


麦作で日本農業新聞会長賞
本戸営農組合が受賞報告
　生産技術の向上や経営改善に創意工夫が見られ、
先進的で他の模範となる麦作集団などを表彰する全
国麦作共励会（全国農業協同組合中央会、（社）全国
米麦改良協会主催）において、本戸営農組合が日本
農業新聞会長賞を受賞されました。
　２月２１日（火）、東京で行われた表彰式のあとに役

場庁舎を訪れた小
林行夫組合長は「暗
きょ排水設備など、
農業基盤整備のお
かげ」と町長に喜び
を伝えられました。

県内５市とタッグ「岐阜県企業誘致推進協議会」の出展第２弾
東京ビッグサイトで東大藪工業団地を積極的にＰＲ
　岐阜県への企業誘致を推進しようと、町と高山市・多治見市・恵
那市・美濃加茂市・可児市が昨年6月20日に立ち上げた「岐阜県
企業誘致推進協議会」が2月29日（水）から３月２日（金）の３日
間、東京ビッグサイトで行われた「ＦＣ　ＥＸＰＯ　２０１２」に出展し
ました。
　輪之内町は来場者に東大藪工業団地のパンフレットを配り、交
通アクセスの良さなどを来場者に積極的にＰＲしました。

今年度の資源回収の収益金などを義援金に
中学校ＰＴＡ会長らが町長に手渡し
　東日本大震災の復興支援に役立ててほしいと、今年
度のＰＴＡ資源回収の収益の一部と校内で生徒が集め
たり、吹奏楽部が定期演奏会のおりに募った義援金の
贈呈式が３月９日（金）、校内で行われました。
　式には同校ＰＴＡ会長の近藤守道さん、前期福祉
委員長の安藤祐斗さん、吹奏楽部元部長の木地衿香
さんが計１２８，４１４円を町長に手渡されました。
　【義援金内訳】
ＰＴＡ資源回収より
　　 100,000円
福祉委員会より
　　   2２,602円
吹奏楽部より
　  　   5,812円

（右から）安八営農経済センターの
矢野博道センター長、小林行夫組合長

輪之内町役場西をスタートする一般Ｂの部

この事業は岐阜県の補助を受けています

大豆は本郷営農組合が県優秀賞
　３月２日（金）、岐阜県農協会館にて岐阜県豆類経営
改善共励会の表彰式が開催され、本郷営農組合が優
秀賞に輝きました。

　同組合は、稲・小
麦・大豆の２年３作
体系を進め、今年
度から大豆の作付
けで岐阜クリーン
農業に取り組まれ
ています。

輪之内体協チームが６８位
田口福寿杯　第３３回中日西濃駅伝
　２月１９日（日）、大垣市陸上競技協会、輪之内町、
大垣市、海津市と中日新聞でつくる実行委員会主催
による「中日西濃駅伝」が開催され、２２７チームが町
内を駆け抜けました。　
　一般Ｂの部で２０回連続出場をしている輪之内体
協チームは、前回を大きく上回る６８位になりました。
　中日西濃駅伝は、無事終了することができました。
みなさまのご
協力に感謝い
たします。

（右より）本郷営農組合組合長の中島政春さん、
安八営農経済センター浅野さん









輪之内光サービスからのお知らせ
　集合住宅向け初期費用無料キャンペーンについて

　光サービス対応済みの集合住宅にお住まいの方を対象とした
初期費用無料キャンペーンを以下の内容で実施いたします。詳細はホームページにも掲載中です。
http://roo.ne.jp/

◎キャンペーン内容
初期登録費用　　　　　　31,500円　→　0円
通信用宅内基本工事費用　15,750円　→　0円
光 IPでんわ初期費用　最大3,150円　→　0円（光 IPでんわご契約者様のみ）
無料接続設定（通信機器最大10台まで）　　　　　（ご希望の方のみお申込みください）

最大50,400円　が無料になる上、
通信機器のインターネット接続設定（希望者のみ）を無料で実施いたします。

◎キャンペーン期間
平成24年3月20日～平成24年6月30日
期間中にお申込みいただいたお客様がキャンペーンの対象となります。

　光サービス対応済みの集合住宅は以下のとおりです。該当の住宅にお住まいの方は、この機会に是非お
申込をご検討ください。キャンペーン期間外のお申込みの方は、初期登録費用等がかかりますので、お早
目にお申込みください。

≪≪ 対応済み集合住宅  対応済み集合住宅 ≫≫  
ANNEX21／AXIS／Ciel Bleu／ONE PIECE／ eau Belle
アイリスガーデン／アルドーレ／オアシスエイト／カーサクラーラ／ガーデンパレス72／
グレースメゾン小柳／クレールK／コーポサンプラザ／コーポワカミヤ／コーポ石井／杉山貸家／
セレーナK／ソシアM／タイニーシティ／ディグニティモリシマ／パークジャンソン／ハートダイアリー
／パストラルK／ハミング仁木／フィオーレさくら／フェニックスY／ブリアンアルカンシエル／
プリムローズ／プレミール／ベルアルモニー／ボヌール／マーヤ・エクレール／ムーンテラス片山／
ラ・ネージュ／リッシェルM&H／ルピナス／ルミエールさと／ルミエール青山11／ロータスガーデン

　なお、お申込みにつきましては、代理店窓口もしくは輪之内町役場にて受付しております。
　（郵送による受付は行っておりません。ご了承ください。）
　また、ご不明な点がございましたら、輪之内局までお問い合わせください。お申込みお待ちしております。

◎代理店　未来技研株式会社
輪之内町楡俣2686-1　TEL：0584-68-1103
平日10:00～ 18:00（土日祝日はお休み）

◎輪之内町役場　経営戦略課

　問 アミックスコム 輪之内局 TEL 0584-78-0302（平日土曜 10:00～ 18:00）
　　 時間外故障連絡窓口＊ TEL 0584-75-1978（日祝祭日、平日時間外）

＊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。
　故障以外のご連絡は、アミックスコム輪之内局までお願いします。

集合住宅にお住まいの方限定 !!
光インターネットを始めるなら

今がお得！





●「ぐらっと」地震が来たら！！
★まずは周囲を確認。身の安全を確保しましょう。
●あわてて行動すると、転倒した家具類、飛び散ったガ
ラスの破片等でケガをする恐れがあります。
●小さな揺れの時、又は揺れがおさまった後に、窓や戸を開
け、出口を確保しましょう。
★正しい情報に基づいた判断を！
　　　　　　　　      それがあなたの運命を左右します。
●災害が発生したときにはデマが飛び交いがち。噂に惑
わされず、テレビ、ラジオ、役場等からの情報に注意し、
正しい状況の把握に努めましょう。
●役場から避難の指示・勧告等が出たら、それに従いま
しょう。
●役場からの指示・勧告等がなくても、身の周辺に危険
が迫っていると判断した場合は、ためらうことなく避
難しましょう！
●消防署、警察等は災害活動等に追われていることが予
想されます。災害状況の問い合わせ等はこれらの活動
に支障をきたすのでやめましょう。
●地震時に多くの人が電話をかけると、電話がつながり
にくい状況になりますので、電話や携帯電話の使用は
控えましょう。
★避難するときも周囲を確認。
　　　　　　　　　   思わぬ事故に遭う恐れがあります。
●外に出るときも周囲の確認を。ガラスや看板等が落ち
てくる可能性があります。
●避難する時には、電気のブレーカーを切り、ガスの元
栓を閉めましょう。
●我が家の安全を確認後、近所にも声をかけて安否を確
認しましょう。
★避難するときに車を使うと混乱を招く場合があります。
●避難する時は原則として徒歩で避難しましょう。車を
使うと渋滞を引き起こし、災害活動などに支障を来し
ます。
●普段歩いている道も混乱して、歩きにくくなっている

恐れがあります。携帯品は歩きやすいよう背負える範
囲のものにとどめ、服装は活動しやすいものにしましょ
う。
●最寄の小・中学校などが避難所に指定されています。
また、さらに危険性がある場合は広域避難場所に避
難する必要がありますので、身の回りの避難所や広
域避難場所を日ごろからチェックしておきましょう。
★強い揺れではまず身の安全を
　　　　　　　　　　  確保してから火を消しましょう。
●大きな揺れの時は、一度机の下などに身を伏せ、揺れ
が収まるのを待ってから火を消しましょう。
●火災になった場合は、周りの人に大きな声で助けを求
めるとともに、手近にある消火器などで初期消火をし
ましょう。
●もし初期消火ができず天井まで火が広がってしまった
ら、家族の安全を確保するとともに、消防隊や消防団
へ助けを求めてください。
●消防隊が到着するまで、近所の人たちや自主防災組織
の人などと協力して、近隣の住民（特に子供や高齢者
などの要援護者）の避難を確認し、バケツリレーなど
火災の延焼阻止を試みましょう。
★消防による救出活動が困難な場合には、
　　　　　　　　　　　　住民の皆様の協力が必要です。
●災害が大きくなると、負傷者が多くなり、また道路が
通行困難となっているために消防署などによる救出活
動が間に合わない場合があります。軽いケガなどの処
置は、みんながお互いに協力し合って応急救護をしま
しょう。
●建物の倒壊や落下物などの下敷きになった人がいたら、
意識があるかどうかを確認し、励ましましょう。
　救出活動には危険が伴う場合があります。できるだ
け複数で協力して行いましょう。
※日頃、防災訓練にさそい合って積極的に参加し、防災
　行動力を身につけましょう。

問 輪之内交番TEL 69-2002

交通事故発生状況（概数）
平成24年3月1日現在（昨年同日）

★輪之内町　　　　　　　　    　 増減
 人 身 事 故 件 数　7件 （4件）    ＋3
 死 者 数  1人  （0人）    ＋1
 負 傷 者 数  6人　（7人）     －1
★大垣警察署管内    　　　　　    増減
 人 身 事 故 件 数　151件（174件）－23
 死 者 数   2人 （0人）     ＋2
 負 傷 者 数  183人（237人） －54
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　平成24年度優良運転者表彰の申請受付を行います。表彰を受けようとされる方
は、期日までに必要な書類を提出してください。
　なお、表彰は各個人からの申請制度をとっていますので、申請が出されない限り
表彰はありませんので間違いないようにしてください。
1．申請に必要な書類　

● 優良運転者等表彰申請（調査）票　1通
● 無事故、無違反証明書交付申請書　1通
　（証明手数料630円添付、但し特別優秀章以上 は除く）

2．表彰の基準 次表の「優良運転者表彰基準」のとおり
3．申請書等提出期間　4月20日（金）から5月9日（水）まで
4．申請書等提出先　大安地区交通安全協会輪之内支部委員
　　　　　　　　　　又は輪之内町役場総務課

　洪水ハザードマップ
をリニューアルしまし
た。今回のマップは、
揖斐川、長良川、牧田
川それぞれの浸水想
定区域を掲載している
ことに加え、近年頻発
するゲリラ豪雨を受け
て、内水にも対応する
マップとなっていま
す。
　マップは今月号に折
り込み配布していま
す。

洪水ハザード
マ ッ プ を
作成しました。

岐阜県の補助を
受けました。



所得段階 住民税 対象となる方 調整率 月額 保険料（年額）本人 世帯
第１段階

非
課
税

非
課
税

生活保護受給の方・老齢福祉年金受給の方 × 0.40 1，900 円 22，800 円
第２段階

前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計

80万円未満の方 × 0.50 2，400 円 28，800 円
（特例）第３段 80万円以上 120万円未満の方 × 0.70 3，400 円 40，800 円
第３段階 上記以外の方 × 0.75 3，600 円 43，200 円

（特例）第４段

課
税

80 万円未満の方 × 0.95 4，600 円 55，200 円
第４段階 上記以外の方 × 1.00 4，800 円 57，600 円
第５段階

課
税 前年の合計所得金額

190万円未満の方 × 1.25 6，000 円 72，000 円
第６段階 190万円～ 250未満の方 × 1.45 7，000 円 84，000 円
第７段階 250万円～ 500万円未満の方 × 1.60 7，700 円 92，400 円
第８段階 500万円以上の方 × 1.75 8，400 円 100，800 円

【介護保険料についての問い合わせ先】
〒503－0126　安八町中須410-1　安八郡広域連合（☎63-2050）または、輪之内町福祉課（内線155）


















