


　資源持ち込み分別施設である輪之内町エコドームが、平
成 14 年 10 月のオープンから 10 年が経過したことを祝
おうと、７月 14 日（日）、町文化会館アーリオンホールにて、
１０周年記念祭「輪之内エコⅠ　ありが 10（トウ）祭」を
開催しました。
　第１部では、施設の管理・運営を当初から担っているＮ
ＰＯ法人ピープルズコミュ
ニティにより、10 年間の

歩みを振り返りました。
　そして、垂井町を中心に地域づくりを進めているＮＰＯ法人泉京（せ
んと）・垂井の神田浩史理事が「地域の未来を築く環境の輪」と題して講
演をされました。神田さんは西濃地域初のエコドームを核として環境に
ついて先駆的に取り組んできた町民と、それを支えるピープルズコミュ
ニティを称えながら、これからの 10 年どのような取り組みをすべきか
について、世界の現状を例に引きながら熱く語られました。最後に「輪
之内の環境の輪を子どもに伝えて未来につなぎ、それを揖斐川流域の他
市町に、ひいては世界にもつなげていってほしい」と締めくくられました。

　音楽をメーンとした第２部では、平成 17 年度に完成した町オリジ
ナル曲「Viva わのうち～四季～」の作曲を手がけた安井正規さんに
よる電子オルガンコンサートが開かれ、大河ドラマ「八重の桜」やゲー
ム「スーパーマリオブラザーズ」のテーマ曲、安井さんのオリジナル
曲で観客を大いに楽しませました。
　その後安井さんとコラボレー
ションしたコーラスアルウェッ
トと少年少女合唱団が「花は咲
く」の合唱を、草蘭′ｓが「Viva
わのうち～四季～」のよさこい
ソーランを披露しました。

　そのほか中学校吹奏楽部や大正琴ひま
わりの演奏、大藪ＡＫＢのブレイクダンス
披露、輪之内スポーツクラブのかき氷無
料提供などがありました。地域密着型の
施設であるエコドームにふさわしく、多
くの住民の方々の協力のもと、手作り感
あふれるあたたかな祭りは成功のうちに
幕を閉じました。

10 周年を迎えたエコドーム。毎日多く
の来場者がある。

輪之内エコⅠ ありが 10（トウ）祭

輪之内町エコドーム 10周年記念祭



寄　贈　　ありがとうございます
老人クラブ連合会女性部
手作りぞうきんを16施設に

海津甘長部会安八支部
甘長ピーマンを学校給食に

　７月３日（水）、町老人クラブ連合会女性部（森
絹子会長）が庁舎や保育園、小中学校、あすわ苑
など 16 施設を訪れ、計 1,532 枚のぞうきんを
寄贈されました。
　女性部は平成 11 年に発足し、13 年から寄贈
を続けられています。

　７月 11 日（木）、JA にしみの海津甘長部会
輪之内支部（棚橋信治支部長）が町学校給食セン
ターを訪れ、町産の甘長ピーマン約 12 キロを寄
贈されました。
　甘長ピーマンは翌日のメニューのカレーの具と
して使われ、子どもたちは鮮やかな緑を楽しみな
がら頬張っていました。

輪之内町赤十字奉仕団　お見舞事業
　７月２日（火）及び 12 日（金）の２日間、輪之内町赤十
字奉仕団（小川惠美子委員長）により、地域の高齢者へのお
見舞事業が行われました。
　赤十字の人道・博愛の精神のもと、寝たきりの方々を元気
づけることを目的に、町内在宅の方々をお見舞いし、タオル・
ゴミ袋をお見舞い品として手渡しました。

保育園　命を守る教室
県警本部地域安全活動アドバイザーから指導を受ける
　７月５日（金）、県警本部の地域安全活動アドバイザーの
金森一さんが仁木保育園を訪れ、交通安全や連れ去り防止に
ついて、手品を交えながら園児に分かりやすく教えました。
　同様の教室は他２園でも行っています。

犯罪・非行のない社会を
法務大臣・県知事メッセージ伝達
　7 月１日（月）、第 63 回「社会を明るくする運動」にあたっ
て、大垣保護区保護司会の方々が庁舎を訪れ、法務大臣と
県知事メッセージを伝達されました。



おめでとうございます

　長年にわたり警察活動に協力したとして、大安地
区交通安全協会輪之内支部が県公安委員会感謝状を
受けました。全国的・全県的な交通安全運動時の人
波作戦や、毎月２回行う街頭指導など、地道な活動
を続けてきたこと
に対する評価です。
　７月５日（金）に、
岐阜県警本部で警
察法施行記念表彰
式が行われ、片野
國太郎支部長が出
席しました。

長年の交通安全活動で表彰
大安地区交通安全協会輪之内支部

千本桜まつり実行委員会
写真コンテスト表彰式

　千本桜まつり実行委員会が主催した桜写真コンテ
ストの表彰式が６月 18 日（火）、役場庁舎にて行
われました。
　式に臨んだのは、金賞を受賞した水谷直男さん（海
松新田）、銀賞の大橋功さん（中郷新田）、銅賞の太
田たか子さん（塩喰）で、森島光明会長より表彰状
と副賞が手渡されました。

食生活改善活動に尽力
片山みね子さんに県知事表彰

　食生活の改善活動を積極的に推進したとして、
里在住で食生活改善協議会推進員の片山みね子さ
んが６月５日（水）、県知
事表彰を受けられました。
　片山さんは昭和 50 年
に入会し、地域のみなさ
んの食生活や栄養の改善
活動に積極的に取り組ん
でこられました。また 12
年間会長を務められ、現
在では顧問として活躍を
なさっています。

（左より）森島光明会長、水谷直男さん、大橋功さん、太田たか子さん

ライトアップ協賛金の一部を義援金として日赤に寄託
　中江川の桜ライトアップのために募った協賛金 71 万円のうち、16 万 650 円を東日本大震災への義援金として日
本赤十字社輪之内町分区に寄託しました。
　協賛していただいたみなさまに、心よりお礼申し上げます。　　　　　　　　　 　　　　千本桜まつり実行委員会

郡消防操法大会
消防団　小型ポンプの部で健闘

　６月 30 日（日）、神戸中学校グラウンド
にて、「平成 25 年度安八郡消防操法大会」
が開催されました。
　選手は消防操法の技術や動作、有効注水タ
イムを競い、小型ポンプの部において第１分
団が準優勝、第３分団が３位に入賞しました。

準優勝　第 1 分団

小型ポンプ操法の部

３　位　第３分団

郡女性防火クラブ幹部研修会
町民センターで実技講習
　７月 14 日（日）、町民センターにて、「安八郡女性
防火クラブ幹部研修会」が開催され、輪之内町のクラ
ブ員のほか、神戸町と安八町のクラブの幹部約 190
人がいざという時に備えて実技講習を受けました。
　受講者のみなさんは、大垣消防組合の指導を受けな
がら毛布を使った搬送法を学んだり、三角巾での応急
手当、倒壊家屋からとりのこされた人を救出する訓練
などを行いました。また、地震体験車に乗り、激しい
揺れを体験しました。

片野國太郎支部長（右）



平成24年度会計別決算見込み 町　債　の　状　況

町　の　財　産

（単位：千円）
会　計　名 歳入決算額 歳出決算額 差引額

一般会計 3,826,549
1,623,144
949,440
63,467
12,744
597,493
110,069
110,069

5,559,762

3,662,091
1,514,592
855,986
62,573
11,995
584,038
102,625
102,625

5,279,308

164,458
108,552
93,454
894
749

13,455
7,444
7,444

280,454

特別会計
国民健康保険事業
後期高齢者医療
児童発達支援事業
特定環境保全公共下水道事業

公営企業会計
水道事業（収益的収支）
総    合    計

●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。

区    　　分 ）円万（）みの金元（高在現 構成比（％）

一般会計

総務債 208,721
19,173
16,182
19,636
361,699
45,742
671,153

31.1
2.9
2.4
2.9
53.9
6.8

100.0

教育債
土木債
民生債 ほか

特別会計 下水道事業債
公営企業 水道事業債

合　　　計

区    　　分 数　量 金　額

公有財産

土地（道水路敷を除く） 234,372.51㎡ ―
建物 44,813.26㎡ ―
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） ― 3,052万円

基金
（預金）

一般会計 ― 196,462万円
国民健康保険事業 ― 9,205万円
下水道事業 ― 26,001万円

合　　　計 231,668万円

歳 出

民生費
（障がい者･高齢者福祉､

保育園など）
104,371万円
（28.5%）

総務費（施設管理、基金造成）
46,468万円（12.7%）

土木費
（道路･水路･排水機の整備など）

58,600万円
（16.0%）

衛生費（保健･清掃･公害の対策など）
27,562万円（7.5%）

教育費
（学校･文化・体育施設

の整備など）
63,448万円
（17.3%）

公債費（借入金の返済）
31,850万円（8.7%）

農林水産業費など（農業・畜産・園芸の振興など）
33,910万円（9.３%）

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年度の決算見込みのほか、財産や町債の状況などについてお知らせします。

当初予算は３６億５６００万円でしたが、その後、積極的に国や県の補助金を獲得し有効に活用しながら事務事業を推進したこともあり、最終予算額は４０
億９５６１万７千円となりました。なお、このうち３億４７７４万４千円を２５年度に繰越したこともあり、執行状況は収入率93.4％、支出率89.4％となりました。

●町民1人あたりの町税負担額
　（　）は各税目ごとの決算額

●町民1人あたりの行政経費

●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

町民税
55,379円
（55,169万円）

固定資産税
80,214円
（79,909万円）

軽自動車税
２,261円
（２,252万円）

たばこ税
4,478円
（4,461万円）

歳 入

決算額
歳入

382,655万円 
差引額

16,446万円

歳出
366,209万円

国庫支出金
31,681万円（８.3%）

県支出金
20,470万円（5.3%）
地方消費税交付金など
19，978万円（５.2%）

分担金及び負担金
（保育料など）
8,858万円
（２.３%）

使用料及び手数料など
（戸籍･清掃手数料など）
3,764万円（１.0%）

繰越金
（前年度の
剰余金など）

23,944万円
（6.3%）

諸収入
（受託事業収入など）

9,676万円
（2.5%）

依
存
財
源

自
主
財
源

民生費
104,769円

公債費
31,971円

農林水産業費など
34,040円

土木費
58,824円

教育費
63,690円

衛生費
27,667円

総務費
46,645円

49.2%

50.8%

地方交付税
99,403万円
（26.０%）

町債
23,090万円（6.0%）

※住民基本台帳人口
　平成22年度末 … 9,757人    平成24年度末 … 9,962人

平成24年度
決算のあらまし

　町では、かねてから行財政のスリム化や町税等の滞納整理の強化、加えて外部資金の獲得に努めてき
た結果、平成24年度も全ての会計が黒字決算となる見込みです。特に、平成21年度に大幅な減収となっ
た町税は、ゆるやかですが平成22～24年度と３年連続で増収となり、依然として続く厳しい経済情勢の
中、その回復に明るい兆しが見えました。
　なお、この貴重な財源は、事務事業の選択と集中により有効に配分し、財政の健全性を維持しながら積
極的に事業を推進しました。

一　般　会　計

町民1人あたりの
町税負担額
平成22年度
　…140,339円

平成24年度
　…142,332円

▲

町民1人あたりの
行政経費
平成22年度

　…362,762円

平成24年度
　…367,606円

▲

町民1人あたりの
借入金返済額
平成22年度

　  …16,212円

平成24年度
  　…31,971円

▲

町民1人あたりの
借入金残高

平成24年度
　…673,713円

平成22年度
　…688,640円▲

町民1人あたりの
基金残高
平成22年度

　…207,169円

平成24年度
　…232,552円

▲

町税
（町民税、固定資産税など）
141,791万円
（３7.1%）



ご 存 じ で す か ？

　父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子ど
もが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立を助
け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当を受けることができるのは、ひとり親家庭や、父又は母に
一定程度の障がいがある家庭の児童を養育している方です。
　所得など受給には条件がありますので詳細は輪之内町HP
をご覧いただくか、役場福祉課までおたずねください。

児童扶養手当について
　特別児童扶養手当は、知的・精神または身体に
障がいがあるか、または内部疾患のある20歳未
満の児童を養育されている父もしくは母またはそ
の他の養育者に対して支給される手当です。
　障がい程度や所得など、受給には条件がありま
すので、詳細については役場福祉課までおたずね
ください。

特別児童扶養手当について

　現在、児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受けている方は、８月中に現況届の提出が必要です。現況届を提出し
ない場合、受給権が消滅することがありますのでご注意ください。現在受給されている方には連絡いたします。

現況届の提出を忘れずに

正しい下水道の利用方法
◦排水管は熱にはあまり強くありません
排水管は主に硬質塩化ビニル管が使用されています。熱にはあまり強く
ないため、調理で使用した熱湯は水を流しながら流すか、冷めるまで待っ
てから流すようにします。（目安は45度以下です）熱による管の変形等
を防ぎましょう。
◦油を下水道に流さないでください
油を流すと排水管の内側に付着し、管が詰まったり、臭いが立ち込むな
ど故障の原因につながります。鍋や皿についた油汚れは拭き取ってから洗
い流しましょう。
◦トイレの使用
トイレでは水に溶けない紙や布・ビニール類等を流すと、詰まりの原因
となります。また、トイレットペーパーも必要以上に使用すると溶けにく
くなります。トイレでは水に溶けるもの以外は流さないようにしましょう。
下水道管の故障を防ぐため、各家庭での利用方法及び桝（目皿）の清掃
にご協力をお願いします。

平成25年度

下水道工事について
輪之内町では、平成９年度より下
水道事業を進めています。平成25
年４月現在の下水道整備状況は、全
体計画面積 349ha の内 232ha
で全体の66.5％が下水道利用が可
能な区域になりました。
平成25年度下水道工事区域は、
東大薮・楡俣新田・楡俣・中郷・福
束南部地区を主に予定しています。
今後、工事に関する地元説明会を開
催し、工事に係わる通行規制等の回
覧を予定しています。
工事に対する皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

　今秋、テレビ放送がパワーアップ！！

テレビサービスにご加入いただいております世帯
にお届けしている、輪之内町自主放送番組が今秋パ
ワーアップします。
現在は文字放送でお知らせなどをお送りしており
ますが、パワーアップ後は、下記のような動画放送
を予定しております。

　　　　　◎地域のイベントの様子
　　　　　◎保育園、小中学校の行事の様子
　　　　　◎町内の子供たちの笑顔

　是非ご期待ください。
なお、番組を制作するために輪之内町でのカメラ
による動画撮影を開始しております。撮影している
姿を見かけたらぜひお声掛けください。

　各種手続き窓口のご案内

光サービス新規申込みをご検討の方、既にご加入いただいており契約
内容の変更をご希望の方は、
下記の①～③いずれかの窓口での手続が必要です。ご足労ではありま
すが、お近くの窓口にて手続を行ってください。手続について不明な点
がございましたら、0120-105-602までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

① 代理店 ② 代理店 ③ 役場

ドットコム株式会社
輪之内町四郷 211-1

0584-69-3789
営業時間
：平日　9 時～ 18 時

土曜　9 時～ 17 時
定休日
：水曜・日曜・祝日

未来技研株式会社
輪之内町楡俣 2686-1

0584-68-1103
営業時間
：平日　10 時～ 18 時
定休日
：土曜・日曜・祝日

輪之内町役場

経営戦略課

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。

輪之内光サービスからのお知らせ



★輪之内町 増減
人身事故件数 20 件（19 件） + 1
死 者 数 1 人（1 人） ± 0
負 傷 者 数 22 人（22 人） ± 0

★大垣警察置管内 増減
人身事故件数 488 件（475 件） +13
死 者 数 9 人（2 人） + 7
負 傷 者 数 603 人（579 人） +24

交通事故発生状況
平成 25 年 7月 1日現在（昨年同日）

問 輪之内交番 TEL 69-2002

●平成 25 年度夏の交通安全県民運動実施●

●スズメバチ刺傷を防ぐ●

　7 月 11 日（ 木 ）
～ 20 日（土）の 10
日間、大安交通安全
協会輪之内支部（片
野國太郎支部長）が
中心となり、夏の交
通安全県民運動を展
開しました。

スローガン ゆずりあう心で夏の交通事故防止

○いつごろが危ない？
　スズメバチの巣作りは、5 月ころ、女王バチが 1
匹で開始し、その後、約 1 ヶ月の間、巣の中には
女王バチと幼虫しかいません。この時期の巣は小さ
く、女王バチもたいへん臆病なので、巣を取り除く
のも簡単です。
　しかし、夏から秋にかけて、働きバチがどんどん
増えていきます。働きバチが多くなるほど外的に対
する攻撃性は高くなり、危険性も大きくなります。
実際に、ハチ刺され事故は８、9 月に集中していま
す。10 月以降になると、雄バチや、働きバチより
体が大きな新女王バチが増えてきますが、これらに
は外敵に対する攻撃性はほとんどありません。ただ
しハチの種や地域によっては 10 月以降も働きバチ
が活発に活動することがありますから、油断は禁物
です。

○ハチがそばに寄ってきたら
　スズメバチは外敵が巣に近づくと、「これ以上近
づくな！」という意味の行動をとります。
　・相手の周りをしつこく飛ぶ
　・相手に狙いをつけて、空中で停止する
　・あごをかみ合わせて「カチカチ」という音を立てる
　こういうときには、できるだけじっとして、ハチ
が飛び去るのを待ちましょう。怖いのでつい手で振
り払ったりしがちですが、すばやい動きをするとハ
チは攻撃してくる恐れがあります。
　巣から離れた場所にいるハチはわざわざ人間を襲
うことはありません。ただしクロスズメバチやキイ
ロスズメバチなどは、人間の汗や弁当、ジュースな
どを目当てに寄ってくることがあります。こうした
ハチは上に書いたような行動はとらず、肌の上や食
物の上に止まろうとします。
　こうした場合も、強く手を振ったりすることなく、
そっと払いましょう。

○ハチに襲われたときは
　スズメバチと遭遇していちばん危険なのは、ハチ
の巣があるのを知らずに、踏んだり揺らしたりした
ときです。この場合、たくさんの働きバチがすぐに
襲ってきます。そういうときは・・・
　もし逃げられるなら、できるだけ遠くへ逃げま
しょう。ハチが追いかけてくる距離は、もっとも危
険なオオスズメバチでも 80 ｍくらいだといわれて
います。逃げるときには手を振ったりすることは避
け、少し身をかがめ気味に逃げます。
　急な坂道、道に障がい物があるために急いで遠く
へ逃げられないときは、巣からできるだけ離れて、
首から上を服などでかくし、肌がでているところを
できるだけ少なくして、身をかがめ、その状態のま
ま、その場から少しずつ遠ざかりましょう。

○ハチにさされたときは
１毒を取り除く

   刺されたらすぐに毒を吸い出し、体内に取り

込まれる毒をできるか
ぎり少なくしましょう。
市販されている装置（ポ
イズンリムーバー）を
使うと、うまく吸い出
せます。野外活動の際には携帯しましょう。

２傷口を冷やす
  腫れや痛みには、刺された場所を氷のうなどで
冷やすのも効果的です。

３薬をつかう
　腫れや痛みがひどいときは、ステロイド軟膏を
塗り、抗ヒスタミン剤を服用します。病院で症状
を話し、処方してもらいましょう。なお、アンモ
ニアや尿を塗るのは効果がないばかりか有害で
す。絶対に止めましょう。

○危険なハチ毒アレルギー
　ハチ毒に対するアレルギー反応は人によってさま
ざまですが、共通するのは、じんましん、発汗、吐
き気、頭痛、腹痛など、刺された箇所の痛みや腫れ
以外に、血圧が低下し意識を失うアナフィラキシー
ショックというたいへん危険な状態になり、死亡例
の多くでは、刺されてから 1 時間以内に死亡して
います。全身症状が出た場合は一刻も早く病院で応
急手当を受けなければなりません。近くにいる人は
直ぐに 119 番して救急車を呼び助けを求めてくだ
さい。直接の死因としてもっとも多いのは上気道（の
どなど）の浮腫（むくみ）による窒息死です。応急
処置として気道の確保や人工呼吸が必要な場合があ
ります。

○万一に備えて
　・長袖、長ズボンを着用しましょう

　服の上からでもハチの針は通りますが、素肌を
刺されるのに比べれば被害は小さくなります。

　・黒い服装や帽子は避けましょう
　スズメバチは黒いものに対して真っ先に向
かってきます。

　・殺虫スプレーを携帯しましょう
　多数のハチが攻撃してきたときは被害を最小限
に食い止めることができます。刺すハチに対して
虫除けスプレーは無意味です。

　・ひとりだけの行動は避けましょう
　  万一の場合、助けを求めることができません。

　・匂いに気を付けましょう
　化粧品や清涼飲料水などに含まれる匂いの中に、
スズメバチに攻撃行動をもたらす警報フェロモン
の成分が含まれていることが最近わかりました。

　・自分の体質を周囲に知らせましょう
　スズメバチに刺されたときに全身症状をおこし
たことのある人は、ハチ毒アレルギー体質である
恐れがあります。病院で相談すれば、ハチ毒アレ
ルギー検査が可能です。



　健康への関心が高まり、様々な健康食品が市場
にあふれ、また、高齢者を狙って健康食品の悪質
な販売手口など、消費者トラブルが寄せられてい
ます。健康食品について正しく理解し、適切に対
応するための知識を身につけましょう。
　健康食品は食品に分類され、国が機能等の表示
を許可している保健機能食品（通称トクホなど）
と、許可していない「いわゆる健康食品」があり
ます。漢方薬を健康食品だと勘違いすることがあ
りますが、漢方薬は製品の品質が確保された医薬
品です。

【健康食品の問題点】
　健康食品による被害には、高額な製品を購入
したことによる「経済被害」と「健康被害」が
あります。一般に錠剤、カプセル状の製品は医
薬品と誤解して病気治療目的に使われやすく、
高額な製品ほど治療効果が期待できると誤解さ
れる傾向もあるようです。健康被害は、粗悪製
品の利用、過剰摂取、アレルギー体質の人の利
用、医薬品との相互作用で起きています。

【健康食品で注意したいうたい文句】
①「即効性」「万能」「最高の」「奇跡的な」「驚

くべき」

②「天然・自然」「食品だから安全」「妊婦
や小児にも安全」

③「秘密の成分」「希少な成分」「特許取得
成分」

④「○○に効くといわれています」「○○と
いう有効成分が入っている」

⑤「○○が治った」
⑥「伝統医療」「専門家のお墨付き」「体験談」

【健康食品を利用する際に】
　食品の一つであることをよく認識して補助的
に利用しましょう。
　医薬品的な効果を期待して利用するのはやめ
ましょう。
　医薬品と併用する場合は、医師、薬剤師に相
談しましょう。
　利用状況の記録を取り、体調に不調を感じた
ら摂取を中断し、必要なら医療機関で診てもら
いましょう。

□問 岐阜県県民生活相談センター
058-277-1003

輪之内町消費生活相談窓口 ( 住民課 )
69-3111、090-5808-9600

●「健康食品」を正しく理解しよう●

電気は正しく安全に使いましょう
　8 月は電気使用安全月間です。感電災害は夏場に集中して
発生します。夏は汗をかきやすく、皮膚の露出部分が多くな
り、また疲労から注意力が散漫になりがちです。この点から
毎年 8 月を「電気使用安全月間」とし、経済産業省の主唱の
もとに全国一斉に行われています。
　感電災害を防止するため、電気は安全に正しく使いましょう。

日 時：９月 11 日（水）、９月 25 日（水）、
　　　　10 月２日  （水）
              ※時間はいずれも 10：00 ～ 12：00
場 所：安八町保健センター
　　　　（安八町南今ヶ渕 375）
内 容：地元野菜を使ったフォカッチャ、
　　　　チーズスティッククッキー
対 象：ＪＡにしみの管内在住の子育て中の女性
定 員：１回につき 16 名（計 48 名）
　　　　※先着順にて定員になり次第締め切ります
参加費：１回につき 500 円
託　児：無料

※１歳以上の保育園、幼稚園入園前の 
    お子さまをお預かりいたします。

申込方法：8 月 20 日（火）8：30 ～
　　　　　電話にて受け付けます。
　　　　　TEL　73-8161
　　　　　（ＪＡにしみの女性課）電気のご相談は  TEL  0584-88-0188

パン・お菓子教室「ママ Club」「若年者・非正規雇用
労働者」採用や
人材育成及び
企業内での

キャリアアップに
取り組む

事業主のみなさまに！

岐阜労働局からのお知らせ 　若年者・非正規雇用労働者
の雇用支援策として、以下の
事業を実施しています。
①若年応援企業宣言事業
②若年者人材育成・定着支援
   奨励金
（若者チャレンジ奨励金）

③非正規雇用労働者育成支援
   奨励金
（日本再生育成支援事業）

④キャリアアップ助成金

大垣市安井町 6-15-5

http://g.lets-gifu.com/shop/ index-2618.html
TEL&FAX 0584-74-9493

お店のご案内
輪之内スイーツ

豆乳リゾットジェラート
　町産ハツシモ米を牛乳で煮て、町産
フクユタカ大豆で作った豆乳ベースの
ジェラートに混ぜ込みました。プチプ
チとしたお米の食感が独創的です。

　輪之内町産の新鮮な農産物を使って作ったお菓子「輪
之内スイーツ」。製造・販売で町を盛り上げる公認のお店
をご紹介します。
　輪之内スイーツ、ぜひお買い求めください

公認スイーツはほか４品です

ＪＡにしみの



自　衛　官　等　募　集　案　内
募集種目 受験資格 受 付 期 間 試　験　期　日 合 格 発 表

防 衛
大 学 校

高卒
（見込含）

21 歳
未満

推　   薦 ９月５日 ～
９月９日

9 月 28 日・29 日 11 月 1 日（最終）
総合選抜 １次 ９月２８日　 ２次 11 月２・３日 10 月 18 日 (1 次 )

一般
（前期）

９月５日 ～
９月 30 日

１次　11 月９・10 日
２次　12 月１０日～ 14 日
　　　 のうち１日

11 月 29 日
(1 次 )

一般
（後期）

26 年１月 22 日～
１月 31 日

１次　26 年３月１日　　
２次　26 年３月 13 日

26 年 3 月７日
(1 次 )

防衛医科
大学校

高卒
（見込含）

21 歳
未満

医学科
学生

９月５日 ～　
９月 30 日

１次　11 月 2・3 日
２次　12 月 18 日～ 20 日
　　　 のうち１日

12 月 3 日
(1 次 )

看護
学科
学生

１次　10 月 19 日
２次　11 月 30 日 ・ 12 月１日
　　　 のうち１日

11 月 15 日
(1 次 )

※受験資格の年齢は各種目とも平成 26 年 4 月 1 日現在です。
※第２次試験は、第 1 次試験合格者のみです。
　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　TEL73-1150

　岐阜県では、土砂災害の恐れがある箇所（土砂災害警戒区域）や
浸水被害のおそれがある箇所（浸水想定区域）を同時に確認するこ
とができるウェブサイト「ぎふ山と川の危険箇所マップ」の運用を
開始しました。調べたい場所の郵便番号を入力することで簡単に調
べることができますので、ぜひご利用ください。

URL　http://kikenmap.gifugis.jp
検索キーワード　「ぎふ山と川」

□問 県庁砂防課　TEL:058-272-8621
（土砂災害警戒区域に関すること）
 県庁河川課　TEL:058-272-8593

（浸水想定区域に関すること）

森島冨美枝 棚橋邦子神戸孝司田中百合棚橋靖夫

児玉禧子 西松清子片野雅夫小林冨美子 浅井百合子

ぎふ山と川の危険箇所マップ
放送大学
10月入学生募集
　放送大学はテレビなどの放送に
より授業を行う通信制の大学で
す。働きながら学んで大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で、幅広い世代の方が
学んでいます。
　ただいま 10 月入学生を募集し
ています。詳しい資料を無料で送
付いたしますので、お気軽にお問
い合わせください。

●出願期限
8 月 31 日（土）

●資料請求（無料）・
　お問い合わせ先

〒 500-8384
岐阜市薮田南 5-14-53　
ふれあい福寿会館２棟２階
放送大学岐阜学習センター
TEL　058-273-9614
ＨＰ　http://www.ouj.ac.jp

　データ放送「市町村くらしの情報」内のじゃんけんゲー
ムに挑戦し応募キーワードを獲得してハガキやメールでご
応募ください。応募者全員に粗品、抽選で 10 名様に県産
品をプレゼントします。
　詳しくはキャンペーン期間中の「市町村くらしの情報」
またはぎふチャン公式サイトをごらんください。
□問 岐阜放送営業編成局　メディア広報部
　TEL 058-264-1180

9月29日（日）まで ぎふチャンデータ放送　市町村くらしの情報

じゃんけんプレゼントキャンペーン
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