


ありがとうございます

取り組み報告と先進地視察
大榑川総合内水対策協議会
　町と国、県で組織し町長が会長を務める大榑川総合内水対策協
議会が２月 17 日（月）、豊田市の豊田河川防災ステーションで
会合を開き、平成 23 年度からそれぞれ取り組んだ事業の進捗
状況報告をしました。町は揖斐川と長良川の堤防が決壊した時の
浸水位置を示す看板を設置した事業（まるごとまちごとハザード
マップ）、国は福束排水機場 4 号ポンプの増設、県は河川情報を
アラームメールで提供したことなどを報告し合い、今後も内水対
策事業を推進することが決まりました。また安城市におもむき、
急激な雨水の流出を抑える水田貯留施設を見学しました。

安城市役所職員より水田貯留施設の説明を受ける

１００歳のお祝いに町へ寄附
　２月 18 日（火）、中郷新田在住の篠田範一さんが役場
を訪れ、高齢者福祉に役立ててくださいと現金 10 万円を
木野町長に手渡しました。
　篠田さんの母・はつゑさんが２月 10 日に満 100 歳を
迎えられ、町長がお祝いに駆けつけたお礼に寄附されたも
ので、「有効に使わせていただきます。ありがとうござい
ます」と町長がお礼を述べていました。

　平成 26 年１月の下旬から２月の中旬にかけて、大榑川
及びその流域河川の水質改善を推進する『輪之内町地域協
働水質改善事業』の一つとして、水質浄化実証実験で実施
され、計１０日間、２回にわたって地下水が中江川に導水
されました。
　実験に伴い、輪之内町では、導水開始前から導水終了後
において水質調査を実施し、効果の検証を図りました。
　結果として、地下水の導水により、透視度が大きく向上
することが明らかになりました（2/1，2/13）。
　しかしながら、降水があると濁りが発生し、導水の効
果はほとんどないということも分かりました（1/30，
2/15）。
　今回の結果を事業に反映し、今年度も継続して町内河川
全域の水質改善を図っていきます。

＜導水実施期間＞
・導水１回目　平成２６年１月 27 日（月）１７：００　

　　　　　　～２月　１日（土）１７：００
・導水２回目　平成２６年２月 10 日（月）１７：００　　

～２月１５日（土）１７：００
＜地下水導水量＞
・約０. ２トン / 秒

問 輪之内町地域協働水質改善協議会　事務局 輪之内町役場 住民課 TEL 050-5808-9600　0584-69-3111
（導水開始から１日で中江川のほぼ全域に効果が表れることも分かりました。）

実験時における中江川（役場西）の様子　比較

導水実施前 導水実施中

輪之内町地域協働水質改善事業 水質浄化実証実験　結果（透視度について）



任意予防接種の助成制度（平成26年度）　
　輪之内町では、平成 26 年４月よりロタウイルス、B 型肝炎ウイルス、13 価小児用肺炎球菌ワクチン（補
助的追加接種）の助成制度を新規に追加し、下記のとおり任意予防接種費の助成事業を行っています。
　なお、任意予防接種は、個人の健康管理の目的で行われるもので、本人が希望する場合に限り接種を行う
ものです。接種にあたっては、かかりつけの医師にご相談ください。　

①各医療機関の定める予防接種料金を支払って接種
をお受けください。

　接種の際は、母子健康手帳または予防接種済証等
に接種記録の記入を依頼してください。
　また、領収書を必ず受け取ってください。 
②接種後、下記の必要書類等を申請窓口へご持参く
ださい。

　手続きの期限は接種日から１年以内です。 

　輪之内町保健センター（輪之内町四郷 2537 番地の 1）　℡ 69-5155　IP　050-8026-8967

必要書類等
□　申請書 （保健センター窓口でお渡しします） 
□　ワクチン接種料の領収書（被接種者の氏名が明

記されているもの、領収印があるもの）（原本）
□　予防接種済証、予診票 、接種記録のある母子

手帳のいずれか（写し）
□　振込先の銀行口座のわかるもの（通帳など） 
□　印鑑（スタンプ式印は不可） 

● 任意予防接種費助成の内容

● 助成金申請の方法

【申請窓口・問い合わせ先】

予防接種の種類
助成の対象となる

接種年 齢
助成額 助成回数

接種
医療機関

助成方法

ロタウイルス 生後６週～32週まで ７,０００円
１人最大
２回まで

すべての
医療機関

※ 接 種 後 に
保 健 セ ン タ
ー 窓 口 に て
助 成 金 の 申
請 を お 願 い
します。

（ 後 日 、 助
成 金 を 振 り
込みます）

B型肝炎ウイルス 生後２ヵ月～ 小学校就学前まで ２,５００円
１人最大
３回まで

13価小児用
肺炎球菌

（補助的追加接種）

生後２ヵ月～５歳未満で、
７価ワクチンによる定期接種を
完了した方

６,４８０円

１人
１回まで

みずぼうそう
１歳～小学校就学前まで

４,０００円

おたふくかぜ ３,０００円

（成人用）肺炎球菌 満65歳以上 ４,０００円

※助成の対象となるのは、他に下記の条件を満たす方に限ります。
• 接種日に輪之内町に住民登録があること。    
• 接種日から１年以内に申請してください。
• ロタウイルス、B型肝炎ウイルス、13価小児用肺炎球菌ワクチン（補助的追加接種）については、平成26年

４月１日以降に接種した予防接種のみが助成の対象となります。







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（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　税務課　69-3111、050-5808-9600

国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます
　国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険
料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免
除を申請することができます。
　平成26年４月からは、過去２年１カ月分の免除申
請ができるようになります。
●これまでは、過去分の国民年金保険料の免除が受け
られる期間は、申請の直前の７月（学生納付特例は直
前の４月）までの１年以内でした。
●平成26年４月からは、申請時点の２年１カ月前の
月分まで申請できるようになります。
【失業などの特例免除の対象期間も拡大されます】
●災害・失業などを理由とした免除（特例免除といい
ます）は、これまでは、申請時点の年度または前年度
に災害・失業などの理由があることが条件となってい
ました。
●平成26年４月からは、災害・失業などの前月から
災害・失業などがあった年の翌々年６月までの期間に
ついて、特例免除の申請ができるようになります。
（平成26年３月以降にあった災害・失業も対象となり
ますが、過去分の審査対象期間は２年１カ月までです）

【申請方法】
輪之内町役場住民課または大垣年金事務所に申請して
ください。
必要な添付書類など、詳しくは、お問い合わせください。
※「免除」とは、全額免除、一部免除（3/4、半
額、1/4）、若年者納付猶予、学生納付特例のこ
とです。
◆ご注意ください◆
●２年１カ月前の月分まで免除申請をすることができ
ますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受
け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない
場合がありますので、すみやかに申請してください。
●申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行い
ますので、免除が承認されない場合があります。
　なお、全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、
若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行いま
す。配偶者や世帯主が失業などに該当する場合も免除
を受けられる場合があります。
問　住民課　69-3111、050-5808-9600
　　大垣年金事務所　78-5166

平成２６年度　狂犬病予防集合注射のお知らせ
　狂犬病は、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、発症するとほぼ100%死にい
たる恐ろしい伝染病です。犬の飼い主の方は、「狂犬
病予防法」に基づいて、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･注射済票交付手数料を忘れずに持参
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。
問　住民課　69-3111、
　　　　　　050-5808-9600

【平成26年度　狂犬病予防注射日程表】
場　所 時　　間

4/22（火）

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

4/24（木） エコドーム 9：30～11：00

【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	 2,600円	※（消費税込）
　注射済票交付手数料	 550円
　（１頭につき）	　　合計	 3,150円
※消費増税分が転嫁され、前年度より80円増額され
ています。
　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。）



４月からの新生活いかがお過ごしでしょうか？新しい場所で新しい生活を送る方もいらっ
しゃると思います。不慣れな場所で地震に遭遇したらどうするか、いま一度考えてみましょ
う。そこで、今回は地震の心得 10 か条を掲載します。

平成 26 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18日（金）～5月7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

1. まず身の安全を
転倒のおそれがある家具からすみやかにはなれ、

テーブル、机、ベッド、布団などの下にもぐりましょう。
2. すばやく火の始末

ふだんから習慣づけることが大切。火元付近に燃え
やすいものは置かず、ガスは元栓を閉め、電気器具は
スイッチだけでなくコンセントも抜いておきましょう。

3. 戸を開けて出口を確保
揺れの合間をみてドアや窓を少し開け、あらかじめ

逃げ道を作っておきましょう。とくにマンションや団
地の場合は忘れずに。

4. 火が出たらすぐ消火
もし火災が発生しても、天井に燃え移る前ならあわ

てずに初期消火に努めましょう。消火器具の備えは忘
れずに。

5. 外へ逃げるときはあわてずに
あわてず落ち着いた行動を。逃げるときには瓦やガ

ラス、看板などの落下に注意しましょう。
6.　狭い路地やブロック塀には近づかない

屋外にいたら公園などに避難。落下物やブロック塀
の倒壊の危険区域には近寄らないようにしましょう。

7. 山崩れ、がけ崩れに注意
山ぎわや急傾斜地など危険な場所では、すみやかに

安全な場所に避難しましょう。
8. 避難は徒歩で

避難先までは複数の経路が必要。むやみに避難せず、
自主防災組織などの指示でまとまって（集団で）行動
しましょう。

9. 協力し合って応急救護
多数の負傷者が出れば病院などでの手当てにも限界

があります。負傷者の手当ては、地域ぐるみでお互い
に助け合い、協力しましょう。

10. 正しい情報を聞く
事実はひとつです。テレビ、ラジオの情報や町、消

防、警察などからの正しい情報をつかみ、的確な行動
をしましょう。

備えあれば
うれいなし！

平成２６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）楡俣新田（村内）大藪（相川、小畑、砂山）
南波（村西）中郷（中切戸、上切戸）里（中将、一色）福束（中
沼、上沼）

（平成 25 年度中の工事実施箇所内）

排水設備は早期に設置しましょう !下水道の供用開始について
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、排水設備の早期設置にご協力下さい。
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頂くよう、下水道
利用者又は利用して頂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、建設課上下水道担当までお問
い合わせください。

★輪之内町 増減
人 身 事 故 件 数 5 件（8 件） - 3
死 者 数 0 人（0 人）  ± 0
負 傷 者 数 9 人（11人） - 2

★大垣警察置管内 増減
人 身 事 故 件 数 166 件 -16
死 者 数 1 人（1 人）  ± 0
負 傷 者 数 206 人（232 人） -26

交通事故発生状況 平成 26 年 1月 31 日現在（昨年同日）

問 輪之内交番 TEL 69-2002

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 21.6.1 以前） 5 年以上（平 21.5.31 以前） ―――――

模範章 10 年以上（平 16.6.1 以前） 5 年以上（平 21.5.31 以前） 地区模範章受章

最良章 15 年以上（平 11.6.1 以前） 5 年以上（平 21.5.31 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 11.6.1 以前） 10年以上（平16.5.31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）

●優良運転者表彰のお知らせ●



●輪之内中学校での消費者教育授業

輪之内光サービスからのお知らせ
平成 26 年 4 月からの消費税増税（5％ → 8％）に伴い、輪之内光サービスの利用料を下記の通り変更させていた
だきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

（平成 26 年 4 月ご利用分から変更です）

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。

※オプション料金、光 IP でんわ通話料についても消費税率 8％に変更させていただきます。
※平成 26年 4月以降に実施した工事に係る費用ついても、消費税率 8％でご請求させていただきます。

発育段階に合わせた段階的教育を推進すべ
く第一歩として、平成 25 年に消費者教育出
前講座授業を開催しました。中学 3 年社会科
の「契約について」の授業内容と感想を紹介
します。子どもがどのような授業をしたのか、
保護者の方にも知っていただき、ご家庭でも

「消費」について考える機会をつくってみては
いかがでしょうか。
●授業のねらい

中学生の身近なトラブル事例をとおして
「契約」の基礎を学びました。

●「契約」ってな～に
契約は「申し込み」と「承諾」で成立しま

す。口約束でも契約です。合意のもとに契約
が成立したら、自分だけの思いで一方的には
やめられません。

『お店で靴（商品）を購入したけれど、家
に帰って靴をはいてみたら、サイズが合わな
かったので、お店で交換してもらった。』

本来、この商品交換は売買契約が成立して
いるのでできません。お店の方がお客様に対
して好意的なサービスという解釈なのです。

●トラブル発生！（グループワーク）
「契約」の中でさまざまなトラブルが発生

します。その時どうするのか、グループで話
し合いをしてもらいました。( 一例 )
①ハンバーガーショップでハンバーガーを 1

個 100 円で買いました。しかし、中の肉
は生焼けだった。さぁ、どうしますか？

②携帯電話の無料ゲームで遊んでいたが、翌
月、お父さんに携帯電話代 3 万円の請求
書が届いてしまった。どうしますか？

●授業の感想

今後の生活に役に立ちますか？
役に立つ　93.4％

◆授業内容は将来役に立つと思うので勉強にな
りました。将来確実に契約するので、この授
業を役立てたいです。

◆契約と聞くと書類のサインとか堅苦しい感じ
だけど、口約束も立派な契約だと分かりまし
た。日常生活の何気ない行動が契約につなが
ってくると考えたら、私たちは一つ一つの行
動に責任を持たなければならないんだと思い
ました。

◆私は無料という言葉にのってしまうことがあ
るので、よく考えてゲーム等をします。
クリックだけでお金が請求されるのは怖いの
で、年齢をごまかさず、気を付けてクリック
したいです。

◆これから自分の身を守るためのこともたくさ
んあったのでよかったです。本当に気をつけ
たいと思いました。

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 )
69-3111，050-5808-9600

【消費税増税によるサービス料金変更のお知らせ】

サービス名 平成 26年 3月まで
利用料金（月額）消費税 5％

平成 26年 4月～
利用料金（月額）消費税 8％

テレビのみ 1,050 円 1,080 円

40Mインターネット 3,518 円 3,618 円

100Mインターネット 5,618 円 5,778 円

40Mインターネット+光 IP でんわ 4,568 円 4,698 円

100Mインターネット+光 IP でんわ 6,668 円 6,858 円

【基本契約コース】



在 宅 訪 問 歯 科 診 療 の ご 案 内

　平成 26 年 4 月から、ペースメーカや人工
関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認
定基準が変わります。（医療技術の進歩により、
ペースメーカ等や人工関節等を入れたことによ
り大きな支障がなく日常生活を送ることのでき
る方が多くなったため）

●ペースメーカ等を入れた方（心臓機能障害）
・平成 26 年 3 月まで→一律 1 級に認定
・平成 26 年 4 月から→

1 級、3 級、4 級のいずれかに認定

●人工関節等を入れた方（肢体不自由）
・平成 26 年３月まで

股 関 節 、 膝 関 節→一律 4 級に認定
足 関 節→一律 5 級に認定

・平成 26 年４月から  
股関節、膝関節、足関節→
4 級、5 級、7 級、非該当のいずれかに認定

問 岐阜県身体障害者更生相談所　
    TEL 058-231-9715

   岐阜県保険医協会（県内の医師 ･ 歯科医師約 1,672 人の団体）
では、4 月 18 日の“ヨイハ”にちなんで、「歯のなんでも
電話相談」を行います。
   日頃気になっていることや、相談できずにいることなど「歯に
ついての悩み」を県内で開業している保険医協会会員の歯科医師
が相談に応じます。
   無料相談ですので、お気軽にお電話ください。

   安八郡歯科保健事業連絡協議会では、通院ができなくて困っ
ている患者さんのために、歯科医師が直接ご自宅へお伺いして
治療する「在宅訪問歯科診療」を行っています。
   歯やお口のことで困っていることがありましたら、ぜひご利
用ください。
対象者：安八郡内在住で、寝たきりなどのために歯科医院へ

通院できない方
料　金：健康保険適用により自己負担分がかかります。
申込み：輪之内町保健センター
            TEL 69-5155  光 IP 050-8026-8967

～身体障害者手帳の
認定基準が変わります～

「里山探検隊」隊員募集 ～揖斐川上流の魅力を探してみませんか！～

問 岐阜県保険医協会 事務局
〒 500-8844　岐阜市吉野町 6-14　
三井生命岐阜駅前ビル 6 階　　℡ 058-267-0711

日時：4 月 13 日（日）午前 10 時～午後３時
電話番号：058-267-0711

【活動予定】第１回　６月４日（水）
「揖斐川筋における大規模災害・
                      里山生活体験から学ぶ」
第２回　８月６日（水）

「環境に配慮した砂防施設見学・
                         徳山ダムを船で探検」
第３回　10 月 15 日（水）

「根尾川筋における土砂・ 地震災害から学ぶ」
【募集対象者】　
工事・災害現場等見学に支障のない健康な方

【募集人数】20 名程度※申し込み多数の場合は抽選
【費      用】１，000 円程度※傷害保険料、
                 体験に必要な費用等

【集合場所（出発地及び帰着地）】
                 越美山系砂防事務所

【申し込み・問い合わせ】
越美山系砂防事務所総務課
TEL 0585-22-2161
詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.cbr.mlit.go.jp/etsumi/

ヨイハ健康デー　歯のなんでも電話相談

森島冨美枝

棚橋邦子

神戸孝司田中百合棚橋靖夫

児玉禧子片野雅夫小林冨美子 西松清子



団　体

輪之内中学校野球部 輪之内中学校女子バレーボール部

輪扇剣道少年団 輪之内中学校生徒会

個　人

大藪小学校

２年　里中 飛雅

輪之内中学校

３年　石川 淳也

３年　山中 彩名 ３年　吉田 衣里

４年　棚橋 亮心 ３年　木下 大輔

４年　長田 つぐみ ３年　伊藤 拓真

４年　米山 心涼 大成中学校（愛知） ２年　片山 航希

５年　里中 みゆ 大垣南高等学校 ２年　伊藤 真希

輪之内中学校

１年　加藤 大翔
大垣工業高等学校
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１年　田尻 侑那 ３年　西脇 雅也

２年　中島 亨介 海津明誠高等学校 ３年　野津 純一

２年　白川 　蓮 日本大学 ２年　伊藤 　真

２年　土屋 功大
一般

山中　健太郎

２年　田尻 和也 西脇　一徳

３年　山内 伊緒奈

３年　安藤 黎氷
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