
12 月 22日、福地でイルミネーションで飾ったトラクターパレードが行われました。12月 22日、福地でイルミネーションで飾ったトラクターパレードが行われました。
このパレードは、地域住民の有志でつくった「福地WOさわがせ隊」のメンバーが、地域の子どもたちに夢をこのパレードは、地域住民の有志でつくった「福地WOさわがせ隊」のメンバーが、地域の子どもたちに夢を
あたえようと、毎年この時期に行っており、今年で 12年目を迎えました。あたえようと、毎年この時期に行っており、今年で 12年目を迎えました。
300人を超す観衆が見守る中、トナカイ、そり、宝船などをかたどったトラクターが、約５kmの農道を約２時300人を超す観衆が見守る中、トナカイ、そり、宝船などをかたどったトラクターが、約５kmの農道を約２時
間 30分かけてパレードしました。間 30分かけてパレードしました。

山里で一夜限りの山里で一夜限りの
イルミネーションパレードイルミネーションパレード
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あけましておめでとうございます。
輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
一昨年３月11日の東日本大震災や福島原発事故では、今なお被災者の皆さんをはじめ、日本中で多くの
方々が様々な形で復旧、復興に取り組んでおられます。
町内でも、22年23年と２年連続で大水害が発生し、３名の尊い命が失われ、町内の至る所に大きな爪痕を
残しました。
現在、国の激甚災害の指定を受け、一日も早い復旧に向け工事を進めております。
また、昨年の秋には、ぎふ清流国体・清流大会が地元岐阜県で開催され、全国から多くの皆さんにお集ま
りいただきました。
八百津町から参加された選手の方もおられ、優勝をはじめ上位入賞されるなど、思い出深い大会となりま
した。
昨年１年、町では様々な行事やイベントを開催しましたが、皆様のご協力により、盛大かつ成功裏に終え
ることが出来、心から感謝申し上げます。
今年の抱負を四字熟語で表しますと「安居楽業（あんきょらくぎょう）」です。
世の中が平和で、町民の皆さまの生活が安定し、楽しく仕事に励めるように・・・
平和で、それぞれの絆を深めながら楽しい人生を送って頂きたい、そんな願いを込めた文字となります。
皆さまが安居楽業である為にも、町政も頑張っていかなければなりません。
新年度の課題としまして、具体的には次の事をあげさせて頂きます。

・２年間に渡るゲリラ豪雨による災害を１日でも早く復旧することが第一だと考え、引き続き頑張っていき
たいと思います
・数年（２～３年）かけ、上水道の施設を上飯田地内に建設し、安心安全な水を供給したいと考えています。
・県の事業主体となっている伊岐津志のトンネル工事を、１日でも早く完成して頂き、南の玄関口として活
用し八百津町の発展に繋げたいと思います。
・まちづくり協議会も２年目を迎え、町民皆さまの積極的な活動をもとに、さらに押し進めていきたいと思
います。
・国で停止している新丸山ダム工事を、１日でも早く着工して頂くよう要望していきたいと思います。
また子育て支援、教育、福祉等の充実も、精一杯頑張っていこうと思っておりますので、町民の方々にも
様々なご理解やご協力をよろしくお願い致します。
本年も皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭の挨拶といたします。

町長新年のあいさつ
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１月６日、八百津町ファミリーセンター、八百津小学校校庭および蘇水公園において、「八百津町消防出初
式」が開催され、臼田毓己団長をはじめとする358人の消防団員、可茂消防事務組合、婦人防火クラブのみなさ
んは、心新たに安全・安心のまちづくりを誓いました。式典では功労のあった消防団員やその家族ら189人が
表彰されました。
表彰式の後、八百津小学校校庭では消防団員の閲団や服装・車両点検が行われ、その後市中行進、蘇水公園
にて一斉放水を行いました。

（敬称略）
平成24年秋の褒章 団　　　員　高島　竜司（２） 部　　　長　村瀬　吉喜（３） 団　　　員　大脇　友博（３）

藍綬褒章 　　〃　　　今井　道昌（２） 班　　　長　山田　淑史（２） 　　〃　　　後藤　吉宣（３）
団　　　長　臼田　毓己（本） 　　〃　　　遠藤　彰裕（３） 団　　　員　池井戸　桂（６） 　　〃　　　纐纈　雅史（３）
岐阜県知事表彰 　　〃　　　海老　一輝（３） 加茂郡消防協会長表彰 　　〃　　　渡邉　将也（３）

永年勤続功労章 　　〃　　　山内　順市（３） 表　彰　状 　　〃　　　鷹屋　雅也（３）
分　団　長　岩井　広満（本） 　　〃　　　徳田　智則（３） 班　　　長　佐合　和寿（１） 　　〃　　　石井　洋延（５）
班　　　長　林　　重成（４） 　　〃　　　柘植　一憲（４） 　　〃　　　吉田　浩二（１） 　　〃　　　後藤　邦彰（５）

勤続功労章 　　〃　　　鈴村幸太郎（５） 　　〃　　　林　　伸哉（２） 　　〃　　　遠藤　寿紀（５）
分　団　長　井戸　　徹（本） 　　〃　　　遠藤　雄三（５） 　　〃　　　大脇　雅史（３） 　　〃　　　各務　博紀（６）
消防司令補　有賀　正彦（可） 岐阜県消防協会長表彰 　　〃　　　伊藤　洋雄（３） 　　〃　　　各務　　渉（６）

功労章 功績章 　　〃　　　橋本　直城（３） 八百津町消防団長表彰
分　団　長　河方　　誠（本） 分　団　長　岩井　広満（本） 団　　　員　水野　裕行（２） 団　　　員　岩井　伸悟（１）
　　〃　　　中島　竜彦（本） 　　〃　　　長谷川雅彦（本） 　　〃　　　日比野祐基（４） 　　〃　　　岩井　　靖（１）
副　分　団　長　山田　　淳（３） 副　分　団　長　吉田　昌伸（１） 　　〃　　　遠藤　寿紀（５） 　　〃　　　田中　輝之（１）
　　〃　　　舘林　浩二（５） 　　〃　　　佐藤　明孝（２） 　　〃　　　各務　博紀（６） 　　〃　　　纐纈　真崇（１）
　　〃　　　垣内　公一（６） 　　〃　　　林　　晴夫（４） 勤労章（15年） 　　〃　　　糟谷　昌志（２）

優秀家族賞 部　　　長　岩井　大輔（１） 班　　　長　市岡　紀政（５） 　　〃　　　和田　吉紀（２）
部　長　村瀬　吉喜夫人　村瀬　友紀（３） 　　〃　　　林　　　輝（１） 　　〃　　　渡邉　雅建（５） 　　〃　　　上野　共計（３）
団　員　古田　孝司夫人　古田　里美（２） 　　〃　　　後藤　敏也（３） 団　　　員　岩井　政量（１） 　　〃　　　杉山　篤司（３）
　〃　　河田　繁和夫人　河田　真弓（２） 　　〃　　　村瀬　吉喜（３） 　　〃　　　岩井　和浩（１） 　　〃　　　山崎　秀哲（３）
　〃　　山田　和洋夫人　山田　美貴（２） 　　〃　　　古田　好美（４） 　　〃　　　岩井　正義（１） 　　〃　　　貝川　圭三（３）
　〃　　吉田　大祐夫人　吉田美由紀（２） 　　〃　　　山田　浩二（６） 　　〃　　　和田　義浩（２） 　　〃　　　柘植　正光（４）
　〃　　古田　博稔夫人　古田久美子（３） 勤労章（20年） 　　〃　　　山田　健二（４） 　　〃　　　吉田　　勝（５）
　〃　　速水　　健夫人　速水　友美（３） 分　団　長　岩井　広満（本） 　　〃　　　纐纈　眞道（５） 　　〃　　　各務　良樹（６）
　〃　　日比野祐基夫人　日比野絵美（４） 班　　　長　林　　重成（４） 　　〃　　　渡邉　久芳（６） 八百津町消防友の会長感謝状
　〃　　吉田　昭三夫人　吉田　友美（５） 団　　　員　林　　正明（６） 　　〃　　　長谷川武文（６） 部　　　長　土谷　成生（１）
　〃　　後藤　慎也夫人　後藤由香利（６） 勤労章（15年） 勤労章（10年） 班　　　長　柘植　竜平（４）

中濃地域振興局長表彰 部　　　長　大脇　庄司（３） 分　団　長　中島　竜彦（本） 他24名
功労章 班　　　長　林　　孝聡（５） 部　　　長　林　　　輝（１） 八百津町長退団者感謝状

分　団　長　長谷川雅彦（本） 団　　　員　平井　俊英（本） 班　　　長　岩井　隆幸（１） 前　分　団　長　井上　政男
副　分　団　長　吉田　昌伸（１） 　　〃　　　林　　一夫（１） 　　〃　　　伊藤　洋雄（３） 　　〃　　　河方　久典
部　　　長　後藤　敏也（３） 　　〃　　　石黒　真嗣（１） 　　〃　　　大脇　雅史（３） 前副分団長　林　　高徳
団　　　員　大野　弘之（本） 　　〃　　　丸山　浩史（１） 　　〃　　　平林　隆之（４） 他18名
　　〃　　　伊藤　朋晃（２） 　　〃　　　長谷川敏丈（１） 団　　　員　古田　純一（１） 八百津町消防友の会長退団者家族感謝状
　　〃　　　林　　一磨（４） 　　〃　　　佐藤　浩隆（２） 　　〃　　　永田　真隆（１） 前分団長　井上　政男夫人　井上　浩子
　　〃　　　辻　　竜治（５） 　　〃　　　林　　昌寛（４） 　　〃　　　林　　竜寛（１） 　　〃　　　河方　久典夫人　河方　聡美
　　〃　　　山田　茂信（６） 　　〃　　　伊東　久敏（４） 　　〃　　　佐藤　文昭（１） 部　　長　大脇　　充夫人　大脇あかね
八百津町長表彰 　　〃　　　柘植　憲美（４） 　　〃　　　佐藤　禎輝（２） 他６名

表彰状 　　〃　　　渡辺　浩二（６） 　　〃　　　各務　英次（２） 優秀家族感謝状
部　　　長　土谷　成生（１） 　　〃　　　伊佐治泰宏（６） 　　〃　　　大澤　英文（２） 八百津町福地　遠藤　正志
班　　　長　柘植　竜平（４） 中濃ブロック消防協会長表彰 　　〃　　　村瀬　征二（２） 　　〃　　　　遠藤喜美子
団　　　員　佐合　智幸（１） 功績章 　　〃　　　日髙　重正（２） 八百津町長初期消火感謝状
　　〃　　　玉木　英喜（１） 部　　　長　岩井　大輔（１） 　　〃　　　髙木　敦臣（３） 八百津町八百津　岡崎　恵子

（本）＝本部役員　　（可）＝可茂消防事務組合　　（　）内の数字は所属分団名

決意も新たに　平成25年消防出初式
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大正から昭和初期（詳細不明）の「八百津消防組３部」の放水披露の写真大正から昭和初期（詳細不明）の「八百津消防組３部」の放水披露の写真

～わたしたちの町はわたしたちで守る　それがわたしたちの使命です～～わたしたちの町はわたしたちで守る　それがわたしたちの使命です～

消防団に入ろう！消防団に入ろう！
シリーズ
防災安全

No.27

・消防団ってなに？
火事が起こったとき、川が氾濫しそうなとき、崖が崩れそうなとき・・・私たちの先頭に立って私たちの
町を守ってくれる人たちがいます。
それが消防団です。

・消防団の活動とは？
消防団の活動は、町民のみなさんを災害から守るこ
とです。
消防団員は普段は自分の仕事を持ちながら、火災時
の消火活動はもちろん、地震や風水害などの大規模な
災害が発生した際にも消防活動に当たります。
また、災害時以外のときでも、地域に密着したきめ
細やかな火災予防活動や住民に対する啓発活動など、
幅広い分野で活躍し、地域の消防防災リーダーとして
重要な役割を果たしています。

・消防団の身分は？
消防団の身分は特別職（非常勤）の地方公務員です。
一般にいう給料はありませんが、活動に対して出動手
当などが支給されます。
活動に必要な制服や作業服は八百津町から貸与され、
万一、活動によりケガをした場合は条例に基づき補償
されます。

自治会の防災訓練に参加している消防団自治会の防災訓練に参加している消防団

広報やおつ No.5174

操法大会の様子

消防協力隊のみなさん

八百津町消防団の団員のみなさん



大正から昭和初期（詳細不明）の「八百津消防組３部」の放水披露の写真

消防団に入ろう！

自治会の防災訓練に参加している消防団

団員年齢別構成比

20代
21％

30代
58％

40代
19％

50代
2％

・消防団のやりがい
消防団は、普段はサラリーマンや自営業など、それ
ぞれ仕事を持ちながら、火災や災害が起きたときに
「わたしたちの町はわたしたちで守る」という使命感
に燃えて、地域住民のために活躍しています。
また、災害時だけでなく平常時においても、防火指
導、特別警戒など地域の防災力向上のために重要な役
割を担っています。

・役場職員消防協力隊
昼間は町内団員が非常に少なく、また地域住
民の方も高齢化が進み、火災発生時の初期消火
に苦慮しているのも問題としてあります。
そこで、昼間、多くの職員がいる八百津町役
場において消防団員が出動してくるまでの初期
消火を手助けできるよう、消防協力隊を結成し
ました。

・いま、消防団は
消防団を取り巻く環境は変化しており、消防団員数の減少や団員の高齢化などの問題に直面しています。
特に団員数の確保には苦慮しており、再入団や協力団員制度等を設けるなど、確保に努めていますが、今後
さらに新入団員が減れば、欠員や統廃合を行わなければならなくなり、一人も団員がいない地域も出てくる
可能性があります。
入団に対して抵抗を感じている方も多いと思います。しかし、消防団は同じ地域の人たちで活動しており、
その活動を通じて多くの仲間や地域のみなさんとも交流することができます。
そして私たちのふるさと「八百津町」を守るという使命感にあふれる活動をすることは大変素晴らしいこ
とだと思います。

あなたも伝統ある八百津町消防団に入ってみませんか？

操法大会の様子操法大会の様子

消防協力隊のみなさん消防協力隊のみなさん

八百津町消防団の団員のみなさん八百津町消防団の団員のみなさん
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可茂地域消防団応援サービス「消防カモーン」
可茂地域の消防団員とそのご家族が消防カモーン登録事業所で料金割引な
どの「特典」を受けることができるサービスです。
この取り組みで、地域を守る消防団員とそのご家族を地域全体で応援します。

シリーズ
包括支援

No.27

～～　　ツルっと !! 転倒にご用心ツルっと !! 転倒にご用心　　～～

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

もうすぐ節分ですね。節分と言えば「豆まき」と「巻き寿司」！！「巻き寿司」は“福を巻き込む”と
いわれ太巻き寿司を恵方を向いて無言で丸かじりすると、一年間健康でいられるという関西発祥の風
習です。
みなさんが本年も健康でいられることを心から願っております。　　　　　　　　　飯田（管理者）

〈２月・３月　お元気サロンの予定〉　〈２月・３月　お元気サロンの予定〉　※水曜日開催（３月20日（水）は、祝日のため、３月19日（火）に開催します。）
・　２　月　６　日（水）、20日（水）、　３　月　６　日（水）、19日（火） 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（ファミリーセンター北側）
・　２　月13日（水）、27日（水）、　３　月13日（水）、27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
〈２月・３月　こころの相談の予定〉〈２月・３月　こころの相談の予定〉
・　２　月18日（月）、　３　月11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。）

新しい年を迎えて20日が経ちました。みなさま幸多き新春を迎えられたこと
とお喜び申し上げます。本年も地域包括支援センターをよろしくお願い致しま
す。
さて、この時期大変滑りやすくなっており転倒する方が増えています。寝た
きりの約11％は転倒・骨折が原因と言われています。寒いし転ぶのが怖いから

と言って、家にこもっていれば良いのでしょうか？実はそれでは逆効果！足腰の筋
力低下をまねき、骨ももろくなってしまいます。そして、ますます転倒・骨折のリ
スクが高まります。
転倒予防には毎日意識的に運動や体操を行う事が効果的です。また、骨を丈夫に

するためにカルシウムを豊富に含む乳製品や小魚、大豆、小松菜等の食材を積極的
に食べる事や、適度に日光を浴びる事が骨折予防につながります。

現役団員の声（40代）
「私は消防団に入って10年になります。入団の誘いが来たときは知らない人同士の集まりだし、訓練
が厳しいと聞いていたので、あまり気乗りはしませんでした。しかし、地元に住んでいる以上は地域に
貢献しなければと思い、入団することにしました。入って思ったことは、最初考えていたよりも班の方
が消防車や器具の取扱いを優しく指導をしてくれたり、仕事が大変で消防団活動ができない時もいろい
ろとサポートしてくれたので、少し驚きました。つらいと思う時もありますが、ここでしか知り合えな
かった仲間たちとの交流など、やってよかったと思うことの方が多かったです。これからも地域のため
に頑張りたいと思います。」
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教育委員会では、平成 24年度の各小中学校の教
育プランにおける進捗状況およびその成果と課題を
確認するために、11月から 12月にかけ第２回目
の学校訪問を実施しました。訪問の教育委員が参観
ならびに全職員と懇談会を持ち、学校の現状を理解
し、今後の進展と向上をはかる意見交換と確認をし
ました。

成果は、各学校公開日、地域や町行事で活動し発
表する姿からもよく伝わってきました。（公表会、
国体炬火リレー、産業文化祭、地域活動等）
また、「命」の尊さを大前提として、いじめの根
絶はもちろんのこと、防災教育の充実（保護者によ
る引き渡し訓練）や交通安全指導の充実（見守り活
動、自転車運転免許制度導入）も積極的に保護者や
地域の方々の協力を得て行われました。
各学校の成果を紹介します。
＜八百津小学校＞
「明るくさわやかで笑顔あふれる学校」を目指す
　①理数科教育への取り組み（少人数指導、科学話）
　②「メノラの灯」の発表　読書活動の充実
　③お弁当の日の実施　ふるさと学習の充実
＜和知小学校＞
「きたえ合い、高め合う学校」を目指す
　①少人数指導の充実、岐阜県体力優良校受賞
　②読書、合唱指導の充実
　③豊かな関わりで伸ばす環境作り

豊かな学習
環境づくり
で確かな学
力が付きつ
つある

人道プランで
付きつつある力

特色ある活
動・道徳等
で豊かな心
と体が育ま
れてきた

地域人材の
支援協力で
開かれた学
校づくりが
進んできた

＜錦津小学校＞　
「誇りに思える美しい学校」を目指す
①「分かる・できる」授業の充実
②異学年での教え合い、高め合いの充実
③誇りの持てるふるさと体験活動

＜久田見小学校＞
「伝統を活かし 響き合い できる喜びのある学校」を
目指す
①確かな学力の定着と表現力の向上
②本物のよさを求め自信と誇りの持てる活動
③トランペット鼓隊　安全、安心に関する取り組み

＜潮見小学校＞
「キラリと輝いている学校」を目指す
①少人数教育の充実　確かな学力の定着
②ユネスコ青少年グランプリ人権文化賞受賞
③八百津町公表会実施　一輪車演技発表

＜八百津中学校＞
「礼節、美、質を大切にできる学校」を目指す
①落ち着きのある学習姿勢
②いじめ０　県下初自転車運転免許制度導入
③地域ボランティア活動の参加と協力
＜八百津東部中学校＞
「活力と感動にあふれる学校」を目指す
①「自ら」を大切にした自主性の向上
②いじめ０、不登校０の取り組み
③地域と共に一体感、手作り感のある各行事

シリーズ
教育

No.23

第２回教育委員会訪問で学びを見届け

教 育 の 窓教 育 の 窓 1月

（自信に満ちた演技） （寄贈されたプランター）

（豊かに表現する児童）

（ふるさとの豊かな体験活動）

（鍛えられた学習姿勢） （ＦＢＣ秋花壇優良賞）

（堂々とした児童）
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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。

保育料 １月分 ２月 12日
固定資産税 ４期分 ２月 28日
国民健康保険税 10期分 ２月 28日
介護保険料 10期分 ２月 28日
後期高齢者医療保険料 ８期分 ２月 28日
水道料 ２月分 ２月 28日
町営住宅 ２月分 ２月 28日

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

● 2月に納めるもの● ● 3月に納めるもの●

役 場 か ら の お 知 ら せ

八百津町では合併浄化槽の設置に対して補助金を交付していますが、平成25年４月１日より、浄化
槽設置補助金が下記のとおりになります。なお、対象地域等に変更はありません。
□補助金額

□対象地域 公共下水道区域および農業集落排水事業にとりこめない地域

□そ の 他 補助金は年度毎の予算の範囲内で交付されるため、補助金交付申請時に当年の受付が締め切
られている場合があります。補助金は補助金交付申請書が提出された順に受け付けています。

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

水道環境課からのお知らせ
浄化槽設置整備事業の補助金が変わります!!

私たちが生活の中で利用した水は、生活排水として排出されています。生活排水に
よる河川の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために、浄化槽設置整備事業補
助金を活用して浄化槽設置をお願いします。
詳しくは、役場1階　水道環境課までお問い合わせください。

区　　分 人槽区分 補助金額（最大）

普通浄化槽（※１）
5人槽 409,000円
7人槽 563,000円
10人槽 924,000円

窒素または燐
リン

除去能力を有す
る高度処理型の浄化槽（※２）

5人槽 444,000円
7人槽 563,000円
10人槽 924,000円

※１　普通浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量（以下｢BOD｣という。）除去率90%以上、
放流水のBOD20㎎／㍑（日間平均値）以下の機能を有するもの。

※２　窒素または燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
普通浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が20㎎／㍑以下または総燐濃度１㎎／㍑以下の機能を有するもの。
（平成24年度に設置される補助対象浄化槽のすべてが窒素または燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽でした。）
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２月１日から、可茂地域の２市７町１村の間において、いずれかに住民票や戸籍のある方は、下記の
市町村のどこの窓口でも住民票、印鑑証明書、戸籍謄抄本、税関係証明などの交付が受けることができ
る相互交付による広域サービスを開始いたします。
昼間は仕事があって、自分の住民票や戸籍のある役所（場）まで行くには休憩時間内では間に合わない…

買い物のついでに近くの役所（場）で証明書が取れたら…と思ったことはありませんか？
この相互交付は、このようなことが可能になるサービスです。ぜひご利用ください。

交付開始日　　２月１日（金）
□取扱時間　　午前８時30分から午後５時まで

□実施窓口　○美濃加茂市役所（市民課、税務課および各連絡所（太田連絡所を除く））

　　　　　　　○可児市役所（市民課、税務課および各連絡所（広見・中恵土連絡所を除く））

　　　　　　　○坂祝町役場（住民課および税務課）　　　　○富加町役場（住民課）

　　　　　　　○川辺町役場（住民課および税務課）　　　　○七宗町役場（住民課および税務課）

　　　　　　　○八百津町役場（町民課）　　　　　　　　　○白川町役場（町民課）

　　　　　　　○東白川村役場（村民課）　　　　　　　　　○御嵩町役場（住民環境課および税務課）

　　　　　　　※美濃加茂市、可児市以外の町村では、本庁のみの取扱となります。

□相互交付が可能な証明書

□注意事項
・本人確認のため、身分を証明するものを必ずご持参ください。
　（自動車運転免許証・パスポート・保険証等公的機関の発行するもの )
・印鑑登録証明書の請求時は請求される方の印鑑登録証を必ずご持参ください。
・すべての証明について委任状による請求はできません。

□お問い合わせ　　役場１階　町民課　☎43-2111
　　　　　　　　　窓口係（内線2113）・徴収係（内線2116）・住民税係（内線2117）・資産税係（内線2118）

証明書の種類 請求できる人

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・税に関する証明書（現年度のみ）
　（所得・固定・納税 ) ※法人は除く

本人および本人と同一世帯の方
（同一の住民票に記載されている方）
※「税に関する証明書」は１月１日に管内市町村
に居住していた方

・戸籍・除籍の謄抄本
・戸籍の附表の写し
・身分証明書

本人および本人と同一世帯の戸籍に記載されてい
る家族
（ただし、身分証明書は本人のみ )

町民課からのお知らせ
近隣市町村で、各種証明書の交付が受けられます!!

近隣市町村の窓口で、各種証明書の交付が受けられる広域サービスを開始します。
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【所得税還付申告、所得税確定申告・住民税申告相談の日程について】

本年も下記日程により申告相談を行いますので、ご都合に合わせてご利用ください。

★印鑑（朱肉を使用するもの）

★申告書（お手元にない人は申告会場のものをご利用ください）

★源泉徴収票（給与所得者・公的年金受給者）

★収支内訳書（営業所得・農業所得・不動産所得のあった人）

★売買契約書および譲渡にかかる必要経費の領収書（土地建物の譲渡による所得があった人）

★国民年金保険料控除証明書、生命保険等の各種保険料控除証明書、障害者手帳など（各種控
除を受ける人）

★還付金振込希望の口座（本人名義のもの）の口座番号がわかるもの（還付を受ける人）

＜申告に必要なもの（主なもの）＞＜申告に必要なもの（主なもの）＞

□所得税確定申告・住民税申告相談　　※ただし土・日曜日は除く

□所得税還付申告相談のみ　　※ただし土・日曜日は除く

申告相談開催日 会　　　場 時　　　間

２月18日（月） 潮南出張所

午前９時30分～午後４時２月19日（火） 福地出張所

２月20日（水）・２月21日（木） 久田見出張所

２月22日（金）・２月25日（月） 錦津出張所

午前９時　～　午後４時２月26日（火）～２月28日（木） 和知出張所

３月１日（金）～３月15日（金） 町防災センター　１F
（役場本庁西側の建物）

還付申告相談開催日 会　　　場 時　　　間

２月13日（水）～２月15日（金） 町防災センター　１F
（役場本庁西側の建物） 午前９時　～　午後４時

町民課からのお知らせ
所得税･町県民税の相談に関するお知らせ

～平成24年分　確定申告・住民税申告（町民税・県民税）の相談を行います～
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【申告に際しての注意点等】
〇医療費控除を申請される方は、「医療費の明細書」の事前作成をお願いします。
（「医療費の明細書」は、役場１階　町民課　住民税係および各出張所に備えてありますのでご利用く
ださい。）

〇雑損控除を受けられる方は、「り災証明書」または「被災証明書」、「災害関連支出の領収書」等をお
持ちください。
〇消費税の申告については「簡易課税申告」のみ、申告相談を受付します。
　※本則課税申告につきましては、税務署での申告をお願いします。
〇贈与税・相続税の申告と納税は、税務署で申告相談を受けてください。
〇平成24年中は無所得でも、平成25年度に所得証明等が必要と思われる方や町営住宅入居の18歳以
上の方は必ず住民税（町民税・県民税）申告を行ってください。
〇確定申告の必要がない場合でも、住民税（町民税・県民税）申告をすることで、国民健康保険税や後
期高齢者医療保険、介護保険料等の軽減になる場合がございます。
□お問い合わせ先　役場１階　町民課　住民税係　☎43-2111（内線2117）まで

□お願い
・申告会場で長時間お待ちいただいた場合でも、受付できない申告内容があ
りますので、ご了承願います。
・申告会場はたいへん混雑しますので、可能な限りご自身で作成、提出して
いただきますようお願いします。

平成24年分の所得税・消費税、贈与税の確定申告会場は、「アピセ・関」です。
○開設期間　　２月18日（月）～３月15日（金）※ただし土・日曜日・祝日は除く
○開設時間　　午前９時　～　午後５時
○所 在 地　　「アピセ・関」関市平和通７丁目５番地の１
　　　　　　　※開設期間中、関税務署では申告書等の作成指導を行っておりませんのでご了承ください。
　　　　　　　※申告書の提出は関税務署でも受け付けています。

【税理士による無料税務相談所開設のご案内】
○開設期間　　２月18日（月）～２月28日（木）※ただし土・日曜日・祝日は除く
○開設時間　　午前９時30分～正午　　午後１時～４時
○会　　場　　美濃加茂市文化会館（美濃加茂市島町2-5-27）

□お問い合わせ先　　関税務署　　☎0575-22-2233（代）　※自動音声案内 
※国税に関する一般的な相談は「１」、税務署からの照会やお尋ねは「２」を選択してください。

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書作成コーナー」では金額等を
入力すれば税額などが自動計算され、誤りが少なくご自身で確定申告書の作成が出来ます。
※作成したデータを利用して「e-Tax」により確定申告書を提出することができます。
※郵送での申告書の提出も出来ますのでご利用ください。

○所得税の確定申告書　〒501-3293　　関市川間町２番地　関税務署

○町・県民税の申告書　〒505-0392　　八百津町役場１階　町民課　住民税係

《関税務署からのお知らせ》《関税務署からのお知らせ》

広報やおつ No.517 11



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～

□場　　所　　八百津町ファミリーセンター２階　☎43-0390
□開館時間　　午前10時～午後６時
□休 館 日　　毎週月曜日・第３日曜日・年末年始

□読み聞かせ“おはなしランド”
読み聞かせボランティアが、絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれるよ♪読み聞かせボランティアが、絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれるよ♪

　　・２月２日（土）午後１時30分～２時　　・２月２日（土）午後１時30分～２時
　　・３月２日（土）午後１時30分～２時　　・３月２日（土）午後１時30分～２時
かわいい折り紙のプレゼントがあるかも！？ぜひ遊びに来てください！！かわいい折り紙のプレゼントがあるかも！？ぜひ遊びに来てください！！

学校関係者、保育士、読み聞かせ
ボランティアなどが、とっておきの
絵本を紹介しています。
絵本選びの参考にどうぞ。
ファミリーセンター２階図書室の

他、各出張所図書室にあります。

「おはなしランドがおすすめする絵本19
冊」を発行しました !!

ノーベル医学・生理学賞を受賞
した山中先生による自伝。
山中先生の人格・研究への思いが

優しい語り口で伝わってきます。
ユーモアたっぷりでとても読み

やすい本です。

山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について
聞いてみた 山中伸弥・緑慎也／著（講談社）

主人公がある事情から飼い猫を
友人にもらってもらうため、会い
に行きます。
猫を語り手にしたストーリーは、

とっても心にしみます。

旅猫リポート 有川浩／著　（文藝春秋）

ある日きんぎょと一緒に金
魚鉢の中で泳いでいた少年…
最後まで読むと思わず笑顔

になり、うなずいてしまう楽
しい絵本です。

うちのきんぎょ 谷口國博／作（世界文化社）
村上康成／絵

Photo YaotsuPhoto Yaotsu  ～まちの話題～～まちの話題～

12月７日、大杉健介久田見郵便局長が地域のみなさんの協力で集めたペッ
トボトルのふたを八百津中学校へ贈りました。
久田見郵便局では、４年前からペットボトルのキャップを収集しており、２

年間は八百津東部中学校に贈っていましたが、現在は収集していないため、昨
年度から八百津中学校と和知小学校へ贈っています。
大杉局長から戴いたペットボトルのふたは、７袋 49 キログラム、約

21,000個で、生活委員長の洞地亜実さんと副委員長の加藤愛香さんが代表し
て受け取りました。
八百津中学校生活委員会では毎月アルミ缶とペットボトルのふたを回収

してきており、今回戴いたペットボトルのふたとあわせて67.4 キログラム、
28,960個を回収することができ、エコキャップ推進協会へ送付しました。

ペットボトルのふたを贈りました
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身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精
神障がい者の方が所有する自動車（軽自動車を除く）
の「自動車税減免申請臨時窓口」を次のとおり開設
しますので、ご利用ください。
□と　き　3月6日（水）・13日（水） 午前9時～午後4時
□ところ　可茂総合庁舎5階 5-1会議室
　　　　　（美濃加茂市古井町下古井2610-1）
※なお、中濃県税事務所、自動車税事務所でも受付
を行っています。

□お問い合わせ先
岐阜県中濃県税事務所　☎（0575）33-4011（272）
岐阜県自動車税事務所　☎（058）279-3781
岐阜県総務部税務課　　☎（058）272-1111
岐阜県ホームページ

http://www.pref.gifu.lg.jp/index.html

informationinformation
お知らせ

3日（日）　堀部医院 （☎25-2910）
10日（日）　木沢記念病院（北島康雄先生） （☎25-2181）
11日（月）　石原医院 （☎54-3121）
17日（日）　野尻内科医院 （☎24-0633）
24日（日）　太田メディカルクリニック （☎26-2220）

3日（日）　木沢記念病院（山田博愛先生） （☎25-2181）
10日（日）　林クリニック （☎28-8899）
17日（日）　佐藤クリニック （☎43-1200）
20日（水）　西田醫院 （☎28-3371）
24日（日）　太田メディカルクリニック （☎26-2220）
31日（日）　岩永耳鼻咽喉科 （☎25-8749）

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

2月の「加茂休日急患診療所」

3月の「加茂休日急患診療所」

岐阜県司法書士会では、毎年2月の1ヶ月間を「相
続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、
無料相談を実施します。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議な

ど相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスを行
います。
□と　き　2月1日（金）～2月28日（木）
□ところ　岐阜県司法書士会会員事務所
　　　　　（執務時間内）
※詳しくは、岐阜県司法書士会事務局（☎ 058-
246-1568）までお尋ねください。

自動車の名義変更・住所変更・廃車などの手続き
は、お早めに！
※詳しくは、岐阜運輸局支局登録担当（☎ 058-
279-3716）までお尋ねください。

～歯周病とメタボリックシンドローム～
□と　き　3月10日（日）
　　　　　午後2時～4時40分
□ところ　じゅうろくプラザ

2月は「相続登記はお済みですか月間」です

早めの手続きをお願いします

健康づくり公開講座を開催します

岐阜県中濃県税事務所からのお知らせ

岐阜県司法書士会事務局　☎（058）246-1568

岐阜運輸支局登録担当　☎（058）279-3716

岐阜県歯科医師会　☎（058）279-3716

岐阜県中濃県税事務所
☎（0575）33-4011（内線272）

最低賃金が下記の表のように改正されました。
（太文字が改正となった部分です。）

特定（産業別）最低賃金が適用となる場合は、地
域別最低賃金は適用されません。
詳しくは、岐阜労働局賃金室
　　　　　（☎ 058-245-8104）
または、関労働基準監督署
　　　　　（☎ 0575-22-3251）まで。

最低賃金改正のお知らせ

岐阜労働局賃金室　☎（058）245-8104

最低賃金の名称 最低賃金の額 効力発生の日

岐阜県最低賃金 時間額 713円
平成24年
10月1日

陶磁器関連製品
耐火物製造業

時間額 714円
日　額 5,708円

平成10年
12月25日

電気関連製造業 時間額 785円

平成24年
12月21日

自動車
関連製造業

時間額 823円

航空機
関連製造業

時間額 873円
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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 5日（火） H24年10月生まれ 13：00～13：05
保健センター9ヵ月児健診 5日（火） H24年4月～5月生まれ 13：00～13：10

BCG 5日（火） H24年10月生まれ 13：50～14：00
乳幼児予防接種 12日、19日、26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。
・番号札はそれぞれの受付開始と同時に出します。
・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

三種混合単独
または

三種混合と他のワクチン※1

の同時接種

受付時間
13：00～13：20
（接種は13：30～）
番号札：黄色

四種混合単独
または

四種混合と他のワクチン※2

の同時接種

受付時間
13：30～13：50
（接種は14：00～）
番号札：水色

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

受付時間
14：00～14：20
（接種は14：30～）
番号札：ピンク色

　※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。
3歳児歯科健診 7日（木） H22年2月～3月生まれ 13：00～13：10
2歳児フッ素塗布 7日（木） H22年12月生まれ 13：30～13：40

プレママくらぶ 7日（木） H25年5月～6月出産予定日
※1日（金）までに予約してください。 13：00～13：05

ベビークッキング＆
アフタービクス 13日（水） ※8日（金）までに電話予約してください。

（定員20名） 13：00～13：05

マタニティースクール 1 20日（水） ※15日（金）までに予約してください。 9：30～ 9：40
乳幼児相談 19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 毎週水曜日 10：00～11：00
保健センター

アルコールセミナー 1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

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2月の行事予定

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。

受付時間を過ぎると
接種できません。

今や認知症はとても身近な病気になっています。しかし、みなさんは認知症をどのくら
い理解できていますか？
最新の調査では、ある生活習慣が認知症発症に深く関係していることが分かりました

……特に男性必聴です !!!
認知症と生活習慣の関係を理解し、自分や周りの人の「認知症」を予防をしましょう！

●テーマ：「認知症予防の新事実！」【予定】 ●講　師：各務原病院　精神科医　天野宏一氏
●日にち：2月22日（金）【予定】 ●時　間：午後2時～3時30分
●場　所：ファミリーセンター　大研修室 　　　　　（受付：午後1時30分～2時）

お申し込み、参加費用はいりません！どなたでもご参加いただけます！
みなさんお誘い合わせて、ぜひお越しください☆　　　　
●講演会終了後、個別相談も受け付けます（要予約）。お気軽にご相談ください。

★お問い合わせ先：八百津町保健センター

正しく知って予防する！「認知症予防「認知症予防　　講演会」講演会」
八百津町での講演歴も長く、“よく分かる”と評判のベテラン講師です！

予防予防
備えあれば、憂い無し！!
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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 5日（火） H24年11月生まれ 13：00～13：05
保健センター1歳6ヵ月児健診 5日（火） H23年7月～8月生まれ 13：00～13：10

3歳児健診 5日（火） H22年2月～3月生まれ 13：30～13：40
BCG 5日（火） H24年11月生まれ 13：50～14：00
乳幼児予防接種 12日、19日、26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。
・番号札はそれぞれの受付開始と同時に出します。
・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

三種混合単独
または

三種混合と他のワクチン※1
の同時接種

受付時間
13：00～13：20
（接種は13：30～）
番号札：黄色

四種混合単独
または

四種混合と他のワクチン※2
の同時接種

受付時間
13：30～13：50
（接種は14：00～）
番号札：水色

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

受付時間
14：00～14：20
（接種は14：30～）
番号札：ピンク色

※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。
1歳半歯科健診 14日（木） H23年7月～8月生まれ 13：00～13：10
2歳児フッ素塗布 14日（木） H23年1月生まれ 13：30～13：40
マタニティースクール 2 16日（土） ※15日（金）までに電話予約してください。 9：30～12：00
ベビークッキング＆
アフタービクス 13日（水） ※8日（金）までに電話予約してください。

　（定員20名） 13：00～13：05

☆子育て相談会 8日（金）
0歳～18歳の子どもを持つ保護者・家族
または本人を対象に相談に応じています。
相談員：臨床心理士　山本彩先生

10：00～15：30
（要予約）

母子手帳交付 毎週水曜日
（20日はお休み） 9：00～ 9：30

乳幼児相談 19日（火） 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう

成
人
保
健

歯周疾患検診 14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。

14：20～14：30
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。 保健センター

健康相談 毎週水曜日
（20日はお休み） 10：00～11：00

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3月の行事予定

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。

受付時間を過ぎると
接種できません。

13：00～　ベビークッキング→栄養士が担当し、離乳食の
お話と調理実習をします。

14：00 ～　アフタービクス→健康運動指導士 藤田真美先
生と楽しく有酸素運動をします。

託児もありますので、安心してご参加ください。
詳しくは保健センターまでお問い合わせください !!

　産後1ヶ月～6ヶ月までのお母さんとお子さん（1ヶ月健診で母子ともに異常が
ないと言われている方）を対象にした教室です !!

♪♪ベビークッキングベビークッキング＆＆アフタービクスアフタービクス♪♪

内　

容
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あけましておめでとうございます！
みなさんにとって今年も良い年でありますよう

に心から祈っています。お正月休みは楽しく過ご
せましたか？おせち料理食べ過ぎてないでしょう
か？体重が少し増えてしまったという方もいらっ
しゃるんじゃないでしょうか…。寒い日が続いて
いますね。風邪をひかないように気をつけてくだ
さいね。冬の寒さに負けないぞ！
今回のコラムのテーマは少し悲しい話ですが、

同時に希望の話でもあります。
2011年3月11日に東日本大震災が起きました。

東北の地震と津波の後、すぐに多くの国が日本へ
の支援を申し出ました。2011年3月末、イスラエ
ルは、大震災の被災地救援のため救援機2機を派遣
しました。そして、2011年8月にイスラエルは東
北にもう一つの代表団を派遣しました。その代表
団は、3人の心理学者たちで構成されている子ども
達のメンタルサポートチームでした。その代表団
は、180体の犬のぬいぐるみを持参していました。
その犬のぬいぐるみの名前は「ヒブキ」と言います。

日本語で「ハグ・
抱きしめる」と
いう意味です。
被災地の多

くの子ども達の
生活は、地震が
発生した以前

の生活と比べて、まったく変わってしまいました。
その子ども達の中には親や家族、家を失った子ど
も達がたくさんいました。そして、被災地の医師
は、精神的ダメージを受けた子ども達、また震災
後のトラウマに苦しむ子ども達がたくさんいると
いうことを報告しました。例えば、ある子どもは、
泣くことも笑うこともしなくなってしまいました。
そしてほとんど遊ぶこともしなくなってしまいま
した。このような子どもは、医療的なサポートが
必要です。

「ヒブキ」という犬のぬ
いぐるみは悲しい顔をして
います。だからこそ、精神
的なダメージに苦しんでい
る子どもにぴったりなので
す。被災した子ども達は、
ヒブキの悲しい顔に感情移
入できるのです。そして、
子ども達は、ヒブキを抱き
しめることができます。ま

た、ヒブキは長い手を持っているのでヒブキも子
ども達を抱きしめることが
できるのです（手の平にマ
ジック・テープが付いてい
ます）。つまり、お互いに
抱き合えますね。この人形
療法は、子ども達が自由に
犬のぬいぐるみで遊ぶこと
で、心のケアをしていくも
のです。このように、子ど
もは、間接的に自分自身の
心の奥底にある感情を表す

ことができるようになるのです。この犬のぬいぐ
るみによるケアで、親たちも子どもの精神状態を
理解することができるようになりました。例えば、
ある子どもは、また地震や津波が起こるのではな
いか…と、いつも恐れていました。親たちは子ど
もの恐怖心に対してどう応えればいいかわかりま
せんでした。しかし、ヒブキを通じて親たちはそ
れに対応することができました。親たちは、子ど
もにもう二度と津波が来ない、ということを約束
できませんでしたが、ヒブキも恐がっているので
ヒブキを慰めたほうがいいという言葉をかけ、子
どもを元気づけることができました。犬のぬいぐ
るみ「ヒブキ」は、多く被災地の子ども達を助け
たのです。
私はそのぬいぐるみによるケアの話を知った

時、とっても感動しました。73年前に杉原氏は約
6,000人のユダヤ人の命を救い、希望を与えまし
た。現在も、イスラエルの医療チームは東北に住
んでいる子どもを支援しています。2012年に日本
とイスラエルは友好60周年を記念しました。イス
ラエルと日本の相互援助は本当の意味での友好関
係といえるものではないでしょうか。

さて、3月10日にプーリムカーニバルを開催し
ます。プーリムというのは思い思いに仮装してみ
んなで一緒に楽しめるイスラエルのお祭りです。
詳しくはチラシ・ポスター・CCNetをご覧いただ
くか役場2階　産業課までお問い合わせください。

本年がみなさま方にとって幸多い年であります
ようにお祈り申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。

メイタルの
つぶやき

No.No.2424

「ヒブキ」とは・・・

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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収集時間を
　 守ろう！

２月・３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）
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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） 2月21日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 2月22日（金）

※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） 3月28日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 3月29日（金）

※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　

3月 3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）

陶器類 不燃ごみ
集積所 3月 3日（日）

〇収集日の午前８時までに不燃ごみ集積所へ出し
てください。
〇収集する陶器類は、茶碗や植木鉢などです。
〇土や石、石綿管、スレート、石膏ボードなど　
は収集しません。
〇袋は、紙袋やポリ袋などで、とくに指定
　はありません。
〇袋には、陶器類と記入し「自治会名・
　氏名」も書いて出してください。

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

2月10日（日）

2月24日（日）

3月10日（日）

3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「ファミリーセンター前」東隣のエコステーション
で資源回収を実施しています。ご利用ください。
　□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（※汚れたものは不可）

資源リサイクルにご協力を！
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シルバー人材センター
（11月分実績）

件　　数 73件
就労人員 686（実 88）人
就労時間 3,553 時間
受託金額 3,806,672 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 1月 1日現在

人口 12,145 人 － 11人

男 5,907 人 － 2人

女 6,238 人 － 9人

世帯数 4,357 戸 ＋ 7戸

増加 転入24人 出生4人 その他0人

減少 転出24人 死亡15人 その他0人

広報やおつ No.51718

松本朱
す ゆ あ

友明 平成 24年 12月 1日　午後 2時 21分生まれ　保護者　直軌、裕代（第一）
 「生まれてきてくれて、ありがとう！」（パパ＆ママ）

汲田　栞
かんな

和 平成 24年 12月 4日　午前 0時 14分生まれ　保護者　明広（鯉居）
 「元気で大きくなってね」（父＆母）

「こんにちは」「こんにちは」赤ちゃん赤ちゃん　（12月受付分　敬称略）

全国大会出場の活躍誓う

表彰を町長に報告

12 月３日、美濃加茂高等学校マーチングバンド部
（Brilliant Max）１年生の山田結子さん、金子文香さん、
市岡祐希さんが役場を訪ねました。
３名は、「第 40 回マーチングバンド・バトントワーリ
ング全国大会」（開催：12月 16日さいたまスーパーアリー
ナ）の東海地区予選を勝ち抜き、２週間後に迫った全国大
会への意気込みなどを町長に報告しました。
16日の大会では、マーチングバンド部門高等学校の部

（中編成）に出場し結果は銅賞でした。おめでとうござい
ます。

11月に長崎県で開催された「全国スポーツ推進委員研究協
議会」で各務清さんがスポーツ推進委員功労者表彰を授与され
ました。
これは地域スポーツの振興・推進に功績が顕著であった者に
対し文部科学大臣から贈られるもので、12 月 12 日、役場公
室で赤塚町長に受賞の報告をされました。
各務さんは、町スポーツ推進委員に就任して以来、地域の特
性を活かしたスポーツ振興にも積極的に取り組まれ（平成８年
度会長就任）、平成 19年 2月のチャレンジクラブ 802 の設立
にも尽力されました。

活躍を誓った市岡さん（中左）、金子さん（中右）、山田さん（右）

スポーツ推進委員功労者表彰を受けた各務さん（左）

● ふるさと納税 ●
和田　光範　様（各務原市）　　１００, ０００円　　ありがとうございました。
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平成 24年　八百津町の火災発生状況

火　

災　

出　

動　

件　

数

月 建物 林野 車両 その他 合計
1 ０
2 ０
3 １ １
4 １ １
5 ２ ２
6 ０
7 ０
8 ０
9 ０
10 ０
11 ０
12 １ １
合計 ３ ０ ０ ２ ５

※平成 24年の年間出動軒数は５件でした。

平成 24年　八百津町の救急出動状況

救　

急　

出　

動　

件　

数

月 火災 自然 水難 交通 労働 運動 一般 加害 自損 急病 その他 月計 累計 不搬送
1 1 3 1 24 1 30 30 3
2 2 1 4 28 2 37 67 3
3 3 2 4 3 18 30 97 4
4 1 1 5 28 1 36 133 3
5 6 1 1 2 35 45 178
6 4 1 8 1 24 1 39 217 2
7 2 1 4 1 30 2 40 257 2
8 1 2 3 27 3 36 293 1
9 2 1 4 1 17 1 26 319 3
10 2 1 10 1 28 42 361 2
11 3 6 1 28 38 399 1
12 1 1 3 3 29 37 436 1
合計 1 0 0 26 10 7 50 1 7 316 12 436 － 25

※平成 24年の年間出動件数は 436件でした。23年よりも 16件減でした。
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あけましておめでとうございます
本年も警察活動にご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 交番員一同

事件事故　なくして　住みよい　八百津町
地域の安全は　みなさん一人ひとりの　安全意識と防犯意識から

平成 24年　八百津町における交通事故と犯罪の発生状況
交通事故の状況
人　身

物　

損

合　

計
件

数

死

者

負
傷
者

八百津 7 10 110 117
錦　津 41 41
和　知 7 8 59 66
久田見 24 24
潮　南 12 12
福　地 5 5
合　計 14 0 18 251 265

犯罪の状況
侵　入　盗 街　頭　犯　罪

合　

計
出
店
荒

忍
込
み

学
校
荒

そ
の
他

乗
物
盗

自
販
機
狙
い

車
上
狙
い

そ
の
他

八百津 1 2 4 1 8
錦　津 1 2 1 4
和　知 1 2 1 1 5
久田見 1 1 2
潮　南 0
福　地 1 1
合　計 0 2 0 4 7 2 2 3 20
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「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１月20日発行

ふるさと写真館
写真協力　社会教育視聴覚協議会

「新年を待つ大晦日の大舩神社」
佐藤　昭（宮嶋）

「そば打ち」
村上　好和（谷）

「火の用心！マッチ１本火
事の元 !」

「火の用心！マッチ１本火
事の元 !」

12 月 26 日、錦織地区で地域の子ども達が参加する恒例の年末12月 26 日、錦織地区で地域の子ども達が参加する恒例の年末
夜警が行われ、寒空の下、昔ながらの拍子木を打ったり鐘を鳴らし夜警が行われ、寒空の下、昔ながらの拍子木を打ったり鐘を鳴らし
ながら、「火の用心！マッチ１本火事の元！」のかけ声を地域に響ながら、「火の用心！マッチ１本火事の元！」のかけ声を地域に響
かせました。かせました。
町消防団の年末夜警は町内各地区で 12月 26 日から 30日まで町消防団の年末夜警は町内各地区で 12月 26 日から 30日まで
行っており、錦織地区では毎年子ども会も地元の夜警に参加してい行っており、錦織地区では毎年子ども会も地元の夜警に参加してい
ます。午後８時に１年生から６年生まで35人が錦織詰所に集合し、ます。午後８時に１年生から６年生まで35人が錦織詰所に集合し、
消防団員から拍子木の打ち方などの説明を受けた後出発しました。消防団員から拍子木の打ち方などの説明を受けた後出発しました。
臼田毓己団長をはじめ、消防団員や保護者ら 30人と一緒に元気一臼田毓己団長をはじめ、消防団員や保護者ら 30人と一緒に元気一
杯大きなかけ声をかけながら地区内を巡回しました。杯大きなかけ声をかけながら地区内を巡回しました。
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