
　4月上旬まで役場西側の中江川両岸の桜が
ライトアップされ、観る人を楽しませました。
（この桜ライトアップは毎年ご賛同いただいた
　あかりオーナーの皆様からのご支援により
　行われています。）
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担当課 サービス等の名称 対象者 助成・サービスの内容

ピロリ菌除菌治療費の
助成

治療開始年度の4月1日に40
から75歳未満の方（平成29年
4月1日以降からの治療のみ）

がん患者の医療用ウィッグ（全
頭用）及び装着に必要な頭皮
保護用のネットの購入費

小児がん患者が骨髄移植手術その
他の理由により、接種済みの定期予
防接種の効果が期待できないと医
師に判断された方（20歳未満）

要した費用から3,000円をひいた
額（上限2万円）

再接種に要した費用

費用の半額（上限1万円）

保健センター
（0584-69-5155）

建設課
（0584-69-3137）

不妊治療助成 前年の所得合計が730万円未満
で、法律上の婚姻をしている夫婦

1回10万円まで　特定不妊治療
1回5万円まで　男性不妊治療

一人1回まで
昭和37年4月2日～昭和54年4
月1日生まれの男性のうち、風
しん抗体検査を受けた結果、十
分な量の風しん抗体がないこと
が判明した方は、定期予防接種
の対象者のため申請不要
一人最大2回まで

新築・販売・賃貸目的を
除く

店舗等の用途を兼ねる場合は、
店舗等の部分の床面積が延べ床
面積の2分の1未満のもの

新築・販売・賃貸目的を
除く

一人最大3回まで
一人1回まで
一人1回まで（定期接種者は除く）

一人1回のみ

一人1回まで

通算5年度間、通算10回まで

新生児聴覚検査費助成 町内に住所を有する妊婦さんが出
産したお子さん 費用の半額（上限3,000円）

小児がん患者ワクチン
再接種費用助成

がん患者医療用ウィッ
グ購入費助成

輪之内町住まいる住宅
助成金

木造耐震診断

木造住宅耐震補強工事
補助金

任意予防接種の助成

7,000円　ロタウイルス

無料

2,500円　B型肝炎ウイルス
3,000円　おたふくかぜ
4,000円　（成人用）肺炎球菌

費用の半額（1年度に上限5万
円）一般不妊治療

風しん予防接種の助成 風疹の罹患歴・接種歴のない
方

生後6～32週まで
平成29年3月以前生まれの方で就学前まで
1歳～小学校就学前まで
満65歳以上

上限6,500円
安八郡内医療機関にて接種

骨髄移植ドナー等の助
成

骨髄等の提供が完了した日に町内に
住所を有するドナー及び雇用事業所

公共下水道の供用開始から3年以内
に公共下水道に接続しようとする方

合併処理浄化槽を設置している方又
は設置しようとする方（地域要件あり）

町内に現存する昭和56年5月31日以
前に着工された木造の一戸建て住宅

輪之内町雨水貯留施設
設置助成金

当該工事に要する工事費若しくは
材料費の2分の1以内の額と3万円
のいずれか少ない額を助成

建築物を所有、若しくは占有
(所有者の同意を得た者に限
る)している方

昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅に耐震補強工事を行った方

公共下水道に接続している方又
は公共下水道の供用開始後3年
を経過した区域において、公共
下水道に接続しようとする方

ドナーは2万円、雇用事業所は1万円に通院等に要した
日数を乗じた額（1回の骨髄等の提供につき限度7日）

交付対象工事等に係る経費の2分の1に相当
する額とする。（上限10万円）

耐震補強工事費用の2分の1以内の額及び租
税特別措置法第41条の19の2に規定する所得
税額の特別控除の額の合計額（上限120万円）

ブロック塀撤去補助金 道路に面したブロック塀の撤去
を行おうとする所有者の方

ブロック塀1㎡当たり1万円により算定する基
準額と、撤去に係る所要経費を比較し、いず
れか少ない方の額の2分の1（上限20万円）

交付対象工事等に係る経費の2分
の1に相当する額を助成
（上限５万円）

耐震シェルター等設置
補助金

町内の木造住宅に耐震シェ
ルター等を設置する方

耐震シェルター等の購入、運搬及び設置
に要する費用の2分の1（上限30万円）

備　　　　　　考

◆セーフティネット保証4号の認定
　申請期間：令和2年6月１日㈪まで
◆セーフティネット保証5号の認定
◆危機関連保証（中小企業信用保険法第２条第６項）認定 
　申請期間：令和3年1月20日㈬まで
◆新型コロナウイルス感染症対策資金　※セーフティネット保証4号の認定が必要
　申請期間：令和2年6月30日㈫まで
◆岐阜県危機関連対応資金　※危機関連保証の認定が必要
　申請期間：令和3年1月31日㈰まで
※新型コロナウイルス関係の助成金等国の支援策について、厚生労働省、経済産業省
　のホームページで随時更新されています。

農業について
　西濃農林事務所　農業振興課
　　0584-73-1111（代）
　岐阜県庁　農業経営課
　農業共済・金融係
　　058-272-8433
中小企業金融について
　中小企業庁
　平日・休日ともに　9時～17時　
　　03-3501-1544

事業者の皆様へ ◆相談窓口

年度内に一人1回のみ子宮頸部がん検診の助
成 ２０歳以上の女性 安八郡外の医療機関で保険診療外

で受診した場合1,800円を超えた額

年度内に一人1回のみ肺がん検診の助成 ４０歳以上の方 保険診療外で受診した場合の検診
費用の半額（上限2,500円）

中小企業への資金繰り支援措置
　担当：産業課0584-69-3138
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令和２年
工業統計調査を実施します

工業統計キャラクター・コウちゃん

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにす
ることを目的とした統計法に基づく報告義務がある

重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として利活用されます。
　調査時点は令和２年6月1日です。
　調査票へのご回答をお願いいたしま
す。

経済産業省・都道府県・市区町村

統計調査員の募集（随時募集）
　輪之内町では、国などが行う統計調査の業務に従事してくださ
る調査員を募集しています。統計調査員は、統計調査が実施され
るごとに、国または県から任命され、調査票の配付・回収、回収
した調査票の点検・整理などの業務に従事していただきます。
　なお、調査員の仕事を希望される方は、事前に登録が必要とな
ります。

応募資格
　次のすべてを満たしている方
　◆町内在住で２０歳以上の方
　◆税務、警察、選挙に直接関係ない方
　◆責任をもって調査事務を遂行できる方
　◆調査上知り得た秘密を保持できる方
　　　※報酬額については調査や業務により異なります。
　詳しくは、総務課　統計担当までご連絡ください。
　問　総務課　0584-69-3111

報酬あり
（2～5万円前後）

令和2年度中の出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出への職業・産業の記入のお願い
　出生や死亡、死産があった場合や、婚姻、離婚をされる方には、それぞれ「出生届」「死亡届」「死産届」
「婚姻届」「離婚届」を住民課の窓口に提出していただいておりますが、5年に一度、国勢調査の行われる年度
には、「人口動態調査（職業・産業）」の実施に伴い、職業の記入も（死亡届には産業の記入も）お願いしてお
り、令和２年度がその年となっております。
　届出は厚生労働省が実施している「人口動態調査」として、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の状況が調査され、
調査結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施設のための重要な基礎資料として活用されています。人口
動態調査で使用する情報は統計法により、厳しく守られておりますので、安心してご記入ください。
対　　象：令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出
調査方法：各届書の届出をされるときに、それぞれ職業をご記入ください。
記 入 例：・医師・教員など…「専門・技術職」
　　　　　・一般事務員など…「事務職」
　　　　　・販売店員・営業職など…「販売職」
　　　　　・美容師など…「サービス職」
※死亡届にはこのほか、「農業」「建設業」「製造業」「不動産業」といった産業も併せてご記入ください。
　住民課の窓口に「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い（職業・産業例示表）」を備え付
　けていますので、ご参考の上、記入をお願いいたします。また、わからない場合は、窓口でおたずねください。

問　住民課　０５８４－６９－３１２７

町功労者を表彰

（敬称略）

　４月1日（水）、町の振興発展に尽くされるなどして町
に功労があった方１０名の表彰式が第1会議室にて行
われました。

　4月7日（火）、大垣青年
会議所より町へ除菌セット
が寄贈されました。町長は
「ありがとうございます。大
切に使わせていただきま
す。」と伝えました。

地方自治功労（特別）
地方自治功労（特別）
地方自治功労（一般）
社会福祉功労（一般）
社会福祉功労（一般）
社会福祉功労（一般）
社会福祉功労（一般）
教育功労（一般）
教育功労（一般）
教育功労（一般）

町議会議員
消防団員
消防団員
民生委員児童委員
民生委員児童委員
民生委員児童委員
行政相談員
教育委員
青少年育成推進員
文化財保護審議会委員

髙橋　愛子
太田　政孝
小寺　　道
片山　香予
安藤　祥子
上野　孝子
𠮷田　則義
田中　俊弘
林　日出雄
遠藤　幹郎

大垣青年会議所より善意の寄贈

輪之内交番より

野村　東光明　新交番所長
　山県署から赴任しました野村です。
　実は、新任地が大垣署であり、昭和から平成にかけ
ての激動の時期を大垣署で過ごしました。今回30年
ぶりに大垣署に戻ることができました。輪之内住民の
安全・安心のために勤務したいと思います。

小川　真一　前交番所長
　3年間お世話になり、ありがとうございました。
　これからも、輪之内町が交通事故や犯罪のない、
安全で安心な町であることを願っています。

初めまして

お世話になりました
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～ 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

下水道受益者負担金

下水道使用料の求め方
　下水道の供用が開始されると、下水道管渠や輪之内浄化センターは、快適な生活を支えるために、１日の休
みもなく稼働します。この費用は下水道を使用される方に水道の使用量により算定し、下水道使用料として納
めていただきます。また水道水以外の水を使用している場合は、町の定める認定基準によります。又、井戸水
と水道水を併用している場合は、それぞれの使用料の合算となります。ただし、井戸水などの使用量が認定基
準に基づくときは、その認定した水量と水道水使用量のいずれか多い方の量を使用水量とします。

　下水道が整備されると、その区域の人は、下水道を利用できるようになり、地域の環境が改善され土地の利
便性が増加します。
　しかし、利益がもたらされるのは、下水道が整備された区域の人だけです。道路や公園などは、大勢の人が
利用できる施設ですが、下水道は整備済みの区域の人に限られています。このため、下水道整備により利益を
受ける人に負担金として建設費の一部を負担していただき、今後の下水道工事を計画的に推進していく必要が
あります。
　この負担金のことを「受益者負担金」といいます。
　　受益者負担金の額　　一般世帯は、２５万円、（但し公共桝２個設置者は同額を増します。）
　　負 担 金 の 賦 課　　下水道供用開始の告示区域より順次賦課させていただきます。
　　負担金の納付方法　　納付方法は、一括と分納があり、分納は５年に分割し２０回で納めていただきます。
　　※新規賦課区域では、賦課する年度に説明会を開催しています。

「地域ぐるみ」で「早期」に下水道の普及を！！
　下水道は、健康で文化的な生活を営むための基盤となるもので、自然と私たちの生活の調和を保ってくれる重要な役割を
果たす施設です。
　しかし、下水道が整備されても利用されなければせっかくの施設も無駄なものになってしまいます。また、地域ぐるみの
排水設備の設置、便所の水洗化がなされなければ環境衛生の向上にはつながりません。
　そこで「地域ぐるみ」で「早期」に排水設備の設置、便所の水洗化をすすめていただきますようお願いします。

下水道使用料の計算例

３か月当たりの使用水量

上水道のみの使用水量が６０㎥の場合

上水道のみの使用水量が９０㎥の場合

井戸水のみで２人世帯の場合

井戸水のみで４人世帯の場合

３か月当たり

９,９００円

１４,８５０円

１０,８９０円

１５,８４０円

１年間で   

３９,６００円

５９,４００円

４３,５６０円

６３,３６０円
②

①

（消費税10%込）

※輪之内町は下水道使用料の賦課を３か月ごとに行っています。
（賦課月は１期が６月、２期が９月、３期が１２月、４期が３月です）
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消費生活相談

▶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)　 0584-68-0185
▶消費者ホットライン　☎188

いやや

消費生活相談のことなら

情報に惑わされず、
賢い行動をとりましょう

“新型コロナウイルス感染症”の拡大と私たちの消費生活

　令和２年に入ってから、新型コロナウイルスに関連し
たニュースが飛び交いはじめ、あっという間に、新型コ
ロナウイルス感染症は世界中に広がりました。これは世
界最大のイベント“東京オリンピック”開催の延期や、
医療、社会、経済、教育をはじめ様々な方面で混乱が発
生しています。
　私たち自身の身近なことでは、感染しないために衛生
面、健康面で十分に気を付けることが大切ですが、誤っ
た情報に惑わされてその結果、冷静な判断ができなくな
ることは避けたいものです。マスクや消毒液等の買い占めと高額な転売が広がり…という消費行動で問題
が生じると、その次にはＳＮＳ等において誤った情報から、トイレットペーパーやティッシュペーパーの
生活関連物資の買い占めが起こり、店頭から商品が消える事態も発生、不要不急の外出を自粛するよう要
請が発出されると、食料品や日用品のまとめ買いでスーパーにお客の行列ができるといった非日常な消費
行動が見られました。国や自治体、各業界でも、風評や噂など事実に基づかないデマ情報には惑わされず
に、冷静な対応、行動をとるよう注意喚起しているところです。生活必需品が必要な方に届くように、配
慮をお願いいたします。
　また一方で、不要不急の外出を控えるよう呼びかける中、家にいる高齢者を狙う詐欺まがいの電話や
「訪問盗」の犯罪被害が出ています。新型コロナウイルスを口実にしたメールが届いた、などの相談も寄
せられています。

【事例１】「新型コロナウイルスの助成金が支給される」という不審な電話があった
【事例２】「行政から委託で消毒に行く」と不審な電話があった
【事例３】新型コロナウイルス流行拡大の影響で金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込

むように言われた
【訪問盗】電気工事業者を装った複数の男性が家を訪れ、点検に立ち会わせている間に、別の男が

家じゅうを物色し盗みを行う

　金銭的な被害はないものの、消費者の個人情報の入手や、所在を
確認する意図で電話をかけるいわゆる「アポ電」の可能性がありま
す。心当たりのないメールには返信や電話を掛けないようにしま
しょう。メールに添付されたＵＲＬをクリックすることはやめま
しょう。話に少しでもおかしいと思うことがあれば、その場できっ
ぱり断って、絶対にお金を支払ったり、契約したりしないようにし
ましょう。

　　　　[令和２年３月　国民生活センター公表]　

何か困った時には、必ずご近所の人や家族で話題にしたり、
誰かに相談することが大事ですので、相談窓口をご利用ください。
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地域包括支援センター

地域包括支援センターカレンダー （5月１日～6月１0日）
事業名 日　時 時　間 場　　　所

地域の集い

いきいき
百歳体操

脳リフレッシュ教室

まちの保健室
　　～出張型～

オレンジカフェ
わのうち元気体操教室
フレイル予防講座

9 :30～11:00

9 :30～11:00

10:00～11:30

10:00～11:30

14:30～15:30
9 :30～11:00
13:30～15:00
13:30～15:30
13:30～15:00
13:30～15:30

大藪コミュニティ　防災センター

福束コミュニティ　防災センター

仁木コミュニティ　防災センター

大藪コミュニティ　防災センター
福束コミュニティ　防災センター
仁木コミュニティ　防災センター
輪之内町ふれあいセンター

泰寿デイサービスセンター

ホッとステーション「わのうち」内
カフェふくろう
輪之内町ふれあいセンター
輪之内町ふれあいセンター
輪之内町文化会館リトルホール
輪之内町文化会館リトルホール

13日
3日
11日
8日
20日
10日

毎週金曜日
毎週金曜日
毎週月曜日
毎週木曜日

11日
18日
1日
8日
27日
21日
25日
25日
14日
28日

5月
6月
5月
6月
5月
6月

5月
5月
6月
6月
5月
5月
5月
5月
5月
5月

大薮

福束

仁木

大薮
福束
仁木

高齢者として気をつけたいポイント

新型コロナ
ウイルス感染症
新型コロナ

ウイルス感染症

　新型コロナウイルス感染症の流行に伴う自粛生活が続いています。その中で、高齢者の感染予防の前提とし
て、「動かないこと（生活不活化）」による健康への影響が危惧されています。
　そこで、日本老年学会から、先の見えない自粛生活の中でのフレイル予防について、高齢者の方々向けのポイ
ントをまとめたパンフレットが公開されました。ご覧頂き、フレイルを予防し、抵抗力を下げないようにしましょう。
お問い合わせ先／輪之内町地域包括支援センター（役場 福祉課）  電話 ０５８４－６９－３１２８

※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する場合がございます。ご了承ください。

（2020年３月　日本老年医学会より）



消　防
消防職員をかたる者からの不審電話や
不適切訪問販売業者等に関する情報

不適切訪問販売事例

　県内で、消防職員をかたった詐欺の前兆と思われる不審電話や訪問
業者が急増しています。「消防署から依頼を受けて、消火器の点検に
来ました。」と言って勝手に住宅に設置されていた消火器を点検し、
費用を請求する。または、「消防署から一人暮らし世帯に防災アイテ
ムを配布するため家族構成を教えてください。」と言って、個人情報
や家族構成を聞き出そうとする事案が発生しています。
　消防署が業者等へ依頼し、一般家庭に点検や個人情報を聞き出すこ
とは、絶対にありません。また、消防職員によく似た服装で訪問する
業者もいるためご注意ください。もしそのような不審電話や訪問があ
れば、警察署または消防署へご相談ください。

　「お宅の消火器の期限が切れていることを、消防署に聞いて来た。一度消火器を確認させて下さ
い。」と男性が訪問してきた。家人が消火器を見せると、「交換したほうがいい。」と言われ、本体
希望小売価格１９,０００円（税抜）と書かれた消火器のチラシを見せられ、「今なら１７,０００円
で。」と言われ、代金を支払った。
　古い消火器を家人が引き取ってもらおうとしたところ、消防署では、消火器の引き取りはやってい
ない。と言われたが、無理やり引き取ってもらった。

令和2年１月　岐阜県中津川市内

岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備事業に係る
環境影響評価準備書の縦覧及び説明会のお知らせ

　岐阜羽島衛生施設組合では、岐阜市、羽島市、岐南町、笠松町の２市２町のごみ処理を共同で行う施設の建設が羽島
市福寿町平方地内で計画されています。このたび、当該施設の整備に伴う環境影響評価を行い、その結果をまとめた準
備書が作成されましたので公表します。また、評価の対象範囲は、羽島市、安八町、輪之内町、大垣市、海津市の各一
部（右図の円内）となりますので、環境保全の見地からの意見を募集するとともに、説明会が開催されます。
準備書の縦覧
　縦覧場所／岐阜県庁環境管理課、岐阜市役所環境政策課、大垣市役所環境衛生課、羽島市役所都市計画課、海津市役所環
　　　　　境課、岐南町役場経済環境課、笠松町役場環境経済課、輪之内町役場住民課、安八町役場住民環境課、岐阜羽島
　　　　　衛生施設組合施設建設推進課　※縦覧期間中は、羽島市ホームページでも閲覧できます。
　期　　間／５月13日㈬～６月11日㈭まで（ただし、土曜日及び日曜日を除く。）
　時　　間／午前８時30分～午後５時15分まで（岐阜市は、午前８時45分～午後５時30分まで）
意見書提出　
　環境の保全の見地からのご意見をお持ちの方は、６月26日㈮（必着）までに、「氏名、住所、
対象事業の名称、ご意見（日本語）」を明記の上、羽島市役所都市計画課（〒501-6292羽
島市竹鼻町55）へ提出してください。
説明会開催
　不二羽島文化センター201会議室 ５月20日㈬、輪之内町文化会館リトルホール ５月21日㈭、
ハートピア安八大会議室　５月22日㈮　※各会場とも午後７時から
問合せ先
　▽縦覧・説明会について　羽島市都市計画課☎058（392）1111
　▽内容について　岐阜羽島衛生施設組合施設建設推進課☎058（278）7320

※新型コロナウイルス感染症の関係で開催を中止とする場合がございます。
　その際は羽島市ホームページにて公開しますのでご確認ください。
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交通安全

　毎年、６月１日は「人権擁護委員の日」です。
　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、女性や障がい者に対する差別など、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ください。

全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所開設

大垣警察署からのお知らせ

交通事故発生状況（概数）
令和2年4月1日現在（昨年同日）

★輪之内町 増減

 

★大垣警察署管内 増減

 

 

 

 

人身事故件数
死 者 数
負 傷 者 数

人身事故件数
死 者 数
負 傷 者 数

5件 ＋2
±0
＋2

－7
±0
－12

0人
5人

102件
0人

133人

7件
0人
7人

95件
0人

121人

令和2年 平成31年

令和2年 平成31年

※今月の「趣味の家」は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とさせていただきます。

相　談　日　令和２年６月１日（月）　午後１時から午後３時まで
場　　　　所　輪之内町町民センター
相談担当者　輪之内町人権擁護委員
問い合わせ先　輪之内町役場　住民課　 ☎0584-69-3127
　　　　　　　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　☎0584-78-3347

5月ゴールデンウィーク中の営業について

時間外故障連絡窓口
＊TEL 0584－75－1978（日祝祭日、平日時間外）

TEL 0120－105－602/0584－78－0302
        （平日・土曜10:00～ 18:00）FAX 0584－82－3250

 

＊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。

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。

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。

休業：5/2(土)～5/6(水)
※ 5/7(木)からは、通常営業を開始いたします。

　大垣警察署管内では、３月下旬に車上狙い被害が多発し
ました。
　犯行の手口は、無施錠の車から、又は、窓ガラスを割っ
て、車内から財布やカバンを盗むというものです。
　いつどこであなたが被害に遭うか分かりません。
　そのために、
◆短時間の駐車でも、必ず鍵をかけてください。
◆車内にカバンや貴重品は絶対に置かないでください。
◆不審者を見かけたら、すぐに110番通報してください。
　あなたのちょっとした行動で守れることがいっぱいあり
ます。ご協力をよろしくお願いいたします。

無料公衆無線LAN
　本町では避難所に指定されている施設及び役場本庁舎
において、災害等の非常時にインターネット等を使用で
きるように、無料の公衆Wi-Fi「わのうち フリーWi-Fi」
を整備しました。「わのうち フリーWi-Fi」は、誰でも
無料でインターネットが利用できる便利な公衆Wi-Fiです。
●利用可能時間／１回あたり最大30分（１日８回まで）
●接続方法／町ホームページを参照
●「わのうち フリーWi-Fi 」が使える場所

「わのうち フリーWi-Fi 」５月１日より提供開始！

輪之内町役場
輪之内体育センター
町民センター
ふれあいセンター
輪之内中学校体育館
仁木小学校体育館
福束小学校体育館
大薮小学校体育館

利用可能時間
平　日　　　　　　　土・日

常 時

9:00～21:00
18:00～21:30

8：30～17:15

17:00～21:30

9:00～21:30

9:00～21:30



施設だより

5月の予定
　子育て支援センターは、お母さん同士気軽におしゃべりしたり、お子さんが安
心して遊べる場所を提供しています。また、楽しい行事も予定しています。予約
は不要ですので、いつでも気軽に遊びに来てください。

仁木こども園 TEL 050-8026-8976
   　　　　　     69-3757
福束こども園 TEL 050-8026-8951
      　　　　　  69-3723
大藪こども園 TEL 050-8026-8948
       　　　　　 69-3029

英語の後は、みんなでランチをしましょう。

英語であそぼう（ALT）
　月曜日11:30～12:00　福束こども園
　水曜日11:30～12:00　仁木こども園
　金曜日11:30～12:00　大藪こども園

児童
センター
児童
センター

TEL 050-8026-8940
　　 69-5411
FAX 69-5156

開館時間　9：00～17：00

おひさま げんきっこげんきっこ（運動遊び）

　児童センターは、自主的な遊びや行事へ
の参加を通じて、健康的な子どもの育成を
めざしています。　利用料は無料です。

お 知 ら せ
休館日は
日曜日、月曜日、祝日です。

つくってあそぼ（工作遊び）

育児相談（面接・電話）
曜　日
時　間

月～金曜日（祝日除く）　
9：00～16：00

にちじ　月～金曜日（祝日を除く）１０：００～１５：００
ところ　各こども園にて

困った時、悩みのある時
は気軽に声をかけてく
ださい。

子育てお誕生会

お弁当デー
持ち物
お弁当・お茶

支援センター利用時間

お楽しみの日

福束こども園　毎週月曜日　　
仁木こども園　毎週水曜日　
大藪こども園　毎週金曜日　

『リズムあそび』

絵本の読み聞かせ
にちじ
ところ
ないよう

5月15日（金）　１１：００～
仁木こども園
読書サークルによる読み聞かせ

にちじ
ところ
ないよう

５月１５日（金）　１０：３０～１１：００
仁木こども園
４月・５月生まれの子のお誕生をお祝いをします。

※毎月の行事については、「広報わのうち」および「輪之内スマイルチャンネル」
内の文字放送にてお知らせしています。尚、日程について変更する場合があり
ますので、子育て支援センターの掲示にてご覧ください。

【0、1歳児対象】

リズムであそぼ 
【乳幼児対象】

【小学生対象】

【幼児親子・小学生対象】

児童センターでは
こんな行事をしています

5月11日（月）　福束こども園　１０：３０～
5月13日（水）　仁木こども園　１０：３０～
5月22日（金）　大藪こども園　１０：３０～
※お楽しみの日は各園にて身長、体重を測ることができます。
（乳児用は仁木こども園のみです）

園庭遊び

英語で遊ぼう

みんなでお弁当

※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・
　中止する場合がございます。ご了承ください。

※新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため、現在休館中です。
　詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。
　問：輪之内町社会福祉協議会０５８４－６９－４４３３

風船バレーボール・竹馬
トランポリン　等

体操や手遊び、
本の読み聞かせ等

デコレーションボックス
おきあがりこぼし　等

リズムを使っての
体操や手遊び等



小中学校ニュース
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ねらい

地域から学び、キャリアアップする輪中生地域から学び、キャリアアップする輪中生
　学校の教育目標である「ひとりだちのできる生徒」の具現に向け、キャリア教育の充実を目指して、今年度
より新たに「職業講話」を開催いたしました。

○望ましい勤労観・職業観の形成
　職場でプロとして活躍している方を講師に招き、職場での苦労や喜び・責任等について、実体験に基づいた講話
を聴くことを通じて、中学生としての望ましい勤労観・職業観を養うことができる。
○道徳心を培うことの意義
　自分の夢を実現し、社会の中で生き生きと生活している地域社会人の「生き方」に触れることを通じて、自分の
これからの生き方について考えるとともに、道徳心を培うことができる。

内容
 複数の業種の方を講師として招き、自身の職業（現職業に就くまでの道のりや仕事内容、苦楽等）について講話し
ていただくことで、生徒は自己の人生観の確立に役立てる。

講師の紹介と生徒の感想
○野村　政巳さん（消防士）【講話クラス：１年１組、２年１組】

生徒の
感想

　私は、消防士は人助けができる職業だと改めて思いました。以前、弟が救急
車で運ばれた時、要請してから到着するまでの時間が早くさすがだなと思った
ことを覚えています。この仕事は、体力が必要であり、夜勤もあって大変だと
思うけど、誰かのために働くすごさを感じました。私も人の役に立てる職業に
就きたいと思いました。

○竹中　祐佳里さん（保育士）【講話クラス：１年２組、２年２組】

生徒の
感想

　保育士の仕事について、楽しく学ぶことができました。保育士は、常に子ど
も一人一人の細かい部分まで気にかけ、常に笑顔で接することが大切だと分か
りました。また、私たちの基礎の部分は、保育士の皆さんに創っていただいた
のだと思いました。そして、私のことを覚えておいていただきありがとうござ
いました。嬉しかったです。

○久保田　吉則さん（足場工事職人）【講話クラス：１年３組、２年３組】

生徒の
感想

　僕は久保田先生の話を聞いて、何事もあきらめてはいけないと思いました。
今までの事を振り返ってみると、無理だと思ったらすぐにあきらめてしまうこ
とが多くありました。これからは、自分の目標に向かって、あきらめず最後ま
で、取り組んでいきたいと思いました。

○安田　智勝さん（会社員）【講話クラス：１年４組、１年２組】

生徒の
感想

　僕は、講話を聞いて会社員の大変さを痛感しました。安田さんの話から、自
分に生かしたいことが一杯あるなと思いました。特に、地域のために貢献した
いという安田さんの想いが、すごいなと思いました。

○船戸　真紀さん（看護師）【講話クラス：２年１組、１年１組】

生徒の
感想

　船戸先生の話を聞いて、医療に関わる仕事について色々なことが分かり
ました。
　中でも、「患者さんのために働く」ということがいいなと思いました。将来
僕は、医療関係の仕事に就きたいと思っています。大変なことがあるかもしれ
ませんが頑張っていきたいです。

○森島　冬樹さん（自営業）【講話クラス：２年３組、１年４組】

生徒の
感想

　森島先生は、やりたくない事ではなく、自分が好きでやりたい事を職業にし
ているので、素晴らしいと感じました。
　仕事は何の為にするかというと、社会の役割を果たしていくことや地元の輪
之内町を良くしていくためだということを知って、感動しました。今後、自分
の生き方の参考にしていきたいです。



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
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令和２年度　輪之内町小中学校教職員の人事異動

小中学校入学式

【管理職等の転入】

【教職員の転入】

学校名

学校名

学校名

学校名

職　　名

職　　名

職　　名

職　　名

氏　　名

氏　　名

氏　　名

氏　　名

異 動 元

異 動 元

異 動 元

異 動 元

福 束 小

仁 木 小

輪之内中

福 束 小

仁 木 小

輪之内中

仁 木 小

校　長

校　長

教　頭

主幹教諭

指導教諭

浅野　哲男

増田　浩志

浜田　一郎

梅村　卓司

若野美加子

一ノ瀬小

福 束 小

関ケ原中

名 森 小

仁 木 小

大 藪 小

輪之内中

教　　諭

教　　諭

養護助教諭

教　　諭

教　　諭

教　　諭

教　　諭

教　　諭

教　　諭

栄養教諭

教　　諭

教　　諭

養護教諭

講　　師

講　　師

教　　諭

教　　諭

教　　諭

養護教諭

講　　師

佐々木　優

髙木　大暉

大橋　千乃

山本　裕子

古田　由美

日比野央義

炭竈　直希

森島　康雄

牧谷美紀子

杉山　恵理

谷本真由美

松本　拓途

髙岡　花菜

吉田　宏行

髙山　貴斗

日比野綾那

浅野　善裕

周藤　有紀

髙野　祥代

松尾　厚志

輪之内中

－

－

静里小

鶉　小

中島小

－

仁木小

大藪小

－

名森小

－

大江小

下多度小

－

笠郷小

岐南中

－

－

高田中

備　考 備　考

新規採用

新規採用

再任用

再任用

新規採用

新規採用

拠点校指導員

新規採用

新規採用

　４月７日（火）、小中学校の入学式を開催しました。小学
校の新1年生は83名（仁木：25名、福束16名、大藪42名）、
中学校の新1年生は112名です。

仁木小学校　1年1組

福束小学校　1年1組

大藪小学校　1年1組 大藪小学校　1年2組

輪之内中学校　入学式の様子
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●5月の休館日 7（木）、１１（月）、１８（月）、２５（月）、２９（金）
●開 館 時 間 午前９時～午後５時

新 しく 入 っ た 本

TEL 050-8026-8902
       69-4597
FAX 69-4592

あのほん

ごんべえだぬき

アンパンマンとカレンのもり｠｠

土木のずかん

三年長屋

東京、はじまる

神域（上・下）｠

ザ・フォックス

ほどなく、お別れです｠それぞれの灯火

晴れの日散歩｠｠

高血圧の献立

巴里マカロンの謎

ひぐち みちこ

川端 誠

やなせ たかし

吉田 勇人ほか

梶 よう子

門井 慶喜

真山 仁

フレデリック・フォーサイス

長月 天音

角田 光代

オレンジページ

米澤 穂信

タ　イ　ト　ル 著　者　名 解　　　説

児童書

一般書

この他にも、たくさんの新刊が揃っています。

季節ごとのテーマ本や図書館員おすす
めの本を多数展示しています。ぜひご
一読下さい。

1人10冊まで2週間借りることができます。

「あ」からはじまる、赤ちゃんとのコミュニケーショ
ン。作者の原点となった手作り絵本を元に構成。

山里のはずれに住んでいる、ごんべえさん。ある夜、
「ごんべえ、ごんべえ」と呼ぶ声が…。落語絵本。

蝶のカレンを助けたアンパンマン。カレンたちの花の
蜜を誰かが盗んでいると考えたアンパンマンは…。

道路、橋、ダム、トンネルなどがどのようなに造られて
いるか、現代土木の「わざ」をわかりやすく解説。

河童が祀られた通称「三年長屋」に住む者は、なぜか
幸せに。長屋の店子たちが織りなす奇蹟の物語。

江戸から東京へ、近代化する街を創った建築家・辰野金
吾の野心と葛藤を描く。『別冊文藝春秋』連載。

脳細胞を蘇らせる人工万能幹細胞。日本政府は一刻も
早い実用化を迫るが…。『サンデー毎日』連載。

英特殊部隊が捕えたハッカー<フォックス>。各国システ
ムに侵入する「トロイ作戦」を大統領に持ちかけるが…。

最愛の夫を亡くした深い悲しみから立ち上がった著者
が紡ぐ、大切な人との後悔しない別れ方。

レモンサワーをこよなく愛す角田光代が、変わらない
かけがえのない日常を綴る。『オレンジページ』連載。

健康診断で「血圧が高め」と指摘されたら、まず取り組みたい。
塩分2.5g未満の1カ月献立や、アイディア減塩おかずを紹介。
その店のティー&マカロンセットで注文できるマカロンは3
種類。しかし皿には、あるはずのない4つ目のマカロンが…。リクエスト本

1

2

3

4

絵・文　輪之内中学校　校長　三輪弘文

　お片付けは、小さい頃からの積み重ねが大切です。
　大きくなるまでに、自分の物は自分で管理できるようになっ
ていて欲しいです。
　「片付けなさい」ではなくて、「一緒に片づけようね」と声をか
けてあげてください。
　「子どもを待っていたらいつまでたっても片付かないから」と、
いつも大人が片付けていませんか？
　子どもの片付け力を、家族みんなで育んでいきましょう。

雑誌・除籍本を差し上げます
　2019年1月～12月までの1年間分、図書館にて閲覧していた週刊・月刊誌約40種類の
無料配布を行います。期間中は特設コーナーを設けますので、ご自由にお持ちください。

期間：5月12日（火）～5月31日（日）
場所：輪之内町立図書館
冊数：一人10冊まで（※月刊誌は一人3冊まで）
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TEL 050-8026-8967
      69-5155
FAX 69-5156

健診を
受けましょう！

第48回

   1分で読める

健康かわら版

　春は学校や職場などで健診を受ける機会が多いと思いますが、毎年、健診を受けていますか？
「時間がない」、「面倒」、「今は元気だから」などの理由で健診から遠ざかっている方も多いの
ではないでしょうか。
　健診は、自覚症状のない生活習慣病の予防を目的にしています。生活習慣病は動脈硬化を招き、
心筋梗塞や脳梗塞などのいのちに係わる病気に繋がります。また、生活習慣病になると定期的な通
院が必要になり、医療費の負担が増加します。健診を受けて生活習慣を見直すきっかけにし、生活
習慣病を予防しましょう。
〇20～39歳の方：町のフレッシュ健診が受けられます。保健センターへお問い合わせください。
〇40～74歳の方：特定健診が受けられます。加入している医療保険者（健康保険証の発行元）に　
　　　　　　　　  問い合わせましょう。国民健康保険の方は、6月末に受診票が郵送で届きます。
〇75歳以上の方：すこやか健診が受けられます。7月末に受診票が郵送で届きます。

健診結果から分かる輪之内町の傾向　～H30年度 特定健診（国保）より～
　輪之内町の特定健診（国保）の受診率は、岐阜県より男女とも高く、
　男性より女性の方が受診率が高いです。

世界禁煙デー（５月３１日）・
禁煙週間（５月３１日～６月６日）
世界禁煙デー（５月３１日）・
禁煙週間（５月３１日～６月６日）

　毎年５月３１日は、世界保
健機構（WHO）が定める「世
界禁煙デー」です。厚生労働
省は、それに合わせた１週間
を「禁煙週間」としています。

○受動喫煙のない社会を目指して
　～たばこの煙から子ども達をまもろう～
　たばこを吸わない人を受動喫煙から守るために
改正された健康増進法が、令和２年４月１日より全
面施行されました。
【法律の改正内容】
①目的は「望まない受動喫煙による健康影響をな
　くす」こと。
②受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者
　等に配慮すること。
③施設の類型・場所ごとに対策を実施すること。
○副流煙って何？どんな影響があるの？
　紙巻たばこや葉巻、パイプなどの火をつけた部
分から燃えてたちのぼり、直接空気中に出る煙の
ことです。受動喫煙は、乳幼児突然死症候群、子ど
もの呼吸器疾患や喘息の誘発などの原因となりま
す。その他にも急性の循環器への影響など様々な
報告がされています。

特定健診の受診率
輪之内町

岐 阜 県 男性

38.5％

37.0％

47.6％

42.8％
女性0 10 20 30 40 50％

目指せ！
受診率50％

!!

在宅訪問歯科診療のご案内
　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

　毎日の生活の中で身体を動かすことは、身体の筋肉や骨だ
けでなく、心のリフレッシュや脳の働きの活発化、糖尿病やが
んといった病気の発症予防など、多面的に効果があると言わ
れています。高齢者であっても、運動の機能は向上します。地
道に諦めず、続けることが大切です。そこで、実際に家庭で気
軽に行うことが出来るトレーニングをご紹介します。

家庭で気軽に
行うことが出来るトレーニング

片足立ち

スクワット

※片足立ち１分 ＝ ウォ－キング約
　５０分相当の筋肉トレーニング
　効果があると言われています。
　左右１分間ずつ、１日３回行いま
　しょう。

深呼吸をするペースで５～６回繰り
返しましょう。１日３回行いましょう。

肩幅より少し広めに足を広
げて立ちます。つま先は
30度くらいに開きます。

膝がつま先よ
り前に出ない
ように、また
膝が足の人差
し指の方向に

向くように注意して、お尻を
後ろに引くように身体をしず
めます。







納税には、便利な口座振替をおすすめします。
●今月の納付
　
　国民健康保険税　第１期分
　こども園利用料　5月分　
　 納期限は6月1日（月）です。
●農業委員会
　（傍聴希望者は事務局の産業課まで）
6月5日（金）の農業委員会への申請締切日は
5月20日（水）です。
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5月
TEL 050－5808－9600
　  （0584）69－3111㈹
FAX（0584）69－3119

地区集積場
家庭ごみ収集日　5月1日～6月5日

分別種類

可燃ごみ

不燃ごみ

かん類

ペットボトル

ビン類

指定ごみ袋
青

5/1（金）・4（月）・8（金）・11（月）・
15（金）・18（月）・22（金）・25（月）・
29（金）・6/1（月）・5（金）

5/12（火）

5/13（水）

5/19（火）

5/20（水）

5/7（木）

5/5（火）

5/5（火）

5/6（水）

5/6（水）

6/4（木）

6/2（火）

6/2（火）

6/3（水）

6/3（水）

5/13（水） 5/20（水）

5/14（木） 5/21（木）

5/19（火）

指定ごみ袋
黄

回収かご
（アルミ・スチール）

回収かご
（色別）

回収かご

指定ごみ袋
赤

出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

問 住民課

その他プラスチック製
容器包装

持ち込み
品目

（有料のものも
あります）

粗大ごみの有料回収 期間／6月15日（月）～21日（日）

紙類、布類、金属（かん類、小型金物）、ペットボトル、ビン類、
プラ資源（食品トレー、発泡スチロール、その他プラ）、小型家電、
電池、電球、蛍光灯、割り箸、生ごみ、ふとん、廃食油（天ぷら油）、
ＣＤ、バッテリー、インクカートリッジ

※詳細については、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

050-8026-8914
69-5374

開館時間　9：00～17：00

5/12（火）

※１ スプレー缶類は必ず中身を使い切ってから（出し切ってから）、周囲に人がいなく火の
気のない風通しの良い安全な場所で穴を開け、不燃ごみとして排出いただくようご協
力をお願いします。また、穴開け後のスチール製スプレー缶に限り、エコドームでリサイ
クル回収していますので、是非ご利用ください。

※２ 本体に着色がある口の白いビン、半透明なビンは、今まで無色ビンとして回収してい
ましたが、今後はその他ビンで回収します。本体色で分別ください。

（※1）

（※2）

※業者による申請や産業廃棄物の搬入はできません。

平日の開庁時間内に住民課へ事前申請をお願いします。
（廃棄物の確認をします。）

人権相談 住民課

消費生活相談 住民課・西濃６町

●相談

■法律相談
と　き　5月20日（水）9：30～11：30
ところ　社会福祉協議会
相談員　弁護士
予約先　0584‒69‒4433
　　　　050‒8026‒8949

心配ごと相談 社会福祉協議会
予約のみ

西濃６町のどこでも相談ができます！

　家庭内の問題、いじめ、体罰、虐待などでお
困りの方はご相談ください。
と　き　6月1日（月）13：00～15：00
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　人権擁護委員

0584-68-0185
0584-32-1108
0584-22-1151
0584-43-0070
0584-27-3111
0584-64-3111

輪之内町
養老町
垂井町
関ケ原町
神戸町
安八町

相談会場 予約 ☎ 専門相談員配置日【5月・6月】

※専門相談員による面談は、各会場とも
　10時～12時と13時～15時です。

5/7(木)，21(木)，6/4(木)
5/1(金)，18(月)，6/1(月)
5/8(金)，19(火) ，6/2(火)
5/12(火)，26(火) ，6/9(火)
5/11(月)，25(月) ，6/8(月)
5/14(木)，28(木) ，6/11(木)

よりよい川づくりのため 河川愛護モニター募集

募集期間：令和2年５月7日から令和2年５月15日まで
募集人員：５名（予定）
応募資格：２０歳以上で木曽川上流河川事務所管内の河川

（木曽川、長良川、揖斐川、牧田川、杭瀬川、根
尾川）の近隣にお住まいの方

　　　　　川に接する機会が多く河川愛護に関心のある方
手　　当：未定（参考：令和元年度月額４，５８０円）
委嘱期間：令和2年７月１日から令和3年６月３０日まで　
　　　　　（ただし、制度改正等により期間満了以前に委嘱
　　　　　　を終了する場合があります。）

問い合わせ先：国土交通省木曽川上流河川事務所
　　　　　　　占用調整課
　　　　　　　〒５００－８８０１　岐阜市忠節町５－１
　　　　　　　電話（０５８）２５１－１３２６
○詳細については、
　木曽川上流河川事務所ホームページ
　http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/
　でご覧になれます。
　（令和2年4月27日掲載予定）

　国土交通省中部地方整備局では、河川整備、河川の利用、河川環境に関する地域のみなさまの要望を十分把握するとともに、河川愛護
思想の普及啓発を図るため、河川愛護モニターを委嘱しています。
　令和2年度についても、木曽川上流河川事務所で河川愛護モニターを募集します。　みなさまのご応募をお待ちしております。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
　今月の行政相談と一般相談、子ども相談
　「なかよしコール」は中止とさせていただ
　きます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する場合がございます。ご了承ください。



この広報は
再生紙を使用しています。 広報わのうち／発行：輪之内町役場

〒503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の1
☎050-5808-9600　FAX 0584-69-3119
☎0584-69-3111
■ホームページ　http://www.town.wanouchi.gifu.jp/
■Eメール soumu@town.wanouchi.lg.jp
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戸籍の窓

出　生 （敬称略）
すこやかに

人の動き 令和2年4月1日現在

（　）内は先月比

死　亡
やすらかに
（敬称略）

住民課窓口より
引っ越したら住民票を移しましょう！
転入届の際には、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）等の記載事項の変更が必要ですので、忘れずに
お持ちください。
　転入・転出等異動届受付　８：３０～１７：１５
　住民票等諸証明発行受付　８：３０～１９：００
詳しくは、住民課までお問い合わせください。（　）内は先月比

■世帯　3,436 戸（＋20）
■人口　9,678 人（－19）
　　男　4,875 人（－  4）
　　女　4,803 人（－15）

福束

塩喰

78歳

87歳

大藪

中郷新田

下大榑

平塚　煌大

髙田　紅愛

渡邊　大晴

 ひら つか　    こう だい

たか   だ　     くれ   あ

わたなべ　      たい せい

広告掲載欄 ～財源確保のため、有料広告を掲載しています～

近藤　源造

松岡二三夫

塩喰

四郷

89歳

98歳

中島　弘則

國島やゑの

岐阜県からのお知らせです

戦没者等のご遺族の皆さんへ
第１１回特別弔慰金が支給されます

恵一・真知子

大雅・梅帆

泰之・昌美

 

 

 

 

楡俣

四郷

大藪

土床　珀琥

中村　湊

水谷　心緒

  つちとこ　　　は　 く

なか  むら　   みなと

みず たに　　　  み  お

  健  ・真依

将人・杏奈

友亮・春奈

 

 

 

 

　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による納付もできま
す。詳しくは自動車税の納税通知書（５月発
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
　　　Tel 058ー279ー3781

　民生委員・児童委員になり、早や５カ月が
過ぎようとしていますが、定例会、研修会、
懇談会、その他会合に参加し、学習する事が
多く、自分の知識のなさを実感しています。
これからますます高齢化社会、少子化社会が
進展する中で、地域の皆さんとの会話を持ち、
行政との橋渡し役として努力して行きます。
　また、新型コロナウイルス感染症の問題が
早く終息することを心より願っています。私
も含めて、町民の皆様方におかれましても感
染予防対策を万全に行って頂きたいと思って
います。

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
〇支給対象者
　令和２年４月１日（基準日）時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病
者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母）が
いない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
　戦没者等の死亡当時のご遺族で 
　１ 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権
　　 を取得した方
　２ 戦没者等の子
　３ 戦没者等の　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順
　　　　番が入れ替わります。
　４ 上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　※戦没者等の死亡時までに引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

〇支給内容　　額面２５万円、５年償還の記名国債
〇請求期間 
　令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで
　この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
〇請求窓口　輪之内町役場　福祉課
　　　※請求には、本人確認のできるもの（運転免許証、保険証等）、印鑑（ゴム印等は不可）及
　　　　び戸籍書類が必要です。

〇留意事項 
　特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整
は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
〇問合せ先 
　岐阜県健康福祉部 地域福祉課 社会援護係
　　　　　　　　　　　　☎058－272－1111（内線2520）
　輪之内町役場　福祉課　☎0584－69－3128（内線156）

輪之内町民生委員児童委員だより
民生委員・児童委員に就任して
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