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＊「健康診査申込書」で受診希望された方には、受診案内を送付させていただきます
＊新たに受診希望される場合は、やすらぎ　健康増進センター（ 　４３－３２０１）までどうぞ

実施月対　象　者検　診　名実施月対　象　者検　診　名
６～８月４０～７４歳の町国保加入者特定健康診査

６～８月

２０～３９歳の方２０・３０代健診

９～１０月
４０～６４歳の方（肺がん検診）
６５歳以上の方（結核検診）

結核・肺がん検診４０歳以上の方肺がん検診

５～６月４０，５０，６０歳の方総合節目検診４０歳以上の方大腸がん検診

８～１０月４０歳以上の方
胃がん検診（病　院）５０歳以上の男性前立腺がん検診
胃がん検診（カメラ）主に４０歳の方肝炎ウイルス検診

９～１１月３０歳以上の女性乳がん検診（病　院）
６～７月

概ね２０歳以上の方
（妊婦も受診可能です）

歯周疾患検診（集団）

５～６月
４０歳以上の女性乳がん検診（検診車）
２０歳以上の女性子宮（頸部）がん検診７～８月４０，５０，６０，７０歳の方

歯周疾患検診（個別）
２０～７０歳の５歳毎節目年齢の女性骨密度検診年　間妊婦

＊対象年齢は平成２８年３月３１日を基準にしています

　　　　　　　　　　（平成２６年まで）　　　　　　　（平成２７年から）
①胃がん（バリウム）　検診：検診車　　　　　　→　　廃止
②胃がん（バリウム）　検診：国保関ケ原病院　　→　　継続（８～１０月の予定）
③胃がん（カメラ）　　検診：国保関ケ原病院　　→　　継続（８～１０月の予定）

＊これまで「検診車」の胃がん（バリウム）検診を受診してみえた方は、国保関ケ原病院での検診に変更をお願いします。

胃がん検診について（平成２７年からの変更点）

＜検診内容＞　（男性）胃・肺・大腸・前立腺（５０・６０歳のみ）がん検診、肝炎ウイルス検診（過去の未受診者のみ）
　　　　　　　（女性）胃・肺・大腸・骨密度検診、肝炎ウイルス検診（過去の未受診者のみ）
　　　　　　　＊町の国民健康保険加入者（４０～７４歳）は合わせて特定健診も受診できます（６月２０、２７日のみ）。

ただし、別途負担金が必要です。
＜実 施 日＞　５・６月の土曜日（午前中）　　＜自己負担金＞　３，９００円（サンキュー料金）

総合節目検診（関ケ原病院） ４０・５０・６０歳の節目年齢の方　（要予約）対象者

５月からスタートの検診紹介

＜検診内容＞　（子　宮）子宮の入口「子宮頸部」の検診です。問診、医師の内診、細胞診
　　　　　　　（　乳　）問診、医師による視診・触診、マンモグラフィー（Ｘ線）
　　　　　　　（骨密度）問診、足首の超音波検査　
＜実 施 日＞　５月２６日（火）、６月１日（月）、６月１６日（火）
＜受付時間＞　午前９時～午前１１時、午後１時３０分～午後３時
＜自己負担金＞　（子宮）６００円、（乳）７００円、（骨密度）５００円
＜注意事項＞　望ましい受診時期は月経終了後７日以降です。月経中の受診（子宮がん検診）は避けてください。

＊子宮・乳がん・骨密度検診（集団検診車）
（子　宮）　２０歳以上の女性
（　乳　）　４０歳以上の女性
（骨密度）　２０，２５，３０，３５，４０，４５，５０，５５，６０，６５，７０歳の女性（対象者に個別案内します）

対象者
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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
※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７日（木）プレママさん・お子さん何でも相談
す く す く 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

平成２４年４月２日～
平成２５年４月１日生まれ午前９時３０分～午前１１時３０分１４日（木）キ ッ ズ ビ ク ス

母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、
タオル、歯科保健アンケート平成２５年３月・４月生まれ午前１０時００分～午前１１時３０分１８日（月）２ 歳 児 歯 科 相 談
母子健康手帳、おかゆ（お子さん用）、
エプロン、三角巾５月２８日（木）の乳児健診対象者午前１０時００分～午前１１時３０分

２８日（木）
離乳食教室＆交流会

母子健康手帳、問診票
平成２６年１２月・平成２７年１月生まれ午後１時１５分～午後１時４５分前 期 乳 児 健 診
平成２６年６月・７月生まれ午後１時４５分～午後２時１５分後 期 乳 児 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」

午後１時００分～午後３時１５分１日（金）ヨ ー ガ 教 室

成
人
関
係

午前９時１５分～午前１２時００分
１３日（水）

シルバービクス教室
午後１時００分～午後３時４５分新！血液さらさら教室

音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分１９日（火）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２７日（水）筋肉しっかりトレーニング教室
子宮がん検診：６００円、
乳がん検診：７００円、
骨密度検診：５００円

子宮がん検診：２０歳以上の女性
乳がん検診：４０歳以上の女性
骨密度検診：２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性

午前９時００分～午前１１時００分
２６日（火）子宮がん・乳がん・骨密度検診

午後１時３０分～午後３時００分

筆記用具、エプロン、三角巾、
マスク申込者

午前１０時００分～午前１２時００分
２０日（水）

シルバービクス教室栄養講座
午後１時３０分～午後３時３０分新！血液さらさら教室栄養講座
午前１０時００分～午前１２時００分

２２日（金）
筋肉しっかりトレーニング教室栄養講座

午後１時３０分～午後３時３０分ヨーガ教室栄養講座

5555

自転車のルール・マナーを守りましょう！ 自転車のルール・マナーを守りましょう！ 自転車のルール・マナーを守りましょう！ 

垂井警察署 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 
　自転車は「軽車両」であり、車道通行が原則
です。 
　ただし、次の場合は歩道を通行することがで
きます。 
・「歩道通行可」の標識等があるとき 
・運転者が児童、幼児、７０歳以上の高齢者、
身体障がい者であるとき 
・車道または交通の状況に照らして、やむを得
ないとき 

２ 車道は左側を通行 
　車道を走る際は、道路の左端を通行しましょう。 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
　歩道では、すぐに止まれる速度で走行しまし
ょう。また、歩行者の通行を妨げてはいけません。 
　歩行者の通行を妨げる場合は、「一時停止」
をしなければなりません。 

４ 安全ルールを守る 
　次のような行為はルール違反です。 

５ 子どもはヘルメットを着用 
　保護者の方は、児童、幼児を
自転車に乗せる際は、ヘルメッ
トを着用させましょう。 

飲酒運転 二人乗り 

傘差し運転 携帯電話やヘッドホンを 
聴きながらの運転 

並　進 
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月　　　　額
段　階　区　分 ３歳以上児３歳未満児

保育短時間保育標準時間保育短時間保育標準時間

０円０円０円０円生活保護世帯Ａ

３，０００円３，０００円５，０００円５，０００円町民税非課税世帯Ｂ

６，９００円７，０００円９，９００円１０，０００円町民税均等割のみ課税１

Ｃ

９，９００円１０，０００円１５，８００円１６，０００円
町民税所得割課税額
４８，６００円未満

２

１２，８００円１３，０００円２０，７００円２１，０００円
町民税所得割課税額
４８，６００円以上９７，０００円未満

１

Ｄ

１５，８００円１６，０００円２３，６００円２４，０００円
町民税所得割課税額
９７，０００円以上１３３，０００円未満

２

１８，７００円１９，０００円２６，６００円２７，０００円
町民税所得割課税額
１３３，０００円以上１６９，０００円未満

３

２０，７００円２１，０００円２８，６００円２９，０００円
町民税所得割課税額
１６９，０００円以上２３５，０００円未満

４

２２，７００円２３，０００円３０，５００円３１，０００円
町民税所得割課税額
２３５，０００円以上３０１，０００円未満

５

２４，６００円２５，０００円３２，５００円３３，０００円
町民税所得割課税額
３０１，０００円以上３９７，０００円未満

６

２６，６００円２７，０００円３４，５００円３５，０００円
町民税所得割課税額
３９７，０００円以上

７

２７，０００円２７，０００円３５，０００円３５，０００円私的契約児

１．４月～８月は前年度の町民税額に基づく保育料、９月～３月は当年度の町民税額に基づく保育料とな
ります。

２．階層区分認定の基礎となる課税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外
国税額控除、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。

３．Ｂ階層に属している世帯のうち、ひとり親家庭、在宅障がい児（者）のいる世帯等は無料となります。
４．同一世帯から２人以上の児童が保育所を利用している場合、上から２人目の児童の保育料は半額、
３人目以降の児童の保育料は無料となります。

５．同一世帯から保育所のほか、幼稚園等を利用している児童がいる場合、保育所に通う１人目の児童
の保育料は半額、２人目以降の児童の保育料は無料となります。

６．同一世帯から保育所のほか、小学校に２人以上の児童がいる場合、保育所に通う児童の保育料は無
料となります。

新制度における平成２７年度保育料（２号・３号：保育認定）
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　介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）は、通常、前年度の２月の保険料を仮算定期間（４，６，８
月）に納付し、７月の本算定後に決定された年額保険料との調整をすることになっていますが、平成２７
年度は介護保険料の値上げと所得段階の細分化が行われるため、本算定後に納付していただく保険料が
大幅に上がる可能性が高くなることから、仮算定の段階で保険料を変更し、本算定後の納付額との差額
を少なくする平準化の措置をとらせていただくことになりました。
　皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。　　　　　　　　　 　役場　住民課　　 　４３－１１１３問 

　介護保険制度では、３年ごとに介護給付費や被保険者数の推移などから介護保険料の見直しをしてい
ます。関ケ原町は、平成２４年度に介護保険料の値上げを行いましたが、介護給付費の増加が著しく、平
成２５年度と平成２６年度に県から借入を行いました。平成２７年度は借入の返済も含め、値上げをしなけれ
ば介護保険の運営ができなくなってしまいました。値上げにより住民の皆様のご負担が増えることにな
り、大変申し訳ありませんが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

対　　　象
（町民税の課税状況、収入により

区分が分かれています。）

改定後
介護保険料
（年額）

基準額
（第５段階）
に対する割合

所得段階

非課税世帯：生活保護受給者、合計所得
金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

　３０，２４０円
０．５０

（軽減後０．４５）
第１段階

非課税世帯：合計所得金額＋課税年金収
入額が８０万円を超え１２０万円以下の方

　５０，４００円０．７５第２段階

非課税世帯：合計所得金額＋課税年金収
入額が１２０万円を超える方

　５０，４００円０．７５第３段階

課税世帯で本人非課税：合計所得金額＋
課税年金収入額が８０万円以下の方

　６０，４８０円０．９０第４段階

課税世帯で本人非課税：合計所得金額＋
課税年金収入額が８０万円を超える方

　６７，２００円１．００第５段階

本人課税：合計所得金額が１２０万円未満の方　８０，６４０円１．２０第６段階

本人課税：合計所得金額が１２０万円以上
１９０万円未満の方

　８７，３６０円１．３０第７段階

本人課税：合計所得金額が１９０万円以上
２９０万円未満の方

　１００，８００円１．５０第８段階

本人課税：合計所得金額が２９０万円以上の方　１１４，２４０円１．７０第９段階

平成２７～２８年度の介護保険料（年額）

　介護保険法の改正により、介護保険料の所得段階が９段階に細分化されました。また、消費税の値上
げに伴う公費投入による低所得者への保険料軽減については、平成２７、２８年度は第１段階のみ行われる
ことになりました。平成２９年度は第１～３段階について、保険料軽減が予定されていますので、確定次
第お知らせいたします。

介護保険料の改定について 
　　　ご協力をお願いします 
介護保険料の改定について 
　　　ご協力をお願いします 

◆平成２７～２９年度の介護保険料について◆
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　ソフトテニススポーツ少年団では、小学１年生
から中学生までが元気に仲良く活動しています。
昨年度は男子団体戦において３位に入賞し、個人
戦でも入賞しました。テニス以外でも、季節に応
じた多様なイベントで楽しんでいます。興味のあ
る方はいつでも桃配コートに来てください。

活動日　土曜日　午後１時～午後４時
　　　　日曜日　午前９時～午前１２時

平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正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 そそそそそそそそそそのののののののののの２２２２２２２２２２平成２７年度介護保険制度改正について　その２

　平成２７年度介護保険制度改正について、平成２７年８月１日施行の主な内容についてお知らせ
します。

　高額介護サービス費の区分に、「現役並み所得者」の区分４４，４００円が新設されました。同一世
帯に課税所得１４５万円以上の人がいて、単身の場合年収３８３万円以上、夫婦の場合年収５２０万円以
上の方が対象となります。

●高額介護サービス費の上限が新たに追加

　本人の合計所得金額が１６０万円以上で、年金収入＋その他の合計所得金額が単身世帯２８０万円
以上、２人以上世帯３４６万円以上の場合、サービスを利用したときの自己負担が、１割から２割
に変更になります。
　要支援・要介護認定者には、「介護保険自己負担割合証」が発行されます。８月１日から翌年
の７月３１日までの負担割合証となります。所得状況により、毎年見直しがされます。

●一定以上の所得がある人は、自己負担が２割になります

　低所得者の方が宿泊を伴うサービスを利用した際に食費・居住費の補助（補足給付）が受けら
れる「負担限度額認定」の要件が、本人の収入のみならず、配偶者の収入や預貯金等の資産も
加味することになりました。町民税が非課税であっても、単身で預貯金が１千万円以上、夫婦
で２千万円以上ある場合、食費・居住費の補助（補足給付）がなくなります。

　※　平成２７年４月１日から特別養護老人ホームの多床室の居住費の負担限度額が３２０円から
３７０円に変更になりました。現在ご利用の負担限度額認定証は、そのまま７月末までご利用
ください。多床室の基準費用額は、これまで３２０円でしたが、平成２７年４月からは３７０円に
変更され、平成２７年８月からは８４０円に変更されます。

 　役場　住民課　　 　４３－１１１３問 

●食費・居住費の補足給付の適用条件が変更



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　子供の火遊びは大人に隠れて行うため、火災に発展した場合に発見が遅れ、拡大する要因と
なっています。また火遊びをして何かに燃え移ってしまった場合、親に怒られるのを怖がって
自分たちで火を消そうとし、火災の規模を大きくしてしまうばかりか、逃げ遅れて死亡する事
もあります。火遊びの多くはライターによるもので、次いでマッチ、花火となっています。火
遊びによる火災をなくすためにも、大人が子供に火災の恐ろしさや正しい火の取り扱い方法を
教える必要があり、もし火災が発生したら「自分で何とかしようとせずに逃げる。」そして「大
人に知らせること。」この２つの注意点は、必ず子供に教えてください。 
　子供の火遊びによる火災が起こらないよう、また死者を出さないよう、もう 
一度子供たちと火災の恐ろしさや火の取り扱いについて話し合いましょう。 

　皆様のご家庭に設置してある消火器には寿命があります。使用期間または使用期限は本体に表
示されており、期間中メンテナンスは不要で薬剤の詰め替えができない構造となっています。期
限を過ぎたものは、新しいものと交換してください。 
　また消火器がたとえ使用期限内であっても、いざという時に不具合等で使えなければ意味があ
りません。半年に１回程度は下図の項目にそってチェックしてください。 

　不具合が見つかった消火器は、使用しますと重大な事故につながる可能性があります。絶対に
使用せず速やかに交換してください。 

社団法人　日本消火器工業会　引用 

　　不破消防組合　西消防署　　　　４３－０１１９ 問 

消火器の廃棄・リサイクルについてのお問い合わせ先 

（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝日・休日及び午前１２時～午後１時を除く） 

（株）消火器リサイクル推進センター　　　　０３－５８２９－６７７３ 
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●関ケ原町長感謝状（退団者） 
元西部分団　　　岡　島　寿　門 
元西部分団　　　古　川　貴　之 
元北部分団　　　兒　玉　裕　一 
元北部分団　　　水　野　将　照 
元北部分団　　　西　村　康　司 

●消防庁長官表彰（伝達）　永年勤続功労章 
本　　部　　副団長　　相　撲　嘉　史 
 
●消防団長表彰５年精勤章 
西部分団　　部　長　　谷　口　拓　生 
西部分団　　部　長　　竹　野　進　司 
北部分団　　団　員　　　　口　憲治郎 
北部分団　　団　員　　木　村　彰　吾 
中部分団　　部　長　　北　村　一　磨 
中部分団　　班　長　　中　川　雅　雄 
中部分団　　団　員　　寺　町　　涼 
中部分団　　団　員　　田　中　聡　史 
東部分団　　部　長　　�　木　信　一 
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●消防署　平成27年 3月分

出動件数
累計今月

102交 通

173一般負傷

4815急病人

186その他

9326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

0　0建 物

0　0車 両

0　0林 野

0　0その他

00計

ひとりの力が守る力に

ご見学
自由

ひとりの力が守る力に

ご見学
自由

平成27年度
揖斐川連合総合水防演習・
広域連携防災訓練

平成27年度
揖斐川連合総合水防演習・
広域連携防災訓練

メイン
会場

サテライト
会場

■主催／ 国土交通省中部地方整備局、岐阜県、大垣市、揖斐川町、瑞穂市、本巣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、
 神戸町、輪之内町、安八町、大野町、池田町、大垣輪中水防事務組合、揖斐川水防事務組合、名古屋港管理組合

平  成
27 年

時
　
日

9:00～12:00
245 ①三重県四日市市 四日市港 霞ヶ浦南ふ頭

②三重県いなべ市 藤原文化センター

（木曽川右岸河川敷）

①岐阜県揖斐川町西津汲 旧久瀬小中学校グラウンド
②名古屋市港区港町地先 名古屋港ガーデンふ頭※小雨決行

岐阜県大垣市今福地先
（揖斐川右岸河川敷）

日

大規模な水害に備え、水防工法の実演や防災機関による情報
共有訓練・被災者救助訓練などの水防演習・防災訓練を実施
します。会場内では、パネルや最新の防災機器の展示、地震や
降雨など体験しながら学べるコーナーも設置します。
ぜひご来場ください。

※メイン会場のみ駐車場完備。

お問合せ　国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所　TEL 058-251-4265　http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/ 大垣駅からメイン会場まで、シャトルバスの運行を予定しております。詳細は左記ホームページでご確認ください。
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　平成２６年度の目標及びその達成に
向けた活動の点検・評価（案）、平成
２７年度の目標及びその達成に向けた
活動計画（案）を関ケ原町のホーム
ページ及び関ケ原町農業委員会事務
局（役場　産業建設課）にて公表し、
地域の農業者等からの意見及び要望
等を募集しています。
　なお、意見及び要望等は住所・氏
名を記載のうえ応募願います（特に
様式は指定しません）。
地域農業者等からの

意見及び要望等の募集期間
４月１５日（水）～５月２０日（水）

　 　役場　産業建設課内
　　関ケ原町農業委員会事務局

　 　４３－３０５４
　 　４３－３１２２

 
　計量法の規定により水道のメー
ター取替えを行います。取替えは町
給水装置指定工事店が各家庭にお伺
いして実施します。取替えの際には
断水になります（１０～２０分程度）。取
替えを行う前にはお声をかけますが、
お留守の場合でも取替えさせていた
だきます。なお、交換に伴う費用の
発生はありません。
　敷地内に入ることもありますので
趣旨をご理解のうえ、ご協力お願い
します。
　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３ 

問 

水道メーター取替えに
ご協力ください

問 

 
　日常会話程度の手話を学びたい方
を対象とした基礎編の手話講座を、
海津市、養老町、垂井町、関ケ原町
の４市町で共同開催します。
期　日　６月２日（火）～１２月２２日（火）
　　　　毎週火曜日　全２６回
時　間　午前１０時～午前１２時
場　所　西濃総合庁舎
　　　　（大垣市江崎町４２２－３）

内　容　簡単な日常会話の学習
対象者　入門課程修了者
定　員　３０名（４市町あわせて）
参加費　無料（テキスト代１，５１２円必要）
申込方法　往復はがきに講座名・住所・氏

名・年齢・連絡先を記入し、県
聴覚障害者協会（〒５００－８３８４
岐阜市薮田南５－１４－５３　ふ
れあい会館６階）に郵送。

申込締切　５月２２日（金）
　 　岐阜県聴覚障害者協会
　 　０５８－２７８－１３０１
　 　０５８－２７４－１８００

 
子供と高齢者の交通事故防止

期　　間　５月１１日（月）～２０日（水）
運動の重点・自転車の安全利用の推進

（特に、自転車安全利用
五則の周知徹底）

　　　　・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
　一人ひとりが交通事故に注意して
行動し、交通事故をなくしましょう。
＊５月２０日（水）は交通事故死ゼロを目指す日です
　 　岐阜県交通安全対策協議会
　 　０５８－２７２－８２０５ 

手話奉仕員養成講座
基礎編受講生募集

問 

平成２７年
春の全国交通安全運動

問 

 
日　時　６月１８日（木）
　　　　午前９時３０分～

午後４時３０分
場　所　ロワジールホテル大垣
講義内容　税金全般に関する基礎的な

内容
講　師　大垣税務署職員
対象者　経理初心者
　　　　（今までに受講されていな

い方に限ります。）
参加費　無料（講義用図書、昼食付）
定　員　５０名（先着順にて〆切）
　　　※受講決定者には後日連絡い

たします。
申　込　大垣法人会事務局へＦＡＸ

にて申込してください。
＜ＦＡＸ記載事項＞様式自由
・法人または団体名・所在地（住所）
・電話番号　　　　・ＦＡＸ番号
・申込責任者名　　・受講予定者名
　 　大垣法人会事務局　
　 　８１－１２８８
　 　８１－１５３９

一般社団法人　大垣法人会開催
平成２７年度　税金教室�

問 

《関ケ原町農業委員会より》
平成２６年度の目標及びその達成に向け
た活動の点検・評価（案）、平成２７年度の
目標及びその達成に向けた活動計画
（案）について地域の農業者等からの意
見及び要望等を募集しています
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　県下在住の母子家庭の母または父
子家庭の父を対象に、就業を支援す
るための講習会が開催されます。
受講種目　・介護職員初任者研修
　　　　・医療事務講習
　　　　・クラウドソーシング
対象者　母子家庭の母または
　　　　父子家庭の父　約２６名
面接日　西濃県事務所
　　　　　６月２２日（月）
　　　　　午後１時～
　　　　岐阜県ひとり親家庭等

就業・自立支援センター
　　　　　６月１７日（水）～２９日（月）
　　　　　午前１０時～午後５時まで

（日曜日は除く。）
　　　　　ただし、要事前予約
受講料　無料
　　　　（ただし教材費は本人負担。）
申込期間　５月１４日（木）～

５月２９日（金）
申込先　西濃県事務所　福祉課
　　　　 ７３－１１１１（内線２３４）
　 　西濃県事務所　福祉課
　 　７３－１１１１（内線２３４）
　 　岐阜県ひとり親家庭等就業・

自立支援センター　
　 　０５８－２６８－２５６９ 

ひとり親家庭を対象とした
就業支援講習会

問 

問 

 
　自動車税の納期限は６月１日（月）
です。自動車税は、教育や福祉など
の行政サービスを行うための大切な
財源です。必ず納期限までに納めま
しょう。銀行などの金融機関、コン
ビニでの納付のほか、インターネッ
トを利用したクレジットカード納付
もできます。詳しくは自動車税の納
税通知書（５月７日発送）をご覧くだ
さい。
　自動車税に関するお問い合わせ　
　 　岐阜県自動車税事務所　
　 　０５８－２７９－３７８１

 
　外国人登録証明書から特別永住者
証明書への早めの切替えをお願いし
ます。
　特別永住者証明書とみなされる期
間が満了する日（※）までに、外国人
登録証明書を特別永住者証明書に切
り替える必要があります。
※外国人登録証明書が特別永住者証
明書とみなされる期間（有効期間）

（１）平成２４年７月９日の時点で１６歳
以上であった方
　外国人登録証明書の次回確認（切
替）申請期間の始期とされる誕生
日が
　①平成２７年７月８日までに到来す
る方　　→平成２７年７月８日まで
　②平成２７年７月９日以降に到来す
る方　　　　　→当該誕生日まで

（２）平成２４年７月９日の時点で１６歳
未満であった方

→１６歳の誕生日まで
　外国人登録証明書が特別永住者証
明書とみなされる期間が平成２７年７
月８日までとなっている方で、まだ
手続がお済みでない方が多数おられ
るため、この直前の時期は窓口が大
変込み合うことが予想されます。
申請場所　役場　住民課　
　　　　　 　４３－１１１３
入国管理局ホームページ
　 　http://www.
　immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/

kirikaenoosirase.pdf

岐阜県からのお知らせです

問 

外国人登録証明書をお持ちの
特別永住者の方へ

日　時　５月１９日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　鉄道唱歌と関ケ原 
　文明開化と言われた明治時代。
鉄道は全国的に広がりました。
それにともない鉄道唱歌も大流
行。関ケ原も唄い込まれていま
す。関ケ原を唄った歌碑はどこ
にあるでしょうか。皆さんご存
じですか？ 

　歴史を語る会は会員を募集し
ています。問い合わせは 
　□　４３－１０６８、�木正宣まで。 

平成27年3月分 

比  較26年3月の
排出量

２7年3月の
排出量品  目

4.15％増65.05ｔ67.75ｔ燃やせるごみ

3.82％増7.07ｔ7.34ｔプラスチック類

0.78％増5.15ｔ5.19ｔ燃やせないごみ

○歴史民俗資料館入館者数
　　　３月分　　２，５２０人
○不破関資料館入館者数
　　　３月分　　　３４９人

８日　個人１名（東京）【吉澤広幸ガイド】
１７日　個人２名（愛知）【細見昌男ガイド】
１７日　個人２名（長崎）【池側恵子ガイド】
１７日　個人４名（東京）【林英男ガイド】
１９日　大阪府高齢者大学校受講生２３名（大阪）
　　　【吉澤広幸ガイド・

三輪成康ガイド・池側誠ガイド】
１９日　大野町文化財保護協会２０名（岐阜）

【伊藤庄市ガイド】
２０日　遊遊の会２２名（愛知）

【細見昌男ガイド】
２１日　イオンクラブ歩こう会１０名（大阪）

【今井　剛ガイド】
２１日　諏訪湖ロータリークラブ２０名（長野）

【井野時茂ガイド】
２２日　航路灯８名（岐阜）

【安部覚之ガイド】
２３日　個人１名（岡山）【吉澤広幸ガイド】
２５日　岐阜大学同窓会６名（大阪）

　【井野時茂ガイド】
２５日　個人２名（神奈川）【林英男ガイド】
２６日　海老名ガイド協会４０名（神奈川）

【林英男ガイド】
２８日　国友歴史探歩会１６名（滋賀）

【三和敏郎ガイド】
２９日　名古屋城観光ガイド
　　　　ボランティアの会６名（愛知）

【三輪成康ガイド】
３０日　個人２名（青森）【�木敏朗ガイド】
史跡ガイド事務局（歴史民俗資料館内）

せきがはら史跡ガイド

３月ガイド実績　１７件
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☆まつり特別番組
 大垣まつり生中継 
◇９日（土）・１０日（日）　午前８時３０分　他
※天候等により内容が変更になる場合があります。
 垂井曳 まつり　子供歌舞伎 
◇７日（木）　午後１時　他
 神戸日吉山王まつり 
◇１８日（月）～３１日（日）　午後９時３０分　他
☆レギュラー番組総集編　１～４月放送分
 デイリーＵＰ 
　　　　１月分　４日（月）　午後６時　他
　　　　２月分　５日（火）　午後６時　他
　　　　３月分　６日（水）　午後６時　他
　　　　４月分　７日（木）　午後６時　他
 げんきはなまる 
　　　　１月分　４日（月）　正午　他
　　　　２月分　５日（火）　正午　他
　　　　３月分　６日（水）　正午　他
　　　　４月分　７日（木）　正午　他
 里見まさとのご町内探訪 
　　　　　　　　７日（木）　午後１０時　他
 マチサガ！ 　　６日（水）　午後１０時　他
 みるチャン 　　５日（火）　午後１０時　他
 レッツボランティア 　４日（月）　午後１０時　他
 ＴＶギャラリー 　４日（月）　午後９時２０分　他
※特別番組の為通常番組が変更になる場合があり
ます。

　詳しくは電子番組表・大垣ケーブルテレビホー
ムページ等をご確認ください。

◆レギュラー番組は１１日から再開します。
 　http://www.ogaki-tv.co.jp/　 　oct@ogaki-tv.co.jp

　※身近な情報をお寄せください。

5

　年に一度の婦人の家を利用されている方々のグ
ループ展です。ご家族やお友達同士お誘い合わせ
てぜひお出かけください。
日　時　５月２３日（土）　午前９時３０分～午後３時
内　容　リユースバザー
　　　　チャリティーバザー
　　　　クラブ会員作品展示・体験コーナー
　　　　至福のひととき（裏千家茶道クラブ）
　　　　貸衣装展示・予約会
　　　　働く婦人の家講座紹介
　　　　ちりれれ三味線クラブ演奏
　　　　おはなしミニトマト
　　　　琴の演奏
※詳細は、各戸配布しますチラシをご覧ください。

 　働く婦人の家　 　４３－２６６６問 

第３０回　働く婦人の家グループ展を開催 第３０回　働く婦人の家グループ展を開催 

４３－２２３３ 

　ふれあい図書館内おはなしコーナーにて、
ボランティアの方と職員による読み聞かせ
会を開催しています。どなたでも参加でき
ます。

５月９日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
　担当：読書サークル
　★おかあちゃんがつくったる
　★ゆらゆらばしのうえで

５月２３日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
　担当：司書
　★おじさんのかさ
　★あかにんじゃ

■ おはなし原っぱ

　図書館で保存期間の過ぎた雑誌や、皆さんに持ち寄っ
ていただいた本をご自由にお持ち帰りいただけます。
期　間　４月２５日（土）～５月６日（水）
　　　※４月２７日（月）、２８日（火）、３０日（木）は休館日
時　間　午前１０時～午後５時
場　所　ふれあいセンター　創作室
　　　＊初日のみ　お一人１０冊まで
　　　＊一度お持ち帰りになった本は返品できません。

あなたの本に新しい読み手を！
本のリサイクル市開催のお知らせ

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

 ５月のギャラリー 
ミニ竹細工展
～竹を活かした小さなお家、

小さなおもちゃが大集合～
出　展：阿部　正夫さん　竹細工工房
期　間：５月２日（土）～５月３０日（土）
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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 末ながくお幸せに おめでとうございます 

平成27年4月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－33人）　 

（－18人） 

（－15人） 

（＋ 2 世帯） 

7，670人 

3，765人 

3，905人 

2，799世帯 

平成27年 3 月16日から 
平成27年 4 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 住　所 氏　名 

平　井 

西町二 

松　尾 

竹の尻 

平　井 

西町二 

８３歳 

５５歳 

９０歳 

８１歳 

８２歳 

９３歳 

杉山　良一 

生駒　いずみ 

小寺　さだ子 

山田　みつ子 

山口　博 

下谷　瑠璃子 

滋賀県 
 
垂井町 

西村　武司 
 
小嶋　紀子 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

真介 
智子 

ゆ　か 

西町一 

製作所社宅 

 

岡村　由華 

氏縄　優那 

 

孝明 
友梨 

ゆう な 

岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業 

　現在、１８歳未満のお子さんがいる世帯、妊娠中の方がいる世帯に配布しています「ぎふっこカー
ド」が平成２７年４月１日から新しくなりました。
　新しい「ぎふっこカード」は、保育所（園）、幼稚園、小・中学校、高等学校等を通じて配布しま
した。
　お子さんが学校などに通われていない世帯の方々は、役場　住民課で配布しますので、保護者の
方の身分証明証とお子さんの保険証、母子健康手帳等をご提示ください。（郵送による交付を希望さ
れる場合は、保険証等の写しと８２円分の切手を同封の上、岐阜県　子育て支援課まで郵送をお願い
します。）
　なお、有効期限が平成２７年３月３１日までのカードは、各自で破棄をお願いします（返却不要）。
　詳しくは、ホームページ（ 　http://www３.pref.gifu.lg.jp/pref/kosodateoen/）をご覧ください。

　 　役場　住民課　　 　４３－１１１３
　 　岐阜県　子育て支援課
　　　〒５００－８５７０　岐阜市薮田南２－１－１　 　０５８－２７２－８０７７

問 

問 

【配布対象者】　県内に住んでいる１８歳未満の子どもがいる世帯
（国籍は問いません）、妊娠中の方がいる世帯


