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関ケ原町立関ケ原中学校竣工 関ケ原町立関ケ原中学校竣工 関ケ原町立関ケ原中学校竣工 関ケ原町立関ケ原中学校竣工 

　平成２５年６月より改築を進めてまいりました関ケ原中学校が、ここにようやく完成いたしました。
去る３月２９日（日）に、竣工式典と内覧会が開催され、多くのご来賓の皆様よりお祝いの言葉を頂き、た
くさんの町民の方々に新しい校舎を見ていただきました。
　新校舎は、３階建ての普通教室エリアと２階建ての特別教室エリアから構成され、シンプルで使いや
すい施設に、多目的スペースをふんだんに配置し、余裕ある学習空間としました。太陽光パネルの設置
とＬＥＤを使用した照明で、環境にも配慮した施設になっています。また、すべての教室に空調を配備
し、内装には町の木でもある今須産の杉板を使用し快適で暖かみのある学習空間としました。さらには、
免震システムを導入し、地震災害に対応できる施設をも目指しました。
　この新しい学習環境のもとで、関ケ原町の子ども達が伸びやかに成長することを願っています。
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平成２７年４月１日現在 
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503-1592

電　話　 43－1111（　代　） 
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　　役場　総務課 
　　４３－１１１０ 
問 

　３月１０日より開催された第１回町議会定例会において平成２７年度の各会計予算が上程され、２３日までの１４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。

人件費  
7億1,845万円  
19.2%

義務的経費  
35.8%

投資的経費  
8.7%

投資的経費  
8.7%

その他の経費 
55.5%

扶助費  
2億9,139万円  

7.8%

公債費  
3億2,783万円  

8.8%

普通建設（単独） 
2億5,224万円 

6.7%

その他 
4，357万円  
1.2%

普通建設（補助） 
7,537万円  
2.0%

物件費  
7億5,905万円  
20.3%

補助費等  
7億1,012万円  
19.0%

繰出金  
4億6,539万円  
12.4%

投資及び出資金  
6,850万円  
1.8%

積立金  
3,089万円  
0.8%

歳出 

自主財源 
50.2%

町税  
13億1,431万円  

35.1%

繰越金  
5,000万円  
1.4%

分担金及び負担金  
2,477万円  
0.7%

使用料及び手数料  
9,489万円  
2.5%

繰入金  
3億6,000万円  

9.6%

その他  
3,353万円  
0.9%

地方譲与税  
3,500万円  
0.9%

交付金  
1億5,010万円  

4.0%

地方交付税  
10億円  
26.7%

県支出金  
2億841万円  
5.6%

国庫支出金  
2億739万円  
5.5%

町債  
2億6,440万円  

7.1%

依存財源  
49.8%

歳入 

町民税 
４億３，３５０万円 
３３．０％ 固定資産税 

８億２，３０１万円 
６２．６％ 

その他 
５，７８０万円 
４．４％ 

平成２７年度一般会計予算 

総額：３７億４，２８０万円 
対前年度比：１３．８％減 

町税の構成比 １人当たりの町税負担額 

平成２７年４月１日現在の住民基本台帳人口７，６７０人 

内　　　容 

町　民　税 

固定資産税 

そ　の　他 

合　　　計 

金　　　額 

５６，５１９円 

１０７，３０２円 

７，５３６円 

１７１，３５７円 

歳　入
　一般会計において、消費税率８％の平年度化により地方消費税交付金が対前年比５３．６％の増となりましたが、
固定資産税が土地の評価替えに伴う減収見込みで、町税全体で対前年比６．９％の減、関ケ原中学校建設事業完了
等に伴い国庫支出金が対前年比１９．２％の減、地方債が対前年比５３．０％の減等により、全体で対前年比１３．８％減
の予算となりました。

　昨年度に引き続き、経常経費の徹底した見直しを行い、全ての事務事業の点検・見直しを実施し、全体的に
景気動向を鑑みた緊縮型の予算としています。
　新規事業として、関ケ原古戦場グランドデザインに基づく史跡整備事業５，５６２万円、関ケ原中学校柔剣道場耐
震補強事業９，１５３万５千円、関ケ原中学校グランド改修事業２，２３５万７千円などを計上しています。
　関ケ原病院改革、公共施設の老朽化対策など懸案事項が山積している中で、今後の財政状況を見極めつつ、
地域の特色を活かし、真に必要とすることを重点的かつ効果的に推進し、町民生活の充実に寄与できるよう努
力してまいります。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
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平成２７年度 一般会計の主な事業
●歴史と自然に調和したまちづくり

19,600千円都市計画推進事業
11,841千円桃配運動公園管理事業
6,683千円河川流末処理整備事業
5,000千円県営急傾斜地崩壊対策事業負担金
9,377千円町営住宅管理事業
2,129千円木造住宅耐震事業
21,500千円上水道施設整備事業
224,485千円公共下水道事業特別会計繰出金
11,787千円玉農業集落排水事業特別会計繰出金
23,790千円今須農業集落排水事業特別会計繰出金
1,029千円合併処理浄化槽設置整備補助事業金
20,338千円西南濃粗大廃棄物処理組合負担金
15,869千円大垣衛生施設組合負担金
61,379千円ごみ処理等委託事業
130,855千円南濃衛生施設利用事務組合負担金
136,361千円不破消防組合負担金
2,441千円地域防災計画修正業務
3,780千円消防施設改修事業
5,000千円除雪作業委託事業
18,800千円斎場事業

●便利で活力あふれるまちづくり
19,200千円町道維持補修事業
8,000千円橋梁補修事業
17,009千円町道新設改良事業
2,624千円道路台帳整備業務委託料
9,398千円広域農道整備事業負担金
9,915千円山のみち地域づくり交付金林道事業
22,850千円県事業負担金
22,680千円新幹線こ線橋耐震補強事業
5,558千円ふれあいバス運行事業
9,296千円中山間地域等直接支払事業
3,500千円中山間地域総合整備構想策定事業
2,100千円町単土地改良助成事業
10,335千円有害鳥獣捕獲事業
1,600千円獣害防護柵助成事業
1,500千円新規就農者確保事業
3,000千円経営体育成支援事業
3,815千円多面的機能支払事業
4,500千円元気な農業産地構造改革支援事業
4,779千円農業振興地域整備計画策定事業
12,635千円メイメイ管理事業
2,354千円間伐促進事業
7,460千円町商工会助成事業
4,842千円駅前観光交流館整備事業
5,324千円観光施設整備事業
5,100千円関ケ原古戦場整備基本計画策定事業
4,000千円関ケ原町観光協会運営補助事業
10,712千円エコミュージアム管理運営事業
24,325千円グリーンウッド関ケ原維持管理事業
7,038千円関ケ原グラウンド・ゴルフ場管理事業
3,976千円喫茶今須宿管理事業

●ふれあいに満ちたまちづくり
6,590千円母子保健事業
15,364千円健康増進事業
14,956千円予防接種事業
150,000千円病院事業会計負担金及び出資金
30,000千円岐阜大学地域医療医学講座寄付金
14,093千円町社会福祉協議会負担金
5,414千円地域福祉相談事業
1,750千円老人クラブ助成事業
6,000千円シルバー人材センター助成事業
9,498千円老人福祉センター管理運営事業

117,869千円介護保険特別会計繰出金
96,808千円児童手当支給事業
20,133千円児童福祉施設事業
8,573千円障がい児保育事業
6,654千円留守家庭児童教室事業
3,630千円入学祝金支給事業
10,040千円小規模授産所事業
5,995千円重度心身障がい者福祉年金事業

118,596千円障がい者自立支援事業
61,112千円国民健康保険事業
73,877千円福祉医療費助成事業
119,581千円後期高齢者医療費事業
9,353千円臨時福祉給付金給付事業
3,580千円子育て世帯臨時特例給付金事業

●創造性あふれる人・まちづくり
2,064千円ほほえみ相談員設置事業
91,535千円関ケ原中学校柔剣道場耐震補強事業
22,357千円関ケ原中学校グランド改修事業
7,762千円今須スクールバス更新事業
3,673千円ふれあいセンター自主事業
55,620千円史跡整備事業
2,406千円文化財保存事業

●交流と協働で進めるまちづくり
10,000千円関ケ原合戦祭り
4,641千円語学指導員設置事業
600千円国際交流事業

7,560千円固定資産評価基礎資料整備事業

増減率（％）増減額平成26年度平成27年度会　計　別
△ 13.8△ 6億100万円43億4,380万円37億4,280万円一般会計

0.880万円1億470万円1億550万円後期高齢者医療
特　

別　

会　

計

13.91億4,150万円10億1,630万円11億5,780万円国民健康保険
9.56,480万円6億8,150万円7億4,630万円介護保険
2.1290万円1億4,110万円1億4,400万円介護サービス事業

△ 6.6△ 120万円1,810万円1,690万円玉農業集落排水事業
18.9860万円4,550万円5,410万円今須農業集落排水事業

△ 13.1△ 6,560万円5億240万円4億3,680万円公共下水道事業
6.0△ 6,879万円3億7,258万円3億379万円水道事業企

業
会
計 △ 18.5△ 1億6,844万円27億8,588万円26億1,744万円病院事業

△ 1.5△ 8,543万円56億6,806万円55億8,263万円計
△ 6.96億8,643万円100億1,186万円93億2,543万円合　　計

平成２７年度 各会計別予算額一覧
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　４月８日（水）、グラウンド・ゴルフ場において、
オープン記念大会（町長杯）が開催されました。約４２０
名の方々が優勝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。
　　　　男性の部
優勝　山口武雄　米原市
準優勝　小松次夫　長浜市
３位　浅井勝利　一宮市
４位　小田道弘　関ケ原町
５位　小野寺千代志　大垣市

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

第７回
町長杯グラウンド・ゴルフ大会を開催！！

　４月５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。
　桜満開の中、岡崎公園内にある岡崎城や家康館、
八丁味噌の郷などを見学しました。当日はあいにく
の天気のため「合戦演習」は中止となりましたが、
「家康行列」を間近で観覧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、
皆さんのご参加お待ちしております。

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

岡崎市桜まつりツアーへ
行ってきました！

長年の活動に大臣から感謝状
小谷雅彦　元行政相談委員

****************************************************
　この度、小谷雅彦さんが行政相談委員を退任し、長年の行
政相談事業の発展に寄与した功績に対して、総務大臣感謝
状が贈られました。
　小谷さんは、平成２３年４月に行政相談委員に委嘱されて
以来、多年にわたり地域住民の行政への要望や苦情の解決
にご尽力くださいました。当日は、岐阜行政評価事務所長が
役場を訪問し、小谷さんに感謝状が手渡されました。
　町長も「様々な案件があったと思いますが、長年お疲れ
様でした。」と小谷さんの活躍を労いました。

女性の部
優勝　田中栄子　養老町
準優勝　西山マス子　一宮市
３位　北澤絹子　垂井町
４位　小田喜美枝　関ケ原町
５位　三宅三千代　関ケ原町

行政相談委員に蟻川二郎さんが
委嘱されました！

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

　みなさん、「行政相談委員」をご存じです
か。
　行政相談委員は、総務大臣が特にお願い
して国の役所などに対する苦情、要望など
の相談相手となってもらっている民間の有
識者です。

　関ケ原町では、蟻川二郎さんが委嘱されま
した。毎月定例相談所を開いて相談に応じて
くれます。相談は無料で秘密は守られます。お
気軽にご利用ください。

定例相談所
毎月第３土曜日　　　　　
午後１時３０分～午後４時　
場　所　老人福祉センター
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平成２７年度　関ケ原町スポーツ少年団　入団式が行われました
***************************************************************************************************
　４月１８日（土）に、関ケ原ふれあいセンターにおいて、平成２７年度の関ケ原町スポーツ少年団入団式が行われ
ました。当日の式典では活動を頑張っている優良団員や団員の指導、団運営に功績のあった指導・母集団の方々
に対し表彰が行われました。また、式典の後には子ども会と合同でスイーツウォーキングが行われました。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。

■優良団員表彰（敬称略）
関ケ原野球　　　　　上津　希乃香
　　　　　　　　　　西脇　昂暉
　　　　　　　　　　川添　直輝
関ケ原バレーボール　小川　遥花
　　　　　　　　　　難波　直緒子
　　　　　　　　　　堀江　咲欄
関ケ原剣道　　　　　�木　美秀
　　　　　　　　　　岩井　真之介
　　　　　　　　　　丹羽　遥渚
関ケ原空手道　　　　佐藤　日南
　　　　　　　　　　寺本　匠汰
　　　　　　　　　　澤頭　颯汰
　　　　　　　　　　岩田　　遥
今須バレーボール　　�田　美空
　　　　　　　　　　橋本　愛華
今須剣道　　　　　　杉山　雄大
　　　　　　　　　　三輪　彩奈

******************************************************
　春休みを利用し、小学生を対象にキッズパン教室を午前、
午後と開催しました。
　学年のちがう子どもたちと協力しながら、「ハムロールパ
ン」と「チョコカップケーキ」を作りました。はじめてパン
作りをするお子さんがほとんどで、自分でパンの生地を丸め
たり、具材をのせて成形しました。はじめはうまく生地を丸
められなかった子が上手に生地を丸められるようになり、そ
れぞれみんなおいしいパンを作ることができました。
　参加した子どもたちからは、「パンがふわふわでおいしかっ
た。」「自分でつくったとは思えないほどおいしかった。」「ま
た家でも作りたい」などの感想が聞かれました。

キッズパン教室を開催しました

■功労者表彰（敬称略）
関ケ原野球　　　　　西脇　英樹
関ケ原バレーボール　西田　美恵子
関ケ原空手道　　　　本荘　美由起
今須バレーボール　　寺島　隆信
関ケ原剣道　　　　　丹羽　尚美

「伊吹山ドライブウェイ
ヒルクライム」が

開催されました！
**************************************
　４月１２日（日）に、伊吹山ドライブウェイ
において、「伊吹山ドライブウェイヒルク
ライム」が開催され、県内外から３，７５０人が
参加しました。一般と実業団の２部門で構
成され、ドライブウェイ料金所から山頂付
近までの全長１０．７キロメートルを、ロード
バイクやマウンテンバイクなど思い思いの
自転車で駆け上がりました。



平成２７年５月１日 8 第610号

４３－１１２２ 

▲東保育園４才児「折り紙であそぼう」 ▲柏昌孝さん「琵琶湖・竹生島の彩景」

　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。
　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。

関ケ原病院の人間ドックご案内
●ドックの種類
◎Ａドック一泊コース　　　　　受付時間　午前８時１５分　（月・火）
◎Ｂドック半日日帰りコース　　受付時間　午前８時１５分　（月・火・水・木・金）
◎オプション

◇メタボリック検診　（３，２４０円）
◇肺がん検診　　　　（９，７２０円）
◇乳がん検診　　　　（４，９８０円）
◇前立腺がん検診　　（１，５１０円）
◇骨密度検診　　　　　（８６０円）

◇胃内視鏡検査にも対応可能　（別途追加料金：１，１６０円）
◇胃の健康度検査　　　　　　　　　　　　（３，７８０円）
◇頭部ＭＲＩ検査　　　　　　　　　　　　（１９，２２０円）
◇脳梗塞リスクマーカー検査　　　　　　　（１０，８００円）

　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　健診係まで）
◎予約受付時間　月・火・木・金　　午前９時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　　　　水・土　　　　午前９時３０分～午後０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おります。
＊前もって、受診案内・健康調査票・検便容器をお渡し（送付）いたします。

●お申し込み方法

●健診費用
◎Ａドック…６５，６１０円
◎Ｂドック…３５，６００円
　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。

　助成金額　Ａドック…４０，０００円　Ｂドック…２０，０００円
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　私たちは、「障がいよりも生きがいを！」をテーマに、こどもから高齢者まで障がいの有無や程度に関
わらず、生活者が幸福追求していくために必要な仕組やサービスを学び、考え、形にしてきました。そ
して、４月より「そんな関ケ原で挑戦したい！」と全国から７名の元気な若者が集まりました。

� ������������������������������������������

　関ケ原町民となり、町民として暮らしながら、町民目線で地域を盛り上げていきたい！と意気込んで
います。どうぞよろしくお願いいたします。

奥津　光佳
（おくつ　みつよし）

神奈川県

作業療法士

藤井　岳彦
（ふじい　たけひこ）

奈良県

作業療法士

水上　清文
（みずかみきよふみ）

岡山県

作業療法士

下村　真野
（しもむら　まや）

宮崎県

作業療法士

伊波友里恵
（いは　ゆりえ）

沖縄県

作業療法士

山本　尚輝
（やまもと　なおき）

岐阜県

理学療法士

森田　早貴
（もりた　さき）

兵庫県

理学療法士

手を治して欲しい　　　　　⇒　治した手で何がしたいですか？

歩けるようになりたい　　　⇒　誰とどこへ出かけたら幸せな気分になりますか？

うちの子は板書が出来ない　⇒　彼が最も能力を発揮している教科はなんですか？

毎日大変で疲れたよ　　　　⇒　貴方が心地よいと感じる生活のパターンを教えてください？

身の回りのことが自立して欲しい

⇒　とびっきりのオシャレと化粧をして写真を撮りましょう！　　

進行性の病気で食事ができなくなってきた　

⇒　座位保持装置を使って大好きなワインを飲みに行きましょう！

WWWWWWWWWWWWWWhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttt iiiiiiiiiiiiiissssssssssssss yyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooouuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrr hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssss??????????????What is your happiness?
リハビリテーション科

　幸福を自分で手に入れようと動き出せば、心がワクワクしてきて、どんどん
楽しいことが起きてくるんだよ。どんなことでも、とにかく始めてみることだ。

（アランの幸福論）

医　療

・外　来

・入　院

・発達外来

・地域包括ケア

福祉（はびりす）

・放課後デイサービス

・相談支援事業所

・保育所等訪問事業

・地域交流Cafe

その他

・地域巡回

・介護予防

・講　演

・研　究
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土金木水火月診療科名等
森島高野瀬古森島瀬古瀬古一診

内 科

福田（和）森島桐井桐井高野二診
循環器外来桐井高野福田（和）三診

斎藤斎藤五診
高野桐井小原瀬古森島福田（和）初診

斎藤小原森島福田（和）午後
斎藤（予約外来）午後

松尾宮宮宮松尾宮一診
外 科 宮佐々木松尾田尻下宮松尾三診・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

岐阜大学
整形一般

楊
整形一般
（予約制）

楊
整形一般
（予約制）

岐阜大学
整形一般

楊
整形一般
（予約制）

吉岡
整形一般一診

整 形 外 科 秋山教授
関節専門外来

（予約制・不定期）
　５月９日のみ　

田中
リウマチ専門外来
（予約制１０：００～）

下川
脊椎専門外来
（予約制）

伏見
脊椎専門外来

（予約制１０：００～）
二診

澤田白木午前眼 科
１・３・５　久世
　　　２・４　柴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27年 5 月）※都合により休診になる場合があります。

◎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。）
※木曜日、内科　森島先生の診察予約は午後３時まで延長となります。

脳神経外科 ５月２３日（土） 

平成28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。

採用職種　・一般行政職（土木関係を含む）　若干名　　・保健師　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２８年３月３１日までに卒業見込みの方
　※保健師…保健師免許を有する方、または平成２８年３月３１日までに取得見込みの方
　　保育士…保育士証及び幼稚園教員免許を有する方、または平成２８年３月３１日までに取得見込みの方

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方
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また
は執行を受けることがなくなるまでの方

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年を経過しない方

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方

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（木）～２９日（金）　午後５時１５分まで
　　　　　（郵送の場合：５月２９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２６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

式による教養試験、事務適正検査及び専門職の場合のみ専門試験
　　　　　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 

試　験　資　格試 験 区 分

昭和６１年４月２日から
平成６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

平成２年４月２日から
平成８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
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問 

　少子高齢化が進んだ関ケ原町ではひとり暮らしや高齢者のみの世帯が多くなっています。もの
忘れがあったり、足腰が不自由な高齢者も少なくありません。そのため、病気やトラブルに巻き
込まれたときに、誰にも気がつかれないまま深刻な事態を迎えることもあります。 

　今後もひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増えることが考えられ、誰もが同様の危険に直面す
るおそれがあります。 

　このような異変に気づいたら、地域包括支援センターまでご連絡ください。 

高齢者にトラブルが生じているときは、何らかの異変が本人や家の様子に現れます。 

●郵便物などがたまっている 
●電気がつけっぱなし　　　など 

●服装や様子がおかしい 
●行き先が分からなくなっているようだ　など 

●知らない人がよく出入りしている 
●電話におびえている　　　　　　など 

●家で怒鳴り声がよくする 
●外で一人で弁当を食べている　など 

家で倒れて動けない 
家に帰っていない 

認知症になっている 

消費者トラブルに巻き込まれている 

虐待を受けている 

およそ３人に 
１人が高齢者 

高齢者のみの世帯の 
約半分がひとり暮らし 

およそ４世帯に１世帯が 
高齢者のみの世帯 

　生活の中で接する高齢の方をさりげなく見守り、もし、何
らかの異変に気づいたら地域包括支援センターなどの相談機
関につなぐことで、早期に対応することができ、事態の深刻
化を防ぐことができます。 

地域の見守りで安心して暮らせるまちに… 地域の見守りで安心して暮らせるまちに… 

＜サインの例＞ ＜こんな可能性があります＞ 



母
子
健
康
手
帳
の
交
付

や
す
ら
ぎ
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
で
交
付
し
て
い
ま
す
。
妊
娠
中
の
方
で
心
配
ご
と
や
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

平成２７年５月１日 12 第610号

　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

関ケ原町・実施医療機関名

　藤井病院　　　　　　　　　　 　４３－００３２　浅野医院　　　　　　　　　　 　４３－００１７

　関ケ原病院　　　　　　　　　 　４３－１１２２　関ケ原クリニック　　　　　　 　４３―２９９９

垂井町・実施医療機関名

　古川医院　　　　　　　　　　 　２２－０８１１　あいはら医院　　　　　　　　 　２２－１０１３

　不破医院　　　　　　　　　　 　２２－０１２６　多賀内科医院　　　　　　　　 　２２－０１０７

　安田医院　　　　　　　　　　 　２２－３１５３　博愛会病院　　　　　　　　　 　２３－１２５１

　やまざきキッズクリニック　　 　２３－０５７７　はくあい内科クリニック　　　 　２４－１２６５

　和田内科胃腸科　　　　　　　 　２３－２８２８　古井医院　　　　　　　　　　 　２２－００３１

　平成２６年１０月より、予防接種法が改正され、成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種が定期予防接種とな
りました。今年度の対象の方は、以下の方となります。
　接種を希望される方は、不破郡内の委託医療機関で予防接種をお受けくださいますようお願いします。
予診票は対象の方に郵送しています。

１．対 象 者　①平成２７年度に６５歳（Ｓ２５．４．２～Ｓ２６．４．１）、７０歳（Ｓ２０．４．２～Ｓ２１．４．１）
　　　　　　　　　　　　　７５歳（Ｓ１５．４．２～Ｓ１６．４．１）、８０歳（Ｓ１０．４．２～Ｓ１１．４．１）
　　　　　　　　　　　　　８５歳（Ｓ５．４．２～Ｓ６．４．１）、９０歳（Ｔ１４．４．２～Ｔ１５．４．１）
　　　　　　　　　　　　　９５歳（Ｔ９．４．２～Ｔ１０．４．１）、１００歳（Ｔ４．４．２～Ｔ５．４．１）となる方
　　　　　　②６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全

ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方
　　　　　　※すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外となります。

２．接種期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

３．接種回数：肺炎球菌ワクチンを使用し、１回筋肉または皮下に注射する。

４．接種費用：自己負担３，０００円（生活保護世帯の方は無料です）

５．接種医療機関：問診票を持参のうえ、不破郡内の委託医療機関で接種を受けてください。
　　　　　　※接種には、予約が必要ですので、医療機関に事前にお問い合わせください。


