
父の日に素敵なバラを 
いただきました

【バラ寄贈】

　今年も須美区在住の花き栽培農家、朝
あさ

岡
おか

淺
あさ

次
じ

郎
ろう

さんか
ら父の日に合わせ、６月10日㊎にバラをいただきました。
いただいたのは、黄色いバラ束と赤いバラのアレンジメ
ントで、役場１階ロビーなどに飾らせていただきました。

全国大会入賞
【USA All Star Nationals 2022

−全国選手権大会−　上位入賞報告】

　チアダンスグループ「Ｌ
レ ク ラ

’eclat」に所属する町内児童４人が、
３月26日㊏から28日㊊に千葉県の幕張メッセで開催された全国
選手権大会で上位入賞し、その報告のために６月21日㊋に町長
を訪問しました。
　大会では、幸田小学校４年生の深

ふか

谷
や

優
ゆ

月
づき

さんのチーム「L
レ

es 
b

ボ ン ボ ン

onbons b
ブ ル ー

lue」が部門１位、幸田小学校５年生の岩
いわ

住
ずみ

蒼
さ

南
な

さ
んのチーム「L

レ

es b
ボ ン ボ ン

onbons r
ロ ゼ

ose」は部門５位に、坂崎小学校
５年生の小

こ

山
やま

璃
り

子
こ

さんと幸田小学校４年生の苅
かり

谷
や

玲
れ

奈
な

さんの
チーム「L

ル

e c
シ ョ コ ラ

hocolat」は部門４位となりました。この大会には、
全国から1,663チームが地区大会に参加しています。深谷さん
たちは「練習の成果を発揮できて、とてもうれしい」と話して
くれました。

段ボールベッドの寄付
をいただきました

【段ボールベッド贈呈式】

　株式会社エアウィーヴから、災害用の備蓄
品として段ボールベッドの寄付の申し出があ
り、７月５日㊋に贈呈式を行いました。寄付
された段ボールベッドは、大規模災害発生時
の避難所で、高齢者や障がい者など、配慮が
必要な人に対して活用させていただきます。

⬆右：人事総務本部 本部長 冨
とみ

田
た

力
りき

也
や

さん

⬆後列左から小山さん、岩住さん
　前列左から苅谷さん、深谷さん

⬆右：町長へバラを寄贈する朝岡さん

あ り が と う ご ざ い ま す

町 長 へ こ ん に ち は ！

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。

問合せ　環境課 ごみ対策グループ（内線273、274）　FAX63-5169

最近、町内の山道や地域のステーションへの不法投棄が多発しています。もちろん町外の人が投棄して
いく場合も考えられますが、ごみは決められたルールと場所に出していただくよう、町民の皆さんのご
理解ご協力をお願いします。

定期的にクリーンパトロールの人たちが見回りを
してくれているけれど…。なかなか、不法投棄が
減らないな。（泣）
防犯カメラがあると不法投棄も減るんじゃないの
かな？

区長さんを通じて環境課に依頼すると、ステーションなどに「ごみ出しマナー向上カメラ」の貸出設置
もしてくれるみたいだよ。
ごみが捨ててあると、そこがあたかもごみ捨て場であるかのように思われて、新たなごみが捨てられちゃ
うことも多いんだって。もし不法投棄を見つけたら環境課に教えてあげようね。

環境課

えこたん

すこっぴー

　任期満了となる副町長の選任同意議案が、６月７日㊋開会の議会定例会に上程され、その
結果、大

おお

竹
たけ

広
ひろ

行
ゆき

氏が選任されました。副町長に選任された大竹氏は、昭和54年に幸田町役場
就職、住民課長、総務部次長、企画部長などを歴任後、平成30年６月から副町長に就任して
おり、今回が２期目となります。任期は、６月11日㊏から４年間です。

就任あいさつ
　このたび、議会の同意をいただき、副町長として２期目に携わらせていただくことになり
ました。成

なる

瀬
せ

敦
あつし

町長が進める「共にいたわり」「共に創る」「24時間まるごと守る　次世代に
つなぐため」の実現に向けて、さまざまな施策の遂行に微力ながら誠心誠意努めてまいりま
すので、よろしくお願いいたします。

問合せ　人事秘書課 秘書グループ（内線361）　℻63-5139

⬆道沿いへの不法投棄 ⬆地域のステーションへの不法投棄

⬆ごみ出しマナー向上カメラ

⬆大竹副町長

環境スタグラム Vol.23

副町長に大竹広行氏が就任
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　マイナポイント第２弾は、マイナンバーカードを新規取得された人（マイナンバーカードを取得済みでマイナポイ
ント第１弾でマイナポイントの申し込みをしていない人を含む）に対するポイント（最大5,000円分）に加え、マイ
ナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みや、公金受取口座の登録を行った人が、それぞれ7,500円分のマ
イナポイントを受け取ることができます。
　詳しくはマイナポイント事業のホームページをご確認ください。

対　　象 ポイント付与数 マイナポイント申込期間

（1）マイナンバーカード新規取得者など
　　�（マイナポイント第1弾の申し込みを行ってい

ない人を含む）
最大5,000円分

令和５年２月末まで
（2）健康保険証としての利用申し込みを行った人 7,500円分

（3）公金受取口座の登録を行った人 7,500円分

＊上記のいずれの場合も、９月末までにマイナンバーカードの申請が必要ですので、ご注意ください。
＊ 「マイナンバーカードの新規取得など」によるマイナポイントは、マイナポイントの申し込み後、選択したキャッ

シュレス決済サービスでチャージまたは買い物をする必要があります。

マイナポイント申し込み支援窓口を開設しています
　パソコンやスマートフォンをお持ちでない人などのマイナポイント申し込みを支援しています。ぜひご利用くださ
い。
受付時間　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　＊祝日、12月29日～１月３日を除く
と こ ろ　役場１階ロビー
持 ち 物　・マイナンバーカード
　　　　　・マイナンバーカード取得時に設定した４桁のパスワード（暗証番号）
　　　　　・希望するキャッシュレス決済サービスID/セキュリティコード
　　　　　・登録する預貯金口座の情報が分かるもの（公金受取口座の登録をする場合）

問 合 せ　企画政策課 情報グループ（内線442）　℻63-5149

　次の期間、マイナンバーカードの受け取りに限り受付時間を午後７時まで延長します。
期　　間　８月15日㊊～19日㊎
受付時間　午前８時30分～午後７時
　　　　　＊ マイナンバーカードの交付以外の業務（マイナポイント支援業務を

含む）は、通常どおり午後５時15分で終了します。
そのほか　 仕事などの休みを利用して、来庁される人への対応を主な目的として

います。大変混雑することが予想されますので、時間に余裕をもって
お越しください。

問 合 せ　住民課 住民窓口グループ（内線121）　℻62-6555

⬅ マイナポイント事業ホーム
ページはこちら

マイナポイント第２弾が始まっています

マイナンバーカードの交付時間を延長します

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。

　オレオレ詐欺を始めとした特殊詐欺被害は町内でも発生しています。これらの被害の防止・減少を目指し、特殊詐
欺対策装置（固定電話機または固定電話機に取り付ける装置）の購入費用を一部補助しています。

補 助 期 間 令和５年３月31日㊎まで

補助対象者
次のすべてに該当する人
•令和５年３月31日時点で65歳以上であること。
•申請日において町内に住所を有していること。
•町税の未納がないこと。

対 象 装 置

次のいずれかの機能を有する装置
⑴ 通話内容を録音し、着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能を有する固定電

話機または固定電話機に取り付ける装置
⑵ 特殊詐欺を引き起こす可能性のある電話番号からの着信を自動的に拒否する機能を有する固定電

話機または固定電話機に取り付ける装置
　＊番号表示サービスへの加入が必要です。加入料、利用料は利用者負担となります。

補 助 額 購入費用の５割（上限額　7,000円、1,000円未満切り捨て）

申 請 方 法

購入後、補助金交付申請書に次のすべての書類を添付して防災安全課へ提出してください。補助金
交付申請書は防災安全課窓口または町ホームページからダウンロードしてください。
・領収書のコピー（原本でも可）
・装置の機能が確認できるカタログ、パンフレット、説明書などのコピー
・通帳またはキャッシュカードのコピー（振込先確認のため） ＊印鑑（認め印）をご持参ください。

そ の ほ か
・ 購入してから１カ月以内に申請をしてください。
・申請は１世帯につき１台のみです。
＊詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ　防災安全課 安全対策グループ（内線371）　℻63-5139

　自転車事故で死傷者の割合が高い児童生徒や高齢者などを対象に、自転車乗車用ヘルメットの購入費用を一部補助
しています。

補 助 期 間 令和５年３月31日㊎まで

補助対象者
次のすべてに該当する人
・令和５年３月31日時点で７歳以上18歳以下および65歳以上であること。
・申請日において町内に住所を有していること。

補 助 対 象
ヘルメット

次の安全基準を満たすいずれかの認証などを受けたもの
⑴一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したＳＧマーク
⑵公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したＪＣＦマーク
⑶そのほか⑴または⑵に類する認証を受けたマークなどが付されたもの

補 助 額 購入費用の５割（上限額　2,000円、10円未満切り捨て）

申 請 方 法

購入後、補助金交付申請書に次のすべての書類を添付して防災安全課へ提出してください。補助金
交付申請書は防災安全課窓口または町ホームページからダウンロードしてください。
・領収書のコピー（原本でも可）
・ヘルメットの安全性の認証が確認できる書類のコピー（保証書、説明書など）
・通帳またはキャッシュカードのコピー（振込先確認のため） ＊印鑑（認め印）をご持参ください。

そ の ほ か
・ 購入してから１カ月以内に申請をしてください。
・申請は補助対象者１人につき１回までです。
＊詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ　防災安全課 安全対策グループ（内線372）　℻63-5139

特殊詐欺対策装置購入費補助金制度について

自転車乗車用ヘルメット購入費補助金制度について
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　40歳から74歳までの人は、特定健康診査の対象者です。この
世代は生活習慣病の予防で、 メタボリックシンドローム（ 以下

「メタボ」）にならないように注意が必要です。
　受診から約１カ月後に「結果報告書」がご自宅に郵送されます
ので、ご自身の健康状態を確認してください。

特定健康診査の結果はここをチェック！
★ 動機付け支援レベル のあなたは
　メタボの予備群です。今なら生活習慣を改善することで、動
脈硬化などを防ぐことができます。
★ 積極的支援レベル のあなたは
　メタボになっています。心臓病や脳卒中などの死に直結する
病気になる危険性が高いとされるレベルなので、今すぐ生活習
慣の改善が必要です。

生活習慣を見直すお手伝い！特定保健指導！
　特定保健指導は、保健師から健康な体を手に入れるためのア
ドバイスを無料で受けることができます。
　積極的にご利用いただき、ご自身の生活習慣を見直すきっか
けにしてください。「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」
となった人には、後日、特定保健指導のお知らせを郵送します。
問合せ　保険医療課 国保年金グループ（内線142）　℻63-5334

　働く世代の人へ贈る図書館講座。各分野で活躍中の著名人を迎え、「仕事をする上できっ
と何かのヒントになる」講演会を全２夜で開催します。
第１夜
と　　き　11月12日㊏　午後６時30分～８時（開場：午後６時）
内　　容　「職場を元気にする！“言葉の力”～スポーツの現場に学ぶペップトークとは～」
講　　師　岩

いわ

﨑
さき

由
よし

純
ずみ

 氏 （（一財）日本ペップトーク普及協会代表理事）
第２夜
と　　き　11月19日㊏　午後６時30分～８時（開場：午後６時）
内　　容　「心を磨く読書術」
講　　師　中

なか

江
え

有
ゆ

里
り

 氏（女優・作家・歌手）
【２夜共通】
と こ ろ　町民会館　つばきホール　　
定　　員　各回400人　＊先着順
入 場 料　各回500円　＊全席自由席
チケット　８月21日㊐　午前10時から販売。
　　　　　＊初日は町民会館ホームページ上でのインターネット販売のみです。
　　　　　＊ 町民会館の窓口販売および電話予約は、８月23日㊋午前９時から受け付けし

ます。
問 合 せ　幸田町文化振興協会　☎（0564）63-1111
　　　　　生涯学習課 施設管理グループ（中央公民館内、内線192）　℻63-1675
　　　　　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

見本

⬆岩﨑由純 氏

⬆中江有里 氏

住民健診・人間ドックを受けられた
国民健康保険加入者の皆さんへ

働く人のための図書館講座を開講します

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。

保育園・認定こども園（保育園部）・小規模保育事業所入園申し込み
１　入園対象児童
　平成29年４月２日以降に出生し、町内に住んでいて住民登録があり（転入予定者も含む）、入園基準に該当する児童
２　入園基準
　保護者が次のいずれかの理由で、家庭で保育できない状況である場合
　①就労　②出産　③病気、心身障がい　④同居親族の看護　⑤災害　⑥就学　⑦求職活動　
　⑧育児休業中（３歳以上児に限る）
３　入園案内の配布
　・町立保育園　　　　８月24日㊌、25日㊍の見学会で配布（見学会以降はこども課（役場１階３番窓口）で配布）
　・認定こども園　　　各施設の見学会で配布（23ページ参照）
　・小規模保育事業所　８月24日㊌からこども課（役場１階３番窓口）で配布
　　＊紙申請書を希望する場合は配布先でお申し出ください。
４　申込方法・受付期間
　・電子申請　９月９日㊎～21日㊌
　・紙 申 請　９月22日㊍～10月７日㊎
　●電子申請について　＊詳細は入園案内や町ホームページに掲載します
　　・電子申請は「あいち電子申請・届出システム」で内容を入力する方法です。
　　・パソコンやスマートフォンなどから申し込みが可能です。
　　・ 電子申請後、就労証明書などの添付書類を別途提出いただき、手続きが 

完了します。
　　・町立保育園、幸田みやこ認定こども園（保育園部）、小規模保育事業所を希望する場合、電子申請が可能です。
　●紙申請について
　 （１）申請について
　　・ 幸田あけぼの第二幼稚園（保育園部）を希望する場合、紙申請のみになります。また、他園と幸田あけぼの第

二幼稚園（保育園部）を併願する場合は、それぞれ申し込みが必要です。
　　・町立保育園、幸田みやこ認定こども園（保育園部）、小規模保育事業所を希望する場合、紙申請も可能です。
　 （２）紙申請の受付場所
　　・９月22日㊍　中央公民館 ホール　＊詳細は「５　会場受付」参照
　　・９月26日㊊～10月７日㊎　こども課 保育所グループ（役場１階３番窓口）
　　・ 幸田あけぼの第二幼稚園（保育園部）は10月１日㊏に幸田あけぼの第二幼稚園で受け付けます。
　　　詳細は☎（0564）62-7363へお問い合わせください。
５　会場受付（第１希望の保育園の時間に受付）
　と　き　９月22日㊍　午前10時～11時30分（坂崎保育園、わしだ保育園、菱池保育園、豊坂保育園）
　　　　　　　　　　　午後１時30分～３時（大草保育園、幸田保育園、深溝保育園、里保育園）
　ところ　中央公民館 ホール
　対　象　町立保育園希望で、入園について相談ごとがある人
　　　　　＊お子さんと一緒にお越しください。
６　入園決定
　保育園長との面接（体験入園）や施設見学を行った上で保育園入園を決定します。
７　育児休業終了による復帰の場合
　・令和５年10月１日までに仕事復帰をする人は申し込みが可能です。
　・ それ以降に仕事復帰する場合は、入園希望月の２カ月前の受付期間に申し込みをしてください。

幼稚園・認定こども園（幼稚園部）入園申し込み
　入園願書配布および受付については、広報こうた９月号でお知らせします。
問合せ　こども課 保育所グループ（内線131、132）　℻63-5334

令和５年度保育園などの入園申し込みのご案内
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　町内にある保育園などで、見学会を行います。参加を希望する人は、希望の施設に直接お越しください。
　事前予約の詳細については各施設へお問い合わせください。

施　　設 と　　き 事前予約 問�合�せ
町
立
保
育
園

坂崎保育園、大草保育園
わしだ保育園、菱池保育園
幸田保育園、里保育園
深溝保育園、豊坂保育園

８月24日㊌、25日㊍
午前９時30分～11時
＊ 説明会なし、施設の自由見

学を実施します。
不要

こども課 
保育所グループ

（内線131、132）

幼　
稚　
園

たつみ第二幼稚園
８月30日㊋
午前10時30分～正午
＊ 説明会なし、施設の自由見

学を実施します。
不要 入園事務局

☎（0564）53-0250

幸田あけぼの第一幼稚園 ９月６日㊋
午前10時～正午 不要 ☎（0564）62-8032

認
定
こ
ど
も
園

幸田あけぼの第二幼稚園 ９月７日㊌
午前10時～正午 不要 ☎（0564）62-7363

幸田みやこ認定こども園
９月５日㊊、６日㊋、８日㊍
午前10時～11時
＊ 全体説明会後に施設内の自

由見学が可能です。

電話またはメールで予約
受付期間
９月２日㊎（当日予約も空
きがあれば可）

☎（0564）62-7674
メール：
koutamiyako2017
@gmail.com

小
規
模
保
育
事
業
所

リトルラビット保育園 ９月３日㊏
午前９時30分～10時30分

電話で予約
受付期間
８月22日㊊～26日㊎

☎（0564）63-4646

Kids�school
さくらんぼ幸田

８月23日㊋、24日㊌
午前９時30分～10時30分

電話で予約
受付期間
８月５日㊎までの午前９時
30分～10時30分

☎（0564）62-8817

Kids�school
でんでんむしハウス

８月29日㊊、30日㊋
午前９時30分～10時30分

電話で予約
受付期間
８月５日㊎までの午前９時
30分～10時30分

☎（0564）63-1101

ももの木保育園 ８月29日㊊、30日㊋
午前９時30分～11時 不要 ☎（0564）62-2390

ゆめのき保育園
８月21日㊐
午前９時～９時40分
＊ 親子で自由に遊べます（室

内）。

電話で予約
受付期間
８月５日㊎までの午前９時
30分～10時30分

☎（0564）83-5577

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、変更がある場合は町ホームページなどでお知らせします。

問合せ　こども課 保育所グループ（内線131、132）　℻63-5334

町内保育園などの自由見学に参加しよう

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。

　援助会員養成講習会を開催します。地域の子育てを支える担い手として登録しませんか。

と　き ところ 講義内容
10月３日㊊　午前９時30分～11時30分 上六栗子育て

支援センター
（くりくりひろば）

概要説明、保育の心、乳幼児の栄養

10月12日㊌　午前９時30分～正午 事故防止、小児看護、チャイルドシートの取
り付け方と交通安全の心得

10月20日㊍　午前９時～正午 消防署 普通救命講習Ⅲ

対　　象　町内在住の18歳以上からおおむね65歳未満で、車の運転ができ、お子さんを預かることができる人
参 加 費　無料
持 ち 物　身分証明ができるもの（運転免許証など）
そのほか　託児はありませんので、どなたかに預けるか、ファミサポをご利用ください。
申 込 み　 ８月16日㊋から９月16日㊎までにファミサポ事務局（上六栗子育て支援センター内）へ直接または電話で

お申し込みください。
　　　　　☎（0564）62-4718

　令和５年から放送予定の大河ドラマ「どうする家康」では、徳川家康公の生涯が描かれます。幸田町は、家康の天
下統一を支えた三河武士たちが生まれ育った地です。岡崎市と幸田町では、大河ドラマの放送をきっかけに、家康公
ゆかりの地である地元をもっと好きになってもらう方法を検討しています。皆さんのご意見をお聞かせください。

回答期間　８月25日㊍まで
回答方法　 ２次元コードからアクセスしてください。所要時間約５分の簡単なアンケートです。またアンケート用紙

は企画政策課（役場３階２番窓口）でも配布しています。

問 合 せ　企画政策課 政策グループ（内線334）　℻63-5139

⬅ アンケートはこちらから

＊アンケートは岡崎市と共同で実施しています。

ファミリー・サポート・センターの援助会員を募集します
あなたの優しさで、子育てを応援してください

地元をもっと好きになってもらうためのアンケートに
ご協力ください
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　本年度、町ではアニメツーリズム事業に取り組んでいます。アニメツーリズムとは、アニメやマンガ、ゲームの舞
台のモデルとなった作品ゆかりの地を訪れる、いわゆる“聖地巡礼”と呼ばれているツーリズムです。コロナ禍以前は、
多くの訪日外国人観光客も聖地巡礼を目的に来日するなど、日本国内に留まらず世界的にも人気のある日本のポップ
カルチャーを活用した町おこしを推進していきます。
　今回の幸田町版アニメツーリズムでは、「私の愛した花の名は。」というボイスドラマや４コマ漫画から始まったメ
ディアミックス*コンテンツとタイアップし、町の名産「筆柿」と町の花「つばき」の名称を使ったキャラクター“柿
元椿姫”プロジェクトを立ち上げました。そしてこのプロジェクトの中で町を盛り上げるためのさまざまな企画を展
開していきます。まずは“柿元椿姫”プロジェクト第１弾が決定しましたので、皆さんにお知らせします。

＊メディアミックス… 小説や漫画などのコンテンツを原作として、映画化、ドラマ化、ゲーム化など別のメディアに
展開すること

ボイスドラマ（文化放送“超！Ａ＆Ｇ”内「私花。らじお！」）
や４コマ漫画「月刊アニメディア」から始まった、家族
や仲間の絆を描く、少女５人から成るガールズバンドに
よるハートフル物語。

⬅ 「私の愛した花の名は。」公式サイトはこちら

インターネットラジオステーション「音泉」
チャンネル名「私花。らじお！　〜sprout〜」
放 送 期 間　８月～令和５年３月（予定）
初回放送日　８月１日㊊
放 送 時 間　各回30分　
　　　　　　毎週月曜日の午後１時に「音泉」にて配信されます。
　　　　　　聞き逃し再生も可能です。

　ほかにも「私の愛した花の名は。」を通して、町の魅力を全国に発信する企画が同時進行中なので、第２弾、第３
弾と今後情報を発信していきます。乞うご期待ください。

問　合　せ　生涯学習課 施設管理グループ（中央公民館内、内線192）　℻63-1675
　　　　　　月曜休館（月曜が休日の場合は翌平日が休館）

「“柿元椿姫”プロジェクト企画第１弾」
　８月から翌年の３月（予定）まで毎週放送されているインターネット
ラジオステーション「音

おん

泉
せん

」（チャンネル名：「私
わた

花
はな

。らじお！ ～sprout
～」）の中で町出身のキャラクターとして“柿元椿姫”が登場、町のPRを
してくれることが決定しました！　毎週30分の放送の中で町の観光名所
や特産品といったありとあらゆるご当地ネタがラジオを聞いてくれてい
る全国のアニメファンに向けて発信されます。ラジオの中では、「私の
愛した花の名は。」の主要キャラクターと“柿元椿姫”が番組を盛り上げ
てくれますので、皆さん毎週かかさずにチェックしてみてください！

⬅ 「音泉」公式サイトはこちら

「私の愛した花の名は。」×幸田町“柿
かき

元
もと

椿
つば

姫
き

”
プロジェクトが始動しました！

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。

　こうた産業まつりの野外ステージ出演者を募集します。バンド、ダンス、コントなどジャンルは問いません。
と　　き　11月13日㊐
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20分（準備・撤収込み）
募集組数　５組（予定）＊アマチュアに限ります。
そのほか　出演料は無料です。
申 込 み　 当日のステージ概要が分かる資料をそろえて、８月24日㊌午後５時までに産業振興課 農業振興グループ

へお申し込みください（申込書は町ホームページからダウンロードできます）。
　　　　　＊ 応募者多数時は、各団体代表者による公開抽選となります。後日、代表者へ抽選の日程について改めて

ご連絡します。
問 合 せ　産業まつり実行委員会事務局（産業振興課内、内線264）　℻63-5129

　６月19日㊐に豊坂小学校体育館で西三河地域子ども会球技大会（以下、西三ドッジ）の幸田町予選大会が開催され
ました。結果は、女子の部優勝が坂崎子ども会、準優勝が荻谷学区子ども会、男子の部優勝が深溝学区子ども会、準
優勝が大草・鷲田子ども会でした。
　優勝と準優勝した４チームは、９月３日㊏に岡崎市で開催される西三ドッジに出場します。

問合せ　こども課 児童育成グループ（内線133）　℻63-5334

　幸田町情報公開条例では、町が保有している文書の閲覧や写しの交付をどなたでも請求できるようになっています。
また、幸田町個人情報保護条例では、町が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができるように
なっています。請求に対する決定について不服がある場合は、審査請求をすることができ、再度開示するかどうかを
決定します。令和３年度の両制度の開示請求と審査請求の実施状況についてお知らせします。
開示請求の件数と決定内容

内容 請求件数 全部開示 部分開示 非開示 取り下げ
公文書開示請求 143件 21件 70件 60件 2件
個人情報開示請求 19件 8件 2件 9件 0件

審査請求の件数と処理内容（６月１日現在）
内容 申立て件数 認容 一部認容 棄却 却下 審査中

公文書開示請求 3件 0件 0件 0件 0件 3件
個人情報開示請求 0件 0件 0件 0件 0件 0件

問合せ　総務課 法規グループ（内線353）　℻63-5139

⬆女子の部優勝　坂崎子ども会 ⬆男子の部優勝　深溝学区子ども会

こうた産業まつり ステージイベント出演者募集！

西三河球技大会幸田予選会の結果をお知らせします

公文書開示請求と個人情報開示請求の実施状況
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幸田町代表選手選考会
と　　き　９月17日㊏　午前９時～（小雨決行）
　　　　　＊中止の場合は９月18日㊐に順延
と こ ろ　中央公園
選考方法
　部門別に次の距離を走ったタイムにより、正選手と 
補欠選手を決定します。
　　①小学生男子：1.35㎞
　　②小学生女子：0.90㎞　
　　③中学生男子：2.70㎞
　　④中学生女子：2.70㎞　
　　⑤ジュニア男子：4.50㎞
　　⑥ジュニア女子：4.50㎞
　　⑦一般男子：4.95㎞
　　⑧一般女子：4.50㎞　　
　　⑨40歳以上（男女不問）：4.50㎞
出場資格
　町内在住または在勤者（10月１日現在）。ただし、県内の小・中・高校生は保護者の居住地、外国籍留学生は本人
の在籍する学校の所在地から出場してください。
　・ジュニア（高校生相当）：平成16（2004）年４月２日から平成19（2007）年４月１日までに生まれた人
　・一般（高校卒業以上）：平成16（2004）年４月１日以前に生まれた人
　・40歳以上：昭和58（1983）年１月14日以前に生まれた人
そのほか
　・代表選手は12月24日㊏に、愛・地球博記念公園の下見と試走を行います。
　・代表選手にはランニングウエアとウインドブレーカーを支給します。
　・大会当日は東海テレビが中継します。
申 込 み
　９月１日㊍までに生涯学習課 スポーツグループ（中央公民館内、内線194）へお申し込みください。
　℻63-1675　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

幸田町選手団ボランティアスタッフ募集
　選手団のサポートなどにご協力いただける人を募集します。
内　　容
　選考会、試走会、大会当日の選手団の活動補助
募集人数
　３人程度　
応募資格
　18歳以上（高校生不可）
申 込 み
　８月26日㊎までに生涯学習課 スポーツグループ（中央公民
館内、内線194）へお申し込みください。
　℻63-1675　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

愛知万博メモリアル�
第15回愛知県市町村対抗�
駅伝競走大会
　愛知県内の54市町村が「市の部」

「町村の部」に分かれて、たすきを
つなぎ９区間30.6㎞を競争します。
と　　き　令和５年１月14日㊏
と こ ろ　愛・地球博記念公園
　　　　　（モリコロパーク）

⬆前回大会の様子

愛知万博メモリアル駅伝代表選手選考会を開催します

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。

⃝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）FAX63-5139
⃝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）FAX62-6555
⃝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）FAX63-5139

▲ 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　FAX62-7254
⃝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）FAX62-6555
⃝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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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 ☎・FAX62-8333
⃝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　☎・FAX63-1188　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　FAX62-5517　②☎62-7331　FAX62-7254
　　　　　③☎47-7370　FAX47-7371
⃝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　FAX0562-33-7102
⃝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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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　FAX63-1756
⃝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　FAX0563-54－6791
⃝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）FAX63-5334
　　　　　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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毎月の相談



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。
　８月13日㊏～26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。
　８月13日㊏～26日㊎　　　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
❹『魅力発信！まちのインスタ映えスポットin幸田』(15分)
　幸田町のイチオシを紹介します。
　８月20日㊏～９月２日㊎　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00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。
　８月20日㊏～９月２日㊎　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

「ゴム動力飛行機を作って飛ばそう」
　今月の表紙は、豊坂小学校の３年生によるゴム動力飛行機の製作の
様子です。ゴム動力飛行機は、林道や里山の整備が進められた六栗の

西山で自然に親しんでもらいたいと、
地元企業の鈴木化学工業所から寄贈
されました。苦労しながら製作した
ゴム動力飛行機は、体育館で飛ばし
ました。ゴムを回す回数を増やした
り、斜め上方向に投げたりと試行錯
誤して飛ばしていました。

　夏のイベントと言えば、こうた夏まつ
り！　久しぶりの開催で楽しみにしている
人も多いのではないでしょうか。私も日焼
け対策、熱中症対策をして撮影に臨む予
定です。「広報こうた」と書いてある青色
の腕章をして撮影しているのを見かけた
ら、積極的に写りこんでくださいね。夏ま
つりの詳細は裏表紙に掲載しているので要
チェック！（H）

別ショットの写真

山下　 和芳

石原　 満子

 林 　 一枝

天野　　正

平松　 信子

髙橋　 英一

清川　 仁造

鴨下 ツユ子

岩瀬　 吉郎

宮里　 尊雄

近藤　　登

山下　 和芳

石原 新太郎

 林 　 重一

天野　　正

平松　 正己

髙橋　 幸由

清川　 真守

鴨下 直治郎

岩瀬　 吉郎

宮里　 広大

近藤　　登　 

髙橋　 茉白

中　 すずな

中村　　櫂

本多　　曜

井上 　之助

石川　 真都

夏目　 煌司

鈴木　 陽仁

星野　 友李

中村　 晴斗

杉田　 絢月

小林　　詩

山本 七菜恵

寺田　 紡祈

橋本　 來実

渋木　 琉光　

【ましろ】

【かい】

【よう】

【えんのすけ】

【まなと】

【こうじ】

【ひなと】

【ゆり】

【はると】

【あづき】

【うた】

【ななえ】

【つむぎ】

【くるみ】

【るい】

拓也

将太

NGUYEN DUC TINH

隼人・さやか

雅之

智也

雄太

空

匡章

加奈子

昌太朗

薫

竜

一登

匠平

健人

六栗

横落

岩堀

岩堀

大草

岩堀

上六栗

里

芦谷

桐山

桜坂

鷲田

荻

市場

大草

鷲田

大草

桐山

坂崎

海谷

大草

六栗

横落

鷲田

大草

市場

坂崎

84

67

90

73

87

72

86

90

94

63

94

人口動態

戸籍異動

2022.7.1現在

総人口
　内
世帯数

42,375人（前月比－12人）
㊚21,484人　㊛20,891人

16,589世帯（前月比－4世帯）

24人（㊚ 13人／㊛ 11人）
21人（㊚ 14人／㊛ ７人）

166人（㊚ 99人／㊛ 67人）
182人（㊚112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

6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

６
月
中
の
主
な
異
動

8

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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今月の表紙
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