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「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「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。

東濃看護専門学校 学校紹介
本校は、多治見市・瑞浪市・土岐市の3市が、地域の皆様の健康と福祉

に貢献できる看護師を育成することを目的として設立した昼間定時制の

看護師養成所で、働きながら学ぶ学生も多く在籍しています。

今回はそんな学生の1日を紹介します。

問い合わせ　東濃看護専門学校　
〒509-5122�岐阜県土岐市土岐津町土岐口703番地の24
TEL：0572-55-8181　Email：tono-n.c@basil.ocn.ne.jp
H�P�：http://tono-seibu.org/to-no-n.c/

ホームページが新しくなりました

「東濃看護専門学校」検索

構成市の状況

（人口、世帯数はH30.1.1現在・面積はH28.10.1時点国土地理院調）

多治見市 瑞 浪 市 土 岐 市 計

人　口（人） 111,793 37,976 59,026 208,795

世帯数（戸） 46,116 15,014 24,352 85,482

面　積（㎢） 91.25 174.86 116.02 382.13

7:00  起床
8:00

子どもを保育園に送る
10:00

授業までの時間を
学校で勉強して過ごす

午前中が仕事の日もある
少ない時間でも積み重ねれば

何とかなるということを
身をもって知りました

16:55 ～ 17:30
委員会活動

「3年生を送る会」に向けて実行委員会に参加
卒業生も在校生も

楽しめるようにしたいです

17:30 以降
仕事へ行く

本日は夜勤なので
これから向かいます
さぁ頑張るぞ ! ！

16:50  教室の掃除

11:00
クラスメイトが到着
試験前なのでみんなで復習

問題を出し合いお互いを高め合う
クラスメイトはよきライバル！

13:30 ～ 16:45
授業をうける
1 時間 90 分× 2

本日は成人看護学方法論Ⅲ
精神看護学方法論Ⅱ

授業中にどれだけ覚えられるかが勝負

12:30
ラウンジで昼食

自分で作る コンビニで買う
外食など いろいろ

みんなでワイワイ・・笑顔
気持ちの切り替えが大切です

毎日　忙しいけれど充実しています
皆いい子ばっかりで　元気いっぱい
資格を取るまで力を合わせて頑張ります
目指せ看護師☆   2 年生　若杉英典さん

平成２８年度�看護師国家試験

合格率�96.7％
就職率��100％



あなたも将来、医師として東濃で活躍してみませんか？

＜平成30年度奨学生の募集概要＞

東濃西部広域行政事務組合2

平成30年度

東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業奨学生を募集
　一定期間を指定する医療機関で勤務した場合、貸付金の返還を免除します！

応 募 資 格
平成３０年４月１日の時点で医学部学生、医学部大学院生及び医師で 
臨床研修、専門研修を受けている者又は受けようとする者であって、 
将来医師として指定医療機関の業務に従事しようとする者

貸 付 金 額 （１）修学又は研修期間中：月額２０万円（年額２４０万円） 
（２）大学入学時：６０万円（１回限り）

貸 付 人 数 ４名程度

貸 付 期 間

（１）大学生奨学資金：正規の修学期間を限度とする。 
（２）大学院生奨学資金：正規の修学期間を限度とする。 
（３）研修資金：５年間を限度とする。 
※重複して申請した場合の貸付期間は通算して６年間を限度とする。

指定医療機関 東濃厚生病院、土岐市立総合病院、総合病院中津川市民病院、国民健康保険坂下病院、
市立恵那病院、国民健康保険上矢作病院

返 還 免 除 貸付期間に相当する期間（診療科によっては、貸付期間の２／３の期間）指定医療機関で 
医師として勤務した場合

返　  　還 指定医療機関に勤務できなくなった場合等は、貸付金総額と年利１０％の利子分を一括で返金。

選 考 方 法 書類及び面接による審査　（６月中の土日のうち、１日で面接を行う予定）

応募受付期間 平成３０年４月２日（月）～平成３０年５月２１日（月）

問い合わせ先 東濃西部広域行政事務組合（電話０５７２ー２２ー１１１１　内線１３３１）

詳しくは「東濃地域医師確保」で検索！！

「訴訟最終告知のお知らせ」と題する架空請求のハガキが郵送さ

れる事案が急増しています。

過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、「訴状が提出さ

れた」「差し押さえ」などと不安に陥らせます。記載の電話番号

に連絡してしまうと、言葉巧みに誘導され、最終的にはコンビニ

でプリペイドカードを購入し、お金を支払わせるという手口です。

相手に連絡する前に消費生活相談窓口にご相談ください。

架空請求ハガキに注意してください！

相談無料。秘密厳守。

土岐市役所／54-1111（内線189）多治見市役所／22-1134（直通）

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

金曜日

火曜日

月〜金曜日

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。
消費者ホットライン／局番なしの188　土日でもお近くの消費者センターにつながります。

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／住民登録地の窓口
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東濃西部少年センターは、青少年育成国民運動の理念と目的に基づき、関係機関や各種団体と
の連携を深め、子どもと若者の健全な育成支援のために日々努めています。

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

東濃西部少年センター　（ヤマカまなびパーク4F）

〒507-0034多治見市豊岡町1-55　☎�<0572>23-3455　FAX�<0572>26-8813

東濃西部少年センターからのお知らせ

東濃西部少年センター　業務の三本柱

声かけ活動
「大人から若者へ」

啓発活動
「若者から若者へ」

相談活動
「まず相談を！」

東濃西部少年センターでは、毎年、三市（多治見
市・瑞浪市・土岐市）の中学生・高校生に左のよう
なカードを配布しています。また、三市の小学生・
中学生・高校生全員に、カードと同様に「あんしん
コール」「あんしんメール」を記載したクリアファイ
ルを配布しています。ひとりで悩まず、気軽に相
談してください。そして、周りに悩んでいる人が
いたら紹介してください。

1月29日（月）に平成30年第１回広域組合議会定例会が開催
され、条例改正1件、廃止1件、平成29年度補正予算7件、平
成30年度当初予算７件を原案通り可決し、同日閉会しました。

詳しい内容については、広域組合ホームページをご覧くだ
さい。

○東濃西部３市の観光案内リニューアルのお知らせ

○平成30年第1回広域組合議会定例会

東濃地域を舞台にしたNHKの連続テレビ小説「半分、青い。」
が４月よりスタートすることに合わせて、これまで親しまれ
てきた観光パンフレット「おいしい東濃」から「TONO-PETIT
‐ TRIP」（東濃プチ旅）にリニューアルします。さらには、
Twitter、Instagram、Facebookなどにページを開設し、東濃
西部３市の美濃焼をキーワードにしたホームページ「美濃焼
くるくる」を十二分に活用することで、皆様方に穴場スポッ
トやグルメ情報などの活きた情報を提供していきますので、
是非ご覧ください。

相談

広域議会　東濃西部広域組合 検索

東濃プチ旅 検索
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〒507-8703　多治見市日ノ出町2-15
☎22-1111（内線1331）　　　ホームページ　http://tono-seibu.org/

犬の飼い主の皆さん！！

狂犬病は過去の病気
ではありません！
（現在も進行しています。）

　狂犬病は発症するとマヒや精神錯乱などの神経症状を示し、人も犬もほぼ100％死亡しま
す。2013年7月には、狂犬病の根絶地域であった近隣の台湾で、52年ぶりに狂犬病が発生し
ています。現在、日本も狂犬病の根絶地域ですが、いつ台湾と同様に狂犬病が発生してもお
かしくありません。狂犬病の発生とまん延を防止するために、日本では犬の飼い主に❶犬の
登録（生涯１回）と❷狂犬病予防注射（毎年１回）を義務付けています。

生後91日以上の犬を飼っている方は、
犬に狂犬病予防注射を受けさせないといけません！！
予防注射を打つと注射済票が交付されます。（交付手数料550円）

あなたの飼っている犬の毎年１回の狂犬病予防注射は、お済みですか？

※これらに違反すると、20万円以下の罰金の対象になります。

生後91日以上の犬を飼っている方は、
犬の登録をしなければいけません！！
登録すると鑑札が交付されます。（交付手数料3,000円） （鑑札）

（注射済票）

30年度は青色

あなたの飼っている犬の登録は、お済みですか？

狂犬病予防注射のお知らせ 平成30年度の狂犬病予防注射の集合注射は、

左記の日程で実施します。開催場所及び時間

は、案内ハガキ、各市広報紙または広域組合

ホームページでお知らせします。なお、集合

注射を利用できない方は、動物病院で予防注

射を受けてください。　

狂犬病予防注射の案内ハガキを、
3月下旬に郵送します。
集合注射会場や動物病院で予防注
射するときや、市役所で注射済票
の交付申請をするときには、必ず
案内ハガキをご持参ください。

東濃西部広域行政事務組合 ☎22-7150（直通）

多治見市役所　環境課 ☎22-1175（直通）

瑞浪市役所　環境課 ☎68-9806（直通）

土岐市役所　環境課 ☎54-1111（内線252）

期　日 広報掲載

瑞浪市  4 月 9 日～ 13 日 3/15 号

土岐市  4 月 16 日～ 20 日 4/ 1 号

多治見市  5 月 8 日～ 16 日 4/ 1 号

お願い 問い合わせ先

❶

❷


