
＊�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。

令和２年１月から町指定ごみ袋の値下げをしました。
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。

５月の燃やすごみの量
区分 単位 令和元年５月 令和２年５月 令和３年５月 前年と比べると…

ごみ量 kg 531,940 603,690 565,530
良好だよ

人口（各年1日現在） 人  42,136  42,487  42,684 ■総量で約38トン減
■１人当たり約1キログラム減
■ 岡崎市中央クリーンセンターで

の処理費約68万円減１人当たりのごみ量 kg    12.6    14.2    13.2

ごみの分別状況を調べてみると…
　環境課職員が、六栗区内の
ごみステーションの分別状況
を確認しました。ごみ袋10袋
で重さは約36.5キログラム。
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、古着が計
5.7キログラム燃やすごみと
して出されていました。混入

　本年度、「緑のふるさと協力隊員」として派遣されている西
さい

條
じょう

大
だい

地
ち

さんが町内で農林業を中心とした現場作業や地域のコミュニ
ティ活動に参加しています。「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に取り組
む農山村貢献プログラムです。派遣されてからこれまでに、ナス
やイチゴの収穫、田植え、ブドウの剪定などを手伝っており、６
月２日㊌には、須美地内で露地モモの袋掛け作業を行いました。
東京都出身の西條さんは「この４月に派遣されるまで、農作業の
経験はなかった」と言いながらも、手際よく袋掛けをしていまし
た。派遣期間は令和４年３月中旬までで、今後も筆柿の収穫など
の活動をしていきます。
問合せ　産業振興課農業振興グループ（内線265）　FAX63-5129

率は約15.6パーセントなので、５月分の燃やすごみの量約566トンで換算すると、約88トンがリサイクル可能な資源
ごみと言えます。
　特に古着の混入が多く見られました。各団体が行う資源回収や、資源拠点回収、平日資源等拠点回収などに出すよ
うにしてください。詳しくは、家庭ごみ収集カレンダーをご覧ください。
一人一人のちょっとした心掛けで燃やすごみは減らすことができます。ごみの分別にご協力をお願いします！
問合せ　環境課ごみ対策グループ（内線273）　FAX63-5169

⬆ミックスペーパー
　約2.3キログラム

⬆プラスチック製容器包装
　約1.2キログラム

⬆古着
　約2.2キログラム

⬆露地モモの袋掛け作業をする西條さん

人事・職員等（人）

緑のふるさと協力隊員が活動しています！
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問合せ　環境課環境保全グループ（内線272）　FAX63-5169

環境課です。
町では「あいち森と緑づくり環境活動·学習推進事業」の交付
金を使って役場庁舎、福祉施設、教育機関などの各施設で緑の
カーテンを設置しています。

役場庁舎だけでなく、学校や保育園などでも緑のカーテンを育ててるんだね。ところで、緑のカーテンと
は一体どういうものなの？

地球温暖化の防止にも役立つんだね。私も緑のカーテン始めてみよう
かな。

環境課

環境課

環境課

ゴーヤやアサガオなどのつる性の植物をカーテンのように育てて、葉っぱで窓や壁を覆うようにし、夏の
強い日差しを和らげるようにするものです。日差しを遮ることで、壁や地面の表面温度を抑えたり、根か
ら吸い上げた水分を葉から蒸散することで、周りの熱を奪い、室内に入ってくる空気の温度を低くするこ
とができます。冷房の使用を控えることができ、地球温暖化防止にも役立っています。

緑のカーテンは日差しを防ぐだ
けではなく、実ったゴーヤを調
理して食べたり、アサガオの花
を使って色水を作って遊んだ
り、子どもたちが自然と触れ合
うきっかけにもなっています。
夏の定番となりつつある、緑の
カーテン。皆さんも始めてみて
はいかがでしょうか。

えこたん

　町では７月から19歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている人を対象に、無料で住民健診
を行っています。この健診は、新型コロナウイルス感染症の影響により予約が必要です。受診を希望する場合は、保
険医療課までお申し込みください。
＊健康保険組合などから発行された受診券をお持ちの人も受診することができます。
＊お申し込みは、５月に発送しました「住民健診（特定健診）について」に付属する申込
　ハガキを返送していただくか、保険医療課にお問い合わせください。
＊国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、本年度に住民健診や人間ドックを
　受診済みもしくは受診予定の人は申し込みできません。
問合せ　保険医療課国保年金グループ（内線142）・医療グループ（内線144）　FAX63-5334

すこっぴー

健診は一日、
健康は一生。

⬆わしだ保育園の緑のカーテン

⬆幸田あけぼの第二幼稚園の緑のカーテン

⬆老人福祉センターの緑のカーテン

医療（聴診器）

Kankyostagram 環境スタグラム Vo.17

住民健診をまだ予約していない人へ

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。

全国大会入賞
【All Japan Cheerleading&Dance Championship USA All Star Nationals 2021 −全国選手権大会− 部門３位報告】

　幸田小学校の４年生岩
いわ

住
ずみ

蒼
さ

南
な

さんと３年生深
ふか

谷
や

優
ゆ

月
づき

さんが所属するチ
アダンス団体「L

レ ク ラ

'eclat」のチーム「L
ル

e m
ミ エ ル

iel」が、チアダンス全国大会
のMini編成 Pom部門 Medium Aの部門で全国３位に入賞し、その報
告のために６月16日㊌に町長を訪問しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、映像審査となりましたが、
東海大会の地区予選にエントリーし、全国大会進出基準の条件（75点以
上）を獲得して全国大会出場が決定し、全国大会では９チームによる映
像審査で見事入賞しました。
　岩住さんと深谷さんは「ビデオ審査だったので、何回も撮り直して大
変だった。チアダンスは動きをあわせるのが大変だけど、入賞できてと
てもうれしい」と話してくれました。

【父の日にバラをプレゼント】

　須美区在住のバラ栽培農家、朝
あさ

岡
おか

淺
あさ

次
じ

郎
ろう

さんが６月15日㊋
に「父の日のバラ」を寄贈するため町長を訪問しました。朝岡
さんは、「父の日にあたり、〝幸田町の父〟である町長にバラを
渡して、感謝の気持ちを伝えたい」と、今年も数種類の見事な
バラを持参してくださいました。いただいたバラは役場１階ロ
ビーなどに飾らせていただきました。

今年も素敵なバラが届きました

　新型コロナ感染症拡大防止のため、規模を縮小し実
施します。
　発生が懸念される南海トラフ地震を始めとする大規
模災害を想定し、災害対策本部および各自主防災会が
実践的な訓練を実施し、大規模災害発生時における初
期行動、相互協力体制の確立および訓練参加者の防災
意識の高揚を図ります。
と　き　９月４日㊏　午前９時～
ところ　役場、各地区避難所
問合せ　消防本部予防防災課　☎（0564）63-0513
　　　　FAX（0564）63-1189

⬆左：岩住さん　右：深谷さん

⬆右：町長へバラを寄贈する朝岡さん

⬆避難所開設の様子

防災／防災安全課

町 長 へ こ ん に ち は ！

幸田町総合防災訓練を実施します
～大地震に備えるために、訓練と日頃からの心構えが必要です～
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　熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、
熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。
　発表されている日には以下の行動をとりましょう。
①外出はできるだけ控え、昼夜を問わず、エアコンなどを使用して暑さを避けましょう
②高齢者、子ども、持病のある人、肥満の人、障がい者など熱中症のリスクの高い人に声を掛けましょう
③ のどが渇く前にこまめに水分補給する（１日あたり1.2リットルが目安）、屋外で人と十分な距離（２メートル以上）

を確保できる場合は適宜マスクを外すなど、「熱中症予防行動」を実践しましょう
④ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）＊に応じて屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は、原則 中止または延期

をしましょう
⑤暑さ指数（ＷＢＧＴ）＊を確認し、行動の目安にしましょう

＊暑さ指数（ＷＢＧＴ）とは
　気温、湿度、輻射熱（日差しなど）からなる熱中症の危険性を示す指標で、「危
険」「厳重警戒」「警戒」「注意」「ほぼ安全」の５段階があります。段階ごとに熱中
症を予防するための生活や運動の目安が示されています。
環境省熱中症予防情報サイトで確認できます。

「熱中症警戒アラート」は
環境省のＬＩＮＥ公式
アカウントで確認できます。

⬅ 環境省熱中症予防情報
　サイトはこちら

⬅ ＬＩＮＥの
　友達追加は
　こちら

問合せ　消防署・救急救助担当　☎（0564）63-0119　FAX（0564）63-1119

　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４年３月31日㊍まで

対象者
次のすべてに該当する人
•補助金の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。
•申請年度末日において65歳以上であること。

対象装置

次のいずれかの機能を有する装置
① 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
② 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 補助対象装置の購入費用の５割（1,000円未満切り捨て）　上限額　7,000円

申請方法 装置を購入した後、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。
①領収書のコピー　②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

そのほか

①令和３年４月１日以降に購入したものが対象となります。
② 装置を購入してから１カ月以内または令和４年３月31日のいずれか早い期日までに申請をしてくだ

さい。
③交付申請は１世帯につき１台のみです。
＊詳細は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）　FAX63-5139

防災／防災安全課

税関係／税務課・財政課

「熱中症警戒アラート」が発表されたら予防行動をとりましょう

特殊詐欺対策装置購入費補助金制度について

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。

　町内にある保育園、幼稚園などで、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。
予約は不要な施設と事前予約が必要な施設があります。

施設 とき 問合せ
幸田町立保育園 ９月２日㊍・３日㊎　午前９時30分～11時 こども課保育所グループ（内線132）
たつみ第二幼稚園 ８月27日㊎　午前10時30分～正午 入園事務局　☎（0564）53-0250
幸田あけぼの第一幼稚園 ９月３日㊎　午前10時～正午 ☎（0564）62-8032
幸田あけぼの第二幼稚園 ９月７日㊋　午前10時～正午 ☎（0564）62-7363

幸田みやこ
認定こども園

９月６日㊊・７日㊋・９日㊍
午前10時～11時30分

☎（0564）62-7674
Eメール：koutamiyako2017@gmail.com
９月３日㊎までに電話かメールにて事前
予約（当日予約も空きがあれば可）

リトルラビット保育園 ９月７日㊋・８日㊌ 午前９時15分～10時30分 ☎（0564）63-4646
Kids school
さくらんぼ幸田 ８月21日㊏　午前９時30分～10時30分 ☎（0564）62-8817

８月２日㊊～６日㊎までに事前予約
Kids school
でんでんむしハウス ８月21日㊏　午前９時30分～10時30分 ☎（0564）63-1101

８月２日㊊～６日㊎までに事前予約
ももの木保育園 ９月９日㊍・10日㊎　午前９時30分～11時 ☎（0564）62-2390

ゆめのき保育園 ８月22日㊐　午前９時～９時40分
☎（0564）83-5577
８月２日㊊～６日㊎までの午前９時30分
～10時30分の間に事前予約が必要

町内教育・保育施設一覧
施設 園名 住所 対象年齢 保育時間 備考

幸田町立
保育園

坂崎保育園 坂崎字揚り山11-１

10カ月～５歳児

午前7：30～午後6：00

土曜日午前中の
み利用の場合は
各園で実施
土・日・祝日の
１日利用は、菱
池保育園で実施

大草保育園 大草字北川後50 午前7：30～午後7：00
わしだ保育園 菱池字大久後16-１ 午前7：30～午後6：00
菱池保育園 菱池字前田25-１ 午前7：30～午後8：00
幸田保育園 芦谷字宮ノ根14-１ 午前7：30～午後7：00
豊坂保育園 野場字井戸田40-１ 午前7：30～午後6：00
深溝保育園 深溝字天上坂１-１ 午前7：30～午後7：00
里保育園 深溝字宮前５ 午前7：30～午後6：00

私立幼稚園
たつみ第二幼稚園 坂崎字上田11-４ 満３歳～５歳児 午前8：30～午後3：00 別途預かり保育、

休日預かりあり
幸田あけぼの
第一幼稚園 大草字長根野58-１ 満３歳児～５歳児 午前8：30～午後3：00 別途預かり保育

あり

私立幼稚園型
認定こども園

幸田あけぼの
第二幼稚園 深溝字小杉山57

２・３号認定
２歳児～５歳児 午前7：30～午後6：00

土：午前中のみ
日・祝日：休園１号認定

満３歳～５歳児 午前8：30～午後3：30

私立幼保連携型
認定こども園

幸田みやこ
認定こども園 六栗字呉服１-１ ６カ月～５歳児 午前7：00～午後6：00 土：午前中のみ

日・祝日：休園
事業所内
保育事業所

リトルラビット
保育園 野場字井戸田178 ７カ月～２歳児 午前7：30～午後6：30 土：午前中のみ

日・祝日：休園

小規模
保育事業所

（Ａ型）

Kids school
さくらんぼ幸田 大草字松山48-１ １歳児 午前8：00～午後6：00 土・日・祝日：休園

Kids school
でんでんむしハウス 大草字松山48-１ ２歳児 午前8：00～午後6：00 土・日・祝日：休園

ももの木保育園 荻字流レ石29-５ ２カ月～２歳児 午前7：30～午後6：30 土・日・祝日：休園
ゆめのき保育園 野場字常口19-２ 10カ月～２歳児 午前7：30～午後6：30 土・日・祝日：休園

問合せ　こども課保育所グループ（内線131）　FAX63-5334

キッズ・子育て／こども課

町内保育園などの自由見学に参加しよう
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第１希望園 受付日 受付時間 場所
わしだ保育園

10月７日㊍

午前10時～10時45分

町民会館
あじさいホール

坂崎保育園 午前10時45分～11時30分
菱池保育園 午後１時30分～２時30分
豊坂保育園 午後２時30分～３時
幸田保育園

10月８日㊎

午前10時～10時45分
深溝保育園 午前10時45分～11時30分
大草保育園 午後１時30分～２時30分
里保育園 午後２時30分～３時

◉町立保育園入園申し込み
入園対象児童　平成28年４月２日以降に出生し、次の入園基準に該当し、同居の親族で保育にあたる人がいない児童
入園基準　

保育を必要とする状況 0～2歳児 3歳以上児
家庭外労働　外勤（常勤、パート）、農
業（30アール以上）、自営業（居宅外）

１カ月の労働時間が90時間以上
（目安：１日の就労時間が６時間以上
で、１カ月の就労日数は15日以上）

１カ月の労働時間が60時間以上
（目安：１日の就労時間が４時間以上
で、１カ月の就労日数は15日以上）家庭内労働　自営業（居宅内）、内職

母親の出産 出産予定日の産前６週間の月の初日から産後８週間の月の末日まで
疾病など　病気（入院・通院）、心身障
がい 医師の診断書や障がい者手帳などにより保育ができないと認められる場合

同居親族の病人看護
１カ月の看護が90時間以上

（目安：１日の看護時間が６時間以上
で、１カ月の看護日数は15日以上）

１カ月の看護が60時間以上
（目安：１日の看護時間が４時間以上
で、１カ月の看護日数はおおむね15日
以上）

災害の復旧　震災、風水害、火災など 災害により児童の居宅を失い、または破損した場合にその復旧のために保育
ができない場合

就学 １カ月の授業時間が90時間以上 １カ月の授業時間が60時間以上

そのほか 上記以外で保育を必要とする場合（例：求職活動中、保護者が育児休業中の３
歳以上児）

＊ 詳細は「令和４年度保育園入園案内」をご覧ください。入園案内は９月２日㊍以降に各施設で配布します。
申込書の配布　９月２日㊍～10日㊎（平日のみ）の午前９時～11時に、希望園の職員室で申込書を受け取ってくださ
い。申込書は全園共通です。９月13日㊊以降はこども課で配布します。
令和４年度からの入園申し込みの主な変更点　令和４年度から以下の点が変更になりました。今後、入園を希望され
る人は必ずご確認ください。
・ これまでに入園申し込みをされた人は、児童が保育園に入園できるまで申込書は有効としていましたが、今後は、

年度ごとに申し込みが必要です（令和３年度までの過去の申込書は、令和４年３月31日をもって失効）。現在入園
待ちをしている人で、令和４年度に入園希望の人は改めて申し込みをしてください。

・ 育児休業から仕事復帰する場合の入園申し込みは、令和４年10月１日までに仕事復帰をされる人が対象です。それ
以降に仕事復帰する予定で、入園希望の人は、入園希望月の２カ月前の月に申し込みをしてください（例：令和４
年11月１日入園希望の場合は、令和４年９月１日～30日が申込受付期間）。

入園申込受付日程
＊ 第１希望の保育園の受付日に、入園希望

のお子さんと一緒にお越しください。
＊ 10月11日㊊以降は、こども課保育所グ

ループ（１階３番窓口）で受け付けます。

令和４年度分入園申込受付期間　10月７日㊍～11月15日㊊
入園決定　入園基準に該当し、保育を必要とする程度の優先順位により決定します。
◉幼稚園・認定こども園入園申し込み
　入園願書配布と受付については、広報こうた９月号でお知らせします。
◉事業所内保育事業所・小規模保育事業所入園申し込み
　９月２日㊍以降にこども課で申込書を受け取り、10月11日㊊以降にこども課へ提出してください。申込書は町立保
育園と共通です。なお、町立保育園とは保育内容や保育料以外の料金などが異なりますので、各事業所の保育内容な
どをご確認の上、お申し込みください。　
問合せ　こども課保育所グループ（内線132）　FAX63-5334　

キッズ・子育て／こども課

令和４年度町立保育園入園申し込みのご案内

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

一般事務職

若干人

大学
短大
高校

・ 平成６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４年３月31
日までに卒業見込みの人

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４年３月31日までに卒業見込みの人

技術職
(土木・建築) 若干人 同上

・ 平成３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４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。

保健師 若干人 大学
短大

・ 昭和60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４年３月31
日までに卒業見込みの人

＊保健師資格を令和４年３月31日までに取得または取得見込みの人

学芸員 若干人 大学
・ 平成４年４月２日以降に生まれた人で、左記学歴において、歴史学、考古学ま

たは民俗学を専攻し、卒業または令和４年３月31日までに卒業見込みの人
＊埋蔵文化財の発掘調査の経験を有する人
＊学芸員資格を令和４年３月31日までに取得または取得見込みの人

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４年３月31
日までに卒業見込みの人

＊保育士資格を令和４年３月31日までに取得または取得見込みの人

消防職 若干人
大学
短大
高校

・ 平成８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４年３月31
日までに卒業見込みの人

＊両眼とも矯正視力1.0以上で、赤色、青色および黄色の色彩の識別が可能な人
＊他職と同様に性別要件はありません。

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

一次試験
11月27日㊏

役場
中央公民館
町民会館

・ 一般教養試験（一般事務職（就職氷河期世代対
象）および学芸員は、論文試験）

・ 職場適応性検査
・ 専門試験（技術職、保育士のみ）
・ 実技試験（学芸員のみ）

11月28日㊐ 役場 ・ 人事担当者面接

二次試験 令和４年１月15日㊏および令和４年１月
16日㊐のうち町が指定する１日間 役場 ・ 最終面接

・ 体力テスト（消防職のみ）

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 ９月１日㊌～
30日㊍まで

人事秘書課
人事グループ

（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）

郵便受付 受付期間中の消印があるものが有効（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、人事秘書課（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：120ミリメートル×235ミリメートル）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365)　FAX63-5139

9/1から
受付開始

人事・職員等（人）

令和４年４月１日採用　幸田町職員を募集します
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◉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28.7㎞を競走します。
と　　き　12月４日㊏
と　こ　ろ　愛・地球博記念公園（モリコロパーク）

◉幸田町代表選手選考会

と　　き　９月18日㊏午前９時～　小雨決行
　　　　　＊中止の場合は９月19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：1.39㎞ ②小学生女子：1.39㎞ ③中学生男子：3.15㎞ ④中学生女子：3.15㎞ ⑤ジュニア男子：4.50㎞
⑥ジュニア女子：4.50㎞ ⑦一般男子：5.40㎞ ⑧一般女子：3.15㎞ ⑨40歳以上（男女不問）：2.25㎞
　ただし、各部門の参加者が２人以下の時は、お持ちの大会記録を申告してもらい選考をします。
出場資格　９月１日現在、町内に在住または在勤者。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15（2003）年４月２日から平成18（2006）年４月１日までに生まれた人
・一般（高校卒業以上）：平成15（2003）年４月１日以前に生まれた人
・40歳以上：昭和56（1981）年12月４日以前に生まれた人
そのほか
・代表選手は11月23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２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193）へお申し込みください。
　　　　　FAX63-1675　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

　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２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 36件 ６件 15件 15件 ０件
個人情報開示請求 15件 ８件 ２件 ５件 ０件

審査請求の件数と処理内容（７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 ２件 ０件 ０件 ０件 ０件 ２件
個人情報開示請求 ３件 ０件 ０件 ２件 ０件 １件

問合せ　総務課法規グループ（内線353）　FAX63-5139

⬆一昨年度の選手団

スポーツ／生涯学習課

公文書

愛知万博メモリアル駅伝代表選手選考会を開催します

公文書開示請求と個人情報開示請求の実施状況

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　＊11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
⃝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）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３年度の６月・９月・12月・３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
⃝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 福祉グループ（内線151）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 福祉グループ（内線151）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
　　　　　＊Ｅメール変わりました。
⃝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　FAX62-7254
⃝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　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
　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
　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
⃝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

幸田町へ
⃝㈱中條総合保険／金8,400円
幸田町社会福祉協議会へ
⃝㈱石原組従業員一同／金1,200円
⃝鈴木誠／金2,000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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毎月の相談

寄付
（敬称略）

ありがとうございます



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
　（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14日㊏〜20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。
　８月14日㊏～20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。
　８月21日㊏～９月３日㊎　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
❺『幸田イチオシみっけ』(15分)
　幸田町のイチオシを紹介します。
　８月21日㊏～９月３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

版画の説明
「平和」
　長崎へ原子爆弾が投下されたのは昭和20年８月９日木曜日午前11時
２分。
　令和２年に長崎は被爆75周年となりました。長崎では子どもの頃よ
り、８月９日は登校日となっていて、世界平和を誓う大切な日となっ
ています。長崎からの世界平和の願いをこめたシンボルとして、平和
記念像や被爆樹木などが全国に知られています。この樹木が幸田町に
植樹され育っているとのこと、とてもありがたいです。
　８月は「平和」をテーマに「平和を希求するまち」と次の世代の子
どもたちのことを思い制作いたしました。

島原市とゆかりのある画家・版画家　小
こ

﨑
ざき

　侃
かん

 氏

俳句の説明
青
せい

苔
だい

や平
へい

和
わ

は重
おも

く碑
ひ

は軽
かる

く
　近所に戦没者の人たちの慰霊碑があります。平和が叫ばれる中、そ
の存在が忘れられたように慰霊碑には苔が生えています。悲しみを繰
り返したくない、という思いで詠みました。

幸田高等学校　３年　鈴
すず

木
き

　皓
こう

己
き

 さん

＊ 句
くまたが

跨りなどにより、定型句でない場合があるた
め、空白を入れない表記方法となっています。

都築 きよみ

高橋 　輝雄

手嶋 喜美子

山本 　昭子

浅井 アサノ

鈴木 　しま

平井 　一正

髙井 　義行

岩瀬 　　雄

石黒 　ツヤ

本多　　普

音部 いさを

都築 きよみ

高橋 　正典

手嶋　　誠

山本 　弘二

浅井 　政秋

鈴木 　祐治

平井 　俊夫

髙井 　浩安

岩瀬 　　雄

石黒 　雄士

本多 美代子

音部 　儀昭

倉谷 　拓摩

 林　　拓史

加藤 　空晟

金澤　　凪

杉浦 　茉那

磯谷 　八尋

田畑 　咲葵

中川 　陽菜

大島 　光稀

鈴木　　詩

鈴木　　朔

三石 　勇月

安江　　蒼

山本 　柚葉

遠山 　陽也

ALMONTE RYUSEI

松岡　　蒼

成瀬　　翼

羽根渕 実咲

【たくま】

【たくみ】

【こあ】

【なぎ】

【まな】

【やひろ】

【さき】

【ひな】

【みつき】

【うた】

【さく】

【ゆづき】

【あおい】

【ゆずは】

【はるや】

【あおい】

【つばさ】

【みさき】

康正

泰弘

誠也

努

達郎

祐平

二樹

直人

圭介

徹也

徹也

浩貴

篤・沙織

貴久・祐梨菜

稜人・美穂

ALMONTE RIZA MAE BONGAS　

興二・裕加

亮二

哲平

大草

六栗

六栗

岩堀

芦谷

大草

鷲田

坂崎

芦谷

野場

野場

長嶺

六栗

大草

荻

高力

鷲田

鷲田

大草

坂崎

六栗

野場

幸田

坂崎

岩堀

桐山

荻

里

横落

岩堀

市場

92

76

91

91

84

100

78

75

81

89

69

97

人口動態

戸籍異動

2021.7.1現在

総人口
　内
世帯数

42,691人（前月比＋4人）
㊚21,677人　㊛21,014人

16,716世帯（前月比＋19世帯）

23人（㊚ 16人／㊛  7人）
23人（㊚ 12人／㊛ 11人）
135人（㊚ 77人／㊛ 58人）
127人（㊚ 78人／㊛ 49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

ケーブルTV 8月の番組案内
〈スマイル12チャンネル〉

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




