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（昭和55年2月1日告示）

市長コラム

１年を振り返って
昨年４月の市長就任から︑早いもの

で１年がたちました︒市職員として勤

務していた時は︑建設︑財政︑病院な

ど︑さまざまな仕事を経験してきまし

たが︑市長として行政全般の業務を見

ると︑その範囲の広さにあらためて驚

かされます︒特に︑福祉や教育︑経済

の分野では︑基本的な知識はあっても︑

現場ではさまざまなことが起こってい

ますので︑まさに毎日が勉強です︒現

場を知るということでは︑市長と語る

会で︑皆さんの声を直接聞くことがで

きたのは︑大変参考になりました︒今

年も開催する予定ですので︑多くの方

に参加していただきたいと思います︒

公約の一つ︑強いまちづくりにおい

て︑昨年は﹁アドマテックス﹂と﹁ト

ヨタ紡織﹂の２社と企業立地協定を結

ぶことができました︒地域経済振興の

ため︑引き続き企業誘致に力を入れて

いきたいと考えています︒

今後も︑このコラムを通して︑私の

意見や感想をお伝えしていきますので︑

皆さんにも︑市政を身近に感じていた

だきたいと思います︒

土岐市長 加藤靖也
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特集 企業誘致
新卒者の就職難や企業の業績悪化によるリストラなど、厳しい雇用状
況が続いています。
私たちが「働く」とき、そこには経済的な意味はもちろん、社会参加
や生きがいといった内面的なものまで、さまざまな意味を持つのではな
いでしょうか。人は働くことによって元気になり、その人たちによって
地域の活気も生まれます。
土岐市は「強いまちづくり」を目指しています。強いまちであるため
には、経済力の強化は欠かせません。今回の特集は、市が進める企業誘
致を取り上げました。
産業振興課企業立地係（内線232）

このまちが、ずっと元気であるために
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撮影場所 工業団地 土岐アクアシルヴァ
（泉町久尻）

ここで働き︑
ここで暮らす︒

金を交付する制度などを実施
しています︒

強みを生かす

企業誘致の取り組みは土岐
市だけではありません︒まさ

に誘致合戦ともいえる中︑土
岐市の強みは﹁地の利﹂にあ

ります︒平成 年に開通した
東海環状自動車道は︑愛知県
三河地域とのアクセスを劇的

年目は１/２）
。

経済
戦略
雇用の創出と定住
人口の増加

企業誘致を進めていきます︒

納付額相当を、５年間交付します（ただし、４年目・５

します。

・投下固定資産に対する前年度の固定資産税・都市計画税

方に、定住促進奨励金を交付

固定資産税の課税を免除します。

定住を目的とした住宅を取得

資産税の税率を低減します。

定住人口の増加を図るため、

・工場生産設備を新設・増設した事業者に、３年間、固定

企業誘致と定住促進
さらに人口が減る︒こうした
マイナスの流れは食い止めな
ければなりません︒活力のあ
る﹁まち﹂を維持し︑発展さ
せていくためには︑地域経済
の活性化につながる︑安定し
た雇用の場の確保が課題にな
ります︒
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定住促進事業

立地企業への優遇措置

17

に改善し︑中央自動車道や国
地方の時代といわれて久し
道 号・ 号との相乗効果も
くなりますが︑同時に地方は
あり︑広域交通アクセス網に
自立も求められることになり
恵まれた環境が整いました︒
ます︒自分たちのまちを住み
さらに︑地震に対する強さ
よい元気なまちにするために︑ もあります︒岐阜県が平成９
地域経済の基盤強化を欠かす
年に行った調査によると︑東
ことはできません︒市が平成
濃地域は過去の地震史料でも
内陸直下型地震の発生記録は
ほとんどなく︑太平洋沿岸の
年に行った市民アンケート
では︑重要度の高い問題の一
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巨大地震の震源域からも距離
つとして︑雇用環境の充実が
があります︒また強い地盤に
挙げられました︒
覆われていることから︑大き
市では︑主要課題として︑
な地震被害の可能性は小さく︑
産業基盤の充実したまちづく
りを掲げています︒市の基幹
危機管理の面からもメリット
産業である陶磁器産業と︑そ
があります︒事実︑地震に対
する強さを理由に進出を決め
の他の産業とのバランスの取
れた発展と雇用拡大を目指し︑ た企業もあります︒
強く︑元気で︑やさしいま
ちであるために︒これからも
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市内立地企業には優遇措置を
用意するほか︑市内に転入す
る方を対象に︑定住促進奨励

国勢調査より

人口と経済の関係
土岐市の人口は︑昭和 年
まで増加し︑平成８年の６万
６６２１人をピークに減少に
転じました︒市内の 歳以上
人口のうち︑就業者が占める
割合を示す就業率も減少傾向
が続いています︒これまで︑
土岐市は陶磁器産業を市の基
幹産業として発展してきまし
た︒しかし︑市の経済を支え
てきた陶磁器業界は︑長引く

60,485

〉30万円
新築住宅 〉
〉15万円
中古住宅 〉

・新たに常時雇用し１年以上市内に居住する従業員１人に

つき15万円の奨励金を１年度支給します。

雇用促進奨励金

景気の低迷や海外製品との競
合などが影響し︑経営の縮小
や従業員の削減などを余儀な
くされてきました︒
今後︑高齢化はさらに進行
します︒働く世代の減少も見

63,283

（奨励金の額）

事業所設置奨励金

59.2

50
62,102

60
57.3
（人口）

する方のうち、条件を満たす

・製造業・物流関連事業者の対象資産について、３年間、

固定資産税の特例

70
67

40
H22
H17
H12
H7
H2
Ｓ60
60,000

（就業率）

62.7
65,631
65,000 65,308 64,946

80

61

込まれるため︑おのずと就業
率も低下していきます︒人口
が減ることで地域経済が縮小
し︑活力を無くした地域は︑

人口
（人）

68.5
69.8

就業率
（％）

人口推移・就業率推移
70,000
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近年開発された工業団地と新規立地企業
土岐アクアシルヴァ

豊生ブレーキ工業株式会社
（平成20年９月稼働）
自動車ブレーキの専門メーカー。トヨタ車のほとんどが同社製
のブレーキを採用している。
株式会社アマダマシンツール
株式会社アマダ土岐事業所
（平成23年10月稼働）
金属加工機械の総合メーカー。工場は太陽光発電やLED照明を
使用したオール電化工場。
二明精機株式会社
（平成23年10月稼働）
鋳造および機械加工を手掛ける。繊維機械部品の糸巻きドラム
では、世界シェア25％を占める。
株式会社アドマテックス
（平成24年10月稼働予定）
薄型半導体など最先端の工業製品向けに真球状セラミック微粒
子を製造販売。高い技術力で幅広い分野に材料を供給している。

コカ・コーラ セントラルジャパン株式会社
（平成20年６月稼働）
多治見市、中津川市の拠点を統合した東濃地区の営業拠点。年
間約140万ケースを取り扱う。

土岐プラズマリーサーチパーク

東海西濃運輸株式会社（平成22年１月稼働）
各種貨物輸送を展開。土岐・多治見両市にあった
営業所を移転統合し、本社機能も移転。

近物レックス株式会社
（平成22年10月稼働）
日用雑貨を全国に向けて梱包・配送している。
株式会社山森土本鉱業所
（平成23年２月稼働）
半導体やガラスの原料となる高純度ケイ石粉末を製造する。進
出した企業では唯一の市内事業所。
日本ボデーパーツ工業株式会社
（平成24年５月稼働）
大阪に本社を構える昭和21年創業の自動車ボディ材料および
部品、カー用品の総合商社。

土岐南テクノヒルズ

Interview
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豊生ブレーキ工業㈱

豊生ブレーキ工業㈱

総務部人事室
室長

土岐管理部管理室
管理グループ リーダー

佐藤宏之さん

鈴木將浩さん

自然と共生〜森と水の
ときめき土岐工場

地元従業員で力を合わせ
工場を盛り上げています

トヨタグループのアイシン精機㈱を核としたアイシ
ングループの１社として、自動車部品の生産を行って
います。土岐市への工場建設は、東海環状自動車道と
中央自動車道という２系統の高速道路が交差し、本社
のある豊田市と短時間で移動でき、納入体制・既存拠
点との輸送体制を考え、決定しました。土岐工場の従
業員の大半は東濃地域の方です。これからも状況を見
て、地元からも継続して採用したいと考えています。

工場が進出した時からここで働いています。管理グ
ループとして、本社の人事や総務のサポート、土岐工
場の窓口が主な業務です。勤め先が市内にあると、遠
くまで通わなくても、車で10分程度で通勤できる点
は魅力的です。
土岐工場の従業員は、進出の際に採用した地元の方
が多いので、自分たちで明るく楽しい工場を作り上げ
ようと、力を合わせています。

広報とき 2012.5.1

市政情報
公共下水道を使える
地区が広がりました
平成24年３月31日から、下記
の地区で公共下水道が使えるよう
になりました。
公共下水道が整備された地域で、
くみ取り式トイレを利用している
方は、３年以内に水洗トイレへの
切り替え工事を行うことが法律で
定められています。水洗トイレな
どへの改造費用について、融資あ
っせんおよび利子補給制度もあり
ます。ご希望の方は下水道課まで
ご相談ください。
また、お風呂や台所などの水を
処理しないで排水することは、河
川などの汚れにつながります。き
れいな水辺の環境をつくっていく
ために、速やかに下水道への接続
工事をお願いします。

市連合自治会
平成24年度の役員が決まりました
土岐市連合自治会の総会が、４月９日
（月）
市役所で開催されました。
同会は、市内８町の自治会の代表者で組織され、地域住民と行政を結ぶ
パイプ役として地域の皆さんの声を行政に反映させ、市民生活をよりよく
していくために運営されています。
総会では、新年度の事業計画や役員構成などを協議し、連合自治会長に
は永井新治さん（駄知町）
、副会長には鈴木正彦さん（土岐津町）と三輪
洋二さん（妻木町）が選出されました。なお、各町の会長は次の皆さんで
す。
仲村忠夫さん（下石町）
佐分利衞さん（鶴里町）
日比野壽郎さん（曽木町） 岡田正美さん（駄知町）
山内秀樹さん（肥田町）
大野達夫さん（泉 町）
また、長年にわたり自治会活動にご尽力された次の皆さんに、市長より
感謝状が贈呈されました。
水野明敏さん（土岐津町） 加藤隆弘さん（駄知町）
鈴木一成さん（肥田町）

新たに公共下水道が使えるように
なった地区
▷駄知町南山地区の一部
▷駄知町追分地区の一部
▷泉町河合岩野地区の一部
永井新治 会長
下水道課（内線114・117）

鈴木正彦 副会長

三輪洋二 副会長

秘書広報課（内線185）

狂犬病予防注射と犬の登録を行います
生後91日を経過した全ての犬
は、狂犬病予防法により、生涯１
回の「登録」と、年に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、犬だけでなく人にも
感染し、発症すると助からない恐
ろしい病気です。右記の通り「狂
犬病予防注射」と「犬の登録」を
行いますので、犬を飼っている方
は、最寄りの会場へお連れくださ
い。なお、当日は、犬の健康状態
をお尋ねしますのでご協力くださ
い。

対象 生後91日以上の全ての犬
料金 3,070円（登録済みの犬。
未登録の犬は、ほかに登録
料が3,000円必要です）
※釣り銭のないようにご用意くだ
さい。
予防注射日 ５月22日
（火）
9：30〜10：00
10：20〜10：50
11：05〜11：40
13：00〜13：30
13：50〜14：20
14：35〜15：10

西部支所
鶴里支所
曽木支所
駄知体育館
肥田支所
文化プラザ

お願い
▷はがきが送られてきた方は、必
ずお持ちください。愛犬手帳も合
わせてお持ちください。 ▷犬が
病気・高齢などの理由で、狂犬病
予防注射ができない場合は、獣医
師から「狂犬病予防注射猶予証
明」を受け、東濃西部広域行政事
務組合または市環境課へ提出して
ください。 ▷日程中に予防注射
ができない方は、動物病院で注射
を受けてください。
環境課（内線252）
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新しい人権擁護委員の紹介

市営住宅の入居者募集

新しい人権擁護委員として、田中恵子さん（鶴里町）
と小島敦子さん（曽木町）に、法務大臣から委嘱状が
伝達されました。田中さん、小島さんの任期は、平成
24年４月１日から３年間です。
また、退任した林泰代さん（鶴里町）と田中恭子さ
ん（曽木町）には、同大臣より感謝状が贈られました。
人権擁護委員は、市民の中から選ばれたボランティ
アです。市内では、市長から推薦され、法務大臣の委
嘱を受けた９人が、人権についての相談や啓発活動な
どを行っています。

▲田中さん
（左）
と小島さん
秘書広報課（内線185）

まちづくり支援事業費補助金の
対象事業を募集します

１枠1,000円より!!
バナー広告を募集します

市では、公共性・公益性のあるまちづく
りに関する活動を行う団体に対し、予算の
範囲内で、事業費の１/２以内・25万円を
上限に補助金を交付します。

土岐市公式ホームページにバナー広告を掲載しませんか？
より多くの広告を掲載していただけるよう、４月からバナー広
告掲載料金を改定しました。従来10,000円（１枠／月）だった
ところ、1,000円（１枠／月）より掲載可能です。
詳しくは、土岐市ホームページをご覧ください。
総合政策課（内線213）

対象団体 構成員５人以上で、公益的な事
業を自主的に行う、会計規定な
どが整備されている団体
審
査 申請書および申請団体によるプ
レゼンテーションにより、市の
審査委員会で審査し、交付を決
定します。
申込方法 申請書（総合政策課で交付また
は市ホームページからダウンロ
ード）に必要事項を記入の上、
６月８日
（金）
までに同課へ提出
してください。

総合政策課（内線212）
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募集期間 ６月１日
（金）
〜８日
（金）
募集住宅・戸数 第二旭ヶ丘団地・10戸程度
申込資格 現在、住宅に困っており、次の条件を満た
す方
▷市内に居住または勤務していること
▷現に同居し、または同居しようとする親族があるこ
と（入居予定日から３カ月以内に結婚し、同居する
方を含む）※高齢者・身体障がい者などを除く。
▷入居者全員の所得の合計が一定の基準以内で、市税
を完納していること
▷申込者および同居しようとする親族が暴力団員（
「暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第
２条第６号に規定する暴力団員）でないこと
入 居 日 ７月下旬を予定
家
賃 入居者全員の所得総額により決定します。
必要書類 ▷申込書 ▷住民票（世帯主名・続柄・本
籍の記載があるもの） ▷所得課税証明書
（入居者全員の所得が分かる書類） ▷市
税完納証明書 ▷同意書および誓約書
▷その他（申込者の現況に応じて、勤務地
証明など）
都市計画課（内線317）

広報とき 2012.5.1

朝市団体・朝市活動を応援します
市では、安心・安全で新鮮な野菜の「地産池消」に取り組む団
体・活動を応援しています。
補助対象 市内で生産活動および直売活動を行い、岐阜県朝市連
合および、とうと青空市ネットに参加する団体
補 助 率 団体に参加する農家１戸につき、対象経費の１/２以
内（限度額50,000円）
産業振興課（内線239）

３ ︱１１１１・内線２２５２︶

保健福祉課︵☎０５８ ︱２７

夏休み海外派遣事業

小学生から高校生のための

ー

イパン︑カンボジア︑フィジ

︵木︶
〜8月
7月 日

土砂災害の防止など︑山林の

近年︑二酸化炭素の吸収や

〜間伐しよう あなたの山〜

私有林の間伐費用補助

者を募集しています︒

的とした海外派遣事業の参加

深め︑国際性を養うことを目

通じてお互いの理解や交流を

青少年研修協会では︑体験を

締め切り

千円︵共通経費は別途︶

参加費

年生

対象

日
︵火︶
までの8〜 日間

日程

持つ機能が注目される中︑林

内容

び

文部科学省所管の
︵財︶
国際

に︑市消防本部または南消防

業を取り巻く厳しい状況から︑

ティア︑文化交流︑学校体験︑

なります︒

午後1時 分〜

署に備え付けの願書に必要事

間伐︵間引き︶などの管理育

英語研修︑地域見学︑野外活

5月 ２日
︵水︶
〜

日
︵金︶

場所 多治見工業高等学校

消防団員の士気と訓練の成
項を記入の上︑申し込みくだ

成がされずに山が荒れていま

動など

第 回市消防団団長閲団
果を消防団長が検閲するとと
さい︒※
︵財︶
消防試験研究セ
す︒

を対象に︑私有林の間伐費用

万8千円〜 万5

小学校3年生〜高校3

18

オーストラリア︑カナダ︑サ

6月1日
︵金︶
およ

日︵月︶
※事業により異

︵財︶
国際青少年研修協会

派遣先 アメリカ︑イギリス︑ ︵☎０３ ︱６４５９ ︱４６６１︶

ホームステイ︑ボラン

もに︑地域防災の担い手とし
ンターのホームページから電

︵日︶
午前9時
5月 日

市では︑市内の山林保有者

て︑期待に応える消防団の訓

26

子申請もできます︒

10

練活動を発表します︒

ご 案 内

情報ひろば

問

申

日時

野焼きの際に発生するにおいや煙により「洗濯物が干せ
ない」
「窓も開けられない」など、多くの苦情が寄せられ
ています。
廃棄物（ごみ）を野外で燃やす、いわゆる「野焼き」は、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されて
います。一部の例外規定はありますが、ごみは燃やさず、
できる限り指定された集積所に出してください。

に対する補助を行っています︒

〜野焼きは禁止されています〜

市消防本部︵☎○ ０１２
３︶

間伐１ヘクタール

21

▷農林業を営む上で発生する、刈り草や下枝など廃棄物の
焼却
▷落ち葉たきなど、日常生活における軽微な焼却
▷どんど焼きなど、風俗習慣上の行事における焼却
これらの例外規定に該当する場合でも、周辺地域に迷惑
が掛からないよう心掛けましょう。

補助金額

当たり︑２万５千円を上限に
補助します︒
陶都森林組合︵☎○ ３０
２７︶
市長旗争奪高等学校野球大会
5月 日
︵日︶
午前9時

︵春季大会︶
日時

分開会︵雨天中止︶
場所 市総合公園野球場
試合 土岐紅陵×土岐商
第1試合 午前 時〜
スポーツ振興課︵内線２

第2試合 午後1時〜
７５︶

ごみは燃やさないで

〜︵小雨決行︶
浅野緑地︵肥田浅野双
自死遺族の集い
﹁千の風の会﹂

︶

11

野焼き禁止の例外規定
（抜粋）

場所
葉町︶
小隊訓練の部︑実戦操

県精神保健福祉センターで
は︑自死された方の︑親・配
偶者・子ども・兄弟姉妹を対
象に︑大切な人を亡くした悲
しみや深い思いを安心して語
り合える
﹁分かち合いの会﹂
を
開催しています︒
参加費は無料で︑匿名での
︵日︶
午後1時
5月 日

参加も可能です︒要申込︒
日時

︱

68

内容
法の部
市消防本部︵☎○ ０１２
３︶

日時 6月 日
︵日︶

第１回危険物取扱者試験

︱

ふれあい福寿会館︵岐

分〜4時
場所

阜市薮田南５

10

54

45

県精神保健福祉センター

20

14

環境課（内線252）

45

11

53

53

53

▽甲種・乙種第4類＝午前
時〜

20

19

▽第4類以外の乙種・丙種＝

14

30

20

24

問い合わせ
申込方法
Ｅメール

8
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ば
ろ
ひ
報
情
☎0572 − 54 − 1111（代表） http://www.city.toki.lg.jp
〒509 − 5192 土岐市土岐津町土岐口2101
場所 東濃ワークキャンパス

〜午後2時 分※雨天決行

車税の引き落とし額が記帳さ

証明書が必要な方は︑軽自動

ため︑この間に車検用の納税

52 2176）
鶴里公民館（☎○

広報とき 2012.５.1

日
間
所
容

31

６月８日・15日・22日の金曜日
（全３回）
午前10時〜正午
土岐津公民館
育児中のお母さんたちが、日頃の疲れ
をリフレッシュ。
「ピラティス」で「イ
ンナーマッスル」を鍛えます。
定
員 20人（応募者多数時は抽選）
参 加 費 無料
（ヨガマット）
、タオル、水
持 ち 物 バスタオル
分補給用のお茶
（水）
、動きやすい服装
応募期限 各講座とも５月18日
（金）
までに、電
話で生涯学習課公民館係（平日の午前
８時30分〜午後５時15分）へ申し込
みください。
・
生涯学習課公民館係（内線273）

下石公民館 ５月のミニコンサート
「新緑のコンサート」
（邦楽）
日
時 ５月12日
（土）
午後７時開演
場
所 下石公民館ジョイホール
出
演 寿会、多治見西高等学校筝曲部
入 場 料 無料
57 5727）
下石公民館（☎○

振替日︵5月 日︶から納税

今も残る中馬街道の風景

10

の確認まで１週間程度かかる

鶴里町は柿野温泉や三国山などをはじめとする
豊かな自然と、１世紀前には経済道路として繁栄
した中馬街道に沿った歴史のある町です。
鶴里公民館では、平成７年から公民館活動とし
て「ホタルの里づくりの会」を中心に、ゲンジボ
タルの保護活動を行っています。毎年３月に、会
員と小学校、ホタルの里親が飼育した幼虫を町内
の川に放流し、６月にはミニコンサートとホタル
の観察教室を行う「ホタルまつり」を開催します。
ホタルまつりには例年、
町内外から多くの方が
集まり、自然に触れな
がら楽しく交流する場
となっています。
６月中旬から下旬に
は、町内各地でホタル
が乱舞する幻想的な光
景が見られます。ぜひ
お出掛けください。

時

期
時
場
内

30 20

東濃ワークキャンパス祭

手作りパンや花の苗な

市内に９つある市立公民館では、各館が地域に
根ざした特色ある公民館活動を行っています。今

5月 日
︵日︶
午前

内容

れた﹁通帳﹂を持参の上︑申

健康スポーツ教室（託児付)

日時

どの販売やパイ作り教室など

税務課税政係︵内線１８

請してください︒

３︶

※当日は︑土岐市駅裏ロータ

リーからシャトルバスを運行

東 濃 ワ ー ク キ ャ ン パス

︵☎○ ５５８７︶

自動車税の期限内納付

自動車税の納期限は︑5月

融機関やコンビニエンススト

財務省東海財務局の相談窓口

☎０５２ ︱９５１ ︱９６２０

アで納付できるほか︑携帯電

日
︵木︶
です︒銀行などの金

金融サービスを利用する皆

話やパソコンから︑クレジッ

○金融ほっとライン

さんからの意見や相談を︑無

トカードによる
﹁ネット納付﹂

も可能です︒必ず納期限まで

料で受け付けています︒

○多重債務相談窓口

岐阜県自動車税事務所

に納付してください︒

多重債務でお悩みの方の相

︵☎０５８ ︱２７９ ︱３７８１︶

善 意

次の方からご寄付をいただ

妻木小学校

きました︒ありがとうござい

ました︒

■妻木幼稚園に

☎０５２ ︱９５１ ︱１７６４

談に応じます︒

お 願 い

軽自動車税を口座振替で納税

される方へ

納税証明書の発行について

軽自動車税の継続検査用

ルカメラほか備品７点︵計７

附属幼稚園ＰＴＡ様＝デジタ

には︑納税の確認が必要です︒

万円相当︶

︵車検用︶納税証明書の発行

口座振替による納税の場合︑

特色ある公民館活動

回は鶴里公民館を紹介します。

9

31

55

間
瞬

の
き
め
き
と
「今を生きる」茶陶を

4月14日
（土）

Voice

TOKI織部大賞
田中豊さん（常滑市）
賞をいただけて嬉しいです。作
品に対して、やりたいこととい
うのは始めたときからあるので、
それをどのように自分の作品に
するのか、ということに毎回試
行錯誤しています。

桜の花が咲き誇る中、セラトピア土岐で「第５回現代茶陶展」の表彰式
が行われました。今回は、全国37都道府県から380点もの応募があり、
大賞１点、優秀賞３点、奨励賞５点が選ばれました。審査委員長の林屋晴
三さんは「千利休や古田織部たちは、桃山時代の今を生き、作家たちとの
語り合いの中で茶の湯を大成させた。 現代 というものと茶の世界のコ
ラボレートを大切にしなければならない」と語り、受賞した若手作家たち
に叱咤激励の言葉を贈りました。
これまで「現代茶陶展」は５年に１度の開催でしたが、今年から毎年開
催されることになりました。より良き茶陶を。作家たちの挑戦はまだまだ
続きます。

壁をきれいに飾ったよ
4月7日
（土）
いずみ児童館では、集会室の壁を飾り付ける「壁画
作り」が毎年４月に行われています。今年は、普段か
ら児童館に通っている泉小学校・泉西小学校の２〜６
年生５人が参加しました。児童たちは、チョウの形を
した色紙に思い思いの絵を描いて、バランスを見なが
ら壁に貼り付けました。

2012.5.1 広報とき
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春の女神に見惚れて
4月8日
（日）
春の女神と呼ばれる「ギフチョウ」の観察会が陶史
の森で行われ、市内外から愛好家ら40人が参加しま
した。同森のネイチャーセンター長からギフチョウの
説明を聞いたあと、女神の姿を写真に収めようと、多
くのカメラマンたちが熱心にシャッターを切っていま
した。

いざというとき がやってくるから
4月8日
（日）
地域の安全を守る消防団員として消防に必要な知識
を学ぶための研修会が、市内3カ所の防災センターで
行われました。団員は車両班、情報班、救護班に分か
れ、市の消防職員を講師として、消防団員の身分と役
割のほか、ポンプ構造、災害時の情報収集の方法や災
害弱者への対応などを学びました。

森を守る みどりの少年団
4月19日
（木）
鶴里小学校の６年生18人が、森林整備を体験しま
した。地域の山を知って欲しいという思いから、鶴里
生産森林組合が指導し毎年行われているもので、緑色
のスカーフと帽子を身に着けた「みどりの少年団」が、
のこぎりを使って枝打ちを進めると、薄暗かった山の
中に明かりが差し込みました。

春を告げる陶器まつり
4月21日
（土）
・22日
（日）
「TOKI−陶器祭り」が、セラトピア土岐を中心と
する会場で行われました。地元の窯元や商社などが出
店した約30のテントに、お値打ちな商品を買い求め
るお客さんが詰め掛けたほか、素焼きの皿に模様を描
く絵付け体験コーナーなどのイベントもあり、親子連
れなどでにぎわいました。

11
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テーマ「旅の思い出」
お題「せめて夢だけでも」

すぐにかばんに入れればいいも

ルダーを買ってもらいました︒

のガラスでできたくまのキーホ

頃︒旅先で︑親指ほどの大きさ

私がまだ保育園に通っていた

まめさん︵泉町︶

た︒でも︑アザラシみたいなの

たので︑あまりのれませんでし

た︒のりものがすごくこんでい

ールドと水ぞくかんに行きまし

ソウルに行きました︒ロッテワ

きょ年の夏休みにお母さんと

おさるさん︵土岐津町︶

雲行きは怪しくなり︑行く先々

を現す私に不安そうな妻の目線︒

惑いっぱなしの私︒次第に馬脚

たいものの︑初めての海外に戸

に新婚︑妻に良いところを見せ

婚旅行が初めてでした︒さすが

出不精の私︒大きな旅は︑新

自称愛妻家さん︵肥田町︶

ほとんど観光はできなかったが︑

の方が長く感じるほどだった︒

り︑新幹線に揺られていた時間

の強行軍︒北海道にいた時間よ

の日程が折り合わず︑１泊２日

の友人と北海道を訪ねた︒互い

社会人１年目の夏︑学生時代

ロータスさん︵泉町︶

旅の思い出

のを︑うれしくて手に持ってい

がちょうどねていたので︑いっ

とを覚えている︒名のある店で

笑顔がいちばん

たため︑落として足を折ってし

しょに写真をとれてラッキーで

で紛争が勃発 ︒
…何も旅先でけ
んかしなくてもよかったのに︒

はなかったし︑醤油か塩かさえ

たのしかったソウル

まったようです︒おそらく︑と

した︒おもちゃやさんでおもち

旅と聞くと︑あの苦い思い出が

曖昧だが︑おいしかったことだ

﹁くまのキーホルダー﹂

てつもなく泣いたはず︒今でも

ゃも買いました︒またお母さん

よみがえります︒あれから 年︒

夜に二人でラーメンを食べたこ

そのくまを見ると︑代わりのも

といっしょにソウルに行きたい

けは確かだ︒あの一杯のためな

締め切りは５月８日
（火）です。
■応募・問い合わせ
住所・氏名またはペンネームを明記し、
秘書広報課広報広聴係へ。
〒509 ― 5192（住所不要）
54 1111
55 7763
（内線185）／ ○
☎○

Eメールkoho＠city.toki.lg.jp
※応募多数の場合は、採用されない場
合があります。また、お便りについて
は、採用に当たり、趣旨を変えない程
度で表現を変更する場合がありますの
で、ご了承ください。掲載の際に投稿
者へのご連絡は行っていません。

てみるのも悪くないと思う︒

もう見えは張りません︒だから︑

実はセカンド

です︒

大リーグ エースで４番 妻女優

佐竹満寿雄

ら︑また二人で新幹線に揺られ

美濃焼に パリからツアー客が来る

成瀬友理絵

これからも旅のお供をお願いし

ゆめにみる あなたのゆめに でられたら

優子

などを思い出し︑恥ずかしくも

10

ます︒

好きなだけ ケーキ食べても 太らない

まーちゃん

みんなには内緒にしているけど、こ
んな趣味があります、実は私、〇〇な
んです、そんなお便りを200字以内
（タイトル別）でお寄せください。

川柳のお題は「雨」です。（1人一句）

や家族に大切にされ育ったこと

のでは嫌だと意地を張ったこと

６月１日号の投稿募集

懐かしい気持ちになります︒

飼っちゃだめ？ 猫７匹と 犬５匹

妄想男子

ウルチョラマン

年前の 君と僕

便りテーマは「私の秘密」です。
お

ヒーローよ 地球の平和 まかせとけ
もう一度

10

お便り日和
From Readers

きままに 川柳
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土岐市教育 夢 ☆ 絆 MYスクールレポート ▷泉中学校
「団結」と「自治」
、そして、バズを生かした学校づくり
〜 人間関係づくりを基盤とする学力向上

に取り組んでいます〜

泉中学校では、学校生活のあらゆる場面で「バズ（Ｂｕｚｚ）」を行っています。
「バズ」とは、小集団での話
し合い活動のことです。
授業中にもこの「バズ（話し合い）」の場面が随所に見られ、仲間同
士が納得いくまで話し合い、学び合いながら授業を進めていくことを大
切にしています。
この「バズ」の取り組みは、既に50余年の歴史があり、泉中学校出
身の方は、
「バズ」と聞けば、懐かしく思われる方が多いのではないで
しょうか。
授業だけではなく、掃除時間
や学級活動などのあらゆる場面
で「バズ」が繰り返されること
体育大会の団演技の様子
によって、当然仲間同士の絆は
深まり、人間関係が醸成されま
す。高まった人間関係で、泉中学校の体育大会は生徒主体の姿となり、
生徒自身の力や仲間との団結力が大きな感動を生み出します。
生徒の力を信じ、生徒の頑張りを教師だけではなく、保護者、地域の
方々が温かく見守るような学校づくりをこれからもずっと大切にしてい
バズ学習の様子
きたいと思います。

給食センター掲示板
土岐市でとれたイチゴ おいしかったよ
学校給食では、米、牛乳、小麦粉など、地元産農産物をはじめとする県産
農産物を積極的に使用する「地産地消」の取り組みを進めています。市内の
生産者の方々、農協、市役所と連携して、土岐市産の野菜もたくさん使うよ
うになりました。昨年度は、ジャガイモ、玉ネギ、白菜、大根、小松菜、ホ
ウレン草など15品目、約4,300㎏の野菜を使用しました。今年度は、鶴里
町で作られたイチゴが、給食に提供されます。
これからも関係者の方との連携を深めながら、安全で安心な「地産地消」
、生産者の顔がみえる「地産地消」
、
みます。
地球に優しい「地産地消」に取り組みます。
̩̤̞̱̞۫̀ͼΙΌ̠̈́ͥ͢ͅ
֚࠼ྵै̱̹ͤ͘ȃ
ྙ͙̩̺̯̞ͩ̽̀̀ȃ

̩̤̞̱̥̹͂̽̀۫̀̽͜͢Ȋ

幼稚園は、5月18日
（金）
の給食に、中学校は、5月9日
（水）
の
給食に予定しています。
お楽しみに!!
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年に行われた国勢調査

バランス？

なぜワーク・ライフ・

平成
22

こうした中︑政府は平成
年

に﹁仕事と生活の調和︵ワー
ク・ライフ・バランス︶憲章﹂
を策定し︑官民挙げた取り組み

けて︑新たな全国将来人口推計
は﹁国民一人ひとりがやりがい

ワーク・ライフ・バランスと

が進められています︒

年 １月推計︶が公表さ
や充実感を感じながら働き︑仕
事上の責任を果たすとともに︑

・８％から

多くの人が夢や希望を持てる社

や生活の仕方を見直すことで︑

や孫たちの将来を考え︑働き方

今を生きる私たちが︑子ども

とされています︒

方・生き方が選択できる社会﹂

方が選択できる﹁多様な働き

らず︑個々の状況に応じた働き

る社会﹂ ③性や年齢にかかわ

な生活のための時間が確保でき

した時間が持てる﹁健康で豊か

保持され︑家族や仲間との充実

な社会﹂ ②働く人々の健康が

﹁就労による経済的自立が可能

的 自 立 可 能 な 働 き 方 が で きる

いいます︒具体的には︑①経済

方が選択・実現できる﹂ことを

生の各段階に応じて多様な生き

子育て期︑中高年期といった人

後の日本の人口は︑現在の３分
歳以上︶

・０％から

と進み︑高齢人口︵

歳︶の割合も

減少という現象につながってい

社会の活力低下や少子化・人口

への不安を抱える要因になり︑

れます︒こうしたことが︑将来

間で問題を抱える人が多く見ら

かねない人など︑仕事と生活の

よる心身の疲労から健康を害し

することができない人︑仕事に

した仕事に就けず経済的に自立

でもありますが︑近年では安定

の手段ばかりでなく︑生きがい

さて︑労働は賃金を得るため

ます︒

会や経済の活力低下が懸念され

・９％になると見込まれ︑社

〜

・９％に︑生産年齢人口︵

の割合は現在の

65

家庭や地域生活などにおいても︑

れました︒それによると︑

24

の２となり︑少子高齢化は一段

50
15

︵平成
年

の確定数が公表されたことを受

19

会になっていくといいですね︒

糖尿病・内分泌内科医長

では︑糖尿病はどのように診

倍高くなるといわれています︒

塞や脳梗塞を発症する確率が数

糖尿病でない人に比べて心筋梗

命に影響を及ぼします︒また︑

れも重症になれば日常生活や生

障害や網膜症︑腎症があり︑ど

糖尿病には合併症として神経

て︑単独では低血糖を起こしに

ります︒これらの薬の特徴とし

服薬と注射薬２つのタイプがあ

ＬＰ

のは︑インクレチンの中でもＧ

薬により作用が増強されている

低下させるホルモンの総称です︒

インスリン分泌を促し︑血糖を

小腸から分泌され︑膵臓からの

糖尿病について ﹀﹀

断されるのでしょうか？血糖の

くいこと︑膵臓の保護作用があ

安田詩奈子 医師

正常値は︑朝一番の空腹時の測

ること︑また体重が増加しにく

が強くなります︵２０１１年２

％を超えてくると糖尿病の疑い

糖値の平均値のことで︑６・１

いうのは︑過去１〜２カ月の血

断していきます︒ＨｂＡ１ｃ と

ｃ 値︑自覚症状などを併せて判

せん︒血糖値の再検︑ＨｂＡ１

らでは︑糖尿病の診断はつきま

然測定した１回の血糖値のみか

上にはなりません︒ただし︑偶

になりにくいケースもあります︒

は︑インクレチン関連薬が適応

糖尿病のタイプや経過によって

の効果は期待できません︒また︑

り︑その上でないと十分な薬物

本はあくまで食事運動療法であ

い薬剤です︒ただし︑治療の基

とされており︑今後期待の大き

に対してさまざまな効用がある

に関連した作用以外にも︑全身

た︑インクレチンには血糖低下

１
― というホルモンで︑内

未満です︒食

いことなどが挙げられます︒ま

定で１１０㎎ ／

以

月 現 在 の 測 定 法 ︶︒ 今 回 は ︑ 治

いずれにしても︑糖尿病はさ

事後であっても２００㎎ ／

療薬の中で︑今注目されている

ことが大切です︒

めにも︑早期に治療を開始する

まざまな合併症を起こさないた

口摂取により食事を取った際に

もともとインクレチンは︑経

しお話しします︒

インクレチン関連薬について少

dl

dl

23

63

39

64

50

るといえます︒

―市立総合病院の医師が健康に関する情報をお届けします―

健康ほっとLine

―男女共同参画社会の実現を目指して― VOL.94

男と女のいきいきコラム
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○
健康ガイド 健康に関する情報は、市ホームページでもご覧になれます。
保健センター
（すこやか館内）☎ 55 2010

乳幼児健康相談・食事相談・みそ汁の塩分測定

１歳すくすく幼児食教室

対
日

対
象
日
時
場
所
内
容
持 ち 物
定
員
締め切り

象 乳幼児の保護者、市民
時 ①５月25日
（金）午前10時〜11時30分
②５月28日
（月）午前10時〜11時30分
午後 １ 時30分〜 ３ 時
場
所 保健センター
相 談 員 保健師、管理栄養士
※みそ汁の塩分測定を希望の方は、当日朝の「みそ汁」を
50ml程お持ちください。

もぐもぐ
（離乳食）
教室
対
象
日
時
場
所
持 ち 物
定
員
締め切り

４か月児健診を受けたお子さんの保護者
５月29日
（火）午後１時〜３時30分
保健センター
エプロン、三角巾、筆記用具
20人（先着10人まで託児可能）
５月25日
（金）

平成23年４月生まれのお子さん
５月24日
（木）午前10時〜11時30分
保健センター
食事・おやつの話、試食、絵本の読み聞かせ
母子健康手帳、筆記用具、お子さん用のお茶
12人
（先着順）
５月22日
（火）

こころの健康相談
対
日
場
備

象 不眠・ふさぎ込む・怒りっぽい・認知症などで
お悩みの方
時 ①５月22日
（火）午後１時〜３時
②５月25日
（金）午後１時〜３時
所 ①東濃保健所 ②保健センター
23 1111・内線362）
考 要予約 東濃保健所 （☎○
または保健センター

成人歯科健診・相談

健康相談・禁煙相談

対
象
日
時
場
所
内
容
締め切り

対
象 市民
日
時 ５月29日
（火）午後１時15分〜２時30分
場
所 保健センター
内
容 血圧測定・尿検査など
※禁煙相談をご希望の方は、事前に電話で申し込みくださ
い。相談日以外でも受け付けます。

市民 ※成人歯科健診は予約制です
５月29日
（火）午後１時15分〜２時30分
保健センター
歯の健診・相談、歯磨き指導
５月25日
（金）

第１期 麻しん・風しん混合予防接種（医療機関での個別接種）

★注

対 象 平成23年５月以前に生まれた２歳未満のお子さん
※麻しん、風しん両方に、確実にかかったことがある方は、対象ではありません。

３種混合予防接種〔初回・追加〕〈ジフテリア・百日せき・破傷風〉
（医療機関での個別接種）

★注
対 象 生後３カ月〜７歳半未満のお子さん
〔初回〕７歳半未満のお子さんで、３種混合予防接種を３回接種したことがなく、今までに申し込みをしていない方
〔追加〕平成23年５月までに３種混合予防接種を３回接種終了しているお子さん
※百日せきと診断されたことがある場合は、保健センターへご相談ください。

日本脳炎予防接種〔１期初回・追加〕
〔特例対象者など〕
（医療機関での個別接種）

★注
対 象 〔１期〕平成21年４月以前に生まれた7歳半未満のお子さん
▷１期初回 今までに日本脳炎予防接種を一度も受けていないお子さん（６〜28日間隔で２回接種）
▷１期追加 初回接種（２回）終了から、おおむね１年経過しているお子さん（１回接種）
〔特例対象者など〕平成７年４月２日〜平成19年４月１日生まれの方
▷小学３年生までのお子さんで、今までに３回接種していない方
▷小学４年生〜高校２年生相当の年齢の方で、今までに４回接種していない方（ただし、４回目の接種は３回目の
接種終了後、おおむね５年の間隔を置くことが望ましい）
※接種回数・接種時期は、これまでの接種歴により異なりますので、不明な点は問い合わせください。

第３期・第４期 麻しん・風しん混合予防接種
対 象 〔第３期〕中学１年生（平成11年４月２日〜平成12年４月１日生まれ）
〔第４期〕高校３年生相当の年齢の方（平成６年４月２日〜平成７年４月１日生まれ）
予防接種法施行規則の改正により、平成20年度〜24年度の５年間に限り、その年度に中学１年生および高校３
年生相当の年齢になる方を対象に、麻しん・風しん混合予防接種をすることになりました。対象の方には個別通知
でお知らせします。麻しん・風しん両方にかかったことがある場合および今までにそれぞれのワクチンを２回接種
したことがある場合は、今回の接種はできません。
★注
53 0095・送信後の電話確認をお願いします）
※個別予防接種の申し込みは、５月15日
（火）
までに、保健センターへFAX
（○
、
市のホームページまたは直接窓口にて申し込みください。
※接種は６月からですが、５月25日
（金）
以降に、申し込みをした医療機関で接種日時を予約の上、接種してください。
※接種前には、市が配布した「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予診票に必要事項を記載し母子健康手帳を持っ
てお出掛けください。なお、日本脳炎予防接種予診票は、各医療機関に用意してあります。
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いきものふれあいの里
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「陶史の森」だより
59 5144
土岐市ネイチャーセンター ☎○

早春の息吹

編集・発行 土岐市役所秘書広報課広報広聴係
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森 日

記

〒５０９ ５
― １９２ 土岐市土岐津町土岐口２１０１
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―４ １
― １１１／ＦＡＸ ０５７２ ５
―５ ７
― ７６３／ホームページ

かわいらしく鮮やかな紫色をしたスミレの花。スミ
レという名前は、花の形が、大工さんが使う道具「墨
入れ」に似ているところからつけられました。スミレ
の花びらが開いているのはあと少しの間です。スミレ
は、5月中旬から秋までは、つぼみはつけ続けるので
すが、花を咲かせずに種を実らせます。スミレは『閉
鎖花』と呼ばれる花の仲間で、つぼみの中で自家受粉
をすることで、花を咲かせるよりも効率よく子孫を増
やすことができるのです。また、同じ遺伝子の種をた
くさん作った方が植物同士の競争に勝てると考えたの
かもしれません。
自家受粉ができるなら、昆虫などに花粉を運んでも
らわず、自分だけで生きていけるかというと、そうで
はありません。スミレの種はアリの好物「エライオソ
ーム」に覆われています。アリは種をせっせと巣に運
びますが、種は食べないので巣穴の外へ放り出します。
そこには土や食べ物のかすなどの養分もあり、スミレ
にとってもってこいの環境があります。スミレがコン
クリートの割れ目などに咲いているのはこのためで、
アリによって種まきをしてもらっているのです。
私たちも、気が付いていないだけで、誰かに助けら
れながら生活をしていることが、たくさんあります。

教室のご案内
フクジュソウ

http://www.city.toki.lg.jp

３月11日
（日）
春らしい日差しに恵まれたこの日、陶史の森の
ウサギ舎の前に福寿草が一輪咲きました。例年２
月には咲いていたのが、今年は1カ月も遅くなり
ました。今冬は厳しい寒
さが続いたからだと考え
られます。この福寿草は
自生ではなく植栽された
ものです。

サクラの植樹
３月11日
（日）
駄知町の38同年会（昭和38年に中学校を卒業）
によって、ソメイヨシノの植樹が行われました。
厄年の記念に植えたものが枯れたりしたため、植
樹し直したものです。今
回の植樹は３回目で、約
50人の方によって25本
の苗木が植えられました。

５月
『陶史の森』写生会
（要申込）
５月３日
（木・祝）
・４日
（金・祝）
9：00〜15：00
陶史の森の自然や動植物を絵画にします（雨天
中止）
。対象は、保育園・幼稚園児、小学生で
す。作品はネイチャーセンターに展示し、入賞
者には賞状・賞品があります。
※画用紙、画板は陶史の森で用意します。
バードウオッチング(自由参加)
５月27日
（日）
9：00〜11：30
初夏の野鳥を観察
（雨天中止）

６月
ホタル観賞会
（自由参加）
６月９日
（土）
18：30〜21：00
ホタルの生態を知り鑑賞
（雨天中止）
ミツバチ教室
（要申込）
６月17日
（日）
9：00〜11：30
ミツバチのはちみつ搾りを体験
バードウオッチング
（自由参加）
６月24日
（日）
9：00〜11：30
夏の野鳥を観察
（雨天中止）

陶史の森は自然環境保護地域です。動植物や石などは絶対に採らないでください。また、ペットの同伴はご遠慮ください。

