










　時間外故障連絡窓口
日祝祭日や深夜に故障にお気づきの際はご一報ください。

TEL 75-1978
留守番電話ですので、お名前、ご連絡先、メッセージなどを残してください。

　　　　　　　翌朝にあらためてご連絡いたします。

　光 IPでんわをご利用のお客様へ
光 IPでんわの有償オプションを「お客様専用管理画面」よりお申し込みいただくことが可能です。

　集合住宅へお住まいの方へ
1. 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、工事を進めております。
2. 対応済み（もしくは対応予定）の集合住宅は以下のとおりです。
3. 該当の住宅にお住まいの方は、是非お申し込みをご検討ください。
4. 申込書は、輪之内町役場もしくはアミックスコム：輪之内局代理店（未来技研株式会社　輪之内町   
　 楡俣 2686-1  TEL 68-1103）にご用意してございます。

〈〈対応済み（もしくは対応予定）集合住宅〉〉　2011年7月時点

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
グレースメゾン小柳A～ L／ハミング仁木／ eau Belle ／ディグニティモリシマ／パークジャンソンⅠ・Ⅱ
ルミエールさと／ANNEX21／タイニーシティ１・２／AXIS ／ソシアM／プレミール／カーサクラーラ
コーポサンプラザA・B・C
＊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。

有償オプションサービス 料　　金 機能説明

非通知着信拒否 初期費用：0円
月額費用：210円

電話番号非通知の場合、着信を拒否するサービスです。
＊ナンバーリクエスト相当

特定番号着信拒否 初期費用：0円
月額費用：210円

あらかじめ登録した番号からの着信を拒否するサービ
スです。

コールウェイティング 初期費用：0円
月額費用：315円

通話中に別の電話の着信があった場合に、通話中の相
手を一時的に待たせて別の電話の着信を受けることの
できるサービスです。
＊キャッチホン相当

＊＊＊光 IPでんわ有償オプションのご紹介＊＊＊

＊＊＊お申込方法＊＊＊
1. インターネット上から輪之内光サービスのホームページ（http://roo.ne.jp）をご覧ください。
2. 「お客様専用管理画面」を開いてください。
3. 登録確認書に記載のある「お客様番号（ログインユーザ名）」と「パスワード」を入力して管理画面へ
お進みください。

4. ページ中の「光 IPでんわメニュー」→「オプション申し込み（有償）」にてお申し込みできます。
＊「お客様専用管理画面」からお申し込みいただきますと、お申し込み直後からオプションサービスがご
利用いただけます。

＊解約やお申し込み状況確認についても、「お客様専用管理画面」から手続き可能です。

輪之内光サービスからのお知らせ
【RoO】



交通事故発生状況
平成23年7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 516件（576件） －60
 死 者 数 2人（4人） －2
 負 傷 者 数 659人（755人） －96

問 輪之内交番TEL 69-2002

　７月11日（月）
～20日（水）の
10日間、大安地
区交通安全協会輪
之内支部（片野國
太郎支部長）が中
心となり、夏の交
通安全県民運動を
展開しました。

スローガン　

輪之内町住まいる住宅助成金の交付輪之内町住まいる住宅助成金の交付

交 付 対 象 者 等 交 付 対 象 工 事 等 助 成 金 等 の 額 担 当 課
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１．次のいずれにも該当する者
イ　町内に住所を有する者
ロ　町税及び町諸収入金に未納がない者
ハ　過去にこの助成金等を受けていない者
ニ　公共下水道の供用開始から３年以内に公
共下水道に接続しようとする者

１．雑排水及びトイレを
下水道施設へ接続する
ための工事に伴い、トイ
レ、風呂場及び流し等の
改修
２．その他居住部分の改修
（バリアフリー工事を
含む）

　交付対象工事等に係る
経費の１／２に相当する
額とする。ただし、当該助
成金の額が 10 万円を超
えるときは、10万円を限
度とする。

建 設 課２．次のいずれにも該当する者
イ　町内に住所を有する者
ロ　町税及び町諸収入金に未納がない者
ハ　過去にこの助成金等を受けていない者
ニ　公共下水道に接続している者又は公共下
水道の供用開始後３年を経過した区域にお
いて、公共下水道に接続しようとする者

　交付対象工事等に係る
経費の１／２に相当する
額とする。ただし、当該助
成金の額が５万円を超え
るときは、５万円を限度と
する。
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１．次のいずれにも該当する者であって、２か
ら５のいずれかに該当する者
　イ　町内に住所を有する者
　ロ　町税及び町諸収入金に未納がない者
２．介護保険制度又は障害者自立支援制度の住
宅改修費等の支給を受けて住宅改修を行う世
帯員
３．介護保険制度の要介護認定で非該当（自立）
と認定された高齢者のいる世帯で準寝たきり
のため住宅の改修が必要と認められる世帯員
４．身体障害者手帳で１級又は２級に該当し、
障害者自立支援制度の補装具費により車いす
の支給を受けた者のいる世帯員
５．岐阜県療育手帳に関する規則（平成12年
岐阜県規則第72号。以下「規則」という。）
第３条により療育手帳の交付を受けた者の最
重度又は重度の障がいを有する者のいる世帯
員

１．既存住宅の浴室、洗面
所、台所、便所、玄関、
廊下又は特に認める住
宅の設備、構造等を改善
する工事（介護保険法
（平成９年法律第 123
号）の規定により、住宅
改修費等の支給を受け
る場合又は輪之内町日
常生活用具給付事業実
施要綱（平成18年輪之
内町告示第 59 号）に
基づく住宅改修費の助
成を受けている場合は
その対象経費を除く。）

　交付対象工事等に係る
経費に相当する額とする。
ただし、当該助成金の額が
10万円を超えるときは、
10万円を限度とする。

福 祉 課

住宅用太陽光発電システム設置 輪之内町太陽サンサン補助金交付要綱による。 住 民 課

木造住宅耐震診断 輪之内町木造住宅耐震診断事業実施要綱による。 建 設 課

木造住宅耐震化促進事業 輪之内町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱による。 建 設 課

※詳しくは、各担当課にお問い合わせください。（電話 050-5808-9600　69-3111）

　輪之内町では、快適な居住空間を創出する工事等を実施する住宅改修等の費用の一部を助成し、住宅の安
全性、耐久性及び居住性の向上を図り、安心して住み続けられる住まいづくり及び快適な居住空間の向上を
目指しています。

平成23年度夏の交通安全県民運動実施

▲仁木小学校北交差点のようす



　2011年3月11日、東日本大震災発生以降、震災に
乗じた様々な便乗商法に関するトラブルが寄せられてお
り、各地の消費生活センター及び国民生活センター「震
災に関連する悪質商法110番」には、原発事故関連や被
災地の復興支援をうたって未公開株の購入を勧誘する相
談が寄せられています。
　国民生活センターでは2006年以降、「絶対に耳を貸
さない、手を出さない！未公開株や社債のあやしい儲け話」
の公表など未公開株について、たびたび注意情報を発し
てきました。
　また、2011年5月17日、改正金融商品取引法が成
立し、無登録業者による未公開株等の取引に関して、表
示・勧誘行為の禁止、非上場の株等の売りつけ等におけ
る売買契約の原則無効、罰則の引上げなどの規制が実現
することとなり、改正法は今年11月末日までに施行予定
となっています。
　今回、改正法施行前に際し、震災に乗じた未公開株の
悪質な販売勧誘が駆け込み的に増えることが予想される
ことから、重ねて消費者に注意喚起します。
〔相談事例〕
〔事例①〕風力発電会社の未公開株
　「当社はＢ社の未公開株の購入を勧めている。今回の原発
事故の影響で、原子力発電は使われなくなる。今後は風力
発電が注目される。Ｂ社は風力発電事業を行っており、政
府の高官も視察に行くような将来有望な会社だ。あなたは
特別優待で、この会社の未公開株を安く買うことができる。
今のうちに安く買っておけば、後で得をする」と勧誘された。

〔事例②〕被災地の復興を支援する会社の未公開株
　突然電話で「東日本大震災の被災地を支援する会社の未
公開株を買わないか。この会社は医療関係者や政府の人に
呼びかけて救済センターを立ち上げた。救済センターは医
療等の国際的な救済活動だけでなく、投資でだまされた人
を救済するプロジェクトに取り組んでいる。これから成長
していき、将来は上場する会社である。今のうちに未公開
株を購入しておくと、後でもうかる」と説明された。

〔事例③〕鉄道建設関連業者の未公開株を限定販売
　「東日本大震災の影響で今後、新幹線の建設事業や鉄道
運輸関連の企画、メンテナンスなどの事業が増えていく。

当社はその関連事業を請け負っている。あなたの在住地域
の方が重役になっているので、市民限定で販売している。
未公開株を1口10万円で買わないか。数に限りがあるた
め、急いで申し込んでほしい」といわれた。

〔消費者へのアドバイス〕
①震災を口実にしたセールストークにだまされない
　震災にかこつけて将来が有望な会社と説明し、消費者の
投資欲をあおるが、信ぴょう性に乏しく、実体がない可
能性が高いので、安易に信用しないことが賢明です。
　また、業者に信用性を確かめようと、消費者から業者に
連絡を取ると、逆にまるめ込まれてしまうおそれがある
ので、連絡はできるだけ控えましょう。
②安易な儲け話はきっぱり断ること
　業者が未公開株の取引を不特定多数の人に勧誘すること
は考えにくいです。「あなただけ特別」「必ず上場する」「絶
対にもうかる」などと勧める安易なもうけ話は、きっぱ
り断りましょう。実際に、未公開株の買い取りが実行さ
れたという事実は１件も確認されていません。
③業者が金融商品取引業者の登録を受けているのかを確認
する
　他社の未公開株を販売する等の金融商品取引業を行うに
は、金融商品取引業者としての登録が義務付けられてい
ます。登録の有無は金融庁ホームページで確認できます
が、実際の登録業者をかたって勧誘するケースもありう
るので、登録業者名だけでなく、電話番号等も確認する
必要があります。
④支払ったお金を取り戻すのは難しい。あわててお金を支
払わないこと
　いったん支払ってしまった代金を取り戻すことは非常に
困難です。特に申し込みや支払いを急がせる場合はあわ
てて支払ってはいけません。家族や役場住民課、岐阜県
県民生活相談センターに相談してからでも遅くありませ
ん。もしお金を支払っていしまった場合、すぐに金融機
関と警察に連絡し、業者が指定した預金口座の利用停止
をしてください。契約してしまった場合でも、あきらめ
ずに相談してください。

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, 050-5808-9600

電気は、私たちの日常生活において不可欠なエネルギー
として社会の隅々まで深く浸透し、年々需要が増加して
います。そして、そのエネルギーを使用する電気設備機
器は、自動化、多機能化などの新製品が次々と商品化され、
私たちの生活環境をより豊かにしています。
一方、電気や電気製品にかかわる火災の主な原因は、
使用する時の管理の怠りによるもの、取扱いの不注意に
よるものなどがあげられます。
なお、８月は電気使用安全月間です。この機会を通じて、

電気や電気製品の安全な取扱いの知識を深めましょう。
電気使用安全月間とは？
電気安全関東委員会において電気使用の安全に関

する知識と理解を深め、電気事故の防止に役立てる
ことを目的として、昭和56年度から感電死傷事故
の発生が多い毎年８月をこれと定め、実施されてき
ました。 
翌年の昭和57年度からは、安全運動の統一的な

目標を掲げ、安全運動がより効果的なものとなるよ
う実施されています。

●トラッキング現象による火災 
トラッキング現象とは、コンセントに差し込んだプラ
グの周辺やプリント基板等に綿ぼこり、湿気などが付着
し、局部的に絶縁性能が低下した際に電流が流れ、微少

なショートを起こして表面に炭化
経路、すなわちトラックが形成さ
れ出火する現象を言います。
トラッキング現象による火災
は、隠れた部分で発生することか
ら、発見が遅れ思わぬ被害になる場合があります。
トラッキング現象による火災を防ぐためには、コンセン
トに差し込んだままのプラグ等にほこりなどが付いていな
いか定期的に点検し、清掃するように心がけましょう。
●電気火災を防ぐポイント 
コンセント・プラグ・コードコンセント・プラグ・コード
•差し込みプラグを抜く際は、コード
部分を持って引っ張らないで、プ
ラグ本体を持つようにしましょう。 
•差し込みプラグは、コンセントと緩
みがないか点検しましょう。 
•コードが家具などの下敷きになったり、押しつけなどに
より傷つかないように注意しましょう。
•コードを束ねたり、ねじれたままの状態で使用しないよ
うにしましょう。 
•コンセントやコードには使用できる電気量に制限があり
ますので、コンセントに表示されている使用できる電気
量を確認して使用しましょう。 


















