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構成市の状況

（人口、世帯数はH28.8.1現在・面積はH27.10.1時点国土地理院調）

多治見市 瑞 浪 市 土 岐 市 計

人　口（人） 112,887 38,863 59,605 211,355

世帯数（戸） 45,636 15,297 24,167 85,100

面　積（㎢） 91.25 174.86 116.02 382.13

「東 濃西部広域だより」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「東濃西部広域行政事務組合」が、その

事業内容を圏域の皆様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、東濃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、消費生活相談、広域の産業及び

観光の振興、医師確保奨学資金等の貸付、犬の登録及び狂犬病予

防、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。

「日本では狂犬病は発生しない!」…と､思っていませんか？

＊�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。

狂犬病は､全てのほ乳類に感染するウイルス性疾患です｡

近年、海外から様々な種類の動物が輸入されていますので、狂犬病の侵入の危険性はゼロではありません。

目的もなく動き回ったり、吠えたりするようになります。次い

で、目に入るものはなんでも咬みつくなど、攻撃的になります。

また、喉が麻痺するために食べ物や水を飲み込めなくなることもありま

す。そして、立ち上がって歩くことも困難となり、やがて昏睡状態となり

死亡します。例外で、攻撃的にならず、麻痺症状のみの場合もあります。

症状は？

発病した犬には、有効な治療法がありません。治療方法は？

■狂犬病に感染すると…犬の場合

１～３ヶ月の潜伏期の後に、発熱、食欲不振などに加えて咬まれた

傷の痛み、知覚の異常が現れます。やがて、水を飲もうとすると喉のけいれん

発作がおこるようになり、飲水が不可能となります(恐水症)。そして、高熱、幻

覚、錯乱、麻痺などのさまざまな神経症状をおこします。さらに、全身のけい

れんが現れ昏睡に陥ります。この後、呼吸困難、血圧の低下などをおこし、死

に至ります。

症状は？

発症すると有効な治療法はありません。治療方法は？

■狂犬病に感染すると…人間の場合

必ず、年1回、狂犬病予防注射を受けましょう。

■狂犬病からあなたと犬（家族）を守るために



平成28年8月3日に平成28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27年度一般会計、各特別会計の決算7件、補正予算2件を原案通りに認定・可決し、一般

質問が行われ同日閉会しました。

認定・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27年度東濃西部広域行政事務組合決算認定（7件）

●平成28年度東濃西部ふるさと活性化基金特別会計補正予算（第1号）

●平成28年度東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計補正予算（第1号）

平成 28 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27年度決算額
歳入総額（一般会計+特別会計）

3億4,316万9,827円（前年比△14.6%）

歳出総額（一般会計+特別会計）

3億2,275万5,313円（前年比△14.1%）

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27年1月から平成27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27年4月1日現在 平成28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） 9.3日

2　年次有給休暇の状況（平成27年4月1日～平成28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28年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１～２級 主任 1 25.0

３級 主査 0 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28年4月1日現在）

区分
一般行政職 看護保健職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

平成28年 41.6 326,700 387,700 49.0 335,600 379,700

平成27年 45.4 357,100 420,900 48.0 334,800 378,400

（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（27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

211,310 320,562 20,414 125,309 39.1 31.9

（単位：人,千円,％）１　人件費の状況（平成27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28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 53,590 9,027 19,571 82,188 6,322

支給割合 期　末 勤　勉

� 6月期 1.225（0.65） 0.80（0.375）

12月期 1.375（0.80） 0.80（0.375）

計 2.60（1.45） 1.60（0.75）

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28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28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28年4月1日現在）
時間外勤務時間数 351時間／年

職員1人当たり時間外勤務時間数 35.1時間／年

（４）時間外勤務手当（平成27年度）

東濃西部広域行政事務組合2

（単位：月分）



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29年度　東濃看護専門学校入学生募集

◎一般入学試験概要
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名

受験資格

准看護師の免許を有する者（平成29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29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29年3月までに卒業見込みの者

出願受付

期　　間：平成28年12月5日(月)～平成28年12月22日(木)�　午前9時～午後5時
� （土、日曜日及び祝日を除く。郵送の場合は、最終日必着）

※出願書類は、ホームページからダウンロードできます。

入学試験
(1)日　　時：平成29年1月18日(水)�　午前9時30分～午後5時

(2)試験科目：国語(古典を除く)、数学、看護学、面接

合格発表 平成29年1月30日(月)

二次募集 一次募集で定員に達しなかったときは、二次募集を行います。

詳細は、ホームページで確認してください。

※�その他に、授業・実習にかかわる教科書・参考書代・実習衣代・交通費等の負担や傷害保険の保険料等の負担が

あります。

区　分 金　額 納入時期等

入学試験料 10,000円 出願時

入学金 100,000円 入学手続き時

授業料 360,000円（年額） 前期（4月）と後期（10月）

教材・実習費 60,000円（年額） 前期（4月）と後期（10月）

施設整備協力金 200,000円（年額） 前期（4月）圏域内に住所のない方のみ

◎費　用

問い合わせ　東濃西部広域行政事務組合（☎22-1111 内線1331）

圏域内とは・・・・多治見市、瑞浪市又は土岐市の区域内のことです。

対 象 者

東濃看護専門学校に在籍している方で、看護師免許取得後、圏域内の病院等（医療法第1条の5に

規定する病院若しくは診療所又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設）におい

て、看護師の業務に従事しようとする方

貸 付 額
月額3万円（年額36万円・3年間を限度）

※5月末日及び11月末日に6か月分の資金を振り込みます。

貸付人数 15人（総貸付人数によっては、15人を超えて募集することがあります。）

申込時期 4月（5月中旬に決定）

利　　息
無利息（�正当な理由がなく返還すべき日までに返還されない場合には、年5.0%の延滞利息が発生

します。）

返還免除 看護師免許取得後、遅滞なく圏域内の病院等に貸付期間と同期間勤務すると返還が免除されます。

◎修学資金貸付制度

問い合わせ　東濃看護専門学校（☎55-8181）

◎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。
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東濃西部少年センターでは、子どもと若者の健全な育成を支援するための活動をしています。

今回は、7月の『青少年の非行・被害防止強調月間』の啓発活動の様子を紹介します。

事業者との契約トラブルは、誰にでも

起こりうる身近な問題です。物を購入し

たり、サービスを利用する際に不安に感

じたり、気になることがあれば気軽に相

談して下さい。

相談件数の推移

平成28年度は、4月～6月で

235件の相談がありました。

学校、勉強、家庭、いじめ、非行などについて悩んでいませんか？ 
本人・保護者の方からのご相談を待っています。

0120－873－246
（火～土10～17時、携帯可）

あんしんコール

あんしんメール

ホームページには、消費生活に関する話題や最新相談事例を毎月掲載しています。ぜひご覧ください。

東濃西部の高校10校が年間を通して啓発活動を行っています。

姿を見かけたら、ひと声かけてあげてください。

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

金曜日

火曜日

月・火曜日

◇�7月14日は、多治見駅前で10名の多治見北高校の生徒さんが、7月22日は、

土岐市駅前で8名の土岐紅陵高校の生徒さんが、行き交う市民に啓発用うちわ

を手渡しながら声かけ活動をがんばってくれました。

◇�7月23日は、瑞浪市青少年育成市民会議が、「きなぁた瑞浪店」で『なくそう非

行　地域で育む青少年』『青少年　地域で守ろう　育てよう』というスローガン

のもと声かけ活動を展開しました。この活動には、中京高等学校のMS（マナー

ズ・スピリット）リーダーズの生徒が参加してくれました。

〒507-8703　多治見市日ノ出町2-15　多治見市役所本庁舎内（☎22-1111・内線1331）
ホームページ　http://tono-seibu.org/
Eメール　　　kouiki@tono-seibu.org

高校生が活躍しています！

相談は資格を持った専門相談員が３市の各市役所でお話をおうかがいしています。

東濃西部少年センター　（多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク4F）

相談無料・秘密厳守

消費生活ホットライン。局番なしの188土日も対応。お近くの相談窓口に繋がります。

各市の消費生活相談窓口 時　間／ 10:00～16:00
相　談／予約制

相談料／無料
予　約／相談を受ける窓口

※�原則、相談は住所地の窓口
をご利用ください。
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