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門出祝う 成人式
　1月13日（日）、町文化会館アーリオンホール
にて成人式を開催し、新成人108人（男53人、
女55人）の門出を祝いました。
　式典終了後は、リトルホールにて、恩師と
語る会を催し、新成人のみなさんは中学時代
の恩師や仲間と和やかに歓談しました。

司会者の2人　　　　　　　　　　　

町民憲章 朗読

新成人 謝辞
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保育園あれこれ

　12月26日（水）、2回目の輪之内スイー
ツ認定員会が開かれ、プレザン菓子屋（名古
屋市名東区）の「ハツシモ玄米カステラ」が認
定されました。
　今回で輪之内スイーツは17品、認定店は
5店となりました。

　1月5日（土）、役場前駐車場と文化会館にて、消防
出初式を開催し、無火災・無災害への誓いを新たに
しました。
　式典での表彰者は下記のとおりです。

　12月15日（土）、生活発表会を
行い、合唱やオペレッタなど、園
児が日頃の練習の成果を披露しま
した。

　12月20日（木）、本戸営農組合
よりブロッコリーをプレゼントさ
れました。代表して福束保育園が
受け取りました。

　12月下旬にクリスマス会を行い
ました。園児たちはサンタクロー
スと一緒にツリーを囲んで歌を
歌ったりして楽しみました。

生活発表会 ブロッコリー寄贈 クリスマス会

第2回輪之内スイーツ認定委員会を開催
公認スイーツが17品に

消防出初式

認定店名 住所・TEL 認定品名

生ジェラート家
モーリー

大垣市安井町6丁目15番地の5
℡74-9493

豆乳リゾットジェラート、あずきリゾットジェラート、巨峰みるくジェラート、
ミルキーシャインマスカットジェラート、贅沢黒ごま豆乳プリン

青木製菓舗 輪之内町海松新田870番地
℡69-3386 大福とりお、初霜　御膳米、とまとでシュー、いちご大福

ティアレ 移動販売車で活動
℡080-3614-0627 ハツシモクレープ〜わのうち〜

メゾンド・タケシ 輪之内町四郷313番地の1
℡69-5912

和心、輪之内ロール、シュークリーム、パッションバナナプリン、輪ッキー、
リナ

プレザン菓子屋 名古屋市名東区富が丘37
℡052-778-8772 ハツシモ玄米カステラ

（平成25年1月25日現在）

【岐阜県知事表彰】
◦勤続功労章〈副団長〉戸田藤夫〈本部長〉森良広
◦消防団員優秀家族賞〈分団長妻〉安藤美穂

【岐阜県消防協会表彰】
◦勤労章（20年）〈副団長〉戸田藤夫
◦功績章〈副分団長〉山北政美
　　　　〈団員〉篠田正信、柴田健一

【西濃振興局長表彰】
◦功労章〈副分団長〉山北政美

【大垣消防組合消防長表彰】
◦功労章〈副分団長〉山北政美　〈団員〉柴田健一

【安八郡消防協会長表彰】
◦精績章〈分団長〉安藤茂樹
◦功労章〈班長〉粟井正寿、入山公彦、松岡博之、
　　　　　　　小寺道、加藤聡
◦感謝状〈女性防火クラブ小隊長〉安田佳子

【輪之内町長表彰】
◦特別功労章〈副団長〉戸田藤夫
◦町長章〈副分団長〉三井洋一〈団員〉大塚千寿生、森島誠

【輪之内町消防団長表彰】
◦団長章〈班長〉粟井正寿、入山公彦、松岡博之、小寺道、
　加藤聡〈団員〉澤田康夫、小柳英輝、小関健士、清水智治、
　近藤秀樹、伊藤久勝、加藤浩司
◦2年皆勤章〈団員〉棚橋秀雄
◦1年皆勤章〈班長〉古田一彦、松岡博之、髙殿和彦
　　　　　　〈団員〉中島宏明
◦優良章〈班〉第1分団機動班
◦優良章（個人）〈県大会選手指揮者〉八神英威知
　〈県大会選手1番員〉篠田正信　〈県大会選手2番員〉淺野隆之
　〈県大会選手3番員〉辻井佳彦　〈県大会選手吸管補助員〉粟井正寿
◦感謝状〈女性防火クラブ〉第2小隊第4班

表彰者（敬称略）
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※町民1人あたりの金額は、各収入済額と支出済額を住民基本台帳人口9,666人
　(平成24年4月1日現在)で除して算出しています。

◦自主財源
町税・使用料など、町が自ら収納・徴収できる財源です。安定
した行財政運営のためには、歳入総額に対する割合が大きいほ
ど望ましいものです。

◦依存財源
自主財源に対して、国庫・県支出金や地方交付税などのように
一定の基準により交付されたり、割り当てられたりする収入です。

◦町債
大規模な施設の建設や土木工事などを行うための資金を調達す
る手段として、国や銀行などから借りたお金です。

 用語の解説

町税
（町民税、固定資産税など）

106,000万円
（40.2％）

民生費
（障がい者･高齢者福祉､保育園など）

72,621万円
（32.8％）

総務費
（施設管理、

情報通信網の整備など）
27,637万円
（12.5％）

土木費
（道路･水路･排水機の整備など）

31,987万円
（14.4％） 

教育費（学校･文化・体育施設の整備など）
33,367万円 （15.0％）
衛生費（保健･清掃･公害の対策など）
22,237万円（10.0％）
公債費（借入金の返済）
9,444 万円（4.3％）

農林水産業費 など
（農業・畜産・園芸の振興など）

24,437万円
（11.0％）

繰越金
（前年度の剰余金など）

23,944万円
（9.1％）

分担金及び負担金
（保育料など）
5,985万円
（2.3％）

諸収入（受託事業収入など）
3,474万円（1.3％）
使用料及び手数料など
（戸籍･清掃手数料など）
2,722万円（1.0％）

地方交付税 
89,266万円
（33.8％）

国庫支出金 　12,891万円（4.9％）
県支出金　5,417万円（2.1％）
地方消費税交付金など　14,276万円（5.3％）

自主財源
53.9 ％

歳入
263,975万円

歳出
221,730万円

依存財源
46.1 ％

執行額

差引額
42,245万円

町民税
41,522円
（40,135万円）

固定資産税
62,735円
（60,640万円）

軽自動車税
2,314円
（2,237万円）

たばこ税
3,091円
（2,988万円）

●町民一人あたりの町税負担額
  ( 　)は各税目ごとの収入済額

民生費
75,130円

総務費
28,592円

土木費
33,092円

教育費
34,520円

衛生費
23,006円

公債費
9,770円

農林水産業費 など
25,282円

●町民一人あたりの行政経費 

入歳 出歳 町民1人あたりの
行政経費

229,392円

財政事情の公表
輪之内町では、毎年8月と2月の2回、『町の財政事情』を公表しています。

今回は、平成24年12月末現在の予算執行状況のほか、財産や町債の状況などについてお知らせします。

平成24年度予算執行状況

平成24年度会計別執行状況 町　債　の　状　況

町　の　財　産

一　般　会　計

(単位：千円,％)
会　計　名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率

一般会計 3,659,656 2,639,753 72.1 2,217,302 60.6
特別会計 1,703,205 941,600 55.3 842,699 49.5

国民健康保険事業 895,205 630,707 70.5 567,470 63.4
後期高齢者医療 65,000 47,000 72.3 42,856 65.9
児童発達支援事業 16,000 9,678 60.5 8,816 55.1
特定環境保全公共下水道事業 727,000 254,215 35.0 223,557 30.8

公営企業会計 200,100 84,853 42.4 33,195 16.6
水道事業（収益的収支） 200,100 84,853 42.4 33,195 16.6
総    合    計 5,562,961 3,666,206 65.9 3,093,196 55.6

○特別会計
特定の事業を行う場合に、特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計
の歳入歳出と区分して経理する会計です。

○公営企業会計
　企業会計原則に基づき、原則として独立採算方式で行われる会計です。

　平成24年度予算は、当初36億5,600万円でしたが、その後の補正予算等により、12月末現在の予算総額は36億5,965万
6千円となっています。
　なお、執行状況については収入率72.1%、支出率60.6%です。

区    　　分 現在高（元金のみ）（万円） 構成比（％）

一般会計

総務債 189,671 28.7
教育債 35,263 5.3
土木債 16,328 2.5
民生債 ほか 20,137 3.1

特別会計 下水道事業債 351,930 53.3
公営企業 水道事業債 46,660 7.1

合　　　計 659,989 100.00

区    　　分 数　量 金　額

公有財産

土地(道水路敷を除く) 234,372.51㎡ ―
建物 44,110.15㎡ ―
有価証券 ― 237万円
出資金 ― 1,959万円

物品(公用車、消防車など) 36台 ―
債権(選奨生貸付金など) ― 3,262万円

基金
(預金)

一般会計 ― 192,854万円
国民健康保険事業 ― 6,895万円
下水道事業 ― 30,499万円

合　　　計 230,248万円

町民1人あたりの
基金残高

238,204円

町民1人あたりの
借入金残高

682,794円

町民1人あたり
109,662円
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確定申告会場は？期間は？
　輪之内町では例年大変混雑いたします。大垣市民会館でも申告できますので是非ご利用ください。

何が必要なの？
　給与所得のある方は勤務先から交付された源泉徴収票の原本が必要です。勤務先が複数ある方はそのすべての源泉
徴収票の原本が必要です。（原本でないと申告できません。）
　公的年金等を受けている方は公的年金等の源泉徴収票の原本が必要となります。（原本でないと申告できません。）
　社会保険料（国民年金保険料のみ）・生命保険料・地震保険料控除の適用を受ける方は支払額の証明書等が必要です。
給与所得者で年末調整の際に控除された方は必要ありません。

医療費控除の適用を受けるには？
　医療費の領収書の原本と保険で補てんされた金額がわかる書類が必要です。
　また、医療費明細書（支払先、医療費を受けた人ごとに集計してください。）を事前に作成してください。作成用紙
は役場税務課にありますが、ご自身で作られた明細書でもかまいません。

住宅ローン等を利用して家を新築、購入、増改築等した場合は？
　一定の条件に当てはまる方は、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
　要件、必要書類等は大垣税務署個人課税第一部門（78–4101）または輪之内町役場税務課（69–3111）までお尋ね
ください。
　住宅借入金等特別控除を受ける方を対象に、2月12日〜13日に大垣市民会館にて申告相談を行います。是非ご参
加ください。
　＊詳細は１月号広報誌に掲載してありますのでご覧ください。

農業所得・事業所得・不動産所得のある場合は？
　収支内訳書の作成をお願いします。送付される申告書に収支内訳書の書き方と収支内訳書があります。作成されて
いない場合にはお待ちいただいても受付できない場合がありますので、必ず作成をお願いします。

株や土地・建物を売った場合は？
　株や土地・建物を売られた方は大垣市民会館にて申告してください。

町からのお願い
◦申告会場は毎年相当混雑します。農業所得、事業所得、不動産所得を申告する人は、申告相談を円滑に行うため、

事前に収入金額・必要経費等を整理し、収支内訳書等を作成しお持ちください。
◦医療費控除を受ける人は、支払領収書の合計を各個人ごと、または各病院ごとにあらかじめ計算しておいてください。
◦これらが作成されていない場合はお待ちいただいても受付できない場合があります。

ホームページでも申告書の作成ができます。
　国税庁のホームページで所得税の申告書が作成できます。詳しくは国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」をご覧ください。http://www.nta.go.jp
　作成された申告書は　大垣税務署にご提出ください。
　送付先　〒503–8556  大垣市丸の内2–30　大垣税務署

確定申告ってどうすればいいの　

輪之内町役場

2／18(月)〜3／15(金)
午前9時〜午後3時

（詳細は次ページ）

（土日祝日を除く）

大垣市民会館
《所得税》

２／1８（月）〜３／1５(金)
《消費税》

２／1８（月）〜３／1５(金）
午前９時〜午後５時
（土日祝日を除く）

東海道新幹線

東海道本線

国道21号線

国道
258号線

大垣駅
至 関ヶ原

至 垂井
大垣
市役所

大垣税務署

養老鉄道

NTT
大垣城
ホール

至 岐阜

至 岐阜

大垣市民会館

市民プール
市民病院

中部電力
大垣共立
銀行本店
大垣共立
銀行本店
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申 　告　相 　談 　日　 程
月　日 対 象 者 及 び 地 区 時　間 場　所

2月12日(火)
～

2月13日(水)

◦住宅ローン等を利用して住宅を新築・購入をし、
　24年中に居住した方

  9：00〜11：30
13：00〜16：00

大垣市民会館
3階大会議室

2月18日(月)

大
藪
地
区

楡俣

9：00〜15：00
役場2階中会議室

2月19日(火) 東大藪、楡俣新田第一

2月20日(水) 本通り、五反郷新田

2月21日(木) 西条、西之川

2月22日(金) 五反郷、楡俣新田、西ノ寺

2月25日(月) 河原八島、十連坊、上大榑

2月26日(火) 全　　　地　　　区

2月27日(水)

仁
木
地
区

西屋敷、下中郷、西藻池、大吉上、大池

2月28日(木) 北屋敷、西中郷、海松上、大吉下、中中郷

3月 1日(金) 下新田、下大上、協和

3月 4日(月) 新中郷、南中郷、東藻池、柿内、本郷、西海松

3月 5日(火) 東中郷、中新田、下大中、新生中郷、いぶき

3月 6日(水) 中屋敷、海松中、海松下、海松東、下大下、上中郷

3月 7日(木) 全　　　地　　　区

3月 8日(金)

福
束
地
区

里東、中郷下、塩喰川東上

3月11日(月) 本戸、中郷上、南波上、塩喰川東下、福束川西

3月12日(火) 里西、福束第一、福束第二

3月13日(水) 南波下、福束第三、福束第四、塩喰川西

3月14日(木) 全　　　地　　　区

3月15日(金) 全　　　地　　　区

【公的年金のみの方へ】　公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下の場合には所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要ですので役場へお越し下さ
い。ただし、還付を受けられる方は、確定申告書を提出することができます。

輪之内町では、下記のとおり、地区別の申告相談日を定めて実施しています。
該当日にご都合の悪い方は、他の日でも受付いたしておりますので、ご都合の良い日にお越しください。

所得税・町県民税 〜申告書記載相談のお知らせ〜
＜大垣税務署・西濃県税事務所・輪之内町＞

大垣市民会館でも
申告できます。

役場では混雑が
予想されますので

是非ご利用ください。
大垣市民会館での受付は
2月18日〜3月15日の間

（土日・祝日は除く）
9：00〜17：00です。
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輪之内光サービスからのお知らせ
ご利用料金照会

　輪之内光サービスの毎月のご利用料金をお客様管理画面からご確認いただくことが可能です。
IPでんわの通話料はご利用頻度によって、ご請求額が変動しますので、毎月ご確認いただくことをお勧めいたします。

確認方法
１．インターネット上から輪之内光サービスのホームページ（http://roo.ne.jp）をご覧ください。
２．「お客様専用管理画面」を開いてください。
３．登録確認書に記載のある「お客様番号（ログインユーザ名）」と「パスワード」を入力して管理画面へお進みください。
４．ページ中の「請求明細」にて確認したい月をご選択ください。
　　ご利用料金をご確認いただけます。
＊「お客様専用管理画面」では光IPでんわの通話明細確認や一部オプションサービスのお申込も行っていただけます。是非、

ご活用ください。

問  アミックスコム輪之内局　TEL 0120-105-602／0584-78-0302（平日・土曜 10：00〜18：00）
　 時間外故障連絡窓口＊　　TEL 0584-75-1978（日祝祭日、平日時間外）
　 ＊留守番電話ですので、お名前、ご連絡先、メッセージなどを残してください。
　　 故障以外のご連絡は、アミックスコム輪之内局までお願いします。

《輪之内町職員の給与等の公表》
平成24年4月1日現在の町職員給与などの実態を、町民の皆様方にご理解をいただくため、その状況についてお知らせします。

【総　括】
人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額A 人件費B 人件費率（B/A） 22年度の人件費率
23年度 平成23年度末  9,674人 3,786,619千円 619,235千円 16.4% 17.8%

職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職員数A 給    与    費   （単位千円） 一人あたりの給与費
B/A（千円）給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計  B

24年度 85人 289,209 30,669 99,125 419,003 4,929
（注）1.職員手当には退職手当を含まない。　2.給与費は当初予算に計上された額である。

【一般行政職の級別職員数等の状況】
一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　 (H24年4月1日現在)

区　分  標準的な職務内容 職員数 構成比
1　級 定型的な業務を行う職務 8人 16.3%
2　級 主任 7人 14.3%
3　級 係長・主査・主任 15人 30.6%
4　級 課長補佐 6人 12.2%
5　級 課長・主幹 8人 16.3%
6　級 課長 3人 6.2%
7　級 会計管理者・参事・調整監 2人 4.1%

【職員数の状況】
部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

区  分 職  員  数 増減理由平成23年 平成24年 増減数
一般行政部門
（その他） 74人 74人

特別行政部門
（教育関係） 13人 12人 -1人 退職不補充に

よる減
公営企業等部門
（水道・国保） 4人 4人

合        計 91人 90人 -1人
（注）職員数は、一般職に属する職員数である。（定員適正化計画の目標）

既存事務の合理化に努め、新たな行政需要を見極めながら、適正な職員数を維持していく。

【職員の平均給与月額、初任給等の状況】
職員の平均年齢、平均給料月額の状況（H24年4月1日現在）

一般行政職
区　分 平均年齢 平均給料月額

輪之内町 42.9歳 312,389円
国 42.8歳 329,917円

技能労務職
区　分 平均年齢 平均給料月額

輪之内町 51.7歳 259,933円
国 49.7歳 285,030円

職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　(H24年4月1日現在)
区　　分 輪之内町 国

一般行政職 大学卒 172,200円 172,200円
高校卒 140,100円 140,100円

技能労務職 高校卒 137,200円 137,200円

【特別職の報酬等の状況】   （H24年4月1日現在）
区　分 給料・報酬月額等 期末手当(23年度支給割合)
町　長
副町長

650,000円
530,000円

6月期    1.9月分
12月期  2.05月分

計     3.95月分

議　長
副議長
議　員

230,000円
200,000円
190,000円

6月期    1.9月分
12月期  2.05月分

計     3.95月分
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利用者数（人） 費用額（千円）
23年7月 24年7月 伸率（％） 23年7月 24年7月 伸率（％）

訪問介護 193 189 -2.1 13,318 16,005 20.2 
訪問入浴 27 21 -22.2 1,867 1,578 -15.5 
訪問看護 83 76 -8.4 3,961 3,775 -4.7 
訪問リハビリテーション 13 13 0.0 483 444 -8.1 
通所介護 442 428 -3.2 38,446 39,618 3.0 
通所リハビリテーション 129 116 -10.1 11,624 10,757 -7.5 
福祉用具貸与 432 434 0.5 5,975 5,877 -1.6 
居宅療養管理指導 92 74 -19.6 782 628 -19.7 
短期入所 164 174 6.1 19,186 22,047 14.9 
小規模多機能 11 14 27.3 2,298 3,051 32.8 
グループホーム 41 39 -4.9 11,162 10,745 -3.7 
有料老人ホーム等 12 11 -8.3 2,570 2,340 -8.9 

《安八郡広域連合介護保険事業概要》
1.安八郡広域連合管内の全体の状況　65歳以上の方の約7人に1人が認定を受け、そのうち約8割の方が介護サービスを受けています。

2.要介護度別の認定状況　医師や地域包括支援センター、介護支援専門員（ケアマネジャー）とよく相談し、自分にあった介護サービスを利用しましょう。

5.在宅サービスの種類別利用者数・費用額
　 短期入所や小規模多機能など在宅を中心として、身近な事業所で泊まりや食事・入浴などの利用者の増加が伺えます。

3.サービスの受給状況
　 在宅サービスの利用者が約7割で、施設サービスの利用者が約3割です。

4.利用者の要介護度等の状況（平成24年7月）
　 在宅利用者と施設利用者の要介護度割合状況です。

平成23年7月 平成24年7月 伸率（％） 平成23年7月 平成24年7月 伸率（％）
総人口　　　　（人） 45,185 45,688 1.1 認定率　　　　  （％） 13.8 13.6 -1.5 
65歳以上人口 （人） 10,043 10,392 3.5 受給率　　　　  （％） 81.7 81.1 -0.7 
高齢化率　　　（％） 22.2 22.7 2.3 費用額　　　  （千円） 195,494 209,104 7.0 
認定者数　　　（人） 1,385 1,412 1.9 1人当たり費用額（円） 172,851 182,624 5.7 
受給実人数　　（人） 1,131 1,145 1.2 

認定者数（人） サービス利用者数（人）
平成23年7月 平成24年7月 伸率（％） 平成23年7月 平成24年7月 伸率（％）

要支援　１ 72 66 -8.3 38 25 -34.2
要支援　２ 114 135 18.4 77 84 9.1 
要介護　１ 169 186 10.1 124 130 4.8 
要介護　２ 298 296 -0.7 256 253 -1.2 
要介護　３ 268 280 4.5 237 256 8.0 
要介護　４ 249 251 0.8 212 225 6.1 
要介護　５ 215 198 -7.9 187 172 -8.0 

【サービスの受給状況】
平成23年7月 平成24年7月 伸率（％）

在
　
宅

受給者数　　 （人） 837 820 -2.0 
費用額　　 （千円） 111,874 117,077 4.7 
1人当たり費用額（円） 133,661 142,777 6.8 
対支給限度額比率（％） 57.2 59.4 3.8 

施
　
設

受給者数　   （人） 294 325 10.5 
特別養護老人ホーム 152 170 11.8 
小規模特別養護老人ホーム 29 29 0.0 
老人保健施設 104 117 12.5 
療養型医療施設 9 9 0.0 

費用額　　 （千円） 83,620 91,249 9.1 
1人当たり費用額（円） 284,422 280,766 -1.3 

【在宅サービス・施設サービスの利用割合】
利用者数の構成比（％） 費用額の構成比（％）

平成23年7月 平成24年7月 平成23年7月 平成24年7月
在宅サービス 74.0 71.6 57.2 56.0 
施設サービス 26.0 28.4 42.8 44.0 

※対支給限度額比率とは、要介護度に応じて介護保険で利用できる在宅
での介護サービスの支給限度額に対して、実際に利用した額の比率で
す。この数値が高ければ、在宅での介護サービスがよく使われている
ことを表します。

【要介護割合】

　安八郡広域連合では、郡内の高齢者の方が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安心してかつ能力を活かし、で
きる限り自立して過ごしていただけるよう支援体制の整備を図り、郡内のどの町に住んでおられても、要支援・要介護となられた場
合には、希望されるサービスを提供することをめざし、皆様のご要望ご期待に沿いながら良質な介護サービス事業を育てていきます。

問い合わせ　安八郡広域連合　（安八町中須410-1）　TEL 63-2050　FAX 63-0052

在　宅

施　設

要介護2　38人 11.7％
要介護1　8人 2.5％

要介護3
73人
22.5％

要介護3
183人
22.4％

要介護2
215人
26.2％

要介護1
122人
14.9％

要介護4
120人
36.9％

要介護5
86人
26.4％

要支援2　84人 10.2％
要介護4　105人 12.8％

要介護5　86人 10.5％

要支援1　25人 3.0％
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問  役場総務課または、岐阜県庁　環境生活政策課地域安全室　地域・交通安全係
　  TEL 058–272–8205（直通）　E-mail c11260@pref.gifu.lg.jp

消
　
　
防

救急車の呼び方
　119番通報すると、指令員が救急車の出動に必要なことを、順番にお伺いします。緊急性が高い場合は、すべ
てお伺いする前でも救急車が出動します。あわてず、ゆっくりと答えてください。

※その他、詳しい状況、持病、かかりつけ病院等について尋ねられることがあります。答えられる範囲で伝えてください。
※上記に示したものは一般的な聞き取り内容です。

救急車を呼ぶ時の番号は『119』です。
携帯電話より固定電話の方が場所を特定しやすいです。あわてず、冷静に。

◦今月のテーマは救急車の呼び方についてです。◦

　岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、交通遺児の方と犯罪被害遺児の方に次のとおり激励金を
お贈りしています。該当される方は、役場までご連絡ください。

犯罪被害遺児 交通遺児

対象者

　5月5日現在、岐阜県内に居住されており、犯罪被害（交通事故）により、それまで生計をともにしていた父また
は母（すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方）を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高
等学校在学中（高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む）で満20歳未満の方。

※犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為（人の生命または身体を害
する行為）により害を被ることをいいます。

※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計を

ともにすることとなった方は除きます。

※交通遺児となった後、養
子縁組した方、もしくは
父または母が再婚し生計
をともにすることとなっ
た方は除きます。

激励金
の額

１人当り　乳幼児および小学生　15,000円
　　　　　中学生　　　　　　　20,000円
　　　　　高校生等　　　　　　25,000円

お申込み
役場住民課 役場総務課
050-5808-9600、69-3111

岐阜県 交通遺児 犯罪被害遺児　激励金支給事業について

※申請時から高等学校等就学中（20歳未満）まで
支給されます。

救急であることを伝える1

119番通報をしたら、まず「救急です」と伝え
てください。

119番、
火事ですか？
救急ですか？

救急車に来てほしい住所を伝える2

住所は必ず、市町村名から伝えてください。
住所がわからない時は、近くの大きな建物、
交差点など目印になるものを伝えてください。

住所は
どこですか？

具合の悪い方の症状を伝える3

最初に、誰が、どのようにして、どうなった
と簡潔に伝えてください。
また、分かる範囲で意識、呼吸の有無等を伝
えてください。

どう
しましたか？

具合の悪い方の年齢を伝える4

具合の悪い方の年齢を伝えてください。分か
らない時は、「60代」のように、おおよそで
かまいませんので伝えてください。

おいくつの
方ですか？

あなたのお名前と連絡先を伝える5

あなたのお名前と119番通報後も連絡可能な
電話番号を伝えてください。場所が不明な時
などに、問い合わせることがあります。

あなたの名前と
連絡先を

教えてください
私の名前は
○×△美です
電話番号は…

65歳です

父親が、
胸の痛みを訴えて
倒れました

○○町
○○番地
です。

救急です



9

消
費
生
活
相
談

　国民生活センターでは、毎年、消費者問題と
して社会的注目を集めたものや消費生活相談
が多かったものから、その年の「消費生活問題
に関する10大項目」を選定し公表しています。
2012年は、詐欺的な儲

も う

け話を中心に、高齢者
の消費者トラブルが目立つ年となりました。

[H24.12.6国民生活センター公表]
　契約当事者65歳以上の相談は、全体の約
1/4を占めており、特に目立つのは、詐欺的な
儲
も う

け話です。未公開株や怪しい社債などを「買
え買え」と勧誘し、支払額も高額の傾向です。
過去の損失を取り戻せる等と勧誘する「二次被
害」も多いです。
　また、多種多様な投資型金融商品が市場に出
回り、消費者トラブル紛争が後を絶ちません。
銀行や証券会社等での金融商品トラブルにあわ
ないためにも、契約する時は、よく理解して慎
重に行いましょう。

〔金融商品トラブルにあわないためのポイント〕
◦訪問販売や電話勧誘で買うのは止めましょう。金融商品は

突然の電話や訪問による説明で理解できるものではありま
せん。

◦取引先の金融機関で勧められても、その場で契約せず、資
料を持ち帰り、慎重に検討してから契約しましょう。

◦理解できない商品は、絶対に買わないようにしましょう。
◦高金利の商品に心が動いたら、“こんなことありえるかし

ら？”“高金利！それだけリスクも高い！”と冷静になりま
しょう。

◦融資がらみの商品は、最高に危険です。借りたお金の分ま
でリスクを負担することになります。

◦“私がこの商品を買ったらあなたはいくらもらうの？”と必
ず聞きましょう。

◦何か問題があったら、ともかくすぐに、消費生活相談セン
ターに相談しましょう。

　岐阜県県民生活相談センター：058-277-1003
　役場住民課：050-5808-9600，69-3111

◦～2012年を振り返って～ 金融商品をめぐるトラブルに対応するために◦

趣
味
の
家

書
道
愛
好
会（
敬
称
略
）

田中百合児玉禧子

神戸孝司小林冨美子

棚橋邦子 森島冨美枝

西松清子 片野雅夫

棚橋靖夫

　輪之内町及び輪之内町社会福祉協議会では、第2期輪之内町地域福祉計画・輪之内町社会福祉協議会地域福祉活動計画
を現在策定中のため、広く町民の方からご意見を聴取することを目的に、パブリックコメント（2月中旬から3月上旬）を
実施します。詳細は輪之内町のホームページに掲載しますので、ご覧ください。

問  役場福祉課　TEL 050-5808-9600、69-3111

愛玩家畜（家きんを含む）を飼育している方へ
　家畜伝染病予防法の改正により家畜（牛・水牛・豚・
ミニ豚・馬・鹿・めん羊・山羊・イノシシ）１頭以上お
よび家きん（鶏・あひる・うずら・きじ・ダチョウ・ほ
ろほろ鳥・七面鳥）１羽以上飼育している方に飼養頭羽
数等の定期報告が義務付けられました。
◦愛玩家畜（家きんを含む）を飼育している方は、家畜保

健衛生所の指導を受けてください。
連絡先  西濃家畜保健衛生所（西濃総合庁舎内）  TEL73-1111
　　　役場産業課  TEL69-3111

～輪之内町地域福祉計画等のパブリックコメント実施～

最低賃金が下記のように改正されました。（太文字が改正となった部分です。）
最低賃金の名称 最低賃金の額 効力発生の日

岐阜県最低賃金 時間額 　713円 平成24年10月1日
陶磁器・同関連製品、
耐火物製造業

時間額 　714円
日　額 5,708円

平成10年
12月25日

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 　785円

平成24年
12月21日自動車・同附属品製造業 時間額 　823円

航空機・同附属品製造業 時間額 　873円
特定（産業別）最低賃金が適用となる場合は、地域別最低賃金
は適用されません。
詳しくは、岐阜労働局賃金室（TEL058-245-8104）又は
大垣労働基準監督署（TEL78-5184）までお尋ねください。

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！

厚生労働省
岐阜労働局最低賃金改正のお知らせ

中部運輸局
岐阜運輸支局



ぎふ清流国体・ぎふ清流大会開催記念

わのうち新春マラソン大会
快晴の下 329人疾走

　 1 月 6 日(日)、町体育協会主管（浅野眞吉会長）による「第
35回わのうち新春マラソン大会」が開催され、熱気に満ち
た参加者たちが、輪之内町役場前を爽快に駆け抜けていき
ました。年々、町内だけでなく町外からの参加者も増え、
これまで以上に活気あふれる大会となりました。
　上位の結果は次の通りです。（敬称略）

区　分 １　位 ２　位 ３　位
小学校１･２男子 長井　琉翔 荒川　漣 里中　飛雅
小学校１･２女子 上田　綾佳 伊藤　あくあ 服部　浬央
小学校３･４男子 安藤　大知 伊藤　巧 佐藤　秀飛
小学校３･４女子 吉田　さくら 坂口　愛佳 石黒　鈴奈
小学校５･６男子 林　宗一朗 宮永　智也 川瀬　涼
小学校５･６女子 安藤　里奈 伊藤　実紗希 三井　飛奈
中 学 生 男 子 小塚　健太 田口　竜也 桑原　光
中 学 生 女 子 藤塚　美玖 瀬古　七笑顔 藤田　真由香
フ ァ ミ リ ー 大江　琢人・咲帆 近藤　法和・彩由 瀬古　毅・裕
一 般 男 子 後藤　健一 小塚　豊大 安藤　凜斗
一 般 女 子 多賀　智美 佐藤　理絵 瀬古　明代

交通規制に
ご協力お願いします
第31回 
輪之内町スポーツ少年団
マラソン大会
■日 時　2月3日（日）9：00～12：00
■場 所　役場周辺道路

第34回
田口福寿杯 中日西濃駅伝
■日 時　2月17日（日）
■場 所　【一般Ａ・高校の部】
　　　　 大垣市浅中公園陸上競技場
　　　　 　　　　　　11：00発
　　　 　【一般Bの部】
　　　　 輪之内町役場西　11：05発
交通規制図は折り込みチラシをご覧ください。

安八郡中学生バレーボール大会
12月16日（日）　東安中学校
優勝
輪之内中学校女子バレーボール部

バレーボール

第38回大垣市少年剣道大会
12月9日（日）　大垣市武道館
団体の部 ３位
國井萌花、藤倉光平、近藤雄飛、
山内詩織、佐藤慎之助、北島秀悟
個人の部
３年生の部 準優勝 北島秀悟
４年生の部 ３　位 藤倉光平

剣道

第35回 全国スポーツ少年団剣道交流大会岐阜県大会
男子個人の部 優勝　岡山倫也
　　　　　　 ３位　渡邊裕斗
女子個人の部 優勝　山内詩音
　　　　　　 ３位　山内伊緒奈

剣道

輝かしい戦績
大会の結果を報告します。（敬称略）

優
勝
し
た
岡
山
倫
也
さ
ん
と
山
内
詩
音

さ
ん
は
、
岐
阜
県
の
代
表
と
し
て
、
３

月
に
佐
賀
県
で
開
催
さ
れ
る
全
国
大
会

に
出
場
し
ま
す
。

左から山内伊緒奈さん、山内詩音さん
　　岡山倫也さん、渡邊裕斗さん

北島秀悟さん（右から２番目）
藤倉光平さん（右から４番目）

輪之内中学校女子バレーボール部

『私の学び舎』
新規掲載自主団体募集！

クリスマスパーティーで、
楽しく英会話と外国の文化を学ぼう！

　現在、町民の方が、これまで学んでこられたこと
を生かして教室や愛好会などをつくられ、多くの団
体が自主団体として活躍しています。
　平成25年度から、新たに活動される団体があれ
ば、４月に発行する『私の学び舎』で会員を募集しま
せんか。すでに活動されている未掲載の団体も受け
付けています。
　興味のある方は、２月15日（金）までに教育
委員会（TEL69−4500）までご連絡ください。

　12月22日（土）、教育委員会主催の生涯学習講座「わのうち
未来塾」（第 8 回）にて、クリスマスパーティーが開催されまし
た。参加した小学生45名は、ＡＬＴ講師から外国のクリスマ
スの過ごし方を学んだり、クリスマスに飾る『クリスマスリー
ス』を作りながら、楽しく英会話と外国の文化を学びました。

手作りのクリススリース・ツリーと一緒に♪

見事1位の吉田さくらさん

1位を目指してスタート ミナモと一緒に準備体操

10



小中学校ニュース

今年度も数々の「みのり」が生まれました！
輪之内町立仁木小学校

　今年度も残り2ヶ月となりました。「自分で気づき、考え、行動できる子」を目指して取り組んできました。
本校では、教育活動の成果を「みのり」と呼んでいますが、これまでに多くの「みのり」が生まれました。その
一部を紹介します。

　6年生は総合的な学習の時間に福祉について学んでいます。2学期は
特に高齢者福祉について学習を進めました。4月の遠足の時に見学した
デイサービスセンターで利用者の方々と「心の交流」をするにはどうする
とよいのかを自分たちで考え、職員の方からアドバイスをいただきなが
ら交流の計画を立てて実践しました。
　交流を通して、「笑顔で、心の目線を合わせて」話しかけることの大切
さを学びました。

　5年生はアイガモ農法で米作りに挑戦していました。岐阜県の
ブランド米であるハツシモが250kg以上収穫できました。11月
17日（土）に実施した「いなほ祭り」で保護者や家族に新米のおに
ぎりを賞味していただきました。
　11月28日（水）にはNHKの取材を受けました。ハツシモの特
徴やアイガモ農法について学んだことを伝えました。この様子は
12月9日（日）に放送された「サキどり」という番組の中で紹介されました。

　3年生は10月31日に実
施した祖父母参観で社会科
や総合的な学習の時間に取
り組んだ「仁木のひみつ」に
ついての学習成果を発表し
ました。

　「仁木はかせ」になろうと取材をし、写真を有効に活用してまとめ、発表しました。祖父母の方々もびっく
りされるほど、内容の濃い発表ができました。
　他の学年にもいくつもの「みのり」が生まれました。今年度の学習成果の一部を2月16日（土）に行う「みの
り発表会」で保護者や地域の方々に発表します。
　PTA活動でも大きな「みのり」がありました。いなほ祭りの際に実施した「親子ふれあい音楽鑑賞会」では、
羽島高校吹奏楽部の皆さんを招きました。単に吹奏楽
を聴くだけでなく、楽器を手作りして演奏に合わせた
り、音楽に合わせて踊ったりする「参加型」の活動でし
た。実施後のアンケートには「大変楽しかった。」という
声がたくさん寄せられました。
　今後も学校、家庭、地域が一体となって教育活動に
取り組んでいきます！

仁木小学校
・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：050-8026-8979
　　　　　　　　　　　　 69-2613

11



施設だより

町立図書館
開館時間　9：00〜17：00
TEL　050−8026−8902

69−4597
FAX　69−4592

　暦のうえでは春のはじまりですが、一年で寒さが一番厳し
い時期でもあります。体調を崩さないようにお天気のよい日
には外に出てあそび、体力づくりをしましょう。

2月の予定

オニたいじ
森　絵都　作
金の星社

知れば恐ろしい日本人の風習
千葉　公慈　著
河出書房新社

チャーリーのはじめてのよる
エイミー・ヘスト　ぶん

岩崎書店

かわいい紙を見つけたら
くらしの折り紙とちょこっと紙小物

主婦の友社　編
主婦の友社

いじわる
せな　けいこ　さく

すずき出版

ディズニー流！みんなを幸せにする
「最高のスタッフ」の育て方
糠谷　和弘　著
ＰＨＰ研究所

　「オニはそと。ふくはう
ち」せつぶんの日、まめま
きをします。まかれたまめ
たちはほんもののオニをさ
がしにとびだしました。ど
んなオニをたいじしにいく
のかな？

　「夜に口笛を吹いてはな
らない」本当の理由は？「指
きりげんまん」は命にかか
わる契約！？しきたりや年
中行事、わらべ唄や昔話、
あそび･･･「風習」に秘めら
れたものとは？

　ゆきの日に、ヘンリーは
こいぬをひろいました。そ
のこいぬにチャーリーと名
まえをつけて、そのよるキッ
チンでこいぬをねかせます
が･･･

　ラッピングの紙やクラフ
ト紙の袋など、捨てるには
もったいない。箱や箸袋、
トレー、カードケース、四
角たとうなど、ちょっとし
た紙小物に変身させてみて
は？

　たあぼうはせっかくつ
くったゆきだるまをとかさ
れたくなくておひさまにい
じわるをいったよ。それを
きいたおひさまはいじわ
るーいきもちになって･･･
いじわるをするとどうなる
かな？

　東京ディズニーリゾート
でスタッフとして働いたこ
とのある著者が、その経験や
コンサルタントとしての事
例からディズニー流の人材
育成法を紹介。ほかにスタッ
フ教育、コミュニケーション
術、サービス開発の方法など。

子育て支援
センター

仁木保育園　TEL	 050−8026−8976
	 69−3757
福束保育園　TEL	 050−8026−8951
	 69−3723
大藪保育園　TEL	 050−8026−8948
	 69−3029

育児相談（面接・電話）
ようび　月～金曜日（祝日を除く）
じかん　9：00～16：00　ところ　各保育園
困った時、悩みがある時は気軽に声をかけてください。

園　庭　開　放
ようび　月～金曜日（祝日を除く）
じかん　10：00～11：30
ところ　各保育園
子どもたちと遊んだり、地域の方との交流を楽しんでください。

絵本の読み聞かせ
と　き　2月15日（金）
じかん　11：00～　ところ　大藪保育園
読書サークルによる読み聞かせ

わくわく広場
〜子育て講演会〜
　　演  題　子どもの発達はまねっ子あそびから
　　　　　　　　　　　「お母さんの先生は我が子」
　　講  師　清水惠美子　氏
と　き　2月26日（火）
じかん　10：00～
ところ　福束保育園

＜食べる基礎は、ここから始まる＞
　初期の離乳食では、噛む必要は殆んどありませんが、飲み込むという
動作は、この時期に覚えます。これが食べる事の基礎になります。
①「もぐもぐ」と噛み砕く。
②「ごっくん」と飲み込む動作をする。
③口を「あ～ん」と開けさせて飲み込んだかどうか確認します。

④残っているようだったら再度飲み込むように促す。
　このときおかあさんが、楽しんで食事をしているところを見せること
も、食べ方を学ぶことにつながります。噛む動作を教える際にも、必ず
おかあさんも一緒に食事をして、手本を見せてあげることが大切です。
子どもの気持ちに寄り添い、食に興味を示すよう促しましょう。

●2月の休館日
4（月）・12（火）・18（月）・
22（金）・25（月）

●お知らせ
おはなしをたのしむ会
2月10日（日）　午後2時～
児童図書室にて

インターネットからの蔵書検索
http://library.tanpopo.ne.jp/

ぎふ清流国体資料展 開催中
　国体を振り返り、
関連資料や「ギフと
フラッグ」を展示し
ています。

わくわく広場
〜豆まき〜
と　き　2月1日（金）
じかん　10：00～　ところ　各保育園
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　児童センターは、自主的な遊びや
行事への参加を通じて、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。

　12月19日に、勉強会として調理実習が行われました。今回のテーマは「岐阜県
産の畜産物をつかったクリスマス料理」で、食生活改善協議会推進員54名が参加し
ました。
　町栄養士が講師となり、雑穀ごはん、岐阜県産の牛肉をつかったボールメンチカ
ツ　～トマトソース添え～、いろいろ野菜のヘルシーポタージュ、温野菜の和風ドレッ
シング和え、輪之内町産の「里のたまご」を使用したカスタードクリーム入りのオムレッ
トの計5品を、6つの班に分かれて、協力し合いながら楽しく調理しました。できあ
がった料理はみんなで楽しく味わい、町・県内産畜産物のおいしさを確認できました。
　岐阜県の畜産物を様々な料理に積極的に使い、家族みんなでそのおいしさを味
わっていただきたいと思います。今回は、カスタードクリームのレシピを紹介しま
す。ぷるぷるとした食感であり、卵の味をしっかりと味わうことができます。ぜひ、
お試しください。

3月のメニューは、ちらし寿司と貝汁です。
3月2日（土）に行いますので、申し込んでください。

児童
センター

開館時間　9：00〜17：00
TEL　050−8026−8940

69−5411
FAX　69−5411

★岐阜県産の畜産物をつかった料理講習会★

お ら知 せ

休館日は

日曜日・月曜日・祝日
です。

♪ カスタードクリーム♪
■ 材 料　8人分

卵 ２個
薄力粉 大さじ１
砂糖 大さじ３
牛乳 １カップ
バニラビーンズ 適量

■ 作り方　
①　バニラビーンズはさやから粒をスプーンでしごいて

出しておく。（さやは捨てない）
②　鍋に卵、ふるった薄力粉、砂糖を入れて、泡立て器

でしっかりとかき混ぜる。ザルで一度こす。
③　別の鍋に牛乳と①を入れ、沸騰直前まで加熱する。

②へ少しずつ混ぜながら加える。
④　鍋を強火にかけて、泡立て器で絶えず混ぜ続ける。
⑤　ドロッとし始めたら中火にし、クリーム状になるま

で、かき混ぜながら加熱を続ける。
⑥　火から下ろして冷ます。乾燥しないようにラップを

しておく。

小学生対象　14：00〜15：00

《げんきっこ》
2月

16日
㊏ フェルトとビーズの

スイーツチャームを
作ろう

幼児サークル「このゆびとーまれっ！」  募集のおしらせ

●もちもの　エプロン・三角巾

小学生申込者　定員20名　13：30〜15：30

《げんきクッキング》
2月

2 日
㊏ ●メニュー　パリパリアップルパイ・

　　　　 ホット牛乳

思いやりの実がいっぱい！！

　仁木小を笑顔と元気いっぱ
いの学校にしたいと思い、み
んなから『ぽかぽか言葉』を集
めて、ハッピーツリーを作り
ました。放送で紹介すると、
どんどん集まり、739枚にな
りました。これからも、優し
さあふれる学校にしていきた
いです。

　松井　秀太

純真な心をいつまでも。。。

食育コーナー 輪之内町食生活改善協議会

　幼児サークル「このゆびとーまれっ！」の平成25年度参加
者を募集します。
　2月16日（土）まで受け付けいたしますので、希望者は児
童センターにある申込書にて申し込んでください。尚、申
込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
◦期　間　平成25年4月～平成26年3月
◦日　時　毎月第1、第2、第3、第4水曜日
　　　　　10：00～11：30
◦場　所　児童センター集会室
◦対　象　平成22年4月～平成23年3月生まれの
　　　　　お子さんと保護者
◦定　員　10組（その他幼児サークルと重複しない方）
◦参加料　無料

新聞遊びのようす

こいのぼり作りのようす

《1人分栄養価》
エネルギー
　（kcal）

たんぱく質
　　（g）

脂　質
　　（g）

塩　分
　　（g）

53 2.5 2.3 0.1

調理風景

料理写真
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保健
センター

TEL　050−8026−8967
69−5155

FAX　69−5156

保健衛生カレンダー
実施日 事　業　名 時　　間 対　象　者 場　　所
2/12 乳 幼 児 相 談 10：00～11：30 申込者 保健センター
13 栄 養 教 室  9：30～13：00 申込者 〃
15 糖 尿 病 予 防 教 室 14：00～16：00 申込者 〃
20 腹 ま わ り す っ き り 教 室 13：30～15：30 申込者 〃
21 こ こ ろ の 相 談 10：00～11：00 申込者 〃

1 歳 6 ヶ 月 児 健 診 13：00～13：15 Ｈ23.6～7月生 〃
22 10 ヶ 月 児 健 診 13：00～13：15 Ｈ24.3～4月生 〃
27 ま め っ こ サ ー ク ル 10：00～11：30 申込者 〃
28 ち び っ こ サ ー ク ル 10：00～11：30 申込者 〃
3/1 健 康 相 談 10：00～11：30 ご自由にどうぞ 〃

３ ヶ 月 児 健 診 ＋ Ｂ Ｃ Ｇ 13：00～13：15 Ｈ24.11月生 〃
＊健診・予防接種については受付時間を掲載しています。

Ｈ25年2月12日～3月1日

こころの健康相談のご案内

平成25年度成人健(検)診受診希望しらべ

　西濃保健所主催、精神科嘱託医による『こころの相談』を下記の日程で行いま
す。悩みがある、家族や友人のことが心配など、お困りの方はご相談ください。
◎日　時：平成25年 2 月21日（木）午前10：00～11：00
◎場　所：輪之内町保健センター
◎申し込み：岐阜県西濃保健所（TEL 73－1111　内線274）
※相談を希望される方は、2月15日（金）までに岐阜県西濃保健所へご連絡くだ

さい。
※プライバシーはかたく守られますのでご安心ください。

　平成25年度に町が実施します成人健(検)診等のご案内をさせていただくにあたり、｢平成25年度成人健(検)診受診希望しら
べ｣を全世帯に配布しました。
　また、今年から健(検)診を受診しない理由を詳しく記入していただく欄が増えました。
　町で健(検)診を受けられない方は右上の〈未受診理由〉の中からあてはまるものを1つ選んで各健(検)診欄に○印をつけてくだ
さい。

【提出期限】　平成25年2月15日(金)
【提 出 先】　保健センター　
　　　　　　＊同封の返信用封筒にて郵送していただくか、直接保健センターまでお届けください。

☆下記の症状、対応でお困りの方は早めにご相談ください。
自分に悩みがあって困っている ……… 気分が沈む ◇ いらいらする◇不安だ…
家族や友人のことで困っている ……… 何もせず閉じこもっている ◇ ひとり笑いをする ◇ 妙なことを言う◇乱暴する
おじいちゃんおばあちゃんが心配 …… 物忘れがひどい ◇ 自分のいる時間や場所が分からない ◇ 夜中に動き回る
子どものことが心配 …………………… 友達ができない ◇ 乱暴する
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●今月の納税
　固定資産税　第4期分　納期限は2月28日（木）です。
●農業委員会（傍聴希望者は事務局（産業課内）まで）
　3月6日の農業委員会への申請は締切日は2月20日（水）です。

作業内容 作業料金 内　　　　　訳
ロータリー耕起
　　　　　砕土
　　　　　代かき

3セット
17,000円

耕起　　　　6,000円
砕土　　　　5,000円
代かき　　　6,000円 

田植え（苗別） 6,500円
田植え（苗込み） 19,000円
刈り取り

（籾の運搬は双方協議の上決定） 19,000円

休耕田管理 25,000円 耕起・代かき・除草・草刈り等
籾乾燥調整（60㎏） 1,700円
畦塗り（ 1 m） 80円

くらしのカレンダー 2月 輪之内町役場
TEL 050-5808-9600
　　（0584）69-3111㈹
FAX （0584）69-3119

分別種類 出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

可燃ごみ 指定ごみ袋
青

2/1（金）・4（月）・8（金）・12（火）・15（金）・
18（月）・22（金）・25（月）・3/1（金）

不燃ごみ 指定ごみ袋
黄 2/7（木） 2/21（木） 2/28（木）

か ん 類 回収かご
（アルミ・スチール）

2/5（火） 2/19（火） 2/26（火）

ビ ン 類 回収かご
（色別）

2/6（水） 2/20（水） 2/27（水）

ペットボトル 回収かご 2/1（金）
3/1（金）

キャップとラベルをはずし、
洗浄して出してください。

その他プラスチック製

容器包装
指定ごみ袋

赤
2/1（金）
3/1（金）

※スプレー缶は、必ず穴を開けて出してください。
　（爆発や火災の原因となりますので必ずお願いします。）

地区集積所
家庭ごみ収集日　2月1日～3月1日 問 住民課

資源持ち込み分別ステーション
輪之内町エコドーム　☎ 050-8026-8914

　 69-5374

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

開館日　火～日　9：00～17：00（月曜休み）

持ち込み
品　目

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、割り箸、生ごみ、ふとん、カーペット類、
廃食油（天ぷら油）、CD、バッテリー、インクカートリッジ

粗大ごみ有料回収 期間／3月12日（火）～17日（日）
※詳細については、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

● 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　2月20日（水） 9：30～11：30
ところ　町民センター1階　和室
相談員　吉田則義 行政相談委員

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　2月5日（火） 13：00～15：00
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　民生委員児童委員

■ こども相談「なかよしコール」
と　き　2月9日（土） 13：00～15：00
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　2月20日（水） 9：30～11：30
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　弁護士

（左記金額については、事情により変更することがある。）

※ 1 圃場の面積が10ａ未満及び作業条件の悪い圃場は、
割増料金をいただくことがある。　　　　　

※その他、記載のない事項は、受託時に協議の上決定する。

相談連絡先　　　輪之内町福束新田　辻村金衛
　　　　　　　　TEL 69－2351

☆全面委託の場合は、特別の場合を除き利用権設定契約を原則とする。

【利用権設定の場合の賃借料】
・収量の多少にかかわらず支払うものとし、双方合意のう

え決定した賃借料はこの限りではない。
・転作率に相当する面積分は支払わないものとする。

「多重債務無料相談会」
～返しきれない借金にお困りの方へ～

　複数の借金の支払いに困っている、利息を払い
過ぎているかもしれないという方、悩む前にご相
談下さい。
と　　　き：2月16日（土）13：00～16：00
と　こ　ろ：岐阜県県民生活相談センター

（岐阜市薮田南5－14－53　ふれあい福寿会館内）
相　談　料：無　料
相談対応者：弁護士、司法書士、県消費生活相談員
相 談 方 法：①面接相談（要事前予約）
　　　　　　②電話相談　058－277－1003
　　　　　　　（相談会時間内に受付）
申　込　先：県民生活相談センター
　　　　　　TEL 058－277－1003
　　　　　　面接相談は2月15日まで予約受付します。
　　　　　　月～金曜　8：30～17：00
　　　　　　土曜　　　9：00～17：00
問 役場住民課　TEL 69－3111
　　　　　　　　　　050－5808－9600

平成25年度　輪之内町水稲営農受託組合委託標準料金表
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平成25年1月1日現在

（　　）内は先月比

■世帯　　3,040戸　（＋15）
■人口　　9,947人　（＋10）
　　男　　4,911人　（＋ 4）
　　女　　5,036人　（＋ 6）

死　亡 やすらかに

下大榑新田 三宅　梅子 71歳
下大榑 森　元子 88歳
松内 中島　俊雄 89歳
大吉新田 堀田　俊郎 89歳
松内 中島　慶泰 74歳
下大榑新田 三宅　 67歳
楡俣新田 竹田　しずゑ 90歳
大藪 伊藤　研也 58歳
南波 加納　敏司 81歳
福束 一桺　トミ子 82歳
里 大橋　みつ子 84歳
下大榑 森島　政巳 83歳

出　生 すこやかに
（敬称略）

四郷 森
もり

　武
たけ

尊
る

和貴・恵美 四郷 所
ところ

　宗
そう

佑
すけ

篤志・友香

大藪 山
やま

中
なか

　一
かず

穂
ほ

健司・淳 四郷 伊
い

藤
とう

　優
ゆう

莉
り

賢二・陽子

下大榑新田安
やす

江
え

　絢
あや

音
ね

勇樹・奈美 楡俣 西
にし

松
まつ

　直
なお

彰・タ恵

里 近
こん

藤
どう

　愛
まな

華
か

幸男・有里子 楡俣 浅
あさ

井
い

　俊
とし

伎
き

徹義・理恵

下大榑新田山
やま

地
じ

　悠
ゆ

佑
う

生
せい

大将・友子 楡俣 淺
あさ

野
の

　湊
みな

士
と

廣徳・小百合

四郷 松
まつ

居
い

　蘭
らん

良志・貴美

四郷 松
まつ

居
い

　杏
あん

良志・貴美

婚　姻 しあわせに

（野村　浩一 福束

近澤　幸恵 養老町

（丸藻　晃兵 中郷新田

津田　聖子 岐阜市

（水谷　智 海松新田

濵中　彩衣 愛知県

（河合　真 福束新田

於保　アリーネ 福束新田

募集期間 ● 平成25年 2月28日（木）まで
募集内容 ● 輪之内町産の素材を使用し、産物、町内に伝

わる伝説やいわれ、歴史等をテーマにした料
理、加工品等「特産品」となるもののアイデア

賞および副賞 ●
　最優秀作品（1点）
　　輪之内町産米（ハツシモ）20㎏＋季節のジャム小（2個）
　優 秀 作 品（2点）
　　輪之内町産米（ハツシモ）5㎏＋季節のジャム小（1個）
　入 賞 作 品（10点）
　　輪之内町産米（ハツシモ）2㎏
応募方法 ● A4サイズの「特産品のタマゴ応募用紙」（町

HPよりダウンロードできます）に必要事項を
記入し、手書き場合は用紙を郵送又は持参。
デジタルデータの場合はCD-Rによる郵送又は
持参。

応募条件 ● 応募するアイデアには、作品名・使用材料・
作品の説明・輪之内らしさのポイント・完成

イラストなどを応募用紙に記載して提出して
下さい。輪之内町らしい料理や加工品のアイ
デアを募集するものですので、輪之内町産の
食材、材料等を１つ以上使用して下さい。イ
ラストについては、見た目の印象も判断材料
になりますので、色つきで描いて下さい。

応募規定 ● 
①応募作品は自作で未発表、かつ第三者の著作権等の権

利を侵害しないもの。
②入賞作品の著作権、肖像権などの権利は、すべて輪之

内町に帰属します。
③作品については補作及び修正する場合があります。
④応募用紙、またこの件に関する詳細は「特産品のタマゴ」

募集要項をご覧下さい。
⑤応募作品は返却いたしません。
⑥応募いただいた個人情報はこの事業以外には使用いた

しません。
⑦応募にかかる費用は応募者でご負担下さい。

応募先・お問い合せ先 ●
〒503-0292 　輪之内町四郷2530-1輪之内町役場　産業課内　「特産品のタマゴ募集」係
TEL 0584−69−3111（内線175）　 FAX 0584−69−3119　e-mail：sangyou@town.wanouchi.lg.jp

輪之内町特産品アイデア

「特産品のタマゴ」募集中！
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