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問 

　先月ご紹介した悪質商法の例を見ていただいてわかるように、悪質商法にはいろいろな商法が
あります。 
　悪質商法は意外と身近にある問題です。悪質商法の被害に遭わないために、今回は対処法をお
伝えします。 

　平成２６年４月からの消費税引き上げ（５％から
８％へ）に伴い、介護保険サービスを利用した際
の費用（介護報酬）も変更になりました。増税分
がそのまま上乗せされるのではなく、サービスに
よって上乗せ率は異なりますが、平均して０．６３％
の上乗せとなります。 
　介護報酬の改定に伴い、１か月に介護保険で利
用できる上限額（利用限度額）も引き上げられま
した。利用状況により影響額が異なりますので、
詳細は担当のケアマネージャーにお尋ねください。 

　悪質業者は、高齢者は「時間があり、昼間一人で寂しくしている」「健康やお金に対し不安を
もっている」などと思っていろいろな商法で言葉巧みに狙ってきます。 
　このような悪質業者の「思うつぼ」にはまらないように普段から注意して生活しましょう。 

きっぱりと断る 家の中に入れない 

その場で契約しない 一人で悩まない 

要介護度 変更前 
利用限度額（円） 

変更後 
利用限度額（円） 

要支援１ 
要支援２ 
要介護１ 
要介護２ 
要介護３ 
要介護４ 
要介護５ 

４万９,７００円 
１０万４,０００円 
１６万５,８００円 
１９万４,８００円 
２６万７,５００円 
３０万６,０００円 
３５万８,３００円 

５万０,０３０円 
１０万４,７３０円 
１６万６,９２０円 
１９万６,１６０円 
２６万９,３１０円 
３０万８,０６０円 
３６万０,６５０円 

※自己負担は１割ですが、利用限度額を超える分は全額自己負担となります。 

支給限度額の変更について 

　あいまいな返事をすると、「承諾した」と
相手にいいように解釈され
てしまいます。 
　必要のない契約は、はっ
きり「いりません」と言い
ましょう。 

　相手は強引に契約を取り付けるプロです。
その為一度家に入れると、断りに
くくなります。 
　「インターフォン越しに対応す
る」「ドアチェーンをしたまま話
す」などの方法で応対しましょう。 

　急がせてその場で契約させようとする業者は要注意
です。悪質業者の場合、口で言うことと
実際の契約書に書かれている事がまった
く違っていることはよくあることです。 
　契約書はよく読んでからサインするよ
うにしましょう。 

　業者の話を聞いて「良い話だな」
と思っても、一旦冷静に契約するか
を考えましょう。 
　また迷ったら、一人で悩まないで
家族や知人、消費者センターなどの
専門家に相談しましょう。 



平成２６年４月１日 14 第597号

４３－１１２２ 

＊第３回以降の日時、詳細については、広報せきがはらで随時お知らせします。
＊糖尿病連携手帳やお薬手帳をお持ちの方はご持参ください。
＊個別の栄養指導は管理栄養士２名（うち１名は糖尿病療養指導士）で、随時実施しています。ご希望
の方は診察の際にお申し出ください。
＊第３回・第７回のお食事会は事前申し込みが必要です。内科受付でお問い合わせください。
＊医師、糖尿病療養指導士による出前講座も実施します。
＊帰りのふれあいバスが無い方はこちらでお送りさせていただきます。

 　国保関ケ原病院　内科外来　　 　４３－１１２２（内線２１０６）問 

　糖尿病教室は、毎回テーマを変え、それぞれの専門分野についてわかりやすくお話をさせて頂き、糖
尿病と上手に付き合い、健康的な生活を送るためのお手伝いをさせて頂きます。
　教室は１０回開催致します。
　糖尿病について気になる方、当院に受診のない方や糖尿病患者さんのご家族の方
だけでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。

内　　　容開　催　日
友の会総会・活動紹介

第１回４月１８日（金）
桐井先生糖尿病と動脈硬化について

看護師・
糖尿病療養指導士

血糖測定体験
糖尿病のお悩み相談
　　場　所：内科待合のホール
　　時　間：午前９時～午前１２時

第２回
５月１７日（土）
看護の日

管理栄養士
糖尿病療養指導士

健康講座公開セミナー
（食べて学ぼう、健康食）

第３回６月

看護師夏に注意が必要なこと
第４回７月

検査技師血糖値のウソ・ホント
桐井先生糖尿病と肥満について

第５回９月
理学療法士あなたも上手にダイエット
医師・看護師
糖尿病療養指導士

血糖測定体験
糖尿病のお悩み相談

第６回
１０月

関ケ原合戦祭り

管理栄養士
理学療法士

楽しく食べて（お弁当）
　　　　楽しく体を動かそう

第７回
１１月

世界糖尿病デー
看護師冬に向けての糖尿病対策

第８回１２月
管理栄養士年末年始をうまく乗り切るために
看護師あなたの足は大丈夫？

第９回１月
薬剤師お薬の話
医師・看護師
糖尿病療養指導士

血糖測定体験
糖尿病のお悩み相談

第１０回
３月

関ケ原病院まつり

開催場所：国保関ケ原病院　北棟　２階　大会議室　　開催時間：午後２時～午後３時

◇糖尿病教室の開催日程◇
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▲日本野鳥の会　岐阜西濃ブロック　野鳥写真展▲北保育園４歳児「折り紙であそぼう」

年年年年年年年年年年齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢ををををををををををかかかかかかかかかかささささささささささねねねねねねねねねねるるるるるるるるるるほほほほほほほほほほどどどどどどどどどどにににににににににに筋筋筋筋筋筋筋筋筋筋トトトトトトトトトトレレレレレレレレレレをををををををををを！！！！！！！！！！年齢をかさねるほどに筋トレを！
～正しい歩き方～

長い旅行に必要なものは、
大きなカバンじゃなく、くちづさめる一つの歌さ

出典　スナフキン
　伊吹山の雪も溶け、鶯が春の喜びを奏でています。窓の外には生命の息吹が溢れ、きっとみなさんも
心の扉を開き、山菜取りにお花見にと活動的な毎日を過ごしていることでしょう。肌を通して感じる春
風の柔らかさ、山桜の甘い香り、春キャベツの爽やかな食感。優しい季節を全身で堪能しましょう。
　今日は、歩き方のレッスンです。春の陽気を身体に取り込むことで、女性も男性も美しく生きましょ
う！

～episode VIII～

リハビリテーション科　　健康創造セラピスト　　谷田靖仁

　腹式呼吸でゆったりと長い距離を歩けば、運動の 
効果が高まります 

① 踵から足をつける 

② 手は大きく振る 
　（肘は軽く曲げる） 

③ 姿勢を真っ直ぐに 

④ 目線は明るく前を向く 
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土金木水火月診療科名等

森島瀬古瀬古森島瀬古高野一診

内 科

福田（和）桐井森島桐井桐井二診

循環器外来高野福田（和）高野福田（和）三診

斎藤斎藤斎藤五診

高野大西桐井瀬古森島福田（和）初診

斎藤（予約外来）斎藤（予約外来）午後

松尾宮宮宮松尾宮一診

外 科 宮佐々木松尾松尾福田松尾三診・処置

検査・手術等手術等手術等病棟回診・手術等午後

安藤毎週土曜日（午前）外科・二診脳神経外科

毎週月曜日（午前）※月曜日が祭日の場合は火曜日　周外科・二診皮 膚 科

久島
整形一般

久島
整形一般

田中
リウマチ専門外来
（予約制１０：００～）

久島
骨粗鬆症専門外来
（予約制）

下川
脊椎専門外来
整形一般

吉岡
整形一般一診

整 形 外 科 秋山教授
関節専門外来

（予約制・不定期）

楊
整形一般
（予約制）

楊
整形一般
（予約制）

楊
整形一般
（予約制）

宮本
脊椎専門外来

（予約制１０：００～）
二診

久島
整形一般

久島
整形一般三診

西田白木午前眼 科

１・３・５　久世
　　　２・４　柴田久世午前耳鼻いんこう科

佐木佐木佐木佐木佐木佐木午前
歯 科

佐木佐木病棟往診・手術佐木午後

◎急患の場合は、随時診察を行います。（℡４３－１１２２）
※担当医等は都合により変更となる場合があります。
※内科午後救急は、午後救急担当医が救急（夜間）診察室にて診察を行います。
※耳鼻いんこう科の１～５はその週を表しています。
※歯科へ予約外受診される場合は、電話にて来院時間の確認をお願いします。（手術・健診などにより午後休診になる場合があります。）

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成26年 4 月）※都合により休診になる場合があります。

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

８月８日

６月３０日

４月２５日～５月１６日

大卒３８歳未満の者
技術海上幹部

技術航空幹部

６月２７日
２０歳以上の者で

国家免許資格取得者等

技 術 海 曹

技 術 空 曹

※受験資格の年齢は各種目とも平成２６年４月１日現在です。
※技術海・空曹受験資格「国家免許資格等」の細部につきましては、下記までお問い合わせください。
　 　「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
問 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　山火事のほとんどは、「たき火」・「火遊び」・「たばこの投げ捨て」
など不注意によって発生します。火の取扱いに注意することで山火事を未
然に防止することにつながります。 

　地震の揺れによりブロック塀や、自動販売
機などが倒れてくる危険があります。揺れを
感じたら離れるようにしましょう。 
　またベランダに置かれて
いるプランターなどが落下
してくることもあるので、
頭上にも注意してください。 

林野火災防止のポイント 林野火災防止のポイント 林野火災防止のポイント 
・空気が乾燥している日や、風が強い日にたき火などをしない。 
・たき火をする際は、周りに燃えやすいものが無いところで消火器具を用意して行う。 
・完全に火が消えるまで、目を離さないようにする。 
・屋外でたばこを吸う際は携帯灰皿などを使用し、投げ捨てなどは絶対にしない。 

住　宅　地 

平成２６年度 平成２６年度 

関ケ原町消防任命式 関ケ原町消防任命式 関ケ原町消防任命式 
日　時　４月５日（土）午前９時～ 
場　所　ふれあいセンター 
★小隊訓練・放水訓練など 
　を行います。どうぞご観 
　覧ください。 

　オフィス街や繁華街では割れた窓ガラスや、
外壁・タイルなどが落下してくることがあり
ます。鞄などで頭を守りながら建物から離れ
ましょう。落下してきた窓ガラスは広範囲に
散らばります。また外壁に取り付けられた看
板やネオンなども落下してくる事があるので
注意が必要です。 

オフィス街・繁華街 

　海岸や川べりで地震が発生したとき最
も恐ろしいのが津波です。避難指示や勧
告を待つことなく、高台や津波避難場所・
津波避難ビルなどの安全な場所へ避難し
ましょう。 
　またラジオなどを持っている場合は、
津波情報を聞きましょう。 

海岸・川べり 
　慌てて急ブレーキは、予想外の事故を引き起こ
します。慌てず路肩に安全に停車してください。 
　ラジオなどで災害情報を集めるようにしてくだ
さい。また警察官が交通規制や誘導を行っている
場合は従ってください。 
　避難する際は自動車の鍵は付けたままで、ドア
をロックせず避難するようにしてください。 

自動車を運転中 
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●消防署　平成26年 2月分

出動件数
累計今月

72交 通

61一般負傷

3715急病人

106その他

6024計

◎火災時における災害情報はテレホンサービス　TEL 24－1090
� �����������

◎救急 ◎火災

件　数
累計今月

1　1建 物

0　0車 両

0　0林 野

1　1その他

22計
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　町内の保育園において、未就園児親子対象の体験入園を下記の日程で開催します。ご希望
の方は、お子様同伴で保育園へお越しください。楽しいひとときを過ごしましょう！ 

（持ち物）水筒・手ふきタオル・着替え・おやつ 

●伝染性疾患の場合は、ご遠慮ください。 
●園内での事故については、保護者の責任において対応してください。 
●詳細は、各保育園にお尋ねください。 
●給食試食会については、事前に対象者全員にご案内します。 

５月 

６月 

１０月 

２１日（水） 

１８日（水） 

１５日（水） 

１５日（木） 

１９日（木） 

２２日（水） 

２２日（木） 

１２日（木） 

８日（水） 

１４日（水） 

１１日（水） 

２９日（水） 

各保育園　自由参加 
（午前９時３０分～午前１１時３０分） 
各保育園　自由参加 
（午前９時３０分～午前１１時３０分） 
給食試食会 
（３００円程度負担） 
要予約 
（午前９時３０分～午後０時３０分） 

給食試食会につき、一園参加となります。 

東保育園 
　 ４３－２６８８ 

西保育園 
　 ４３－２６１０ 

北保育園 
　 ４３－２６１２ 

今保育園 
　 ４３－５５９６ 備　　考 

　私達、関ケ原バレーボールスポーツ少年団
では、バレーボールが大好きな関ケ原小学校
の２年生から６年生までが仲良く活動してい
ます。
　２月２日（日）、多治見市において各地区の
予選を勝ち抜いた１６チームが集まり、小学生
バレーボール新人戦岐阜県大会が開催されま
した。関ケ原バレーは５年生チームが西濃の
予選大会で優勝して西濃の代表としてこの大
会に出場し、心ひとつに力いっぱいプレーし
てきました。

　関ケ原バレーボールスポーツ少年団では次に続く子供達を募集しています。友達とチーム
を作って大会に参加してみませんか。練習は水曜日と金曜日午後７時から土曜日は午後１時
から町民体育館で行っていますのでいつでも見学に来てください。
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４３－２２３３ 

4
【特別番組】
 レギュラー番組総集編（１～４月放送分）
◇２８日（月）　～５月４日（日）
【レギュラー番組】
毎晩６時はケーブルテレビ！
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
　毎日更新の地域情報番組。週末は月～金のものを
まとめて再放送します。

 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後８時１５分～　他
 レッツ　ボランティア 
◇３月３１日（月）～４月６日（日）　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇７日（月）～１３日（日）　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１４日（月）～２０日（日）　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２１日（月）～２７日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇月～日　午後５時５８分～　他　　　好評放送中！
　　　　　 　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。

　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。

４月１２日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：手作りクラブ
★春になったらあけてください
★はいチーズ

４月２６日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★いいからいいから
★うんちしたのはだれよ！

■ おはなし原っぱ

　図書館で保存期間の過ぎた雑誌や、皆さんに持ち
寄っていただいた本をご自由にお持ち帰りいただけま
す。
期　間：４月２６日（土）～５月６日（火）
　　　　※４月２８日（月）、３０日（水）は休館日
時　間：午前１０時～午後５時
場　所：ふれあいセンター　創作室
＊初日のみ　お一人１０冊まで
＊一度お持ち帰りになった本は返品できません。

　本のリサイクル市に提供していただける本を募集
します。リサイクル市開催日までに、ご家庭で不要
になりました本を図書館カウンターまでお持ちくだ
さい。ご協力よろしくお願いします。
○百科事典、問題集、学習参考書は除外
○リサイクル市で残った本の処理は、図書館に一任
○引き取りは無料

☆不要本を募集します！

あなたの本に新しい読み手を！
本のリサイクル市開催のお知らせ

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

 ４月のギャラリー 
　写真展　～野鳥～
　出　展：せきがはら写真クラブ
　期　間：４月２日（水）～４月２９日（火）

営業時間　午前１０時～午後５時 
定 休 日　月曜日・祝祭日の翌日 
http://www.yagikoubou.com

　町内産の新鮮ないちごを大き
めにカットし、いちご本来の甘
酸っぱさを残しました。色合い
も優しいアイスになりました。 
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　東日本大震災からの復興に関して
実施する防災のための施策に必要な
財源を確保するため、平成２６年度か
ら平成３５年度までの各年度分の個人
の住民税の均等割の税率に１，０００円
（県民税５００円・町民税５００円）が加算
されます。
　 　岐阜県　税務課　課税係
　 　０５８－２７２－１１５３（直通） 

東日本大震災からの
復興のための税制措置

問 

 
　下記のとおり、関ケ原観光ボラン
ティア協会による「関ケ原街角案内
所」がオープンします。
開所期間　４月１日（火）～

１１月１６日（日）
　　　　　午前９時～午後２時

 
　４月１３日（日）は、伊吹山にて開
催される「伊吹山ドライブウェイヒ
ルクライム大会（自転車ロードレー
ス大会）」が開催されるため、役場駐
車場が４月１２日（土）から２日間使
用できなくなります。役場にご用の
ある方は、老人福祉センター駐車場
をご利用ください。
　また、駐車場付近（役場周辺及び
旧メナードランド周辺）は混雑が予
想されます。ご迷惑をおかけします
が、ご理解のほどよろしくお願い申
し上げます。
　 　役場　地域振興課
　 　４３－１１１２

 
　町商工会青年部を中心とした関ケ
原古戦場春祭り実行委員会が、関ケ
原合戦で東首塚に葬られた霊の供養
と関ケ原町の春祭りの行事として開
催しているものです。
　当日は、たくさんの催しを予定し
ていますので、町民の皆さんのご来
場をお待ちしています。
と　き　4月２９日（火）
　　　　午前１０時～
ところ　東首塚
　　　　関ケ原ふれあいセンター
内　容　・関ケ原組の演武ショー
　　　　・あいち戦国姫隊による

ショー
　　　　・餅つき、豚汁、お抹茶の

野点などのバザー
　　　　・子ども対象の消防車体験乗車

など
　 　関ケ原町商工会
　 　４３－０２７０

街角観光案内所オープン

４月１２日（土）、１３日（日）は
役場駐車場が使用できません

問 

関ケ原古戦場
春祭り東首塚供養祭 開催

問 

１３日　太陽旅行 五島冷熱１０名様
（北海道）【吉澤】

２１日　毎日放送３名様
（大阪）【池側誠】

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

２月ガイド実績　２件

○歴史民俗資料館入館者数
　　　２月分　　　９３８人
○不破関資料館入館者数
　　　２月分　　　４９人

日　時　４月1５日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　地域の歴史 
　　　　関ケ原合戦（私はこう思う） 
　　　　失われた石原峠 
　町民でもほとんど知られてい
ない石原峠はどこにあるのか…
古文書、通説から調べて探した
記録書から詳しくわかりますの
で、ぜひ、みなさんお越しくだ
さい。（次世代へ継いでいきま
しょう。） 

　関ケ原町では「ふるさと応援基
金」を設置し、下記の事業につい
て関ケ原を応援したい皆様よりご
寄付をいただいております。上記
の期間にご寄付いただいた方を掲
載させていただきます。なお掲載
に関しては同意をいただいた方の
みとなっております。

対象事業
１歴史と自然に調和したまちづくり事業
２便利で活力あふれるまちづくり事業
３ふれあいに満ちたまちづくり事業
４創造性あふれる人・まちづくり事業
５交流と協働で進めるまちづくり事業
６その他目的達成のために必要な事業

寄付者をいただいた方
　１５名　合計１７０，０００円

　このほか　１１名の方からも合計
１３０，０００円のご寄付をいただいて
おります。

金　額お　名　前
１０，０００円安部　久志　様

　１０，０００円神野　秀人　様

　１０，０００円小山　三四　様

　１０，０００円多賀　　悟　様

（平成２５年１０月～平成２６年３月）
ふるさと納税による寄付者

平成26年2月分 

比  較
2５年2月の
排出量

２６年2月の
排出量

品  目

1.12％減62.40ｔ61.70ｔ燃やせるごみ

0.94％減7.42ｔ7.35ｔプラスチック類

18.97％減4.27ｔ3.46ｔ燃やせないごみ
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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。
受験資格：
　年齢　昭和５８年４月２日以降に生

まれた方
　学歴　∏警察官Ａø

　　　　　大学（短大除く）を卒業
または　平成２６年９月３０
日までに卒業見込みの方

　　　　π警察官Ａ¿

　　　　　大学（短大除く）を卒業
または　平成２７年３月３１
日までに卒業見込みの方

受付期間：４月２日（水）～１８日（金）
第１試験次日：５月１１日（日）
　 　垂井警察署　警務係
　 　２２－０１１０

 
　岐阜地方法務局大垣支局が管轄し
ています関ケ原町の国籍事務は、４
月１日から岐阜地方法務局戸籍課で
取り扱います。
　詳しくは、下記へお問い合わせく
ださい。
　 　岐阜地方法務局戸籍課
　 　０５８－２４５－３１８１（代）
　 　岐阜地方法務局大垣支局
　 　７８－３３４７ 

平成２６年度警察官Ａ採用試験

問 

大垣支局で取り扱う国籍事務
（帰化許可申請手続、国籍取得・国籍離脱の届出）

の取扱庁が変わります
～法務局からのお知らせ～

問 

問 

 
　本活動は、揖斐川上流域の山間部
で生活されている人々の暮らしや文
化に直接触れていただくとともに、
その交流を通じて山と水の関わりや、
水源地保全および防災の大切さを理
解していただく学習の場です。
●活動予定
　第１回　６月４日（水）
　「揖斐川筋における大規模災害・

里山生活体験から学ぶ」
　第２回　８月６日（水）
　「環境に配慮した砂防施設見学・

徳山ダムを船で探検」
　第３回　１０月１５日（水）
　「根尾川筋における土砂・

地震災害から学ぶ」
●募集対象者
　工事・災害現場等見学に支障のな
い健康な方

●募集人員
　２０名程度
　（申込多数の場合は抽選とします。）
●費　　用
　傷害保険料、体験に必要な費用等
は参加者負担（１，０００円程度）

●集合場所（出発地および帰着地）
　越美山系砂防事務所
　詳細は、越美山系砂防事務所ホー
ムページをご覧ください。
　 　（申込先）
　　　越美山系砂防事務所　総務課
　 　０５８５－２２－２１６１
　 　http://www.cbr.mlit.go.jp/etsumi/ 

「里山探検隊」 隊員募集
～揖斐川上流の魅力を探してみませんか！～

問 

 
　開業医を中心とした医師・歯科医
師の団体「岐阜県保険医協会」の歯
科医師による無料電話相談がありま
す。口腔の健康について疑問・相談
にお応えいたします。
相　談　日：４月１３日（日）
受付時間：午前１０時～午後３時
電話番号：０５８－２６７－０７１１
　 　岐阜県保険医協会
　 　０５８－２６７－０７１１

ヨイハ（４・１８）健康デー
「歯のなんでも電話相談」のお知らせ

問 

時　間：各日　午後１時～午後４時　相談者一人あたり　３０分
　　　　※面談相談は前日までに予約受付　予約先　県民生活相談センター　 　０５８－２７７－１００３

　　　　　月～土 午前８時３０分～午後５時（祝日・年末年始を除く）　
　　　　※電話相談は、相談会開催時間内に県民生活相談センターにて受付
　　　　　　　　　　　　 　県庁　環境生活部　県民生活相談センター　　 　０５８－２７２－８２０４問 

　今年度開催予定の相談会です。どこに相談したらよいかとお悩みの方、下記のとおり窓口を設けています
のでご利用ください。

平成２６年度多重債務無料相談会～返しきれない借金にお困りの方へ～

形　態対応者人数場　　　　　所日　　　　　程

面接・電話弁護士1人・司法書士1人県民生活相談センター
４月１２日（土）・６月１４日（土）
８月９日（土）・１０月１１日（土）
１２月１３日（土）　　　　　　　

面接司法書士1人西濃総合庁舎（大垣）平成２７年１月１６日（金）

面接・電話弁護士1人・司法書士1人県民生活相談センター　　　　２月２１日（土）



お住まい
の市町村

「岐阜県からのお知らせ」
を掲載する地域情報誌 問合せ先

岐阜市
岐阜市咲楽

（株）アドキット
インフォケーション
☎058（268）7577

月刊ＧｉＦＵＴＯ（岐阜市東部版・
岐阜市南部版・岐阜市北部版）

（株）中広
☎058（247）3722

大垣市 月刊Ｗａｏ！　
各務原市 月刊たんとん　
多治見市 月刊おりべくらぶ
高山市 月刊さるぼぼ
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発行 ： 関ケ原町役場 

〒５０３－１５９２　岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原８９４番地の５８ 
　　０５８４－４３－１１１１     　　　０５８４－４３－３１２２ 
　　http://www.town.sekigahara.gifu.jp/     　　info@town.sekigahara.gifu.jp

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3月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－22人）　 

（－15人） 

（－ 7 人） 

（＋ 2 世帯） 

7，822人 

3，837人 

3，985人 

2，816世帯 

平成26年 2 月16日から 
平成26年 3 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 

慎平 
愛 向畑　花音 

か のん 

御祭田 

住　所 氏　名 

新　町 

大　高 

東町北 

新　明 

８３歳 

８４歳 

７９歳 

７２歳 

寺田　淨子 

西脇　武夫 

七里　時雄 

山根　常八 

固定資産税 

町・県民税 

軽自動車税 

国民健康保険料 
水道使用料など 

4
月
 

5
月
 

6
月
 

7
月
 

8
月
 

9
月
 

10
月
 

11
月
 

12
月
 

1
月
 

2
月
 

3
月
 

平成２６年度　町税等納期限日 平成２６年度　町税等納期限日 

取扱金融機関 

※納期限日は、上記表の●印の月の末日です。（末日が土・日・祝祭日の場合は、翌月曜日が納期限日） 
※料金については、納付書などをご覧いただくか、直接各担当課にお問い合わせください。 

　町税等の納付には、便利な口座振替がお勧めです。一度手続きを行えば、翌年度以降も継続
し、「忙しくて納めに行けない」、「納付を忘れてしまう」などという心配がなくなります。
ぜひご利用ください。 

　役場、町内の各取扱金融機関に備え付けの「町税等口座振替
納付依頼書」に必要事項を記入の上、直接金融機関にてお申し
込みください。 
※ 役場では受け付けることができません。 

口座振替の手続きをするには… 
・大垣共立銀行 
・十六銀行 
・西美濃農業協同組合 
・ゆうちょ銀行 


