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主  な  内  容  

▲第３回関ケ原陣跡制覇ウォーキング

●教えて！町職員の給与・
　　　　　　　　　職員のことＱ＆Ａ  …Ｐ２～３
●町長選挙・
　　町議会議員補欠選挙が行われます！  ……Ｐ４
●“野焼き”は法律で禁止されています！  ……Ｐ５
●関ケ原小学校附属幼稚園園児募集
　　　　　　保育園入園説明会を開催  ………Ｐ７
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年間どれくらい人件費が支払われているの？ Q
６億８，３１２万円です。（平成２３年度普通会計決算より） A
　職員には、町長や町議会議員などの「特別職」の職員と、庁舎や出先機関などで働く
「一般職」（医療職などを含む）がいます。現在これらの職員に支払われている人件費
（給料や報酬）などの総額は、平成２３年度普通会計決算で６億８，３１２万円です。平成２３
年度普通会計決算における人件費の割合は、歳出額に対して１７．６％を占めています。 

他の自治体と比べるとどうなの？ Q
ラスパイレス指数９１．５です。（平成２３年４月１日現在） A

　よく給与水準比較の対象指数として使われるラスパイレス指数を比較しました。 

　職員の初任給や経験年数に応じた学歴別平均給料、また、町長などをはじめとする特
別職給料・報酬等や初任給も一緒にお答えします。 

２０年以上２５年未満 
３５２，９００円 
２９９，４００円 

３０年以上３５年未満 
３９７，１３４円 
３２８，５００円 

１０年以上１５年未満 
２５７，８１３円 

― 

初任給 

１７２，２００円 
１４０，１００円 

大学卒 
高校卒 

一般行政職 

区　　　　分 
経　　験　　年　　数 

職員の初任給、経験年数・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在） 

ラスパイレス指数 
９１．５ 
９６．１ 
９４．５ 

団　体　名 
関ケ原町 

県内市町村平均 
岐阜県 

ラスパイレス指数の状況 

月　　　額 期　　末　　手　　当 
５５０，０００円 
２０５，０００円 
１６８，０００円 
１６０，０００円 

給料 ２３年度支給割合　３．９５月分（１５％の加算措置あり）　 

２３年度支給割合　３．９５月分（１５％の加算措置あり）　 報酬 

区　分 
町　長 
議　長 
副議長 
議　員 

特別職の給料・報酬等の状況（平成２４年４月１日現在） 

※「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与の水準を
１００として比較した指数です。 

職員の手当にはどんなのがあるの？ Q
退職手当・扶養手当などがあります。 A

　職員の主な手当には、「退職手当」、「期末・勤勉手当」、「扶養手当・住居手当・通
勤手当」があります。詳細は各表をご覧下さい。（平成２４年４月１日現在） 

関ケ原町 
２３．５０月分 
３３．５０月分 
４７．５０月分 
５９．２８月分 
３０．５５月分 
４１．３４月分 
５９．２８月分 
５９．２８月分 

国 
２３．５０月分 
３３．５０月分 
４７．５０月分 
５９．２８月分 
３０．５５月分 
４１．３４月分 
５９．２８月分 
５９．２８月分 

区　　分 
勤続２０年  
勤続２５年  
勤続３５年  
最高限度額 
勤続２０年  
勤続２５年  
勤続３５年  
最高限度額 

退職手当 

区　分 

関ケ原町 
国 

平成２３年度支給割合 
期末手当 
２．６０月分 
２．６０月分 

勤勉手当 
１．３５月分 
１．３５月分 

期末・勤勉手当 

自
己
都
合 

勧
奨
・
定
年 

区分 内　　　　　容 
・配偶者 月額１３，０００円 
・配偶者がいない場合の１人目 月額１１，０００円 
・配偶者以外の扶養親族１人につき 月額　６，５００円 
※満１５歳に達する日以後最初の４月１日から満２２歳に達する日 
　以後の最初の３月３１日までの子は１人につき５，０００円を加算 

借家・貸間居住者（上限２７，０００円） 
・月額家賃が２３，０００円以下の場合 
 月額家賃－１２，０００円 
・月額家賃が２３，０００円以上の場合 
 （月額家賃－２３，０００円）×１／２＋１１，０００円 
①自動車等利用者・・・ 
　片道３ｋｍ以上の使用者に対して距離に応じ、 
 月額２，８００円から２４，５００円まで 
②交通機関等利用者・・・ 
 運賃相当額に応じ月額５５，０００円まで 

扶養手当・住居手当・通勤手当 

扶
養
手
当 

住
居
手
当 

通
勤
手
当 
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町の職員ってどれくらいいるの？ 

町職員の給与・職員のこと Q&A町職員の給与・職員のこと Q&A町職員の給与・職員のこと Q&A

Q
２４１人です。 A

　「町民の皆さん一人一人が快適な生活を送ってほしい！」「関ケ原町を好きになっていただけるよう
に手助けをしたい！」それが町で働く職員の願いです。 
　そのためにもあらゆる分野の仕事で実現に向けて働いています。 
　でも町の職員数など内部のことはよく分からない… 
「町の職員数はどれくらい？」「給料はいくらくらい？」 
町民の皆さまのそんな疑問にお応えさせていただきます。 

　町職員は大きく２つの部門（普通会計部門・公営企業等会計部門）に分かれ仕事をし
ています（表①）。また一般行政職の級別職員数は次の通りです（表②）。 
（どちらの表も平成２４年４月１日現在） 

具体的な金額はどうなの？ Q
３２７，３０２円です。（平成２４年４月１日現在の平均給与月額より） A

職員数 
２人 
１８人 
８人 
２５人 
９人 
９人 
２人 
５人 
７８人 
１８人 
９６人 
１２９人 
３人 
４人 
９人 

１４５人 
２４１人 

部　　　　　　　　門 

合　　　　　　　　計 

議　　会 
総　　務 
税　　務 
民　　生 
衛　　生 
農林水産 
商　　工 
土　　木 
   計　 

教　育　部　門 
小　　　　計 
病　　　　院 
水　　　　道 
下　水　道 
そ　の　他 
小　　　　計 

一
般
行
政
部
門 

普 通 会 計 部 門  

公営企業等会計部門 

※平成１９年４月１日現在の職員数２８１人　※教育長を含む 

部門別職員数の状況（表①） 

区　　分 
関ケ原町 

平均年齢 
４２．８歳 

平均給料月額 
３０５，９１１円 

平均給与月額 
３２７，３０２円 

一般行政職 

平均年齢・平均給料月額・平均給与額の状況 

構成比 職員数 区　分 標準的な職務内容 

７％ 

４％ 

４％ 

１７％ 

４０％ 

２０％ 

８％ 

１００％ 

５人 

３人 

３人 

１２人 

２８人 

１４人 

６人 

７１人 

７級 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 

監理官・参事 

課長 

主幹 

課長補佐 

係長 

主任 

主事 

合　　　　　計 

一般行政職の級別職員数の状況（表②） 

※「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在
における職種ごとの職員の基本給の平均です。 
※「平均給与月額」とは、給料月額とすべての手
当を合計したものです。 
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　任期満了に伴う町長選挙、及び欠員に伴う町議会議員補欠選挙を下記の日程で行います。
　この選挙は、有権者一人ひとりの声を町政に反映させる大切な選挙です。
大切な権利を無駄にしないよう、ぜひ投票にお出かけ下さい！
◆告　示　日　１１月２０日（火）
◆投　票　日　１１月２５日（日）　午前７時～午後８時
◆期日前・不在者投票　１１月２１日（水）～２４日（土）　午前８時３０分～午後８時
◆立候補予定者説明会　１１月９日（金）　午前１０時～　関ケ原町役場・大会議室
◆立候補受付　１１月２０日（火）　午前８時３０分～午後５時　関ケ原町役場・大会議室

　裁判員制度は、平成２１年５月２１日から施行され、平成２３年には、８，８１５人の方が裁判員として裁判に参
加されています（同期間に判決が言い渡された裁判員裁判は合計１，４４２件です。）。
　国民の皆さまの積極的な参加により、裁判員制度は円滑に実施されています。裁判員制度は、国民の
皆さまのご協力なしには成り立たない制度ですので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
☆裁判員候補者名簿ができるまで
　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、
全国の地方裁判所で作成されます。
　平成２５年分の名簿に登録される人数は、全国で２５万９，２００人です（有権者全体に占める割合は、約４０２
人に１人）。
☆裁判員候補者名簿記載通知について
　平成２５年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年１１
月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記載通知）をお
送りします。この通知は、来年２月ころから平成２６年２月こ
ろまでの間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可
能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをし
ていただくためのものです。この段階では、まだ具体的な事
件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐ
に裁判所にお越しいただく必要はありません。
　また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この
調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握し、調査票のご回答の内容により、１年を通じて明ら
かに辞退が認められる場合等には裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の方々
の負担を軽減するためにお送りするものですので、お尋ねする項目に当てはまらない方は、返送してい
ただく必要はありません。
　辞退の申し出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。
　この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする
質問票で辞退を申し出ていただくことも、又は裁判の当日（選任手続時）に辞退を申し出ていただくこ
とも可能です。
　裁判員制度にご理解・ご協力をお願いします。
　裁判員制度ウェブサイトでは、裁判員制度の実施状況のほか、各地方裁判所の裁判員裁判の情報、裁
判員制度に関するＱ＆Ａなど、様々な情報をお伝えしていますので、ぜひご利用ください。
　裁判員制度ウェブサイト　　 　http://www.saibanin.courts.go.jp/
　　※名簿記載通知や調査票、辞退を申し出ることができる事由などに関する情報はこちらへどうぞ
　裁判所ウェブサイト　　　　 　http://www.courts.go.jp/
　　※各地の裁判所のウェブサイトへは、こちらのウェブサイトよりどうぞ

 　岐阜地方裁判所事務局　総務課　庶務係　　 　０５８－２６２－５１２２（ダイヤルイン）問 

＜名簿記載通知の発送用封筒＞（イメージ）
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 　役場　水道環境課　　 　４３－３０５３問 

　野外焼却の禁止規定は、これまでの行政処分では適切な取締りが困難だった悪質な産業廃棄物処
理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対し、それらを罰則の対象とすることで取締りの実効を
上げるためのもので、罰則の対象として馴染まないものについて、例外を設けています。
　しかし、野外焼却の例外とされているこれらのことも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれ
ば、近隣の生活環境に支障をきたし「近所で草木を燃やしていて煙たい」「窓があけられない」「洗
濯物に臭いがついて困る」「体調の悪い人がいるので困る」などの苦情の原因となります。
　特に田畑等でやむを得ず焼却をする場合は、「①煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量
にとどめる（苦情がでない量にとどめる）」「②風向きや強さ、時間帯を考慮する」「③ご近所の理
解を得て迷惑にならないようにする」など配慮が必要になります。当然、これらの配慮は、国や地
方公共団体が施設管理のために行う焼却についても同様です。
　みんなで協力して快適な生活環境の維持に努めましょう。

※ビニール、プラスチック類の焼却は上記に関係無く焼却は禁止されています！
　家庭内や事業所内から出るゴミは、絶対に燃やさないでください！　　

　廃棄物を焼却するときは、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法
により焼却する必要があります。
　しかし、下記のように一部例外を設けています。

【廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却】

　公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるも
のとして政令で定めたもの

【焼却禁止の例外とは】

落ち葉たき・暖を 
とるためのたき火・ 
キャンプファイヤー 

たき火その他日常生活
を営むうえで通常行わ
れる軽微なもの。（集
落周辺の環境に配慮し
て下さい。） 

農業耕作上必要とみな
されるもの。（集落周
辺の環境に配慮して下
さい。） 

あぜの草焼き 
　田での籾殻焼き等 

個人の家などの廃材の
焼却は禁止 

 
　　枯材等の焼却 

事業所で発生したごみ
は禁止。産業廃棄物と
して排出して下さい。 

 
　事業系の焼却物 

一般ごみとして排出し
て下さい。 

家庭ごみの田、 
　　　　畑での焼却 

国又は地方公共団体が
管理している施設で管
理上必要な場合。 

 
　河川堤防の草焼き 

正月などの風俗習慣等
の行事。 

 
　　　かがり火 

“野焼き”は法律で禁止されています！ “野焼き”は法律で禁止されています！ “野焼き”は法律で禁止されています！ “野焼き”は法律で禁止されています！ 
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  利用に関して…  
○自転車は適正に管理してください。（修理・盗難などの場合は、利用者負担となります。）
○お子さんにヘルメットを着用させてください。
○道路交通法その他関係法令を守ってください。
○自転車の返却、利用期間の更新時に、自転車の点検整備を行う事業所で利用者負担による点検整備を
受けていただきます。

　平成２２年４月から、役場住民課で貸出受付をしています。小さな子どもさんと町中を移動するには最
適です。ぜひ一度利用してみてください。

対 象 者　関ケ原町に住民票のある方
　　　　　満１歳から満６歳未満のお子さんを

２人以上養育している方で、満１６歳
以上の方

利用期間　３ヶ月　※更新も可
貸出台数　電動アシスト付自転車　５台
申込方法　申請書に記入し、役場　住民課へ提

出してください。

 　役場　住民課　　 　４３－１１１３問 
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　来年度保育園に初めて入園を希望される方への説明会を下記日程で行います。継続して入園を希望さ
れる方は、入所申込書に必要事項を記入していただき入園受付期間に提出してください。入所申込書は
役場又は各保育園にてお受け取りください。

※今年度は各保育園での説明会は行いません。
　ご都合が悪い場合は、お問い合わせください。

 保育事業 
★通常保育時間　　午前８時３０分～午後４時３０分
★土　曜　保　育　　午前８時３０分～午前１２時（第１、３、５土曜日　各園）
 特別保育事業 
★長時間保育　　午前７時～午後６時３０分　（西保育園）申込が必要です。
★乳　児　保　育　　生後６ヶ月以上のお子さんを保育します（各保育園）
★障がい児保育　　各保育園で保育します
（※発達指導を希望される方は、東保育園内『すぎの子園』をご利用くださ
い。使用料月額２，０００円）
 保育園に入園できる基準 
　原則家庭内で保育ができないお子さんが対象になります。それ以外のご家庭のお子さんは、定員に余
裕がある場合に限って私的契約にて入園できます。詳細についてはお問い合わせください。

 　役場　住民課　福祉係　 　４３－１１１３問 

受付場所入園受付期間時　　　間入園説明会場　　　所

役場　住民課
平成２５年１月７日（月）～

１月３１日（木）
午後３時～１１月１６日（金）

中央公民館
２階　和室

１１月１６日（金） 
中央公民館 

平成２５年１月中 
役場住民課 

継続入園の場合は 
各保育園 

平成２５年 
２月下旬 平成２５年３月中旬 

平成２５年 
４月 

 

　平成２５年度　関ケ原小学校附属幼稚園の園児を募集します。
入園を希望される方は、所定の用紙にて申し込みの手続きを行ってください。

入 園 資 格　関ケ原町内に居住する５歳児
　　　　　　（平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれ）
保　育　料　５，０００円（月額）
願書受付日　１２月３日（月）
受 付 場 所　関ケ原小学校附属幼稚園
受 付 時 間　午前７時３０分～午後４時００分

　◆所定の用紙は各保育園・幼稚園にあります。
　◆詳しくは幼稚園にお尋ね下さい。　　 　関ケ原小学校附属幼稚園　　 　４３－１８８４問 
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**********************************************
　８月１１日（土）、滋賀県の山東グランドにおいて、
第７回伊吹山麓野球大会が開催されました。
　今年は４チームの参加があり、トーナメント方式
で試合が行われました。
　優勝した関ケ原野球スポーツ少年団は、初戦を８
対０で勝利し、続く決勝戦は雨が降る中での試合と
なりましたが１２対３で勝利し、昨年に続き見事優勝
を手にすることができました。
　たくさんのご声援、ありがとうございました。

関ケ原野球スポーツ少年団
第７回伊吹山麓野球大会　優勝！

　９月２０日（木）、桃配運動公園の野球場や多目的
グラウンドにおいて、西南濃老人クラブ連合会軽ス
ポーツ大会が開催され、ゲートボールやペタンク、
グラウンドゴルフ、クロッケーゴルフの競技が行わ
れました。
　町内から参加したチームの入賞者は、下記のとお
りです。
グラウンドゴルフの部　優　勝　関ケ原Ａチーム
　　　　　　　　　　　第３位　関ケ原Ｂチーム
クロッケーゴルフの部　第３位　関　ケ　原チーム
ペタンクの部　　　　　第４位　玉　寿　会チーム
　　　　　　　　　　　第５位　西　寿　会チーム
　尚、このチームは、１０月３０日（火）開催の西濃地
区老人クラブ軽スポーツ大会へ出場されます。

西南濃老人クラブ連合会軽スポーツ大会
桃配運動公園で開催！

**********************************************
　１０月６日（土）、第２１回関ケ原まつり合戦相撲大
会が開催されました。幼稚園、保育園から小学校６
年生まで８４名の参加で、学年ごとにトーナメント方
式で行われました。なかには、自分より体の大きな
相手に正面からぶつかっていく勇気のある子もあり、
場内は応援で盛り上がり熱気につつまれていました。

大会優勝者　一覧
� ����������������

幼　児　の　部　　田代　類子
小学１年生の部　　村上　和也
小学２年生の部　　石川　颯人
小学３年生の部　　二木　大輝
小学４年生の部　　西脇　昴暉
小学５年生の部　　徳永　瑛介
小学６年生の部　　西村　悠馬

はっけよい！のこった！
関ケ原まつり合戦相撲大会

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

**********************************************
　９月３０日（日）、関ケ原町民体育館において、ぎ
ふ清流国体のデモスポ競技「タスポニー」の大会が
行われました。タスポニーとは、直径１７cmのスポン
ジボールを素手でテニスのように打ち合う競技で、
参加者たちはダブルスで戦い、爽やかな汗を流して
いました。

ぎふ清流国体デモスポ  タスポニー大会開催！

▲優勝した関ケ原野球スポーツ少年団の皆さん
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**********************************************
　９月２３日（日）、関ケ原陣跡制覇ウォーキングを
開催しました。あいにくの雨となった今年でしたが、
それでも７００人以上の参加がありました。参加者は、
戦国時代の歴史にふれながら、各陣跡でスタンプや
千社札シールを集めてゴールの笹尾山を目指しまし
た。
　午後からは晴れ間も見え、関ケ原鉄砲隊の演武や
ゆるキャラショーが開催され、戦国ファンにはたま
らないイベントとなりました。
　また、山中地区においては「中山道・常盤まつり」
が行われ、大いに賑わいました。

戦国ロマンを感じながら…
第３回関ケ原陣跡制覇ウォーキングを開催！

　９月１１日（火）から１７日（祝・月）までの１週間、
町内の事業所や各自治会を対象に地震体験車の体験
を開催しました。
　過去に大きな被害をもたらした地震（濃尾、関東、
阪神淡路、新潟中越）の揺れや近い将来に起こると
言われる地震（東海、東南海、東海・東南海・南海
地震の連動）など、子供からお年寄りまでの約８５０
人が体験されました。体験したことのない揺れに驚
いている人や、地震の怖さを改めて知った人、それ
以外にもたくさんの感想をいただきました。

地震体験車で大きな地震を体験
**********************************************

　９月２１日（金）、国道２１号線関ケ原バイパス野上
チェーンベースにおいて交通安全啓発活動を行いま
した。
　当日は、ぎふ清流国体のマスコットキャラクター
「ミナモ」、関ケ原町のゆるキャラ「武者丸くん」、
県警の「らぴぃ」、県交通安全協会の「こあんちゃ
ん」の４キャラクターも参加し、ドライバーの皆さ
んに交通安全を呼びかけました。
　《夕暮れ時の時間が早くなり、交通事故が多発しや
すい時期となります。ドライバーのみなさんは早め
にライトの点灯、歩行者のみなさんは明るい服装や
反射材を着用し、交通事故防止に努めてください！》

キャラクター交通隊が啓発活動！
～秋の全国交通安全運動～

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

**********************************************
　子どもの交通安全のために、西美濃農業協同組合
様より交通安全標識「飛び出しくん」１８台を町教育
委員会に寄贈いただきました。
　子どもの飛び出しによる事故を未然に防ぐために、
見通しの悪い交差点等に設置し、運転手に注意を呼
び掛けるものです。
　標識を見かけられた場所は、特に安全運転に心が
けてください。

西美濃農業協同組合様より
交通安全標識「飛び出しくん」を受贈

▲同時開催された「中山道・常盤まつり」
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**********************************************
　去る１０月３日（水）、関ケ原グラウンドゴルフ場
において定例大会第４回大会が開催されました。
　当日は秋晴れの中、４００人を超える選手の方々が優
勝を目指して競い合いました。
　大会の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　　岩津　邦男
準優勝　岐　阜　市　　村田　　保
３　位　関ケ原町　　岡島　定江
４　位　関ケ原町　　清水　豊二
５　位　関ケ原町　　寺島　慎一

関ケ原グラウンド・ゴルフ場
定例大会第４回大会を開催！

**********************************************
　１０月２日（火）、役場西のゲートボール・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６４回町老人ゲートボール大会
第１２回町ペタンク大会　を開催！

▲ゲートボール
　大会の様子

ゲートボールの部　
優勝　陣場野チーム
準優勝　西町チーム
三位　公門チーム

ペタンクの部　
優勝　西寿会チーム　
準優勝　玉寿会Ｂチーム
三位　稲成会Ａチーム

―富貴子さんが倒れたのは１５年前…
　２人暮らしのご夫婦である川崎夫妻。今から１５年前、
富貴子さんが突然旅先の温泉旅館で脳梗塞に倒れられ、
病院へ搬送されました。連絡を受けた正さんは、自宅
から慌てて富貴子さんが運ばれた病院へ。終電間近の
電車を乗り継ぎ、病院に着いたのは夜中の２時半。正
さんが病室に駆けつけた際、富貴子さんがうわ言の様
に「お父さん、見放さんといてね。」と…。
　ここから川崎さん夫婦の生活が一変しました。
―脳梗塞で倒れた富貴子さんは左半身麻痺に
旅先の病院で１ヶ月、その後関ケ原病院で６ヶ月の入
院生活を余儀なくされた富貴子さん。正さんの献身的
な介護とリハビリのおかげで車椅子に乗れるまでに。

そして、左足に舗装具をつけて、杖をつきながらも、
家の庭先で１０ｍほど散歩できるまでに。
　富貴子さん「お父さん（正さん）のおかげ。」
―１５年間、家事は全て正さん１人で…
　富貴子さんの体が不自由になってから、正さんは３
食の食事の準備、洗濯、掃除などの家事に加え入浴も
一緒に入るように。富貴子さんの施設入所も可能だっ
たが、正さんは「一緒に（夫婦に）なったのだから。」
と在宅での介護を選択。
―今後の生活について
　富貴子さん「（正さんは）介護で疲れてはる。」
　正さん「自分が倒れたら…と思うと。予防のため週
２回からだのリハビリに通っています。１５年と一口で
言うが、これは長い。一人にしておけないから、好き
な旅行もやめた。もう済んでしまったことだけど。こ
んなことをいつまでもしなくてはならないのかと悩む
時も（ある）。」
　正さんは、心配と不安は常にあるものの、「これも運
命」と割り切って介護生活を送っています。
　正さん「自分が倒れたら、２人で施設に。それは
（今から）考えている。」
―在宅介護の過酷さを痛感しました。
　自らの趣味をなげうって献身的な介護をする正しさ
んの姿と、常にご主人である正さんを感謝している富
貴子さんの姿はほほえましく感じました。
富貴子さん「お父さんが大事にしてくれるで…ここま

でいられます。」

ペタンク大会
　　　の様子▼

▲川崎正さん（７８歳）・富貴子さん（７８歳）ご夫婦

今須下明谷　川崎　正さん 
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みんなに支えられて安全で安心な学校
　関ケ原小学校では、安全で安心な学校となるよ
う多くの方々に支えられています。
　毎日の登下校は、安全サポーターさんに見守っ
ていただくことで不審者や交通事故に巻き込まれ
ることもなく安全に行うことができます。
　玉地区と野上地区、山中・緑ヶ丘（１・２年）
（１１月から３月までは、御祭田・笹尾・池寺・小
関・大高）は町バスで登下校しています。安全サ
ポーターさんからは、毎日通る子ども達のその日
の気分までキャッチしていただけ、｢目をみてあ
いさつしようね。｣「いいあいさつだね。」と子ど
も達に一言かけてもらうこともあります。また、
子ども達のよい姿をはがきで学校へ知らせていた
だくこともあり、本当によく子ども達を見ていて
くださいます。
　年中見守っていただける安全サポーターさんへ
の感謝をこめて、今年も１１月２６日（月）午後１時
２０分より「安全サポーターさんに感謝する会」を
計画しています。その後、ＰＴＡ家庭教育学級主
催で音楽鑑賞会を行います。ぜひ、多数ご参加く
ださい。
　また、その日は地震による緊急下校を想定し、

緊急時の引き渡し訓練を兼ねた親子下校も計画し
ています。

　さて、子ども達は休み時間になると、運動場に
とびだして元気に遊び、広い運動場も狭く感じま
す。遊具の中で今ブームなのがブランコです。古
く危険な遊具を撤去し、鉄棒に続いて今年７月に
新設したものです。
　地域の方々の支えをはじめ、地震に強くセキュ
リティ機能の高い新しい校舎や安全な遊具を揃え
てもらって、関ケ原小学校の子ども達は、のびの
びと安心して学校生活がおくれています。
　学校では、これに安心することなく、自分で考
え判断できる危機管理能力を子ども達に身に付け
させていきたいと考え、取り組んでいます。

関ケ原小学校 

〈９月の避難訓練後に、地震体験車に乗りました。〉

　関ケ原野球スポーツ少年団です。
　今年度より、今須と関ケ原の野球少年団が１つ
になり、現在は３６名で活動しています。今年度は、
　４月の全日本学童不破郡大会優勝、５月の県ス
ポーツ少年団　岐阜県
大会準優勝、８月の伊
吹山麓大会優勝と、輝
かしい成績を収める事
が出来ました！
　“心をひとつに”苦し
い時は助け合い、仲間
を信じて最後まで諦め
ずに頑張った結果だと
思っています。
　野球以外にも、キャ
ンプやお楽しみ会など
の行事もあります。野
球が大好きな子、やっ

てみたいなぁと思っている子は是非見学に来てみ
てください。一緒に野球をやりましょう！
　土曜日は桃配運動公園野球場、日曜日は杉っ子
広場で練習や試合をしています。また、４年生以
上は木曜日に今須小体育館で夜間練習も行ってい
ます。
　いつでも見学に来てください。待ってます！！



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　１１月９日（金）から１５日（木）までの１週間、秋の全国火災予防運動が実施されます。秋から冬に
かけて、家庭や職場でストーブ等の暖房器具など火を使用する機会が多くなり、また、空気が乾燥し、
ちょっとした不注意から火災が発生しやすくなります。火の取扱いには十分注意し、火の用心を心掛け
ましょう。 

　防火意識の高揚、地域ぐるみの防災体制の確立のため、１１月９日は『１１９番の日』
としています。いざという時に落ち着いて通報できるよう、この機会に正しい１１９番
のかけ方をご確認ください。  
　例えば「救急車、早く来て！」と住所も言わず、状況を一方的に話されると、出動指令が遅れてし
まいます。出動に必要なことからお聞きしますので、落ち着いてお答えください。  
　最初に何が起きたのかと住所をお聞しきます。住所が分からなければ、近くの目標物をお答えくだ
さい。災害の発生場所が分かった時点で出動指令を行ないます。その後も詳しい状況をお聞きします
が、慌てず落ち着いてお話ください。  
　また、一般加入電話にて西消防署に通報するのではなく、局番無しの１１９番にて通報してください。
１１９番で通報していただくと消防本部指令室につながり指令システムにて情報をいち早く得ることが
でき出動することができます。消火活動や救急救助活動は、１分１秒を争う時間との勝負です。皆さ

んの正しい、１１９番通報
は迅速・的確な消防活動
につながります！ 

・寝たばこは、絶対にやめましょう。 
・ストーブは、燃えやすいものから 
　離れた位置で使用 
　しましょう。 
・ガスコンロから 
　離れるときは、 
　必ず火を消し 
　ましょう。 

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用 
　火災警報器を設置しましょう。 
・寝具や衣類からの火災を防ぐた 
　め、防炎製品を使用しましょう。 
・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置しま 
　しょう。 
・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣同士で協力 
　し合いましょう。 
 

　防火知識の高揚、火災予防思想の啓蒙を図るた
め、各小学校の４年生の皆さんに防火ポスターを
作成してもらいました。その中から、７名が入選
しました。おめでとうございます。 
　また、作成してもらったポスターは１１月６日（火）
～１１月１３日（火）までふれあいセンターにて展示
します。入選者は以下のとおりです。（敬称略） 
◆関ケ原小学校　木庭　匠海　　澤頭　颯汰 
　　　　　　　　相撲　汐音　　大賀　一輝 
　　　　　　　　島津　菜月　　丹羽　遥渚 
◆今須小学校　　高田　美空 
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●消防署　平成24年 9 月分

出動件数
累計今月

235交 通

293一般負傷

15015急病人

570その他

25923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

20建 物

00車 両

00林 野

10その他

30計
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問 

　咳をしたり重い物を持ちあげたりという日常のふとした拍子に尿がもれてしまう「尿失禁」。 
多くの女性が経験しています。 
　「はずかしいから」と外出をひかえたり、人と会うのをためらったりでは、知らず知らずのう
ちに運動不足になり、全身の機能の衰えにもつながります。 
 
　毎日少しずつの筋力トレーニングと生活習慣を 
身につけ、生き生きとした毎日を過ごしましょう。 

尿失禁予防・改善（骨盤底筋トレーニング）の一例 

　椅子に座り、片足の膝を伸ばして 

３～５秒程持ち上げる。 

　(片方ずつ５～１０回)

　椅子に座り、両膝の間にボールやクッション 

などをはさんで落ちないように 

３～５秒程力を入れる。 

　　　　　（５～１０回） 

 

おしっこやおならを 
がまんするときのよう 
な気持ちで…。 

① 排尿はある程度までがまん。（膀胱にきちんと尿がたまってから。） 

② 水分は十分に。（しっかりとって老廃物を出そう。） 

③ 規則正しい排便習慣を。（体のリズムを整える。） 

④ 毎日の入浴で体を温め、清潔に。 

⑤ 適正体重を保とう。（肥満は尿失禁をおこしやすい。） 
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　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

　ＳＩＤＳ（Sudden Infant Death Syndrome）＝乳幼児突然死症候群
とはそれまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく睡眠中に突然
死亡する病気です。原因は、まだわかっていません。日本では、およそ
６，０００～７，０００人に１人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっていると推定さ
れています。生後２ヶ月～６ヶ月に多く、まれに１歳以上でも発症する
ことがあります。

　原因が解明されていないＳＩＤＳですが、
つぎの３つを守ることで、発症の可能性を小さくできることが

これまでの研究で明らかになっています。

　両親が喫煙する場合、両親が喫煙しない場合よりSIDSの発症率が高くなるとうデーターがあ
ります。妊婦自身が喫煙することはもちろん、妊婦や乳児のそばでの喫煙も避けるよう、身近
な人の協力が必要です。

たばこはやめる2

　母乳で育てられている乳児は、人工乳の乳児と比べてＳＩＤＳの発症率が低いといわれてい
ます。人工乳がＳＩＤＳを引き起こすわけではありませんが、できるだけ母乳で育てるように
しましょう。

できるだけ母乳で育てる3

　うつぶせ寝が、あおむけ寝に比べてＳＩＤＳの発症率が高いという研究結果がでています。
医学上の理由で必要なとき以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせるようにしましょ
う。また、赤ちゃんをなるべく一人にしないことや、寝かせ方に対する配慮をすることは、窒
息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことになります。

うつぶせ寝は避ける1

ＳIDSから赤ちゃんを守るための 
3つのポイント 

ＳIDSから赤ちゃんを守るための 
3つのポイント 

ＳIDSから赤ちゃんを守るための 
3つのポイント 

SIDS対策 
強化月間 
SIDS対策 
強化月間 

乳幼児突然死症候群 
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１１ １１ １１ １１ 
備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

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

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時３０分～午前１１時００分

８日（木）

プレママさん・お子さん何でも相談
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１５分ポ リ オ 予 防 接 種
午後２時１５分～午後２時３０分四種混合予防接種

母子健康手帳、歯ブラシ、
コップ、タオル平成２２年９月・１０月生まれ午前１０時００分～午前１１時３０分１２日（月）２ 歳 児 歯 科 相 談

母子健康手帳、
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

１５日（木）
離乳食教室＆交流会

母子健康手帳、問診票
平成２４年６月・７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１２月・平成２４年１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、手作り手帳

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３０分１９日（月）キ ッ ズ ビ ク ス

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）、
運動靴（上履き用も）、
バスタオル、帽子

申込者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時３０分～午前１１時００分
２日（金）
９日（金）
１６日（金）

フライデーウォーキング

成
人
関
係

１，０００円、
運動のできる服装、
飲み物、靴

午前９時３０分～午前１１時００分

６日（火）
１３日（火）
２０日（火）
２７日（火）

てんとうむしクラブ

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

申込者

午後１時００分～午後３時１５分２日（金）
１６日（金）気功＆ヨーガ教室

午前９時１５分～午前１２時００分７日（水）
２８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
午前９時１５分～午前１２時００分

１４日（水）
シルバービクス教室

午後１時００分～午後３時４５分本気で３kgスリム教室

音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分２２日（木）右 脳 活 性 化 教 室

　１０月３日（水）、やすらぎ健康増進センターにて、
妊婦さんと子育て中のお母さんを対象に育児不安
の解消や仲間づくりを目的に交流会を行いました。
　交流会では、ハムロールパンとチョコチップパ
ンづくりを行いました。パンづくりがはじめての
方がほとんどでしたが、おいしいパンが焼き上が
りました。

　そのあと、焼きたてのパンを食べながら、昼食
をとりました。参加者同士、日頃の育児や子育て
についてまた、妊婦さんは先輩ママにお産や育児
について話しを聞き、それぞれ情報交換をし、交
流を深めました。参加者からは「他のお母さんと
交流することができて、楽しかった。」、「自分の
時間が持ててパンづくりを楽しめた。」という感想
が聞かれました。
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４３－１１２２ 
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　関ケ原病院では、平成２１年１２月から、入院患者さまについては退院時に、外来患者さまについてはカウ
ンター設置により、アンケートへのご協力をお願いしてきました。今回は、平成２３年７月から平成２４年６
月までの１年間の入院患者さまアンケート集計結果の一部をお知らせします。

・職員に対する満足度ですが、高い評価を頂きましが、一昨年を下回り、今後も、接遇研修等により、よ
り一層患者さまに満足して頂けるよう職員教育に取り組んでいきます。

・入院環境については、周囲の物音・騒音、臭いについて評価が低く、病棟施設の改善は進んでいません
が、トイレ等の臭いを中心に改善に努めていきます。

・施設、設備については、各病棟のデイルーム及び南１Ｆ病棟エレベーター前にエアコンを設置（国交付
金事業）し、また、夏・冬の２４時間空調の実施を行いました。

・食事については、お肉が硬いとの意見を頂き、お肉を軟らかくするため、下処理を行うなどの改善を行
ないました。

　今回の結果を受け、患者さまにより一層満足して頂き、安心・安全な医療を提供できるよう職員全員で
努力していきます。

国保関ケ原病院　広報・研修委員会

計不明女性男性
３４８１１１７６１６１

（名） （％）
不　明９０才以上７０～８９才５０～６９才４９才以下
５．５８．６５４．９２４．４６．６

�　回答者数（入院患者さま） �　年齢構成

�　当院に対する満足度（５点満点としたときの平均点）

�　まとめ

医師 

看護師 

薬剤師 

放射線技師 

臨床検査技師 

理学療法士等 

介護職員 

１．職員に対する総合的な満足度 

3 3.5 4 4.5 5

２．病棟施設に対する満足度（入院） 

H２４ 
H２３ 
H２２ 

食事の内容 

食事の時間 

食事の環境 

３．食事に対する満足度 

3.23 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6

H２４ 
H２３ 
H２２ 

トイレ 

洗面所・浴室 

臭い 

周囲の物音・騒音 

換気の状態 

室温の管理 

ベット周りの清潔さ 
3 3.5 4 4.5 5

H２４ 
H２３ 
H２２ 

食事の要望 
への対応 

　患者さまにはアンケートにご協力頂き、また、
職員の対応や設備等に対して、沢山のご意見・
ご感想を頂きありがとうございました。 
　アンケートは、今後も継続して実施していき
ます。外来は、総合受付カウンター・各診療科
に用意してあります。入院の方は、退院が決ま
りましたら病棟職員がお渡ししますので、皆さ
まのご協力をよろしくお願いいたします。 

国保関ケ原病院 



平成２４年１１月１日 17 第580号

▲関ケ原フォトメイツ写真展▲西保育園４才児「絵の具であそぼう」

　　　　　　　　　　急性膵炎について　　　　　　　　　　
内科医長　高野幸彦　

　皆さん、急性膵炎という病気をご存知でしょうか。多くの方は聞いたことがあ
るのではないかと思います。近年、急な腹痛で受診する患者さんに急性膵炎が増
加しています。膵臓は、みぞおちとへその間、胃の裏側にある長さ１５cm程の臓器
であり、主に二つの働きをしています。一つは血糖値を下げるインスリン、上げ
るグルカゴンなどのホルモンを分泌し血糖を調節する内分泌機能です。もう一つ
は食べ物の消化に必要な消化酵素（たんぱく質を分解するトリプシン、炭水化物
分解のアミラーゼ、脂肪分解のリパーゼ）などを含んだ膵液という消化液を分泌
する外分泌機能です。　
　膵臓には本来、膵液による消化を防ぐ仕組みがありますが、何らかの原因で機能しなくなると膵臓は
自分で自分を消化し始め、浮腫（むくみ）や出血、壊死などの急性炎症が起こります。炎症を起こした
膵臓からは他の臓器に悪影響を及ぼす物質が多量に出て血液中に流れ込み心臓や肺、肝臓、腎臓、消化
管などに障害が及び機能しなくなり多臓器不全で死に至ることもあります。

　急性膵炎の原因で一番多いのがアルコール（お酒）の飲み過ぎ。次が胆石。原
因不明の「突発性」もあります。飲酒を続けていると膵臓の分泌がアルコールに
よって刺激され、多量の膵液で膵臓内にある膵管の内圧が高くなり膵炎が起こり
ます。またアルコールそのものにより膵臓の細胞が傷つけられるなどが挙げられ
ます。胆石は肝臓で作られる胆汁の通り道に出来る結石で、この胆石が胆管の中
を移動して膵液の出口をふさいで急性膵炎が起こります。

　自覚症状は個人差はありますが、腹痛、特に食後に強くなります。部位は上腹部がほとんどです。吐
き気や嘔吐を伴うこともあります。特徴的なことは、膵臓の解剖学的な位置にも関連しますが、背中が
張ったような感じがすることが多いようです。発熱、食欲不振、膨満感を訴える人もいます。症状は徐々
に出てくることもあれば食事や飲酒の数時間後に突然激しい腹痛が現れることもあります。上腹部痛が
主訴のため胃の病気と間違われることもあります。そのような症状が出た場合には早めに内科や消化器
科を受診してください。急性膵炎の多くは軽症から中等症で、多くの場合、入院の上絶飲食と輸液によ
り順調に回復していきます。その他に消化酵素の働きを押さえる薬
の点滴投与、感染症の合併を押さえる目的として抗生物質の投与も
行われます。暴飲暴食や刺激の強い食べ物、飲み物は膵臓に大きな
負担をかけます。普段から満腹になるまで食べている人や毎日アル
コールを飲む人は要注意です。どれ位飲酒したら発症するのかは基
準はありませんが、禁酒といわれたら絶対に飲まないこと。また脂
肪食の過剰摂取も膵炎のリスクが高くなります。栄養バランスのと
れた食事と腹八分目が一番です。
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◎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

瀬古瀬古瀬古森島瀬古高野一診

内 科

森島桐井森島桐井桐井二診

循環器外来高野高野三診

斎藤斎藤五診

高野大西桐井土井森島（瀬古）／中村初診

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

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11月）※都合により休診になる場合があります。

町職員の人事異動を行いました。 町職員の人事異動を行いました。 町職員の人事異動を行いました。 

（　）内は前職 

教育委員会　委員の選任 教育委員会　委員の選任 教育委員会　委員の選任 

澤頭　義幸  

坂東　　崇  

山本　邦博  

関東　正晃  

間塚　幸信  

三宅　淳也  

兒玉　裕一  

産業建設課長 
 
（産業建設課長心得） 
 
 
総務課長補佐兼生活安全係長兼防災対策室長 
 
（総務課長補佐兼生活安全係長） 
 
 
税務課税務係長 
 
（社会教育課社会教育係長） 
 
 
水道環境課環境衛生係長 
 
（水道環境課水道係長） 
 
 
水道環境課水道係長 
 
（社会教育課社会体育係長） 
 
 
社会教育課社会教育係長 
 
（水道環境課環境衛生係長） 
 
 
社会教育課社会体育係長 
 
（地域振興課土産物販売促進係長） 

　１０月１日付で町職員の人事異動を行いました。 
係長級以上の異動は下記のとおりです。 

　平成２４年９月３０日で任期満了となる教育委
員の選任を行い、引き続き山�悦生さんが選任
され、９月議会で同意を得ました。山�さんの
任期は、平成２８年９月３０日までです。 
　ここであらためて、教育委員会委員の方を紹
介します。 

関ケ原町教育委員会 
（平成２４年１０月１日付） 

教育委員長　 

教育委員　 

教育委員　 

教育委員（教育長） 

澁谷　光昭（玉　西　部） 

松井　長政（今須中町） 

文平　　泉（笹　　尾） 

山�　悦生（柴　　井） 

【敬称略】 
　　教育委員会　学校教育課 
　　４３－１２８９ 
問 
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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

４３－２２３３ 

【特別番組】
 ２０１２十万石まつり 
◇２日（金）～４日（日）　午後８時～　他
 三輪車耐久レース in 池田 
◇１７日（土）・１８日（日）　正午～　他
 生中継　いびがわマラソン 
◇１１日（日）　午前９時～
【レギュラー番組】
★１１月のレギュラー番組には北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
・１９日～　北保育園　きりん組
 ニュース Link 
◇火～日　午後６時～　他
 暇つぶしＴＶ　マチサガ！ 
◇５日（月）～１１日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶ増刊号「みるチャン」 
◇５日（月）～１１日（日）・１９日（月）～２５日（日）  午後７時３０分～  他
 里見まさとのご町内探訪 
◇１９日（月）～２５日（日）　午後６時３０分～　他
 Local supli （ローカルサプリ） 
◇１日（木）～４日（日）・１２日（月）～１８日（日）・２６日（月）～
　午後６時３０分～　他
 きらめき☆タイム 
◇１日（木）～４日（日）・１２日（月）～１８日（日）・２６日（月）～
　午後６時４５分～　他
 風にふかれて    ＴＶギャラリー 　 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。

　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。

１１月１０日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル　　　　
★むしたちのおんがくかい
★１４ひきのとんぼいけ

１１月２４日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★おちばがおどる　★さつまのおいも

■おはなし原っぱ

11
 ギャラリー 
木の実クラフト展　～自然からの贈り物～
出　展　　高木　幸子さん　（垂井町在住）
期　間　　１１月２日（金）～１１月２９日（木）

 ボランティアスタッフの募集！ 
　エコミュージアム関ケ原では、観察会や教室な
どの運営ボランティアを募集しております。
　年齢・性別は問いません。「自然に興味のある方、
自然について知りたい方」のご応募をお待ちして
おります。詳細は電話にてご確認ください。
　 　エコミュージアム関ケ原　 　４３－５７２４問 

映画「もののけ姫」で一世を風靡した美しい歌声
日　時　１１月１８日（日）午後１時３０分～　

（開場　午後１時）
場　所　ふれあいセンター　ふれあいホール
入場料金　全席自由　１，５００円（当日券１，７００円）
※未就学児の入場はご遠慮下さい。

★

★

★

★
★

★

★

１１月から ３月まで 
OPEN　AM１０：００ 
CLOSE　PM４：３０ 

だよ！ 

電　話　４３－２５８３（にっこりやぎさん） 

焼きいも味 
 好評発売中！！ 

ふれあいセンター　小ホール 
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　これまで個人の白色申告者のうち
前々年分あるいは前年分の事業所得、
不動産所得又は山林所得の合計額が
３００万円を超える方が対象とされて
いた記帳と帳簿書類の保存制度は、
平成２６年１月から所得の合計額にか
かわらず、これらの所得を生ずべき
業務を行う全ての方が対象となりま
す。
　なお、この記帳と帳簿書類の保存
制度につきましては、所得税の申告
が必要ない方も対象となります。
　詳細は、国税庁ホームページに掲
載されていますので、ご覧ください。
　詳しくは、大垣税務署にお問い合
わせください。
　 　大垣税務署　個人課税部門
　 　７８―４１０４《ダイヤルイン》
　 　国税庁ホームページ
　　　http://www.nta.go.jp

 
　夫・パートナーからの暴力や職場
等におけるセクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性をめ
ぐる人権相談に、県内の女性人権擁
護委員が中心となって電話で相談に
応じます。
　相談は無料で秘密は厳守します。
どなたでもお気軽に御利用下さい。
日　時　１１月１２日（月）～１８日（日）
　　　　月曜～金曜　
　　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　土曜・日曜
　　　　　午前１０時～午後５時
※なお、上記強化週間以外の日でも、
平日の午前８時３０分から午後５時
１５分まで相談に応じています。
相談用　 　０５７０－０７０－８１０
（女性の人権ホットライン）

　 　岐阜地方法務局　人権擁護課
　 　０５８－２４５－３１８１（代表） 

平成２６年１月～
記帳・帳簿等の保存制度の

対象者が拡大されます

問 

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間実施について

問 

 
　「税を考える週間」には、国民の皆
さんに、租税の役割や、税務行政に
対する理解を深めていただくために、
国税庁（税務署）では様々な行事を
実施します。
　国税庁ホームページでは、「税を考
� ����������
える週間」の特集ページを開設する
� ���������
ほか、常時、所得税などの申告書が
簡単に作成できる「確定申告書等作
成コーナー」や国税の申告・納税な
ど各種手続がインターネットで行え
る「e-Taxホームページ」、よくある
税の質問に対する回答を掲載した
「タックスアンサー」、動画と図解で
解説するインターネット番組「Web-
TAX-TV」など、税に関する情報が
満載です。この機会に、税について
考えてみませんか。
　 　国税庁ホームページ
　　　http://www.nta.go.jp

 
　大垣税務署では、青色申告をされ
ている個人の方を対象に、決算にお
ける留意事項等についての説明会を、
次の日程で開催します。
日　時　１２月１１日（火）
　　　　第１回目　午前１０時

～午前１２時
　　　　第２回目　午後１時３０分

～午後３時３０分
場　所　大垣市民会館　大会議室

（大垣市新田町１－２）
※　青色申告決算書は確定申告書に
同封して送付します（電子申告を
されている方には、確定申告書・
青色申告決算書ともに送付されま
せん。）。

　　なお、確定申告書や青色申告決
算書は国税庁ホームページからダ
ウンロードすることができますの
で、是非、ご利用ください。
　 　大垣税務署　個人課税第一部門
　 　７８―４１０４《ダイヤルイン》
　 　国税庁ホームページ
　　　http://www.nta.go.jp

【税を考える週間】
１１月１１日（日）～１７日（土）
テーマ：「税の役割と税務署の仕事」

所得税の青色申告決算等
説明会のご案内

問 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　９月分　　３，４０８人

　このたび、次の方から善意のご
寄付をいただきました。
　河島　太　様　　１００，０００円
　いただいたご寄付は、
大切に使わせていただ
きます。誠にありがと
うございました。

善意のご寄付

６日　セイノーホールディングスñ

５名様（香港）【池側誠】
７日　個人２名様（静岡）【山根】
８日　ＪＴＢメディアリテーリング

１７名様（東京）【吉田】
１０日　ＪＴＢメディアリテーリング

１９名様（東京）【細見】
１４日　個人３名様（福島）【安部】
１５日　トラベルプラザちょい旅

３１名様（長野）【田中】
１６日　個人２名様（神奈川）【伊藤】
１９日　東山納税会

３０名様（東京）【井野】
　　　庄内農事振興会公民館長合同研修

１６名様（宮崎）【山根】
２７日　木歴遊好会

３０名様（大阪）【細見】
　　　阿波観光歴史探訪の会

３０名様（徳島）【曽我】
２８日　大垣東中学校

３５名様（岐阜）【三輪成】
　　　古都京都で過ごす秋の風物詩

４１名様（宮城）【細見】
　　　古都京都で過ごす秋の風物詩

１７名様（宮城）【池側惠】
３０日　戦国ＢＡＳＡＲＡ石田軍ツアー

９０名様（東京）
【伊藤・高木（敏）】

史跡ガイド事務局（歴民内）

せきがはら史跡ガイド

９月ガイド実績　１５件
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　あなたの家庭・学校・職場・介護
などでの悩みはありませんか。悩み
を軽くするために、自分の「こころ」
の健康チェックや日々のストレス対
処法をこの講演会で学んでみません
か。
日　時　１２月５日（水）
　　　　午後３時～
　　　　（受付　午後２時３０分～）
場　所　関ケ原中学校　体育館
講　師　渡辺哲雄　氏
　　　　（日本福祉大学

中央専門学校　専任講師）
主　催　関ケ原町
　　　　関ケ原町教育委員会
　 　やすらぎ　健康増進センター
　 　４３－３２０１ 

みのがさないで！「こころ」のＳＯＳ
こころの健康講演会

問 

３
 
　今、考える力が重視されています。
法教育の意義と実践のあり方を考え
るため、学校現場における法教育の
実践報告を軸としたシンポジウムを
開催します！
日　時　１２月９日（日）
　　　　午後１時～午後４時３０分
　　　　（受付　午後０時３０分～）
場　所　ふれあい福寿会館
　　　　大会議室
　　　　（岐阜市藪田南５－１４－５３）
内　容　
・大杉昭英岐阜大学教授による基調
講演

・岐阜市立加納中学校教諭による法
教育実践報告

・安藤和津さん（エッセイスト）ほ
かによるパネルディスカッション

参加料　無料
参加予定人数　約１５０人
申込先　法テラス　情報提供課
※法教育は法律や法制度を教えるも
のではなく、法的考え方（さまざ
まな意見を聞き、考え、結論を出
す。）を養うものです。ぜひご参加
下さい。

　 　法テラス本部　情報提供課
　 　０５０－３３８３－５３３７
　 　０３－５３５８－１０５７
　 　info@houterasu.or.jp 

法教育シンポジウム in 岐阜

問 

来年のえと＊巳＊を押し絵で
日　時　１１月１７日（土）
　　　　午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　図書室
参加費　１，０００円
定　員　１０名
※１１月９日（金）までに
　お申し込み下さい
　 　働く婦人の家
　 　４３－２６６６
問 

平成24年 9月分 

比  較
23年9月の
排出量

２4年9月の
排出量

品  目

11.11％減80.66ｔ71.70ｔ燃やせるごみ

22.91％減9.56ｔ7.37ｔプラスチック類

15.21％減7.30ｔ6.19ｔ燃やせないごみ

＊ごみの減量について引き続き徹底し、資源化
等にも努めましょう。

働く婦人の家講座 
　干支の押し絵づくり教室 
働く婦人の家講座 
　干支の押し絵づくり教室 

日　時　１１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　ふるさとの歴史⑫ 
　　　　陣場野の歴史 
　陣場野区は何時ごろ出来たか、
そのルーツに付いて史料と研究
調査によって判った点などを学
ぶものです。 
　有縁の方々のお話しをお待ち
いたします。よろしくご教示お
願いします。 

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自 衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等 募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内自 衛 官 等 募 集 案 内
合格発表試　験　期　日受　付　期　間受験資格募集種目

２５年１月１８日（金）
２５年1月１２日（土）～

１４日（祝・月）
※いずれか１日を指定

１１月１日（木）～
１２月７日（金）

推　薦

男子で中卒（見込含）
１７歳未満の者

高等工科学校
生 徒

２５年１月２８日（月）
１次 
　２５年１月１９日（土）

１１月１日（木）～
２５年１月７日（月）

一　般
２５年２月２２日（金）

２次（１次合格者のみ）
　２５年２月２日（土）～
５日（火）のうち１日

２５年４月下旬２５年１月２６日（土）
１２月１日（土）～

平成２５年１月１１日（金）

大学の理学部、工学部の
３・４年次（２６歳未満）または
大学院修士課程（２８歳未満）

貸費学生

※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。
※第２次試験は、第1次試験合格者のみです。
※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 
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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 

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 

平成24年10月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－12人）　 

（－ 8 人） 

（－ 4 人） 

（－ 2 世帯） 

8，047人 

3，935人 

4，112人 

2，856世帯 

平成24年 9 月16日から 
平成24年10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 

明 
潤 桐山　悠 

日比　勇人 

はるか 

一也 
真由 

はや と 

松　尾 

公門三 

住　所 氏　名 

中　山 

大　高 

玉東部 

７０歳 

６８歳 

７９歳 

油谷　省造 

本郷　孝 

田中　一枝 

　商工会では、消費者のみなさまへの感謝サービスの一環として、『めちゃうれしい商品券』 
１，０００円の商品券１１枚（１１，０００円分）を１セット１０，０００円で販売します。 
この商品券は、４８事業所の取扱店でお使いいただくことができます。 
 
販売期間　１１月１日（木）より売り切れるまで 
　　　　　　午前９時～午後５時（土日祝日を除く） 
　　　　　　※１日（木）から８日（木）の間は、 
　　　　　　販売時間を午後６時まで延長します！ 
販売場所　関ケ原町商工会館 
　　　　　　※　初日のみ今須生活改善センターでも販売。 
ご利用期間　１１月１日（木）～平成２５年１月３１日（木） 
購入限度額　１人５セット 
　　　　　　（５０，０００円まで。１世帯当り１０万円まで） 
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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！ 
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問 


