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狂犬病の発生状況
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（注１） 死亡者数はWHOへの報告、関係国から得られた資料に基づいて一部更新。

（注２） 報告のない国については死亡者数100人未満の国とみなしている。

狂犬病発生地域（死亡者数100人未満）
厚生労働大臣が指定する狂犬病清浄地域

狂犬病発生地域（死亡者数100人以上）

アフリカ諸国

アルジェリア 13人（2006年）
エリトリア 34人（2003年）
ナミビア 19人（2006年）
セネガル 5人（2006年）

コートジボワール 3人（2006年）
ガーナ 3人（2006年）
ウガンダ 20人（2006年）
ボツワナ 2人（2006年）

モザンビーク 43人（2005年）
南アフリカ 31人（2006年）
マダガスカル 1人（2003年）

バングラディシュ
2,000人（2006年）

ミャンマー
1,100人（2006年）

中国
2,466人（2008年）

インド
20,000人（2008年）

南北アメリカ諸国

カナダ 1人（2007年）
米国 4人（2009年）
メキシコ1人（2003年）
キューバ 1人（2006年）

ドミニカ共和国 1人（2006年）
エルサルバドル 2人（2006年）
グァテマラ 1人（2006年）
コロンビア 3人（2005年）
ボリビア 4人（2006年）
ペルー 1人（2006年）
ブラジル 9人（2006年）

アルゼンチン 1人（2001年）

パキスタン
2,490人
（2006年）

フィリピン
250人（2008年）

アジア・中東諸国

モンゴル 2人（2003年）
ネパール 44人（2006年）
タイ 9人（2008年）

カンボジア 2人（2006年）
ベトナム 64人（2009年）
ラオス 2人（2006年）

インドネシア 40人（2006年）
スリランカ 51人（2008年）
イラン 11人（2006年）
グルジア 7人（2006年）
韓国1人（2004年）

厚生労働省健康局結核感染症課（2013年7月17日更新）

欧州・ロシア諸国

ロシア 10人（2009年）
ウクライナ 2人（2008年）
ルーマニア1人（2007年）
ドイツ 1人（2007年）

狂犬病の発生状況

構成市の状況

（人口、世帯数はH27.8.1現在・面積はH26.10.1時点国土地理院調）

多治見市 瑞 浪 市 土 岐 市 計

人　口（人） 113,573 39,081 60,061 212,715

世帯数（戸） 45,220 15,110 24,000 84,330

面　積（㎢） 91.25 174.86 116.02 382.13

「東�濃西部広域だより」とは、東濃西部の三市（多治見市、瑞浪市、

土岐市）の共同事務処理を行う広域行政機構「東濃西部広域行政事

務組合」が、その事業内容を圏域の皆さんに知っていただくために

発行している広報紙です。年に２回（10月と3月）発行しています。

「東�濃西部広域行政事務組合」は、医師確保奨学資金等の貸付、看護

専門学校の管理運営、青少年の健全育成及び非行防止、広域にわ

たる職員研修、広域の産業及び観光の振興、犬の登録及び狂犬病

予防、巡回型の消費生活相談、ふるさと市町村圏基金の設置及び

管理運営に関する事務などを行っています。

発症した場合の死亡率＝ほぼ100％
狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に

侵入の脅威にさらされています。狂犬病は発症すると100％助かりません。

犬の登録と定期的な予防注射は、万一の侵入に備えるために大変重要です。

愛犬家の皆さん、今年度の予防接種はお済みですか?

東濃西部広域行政事務組合	 23-1111（内線491）	 瑞浪市役所　環境課　68-9806（直通）

多治見市役所　環境課	 22-1111（内線1334）	 土岐市役所　環境課　54-1111（内線252）
問い合わせ

生後91日以上の犬を飼っている方は、法律で、犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。



平成27年7月31日に平成27年第2回東濃西部広域行政事務組合議会定例会が開催され、平成

26年度一般会計、各特別会計の決算6件、補正予算2件を原案通り可決し、同日閉会しました。

可決された議案は次のとおりです。詳しくは、広域組合ホームページで公表しています。

●平成26年度東濃西部広域行政事務組合決算認定（6件）

●平成27年度東濃西部広域行政事務組合一般会計補正予算（第1号）

●平成27年度東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計補正予算（第1号）

平成 27 年 第２回議会定例会が開催されました

詳細については広域組合ホームページで公表しています

平成26年度決算額
歳入総額（一般会計+特別会計）

4億160万2,654円（前年比10.0%）

歳出総額（一般会計+特別会計）

3億7,573万183円（前年比5.8%）

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況を公表します
組合の情報公開条例第25条、個人情報保護条例第39条の規定により公開等の状況をお知らせします。

(平成26年1月から平成26年12月まで)

○情報公開制度　公文書の公開請求・・・・・0件	 ○個人情報保護制度　開示、訂正及び削除の請求・・・0件

広域組合人事行政の運営状況を公表します

平成26年4月1日現在 平成27年4月1日現在

一般行政職 4 4

看護保健職 9 9

(単位：人)Ⅰ．職員数の状況

Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

開始時刻 終了時刻 休憩時間 1週間の勤務時間

8時30分 17時15分 12時～13時 38時間45分

１　職員の勤務時間（標準的なもの）
制度の概要 平均取得日数

1年につき20日付与
※付与された翌年に限り繰越可能（最大40日） 10.8日

2　年次有給休暇の状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

区　　　分 報酬額

報酬

議長・副議長・議員 年額 12,000円

監査委員
識見を有する者 日額 24,000円

議会の議員 日額 12,000円

６　特別職の報酬等の状況（平成26年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

３級 主査 1 25.0

４級 係長 2 50.0

５級 課長補佐 0 0

６級 事務局長・課長 1 25.0

計 4 －

（単位：人,％）4　一般行政職の級別職員数の状況（平成27年4月1日現在）
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職
平成27年 45歳4月 357,100 420,900

平成26年 42歳7月 337,600 428,400

看護保健職
平成27年 48歳0月 334,800 378,400

平成26年 47歳0月 328,800 375,800

（単位：歳,円）３　職員の平均年齢及び平均給料月額の状況（各年4月1日現在）

※�平均給与月額とは、平均給料月額と月ごとに支払われることとされてい
る諸手当の額（期末手当・勤勉手当は含みません）を合計したものです。

Ⅱ．職員の給与の状況

住民基本台帳
人口（26年度末）

歳出額
（A）

実質収支
人件費
（B）

人件費率
（B/A）

(参考)前年度
の人件費率

212,864 375,401 25,872 119,783 31.9 34.2

（単位：人,千円,％）１　人件費の状況（平成26年度普通会計決算見込み）

※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

（単位：人,千円）２　職員給与費の状況（平成27年度普通会計当初予算）

※①職員手当には退職手当、児童手当を含んでいません。
②給料とは基本給のことです。
③給与費とは基本給に各種手当を加えたもので職員が受け取る総支給額になります。

職員数
（A）

給与費 1人当たり給与費
（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　（B）

13 53,017 9,239 19,331 81,587 6,276

支給割合 期　末 勤　勉

� 6月期 1.225（0.75） 0.75（0.35）

12月期 1.375（0.75） 0.75（0.35）

計 2.60（1.50） 1.50（0.70）

職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

5　職員の手当の状況

※支給割合は、一般の職員の支給割合、（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

（１）期末手当・勤勉手当（平成27年度）
手当の種類 対象者 支給額

教育訓練手当（東濃看護専門学校
における学生への教育訓練業務）

教育主任看護師 月額　25,500円

教育看護師 月額　20,000円

（３）特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

多治見市 3％ 3人

（２）地域手当（平成27年4月1日現在）
時間外勤務時間数 208時間／年

職員1人当たり時間外勤務時間数 20.8時間／年

（４）時間外勤務手当（平成26年度）

東濃西部広域行政事務組合2

（単位：月分）



看護学校への進学をお考えの准看護師の皆さま、この学校で国家資格である看護師を目
指してみませんか。昼間定時制の学校なので働きながら学ぶことができます。

平成28年度　東濃看護専門学校の入学生を募集します！

問い合わせ　東濃看護専門学校（55-8181）

一般入学試験（一次募集で定員に達したときは、二次募集は行いません）
課 程 看護学科（2年課程　昼間定時制　修業年限3年）

募集人員 推薦入学と合わせて40人

受験資格

准看護師の免許を有する者（平成28年3月までに取得見込み者を含む）で次のいずれかに該当する者。

(1)免許取得後3年以上業務に従事した者及び平成28年3月で3年間の就業見込みの者

(2)高等学校若しくは中等教育学校を卒業している者及び平成28年3月までに卒業見込みの者

(3)高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者

※�「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者」として入学資格認定を必要とする者は、個別

の入学資格審査を行います。平成27年10月30日までに申請を行ってください。

出願受付

(1)期間：（一次募集）平成27年12月7日(月)～平成27年12月25日(金)

	 （二次募集）平成28年2月22日(月)～平成28年2月26日（金）
	 （土、日曜日及び祝日を除く。郵送の場合は、最終日必着）

※一般試験二次募集の実施に関しては、2月下旬に当校ホームページにて掲示します。

(2)時間：午前9時～午後5時

(3)場所：東濃看護専門学校

(4)入学試験料：１０，０００円（出願時に納入　郵送の場合は現金書留で送付）

受験票は後日送付するので、封筒（長３）に郵便番号、住所、氏名を記入の上、392円分の切手を貼

付したものを提出すること。（郵送の場合は、同封）

※出願書類は、東濃看護専門学校ホームページからダウンロードできます。
　URL：http://tono-seibu.org/to-no-n.c/index.html

入学試験

(1)試験日時：（一次募集）平成28年1月13日(水)　午前9時30分～午後5時

	 ：（二次募集）平成28年3月2日(水)　午前9時30分～午後5時

(2)受　　付：午前8時50分～9時20分

(3)会　　場：東濃看護専門学校

(4)試験科目：国語(古典を除く)、数学、看護学、面接

合格発表

（一次募集）平成28年1月26日(火)　（二次募集）平成28年3月10日（木）

午前9時、本校玄関・ホームページに掲示し、合格者には、郵送で通知します。

（電話での問い合わせには、一切応じません。）

※①授業料、②教材実習費は、前期と後期に分けて納入します。

※③施設整備協力金は、前期授業料等と同時に納入します。

※�その他に、授業・実習に係わる教科書・参考書代・実習衣代・交通費等の負担や、傷害保険の保険料ほかの負担

があります。

１年次 ２年次 ３年次
入学金 100,000円
①授　業　料（年額） 360,000円 360,000円 360,000円
②教材実習費（年額） 60,000円 60,000円 60,000円
③施設整備協力金

（多治見市、瑞浪市、土岐市に住所のない者）
200,000円 200,000円 200,000円

入学金及び授業料等の費用 平成28年４月現在

◎卒 業 後 の 資 格 看護師国家試験受験資格・保健師助産師学校入学受験資格が取得できます。

◎奨学資金貸付制度 卒業後、圏域内の病院等で看護師として就業する意欲のある方に対し、修学資金の貸し
付けを行っています。（返還免除の規定もあります。）
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東濃西部少年センターでは、多治見市、瑞浪市、土岐市の200名の少年指導員さんによる「声かけ活動」、ＭＳリーダー

ズの高校生による「啓発活動」、電話、メール、来室による「相談活動」などの業務を、関係公的機関や各種団体と連携

しながら、子ども・若者の健全な育成支援のために行っています。

事業者との契約トラブルや、借金問題など

の相談を受け付けています。事業者との交渉

への助言、場合によっては事業者との間に入

り、話合いのお手伝いもしています。

こんなことで困った時は、消費生活相談窓口に相談してください。

業務の３本柱

「声かけ活動」のねらいは、青少

年の育成支援と迷惑行為、不良行

為の防止です。気軽な声かけ、挨

拶による相手との信頼関係構築を

第一としています。黄色いベスト・

帽子の指導員さんが定期的に「声か

け活動」に取り組んでいます。

「あんしんコール」は、携帯からも

通話料無料でつながります。「あん

しんメール」は、24時間受け付けて

います。学校、勉強、家庭、いじめ、

非行などについて一人で悩んでい

ませんか?　少年センターは、あな

たを応援します。力になります。

「若者から若者へ」を合言葉に、若

者自らが、主体的に関わる啓発活動

を駅周辺で実施しています。「使っ

てください」と声をかけながらポ

ケットティッシュ等の啓発グッズ

を配布し、交通安全、非行防止、地

域美化の啓発に取り組んでいます。

「声かけ活動」

「少年指導員のおじさん、
おばさんです」

「一人で悩まないで」
「まず相談を！！」

「こんにちは、使って下さい」

「啓発活動」 「相談活動」

本人・保護者の方からのご相談を待っています。秘密は守ります。

0120－873－246
（午前10時～午後5時　火～土曜日）

あんしんコール

あんしんメール

各市の消費生活相談窓口 時　間／10 :00～16 :00 相談料／無料
相　談／予約制 予　約／住民登録地の窓口

土岐市役所／54-1111（内線186）多治見市役所／22-1111（内線1155）

瑞浪市役所／68 - 9748（直通） ／kouiki@tono-seibu.org

資格のある専門の相談員が、各市で巡回相談を行っています。

「消費者ホットライン」　1
い や や

88　局番なし
アナウンスに従って操作すると、最寄りの相談口につながります。

東濃西部少年センターの紹介

断っても強引な勧誘が
続く…

会場の熱気にのまれ、不
要なものを契約してし
まった。
解約したい…

プロバイダを変えれば安
くなると言われたのに、
高くなった。
解約したい…

アダルトサイトに登録さ
れ、請求画面が表示され
た…

金曜日

火曜日

月・火曜日


