
7
2012 JUL.

No.576

広 報 

主  な  内  容  

▲第７回　関ケ原古戦場ウォーク
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　　　耐震化促進事業のお知らせ  ……………Ｐ５
●風しんの患者数増加について  ………………Ｐ１１
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　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険者証）は、関ケ原町に住所を有するすべての７５
歳以上の方と、６５歳から７４歳の方で一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入された方に交付され
ます。
　現在の保険証の有効期限は平成２４年７月３１日となっていますので、８月１日からは７月中にお送りす
る新しい保険証をご使用ください。
　新しい保険証は、現在のうすい青色からうすい緑色に変更になります。

●●●●●●●●●●保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険証証証証証証証証証証（（（（（（（（（（被被被被被被被被被被保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険者者者者者者者者者者証証証証証証証証証証））））））））））をををををををををを更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす●保険証（被保険者証）を更新します

【保険料の決まり方】

●●●●●●●●●●平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度のののののののののの保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料額額額額額額額額額額がががががががががが決決決決決決決決決決定定定定定定定定定定ししししししししししままままままままままししししししししししたたたたたたたたたた●平成２４年度の保険料額が決定しました
　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」の合計となり、平成２４年度の保険料は平成２３年中の所得を基に個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に対して、７月中旬に「後期高齢
� ����������������������
者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認く
ださい。

《７月３１日まで・うすい青色》 《８月１日から・うすい緑色》 

平成２４年度の保険料 
限度額５５万円（年額） 
１００円未満切捨て 

均　等　割　額 
被保険者1人当たり 
４０，６７０円 

所　得　割　額 
被保険者の所得※　× 
　所得割率７．８３％ 

＝ ＋ 

※所得＝総所得金額等－３３万円（基礎控除額） 



平成２４年７月１日 3 第576号

 　役場　住民課　 　４３－１１１３問 

●均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額
になります。
　　ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は
事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円
（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。
●軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。

●●●●●●●●●●平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度のののののののののの保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料のののののののののの軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽減減減減減減減減減減措措措措措措措措措措置置置置置置置置置置ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいてててててててててて●平成２４年度の保険料の軽減措置について
①均等割額の軽減

世帯（被保険者および世帯主）の平成２３年中の総所得金額等の合計額軽減割合

　「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入８０万円以下
　（その他各種所得がない場合）

　９　割軽減

　「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯８．５割軽減

　「３３万円（基礎控除額）＋２４．５万円×世帯の被保険者数
　（被保険者である世帯主を除く）」以下の世帯

　５　割軽減

　「３３万円（基礎控除額）＋３５万円×世帯の被保険者数」以下の世帯　２　割軽減

●●●●●●●●●●保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料ののののののののののおおおおおおおおおお支支支支支支支支支支払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいがががががががががが難難難難難難難難難難ししししししししししいいいいいいいいいいとととととととととときききききききききき●保険料のお支払いが難しいとき
　住民課では、保険料に関する相談を受け付けています。失業や災害などでお支払いが困難な場合はお
早めにご相談ください。
　十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分
が行われることがあります。

●●●●●●●●●●保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料ののののののののののおおおおおおおおおお支支支支支支支支支支払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいをををををををををを年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金かかかかかかかかかからららららららららら口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替にににににににににに変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更ででででででででででききききききききききまままままままままますすすすすすすすすす●保険料のお支払いを年金から口座振替に変更できます
　保険料は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。口座振替によるお支払いを希望され
る方は住民課にお問い合わせください。

　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方は、所得割額が一律５割
軽減されます。

②所得割額の軽減

　被用者保険※の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が９割軽減されます。
③被用者保険※の被扶養者であった方

※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康保険
組合は含まれません。）
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　昨年の震災以降、多くのご家庭や事業所で節電が実施されています。今夏の電力需給に関しては未だ
不透明な状況ですが、昨夏同様の節電が必要となる可能性があります。 
　特に、関西電力管内では昨夏以上に大変厳しい需給状況となる見込みです。中部電力管内については
比較的余裕があるとされていますが、他の地域への電力融通や発電所のトラブルなど万が一の事態を考
えると、引き続き節電の取組は必要です。 

１ 夏は、冷蔵庫の庫内温度設定「中」を徹底。 
　一回の設定変更で、継続的に省エネ・節電できる対策をしっかり実践 

２ テレビの省エネモード設定を徹底。 
　テレビの省エネモード設定や輝度を下げる設定にするなど、一回の 
設定変更で、継続的に省エネ・節電できる対策をしっかり実践 

３ 白熱電球は、LED電球や電球形蛍光灯へ交換。 
　一回の交換で継続的に省エネ・節電できる対策をしっかり実践 

４「実際の室温で２８℃」を目安に、それを上回らないよう、エアコンや扇風機などを上手
に使う。 
　このために次の取組を実践 

 
　 
 
 
 

５ 猛暑日にはエアコン使用の過度な抑制を行わない。 
　熱中症に注意し、猛暑日に健康を損なうような節電をしない 

６ 家電製品等のこまめな省エネを実践。 
　不要な時はテレビを消す、日中は照明を消して夜間の点灯も最小限に
する、使用していない家電製品のプラグはコンセントから抜く、節水す
る、冷蔵庫の扉を開ける時間をできるだけ減らし食品を詰め込まないよ
うにする、紙パック式掃除機はこまめにパックを交換する　など 

７ 消費電力の大きい家電製品は、平日14時前後での使用を控える。電力需給ひっ迫が予告
された時には、特に使用を控える。 
　ＩＨクッキングヒーター、電子レンジ、電気ポット、アイロン、浴室乾燥機、洗濯乾燥機な
ど、特に消費電力の大きい家電製品について、平日の１４時前後での使用を控える。電子レンジ
使用時にはエアコンを切るなど、消費電力の大きい家電製品の同時使用を避ける　など 

エネルギー使用の無駄を見直して、無理なく「賢い節電」を続けましょう。 エネルギー使用の無駄を見直して、無理なく「賢い節電」を続けましょう。 

①フィルターをこまめに掃除する、②扇風機で室内の空気をかき回す、 
③すだれや緑のカーテンで日射を遮る、④室外機のまわりにものを置かない、 
⑤室外機への日射を遮るためにすだれで日陰をつくる、 
⑥除湿運転や頻繁なオン・オフを行わない 
　（「３０分程度の外出」であればエアコンはつけたままにして消さない） 

～家庭向け「賢い節電」７か条～ ～家庭向け「賢い節電」７か条～ ～家庭向け「賢い節電」７か条～ 
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・受付・相談は、土・日・祝祭日を除き１２月２８日（金）まで行います。
・予算の都合上、翌年度受付となる場合がございますので、検討中の場合はお早めに
ご相談ください。

 　役場　産業建設課　　　 　４３－３０５４問 

　関ケ原町では、地震に強いまちづくりを進めることを目的として国や県と共同して次のような事業を
行っています。

―木造住宅の耐震対策―

耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐震震震震震震震震震震化化化化化化化化化化促促促促促促促促促促進進進進進進進進進進事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業ののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせ耐震化促進事業のお知らせ
もしもの地震災害に備えて

―その他の建築物の耐震対策―

補助対象となる経費の限度額基準額延べ床面積

１５０万円
または

左記のうち最小の額

２，０００円／fl１，０００fl未満

１，５００円／fl１，０００fl以上２，０００fl未満

１，０００円／fl２，０００fl以上

建築物耐震診断事業
【申し込み要件】
・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅以外の建築物であること

��
・建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと
・耐震診断の結果について、社団法人岐阜県建築士事務所協会の「耐震診断判定委員会」又は県知
事の認めた専門機関に諮られたものであること
【補助金の額】
　　木造住宅以外の戸建て住宅は１３万円、戸建て住宅以外の建築物は下記の表の額を限度額として
その２／３を国・県・町が共同して補助します。
　＊限度額のうち１／３と、限度額を超える費用は自己負担となります。

【申込要件】
・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の住
宅であること
・一戸建ての住宅であること（店舗併用住宅は
延べ面積の１／２以上が住宅部分であるこ
と）
【診断内容】
　　岐阜県木造住宅耐震相談士による耐震診断
を実施し、耐震診断計算結果と補強のための
アドバイスを受けられます。自己負担はあり
ません。
【申込方法】
　　産業建設課窓口備付けのパンフレット「誰
でもできるわが家の耐震診断」に基づく自己
診断を行い、申込書とともに産業建設課へ提
出してください。

木造住宅耐震診断事業 木造住宅耐震補強工事
【申込要件】
・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造
の住宅であること

・岐阜県木造住宅耐震相談士が設計監理を
実施する耐震補強工事であること

・その他、関ケ原町建築物等耐震化促進事
業費補助金交付要綱によるものであるこ
と

・平成２５年２月１５日までに完了する工事で
あること

【補助金の額】
　　一戸あたり１２０万円を限度とし、そのう
ち７割（最大８４万円）を国・県・町が共
同して補助します。限度額のうち３割と、
１２０万円を超える費用は自己負担となり
ます。
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　５月１９日（土）・２０日（日）に行われた第３４回全
国スポーツ少年団軟式野球交流大会岐阜県大会にお
いて、関ケ原野球少年団が勝ち進み、見事決勝へ進
出。大声援の中、白熱した試合が展開されましたが、
古川西（飛騨地区代表）に６対７で惜敗し、準優勝
という結果になりました。
　県大会準優勝という輝かしい結果を残された関ケ
原野球少年団の選手、監督及び関係者の皆さま、お
めでとうございます。

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

関ケ原野球少年団
第３４回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会岐阜県大会 準優勝！

　５月２４日（木）、歯の優良児童として不破郡内の
各小学校から選出された男女１名ずつが集まり、歯
の審査が行われました。審査の結果、男子の部にお
いて、今須小学校の西村悠馬さんが１位、関ケ原小
学校の中谷晴希さんが３位に、また女子の部におい
て、関ケ原小学校の�野杏月さんが２位に決定しま
した。

不破郡歯の優良児童審査において
虫歯ゼロ・歯並びキレイな子が決定！
**********************************************

**********************************************
　５月２０日（日）、町体育協会主催のソフトミニバ
レーボール大会と町民軟式野球大会がそれぞれ行わ
れました。ソフトミニバレー大会ではＭＩＮＡＭＩ
チームが、軟式野球大会では陣場野チームがそれぞ
れ優勝しました。
　おめでとうございます。

第２７回町民ソフトミニバレーボール大会
　第４１回町民軟式野球大会を開催！

**********************************************
　５月２５日（金）、役場西ゲートボール・ペタンク
場において町・老人クラブ連合会共催のゲートボー
ル・ペタンク大会が開催されました。結果は次のと
おりです。

第６３回老人ゲートボール大会
第１１回老人ペタンク大会を開催！

▲不破郡歯の優良児童　上位３位の皆さん
　（左から２番目）関ケ原小学校　�野杏月さん
　（左から３番目）今須小学校　　西村悠馬さん
　（右から２番目）関ケ原小学校　中谷晴希さん

ソフトミニバレー大会
優　勝　ＭＩＮＡＭＩ
準優勝　クィーンズ

　軟式野球大会
優　勝　陣場野
準優勝　ＴＨＫ

ëＭＩＮＡＭＩチーム

陣場野チームê

　ゲートボールの部
優　勝　西　町チーム
準優勝　陣場野チーム
３　位　松　尾チーム

　　ペタンクの部　　
優　勝　玉寿会チーム
準優勝　西寿会チーム
３　位　小　池チーム

▲西町チーム ▲玉寿会チーム

▲関ケ原野球少年団の皆さん
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**********************************************
　５月２３日（水）、グラウンド・ゴルフ場において
定例大会第１回大会が開催されました。
　当日は天候にも恵まれ、400名を超す選手の皆さ
んが優勝を目指して競いました。大会結果は次のと
おりです。入賞された皆さん、おめでとうございま
す。

優　勝　関ケ原町　田中ケイ子
準優勝　関ケ原町　清水　豊二
３　位　長　浜　市　宮田　勝之
４　位　桑　名　市　松村　光男
５　位　あ　ま　市　澤村　久子

関ケ原グラウンド・ゴルフ場
定例大会第１回大会を開催！

**********************************************
　５月１３日（日）、東
首塚において東首塚供
養祭を、またふれあい
センターにおいて関ケ
原古戦場まつりが行わ
れました。
　供養会場となった東首塚では町内外から訪れた約
４００人が参列し、この塚に埋葬されている関ケ原合戦
で戦死した兵士たちの供養を行いました。その後、
ふれあいセンターまで武者行列で移動したのち、筑
前琵琶や合戦太鼓の演奏、武将隊２名（徳川家康・
島左近）のトークショーなど各種イベントが繰り広
げられ、たくさんの訪れた観光客を喜ばせました。

関ケ原古戦場まつり
東首塚供養祭を開催
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　６月３日（日）、第３８回少年の主張大会（関ケ原町青少年健全育成大会）がふれあいセンターにおいて開催さ
れました。
　この大会では、小・中学生が未来への夢や希望、家庭・学校生活・地域活動の中で心に感じたことや考えた
こと発表を行います。当日は約３００名の観客の中、自分の主張や思いをうまく言葉に変えて発表をしていました。

第３８回少年の主張大会　開催
私たちの思いよ　みんなに届け！

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

**********************************************
　５月２６日（土）、第７回関ケ原古戦場ウォークを
開催しました。当日は天気にも恵まれ、エコミュー
ジアムや大谷吉継陣跡、島津義弘陣跡等をめぐる約
１０．５ｋｍのコースを歩きました。

新緑の関ケ原を歩く！
関ケ原古戦場ウォーク

【小学校の部】
最優秀賞　　小倉　瑠莉
優　秀　賞　　三輪　桃果
奨　励　賞　　松井竜之介　　寺田　響子
　　　　　　谷口　侑平　　伊藤　翔華

【中学校の部】
最優秀賞　　増田　京華
優　秀　賞　　増田　紗季
奨　励　賞　　中川　七凛　　子安　翔也
　　　　　　福安穂乃香　　�木　琴実

夏の交通安全県民運動 

７月１１日（水）～７月２０日（金） 

ゆずりあう心で　夏の交通事故防止 

　夏本番を迎え、海や山のレジャーシーズンとなり、
行楽地等への運転機会が増え、解放感からの無謀運
転や飲酒運転、暑さによる疲労から注意力が散漫に
なった運転者の事故が予想されます。また、外出の
機会が増える子どもたちや、日中の暑さを避け朝夕
に活動する高齢者が増え、交通事故の危険が高まっ
ていきます。 
　このような夏特有の情勢を踏まえて、地域ぐるみ
で重点事項に取り組むことで、一人ひとりの交通安
全意識を高めて、交通事故の防止を図っていきまし
ょう！ 

・居眠り・過労運転の防止 

・全ての座席のシートベルトと 
　　チャイルドシートの 
　　　　正しい着用の徹底 

・飲酒運転の根絶 
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　ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の式典で使われる「ギ
フとフラッグ」の作成が５月２７日（日）中央公民館
において始まりました。
　「ギフとフラッグ」とは、住んでいる人から募集
した町のお宝の絵をもとに日比野克彦さんがデザイ
ンした大きな旗。この旗を地域の皆さんで一緒につ
くっていくものです。
　この作成した旗は、炬火リレーや国体開会式で使
用します。

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

住む街のお宝を描こう！
岐阜清流国体「ギフとフラッグ」を作成開始！

　５月２６日（土）、働く婦人の家においてグループ
展が開催されました。日頃、婦人の家を活用されて
いるグループの展示など、催しものやバザーなど盛
りだくさん。朝早くからたくさんの方でにぎわって
いました。

働く婦人の家グループ展を開催！
**********************************************

いよいよ各生涯学習講座がスタートしました！
***************************************************************************************************

　５月１９日（土）に開催された「青少年ふるさと歴
史ガイド講座」開講式においては、昨年以前からの
受講生と本年度の活動内容を確認しました。また、
町ＡＬＴのブレンダン先生による英語ガイド教室も
行いました。

　また、５月２５日（金）から始まった「せきがはら
史跡講座」では、町内に数多くある史跡・名所につい
て、田辺信行さんを講師に招いて学習を行いました。

　歴史のまち関ケ原の生涯学習講座が５月よりス
タートしました。
　５月１７日（木）に開催された「ふるさと関ケ原歴
史講座」では、大垣市より中谷正和氏をお迎えして、
昼飯大塚古墳について最新の発掘調査結果と出土品
などについて解説をしていただきました。
　１回のみの参加も大歓迎です。各戸に配布しまし
たガイドブックで日程・内容等をご確認の上、社会
教育課までご連絡ください。



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　川は普段は穏やかでとても楽しいところですが、時には恐ろしい姿に変わります。 
でも、気をつけて遊べば大丈夫！ 
　天気や川の流れに十分注意して、楽しく遊びましょう。 

　夏になり、家の庭などで子供たちが花火をしているのをよく見かけます。  
　しかし、家庭で気軽に楽しめる「おもちゃ花火」であっても、正しく取り扱わないと火災になったり、
火傷（やけど）をしたりするなどの事故になりかねません。  
　「花火でまさか」と思いがちですが、必ず次のこと
に注意し、楽しく遊びましょう。 

川遊びのルール 川に行ったら… 
自然が相手。自分の身は自分で守りま
しょう。 

仲間と出かけ、お互いに注意して遊び
ましょう。 

遊ぶ前には下見をし、遊んでいるとき
も天気や流れに気をつけましょう。 

ライフジャケットをきちんと着けま
しょう。 

自然を感じ、思いっきり楽しみましょ
う。 

川の近くにある看板には遊ぶ際の注意が書いてあり
ます。きちんと読んで遊びましょう。 

こんな時にはすぐ避難！（川の水が急に増えるサイ
ンです） 
・水が流れてくる方の空に黒い雲が見えたとき 
・落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき 
・雨が降り始めたとき 
・雷が聞こえたとき 

雨が降っても橋の下では絶対に雨宿りはしないでく
ださい！ 

1. 風の強い乾燥した日などには花火をしない。  

2. 注意書を必ず読む。  

3. 花火をほぐしたり、数本束ねて点火したりしない。  

4. 燃えやすいものがない安全な場所を選ぶ。  

5. 子供だけでは花火をさせ 
　 ない。  

6. 水の入ったバケツなどを 
　 用意する。 

　蓋のない防火水槽での 
魚釣りや水遊びはやらな 
いようお願いします。 

発生件数　３９件 
事故者数　４５人 

消防署からの 
お願い！！ 

平成２３年中 
岐阜県内の水難事故 

水難事故防止  

花火による火災の防止  

水に入るときの服装 
・ライフジャケットを
着けよう 

・濡れても良い、乾き
やすい（ナイロン製
など）服装にしよう 

・ウォーターシューズ、
リバーシューズなど
濡れても良くて脱げ
ない靴をはこう
（ビーチサンダルは
　脱げて危険！） 

河原や水辺で 
　遊ぶときの服装 
・帽子をかぶろう 

・軍手をしよう 

・動きやすい服装に
しよう 

・濡れてもいい歩き
やすい靴をはこう 
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●消防署　平成24年 5 月分

出動件数
累計今月

134交 通

195一般負傷

8211急病人

394その他

15324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

10建 物

00車 両

00林 野

10その他

20計
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合格発表試　験　期　日受　付　期　間受験資格募集種目

合格発表日は
試験時にお知
らせします。

筆記試験　９月１７日（月）　午後
口述試験・身体検査
９月２３日（日）～２６日（水）のうち１日

１回目
８月１日（水）～
９月１６日（日）

男
子１８歳以上

　２７歳未満
の者

自衛官候補生
１１月予定２回目

１１月９日（金）９月２３日（日）～２６日（水）のうち１日
８月１日（水）～
９月７日（金）

女
子

１次
９月２８日(金)
２次
１１月９日（金）

１次　９月１７日（月）午前
２次　（１次合格者のみ）

１０月４日（木）～１１日（木）のうち１日

８月１日（水）～
９月７日（金）

１８歳以上
　２７歳未満の者

一般曹候補生

最終合格発表
２５年
１月１８日（金）

１次　９月２２日（土）
２次　（１次合格者のみ）

１０月１３日（土）～１８日（木）のうち１日
３次　（航空要員の２次合格者のみ）

１１月１０日（土）～１２月１３日（木）

８月１日（水）～
９月７日（金）

高卒（見込含）
　２１歳未満の者

航　空　学　生

※受験資格の年齢は各種目とも平成２５年４月１日現在です。
※受付期間は、平成２５年３月高等学校卒業予定者の受付けは、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降
※詳しいお問い合せは…
　 　自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　　　 　０５８４－７３－１１５０
　　　大垣市林町５－１８光和ビル２階
問 

　厚生労働省によると、今年に入り風しんの患者数が近畿地方（兵庫県、大阪府、京都府）を中
心に増加しており、全国合計で昨年同時期の約２倍の届出数となっています。
　今後、患者の発生が継続するおそれもあることから、特にこれまで風しんにかかっていない方、
予防接種を受けていない方や妊娠適齢期の方は注意が必要です。

①外出後の手洗い、うがい、咳エチケットなどに気をつけましょう。
②急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら、早めにかかりつけ
医師などに受診しましょう。
③受診の際には、マスクを着用する、咳エチケットを
守るなど、感染を広げないように注意してください。
④予防接種も効果的な予防策です。定期予防接種対象
者の方は確実に予防接種をうけていただくとともに、
他の方も妊娠適齢期の方や予防接種歴不明の方など
必要により、かかりつけ医師にご相談ください。

  風しんはインフルエンザなどと同じように飛沫感染しますので、
　　　次のことに注意し感染予防に努めていただきますようお願いします。

風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風 しししししししししししししししししししし んんんんんんんんんんんんんんんんんんんん のののののののののののののののののののの 患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患 者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数 増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増 加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加 にににににににににににににににににににに つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい てててててててててててててててててててて風しんの患者数増加について
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４３－１１２２ 

▲関ケ原町絵画グループ展 ▲西保育園４歳児の「すきな絵を描こう」

医療福祉相談室　細田きく子 
　　０５８４－４３－１１２３ 

　日本の保険制度は、すべての国民がなんらかの保険制度に加入する国民皆保険制度になっています。
しかし、日本は高齢社会を向かえ、医療を必要とする人口が増加し、今後、さらに医療費は膨大になる
と予測されています。今後も国民皆保険制度を継続させ、適切な医療が受け続けられるために医療制度
改革が進められ、この一つに、医療機関の機能・役割分担をするといった施策があります。
　病院は、その病床の役割や機能によって、あるいは診療報酬によって、区分されます。関ケ原病院は、
一般病棟、療養病棟（医療型療養病床・介護療養型医療施設）、障害者施設等一般病棟の３つの病棟があ
ります。それぞれの病棟についてご紹介します。

急性期の積極的な治療を行うところ一　般　病　棟
＜内　　容＞　急に病気やけがをしたり、かかっていた病気や慢性的な病気が悪化した時など、重

篤な症状・病状に対して、集中的に手厚い治療やケアが行われます。急性期が終わ
り、病状が安定すれば退院となり、基本的に長く入院することが出来ません。一般
病棟の入院期間は、２１日以内（関ケ原病院は、看護師の実質配置１０：１を導入）に
なります。

＜コメント＞　引き続き療養が必要であれば、在宅療養生活を可能にするための準備が必要になり
ます。医療福祉相談員が相談に応じます。

＜内　　容＞　急性期の治療が終了し病状は安定しているものの、引き続き医師による医学的管理
や処置などの必要度が高い人に、医療と看護が提供されます。

＜利用できる人＞　人工呼吸器を装着している人、２４時間点滴を必要とする人、吸引を１日８回以上必
要とする人、末期がん、難病の人等のみになります。

＜コメント＞　療養病棟では、患者区分という考え方が導入されました。病状・状態（該当する区
分）によって、居住費の負担があります。また、介護保険対応の病床も含まれます。

医学的管理のもとで介護や療養を行うところ療　養　病　棟

＜内　　容＞　重度の障害を持っている人に対して必要な治療が行われます。
＜利用できる人＞　脊椎損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー、難病の人等のみになります。

重度の障害を持っている人が治療を行うところ障害者施設等一般病棟

　どの病棟で療養していただくかについては、定期的に病院内で委員会が開かれ決定されます。転院、
在宅療養についてのご相談は、医療福祉相談員に相談してください。



平成２４年７月１日 13 第576号

◎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。）

土金木水火月診療科名等

瀬古瀬古瀬古瀬古高野一診

内 科

桐井北川桐井桐井二診

循環器外来高野高野三診

斎藤斎藤五診

高野／桐井大西桐井土井高野瀬古初診

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 宮佐々木松尾松尾加藤松尾三診・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　奥村外科・二診皮 膚 科

（リハビリ）楊楊（リハビリ）楊河村午前整 形 外 科

宇土白木午前眼 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

佐木佐木病棟往診・手術佐木午後

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成24年 7 月）※都合により休診になる場合があります。

　　　　　　　　慢性腎臓病・腎不全とは？　　　　　　　　
透析センター　宮　喜一

　近年、慢性腎臓病（ＣＫＤ）の患者さんは増加し、日本の成人の８人中１人にあたる１，３３０万人と推計
されています。そして、慢性腎臓病の終末の腎不全では血液透析療法も必要となり、いろいろな意味で
社会的問題となってきています。そこで、慢性腎臓病・腎不全について少し説明します。

　腎臓とは腰上部の両側にあるそら豆のような形をした重さ１２０ｇ～１５０ｇの左右一対の臓器です。主な
働きは血液中の老廃物や余分な水分を尿として体の外に排泄することです。体液や酸・電解質のバラン
スも整えてくれます。他に血圧を維持するレニンと呼ばれるホルモンや血液をつくるエリスロポエチン
と呼ばれるホルモンも作っています。カルシウムを吸収して骨を作るビタミンＤを活性化し、骨の状態
を維持する働きもします。だから、慢性腎臓病になるとむくみがでたり、肺に水が溜まり息苦しくなっ
たりします。血液中のカリウムが高くなると突然死の原因になります。また尿毒症といって、気分が悪
くなり、吐き気がしたり、食欲もなくなります。さらには貧血が進行し、骨も折れやすくなります。
　慢性腎臓病とは、３か月以上持続するタンパク尿や血尿、腎臓の形の異常、または腎臓の働き（＝ｅ
ＧＦＲ値）が６０未満まで低下した状態をいいます。原因としては糖尿病に由来するものが多く、他に高
血圧による腎硬化症や急性・慢性腎炎や腎臓の手術に起因するものなどがあります。なお、ｅＧＦＲは
血液中のクレアチニン値、年齢、性別から計算し、腎障害重症度をステージ１から５にわけます。ステー
ジ３はｅＧＦＲが６０未満になった状態で、いろいろな症状が出現します。ステージ４はｅＧＦＲが３０未
満で血液透析療法の準備が必要な時期、ステージ５（腎不全）はｅＧＦＲが１５未満で、生きるために血
液透析療法が必要となります。

　いったん悪くなった腎臓はもとには戻りませんが、悪くなるのを遅らせることはできます。そのため
には健康診断を受け、早期発見すること、医師の指導に従い食事療法、運動療法を行い、血圧に注意し
て生活することが大切です。
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　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 
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①健診受診（６／２２～７／３１の１２日間と、その他土曜日受診日もあります）

②約２週間後・・・健診事後相談会の案内をお届けします

③約１ヶ月後・・・健診事後相談会にてあなたの健診結果の説明をさせて頂きます。

　　　　　　　　　　（やむを得ず出席できない方は、やすらぎまでご連絡下さい）

◇健診を受けてから…

　健診を受診して結果が手元に届いたけれど、結果表をみて「わたしは健康？」「すぐ病院にかからない
といけないの？」「基準値より高いけど、どうしたらいいの？」と疑問や分かりにくい点はありませんか？
　健診事後相談会では、あなたの健診結果から今の健康状態を分かりやすくお伝えし、健康維持や今よ
り健康になるための秘訣などご紹介します！

＜対　象　者＞
　町の特定健診・３０代健診を受診された方
＜開催日時＞　 午前  午前９時～午前１１時　 午後  午後１時３０分～午後３時３０分　 夜間  午後６時～午後８時

＊健診結果がご自宅に届いた方は、結果表を持参して下さい。
＊健診結果が届くのに１ヶ月程かかります。事後相談会は、健診受診日より１ヶ月以降の日程で参加し
て下さい。

場　　所日　　時場　　所日　　時

やすらぎ
午後６時
～午後８時

８月２８日（火）やすらぎ

午前９時
～午前１１時

７月２５日（水）

ふれあいセンター
午前９時
～午前１１時

８月２９日（水）
中央公民館８月２日（木）

やすらぎ
午後１時３０分
～午後３時３０分

ふれあいセンター８月７日（火）

竹之尻転作センター

午前９時
～午前１１時

８月３１日（金）中央公民館
８月１０日（金）

今須生活改善センター９月３日（月）やすらぎ
午後６時
～午後８時

やすらぎ９月４日（火）小関集落センター

午前９時
～午前１１時

８月１７日（金）

松尾会館９月１４日（金）玉北部集落センター８月２１日（火）

やすらぎ９月１８日（火）東町集会所８月２４日（金）

野上転作促進技術研修施設８月２８日（火）
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備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

母子健康手帳、
歯科保健アンケート、
歯ブラシ、コップ、タオル

平成２２年５月・６月生まれ

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前１０時００分～午前１１時３０分９日（月）２ 歳 児 歯 科 相 談

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１０時３０分～午前１１時００分

１２日（木）

プレママさん・お子さんなんでも相談
す く す く 相 談

母子健康手帳

生後３～６ヶ月に至るまでの間にある方午後１時１５分～午後１時３０分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４０分～午後２時００分三種混合予防接種
午後２時００分～午後２時３０分ポ リ オ 予 防 接 種

母子健康手帳乳児健診対象者午前１０時００分～午前１１時３０分
１９日（木）

離乳食教室＆交流会

母子健康手帳、問診票
平成２４年２月・３月生まれ午後１時３０分～午後２時００分前 期 乳 児 健 診
平成２３年８月・９月生まれ午後２時００分～午後２時３０分後 期 乳 児 健 診

運動のできる服装、飲み物
（お茶、水等）、タオル

平成２１年４月２日～
平成２２年４月１日生まれの児午前９時３０分～午前１１時００分２０日（金）キ ッ ズ ビ ク ス

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
４日（水）

シルバービクス教室

成
人
関
係

午後１時００分～午後３時４５分本気で３kgスリム教室
①１，０００円
②胸部Ｘ線のみ１，０００円
　胸部Ｘ線＋ＣＴ３，０００円
③５００円（ただし節目年齢の方は無料）
④無料　⑤５００円　⑥１，０００円
（①と②は、本人の希望により追
加で受診される検査には別途
自己負担金が必要です。）

①３０～３９歳の希望者
②４０歳以上の希望者
③４０歳以上の希望者
④主に４０、４５、５０、５５、６０歳の希望者
⑤５０歳以上の希望者（男子のみ）
⑥４０歳以上７４歳以下の町国民健康保険加入者

午後１時３０分～午後２時３０分

５日（木）
６日（金）
１０日（火）
１３日（金）
１７日（火）
２３日（月）
２４日（火）
３０日（月）
３１日（火）

①３０　代　健　診
②肺　が　ん　検　診
③大 腸 が ん 検 診
④肝炎ウイルス検診
⑤前立腺がん検診
⑥特　定　健　診

指定した４日のみ実施
無料概ね２０歳以上の希望者、妊婦午後１時３０分～午後２時３０分

６日（金）
１３日（金）
１７日（火）
３１日（火）

⑦歯 周 疾 患 検 診

予約制
（やすらぎ　 　４３－３２０１まで）

上記⑥の特定健診対象申込者
（各日３０名）関ケ原病院午前８時３０分～

午前８時４５分～
２１日（土）
２８日（土）土 曜 日 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
１８日（水）

アンチエイジング教室
午後１時００分～午後３時４５分血液さらさら教室
午後１時００分～午後３時１５分２０日（金）ヨーガ＆気功教室

３０代健診・特定健診受診者午前９時００分～午前１１時００分２５日（水）健 診 事 後 相 談
申込者午前１０時００分～午前１１時３０分２６日（木）右 脳 活 性 化 教 室

ラップでくるむだけのお肉がとてもジューシー♪　夏野菜と甘酢あんが食欲をそそります 

■ 材 料（４人分） 

やすらぎ 
管理栄養士　澤頭 

ピーマン　　　　２個 
玉ねぎ　　　　　１個 
にんじん　　　　１本 
茄子　　　　　　１本 
トマト　　　　　１個　 
豚こま肉　　　３００ｇ 
片栗粉　　　大さじ２ 
塩・こしょう　　少々   
サラダ油　　　　適量 

ケチャップ　　大さじ２ 
酢　　　　　　大さじ２ 
砂糖　　　　　大さじ２ 
しょうゆ　　　大さじ２ 
すりおろしにんにく　１かけ分 
片栗粉　　　　小さじ１ 
水　　　　カップ１／２ 

①ピーマン、茄子、にんじんを一口大の乱切りにする。茄子は水
にさらし、にんじんはラップをかけてレンジで３～４分加熱す
る。玉ねぎはくし切りにする。トマトは２cm角に切る。 
②豚肉に片栗粉、塩こしょうを加えて混ぜ合わせ、ラップで一口
大ごと丸める。 
③油を入れたフライパンで茄子を中火で炒め、取り出す。 
④フライパンに油を足し、②の肉を焦げ目ができるまで焼き、ふ
たをして弱火で３分間蒸し焼きにする。強火にして、にんじん、
ピーマン、玉ねぎ、茄子、トマトの順に加えてさっと炒める。 
⑤調味料を一気に入れて、とろみがついたら出来上がり。 

《調味料 混ぜ合わせておく》 
夏は食中毒に 
要注意 

夏は食中毒に 
要注意 

手洗いを基本に… 

付けない
！ 
増やさな

い！ 殺す！ 
 

■ 作 り 方 
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問 

　「だるい」「疲れやすい」「食欲がない」ことから、体力がおちることです。 

　人のからだは日本の夏のように高温多湿の状態におかれると、体温を一定に保
とうとして必要以上のエネルギーを使うので、からだに大きな負担がかかります。
毎日つづいて長引いたりすると熱が出たり胃腸の働きが弱まったりしてきます。
とくに高齢者の方は、夏の食欲不振がすぐに体力の低下につながりやすく注意が
必要です。 

★生活のリズムをととのえ、睡眠をきちんととりましょう。 
★部屋を冷やしすぎない。湿度が高いときは除湿を。 
　涼しくする工夫…日よけにすだれや風鈴をつけてみる。 
　　　　　　　　　冷たいおしぼりを冷蔵庫に常備。 
　　　　　　　　　打ち水をしてみる。 
★夏バテしないための食事対策 
　　まずは食欲がおちないようにすることが大切。 

１、ビタミンB1、B2、を多く含む食材をとりましょう。（疲労回復に効果的です） 
　（豚肉、レバー、納豆、豆腐、玄米、うなぎ、いわし、ゆずなど） 
２、夏バテには夏野菜のパワーで対抗を。 
　（枝豆、トマト、カボチャ、モロヘイヤ、アスパラガス、ゴーヤなど） 
３、香辛料、香味野菜で食欲アップ。（食中毒予防にもなります。） 
　（しょうが、わさび、しそ、みょうが、ねぎ、カレー、とうがらし、キムチなど） 
４、酸味を活用しよう。（疲れをとってくれます） 
　（酢、ゆず、グレープフルーツ、レモン、梅干しなど） 

♪夏バテ防止の食材 

・一日３食をきっちり食べましょう。 
・体力確保のため肉、魚、卵、大豆食品を使った主菜を毎食
１品はとるようにしましょう。 
・たくさん量が食べられないときは、ビタミン、ミネラルを
中心に少しずつバランスよく食べるようにしましょう。 

♪食べ方のコツ 

夏バテしないためには、十分な睡眠と水分補給、 
涼しい環境作り、そして食事が大切です。 
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　　　　心と身体を育てるスマイル活動
　関ケ原小学校では、５０名の入学生を迎え児童数
は３０９名です。全校児童を１４の班（２８組）に分けて、
スマイル班（縦割り）として異年齢遊びや大縄跳
びを通して思いやりの心や身体づくりをしていま
す。家に帰ってもなかなか遊ぶことが少ない現実
があり、貴重な子ども同士のふれあいの場となっ
ています。
　４月のスマイル班結成式では、６年生が手作り
のメダルを１年生に渡して優しく迎え入れていま
した。ざまざまな学年の子に声をかけてもらって、
上級生にあこがれをもち、成長しています。

　月２回「おにごっこ」「ドッジボール」「リーダー
さがし」など、みんなで楽しめるスマイル遊びを
行っています。 

　６月６日には、スマイル班でスマイル遠足を行
いました。自然豊かな歴史の町関ケ原を４コース
（桃配運動公園・十九女池コース、笹尾山・旧北
小コース、平和の杜・西田公園コース、丸山・陣
場野公園コース）にわかれて出発しました。高学
年と低学年の子がペアになり、車道側を高学年が
歩くなど低学年の子に配慮した温かい心遣いがみ
られました。史跡に着くと、６年生がわかりやす
く関ケ原合戦にまつわる説明をクイズ形式で出題
したり、記念撮影をしたりしてふれあいを深め、
ふるさと関ケ原について学ぶこともできました。

　また、２学期には大縄大会も計画しており、跳
べない１年生の背中をそっと押して援助してくれ
る高学年の子もいて、温かい取り組みが始まりま
す。
　このような活動を通して、関ケ原小学校の仲間
の輪を広げ、学校教育目標「実践力のある関小の
子　学ぶ　鍛える　思いやる」を達成しています。

関ケ原小学校 

　私たち今須バレーボール少年団は、２年生から
６年生の男子２人・女子６人の８人で活動してい
ます。
　練習日は毎週火曜日と金曜日午後６時３０分～午
後８時３０分と土曜日午後１時～午後５時、今須小
中体育館で行っています。キャプテンを中心に強
い気持ちで全員が一つになり、最高の
チームになるように努力したいと思いま
す。団員数は少ないですが、練習の時は
いつも大きな声を出して汗をたくさんか
いています。毎回、同じことの繰り返し
の練習ですがだんだん動きも良くなって
きました。私たちが楽しくバレーができ
るのも、応援して下さる地域の方々や家
族のおかげだと感謝しています。
　これから１年を通して公式試合は郡・
西濃をあわせて月に１回から２回はある

ので、１つでもたくさん勝てるように試合に臨み
たいと思います。もっともっとたくさんの仲間と
バレーを楽しみたいので私たちの団に入ってみま
せんか？
　小学１年生から入団できます。私たちみんなで
待っています。よろしくお願いします！



平成２４年７月１日 18 第576号

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 

　親子で作ろうラクラク料理 
日　時　８月３日（金） 
　　　　午前９時～ 
場　所　働く婦人の家　調理室 
定　員　３０名 
講　師　関ケ原町食生活改善協議会 

の皆さん 
材料費　未定 
持ち物　エプロン、三角巾 
申込期限　７月１３日（金） 

親子料理教室 
粘土でかわいいスイーツ、 

いっぱいつけて楽しもう 
日　時　８月２４日（金） 
　　　　午前９時～ 
場　所　働く婦人の家　図書室 
対象者　小学生（保護者は送迎のみ） 
定　員　１０名 
講　師　河野　利香先生 
材料費　８００円 
持ち物　作品を入れる箱、 
　　　　タオル雑巾 
申込期限　７月１３日（金） 

スイーツ粘土の小物入れづくり教室 

４３－２２３３ 

　町のアーティスト展を開催します。いろいろ
な作品が展示されます。ぜひ、ご覧ください。
展示期間　７月２１日（土）～７月２６日（木）

　　（２６日（木）は午前中のみ）
主催　関ケ原町芸術文化協会

■町のアーティスト展

　映画「もののけ姫」で一世を風靡した美しい
歌声をぜひ！
日　時　１１月１８日（日）
　　　　午後１時３０分～
場　所　　ふれあいセンター
　　　　　ふれあいホール

※詳細については、後日広報等でお知らせします。

■米良美一コンサート

営業時間　午前１０時～午後５時 
電　話　４３－２５８３（にっこりやぎさん） 

VAN HOUTENの 
ココアを使用。 

 ちょっと気取って 
みましたが、子ども 
も大人も 大好きな味です。 

　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。
７月１４日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル　　　　
★ぼくんちカレーライス
★かめさんのさんぽ
７月２８日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★みずまき
★せんたくかあちゃん

■おはなし原っぱ

【レギュラー番組】
★７月のレギュラー番組には今須保育園
が登場します！
 げんきはなまる 
◇月～日　午後８時３０分～　他
　・２３日～　今須保育園　きりん・ぞう組
 Local　supli（ローカルサプリ）
◇２日（月）～８日（日）・１６日（月）～２２日（日）・３０日（月）～
　午後６時３０分～　他
 暇つぶしＴＶ　マチサガ！
◇９日（月）～１５日（日）　午後６時３０分～　他
 里見まさとのご町内探訪 
◇２３日（月）～２９日（日）　午後６時３０分～　他
ＴＶ増刊号「みるチャン」
◇２３日（月）～２９日（日）　午後７時３０分～　他
 風にふかれて    ＴＶギャラリー 　他

好評放送中！

【新番組】
 ニュースLink 
◇火～日　午後６時～　他
　初回は７月３日（火）午後６時！
　ニュースが生まれ変わります！
 きらめき☆タイム 
◇２日（月）～８日（日）・
　１６日（月）～２２日（日）・３０日（月）～
　午後６時４５分～　他
素人レポーターが西濃圏域内のお店や
企業、団体、個人を訪ねて紹介します！
また、イベントの紹介や番組として参
加することを通して地域を盛り上げて
いきます。

 　　   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。

7

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
～虫のアート
不思議でゆかいな昆虫たちの世界～
出　展　村松佳優さん

（米原市在住）
期　間　７月３日（火）～

７月２９日（日）
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平成25年4月採用 関ケ原町職員募集 関ケ原町職員募集 
　下記のとおり、関ケ原町職員を募集します。

採用予定　一般行政職　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）及び高校
を卒業または平成２５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　７月２日（月）～７月２７日（金）午後５時１５分まで
　　　　　（郵送の場合：７月２７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　９月１６日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　午前８時５０分～受付開始
　　　　　　　　　　　　　　　午前９時４０分～試験開始
　　　　　　　　　　　場　所　岐阜県立羽島北高等学校
　　　　　　　　　　　※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　１０月上旬から１１月下旬
　　　　　　　　　　　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　庶務係　　 　４３－１１１０問 

試　験　資　格試　験　区　分

昭和６０年４月２日から
平成３年４月１日までに生まれた方

大学卒業または
卒業見込み

昭和６２年４月２日から
平成５年４月１日までに生まれた方

短大卒業または
卒業見込み

平成元年４月２日から
平成７年４月１日までに生まれた方

高校卒業または
卒業見込み
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日　時　７月２１日（土）
　　　　午後２時～
　　　　（受付：午後１時３０分～）
場　所　関ケ原町ふれあいセンター
　　　　　　　　　ふれあいホール
講　師　村田　一知朗先生
　　　　（岐阜大学医学部附属病院

腎臓専門医）
参加費　無料
申込期限　７月１３日（金）
※電話にて申込みをお願いします。
　 　国保関ケ原病院
　 　４３－１１２２
　 　やすらぎ健康増進センター
　 　４３－３２０１

 
　関ケ原町では、平成１５年～平成２４
年の期間、男女共同参画型社会の実
現のための指針として『関ケ原町男
女共同参画プラン』を策定し、諸施
策の推進を図ってまいりました。
　この度、平成２５年度からの新たな
プラン作りの大切な基礎資料とさせ
ていただくため、「男女共同参画に関
する町民アンケート調査」を行うこ
ととなりました。
　今回アンケートをお願いするのは、
町内にお住まいの満２０歳以上の方の
中から、無作為抽出という統計的な
方法で選ばせていただいた男女
１，５００人の方々です。
　ご回答いただいた内容は、すべて
統計的に処理し、調査の目的以外に
は使用しませんので、個人の情報が
漏れたり、ご迷惑をおかけすること
はありません。
　お手元に調査票が届いた方は、調
査にご協力いただきますようお願い
申し上げます。
調査方法：郵送にて配布・回収
配布予定：７月上旬
　 　役場　総務課　　
　 　４３－１１１０ 

平成２４年度関ケ原町健康講演会
『知って予防しよう！

慢性腎疾患（ＣＫＤ）』

問 

問 

男女共同参画プラン（第二次）策定
のためのアンケート調査のお願い

問 

３
 
● 固定資産税

～現況調査にご協力を！～
　関ケ原町では、毎年この時期に土
地・家屋にかかる固定資産の現況調
査を町内全域で実施しています。
　この調査では、建物の新築・増築
や取り壊し等の有無、土地の現況地
目変更の確認を行います。場合に
よっては、調査員（担当職員）が敷
地内に立ち入らせていただいたり、
お話をお伺いしたりしますので、ご
協力をお願いします。
　なお、敷地の奥で家屋を取り壊さ
れた場合などは、現況調査で把握し
きれず翌年度も課税されてしまう場
合がありますので、なるべく税務課
備え付けの「家屋滅失届」を窓口ま
でご提出ください。

●町税等の期限内納付をお忘れなく！
　町税等の納付で、お忘れになって
いるものはありませんか？
　納期限内に納付されず滞納となる
場合、督促状が発送されます。この
場合、本来の税額とは別に督促手数
料や延滞金※を納付していただくこ
とになってしまいます。
　特に延滞金は、納付が遅れるほど
負担する額が大きくなります。期限
までの納付にご協力ください。
　納期限までに納付できない事情等
がある場合は、事前に税務課までご
相談ください。

※延滞金
　税額に年１４．６％（納期限の翌日
から１月を経過するまでの期間は
年７．３％。ただし、前年の１１月末現
在の基準割引率（従来の「公定歩
合」）に年４％加算した割合が年
７．３％に満たない場合には、当該基
準割引率に年４％を加算した割合
とする。）の割合で納期限の翌日か
ら納付の日までの日数に応じ計算
した延滞金額を加算して納付しな
ければなりません。

　 　役場　税務課
　 　４３－３０５１ 

税務課からのお知らせ

問 

 
　岐阜県では、東海環状自動車道、
リニア中央新幹線などの大規模プロ
ジェクトや本格的な人口減少社会・
少子高齢社会の到来など、本県を取
り巻く環境や課題が大きく変化する
中でのまちづくり戦略をテーマとし
た「ひだ・みの　まちづくりシンポ
ジウム」を開催します。参加をご希
望される方は岐阜県都市政策課まで
お問い合わせください。
　（なお、このシンポジウムは「ぎふ
清流国体・ぎふ清流大会応援事業」
として開催するものです。）
【日　時】８月２日（木）
　　　　　午後１時３０分

～午後４時３０分
【場　所】じゅうろくプラザ２Ｆホール

　岐阜市橋本町１丁目１０番地１１
【内　容】　
　基調講演
　　竹内　伝史　岐阜大学名誉教授
　　テーマ　リニア中央新幹線と

県土づくり
　パネルディスカッション
　　テーマ　「ひだ・みの」のまちづくり

～国体開催を契機に考える～
　主催者　岐阜県、
　　　　　岐阜県都市計画協会
　参加費　無料
　定　員　５００名
　 　岐阜県都市建築部都市政策課
　　　地域計画担当
　 　０５８－２７２－８６４８

 
　ＦＣ岐阜の試合において、関ケ原
町のホームタウンＤＡＹを開催する
ことが決定！この日は、関ケ原にち
なんだ催し物が多数！
　ＦＣ岐阜と一緒にホームゲームを
盛り上げましょう！
日　時　８月１９日（日）
　　　　午後７時キックオフ
試　合　ＦＣ岐阜ｖｓファジアーノ岡山
場　所　会場は８月上旬に決定
　 　（株）岐阜フットボールクラブ
　 　０５８－２３１－６８１１
　 　役場　地域振興課
　 　４３－１１１２

「ひだ・みの　まちづくり
シンポジウム」について

問 

ＦＣ岐阜
ホームタウンＤＡＹ開催！

問 

問 
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　西南濃粗大廃棄物処理組合では、
中途採用の技能労務職員を募集しま
す。
採用予定人員　１名
受験資格　昭和５５年４月２日以降に

生まれた高校卒業以上の
学歴を有する方で、中型
自動車免許（８トン限定
可、ＡＴ限定不可）を有
する方

　　　　　※平成２４年９月末日まで
に当該免許を取得する
見込みの方を含む

採用試験予定日　８月１２日（日）
採用予定日　１０月１日（月）
申込受付期間　７月９日（月）

～７月２０日（金）
　 　西南濃粗大廃棄物処理組合
　 　３７－２１０３ 

西南濃粗大廃棄物処理組合
職員の募集

問 

 
　病気のことで不安なことはありま
せんか。
　下記の内容で専門医による個人面
談での相談ができます。予約は要り
ませんので、どなたでもお気軽にお
出かけください。
　プライバシーはしっかり守ります。
相談は無料です。
　待ち時間の間に、同じ病気の仲間
や患者会と交流ができます。
開催日　７月２９日（日）
　　　　午後１時～午後４時
　　　　（受付は午前１２時３０分～

午後３時まで）
場　所　大垣市情報工房２階
相談内容　
・神経内科（進行性核上性麻痺、
　パーキンソン病、ＡＬＳ、多発性
硬化症など）
　　　三輪　茂　先生
　　　　（大垣市民病院　神経内科）
　　　渡辺幸夫　先生

（大井内科クリニック）
・膠原病（ＳＬＥ、強皮症、多発性
筋炎、皮膚筋炎、ベーチェット病
など）
　　　森田浩之　先生
　　　　（岐阜大学医学部附属病院

総合内科）
・整形外科（後縦靭帯骨化症、脊柱
管狭窄症など）
　　　細江英夫　先生
　　　　（岐阜県総合医療センター

整形外科）
・炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、ク
ローン病、腸管型ベーチェット病
など）
　　　大島健次郎　先生
　　　　（おおしま大腸クリニック）
・福祉相談
　　　堀田久美馨　ソーシャルワーカー
　　　　（西美濃厚生病院

地域医療連携相談室）
　 　岐阜県難病団体連絡協議会
　 　０５８－２５２－３５６７

難病医療福祉相談会を開催します
（県委託事業）

問 

平成24年 5月分 

比  較
23年5月の
排出量

２4年5月の
排出量

品  目

11.75％増81.39ｔ90.96ｔ燃やせるごみ

1.70％増9.95ｔ10.12ｔプラスチック類

38.97％増8.80ｔ12.23ｔ燃やせないごみ
＊生ごみの７０～８０％は水分です。できるだけ水分をきってから排
出するか、コンポストなどでたい肥化するようにしましょう。

日　時　７月１７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⑪ 
　　　　今須の歴史（伝承） 
　古代からの集落の変化や旧家
の姿などを資料にて学ぶことが
できます。埋もれていたものが
多く発見され、興味深い内容で
す。 
　どなたでも来場できますので、
ぜひお越し下さい。 
－ 現地研修 ― 
　７月５日（木）日野城めぐり 

ほか 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　５月分　　４，５１２人
夏休み期間中（７月２１日（土）～８月
３１日（金））は毎日開館しています。

３日　個人３名様（愛知）【池側誠】
４日　個人１名様（福岡）【伊藤】
５日　個人５名様（埼玉）【田辺】
　　　個人２名様（東京）【吉澤】
７日　萬福寺総本山参拝団
６１名様（埼玉）【池側恵・岩田】

８日　個人４名様（大阪）【吉田】
１１日　個人１名様（東京）【細見】
１３日　北国メディアセンター

６名様（石川）【伊藤】
　　　奥の細道ゆっくり旅

２名様（千葉）【井野】
１６日　個人８名様（静岡）【山根】
１７日　個人１名様（茨城）【細見】
１９日　日管（株）開発一課

２６名様（静岡）【吉田】
２１・２２日　テレビマンユニオン

４名様（東京）【池側誠】
２３日　近世文書を読む会

１０名様（滋賀）【高木敏】
　　　エス・フィールド

５名様（東京）【三輪康】
２４日　近江ひまわり会

１０名様（滋賀）【細見】
２６日　瀬尾高圧工業（株）

２０名様（大阪）【高木敏】
２８日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　２２名様（東京）【高木敏】

２９日　個人２名様（岩手）【三輪敏】
２９・３０日　個人１名様（福岡）【吉澤】
３１日　武庫川女子大学附属中学校

６５名様（兵庫）
【池側誠・恵・三輪康】

史跡ガイド事務局（歴民内）

せきがはら史跡ガイド

５月ガイド実績　２１件
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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 

平成24年6月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 9 人）　 

（－ 1 人） 

（－ 8 人） 

（－ 5 世帯） 

8，093人 

3，956人 

4，137人 

2，839世帯 

平成24年 5 月16日から 
平成24年 6 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 

玉東部 

大　高 

西町一 

公門二 

松　尾 

玉西部 

小林　�一 

柏　しづ子 

　木　すみ江 

川村　王弘 

田中　しずゑ 

谷　き　江 

８４歳 

８５歳 

９０歳 

８５歳 

８５歳 

８６歳 

おめでとうございます 

末ながくお幸せに 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

昭 
美幸 島津　碧透 

あおと 

公門六 

住　所 氏　名 

三宅　智 
 
森岡　あい 

東町一 
 
岐阜市 

開場期間　７月１日（日）・７日（土）・８日（日） 
　　　　　　・１４日（土）・１５日（日）・１６日（祝・月） 
　　　　　７月２１日（土）～８月３１日（金） 
開場時間　午前１０時～午後５時 
入　場　料　小学生及び中学生　５０円 
　　　　　幼　児　　　　　　無　料 
　　　　　その他の方　　　　２１０円 
注意事項 
　　●幼児及び小学生３年生以下の児童は付き添いが必要です。（付き添いは、児童２名につき

１名程度でお願いします。ただし、付き添いのための入場には、入場料１００円が必要です。） 
　　●雨天・水温等により、休場することがあります。 

（町民プールオープン前）■　教育委員会　社会教育課　　　■　４３－１２８９ 
（町民プールオープン後）■　町民プールまたは教育委員会　■　４３－０１１１（町民プール） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３－１２８９（教育委員会） 

問 

問 

町民プールに関するお問い合わせはこちら 

町民プール オープン！ 町民プール オープン！ 町民プール オープン！ 
今年は7月1日（日）から！今年は7月1日（日）から！


