
 

 

 

 

 

 
 

 

（地域振興課） 

ご注意ください・・・ 

【年末年始】バスの運行のご案内 

日頃は、公共交通（バス）をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

年末・年始におけるバス運行を下記のとおりとさせていただきます。 

みなさまのご理解とご協力をお願いします。 
 

◆ＹＡＯバス 

期    間 運   行   方   法 

１２月２５日（月） 
 

１２月２６日（火） 
 

１２月２７日（水） 
 

１２月２８日（木） 
 

 １月 ４日（木） 
 

 １月 ５日（金） 

【八百津高校の冬休み期間による運行の変更】 
 

明智駅   
6：55発  八百津高校は経由せず「塩口バス停」止まりと 

なります 
 

7：13発  八百津高校は経由せずファミリーセンターまで 

7：45発   運行します 
 

8：01発 八百津高校直行便は運休します 
 

八百津高校   
 

16：20発  

17：20発  
 

１２月２９日（金） 

～ 

1月 ３日（水） 

休日ダイヤで運行します。 

（名鉄が休日ダイヤで運行のため） 

 

◆コミュニティバス８０２ 

  １２月２９日（金）～１月３日（水）は、すべての路線が運休します。 
 

◆東鉄バス 八百津線（ファミリーセンター ⇔ 美濃太田） 

  １２月２９日（金）～１月３日（水）は、休日ダイヤで運行します。 

 
（出納室） 

役場閉庁時の公金納付はコンビニで 

日ごろは、町税などの公金の納付に、ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

町では、公金の取扱いの安全性を確保するため、役場閉庁時（平日午後５時

１５分から午前 8時３０分・土日祝日・年末年始）における公金の取扱いを

中止させていただいています。 

閉庁時には、コンビニエンスストアでの公金納付にご協力をお願いいたしま

す。  

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１8号（平成２９年１２月２０日発行） ☎４３－２１１１ 

明智駅行きは運休します 

お問い合わせ先 

地域振興課 

地域振興係 

電話 43-2111 

 （内線 2252･2253） 

お問い合わせ先 

出納室 

電話 43-2111 

（内線 2101) 



（健康福祉課） 

保育士（臨時職員・パート職員）大募集!! 

あなたの資格を活かしませんか？ 

保育士（臨時職員）･･･ボーナスの支給もあります！ 
〇任用区分 保育士「臨時職員」 

〇募集人員 若干名 

〇職務内容 保育園における保育業務 

〇応募資格 保育士資格をお持ちの方（保育士登録が必要です） 

〇雇用期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（更新有） 

   （すぐに働ける方も募集しています） 

〇勤務場所 町立八百津保育園、町立錦津保育園、町立久田見保育園のいずれか 

〇勤務条件 勤務時間：午前８時から午後４時４５分 

      勤 務 日：月曜日から金曜日 

      （勤務時間・勤務日について時間外勤務がある場合があります） 

      賃  金：月額１６５,７００円 

ボーナス：6月・12月に期末手当の支給があります。 

その他手当：規程に基づき、通勤手当、時間外手当があります。 

社会保険：加入あり（社会保険、厚生年金、雇用保険など） 

そ の 他：規定に基づき有給休暇および特別休暇があります。 

〈参考〉モデル賃金 （２年目）  

         年額２,４１９,２２０円 （月額賃金＋ボーナス） 

保育士（パート職員）
〇任用区分 保育士「パート職員」 

〇募集人員 若干名 

〇職務内容 保育園における保育業務 

〇応募資格 保育士資格をお持ちの方（保育士登録が必要です） 

〇雇用期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（更新有） 

   （すぐに働ける方も募集しています） 

〇勤務場所 町立八百津保育園、町立錦津保育園、町立久田見保育園のいずれか 

〇勤務条件 勤務時間：午前８時から午後５時の内でシフト調整 

      勤 務 日：月曜日から金曜日 

      賃  金：時給１，１００円 

 

お申し込み方法（共通）
市販の履歴書に顔写真を貼付し、必要事項をご記入のうえ、保育士登録証の写しを

添えて、１月３１日（水）までに健康福祉課（保健センター内）へ提出してくださ

い。お申し込み後、面接など（日程は後日連絡します）を行います。 

また、期限までにお申し込みがない場合、募集を延長します。 

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。  

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

保健センター内 

健康福祉課 

子育支援係 

電話 43-2111 

（内線 2564） 

 



 

（親子教室） 

あなたの手を必要とする子どもがいます… 

指導員（臨時職員･パート職員）募集！ 

「親子教室」では、何らかの障がいをもち、特別な支援を必要とする子ども

たちのための児童発達支援・放課後等デイサービス事業を行っています。 

子どもたちのために一緒に働く仲間を募集します。 

指導員（臨時職員）･･･ボーナスの支給もあります！ 
〇任用区分 指導員「臨時職員」 

〇募集人員 若干名 

〇職務内容 八百津町親子教室における障がい児指導業務 

〇応募資格 特別支援学校教諭、保育士、介護福祉士いずれかの資格をお持ちの方 

〇雇用期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（更新有：条件付） 

〇勤務場所 八百津町親子教室 

〇勤務条件  勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分 

勤 務 日：月曜日から金曜日（土曜日勤務もあります） 

      （勤務時間・勤務日について時間外勤務がある場合があります） 

賃  金：月額１５８,８００円～１６５,７００円 

   ※経験年数を加味して初任給を決定します。 

ボーナス：6月・12月に期末手当の支給があります。 

その他手当：規程に基づき、通勤手当、時間外手当があります。 

社会保険：加入あり（社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） 

そ の 他：規定に基づき有給休暇および特別休暇があります。 

〇お申し込み方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、必要事項を記入のうえ、資格

を証明する書類の写しを添えて、１月３１日（水）までに役場

秘書室へ提出してください。お申し込み後、面接など（日程は

後日連絡します）を行います。 

また、期限までにお申し込みがない場合、募集を延長します。 

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 
 

保育士（パート職員）
〇任用区分 指導員「パート職員」 

〇募集人員 若干名 

〇職務内容 八百津町親子教室における障がい児指導業務 

〇応募資格 特別支援学校教諭、保育士、介護福祉士いずれかの資格をお持ちの方 

〇雇用期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（更新有：条件付） 

〇勤務場所 八百津町親子教室 

〇勤務条件 勤務時間：午前９時から午後５時１５分の内でシフト調整 

      勤 務 日：月曜日から土曜日 

      賃  金：時給１，１００円 

〇お申し込み方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、必要事項を記入のうえ、資格

を証明する書類の写しを添えて、１月３１日（水）までに八百

津町親子教室（福祉センター内）へ提出してください。お申し

込み後、面接など（日程は後日連絡します）を行います。 

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。  

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

福祉センター内 

八百津町親子教室 

電話 43-2111 

（内線 2583） 

 

お申し込み先 

秘書室 

電話 43-2111 

（内線 2202） 
 

お問い合わせ先 

福祉センター内 

八百津町親子教室 

電話 43-2111 

（内線 2583） 

 



 

（八百津町ギネス世界記録に挑戦実行委員会） 

八百津せんべいでギネスに挑戦！ 

「八百津町ギネス世界記録に挑戦実行委員会」では、ギネスの世界記録に挑

戦するための準備をすすめています。 

現在までに出ている案などは次のとおりです。 

参加要項など、決まり次第発表します。 

挑戦には多くのみなさまのご協力が必要です。ぜひご参加いただき、一緒に

ギネス世界記録に挑戦しましょう！ 
 

○ 挑戦時期(案) 平成３０年３月３日（土）時刻未定 

○ 会  場(案) 八百津小学校体育館 

○ 挑戦する記録(案) 杉原千畝の顔を「八百津せんべい」を並べたモザイ 

ク画で作成し、その面積の世界記録に挑戦します。 

なお、挑戦メニューについてはギネス側との調整が必要なため、条件によっ

ては変更となる場合があります。 
 

※当日夜には、八百津小学校校庭で八百津の子どもたちを中心とした LED

スカイランタンとプロジェクションマッピングのイベントも開催予定です。

（詳細については後日発表します） 

 

 

 

（八百津蘇水園） 

蘇水園を一般開放しています 

師走も終盤にさしかかりました。大掃除はお済みですか。 

蘇水園では、1月も当園の入所者と地域の交流をはかり、新しい年も楽しい

時間をすごしていただくことを目的として、ホーム喫茶とカラオケクラブを

地域に開放します。 

ストレス発散などに、ぜひご参加ください。 

特に、ひとり暮らしの高齢者の方や高齢のご夫婦の方々のご利用をお待ちし

ています。 
 

○と き ホーム喫茶  ･･･１月９日（火） 午後 2 時から３時 

カラオケクラブ･･･１月１１日（木） 午後１時から３時 

※都合により予告なく日時を変更する場合があります。 

○と こ ろ 八百津蘇水園 

○受 付 ホーム喫茶には、時間内であればご自由におこしください。 

カラオケクラブは前日までに園宛てに電話・ファックスにて

お申し込みをお願いします。 

○交通手段 駐車場は台数に限りがあるため、乗り合わせておこしいただ

くか、公共交通機関をご利用ください。 

（最寄りのバス停「コミュニティバス八百津大橋(南宮神社

前)」から徒歩 5分） 

 

 

  

お問い合わせ先 

養護老人ホーム 

八百津蘇水園 

（八百津町八百津 

2996-2） 

電話 43-0070 

FAX43-4352 

お申し込み先 
 

 

事務局：タウン 

プロモーション室 

電話 43-2111 

（内線 2351） 

八百津町ギネス世界記録

に挑戦実行委員会 



（社会福祉協議会） 

おもちゃ病院を開設します 

社会福祉協議会では、壊れたおもちゃの修理を行う「おもちゃ病院」を下記

のとおり開設します。 

修理したいおもちゃがある方は、ぜひこの機会をご利用ください。 

○と  き 1月２７日（土） 午前 9時３０分から１１時３０分 

○と こ ろ 福祉センター １階 介護予防訓練室 

○費  用 無料（部品交換が必要な場合は実費をご負担いただきます） 

○申込方法 事前予約が必要です。 

１月２４日（水）までに右記へお申し込みください。 

 

 

（ハローワーク美濃加茂） 

あなたのお仕事探し、応援します！ 

ハローワーク美濃加茂では、現在、お仕事探しをしている方や、これからお

仕事探しを始めようと思っている方に対し、求人情報の提供や職業相談、職

業紹介、就職支援セミナーや職業訓練の情報提供など、さまざまな支援メニ

ューを揃え、業務を展開しています。 

もちろん利用は無料です！ 

「ハローワーク美濃加茂」は、地域に密着した身近な存在ですので、ぜひお

気軽にご利用ください。 

○ご利用時間： 午前８時３０分～午後５時１５分 

※土･日･祝および年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。 

 

 

（岐阜労働局） 

その病気、その症状は石綿が原因かもしれません 

中皮腫や肺がんなどを発症した方や亡くなられた方で、その原因が石綿ばく

露作業に従事したことであると認められた場合、労災保険法や石綿救済法に

より、各種の保険給付を受けることができます。 

石綿による疾病は、石綿を吸ってから、非常に長い年月を経て発症すること

が大きな特徴です。 

厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名などを公表しています。 

中皮腫や肺がんなどで労災認定された事業場で働いたことがあり、中皮腫や

肺がんなどを発症または亡くなられた場合、労災保険給付などの支給対象と

なる可能性があります。 

まずはお気軽に岐阜労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談くださ

い。 

なお、制度のご案内は、厚生労働省ホームページでもご覧いただけます。 

 

 

  

お問い合わせ先 

ハローワーク 

美濃加茂 
（美濃加茂市深田町 

1丁目 206-9） 

電話 25-2178 

ファ 

お問い合わせ先 

岐阜労働局 

労働基準部 

労災補償課 

電話 058- 

245-8105 

ファ 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

電話 43-4462 

 



 

（社会福祉協議会） 

普段台所に立つことのない男性のみなさん 

料理作りに挑戦してみませんか？ 

「男の料理教室」の参加者を募集しています。 

高齢化社会を迎え、自立した生活の基本となる食生活が損なわれることのな

いよう、中高年の男性を対象とした料理教室を開催します。 

あまり料理をしたことがない方、料理好きの方や興味のある方！どなたでも

ふるってご参加ください。 
 

開催月日 

第１回 １月２３日（火） 

第２回 １月３０日（火） 

第３回 ２月２０日（火） 

第４回 ２月２７日（火） 

第５回 ３月 ６日（火） 

第６回 ３月１３日（火） 

時 間 午前１０時３０分から午後１時３０分 

場 所 ファミリーセンター 調理室 

講 師 八百津町食生活改善推進協議会 推進員 

対 象 者 町内にお住まいの方で、おおむね６０歳以上の男性 

定 員 先着１５名 

参 加 費 各回５００円（材料・教材費） 
 

○お申し込み方法 １月１６日（火）までに社会福祉協議会へ電話でお申し 

込みください。 

    なお、先着順で受付し、定員になり次第締め切らせて 

いただきます。 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

電話 43-4462 

 



■と き：１月１３日（土）・２０日（土）
ともに午後1時３０分から４時３０分 （最終受付：午後４時）
１月２６日（金）午後７時から９時（最終受付：午後８時３０分）

■ところ：役場西側 八百津町防災センター

■その他：登録（初回）の持ちもの
①３か月以内に撮影された写真２枚
②独身証明書（本籍地で発行してもらえます。有料：３００円）
③免許証など、本人確認のできる書類とそのコピー

４回目となる男子力アップセミナー。
今回のテーマは、「男子力アップ 個別アドバイス！」です。

日頃、婚活で悩んでいることをお聞きし、一人ひとり個別に
アドバイスします。

このセミナーは、相談所に登録されていない方でも、独身の
男性なら参加が可能です。

■と き：１月１３日（土）午後２時から４時
■ところ：役場西側 八百津町防災センター
■その他：ご予約が必要です。

八百津町結婚相談所では、

真剣に結婚を考えている独身の男女を対象に

無料で相談会を開催しています。※町外の方でもOKです！

経験豊かな専門のアドバイザーが、個別に相談をお聞きし、

一人ひとりに合ったアドバイスをしてくれるので、

無理なくスキルアップできますよ！

安心して「初めの一歩」を踏み出しましょう！

まずは、お気軽にご相談ください♪

（下記のお問い合わせ先、または八百津町HPからご予約できます。）

男子力
アップ
セミナー

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで･･･
役場総務課政策調整係

☎４３－２１１１（内線２２１２）

E-mail：ketukon@town.yaotsu.lg.jp

そのほかの
イベントは、裏面で
ご紹介しています



婚活パーティー

八百津町「学べる」結婚相談所主催
「やおつ グルメ婚活パーティー Vol.2」
全国でも話題となっている八百津町の丸山ダムカレー！

今回は「そば游居 珍竹林」の薬膳カレーで自分オリジナル
「マイ・ダムカレー」を作ります。

八百津町のグルメを満喫しながら素敵な方と出会うチャンス
です！！

■と き：１月２８日（日）午後１時３０分から午後４時まで（受付：午後１時１５分）
■と こ ろ：役場西側 八百津町防災センター ２階
■参加条件：男性 ３０歳～４５歳程度 ※男性は岐阜県在勤・在住の方

女性 ２６歳～４５歳程度 ※女性は県内・県外どなたでも可能
（参加者の方は身分証明書を持参）

■定 員：男性１２名 女性１２名 合計２４名程度
■参 加 費：男性4,000円 女性2,000円
■申込方法：インターネットで「コンサポぎふ」を検索、専用サイトにてお申し込みください。

（アドレス http://konsapogifu.com)
■注意事項：申込者多数の場合は抽選となります。

参加費は当日現金でお支払ください。

開催日一週間前までに最低遂行人数（男女各６名）が集まらない場合、中止とな
ります。
参加決定者の方には、メールにてご連絡させていただきます。

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで･･･
役場総務課政策調整係

☎４３－２１１１（内線２２１２）
E-mail：ketukon@town.yaotsu.lg.jp

親御さん向け
相談会

息子さん、娘さんの婚活について相談したいという親御さん
が増えています。

専門のアドバイザーが相談にのり、少しでも幸せに近づける
ようお手伝いさせていただきます。

■と き：１月１８日（木）午後１時３０分から３時３０分
■ところ：役場西側 防災センター
■その他：ご予約が必要です。

そのほかのイベントのご紹介

多くの方のご参加を
お待ちしています・・・

お気軽に
お問い合わせ
ください


