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　町の産業振興を図ることを目的として、町内で新たに起業する者に対し、起業支援補助金を交付しま
す。
　対象者　
　町内において補助年度内に起業を予定している者又は申請時に起業の日から６か月を経過しない者で
あって、次に該当するものとします。ただし、過去に関ケ原町企業立地促進条例に規定する奨励措置を
受けた者は除きます。
（１）町税等の滞納がない者
（２）町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、申請日において２０歳以上の者
（３）町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者
（４）許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者
（５）中小企業信用保険法施行令に規定する業種のうち、町長が補助対象として適当と認めている業種を

営んでいる者。ただし、農林漁業と連携した加工・流通・小売業等については対象とする。
　上記に定めるもののほか、町長が特に認めた者は、対象者とする場合があります。
　補助金の額　

※国、県、他の団体等から起業に関連する補助を受ける場合にあっては、他の補助の対象となる経費に
ついては本事業の補助対象から除きます。
※同一起業による同一事業者に対する補助金の交付は、１回限りです。

詳しくは役場　地域振興課（ 　４３－１１１２）までお問い合わせください。

補助対象期間補助限度額補助率補助対象経費

交付決定に定める事業開始
日まで 

５０万円２分の１
　開設経費
　事業所等開設に係る経費（除外あり）

事業開始日以降６月を限度
とする

月額３万円２分の１
　貸借経費
　事業所等の月額の賃借料（除外あり）

交付決定に定める事業開始
日から１年を限度とする

５０万円２分の１
　雇用経費
　雇用に要する費用（除外あり）

１．日　時：８月２８日（木）１部：午前９時３０分～午前１１時３０分 
　　　　　　　　　　　　　２部：午後１時３０分～午後３時３０分 
２．対象者：小学１年生～６年生 
　　　　　　各部定員１２名（定員になり次第締め切りさせていただきます。） 
３．場　所：やすらぎ健康増進センター２階　調理室 
４．持ち物：エプロン、三角布、作ったパンを持ち帰る袋 
５．参加費：５００円 

　夏休みを利用し、パン作りをしてみませんか。 
　やすらぎ健康増進センターでは、小学生のみなさんを対象にパン教室を 
行います。みなさんの参加をお待ちしております。 

　申し込みは　８月１日（金）～１５日（金）までにやすらぎへ（　　４３－３２０１）ご連絡をお願い 
します。パン教室の参加はお子さんだけの参加となります。 
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　任期満了に伴う農業委員会委員選挙は、定数１０名のところ同数の方が立候補し、無投票当選となりま
した。また、選任委員として４名の方も選任され、計１４名の農業委員が誕生しました。今後３年間、町
の農業振興のためご尽力いただきます。（任期：平成２６年７月２０日～平成２９年７月１９日）

農業委員会とは？
　「農業委員会等に関する法律」に基づいて
設置される行政委員会です。
　農業委員は、農業者の選挙で選ばれる選
挙委員と、町長から選任される選任委員か
らなっています。

農業委員会の主な仕事は？
○農地法に基づく業務　
○農地の売買、貸し借りについての許可　
○農地の利用関係をめぐる紛争処理

（和解の仲介）
○農地パトロールによる無断転用、遊休農
地等の発生防止　

○農業者の声を積上げての意見の公表、行
政への建議、諮問答申

○農業に関する啓発、宣伝、調査など

 　役場　産業建設課　　 　４３－３０５４問 

主な担当地区委員氏名住　所

下明谷、貝戸・新明・竹の尻松田　良榮下明谷

門間・今須西町・今須中町山田　道也今須中町

門前・平井・祖父谷矢野　　�門　前

山中・藤下橋本　敏光山　中

松尾・柴井堀田　敏朗松　尾

西町・中町・公門・瑞竜�木　昭郎公門五

東町・大高西脇　　衞大　高

野上河合　久雄野上一
小池・小関・陣場野・御祭田・
緑ヶ丘・池寺

不破　正孝小　池

玉兒玉　文夫玉東部

（農業共済推薦）西村　弘哉貝　戸

（農協推薦）山田　　勉松　尾

（議会推薦）三和　詳司平　井

（議会推薦）細川　良夫東町二

農業委員のご紹介（敬称略）

新新新新新新新新新新農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員がががががががががが誕誕誕誕誕誕誕誕誕誕生生生生生生生生生生！！！！！！！！！！新農業委員が誕生！

　実施目的　　県では森林管理における法令遵守を積極的に推進するため、違法な森林開発の早期発
見体制を強化します。

　内　　容　　不適正森林開発の防止に関する啓蒙及び県職員による定期的な森林パトロールを実施
いたします。また「森林の不適正事案１１０番」を設置しておりますので、森林内に入ら
れたとき、不審な「立木伐採」、「建築物」、「採掘」などを発見された場合はご連絡く
ださい。詳細は岐阜県ＨＰ（ 　http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyo-

　　　　　　mokuzai-sangyo/yutakanamori/rinchi-kaihatsu/110ban.html）内にも掲載しており
ます。

　強化月間　　夏季行楽シーズンの８月を強化月間とし、森林パトロールを重点的に実施いたします。
強化月間中は、県職員と役場職員との合同パトロールを計画しております。

　連　絡　先　　森林の不適正事案１１０番（平日午前８時３０分～午後５時１５分）
岐阜県西濃農林事務所林業課

 　７３－１１１１（内線３９３）　　 　７３－８６０６
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岐阜県警察では、平成２６年度警察官採用試験を次のとおり実施します。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度平成２６年度 警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警察察察察察察察察察察察察察察察察察察察察官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験のののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ警察官採用試験の日程等のお知らせ

◎受験資格
　　警察官Ａ�（男性）　昭和５８年４月２日以降に生まれた方で、大学（短大を除く）を卒業、または、

平成２７年３月３１日までに卒業見込みの方。
　　警察官Ｂ（男性）・警察官Ｂ（女性）
　　　　　　　　　　　昭和５８年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方で、大学（短大を

除く）を卒業（見込みを含む）以外の方。
◎受付期間　
　　８月１日（金）～８月１９日（火）

◎第一次試験日
　　９月２１日（日）

◎採用試験申込書は
　　受付期間中に「申込書」を警察本部まで持参（平日の午前８時３０分～午後５時１５分）、郵送（特定
記録または簡易書留）でお願いします。
　※採用試験申込書は採用試験案内に登載されているもののほか、岐阜県庁ホームページからダウ
ンロードした「申込書」も使用可能です。

 　垂井警察署　警務係　　 　２２－０１１０問 

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自 衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等 募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内自 衛 官 等 募 集 案 内
合 格 発 表試　験　期　日受　付　期　間受験資格募 集 種 目

１０月３１日（最終）９月２７日・２８日
９月５日 ～
　９月９日

推　　薦

高卒
（見込含）
２１歳未満

防 衛 大 学 校

１０月１７日（１次）
１次　９月２７日
２次　１１月１・２日

総合選抜

１１月２８日（１次）
１次　１１月８・９日
２次　１２月９日～１３日

のうち１日

９月５日 ～
９月３０日

一般（前期）

平成２７年
３月６日（１次）

１次　平成２７年
　　　　　２月２８日
２次　平成２７年
　　　　　３月１３日

平成２７年
１月２１日～

１月３０日
一般（後期）

１２月３日（１次）
１次　１１月１・２日
２次　１２月１７日～１９日

のうち１日９月５日 ～
９月３０日

医学科学生

防衛医科大学校

１１月１４日（１次）
１次　１０月１８日
２次　１１月２９・３０日

のうち１日
看護学科学生

※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。
※詳しいお問い合せは「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

　 　７３－１１５０
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ギャラリー使用料無料 
詳しくは 

エコミュージアム関ケ原 
（電話43-5724）まで 

エコミュージアム関ケ原 
　　　　　　　　今月のイベント 

イベント参加希望の方は電話にてお申込みください 
43－5724

8
☆特別番組
 地産地笑！～地域でうみ出す地域の笑顔～ 
◇１８日（月）～　午後１時　他
☆ＯＣＴレギュラー番組総集編　５～７月放送分
 デイリーＵＰ 
　５月分　１１日（月）　午後６時・１５日（金）　午後１時
　６月分　１２日（火）　午後６時・１６日（土）　午後１時
　７月分　１３日（水）　午後６時・１７日（日）　午後１時
 げんきはなまる 
　５月分　１１日（月）　午後１時・１４日（木）　午後６時
　６月分　１２日（火）　午後１時・１５日（金）　午後６時
　７月分　１３日（水）　午後１時・１６日（土）　午後６時
 里見まさとのご町内探訪 
◇１４日（木）　午後１時・１７日（日）　午後６時
 暇つぶしＴＶ　マチサガ！
◇１３日（水）　午後２時・１６日（土）　午後７時
 みるチャン 
◇１２日（火）　午後２時１５分・１５日（金）　午後７時１５分
 レッツボランティア 
◇１１日（月）　午後２時・１４日（木）　午後７時
 ＴＶギャラリー 
◇１４日（木）　午後２時３０分・１７日（日）　午後７時３０分
※特別番組の為通常番組が変更になる場合がありま
す。
詳しくは電子番組表・大垣ケーブルテレビホーム
ページをご確認ください。

　　　　　 　http://www.ogaki-tv.co.jp/
　　　　　 　E-mail oct@ogaki-tv.co.jp

  ※身近な情報をお寄せください。 ８月のギャラリー 
手作り作品展～いろんな作品が大集合！～
　木工おもちゃ・ポーセラーツ・ガラスフュー
ジング・グラスアート・トールペイントなど
　出　展：手作り工房会
　期　間：７月３０日（水）～８月２８日（木）

４３－２２３３ 

　ふれあい図書館内おはなしコーナーにて、
ボランティアの方と職員による読み聞かせ会
を開催しています。どなたでも参加できます。

８月９日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：手づくりクラブ
★おやおや、おやさい
★ノンタン　およぐのだいすき

８月２３日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★ぶたぬきくん　うみへいく
★うみ

■ おはなし原っぱ

　７月・８月中
　貸出制限冊数通常お１人　１０冊⇒２０冊

（貸出期間は通常通り２週間です。）

営業時間　午前１０時～午後５時 
定休日　月曜日（隔週）・祝祭日の翌日 

http://www.yagikoubou.com

￥1,480（６個入） ￥2,880（１２個入） ￥1,480（６個入） ￥2,880（１２個入） 

４３－２５８３ 

下記のとおり子育てコミュニティーを休業します。 

【休業日】８月１２日（火） 
　　　　　　　１５日（金） 
その他は平常通り行います。 

　　　役場　住民課 
　　　４３－１１１３ 
問 
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　町内外の史跡を訪ね、現地で学習
しながら歴史を体感しましょう。ど
なたでも参加できます。
第２回『山中　大谷陣地跡を歩く』
日　時　９月７日（日）
　　　　午前８時３０分～午前１１時３０分
集　合　関ケ原ふれあいセンター

駐車場
講　師　元関ケ原町歴史民俗資料館長
　　　　高木　優榮氏
参加費　５００円
定　員　１０名程度
申　込　教育委員会・中央公民館・

歴史民俗資料館に申込用紙
を配置しています。

　 　教育委員会
　 　４３－１２８９

 
日　時　９月１１日（木）～

１２月１８日（木）
　　　　毎週木曜日
　　　　午前９時～午前１２時
場　所　朝倉運動公園
　　　　第３テニスコート
対象者・基礎コース
　　　　　初心者・基礎練習希望者
　　　・育成コース
　　　　　ゲーム主体の仲間作り
受講料・基礎コース　２，８００円
　　　・育成コース　２，０００円
主　催　不破郡テニス協会
申込方法　メールまたは往復ハガキで

申込（後日、受講決定の通
知を送付します。）

　　　※申込の際には、住所・氏名・
年齢・電話番号・テニス歴・
希望コース・ラケットの有
無を記載してください。

　　　　ラケットをお持ちでない方
は協会で準備します。

申込締切　８月２３日（土）
　 　〒５０３－００３４

　　大垣市荒尾町１７８７－９
　　　不破郡テニス協会　山辺東海士
　 　０９０－４２６３－４６５８
　 　tomio_yamabe@yahoo.co.jp 

＜受講生募集＞
せきがはら歴史オープン講座

問 

硬式テニス教室受講者募集

問 

 
　関ケ原小学校児童による合戦太鼓
や、スピードくじ、スマートボール、
歌謡ショー、そして恒例の盆踊りや
大抽選会など、真夏の暑さを忘れさ
せてくれる楽しい催しが目白押しで
す。ぜひ遊びに来てください。
　詳細は、前日折込チラシを！
日　時　８月９日（土）　雨天順延
　　　　午後６時～午後９時（予定）
場　所　役場　正面駐車場
主　催　関ケ原町商工会
共　催　関ケ原町
　 　関ケ原町商工会
　 　４３－０２７０

 
日　時　９月１５日（月・祝）
場　所　ふれあいセンター大ホール
対象者　昭和１２年４月１日より前に

生まれ、平成２７年３月３１日
までに７８歳以上になられる
約１，１２０名の方です。

案　内　ご参加については、例年ど
おり各自治会を通じてのご
案内・とりまとめにより、
お世話いただくこととなり
ます。

　 　役場　住民課　高齢福祉係
　 　４３－１１１３

商工会主催夏まつりのご案内

問 

平成２６年度敬老会を開催

問 

日　時　８月１９日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　松尾村の地蔵尊 
　道端にたたずむ、最も身近な
お地蔵様。最近は子どもの数が
少なくなってきましたが、子ど
もを守護する地蔵菩薩、松尾地
内の地蔵様の祀りを紹介します。 
　ぜひ話を聞きに来てください。 
 
現地研修案内 
９月１８日（木）山崎方面（明智
光秀の最後）にバスにて研修を
行います。 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　６月分　　１，９２８人
○不破関資料館入館者数
　　　６月分　　　３５６人

「夏休み　小中学生のための
　歴史民俗資料館　検定」実施中
　昨年度、期間中４００名の参加が
ありました。今年も歴史への関
心を高める機会にしてください。

６日　石川丈山研究会２３名（愛知）
【三和敏郎ガイド】

６日　岐阜放送他５名（岐阜）
【吉澤広幸ガイド】

７日　個人２名（愛知）【伊藤庄市ガイド】
８日　個人２名（岐阜）【吉澤広幸ガイド】
１０日　北ノ堂楽寿会２７名（京都）

【細見昌男ガイド】
１０日　社会保険センター浜松３６名（静岡）

【井野時茂ガイド・林英男ガイド】
１３日　個人２名（奈良）【林英男ガイド】
１８日　まるく自然観察会１０名（大阪）

【細見昌男ガイド】
１９日　高岡観光ボランティア１１名（富山）

【伊藤庄市ガイド】
２１日　堺土建（株）４１名（大阪）

【吉澤広幸ガイド】
２１日　個人３名（広島）【三輪成康ガイド】
２２日　しんあいち歴史研究会４０名（愛知）

【井野時茂ガイド・�木敏朗ガイド】
２４日　個人４名（愛知）【三輪成康ガイド】
２６日　個人静岡放送１名（静岡）

【�木敏朗ガイド】
２８日　ふるさと美濃路を歩こう会

１３名（岐阜）
【安部覚之ガイド】

２８日　名大付属１０回生１３名（兵庫）
【池側誠ガイド】

史跡ガイド事務局（歴史民俗資料館内）

せきがはら史跡ガイド

６月ガイド実績　１６件
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　エコミュージアム関ケ原では、事
務補助員を次のとおり募集します。

勤務場所　エコミュージアム関ケ原
募集人数　事務補助員１名
勤務条件　週４日程度
　　　　　土・日・祝日勤務あり
賃　　金　　　７８０円／時間
勤務期間　平成２６年９月１日（月）～

平成２７年３月３１日（火）
試験方法　面接
　　　　　※面接日は後日応募者に

ご連絡します。
応募期間　８月２０日（水）午後５時まで
申込方法　役場　総務課まで履歴書

（町指定）を取りに来てく
ださい。

　 　役場　総務課
　 　４３－１１１０

 
　国際陶磁器フェスティバル美濃’１４
（２１ページ「岐阜県からのお知らせ」
に掲載）が開催されるに伴い、入場
券を役場　地域振興課で販売してい
ます。
販売期限：９月１１日（木）まで

※高校生以下は無料、シルバーは６５
歳以上

※障がいをお持ちの方は障害者手帳
持参で無料となります（付き添い
１名を含む）。 

エコミュージアム関ケ原
臨時職員募集のお知らせ

問 

国際陶磁器フェスティバル美濃’１４

 
　昨年に引き続き、
町内においてマイ
マイガの発生が確
認されました。
　すでに成虫の発生は収まったと思
われますが、建物の外壁等に繭のよ
うな卵塊が生みつけられている場合
があります。
　生みつけられた卵塊は冬を越え、
来年、桜が咲く頃にふ化します。１
つの卵塊には数百もの卵が産み付け
られることから、そこから数百匹の
幼虫（毛虫）がふ化すると考えられ
ます。

　マイマイガの対策は、卵の段階で
除去するのが最も効果的な防除方法
と言われています。来年の大発生を
防ぐため、見つけた場合は早めの除
去についてご協力をお願いします。

■卵塊の除去方法
・壁を傷つけない
よう、あまり硬
くない先が平ら
のもの（例：ペッ
トボトルを半分
に切ったもの）ではがし、袋に入れ
て燃やせるごみに出してください。

・卵塊を覆っている鱗毛が舞い上が
り、吸い込んだり目に入ったりす
ることがあるので、マスクやゴー
グル、手袋を着用するとよいで
しょう。

　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３ 

マイマイガが発生しています

問 

 
●総合労働相談所、
　中小企業経営労務相談支援センター
　労使間のトラブルや経営者の皆様
の労働面と経営面のご相談をお受け
します。無料で秘密厳守です。
受　付　午前９時～午後５時
　　　　原則平日
　 　（相談先）　０５８－２７２－３０２８

●社労士会労働紛争解決センター岐阜
　個別労働関係紛争を特定社会保険
労務士の専門的知識を活用し、簡単
な手続きで、迅速・円満・公平に解
決することを目的に設置運営してい
る民間型裁判外紛争解決機関（ＡＤ
Ｒ）です。労使間の民事上の紛争を
円満に解決する「あっせん」を行い
ます。労使双方から無料で申し立て
できます。
受　付　平日の
　　　　午前９時～午後５時
　 　岐阜県社会保険労務士会
　 　０５８－２７２－２４７０

 
関ケ原好きな男女各５０人が参加して
行う交流イベント。
開 催 日　９月２７日（土）　
場　　所　関ケ原ふれあいセンター
募集人数　男女　各５０名
参 加 費　男性　４，５００円
　　　　　女性　３，５００円
申込方法　申込用紙をＨＰよりダウン

ロード頂き、必要事項をご
記入の上、電話、郵送また
はＦＡＸでお送り下さい。

主　　催　決戦関ケ原男女の陣実行委員会
　 　http://www.kanko-sekigahara.jp/
　 　役場　地域振興課（男女の陣事務局）
　 　４３－１１１２
　 　４３－２１２０

「岐阜県社会保険労務士会の
無料相談」のご利用を

問 

第弐回 決戦関ケ原 男女の陣 !!
参加者募集！

問 

平成26年6月分 

比  較
2５年6月の
排出量

２６年6月の
排出量

品  目

7.44％減72.34ｔ66.96ｔ燃やせるごみ

―7.11ｔ7.11ｔプラスチック類

31.14％減5.94ｔ4.09ｔ燃やせないごみ

当日斡旋入場券の種類

８００円５５０円大 人
国際陶磁
器展美濃

７００円４５０円シルバー

２，０００円１，４５０円パスポート

１，５００円９５０円大 人３催事場
共通入場券 １，２００円７５０円シルバー

手や足が濡れたままで
　電気器具に

さわっていませんか？
　電気には、水が禁物。手や足が
濡れたままで、電気器具やスイッ
チにさわらないでください。

おもしろい
形の大根が
できました

（関ケ原町
今須の林さん）

ちょっと 一息
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広報せきがはら 

おめでとうございます 
つつしんでおくやみ 
　　　　　申し上げます 

平成26年7月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 5 人）　 

（－ 6 人） 

（＋ 1 人） 

（－ 1 世帯） 

7，804人 

3，828人 

3，976人 

2，825世帯 

平成26年 6 月16日から 
平成26年 7 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

宏 
早美 

克幸 
知恵美 

崇晴 
美妃 

清水　ひより 

古山　青葉 

�木　勇眞 

あお ば 

ゆう ま 

宝　有 

小　関 

柴　井 

住　所 氏　名 

西町一 

門　前 

野上一 

６７歳 

７８歳 

６６歳 

藤塚　正人 

小川　正雄 

�木　ゆき枝 

日　時：９月６日（土） 
午後５時３０分／開場 

午後６時００分／２０周年記念抽選会 

 

午後６時３０分／開演（講演会） 

※当選者の受付は当日のみ 
　有効とさせて頂きます。 

全席自由　２，０００円〈当日２００円増し〉 
※未就学児童入場不可 

関ケ原ふれあいセンター 
ふれあいホール 

主　催　関ケ原町・関ケ原町教育委員会 
後　援　関ケ原町芸術文化協会 

８月１日（金）午前１０時より 
発売開始！！ 
チケット取扱所 

関ケ原ふれあいセンター 
（月曜休館） 

４３－２２３３ 

この事業は芸術文化をより多くの皆さんに 
低料金で鑑賞していただけるよう関ケ原町 
が経費を負担して開催するものです 




