


　平成 27 年３月 24 日（火）、東京都千代田区のホテルグランドアー
ク半蔵門にて、平成 26 年度優良少年消防クラブ・指導者表彰式が開
催され、大藪小学校少年消防クラブが優良な少年消防クラブとして消
防庁長官賞を受賞しました。
　これは、大藪小学校少年消防クラブの日頃からの防火・防災啓発や
訓練に積極的に取り組む姿が認められたことによるものです。

　４月 10 日（金）イオンタウン輪之
内ショッピングセンター内にホッとス
テーション ｢わのうち｣ がオープンし
ました。当日は木野町長、マックスバ
リュ中部株式会社の小泉取締役、そ
の他関係者らによるテープカットを行
い、招待者約 30 名に茶茶（ちゃちゃ）サロンの体験をしていただきま
した。また、輪之内町の取れたて野菜の販売や、モーニングサロン、観
光案内も行いますので、ぜひお立ち寄りください。

　中郷新田資源保全会は３月 22 日（日）、芝桜の植
付作業を行い、160 名が参加しました。ふれあいセ
ンター東側の水路沿いの芝桜を 160m 延ばし、現
在 500 ｍの芝桜
ロードが完成しま
した。来年も鮮や
か な ピ ン ク の 絨
毯（じゅうたん）
がみられることで
しょう。

大藪小学校少年消防クラブが
優良な少年消防クラブとして表彰されました

輪之内町の憩いの場　ホッとステーション ｢わのうち｣ オープン

中郷新田３世代で芝桜 5000 株植付

町消防団並びに
女性防火クラブ入退団式
　３月 29 日（日）、町文化会館アーリオンホールにて、
消防団並びに女性防火クラブの入退団式が行われまし
た。また、当日は消防団戸田藤夫副団長に日本消防協
会長表彰精績章の伝達表彰がされたほか、女性防火ク
ラブの第３小隊第７班に消防団長より感謝状が贈呈さ
れました。

消　防　団　長 森島　徹也

副　　団　　長

戸田　藤夫

久保　正和

森島　基博

本　　部　　長 森　　良広

副　本　部　長 近藤　勝也

第１分団　分団長 三井　洋一

第２分団　分団長 太田　政孝

第３分団　分団長 森島　英則

第１分団　副分団長 棚橋　　剛

第２分団　副分団長 山北　政美

第３分団　副分団長 縄田　　崇

●消防団役員　　　　（敬称略）

●女性防火クラブ役員（敬称略）

委　　員　　長 松井　京子

副　委　員　長
中島美佐子

安田　佳子

第１小隊　小隊長 船橋　朝子

第２小隊　小隊長 浅野由実子

第３小隊　小隊長 山本真知子

退団者　代表　古田一彦 氏

輪之内交番より

廣瀬 益美　新交番所長
　平成27年4月より、輪之内
交番に赴任しました。町民
の皆様が安全・安心を実感
できるよう、日々取り組ん
でいきます。よろしくお願
いします。

江川 辰美　前交番所長
　平成26年4月より、交番所
長として町民の皆さんと共
に地域の安心安全確保に努
めてまいりました。
　１年間ありがとうござい
ました。

初めまして お世話になりました

月 火 水 木 金

9:30 ～
13:00 憩いの場 モーニング

サロン 憩いの場 モーニング
サロン 憩いの場

13:00 ～
16:00 茶茶サロン 憩いの場 茶茶サロン 憩いの場 茶茶サロン

※憩いの場：飲食物持ち込み可　※モーニングサロン・茶茶サロンは利用料１回 100円

ボランティアスタッ
フ

「ホッとケア」

お待ちしています♪



　４月４日（土）文化会館周辺にて、第
14回千本桜まつりを開催しました。
　オープニングは沖縄の創作エイサー
太鼓団体 ｢琉球國祭り太鼓｣ のみなさ
んが力強く迫力のあるバチさばきで会
場を湧かせました。その他にも、ダン
スや吹奏楽、輪中太鼓、ゆるキャラ集
合など、どの演出もユーモア溢れた華
やかなステージでした。バザーブース
では、東北逸品市やかわばたくんのマ

グネット作り、キャラクター
焼きなど町民の方を中心に
21店舗の出店があり、会場
内は大いに賑わいました。
　また、桜満開の中江川で
は、お花見舟を運行し、約
50名が乗船されました。

　中江川桜ライトアップへの協賛「あかりオー
ナー」を募集したところ、67口のお申し込みを
いただきました。経費を差し引いたものを東日
本大震災の義援金とさせていただきます。たく
さんのご協力ありがとうございました。

千本桜まつり実行委員会

▲様々なステージ演出で盛り上がりました

▲来場者は約 1,000 人！賑わいました

▲満開の桜を眺めながら約 15 分の舟旅

▲中学生ボランティアによるバザー

◀中江川ライトアップのようす

▲神戸町のバラ菜ちゃん▲養老町の
　スマイルげんちゃん

中江川桜ライトアップにご協力いただいた
あかりオーナーのみなさまへ

第14回  千本桜まつり



◦町職員の人事異動
平成27年4月1日付で、町職員の人事異動を発令しました。
新　補　職　名 前　補　職　名 氏　　　名

会計管理者
兼会計室長
兼税務課長

税務課長
兼会計室長 田中　　実

福祉課主幹 税務課主幹 田内　満昭

教育課主幹
兼学校教育係長

総務課主幹
兼秘書広報室長
兼人事給与係長
兼庶務係長
兼秘書広報係長

中島　良重

建設課主幹
兼上下水道係長

建設課主幹
兼上下水道係長
兼建設係長

近藤　豊和

総務課課長補佐
兼秘書広報室長
兼人事給与係長
兼庶務係長
兼秘書広報係長

経営戦略課課長補佐
兼公共財産等総合管理室長
兼財産管理係長
兼地域経営係長

菱田　靖雄

経営戦略課課長補佐
兼公共財産等総合管理室長
兼財産管理係長
兼地域経営係長
兼企画財政係長

経営戦略課企画財政係長 松井　和明

税務課課長補佐
住民課課長補佐
兼住民係長
兼環境衛生係長

伊藤　早苗

住民課課長補佐 教育課課長補佐
兼学校教育係長 野村みどり

福祉課課長補佐
兼介護予防係長 福祉課介護予防係長 堀田美和子

新　補　職　名 前　補　職　名 氏　　　名
産業課課長補佐
兼農業振興係長 産業課課長補佐 辻　　　稔

危機管理課消防係長
兼リスクマネジメント係長 福祉課健康推進係長 西脇　元彦

住民課住民係長
兼環境衛生係長 産業課農業振興係長 岩津　信教

建設課建設係長 会計室会計係長 中島　広美
福祉課健康推進係長 保健師 山田　千恵
福祉課主査 福祉課主任 林　　幸子
産業課主査 建設課主査 小関　達也
会計室主査 建設課主査 山口　早苗
福祉課主査（岐阜県後期
高齢者医療 広域連合派遣） 危機管理課主任 西脇　宏昭

福祉課主査栄養士 行政栄養士 馬場　優子
福祉課主査（包括支援） 福祉課主任（包括支援） 中嶋　純子

税務課主任 福祉課主事
（安八郡広域連合派遣） 河合　大輔

経営戦略課主事 税務課主事 安田　怜未
建設課主事 住民課主事 神野　裕崇
福祉課主事

（安八郡広域連合派遣） 危機管理課主事 森島　　陵

大藪保育園園長 福束保育園園長心得 西脇　洋子
福束保育園園長心得 大藪保育園主任保育士 谷口　玲子
福束保育園主任保育士 福束保育園保育士 北畠しのぶ

◦新規採用職員の紹介
配 属 先 職 名 氏　　　名
危 機 管 理 課 危機管理課主事 藤　本　健　太
経 営 戦 略 課 経営戦略課主事 今　津　友　邦
福 祉 課 福 祉 課 主 事 瀬　古　祐　也
福 祉 課 保 健 師 菱　田　明　里
仁 木 保 育 園 保 育 士 宮　城　　　純
福 束 保 育 園 保 育 士 榊　間　英　梨
福 束 保 育 園 保 育 士 鈴　木　ほのか
大 藪 保 育 園 保 育 士 横　井　美　帆
大 藪 保 育 園 保 育 士 安　田　千　恵
大 藪 保 育 園 保 育 士 渡　邊　京　子

（後方左より）藤本 健太、今津 友邦、瀬古 祐也、菱田 明里、宮城 純
（前方左より）榊間 英梨、鈴木 ほのか、安田 千恵、横井美帆、渡邊 京子

◦新規採用職員

氏　　　名 補 職 名
加藤　智治 参事兼会計管理者
加納　孝和 調整監（経営企画・建設・産業）
棚橋　恵子 大藪保育園園長
吉安美恵子 給食センター調理員
吉田三津子 給食センター調理員
吉田　惟香 保健師
小山内通子 福束保育園保育士
桐山　寛子 福束保育園保育士

配 属 先 職 名 氏　　　名
調 査 官 加　納　孝　和

福 束 保 育 園 保 育 士 棚　橋　恵　子
給食センター 調 理 員 吉　安　美恵子
給食センター 調 理 員 吉　田　三津子

◦退職職員

◦再任用職員

1．募集職員職務内容及び採用予定数
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

2．試験名・職種及び受験資格
（1）大卒程度・事務職

平成 28 年４月１日現在において満 30 歳以下で、大卒以
上の学歴を有する者又は平成 28 年 3 月卒業見込みの者

（2）短大卒程度・保育士
平成 28 年４月１日現在において満 30 歳以下で、短大卒
以上の学歴を有する者又は平成28年３月卒業見込みの者、
かつ、保育士証を有する者又は平成 28 年３月 31 日まで
に保育士登録見込みの者

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 27 年５月 11日（月）から６月４日（木）まで

午前８時 30 分から午後７時（土・日・祝日を除く）
持参又は郵送による。郵送の場合は６月４日（木）必着とする。

5．試験日等
大卒程度・短大卒程度（同日実施）
 ● 一次試験　平成 27 年７月 26 日（日）
　　　　　　場所　岐阜県立岐山高等学校
 ● 二次試験　９月中旬　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
輪之内町役場総務課　　TEL  69 － 3111

※くわしくは、役場総務課で配布する「平成27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）

総務課
平成27年度 輪之内町職員採用試験の概要
輪之内町職員を募集します（平成28年4月採用）



 節水について 
下水道使用料は水道の使用水量によって算定されます

ので、節水を心がけていただくと下水道使用料・水道料
金ともに節約になります。下水道にとっても処理する下
水の量が少なくなることは良いことです。

しかし、トイレ等の衛生器具は詰まらずに流せるよう
な水量を使用するように設計されていますので、トイレ
のタンクにペットボトル等を入れて、流す水の量を減ら
すという節水方法では、詰まったりうまく流れないため
に２回流すことが必要になります。

節水は大切なことですが、取り扱いには注意してくだ
さい。

 下水道に流してはいけないもの 
下水道管や排水設備は地下にあるものがほとんどです

ので、もし管が詰まってしまったときの修理には大変な
費用と時間がかかってしまいます。

また、汚水ポンプにも負担がかかり、損傷することも
あります。

安心して下水道を使用するために次のことに注意して
ください。

◇トイレットペーパー以外の紙を流さない
ティッシュペーパー、紙おむつ、脱脂綿などは水に溶

けないため、詰まりの原因となります。
タバコの吸い殻、ガムなども流さないようにお願いし

ます。

◇髪の毛等糸状のものを流さない
　髪の毛などの糸状のものは、下水道管のつなぎ目に
引っ掛かったり、他の汚物と絡んだりして詰まりの原因
となります。
　排水口に目皿等をおいて、髪の毛が流れないようにし
ましょう。

◇油を流さない
家庭で使われる油には、料理に使用する動植物油と、

灯油などの鉱物油があります。
動植物油は、下水処理場で処理が可能ですが、多量に

流入すると冷えて固まって下水管が閉塞したり、処理に
も影響を及ぼします。

灯油などの鉱物油は、下水処理場での処理が困難であ
るため、少量でも下水道へ流さないようにしてください。
鉱物油は一般に微生物による分解が困難であり、川や海
に流れ込んだ場合、鉱物油中に含まれる成分によっては
生物に直接影響を与え、生息を困難にするものもありま
す。

◇雨水を流さない
輪之内町が整備している公共下水道は分流式といっ

て、汚水のみを処理できるようになっています。
雨水を下水道に流すと、汚水ポンプに過度の負荷がか

かるとともに、浄化センターにおいても無駄な処理費用
が発生してしまいます。

【参考】
◇合流式下水道と分流式下水道

下水道には合流式下水道と分流式下水道の２種類があ
ります。前述のとおり、輪之内町では分流式下水道を採
用しています。

長　　　所

合流式下水道
・布設する管が 1 本であり、施行が容易で経済的。
・少しの雨であれば、雨水の汚れも浄化センター

で処理することができる。

分流式下水道 ・大雨のときでも汚水は全て浄化センターで処理
することができる。

短　　　所

合流式下水道

・大雨で雨水の量が増えると、雨で希釈された未
処理の下水が河川等に放流されてしまう。

・道路上にある集水桝を通して下水の悪臭が出て
くる。

分流式下水道 ・雨水はそのまま河川等へ放流される。

～ 下 水 道 広 報 ～
下水道の
やくわり 家庭からの生活雑排水等はすべて下水管を通し、処理

場できれいな水にして川に放流します。

快適で衛生的な水洗トイレが使えるようになります。
浄化槽と比べて、保守点検や汚泥の抜取り等の維持管
理の心配が必要なくなります。

家庭からの汚水は地下の下水管を通って流されるので、
清潔できれいな町になり、蚊やハエ等の発生を防ぎ、
伝染病の予防にもつながります。

川や水路を
きれいにし
ます

水洗トイレ
が使えます

町がきれい
になります



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！

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。

問 輪之内交番　TEL 69-2002

★ 輪 之 内 町 増減
人身事故件数 11 件　（8 件） ＋ 3
死 者 数 0 人　（0 人） ± 0
負 傷 者 数 18 人（11 人） ＋7

★大垣警察署管内 増減
人身事故件数 219 件（248 件） －29
死 者 数 5 人　　（1 人） ＋ 4
負 傷 者 数 278 人（317 人） －39

交通事故発生状況
平成 27 年 4 月 6 日現在（昨年同日）

●交通少年団入団式
4 月 9 日（木）、交通少年団入団式（大

安地区交通安全協会輪之内支部主催）が
各小学校で開催されました。
　式では、１年生
87名と４年生92
名に夜光タスキ、
腕章とバッジが、
登校班には交通安
全分団旗が贈呈さ
れました。

　現在、18 歳未満のお子さんがいる世帯、妊娠中の方がいる世帯に配
布しています「ぎふっこカード」が、平成 27 年 4 月 1 日から新しく
なりました。
　新しい「ぎふっこカード」は、保育園、小・中学校、高等学校等を通
じて配布しました。
　お子さんが学校等に通われていない世帯の方は、輪之内町役場福祉課
で配布しますので、保護者の方の身分証明証とお子さんの保険証、母子
健康手帳等をご提示ください。（郵送による交付を希望される場合は、
保険証等の写しと 82 円分の切手を同封の上、岐阜県子育て支援課まで
郵送をお願いします。）
　なお、有効期限が平成 27 年 3 月 31 日までのカードは、各自で破
棄をお願いします。（返却不要）
　詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
　http://www3.pref.gifu.lg.jp/pref/kosodateoen/

【配布対象者】
・県内に住んでいる18歳未満の子どもがいる世帯（国籍は問いません）
・妊娠中の方がいる世帯

問 輪之内町役場　福祉課 TEL 0584-69-3111
    岐阜県　子育て支援課
    〒 500-8570 岐阜県薮田南 2-1-1 TEL 058-272-8077

岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業
「ぎふっこカード」の更新について

交通安全分団旗を受け取る
児童代表



全国一斉
「人権擁護委員の日」
特設人権相談所開設
毎年，６月１日は

「人権擁護委員の日」です。

ードの場合、カードに記載された番号等を相手に
伝えることは、購入した価値を相手にすべて渡し
たことと同じです。後になってだまされたことに
気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻
すことは非常に困難です。

消費者へのアドバイス
●覚えのない請求等に簡単に返信や電話をかける

ことはやめましょう。
●他人から言われてプリペイドカードを購入した

り、カードの番号等を伝えることはしないでく
ださい。

●プリペイドカード番号等を伝えてトラブルとな
った場合には、早急にプリペイドカードの発行
会社に連絡をしましょう。詐欺業者が使ってし
まう前に使用停止が可能な場合もあります。た
だし、使用停止ができたとしても、返金を求め
られるものではありませんが、さらなる消費者
被害を防止するためにも、詐欺業者へのお金の
流れを止めることが重要となります。

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 )　
　 IP：050-5808-9600，69-3111

◦プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意！◦
　プリペイドカードは、最近広く販売されるように
なり、使いすぎを防ぎたい場合や音楽・ゲーム等の
ダウンロードコンテンツを購入する場合など、さま
ざまな場面で利用できる決済手段として発展してい
ます。しかし、このプリペイドカードを不正に取得
しようとする「詐欺業者」とのトラブルが寄せられ
るようになりました。
相談事例：有料サイトの料金を支払うため
　　　　　プリペイドカードの番号を FAX した
　スマホに有料サイトの料金を請求するメールが届い
たので心配になり、業者に電話した。すると「約 50
万円の未納料金がある。今日中に払わないと裁判にな
る」と言われ怖くなった。業者に言われたとおりにコ
ンビニの端末で数千円のプリペイドカードを約70枚、
約 50万円分買って、番号がわかるようにして業者に
FAXしてしまった。支払う必要があったのか？だまさ
れたと思う。返金してほしい。　　　（20歳代、男性）

　最近、寄せられるトラブルをみると、プリペイド
カードの購入を指示する手口が出てきています。普
段、プリペイドカードを利用しない消費者にとって、
カードそのものを相手に渡していないので安心して
しまいがちですが、購入した金額（価値）を発行会
社のサーバ型で管理する「サーバ型」プリペイドカ

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。

アパートにお住まいの方へ
　輪之内光サービスは、下記の集合住宅（アパート・マンショ
ン）でもご利用いただけます。
　2014 年 10 月～「エスポワール輪之内Ⅰ・Ⅱ（中郷新田）」
で光インターネットがご利用いただけるようになりました。ご
入居中の方は、是非ご利用をご検討ください。
＜輪之内光サービス対応住宅＞
[New!!]エスポワール輪之内Ⅰ・Ⅱ
AXIS/ANNEX21/Ciel Blue/eau Belle/ONE PIECE/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/コーポ石井/コーポサンプラザ/コーポワカミヤ
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
ブリアンアルカンシエル/プリムローズ/プレミールコーポ/ベルアルモニー
ムーンテラス片山/ラ・ネージュ/ルピナス/ルミエール青山11
ルミエールさと/ロータスガーデン/マーヤ・エクレール/フェニックスY
リッシェルM&H/杉山貸家/ボヌール A・B/クレールK
お申込みは、輪之内町内の代理店または輪之内町役場経営戦略
課窓口で承ります。
該当の住宅にお住まいの方は、是非お申込をご検討ください。
代理店の場所は、弊社ホームページにてご確認いただけます。

（http://roo.ne.jp）

政府機関を装った不審なメールにご注意ください
　最近、政府機関の関係者を装った不審メールが増加傾向にあ
ります。

　例えば、メール上で政府機関から調査を委託された業者を名
乗り、債務情報や個人情報の調査のため、メール受信者の個人
情報を連絡するよう求められた事例などがあります。
　こういったメールでは、メールの文中に記載された URL へ
アクセスしたり、添付ファイルを開くことで、情報を外部へ送
信するマルウェアに感染する恐れがあります。
　不審なメールは開封せずに削除する、開封した場合でも、見
覚えのない URL はクリックしない、添付ファイルは開かない
ようお願い申し上げます。

５月ゴールデンウィーク中の営業
　誠に勝手ながら、ゴールデンウィーク中は、下記のとおり休
業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27年5月3日㈰～平成27年5月6日㈬

　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 5 月 7 日（木）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。

　岐阜県人権擁護委員連合会及び大垣人権擁護委員協議会では、人権擁護委員制度の周知徹底と人
権思想の普及高揚を図ることを目的に、全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所を開設します。
　いじめ、体罰、部落差別、女性差別などの差別問題、家庭内（夫婦、親子、結婚、離婚、扶養、
相続等）、近隣間のもめごと、悩みごとなど、身近なことで困っていることがあれば、人権擁護委
員が相談に応じます。
　また、相談は無料で秘密は厳守しますので、どなたでもお気軽にご利用下さい。

◆相　談　日　平成２７年６月１日（月）
　　　　　　　午後１時から午後３時まで
◆場　　　所　輪之内町民センター
◆相談担当者　輪之内町人権擁護委員

問 輪之内町役場　住民課 TEL 0584-69-3111
　 岐阜地方法務局大垣支局
　 大垣人権擁護委員協議会事務局
　 　　　　　　　　　　　　　 TEL 0584-78-3347



　平成 27年１月２日以降に新築・増築した家屋を対象に「家屋評価」を実施
します。住宅や倉庫・車庫等を新築・増築した場合は、固定資産税の対象となり、
役場税務課の職員が家屋評価に伺います。
　なお、家屋を新築・増築した人へ個別に通知しますが、家屋評価の日時にご
希望がある場合は下記までご連絡ください。

●必要なもの
・新築または増築時の図面（平面図・立面図等）
・所有者印かん（共有の場合は各々に必要）
・登記の写し（あれば）

●所要時間
概ね２時間程度
輪之内町役場　税務課　内線124

「家屋評価」にご協力をお願いします 実地調査にご協力を
お願いします

■農振除外とは
　輪之内町は、優良農地の確保・保全のため、昭和46年から全域を農業振興地
域に指定しています。農業振興地域内には、「農用地区域」を設け、農業以外の
目的での利用を制限しています。
　農用地を宅地などに転用するためには、農振除外の手続きが必要です。
　この「農業振興地域における農用地区域からの除外」のことを略して「農振除
外」といいます。

■除外の要件
　農振除外には次の要件を全て満たす必要があります。
①　農用地区域外に代替する土地がないこと。
②　具体的な転用計画があり目的実現の見込みが確実であり、緊急性があること。
③　必要最小限の計画面積であること。
④　農用地の集団化、農業上の利用に支障がないこと。
⑤　土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
⑥　土地改良等事業完了（工事完了公告）後8年を経過していること。

■編入について
　以前に除外した土地で、何らかの事情により計画が実現しなかった農用地につ
いては、農用地区域への編入をする必要があります。
　●農用地のご相談は、地域の農業委員または町農業委員会事務局へ

　輪之内町では、開発事業の実施にあたり事前の「開発協議」制度を設けています。
＜対象＞面積：1,000㎡以上
　　　　開発行為：宅地の造成等土地の区画形質の変更を伴うもの
問役場経営戦略課　TEL 050-5808-9600・69-3111

農業振興地域整備計画等の
変更手続きの流れ（概要）
農用地区域に住宅などの建築を
考えている場合
設置する場所は農用地区域から
除外されていますか

は　い いいえ

県知事同意

農業委員会　意見決定

県知事許可

農地転用手続き
申請先：農業委員会

※処理期間は平均９か月

※処理期間は
２～３か月程度

農振除外申請
申請期限：6月15日（月）
申請先：役場産業課

産業課 農振除外・編入の申し出は 6 月 15 日（月）まで
農業振興地域整備計画等の変更手続き



　自動車税の納期限は６月１日（月）です。自動
車税は、教育や福祉などの行政サービスを行うた
めの大切な財源です。必ず納期限までに納めま
しょう。銀行などの金融機関、コンビニでの納付
のほか、インターネットを利用したクレジット
カード納付もできます。詳しくは自動車税の納税
通知書（５月７日発送）をご覧ください。

自動車税に関するお問い合わせ／岐阜県自動車税事務所
TEL058-279-3781

　あすわ苑老人福祉施設事務組合では、介護支援専門員及び
介護職員を募集します。

◆募集人員	 介護支援専門員	（職員）１人・介護職員（臨時職員）	１人
◆応募資格	 介護支援専門員取得者、または介護職員は高校卒
	 業以上の学歴を有し、普通運転免許証を有する方
◆提出書類	 履歴書・健康診断書・資格証明書の写し
◆提出期限	 ５月 31日（日）（郵送可・当日消印有効）
◆面　接	 有り（６月上旬予定）
◆採用日	 ７月１日（水）
◆提出先	 〒 503-0126　安八町中須410-1
	 特別養護老人ホームあすわ苑　TEL64-5505

岐阜県からのお知らせです
あすわ苑職員（介護支援専門員）

臨時職員（介護職員）を 募集します















告示日 ５月12日（火）
投票日
　午前７時～午後８時
　町内３カ所の投票所にて

５月17日（日）

期日前投票及び不在者投票
　午前8時30分～午後８時
　役場　第４会議室にて

５月13日（水）～
５月16日（土）
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