
 











Part.8

　輪之内光サービスを利用したインターネット接続設定について、ご自宅へ訪問し、ルータやパソコンの接
続設定を無料で行います。
　パソコンに不慣れな方や設定に自信のない方でも、安心して輪之内光サービス・インターネットをご利用
いただけます。

　お申込みについて
　「パソコン・ルータ無料接続設定サービス」は、輪之内光サービス加入申込書ではお申込みできません。
専用申込書によるお申込みが必要です。お申込み書については役場窓口か代理店窓口にて配布いたしており
ます。

　お申込み期限について
　平成22年12月 31日までにお申込みください。
　すでに輪之内光サービス加入申込み手続きを行った方、または輪之内光サービス加入申込み手続きと同時
にお申込みする方が対象です。輪之内光サービス加入申込み手続きを行っていない方は、本サービスはご利
用いただけません。

　サービス期間について
　平成23年 3月 31日までに輪之内光サービスの工事が完了し、パソコン・ルータ接続設定に訪問でき
る必要があります。この期間以外での訪問サービスは行いませんので、お早めにお申込みください。

　設定内容について

※1 ブロードバンドルータについては、ブラウザ経由での設定が可能な機種となります。
※2 対象OSはWindowsXP SP3以降、Windows VISTA SP2以降、Windows7のみとなります。

対象機器 設定内容

ブロードバンドルータ※ 1 輪之内光サービスでインターネットに接続するための設定を行います（最大 1台まで）。
ブロードバンドルータを利用せずに接続する場合は、パソコンに接続設定を行います。

パソコン※ 2
インターネット接続設定およびメール設定を行います（最大 5台まで）。
メール設定は輪之内光サービスで発行したものに限ります（他社発行メールアドレ
スは設定対象外です）

ゲーム機、その他機器 設定対象外です

お申込み期限（12月31日）が近づいています。お早めにお申込みください。

  パソコン・ルータ無料接続設定について









　いよいよ師走、年末から年始にかけて、どちら
の家庭でもあわただしく、また、火をつかう事が
多くなります。こんな時、ついうっかりや不注意
から火災が発生し、大切な生命財産まで失ってし
まいます。「火を付けたあなたの責任で、最後まで
責任を持って後始末」を行い、火災のない年末年
始を過ごしましょう。

　火の取扱いについて
•大掃除で出たごみは、屋外で燃やさない。
•コンセント付近からの火災を防ぐために、こ
まめに掃除し、ほこりをためないようにしま
しょう。
•空き家は放火を防ぐために必ず戸締まりをし、
子供の遊び場にならないようにしましょう。
•高齢者や幼児を残しての外出はしない。（出か
けるときはお隣に一声掛けてから）
•家の周りはいつも整理整頓し、段ボールなど
の燃えやすい物は置かないようにし、枯草な
どは刈りましょう。
•共同住宅の廊下、階段などの共用部分には物
を置かないようにしましょう。

　暖房器具の取扱いについて
•石油ストーブ、ハロゲンヒーターなどで洗濯
物を乾かさないでください。特に、洗濯物を
吊したりすると、落下して火災になる恐れが
あるので絶対にしない。
•火のついたままで、燃料を補給しない。
•灯油専用の暖房機器に誤ってガソリンなどを
入れない。
•耐震自動消火装置付の暖房機器を使用する。
•密閉された部屋での石油、ガス系の暖房器具
を使用する際には一酸化炭素中毒に気を付け
るため、定期的に換気すること。
※軽い一酸化炭素中毒になると、頭痛、吐き気、
目まいや倦怠感など、風邪に似た症状が出る
と言われています。

　電気こたつ、電気毛布について
•使用しないときは、コンセントからプラグを
抜く。
•洗濯物など、中へ入れて乾かさない。

年末年始を無火災ですごそう年末年始を無火災ですごそう

問 輪之内交番TEL 69-2002

交通事故発生状況
平成22年11月1日現在（昨年同日）

普通救命講習会開催のご案内
１　開催日時と講習種別

実施日（曜日） 時間 講習種別
平成23年1 月 15日土 9：00～12：00 普通救命講習Ⅰ

※普通救命講習Ⅰは、心肺蘇生、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の
使用方法、窒息の手当、止血の方法などを学ぶコースです。

2　開催場所 輪之内町文化会館　リトルホール
3　募集人員 30人程度まで（募集人員になり次第締め切ります）
4　募集期限 平成 23年 1月12日（水）
5　申し込み方法
氏名、生年月日、電話番号を電話又はＦＡＸでお知らせ
ください。

 　役場　総務課　TEL69-3111　FAX69-3119  　
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。

　県下の交通死亡事故件数が、昨年より増加
しています。
　そのうち、高齢者の方の被害が全体の約
55％を占めています。
　下記の点について注意し、今一度交通事故
防止の徹底を図っていただきますようお願
いいたします。
１．夕方から夜間に出かけるときは、明るい
服装や反射材を着用しましょう！
２．道路を横断するときは、遠回りになって
も横断歩道や歩道橋を利用しましょう！
３．横断歩道が青信号でも、車の動きには細
心の注意をしましょう！
　　※「青だから…」と油断は禁物 !!
４．道路を横断するときは、車が途切れるの
を待ち、ゆとりを持って横断しましょう！
５．道路を横断するときは、いつでも必ず右・
左の安全を用心深く確かめてから横断し
ましょう！
　また、広い道路では、中央付近で
左を再度確認しましょう。

実施期間 12月11日 土 ～12月20日 月
【産業課】農業情報誌の予約受付のお知らせ
　平成23年版農業日誌・ファミリー日誌・新農家暦の予約を
受け付けます。

図書名 定価 販売価格
農業日誌 1,540 円 1,400 円

ファミリー日誌 1,540 円 1,400 円

新農家暦 490円 490 円
※希望者は、役場産業課までお申し込みください。

問　役場産業課　TEL 69-3111　（内線177）

★輪之内町 増減
人身事故件数 40件 （44 件） －4
死 者 数 0人 （0人） ±0
負 傷 者 数 58人 （58 人） ±0

★大垣警察署管内 増減
人身事故件数 963件（1,057件）－94
死 者 数 8人 （10 人） －2
負 傷 者 数 1,244人（1,397人）－153

～交通事故に遭わないために～



油流出事故に注意しましょう！油流出事故に注意しましょう！
　灯油の使用量が増える冬には、給油時にその
場を離れたり、バルブを閉め忘れたりすること
による油の流出事故が多発します。
　ひとたび事故が起これば、河川や地下水の汚
染を引き起こすだけでなく、上水道や工業用水
の取水停止、臭いによる生活環境の悪化、魚が
死ぬなどの重大な被害をもたらすことがありま
す。その際には、事故の対応に要した費用は原
因者の負担となります。
　このような事態を防ぐために、給油時にその
場を離れないことや、タンク・配管から漏れて
いないかを点検すること、油水分離槽を適正に
維持管理することなど、油が水路や側溝に流出
しないよう予防対策をとっていただくことがと
ても重要です。
　また、河川の水質を保全するために、残った
食用油や必要以上の洗剤を流さないなど、家庭
でできる対策にもご協力をお願いします。
　なお、誤って油を流出させたり、油の流出を
発見した場合は直ちに役場や消防署又は県の振
興局環境課へ連絡をお願いします。

　　多重債務者の相談会

　岐阜県では、多重債務者の相談に応じる相談会「多重債務
110番」を次のとおり開催します。相談は無料で弁護士等の
専門家が相談に対応して頂けますので、是非ご利用下さい。な
お、電話による相談も受け付けます。

１　日　　時 ：12月11日（土）10：00～16：00
２　会　　場 ：岐阜県県民生活相談センター
　　　　　　　（岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館内）
３　相　談　料 ：無料
４　相談対応 ：弁護士、司法書士、県消費生活相談員
５　相談方法 ：①面接相談、②電話相談
　①面接相談
　　•20分予約制（先着23名）
　　•予約受付　12月１日（水）から受付開始（日曜日を除く）
　　　予約受付時間　月～金　８：30～17：00
　　　　　　　　　　　土　　９：00～17：00
　　　岐阜県県民生活相談センターで受付（058-277-1003）
　　　　※12月分の予約に限ります。
　②電話相談
　　•当日時間内に直接お電話ください。
　　•電話番号：058-277-1003（岐阜県県民生活相談センター）

問　役場住民課　TEL　69-3111

【相談事例】
　携帯電話の無料小説サイトに入ったとこ
ろ、「小説を読むにはパスワードが必要。パ
スワードはメルマガで知らせる」とあったの
で、メルマガに登録し携帯電話番号や趣味な
どのプロフィールを入力した。それ以来、大
量のメールが届くようになり、その中に「占
いパック料金が発生しています。3万3千
円をご精算ください」というメールがあった。
占いのサイトに登録した覚えはないが、「支
払わないと個体識別番号から個人を特定し、
請求に行く」とあり怖くなった。支払わなけ
ればならないでしょうか。(当時：16歳女性)

【ひとことアドバイス】
①　携帯電話の無料小説サイトから出会い系
サイトや占いなどの別サイトへ登録する
よう誘導され、料金を請求されるトラブル
が多発しています。
②　「登録になりました」などと表示されて
も、契約は成立していない場合が多いの

で、しつこく請求されても言われるままに
支払ってはいけません。すぐに岐阜県県民
生活相談センターや輪之内町住民課に相
談しましょう。
③　様々な無料サイトがきっかけで、突然料
金を請求されるトラブルが相次いでいま
す。個人情報やメールアドレスを不用意に
入力することはやめましょう。
④　個体識別番号を請求業者に知られても、
そこから氏名や住所はわかりません。
⑤　子どもはこのようなトラブルに直面する
と、どうしてもいいか分からず一人で抱え
込んでしまうことがあります。日ごろから
携帯電話やインターネットを使う際の注
意点について親子でよく話し合い、いざと
いう時はすぐに相談することの大切さを
伝えておきましょう。

【2010年10月29日：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



書　店　名 住　　　　　　　所 電話番号 ﾌｧｯｸｽ番号
三省堂書店大垣店 大垣市高屋町1-145 大垣アピオ 4F 83-3411
㈱好文堂大垣店 大垣市寺内町4丁目132 74-4428 74-4462
サカイ書店 大垣市中川町4-183 81-2680 81-2680
あかお書店 大垣市墨俣町墨俣470-1 62-5723 62-5723
丸本 大垣市赤坂町3372 71-0344 71-0344
三洋堂書店新大垣店 大垣市林町7丁目字北屋敷1072-1 78-7234
㈲ﾌﾞｯｸﾒｲﾄ田中書店 海津市海津町馬目358 53-2774 53-3192
三洋堂書店南濃店 海津市南濃町吉田712番地1 59-0234
三洋堂書店養老店 養老郡養老町高田2217-1 33-1834
㈱山村書店 安八郡神戸町神戸484 27-2227 27-7592

平成23年岐阜県民手帳の販売書店について
平成23年岐阜県民手帳の販売書店（町周辺）は次のとおりです。


















