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主  な  内  容  

▲今須保育園ぞう組・折り紙あそび

●お知らせします！　平成２２年度決算  …Ｐ２・３
●財務書類で見る　
　　　平成２２年度　関ケ原町財政状況  …Ｐ４・５
●「がん検診」を受診しましょう！
　　　　　　　　　（保健衛生だより）  ………Ｐ１０
●あなたの健康生活を応援します！
　　　　（関ケ原病院からのお知らせ）  ………Ｐ１６
●３月１日からグラウンド・ゴルフ場営業再開！  …Ｐ２２
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決算  決算  決算  平成２２年度 
お知
らせします！お知
らせします！お知
らせします！

　定例議会において、平成２２年度の決算が認定さ
れました。 
　皆さんが納めた税金はどのように使われたので
しょうか。一般会計を中心に紹介します。 

● 一般会計 ● 
　歳入総額は３９億９，１９７万１千円で、対前年度比
４．１％の増、また、歳出総額は３５億９，７９０万１
千円で、対前年度比２．３％の増となり、実質収支
額は３億９，０５０万５千円の黒字決算となりました。 

● 歳　入 ● 
　歳入は、町全体で調達できる町税などの自主財源と国や県から定められた額を交付または割り当てられる
依存財源に区分することができます。 
　自主財源では、その大半を占める町税が約１億１，６００万円減少したものの、使用料・手数料、繰越金及び
諸収入の増があり、自主財源全体で０．５％の増となりました。 
　また、依存財源では、国庫支出金が減少したものの、地方交付税の対前年度比１５．６％増や緊急雇用創出
事業による県支出金の増により、依存財源全体では７．８％の増となりました。 

● 歳　出 ● 
　歳出を性質別にみると、義務的経費は対前年度比３．７％の増、投資的経費は４０．６％の減となりました。
また、歳出決算額を行政の目的別にみると、労働費が緊急雇用創出事業等により大幅な増となりましたが、
消防費が消防団指揮車購入事業及びセーフティータワー建設事業の終了により２７．９％の減となりました。 

　今後も厳しい財政状況の中、行財政の簡素化・効率化・経常経費の削減・合理化等々を図り、健全財政を
維持するため、より一層の努力をしていきます。 

町税 
１４億２，２４３万９千円 

３５．６％ 

自主財源 
４９．０％ 
 

自主財源 
４９．０％ 
 

依存財源 
５１．０％ 
依存財源 
５１．０％ 

分担金及び負担金 
１６１万５千円 
０．０５％ 

使用料及び手数料 
１億２，１９８万３千円 

３．０％ 

財産収入 
３３２万２千円 
０．１％ 

寄付金・諸収入 
８，９３４万８千円 
２．２％ 

繰入金 
３３８万５千円 
０．１％ 

町民税 
４億３，２２７万９千円 

３０．４％ 

固定資産税 
９億４，２４６万７千円 

６６．３％ 

軽自動車税 
１，６０１万７千円 
１．１％ 

たばこ税 
３，１６７万６千円 
２．２％ 

繰越金 
３億１，７４３万４千円 

７．９５％ 

地方交付税 
１０億１，５８６万８千円 

２５．５％ 

歳入総額  
３９億９，１９７万１千円 

国庫支出金 
１億９，０７４万３千円 

４．８％ 

県支出金 
３億２，８８０万円 
８．２％ 

地方譲与税 
４，４５１万４千円 
１．１％ 

交付金 
１億２，６１２万２千円 

３．２％ 

町債 
３億２，６３９万８千円 

８．２％ 

歳入総額  
３９億９，１９７万１千円 

町税の内訳 

用語解説 
繰入金　基金の取り崩し
や他会計から入れるお
金 
地方交付税　市町村の実
状に合わせて国から交
付されるもの 
国庫（県）支出金　国（県）
からの補助金、負担金 
町債　町が借り入れたお金 

歳 入  
一般会計 

　　役場　総務課 
　　４３　―　１１１０ 
問 
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義務的経費 
３５．３％ 

その他の経費 
５８．９％ 

投資的経費 
５．８％ 

義務的経費 
３５．３％ 

その他の経費 
５８．９％ 

人件費 
６億６，１７３万６千円 

１８．４％ 

繰出金 
４億６，０２１万４千円 

１２．８％ 

扶助費 
３億１，６５３万２千円 

８．８％ 

公債費 
２億９，０１２万７千円 

８．１％ 

普通建設事業費 
２億７９５万円 
５．８％ 

維持補修費 
３，２５５万４千円 
０．９％ 

補助費等 
５億７，８６１万７千円 

１６．０％ 

投資・出資・貸付金 
１億７４６万２千円 

３．０％ 

積立金 
２億４，３００万４千円 

６．８％ 

歳出総額  
３５億９，７９０万１千円 

歳出総額  
３５億９，７９０万１千円 

投資的経費 
５．８％ 

物件費 
６億９，９７０万５千円 

１９．４％ 

歳　入　額　 

３９億９，１９７万１千円 

９，５６５万１千円 

２万７千円 

９億６，５９９万円 

５億４，６６６万４千円 

１億７，５３４万３千円 

１，７０２万１千円 

２億９，６０８万２千円 

３億９，５９６万４千円 

２億５，２０４万７千円 

１億７，８１４万７千円 

７，３９０万円 

２４億１３５万３千円 

２２億６，３４４万９千円 

１億３，７９０万４千円 

歳　出　額　 

３５億９，７９０万１千円 

９，４１５万８千円 

０円 

９億３１９万９千円 

５億４，０７３万４千円 

１億１，７３８万円 

１，６２１万５千円 

２億９，３４１万６千円 

３億９，４６５万２千円 

２億８，６０８万８千円 

１億７，３１７万２千円 

１億１，２９１万６千円 

２７億４，９５４万円 

２５億１，５９７万８千円 

２億３，３５６万２千円 

特別会計 一般会計 ※企業会計は除く 

平成１8年度 平成１9年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

３６億 
４７７万円 

３６億 
４，６６８万円 

３６億 
４７７万円 

３６億 
４，６６８万円 

町が借りているお金（地方債現在高）の推移 会計別決算額 

町の貯金（基金現在高） 

町民一人あたりの支出額（目的別） 

教育費 

金
額（
単
位
…
億
円
） 

　会　計　名　 

一 般 会 計  

後期高齢者医療 

老人保健医療 

国民健康保険 

介 護 保 険  

介護サービス事業 

玉農業集落排水事業 

今須農業集落排水事業 

公共下水道事業 

水 道 事 業  

収益的収支 

資本的収支 

病 院 事 業  

収益的収支 

資本的収支 

特
別
会
計 

企
業
会
計 

学校管理施設費や 
社会教育費 

４４，８９５円 

総務費 
財産管理の費用など 

７７，８３０円 

消防費 
消防活動費など 

１７，９４２円 

民生費 
保育費や高齢者 
福祉費など 

９９，８４０円 

土木費 
道路や公園の整理 
費用など 

３９，７９６円 

農林水産業費 
農業・林業関係 
費用など 

１７，８６７円 

衛生費 
ごみ処理費や保健 
関係費など 

７３，５１５円 

公債費 
町の借入金（町債） 
など 

３５，８１８円 

その他 
商工費、労働費、 
災害復旧費など 

３６，６８２円 
平成２３年３月３１日現在　住民基本台帳人口　８，１００人より算出 

歳 出  
一般会計 

合計　４４４，１８５円 

財政調整基金 

減債基金 

その他特定目的基金 

計 

６億６，４７９万２千円 

５億２，４９３万円 

８億２，４５９万８千円 

２０億１，４３２万円 

用語解説 
扶助費　生活扶助、教育扶助などの

経費 
普通建設事業費　道路の新設、改良

や施設の新増築などの経費 
物件費　施設の保守管理、一般事務

経費 
積立金　学校建設など、特定の目的

のための積立て 
操出金　一般会計から特別会計、企

業会計への負担金や補助金
など 
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関ケ原町財政状況 関ケ原町財政状況 関ケ原町財政状況 　　役場　総務課 
　　４３　―　１１１０ 
問 

①純経常行政コスト  
行政コスト計算書における純経常コスト 

②一般財源　町税、地方交付税など 

③補助金等受入れ、資産評価替によ 
　る変動額など  
国・県補助金、資産の評価替えを行った差額など 

純資産の変動額（Ｂ）（①＋②＋③） 

期末純資産残高（Ａ+Ｂ） 

期首純資産残高（Ａ） 

△４７億３，８４８万円 

２７億３，５７２万円 

１９億８，３０１万円 

△１，９７５万円 
２３１億１，７４８万円 

２３１億３，７２３万円 

①人にかかるコスト  
人件費、退職手当等引当 
金繰入等など 

②物にかかるコスト  
物件費、維持補修費、減 
価償却費 

③移転支出的なコスト  
社会保障給付、補助金等など 

④その他のコスト 
支払利息、回収不能見込 
計上額など 

経常収益（Ｂ） 
事業収益、分担金・負担 
金・寄付金など 

経常行政コスト（Ａ） 
　（①+②+③+④） 

純経常行政コスト（Ａ－Ｂ） 

１９億９，０７６万円 
 

３３億９，３０２万円 
 

３０億１，３８９万円 

３億５，１３７万円 
 

８７億４，９０４万円 

４０億１，０５６万円 
 

４７億３，８４８万円 

　税収や補助金の受入れ、純経常行政
コスト（受益者負担分を除いた行政サー
ビスに係る経費）などにより、純資産が
前年度末（期首）と当年度末（期末）でど
のくらい増減したかを明示したものです。 
　町及び関連団体全体としては、前年
度末より１，９７５万円減少しています。 

－　純資産変動計算書　－ 
（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

（平成２３年３月３１日現在） 

　その年度に行った行政活動のうち、学校
教育や福祉サービスの提供といった資産形
成に結びつかない行政サービス（人的経費
や給付サービスなど）に係る経費が、使用
料や負担金といった行政サービスを提供し
た結果で得られた受益者負担等でどれだけ
賄われたかをみることができる書類です。 

－　行政コスト計算書　－ 
（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 　将来世代負担比率は、３６．９％となっています。

下水道事業や病院事業などの地方債残高が大きいこ
とが影響しているといえます。 

①人にかかるコスト　人件費（職員の給料等）、退職手当等引当金繰入
等（年度末に在籍（勤務）する全職員が普通退職したと仮定した場合
の退職金総額のうち当年度負担分） 

②物にかかるコスト　物件費（光熱水費、消耗品や備品購入費等）、維
持補修費（建物の修繕料や道路の補修費等）、減価償却費（建物や道
路など有形固定資産の価値が年数がたつことで目減りする分） 

③移転支出的なコスト　社会保障給付（生活保護、児童福祉、身体に障
害のある人などに生活費等を助成する費用）、補助金等(他団体の事
業に対する補助金や国・県等の業務を行うための負担金） 

社会資本等について将来返済することが必要な負債がどれだけの割合になる
かを表しています。社会資本形成に係る将来世代の負担の比重を把握するこ
とができ、以下の算式により算定しています。 

将来世代負担比率 

負　　債 
１３１億２，９８１万円 

純　資　産 
２３１億１，７４８万円 

負　　債 
１３１億２，９８１万円 

純　資　産 
２３１億１，７４８万円 

道路や学校などを建設す 
るために借り入れた地方 
債や退職手当等引当金な 
どで、これからの世代に 
負担となるものです。 

資産から負債を除いた額 
で、これまでの世代が負 
担したものです。 

３６２億４，７２９万円 

負債 + 純資産 
お金をどのように集めたのか（資金の調達状況） 

将来世代負担比率（％）＝ 地方債残高 ÷ 公共資産合計 × １００（％） 
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平成２２年度 

　前ページで関ケ原町の各会計の決算をお知らせしましたが、地方公共団体の会計は、現金収支に着目した
現金主義によって行われており、予算執行状況の把握に適している一方、現金以外の資産・債務がわかりに
くく、減価償却や引当金等の非現金支出が明らかにされないなどの課題があります。  
　また、町の事業は、普通会計、公営事業会計のほかにも土地開発公社や一部事務組合等の関連団体等と連
携協力して行政サービスを行っており、これらを含めた町の財政状況を明らかにする必要もあります。  
　このように、町の財政は１つの会計のみで成り立っているわけではありませんので、町や関連団体全体の
財政状況を明らかにするため、民間企業会計の手法を取り入れた財務書類４表（貸借対照表・行政コスト計
算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）を作成しました。町や関連団体全体の財政状況を明確化し、今
後の行政運営に活用していきたいと考えています。 

①経常的収支  
人件費、社会保障給付、 
町税など 

②公共資産整備収支  
公共資産整備支出、国・ 
県補助金、地方債など 

③投資・財務的収支  
地方債償還額、貸付金回収 
額、長期借入金借入額など 

当年度資金増減額（Ａ）  
　　（①+②+③） 

　期首資金残高（Ｂ） 

経費負担割合変更に 
　　　　伴う差額（Ｃ） 

期末資金残高  
　　（Ａ+Ｂ+Ｃ） 

９億７，８６８万円 

△２億１，２２９万円 

△６億２，５５４万円 
 

１億４，０８５万円 
 

２３億４，４４７万円 
 

△３０万円 
 

２４億８，５０２万円 

　現金支出をその性質に応じて「経常的収
支」、「公共資産整備収支」、「投資・財
務的収支」の３つに区分し、それに対応す
る財源を収入として表示したものです。  
　どのような行政活動に資金を必要とし、
それをどのように賄ったかを把握すること
ができます。  
　経常的収支の差額が公共資産整備や地方
債償還（投資・財務的支出）に使われるこ
とになりますが、今年度は１億４，０８５万円
の資金増となりました。 

－　資金収支計算書　－ 
（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

－　貸借対照表　－ 
　年度末における「資産」と「負債及び純資産」と
を対比させて表示したものです。  
　「資産」は、将来の世代に引き継ぐ社会資本や債
務返済財源等の金額、「負債」は、将来の世代が負
担しなければいけない金額、「純資産」は、これま
での世代が負担した金額を示しています。  

公共資産 
３０３億９，８０８万円 
公共資産 

３０３億９，８０８万円 

投資等 
２９億５，７０２万円 

流動資産 
２８億９，２１９万円 

※うち、資金２４億８，５０２万円 

道路や公園、小中学校、 
保育園などの土地や建物 
など公共の資産です。 

関係団体への出資金や投 
資及び基金などの資産で 
す。 

財政調整基金や町税等の 
未収金などの合計です。 

３６２億４，７２９万円 

資　　産 
関ケ原町がどのような資産を持っているか 
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　一剣指導者の多和田雄介さんと筑波大学大学院へ
通う多和田麻由さんが兄妹で剣道のぎふ清流国体
（第６７回国民体育大会）強化指定選手として選出さ
れました。
　国体開幕まで６ヶ月あまりとなりました。よい結
果が残せるようがんばってほしいものです。地元出
身の選手を応援していきましょう。

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

多和田兄妹が
国体強化指定選手に選出！

　１月２０日（金）、「災害に備える地域づくり・人づ
くり」と題して、名古屋市在住でＮＰＯ法人レス
キューストックヤード代表理事の栗田暢之先生によ
る研修会を開きました。阪神淡路大震災および東日
本大震災における復興ボランティア活動の現場から、
関ケ原町も例外でない必ず来るといわれる東海地方
の大震災に備えるために、日頃から絆を深める地域
コミュニティーの大切さや、高齢者などの社会的弱
者への配慮について教えていただきました。また、
「我々にできることは、被災された方々について想
い続け、避難住民として移住された家族や子どもた
ちを風評被害から守り、支えていく温かい地域づく
りをすることである」と熱く語られました。

関ケ原町人権同和教育研修会を開催
**********************************************

「古戦場のまち関ケ原」を強くＰＲし、イメー
ジアップを図るため、甲冑（約５ｋｇ）を身に
まとい史跡や観光拠点を散策したり、簡単な観
光案内をしていただく「甲冑武者ボランティア」
を募集します。「観光のまちづくり」にぜひご協
力ください。
活動期間　４月末頃～１０月中旬までの土日祝日

（予定）
　　　　　午前の部　午前９時～午前１２時
　　　　　午後の部　午後１時～午後４時
　　　　※上記の期間で、活動可能な範囲でお

願いするもの
活動拠点　旧北小学校内（予定）
謝　　礼　午前の部、午後の部とも各部１，０００円
募集人数　若干名
募集対象　町内在住若しくは在勤者
応募方法　役場　地域振興課窓口にある所定の

申込用紙を提出
応募締切　３月１６日（金）
　 　役場　地域振興課　
　 　４３－１１１２
問 

**********************************************
　２月１１日（祝・土）、岡崎市の公園に関ケ原町の
雪を届けました。　この雪は、関ケ原の戦いが行われ
た関ケ原町から、徳川家康の生誕の地で、雪が少な
い岡崎市の子どもたちに雪遊びを楽しんでもらおう
と毎年贈っています。　この日の早朝から、ダンプ
カー５台分の約５０トンの雪を岡崎市へ運びました。
雪山が作られると、集まった子どもたちは雪ダルマ
を作ったり、斜面をソリで滑り降りたりし雪遊びを
楽しんでいました。

ゆかりのまち　岡崎市へ
雪のプレゼント《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑冑武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボラララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ《募集》甲冑武者ボランティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
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平成２４年度　西美濃生涯学習連携講座 
受講生募集 受講生募集 にしみの探求ふるさとの旅 にしみの探求ふるさとの旅 にしみの探求ふるさとの旅 
西美濃生涯学習連携講座では…
　実際にその市町を訪ねて、その市町ならではの内容
を学びます。実習や現地見学ができる体験型の内容が
多く企画されています。

受講できる方　西濃地区在住または在勤の方
受　講　料　３，０００円
申込方法　申込書に必要事項を記入の上、受講料を添

えてご提出ください。
申込締切　４月１３日（金）
※申込書は教育委員会にあります。
※個人情報は、受講者名簿・緊急連絡のみに使わせて
いただきます。
　 （申込先）　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９問 

講座のテーマ会　場月
雅楽の魅力～世界最古のオーケストラ～垂井町５
 わが国最古の西国三十三所巡礼と

最後の札所谷汲山華厳寺 揖斐川町６

文楽を楽しもう養老町７
中世前期の墨俣川大垣市８

９．１２安八水害～水害の恐ろしさ～安八町９
かいづの狂言～大江小学校児童と
狂言共同社による狂言の解説及び鑑賞～海津市１１

池田ゆかりの戦国武将の生き方
～国枝氏・稲葉氏を中心にして～池田町１１

税務職員募集（大学卒業程度）

国税専門官職　　種

①昭和５７年４月２日～平成３年４月
１日生まれの方 

②平成３年４月２日以降生まれの方
で次に掲げる方 

　・大学を卒業した方及び平成２５年
３月までに卒業する見込みの方 

　・人事院が上記に掲げる方と同等
の資格があると認める方

受験資格

４月２日（月）～４月１２日（木）申込期間

第１次試験　６月１０日（日）

試 験 日 第２次試験　７月１７日（火）～７月
２４日（火）までのうち、
いずれか指定する日

名古屋国税局人事第二課試験係
　 　０５２－９５１－３５１１（内線３４５０）
国税庁　 　http://www.nta.go.jp

問い合わせ先

　今年も２月１６日から所得税・住民税の申告相談を
行っておりますが、町での所得税確定申告受付は、
３月１５日までとなっております。（それ以降は、大
垣税務署での受付となります。）
　申告の日程及び会場のお知らせは、広報せきがは
ら２月号に掲載してありますので、お忘れのないよ
うお出かけください。また、お住まいの地区の割当
日に都合が悪い方は、ほかの日でも申告することが
できます。

取り壊された家屋の固定資産税について
　家屋に関する固定資産税は、毎年１月１日に存在
している家屋に課税されます。そのため、平成２４年
１月２日以降に取り壊された家屋については、平成
２４年度も課税されることとなります。
　なお、家屋の取り壊しをされた
方は、役場　税務課まで届け出を
してください。届け出がない場合、
翌年度も課税されてしまうことが
ありますのでご注意ください。

 　役場　税務課　 　４３－３０５１問 

所得税の確定申告・住民税の申告相談は、 所得税の確定申告・住民税の申告相談は、 所得税の確定申告・住民税の申告相談は、 お忘れ 
　なく！！ 3月15日（木）までです 3月15日（木）までです 3月15日（木）までです 

　関ケ原野球スポーツ少年団です。現在は１～６
年生の３４名にて活動しています。年間の行事とし
て親子野球・キャンプ・お楽しみ会など様々な行
事を行っています。６年生は卒団を迎え、新チー
ムにて活動しています。
　平成２４年度は関ケ原野球と今須野球が一つとな
り関ケ原町の少年野球が新しく生まれ変わります。
今後の活躍を期待してください。
　関ケ原小学校・今須小学校の子供たちはいつで
も遊びに来てください。随時、入団も募集してい
ます。

国税専門官採用試験国税専門官採用試験
受験者募集案内受験者募集案内



『消したはず 決めつけないで もう一度』 

～３つの習慣・４つの対策～ 
住宅防火　命を守る７つのポイント 

　消火器、住宅用火災警報器に関し悪質な訪問販売や点検をするものが出没するおそれがありますので、十
分にご注意ください。 
　消防署や消防団が販売したり，業者に販売を委託することはありません。 
　もしも，不審に思ったらはっきり断る、書類にハンコを押さない、警察へ通報する、消防署へ情報提供し
てください。 

　まだまだ寒さが残り、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、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。 

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。 

寝たばこは、絶対にやめましょう。 ガスコンロから離れるときは、必 
ず火を消しましょう。 

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。 

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、消火器などを設 
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。 
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●消防署　平成24年 １月分

出動件数
累計今月

33交 通

22一般負傷

2424急病人

1010その他

3939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

00その他

00計



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

○通勤時間帯、昼食時間帯は要注意！  

○幹線道路は要注意。しかし、脇道でも多い。  

○追突事故（漫然、携帯電話操作などの脇見）に要注意。  
　車間距離、時間に余裕のある運転。  

○交差点、交差点付近は要注意。  

○子どもと高齢者を見かけたら要注意。 
　（予期せぬ行動をとることがあります。） 

不破郡の人身事故発生状況を踏まえて 
　　　　　　　注意する５つのポイント！ 

平成２３年中の垂井署管内交通事故 平成２３年中の垂井署管内交通事故 平成２３年中の垂井署管内交通事故 
大幅に減少しました！ 

垂井警察署・関ケ原町交通安全推進協議会 

不破郡の人身交通事故の発生数(平成２３年中） 
 

平成２３年 
前年比  
平成２３年 
前年比  
平成２３年 
増　減 

発生件数 
　７６ 
－３８ 
　１５ 
　－　６ 
　９１ 
－４４ 

死者数 
　０ 
－１ 
　２ 
＋１ 
　２ 
±０ 

負傷者数 
　９４ 
－４３ 
　２０ 
－１１ 
　１１４ 
－５４ 

歩行者 
　　　６ 
－１１ 
　　　０ 
　±　０ 
　　　６ 
－１１ 

自転車 
　１４ 
－１６ 
　　　０ 
　－　３ 
　１４ 
－１９ 

垂　井　町 

関ケ原町 

合　　計 

　　２２　―　０１１０ 
　　垂井警察署 問 

★死者数は横ばいですが、 
　発生件数・負傷者数大幅 
　に減少しました。 
★減少率は、県下警察署中 
　上位です。 

　岐阜県内の交通事故死者数は　その半数
が高齢者です。事故の主な原因は、交差点
安全進行義務違反、一時不停止、信号無視、
脇見運転となっています。 
　歩いたり、自転車を利用して道路を横断
するときは、「止まる　見る　待つ　確か
める」を守りましょう。そして、車に乗る
ときは、全席シートベルトを着けましょう！ 
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　 平成２３年中の不破消防組合管内（垂井町・関ケ原町）における火災出動件数は昨年同様１５件で、損害額は
３，７１７万円となり、前年に比べ２，６０９万円の減少となりました。
　また、救急出動件数は１，３６５件で、搬送人員は１，３３８人となり、前年に比べ救急出動件数は１２５件、搬送人員
は１４３人の増加となりました。

合　計その他林　野車　両建　物区　分　
　署　別 損害額

（万円）件数損害額
（万円）件数損害額

（万円）件数損害額
（万円）件数損害額

（万円）件数

３，６９０１０　０３　３０１　　００３，６６０６東署（垂　井　町）
　　　２７　５　０３　００　２５１　　２１西署（関ケ原町）
３，７１７１５　０６　３０１　２５１３，６６２７合　計

火災統計

合　計その他急病人一般負傷交　通区分　
　署別 搬送

人員件数搬送
人員件数搬送

人員件数搬送
人員件数搬送

人員件数

１，００７１，０３３１０２１０９６７７７０８１１５１１９１１３　９７東署（垂　井　町）
　３３１　３３２　６３　６４１７４１７９　５０　５３　４４　３６西署（関ケ原町）
１，３３８１，３６５１６５１７３８５１８８７１６５１７２１５７１３３合　計

救急統計
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　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 
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康
手
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の
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付
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な
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軽
に
相
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い
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第１位　がん　　　　３２人 
第２位　心疾患　　　１６人 
第３位　脳血管疾患　 ９人 

　医学の進歩により、【がんは約50％の方が＝治る＝ようになりました。】 
　特に進行していない初期の段階で発見し、適切な治療を行うことで、非常に高い確率で治るようになりました。
がんを「初期」の段階でみつける「がん検診」は、がんの死亡率を下げるのに非常に有効だと考えられます。 

☆健康診査調査票に記入してお申し込みください。 
☆健康診査調査票は、主に自治会長様を通して（一部郵送の方もあります）健診対象者がおみえになる家庭に
配布させていただきます。 
☆各種健（検）診の詳細は、対象の方にお届けする「健康診査調査票」に同封されている説明書をご覧ください。 
☆今年度から、受診されない理由の記入もお願いします。 

（平成21年度　死亡総数96人） 

男性は４０歳、女性は２０歳を過ぎたら「がん検診の対象です」 

＜記入方法＞ 
①希望される検診に○を付けてください。 
②受診しない場合は「受けない理由　ア：職場・病院等で受ける 
　イ：治療中・入院中　ウ：その他（妊娠中も含む）」を記入してください。 
③やすらぎ、役場　住民課窓口か、返信用封筒にて提出してください。 

提出期限　３月１９日（月） 
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がんの原因の多くは、たばこや飲酒、食事などの生活習慣にかかわるものだとわかっています 

1条 たばこを吸わない。 

2条 他人のたばこの煙をできるだけ 
　　 避ける。 
＊吸っている本人だけでなく、周囲にも健康被害 
　をもたらします。 

4条 バランスのとれた食生活を 

5条 塩辛い食品は控えめに 

6条 野菜や果物は豊富に 

3条 お酒はほどほどに 

日本酒　1合、ビール　大瓶1本、 
焼酎　１２０CC、ワイン　ボトル１／３程度、 
ウィスキー・ブランデー　ダブル1杯 
＊飲めない人、飲まない人は無理に飲まないよう 
　にしましょう。 

目標  

＊食塩1日当たり 
　男性9ｇ、女性7.5ｇ未満 
　高塩分食品（塩辛や練りうになど）は週1回以内 
　に控えましょう。 
＊野菜・果物は1日400ｇ位 
＊熱い飲食物はある程度冷ましてから。 

目標  

8条 適切な体重維持 

＊体重のコントロールをしましょう。 
　自分のＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 
　を計算してみましょう。 
・ 中高年男性：21～27 
・ 女性：19～25

目標  

9条 ウイルスや細菌の感染予防と治療 

＊一度は肝炎ウイルスの検査を受けましょう。 
　関ケ原町では、主に40歳の方を対象に検査を実 
　施しています。 
 

目標  

10条 定期的ながん検診を 

＊１年（乳・子宮は２年）に１回は定期的に検診 
　を受けましょう。 

目標  

11条 身体の異常に 
　　　　　気づいたら 
　　　　　　すぐに受診を 目標  

7条 適度に運動 
目標  

＊座っての仕事がほとんどの方は、毎日合計６０分
程度の歩行などの適度な活動に加えて、週に1
回程度は活発な運動（６０分程度の早歩きなど）
を加えてみましょう。 

＊やせる、顔色が悪い、貧血があ
る、下血やおりものがある、せ
きが続く、食欲がないなどの症
状に気がついたら、かかりつけ
医を受診しましょう。 

12条 正しいがん情報で 
　　　がんを知ることから 

目標  

＊科学的根拠に基づくがん情報を
得て、あなたに合ったがんの予
防法を身につけましょう。 
 （がん情報のホームページ 
　　http：//www.ganjoho.jp） 
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3月は自殺対策強化月間です 

近年、自殺による死亡が全国的に増加し、深刻な社会問題となっています。 

　日本では、毎年３万人以上の人が自らの「いのち」を絶っています。 

＊1日に９０人以上、交通事故死の６倍以上＊ ＊1日に９０人以上、交通事故死の６倍以上＊ 

～背景に「うつ（気分障害）」などの 
　心の病気があることも少なくありません。～ 
 

＊悩みの背景に「心の病気」があることも・・・＊ ＊悩みの背景に「心の病気」があることも・・・＊ 

自殺の原因・動機 
　１位　健康問題 
　２位　経済・生活問題 
　３位　家庭問題 

だれにでもかかる可能性のある病気です。 
■ なりやすい性格は？ 
・ 生真面目で几帳面、責任感が強い 
・ 秩序を重んじ、融通がきかない 
・ 人に相談するのが苦手で、一人でがんばりすぎる 

＊うつ（気分障害）って、何？＊ ＊うつ（気分障害）って、何？＊ 

　いろいろな検査を受けても特に異常が発見されないのに不調が続く場合は、うつ病の可能性を疑って 
専門医に相談しましょう。決して一人で悩みを抱え込まないで！ 

＊「うつ」はいのちの危険信号です＊ ＊「うつ」はいのちの危険信号です＊ 

＜うつのサイン＞ 

心のサイン 

体のサイン 

意欲面 

感情面 

不眠、食欲不振、体重減少、全身のだるさ、頭痛、耳鳴り、 
めまい、吐き気、味覚異常、腹痛（下痢・便秘）、性欲減退 

やる気がでない、集中力・行動力・決断力の低下 
記憶力の低下、興味・関心がなくなる 

気分が沈む、涙もろくなる、不安、自分を責める 
自分などいない方がよいと考える、死にたくなる 
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3333
備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

デコパージュ作り
妊娠中の方・乳児（1歳頃まで）
を子育て中の方・その家族

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前１０時００分～午前１２時００分６日（火）プレママ・ひよこママ交流会

母子健康手帳
生後３～６ヶ月に至るまでの間にある方
生後３～９０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
午後１時４０分～午後２時００分８日（木）Ｂ Ｃ Ｇ 予 防 接 種

三種混合予防接種
母子健康手帳
※母乳相談・すくすく相談は予約
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１２日（月）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、問診票、歯科
保健アンケート、歯ブラシ、
コップ、タオル

平成２２年１月・２月生まれ午前１０時００分～午前１１時３０分１３日（火）２ 歳 児 歯 科 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

２歳児（平成２０年４月２日～
平成２１年４月１日生まれ）とその保護者午前９時３０分～午前１１時３０分１５日（木）キ ッ ズ ビ ク ス

母子健康手帳

母子健康手帳・問診票

乳児健診対象者
平成２３年１０月・１１月生まれ
平成２３年４月・５月生まれ

午前１０時００分～午前１１時３０分
午後１時３０分～午後２時００分
午後２時００分～午後２時３０分

２２日（木）
離乳食教室＆交流会
前 期 乳 児 健 診
後 期 乳 児 健 診

運動できる服装、
バスタオル、運動靴（上履用）、
飲み物（お茶、水等）

申込者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午後１時００分～午後３時３０分１日（木）健康短期大学体験教室
アンチエイジング体操

成
人
関
係

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、タオル、ぼうし、
手袋（必要な方）

希望者午前９時３０分～午前１１時００分
※９日お楽しみウォーキングのため要予約

２日（金）
９日（金）
１６日（金）

フライデーウォーキング

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

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

午前９時１５分～午前１２時００分
７日（水）
２１日（水）

アンチエイジング教室

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

午後１時００分～午後３時４５分血液さらさら教室

ファイブコグテスト・軽食

音楽療法
午前１０時００分～午前１１時３０分８日（木）

２２日（木）右 脳 活 性 化 教 室

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

午前９時１５分～午前１２時００分
１４日（水）

シルバービクス教室

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

午後１時００分～午後３時４５分本気で３kgスリム教室

■　治療法　■　① 休養：家事や仕事から一定期間離れ、心と体を休めましょう。 
　　　　　　　② 薬による治療：脳の働きを回復させます。 
　　　　　　　③ 心理療法：カウンセリング、認知行動療法など 

＊ もしも「うつ」が疑われたら・・・＊ ＊ もしも「うつ」が疑われたら・・・＊ 

＜うつの自己チェック＞ 
□ 毎日の生活に充実感がない。 
□ これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなってきた。 
□ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる。 
□ 自分が役に立つ人間だと思えない。 
□ わけもなく疲れたように感じる。 

★これらのうち、２つ以上あてはまり、その状態が２週間以上、ほとんど毎日続いていて、生活に支障
が出ている場合、うつの可能性を考えてみてください。 

■言動や行動、体の不調など「いつもと違うな」という変化に早めに気づくことが大切です。少し
でも気になったら、保健所、精神保健福祉センター、医療機関（精神科、心療内科、かかりつけ
医）などに相談するよう勧めましょう。 

■本人が拒否したときは、無理をせず、本人が信頼している家族や友人、上司などに相談してみま
しょう。 
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　該当される方で接種を希望される方は、予診票をお渡ししますので、やすらぎ健康増進センターへ母子健康
手帳を持参の上お越しください。
対　象　者　平成７年６月１日から平成１９年４月１日までの間に生まれた方（平成１７年度から平成２１年度にかけ

ての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した方）で日本脳炎
の予防接種を受けていない方

接種年齢　４歳以上２０歳未満の間に接種
接種回数と接種間隔

接種間隔接種回数（全４回）すでに接種した回数

１回目の接種後６日から２８日あけて２回目の接種をし、その後
おおむね１年以上あけて３回目の接種をします。４回目（２期
接種に相当）の接種は、９歳以上の方に対し、３回目の接種後
６日以上あけて接種します。

残り４回
（１期３回、２期１回）

全く受けていない方

６日以上の間隔をあけて残りの２回目と３回目を接種します。
４回目（２期接種に相当）の接種は、９歳以上の方に対し、３
回目の接種後６日以上あけて接種します。

残り３回
（１期２回、２期１回）

１回接種を受けた方

６日以上の間隔をあけて残りの３回目と４回目を接種します。
ただし、４回目（２期接種に相当）の接種は、９歳以上の方に
対し行います。

残り２回
（１期１回、２期１回）

２回接種を受けた方

３回目の接種後６日以上あけて、４回目（２期接種に相当）を
接種します。ただし、９歳以上の方に限ります。

残り１回
（２期１回）

３回接種を受けた方

日本脳炎の特例措置

　進学進級に備え、まだ済んでいない予防接種がないか、母子健康手帳の「予防接種の記録」のページを開い
て、今一度確認しましょう。もし、まだ受けていない予防接種があれば、やすらぎ健康増進センターにお問い
合わせの上、早めに接種しましょう。

ＢＣＧ

対　象　者　生後３ヶ月～６ヶ月に
至るまでの間にある方

接種回数　１回

ポリオ

対　象　者　生後３ヶ月～９０ヶ月に
至るまでの間にある方

接種回数　２回

３種混合
（百日せき・ジフテリア・破傷風）
対　象　者　生後３ヶ月～９０ヶ月に

至るまでの間にある方
接種回数　１期初回：３回
　　　　　１期追加：１回

ジフテリア・破傷風（ＤＴ）

対　象　者　小学６年生
　　　　　（Ｈ１１．４．２～

Ｈ１２．４．１生）
接種回数　１回

日本脳炎

対　象　者　１期：３歳～９０ヶ月に
至るまでの間にある方

　　　　　２期：９歳以上１３歳未
満の方

接種回数　１期初回：２回
　　　　　１期追加：１回
　　　　　２期：１回

ＭＲ
（麻しん・風しん混合ワクチン）
対　象　者　１期：１２～２４ヶ月に至

るまでの間にある方　
２期：小学校就学前（年
長児）（Ｈ１７．４．２～Ｈ
１８．４．１生）

　　　　　３期：１３歳（中学１年生）
（Ｈ１０．４．２～Ｈ１１．４．１生）

　　　　　４期：１８歳（高校３年生）
（Ｈ５．４．２～Ｈ６．４．１生）

接種回数　１回
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問 

　年齢とともに睡眠も変化します。健康な高齢者の方でも、寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚
める、朝早く目覚める、という３つの特徴があります。日中に元気に活動できればたとえ短い睡
眠時間でも質の良い睡眠をとっている証拠です。そんな睡眠のための生活ポイントをご紹介します。 

　たびたび繰り返す不眠症や原因を除く努力をしても快適な睡眠が得られないときは、受診して
医師に相談をしてみてください。そして、睡眠薬が処方されたら、その薬を指示通りに服用して
効果を医師に報告し、相談しながら用いることが大切です。 

規則正しい３度の食事と 
　　規則的な運動習慣を 
　　　　　つけましょう。 
朝食は心と体の目覚めに重要。 
運動習慣は熟睡を促進。 

刺激物を避けましょう。 
お茶やコーヒーなどカフェインは寝る４時間 
前から控えて。 

眠たくなってから 
　　　　床に就くようにしましょう。 
眠ろうとする意気込みが 
頭を冴えさせ 
寝つけない。 

毎日同じ時刻に起きましょう。 
早起きは早寝につながる。 

光の力を利用しよう。 
目が覚めたらカーテンを 
開けて日光を取り入れ、 
体内時計をスイッチオン。 

昼寝を上手に利用しましょう。 
１５時前までに２０～３０分程度の昼寝が効果的。 
夕方以降のうたた寝は 
夜の睡眠に悪影響。 

入浴はぬるめのお湯でゆっくりと。 
寝つきを良くするためには、 
入眠前に４０℃以下のぬるめ 
のお湯に２０分。 
入浴できないときは足浴も 
効果的。 
 

眠る前には自分なりの 
　　　　リラックス法を。 
軽い読書、音楽、香り、 
などを取り入れてみては。 
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４３－１１２２ 

あなたの健康生活を応援します！！ あなたの健康生活を応援します！！ あなたの健康生活を応援します！！ あなたの健康生活を応援します！！ 
　人間ドックは、あなたの健康状態をチェックしますので、病気の予防、早期発見に大きな役割を果たします。関
ケ原病院の人間ドックは最新鋭の医療機器で精度の高い健診を実施しており、好評をいただいております。平
成２４年度から脳動脈瘤や脳梗塞などの発見を目的としたオプション検査も実施します。
　病気の予防、早期発見のために、人間ドックを受けていただき、豊かな健康生活をおくりましょう。

人間ドックご案内

実施日受付時間種　類
月・火曜日

午前８時１５分
Ａドック一泊コース

月～金曜日Ｂドック半日日帰りコース

◎オプション
◇メタボリック検診（３，１５０円）
◇肺がん検診（９，４５０円）
◇乳がん検診（４，２００円）

ドックの種類

助成金額※料　金種　類
４０，０００円６４，０５０円Ａドック一泊コース
２０，０００円３４，６３０円Ｂドック半日日帰りコース

◇前立腺がん検診（１，４７０円）
◇骨密度検診（８４０円）
◇胃内視鏡検査にも対応可能
（別途追加料金：１，１３４円）

◇胃の健康度検査（３，６７５円）
◇頭部ＭＲＩ検査（１８，６９０円）
◇脳梗塞リスクマーカー検査

（１０，５００円）
申込方法
すべて予約制です。お電話、または関ケ原病院受付窓口にて予約ができます。　 　４３－１１２２（総務課　健診係）
予約受付時間　月・火・木・金曜日　　午前９時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　水・土曜日　　　　　　午前９時３０分～午後１２時３０分
＊ドックの種類や予約状況により、ご希望の日程でご予約いただけない場合がございますので、なるべくお早
めにご予約ください。
＊特定健康診査にも対応しています。
＊前もって、受診案内・健康調査票・検便容器をお渡し（送付）します。
健診費用　料金は受診当日にお支払いください。

※国民健康保険に加入されている３０才以上の町
民の方が関ケ原病院の人間ドックを受診され
た場合は助成金が役場より支給されます。

▲西保育園４歳児の皆さん ▲関ケ原町児童生徒作品

★平成２４年度の胃がん検診から胃カメラ検診が選択できるようになりました☆
　胃カメラ検診前に医師の診察（検査説明など）があります。必要な方には心電図検査、採血検査を行います。
検診の際に病変が見つかった場合には別途自己負担がかかります。（鼻からの検査（経鼻カメラ）及び安定剤を
希望される場合は金額が追加となります。）※町民の方のみ対象
＜料　金＞胃カメラ ８，４５０円（助成金額 ２，４５０円、自己負担 ６，０００円）
　　　　　【追加料金】心電図検査（１，０５０円）　採血検査（２，２０５円）　病理検査（４，０２０円程度）
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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）楊次田午前整 形 外 科
山田白木午前眼 科

１・３・５　久世
　　　２・４　山田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 3 月）※都合により休診になる場合があります。

　入院されて退院される患者さまやそのご家族さまで、「上手く歩けない」、「介助の仕方がわからない」などの
理由で自宅へ退院するのに不安をかかえてみえる方が多くいらっしゃいます。また、退院後にすぐに転倒され
たり、食事でむせて肺炎となり再入院される方もいらっしゃいます。そこでリハビリテーション科は、安心し
て退院して頂けるよう、そして退院後も健康に生活して頂けるよう、退院前や退院後１ヶ月の期間で、ご自宅
に伺いリハビリを行う「訪問リハビリ」を行っています。

リハビリテーション科活動報告　～第１回～

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるのののののののののののののののののののののががががががががががががががががががががが心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららら「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心しししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててて退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院ででででででででででででででででででででできききききききききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ

皮 膚 科　３月１２日（月） 

―次月は当院で毎日行っております、「院内レクレーション」について紹介します！― 

◎ご利用負担額や期間など、ご不明な点もあると思います。 
　詳しい内容は当院リハビリテーション科までお気軽にご相談ください！ 

▲リハビリスタッフ 

訪 問 

退院前に、病院で家での介助の仕方や 
運動の方法を教えてもらったけど、 
家で出来るか不安だわ。 

病院ではなんとか 
歩けたけど、 
家でも同じように 
動けるかなぁ。 

歩行器や杖を買ったけど、 
家でうまく使えるか不安だな。 

ご相談ください！ 
退院前、そして退院後も 
ご自宅にお伺いし、 
お力になります！ 
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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 

体験教室
春のお花ウォッチング～春のお花畑を歩こう！～
日　時　３月２５日（日）午後１時～午後３時

（雨天の場合は中止）
集合場所　エコミュージアム関ケ原

（午後１２時５０分までに集合）
観察場所　未定（花の発生状況により変更）
　　　　※各自の車で観察地へ移動
観察案内　川地　辰美自然解説員　
定　員　１５名（親子で参加ください）
参加費　無料
服装等　長袖、長ズボン、長靴、軍手、帽子、
　　　　防寒はしっかりとしてください。
☆セツブンソウやタンポポなどの春の花を観察し
ます。

 ギャラリー 
写真展　～笹尾山の秋冬と滝～
出　展　せきがはら写真クラブ
期　間　２月２日（木）～３月３０日（金）

ぎふの生物多様性を考える　パネル展

　地球上には数えきれないほどの様々な動植物が
生きています。それらが互いにつながりを持って
存在しています。皆さんは、生き物のつながりを
ご存知ですか？生き物のつながり「生物多様性」
を保全し、
未来に引き
継ぐための
岐阜県の取
組みをご紹
介します。

第１８回ふれあいギャラリー展

（３月５日は休館日）
３月３日（土）　～　３月１１日（日）午前中

小ホール

３月６日（火）　～　３月１１日（日）　　　
町民ギャラリー

不要本を募集します！
　４月２１日（土）から５月６日（日）まで、『本のリ
サイクル市』の開催を予定しています。開催に先立
ち、リサイクル市に提供していただける本を募集し
ます。ご家庭で不要になりました本を、開催日まで
に、図書館カウンターまでお持ちください。
○百科事典、問題集、学習参考書は除外とします。
○リサイクル市で残りました本の処理は、図書館に
一任させていただきます。

○引き取りは無料です。
 あなたの本に新しい読み手を！

 ご協力お願いします。

　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。

３月１０日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書　　　　
★ほげちゃん　　　　★パンツはきかえのうた

３月２４日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★おにごっこだいすき★あーちゃんのおにいちゃん

■おはなし原っぱ

 ニュースのひろば 
◇火～日　午後６時～　他
 げんきはなまる 
◇月～日　午後８時３０分～　他
 里見まさとのご町内探訪 
◇１日（木）～４日（日）・２６日（月）～　午後７時～　他
 まるっと 
◇５日（月）～１１日（日）　午後７時～　他
 推理サスペンス劇場 
◇５日（月）～１１日（日）　午後７時４５分～　他
 暇つぶしＴＶ　マチサガ！
◇１２日（月）～１８日（日）　午後７時～　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７時４５分～　他
 ＯＣＴてれび学園 
◇１９日（月）～２５日（日）　午後７時～　他
 ＴＶ増刊号「みるチャン」 
◇１９日（月）～２５日（日）　午後７時４５分～　他
 やじ馬ちゃんねる    風にふかれて 
 ＴＶギャラリー 　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。
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　現在、皆さまにご利用いただいて
いる国民健康被保険者証の有効期限
は、平成２４年３月３１日までとなって
おります。
　新しい被保険者証は、３月下旬か
ら郵送にて交付します。現在お使い
の被保険者証は４月１日以降使用で
きませんので、役場　住民課まで返
却していただくか、各自で確実に破
棄してください。
　 　役場　住民課　
　 　４３－１１１３

 
　教育委員会では、サークル活動・
各種講座・スポーツなどに関する情
報提供・相談を行っています。お気
軽にご相談ください。また関ケ原町
生涯学習（講座）ガイドブックに新
たに掲載希望の団体は、３月９日
（金）までにお申し出ください。
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

 
　３月中旬頃に公共・学校開放施設
スポーツ利用の調整会議を開催しま
す。平成２４年度（上半期分）４月か
ら９月まで半年間施設を利用希望の
方は３月９日（金）までに社会教育
課へお申し出ください。必要な書類
をお渡しします。
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

国民健康保険被保険者証の更新
～国民健康保険被保険者の皆さまへ～

問 

生涯学習（講座）のご相談は
どうぞお気軽に！

問 

平成２４年度公共・学校開放施設を
利用されるスポーツ団体
（上半期分）の申込について

問 

 
　厚生労働省では、「ポジティブ・ア
クションを推進している企業」、
「ファミリー・フレンドリーな企業」
を均等・両立推進企業として表彰し
ています。
　平成２４年度については各賞候補を
平成２４年３月３１日まで公募しますの
で、ぜひご応募ください。
　 　岐阜労働局雇用均等室
　 　０５８－２４５－１５５０
　 　http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/

 
日　時　４月１２日～７月１９日までの

毎週木曜日
　　　　午前９時３０分～午後１２時３０分
場　所　朝倉運動公園第３テニス

コート（砂入り人工芝）
対象者・基礎コース（１０名程度）
　　　　初心者及び基礎練習希望の方
　　　・育成コース（２０名程度）
　　　　ゲーム主体内容でレベルアッ

プと仲間作りを目的とする方
参加料　基礎コース　２，６００円
　　　　育成コース　１，８００円
申込方法　往復はがき・封書（返信用は

がき同封）・Eメールのいず
れかで住所・氏名・年齢・電
話番号・テニス歴・ラケット
有無・希望コースを記載

申込締切　３月２２日（木）
主　催　不破郡テニス協会
　 （申込先）〒５０３－００３４
　　　大垣市荒尾町１７８７－９
　　　不破郡テニス協会　山辺　東海士
　 　０９０－４２６３－４６５８
　 　tomio_yamabe@yahoo.co.jp

 
　北村秀治 様　　　　　１００，０００円 

企業表彰の公募

問 

硬式テニス教室参加者募集

問 

ご寄付ありがとう

 
　県内出身者で、平成２４年４月に東
京近郊の大学・大学院に入学予定の
方を対象に入寮者を募集しています。
募集人員　男子２１名程度
　　　　女子１５名程度
住　所　東京都八王子市子安町２－５－８
　　　　ＪＲ京王線八王子駅から徒歩１０分
概　要　鉄筋３階建て　個室（７fl、

エアコン有）風呂（浴槽・
シャワー２４時間使用可）、ト
イレ、洗面所、洗濯場は共同
食事は、月～土朝・夕食有、
日曜・祝日年末年始は休食

入寮経費　寮費（管理費・食費含）５８，３００円
　　　　入寮金　　　　　１５０，０００円
　　　　敷金　　　　　　７０，０００円

（退寮時返還）
面接日　３月１１日（日）
　　　　午前１０時３０分～　
　　　　岐阜県学生会館
応募期限　入寮希望者は応募書類一式

を、面接希望日を明記の上
面接日の２日前までに必着
するよう簡易書留にて郵送、
または持参してください。
申込願書を希望の方は会館
宛にご連絡ください。

　 　岐阜県学生会館事務局　白石
　 　０４２－６４６－６５６１
　 　０４２－６４６－６５６２
　 　http://www.nohikai.com/

（財）濃飛会  岐阜県学生会館
入寮案内

問 

平成24年１月分 

比  較
23年1月の
排出量

２4年1月の
排出量

品  目

9.20％増76.12ｔ83.13ｔ燃やせるごみ

35.51％増7.80ｔ10.57ｔプラスチック類

58.82％増5.10ｔ8.10ｔ燃やせないごみ

64.87％増5.01ｔ8.26ｔ粗大ごみ
＊全体にごみの量が増えています。ごみの減量
化に町民の皆さまのご協力をお願いします。

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１月分　　　８８９人

せきがはら史跡ガイド

１１日　高木太郎様ほか２名様（岐阜）【伊藤】
史跡ガイド事務局（歴民内）

１月ガイド実績　１件

日　時　３月２７日（火） 
　　　　午後１時～午後２時３０分 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　NHK大河ドラマでは… 
　　　　岩佐又兵衛と山中常盤 
　伝承とはいえ、母と子の悲し
くも美しい物語『山中常盤』を
岩佐絵師の作品から味わいます。
山中宿での出来事で『常盤御前
の墓』と共に有名です。 
※平成２３年度の総会と同日開催。 
◎新年度会員募集中◎ 
年会費　２，０００円 
郵送料　１，０００円（町外の方） 
同じ喜びを共有できるグループ
で現地研修など多様な活動をし
ています。皆さん、ぜひご参加
ください。 
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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24年2月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（＋ 4 人）　 

（± 0 人） 

（＋ 4 人） 

（＋11世帯） 

8，144人 

3，988人 

4，156人 

2，830世帯 

平成24年 1 月16日から 
平成24年 2 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 

栄二 
パメラ 

剛士 
千秋 

尚之 
佳代子 

浩太 
麻衣香 

えいか 

久保田　映佳 

北川　桜華 

山根　洋人 

前川　このか 

おうか 

ひろと 

門前 

門間 

新明 

東町二 

住　所 氏　名 

小池 

平井 

秋葉 

山中 

陣場野 

西町二 

六反田 

桐山　博子 

川畑　眞美 

北村　昭治 

川�　貞男 

�木　弘 

木村　育子 

中島　武夫 

６０歳 

５２歳 

８４歳 

８８歳 

９２歳 

５２歳 

７９歳 

グラウンド・ゴルフ場営業再開！ グラウンド・ゴルフ場営業再開！ グラウンド・ゴルフ場営業再開！ 
～喫茶・今須宿も通常通り営業！～ 

　芝養生のため、２ヶ月間休業していましたグラウンド・
ゴルフ場を３月１日から営業再開します。 
　また冬期の間、営業時間を短縮していました喫茶・今須
宿も、３月１日から下記の通り営業します。皆さんのお越
しをお待ちしています。 

　関ケ原グラウンド・ゴルフ場で誰もが気軽に
参加でき、町民の方々の交流の場となることを
願いスタートした町長杯グラウンド・ゴルフ大
会。多くのご参加をお待ちしております。 
日　　時　４月１０日（火）午前９時～ 
申込方法　グラウンド・ゴルフ場に設置されて

いる参加申込書に参加料を添えて、
グラウンド・ゴルフ場へお申し込み
ください。 

申込期間　３月１２日（月）～３月２７日（火） 
※募集人数になり次第終了 

　□　役場　地域振興課　□　４３－１１１２ 

営業時間  
午前８時３０分～午後４時３０分 
（４月以降は午後５時３０分まで） 
午前９時～午後４時 
（４月以降は午後５時まで） 

グラウンド・ゴルフ場 
 
喫 茶・今 須 宿  

今年も開催 
町長杯グラウンド・ゴルフ大会 

問 

3月1日から 


