














●保険証（被保険者証）を更新します。
　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療
被保険者証）は、輪之内町に住所を有する７５歳
以上の方と、６５歳以上７４歳で一定の障がいが
あり後期高齢者医療制度に加入された方に交付さ
れます。
　現在の保険証の有効期限は平成２２年７月３１
日となっていますので、８月１日からは７月中に
お送りする新しい保険証をご使用ください。
　新しい保険証は、現在のうすい緑色からうすい
紫色に変更になります。

●平成２２年度の保険料額が決定しました。
　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、
平成２２年度の保険料は平成２１年中の所得を基に個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定
通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。
　【保険料の決まり方】

　
平成２２年度の保険料
限度額５０万円（年額）
100 円未満切捨て

 ＝ 
均等割額

被保険者 1人当たり
３９，３１０円

 + 
所得割額

被保険者の所得※ ×
所得割率７．３９％

●平成２２年度の保険料の軽減措置について
①　均等割額の軽減

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成２１年中の総所得金額等の合計額

９割軽減 「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他各種所得がない場合）

8.5 割軽減 「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯

５割軽減 「３３万円 ( 基礎控除額 ) ＋２４．５万円×世帯の被保険者数 ( 被保険者である世帯主を除く )」以下の世帯

２割軽減 「３３万円（基礎控除額）＋３５万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

● 均等割額軽減判定の総所得金額は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額になります。
　ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算され
ます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額
となります。

②　所得割額の軽減

　　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方は、所得割額が一律５割軽減されます。

③　被用者保険※の被扶養者であった方

　　被用者保険※の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が９割軽減されます。
　※被用者保険 … 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません）

●保険料のお支払いが難しいとき
　災害等により重大な損害を受けたときや失業など、その他の特別な事情により保険料を納めることが困難な方については、
保険料が減免となる場合がありますので、お早めに福祉課にご相談ください。

●保険料のお支払いを年金から口座振替に変更できます
　保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。
口座振替によるお支払いを希望される方は、お問い合わせください。

問　役場福祉課　ＴＥＬ６９－３１１１（内線１５４）

※所得＝総所得金額等－３３万円（基礎控除額）

《８月１日から・うすい紫色》《７月３１日まで・うすい緑色》



次の基準に当てはまる方は、年金記録確認第三者委員会で審議することなく、
年金事務所の調査で、記録を回復できます。

　5月18日（火）、
町文化会館リトル
ホールにて、「平成
22年度町交通安全指導者講習会」を開催し、小学校のＰＴＡ
関係者など約60名が受講しました。
　講師に、大垣警察署の足立久司交通地域官をお迎えし、交通
安全活動を立案する上での留意点、正しい街頭指導や自転車事
故防止についてご指導いただきました。

７月１１日（日）～２０日（火）

夏の交通安全県民運動
～ゆずりあう心で夏の交通事故防止～

年金事務所で迅速に記録を回復できる
基準が新たに追加されました

1 厚生年金～標準報酬月額の改ざんの疑い～
○６か月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反してい
ると疑われるなどの条件を満たす場合

2 厚生年金～脱退手当金の誤った支給記録～
○昭和４９年まで発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示（ 脱 ）
がないなどの条件を満たす場合

○脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの条
件を満たす場合

3 国民年金～２年以下の記録もれ～
○保険料納付記録がもれていると思われる期間が２年以下であって、その他の期間は納付済
みであるなどの一定の条件を満たす場合

　このほかにも、確定申告書の控えが残っている場合や、お勤めの事業所が廃止された後に厚
生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合などの回復基準があります。

問 大垣年金事務所TEL 78-5166　　　　　　　　　　　厚生労働省・日本年金機構

　5月18日（火）、大安地区交通安全協会輪之内
支部女性部（小澤美香女性部長）が大垣市の東海
自動車学校を訪れ、
施設の見学並びに、
実際に教習車に乗車
し滑りやすい路面に
おける急ブレーキで
のスピン体験等を行
いました。
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問 輪之内交番TEL 69-2002

交通事故発生状況
平成22年6月1日現在（昨年同日）

★輪之内町     増減
　人身事故件数 18件 （ 21件） － 3
 死 者 数 0人 （ 0人） ± 0
 負 傷 者 数 23人 （ 27人） － 4
★大垣警察署管内     増減
　人身事故件数 482件 （ 553件） － 71
 死 者 数 3人 （ 6人） － 3
 負 傷 者 数 617人 （ 746人） － 129

「消えた年金」問題
年金記録の回復が早くなります



～今年度も、皆様のご理解とご協力をお願いします～
　無人ヘリ防除は、有人ヘリ防除に比べて農薬の飛散範囲を抑えることができ、ほ場に対し
て的確な防除を行うことができます。
　危被害防止には十分注意しますが、水稲栽培にとって大切な農作業ですので、地域住民の
皆様には事業の趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします。

問 輪之内町植物防疫協会
 （役場産業課内）
 ＴＥＬ６９－３１１１（内線１７６）
 西美濃農業協同組合　輪之内支店
 ＴＥＬ６９－３１３１

無人ヘリによる無人ヘリによる
水稲の病害虫防除を実施します水稲の病害虫防除を実施します!!!!



　いよいよ、暑い夏がやってきて、海や川、プー
ルなどが楽しい季節になります。しかし、楽しい
はずの水遊びが、一歩間違えると起きてはならな
い水の事故につながり、亡くなる方や、怪我をす
る方が毎年大勢みえます。
　それでは、なぜ水の事故が起きるのか考えてみ
ましょう。
　それは、ちょっとした油断や自分は大丈夫だろ
うといった過信から事故は発生します。
水の事故に遭わないためには
●泳ぐ前には、必ず準備運動を行う。
●気分が悪くなったら、すぐに水から上がる。
●空腹時や食後にはすぐに泳がない。
●体調が悪い時や、飲酒している時は絶対に泳がない。
●水の深い場所、流れの速い場所には近づかない。
（流れが緩やかに見えても、実際に水の中に入る
と流れが速い。）
●子供達だけで遊ばせず、子供から目を離さない。
●遊泳禁止区域では絶対に泳がない。
以上のことに気を付けましょう。

もし、溺れている人を発見したら
●出来る限り１人では助けようとせず、大声で人
を呼び協力して助ける。
（溺れている人を助けようと近づくと抱きつかれて
自分も溺れます。子供達だけで助けようとすると
危険ですので、大きな声で大人を呼びましょう。）
●浮き輪などの水に浮く物を投げてつかませたり、
棒などを持ってつかませるようにし安全を確保
して助ける。

助けてからすること
●呼吸や心臓が停止している場合は、心肺蘇生を
実施し、救急車を呼ぶ。
●体温の低下を防ぐため、毛布やバスタオルなど
で保温する。
●話ができる状態でも、念のために医療機関を受
診しましょう。
　輪之内町内には池や川が多くありますので、
水の事故には十分注意しましょう。
問 中消防署南分署 TEL 89-2022

１　試験区分及び採用予定人員
(1) 大学卒程度　消防吏員　５人程度
（昭和60年４月２日以降に生まれた方で受験資格に該当する方）
(2) 短大・高校卒程度　消防吏員　若干人
（昭和63年４月２日以降に生まれた方で受験資格に該当する方）

２　受験申込書の交付及び受付期間
(1) 大学卒程度
　７月１日㊍～７月16日㊎まで
(2) 短大・高校卒程度
　８月２日㊊～８月20日㊎まで
３　募集案内及び申込書の交付場所
　消防本部総務課、各消防署、分署及び分駐所
で交付のほか、「大垣消防組合ホームページ」か
らダウンロードできます。
※郵便で申込書を請求する場合は、封筒の表に
「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、試験

区分及び電話番号を明記したうえで、120円
切手を貼った送付先明記の返信用封筒（角２
号）を同封して請求してください。

４　受付場所及び問い合わせ先
　　〒503-0933　大垣市外野３丁目20番地２

　　大垣消防組合消防本部総務課
TEL 87-1511

５　試験日及び試験場所
 (1)　大学卒程度
　　ア　第１次試験　８月15日㊐　岐阜経済大学
　　イ　第２次試験　10月中旬
 (2)　短大・高校卒程度
　　ア　第１次試験　９月19日㊐　大垣消防組合消防本部
　　イ　第２次試験　11月中旬
６　受験資格等
　平成22年度消防職員募集要項参照

１　開催日時と講習種別

実施日（曜日） 時  間 講 習 種 別 担当所属

７月25日
（日）

午前９時から
正午まで

普通救命講習Ⅰ※

（３時間） 北消防署

※普通救命講習Ⅰは、心肺蘇生、自動体外式除細動器（Ａ
ＥＤ）の使用方法、窒息の手当、止血の方法などを学ぶ
コースで、一般の方が対象です。
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
Ｍ３階　屋内訓練場

3　募集人員 　30人程度
４　募集期日 　７月21日（水）

５　申し込み方法
氏名、生年月日、性別、電話番号を電話、Ｆ
ＡＸ又はメールで北消防署まで
北消防署　大垣市中川町4丁目173番地１
TEL 73-2176　FAX 73-2176
メール  kita@ogaki-syoubou.or.jp
６　そ　の　他
●講習を終了された方には修了証を交付します。
●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。
●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
メール  keibou@ogaki-syoubou.or.jp  



借金をするとき、家を借りるとき、就職するとき…

◆講座概要
　消費者問題等に関心がある方、将来消費生
活相談員として働くことを考えている方、日常
の生活やお仕事に消費生活の知識を生かした
い方など広く県民の方を対象に消費生活に関
する基礎的な知識・情報の習得を目指します。
◆講座のテーマ
　悪質商法と相談事例、生活の中の契約、く
らしと安全の表示　等

◆受講料　 無　料
◆申込方法　受講日１週間前までに講座
名・氏名・電話番号・受講会場を明記の
上、郵送、FAX、電子メールにて申込み。
◆申込先
岐阜県環境生活政策課消費生活担当
「消費生活講座（入門コース）」宛
〒500-8570  岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-8204
FAX 058-278-2605
E-MAIL   c11260@pref.gifu.lg.jp

消費生活講座（入門コース）
会場 開催地 定員 受講日時 募集期間

岐阜会場 瑞穂市
（瑞穂市総合センター） 70

8 月 8日㊐
10時～ 16時

６月１日㊋～
８月１日㊐人

浄化槽の管理は適切に

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する施設です。
そのため、微生物が活躍しやすい環境を保つことが大切で、機能
が十分発揮されないと河川を汚す原因にもなります。浄化槽の管
理者の方には次の３つの管理が義務付けられています。
●保守点検
　浄化槽の機械の点検・補修や消毒剤の補給などを定期的に行います。
この点検は、岐阜県に登録されている業者しか実施できません。
（問い合わせ先：西濃振興局環境課　TEL 73-1111）

●清　　掃
　浄化槽内に溜まったし尿などを定期的に抜き取る作業です。この作
業ができる業者は、トバナ産業㈱（TEL 058-398-3807）のみです。

●法定検査
　浄化槽は、毎年１回定期的に岐阜県が指定した検査機関である㈶岐
阜県環境管理技術センター（TEL 058-276-0321）で受けなけれ
ばなりません。
　建物の解体工事や下水道へ接続工事を行う場合は、汲み取り便所や

浄化槽の最終清掃が必要です。また、浄化槽を廃止する場合には、最終清
掃を実施した後に ｢浄化槽廃止届｣ を役場住民課へ提出してください。

浄化槽の制度について

○みず再生施設認定制度
  環境省の指針より厳しい基準に適合し、高度な維持管理がなされた優良な
合併浄化槽を下水道並みの処理効果がある施設として㈶岐阜県環境管理技
術センターが認証する制度で、認定された浄化槽は継続してご使用になる
こともできます。なお、認定申請は無料です。

○岐阜県浄化槽生涯機能保障制度　
　浄化槽からの漏水、ブロワ停止などの突然の事故に無償（原因者又は業
界の基金等にて負担）で対応してもらうことができる制度です。ブロワが
停止すると３日程で放流水質が悪化するため、ブロワ停止を知らせる停止
警報器も無償（業界負担）で設置してもらうことができます。この制度は、
らくらく一括契約である20人槽以下の合併浄化槽が対象となる制度で、
維持管理費以外の費用がかからない制度です。
　上記の制度については、ご契約の保守点検業者にお問い合わせください。

　インターネットを通じて保証人紹介業者（以下
「紹介業者」）に申込をしたところ、「保証人を紹介
されなかった」「キャンセルを申し出たら拒否され
た」といったトラブルが増加傾向にあります。また、
保証人として紹介業者に名義登録をすれば報酬を
得られるということで名義を登録したところ、多
額の債務を負わされてしまったというトラブルも
あります。
　お金を借りたり、アパート・マンション等を借
りる際の連帯保証、就職の際の身元保証など、保
証人を必要とする場面は少なくありません。その
ような場面で、インターネットで契約等が行える
という手軽さから、紹介業者の利用を考える消費
者は今後も増加していくものと思われます。そこ
で、トラブル防止の観点から、安易な利用をしな
いよう消費者に注意を呼びかけます。
【保証人紹介ビジネスとは】
　保証人が必要とされる場面は様々あるが、自分
で保証人を探すことができない消費者へ保証人を
紹介し、その手数料等を得ることを目的とする事
業者を保証人紹介業者といいます。
　紹介業者は、保証人が必要な消費者同士を相互
に保証人として紹介したり、債務は紹介業者が負
担するとうたって保証人として名義を貸してくれ
る消費者を募集し、報酬として一定の名義登録料

を支払い、その名義登録した消費者を保証人とし
て紹介するなどをしています。
【相談事例】
●相互保証であることの記載がなかった
●保証人を紹介してもらえなかった
●紹介された人物を保証人として融資を申し込んだが断られた
●高額なキャンセル料を請求された
●保証人を引き受けたが紹介業者が債務を負担してくれない
●保証人を引き受けたが最初の説明と異なり債務を負担
させられることになった

【問題点】
●契約通りに履行されない
●個人情報が悪用されるおそれがある
●他人の債務を負担させられる

【消費者へのアドバイス】
①安易に保証人紹介業者へのインターネット登録をしない
②金銭等を請求されても、根拠のない請求には絶対応じない
③保証人としての名義登録は絶対にしない
④保証人不在のため契約ができない場合は、最寄りの行政
窓口に相談をしてみる
⑤トラブルにあったら、
県民生活相談センター TEL 058-277-1003
役場住民課 TEL 69-3111に相談すること
【国民生活相談センター2009年 5月26日公表】

浄化槽をご使用の皆さんへ




















