




被災地への思いを込めて
第１０回千本桜まつり
　４月２日（土）、町文化会館周辺にて、「第１０回千本
桜まつり」が開催され、約４００名が来場しました。
　去年に引き続き輪之内中学校の生徒有志が司会や
出店、選挙啓発活動などで活躍しました。
　東北関東大震災のため、各地でイベントが中止にな
る中、千本桜まつりでは、被災者を勇気づけようという

思いで開催しました。
会場内では中学校野
球部が手作りの募金
箱を手に義援金の呼
びかけを行いました。

仁木小６年生２人が全国柔道大会へ
同時出場の念願かなう
　羽島柔道少年団に所属する仁木小学校６年生の片
山航希さんと土屋功大さんが、５月５日（木）に東京都
の講道館で開催される全国少年柔道大会への出場を
決めました。
　５歳の時に一緒に柔道を始めた２人にとって、念願
だった、そろっての全国大会出場です。

　４月１日（金）、町に功労のあった方の表彰式を行い
ました。今年は７名の方を表彰しました。
≪特別表彰≫　２名　　　　　　　　 ※敬称略
　地方自治功労　　町議会議員　　　北島　登
　　　  〃　　　　  選挙管理委員　　森島　孝
≪一般表彰≫　５名
　地方自治功労　　町議会議員　　　浅野利通
　　　 〃　　　　　　　 〃　　　　　田中政治
　　　 〃　　　　　交通安全委員　　大橋　基
　　　 〃　　　　　水防監視員　　　金森久義
　　　 〃　　　　　　　 〃　　　　　菱田　猛

町功労者を表彰

　３月２７日（日）、町文化会館アーリオンホールにて、
輪之内町消防団並びに女性防火クラブの入退団式が
開催されました。

町消防団並びに女性防火クラブ入退団式

高齢者叙勲　瑞宝単光章
中島　俊雄さん（松内）

　松内在住で元民生・児童委員の中島俊雄さ
んが、地域・高齢者福祉に功労があったとして
「瑞宝単光章」を受章されました。
　中島さんは、昭和４０年から平成１０年まで
の３３年間、民生・児童委員を務められ、また
町民生委員児童委員協議会会長や社協理事
を歴任され、地域住民の福祉向上に貢献され
ました。

平成２3年度役員
○輪之内町消防団
消防団長

副団長

本部長
副本部長
第1分団  分団長
第2分団  分団長
第3分団  分団長
第1分団  副分団長
第2分団  副分団長
第3分団  副分団長

森島　徹也
戸田　藤夫
久保　正和
森島　基博
森　　良広
近藤　勝也
安藤　茂樹
太田　政孝
森島　英則
三井　洋一
山北　政美
縄田　　崇

○輪之内町女性防火クラブ
委員長
副委員長
副委員長
第1小隊 小隊長
第2小隊 小隊長
第3小隊 小隊長

松井　京子
田中美智子
中島美佐子
安田　佳子
佐々木優子
森島　繭子

（左から）片山航希さん、土屋功大さん





　集合住宅へお住まいの方へ
　集合住宅でも輪之内光サービスをご利用いただけるよう、工事を順次開始しております。
　対応済み（もしくは5月中に対応予定）の集合住宅は以下のとおりです。
　集合住宅のお客様向けキャンペーンを実施しておりますので、該当の住宅にお住まいの方はこの機会に是非お申し込みください。

＊お住まいの集合住宅にてご利用可能かどうかにつきましては、アミックスコム：輪之内局（TEL 78-0302）までお問い合わせください。

≪ 対応済み（もしくは対応をすすめている）集合住宅 ≫≪ 対応済み（もしくは対応をすすめている）集合住宅 ≫
ラ・ネージュ／Ciel Blue　A・B・C／ムーンテラス片山　N・S館／パストラルK／ブリアンアルカンシエル　A・B

ハートダイアリー　A・B／セレーナK　Ⅰ・Ⅱ／コーポワカミヤ／オアシスエイト　Ⅰ・Ⅱ／ONE PIECE
ルミエール青山１１／ガーデンパレス７２／コーポ石井／プリムローズ　A・B／ベルアルモニー　A・B

アルドーレ　A・B／ルピナス／ロータスガーデン　A・B／アイリスガーデン　A・B／フィオーレさくら　A・B・C
（平成23年 4月8日現在）

　お申し込みをお待ちしております。

　アミックスコム：輪之内局　電話サポートについてのお知らせ
　平成23年4月より平日に加え、土曜日（10：00～18：00）も電話サポートを承っております。
　インターネットやテレビ、光 IPでんわについてお困りの点がございましたらお気軽にお電話ください。
　　＊お問い合わせ内容によっては翌週の回答となることがございます。
　　＊日曜、祝祭日はお休みです。ご了承ください。

　パソコン無料設定をお申し込みの方へ
　インターネット工事が完了しているにも関わらず、パソコンを買い替えられるなどの理由により、パソコン無料設定がお済みでない方
がいらっしゃいます。
　パソコン無料設定については原則として、平成23年5月31日までの訪問とさせていただきます。
　弊社からお客様へお電話させていただいておりますが、ご連絡が取れない場合もございます。
　訪問日時などご不明な点は、アミックスコム：輪之内局（TEL 78-0302）までお問い合わせください。
　　＊既に訪問済みの方の再訪問のご依頼はご遠慮ください。

輪 之 内 町 文 字 放 送 放 送 中
※デジタル12ch・アナログ6ch、テレビサービスご利用の方が視聴できます。※お持ちのテレビでチャンネルスキャンを行っていただく必要があります。

輪之内光サービス加入のお礼
　昨年 10 月１日から本申し込みを受付けさせて頂いて、３月 31 日現在で 1,256名の方に申し込み頂き、加入率
は 45.5％に至りました。
　また１月下旬から各ご家庭への宅引き工事を実施しておりますが、３月末現在で約 950 軒のご家庭において引
き込み工事が終了しました。これも皆様のご理解とご協力により事業が進んでいることに厚くお礼申し上げます。
　しかし、その工事につきまして、少なからずトラブルがあったことも事実でございます。
　例えば、見積書提示に関するトラブル、また、テレビ切り替え工事に伴うトラブルなどの苦情を頂き、町民の
皆様方には不愉快な思いをさせたことに対しまして深くお詫び申し上げます。
　そういった中でも最終的には町民の皆様の温かいご理解のもと、工事を含め事業推進させて頂きました。
　今後は、４月から開局しました輪之内町文字放送など事業内容を充実させ、よりクオリティの高い情報を提供
したく考えておりますので、引き続き皆様の温かいご理解とご協力をお願いします。

輪之内町、（株）アミックスコム

輪之内光サービスからのお知らせ





防署赤坂分署勤務となりました。
　署長として勤務は、１年間でしたが、皆様のあ
たたかい人情にふれさせて頂くことができ感謝い
たしております。
　在任中は、消防団・女性防火クラブの皆様方か
ら格別のご指導ご鞭撻をいただき、任務を果たす
ことができました。
　今後の輪之内町の無火災・無災害を祈念し転任
のごあいさつといたします。

　いよいよ平成２３年６月１日から住宅用火災警報器の設
置がすべての住宅において義務化となります。みなさんの
住宅にはもうつけられましたか？
　すでにご存じの方もいるかもしれませんが、改めて設置
場所について説明します。

（1） 寝室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　寝室ごとに１個ずつ設置します。これは普段、就寝している部
屋のことで、主寝室のほか子供部屋なども含まれます。例えば、
寝室として使用する部屋が２つあれば、部屋ごとに１個ずつ計２
個取り付けることになります。
　ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。

（2） 寝室のある階の階段
　戸建て住宅で２階以上の部屋を寝室として使っている場合は、
その階の階段の上部にも必要です。例えば、２階建ての住宅で１、
２階ともに寝室がある場合は、１階の寝室、２階の寝室、２階へ
の階段上部にそれぞれ１個ずつ計３個取り付けることになります。
　ただし、マンションやアパートなどの共同住宅の場合は、階段
や廊下などが共用部分であれば、取り付ける必要はありません。

悪質な訪問販売にご注意ください !!悪質な訪問販売にご注意ください !!
　消防職員のような服装、あるいは「消防署
のほうから来ました」などと言って消防職員
を装って、各家庭を訪問し、高額な消火器な
どを強引に売りつける悪質な訪問販売の被害
が、依然として後を絶ちません。
　消防法の改正により、一般家庭にも住宅用
火災警報器の設置が義務化されましたが、消
火器と同様、「今すぐ警報器を設置しなけれ
ばならない」「点検も義務付けられている」
などと事実を偽って、言葉巧みに購入や手数
料を迫るような手口が予想されます。
　消防署や市役所・役場では、消火器や警報
器の販売を行っていません。また、業者に販
売を委託することもありません。消防署や市
役所・役場をかたる悪質な訪問販売には、「い
りません」とはっきり断ることが大切です。

北澤　勝彦
前南分署長

江﨑　　勇
南分署長

　平成22年４月に大垣消
防組合中消防署南分署長と
して勤務させていただきま
したが、この度４月１日付
けの人事異動により、北消

　分署長として重責に不安がありますが、住民の
皆様が安全で安心して暮らせる災害のない町を目
指して日々努力いたす所存であります。
　今年度は、火災０件を目標に、地域の防火・防
災に頑張りたいと思います。
　今後とも、前分署長同様に相変わりませず、ご
協力を賜りますようお願い申し上げ、着任のあい
さつといたします。

　この度、４月１日の人事
異動により大垣消防組合中
消防署の分署長に着任する
ことになりました江﨑で
す。

  町では、国の安心子ども基金によ
る地域子育て創生事業を活用した、
「安心子ども基金文庫」を保育園内
に設置し、図書の閲覧や貸出しをお
こなっています。今年度も絵本や育
児本など子育て世代に向けた本を多
数揃えました。親子のふれあいに是
非ご利用ください。

子育て支援を目的
に絵本や育児本な
どを揃えました！

子ども手当は引き続き支給されます
子ども手当は、平成23年４月から９月までの６カ月間、
これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されるこ
とになりました。

○支給金額　子ども１人につき　月額13,000円
○支給対象となる子ども　０歳から中学校卒業まで
（0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで）

○支 給 月　平成23年　６月（平成23年２月分～５月分）
　　　　　　平成23年10月（平成23年６月分～９月分）

♢平成23年６月の現況届の提出は不要です。
　（ただし、10月に届出、申請などが必要となることがあります）
問　福祉課　TEL 69-3111



木造住宅耐震診断事業及び木造住宅耐震補強工事補助事業について木造住宅耐震診断事業及び木造住宅耐震補強工事補助事業について

1．申し込み要件
①受診する木造住宅の所有者であること。
②昭和56年5月31日以前に着工された住宅であるこ
と。
③一戸建ての住宅（店舗等併用住宅は延べ面積の1/2
以上が住宅部分）であること。
④昭和56年以降に増築を行っている場合は、内容によ
り申し込みができない場合があります。

2．診断内容
県に登録された岐阜県木造住宅耐震相談士が訪問し、耐
震診断を行います。後日、診断結果と、補強のためのア
ドバイスを説明します。
3．申し込み期間
第1回申し込み期間
5月2日（月）から6月30日（木）まで
（8：30～ 17：30）※土日・祝日を除く

1．申し込み要件（①、②、③及び④または⑤に該当すること）

① 木造住宅の所有者が実施する耐震補強工事であること。
② 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
③岐阜県木造住宅耐震相談士が設計及び工事監理を行って
いること。
④評点が1.0 未満とされた住宅について、1.0 以上となり、
かつ0.3 以上あがる補強工事であること。
⑤評点が0.7 未満とされた住宅について、0.7 以上となり、
かつ0.3 以上あがる補強工事であること。
　ただし、次のいずれかに該当し、かつ家具等の転倒防止
対策を実施すること。

　 ・昭和45年 12月 31日以前に着工された住宅。
　 ・高齢者（65歳以上）のみが居住する住宅。
　 ・障がい者等が居住する住宅。
2．補助金額
工事費120万円までのうち、7割（最高84万円）を補
助します。（補助限度額を超える部分は自己負担になりま
す。）
耐震補強に関する設計費用及び工事監理費用も補助対象と
なります。

　役場建設課窓口に所定の申請書があります。
　なお、申し込みは先着順となります。

　木造耐震診断
　（事前に申し込みを行うだけで、無料で耐震診断が受けられます）

　耐震補強工事補助
（耐震診断を実施した木造住宅について、耐震補強工事
を行った場合に工事の一部を補助します）

　申し込み方法（共通）

あなたの家は大丈夫？いのちを守るため、専門家の健康診断を受けてみましょう。

　５月12日 ( 木 ) は「民生委員・
児童委員の日」です。
　民生委員児童委員は、国から委嘱
されたボランティアで、福祉サービ
ス利用の相談・案内役として活動さ
れています。
　活動強化週間中の５月15日(日)
午前10時から、マックスバリュ輪
之内店にて日頃の活動を知っていた
だく啓発活動を実施します。 地域福祉を推進する民生委員児童委員

　４月７日（木）、交通安全入団式（大安地区交通安
全協会輪之内支部主催）が各小学校で全児童を対象に
開催されました。
　式では、１年生
110名と４年生
92名に夜光タス
キ、腕章とバッジ
が、登校班には交
通安全分団旗が贈
呈されました。

交通事故発生状況
平成23年4月1日現在（昨年同日）

★輪之内町  増減
　人身事故件数 7件（14件） －7
 死 者 数 0人（0人） 0
 負 傷 者 数 10人（17人） －7
★大垣警察署管内  増減
　人身事故件数 253件（291件） －38
 死 者 数 1人（2人） －1
 負 傷 者 数 331人（374人） －43

問 輪之内交番TEL 69-2002




















