
問合せ　環境課 環境保全グループ（内線272）　℻63-5169

皆さんは「食品ロス」をご存じでしょうか。
食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。令和２年度の推計によると日本での
食品ロスの量は年間約522万トン、１人あたり41キログラムです。これは、毎日お茶碗一杯分近くのご
飯が捨てられている計算となります。
10月は食品ロス削減月間です。私たち一人一人が食品を無駄なく大切にしていけば、食品ロス削減につ
ながりますので、ご協力下さい。

毎日ご飯一杯分も捨てられちゃうなんて、すごくもったいないなあ。食べ残しはしていないけど、ほか
にはどんなことが食品ロス削減につながるのかな？

食品ロスは、食べ残しをしないこと以外にも、食品の買い過ぎをやめたり、賞味期限の近い食品を購入
したりすることでも削減できます。また、適切な方法で食品を保存することも重要です。それでも食品
が余る場合は、町で行っているフードドライブをご活用ください。

詳しくは右記の２次元コードにある
町ホームページをご覧ください。

•お米
•缶詰（肉、魚、野菜、果物など）
•レトルト食品（カップ麺、カレーなど）
•乾物（パスタ、うどん、そばなど）
•贈答品（お歳暮、お中元などの余剰品）
•お菓子
•調味料
•飲料（ペットボトル飲料、缶ジュースなど）
•乳幼児用食品（粉ミルク、離乳食など）

•賞味期限が明記されていない食品
•賞味期限が１カ月を切っている食品
•開封されている食品
•生鮮食品（肉類、魚介類、生野菜）
•冷蔵・冷凍食品
•アルコール（みりん、料理酒は除く）

フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体・施設などに寄付する活
動です。町でも、環境課窓口で余った食品の受け取りを行っています。
と　き　月～金曜日（役場庁舎開庁日のみ）午前８時30分～午後５時15分
ところ　役場２階環境課窓口

環境課

環境課

えこたん

フードドライブについて

〇対象品目 ×対象外品目

環境スタグラム Vol.24

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。

相撲で国際大会優勝
【第10回国際女子相撲選抜堺大会　優勝報告】

　４月10日㊐に大阪府堺市で開催された女子相撲の国際大会である
「第10回国際女子相撲選抜堺大会」において軽量級の部で優勝した
柴
しば

田
た

歩
ほ

乃
の

佳
か

さんが８月９日㊋にその報告のため町長を訪れました。
柴田さんは「全日本女子相撲選手権で優勝し、ゆくゆくは日本代表
に選出されるよう頑張りたい」と目標を語ってくれました。

野球で全国大会出場
【リポビタンカップ第53回日本少年野球選手権大会　出場報告】

　６月11日㊏から開催された「第53回日本少年野球選手権大会愛知
県東支部予選大会」で優勝し、８月２日㊋から開催された「リポビ
タンカップ第53回日本少年野球選手権大会」に出場した岡崎葵ボー
イズ所属の幸田小学校６年の𠮷

よし

村
むら

真
ま

央
お

さんと同４年の𠮷
よし

村
むら

渉
しょう

さん
が８月23日㊋に出場報告のため町長を訪れました。
　真央さんは「女子プロ野球選手になることが夢なので、これから
も頑張りたい」と話してくれました。

水泳で全国大会出場
【第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会】

　８月22日㊊から26日㊎に東京都の東京辰巳国際水泳場で開催され
る「第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大
会」に出場する古

こ

池
いけ

悠
ゆう

史
し

さんが、８月19日㊎に出場報告のため町長
を訪れました。
　古池さんは「ジュニアオリンピックで自己ベストを更新したい」
と意気込みを語ってくれました。

バドミントンで全国大会出場
【第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会　出場報告】

　４月30日㊏に開催された「第38回若葉カップ全国小学生バドミン
トン大会愛知県予選会」で準優勝し、７月29日㊎から開催された全
国大会に出場したバドミントンチーム T

ティー

－J
ジャンプ

ump J
ジュニア

r 所属の坂崎小
学校５年、内

うち

山
やま

栞
しお

緒
ん

さんが８月９日㊋にその出場報告のため町長を
訪れました。週末は田原市まで行って練習しているという内山さん
は「バドミントンが大好きなので一生懸命練習して上手くなりたい」
と話してくれました。 ⬆出場報告をする内山さん

⬆優勝報告をする柴田さん

⬆大会に向けて気合十分の古池さん

⬆𠮷村真央さん（左）、𠮷村渉さん（右）

町 長 へ こ ん に ち は ！

20広報こうた◉2022(R4).10.1広報こうた◉2022(R4).10.1



岡崎茶の売り上げの一部を寄付
いただきました

【寄付受納式】

　今年も、あいち三河農業協同組合から「岡崎茶」の売り上
げの一部を寄付したいとの申し出があり８月３日㊌に寄付受
納式を行いました。
　ペットボトル販売１本につき２円として、令和３年度分は、
15,576円を町に寄付していただきました。寄付金は、農林業
の振興に繋がるよう、有効に活用させていただきます。
　「岡崎茶」は、町内では、幸田憩の農園で販売しています。
また幸田営農センターでも、注文を受け付けています。

　昨年12月から開発が進められている幸田須美地区工業用地について、愛知県企業庁で立地エントリーの受け付けが
開始されました。立地エントリーとは、新規開発地区への立地を具体的に検討されている企業を立地エントリー企業
として登録した上で、ニーズや意見などをあらかじめ聴取し、当地区の今後の造成・分譲計画の参考とすることで地
域社会の発展に資する工業用地の形成を目指すものです。立地エントリーの申し込みは土地売買契約を確約するもの
ではありませんが、立地内定企業の決定は、立地エントリー企業が優先されます。
申込み　 愛知県企業庁企業誘致課ホームページから申込書類をダウンロードし、愛知県電子申請・届出システムでご

登録ください。
　　　　＊受付終了期日は申込状況を踏まえ、別途、愛知県企業庁からお知らせします。

問合せ　愛知県企業庁企業立地部企業誘致課企業誘致グループ　☎052-954-6691
　　　　企業立地課 立地推進グループ（内線341）　℻63-5139

⬆あいち三河農業協同組合　代表理事組合長　天
あま

野
の

𠮷
よし

伸
のぶ

さん（右）

⬅ 愛知県企業庁企業誘致課
ホームページはこちら

あ り が と う ご ざ い ま す

幸田須美地区工業用地の立地エントリーが開始されました

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。

　仕事などで昼間保護者のいない小学生を受け入れ「遊
び」や「生活」を支援します。
支援日時　① 月曜日から金曜日…下校後から午後６時30

分まで
　　　　　② 土曜日、祝日（中央小学校で実施）、長期

休業日および学校行事などによる特定休業
日…午前７時45分から午後６時30分まで

　　　　　＊日曜日、お盆期間・年末年始はお休みです。
　　　　　＊ 午後６時以降の利用を希望する場合は、入

会決定後改めて申請する必要があります。
支援場所　小学校敷地内児童クラブ活動室
　　　　　（下表のとおり）
対　　象　 仕事などで昼間保護者のいない家庭の令和５

年度新入学１年生から６年生までの児童
そのほか　• 定員以上の申し込みがあった場合には、低

学年順または家庭での養育の困難性の高い
順に入会決定させていただきます。

　　　　　•長期休業利用の場合、申込状況によっては他クラブに入会していただくことがあります。
　　　　　• 令和４年度に入会していた人でも、令和５年度の入会については改めて申し込みをする必要があります。
申 込 み　 申込用紙に必要事項を記入の上、10月17日㊊から11月30日㊌午後５時15分までにこども課 児童育成グルー

プ（役場１階３番窓口）へ提出してください。
　　　　　＊令和４年度に入会中の場合は、10月17日㊊から11月18日㊎まで所属する児童クラブへの提出も可能です。
　　　　　＊ 申込用紙は、こども課（役場１階３番窓口）および各児童クラブで配布します。また町ホームページか

らもダウンロードできます。

クラブ名 指導場所 連絡先

坂崎第１児童クラブ 坂崎小学校 体育館２階会議室 （0564）62-2924

坂崎第２児童クラブ 坂崎小学校 南館児童クラブ室 （0564）63-1572

幸田第１児童クラブ 幸田小学校 体育館２階会議室 （0564）62-0715

幸田第２児童クラブ 幸田小学校 北舎１階会議室 （0564） 62-2721

幸田第３児童クラブ 幸田小学校 南館１階児童クラブ室 （0564）62-0203

幸田第４児童クラブ 幸田小学校 本館１階多目的室 （0564）62-0226

中央第１児童クラブ
中央小学校 体育館地階児童クラブ専用室

（0564） 62-8126

中央第２児童クラブ （0564）63-3885

中央第３児童クラブ 中央小学校 西館１階児童クラブ室 （0564）62-5755

荻谷第１児童クラブ 荻谷小学校 体育館２階会議室 （0564）62-4222

荻谷第２児童クラブ 荻谷小学校 特別教室棟１階多目的室 （0564）62-1055

深溝第１児童クラブ 深溝小学校 体育館２階会議室 （0564）62-4223

深溝第２児童クラブ 深溝小学校 南館２階特別活動室 （0564）62-6660

豊坂第１児童クラブ 豊坂小学校 体育館２階会議室 （0564）62-2923

豊坂第２児童クラブ 豊坂小学校 東館１階児童クラブ室 （0564）62-0750

問 合 せ　こども課 児童育成グループ（内線133）　℻63-5334

令和５年度幸田町児童クラブ入会のご案内
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活・暮らしを支援するため住民税非課税世帯などに対して、
１世帯当たり10万円を現金で支給しています。
対　象　非課税世帯に該当し、国が定める基準日（令和４年６月１日）時点で住民票がある世帯
　　　　ただし、次の場合のいずれかに該当する世帯は対象となりません。
　　　　・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
　　　　・令和３年12月10日以降に、既に本給付金を受給している場合
【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）】
　非課税世帯の世帯主に７月に「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」を送付しています。
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。
そのほか
• 確認書の提出期限は発行日から3カ月です。提出期限までに提出がない場合は受給を辞退し

たものとみなされます。
• 令和３年12月11日以降に町内に転入された場合は、本給付金の申請に必要な書類が異なりま

すのでお問い合わせください。
• 令和４年度分住民税が確認できない場合は、非課税世帯の確認ができるまで本給付金を支給

できませんので住民税の申告をお願いします。
問合せ　福祉課（内線155）　℻56-6218

職種・採用予定人員・受験資格
職種 採用人員 学歴 受験資格

社会福祉
総合職 若干人

大学
・

短大

以下を満たす人
・ 昭和62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
・社会福祉士資格を令和５年３月31日までに取得または取得見込みの人

介護支援
専門員 若干人

大学
・

短大

以下を満たす人
・ 昭和38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
・介護支援専門員資格を令和５年３月31日までに取得または取得見込みの人

試験日程・会場・試験内容
試験日 会場 試験内容

11月26日㊏ 幸田町福祉サービスセンター 基礎能力検査（言語、数理、論理）、職場適正検査、面接

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
11月４日㊎まで

幸田町社会福祉協議会
（幸田町福祉サービスセンター内）
〒444-0113
幸田町大字菱池字錦田82番地４

受付時間は、午前８時30分～午後５時15分
（土日祝日は除く）

郵便受付 受付期間末日の消印まで有効
（消印なきものは無効）

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、幸田町社会福祉協議会で

お渡しするほか、幸田町社会福祉協議会ホームページからもダウンロードできます。
②提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。
問合せ　幸田町社会福祉協議会　☎（0564）62-7171　℻（0564）62-7254

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受け取りはお済みですか

令和５年４月1日採用　幸田町社会福祉協議会職員の募集

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。

23 広報こうた◉2022(R4).10.1広報こうた◉2022(R4).10.1



＊�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　㊊多文化共生拠点施設相談室
　　　　　㊋～㊎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・予約制）
　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。
　10月８日㊏～21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。
　10月８日㊏～21日㊎　　　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
❹『店ばな工房』(15分)
　幸田町、蒲郡市にあるお店を紹介します。
　10月15日㊏～28日㊎　　　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
❺新番組『時代をたどる－幸田－』(15分)
　地域の人と幸田町役場生涯学習課学芸員をナビゲーターに、幸
田の歴史を古代から現代まで辿ります。
　10月29日㊏～11月11日㊎　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

「インターンシップin消防署」
　今月の表紙は、幸田高等学校の2
年生が消防署のインターンシップに
参加した写真です。参加した生徒た
ちは、消防の業務内容について説明
を受け、消防士と一緒に放水や救急、
救助訓練を体験しました。この体験
を通して消防士のやりがいなどを感
じた様子でした。

　暑さも少しずつ和らぎ、過ごしやす
い季節になりました。そして、町の特
産である筆柿の季節もやってきました
ね。筆柿は甘いのにカロリーは低めな
ので、ついつい食べ過ぎてしまう食欲
の秋にぴったりです。ぜひ味わってみ
てくださいね。（H）

別ショットの写真

鴨下　 一弘
小山　 哲久
江本　　一
羽根渕かず子
成瀬 美代子
小野　 一江
柴田　　勝
長谷 美代子
 床　　昭威
稲吉　 菊子
都築　 アサ
坂本 キヌ江
鈴木 はま子
野田 セツコ
大嶽　 芳久

鴨下　 友希
小山　 哲久
江本　　一
羽根渕　茂
成瀬　　透
小野　 伸之
柴田　 滋之
長谷　 忠雄
 床　　哲也
稲吉　 菊子
都築　 義之
坂本　 寿秀
鈴木　 清一
野田 セツコ
大嶽　 芳久

丸山　　尊
　越　 涼葉
坂本　 瑠亜
深谷　 莉央
本田　 稀夕
丸山　　凛
中畑 日夏莉
上田　 青瑚
　内　 杏丞
桑山　 結吏

本田　 結梛

小林　 蒼波

田中　 千陽

松﨑　 渚月

土田　 彩未

清水　 飛希

齋藤　 亘希

【たける】

【すずは】

【るあ】

【りお】

【きゆ】

【りん】

【ひかり】

【せいご】

【きょうすけ】

【ゆうり】

【ゆいな】

【あおば】

【ちはる】

【なつき】

【あやみ】

【とき】

【こうき】

哲
加奈恵

優
亮次
拓斗

奈穂子
仁志
芳樹
孝明
大季
康晴
由季
優輝
健

兼伍
雄一
靖彦

横落
岩堀
野場
坂崎
岩堀
鷲田
六栗
桜坂
高力
里

幸田
里

鷲田
野場
岩堀
鷲田
岩堀

鷲田
坂崎
鷲田
大草
鷲田

久保田
坂崎
海谷
野場
岩堀
新田
野場
鷲田
里

野場

80
71
71
74
95
91
81
78
86
89
99
87
96
86
81

人口動態

戸籍異動

2022.9.1現在

総人口
　内
世帯数

42,417人（前月比＋14人）
㊚21,517人　㊛20,900人

16,601世帯（前月比＋9世帯）

40人（㊚ 23人／㊛ 17人）
23人（㊚ ９人／㊛ 14人）

160人（㊚ 88人／㊛ 72人）
163人（㊚ 85人／㊛ 78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

8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

８
月
中
の
主
な
異
動

10

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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