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主  な  内  容  

▲春休みキッズパン教室

●上水道料金改定のお知らせ  ……………Ｐ２～３
●平成２５年度予算～予算の使いみち～  …Ｐ４～５
●平成２５年度　町の行政機関を紹介  …………Ｐ６
●５月から『各種がん検診』が始ります！！
　　　　　　　　　　（保健衛生だより）  ……Ｐ１０
●『男女共同参画プラン（第２次）』を
　　　　　　　　　　　　策定しました  ……Ｐ２４
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　水道事業は、皆様の生活に欠くことのできない“水”を毎日お届けするのが努めであり、独立
採算の原則により、皆様の水道料金でまかなっております。現行の水道料金は、平成１３年度の改
定以来、現在まで料金の維持に努めて参りました。しかしながら、人口の減少や水需要の減少、
施設の老朽化や平井水源の開発費用、これまでに借り入れた企業債や減価償却費の増加などによ
り、現行料金の維持が困難となってきました。
　こうしたことから、下記のとおり平成２５年９月ご請求分（８月初め検針分）より水道料金の改
定をさせて頂くことになりました。

上水道料金の改定のお知らせ  

平成２５年７月使用分（９月請求分）より 平成２５年７月使用分（９月請求分）より 平成２５年７月使用分（９月請求分）より 
水道料金を改定（値上げ）します。 水道料金を改定（値上げ）します。 水道料金を改定（値上げ）します。 

・水道使用量の推移
　水道事業は、その運営に必要な経費を水道利用者の皆さんから頂いている水道料金でまか
なっています。しかしながら、人口の減少や節水の意識の拡大などにより水道使用量が減少

し、水道収入が減少してまいりました。上水道使用量の推移 
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※【水道をご利用ください】　
　水道事業は、申し上げましたとおり、皆様の水道料金によっ
て支えられています。しかしながら、水道水の利用量の減少が
続いており、今後も大幅な水道水の利用増加を見込める状況で
はなく、水道料金の伸び悩みが懸念されます。
　多くの皆さまに水道をご利用いただくことが、水道料の安定
と安全で良質な水の安定供給を、将来にわたって続けていくこ
とにつながりますので、ご協力を今後ともよろしくお願い致し
ます。

・関ケ原町の現在の水道事業の概要
　現在町の上水道は、藤古川水源、平井水源、
今須中町水源、上の谷水源の４カ所でまかなっ
ています。
　このうち、藤古川水源は、藤古川ダムに昭和
３９年度に給水が開始されてから既に４８年が経過
しているうえに、上流部には農業集落排水処理
施設が平成１５年度より稼働しており病原性大腸
菌やクリプトスポリジウムなどによる汚染が懸
念されています。更に、施設全体の老朽化や土
砂の堆積による貯留機能の低下等の問題も抱え
ており、その対応のためにも、平井水源への移
行を以前より進めてまいりました。
※【クリプトスポリジウムとは】　
　クリプトスポリジウムは細菌やウイルスとは異なり、
他の動物に寄生して増殖する原虫類になります。感染すると下痢や嘔吐などの症状が出ます。
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超過料金  基本水量及び基本料金メーターの口径種　別

１０„を超える
 　１„につき
２００円
（１８０円）

使用水量１０„まで
　１，２００円　（１，０００円）

１３mm

第１種
（一般家庭用）

〃
　１，６００円　（１，３３０円）

２０mm

〃
　１，７３０円　（１，４４０円）

２５mm

〃
　２，１３０円　（１，７７０円）

３０mm

〃
　２，７９０円　（２，３２０円）

４０mm

〃
　４，６５０円　（３，８７０円）

５０mm

〃
１３，２６０円（１１，０５０円）

７５mm

１０„を超える
　１„につき
２１０円
（２００円）

第１種に同じ５０mm
第２種
（工場用）

〃７５mm

※水道料金は、上記の基本料金と超過料金の合計額に消費税を加算した額（その額に１０円未満の
端数があるときは、その端数金額は切り捨て。）となっています。

　なお、今回の改定により、下水道使用料や農業集落排水の使用料に影響はありません。

 (　　)内は旧料金
新　料　金　表

　関ケ原町の水道会計は、以前３カ所にあった水道事業を平成１８年度に経営統合し、さらに課の
統廃合や、今年度は水道会計で負担する職員数を１人減員し、３人とするなどの事務のスリム化
を進めてきました。また、漏水調査を計画的に実施するとともに、その後の補修工事を進め有収
率の向上に努めてきました。なお、水道料金の滞納者に対して、水道は物の対価でありますので、
厳しく滞納整理を行うとともに、給水停止処分も実施しています。今後も維持管理費の節減など、
支出の抑制等の経営努力に努めて参りたいと考えています。

利用者の皆さまには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

・施設整備及び老朽化に伴う費用の増加
　関ケ原町の上水道施設は藤古川浄水場を初めとして、老朽化が進展しており、近年維持管
理費が増加してきました。また、平井水源の整備により、昨年８月より関ケ原地区の国道２１
号南地区のほとんどが藤古川水源から平井水源に切り替えを行いましたが、これにともない、
施設の減価償却費が多額に発生することになりました。さらに、藤古川水源以外は関西電力
管内にありますので、電気料の値上げに伴い動力費も増加します。
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　３月１２日より開催された第１回町議会定例会において平成２５年度の各会計予算が上程され、２１日までの１０日
間慎重に審議が行われました。その結果、いずれも原案どおり可決されましたので、各会計の予算規模と一般
会計における主な予算の概要についてご紹介します。

　　役場　総務課 
　　４３－１１１０ 
問 

人件費  
7億3,174万円  
16.0%

義務的経費  
30.7%

投資的経費  
23.0%

その他の経費 
46.3%

扶助費  
2億9,009万円  

6.4%

公債費  
3億7,889万円  

8.3%

普通建設（単独）  
1億2,422万円  

2.7%

普通建設（補助） 
9億2,653万円  
20.3%

物件費  
7億3,706万円  
16.1%

補助費等  
8億603万円  
17.6%

繰出金  
4億1,543万円  

9.1%

投資及び出資金  
7,293万円  
1.6%

その他  
5,395万円  
1.2%

積立金  
3,113万円  
0.7%

歳出 

自主財源 
45.8%

町税  
13億5,414万円  

29.7%

繰越金  
5,500万円  
1.2%

分担金及び負担金  
2,485万円  
0.5％ 

使用料及び手数料  
9,683万円  
2.1%

繰入金  
5億6,000万円  
12.3%

その他  
5,565万円  
1.2%

地方譲与税  
4,000万円  
0.9%

交付金  
1億221万円  
2.2%

地方交付税  
9億5,000万円  
20.8%

県支出金  
1億8,330万円  

4.0%

国庫支出金  
2億7,622万円  

6.1%

町　債  
8億6,980万円  
19.0%

依存財源  
54.2%

歳入 

町民税 
４億２，９４５万円 
３１．７％ 固定資産税 

８億６，３０１万円 
６３．７％ 

その他 
６，１６８万円 
４．６％ 

平成２５年度一般会計予算 

総額：４５億６，８００万円 
対前年度比：２７．９％増 

町税の構成比 １人当たりの町税負担額 

平成２５年４月１日現在の住民基本台帳人口７，８１９人 

内　　　容 

町　民　税 

固定資産税 

そ　の　他 

合　　　計 

金　　　額 

５４，９２４円 

１１０，３７４円 

７，８８８円 

１７３，１８６円 

　人件費、物件費などの徹底した見直しや、経常経費の簡素化・効率化を図る一方、施策の創意工夫と改善を
図りながら財政運営の合理化・適正化に努めました。
　大幅な増となった主な原因は「関ケ原中学校建設事業」９億１，０４０万円によるもので、全体的には景気動向を
鑑み昨年度に引き続き緊縮型の予算としています。
　主な新規事業として、「兄弟都市５０年、ゆかりの町３０年記念事業」４１４万８千円、「関ケ原プロデュース事業」
４，２００万円、「防災行政無線個別受信機設置事業」３８３万３千円、「地域防災計画修正業務」３００万円、「地震ハザー
ドマップ作成業務」５００万円などを計上しています。
　本町の財政は、まだまだ先行き不透明な経済環境や財政政策の中で、税収や特に起債残高、実質公債費比率
の推移をみながら、更に徹底した行財政改革が必要になってきております。町民の皆様のご理解とご協力をお
願い申し上げます。

歳　出

歳　入
　平成２４年度法人税等の減収に伴い地方交付税が増となったものの、個人町民税、固定資産税の減少と、法人
町民税の大幅な減少により、自主財源である町税が減となりました。
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増減率（％）増減額平成24年度平成25年度会計別
27.99億9,520万円35億7,280万円45億6,800万円一般会計
1.5150万円1億290万円1億440万円後期高齢者医療

特　

別　

会　

計

△ 3.8△3,970万円10億5,050万円10億1,080万円国民健康保険
4.72,840万円6億750万円6億3,590万円介護保険
2.3300万円1億3,080万円1億3,380万円介護サービス事業
0.610万円1,700万円1,710万円玉農業集落排水事業
13.1420万円3,200万円3,620万円今須農業集落排水事業
14.95,850万円3億9,270万円4億5,120万円公共下水道事業
26.08,340万円3億2,064万円4億404万円水道事業
△ 4.8△1億2,938万円26億7,950万円25億5,012万円病院事業
0.21,002万円53億3,354万円53億4,356万円計
11.310億522万円89億634万円99億1,156万円合　計

平成２５年度 一般会計の主な事業
●歴史と自然とまちが共生する環境づくり

2,616千円環境衛生対策事業（環境パトロール）
10,793千円桃配運動公園管理事業
10,000千円県営急傾斜地崩壊対策事業負担金

●快適で安心な生活環境づくり
7,571千円町営住宅管理事業
5,280千円木造住宅耐震補強工事助成事業
20,534千円西南濃粗大廃棄物処理組合負担金
23,161千円大垣衛生施設組合負担金
59,674千円ごみ処理等委託事業
115,500千円南濃衛生施設利用事務組合負担金
114,710千円不破消防組合負担金
3,500千円公共施設耐震診断業務（保育園2箇所）
3,833千円防災行政無線個別受信機設置事業
3,000千円地域防災計画修正業務
5,000千円地震ハザードマップ作成業務
3,150千円消融雪設備整備事業
5,000千円除雪作業委託事業
15,050千円斎場事業

●便利で安全な環境づくり
29,000千円町道維持補修事業
35,000千円町道新設改良事業
10,215千円広域農道整備事業負担金
11,115千円緑資源幹線林道建設事業
12,500千円県営事業負担金
5,570千円ふれあいバス運行事業
21,446千円総合行政情報システム導入事業

●地域産業、新産業が育つ活力あふれるまちづくり
9,514千円中山間地域等直接払事業
8,724千円有害鳥獣駆除事業
2,500千円獣害防止柵助成事業
26,112千円畜産事業（ヤギ飼育等）
15,370千円乳製品開発販売事業
8,300千円商工会助成事業
6,476千円観光施設整備事業
7,059千円観光事業
42,000千円関ケ原プロデュース事業
11,194千円エコミュージアム管理運営事業
24,538千円グリーンウッド関ケ原維持管理事業
5,768千円グラウンドゴルフ場管理事業
4,616千円喫茶今須宿管理事業
16,464千円歴民・不破関資料館運営事業
4,000千円勤労者生活安定資金貸付事業

●健康に暮らせる地域社会づくり
7,063千円母子保健事業
12,767千円健康増進事業
13,325千円予防接種事業
1,777千円結核予防事業

●生きがいに満ちた地域社会づくり
15,982千円町社会福祉協議会負担金
5,065千円地域福祉相談事業
6,000千円シルバー人材センター助成事業
9,335千円老人福祉センター管理運営事業
1,300千円ひとり暮らし老人お年玉支給事業（町単独）
27,897千円児童福祉施設事業
8,485千円ことばの教室事業
5,804千円留守家庭児童教室事業
3,630千円入学祝金支給事業（町単独）
2,163千円子育て関連事業
10,950千円小規模授産所事業
9,060千円重度心身障害者福祉年金事業（町単独）

107,396千円障害者自立支援事業
76,537千円福祉医療費助成事業
123,710千円後期高齢者医療費事業

●創造性あふれる人づくり
2,156千円中学校給食費助成事業（町単独）
1,600千円関ケ原小学校・今須小学校校舎等改修事業
4,083千円関中・今中校舎等改修事業

910,400千円関ケ原中学校建設事業

●郷土愛を育み、創造性あふれる地域文化づくり
3,642千円ふれあいセンター自主事業
5,608千円文化財保護事業
2,023千円町・郡体育協会助成事業
8,716千円町民プール管理事業

●多様な交流と町民活動の推進
11,000千円関ケ原合戦祭り事業
4,663千円語学指導員招へい事業
4,148千円兄弟都市５０年、ゆかりの町３０年記念事業

●開かれた効率的な行財政運営の推進
7,917千円固定資産評価基礎資料整備事業

平成２５年度 各会計別予算額一覧
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関ケ原町役場 

議　　　　会 

教育委員会  

総務課（行財政・人事・交通安全・広報・選挙） 

坂東　崇 

総務課長 

福永里美 
秘書係長 

横山未奈 
庶務係長 

富田真一郎 
行政係長 

橋本廣幸 
総合維持係長 

水野将照 
財政係長 

�木由佳子 吉田和司 
課長補佐兼防災対策室長 
生活安全係長 

課長 

若山孝幸 

税務課（町税・税の証明） 

井本克敏 
課税係長 

西本豊子 
収税係長 

西村幸一 
徴収係長 

小畑政治 
税務係長 

岩田　誠 
税務課付係長(県派遣)

山田　勝 
課長補佐 

�木啓子 

課長心得兼 
やすらぎ副施設長 

住民課（戸籍・福祉・年金・保健衛生・保険・介護） 

大塚真澄 
戸籍係長 

多賀典子 
高齢福祉係長 

小林孝正 
障がい福祉係長 

岩田好美 
児童福祉係長 

松野智美 
介護保険係長 

桐山佐織 
保健衛生係長 

三宅芳子 
訪問看護事業係 

細川英雄 
介護事業係長 

河合素女 
大塚陽子 
�木聖敏 

小寺由香 
古山眞沙美 
三和　賢 

伊藤典子 
関谷佳代子 
井深須和子 
淺野睦美 

吉岡真希 
杉浦麻仁子 
澤頭さやか 

河島玲子 

課長 

栗本優樹 
奥村美紅 課長補佐 

福安健司 

澤頭義幸 
主幹 

西村克郎 

産業建設課（農務・林務・道路・河川・都市計画・町営住宅） 

水道環境課（上水道・農業集落排水・下水道・環境衛生） 

兒玉勝宏 
課長補佐 

寺島�信 
課長補佐 

三宅芳浩 
課長 

田中常敏 

浄化センター所長兼 
管理係長 

下水道係長 

西村文臣 

関東正晃 
環境衛生係 

管理係長 

伊田　仁 
農地・特産品開発対策係長 

山田和史 

西村里美 
農務係長 

林務係長 

中尾浩一 
工務係長 

井野直美 

間塚幸信 
水道係長 杉村由久 

河出美代子 
永澤俊則 
山崎道治 

会計管理室（出納） 

澤頭裕子 
室長補佐兼会計係長 

吉川和代 

藤田栄博 
事務局長 

乾　幸子 
局長補佐 

議会事務局（議会） 

学校教育課（学校教育） 

岡村加奈子 山田　満 
教育次長兼学校教育課長 学校教育係長 

難波真哉 

課長心得兼 
町民体育館長 
働く婦人の家館長 

岩田英明 

課長補佐兼 
文化係長 

谷田裕伸 
社会体育係長 

兒玉裕一 
社会教育係長 

三宅淳也 

兼館長 

岩田英明 
図書事業係長 

関東久子 
文化事業係長 

山本邦博 

社会教育課（社会教育・社会体育・文化財） 

関ケ原ふれあいセンター 

横山久美子 

服部哲也 

谷口輝男 

監理官兼 
会計管理者 

教育長：山�悦生 

町長：西脇康世 

TEL　43－1110

参事兼地域振興課長兼エコミュージアム 
関ケ原館長兼グリーンウッド関ケ原施設長 

地域振興課（企画・商工・観光・統計） 

鹿野かおり 
西尾英典 
清水亜樹 

�木博之 
�木久之郎 
課長補佐兼営業室長 

�木昌彰 
企画係長 

南形仁志 
営業係長兼商工観光係長 

TEL　43－1112

TEL　43－3051

TEL　43－1113

TEL　43－3054

TEL　43－3053

TEL　43－2419

TEL　43－3050

TEL　43－1289

TEL　43－1289

TEL　43－2233

平成24年5月1日現在 

坂本祝夫 

課長補佐兼 
国民健康保険係長 

TEL　43－3201（やすらぎ健康増進センター） 

TEL　43－1288（公民館） 

課長補佐 

吉森明博 

　　　関ケ原８９４番地の５８ 
岐阜県不破郡関ケ原町大字 
503-1592

電　話　 43－1111（　代　） 

43－3122（２階） 
ＦＡＸ　 43－2120（１階） 
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平成26年4月採用 関ケ原町職員募集 関ケ原町職員募集 

採用予定　一般行政職（土木系　設計施行技術者を含む）若干名　　保育士　若干名
試験区分　及び　試験資格
　学校教育法に基づく大学及び短大（これを同等以上の学歴を含む）または平成２６年３月３１日までに卒業見込
みの方（保育士は、保育士資格を有する方、または取得見込みの方）

その他、下記の各号に該当する方は受験できません。
　①日本国籍を有しない者
　②成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
　③禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又は

執行を受けることがなくなるまでの者
　④関ケ原町内において懲戒免職処分を受け、当該処分の日

から２年を経過しない者
　⑤日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはこ

の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政
党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

受験手続　役場総務課にて申込用紙を受け取り、期日までに提出
受付期間　５月７日（火）～３１日（金）午後５時１５分まで
　　　　　（郵送の場合：５月３１日（金）までの消印のあるものに限り有効）
試　験　日　第１次試験　日　時　７月２８日（日）午前８時５０分～受付開始　午前９時４０分～試験開始
　　　　　　　　　　　場　所　岐阜県立岐山高等学校
　　　　　　　　　　※市町村職員統一試験により、公務員として必要な一般的知能及び知識について、
　　　　　　　　　　　択一式による筆記試験
　　　　　第２次試験　日　時　９月上旬
　　　　　　　　　　　場　所　関ケ原町役場
　　　　　　　　　　※作文試験及び面接試験　　　　　　　　　 　（申込先）　役場　総務課　 　４３－１１１０問 

下記のとおり、関ケ原町職員を募集します。

試験資格試験区分

昭和５９年４月２日から
　　平成４年４月１日までに

生まれた方
大学卒程度

昭和６３年４月２日から
　　平成６年４月１日までに

生まれた方
短大卒程度

　４月７日（日）家康公生誕の地、岡崎で桜まつり
が行われました。そこで、ゆかりのまち３０周年を記
念して関ケ原鉄砲隊が市内を練り歩きました。当日
は雨が心配されましたが、無事開催され大勢の観客
の中で関ケ原の魅力をアピールしました。

**********************************************
　４月７日（日）、関ケ原町ゆかりのまち、岡崎市で
行われた桜まつりに町民約４０名が参加しました。
　天候の都合により予定していた合戦演習観覧が中
止となり残念でしたが、徳川家の菩提寺である大樹
寺や岡崎公園、桜まつり最大のイベントとなる約７００
名の「家康行列」を間近で見学することができまし
た。
　来年もツアーを開催する予定をしておりますので、
皆さまのご参加お待ちしております。

関ケ原鉄砲隊　岡崎に参上！！
**********************************************

岡崎市桜まつりツアーへ
行ってきました！
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　４回目を迎えたフィットネスダンスフェスティバ
ルＩＮせきがはらを町民体育館にて開催しました。
　今年も、１歳から８０歳代の方が参加され、３世代
の交流となりました。
　健康測定コーナーでは、骨密度測定や指先の血流
から「血管年齢」のめやすを確認したり、体脂肪率
を測定され、自分のからだの状態を確認し、ふだん
の生活でカルシウムをはじめバランス良く食べる事
や、体を動かす事の大切さを改めて感じていただけ
たようです。
　講演会では、日本フィットネス協会代議員の安藤
久美子氏から「健康を原点から考える」と題して、
「身体の健康」と共に「心の健康」の大切さを教え
て頂きました。

　フィットネス
ダンスでは、耳
慣れた日本の音
楽（てのひらを
太陽に、３６５歩の
マーチ、亜麻色
の髪の乙女、川

**************************************************************************************************
の流れのように）に合わせたゆったりとした運動を
行いました。みなさん、のびのびと体を動かし運動
を楽しんでみえました。
　食育コーナーでは、町内の保育園・幼稚園児の
「わが家の夕ごはん」をテーマにした絵画の展示や、
お楽しみとして、ＪＡ岐阜の大きなお米の形をした
「マイの里」キャラクターから「元気コメコメダン
ス」を教えてもらい、会場のみなさんと関ケ原町の
マスコットキャ
ラクター武者丸
も一緒にダンス
を楽しみました。
お米にまつわる
クイズもあり、
会場を和ませて
くれました。
　運動後は、アツアツの「きのこたっぷり豚汁」を
食べていただきました。望ましい塩分濃度（０．９％）
の豚汁はみなさんにとっては薄味に感じられたよう
ですが、ふだんの家庭の味を見直すきっかけとなっ
たのではと思います。

フィットネスダンスフェスティバル IN せきがはら

　４月１日（月）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、今年度も当
町にみえる観光客の皆さんにおもてなしをしていた
だきます。なお、案内所開所期間は、１１月１７日（日）
までの毎日午前９時から午後２時までです。

　４月１０日（水）、グラウンド・ゴルフ場において第
５回町長杯グラウンド・ゴルフ大会が開催されまし
た。当日は冷たい風の中でしたが、約３６０名もの方々
によって町長杯をめぐる熱戦が繰り広げられました。
　結果は次のとおりです。

**********************************************
関ケ原街角案内所オープン

**********************************************

第５回　町長杯
グラウンド・ゴルフ大会を開催

―男性の部―
優勝　各務原市　山田政夫
２位　関ケ原町　西村一志
３位　大垣市　小野寺千代志
４位　長浜市　吉田建夫
５位　神戸町　長谷川亮介

―女性の部―
優勝　米原市　西村洋子
２位　関ケ原町　岡島としゑ
３位　関ケ原町　田中ケイ子
４位　彦根市　池尻雪野
５位　関ケ原町　青木末子
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問 

　生活機能が衰えてくると、今まで楽しんでいたことが楽しめなくなり、生活にはりがなくなる
方が多くなります。しかし、最近では、「歳をとったからしょうがない」と考えるのではなく、
日常生活のちょっとした心がけで元気でいられる期間が長くなることが分かっています。 
　生活機能評価のためのチェックリストは、２５項目の質問に答えることで生活機能の衰えを早
めに発見するきっかけになるものです。介護保険法に基づき、毎年1回、６５歳以上の介護保険の
認定を受けられていない方に実施をおねがいしています。 
　今月上旬に対象になられる方にチェック表を郵送いたしますので、御自分の身体・生活状況に
合ったチェックをし、返送をお願いいたします。 
※生活機能とは、いきいきと暮らすために必要な機能、例えば食べる、歩く、人と話す、家事や
仕事を行う等の事をいいます。 

　昨年度「てんとうむしくらぶ」「かめかめくらぶ」に参加された方のほとんどが、運動や口腔
の体操、栄養改善に取り組まれ、体力測定や健康観でよい効果が得られています。みなさんも、
まずはご自分の健康について振り返ってみましょう。 

基本チェックリストに記入 

基本チェックリストは、平成25年5月31日（金）までに返送をお願いします。 

該当する方 

生活機能低下の疑いあり 現在のところ生活機能低下はみられません 

該当しない方 

●６月頃より、地域包括支援センター職員
が電話や自宅訪問にて、現在の生活状況
を伺います。 

　主治医の意見などをふまえ、「てんとうむしくらぶ」「かめかめくらぶ」といった介護予防
教室へお誘いさせていただきます。 

●今後もこの健康状態を保てるようにします。 
 
●結果通知はいたしません。 

国の定める基準で機能低下の有無を判定します。 

＜フローチャート＞ 

□　地域包括支援センター　□　４３－３２０１ 
　　役場　住民課　　　　　□　４３－１１１３ 
問 
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　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

５月スタートのがん検診

【対　象　者】　４０歳以上の方
【検診内容】　胃のＸ線間接撮影　（バリウム造影）
【料　　金】　７００円
【検　診　日】　５月１０日(金)・１４日(火)・１７日(金)・２３日(木)　　　受付時間：午前８～１０時
　＊検診前日の午後９時以降は絶飲食してください。
　＊当日の朝も、朝食や飲み物、たばこなどはおやめ下さい。誤診などの原因になります。

②胃がん検診　（集団検診車）

【対　象　者】　４０・５０・６０歳の節目の年齢の方
【検診内容】　男性：胃がん、肺がん、大腸がん、肝炎ウイルス、前立腺がん検診（５０・６０歳のみ）
　　　　　　　女性：胃がん、肺がん、大腸がん、肝炎ウイルス、骨密度検診
【検　診　日】　５・６月の土曜日（午前中）
【料　　金】　３，９００円
※町の国民健康保険に加入している方（４０～７４歳）は、同日に特定健診も受診できます。（別途料金が必要です）

①成人節目検診　※要予約

その他の検診について
＊健康診査調査票にてお申し込みをされた方には随時受診案内を送付いたします。
　新たに希望される方は、やすらぎ　健康増進センターまでお申し込みください。

対　象　者時　期

４０歳以上の方

６・７月
大腸がん検診

肺がん検診（Ｘ線＋ＣＴ）

９・１０月（Ｘ線のみ）

８・９月カ メ ラ胃がん検診
（医療機関） ９・１０月バリウム

対　象　者時　期

５０歳以上男性６・７月前立腺がん検診

２０歳以上女性
８・９月

子宮がん検診

４０歳以上女性乳がん検診（検診車）

３０歳以上女性９～１１月(医療機関)

３０～３９歳の方６・７月３０代健診

・特定健康診査：町の国民健康保険に加入している４０～７４歳の方　　６・７月実施
・骨密度検診：２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性　　　８・９月実施
・肝炎ウイルス検診：主に４０歳の方　　　６・７月実施
・歯周疾患検診（個別）：４０・５０・６０歳の方　　７・８月実施
　※集団歯科検診（７・８月）は２０歳以上の方に受診していただけます。個別通知はいたしません。

下記の健診については、対象の方全員に受診案内を送付いたします。

　健康なうちはあまり気にとめない「がん」ですが実はとても身近な病気で、３人に１人ががんで亡く
なると言われています。　がん検診では、無症状のうちにあるがんを発見し早期治療に結びつけることが
期待できます。一人でも多くの方にがん検診を受診していただくことで、あなたやあなたの大切な人の
命を守りましょう。
　また、検診で｢要精密検査｣、｢要診療｣などの判定であった場合は速やかに専門の医療機関を受診する
ことも大切です。
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　疲れた時やほっと一息つきたい時、甘いものは嬉しいですね。でもエネルギーの摂りすぎも気
になります。 
　カロリーを知って、食べ方にもルールを決めておくことがおやつと上手につきあうコツです。
６月からスタートする特定健診にも備えて、ぜひこの機会におやつの食べ方を考えてみませんか。 

エネルギー ウォーキング （速歩）時間 菓子・嗜好品 

７５kcal １５分 
飴３個　まんじゅう１個（３５ｇ）　チョコレート１／４枚（１５ｇ） 
フルーツゼリー１個（１００ｇ）　缶コーヒー（加糖）１本 

１２５～　 
　２００kcal

２５～４０分 
カステラ１切れ（５０ｇ）　ポテトチップス小１袋（３０ｇ） 
練りようかん１切れ（６０ｇ）　あんぱん１個（６０ｇ） 

 
２５０kcal ５０分 

大福１個（１２０ｇ）　せんべい３枚（６５ｇ）　どら焼き（８５ｇ） 
チョコレート３／４枚（４５ｇ）　チョココルネ（８０ｇ）　クッキー５枚（５０ｇ） 

ながら食いはしない 
残業しながら（家ではテレビ 
などを見ながら）何となく食 
べない。 

袋から食べない 
袋入りのお菓子は、量がわか 
るように小皿に取り出してか 
ら食べる。 

おやつの限度を決める 
よく食べるお菓子のエネル 
ギーを知って、１日１００～ 
２００kcalまでにする。 

洋菓子よりも和菓子を 
バターやクリームを使う洋菓 
子は高エネルギーになりがち。 

買い置きはしない 
手元にあればついつい手が出 
る。お菓子の備蓄は体脂肪の 
備蓄に通じる。 

決めた時間にゆっくりと 
できればお茶（ノンカロリー 
のもの）と一緒に食べて満足 
感を得る。 

収支を０にする 
おやつを食べ過ぎてしまった 
ら、多めに歩いて、余分なエ 
ネルギーは使うようにする。 

食べたくなったら 
低エネルギーのお菓子（ノンシュガーの飴 
やガム、こんにゃく菓子、低エネルギーな 
ど）を用意しておく。 

～岐阜県広域化予防接種事業について～
　平成２５年４月１日より定期予防接種の広域化がはじまりました。
　従来は、不破郡内の委託医療機関以外では接種できませんでしたが、今後は次の対象者に限り、
県内の委託医療機関でも接種できるようになります。
対　象　者　①不破郡内の委託医療機関以外の市町村にかかりつけ医がいる方
　　　　　②やむを得ない事情により不破郡内の委託医療機関で予防接種を受けることが困難な方
対象予防接種　定期予防接種
申し込み　接種を希望される方は、事前に手続が必要ですので、必ず健康増進センターへお問い合

わせください。申請は、年度ごとに必要となります。
持　ち　物　母子健康手帳
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　４月より以下の３ワクチンが定期予防接種となりました。
　接種を希望される方は、母子健康手帳を持参の上、やすらぎ健康増進センターまで予診票を取りにお
� ����������������������������������
越しください。
� �����

＜訂　正＞
　広報４月号に掲載しました日本脳炎の特例措置対象者に誤りがありました。正しくは、「日本脳炎
の特例措置対象者：平成７年４月２日から平成１９年４月１日までの間に生まれた方で日本脳炎の予防
接種を受けていない方」です。

　不破郡内の委託医療機関にて接種ができます。接種希望日の１週間前までに電話予約をしてください。
日時等は各自でご確認ください。

■ 接種場所

 関ケ原町 
浅野医院　　　　 　４３－００１７
関ケ原病院　　　 　４３－１１２２　※子宮頸がんワクチンのみ対応
藤井病院　　　　 　４３－００３２

 垂　井 町 
あいはら医院　　　　　 　２２－１０１３　　　　　多賀内科医院　　　　　 　２２－０１０７
博愛会病院　　　　　　 　２３―１２５１　　　　　はくあい内科クリニック　 　２４－１２６５
古井医院　　　　　　　 　２２－００３１　　　　　古川医院　　　　　　　 　２２―０８１１
不破医院　　　　　　　 　２２－０１２６　　　　　安田医院　　　　　　　 　２２－３１５３
やまざきキッズクリニック　 　２３－０５７７　　　　　和田内科胃腸科　　　　 　２３－２８２８

＊子宮頸がん
　（ヒトパピローマウイルス）ワクチン＊
対　象　者：小学６年生～高校１年生の女子
接種回数：３回
接種期間：平成２５年４月１日～

平成２６年３月３１日

＊小児用肺炎球菌ワクチン＊
対　象　者：生後２ヶ月～５歳未満
接種回数：次の①～④のとおり
　　　　①生後２ヶ月以上７ヶ月未満：２７日

以上の間隔で３回接種し、３回目
の接種後６０日以上の間隔で１回接
種

　　　　②生後７ヶ月以上１２ヶ月未満：２７日
以上の間隔で２回接種し、２回目
の接種後６０日以上の間隔で１回接
種

　　　　③１歳以上２歳未満：６０日以上の間
隔で２回接種

　　　　④２歳以上５歳未満：１回
接種期間：平成２５年４月１日～

平成２６年３月３１日

＊ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン＊
対　象　者：生後２ヶ月～５歳未満
接種回数：次の①～③のとおり
　　　　①生後２ヶ月以上７ヶ月未満：４～

８週間隔で３回接種し、３回目の
接種後７～１３ヶ月の間に１回接種

　　　　②生後７ヶ月以上１２ヶ月未満：４～
８週間隔で２回接種し、２回目の
接種後７～１３ヶ月の間で１回接種

　　　　③１歳以上５歳未満：１回
接種期間：平成２５年４月１日～

平成２６年３月３１日
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母子保健推進員さんをご存知ですか 母子保健推進員さんをご存知ですか 母子保健推進員さんをご存知ですか 母子保健推進員さんをご存知ですか 

担当地区住　所氏　名

玉、緑ヶ丘、御祭田、笹尾、池寺玉東部兒玉千恵美
松尾、若宮、柴井、稲荷、天満、製作所社宅松尾小寺　幸代
今須西町、門間、竹の尻、新明、貝戸竹の尻寺島　智美
小池、小関、グリーンフィールド、野上一、二、大高、瑞竜、秋葉小池西村　弥生
中町、新町、公門一～六今須中町山田　美幸
門前、今須中町、平井、祖父谷、下明谷門前矢野　郁美
山中、藤下、西町一、二、陣場野、宝有（THK）柴井荻野　鈴子
六反田、中山、東野、石材社宅、東町一、二、東町北笹尾山田　明子

あなたの地区の母子保健推進員さん （敬称略）

上段左から、兒玉、小寺、寺島、西村
下段左から、山田（美）、矢野、荻野、山田（明）

　関ケ原町では、町長の委嘱を受けた８名の母子
保健推進員さんに地域で安心して子育てができる
ようお手伝いしていただいています。

母子保健推進員さんの主な活動
　妊婦さんやお母さんの子育てに関する悩みの相
談をお受けします。気軽にご相談ください。保健
師と連携をとりながらご相談に応じます。
　また、乳幼児健康診査や各種教室でのお手伝い
をします。

5555
備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

母子健康手帳

生後３ヶ月～１歳に至るまでの間にある方

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午後１時１５分～午後１時３０分

９日（木）

B C G 予 防 接 種

生後３～９０ヶ月に至るまでの間にある方

午後１時３０分～午後１時４５分三種混合予防接種

午後１時４５分～午後２時００分ポ リ オ 予 防 接 種

午後２時００分～午後２時１５分四種混合予防接種
母子健康手帳
※母乳相談（助産師）、すくすく相談
（関ケ原病院作業療法士他）は予約
制です。（申込みは保健師まで）

妊娠中の方・乳幼児希望者午前９時３０分～午前１１時００分１３日（月）プレママさん・お子さん何でも相談
す く す く 相 談

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）、タオル、
手作り手帳

平成２２年４月２日～
平成２３年４月１日生まれの児午前９時３０分～午前１１時３０分２０日（月）キ ッ ズ ビ ク ス

母子健康手帳、歯ブラシ、
コップ、タオル、
アンケート用紙

平成２３年３月・４月生まれ午前１０時００分～午前１１時３０分２１日（火）２ 歳 児 歯 科 相 談

母子健康手帳、エプロン、三角巾
おかゆ（お子さんの）乳児健診対象者午前１０時００分～午前１１時３０分

３０日（木）

離乳食教室＆交流会

母子健康手帳、問診票
平成２４年１２月・平成２５年１月生まれ午後１時１５分～午後１時４５分前 期 乳 児 健 診

平成２４年６月・７月生まれ午後１時４５分～午後２時１５分後 期 乳 児 健 診

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

申込者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時１５分～午前１２時００分８日（水）
２２日（水）

スッキリ☆引締め教室

成
人
関
係

午後１時００分～午後３時４５分新！血液さらさら教室

検診前日の午後９時以降は、
絶飲食してください。

７００円

４０歳以上の希望者午前８時００分～午前１０時００分

１０日（金）
１４日（火）
１７日（金）
２３日（木）

胃 が ん 検 診
（ 集 団 検 診 車 ）

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

申込者

午前９時１５分～午前１２時００分１５日（水）
２９日（水）

シルバービクス教室

午後１時００分～午後３時４５分スラッと姿勢美教室

音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分１６日（木）右 脳 活 性 化 教 室
運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
バスタオル

午後１時００分～午後３時１５分１７日（金）気功＆ヨーガ教室
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４３－１１２２ 

５月９日より火曜日・木曜日の午後診察が下記のとおり変更となります。 
火曜日…外来診察　　木曜日…病棟往診・手術 

※５月２日（木）は外来診察、５月７日（火）は病棟往診・手術となります。 

内視鏡で胃炎の確定診断された患者さんもピロリ菌検査・治療の対象
　厚生労働省は２０１３年２月２１日に、「ヘリコバクタ―・ピロリ感染の診断及び治療に関する取り扱いにつ
いて」の一部改正に関する通知を出しました。
　これは胃癌等の原因とされるヘリコバクタ―・ピロリ（いわゆるピロリ菌）に感染しているか否かの
検査、及び治療について、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」が新たに保険適応とな
る旨の通知です。以前は、「胃・十二指腸潰瘍、特殊な胃のリンパ腫の患者」のみが保険適応でした。分
かりやすく言えば、胃癌の予防として、ピロリ菌の検査・治療が可能となったということです。今回は、
とりあえず、ニュースとしてお知らせします。詳しくその内容を知りたい方、検査・治療を希望される
方は、関ケ原病院内科にご相談下さい。

関ケ原病院　院長　　瀬古　章

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成25年 5 月）※都合により休診になる場合があります。

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

小木曽桐井森島桐井桐井小木曽二診

循環器外来高野小木曽高野三診

斎藤小木曽斎藤五診

高野大西桐井土井／小木曽森島瀬古／小木曽初診

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　押谷外科・二診皮 膚 科

久島楊楊久島楊河村一診

整 形 外 科 久島二診

久島（午前１０時まで）久島（午前１０時まで）久島（午前１０時まで）処置・リハビリ診察

西田白木午前眼 科

１・３・５　久世
　　　２・４　西堀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

佐木病棟往診・手術佐木佐木午後

◎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。）

内科　小木曽医師、整形外科　久島医師が４月１日より着任されました。
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リハビリテーション科　　山名　寿美子

　頑張っているのに怠けて見える、「やりたい」と思っても「できない」ことがある。このように困って
いる子どもたちの中には学習障害の子どもたちが含まれているかもしれません。学習障害とは、知的能
力や視覚、聴覚には問題はなく、勉強する教育的環境が十分に整っているのにもかかわらず、読み書き
や計算などに不相応な遅れがみられる状態を言います。

　読み書き障害は、読んだり、書いたり、記憶した
り、注意・集中したりなどに関与する脳の領域の働
きが弱いことで引き起こされています。決して本人
の勉強不足や親の指導力不足が原因ではありません。
　読み書き障害にみられる特徴を表に示しました。
該当する項目が多いほど、読み書き障害の可能性が
高いと考えられます。日本では１００人に１～３人は存
在すると考えられています。　
　小学校では、かな文字の読み書きに続いて漢字の
読み書きが始まり、その後は文章理解や文章作成を
しなければなりません。読み書きが困難であると、
国語だけでなく算数など他の教科にも影響します。
低学年から勉強につまずいた子どもたちは、学校生
活全般の意欲が減退して自信をなくし、不登校など
の二次的な問題をきたすことがあります。小学校高
学年になると本人が勉強を嫌がり、「できない」か
ら「やらない」に変わることもしばしばです。
　このため、なるべく早期に発見して適切な指導を
加えることが必要です。
　勉強がわかった、できたという成功体験は、子ど
もたちの将来の人格形成に大きく影響します。
　子どもたちが楽
しい学校生活が送
れるように、保護
者、教職員、その
他の関係者などが
連携して、一貫し
た支援システムを
つくりあげていく
ことが必要となり
ます。

その中でも「読み書き障害」について知っていますか…

読　む

・読書を嫌う
・逐次読みをする、音読に時間がかかる
・流暢に読めない、初めての文章が難しい
・文末を正確に読めない
・読んで理解しにくい
・誤読、飛ばし読み、勝手読みが多い
・拗音（きゃ）、促音（さっ）、撥音（ん）
が読めない

・「わたしは」→「ワタシハ」と読む
・漢字の読み方が変わると読めない
・計算ができても文章題が苦手

読み書き障害にみられる特徴

書　く

・字を書くことを嫌う
・書くのに時間がかかる、または早く書け
るが雑

・書き順を間違える
・漢字を使いたがらない
・鏡文字を書く
・マス目や行に収められない
・拗音（きゃ）、促音（さっ）、撥音（ん）
を書き間違える

・「は」と「わ」、「を」と「お」を混同
する

・画数の多い漢字を間違える
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▲関ケ原町和紙ちぎり絵サークル展▲東保育園　４歳児「折り紙であそぼう」

糖尿病からあなたを守りたい！ 糖尿病からあなたを守りたい！ 糖尿病からあなたを守りたい！ 
国保関ケ原病院 

健康講演会 

講演  

1
「他人ごとではない糖尿病」 
講師：桐井宏和先生（関ケ原病院内科副部長） 

講演  

2
「糖尿病と歯周病の関係」 
講師：佐木宏吉先生（関ケ原病院歯科部長） 

イベントコーナー ＋ 相談コーナー 
●医師・糖尿病療養指導士による糖尿病相談 

●血糖値測定　●血圧測定 

日　時　平成２５年６月１５日（土） 
         　　１４：００～１５：００（開場１３：３０） 
場　所　関ケ原町ふれあいセンター１階小ホール 
主　催　国保関ケ原病院 
後　援　不破郡医師会 
　　　　国保関ケ原病院総務課（健康講演会係） 
　　　　４３－１１２２ 

問 

入場無料 定員１００名  先着順 

　平成２５年４月より関ケ原病院内科に勤務させて頂く事になりました小木
曽と申します。
　専門は消化器内科です。前回勤務していた関市もいい町でしたが、病院
の窓から見える、まだ山頂に雪の残った山なみを見るとそれ以上に関ケ原
病院に赴任できた事をうれしく思います。では宜しくお願いします。

 小  木  曽 　 英  介 
お ぎ そ ひで ゆき

内　科

　平成２５年４月より関ケ原病院整形外科に着任いたしました久島と申します。
　関ケ原には大変ご縁があるようで、今回３回目の赴任となります。初回は平
成６年から３年間、そして二回目は平成１９年から４年間にわたり関ケ原病院勤
務をさせていただきました。すでに第二の故郷のようなものですから、これは
もうふるさと納税をするしかない！と考え、画策中です。骨粗しょう症の治療
に力を入れており、岐阜大学でも非常勤講師として骨粗鬆症専門外来を担当し
ておりました。今後ともよろしくお願いいたします。

 久  島 　 泰  仁 
く しま やす ひと

整形外科



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　３月３１日（日）午前９時より、関ケ原ふれあいセンターにおいて町消防団任命式が行われました。 
　式典終了後には、北側の駐車場において閲団・機械器具点検・小隊訓練を実施し、宝有池におい
て放水訓練を行いました。 

　毎年火遊びによる火災が発生していますが、その半数以上がライターによるものです。特に５歳未満
の子どもによる火遊びで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 
●火遊びをしているのを見かけたら、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（ＣＲライター）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教えることも大切です。子どもの 
火遊びを事前に防止し、痛ましい事故から子どもを守りましょう。 

　ご家庭内に消火器を設置する場合、高温・多湿な場
所や水廻り、レンジのそばを避け、すぐに使用できる
場所に置いてください。半年に一度は外観等を点検し、
本体や底部にキズやサビがないか、安全栓やホース
のはずれ、経過年数などをチェックしましょう。 
　住宅用消火器やエアゾールタイプの消火器具の有
効期限は３年～５年ですが、有効期限内であっても、
サビやキズ、異常のあるものは速やかに交換してく
ださい。 

消防庁長官表彰（伝達）永年勤続功労賞 
本　　部　　副団長　　杉　山　治　之 

消防団長表彰 
西部分団　　部　長　　岡　島　竜　彦 
北部分団　　部　長　　白　井　正　巳 
　　　　　　班　長　　吉　田　　篤 
　　　　　　団　員　　岩　田　定　之 
　　　　　　団　員　　�　本　光　政 
　　　　　　団　員　　西　村　匡　史 
　　　　　　団　員　　坂　元　　譲 
　　　　　　団　員　　横　山　貴　弘 
中部分団　　団　員　　宇都宮　広　樹 
　　　　　　団　員　　中　川　史　隆 
東部分団　　部　長　　杉　方　伸二郎 
　　　　　　団　員　　西　脇　　正 

関ケ原町長感謝状（退団者） 
元西部分団　　　　　　山　田　和　史 
元北部分団　　　　　　向　畑　慎　平 
元中部分団　　　　　　河　崎　圭　介 
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●消防署　平成25年 3 月分

出動件数
累計今月

91交 通

103一般負傷

5216急病人

186その他

8926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

00建 物

00車 両

00林 野

11その他

11計
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　町民の皆様お世話になっております。
　関ケ原剣道スポーツ少年団です。現在団員は、保育園児１名、幼稚園児２名、小学生２０名、中学生９名
の３２名で行っております。
　今回は、我が団のカリスマ女性指導者を紹介させて頂きます。その方は�木眞理子指導者です。現在現
役の女流剣士として一昨年の夏の岐阜県選手権大会においてもみごとに３位に入られ、常に自己の修錬を
おこたらない方です。今、関ケ原剣道スポーツ少年団では眞理子先生の独自の練習方法（ボール、ラケッ
ト、新聞紙、手製のハシゴマット等）を使い、小さな団員達もあきる事なく、みんなで楽しく基礎トレー
ニングが出来ています。その成果は先月号に掲載させて頂きました、西濃大会において団体３位という成
績を残すことが出来た事です。
　今後も眞理子式基礎トレで関ケ原剣道スポーツ少年団は頑張ってまいります。
※体験入団を年中受け付けておりますのでお気軽におこし下さい。

　剣道着、袴、防具、竹刀など寄付していただける方は、剣道少年団までよろしくお願い致します。

練習日　金曜日　午後６時５０分～午後８時３０分
　　　　　　　　小学校体育館
　　　　土曜日　午後５時００分～午後７時００分
　　　　　　　　町民体育館

　去る４月１３日（土）に関ケ原町民体育館において、平成２５年度の関ケ原町スポーツ少年団の入団式が
行われました。当日の式典では優良団員の表彰や団員の指導や団運営に功績あった指導者、母集団代表
の方々の表彰が行われました。また式典の後には、５種目にわたる体力テストが行われ、団員の元気な
声が体育館に響き渡っていました。
　表彰を受けられた方々は以下のとおりです。おめでとうございました。

平成２５年度 関ヶ原町スポーツ少年団入団式関ケ原町スポーツ少年団入団式

■指導功労者表彰（敬称略）
・関ケ原バレーボールスポーツ少年団　　兒玉千恵美
・関ケ原剣道スポーツ少年団　　　�木眞理子
■功労者表彰（敬称略）
・関ケ原バレーボールスポーツ少年団　　鈴木　孝則
・関ケ原野球スポーツ少年団　　　松井　彰博
・関ケ原剣道スポーツ少年団　　　渡邊　匡洋
・今須バレーボールスポーツ少年団　　橋本　康彦

■優良団員表彰（敬称略）
・関ケ原バレーボールスポーツ少年団　　鈴木　唯花（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　由菜（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　若山　萌　（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　兒玉　直子（関小）
・関ケ原空手道スポーツ少年団　　佐藤　大明（関中）
・関ケ原野球スポーツ少年団　　　西村　碧仁（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　松井　詞音（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　山田　龍司（今小）
・関ケ原剣道スポーツ少年団　　　渡邊　琉　（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　武藤萌々奈（関小）
　　　　　　　　　　　　　　　　�木　陽充（関小）
・今須剣道スポーツ少年団　　　　三和愛仁花（今小）
　　　　　　　　　　　　　　　　松本　珠希（今小）
・今須バレーボールスポーツ少年団　　安田　真望（今小）
　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　悠佳（今小）
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☆まつり特別番組
 大垣まつり生中継 
◇１１日（土）・１２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（金）　正午～　他
 神戸日吉山王まつり 
◇２０日（月）～２６日（日）　午後７時４５分～　他
☆ＯＣＴレギュラー番組総集編　１～４月放送分
 ニュースLink 
◇１月分　６日（月）　午後１時～
◇２月分　７日（火）　午後１時～
◇３月分　１日（水）　午前７時～　他
◇４月分　２日（木）　午前７時～　他
 げんきはなまる 
◇１月分　６日（月）　午後６時～
◇２月分　７日（火）　午後６時～
◇３月分　１日（水）　正午～　他
◇４月分　２日（木）　正午～　他

 里見まさとのご町内探訪 
◇４日（土）　午前７時～　他
 暇つぶしＴＶ　マチサガ！ 
◇３日（金）　正午～　他
 ＴＶ増刊号「みるチャン」 
◇３日（金）　午前７時～　他
 Local supli（ローカルサプリ）
◇３日（金）　午後６時～　他
 きらめき☆タイム 
◇３日（金）　午後４時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇１日（水）　午後９時１５分～　他
 風にふかれて 
◇３日（金）　午後４時～　他
※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。

営業時間　午前１０時～午後５時 
定休日　月曜日・祝祭日の翌日 

HP http://www.yagikoubou.com 
ブログ HP http://yagichichiouendan.blog.fc2.com/ 
ツイッター めめたん ＠yagichichi_ice

４３－２２３３ 

　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２７日（土）～５月６日（月）
　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。

本のリサイクル市開催のお知らせ
あなたの本に新しい読み手を！

　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。

５月１１日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★はれのひのおはなし
★はじめてのおつかい

５月２５日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★くろねこかあさん
★おかえし

■おはなし原っぱ

5

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 
写真展　～西濃の野鳥

かわいい野鳥が大集合！～
出　展：日本野鳥の会
　　　　岐阜県支部西濃ブロック
期　間：５月３日（祝・金）～

５月３０日（木）



電話 ファックス 電話 ファックス 
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　年に一度の婦人の家を利用されて
いる方々のグループ展です。ご家族
やお友達同士お誘い合わせてぜひお
出かけください。
日　時　５月２６日（日）
　　　　午前９時３０分～午後３時
内　容　リユースバザー
　　　　朝市（野菜・切り花販売）
　　　　チャリティーバザー
　　　　クラブ会員作品展示・　　

販売・体験コーナー
　　　　至福のひととき

（裏千家茶道クラブ）
　　　　貸衣装展示・予約会
　　　　働く婦人の家講座紹介
　　　　ちりれれ三味線クラブ演奏
　　　　おはなしミニトマト
　　　　琴の演奏
※詳細は、各戸配布しますチラシを
ご覧ください。

　 　働く婦人の家
　 　４３－２６６６ 

第２８回働く婦人の家
グループ展を開催

問 

 
　町内の史跡を訪ね、現地で学習し
ながら歴史を体感しましょう。町内
外を問わず、どなたでも参加できま
す。

第１回
『牧田街道を歩く』

日　時　６月２日(日)　
　　　　午前９時３０分～

午前１１時３０分
　　　　小雨決行
集　合　関ケ原駅前 街角案内所前
　　　　　
講　師　歴史を語る会

　山本　英雄　氏
参加費　５００円(当日徴収)
　　　　定員はありません
申込方法　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 

＜受講生募集＞
せきがはら歴史オープン講座

問 

 
　下記地区の民生委員児童委員さん
が３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。（敬称略）

　 　役場　住民課
　 　４３－１１１３

 
　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、ご協力をお願
いします。

新しい民生委員児童委員さんを
紹介します

問 

水道メーター取替えに
ご協力ください

平成25年3月分 

比  較
24年3月の
排出量

２5年3月の
排出量

品  目

5.34％減77.92ｔ73.76ｔ燃やせるごみ

4.46％減7.84ｔ7.49ｔプラスチック類

2.27％増5.29ｔ5.41ｔ燃やせないごみ

○歴史民俗資料館入館者数
　　　３月分　　２，５２０人

２日　ñ栃木交通ツアー
２５名様（栃木）【伊藤】

１２日　ñ栃木交通ツアー
２０名様（栃木）【田中】

１９日　自衛隊守山駐屯地第一中隊
８５名様（愛知）【吉澤・田中・三和】

２３日　個人１名様（神奈川）【吉澤】
　　　個人３名様（栃木）【安部】
２４日　福井くろゆりクラブ

２０名様（福井）【伊藤】
２６日　個人３名様（兵庫）【細見】
３１日　個人３名様（東京）【伊藤】
史跡ガイド事務局（歴民内）

せきがはら史跡ガイド

３月ガイド実績　８件
担当地区住　所氏　名

緑ヶ丘
池寺
御祭田

緑ヶ丘 酒  井 　 知  子 
さか い とも こ

日　時　５月２１日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　ふるさとの歴史⑭ 
　　　　元（株）ユニチカ関ケ原について 
　町内の大企業として発展した
かつての大日本紡績の経過をた
どるなつかしい物語です。 
　古き良き時代がなつかしいの
で、興味のある方のご参加をお
待ち申します。また、お勤めさ
れた方々のお話しをお聞かせ下
さい。 
※研修旅行： 
　５月２３日（木）～２４日（金） 
　　　　備中高松城跡　他 
　　　　会員外の参加ＯＫです。 
※新会員募集中 年会費２，０００円 
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　平成２４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
２５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）
地域農業者等からの

意見及び要望等の募集期間
　４月１５日（月）～５月２０日（月）
　 　役場　産業建設課内
　　　関ケ原町農業委員会事務局
　 　４３－３０５４
　 　４３－３１２２

 
　大垣青年会議所では、地域に必要
とされる「人財」を開発する活動と
して、「人財開発セミナー（全３回）」
を開催いたします。第２回人財開発
セミナーでは、講師に田中真澄氏を
招き「積極的に生きる～人生は今日
が始まり～」をテーマに講演を開催
し、「人財」となるために自分を変え
ることの大切さを学びます。
　みなさん、いつ変わるのですか？
今でしょう！
日　時　６月１１日（火）
　　　　午後６時３０分開演

　（午後６時開場）
場　所　大垣市情報工房

スインクホール
テーマ　第２回人財開発セミナー
　　　　必要とされる『人財』へ！
　　　　「積極的に生きる

～人生は今日が始まり～」
　 　大垣市青年会議所
　 　７８－２４８０ 

問 

大垣青年会議所６月度例会のご案内

問 

 
　財務省　東海財務局において、下記
の相談窓口を設けており、それぞれ
専門の相談員がお話をうかがいます。
◇金融ほっとライン（東海）
　金融サービスを利用されている皆
様からのご意見、ご相談を受け付け
ています。無料です。
　 　金融ほっとライン（東海）
　 　０５２－９５１－９６２０
◇多重債務相談窓口
　多重債務でお悩みの方々の相談窓
口を設けています。無料です。
　 　多重債務相談窓口
　 　０５２－９５１－１７６４

 
　犯罪・事件事故に遭った被害者や
ご家族・ご遺族の被害回復を側面的
に支援するための民間の団体です。
　電話・面接相談や裁判所などの付
添い支援活動を行っています。
　支援活動員を養成するための講座
を開催します。
募集期間　４月１日（月）～

　　　　　５月３１日（金）
募集人員　１５名程度
応募資格　２５～６５歳
　　　　月２回程度、相談・支援活

動ができる方
養成講座　８月上旬～１０月上旬
応募要領　葉書に、住所・氏名・年齢・電話

番号を明記、「資料請求」と記載
　 　公益社団法人
　　　「ぎふ犯罪被害者支援センター」
　 　０５８－２７５－３９３３

 
日　時　６月１５日（土）
　　　　午前９時～午後４時
　　　　雨天：６月２２日（土）
場　所　朝倉運動公園
　　　　第３テニスコート
参加費　５００円（当日徴収）
　申し込み不要。当日、抽選にてペ
ア組み合わせを行います。
　 　垂井町ソフトテニス協会

��　賢一
　 　０９０－３９６７－３７６８ 

財務省 東海財務局からお知らせ

問 

問 

被害者支援活動員の養成講座

問 

第１回
不破郡ソフトテニス大会

 
日　時　６月１２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
　　　　　　　大垣市宮町１丁目１３
内　容　税金全般に関する基礎的な
　　　　内容
講　師　大垣税務署職員
対象者　経理初心者

※未受講者限定
参加費　無料（講義用図書、昼食付）
定　員　５０名（先着順にて締切）
　　　※受講決定者には後日連絡し

ます。
申込方法　大垣法人会事務局へ
　　　　ＦＡＸにて申込み
　　　※法人または団体名、住所、

電話番号、ＦＡＸ番号、申
込責任者名、受講予定者名
を記入してください。

　 　一般社団法人大垣法人会事務局
　 　８１－１２８８
　 　８１－１５３９

 
　財務省　東海財務局では、以下の
ような相談を無料でお受けします。
・預金、融資、保険、貸金、証券な
どの金融サービスに関する相談
・無登録業者からの未公開株、社債
などの勧誘、被害に関する相談
・多重債務、家計の再建、借金に関
する相談及び心の悩み相談

開催日時　５月１０日（金）
　　　　午前９時～午後５時
開催場所　財務省　東海財務局
　　　　岐阜財務事務所
　　　　岐阜市金竜町５－１３

　　　　（岐阜合同庁舎）
予約電話　
　 　金融ほっとライン（東海）
　 　０５２－９５１－９６２０
　　　平日　午前９時～午前１２時
　　　　　　午後１時～午後５時

平成２５年度 税金教室�を開催

問 

金融ほっとらいん（東海）
無料巡回相談会の開催

問 

《関ケ原町農業委員会より》
平成２４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２５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
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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 末ながくお幸せに 

平成25年4月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－26人）　 

（－18人） 

（－ 8 人） 

（＋ 2 世帯） 

7，940人 

3，888人 

4，052人 

2，843世帯 

平成25年 3 月16日から 
平成25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 

守彦 
智子 二村　杏菜 

あん な 

祖父谷 

住　所 氏　名 

野上二 

公門二 

６９歳 

６４歳 

住　所 氏　名 

今須中町 
 
三重県 
 
 
陣場野 
 
大垣市 
 
 
垂井町 
 
竹の尻 

野村　正之 

西脇　いく子 

酒井　真 
 
小川　沙規 
 
 
�木　将企 
 
村瀬　真由美 
 
 
橋本　真貴 
 
岡島　志保 

関ケ原町では「男女共同参画プラン（第２次）」を策定しました 関ケ原町では「男女共同参画プラン（第２次）」を策定しました 
　本町では、男女が共にその人権を尊重しつつ、責任も分かち合いながらあらゆる分野に共に参画し、その個
性と能力を十分に発揮できるような「男女共同参画社会」の実現をめざし、平成１５年に「関ケ原町男女共同参
画プラン」を策定し、様々な取り組みを推進してきました。 
　現在の社会情勢など現状と課題に対応し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一層推進するため、
昨年度に町民アンケート、策定委員会、パブリックコメントを経て、平成２５年度から５カ年の「関ケ原町男女
共同参画プラン（第２次）」を策定しました。 

　人権尊重の考え方に基づき、「女（ひと）と男（ひと）が共に輝くまちをめざして」を基本理念に掲げ、４つの
基本目標を設定しました。 

プランの基本的な考え方 

女 と男 が共に輝くまちをめざして 
ひと ひと 

基　本　理　念 

・ 男女共同参画に対する意識の醸成 
・ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進 
・ 女性の人権の尊重 
・ 政策方針決定の場への男女共同参画の促進 
・ 家庭生活における男女共同参画の促進 
・ 地域活動の場への男女共同参画の促進 
・ 男女平等の職場環境づくりの普及・啓発 
・ 仕事と家庭生活を両立できる環境づくり 
・ 女性が多様な働き方を選択できる環境づくり 
・ 生涯を通じた心身の健康づくり 
・ 様々な生活上の困難を抱える人への支援 

１ 男女共同参画社会に向けての 
　 意識改革と人権尊重 

２ あらゆる分野への男女共同参 
 　画の促進 

３ 男女が共に働きやすい環境の 
　 整備 

４ 健康な心身と安心できる生活 
 　環境を支える福祉の充実 

基本目標  施策の方向  

　なお、各課の具体的な
事業内容や５年後の数値
目標などプランの詳細に
ついては関ケ原町ホーム
ページを参考にして下さ
い。 
　□　役場　総務課 
　□　４３－１１１０ 
問 




