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旅まつり名古屋に初参加
　3月16日（土）・17日（日）に、名古屋市中区の
久屋大通公園で開かれた「旅まつり名古屋2013」
に輪之内町が出店しました。
　初日には輪中太鼓と薩摩義士彰徳会のみなさん
がステージ発表し、町をPRしました。
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　2月21日（木）、西濃社会福祉事業協力会会長である清水貴一氏が来庁され、「社会福祉に役立ててください」と5
万円の小切手を町へ寄付されました。
　町長は、「毎年ご寄付をいただき感謝します。寄付金は福祉事業のために、有効に利用します」と伝えました。

善意の寄付～社会福祉に役立てて～

　3月9日（土）、町民センターにて、町カワバタモロコ保全推
進協議会主催「農村のすばらしさを知り未来に伝えるためのシ
ンポジウム」が開かれ、約100人が参加しました。第1部では
岐阜大学応用生物科学部の伊藤健吾准教授が講演しました。伊
藤准教授は多くの種類の生き物が生息する町の豊かな生物相を
強調しながら、「自然を財産と思って、農業にプラスになり、
かつ楽しんでできる保全活動を続けていこう」と訴えました。
　第2部では、同協議会の田中博会長とグラウンドワーク輪之
内の森島徹也代表、須原ゆりかご水田協議会の堀彰男代表によ
るパネルディスカッションがあり、各団体の取り組みや夢など
が語られました。

農村のすばらしさ再認識
カワバタモロコ保全協　シンポ

　本通区福祉委員の松永作雄さんと菱田啓治さんは、地域を明るくし絆を深めたいと近隣たすけあいネットワーク
で「安八・百梅園を眺める会」を企画。3月6日（火）、地区の高齢者25名と民生委員の西脇實さんとともに少し早い
春を満喫してきました。
　当日は、おだやかな天候にも恵まれ、まだ三分咲きの梅の
花を眺めては「去年よりたくさんの花が咲いている」、「いや少
ないよ」などと、みたらし団子を頬張りながら話していました。
その後、大薮コミュニティセンターで昼食をとり、ビンゴゲー
ムなどを行いました。
　本通の近隣たすけあいネットワークでは、夏には高齢者も
小学校児童に混じってラジオ体操、年末には一人暮らしの高
齢者の友愛訪問も年中行事にしています。
　花見に参加したある女性は、「今年で6年目になります。皆
さんが花見を毎年楽しみにしており、来年もまた来たいです
ね。」と語っていました。

近隣たすけあいネットワークで安八・百梅園を眺める会

　3月16日(土)、町文化会館において、菊地幸夫氏を招いて、
初めての消費者問題講演会を開催しました。テレビでおなじみ
の有名弁護士の話を聞こうと、早くから並んでいただいた方も
多数いらっしゃいました。
　消費者問題はすぐ身近に存在すること、相手は騙しのプロで
あり、お金儲けのために様々な手口を使ってくること等をわか
りやすい事例を交えてお話をしていただきました。
　契約はとても重要な事でいったん契約すると簡単には取り消
せないが、万一、うまく誘われて不必要な契約をしてしまった
場合、クーリングオフが活用できる場合があることも説明して
いただきました。
　穏やかな口調で笑いを交えながらの講演に、会場全体が聞き
入っていました。
　講演を聞いた参加者からは、「『欲しい物を買うのでなく、必要な物を買う』という言葉が印象に残った。賢い消費
者になれるよう心がけた生活をしたい。」「わかりやすい話し方で、とても役立つ話が聞けて、来て良かった。」と好
評でした。

消費者問題講演会　菊地幸夫氏が講師に
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民生費
999,722千円
（28.15％）

総務費
968,939千円
（27.28％）

土木費
495,895千円
（13.96％）

衛生費
282,036千円
（7.94％）

教育費
277,093千円
（7.80％）

町税
1,341,546千円
（37.77％）

地方交付税
840,000千円
（23.65％）

町債
245,300千円
（6.91％）

国庫支出金
239,913千円
（6.75％）

県支出金
231,747千円
（6.52％）

繰入金
203,467千円
（5.73％）

公債費
186,153千円
（5.24％）

その他
342,162千円
（9.63％）

その他
450,027千円
（12.67％）

歳出
3,552,000千円
（　）内は構成比

歳入
3,552,000千円
（　）内は構成比

１．安全･安心･快適な輪之内に
２．地域情報化の推進を
３．みんなが働きやすいまちづくりを
４．暮らしやすいまちづくりを

５．ふるさとを愛するまちづくりを
６．さらなる行財政改革を
７．効率的な広域行政を
８．住民本位の町政を

平成25年度
当初予算

　25年 度 の 予 算 規 模 は、 総 額54億6,300万 円 で 前 年 度 と 比 較 す る と8,010万 円(1.45%)の 減 額 と な り ま し た。 
　昨年12月26日に安部晋三内閣が誕生し、『金融緩和』『財政出動』『成長戦略』の3本の矢を柱とする経済政策、いわゆる『ア
ベノミクス』が発表されましたが、これによる社会経済情勢の行く末を注視するところとなっています。なお、『財政出動』の分
野については積極的に国の追加公共事業を活用し、町の社会資本整備を進めていきます。
　一般会計予算では、光ケーブルテレビ動画放送機器の整備や庁舎太陽光発電設備の設置などのハード事業を計画しています
が、大藪小学校増改築工事等、前年度に大型建設事業が完了したこともあり、対前年度1億400万円減の35億5,200万円を
計上しました。
　25年度の予算規模は縮小となりましたが、先述のハード事業のほか各分野におけるソフト事業に積極的に取り組むなど、重
点施策実現のための必要な事業には積極的に予算を配分しています。
　歳入では、町税全体で4,705万6千円の増収を見込むこととしたほか、地方交付税は前年同額、普通交付税の振替措置であ
る臨時財政対策債は国の方針もあり760万円の増額、その他交付金等を勘案した結果、予算における財源不足額は2億346万
7千円となりました。この財源不足については、その全額について基金からの繰入れ(取崩し)で対応しています。
　国庫支出金と県支出金について、減少した主なものは大藪小学校増築･改築事業に係る国庫負担金等、増加した主なものは農
業機械購入費に係る県補助金等で、全体では4,677万9千円の減額となりました。
　歳出では、高校生世代医療費の助成やエコドーム開館日の拡大など、重点施策に位置づけた8本の柱と第五次総合計画(24-
33)を実現する予算とした一方で、良好で快適な生活環境の構築と景気低迷下における景気浮揚を願い、道路網と排水路網の
整備や下水道事業を重点にした公共工事を積極的に推進します。
　その他、輪之内軽トラ朝市の開催、昨年度に引き続き輪之内プレミアム商品券発行の支援による農業と商工業の振興、太陽
光発電設備の普及や地域協働水質改善事業などの人と環境にやさしいまちづくりを推進していきます。
　特別会計及び企業会計については、原則、一般会計に準じた予算編成を行いましたが、あわせて2,390万円(1.27%)の増額
となりました。

1. 予 算 規 模

2. 一般会計予算の概要

平成25年度 平成24年度
前　年　度　比

増減額 増減率
一　　般　　会　　計 3,552,000 3,656,000 ▲ 104,000 ▲ 2.84

特
別
会
計

国民健康保険事業 872,000 879,000 ▲ 7,000 ▲ 0.80
後期高齢者医療 65,000 65,000 0 0.00
児童発達支援事業 13,000 16,000 ▲ 3,000 ▲ 18.75

特定環境保全公共下水道事業 735,000 727,000 8,000 1.10
小　　　　　　計 1,685,000 1,687,000 ▲ 2,000 ▲ 0.12

企業会計 水　道　事　業 226,000 200,100 25,900 12.94
合　　　　　計 5,463,000 5,543,100 ▲ 80,100 ▲ 1.45

( 単位：千円 ,％ )
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3. 町民一人当たりの予算額は？

4. 主 要 施 策

(単位：円)

歳入
町税 地方交付税 町債 国庫支出金 県支出金 繰入金 その他 合計

134,869 84,448 24,661 24,119 23,298 20,455 45,243 357,093

歳出
民生費 総務費 土木費 衛生費 教育費 公債費 その他 合計

100,505 97,410 49,854 28,354 27,857 18,714 34,399 357,093

一般会計予算額を町民9,947人（H25.1.1現在）で除した金額

※第五次総合計画の基本計画に掲げる基本方針ごとに区分しています。
　また、新規事業を中心に主な事業を掲載しています。

予算額 構成比

１．環境にもっとやさしいまちづくり 376,188 10.59

○地域協働水質改善事業（800）住民課
町内河川の水質浄化を図るため、県と共同で水質改善のソフト事業
(24採択〜28)に取り組みます。

　25年度の取組み
　　◦県…河川排水水質測定、水質改善計画策定
　　◦町…生活排水改善の啓発活動

最終目標は、河川の水質改善対策として、地下水を汲み上げ放流する
など上流から環境用水を放流して水質の透明度を向上させます。

○エコドーム開館日の拡大（668）住民課
資源分別ステーションとして運営しているエコドームの開館日を拡大
します。現在、休館日としている月曜日を開館し、利用者の利便性の
向上を図ると共に、より一層の資源回収に努めます。

○太陽光発電補助金交付事業（7,000）住民課
小さな町でもできる地球温暖化防止の取り組みの一つとして、太陽光
発電システムの設置費用の一部を助成します。積極的に自然エネル
ギーを活用することで、社会全体の化石燃料への依存度の低減を図り
ます。※国の補助金の上乗せ補助金

２．安全･安心なまちづくり 178,491 5.03

○放射性物質検査事業（84）総務課
安心して暮らせる町づくりの一つとして、町内の土壌について放射性
物質の測定検査を実施し公表します。

○小型動力ポンプ付積載車購入事業（9,953）総務課
消防施設の水準と機動力を維持するため、第2分団第1班の小型動力
ポンプと同積載車を更新します。

○防災備蓄倉庫及び避難所保管庫設置事業（4,463）総務課
地域住民の安全安心のため、『共助』の手助けとなる防災資機材等を町
内に配置し、想定されている南海トラフ巨大地震等に備えます。

○耐震型貯水槽設置事業（96,120）総務課
いつ起きるか分からない巨大地震に備えるため、町民の安全安心につ
ながる耐震型貯水槽を各地区に1基ずつ計3基を設置します。
形式：地上式循環型 40㎥
場所：各地区コミュニティ防災センター付近
なお、本事業は25年度に計画していましたが、24年度国の補正予算
を活用することとしたため、24年度3月補正予算に計上(前倒し)しま
した。

３．みんなが元気で働けるまちづくり 417,112 11.74

○中将姫公園整備事業（19,875）建設課
中将姫伝説をより良い形で伝承するため、ゆかりのある本戸地内に公
園を整備します。
面積：500㎡程度　　場所：本戸･たいしょう池付近

○輪之内軽トラ朝市実施事業（700）産業課
町の農業及び商業振興施策の一つとして、農産物や特産品等を軽トラ
で持ち寄り販売する機会と場所を生産者に提供します。※フリーマー
ケットなども可とする。

○農業機械等購入費補助金交付事業（24,772）産業課
農業従事者が高齢化し農業構造が脆弱化している中、農業の再生を目
指すため小規模農家、認定農業者、集落営農組織が利用する農業機械
の購入費の一部を助成します。
新規就農者や経営発展を目指す農業者を支援することで、農用地を良
好な形での活用と存続を図るほか、同時に町としても食料自給率の維
持向上に努めます。

予算額 構成比

４．もっと温もりのある支え合いのまちづくり 1,005,777 28.32

○福祉医療費助成事業（125,154）福祉課     
医療機関に受診する際の経済的負担を軽減するほか、住民の健康と良
好な成長を願い、乳幼児･小中学生に対する医療費扶助の対象年齢を、
中学3年生修了から高校生世代(18歳到達年度末)までに拡大します。

○自殺予防緊急対策事業（85）保健センター
全国において自殺者数が年々増加している状況であることと、厳しい
社会経済情勢であることを踏まえて、町としても自殺予防対策を強化
します。自殺予防をテーマとする研修を開催し、自殺者の防止と減少
に努めます。

○５歳児健診事業（362）保健センター
１歳６ヶ月と３歳健診に加えて、５歳児(就学前)健診を実施すること
で発達障がいの早期発見に努め、就学前に早期に適切な支援を受ける
よう勧奨します。発達障がいや不適応を解消し、児童が良好な学校生
活を送れることを願うものです。

５．生涯いきいきと学習のできるまちづくり 231,848 6.53 

○わのうち未来塾事業の拡大（661）教育委員会 
子どもたちが、仲間と触れ合ったり、町内外の自然や歴史を学んだり
するなどの体験活動を通して、将来『思いやりがあり、やる気や生き
甲斐をもった大人』に成長することを願うものです。『未来塾､ 夏休み
未来塾､ 後期未来塾』の3コースを予定しています。

○ぎふ清流国体記念事業（5,050）教育委員会 
国体の成功を祝して、1周年目前後にぎふ清流国体記念事業(第1部)
とメモリアルコンサート(第2部)を開催します。

６．豊かで安定した経営ができるまちづくり 560,889 15.79 

○庁舎改修事業（12,000）総務課
庁舎2階を防災拠点(災害対策本部事務室)として整備し防災対策機能
を強化するほか、LED照明器具等による省エネルギー対策、玄関や
フロアのバリアフリー化と課等の再配置を行うための実施設計を行い
ます。

○庁舎太陽光発電設備設置事業（31,800）総務課
庁舎改修と合わせて庁舎1階の屋上に太陽光発電設備を設置し、災害
など有事の際の非常電源としても活用し災害対策本部の機能を維持し
ます。また、原子力発電の是非が問われる中、再生可能エネルギーを
活用していくことで原発への依存度を軽減すると同時に、低炭素社会
の実現と地球温暖化を防止していきます。

○動画放送設備設置費補助金交付事業（66,759）経営戦略課
現在、文字放送を配信している輪之内コミュニティチャンネル(12ch)
を、動画放送（データ放送も対応する。）を可能とする機器をアミック
スコムと折半で整備します。文字放送をかねてからニーズの高い動画
放送とすることで、放送内容とその他配信情報を充実させます。

7．上記の区分によらない事務費等の共通経費 781,695 22.00

(単位：千円,％)
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　町は、4月1日から子どもの福祉医療費助成制度の
対象年齢を、18歳に達して初めて迎える3月31日ま
でに拡大します。対象となる医療費は、健康保険が適
用される入院・通院医療費の自己負担分です。
　高校生世代の福祉医療費受給者証は新たに橙色で交
付されます。現在お持ちの受給者証「乳幼児」（藤色）
及び「小中学生」（水色）は、有効期限まで使えます。
　県内の医療機関で受診した場合は健康保険証と受給
者証を提示するだけですが、県外の医療機関の場合は、
いったん窓口にて支払い、領収書を1か月毎にまとめ
て、役場福祉課にて払い戻しの手続きが必要です。
　医療費助成の対象期間中に健康保険証（保険者・被
保険者・記号番号等）に変更が生じた場合には、役場
福祉課まで14日以内に変更届けをしてください。
　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、役場
福祉課までお問い合わせください。

高校生
世代まで医療費無料化

【料　金】
　支払いは、なるべく釣り銭のいらないように
お願いします。
注射料金　　　　　　  2,520円（消費税込）
注射済票交付手数料　　  550円

（1頭につき）　　合計　3,070円

新規登録　1頭につき　3,000円

　動物病院にて接種の場合、別途手数料がかかる
場合があります。
問  役場住民課　TEL 050-5808-9600
　　　　　　　　　　69-3111

狂犬病予防集合注射のお知らせ

【平成25年度　狂犬病予防注射日程表】

　今年度は、場所と日程を変更しました。
＊輪之内町役場玄関前 → エコドーム前
＊日程の追加 → 17日又は23日に注射できます。
　（23日はエコドームのみ）
　お間違えのないようにお願いいたします。

場　所 時　　間

4/17（水）

大 藪 小 学 校   9：30〜10：30
福 束 小 学 校 10：50〜11：50
エ コ ド ー ム 13：00〜13：40
仁 木 小 学 校 14：00〜15：00

4/23（火） エ コ ド ー ム 13：30〜15：00

　狂犬病は、発症するとほぼ100%死にいたる恐ろしい伝染病です。人や猫をはじめとしたほとんどの哺乳動物に感
染する病気です。「狂犬病予防法」により、犬の飼い主の方は、生涯に1回の登録と、4〜6月の間に年1回の狂犬病予
防注射が義務づけられています。対象となる犬は生後91日以上の全ての犬で、室内犬、小型犬等は問いません。
　町では、次のとおり狂犬病予防集合注射を実施しますので、案内はがき（既に登録している方のみに発送）と注射料
金を忘れずに持参してください。新規登録も受け付けますので、その場合は新規登録料も合わせてご持参ください。
　当日都合により注射を受けられない場合は、動物病院で必ず注射を受けてください。
　なお、法律に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。

平成25年度

　平成25年4月1日より下記の地域（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。
　楡俣（丼池、南原）楡俣新田（村内）大
藪（小畑、砂山、西ノ寺）南波（村上、村
東、村内、村西）中郷（中切戸）福束（中沼、
下沼）
　（平成24年度中の工事実施箇所内）

　町では、計画的に下水道を整備しています。すでに整備が終わった区域に
お住まいの方は、下水道への早期接続にご協力ください。
　処理区域内し尿浄化槽を使用されている方は1年位を目安に、汲み取り式
のトイレを使用されている方は、3年以内に水洗トイレに改造（切替）工事を
行い、公共下水道へ接続してください。
　また、町では、1日も早く下水道を利用していただくよう、下水道利用者
又は利用していただく方に住まいの増改築に対する助成金制度を行っていま
す。詳細については、建設課上下水担当までお問い合わせください。

下水道の
供用開始について 下水道への接続を！

　平成25年4月1日から65歳以上の方の住民基本台帳カード
の発行手数料（500円）が無料になります。
　写真付きの住民基本台帳カードは本人確認の必要な窓口で、
公的な身分証明書として利用することができます。運転免許
証を返納された方や、運転免許証をお持ちでない方は住民基
本台帳カードの取得をされることをお勧めします。

住民基本台帳カードを取得するには・・・・・ 

申請場所　輪之内町役場 住民課
持 ち 物　印鑑・本人確認書類（運転免許証、パスポート等、

運転免許証のない方は保険証や年金証書）
注：代理人の方が申請に来庁される場合は持参いただくもの
が上記とは異なります｡ 詳しくは住民課にお尋ねください｡
※申請後2週間ほどで住民基本台帳カードができあがります。

再度申請窓口まで受け取りに来てください。受け取りは必
ずご本人様が受け取りに来ていただく必要があります。

詳しくは、輪之内町役場  住民課  までお問い合わせください。

65歳以上の方の住民基本台帳カードの
発行手数料無料化について
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輪之内光サービスからのお知らせ

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。

アミックスコム契約約款改定

光サービス　対応済み集合住宅

[重要]PCプロテクションサービス Windows8の対応延期のお知らせ

※テレビ工事をご希望のお客様については、テレビ切替工事費用が別途必要です。
※町の補助金対象分は、アミックスコムから請求させていただきますが、その後お客様にて手続を行っていただければ、輪之内町より

お客様の口座に振り込みされます。
※サービス解約時には、解約費用が発生いたします。

その他、契約約款の変更点につきましては、ホームページで公開しております。
契約約款集URL  http://roo.ne.jp/covenant/

　下記のアパート・マンションは、弊社サービスに対応しております。
　お住まいの方は、高速で安価な光インターネットを是非ご利用ください。
ANNEX21／AXIS／Ciel Bleu／ONE PIECE／eau Belle／アイリスガーデン／アルドーレ／オアシスエイト／カーサクラーラ／ガーデンパレス
72／グレースメゾン小柳／クレールK／コーポサンプラザ／コーポワカミヤ／コーポ石井／杉山貸家／セレーナK／ソシアM／タイニーシティ／
ディグニティモリシマ／パークジャンソン／ハートダイアリー／パストラルK／ハミング仁木／フィオーレさくら／フェニックスY／ブリアンアル
カンシエル／プリムローズ／プレミール／ベルアルモニー／ボヌール／マーヤ・エクレール／ムーンテラス片山／ラ・ネージュ／リッシェルM&H
／ルピナス／ルミエールさと／ルミエール青山11／ロータスガーデン

◎各種申込は、代理店窓口もしくは輪之内町役場にて受付しておりますので、お気軽にお越しください。
　（窓口に申込書一式をご用意しております）

各代理店の場所はホームページにてご確認ください。http://roo.ne.jp/

　セキュリティ対策として提供しております「PCプロテクション」は、現状Windows8ではご利用いただくことができません。
　平成25年2月中にWindows8への対応を予定しておりましたが、平成25年4月に延期となりました。
お待ちいただいておりましたお客様には深くお詫び申し上げます。
　また、誠に申し訳ございませんが、既に「PCプロテクション」をご利用中のお客様はWindows8へのアップグレードをし
ばらく見合わせていただきますようお願い申し上げます。
　なお、現在WindowsXP、Vista、7をご利用のお客様は、提供中のPCプロテクションをご利用いただくことが可能です。
是非お申込みをご検討ください。（MacOSはご利用いただけません）
　お申込みはお客様専用管理画面からお願いいたします。

無料

無料化する初期費用 変更前

初期登録費用 31,500円

通信用宅内基本工事費用 15,750円

光IPでんわ初期費用   1,575円

光IPでんわ番号継続利用手続費用   1,575円

お客様専用管理画面URL：https://secure2.amixcom.jp/wanouchi/
＊登録確認書に記載のあるログインユーザ名とパスワードでログインしてください。

　契約約款改定により、これまでご契
約時にかかっていました初期費用が無
料となりました。戸建て・集合住宅を
問わず無料となりましたので、安心し
て光生活をはじめられます。更に利用
しやすくなった輪之内光サービスを是
非ご利用ください。

はかり定期検査のお知らせ
　計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」
の定期検査が右のとおり行われますので、該当する方は
必ず受検してください。
　この検査を受けないで「はかり」を取引・証明に使用す
ると、計量法違反行為となりますのでご注意ください。

検査月日 検査時間 検査場所

4月16日(火) 午前10時から
正午まで

西美濃農協
輪之内カントリー
エレベーター

◦はかり（付属品含む）、手数料分の岐阜県収入証紙を持参
してください。

※収入証紙は、西美濃農協輪之内支店で購入できます。

問  役場　産業課　TEL 69-3111（内線177）　　岐阜県計量検定所　TEL 058-254-8188
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交
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◦こんな症状がみられたら、ためらわずに119番に連絡してください！◦
顔
●顔半分が
　動きにくい、
　あるいは
　しびれる
●ニッコリ
　笑うと口や
　顔の片方がゆがむ
●ろれつがまわりにくい、
　うまく話せない
●視野がかける
●ものが突然二重に見える
●顔色が明らかに悪い

●突然の激しい頭痛
●突然の高熱
●支えなしで立てない
　ぐらい急にふらつく

●突然の激しい腹痛
●持続する激しい腹痛
●吐血や下血がある

●突然の激痛
●急な息切れ、呼吸困難
●胸の中央が締め付けら
　れるような、または圧迫
　されるような痛みが
　2〜3分続く
●痛む場所が移動する

●手足のしびれ
●突然、片方の腕や足に
　力が入らなくなる

頭

胸や背中

腹手足

生命の危機に関わる
病気やけがの

可能性があります。
少しでも早い
119番通報を

お願いします。

●意識がない（返事がない）又は
　おかしい（もうろうとしている）
●ぐったりしている

意識の障害
●冷や汗を伴うような強い吐き気
吐き気

●けいれんが止まらない
●けいれんが止まっても、
　意識がもどらない

けいれん ●食べ物をのどにつまらせて、
　呼吸が苦しい
●変なものを飲み込んで、
　意識がない

飲み込み

●大量の出血を伴う外傷
●広範囲のやけど

けが・やけど ●交通事故にあった（強い衝撃を受けた）
●水におぼれている
●高所から転落

事故

その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

◦優良運転者表彰のお知らせ◦
　平成25年度優良運転者表彰の申請受け付けを行います。表彰を受けようとされる方は、期日までに必要な書
類を提出してください。
　なお、表彰は各個人からの申請制度をとっていま
すので、申請が出されない限り表彰はありませんの
で間違いないようにしてください。
１．申請に必要な書類
　　◦優良運転者等表彰申請（調査）票　1通
　　◦無事故、無違反証明書交付申請書　1通
　　　（証明手数料630円添付、但し特別優秀章以上は除く）

２．表彰の基準
　　右表の「優良運転者表彰基準」のとおり
３．申請書等提出期間
　　4月19日（金）〜5月8日（水）
４．申請書等提出先
　　大安地区交通安全協会輪之内支部委員
　　または役場総務課

優良運転者表彰基準
種　別 運転経験 無事故 無違反 表彰歴

地区模範章 5年以上（平20.6.1以前）5年以上（平20.5.31以前） ―――――

模範章 10年以上（平15.6.1以前）5年以上（平20.5.31以前） 地区模範章受章

最良章 15年以上（平10.6.1以前）5年以上（平20.5.31以前）模範章受賞後2年以上（平23年以前）

優秀章 15年以上（平10.6.1以前）10年以上（平15.5.31以前）最良章受賞後2年以上（平23年以前）
※上記以外に特別優秀章、交通栄誉章（緑十字銅章）などがあります。（被表彰者数に制限あり）

★大垣警察署管内 増減

人身事故件数 171件（177件） −6

死 者 数 1人（2人） −1

負傷者数 213人（215人） −2

問  輪之内交番　TEL 69-2002

交通事故発生状況
★輪之内町 増減

人身事故件数 6件（8件） −2

死 者 数 0人（1人） −1

負傷者数 7人（7人） 0

平成25年3月1日現在（昨年同日）
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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

消
費
生
活
相
談

主な規制の内容
⑴　訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくな

りました。消費者から査定に関してのみ、
訪問要請を受けた場合も、査定をこえた
勧誘行為はできません。

⑵　事業者の連絡先や、物品の種類、特徴、
価格、クーリング･オフ制度について記載
された書面（法定書面）が交付されます。

⑶　消費者は、法律で定められた書面（法定
書面）を受け取った日を含めて8日間は

「クーリング･オフ」ができます。
⑷　クーリング･オフ期間中は、物品の引き渡

しを拒むことができます。
⑸　ただし、以下の物品は規制の対象外です。
　　2輪以外の自動車、家具、大型家電、本、

CD類、ゲームソフト類、有価証券

ひとことアドバイス
◦強引な業者もいるので、一人では対応しないよう

に。査定などを依頼する場合は、家族や近所の人
などに同席してもらいましょう。

◦買い取ってもらうつもりがなければ、勇気をもっ
て断りましょう。

◦その場ですぐに判断せず、相手がどんな業者なの
かを確認したうえで、慎重に検討してから売りま
しょう。

◦トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活セン
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
　詳しくは、町ホームページの消費生活相談【注目
情報】に掲載していますので、ご覧ください。

　突然自宅を訪ねてきた業者が、着物や貴金属などの商品を強引に安価で買い取っていくという「押し買
い」をご存じですか？
　高齢者を中心に被害が急増したことから、「特定商取引に関する法律」が改正され、平成25年2月21日
から新たな規制が設けられました。

ご存じですか？
貴金属などの訪問買い取りに対する規制が新たに設けられました

※受験資格の年齢は各種目とも平成25年4月1日現在です。
※技術海曹受験資格「国家資格等」の細部につきましては、
　お問い合わせください。

問  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2階　TEL 0584-73-1150

自 衛 官 募 集 案 内
募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

技術海上幹部 大卒38歳
未満の者 4月26日

～
5月17日

7月1日 8月16日
技術航空幹部

技 術 海 曹
20歳以上の者で

国家免許
資格取得者等

6月28日 8月16日

第19回 アフリカ衣料救援
ザンビアへ衣料等を送りましょう
と　き　4月21日（日）  10：00〜12：00
ところ　役場庁舎玄関前
送る品　衣類・毛布・シーツ・靴・学用品・バッ

グ・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段ボー

ル箱につめて船賃1,200円を負担
して下さい。

問  コスモスの会　TEL 69-3578
　  山崎・山内・永井・加納・吉川・片野



被表彰者（敬称略）
団　　　体

輪之内中学校女子バレーボール部 輪之内中学校剣道部 少林寺拳法岐阜輪之内道院

個　　　人
福束小学校 ３年　近藤 薫 輪之内中学校 ３年　廣部 開斗
大藪小学校 ６年　加藤 大翔 ３年　子安 志保

６年　田尻 侑那 ３年　山内 詩音
６年　長田 あさひ ３年　渡邊 裕斗

輪之内中学校 ２年　伊藤 拓真 大垣南高等学校 １年　伊藤 真希
２年　犬飼 文登 ３年　土井田 拓也
２年　安藤 黎氷 ３年　河合 美季
２年　小塚 健太 岐阜聖徳学園高等学校 ３年　棚橋 洋文
２年　木下 大輔 岐阜農林高等学校 ３年　桒原 貴昭
２年　吉田 衣里 一 般 大橋　由美
２年　金森 恒樹 白川　明美
２年　山内 伊緒奈 西脇　一徳
３年　岡山 倫也 西村　祐司
３年　佐々木 健

青少年育成町民会議総会

　24年度は、3団体と27名の方が表彰を受けました。表彰後、輪之内中学校生徒会の代表生徒より、ボランティア
活動やクラス合唱支援、「黙働清掃」の豊かな企画力のある取組みについて発表がありました。また、中学生ボラン
ティアや地域の方々と連携した地域づくり活動の様子を福束校区青少年育成推進員の村山さんが発表しました。
　今後とも町民会議の諸活動にご協力をお願いいたします。

町民会議総会にて
表彰された皆さん

町民会議総会の様子

　2月18日（月）、輪之内町文化会館にてぎふ清
流国体輪之内町実行委員会の解散総会が開かれ
ました。これに従い、3月31日(日)付で、ぎふ
清流国体輪之内町実行委員会を解散しました。

ぎふ清流国体
輪之内町実行委員会が解散

　2月17日(日)、中日西濃駅
伝競走大会実行委員会主催に
よる「第34回田口福寿杯中日
西濃駅伝」が開催され、開催史
上2番目に多い252チームが
参加しました。一般Ｂの部に
出場した「輪之内町体協チー
ム」の選手達は、各自明確な目
標を持って大会に望み、最後までタスキを途切ら

せることなく、
見 事 完 走 を 果
たしました。
　なお、順位は
165チ ー ム 中
99位でした。

輪之内町体協チーム、最後までタスキつなぐ

輝かしい戦績

21年連続出場の輪之内町体協チーム

最終走者の大澤選手

大会の結果を報告します。（敬称略）

【輪扇剣道少年団】
■第29回西濃地区少年剣道大会
　□日　時：2月10日（日）　　　　□会　場：大垣市武道館
　□成　績：敢闘賞（団体【低学年の部】）…北島秀悟、國井萌花、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚橋果子、川崎琢矢、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤倉光平、近藤星良
　　　　　　敢闘賞（個人【３年生の部】）…岡田真周

剣　道

敢闘賞に輝いた輪扇剣道少年団（団体・個人）

【輪之内中学校女子バレーボール部】
■第31回岐阜県バレーボール中学生新人大会
　□日　時：2月2日（土）、11日（祝）
　□会　場：山県市総合体育館 他
　□成　績：準優勝

バレーボール

輪之内中学校女子バレーボール部
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小中学校ニュース

　本校の平成23年度「研究発表会」については、教育関係者の皆様より、
高い評価をいただきました。平成24年度も培ってきた国語の力を一層伸
ばすよう全校一丸となって取り組んできました。成果が認められ、平成
25年1月24日岐阜県教育振興会教育研究奨励賞をいただきました。

　『国語科における「言語能力」の育成』を
研究主題として取り組んだ授業改善と

「国語教育と図書館教育の融合」をテーマ
として取り組んだ平成24年度の様々な
教育活動を紹介します。
　「研究発表会」後の国語科の授業改善は、学んだことが、実
際に児童が本を読んだり、書いたり、話したりするときに役立つ授業と
なるように授業改善に努めました。

　例えば、「自分の体験と重ねて読み、感想を書く」ことを学んだ時には、同時に自分の選んだ本を読み
進め、その本についても「自分の体験と重ねて読み、感想を書く」ことを授業の中でも練習します。付け
たい力を実際に活用することで、より確かな力を付けています。

　「国語教育と図書館教育の融合」とは、本校の特色ある教育活動である図書館教育との関わり
です。例えば、国語の教科書で民話を扱うときには、図書館にある他の
民話を事前にリストアップし、子どもたちが、興味深く学習できるよう
にしています。一人一冊以上の本を準備するため町の図書館や県立図書
館からも本を集めます。また、図書館には、前年度までの児童が国語科
で書きためた作品が、資料として残してあります。国語の授業がより充
実し、同時に児童が図書館を活用することも増えました。
　読書サークルの皆様による毎学期の読み聞かせ、親子読書、読書郵便コ
ンクールなど図書館に関わる全ての活動が国語の力を底上げしています。

　「言語能力」は、国語科の授業のみで育成できるわけではありません。本校では、国語科の授業の他に
次のような機会を設けています。
　音読・スピーチ会　毎週金曜日の朝活動で、低・中・高学年に分かれて行います。

　この他にも、児童朝会・児童集会・「生活・総合学習発表会」など豊富な発表・感想交流の場を設けて
います。

　平成25年度が始まりましたが、今年度も保護
者や地域の皆様のご理解ご協力を得ながら、日々
の授業改善と共に、本校の特色である国語科の授
業改善と図書館教育をさらに進め、児童一人ひと
りの「言語能力」の向上を目指します。

福束小学校
・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：050-8026-8942
　　　　　　　　　　　　 69-2014

教師による読み聞かせ（6月）

総合学習発表会（3月）苗差し集会（5月）

校内読書郵便コンクール（1月）

（低学年）1年生に読み聞かせ （中学年）詩の読み取りを交流 （高学年）賛成・反対に分かれて討論会

研究授業風景（10月）
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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

●4月の休館日
1(月)・8(月)・15（月）・22（月）・
26（金）・30（火）

●お知らせ
おはなしをたのしむ会
4月14日（日）　午後2時より
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/

　春風がやさしく吹き、道端の可愛らしい花が心地よく揺
れています。暖かい日差しを感じるようになりましたね。
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。ご利用ください。

4月の予定

ゆびたこ
くせ　さなえ　作

ポプラ社

大人の国語力大全
話題の達人倶楽部　編著

青春出版社

どどのろう
穂高　順也　作
岩崎書店

別れさせ屋の恋
新堂　冬樹　著
ポプラ社

おばけのアッチと
おしろのひみつ
角野　栄子　さく

ポプラ社

信長影絵
津本　陽　著
文藝春秋

　もうすぐ１ねんせいに
なるのに、わたしは　ゆ
びしゃぶりがやめられな
い。だから　ひだりての
おやゆびには　たこ　が
ある。たこを　ぐりぐり
おしていると…

　報告書やメールを書い
たり、目上の人と恥を
かくことなく話したり
することができますか？
敬語、慣用句、四字熟
語など「大人の国語力」を
チェックしてみては？

　3つだけねがいごとを
かなえてくれる　どろ
のにんぎょう「どどのろ
う」。わるい２人ぐみが
　どどのろう　におねが
いしたことは…？

　どんな相手でも自分に
惚れさせる、別れさせ屋
のプロ。成功率99％の
主人公への新たな依頼
は、清楚で妖艶な対象者
を婚約者と別れさせるこ
とだったが…

　おばけのアッチとねこ
のボンがドラキュラじょ
うのドララちゃんに会い
に行ったよ。三人であそ
んでいたら、ろうやにと
じこめられてしまって…

　母に疎まれ、手柄をた
てても認められず、まわ
りの誰も信用できない信
長。軍師もおかず、次々
戦をしかける…

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

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
対象者　就学前の児童とその保護者
持ち物　着替え、帽子やお茶等
　園庭やセンター内で子どもと好きな遊びをしたり、保
護者や地域の方との交流を図り、楽しんでください。
ちょっとした出会いから、友達の輪が広がりますよ。月
1回の絵本の読み聞かせもぜひご利用ください。

絵本の読み聞かせ
と　き　4月19日（金）
じかん　11：00～11：30
ところ　仁木保育園
読書サークルによる読み聞かせ

情報提供
　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。機関紙「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、健康相談（保健指導・
栄養指導）も行っています。

わくわく広場
　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。

三人乗り
自転車について

　各保育園にて三人乗り自転
車の試乗、貸し出しをしてい
ます。
※詳細については各保育園に

お問い合わせください。

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　　対象者
ところ　各保育園　　　　　就学前の児童とその保護者
　お子さんを育てながら「こんな時はどうしたらよいの
かしら？」「言葉がおそいのでは？」など、困ったり、悩
みがある時は気軽に声をかけてください。

絵本と専門書の貸し出し
（安心子ども基金文庫）
ようび　月～金曜日（祝日除く）
じかん　10：00～11：30
　　　　返却のみ上記以外も対応します。
ところ　各保育園　子育て支援センター内
対象者　就学前の児童とその保護者、地域の方

4月15日（月）より
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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。

　平成２４年度の栄養教室参加者10名のうち、修了された方は9名で
した。（年間6回のうち、5回以上の出席で修了証書が交付されます。）
　よい食習慣は、健康な生活を送るためには欠かせないものです。生活
習慣病予防には毎日のバランスのとれた食事が大切になります。この教
室で学んだことが、日々の健康づくりに役立つとよいですね。

　今回は「貧血予防食」をテーマとした調理実習での、鉄分を多く含んだレシピをご紹介します。

※児童センターでは、25年度ミュージックベルサークルの参
加者を募集してます。興味のある子は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

平成24年度　栄養教室修了式　　

お ら知 せ

休館日は

日曜日・月曜日・祝日
です。

■ 黒ごまミルクプリン

小学生対象　14：00〜15：00

《げんきっこ》
4月

6 日
㊏ くるくるしゃぼん玉を作ろう

小学生対象　10：00〜11：00

《ミュージックベルサークル》
4月

20日
㊏ 四分音符を打ってみよう

　輪之内町は、町民の方々が安全で
安心できる生活を見守ることに努め
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。
　平成25年度においては人権相談
日を下記のとおり開設します。ぜひ
ご利用ください。

平成25年度　輪之内町人権相談開設日

日　程 時　間 備　考

25年5月1日（水） 13：00～15：00

６月３日（月） 9：30～11：30 人権擁護委員の日

７月19日（金） 13：00～15：00

10月16日（水） 13：00～15：00

12月6日（金） 13：00～15：00 人権週間

26年３月14日（金） 9：30～11：30

場所：町民センター1階和室

食育コーナー

鉄分たっぷり「貧血予防食」

●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》
4月

20日
㊏

●メニュー

ロールサンド
ゼリー

5月のメニューは、塩焼きそば
と野菜サラダです。
5月25日（土）に行いますので、
申し込んでください。

受講者の皆さん

《1人分栄養価》
エネルギー 鉄　分 塩　分
99kcal 1.4㎎ 0.1g

■ 作り方　
①粉ゼラチンを分量の水にふり入れてよくかき混ぜる。
②鍋に牛乳と砂糖を入れて温め、①のゼラチンを加えてしっか

りと煮溶かす。
　このときに、沸騰させないように注意！！
③②を少し取り分け、黒練りごまを少しずつ加えて溶きのばす。
　しっかり溶けたら、残っている②に戻し入れる。
④型に流し入れ、冷蔵庫で冷やす。

＜黒蜜づくり＞
⑤鍋に分量の黒砂糖と水を入れて加熱し、とろみがでるまで煮

詰め、火からおろして冷ます。
⑥食べる直前に、④のプリンの上に⑤の黒蜜をかける。

■ 材 料　（ 4 人分）
　粉ゼラチン ５ｇ
　水 50㏄
牛乳 270㏄
砂糖 大さじ１と1/2
黒練りごま 大さじ１

＜黒蜜＞
黒砂糖 大さじ１と1/3
水 40㏄

13
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保健
センター

TEL　050−8026−8967
69−5155

FAX　69−5156

★ サークル参加者募集 ★

　ちびっこサークルは保健センターで行
います。参加を希望される方は、4月1日

（月）〜12日（金）に保健センター（TEL69
−5155 光IP050−8026−8967）ま
でお電話ください。なお、定員（13組）
になり次第締め切らせていただきます。
申込者には、後日詳しいご案内を郵送し
ます。

〜 ちびっこサークル 〜

　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?
★対　象

平成22年4月〜平成23年3月生ま
れの未就園児

（H26年3月まで保育園入園予定の
ないお子さん）

★日　時
毎月1回
10回コース（5月〜2月）
午前10時から11時30分

★内　容
リトミック、課題遊び、手作りお
やつの紹介など

保健衛生カレンダー
実施日 事　業　名 受付時間 対　象　者 場　　所
4/9 乳 幼 児 相 談 10：00～11：30 ご自由にどうぞ 保健センター
10 健 康 相 談 10：00～11：30 ご自由にどうぞ 〃
17 ポ リ オ 13：00～13：20 7歳半未満でまだ接種していないお子さん 〃
22 まめっこサークル 10：00～10：10 申込者 〃
23 よ ち よ ち 相 談 10：00～10：10 Ｈ24.1～3月生 〃
25 １歳６ヶ月児健診 13：00～13：15 Ｈ23.8～9月生 〃
26 10 ヶ 月 児 健 診 13：00～13：15 Ｈ24.5～6月生 〃
30 3 ヶ 月 児 健 診 13：00～13：15 Ｈ24.12～Ｈ25.1月生 〃

Ｈ25年4月1日～4月30日

　平成2５年度に日本脳炎予防接種を希望される方は、保健センターへ申し込みが
必要です。4月12日（金）までに電話にてお申し込みください。申し込みの際に予
防接種記録を確認させていただきますので、母子手帳をご用意ください。
　なお、平成21年度生まれで3歳児健診の際に申し込み済の方は申し込みの必要
はありません。

　　　対 象 者　：　平成7年4月2日〜平成22年4月1日生まれ
　　　接種期間　：　平成25年5月20日（月）〜12月20日（金）
　　　接種場所　：　輪之内町・安八町内医療機関での個別接種

※申し込みされた方には、後日接種案内と予診票を郵送します。　　　

申込期間　平成25年4月12日（金）まで

平成25年度
日本脳炎予防接種申し込みのご案内

日本脳炎予防接種申し込み・お問い合わせ専用電話
（平日8:30〜17:15まで）

0584−69−5430
（母子手帳をご用意ください）

お願い　担当スタッフがお子さんの接種歴に応じて接種方法のご相談をお受けいたします。
申し込み整理等の関係上、専用電話以外での申し込み・お問い合わせはご遠慮くだ
さい。申し込み順ではありませんので、電話がつながりにくい場合は時間をおいて
おかけ直しください。

　輪之内町では、高額な医療費がかかる特定不妊治療（体外受精及び顕微鏡受精）
に要した費用の一部を助成しています。1年度（4月1日〜翌年3月31日）あた
り、1回につき10万円を限度として２回まで、通算５年間助成します。

　問 保健センター　TEL 69−5155　光IP 050−8026−8967

輪之内町不妊治療助成事業のご案内

　4月から接種対象者の利便性と接種率の向上を目的に、安八郡以外の県内医療
機関でも予防接種を受けることができるようになりました。
　ただし、子どもの身体を把握しているかかりつけ医や里帰り出産での接種を希
望する方等、やむ得ない理由がある方が対象です。
　接種希望の方は必ず保健センターに連絡してから接種するようにしてください。

定期予防接種が安八郡以外の県内医療機関でも
接種可能になりました
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● 今月の納税
　 固定資産税　第1期分　納期は4月30日（火）です。　 軽自動車税　全期分
● 農業委員会
　 5月2日（木）の農業委員会への申請は締切日は4月19日（金）です。

くらしのカレンダー 4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

4/1（月）・5（金）・8（月）・12（金）・15（月）・
19（金）・22（月）・26（金）・5/2（木）

不燃ごみ 指定ごみ袋
黄 4/4（木） 4/11（木） 4/18（木）

か ん 類 回収かご
（アルミ・スチール）

4/2（火） 4/9（火） 4/16（火）

ビ ン 類 回収かご
（色別）

4/3（水） 4/10（水） 4/17（水）

ペットボトル 回収かご 4/5（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 4/5（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　4月1日～5月2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

開館時間　9：00～17：00

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／6月17日（日）～23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。

固定資産税 縦覧期間について
縦覧について
　納税者に他人の土地や家屋の評価額を比較し
てもらい、自己の資産に係る評価額が正しいか、
適正かどうかを確認してもらう制度です。土地
価格縦覧帳簿または家屋価格縦覧帳簿を縦覧で
きます。(※償却資産の帳簿はありません。)
縦覧期間　4月1日（月）〜4月30日（火）
　　　　　※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
縦覧に必要な物
　・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)
手 数 料　無料
問 役場税務課　TEL 69−3111
　　　　　　　　　　050−5808−9600

● 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22日（月） 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　4月5日（金） 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　4月13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
■ 法律相談  予約優先
と　き　4月22日（月） 9：30〜11：30
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　弁護士

平成25年4月より月曜日も開館します

「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、と悩んでいる方はご相
談下さい。
と　　　き：4月13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4月12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

　 放射性物質測定結果について第2回
　住民の安心・安全のため、小中学校グラウンドにおいて土壌中放射性物
質調査を行いましたので結果を報告します。

※測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリ―による核種分析法
※「検出せず」とは検出限界値（１Bq/kg）を超えないことを意味します。
※参考：ミネラルウォーター類の放射性セシウムの規格基準…10Bq/kg

問  役場総務課　TEL 050-5808-9600　　69-3111

学校名 採取
測定日

測定核種
放射性ヨウ素
（ I -131）

放射性セシウム
（Cs-134）

放射性セシウム
（Cs-137）

仁木小学校
2月

27日 検出せず
福束小学校
大藪小学校
輪之内中学校
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平成25年3月1日現在

（　　）内は先月比

■世帯　　3,047戸　（± 0）
■人口　　9,977人　（＋11）
　　男　　4,929人　（＋ 7）
　　女　　5,048人　（＋ 4）

死　亡 やすらかに

南波 青木　功 87歳 福束新田 辻村　喜代子 70歳
本戸 小林　みつ子 91歳 海松新田 田中　一子 80歳
海松新田 加藤　静枝 92歳 大藪 山中　よしゑ 95歳
中郷新田 森永　クマ 90歳 大吉新田 戸谷　ちよ子 92歳
海松新田 木野　冨士夫 75歳 大藪 可児　美の里 21歳
大藪 田　きよ子 87歳 福束 松井　初江 80歳
塩喰 松岡　俊子 86歳

出　生 すこやかに
（敬称略）
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婚　姻 しあわせに

（祝　智弘 愛知県 （赤尾　嘉文 福束

後藤　真希 塩喰 鷲見　万里子 福束

  若い力 輝け はばたけ
　２月25日（月）、各種大会にむけた激励会があり、多くの若者が活躍を誓いました。

【3月2日】第4回東海ブロックＵ14
クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会

　 鈴木　一輝さん（大藪）

小学校・中学校・高校

平成24年度 12年皆勤者

　 篠田　知郎さん（中郷新田）

山田　浩輔さん・白川　蓮さん

【3月27～31日】
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会　水球競技の部

安藤　黎氷さん

【3月28～31日】同大会　競泳競技の部
　　　　　　　　　　　　100m、200m 背泳ぎ

木下　大輔さん

【3月3～6日】2013年
アジア・カデ・フェンシング
選手権大会　フルーレの部

伊藤　真希さん・拓真さん

【3月23・24日】
第13回東海ブロック中学生バレーボール大会

中学校女子バレーボール部
祝

祝
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