
 

 

 

 

 

 
 

 

（町民課） 

土地・家屋調査にご協力ください 
 

町では、固定資産税を課税する上で適正な評価をするため、調査地区を定め

土地と家屋の調査を行っています。 

調査方法は、固定資産評価補助員である町の職員が現地調査し、固定資産税

が課税されている土地や家屋の図面と実際の家屋を照らし合わせながら、外

観確認します。調査にあたり、確認のためお問い合わせをする場合がありま

すので、担当職員が訪問した際はご協力をお願いします。 

なお、職員は固定資産評価補助員証を携帯し、名札を着用します。 

土地・家屋調査については下記のとおりです。 

【土地】 

 土地は画地台帳等に登録されている内容と比較し、現況の地目などを調査

します。 

【家屋】 

１．家屋を新築または増築したときに、所有者に事前連絡などを行いなが

ら評価を行う「新築・増築調査」 

２．家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・用途・構造・床面積

など）と比較し、増築や未調査の家屋、取り壊しなどがある家屋を調

査する「全棟調査」 
  

家屋の新築・増築・取り壊しは役場に届出を 
 

次のようなときは 役場１階 町民課 資産税係に届出をお願いします。 

【新築・増築をしたとき】 

 評価は、完成した家屋から順次行っていますが、評価が入居後になる場合

があります。 

 入居前に評価をご希望される方は、完成後お早めにご連絡ください。 

【取り壊しをしたとき】 

 届出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡くだ

さい。 

 取り壊した建物の用途や取り壊し状況により、土地における住宅用地の特

例措置が受けられなくなる場合があります。 

【未登記家屋の所有者を変更したとき】 

 手続きをされないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいますの

で、忘れずにお届けください。 
 

 

 

 

を開催します 

地域を守る消防団！みなさまの声援をお願いします！ 
 

と き  ５月２７日（日）（午前８時～操法開始） 

ところ  蘇水公園 多目的グラウンド 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第４号（平成３０年５月１８日発行） ☎４３－２１１１ 

お問い合わせ先 

町民課 資産税係 

☎43-2111 

（内線 2119） 

 

お問い合わせ先 

防災安全室 

☎43-2111 

（内線 2231） 

 



（秘書室） 

平成３０年度 八百津町職員採用試験のご案内 
 

町では、平成３１年 4 月 1 日採用の職員を募集します。 
 

○募集職種・人員・応募資格 
職 種 人 員 応 募 資 格 

一般 

【事務職】 
若干名 

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学または短大（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した

方、または平成３１年３月に卒業する見込みの方 

（土木） 

【技術職】 
若干名 

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学または短大において土木・建築に関する専門課程を修了

し卒業した方、または平成３１年３月に卒業する見込みの方 

（保育士） 若干名 

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

短大（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した方、または

平成３１年３月に卒業する見込みの方で、保育士証および幼

稚園教諭免許状のある方、または取得する見込みの方 

（保健師） 若干名 

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した方、または

平成３１年３月に卒業する見込みの方で、保健師免許を有す

る方、または保健師免許を取得する見込みの方 
 

○採用試験 

 第１次試験 
期 日 試験の場所 試験の方法など 

７月２２日（日） 県立可児高等学校 

岐阜県市町村職員統一採用試験 

・一般教養試験、事務適性検査 

・一般性格診断検査、職場適応性検査 
 

 第２次試験 
期 日 試験の場所 試験の方法など 

８月中旬～ 

９月上旬（予定） 
八百津町役場 

詳細は第１次試験の合格者へ別途通知し

ます。 

 

○合格通知 ９月中旬までに採用の可否を本人宛に通知します。 

 

○受験申込手続など 
申込手続など １．所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室まで

提出してください。 

２．郵送で申し込む場合は、封筒表に「採用試験」と朱書きし、

書留または簡易書留にて郵送してください。 

３．申込者には後日、受験票および試験の日程などを郵送しま

す。 

４．申込書の用紙は、平成３０年５月１日（火）から６月４日

（月）までの間（土・日・祝日を除く）に、右記八百津町役

場秘書室秘書人事係へ請求してください。申込書の郵送を希

望する場合は、１２０円分の切手を同封して同係宛に請求し

てください。 

受付期間 １．申込書は、５月７日（月）から６月１１日（月）まで受け付

けます。 

２．土曜日、日曜日および祝日は受け付けを行いません。 

３．郵送の場合は、６月８日（金）までの消印のあるものに限り

受け付けます。 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

秘書室 秘書人事係 
〒505-0392 

岐阜県加茂郡八百津町 

八百津 3903-2 

☎43-2111 

（内線 2202） 

 



（建設課） 

町有住宅の入居者を募集します 
 

○募 集 期 間  5 月１８日（金）から 6 月２２日（金）まで 

○募 集 戸 数  １戸 
 

・伊岐津志住宅 ２号   八百津町伊岐津志地内  

    平成２４年度建設 木造平屋 一戸建て  

２LDK ６４．５９㎡ （洋室の照明・・入居者持込） 

オール電化 駐車場２～３台分スペース有 

    家賃 ４０,０００円 （共益費、駐車場代不要） 

       ※１８歳以下の同居者１人につき５,０００円減免 

       ※自治会への加入をお願いします 
 

○入居可能日  8 月上旬以降 

○そ の 他  ・応募者が多数の場合は抽選により決定します 

・応募がない場合は、募集期間を延長することがあります 

○応 募 資 格 （詳細はお問い合わせください） 
１．１０年以内または入居者、配偶者のいずれかが５０歳に達

するまでのどちらか早いときまでに、町内に住宅を購入ま

たは建築し定住すること 

２．配偶者または３ヶ月以内の婚姻予約者がいること 

３．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 

４．所得年額 入居者および同居者の年間所得額の合計が１４

４万円以上であること 

５．連帯保証人を２名立てられること（別住所で入居者と同等

以上の所得があり、税等の滞納がない方） 

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３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員でないこと 

 

（社会福祉協議会） 

三日里親を募集します 
 

児童養護施設に生活している子どもたちの中には、帰省先（家庭）のない子

どもや、家庭の事情で帰省できない子どもがいます。 

「三日里親事業」とは、夏期の帰省時、上記のような帰省できない子どもた

ちを民間のボランティアのご家庭で３日間預かっていただき、子どもたちが

温かい家庭の雰囲気を体験できるよう、県が岐阜県里親連合会の協力を得て

行う事業です。 
 

○委 託 期 間  ８月４日（土）から８月６日（月） 

○申 込 方 法  町社会福祉協議会（福祉センター内）に申込書をご用意

しています。所定事項を記入して窓口へ提出してくださ

い。 

申込み期間：６月１日（金）～６月１５日（金） 

※期限厳守 

○委託決定通知  三日里親として決定した方には、７月６日（金）までに

県子ども相談センターから「子ども委託通知書」を発送

します。 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

建設課 建築住宅係 

☎43-2111 

 

 
（内線 2317･2318） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-4462 

 

 



（総務課） 

平成３０年度特設人権相談所を開設します 
 

町では、下記のとおり特設人権相談所（悩み事相談）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。 
 

悩み事相談（人権相談）開設日 

○と き  ６月６日（水） 午後１時３０分～４時 

○ところ  ファミリーセンター ２階 研修室１ 

 
（八百津蘇水園） 

蘇水園を一般開放します 
 

蘇水園では、６月も当園の入所者と地域の交流をはかり、楽しいひとときを

すごしていただくことを目的として、ホーム喫茶とカラオケクラブを地域に

開放します。 

どなたでもおこしいただけますが、特に、ひとり暮らしの高齢者の方や高齢

のご夫婦の方々のご利用をお待ちしております。 

ぜひお気軽におこしください。 
 

○と き ホーム喫茶  ･･･６月 ５日（火）午後2 時から３時 

カラオケクラブ･･･６月１４日（木）午後１時から３時 

※都合により予告なく日時を変更する場合があります。 

○受 付 ホーム喫茶には、時間内であればご自由におこしください。 

カラオケクラブは、前日までに電話・ファックスにてお申し

込みをお願いします。 

○交通手段 駐車場は台数に限りがあるため、乗り合わせておこしいただ

くか、公共交通機関をご利用ください。 

（最寄りのバス停「コミュニティバス八百津大橋(南宮神社

前)」から徒歩 5 分） 

 

（名古屋国税局） 

税務職員を募集します 
 

○職  種   税務職員採用試験（高校卒業程度） 

○受験資格  １ 平成３０年４月 1 日において、高等学校または中等教育学校を

卒業した日の翌日から起算して３年を経過していない者および

平成３１年３月までに高等学校または中等教育学校を卒業する

見込みの者 

２ 人事院が１に掲げる者に準ずると認める者 

○申込方法  インターネットにより申し込んでください。 

受付期間：６月１８日（月）午前９時から６月２７日（水） 

※インターネット申込みができない環境にある場合は、お問い合わ

せ先までご連絡ください。 

○試 験 日  第１次試験 ９月２日（日） 

第２次試験 １０月１０日（水）から１０月１９日（金）のうち、 

いずれか指定する日 

○そ の 他  名古屋国税局 職員採用ページ 

（http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/recruitment

/syokuin/index.htm） 

お問い合わせ先 

総務課 広報行政係 

電話 43-2111 

（内線 2215･2216） 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

養護老人ホーム 

八百津蘇水園 

（八百津町八百津 

2996-2） 

電話 43-0070 

FAX43-4352 

お問い合わせ先 

名古屋国税局 

人事第二課 試験係 

電話 052- 

951-3511 

（内線 3451） 


