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問 

　冬も寒さや乾燥で脱水症状を引き起こすことがあります。厚着
になったり暖房を効かせて室内の温度を高くしたり、こたつで寝
てしまったり…知らず知らずのうちに体内の水分が奪われます。 
 

　汗をあまりかかず喉の渇きを感
じにくい冬は、体が水分不足にな
っていたとしても気づきにくいも
のです。特に高齢になると、体内の水分割合が下がり、脱
水の危険性が高くなります。血液中の水分が足りなくなっ
てしまうと、血がどろどろになって、脳梗塞や心筋梗塞な
どを招く危険性が高くなります。脳梗塞は血管性認知症の
原因の１つでもあります。 

　１日の水分摂取量は、汗などをかいたりしていない場合、１日３回の
普通の食事＋１２００～１５００�以上を目安に摂りましょう。 

参考文献：「図表で学ぶ認知症の基礎知識」（認知症介護研究・研修東京センター発行） 
　　　　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｉｎｎａｎｏｋａｉｇｏ．ｃｏｍ/ｎｅｗｓ/Ｎ２０１１３０３４/「みんなの介護」 

　血管障害による脳の病気が原因で生じる認知症
です。原因は脳梗塞、脳塞栓、くも膜下出血、脳
出血等があります。知能の侵され方にむらがある
ことから記憶障害があるものの、判断力や理解力
が保たれています。運動・知覚障害、言語障害等
が起こることがあります。 
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勤務日その他応募資格
（平成２７年４月１日現在）募集人員職　種勤務場所

勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　週２～５日制（施設による）
賃　　金　７８０円～／時間

――――若干名事務補助員

歴史民俗資料館
不破関資料館
エコミュージアム
関ケ原

勤務条件　週４日
　　　　　（原則水曜日休・木曜日半日勤務）
　　　　　午前８時３０分～午後３時３０分
賃　　金　８００円～／時間

普通運転免許保有者３名環境衛生補助員
関ケ原町資源物
ストックヤード

勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　週３～５日　１日５時間～７．７５時間程度
賃　　金　７８０円～／時間

――――４～８名
【グラウンドゴルフ場・

キャンプ場】
作業員（施設管理）グリーンウッド

関ケ原 勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　週４～５日　１日４時間～７．７５時間程度
賃　　金　７８０円～／時間

――――５名程度
【喫茶今須宿】

調理員

（原則）勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　　　　　週２～５日制（季節による）
　　　　　　　　　１日５時間～７．７５時間勤務
　　　　賃　　金　７８０円／時間

――――３名程度
アイスクリーム
製造・販売

手作りジェラートの店
やぎ工房
May!May!

勤務条件　月曜日～金曜日
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　または、１日７時間以内
賃　　金　１，３５０円～／時間

看護師免許
または

准看護師免許
３名

【訪問看護
ステーション】
看護師または
准看護師

保健福祉総合施設
「やすらぎ」

（原則）勤務条件　週５日
　　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　　　または、月６０時間以内
　　　　賃　　金　１，０５０円～／時間

介護福祉士
または

ヘルパー１級、２級
の資格

９名
【ヘルパー
ステーション】
訪問看護職員

（原則）勤務条件　月曜日～金曜日
　　　　　　　　　１日４時間～７．７５時間勤務
　　　　賃　　金　Ａ…１，０５０円／時間
　　　　　　　　　Ｂ…１，１００円／時間

――――６名Ａ介護職員
【
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
】通
所
介
護
職
員

看護師免許
または

准看護師免許
１名

Ｂ看護師
　または
　准看護師

勤務条件　週５日
　　　　　午前９時～午前１０時
　　　　　午後３時３０分～午後４時３０分
賃　　金　１，２００円／時間

――――２名
送迎車

運転手

勤務条件　週３～５日
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　または、１日４時間程度
賃　　金　９００円～／時間

介護支援専門員
受験資格者

２名
介護支援

専門員

【
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
】

※【共通事項】勤務体系によっては追加賃金の支給をさせていただく場合があります。

試験方法　面接
　　　　　※面接日は、後日応募者にご連絡いたします。
応募期間　１月３０日（金）午後５時まで
申込方法　役場　総務課　まで履歴書（町指定）を取りに来て下さい。

採用期日　平成２７年４月１日
勤務期間　平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
　 　役場　総務課　 　４３－１１１０問 



平成２７年１月１日 13 第606号

勤務日その他応募資格
（平成２７年４月１日現在）募集人員職　種勤務場所

勤務条件　通常勤務に準ずる
賃　　金　１５５，０００円～／月
　　　　　（担任補助、短時間勤務は別途相談）

保育士免許６名保育士

保育園
勤務条件　通常勤務に準ずる
　　　　　午前８時３０分～午後４時３０分
賃　　金　１０９，６２０円～／月

調理師免許２名調理師

勤務条件　月曜日～金曜日、土曜日（隔週）
　　　　　午前９時～午後３時
賃　　金　１００，８００円～／月

――――若干名調理員

勤務条件　週５日
　　　　　午後２時３０分～午後６時３０分
賃　　金　８２０円～／時間

保育士免許
または幼稚園教諭免許
または教員免許

若干名
留守家庭児童教室
指導員

関ケ原小学校
付属幼稚園

（原則）勤務条件　週５日
　　　　　　　　　午前８時～午後３時４５分
　　　　賃　　金　８５０円～／時間

調理師免許

若干名

調理師

関ケ原・今須
小中学校

（原則）勤務条件　週５日
　　　　　　　　　午前８時～午後３時４５分
　　　　賃　　金　８３０円～／時間

――――調理員

勤務条件　週５日
　　　　　午前８時３０分～午後３時３０分
賃　　金　１，０００円／時間

――――若干名
特別支援学級
支援員

勤務条件　週５日
　　　　　午前８時３０分～午後０時３０分
賃　　金　７８０円～／時間

――――若干名
教育支援

アシスタント

勤務条件　週５日
　　　　　午前７時４５分～午後２時
　　　　　または　午前８時～午後３時
賃　　金　７５０円～／時間

司書資格保有者
または経験者優遇

２名図書整理員

勤務条件　週５日
　　　　　午前７時～午前８時
　　　　　午後３時～午後４時３０分
賃　　金　１，２５０円／時間

大型免許保有者２名送迎車運転手

勤務条件　週３～５日
　　　　　（施設による）土日祝日勤務あり
　　　　　１日５時間～７．７５時間
賃　　金　７８０円／時間

――――若干名用務員・作業員公共施設

勤務条件　週２日
　　　　　午前９時～午後４時
賃　　金　７８０円／時間

――――２名子育て指導員

中央公民館
※勤務場所が変
更になる場合が
あります。

募 集 職 種 及 び 応 募 資 格
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　関ケ原町では、災害時要援護者避難支援計画（個別計画）の策定作業を平成２７年１月より進めることに
なりました。

①介護保険における要介護認定を受けている人
②身体障害者手帳の交付を受けている人
③療育手帳の交付を受けている人
④精神障害者手帳の交付を受けている人
⑤ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯
⑥妊産婦及び乳幼児
⑦日本語に不慣れな在住外国人
⑧①～⑦以外で、民生委員、自治会等が災害時の支援で必要と認めた人
　※平成２６年度は、平成２４年度アンケートを送付し、災害時要援護者台帳への登録を希望された方を対
象に個別計画の策定を進めますが、平成２７年度以降は上記①～⑧に該当する方の申請も受けます。

■ 対象者

災害時要援護者避難支援計画（個別計画）を作成します

　災害時に自力での避難が困難となる「災害時要援護者」の安否確認等の避難支援の体制を個々に検討
し、災害時に迅速に活用できるよう整理することを目的とします。

■ 目　的

◎災害時要援護者台帳に記載される個人情報及び災害時要援護者登録申請・個別計画は、災害時の救護
に役立てる目的にのみ使用します。
◎この個別計画は、地域の助け合い（共助）によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
計画を策定しても災害時は何が起こるかわかりません。避難支援者が災害に遭う場合もあります。ま
た、避難支援者等が責任を負うものではありません。
◎自分の身は自分で守るという意識を持って、日頃から地域とのかかわりを持ち、気軽に話しができる
関係づくりを心がけましょう。

　 　役場　住民課
　 　４３－１１１１　　
問 

■ 留意事項

①「災害時要援護者登録申請書・個別計画」を役場　住民課に提出。
　※緊急時の連絡先、避難支援者名等（避難支援者については、ご本人を交え相談して決めてください）
をご記入いただき、関係機関等への情報提供について同意の署名・押印の上、提出してください。

②年度途中に変更が生じた場合は関係者で話し合い、その都度更新する。

■ 手続方法



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　電気器具は便利なものですが、使用者の取扱いの不注意や誤った使用方法から火災となる場合があります。 
　電気器具を使用する際には、次のことに注意しましょう。 

　また、差込プラグにほこりなどが付着したまま長い間コンセントに差し込んだ状態にしておくことによ
り、差込プラグの両刃間に電気が流れ、ショートして火災になることがあります（トラッキング火災）。
外出時や就寝時はもとより器具を使用しない時には、差込プラグを抜いたり、付着したほこりなどを取り
除くようにしましょう。さらに傷んだコード、束ねた状態や重い荷物が載った状態であると、その部分に
負荷がかかり、断線して、出火する可能性がありますので、大変危険です。傷ついたコードを早めに交換
し、重い物を載せたり、束ねた状態での使用はやめましょう。 

　家電製品やＯＡ機器の普及により、数多くの電気器具を使用するようになりました。
このため、使用する電気器具に対しコンセントが不足し、たこ足配線になりがちです。
コンセントの電気の許容量（１５００Ｗ＝１５Ａ×１００Ｖ）を超えて電気器具を使用すると
コンセントが過熱し、火災の原因となるので、たこ足配線は絶対にやめましょう。 

　毎年恒例の消防出初式が消防団員、女性防火
クラブ員などが参加して関ケ原ふれあいセン
ター周辺にて行われます。なお、当日一部地域
で交通規制を行う場所があります。皆様には大
変ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろし
くお願いします。 

日　時　１月４日（日）　 
　　　　午前９時３０分～ 
　　　　　一斉放水 
　　　　午前９時５０分～ 
　　　　　分列行進 
　　　　午前１０時１０分～　 
　　　　　関ケ原ふれあいセンターにて式典 

電気配線等からの出火防止 

毎年１月２６日は、 
文化財防火デーです。 
毎年１月２６日は、 

文化財防火デーです。 
毎年１月２６日は、 

文化財防火デーです。 
　文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６
日に現存する世界最古の木造建造物である法
隆寺（奈良県斑鳩町）の金堂が炎上し、壁画
が焼損したことに基づいています。 
 １月と２月が１年のうちで最も火災が発生し
やすい時期であることを踏まえ、昭和３０年に、
現在でいう文化庁と消防庁が１月２６日を「文
化財防火デー」と定めました。 
　関ケ原町でも貴重な文化財を守るため１月
２５日（日）に防災訓練が行われます。 

【注意事項】 
① 使用しないときは、コンセントを抜く。 
② たこ足配線は、絶対にしない。 
③ 差込プラグに付着したほこりなどは取り除く。 

④ 傷んだコードは使用しない。 
⑤ コードは束ねた状態で使用しない。 
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●消防署　平成26年11月分

出動件数
累計今月

419交 通

485一般負傷

18913急病人

544その他

33231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

2　0その他

30計
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おいしい手作りみそをご一緒しませんか！
どなたでも簡単につくれます

日　時　１月２４日（土）　午前９時～
場　所　働く婦人の家　調理室
定　員　２０名
材料費　塩切り米麹代のみ（当日徴収します）
持ち物　・味噌容器（密封できるもの）
　　　　・大豆２kg（麹１袋分）
　　　　　　大豆は一晩水に浸して柔らかく煮る
　　　　　　（親指と小指で押さえてつぶれる程度）
　　　　・煮汁を２カップほど残して持参してください。
　　　　※大豆は必ず水を切って持参してください。
申込期限　１月１３日（火）

味噌づくり教室

働く婦人の家講座 働く婦人の家講座 
 　働く婦人の家　 　４３－２６６６問 

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

 １月のギャラリー 
古希の手作り布遊び展
　出　展：�木　弘子さん（関ケ原町在住）
　期　間：１月４日（日）～１月３０日（金）

★正月生放送★
 新春メッセージ２０１５ 
◇３日（土）　午前９時～午後５時
　★番組中にイオンタウン大垣にて
　　　　　午後４時から生放送大抽選会実施します！
【特別番組】
 新年のごあいさつ 
◇１日（木・祝）　午前７時～　他
 スポーツ応援番組「ＮＥＸＴ」２０１５新春版 
◇５日（月）～１１日（日）　午後６時３０分～　他
 レギュラー番組総集編 
◇１日（木・祝）～４日（日）
※詳しくは電子番組表（ＥＰＧ）または大垣ケーブルテ
レビホームページをご確認ください。

【レギュラー番組】
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後８時１５分～　他
・２６日～　東保育園　きりん組
 お店紹介「みるチャン」
◇１２日（月・祝）～１８日（日）　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１９日（月）～２５日（日）　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２６日（月）～２月１日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー   レッツボランティア 　他　好評放送中！
　　　　　 　http://www.ogaki-tv.co.jp/
　　　　　 　oct@ogaki-tv.co.jp
　　　　　※身近な情報をお寄せください。

1

４３－２２３３ 

　蔵書点検では、館内にある全ての資料のバーコー
ドを携帯用端末機で１点１点読み取る作業を行いま
す。その後、読み取ったデータを目録と突き合わせ、
蔵書の所在状況を明らかにします。休館中はご迷惑
をおかけしますが、よりよい図書館運営のため、ご
理解いただきますようお願いします。
　返却日が過ぎている本をお持ちの方は、至急返却
してください。点検後、延滞本をお持ちの方には、
督促させていただきます。
　１月中はお１人２０冊まで貸し出ししています。休
館中も図書館の資料を有効にご活用ください。

ふれあい図書館　臨時休館のお知らせ

　蔵書点検のため下記の期間、図書館のみ休館しま
す。

（１月２６日は月曜日、２７日は最終火曜日のため、
ふれあいセンター全館が休館となります。）

１月２８日（水）～１月３０日（金）
　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。

１月１０日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★ひつじぐものむこうに
★ぐーんとのばせ

１月２４日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★ふしぎなじどうはんばいき
★じごくのラーメンや

■ おはなし原っぱ
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　国を跨ぐものから身近な動物までの
動物由来感染症について解説します。
日　時　１月１７日（土）
　　　　午後１時３０分～午後３時３０分
場　所　ふれあい福寿会館

　　　　第２棟３階講堂
参加費　無料（事前申込みが必要です）
定　員　２００名（要予約）
講　師　深田　恒夫氏
　　　　（放送大学岐阜学習センター客員教授、岐阜大学

名誉教授、大阪ペピイ動物看護専門学校顧問）
申込先　放送大学　岐阜学習センター
　　　　 　０５８－２７３－９６１４
　　　　（午前９時～午後５時３０分、月・祝除く） 

放送大学　公開講演会
「迫りくる動物由来感染症」 　管内の中学生に初歩的な法律的価

値観を身につけていただくことを目
的として、次のとおり「中学生法教
育ミニ講座」を開催しますので、ぜ
ひご参加ください（保護者同伴可、
要予約）。
日　時　１月６日（火）
　　　　第１回
　　　　午前１０時から午前１１時まで
　　　　第２回
　　　　午後２時から午後３時まで 

場　所　大垣市丸の内一丁目１９番地
　　　　岐阜地方法務局大垣支局

２階会議室
内　容　「約束って何だろう

～契約するということ～」
　　　※身近なことを例としてわか

りやすく説明します。
参加費　無料
定　員　各回とも２０名
　 　岐阜地方法務局大垣支局総務課
　 　７８－３３４７（自動音声案内２番）
問 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１１月分　　３，７６７人
○不破関資料館
　　　１１月分　　　４２３人

日　時　１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　関ヶ原合戦余話 
　　　　稲葉正成 
　稲葉正成は関ヶ原合戦に小早
川秀秋の家老として参戦。秀秋
に徳川家康（東軍）に味方する様
に仕向け、見事勝利に導いた。
また、徳川三代将軍家光の乳母、
春日局は正成の妻であった、と
いう話です。 
　ぜひ聞きに来てください。 

平成26年11月分 

比  較
2５年11月の
排出量

２６年11月の
排出量

品  目

9.27％減74.34ｔ67.45ｔ燃やせるごみ

4.72％減7.42ｔ7.07ｔプラスチック類

29.50％減6.61ｔ4.66ｔ燃やせないごみ

中学生法教育ミニ講座

１日　大阪府高齢者大学校　９名（大阪）【吉澤広幸ガイド】
１日　イベント企画　７名（岐阜）【安部覚之ガイド】
２日　脛永公民館　４７名（岐阜）【今井剛ガイド・吉澤広幸ガイド】
３日　個人　３名（福岡）【細見昌男ガイド】
４日　垂井町街角案内の会　１９名（岐阜）【三和敏郎ガイド】
６日　個人　２名（千葉）【三輪成康ガイド】
６日　静岡法律事務所　１７名（静岡）【今井剛ガイド】
９日　個人　２名（京都）【今井剛ガイド】
９日　個人　１３名（全国）【細見昌男ガイド】
１１日　個人　２名（東京）【吉澤広幸ガイド】
１１日　株式会社　ＫＶＫ　１５名（岐阜）【三和敏郎ガイド】
１１日　山口郷土資料館　１３名（愛知）【井野時茂ガイド】
１１日　（株）マルダイ　２３名（愛知）【池側誠ガイド】
１２日　個人　６名（青森）【吉澤広幸ガイド】
１３日　弥富ふるさとガイド　２３名（愛知）【�木敏朗ガイド】
１３日　（株）マルダイ　２３名（愛知）【井野時茂ガイド】
１５日　（株）マルダイ　２３名（愛知）【池側恵子ガイド】
１５日　Ｆ歩こう会　９名（愛知）【伊藤庄市ガイド】
１５日　三丘七期会　２２名（大阪）【吉澤広幸ガイド】
１５日　４３年今須中学校同窓会　１２名（全国）【三和敏郎ガイド】
１６日　近畿山行会　４１名（大阪）【�木敏朗ガイド】
１７日　川辺町郷土史研究クラブ　１２名（岐阜）【池側誠ガイド】
１８日　個人　２名（栃木）【林英男ガイド】
１９日　個人　２名（岐阜）【細見昌男ガイド】
２０日　個人　３名（三重）【池側誠ガイド】
２１日　長浜観光ボランタリーガイド協会　２６名（滋賀）【吉澤広幸ガイド・�木敏朗ガイド】
２１日　岐阜市歴史博物館ボランティア　２１名（岐阜）【三和敏郎ガイド】
２３日　個人　４名（兵庫）【吉澤広幸ガイド】
２３日　西濃民主商工会　１２名（岐阜）【三輪成康ガイド】
２４日　個人　２名（長崎）【林英男ガイド】
２５日　池田町観光ボランティアガイド協会　９名（岐阜）【吉澤広幸ガイド】
２７日　スポーツビッブＳ大日　１９名（岐阜）【細見昌男ガイド】
２７日　個人　２名（富山）【三和敏郎ガイド】
２８日　大府市立森岡公民館　　１８名（愛知）【林英男ガイド】
５・７・１０・１２・１４・１６・１７・１９・２１・２６・２８日
　　　花伊吹　【安部覚之・井野時茂・今井剛・林英男・細見昌男ガイド】

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

１１月ガイド実績　４５件
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　岐阜県では、毎月第三日曜日を「家
庭の日」と定め、心豊かで明るく、
自立した青少年を育む、開かれた家
庭作りを奨励しています。
　この運動を一層推進するため、新
しい年の出発に当たる１月を「家庭
の日」普及実践強調月間として県民
総ぐるみで運動を展開し、普及実践
を図ります。
○望ましい家庭のあり方をみんなで
話し合い、その実現に努めましょう。
〇地域の人々との交流を大切にして、
絶えず言葉をかけ合いましょう。

〇家族そろって地域活動に参加しま
しょう。 

１月は「家庭の日」
普及実践強調月間です  

　岐阜県では、毎年５月５日の「こ
どもの日」に合わせて、交通遺児・
犯罪被害遺児の方に激励金をお贈り
しています。該当される方は、役場
までご連絡ください。
対象者
　５月５日現在、岐阜県内に居住さ
れており、交通事故・犯罪被害によ
り、生計をともにしていた父または
母（父母がいらっしゃらない場合に
はそれに代わる方）を亡くされた方
で、義務教育終了までの方および高
等学校在学中で満２０歳未満の方。
※交通遺児・犯罪被害遺児となった
後、養子縁組した方、父または母
が再婚し生計をともにすることと
なった方は除きます。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死な
ど、故意の犯罪行為により害を被
ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族
給付金の支給裁定がされているこ
とが必要です。
激励金の額　１人当たり　
　乳幼児および小学生　１５，０００円
　　　　　　　中学生　２０，０００円
　　　　　　高校生等　２５，０００円
※申請時から高等学校就学中（２０歳
未満）まで支給されます。
申　込
　２月末日までに役場　総務課へお
願いします。
　 　役場　総務課または、
　　　岐阜県庁　環境生活政策課

　生活・交通安全係
　　　   　０５８－２７２－８２０５（直通）
　　　   　c１１２６０@pref.gifu.lg.jp

岐阜県交通遺児・犯罪被害遺児
激励金支給事業について

問 

町民の皆様へ訂正のお願い

　広報せきがはら１２月号に一部掲載誤り
がありました。お詫びして下記のとおり
訂正いたします。
１８ページ　
○グラウンド・ゴルフ場冬期休業＆喫茶・
今須宿営業時間変更のお知らせ

　　　誤　午後９時～午後１時
　　→正　午前９時～午後１時

� ����

　各ご家庭に１１月中に配布した関ケ原町
「暮らしの便利帳」に誤りがありました。
４６ページの紙面に広告掲載をいただいて
おります松尾歯科医院様の診療時間を以
下のように、訂正いただきますようお願
いいたします。
　　　誤　午前９時３０分～午後１時
　　→正　午前　９時　～午後１時

� ����
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試験期日受付期間受験資格募集種目

４月１０日～　
４月１４日
のうち１日

１月８日～３月２４日

１８歳以上３４歳未満の者
予備自衛官補
（一般）

１８歳以上で国家資格等を保有
する者、資格により５３歳未満・

５５歳未満の者

予備自衛官補
（技能）

２月８日１月１３日～２月４日１８歳以上２７歳未満の男子自衛官候補生

※予備自衛官補（技能）受験資格（国家資格等）の細部についてはお問い合わせください。
※毎週火・木曜日に大垣地域事務所にて説明会を行っています。
　 　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 

営業時間　午前１０時～午後４時３０分 
定休日　月曜日・祝祭日の翌日 
http://www.yagikoubou.com
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〒５０３－１５９２　岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原８９４番地の５８ 
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広報せきがはら 

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12月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－11人）　 

（－ 9 人） 

（－ 2 人） 

（－ 8 世帯） 

7，740人 

3，790人 

3，950人 

2，808世帯 

平成26年11月16日から 
平成26年12月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 住　所 氏　名 

８４歳 

８６歳 

９４歳 

８５歳 

７９歳 

安田　捨� 

岩田　美典 

�木　光夫 

�木　美津子 

庄　ユキ子 

小池 
 
愛知県 

岡島　縁 
 
鶴田　秀明 

玉東部 

野上一 

野上二 

野上二 

緑ケ丘 

　一人暮らしの高齢者にお年玉を配布する事業は、昨年をもちまして
終了いたしました。（今年の配布はございません。）

　高齢化とともに介護も人ごとではなくなりました。
　まだ大丈夫なときから、介護について考えていきましょう。

　介護保険を使うにはどうすればいいの？　　　　　
　介護保険の利用には、「要介護認定」が必要です。役
場　住民課またはやすらぎ２階地域包括支援センター
で要介護認定の申請をしてください。
　要介護認定申請から結果が出るまでの流れ　　　　
①要介護認定申請
　申請書に名前、住所、電話番号、主治医の名前と病
院名等を記入します。
②訪問調査
　調査員が、自宅に訪問し、身体の状態や生活の様子
をお聞きします。
　少し身体を動かしてもらったり、歩いてもらったり
することもあります。
③主治医の意見書
　町が、①で書かれた主治医に「意見書」の作成をお
願いします。
④一次判定
　②と③の結果をコンピュータ入力し、一次判定します。

⑤二次判定（認定審査）
　一次判定、「主治医の意見書」などをもとに、保健、
医療、福祉の専門家が審査します。一次判定と異な
る結果が出ることもあります。

⑥結果の通知
　要介護認定の決定通知書と要介護度と有効期間が印
字された被保険者証を送付します。

※認定申請から結果の通知までには、およそ１か月か
かります。

※身体の状態により、６か月、１年、２年の有効期間
が決められ、引き続き認定を受けるためには更新が
必要となります。

　お願い！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　要介護認定は、介護サービスを利用するために必要
なものですが、介護サービスを利用する予定がない場
合は、申請・更新の必要はありませんので、適正な認
定にご理解とご協力をお願い申し上げます。

 　役場　住民課　　 　４３－１１１３問 
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