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新成人146人の門出を祝う成人式が、１月13日、ファミリー
センターで行われました。
式典の誓いの言葉では、新成人を代表して八百津の奥村拓真
さん（左）が「学ぶことを続けていきましょう。たくさんの人
との出会いを大切にしましょう。感謝することを忘れないでい
ましょう。」と力強く宣言。また、極真連合世界空手チャンピ
オンの纐纈卓真さん（下）が新成人のみなさんに「何かを始め
ることに遅いということはない。これから新しいことにどんど
んチャレンジしてください。」と
激励の言葉を述べ、さらに、
10枚の瓦割りを披露されま
した。
式典のあと、中学時代
にお世話になった恩師と
語る会が催され、懐か
しい話などに会話を弾
ませていました。

平成2 年平平平成成2255年年年平成25年　八百津町成人式
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２月24日、ファミリーセンターをスタートし、八百津小学校校庭をゴールとして町内中心部を巡る５区間
11.2キロメートルのコースで第39回八百津町民駅伝大会が開催されました。町内各事業所や中学校、高校
が参加し、一般男子の部に26チーム、中学生男子の部に15チーム、高校生男子の部に４チーム、女子の部
に18チームの４部門全63チームで優勝を争いました。

■一般男子
１位　ＡＬＰＳ細胞
２位　スギエミクス
３位　みやじまパープルズ
４位　アイ・スペース
５位　やおツーリスト（ブログ見てね！）
６位　八百津工場Ａ

■中学生男子
１位　八中サッカー部２年
２位　八中バスケ部Ａ
３位　八中３年Ａ組
４位　八中野球部Ｃ
５位　八中サッカー部１年
６位　八中バスケ部Ｂ

■高校生男子
１位　ダークホース
２位　八高カヌーＡ

■女子
１位　八中女子バスケＡ
２位　八中女子バスケＣ
３位　なでしこ八百津中
４位　八中女子バスケＢ
５位　東部中女子Ａ
６位　八百津中バレー部Ａ

☆各部門区間賞 ☆敬称略
部　門 １　区 ２　区 ３　区 ４　区 ５　区
一　般　男　子 小林　太一 生駒　佳久 木下　　健 大川　　勇 冨田　康資
中学生男子 田口　雅人 下垣内伶生 纐纈　宙優 曽我　周平 長谷川龍二
高校生男子 交告　竜太 貝川　　裕 木下　海渡 赤塚　大樹 坂本　達也
女　　　子 平井　ゆず 河合　　萌 高橋　真優 樋口絵璃奈 古田　奈佑

八百津町民駅伝大会第39回
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安全への第一歩！！
有害情報から子どもを守るキーワード

インターネットのページを一定の基準により「表示してよいも
の（子ども向けの健全なサイト）」と「表示禁止のもの（出会い
系サイトやアダルトサイトなど）」などに分け、子どもに見せた
くないページにはアクセスできないようにする、とても有用な機
能です。

フィルタリングとは

「フィルタリング」には、さまざまな機能があり、子どもの年齢やご家庭の方針に合わせて選択する
ことができます。

子どもにとって安全で有益を思われるサ
イトにのみアクセス可能で、それ以外のサ
イトへのアクセスを制限する方式。

ホワイトリスト方式

出会い系サイトやアダルトサイトなど、
子どもに有害と思われる特定のカテゴリに
属するサイトへのアクセスを制限する方式。

ブラックリスト方式

子どもが一人で夜中にイ
ンターネットにアクセスす
ることができないよう、夜
間から早朝にかけてすべて
のサイトへのアクセスを停
止する方式。

利用時間制限
お子さまを有害情報
から守るため「フィル
タリング（有害サイトア
クセス制限サービス）」を
ご活用ください。

ご存じですか？　ご存じですか？　フィルタリングフィルタリング
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インターネットは、仕事や暮らしに必要な情報収集から、お店の予約や旅行の手配など、
今では私たちの生活のさまざまな場面で欠かせないものとなっています。しかし、最近で
は出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的なサイトや自殺サイトなどの有害情報によっ
て、子どもが事件に巻き込まれ、被害に遭うケースが少なくありません。インターネット
上の有害情報から子どもを守るための有効な対策が「フィルタリング（有害サイトアクセ
ス制限サービス）」なのです。ぜひ、ご利用ください。

フィルタリングの利用方法は？
（有害サイトアクセス制限サービス）

パソコン・タブレット端末の場合

パソコンの場合は、家電量販店などで販売
されているフィルタリングソフトをパソコン
にインストールする方法や、プロバイダが提
供しているフィルタリングサービスに加入す
る方法などがあります。
詳細については、フィルタリングソフトを

提供しているソフトメーカーやご契約されて
いるプロバイダにお問い合わせください。
現在では、パソコンを子どもと共有して

いても、大人にはフィルタリングがかからず、
子どもだけに適用されるように設定すること
ができるなど、使い勝手もよくなっています。

携帯電話・スマートフォンの場合

携帯電話の場合は、携帯電話各社がフィ
ルタリングサービスを「無料」で提供してい
ます。ただし、サービスを利用するためには、
申込みが必要です。
申込みは、携帯電話各社のショップ店頭の

ほか、インフォメーションセンター、Ｗｅｂ
サイト、モバイルサイトからできます。
詳細については、ご契約されている携帯電

話各社にお問い合わせください。

広報やおつ No.518 5
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＜４月　こころの相談の予定＞

備蓄食料について

～　みつけよう　ぼくとわたしにできる自助　～

～いくつになっても自分らしい生活を送るには？～

みなさん、がん検診を受けていらっしゃいますか？
右のグラフは八百津町の、がん検診受診率の推移です。ここ

数年悪くなっているのがわかります。
がんは日本人の死因の第1位であり、65歳以下の死因でも大
きな割合を占めています。諸外国のがん検診受診率はとても高
いそうです。日本でもがん検診受診率50％を目指して、さまざ
まな取り組みを行っています！！

日本人がかかるがんで最も多いのが胃が
んです。しかし、死亡率は男女ともほぼす
べての年齢階級で減少しています。早期胃
がんの場合は、多くの患者さんが検診によっ
て発見されています。八百津町では過去10
年に９人の方が発見されています。胃がん
は、早い段階で自覚症状が出ることは少な

いため、症状の有無にかかわらず、毎年定期的に検診を受けることが、早期発見のために最も重
要なことです。

近年、肺がんは日本人のがんによる死
亡原因のトップです。（男性 23.8%　女性
13.5%を占める）さらにまだ増加する傾向
にあります。肺がんのリスク要因として、
喫煙習慣を切り離して考えることはできま
せん。日本人喫煙者の肺がんリスクは男性
で 4.8 倍、女性で 3.9 倍という結果です。
予防のため、禁煙はもちろんのこと、毎年検診を受け、早期発見に努めることが大切です。

年齢別にみると、65歳以上で前立腺がん患者
数は増加します。1975年以降患者数は増加して
いますが、その理由の１つは、PSAによる診断
方法の普及により、従来の直腸指診では困難で
あった早期のがんが発見されるようになったため
です。八百津町では過去10年で 48人のがんが
発見されています。PSAによる診断は血液検査
で行われ、短時間で済みますので、検診を受けま
しょう。

今、国民の２人に１人ががんになり、３人に１人ががんで亡くなっています。
八百津町でも４人に１人ががんで亡くなっています。
自分自身やあなたを必要とする人のためにも、がん検診を受診しましょう！

★がんにかかる数が多い部位（2007年）
★2007年に新たに診断されたがんは70万4,090例

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
男性 胃 肺 前立腺 結腸 肝臓
女性 乳房 胃 結腸 肺 子宮
男女計 胃 肺 結腸 乳房 前立腺

★死亡数が多い部位（2011年）
★2011年にがんで死亡した人は35万 7,305人

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
男性 肺 胃 肝臓 結腸 膵臓
女性 肺 胃 結腸 膵臓 乳房
男女計 肺 胃 肝臓 結腸 膵臓

保健センターだより がん検診特集号
～　がん検診　愛する家族への　贈りもの　～
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平均寿命が80歳を超えている現在。長い人生を自分らしく過ごす
ためにはどうすればいいのでしょうか？それには、心と体が共に健康
であることが条件です。
高齢になっても日ごろから積極的に外出したり、地域の活動に参加
し、地域の人と交流することにより、生きがいを見つけることができ
ます。趣味を持ち、いろいろな事に参加すると良いですね。毎日を楽
しく生活する事が生涯を通じて自分らしく生きることにつながります。
年をとっても人生の主役はあなたです。地域包括支援センターでは、
さまざまな相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

・８日（月） 高齢者のための「こころの相談」　（事前に予約が必要です）　午後から
 こころの専門家の精神保健福祉士が、個別に対応し秘密は厳守します。

＜４月　こころの相談の予定＞＜４月　こころの相談の予定＞

シリーズ
防災安全

No.28 備蓄食料について備蓄食料について
大規模な災害の場合は、交通状況を含む物資の流通が回復するまでに３日程度かかると想定されて
います。各家庭では家族分の食料と飲料水（１人１日３リットル）を３日分程度、備蓄しておきましょう。

・食料を用意する
簡単な調理ですむアルファ米やレトルトのごはん、缶
詰やインスタントラーメンなどを用意します。また、乳
幼児がいる場合は、粉ミルクや離乳食も用意した方がよ
いでしょう。

・飲料水を用意する
ペットボトルに詰められた５年間保存できる、備蓄用
のものが販売されています。有効期限が古いものから順
番に使いながら常に必要量を確保しておきましょう。

万一の災害時には一人ひとりの備えが大切です。日頃から非常食の備蓄をしておきましょう！

～　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.28

～いくつになっても自分らしい生活を送るには？～～いくつになっても自分らしい生活を送るには？～

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まで

みなさんは「訪問押し買い詐欺」をご存じですか？高齢者宅などに突然訪問し、貴金属やアク
セサリーを高く買い取ると言いながら、実際の相場よりかなり安く強引に買い取っていきます。
岐阜県にも被害が増えています。みなさんもお気をつけくださいね。 辻（社会福祉士）

広報やおつ No.518 7



「世界に発信する教育推進のまち ( 人道プラン )」
に基づき目指すべき学校教育の姿に到達するために
「させる」から「する」( やらされるのではなく自
ら進んで行う )の考えを基盤として引き続き推進し
ました。

学びの学校、心の学校、開かれた学校をめざし、
保護者や地域との信頼関係を軸に教育活動の推進を
図ってきました。各学校の特色ある成果は次のとお
りです。

日常を大切にする「凡事徹底」を学校教職員は合
い言葉に推進しています。達成状況をご覧ください。

八百津
小学校

「いつでも、どこでも、だれにでも」挨拶
学ぶ意欲の向上と、算数嫌いの減少

和 知
小学校

算数科の3コースによる習熟度別少人数指導
「パッテローちゃん物語」による人権教育

錦 津
小学校

わかる授業の創造：基礎学力の定着
心豊かに「ぽかぽかメッセージカード」交流

久田見
小学校

電子黒板、ホワイトボードによる表現力向上
トランペット鼓隊のスキルアップ

潮 見
小学校

山びこ集会、授業による豊かな表現力の向上
ユネスコ青少年グランプリ人権文化賞受賞

八百津
中学校

学び合いのできる落ち着いた学習姿勢
自転車運転免許制度導入　いじめのない学校

東 部
中学校

個のつまずきを克服　自らを意識した活動
地域との絆を大切にした手作り感のある行事

推　進　項　目 23年度 24年度

笑顔で接する 88％ 89％

子どもの話を聞く姿勢 88％ 88％

挨拶・返事・後始末指導 88％ 88％

やる気を持たせる 87％ 89％

子どもと共に活動する 87％ 89％

時間のけじめ率先垂範 86％ 86％

シリーズ
教育

No.24

学　校　教　育

守れハッチョウトンボ！！

小中学校特色ある活動と成果

教 育 の 窓教 育 の 窓 3月

人権教育を推進し、
「ひびきあいの日」
の実践で「道徳教育
実践奨励賞」を受賞
した八百津小学校

豊かな体験活動、季
節行事を通して、異
学年での教え合いや
高め合いを充実させ
た錦津小学校

長年のしおなみ苑と
の交流によって「ユ
ネスコ青少年グラン
プリ人権文化賞」を
受賞した潮見小学校

地域との結びつきが
深まり、手作り感の
ある学校行事で温か
さをかもし出した
八百津東部中学校

心と体を鍛えること
を目標に「平成24
年度　岐阜県児童生
徒の体力優良校」に
決定した和知小学校

自分の考えの根拠を
はっきりさせ、相手
に的確に伝わる話し
方を身につける久田
見小学校

安全で安心な学校づ
くりを推進し、自転
車運転免許制度を導
入した八百津中学校

１月24日（木）、町民ボ
ランティア18名の方々
により、県の重要文化財
に指定されている「ハッ
チョウトンボ群棲地」の
環境整備を行いました。

広報やおつ No.5188



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 ２月分 ３月 11日
保育料 ３月分 ４月 1日
後期高齢者医療保険料 ９期分 ４月 1日
水道料 ３月分 ４月 1日
町営住宅 ３月分 ４月 1日
※3月31日が日曜日のため4月1日となります

固定資産税 １期分 ４月 30日
水道料 ４月分 ４月 30日
町営住宅 ４月分 ４月 30日

●３月に納めるもの● ●４月に納めるもの●

役 場 か ら の お 知 ら せ

　平成25年度 固定資産税の土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。

□期 間 4月1日（月）～4月30日（火）　午前８時30分～午後５時15分
 ※土曜日・日曜日・祝祭日を除く
□場　　　　所 役場１階　町民課　資産税係
□縦覧できる方 町内に土地・家屋を所有される固定資産税納税者
□必要なもの （１）免許証等官公署発行の顔写真の付いた書類で本人確認のできるもの。
 　　（健康保険証、貯金通帳等顔写真のない書類については２点以上が必要です。）
 （２）代理人の方は、納税者（所有者）本人の委任状が必要となります。
□そ の 他　　電話による価格等の問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。

平成24年度のコミュニティ助成事業（共生のまちづくり）で北部センターと東部センターの玄関段
差解消と便所の水洗化によるバリアフリー化を行いました。
この事業は財団法人自治総合センターが実施する宝くじの社会貢献広報事業として地域（コミュニ
ティ）で行う活動や事業に必要な施設・設備の整備に助成する事業です。

町民課からのお知らせ

産業課からのお知らせ

固定資産税の土地・家屋価格等の縦覧について

宝くじ助成金でバリアフリー工事を行いました

東部センター 北部センター
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〇錦織団地　　各１戸　　　錦織地内
　　昭和51年建設　　簡易耐火平屋建て
　　間取り　　３Ｋ　　48.2㎡　　（風呂入居者持込）
　　駐車場１台分有り（月額2,100円）
　　家賃　　8,200円～12,200円

　　昭和55年建設　　簡易耐火２階建て
　　間取り　　３Ｋ　　63.1㎡　　（風呂入居者持込）
　　駐車場１台分有り（月額2,100円）
　　家賃　　14,600円～21,700円

〇丸根団地　　２戸　　　伊岐津志地内
　　平成14年建設　　耐火４階建て
　　間取り　　３ＤＫ　　62.7㎡　　（風呂有り）
　　駐車場1台分有り　（月額3,150円）
　　エレベーター有り　（月額3,000円）
　　家賃　　21,200円～31,500円

〇コーポやおつ　　１戸　　　八百津地内
　　平成元年建設　　耐火４階建て
　　間取り　３ＤＫ　　62.1㎡　　（風呂入居者持込）
　　駐車場１台分有り　　（月額3,150円）
　　家賃　　17,100円～25,500円

※家賃は、平成24年度家賃を記載しているため、入居決定時家賃（平成25年度家賃）と異なる場合があります。

□応募資格　（詳細はお尋ねください。）
　・現に住宅に困窮していることが明らかであること。
　・所得年額　189万６千円以下（扶養関係によって上限が上がります。）
　・税金の滞納がないこと。
　・連帯保証人を２名（住所が別の方）立てられること。（町内在住者で入居者と同程度以上の所得が
ある方）

　・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。

□その他
　・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。
　・入居可能日は平成25年６月上旬以降となります。
　・募集期間中に上記以外の他の町営住宅に空家が出た場合、同じ期間内で入居者を募集することがあります。
□申し込みおよびお問い合わせ先
　役場３階　建設課　建築住宅係　☎43-2111（内線2319）（前年度の所得がわかるものをご持参ください。）

建設課からのお知らせ
町営住宅の入居者を募集します

～募集期間　３月21日（木）から４月19日（金）まで～
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みのかも定住自立圏では、「住み続けたい」「住んでみたい」と感じるまち
「ここに住むしあわせ。ＨＯＴエリアみのかも。」をつくるため、住民・事業者の方々の意欲的な事業
を支援します。
平成25年度みのかも定住自立圏つながる事業を募集しますので、応募を希望される方は、次の説明
会に必ず出席してください。
※みのかも定住自立圏とは、平成22年度から始まった新しい市町村の連携・協力制度です。
　圏域市町村は、美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村の８市町村。

□とき・ところ ①４月 14日（日）午後２時30分～５時　美濃加茂市生涯学習センター201集会室
 ②４月19日（金）午後６時30分～９時　美濃加茂市生涯学習センター201集会室
 ※どちらかに必ず出席してください。
 ※専門家（中小企業診断士）から、事業計画書の作成方法を勉強します。
□お 申 込 み ４月 12日（金）までに、電話でお問い合わせ先へお申し込みください。
□対 象 事 業 みのかも定住自立圏共生ビジョンに掲げる事業
 ※おんさい！みのかも定住自立圏おいら「かも丸」！ホームページをご覧ください。 
□対 象 団 体 （次の全ての要件を満たしていること）
　・国または他の地方公共団体から補助金等を受けていない事業
　・圏域市町村で活動しているか、これから活動を考えている団体または事業者
　・５人以上の会員で、かつ会員の半数以上が、圏域市町村に居住、通勤または通学していること
　・補助金の請求時に美濃加茂市に居住、通勤または通学している人が１人以上いること
　・対象となった事業を実施し、完了すること
　・政治活動、宗教活動または公益を害する活動でないこと 
　・暴力的不法行為者、圏域市町村の一般競争入札の参加制限者、圏域市町村の税の滞納者でないこと
□補助種類・概要
　Ａ　社会貢献サービス型 事業の例：独居老人の見守りボランティア活動、支援など
　　　・補助金額の上限 対象経費の9/10（限度額20万円）
 ２年目は3/4（限度額15万円）、３年目は1/2（限度額10万円）
　　　・要　　　　　件 まちづくりに関する事業に参加してください。
　Ｂ　ソーシャルビジネスはじめる型　　事業の例：地域特産品開発・販売事業など
　　　・補助金額の上限 対象経費の9/10（限度額200万円）
 ２年目は3/4（限度額150万円）、３年目は1/2（限度額100万円）
　　　・要　　　　　件 ①対象団体の会員以外の人「伴走者」を設置してください。
 ②代表者は、代表者同士の意見交換会「つながりの場」に参加してください。
 ③事業のアンケート調査を実施してください。
 ④事業の賛同者から寄付金等を募集してください。
 ⑤情報の開示・提供を積極的に行ってください。
 ⑥事業の改善のための自己評価を行ってください。

※事業に対する補助金額の割合・限度額は、選考委員および審査委員の評価得点により異なります。
※Ａ　社会貢献サービス型は５団体、Ｂ　ソーシャルビジネスはじめる型は９団体の予定です。
　（応募団体の数、事業の経費により異なります。）

□お問い合わせ先　　役場２階　総務課　政策調整係　☎ 43-2111（内線2212）

総務課からのお知らせ
平成25年度 みのかも定住自立圏つながる事業を募集します
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□お問い合わせ先 
　役場１階　水道環境課　☎43-2111（内線2126）
　中濃保健所　生活衛生課　☎25-3111（内線356）

□犬を飼うときは、必ず登録（生涯１回）が
必要です。
　登録は、役場または可茂管内の獣医師会会

員の動物病院で行うこと
ができます。登録時に交
付される鑑札を必ず犬の
首輪につけてください。
犬が迷子になったとき
も、鑑札をつけていれば
すぐに飼主を特定するこ
とができます。

□犬が亡くなったときは、死亡届を役場また
は各出張所へ提出してください。

□飼主が引越しをして
住所が変わったとき
や、犬を他人に譲るな
どして飼主が変わった
ときは、必ず役場また
は各出張所に変更届を
提出してください。

□猫は病気の感染や不
慮の事故から守るため
にも室内で飼うよう努
めましょう。万一の迷
子対策として連絡先を
書いた名札を首につけ
てください。

□飼犬が迷子になったり、迷い
犬や野良犬を見かけたときは、
至急、役場１階 水道環境課 環
境衛生係まで連絡ください。

□犬は毎年、狂犬病予防注射を受けさせなけ
ればなりません。
　室内犬や鎖でつないだ屋外犬を問わず、生
後91日以上の犬には、必ず行う必要がありま
す。接種は動物病院でできます。また、毎年

５月に町内を巡回して行う
集合注射があります。（詳
しくは４月発行の広報やお
つを。犬の飼主には４月初
旬に直接ハガキにてお知ら
せします。）

□野良猫に食べ物を与えると、猫が増えたり、
ふん害等の被害につながります。野良猫に食

べ物を与えないように
してください。また、
迷い犬もえさを与える
と居着いてしまい飼い
主のところに帰らなく
なることがあります。
食べ物を与えないでく
ださい。

□散歩をさせるときは、ふんを片付ける道具
を携帯し、必ずふんを片付け自宅で処理して
ください。

水道環境課からのお知らせ
犬・猫の飼い方についてのお願い

ペットは家族の一員。最後までペットは家族の一員。最後まで
愛情持って面倒を見ましょう。愛情持って面倒を見ましょう。
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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　　ファミリーセンター２階　　ファミリーセンター２階
□□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
□□電　　話電　　話　　43-0390　　43-0390
※貸出は 1人３冊まで。1週間借りられます。※貸出は 1人３冊まで。1週間借りられます。

町内には、ファミリーセンター２階図書室のほか、役場各出張所の中にも図書室があります。町内には、ファミリーセンター２階図書室のほか、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。

４月６日（土）午後１時30分～２時

「片づける気持ちは
あるけれど、まだ片づ
けを終えていない人」
に「片づけを完璧に終
わらせる方法」を伝え
るために書かれたも
のです。
理想の「ときめく

暮らし」を手に入れる
方法とは？

東日本大震災に見舞われた家族の実話からで
きた物語です。

泣いていた子ど
も達に聞こえてき
たのは母さんの優
しい子守歌…。お
母さんクマの、大
きく深い永遠の愛
情を感じることの
できるお話です。

こんのひとみ／作・いもとようこ／絵
金の星社

かあさんのこもりうた人生がときめく片づけの魔法２
近藤麻理恵／著
サンマーク出版

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ますよ！！

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”
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1月16日、和知の農業　後藤康夫さん（86
歳）が、手作りの竹ぼうき100本を八百津町
教育委員会や町内の小中学校7校に寄贈しま
した。
今回で22回目となりました。

1月23日、毎年1月26日の「文化財防火デー」
を前に、教育委員会および可茂消防事務組合
中署八百津出張所の職員が、国重要文化財の
明鏡寺観音堂など町内4カ所の文化財で、消
防訓練や消防設備の点検を行いました。

今年も
ありがとうございます

文化財を守れ!!!

1月16日、岐阜県中古自動車販売商工組合
JU岐阜中濃支部美濃加茂ブロックの安江順
一ブロック長と三好史恭さんが八百津町役場
を訪れ、交通遺児や福祉に使ってくださいと、
44,767 円を寄付しました。

1月30日、キリンビール株式会社名古屋工
場　築地輝夫工場長ら 4人が八百津町役場を
訪れ、キリンビール環境ホームページで募っ
た寄付金 95,000 円をやおつ水源の森づくり
実行委員会へ寄付しました。

寄付をいただきました

寄付をいただきました
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1月31日、和知小学校6年生33人と先生2
人が八百津町役場を訪れ、議会事務局長や和
知地区出身の町議会議員の話を聞き、議場を
見学し議会の模擬体験をしました。

2月7日、八百津中学校の木下静樹教諭が
八百津町役場を訪ね、全国の国公私立学校で、
現職の優秀教員を表彰する「文部科学大臣優
秀教員表彰」を受賞した事を報告しました。

2月22日、潮南の林邦和さんが八百津町役
場を訪ね、東京日比谷公会堂で開催された、
第53回交通安全国民運動中央大会で受賞し
た、交通栄誉賞「緑十字銀賞（優良運転者）」
の報告をしました。

2月4日、「NPOやおつ」が赤い羽根募金
の助成を受け、新たな福祉車両を導入し、福
祉の関係者ら約30人が出席して出発式が行
われました。

2月17日、第16回蘇水旗争奪剣道親善大会
が八百津小学校屋内運動場で開催され、岐阜、
愛知県内の22チーム、約100人が日頃の練習
の成果を競いました。

和知小の児童が
議場を見学しました

「文部科学大臣優秀教員表彰」
受賞を報告

交通栄誉賞「緑十字銀賞」
の受賞を報告

福祉車両が
配備されました

第16回蘇水旗争奪
剣道親善大会開催
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下記の作業単価につきまして改定をさせていただ
くことになりました。

↓変更後

※4月1日よりの単価
※なお、上記作業単価のほかに5％の事務費がかか
ります。

informationinformation
お知らせ

7日（日）　濃飛ファミリークリニック （☎53-3111）
14日（日）　太田メディカルクリニック （☎26-2220）
21日（日）　林クリニック （☎28-8899）
28日（日）　木沢記念病院 （☎25-2181）
29日（月）　こくぼクリニック （☎28-0133）

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

4月の「加茂休日急患診療所」

4月1日以降、岐阜地方法務局美濃加茂支局が管
轄しています八百津町の国籍事務は、岐阜地方法務
局戸籍課で取り扱います。

高校・大学への入学時・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　学生・生徒一人あたり300万円以内
□利　　率　年2.65％（母子家庭2.25％）
□返済期間　15年以内
□使いみち　入学金・授業料・アパート代など
□返済方法　毎月元利均等返済
※詳しくは、教育ローンコールセンターまで

国籍関係事務の取扱変更のお知らせ

「国の教育ローン」のご案内

シルバー事業の作業単価改定のお知らせ

岐阜地方法務局美濃加茂支局　☎（0574）25-2400

教育ローンコールセンター　☎（03）5321-8656

シルバー人材センター　☎ 43-4462まで

4月1日から「障がい者の法定雇用率」が引上げ
になります。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい

者を雇用する義務があります（障がい者雇用率制度）。
①民間企業の法定雇用率は現行1.8％から 2.0％に
なります。
②障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲
が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
対象になる事業主は、毎年6月1日時点の障がい
者雇用状況をハローワークに報告しなければなり
ません。
※お問い合わせはハローワーク美濃加茂まで。

その他、ハローワークでは、障害について専門
的な知識を持つ担当者が、仕事に関する情報を提供
したり、就職に関する相談に応じるなど、就職を希
望する障がい者の方に専門的かつきめ細かい支援を
行っています。

□ところ・とき（祝日・年末年始を除く）
・可茂総合庁舎　月1回（第2金曜日）
・飛騨総合庁舎　月１回（第4水曜日）
・多治見市役所　月２回（第1・3木曜日）
□相談時間　　午前10時～午後3時
□相談方法
・完全予約制とします。
・前日までに予約が入らなければ開催しません。
・予約は県民生活相談センターで受け付けます。

「障がい者の法定雇用率」が引上げになります

平成25年度の交通事故巡回相談のお知らせ

ハローワーク美濃加茂　☎（0574）25-2178

県民生活相談センター
予約電話番号　☎（058）277-1001

国籍事務の内容 美濃加
茂支局

岐阜地方法
務局戸籍課

帰化許可申請手続または手続き
に関するご質問・ご相談 × 〇

国籍取得・国籍離脱の届出または
届け出に関するご質問・ご相談 × 〇

国籍選択に関するご質問・ご相談 〇 〇

作業種類 現行単価　１時間当
草取り 750円
草　刈 750円＋300円（草刈機代）＝1,050円
剪　定 1,125円＋300円（バリカン代）
伐　採 1,000円＋550円（チェンソー代）

作業種類 変更後単価　１時間当
草取り 800円
草　刈 1,100円（草刈機代含む）

剪　定 1,200円（バリカン代を含む）
※剪定作業は一律同じ単価

伐　採 1,300円（チェンソー代含む）
※機械での伐採作業の単価
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みなさんお久しぶりです！冬の季節ですが、元
気に過ごされていますか。
最近少しずつ暖かくなってきました。みなさん

は春の訪れを楽しみにしていますか。
今回は、数ヶ月前にインターネットで見た

「Japan Times」の記事をご紹介したいと思います。
タイトルは『あなたにとって、これがないと生

きていけないものは何ですか』でした。金沢市の
街角でインタビューした内容について掲載されて
いました。インタビューを受けた人は、日本人と
外国人でした。
英語の教員をしている日本人男性のコメントは

「コメディーなしでは生きていけないと思います。
ほとんど毎日、テレビやインターネットでいろい
ろなコメディーを見ています。特に日本の漫才の
テレビ番組を見ることが大好きです。私はいつも
仕事で疲れていますが、家に帰ってコメディーを
見ることで気分がよくなります。笑いとは生活の
中で最も大切なことだと思います。」と答えました。
ある外国人女性は「音楽はものすごく大事なも

のだと思いま
す。音楽は新
しいアイデア
が生まれま
す。そして、
音楽は人々を
繋ぐことがで
きます。なに
よりも、音楽
は世界を変えることができます。私は好きな音楽
を聞く時、深い喜びを感じています。音楽は喜び
の種なのでそれがなかったら私は生きることが絶
対できません。」と答えました。
他の外国人男性は、「私の生活の中でワインが

なかったら死ぬかもしれないか
な・・・日曜日に友だちと昼食
を食べながら白ワインを飲むこ
とが大好きです。金沢の寒い冬
を凌ぐために赤ワインを飲みま
す。本当に最高です。」と答えま
した。

ある日本人の女性は「私にとって最も大切なこ
とは本を読むことです。その目的は、旅行の計画
するためで
す。いろいろ
な場所につい
て書いてある
本を読むと、
その場所へ
行ってみたく
なります。旅
行は私にとっ
てエネルギーを与えます。気分が悪い時、旅行に
ついて書いてある本を読むことで気分はとてもよ
くなります。」と言いました。
そして、アメリカ人の男性は「私はコーヒーな

しでは生きていけませ
ん。」と答えました。彼
にとって一日の最高の
瞬間は最初のコーヒー
を飲むことです。「コー
ヒーのことだけしか考
えられない日もありま
す。私はコーヒー中毒

ではないかと思います。」と加えました。
実は、私はその人の気持ちがよくわかります。

私もコーヒーなしでは生きていけないと思います。
コーヒーの香りを嗅ぐだけで、すぐにリラックス
することができます。
私は夫のドュドュにも同じ質問をしました。彼

の返事は「私は人間なしでは生きていけません。
だから無人島についたら一日で気が変になりそう
だ。」と答えました。
みなさんは、これがないと生きていけないもの

は何のでしょうか・・・。

メイタルの
つぶやき

No.No.2525

『あなたにとって、これがないと
生きていけないものは何ですか』

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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野焼きの禁止

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

平成25年4月の行事予定

行　事 期　日 対　象 受付時間 場　所

母　

子　

保　

健

3ヵ月児健診 4日（木） H24年12月生 13：00～13：05
保健センター9ヵ月児健診 4日（木） H24年6月～7月生 13：00～13：10

プレママくらぶ 11日（木） H25年7月～8月予定日 13：00～13：10
2歳児歯科健診 11日（木） H23年2月～3月生

アフタービクス 10日（水） ※5日（金）までに電話予約してくださ
い。（定員20名）

14時までに
お越しください。

乳幼児予防接種 2日、9日、16日、
23日、30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

母子手帳交付 毎週水曜日 9：00～ 9：30
乳幼児相談 16日（火） 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう

成
人
保
健

健康相談 毎週水曜日 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 5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

検　

診

行　事 期　日 受付時間 場　所 対象者および負担金
《集団》
◉骨粗鬆症検診
（21日（日）のみ実施）
◉乳がん検診
（予約制です。必ず時間
予約をしてください）
◉子宮頸がん検診

19日（金）
9：30～10：00 潮南出張所 ◉骨粗鬆症検診

40・45・50・55歳　1,000円
（S33・38・43・48年度生）
◉乳がん検診（予約制）
40歳以上2年に1回　1,000円
(S49.3.31生まで）
◉子宮頸がん検診
20歳以上2年に1回　1,000円
(H6.3.31生まで）

11：00～12：00 久田見出張所
14：00～15：00 保健センター

21日（日）
9：00～11：00

保健センター
13：00～14：30

24日（水）
9：30～11：00

和知出張所
13：00～14：30

《施設》
◉乳がん検診
◉子宮頸がん検診

6月～11月
実施予定

施設検診は直接医療機関への電話申し
込みが必要です。
（申し込みは4月1日から始まります。）

◉乳がん検診（予約制）
40歳以上2年に1回　1,000円
◉子宮頸がん検診（予約制）
20歳以上2年に1回　1,500円

☆注意☆
※妊娠中の方は受診できません。
※乳がん検診はH24年度乳がん検診を受けた方・授乳中の方は受診できません。
※子宮頸がん検診はH24年度子宮頸がん検診を受けた方は受診できません。
　月経日を避けて受診してください。
※対象者の方には3月下旬に検診票を発送します。ご確認ください。

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、定期予
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。

４月から変更
になった点があ
りますので、特
集号も必ずご覧
ください。
BCG・MR ワ

クチン接種後は
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
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４月・５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２１２６）

広報やおつ No.518 19

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） 4月22日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 4月23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

4月14日（日）

4月28日（日）

5月12日（日）

5月26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。

野焼きの禁止野焼きの禁止
野焼き（野外での廃棄物の焼却）は、一部の例外を除き、
廃棄物処理法で禁止されています。

違反者は法律で罰せられます。
みんなでルールを守り、野焼きのな
いクリーンな地域にしましょう。
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平成25年春の全国交通安全運動

シルバー人材センター
（１月分実績）

件　　数 26件
就労人員 385（実 55）人
就労時間 2,021.50 時間
受託金額 1,925,718 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 3月 1日現在

人口 12,099 人 － 30人

男 5,879 人 － 17人

女 6,220 人 － 13人

世帯数 4,351 戸 － 6戸

増加 転入12人 出生3人 その他3人

減少 転出34人 死亡14人 その他0人

シルバー人材センター
（12月分実績）

件　　数 69件
就労人員 633（実 76）人
就労時間 3,323 時間
受託金額 3,363,765 円

広報やおつ No.51820

古田　詩
しおり

織 平成 24年 12月 30日　午前　6時 27分生まれ　保護者　義博（本町）
 「健康でやさしい子に育ってね。家族が増えてうれしいです。」（父＆母より）

纐纈　太
たいち

一 平成 25年 1月 2日　午前　6時 59分生まれ　保護者　真崇（旭町）
 「仲良く、一緒に遊ぼうネ。」（苺花お姉ちゃんより）

林　　柚
ゆ の

希 平成 25年 2月 12日　午後 11時 10分生まれ　保護者　譲・友希（上牧野）
 「産まれてきてくれてありがとう。元気で健康に育ってね！」（父＆母より）

「こんにちは」「こんにちは」赤ちゃん赤ちゃん　（1・2月受付分　敬称略）

「新春しおなみ落語会」が開催されました「新春しおなみ落語会」が開催されました
１月 13日（日）潮南改善センターで、
潮南まちづくり協議会主催の「新春し
おなみ落語会」が開催されました。
この落語会は、地域こぞって新しい
年を笑って迎えましょう！と計画され、
ホールには高齢者を中心に 170 人を
超える地域のみなさんが集まり、東京
落語協会所属の「蜃気楼　龍玉さん」、
「三遊亭　天どんさん」の生の落語に目
を輝かせて聞き入っていました。

３月１日、八百津中学校の生活委員会の生徒 20名が、養
護老人ホーム八百津蘇水園へアルミ缶回収の収益金を寄贈し
ました。
昨年度までは、東日本大震災に関わった人たちのために募
金を行ってきましたが、今年度は、地域の人やお年寄りとの
交流を大事にしたいと、前期委員会は社会福祉協議会へ、そ
して後期委員会は蘇水園へ寄付することになりました。
同委員会は、11 月から毎月、第３木曜日と金曜日に朝７時 30 分

から各学級の生活委員を中心にアルミ缶を集めてきました。その結果、
16,990 個、重さ約 291 キロ、お金にして 14,550 円になりました。

蜃気楼　龍玉さん 三遊亭　天どんさん

八百津中学校の生徒がアルミ缶回収収益金を蘇水園へ寄贈
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平成25年春の全国交通安全運動平成25年春の全国交通安全運動

春の全国交通安全運動　３つの重点項目

自転車の安全利用の促進
　（自転車安全利用五則の周知徹底）
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
・子どもはヘルメットを着用
・安全ルールを守る
　・飲酒運転は禁止　・二人乗りは禁止
　・並進は禁止　　　・夜間はライトを点灯
　・信号を守る　　　・交差点での一時停止と安全確認

すべ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

飲酒運転の根絶

1．

2．

3．

「山火事を防ごう」
平成25年全国山火事予防運動の統一標語

「山の火事　もとは小さな　火種から」
この時期は空気が乾燥し、枯れ草も多く、また、

少しずつ暖かくなり入山者が増加することにより、
山火事の発生する危険性が高まります。
山火事は、火の粉が飛び散り、同時にあらゆると

ころへ延焼してしまい、一度発生すると消火が困難
で、活動が長時間にわたり、多くの森林を失うこと
になります。
こうしたことから、山火事を発生させないことが

何よりも大切です。

※山火事を防ぐため、以下のことに注意しましょう※
・枯れ草等のある火災が起こりやすい場所でのたき火はやめましょう。
・風の強い時や空気の乾燥している時には、たき火や火入れはやめましょう。
・たばこは、指定された場所で喫煙し、吸殻は必ず消しましょう。また、投げ捨
ては絶対にやめましょう。

・火遊びはやめましょう。

4月 6日（土）から15日（月）までの10日間

4月 10日（水）は交通事故死ゼロを目指す日です！

「こんにちは」赤ちゃん

「新春しおなみ落語会」が開催されました



「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3月20日発行

写真協力　社会教育視聴覚協議会

「100 歳おめでとうございます」
村上　好和（谷）

「諸田八百津発電所上の貯水槽　風景」
佐藤　和人（須賀）

八百津町民駅伝大会八百津町民駅伝大会優勝＆区間賞おめでとう!!おめでとう!!
各部門優勝チーム 各部門区間賞受賞者

一　般 Ａ ＬＰＳ細胞
１区　小林　太一
２区　下島　浩毅
３区　小林　祐司
４区　伊藤　卓也
５区　冨田　康資

一　　般
１区　小林　太一
２区　生駒　佳久
３区　木下　　健
４区　大川　　勇
５区　冨田　康資

高校男子 ダ ー クホース
１区　交告　竜太
２区　長谷川俊樹
３区　木下　海渡
４区　赤塚　大樹
５区　坂本　達也

高校男子
１区　交告　竜太
２区　貝川　　裕
３区　木下　海渡
４区　赤塚　大樹
５区　坂本　達也

中学男子 八中サッカー部2年
１区　田口　雅人
２区　下垣内伶生
３区　纐纈　宙優
４区　曽我　周平
５区　長谷川龍二

中学男子
１区　田口　雅人
２区　下垣内伶生
３区　纐纈　宙優
４区　曽我　周平
５区　長谷川龍二

女　子 八中女子バスケＡ
１区　平井　ゆず
２区　河合　　萌
３区　有賀　涼羽
４区　伊藤　成美
５区　前島歩乃花

女　　子
１区　平井　ゆず
２区　河合　　萌
３区　高橋　真優
４区　樋口絵璃奈
５区　古田　奈佑


