


大垣商業高校　１年
木下　大輔　君

　大垣日大高校が第９６回全国高校野球選手権大会に２年連続出
場を果たしました。捕手としてベンチ入りした大吉新田在住の大
橋飛翔君と、故障によりベンチ入りは果たせませんでしたが、投
手としてチームに貢献してきた楡俣在住の田中和成君が８月２２
日（金）、町長に大会の報告に訪れました。二人は輪之内中学校
の同級生で、ともに大垣日大高校に進学し、野球部に所属。３年
間厳しい練習に励んできました。二人は「あの練習に耐えてきた
のだから、この先どんな大変なことが起きても乗り越えられると思う。」と、力強く話し
ていました。

　町長が二人に「一試合目の大逆転は感動的だっ
た。あきらめない気持ちが大切だと感じた。」と話
すと、大橋君は「甲子園球場の雰囲気を感じられ
てよかった。ファインプレーの度に起こる歓声に、
鳥肌が立った。」田中君は「１回裏のプレーを見て、
いけると確信した。」と大会の感想を伝え、会場の
雰囲気やこれまでのチームでの練習の様子につい
て対談しました。

　最後に町長は「輪之内出
身の選手が出場してくれて
甲子園を身近に感じた。こ
の経験を糧にして頑張って
欲しい。」と、未来ある二
人にエールを送りました。

第69回国民体育大会
（長崎がんばらんば国体）出場

競　泳　　9月12日（金）～14日（日）
【少年男子B】

背泳ぎ100ｍ、フリー50ｍ、リレー400ｍ

大垣日大高校　甲子園出場　報告会

町長と対談する田中君（中）と大橋君（右）

甲子園球場での大橋君（中）

国体出場選手の紹介



平成 26 年度　輪之内町防災訓練
　８月31日（日）、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付ける
ための訓練です。
　当日は、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時半にサイレンが鳴ると、各地区で定められた一次避難場所に約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、メイン
会場である大藪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。
　そのほか、訓練の最後にはジャパンケネルクラブによる、災害救助犬
による要救助者捜索活動の披露が行われました。

身体障がい者相談員の
森島賢さんに県知事より感謝状  故棚橋武氏に瑞寶雙光章授与

　多年にわたり身体障がい者福祉の推進に
貢献されたとして、身体障がい者相談員の
森島賢さん（大薮
在住）に対し、県
知事より感謝状が
贈呈されました。
　森島さんは、平
成16年より相談員
として障がい者福
祉の向上に努めら
れています。

　平成26年６月12日死去されました棚橋武氏に、永年に
わたり小中学校教育や地方教育行政の振興に貢献されました
功績により、国より瑞寶雙光章がご遺族に伝達されました。
　棚橋さんは、昭和25年から平成４年までの永きにわたり
教職に就かれ、仁木小学校教頭、関ヶ原中学校長、登龍中学
校長、岐阜県中学校長会理事など
の要職を歴任されました。
　９月２日(火)役場公室におい
て、木野町長が、ご遺族と故人の
功績と永年にわたるご家族のご協
力に対し敬意を表しました。

おめでとうございます

９月９日（火・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、消化器の確認や使い方、火災警報器設置の呼
びかけをしながら、手作りの防災ずきんを渡しました。

災害救助犬による捜索

避難所運営訓練

ありがとうございます
　９月２日（火）一般財団法人国際クラブの青山
るみ理事長より、高校生の就学支援奨学金として
２４０万円の寄附をいただきました。平成17年
度から続けていただいており、今年10年目。今
年は町制60周年に合わせて、文化発展のために、
１００万円も併せていただきました。青山理事長
は「子どもは国の宝。勉強したいというお子さん
を応援していきたい。」と話し、目録を受け取っ
た町長は「大切に使わせていただきます。」とお
礼を述べました。
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ワイヨットさん駐車場

Ｐ第1駐車場
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Ｐ第7駐車場

輪之内ふれあいフェスタ2014
会　　場　　輪之内町文化会館前
開催日時　　平成26年10月４日（土）11:00～17:00　　５日（日）８:00～17:00
実行委員会事務局　　電話　0584－69－2188（輪之内町商工会）
　　　　　　　　　　　　　0584－69－3111 ・ 光IP　050－5808－9600（役場産業課）



８月 3 日（日）、四郷北部上大榑集会所にて、小学生約 35 人や
その親、青少年育成会役員、地区の役員さんの協力により、「リー
ス作り」を催しました。

アケビのつるで編んだ丸いリース台に、どんぐりや松ぼっくりの
木の実や色のきれいなドライフラワーを子ども達は自分で選んで、
格好良く、工夫しながら付けました。２時間ほどで完成し、子ども
達もお母さんたちも「で
きたー！」と、にこにこ
顔でした。この作品は町
の文化祭に出品します。

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24年の取得率は47.1％と達成に向けて厳しい状況にあります。

いい仕事をするために年次有給休暇を取りましょう。また、来年
の勤務体制を決定する際には、年次有給休暇を利用した連続休暇や
計画的付与について労使で話し合いましょう。

問 岐阜労働局労働基準部監督課　TEL 058-245-8102

夏休み子ども会工作「リース作り」

10月は年次有給休暇取得促進期間です

四郷北部近隣たすけあいネットワーク事業

　

輪之内光サービスからのお知らせ
　BS・110度CSデジタルをご視聴のお客様へ
　輪之内光サービスで放送している BS・110 度 CS デジタルは、通信衛星を経由して大垣市のパラボラアンテナで受信
しております。このため発信地（主に東京）及び、受信地（大垣）の悪天候（雷雨や集中豪雨、降雪など）により、映像
に乱れが起こることがあります。
　この現象は、衛星放送（BS・110 度 CS デジタル）で使用している電波が、雨粒によって吸収・反射されて減衰する 「降
雨減衰」 によるもので、各家庭の機器故障等によるものではございません。
　輪之内光サービスでは、大口径・高感度のパラボラアンテナを使用するなど、影響を最小にすべく尽力しておりますが、
この影響を完全に回避することはできない状況です。
　サービスをご利用のお客様にはご迷惑をお掛けする場合がございますが、ご理解の程お願い申し上げます。

＊＊＊「降雨減衰」とは＊＊＊
衛星放送（BS・110 度 CS デジタル）では雷雨や集中豪雨、降雪などにより、

放送を受信する衛星の電波が雨粒などによって反射し受信能力を低下・あるいは
受信できない状況にさせてしまう状況になる場合があります。これを「降

こう

雨
う

減
げん

衰
すい

」
といいます。

　雷にご注意ください
　

　落雷による雷サージ（異常電圧・異常電流）が電源コンセント等から家電製品に侵入し、電化製品を損壊させる恐れが
あります。
　インターネット用の機器（D-ONU）や光 IP でんわ用の機器（VoIP-TA）も落雷の被害を受ける可能性がありますので、
雷が近くで鳴りだしたら、電源コンセントを抜いていただくことをお勧めいたします。
　また、雷サージ対応電源タップを導入していただくことで、落雷による被害を防げる可能性があります。
　＊雷サージ対応電源タップは、家電量販店で購入可能です。
　問 アミックスコム 輪之内局 TEL 0120-105-602/0584-78-0302（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。

問 輪之内交番　TEL 69-2002

★ 輪 之 内 町 増減
人身事故件数 26件（29件） －3
死 者 数 0人（1人） －1
負 傷 者 数 34人（37人） －3

★大垣警察署管内 増減
人身事故件数 538件（652件） －114
死 者 数 6人（10人） －4
負 傷 者 数 704人（812人） －108

交通事故発生状況
平成 26 年 9 月 2 日現在（昨年同日）

◦交通事故防止のために
1.早めのライト点灯を

点灯時間の目安（日没約30分前）
10月　　 → 午後4時30分
11・12月 → 午後4時

2.後部座席のシートベルト着用を
　徹底しましょう
3.飲酒運転の根絶　

「乗り合わせ」や「スリーチェック」
を行いましょう
チェック１

「家庭では　 ～ 二日酔いの確認」
チェック２

「職場では 　～ 帰宅手段の確認」
チェック３

「飲食店では ～ 運転者の確認
 （ハンドルキーパー）」



◦第 35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
を担っています。そこで、大垣危険物安全協会及び大垣市防火協力会の協力のもと、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して、事業所初期消火競技大会を実施します。

１　と　　き　平成２６年１１月１１日（火）午後１時３０分から４時まで
               予備日　　１１月１２日（水）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 15 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

◦消火器の悪質訪問販売・点検業者にご注意を！◦
　近年、一般家庭や事業所を狙った悪質な消火器の訪問販売や不適切な点検業者による被害が各地で報告
されています。いつこのような被害にあうか分かりません。トラブルにあわないためにも下記のことに気
をつけましょう。

だまされないためのポイント

・一般家庭では、消火器を必ず設置するという法律はありません。
・消防職員や役場職員が消火器を販売することはありません。
・怪しいと思ったら業者に身分証明書の提示を求め、必要があればコピーをする。
・サインや押印を求められても絶対にしない。
・その場で、消防署や警察署に問い合わせる。

よくある手口

　　一般家庭の場合
・「消防署や役場から依頼された」と言って信用させます。
・「法律が変わり、家庭にも消火器を設置しなければならない」と言葉巧みに
　消火器を販売しようとします。

　　事業所の場合
・出入り業者を装い点検に来ます。
・「点検の依頼をされました」などと、訪問前に電話をかけ信用させます。

万が一サインや押印をしてしまったときは…

・消火器はクーリングオフの対象です。
・値引きを要求すると、契約を認めることになるので絶対に言わない。
・消防署または警察署に相談をする。



雨水貯留施設設置助成金
浸水被害を抑制する治水対策の一環として、雨水の有効利

用を図るため、新しく設置する雨水貯留施設（タンク等）や、
下水道への接続により不要となる浄化槽を利用した雨水貯留
槽の設置者への助成金交付事業を平成 26 年度４月１日より
実施しています。

【雨水貯留施設を設置することで期待できる効果】
・雨水が一挙に河川などに流れ出るのを防ぎ、洪水の抑制
につながります。

・初期消火や災害などで水道が止まったときの非常用の生
活用水として利用できます。

・樹木や花の散水に使えるなど、水の有効利用ができ、上
下水道料金の節約になります。

助成金は、工事費、材料費の１／２以内で３万円以内です。
助成金の交付を受けるためには、あらかじめ申請手続きが

必要になります。
詳細については、建設課上下水道担当までお問い合わせく

ださい。

下水道の歴史
世界で最も古い下水道は、今から約４千年前に古代インドの都

市（モヘンジョ・ダロ）で造られたレンガの下水道といわれてい
ます。このときの下水道は家庭で使った水を集めて川に流す役割
をしていました。

古くは農業でし尿を肥料としていた為下水道にはあまり力が
入っておらず、初期のものは雨水等の排除を目的としたものが多
かったようです。

しかしヨーロッパでは産業革命以後人々が都市に集中し、し
尿の処理ができなくなって街路に捨てるようになると町は汚れ、
19 世紀には世界各地でコレラ等の伝染病が流行しました。そこ
で下水道が必要となりロンドンで下水道工事が始まり、これにな
らってヨーロッパ各地やアメリカでも下水道が造られました。

日本では明治時代になって人々が東京等の都市に集まるように
なってから、汚水も流す為の本格的な下水道が造られました。

今日では、下水道は町の中を清潔にするばかりでなく、川や海等
の汚れを防ぐ環境保全という大事な役割も担うようになりました。

町では下水道整備を実施しておりますが、住民の皆様方のご協
力により順次整備区域を拡張していきますのでよろしくお願いし
ます。

◦自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください。
近年は、台風、ゲリラ豪雨等の風水害、地震等の自然災害が全国各地で多数発生し、報道等で被災状況

を目にすることが多くなっています。それに便乗した悪質商法が多数発生しています。悪質商法は、災害
の発生地域だけが狙われるとは限りません。悪質な商法には十分注意しましょう。

●過去の災害時にみられた便乗商法の例

・「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る。」などとうその勧誘を行い、壊れた
住宅の修理を契約させる。

・公的機関ではないのに、公的機関を思わせる名称で「家屋の無料診断をします」というチラシを配
布して勧誘、高額な契約をさせる。

・被災後の住宅を訪問し、「雨よけ」のブルーシートをかけた後、屋根工事を勧誘する。断ると「ブルー
シート代」の名目で高額な料金を請求してくる。

・ボランティアと称して「何か困っていることはありませんか？」「清掃に来ました。」などと訪問し、
頼んだ後で、法外な料金を請求してくる。

・「被災地に送るためにボランティアで古い布団を集めています」と訪問し、布団を寄付しようとす
ると、「いい布団なので、もったいない。打ち直しをした方がいい。」と高額な布団リフォームの勧
誘をする。

・公的機関、日本赤十字社、中央共同募金会などをかたり、義援金や見舞金を振込むよう依頼するハ
ガキやメールを送ったり、自宅訪問があったりする。

●アドバイス
悪質商法は、災害の発生地域だけが狙われるとは限りません。悪質商法の被害に遭いそうになったとき、

遭ってしまったときは、すぐに消費生活センターや警察等へ相談しましょう。被害に遭わなくても、情報
提供していただくことで、悪質商法の被害拡大防止につながります。

義援金や見舞金を送るときは、確かな団体を通して送るようにしてください。振り込みをする前に、振
込口座の名義がその団体の正規のものであることを必ず確認しましょう。

問 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） 050-5808-9600



　あすわ苑老人福祉施設事務組合臨時職員
（看護師）を募集します。
◆募集人員　１人
◆応募資格　看護師資格取得者（准看も可）
◆提出書類　履歴書・健康診断書
　　　　　　資格免許状の写し
◆提出期限　10月31日（金）
　　　　　　郵送の場合、当日消印有効
◆面　　接	 有り
◆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

あすわ苑（☎ 64-5505）
臨時職員（看護師）を募集します

受付日時　平成 26年 11月 28日（金）　8:30 ～ 13:00
　　　　　※入所の決定に際し、申込の順番は関係ありません。

受付場所　輪之内町文化会館　リトルホール

申込書等の配布時期
　申込書等は、10 月中旬から各保育園と役場福祉課にて配布予定です。

申請書など書類はあらかじめ準備を！
　申請書は、あらかじめ自宅等でご記入ください。混雑をできるだけ緩和し、待ち時間を少しでも短
くするため、ご協力をお願いします。

申請に必要な書類
・支給認定申請書兼入所申込書（園児 1 人につき１枚）
・保育台帳（園児１人につき１枚）
・就労証明書等、保育を必要とする理由を証明する書類
・保育料算定のための書類（平成 26 年度住民税所得課税証明書等：平成 26 年 1 月 1 日現在、町内に

住所のない方のみ必要。）
・口座振替依頼書（入園月の前月までに金融機関へ提出してください。）

※保育時間等の詳細は、申込書等と同時配布の「保育園入園案内」にてご確認ください。

※平成 27 年度から「子ども・子育て新制度」がスタートし、新しい保育制度が始まります。利用者負
担額（保育料等）については現在検討中のため、詳細が決まり次第お知らせします。

問い合わせ　各保育園または役場福祉課までお尋ねください。
　　　　　　役場福祉課　　TEL 69-3111（内線 154）または 050 － 5808 － 9600（内線 154）
　　　　　　仁木保育園　　TEL 69-3757　または　050 － 8026 － 8976
　　　　　　福束保育園　　TEL 69-3723　または　050 － 8026 － 8951
　　　　　　大藪保育園　　TEL 69-3029　または　050 － 8026 － 8948

平成27年度　保育園入園申込一斉受付ご案内

　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（水）～	10	月７日（火）
　　　　　日曜日を除く
　　　　　9:30	～	12:00	及び 13:00	～	18:00
　　　　　ただし、10月４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

10 月１日～ 7 日は公証週間です

岐阜県
最低賃金

平成 26年 10月１日から

時間額７３８円



森
島
冨
美
枝

棚
橋
邦
子

神
戸
孝
司

田
中
百
合

棚
橋
靖
夫

児
玉
禧
子

片
野
雅
夫

浅
井
百
合
子

美しい水辺をとり戻す活動。
●日　時：10月26日（日）７:30～
●場　所：揖斐川・長良川・牧田川堤防
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

自　衛　官　等　募　集　案　内
募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日 合格発表

高等工科
学校生徒

男子で中卒（見込含）
17歳未満の者

推
薦
平成 26年 11月１日～
平成 26年 12 月５日

平成 27年１月10日～ 12日
※いずれか１日を指定 平成 27年１月 23日

一
般
平成 26年 11月１日～
平成 27年１月９日

１次　平成 27年１月 24日
２次　平成 27年２月５日～
　　　８日のうち１日

１次　平成 27年１月 30日
最終　平成 27年２月 20日

自衛官候補生 18 歳以上
27 歳未満の者

男
子
年間を通じて行って
おります

受付時にお知らせいたしま
す 試験時にお知らせします

※受験資格の年齢は各種目とも平成 27 年４月１日現在です。
※第２次試験は、第 1次試験合格者のみです。
※毎週火・木曜日に大垣地域事務所で説明会を行っています。
※お問い合せ　「自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所」大垣市林町５－18光和ビル２階　電話 0584－ 73－ 1150
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