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「人 ・もの・ 情報」が行き交う魅力あふれる産業文化創造圏

令和２年10月

狂犬病発症の男性死亡。日本では 14 年ぶり！！
フィリピンで犬にかまれた男性が、日本に入国後に狂犬病を発
症し、令和２年６月に死亡したという報道がありました。狂犬病
は、発症後の有効な治療方法がなく、発症すればほぼ 100％死亡
する恐ろしい病気です。
狂犬病は人から人への感染はなく、狂犬病に感染した動物（犬）
にかまれることにより人に感染します。飼い犬の予防注射を徹底
することで犬への蔓延が予防され、人への感染を防ぐことができ
ます。必ず、毎年１回、狂犬病予防注射を接種しましょう。
※犬の飼い主には、その犬の登録
（生涯１回）
と毎年１回の狂犬病
予防注射を行うことが法律で義務付けられています。
（これら
に違反すると、20 万円以下の罰金に処せられる場合があります）
犬が病気や老衰で狂犬病予防注射の接種がご心配な場合は、かかりつけの動物病院の獣医師に
ご相談ください。
「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行された場合は、
（獣医師または飼い主が）
市の担当課窓口に提出をしてください。猶予期間は原則１年です。長期にわたる病気の場合でも、
毎年提出が必要です。

多治見市狂犬病予防注射
（集合注射）
のお知らせ
期

日

多治見市広報紙掲載

10／12 ～ 10／20

10／1 号

延期となっていた令和２年度の多治見市の
狂犬病予防注射（集合注射）を左記の日程で実
施します。開催場所及び時間は、多治見市広
報紙、多治見市ホームページ、広域組合ホー
ムページでお知らせします。なお、集合注射
で接種できない方は、動物病院で予防注射を
接種してください。

※多治見市の集合注射に関するお問い合わせは、多治見市環境課（☎ 22-1175）にお願いいたします。
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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

☎ 68-9806（直通）

土岐市役所

生活環境課

☎ 54-1328（直通）
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東濃看護専門学校入学生募集

令 和 ３ 年 度

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。
課

程

看護学科（２年課程

昼間定時制

修業年限３年）

定員 40 名

募集人員

推薦入学試験 ：20 名以内

受験資格

准看護師免許を有する者（令和３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高等学校又は中等教育学校の卒業者以外で、准看護師免許取得後３年以上看護業務に従事
した者及び令和３年３月までに３年以上従事見込みの者
②高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和３年３月までに卒業見込みの者など学校
教育法第 90 条第１項に該当する者（高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定合格
者及び合格見込み者を含みます）

一般入学試験 ：推薦入学試験と合わせて 40 名

試験区分

願書受付期間

試験日

合格発表日

推薦入学試験

令和2年10月26日（月）～

令和2年11月 4日（水）

令和2年11月18日（水）

令和2年11月26日（木）

一般入学試験
（一次募集）

令和2年12月 1日（火）～

令和2年12月18日（金）

令和3年 1月13日（水）

令和3年 1月22日（金）

一般入学試験
（二次募集）

令和3年2月15日（月）～

令和3年2月25日（木）

令和3年 3月 2日（火）

令和3年 3月 4日（木）

※推薦入学試験と一般入学試験（一次募集）の合格状況によっては、二次募集は行いません。
※出願・受験に関する詳細、入学後の諸費用等は本校のホームページ（http://tono-seibu.org/to-no-n.c/）
をご覧ください。
※本校は令和４年度入学生を最後に学生募集を停止し、令和６年度末に閉鎖する方針です。

第 109 回（令和元年度）看護師国家試験合格率

100％（全国平均 89.2％）

✚ 東濃看護専門学校キャンパスライフ ✚
本校は学校理念である「人間愛と創造」の精神に則り、科学的思考と豊かな人間性を備えた看護専門職の育成を
目指しています。協同学習を多く取り入れるとともに、
看護技術の習得に向けて多くの看護実習モデル（シミュレー
タ）を揃え、学生の学びを支援しています。
本校は新型コロナウイルス対策により、４月から休校していましたが、５月下旬より順次授業を再開しました。
７月からは各施設のご理解、ご協力をいただき臨地実習を開始することができました。今後も講義、演習、臨地実
習に加え、学校祭など学生生活を送っていきます。
また、看護師国家試験の合格率は３年続けて 100％を達成しました。新型コロナウイルス感染症の影響に負ける
ことなく、今年度も合格率 100％に向けて頑張っていきます。
准看護師の皆さん、私たちとともに学んでみませんか？

入学式
2 東濃西部広域行政事務組合

演習風景

学校祭

国家試験全員合格

土岐市立総合病院から感謝状をいただきました
東濃看護専門学校は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月の入
学式・始業式以降５月 24 日まで休校措置をとりました。

休校期間中の５月に JA 岐阜厚生連 東濃中部医療センター 土岐市立総合
病院からの要請があり、本校の教職員は、来院された患者様の検温を行うな
どの医療活動に従事しました。８月７日、この協力に対して、本校は、土岐
市立総合病院から感謝状をいただきました。

—お—知—ら—せ—

東濃看護専門学校 令和 6 年度末閉鎖の方針

本校は平成６年度の開設以来、約 800 名の卒業生を送り出し、地域医療を支える看護師育成を担ってきま
した。しかし、少子・高齢化の進展、４年制の看護系大学志望者の増加、学校教員の安定的な確保等の課題か

ら継続は困難であるとの方向性をまとめ、多治見市・土岐両
医師会と協議をしてきました。協議の結果、本校は令和４年
度入学生の募集を最後に、令和６年度末をもって閉鎖するこ
とを方針として決定しました。
閉鎖にあたり、今後両医師会が運営する准看護学校の卒業
生には２年課程の看護師学校養成所に進学する際の授業料や
通学費、また、在学生には准看護学校授業料の貸し付け（い
ずれも一定期間、３市の病院等での就業で返還免除）の支援
を行い、引き続き地域医療を担う人材育成を行います。
詳しくは、広域組合ホームページをご覧ください。

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

☎ 23-3455

FAX 26-8813

〒 507-0034 多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク4F

相

談

あんしんコール
あんしんメール

0120 -873 -246（火～土10～17時、携帯可）
anshin55@crux.ocn.ne.jp（24 時間受付）

▪東濃西部少年センターの業務と新型コロナウイルス感染防止対策について
声かけ活動

啓発活動

相談活動

少年指導員のおじさん・おばさん

高校生と「思い」を届けるために

１人で悩まないで、
まず相談を！

黄色いベスト・帽子での声かけ
活動は、
４月４日
（土）
に一時活動
休止としました。緊急事態宣言
が解除され、６月に学校が再開
したため、６月を準備期間とし
て７月から活動を再開しました。
無理のない活動をしていきます。

東濃西部３市の10の高等学校
と東濃特別支援学校の生徒によ
る啓発活動は、学校が再開した
とはいうものの、多くの配慮事
項を抱えている状況です。実施
については、
学校の意向を尊重し
ながら慎重に検討していきます。

電話（フリーダイヤル）やメー
ルで学校、勉強、家庭、いじめ、
非行などについて、心に寄り
添った相談活動をしています。
決して１人で抱え込まないでく
ださい。保護者からの相談も受
け付けています。
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費
消 生活 相談窓口
相 談 無 料

秘 密 厳 守

どんな相談を受けているの？
・消費者と事業者との契約トラブルの相談
・多重債務の相談
・製品事故に関する相談

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ください。

最近の相談事例をご紹介
500円の商品を注文しただけのつもりが、
４万円もの契約だった
「お試しのつもり
？
が、最低購入回数が
４万
条件となっている定
期購入契約だった。」
購入時、魅力的な
広告ばかりに目を奪
われず、注文内容や
返品の約束について
もよく読んでから購
入しましょう。

出

前

講

簡単にお金を稼げるはずが、
借金地獄に
「誰でも簡単に絶
対に稼げるという副
業サイトで、高額な
コンサルタント契約
をした。手持ちのお
金がなかったので、
借金して支払ったが、
全く儲からない。」
簡単に誰もが儲け
ることができる仕事
はありません。

座 をご利用ください

寸劇や勉強会を通じて、消費者トラブルの手口や対処方法をお
伝えします。講師は消費生活相談員です。最近の手口を知り、ト
ラブルから身を守りましょう。
利用を希望される方は、下記の相談窓口へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症対策をして行っています

各市の消費生活相談窓口
月～金曜日
火曜日

時
相

間／ 10：00 ～ 16：00
談／予約制

相談料／無料
予 約／住民登録地の窓口

※原則、相談は住所地の窓口をご利用ください。

多治見市役所／ 22-1134
（直通）

金曜日

土岐市役所／ 54-1111
（内線 172）

瑞浪市役所／ 68-9748
（直通）

メールでの相談 ／ kouiki@tono-seibu.org

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おります。

消費者ホットライン。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。

