
平成２６年５月１日 16 第598号

後期高齢者医療制度にかかる医療費負担のしくみ 
　急速な少子高齢化が進む中、国民皆保険を守り、家族
や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が、安心し
て医療を受け続けられるようにするため、みんなで医療
費を負担する支えあいのしくみです。 

参　考 制度にかかる医療費負担のしくみ 

窓
口
負
担 

医療給付費 

医　療　費 

公費（国・県・市町村）  約５割 

現役世代からの支援金 
（７４歳までの方の保険料） 

約４割 

被保険者の 
保険料 
約１割 

 　岐阜県後期高齢者医療広域連合　　 　０５８－３８７－６３６８問 

　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応
じて負担する「所得割額＝被保険者の所得※×所得割率」の合計となり、保険料率は、２年ごとに見直さ
れます。平成２６年度及び平成２７年度の保険料率は、次のとおりとなります。

増加する額（ポイント）平成２４・２５年度平成２６・２７年度区　　分

１，１７０円４０，６７０円４１，８４０円均等割額

０．１６ポイント７．８３％７．９９％所得割率

○ 保険料率を見直します。

平成２６年度及び平成２７年度の 
岐阜県後期高齢者医療保険料の保険料率について 
平成２６年度及び平成２７年度の 
岐阜県後期高齢者医療保険料の保険料率について 
平成２６年度及び平成２７年度の 
岐阜県後期高齢者医療保険料の保険料率について 

※所得＝総所得金額等－３３万円（基礎控除）

　平成２６年度及び平成２７年度の一人当たり保険料額は、何ら保険料の増加抑制策を講じない場合、７．８％
の増加が見込まれます。このため、平成２５年度末までに生じると見込まれる剰余金の全額活用及び県に
設置してある財政安定化基金を活用することにより、一人当たり保険料額の上昇を０．８％にとどめます。
※保険料が増加する主な要因について
　ア　一人当たり医療給付費が伸びています。
　　　医療の高度化等により高齢者の一人当たり医療給付費は、年々、増加しており、平成２６・２７年度
は、２年分で約３．４％の増加が見込まれます。

　イ　後期高齢者負担率の引き上げ
　　　後期高齢者医療制度の被保険者が保険料として負担する率は、国の政令により平成２４年度及び平
成２５年度が１０．５１％でしたが、平成２６年度及び平成２７年度は、１０．７３％に改定されました。

・保険料の増加を抑制します。

　保険料の賦課限度額（保険料の上限額）を中低所得者層の負担軽減を図るため、５７万円に改定します。
（改定前５５万円）

・保険料の賦課限度額を改定します。

　低所得者の負担軽減の観点から、２割軽減については所得基準額を引き上げ、５割軽減については、
二人世帯以上が対象であるものを単身世帯も対象とします。

・均等割保険料の２割軽減及び５割軽減の対象者を拡大します。

・平成２６年度の後期高齢者医療保険料は、平成２６年７月中旬に通知します。

増加する額（率）平成２４・２５年度平成２６・２７年度区　　分

４６３円（０．８％）５６，６７２円５７，１３５円一人当たり軽減後保険料額（年額）

　保険料は所得に応じて計算されますが、所得の少ない世帯の方には保険料の軽減措置があります。軽
減後の被保険者の一人当たり保険料を比較すると０．８％の増加が見込まれます。

・一人当たりの保険料（試算）について
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福祉医療費受給者証（乳幼児医療等）の 
更新手続きの一部変更について 

福祉医療費受給者証（乳幼児医療等）の 
更新手続きの一部変更について 

福祉医療費受給者証（乳幼児医療等）の 
更新手続きの一部変更について 

　関ケ原町では、小学校１年生から中学校３年生修了前（１５歳到達後の最初３月３１日）までを対象に、
所得制限を設け、医療費の自己負担分の助成を行っていますが、所得制限について一部変更させていた
だきます。

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

～「自転車安全利用五則」を守りましょう～ 

　自転車は「軽車両」であり、車道通行が原則
です。ただし、次の場合は「歩道」を通行する
ことができます。 
・「歩道通行可」の標識があるとき 
・運転者が「児童、幼児、７０歳以上の高齢者、
身体障害者」であるとき 
・車道または交通の状況に照らして、やむを得
ないとき 

２ 車道は左側を通行 
　車道を走るときは、道路の左端を通行しましょう。 

３ 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 
　歩道ではすぐに止まれる速度で走行し、歩行者
の通行を妨げてはいけません。 

４ 安全ルールを守る 
　飲酒運転、２人乗り、並進、無灯火、信号無
視、一時不停止はルール違反です。 

５ 子どもはヘルメットを着用 
　児童・幼児を自転車に乗せる際には、ヘルメ
ットを着用させましょう。 

～傘差し、携帯電話、ヘッドホンを 
　　　使用しての運転はやめましょう～ 
　・傘差し等運転 
　・携帯電話等を使用しながらの運転 
　・ヘッドホン等を使用し、大音量で音楽等を
聴きながらの運転 

　は、岐阜県道路交通法施行規則により禁止さ
れています。 

垂井警察署 

□ 有効期限

　４月１日～翌年３月３１日まで
� ����������������������������

Ö　　　
　平成２６年４月１日～平成２６年７月３１日まで
� �����������������������������������������

※所得（平成２５年所得）を確認後、平成２６年８月１日～平成２７年７月３１日までの受給者証を改めて郵送
します。

　生活をともにする直系尊属（父母、祖父母等）の前年度の住民税所得割課税標準額の合計額が６００万円
� �������������������������� � ������

を超える場合
Ö

　生活をともにする父母の平成２５年度（４月～７月までに受ける医療費については平成２４年度）の住民
� ���� � �����������������������������������������������������������������

税所得割課税標準額の合計額が６００万円を超える場合

△ 所得制限

　来年度以降、有効期限が７月３１日までとなるため、更新の案内を７月下旬に郵送させていただきます。

○ 手続きについて
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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
をしています。どなたでも参加できます。

５月１０日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★わたしはだいじなたからもの
★紙しばい「ネコのおてがみ」

５月２４日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★うれないやきそばパン
★バナナじけん

■ 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。

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

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

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

 ギャラリー 
５月　古布作品展

～古布が作り出すアートの世界～
　出　展　小川　栄子さん　大垣市在住
　　　　　宮城久美子さん　関ケ原町在住
　期　間　５月２日（金）～５月３０日（金）

5
☆まつり特別番組
 大垣まつり生中継 
◇１０日（土）・１１日（日）　午前８時３０分　他
※天候等により内容が変更となる場合があります。
 垂井曳 まつり　子供歌舞伎 
◇１０日（土）　正午・１８日（日）　午後１時
 垂井曳 まつり特別番組 
◇１２日（月）～１８日（日）　午後７時３０分　他
 神戸日吉山王まつり特別番組 
◇１２日（月）～１８日（日）　午後９時３０分　他
 春の高山祭 　　◇２日（金）　午後８時

☆ＯＣＴレギュラー番組総集編　１～４月放送分
 デイリーＵＰ 　　４月分　１日（木）午後６時　他
 げんきはなまる 　４月分　１日（木）午後２時　他
 レッツボランティア 　　１日（木）　午後２時４５分　他
 ＴＶギャラリー 　　　　１日（木）　午後９時１０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・弊社ＨＰ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。



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　４月５日（土）午前９時より、関ケ原ふれあいセンターにおいて関ケ原町消防任命式が行われま
した。式典終了後には、北側駐車場において閲団・機械器具点検・小隊訓練及び、消防車の取扱い
訓練を実施しました。 

　火遊びによる火災は、全国平均で１日あたり５．６件が発生しており、その半数以上がライターによる
ものです。特に５歳未満の子供による火遊びは死傷する可能性が高いといわれています。火遊びによる
火災を防ぐには、周囲の大人の注意が欠かせません！！ 

○ライターは子どもの手の届かない場所に保管する。 
○火遊びをしている子を見かけたら、すぐにやめさ
せる。 

○不要なライターはきちんと捨てる。 
○幼児対策を施したライターを
使用する。 

　また、家庭や学校で火遊びの
危険性を子供に教えるのも大切
です。子どもの火遊びは事前に
防止し、痛ましい事故から子供
を守りましょう。 

　住宅用消火器やエアゾールタイプの消火器具には有効期限があります。容器に有効期限が表記してあ
りますが、保証期間を意味するものではありません。有効期限内でもキズや腐食等、異常のあるものは
絶対に使用しないで速やかに交換してください。消火器を長く使用できる状態を保
つには、日常の維持管理が大切です。ご家庭に消火器を設置する場合、本体や底部
にキズや腐食、変形がないか、安全栓・封印シールが正しくセットされているかチ
ェックしましょう。また、本体のほこり等はこまめに掃除してください。 
　キズや腐食等のある消火器は事故につながる可能性があり、大変危険です。強い
衝撃は避け「消火剤の放出」「解体」は自分では行わず、販売店等に廃棄やリサイ
クルを依頼してください。ご不明な点は消防署までご連絡ください。 

●消防庁長官表彰　永年勤続功労章（伝達） 
本　　部　　副団長　　佐　竹　利　彦 

●日本消防協会長表彰　精績章（伝達） 
本　　部      副団長　　相　撲　嘉　史 

●消防団長表彰           
西部分団　　部　長　　梅　田　隼　人 
北部分団　　部　長　　田　中　和　浩 
北部分団　　班　長　　兒　玉　裕　亮 
東部分団　　部　長　　近　藤　克　彦 
東部分団　　班　長　　�　木　宏　久 
東部分団　　団　員　　司　山　佳　史 

●関ケ原町長感謝状（退団者） 
元西部分団　　山　根　幸　一 
元北部分団　　上　津　成　正 
元北部分団　　坂　元　　　謙 
元北部分団　　澁　谷　　　晃 
元北部分団　　小　野　孝一郎 
元北部分団　　山　田　　　剛 
元中部分団　　岩　瀬　拓　真 
元中部分団　　中　川　史　隆 
元東部分団　　岩　田　圭　司 
元東部分団　　�　木　俊　洋 
元東部分団　　�　木　和　也 
元東部分団　　山　田　希　明 
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●消防署　平成26年 3月分

出動件数
累計今月

114交 通

104一般負傷

5215急病人

166その他

8929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　0建 物

0　0車 両

0　0林 野

1　0その他

20計
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　計量法の規定により水道のメー
ター取替えを行います。取替は町給
水装置指定工事店が各家庭にお伺い
して実施します。取替の際には断水
になります。（１０～２０分程度）取替を
行う前にはお声をかけますが、お留
守の場合でも取替させていただきま
す。なお、交換に伴う費用の発生は
ありません。
　敷地内に入ることもありますので
趣旨をご理解のうえ、ご協力お願い
します。
　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３

 
　平成２５年度の目標及びその達成に
向けた活動の点検・評価（案）、平成
２６年度の目標及びその達成に向けた
活動計画（案）を関ケ原町のホーム
ページ及び関ケ原町農業委員会事務
局（役場　産業建設課）にて公表し、
地域の農業者等からの意見及び要望
等を募集しています。
　なお、意見及び要望等は住所・氏
名を記載のうえ応募願います。（特に
様式はございません）
地域の農業者等からの

意見及び要望等の募集期間
４月１５日（火）～５月２０日（火）

　 　役場　産業建設課内
　　　関ケ原町農業委員会事務局
　 　４３－３０５４　　 　４３－３１２２ 

水道メーター取替えに
ご協力ください

問 

《関ケ原町農業委員会より》
平成２５年度の目標及びその達成に向け
た活動の点検・評価（案）、平成２６年度の
目標及びその達成に向けた活動計画
（案）について地域の農業者等からの意
見及び要望等を募集しています

問 

 
　下記地区の民生委員児童委員さん
が４月１日より代わられました。
　民生関係のことでお困りの時は、
お気軽にご相談ください。 

新しい民生委員児童委員さんを
紹介します

 
講義内容　税金全般に関する基礎的な内容
日　時　６月１８日（水）
　　　　午前９時３０分～午後４時３０分
場　所　ロワジールホテル大垣
講　師　大垣税務署職員
対象者　経理初心者（今までに受講さ

� �����
れていない方に限ります。）
� �������

参加費　無料（講義用図書、昼食付）
定　員　５０名（先着順にて〆切）　　
　　　※法人又は団体は２名まで。
　　　※受講決定者には後日連絡い

たします。
申　込　大垣法人会事務局へＦＡＸ

にて申込してください。
　＜ＦＡＸ記載事項＞様式自由
　・法人又は団体名・所在地（住所）
　・電話番号　　　・ＦＡＸ番号
　・申込責任者名　・受講予定者名
　 　大垣法人会事務局
　 　０５８４－８１－１２８８
　 　０５８４－８１－１５３９

 
テーマ　日本の心
　　　　～和の精神を奮い立たせ

未来に繋げる人財へ～
日　時　５月１７日（土）
　　　　午前１２時～午後４時３５分

（開場午前１１時）
場　所　大垣市民会館　ホール
内　容　講演会
　　　　第１部：午前１２時～　
　　　　講　師　竹田恒泰氏
　　　　　　　　取り戻せ日本の心
　　　　第２部：午後２時～　
　　　　講　師　花柳廸薫
　　　　　　　　日本伝統文化に見る和の精神
　　　　第３部：午後３時～　
　　　　講　師　百田尚樹氏
　　　　　　　　明日の日本人たちへ
入場料　１，０００円　チケットぴあに

て４月１日より発売
（Ｐコード６２６―３４６）

定　員　１，３００名
　 　一般社団法人大垣青年会議所 事務局
　 　０５８４－７８－２４８０
　 　info@ogaki-jc.jp
　詳しくは一般社団法人大垣青年会
議所ホームページにてご確認いただ
けます。

平成２６年度　税金教室�

問 

一般社団法人  大垣青年会議所
２０１４年度５月度例会

問 

担当地区住　所氏　名
新町・

公門一・二・三
公門二 池  側 　 惠  子 

イケ ガワ ケイ コ

門前・
今須中町

今須中町 中  野  美  保  子 
ナカ ノ ミ ホ コ

平成26年3月分 

比  較
2５年3月の
排出量

２６年3月の
排出量

品  目

11.81％減73.76ｔ65.05ｔ燃やせるごみ

5.61％減7.49ｔ7.07ｔプラスチック類

4.81％減5.41ｔ5.15ｔ燃やせないごみ

日　時　５月２０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 
　　　　軍師の絆（その２） 
　生かされ続けた半兵衛の思想 
ＮＨＫ大河ドラマ『軍師官兵衛』
では、脇役ながら先輩としてい
ろいろと戦略を教えている。彼
の戦術の内容をまとめたもので
す。参考になりますので、どな
たでも例会に参加してください。
何かが得られるでしょう。 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　３月分　　２，４１６人
○不破関資料館入館者数
　　　３月分　　　３０３人

４日　毎日放送３名様（大阪）【池側誠】
１０日　葉山郷土史研究会

２２名様（神奈川）【細見】
１１日　航空自衛隊第１２高射隊

２０名様（滋賀）【三和】
１２日　若狭町語り部１５名様（福井）【伊藤】
２２日　刈谷市生涯学習課（刈谷にて）

４０名様（愛知）【吉澤】
２７日　大阪府高等学校社会科研究会

１５名様（大阪）【三輪】
３１日　個人５名様（京都）【高木】
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

３月ガイド実績　７件
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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 末ながくお幸せに 

平成26年4月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 7 人）　 

（－ 2 人） 

（－ 5 人） 

（＋ 1 世帯） 

7，815人 

3，835人 

3，980人 

2，817世帯 

平成26年 3 月16日から 
平成26年 4 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 

直樹 
麻記子 

仁志 
美鶴 

�田　春汰 

河本　恭士朗 

はる た 

きょう し ろう 

松　尾 

六反田 

住　所 氏　名 

中　山 

今須中町 

柴　井 

緑ヶ丘 

東　野 

公門五 

７４歳 

９９歳 

７９歳 

８９歳 

８２歳 

８８歳 

住　所 氏　名 

大　高 
 
大野町 
 
 
今須西町 
 
可児市 

伊藤　美晴 

若山　春夫 

友田　トク 

山内　菊次郎 

志知　あい子 

古田　立吉 

眞弓　知成 
 
河村　美香 
 
 
松浦　正臣 
 
渡邉　恵 

例年、早い時期に 
売り切れる傾向となっております。 

お買い求めはお早めに！ 

例年、早い時期に 
売り切れる傾向となっております。 

お買い求めはお早めに！ 
 問 

　商工会では、消費税の増税の影響による消費の縮小が懸念される中、地域経済の活性化を図る
と共に、日頃の消費者への感謝サービスの一環として、この度関ケ原町の補助を受けプレミアム
商品券を発行します。１，０００円の商品券１１枚（１１，０００円分）１セットを１０，０００円で販売しますの
で、日頃のお買い物や修繕、リフォーム工事代金の支払などにも幅広くご利用ください。 
 
販売期間　５月１日（木）から売り切れるまで 
　　　　　午前９時～午後５時（土日祝日は除く） 
　　　　　※５月１日から９日の間は、販売時間を 
　　　　　　午後６時まで延長します。（但し、土日は除く） 
販売場所　関ケ原町商工会館 
　　　　　※５月１日のみ今須生活改善センター（午前９時～午後３時）でも販売 
ご利用期間　平成２６年５月１日（木）～平成２６年８月３１日（日） 
購入限度額　１人３セット（３０，０００円まで） 
　　　　　１世帯につき６０，０００円まで 
 
　　　関ケ原町商工会　　　　　４３－０２７０ 


