,074,239

４．活力ある産業のまちづくり 

 

　3.0％ 97,564

５．生涯学習のまちづくり 

 

　12.5％ 413,509

６．参加と協働のまちづくり 

 

　21.7％ 715,533

１．緑あふれるまちづくり 

 

　15.2％ 502,819

総合計画区分 

 
○土地改良施設維持管理適正化事業（36,600） 
　福束排水機場ポンプの点検・整備をおこないます。 
○県営ほ場整備事業（57,000） 
　農地の区画を拡大し、農用地の利用集積を推進します。 
 
 
○防災行政無線整備事業（52,700） 
　防災行政無線のデジタル化及びＪ－ＡLＥＲＴを導入し、防災通信
体制の整備をＨ２０～２２でおこないます。 

○葬祭費補助金制度の新設（4,000） 
　町外の火葬場を利用した方に対して、火葬料金等の補助をおこな
います。 

 
 
○町内保育園整備事業（47,507） 
　福束保育園の耐震補強工事等を実施します。 
　大薮保育園の耐震補強工事及び保育室増のため事務室を増築す
る等の環境整備をおこないます。 

○予防接種実施事業（11,131） 
　予防接種を集団接種から個別医療機関での接種に変更し、少子
化対策を充実します。 

○福祉医療費助成事業（119,243） 
　乳幼児等の医療費を入院・通院とも中学校修了前まで助成します。 
○児童手当扶助事業（113,750） 
　０～３歳未満の乳幼児：１万円 
　３歳以上小学校修了前まで：第１・２子は５千円、第３子は１万円を
支給します。 

 
 
○地域イベント推進事業（9,139） 
　環境に負荷をかけない躍進する産業の町を町内外に広く紹介す
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　3月2日（日）町文化会館アーリオン
ホールにてスポーツ少年団入退団式が
開催され、団員や育成者、指導者らが
出席しました。 

　吉川 道教教育長、高木 学福束小学
校長の祝辞に続き、昨年優秀な成績を
収めた少年団と個人の表彰、及び団旗
の引継ぎが行われました。 

　式典終了後、輪之内アポロン
スタジアム周回コースにて、駅
伝大会が開催されました。 
　町スポーツ少年団22チームが
参加、1周640ｍのコースを1チ
ーム5人がたすきをつなぎました。 

式典 

被表彰者（敬称略） 
 

結　果 

たすきが次々と中継されました。 

１位 福束野球Ａ ２位 輪扇剣道Ａ ３位 複合スポーツⅠ 

旧キャプテンから新キャプテンへ団旗の引継ぎ 

被表彰者（個人の部） 

第26回町スポーツ少年団マラソン大会（駅伝） 

□団体表彰（5団体） 
　福束バレーボール少年団 
　大藪バレーボール少年団 
　輪扇剣道少年団 
　輪之内柔道少年団 
　複合スポーツ少年団 
□個人表彰（11名） 
　輪之内柔道 　大橋 誠矢、片山 航希、土屋功大 
　輪扇剣道　 　安田 知弘、尾関 聖、加藤 克哉、 
　　　　　 　　岡山 倫也、山内伊緒奈、浅野 真由、 
　　　　　　 　　松 直樹、渡辺 裕斗　 

4

感謝の言葉 

卒業生合唱 

部活動１年の軌跡 

送別の言葉 

うんとこしょ！　大根抜けたぞ!! 
 

あっという間に食べちゃった 

代表 浅野 好輝 君、西脇 沙織 さん 

中学生活最後の「大地讃頌」 

代表 片野 まや さん 

ぼくはおだいりさま　わたしはおひなさま気分 
 

おいしいおでん　ほっぺたがおちそう 
 

貝合わせ　うまく合ったね 
 

おじいちゃんと一緒に型抜き 

仁木保育園　 
2月21日（木） 

福束保育園　 
3月3日（月） 

大藪保育園　 
3月6日（木） 

卒業生89名が旅立ちのときを迎えました。 

おでんパーティ ひなまつり会 おやつ作り 
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ま ち の 話 題 

ま ち の 話 題 

 

全国への切符を獲得 

木野町長から激励を受ける 
森島千夏さん（写真中央）小夏さん（写真右） 

　2月24日（日）、中日西濃駅伝競走大会（岐阜
陸上競技協会、大垣市、海津市、輪之内町、中日新
聞社主催）が開催され、輪之内町内を含む全7区間（一
般Ａ・高校の部、一般Ｂは6区間）のコースを全
89チームが駆け抜けました。 
　輪之内体協チームは今回で16年連続出場を果たし、
開会式では小塚康司選手が選手宣誓を務めました。 

監　督　　松井　繁章 
選　手　　1区　高橋 慎治　2区　小塚 康司 
　　　　　3区　山内 清一　4区　小澤 伸司 
　　　　　5区　西脇 忠信　6区　大澤 将士 
補　欠　　菱田 督治　松井 繁章 
順　位　　一般Ｂの部　55チーム中44位 
タイム　　2時間43分56秒 

田口福寿杯第29回中日西濃駅伝に 
輪之内町体協チームが16年連続出場 

松井繁章監督（前列左から二人目）率いる　輪之内体協チーム 

開会式で選手宣誓する 
小塚 康司選手 
 

輪之内町役場西をスタート、 
１区の高橋 慎治選手 

　3月3日（月）、地域福祉計画策定委員会がまとめた『輪
之内町ささえあいプラン(H20～24)』の報告書を木野
町長に提出しました。 
　同プランは、地域福祉を推進するために町の「地域福
祉計画」と町社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を
一体化して作成したもので、町の委嘱を受けた委員会が
計画に盛り込む内容を検討してきました。 

　加藤委員長は、計画の基本理念の実現に向け、着実に
推進されるよう木野町長に要望されました。 
　プランの概要版は今月号の折り込みをご覧ください。
プランの全文は町ホームページに掲載しています。 

もっとぬくもりのあるささえあいのまちをめざして 
「輪之内町ささえあいプラン」完成 
 

加藤委員長（右）より報告書を提出 

　2月9日（土）、関市総合体育館にて
第39回全国高校バレーボール選抜優勝
大会県大会の最終日が行われ、森島千
夏さん、小夏さん姉妹（下大榑新田）が所属する岐
阜総合学園高等学校が、悲願の初優勝を決め、3月
20日（木・祝）から始まる春高バレーに県代表と
して出場する権利を得ました。 
　二人は2月25日（月）に来庁し結果を報告、木
野町長から「高い目標を持って一歩一歩前進して
ほしい」と激励を受けました。 

輪之内体協チーム出場メンバーと結果（敬称略） 
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ま ち の 話 題 

ま ち の 話 題 

ま ち の 話 題 ま ち の 話 題 

結　果（敬称略） 

　2月24日（日）、町文化会館リトルホールにお
いて、グラウンドワーク輪之内（森島 徹也代表）
主催の講演会が開催され、80人が参加しました。 
　講師に海津歴史民俗資料館特別指導員の瀬古 尹
宏氏を迎え、「輪中よもやま話」をテーマに、水害
や水防共同体、水神信仰など輪中に関わるいろいろ
な話を語ってくださいました。 

「輪中よもやま話」 

　第24回西濃地区少年剣道大会が2月10日（日）、大
垣市武道館で行われました。  
　団体戦は、小学生高学年、低学年の2部門に55団体、
個人戦は、小中学生の学年、9部門に計約750人が出場。
トーナメントで優勝を争い、団体戦高学年の部で、輪扇
剣道少年団が優勝をおさめました。  
　又、個人の部では、敢闘賞2人と健闘しました。 

輪扇剣道少年団、団体戦で優勝 

講師の瀬古 尹宏氏 

　3月3日（月）、大垣水都ライオンズクラブ（会長 
川合 昭一）より、町内3小学校に入学する児童を対
象に、交通安全標語入りかきかた鉛筆2本組100セ
ットの寄贈を受けました。ありがとうございます。 

かきかた鉛筆の寄贈 

川合 昭一会長より目録の贈呈を受ける　吉川 道教教育長 

　2月25日（月）、岐阜市の未来会館にて、明るい
選挙岐阜県中央研修会が実施されました。その中で
選挙功労者の表彰が行われ、町選挙管理委員会委員
の安藤 喜光さん（松内）が、参議院議員通常選挙の
執行における功績により、県選挙管理委員会から表
彰を受けました。 
　安藤委員は、平成7年に町選挙管理委員会委員に就
任してから12年にわたり職務に精励され、平成19
年執行の参議院議員通常選挙においては、期日前投
票所の投票管理者を務めるなど、選挙の厳格な管理
執行に寄与されました。 

町選挙管理委員会委員の安藤さんが 
県選挙管理委員会表彰を受ける 
 

受賞者の 
安藤 喜光さん 
 

大健闘の輪扇剣道少年団 

□個人の部 
　6年の部　 
　　敢闘賞　　松　直樹  
　4年の部　 
　　敢闘賞　渡辺　裕斗 

□団体の部　　 
　優勝メンバー 
　　浅野　佑介  
　　　松　直樹  
　　尾関　　聖  
　　安田　知弘  
　　加藤　克哉  
　　吉安　　伸　 
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　輪之内町では、大榑川の汚れを監視するため、毎年1回水質検査を行っています。今年度は、平成20年1月28
日に実施しましたので、昨年度の水質検査（平成19年1月22日に実施）の結果と比較して公表します。　　　　
　生活排水対策として町では、公共下水道の整備を進めています。下水道が使えるようになりましたら早めに接
続していただくようお願いします。また、下水道の整備にかかわらず、使用済みの油や食器についた油分などは
拭き取ったり、調理くずを排水に流さないようにお願いします。 
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河川の生活環境の 
保全に関する基準値 
 

採取場所 
①　中江川　　輪之内体育センター東 
②　東江川　　御羽黒橋 
③　大榑川　　上大榑橋 
④　　〃　　　西須賀橋 
⑤　　〃　　　下大榑 
⑥　　〃　　　県道安八・平田線 
⑦　中西江川　海松新田（三軒屋） 
⑧　西江川　　海松新田（海松中） 
⑨　大榑川　　松内（本郷） 
⑩　　〃　　　松内（柿内） 
⑪　排水路　　楡俣新田（松下） 
⑫　中江川　　仁木保育園北 
⑬　大榑川　　（株）エフピコ東 

●pH（水素イオン濃度） 
　　水の酸性、アルカリ性の度合いを示すもので、pH7.0を中性、
それより数値が小さければ酸性、大きければアルカリ性という。 

●BOD（生物化学的酸素要求量） 
　　有機物による川の汚れを示す指標で、微生物が水温20℃で5
日間に水中の有機物を分解するために消費される酸素量をいう。
微生物は、汚濁物質（有機物）を酸化、分解するとき酸素を必
要とし、汚濁物質が多いほど必要とする酸素量は多くなる。 

●COD（化学的酸素要求量） 
　　川の汚れを示す指標。酸化剤を使って水に溶けている汚れ（化学的
に酸素と結びつくもの）の量を示す。BODとはほぼ相関関係にある。 

●SS（浮遊物質量） 
　　水に溶けないで浮遊している物質の量 
●DO（溶存酸素量） 
　　水に溶けている酸素の量。数値が大きいほど酸素が多く、水
がきれい。 

●大腸菌群数 
　　水中の大腸菌の数。大腸菌群は、普通人畜の腸管内に生息し
ているので、これが水中に存在している多くの場合、人畜のふ
ん便でその水が汚染されていることを意味する。大腸菌数を直
接数えることは困難であるため、MPN（最確数）法という方法
を用いて確率的に最もあり得る数値を算出し、MPNとして表す。 

項　目 

採取場所 

◆用語の説明◆ 

※大榑川の基準値は、C 類型の基準を適用しました。 

H20H19H20H19 H20H19 H20H19 H20H19 H20H19

大腸菌群数MPN/100ml 

－ 

 

DOmg/L 

5mg/L以上 

CODmg/L 

－ 

 

BODmg/L 

5mg/L以下 

 

pH 

6.5以上8.5以下 

 

SSmg/L 

50mg/L以下 

 

輪之内町役場 
　でんわ　69-3111 
　 F A X 　69-3119

海津市 海津市 
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人権コーナー 

問　住民課　@69-3111（内線148） 

問　住民課　@69-3111（内線148） 

レジ袋の辞退率　マックスバリュ輪之内店 
メガマート輪之内店では80％以上 

平成20年4月1日より 
町外で葬儀を行われる場合に葬祭費補助金をお支払いします。 

受講者等の募集 

　輪之内町では、町民の方々が安心できる生活を
見守ることに努力しています。 
　日常に起きる問題について、住民課において相
談を聞き、必要に応じて法務局や人権擁護委員と
連絡をとり問題解決にあたっています。特設相談
日を以下の予定で開設しておりますのでご利用下
さい。 

　地球温暖化の防止とごみの減量化のために、平成
20年1月11日からマックスバリュ輪之内店及び商
工会加盟の15店舗でレジ袋の無償配布が中止され、
2月11日からメガマート輪之内店でもレジ袋の無償
配布が中止されました。 
　1月11日からスタートしたマックスバリュ輪之内
店ではスタートから1ヶ月間のレジ袋の辞退率は
81.7％、商工会加盟の15店舗では61％でしたが、
日を追うごとにマイバックの持参やレジ袋を辞退す
る方は増加し、3月10日から3月16日の1週間では、
マックスバリュ輪之内店が86.0％、メガマート輪
之内店が85.3％と辞退率が向上し、レジ袋の有料
化がレジ袋削減に効果的であったことが明らかにな
りました。 
　町民の皆様のご協力に感謝しますとともに、今後
ともマイバックの持参を継続して頂くようお願いい
たします。 

【補助制度創設の経緯】 
　近年の社会情勢の変化や住宅様式の変化に伴い、町外の斎
場を利用されるケースが増加してきました。町外の施設を利
用する場合は、火葬料金など葬儀の経費が嵩みます。このた
め、町では、町外のセレモニーホールや火葬場を利用して葬
儀を行われる方の財政的負担を軽減するために補助金制度を
創設しました。 
【補助の対象者】 
　生前に輪之内町に住所を有していた故人（施設に入所する
ために輪之内町から転出した故人も含む。）の葬儀を町外の
施設を利用して営む者で輪之内町に住所を有する者 
【補助の対象経費】 
①火葬料金　町外火葬場を使用した場合に当該火葬場を設
置する市町村に居住する住民が支払う使用料と喪主が支
払った額との差額 

②遺体の搬送費　故人の遺体を自宅若しくは病院等からセ
レモニーホール又は火葬場に搬送するために営業車を使
用した場合に支払った料金 

【補助金の限度額】 
　①火葬料金の限度額　　 45，000円 
　②遺体の搬送費の限度額 30，000円　　 
【手続き・問い合わせ先】 
　印鑑と領収書を持参して申請して下さい。 

　脳トレ－ニング教室 
　　怠けた脳をピシッとしめる！知のめぐりをよくして脳の
　若返りをしよう。 
　＜対象者＞65才以上で、脳をトレーニングしたい方 
　＜期間＞毎週1回（前半5月～7月、後半9月～12月） 
　＜時間＞9：30～11：30 
　＜場所＞老人福祉センター 
　＜費用＞月額1，000円 
　＜定員＞30名　定員に成り次第、締め切ります。 
 
　脳トレーニング教室・ボランティアスタッフ募集します！ 
　同時に、上記の教室を実施するにあたり、学習サポーター
　をしてくださる方を募集します。 
　＜応募資格＞20才から59才までの町民の方で、ボランティ
　　　　　　　アをしてみたいと思われる方。 
　＜内容＞学習者の方への助言や指導をして頂きます。 
　　　　（研修あり） 
　＜謝礼＞1日1，000円 
 
　いきいき体操教室 
　ふだん使わない筋肉をうごかす！からだをすっきり軽くしよう。 
　＜対象者＞65才以上で、軽い筋肉トレーニングをしたい方 
　＜期間＞月2回、6回コース（5月～7月） 
　＜時間＞9：30～11：30 
　＜場所＞老人福祉センター 
　＜費用＞1，000円 
　＜定員＞40名　定員に成り次第、締め切ります。 

住民課 

地域包括支援センター 

平成20年度　特設人権相談開設日 

場所　　町民センター1階和室 

20年5月8日（木） 

6月2日（月） 

7月18日（金） 

10月20日（月） 

12月5日（金） 

21年3月19日（木） 

 

午後1時～3時まで 

午前9時30分 
　～11時30分まで 

午後1時～3時まで 

午前9時30分 
　～11時30分まで 

午後1時～3時まで 

午前9時30分 
　～11時30分まで 
 

日　程 
 

時　間 備　考 

人権擁護委員の日 
 
 

法務局合同相談日 
 
人権週間 

海津市 

　申込先　老人クラブ連合会事務局　　　@69-2816 
　　　　　地域包括支援センター　　　　@68-2766 
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　輪之内町では、大榑川の汚れを監視するため、毎年1回水質検査を行っています。今年度は、平成20年1月28
日に実施しましたので、昨年度の水質検査（平成19年1月22日に実施）の結果と比較して公表します。　　　　
　生活排水対策として町では、公共下水道の整備を進めています。下水道が使えるようになりましたら早めに接
続していただくようお願いします。また、下水道の整備にかかわらず、使用済みの油や食器についた油分などは
拭き取ったり、調理くずを排水に流さないようにお願いします。 
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河川の生活環境の 
保全に関する基準値 
 

採取場所 
①　中江川　　輪之内体育センター東 
②　東江川　　御羽黒橋 
③　大榑川　　上大榑橋 
④　　〃　　　西須賀橋 
⑤　　〃　　　下大榑 
⑥　　〃　　　県道安八・平田線 
⑦　中西江川　海松新田（三軒屋） 
⑧　西江川　　海松新田（海松中） 
⑨　大榑川　　松内（本郷） 
⑩　　〃　　　松内（柿内） 
⑪　排水路　　楡俣新田（松下） 
⑫　中江川　　仁木保育園北 
⑬　大榑川　　（株）エフピコ東 

●pH（水素イオン濃度） 
　　水の酸性、アルカリ性の度合いを示すもので、pH7.0を中性、
それより数値が小さければ酸性、大きければアルカリ性という。 

●BOD（生物化学的酸素要求量） 
　　有機物による川の汚れを示す指標で、微生物が水温20℃で5
日間に水中の有機物を分解するために消費される酸素量をいう。
微生物は、汚濁物質（有機物）を酸化、分解するとき酸素を必
要とし、汚濁物質が多いほど必要とする酸素量は多くなる。 

●COD（化学的酸素要求量） 
　　川の汚れを示す指標。酸化剤を使って水に溶けている汚れ（化学的
に酸素と結びつくもの）の量を示す。BODとはほぼ相関関係にある。 

●SS（浮遊物質量） 
　　水に溶けないで浮遊している物質の量 
●DO（溶存酸素量） 
　　水に溶けている酸素の量。数値が大きいほど酸素が多く、水
がきれい。 

●大腸菌群数 
　　水中の大腸菌の数。大腸菌群は、普通人畜の腸管内に生息し
ているので、これが水中に存在している多くの場合、人畜のふ
ん便でその水が汚染されていることを意味する。大腸菌数を直
接数えることは困難であるため、MPN（最確数）法という方法
を用いて確率的に最もあり得る数値を算出し、MPNとして表す。 

項　目 

採取場所 

◆用語の説明◆ 

※大榑川の基準値は、C 類型の基準を適用しました。 

H20H19H20H19 H20H19 H20H19 H20H19 H20H19

大腸菌群数MPN/100ml 

－ 

 

DOmg/L 

5mg/L以上 

CODmg/L 

－ 

 

BODmg/L 

5mg/L以下 

 

pH 

6.5以上8.5以下 

 

SSmg/L 

50mg/L以下 
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人権コーナー 

問　住民課　@69-3111（内線148） 

問　住民課　@69-3111（内線148） 

レジ袋の辞退率　マックスバリュ輪之内店 
メガマート輪之内店では80％以上 

平成20年4月1日より 
町外で葬儀を行われる場合に葬祭費補助金をお支払いします。 

受講者等の募集 

　輪之内町では、町民の方々が安心できる生活を
見守ることに努力しています。 
　日常に起きる問題について、住民課において相
談を聞き、必要に応じて法務局や人権擁護委員と
連絡をとり問題解決にあたっています。特設相談
日を以下の予定で開設しておりますのでご利用下
さい。 

　地球温暖化の防止とごみの減量化のために、平成
20年1月11日からマックスバリュ輪之内店及び商
工会加盟の15店舗でレジ袋の無償配布が中止され、
2月11日からメガマート輪之内店でもレジ袋の無償
配布が中止されました。 
　1月11日からスタートしたマックスバリュ輪之内
店ではスタートから1ヶ月間のレジ袋の辞退率は
81.7％、商工会加盟の15店舗では61％でしたが、
日を追うごとにマイバックの持参やレジ袋を辞退す
る方は増加し、3月10日から3月16日の1週間では、
マックスバリュ輪之内店が86.0％、メガマート輪
之内店が85.3％と辞退率が向上し、レジ袋の有料
化がレジ袋削減に効果的であったことが明らかにな
りました。 
　町民の皆様のご協力に感謝しますとともに、今後
ともマイバックの持参を継続して頂くようお願いい
たします。 

【補助制度創設の経緯】 
　近年の社会情勢の変化や住宅様式の変化に伴い、町外の斎
場を利用されるケースが増加してきました。町外の施設を利
用する場合は、火葬料金など葬儀の経費が嵩みます。このた
め、町では、町外のセレモニーホールや火葬場を利用して葬
儀を行われる方の財政的負担を軽減するために補助金制度を
創設しました。 
【補助の対象者】 
　生前に輪之内町に住所を有していた故人（施設に入所する
ために輪之内町から転出した故人も含む。）の葬儀を町外の
施設を利用して営む者で輪之内町に住所を有する者 
【補助の対象経費】 
①火葬料金　町外火葬場を使用した場合に当該火葬場を設
置する市町村に居住する住民が支払う使用料と喪主が支
払った額との差額 

②遺体の搬送費　故人の遺体を自宅若しくは病院等からセ
レモニーホール又は火葬場に搬送するために営業車を使
用した場合に支払った料金 

【補助金の限度額】 
　①火葬料金の限度額　　 45，000円 
　②遺体の搬送費の限度額 30，000円　　 
【手続き・問い合わせ先】 
　印鑑と領収書を持参して申請して下さい。 

　脳トレ－ニング教室 
　　怠けた脳をピシッとしめる！知のめぐりをよくして脳の
　若返りをしよう。 
　＜対象者＞65才以上で、脳をトレーニングしたい方 
　＜期間＞毎週1回（前半5月～7月、後半9月～12月） 
　＜時間＞9：30～11：30 
　＜場所＞老人福祉センター 
　＜費用＞月額1，000円 
　＜定員＞30名　定員に成り次第、締め切ります。 
 
　脳トレーニング教室・ボランティアスタッフ募集します！ 
　同時に、上記の教室を実施するにあたり、学習サポーター
　をしてくださる方を募集します。 
　＜応募資格＞20才から59才までの町民の方で、ボランティ
　　　　　　　アをしてみたいと思われる方。 
　＜内容＞学習者の方への助言や指導をして頂きます。 
　　　　（研修あり） 
　＜謝礼＞1日1，000円 
 
　いきいき体操教室 
　ふだん使わない筋肉をうごかす！からだをすっきり軽くしよう。 
　＜対象者＞65才以上で、軽い筋肉トレーニングをしたい方 
　＜期間＞月2回、6回コース（5月～7月） 
　＜時間＞9：30～11：30 
　＜場所＞老人福祉センター 
　＜費用＞1，000円 
　＜定員＞40名　定員に成り次第、締め切ります。 

住民課 

地域包括支援センター 

平成20年度　特設人権相談開設日 

場所　　町民センター1階和室 

20年5月8日（木） 

6月2日（月） 

7月18日（金） 

10月20日（月） 

12月5日（金） 

21年3月19日（木） 

 

午後1時～3時まで 

午前9時30分 
　～11時30分まで 

午後1時～3時まで 

午前9時30分 
　～11時30分まで 

午後1時～3時まで 

午前9時30分 
　～11時30分まで 
 

日　程 
 

時　間 備　考 

人権擁護委員の日 
 
 

法務局合同相談日 
 
人権週間 

海津市 

　申込先　老人クラブ連合会事務局　　　@69-2816 
　　　　　地域包括支援センター　　　　@68-2766 
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交通事故発生状況 

★輪之内町　　　　　　　　　　　増減 
　人身事故件数　    　8件（       8件） 　0 
　死　者　数　    　0人（       1人）－  1 
　負 傷 者 数　  14人（       9人）＋  5 
　 
★大垣警察署管内　　　　　　　　増減 
　人身事故件数   216件（   264件）－48 
　死　者　数　     4人（       2人）＋  2 
　負 傷 者 数   289人（   372人）－83

平成20年3月2日現在（昨年同日） 

問　輪之内交番　@ 0584－69－2002

　消防法が改正され、一般の住宅にも火災警報器の設
置が義務付けられることになりました。平成18年6月
1日以降に新築された住宅、また、既存の住宅につい
ては、平成23年6月1日からはすべての住宅が対象と
なります。（平成23年5月31日までの設置が義務と
なります。） 
　このことに便乗した悪質な訪問販売による被害の発
生が危惧されており全国各地から被害やトラブルが報
告されています。 
 
どのような手口に注意すればいいのか？ 
＊　消防職員・役場職員のような服装、あるいは「消
防署の方から来ました。」と言って訪問する。 

○　消防署や役場の職員が住宅用火災警報器を販売
することはありません。また、特定の業者に斡旋や
販売の依頼をすることはありません。 

○　高齢者、特に一人暮らしの方が狙われやすいです。 
○　2人以上で訪問販売しています。 
○　消防署、役場の依頼を受けて設置に来たと言った
りします。 

＊　「すべての住宅の部屋につけなければいけない。」
とか「今すぐに設置しなければ違反となる。」等と
言って強引に販売する。 
○　設置しなければ、すぐに法令違反になることはあ
りません。また、設置する所は、寝室など一部に限ら
れます。 
○　設置しないと違反になるといって、強引に家の中

へ上がりこむ。 
○　法律で設置が義務になったので、早急に取り付け
なければいけないと迫る。 

＊　商談を強引に進める。あるいは「この地域だけ（こ
の期間だけ、あなただけ）特別に安く販売します。」
などと言う。 
○　実際には高く売りつけられる場合がほとんどです。
粗悪品を買わされてしまうことも考えられますので、
即断しないのが賢明です。 

○　他の販売店から見積りを取るなどし、市場価格を
調べてからでも遅くはありません。 
○　住宅用火災警報器には様々な種類や形式の物が
あります。値段だけでなく品質や性能、使い勝手な
どについてもよく検討してから購入することをお勧
めします。 

問  大垣消防ホームページ 
　　http://www.ogaki-shoubou.or.jp 
火災予防及び普通救命講習に関するご相談は、 
大垣消防組合中消防署南分署まで @0584－89－2022

　事故の衝撃により、想像以上の力で前席シート、天井、ドア
等に叩きつけられ、自らが大きな被害を受けます。例えば、
体重60kgの人が時速40kmで衝突すると、なんと約1．8ｔの
重量が自分に加わることになります。 

 
　場合によっては、衝突の衝撃により車のガラスを突き破り、
車外に放り出されてしまう可能性もあります。車外に放出さ
れると、硬いアスファルトに身体を強打したり、後続車両に
轢かれてしまう危険性もあります。 

 
　衝突の衝撃で後部座席が前方に飛び出すことにより、前席乗
員をシートとエアバックの間で押し潰し、圧死させる危険性
があります。前席乗員の頭部の重傷確率も格段に高くなります。 

車に乗ったら、前も後も、まずシートベルト!!
　改正道路交通法により、後部座席のシートベルト着用が義務化されます
（平成20年6月19日までに施行）。 

2月15日（金）交通安全街頭指導が実施 
されました。 

1． 自分自身が大きな被害 
 

2． 車外放出の危険も 

3． 前席同乗者への加害 
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　平成20年4月より新たに創設された後期高齢者医療制度における後期高齢者医療保険料及び国
民健康保険制度における国民健康保険料については、原則として平成20年4月支払分の公的年金
（国民年金・厚生年金保険・各種共済組合等が支給する老齢または退職・障害・遺族年金等の受
給者で65歳以上の方に限ります。）から、現行の介護保険料と併せて、新たに特別徴収を開始す
ることとなりました。 

（１）特別徴収対象者 

①後期高齢者 
　後期高齢者医療制度の被保険者（75歳以上の
方または65歳以上75歳未満の寝たきり等、一
定の障害の状態にある方。）のうち年額１８万円以
上の年金の受給者。 
　ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料
の合算額が年金受給の2分の1を超える場合は、
後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象外とな
り、介護保険料のみを特別徴収します。 
 
②国民健康保険（平成20年10月から特別徴収が始まります） 
　世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳

以上75歳未満の世帯の世帯主（※擬制世帯主を
除く。）であって年額18万円以上の年金の受給者。 
　ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算
額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民
健康保険料は特別徴収の対象外となり、介護保
険料のみを特別徴収します。 
　なお、国民健康保険組合の組合員の方は対象
外となります。 
※擬制世帯主 
　世帯主自身は会社等の健康保険（政府管掌健
康保険）に加入しているが、世帯員の中で国民健
康保険の加入者がいる場合、その世帯を擬制世
帯といい、その世帯主を擬制世帯主という。 

【事例1】中部電力（株）名古屋支店から 
　2月4日、愛知県額田郡幸田町の方より、「中部
電力と名乗る男が『地上波デジタルの関係で』と
訪問し、部屋に上がり込みテレビ周辺を調査した後、
『お金を支払えばテレビと電話が無料になる』と
言い、工事代金37万6千円を請求してきた。不審
に思ったが、手元にあった18万円を支払った。男
は、『1時間後に領収証を持参する』と言ってその
場を立ち去った」と言う問い合わせが中部電力株
式会社にあり、詐欺事件であることが判明した。 
【事例2】中部電力（株）岡崎支店から 
　2月8日、「中部電力と名乗る男が『地上波デジ
タルの案内チラシを3回郵送したが、届いているか』
と訪問し、『工事をしないとテレビが見られなく
なる』と部屋に上がり込みテレビ周辺を調査した後、
工事代金20万円を請求してきたので、手元にあっ
た18万9千円を支払った。男は、『30～40分後
に領収証を持参する』と言ってその場を立ち去った」

と言う問い合わせが中部電力にあり、詐欺事件で
あることが判明した。 
※中部電力では地上波デジタルテレビ放送の受信
に関する工事の勧誘を行っている事実はない。 
【アドバイス】 
①地上波デジタルテレビの受信に関して、疑わし
い工事の勧誘を受けた場合や身に覚えのない工
事代金の請求を受けた場合には、すぐに支払わ
ない。 
②・東海総合通信局 
　　（052‐971‐9198) 
　・地上波デジタル放送受信相談センター 
　　（0570‐07‐0101） 
　・近くの警察 
　・県民消費生活センター 
　　（058‐277‐1003) 
　　へご相談ください。 
 

後期高齢者医療制度〈健康保険・船員保険〉 
　75歳以上の方または65～74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を
受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。 
　この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。 
　また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるた
め、新たに国民健康保険等に加入することとなります。 問  大垣社会保険事務所　 @0584－78－5166
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交通事故発生状況 

★輪之内町　　　　　　　　　　　増減 
　人身事故件数　    　8件（       8件） 　0 
　死　者　数　    　0人（       1人）－  1 
　負 傷 者 数　  14人（       9人）＋  5 
　 
★大垣警察署管内　　　　　　　　増減 
　人身事故件数   216件（   264件）－48 
　死　者　数　     4人（       2人）＋  2 
　負 傷 者 数   289人（   372人）－83

平成20年3月2日現在（昨年同日） 

問　輪之内交番　@ 0584－69－2002

　消防法が改正され、一般の住宅にも火災警報器の設
置が義務付けられることになりました。平成18年6月
1日以降に新築された住宅、また、既存の住宅につい
ては、平成23年6月1日からはすべての住宅が対象と
なります。（平成23年5月31日までの設置が義務と
なります。） 
　このことに便乗した悪質な訪問販売による被害の発
生が危惧されており全国各地から被害やトラブルが報
告されています。 
 
どのような手口に注意すればいいのか？ 
＊　消防職員・役場職員のような服装、あるいは「消
防署の方から来ました。」と言って訪問する。 

○　消防署や役場の職員が住宅用火災警報器を販売
することはありません。また、特定の業者に斡旋や
販売の依頼をすることはありません。 

○　高齢者、特に一人暮らしの方が狙われやすいです。 
○　2人以上で訪問販売しています。 
○　消防署、役場の依頼を受けて設置に来たと言った
りします。 

＊　「すべての住宅の部屋につけなければいけない。」
とか「今すぐに設置しなければ違反となる。」等と
言って強引に販売する。 
○　設置しなければ、すぐに法令違反になることはあ
りません。また、設置する所は、寝室など一部に限ら
れます。 
○　設置しないと違反になるといって、強引に家の中

へ上がりこむ。 
○　法律で設置が義務になったので、早急に取り付け
なければいけないと迫る。 

＊　商談を強引に進める。あるいは「この地域だけ（こ
の期間だけ、あなただけ）特別に安く販売します。」
などと言う。 

○　実際には高く売りつけられる場合がほとんどです。
粗悪品を買わされてしまうことも考えられますので、
即断しないのが賢明です。 

○　他の販売店から見積りを取るなどし、市場価格を
調べてからでも遅くはありません。 
○　住宅用火災警報器には様々な種類や形式の物が
あります。値段だけでなく品質や性能、使い勝手な
どについてもよく検討してから購入することをお勧
めします。 

問  大垣消防ホームページ 
　　http://www.ogaki-shoubou.or.jp 
火災予防及び普通救命講習に関するご相談は、 
大垣消防組合中消防署南分署まで @0584－89－2022

　事故の衝撃により、想像以上の力で前席シート、天井、ドア
等に叩きつけられ、自らが大きな被害を受けます。例えば、
体重60kgの人が時速40kmで衝突すると、なんと約1．8ｔの
重量が自分に加わることになります。 

 
　場合によっては、衝突の衝撃により車のガラスを突き破り、
車外に放り出されてしまう可能性もあります。車外に放出さ
れると、硬いアスファルトに身体を強打したり、後続車両に
轢かれてしまう危険性もあります。 

 
　衝突の衝撃で後部座席が前方に飛び出すことにより、前席乗
員をシートとエアバックの間で押し潰し、圧死させる危険性
があります。前席乗員の頭部の重傷確率も格段に高くなります。 

車に乗ったら、前も後も、まずシートベルト!!
　改正道路交通法により、後部座席のシートベルト着用が義務化されます
（平成20年6月19日までに施行）。 

2月15日（金）交通安全街頭指導が実施 
されました。 

1． 自分自身が大きな被害 
 

2． 車外放出の危険も 

3． 前席同乗者への加害 
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　平成20年4月より新たに創設された後期高齢者医療制度における後期高齢者医療保険料及び国
民健康保険制度における国民健康保険料については、原則として平成20年4月支払分の公的年金
（国民年金・厚生年金保険・各種共済組合等が支給する老齢または退職・障害・遺族年金等の受
給者で65歳以上の方に限ります。）から、現行の介護保険料と併せて、新たに特別徴収を開始す
ることとなりました。 

（１）特別徴収対象者 

①後期高齢者 
　後期高齢者医療制度の被保険者（75歳以上の
方または65歳以上75歳未満の寝たきり等、一
定の障害の状態にある方。）のうち年額１８万円以
上の年金の受給者。 
　ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料
の合算額が年金受給の2分の1を超える場合は、
後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象外とな
り、介護保険料のみを特別徴収します。 
 
②国民健康保険（平成20年10月から特別徴収が始まります） 
　世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳

以上75歳未満の世帯の世帯主（※擬制世帯主を
除く。）であって年額18万円以上の年金の受給者。 
　ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算
額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民
健康保険料は特別徴収の対象外となり、介護保
険料のみを特別徴収します。 
　なお、国民健康保険組合の組合員の方は対象
外となります。 
※擬制世帯主 
　世帯主自身は会社等の健康保険（政府管掌健
康保険）に加入しているが、世帯員の中で国民健
康保険の加入者がいる場合、その世帯を擬制世
帯といい、その世帯主を擬制世帯主という。 

【事例1】中部電力（株）名古屋支店から 
　2月4日、愛知県額田郡幸田町の方より、「中部
電力と名乗る男が『地上波デジタルの関係で』と
訪問し、部屋に上がり込みテレビ周辺を調査した後、
『お金を支払えばテレビと電話が無料になる』と
言い、工事代金37万6千円を請求してきた。不審
に思ったが、手元にあった18万円を支払った。男
は、『1時間後に領収証を持参する』と言ってその
場を立ち去った」と言う問い合わせが中部電力株
式会社にあり、詐欺事件であることが判明した。 
【事例2】中部電力（株）岡崎支店から 
　2月8日、「中部電力と名乗る男が『地上波デジ
タルの案内チラシを3回郵送したが、届いているか』
と訪問し、『工事をしないとテレビが見られなく
なる』と部屋に上がり込みテレビ周辺を調査した後、
工事代金20万円を請求してきたので、手元にあっ
た18万9千円を支払った。男は、『30～40分後
に領収証を持参する』と言ってその場を立ち去った」

と言う問い合わせが中部電力にあり、詐欺事件で
あることが判明した。 
※中部電力では地上波デジタルテレビ放送の受信
に関する工事の勧誘を行っている事実はない。 
【アドバイス】 
①地上波デジタルテレビの受信に関して、疑わし
い工事の勧誘を受けた場合や身に覚えのない工
事代金の請求を受けた場合には、すぐに支払わ
ない。 
②・東海総合通信局 
　　（052‐971‐9198) 
　・地上波デジタル放送受信相談センター 
　　（0570‐07‐0101） 
　・近くの警察 
　・県民消費生活センター 
　　（058‐277‐1003) 
　　へご相談ください。 
 

後期高齢者医療制度〈健康保険・船員保険〉 
　75歳以上の方または65～74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を
受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。 
　この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。 
　また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるた
め、新たに国民健康保険等に加入することとなります。 問  大垣社会保険事務所　 @0584－78－5166
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問　住民課　@69-3111（内線145） 

輪之内町農業委員会 

小作料の改定について 

守ろう！確かめよう！この最低賃金 

平成20年5月1日から、 
住民基本台帳法の一部を改正する法律及び戸籍法の 
一部を改正する法律が施行されます 

65歳以上の（要支援・要介護認定を受けていない）方へ 
生活機能評価票（基本チェックリスト）について 

　輪之内町農業委員会は平成20年3月6日に会議を

開催し、今後3年間の小作料の額の標準(目安)となる

べき金額を、次のとおり定めました。 

・再ほ場整備済の田　1反あたり 5,000円 

・その他の田　　　　1反あたり 4,000円 

　小作料は、3年に一度見直すことができることにな

っており、近況の米価及び生産費用等の動向を考慮

して改定しました。 

　岐阜県で適用される「最低賃金」は、次のようになって
います。最低賃金は常用、臨時、パート、アルバイトなど、
すべての労働者に適用されます。 

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等 
縦覧帳簿の縦覧を行います 

縦覧期間　4月1日（火）～4月30日（水）　 

　　　　   ※土・日・祝祭日を除く 

縦覧場所　役場税務課 

縦覧できる方　固定資産税の納付者またはその代理人 

縦覧に必要なもの 

・運転免許証等の身分証明書 

・代理人による縦覧の場合は委任状 

 （法人の場合は委任状に代表者印を押印） 

　縦覧期間中に資産を確認していただき、価格など不

明な点について異議申し立てや問い合わせができます。 

「運転免許証」「写真付き住民基本台帳カード」 

　などの本人確認書類の提示をお願いします。 

　以下の手続きの際には、戸籍窓口へ来庁された方

について、本人確認をさせていただきます。 
●対象となる証明 
　住民票謄（抄）本、住民票記載事項証明書、戸籍の
附票、戸籍謄（抄）本、除籍謄（抄）本、身分証明書、
戸籍記載事項証明書、戸籍届出受理証明書、戸籍
届出証明書 
●対象となる戸籍の届出 
　結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、転籍 

問　税務課　@69-3111（内線124） 

問　安八郡広域連合　　　　　　  　　@63-2050 
　輪之内町地域包括支援センター　　@68-2766 
 

問　岐阜労働局賃金室　　　@058-245-8104 
   または最寄りの労働基準監督署まで 
 

税務課 

住民課 

介護予防への参加 

  

陶磁器・同関連
製品、耐火物製
造業 
  
紡績業 
　 
電気機械器具、
情報通信機械器具、
電子部品・デバ
イス製造業  
自動車・同附属
品製造業  
航空機・同附属
品製造業 

最低賃金額 産業別最低賃金 効力発生日 
 日額 

　5,708円 
時間額 
　　714円 
 時間額 
　　700円 
 
 時間額 
　　758円 
 
時間額 
　　796円 
 時間額 
　　849円 
 

平成10年12月25日 
 
 

平成19年12月17日 

平成19年12月17日 
 
 

平成19年12月17日 
 
 平成19年12月17日 
 
 
 
 

 

 

 

最低賃金額 
 
 

地域別最低賃金 効力発生日 
 

時間額 
　　685円 
 

平成19年10月19日 岐阜県最低賃金 

 

生活機能評価の実施 
 
 

【生活機能チェック】 
基本チェックリスト 
 

生活機能の低下あり 

（特定高齢者の候補者） 

 

【生活機能検査】　※健診実施機関にて 
［検査等］ 
問診/既往歴、現病歴　等 
計測/身長、体重、BMI、血圧 
診察/口腔内所見、関節所見、嚥下テスト等 
血液検査（血清アルブミン検査、貧血検査） 
心電図検査 
 生活機能の低下なし 

 
生活機能の向上が必要 
 
 

健康づくりなどへの参加 
 

　65歳以上で、現在、要支援・要介護認定を受けていな
い方全員に、安八郡広域連合から、生活機能評価票（基本
チェックリスト）が4月上旬に郵送されます。チェックを
されたら、必ず返送してください。 
※　生活機能とは、体や、精神の働きだけでなく、日常生
活動作や家事、職業能力や、家庭や社会での役割なども
含みます。 
　年とともにあらわれる「老化」はある程度仕方がないこ
と。しかし、そのまま放っておけば、からだは弱るばかり
です。定期的に健診を受け、生活機能で衰えているところ
を早めに知り、介護予防にいかしましょう。 
　そのために、まずは「基本チェックリスト」で自己チェ
ックしましょう。 
◎生活機能評価の流れ 
1.「基本チェックリスト」で生活機能チェックが行われます。 
2.生活機能チェックの結果、生活機能の低下がある方（特
定高齢者の候補者）は生活機能検査を受けます。 
3.医師の判定により生活機能の向上が必要な方は介護予防
などの事業へ参加します。 
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森島冨美枝 西松　清子 牧野　順三 棚橋　靖夫 棚橋　邦子 

田中　百合 小林冨美子 児玉　　子 片野　雅夫 佐々木道子 
 

四郷　中道東　上ノ切 
　　　新　開　中ノ切 
　　　大　棚　川　並 
 

中郷新田  道上 
　　　　 福　　束 袴代 
　　　　 下沼 

 
 
 今回開始の公示をさせて頂きました
地域のご家庭・事業所等におかれまし
ては、速やかに下水道への接続工事(水
洗化工事)を実施して頂きますようお
願い致します。 
　また、一次認可区域の皆様におき
ましては、今年で供用開始5年目とな
ります。 
　説明会等で供用開始後3年を目途
に接続して頂くようお願いしてまいり
ましたとおり、ご理解とご協力を賜り、
下水道施設を有効利用して頂きます
ようお願い致します。 
 
 

  ※下水道の接続工事については、輪之内町排水設備工事指定業者に直接依頼して下さい。 

供用開始から5年目の地域 

供用開始から4年目の地域 

供用開始から3年目の地域 

供用開始から2年目の地域 

今年度から供用開始する地域 

下水道アラカルト 
第 25 回 

問　建設課 

　平成20年4月1日より次の地域(各
地域の一部)において、下水道の使用が
可能になりましたのでお知らせします。 
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13



でんわ　69-4500 
F A X 　69-4592

青少年育成町民会議総会 

　2月17日（日）、海津市3小学校体育館及び平田体育

館において、第7回植生杯西濃小学校バレーボール新

人戦大会が行われました。 

　45チームが4ブロックに分かれて対戦した結果、大

藪バレーボール少年団がⅠブロックで3位入賞を果た

しました。 

体育協会所属団体の紹介 

表彰を受けられた方々 

　3月7日(金)町文化会館リトルホールにて青少年育成町民会議総会が開催されました。 
　町民憲章を唱和後、顕著な活躍のあった青少年(団体)ならびに青少年の健全育成に長年尽力された方々を表彰しました。 
●被表彰者（敬称略） 
　【団体】福束小学校児童会、輪之内中学校生徒会、同2年生、同1年生、福束新田区子ども会 
　【個人】岐阜総合学園高校・・・森島千夏(1年)　森島小夏(1年) 
　　　　 輪之内中・・・安田有希(3年)　伊藤　真(2年)　松岡芹佳(2年) 
　　　　 福束小・・・・・伊藤真希(5年) 
　　　　 仁木小・・・・・大橋誠矢(6年)　土屋有美(6年)　牧谷太我(4年) 
　【育成者】鈴木宏之　西松　孝　中島正俊　堀田君代　松岡文夫　中野雄治 
　表彰のあと、輪之内中学校の代表が、中学校生徒会の活動や、総合学習で学習
したことを発表しました。中学で行われている活動を知るよい機会になりました。 生徒会で取り組んだ「輪中人権宣言」

について話す代表の浅野好輝さん 
 

好成績を収めた大藪バレーボール少年団 一般男子の部として出場した森島弘師さん（写真右）と佐
藤健二さん（写真左） 

大藪バレーボール少年団新人戦で健闘 
 

　ソフトテニス協会は、各種大会への出場を中心に活
動しています。 
　所属メンバー　3人 
　平成19年度では、9月9日に開催の第1回岐阜県民
スポーツ大会において、安八郡チームの一員として3
名（佐伯篤憲、森島弘師、佐藤健二）が出場。一般男子
の部2位、成壮年の部3位の成績に貢献しました。 

ソフトテニス協会 
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仁木小学校 
でんわ69-2613

福束小学校 
でんわ69-2014

輪之内中学校 
でんわ69-3115

大藪小学校 
でんわ69-2029

「バイキング給食」2月21日 

新しい生徒会役員に期待 

保育園の皆さん、 
ようこそ！ 

　家族学級ー授業参観・凧あげ大会・吹奏楽演奏会は天気に
も恵まれ、どの活動も盛況に終えることができました。また、
同時に家庭教育学級「個人情報について」の研修会と親子共
同作品「カレンダー作り」が1年生で行われました。 
  さらにこの日に、学校評議員会を行い、授業を始めとし、全て
の活動の参観後、教育活動についてご意見・評価などをいた
だきました。 
　以下で、児童の感想等を通して取り組みの様子を紹介します。 
①凧あげ大会○「凧作りでは、長さを測ったり、左右対称に作ると
ころが大変でした。」「ちゃんととぶかわからなかったけど、最後
は高くとんだのでよかったです。でも、途中で回転しながら落ち
てたこがばらばらになったので少しかなしかった。」  
『たこあげて　くるくるまわって　ついらくだ』 
○「苦労したことは、あしをつける作業です。だいたいできてい
てあと、あしをつけるだけだったので意外と簡単だった。最初は
あがらなかったけど、中ばんからあがりました。少ししたら用水路
に落ちてしまい、終わりました。」 
『凧あがり　少し喜び　すぐ落ちる』 
②吹奏楽演奏会（お礼の言葉） 
「どの曲もとてもすばらしく、感動しました。特に、「千の風に
なって」ではみんなが知って
いる曲で、歌詞を思い浮かべ
ながら聴きました。「それゆけ、
レンジャー」では演出も工夫
されていてみんな楽しんで聴
いていました。また、来年もぜ
ひ福束小に来て演奏してくだ
さい。・・・」 

「6年生を送る会」2月29日 

一緒にすごろく楽しいな 

親子凧あげ大会 

　 

　仁木小学校への入学を一月後に控えた2月29日、保育園
児を仁木小学校へ迎えて、交流会をもちました。生活科の学
習です。 
　まずはじめに、1年生の子らが「こいぬのマーチ」を歌い
ました。みんな「みのり発表会」の時のように自信あふれる
歌声でした。続いて、楽しい勉強です。はじめは国語の勉強
です。横線や縦線、ギザギザ線をなぞる学習を1年生の子ら
が先生役をする中で行いました。「ゆっくりやるんやよ。」「こっ
ちからやるんだよ。」と声をかける子、うまくできるか鉛筆の
先を見守る子と1年生の成長を感じるひとときでした。その
後、算数のすごろくも行いました。じゃんけんをしてさいころ

を転がします。数を数
えて進みます。手作り
のプレゼントもしました。 
　こうした学習を通して、
1年生は不安の中で、
希望に燃えていた1年
前を振り返り、今の自
分たちの成長に気づく
のです。そして、2年生
になる自覚を高めてい

きます。園児の皆さん、元気で入学してくるのを待っていま
すよ。 

 

　卒業する6年生を対象にバイ
キング給食を行いました。炊き
込みご飯、ミートスパゲティ、
クロワッサン、てりやきチキン
などごちそうでした。選択の自
由の中で、お互いに相手を思い
やり、楽しくいただきました。 

「防災訓練」2月25日 
　大垣警察署のスクールサポー
ター、安藤さんを講師に防犯訓
練を行いました。不審者が2年
生の窓側から侵入したという想
定で、担任が机でバリケードを
作り、子供たちをすぐに廊下に
逃がします。職員が「さすまた」を手に不審者を取り囲み
ます。体育館に逃げた児童には安藤さんから不審者に捕ま
れた場合の対処の仕方を教えていただきました。 

　12班に分かれた縦割りのわ
かたけ班で「6年生を送る会」
をしました。ゲームをしたり
プレゼントを渡したりして楽
しく過ごしました。最後に6年
生が一人一人、在校生に送る
話をしました。 

　輪之内中学校は「美しさ、勢い、感動がみなぎる学校」をめざし
ています。昨年度はその中でも特に「美しさ」にこだわって取り組
んできました。前期は「目にみえる美しさ」を、後期は「内面の美
しさ」を追求してきました。その結果、「合唱」や「黙働掃除」など、
全校生徒が「伝統にしたい」といえるものが増えてきました。さて、
新年度の生徒会執行部や委員会委員長も決まりました。彼らの新
しい取り組みに期待しています。以下に新生徒会執行部の皆さん
の抱負を紹介します。 
　生徒会長　　　片野　まやさん（新３年） 
「生徒会が創り上げる輪中」を目指して、様々な面から活動を行い、
生徒全員で輪中を盛りあげていきたい。伝統をさらに輝かせ、新
しい伝統を創りあげたい。 
　生徒会副会長　篠田　智穂さん（新３年） 
公約にもあげたように、「誇れる伝統を持つ輪中」にしたい。輪中
の顔である校歌を胸を張って歌えるようにするために日々尽力し
たい。 
　執行委員　　　鈴木　隼人さん（新３年） 
輪中の伝統である「合唱」をさらに向上させたい。そして、みんな
が伝統を誇れるように、いろいろなキャンペーン活動を行ってい
きたい。 
　執行委員　　　浅野　雄也さん（新３年） 
生徒全員が協力しよりよい輪中にするために、生徒会の一員とし
てリーダーシップがとれるように努力したい。また、みんなの期待
に応えられるよう努力したい。 
　執行委員　　　木村　智貴さん（新２年） 
公約は勿論、公約以外のキャンペーンも積極的に行いたい。また、
伝統が決まったので、そのキャンペーン活動も行い、誇りの持て
る輪中を創りたい。 
　執行委員　　　辻井　俊貴さん（新２年） 
執行部になり、自分の公約でもある「あいさつ」と「服装」の向上
を実現したい。そのために、一意専心で自分の受け持った仕事に
全力で取り組みたい。 

1月27日　家族学級 
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でんわ　69-4500 
F A X 　69-4592

青少年育成町民会議総会 

　2月17日（日）、海津市3小学校体育館及び平田体育

館において、第7回植生杯西濃小学校バレーボール新

人戦大会が行われました。 

　45チームが4ブロックに分かれて対戦した結果、大

藪バレーボール少年団がⅠブロックで3位入賞を果た

しました。 

体育協会所属団体の紹介 

表彰を受けられた方々 

　3月7日(金)町文化会館リトルホールにて青少年育成町民会議総会が開催されました。 
　町民憲章を唱和後、顕著な活躍のあった青少年(団体)ならびに青少年の健全育成に長年尽力された方々を表彰しました。 
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　【団体】福束小学校児童会、輪之内中学校生徒会、同2年生、同1年生、福束新田区子ども会 
　【個人】岐阜総合学園高校・・・森島千夏(1年)　森島小夏(1年) 
　　　　 輪之内中・・・安田有希(3年)　伊藤　真(2年)　松岡芹佳(2年) 
　　　　 福束小・・・・・伊藤真希(5年) 
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　表彰のあと、輪之内中学校の代表が、中学校生徒会の活動や、総合学習で学習
したことを発表しました。中学で行われている活動を知るよい機会になりました。 生徒会で取り組んだ「輪中人権宣言」

について話す代表の浅野好輝さん 
 

好成績を収めた大藪バレーボール少年団 一般男子の部として出場した森島弘師さん（写真右）と佐
藤健二さん（写真左） 

大藪バレーボール少年団新人戦で健闘 
 

　ソフトテニス協会は、各種大会への出場を中心に活
動しています。 
　所属メンバー　3人 
　平成19年度では、9月9日に開催の第1回岐阜県民
スポーツ大会において、安八郡チームの一員として3
名（佐伯篤憲、森島弘師、佐藤健二）が出場。一般男子
の部2位、成壮年の部3位の成績に貢献しました。 

ソフトテニス協会 
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の抱負を紹介します。 
　生徒会長　　　片野　まやさん（新３年） 
「生徒会が創り上げる輪中」を目指して、様々な面から活動を行い、
生徒全員で輪中を盛りあげていきたい。伝統をさらに輝かせ、新
しい伝統を創りあげたい。 
　生徒会副会長　篠田　智穂さん（新３年） 
公約にもあげたように、「誇れる伝統を持つ輪中」にしたい。輪中
の顔である校歌を胸を張って歌えるようにするために日々尽力し
たい。 
　執行委員　　　鈴木　隼人さん（新３年） 
輪中の伝統である「合唱」をさらに向上させたい。そして、みんな
が伝統を誇れるように、いろいろなキャンペーン活動を行ってい
きたい。 
　執行委員　　　浅野　雄也さん（新３年） 
生徒全員が協力しよりよい輪中にするために、生徒会の一員とし
てリーダーシップがとれるように努力したい。また、みんなの期待
に応えられるよう努力したい。 
　執行委員　　　木村　智貴さん（新２年） 
公約は勿論、公約以外のキャンペーンも積極的に行いたい。また、
伝統が決まったので、そのキャンペーン活動も行い、誇りの持て
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執行部になり、自分の公約でもある「あいさつ」と「服装」の向上
を実現したい。そのために、一意専心で自分の受け持った仕事に
全力で取り組みたい。 
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新着図書 

でんわ　69-4500 
 F A X 　69-4592

開館時間　9：00～17：00

大藪保育園　69-3029 
福束保育園　69-3723 
仁木保育園　69-3757

でんわ 

一般書 

　ライオンのバムの願いは、かわいら
しいハムスターになること。そんなバ
ムに、かんたんせんせいは3つの方法
を教えてくれます。さぁて、どうやって
変身するのかな？ 

　カッコ悪いのはいやだ。意味のない

死なんて、馬鹿げてる。毎日が戦争、友

達が死んだ。1945年、その夏の一瞬。

「人間兵器」となった17歳の潜水特攻

兵の眼から描く、戦争青春小説です。 

・群青に沈め　　　　 
　　熊谷　達也  著 
　　角川書店  発行 

・かんたんせんせいとライオン
　　斉藤　洋　作 
      大森　裕子　絵 
　　講談社　発行 

・群青に沈め　　　　 
　　熊谷　達也  著 
　　角川書店  発行 

・かんたんせんせいとライオン
　　斉藤　洋　作 
      大森　裕子　絵 
　　講談社　発行 

■4月の休館日 
　   7日（月）・14日（月）・21日（月）・ 

　 25日（金）・28日（月）・ 30日（水） 

■お知らせ 
　おはなしを楽しむ会 
と　き　 4月  5日（土）  10：30～ 

　　　　 4月27日（日）　14：00～ 

ところ　児童図書室 

 

 
　 

　輪之内町3保育園では「子育て支援センター」として、
子育て家庭のお手伝いをしています。園庭開放（一般開
放）は、園庭で好きな遊びを楽しんだり、地域の方と交流
し合い、友達の輪を広げていただくことができたらと願
っています。対象者は、就学前の児童とその保護者です。
子育て相談も受けています。気軽に声をかけてください。 

　3保育園の施設を提供し、年間を通して楽しいイベ
ントを行います。親子遊び・親子クッキング・クリスマ
ス会等わくわくとしたふれあいを計画しています。 
※詳細については、毎月の「広報わのうち」に掲載します。 

　子育ては大変なこともありますが、楽しいこともい
っぱいあります。機関誌「みらいちゃん」では、センタ
ーでの親子活動やイベント情報を掲載します。健康相
談（保健指導、栄養指導）では心身面でのケアも行っ
ています。 

ようび　月～金曜日(祝日除く) 
じかん　9:00～16:00 
ところ　各保育園 
　お子さんを育てながら、「こんなことは どうしたら
いいのかしら？」「言葉が遅いのでは？」と困ったとき、
つらいとき、悩みのあるときは気軽に声をかけてく
ださい。 

ようび　月～金曜日(祝日除く) 
じかん  10:00～11:30 
ところ　各保育園 
対象者　就学前の児童とその保護者等 
持ち物　着替え、帽子 
　気軽に来て子どもと遊んだり、保護者、地域の方等
との交流を図り、楽しんで過ごしてください。ちょっと
した出会いから、友だちの輪が広がりますよ。月１回の
絵本読み聞かせもご利用ください。 

　　  書　　名 

ブランケット・キャッツ 

夜を守る 

羊の目 

魔界の塔 

岩倉具視 

 著  者  名 

重松　清 

石田　衣良 

伊集院　静 

山田　悠介 

永井　路子 

　　  書　　名 

いたずらぎつね 

あたま山 

宇宙への秘密の鍵 

リリー・モラハンのうそ 

  出版社名 

のら書店 

あかね書房 

岩崎書店 

さ・え・ら書房 

ポプラ社 

  育児相談（面接・電話） 

  園庭開放 

情報提供 

わくわく広場 

児童書 

衣世梨の魔法帳たんじょう日の 
びっくりプレゼント 

4月16日（水）より 

　十六銀行より

寄贈されました

図書の閲覧及び

貸出しを開始し

ました。ご利用

下さい。 

16

でんわ　69-5411  
 F A X 　69-5411

開館時間　9：00～17：45（4月～9月） 

お休み 

げんきっこ 
げんき 
クッキング 
このゆび 
とーまれっ！ 

7日（月）、14日（月）、21日（月）、 
28日（月）、30日（水） 
 

2日（水）、9日（水）、16日（水）、 
23日（水） 

20日（日） 

12日（土） 

3
月
4
日
（
火
）
　
大
藪
保
育
園
 

  
年
長
児
交
流
会
　 

 

・群青に沈め　　　　 
　　熊谷　達也  著 
　　角川書店  発行 

・かんたんせんせいとライオン
　　斉藤　洋　作 
      大森　裕子　絵 
　　講談社　発行 

げんきっこ げんきクッキング 
4/20（日） 4/12（土） 

「さくらもち｣ ｢びっくり箱を 
　 つくろう｣ 

4月の予定 

13：30～15：30　小学生申込者 14：00～15：00　小学生対象 

※今年度は、5月より第1土曜
日に変更しました。申し込み
は前月より開始しますので、
早めに申し込んでください。 

偶数月は午後、奇数月は午前に行います。 
5月は、「ピザとアイスココア」です。 

牛乳パックでつくるよ 

人形劇では、僕たちより大きな人形が出て
きたよ。 
 

仁木、福束、大藪のさくら組の子が集ま
って、みんなで遊んだよ。 
 
 

　児童センターは、自主的な遊びや行事への参加を
通して、健康的な子どもの育成をめざしています。 
　利用料は無料です。 
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■お知らせ 
　おはなしを楽しむ会 
と　き　 4月  5日（土）  10：30～ 

　　　　 4月27日（日）　14：00～ 

ところ　児童図書室 

 

 
　 

　輪之内町3保育園では「子育て支援センター」として、
子育て家庭のお手伝いをしています。園庭開放（一般開
放）は、園庭で好きな遊びを楽しんだり、地域の方と交流
し合い、友達の輪を広げていただくことができたらと願
っています。対象者は、就学前の児童とその保護者です。
子育て相談も受けています。気軽に声をかけてください。 

　3保育園の施設を提供し、年間を通して楽しいイベ
ントを行います。親子遊び・親子クッキング・クリスマ
ス会等わくわくとしたふれあいを計画しています。 
※詳細については、毎月の「広報わのうち」に掲載します。 

　子育ては大変なこともありますが、楽しいこともい
っぱいあります。機関誌「みらいちゃん」では、センタ
ーでの親子活動やイベント情報を掲載します。健康相
談（保健指導、栄養指導）では心身面でのケアも行っ
ています。 

ようび　月～金曜日(祝日除く) 
じかん　9:00～16:00 
ところ　各保育園 
　お子さんを育てながら、「こんなことは どうしたら
いいのかしら？」「言葉が遅いのでは？」と困ったとき、
つらいとき、悩みのあるときは気軽に声をかけてく
ださい。 

ようび　月～金曜日(祝日除く) 
じかん  10:00～11:30 
ところ　各保育園 
対象者　就学前の児童とその保護者等 
持ち物　着替え、帽子 
　気軽に来て子どもと遊んだり、保護者、地域の方等
との交流を図り、楽しんで過ごしてください。ちょっと
した出会いから、友だちの輪が広がりますよ。月１回の
絵本読み聞かせもご利用ください。 

　　  書　　名 

ブランケット・キャッツ 

夜を守る 

羊の目 

魔界の塔 

岩倉具視 

 著  者  名 

重松　清 

石田　衣良 

伊集院　静 

山田　悠介 

永井　路子 

　　  書　　名 

いたずらぎつね 

あたま山 

宇宙への秘密の鍵 

リリー・モラハンのうそ 

  出版社名 

のら書店 

あかね書房 

岩崎書店 

さ・え・ら書房 

ポプラ社 

  育児相談（面接・電話） 

  園庭開放 

情報提供 

わくわく広場 

児童書 

衣世梨の魔法帳たんじょう日の 
びっくりプレゼント 

4月16日（水）より 

　十六銀行より

寄贈されました

図書の閲覧及び

貸出しを開始し

ました。ご利用

下さい。 
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でんわ　69-5411  
 F A X 　69-5411

開館時間　9：00～17：45（4月～9月） 

お休み 

げんきっこ 
げんき 
クッキング 
このゆび 
とーまれっ！ 

7日（月）、14日（月）、21日（月）、 
28日（月）、30日（水） 
 

2日（水）、9日（水）、16日（水）、 
23日（水） 

20日（日） 

12日（土） 

3
月
4
日
（
火
）
　
大
藪
保
育
園
 

  
年
長
児
交
流
会
　 

 

・群青に沈め　　　　 
　　熊谷　達也  著 
　　角川書店  発行 

・かんたんせんせいとライオン
　　斉藤　洋　作 
      大森　裕子　絵 
　　講談社　発行 

げんきっこ げんきクッキング 
4/20（日） 4/12（土） 

「さくらもち｣ ｢びっくり箱を 
　 つくろう｣ 

4月の予定 

13：30～15：30　小学生申込者 14：00～15：00　小学生対象 

※今年度は、5月より第1土曜
日に変更しました。申し込み
は前月より開始しますので、
早めに申し込んでください。 

偶数月は午後、奇数月は午前に行います。 
5月は、「ピザとアイスココア」です。 

牛乳パックでつくるよ 

人形劇では、僕たちより大きな人形が出て
きたよ。 
 

仁木、福束、大藪のさくら組の子が集ま
って、みんなで遊んだよ。 
 
 

　児童センターは、自主的な遊びや行事への参加を
通して、健康的な子どもの育成をめざしています。 
　利用料は無料です。 
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でんわ　69-5155 
 F A X 　69-5156

　保健センターでは、5月から保育園入園前の
親子を対象に、「親子で遊ぼう」をテーマとし
てちびっこサークルを開催します。親子で一緒
に参加し、いろいろな遊びを通してお子さんの
成長を感じたり、お友達を作ってみませんか？ 

　平成20年4月1日より妊婦一般健康診査受診票の交付枚数が変更とな
りました。平成20年5月以降に出産予定の方に対して追加交付を行いま
す。対象の方は、母子健康手帳をご持参のうえ、4月30日までに保健セン
ターにお越し下さい。 

　保健センターでは、2月7日に安八
郡歯科保健連絡協議会主催のもと『お
口さわやか教室』を開催しました。歯
周病についての講義や歯科検診、口
腔内カメラを使っての個別指導など
参加者一人一人に丁寧な指導が行わ
れました。 
　口腔内カメラによる個別指導では、
参加者から「自分ではよく磨けてい
ると思っていたが、口腔内カメラで見
ると、しっかり磨けていないところや
磨きにくいところがよく分かった。」
などの感想が聞かれ、歯周病予防の
ための正しい口腔ケアの方法を学ぶ
よい機会となりました。 

 平成20年4月から、三種混合・二種混合の予防接種が、お子
さんの体調のよいときに受けていただけるよう、輪之内町・安
八町内の医療機関で受ける「個別接種方式」になりました。 

■予防接種についてのお知らせ 
　予防接種当日、どうしても保護者（父・母）の方がご都合の悪い場合は、事前に保健センターまでお
問い合わせください。 

■暴風警報等が発令されたら？ 
　午前の事業は8時30分（開始時間が早い事業は開始1時間前）、午後の事業は12時の時点で暴風警
報が発令されている場合は保健事業を中止します。開始時間を遅らせて実施可能な場合は実施します。 
　暴風警報以外の警報が発令された場合は、状況に応じて実施する場合があります。 

4月11日～5月10日 

4/16 
17 
22 
23 
24 
25 
5/2 

 
8 
9

～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
 

　 事 　 業 　 名 　  
赤ちゃんサークル  
両 親 学 級  
まめっこサ ークル  
献 血  
１才６ヶ 月 児 健 診  
1 0 ヶ 月 児 健 診  
健 康 相 談  
３ヶ月児健診＋ＢＣＧ 
乳 幼 児 相 談  
栄 養 教 室  

11:30 
11:30 
11:30 
15:30 
13:15 
13:15 
11:30 
13:15 
11:30 
13:00

 9:45 
 9:30 
10:00 
 9:30 
13:00 
13:00 
10:00 
13:00 
10:00 
 9:30 

　　対　象　者 
Ｈ19.9～11月生 
出産予定の夫婦 
申込者 
ご協力よろしくお願い致します 
Ｈ18.9～10月生 
Ｈ19.5～6月生 
ご自由にどうぞ 
Ｈ20.1月生 
ご自由にどうぞ 
申込者 

場　所 
保健センター 

〃 
〃 

未来工業(株) 
保健センター 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

実施日 時　　間 

平成２０年4月からの予防接種 

ちびっこサークル参加者募集 

妊婦一般健康診査受診票の追加交付について お口さわやか教室 
開催しました♪ 

☆ 日時：毎月1回　10回コース 
　　　　（5月～2月） 
　　　　午前10時から午前11時30分 
☆ 場所：保健センター 
☆ 対象：2歳以上（平成20年4月1日現在）の 
　　　　未就園児（3月までに保育園入園予定

のないお子さん） 
☆ 内容：課題遊び、手作りおやつの紹介、親さ

ん同士のグループワーク 
☆ 参加申し込み：希望される方は、4月15日 

（火）までに保健
センター（TEL69
－5155）までお
電話下さい。 
　なお、定員（13
組）になり次第締
め切らせて頂きま
す。 

個別接種  

種　類 

三種混合（生後6ヶ月～7歳半未満） 
二種混合（小学6年生） 
麻しん及び風しん  1歳～2歳未満  
　　　　　　　　　保育園年長 
                      　  中学1年生 
                      　  高校3年生 

ポリオ 
ＢＣＧ 
 

方　法 

1．接種対象者には、保健センタ
ーより随時ご案内します。予防
接種を希望される方は、保健セ
ンターへ申込みが必要です。 
 
2．母子手帳と予診票（必要事項
を記入）を持参して、医療機関
で接種して下さい。 

1．健康カレンダーで接種日
時を確認して下さい。 
 
2．母子手帳と予診票（必要
事項を記入）を持参して、
保健センターで接種して下
さい。 

集団接種 
 

口腔内カメラによる個別指導 
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4月 輪之内町役場  @ （0584）69-3111㈹ FAX（0584）69-3119

○と　き　4月13日(日)9:30～11:30 
○ところ　マックスバリュ輪之内店　店頭 
○送る品　衣類･毛布･シーツ･靴･学用品･バック･ランドセルなど 
　　　　　使用したものでよい(洗たくをすませたもの) 
　　　　　(下着を送る場合は新品のみ) 
○箱づめ　女性一人で持てる大きさのダンボール箱につめて 
　　　　　船賃1,200円のところ1,000円を負担して下さい。 
　　　　　　200円は本会が補助します。 

出し方 

 

仁木地区 福束地区 大藪地区 

・キャップとラベルをはずし、 
　洗浄して出してください。 

分別種類 

 

可燃ごみ 
 

不燃ごみ  
 

か  ん  類  
 

ビ  ン  類  
 

ペットボトル 

その他プラスチック製 

容器包装 

4/4（金）・7（月）・11（金）・14（月）・18（金） 
21（月）・25（金）・28（月） 
5/2（金）・9（金） 

指定ごみ袋 
青 

指定ごみ袋 
黄 

回収かご 
（アルミ・スチール） 

回収かご 
（色別） 

 
回収かご 

 
指定ごみ袋 

赤 

　 

　 

　 

　 

4/17（木） 

4/15（火） 

4/16（水） 

4/24（木） 

4/22（火） 

4/23（水） 

地区集積場 

家庭ごみ収集日　4月1日～5月9日 
 

問　住民課 

4/10（木） 
 

4/8（火） 
 

4/9（水） 
 

4/4（金） 
5/2（金） 

 

　　 瓦れき類 

南波最終処分場 
開場日　月・水・金・第3日曜日 9:00～15:00 
　　　　事前に住民課へ申し込んでください 
 

●今月の納税 
　　固定資産税　　　第1期分 
　　軽自動車税　　　全期分　　　

納期限は4月30日（水）です。
 

●農業委員会 
　次回の農業委員会への申請締切日は4月18日（金）です。 

資源持ち込み分別ステーション 

輪之内町エコドーム　@ 0584-69-5374

開館日　火～日　9:00～17:00（月曜休み） 

※スプレー缶は、必ず穴を開けて出してください。 

紙類、布類、金属（かん類、小型金物）、ペットボトル、ビン類 
プラ資源（食品トレー、発泡スチロール、その他プラ） 
電池、電球・蛍光灯（割れていないもの）、割り箸、生ごみ、 
ふとん・カーペット等 
 

持ち込み品目 

 

4/4（金） 
5/2（金） 

 
 
 

●相談 

行政相談 総務課 

　行政の仕事や身近な施設について苦

情や要望をお聞きします。 

と　き　4月21日（月）午前9:30～11:30 

ところ　町民センター1階和室 

相談員　行政相談員　水谷　弘子 

心配ごと相談 社会福祉協議会 

　ひとりで悩まずご相談ください。 

 ■一般相談 
 と　き　4月7日（月）午後1:00～3:00 

 ところ　町民センター1階和室 

 相談員　民生委員児童委員 

 ■子ども相談「なかよしコール」 
 と　き　4月12日（土）午後1:00～3:00 

 ところ　町民センター1階事務室 

 相談員　主任児童委員、民生委員児童委員 

 ■法律相談　　予約優先 
 と　き　4月21日（月）午前9:30～11:30 

 ところ　町民センター1階和室 

 相談員　弁護士 

 

　商品・サービスの契約や安全性などで

「おかしいな」と思ったらご相談ください。  

 と　き　4月16日（水）午前9:30～11:30 

 ところ　役場2階　小会議室 

 相談員　岐阜県消費者リーダー 

　4月5日（土） 

　町文化会館周辺にて 
 
※　雨天順延（4月6日（日）） 
※　会場ではレジ袋配布をいたし
　　ません。 
　　マイバッグ持参につきご協力を
お願いいたします。 

消費生活相談 住民課 

期間／次回は6月17日（火）～22日（日） 粗大ごみの有料回収 

第14回アフリカ衣料救援 
ザンビアへ衣類等を送りましょう。 
 

問 コスモスの会　@69-3578 
 

第7回　千本桜まつり 
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でんわ　69-5155 
 F A X 　69-5156

　保健センターでは、5月から保育園入園前の
親子を対象に、「親子で遊ぼう」をテーマとし
てちびっこサークルを開催します。親子で一緒
に参加し、いろいろな遊びを通してお子さんの
成長を感じたり、お友達を作ってみませんか？ 

　平成20年4月1日より妊婦一般健康診査受診票の交付枚数が変更とな
りました。平成20年5月以降に出産予定の方に対して追加交付を行いま
す。対象の方は、母子健康手帳をご持参のうえ、4月30日までに保健セン
ターにお越し下さい。 

　保健センターでは、2月7日に安八
郡歯科保健連絡協議会主催のもと『お
口さわやか教室』を開催しました。歯
周病についての講義や歯科検診、口
腔内カメラを使っての個別指導など
参加者一人一人に丁寧な指導が行わ
れました。 
　口腔内カメラによる個別指導では、
参加者から「自分ではよく磨けてい
ると思っていたが、口腔内カメラで見
ると、しっかり磨けていないところや
磨きにくいところがよく分かった。」
などの感想が聞かれ、歯周病予防の
ための正しい口腔ケアの方法を学ぶ
よい機会となりました。 

 平成20年4月から、三種混合・二種混合の予防接種が、お子
さんの体調のよいときに受けていただけるよう、輪之内町・安
八町内の医療機関で受ける「個別接種方式」になりました。 

■予防接種についてのお知らせ 
　予防接種当日、どうしても保護者（父・母）の方がご都合の悪い場合は、事前に保健センターまでお
問い合わせください。 

■暴風警報等が発令されたら？ 
　午前の事業は8時30分（開始時間が早い事業は開始1時間前）、午後の事業は12時の時点で暴風警
報が発令されている場合は保健事業を中止します。開始時間を遅らせて実施可能な場合は実施します。 
　暴風警報以外の警報が発令された場合は、状況に応じて実施する場合があります。 

4月11日～5月10日 

4/16 
17 
22 
23 
24 
25 
5/2 

 
8 
9

～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
 

　 事 　 業 　 名 　  
赤ちゃんサークル  
両 親 学 級  
まめっこサ ークル  
献 血  
１才６ヶ 月 児 健 診  
1 0 ヶ 月 児 健 診  
健 康 相 談  
３ヶ月児健診＋ＢＣＧ 
乳 幼 児 相 談  
栄 養 教 室  

11:30 
11:30 
11:30 
15:30 
13:15 
13:15 
11:30 
13:15 
11:30 
13:00

 9:45 
 9:30 
10:00 
 9:30 
13:00 
13:00 
10:00 
13:00 
10:00 
 9:30 

　　対　象　者 
Ｈ19.9～11月生 
出産予定の夫婦 
申込者 
ご協力よろしくお願い致します 
Ｈ18.9～10月生 
Ｈ19.5～6月生 
ご自由にどうぞ 
Ｈ20.1月生 
ご自由にどうぞ 
申込者 

場　所 
保健センター 

〃 
〃 

未来工業(株) 
保健センター 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

実施日 時　　間 

平成２０年4月からの予防接種 

ちびっこサークル参加者募集 

妊婦一般健康診査受診票の追加交付について お口さわやか教室 
開催しました♪ 

☆ 日時：毎月1回　10回コース 
　　　　（5月～2月） 
　　　　午前10時から午前11時30分 
☆ 場所：保健センター 
☆ 対象：2歳以上（平成20年4月1日現在）の 
　　　　未就園児（3月までに保育園入園予定

のないお子さん） 
☆ 内容：課題遊び、手作りおやつの紹介、親さ

ん同士のグループワーク 
☆ 参加申し込み：希望される方は、4月15日 

（火）までに保健
センター（TEL69
－5155）までお
電話下さい。 
　なお、定員（13
組）になり次第締
め切らせて頂きま
す。 

個別接種  

種　類 

三種混合（生後6ヶ月～7歳半未満） 
二種混合（小学6年生） 
麻しん及び風しん  1歳～2歳未満  
　　　　　　　　　保育園年長 
                      　  中学1年生 
                      　  高校3年生 

ポリオ 
ＢＣＧ 
 

方　法 

1．接種対象者には、保健センタ
ーより随時ご案内します。予防
接種を希望される方は、保健セ
ンターへ申込みが必要です。 
 
2．母子手帳と予診票（必要事項
を記入）を持参して、医療機関
で接種して下さい。 

1．健康カレンダーで接種日
時を確認して下さい。 
 
2．母子手帳と予診票（必要
事項を記入）を持参して、
保健センターで接種して下
さい。 

集団接種 
 

口腔内カメラによる個別指導 
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4月 輪之内町役場  @ （0584）69-3111㈹ FAX（0584）69-3119

○と　き　4月13日(日)9:30～11:30 
○ところ　マックスバリュ輪之内店　店頭 
○送る品　衣類･毛布･シーツ･靴･学用品･バック･ランドセルなど 
　　　　　使用したものでよい(洗たくをすませたもの) 
　　　　　(下着を送る場合は新品のみ) 
○箱づめ　女性一人で持てる大きさのダンボール箱につめて 
　　　　　船賃1,200円のところ1,000円を負担して下さい。 
　　　　　　200円は本会が補助します。 

出し方 

 

仁木地区 福束地区 大藪地区 

・キャップとラベルをはずし、 
　洗浄して出してください。 

分別種類 

 

可燃ごみ 
 

不燃ごみ  
 

か  ん  類  
 

ビ  ン  類  
 

ペットボトル 

その他プラスチック製 

容器包装 

4/4（金）・7（月）・11（金）・14（月）・18（金） 
21（月）・25（金）・28（月） 
5/2（金）・9（金） 

指定ごみ袋 
青 

指定ごみ袋 
黄 

回収かご 
（アルミ・スチール） 

回収かご 
（色別） 

 
回収かご 

 
指定ごみ袋 

赤 

　 

　 

　 

　 

4/17（木） 

4/15（火） 

4/16（水） 

4/24（木） 

4/22（火） 

4/23（水） 

地区集積場 

家庭ごみ収集日　4月1日～5月9日 
 

問　住民課 

4/10（木） 
 

4/8（火） 
 

4/9（水） 
 

4/4（金） 
5/2（金） 

 

　　 瓦れき類 

南波最終処分場 
開場日　月・水・金・第3日曜日 9:00～15:00 
　　　　事前に住民課へ申し込んでください 
 

●今月の納税 
　　固定資産税　　　第1期分 
　　軽自動車税　　　全期分　　　

納期限は4月30日（水）です。
 

●農業委員会 
　次回の農業委員会への申請締切日は4月18日（金）です。 

資源持ち込み分別ステーション 

輪之内町エコドーム　@ 0584-69-5374

開館日　火～日　9:00～17:00（月曜休み） 

※スプレー缶は、必ず穴を開けて出してください。 

紙類、布類、金属（かん類、小型金物）、ペットボトル、ビン類 
プラ資源（食品トレー、発泡スチロール、その他プラ） 
電池、電球・蛍光灯（割れていないもの）、割り箸、生ごみ、 
ふとん・カーペット等 
 

持ち込み品目 

 

4/4（金） 
5/2（金） 

 
 
 

●相談 

行政相談 総務課 

　行政の仕事や身近な施設について苦

情や要望をお聞きします。 

と　き　4月21日（月）午前9:30～11:30 

ところ　町民センター1階和室 

相談員　行政相談員　水谷　弘子 

心配ごと相談 社会福祉協議会 

　ひとりで悩まずご相談ください。 

 ■一般相談 
 と　き　4月7日（月）午後1:00～3:00 

 ところ　町民センター1階和室 

 相談員　民生委員児童委員 

 ■子ども相談「なかよしコール」 
 と　き　4月12日（土）午後1:00～3:00 

 ところ　町民センター1階事務室 

 相談員　主任児童委員、民生委員児童委員 

 ■法律相談　　予約優先 
 と　き　4月21日（月）午前9:30～11:30 

 ところ　町民センター1階和室 

 相談員　弁護士 

 

　商品・サービスの契約や安全性などで

「おかしいな」と思ったらご相談ください。  

 と　き　4月16日（水）午前9:30～11:30 

 ところ　役場2階　小会議室 

 相談員　岐阜県消費者リーダー 

　4月5日（土） 

　町文化会館周辺にて 
 
※　雨天順延（4月6日（日）） 
※　会場ではレジ袋配布をいたし
　　ません。 
　　マイバッグ持参につきご協力を
お願いいたします。 

消費生活相談 住民課 

期間／次回は6月17日（火）～22日（日） 粗大ごみの有料回収 

第14回アフリカ衣料救援 
ザンビアへ衣類等を送りましょう。 
 

問 コスモスの会　@69-3578 
 

第7回　千本桜まつり 
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■人口 
男 
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2,615戸 

9,681人 
4,850人 
4,831人 

（＋  6） 
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（＋  9） 
（＋  4） 

平成20年3月1日現在 
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水辺の郷 
福束 

楡俣 

里 

楡俣 

楡俣新田 

下大榑新田 

楡俣 

中郷新田 

大藪 

晴雄・栄子 

正道・祐佳 

政美・ゆかり 

康史・晴名 

清志・敏美 

哲彦・繭子 

剛・佐代 

学・裕子 

竜太・美友紀 

楡俣 
関ヶ原町 

中郷新田 

楡俣 

松内 

下大榑新田 

大吉新田 

南波 

藻池新田 

海松新田 

里 

73才 

84才 

76才 

79才 

100才 

90才 

74才 

82才 

87才 

 

（ 

梅が咲くごまんどさん 
作品No.6

絵：菱田まゆみ先生 
 

浅井　徹義 
三谷　理恵 

大谷　恵莉加 

衣斐　暖人 

山北　凌太 

米山　心絆 

竹久　裕翔 

森島　こころ 

棚橋　煌 

田邉　百花 

小川　脩斗 

おおたに      え  り   か 

  い  び       はる と 

やまきた   りょうた 

よねやま     ここ な 

たけひさ     ゆう と 

もりしま 

たなはし     きら 

  た なべ    もも  か 

 お  がわ   しゅうと 

土井田　増雄 

淺野　かずゑ 

寺倉　千鶴子 

森島　壽 

岩田　みよ 

矢野　儀一 

加藤　輝夫 

大橋　みち子 

森島　金一 

ごまんど 
　海松新田の南には、「ごまんど」の呼び名で有名な多度神社がありま

す。名前の由来には、度重なる水害に苦しんだ人々が、多度神社（三重

県桑名市多度町）から御分身をお迎えし、一万度のお祓いをしたことに

はじまった説、お祭りにたくさんの万燈をともしたことによる説等諸説

みられます。 

　宝暦治水工事のときには、多度神社に薩摩藩の平田 靱負がお参りし、

工事の無事完成を祈願したと伝えられています。 
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