
事例
　事業者から電話や来訪があり、「契約先を変更すると、電話料金が安くなる。検針票を見せてほしい」など
と、勧誘されるケースが多く見られます。消費者がプランの内容や契約先などを十分に理解していないま
ま契約してしまい、トラブルにつながるケースも見られます。

アドバイス
　事業者は、勧誘の際にプランおよび料金の算定方法について説明を行う義務があります。契約内容や料
金の割引期間などの契約条件をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょ
う。訪問販売や電話勧誘販売により契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて８日間はクーリン
グ・オフをすることができます。

不安を感じたら家族やお近くの警察、消費生活相談窓口などに相談を！
⃝消費者ホットライン　☎188（いやや！）
⃝愛知県消費生活総合センター
平日／午前９時～午後４時30分　土日／午前９時～午後４時
☎052-962-0999　FAX052-961-1317
⃝幸田町消費生活相談（役場１階相談室）　無料で消費生活相談員に相談できます！
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）

問合せ　企画政策課政策グループ（内線331）　FAX63-5139

電気の契約に関する相談が増加！
－契約の切り替えは慎重に－

る屋敷です。「日本名水百選」にも選ばれている島原の湧水を使った湧水仕立てドリップコーヒーや島原名物“かんざ
らし”（白玉粉で作った小さな団子に、砂糖や蜂蜜などで作った蜜をかけたもの）などを、古民家のゆったりとした
雰囲気で味わうことができます。
　町より派

は

犬
けん

されているアイボの幸
こう

太
た

とグレースは、看板おもてなし犬としてしまばら湧水館で活躍しています。
問合せ　企画政策課政策グループ（内線331）　FAX63-5139

　７月１日にリニューアルオ
ープンした「しまばら湧水館」
（愛称：Ｋｏｉカフェ　ゆう
すい館）は、島原観光スポッ
ト「鯉の泳ぐまち」の一角に
あり、昭和初期に建築され、
室内から湧水庭園が眺められ

島原観光スポット
「しまばら湧

ゆう

水
すい

館
かん

」（愛称：Koiカフェ ゆうすい館）
7月1日にリニューアルオープン

⬆しまばら湧水館 ⬆おもてなしをするアイボ
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！～

消
費
者
被
害
未
然
防
止
コ
ー
ナ
ー
～

幸田町の姉妹都市
長崎県島原市

しまばら
通信

島原守護神しまばらん

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。

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。

６月の燃やすごみの量

区分 単位 値下げ前
令和元年６月

値下げ後
令和２年６月

現在
令和３年６月 値下げ前と現在を比べると…

ごみ量 kg 457,760 536,820 525,420

人口
（各年1日現在） 人  42,171  42,478  42,687 ■総量で約68トン増

■１人当たり約1.4キログラム増
■�岡崎市中央クリーンセンターで
の処理費約121万円増

１人当たりの
ごみ量 kg    10.9    12.6    12.3

ごみの分別状況を調べてみると…
　環境課職員が、桜坂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37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、計3.1キログラムもの資源
ごみが燃やすごみとして出されていました。混入率は
約8.4パーセントなので、６月分の燃やすごみの量約
525トンで換算すると、約44トンがリサイクル可能な
資源ごみと言えます。特にミックスペーパーの混入が

　戸別受信機は、災害などの緊急時に町からの重要な情報を受ける機器です。いざという時のために１年に１度、９
月１日の「防災の日」を機会に、点検を行いましょう。

チェック項目
□本体のまわりに、ほこりはありませんか。
□アンテナは最長まで伸びていますか。
□電源は、常に入っていますか。
□適度な音量になっていますか。
□チャイム放送は聞こえますか。（４月～９月　正午・午後６時）
　　　　　　　　　　　　　　　（10月～３月　正午・午後５時）
□乾電池は、交換していますか。（液漏れ防止のため、１年に１度交換しましょう）

多く見られました。週に１回の分別ステーションや、各団体が行う資源回収、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

＊�戸別受信機の上部に記載してある問合せ先の電話番号が、「62-3822」になっている場合があります。「63-0119」
に変更してください。戸別受信機が必要な人は、下記へご相談ください。

問合せ　消防署警防担当　☎（0564）63-0119　FAX（0564）63-1119

⬆プラスチック製容器包装
　約1.3キログラム

⬆ミックスペーパー
　約1.8キログラム

防災／防災安全課

防災行政無線戸別受信機の点検をお願いします
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　近年、全国各地を襲った台風・豪雨や、いつ発生するかわからない大規模な地震が心配されます。昨年度から町ホー
ムページで、ため池ハザードマップを更新掲載しています。
　このハザードマップには、ため池の位置および規模、浸水想定地域、避難場所、避難時の危険箇所などが記載され
ています。これから台風シーズンとなりますので、改めてお住まいの地域やご自宅の周辺に危険が想定される場所が
ないかを確認し、避難の必要性や方法、ルート、タイミングなどについてご家族で話し合いをしましょう。

「ため池ハザードマップとは」
　局地的な大雨や大規模な地震などにより万が一、
農業用ため池の堤体が決壊した場合の浸水区域およ
び到着時間とその深さなどを想定し地図化したもの
です。人家被害が想定される農業用ため池を対象と
し、解析プログラムによるシミュレーションを行っ
ています。ため池の整備は、県営防災ダム事業を中
心に県、町、土地改良区が連携して順次整備を進め
ていますので、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ　産業振興課土地改良グループ（内線266）
　　　　FAX63-5169

　自転車事故で死傷者の割合が高い児童生徒などや高齢者を対象に、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４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４年３月31日時点で７歳以上18歳以下または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

以下の安全基準を満たすいずれかの認証などを受けたものが対象
・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
・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
・その他⑴又は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、次のすべての書類を防災安全課へ提出してください（郵送不可）。
・交付申請書（防災安全課窓口でまたは町ホームページからダウンロード）
・領収書の写し（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）�＊認印をご持参ください。

その他
・令和３年４月１日以降に購入したものが対象です。ただし、購入後１カ月以内のものが対象です。
・申請は補助対象者１人につき１回までです。
・�自転車乗車用ヘルメットを購入した日から起算して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してください。

問合せ　防災安全課安全対策グループ（内線372）　FAX63-5139

防災／防災安全課

税関係／税務課・財政課

台風シーズン到来
ため池ハザードマップで風水害・地震対策を！

自転車乗車用ヘルメット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。

　７月11日㊐、18日㊐に、第55回子ども会ソフトボール大会がとぼね運動場で開催されました。子どもたちは暑さに
も負けず練習の成果を発揮して、熱い戦いが繰り広げられました。今回の上位３チームを紹介します。

　今大会は新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中での開催となりましたが、無観客での試合、午前と午後に
大会日程を分けることで来場者を減らし、また、検温や消毒の設置などの感染対策を講じることで無事に大会を終え
ることができました。
問合せ　こども課児童育成グループ（内線133）　FAX63-5334

登録制度　あらかじめ登録していただき、選挙が執行される場合に登録者の中から、必要に応じて幸田町選挙管理委
員会にて選考（勤務可能日時、経験、地域性などを考慮）し、会計年度任用職員として採用します。
　注意）�登録しても、採用されない場合があります。会計年度任用職員としての採用を約束するものではありません。
業務内容　主に期日前投票所および投票日当日の各投票所（町内９投票所）における受付、名簿対照または投票用紙
の交付など
応募資格　18歳以上で、責任を持って選挙事務を遂行できる人
＊高校生、選挙運動に従事する人および地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する場合は登録できません。
勤務日時など
①期日前投票期間　前半：午前８時15分～午後２時15分　　後半：午後２時15分～午後８時15分
②投票日当日　　　前半：午前６時30分～午後０時30分　　後半：午後０時30分～午後８時30分
＊投票日当日の投票事務後半の場合は45分休憩を含みます。
＊期間中の勤務可能日時を確認した後に事務局で割振りします。
勤務場所　期日前投票所および当日投票所のうち、選挙管理委員会が指定する場所
報酬　980円／時間　＊通勤に係る費用弁償：片道２キロメートル以上で交通用具（自動車、自転車など）を利用し
て通勤する場合は距離に応じて支給
①期日前投票事務　前半：5,880円、後半：5,880円
②投票日当日事務　前半：5,880円、後半：7,105円
申込方法　選挙事務登録申込書（写真貼付）を選挙管理委員会へ提出してください（郵送可）。なお、申込書は町ホー
ムページでダウンロードしていただくか選挙管理委員会で配布します。
今後の選挙予定
令和３年10月21日任期満了　衆議院議員総選挙
令和４年５月26日任期満了　幸田町長選挙
令和４年７月25日任期満了　参議院議員通常選挙
令和５年２月14日任期満了　愛知県知事選挙
令和５年４月29日任期満了　愛知県議会議員選挙、幸田町議会議員選挙
問合せ　幸田町選挙管理委員会（総務課内、内線352）　FAX63-5139

⬆優勝　岩堀子ども会Ａ ⬆準優勝　深溝学区子ども会 ⬆第３位　鷲田子ども会

スポーツ／生涯学習課

人事・職員等（人）

第55回子ども会ソフトボール大会の結果をお知らせします

選挙事務アルバイト登録者を募集します
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　低所得の子育て世帯について、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援
するため、特別給付金が支給されます。
対象者
　平成15年４月２日から令和４年２月28日生まれの児童（特別児童扶養手当の対象となっている場合は平成13年４
月２日生まれ以降）を養育し、かつ、次の⑴⑵のいずれかに該当する人
　⑴ひとり親世帯
　　①令和３年４月分の児童扶養手当受給者（既に支給済）
　　②公的年金給付などを受給していて、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
　　③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準に

なっている人
　⑵その他世帯
　　①�令和３年度住民税（均等割）が非課税の人（令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給してい

る人はすでに支給済）
　　②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税（均等割）非課税相当となっている人
支給額　児童１人当たり一律５万円
申請期限　令和４年２月28日㊊
申請窓口　こども課児童育成グループ（役場１階３番窓口）
＊�すでに他市町村で支給されている人は、同一児童に対して重複して申請できません。また、「ひとり親世帯」分と「そ
の他世帯」分は併給できません。
＊�制度については、厚生労働省コールセンター（平日午前９時～午後６時まで）にお問い合わせください。
　「ひとり親世帯」☎0120-400-903、「その他世帯」☎0120-811-166
＊令和２年中の所得を申告していない人は、申告をして非課税になった場合は支給されます。
問合せ　こども課児童育成グループ（内線134）　FAX63-5334

　町内にある私立幼稚園および認定こども園で、令和４年度に入園を希望する園児を募集します。
幼稚園
・幸田あけぼの第一幼稚園（大草字長根野58番地１　☎（0564）62-8032）
・たつみ第二幼稚園（坂崎字上田11番地４　入園事務局　☎（0564）53-0250）
認定こども園
・幸田あけぼの第二幼稚園（深溝字小杉山57番地　☎（0564）62-7363）
・幸田みやこ認定こども園（六栗字呉服１番地１　☎（0564）62-7674）
募集要項・入園願書の配布および入園願書受付
・入園願書配布開始　９月１日㊌
・入園願書受付開始　10月１日㊎
募集園児
・幼稚園は、満３歳児、年少児（３歳児）、年中児（４歳児）、年長児（５歳児）を募集します。
・�認定こども園は、２歳児、満３歳児、年少児（３歳児）、年中児（４歳児）、年長児
　（５歳児）を募集します。幸田みやこ認定こども園は０歳児、１歳児も募集します。
そのほか
　４園とも、通常保育のほかに、預かり保育も実施します。各園では、入園希望者を
対象とした園の説明会や見学会を予定しています。詳細につきましては、各園にお問
い合わせください。
問合せ　こども課保育所グループ（内線131）　FAX63-5334

税関係／税務課・財政課

キッズ・子育て／こども課

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？

町内私立幼稚園・認定こども園の園児募集

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。
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もっと知りたい！ 特定健診について

特定健診ってなに？

どんなことをするの？

どのくらいの人が特定健診を
受けているの？

時間はどれくらいかかるの？

40歳～74歳の人が対象となる健康診査
のことです。

１時間程度です。ただし会場の混雑具
合により多少前後します。

血液検査、検尿、身体計測、血圧測定、
胸部レントゲン撮影などをします。

町の40歳～74歳の国民健康保険加入者
のうち、約２人に１人以上が受けてい
ます（令和元年度特定健診受診率（法
定報告値）58.9％）。

＊�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。

　テレビなどで「メタボリックシンドローム」について取り上げ
られて身近な言葉になりましたが、「メタボ＝ただのぽっちゃり」
ではないということはご存じですか？　メタボとは、内臓脂肪で
おなかがポッコリしていて血糖値、血圧、中性脂肪が高めとなっ
た状態を言います。「まだ若いから」「体の調子が悪いとは思って
ないから」と油断していると、自分でも知らないうちにメタボに
なり、将来的には生活習慣病を発病、今までの生活が送れなくな
るかもしれません。特定健診は生活習慣病のリスクを高めるメタ
ボリックシンドロームに着目した健診です。年に一度は特定健診
を受診して、自分のからだの状態を確認しましょう！
　町では、住民健診と人間ドックで特定健診を実施しています。
９月以降にも住民健診の実施を予定していますので、まだ特定健
診を受診されていない人は、受診を検討してみませんか。

住民健診
受診日時 申込後に送られてくる受診票をご確認ください。

ところ 保健センター（役場西側）

自己
負担金

健診は無料です。希望者のみ以下の項目を有料で
追加できます。
・大腸がん検診（400円）
・肺がん喀痰検査（500円）
　＊�肺がん喀痰検査は、 喫煙本数×喫煙年数が

600以上の人のみ対象。

・�住民健診（特定健診）は予約制です。5月に送付した申込ハガ
キを返送いただくか、保険医療課にお問い合わせください。
・�国民健康保険などに加入されている人で、４月から９月までに

　第Ⅲ期（９月～12月）のヨガ教室などの申し込みおよび受け付けが９月から町民プールで始まります。「利用券」
があれば通常よりも低料金で受講できますので、ぜひ健康づくりにご活用ください。
対象者　20歳以上の国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者。ただし今年度、町民プールで使用できる前払利用
券の「割引券」の発行を受けている人は対象外。
対象教室（全10回コースの教室のみ）
⃝ヨガ教室　フロースタイルヨガ、パワーヨガ、ゆるりヨガ
⃝楽々エクササイズ　楽々エアロ、ボクシングエクササイズ、ストレッチ＆筋トレ、シェイプアップフラ、ズンバ
受講料　通常5,500円のところ「利用券」により2,000円となります。
申込方法など
・�「利用券」を希望される人は、保険証をお持ちの上、保険医療課（役場１階４番窓口）へお越しください。「利用券」
の発行は、１年度につき１人１枚です（再発行不可）。ヨガ教室などの受講申込みは、町民プールで直接行ってく
ださい。「利用券」は、町民プールへ受講料を支払う際に必要となります。
・詳細は、文化振興協会発行の「ハピル」などをご覧いただくか、町民プールまでお問い合わせください。
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
　　　　町民プール　☎（0564）56-8111

住民健診を受診した人、または人間ドックを受診した人もしくは今後受診予定の人は、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）　FAX63-5334

医療（聴診器）

スポーツ／生涯学習課

あなたはいつ特定健診を受診しますか？

楽しくお得に健康づくり！
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　下水道の日は、国・県・市町村などが全国一体となって、下水道について皆さんの
ご理解と関心を深めていただき、下水道の普及を促進するために設けられたものです。
この機会に下水道のことについて、改めて考えてみましょう。

下水道を正しく利用しましょう
　町が管理している下水道はみんなで使う公共の財産です。ルールを守り大切に使い
ましょう。

◉ごみや廃油を流さない
　生ごみ、野菜くず、油などは、排水管を詰まらせたり、それが原因で悪臭や有害ガ
スを発生させたり、汚水処理場の機能を低下させたりしますので、流さないようにし
ましょう。

◉流していいのはトイレットペーパーだけ！
　紙おむつや水に溶けにくいティッシュペーパーなどを水洗トイレに流さないよ
うにしましょう。便器や排水管などを詰まらせる大きな原因となるので絶対にや
めましょう。

◉排水管の近くに木を植えない
　排水管の近くに木を植えると、排水管の小さな隙間から木の根が進入し、成長
に伴って排水管を詰まらせることがありますのでやめましょう。

下水道への早期接続のお願い
　下水道は、川や海の汚れを防ぎ、衛生的で快適な生活環境とするために重要な施設です。下水道が使える区域にお
住まいで、接続がまだお済みでない人は、１日も早く、トイレ、洗濯、風呂、台所などからの汚水を下水道へ流す工
事をしてください（令和２年度末時点の接続率は95.5％です）。
＊排水設備接続工事を行う場合は、町の指定工事店で行ってください。

雨水貯留浸透施設補助制度のお知らせ
　雨水貯留浸透施設の設置をする人に補助金の交付を行っています。
　浄化槽を雨水貯留槽へ転換する場合も補助制度の対象となりますので、浄化槽をお
使いの人は下水道への接続の際にご検討ください。

◉雨水貯留浸透施設とは
　既存浄化槽転用雨水貯留槽・雨水貯留槽・雨水浸透ます・雨水浸透管・浸透側溝・透水
性舗装が対象となります。
◉補助金額は工事費の３分の２です。（ただし、上限は７万５千円）
　事前審査がありますので、詳しくは下水道課までお問い合わせください。

下水道への一部接続家庭や井戸水利用の皆さまへ
　下水道への一部接続から全部接続への切り替えの際には、届出が必要となります。
　また、井戸水を利用の人は利用形態の変更やご家族に異動があった際には、下水道課までご連絡をお願いします。

問合せ　下水道課管理グループ（内線241）　FAX63-5129

流しちゃ
ダメ！
流しちゃ
ダメ！

下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

水道課・下水道課

9月10日は「下水道の日」です

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）℻63-5139
⃝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）℻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
　　　　　＊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）℻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�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�福祉グループ（内線151）℻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�福祉グループ（内線151）℻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　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
　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）℻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～午後４時
　　　　　＊１月は第３水曜日　午後３時30分～午後４時30分
　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

幸田町へ
⃝㈱中條総合保険／金8,500円
幸田町各小中学校へ
⃝うしだなみこ／絵本「ぼくが髪を伸ばすわけ」9冊

幸田町社会福祉協議会へ
⃝アトリエジャスト近藤二吉／金14,310円
⃝㈱石原組従業員一同／金1,200円
⃝㈱タケヒロ産業／竹ぼうき100本

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。
　９月11日㊏～24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。
　９月11日㊏～24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。
　９月18日㊏～10月１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。
　９月18日㊏～10月１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
「姉妹都市」
　平成29年10月に姉妹都市の締結を交わした島原市と幸田町の繋がり
は、380年前にさかのぼるそうです。
　深溝松平６代当主の松

まつ

平
だいら

忠
ただ

房
ふさ

公が島原藩主として島原を治められ
ています。
　この両市町の歴史的なつながりを知って、私はとても勉強になりま
した。今の両市町を眺める風景としては「瑞

ずい

雲
うん

山
さん

本光寺」と「島原城」
が目に浮かび、美しい絵に表現できると感じました。
　この歴史的なご縁を背景に益々の交流が続くことを切に願いたいと
思います。

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
秋
あき

晴
ば

れやアイボと共
とも

に島
しま

原
ばら

城
じょう

　姉妹都市提携をきっかけに幸田町でつくられたアイボが島原市に贈
られました。島原城で駆け回るアイボを秋晴れが見守っている情景を
詠みました。

幸田高等学校　３年　清
し

水
みず

 雪
ゆ

己
き

凪
な

�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。

櫻井 　慶文
栗本 　利子
山口 　秀雄
澁谷 　廣子
石川 冨士雄
稲𠮷 　久子
梅田　　明
田邉　　進
山本 つや子
岩崎 　克已
成瀬 　敏男
鈴木　　修
 森　　軍八
三浦 　皓子
本田　　保
池井 　鴻榮

櫻井 　慶文
栗本　　勝
山口 　秀雄
澁谷 　康雄
石川 　正樹
稲𠮷　　充
伊藤 　克利
田邉　　進
山本 　政雄
岩崎 　克已
成瀬　　敦
鈴木 　重雄
 森　　政典
三浦 　主男
本田 　和幸
池井 ちか枝

竹内 　聡汰
 裏　　拓斗
寺崎 　斗梧
左右田 崇汰
伊佐治 多希
杉田 陽那乃
杉田 　湊柊
重見 　冠太
小田 　和佳
中島 　悠真
藤城 　杏菜
又吉 　莉央
平田 　清乃
武田　　弦
内田 　蒼音
長谷川 永和
佐藤 　佑色
桂田 　尊吏
三田 　純輝
滝沢 　凛々
滝沢 　寧々
尾﨑 　楓磨

【そうた】

【たくと】

【とうご】

【しゅうた】

【たき】

【ひなの】

【みなと】

【かんた】

【のどか】

【はるま】

【あんな】

【りお】

【きよの】

【げん】

【あおと】

【とわ】

【ゆうい】

【とうり】

【じゅんき】

【りり】

【ねね】

【ふうま】

翔
祐司

直之・万喜
崇
直樹
耕輝
耕輝
卓義

諒・加奈
勇介
南海
祐司
春輝

武・沙稀
正志
寛
健二
逸美
藍那

篤史・未沙
篤史・未沙
輝也

鷲田
鷲田
坂崎
野場
里
芦谷
芦谷
大草
岩堀
岩堀
高力
鷲田
岩堀
岩堀
里
芦谷
鷲田
横落
市場
鷲田
鷲田
鷲田

市場
岩堀
久保田
里
鷲田
上六栗
鷲田
海谷
坂崎
芦谷
鷲田
大草
野場
市場
芦谷
横落

60
96
90
81
81
91
87
77
98
89
93
89
78
74
90
81

人口動態

戸籍異動

2021.8.1現在

総人口
　内
世帯数

42,698人（前月比＋7人）
㊚21,684人　㊛21,014人
16,720世帯（前月比＋4世帯）

39人（㊚ 23人／㊛ 16人）
25人（㊚ 15人／㊛ 10人）
116人（㊚ 64人／㊛ 52人）
126人（㊚ 67人／㊛ 59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

7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

７
月
中
の
主
な
異
動

ケーブルTV 9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




