
＊�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。
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消防PR動画の撮影を行いました
【女優・モデル「越

お
智
ち
ゆらの」表敬訪問】

　災害時、地域の要である消防団の必要性、重要性を町民に少
しでも理解していただき消防団員確保の礎となるための幸田町
消防PR動画の撮影が、令和２年11月15日㊐から始まりました。
　撮影開始にあたり主演を務める越智ゆらのさん（元Popteen
モデルで現LARMEレギュラーモデル）がドラマ制作を実施す
る株式会社CBCテレビのスタッフと令和２年11月15日㊐に町
長を訪れました。
　町長との会話の中で「柿が大好きです」「完成したら実家のお
ばあちゃんに見てもらいたい」「幸田町の魅力を多くの人に発信
していきたい」など純真さと満面の笑顔が印象的でした。

感謝状をいただきました
【感謝状受領式】

　藤田医科大学への支援としての寄付金に対して、学校法人藤
田学園から、令和２年11月17日㊋に感謝状をいただきました。
　町では、長い間、救急医療と急性期医療の体制強化が課題と
されていました。藤田医科大学岡崎医療センターは、待望の三
河地方初の大学病院であり、町民の医療や救急医療の充実に寄
与しているとともに、昨年８月に藤田医科大学と地域包括ケア
システムの確立に向けた連携協定を結ぶなど、本町にとって非
常に公益性の高い医療機関です。

⬆主演の越智ゆらのさん

⬆右：藤田医科大学　学長　才
さい
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町 長 へ こ ん に ち は ！
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　町指定ごみ袋の値下げにより、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 平成30年10月 令和元年10月 令和２年10月 前年比 １人当たりのごみ量

ごみ量 kg 509,390 494,310 505,270 +10,960
人口 ( 各年 1 日現在 ) 人  41,796  42,292  42,497    +205
１人当たりのごみ量 kg    12.2    11.7    11.9   +0.2 注意

前年と比べて…
■総量で10トン増
■１人当たり200g増
■ 岡崎市中央クリーンセンター

での処理費18万円増

問合せ　環境課ごみ対策グループ（内線273）　℻63-5169

環境課職員が燃やすごみ袋の中身を調査しています。
４袋で重さ15kg ある、燃やすごみを調べてみると、約１割に当たる1.3kg もリ
サイクルできるプラスチック製容器包装やミックスペーパーが出てきました…
ごみの分別意識を持って、燃やすごみを減らしましょう‼

　令和２年４月から、社会実験として、ＪＲ相見駅と
藤田医科大学岡崎医療センターを結ぶ「藤田乗合直行
タクシー」を運行しています。藤田医科大学岡崎医療
センターへお出かけのときは、ぜひご利用ください。
運 行 日　平日のみ（年末年始は運休）
停 留 所　 ＪＲ相見駅（東口側）、藤田医科大学岡崎

医療センター
対 　 象　 町内在住で藤田医科大学岡崎医療センター

へ通院する人など
運 　 賃　無料（社会実験期間中）
予 　 約　 不要です。ただし、定員（８人）を超えた

場合は予約優先とさせていただきますの
で、確実に乗りたい場合は、電話予約をお願いします。また、車いすを利用される人は、車両の手配の都
合上、予約をお願いします。

そのほか　利用状況把握のため、 アンケートへのご協力をお願いします。
予　　約　㈱レミックス　シルバーネット交通
　　　　　☎（0564）56-3081
問 合 せ　企画政策課政策グループ（内線334）　℻ 63-5139

分別をすれば燃やすごみは減ります！

■平成 30 年　■令和元年　■令和２年
１月

（単位：kg）

２月 ３月 ４月 ５月 6月 ７月 ８月 ９月 10 月

１人当たりのごみ量の推移

8

9

10

11

12

13

14

15

帰り
岡崎医療センター発 JR 相見駅着

10：05 10：25
11：15 11：35
12：15 12：35
13：15 13：35
14：15 14：35
15：15 15：35
16：15 16：35

行き
JR 相見駅発 岡崎医療センター着

 7：40  8：00
 8：20  8：40
 9：00  9：20
 9：40 10：00
10：50 11：10
11：50 12：10
12：50 13：10

えこたん日記 Let's go to リサイクル

藤田乗合直行タクシーの社会実験を行っています

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。幸田町役場�☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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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。

　町職員の給料、手当、勤務時間などは、地方公務員法（昭和25年法律第261号）の規定に基づき、条例で定めら
れています。町の人事行政における公平性および透明性を高めるため、町民の皆さんに次の状況を公表します。

１ 職員の任免および職員数に関する状況について
⑴ 職員採用の状況（令和元年度実施） ⑵ 職員の退職の状況（令和元年度）

職種 受験者数 採用者数 区分 退職理由 計男性 女性 計 男性 女性 計 定年 応募認定 自己都合 その他
一般事務職 23人 21人 44人 2人 5人 7人 人数 3人 0人 6人 0人 9人

保育士 1人 15人 16人 0人 3人 3人
消防職 17人 2人 19人 3人 1人 4人
保健師 0人 3人 3人 0人 3人 3人

⑶ 部門別職員数の状況（各年度4月1日現在）
区　　分 職員数 対前年増減数 令和2年の主な増減理由部　　門 平成30年 令和元年 令和2年 令和元年 令和2年

一般行
政部門

議　会 3人 3人 3人 0人 0人

総　務 62人 66人 70人 4人 4人 業務増による増員、被災地支援派遣および「再任用職員によ
る代替」の正規職員による補充

税　務 18人 18人 18人 0人 0人
民　生 102人 103人 103人 1人 0人
衛　生 18人 19人 22人 1人 3人 保健師の確保
農　水 11人 10人 10人 ▲ 1人 0人
商　工 3人 4人 4人 1人 0人
土　木 22人 21人 21人 ▲ 1人 0人
小　計 239人 244人 251人 5人 7人

特別行
政部門

教　育 21人 21人 21人 0人 0人
消　防 51人 53人 55人 2人 2人 出勤体制の確保
小　計 72人 74人 76人 2人 2人

普通会計計 311人 318人 327人 7人 9人

公営企
業等会
計部門

水　道 8人 7人 7人 ▲ 1人 0人
下水道 6人 6人 7人 0人 1人 上下水道部の新設

そのほか 14人 14人 15人 0人 1人 業務増による増員
小　計 28人 27人 29人 ▲ 1人 2人

合　　計 339人 345人 356人 6人 11人
備考　１．公営企業等会計部門の「そのほか」は、国民健康保険、介護保険および後期高齢者医療の部門も含みます。
　　　２．職員数は、町長、副町長および教育長を除いています。

２ 職員の給与の状況について
⑴ 人件費の状況( 令和元年度普通会計決算)

区分 住民基本台帳人口（令和2年3月末現在） 歳出額 (A) 実質収支 人件費（B） 人件費率（B）/（A）
令和元年度 42,430人 180億6,596万円 7億1,282万円 31億1,551万円 17.2%

備考　人件費には、特別職、嘱託員、各種委員などに支給される給料、報酬などを含みます。
⑵ 職員給与費の状況（特別職を除く）

区分 職員数（A） 給与費 1人当たり給与費 
（B/A）給料 職員手当 期末手当･ 勤勉手当 計（B）

令和2年度当初予算 450人 14億8,751万円 2億7,477万円 5億5,555万円 23億1,783万円 515万円
備考　職員手当には、退職手当を含みません。
⑶ 職員の初任給の状況 ⑷ 平均給料月額、平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

区分 初任給 区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 大学卒 188,700円 一般行政職 300,100円 38歳８か月
高校卒 154,900円 技能労務職 254,800円 52歳１か月

⑸ 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）
区分 経験年数10年～14年 経験年数15年～19年 経験年数20年～24年

一般行政職 大学卒 270,400円 318,700円 375,400円
高校卒 － － －

備考　経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。
⑹ 一般行政職の級別職員の状況（令和2年4月1日現在)

区分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計
標準的な職務内容 部長 課長･ 主幹 課長補佐 主任主査 主査 主事・技師 主事・技師

職員数 9人 27人 37人 7人 30人 51人 33人 194人
構成比 4.6% 13.9% 19.1% 3.6% 15.5% 26.3% 17.0% 100.0%

備考　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

人事行政の運営などの状況を公表します
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⑺ 職員手当の状況（令和2年4月1日現在） 支給年額：令和元年度実績
区分 支給の内容 1人当たり平均支給年額

扶養手当 ・子以外の扶養親族および配偶者 1人につき月額6,500円　・満22歳の年度末までの子 1人につき月額10,000円 など    265,863円
住居手当 　借家（借間）　家賃に応じて支給　最高月額28,000円    302,186円

管理職手当 ・部長級 88,500円　・次長級 72,700円　・課長級 62,300円　・主幹級 45,700円    782,470円
時間外勤務手当 　正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給    433,788円

地域手当 　給料、扶養手当、管理職手当の３パーセントを支給    115,368円
特殊勤務手当 　危険、困難、不快などの特殊な勤務をした職員に支給（税務手当、消防業務手当、救急救命業務手当など）     34,962円

期末手当 
勤勉手当 　支給割合

期末手当 勤勉手当
＊職務の級等による加算措置があります。  1,444,682円６月期 1.300月分 0.925月分

12月期 1.300月分 0.925月分

通勤手当 ・交通機関利用者　１カ月当たりの運賃相当額を支給　最高月額　55,000円
・自動車などの交通用具使用　通勤距離に応じて支給　最高月額　45,000円     98,800円

退職手当 ・支給率

自己都合 応募認定・定年

・そのほか加算措置
　定年前早期退職特例措置（２～45% 加算） 10,880,546円

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度 47.709月分 47.709月分

⑻ 特別職の給料・報酬等の状況（令和2年4月1日現在）
区分 報酬等の月額 区分 報酬等の月額 期末手当

町　長 860,000円 議　長 420,000円 6月期 1.7月分
副町長 670,000円 副議長 330,000円 12月期 1.7月分
教育長 620,000円 議　員 300,000円 計 3.4月分

３ 職員の勤務時間・そのほかの勤務条件の状況について
⑴ 職員の勤務時間（標準的なもの） ⑵ 年次休暇の取得状況（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

1週間の
勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 総付与日数

(A)
総取得日数

（B）
対象職員数

（C）
平均取得日数 

(B/C) 取得率（B/A）

38時間45分 午前8時30分 午後５時15分 正午～午後1時 13,211日 3,533日 350人 10.1日 26.7%
⑶ 育児休業および部分休業の取得状況（令和2年4月1日現在）

育児休業取得状況 平成30年度中新たに育児休業を取得した者
育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児休業取得者数 部分休業取得者数

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
０人 10人 ０人 ５人 ０人 ８人 ０人 ５人

４ 職員の分限および懲戒処分の状況について（令和元年度）　　５ 職員の服務の状況について
区分 人数 区分 人数 　地方公務員法に定められた町職員としての義務を周知徹底するため、新

規採用職員研修や階層別研修などの際に、服務制度に係る研修を実施して
います。また、随時通知文などで服務規律の徹底を図っています。分限処分( 休職) 10人 懲戒処分 ０人

６ 職員の研修および人事評価の状況について
⑴ 研修の状況（令和元年度）

研修区分 研修内容 参加人数
市町村振興協会研修センター 課長、法制執務、地方税などの24コース  46人
西三河７市町職員研修協議会 新採後期、一般前期、現任係長などの６コース  46人
部内研修( 町実施研修) 新採、政策課題研修などの９コース 775人
部外研修( 民間研修機関研修) 地方財政講座などの12コース  13人
自治大学校 第３部特別課程　第１部・第２部特別課程  ２人
国際文化アカデミー／市町村アカデミー 全国地域づくり人財塾、自治体におけるSNS の活用など７コース  7人
愛知県市町村職員共済組合 メンタルヘルス（セルフケア、コアマネージメントなど）  2人

⑵ 人事評価の状況　地方公務員法第23条の２第１項の規定により、次の表のとおり人事評価を実施しました。

概要 目標管理により目標の達成度などを評価する業績評価ならびに職務遂行能力の発揮度および執務姿勢を評価する能力評価の総
合評価により評価します。

評価基準日 １月１日／なお、1月から3月までの業績、能力および態度については、評価基準日現在で確認された達成度または進捗率から
期末の業績を見込んで行います。

評価期間 ４月１日～翌年３月31日

被評価者 全職員（再任用短時間勤務職員、嘱託員、非常勤職員などを含む。）。
ただし、育児休業、休職などにより出勤していない職員は、評価期間中の勤務について人事評価を行います。

処遇へ 
の反映

昇任昇給 翌年度の４月
勤勉手当 ４月から９月までの業績評価の結果は12月、10月から翌年３月までの業績評価の結果は翌年６月

７ 職員の福祉および利益の保護の状況について
⑴ 共済組合負担金（令和元年度） ⑵ 職員互助会（令和元年度）

金額 1人当たりの負担金額 金　　額 会員数 1人当たりの公費負担額
３億9,063万円 1,132,259円 4,417,000円 465人 9,499円 

⑶ 職員の健康管理に関する事業の実施状況（令和元年度) ⑷ 公務災害の状況（令和元年度）
区分 受診者数 通勤災害 公務災害

定期健康診断 106人 ０件 １件
人間ドック 231人
脳ドック  21人

問合せ　人事秘書課人事グループ（内線364）　℻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。幸田町役場�☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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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。

項目 内容

身分 任期付職員

職務内容 農業振興、商工観光および土地改良の事業に関すること。

採用予定人数 若干人

任期 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

提出書類 ①受験申込書（下記申込み先またはホームページで配布）
②顔写真（３カ月以内に撮影されたものを受験申込書に添付）

採用方法 面接

そのほか 詳しくは、町ホームページをご覧ください。

申込み １月４日㊊から29日㊎までに、人事秘書課人事グループ（内線364）にお申し込みください。
℻ 63-5139

職種 児童館職員・多世代交流施設職員

募集人員 １人

勤務内容 児童館および多世代交流施設における子どもへの遊びの指導など

勤務場所 町内児童館・多世代交流施設

勤務時間
午前９時30分から午後５時
１日６時間勤務（週18時間以内）
月曜、年末年始は休日

資格など 保育士または教諭資格を有し、子どもと接することが好きな健康な人

給与 フルタイム・パートタイム会計年度任用職員給料・報酬基準による

採用期日 ４月以降

提出書類
①履歴書（市販のもので可、３カ月以内に撮影された写真をのり付けしたもの）
②保育士免許または教諭資格証明書の写し
＊提出された書類などはお返ししません。

採用方法など
採用は、書類審査および面接により決定します。面接日程などについては、後日通知します。
＊採用時期については、欠員状況などにより異なる場合があります。
＊実際の勤務日、勤務時間については、勤務割での調整となります。

申込み １月４日㊊から29日㊎までに、こども課児童育成グループ（内線133）にお申し込みください。
℻ 63-5334

任期付職員を募集します

児童館職員・多世代交流施設職員を募集します！
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　土地の固定資産税は、賦課期日（毎年１月１日）現在の土地の利用状況によって地目を認定し、固定資産税を算出
するための価格（課税標準額）を決定しています。土地登記簿上の地目と利用状況による地目が一致していない場合
は、土地登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を決定します。課税地目が変更された土地は、変更
前と比べて税額が変わる場合があります。

【地目変更により税額が変わる主なケース】
 ①農地（田、畑）を駐車場や資材置き場、建物の敷地（未完成の場合を含む）として利用したとき
 ②住宅を取り壊して更地にしたとき
問合せ　税務課資産税グループ（内線163）　℻63-5139

　固定資産税・都市計画税の減免について、納税義務者が次の対象および要件に該当する場合に申請により減免を受
けられます。

対　象 要　件 減免される額

１

貧困により
生活のため
公私の扶助
を受ける者
の所有する
固定資産

⑴生活保護 生活保護法第11条第１項各号に掲げる扶助を受け
る者

扶助を受けることとなった日
からその理由が消滅した日ま
での間に到来する納期に係る
固定資産税・都市計画税の全
額

⑵母（父）子世帯
幸田町母子家庭等医療費の支
給に関する条例に規定する母

（父）子世帯 • 世帯全員の居住
用の固定資産の
面積の合計が、
家 屋120㎡、 土
地240㎡ を 超 え
ないこと

• 居住用以外の固
定資産を所有し
ていないこと

• 世帯全員の町民
税が非課税であ
ること

申請日以降に到来する納期に
係る固定資産税・都市計画税
の全額

⑶高齢者世帯

①65歳以上の単身世帯
② 65歳以上の者のみで構成さ

れた世帯
③ 65歳以上の者と18歳未満の

者で構成された世帯
④ 65歳以上の者と18歳以上の

者が幸田町心身障害者医療
費助成の受給者を扶養して
いる世帯

⑷障がい者
幸田町心身障害者医療費助成
の受給者または幸田町後期高
齢者福祉医療費助成の受給者

２ 公益のために直接専用させる固定資産の（有料で使用させるものを除く）所有者

（左記条件に該当する固定資
産についての）当該事実に該
当する事由が発生した日から
当該事由が消滅した日までの
間に到来する納期に係る固定
資産税・都市計画税の全額

３ 災害により著しく価値を減
じた固定資産

震災、風水害、落雷、火災、そのほかこれらに類
する災害により著しく価値を減じた固定資産を所
有していること

災害が発生したことにより固
定資産税・都市計画税の減免
を受けようとする申請があっ
た日以後に到来する納期に係
る固定資産税・都市計画税で、
土地については被害面積、家
屋については被害金額の割合
に応じた額

問合せ　税務課資産税グループ（内線163）　℻63-5139

固定資産税（土地）における地目変更について

固定資産税の減免制度

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。幸田町役場�☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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　１月４日㊊から、幸田町障害者地域活動支援センター内に建設
された「幸田町宿泊型自立支援施設　みらい」がオープンします。
１月から３月末までは、幸田町障害者地域活動支援センター利用
者が中心として利用し、４月以降は、町内に居住する在宅障がい
者に対して利用を促進していきます。ぜひ、ご活用ください。

「幸田町宿泊型自立支援事業」とは？
　自立した生活を営むことを希望する障がい者に居室を確保し、
一人暮らしまたは共同生活住居（グループホームなど）での生活
に向け、体験的な宿泊の場を提供する事業で、当該障がい者およ
びその保護者・支援者などの福祉の増進を図ることを目的として
います。

と　　き　毎週月曜日から金曜日　午後４時～翌日午前９時
　　　　　＊ 土日、盆（8/13～8/16）、年末年始（12/29～1/3）を除く
利用期間　２泊３日以内
　　　　　＊月曜日の午後４時から金曜日の午前９時までの範囲
と こ ろ　幸田町宿泊型自立支援施設　みらい　（菱池字城山143-1　幸田町障害者地域活動支援センター内）
対　　象　 町内に居住（施設に入所および入院している人を除く）する障がい者などで、自宅以外での宿泊体験を通

して自立した日常生活および社会生活を営むことが促進される人
定　　員　４人　＊先着順（必要状況により変わることがあります）
料　　金　無料　＊食費は実費負担
利用方法　 ①事前相談⇒　②事前登録・利用契約の締結⇒　③利用予約⇒　④利用開始と手続きが必要となります。

詳しくは、「幸田町宿泊型自立支援施設　みらい」までお問い合わせください。
問 合 せ　幸田町宿泊型自立支援施設　みらい　（幸田町障害者地域活動支援センター内）
　　　　　☎080－7421－9987（みらい受付専用ダイヤル）

　令和２年11月20日㊎、町民会館つばきホールで、令和２年度幸田町社会福祉大会を開催しました。新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じた上での開催となりましたが、社会福祉の発展に貢献された皆さんの顕彰や、白寿（10人）・
米寿（162人）・ダイヤモンド婚（18組）・金婚（52組）を迎えられた皆さんをお祝いしました。

問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線154）　℻56-6218

＊�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。

⬆「幸田町宿泊型自立支援施設　みらい」がオープン！

⬆表彰式の様子 ⬆受賞者の皆さん

幸田町宿泊型自立支援事業（障がい支援事業）が始まります！

社会福祉の発展へ　―令和２年度幸田町社会福祉大会―
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町内の国民健康保険加入者の皆さんへ
　国民健康保険に加入している人を対象に、夜の運動教室を開催します。日頃運動不足だと感じている、運動したい
けど日中は時間がない、家でもできるトレーニングやエクササイズなどを知りたい、というあなた！　健康運動指導
士が丁寧に教えてくれます。この機会にぜひ参加してみませんか。
と　　き　水曜日コース（全２回）　①２月10日㊌「気軽でゆったりストレッチ講座」
および内容　　　　　　　　　　　　 ②２月17日㊌「目覚めよ身体！　イスでできるお手軽筋肉体操」
　　　　　木曜日コース（全２回）　①３月４日㊍「気軽でゆったりストレッチ講座」
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②３月11日㊍「目覚めよ身体！　イスでできるお手軽筋肉体操」
　　　　　すべて午後６時30分～７時30分　（水曜日コース、木曜日コースの講座内容は同じです）
と こ ろ　中央公民館　ホール
対　　象　町内在住の40歳以上の国民健康保険加入者で２日間参加できる人
定　　員　各コース15人　＊申込多数時は抽選
講　　師　岡崎市医師会　健康運動指導士　野

の

村
むら

 征
せい

司
じ

 氏
参 加 費　無料
持 ち 物　タオル、飲み物、筆記用具、運動靴。運動のできる服装でお越しください。
そのほか　血圧が高い人など、運動に不安がある人はかかりつけ医にご相談ください。
申 込 み　水曜日コースまたは木曜日コースを選んでいただき、１月22日㊎までに保険医療課国保年金グループ
　　　　　（内線142）へお申し込みください。　℻63-5334

　令和２年11月15日㊐、22日㊐にとぼね運動場でソフトボールジュニア大会が開催されました。従来は５年生以下の
新チームとなってからの大会でしたが、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により夏の町大会が中止となり、
６年生までを参加対象として開催されました。優勝は岩堀子ども会、準優勝は豊坂南部子ども会、３位は荻谷子ども
会と坂崎子ども会でした。

問合せ　こども課児童育成グループ（内線133）　℻63-5334

「１日の終わりに！ 夜の運動教室」に参加しませんか

ソフトボールジュニア大会が開催されました

⬆準優勝　豊坂南部子ども会

⬆３位　坂崎子ども会

⬆優勝　岩堀子ども会

⬆３位　荻谷子ども会

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。幸田町役場�☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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　令和２年11月15日㊐、秋の火災予防運動の一環として、消防団員が防火広報する防火パレードを実施しました。消
防団員は、町で火事が起きないように火の取り扱いや住宅用火災警報器の設置について町民に広報しました。その後、
消防団員は実際の火災に備え、六栗住民広場で出動訓練を行いました。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響で訓練が十分に実施できない中、現場を想定した緊張感ある訓練となり、
安全確実な消火活動と消防署との連携が確認できました。
　町民の皆さんへ
　空気が乾燥する季節です。火の取り扱いには十分注意しましょう！
問合せ　庶務課庶務グループ
　　　　☎（0564）63-0514　℻（0564）63-1189

　消防本部では、令和２年11月20日㊎、最新式の陽・陰圧装置付搬送用具のバイオトランポートバッグを消防署に配
備し、取扱説明会の実施後、運用を開始しました。このバイオトランスポートバッグは、感染症の疑いがある傷病者、
免疫力が低下している傷病者用の搬送具です。陽圧と陰圧の２つのモードを、用途に応じて切り替えることが可能で、
搬送時に救急隊員への感染防止を考慮した構造になっています。搬送用具の選定では、持ち運びが容易な組立式を採
用しました。
　今後も、感染防止の徹底を図り、町長の公約である安全安心なまちづくりの一環として、町民の「安全・安心」を
守ります。
問合せ　消防本部
　　　　☎（0564）63-0119　℻（0564）63-1119

＊�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。

⬆防火パレード　「火災予防広報、出発！」

⬆感染症の傷病者などを搬送します

⬆消防団出動訓練

⬆取扱説明会を実施しました

防火パレード・消防団出動訓練を実施しました

最新式の感染症対策搬送用具の運用を開始
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　高齢運転者の交通事故の防止および安全運転意識の向上を図るため、後付け急発進等抑
制装置（ペダル踏み間違い急発進等抑制装置）の購入設置費用の一部を補助する制度を３
月31日㊌まで、実施しています。また、同様にドライブレコーダーについても補助制度が
ありますので、ご利用ください。

後付け急発進等抑制装置 ドライブレコーダー

補助額
購入設置費用の８割（1,000 円未満切り捨て）
　上限額　障害物検知機能付き　32,000 円
　　　　　障害物検知機能なし　16,000 円

購入設置費用の５割（100 円未満切り捨て）
　上限額　10,000 円

対象装置
 国の性能認定制度で認定された後付けの急発進
等抑制装置
 （車種によって、取り付けできない場合がある
ため、事前に販売店に必ずご確認ください）

エンジンをかけると自動的に録画を開始する機
能を有し、有効画素数が 200 万画素以上で４
時間以上記録ができ、パソコンで再生できるも
の

対象者

次のすべてに該当する人
・令和３年３月 31 日時点で満 65 歳以上（昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれ）
・装置の設置日および申請日において町内に住所を有していること
・有効期限内の自動車の運転免許証を保有していること
・町税および自動車税を滞納していないこと

対象自動車
次のすべてに該当する自動車
・普通、小型自動車または軽自動車で、車検証に自家用と記載されているもの
・車検証の使用者の欄に補助対象者の氏名が記載されているもの

そのほか 申請方法は、町のホームページをご確認いただくか、防災安全課までお問い合わせください。

問合せ　防災安全課安全対策グループ（内線372）　℻63-5139

①認知症サポーター養成講座（基礎編）

　認知症を正しく理解し、認知症の人の見守り活動などを行う認知症サポーターを養成します。
と　き　休日の部：２月14日㊐　午後１時30分～３時30分
　　　　平日の部：２月16日㊋　午後６時30分～８時30分
ところ　中央公民館 ホール
対　象　 町内在住・在勤で認知症に関心があり、認知症の人や家族に対し理解を深め、無理のない範囲で温かく見守

ることのできる人
申込み　２月８日㊊までに地域包括支援センターへお申し込みください。
　　　　　☎（0564）62－7331

②認知症サポーターフォローアップ講座

　認知症サポーターがより実践的な活動ができるように、認知症の人への声掛けや具体的な対応方法について学びま
す。
と　き　休日の部：２月28日㊐　午後１時30分～３時30分
　　　　平日の部：３月２日㊋　午後６時30分～８時30分
ところ　中央公民館 ホール
対　象　町内在住・在勤で本年度または過去に認知症サポーター養成講座（基礎編）を受講した人（認知症サポーター）
申込み　２月８日㊊までに地域包括支援センターへお申し込みください。
　　　　☎（0564）62－7331

安全運転支援装置設置費補助制度が
３月31日で終了します！

認知症サポーター養成講座を開催します

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。幸田町役場�☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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⃝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331）℻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
　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
⃝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 介護保険グループ（内線157）℻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 soudan@sk2.aitai.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　福祉サービスセンター
　問合せ　幸田町地域包括支援センター ☎62-7331　℻62-7254
⃝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
　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業所
　相談員　相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士
　そのほか　ご家庭への訪問相談も行っています（要予約）。
　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

幸田町へ
⃝㈱中條総合保険リスクマネージメントサービス／金9,100円
幸田町社会福祉協議会へ
⃝鈴木誠／金1,000円
⃝㈱石原組従業員一同／金1,200円

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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（敬称略）

＊�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。



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
　＊第１週は休止。
　（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。
　１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
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です。
　１月16日㊏～29日㊎　　　１週目　９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　２週目　10：30、15：30、20：00放送
❹『令和３年幸田町新春大凧試し揚げ』(15分)
　参加する全団体の凧の紹介と当日の様子をお届けします。
　１月16日㊏～29日㊎　　　１週目　10：00、17：30、22：15放送
　　　　　　　　　　　　　２週目　９：45、16：45、19：45放送
❺『幸田発！ハツラツさん紀行』(15分)
　幸田町のハツラツさんを紹介します。
　１月23日㊏～２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
　１月１日㊎～４日㊊は年始特別編成でお届けします。詳しくは
ホームページをご覧ください。
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

版画の説明
「こうた凧揚げまつり」
　町の正月のイベントは畳10畳を超える大凧に、美しいデザインの凧
が新春の青空に舞い上がるとのこと。
　島原市に令和２年10月、幸田町より姉妹都市提携３周年を記念して、
大凧が寄贈されました。７畳の大凧には、松平家 島原藩初代藩主の
松
まつ

平
だいら

忠
ただ

房
ふさ

公が描かれており、島原市の新庁舎に飾られています。「こ
うた凧揚げまつり」の壮大な力強い思いを、三河武士の役者絵として
の表現をいたしました。

小
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俳句の説明
大
おお

見
み

得
え

の　凧
たこ

に白
びゃっ

光
こう

　透
す

いており
　凧に見得を切っている顔が描かれています。空を飛んでいるその凧
に、年明けの太陽の光が透いているという、おめでたい情景を思い浮
かべながら詠みました。
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石原　　丈

中嶋　 彪月

稲吉　　紅

伊奈　 宗介

橋本　 侑弦

夏目　 紬希

野澤　 李心

喜多　　汐

 谷　　篤人

志賀　 柚月

山本　 結菜

片上　 月詩

秋山　　馨

岩瀬　 颯真

河野　 侑晟

岸川　 朔士

宮嶋　 一歌

廣田　 和志

鈴木　 颯泰

垣崎　 壮冴

山本　 唯乃

【じょう】
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俊二

弘治

知哉

拓也

衛毅

裕暢

日奈子

大起
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史尚

芳樹

慎之介

玄太郎

義明

賢治

和輝

努

貴浩

幸司

仁進

智也

鷲田

鷲田

岩堀

大草

鷲田

上六栗

鷲田

里

坂崎

六栗

大草

横落

芦谷

大草

六栗

高力

永野

横落

芦谷

横落

鷲田

伊奈　 義雄

髙橋　 冨枝

吉川　ツルミ

山本　 　雄

中根　美津子

佐　間　　子

鈴木　 貴美

中根　　保

山本　 重光

佐野　 眞治

伊奈　　朗

髙橋　 美恵

吉川　 正作

山本　 　雄

中根　美津子

尾﨑　　勝

鈴木　 金治

中根　　保

山本　 晴弘

佐野　 宗宏

芦谷

大草

岩堀

市場

里

市場

海谷

坂崎

坂崎

須美

76

98

96

83

99

94

51

84

84

79

人口動態

戸籍異動

2020.12.1現在

総人口
　内
世帯数

42,589人（前月比＋88人）
㊚21,635人　㊛20,954人

16,492世帯（前月比＋62世帯）

32人（㊚ 18人／㊛ 14人）
22人（㊚ 12人／㊛ 10人）

171人（㊚ 97人／㊛ 74人）
94人（㊚ 57人／㊛ 37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。

死亡者 年齢 世帯主 区

11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

11
月
中
の
主
な
異
動

1

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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