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第41回

２月22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41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30チーム、中学生男子の部に14チーム、高校生男子の部に３チーム、女子の部
に13チームの４部門に全60チームが出場し、各部門で優勝を争いました。

大会八百津 民町 駅伝

雨で足下も悪い中、沿道からの暖か
い声援に応えるように、ランナーのみ
なさんが次々とたすきをつなげ、ゴー
ルしました。
走る人からも応援する人からも笑顔
のあふれるアットホームな大会となり
ました。
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■一般男子
１位　恋のときめき乱気流
２位　アイ・スペース
３位　火の用心
４位　やおツーリスト
５位　かんでんウサギ
６位　若宮ランナーズクラブ

■中学生男子
１位　八中駅伝部男子
２位　東部中Ａ
３位　八中野球部Ａ
４位　八中男子バスケ部Ａ
５位　八中野球部Ｂ
６位　八中サッカー部

■女子
１位　八中駅伝部女子
２位　八中女子バスケ部Ａ
３位　八中女子バスケ部Ｂ
４位　八中女子バレー部Ａ
５位　東部中
６位　八中卓球部女子

■高校生男子
１位　八百津高校Ａ
２位　八百津高校Ｂ

八百津町民駅伝大会
優勝＆区間賞おめでとう!!

総　合　成　績

区間賞

■女子
１区　長谷川　万琴
２区　白木　梨瑚
３区　河合　未夢
４区　川合　杏実
５区　臼田　帆乃加

■高校生男子
１区　安江　　宏
２区　纐纈　尋基
３区　切畑　怜也
４区　柳澤　拓哉
５区　渡辺　智也

■一般男子
１区　下島　浩毅
２区　吉安　幸秀
３区　生駒　佳久
４区　飯田　龍行
５区　木下　　健

■中学生男子
１区　後藤　汰夢
２区　水戸　勇佑
３区　貝川　裕亮
４区　林　　吉哉・各務　貴信
５区　髙村　　光

町民駅伝大会
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八百津町
平成27年祝 成 式人

八
百
津

錦
津

の
み
な
さ
ん

新成人を代表して成人式実行委員会の桒原健太さんが
「これまで温かい愛情で育んでくれた両親や先生、地域の
方々に深く感謝し、社会人として常に問題意識を持ち、よ
り明るい社会をつくる責任を果たして行きます。」と力強
く宣言しました。
これからのみなさんの活躍に期待します！

成人式開催にあたって
この成人式は、地域のボランティアのみなさまの

心温まるご協力によって開催されました。
受付・運営
「地域を支えるネットワーク会議」のみなさま
調理・配膳
「八百津町食生活改善推進協議会」のみなさま
写真即日プリントサービス・記録ビデオ撮影
「八百津町社会教育視聴覚協議会」のみなさま
会場花かざり
「八百津町公民館生け花講座」講師のみなさま
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１月11日、成人式がファミリーセンター大ホールで開催されました。
式典は、新成人で組織された、成人式実行委員会のみなさんが10月から企画・準備を進めてきました。
アトラクションとして、新成人の方の子どもの頃の写真と両親からのメッセージがサプライズでスクリーン
に映し出されると、会場内から大きな歓声が上がっていました。
大研修室に移して行われた「恩師と語る会」では、久しぶりに会った友人や中学校時代の恩師を囲み、話
に花が咲いていました。また、八百津町にまつわるクイズがあり、会場は和やかな空気に包まれ、あっとい
う間に時間が過ぎていきました。

新成人のみなさん
ご成人おめでとう
ございます。

和
知

久
田
見

福
地

潮
南

の
み
な
さ
ん

八百津町イメージキャラ
クターの「やおっち」もみ
なさんのお祝いに駆けつけ、
写真撮影に花を添えました。

成人式

成人式実行委員会のみなさん
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【連結貸借対照表】
当年度末（平成26年３月31日）時点（ただし、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」と資産から負債の差額である「純資産」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書類４表（平成25年度決算）
～資産総額は約452億円　負債総額は約98億円　純資産総額は約354億円～

【連結資金収支計算書】
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。

【連結純資産変動計算書】
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（町が保有している財産） 負債の部（将来世代が負担する金額）
１．公共資産 409億3,884万円 １．固定負債 88億6,209万円
（１）有形固定資産 405億8,652万円 （１）地方債・借入金 73億7,900万円
①生活インフラ・国土保全（道路等） 208億5,942万円 （２）退職手当等引当金 14億5,217万円
②教育（学校等） 63億7,431万円 （３）その他の引当金 3,092万円
③福祉（福祉センター等） 7億1,453万円 ２．流動負債 10億1,262万円
④環境衛生（保健センター等） 46億7,101万円 （１）翌年度償還予定地方債 8億2,177万円
⑤産業振興（農村コミュニティセンター等） 64億8,446万円 （２）未払金 308万円
⑥消防（防火水槽等） 5億9,149万円 （３）翌年度支払予定退職手当 1億　688万円
⑦総務（庁舎等） 8億9,129万円 （４）賞与引当金 7,794万円

（２）無形固定資産 2億6,516万円 （５）その他 294万円
（３）売却可能資産 8,716万円
２．投資等 20億8,027万円
（１）投資及び出資金 4,130万円 負債合計 98億7,470万円
（２）基金等 19億6,550万円 純資産の部（今までの世代が負担した金額）
（３）その他 7,346万円
３．流動資産 22億7,705万円 純資産合計 354億2,452万円
（１）資金 17億3,020万円
（２）未収金等 5億4,685万円
４．繰延勘定 307万円

資産合計 452億9,922万円 負債及び純資産合計 452億9,922万円

期首資金残高 23億3,012万円
１．経常的収支額 16億2,334万円
毎年度継続的な収入、支出

２．公共資産整備収支額 △12億　407万円
公共資産整備のための収入、支出

３．投資・財務的収支額 △10億1,796万円
投資・基金積立・地方債償還金等
の収入、支出

４．その他 △123万円

期末資金残高 17億3,020万円

期首純資産残高 353億　423万円
当期変動高
１．純経常行政コスト △65億9,757万円
２．一般財源 39億1,025万円
（１）町税 14億5,100万円
（２）地方交付税 20億2,464万円
（３）その他行政コスト充当財源 4億3,462万円
３．補助金等の受入 28億7,864万円
４．臨時損益 △5,550万円
５．その他 △1,555万円

期末純資産残高 354億2,452万円
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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書
類４表を作成しており、今回平成25年度決算の連結財務書類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みなさんにお伝えする
ため、さらに記載内容の工夫・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「連結財務書類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】　　　　　　　　　　　☆平成26年３月31日現在　人口　11,869人
①町民1人当たりの資産と負債
資産　=　382万円（平成24年度：375万円）　　負債　=　83万円（平成24年度：82万円）

②純資産比率＝78.2％　（平成24年度：78.0％）
「負債及び純資産合計」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社会資本形成の過去及び現世代負担比率　=　86.5％（平成24年度：86.4％）
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町民一人当たりの純経常行政コスト　=　56万円（平成24年度：53万円）
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81万円（平成24年度77万円）となり、施設使用料などの受益者負担額として25万円
（平成24年度24万円）をご負担いただき、差額分の56万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。

経常行政コスト 95億8,190万円
１．人にかかるコスト 14億5,884万円
（１）人件費 12億9,267万円
（２）退職手当等引当金繰入等 8,823万円
（３）賞与引当金繰入額 7,794万円
２．物にかかるコスト 25億　594万円
（１）物件費 10億4,896万円
（２）維持補修費 7,901万円
（３）減価償却費 13億7,797万円
３．移転支出的コスト 53億8,945万円
（１）社会保障給付 45億3,992万円
（２）補助金等 6億7,608万円
（３）他団体への公共資産整備補助金等 1億7,345万円
４．その他のコスト 2億2,767万円

経常収益 29億8,434万円
使用料・手数料等 29億8,434万円

純経常行政コスト 65億9,757万円

【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・広域連合
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、社会福祉法人
八百津町土地開発公社
八百津町社会福祉協議会

【連結行政コスト計算書】
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。

平成25年度決算　連結財務書類４表
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大規模災害が発生したとき、『公助』となる市町村の救援活動は限界を超えてしまうかもしれません。
まずは『自助』として自分自身の命と身を守る行動が一番大切ですが、地域で相互に助け合う『共助』
も非常に重要な課題となっています。
その『共助』で重要な役割を担うのが地域に根ざした自主防災組織です。地域のことを熟知している
組織だからこそできる活動があり、その役割には大きな期待が寄せられています。

自主防災活動とは

1. 地域の実情にあった自主防災組織
自主防災組織は地域の住民が自主的に防災活動を行う組織です。日常の活動としては、防災知識の普
及や啓発、防災訓練、安全点検、防災用品の備蓄や点検といった活動に取り組みます。
また、災害が発生した際には、初期消火、住民の避難誘導、負傷者の救出や救護、情報の収集や伝達、
給食や給水活動などを展開します。
地域の特性をよく理解している組織だからこそ、地域の実情に合った救助活動を行う事ができます。

2. 災害時は共助こそ大切
特に大規模な災害が起こったときは、電話や電気、ガス、水道などのライフライン
が寸断されたり交通網の乱れにより公的機関の救急隊がすぐに駆けつけられない事態
が想定されます。そのようなときこそ、隣近所の身近な住民で結成する自主防災組織
が力を発揮します。地域住民が共に助け合うことで被害を最小限にする事ができるの
です。
次回も引き続き自主防災組織についてお話ししたいと思います。

シリーズ
防災安全

No.48 自主防災組織①

団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）を見据え、平成27年 4月に介護保険制度が
大きく改正されます。大きなポイントは次の２つです。
①介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築する。
②費用負担の公平化。
地域の中で高齢者の社会参加を目指していく事は社会保障費の節約となるだけでなく、高齢者自身の
生活の質の向上につながります。高齢者を支えるうえで「地域力」が必要とされているのです。
近所の方への挨拶、登下校の見守り、地域行事の参加等、身近にできることから始めてみませんか。

～　災害時　その判断が　分かれ道　～

シリーズ
包括支援

No.48 ～平成27年4月から介護保険制度が変わります～
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）

〈４月　こころの相談の予定〉
・13日（月）午後から高齢者のための「こころの相談」（事前に予約が必要です）
　のぞみの丘ホスピタルの精神保健福祉士が個別に対応し秘密は厳守します。
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教 育 の 窓

また、「石川」は、透明度が高く、きれいな水で
あることがわかりました。
いつまでもこの豊かな自然を残していかなくては
いけないという気持ちになりました。

５年生　『和知から食と農を考える』
５年生は地域の方の

協力を得て、米作りを
学びます。まずはしろ
かきです。子どもたち
は水ぬるむ５月、土の
感触を楽しみながら、

広い田を駆け回りました。そして、田植え。一株一
株を、まっすぐ丁寧に植えていきます。稲の生長を
観察しながら、いよいよ10月に稲刈り。昔ながら
の手法で鎌を使って刈
り取り、その後、脱穀
体験もしました。収穫
したお米は、参観日に、
みんなでおにぎりを作
り、親子で美味しくい
ただきました。

６年生　『和知から世界へ』
６年生は八百津が生んだ偉人「杉原千畝氏」、和
知小の宝物「パッテロー人形」について学びました。
杉原千畝記念館を見学したり、図書館の本などで

調べたりして、人道精
神を学び、また、パッ
テロー人形について詳
しい講師を招いてお話
を聞き、平和の大切さ
を学びました。

昔のくらしや世界の人々の生活と比べながら、今
の自分を改めて見つめ直し、新たな自分探しをして
ほしいと考えます。

この八百津町で毎日生活しながら、見ているよ
うで見ていないこと、知っているようで知らないこ
とがたくさんあります。そんなところに目を向けて
みると新たな発見がたくさんあります。そんな学び
から、子どもたちがふるさと八百津の町を大好きに
なってくれればと願っています。

“豊かな自然と輝かしい伝統のある「ふるさと
八百津」に誇りをもてるようにしたい。”和知小学
校では、地域へ積極的に働きかけ、ふるさとを知り、
ふるさとが大好きになる教育を進めています。低学
年の生活科では、自分たちが生活する和知の自然や
施設などについて学びます。
３年生からは総合的な学習の時間を使って、各学
年ごとにテーマを設定し、調べ学習をしていますの
でその一端を紹介します。

３年生　『八百津せんべいのひみつを探る』
３年生は八百津町特産の八百津せんべいについて
学びます。サクッとした歯ごたえで甘くておいしい
八百津せんべい。まずは、自分たちでせんべいを焼
いてみました。でも、少しも美味しくありません。
そこで、美味しいせん
べいを焼くにはどんな
秘密があるのかを工場
に行って見学したり、
話を聞いたりして探り
ました。
工場見学では、美味しいせんべいにするためにい
ろいろな工夫があることを見つけました。また、新

しい味の開発をした
り、衛生面にも気をつ
かったりするという働
く人たちの苦労も学ぶ
ことができました。

４年生　『「石川」を探検しよう！』
４年生は学校の近くを流れる「石川」を探検し、
環境について学びます。子どもたちは「石川」に入っ
て生物を捕獲して、生物の住む生息場所から水の透
明度を調べたり、水質の検査をしたりします。昔と
違って川へ入る体験が
少なくなった子どもた
ちは、「石川」で初め
て見る生き物に歓声を
上げていました。

シリーズ
教育

No.44
3月

和知小学校

「ふるさと八百津」を　　　　
　　　　学ぶ総合的な学習
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役 場 か ら の お 知 ら せ

最近、防災無線戸別受信機の修理依頼が非常に
多くなっています。中でも非常に多いのが、以下
のような事例です。
・電池ボックスの腐食による接触不良
・アンテナのサビによる受信不良
・台所の油やたばこのやに等で本体がギトギトに
なってしまっている
今一度ご確認をお願いします。また、電池ボッ
クスの腐食は定期的な電池交換や電池に液漏れが
ないかの確認、アンテナのサビや本体の汚れなど
は普段のお掃除の際に拭き掃除をするだけで防げ
ます。
管理状態が悪く、いざというときに聞こえな
いということのないように適正な管理を心がけま
しょう。

□お問い合わせ 役場２階　防災安全室　防災安全係
 ☎43-2111（内線2232）

□応募資格
町内にお住まいで八百津町の子育て支援推進
に関心を持つ、20歳から50歳までの方。
八百津町保育園検討委員会（平日）に出席できる方。
□募集人員　　1名程度
□応募方法　応募用紙に記入の上「希望ある八百
津町の展望（子育て支援をとおして）」をテー
マにした作文（800字程度）を添付して、右記
応募あてに郵送・持参ください。

□募集期間　4月1日～4月15日（当日消印有効）
□公募委員の決定および通知
応募作文や年齢など、総合的に考慮して決定。
結果は応募者全員にお知らせします。
□応募・お問い合わせ
健康福祉課　子育支援係（ファミリーセンター内）
〒505-0301　八百津町八百津3827-1
☎43-2111（内線2564）
E-mail：kefu@town.yaotsu.lg.jp

八百津町では、平成26年度に保育園の耐震診断を実施しました。その結果に基づき、平成27年度に、
園児が安心安全に生活でき、質の高い保育を提供するために、保育園の建設等について検討する「八百
津町保育園検討委員会」を設置いたします。そこで、建設等に関わる事項について、町民の方の意見
を反映したものにするため、八百津町保育園検討委員会委員の公募をします。

納期のお知らせ

防災安全室からのお知らせ

健康福祉課からのお知らせ

防災無線戸別受信機の適正な管理はできていますか？

八百津町保育園検討委員会委員を募集

※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 3月 31日
保育料 3月分 3月 31日
水道料 3月分 3月 31日
町営住宅使用料 3月分 3月 31日

固定資産税 1期分 4月 30日
保育料 4月分 4月 30日
水道料 4月分 4月 30日
町営住宅使用料 4月分 4月 30日

納期限納期限
●３月に納めるもの● ●４月に納めるもの●

電池の液漏れによ
り、電池ボックス
が腐食し、接触不
良になってしまっ
た戸別受信機

アンテナのサビに
より受信不良にな
ってしまった戸別
受信機
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役 場 か ら の お 知 ら せ

総務課からのお知らせ

町民課からのお知らせ

平成27年度「みのかも定住自立圏つながる事業」の募集説明会について

固定資産税の土地・家屋価格等の縦覧について

みのかも定住自立圏では、「住み続けたい」「住んでみたい」と感じるまちづくりを進める、住民団体、
ＮＰＯや、事業者のみなさんの活動を支援します。応募を希望される方は、説明会に必ず出席してく
ださい。
■説明会
〇とき・ところ　①４月　９　日（木）　午後７時～９時　生涯学習センター201号室
　　　　　　　　②４月12日（日）　午後２時～４時　生涯学習センター201号室
※４月７日までに、美濃加茂市役所定住自立圏推進室（☎25-2111（内線447））へ電話でお申し
込みください。

■事業概要
〇対象事業　圏域の課題解決に取り組む事業
〇対象団体（次の要件を満たしていること）
　１　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
　２　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
　３　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
　４　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
　５　対象となった事業を実施し、完了すること
　６　政治活動、宗教活動または公益を害する活動でないこと
　７　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
〇補助種類　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（１年目）：補助対象経費の9/10（限度額20万円）
　　　　　　　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（１年目）：補助対象経費の9/10（限度額200万円）
※補助する期間は、最大で３年間です。なお、毎年選考・審査があり、２年目、３年目は補助金額・
限度額が変わります。
※事業に対する補助金額の割合と限度額は、選考・審査の評価得点により異なります。
□お問い合わせ　役場２階　総務課　政策調整係　☎43-2111（内線2219）

平成27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～４月30日（土日・祝を除く）
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
□場　所　役場１階　町民課　資産税係
□縦覧できる方
八百津町に土地・家屋を所有している固定
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、
預金通帳等顔写真のない書類については２
点以上が必要となります。）

（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。
□お問い合わせ
　役場１階　町民課　資産税係
　☎43-2111（内線2119）
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役 場 か ら の お 知 ら せ

産業課からのお知らせ

産業課からのお知らせ

消費生活相談実績を報告します。

八百津町新築住宅建設等奨励金について

八百津町消費生活相談窓口で受け付けた相談
件数は、平成25年度は16件、平成26年度は14
件となっています。両年度共に「送りつけ商法」
「架空請求」「訪問販売」などの相談が多く寄せ
られました。役場本庁２階には消費生活相談室
を設置していますので、消費生活でお困りのこ
とがあればご相談ください。相談者のみなさん
と共に考え解決に向けてお手伝いをします。町
は、関係機関との連携のもと、消費生活相談体
制の充実に努めています。
●相談日時　月～金（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
●電話による相談　役場２階 産業課 地域振興係
 ☎43-2111（内線2252）
●相談開設日以外の相談　消費者ホットライン
 ☎0570-064-370
●岐阜県の相談窓口 県民生活相談センター（月～土）
 ☎058-277-1003
 中濃振興局　月、火、木、金
 ☎25-3111（内線212）

□消費者行政についての町長表明
「送りつけ商法」「架空請求」「訪問販売」など
消費者を狙う悪質商法は後を絶ちません。特に
高齢者が被害やトラブルに遭うケースは年々増
加の傾向にあり、一人暮らしの高齢者などはそ
の被害に遭いやすくなっています。また、イン
ターネットを利用した取引が増加し利便性が向
上する一方で、それに関連するトラブルも多く
発生しています。
八百津町では、町民の皆様が安全に安心して
暮らせる地域社会づくりを目指し、被害の未然
防止と被害発生後の適切な対応のため、今後も
継続的に消費生活相談体制の充実に努めるとと
もに、地域や関係機関との連携を深めながら悪
質商法を排除する取り組みを進めて行きます。
また「消費者教育の推進に関する法律」を踏まえ、
自立した賢い消費者の育成に消費者行政の分野
からも取り組んでまいりたいと考えています。
 平成27年３月20日
 八百津町長　赤塚　新吾

町では定住促進と地域活性化のために、町内
に住宅を新築する方または新築家屋を購入し生
活を始められた方に対して、奨励金20万円を交
付しています。
＜奨励金の対象者＞（以下のすべてに該当される方）
・平成25年４月１日～平成28年３月31日まで
の間に、町内に住宅を新築または新築家屋を
購入し、入居された方。
・申請時に、新築住宅に住民登録があり、生活
している方。
・申請者および同居者に町税およびこれに準ず
る納付金に滞納がない方。
＜奨励金の対象住宅＞
・新築後１年以内の一戸建て専用住宅または玄
関・台所・浴槽・便所・居室がある店舗等の
併用住宅であること。（附属屋、店舗、倉庫、
工場、車庫および別荘等一時的に使用するも
の、アパートなど賃貸を目的とした建物は除
きます。）

・新築または購入される住宅の床面積が50㎡以
上であること。
＜奨励金の手続き＞
①奨励金交付申請
奨励金対象住宅に入居後に「新築住宅建設等
奨励金交付申請書」を記入し、添付書類を添
えて提出してください。審査、現地確認後に
「新築住宅建設等奨励金交付決定通知書」が送
付されます。
②奨励金の請求
「新築住宅建設等奨励金交付決定通知書」が送
付されましたら、「新築住宅建設等奨励金交付
請求書」を記入し提出してください。後日指
定された口座に奨励金が振り込まれます。
□お問い合わせ
　役場２階　産業課　地域振興係
 ☎43-2111（内線2252）
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役 場 か ら の お 知 ら せ

建設課からのお知らせ
町営住宅入居者募集

募集期間　平成27年３月23日（月）から平成27年４月17日（金）まで
・コーポやおつ　　２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3,240円）

　家賃　　17,100円～25,500円

・コーポささゆり　３戸　　八百津地内

　平成９年建設　耐火４階建て

　間取り　3DK　67.4㎡（風呂有り）

　駐車場１台分有り（月額3,240円）

　家賃　　20,600円～30,700円

・丸根団地　A棟　１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3,240円）

　エレベーター有り（月額3,085円）

　家賃　　21,000円～31,300円

□応募資格　（詳細はお尋ねください。）
１．現に住宅に困窮していることが明らかであること
２．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。）
３．税金の滞納がないこと
４．連帯保証人を２名（住所が別の方）立てられること
　　（八百津町内在住者で入居者と同程度以上の所得がある方）
５．入居者又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（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）
※１　応募者多数の場合は抽選により決定いたします。
※２　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。
※３　入居可能日は平成 27年７月中旬以降となります。
※４　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。
※５　家賃は、平成 26年度家賃を掲載していますので、入居決定時と異なる場合があります。
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伊岐津志地区に地域の新たな活動の拠点となる
よう建設された錦津コミュニティセンターのオー
プン式典が開催され、コミュニティセンターの愛

称が“きらり”に決まりました。
式典に参加した赤塚町長は、「地域のみなさんが集まり、活

動をしたり、親睦を深めるといったコミュニティの場、子ども
の活動の場、研修の場。そして、災害発生時など、有事の時の
活動拠点等として幅広く活用していただきたい。」と述べ、和
田義昭錦津公民館長は、「すばらしい建物を作っていただいた
ので、ここに地域のみなさんと一緒に魂を込めて、よりよいも
のにしていきたい。」と力強く意気込みを述べました。

「人権擁護委員委嘱状伝達式」が役場公室で行われ、
海老　茂さん（和知・山口）、鈴村由美子さん（福地・第

二）、各務祥子さん（伊岐津志・中野）の３名の方が委嘱状を受けら
れました。（ともに再任。任期は３年間。）　
人権擁護委員は、市町村（特別区を含む。）の区域で人権擁護活

動を行う、法務大臣から委嘱された民間のボランティアの方々です。
26年度は人権作文コンテストの開催、小学校を訪問しての人権教室・講演、保育園での紙芝居の上演など
の活動を通して人権啓発活動を行いました。また特設人権相談所も開設し、様々な人権相談の解決にあたら
れました。

錦津コミュニティセンター全景

“きらり” 輝く錦津コミュニティセンターオープン
2/1

人権擁護委員の委嘱状伝達が
行われました

公益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、毎年、地域活性化のための活動を支援する目的

で助成金の交付を受けています。
今年も、
・Ｂ＆Ｇ施設備品購入費　　　に対し、100,000 円
・筑前琵琶演奏会開催事業費　に対し、150,000 円

計 250,000 円の助成金をいただきました。
助成金を手渡す、

東濃信用金庫　松本義市常務理事（左）

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2/4

潮南小学校で、普段お世話になっている地域の方々を
招いてしおなみふれあい発表会＆感謝の会が行われま

した。
１・２年生は創作劇「えがおのくじらぐも」、３・４年生は創作劇「は

じめてのおつかい」、５・６年生は研究報告「Discover Japan in 岐
阜研修」をそれぞれ発表しました。
感謝の会では、普段お世話になっている地域のみなさんへ各学年の
代表者が感謝の言葉を発表し、地域のみなさんとの交流を深めました。

全校児童の合唱・合奏の様子

しおなみふれあい発表会＆
感謝の会2/8

2/9

海老 茂さん 鈴村由美子さん 各務祥子さん
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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

貸出は 1人３冊まで。貸出期間は、２週間です。

読みたい本が見つからないときは、リクエストもできます。
お気軽に図書室職員にお声がけくださいね！
八百津町ファミリーセンター２階　☎43-0390

～あなたの好きな本を見つけてみませんか～

新着図書は八百津町ホームページにて
紹介中です！！

http://www.town.yaotsu.lg.jp
★新着図書情報

子育てはもう卒業します
垣谷　美雨／著　祥伝社

かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ
原　ゆたか／作 ･絵　ポプラ社

アイネクライネナハトムジーク
伊坂　幸太郎／著　　幻冬舎

ハケンアニメ！
村　深月／著　CLAMP／イラスト　　マガジンハウス

満願
米澤　穂信／著　　新潮社

注目作家が「親離れ ･子離れ」を等身大で描く書き下ろし長編小説。
就職、結婚、出産、子育て、嫁姑、実家との確執、職場復帰…故郷を離れた18
歳から40年、3人は悩みを語り合ってきた。時には口に出せない痛みを抱えなが
ら―。

かいけつゾロリシリーズ 54。ねがいがかなうまほうのランプを手に入れ、ゾロ
リたちは大よろこび。ところがまじんにだまされて、ランプのなかへ…。

歌手・斉藤和義氏に依頼されて書かれた２篇を含む全５篇収録の短編集です。
夜の街頭アンケートで出会った女性と再会した佐藤と、その周辺の人々が偶然と
奇跡でつながっていく、恋愛小説です。

かつてアニメに感動し、救われてきた少年少女が大人になった今、アニメ製作ス
タッフとして悪戦苦闘の毎日。
仕事（アニメ）への愛や情熱はすごくて、羨ましいくらい爽快です。
ちなみに「ハケン」は、「派遣」ではなく、「覇権＝頂点」という意味です。

日常におきる事件の裏側に潜む真相に切り込んだ、新分野のミステリー。
殺人罪で受刑し、出所した妻が事件を起こした真の動機に迫る表題作を含む６篇
を収録。
さあ、あなたも、新たな謎解きに挑んでみよう！

今月のおすすめの本 本屋大賞ノミネート作品を集めてみました！

平成26年、１番多く借りられた本　～あなたは読みましたか？～
（八百津町中央図書室調べ、平成26年1月～12月の期間）

《子ども向け》

《一般向け
》

あなたと本が出会う場所
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入園前のお子さんとパパ、ママ、祖父母のみなさまの子育てを応援します！

子育て支援センター
☎43-2111(内線2582)

八百津保育園 ☎43-0196
錦津保育園 ☎43-0449
久田見保育園 ☎45-1276
和知保育園 ☎43-0519
乳幼児学級 ☎43-0390

けなされて育つと、子どもは人をけなすようになる
とげとげした家庭に育つと、子どもは乱暴になる
不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる
「かわいそうな子だ」と言っていると、子どもは

惨めな気持ちになる
子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を

羨むようになる
………………　中　略　………………

守ってあげれば、子どもは強い子に育つ
和気あいあいとした家庭で育てば子どもは、

この世は良いところだと思えるようになる

★ PHP文庫「子どもが育つ魔法の言葉」より

子育てあれこれ！

春のサークル !!　受付について…
今年度も子育てサークルを行います。
受付は下記の通りです。

4月14日（火）から
乳幼児相談の日に受付をスタートします。
人気のサークルは定員になり次第、受付終了と
なりますので、お早めにお申し込みください。
なお、八百津町にお住まいの方を優先とさせて
いただきますのでお願いします。

行事名 と　き 対　象 ところ 内　容

乳幼児相談 14日（火）9：30～11：00 未就園児 子育て支援センター
身長・体重　発育相談
保健師・栄養士が対応
（春のサークル受付ス
タート）

こいのぼり作り 16日（木）・17日（金）
10：30～11：00 未就園児 子育て支援センター 親子で簡単な製作

誕生会 23日（木）10：30～11：00 未就園児 子育て支援センター お楽しみシアター

＜保育園「子育て支援学級」のご案内＞
八百津町保育園では、まだ保育園に入っていない小さなお子様と保護者の方を対象に、5月か

ら年10回程各園において子育て広場を開いています。各園において保育士と一緒に午前10時頃から、リ
ズム遊び・手遊びをはじめ、季節にあった遊びや活動を楽しみながら子育てをされている方の育児情報や
お友達作りの場所としています。また保育園の生活なども知ってもらいたいと思っています。
みなさんと仲良く、楽しく過ごしたいと思います。ご参加をお待ちしています。
園庭開放も 5月から開催します。

＊八百津保育園「すくすく・ぴよぴよ」☎ 43-0196   ＊錦津保育園「わいわい広場」☎ 43-0449
＊久田見保育園「あおむしひろば」☎ 45-1276　　　＊和知保育園「ムーミン広場」☎ 43-0519

★申し込み用紙は、各保育園および福祉センター、夢ひろば「ゆうゆう」に置いてあります。直接保育園
までお電話を頂いても結構です。4月14日（火）から受付開始です。

乳幼児学級

乳幼児期家庭教育学級では、5月開級の平成27年度学級生を募集しています。
□対　　　象　生後6ヶ月から3歳のお子さんをもつ親子
□申 し 込 み　下記のお問い合わせ先または役場各出張所へお申し込みください。
□締 め 切 り　4月10日（金）まで
□そ　の　他　年度途中からの参加も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
□お問い合わせ　教育課　生涯学習係　☎ 43-0390（内線 2515）　担当：船戸

広報やおつ No.53816

家族の子育て支援（ファミサポ）

名称未設定-1   16 2015/03/16   10:03:54



行事 期日 対象 受付時間 場所

母
子
保
健

3ヵ月児健診 2日（木） H26年11月～12月生 13：00～13：05

保健センター
ぱくぱく歯みがき
＋9ヵ月児健診 2日（木） H26年6月生 11：00～11：05

プレママくらぶ 9日（木） H27年7月～8月予定日 13：05～13：10

2歳児歯科健診 9日（木） H25年2月～3月生 13：00～13：05

アフタービクス  8日（水） ※ 3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

ファミリーセンター
大研修室

乳幼児予防接種

（接種は13：30～）

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 13：00～13：20まで出します。
・番号札と接種の順番は異なりますのでご了承ください。

保健センター
四種混合
ヒブワクチン
肺炎球菌ワクチン

BCG 7日（火）
21日（火）

MRワクチンⅠ・Ⅱ期
日本脳炎Ⅰ・Ⅱ期

水痘
二種混合

14日（火）
28日（火）

母子手帳交付 毎週水曜日 八百津町にお住まいの妊婦の方 9：00～9：30

成
人
保
健

健康相談 毎週水曜日 八百津町にお住まいの方 10：00～11：00

保健センター歯周疾患検診 9日（木）
S19．24．29．34．39．44．49．54．59 H1．6年度生 13：50～14：00

※予約制です

アルコールセミナー 3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

４月の行事予定

4月よりすべての予防接種が予約制となります。
1週間前までに保健センターへご予約ください。
※詳しくは次ページの特集号をご覧ください。

全ての受付は13：20で終了です!!

負担金500円

第1・3週

第2・4週

受付時間
13：00～13：20

八百津町保健センター（ファミリーセンター内）　☎ 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

定期予防接種
の予診票は出生
後にお渡しした
バックに入って
います。
転入の方は、

ご連絡ください。

注意

☆乳がん・子宮がん検診が始まります☆
対象の方には、4月下旬～5月上旬頃に個人通知します。乳がん・子宮がん検診は予約が必要ですので、ご希望の方はお早めにお電話ください。

検診 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
（5月24日(日)のみ実施）
◉乳がん検診
◉子宮頸がん検診は、時間
予約が必要です。

5月22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
（S35・40・45・50年度生）
◉乳がん検診（予約制）
40歳以上2年に1回 1,000円
(S51.4.1生まで)

◉子宮頸がん検診（予約制）
20歳以上2年に1回 1,000円
(H8.4.1生まで)

11：00～12：00 久田見出張所
14：00～15：00 保健センター

5月24日（日）
9：00～11：30

保健センター
13：00～14：30

5月25日（月）
9：30～11：30 和知出張所
13：30～15：00 錦津出張所

6月27日（土） 9：00～11：30 保健センター（健康まつり）
11月26日（木） 9：00～11：30 保健センター

《施設》
◉乳がん検診
◉子宮頸がん検診

6月1日
～12月28日
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 5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H26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H26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。
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★すべてのワクチンの受付時間が13時～13時20分となります。
★すべてのワクチンが完全予約制となります。
★週ごとに接種できるワクチンが変わります。
★町内医療機関での接種も可能となります。

接種まちがいや事故の無いよう、細心の注意を払います。ご理解・ご協力をお願いします。
気象警報発令等によりお休みとなる場合もありますのでご了承ください。

◆集団接種（保健センターでの接種）について

◆予約方法
①お子さまの接種するワクチンの対象年齢、接種日を確認してください。
②接種日の 1週間前までに、電話または保健センター窓口で予約をしてください。
母子手帳をご用意ください。

◆接種方法
①接種当日、保健センターに到着したら番号札を取ります。
※番号札は13時から13時20分まで出してあります。
②熱を測り、問診票の記入漏れがないか確認してください。
③番号順にスタッフが希望するワクチンの聞き取りをします。
④番号順に受付・問診をします。
⑤問診の確認が済んだら、集団指導室でお待ちください。
※診察がすぐに受けられるように準備してください。
⑥名前が呼ばれたら診察室へお入りください。医師の診察後、保護者が署名してから接種します。
※接種後30分程度は、体調の変化が無いか保健センター内にて確認ください。

◎受付時間を過ぎると接種することはできません。
◎他のワクチンを希望する方と、接種が前後することがあります。ご了承ください。
◎体調不良等により来られない場合は、保健センターまでご連絡ください。

日　程 接種できるワクチン 受付時間 問　診 接種開始時間

第 1・3・5週
の火曜日

●四種混合
●ヒブ
●小児肺炎球菌
● BCG
※BCG以外は同時接種可

13：00～13：20

※到着したら番号札を取
　ってお待ちください。
※お子さまを連れてお越
　しください。

到着の番号順 （予定）
13：30～

第 2・4週
の火曜日

●MR
●水痘
●日本脳炎
●二種混合
※同時接種不可

（祝祭日を除きます）

☎43-2111（代）
内線　2561・2562
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◆個別（医療機関）接種について
医療機関一覧をご覧ください。必ず医療機関に予約をしてください。
平成26年9月より前に生まれたお子さまは、お手持ちの問診票の交換が必要となりますので保健セ
ンターまでお越しください。それ以降に生まれのお子さまは保健センターでの特別な申請は必要あり
ません。
問診票の再発行は保健センターにて行います。医療機関には問診票はありませんので、ご注意くだ
さい。
加茂郡・美濃加茂市内の医療機関以外で接種をご希望の方は、岐阜県広域化予防接種協力医療機関
のご案内をしますので、お問い合わせください。県内の広域化予防接種が可能な医療機関一覧は、“岐
阜県庁ホームページ広域化予防接種事業”でも確認できます。

◆接種方法
①接種するワクチンの対象年齢、接種日を確認します。
②接種を希望する医療機関へ直接電話予約します。予約日によって、接種できる日が変わります。

※医療機関によって予約方法が違うことがありますので、予約時におたずねください。
③申込時に、ワクチン名・八百津町在住であること・お子さまのお名前・生年月日・接種希望日をお
伝えください。
※予約後に体調不良等で行けなくなった場合は、必ず医療機関にご連絡の上、日にちの変更を行っ
てください。
④母子手帳・問診票（事前に記入してください）を持って、医療機関へ接種に行きます。

※八百津町以外の加茂郡・美濃加茂市内の医療機関については、決まり次第お知らせいたします。

10日までに予約をした場合は、15日以降
20日までに予約をした場合は、25日以降

の予約を取ることができます。

お問い合わせ
八百津町保健センター（ファミリーセンター内）
TEL　43-2111（代）　内線2561・2562
FAX　43-2117（直）
メール　hosoudan@town.yaotsu.lg.jp

医療機関一覧
完全予約制 2015/2/13 現在

医療機関名
電話番号

予防接種 予防接種受け入れ日時
同時
接種

乳幼児・学童
受入時間 月 火 水 木 金 土 日

MR BCG 日本
脳炎 DT 4種

混合 ヒブ 肺球 水痘

伊佐治医院
43-0011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

午前 9：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
3種類以上午後 5：00～ 6：30 ○ ○ ○ ○ ○ － －

佐藤クリニック
43-1200 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

午前 9：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
3種類以上午後 5：00～ 6：30 ○ ○ － ○ ○ － －

粕谷医院
43-0035 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

午前 9：00～11：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
2種類まで午後

和知すこやかクリニック
43-3001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

午前 9：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
3種類以上午後 4：00～ 7：00 ○ ○ － ○ ○ － －

予防接種特集号
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リニューアルオープン間近 !!
みなさん、こんにちは。ようやく春が来まし

たね。私は春がとても好きで、いつもこの季節

になると幸せを感じます。

春というのはいろんなことの始まりでもあり

ますね。学校や新しい職場、習い事など、子ど

もから大人まで春から新たな体験や挑戦に挑む

ひとが多いですね。5人の子どもをもつ私は、い

つもこの時期にワクワク・ドキドキです。卒園

式に卒業式、入学式…イベントが盛りだくさん！

そして、今年の春はまた特別なイベントにワ

クワク・ドキドキ！1年かけて、ようやくできた

新しい記念館がもうすぐリニューアルオープン

します。1月の広報に空っぽになった記念館の写

真を載せましたね。みなさん、覚えていますか？

あの記念館の姿はもうありません。今は展示の

パネルがすべて設置され、こんな感じです…

博物館らしくなったと思いませんか？

ここまで来るのに大勢の方に協力してもらい

ました。その中で私は以前話したように展示の

内容をヘブライ語と英語に翻訳しました。内容

はともかく、一字一句間違えることができませ

んので、かなりプレッシャーのかかる仕事でし

た。英語はマイクさんにチェックしてもらい、

ヘブライ語はイスラエルの友達やヤド・ヴァシェ

ム（ホロコースト記念館）の方に助けてもらい

ました。すべてボランティアでやっていただい

たので本当に感謝しています。ありがとう！

間違いが許されないことからデザイナーの方

とのやり取りの回数が非常に多かったです。ヘ

ブライ語が分からない彼が最初は私に一つ一つ

確認してから作業を進めていたけれど、最後の

方には私のミスを簡単に見つけてしまうほどで

した。ヘブライ語はまったく喋れませんが形で

覚えてしまうなんて本当に驚きです。

記念館の公開は3月28日です。是非みなさん、

この機会を見逃さないで、八百津町の誇りであ

る千畝さんのことを改めて確認しに来てくださ

いね。新しい発見があると思いますので、楽し

みにしていてくださいね。そして、この記事を

読んで来られた方は私に声を掛けてくれると嬉

しいです。では、みなさんが来るのを楽しみに

してお待ちしています。

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

広報やおつ No.53820
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information
お知らせ

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

5日（日） 濃飛ファミリークリニック （☎53-3111）
12日（日） 太田メディカルクリニック （☎26-2220）
19日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
26日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
29日（水・祝） うえだクリニック （☎26-2281）

4月の「加茂休日急患診療所」
日ごろは、シルバー人材センターをご利用いただ
きありがとうございます。
当センターは、3月30日から事務所を、下記に移
転しますのでよろしくお願いいたします。
〇移転先　八百津町伊岐津志1801番地2

（旧錦津出張所）
電話・FAX　43-5567

＊＊＊　シルバー人材センターとは　＊＊＊
元気で働くことにより、地域社会とのふれあいを高

め、いきいきとした生活を楽しむためのシステムです。
●高齢者にふさわしい仕事を家庭・事業所・公共団
体等から引き受け、会員の従事した仕事に応じて
報酬（配分金）を支払います。
●自主的な会員組織です。会員は自ら組織や事業の
運営に参画します。
●就業や収入の保証はありませんが、各人の希望と
能力に応じた働き方ができます。

＊＊＊　会員募集のお知らせ　＊＊＊
あなたの「知識・経験・技能」を地域社会に活か
し「高齢者が社会によって支えられる側ではなく、
支える側に回る」という気持ちを持った方募集中。
●おおむね60歳以上で、健康で働く意欲のある方。
●所定の入会申込書をシルバー人材センターに提出
された方。（入会承認が必要です。）
●定められた年会費（2,000円）を納入された方。

事務所移転について

「男女共同参画プラザ」相談事業

八百津町シルバー人材センター　☎43-5567

厚生労働省よりお知らせ

デジアナ変換サービス終了のお知らせ

検査については中濃保健所　☎25-3111

CCNetコールセンター　☎0120-441061

過去の集団予防接種等により、「Ｂ型肝炎ウイル
ス」に感染された方に給付金を支給します。
昭和23年から63年までの間で、満７歳になるま
でに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた
方は、Ｂ型肝炎ウィルス感染の可能性があります。
Ｂ型肝炎ウィルスに感染しているかどうかは、肝
炎ウィルス検査でわかります。職場などの健康診断
で肝炎ウィルス検査を受ける機会がない方は、町
で実施している肝炎ウィルス検診（40、45、50、
55、60、65、70歳が対象）や県の保健所で検査を
受けることができます。これらの集団予防接種等に
より、Ｂ型肝炎ウィルスに感染された方（これらの
方々の相続人を含みます）に、病態に応じて50万
円から3,600万円の給付金等を支給する仕組みがあ
ります。詳しくは、
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/3.html

をご覧ください。

CCNetが提供するデジアナ変換放送サービスの
提供は以下の日付をもって終了しています。

アナログテレビでは地上デジタル放送の視聴が出
来ません。デジタル放送については下記コールセン
ターまでお問い合わせください。
お問い合わせ
CCNetコールセンター 0120-441061
総務省地デジコールセンター 0570-07-0101
    03-4334-1111

平成27年3月12日（木）　正午（午後0時）

広報やおつ No.538 21

お知らせ info

名称未設定-1   21 2015/03/16   10:03:57



名称未設定-1   22 2015/03/16   10:03:57



４月・５月
■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）

●ごみ収集日●

可燃ごみ 全地区（午前5時から午前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23日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 4月24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） 5月25日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 5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。
※使用済小型家電の回収が始まりました。役場・
各出張所内にある回収ボックスへ投入してくだ
さい。（開館時間のみ）

注）使用済小型家電回収ボックス投入口サイズ（縦15㎝×横31㎝）

がれき類

久田見処分場 毎月第1・第3日曜日
午後12時30分～午後4時

錦織処分場 毎月第2・第4日曜日
午前9時～午後4時

※４月からがれき処分場の利用日時が変更になり
ました。

※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12日（日）

4月26日（日）

5月10日（日）

5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。

　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。

野焼きの禁止
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シルバー人材センター
平成26年12月、平成27年1月分実績

件　　数 115 件
就労人員 896（実134）人
就労時間 4,979 時間
受託金額 6,203,723 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

人 人 人 世帯

人 人 人 世帯

人 人 人 世帯

ひとのうごき
平成 27年３月１日現在

人　口 男　性 女　性 世　帯
総人口 11,798 5,710 6,088 4,350

（日本人）11,719 5,681 6,038 4,321
（外国人） 79 29 50 29
※混合世帯は日本人世帯に含まれます。

「こんにちは」赤ちゃん　（１・２月受付分　敬称略）

Ｓｍｉｌｅ通信

●ふるさと応援寄付金● 貴重なご寄付をありがとうございました。
平成26年12月、平成27年１・２月に「ふるさと応援寄付金」をお寄せいただいた方を紹介させていただきます。
株式会社エス・ケイ通信 様 麦田興次 様 三橋洋子 様 藤田欣也 様 高木長一郎 様 大橋 真 様 山田 宏 様 

長谷川菜美 様 大久保和訓 様 梶原誠二 様 木戸恵美子 様 小島佐代子 様 福島篤次郎 様 林 瑞成 様 

長谷川時彦 様 藤川快之 様 中田雄一郎 様 川口慎介 様 元川祐子 様 はが雅之 様 米山隆浩 様 

野末和秀 様 山本さゆり 様 泉 依里 様 北野朋子 様 西川理絵 様 江藤 剛 様 小嶋美紀 様 

土
（天野孝介様）
本八郎 様 本田夏子 様 小畑 博 様 笹

（可児市）
俣清明 様 唐

（東京都）
沢安泰 様 木

（東京都）
村一義 様 山

（兵庫県）
田武司 様 

加
（埼玉県）
藤ナミ子 様 岩

（神奈川県）
田和子 様 鵜

（千葉県）
澤慎一 様 中

（福井県）
村和雄 様 道

（北海道）
家 充 様 石

（神奈川県）
川州洋 様 川

（東京都）
口弘匡 様 

石
（東京都）
塚泰男 様 永

（埼玉県）
田光宏 様 出

（岡山県）
口光太郎 様 打

（茨城県）
田健介 様 蘆

（京都府）
田尚嗣 様 市

（東京都）
瀬健賢 様 牧

（愛知県）
野博和 様 

中
（三重県）
平はつみ 様 吉

（東京都）
田憲司 様 加

（東京都）
賀紀幸 様 熊

（愛知県）
崎未奈 様 高

（埼玉県）
村恵多 様 藤

（神奈川県）
本 豊 様 山

（静岡県）
下美明 様

 ※氏名の掲載に承諾していただいた方のみ掲載しています。

平成 27年１月は 594件、6,842,600 円、２月は 103件、1,135,000 円の寄付をお寄せいただきました。
今年度の累計は、総数 2,526 件、総額 30,849,600 円です。

伊
い

藤
とう

　琉
りゅうま

馬
１月８日
午後１時 33分生まれ
保護者　久貴・理紗（薄野）
「お姉ちゃんに負けないよう
にたくましく育ってね♡」

岡
おか

﨑
ざき

　出
いずる

２月２日
午前 11時 25分生まれ
保護者　孝洋
「沢山の笑顔溢れる人生を
歩んでいけますように」

山
やま

内
うち

　大
だい

瑚
ご

１月 25日
午後８時 34分生まれ
保護者　秀篤
「大ちゃんらしく堂々と我
が道を歩んでいってね！」

土
つち

屋
や

　蓮
れん

２月 10日
午後３時１分生まれ
保護者　一平（中山）
「泥臭い世の中でも蓮の花のよ
うに根を張り大きく育て！」

河
こう

村
むら

　英
ひで

龍
たつ

１月８日
午後３時 00分生まれ
保護者　憲良・亜依（中野）
「元気にスクスク育って
ください。」

岩
いわ

井
い

　瑠
りゅうき

輝
２月６日
午後 10時 50分生まれ
保護者　伸悟（北山）
「お姉ちゃん、お兄ちゃん
と仲良く元気に育ってね。」

井
い

戸
ど

　信
のぶ

博
ひろ

＆あゆみ（旧姓：河
かわ

尻
じり

）
２月 19日届出
「結婚しました。よろしくお願いします。」

「私たち結婚しました！」

「こ
の面

は販
売店

が記
入し

てく
ださ

い」
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☎

消防署・交番だより

●●●「あれからもう４年…」●●●
2011年３月11日14時46分、日本の太平洋三陸沖を震源とした地震、「東日本大震災」

が発生してから、早いもので４年の歳月が経ちました。
被災された方々の一日でも早い復興をお祈り申し上げますとともに、犠牲になられた
方々に改めて、哀悼の意を表します。
災害はいつ発生するのか誰にもわかりません。地震以外にも、毎年全国各地で台風、
集中豪雨といった風水害が発生しています。

　非常時に持ち出すものは準備してありますか？？

　発生してから、揃えようとしてもなかなか揃わないものです…

水、食べ物、服、歯ブラシ、靴、防寒用品、くすり、
オムツ　etc...

赤ちゃんがいらっしゃるご家族、介護を必要とされる高齢者が
いらっしゃるご家族など、各家庭の生活スタイルによっ
て持ち出す必要がある物品は違うはずです。だからと言って、人一人が持ち出
す物、量には限界があります。
この機会に家族で、非常時に持ち出す物について今一度、話し合ってみてく
ださい。

この震災を無駄にしないために…

被害者相談窓口 をご利用ください
○ 被害者相談窓口をご存じですか？
不幸にして犯罪の被害に遭い、警察には届けたものの、毎日が不安で心許ない…。
犯罪による心の痛手で悩む人は少なくありません。
犯罪被害者相談室は、犯罪によって受けた"心の傷"を癒し、明るいあなたを取り戻
すためのカウンセリングを行っています。

困っていること、不安なこと、手助けの必要など、何でもお気軽にご相談ください。私たちは、あなたと
ご家族が安心して暮らせるように、力を尽くします。
警察は各種の相談窓口を設け、被害者からさまざまな相談に応じています。被害者本人からだけでなく、
ご家族や友人からのご相談も受け付けています。
また、警察だけでは対応できないことについては、専門の機関を紹介いたしますので、どこに相談したら
よいかわからない場合にも、警察の相談窓口をご利用ください。

◎ 被害者相談窓口（受付時間　祝日年末年始を除く　月～金曜日　午前８：30～午後５：15）

犯罪被害者相談室 0120－870－783

犯罪の被害にあわれた少年に関する相談 0120－783－800

ストーカー被害に関する相談 0120－794－310

犯罪の未然防止や生活の安全に係る警察への相談全般 #9110、または058-272-9110
※ #9110番は携帯電話、PHSからもご利用が可能ですが、ダイヤル回線の電話および一部のIP電話については利用できません。
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「人道の丘」
竹地　和嘉夫（牧野）

「和菓子屋の土雛」
古田　悟（竹井）

３月 28日（土）～４月５日（日）までは、八百津町にお住まいの方は無料

で入館できます。ご来館の際、受付でお申し出ください。

Ｍらら（FM76.8MHz）でも八百津町の情報が聴けるようになります！

平成 27年４月から、毎月第１週の金曜日午後６時～６時 20分に八百津町の公式番組「や

おつまるごと宝ジオ」の放送が始まります♪（初回放送は、４月３日（金）午後６時放送開始）

八百津町の旬な情報をお届けします。是非ご試聴ください！

※４月１日からＦＭららがスマートフォンでも聞けるようになりました。

詳しくは３月 20日発行のららMagazine をご覧ください。

回のリニューアルでは、入館時

に靴を履き替える必要がなくな

り、無線を利用して利用者のス

マートフォンから右写真タブレッ

トと同じ画面を見られるようにな

りました。

また、「ユダヤの歴史に人権と

人道愛を学び、八百津から世界に

発信する記念館へ」をコンセプト

に教育の場としても利活用できる記念館として生まれ変わりました。

みなさまお誘い合わせのうえ、是非ご来館ください！

●　この事業は、岐阜県からの補助金（清流の国ぎふ2020プロジェクト推進補助金）を受け実施しております。　●

杉原千畝記念館

各コーナーにタブレットを設置しました。

各コーナーがテーマ毎に分けられています。

が

Ｆ

今

平成27年３月28日（土）から

リニューアルします！

「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
再生紙を使用しています平成27年3月20日発行
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