令和４年

新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
寅年の幕開け、町民の皆様方におかれま
しては、希望に満ちた新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
前年から続いた新型コロナウイルスの感
染症は、全国的にその感染者数も落ち着き
を見せつつありますが、ウイルス変異によ

輪之内町長

木野 隆之

る感染再拡大の懸念等、依然として予断を
許さない状況です。

町民の皆様におかれましては、引き続き感染予防対策の徹底をお
願いします。皆様方の命と健康を守るために、各種感染予防対策を
講じながら、併せて地域経済をしっかり支え続けることを町の重要
施策として取り組んで参ります。
我国は、戦後 75 年あまりの間に、高度経済成長、バブルの崩壊
等を経験してきました。現在は成熟期に入り、人の生き方や価値観
が大きく変わってきております。「時代に即応し、どのような未来
を描いていくのか」、「今、地方自治体として何をどのようにしてな
すべきか」、まさに施策の選択と決断が必要な時です。
今年は、税収が落ち込み、町財政も先行き予断を許さない中では
ありますが、現在進めております楡俣北部地内での企業誘致事業、
大吉新田地内の防災拠点整備事業に代表される防災のハード・ソフ
ト両面の備えをして参ります。令和４年度からスタートさせます向
こう 10 年間の第六次総合計画に掲げる将来像「自然と住みやすさ
が共存でき、子どもがのびのびと育つまち」を具現化するため町民
の皆様方のご要望等を踏まえつつ、スピード感をもって各種施策を
推進して参ります。
今年は寅年、寅は毛皮の模様から前身が夜空に輝く星と考えられ
ていた存在で「決断力と才知」の象徴としての意味もあるとされて
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います。町政運営においても、決断力と才知をもって取り組んで参
りますので、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
新年が皆様にとって幸多き年になりますことを御祈念申し上げ、
年頭の挨拶とさせていただきます。

あけましておめでとうございます。
町民の皆さま方には、ご健勝で新年をお
迎えのことと存じます。
日ごろより、議会に対しまして温かいご
支援とご協力を賜り、心から厚くお礼申し
上げます。
昨年は、議会においても新型コロナウイ
輪之内町議会議長

田中 政治

ルス感染症の影響を大きく受けた１年であ
りました。ご承知のとおり９月定例会が自

然閉会という事態となり、町民の皆さまにご迷惑とご心配をおかけ
しましたことを改めてお詫び申し上げます。
新型コロナウイルスの感染者は 2021 年も増減を繰り返し、緊急
事態宣言の発出やまん延防止重点措置の適用がされ、飲食店に対す
る時短・休業要請やイベントの開催制限・停止、住民への外出自粛
要請など厳しい措置が取られる等、社会に大きな影響を与え続けま
した。
拡大を防ぐためのワクチン接種については、当町でも６月から始
まり 11 月 15 日現在で 12 歳以上の町民の 89.1％の方が２回目の接
種を終えられました。現在、３回目の接種に向けての予算が措置さ
れ、準備が進められているところです。
議会といたしましてもコロナ禍における議員活動の自粛や制限が
余儀なくされる中、地方財政が巨額の財源不足が避けられない厳し
い状況に直面していることから、国に対し「コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書」を提出する等
の対応をしてまいりました。
本年も、町民の皆さまの声を第一に考え、議会が一丸となって安
心安全に心豊かに暮らせる輪之内町となるよう行政と活発な議論を
進めてまいります。
り申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。
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この１年が、健康で幸せに満ちた年となりますことを心からお祈
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の話

わだい

題

町老人クラブ地域見守り隊が
防犯功労賞を受賞

11/8［月］

町老人クラブ地域見守り隊が、県警本部長と県防犯協会理
事長の連名賞として防犯功労賞を受賞しました。通学路に立
ち、児童生徒の登下校を見守ってきた長年の功績をたたえら
れたものです。
今回の受賞をうけ、老人クラブ会長の浅野人美さんは「皆
さんの日々の積み重ねがこうして評価されたことが嬉しい。
地味な活動ではあるが、地域の安全安心をつくるためには欠
かせない大切なもの。これからも続けていきたい」と意気込
まれました。
表彰状を手に意気込まれる浅野会長

11/11［木］

明治安田生命保険相互会社より
寄付金の贈呈
明治安田生命保険相互会社より 60 万 4500 円の寄付を
いただきました。町と同社は令和２年に健康増進に関する連
携協定を締結しており、今回いただいた寄付金は「輪之内町
を応援したい」という社員の方々から集まったものです。
「大切に使わせていただきます。また、この縁を活かして、
ご指導をいただきながら住民の健康のためにできる事を１つ
１つしていきたい」との町長の言葉に、明治安田生命保険相
互会社の岐阜支社支社長

木下健一氏からは「健康と町づ

くりの２面から、これからも地域のために活動を行っていき
明治安田生命保険相互会社より寄付

近藤薫さん

たい」というお言葉をいただきました。

パラ水泳で世界大会へ
11/15［月］

近藤薫さんが来庁し、11 月に日本パラ水泳選手権大会への
出場、12 月にバーレーン 2021 アジアユースパラ競技大会水
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泳競技への日本代表としての出場を報告されました。
海外の大会は初出場だという近藤さん。水泳を始めて７年間、
目標の１つとしてきた大会への出場に対し、「緊張している。
ただ、目標としている選手もかつて出場していた大会。１位を
目指して挑みたい」と力強く語られました。そんな近藤さんを、
町長は「後の大会にもつながる第一歩として、経験を積んでき
て欲しい。日本代表として頑張って」と激励されました。

ユニフォーム姿で
意気込まれる近藤さん

片山暖理さん
ピアノの全国大会に出場

11/25［木］

輪之内中学校３年の片山暖理さんが来庁し、日本クラシッ
ク音楽コンクールの全国大会への出場、第 23 回ショパン国
際コンクール in ASIA の全国大会への出場について報告さ
れました。ショパン国際コンクールはオンラインで開催され
るため、審査用の動画撮影など、普段のコンクールと違った
大変さもあると話されました。「会場ではピアノとの相性も
あり、弾き終わるまで緊張する。どちらの大会も全力で挑み
たい」と話す片山さんを、町長は「ここまできたらやり切っ
て欲しい。結果を楽しみにしている」と激励されました。
大会に向け意気込まれる片山さん

加納万愛さん 中学バレーボール
大会の岐阜県選抜チームメンバーに

11/25［木］

輪之内中学校３年の加納万愛さんが来庁し、JOC ジュニ
アオリンピックカップ全国都道府県対抗中学バレーボール大
会にて、岐阜県選手団の岐阜県選抜チームメンバーとして出
場されることを報告しました。中学校のネットの高さより約
10㎝も高いなど、普段と異なるルールの中でもしっかりと
プレイしたいと笑顔で意気込みを話されました。「県代表の
12 人に選んでもらえて嬉しい。残り１か月でプレーの精度
をあげてベスト８を目指したい」と話す加納さんを、町長は
「思い切りプレイして欲しい。納得のいく試合ができる事を

大会に向け意気込まれる加納さん

願っている」と激励されました。

令和３年度 「８０２０よい歯の高齢者表彰」で
９名が受賞
西濃口腔保健協議会主催の「令和３年度 8020 よい歯の高齢者表彰」
にて、当町から９名が受賞されました。受賞された方々に秘訣をお聞きす
ると、定期的継続的な歯科受診をされていること、歯ブラシや歯間ブラシ
などを使いしっかり磨くこと、よく噛むこと、カルシウムをしっかり摂る
こと、タバコを吸わないことなどでした。自分の歯が残っていることでよ

岡山マサ子さん

神戸 孝司さん

田中ひろ子さん

棚橋 靖夫さん

棚橋 洋一さん

辻

く噛むことができ、それが全身状態や生活の質の向上につながります。自



南波

岡山マサ子さん（25 本）

大藪

棚橋

洋一さん（30 本）

里

神戸

大藪

辻

隆三さん（28 本）

楡俣

田中ひろ子さん（25 本）

下大榑

水谷

文子さん（26 本）

楡俣

棚橋

塩喰

毛利八壽子さん（24 本）

孝司さん（28 本）
靖夫さん（26 本）

１名掲載辞退

隆三さん

水谷 文子さん 毛利八壽子さん
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分の歯を守るために毎日歯磨きをし、定期的に歯科医院を受診しましょう。

5

1 月生まれ
かん な

ひ

な

栞梛ちゃん（２歳）

柊花ちゃん（２歳）

いっぱい遊んでいっぱい食べて、
すくすく元気に育ってね☆

いつも癒しをありがとう♡
これからも笑顔いっぱい
すくすく育ってね！

ゆういちろう

雄一郎くん（６歳）

しゅん

遵くん（１歳）

1 歳おめでとう♡これからも
笑顔いっぱいで成長してね♡
ち ひろ

千尋くん（５歳）

お誕生日おめでとう！
これからも元気に大きくなってね。

明るくて面倒見のいいゆういちろうくん。
小学校へ入学したら勉強もがんばろうね！！

募集

就学前の子ども（３月 ･ ４月生まれ）の写真（６人以上の場合は抽選）を募集します。
掲載ご希望の方は、総務課へ写真データにお子様の誕生月と、その月に何歳になるのか・氏名・
コメントを添えて持参またはメール（soumu@town.wanouchi.lg.jp）で送信してください。
●申込期限 １月 24 日（月）まで

趣

児玉
禧子

百合

雅夫

味 家
の

顕彰大
神通力

大佛座無言

田中

片野

天高気清



靖夫

（敬称略）

棚橋

書道愛好家



寅
金文

孝司

百合子

神戸

浅井

独行道



大道
若海
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福祉課

69-3128

地域包括支援センター

68-2766

「認知症になっても安心して暮らせるまち」を作りましょう
11 月 19 日（金）に、在宅医療・介護連携に関する多職種連携研修会を開催しました。そこでは、町内の、薬局、
介護サービス事業所の専門職の方や、介護予防事業のサポーターとして活動していらっしゃる方に集まっていた
だき、
「認知症になっても安心して暮ら
していける地域にするために自分たちに
何ができるか」を話し合いました。まず
は、町内でそれぞれどんな活動をしてい
るのかを情報交換しました。今後は、当
事者の方やご家族などの意見も伺いなが
ら、「認知症になっても安心して暮らせ
るまち」を目指していきます。

脳リフレッシュ教室のご紹介
脳リフレッシュ教室は、「脳の健康づくり（認知症の予防）を目的に行っています。受講者の中には、「新しい
友人ができた」「ボランティア活動をするようになった」という社会活動への広がりまで語ってくれる方々が生
まれてきました。１限目に教材を使った学習を、２限目に全員でレクリエーションを行うという、活気あふれる
教室になっています。教室を支えてくださるサポーターは、「学習」の
見学もできます。お気軽に
支援だけでなく、「仲間づくり」の支援、「社会参加へのきっかけづくり」
お問い合わせください。
の支援をしてくれます。
２か所で開催しています。
●ふれあいセンター

毎週木曜日 9：30 ～ 11：00
●大藪コミュニティー防災センター

毎週火曜日 9：30 ～ 11：00

▲

地域包括支援センターカレンダー

１月４日～２月 10 日
事業名

大藪
地域の集い

いきいき
百歳体操

福束
仁木
大藪
福束
仁木

脳リフレッシュ教室

わのうち元気体操教室
オレンジカフェわのうち
知って得する！！
通って学ぼう講座

開催日
１月５日
２月２日
１月17日
１月19日
毎週金曜日
毎週金曜日
毎週月曜日
毎週木曜日
毎週火曜日
１月17日
１月24日
２月７日
１月26日
１月31日
１月13日
２月10日
１月31日
１月27日

時
間
9:30 ～ 11:00
9:30 ～ 11:00
9:30 ～ 11:00
9:30 ～ 11:00
9:15 ～ 11:30
（２部制）

10:00 ～ 11:00
9:30 ～ 11:00

場

所

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
ふれあいセンター
大藪コミュニティ防災センター

10:00 ～ 11:30

泰寿デイサービスセンター

14:00 ～ 14:30
13:30 ～ 15:00

ホッとステーション「わのうち」内
ふれあいセンター

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール
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まちの保健室
～出張型～

※新型コロナウイルスの影響で、予定を変更・中止する場合がございます。ご了承ください。
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1

の詳細は
放送日時
タンで！
番組表ボ
テレビの

イイとこ！わのうち

毎日
8:00～､13:00～､20:30～

㊗成人式
番組時間

消防出初め式
30分

初回放送

1/29（土）

新成人の皆さん、おめでとうございます！
１月９日の成人式の模様をお届けします。

看護師さんが訪問できるって本当？
番組時間

30分

初回放送

1/7（金）

「知って得する！通って学ぼう講座（全５回）
」は、
医療・介護の知って得する情報が満載！

アニメ
「かわばたくん」

土～日

7:00～、20:00～

番組時間

30分

わのうち元気体操

毎日 7:30～､12:20～､16:20～

1/29（土）

初回放送

１月８日に開催された新春恒例行事の１つである
「出初め式」の模様をお届けします。

まちの保健室「オレンジカフェわのうち」
番組時間

30分

放送中

12/22（水）

初回放送

認知症のことや日常生活のお困りごと等を気軽
に相談できるカフェの様子を覗いてみよう！

わのうちキッズ

あの『かわばたくん』がアニメ
化！？新しい仲間と大活躍。
みんな見てね！
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新着番組

月～金

7:00～、20:00～

こども園、小学校、中学校の
日常を紹介。スポーツ少年団
の活動紹介もしています。

文字放送／データ放送

となりのトトロでお馴染みの
「さんぽ♪」の音楽にあわせて
体操しよう。

毎日

7:40～､10:30～

行政情報をリアルタイムで発
信。データ放送はリモコンの
「ｄボタン」から。

※放送日時、番組内容は編成都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

視聴には『輪之内光サービス』への加入が必要です。
問 ㈱アミックスコム

0573-20-3252

輪之内町役場 経営戦略課

69-3126（直通）

やくば

住民課

国民健康保険の精密検査費 (人間ドック等) 助成制度について

輪之内町国民健康保険被保険者の皆さんの疾病予防と健康の保持推進を図るため、人間ドックについて検査
費用の一部助成を実施しています（上限１万円）。年度内、１回の助成になります。
申請書の提出日の翌日から起算して２年を経過している場合、助成対象外となりますのでご注意ください。
問

住民課

69-3127

輪之内町地域公共交通事業バスワークショップを行いました
仁木地区

現在運行している路線バス等は通勤、通学、買い物など様々な目的
で利用されています。そんなバスをもっと利用しやすく、楽しく乗れ
るようにするため、令和３年８月に大藪地区、仁木地区においてワー
クショップを開催しました（岐阜県内で新型コロナウイルス感染者数
が急増していたため福束地区での開催は中止となりました）。話し合い
で出た参加者のご要望、ご意見は、今後のバスの利便性向上策に活か
していく予定です。

総務課

令和４年度

会計年度任用職員を募集します

次のとおり、令和４年４月から任用する会計
年度任用職員を募集します。
受付期間・時間
１月 11 日（火）~ ２月４日（金）
８：30 ～ 19：00 ※閉庁日は除く。
募集職種

職

種

１

一般事務

２

用務員（校務員）

３

保育教諭

保育士の資格、幼稚園教
諭免許

４

児童発達支援教室
指導員

保育士の資格、教諭免許、
社会福祉学・心理学・教
育学・社会学を履修した
大学（院）卒業者

５

社会福祉士

社会福祉士の資格

６

保健師

保健師の資格

７

こども園調理員

８

図書館司書

９

図書館司書（有資格） 司書の資格
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学校司書

募集職種一覧表のとおり。
申し込み方法
『会計年度任用職員申込書兼履歴書』に上半身正
面向きで６か月以内に撮影した写真を貼付のう
え、総務課へ持参または郵送してください。

（メール不可）
その他
詳しくは、町ホームページ等をご覧ください。
申込書および募集要綱は、総務課で配布または
町ホームページからダウンロードできます。

必要な資格

問

総務課

司書経験のある方
司書の資格

69-3111

１月 12 日（水）より受付を開始します。（土日祝日を除く）
町が行う物品等の購入契約や見積もりに参加できるのは、あらかじめ資格参加を受け、町がその資格を
認めた業者に限ります。ホームページから様式をダウンロードし、総務課まで持参または郵送ください。
（郵送の場合は返信用封筒または葉書同封）

2022.1 WANOUCHI

令和４・５年度入札参加資格審査申請受付について

9

保健センター

新型コロナワクチン接種のお知らせ

新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 追 加（ ３ 回 目 ）

接種券発送と接種開始スケジュール

接種については、２回目接種の約８か
月後より開始される予定となっていま
す。接種後８か月が経過し、対象となっ
た方より順次、ご案内と接種券を発送

２回目接種月

接種券とご案内
発送

集団接種開始月

令和３年５月

令和３年12月

令和４年１月

６月

令和４年１月

２月

７月

２月

３月

させていただきます。
転入等により追加（３回目）接種券
の発行申請が必要な方は、保健センター
へお問い合わせください。



※国からのワクチンの供給状況により変動します。

災害救援車両が配備されました！
近年災害が全国的に増加しています。災害に備えるため、この
度、日本赤十字社岐阜県支部より新しい災害救援車両が配備され
ました。災害救援車両は、災害時の救援物資輸送、災害援護業務
の際に使用されるほか、平時においては、福祉活動等にも利用さ
れます。この車両は皆さんから頂いた寄付金を基に配備されてい
ます。

こども園

絵本の貸出方法について

地域子育て支援センターでは、絵本の貸出を行って
います。ぜひご利用ください。
※地域子育て支援センター利用は、町内に住所を有している
就学前のお子さん、保護者に限ります。ご了承ください。
※一度登録していただければ、町内の地域子育て支援センター
どこでも貸出可能です。

この絵本はほんの一部です。
地域子育て支援センターによって
絵本の種類も様々ですので、
お気に入りの絵本を探して
みてくださいね。

2022.1 WANOUCHI
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貸出日
月曜日～金曜日
10:00～15:00（祝日を除く）
貸出数
一度に絵本は３冊まで、
育児書・一般書は１冊まで
貸出期限
貸出日から１週間以内
貸出方法
①名前を登録し、登録番号を取得する。
（利用カードをお渡しします）
②借りたい本の裏表紙についている
ブックカードと貸出ノートに必要事
項を記入する。
③ブックカードと利用カードを担当保
育教諭に渡す。
返却方法
担当保育教諭に渡す。確認します。

福祉課

令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金（先行給付金）のご案内

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しその影響が様々な人々に
及ぶ中、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯へ
の臨時特別給付金の支給を行います。
支給対象者
以下の①～③いずれかに該当する方
① 令和３年９月分の児童手当（本則給付）が輪之内町より支給された方
② ９月 30 日時点で高校生（平成 15 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれ）の児童を養育して
いる方（保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の場合）
③ 令和４年３月 31 日までに生まれた児童手当（本則給付）の支給対象児童（新生児）を養育して
いる方
※特例給付の方（児童１人につき、児童手当が月額 5,000 円支給されている方）は対象となりません。
支

給

額

児童１人当たり一律10万円

受給手続き
・①に該当する方及び①に該当している兄弟がいる高校生等を養育している方は申請不要です。
（申請不要の方については、12 月中に振込しております。）
・公務員の方、高校生等のみ養育している方、等の申請が必要な方については、申請書類を郵送致し
ますので、返信用封筒にて提出もしくは、役場福祉課窓口へ提出してください。
問

福祉課

福祉課

69-3128

こんにちは！民生委員です。
「ゲートキーパー研修会に参加して」

2022.1 WANOUCHI

令和３年度ゲートキーパー（自殺予防）研修会が行われ、
民生委員児童委員全員で参加しました。ゲートキーパーとは
「悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて必要な支援
につなげ、見守る人のこと」と書かれています。これは私た
ちの活動基本である見守り、傾聴、必要に応じて行政や関係
機関につなぐなど、共通する点が多くあります。一方的に質
問したり、急がせたりせず、本人が話す気になるまでじっくりと待つ、弱い人だと決めつけ
ず、聴くことに徹する。そして「頑張って！」「元気出して！」など安易な激励や説得、批判、
否定などの言葉はＮＧであることを改めて認識いたしました。
コロナ禍で働き盛りの年代の自殺者が増えている今、私たち民生委員児童委員も大切な「い
のち」を守るために「気づき」「傾聴」を実践していきたいと思っています。
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生活
消防

ひろ ば
放火されないための環境作り

新年あけましておめでとうございます。今年は火災のない年になりますよう願いも込めまして、火災原因のひ
とつ「放火」への対策についてお伝えしたいと思います。令和２年の統計ですが大垣消防組合管内において火災
原因で１番多かったのは「放火（疑い含む）」でした。放火は火災原因として、毎年上位にあがり全国的にも非
常に多くなっています。放火は知らない間に火を付けられてしまうため、対策のしようがないと思われがちです
が、そうではなく放火されないための環境を作ることが大切です。
● 放火の傾向
・家の外に置かれた不用品、古新聞やダンボール等に放火される。
・郵便受けに溜まった新聞やチラシ等に放火される。
・施錠されていない物置や車庫に侵入し放火される。
・ゴミ収集日前日の夜に出したゴミに放火される。
・車やバイクのカバーに放火される。
● 放火の対策
・家の周りは常に整理整頓をし、燃えやすい物を置かないようにしましょう。
・家の周囲を外灯等で明るくしましょう。人感センサー付き照明などが有効
です。
・家はもちろんのこと、物置や車庫も施錠しましょう。
・ゴミは決められた日の朝に出しましょう。
・車やバイクのカバーは防炎製品を使用しましょう。

交通安全

2022.1 WANOUCHI
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輪之内中学校ＭＳＪリーダーズによる
人波作戦

11 月 19 日（金）の朝、輪之内
中学校交差点付近にて人波作戦が行
われました。
コロナ禍により９月の人波作戦が
中止となりましたが、今回輪之内中
学校の生徒（ＭＳＪリーダーズ）の
皆さんのご協力のもと、大安地区交
通安全協会輪之内支部と大垣警察
署、町が一丸となってドライバーに
注意を呼び掛け、啓発しました。

消費
生活相談

私たちはSDGｓとつながっている！ Vol.3
～私たちの衣料廃棄物について考えよう～

日本の衣料廃棄物が、毎年増加しているのはご存じ
ですか？年間 147 万㌧、そのうち約 20% はリサイ
クルやリユースに回されていますが、残りの多くが焼
却や埋め立て処分されています。世界的にも、衣料品
の生産量が増加して、それに伴って廃棄物も増加して
いるようです。
衣料廃棄物はなぜ増える？
その理由の一つは「ファストファッション（流行の
デザインを取り入れた衣料品をすばやく大量生産し、
短期間に売り切ってしまうファッション・ブランドま
たはそのビジネスモデル）」の台頭により、消費者は
流行を追って気軽に手に入れ、気軽に廃棄される衣料
品が増えていることです。ひと昔前は、お気に入りで
買った服を大切に手入れしたり、擦り切れるまで着た
いということが、今よりも多かったのではないでしょ
うか。
もう一つは、消費者の好みが多様化し、消費者の好
みに合わせてたくさんのブランドが登場しているこ
と、またアパレルブランドの価値を保つために、返品
在庫を再販売に回すことを避けるため、その結果、廃
棄品が多数あります。

ＳＤＧ s の観点からみた環境への影響とは
・製造過程・廃棄過程での CO2 の発生
・廃棄物からマイクロプラスチックが発生する海洋プ
ラスチック問題
・衣料品の製造には大量の水を使用、水質汚濁問題
・ファストファッションにより価格競争が行われ、人
権に配慮しない製造現場
消費者へのアドバイス
衣料廃棄物が増えた原因は消費者の衣料品に対する
意識、購入形態が近年大きく変化してきたことが背景
にあります。リサイクルへの取り組みも始まる中で、
私たちは、どれくらいの衣料品が必要なのか、安けれ
ばそれでいいのか？衣料品がどのように作られ、どの
ように廃棄されているのか、ということまで考えて、
購入していかなければならない時が来ているのではな
いでしょうか。
［参照文献：国民生活 _2021.4（国民生活センター発行）
］

消費生活相談のことなら…

岐阜県県民生活相談センター
058-277-1003

人権

輪之内町消費生活相談窓口（住民課）
68-0185

消費者ホットライン（全国共通）
188（いやや！）

令和３年度 心豊かな町づくり研修会を開催しました！

2022.1 WANOUCHI

12 月４日（土）に、役場職員、学校関係者対象に、心豊か
な町づくり研修会を開催しました。「不登校生が教えてくれる
思いやりの難しさ」と題して、西濃学園長北浦茂先生に講演
をしていただきました。悩んでいる生徒の行為には、必ず意
味があり、それを理解した上で、思いやりと優しさを持って
信頼関係を構築していく。人と人との繋がりが、生徒の社会
生活の営みの第一歩につながるとのお話でした。人権擁護委
員として、輪之内町の子どもたちとの繋がり作りに協力した
いと思いました。
人権擁護委員一同
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information

情報クリップ

令和３年分の確定申告について

大垣税務署からのお知らせ

●確定申告は、スマホやご自宅のパソコンを利用した e-Tax が便利です。
令和３年分の確定申告からは、スマホのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者
情報などを自動で入力できるほか、スマホ専用画面の対象範囲も拡大しており、スマホ申告が便利になります。
また、パソコンを利用する方は、マイナンバーカード読取対応のスマホから、パソコン画面に表示された
２次元バーコードを読み取ることで e-Tax ができます（ＩＣカードリーダライタは不要）
。
令和３年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、より安心・安全な自宅か
らの e-Tax をご利用ください。
●令和３年分の確定申告会場を、次のとおり開設します。
会

場

大垣市情報工房５階（大垣市小野４丁目 35 番地 10）

期

間

２月 16 日（水）～３月 15 日（火）土日、祝日を除く

開設時間 	 9:00

～ 17:00

※ 昨年までの申告会場（大垣市民会館）から変更しています。
※ 上記期間中は、大垣税務署内では申告相談を行いません。
※ 大垣市情報工房への電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
〇 会場への入場には、混雑緩和のため、「入場整理券」が必要です。入場整理券は、申告会場５階での
当日配付、またはLINEアプリを使った事前発行の２通りで配付します。
●確定申告期間前の申告相談
期 間

会 場

１月４日
（火）
～24日
（月）

大垣税務署内

電話による事前予約
大垣税務署個人課税部門

１月25日
（火）
～2月9日
（水）

大垣税務署内

入場整理券
（大垣税務署１階で当日配付）
が必要。
LINEアプリ対応。

2月10日
（木）
～15日
（火）

大垣市情報工房５階

（土日、祝日を除く）

（土日を除く）

（土日、祝日を除く）

予約方法等
78-4104（直通）

入場整理券
（大垣市情報工房５階で当日配付）
が必要。
LINEアプリ対応。

※予約状況、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることがあります。
●「税理士による無料税務相談所」を、次のとおり開設します。
会

場

期

間

イオンタウン大垣イースト棟２階コミュニティホール
（大垣市三塚町丹瀬 463 番地１）

開設時間

２月 16 日 ( 水 ) ～ 22 日 ( 火 ) 土日を除く
9:30 ～ 12:00・13:00 ～ 16:00（入場整理券を当日配付）

※相談対象者は、小規模事業者、給与所得者および年金受給者ですが、申告される内容、混雑状況によっ
ては、ご相談に応じることができない場合もあります。
2022.1 WANOUCHI
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申告・納付期限

申告所得税および復興特別所得税・贈与税の申告と納付の期限
消費税および地方消費税（個人事業者）の申告と納付の期限
振替納付日

申告所得税及び復興特別所得税
…４月21日(木)
消費税及び地方消費税（個人事業者） …４月26日(火)

…３月15日（火）
…３月31日（木）
輪之内町の申告相談会場は
広報 2 月号でお知らせします。

ア イコン
の説明
募集

開催案内

広報

その他

住宅借入金等特別控除の申告について 令和３年中に入居した方へ
●住宅借入金等特別控除に関する確定申告説明会を開催します。
対象の方は、事前に大垣税務署個人課税部門 78-4104（直通）へ予約をお願いします。
対 象 者

返済期間が 10 年以上の住宅ローンを利用して住宅を取得した方や住宅の増改築をした方、
または住宅ローンを利用せず認定長期優良住宅等を取得した方（令和３年中に入居した方）

会

場

大垣市情報工房５階（大垣市小野４丁目 35 番地 10）

期

間

２月 10 日（木）～２月 15 日（火）土日、祝日を除く

開設時間 	 9:00

～ 17:00

①土地・家屋の登記事項証明書（原本）
②契約書等で取得金額の分かる書類の写し
③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（原本）
④住宅の取得に係る補助金額や贈与を受けた金額が分かる書類
⑤給与所得等の源泉徴収票
⑥申告者名義の振込口座番号の分かる書類
⑦マイナンバーカード等本人確認のための書類
※ 認定長期優良住宅等を取得された方は加えて、
⑧長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し
⑨住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書等の写し
※ 住宅を増改築した方は、
⑩増改築等工事証明書等の別途必要な書類
詳しくは、大垣税務署へお尋ねください。

持 ち 物



お申し込みは電話または
QR コードから

こころの健康相談のご案内
西濃保健所主催で精神科医師に
よる『こころの相談』を下記の日
程で行います。
相談することで解決の糸口が見
つかるかもしれません。
秘密厳守です。お悩みのある方
はご相談ください。
日時 １月 27 日（木）
10:00 ～ 11:30
場所 輪之内町保健センター
相談時間 30 分間
料金 無料
申し込み方法 予約制（必ず事前
に予約してください。）
問・申 岐阜県西濃保健所
健康増進課保健予防係
大垣市江崎町 422-3
（西濃総合庁舎内）
73-1111（内線 274）

一般公募による救命講習開
催のご案内
開催日時と講習種別
実 施 日 ２月12日（土）
時
間 ９:30 ～ 11:30
講習種別 実技救命講習
（普通Ⅰ・２時間）
開催場所 大垣消防組合消防本部
屋内訓練場
募集人員 20 人程度
申込期間 1 月 1 日～ 2 月 9 日
その他
受講料は無料です。大垣消防組
合管内（大垣市（上石津地域を
除く）
、
神戸町、
輪之内町、
安八町、
池田町）に在住・在勤・在学の
中学生以上の方に限ります。
e- ラーニング講習を受講後に
発行された受講証明書を印刷す
るか、画面メモ等に保存し、実
技講習時にお持ちください。
（ご不明の際は、東分署にお問
合せください。）
問・申 大垣消防組合中消防署東分署
62-6819
h
 igashi@ogaki-syoubou.or.jp
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福祉のお仕事フェア
in 西濃
西濃地域の高齢・児童・障がい
分野の求人事業所採用担当者と面
談できる就職イベントを開催しま
す！（複数の事業所と面談された
方には特典あり）相談ブースもあ
りますので未経験の方もお気軽に
ご参加ください。
※感染状況によっては開催方法を
変更することがありますのでセ
ンターＨＰをご覧ください。
日時 1 月 15 日（土）
13:00 ～ 16:00
場所 大垣市情報工房
スインクホール
その他 参加費無料、事前予約制
（当日予約可）、服装自由、履歴書
不要
問・申 岐
 阜県社会福祉協議会 岐阜
県福祉人材総合支援センター
058-276-2510
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地域子育て支援センターだよ り
1月の予定

仁木こども園 IP 050-8026-8976
福束こども園 IP 050-8026-8951
大藪こども園 IP 050-8026-8948

69-3757
69-3723
69-3029

地域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んだりできる場所を提供しています。
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。

※新型コロナウイルスの感染予防の為、令和３年度、お楽しみの日、わくわく広場、子育て講座、お弁当デーは未定です。
※ご利用の際は、親子でマスクの着用をお願いします。
※地域子育て支援センター利用は、町内に住所を有している就学前のお子さん、保護者に限ります。ご了承ください。
※ 12 月 29 日～１月３日は閉所します。１月４日（火）より開所しますのでぜひ遊びにきてください。
地域子育て支援センターでは、絵本の貸出を行っています。詳細はｐ10に掲載していますのでご確認ください。皆さんの
ご利用、おまちしています。

利用時間

絵本の読み聞かせ

月～金曜日（祝日を除く）

曜

日

時

間 10:00~15:00

日

ところ 各こども園にて

内

持ち物 着替え・帽子・お茶など

育児相談（面接・電話）

容 読書サークルによる

読み聞かせ

英語で遊ぼう（ＡＬＴ）
福束こども園
仁木こども園
大藪こども園

月～金曜日（祝日を除く）
時 間 9:00 ～ 16:00
困ったとき、悩みのある場合は気軽に
声をかけてください。
曜

時 １月 21 日（金）11:00 ～

ところ 仁木こども園

日

月曜日 11:30 ～ 12:00
水曜日 11:30 ～ 12:00
金曜日 11:30 ～ 12:00

※毎月の行事については、「輪之内スマイルチャンネル」内の文字放送および「にこにこわのうち」母子手帳
アプリ（母子モ）にてお知らせしています。なお、日程について変更する場合があります。地域子育て支援
センターの掲示にてご確認ください。

児童センターだよ り

12月29日（水）～R4年1月３日（月）
休館日 日曜日・月曜日・祝日
開館時間 9:00 ～ 17:00

IP 050-8026-8940
69-5411
69-5156

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。
毎週
火曜日

おひさま

乳幼児親子対象
日時／毎週火曜日 10:30~11:30

親子のふれあいを大切にしながら、体操や手遊び、本の読
み聞かせなどを行います。
また、保護者同士の交流の場にもなりますので、ぜひご参
加ください。
毎週
木曜日

リズムであそぼ

乳幼児親子対象

日時／毎週木曜日 10:30~11:00

8・22
/（土）
（土）

1

げんきっこ（運動遊び）
なわとびをしよう

小学生対象

※変更になる場合があります。

15・29
/（土）
（土）

1

つくってあそぼ
（工作遊び）
幼児親子・小学生対象

14:00~15:00

14:00~15:00

ぶんぶんゴマを作ろう

2022.1 WANOUCHI

体操や手遊びなど、リズムを使って親子で楽しく活動しま
す。また、大人のリフレッシュにもなりますので、ぜひご
参加ください。
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保健センターだよ り

IP 050-8026-8967
69-5155
69-5156

ゲートキーパー講演会を開催しました
11 月 5 日に医療法人同愛会 西濃病院 精神保健福祉士 松岡洋子先生を講師にお招きし、「守ろう！大切
ないのち “ 生きる ” を支えるゲートキーパー」という題でお話しを伺いました。
悩んでいる人にどのように声をかけるのがいいかを悪い対応と良い対応の動画を視聴して学び、心に寄り添い
話をじっくり聞くこと、責めてはいけないことなど、実生活でもすぐに取り入れられそうなことを教えていただ
きました。

「はたちの献血」キャンペーン
令和４年１月から２月まで「はたちの献血」キャンペーンを実施します。
はたちという人生の節目に、あなたの生きる力を誰かの生きる力に変える献血について、一緒に考えてみませ
んか。ケガや病気を抱える患者さんに、血液を安定的に供給するには、たくさんの方の協力が必要です。
「はたちの献血」キャンペーンでは、はたちの方に限らず、幅広い世代の皆さんに御協力をお願いしています。
献血バスの運行状況や献血できる場所を探すには「岐阜県赤十字血液センター」のホームページをご覧ください。
ご協力をお願いします。

▲

1 月の健康カレンダー

R4 年 1 月 11 日～ 2 月 9 日

※新型コロナウイルスの感染症の影響で、保健事業が変更になる可能性があります。町ホームページもしくは、保健センターまでお問い合わ
せください。

子どもの健診・相談
実施日

事業名

1/12（水）

乳幼児・妊産婦相談

13（木）

3歳児健診

19（水）

パパママサロン

13:15～13:30 出産予定の夫婦

21（金）

1歳6か月児健診

13:00～13:15 R2.5～6月生

26（水）

もぐもぐ離乳食クラス
（離乳食学級）

2/3（木）
4（金）
9（水）

５歳児相談
乳幼児・妊産婦相談

受付時間

対象者

場所

※健康ポイント数

10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）
12:45～13:00 H30.11月～12/15生

10:00～10:10

保健センター
R3.8～9月生
予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

―

12:45～13:00 H28.10～H29．1月生(大藪)
12:45～13:00 H28.10～12月生(仁木・福束)
10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

成人の健（検）診・相談

2022.1 WANOUCHI
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実施日

事業名

受付時間

対象者

1/11（火）

健康相談

19（水）

チャレ健クラブ

9:30～10:00 申込者

20（木）

糖尿病予防教室

13:15～13:30 申込者

27（木）

フレッシュ健診

13:30～15:00 20～39歳の方（R4.3.31現在）

2/8（火）

健康相談

10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

受診票がお手元にない方は保健センターにお電話ください

10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

場所
保健センター
町民センター
保健センター

※健康ポイント数

２０Ｐ
４０Ｐ
２０Ｐ
１００Ｐ
２０Ｐ

※「わくわく輪之内マイレージ」健康ポイント数です。
「特定健診、すこやか健診、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、子宮頸がん検診」の結果を受診日から 6 か月以内に保健センター窓口へ
ご提示いただくと、「わくわく輪之内マイレージ」のポイントがたまります。
■予防接種についてのお知らせ
予防接種当日、やむを得ず保護者（父・母）の方がご都合が悪い場合は、あらかじめ保健センターまでお問い合わせください。

糖尿病予防教室を開催します！
保健センターでは、町民のみなさんが糖尿病や血糖値についての正しい知識を持ち、ご自身やご家族の糖尿病
を予防することができるよう、糖尿病予防教室を開催しています。
今年は、食事についてと運動について、2 回に分けて実施します。どちらかのみの参加も可能です。ぜひお申
し込みください。
＜第１回＞ 日時 令和４年１月 20 日（木） 受付 13:15 ～ 講演 13:30 ～ 14:30
演題 「糖尿病の食事療法 ～果物って食べていいの？～」
講師 海津市医師会病院 管理栄養士 山岸 寛幸 先生、看護師 岩永 直美 先生
＜第２回＞ 日時 令和４年３月 10 日（木） 受付 13:15 ～ 講演 13:30 ～ 14:30
演題 「なぜ糖尿病に運動がいいの？」
講師 海津市医師会病院 日本糖尿病療養指導士 日本理学療法士協会認定理学療法士
山岡 典生 先生、看護師 岩永 直美 先生
＜場 所＞ 町民センター ２階 大会議室
＜申し込み＞ 電話、ＦＡＸなどにて、各回とも前日までに保健センターに申し込みください。
（定員 各 30 名、参加無料）※手話通訳あり

風しんの抗体検査および予防接種はお済みですか？
成人男性の風しんの抗体検査および予防接種対象者の方に、クーポン券をお送りさせていただいています。
まだ検査および予防接種がお済みでない方は、クーポン券の有効期限が令和 4 年 3 月 31 日（木）までとなっ
ていますので、医療機関・事業所健診などで済ませましょう。
なお、クーポンを紛失された方は保健センターまでお問い合わせください。
対象者
風しん抗体検査・予防接種

昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日の間に生まれた男性

楽しく

64aBfy
作り方

材料

２枚分

Ａ

砂糖������� 小さじ２
しょうゆ����� 小さじ２
酢�������� 小さじ１
ごま油�������� ３滴

＊れんこんは切り方や調理方法によって食感が変わり、すりおろす
ともちもちとした食感が楽しめます。カリウムや食物繊維を多く
含み、体内の余分な塩分を排出したり、腸内環境を整えます。

①れんこんは皮をむき、すりおろす。
（フードプロセッサーを使うと時短になります）
②にらを３cm 幅に切る。
えびの背わたをとる。
③ボウルにすりおろしたれんこん、片栗粉、食塩、にら
を入れ、混ぜる。
④③を２等分にする。
（すりおろしてから時間が経つと水分が出るため、焼
くときは軽く水分を切る）
⑤熱したフライパンにごま油を入れ、④の１個目を丸く
平らにして焼き、えびを並べ、蓋をする。
⑥きつね色になったら裏返して焼く。（両面 10 ～ 15 分
程焼く）
⑦焼けたら皿に取り、２個目も同様に焼く。
⑧ A を混ぜ合わせる。
●１人分栄養価
エネルギー 267kcal/ 食塩相当量 1.7g/ 野菜摂取量 175g

2022.1 WANOUCHI

れんこん��� 300g
にら����� 1/2 束
むきえび����100g
片栗粉��� 大さじ４
食塩������ 少々
ごま油��� 小さじ２

チヂミ風れんこん餅

19

教育委員会だよ り

IP 050-5808-9602
69-4500
69-4592

広瀬香美さんのライブが開催されました
11 月 27 日（土）輪之内町文化会館にて YouTube でも話題沸騰中、
ロマンスの神様で知られる「冬の女王」広瀬香美さんによる、香美別邸
2021 ～ピアノ弾き語りライブ～が行われました。
新型コロナウイルス感染症対策として座席数を減らし、約 300 名の
方にご来場いただきました。楽しいトークを始め、圧巻の歌声が会場に
響き渡りました。

輝かしい戦績

大会の結果を報告します。（敬称略）

■第 38 回全国少年少女
レスリング選手権大会
と

■第 44 回全国スポーツ少年団
剣道交流大会岐阜県大会

き

と

11 月５日（金）～
11 月７日（日）
会

き

11 月６日（土）
会

場

山県市総合体育館

場

熊本市総合体育館
成

チケットは即日完売の大人気

成

績

北島 弓子
（輪之内中学校２年生）
女子個人戦 優勝

績

加藤百々花
（大藪小学校６年生）
女子の部 ６年生 45kg 級
準優勝

令和 4 年 輪之内町成人式 岐阜県感染警戒 QR システムをご利用ください
「岐阜県感染警戒 QR システム」
は岐阜県が整備したシステムで、
施設の来訪者から感染者が確認された場合に、
同じ日に当該施設等を訪れた方に対して、発生状況に応じた対応方法をメールでお知らせするサービスです。
令和４年輪之内町成人式の会場でも、QR コードが掲示されます。是非ご利用ください。
●システムの利用の仕方
当日、出入口に掲示された QR コードをスマートフォン等で読み取り、登録画面でメールアドレスを登録し
ます。感染者が確認された場合に、感染者の発生状況に応じた対応方法をお知らせするメールが届きます。
●登録する情報
メールアドレスのみ（氏名、住所、電話番号等の登録は必要ない）
国の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するアプリもあります。是非ご利用ください。

厚生労働省新型コロナウイル接触確認アプリ COVID-19 Contact-Confirming Application
（通称：COCOA）
接触確認アプリは、新型コロナウイル感染症の感染者と接触した可能性について通知を受け取ることがで
きるスマートフォンのアプリです。スマートフォンのブルートゥースを利用して、感染症の陽性者と接触し
た可能性について通知します。（概ね１メートル以内、15 分以上の近接した状態を接触として検知します）
2022.1 WANOUCHI
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1メートル以内、15分以上の接触した可能性
・接触に関する記録は、端末の中だけで管
理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互
いにわかりません
※端末の中のみで接触の情報（ランダムな
符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される
情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記
録しません

iPhoneの方はこちら

詳しくはこちら
厚生労働省
ウェブサイト

Androidの方はこちら

福束小学校

IP 050-8026-8942
69-2014

２学期は昨年度できなかった行事が少しずつできるようになってきて、ようやく本来の
学校らしさが戻ってきました。

運動会
１０月９日に運動会を行いました。コロ
ナ感染防止のため入場できる人数を制限す
ることになりましたが、多くの保護者の方
に来ていただくことができました。たいへ
んよい天候の下ですばらしい運動会となり
ました。学年部ごとに種目をまとめて行い
ました。５、６年生の係以外の児童は、他
学年の種目の様子を教室に入って Zoom
で見ました。子どもたちの頑張っている姿
を、ぜひ輪之内チャンネルでご覧ください。

日帰り修学旅行・社会見学
６年生は２回に分けて日帰りで奈良と明治
村に行きました。奈良では社会の教科書で
学習してたことを直接見ることで子どもたち
は感動したようです。他の学年も計画した
ところに社会見学に行き、充実した見学が
できました。いろいろな体験やグループ行
動をする中で、学校では見られないような
互いのよさを見つけることができました。

福束いきいき物づくり講座
10 月 30 日に校区ふれあい文化祭はで
きませんでしたが、地域の方に講師に来て
いただき、物づくり講座を開催することが
できました。低学年は紙飛行機を作ったり、
竹とんぼを飛ばしたりしました。中学年は
段ボールやどんぐりを使ってこまを作りま
した。高学年は竹ひごや和紙を使ってたこ
を作りました。どの子も工夫して自分の作
品を一生懸命作ることができました。

輪之内町教育研究発表会
2022.1 WANOUCHI

11 月 17 日に本校で輪之内町教育研究発表会を行いました。長年、国
語の研究に力を入れてきており、それを町内の各学校の先生方に見てい
ただきました。密を避けるために、公開授業を２回に分けて、１時間は
教室で参観していただき、もう１時間は各校で Zoom による動画配信の
形で行いました。子どもたちは、技カードを使って正しく読み取ったり、
書いたりすることに生かす姿が見られ、来ていただいた多くの先生方か
らお褒めの言葉をいただくことができました。今後もさらによい授業づ
くりを目指してまいります。
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図書館 LIBRARY
だより NEWS

9:00 ～ 17:00
69-4597
69-4592

日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

お知らせ
■新年のご挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
図書館スタッフ一同、皆さまのお越しをお待ちしております。

新着図書

●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

児童書

「ミチクサ先生」
伊集院静 / 著
夏目家の「恥かきっ子」金之助
は、父親にガラクタ扱いされなが
らも、学校では異例の飛び級で頭
角をあらわす。東京大学予備門に
合格した金之助は、正岡子規と出
会い…。夏目漱石の青春を描く。

「ポーチとノート」
こまつあやこ / 著
高校生の未来が机の引き出しにし
まっている、その時感じた気持ち
を綴った水色のノートと、まだ一
度も使われたことがない生理用品
の入ったポーチ。誰にも言えない
体の悩みを抱えていた未来がある
日恋に落ちて…。

「闘う君の唄を」上・下
中山七里 / 著
「大活字シリーズ」です。新任教
諭として埼玉県秩父郡の幼稚園に
赴任した喜多嶋凜。あらゆること
に口出しをしてくるモンスターペ
アレンツの要求を果敢に退け、自
らの理想とする教育のあり方の実
践に努めるが…。

「チャレンジミッケ！ 11」
ウォルター・ウィック / 作
この本全部がかくれんぼ。ページ
をめくって探してね。リズムに
のって、さあミッケ！
さまざまなアイテムが並ぶ「へん
てこりんなおみせ」の写真から、
かくれているものをさがして遊ぶ
絵本。

第７回

Q

１月の休館日

開館時間

問 総務課広報係

69-3111

こどもの笑顔がいっぱい掲載されたページは●●●●キッズ
ヒントはｐ 6

輪之内町在住の方
ハガキに答え（●●●●に入る文字）と住所、氏名、電話番号を書いて送ってください。
（１人１通まで）メール可
あ て 先 〒 503-0292 輪之内町役場総務課 広報係 行
✉soumu@town.wanouchi.lg.jp
メールの件名は『広報クイズの回答』で送ってください。
締 め 切 り 1 月 28 日（金）必着
当選者発表 発送をもって、当選とさせていただきます。 11 月号の答え：けんがい菊
正解者の中から抽選で５人の方に「町のキャラクターグッズ」をお贈りします。
応募資格
応募方法
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１月

ー
くらしのカレンダ
カ
家庭ごみ収集日

出し方

仁木地区

可

燃

ご

み

指定ごみ袋
（青）

不

燃

ご

み

指定ごみ袋
（黄）

類

回収かご
（アルミ ･
スチール）

か

ん

月
金

福束地区

IP 050-8026-8914
69-5374

大藪地区

1/3・10・17・24・31
1/7・14・21・28・2/4

1/11（火） 1/18
（火） 1/25
（火）
1/11（火） 1/18
（火） 1/25
（火）

ビ

回収かご
（色別）

1/12（水） 1/19
（水） 1/26
（水）

指定ごみ袋
赤

1/12（水） 1/19
（水） 1/26
（水）

その他
プラスチック製
容器包装

行政相談

総務課
行政サービスに関する
苦情、相談
と

き

ところ
相談員

人権相談

問

1/20（木）
9:30 ～ 11:30
町民センター
営農相談室
行政相談委員

住民課
差別、いじめ、虐待など、
人権問題に関する相談
と

き

ところ
相談員

2/7（月）
13:00 ～ 15:00
町民センター
事務室
人権擁護委員

心配ごと相談

南波最終処分場

・法律相談
と き
ところ
相談員
予約先

開場日
開場時間

月・水・金・第３日曜日
9:00 ～ 15:00

住民課
商品やサービスの契約問題、商品事故などに
関する相談（西濃６町どこでも相談可）
相談会場

0584

輪之内町
養老町
垂井町
関ケ原町
神戸町
安八町

68-0185
32-1108
22-1152
43-0070
27-0178
64-3111

相談員

問 産業課

２月４日（金）の農業委
員会への申請締切日は、
１月20日（木）です。

問

面談 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00
1/6
（木）
，
20
（木）
，
2/3
（木）
1/7
（金）
,17
（月）
，
2/7
（月）
1/4
（火）
,18
（火）
，
2/1
（火）
1/11
（火）
,25
（火）
，
2/8
（火）
1/14
（金）
,24
（月）
，
2/14
（月）
1/13
（木）
,27
（木）
，
2/10
（木）

専門相談員

障がい者巡回相談

農業委員会


※業者による代理申請は不可

瓦れき類
（有料）

予約優先

1/20（木）9:30 ～ 11:30
町民センター事務室
弁護士
69-4433
IP 050-8026-8949

第４期分
第８期分
第４期分
第４期分
第７期分
第９期分
１月分

要事前予約

消費生活相談 １月・２月

社会福祉協議会

・子ども相談「なかよしコール」
と き 1/8（土）13:00 ～ 15:00
ところ 町民センター事務室
相談員 主任児童委員
69-3511
IP 050-8026-8745

納期限は1月31日（月）です。

町県民税
国民健康保険税
福束輪中土地改良区賦課金
受益者負担金
後期高齢者医療保険料
学校給食費
こども園利用料

問

次回は、3月21日（月）～27日（日）
粗大ごみ
・持ち込み 100 円 / 点
（有料回収）
・戸別回収 200 円 / 点 要予約

・なんでも相談
と き 1/11（火）13:00 ～ 15:00
ところ 町民センター事務室
相談員 民生委員児童委員

▲

納付

問

9:00 ～ 17:00

（休館日 12/30 ～ 1/3）

生ごみ、プラスチック、小型金物、かん、びん、
1/13（木） 1/20（木） 1/27
（木） ふとん、紙、布、有害ごみ、その他
小型家電（法律に定められた家電６品目は不可）

回収かご

類

開館時間

エコドームで回収しているごみ

ペットボトル
ン

住民課

資源持ち込み分別ステーション

地区集積場で収集する家庭ごみ
分別種類

問

輪之内町エコドーム

１月３日～２月４日

要予約 （前々日まで）

問 福祉課
と き 2/16（水）10:00 ～ 12:00
ところ 役場１階 相談室
相談員 相談支援事業所の専門員

軽トラ朝市
と

問 産業課

・23日（日）
き １月９日（日）
8：30～10：30

ところ 役場西駐車場

（エコドーム東）

中止・変更となる場合があります
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