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災害から学ぶ、防災対策

8.17 豪雨災害から 50年――

https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/syoukai/wadai/#kouhou
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・総合防災訓練の実施
・消防団の装備の充実
・防災行政用無線の配備
・防災用備蓄倉庫の配備
・ヘリポートの建設

あれから５０年――――

―――災害から学んだ「今」の備え。

～東白川村の防災対策～
　過去の災害を教訓に、村では様々な対策を講じています。しかし、大きな災害が発生した場合、役

場などの公的機関が機能しなくなることは十分に考えられます。そういった場合を想定し、自分の身

は自分や家族で守る、地域で助け合うという意識を住民ひとりひとりが持つことが大切です。「自助」、

「共助」、「公助」が連携することが災害を最小限に抑えるための第一歩です。

・ハザードマップで避難ルートの確認
・非常持出袋など最低限必要なものの準備
・家族内で有事の際の集合場所や連絡手段の確認
・災害や被害情報収集のためのメール登録　※ 5ページ参照

・自主防災会活動
・独居世帯の安否確認
・危険個所の情報共有

自助

共助 公助

特集
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【2 ページ、3 ページの写真】被害の大きかった下野地区（当時）

　昭和 43 年 8 月 17 日（西暦 1968 年）に発生した豪雨災害 * から 50 年の節目となる今年――。
　当時、東白川村の各地で山崩れや道路の決壊、家屋に土砂が流れ込むなど甚大な被害に見舞われ、
犠牲者が発生した痛ましい記憶が残る大規模な自然災害がありました。
　また、近年では平成 22 年 7 月の豪雨が記憶に新しく、大規模な土砂崩れにより道が寸断するなど
の被害をもたらしました。
　世界的にも異常気象が各地で発生している昨今、想定を超える災害がいつ起きてもおかしくない状
況で、いま私たちができること、やるべきこと、やらなければならないこと――。
　「今」の東白川村の備えを知っておくことで、有事の際にひとりひとりが的確な行動を取り、「犠牲
者ゼロ」で済むことが村にとって、また地域住民にとっての願いです。

※ 8.17 豪雨災害については S43.9.15 発行の広報、H27.6.15 発行の広報に当時の状況が詳しく掲載
されています。村民センター図書館または東白川村ホームページでご覧いただけます。

防災備蓄用倉庫の中身
　集落が孤立した場合を想定し、初期活動や避難準備は集落内で行われることが効果的です【共助】。

そのために必要な物資などを保管する倉庫が各集落に 1 か所以上設置されています【公助】。毎年少

しずつ中身を充実させており、平成 30 年現在で備えられている資材をご紹介します。各ご家庭の防

災グッズと合わせて確認しておきましょう【自助】。

※地域ごとに

中身・数量の

違いが若干あ

ります。

▼避難時に必要なもの

水（ペットボトル 500ml）／米／

パン／ようかん／クラッカー／毛

布／着る布団／エアーマット／か

まど／大鍋／ラジオ／ローソク／

マッチ

▼救助に必要なもの

救急箱（包帯、マスク、絆創膏ほか）

／担架／コードリール／ヘルメッ

ト／一輪車／チェーンソー／ツル

ハシ／スコップ／じょれん／かけ

や／バール／ハンマー／ナタ／の

こぎり／土のう袋／投光器

https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/files/upload/5819555f-fad0-4e7e-b8dc-1296ac100234.pdf
https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/files/upload/58b91f5e-a808-4394-9376-7dccac100234.pdf
https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/syoukai/wadai/old/
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避難情報の発令基準
　避難情報の発令は、下の表の条件によって判断されています。

　身を守るためにも、それぞれに合わせた対応ができるように早めの行動を心がけましょう。

発令区分 発令条件（いづれかに該当の区分を発令）

避難準備・

高齢者等避難開始

・大雨警報（土砂災害）発令 ＋ 土砂災害警戒判定メッシュ * で「警戒」以上

・数時間で連続雨量 120 ミリに達し、交通止めになると想定される場合

・大雨注意報発令 ＋ 夜間・早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替わる可能性に言及

・強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

避難勧告

・土砂災害警戒情報発令

・大雨警報（土砂災害）発令 ＋ 土砂災害警戒判定メッシュ * で「非常に危険」以上 ＋ さらに降雨見込み

・大雨警報（土砂災害）発令 ＋ 記録的短時間大雨情報発表

・土砂災害の前兆現象（湧き水、地下水濁り、渓流の水位変化）

避難指示（緊急）

・土砂災害警戒情報発令 ＋ 同基準を実況で超過した場合

・土砂災害警戒情報発令 ＋ 記録的短時間大雨情報発表

・土砂災害発生

・山鳴り、流木、流水の発生を確認

※土砂災害警戒判定メッシュ＞＞気象庁ホームページ「土砂災害警戒情報ポータル」

降雨量による通行規制の発表基準
　雨がたくさん降ると、最も関心が高まるのが道路状況です。私たちの普段の生活に直結し、通行　

　規制が発生すると様々なところで支障を及ぼすおそれがあります。どのような基準で決められる　

　のか、通行規制に関してどこへ問い合わせれば良いのか、正しく理解しておきましょう。

道路名　

　種別
国道 41 号 国道 256 号 下呂白川線 村道

通行注意

（予備規制）

連続雨量 120 ミリ 90 ミリ 90 ミリ

連続雨量 80 ミリ

を超えた場合、

状況等に応じて

通行規制を行う

時間雨量 30 ミリ／ 2 時間 30 ミリ／ 2 時間 30 ミリ／ 2 時間

通行禁止

（通行規制）

連続雨量 150 ミリ 120 ミリ 120 ミリ

時間雨量 60 ミリ／ 2 時間 60 ミリ／ 2 時間 60 ミリ／ 2 時間

規制される区間

（関係区間のみ）

七宗町樫原

白川町河岐

白川町佐見（桜峠）

中津川市（加子母角領）

東白川村越原

白川町和泉

問い合わせ
岐阜県可茂土木事務所　施設管理課

☎ 0574-25-3111　内線 307、308、337

役場 建設係

☎ 0574-78-3111

停電はこちら＞　中部電力多治見営業所　☎ 0120-985-940

断水・漏水はこちら＞　役場　環境係　☎ 0574-78-3111

中部電力　停電情報

▲ WEB でも確認できます

～ ～ ～

特集

http://teiden.chuden.jp/p/index.html


ご
声援
よろし

くお願いします

！
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第５４回東白川村消防操法大会　結果報告

▽消防ポンプ自動車
　優　勝　第４部（自動車班）
▽小型動力ポンプ
　優　勝　第５部　※郡大会出場

　準優勝　第４部
　第３位　第１部（１班）

▽消防ポンプ自動車
　指揮者　安江源樹（第４部）
　１番員　牧野勲平（第４部）
　２番員　志村　剛（第４部）
　３番員　大西和輝（第４部）
　４番員　安江　清（第４部）

▽小型動力ポンプ
　指揮者　安江大介（第５部）
　１番員　安江栄策（第５部）
　２番員　大坪哲也（第４部）
　３番員　安江辰也（第５部）

団体 個人（番員賞）
※敬称略

◎第６２回加茂郡消防操法大会◎
開催日／６月２４日（日）　場所／坂祝町総合運動場
出場ポンプ／第５部小型動力ポンプ（越原上）
出場団員／安江大介【指】、安江栄策【１】、安江祥公【２】

安江辰也【３】、安江宜正【補】

開催日／５月２７日（日）
場　所／総合運動場

いざ！という時の情報収集に！

村の情報を、携帯電話・スマートフォンなどの携帯端末で受け取れるサービスです。

平時の村の情報はもちろん、緊急時の情報収集のツールとしてもご活用ください。

すぐメール「東白川村メール」

▼登録方法▼

▽手順１　登録用メールアドレスにメールを送信します。
・右のＱＲコードを読み取り、表示画面から空メールを送信する。

または
・下のメールアドレスを宛先に直接入力して空メールを送信する。

［t-higashishirakawa@sg-m.jp］

▽手順２　「仮登録完了のお知らせ」の返信メールが届きます。
・本登録のＵＲＬをクリックすると右の画面が表示されます。
・右の表示画面から【メール配信に同意する】を選択します。

▽手順３　配信カテゴリから受け取りたい情報を選択します。
・配信カテゴリ＞＞緊急災害情報／防犯安全情報／保育園関連情報／生活関連情報／診療所関連情報
・【次の画面に進む】を選択します。

▽手順４　利用者情報の確認画面が表示されます。
・修正が無ければ【入力内容を登録する】を選択します。 登録完了

※迷惑メール設定をされている場合、「sg-m.jp」からの受信を許可、URL 付きメールを許可する設定にしてください。

総務課行政係　☎ 0574-78-3111
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遠くに見える小学校に向かって「やっほー!!!」

【今月の表紙】　 5 月 12 日（土）　寒陽気山（親田地内）

　小学校全校登山　　「山の神」降臨、1 年生も無事に登頂果たす

　村にある 6 つの山のうち急勾配が多く険しい山の「寒
かんようきざん

陽気山
（1,108m）」に、児童 83 人が登頂しました。出発式では突如「山
の神」が現れ、行く道の安全をお告げする一幕もあり、全学年
混合のなかよしグループで山頂を目指しました。急な斜面では
小さい子のリュックサックを代わりに背負ってあげるなど、高
学年の力を発揮していました。下山後、解散式では 6 山制覇し
た 6 年生らに今井校長から木製の記念メダルが贈られ、達成感
から笑顔がこぼれました。来年は尾城山（1,132m）に挑みます。

5 月 13 日（日）　ホテルパーク（岐阜市）

　岐阜東白川花の木会総会　　岐阜の合言葉は「やっとかめやなも」

　岐阜市近郊に在住する方々が一堂に会する岐阜花の木会の総
会が岐阜市内で開催されました。総会は、今井村長、村議会議
長らを含む総勢 43 名が出席し、レクリエーションなどで親睦を
深めました。講演では、岐阜女子高バスケットボール部の監督
で花の木会会員でもある安江満夫氏が講師を務め、チームを日
本一に導いた成功体験を語られました。会場では即席の村の特
産品販売コーナーを設け、購入して帰られる方もみえました。
　会員数は約 70 名。新規加入大歓迎で随時募集中です。 今井村長と出席会員による記念集合写真

大きく育ってまた会おうね♪

5 月 21 日（月）　中川原水辺公園（平）

　みつば保育園 稚鮎の放流　　透き通る清流に放つ夏の風物詩

　川底の石がくっきり見えるほど透き通った清流白川に、年長
園児 11 人が稚鮎およそ 150 匹を放流しました。
　青空の下、園児らはサンダル姿で気持ち良さそうに川に浸か
り、初めて触れる稚鮎に興味津々でした。放たれた稚鮎も穏や
かな川の流れに心地良さそうに泳ぎながら川底へと消えていき
ました。
　6 月 16 日（土）の白川流域鮎の友釣り解禁日には、栄養たっ
ぷりに成長した鮎との再会が待ち望まれます。

5 月 22 日（火）　東白川村役場　

　名古屋大学との調印式　持続可能な地域づくりに新たなタッグ

　村が目指す「持続可能な地域づくり」に、岡本耕平環境学研
究科長率いる名古屋大学大学院環境学研究科と共同研究を行い、
相互が発展することを目的とした連携協定を結ぶ調印式が行わ
れました。今年度は、林業や茶業の担い手問題等について地域
住民の方から直接話を伺い問題解決に取り組んでいきます。
　調印後、今井村長は「中山間がどうすれば持続できるか、地
域力を高めるためにはどうすれば良いか、新鮮な意見を頂きな
がら村づくりに活かしていきたい」と期待感を述べました。 （左から）白川町長、岡本研究科長、今井村長

気
を
つけ

て行くのじゃぞ～

山の神

～明るい話題をご提供ください～　　　情報通信係 ☎ 0574-78-3111　ﾒｰﾙ　info@50913.ne.jp
むらの話題
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こころ彩る赤・黄・ピンク

5 月 23 日（水）　中川原水辺公園（平）

　東白川村商工会女性部　　「美しい村」に住む私たちの心も美しく

　毎年この時期になると村のあちらこちらで目に触れる色とり
どりの花のプランター。その背景には女性達の願いが込められ
ています。今年も商工会女性部による「花いっぱい運動」のため、
商工会女性部 32 人が集い、ガーベラやペチュニアなど 11 種類
の花々をプランターに植えました。この花は、村の各公共施設
などに設置されます。
　村を美しく、そこに住む人たちや村の産業にも良い影響が与
えられればと、今後も地域活動に貢献していきます。

5 月 26 日（土）　中学校体育館

東白川村教育委員会 トップアスリート交流事業　目指せ！トップアスリート！

　優秀な選手とは、優秀な指導のもとに築き上げられる――。
　最高段となる教士八段の松葉忠文氏 ( 現岐阜県剣道連盟副会長／八百
津町 ) を講師に迎え、中学生剣道部 5 人が実技指導を受けました。
　講師の松葉氏いわく、相手を打ったら最後まで打ち切る心構
え、「残心」が大切だと実技を交えながら熱心に指導されました。
　礼節を重んじる剣道――。最後はひとりひとりが講師に学び
感じたことを含めお礼の言葉を述べました。生徒らはさらなる
鍛錬に励み、これからの成長が期待されます。 一流の指導を受ける眼差しはまさに真剣

6 月 1 日（金）　東白川中学校（運動場）

　東白川中学校体育大会　　　全員が「挑
チャレンジ

戦」した体育大会

　太陽の日差しが照りつけるグラウンドに、緑と青のハチマキ
を巻いた全校生徒が大声で校歌を熱

･ ･

唱して始まった体育大会。
学年対抗から団対抗になってさらにチームの団結力が増し、競
技を行う選手紹介ではひとりひとりの名前が呼ばれるたびに声
援が上がり、力いっぱいの応援が大会を盛り上げました。
　結果は、緑のチームフォレストが 2 年連続で優勝旗を勝ち取
りましたが、どちらのチームも全員が笑顔で締めくくり、最後
まで団結力の高さを見せていました。 チームフォレスト（上）、チームリバー（下）

　村内の商店の活性化を目的に運営する「東白川村商品券つち
のこ会」は、商品券発行の売り上げで得た利益によって毎年寄
付を行っており、8 回目となる今回は、みつば保育園にトーンチャ
イムとミュージックベルの楽器を寄贈しました。

つちのこ会青山昭広会長は、「発表会で披露してもらい、親御
さんに子どもたちの成長を見ていただきたい」と笑顔で語られ
ました。今年のプレミアム商品券は 3,000 セット発行予定です。
東白川村商工会（☎ 0574-78-2275）でお買い求め頂けます。

5 月 29 日（火）　みつば保育園（平）

　東白川村商品券つちのこ会　　　子どもたちの成長を願って

今井村長（左）とつちのこ会青山会長（右）
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東白川村森林組合
第 788 回共販会（6 月 5 日）

ひ
の
き

13㎝
以下 平均単価 8,600 円

14㎝
以上

平均単価 17,400 円

高　値 56,000 円

すぎ
平均単価 9,400 円

高　値 16,000 円

赤まつ
平均単価 5,500 円

高　値 6,500 円
総取扱量 840 ㎥
総販売高 12,052,000 円

放送大学
１０月生募集のお知らせ

　平成 30 年度第 2 学期（10 月
入学）の学生を募集します。
　放送大学はテレビ等の放送や
インターネットを利用して授業
を行う通信制の大学です。
　働きながら学んで大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で幅広い世代、職業
の方が学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学など、幅広い分
野を学べます。

＜出願期間＞
第 1 回　8 月 31 日（金）まで
第２回　9 月 20 日（木）まで
資料請求　無料

　　放送大学岐阜学習センター
☎ 058-273-9614

ニセ電話詐欺にご用心
　6 月は年金支給月となります。
　年金支給月には、振り込め詐
欺（オレオレ詐欺、還付金詐欺、
架空請求、融資保証金詐欺）の
電話が多く掛かってくる恐れが
あります。
▼平成 29 年中の岐阜県内の

ニセ電話による詐欺
 ・発生件数 229 件

　（前年対比＋ 18 件）
 ・発生金額 3 億 3 千万円

　（前年対比－ 9 千万円）
　上記のように、発生金額は減
少傾向にあるものの、発生件数
は未だに多い状況にあります。
　不審な電話がありましたら、
直ぐに行動することなく駐在所
又は加茂警察署に一度、問い合
わせ下さい。
 　東白川駐在所

☎ 0574-78-2004
加茂警察署
☎ 0574-25-0110

◆平成３１年度可茂衛生施設利用組合職員を募集します◆
私たちが守り続ける豊かな自然と、素晴らしい未来のために

あなたの意欲と情熱をそそいでみませんか

試験区分 上級職員

受験資格
一般事務

（若干名）

昭和 59 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、
学校教育法に基づく大学（これと同等以上
の学歴を含む。）を卒業、又は平成 31 年 3
月 31 日までに卒業見込みの人

受付期間 平成 30 年 7 月 9 日（月）から 8 月 15 日（水）まで
※受験願書は 7 月 9 日（月）から交付します。

試験日時
及び会場

●１次試験〔教養試験、事務適性検査、一般性格診断検査〕
平成 30 年 9 月 16 日（日）　可茂衛生施設利用組合　ささゆりクリーンパーク

●２次試験〔口述試験〕
平成 30 年 10 月下旬実施予定　※詳細は試験案内確認のこと

【お問い合せ】　可茂衛生施設利用組合（ささゆりクリーンパーク）総務課総務係
☎ 0574-65-4111（内線 310・312）

自動車点検整備推進協議会

放送大学

＜大学説明会＞
▽岐阜学習センター

平成 30 年 6 月 23 日（土）
平成 30 年 6 月 24 日（日）
平成 30 年 7 月　7 日（土）
平成 30 年 7 月　8 日（日）
平成 30 年 7 月 14 日（土）
平成 30 年 7 月 15 日（日）
平成 30 年 8 月 18 日（土）
平成 30 年 8 月 19 日（日）

▽多治見分室
平成 30 年 7 月　1 日（日）
平成 30 年 7 月 21 日（土）

▽高山分室
平成 30 年 6 月 30 日（土）
平成 30 年 7 月 22 日（日）

村の霊柩車が廃止になります
　平成８年度から無料貸出を行っ
ていた村の霊柩車は、事業改革に
より本年 12 月末をもって廃止す
ることとなりました。
　多い時には年間６０回程の利用
がありましたが、昨今の葬儀業者
が主流となる時代の波に押され、
22 年間の運用に幕を閉じます。
　これまでのご利用に感謝申し上
げ、廃止にご理解をお願いします。
　　東白川村役場村民課

☎ 0574-78-3111

不正改造は犯罪です！
6 月は「不正改造車を排除する
運動」の強化月間です
　自動車は、移動手段のみなら
ず、娯楽の道具としても様々な
部品等が販売されている中、不
正改造車により国民生活の安
全・安心を脅かしていることが
問題となっております。
　改造および改造車を走行させ
ることは法律により禁じられて
おり、これに違反すると整備命
令の交付を受けたり、罰金等の
対象となります。
　不正改造の防止・排除にご協
力ください。

　　不正改造車・黒煙 110 番
☎ 058-279-3715

　駐在所からのお願い

http://www.tenken-seibi.com/
http://www.ouj.ac.jp/hp/campus/


H30.6  広報ひがししらかわ       9

区分 人口・世帯数 前月対比 前年対比
男 性 1,106 人 － 6 － 15
女 性 1,199 人 － 1 － 26
合 計 2,305 人 － 7 － 41

世帯数 849 世帯 － 3 － 3

異 動 人数
転 入 4 人
転 出 4 人
出 生 0 人
死 亡 7 人

お悔やみ申し上げます
※ 5 月末の住民登録人口より

敬称略

【東白川村】
▼ふるさと思いやり基金
　　寄附 35 件　総額　515,000 円
▼医療・保健福祉部門
タオル…匿名
▼みつば保育園
ﾄｰﾝﾁｬｲﾑ・ﾐｭｰｼﾞｯｸﾍﾞﾙ…東白川村商品券つちのこ会 様
連凧 4 連…岐阜東白川花の木会 様（岐阜村人会）
花の苗 13 株…安江登貴子 様（親田）

【社会福祉協議会】
金 100,000 円…島倉宏充 様（関市）
金 50,000 円…苅田光行 様（曲坂）
金 50,000 円…古田洋子 様（美濃加茂市）
古切手…匿名
古切手…新田晃三 様（名古屋）
古切手 ･ タオルほか…今井修子 様（大沢）
清拭布ほか…島倉淑子 様（親田）
タオル…村雲電設 様（中通）
鉢植え…商工会女性部 様

休日診療情報＋ ご寄付￥＋ ￥
東白川村国保診療所 ▼午前 8時 45 分～ 11 時 30 分▼

診察 毎週土曜（祝祭日除く） 電話 0574-78-2023
備考 外出支援バスを利用される場合はご連絡ください。

加茂医師会・休日診療 ▼午前 9時～午後 5時▼

月 日 曜日 医療機関 所在地 電話番号
6 24 日 木沢記念病院（当直医） 美濃加茂 0574-25-2181
7 1 日 かわべ眼科 川辺町 0574-53-4567
8 日 杉山クリニック 富加町 0574-54-3121
15 日 木沢記念病院（当直医） 美濃加茂 0574-25-2181
⑯ 月 森本こどもクリニック 〃 0574-66-2522

◆自衛官等の募集◆　※年齢は平成３１年４月１日現在

募集種目 応募資格※ 受付期間 １次試験日
（試験会場）

航空学生
（ﾊﾟｲﾛｯﾄ養成）

　高卒（見込含）
　　２１歳未満の者
（海上要因：２３歳未満）

７／１
～９／７

９／１７
（岐阜基地）

一般曹候補生 　１８歳以上
　２７歳未満の者 〃 ９／２２

（可茂総合庁舎等）

自衛官候補生
（男・女）

　１８歳以上
　２７歳未満の者

随時
受付中

９／２２
（可茂総合庁舎等）

防衛大学校 　高卒（見込含）
　２１歳未満の者

９／５
～９／２８

１１／３・４
（岐阜基地）

防衛医科大学校
医学科 〃 〃 １０／２７・２８

（岐阜基地）

防衛医科大学校
看護学科 〃 〃 １０／２０

（岐阜基地）

◆公務員合同説明会◆（市役所・警察・消防・自衛隊）
月日 時間 場所 備考

７／１４
（土）

午前１０時
～午後３時

【美濃加茂会場】可茂総合庁舎５Ｆ 予約不要
入退室自由【関会場】わかくさプラザ

問合せ 自衛隊美濃加茂地域事務所　☎0574-25-7495

◆消防官（消防士）の募集◆

募集内容

採用予定
職員 消防官（消防士）　１１名程度

受験資格
大学・短大・高校卒業者、同等の学歴を有する者
（平成３１年３月卒業見込者を含む）
平成４年４月２日～平成１３年４月１日までに生まれた者

受付期間 平成３０年７月１０日（火）～８月２日（木）
（受験申込書配布は、受付の１週間前から受付期間中）

試験日
（会場）

【１次試験】
　＜教養試験、適性検査＞
日時／平成３０年９月１６日（日）　午前８時５０分
　場所／県立可児高等学校
　＜体力試験＞
日時／平成３０年９月１７日（月）　午前９時００分

　　場所／美濃加茂市中央体育館（プラザちゅうたい）
【２次試験】
　＜口述試験及び作文試験＞
　日時／平成３０年１０月１６日（火）　午前８時３０分
　場所／可茂消防事務組合消防本部庁舎

問合せ 消防本部総務課　☎ 0574-26-0144

古田  わさゑ  100 歳（宮代）
森　藤市郎     97 歳（平）
今井  軍司　　97 歳（西洞）
苅田  喜郎　　90 歳（曲坂）
今井  真澄　　87 歳（大沢）
安江  八千代　82 歳（柏本）

http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/
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№４　慶長検地帳
指 定 番 号
指定年月日

東白川村指定有形文化財第４号
昭和 52 年（1977）1 月 18 日

慶長検地帳

　慶長 5 年 (1600)、徳川家康は関ヶ原の戦に大勝すると美濃の諸将をほとんど改易し、美濃国奉行として
大久保石

い わ み

見守長安をおいた。長安は、岐阜靱
うつぼや

屋町に陣屋を構え、仕置を担当する代官頭として幕領を支配した。
　慶長 14 年 (1609)、美濃国の検地が行われた。これは、慶長 6 年 (1601) から全国的に進められていた検地
の一環として行われたもので、天正検地以後徳川幕府の行った最初の検地でもある。これ以後美濃一国の総
検地は行われていない。慶長検地は、奉行大久保石

い わ み

見守長安が行ったことから石
い わ み

見検地または石
い わ み

見検ともいう。
　本村関係では、越原、神土、柏本、宮代の各村を担当したのが三河吉田城主松平玄蕃頭家清で、長坂作太夫、
團與左衛門が家清の家臣として検地に当たった。なお、下野村については、桑名城主本多中務大輔忠勝の

子美濃守忠政が担当し、検地役人には渡部源右衛門が当たった。
　慶長検地では、測量の基準になる 1 歩 (1 坪 ) は、太閤検地の 6 尺 3 寸
平方から 6 尺に縮められた。このように、一般に検地実施の目的は、石
高打ち出しにあるにもかかわらず、江戸幕府が苗木藩に与えた石高は、
太閤検地石高であり、以後慶長検は、内高として年貢賦課の基準となった。
　各検地帳（水帳）は、どれも保存状態がよい。
　宮代村の検地帳の 2 冊のうち 1 冊が欠けているが、田畑惣寄は完備し
ているので欠けた 1 冊は屋敷帳であろう。

第 2 期委員募集！

詳細は東白川村ＨＰをご覧ください

　5月 25 日（金）に第 25 回美しい村づくり委員会が 17 名の参加の

もと開催されました。

　【協議内容】
●集落あるもの探し～黒渕地区～　ふりかえり
●がんばる地域づくり補助金プレゼンテーション

　プレゼンテーションの中では、予算の根拠や企画の宣伝方法など、委員から様々な質問が出され、さらなるアイデ
アが生まれるなど活発な意見が交わされました。プレゼンテーションで採択された３件をご紹介します。

～次回～
◆ 6 月 25 日（月）　午後 7 時～
◆ふれあいサロン
◆「移住定住」高野教授ワークショップ

「飛騨川漁業協同組合東白川支部」
開催日：平成 30 年 8月 12 日（日）

昨年に引き続き、鮎の友釣り大会が復活開催！

子どもたちが自然の中で自由に遊ぶ時間を見守る会

「東白川村おやこ森のおさんぽ会」
代表：居石真菜さん

　山道づくり／平成 30 年 7月 1日（日）10 時～
　体験イベント／平成 30 年 10 月 14 日（日）10 時～

「つちのこ歴史研究会開催実行委員会」
実行委員長：今井友樹さん

開催日：平成 30 年 8月 19 日（日）
講師：伊藤龍平　著書／ツチノコの民族学 ( 青弓社 )

原生林の山道づくりと森のようちえん

ヒガシシラカワズカップ

ツチノコ民族学研究者による講演会

つちのこ講演会

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集中

スタッフ募集中

補助金
２０万

補助金
２０万

補助金
１５万

第２５回

美しい村づくり委員会とは、官民協働のむらづくり事業の一環で公募により集まった方々で構成され、月１回の委員会
を開催しています。村のタカラモノを発見し、地域を元気に盛り上げるために活動しています。

ふるさとシリーズ

ふるさとの文化財

総務課企画係　☎ 0574-78-3111

https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/sonsei/iinkai/utsukushiimuradukuri/#recruitment
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青葉若葉、鮎解禁、旬の
味の朴葉寿司――。

　季節感あふれる言葉があち
らこちらの会話に踊り、今年
も梅雨から盛夏へ時節（とき）
が移り変ろうとしています。

　今年の記念すべき 30 回目
を迎えた「つちのこフェスタ
2018」は、大雨が予想され
たため苦渋の決断で中止とし
ました。開催を楽しみにして
おられた全国のつちのこファ
ンの皆様や開催に向けて色々
な準備をしていただいた関係
団体の皆様には多大な御迷惑
をおかけすることになり申し
訳なく思っております。
　しかし、このイベントの注
目度の高さに改めて驚愕して
おります。というのは、中止
になったということが全国
ネットのテレビ報道番組で取
り上げられたことや、開催
を確認するために村のホー
ムページへのアクセス数が
3,000 件近くあったことなど
からです。その影響力の大き
さを実感し、なお一層しっか
りとした運営をしなければな
らないという思いを強くした
次第です。
　今年の反省を踏まえて、開
催時期の検討や順延の可能
性、中止の場合の決定する時
間の問題など、今後、実行委
員会で協議していただくこと
としています。

　今回、つちのこフェスタの
中止を決めた決定的な事項
は、局地的豪雨による河川の
増水の恐れや雨量規制による
国道、県道の通行止めの可能
性が否めなかったことにあり
ます。
　国道の雨量規制といえば、
50 年前の飛騨川バス転落事
故が全国的な規制の発端とな
りました。私は 50 年前の 8
月 17 日、当時 18 歳の誕生
日でよく覚えております。高
校 3 年生の夏休みを我が家
で過ごしていたところ、経験
したことのないような雨が一
晩中止むことなく降り続き、
朝になったら五加で土砂災害
があったことや飛騨川にバス
が転落したこと、JR 高山線
が不通になったことなどの
ニュースが流れてきました。
2学期が始まるまで家にいる
ことになり、救援物資が配布
されたことなどを鮮明に覚え
ております。

　一昨年度より、国道 41 号線
の雨量規制解除と、落石を防ぎ
通行の安全性を高めるための ｢
上麻生防災事業｣ の採択につい
て、「国道 41 号美濃加茂・下
呂間強靭化推進同盟会」の一員
として国土交通省や財務省へ何
回も要望活動を実施してまいり
ました。地元選出の国会議員の
皆様の御尽力もあり、七宗町川
並と白川町河岐の間の延長約
6.2km がトンネルなどで改良さ
れることが決まりました。

　今月号では、台風や大雨の
季節に向かう時期であること
から、村の防災事業について
特集しております。ここ数年
大規模な災害が無く嬉しく
思っておりますが、地球温暖
化の影響なのか局地的な豪雨
がいつ降ってもおかしくあり
ません。大地震の脅威もあり
ます。
　災害に強い村を目指してソ
フト、ハード両面での備えを
強化する努力は継続してまい
りますが、公助には限界が
あります。まずは自助そし
て共助が地域力として発揮
できる村にしていくため、皆
様には不断の危機意識を持っ
ていただくことと、防災に関
するご協力をお願いする次第
であります。

平成 30年 6月 1日

東白川村長

今井俊郎

地域力で備える「災害に強い村づくり」

昨年の防災訓練の様子（役場前）

来年こそ !!

村長室から
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検索岐阜県　面接法律相談

弁護士による無料法律相談会を
開催します相　談

●とき／6月6日（水）、20日（水）
両日とも13：00～15：50
●ところ／県民生活相談センター
 ＯＫＢふれあい会館（岐阜市）
●相談方法／面接（1人20分）
各日8人(先着予約順) ※開催日の2日前までに予約
●申込先・問／県民生活相談センター
☎058（277）1001

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
に記載された住所や氏名等の変更手続きを
していない場合、今後開始されるマイナン
バーを使った情報連携が行えない可能性が
あります。住所や氏名等が変わったときは、
お住まいの市町村障害者手帳担当窓口で、
変更手続きをお願いします。

お持ちの障害者手帳の
住所の確認をお願いします案　内

●問／県庁障害福祉課
☎058（272）8314　 FAX 058（278）2643
  県庁保健医療課
☎058（272）8275　FAX 058（278）2624

検索ホワイトロード

白川村と石川県白山市を結ぶ山岳有料道路
「白山白川郷ホワイトロード」が冬期閉鎖を
終え、全線開通します。残雪や新緑、多くの
滝など、雄大な自然を満喫しながらのドライ
ブをお楽しみください。

白山白川郷ホワイトロードが
開通します案　内

●とき／6月15日（金）～
※除雪状況により変更あり
●ところ／白山白川郷ホワイトロード
  （大野郡白川村）
●料金／軽自動車1,400円、普通車1,600円
●問／（公社）県森林公社高山出張所
☎0577（33）1111　FAX 0577（35）2540

検索ぎふ省エネ住宅建設支援事業費補助金

県内に本店のある工務店で、平成28年省エ
ネルギー基準等を満たした木造住宅を新
築または改修すると最大40万円の補助が
受けられます。
※要申込

ぎふ省エネ住宅建設支援
事業費補助金の募集募　集

●募集人数／250人（抽選）
●申込方法／ウェブサイトから申込書を入手して
申込先に郵送または持参
●申込期限／10月15日（月）必着
●申込先・問／県庁住宅課
☎058（272）8693

検索適取宅建試験

宅地建物取引士資格試験試　験

●試験日／10月21日（日）
●試験場所／受験申し込み後指定
●願書／7月2日（月）～31日（火）まで県宅地建物取
引業協会、県庁建築指導課、各県事務所および
指定書店で配布。不動産適正取引推進機構の
ウェブサイトからも入手可
●受付／【郵送】7月2日(月)～31日（火）消印有効
  【ウェブサイト】7月2日（月）～17日（火）
●問／県庁建築指導課 ☎058（272）8680

これから本格的な大雨のシーズンを迎えます。
大雨などによる災害から命を守るためには、普
段から十分な備えをしておくことが必要です。
テレビ・スマートフォン等での雨量や川の水位、
土砂災害等に関する情報の入手方法のほか、
最寄りの指定緊急避難場所、避難ルートを確
認しておきましょう。また、大雨や台風の接近
など災害の恐れがある場合は、市町村から発
表される避難に関する情報にも注意し、早め
の避難を心がけましょう。

水害や土砂災害から
身を守るために

●関連ウェブサイト／
「岐阜県川の防災情報」
「ぎふ川と道のアラームメール」
「ぎふ山と川の危険箇所マップ」
「ぎふ土砂災害警戒情報ポータル」

案　内

●問／県庁防災課 ☎058（272）1132

情報ボックス

岐阜県広報

平成３０年３月生まれ

（大沢／博道・好美）

今井竣
しゅんか

楓くん

お兄ちゃん

歩飛くん

大きく育ってね！

お兄ちゃん

心陸くん

東白川こりゃほんね！ラジオ

　講師　山本 文子 さん
（いのち咲かせたい代表・助産師）

　山本文子さんのお話では、約
30 年に亘りいのちの現場を見て
きた助産師としての経験談や、
歯に衣着せぬ芯の通った正直で
パワフルな語り口に、受講生の
方々は笑いあり涙ありで言葉の
一つ一つに重みを感じながら聞
き入っていました。

いのちの尊さを広めつつ、自
らのいのちを咲かせています。

　香川県高松を拠点に日本全国を駆け巡り、性といのちの大切さを語
り続けている助産師、山本文子さんによるセミナーが 5 月 18 日から
20 日までの 3 日間、東白川村で開催されました。受講生は助産師を
中心に、北は北海道から南は石垣島まで全国から集結しました。

iPhone・iPad の
方はこちら＞＞

Android 端末の
方はこちら＞＞

［毎月第４金曜日　１８：００～（２０分）］

☆東白川村のトピックや魅力などを紹介します♪

☆アプリをダウンロードすると、緊急・災害時の

情報も文字で配信されます！

※ダウンロード、アプリの利用、放送の聴取には別途通信料がかかります。

無料！ *

　いのちの応援塾　ｉｎ　東白川村

No.87

６

30

6

15

こんにちは！

あかちゃん

http://www.retio.or.jp/
http://hs-whiteroad.jp/
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/jutaku/sumai/11659/syouenehojyokin.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/kenminseikatsu-sodan/11266/mensetsu-horitsusodan.html
http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/
http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/doro/doro-iji/11657/index_43208.html
http://kikenmap.gifugis.jp/
http://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/



