


　従来の静止画放送に加え、動画も配信します。町の行事やイベントなど、町民の
みなさまの活躍を撮影し、放送していきます。
　また、天気予報や防災情報などのデータ放送も行います。

新番組名には輪之内中学校
3年下前美結さん（写真左
から２番目）の作品が選ば
れました。

　保安器（Ｖ－ＯＮＵ）を設置して電柱に共架した専用幹線から光ケーブルを引き込む工事に補助金を交
付しています。
対 象 者：町内在住で住民登録されている方、町内に住所を有する事業所。
申請方法：工事の際業者から渡される工事費用の書かれた書類と振込先が分かるもの（通帳など）を役

場経営戦略課に持参して下さい。

補助金制度あります

10月1日より輪之内町自主放送チャンネル
地上デジ12ch、デジアナ6chがリニューアル

データ放送　

動画放送配信し
ます！

輪之内スマイルチャンネル

輪之内スマイルチャンネル
※これはイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

【画面イメージ】

動
画
放
送
部
分

をご視聴頂くためには

アミックスコムが提供する光ケーブルテレビのご利用が必要です。
お気軽にお問い合わせ下さい！！

輪之内光サービス提供事業者「アミックスコム」輪之内局

0120-105-602
◆受付時間　10:00～18:00　平日・土曜（日曜・祝祭日はお休みです）◆
◆輪之内町外・携帯・PHSからは0584-78-0302におかけください◆



平成25年度　輪之内町防災訓練
　９月１日（日）、防災の日に、町主催の防災訓練を実施しました。
「自助」、「共助」、「公助」の連携による災害発生時の共同体制の確
立を図り、住民の皆さんが防災に対する意識を高めて水害や地震な
どの対策活動を身につけるための訓練です。一昨年までは、総合防
災訓練として３年ごとに実施していましたが、普段からの備えが大
切なことから、昨年度より毎年実施しています。

　南海トラフを震源とした震度
６弱の地震が発生した想定で午
前７時半にサイレンがなると、各地区で定められた一次避難所に約2,200
人が避難しました。その後、負傷者や倒壊家屋などの被害が多数発生したと
して、二次避難所の一つである福束小学校で共助を主眼とした訓練が行われ、
区長や同校区の住民の方など約450人が真剣な表情で取り組まれました。
　また、国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所より災害対策車両
が派遣され、消防団員や職員がプールの水を使って排水ポンプ車の操作訓練
をし、有事に備えました。

赤ちゃんふれあい体験を実施しました！
　８月23日（金）に保健センターにおいて、赤ちゃ
んふれあい体験を行いました。ふだん赤ちゃんに接す
ることの少ない中学生に赤ちゃんとふれ合う機会を設
け、命の大切さや子育ての大変さを理解し、親になる
責任や自覚を考えることを目的としました。
　輪之内中学校３年生の希望者（男９名、女10名）
が、10ヵ月児健診に参加されたお母さんの了解のも
と、赤ちゃんとふれあい、抱っこをしたり、育児の話
を聞くなどして、命の素晴らしさや育児の大変さを学
ぶことができました。また、妊婦体験として専用のジャ
ケットを着用し、寝る・靴下をはくなどの動作を行い、
体験後には、｢妊婦体験はつらくて大変だった。大変
な思いをして産んでくれたお母さんに感謝をしたい。｣
「赤ちゃんはいろいろな所へ行ってしまうので常に目
が離せなくて大変ということが分かった。」などの感
想が聞かれ、親
への感謝の気持
ちや育児の大変
さについて考え
る良い機会とな
りました。

9月 9日（月・救急の日）
女性防火クラブがひとり暮らし高齢者宅へ防火訪問
　9月9日（月）、救急の日に、女性防火クラブの幹部が、大
垣消防組合南分署の職員の方とともに町内のひとり暮らし高齢
者宅を訪れました。緊急連絡先やかかりつけ病院などの情報が
書かれた安心救急バトンの保管場所を確認したり火の元の注意
などを呼びかけながら、手作りの防災ずきんを渡しました。

みんな違ってみんないい
人権擁護委員が保育園で啓発劇を企画
　8月に、町内保育園にて、人権創作劇が披露されま
した。小さいころから人権に関心を持ってもらいたい
と、町人権擁護委員が企画されました。
　「一番偉いのはだれ？」と題した劇では、委員と大
垣人権擁護委員協議会人権創作劇部会のメンバーが出
演。人それぞれに良いところがあり認め合い仲良くし
ていこうと訴えました。園児は楽しみながらも真剣な
ようすで見入っていました。



輪之内ふれあいフェスタ会場周辺交通規制・駐車場地図輪之内ふれあいフェスタ会場周辺交通規制・駐車場地図

渋滞緩和のためできるだけ自転車または無料巡回バスをご利用下さい。渋滞緩和のためできるだけ自転車または無料巡回バスをご利用下さい。
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輪之内ふれあいフェスタ2013
会　　場　　輪之内町文化会館前
開催日時　　平成25年10月５日（土）11:00～17:00　　６日（日）８:00～17:00
実行委員会事務局　　電話　0584－69－3111 ・ 光IP　050－5808－9600（役場産業課）



問 輪之内交番　TEL 69-2002

★ 輪 之 内 町 増減

人身事故件数 27件（23件） +4
死 者 数 1人（1人） ±0

負 傷 者 数 31人（26人） +5

★大垣警察置管内 増減

人身事故件数 637件（630件） +7
死 者 数 10人（4人） +6

負 傷 者 数 791人（778人） +13

交通事故発生状況
平成 25 年 9 月 1 日現在（昨年同日）

◦安全運転５則◦

●仕事内容　※調査によって異なります
担当調査区の確認、調査票の配布と記入依頼
調査票の回収・点検・整理　など

●応募資格
１）原則として、町内に住所があり、満 20 歳以上の方
２）責任を持って調査事務を遂行し、秘密の保持ができ

る方
３）心身ともに健康である方
４）警察・選挙・税務などに関係のない方

●今後の統計調査（調査日）
工業統計調査（平成 26・27 年 12 月 31 日）
経済センサス―基礎調査・商業統計調査

（平成 26 年 7 月 1 日）
農林業センサス（平成 27 年 2 月 1 日）
国勢調査（平成 27 年 10 月 1 日） など

問 経営戦略課　TEL 050-5808-9600　69-3111

登録統計調査員を募集しています

□　募集戸数

　木造住宅耐震診断（無料） １６棟（先着順）
　木造住宅耐震補強工事 ２棟（先着順）

□　木造住宅耐震診断の対象となる住宅
• 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て
の住宅

• 併用住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅として
使用されているもの

□　木造住宅耐震補強工事の対象となる住宅
• 過去にこの募集により耐震診断が実施されたもの
• 県に登録された「岐阜県木造住宅耐震相談士」により
実施される耐震補強に関する設計および工事監理され
る耐震補強工事

• 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」、「倒壊
する可能性が高い」と評価されたものを「一応倒壊し
ない」または「倒壊しない」と評価できる補強工事

□　補助金の額
　木造住宅耐震診断　無料

　木造耐震補強工事
　　ア 一般補強工事

①補助対象費用の 11.5％の額 +15 万円
　（補助限度額　55 万円）
②補助対象費用の 50％（補助限度額　60 万円）
① + ②の合計額（補助限度額　115 万円）

1 戸当たりの対象費用の上限は約 350 万円に
なります。

　　イ 簡易補強工事
補助対象費用の 7/10。補助対象費用は、120
万円を上限とします。（補助限度額は 84 万円）

□　補助金を受けられる方
　対象となる住宅所有者で町に住民登録され、町税を滞
納していない個人の方など

□申込
　現在受付中ですので木造住宅耐震診断・耐震補強工事
を実施する前に、申込書に必要書類を添えて建設課へ

　申込書は建設課の窓口にあります　
問 建設課 TEL 69-3111　内線 167

木造住宅の無料耐震診断！ 木造住宅耐震補強工事の補助
木造住宅の耐震診断を無料でおこなうことができます。
　町が派遣した「岐阜県木造住宅耐震相談士」が耐震診断を行います。この診断には補強工事費の概算も合わせて
お知らせします。また、耐震補強工事の一部補助も行っています。



※消防車が救急支援で出動して
いるときには車両の側面に「救
急支援」と書いたステッカー
を貼り付けています。

◇ テレホンサービスでも災害情報を提供しています。
　出動指令と同時に、自動的に合成音声が作成され、
いち早く災害情報を聞くことができます。また、火
災以外の出動（救急出動は除く）についても案内が作
成されます。
　消防テレホンサービス

（0584）73局0
ソレイチニサン

123番

住宅用火災警報器は

かけがえのない「命」「財産」を守ります！

　住宅火災による死者の半
数以上が逃げ遅れによるも
のとみられています。

　住宅用火災警報器は、火災の早期発見に有効
であることから、すべての住宅で設置すること
が義務付けられています。

たいせつな
お知らせです

一 日 も 早 く 設 置 を !!

◦消防車の救急出動について◦ ～平成25年度　　　
　全国統一防火標語～【消すまでは  心の警報  ＯＮのまま】

消防車も救急出動（PA連携）する場合があります
「ＰＡ連携」とは・・・
消防車（Pumper）と救急車（Ambulance）が連携
して救急活動を行うことです。
　消防車もサイレンを鳴らして救急現場に駆けつけ
ることがあります。
　「救急車を呼んだのに、消防車まで来た！」とビ
ックリされる場合があるかもしれませんが、住民の
皆さんのご理解とご協力をお願い致します。
◇ 以下のような救急出動の時、消防車が出動します。
・119番通報時、又は救急隊が現場到着した時点

等で、処置、搬送に多数の人手が必要であると判
断した場合。

・現場活動において安全管理や救助活動が必要な場
合。

・119番 通 報 時 に
緊急性の高いこと
が予測され最寄り
の救急車が出動し
ている場合、他の
救急車が現場に到
着するまでに時間がかかる時。（消防車に救急資
器材を積載して出動し救急車が到着するまでの間
処置を行います。）

◦第 34回事業所初期消火競技大会実施概要◦
大会の趣旨

火災時における有効な初期消火活動は、火災の規模、被害に大きく影響します。特に、消火器、屋内消火
栓及び小型動力ポンプなどを活用した初期消火は、事業所の自衛消防組織等による適切な活動が重要な役割
をもってきます。そこで、初期消火競技大会を大垣危険物安全協会及び大垣市防火協力会の協力を得て実施
し、初期消火技術向上等自衛消防組織機能の充実を図ることを目的とする。

１　と　　き　11 月 12 日（火）　午後１時 30 分から４時まで
　　　　　　　予備日　11 月 14 日（木）　小雨決行
２　と こ ろ　大垣市加賀野４丁目  大垣市総合体育館駐車場
３　主　　催　大垣消防組合
４　共　　催　大垣危険物安全協会・大垣市防火協力会

競技種目 参加対象 競技の方法 表  彰

第一部 消火器
消火競技

 個人競技
 ( 女性のみ )

消火器（水系 10 型）を使用して、前方
の標的を倒すまでのタイムを競うもの。

５位まで
大垣市防火協力会長表彰

第二部 屋内消火栓
消火競技 ４人編成

消火栓ボックスからホース２本を延長、
前方の標的に注水し、標的を倒すまでの
タイムを競うもの。

３位まで
大垣消防組合消防長表彰

第三部
小型動力
ポンプ

消火競技
５人編成

各事業所のポンプを使用しホース３本を
延長、前方の標的に注水し、２つの標的
を倒すまでのタイムを競うもの。

３位まで
大垣危険物安全協会長表彰

※屋内消火栓用ホース及び小型動力ポンプ一式は、参加事業所常備のものとし、その他のものについては、主催者側で準備いたします。

５　申込方法　参加ご希望の事業所は、10 月 16 日（水）までに、消防本部予防課までご連絡ください。
　　　　　　　関係資料をお送りいたします。
問 大垣消防組合 消防本部予防課　TEL 87-1512



   毎年９月１０日を中心に各地で下
水道の普及とその意義や重要性の啓
発を目的に下水道の日の活動が展開
されています。
   今年度の推進標語は、『下水道　
水が笑顔に　なれる道』です。
輪之内町では、下水道の整備の普及
事業と、毎月広報の中で、利用促進
の啓発に取り組んでいます。今月は

「下水道のしくみ」について掲載い
たしました。
   下水道事業普及のため、皆様のご
理解を賜り、家庭からの生活排水の
接続及び汲み取り便所の改造等の水
洗化をすみやかに実施されますよう
よろしくお願いします。

   みなさんは、毎日の生活や社会活動の中でたくさん
の水を使っています。ここで使われた水を自然に流し
続けると、川や海は汚れていくだけでなく、やがては
生活に必要なきれいな水が欲しいときに、手に入れる
ことが難しくなってしまうことになります。
   必要な水をいつまでもきれいなままで使うことが出
来るよう、汚れた水をきれいにしていくために生まれ
た施設が ｢下水道｣ なのです。みなさんの家の近くに
ある ｢道路の側溝｣ や ｢排水路｣ は、下水道ではあり
ません。
   下水道とは、台所、風呂、トイレなどの「汚水」、ま
た工場や事業所から出る家庭で使われた「排水」など
を道路等に埋設された下水道管に流し、終末処理場（浄
化センター等）に集め、科学的・衛生的に処理して、
きれいな水によみがえらせて、川や海に放流するもの
をいいます。

下水道の日 下水道のしくみ

【退去するときの費用を巡るトラブル】
  18 年間居住したアパートを退去する際に、
修繕費として 200 万円近くの請求を受け
た。請求明細には、ハウスクリーニング、畳
表替え、クロス全面張替、ふすま張替、ト
イレ・洗面所の塗装とある。一人暮らしだっ
たので、故意に傷つけたり、汚したりした
覚えはないし、掃除もして出てきた。請求
金額は支払うべきか、どのように対応すれ
ば良いか教えてほしい。敷金の 10 万円は
支払い済みである。

【敷金とはどんなお金？】
　敷金は、借り主が賃料を滞納したり、不注
意等によって賃借物に対して損傷・破損を与
えた場合等の損害を担保にするために、借り
主から貸し主に対して預け入れるものです。
賃借物の明け渡しまでに、未払い賃料や借
り主の債務が生じてなければ、敷金は返還
されることになります。

【退去時の精算】
　事例のように、修繕費等の請求がされた場
合その請求内容で良いか、納得できない場合
は、負担金について検証をして貸し主に通知
し話し合いをします。話し合いがつかず、決
裂した場合には、裁判所での調停や訴訟を起
こすこともできます。
  どちらの負担で原状回復を行うことが妥当
なのかについてトラブルが発生することを未

然に防止するため、原状回復費用負担のあり
方について、妥当と考えられる一般的な基準
を『原状回復をめぐるトラブルとガイドライ
ン』として国土交通省がとりまとめています。
このガイドラインを参考にすることができま
す。

【事例の対処例】
　ガイドラインによれば、18 年間入居とい
うことで建物の残存価値の計算や、故意な傷
などの原状回復すべき点がないとすれば、高
額な修繕費の請求は妥当ではないと推測され
ます。貸し主と借り主で負担額の話し合いを
していただくことをおすすめします。折り合
いがつかない場合は、裁判所での訴訟もあり
得ます。貸し主は『損害賠償請求訴訟』、借
り主は『敷金返還請求訴訟』を起こすことに
なります。
　賃貸住宅の退去時のトラブルを避けるため
に、入居時の賃貸借契約書の内容をよく読み、
契約事項をしっかりと確認することが大切で
す。契約の条件が優先されます。契約は当事
者の合意により成立するものであり、内容を
十分に理解して締結することが重要です。
岐阜県県民生活相談センター　　
  058-277-1003
輪之内町消費生活相談窓口 ( 住民課 )　
  69-3111、050-5808-9600

●不動産取引に関する相談　～原状回復ガイドラインとは～



農業情報誌の
予約受付のお知らせ

平成 26 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。

※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）

光IP 050-5808-9600

産業課

図書名 価　格

農業日誌 1,470円

ファミリー日誌 1,470円

新農家暦 500円

　住民のみなさまの日頃の疑問や悩みごとなどにお応え
するため、次のとおり、「全国一斉！法務局休日相談所（岐
阜地方法務局）」を開設いたします。
　相談は法務局職員、公証人、人権擁護委員がお受けし
ます。
　土地、建物の相続や売買などの登記に関すること、土
地の境界に関すること、戸籍・国籍の届出や人権相談など、
お気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守いたします。
● 日　時：10 月 6 日（日）10：00 ～ 16：00
● 場　所：大垣市丸の内１丁目 19 番地

岐阜地方法務局大垣支局
問 岐阜地方法務局大垣支局　TEL 78-3347

「全国一斉！法務局休日相談所
（岐阜地方法務局）」の開設について

岐阜地方法務局
　政府は官民一体となって「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）」を進めています。
「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平
成 22 年 6 月改定）」では、2020 年までの
数値目標として年次有給休暇取得率 70％が掲
げられているところですが、平成 23 年の取得
率は 49.3％と 5 割を下回る水準となっていま
す。また、週労働時間 60 時間以上の雇用者の
割合は 9.1％と依然として高水準で推移してい
ます。
　仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みの
一環として、夏季や年末年始、国民の祝日が集
中しているゴールデンウィーク等連続休暇の取
得に適した時季に取得しましょう。

　平成 25 年 12 月１日採用のあすわ苑職員
（臨時介護職員）を募集します。

●募集人員　　介護職員（臨時職員）　若干名
●応募資格　　高校卒業以上の学歴を有する方

普通運転免許を有する方
●勤務形態　　勤務日程表による変則勤務
●申込期限　　10 月 18 日（金）
●面 接 日　　10 月下旬予定
●提出書類　　履歴書、健康診断書
●提出先（郵送可）　　

〒 503-0126　安八町中須 410-1
特別養護老人ホームあすわ苑

岐阜労働局からのお知らせ

時季を捉えた
年次有給休暇の取得を

高等学校での怪我等は
福祉医療受給者証を使用できません

独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害
給付制度（「スポーツ保険」という）は、国の施策に基づ
き実施されている保険事業であるため、公的な保険と位置
づけられており、福祉医療制度との併給が認められていま
せん。

医療費の助成対象者である方が
通っている高等学校では当該保険
に加入しているため、学校等に於
いて怪我等され治療を受けられる
場合は、福祉医療受給者証を使用
できません。受診される病院の窓
口で福祉医療受給者証を提示され
ないようお願いします。なお、自
己負担された治療費については高
等学校へ申請していただくことと
なります。
問　役場福祉課　TEL 050-5808-9600　

または　69-3111

あすわ苑職員
（臨時介護職員）募集

☎64-5505

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な
対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自
動車に加入が義務づけられており（自動車損害賠償保障
法）、自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反ですので
ご注意ください。
　四輪車ももちろんですが、特に、車検制度のない
250cc 以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自動車）は、
有効期限切れ、かけ忘れにご注意を。
　自賠責制度の詳しい内容は、http://www.jibai.jp でご
覧になれます。
問 国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局輸送担当　

TEL 058-279-3714

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局

自賠責保険・共済なしでの運行は
法令違反です！



森島冨美枝 棚橋邦子神戸孝司田中百合棚橋靖夫

浅井百合子児玉禧子片野雅夫小林冨美子 西松清子

   法律上のトラブルを未然に防止し、権利を擁護
保全するため、遺言や大切な契約を公正証書で作
成することをお考えになってはいかがでしょうか。
公証週間中に無料相談窓口を設けますので、お気
軽にご利用ください。
●日 時　10 月１日（火）～ 10 月７日（月）

日曜日を除く
9:30 ～ 12:00 及び
13:00 ～ 18:00
ただし、１０月５日（土）は
10:00 ～ 12:00 及び
13:00 ～ 16:00

●場 所　 大垣公証役場
（大垣市丸の内一丁目 35 番地）

●相 談 例　遺言・任意後見契約・離婚・金銭賃借・
土地建物賃借そのほか公正証書作成
の手続や内容に関する相談

●相談形態　電話、ご来庁いずれも
※秘密は厳守いたします。
※相談にお越しの際は、なるべく関係資料をお持ちく

ださい。
問 大垣公証役場　TEL　78-6174

  飼い犬と楽しく暮らし終生飼養するためには、
飼い犬が周囲からも愛されるように飼い主が適切
なしつけをすることが必要です。
  また、災害時には、飼い犬を連れて避難をすること、避難所
で共同生活をすることが想定され、災害に対する準備やしつ
けも重要です。
  そこで、西濃保健所では、飼い主の皆さんに学んでいただく

「愛犬のしつけ方教室」を開催します。教室では、初歩的なし
つけ方などについて、モデル犬の実演や、飼い犬との実技講
習をまじえて楽しく学んでいただけます。
会場と開催日
【大垣会場】
●日 時　11 月 7 日（木）13：30 ～ 15：00
●会 場　杭瀬川スポーツ公園　（大垣市野口 1654 番地１）
【海津会場】
●日 時　11 月 14 日（木）　13：30 ～ 15：00
●会 場　さぼう遊学館　だんだん公園　ふじのステージ

（海津市南濃町奥条無番地）
●内 容　服従訓練

（ホールドスチール、タッチング、アイコンタクト
など）楽しい散歩の仕方、愛犬との同行避難に
備えて～ケージへの慣らし方～など

●講 師　石崎由美子先生、石崎容子先生
●参加対象者　西濃地区在住で犬を飼っている方やその家族、

各会場 10 組まで（先着順）。
飼い犬同伴可能 ( 飼い主が確実に制御できる犬 )。

●申 込 方 法　10 月 21 日（月）から 11 月１日（金）まで
に電話でお申し込みください。
　その際には、次のことを確認させていただ
きます。
希望会場、飼い主の氏名、住所、電話番号、参加人数
犬の種類、性別、名前、年齢、登録（鑑札）番号
１年以内に狂犬病予防接種済み、ジステンパー
等の伝染病の混合ワクチン接種済みであること。

●申込先、問い合わせ先　　　 
岐阜県西濃保健所 生活衛生課 動物愛護担当
TEL73-1111（内線 269、268）
平日の 8:30 ～ 17:15

10 月１日～ 7 日は
       公証週間です

「愛犬のしつけ方教室」 参加募集

美しい水辺をとり戻す活動。
●日　時：10 月 27 日（日）７:30 ～
●場　所：揖斐川・長良川堤防

詳細はホームページをご覧ください。
http://www.cbr.mlit.go.jp/clean/index.htm

川と海のクリーン大作戦
みんなで、

いっしょにはじめませんか。

国土交通省 中部地方
整備局からのお知らせ
















