






　アナログ放送は平成 23年 7月 24日までに終了します
　地上アナログ放送・BSアナログ放送は、平成23年7月24日までに終了し、従来のアナログ放送対応テレビではテ
レビ視聴できなくなります。

　「デジアナ変換」でアナログ放送を送信します
　輪之内光サービスでは、地上デジタル放送についてはアナログ放送に変換する方法で引き続き送信します。
そのため、従来のアナログ放送対応テレビでも、テレビ視聴が可能です（BS放送については、デジアナ変換いたしません）。

＊総務省からの要請による期間限定（平成27年3月31日まで）の対応です。対応期間を延長することはありません。また、地上デジ
タル放送を変換したアナログ放送ではEPG（電子番組表）やデータ放送には対応しておりません。

＊ご利用には放送用宅内工事が必要です。

　お申し込みについて
無料キャンペーンを実施しています。（平成23年3月31日まで）
平成23年3月31日までにお申し込みいただきますとよりお得にご利用を開始していただけます！

【無料キャンペーン内容】
　初期登録費用（通常：31,500円）→ 無料！
　通信用宅内基本工事費用（通常：15,750円）→ 無料！ *2

*2　通信用宅内基本工事については、20m以内の露出配線となります。その条件を超える場合は、別途御見積の上、
　　超過分の費用をご負担いただきます。

この機会に是非、お申し込みください。

期限が迫ってからのお申し込みは混みあうことが予想されます。お早めにお申し込みされることをお勧めいたします。

※チャンネル一覧表※

地上アナログ放送 地上デジタル放送
チャンネル 放送局 チャンネル 放送局

1 東海テレビ 1 東海テレビ
9 NHK教育 2 NHK教育
3 NHK総合 3 NHK総合
35 中京テレビ 4 中京テレビ
5 CBCテレビ 5 CBCテレビ
11 メ～テレ 6 メ～テレ
37 岐阜放送 8 岐阜放送
25 テレビ愛知 10 テレビ愛知

（未定） 輪之内（文字放送）*1 12 輪之内（文字放送）*1

輪之内光サービスでテレビを
視聴する場合、放送用宅内工
事が必要です。放送用宅内工
事の費用は、実費ご負担いた
だきます。

*1 輪之内町の文字放送につ
いては 2011 年 4 月以降
の開始となります。







☆住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
「３つの習慣・４つの対策」を参考に火災
予防に心がけましょう。

【３つの習慣】
•寝たばこは、絶対にやめる。
•ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。
•ガスこんろのそばを離れる
ときは、必ず火を消す。

【4つの対策】
•逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
置する。
•寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品
を使用する。
•火災を小さいうちに消すために、住宅に消火器
を設置する。
•お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近
所の協力体制をつくる。

　現場に居合わせた皆さんによる迅速な１１９番通報
と速やかな応急手当が救命リレーのスタートです。
　いざというときのために、救命講習会に参加して、
心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いをマスターしておきま
しょう。
１　開催日時と講習種別
実施日（曜日） 時間 講習種別

3月12日㊏ 8：00～11：00 普通救命講習Ⅰ（3時間）
8：00～ 12：00 普通救命講習Ⅱ（4時間）

※普通救命講習Ⅰは、心肺蘇生法、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。
一般の方が対象です。
※普通救命講習Ⅱは、上記の普通救命講習Ⅰの内容に加えて、知
識の確認と実技の評価を実施するコースです。ＡＥＤの設置
事業所に勤務しているなど、ＡＥＤを一定の頻度で使用する
可能性のある方は、このコースを受講してください。普通救
命講習Ⅰに加え筆記及び実技試験があります。（一般の方も受
講していただけます。）

２　開催場所　大垣市外野３丁目20番地
　　大垣消防組合消防本部　屋内訓練場
３　募集期限　3月9日（水）
４　申し込み方法
　氏名、生年月日、電話番号、受講コースを
電話、FAX 又は Email で大垣消防組合北消
防署までお知らせください。
北消防署　TEL･FAX　73-2176
Email：kita@ogaki-syoubou.or.jp

５　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。

「消したかな」　あなたを守る　合言葉全国統一標語

☆放火されない環境づくり
　建物に放火されたケースを見ると、建物外周部、
倉庫・物置、車庫、共同住宅等の玄関や階段など、侵
入されやすい場所や人気のない暗がりにおいての放
火が目立ちます。

　放火を防ぐためには
•古新聞などを屋外に置か
ない。
•ゴミは指定された場所・
日時以外は出さない。
•家の周りを明るくしてお
く。
•近所の人たちと連絡を密に取り、地域ぐるみで
放火されにくい環境をつくる。

☆住宅火災警報器を早期に設置しましょう。
　平成23年５月31日までに設置を行い、かけ
がえのない命を守りましょう。

「一家に一人救命者を！」「一家に一人救命者を！」

税務職員募集（大学卒業程度）

職 　 　 種 国税専門官

受 験 資 格

①　昭和57年4月2日～平成2年4月1日生まれの者
②　平成2年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者
　・大学を卒業した者及び平成24年3月までに卒業する見込みの者
　・人事院が上記に掲げる者と同等の資格があると認める者

申 込 期 間 4月1日（金）～4月14日（木）

試  験  日
第１次試験　6月12日（日）
第２次試験　7月19日（火）から7月26日（火）までのいずれか指定する日

問い合わせ先
名古屋国税局人事第二課試験係　TEL 052-951-3511（内線3450）
国税庁ＨＰ（http://www.nta.go.jp)

国税専門官採用試験受験者募集案内国税専門官採用試験受験者募集案内



　内閣府などが主催した「交
通安全ファミリー作文コン
クール」に、「笑顔を守る安
全タスキ」という題名で応募
した中学１年生の野々垣栞さ
ん（福束新田）の作品が、応
募数14,378編の中から優
秀作「内閣府特命担当大臣賞」
に選ばれました。
　中学生の部において、県内
で唯一の受賞です。 問 輪之内交番TEL 69-2002

交通事故発生状況
平成23年2月1日現在（昨年同日）

★輪之内町  増減
　人身事故件数 1件（6件） －5
 死 者 数 0人（0人） ±0
 負 傷 者 数 2人（8人） －6
★大垣警察署管内  増減
　人身事故件数 84件（106件） －22
 死 者 数 0人（0人） 0
 負 傷 者 数 114人（143人） －29

～「絶対儲
もう

かる」「八百長レース」「デキレース」などのセールストークに惑わされないで ～

問　総務省　地デジチューナー支援実施センター
　TEL 0570-023724、043-332-2525
　FAX 043-302-0284
　（受付時間　　　平日　9:00～ 21:00 　
　　　　　土・日・祝日　9:00～ 18:00）

「絶対儲
もう

かる競馬レースの情報がある」
「『八百長レース』を仕組んであるので、情報
を買わないか？」
「特別な勝ち馬情報を教える。当たらなければ
保証金を支払う」
「着順を話し合いで決める『デキレース』があ
る。情報料を払えば着順を教える。確実に儲

もう

かる」など、悪質な「競馬予想情報提供サー
ビス」に関する相談が平成17年から平成22
年の約5年間にかけて7,557件寄せられて
います。（平成22年12月末日現在）
　そこで、悪質な「競馬予想情報提供サービ
ス」のトラブルについて、消費者に注意を呼
びかけるとともに、日本中央競馬会（ＪＲＡ）
に対して、悪質な「競馬予想情報提供サービス」
に対する更なる注意喚起を行うよう要望して
います。
【主な相談事例】
①「必ず当たる」と巧みに勧誘し次々と情
報料を要求する業者
②「八百長レース情報」を提供すると勧誘
する業者
③「デキレース」の情報があると勧誘し、
借金を誘導する業者

経済的な理由で地上デジタル放送がまだ
受信できない方に地上デジタル放送簡易
チューナーを無償給付します。
「市町村民税非課税世帯」が対象です。
（申込期限　平成23年7月24日まで（消印有効））

④「払ったお金は保証する」と勧誘し信用
させる業者
⑤「八百長だが、ＪＲＡも認めている」と
勧誘する業者
⑥クレジットカード現金化の方法を教える
業者

　などの相談事例がありました。
【相談事例から見た問題点】
1.勧誘方法が詐欺的である。
2.無料または低廉な金額のはずが高額な情
報料を請求される。

3.クレジットカード現金化の方法を教えて
金策を行わせる。

4.業者と連絡がとれない。また、業者が交
渉に応じない。

【消費者へのアドバイス】
1.「絶対儲

もう

かる」などのセールストーク、
記載に惑わされないこと。

2.借金をしてまで競馬予想情報サービス料
を支払わないこと。
3.返金の可能性はきわめて低いことを認識
すること。
4.競馬の予想と勝馬投票券（馬券）の購入
は自分の責任と判断で行うこと。




















