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広報やおつ No.5194

【貸借対照表】
会計年度末（平成24年３月31日）時点（但し、出納整理期間中の増減を含む。）における資産とその資産
をどのような財源（負債・純資産）で賄っているかを一目でわかるようにしたものです。
左側に「資産」を示し、右側に「負債」（将来世代の負担）と資産から負債の差額である「純資産」（これ
までの世代の負担）に分けて示しています。

万円未満四捨五入

八百津町の連結財務４表（平成23年度決算）
～資産総額は約458億円　負債総額は約104億円　純資産総額は約354億円～

【資金収支計算書】
現金の流れを示すものであり、その収支を性
質に応じて、経常的収支、公共資産整備収支、投
資・財務的収支などと区分することで、どのよ
うな活動に資金を必要としているかを示していま
す。

【純資産変動計算書】
純資産が一会計期間にどのように増減したかを

明らかにするものであり、総額としての純資産の
変動に加え、それがどのような財源や要因で増減
したかの情報を示すものです。

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（将来世代が負担する金額）
1．公共資産 416億5,623万円 １．固定負債 93億3,168万円
（１）有形固定資産 413億　222万円 （１）地方債 78億5,145万円
生活インフラ・国土保全（道路・橋りょうなど） 214億7,492万円 （２）退職手当等引当金 14億5,222万円
教育（学校など） 66億1,171万円 （３）その他の引当金 2,801万円
福祉（福祉センターなど） 8億1,133万円 ２．流動負債 10億8,247万円
環境衛生（保健センターなど） 42億2,591万円 （１）翌年度償還予定地方債 8億2,344万円
産業振興（農村コミュニティセンターなど） 67億8,327万円 （２）未払金 327万円
消防（防火水槽など） 4億8,098万円 （３）翌年度支払予定退職手当 1億7,726万円
総務（庁舎など） 9億1,410万円 （４）賞与引当金 7,630万円
（２）無形固定資産 2億6,729万円 （５）その他 220万円
（３）売却可能資産 8,672万円
2．投資など 19億　42万円 負債合計 104億1,415万円
（１）投資及び出資金 6,025万円
（２）基金など 18億4,017万円
３．流動資産 22億1,139万円 純資産の部（今までの世代が負担した金額）
（１）資金 21億5,685万円
（２）未収金など 5,454万円 純資産合計 353億5,961万円
４．その他 572万円

資産合計 457億7,376万円 負債・純資産合計 457億7,376万円

期首資金残高 21億4,013万円
１．経常的収支額 13億5,888万円
毎年度継続的な収入、支出

２．公共資産整備収支額 △　5億1,139万円
公共資産整備のための収入、支出

３．投資・財務的収支額 △　8億3,070万円
投資・基金積立・地方債償還金
などの収入、支出
４．その他 △　7万円

期末資金残高 21億5,685万円

期首純資産残高 356億3,444万円
当期変動高
１．純経常行政コスト △　64億4,801万円
２．一般財源 39億7,923万円
（１）町税 15億1,813万円
（２）地方交付税 20億1,979万円
（３）その他行政コスト充当財源 4億4,131万円
３．補助金などの受入 26億7,095万円
４．臨時損益 △　4億7,954万円
５．その他 254万円

期末純資産残高 353億5,961万円
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本町では平成20年度決算から総務省が新たに示した「総務省方式改訂モデル」により連結ベースの財務４
表を作成しており、今回平成23年度決算の財務４表（※）を公表するものです。

今後も、これらの財務情報から分析できる本町の特性を正確で分かりやすく町民の皆さんにお伝えするた
め、更に記載内容の工夫・改善に努めてまいります。

※平成18年に総務省から「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示され、地
方における資産・債務改革の一環として「新地方公会計制度の整備」が求められました。
これは、複式簿記・発生主義の考え方に基づき企業会計的手法により、一般会計、特別会計及び一部
事務組合などを含めた連結ベースの貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計
算書（これらを「財務４表」といいます）を作成するもので、本町では平成20年度決算から公表し
ています。

【八百津町の財政状況】
①町民１人当たりの資産と負債
資産＝374万円（平成22年度：375万円）　　負債＝85万円（平成22年度：88万円）

②純資産比率　＝　77.2％（平成22年度：76.5％）
「負債・純資産合計」に占める「純資産」の割合を示します。これは数値が高いほど、将来返済し
なくてもよい財源により資産を形成したことを示し、財政状況の健全性を図る指標となります。

③道路や公園など、今までの世代による負担比率　＝　84.9％（平成22年度：84.2％）
道路や公園など、社会資本の結果を示す公共資産のうち、純資産による整備割合をみることによっ

て、今までの世代により既に負担された分の割合をみることができます。社会資本形成の約８割余り
を現役世代が負担し、未来の子どもへの負担を極力抑えています。

④町民一人当たりの行政コスト　＝　75万円（平成22年度：73万円）
資産形成に結びつかない１年間の行政サービスを提供するために、町民１人当たりのコスト（経常

行政コスト）が75万円となり、施設使用料などの受益者負担額として22万円を負担いただき、差額
分の53万円を地方税や地方交付税といった一般財源で賄っています。

☆平成24年３月31日現在　人口　12,254人

経常行政コスト 92億　335万円
１．人にかかるコスト 15億1,876万円
（１）人件費 13億1,737万円
（２）退職手当引当金繰入など 2億　139万円
２．物にかかるコスト 24億3,211万円
（１）物件費 9億8,049万円
（２）維持補修費 7,185万円
（３）減価償却費 13億7,977万円
３．移転支出的コスト 50億1,969万円
（１）社会保障給付 43億3,735万円
（２）補助金など 6億3,592万円
（３）他団体への公共資産整備補助金など 4,642万円
４．その他のコスト 2億3,279万円
（１）支払利息など 2億3,279万円

経常収益 27億5,534万円
使用料・手数料など 27億5,534万円

純経常行政コスト 64億4,801万円

【連結の対象となる会計など】
●一般会計
●特別会計
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険（保険事業）
介護保険（サービス事業）
簡易水道事業
公共下水道事業
農業集落排水事業

●企業会計
水道事業

●一部事務組合
中濃地域農業共済事務組合
可茂衛生施設利用組合
可茂消防事務組合
可茂広域行政事務組合
岐阜県市町村会館組合
岐阜県後期高齢者医療広域連合

●公社、公益法人
八百津町土地開発公社
八百津町社会福祉協議会

【行政コスト計算書】
経常的な活動に伴うコストと使用料・手数料などの収入を示すも
のです。コストの面では、人にかかるコスト、物にかかるコストな
どの区分を設け、経常行政コストから経常収益を差し引いたものが
純経常行政コストとなります。
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平成24年度　電源立地地域対策交付金事業の紹介

平成25年度　主要事業
～第4次総合計画の項目の中で主なものを掲載してあります～

共に支え合う健康・福祉のまちづくり

○各種保健事業 …………………………… 5,422万円

○子育て支援の充実 ……………………… 9,739万円

○児童手当の支給 ……………………… 1億6,621万円

○障がい者施策の充実 ………………… 3億4,197万円

安全で快適な定住と交流のまちづくり

○道路・交通網の整備 ………………… 2億8,790万円

○河川の整備と治山・治水対策の推進 … 3,450万円

○消防・防災体制の充実 ……………… 2億5,493万円

緑と水の共生する環境のまちづくり

○ゴミ処理費 …………………………… 1億6,389万円

○資源回収、資源リサイクル事業 ………… 993万円

○上水道の推進（第５次認可事業） …… 8億6,400万円

心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり

○学校支援員設置 ………………………… 5,220万円

○国際交流事業 …………………………… 3,635万円

○社会教育・社会体育施設整備 ……… 1億4,338万円

○スポーツ活動の振興 ……………………… 764万円

創意に満ちた活力ある産業のまちづくり

○農業の振興 ………………………………1億240万円

○林道整備等 ……………………………… 4,288万円

○商工業の振興 …………………………… 4,283万円

共につくる協働と参画のまちづくり

○協働のまちづくり補助 …………………… 100万円

○広報、CATV自主番組制作等 ………… 1,125万円

○自治会運営、地域活性化事業 ………… 1,210万円

☆瑞浪市にある超深地層研究所周辺市町村が    
行う事業に対して国から交付される交付金
で次の事業を行いました。

○消防ポンプ自動車の配備（前野）
○防火水槽の設置（前野）
○保育園運営費（人件費）

亀ヶ谷線舗装補修工事
（Ｌ＝872.6ｍ、Ａ＝4,370㎡）

☆水力発電施設によって生じる生活環境への
影響を緩和するため、市町村が行う事業に
対して、国から交付される交付金で次の事
業を行いました。

○町道亀ヶ谷線の舗装補修工事



第一次ベビーブームで生まれた「団塊の世代」が65歳以上に達し、県内65歳以上の人口が25%
を超えました。八百津町はさらに高い33.7%という数字です。高齢化にともない、地域包括支援センター
でも年々認知症の方を介護しているご家族からの相談が増えています。認知症とい
う病気は見た目では分かりにくいので周りの理解が得られない事や、家族がこの病
気を十分理解できない事で悩まれるようです。八百津町では認知症介護者家族の会
を定期的に開催し介護者同士の交流の場をもっています。参加者で悩みを共有した
り勉強会をすることでリフレッシュができています。5月は講師を招き認知症の勉
強会をおこないます。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

＜５月　お元気サロンの予定＞（申し込みが必要です）
・15日（水）お元気サロン福地　　　９時30分から11時30分まで　場所：福地第四公民館
・23日（木）お元気サロン八百津　　９時30分から11時30分まで　場所：福祉センター
＜５月　こころの相談の予定＞（予約が必要です）
・20日(月)高齢者のための「こころの相談」　午後から　個別に対応し秘密は厳守します。

＜５月　認知症介護者家族会＞（申し込みが必要です）
・20日（月）午後１時30分から　場所：福祉センター　（事前にお問い合わせください）

シリーズ
防災安全

No.29 備蓄品について備蓄品について
広報３月号では、備蓄食料について紹介しましたが、他にも家庭で用意しておくと良い物があります。 
○燃料を用意する
卓上コンロ・固形燃料・予備の
ガスボンベなど
○日用品を用意する
毛布、寝袋、洗面用具、ポリタ
ンク、やかん、なべ、トイレットペーパー、使い捨てカイロ、工具（のこぎり、バール、スコップ）、シャ
ンプー（水のいらないもの）、ブルーシート、キッチン用ラップ（止血、汚れた皿にかぶせて使う）など。
他にも家族構成によって必要なものが変わってきます。総務省 消防庁ホームページにある「防災マ
ニュアル」内の「防災お役立ちツール」に備蓄食料や備蓄品のリストがありますので参考にしてください。
総務省消防庁防災マニュアルURL:http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html
上記の品は災害復旧までの数日間必要なものです。被害を受けにくく、災害時に取り出しやすい場所
にまとめておき、日頃から非常食だけでなく備蓄品の確認もしておきましょう！

～　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.29

～認知症介護者家族会をご存じですか～～認知症介護者家族会をご存じですか～

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）

認知症予防には３つの「あ」を大切に！　～あかるく　あたまを使って　あきらめない～
明るく笑顔でいる人の脳血流は増えています。頭を使うことはこれもまんべんなく脳のいろいろな分野

を活性化させます。脳細胞は一度死滅したら復活はしませんが、細胞同士のネットワークは増やすことが
できます。できることをコツコツと新しいことにもチャレンジしたいこの春です。 鈴木（管理者・保健師）
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平成 25年度が始まりました。本年度の児童生徒
数と新１年生の数は表の通りです。（４月５日現在）

八百津町の学校は小規模校と、へき地複式学校で
構成されています。特に小規模の特色を生かし一人
ひとりの児童生徒に対応し、学力・生活力の向上を
図ります。
また、教職員だけでなく、町単独でさまざまな学
校支援員を配置し、きめ細かく支援しています。

支援員の種別：低学年支援、特別支援、少人数学習
支援、複式学級支援、生徒指導支援、心の教室支援、
専門教科支援。各学校に次のように配置しています。
八百津小学校６名　和知小学校 5名　錦津小学校
３名　久田見小学校２名　潮見小学校１名（他に週
５時間の専科支援員）　八百津中学校３名（他に部
活動支援員）八百津東部中学校１名
学校図書館支援職員　西部地区１名、東部地区１名
ＡＬＴ（外国語指導助手）２名、
ＪＴＥ日本人英語指導助手１名
県からは非常勤講師として特定教科の指導教師が
配置されています。
図工：錦津小学校、久田見小学校、潮見小学校、美
術：八百津東部中学校、理科：八百津小学校、錦津
小学校、八百津中学校、複式学級教科担任：潮見小
学校、少人数指導：八百津小学校、和知小学校
児童生徒支援：和知小学校

警報発令時における小中学校登下校等の扱い

八百津町の各学校では、保護者の方に警報発令時
の対応を学校からご連絡をしております。一般のみ
なさま方もご理解願います。

３月 21日午後７時より開催され 24年度および
25年度の事業について意見交換されました。特に
生涯学習の機会や、町民の方が広く参加できる魅力
ある体制を今後どうするかの議論がありました。み
のかも定住自立圏
生涯学習情報誌が
話題となり、当町
の講座に町外の方
が多く参加される
例が出されました
（例；キッズイン
グリッシュでは八百津町の小学生より他の市町から
の応募が多い）。八百津町として今後、各地にある
公民館の活動を推進する公民館主事や館長設置の必
要性が論議され、モデルのシステムを考えていく必
要があるとされました。今年度さらに検討し、今後
の方針を決定させたいと結論づけられました。

暴風雨警報だけでなく大雨・洪水警報が発令さ
れた場合は非常態勢としています
登校前の発令対応
・午前６時 30分に発令中の時は自宅待機
・午前６時 30分～ 11時までに解除の場合は
２時間後に授業開始します。（条件が整った
場合）

・午前 11 時過ぎに解除された場合は休業と
します

登校後 (学校に児童生徒がいるとき )発令対応
・授業を中止し安全が確認できれば下校する
・危険と判断した場合は学校待機
＊保護者の方への引き渡しを実施します
＊保護者への速やかな連絡をします
大雪・暴風雪警報等は校長判断としました
緊急時の食料と保温材を各学校に配備

シリーズ
教育

No.25

886名の児童生徒が元気に登校しています

第２回社会教育委員会開催

教 育 の 窓教 育 の 窓 4月

学　 校　 名 児童生徒数と学級数 新１年生

八 百 津 小 学 校 161名 普通６
特別支援２ 通級１ 29名

和 知 小 学 校 193名 普通６
 特別支援２ 35名

錦 津 小 学 校 135名 普通６
 特別支援２ 21名

久 田 見 小 学 校 54名 普通５ ７名

潮 見 小 学 校 12名 普通３ ３名

八 百 津 中 学 校 289名 普通９
 特別支援　２ 83名

八百津東部中学校 42名 普通３ 12名

さまざまな災害から子どもを守るさまざまな災害から子どもを守る
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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。

後期高齢者医療保険料 ９期分 4月 1日
保育料 ３月分 4月 1日
水道料 ３月分 4月 1日
水道料 ４月分 4月 30日
町営住宅使用料 ３月分 4月 1日
町営住宅使用料 ４月分 4月 30日
固定資産税 １期分 4月 30日

軽自動車税  5月 31日
国民健康保険税 １期分 5月 31日
介護保険料 １期分 5月 31日
保育料 ４月分 5月 10日
水道料 ５月分 5月 31日
町営住宅使用料 ５月分 5月 31日
  
※軽自動車税の口座振替日は20日です。

●４月に納めるもの● ●５月に納めるもの●

役 場 か ら の お 知 ら せ

募集期間　４月22日（月）から５月17日（金）まで
□募集住宅
　　伊岐津志住宅２号　　平成24年度建設　木造平屋建て
　　２LDK　64.5㎡（風呂有り、洋室の照明…入居者持込）
　　駐車場2～ 3台分スペース有り
　　家賃　40,000円　（共益費、駐車場代不要）
　　※18歳以下の者１人につき5,000円減免
　　※お申し込み前に住宅の室内を見たい方は、以下の日程で

見ることができます。（要事前連絡）
　　・５月１日（水）の午前９時30分から（１時間程度）
　　・５月９日（木）の午後１時30分から（１時間程度）

□入居資格（詳細はお尋ねください。）
　　１．町税および町使用料（町外在住者については住所地の市町村税）を滞納していないこと
　　２．配偶者または３ヶ月以内の婚姻予約者がいること
　　３．所得年額　入居者および同居者の年間所得額合計144万円以上であること
　　４．入居者およびその配偶者が40歳以下であること
　　５．10年以内に町内に住宅を購入または建築し定住すること
　　６．入居者または同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七七

号）第二条第六号に規定する暴力団員でないこと

□お申し込みおよびお問い合わせ先　（前年度の所得がわかるものをご持参ください。）
　　役場３階　建設課　建築住宅係　☎43-2111（内線2319）まで
　　※応募者多数の場合は抽選により決定いたします。
　　※応募が無い場合には募集期間を延長することがあります。

建設課からのお知らせ
町有住宅の入居者募集について
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５月１３日（月）

人道の丘管理事務所 　９：３０～　９：４５

めい想の森口バス停 　９：５０～　９：５５

小 洞 公 民 分 館 １０：０５～１０：１５

小 洞 辻 １０：２０～１０：２５

福 地 出 張 所 １０：４５～１１：１５

篠 原 伊 東 商 店 １１：３０～１１：４０

本 郷 公 民 分 館 １１：５０～１２：００

潮 南 出 張 所 １３：００～１３：１０

十日神楽公民分館 １３：２０～１３：２５

峯 公 民 分 館 １３：４０～１３：５５

油皆洞公民分館 １４：１０～１４：１５

鯉 居 公 民 分 館 １４：２０～１４：４０

５月１４日（火）

中 野 公 民 分 館 ９：３０～１０：００

石 畑 公 民 分 館 １０：１０～１０：２５

伊・中組公民分館 １０：３５～１１：０５

塩 口 公 民 分 館 １１：１５～１１：２０

錦 織 公 民 分 館 １１：３０～１１：５０

木 野 公 民 分 館 １３：１０～１３：３０

須賀担手センター １３：４０～１３：５０

５月１５日（水）

赤 薙 公 民 分 館 　９：３０～　９：４０

北 山 公 民 分 館 　９：４５～１０：００

嵩 公 民 分 館 １０：１０～１０：２０

薄 野 公 民 分 館 １０：３５～１０：５５

久 田 見 出 張 所 １１：０５～１１：４５

入 野 公 民 分 館 １３：００～１３：１５

野 黒 公 民 分 館 １３：２５～１３：３５

大 平 公 民 分 館 １３：４５～１３：５０

５月１６日（木）

上牧野公民分館 　９：３０～　９：４０

中 山 公 民 分 館 　９：５０～１０：１０

上飯田公民分館 １０：２０～１０：４０

和・中組公民分館 １０：５０～１１：２０

和 知 出 張 所 １１：３０～１２：００

ファミリーセンター １３：１０～１３：５０

野上上公民分館 １４：００～１４：３０

※お願い※
　□狂犬病予防注射等の手数料は、できるだけお釣りのいらないように準備してください。
　□案内はがきは、注射会場までご持参願います。
　□案内はがきの記載に誤りがあった時は、訂正箇所を注射会場等でお知らせください。
　□犬の所有者や所在地等の変更、犬の死亡があった場合は、注射会場または
水道環境課、役場各出張所へ案内はがきを添えて届け出ください。

○狂犬病予防注射には、3,070円が必要です。
○犬の新規登録と狂犬病予防注射には
　6,070円が必要です。

□お問い合わせ先　役場１階　水道環境課　環境衛生係　☎43-2111（内線2124）まで

水道環境課からのお知らせ
平成25年度　狂犬病予防注射の実施日程について

会場へは、犬を押さえていることができ、健康状態の分かる方が連れてきてください。
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65歳以上74歳までの方で、一定の障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療制度に加入することがで
きます。
□後期高齢者医療制度に加入することができる一定の障がいの程度は以下のとおりです
　　１．身体障害者手帳１級から３級をお持ちの方
　　２．身体障害者手帳４級をお持ちの方で次のいずれかに該当する方
　　　　　下肢障害１号・３号・４号
　　　　　音声機能、言語機能の障害
　　３．精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方
　　４．療育手帳A1・A2をお持ちの方
　　５．障害基礎年金１級・２級の年金証書をお持ちの方
□後期高齢者医療制度に加入するには、申請により広域連合の認定を受ける必要があります。
□後期高齢者医療制度では、窓口負担は１割（所得の多い方は３割）となります。
□後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方から保険料をお支払いいただきます。
※詳しくは、役場１階　町民課　医療年金係　☎43-2111（内線2115）までお問い合わせください。

八百津町では、特設人権相談所（悩みごと相談）を開設し、人権擁護委員が相談を受け付けています。
相談は無料で秘密は固く守られます、お気軽にご相談ください。

開　設　日 と　こ　ろ 時　　間

５月14日
（火）

ファミリー
センター

久田見生活改善
センター

１３：３０

～

１６：００

７月９日
（火）

ファミリー
センター

久田見生活改善
センター

１３：３０

～

１６：００

12月 10日
（火）

ファミリー
センター

１３：３０

～

１６：００

開　設　日 と　こ　ろ 時　　間

６月４日
（火）

ファミリー
センター

１３：３０

～

１６：００

９月10日
（火）

ファミリー
センター

久田見生活改善
センター

１３：３０

～

１６：００

３月11日
（火）

ファミリー
センター

久田見生活改善
センター

１３：３０

～

１６：００

【悩みごと相談（人権相談）開設日】

□お問い合わせ先　役場２階　総務課　行政係　☎43-2111（内線2215）まで

町民課からのお知らせ

総務課からのお知らせ

後期高齢障害認定について

平成25年度　特設人権相談所の開設のお知らせ
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八百津町では定住促進と地域活性化のために、平成22年度から３年間の期限で、町内に新築し生活
を始められた方に対して、奨励金20万円を交付してきました。今回制度を見直し平成25年度から平
成27年度までの３年間延長します。
詳しくは役場産業課地域振興係までお問合せください。

３年間の実績
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

町外より 　５ １６ １１
子世帯の分離 　７ 　２ 　３
アパート（借家）から独立 　２ 　４ 　２
町内移動 　３ 　３ 　２
立て替え 　７ 　６ 　８
合計 ２４ ３１ ２６

八百津町では、独立行政法人日本スポーツ振興センター、スポーツ振興くじ (toto) 助成を受け、八百
津町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の床および照明等の修繕を実施しました。

３月10日、改修工事記念事業として、スポーツ推進委員連絡協議会主催の「第26回ソフトバレーボー
ル交流会」を開催しました。結果は次のとおりです。

優勝　錦織ミニバレーＡ 優勝　錦織ミニバレーＢ 優勝　チビざる　　　　　
２位　amity Ａ　　　　 ２位　木野バレーＢ　　 ２位　ＮＥＸＴ　　　　　
３位　木野バレーＡ　　 ３位　amity Ｂ　　　　 ３位　ミントエンジェル②
４位　ＭＢＣ　　　　　 ４位　ＡＣミカン　　　 ４位　ミントエンジェル①
５位　さつきクラブＡ　 ５位　さつきクラブＢ　

５人制Ａコート ５人制Ｂコート トリムの部

優勝されたみなさん　おめでとうございます。優勝されたみなさん　おめでとうございます。

　・床　726㎡
　・照明　ＬＥＤ照明　20灯
　・バスケットボード　全面１対
　　　　　　　　　　　半面２対

主な改修箇所

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館床改修工事
【スポーツ施設等整備】

産業課からのお知らせ

教育課からのお知らせ

新築住宅建築等の奨励金制度が３年間延長されます

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の改修報告
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金融サービスを利用されているみなさまからのご
意見・ご相談を無料で受け付けています。
・金融ほっとライン（東海）

☎052-951-9620まで
多重債務でお悩みの方々の相談窓口を無料で設け

ています。
・多重債務相談窓口

☎052-951-1764まで

informationinformation
お知らせ

3日（金）　岩永耳鼻咽喉科 （☎25-8749）
4日（土）　木沢記念病院（診察室） （☎25-2181）
5日（日）　小林クリニック （☎25-8077）
6日（月）　うえだクリニック （☎26-2281）
12日（日）　木沢記念病院 （☎25-2181）
19日（日）　太田メディカルクリニック （☎26-2220）
26日（日）　安田内科クリニック （☎27-5088）

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

5月の「加茂休日急患診療所」

放送大学では、平成25年度第２学期（10月入学）
の学生を募集しています。
放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を行

う通信制大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文
学・自然科学など、幅広い分野を学べます。
□出願期間　6月15日（土）～8月31日（土）まで

（インターネット出願は6月1日より受
付を開始します。）

資料を無料で差し上げてますのでお気軽に放送大
学岐阜学習センター（☎058-273-9614）までご請
求ください。また、ホームページでも受け付けてい
ます。
（http://www.sc.ouj.ac.jp/center/gifu/）

10月入学生募集のお知らせ

ご意見やご相談を受け付けています

放送大学岐阜学習センター　☎（058）273-9614

財務省東海財務局　☎（052）951-2995

「金融ほっとライン（東海）」による無料巡回相談
を開催します。
・預金・融資・保険・貸金・証券などの金融サー
ビスに関する相談
・無登録業者からの未公開株、社債などの勧誘、
被害に関する相談
・多重債務、家計の再建、借金に関する相談およ
びこころの悩み相談
※相談は無料でお受けいたします。

□と　き　5月10日（金）　午前９時～午後５時
□ところ　財務省東海財務局　岐阜財務事務所
　　　　　岐阜市金竜町5-13（岐阜合同庁舎）
□予　約　平日の午前9時～正午、午後1時～5時の

いずれの時間内に金融ほっとライン（東
海）（☎ 052-951-9620）までお電話く
ださい。

無料巡回相談を開催します

財務省東海財務局　☎（052）951-2995

財団法人国際青少年研修協会では、10事業の参
加者を募集しています。体験を通じて、お互いの理
解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施し
ます。
おひとりでご参加になる方が8割以上、はじめて
海外へ行かれる方が6割以上のご参加ですので、事
前研修会では仲間づくりから丁寧に指導いたします
ので、安心してご参加いただけます。
□内　容　ホームステイ・ボランティア・文化交流・

学校体験・英語研修・地域見学・外活動
などを行います。

□派遣先　アメリカ・イギリス・オーストラリア・
カナダ・カンボジア・フィジー

□日　程　7月25日（木）～8月13日（火）
　　　　　8～18日間　※事業により異なる
□説明会　5月26日（日）　

午前10時～11時30分
愛知県青年会館　第13会議室
（☎052-221-6001）
愛知県名古屋市中区栄1-18-8

□参加費　22.8～57.8万円予定
（共通経費は別途必要）

□締切り　6月3日（月）および10日（月）
※事業により異なる

※詳しくは㈶国際青少年研修協会へ。

夏休み海外派遣　参加者募集

財団法人国際青少年研修協会　☎（03）6459-4661
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【総　務　課】 ▽参事（健康福祉課）村瀬宏明 ▽課長（教育課）青山孝平
 ▽課長補佐（産業課）山内好仁 ▽財政係長（町民課）中嶋孝治
 ▽行政係長（教育課）佐藤充之 ▽係（新採）柘植和典
【秘　書　室】 ▽秘書室長（総務課）市岡盛彦 ▽係（産業課）加藤綾華
【防災安全室】 ▽室長（教育課）渡邉一男 ▽係（新採）小島将司
【町　民　課】 ▽課長補佐（健康福祉課）藤本清久 ▽住民税係長（健康福祉課）石井寿人
 ▽係（新採）所　久喜 ▽係（新採）五弊貴浩
 ▽係（新採）佐々木晋 ▽係（新採）池戸槙吾
【健康福祉課】 ▽課長（秘書室）纐纈幸美 ▽子育支援係長（総務課）金井良成
 ▽介護保険係長（地域包括支援センター）飯田博年　▽係（町民課）熊崎郁雄
 ▽係（地域包括支援センター）小林ゆかり ▽係（新採）福　大樹
 ◎子育て支援センター　▽係（健康福祉課）大坪弘美
 ◎地域包括支援センター　▽係長（同センター）鈴木万起子　▽係（教育課）山田丈寿
【建　設　課】 ▽課長（同課）山田久之 ▽課長補佐（同課）林　伸広
 ▽管理係長（防災安全室）石井保雄 ▽土地政策係長（産業課）山田利幸
 ▽道路河川係長（水道環境課）各務衆司 ▽係（新採）鈴木幹也
 ▽係（新採）小木曽勝也
【産　業　課】 ▽課長補佐（建設課）秋松政司 ▽地域振興係長（総務課）大坪　真
 ▽農地係長（同課）山田和実 ▽係（総務課）渡邉仁美
 ▽係（新採）吉村秀也 ▽係（新採）水野裕行
【水道環境課】 ▽課長補佐（同課）丹羽風斗 ▽環境衛生係長（潮南出張所）吉田敏夫
 ▽業務係長（建設課）林　一磨 ▽水道係長（同課）村瀬吉喜
 ▽係（新採）杉山裕哉 ▽係（新採）井戸信博
【教　育　課】 ▽課長（議会事務局）石井正則 ▽課長補佐（同課）村瀬昭成
 ▽学校教育係長（総務課）上野義治 ▽スポーツ振興係長（産業課）林　誠
 ▽係（町民課）和田拓也 ▽係（新採）佐伯卓也
 ◎学校給食共同調理場　▽場長（防災安全室）山田一夫
【議会事務局】 ▽議会事務局長（町民課）吉田　司
【出　張　所】 和　知　▽所長（水道環境課）古田　薫 ▽係（新採）船戸紘乃
 錦　津　▽所長（水道環境課）長谷川誠
 久田見　▽所長（蘇水園）各務　博
 潮　南　▽所長（和知出張所）古田藤寿 ▽係（秘書室）佐合知里
【保　育　園】 八百津　▽保育士（潮南保育園）山口弥穂 ▽保育士（新採）石井知佳
 　　　　▽保育士（新採）岡河智実
 錦　津　▽保育士（久田見保育園）洞地里美
 久田見　▽園長（潮南保育園）山内栄子 ▽保育士（錦津保育園）淺田三奈
 潮　南　▽保育士（久田見保育園）柘植文子
【蘇　水　園】 ▽係（建設課）河合　透 ▽支援員（町民課）伊藤　誠
 ▽支援員（八百津保育園）林　真弓
【派　　　遣】 ▽中濃県税事務所（健康福祉課）橋本伸也
【退　　　職】 ▽飯田孝仁（参事） ▽林　達夫（総務課長）
 ▽片岡和則（建設課長） ▽池井戸賢司（学校給食共同調理場長）

八百津町職員の人事異動 　（　）内は前職4月1日付4月1日付
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これから私
た

ちをよろし
く

お願いしま
す。

新規採用職員紹介
①所　久喜
②町民課窓口係
③久田見・八幡
④八百津町のみなさ
まのお役に立てる
よう、今までの経
験を生かし、精一

①五幣　貴浩
②町民課医療年金係
③愛知県・扶桑町
④今まで民間企業で
12 年間働いてき
ました。これまで
の経験を生かしな

①杉山　裕哉
②水道環境課水道係
③八百津・菅原
④最初はわからない
事ばかりになると
思いますが、今ま
での仕事の経験を

①柘植　和典
②総務課情報政策係
③潮見・篠原
④今まで民間企業で
経験してきたこと
を生かし、地元
八百津に貢献して

①佐伯　卓也
②教育課
スポーツ振興係

③川辺町
④スポーツを通して
八百津町のみなさ
まがよりよい生活

①池戸　槙吾
②町民課窓口係
③川辺町
④私は大学で経済学
部に所属し、地域
の活性化について
学びました。この

①水野　裕行
②産業課林業振興係
③伊岐津志・石畑
④覚えることがたく
さんあると思いま
すが、早く仕事を
覚え、八百津町の

①船戸　紘乃
②和知出張所
③和知・逆巻
④和知出張所に配属
になりました。い
つも笑顔を心がけ
て、町民のみなさ

①福　大樹
②健康福祉課福祉係
③各務原市
④町民のみなさまの
ために、１日でも
早くお役に立てる
ように、日々精進

①鈴木　幹也
②建設課土地施策係
③伊岐津志・中野
④１日でも早く仕事
を覚え、八百津町
の発展に貢献でき
るよう努力しま

①石井　知佳
②八百津保育園
③和知・栄組
④長所である笑顔と
元気を生かし、保
育を通じて子ども
と町民にみなさま

①岡河　智実
②八百津保育園
③可児市
④小さいころからの
夢であった保育士
として、自然豊か
な八百津町で勤務

①小島　将司
②防災安全室
③伊岐津志・中野
④民間経験者として
今までの経験を生
かしつつ、自分が
生まれ育った八百

①佐々木　晋
②町民課資産税係
③潮見・中
④八百津町のために
働けることにうれ
しさと責任の大き
さを感じていま

①吉村　秀也
②産業課商工観光係
③美濃加茂市
④社会人経験を生か
して、住民のみな
さまの期待に応え
られるよう、一生

①井戸　信博
②水道環境課業務係
③錦織西
④八百津の地域行
事・産業を覚え、
八百津がさらに住
みやすく魅力ある

①小木曽　勝也
②建設課地籍調査係
③八百津・港町
④最初はわからない
ことばかりで覚え
ることもたくさん
あり、多くの方々

杯努力していきたいと思います。親切
丁寧に応対できるよう、日々笑顔で明
るい窓口にしていきたいです。

がらみなさまのお役に立てるよう頑張
りたいと思います。

生かし、少しでも早く仕事を覚えて、
八百津町の発展および町民のみなさま
の役に立てるように頑張ります。

いければと思います。信頼される職員
となれるよう頑張ってまいります。

を送れるように頑張ります。わからな
い事が多いですが、いろんな方と関わ
り、教わっていきたいです。

経験を生かし、八百津町の発展に貢献
できるように頑張ります。

発展に貢献できるよう、努力していき
たいと思います。

まに親しんでいただける職員になりた
いと思います。精一杯頑張ります。

していきたいと考えております。今ま
で経験してきたことを存分に生かして
いきたいと思います。

す。町民のみなさまのお役に立てるよ
う頑張ります。

にたくさん関わっていきたいと思いま
す。八百津町の一員として町の発展に
貢献できるように頑張ります。

できることをとても誇りに思います。
毎日明るい笑顔でパワフルに子どもた
ちと関わっていきたいです。

津町がよりよくなるよう努力します。

す。早く仕事を覚えて、町民のみなさ
まのお役に立てるよう頑張ります。

懸命仕事を覚え、八百津町の発展に貢
献していきたいと思います。

町となるように貢献していきたいで
す。

にご迷惑をおかけすることになると思
いますが、一生懸命自分らしさを出し
て頑張っていきます。

①氏名 ②所属　③住所（自治会）　④抱負
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3月22日、福祉センターゆうゆうで八百津町見守りネットワーク事業に関する協定書調印式が
行われました。
この事業は、援護を要する高齢者および障がい者等が、いつまでも安心して暮らせるよう行
政と協力団体が地域と連携して、地域全体で要援護者を見守る体制を確立すること。また、日
常生活における異常事態から事故を防止し、災害時等緊急事態の支援に備えるため、日常の通
常業務や活動の中で、訪問先等の生活の異変に気付き、安否確認や支援を必要とする方を発見
した場合に、町への通報に協力する協定です。
〇協定締結事業者〇
・神谷ニュース販売㈲　
・長谷川新聞店　
・フクイ新聞店　
・八百津郵便局　
・和知郵便局　
・久田見郵便局　
・潮南郵便局　
・㈱十六銀行八百津支店　
・東濃信用金庫八百津支店　
・東濃信用金庫兼山支店
・めぐみの農業協同組合八百津支店
・めぐみの農業協同組合和知支店　
・めぐみの農業協同組合久田見支店
（13事業者）

八百津町見守りネットワーク事業に関する協定を調印

3月10日福祉センター夢広場ゆうゆうでイスラエルの祭り「プーリム・カーニバル」が行われ
ました。
プーリム・カーニバルは、旧約聖書にある「ユダヤ人が追放から救われた日を祝う祭り」で、

今年で10回目を迎えました。
集まった参加者やその保護
者など約80人は、お姫様や海
賊に仮装して集合。仮装コン
テストで思い思いの衣装をア
ピールしました。その他、ペッ
トボトルにマカロニを入れて
音を鳴らす「ラーシャン」と
いうおもちゃを作ったり、み
んなでゲームや風船を使って
犬を作るバルーンアートを行
いました。また、祭り名物の「オ
ゼンハマン」と呼ばれるクッ
キーを味わい、会場は終始歓
声に包まれていました。

イスラエルのお祭り「プーリム・カーニバル」開催

今回協定を締結した事業主のみなさん

仮装をして集まった参加者のみなさん
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3月26日に、八百津中学校の環境整美委員会が校内での
FBC花壇作りの一環として、地域の人たちに花を贈ろうと
秋から育ててきた花をファミリーセンターを含めた町内の3
施設へ送りました。
環境整美委員とボランティアの生徒が種をまき、同委員
が水やりをし、芽が出たらポットへ植え替えて大きくし、
その後花壇へ植え替えをしました。
今年は発芽が良く、今回のプランター贈呈以外にも、育
てた花の苗を昨年12月に八百津町内の5カ所の小学校と保
育園にプレゼントしました。

八百津中学校 環境整美委員会が町内の施設に花を届けました

昨年11月18日に各務原市産業文化センターで行われた平成24年度
日本スポーツ少年団顕彰伝達表彰式が行われ、金子正弘さんが受賞さ
れました。
同賞は、永年にわたりスポーツ少年団の指導・育成に貢献された
方に贈られる賞です。金子さんは、昭和53年～63年までの10年間、
八百津野球少年団や八百津女子ソフトボールの指導をされ、平成11
年から現在まで、八百津町スポーツ少年団の本部役員として本部長や
理事を歴任されました。八百津町スポーツ少年団の振興と指導者の育
成に尽力されていることが称えられ、今回受賞されました。
おめでとうございます。

日本スポーツ少年団顕彰を受賞しました

花を届けた右から佐藤匠馬さん、小倉
彩さん、大西桃加さんと受け取った有
賀昌司教育長

3月16日・23日第33回岐阜少年軟式野
球大会　加茂郡全日本学童大会が行われ、
八百津コンドルズが見事優勝しました。同
クラブの優勝は2年ぶりの快挙です。
今大会には加茂郡内の11チームが参加
し、富加小学校、富加町B&G海洋センター
グラウンドで熱戦を繰り広げ見事優勝を
勝ち取りました。
今大会で優勝した八百津コンドルズは4
月29日御嵩町南山グラウンドで開催され
る中濃ブロック地区大会に出場予定です。

第33回岐阜少年軟式野球大会  加茂郡全日本学童大会で八百津コンドルズが優勝

第33回岐阜少年軟式野球大会　加茂郡全日本学童大会で
優勝した八百津コンドルズのみなさん

日本スポーツ少年団顕彰を
受賞された金子正弘さん

届け先 ファミリーセンター ゆうゆう 蘇水園
プランター数 14 基 6基 7基
花の種類 パンジー、ビオラ、ノースポール、デイジー
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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
貸出は1人3冊まで。2週間借りられます。貸出は1人3冊まで。2週間借りられます。

八百津町には、ファミリーセンター2階図書室の他、役場各出張所の中にも図書室があります。八百津町には、ファミリーセンター2階図書室の他、役場各出張所の中にも図書室があります。
ご希望の図書が見つからない場合、各出張所の図書室に本を所蔵していることもありますので、おご希望の図書が見つからない場合、各出張所の図書室に本を所蔵していることもありますので、お

気軽にご相談ください。気軽にご相談ください。

5月11日（土）　午後2時～2時30分

「武士の家計簿」の著書である磯田道史によ
る、江戸時代に生きた
素晴らしき日本人3人、
武士にお金を貸し、利
子で郷里を潤すという
事業を成し遂げた穀田
屋十三郎をはじめ、儒
学者・中根東里、歌人・
大田垣蓮の評伝を通し
て日本人の「無私の精
神」が描かれています。

おばあちゃんから「書くと望みがかなう日記
帳」をもらった光平。両
親が仲直りしてほしい、
泳げるようになりたい。
などなど…。そして光平
にはどうしても実現さ
せたい願いがあった。
日記を通して大切な

ことを学び、成長してい
く少年の姿を描いた物
語です。

本田有明／著・PHP研究所

願いがかなうふしぎな日記無私の日本人
磯田道史／著・文藝春秋

今 月のおすすめの本月のおすすめの本

読み聞かせは、子どもが成長していく中で必要な想像力・知識・感性などを育んでくれ
ます。図書室ではボランティアの方たちが楽しい絵本の読み聞かせをしてくれるよ！！

子どもが本に興味・関心を持ったときが、その子にとって本と出会う最適期です。読み
聞かせを通して、お子さんと一緒に本に親しんでみてはいかがですか？

読み聞かせ“おはなしランド”

みんな図書室へ行こう！！みんな図書室へ行こう！！
4 月から貸出期間

を1週間から2週間へ

変更しました。
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みなさん、こんにちは！
やっと春が来ましたね。私は3月中旬から春
の便りを探し始めました。少しずつ暖かくなり、
あちこちで草花が芽吹いてきました。そして、3
月の終わりから美しい桜の開花が始まりました。
「わー！素敵な光景です！」とてもわくわくします。
私は八百津の春は、本当に美しく素晴らしいと思
います。
私は「JETプログラム」という事業に参加して
います。このJETプログラム「語学指導等行う外
国招致事業」に参加している国際交流員にはホー
ムページがあります。
（http://www.jetprogramme.org/j/aspiring/
positions.html）
そのホームページには、さまざまなカテゴリー
があります。例えば、国際交流員の仕事について
質問があれば、他の国際交流員と相談することが
できます。そして、そのホームページを通じてメ
ンバーは個人的な経験や意見・考えを共有できま
す。今回のコラムではそこで見たおもしろい記事
についてお話したいと思います。課題は「外国人
を驚かせる日本の習慣（トップ10）」というもの
です。著者によ
ると日本の習慣
の中には、初め
て来た外国人を
ビックリさせる
ものが多いそう
です。私はその
「トップ10」の
中の一つをご紹
介したいと思い
ます。
これは靴を
脱ぐ（スリッパ
現象）です。公共の場で靴を脱ぐことは、外国人
を驚かせます。公共のトイレや試着室、どこへ行っ

ても靴を脱ぐのは、日本は当たり前のことですが、
西洋人にはビックリものです。靴を脱ぐことばか
りでなく、家でスリッパに履き替えるのも外国人
には不思議なことです。家でスリッパをはくとい
うことは外国の方にもごく当たり前のことかもし
れませんが、ベランダやトイレに専用のスリッパ
があるのが驚きです。その記事の著者はこの習慣
についておもしろいことを書いていました。
「例えば、ベランダで洗濯をしていると仮定しま
しょう、トイレに行きたくなったらあなたは、ベ
ランダのスリッパを脱いで畳みの部屋を走って横
切って、普通のスリッパをはき、トイレまで走っ
ていって、そのスリッパを脱いでトイレのスリッ
パをはく。そして、ベランダに戻るために、同じ
プロセスをもう一度繰り返さないといけないで
しょう。つまり、あなたは靴を6回履き替えたのに、
1回も外に出かけませんでした」という例でした。
著者の結論もおもしろくて文化交流について関
係があると思います。
海外を旅行する時、他の国の習慣や文化の中に
は、驚かされるものが必ずあります。驚かされて
もその国の習慣がおかしいというわけではないの
です。日本に初めて来た外国人が日本の習慣から
何かを学び、それが、彼ら自身の文化と比較する
ことで文化についてじっくり考えるチャンスとな
ります。そして、自国の文化に日本の習慣のいく
つかを取り入れることができます。日本人も海外
旅行をする時、あるいは日本で外国人の友だちを
作る時、違う習慣や文化におもしろく驚かされる
ものを見付けたら、その習慣のいくつかを自分の
習慣に取り入れることができます。そうすること
で、外国人も日本人もお互いに学び、「国際化」と
は何かを深く理解できると思います。

メイタルの
つぶやき

No.No.2626

『スリッパ現象』

メイタルさんへの質問は
meital@town.yaotsu.lg.jp までどうぞ！
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行　事 期　日 対象　 受付時間 場　所

母
子
保
健

1 歳 6ヵ月児健診  2日（木） H23年9月～10月生 13：00～13：05
保健センター3歳児健診  2日（木） H22年4月～5月生 12：50～13：00

乳幼児予防接種 7日、14日、
21日、28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の
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

ベビークッキング＆
アフタービクス 8日（水） ※2日（木）までに電話予約してください。

（定員20名）
13：00までに
お越しください。

ぱくぱく教室
はみがき教室 23日（木） H24年1月～3月生

※20日（月）までに電話予約してください。 9：30～ 9：40

マタニティスクール１ 16日（木） ※10日（金）までに電話予約してください。 9：30～ 9：40
乳幼児相談 21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
人健康相談  毎週水曜日 八百津町にお住まいの方 10：00～11：00 保健センター

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

5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。

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

運動で体も心も脳も☆　さらに若く ! ハツラツと !! 対象者：64歳以下の方

●夜　間：5月22日（水）午後 7時～　毎週水曜　15回コース
●昼　間：6月 7日（金）午前10時～　毎週金曜　14回コース 
●会　場：ファミリーセンター2階　大研修室 
●料　金：1回300円（その都度いただきます）
●定　員：各30名（定員になり次第締め切ります）
※初回開催日の2日前までにお申し込みください。

※お好きな時間帯を
　お選びください。 
※
　

お友達
を誘っ

て、

この気
持ちよ

さ、

ぜひ体
験して

くださ
い。

※毎回
、健康

講話と
有酸素

運動が
ありま

す。

午後 7時～ 毎週水曜 15回コース

。

※毎
運

※中性
脂肪・

悪玉コ
レステ

ロー

ル・善
玉コレ

ステロ
ール・

HbA1c
の値を

測定し
ます。

広報やおつ No.51920



５月・６月のごみ収集日
■お問い合わせ　役場 1階　水道環境課　環境衛生係
　☎４３－２１１１（内線２１２４）

広報やおつ No.519 21

資源リサイクルにご協力をお願いします
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。

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） 6月24日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 6月25日（火）

※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） 5月29日（水）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 5月30日（木）

※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。

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

5月12日（日）

5月26日（日）

6月　9日（日）

6月23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。

□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

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

月
日

※住
所（

自
治
会
）

※購
入（

委
任
）者

名
と
印

　
　
※
は
購
入（

委
任
）者

が
記
入
押
印
し
町
内
登
録
販
売
店
へ
提
出
下
さ
い
。



可茂消防八百津出張所　着任のあいさつ

シルバー人材センター
（２月分実績）

件　　数 29件
就労人員 411（実 62）人
就労時間 2,168.0 時間
受託金額 2,265,509 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 4月 1日現在

人口 12,083 人 － 16人

男 5,866 人 － 13人

女 6,217 人 － 3人

世帯数 4,356 戸 5戸

増加 転入32人 出生10人 その他1人

減少 転出48人 死亡10人 その他1人

広報やおつ No.51922

井戸　海
かいし

志 平成 24年 12月 31日　午前 10時 10分生まれ　保護者　正秀（下田）
 「穏やかに、強く、しなやかに育ってね」（父＆母より）

井川　葵
あ み

心 平成 25年 2月 23日　午前 1時 10分生まれ　保護者　竜彦（本町）
 「明るく元気いっぱいな女の子になってね♡」（パパ＆ママより）

松井　樹
じゅり

里 平成 25年 3月 2日　午前 6時 55分生まれ　保護者　大樹（錦織団地）
 「元気でやさしい子に育ってね♡」（父＆母より）

佐藤　咲
さくや

弥 平成 25年 3月 18日　午後 2時 41分生まれ　保護者　裕也（竹井）
 「２人ともお兄ちゃんと仲良く元気に育ってね。」（パパ＆ママより）

佐藤　未
み お

桜 平成 25年 3月 18日　午後 2時 50分生まれ　保護者　裕也（竹井）
 「２人ともお兄ちゃんと仲良く元気に育ってね。」（パパ＆ママより）

「こんにちは」「こんにちは」赤ちゃん赤ちゃん　（3月受付分　敬称略）

財団法人とうしん地域振興協力基金 ( 市原好二理事
長 ) から、庁用自動車購入事業 1,023,120 円の助成金
として、200,000 円をいただきました。

八百津町では、間伐促進作業路開設事業補助金によ
り、間伐を行うための作業路の整備に対して、１ｍ当た
り 1,000 円の補助金を出しており、平成 24年度の事業
費は 5,700,000 円でした。
これに対し、岐阜県市町村振興補助金を 1,500,000
円いただきました。

助成金を手渡す東濃信用金庫　田牧常務（右）

岐阜県市町村振興補助金
をいただきました

とうしん地域振興協力基金からとうしん地域振興協力基金から

助成金をいただきました助成金をいただきました

「こ
の面

は販
売店

が記
入し

てく
ださ

い」

下
記
の
方
へ
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売
し
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助
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付
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任
を
受
け
ま
し
た
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☎
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可茂消防八百津出張所可茂消防八百津出張所　　着任着任ののあいさつあいさつ
（①前任地　②抱負）

①消防本部
②八百津町の安心・
安全なまちづくり
に、みなさんの協
力を得ながら貢献
してまいります。

①中消防署
②伝統ある八百津町
にお住まいのみな
さまが安心して暮
らせる町になるよ
う努力します。

①御嵩分署
②住民のみなさまが
安心して安全に暮
らせる町づくりを
目指して努力して
いきます。

①西可児分署
②いにしえの里から
お世話になりま
す。安心して暮ら
していただけるよ
う精一杯頑張りま
す。

①中消防署
②町民のみなさま
が、安心して暮ら
していただけるよ
う頑張ります。

①中消防署
②地元でもある八百
津町の安心安全を
少しでも支えられ
るよう頑張りま
す。

消防司令長　出張所長

山　口　和　久

消防司令補　出張所長補佐

日　江　井　和　広

消防副士長

神　谷　泰　人

消防司令　副出張所長

石　原　誠　司

消防士長

岡　田　　　元

消防士

林　　　和　弥

平成 25年度　全国統一防火標語

消すまでは　心の警報　ＯＮのまま

こ
れ
か
ら
も

　

可
茂
消
防
八
百
津
出
張
所
を

 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

今年度、八百津交番の異動はありませんでした。
昨年度に引き続いて５名で（八百津交番４名、久田見駐在所１名）、八百津町

の安心・安全なまちづくりのために精進していきたいと思います。

本年度も八百津交番・久田見駐在所をよろしくお願いします。

「こんにちは」赤ちゃん

とうしん地域振興協力基金から

助成金をいただきました



写真協力　社会教育視聴覚協議会

「和知地内の初春」
 富松　正人（上飯田）

「八百津橋」
土屋　三彦（山口）

ぴっかぴっか★★ぴ
っかぴっか★★の１年生の１年生

八百津小学校八百津小学校錦津小学校錦津小学校 和知小学校和知小学校

久田見小学校久田見小学校 潮見小学校潮見小学校

今
年

の新１年生

は

町内で
９５人

「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4月20日発行


