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蘇水公園艇庫周辺で「蘇水サマーフェスタ」が開催
されました。
多目的広場の北側に位置する湖面では浮き桟橋から

飛び込んだり、簡易プールなど、直接水に親しめるコ
ーナー。ヨット、カヌー、バナナボートなどの体験コ
ーナー。そして熱い戦いが繰り広げられたレース会場
が設置されました。

○レース結果は次のとおり
　・カッターレース
　　　参加チーム数　24チーム
　　　優勝　　　　　須賀体協Aチーム
　・ドラゴンカヌーレース
　　　参加チーム数　12チーム
　　　優勝　　　　　須賀体協Bチーム

人道の丘公園野外ステージで、平和を願う「杉原ウィーク２０１３
星空コンサート」が開催され、八百津東部中学校３年生の17人と歌手
の手嶌葵さんが、夜風が気持ちの良い芝生の会場で歌声を響かせ、町
内外から訪れた約500人を魅了しました。コンサートは、毎年開催さ
れ今年で18回目となりました。

　〈8月3日〉 

十六銀行さんにお手伝いいただいた、
星空コンサート当日の杉原千畝記念基
金の募金総額は、「11,895円」となり
ました。

みなさまの温かいご協力
ありがとうございました。

〈〈88月月44日〉日〉
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木曽川八百津橋付近で、「蘇水峡川まつり花火大
会」が開催されました。
スターマインや打ち上げ花火など約560発が打ち
上げられ、詰めかけた観客は川面に映る花火の姿、
山に反響した音との競演を満喫していました。
また、役場周辺では、納涼広場が開かれ、今年は
商工会青年部による「お化け屋敷　in yaotsu」を開
催。開始前から行列ができ、外まで悲鳴が響き渡り
ました。

　〈8月4日〉

蘇水峡川まつりから一夜明けた５日、八百津高校（19名）、八百津中学校
（127名）、八百津小学校（20名）、錦津小学校（６名）、和知小学校（５名）
の生徒児童177名と地元住民
のみなさんが参加し、花火大

会でにぎわった会場周辺の清掃活動を行いました。
活動終了後、町内のリサイクルセンター「ひまわりクリー

ンセンター」を見学し、自分たちの回収したごみがどのよう
に処理されるのか、ごみの種類でリサイクル処理方法が違う
などを見学して、ごみ分別収集の必要性を学習しました。

　〈8月5日〉

ファミリーセンター大研修室で、町内の小中高生、町内出身の青年な
どが、八百津の未来について語り合う「未来トーク」が開催され、訪れ
た150人程の一般来場者は、真剣に子ども達の意見に耳を傾けていまし
た。
未来トークでは、小中学校
７校、八百津高校から９名と
町内出身の若者ら11人が、
八百津町がより良いまちにな
るようにと意見を出し合いま
した。
※　詳細はP６・７教育の窓にて

　〈8月10日〉
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八百津町の人事行政運営等の状況を公表します
町職員の任免・給与・服務等についてお知らせします。ここに示した数値は特に記載があるものを除きいずれも平成24年４月
１日現在のものです。また、給与額等は税や各種保険料を引く前の額ですので、いわゆる「手取り」額ではありません。

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）任用・退職の状況（平成24年４月２日～平成25年４月１日）

任　　　　　　用 退　　　　　　職　　　　　　等
新規採用 17人 再任用 ０人 定年退職 ０人 勧奨退職 ４人 普通退職 ０人 公務外死亡 １人

（２）級別職員数の状況
区　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

標準的な職務内容 主事
主事補 主任 係長

主査
課長補佐
係長 課長 参事

総括課長
職　員　数 44人 17人 49人 39人 13人 3人 165人
構　成　比 26.7% 10.3% 29.7% 23.6% 7.9% 1.8% 100.0%

（注）１　職員数は、給与条例に基づく給料表の級区分によります。
　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
　　３　職員数は派遣職員等を含みます。

（３）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）
職員数 対前年

増減数 主な増減理由平成24年 平成25年

一
般
行
政
部
門

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

2人
40人
10人
45人
6人
12人
3人
10人

2人
45人
11人
47人
8人
12人
3人
10人

5人
1人
2人
2人

業務充実による増員
業務充実による増員
業務充実による増員
業務充実による増員

小　計 128人 138人 10人
特　政
別　部
行　門

教　　育 13人 14人 1人 業務充実による増員

小　計 13人 14人 1人
公　会
営　計
企　部
業　門
等　　

水　　道
下　水　道
そ　の　他

6人
1人
5人

6人
1人
6人 1人 業務充実による増員

小　計 12人 13人 1人
合　　計 153人 165人 12人

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時
　　又は非常勤職員を除いています。

２．職員の給与の状況
（１）人件費の状況（平成24年度普通会計決算）

住民基本台帳人口
平成25年3月31日（年度末）

歳　出　額
　　　　　Ａ 実質収支 人　件　費

　　　　　Ｂ
人件費率
（Ｂ／Ａ）

（参考）
23年度の人件費率

12,083人 5,613,001千円 398,713千円 1,210,124千円 21.6% 22.3%
（注）人件費には特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

（２）職員給与費の状況（平成25年度普通会計予算）
職　員　数
　　　　　Ａ

給　　　　与　　　　費 一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ

154人 523,159千円 152,472千円 182,812千円 858,443千円 5,574千円
（注）職員手当には、退職手当を含みません。

（３）職員の初任給の状況 （４）一般職の平均給料月額、給与月額及び平均年齢の状況

区　　　　分 決定初任給 採用２年経過日 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
給　　料　　額 289,896円 320,560円 40歳5月

八百津町 一般行政職 大学卒 172,200円 184,200円 （注）平均年齢の小数点以下は、月数で表記しております。
高校卒 140,100円 148,500円

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用
　　後の年数をいいます。
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（５）職員手当の状況
区　　分 内　　　　　　　　　　容 区　　分 期　末　勤　勉　手　当

扶養手当

配偶者　　　　　　　　　　　　　　　　13,000円
扶養親族については１人につき　　　　　6,500円
（職員に配偶者がない場合は、そのうち１人について）　11,000円
満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子　5,000円加算

支給期 期末手当 勤勉手当 計

期末勤勉手当 　6月 1.225月分 0.675月分 1.90月分
12月 1.375月分 0.675月分 2.05月分

合　計 2.6月分 1.35月分 3.95月分
住居手当 賃貸住宅を借受け、一定以上の家賃を支払っている者　限度額　27,000円 職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

通勤手当 自動車使用（通勤距離に応じて支給）　限度額　26,000円
公共交通機関利用（運賃相当額）　　限度額　55,000円

（注）期末勤勉手当の月数については平成25年６月現在です。

（６）特別職の報酬等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

区　　分 給料月額等
（平成25年４月１日現在）

期末手当
（24年度支給割合）

勤務時間 １週間38時間45分（１日７時間45分　8時30分～17時15分）
休憩時間 12時00分から13時00分

給　料
町　長 695,000円 6月期　1.90月分

12月期　2.05月分
　計　　3.95月分

週　休　日 土曜日及び日曜日
教育長 530,000円 休　　日 国民の祝日及び年末年始の６日間

夏季特別休暇 ７月から９月の間で３日間

報　酬
議　長 300,000円 6月期　1.90月分

12月期　2.05月分
　計　　3.95月分

年次有給休暇 平均取得日数　10.5日（平成24年１月から12月）
副議長 230,000円 （注）町長部局の保育園・公営企業・派遣職員を除いた一般職員の

場合です。議　員 220,000円
（注）期末手当の月数については平成24年６月現在です。

４．分限及び懲戒処分の状況（平成24年度）　　　５．服務の状況（平成24年度）

分限処分

免　職 ０人 職務に専念する義務の免除の承認の状況 営利企業等従事の許可の状況
降　格 ０人 県職員への派遣 ０件 ０件
降　給 ０人 一部事務組合への派遣 ０件
休　職 １人 １ヶ月以上の研修 １件

懲戒処分

免　職 ０人 その他 ２件
停　職 ０人 （注）その他は、土地開発公社事務従事等です。
減　給 ０人
戒　告 ０人

６．福祉及び利益の保護の状況（平成24年度）
公務災害の状況 健康管理事業の実施状況 【共済制度】

岐阜県市町村職員共済組合に加入し、職員の生活の安定と福
祉の向上を図っています。

認定件数 ２件 一般定期健康診断 103人
人間ドック 28人

７．研修及び勤務成績の評定の状況（平成24年度）
（１）研修の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）勤務成績の評定の状況（評定の内容）

項　　　目 実施件数 参加人数 評定基準日 毎年10月１日
派 遣 研 修 1件 1人 対　　　象 一般職員（派遣を除く）全て
職 域 別 研 修 13件 43人

評　定　者

所属、役職ごとに評定者を区分
例）係長級以下の場合
　　第一評定者：課長補佐
　　第二評定者：課長

専 門 研 修 24件 126人
実 務 研 修 19件 43人
情 報 化 研 修 16件 33人
合　　　計 73件 246人

評　定　基　準

例）係長級の評定要素
　　＜能力＞企画力・折衝力・理解力
　　　　　　表現力・知識技術
　　＜意識意欲態度＞
　　　　　　積極性・協調性・責任感
　　　　　　研究心・規律

８．八百津町役場職員親交会の事業概要について
地方公務員法第42条に基づき、職員の福利厚生事業の推進を図るため、八百津町役場職員親交会を設置しています。
運営については会員（職員）からの親交会費を原資として実施しています。
主な事業は以下のとおりです。

給　付　事　業　…　会員同士の相互扶助を行うため、慶弔や節目に対し、社会通念上の範囲内で祝金、見舞金等の給付を行ってい
ます。
（結婚給付金、見舞金、弔慰金、退会餞別金等）

福利厚生事業　…　会員同士の親睦と元気回復を目的とした事業を行っています。
（クラブ活動助成、レクリエーション助成等）
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少子高齢化、過疎化の進む八百津町の未来に向け
て、小中高生と若者がまちづくりを真剣に話し合い
ました。今回は事前にワークショップを行い、３つ
の柱となる提言と具体的な事項を提案しました。飛
び入り参加された国会議員をはじめ県議会議員の
方々が参加されました。コーディネーターの松本教
授に「若者、とりわけ子ども達がこれほどすばらし
い考えを持っていることに感動しました」と評価し
ていただき、講話では、

「まちづくりの基本は子ども達・若者が
住みやすい町にすること」です。とわかりや
すく話していただきました。また、ミニコンサート
もありすばらしい演奏に感動しました。３本の柱と
なる提言と具体的な事項は次のとおりです。

 

提言は実現
可能な具体的
な手立てを小
中学生が説明
する形式で行
いました。

では
子ども達は地
提言1

域活動や挨拶運動など積極的に取り組んでいるが、大
人の関心が薄いので、一緒になって活動してほしい、
という願いと、実際の取り組み方も紹介されました。

では人口を減らさないために魅力ある町を
アピールする
手立てをいく
つも紹介され
ました。小学
生が考えた地
域紹介パンフ
レット、魅力
溢れるホーム

ページ作成、八百津ならではのミニイベント開催な
どです。また、過疎地の学校が存続するために、学
校は地域に貢
献できる仕組
みを作り、地
域の方が自由
に学校に出入
りでき、社会
体育でできる
だけ施設開放
する提案も出されました。こうしたことを踏まえて、
町に住みたい人を増やす取組を、行政にも求められ
ました。

では
八百津の自然
を守ることと
活用する具体
的な案が出ま
した。動物と
の共生を図る
手立て、豊か

な自然が生きる手立て等です。最後に名古屋工業大
学大学院教授の松本先生から貴重な講話が聞けまし
た。先生から
は、子ども達
が中心となっ
てまちづくり
を考える会は
全国にないこ
とで、すばら
しいとほめて

提言2

提言3

シリーズ
教育

No.29
教 育 の 窓教 育 の 窓

150 名が熱く未来の八百津を語り合う！
「未来トーク 2013」「未来トーク 2013」9月

・挨拶ができ、ゴミがない町に
・地域活動に積極的に参加できる町に

・人口を減らさない町に・有名な町に
・安全に歩ける町に・学校は地域に
欠かせない（八百津東部中）

・自然を大切にしたまち
・豊かな自然を活用できる町

提言１　人と人
とのふれあいを
大切にしたまち

提言２　元気で
活気のあるまち

提言３　豊かな
自然を大切にし
たまち

八百津小学校　西野友理さん
錦津小学校　　吉田七都実さん
久田見小学校　所　孝樹さん

八百津東部中　藤本一心さん　
八百津中学校　下垣内伶生さん

八百津高校3年
岩井紗耶花さん

名古屋工業大学大学院
教授　松本直司先生

20代若者代表
三浦大智さん　伊藤有加さん
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いただきまし
た。また、ま
ちづくりは若
者が住みやす
い町にするこ
とが大切だと
話されました。
特に、「まち

づくりは楽しくやる。人の心を考える。子どもが主
役の町にする。八百津だけでなく周辺の地域と連携
する。景観を含め八百津の良さを発信する。国際化
も考える。」などプレゼンをもとにこれからのまちづ
くりの基礎となるお話しが聴けました。

◎子ども達の提言について
同じ考えで良く理解できた 60％
考えはよくわかるがうまくいくか課題である 40％
＊違う考えや否定される方は０でした。
◎提言についてあなたならどう行動するか
まちづくりに賛同し活動したい 64％
すでに活動している 19％
賛同するが活動できない 17％
＊意識の高い方が大変多いことがわかりました。

＊初めて参加したが、こうした会が開催されること
はとても良いことだ。

＊子ども達は非常に頑張っていた。思いがすばらしい。
＊未来に備えていこうとする姿勢を感じた。
＊子ども達が
学校や地域
のために頑
張って行っ
ているさま
ざまな取組
を知り、大
人がモラル
やマナーを身につけ子ども達と共に地域を活気づ
けたい。

＊どきっとする提言があり、とても有意義だった。
＊３つの柱の設定がわかりやすかった。
＊こうした未来トークを今後も続けてほしい。
＊自分の住む町についてあまり考えたことがなかった
が楽しい会であった。「I LOVE八百津」を再認識した。

＊ハード面（施設・学校）インフラを整え住みやす
い町にしていきたい。

＊まずは自分からできることで進めるが、行政も先
頭に立って考えてほしい。

■松本教授のわかりやすい講話に対し、出席者から
たくさんの感想をいただきました

＊まちづくりは、住民の心のつながりを築く事とい
う大切なことに気づいた。

＊子ども達が主役の町、子どもが安心して遊べ・学
ぶ場所がある町が、元気の基本として大切だ。

＊地域づくりは地域の特色を生かすこと、国際化も
考えたい。

＊楽しく考え、人の心を考えるコミュニケーション
溢れるまちづくりが大切だ。

＊景観を大切にし、保存や見直しをする。八百津の
風景が貴重だ。

＊八百津の特色・祭りなどの発信を子ども達の発想
で進めると元気が出る。

＊周辺地域とのさまざまな連携を進める町が、住み
やすい町となる。
赤塚町長から町政での取組が話され、子ども達の

提言で実現可能な内容について、今後参考にしたい
と子ども達の熱意ある取組への賛辞が話されました。
平岡町議会議長からも多くの賛辞をいただきました。
なお、この未来トークは、9月のCCNetスペシャ

ルで放映されています。今回参加できなかった方も
ぜひ見ていただき、一人ひとりの方が住みよい未来
八百津に向けて歩んでいきましょう。

潮見小学校
柘植千佳さん
　　　由起恵さん

和知小学校
後藤理子さん

八百津中学校吹奏楽部の演奏

☆☆  未来トーク出席者のアンケート  ☆☆

◎◎  みなさまの感想  ◎◎

八百津小　西野友理　和知小　後藤理子
錦津小　吉田七都実　久田見小　所孝樹
潮見小　柘植千佳、由起恵　八百津中　下垣内伶生
八百津東部中　藤本一心　八百津高　岩井紗耶花
若者　三浦大智、伊藤有加
赤塚新吾町長　平岡富弘町議会議長　加藤大博県議
今井雅人衆議院議員　松本直司大学院教授
有賀昌司教育長　　司会　坂井伸生教育主幹

トーク代表者
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身近な場所で、誰もが気軽に立ち寄れる、みんなの憩いの場を提供したい。
そんな思いから、地域のボランティアのみなさんが、社会福祉協議会、NPO

やおつ、地域包括支援センターの協力で始めたのが『ホッとカフェ』です。
『ホッとカフェ』は、開催時間内なら自由に会場に出入りができ、スタッフが
提供するホットコーヒーや同席した人たちとの会話を楽しみながら、のんびり時
間を過ごせるサロンで、ご来店のみなさまにはご好評いただいています。
（コーヒー１杯につき100円程度の「協力金」をいただき、運営資金としています。）
今年３月から４回実施し、地域のみなさんの憩いの場の一つとして定着しつつあります。次回は、10月11日

（金）９時から正午まで福祉センターゆうゆう１階で開催します。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

＜10月　お元気サロンの予定＞
・10日、24日（木） お元気サロン八百津　午前 9時30分から11時30分まで
 場所：福祉センターゆうゆう（ファミリーセンター北側）
・ 2日、16日（水） お元気サロン福地　　午前 9時30分から11時30分まで
 場所：福地第四公民館
＜10月　こころの相談の予定＞
・21日（月）午後１時から（事前に予約が必要です）65歳以上の高齢者、およびそのご家族を対象とした個別相談です。

シリーズ
防災安全

No.33 地震（大きな揺れに備えて）地震（大きな揺れに備えて）
前回は特別警報についてお話ししましたが、今回のお話しはその前の回でお話しした地震、特に家

の中の安全対策について書きたいと思います。
家の中には意外に危険な物がたくさんあります。地震のときに室内の家具が倒れ、いざ避難すると

きに家具が出口をふさいでしまうようなこともあり、日頃から家具を固定するなどの安全対策が必要
です。できることから実践し、たえず見直しながら安全を高めていきましょう。
【家の中の安全対策ポイント】
・家の中に家具の無い安全なスペースを確保する

部屋が複数ある場合は、人の出入りの少ない部屋に家具をまとめて置く。
・寝室や子ども・高齢者・障がい者がいる部屋には、倒れそうな家具を置かない

就寝中に地震が発生した場合、子どもや高齢者、障がい者などは倒れた
家具が妨げとなって逃げ遅れる恐れがあるので注意する。

・出入り口や通路には物を置かない
いざというときに安全に避難できるように玄関などの出入り口やそれに

至る通路には倒れやすい物を置かない。
・家具の転倒や落下を防止する対策を講じる

家具と壁や柱の間に空間があると倒れやすくて危険。また、家具の上に
落ちやすいものを置かない。

上記にあげたようにほんの少しの心がけで自分の身を守ることができるかもしれません。また、お
年寄りやお子様はみなさんの手で守っていきましょう。
次回は、より具体的な家具の固定方法についてお話しします。

～　みつけよう　ぼくとわたしにできる自助　～～　みつけよう　ぼくとわたしにできる自助　～

シリーズ
包括支援

No.33 ～“ホッとカフェ”でちょっと休んでいきませんか？～～“ホッとカフェ”でちょっと休んでいきませんか？～
こんにちは 八百津町地域包括支援センターです

お問い合わせ　八百津町地域包括支援センター　☎43-3267または43-2111（内線2566・2567）

広報やおつ No.5238



納期のお知らせ

※口座振替をご利用の方は､ 残高確認をお願いします。

保育料 ８月分 ９月 10日
国民健康保険税 ５期分 ９月 30日
介護保険料 ５期分 ９月 30日
後期高齢者医療保険料 ３期分 ９月 30日
水道料 ９月分 ９月 30日
町営住宅使用料 ９月分 ９月 30日
※８月末が休日のため９月２日に前月分の納
付がありました。

保育料 ９月分 10月 10日
町県民税 ３期分 10月 31日
国民健康保険税 ６期分 10月 31日
介護保険料 ６期分 10月 31日
後期高齢者医療保険料 ４期分 10月 31日
水道料 10月分 10月 31日
町営住宅使用料 10月分 10月 31日

●９月に納めるもの● ● 10月に納めるもの●

役 場 か ら の お 知 ら せ

□と　　　き　　平成 26年１月 12日（日）
　　　　　　　　受付　午前 11時から
　　　　　　　　式典　午前 11時 30分から
□と　こ　ろ　　八百津町ファミリーセンター　大ホール
□対　象　者　　平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれの方
□内　　　容　　式典・記念写真撮影
　　　　　　　　恩師と語る会（パーティー形式）
□申　込　み　　対象者となる方には、11月末頃までに案内状

を送付いたしますが、12月 10日（火）までに届かなかった方は､ 教育課までお問
い合せください。

□お問合わせ　　教育課　生涯学習係（ファミリーセンター内）
　　　　　　　　☎43-0390 または 43-2111（内線 2515・2516）まで

自分たちの成人式を自分たちの手で企画してみませんか？
成人式の企画・運営を行う実行委員を募集します。　　　

□対　象　者　　新成人の中で月１・２回程度開催する会議に
出席できる方

□内　　　容　　式典の企画、準備、当日の運営
　　　　　　　　新成人「誓いの言葉」発表
　　　　　　　　当日の司会進行
□定　　　員　　10名程度
□申込み期限　　10月 31日（木）
□お問合わせ　　教育課　生涯学習係（ファミリーセンター内）
　　　　　　　　☎43-0390 または 43-2111（内線 2515・2516）まで

教育課からのお知らせ
平成26年成人式を開催します！

成人式実行委員を募集します！！
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平成 21年に農地法が改正され、毎年１回町内のすべての農地を対象に、現在の利用状況を確認す
る「利用状況調査」の実施が義務づけられました。
10月から 11月にかけて農業委員が巡回して調査を行いますので、みなさ
まのご理解とご協力をお願いします。
また、耕作放棄地と認定されますと、指導の対象となります。
不耕作地の放置は、周辺への雑草・病害虫の拡大の原因となり、火災やゴ
ミの不法投棄・交通の障害・景観を損なうなど周辺農地以外の生活環境にも
悪影響が出ます。これらのことをご理解いただき、草刈、除草シートの敷設等、
農地の適正な管理をお願いいたします。
□お問い合わせ　　八百津町農業委員会事務局（役場２階　産業課内）　☎43-2111（内線 2257）まで

子どもが明るく健やかに育つためには、あたたかい家庭が必要です。
生みの親が事故や病気、離婚等、さまざまな家庭の事情により自分の
家庭で暮らせなくなった子どもたちがいます。このような子どもたち
を児童福祉法に基づいて家庭で育ててくださる方を『里親』と言いま
す。地域に『里親』として子どもを育ててくださる方を募っております。
『里親』に関心をお持ちの方は、下記会場にてご説明いたしますの
でご参加ください。
□と　　　　き　　10月 19日（土）午前 10時～午後３時
□と　　こ　　ろ　　中濃総合庁舎　大会議室（住所：美濃市生櫛 1612-2　☎：0575-33-4011）
開催時間中はお越しになった方から順に、里親会役員もしくは子ども相談センター職員が個別に相
談を承ります。当日飛び入り参加でも構いません。
□お問い合わせ　　可茂総合庁舎内　中濃子ども相談センター　☎25-3111（内線 342）

総務省統計局（岐阜県・八百津町）では、
 10 月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します。
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約 350 万世帯
の方々を対象とした大規模な調査です。

調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中
心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。
統計調査員が調査世帯へ調査票の記入をお願いに伺った際には、調査票へのご
記入またはインターネットでの回答をお願いします。
□お問い合わせ
　　役場２階　総務課　政策調整係　☎43-2111（内線 2212）まで

産業課からのお知らせ

健康福祉課からのお知らせ

総務課からのお知らせ

農地の利用状況調査について（農業委員会）

『里親』を知る会について

平成25年住宅・土地統計調査の実施について
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□作品について カジダン（家事を積極的に楽しむ男性）またはイクメン（子育てを楽しむ男性）
を撮影した写真を募集します。

 ※ A4用紙程度の引き伸ばしに耐えうる大きさのもの。
 ※容量 2MB（メガバイト）程度までの電子データで提出ください。
 ※携帯・スマホの写真でも可です。
□締 め 切 り 12 月 31日（火）（必着）
□作品・展示 入賞者に総額４万円相当の加茂地域特産品を贈呈。
 各市町村の施設にて応募写真の展示。平成 26年 2月 1日（土）発表 !!
□お問い合わせ 役場２階　総務課　政策調整係　☎ 43-2111（内線 2212）まで
□応 募 方 法

応募用のメールアドレス（photo@wikii.jp）まで写真を添付して、タイトルとコメント（50文
字程度）、ご連絡先を添えてお送りください。

□注 意 事 項
・1人３点まで、１年以内に撮影されたもの。
・応募作品は過去に他のコンテストで使用されていないもの。
・事前に撮影された人物の承諾を得ること。
・撮影者本人の応募であることが必要です。
・作品の返却はいたしません。

応募写真作品は、以下の目的で使用することがあります。
　＊みのかも定住自立圏内の施設での展示。
　＊みのかも定住自立圏ホームページ上での公開。
　＊その他
　・フォトコンテストなど「かも丸かも美の男女共同参画」
　・事業紹介などの印刷物等
・詳しくは http://wikii.jp/kamomaru/doku.php?id=djsankaku を確認ください。

総務課からのお知らせ
かも丸・かも美のフォトコンテスト開催について
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7月30日、31日八百津高等学校でオープンキャンパスが開かれました。
参加した可茂地区の中学
3年生は2日間で229名。当
日は学校の様子をビデオで
視聴した後、理科、社会、
パソコンの学習体験をし、
校内を見学しました。参加
者からは、「自然の中のと
ても良い環境」「少人数で
の授業に興味をもった」な
どの声がありました。

八百津高等学校オープンキャンパス

パソコンを使った体験学習の様子 理科の授業を体験する生徒ら

各地区で夏祭りが行われました。地域のみなさんや里帰りをしたみなさんなどに楽しんでもらい、
たいへん盛り上がっていました。

錦津錦津夏まつり

福地福地夏まつり

和知和知夏まつり

久田見久田見夏まつり

潮南潮南夏まつり

7月27日

8月14日

8月17日

8月14日

8月14日
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7月19日、全国大会に出場する町内出身の小学生、中学生、高校生が役場を訪れ、町長に健闘
を誓いました。

■卓球
○大会名：「平成25年度全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）」
出場者：八百津小学校４年生　林真白さん
○大会名：「第31回全国ホープス卓球大会」
出場者：八百津小学校５年生　佐合令菜さん

八百津小学校４年生　林真白さん
八百津小学校３年生　佐合凜音さん
監　督　　　　　　　赤塚修さん
コーチ　　　　　　　佐合洋美さん

■剣道
○大会名：第48回全国道場少年剣道大会（旧全日本少年剣道錬成大会）
出場者：八百津中学校３年生　石原旭人さん

和　知小学校５年生　林那美佳さん
監　督　　　　　　　三好史恭さん

■吹奏楽、日本音楽部門
○大会名：第37回全国高等学校総合文化祭
・吹奏楽部門
出場者：東濃実業高等学校３年生　原花菜子さん

東濃実業高等学校３年生　伊藤美菜絵さん
東濃実業高等学校２年生　木下裕悟さん
東濃実業高等学校２年生　各務恵里花さん
東濃実業高等学校１年生　多田巳玲さん
東濃実業高等学校１年生　永田梓穂さん

・日本音楽部門（箏曲）
出場者：東濃実業高等学校３年生　飯田真子さん

八百津町内小中高校生全国大会出場報告！！

8月29日、上水道の浄水場「上飯田浄水場」（上飯田地区）と浄水
場新設に伴って建設する配水池「和知配水池」（和知地区）の起工式
が行われました。
上飯田浄水場は須賀にある浄水場が老朽化
しており、以前から検討されてきた施設で、
今後は岩屋ダムから取水を行います。
平成27年4月給水開始を目指しています。

上飯田浄水場、和知配水池起工式

斉鎌（刈初）をする赤塚町長斉鎌（刈初）をする赤塚町長
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10月1日は、「法の日」です。
みなさんに、法の役割や重要性について考えてい

ただくきっかけとなるようにと、10月1日からの１
週間を「法の日」週間とし、毎年、全国各地で各種
の行事を実施しています。
今年も裁判員制度に関するもの、法や裁判手続き

に関する説明会や見学会等の催しを行う予定です。
みなさまぜひ、お誘い合わせの上、ご参加ください。
※詳しくは、「裁判所ウェブサイト」
（http://www.courts.go.jp/）で紹介しています
のでご覧ください。

informationinformation
お知らせ

6日（日） 濃飛ファミリークリニック （☎53-3111）
13日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
14日（月祝） 田原医院 （☎53-5588）
20日（日） 太田メディカルクリニック （☎26-2220）
27日（日） 木沢記念病院 （☎26-2181）

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

10月の「加茂休日急患診療所」

企業等の採用活動において、応募者の適性と能力
に基づく公正な採用選考が行われるよう公正採用選
考に係る人権啓発研修会を開催します。
○と　き　10月9日（水）
　　　　　午後2時～4時（受付1時30分～）
○ところ　多治見市文化会館小ホール
○定　員　400名
※申し込みなど詳細についてはハローワーク美濃加
茂（☎25-2178）または岐阜労働局職業対策課（☎
058-263-5650）まで

返しきれない借金の支払いに困っている、利息を
払い過ぎているかもしれない、と悩んでいる方はご
相談ください。
○と　　き　10月12日（土）　午後1時～4時
○と こ ろ　岐阜県県民生活相談センター

（岐阜市薮田南5-14-53　
ふれあい福寿会館1棟 5階）

○相談方法
①面接相談　要予約・10月11日（金）までに電話
で申し込みください。
②電話相談　開催日の時間内に、県民生活相談セ
ンター（☎058-277-1003）へおかけください。

※お申し込み・お問い合わせは県民生活相談セン
ター（☎058-277-1003）までお電話ください。

企業のトップ等を対象とする「公正採用
選考に係る人権啓発研修会」を開催～

多重債務無料相談会のお知らせ

法の日を迎えて～法を身近に感じてみよう

ハローワーク美濃加茂　☎ 25-2178

県民生活相談センター　☎ 058-277-1003

岐阜地方裁判所　☎058-262-5122

行政相談委員がお聴きします。
あったらいいな！直ったらいいな！
あなたの周りのこんなこと

行政相談とは…
町・県・国や独立行政法人、特殊法人などの仕事
について、みなさまからのご意見・ご要望をお聴き
し、その解決や実現の促進を図る制度です。みなさ
まの声は行政の制度および運営の改善に生かされま
す。
八百津町では、総務省から委嘱を受けた今井随祐
さんがみなさまからのご相談をお聴きします。
例えば…
・道路のわかりにくい案内標識を改善してほしい。
・介護等の福祉サービスが受けられなくて困って
いる。

・手続きや申請をどこにしたらいいのかわからな
いなど、お気軽にご相談ください。

相談日時・場所のお知らせ
○と　き　10月21日（月）
　　　　　午前9時30分～11時30分
○ところ　八百津町防災センター　１階会議室

※相談は無料で、特別な手続きは必要ありません。
秘密は固く守られます。
※この相談所の問い合わせ先は、
総務省岐阜行政評価事務所
住　所　岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎
電　話　☎0570-090110

行政相談週間（10／21～27）
総務省岐阜行政評価事務所　

☎ 0570-090110
http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/gifu.html
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＊＊知っていますか？建退共制度＊＊
建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法
に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営
む中小企業の振興を目的として設立された退職金制
度です。
この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた
日数に応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界で働くのをやめたときに
建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体
での退職金制度です。
○加入できる事業主：建設業を営む方
○対象となる労働者：建設業の現場で働く人
○掛け金：　日額310円
詳しくは建設業退職金共済事業岐阜支部へお問い合
わせください。
　建設業退職金共済事業岐阜支部　〒500-8502
岐阜市薮田東1-2-2　岐阜県建設会館内

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を
対象とした公的な融資制度です。
○融 資 額 お子さま１人あたり300万円以内
○利　　率 年 2.55％（固定金利、H25.7.10 現

在）【母子家庭または世帯年収（所得）
200 万円（122 万円）以内の方は年
2.15％（固定金利、H25.7.10現在）】

○返済期間 15年以内
【交通遺児家庭、母子家庭または世帯
年収（所得）200 万円（122 万円）
以内の方は18年以内】

○使　　途 入学金、授業料、教科書代、アパート・
マンションの敷金・家賃など

○返済方法 毎月元利均等返済
（ボーナス時増額返済可）

○保　　証 （公財）教育資金融資保証基金（連帯
保証人による保証も可）

※詳しくは、教育ローンコールセンター【☎0570-
008656（ナビダイヤル）または☎（03）5321-
8656】までお問い合わせください。

交通事故からあなたの未来を守る
自賠責保険・自賠責共済

無保険（無共済）での運行は犯罪です！
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基

本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含
むすべての自動車に加入が義務づけられており（自
動車損害賠償保障法）、自賠責保険・共済なしでの
運行は法令違反ですのでご注意ください。
四輪車ももちろんですが、特に車検制度のない

250cc以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自動
車）は、有効期限切れ・かけ忘れにご注意ください。
なお、自賠責制度の詳しい内容は、

http://www.jibai.jp でご覧になれます。

中小企業退職金共済制度のご案内

建設業退職金共済制度のご案内

国の教育ローン

自賠責保険・自賠責共済

中小企業退職金共済事業本部　
☎03-6907-1234

建設業退職金共済事業岐阜支部　
☎058-276-3744

日本政策金融公庫多治見支店　国民生活事業　融資課
☎0572-22-6341

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局輸送担当
☎058-279-3714

オータムジャンボ宝くじを発売 !!オータムジャンボ宝くじを発売 !!
■発売期間

9月20日（金）から10月11日（金）まで
■抽せん日
10月18日（金）

サンキュー（3億9千万円）オータム！！
秋の頂上へどうぞ
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LETTER FROM LIBRARY 図書室だより
あなたと本が出会う場所 ～あなたの好きな本見つけてみませんか～

□□と こ ろと こ ろ　　八百津町ファミリーセンター 2階　☎ 43　　八百津町ファミリーセンター 2階　☎ 43--03900390
□□開館時間開館時間　　午前10時～午後6時　　午前10時～午後6時
□□休 館 日休 館 日　　毎週月曜日・第3日曜日・年末年始　　毎週月曜日・第3日曜日・年末年始

みんなみんな
図書室へ行こう！！図書室へ行こう！！

10月5日（土）　14：00～14：30
ファミリーセンター２階　図書室

おはなしラ
ンド

東京・池袋に集う、さまざまな個性あふれる
人物による「歪んだ恋の物
語」。
読んでいるうちに、彼らが

体験する数々の非日常に巻き
込まれていきそうです。キャ
ラクターがとても魅力的な作
品です。

よしふみくん５才。
ふじいのよっちゃんがいつ

も食べてる肉やのチーズ。お
母ちゃんが買ってくれない憧
れのチーズ。
欲しくて欲しくてたまらな

い！！そしてついに…
ユーモアと、「わかる、わかる」と納得させら

れ、大人も子どもも楽しめます。

ラブホテル「ホテルローヤル」
を舞台に、お店のオープンから
閉店後廃墟となるまでの時代を
遡りながら、経営者、従業員、
取引先、客などのホテルに関わ

る人々に起こった出来事を描く短編集です。
タイトルや表紙の絵からドロドロした内容

を想像してしまいますが、それぞれの短編のラ
ストではかすかな希望や不安が表現されていま
す。また、すべてを語らず行間を読ませる趣向
に好感がもてる作品です。

「まんまこと」シリーズ第四弾。
お気楽ものの町名代理の麻之

助は、相変わらず死んだ奥さん
にこだわったまま。
いつもの裁定の仕事をするう

ちに、時間がいつしか薬となっ
てゆく…。

麻之助の友を思う気持ちにほほえましい余韻
が残ります。

ホテルローヤル

ときぐすり

デュラララ！！×１

はいチーズ

今 月のおすすめの本月のおすすめの本

成田良悟／著　アスキーメディアワークス　電撃文庫

長谷川義史／作　絵本館

桜木紫乃／著　集英社

畠中恵／著　文藝春秋
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みなさん、こんにちは。お久しぶりですね。最
後にこの広報を書いたのはちょうど14年（！）前
でした。当時、八百津町国際交流員の３年間の
勤務が終わって、イスラエルへ帰る準備中でし
た。日本へまた来るつもりでのイスラエルへの
出発でしたが、まさか14年後にまだ日本（八百津
町）にいるとは思っていなかったです。それより、
また国際交流員の仕事をするなんて想像もして
いなかったですね。でも、私に分からないだけで、
神様が導いてくださった道だったのかも。
今年の4月からまた役場にお世話になるよう
になりました。毎週火曜日から金曜日まで杉原
千畝記念館で仕事をしています。国際交流の仕
事を八百津町民として精一杯頑張りますので、
よろしくお願いします。
八百津町へ来た17年前の国際交流の仕事を思
い出してみると、イスラエルの代表として料理
教室、ヘブライ語講座、講演会などイスラエル
文化の紹介が中心でした。今は、八百津町民の
一人として、国際交流を通して、外国人も生活
しやすい町になるように頑張りたいです。そし
て、杉原記念館を訪れる年間2万人の観光客（内、
イスラエル人2千人！）はもっと八百津町を楽
しんで帰れるように。
さて、八百津町の国際交流協会をご存じです
か？約11年前に日本人と八百津町の外国人の交
流を深めるためにできた協会です。この協会が
できた頃に八百津町に住んでいた外国人は20人
ぐらいでしたが、今ではその人数は70人を超え
ています。そして、町民だけではなく、外国か
らの観光客も増えて、外国人と関わる機会も多
くなりました。八百津町もだんだん国際的な町
に変わっていく気がしませんか。この広報で毎
月、月一回の協会の集まりや特別な行事を紹介
しますので、興味のある方はぜひ参加してみて
ください。みんなで力を合わせて、楽しい行事
を増やしましょう。詳しくは杉原千畝記念館（☎
43-2460）へお問い合わせください。
みんなで八百津町を盛り上げましょう！！

ハニトハニトのの〇〇〇〇なな話話 No.No.11

ハニトさんへの質問は
hanito@town.yaotsu.lg.jp　までどうぞ！

7月のミーティング。スパゲッティ20
本、糸とテープで高くタワーを作って、
てっぺんにマシュマロをのせるグルー
プ対抗。最高は40センチ！すご～い！

「ゆんたくオハナ」のみなさんによる
一五一会の演奏。日本の文化の紹介を
楽しくしていただきました。「ゆんた
く」のみなさん、ありがとうございま
した。
また、交流会に参加されたみなさんに
も実際に楽器に触れてもらいました。
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行事 期日 対象 受付時間 場所

母
子
保
健

3ヵ月児健診 3日（木） H25年5～6月生まれ 13：00～13：05
保健センター

9ヵ月児健診 3日（木） H24年12月～H25年1月生まれ 13：05～13：10
2歳児歯科検診 17日（木） H23年8～9月生まれ 13：00～13：10
プレママくらぶ 17日（木） H26年1月～2月出産予定日 13：00～13：10

乳幼児予防接種 1日、8日、15日、
22日、29日（火）予防接種スケジュールを個別にご覧ください。

不明な方は保健センターにご連絡ください。

・到着順の番号札をお取りください。
・番号札はすべて13時に出します。
・番号札と接種の順番は異なりますのでご了承ください。

※1…ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン・不活化ポリオワクチン
※2…ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン

四種混合単独
または
四種混合と他のワクチン※1

の同時接種

三種混合単独
または
三種混合と他のワクチン※2

の同時接種

（接種は13：30～）
番号札：黄色

ヒブワクチン・
肺炎球菌ワクチン・
不活化ポリオワクチン・
単独接種または同時接種

MRワクチン・BCGの
単独接種

（接種は14：00～）
番号札：水色

※受付時間を過ぎると接種できません。
※保護者以外の方が連れてこられる場合は、事前に保健センターまでご連絡ください。
ベビークッキング＆
アフタービクス 23日（水） ※15日（火）までに電話予約してください。

　（産後6ヶ月までの方。定員20名）
13：00までに

お越しください。 保健センター

乳幼児相談 15日（火） 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう
母子手帳交付  毎週水曜日 9：00～9：30 保健センター

成
人
保
健

健康相談 16日、23日（水）八百津町にお住いの方 10：00～11：00

保健センター
アルコールセミナー 4日（金） 各務原病院の天野宏一先生と上手なお酒と

の付き合い方を学びます。 19：30～21：00

歯周疾患検診 17日（木）
40歳・50歳・60歳・70歳の方が対象です。
対象の方にはお知らせを通知しています。
※詳しくは通知した、お知らせをご覧ください。

13：50～14：00
幼児の健診終了後とな
りますのでお待ちいた
だく場合もあります。

結核健診 18日（金）

平成25年4月1日現在満64歳以上で、肺が
ん検診、7月の結核健診を受診していない方
※結核や肺・呼吸器の病気で治療中の方は
ご遠慮ください。

詳細は10月上旬発送予定の
個別通知をご覧ください。

☆9月24日～30日は「結核予防週間」です。
2週間以上咳が続くときは検査や診察を受けましょう。

肺がん検診 保健センター
7日（月）
8日（火）
9日（水）

10日（木）
11日（金）
12日（土）
13日（日）

40歳以上の方 7月に発送した個別通知を
ご確認ください。

胃がん検診
40歳以上の方
※検査前日夜8時以降は飲食しないでください。
　当日の朝も飲食や喫煙をしないでください。

大腸がん検診 40歳以上の方
前立腺がん検診 50歳以上の方
眼底・眼圧・心電図検診 40歳以上の方

八百津町保健センター　☎ 43-2111
乳幼児健診や予防接種のお問い合わせは内線2561・2562へ　　メール相談：hosoudan@town.yaotsu.lg.jp

10月の行事予定

受付時間を過ぎると
接種できません。

乳幼児健診の
問診票、予防接
種の予診票は出
生後にお渡しし
たバッグに入っ
ています。
転入の方はご

連絡ください。

BCG・MRワ
クチンの接種後
は27日以上の
間隔をあける必
要があります。
ご注意くださ
い。

受付時間
13：00～13：20

受付時間
13：30～13：50

10月12日（土）13日（日）にがん検診、
眼底・眼圧 ･心電図検診、特定健診を
実施します。
お仕事等で平日受診できない方はこ

の機会に是非受診してください。

10月17～23日の 1週間は、「薬と健康の週間」です。
今使用している医薬品の効能効果・副作用について正しく理解していますか。医薬品は誤った使い方をすると思わぬ作用が出ることがあります。
医師や薬剤師等の専門家に相談して正しく使用しましょう。

薬を安全に使うために・・・
○かかりつけ薬局を持ちましょう ○後発医薬品（ジェネリック医薬品）について正しい知識を持ちましょう
○医薬品は、使用時期・使用量・使用方法を守りましょう ○一般医薬品について正しい知識を持ちましょう
○薬や薬剤師の役割について正しい知識を持ちましょう ○シンナー・大麻・覚醒剤など薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

　詳しくは、厚生労働省ホームページを参照ください。
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10月・11月のごみ収集日
■問い合わせ　役場 1階　水道環境課　環境衛生係
　☎４３－２１１１（内線２１２４）
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可燃ごみ 全地区（午前８時までに可燃ごみ集積所へ出してください) 毎週　火曜日・金曜日

（粗大ごみの可燃・不燃の区別がなくなりました）

不燃金物類　
資源カン類　
粗大ごみ　　

Ａ地区
（不燃ごみ集積所） 10月29日（火）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 10月30日（水）

※乾電池は、役場本庁・役場各出張所の回収ボッ
クスへ出してください。

※テレビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機・エアコンは
収集しません。㈱橋本または購入した店に引き
取りを依頼するか、指定引き取り場所へ直接搬入
してください。

不燃ガラス類
資源ビン類　
粗大ごみ　　

Ａ地区
（不燃ごみ集積所） 11月25日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 11月26日（火）

※蛍光管・体温計（水銀式）は、役場本庁・役場
各出張所の回収ボックスへ出してください。

ペットボトル　
食品トレイ　　
発泡スチロール

Ｂ＆Ｇ　　
体育館北側
各出張所　

10月 6日（日）
午前 8時～
　　11時　

古着回収

※ペットボトルは洗浄して、フタを取って出してく
ださい。（フタは可燃ごみまたはその他プラです。）

※発泡スチロール製の箱は、宛名ラベルなどを剥が
してください。

※古着類は、濡れたもの、油などが付着して汚れた
もの、布団、電気毛布、じゅうたん、履き物、ぬ
いぐるみなど衣類以外のものは収集しません。

がれき類

久田見
処分場

毎月第1・第2日曜日
午後12時30分～午後4時

錦　織
処分場

毎月第3・第4日曜日
午前9時～午後4時

※瓦・タイル・陶器類・コンクリート・ブロック・
壁土以外（土砂や岩石）は処分できません。

※業者に請け負わせた工事で発生したがれき類は
処分できません。

※300㎏以上のがれき類を処分しようとするとき
は事前に申請してください。（有料）

Ａ地区＝八百津（下記の八百津地区以外）・錦織・和知・伊岐津志
Ｂ地区＝杣沢・口杣沢・丸山・赤薙・北山・白橋・五宝平・久田見・福地・潮南

その他プラ 各自治会の　　
不燃ごみ集積所

10月13日（日）

10月27日（日）

11月10日（日）

11月24日（日）

※プラマークと呼ばれるリサイクルマー
クが表示されたプラスチック製の容器
および包装が収集の対象です。

　ただし、ペットボトルおよび食品トレイ、発泡
スチロールは、別に分別収集を行っていますから
対象外です。

ＹＡＯバス停留所「八百津ファミリーセンター
前」停留所東側にあるエコステーションにて、
資源回収を実施しています。
■回収日時
毎週木曜日午前９時～午後３時
■回収品目
ペットボトル・アルミ缶・
スチール缶・トレイ・
発泡スチロール・
古着（汚れたもの
は不可です）

八
百
津
町
ご
み
処
理
容
器
等

購
入
補
助
金

私
は
、
裏
面
の
者
を
代
理
人
と
定
め
、
見
出
し
の
補
助
金
の

交
付
申
請
、
請
求
及
び
受
領
に
関
す
る
一
切
の
権
限
を
委
任
し
ま
す
。

八
百
津
町
長
　
様

㊞

交
付
申
請
委
任
状

※購
入（

委
任
）年
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自
治
会
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※購
入（

委
任
）者

名
と
印

　
　
※
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）者
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。



シルバー人材センター
（７月分実績）

件　　数 118 件
就労人員 873（実 92）人
就労時間 4,533.65 時間
受託金額 4,598,853 円

☆お問い合わせ、お申し込みは、
社会福祉協議会内シルバー人材センター
☎43-4462まで

ひとのうごき
平成 25年９月 1日現在

人口 12,007 人 △ 6人

男 5,830 人 ＋ 1人

女 6,177 人 △ 7人

世帯数 4,356 戸 ＋ 5戸

増加 転入 24人 出生 3人 その他 0人

減少 転出 27 人 死亡 6人 その他 0人

ふるさと応援寄附ふるさと応援寄附

広報やおつ No.52320

９月２日、八百津町消防団（臼田毓己団長）が平成 25年防災功労者
内閣総理大臣表彰を受賞しました。
平成 22年７月 15 日の集中豪雨における土砂災害で、２日間にわた
り述べ 424 人が出動し、雨が降り続き危険の迫る状況の中、昼夜問わ
ず土のう積みなどの水防作業、救出、捜索活動、地域住民の避難誘導、
火災の消火活動等を実施し、被害軽減に貢献したことが受賞に結
びつきました。

小林　千
ち か

華 平成 25年　6月 22日　午後 5時 20分生まれ　保護者　真一（杣沢）
 「大きくなったらお姉ちゃんといっぱい遊ぼうね。」（父＆母＆由依お姉ちゃんより）

岩井くるみ 平成 25年　6月 23日　午後 6時 46分生まれ　保護者　友典（伊・中組）
 「大きくなったらいっぱい遊ぼうね！」（ゆのお兄ちゃん＆りつきお兄ちゃんより）

林　　丈
たけと

登 平成 25年　6月 25日　午前 1時 18分生まれ　保護者　知彦（南戸）
 「産まれてきてくれてありがとう。元気にすくすくと育ってね」（林知彦より）

丹羽利
り き と

樹斗 平成 25年　6月 27日　午前3時50分生まれ　保護者　優樹（コーポささゆり）
 「大きく育ってね。」（丹羽優樹より）

水野　心
み さ

爽 平成 25年　6月 28日　午後9時50分生まれ　保護者　幹久（コーポささゆり）
 「いっぱい遊ぼうね。」（お姉ちゃんより）

伊佐治凌
りょうほ

歩 平成 25年　7月 11日　午後 2時 45分生まれ　保護者　高宏（下田）
 「和歩兄ちゃんと一緒に元気に大きく育ってね！」（伊佐治高宏より）

三浦　詩
しゅい

結 平成 25年　7月 16日　午後 9時 14分生まれ　保護者　悠矢（須賀）
 「優しいお兄ちゃんと一緒に元気に大きくな～れ！」（パパ＆ママより）

佐藤　柚
ゆ ら

良 平成 25年　7月 17日　午前 5時 5分生まれ　保護者　雅也・藍（伊・中組）

 「元気にかわいく大きくなってね。産まれてきてくれてありがとう。」（パパ＆ママより）

纐纈　翔
しょうだい

大 平成 25年　7月 27日　午前 5時 44分生まれ　保護者　大助（須賀）
 「元気に大きくなってね♡♡」（纐纈美香より）

各務　市
いちか

夏 平成 25年　7月 30日　午前 3時 40分生まれ　保護者　博紀（西山）
 「兄妹４人で仲良く遊ぼうね♡♡」（各務巧真・壮真・桃加より）

三浦　汰
たいおう

王 平成 25年　８月 19日　午後 12時 25分生まれ　保護者　大智（須賀）
 「産まれてきてくれてありがとう。これからの成長が楽しみです。」（お父さん・お母さんより）

「こんにちは」「こんにちは」赤ちゃん赤ちゃん　（７・８月受付分　敬称略）

受賞報告する臼田団長（右）受賞報告する臼田団長（右）

八百津町消防団八百津町消防団
平成 25 年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞平成 25 年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞

大日産業（羽島市）　10,000 円　ありがとうございました。

「こ
の面

は販
売店

が記
入し

てく
ださ

い」

下
記
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☎
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地域ぐるみで守ろう お年寄りと子ども

秋の交通安全運動
９月21日（土）～９月30日（月）
運動の基本　高齢者の交通事故防止

厚生労働省と総務省消防庁は、救急業務および救急医療に対する国民の正しい理解と
認識を深めるとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、毎年９月９
日は「救急の日」、救急の日を含む一週間（日～土）を「救急医療週間」と定めています。

救急救急についてについて考えて考えてみましょうみましょう

　全国重点
⑴夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
⑵全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
⑶飲酒運転の根絶

９月３０日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
交通ルール・交通マナーをしっかり守り、みなさんで交通事故死ゼロ
を目指しましょう！

　こんな時は救急車を呼んでください（１１９番）　
●半分が動きにくい
●口や顔がゆがむ
●呂律（ろれつ）がまわらない、うまく
話せない

●突然、物が二重に見える
●顔色が悪い（青白い、紫など）

●突然のしびれ
●片側の手足に力
が入らなくなる

●突然の激しい痛み
●持続する激しい痛み
●吐血や下血がある

●突然の激しい痛み
●突然の高熱
●支えなしで立てないぐらいふらつく

●けいれんが止まらない
●意識がない（返事がない）
●食べ物を喉に詰まらせた、また
は変なものを飲んでしまった
●大量の出血、広範囲のやけど
●虫に刺された後や食事後、薬服
用後のじんましん
●交通事故や高所から転落して強
い衝撃を受けた

●激しい咳（ゼーゼー）
●突然の激痛
●急な息切れ、呼吸苦
●絞めつけられるような、または圧迫
されるような痛み

●痛む場所が移動する

しかし、つぎのような理由で救急車を呼ばれる方が
みえます (>_<)　本当によいか考えてみましょう。
・無料だから
・救急車で行くと早く見てもらえるから
・足がないから
・受診日だから…など

※上記以外にも、いつもと様子がおかしいときは救急車を呼んでください。

救
急
車
は
み
な
さ
ま
の
「
限
り
あ
る
医
療
資
源
」
で
す
。
本
当

に
救
急
車
を
必
要
と
し
て
い
る
方
の
た
め
に
、
適
正
な
利
用
を

お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
よ
り
知
識
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深
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頂
く
た
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受
講
し
ま
し
ょ
う
（
詳
し
く
は
消
防
署
ま
で
）。

かお

手足

あたま

おなか その他

むね、せなか



写真協力　社会教育視聴覚協議会

「杉の子」
後藤　勇（後口）

「鳥？八百津にもいました。」
佐藤　昭（宮嶋）

９月３日、八百津高校のカヌー部の生徒と顧問７人
が、全国高校総体での活躍を赤塚町長に報告しました。
７月30日から８月４日に大分県豊後高田市真玉カ
ヌー場で開催された全国高校総体に出場し、女子カヤッ
クフォア（柘植み奈・井戸奈津美・平林綾・森彩乃）500メートルで１分58秒 027と言う記録で優勝。男子カナディア
ンシングル200メートルでは亀谷智哉選手が２位。その他男女合わせて６種目で入賞しました。
女子カヤックフォア500メートルは準決勝を100分の１秒の差で勝ち上がった八百津高校を含む９艇で争われ、スター
トから飛び出し２位に１秒以上の大差をつけて完勝しました。

８月 22 日、八百津町と南知多町が「災害時における相互応援協定」
を締結しました。
八百津町と南知多町は愛知用水の取り入れ口と終点があり、また、以
前はお互いの町に名鉄の終着駅があったという縁もあり、平成２年に友
好交流協定を結んでいます。
八百津町は、平成 22 年、23 年に発生した土砂災害のように、ゲリ
ラ豪雨による被害や内陸型直下地震の被害を想定。南知多町は南海トラ
フ巨大地震などによる津波被害を想定しており、お互いに補完できる関
係づくりを深めていく事を確認し、相互応援協定書にサインしました。
災害時には、応援要請に応じて、物資の供給、職員の派遣、資材・機材の提供など協力し合うことになります。

災害時における災害時における
相互応援協定を締結相互応援協定を締結

左：石黒町長（南知多町）と赤塚町長

全 高国 総校 体
八百津高校
カヌー 部

全国高校総体での結果を報告した生徒ら

部 生徒と顧問 人

体
女子カヤックフォア500ｍ女子カヤックフォア500ｍ

「ちゃっとメール」の登録はこちらへ
docomo au・SoftBank

（QRコードも使用することができます。）

下記メールアドレスにメールを送信してください。

ent@chat.yaotsu.jp
詳しくは、総務課　情報政策係　までお問い合わせください。

ホームページ http://www.town.yaotsu.lg.jp　メール yaotsu@town.yaotsu.lg.jp
環境に優しい植物インキと
100％再生紙を使用しています平成25年9月20日発行


