
令和２年１月１日の燃やすごみ指定袋の値下げから、３年目を迎えました。
燃やすごみの量はどうなったの？　そんな疑問にお答えするコーナーです。

区分 単位 値下げ前
平成31年４月

値下げ後
令和２年４月 令和３年４月 令和４年４月

燃やすごみ量 ｔ 507.49 542.52 531.98 523.13

人口（各月1日現在） 人 42,126 42,430 42,658 42,371

１人当たりのごみ量 kg 12.0 12.8 12.5 12.3

　値下げ前より約16ｔ増加してしまいました。しかし、前年の同月と比較すると約９ｔの減量、一人当たりでも0.2kg
の減量をすることができました。今後も引き続き燃やすごみの減量化・資源化にご協力をお願いします。

燃やすごみの分別状況を調べてみると…
　ごみ袋10袋で重さは約40.0kg。その中からリサイクル可能なミックスペーパー、
プラスチック製容器包装、計2.5kgもの資源ごみが燃やすごみとして出されていま
した。
　混入率は約6.3％なので、4月分の燃やすごみの量約523ｔで換算すると、まだ約
33ｔものリサイクル可能な資源が混入していたことになります。
　特にトイレットぺーパーの芯や食品トレイなどの混入が多く見られました。週に
１回の分別ステーションや、平日資源等拠点回収などに出すようにしてください。
　一人一人のちょっとした心掛けで、燃やすごみ量を減らすことができます。分別
の徹底にご協力よろしくお願いします。

問合せ　環境課 ごみ対策グループ（内線273）　℻63-5169

企業版ふるさと納税として寄附をいただきました
【感謝状贈呈式】

　株式会社新朝プレスから3月25日㊎に「幸田町新メニュー
商品開発等委託業務事業」へ100万円の寄附を受領し、６月
６日㊊に町長から専務取締役�大

おお

兼
がね

一
かず

浩
ひろ

さんに感謝状を手渡
しました。株式会社新朝プレスは、栃木のタウン情報誌の発
刊をはじめ、ECサイトを通じた特産物の拡販、地方都市の
人口問題に立脚した中小企業の人材採用支援サービスなど、
さまざまな事業を通じて地方活性化に尽力している会社で
す。また、全国の自治体から個人版ふるさと納税における業
務の受託を行っており、町の事務も受託しているという縁か
ら、昨年に引き続き寄附をいただきました。 ⬆左：専務取締役�大兼さん

⬆ミックスペーパー　約1.0kg

⬆プラスチック製容器包装　約1.5kg

あ り が と う ご ざ い ま す

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

　ゴミを屋外で焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

違反すると「５年以下の懲役、もしくは1,000万円（法人は3億円）以下の罰金、また
はこれらの併科」など重い罰則があり、行政指導なしで、即検挙されることもあります。

よくある違反事例
•畑で刈った草を現地で焼く際、ついでに家のゴミを一緒に燃やした。
•たき火で落ち葉に混ぜて、拾ったペットボトルを一緒に燃やした。
　→　�農業を営む際に出た稲わらの焼却や軽微な焚火は、直ちに違反となりませんが、そこに

ゴミ（拾ったもの、家庭のもの問わず）を混ぜると即座に違反となります。
•少量の家庭ゴミをドラム缶で燃やした。
　→　地面に直火で燃やさなくても違反となります。

屋外焼却の例外とされている行為　
　政令で以下の行為は一部例外とされていますが、屋外での焼却を推奨するものではありません。
１．国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
２．災害の予防、応急対策または復旧に必要な焼却
３．宗教上の行事を行うために必要な焼却（塔婆の供養焼却など）
４．農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却（焼き畑、畔の草の焼却など）
５．日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却（たき火、バーベキューなど）
�例外行為である屋外焼却でも、風向きや風の強さ、時間帯を考慮し、近隣の迷惑にならないようにしてください。

★家庭ゴミや事業ゴミなどを一緒に燃やすことは即座に違法行為となります。

問合せ　環境課�環境保全グループ（内線272）　℻63-5169

　一般の家庭から出される生ごみを減量・堆肥化する処理容器（コンポ
ストなど）や電気式処理機を購入設置した人に対し、補助金を交付して
います。
対　　象
　町内在住で生ごみ処理容器や処理機を設置する人
　＊町税を滞納していないこと
補助内容
　購入金額の２分の１（100円未満端数切捨て）
　補助限度額は、処理容器１基につき6,000円、処理機１基につき３万円まで
　＊１世帯につき処理容器は２基、処理機は１基までです。
　＊�この補助金を利用して設置した生ごみ処理容器や処理機がそれぞれ３年を経過して、損傷などで買い替える場合

に限り、もう１度だけ補助金を受けることができます。
申請方法
　�購入日から60日以内に申請書を環境課（役場２階15番窓口）へ提出してください。領収書などの添付が必要です。
そのほか
　詳細は町ホームページをご覧いただくか、環境課までお問い合わせください。
問 合 せ
　環境課�ごみ対策グループ（内線273）　℻63-5169

⬆コンポスト ⬆電気式処理機

ゴミを屋外で焼却することは法律で禁止されています

生ごみ処理容器など購入費の補助金について
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　こうた夏まつりの幕開けを飾るフリーステージ出演者を募集します。熱い想いをお持ちの皆さんからの申し込みを
お待ちしています。今年の夏はフリーステージで熱くなれ！
と　　き　８月20日㊏　午後５時～（予定）　＊雨天の場合は中止
と こ ろ　ハッピネス・ヒル・幸田　センタープラザステージ
出演時間　１ステージ15分（準備・撤去込み）
出演基準　（１）こうた夏まつりを盛り上げる気持ちにあふれる人
　　　　　（２）��ダンス、楽器演奏、伝統芸能、マジック、コントなどジャ

ンルは問いません
　　　　　（３）アマチュアに限ります
募 集 数　５ステージ
　　　　　＊�申込多数時は、各代表者による公開抽選を行い決定します。
　　　　　　�ただし公開抽選となった場合、指導者または出演者に町内在

住・在勤者が含まれている申込者の出演を優先させていただき
ます。

抽 選 日　７月21日㊍　午後６時30分
　　　　　�申込書の受付順にくじを引きます。申込者には詳細を別途案内し

ます。
そのほか　出演料は無料です。
申 込 み　��７月15日㊎　午後５時までに町ホームページからお申し込みくだ

さい。
問 合 せ　�こうた夏まつり実行委員会事務局
　　　　　（幸田町教育委員会　中央公民館内　生涯学習課、内線197）
　　　　　℻63-1675　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

　コメディ映画の奇才、河
かわ

崎
さき

実
みのる

監督と漫画「孤独のグルメ」
原作者である久

く

住
すみ

昌
まさ

之
ゆき

氏をお招きし、人生を楽しくする生
き方についてお話しいただきます。河崎さんが監督、久住
さんが監修を行った映画「三大怪獣グルメ」の上映ととも
にお楽しみください。
と　　き　９月10日㊏　午後２時～４時20分
　　　　　（開場：午後１時30分）
と こ ろ　町民会館　さくらホール
内　　容　講演、映画「三大怪獣グルメ」上映
講　　師　河崎実�氏（映画監督）、久住昌之�氏（漫画「孤独のグルメ」原作者）
入 場 料　500円（中学生以下無料）
チケット　�７月17日㊐　午前10時から販売。
　　　　　＊�初日は町民会館ホームページ上のインターネット販売のみです（中学生以下の無料券も含む）。
　　　　　＊�町民会館１階チケットセンターおよび電話予約での販売、中学生以下のチケットの配布は７月18日㊊㊗

午前9時から受け付けします。
そのほか　�全席自由で、車イス席、手話通訳もあります。未就学児の入場はご遠慮ください。
問 合 せ　幸田町文化振興協会　☎（0564）63-1111
　　　　　�生涯学習課�生涯学習グループ（内線196）　℻63-1675　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

⬆久住昌之�氏⬆河崎実�氏

⬅�申し込みはこちら

第25回こうた夏まつり　フリーステージ出演者募集！

文化講演会「Ｂ級グルメと笑いで人生を豊かに」
を開催します

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

　経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、申請して承認を受けると、保険料が全額免除、一部免除（一部
納付）または納付が猶予される制度があります。
　令和４年度（７月分～令和５年６月分）の申請を７月から受け付けます。なお、過去の期間に未納のある人も、申
請時点から２年１カ月前までの期間について、さかのぼって申請できます。
持 ち 物　�マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの、身分証明書、失業を理由に申請する場合は雇用保険被保

険者離職票など
そのほか　・申請には本人、配偶者および世帯主の前年所得による審査があります。
　　　　　・免除・猶予を受けた期間の保険料を10年以内にさかのぼって納付する追納制度があります。

５月からマイナポータルで国民年金手続の電子申請ができるようになりました
対象手続
　・国民年金�第１号被保険者加入の届出
　　（退職後の厚生年金からの変更など）
　・国民年金保険料�免除・納付猶予の申請
　・国民年金保険料�学生納付特例の申請
　＊まずはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
問 合 せ　保険医療課�国保年金グループ（内線142）　℻63-5334
　　　　　岡崎年金事務所�国民年金課　☎（0564）23-2637

国民健康保険税納税通知書を送付します
　７月中旬に被保険者世帯の世帯主へ送付します。制度の内容などは納税通知書および同封のチラシでご確認ください。

保険税の一部改正について
•未就学児の均等割額が５割軽減されます（申請不要）。
•課税限度額が下表のとおり変わります。（　）内は前年度課税限度額

区分 医療保険分 後期高齢支援分 介護保険分

課税限度額 65万円（63万円） 20万円（19万円） 17万円（据え置き）

臨時の保険税の減免措置があります（申請必要）
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年中の収入が前年中の収入と比べて一定程度減少する見込みの世
帯において、申請をして認められた場合は保険税の一部または全部が減免されます。
　減免の対象となる世帯は次の①または②のいずれかに該当する世帯です。
①主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
②�主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が前年に比べて３割以上の減少が見込まれる
世帯
　＊主たる生計維持者の前年の事業所得等の合計所得金額が1,000万円以下であること
　＊減少することが見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
問合せ　保険医療課�国保年金グループ（内線141、142、143）　℻63-5334

⬅�詳細はこちら
　（日本年金機構ホームページ）

⬅�マイナポータルの登録はこちら

国民年金保険料免除･納付猶予申請を受け付けます

国民健康保険税のご案内
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保険料の計算方法
　保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」
を合計して、個人単位で計算されます。

①所得割額
　（所得金額−基礎控除額＊）×
　所得割率9.57％ + ②被保険者均等割額

　被保険者１人当たり
　49,398円 ＝ 保険料（年額）

（限度額66万円）
100円未満切捨て

＊�基礎控除額は０から43万円。合計所得金額2,400万円以下の人は、43万円控除。合計所得金額2,400万円超の人は、
所得に応じて基礎控除額が減少します。

保険料の軽減について
〇被保険者均等割額の軽減
　世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計額に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。

対象者の所得要件（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額） 軽減割合 軽減額

43万円＋［10万円×（給与所得者等＊１の人数－１）］＊２以下の世帯 ７割 34,579円

43万円＋（28.5万円×被保険者数）＋［10万円×（給与所得者等の人数－１）］以下の世帯 ５割 24,699円

43万円＋（52万円×被保険者数）＋［10万円×（給与所得者等の人数－１）］以下の世帯 ２割  9,880円

＊１　�給与所得者等とは、給与所得（給与収入が55万円を超える者）または、公的年金等にかかる所得（前年の12月
31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以
上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者）を有する者をいいます。

＊２　�世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者などが２人以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から、
１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

＊�前年の12月31日現在65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
＊�軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
＊収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
令和４年度の保険料額決定通知書は７月中旬頃に送付します。
問合せ　保険医療課�医療グループ（内線144）　℻63-5334

介護保険料納入通知書を送付します
　令和４年度介護保険料について、納入通知書を７月中旬に送付します。制度の内容などは納入通知書および同封の
チラシでご確認ください。

介護保険料のコロナ減免について
　令和４年度介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な収入の減少が見込まれる人は、保
険料が全額免除または一部免除になる場合があります。詳細は７月中旬に発送される介護保険料納入通知書に同封の
チラシでご確認ください。

問合せ　福祉課�介護保険グループ（内線156）　℻56-6218

後期高齢者医療保険料が見直されます

介護保険料のご案内

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

職種・採用予定人員・受験資格
職種 採用人数 学歴 受験資格

① 一般事務職
若干人

大学
短大
高校

・�平成７年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和５年３月31日
までに卒業見込みの人

②
一般事務職

(就職氷河期世代
対象)

同上 ・�昭和50年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれた人で、 左記学歴を卒業ま
たは令和５年３月31日までに卒業見込みの人

③ 技術職
(土木・建築)

若干人

同上
・�平成４年４月２日以降に生まれた人で、 土木課程または建築課程を卒業または令
和５年３月31日までに卒業見込みの人

＊�土木または建築の専門的な科目を履修していれば卒業した学部学科などは問いま
せん。

④
技術職

(土木・建築)
(就職氷河期世代

対象)
同上

・�昭和50年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれた人で、 左記学歴を卒業ま
たは令和５年３月31日までに卒業見込みの人

＊�土木または建築の専門的な科目を履修していれば卒業した学部学科などは問いま
せん。

⑤ 保健師 若干人 大学
短大

・�昭和61年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和５年３月31日
までに卒業見込みの人

＊保健師資格を令和５年３月31日までに取得または取得見込みの人

⑥ 保育士 若干人 大学
短大

・�昭和61年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和５年３月31日
までに卒業見込みの人

＊保育士資格を令和５年３月31日までに取得または取得見込みの人

⑦ 調理員 若干人 － ・�昭和43年４月２日以降に生まれた人で、健康な人
＊調理師資格を令和５年３月31日までに取得または取得見込みの人

⑧ 消防職 若干人
大学
短大
高校

・�平成９年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和５年３月31日
までに卒業見込みの人

＊�両眼で矯正視力0.8以上、片眼で0.5以上の視力があり、赤色、青色および黄色の色
彩の識別が可能な人

＊どの職種も性別は問いません。
試験日程・会場・試験内容

試験 試験日 会場 試験内容
書類審査 ・�受験申込書選考（応募者数により実施しない場合があります）

一次試験

９月17日㊏ 役場 ・�人事担当者面接（全職種）

９月18日㊐
役場
中央公民館
ほか

・�一般教養試験（職種②、④、⑦は、論文試験）
・�職場適応性検査（職種⑧は、消防適性検査）
・�専門試験（職種③、④、⑥のみ）

二次試験 10月29日㊏および10月30日㊐のう
ち幸田町が指定する１日間 役場 ・�最終面接

・�体力テスト（職種⑧のみ）

試験申込み・受付期間
区分 受付期間 受付場所 備考

窓口受付 ７月１日㊎～７月29日㊎ 人事秘書課
人事グループ
（役場３階６番窓口）

受付時間は、午前８時30分から午後５時15分まで
土日祝日は休み（７月29日は午後５時まで）
郵便の場合は、７月29日必着としますが、書類に不備がある
場合は、受理することができません。郵便受付 7月29日㊎必着

そのほか
①�募集要項をよくご確認の上、お申し込みください。なお、募集要項、受験申込書などは、人事秘書課（役場３階６
番窓口）でお渡しするほか、町ホームページからもダウンロードできます。
②�遠隔地に住んでいる人で、受験申込書などを郵送で請求する場合は、140円切手を貼付し、宛先などを明記した返
信用封筒（長形３号：120mm×235mm）を必ず同封してください。
③提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。
④詳細は町ホームページをご覧ください。

問合せ　人事秘書課�人事グループ(内線363)　℻63-5139

受付期間
7/1～7/29

令和５年４月１日採用 幸田町職員を募集します
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　５月15日㊐に執行された幸田町長選挙および幸田町議会議員再選挙の結果をお知らせします。
投票結果（幸田町長選挙）

投票区(投票場所) 当日の有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％） 前回投票率（％）
第１投票区(坂崎小学校) 2,879 918 31.89 58.31
第２投票区(幸田小学校) 4,906 1,427 29.09 47.93
第３投票区(障害者地域活動支援センター） 4,168 1,267 30.40 50.23
第４投票区(菱池保育園) 4,563 1,219 26.71 43.14
第５投票区(中央小学校) 2,181 560 25.68 43.27
第６投票区(荻谷小学校) 4,814 1,377 28.60 45.18
第７投票区(深溝小学校) 4,912 1,328 27.04 53.62
第８投票区(高齢者ふれあいプラザ) 2,196 685 31.19 60.79
第９投票区(豊坂保育園) 2,137 722 33.79 57.09
期日前投票(中央公民館) － 4,478 - －

合計 32,756 13,981 42.68 60.79
＊前回は、平成22年８月22日執行幸田町長選挙
開票結果
幸田町長選挙

候補者名（届出順） 得票数 得票率(％)
滝 沢 の ぼ る 1,238 9.05
成 瀬 あ つ し 12,094 88.39
すざわひでと 350 2.56

合計 13,682 100.00

＊無効投票数……299

幸田町議会議員再選挙
候補者名（届出順） 得票数 得票率(％)
柴 田 昌 典 3,560 29.88
小 山 ひ な 子 2,690 22.57
岩 本 ち ほ 3,574 29.99
中 山 こ う た 2,092 17.56

合計 11,916 100.00

＊無効投票数……2,063
問合せ　幸田町選挙管理委員会（総務課内、内線352）　℻63-5139

　６月６日㊊に株式会社一条工務店、一般社団法人日本モバイル建築協会と災害時における応援に関する協定を締結
しました。南海トラフ巨大地震や大規模な風水害が発生し、町が甚大な被害を受けた場合には、応急仮設住宅などの
整備が必要となることが想定されます。この協定では、平時か
ら応急仮設住宅などの備蓄を進め、被災者の生活を支援するこ
となどが取り決められました。

•「�地方創生並びに地域防災力の向上に関する包括連携協定」
　　�株式会社一条工務店および一般社団法人日本モバイル建築

協会と締結
•「�モバイル建築を活用した災害時における応急仮設住宅等の

建設に関する協定」
　　一般社団法人日本モバイル建築協会と締結

問合せ　防災安全課�安全テラスグループ（内線373）
　　　　℻63-5139

⬆左：株式会社一条工務店�西三河営業所長�夏
なつ

目
め

智
とも

雄
お

さん
　右：一般社団法人日本モバイル建築協会
　　　代表理事�長

なが

坂
さか

俊
とし

成
なり

さん

幸田町長選挙および幸田町議会議員再選挙の結果

災害時における応援に関する協定を締結しました

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

まずは情報収集を！
　大雨や台風は、いつ、どこで、どのくらいの強さで発生するか、ある程度予想することができます。テレビやラジ
オ、気象庁のホームページ（キキクルで検索してください）などで最新の防災気象情報を収集するように心掛け、早
め早めの安全確保行動をとるようにしましょう。
日頃の備えを万全に！
　まずは、町が作成したハザードマップ（風水害対策）などを参考に、危険箇所や避難のタ
イミング、最寄りの避難所、安全な避難ルートなどを確認し、非常持ち出し品の準備をして
おきましょう。
　次に、こうたタウンメールへ登録しておきましょう。そうすれば、外出している場合でも、
防災無線放送の内容をメール（文字）で確認することができます。
　＊�ハザードマップの配布やこうたタウンメールの登録は、防災安全課（役場3階7番窓口）

で対応しています。町ホームページにも掲載しています。
町から発信される避難情報を確認し行動しましょう！
　町から避難指示などの避難情報が発令された場合、安全な場所にいるとき以外は、避難所
などへ速やかに避難してください。避難情報が発令されていなくても、避難に時間を要する
人やその支援者は、早めに自主避難しましょう。
　ただし、大雨や浸水の中での避難は、マンホールや側溝に転落するなどの恐れがあり、非常に危険で困難です。無
理に避難するよりも、自宅の高い階に避難したり、その場に留まったほうが安全な場合もあります。周りの状況を慎
重に判断して行動しましょう。
警戒レベル 避難情報 取るべき行動

＊１　�災害の発生状況は確実に把握でき
るものではないため、「緊急安全確
保」は必ず発令される情報ではあ
りません。

＊２　�「高齢者等避難」は、高齢者以外の
人も必要に応じ普段の行動を見合
わせ始めたり、避難の準備をした
り、危険を感じたら自主的に避難
するタイミングです。

5 緊急安全確保 ＊１
命の危険

直ちに安全確保
〈警戒レベル４までに必ず避難！〉

4 避難指示 危険な場所から
全員避難

3 高齢者等避難 ＊２
高齢者などは

危険な場所から避難
停電した場合には……
　停電のお問い合わせは、中部電力パワーグリッドへご連絡ください。設定した地域の停電情報などをプッシュ通知
で受け取ることができる無料アプリ（停電情報お知らせサービス）が配信されています。ぜひご活用ください。

停電・断線・停電情報お知らせサービスなどに関する問合せ
中部電力パワーグリッド　☎0120-985-232
（月～金　午前９時～午後５時　＊年末年始、土日祝日を除く）

問合せ　防災安全課�安全対策グループ（内線371）　℻63-5139

停電情報お知らせサービス

「停電情報お知らせサービス」アプリ（登録無料）のダウンロードはこちらから！

【Android用】 【iOS用】

2次元コードで
☆簡単登録☆

風水害から身を守ろう！
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　熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、
体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、さま
ざまな症状を起こす病気です。
　家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症になる場合があるので注意が必要です。

症状 対処 医療機関への受診

軽症 めまい
立ちくらみ
こむら返り
手足のしびれ

涼しい場所への移動
安静
冷やした水分・塩分補給

症状が改善すれば
受診の必要なし

口から飲めない場合
や症状の改善が見ら
れない場合は受診が
必要

頭痛
吐き気、吐いた
体のだるさ
集中力や判断力の低下

涼しい場所へ移動
安静
衣類を緩め、体を冷やす

意識障害
（受け答えや会話がおかしい）
けいれん
運動障害

（普段どおりに歩けない）
体が熱い

涼しい場所へ移動
安静
衣類を緩め、保冷剤
などで冷やす

急いで救急車を要請

重症

　持病がある人やお子さんは、かかりつけの医師とあらかじめ相談し、
熱中症対策についてアドバイスをもらいましょう。
　消防庁では「夏季における熱中症による救急搬送人員の調査」の速
報を週ごとに公表しています。２次元コードからご覧ください。
問合せ　消防署　救急・救助担当�　☎（0564）63-0119　℻（0564）63-1119

　コロナ禍における原油価格・物価高騰などによる家計急変で生活に困っている人たちへの支援強化として令和４年
度分住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり10万円を現金で支給します。
対　象
　次の要件のいずれかに該当し、国が定める基準日（令和３年12月10日）時点で住民票がある世帯
　＊世帯員全員が住民税課税の親族などの扶養を受ける場合は対象となりません。
　＊�令和３年12月10日以降で既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯当たり10万円）を受給してい

る場合は対象となりません。
①非課税世帯（世帯員全員の令和４年度分住民税が非課税である世帯）
　�　７月下旬までに、６月１日時点で幸田町に住民票がある非課税世帯の世帯主宛てに「住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入の上、必ず確認書に記載されている提出期限ま
でに同封の返信用封筒でご返送ください。

② 家計急変世帯（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和４年１月以降に世帯員全員の経済状態が住民税非
課税相当水準以下に急変した世帯）
　�　家計急変世帯の世帯主は申請が必要です。申請書や申請の際に必要な家計の状況が分かる書類などの詳細につい
ては町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
　＊家計急変世帯の申請期限は９月30日㊎です。
問合せ　非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当（福祉課内、内線155）　℻56-6218

⬅�消防庁のホームページはこちら

熱中症を予防して夏を乗り切ろう！

住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給していない人へ

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

⃝行政相談
　と　き　毎月第３水曜日（祝日除く）　午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　総務課法規グループ（内線353）℻63-5139
⃝人権相談
　と　き　毎月第１水曜日午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　住民課住民窓口グループ（内線122）℻62-6555
⃝消費生活相談

▲ 幸田町（電話相談可）
　と　き　毎週火曜日　午前10時～正午、午後１時～４時
　　　　　＊受付は午後３時30分まで
　ところ　役場１階相談室
　そのほか　専門の相談員が応対します。
　問合せ　企画政策課政策グループ（内線332）℻63-5139

▲ 愛知県消費生活総合センター（電話相談可）
　と　き　㊊～㊎　午前９時～午後４時30分
　　　　　㊏・㊐　午前９時～午後４時
　ところ・問合せ　愛知県消費生活総合センター☎052-962-0999
⃝多重債務相談（予約制）
　と　き　毎週火・木曜日　午後１時～４時
　ところ・問合せ　愛知県消費生活総合センター☎052-962-0999
⃝司法書士法律困りごと相談（予約制）
　と　き　毎月第１・３水曜日午後１時～４時
　ところ　福祉サービスセンター
　そのほか　１週間前までに事前予約が必要
　問合せ　幸田町社会福祉協議会 ☎62-7171　℻62-7254
⃝無料法律相談（予約制）
　と　き　毎月第２木曜日午後１時～４時
　　　　　＊令和４年度の５月・８月・11月・２月は第２水曜日
　ところ　役場１階相談室　
　問合せ　住民課住民窓口グループ（内線122）℻62-6555
⃝税理士による税務相談（予約制）
　と　き　毎月第３木曜日　午後１時30分～２時15分、午後２時30分

～３時15分
　ところ　役場１階相談室　
　問合せ　税務課町民税グループ（内線161）℻56-6218
⃝心配ごとお気軽相談（電話相談可）
　と　き　毎週水曜日　午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線154）℻56-6218
⃝母子父子家庭相談（電話相談可）
　と　き　毎月第４木曜日　午前10時～午後４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線155）℻56-6218
⃝こどもの相談
　と　き　毎月第２水曜日　午前10時～午後４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線155）℻56-6218
⃝子育て相談（訪問相談可）
　と　き　㊊～㊎午前８時30分～午後５時
　　　　　㊏午前８時30分～正午＊㊏は電話相談のみ（祝日除く）
　ところ・問合せ　上六栗子育て支援センター ☎・℻62-8333
⃝教育相談
　と　き　㊋～㊎　午前10時～午後６時
　ところ　中央公民館教育相談室
　問合せ　☎・℻63-1188　Ｅメールk-soudan@siren.ocn.ne.jp

⃝高齢者の相談（訪問相談可）
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　ところ　①北部地域包括支援センター（シニア・シルバー世代サポー

トセンター内）
　　　　　②中部地域包括支援センター（福祉サービスセンター内）
　　　　　③南部地域包括支援センター（まどかの郷内）
　対　象　①坂崎・幸田学区在住者　②中央・荻谷学区在住者
　　　　　③豊坂・深溝学区在住者
　問合せ　①☎62-5516　℻62-5517　②☎62-7331　℻62-7254
　　　　　③☎47-7370　℻47-7371
⃝認知症介護電話相談
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前10時～午後４時
　ところ　公益社団法人認知症の人と家族の会・愛知県支部
　問合せ　☎0562-31-1911　℻0562-33-7102
⃝ゆるカフェ（若年性認知症・高次脳機能障害当事者の相談・交流会）
　と　き　毎月第１土曜日午前10時～正午
　ところ　就労継続支援Ｂ型事業所ひなた
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線154）℻56-6218
⃝身体・知的・精神障がい者相談（訪問相談可　＊要予約）
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　ところ　①生活支援センターこうた　②相談支援事業所ひなた
　　　　　③幸田町社協相談支援事務所
　対　象　①北部中学校区在住者　②幸田中学校区在住者
　　　　　③南部中学校区在住者
　相談員　相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士
　問合せ　①☎63-1755　②☎77-6900　③☎62-7171
⃝心の病気を抱える人の家族の相談
　と　き　毎月第３火曜日　午後１時30分～３時
　ところ　つどいの家１階　図書室
　内   容　精神保健福祉士などが相談に応じます。
　問合せ　福祉課福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝憩いの場（心の病気のある人のデイケア）
　と　き　毎週火曜日午後１時30分～４時
　ところ　つどいの家会議室・図書室
　相談員　精神保健福祉士
　問合せ　福祉課福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝ひきこもり家族の集い
　と　き　毎月第３水曜日　午後５時30分～７時
　ところ　つどいの家
　対   象　ひきこもり状態にある本人または家族
　問合せ　幸田町基幹相談支援センター☎63-1755　℻63-1756
⃝精神保健福祉（心の病、心の健康）相談
　と　き　㊊～㊎（祝日、年末年始除く）　午前９時～午後４時30分
　ところ・問合せ　西尾保健所健康支援課
　　　　　　　　　☎0563-56-5241　℻0563-54－6791
⃝子どもの権利擁護委員会
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　問合せ　こども課児童育成グループ（内線133）℻63-5334
　　　　　Ｅメールkodomo-kenri@town.kota.lg.jp
⃝国税に関する「電話相談センター」
　と　き　㊊～㊎（祝日、年末年始除く）　午前８時30分～午後５時
　利用方法　①岡崎税務署 ☎58-6511へ電話　②自動音声→「１」

を押す　③自動音声→相談内容の番号を押す
⃝税務相談（予約優先）
　と　き　毎週月・水・金曜日　午前10時～午後３時
　ところ　岡崎信用金庫本店（岡崎市菅生町）
　問合せ　東海税理士会岡崎支部事務局☎25-6622
⃝こころの健康医師相談　
　と　き　毎月第３木曜日　午後２時～４時
　　　　　＊令和４年度の１月は第３水曜日
　ところ　西尾保健所２階相談室
　そのほか　２日前までに事前予約が必要
　問合せ　西尾保健所健康支援課☎0563-56-5241

申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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❶『テレビ回覧板ＷＥＥＫＬＹ』（15分）
　幸田町、蒲郡市の地域ニュース。毎週土曜日更新
　（毎日９：00、12：00、15：00、17：00、19：00、22：00放送）
❷『町の風景』（10分）
　幸田町、蒲郡市の美しい風景をお届けします。
　７月９日㊏～22日㊎　　　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
❸『マイ Ｈｏｍｅ Ｔｏｗｎ』（30分）
　「私の町」をテーマにしたエリア内の情報番組。
　７月９日㊏～22日㊎　　　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
❹『幸田発！ハツラツさん紀行』(15分)
　幸田町のイチオシを紹介します。
　７月16日㊏～８月５日㊎　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
　　　　　　　　　　　　　　３週目 12：15、18：00、22：15放送
❺『店ばな工房』(15分)
　幸田町、蒲郡市にあるお店を紹介します。
　７月16日㊏～29日㊎　　　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
■「第104回全国高校野球選手権　愛知大会」
　今年も豊田市運動公園野球場、岡崎市民球場、刈谷球場、豊橋
市民球場で開催する蒲郡市・幸田町内の学校の試合をお届けし
ます。なお、岡崎市民球場・豊橋市民球場での試合は生放送で
お届けします。高校球児たちの熱い夏をお楽しみください。
　＊放送日は組み合わせによります。
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

「田植えに挑戦」
　今月の表紙は、緑のふるさと協力隊員の山

やま

下
した

敦
あつ

史
し

さんによる田植え
の様子です。「緑のふるさと協力隊」とは、農山村の現状や暮らしに

関心を持つ若者が、住民とし
て農山村地域に暮らしながら、
農林業を中心とした地域のボ
ランティア活動に取り組む農
山村貢献プログラムです。東
京都から来た山下さんは農作
業を行うのは初めてと言いな
がら、地元の人と楽しそうに
作業していました。山下さん
の派遣期間は令和５年３月ま
での１年間です。

別ショットの写真

長田　 曻一

天野　 和子

唐澤　 悦子

渡邉　 紘平

鈴木 田鶴子

尾﨑　 秀子

飯田 　づ子

鈴木 喜代子

内山　 和子

中根　 ひで

市川　 義雄

長田　 曻一

天野　 和子

唐澤　　誠

渡邉　 文雄

鈴木　　榮

尾﨑　 保弘

飯田　 大全

鈴木　　勝

内山　 政範

中根　　裕

市川　 義雄　 

白水　 琥珀

長谷部 羽奏

柳生　 有希

武　　 拓実

大津　　葵

下村　 佳歩

山中　 一翔

渡邊　　湊

木戸　 統斗

井上　 依茉

小林　 真衣

北野　 陽紀

【こはく】

【わかな】

【ゆき】

【たくみ】

【あおい】

【かほ】

【いちと】

【みなと】

【とうま】

【えま】

【まい】

【はるき】

克憲

　人

義範

勝紀

芳美

忍歩

謙一

寛

哲也

大隆

直樹

紘生

芦谷

横落

大草

六栗

鷲田

市場

坂崎

高力

岩堀

鷲田

坂崎

鷲田

里

市場

芦谷

坂崎

大草

市場

大草

野場

市場

芦谷

海谷

84

90

90

81

92

101

103

96

90

98

70

人口動態

戸籍異動

2022.6.1現在

総人口
　内
世帯数

42,387人（前月比+18人）
㊚21,499人　㊛20,888人

16,593世帯（前月比＋28世帯）

21人（㊚ 11人／㊛ 10人）
24人（㊚ ９人／㊛ 15人）

181人（㊚103人／㊛ 78人）
159人（㊚ 89人／㊛ 70人）

＊プライバシー保護のため、希望者のみ掲載して
　います。掲載希望の人は、届け出時に住民課に
　お申し出ください。

おめでとうございます

おくやみ申し上げます
死亡者 年齢 世帯主 区

5月届出分（順不同・敬称略）

出生児 保護者 区

出　生
死　亡
転　入
転　出

５
月
中
の
主
な
異
動

7

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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