


60周年記念ポロシャツ完成！ 輪之内ご当地ナンバープレートのデザイン決定！

桐の響を楽しむ会　特別演奏会
　６月27日（金）、文化会館アーリオンホールにおいて、輪之
内町の小学生有志 ｢輪之内キッズ 48｣ の 13人とプロの音楽家
７人が共演する ｢桐の響を楽しむ会｣ の特別演奏会が催され、
昼の部は仁木・福束・大藪小学校の高学年約２６０人、夜の
部は一般住民約３００人が訪れました。
　輪之内町の児童が声楽家小川茂子さん率いるプロの演奏家
と共演して今年で３回目。子どもたちはプロの演奏に合わせて
「たき火」「花は咲く」を歌い、チャイコフスキーの「花のワルツ」
にあわせて華やかに踊りました。

　その他にも、ソプラノとメゾソプラノの独唱や二重
唱、ピアノの独奏や連弾、チェロとヴァイオリンの演
奏が響きわたり、アンコールも巻き起こるなど会場は
大いに盛り上がりました。

　また 29日（日）にサラマンカホールで行われた
「桐の響を楽しむ会」では、町制 60 周年記念事業
として完成した輪之内町の歌「いつまでも輪之内」
の発表があり、作曲を行ったピアニスト・作曲家である福田直樹さんより木野町長に楽譜が贈呈されました。
この歌詞は、輪之内町の子どもから歌詞を募集し、その言葉をアレンジしてできたもので10月に行われる
60周年記念式典で住民の方に曲のお披露目を行う予定です。

　輪之内町オリジナルロゴ入りポロシャツを製
作しました。ロゴは町のマスコットキャラクター
「かわばたくん」「もろこちゃん」が 60 周年を喜
ぶ様子をイメージしたオリジナルのデザイン。カ

ラーは赤、黄色、
ピンク、オレン
ジなど全 14 色。
今後は一般販売
も予定していま
す。

　町制施行 60周年を記念して原動機付自転車等
の新課税標識（ご当地ナンバープレート）を導
入します。デザインは、ぎふ清流国体 2012にお
いて、応援グッズのデザインを手がけた輪之内
中学校ＡＬＴのウィルソン・ロウ氏（カナダ出身）
に依頼して町が決定しました。平成 26 年 10 月
1日（水）からの交付開始に向け、準備を進めて
います。
　輪之内町に生息する絶滅危惧種の淡水魚、カ
ワバタモロコの環境保全大使「かわばたくん・も
ろこちゃん」と町の木（梅）、花（タンポポ）、鳥
（ひばり）を配し、『清流の国ぎふ』の豊かな自然
を表現しています。
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役場１階

役場庁舎（仮事務所）

町民センター（仮事務所）

庁舎改修工事中

１階（東）

２階

実施箇所と時期についてお知らせします。

７月～８月　　　庁舎２階、３階、庁舎北倉庫
９月～12月　　　庁舎１階（ロビーを除く）
１月～２月末　　１階ロビー

また、改修後の各課の配置は次の予定です。

なお、9月～ 12月の仮事務所は次のとおりです。

※議会事務局は変更ありません。

　皆様のご理解とご協力をお願いします。
問　役場総務課　050-5808-9600、69-3111

会計室

正面玄関

多目的トイレ

庁舎１階（改修後）

経営戦略課 産業課

福祉課 住民課

総務課 危機管理課 建設課

福束輪中

町長室

待合・キッズコーナー

税務課

住民課

多目的トイレ

←出入口

庁舎1階（仮執務場所）

総務課 危機管理課
経営戦略課 町長室 総務課 税務課　会計室 福祉課

庁舎2階（仮執務場所）

町民センター1階（仮執務場所）

産業課

玄関

大会議室

建設課・福束輪中

町民センター２階（仮執務場所）

１階 ２階
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郡操法大会消防団　ポンプ車操法の部で優勝
　６月29日（日）、輪之内中学校グラウンドにて、「平成26年度安八郡消防操法大会」が開催されま
した。
　選手は、消防操法の技術や操作や動作、有効注水タイムを競い、ポンプ車操法の部において第３分団
が優勝、第２分団が準優勝という素晴らしい成績を収めました。

優勝　　第３分団 準優勝　第２分団

ポンプ車操法の部

ありがとうございます
老人クラブ女性部より
手作りぞうきん寄贈

　７月３日（木）に、町老人クラブ連合会女性部
（森絹子部長）が役場や保育園・小中学校・あす
わ苑など１６施設を訪れ、手作りのぞうきんを計
1,580枚寄贈されました。
　女性部は平成11年に発足し、学校教育の充実
や老人福祉事業の推進に役立つことを願い13年
から毎年寄贈を続けられています。

スマホで確認　懸崖菊教室
　７月５日（土）、庁舎前において｢懸崖菊教室｣が行
われました。
　受講者は黄色や白、ピンクなどの花が咲く菊の苗を
鉢上げし、針金に誘引して懸崖作りに挑みました。３
回目となる今年は、スマートフォンやパソコンで生育
過程を画像で確認できるホームページを開設しまし
た。

牧谷太我さん　インターハイ出場！
　藻池新田在住の牧谷太我さん（岐阜県立岐阜商業高
等学校２年）が、全国高等学校総合体育大会岐阜県予
選においてソフトテニス個人の部でベスト８という栄
えある成績を収められ、７月30日から千葉県で行わ
れるインターハイへの出場を決めました。
　牧谷さんは６月16日（月）に木野町長のもとを訪
れ、「自分の力
を出し切って優
勝を目指した
い」と強い決意
をのべると、町
長は｢実力を発
揮して頑張って
欲しい｣とエー
ルを送りまし
た。

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（火）、｢第64回社会を明るくする運動｣
にあたり、大垣保護区保護司会と大垣地区更生保護女
性会の方々が庁舎を訪れ、｢安全・安心な地域づくり
を目指してほしい｣などと法務大臣・県知事メッセー
ジを伝達されました。



平成25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 4,069,012
1,697,226
992,456
65,437
14,795
624,538
141,090
141,090

5,907,328

3,792,901
1,619,873
925,768
65,306
11,933
616,866
111,234
111,234

5,524,008

276,111
77,353
66,688
131

2,862
7,672
29,856
29,856
383,320

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 232,356
17,484
15,552
25,817
365,959
43,879
701,047

33.1
2.5
2.2
3.7
52.2
6.3

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） 259,235.67㎡ ―
建物 44,813.26㎡ ―
有価証券 ― 237万円
出資金 ― 1,965万円

物品（公用車、消防車など） 35台 ―
債権（選奨生貸付金など） ― 3,035万円

基金
（預金）

一般会計 ― 205,400万円
国民健康保険事業 ― 8,521万円
下水道事業 ― 22,550万円

合　　　計 236,471万円

歳 出

民生費
（障がい者･高齢者福祉､
保育園など）
92,325万円
（24.3%）

総務費
（施設管理、基金造成
光ケーブル網の整備など）
113,454万円
（29.9%）

土木費
（道路･水路･排水機の整備など）

45,469万円
（12.0%）

衛生費（保健･清掃･公害の対策など）
26,419万円（7.0%）

教育費（学校･文化・体育施設の整備など）
25,356万円（6.7%）

公債費など（借入金の返済）
30,928万円（8.1%）

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２5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３５億５,２００万円でしたが、国の緊急経済対策「地域の元気臨時交付金」を活用した事業を実施するなど外部資金の獲得に努めながら
積極的に事業を推進した結果、最終予算額は３９億８,１０２万６千円となりました。
なお、執行状況は収入率１０２.２％、支出率９５.３％です。

●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
54,776円
（54,447万円）

固定資産税
80,188円
（79,707万円）

軽自動車税
２,307円
（２,293万円）

たばこ税
5,181円
（5,150万円）

歳 入

決算額
歳入

406,901万円 
差引額

27,611万円

歳出
379,290万円

国庫支出金
44,957万円
（11.1%）

県支出金
20,375万円（5.0%）
地方消費税交付金など
20，177万円（５.0%）

分担金及び負担金
（保育料など）
7,724万円
（1.9%）

使用料及び手数料など
（戸籍･清掃手数料など）
6,282万円（１.5%）

繰越金
（前年度の
剰余金など）

16,446万円
（4.0%）

諸収入
（受託事業収入など）

9,731万円
（2.4%）

依
存
財
源

自
主
財
源

総務費
114,139円

衛生費
26,578円

公債費など
31,115円

土木費
45,743円

民生費
92,882円

教育費
25,509円

消防費
45,613円

44.6%

55.4%

地方交付税
98,432万円
（24.2%）

町債
41,180万円（10.1%）

※住民基本台帳人口
　平成23年度末 … 9,678人    平成25年度末 … 9,940人

平成25年度
決算のあらまし

　町では、かねてから効率的かつ効果的な事業の推進に努め、加えて国・県の補助金等外部資金の
獲得に努めました。
　その結果、平成２５年度も全ての会計が黒字決算となる見込みです。
　歳入総額は５９億７３２万８千円で、前年度決算額５５億５,９７６万２千円と比べ６.３％増加、歳出
総額は５５億２,４００万８千円で前年度決算額５２億７,９３０万８千円と比べ４.６％増加しました。

一　般　会　計

町民1人あたりの
町税負担額
平成23年度
　…144,346円

平成25年度
　…142,452円

▲

町民1人あたりの
行政経費
平成23年度

　…391,261円

平成25年度
　…381,579円

▲
町民1人あたりの
借入金返済額
平成23年度

　  …24,720円

平成25年度
  　…17,133円

▲

町民1人あたりの
借入金残高

平成25年度
　…705,279円

平成23年度
　…696,342円▲

町民1人あたりの
基金残高
平成23年度

　…238,120円

平成25年度
　…237,898円

▲

町税
（町民税、固定資産税など）
141,597万円
（３4.8%）

消防費
（防災施設・設備の整備など）
45,339万円（12.0%）



NHK衛星受信料（BS放送）のお支払いは
団体一括支払がお得です

「団体一括支払」とは、NHK の衛星受信料をケーブルテレビの利用
料と一緒にお支払いただき、ケーブルテレビ局が NHK へ一括して支払
うことで、皆さまの衛星受信料が割引される制度です。

衛星放送（BS 放送）をご視聴のお客様は、団体一括支払がお得です。
団体一括支払のお申込みは、輪之内町役場または代理店窓口にて

承っております。ご希望のお客様は、是非お申込みください。
※地上デジタル放送のみをご視聴の方は、団体一括支払は行っており

ません。NHK へ直接お支払ください。
■ NHK 衛星受信料額
受信料表（消費税含む） 2ヶ月払額 6ヶ月払額 12ヶ月払額
口座振替・クレジット
カード継続払い 4,460円 12,730円 24,770円

ケーブルテレビの
団体一括支払い 4,160円 11,815円 22,920円

年間最大 1,850 円お得！！

ケーブルテレビのデジアナ変換サービス
は平成27年3月までに終了します

アナログ放送は、平成 23 年 7 月に終了し、アンテナで
の受信はできなくなっていますが、輪之内光サービスにおけ
るテレビ放送では、デジタル放送をアナログ放送に変換した
放送波（デジアナ放送）を送信している為、アナログテレビ
でもご視聴可能な状態となっております。
※地上デジタル、デジアナ両方の放送波を送信しております。

ただし、この対応は総務省からの要請による期間限定の対
応です。

下記の期日をもってデジアナ放送波の送信を停止いたします。

■デジアナ放送停止日：　　
平成 27 年 3 月までに終了

アナログテレビでご視聴のお客様は、停止日前までに、地
上デジタル放送用のチューナーまたは、地上デジタル放送対
応テレビのご準備をお願いいたします。

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。

輪之内光サービスからのお知らせ

お元気サロンで人権学習会を開催
  輪之内町職員募集のお知らせ

平成26年度 第2回輪之内町職員採用試験の概要
輪之内町は、「住んでいて良かった、これからもずっと住み続けたい

まち」をめざしてまちづくりを進めています。
まちの発展、住民福祉の向上のために誠実に、そして積極的に職務

に取り組んでいただける方を募集します。
１．募集職員職務内容及び
　　採用予定数

２．試験名・職種及び受験資格
　⑴大卒程度・事務職 
　　昭和60年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人
　　（大学卒以上の学歴を有する人、平成27年3月卒業見込の人を含む）
　⑵短大卒程度・保育士
　　昭和60年４月２日以降に生まれた人で保育士登録が済んでいる人
　　（平成27年３月31日までに保育士登録見込みの人を含む）
３．必要な書類等　◦採用試験申込書（役場総務課で配布）
　　　　　　　　　　※申込書の受理後、受験票を交付します。
４．申 込 期 間　◦平成26年７月14日（月）から８月13日（水）まで

午前８時30分から午後７時（土・日・祝日を除く）
に持参するか、８月13日（水）必着で郵送する。

５．試験日等　大卒程度・短大卒程度（同日実施）
　◦一次試験　平成26年９月21日（日）
　　　　　　　場所　岐阜県立岐阜総合学園高等学校
　◦二次試験　10月下旬　　場所　輪之内町役場
問　〒503-0292　岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の１
　　役場総務課　　TEL 69-3111
※くわしくは、役場総務課で配布する「平成26年度輪之内町職員採用試験
案内」をご覧ください。（輪之内町ホームページからもダウンロードできます）

仁木地区（ふれあいセンター）

大藪地区（大藪防災センター）

人権擁護委員
氏　　名

高　木　清　江

浅　野　宗　秋

山　田　實　順

小　川　美代子

試験区分 職　務　内　容 募集人員
事務職 一般的な事務 若干名
保育士 保育の専門的な業務 若干名

去る６月18・23日（仁
木・大藪地区）の両日で77
名の参加を得まして人権学
習会を開きました。

内容は、ニュース等で話
題となっていた女性議員に
対するセクハラヤジ発言や
サッカーの横断幕による人
種差別問題など様々な人権
課題が存在していること。

言葉一つ、悪気はなく
使っていても相手にとって
は不快感で心に深く傷つく
ことがあること等、身近な
ことを例にあげてわかりや
すくお話させていただきま
した。

人権侵害はなぜ起こるのでしょ
うか。どうすれば人権侵害はなくな
るのでしょうか。難しい問題です。

私たち一人ひとりがもっと人権
意識をもつべきではないでしょう
か。

あなたも差別・暴行・いじめ等
を受けたり、見たりしたら、ひとり
で悩まず私たち人権擁護委員にご相
談ください。

◦試験区分　
警察官ＡⅡ（男性のみ）
　昭和58年4月2日以降に生まれた者で、大学（短期大学を除く）を卒業ま
たは平成27年3月31日までに卒業見込みの者。
警察官Ｂ（男性、女性）
　昭和58年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた者で、大学（短期大
学を除く）を卒業または平成27年3月31日までに卒業見込みの者を除く。

警察官募集のお知らせ
岐阜県では警察官採用試験を次の通り実施します。

◦受付時間　平成26年8月1日（金）～19日（火）
◦試 験 日　平成26年9月21日（日）
◦試験会場　岐阜市、多治見市、高山市



◦平成26年度夏の交通安全県民運動実施

問 輪之内交番　TEL 69-2002

★ 輪 之 内 町 増減

人身事故件数 18 件（24 件） -6
死 者 数 0 人（1 人） -1

負 傷 者 数 23 人（30 人） -7

交通事故発生状況
平成 26 年７月１日現在（昨年７月１日）

★大垣警察署管内 増減

人身事故件数 405 件（505 件）-100
死 者 数 6 人（9 人） -3

負 傷 者 数 522 人（623 人）-101

◦熱中症　注意報！！
毎年、この時期多くの方が熱中症で救急搬送されま

す。熱中症は老若男女問わず誰にでも起こります。重
症の場合、死に至ることもあります。しかし、正しい
予防方法を知り、行動することで防ぐことができます。
この夏、熱中症患者が出ない町を目指して取り組みま

しょう。
熱中症とは、運動や暑熱から起こる体の障害の総称

です。
症状はその重症度により、ほぼ次の 4 つに分類さ

れる。

　 症　　状 主な原因

熱失神 めまいがしたり、失神したりする。 高温や直射日光によって血管が拡張し、血圧が
下がることによって生じる。

熱けいれん
暑いなかでの運動や作業中に起こりやすい、痛み
を伴った筋肉のけいれん。脚や腹部の筋肉に発生
しやすい。

汗をかくと、水分と一緒に塩分も失われるが、
この熱けいれんは血液中の塩分が低くなり過ぎ
て起こる症状。 
水分を補給しないで活動を続けたときはもちろ
ん、水分だけを補給したときにも発生しやすい。

熱疲労
たくさんの汗をかき、皮膚は青白く、体温は正常
かやや高め。 
めまい、頭痛、吐き気、倦怠感を伴うことも多い。

体内の水分や塩分不足、いわゆる脱水症状によ
るもの。 
死に至ることもある熱射病の前段階ともいわれ、
この段階での対処が重要となる。

熱射病

汗をかいておらず、皮膚は赤く熱っぽく、体温は
39℃を超えることが多い。 
めまい、吐き気、頭痛のほか、意識障害、錯乱、昏睡、
全身けいれんなどを伴うこともある。

水分や塩分の不足から体温調節機能が異常をき
たした状態。そのままでは死に至ることもある。 
極めて緊急に対処し、救急車を手配する必要が
ある。

熱中症にならないために
①体調を整える　睡眠不足や風邪ぎみなど、体調の悪

いときは暑い日中の外出や運動は控えましょう。
②服装に注意　通気性の良い洋服を着て、外出時には

きちんと帽子をかぶりましょう。
③こまめに水分補給　「のどが渇いた」と感じたとき

には、すでにかなりの水分不足になっていることが
多いもの。定期的に少しずつ水分を補給しましょう。
特に夏場は汗と一緒に塩分が失われることを考える
と、スポーツドリンクなどを飲むのがオススメです。
年齢も考慮に入れて　体内の機能が発育途中の子ど
もや、体力が衰えはじめた高齢者は熱中症になりや
すいです。年齢を意識して、予防を心がけることも
大切です。
もし熱中症になってしまったら

①涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに移動し、

衣類をゆるめて休む
②体を冷やす　氷や冷たい水でぬらしたタオルを手足

に当てる。氷や冷たい水がない場合は、タオルやう
ちわ、衣服などを使ってあおぎ、風を送って冷やす。

③水分を補給する　このとき、水分だけではなく、汗
によって失われた塩分も補給する必要がある。ス
ポーツドリンクなどを少しずつ何回にも分けて補給
しよう。
意識がはっきりしない、様子がおかしい場合は、す

ぐに救急車を呼んでください。救急車を呼んだからと
言って安心せず、救急車の到着まで上記の応急処置を
実施しましょう。ただし、意識がはっきりしない、も
しくは意識がない場合の水分補給は厳禁です。自分で
飲み込めず窒息する可能性があります。また、吐いて
しまった場合はのどを詰まらせないよう横向きに寝か
せよう。

　７月 11 日（金）～
20 日（日）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

◎消防情報テレホンサービス
（※ 救急Ｇｏ!　それ!1、2）

０１８０―９９５―０１２ 携帯電話からご利用ください。
※ＩＰ電話からは、消防情報テレホンサービスに接続できません。

火災やその他の災害の発生場所や状況は、
消防情報テレホンサービスでお知らせしています。



ボタン電池は、子ども用玩具だけでなく、時計や
タイマー、体温計、家電製品のリモコン、電卓など
子どもが簡単に手にとる様々な日用品に幅広く使わ
れています。こうした製品で子どもが遊んでいたこ
とによる、ボタン電池の誤飲に関する事故が多数発
生しています。
●誤飲事故の症状とは
１歳前後の子供が誤飲すると、食道にとどまるこ
とが多く、消化管に接触した電池から電流が流れる
と、電気分解により電池の外側にアルカリ性の液体
が作られ、短時間で消化管の壁に損傷が起こります。
そのため早く取り出さないと、消化管に潰瘍ができ
たり、穴が開くなどのおそれがあります。重篤な症
状を生じることがあり、場合によっては死に至るな
ど大変危険です。
●誤飲事故について
消費者庁に寄せられた事故情報のうち、３歳以下
の事故が98％で大半を占めており、中でも１歳児
の誤飲が約６割と最も多くなっています。
保護者のボタン電池の誤飲に関するアンケートで、
乳幼児が製品からボタン電池を取り出し、飲んでし
まう事故が起きていることを知っていると答えた人
は、約８割でしたが、ボタン電池等の誤飲による重
症事例の存在を知らない人は、全体の約６割でした。
●専門家からのアドバイス
子どもがボタン電池を飲み込んでしまった、また
は鼻の穴に入れてしまったときは、一刻も早く医療

機関に行くことが重要です。最悪の場合、死に至る
恐れもあるので、すぐに救急車を呼びましょう。そ
の際、電池の種類や状態を確認できれば、医師に伝
えてください。飲んだかどうかはっきりしない場合
でも、レントゲンを撮ればわかるので、必ず受診し
ましょう。
●消費者へのアドバイス
(1)どの製品にボタン電池が使用されているかを

チェックし、電池蓋が外れやすくなっていない
か確認しましょう。
どの製品に使用しているか、電池蓋が壊れてい
ないか、簡単に取り出せる構造になっていない
か等を確認しましょう。必要があれば、電池蓋
をテープで止めるなどの処置をしましょう。

(2)各家庭にある未使用または使用済の電池は絶対
に子供の手の届かない場所に保管しましょう。
子どもの兄姉がボタン電池を取り出し、子ども
の目に触れる場所においてしまうこともありま
す。兄姉に、下の子どもがボタン電池を飲み込
んでしまう可能性があることを教えることも大
事です。

(3)電池交換は、子どもの目に触れないところで行
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、050－ 5808－ 9600

●乳幼児（特に１歳以下）のボタン電池の誤飲に注意！●
～重症化することを知らない保護者が多い？！～

排水設備は早期に設置しましょう！

下
水
道
だ
よ
り

・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、臭いが立ち込めたり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
及び枡（目皿）の清掃にご協力をお願いします。

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ください。
下水道整備済み区域内単独浄化槽を使用さ
れている方は１年位、汲み取り式のトイレを
使用されている方は３年以内を目安に水洗ト
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（住まいる住宅助成金）を設けています。
詳細については、建設課上下水道担当までお
問い合わせいただくか、町ホームページを参
照してください。

正しい下水道の利用方法



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

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 27 日・28 日 10 月 31 日（最終）
総合選抜 １次　９月 27 日　 ２次　11 月 1・2 日 10 月 17 日 (1 次 )

一般
（前期） ９月５日 ～９月 30 日 １次　11 月 8・9 日

２次　12 月 9 日～ 13 日 のうち１日 11 月 28 日 (1 次 )

一般
（後期） 27 年１月 21 日～１月 30 日 １次　27 年 2 月 28 日

２次　27 年３月 13 日 27 年 3 月 6 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 1・2 日
２次　12 月 17 日～ 19 日のうち１日 12 月 3 日 (1 次 )

看護学科
学生

１次　10 月 18 日
２次　11 月 29 日 ・ 30 日のうち１日 11 月 14 日 (1 次 )

※受験資格の年齢は各種目とも平成27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



教育委員会
だより

教育委員会
だより

TEL 050-5808-9602
　　69-4500

FAX 69-4592

６月６日（金）、輪之内町文化会館リトルホールで、「平成２６年度 輪之内町青少年健
全育成大会」が行われました。
青少年健全育成大会では、26年度青少年育成町民会議の事業計画等について説

明があった後、大垣市教育総合研究所教育情報センター所長の高木勝史先生を講師
にむかえ、地域の子供達の育成に向けて地域社会が一体となった活動の重要性につ
いて講演をいただきました。

７月５日（土）～６日（日）の２日間、ふじはし星の家（揖斐川町）にて、町
子ども会育成協議会（浅野 実輝彦会長）主催の「平成２６年度輪之内町
インリーダー研修会」が開催されました。
研修には、子ども会活動の次のリーダーになる小学生５年生から３３名

が参加し、中学生ボランティア６名と、引率者１１名が研修を支えました。
子どもたちは、集団生活の中での協調や、自分の力で最後までやり遂

げることの大切さなどを学び、「良いリーダー」になれるよう活動してきま
した。
この研修会で学んだことを様々な場面で役立ててくれることと思います。

■西濃地区中学生バレーボール春季大会

■安八郡東部大会
□日　時：５月１8日（日）
□会　場：安八町北部公園グラウンド
□成　績：準優勝

■西濃小学生
　バレーボール４･５年大会
□日　時：６月８日（日）
□会　場：福束小学校体育館
□成　績：優勝

■第10回岐阜県小学生陸上クラブ交流大会
□日　時：６月15日（日）
□会　場：中津川公園陸上競技場
□成　績：１位【1000ⅿ走、3分32秒70】
　　　　…吉田　さくら（福束小学校６年）

■ビーチバレージャパン女子
　ジュニア選手権大会 岐阜県予選会
□日　時：６月29日（日）
□会　場：長良川サービスセンター
　　　　　サンドコート（海津市）
□成　績：優勝…森島　愛

（海津明誠高校３年）

■輪之内町大会
□日　時：６月８日（日）
□会　場：福束小学校グラウンド
□成　績：優勝

輝かしい戦績

「子ども会インリーダー研修」を開催

「青少年健全育成大会」を開催

▲安八郡東部大会　準優勝！

福束バレーボール少年団▶

▲青少年健全育成大会の様子

１位の吉田さくらさん▶

輪之内町大会
優勝！▶ 優勝した森島　愛さん▶

▲藤橋城前に全員集合 ▲本流で川遊びを楽しむ ▲マイ箸づくりを体験 ▲野外でお昼のカレー作り

　大会の結果を報告します。（敬称略）

　昨年秋に募集した「ちょっとしたあいさつや言葉がけ」による温かいふれあいのエピソードを紹介します。
『あたたかい言葉』傑作選 輪之内町青少年育成町民会議

岡
田
　
彩
希

中
学
生
女
子

私が「あたたかい言葉」だと思ったのは、友達に「いっしょにやろう」「手伝うよ」と言ってもらえたことです。

一人で委員会や係の作業をしていたら、友達が「手伝おうか」と声をかけてくれました。私はその一言でと

てもあたたかい気持ちになりました。そして、とてもうれしかったです。

だれでも一人で作業していると、とてもさみしいです。でもこの言葉一言で、さみしい思いをしている人があた

たかい気持ちになることができます。

これからも、いろいろな人にあたたかい言葉をかけて、輪之内じゅうが笑顔になるようにしたいです。

【仁木野球少年団】【仁木野球少年団】 【福束バレーボール少年団】【福束バレーボール少年団】

【個人】【個人】



小中学校ニュース

委嘱状交付式　４月22日（火）

平成 26年度、仁木小学校は217人の児童でスタートしました。本年度は岐阜地方法務局と県人権擁護委員連合会か
ら「人権推進校」の指定を受けました。子どもたちに思いやりの心を育む絶好の機会と捉え、縦割り活動で「遊び」と「花
いっぱい運動」を柱にして取り組んでいます。

「花いっぱい運動」開始　５月３０日（金）

プランターと花の苗が届きました。花農家
の方から植え方を教えていただき、縦割り
班ごとに５つのプランターにサルビアやマ
リーゴールドを定植しました。高学年が低学
年の子に手を添えて植えている姿が印象的
でした。

今年も実施　アイガモ農法による米作り

仁木小学校の伝統の一つにアイガモ農法による米作りがあります。今
年度も６月３日に田植えを行いました。子どもたちは苗を植え、米作り委
員の皆さんにはあぜなみを入れていただきました。６月３０日には１０羽の
アイガモを放鳥しました。

定植後の最初の活動は水やり。班ごとにじょうろもいただきました。低学年の子にとってた

くさんの水が入ったじょうろは持ち上げるだけでも大変です。こちらも中学年の子が手を添え

て作業を補助していました。「大きくなってきれいな花を咲かせてね。と心の中で言いながら水

をあげるんだよ。」と教えながら補助する４年生。彼らは昨年、輪之内町の特産品である懸崖

菊を育てていました。活動を通して学んだことを下学年に伝える姿が輝いてみえました。５０

個のプランターを並べた校舎前は「思いやりのフラワーロード」となっています。

今年度も多くの方々に支えられながら人と人、人と自然、人と社会とのかかわり方を学び、思いやりの心を育みます！

思いやりの心あふれる学校に

児童代表が「指定書」を受け取り
ました。
人権擁護委員の皆さんも来校さ

れ、人権の意味を分かりやすく伝え
てくださいました。
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