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１　家族との集合場所・連絡方法を決めておこう
　災害はいつ発生するか分かりません。学校や職場、買い物中など家族みんながバラバラなときに大きな災
害が起こるかもしれません
　災害が起きたらどこに避難するか、どのように連絡するかを決めておきましょう。

２　自宅に防災グッズを設置しよう
　ガラスの飛び散り防止フィルムや家具の固定など、知っているけど取り組んでいない防災対策がありませ
んか？

【例】食器棚のガラス飛び散り防止に飛散防止フィルム
　　  冷蔵庫やテレビ、タンスなど、重量のある家電や家具の固定

３　非常食（最低３日分）を備蓄しよう
　非常食は最低３日分、可能であれば７日分の備蓄をしましょう。
　ローリングストックも活用し、今日から習慣に。
※ ローリングストック‥インスタントラーメンや缶詰、パウチ食品などの在庫が無くならないように購入するものです。

普段から食べる食品を３日分ストックしながら切らさないように消費する。
【例】サバの缶詰を常に 10 個置いておき、古いものから使う。２つ使ったら２つ買い足す。

非常食は何をどれだけ備蓄したらいい？
◎まず、水・カセットコンロは必需品
大人２人、１週間分の家庭備蓄の例は次のとおり
【必需品】水は必須。温かい食事は体も心も温める
・水‥２Ｌ×６本×４箱（１人１日３Ｌ程度）
・カセットボンベ‥１２本（１人１日１本弱）
【主菜】炭水化物ばかりは避けよう
・肉・野菜・豆などの缶詰×１８缶
・カレーなどレトルト食品×１８個
【主食】ご飯など炭水化物はエネルギー源になる
・カップ麺類×６個
・パックご飯×６個
・乾麺（そうめん３００ｇ×２袋、パスタ６００ｇ×２袋）
【副菜と果物】ビタミン、ミネラル、食物繊維も大切
・梅干し、漬物、日持ちのする野菜等
・リンゴやみかん、柿などの日持ちのする果物
・野菜ジュース、果物ジュース、果物の缶詰
【その他】その他あると良いもの。甘い物＝幸福感
・あめ、チョコレート、ビスケット、スナック類の菓子
・みそ、醤油、塩、砂糖、マヨネーズなどの調味料

毎年９月１日は1923年（大正12年）9月1日に発生した関東大震災にちなみ、「防災の日」とされています。
近年では毎年のように台風や集中豪雨により全国各地で痛ましい被害が発生しています。
この機会に皆さんも防災について日頃からご家族や身の回りの方と話し合ってみましょう。

これらを賞味期限ごとに買い換えるのは大変
ローリングストックがオススメです。

◎ペットの食事も忘れずに
　ペットの「非常食」も忘れずに準備しておきましょう。
常に缶詰やドライフードを多めに買い置きしておくの
がおすすめです。
　他にも、犬・猫の場合は避難することも考えてリー
ドや首輪、ケージなどの準備をしておきましょう。
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○輪之内町メールにご登録ください
　町では、気象情報や避難情報等の防災情報の他、イベント情報等の行政情報のメール配信を行っています。
　登録がまだの方はぜひご登録をお願いします。
　登録については、右のＱＲコードから接続し、空メールを送信頂くか、

「t-wanouchi@sg-p.jp」あてに空メールを送っていただき、返信された
メールに従って登録をすすめてください。

■配信される情報
(1)【気象警報、震度情報】気象庁の発表に伴い自動配信されます。
(2)【災害・避難情報】　　災害の状況に応じて配信いたします。
(3)【特別警報】　　　　　気象庁の発表に伴い自動配信されます。
(4)【行政情報】　　　　　町のイベント情報等を配信します。

「自分たちの地域は自分たちで守る」　地区の防災訓練にも参加しましょう

令和３年５月20日で「避難勧告」は廃止されています。「避難指示」で即避難を

１　ご近所の方と「顔の見える関係」を作りましょう
日頃からのあいさつや声かけなどから始めて、ご近所の方との

「顔の見える関係」を築いておきましょう。

２　防災訓練に参加してみましょう

町では、「自分たちの地域の課題に適した防災訓練を、自分たち
で検討し、実施していただくこと」を目的に、「自主防災訓練」を各
地区で実施していただいています。
お住まいの地区の防災訓練にもぜひ参加をお願いします。 避難所運営ゲーム「HUG」で訓練するようす
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町老人クラブ連合会女性部会から町内の公共施設に雑巾
1,050 枚が寄贈されました。女性部会では社会貢献のため
平成13年から毎年雑巾を寄贈されています。町長は「毎年
ありがとうございます。いろいろな思いが詰まった雑巾を有
効に使わせていただきます」と感謝の意を述べ、加納悦子部
長は「皆様に喜んでもらえると励みになります。これからも
活動を続けていきます」と話しました。
この雑巾は役場や町内の小中学校、こども園など公共施設
16 カ所で使用させていただきます。ありがとうございま
した。

授業の様子

生き物を観察する様子

町老人クラブ連合会女性部会より雑巾の寄贈

町地域協働水質改善協議会では、町内にある各小学校 4
年生を対象に、水環境・生態環境学習を岐阜大学の伊藤先生
を招いて実施しました。
児童たちの中には初めて生き物採取をする子もおり、在来
種のミナミメダカや外来種のアメリカザリガニなど手に触れ
ながら楽しく観察しました。また、伊藤先生の「外来種だか
らすぐ駆除しようではなく、なぜ持ち込まれたのか。どうし
て駆除しなければならないかを考えてほしい」という言葉を、
児童たちは真剣に聞いていました。
今後も環境学習を通じて水環境改善、在来種保全の意識を
高めていきます。

税金の大切さについて学ぶ「租税教室」を仁木小学校で実
施しました。この授業は、税金と社会の関わりについて学ぶ
内容となっており、町内３小学校の６年生を対象に毎年実施
しています。
役場税務課職員がパネルを用いて税金の仕組みを説明する
と「消費税はこれから上がることはありますか？」などたく
さんの質問が出ました。その後、税金のある世界とない世界
を比べたビデオを視聴し、さらに実際の１億円と重さが同じ
レプリカを児童に持ってもらうと「１億円ってこんなに重た
いんだ」と驚いた表情をしていました。今後も租税教室を継
続し、税金の大切さを伝えていきます。

6/27 ［月］、 7/6 ［水］

7/4［月］

令和４年度清流の国ぎふ森林・環境税を活用した
町地域協働水質改善事業の取り組み

税金について学ぶ租税教室開催

老人クラブ連合会女性部会
雑巾の寄贈7/1［金］
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西美濃農業協同組合では斎場で人形供養を行っており、供
養の際に町住民が納められた志を子育て支援に役立ててほし
いという意向で役場に寄附されました。来庁された西美濃農
業協同組合代表理事　小林徹組合長からの「頂いた志を地域
にお返ししたい」というお言葉に、町長は「子育てをしてい
る人達の助けになります。ありがとうございました」と感謝
の意を述べました。この寄附は児童福祉等で活用させていた
だきます。ありがとうございました。

役場住民課によるマイナンバーカード
の臨時申請窓口を開設し、200 人を超
える方に申請をしていただきました！
この日申請をされた方には、ただ今順
番にカードをご自宅にお送りしていま
す。しばらくお待ちください！

次回！次回！  ９９月月1111日（日）日（日）開催決定！開催決定！

マイナポイント第２弾は９月末までに申請の方が対象です！
休日窓口はラストチャンス！
そろそろ、あなたもマイナンバーカードを作りませんか？
詳しくは、折り込みチラシをご覧ください。

・個人番号通知カード（回収します）
・�本人確認書類（免許証等顔写真付きは１点、
保険証等顔写真なしは２点必要です）
・ＱＲコード付き個人番号交付申請書
　（お持ちの方）

そろそろ、あなたも マイナンバーカード
町の交付率　47%　　（令和４年８月１日現在）
住民課では、マイナンバーカード申請の代行、顔写真の無料撮影を行っております。
平日であれば、約10分でお手続きできます。
下記の必要なものがおそろいであれば、約２ヶ月後にマイナンバーカードをご自宅まで
郵送でお届けします。

 必要なもの

臨時申請窓口の様子

ご家族で申請

西美濃農業協同組合　人形供養の志を寄附

教えて！マイナンバーカード inわのうち

7/20 ［水］

7/3［日］
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※町での１，２回目接種の予約は終了しました。

●４回目接種希望の方へ
３回目ワクチン接種から５か月が経過した①～③の方の接種が可能です。
①60歳以上の方
② �18 歳から 59歳で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと
医師が認める方

③すべての医療従事者や高齢者施設の職員
※�町外のかかりつけ医等で接種が決まっている場合は、町保健センター
（ 69-5155）までご連絡ください。接種券、予診票をお送りします。

４回目接種日時の予約表

接種日 受　付　時　間 ワクチン ３回目の接種日

９月１日（木）
（ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15

（ウ）14：30～14：45　（エ）15：00～15：15
ファイザー社 令和４年

４月１日以前

９月10日（土）
（ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15

（ウ）14：30～14：45　（エ）15：00～15：15
ファイザー社 令和４年

４月10日以前

９月25日（日） （ア）13：30～13：45 ファイザー社 令和４年
４月25日以前

※以降の日程については広報、町公式ホームページにてご確認ください。

●３回目接種希望の方へ 
２回目ワクチン接種から５か月が経過した、12歳以上の方の接種が可能です。
４回目接種開始に伴い、接種日程が限られてきますので、接種をご希望の方はお早めにご検討ください。

３回目接種日時の予約表

接種日 受　付　時　間 ワクチン ２回目の接種日

９月１日（木）
（ウ）14：30～14：45

（エ）15：00～15：15
ファイザー社 令和４年４月１日以前

９月10日（土） （エ）15：00～15：15 ファイザー社 令和４年４月10日以前

９月25日（日） （ア）13：30～13：45 ファイザー社 令和４年４月25日以前

※以降の日程については広報、町公式ホームページにてご確認ください。
※ご希望の日程の予約が埋まっている場合は、保健センターにご相談ください。

新型コロナワクチン接種について保健センター
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  予約方法  　お手元に接種券をご用意の上、予約をしてください。
●電話による予約
輪之内町コールセンター

052-680-9322
受付時間：平日 9:00～17:30

●接種後に体調の不安がある場合
かかりつけ医 もしくは
岐阜県ワクチンコールセンター

058-272-8222
毎日9:00～21:00 にご相談ください。（� ）

●インターネットによる予約
町ホームページ⇒新型コロナワクチン接種のお知らせ
⇒町ワクチン接種予約サイトから予約ができます。

▼４回目接種予約の【URL】
　https://wanouchi4.corona-yoyaku.net/

▼３回目接種予約の【URL】
　https://wanouchi3.corona-yoyaku.net/

※町での集団接種は終了しました。９月以降に５歳になるお子さんに関しては、個別にご案内をする予定です。

●接種当日のキャンセル待ちについて 
　ご自身が予約した日時よりも早く接種したいと希望される方で、次の注意事項に了承していただける方は接種
のキャンセル待ちをすることができます。コールセンター職員に申し出てください。

〈注意事項（接種当日にキャンセルが出た場合）〉
① 接種当日１回のみ保健センターから架電します。つながらない場合は次の人となります。
② 連絡後、15分以内に来所できる方。

1. 職員の任免及び職員数に関する状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由� （各年４月１日現在）

 区　　分
職  員  数

増減理由
令和３年 令和４年 増減数

一  

般  

行  

政  

部  

門

議　会

総　務

税　務

農　水

土　木

民　生

衛　生  

１

20

６

10

３

35

８

１

19

６

９

４

34

10

△１

△１

１

△１

２

人事異動による減

人事異動による減

人事異動による増

退職による減

新規採用・人事異動による増

小　計 83 83

特別行政部門  教 育 7 6 △ 1 人事異動による減

公  

営  

企  

業

水　道

下水道

国　保

1

1

2

1

1

2

小　計 4 4    

合　計 94 93 △ 1

（注）  職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、
派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。区分は毎年実施される

「地方公共団体定員管理調査」の区分です。

（2）採用・退職の状況
●�令和３年度において実施した職員採用試験の内訳は、次のとおり
です。

 試験区分 募集人数 受験者数 最終合格者

行 政 職 若 干 名 16 ４

保育教諭 若 干 名 ３ ２

保 健 師 若 干 名 ５ １

●�令和３年度中に退職した職員数は、次のとおりです。
R3.4.1 ～ R4.3.31

退職者数 ６

2. 職員の給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算額）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額 Ａ 人件費 Ｂ 人件費率
（B/A）

令和
３年度

令和４年３月31日現在
9,337 人 4,638 百万円 843 百万円 18.2%

（注）  人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます｡

満５歳～11歳の方の新型コロナワクチン接種について

令和４年度　人事行政の運営等の状況の公表
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（2）職員給与費の状況（普通会計予算額）

区　分 職員数Ａ
給    与    費   （単位千円） 一人あたりの給与費

Ｂ／Ａ （千円）給  料 諸手当 計  Ｂ
令和

４年度 103 人 323,489 155,606 479,095 4,651

（注）   1. 職員手当には退職手当を含みません。
2. この表は、一般会計当初予算に計上された給与費の内訳と職員数を示します。

　　　 （特別職は含みません。）

（3）職員手当の状況� （令和４年４月１日現在）

区分 内　　　　　　容

扶
養
手
当

・ 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの
間にある子 １人につき

・上記以外の扶養家族 １人につき
・満16歳年度初めから満22歳年度末までの子
 　１人につき加算

月額 10,000円
 〃  6,500円

 〃  5,000円

住
居
手
当

借家・借間の場合 月額16,000円を超える家賃を負担している
職員に対して家賃額に応じ月額28,000円まで

通
勤
手
当

交通機関等利用者

自動車等使用者　

運賃相当額に応じ
　　月額55,000円 を限度に支給
使用距離(片道2km以上)に応じて
　　2,000円~31,600円を支給 

期
末
・
勤
勉
手
当

　　（注）   1.（　）内は、特定管理職員
　　2. 職制上の段階・職務の等級による加算措置 有

（4）職員の平均給料月額と平均年齢� （令和４年４月１日現在）

区　　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 300,243円 41.2歳

（参考）国家公務員 325,827円 43.0歳

（注）   「一般行政職」とは、保健師、福祉職（保育士等）などの特殊な職種を除いた一般事
務等をいいます。

（5）職員の初任給の状況 � （令和４年４月１日現在）

区　　分  輪之内町  国家公務員

一般行政職
 大　学　卒   182,200円  182,200円

 高　校　卒   150,600円  150,600円

（6）特別職の給料・報酬� （令和４年４月１日現在）　　　

区 　分 給料・報酬月額等 期末手当

町　長

副町長

教育長

700,000円

565,000円

280,000円

６月期  2.150月分

12月期  2.150月分

　計    　 4.30月分

議　長

副議長

議　員

260,000円

215,000円

205,000円

６月期  2.150月分

12月期  2.150月分

　計    　 4.30月分

3. 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
区　　分 内　　　　容

職員の勤務時間 休日を除き、8：30から17：15まで
（職種、職場によって異なります。）

休　日
週休日

国民の祝日・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）
土曜日、日曜日

休暇制度

年次有給休暇　　１年に20日
新規採用者は15日
 １年で消化できなかった場合は翌年
のみ繰越可

病気休暇　 　 ケガや病気のためどうしても出勤できな
いとき

　　　　　　医師の診断書などが必要

特別休暇 　ボランティア、結婚、忌引、産前産後等

育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく３歳に
満たない子を養育する制度です

4. 職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分    ０人

懲戒処分    ０人

5. 職員の服務の状況
①職員の年次有給休暇の取得状況

総付与日数
（A）

総取得日数
（B）

対象職員数
（c）

平均取得日数
（B/C）

 消化率
（B/A）

2,994日 819.5日 79人 10.4日 27.4%

（注）令和３年１月１日から令和３年 12 月 31 日を対象期間としたもの。

②育児休業の取得状況 � （令和３年度） 
区　  分 男性 女性

 新たに育児休業を取得した者 ０人 ６人

 前年度から引き続いて取得している者 ０人 １人

6. 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
①職員研修

研修名 受講者数 受講日数 研修目的

一般研修
（課長級、課長補佐級研修等）

23人 1~2日
職員の役割を再認識し、
資質の向上を図る。

 選択研修
（法制度等専門研修）

34人 1~2日
実務の専門知識を習得し
事務能力の向上を図る。

②勤務評定
　�　勤務評定は、臨時的任用職員及び非常勤職員を除き全ての職員
を対象として能力評定及び業績評定を実施しています。なお、新
規採用職員には条件付採用期間評定も実施しています。

7. 職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）共済制度
　�　職員の生活の安全と福祉の向上を図るため、岐阜県市町村職員
共済組合に加入し、その事業の中で健康診断等を実施している。
令和３年度の健康診断は一般社団法人ぎふ綜合健診センター等で
89人が受診した。

（2）公務災害補償制度                        
　　地方公務員災害補償基金に加入し、公務上の労働災害を補償する。
　　令和３年度発生件数　０件

8. 公平委員会の業務の状況
①勤務条件に関する措置の要求の状況
　　令和３年度該当なし
②不利益処分に関する不服申立ての状況
　　令和３年度該当なし
③苦情処理の状況
　　令和３年度該当なし

期末手当 勤勉手当

６月期 1.200月分
（1.000月分）

0.95月分
（1.15月分）

12月期 1.200月分
（1.000月分）

0.95月分
（1.15月分）

計 2.400月分
 （2.00月分）

1.90月分
（2.30月分）

合　計        4.30月分
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「命を救う一言」
今年は、例年になく早い梅雨明けでした。
その後も猛暑が続く中、特に高齢者の熱中症対策は、命を守るた
めに大切です。先日、ご近所の方から「お隣の奥さんからうちのお
ばあちゃんに『暑いときは、水分を多めにとるようにしなあかんよ。

畑に行くときには、水筒を持って行くといいよ。うちの中にいるときには、クーラーつけて涼しく
過ごすのがいいよ。』と言ってもらえて本当にありがたかった。」という話を聞きました。家庭内で
いろいろ話し合っていても、なかなか実行へと進まないこともあります。そんなときに、周りから
の一言が適切な行動への後押しになることがあります。
今後懸念される災害に際してもご近所で気軽に声を掛け合うことが、命を救う行動につながると
思います。

危機管理課の職員は４名（うち兼務１名）です。
危機管理課は、地震や台風などの災害に備えるた
めの計画作成や消防団に関する業務のほか、災害時
の情報提供手段となる防災行政無線の整備や、防災
士・自主防災組織の育成に取り組んでいます。
また、住民の生命と財産を守るため、災害だけでなく、防犯対策の強化や交通安全運動を実施しています。

役場のお仕事

危機管理課の主な役割 危機管理事務

消　　防 防　　災 生活安全
○消防団員の任免、研修
○消防団員の非常招集
○消防関連儀式、行事の計画
〇女性防火クラブ育成
〇大垣消防組合

○防災会議、地域防災計画
○水防（水防団、水防監視員）
○防災行政無線
○国民保護
〇リスクマネジメント（危機管理）

○防犯
○街路灯
○交通安全
〇コミュニティ防災センター管理
〇大安地区交通安全協会

消防団・女性防火クラブ

経費の一部を助成します
●防犯カメラ設置
対　象：町民
	 事業所
助成額：費用の１/３
	 （上限10万円）

※事前申請が
　必要です。

●ドライブレコーダー搭載
対　象：65歳以上の方
	 免許取得１年未満の方
助成額：費用の１/２（上限１万円）

簡易テントを貸し出します
貸出品：簡易テント（５～６人用）
費　用：１泊２日 500 円

④ ③ 北
入
口

② ① 相談室 東入口

ロビー

玄関公室 町長室 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

第３回は、

危
き

機
き

管
かん

理
り

課
か

 Crisis-management です。
事務室は庁舎１階　平面図の⑥番です。たんぽぽちゃん

福祉課

こんにちは！民生委員です。
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募集 開催案内 広報 その他

ア イコ ン
　 の 説 明

令和5年度
認定こども園 入園申込一斉受付ご案内

▶受付日時／10月18日（火）　9:00～13:00
※入園の決定に際し、申込書受付の順番は関係ありません。
※�兄姉が輪之内町内の認定こども園に在園している方で、弟妹のお申し込
みを希望される場合は１０月１９日～３１日（平日のみ）に通園している認
定こども園に申し込んでください。
▶受付場所／町文化会館　リトルホール
▶�申込書等の配布時期／申込書等は、10月3日（月）から各認定こども園
および役場福祉課にて配布予定です。
▶申請に必要な書類／
・支給認定申請書兼入所申込書（園児1人につき1枚必要。）
・就労証明書等、家庭以外での保育を必要とする理由を証明する書類
　（２号・３号認定希望者のみ必要。）
・口座振替依頼書（入園月の前月までに金融機関へ提出してください。）
問 �各認定こども園または役場福祉課までお尋ねください。
仁木こども園　 69-3757　または　050－8026－8976
福束こども園　 69-3723　または　050－8026－8951
大藪こども園　 69-3029　または　050－8026－8948
役場福祉課　　 69-3128　または　050－5808－9600（内線153）

　※�コロナウイルス感染拡大状況により、受付方法が変更となる場合があ
ります。申請書はあらかじめ自宅等で記入し、なるべく一人でお越しく
ださい。

……………………………………………………………………………………
■各区分に応じた利用時間

区　分 施設の利用時間
１号認定

（満３歳以上） 教育標準時間　9:00～13:30

２号認定
（満３歳以上）

３号認定
（満３歳未満）

保育標準時間
（就労の場合、「月120時間以上の勤務」を要件とする。）
　１日11時間以内（利用可能時間）
　原則的な保育時間帯　7:30～18:30
保育短時間
（就労の場合、「月64時間以上の勤務」を要件とする。）
　１日8時間以内（利用可能時間）
　原則的な保育時間帯　8:30～16:30

※�２号・３号認定の場合、原則的な保育時間帯から外れて利用する場合は、延
長保育の利用申請が別途必要です。
※詳細は町ＨＰをご覧ください。

　この事業は、戦没者の遺児が旧戦域を訪れ慰霊追悼を実施するととも
に、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。詳しく
は、日本遺族会事務局までお問い合わせください。
問 �日本遺族会事務局　 03-3261-5521

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の
参加者募集

第十一回特別弔慰金の請求期限は
令和５年３月31日までです。

　請求期限を過ぎると、弔慰金を受
ける権利がなくなりますので、お早め
にご請求ください。
▶支給対象となる方
　令和２年４月１日［基準日］におい
て、「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」などを受ける方（戦
没者等の妻や父母等）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．�基準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
があったことなどの要件を満たし
ているかどうかにより、順番が入
れ替わります。

４．�上記１から３以外の戦没者等の
三親等内の親族（甥、姪など）

※�戦没者等の死亡時まで引き続き
１年以上の生計関係があった方
に限ります。

▶支給内容
�第十一回特別弔慰金国庫債券�い号
25万円（５年償還）
▶請求窓口
町役場福祉課  69-3128
　　　　　　 （内線156）

戦没者等のご遺族の
皆様へ

令和4年度敬老祝賀会
の中止について

　令和４年9月１８日（日）に開催を
予定していた、敬老祝賀会は新型
コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止とさせていただきます。
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募 

集

就学前のお子様（11月 ･12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　９月 25日（日）まで

応 募 資 格　輪之内町在住の方
応 募 方 法　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　９月30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。　　８月号の答え：ヨロズ

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。

Q
 再開した「輪之内町納涼ふるさとまつり」 
 は第●●回。ヒントは表紙 

第15回

盆踊りの輪

仁木こども園

大藪こども園

心
し

奏
おん

ちゃん（３歳）

いつも笑顔をありがとう。
元気で笑顔のしーちゃんでいてね！

スイカ
甘くて
おいしい！

9

梅干しを
作ったよ
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事 業 名 開 催 日 時 間 場 所

地域の集い
大藪

９月７日

9:30 ～ 11:00
大藪コミュニティ防災センター

10月５日
福束 ９月12日 福束コミュニティ防災センター
仁木 ９月21日 仁木コミュニティ防災センター

いきいき
百歳体操

大藪 毎週金曜日 9:15 ～ 11:30
（２部制）

大藪コミュニティ防災センター
福束 毎週金曜日 福束コミュニティ防災センター
仁木 毎週月曜日 10:00 ～ 11:00 仁木コミュニティ防災センター

脳リフレッシュ教室
毎週木曜日

9:30 ～ 11:00
ふれあいセンター

毎週火曜日 大藪コミュニティ防災センター

まちの保健室
～出張型～

９月５日
９月12日
10月３日

10:00 ～ 11:30 泰寿デイサービスセンター

９月21日 14:00 ～ 15:00 ホッとステーション「わのうち」内
９月26日 13:30 ～ 15:00 ふれあいセンター

わのうち元気体操教室 ９月８日 13:30 ～ 15:00 文化会館リトルホール
フレイル予防講座 ９月28日 13:30 ～ 15:00 文化会館リトルホール
オレンジカフェ ９月26日 13:30 ～ 15:00 ふれあいセンター

生活支援ボランティア
養成講座

９月５日
13:30 ～ 15:00 文化会館リトルホール

９月14日
歯っぴー栄養健口教室 10月４日 13:30 ～ 15:00 保健センター

▲

地域包括支援センターカレンダー
　９月１日～ 10月 10 日 ※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。

毎年、9月 21日は世界アルツハイマーデー、および9月はアルツハイマー月間です。
この取り組みは、国際アルツハイマー病協会が世界保健機関（ＷＨＯ）と共同で、9月 21日を「世界アルツハ
イマーデー」と定め、この日を中心にアルツハイマー病の啓蒙を実施していくものです。

町では、「認知症になっても安心して暮らせるまち　輪之内町」をスローガンに、
認知症について理解を深め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる
よう、認知症地域支援推進員を中心に、認知症サポーターと共に活動しています。
役場玄関や図書館で、認知症に関する展示を行いますので、ぜひお越しください。

【アルツハイマー型認知症とは】　
アルツハイマー型認知症は認知症の中でも最も多く約5割を占めます。その症例としては、脳が少しずつ
萎縮していき、比較的早い段階から記憶障害、見当識障害の他、不安・うつ・妄想が出やすくなります。

９月は世界アルツハイマー月間です９月は世界アルツハイマー月間です

昨年度の展示の様子（9月）

昨年度のザ・ビッグでの
啓発活動（12月）

場　所：ふれあいセンター　　
日　時：毎月最終月曜日　13：30～15：00
参加費：おひとり　100円

　認知症の方ご本人・家族、地域の皆さん、どなた
でも自由に参加して、話をしたり、認知症について
知ったりすることができます。関心のある方は、ぜ
ひお越しください。

オレンジカフェわのうちオレンジカフェわのうち
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▲

9 月の健康カレンダー　R4 年 9月 2日～ 10月 5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 受付時間 対象者 場所 ※健康ポイント数

9/7（水）
乳幼児・妊産婦相談 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）

保健センター ―

パパママサロン 13:15～13:30 出産予定の夫婦

15（木） ５歳児相談 12:45～13:00 H29.4～9月生（大藪）

16（金） もぐもぐ離乳食クラス 10:00～10:10 R4.4～5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）

22（木） ５歳児相談 12:45～13:00 H29.4～9月生（仁木・福束）

10/5（水） 乳幼児・妊産婦相談 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）

成人の健（検）診・相談
実施日 事業名 受付時間 対象者 場所 ※健康ポイント数

9/2（金） 骨粗鬆症検診 9:00～11:00 30,35,40,45,50,55,60歳の方（予約制）
保健センター

６０Ｐ

6（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） ２０Ｐ

21（水） 腹まわりスッキリ健康クラブ 9:30～10:00 申込者 町民センター ４０Ｐ

27（火） 肺がん・結核検診 9:00～11:00
13:00～15:00 40歳以上の方 大藪コミュニティ

防災センター ８０Ｐ

28（水） 肺がん・結核検診 9:00～11:00
13:00～15:00 40歳以上の方 ふれあいセンター ８０Ｐ

29（木） 肺がん・結核検診
9:00～11:00 40歳以上の方 福束コミュニティ

防災センター ８０Ｐ
13:00～15:00 40歳以上の方 役場　正面玄関前

10/4（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） 保健センター 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）の方の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。

子宮頸がん（ヒトパピローマウイルス）ワクチン助成制度について
　子宮頸がんワクチンの積極的接種の差控えにより、定期接種の機会を逃した方について、子宮頸がんワクチンを自費で接
種された場合、その費用の助成を行います。
☆対象は次の①～③の全てを満たす方
①令和４年４月１日時点において輪之内町に住民登録のある方
②平成９年４月２日～平成１７年４月１日生まれの女子
③�定期接種の年齢（高校１年生の３月末日）を超えて、令和４年３月末までに自費で、子宮頸がんワクチン（２価・４価）
の接種を受けた方

☆申請に必要なもの
　・助成金申請書　　・接種された方の住所、氏名、生年月日が確認できる書類の写し（運転免許証、健康保険証など）
　・接種費用に係る医療機関等の領収書（原本）　　・予防接種済証、予診票、接種記録のある母子手帳のいずれか（写し）
　・印鑑　　・振込先の分かるもの
※ワクチン接種について
　現在、キャッチアップ接種として平成９～ 16年度生の方の接種を行っております。申し込みのあった方へは予診票を送
付させていただきました。接種は令和7年３月末までとなっております。希望される方は保健センターへお申し込みください。

肺がん検診と結核検診を同時に実施します！
　令和４年度の家族調査票で申し込みいただいている方には、9月上旬に
案内を送付します。それ以外の方で受診を希望される場合は、保健センター
までご連絡ください。
　実施場所、時間につきましては、上の９月の健康カレンダーをご覧ください。

年齢
（令和４年4月1日現在） 胸部レントゲン検査

40歳～64歳 400円
65歳以上 無料

○料金
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楽しく

64aBfy

作り方

マカロニ入りミネストローネ

①�全ての食材をポリ袋に入れ、トマトをポリ袋の上から潰す。
中の空気をなるべく抜き、口をしっかりと結ぶ。
②鍋に耐熱皿を敷き、お湯を沸かす。
③�写真１のように、耐熱皿の上に①をのせ、ポリ袋が鍋肌につ
かないよう注意しながら、10分程
度加熱する。
④�トング等で取り出し、ポリ袋のま
ま食器にのせる。

＊�９月は防災月間です。缶詰など常温で日持ちする
食材を使用したパッククッキングについてご紹介
します。パッククッキングとは、耐熱性のポリ袋
に食材を入れて、袋のまま鍋で湯せんする調理法
です。素材のうま味を逃がさず、洗い物が少ない
ため、非常時だけでなくアウトドアでも簡単に調
理が可能です。

●１人分当たりの栄養価　エネルギー 126kcal/ 食塩相当量 1.0g/ 野菜の量 115g

トマト缶（ホール）������ 200g
大豆（水煮）������ スプーン4杯
ツナ缶（油漬）��������� 30g
コーン缶������� スプーン2杯
マカロニ（早茹で１分30秒）� �� 10g
コンソメ（固形）���� 約1/2個（3g）
食塩�������������少々

材料
２人分

法律とこころの相談会
　弁護士と臨床心理士による包括相談会を開催します。生活苦や人間関係等でひとりで悩んでいませんか。
お気軽にご利用ください。

開催日 会　場 開催時間
９月　９日（金） 西濃保健所（西濃総合庁舎）

大垣市江崎町422-3
２階　2-1会議室

13:00～16：00９月１６日（金）
１０月　７日（金）

７月に実施されました３歳児健診で今までにむし歯が１本もなかったお友達です。がんばったねピカピカさん
（敬称略）
●中郷新田 水谷 青 ●藻池新田 久保田 恵蓮 ●南波 氏原 詩 ●福束 相川 七海
●藻池新田 内山 佳沙美 ●大藪 杉野 斗紀 ●下大榑新田 加藤 瑚々奈

これからもピカピカの歯を大切にしてくださいね！

★�相談は予約制です。お申し込みの際に時間をお知
らせします。
★相談は無料・秘密厳守です。
★ 申 �西濃保健所　 73-1111（内線 291）

材料
２人分

・�食品用ポリ袋（耐熱温度130℃以上、湯せ
ん対応の高密度ポリエチレン）
・耐熱皿　・大きめの鍋　・カセットコンロ

写真１

▲

●用意するもの

9 月 9日は救急の日です。
　救急の日は、救急医療に対して理解と認識を深めることを目的とした日です。救急の日を含む9月４日
から9月 10日までを「救急医療週間」として、各地で救急に関する様々な行事が開催されています。
　緊急の事態に遭遇したときに、救急車が到着するまでの間、居合わせた人が応急手当を行うことにより、
救命の可能性が高くなります。適切な応急手当ができるように日頃から応急手当を学び、身につけましょう。

自殺予防週間（９月 10日～ 16日）
　自殺対策基本法では９月10日から 16日までを自殺予防週間とし、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に
向け、啓発事業や相談事業等が行われます。
　困った時や悩んだ時には誰かに相談し、援助を求めることが大切です。

～相談窓口～
◆こころの健康相談統一ダイヤル　 0570-064-556�（平日 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00、18:30 ～ 22:00）　
◆よりそいホットライン（24 時間対応）　 0120-279-338　 03-3868-3811
◆支援情報検索サイト　http://shienjoho.go.jp　（電話、メール、SNSなど様々な方法の相談窓口を紹介）
◆ SNS 相談事業 実施団体の検索（厚生労働省ホームページ） 厚生労働省　SNS相談
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　各校区ふれあい運動会は、10 月８日（土）に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症により、開
催にあたり懸念事項が多くあることから、今年度のふれあい運動会は中止とさせていただきます。

令和４年度　各校区ふれあい運動会の中止について（お知らせ）

■ Proud NUMAZU CAP フェンシング選手権　2022
　ミニム・ベンジャミンオープンカップ
会　場 　静岡県　プラサヴェルデ・多目的ホール
と　き 　令和４年７月 16 日（土）
成　績 　ベンジャミン男子フルーレの部
優　勝 　米山　颯倭（大藪小学校４年生）
成　績 　ミニム男子フルーレの部
第３位 　米山　怜旺（輪之内中学校１年生）

■ “ 日清食品カップ ” 
　第 38 回岐阜県小学生陸上競技交流大会
会　場 　大垣市浅中公園陸上競技場
と　き 　令和４年７月 17 日（日）
成　績 　6 年　男子　100m の部
優　勝 　赤尾　海友（仁木小学校６年生）
成　績 　混合交流４× 100m
第５位 　森島　日輪（仁木小学校６年生）

輝かしい戦績　　　大会の結果を報告します。（敬称略）

　６月 12 日（日）、輪之内スポーツクラブ主催の「脂肪燃焼トレーニング」が輪之内体育センターで開催され、
22 名が参加しました。講師は、ボディメイクトレーナー・ストレッチトレーナーの黒木翔泉先生による「コロ
ナ太り解消！ 60 分で１kg 痩せる？」上半身、下半身をまんべんなく動かすエクササイズを行いました。自宅
でも気楽にできる内容でした。テンポ良く１時間体験された方は、日頃使っていない筋肉を使い、つらそうでし
たが、清々しい汗をかいて、楽しく体験していました。好評により 10 月下旬も開催する予定ですので、ご参加
お待ちしております。

フイットネスイベント「脂肪燃焼トレーニング」

左側　黒木 翔泉先生

　７月 13 日（水）、輪之内スポーツクラブ主催の「スポーツケアサポート講習会」が町文化会館リトルホール
で開催され、25 名が参加しました。講演では、まもる薬局の薬剤師：加藤佐織先生による「熱中症対策について」
また、うえだ接骨院院長：上田佳宏先生による「手と足の応急措置」について、分かりやすく説明され、参加さ
れた方々は、熱心に聴いていました。

スポーツケアサポート講習会

講習会会場 輪之内スポーツクラブ
理事長　加藤智治氏

まもる薬局
薬剤師　加藤佐織先生

うえだ接骨院
院長　上田佳宏先生
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○陸上短距離走の指導
　５月に、一般社団法人「陸岐道」から２名の方に来ていた
だき、陸上の短距離走の指導を受けました。低中高の学年部
に分かれて、それぞれ１時間ずつ短距離走の指導をしてもら
いました。
　子どもたちは、最初、ストレッチの仕方を教えてもらい、
柔らかくなった体に驚きの声をあげていました。体を傾ける
と自然に走り出していくという仕組みを教えてもらうと、本
当に脚が前に出て走れるということを体感していました。
　数日後に行われた体力テストでは、教えてもらったことを
思い出しながら走ることができていました。

○トップアスリート出前講座
　７月に、特定非営利活動法人「NPO 総合体操クラブ」から
２名の方に来ていただき、３、４年生の児童に跳び箱の指導を
していただきました。ロイター板の上でジャンプ、跳び箱の上
で止まること、台からマットに飛び降りることなど、基本的な
動きを順番に一つ一つ確かめながら進められました。そして、
指導者に補助してもらいながら、開脚跳び、閉脚跳び、台上前
転などができるようになりました。
　子どもたちが安心して跳べるようなアドバイスや励ましの言
葉をかけていただいたおかげで、どの子も恐がらずに、跳び箱
に向かっていくことができていました。多くの子は跳び方のコ
ツが分かり、きれいな姿で跳ぶことができるようになり、有意
義な学習となりました。

　２学期には修学旅行や社会見学等の校外学習が計画されており、学校の授業ではできない体験ができることを
期待しています。

○文化財保護センターの出前授業
　６月に、６年生では岐阜県文化財保護センターの方に
来ていただき、縄文時代や弥生時代の土器について学習
しました。一人一人に土器の破片が配られ、それぞれの
時代の土器の特徴を観察し、発表しました。また、本物
の土器を見たり、触れたりすることができました。児童
たちは、社会科で学習したことを思い出しながら、興味
をもって授業を受けていました。

　１学期は、さまざまな分野の外部講師に来ていただき、指導を受けました。普段
の授業ではできない貴重な学習ができました。そのいくつかを紹介します。
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　月の休館日

●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

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

お知らせ

■除籍本のリサイクル会（無料配布）のご案内
　期間：９月１１日(日)～９月２５日(日)　　場所：町立図書館
　※雑誌は５月に開催しましたので対象外です。

児童書一般書

新着図書

99

「出番です」　西脇　實　「バラに誘われて」　安田　隆一

「駅」　西松　禮子

「オックスフォード残影」
田中　國昭

「ギフチョウの羽化」　神戸　孝司

趣
味
の
家
輪
之
内
フ
ォ
ト
サ
ー
ク
ル

（
敬
称
略
）

「トラからぬすんだ物語」
テェ・ケラー／作
ハルモニ ( おばあちゃん ) の町に
来たリリー。道に大きなトラがい
るのに、他の人には見えないらし
い。トラは、ハルモニが盗んだも
のを取り返しにきたと言う。ひっ
こみ思案な少女が、家族を思う一
心で成長していく姿を描く。

「トーマス、にっぽんへやってくる」
ウィルバート／原作
トーマスといっしょにさがしえ
であそぼう！ たくさんのきかん
しゃの中から、アシマをさがした
り、いろんなトーマスの中から同
じトーマスを見つけたり。トーマ
スの仲間たちがたくさん登場しま
す。楽しいさがしえを収録してい
ます。

「スマホになじんでおりません」
群　ようこ／著
重い腰を上げ、愛猫のためにスマ
ホを購入した著者。待っていたの
は、“ 便利だけど不便 ” な世界だっ
た。切実さに満ちながらも思わず
クスッと笑ってしまう、共感満載
の奮闘エッセイです。

「やわ肌くらべ」
奥山景布子／著
詩人・与謝野鉄幹を愛した 3 人
の女 - 内縁の妻・滝野、激しく契
り合う教え子・登美子、そして与
謝野晶子。心も金も才能も燃やし、
自らの足で歩み始めた明治女性た
ちの不屈の歴史恋愛長篇です。



仁木こども園 IP 050-8026-8976 69-3757
福束こども園 IP 050-8026-8951 69-3723
大藪こども園 IP 050-8026-8948 69-3029地域子育て支援センターだより
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※新型コロナウイルスの感染予防の為、令和４年度は、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。

げんきっこ（運動遊び）
フリスビーであそぼう

小学生対象　14:00~15:00

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。

つくってあそぼ（工作遊び）
幼児親子・小学生対象　14:00~15:00

毎週
火、木曜日 おひさま　乳幼児親子対象

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。

日時／毎週火、木曜日 10:30~11:30

3
（土）
17
（土）・9/

※変更になる場合があります。

10
（土）

24
（土）・9/

飛び出すカードを作ろう

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。

9月の予定

IP 050-8026-8940
69-5411
69-5156児童センターだより 休館日  日曜日・月曜日・祝日

開館時間 9:00 ～ 17:00

※�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。尚、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。
※�母子モのアプリは右のQRコードからダウン
ロードして、簡単に登録できます。

利用時間
曜　日   月～金曜日（祝日を除く）
時　間  10:00~15:00
ところ  各こども園にて
持ち物  着替え・帽子・お茶など

育児相談（面接・電話）
曜　日   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。

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

  

「室内遊び」「室内遊び」

「good！」などＡＬＴの真似をして簡単
な単語を言おうとしたり、歌を口ずさん
だりする姿も見られるようになりました。

「どこかいたいですか？」
お医者さんになりきり
楽しんでいます。

「英語であそぼう」「英語であそぼう」
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人 権

啓発活動重点目標

新型コロナウイルス感染症を克服するには、偏見や
差別の問題とも向き合わなければなりません。近時は、
ワクチン接種の有無に関係した人権問題も発生してい
ます。不安な気持ちは、誰もが持っています。感染症
に関する正しい知識を踏まえ、引き続き、偏見や差別
の解消に向けた啓発にしっかりと取り組みます。
インターネット上での誹謗中傷や、差別を助長する
ような情報の発信は、いまだ後を絶たず、ＳＮＳ上で
のいじめも社会問題となっています。携帯電話会社等
と連携した人権教室の実施や、デジタルネイティブと
いわれる身近にインターネットがある環境で育った世
代の声を積極的に取り入れることなどにより、イン
ターネット利用のルールとマナーに関する効果的な啓
発活動を行います。
これまで、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会を契機として、体験型の人権教室などの各種人権

啓発活動を通じて、「心のバリアフリー」を推進して
きました。この取組などを通じて築かれた共生社会の
礎を、レガシー（後世に遺すべき有形・無形の財産）
として継承し、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）で掲
げられた「誰一人取り残さない」社会の実現を更に目
指します。
このように、様々な人権課題が依然として存在して
いますが、これらは決して、自分以外の「誰かのこと」、
「自分には関係のないこと」ではありません。法務省の
人権擁護機関では、本年度も、人権問題を自分や自分
の身近な人の問題として捉え、互いに人権を尊重し合
うことの大切さを認識し、他人の人権にも配慮した行
動をとることができるよう、「『誰か』のこと　じゃな
い。」を啓発活動重点目標に掲げ、受け手を意識した
啓発内容の工夫や、ウィズコロナの生活、技術の進歩
などの社会情勢を踏まえたＩＣＴ等のデジタル技術の
活用、企業による人権尊重への取組に対する支援など、
各種の人権啓発活動を幅広く、効果的に展開します。

人権啓発キャッチコピー

安易に他人に名義を貸さない！　お金を支払う前に、まず相談！

事例
１
「老人ホーム」｢名義を貸して｣

　　　に要注意！
高齢者宅の固定電話に「老人ホームに入りきらな
い方のために、名義を貸してほしい」などと電話が
かかる事案がありました。
これは、その後「名義貸しは違反になる」などと
言い、トラブル解決名目などで、金銭を要求する【架
空料金請求詐欺】の手口です。

事例
２ 　至急の料金確認メールに注意！

携帯電話に対し「携帯端末の料金の確認がござい
ます。至急�⃝⃝－⃝⃝⃝⃝－⃝⃝⃝⃝�へ連絡ください」
などとショートメールが届く事案が発生しました。
これは、相手に電話すると、未納料金などの名目
でお金をだまし取る【架空料金請求詐欺】の手口です。
架空料金請求詐欺のメールが届くのは、高齢者に
限りません。身に覚えのない料金請求は詐欺を疑っ
てください。

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）
　 68-0185

　消費者ホットライン（全国共通）
　 188（いやや！）

消費生活相談のことなら…
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バイスタンダーサポート体制消 防

「救急現場に居合わせた方」や「応急手当を実施又は試みた方」のことをバイスタンダーと言います。
応急手当を実施したり、救急車が到着するまで近くに寄り添ってくれるバイスタンダーは、病気や怪我をした人

だけでなく、救急隊にとっても非常に大きな存在です。

応急手当感謝カード　表面

救急現場では、善意で協力して頂いたバイスタンダーの方に「応急
手当感謝カード」という感謝の意を示すカードをお渡ししています。

勇気あるバイスタンダーの中には、医師や看護師という医療従事者
だったこともありますが、ほとんどの方は医療従事者ではなく、救急
現場に遭遇した経験もないと思います。
バイスタンダーの方に感謝の意を示すだけでなく、心のケアを行う

のが「バイスタンダーサポート体制」です。バイスタンダーとして救
急現場に遭遇した後に、何か不安に感じることがあれば、応急手当感
謝カードに記載した相談窓口又は最寄りの消防署までご連絡ください。

応急手当感謝カード　裏面

・応急手当を実施したが、方法は正しかったのだろうか・・・
・遭遇した現場が何度も夢に出てきて眠れない・・・
・血液による感染や新型コロナウイルスの感染が心配だ・・・

相談例

１人で悩まずにまずご相談ください！あなたの力になります！

警察法施行記念表彰　感謝状の授与

防犯や交通安全などの活動で功績を残している個人
や団体をたたえる警察法施行記念表彰の伝達式が７月
27日に大垣署で行われ、大安地区交通安全協会輪之
内支部長の片野國太郎さんに感謝状が贈られました。
片野さんは平成７年に輪之内支部長に就任されたの
ち、安全なまちづくりに長年貢献してきた功績が評価
され、田代成樹署長より県公安委員会からの感謝状を
受け取りました。

交通安全
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問  住民課

軽トラ朝市 問  産業課

と　き　9月11日（日）・25日（日）
　　　　  8：00～10：00
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

農業委員会 問  産業課

10月５日（水）の農業委員会へ
の申請締切日は、９月20日（火）
です。

納付 

▲

納期限は９月30日（金）です。

こども園利用料 ９月分
学校給食費 第５期分
国民健康保険税 第４期分
後期高齢者医療保険料 第３期分
水道料金 第２期分
下水道使用料 第２期分
受益者負担金 第２期分
福束輪中土地改良区賦課金 第２期分

家庭ごみ収集日　９月２日～ 10 月３日

　地区集積場で収集する家庭ごみ
分別種類 出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

可 燃 ご み 指定ごみ袋
（青）

月  9/5・12・19・26・10/3
金  9/2・9・16・23・30

不 燃 ご み 指定ごみ袋
（黄） 9/ 8 （木） 9/15（木） 9/22（木）

か ん 類

ペ ッ ト ボ ト ル

回収かご
かん類は
アルミ ･

スチールに
分別

9/ 6 （火） 9/13（火） 9/20（火）

ビ ン 類 回収かご
（色別） 9/ 7 （水） 9/14（水） 9/21（水）

その他
プラスチック製

容器包装

指定ごみ袋
赤 9/ 7 （水） 9/14（水） 9/21（水）

輪之内町エコドーム
資源持ち込み分別ステーション

エコドームで回収しているごみ
生ごみ、プラスチック、小型金物、かん、びん、

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）

粗大ごみ
（有料回収）

次回は、 9月19日（月）～21日（水）、
　　　   9月23日（金）～25日（日）

・持ち込み 100 円 / 点

南波最終処分場
  要事前予約 　平日の開庁時間内に申請願います。
　　　　　　  ※業者による代理申請は不可

瓦れき類
（有料）

開場日 　月・水・金・第３日曜日
開場時間　9:00 ～ 15:00

消費生活相談 ９月・10 月　問  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 面談 10:00 ～ 12:00
　　 13:00 ～ 15:00

輪之内町 68-0185 9/1（木）,15（木）,10/6（木）,20（木）

養老町 32-1108 9/5（月）,16（金）,10/3（月）,17（月）

垂井町 22-1152 9/6（火）,20（火）,10/4（火）,18（火）

関ケ原町 43-0070 9/13（火）,27（火）,10/11（火）,25（火）

神戸町 27-0178 9/12（月）,26（月）,10/14（金）,24（月）,31（月）

安八町 64-3111 9/8（木）,22（木）,10/13（木）,27（木）

　相談員　専門相談員

障がい者巡回相談
　 要予約 （前々日まで）

問  福祉課
と　き　10/19（水）
　　　　10:00 ～ 12:00
ところ　役場２階
　　　　第３会議室
相談員　相談支援事業所
　　　　の専門員

行政相談　問  総務課
行政サービスに関する
苦情、相談

　と　き　9/20（火）
　　　　　9:30 ～ 11:30
　ところ　町民センター
　　　　　営農相談室
　相談員　行政相談委員

人権相談　問  住民課
差別、いじめ、虐待など、
人権問題に関する相談

　と　き　10/3（月）
　　　　　13:00 ～ 15:00
　ところ　町民センター
　　　　　事務室
　相談員　人権擁護委員

心配ごと相談　問  社会福祉協議会

・なんでも相談
　と　き　9/12（月）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

・子ども相談「なかよしコール」
　と　き　9/10（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

・法律相談　 予約優先
　と　き　9/20（火）9:30 ～ 11:30
　ところ　町民センター事務室
　相談員　弁護士
　予約先　 69-4433
　　　　　IP 050-8026-8949

IP 050-8026-8914
69-5374

開館時間 9:00 ～ 17:00
　　　

（休館日　毎週木曜日（祝日含む）、12/30 ～ 1/3）

無料相談日

町税等の納付には、便利で確実な口座振替も
ご利用ください。

※催しの内容等は、町ホームページ及び新聞の折込
チラシでお知らせします。

輪之内ふれあいフェスタ2022開催
と　き　10月１日（土）10:30～15:00
　　 　  10月２日（日）10:30～15:10
ところ　輪之内町文化会館前駐車場
　　　　および周辺
主　催　輪之内ふれあいフェスタ実行委員会

9
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公益財団法人岐阜県市町村振興協会
宝くじの収益金は、私たちの街の公共事業等に役立てられています。

NE
W

宝く
じ すぐ買える 当たりがわかる クイックワン

宝くじ
公式サイトで
発売中！

輪之内町役場の開庁時間
●世帯 3,405戸 （+10）
●人口 9,359人 （-   1）
●男 4,675人 （± 0）
●女 4,684人 （-   1）

●平日　8：30～17：15
　▶窓口延長　19：00まで（簡易な受付のみ）

●土日・祝日および平日時間外の戸籍届出は
　宿日直者がお預かりします。

令和4年8月1日現在　（ ）は先月比

（敬称略）

マイナンバーカードが健康保険証として使えるように、利用申し込みをしましょう！

 問 住民課　☎69-3127 android iPhone

　マイナンバーカードが利用できる医療機関・薬局は順
次増えていきます。利用申し込みをすると、限度額認定証
の申請手続きもいらなくなり、特定健診や薬剤情報など
ご自身の健康管理にも役立ちます。

　保険証利用の申し込みは
　こちらからどうぞ　⇒

楡俣 孝介・亜季
あさ  の

浅野　
きょうか

杏佳

西嶋　秀太
淺野　桃世

やすらかに すこやかに しあわせに死亡 出生 婚姻

♦ ♦

藻池新田

中郷新田

下大榑新田

81歳

84歳

90歳

佐藤　勝彦
大橋　　信
森島千代子

大藪

藻池新田

里

73歳

95歳

90歳

古田加代子
村田　永子
加藤　順子

大藪
岐阜市

加藤　俊樹
石原　七瀬

福束
福束



イイとこ！
わのうち

毎日  8:00～､13:00～
　　16:30～、20:30～ 新着番組

※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）

放送日時の詳
細は

テレビの番組
表ボタンで！9

わのうち元気体操 毎日　7:30～､12:20～､16:20～

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。

アニメ「かわばたくん」 土～日　7:00～､20:00～

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！

文字放送／データ放送 毎日 7:20～､7:40～､10:30～､12:00～､20:20～

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。

わのうちキッズ 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。

健康でいきいきとした生活を送るために自分の
体力を正しく知り、適度な運動を生活に取り入れ
ましょう。

番組時間 30分 初回放送 ―

輪之内町老人クラブ体力測定

新型コロナウイルス感染症対策に係る町長から町
民の皆さんへのメッセージを随時発信しています。

番組時間 ― 初回放送 随時

町長からの緊急メッセージ

放送中

月・火・水・木・金曜日 土・日曜日

７

00 わのうちキッズ

７

00 アニメ「かわばたくん」
20 文字放送 20 文字放送
30 わのうち元気体操 30 わのうち元気体操
40 文字放送 40 文字放送

８ 00 イイとこ！わのうち ８ 00 イイとこ！わのうち

９ ９

10
00 他社 CATV 番組

10
00 他社 CATV 番組

30 文字放送 30 文字放送

11 00 他社 CATV 番組 11 00 他社 CATV 番組

12
00 文字放送

12
00 文字放送

20 わのうち元気体操 20 わのうち元気体操
30 他社 CATV 番組 30 他社 CATV 番組

13 00 イイとこ！わのうち 13 00 イイとこ！わのうち

14 14
15 15

16 1620 わのうち元気体操 20 わのうち元気体操
30 イイとこ！わのうち 30 イイとこ！わのうち

17 17

18 00 他社 CATV 番組 18 00 他社 CATV 番組

19 19

20
00 わのうちキッズ

20
00 アニメ「かわばたくん」

20 文字放送 20 文字放送
30 イイとこ！わのうち 30 イイとこ！わのうち

21 21

22 00 テレビショッピング 22 00 テレビショッピング
23 23

24 24




