


　10 月 21日（火）、結婚を望む男女の婚活を支援するため、輪之内町と輪之内町社会福祉協議会、輪之内町商
工会の 3 者が協力し、効率的に幅広くサポートするため、「婚活のまち」宣言をし、相互に協力していく体制が
整いました。
　若い世代から、年齢の高い世代までをサポートする結婚相談所の開設や各種イベントの企画を行う予定です。

（左側）輪之内町社会福祉協議会長
（中央）木野　隆之町長
（右側）輪之内町商工会長

　昨年６月に結婚、今年Ｊｒ.が誕生した、幸せいっ
ぱいのかわばたくんファミリーが婚活サポーター
として任命をうけました。
　県内外のイベントで輪之内の魅力を発信して、
素敵な出会いを運んできてくれることでしょう！

輪之内町婚活サポーターに任命 !!

日　　時　12 月 22 日（月）
　　　　　19:00 ～ 21:30
場　　所　喫茶モントレ（四郷 27-1）
参加資格　独身男女

※詳細は折り込みチラシをご覧く
ださい。

問い合わせ　輪之内町社会福祉協議会 69-4433

カフェ婚の
お知らせ♫

「輪之内せわやき相談所」
結婚相談所を開設しました

26 年 12 月 10 日（水）10:00 ～ 12:00
21 日（日）19:00 ～ 21:00

27 年 1 月 13 日（火）10:00 ～ 12:00
25 日（日）19:00 ～ 21:00

場　　所　町民センター１階事務室
　　　　　※予約なし　無料
問い合わせ　輪之内町社会福祉協議会 69-4433

相談員の紹介
相談員から一言♩

　一人でも多くの方に良
い出会いがありますよう
に、私たちがみなさんの
相談をお受けします。
　秘密は固く守りますの
で、お気軽にお越しくだ
さい。

小林洋子さん

片山香予さん

國島まきさん

安藤祥子さん

結婚相談日のお知らせ♫

輪之内町は

　婚活のまちを宣言します！



　第 64 回岐阜県社会福祉大会が 10 月 29 日（水）
長良川国際会議場で行われ、会長より、団体や個人
に表彰状並びに感謝状の贈呈がありました。
　終了後、「宇宙からの贈りもの」と題し、宇宙飛行
士の毛利衛氏の記念講演がありました。日本初の宇
宙飛行士としてＮＡＳＡスペースシャトル・エンデ
バーに搭乗され、宇宙での様子を映像とともに、楽
しくお話しくださいました。無重力の世界では、く
るくる回っても目が回らない。体の太さが部分的に
違ってくる。（上半身は太く、下半身が細くなる）蛙
の孵化は成功したが鶏はだめだった事又、宇宙食の
エピソードも面白く聞き入りました。環境を大事に
してみんなで地球を守る大切さを感じました。

地域レター
～民生委員児童委員協議会より～

（株）エフピコが中部新工場（南波）を建設

　町が企業誘致を図るため、町土地開発公社に委託して造成した第２期南波工業用地（約 17,500㎡）に、（株）
エフピコの中部新工場が建設されることが決まりました。10 月 2 日（木）役場庁舎にて、誘致協定・売買契約締
結式が行われ、木野隆之町長、小松安弘代表取締役、小寺強町議会議長、加藤智治土地開発公社理事長ら関係者が
出席しました。

　町長は「優良企業の増設を嬉しく思う。ますます繁栄していただきたい。地域振興や雇用の面でともに発展して
いきたい。」と述べ、小松代表取締役は、「将来は工場一帯を中部の拠点となるような場所にしたい。」とあいさつ
されました。

新工場イメージ

（左から）
小寺強町議会議長
小松安弘代表取締役
木野隆之町長
加藤智治土地開発公社理事長

広報わのうち60年分を
輪之内町ホームページに掲載しました！

　昭和29年に仁木村、福束
村、大藪町の２村１町が合併
し、輪之内町が発足して今
年で60年を迎えました。町
制60周年にともない、町報
第１号（昭和29年7月号）
から現在までの60年間分を
ホームページに公開しまし
た。ホームページ内の「広報
わのうち」ページの上部に広
報記事のキーワード検索機能
もありますので、ぜひご活用
ください。 輪之内町報第１号

（昭和２9年7月号）

NPO法人ピープルズコミュニティ環境大臣表彰受賞
　10月29日、杜のホールはしもと(神奈川県相模原市)にて
3R推進全国大会が行われ、NPO法人ピープルズコミュニ
ティ(代表：安田裕美子さん)が循環型社会形成推進功労者環
境大臣表彰を受賞しました。本表彰は廃棄物等の発生抑制等
を継続的かつ着実に推進してきた者に送られる表彰であり、
10年以上に渡りエコドームの管理運営や生ごみの収集運搬
業務を続け、廃棄物減量化を推進してきたことが称えられま
した。

おめでとうございます



火遊びはしません　保育園防火教室
　秋の全国火災予防運動（11月9日～15日）に先駆
けて、10月27日（月）各保育園において、防火教
室を行いました。年長児は防火服とヘルメットを着用
し、放水体験をしました。水の勢いに圧倒されながら
も、ホースをしっかりと握り目標に向かって放水しま
した。最後にタンク車を見学した園児らは、近くで見
る消防車の迫力に驚きました。

準優勝　第１分団第２班優勝　第１分団第１班

優勝　第１分団 準優勝　第３分団

３位　第３分団第２班

　10 月 26 日（日）、輪之内中学校グラウンドにて、「第 38 回輪之内町消防
団特別検閲及び規律訓練大会」を開催しました。
　この検閲と大会は、昭和 51 年の「９・12 災害」の折に、現場での指揮命
令系統を正確かつ迅速に徹底させるには、平素からの訓練と規律が重要である
との反省から生まれ、翌年から実施し今年度で 38 回を数えます。
  木野隆之町長らの服装点検・消防団員手帳点検や機械器具点検などの特別検
閲に続いて規律訓練大会を開催し、各個訓練の部 11 班、小隊訓練の部に３分
団が出場し、指揮者の号令による停止間や行進間などの正確さを競いました。

消防団特別検閲及び規律訓練大会第38回

規律訓練　小隊訓練の部

規律訓練　各個訓練の部

特別検閲

仁木小学校少年消防クラブ
竿頭綬受賞
　長年にわたる防火・防災の啓発活動の功績が
認められ、11月2日（日）、仁木小学校少年消
防クラブが、岐阜県少年消防クラブ運営指導協
議会長表彰の竿頭綬を受賞しました。

おめでとうございます



窒息事故を防ぐポイント

◦食べ物は小さく切って食べやすい大きさにしましょう。
◦お茶や水を飲んでのどを湿らせるなど、水分と一緒に食事を摂りましょう。
◦食事は１人ではなく、家族の方などと一緒に摂るようにしましょう。
もし窒息してしまったら？
　窒息が疑われる場合は119番通報を依頼しましょう。
⇒意識があり咳ができるなら、咳を続けさせ異物の除去を試みます。
⇒声が出ない場合は、次の方法を試みます。
腹部突き上げ法（ハイムリック法）
◦背後にまわり、傷病者の脇の下から手を回し、へその位置を確認します。　
◦片手で握り拳をつくり、もう一方の手で握ります。
◦両腕を手前上方に引くようにして、腹部を突き上げます。
　（妊婦や乳児には行わないでください）
背部叩打法
◦手の付け根で、傷病者の背中（肩甲骨）を何度も連続して叩きます。

　早いもので、今年も残りわずかとなりました。今年も
年末特別警戒を行います。期間は12月 28日から12
月30日までです。日に日に寒さが厳しくなるとともに
空気が乾燥し、一段と火災が発生しやすい時季なので火
気の取扱いには十分に注意して下さい。
　皆さんの大切な尊い命や、財産などを火災から守るた
めに、火災予防にご協力をお願いします。

年末年始を安全に

▲背部叩打法

▲腹部突き上げ法

～ もうすぐお正月です ～ お餅などによる窒息事故には注意しましょう。

　食べ物による窒息事故は一年を通して発生していますが、これから迎えるお正月
には餅料理を食べるという日本の食文化のためか、この時期にお餅を喉に詰まらせ
て窒息するという事故も数多くあります。特に多いのが高齢者による窒息事故です。
また、お餅ばかりでなく、こんにゃく、お肉、ゼリーなど様々な食べ物で事故が発
生していますので、お年寄りや小さなお子様のいるご家庭は特に注意して下さい。

◦平成26年度 一般公募による救命講習会開催のご案内「一家に一人救命者を！」

　現場に居合わせた皆さんによる迅速な119番
通報と、速やかな応急手当が救命リレーのスター
トです。いざというときのために、救命講習会
に参加して、心肺蘇生法とAEDの取扱いをマス
ターしておきましょう。
１ 開催日時と講習種別
実施日（曜日） 時間 講習種別

1月24日（土）午前９時～正午 普通救命講習Ⅰ（3時間）

※普通救命講習Ⅰの内容は、心肺蘇生法、自動体外式除細
動器（AED）の使用方法、窒息の手当、止血の方法、傷
病者管理、外傷の応急手当、搬送法です。

２ 開催場所
　大垣市外野３丁目20番地２
　大垣消防組合消防本部　屋内訓練場
３ 募集人員　　30人
４ 申込期日　　１月22日（木）まで

５ 申し込み方法
⑴ 氏名、生年月日、性別、電話番号を電話、
FAX又はE-Mailで北消防署まで
※第３者への個人情報の提供及び開示は行いません。

　⑵ 北消防署　大垣市中川町4丁目173番地1
　　 TEL・FAX：73-2176
　　 E-Mail：kita@ogaki-syoubou.or.jp
６ その他
⑴ 講習を修了された方には修了証を交付しま
す。

⑵ 実技講習を行いますので、動きやすい服装
で参加してください。

⑶ 受講料は無料です。
問 大垣消防組合消防本部警防課
　 TEL 87-1513　FAX 87-1515
 　Mail keibou@ogaki-syoubou.or.jp



　「男女共同参画」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？
　「女性のためのもの？」「男性、女性の性差別？」・・・そんなふうに考えますか？
男女共同参画社会とは、すべての人がお互いに尊重し合い、共に支え合い、協力し合い、職場、家庭、地域などあらゆ
る分野で活躍できる社会のことです。
今、女性の活躍促進がクローズアップされています。男性も女性も共に社会で活躍するためには、お互いに意識改革を
する必要があります。仕事と家庭・地域生活を調和させ、家事や子育て、介護、地域の活動など女性も男性も協力して行
い、どちらか一方に負担がかかることのないよう、ともに責任を担う時代になりました。あなたも、家族やお友だちとラ
イフスタイルを見直してみませんか？

今年度　男女共同参画キャッチフレーズ

家事場のパパヂカラ
シリーズ

男女共同参画
社会を考える

キャッチ！イクメンパパ

第 66 回 人権週間いらなくなった家電は
正しくリユース、
リサイクル

　 

　新しい家電がどん
どん生み出され、便
利になる私たちの生
活の一方で、毎日多くの古い家電は、
国内外で深刻な環境汚染や健康被害を
引き起こしています。いらなくなった
家電は、家電リサイクル法によりリサ
イクルすることが義務づけられていま
す。不用品回収業者に安易に渡さず、
販売店に引き取ってもらいましょう。
※不用品回収業者に渡しますと、正しく
処理されず環境汚染につながります。
いらなくなった家電は正しくリユー
ス、リサイクルをしましょう。

　昭和 23年（1948年）第 3回国際
連合総会で世界人権宣言が採択され、本
年で採択66周年を迎えます。
　国際連合は、世界人権宣言の採択を記
念して、採択日の12月10日を「人権
デー」と定め、加盟国に対し、人権擁護
活動を推進するための各種行事を実施す
るよう要請しています。

  法務省と全国人権擁護委員連合会は、
「人権デー」を最終日とする1週間を「人
権週刊」と定め、人権尊重思想の普及高
揚に努めてきたところですが、本年も、
12月４日から12月 10日までの１週
間を「第66回人権週間」として、全国
各地で啓発活動を実施します。

みんなで築こう 人権の世紀
 ～ 考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心 ～

　皆さんもこの人権週間に、身近なことから人権を考えてみませんか。

　人権問題や悩み事などでお困りの方は、地元の人権擁護委員又は最寄りの法務局・法
務局支局にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。
　輪之内町の人権擁護委員は次の方です。

　髙木 清江 さん・山田 實順 さん・浅野 宗秋 さん・小川 美代子 さん

大垣地域での啓発活動の問い合わせ先
岐阜地方法務局大垣支局 大垣人権擁護委員協議会

大垣市丸の内1丁目19
TEL 0584-78-3347

男性の家事 ･育児への参加は、男性が弱くなっ
た・・・女性が強くなった・・・ということでは
ありません。男性も女性も個性を発揮し活躍する
時代になり、お互いに支え合うことにより、家庭
と仕事のバランスを保ち、お互いが気兼ねなく働
き、輝ける環境づくりを進めることが大切ではな
いでしょうか？

あなたの周りのイクメンパパ大募集！
自薦他薦は問いません。
役場総務課までご連絡ください。



平成26年度

下水道工事について
町では、衛生的で快適な生活を送れるように、
下水道の整備・普及促進を実施しています。
今年度は、下記のように工事を実施しています。
◦実施地区　　　東大藪・中郷・福束北部・
　　　　　　　　里西地区
◦工事期間　　　平成27年３月中旬まで
◦同時実施工事　水道管布設替工事

工事場所周辺においては、通行止め・断水・
騒音・振動等、皆様の日常生活にご不便、ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。

下水道利用者の方へのお願い
井戸水をご利用で、下水道の使用水量を認定水量とされて
いる場合は、ご家族に人数変更（転入・転出・出産・死亡等）
があった際、「認定水量対象人員異動届」を提出していただ
く必要があります。
対象となる利用者の方は輪之内町役場建設課まで届出をお
願いします。
「認定水量対象人員異動届」の様式ダウンロードや使用料
金の詳細は、輪之内町ホームページを参照してください。

使用水量認定基準（１か月当たり）
人員 認定水量
１人 10ｍ３

２人 22ｍ３

３人 27ｍ３

３人を超え１人増すごとに５ｍ３を加算

問 輪之内交番　TEL 69-2002

★ 輪 之 内 町 増減

人身事故件数 33 件（43 件） -10
死 者 数 0 人（1 人） -1

負 傷 者 数 47 人（55 人） -8

交通事故発生状況
平成26年11月 3日現在（昨年同日）

★大垣警察署管内 増減

人身事故件数 672 件（827 件）-155
死 者 数 6 人（14 人） -8

負 傷 者 数 878 人（1045 人）-167

12月11日木
～20日土

年末の
交通安全
県民運動が
実施されます

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費
用を対象とした公的な融資制度です。お子さま１
人につき350万円以内を、固定金利（年2.25%
（H26.11.10現在））で利用でき、在学期間内は
利息のみのご返済とすることができます。
詳しくは、｢国の教育ローン｣ で検索していた

だくか、下記のコールセンターへお問い合わせく
ださい。

｢国の教育ローン｣（日本政策金融公庫）のご案内

問　教育ローンコールセンター
　　　　0570-008656（ナビダイヤル）
　　　　または（03）5321-8656

年末年始休業のお知らせ

今年も残すところあとわずかとなりました。本年も格別
のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、誠に勝手ながら、弊社の年末年始の休業は、下記
のとおりとさせていただきます。皆様にはご迷惑をお掛け
しますが、何卒ご容赦願います。

▪休業日▪
平成26年12月27日（土） ～ 平成27年1月5日（月）

なお、休業中に機器の故障等不具合がございましたら、
時間外故障連絡窓口までご連絡くださいますようお願いい
たします。

時間外故障連絡窓口　TEL　0584-75-1978
※時間外故障連絡窓口は留守番電話になっておりま
す。音声ガイダンスに従いご用件をお話してくださ
い。折り返し弊社よりご連絡をいたします。

平成27年1月6日（火）より、通常営業を開始いたします。
ご不明な点または不具合などがありましたら、アミック
スコム輪之内局（0120-105-602）までご連絡ください。

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。

輪之内光サービスからのお知らせ
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。



小学校での消費者教育授業
　輪之内町では、発育段階に合わせて段階的な消費
者教育に取り組んでいます。昨年度に続き、中学3
年生の社会科、小学生は低、中、高学年の3学年に
おいて、消費者教育の出前講座を開催しました。皆
さんは、生まれてからこの世を去るまで消費者であ
り、健全な物の価値観や、お金に対する正しい知識
を身につけることは、生活に直結する大切なことで
す。全校の児童生徒並びに、一般住民、高齢者への
啓発も含めて、すべての人が消費者教育を受けるこ
とができるようにしていきたいものです。10月に、
中学校、福束小学校、大藪小学校の一部は終了し、
とても役立つ授業だったと好評でした。12月には仁
木小学校でも開催します。子どもがどのような授業
を受けたのか、ご家庭でも「消費」について話す機
会をつくってみてはいかがでしょうか。
26年度の小学校での消費者教育授業
2年生：食育に関する授業を行いました。自分にとっ
て身近なおやつを題材にとり、おやつや飲料に含ま
れる砂糖の量、お菓子の添加物を確認しながら、気
をつけたいおやつ、良いおやつ、食べ物の正しい選
び方について学びました。
4年生：たこ焼き屋さんの
店主になって商売の模擬体
験をします。資本金を準備
してお祭りで、たこ焼き屋
さんを開きます。５日間の
場面展開は紙芝居で進め、

途中でおこるトラブルの対処法を考えながら、３つ
のキーワードを学びました。
6年生：「消費者」とは何か
を学びます。お金には限り
があること、お金の使い道
などについて、プレゼント
の値段から考えを深めてい
きました。

児童の感想
・おやつすごろくが楽しかったです。あまいおやつを
あまり食べずに時間や量を考えて食べたいです。	 	
	 （福束２年女子）

・今日の授業でお金の使い道が見えてきました。大人
になったらお金をかせぐために仕事をがんばって、
お金をムダ使いすることのないようにしっかりと
貯金します。	 （大藪４年男子）

・いろいな所でお金を使うけど、かせぐのも大変だし、
私たちのために家の人がいっしょうけんめい働い
てかせいでくれた事がわかって、これからもお金
を大切に使いたいです。	 （福束４年女子）

・私は中学校からおこづかいになるので考えて使いた
いし、お金は大切にしたいと思いました。
	 	 （福束６年女子）
・高い物を買うといっきになくなるので、本当に必要
な時に買います。	 （福束６年男子）▲

輪之内町消費生活相談窓口（住民課）
　050－5808－9600，69-3111

償却資産とは
　法人や個人で工場や商品などを経営している方が、その事業を
営むために所有している土地および家屋以外の機械・装置、工具、
器具・備品等の資産をいいます。

申告が必要な方…
　平成27年１月１日現在、事業用の償却資産を所有、貸し付け
している法人や個人。
申告方法…
①前年度申告されている方
12月の中旬頃に申告書関係書類を郵送します。廃業、休業、
解散や資産の増減がない場合でも申告してください。

②平成27年度から申告される方（新規）	
平成 26年中に新規事業を始められた方は、新しく償却資産
の申告をする必要があります。
該当資産がない場合でも、必ず申告してください。
申告書をご希望の方は、担当までご連絡ください。
　★平成26年中に事業用太陽光発電を始められた方は、償却資

産の申告が必要になります。輪之内町ＨＰをご確認くださ
い。	

申告期限…
　平成27年1月30日（金）	 	 	 	
担当・問い合わせ…
　税務課　固定資産税係　内線124

償却資産（固定資産税）の申告をお忘れなく

業　種 対象となる償却資産
共　通 パソコン、広告塔、駐車場の舗装、車輌※　など
飲食業 テーブル、椅子、冷蔵冷凍庫、厨房設備など

理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、パーマ器など
※自動車税や軽自動車税の対象となる車輌は含まれません。

固定資産税取り壊し家屋の申請はお済みですか？
　所有している建物を取り壊したときは、翌年度から固
定資産税が課税されなくなります。
　このため、建物を壊した場合は、届け出が必要となり
ます。
手続き方法
　役場税務課に取り壊し申請書があります。窓口にて必
要事項をご記入の上、提出してください。
　提出時には、印鑑が必要です。
届け出締め切り日…
　平成26年12月 19日（金）
担当・問い合わせ…
　税務課　固定資産税係　内線124

大藪小４年生の様子

福束小６年の様子

0584-78-4101



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
一般（後期） 高卒（見込含）21歳未満の者 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

1次　
27年３月6日
最終
27年３月20日

貸費学生

大学の理学部、工学部の３・４年
次（26歳未満）
又は大学院修士課程在学の修業
年限を終わる年の４月１日現在
で26歳未満の者（修士課程在学
者は28歳未満）

26年12月１日～
27年１月９日 27年１月31日 27年４月下旬

自衛官等募集案内

※防衛大学校受験資格の年齢は平成 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。
※毎週火・木曜日に大垣地域事務所で説明会を行っています。
※詳しいお問い合せは「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　
　電話 0584 － 73－ 1150
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経済産業省・都道府県・市区町村

工業統計キャラクター・
コウちゃん

平成2６年工業統計調査を実施します

○平成26年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製
造事業所を対象に、平成26年12月31日時点で実施しま
す。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らか
にすることを目的とする政府の重要な調査で、統計法に
基づく報告義務のある基幹統計調査です。
○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地
域行政施策のための基礎資料として利活用されます。
○調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以
外（税の資料など）に使用することは絶対にありません。
○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろし
くお願いいたします。



区対抗種目
の結果
（敬称略）

仁木地区 福束地区 大藪地区
スポーツ振興会長 中島 富夫 スポーツ振興会長 高橋 嘉平 スポーツ振興会長 加納 正博

【総合（綱引き、大縄跳び、年齢別リレー）】

優勝 海松新田　準優勝 下大榑

【 綱 引 き 】優勝 南波 【 綱 引 き 】優勝 楡俣新田

【年齢別リレー】優勝 里東 【年齢別リレー】優勝 楡俣南部
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