
（総務課） 

 

 

機構改革に伴い、組織の一部に変更がありましたのでお知らせします。 

『組織の新設』 

・本庁舎 3 階に農林課を設置します。 

  所管事項は、農業振興、林業振興、農業委員会事務局となります。 

『組織の名称変更』 

 ・本庁舎 2階の産業課を地域振興課に名称変更します。 

  また、北庁舎 2階のタウンプロモーション室が本庁舎 2 階に移動します。 

 

 

 

 

（水道環境課） 

 

 

今年の３月２１日の町議会で「八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例」が可決され、平成２９年７月１日から可燃ごみ袋と不燃ごみ袋の価格が下記のとおりとなりま

す。４月２０日発行の「広報やおつ」でもお知らせします。 

 

          ６月３０日まで       ７月１日から 

可燃ごみ袋（大）  １枚１００円    →   １枚 ８０円 

        （10 枚入り 1,000 円）   （10 枚入り 800 円） 

可燃ごみ袋（小）  １枚 ６０円    →   １枚 ５０円 

（10 枚入り  600 円）   （10枚入り  500 円） 

不燃ごみ袋（大）  １枚１００円    →   １枚 ８０円 

（ 5 枚入り  500 円）   （ 5 枚入り  400 円） 

不燃ごみ袋（小）  １枚 ６０円    →   １枚 ５０円 

（ 5 枚入り  300 円）   （ 5 枚入り  250 円） 

 

 資源ごみ袋、粗大ごみシール、がれき処分手数料（３００ｋｇ以上）の金額は今までどおりで変

更はありません。 
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平成２９年４月５日 八 百 津 町 役 場 

☎４３－２１１１ 第 １ 号 

お問い合わせは、 

役場２階 総務課 広報行政係 

☎４３-２１１１（内線２２１５） 

お問い合わせは、 

 役場 1階 水道環境課 環境衛生係 

☎４３－２１１１（内線２１２１・２１２４） 

FAX４３－４０６６ 

行政組織が 4月から一部変更になりました 
 

可燃・不燃ごみ袋（生活系）の販売金額が 7月 1日から値下げに 
 



（やおつ水源の森づくり実行委員会） 

 

 

 やおつ水源の森づくり実行委員会では、国土緑化推進機構・キリンビール・岐阜県とともに木曽

川流域に生活する住民に、潤いと安らぎを与える自然豊かな水源の森を整備するため、協働で森づ

くりを行っています。今年も、以下の日程で下草刈り等を行う予定であり、ボランティアを募集し

ますので、ご協力をお願いいたします。 

□活 動 日  ５月１３日（土） 

□時 間  午前８時３０分～午後１時頃まで 

□活動場所  キリン木曽川水源の森（笹池） 

□活動内容  草刈機による下刈り作業等 

□持 ち 物  草刈機、飲み物 

□申込期日  ４月２８日（金） 

□そ の 他  昼食、草刈機の燃料は準備させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

（農林課） 

 

 

 昔から地元の人たちに親しまれている、八百津町で最も高い山『見行山』（標高９０５ｍ）に、

新しい登山道（全長約１，３００ｍ）ができました。またそれに伴い山頂部やトイレ・案内看板等

の整備ができたことを記念し、地元の方々や登山に親しむ方々へお越しいただくべく「開通式」を

以下の日程で行います。参加費は無料。事前申込みも不要です。また、地元ボランティアによる豚

汁提供なども計画していますので、この機会に、ぜひ新しい登山道と初夏の見行山を楽しんでみま

せんか？ 

１．開 催 日  ４月３０日（日） 小雨決行 

２．開催場所  見行山登山口前広場（見行山トイレ前）八百津町福地字蔵橋３５－１ 

３．日  程   開通式 午前 9 時 30 分～１０時 30 分 

     記念公演 みのかもアルプホルンクラブ 午前１０時～10 時１５分 

        見行山登り初め  午前 10時３０分～  

        昼食（豚汁等提供２００食程度）  午後１２時３０分～ 

４．そ の 他  記念品を進呈します。（２００人程度） 

  

 

 

お問い合わせは、 

役場３階 農林課 林業振興係  

☎４３－２１１１（内線２３３４） 

お問い合わせ、お申し込みは、 

やおつ水源の森づくり実行委員会事務局 

役場３階 農林課 林業振興係  

☎４３－２１１１（内線２３３４） 

   e-mail  nourin@town.yaotsu.lg.jp 

※ご連絡いただいた方には、詳しい内容を郵送

させていただきます。 

 

見行山登山道開通式のご案内 
 

キリン木曽川水源の森づくりボランティアを募集します 
 

mailto:nourin@town.yaotsu.lg.jp


（建設課） 

 

 

道路維持補修業務嘱託員を募集します。ご希望の方は、受付期間内に必要書類を添えてお申し込

みください。 

□募集対象  昭和２７年４月２日以降生まれ（６５歳に満たない年齢）の人 

             普通自動車の運転免許を取得している人(AT 限定は不可） 

□職務内容  道路など（農・林道含む）の維持修繕作業 

（道路や側溝の清掃、道路法面の草刈りや樹木の伐採、簡易な舗装穴埋めなど） 

□採用期日  ５月１日 採用予定 

□募集人員  ２名程度 

□勤務条件  ・契約期間  ５月１日～平成３０年３月３１日 ※更新あり 

・賃  金  月額 ２１０,０００円 ※賞与・退職金・通勤手当はなし 

・社会保険  健康保険、雇用保険及び厚生年金に加入 

・勤 務 日  週５日 週休２日（役場勤務条件と同様） 

・勤務時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

□受付期間    ４月５日（水）から ４月２０日（木）までの開庁時間内（土日除く） 

□申込方法  市販の履歴書に顔写真を貼付し必要事項を記入の上、役場３階 建設課までご本人

が持参してください。（やむを得ず郵送の場合は４月２０日必着（要事前連絡）） 

□選  考  書類審査を行った上で、通過者を対象に面接を行います。（面接は 4 月下旬予定、

日程等は後日通知します） 

 

 

 

 

（健康福祉課・社会福祉協議会） 

 

 

熊本地震災害義援金の３月２７日現在の募金金額をお知らせします。 

お寄せいただいた義援金は、岐阜県共同募金会・日本赤十字社を通じ、現地の義援金受付窓口へ

送金させていただきます。なお、熊本地震災害義援金の受付は平成３０年３月３１日まで行ってお

りますので、引き続きご協力よろしくお願いします。 

３月２７日現在 

 募金箱の合計金額 ・・・・・・・・・・・・ ３２８，２２３円 

 募金箱以外（直接窓口等）の合計金額 ・・・ ５３２，０６５円 

                総計 ・・・ ８６０，２８８円 

 

 

 

 

お問い合わせは、 

役場３階 建設課 建設総務係  

☎４３－２１１１（内線２３１１・２３１２） 

お問い合わせは、 

健康福祉課 福祉係（ファミリーセンター内） 

☎４３－２１１１（内線２５６３） 

社会福祉協議会 ☎４３－４４６２ 

道路維持補修業務嘱託員を募集します 
 

平成 28年熊本地震災害義援金の報告 
 



（地域包括支援センター） 

 

 

もの忘れが心配な方、認知症の方を介護されている方を中心とした憩いの場です。珈琲やお菓子

を食べながら認知症について語り合いましょう。自由に出入りでき自由に過ごすことができる空間

でホッとくつろぎませんか？ 

□と き  ４月２１日（金曜日）午後２時００分から午後３時３０分 

□ところ  上飯田公民分館 

□協力金  100 円（珈琲、お菓子付） 

※当日はプチ講座として、加茂警察署交通課の方から「高齢者を守る。改正！道路交通法」につい

てお話があります。 

 

 

介護や生活についての悩み、認知症の対応、介護保険の利用などなんでもご相談ください。会場

でのご相談、訪問相談を希望される方はお気軽にご連絡ください。 

□と き  ４月２５日（火曜日）午後１時３０分～午後３時３０分 

□ところ  福地出張所、訪問地区は福地 

 

 

 

（八百津町食生活改善推進協議会） 

 

 

日増しに暖かくなり、害虫の発生する季節がやってきます。これらは病原体を運び、私たちの健

康に悪影響を及ぼすと言われています。このような健康被害を防ぐ、体に優しい『ゴキブリ団子』

を作ってみませんか？また、環境にやさしい廃油石けん作りも同時に行います。お気軽にご参加く

ださい。ご予約をお待ちしております。 

□と き  ５月６日（土）午前９時～   

□ところ  ファミリーセンター調理室 

□参加費  ２００円 

□持ち物  エプロン、ビニール手袋、500ml のペットボトル 

□定 員   ３０名 

□締切り  ４月２８日（金） 

 

 

 

 

オレンジカフェのご案内 
 

お問い合わせは、 

健康福祉課 地域包括支援センター（ファミリーセンター内） 

☎４３－２１１１（内線２５６６・２５６７） 

ごきぶり団子とペットボトルの廃油石けんづくり講習会のご案内 
 

お問い合わせ・お申し込みは、 

食改員または 健康福祉課（ファミリーセンター内） 

☎４３－２１１１（内線２５６２） 

高齢者あんしん相談会のご案内 
 



（教育課） 

 

 

八百津町体育協会主催スポーツ大会を下記のとおり開催します！みなさんお誘い合わせの上、ぜ

ひご参加ください！！ 

□と き ５月７日（日）雨天中止（室内競技は除く） 

□開会式 八百津小学校体育館 午前８時３０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事前申込が必要な種目（ソフトバレー・ソフトボール・サッカー）は、４月２４日（月）まで

に申込みください。ただし、ソフトボールは先着８チームまでとします。 

なお、申込用紙はファミリーセンター・各出張所に用意しております。 

参加申込はファミリーセンター内、教育委員会または各出張所にてお申し込みください。 

（八百津町赤十字奉仕団） 

日頃は、各地区でのアルミ缶回収にご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

アルミ缶の売却金は、万が一町内で自然災害が発生した際に奉仕団が行う炊き出し訓練活動の原

資や全国で大規模災害が起こった際の義援金とさせていただくため、大切に積み立てをしておりま

す。ご協力をいただいている中、大変恐縮ですが地区ごとのアルミ缶倉庫にアルミ缶以外のゴミ(瓶、

可燃ゴミ、スチール缶、不燃ゴミ等)は置かないようお願いします。 

何卒ご理解の上、ご協力頂ければ幸いです。 

 

☆ソフトバレー交流会 

○ところ 

八百津小学校体育館 

○一般コース（トリム） 

男女各２名の混成でのゲーム 

○初心者コース（ビギナー） 

男女の組合せ自由、5名でのゲーム 

☆テニスチャレンジコーナー 

○ところ 

蘇水公園テニスコート 

○参加者 

全町民（子どもから高齢者）当日参加も可 

○内容 

チャレンジコーナー（サーブゲーム）は、

相手コートに賞品を置き、それを狙うゲー

ム。君はいくつ取れるかな？ 

☆町民ソフトボール交流会 

○ところ 

和知グラウンド 

○参加者 

 一般の部 

☆町民剣道稽古会 

○ところ 

Ｂ＆Ｇ体育館 

○参加者 

全町民（子どもから高齢者） 

当日参加も可 

☆ミニサッカー交流会 

○ところ 

蘇水公園多目的広場 

○参加者 

小学生の部 

中学生以上の部 

お問い合わせは、 

教育課 スポーツ振興係 

（ファミリーセンター内） 

☎４３－２１１１（内線２５１８） 

スポーツ大会を行います！ 
 
 

お問い合わせは、 

赤十字奉仕団事務局（社会福祉協議会内） 

☎４３－４４６２ 


