
　平成２６年度分の町民税（均等割）が課税されない方は臨時福祉給付金の給付 
対象者となる可能性があります。 

1
　平成２６年４月から消費税率が８％へ引き上げられますが、所得の低い方々への負担の影響に 
鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給する予定です。 

2
　平成２６年度分 町民税（均等割）が課税されない方 が対象です。 

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合 
　　　　生活保護制度の被保護者となっている場合 などは対象外です。 

　※給付対象者を決定する際、確定申告されていないと給付決定事務に支障をきたす 
　　可能性がありますので、確定申告にご協力ください。 

3
○給付対象者１人につき １万円 
 
○給付対象者の中で下記に該当する方は ５千円 を 加算 

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など 
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など 

（簡素な給付措置）にご注意ください。 
臨時福祉給付金詐欺 

　ご自宅や職場などに町や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がか
かってきたり、郵便が届いたら、迷わず、関ケ原町役場や垂井警察署（　
２２－０１１０または警察相談専用電話（♯９１１０））にご連絡ください。 

　具体的な申請の受付時期・手続等
については、決まり次第、関ケ原町
のホームページ、広報紙等でお伝え
する予定です。 

厚生労働省ホームページ　　　http://www.mhlw.go.jp/

ご不明な点は、下記の連絡先までお問い合わせください。 

■　役場　住民課  
■　４３－１１１３ 

問 
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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
を開催しています。どなたでも参加できます。

２月８日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：手づくりクラブ
★とらたとおおゆき
★ゆきのひ

２月２２日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★ぼくのおふろ
★これあのあれ

■ おはなし原っぱ

2
【特別番組】
 西濃地区高等学校連合音楽会 
◇１日（土）　午後９時・２日（日）　正午　他
【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
  地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇１月２７日（月）～２月２日（日）
　・２４日（月）～３月２日（日）　午後６時３０分～　他
  お店紹介「みるチャン」
◇３日（月）～９日（日）・１７日（月）～２３日（日）

　午後６時３０分～　他
  クイズ番組「マチサガ！」
◇１０日（月）～１６日（日）　　　　午後６時３０分～　他
  レッツ　ボランティア  
◇１０日（月）～１６日（日）　　　　午後７時１５分～　他
  ＴＶギャラリー  
◇月～日　午後６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。

手こねパンづくり教室

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 

　初めての方でも楽しくパンづくりができる教室
です。
日　時　２月１５日（土）
　　　　午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　調理室
定　員　１０名
材料費　８００円
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具・手ふき
　　　　パンを入れる箱

（８～１０個お持ち帰りです）
申込期限　２月７日（金）

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

 ２月・３月のギャラリー 
石あそび布あそび作品展　

～大理石モザイクと布の小物～
　出　展：水向　都さん（関ケ原町在住）
　期　間：２月２日（日）～３月３０日（日）

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

大垣養老高校食品科学科の皆さんが製品開発しました。 

シュガーパン 

あんパン 

まるパン 
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　１月１日より下記の２名の方が法
務大臣より人権擁護委員として委嘱
されましたので、ご紹介いたします。

（敬称略）

　 　役場　住民課
　 　４３－１１１３
 

新しい人権擁護委員さんを
紹介します

問 

 
　現在、町内のご家庭や事業所から
出た可燃ごみは「養老ドリームパー
ク」へ、不燃ごみは「西南濃粗大廃
棄物処理センター」へ搬出され、処
分されています。
　ほとんどのご家庭、事業所におい
ては分別ルールに従って分別されて
いますが、一部でルールが守られて
いないごみが排出されているのも事
実です。
　先日、養老ドリームパークで、可
燃ごみに混じって排出された金属塊
によって処理施設の一部が破損し、
修理のため施設が約２週間にわたり
停止するとともに莫大な修理費がか
かってしまいました。
　この費用は、施設を構成している
３市町（養老町、海津市、関ケ原町）
で按分され、負担することになりま
す。
　ごみを排出される皆さんの心がけ
で、このような費用をなくすことが
できます。
　これからも分別の徹底と減量にご
協力をお願いします。
　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３

ごみの分別徹底を！
水道環境課からのお知らせ

問 

１４日　トヨタレンタリース
歴史研究会

３０名様（大阪）【吉澤】
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

１２月ガイド実績　１件

企画展開催中
「見てわかる関ケ原合戦
～郷土に残る合戦絵巻・合戦屏風～」
２月１日～２８日は、当館蔵の関
ケ原合戦図屏風を公開します！
　関ケ原合戦を今に伝えるもの
として絵巻や屏風があります。
それらの作品の描き方には特色
があり、興味深いものがありま
す。ただ、所蔵の博物館等が遠
路であったり作品が未公開であ
る為、閲覧できる機会はあまり
ありません。
　そうしたなかで、当関ケ原の
地において、こうした作品をも
とにした屏風や絵巻を保存管理
されている方があります。本館
開館３１年目にあたり公開をお願
いしましたところ、ご快諾いた
だき企画展示の運びとなりまし
た。
　この機会に、関ケ原合戦の様
子を絵巻や屏風からご覧いただ
ければと思います。

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１２月分　　　８２８人
○不破関資料館入館者数
　　　１２月分　　　１７０人 平成25年12月分 

比  較
24年12月の
排出量

２5年12月の
排出量

品  目

3.04％減74.06ｔ71.81ｔ燃やせるごみ

6.64％減8.58ｔ8.01ｔプラスチック類

9.44％増6.57ｔ7.19ｔ燃やせないごみ

日　時　２月１８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⑳ 
　　　　東町の歴史 
（現地研修：半兵衛、官兵衛 

ゆかり地の話） 
　東町のなりたち、史跡などを
古文書などから学ぶもので、新
しい発見がありますので皆さん
お越しください。 
※新会員募集中 
　年会費２，０００円（町外の方送
料１，０００円）。現地研修、交流
会参加があります。（毎月第３
火曜日に例会があります。） 

　関ケ原町が行う物品等の購入契約・見積等に参加
できるのは、あらかじめ入札参加資格を町が認めた
業者に限ります。
　今回、平成２６・２７年度に参加を希望する業者の物
件入札参加資格審査申請の受付を行います。
※建設工事及び測量・コンサルタントにおける入札
参加資格審査申請は、平成２２年度より「岐阜県・市
町村共同入札参加資格審査」に参加しております。

物品・その他区　　分
２月３日（月）～２月２８日（金）
午前８時３０分より午後５時１５分まで
※郵送による受付可

受付期間

役場　総務課　入札担当　 　４３－１１１０受付場所
関ケ原町指定様式
町ホームページからダウンロードできます。
　 　http://www.town.sekigahara.gifu.jp/

様　　式

住　　所氏　　名

西町二 水  向 　 都子 
みず むかい みやこ

今須門前 小  川 まさ 江 
お がわ え

平成２６・２７年度　入札参加資格審査申請受付
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　県内出身者で、東京近郊の４年制
（６年制も含む）の大学に入学予定
の方、２年生以上の在校生を対象に
入寮者を募集しています。
募集人員　男子１８名程度
　　　　女子１０名程度
面接日　①３月１日（土）
　　　　②３月３日（月）
　　　　③３月８日（土）
　　　　④３月１５日（土）
　　　　⑤３月２２日（土）
面接場所　面接日①②
　　　　じゅうろくプラザ・研修室２
　　　　岐阜市橋本町１－１０－１１
　　　　面接日③～⑤
　　　　岐阜県学生会館・会議室
　　　　東京都八王子市子安町

２－５－８
応募方法　面接希望日を明記の上、面

接日の３日前までに必着す
るよう簡易書留にて郵送、
又は持参してください。

※申込願書を希望される方は、下記
までご連絡ください。

　 　（書類提出先）
　　　〒１９２－０９０４
　　　東京都八王子市子安町

２－５－８
　　　（公財）濃飛会

岐阜県学生会館事務局
　 　０４２－６４６－６５６１
　 　http://www.nohikai.com/ 

（公財）濃飛会 岐阜県学生会館
平成２６年度 入寮案内

問 

 
　新年度新たに中央公民館・働く婦
人の家でクラブ・サークル活動を開
設したい方（代表者）は、下記まで
ご連絡ください。
　 　中央公民館
　 　４３－１２８８

 
～軽快なカントリー・ミュージックで
楽しく愉快に踊ってみませんか？～

日　時　３月８日（土）
　　　　午後１時～午後４時
場　所　垂井町立中央公民館

　町民ホール（３階）
対　象　郡内在住・在勤・在学の小

学１年生以上の方５０名
＜保護者同伴／親子大歓迎＞

準備等　上靴
　　　　（服装は普段着で結構です。）
参加費　無料
申込期限　３月２日（日）
　　　　※要事前申込
　 　公認スクエア・ダンス指導者
　　　富田　作夫
　 　０９０－２５７７－２６１４
☆不破郡レクリエーション協会

会員・スタッフ募集中☆ 

平成２６年度
クラブ・サークルを開設される方へ

問 

ウォーキング（スクエア）ダンス
体験教室の参加者募集！！

問 

 
　毎年、年度末の３月は当支局登録
窓口が大変混雑し、長時間お待ちい
ただくことになります。
　このため、早めに手続きされます
ようお願いいたします。
　なお、自動車の登録等に関する手
続きは、下記にお尋ねください。
〈申請・届出関係〉
◆普通自動車・１２５ccを超えるオートバイ
　 　中部運輸局岐阜運輸支局・登録部門
　 　０５０－５５４０－２０５３
◆軽自動車
　 　軽自動車検査協会岐阜事務所
　 　０５８－３９４－０２３２
◆１２５ｃｃ以下のオートバイ
　 　役場　税務課
　 　４３－３０５１
〈税金関係〉
◆自動車税・自動車取得税
　 　岐阜県自動車税事務所
　 　０５８－２７９－３７８１
◆軽自動車税（オートバイ含む）
　 　役場　税務課
　 　４３－３０５１

 
　放送大学では、平成２６年度第１学
期（４月入学）の学生を募集してい
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。
　出願期間は２月２８日（金）まで。
資料を無料で差し上げています。お
気軽に放送大学岐阜学習センター
（ 　０５８－２７３－９６１４）までご請求く
ださい。放送大学ホームページでも
受け付けております。
　 　http://www.ouj.ac.jp

早めの手続きすませて安心
混雑緩和にご協力を

自動車の名義変更・住所変更・廃車
などの手続きは、お早めに！

～中部運輸局岐阜運輸支局よりお知らせ～

問 

問 

問 

問 

問 

放送大学4月生募集のお知らせ
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　大垣商業高等学校と大垣工業高等
学校の定時制では、下記のとおり平
成２６年度入学生を募集します。
１　設置学科、入学定員
・商業科
（大垣商業高等学校定時制課程）４０名
・工業技術科
（大垣工業高等学校定時制課程）４０名
２　出願資格
・中学校若しくはこれに準ずる学校
を卒業した方又は平成２６年３月卒
業見込みの方

　※成人の方も受検できます。
３　選抜日程
・第一次選抜
　出願期間　２月２１日（金）

～２６日（水）正午
　　　　　　※土・日除く
　出願先変更期間
　　　　　　２月２７日（木）～

３月５日（水）正午
　　　　　　※２月２８日（金）午後～

３月３日（月）は除く
　検査期日　３月１２日（水）
　合格発表日　３月１９日（水）
・第二次選抜
　出願期日　３月２０日（木）
　出願先変更期日
　　　　　　３月２４日（月）
　検査期日　３月２５日（火）
　合格発表日　３月２７日（木）
※第一次選抜において定員が満たさ
れた場合、第二次選抜は実施しま
せん。

　 　大垣商業高等学校　定時制
　 　８１－４４８３
　 　大垣工業高等学校　定時制
　 　８１－１２８０

平成２６年度
岐阜県立高等学校
入学者選抜について

問 

問 

契約期間　平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日　
使　用　料　駅北駐車場　月額２，１６０円／台　３２区画　　駅東駐車場　月額４，３２０円／台　１１区画
申込期限　２月２１日（金）
※申請書等については、町ホームページ（ 　http://www.town.sekigahara.gifu.jp/）からもダウン
ロードできます。

申込方法等については下記までお問い合わせください。
 　役場　総務課　　担当　橋本　　　 　４３－１１１０問 

平成２６年度　町営駅北駐車場及び駅東駐車場の使用者を募集

愛玩家畜（家きんを含む）を飼育している方へ

　家畜伝染病予防法の改正により家畜（牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・イノシシ）
１頭以上および家きん（鶏・あひる・うずら・きじ・ダチョウ・ほろほろ鳥・七面鳥）
１羽以上飼育している方に飼養頭羽数等の定期報告が義務付けられました。
　●　愛玩家畜（家きんを含む）を飼育している方は、家畜保健衛生所の指導を

受けてください。
　　　　　 　中央家畜保健衛生所（西濃総合庁舎内）　 　７３－１１１１
　　　　　 　役場　産業建設課　　　　　　　　　　 　４３－３０５４

問 

問 
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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 

つつしんでおくやみ 
　　　　　申し上げます おめでとうございます 

平成26年1月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－11人）　 

（－ 3 人） 

（－ 8 人） 

（－ 3 世帯） 

7，859人 

3，858人 

4，001人 

2，826世帯 

平成25年12月16日から 
平成26年 1 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 

門　間 

東町北 

陣場野 

秋　葉 

７４歳 

８９歳 

８８歳 

７９歳 

野尻　正信 

中山　ミチエ 

西村　みね 

岩川　シヅ 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

良 
真由美 
 

今井　結菜 

橋本　海希 

ゆい な 

義寿 
愛弥 

み  き 

松　尾 

門　間 

住　所 氏　名 

陣場野 

公門六 

緑ヶ丘 

山　中 

陣場野 

９１歳 

９０歳 

８４歳 

９０歳 

８２歳 

金森　　づ江 

川�　ふじ子 

和田　末� 

岡田　たず 

　村　惠美子 


