










　本申込みの受付を開始いたしました
　10月より輪之内光サービスの本申込み受付を開始いたしました。
　仮申込みをいただいている方につきましては、9月末より本申込書を含む書類一式をお送りしております。
仮申込みをいただいているにもかかわらず、お手元に書類が届いていない方は、お手数ですがアミックスコム：
輪之内局（℡78-0302）までご連絡ください。
※集合住宅にお住まいで仮申込みをされた方は別途ご案内いたします。
※住民説明会でもご説明させていただきました通り、本申込みをいただいても工事見積もり（平成23年1月以降）の段
階でキャンセルいただく事も可能です。この場合は一切費用がかかりませんのでご安心ください。

※10月末までは仮申込みをされた方を優先して受付いたします。

　スカパー !e2対応について
　BS・110度CSデジタルオプション（月額525円）では、スカパー !e2に対応する事となりました。
スカパー ! e2のご視聴には、110度CSデジタル対応チューナー搭載のテレビ（リモコンにCSボタンが
あります）と、スカパー !e2提供会社との契約（有料）が必要になります。
※従来対応予定でありました光パーフェクTV!は諸事情によりスカパー !e2対応に変更いたしました。

　無料でPC出張設定サービス （平成22年12月31日申込み締切）

　インターネットの設定にお困りの方のために、無料でPC出張設定サービスを行います。
　期間限定のサービスとなりますので、ご利用をご希望の方は平成22年12月31日までにお申込みください。
※実際の出張設定サービスは工事完了後となりますので、平成23年1月以降の工事完了後に行います。

地上デジタル放送チャンネル一覧

チャンネル 放　送　局
1ch 東海テレビ
2ch NHK教育※
3ch NHK総合（岐阜）※
4ch 中京テレビ
5ch CBCテレビ
6ch メ～テレ
8ch 岐阜放送
10ch テレビ愛知
12ch 輪之内チャンネル（文字放送）

BS・110 度 CSデジタル放送チャンネル
（月額 525円のオプション）

放　送　局
NHK BS1 ※
NHK BS2 ※
NHK hi ※
BS日テレ
BS朝日１
BSジャパン
BSフジ
BSイレブン
トゥエルビ
BS-TBS

※サービス料金にNHK受信契約・放送受信料は含まれていません。

スカパー ! e2、WOWOW、スターチャンネルhi についてもご視聴いただけますが、別途放送局との契約が
必要です。









　地震発生時、はたしてあなたはどこにいるでしょ
うか。普段の行動パターンを思い浮かべながら、
いついかなる場所で地震に遭ったとしても冷静に
行動できるよう、イメージトレーニングを怠らな
いようにしましょう。
　１　家の中
•テーブルの下に入り身を守る。余裕がなけれ
ば座布団などで頭を保護する。
•揺れがおさまった後すみやかに火の始末を。
コンセントやガスの元栓の処置も忘れずに。
•玄関の扉や窓を開け、脱出口を確保する。
•ガラスの破片でけがをする恐れがあるので、
スリッパなどの履き物を。
•乳幼児や病人、高齢者などの安全確保を。
　２　オフィスビルの中
•ロッカーなどの転倒、机上のOA機器の落下
に注意。備品のない廊下のほうが安全。
•外へ逃げるときは落下物などに注意し、エレ
ベーターは使わない。

　３　スーパー・デパートの中
•バッグなどで頭を保護し、倒れやすいショー
ケースなどから離れる。
•あわてて出口に殺到せず、係員の指示に従う。
避難は階段を使う。

　４　エレベーターの中
•すべての階のボタンを押し、最初に停止した
階で降りる。避難には階段を使う。

•閉じ込められたときは非常ボタンを押し続け、
非常電話で救助を求める。

　５　商店街・ビル街
•ガラスの破片、看板などの落下物の危険がある。
•間口の広い木造の建物や自動販売機、ブロッ
ク塀のそばなどには近づかない。
•倒れそうな電柱や垂れ下がった電線には近づ
かない。

　６　車を運転中
•ハンドルをしっかり握り、少しずつスピード
を落として道路の左側に止める。
•揺れがおさまるまで車外に出ず、カーラジオ
で地震情報を確認する。
•車を離れるときはキーをつけたままに。車検
証など貴重品は携帯する。

　７　電車や駅のホーム
•立っているときは、つり革や手すりに両手で
しっかりつかまる。
•座っているときは、足を踏ん張って前屈みに
姿勢をとり雑誌やバッグ
などで頭を保護する。
•電車は揺れを感じると自
動的に停止するので、将
棋倒しや網棚の落下物に
注意する。勝手に車外に
と飛び出さず、乗務員の
指示に従う。

食品安全セミナー参加者　募集

１　開催日時　11月18日（木）・19日（金）
　　　　　　　の２日間　　9：00～16：00
２　開催場所　大垣市新田町１丁目　大垣市民会館
　　　　　　　ＴＥＬ８９－１１１１
３　受付日時　１０月１８日（月）～１１月５日（金）
　　　　　　　（土日、祝日を除く）
４　定　　員　180人（先着順）
５　受 講 料　無料（ただし、テキスト代として4,000円が必要）
６　申込方法　申請書に必要事項を記入し、顔写真（縦４

㎝×横３㎝）とテキスト代を添えて直接消防本部予防課
へ申し込んでください。（申請書は最寄りの消防署で受
け取るか大垣消防組合ホームページからダウンロード
してください）
７　実施機関　大垣消防組合
８　受講対象者　収容人員50人以上（不特定多数の人
が出入りする場合は30人以上、自力避難困難者が入
居する社会福祉施設の場合は10人以上）の事業所の
防火管理者に選任されようとする方。

問　大垣消防組合消防本部予防課予防係　担当　傍島　TEL　87-1512

　県では、消費者の皆様に食品に関する講義や、農産物の生産現
場や食品製造施設の視察を通じて、食の安全性について楽しく学
んでいただく「食品安全セミナー」の参加者を募集します。
日　　時 　10月29日（金）10:30～15:00
内　　容 　小松菜等生産地（神戸町）及び豆乳製造施設（瑞穂市）

の見学、食の安全に関する講義
募集人数 　県内在住の方40名※先着順
参 加 料 　無料（昼食持参または希望者には実費で準備します）
募集期間 　10月１日（金）～15日（金）

※定員になり次第終了
申込方法 　ハガキ又は FAXで「食品安全セミナー参加希望」

と明記し、氏名・住所・電話番号・昼食申込の有無
を記入してお申し込みください。なお、電話でも受
け付けます。

申 込 先 　〒500-8570　岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県生活衛生課　食品安全推進室
TEL 058-272-8284　FAX 058-278-2677

※西濃総合庁舎に集合後、貸し切りバスで移動します。 問 輪之内交番TEL 69-2002

交通事故発生状況
平成22年9月1日現在（昨年同日）

★輪之内町  増減
　人身事故件数 32件（36件） －4
 死 者 数 0人（0人） ±0
 負 傷 者 数 45人（47人） －2
★大垣警察署管内  増減
　人身事故件数 765件（868件） －103
 死 者 数 6人（7人） －1
 負 傷 者 数 983人（1,169人） －186

　①安全速度を必ず守る
　②カーブの手前でスピードを落とす
　③交差点では必ず安全を確かめる
　④一時停止では横断歩行者の安全を守る
　⑤飲酒運転は絶対にしない



岐阜県浄化槽の設置に関する指導要綱の一部改正について

《行政相談とは》
　あなたの暮らしの中で、役所の仕事について不満を感じたり、よ
く分からないということはありませんか？そんな、あなたの声を総
務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。

《相談日時》
　　日　時：10 月 20 日（水）９：30 ～ 11：30
　　場　所：輪之内町民センター　１階和室
　　 行政相談員：吉田　則義さん

　相談は無料で、秘密は固く守られます。

10月18日月～24日日は、“行政相談週間”です

行政相談委員がお聴きします。
 あなたの周りのこんなこと

●悪質な「有料メール交際サイト」にご注意！
―「会いたい」「悩みを聞いて」「お金をあげる」というメールを安易に信用しないで―

　県では、本年 10 月１日から浄化槽を新設される場合に、送風機（ブロア）停止警報装置を浄化槽に取り付けていただく
ことにしました。
　送風機が停止すると放流水質が悪化し、法律で定められた基準を守れなくなります。
　警報装置の設置により送風機の異常を速やかに気付くことができ、迅速に対応することで公共用水域の汚濁を未然に防ぐ
ことができます。皆様のご協力をお願いします。

問　岐阜県環境生活部廃棄物対策課　一般廃棄物担当
　　TEL　058-272-8219

　国民生活センターは、2008 年 6 月に「出会い
系サイト」（注１）に関わる消費生活トラブルについ
て消費者に注意喚起したところであるが、その後
も引き続き全国の消費生活センターには、出会い
系サイトに関する苦情が多く寄せられている。
　最近では、「出会いの場」を求めたものだけでな
く、消費者がＳＮＳ（注２）や懸賞サイト等に登録
した後に、「メル友になってほしい」「（芸能人のマ
ネージャーと称する者から）メール交換費用を負
担するから、担当している芸能人の悩みを聞いて
ほしい」といった書き込みやメールを受け取った
ことをきっかけに、メール交換を行った結果、「お
金をあげると言われたのに貰えなかった」、「芸能
人だと思ってメール交換していたが、嘘だった」
等の苦情が多く寄せられている。
　相談者は有料のメール交換サイト運営事業者に、

“サクラ”等を使ってメール交換を続けさせたので
はないかと疑って、メール交換費用の返金を求め
るが、“サクラ”の証明は困難でありメール交換費
用を取り戻すことは難しい。
　そこで、消費者被害の未然防止の観点から、消
費者に注意喚起をする。

（注１）出会い系サイトとは：インターネットを通じて、
見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見ら
れるように掲示し、電子メールなどでお互いに連絡を取
り合えるようにするなど「であいの場」を提供するサイ
トのこと。このサイトを利用するためには、サイト業者
に利用料を支払うことが必要。利用料は、掲示板を見る、
メールを送る、メールを読む、画像を見るなど、一つ一
つの操作に課金されるシステムでポイント制となってい
る場合が多い。操作ごとにポイント数が決まっており、
ポイントを購入してこれらの操作を行う。

（注２）ＳＮＳとは：Social Networking Service（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）の略。新たな友

人関係を広げることを目的に、参加者が互いに友人を紹
介し合い、友人の関係、個人の興味、嗜好等を登録して
いくコミュニティ型のウェブサイト。

【相談事例から見る問題点】
◦メール交換相手との関係、金銭問題、サイトか

らの連絡などでメールを続けざるを得ない状況
になる
①メールの相手方ではなく、サイト業者消費者

にさまざまな名目で費用を請求したり、メー
ル交換を続けるように促す

②「悩みを聞いてほしい」などと言われ、相手
を気遣うあまりメール交換がやめられない

③気づいたときには多額の費用を支払っている
ため、なんとかお金を回収したいとの心理が
働きメール相手からお金を貰うまで止められ
なかった

◦サイト業者は「メール交換の場を提供している
だけ」と主張し、サクラの存在を否定

◦クレジットカード払いのほうが平均契約購入金額
は高額。その場合、クレジットカード決済代行業
者が介在しており契約関係も複雑化

【消費者へのアドバイス】
①インターネットで知り合ったメール交換の相手

方を簡単に信用しないこと
②サイト業者がサクラを用いていることの証明は

困難であり、お金を取り戻すことは難しい
【2010 年 9 月 1 日国民生活センター：公表】

問　岐阜県県民生活相談センター
   TEL　058-277-1003
  役場住民課　　TEL　69-3111

あったらいいな！ 直ったらいいな！

回収します！

あなたの家の古い電話帳
　ＮＴＴ西日本では地球環境保護のた
め、古くなった電話帳を積極的に回収し
て、資源のリサイクルを図っています。
　新しい電話帳（10 月中旬にお届け予
定）を受け取られた際に、ご不要となっ
た古い電話帳を配達員にお渡しくださ
い。
　ご協力をお願いいたします。

問　タウンページセンタ　　　
TEL　0120-506-309






















