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3月5日に阿久比中学校で卒業式が行われま
した。卒業生たちは卒業証書を受け取り、校長先
生をはじめ、多くの来賓から祝辞を受けました。
　『仰げば尊し』『旅立ちの日に』などの合唱で
は、これまでの3年間を思って涙をにじませた生
徒たち。最後の見送りの際には、在校生や先生に
見守られながらそれぞれの未来へ力強く歩み出
す生徒たちの姿がありました。

■中学校生活への感謝を胸に歩み出す

主な内容主な内容

人間ドック・脳ドック
国民健康保険の加入者を対象に費用の半額を補助します。

大型連休中の業務案内
施設の開館状況や休日診療などのお知らせです。

❷ ～ ❼
ページ

 ～ 
ページ

平成31年度当初予算
町長施政方針の抜粋と新年度の予算を紹介します。

❽ページ

❾ページ

阿久比町議会議員一般選挙
投票日は4月21日（日）です。あなたの貴重な一票を投票
してください。

ページ 国民年金保険料の変更
4月からの保険料月額などをお知らせします。

ページ 固定資産価格の縦覧
土地・家屋の評価額などを登録した帳簿を4月1日から
縦覧します。

人間ドック・脳ドック
国民健康保険の加入者を対象に費用の半額を補助します。

大型連休中の業務案内
施設の開館状況や休日診療などのお知らせです。

❷ ～ ❼
ページ

 ～ 
ページ

平成31年度当初予算
町長施政方針の抜粋と新年度の予算を紹介します。

❽ページ

❾ページ

阿久比町議会議員一般選挙
投票日は4月21日（日）です。あなたの貴重な一票を投票
してください。

ページ 国民年金保険料の変更
4月からの保険料月額などをお知らせします。

ページ 固定資産価格の縦覧
土地・家屋の評価額などを登録した帳簿を4月1日から
縦覧します。
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2 みどりと共生する安全なまちづくりのための推進施策
みどりと共生する安全なま
ちづくりのための推進施策

4 人を育てる教育・文化のまちづくりのための推進施策
人を育てる教育・文化のま
ちづくりのための推進施策

5 活力ある産業のまちづくりのための推進施策
活力ある産業のまちづくり
のための推進施策

6 みんなでつくる参画と協働のまちづくりのための推進施策
みんなでつくる参画と協働の
まちづくりのための推進施策

1 住みつづけたい快適なまちづくりのための推進施策
住みつづけたい快適なまち
づくりのための推進施策

3 人にやさしい健康・福祉のまちづくりのための推進施策
人にやさしい健康・福祉のま
ちづくりのための推進施策
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町長
施政方針
町長
施政方針

　２月２４日に行われた天皇陛下御
在位３０年記念式典に、内閣から招
いていただき、参列しましたことは、
誠に光栄であり、町民の皆さんの
おかげと心より感謝申し上げます。
日本の国の安寧と人々の幸せを祈
られ、常に国民の傍らで耳を傾け思
いに寄り添ってこられた陛下の姿に
強く感銘を受けました。
　平成の時代も残すところわずか
となり、新たな元号となる時代の節
目を迎えます。本町も「次世代につ
なぐ新たなステージ」に向け、職員
一丸となり、「この町で、笑顔は大き
くなる」そんな阿久比町を実感して
いただけるよう全力で取り組んで
いきます。
　平成31年度の各事業について
は、阿久比町の宝である子どもた
ちが健康で輝きながら育つように、
また、全ての子育て家庭が安心して
子育てができるよう支えるために、
「教育と子育て支援のまちづくり」
に主眼を置きます。「みどりと共生
する快適生活空間・あぐい」を実現
するため、第5次阿久比町総合計画
の第9年次として次に掲げる施策を
目標に予算を編成しました。

　阿久比パーキング周辺で計画さ
れている有料道路コンセッション事
業は動きが見えましたら素早く対
応して適正な土地利用への誘導を
進めます。道路関係は、道路・交通
網の整備や修繕計画に基づいた道
路舗装の修繕を行います。市街地、
公園・緑地、水道施設の耐震化など
の整備も引き続き推進します。

　ホタルの生育できるみどり豊か
な自然環境の保全に努め、引き続
きごみの減量化の施策に取り組み

ます。防災・災害対策は、大雨による
河川の増水や冠水を監視する河川
監視カメラの増設、緊急情報などを
伝達する同報系防災行政無線設備
のデジタル化を進め、ブロック塀な
どの撤去費補助などの耐震化など
を推進します。防犯対策は、大字、自
治会の防犯カメラ設置費補助や防
犯灯のLED化を進め、犯罪の未然
防止に努めます。

　新たに保健総合システムにがん
検診・母子保健の機能を追加し、ス
マートフォンで使える母子手帳アプ
リを導入します。骨髄提供者への助
成や国の追加的対策と併せて風し
ん対策事業を拡充し、町民の皆さ
んの健康を支えます。

　幼保小中一貫教育プロジェクト
のもと、次世代を担う子どもたちの
育成に向け、教育環境の充実を図り
ます。スポーツ村野球場の多目的ト
イレや中央公民館本館各階の洋式
トイレ整備に取り組むほか、「阿久
比町公共施設等総合管理計画」に
基づき、個別施設計画を策定し、社
会教育施設の長寿命化を図ります。

　農業振興地域計画の全体見直し
を進め、農地中間管理事業を活用
した担い手への農地集積の推進や
経営所得安定対策の参加促進を図
ります。宮津地区土地改良事業は、
今年度策定した事業計画を基に、
関係機関との調整を進めます。今
年６月に愛知県で開催される、第７０
回全国植樹祭に参加し、創設された
森林環境譲渡税を受け、緑に対す
る理解を深める木材利用を推進し

ます。消費税の引き上げによる低所
得者や２歳までの子育て世帯に対
する影響の緩和、地域の消費を喚
起するため、プレミアム付商品券事
業を実施します。

　住民サービスの向上と事務の効
率化を両立させる手段となり得るＡ
Ｉ・ロボティクスの活用について調
査・研究を始めます。第６次総合計
画策定に向けて町民の皆さんの想
いや意見を広く取り入れるため「ま
ちづくり懇談会」やワークショップ
を開催します。

※　歳入歳出予算内容は３ページ
～７ページに掲載

　本町を取り巻く状況は刻々と変
化をしています。安全で安心して暮
らせるまちづくりと、多様化する町
民ニーズに対応できるよう、現状に
満足することなく施策を向上させ
るとともに、「緑に囲まれた、子育て
世代にぴったりの町」という阿久比
町の魅力をさらに進め、「この町で、
笑顔は大きくなる」そんな田園町
富、阿久比町となるよう職員一丸と
なって各事業に一生懸命取り組み
ます。議員各位のご理解をいただく
とともに、町民の皆さんの温かいご
支援・ご協力を心からお願い申し上
げます。

「次世代につなぐ
　新たなステージ」に向けて
　3月4日に開かれた平成31年阿久比町議会第1回定例会の冒頭で、
町長が施政方針を述べました。抜粋して掲載します。
　3月4日に開かれた平成31年阿久比町議会第1回定例会の冒頭で、
町長が施政方針を述べました。抜粋して掲載します。
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平成31年度　当初予算

　平成３１年度の予算が決まりました。予算総額は、165億7,872万3,000円です。前年度に比べ12
億4,493万9,000円、8.1％の増となりました。このうち、一般会計は103億4,300万円で、前年度に
比べ10億2,300万円、11.0％の増となりました。
　ここでは平成31年度予算のあらましを紹介します。

総額 165億7,872万3,000円総額 165億7,872万3,000円総額 165億7,872万3,000円

☆新学校給食センターの建設工事を開始します！
☆児童発達支援事業所を開設します！
☆東部小学校の校舎を増設します！

平成29年度
平成28年度

平成31年度

平成29年度

106億
2,500万円

103億
4,300万円

90億
2,900万円

90億
2,900万円

平成30年度平成30年度

93億
2,000万円

93億
2,000万円

平成28年度

106億
2,500万円

《会計別予算》
会計名 予　算　額

103億4,300万円

46億5,005万3,000円

7億572万6,000円

165億7,872万3,000円

11.0%

△12.6%

2.0%

8.1%

前年比

水道事業会計
（支出ベース）

8億7,994万4,000円 皆増   下水道事業会計
（支出ベース）

一 般 会 計

特 別 会 計

合　計

《特別会計の内訳》

《一般会計の推移》

会計名 予　算　額

23億6,257万9,000円

19億2,600万5,000円

3億6,146万9,000円

△4.0%

4.6%

4.0%

前年比

国民健康保険

介 護 保 険

後期高齢者医療

予算用語解説
◇一般会計

福祉や教育、道路整備など行政の基本
的な事業の会計

◇特別会計
国民健康保険、介護保険など一般会計

と区別して設置する事業の会計

◇水道事業会計・下水道事業会計
民間企業のように使用料金などの収益

で運営する企業会計 平成31年度

103億
4,300万円
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歳入
103億4,300万円
（一般会計）
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依存
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自

55.0％
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依存
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源

財

源

主

自

　その他　（10.0%）
10億3,750万8,000円

　国庫支出金　（11.2%）
11億5,590万9,000円

　地方交付税　（7.2%）
7億4,000万円

　町　税　（40.4%）
41億7,833万9,000円

　県支出金　（7.7%）
7億9,301万5,000円

　地方消費税交付金　（4.6%）
4億7,500万円

町税の内訳
【町民税】18億9,625万3,000円
【固定資産税】17億4,219万6,000円
【都市計画税】2億9,056万9,000円
【町たばこ税】1億7,752万1,000円
【軽自動車税】7,180万円

　町債　（11.1%）
11億5,280万円

　繰入金　（7.8%）
8億1,042万9,000円

平成31年度当初予算（一般会計）

予算用語解説
◇町　債
　町の借金のことです。家を新築するために住宅ローンでお金
を借りることがありますが、同様に町債は、学校や道路の建設な
ど多額の費用を必要とするとき、国などから長期に借り入れる
資金のことです。
◇地方交付税
　地方公共団体には、財政の豊かなところとそうでないところ
がありますが、一定レベルの行政サービスを行うための財源が
足りない地方公共団体に国が交付するお金です。
◇自主財源
　地方公共団体が自主的に収入できる財源のことです。〈町税、
分担金や負担金、使用料や手数料、財産収入、寄附金、繰入金、
繰越金、諸収入〉
◇依存財源
　国・県の決定や割り当てに基づいて収入するもののことです。
〈国庫支出金、県支出金、地方譲与税、県税交付金（利子割交付
金など）、地方交付税、地方特例交付金、町債〉

町民1人当たりの税金（町税）
※　2月1日の人口2万8,753人で計算

税の種類

町民税 6万5,950円

固定資産税 6万592円

都市計画税 1万105円

町たばこ税 6,174円

軽自動車税 2,497円

合　計 14万5,318円

金　額

55.0％

45.0
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平成31年度当初予算（一般会計）

予算用語解説
◇公債費
国などから借り入れた

お金（町債）の返済に充て
るものです。

◇義務的経費
支出がほぼ義務づけら

れていて、容易または任
意には削減できない経費
のことです。〈人件費、扶
助費、公債費〉

◇投資的経費
道路、橋、公園、学校な

ど公共施設の建設のよう
に、社会資本の整備に要
する経費のことです。

町民1人に使われるお金（一般会計）
※ 2月1日の人口2万8,753人で計算

投資的経費
17.4％

43.3

経
費

％

その
他
の

39.339.3
％

的
経
費

務義

％

的
経
費

務義

　農林水産業費　（3.5%）
3億6,161万7,000円

　消防費　（3.7%）
3億8,303万2,000円

　その他　（3.3%）
3億3,895万円

　衛生費　（7.5%）
7億7,503万8,000円

　土木費　（7.3%）
7億5,825万3,000円

　公債費　（7.0%）
7億2,647万2,000円

　教育費　（19.4%）
20億921万6,000円

　総務費　（10.5%）
10億8,573万1,000円

　民生費　（37.8%）
39億469万1,000円

歳出
103億4,300万円
（一般会計）

予算項目 予算額

13万5,801円 2万5,266円

6万9,879円 1万3,321円

3万7,761円 1万2,577円

2万6,955円 1万1,788円

2万6,371円 35万9,719円

予算項目

合　計

予算額

民生費
高齢者や障がい者などに
対する福祉サービスなど

総務費
役場の一般的な事務の
運営費など

教育費
小中学校・図書館などの
教育基盤の整備など

公債費
町債（町の借金）
の返済

消防費
消防設備や防災
体制の充実など

農林水産業費
農林水産業の振
興など

衛生費
町民の健康を守ること、
ごみやし尿の処理など

土木費
道路など生活に必要な
都市基盤の整備など

その他

投資的経費
17.4％

43.3

経
費

％

その
他
の
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平成31年度

予算の主な使いみち予算の主な使いみち予算の主な使いみち
（一般会計）（一般会計）

平成31年度平成31年度平成31年度

■問い合わせ先
　検査財政課財政係
　（48）1111（内1313）

総務費
・ＡＩ・ロボティクスを活用した調査・研究を進め、業務の
効率化を図ります。
・「第6次阿久比町総合計画」の策定に着手します。

ＡＩ・ロボティクス研究事業
阿久比町総合計画策定事業

160万7,000円
670万9,000円

移住者支援事業
循環バス運行事業
防犯灯維持・整備事業
阿久比プレイガーデンプロジェクト事業

100万円
3,113万6,000円
2,220万6,000円
235万4,000円

民生費
・児童発達支援事業所を開設します。
・南部保育園が行う認定こども園施設整備など民間保
育所が行う施設整備を補助します。
・放課後児童健全育成施設のクラス数を拡充します。

認定こども園施設等整備事業
児童発達支援事業

2億8,279万円
686万4,000円

放課後児童健全育成事業 7,616万4,000円
ファミリー・サポート・センター事業 166万4,000円
徘徊高齢者家族支援事業 10万円
町立保育園運営事業 1億5,169万3,000円
民間保育所運営事業 3億9,535万5,000円
子ども医療費支給事業 1億9,135万円
児童手当支給事業 6億1,315万5,000円

衛生費
・39歳～56歳の男性を対象に、風しん抗体検査と抗体
陰性者に対する予防接種を実施します。
・子育て世代包括支援センターを運営し、包括的な母子
相談に対応します。
・ごみ処理施設のある東部知多衛生組合の運営費を負
担します。

子育てスタート！ラポール事業
風しん対策事業

175万7,000円
2,071万8,000円

保健総合事業 1,980万3,000円
予防接種事業 9,500万8,000円
妊産婦・乳児健康診査事業 3,754万8,000円
ごみ処理事業 1億5,123万8,000円
ごみ減量化対策事業 9,584万円
東部知多衛生組合運営事業 1億5,149万6,000円

労働費
・勤労福祉センターの整備を行い、利便性の向上を図り
ます。
・勤労者の住宅取得を支援します。

勤労者住宅資金預託事業 2,000万円
勤労福祉センター整備事業 300万3,000円

▲　放課後児童クラブ「げんきッズ英比」

受注No.19A00112  ／版管理番230073-01／阿久比町役場様    
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予算の主な使いみち予算の主な使いみち

農林水産業費
・宮津地区における農業農村整備事業を推進します。
・畜産農家を核とした地域ぐるみで高収益型の畜産を
推進するため、必要な施設整備を支援します。
・集中豪雨などの対策として阿久比排水機場の更新を
行います。

畜産クラスター事業
宮津地区土地改良事業

1億339万2,000円
3,180万6,000円

阿久比排水機場整備事業 4,092万9,000円
人・農地プラン事業 686万9,000円
農業農村多面的機能支払交付金事業 2,983万1,000円
ため池整備事業 236万円
農道・水路整備事業 2,000万円
愛知用水二期事業負担金 3,679万4,000円

商工費
・低所得者や子育て世帯を対象としてプレミアム付商品
券を販売します。
・観光、商工業の振興支援を行います。
・花かつみ園の維持管理を行います。
プレミアム付商品券事業 1億730万6,000円
観光振興事業 519万3,000円
商工振興事業 4,395万9,000円
花かつみ園維持管理事業 143万6,000円

消防費
・災害弱者のために備蓄品や長期保存可能な備蓄食糧
の充実を図ります。
・防災行政無線のデジタル化を進めます。

災害対策事業 371万6,000円
防災行政無線デジタル化事業 1,012万円
知多中部広域事務組合負担金 3億2,796万3,000円

土木費
・「都市計画マスタープラン」と「緑の基本計画」の次期
計画の策定に着手します。
・幹線町道や各地区の町道で緊急性の高い箇所の補修
工事を行います。
・橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持管理
を進めます。
都市計画マスタープラン等策定事業 880万円
道路補修事業 7,016万2,000円

愛知有料道路コンセッション関連事業 1,324万3,000円
公園等整備事業 1,584万9,000円

橋梁補修事業 300万円
ブロック塀等撤去費補助事業 200万円
河川監視カメラ設置事業 280万円

道路改良事業 3,065万円
民間木造住宅耐震化事業 1,318万円

教育費
・新学校給食センターの建設工事を開始します。
・児童数の増加に対応するため、東部小学校の校舎を増
設します。
・中央公民館などの社会教育施設の長寿命化を進めます。

新学校給食センター建設事業 9億3,192万3,000円
東部小学校校舎増設事業 200万7,000円

979万7,000円

公民館整備事業
399万9,000円ふれあいの森整備事業

阿久比スポーツ村整備事業 261万円

社会教育施設等長寿命化計画策定事業
2,713万2,000円小学校環境整備事業

679万円中学校環境整備事業
1,338万1,000円教育相談センター事業
328万5,000円

住民税1％町民予算枠事業
・皆さんから提案いただいたさまざまな事業で、参画と
協働を進めます。

わくわくアイデア事業（4事業） 825万3,000円
わくわくコラボ事業（13事業） 476万7,000円

わくわくAguフェスタ
（コラボ事業）

防災講演会
（アイデア事業）

▲　新学校給食センター完成予想図

受注No.19A00112  ／版管理番230073-01／阿久比町役場様    
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阿久比町議会議員一般選挙の投票日は

■日　時　4月21日（日）　午前7時～午後8時
■場　所

4月21日（日）4月21日（日）
私たちの住んでいるまちの議会議員を選ぶ大切な選挙です。
あなたの貴重な一票に期待を込めて、投票に出掛けてください。

■投票可能な方　平成13年4月22日以前に生まれた方で、平成31年1月15日以前から阿久比町の住民基本台帳に
登録され、投票を行う日まで引き続き阿久比町の住民基本台帳に登録されている方。

　※　平成31年1月16日以後に阿久比町に転入した方は、今回の選挙では阿久比町の選挙人名簿に登録されない
ので投票できません。投票を行う日までに他の市区町村に転出した方も、有権者ではなくなるので、投票できま
せん。

期日前・不在者投票

投票区 投票所 住んでいる地区

東部

宮津団地

陽なたの丘

英比

高根台

白沢

草木

阿久比

南部

東部小学校

宮津保育園

陽なたの丘集会所

英比小学校

高根台集会所

白沢区民館

草木公民館

中央公民館本館

南部小学校

横松・萩・宮津

宮津山田・宮津団地

陽なたの丘

板山・福住・福住園高台・坂部・阿久比団地

高根台

白沢・白沢台・メイツ巽ケ丘

草木

卯之山・阿久比・椋岡・矢口

高岡・植・大古根

選挙会（開票）
■日　時　4月21日（日）午後9時～
■場　所　アグピアホール
　　　　　（中央公民館多目的ホール）

■問い合わせ先　阿久比町選挙管理委員会
　　　　　　　　（48）1111（内1308・1309）

　投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行く
ことができない方は、期日前投票制度を利用し
てください。
■期　間　4月17日（水）～4月20日（土）
　　　　　午前8時30分～午後8時
■場　所　役場1階会議室101
　指定病院やほかの市区町村選挙管理委員会
でも不在者投票ができます。重度の身体障がい
のある方で、一定条件に該当する方は、郵便によ
る不在者投票制度を利用することもできます。
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施 設 名
問 い 合 わ せ 先

阿久比町役場
（48）1111

町保健センター
（48）1111

中央公民館本館・アグピアホール
（中央公民館多目的ホール）

（48）1111
町立図書館
（48）6231

教育相談センター
（49）2550

■公共施設などの休業案内（〇印は平常業務　×印は休み）
大型連休中の業務案内

阿久比スポーツ村　草木グランド
白沢グランド　板山グランド

（49）2500
ふれあいの森
（48）8431

町勤労福祉センター
（48）6644

丸山公園（運動場・
テニスコート・武道場）

（48）6644
半田斎場
（27）8700

27
（土）

6
（月）

5
（日）

4
（土）

3
（金）

2
（木）

4月 5月
1

（水）
30
（火）

29
（月）

28
（日）

死亡届・出生届などの戸籍の届け出や、火葬の利用手続きは、役場宿直室で受け付けます。

子育て支援センター
（47）0369

あぐいファミリー・サポート・センター
（47）0369

大型連休中の診療案内　診療時間：午前9時～正午 大型連休中の歯科診療所
診療時間：午前9時～午後1時
【日曜日・祝日】
半田歯科医療センター（半田市港町1-62）
(23)2636

　大型連休中のごみ収集・
し尿汲み取りについては平
常どおり行います。
　収集日などについては「阿
久比町ごみ分別収集カレン
ダー」を確認してください。

飯塚医院（福住字六反田1-9）　
（48）2131
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
（48）8866
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
（48）8866
ハーブ内科皮フ科（横松字宮前67）
（48）9074
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
（48）8866
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
（48）8866
於大クリニック阿久比（宮津字西森下14-1）
（49）3811
東ヶ丘クリニック（福住字高根台11-6）
（48）5511
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
（48）8866

4月28日（日）

4月29日（月）　

4月30日（火）　

5月1日（水）

5月2日（木）

5月3日（金）

5月4日（土）

5月5日（日）

5月6日（月）

受注No.19A00112／版管理番号230073-01／阿久比町役場様
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人間ドック
【男性】1万6,200円 【女性】1万8,360円

1万6,200円

国民健康保険加入者の方へ

の半額助成を実施人間ドック・脳ドック費用人間ドック・脳ドック費用人間ドック・脳ドック費用人間ドック・脳ドック費用
実施期間：5月9日（木）～翌年2月29日（土）

自身で半田市医師会健康管理センターに電話予約をした後に

役場へ「助成申請書」を提出してください。
申請後に役場から送付する「助成決定通知書」が受診時に必要です。

検査内容
●診察●身体計測●眼底検査●眼圧検査
●尿検査●糞便検査●血液検査●聴力検査
●血圧測定●肺機能検査●心電図検査
●胸部Ｘ線検査●胃部Ｘ線検査●腹部超音波検査
●前立腺がん検査（男性）
●子宮頸部がん検査・乳がん検査（女性）
 
対象者（下記の全てを満たす方）
▽　阿久比町国民健康保険に加入中の方
▽　40～74歳（昭和20年4月1日～昭和55年3月
　31日生まれ）の方
▽　国民健康保険税を滞納していない世帯の方
▽　平成31年度の特定健診を受診しない方
▽　入院または妊娠していない方

検査内容
●ＭＲＩ（頭部の断層撮影）
●ＭＲＡ（頭部・頚部の血管撮影）
※　体内に金属がある方は受診できないことがあ
　ります。

対象者（下記の全てを満たす方）
▽　阿久比町国民健康保険に加入中の方
▽　40～74歳（昭和20年4月1日～昭和55年3月
　31日生まれ）の方
▽　国民健康保険税を滞納していない世帯の方
▽　入院または妊娠していない方

人間ドック・脳ドック受診の流れ①～⑥

検査会場

詳しくは11ページをご覧ください。

受診日時、ドックの種類
などを直接電話で予約
※　保険証の記号番号と、
国保助成のドックである
ことを必ず伝えてくださ
い。

阿久比町国民健康
保険証・認印を持参
して役場に申請
※　申請書は役場窓口
または町ホームペー
ジから入手できます。

②申請

③決定

役場
住民福祉課

半田市医師会
健康管理センター
予約時間（平日）
午前９時～午後５時
蕕（２７）７８８７

⑤自己負担額
　支払

④受診 ①予約

助成決定
通知書
送付

助成
申請書
記入

助成決定
通知書
提出

⑥結果返却

検査結果

半田市医師会健康管理センター
または雁宿支所

《注意》
電話予約は
4月15日（月）
午前9時～

《注意》
電話予約は
4月15日（月）
午前9時～

助成上限額

助成上限額脳ドック

※　上記の金額は消費税が8％の場合です。
消費税が10％になった場合は、金額を変更
する予定です。

※　上記の金額は消費税が8％の場合です。
消費税が10％になった場合は、金額を変更
する予定です。

受注No.19Ａ00112／版管理番号230073-01／阿久比町役場様
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まずは受診日時の予約から 受診までの流れ

注意事項

※　必ず阿久比町国民健康保険証を手元に用意の上、保険証の記号番号と
　阿久比町国民健康保険助成のドック予約であることを伝えてください。

【予約先】半田市医師会健康管理センター　蕕（27）7887
【予約受付開始日】 4月15日（月）　　【予約受付時間】午前9時～午後5時

１．半田市医師会健康管理センターへ直接電話予約をします

２．予約後に助成申請書を住民福祉課国保年金係窓口へ提出します
【持ち物】阿久比町国民健康保険証・認印
【申請先】住民福祉課国保年金係
※　助成申請書は必ず本人が記入したものを提出してください。
※　受診日の3週間前までに助成申請書を提出してください。
※　助成申請書は住民福祉課窓口または町ホームページから入手できます。

▽　本人が窓口に来られない場合、本人が書いた申請書か下記の内容を記入した便箋などを窓口に
　持参すれば代理人申請ができます。

【記入する内容】
①申請年月日　②住所　③受診者の氏名・押印　④電話番号（なるべく日中つながる番号）　⑤性別　
⑥生年月日　⑦被保険者証番号（保険証上部に記載）　⑧ドックの種類　⑨受診予定日（予約した日）
⑩国民健康保険税の納付状況を確認することへの同意
　（例文 ： 私の世帯における国民健康保険税の納付状況の確認事務を行うことに同意します）

▽　窓口で申請できない場合は郵便による申請も可能です。
【郵送先】　〒４７０-２２９２　阿久比町大字卯坂字殿越５０番地
　　　　　　　　　　　 住民福祉課　国保ドック助成担当
※　郵便による申請は、助成決定通知書の送付までに一定の時間がかかります。受診予定日が近い方
　は、窓口で申請してください。

助成ができる方には、町から助成決定通知書を送付します。
助成ができない方には、町から助成不承認決定通知書を郵送します。
※　申請した内容を変更するときは、問い合わせ先に連絡してください。

３．助成決定通知書または助成不承認決定通知書が届きます

【持ち物】助成決定通知書、阿久比町国民健康保険証、検査費用、そのほか半田市医師会健康管理セ
　　　　ンターが指定するもの

◎　日曜、祝日、年末年始は受診できません。
◎　人間ドック・脳ドック両方の助成を受けることはできません。
　（両方受診する場合は、どちらか一方のみ助成します）
◎　助成対象人数は人間ドック・脳ドック合わせて約400人です。
◎　受診結果は町保健センターでも利用し、保健指導対象者に案
　内などを送付する場合があります。

４．助成決定通知書を持参して人間ドックまたは脳ドックを受診します

【申請・問い合わせ先】
住民福祉課国保年金係
蕕（48）1111（内1118）

受注No.19Ａ00112／版管理番号230073-01／阿久比町役場様
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■免除・学生納付特例制度
　　所得の少ない方や学生の方で、保険料を納めるこ

とが経済的に困難な場合、保険料の納付が免除また
は猶予される制度があります。申請時点から2年1カ
月前までさかのぼって申請できます。

　　保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金や
障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができ
なくなる場合があります。免除または猶予が承認さ
れると、未納の場合と違い、受給資格期間に算入され
ます。ただし、制度ごとに所得制限などがあるので、
承認されないこともあります。
■問い合わせ先
　▽　半田年金事務所　（21）2322
　▽　住民福祉課国保年金係　（48）1111(内1118)

■前納制度
　　国民年金の保険料は翌月末が納期限となっていますが、まとめて前払いすると割引になる前納制度があります。
　納付方法や前納の種類は下表のとおりです。 

※　年金反映額は平成２１年４月以後の期間である場合

種類

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付猶予・
学生納付特例

全額納めた場合の
8分の4

全額納めた場合の
8分の5

全額納めた場合の
8分の6

全額納めた場合の
8分の7

年金額に反映され
ません

0円

4,100円

8,210円

1万2,310円

0円

納付額 年金反映額

平成３１年度の国民年金第１号被保険者の保険料は
　　　　　月額　１万６，４１０円です　（平成３０年度から７０円引き上げ）

国民年金とは ２０歳以上６０歳未満の全ての方が加入しなければなりません。加入者は、３つの種別に区
分され、それぞれ保険料の納付方法や届出先が異なります。

種別 対象者 納付方法 届出先

第1号
被保険者

自営業者、農林漁業者、
学生など

全額自分で納付
（日本年金機構から送付される納付書に
よる現金納付のほかに、口座振替納付や
クレジットカード納付もあります）

役場
住民福祉課国保年金係

第2号
被保険者

会社員、公務員など
（厚生年金加入者）

給料から天引きされた本人負担分と
事業主負担分を合わせて勤務先が納付 勤務先

第3号
被保険者

第2号被保険者に
扶養されている配偶者 自身で保険料を納める必要はありません 第2号被保険者の勤務先

平成３１年度　国民年金保険料が変わります平成３１年度　国民年金保険料が変わります

種　類
翌月末振替（割引なし）

当月末振替（早割）

6 カ月前納

1 年前納

2 年前納

○ ○
○
○

申込期限：前期（4 月～ 9 月分）は 2 月末日
　　　　　 後期（10 月～ 3 月分）は 8 月末日

申込期限：2 月末日

申込期限：2 月末日

○
×
○

○ ○

○ ○

×

○

○

○

納付書（現金納付） 口座振替納付 クレジットカード納付

受注No.19A00112  ／版管理番230073-01／阿久比町役場様    
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平成３１年４月から　産前産後期間の国民年金保険料免除平成３１年４月から　産前産後期間の国民年金保険料免除
■免除期間
　　出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間（以降「産前産後期間」）の国民年金保険料が免除されま

す。（※　4月分から免除されるため、2月分と3月分は対象となりません。例：3月に出産した場合は、4月分、5月分
の保険料が免除となります）多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国
民年金保険料が免除されます。

　※　出産とは、妊娠85日（4カ月）以降の出産を言います。（死産、流産、早産した方を含みます）
■免除期間中の保険料について　
　　産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。産

前産後期間は保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。保険料を既に納付している場合
は、産前産後期間の保険料は還付されます。

■対象者
　「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
■届け出期間
　　出産予定日の6カ月前から届け出可能なので、速やかに届け出てください。出産後でも届け出ることができます

が、その場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間となります。
■持ち物
　▽　運転免許証などの本人確認書類
　▽　出産前に届け書の提出をする場合：母子健康手帳
　　　出産後に届け書の提出をする場合：被保険者と子どもが別世帯の場合は出生証明書など出産日・親子関係を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　明らかにする書類
■届け出先　住民福祉課国保年金係
■問い合わせ先
　▽　半田年金事務所　(21)2322　▽　住民福祉課国保年金係　(48)1111(内1118) 

児童扶養手当額を改定 障害者手当額を改定

■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　　
　　　　　　　　(48)1111（内1130）

■問い合わせ先　
▽　特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉

手当について
　住民福祉課社会福祉係　（48）1111（内1121）
▽　特別児童扶養手当について
　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

　児童扶養手当は、ひとり親家
庭などへ、生活の安定と児童の
健全育成のために支給する手当
です。消費者物価指数の変動に
より、4月から児童扶養手当額が
次のとおり改定されます。

　障害者手当は、重度の障がいのある在宅の障がい
者や障がい児、障がい児を監護・養育している方に支
払われる手当です。消費者物価指数の変動により、4
月から障害者手当額が次のとおり改定されます。

区　分

4万2,900円～1万120円
（4万2,490円～1万30円）

平成31年4月からの月額
（3月までの月額）

区　分

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

特別児童扶養手当

3万4,050円（3万3,790円）
2万8,250円（2万7,990円）
2万7,200円（2万6,940円）
2万1,690円（2万1,550円）
1万5,940円（1万5,800円）
1万4,790円（1万4,650円）
2万1,690円（2万1,550円）
1万5,940円（1万5,800円）
1万4,790円（1万4,650円）
5万2,200円（5万1,700円）
3万4,770円（3万4,430円）

（Ａ級）
（Ｂ級）
（Ｃ級）
（Ａ級）
（Ｂ級）
（Ｃ級）
（Ａ級）
（Ｂ級）
（Ｃ級）
（1級）
（2級）

平成31年4月からの月額
（3月までの月額）

5万3,050円(5万2,540円）

4万2,910円（4万2,500円）

5万3,030円～1万5,190円
（5万2,520円～1万5,050円）

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

児童
1人のとき

児童
2人のとき

　

※　児童3人以上の場合は、3人目から児童が1人増
　えるごとに最大6,080円が加算されます。
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　税額　＝　課税標準額　×　税率　－　軽減税額
　　　▽　課税標準額…固定資産評価額（特例措置の適用により評価額より低くなる場合があります）
　　　▽　税      　率…固定資産税1.4％、都市計画税0.3％
　　　▽　免　税　点…市町村の区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、
　　　　　　　　　　　償却資産150万円に満たない場合には、課税されません。

　住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で、専用住宅や併用住宅の敷地です。
　新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅（居住部分の割合が2分の1以上）で、床面積が50平方メートル

（一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル）以上280平方メートル以下の家屋です。
　　（1）住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。（表1）
　　（2）宅地などの課税標準額が、評価替えによって税負担が急増しないよう調整措置をしています。（表2）
　　　 ※　負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
　　　 負担水準　＝ 前年度課税標準額　÷　〔現年度評価額（×住宅用地特例率）〕
　　（3）新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。（表3）

【固定資産税】
　毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所
有している方が、その固定資産の所在する
市町村に納める税金です。

【都市計画税】
　都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てる
目的税です。原則、市街化区域内に所在する土地、家屋が対象で
固定資産税と合わせて納める税金です。

平成３１年度　固定資産税・都市計画税について平成３１年度　固定資産税・都市計画税について

表1　土地の課税標準の特例率

表3　新築住宅の減額

表2　負担調整措置の区分表

小規模住宅用地
(200平方メートル以下
の部分の住宅用地)

100％未満

①　評価額×住宅用地の特例率
　（＝本来の課税標準額）
②　前年度課税標準額＋本来の
　課税標準額×5％
①、②のうち、低い方を該当年度の
課税標準額とします。

100％以上

負担水準 課税標準額

評価額×住宅用地の特例率
区　分

特例率

固定資産税 都市計画税

一般住宅用地
(200平方メートルを
超える部分の住宅用地)

住宅部分の床面積が
120平方メートル以下

住宅部分の床面積が
120平方メートル超

一般住宅 3年度分

　　認定長期優良住宅

３階以上の中高層耐火住宅

　　認定長期優良住宅

5年度分

5年度分

7年度分

減額される範囲

全　　額

対象税額

120平方メー
トル相当税額

減額率 減額期間

住宅用地の課税標準額・新築住宅の減額措置について

6分の1 3分の1

3分の1 3分の2

2分の1

税額の算出方法
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　市街化区域に180平方メートルの住宅用地（評価額1,200万
円）を所有し、床面積110平方メートルの住宅（評価額900万円）を
平成30年に新築した場合（前年度課税標準額などは表4のとおり）

（１）平成31年度固定資産税課税標準額と軽減税額
【土地】　負担水準が100％未満なので、評価額に表１の特例率
（6分の1）を乗じ、表2の下段算定式で計算します。
　課税標準額は
　180万円+（1,200万円×1/6×5%）＝190万円
【家屋】　課税標準額は評価額と同額の900万円です。床面積が
120平方メートル以下のため、全額が2分の1の減額措置の対象
となります。(表3を参照)
　軽減税額は900万円×1.4%×1/2＝6万3,000円

（２）平成31年度都市計画税課税標準額
【土地】　負担水準が100％以上なので、評価額に表１の特例率
（3分の1）を乗じ、表2の上段算定式で計算します。
　課税標準額は1,200万円×1/3＝400万円
【家屋】　評価額＝課税標準額です。
　課税標準額は900万円
　したがって、年税額は表5のとおりです。
■問い合わせ先　税務課固定資産税係
　　　　　　　　（４８）1111（内1109・1110）

　固定資産税の納税者（土地・家屋の所有者）が、町内のほかの土地・家屋との価格（評価額）の比較ができるように、平成31
年度の土地・家屋の価格などが登録されている「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を次のとおり縦覧します。
■期　間　4月1日(月)～5月7日(火)（土曜日・日曜日、祝日を除く）の午前8時30分～午後5時15分
■場　所　税務課窓口
■手数料　無料
■縦覧の対象
　▽　土地の所有者は、土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載された「土地価格等縦覧帳簿」を閲覧することができ 
　　ます。
　▽　家屋の所有者は、家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格が記載された「家屋価格等縦覧帳簿」
　　を閲覧することができます。
■必要なもの
　▽　納税者本人であることを確認できるもの（運転免許証など）
　▽　納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの（運転免許証など）

　固定資産課税台帳の納税者本人に関する部分は、いつでも閲覧できます。借地人・借家人なども閲覧できます。
■期　間　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）の午前8時30分～午後5時15分
■場　所　税務課窓口
■手数料　２００円　※　縦覧期間内（4月1日～5月7日）は無料
■必要なもの
　▽　納税者本人であることが確認できるもの（運転免許証など）　
　▽　納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの（運転免許証など）　
　※　借地人などの場合は、その権利を示す書類（賃貸借契約書など）も必要です。

　自己所有の固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出
期間は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間です。（ただし、平成31年度に新しく登録された価格
に限ります）
■問い合わせ先　税務課固定資産税係　（４８）1111（内1109・1110）

固定資産価格の縦覧などを行います固定資産価格の縦覧などを行います

表4

表5

前年度固定資産税課税標準額
固定資産税の負担水準
前年度都市計画税課税標準額
都市計画税の負担水準

区分

課
税
標
準
額

税　率④
算出税額⑤（③×④）

軽減税額⑥
年税額⑦（⑤－⑥）

（百円未満切り捨て）
年税額

土地①
家屋②

合計③（①＋②）
（千円未満切り捨て）

固定資産税

1.4％
15万2,600円
6万3,000円

8万9,600円

12万8,600円

190万円
900万円

1,090万円

都市計画税

0.3％
3万9,000円

－

3万9,000円

400万円
900万円

1,300万円

180万円
90％

400万円
100％

平成31年度税額の計算例

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳の閲覧

審査の申し出
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町民の皆さんの話題やニュースを紹介

中学校生活に感謝を込めて
2/14
（木）

2/28
（木）

　「阿久比町2分の1成人式」がアグピアホール（中央
公民館多目的ホール）で行われ、町内の小学4年生
288人が参加しました。児童たちは町長や来賓から祝
辞を受けた後、各学校の代表児童1人が「どんな大人に
なりたいか」「10年間を振り返って」といったテーマで
作文を読み上げました。最後に児童全員で合唱曲『はじ
めの一歩』を歌い、10年後の再会を誓いました。

　阿久比中学校の3年生が3年間過ごした校内を清掃
する「愛校作業」を行いました。生徒は各教室や体育
館、アザレアホールなど各清掃場所に分かれ、雑巾掛
けや窓拭き、ワックス掛けなどをしました。

　「お祝い給食」が行われ、生徒たちはからあげやレン
コンチップス、ケーキなどたくさんの種類の中から好
きなものを選び、今まで9年間おいしい給食を作って
くれた調理員などに感謝しながら中学校生活最後の
給食に舌鼓を打ちました。

10年後、この場所で再会を
2/15
（金）

▲　合唱する児童たち

▲　アザレアホールの床を磨く ▲　大好物ばかりのお祝い給食

昔の遊びに思わず熱中

　東部小学校の3年生が社会科「昔のくらし」の勉強の
一環で阿久比風土記の会の皆さんから昔の道具や暮
らし、遊びなどについて学びました。児童たちはビー玉
やメンコ、お手玉などそれぞれ興味のある遊びのス
ペースへ行き、風土記の会の皆さんに教わりながら上
手にできるようになるまで何度も楽しそうにチャレンジ
しました。

2/20
（水）

▲　けん玉にチャレンジ
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白沢台サロン100回記念
地域のつながりさらに深める活動を
　白沢台集会所で100回目となる「白沢台サロン」が
行われました。白沢台サロンは平成22年11月に活動
が開始されて以来毎月1回行われ、おおむね75歳以上
の高齢者が手作りのフレンチトーストとコーヒーの食
事をしながら会話を楽しむことができる場所となって
います。100回記念として今回はフレンチトーストにイ
チゴが付いたほか、クマの形にアレンジされたハンドタ
オルの記念品が配られました。

2/20
（水）

▲　食事とおしゃべりを楽しむ

　町と東海西濃運輸株式会社知多支店が「災害時にお
ける緊急物資輸送等に関する協定書」を締結しました。
これは、大規模災害時に物資の緊急輸送や物資拠点の
運営などの支援協力の要請について取り決めたもの
で、あらかじめ手続きなどを定めることで災害時の混
乱した状況においても円滑に実施されることを目的と
します。土屋敏昭支店長は「訓練などに参加しながらノ
ウハウを高め、災害時に備えたい」と話しました。

災害時の緊急物資輸送などについて協力体制
2/28
（木）

▲　協定書を手に持つ町長と東海西濃運輸株式会社の皆さん

「おこしもの」を作って桃の節句を祝う

　東部保育園でひな祭り会が行われ、園児たちはひな
祭りにまつわるゲームをしたり、童謡『うれしいひなまつ
り』を歌ったりしました。会を楽しんだ後は、桃の節句に
供えられる和菓子「おこしもの」を作りました。「おこし
もの」とは熱湯でこねた米粉を成型し、蒸し器で蒸し上
げる菓子。園児たちは白、赤、緑に色を付けてこねた米
粉で好きな形を作り、おやつの時間においしく食べまし
た。

2/28
（木）

▲　夢中になっておこしものを作る園児

　ふれあいの森であぐいカップリングパーティーを開
催しました。多数の申し込みの中から抽選で決まった男
性15人、女性12人の参加者は、自己紹介の後、屋内で
バーベキューをして交流しました。カップリングタイム
では、自分と相手にしか分からない方法で告白し、3組
のカップルが成立しました。今年度も年間2回の男女交
流イベントを行う予定です。真剣に結婚を考えている
皆さんの申し込みをお待ちしています。

頬が赤く染まったのは気になるあなたのせい
2/9
（土）

▲　バーベキューを楽しむ皆さん

あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますのでご連絡ください。 　政策協働課　（48）1111（内線1310） 17
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フェイス  トゥ  フェイス（み ん な で 協 働 推 進 ペ ー ジ）
顔のみえる関係づくりでひろげる阿久比のまちづくり

「住民税1％町民予算枠制度」
わくわくコラボ採択事業

　音楽の生演奏を聴いて、ほっこりと心癒やされてみませんか。
　今回はマリンバとコンガやジャンベなどで知られるラテンパー
カッションのデュオによるコンサートです。異なる分野で活動して
きた大学の同期生2人がコンビを組み、公開講座での演奏や展
覧会のオープニングセレモニーなどで精力的に活動しています。
ユニークな楽器編成で、クラシックとラテンの融合による熱い演
奏を楽しんでください。

【第37回】
♪～マリンバ＆ラテンパーカッション　魅惑の世界へ～♪
■日　時　4月15日（月）　午後0時15分～（30分間）
■場　所　庁舎1階ロビー
■出演者　Ｍ．Ｎ　Ｄｕｏ（深谷宣斗さん、植田光紀さん）
■曲　名　『クラッピングミュージック』『竹林』『ガーナイヤ』ほか
■問い合わせ先　Ｍオアシス（代表 山本）　（48）0230

　町民提案や町民活動を支援する仕組み「住民税１％町民予算枠
制度」を利用して、実際に行われた事業の報告を聞き、自らの想い
をカタチにしませんか。
※　今回の報告会は、平成30年度実施事業が対象です。
■日　時　4月23日（火）　午後6時30分～午後9時
■会　場　中央公民館本館301号室
■傍　聴　自由。申し込みは不要です。
■問い合わせ先　
　政策協働課協働推進係　（48）1111（内1310）

内　容
▽　わくわくアイデア事業5事業提

案者表彰
▽　わくわくコラボ事業14事業団体

からの事業報告
▽　審査委員の講評

ロビーコンサート
～　憩いのひとときをあなたに　～

あなたが想う

「住民税1％町民予算枠制度」公開事業報告会

のヒントがきっと見つかります

「みんなでつくる協働のまちづくり」「みんなでつくる協働のまちづくり」

　春は宴会シーズンのため、飲食店に行く機会が増えます。今回は、宴会の食
べ残しを減らすための取り組み「3010（さんまるいちまる）運動」を紹介しま
す。3010運動は、宴会で乾杯後30分とお開き10分前は、自席で料理を楽し
む、食品ロスの削減を図る運動です。宴会は会話やお酌などで落ち着いて食事
する時間がなかなかありませんが、3010運動に取り組み、一人一人が「もった
いない」を心掛けて楽しい宴会にしてください。
　今年度のシリーズ食育では、地元の農畜産物や食育推進委員会委員の各団
体の食育の取り組みなどについて紹介をします。引き続き偶数月15日号の広
報に掲載します。
■問い合わせ先　産業観光課農政係　(48)1111（内1223）

シリーズ食育 49 3010運動で食べ残しをゼロに

18
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　町では、国や県が実
施する統計調査に従事する統計調査

員に登録していただける方を募集します。
■登録統計調査員制度とは　統計調査を実施するときに、あら

かじめ登録している方の中から必要に応じた人数を選び、統計調査員とし
て従事していただく制度です。
■統計調査員とは　統計調査は、国勢調査、経済センサス、工業統計調査な

ど、さまざまな調査があります。
　　統計調査員は、世帯や事業所など調査対象を訪問し、調査票の記入依頼

や調査票の回収・点検といった、統計調査の仕事の中でも基本的で重要な
部分を受け持ちます。

　　調査員の身分については、国や都道府県知事などから統計調査の都度
任命される非常勤の公務員です。そのため、調査活動中の事故は公務災害
補償が適用され、調査で知り得た内容については法律で秘密の保護が義務
付けられます。 
■調査員の仕事の内容　調査員事務説明会への出席・調査の準備・調査票

の記入依頼と配布・記入された調査票の回収・集めた調査票の点検と整
理・調査関係書類の提出

※　調査の種類によって異なる場合があります。
■調査員報酬　調査員には、統計調査ごとに定められた報酬が支払われま

す。調査の種類や受け持ち件数などにより異なりますが、およそ2万～7万
円程度です。※　必ずしもこの範囲内とは限りません。 
■登録資格　以下の条件を全て満たしている場合、登録することができます。
　▽　責任を持って調査事務を遂行できる満18歳以上の方 
　▽　警察・徴税などの事務に直接関係のない方
　▽　被選挙者、選挙事務所の職員など選挙に直接関係のない方
　▽　暴力団員、そのほかの反社会的勢力と密接な関係のない方
■登録方法　「統計調査員希望者申込書」を記入の上、政策協働課調査広報

係まで持参してください。申込書は政策協働課窓口にあります。町ホーム
ページからダウンロードすることもできます。 
■登録・問い合わせ先　〒470-2292　阿久比町大字卯坂字殿越50　
　政策協働課調査広報係　（48）1111（内1311）

　被保険者の健康を保持・増進することを目的に、協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を助成し
ます。助成は、4月1日～翌年3月31日の1年間で、全保養所合わせて4泊までです。
　利用する方は、申込時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝え、宿泊当日に
保養所の窓口で、後期高齢者医療の保険証と利用カード（初回利用時に交付）を提示してください。精算時に利用
料金に対し、1,000円を助成します。

■問い合わせ先　愛知県後期高齢者医療広域連合給付課　052（955）1205

■協定保養所名（場所）と電話番号
　▽　すいとぴあ江南 （江南市）
　　　0587（53）5555【予約専用番号】
　▽　豊田市　百年草（豊田市）
　　　0565（62）0100
　▽　名古屋市休養温泉ホーム松ケ島（桑名市）
　　　0594（42）3330

▽　あいち健康の森プラザホテル（東浦町）
　　0562（82）0211
▽　シーサイド伊良湖（田原市）
　　0531（35）1151
▽　サンヒルズ三河湾（蒲郡市）
　　0533（68）4696

統計調査員になりませんか統計調査員になりませんか
■勤務場所　町立学校給食セン

ター
■勤務内容　給食調理業務
■募集人員　若干名
■勤務形態　学校休校日以外（保

育園給食有り）
　①　午前8時30分～午後4時（1

日6.5時間程度）
　②　午前8時30分～正午（1日

3.5時間程度）
■賃　金　時間給955円（4月1日

現在）
■交通費　2,000円（月10日以上

の勤務で自宅から勤務地まで2
キロメートル以上の場合）
■勤務開始日　6月3日（月）予定
■応募資格　64歳（4月1日現在）

までの健康な方（65歳定年）
■試験方法　面接試験（後日連絡）
■提出書類　臨時職員登録申請書
（町立学校給食センター窓口に
あります。町ホームページからダ
ウンロードすることもできます。
写真を貼り付け、押印したものを
提出してください）
■申込期限　4月19日（金）
■申し込み・問い合わせ先　
　町立学校給食センター
　（48）5111

保養所へ宿泊しませんか
～　愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成のご案内　～

給食センターの調理
員を募集
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　狂犬病予防法では、飼い犬を必ず登録
し、年1回の狂犬病予防注射を受けること
が定められています。平成31年度の狂犬
病予防注射を右表のとおり行います。登
録済みの場合は、予防注射のみ受けてく
ださい。
　未登録犬の飼い主や、生後91日以上
の犬を新たに飼い始めた方は、登録と予
防注射を受けてください。
　集合注射に出掛けられないときは、必
ずかかりつけの動物病院などで予防注射
を受けてください。
■料　金
　【予防注射】1頭3,400円
　（注射料金2,850円、注射済票交付手
数料550円）
　【新規登録】1頭3,000円
　※　当日は受け付けが混雑しますの
　　で、釣り銭のないようお願いします。
■集合注射会場へ出掛ける際は
　▽　首輪が抜けないように十分注意し
　てください。
　▽　予防注射通知書（はがき）にある
　問診票を記入して、必ず会場に持参
　してください。
　▽　動物病院などで注射を受けるとき
　も、予防注射通知書（はがき）を持参
　してください。
■犬の飼い方のマナー
　▽　動物を好きな方もいれば、苦手な
　方もいます。知らない間に近所の方
　に迷惑をかけているかもしれませ
　ん。マナーを守って飼育してください。
　▽　犬の散歩では、ふんの後始末を責
　任を持って行ってください。
　▽　放し飼いは危険なので、やめてく
　ださい。
■問い合わせ先　
　建設環境課環境係　
　(48)1111（内1211）

４月17日（水）

受付時間 会場

４月20日（土）

5月7日（火）

5月10日（金）

■狂犬病予防集合注射の日時、会場
日にち

　町では「自然と人間の共生　ホタルを守ろう」を合言
葉に、心豊かなふるさとづくりに取り組んでいます。ふ
れあいの森と東部小学校ではヘイケボタルの養殖飼
育をしていますが、エサである巻貝類の確保に苦労し
ています。
　平日昼間の活動が主となりますが、自然やホタルに
興味のある方をはじめ、少しでも協力していただける方
は、ホタルボランティアに応募してください。
■活動内容　▽　ホタルの飼育活動補助
　　　　　　▽　巻貝類の調査、確保
　　　　　　▽　そのほか活動の援助など
■応募・問い合わせ先　
　建設環境課環境係　(48)1111（内1211）

　ヘイケボタルの幼虫が水中で幻想的な光を放つ様
子を、職員の説明を聞きながら観察できます。
■日　時
　4月18日（木）、19日（金）　午後6時30分～午後8時
　※　雨天でも開催します。
■場　所　ふれあいの森ホタル養殖場・観察室

犬の飼い主の皆さんへ　～犬の登録と狂犬病予防注射をお願いします～犬の飼い主の皆さんへ　～犬の登録と狂犬病予防注射をお願いします～

町立図書館駐車場
阿久比団地南風公園
福住園高台東公園
宮 津 公 民 館
横 松 公 民 館
高 根 台 集 会 所
福住老人憩の家
高岡老人憩の家
オアシスセンター
丸山公園武道場
宮津山田集会所
草 木 公 民 館
町立図書館駐車場
陽なたの丘集会所
白沢台中央公園
北原天満宮駐車場
オアシスセンター
萩 老 人 憩 の 家
大 古 根 公 民 館
植 公 民 館
矢 口 公 民 館
草 木 公 民 館
白 沢 公 会 堂
日生コーポ原前
高 根 台 集 会 所
宮津山田集会所
板 山 公 民 館

午前9時30分～午前9時50分
午前10時～午前10時15分

午前10時25分～午前10時40分
午前10時50分～午前11時10分
午前11時20分～午前11時30分
午後1時～午後1時20分

午後1時30分～午後1時45分
午後2時～午後2時20分

午前9時30分～午前9時50分
午前10時～午前10時20分

午前10時30分～午前10時50分
午前11時05分～午前11時35分
午前9時20分～午前9時40分
午前9時50分～午前10時10分
午前10時25分～午前10時40分
午前10時50分～午前11時05分
午前11時20分～午前11時40分
午後1時～午後1時10分

午後1時20分～午後1時35分
午後1時45分～午後2時

午後2時10分～午後2時30分
午前9時30分～午前10時

午前10時10分～午前10時25分
午前10時35分～午前10時45分
午前10時55分～午前11時10分
午前11時20分～午前11時35分

午前11時45分～正午

「ほたるの幼虫観察会」を開催「ほたるの幼虫観察会」を開催「ほたるの幼虫観察会」を開催 「ホタルボランティア」を募集「ホタルボランティア」を募集「ホタルボランティア」を募集

▲過去の幼虫観察会

受注No.19A00112  ／版管理番230073-01／阿久比町役場様    
広報あぐい4/1・4/15合併号 34P政策協働課（210×297mm）／19.3.11／13:06／長尾★■



21

広報あぐい　2019.4.1・15

　2市2町(阿久比町､大府市､豊明市､東浦町)で構成している東部知多衛生組合の平成31年度一般会計予算は、次
のとおりです。
　阿久比町の平成31年度負担金は、1億5,149万6,000円です。

科　目
分担金及び負担金
使用料及び手数料

国庫補助金
財産収入
繰越金
諸収入
組合債

歳入合計

金　額 科　目
議会費
総務費
衛生費
事業費
公債費
予備費

歳出合計

金　額
49万9,000円

5,981万円
10億8,901万7,000円
17億8,362万6,000円
1億5,958万8,000円

1,000万円
31億254万円

（歳入） （歳出）

12億7,736万2,000円
2億2,801万1,000円

2億913万2,000円
1,348万8,000円

1,000万円
1億2,994万7,000円

12億3,460万円
31億254万円

■問い合わせ先　東部知多衛生組合　0562（83）3300

▽　し尿汲取券は、18リットル分で1枚120円、仮設トイレの場合は9リットル分で1枚120円です。一覧表にある阿
久比町し尿汲取券取扱所で購入してください。

▽　汲み取り日にはあらかじめ、し尿汲取券に申込者の印を押し、作業終了後、し尿汲み取り業者（町委託業者）に渡
してください。

▽　し尿汲み取り料は、現金での支払いはできません。 

▽　阿久比町し尿汲取券取扱所で申し込みください。
▽　月曜日～水曜日の汲み取りは前週の金曜日まで

に、木曜日～金曜日の汲み取りはその週の火曜日ま
でに申し込みください。

▽　汲み取り日には、し尿汲取券と清掃用の水（バケツ
2杯～3杯）を必ず用意してください。作業しやすいよ
うに、汲み取り口と通路の整理整頓をお願いします。

▽　冠婚葬祭や雨水が入るなど急に汲み取りが必要に
なったときは、直接し尿汲み取り業者に申し込みくだ
さい。

　【し尿汲み取り業者】　
　（株）アグメント　（48）3594

■平成31年度し尿汲み取り計画

■問い合わせ先
　建設環境課環境係　（48）1111（内1211）

■平成31年度阿久比町し尿汲取券取扱所一覧表 ■し尿汲み取りの申し込み方法
（4月1日現在・敬称略）

※　年末年始（12月28日～1月5日）は汲み取りできません。

毎月第2・第4木曜日と金曜日
地　区 汲み取り日（予定）

阿久比・椋岡・矢口・
高岡・植・大古根

横松・萩・宮津
板山・福住・白沢・
坂部・卯之山
草木
阿久比団地

毎月第1・第3
月曜日、火曜日、水曜日

毎月第2・第4
月曜日、火曜日、水曜日

毎月第1・第3木曜日と金曜日
毎月第4月曜日、火曜日、水曜日

宮　津

白　沢

大古根
植

高　岡
椋　岡
阿久比
卯之山

草　木

福　住
板　山

横　松 水野慎一
田中芳朗
榊原武雄
竹内進

榊原富子
佐藤文子

竹内かづ子
竹内銓
都筑宰

川口宗一
吉松靖子
榊原和宏
副区長

近藤義子
新美久美子

役場建設環境課（庁舎2階）でも販売しています。

取扱所店名など 代表者地区名
(有)光電
田中屋 

(有)マルショー商会
サンフローラ
字東豊石山
白沢区民館

篭三
桝源商店

魚与
お茶の川一

字北下川（阿久比神社）
(有)マルカ櫻屋商店

大字高岡
こんどう

美芳洋装店

汲み取り式のトイレを使用している方へ
～し尿汲み取りには、し尿汲取券が必要です～

汲み取り式のトイレを使用している方へ
～し尿汲み取りには、し尿汲取券が必要です～

平成31年度東部知多衛生組合一般会計予算をお知らせします平成31年度東部知多衛生組合一般会計予算をお知らせします
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月日 火 水 木 金 土

6

13

20

27

子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター
開所時間　午前9時～午後4時
　　　　　　　（土曜日・日曜日、祝日は休み）
開所時間　午前9時～午後4時
　　　　　　　（土曜日・日曜日、祝日は休み）

問い合わせ先 （４７）０３６９（阿久比スポーツ村クラブハウス２階）

ぴ っ ぴぴ っ ぴぴ っ ぴ
だ よ りだ よ りだ よ り

阿久比町
子育て支援センター

あぐぴっぴ

7

14

21

28

5

12

19

26

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

休

休

休

休

休

休

ミニ講座
｢ハーブで作ろう！｣

（予約制）

親子講座
「リズム遊び」（予約制）

双子ちゃんの会

児童館「あそびひろば」
英比保育園なかよし広場

児童館　休み

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児休み

児童館　PM開館

児童館　PM開館
城山保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館　PM開館
中部保育園なかよし広場

児童館　PM開館

児童館　休み

児童館　休み

児童館　休み

児童館　休み

児童館「あそびひろば」 児童館「あそびひろば」

東部保育園なかよし広場

児童館　休み

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」
宮津保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館　休み 児休み

おしゃべりルーム
「栄養士さんに聞いてみよう！

離乳食の話」（先着順）       
からだげんきかな

午前10時30～午前11時30分

おもちゃ病院
わくわくぴっぴ広場

中央公民館本館103号室

児童館「あそびひろば」
草木保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

即位の日 みどりの日国民の休日 憲法記念日

5月

＊　ことばの相談室「すくすく相談日」は、臨床心理士に
子どもの発達や子育ての悩みなどを相談できます。詳
しくは、支援センターまで問い合わせください。

＊　　マークの日は、芝生広場で外遊びができます。

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴおそとでぴっぴ

おしゃべりルーム　（先着順）
「栄養士さんに聞いてみよう！離乳食の話」

■日時・対象・定員　５月1３日（月）　
　▽　５カ月～８カ月の子ども　午前９時３０分～午前１０時３０分　親子１０組
　▽　９カ月～11カ月の子ども　午前１０時３０分～午前１１時３０分　親子１０組
■場　所　あぐぴっぴ　赤ちゃんルーム
■講　師　平野麻里町管理栄養士

　中央公民館本館や宮津公民館で子育てネットワーカーの
方と一緒に遊びませんか。体操や絵本の読み聞かせもあり
ます。子育ての相談も気軽にしてください。申し込みは不要
です。

【中央公民館本館103号室】
　毎月第2木曜日（８月は休み）午前１０時～午前１１時３０分

【宮津公民館】　※　年4回
　６月２０日（木）、9月１９日（木）、
　１１月２１日（木）、２月２０日（木）

　奇数月は、保健師による健康相談や、身体計測を
受けることができます（予約不要）
午前10時30分～午前11時30分

カレンダー 5 がつ

なかよし広場
　城山・草木・宮津・英比・東部・中部保育園で開催されます。親子で園庭や遊戯室
で遊んだ後、子育て支援センタースタッフによる、体操やふれあい遊び、絵本の読
み聞かせなどがあります。保育士と話し、園の雰囲気を知ることもできます。年間
予定表はあぐぴっぴにも掲示してあります。時間は午前１０時～午前11時３０分。雨
の日も行います。

わくわくぴっぴ広場に遊びに来ませんか

からだげんきかな

子どもの日

　ハーブの効能を学んで、虫よけスプレーを作ります。
■日　時　５月１７日（金）午前10時～午前11時
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室 
■対　象　就学前の子どもの保護者
■定　員　１５人（託児は１５人まで可能）
■講　師　子育て支援センタースタッフ
※　材料費が別途かかります。詳しくは子育て支援セン

タースタッフまで。

ミニ講座　ハーブで作ろう！（予約制）

　楽しい曲に合わせて親子で身体を動かします。
■日　時　5月3０日（木）午前10時～午前11時
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室
■対　象　２歳～３歳の子どもと保護者
■定　員　親子１５組（託児は３人まで可能）
■講　師　ミュージック・ケア名古屋研究会会員
　　　　　杉浦好美さん

親子講座　「リズム遊び」（予約制）

◆　どの講座も町内在住の方が対象です。
◆　予約制の講座は４月１７日(水)から4月２３日(火)まで（土・日を除く）に直接あぐ

ぴっぴで申し込みください（電話は不可）。参加希望者多数のため、抽選になる場
合は、当選した方に後日連絡しますので、必ずあぐぴっぴの電話番号をスマート
フォンや携帯に登録してください。

双子ちゃんの会
　双子や三つ子など
の親の情報交換の
場です。子どもと一
緒に参加してくださ
い。
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医療機関名 電話番号

高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか

■補助回数　1回
■接種を受けるときの持ち物
　予診票、健康保険証、診察券（持っている方のみ）
■予防接種実施医療機関（日曜日・祝祭日は休診）
　※　必ず予防接種の予約をしてから出掛けて
　　ください。　

　接種費用の補助を希望する方は、事前に町保健センターで手続きが必要です。保険証をお持ちください。
※　これまでに町の補助を受けて接種したことがある方は、対象となりません。

※1　本人確認できるものとは、ア、イのいずれかとな
ります。
ア　運転免許証、パスポートなど官公署などが交付し
た写真付きのもの1種類　　

イ　各種保険証、年金手帳など官公署などが交付した
写真の付いていないもの2種類（氏名、住所または
生年月日の記載されたもの）

■補助期間　翌年3月31日（火）まで
■補助対象　
　以下の①～③のいずれかに当てはまる方
 　定期接種
　①　平成31年度中（4月2日～翌年4月1日）に65歳、70
　歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方

　②　接種日に満60歳以上65歳未満で、心臓もしくは呼
　吸器の機能障害（身体障害者手帳1級程度）のある方、
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいの
　ある方

　※　定期接種対象の方は、事前に申請をすれば、町外医
　療機関でも接種を受けられる場合があります。希望す
　る方は、事前に町保健センターで手続きをしてください。

 　任意接種
　③　65歳以上の方で、①に当てはまらない方　
　※　手続きには印鑑が必要です。
■自己負担額　2,000円（接種費用8,000円のうち
　6,000円を町が補助します。10月以降は接種費用
8,100円、補助額6,100円に変更になります）

 　生活保護世帯などの方へ
　　生活保護世帯、住民税非課税世帯の方については、費用
を全額補助します。印鑑と次の(1)～(3)のいずれかを持っ
て、接種前に町保健センターで手続きをしてください。
　（1）個人番号カード
　（2）個人番号通知カード＋本人確認できるもの※1
　（3）本人の個人番号が記載された「住民票の写しの
　　　原本」または「住民票記載事項証明書」＋本人確認の
　 できるもの※1

■問い合わせ先　健康介護課保健係　(48)1111（内1520・1521）

■問い合わせ先　町保健センター（町オアシスセンター内）
　(48)1111（内1520・1521）

　町では、平成31年4月1日以降に生まれた子どもを対象に、新生児聴覚検査にかかる費用の一部助成を開始し
ます。対象の方には、個別に受診票を交付します。
　聴覚の障がいは、早く発見して適切に対応することが、その後の言葉の発達やコミュニケーション能力の獲得の
ために大切です。

新生児聴覚検査費用を一部助成新生児聴覚検査費用を一部助成

阿 久 比 ク リ ニ ッ ク

あぐい小児科クリニック

あ ぐ い 南 ク リ ニ ッ ク

浅 井 外 科

飯 塚 医 院

岡田ハートクリニック

於大クリニック阿久比

眼 科 冨 田 ク リ ニ ッ ク

耳鼻咽喉科すみやクリニック

高 津 耳 鼻 咽 喉 科

竹内整形外科・内科クリニック

ハ ー ブ 内 科 皮 フ 科

東 ヶ 丘 ク リ ニ ッ ク

山 田 内 科

渡 辺 ク リ ニ ッ ク

(48)8866

(89)2020

(49)0373

(48)8787

(48)2131

(49)2100

(49)3811

(49)3322

(49)3154

(49)2525

(47)1275

(48)9074

(48)5551

(48)3737

(48)0202
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　保
健センター通信

すこやかだより 保健センター1階　（48）1111（内1520・1521）

献血は身近なボランティア
　皆さんからいただいた血液は、輸血を必要とする医療を支えています。輸血に必要な血液を十分に確保するためには、
絶えず皆さんからの献血を必要としています。献血している方の約70パーセントは50歳未満の方で、この世代が輸血医
療を大きく支えていますが、少子高齢化のため、若年層（10代～30代）の献血者数は減少傾向です。そのため、特に若い
世代に献血への理解と協力を必要としています。
※　1回の献血にかかる所要時間は約40分です。
※　当日体調の悪い方、3日以内に出血を伴う歯科治療（歯石除去を含む）を受けた方、輸血歴のある方などは原則とし
て献血できません。
■日程表　※　全て400ミリリットル献血限定会場です。献血カードを持っている方は持参してください。

　小児がんなどの治療で骨髄移植
などを受けた場合、治療前の定期予
防接種で得られた免疫が失われるた
め、医師から再接種を勧められるこ
とがあります。
　町では、平成31年4月から、医療
行為により免疫を失った場合の再接
種にかかる費用の助成を開始しま
す。助成の対象年齢・手続き方法な
ど詳細については、町保健センター
まで問い合わせください。
■問い合わせ先　
　健康介護課保健係　
　（48）1111（内1520・1521）

日にち
4月21日（日）
4月28日（日）
5月9日（木）

場　所
ピアゴ阿久比北店
アピタ阿久比店
町保健センター

受付時間
午前10時～午前11時40分、午後1時～午後4時
午前10時～午前11時40分、午後1時～午後4時

午後2時30分～午後4時30分

献血量
年齢
体重
最高血圧
血色素量

献血できる回数/年

■400ミリリットル献血の採用基準

※1　65歳～69歳の方は、60歳～64歳までに献血経験のある方に限ります。
■主　催　阿久比町献血推進協議会

400ミリリットル
男性：17歳～69歳※1　女性：18歳～69歳※1
50キログラム以上
90mmHg以上
男性：13.0g/dl以上　女性：12.5g/dl以上
男性：3回（1,200ミリリットル）以内　女性：2回（800ミリリットル）以内

平成31年度の広域予防接
種の申請を受け付け開始

骨髄・末梢血幹細胞提供者、提供者を
雇用する事業所などへ補助金を交付

定期予防接種再接種
の費用助成

医療行為により免疫を
失った場合の

　町では、平成31年4月から、骨髄・末梢血幹細胞提供者、提供者を雇用する
事業所などへの補助金の交付を開始します。
■対　象　
　①　骨髄など提供時に町内に住所を有する方で、公益財団法人日本骨髄
バンクが発行する骨髄などの提供が完了した証明書の発行を受けた方

　②　骨髄などを提供するため最初に通院した日から完了した日までの間、
提供者を引き続き雇用していた国内の事業所（国・地方公共団体・独立
行政法人を除く）

■助成額　
　①　提供者　1回の骨髄などの提供に係る通院・入院に要した日数に2万
円を乗じた額で、上限14万円を限度とします。

　②　事業所　1回の骨髄などの提供につき、提供者が骨髄などの提供を行
うために休業した日数に1万円を乗じた額で、上限7万円を限度とします。

■申請方法　骨髄などの提供後、申請書類などを整え、町保健センターで助
成申請手続きをしてください。申請に必要な書類は、町保健センター窓口
にあります。町ホームページからダウンロードすることもできます。
■申請・問い合わせ先　健康介護課保健係　（48）1111（内1520・
1521）
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■問い合わせ先
健康介護課保健係（48）1111（内1520・1521）
※　場所の指定がない場合、会場は保健センターです。5月 の保健ガイド

（診療時間　午前9時～午後1時）●休日診療歯科診療所
日にち 診療所（所在地） 電　話

日曜日・祝日 （23）2636半田歯科医療センター
（半田市港町1-62）

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談
日にち 内　　容 受付時間

10日（金）・
17日（金）

午前9時～
　午前11時
午後1時～
　午後3時

赤ちゃんからお年寄りま
で、身長・体重・血圧など
を測定します。

（電話相談も可) 

●休日診療担当医院

乳児健診 14日（火）

1歳児歯科相談 22日（水）

1歳6カ月児健診 21日（火）

2歳児歯科健診 30日（木）
3歳児健診

平成30年5月生
平成29年10月17日～　　　　 
　　　　　　　　 11月21日生

平成28年4月生
平成29年4月～5月生

22日（水）

●乳幼児健康診査日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）
健診の種類 対象者

第2子以降：午後1時～午後１時20分
第１子：午後1時40分～午後2時

受付時間日にち

平成31年1月10日～2月14日生

妊娠届出書を交付された方
（都合の悪い方は問い合わせ先まで

連絡してください） 
15日（水）
29日（水）

●その他
事業の種類 対象者 時　間日にち

母子健康手帳の交付 午前9時～午前10時

9日（木）献血 午後2時30分～午後4時30分
16歳～69歳の健康な方。ただし、
65歳以上は、60歳～64歳の間に
献血経験がある方に限ります。

午前9時30分～午前11時

午後1時～午後1時30分

午前9時30分～午前10時30分
午後1時～午後1時30分

●予防接種日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）

平成30年11月9日～12月7日生 7日（火）
予防接種名 対象者 受付時間日にち
ＢＣＧ接種 午後1時30分～午後2時

レディスがん 申込者 午前9時～午前11時8日(水)

乳がん・子宮頸がん 申込者 午前9時～午前11時
午後1時～午後2時30分16日（木）

胃がん・大腸がん・前立腺がん 申込者(男性のみ） 20日（月）

胃がん・大腸がん・前立腺がん 申込者
午前9時～午前11時28日（火）

29日（水）
乳がん・子宮頸がん・骨密度 申込者 31日（金）

●がん検診日(定員に達した場合は、申し込み受け付けを締め切っていることがあります）
検診の種類 対象者 受付時間日にち

ペア教室（沐浴編） 妊婦とその家族 午前9時30分～午前11時45分7日(火)
前期離乳食講習会 平成31年1月生 午前10時～午前11時30分9日(木)
後期離乳食講習会 平成30年8月～9月生 午前10時～午前11時30分24日(金)

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

日にち 担当医院（所在地）
1日（水・祝）
2日（木・休）
3日（金・祝）
4日（土・祝）
5日（日・祝）
6日（月・振休）
12日（日）
19日（日）
26日（日）

電　話
（48）9074
（48）8866
（48）8866
（49）3811
（48）5551
（48）8866
（48）8787
（48）8787
（48）2131

ハーブ内科皮フ科（横松字宮前67）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
於大クリニック阿久比（宮津字西森下14-1）
東ヶ丘クリニック（福住字高根台11-6）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1)
浅井外科（白沢字天神前33-2）
浅井外科（白沢字天神前33-2）
飯塚医院（福住字六反田1-9）

（診療時間　午前9時～正午）
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防災交通課防災係 （48）1111（内1209）

防災行政無線情報は電話でも （48）7030で確認してください。
防災行政無線が聞き取りにくい場合は、

最新のメッセージを聞くことができます。

Vol . 314

昨年度の災害を振り返る

消防団　勇姿を魅せる　～　阿久比町消防団観閲式を開催　～

▽　大阪府北部地震
　　6月18日に大阪府北部で最大震度6弱の地震が発生。ブロック塀や家具
の下敷きとなり、6人の命が失われました。
▽　平成30年7月豪雨
　　7月上旬に広島県や岡山県などの西日本を中心に、河川の氾濫・浸水
害・土砂災害などが発生。220人を超える死者が出ました。
▽　北海道胆振東部地震
　　9月6日、北海道胆振東部で最大震度7の地震が発生。発電所が被災し、
ブラックアウト（管内のほぼ全域での停電）したほか、液状化現象で道路や
住宅が沈下する被害がありました。

　3月10日に阿久比町消防団観閲式が阿久比ス
ポーツ村第2駐車場で行われました。
　団員たちの規律正しい動作による分列行進、消
防操法、小隊訓練、放水訓練などを行い、日ごろの
訓練の成果を披露しました。

　町内でも、9月の台風21号や24号の暴風による飛来物で、自
宅や車両が損傷し、ビニールハウスが倒壊するなど、多くの被害
がありました。
　各地で起きた災害への対応を教訓にするとともに、防災マップ
などを活用し、身近な危険を知り、事前の対策、早めの避難に役
立ててください。

▽　半田警察署管内消防警察
　協議会長表彰
　第 1分団　國近俊介
　第 3分団　三苫卓磨
　第 4分団　新美勇太
　第 5分団　新美隼吾

▽　阿久比町消防団長表彰
　本　　団　竹内永美
　第 3分団　中村雄亮
　第 4分団　新海佳昌
　第 4分団　横川瞭
　第 4分団　鈴村郁弥
　第 5分団　酒井晶久
　第 5分団　加古賢哉

▽　阿久比町長表彰　功労章
　第 3分団　竹内亮仁
　第 3分団　魚住啓太
　第 3分団　竹内義泰
　第 4分団　田中孝明
　第 4分団　田中秀明
　第 5分団　榎本悠介
　第 5分団　中村千裕

土石流でえぐれた　▶
県道：東広島市

▲　河川の増水により地盤が崩落した住
　宅：東広島市

式典では以下の優良消防団員の表彰がありました。（敬称略）
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■横断歩道上の事故が増加
　　県内では横断歩道上の交通事故・死亡事
故が多発しています。横断歩道で歩行者が
渡ろうとしているときに、車両が無視して通
行することは横断歩行者妨害等違反に該当
する場合があります。横断歩道を通行する
際は、必ず歩行者の有無を確認し、歩行者
が待っている場合は停車し、いない場合で
も慎重に走行してください。
■「ながらスマホ」は危険
　　携帯電話を持ちながら運転をすると、とっさの反応が難しくなります。車を時速50キロメートルで走行中に、2
秒画面を注視すると約27.7メートル進みます。ほんの一瞬スマートフォンや携帯電話に気を取られたばかりに、
重大事故を引き起こしたケースも少なくありません。運転中の「ながらスマホ」は絶対にやめてください。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111（内1209）

アグピー号だより vol.36
春の山車祭礼による「アグピー号」の遅れの見込みについて
　春の山車祭礼に伴う交通規制の影響で、下表の「アグピー号」については遅れが見込まれます。道路渋滞などに
より、ほかの便についても遅れが発生することがあります。

　新たな年度を迎え、新入学生の通学などで交通事情が新しくなると、交通事故の増加が心配されます。ドライ
バーの皆さんは特に朝夕の運転に注意し、歩行者も横断歩道を渡るときは左右の確認をしっかりしてください。

■山車祭礼により遅れが見込まれる「アグピー号」

■春の山車祭礼予定
　▽　4月13日（土）、14日（日）　萩地区、宮津地区、大古根地区
　▽　4月27日（土）、28日（日）　横松地区
■運行状況の問い合わせ先　
　▽　大興タクシーバス事業部知多営業所　0562(57)1870
　▽　防災交通課交通係　(48)1111（内1209）

阿久比団地、竹内整形

阿久比団地、竹内整形

アピタ、南部小学校

阿久比団地、竹内整形

南部小学校、植大徳吉

南部小学校、植大徳吉

植大徳吉、矢口公民館

阿久比団地、竹内整形

午前10時45分

午後0時35分

午後5時40分

午後0時35分

午前10時45分

午後2時10分

午後3時55分

午後3時55分

オレンジライン
252便

オレンジライン
253便

ブルーライン
156便

オレンジライン
253便

ブルーライン
152便

ブルーライン
154便

ブルーライン
155便

オレンジライン
255便

宮　津

大古根

横　松

大古根

宮　津

4月13日（土）

4月14日（日）

4月28日（日）

日にち 地　区 便 阿久比駅前発時刻 混雑が予想されるバス停

春の交通安全情報春の交通安全情報

横断歩行者妨害等違反反則金
罰金額

1万2,000円

9,000円

7,000円

6,000円

車種

大型、中型、準中型車

普通車

二輪車

原付

特に季節の変わり目は交通事故に注意
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　これら6つのあたりまえを達成するために、
児童会役員が戦隊ヒーローに扮し、より良い学校をつくろうと奮闘しています。あたりまえの化身「あ
いさつレッド」「はいブルー」「ですますピンク」「時間厳守オレンジ」「もくもくホワイト」「なかよしパー
プル」が、朝礼や大放課の時間に「あたりまえキャンペーン」を開催して呼び掛けたり、あいさつ運動
に登場したりします。ほかの児童もヒーローを目指し、6つのあたりまえの実践に取り組んでいます。
　本校は1地区1小学校という特徴もあり、地域の方が本校を「自分たちの学校」と考え、積極的に教
育に関わっています。保護者、地域、学校が一体となり、児童の健全な成長を図ることを目的にさまざ
まな活動を行っています。実践活動の代表的なものは土
曜学習です。土曜学習は、月に一度午前中に開催され、子
どもたちの学びを支えています。前半は自学自習の時間
で、保護者や地域の方が赤ペンママ・パパとして子ども
たちの学習の支援をしています。後半は地域の方を講師
に「押し花」「昔の遊び」「魚つかみ」「さつまいも料理」「デ
ンソー阿久比製作所見学」「つまみ細工」「理科実験教
室」「絵画」などさまざまな体験講座を行っています。学
ぶ意欲に着目したこの取り組みは、子どもたちの伸びよ
うとする気持ちや子どもたちに「できる・分かる喜び」を
味わってもらうことを大切にしています。
　今後も学校と家庭が手を取り合い、子どもたちの健や
かな成長を促すとともに、地域とのつながりも大切にし
た取り組みを行います。

　本校は、「考える子　がんばる子　すなおな子」の校訓の下、「知・徳・体」の調和が取れ、心豊かに
生きる力を身に付けた児童の育成を目指しています。子どもたちの合言葉は、「あたりまえをしっかり
できる　草木っ子」。児童会ではこの合言葉を元に、次の実践目標をつくりました。

▲クサギンジャー見参

▲土曜学習 自学自習

▲土曜学習 体験講座

「草木小学校では、今」「草木小学校では、今」

全国へ発信
243

一、あいさつをしっかりしよう。

一、大きな声で返事をしよう。

一、丁寧な言葉遣いをしよう。

一、時間を守って行動しよう。

一、掃除をしっかりしよう。

一、友達と仲良くしよう。

受注No.19A00112  ／版管理番230073-01／阿久比町役場様    
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●阿久比町立図書館（48）6231●開館＝火曜日～金曜日 午前10時～午後6時、土曜日・日曜日・祝日 午前10時～午後5時
●休館日＝毎週月曜日、毎月最終木曜日　※　そのほか、館内整理など不定期の休館もありますので問い合わせてください。

このほかにも多くの
新着図書があります

おはなし会
おはなしコーナーで、紙芝居や絵本の読み聞かせ
など子ども向けの楽しい催しを行います。
○土曜日  午後2時30分～
○日曜日と祝日　午前11時～、午後2時30分～

★墨親会水墨画展　4月7日(日)まで
★阿久比写友会写真展　
　　　4月11日(木)～4月21日(日)
★図書館展（梅田英俊作品展）
　　　4月26日(金)～5月12日(日)

展示ホール

『はじめてのかぶしき』 株のことをよくわからないけど始めたいあなたへ
ラジオNIKKEI「はじめてのかぶしき」製作班　著（祥伝社）

『らくご動物園』
相羽　秋夫　著（東方出版）

『市販の冷凍野菜　超ラクうまレシピ』
キッチン・ヘルシー　著（河出書房新社）

草花で素敵に彩る『小さな庭のつくり方』
　戸倉　多末子　監修（永岡書店）

『千里の向こう』
蓑輪　　諒　著
（文藝春秋）

『ヤバいほど日本語知らな
いんだけど』

前田　安正　著
（朝日新聞出版）

『10代のための疲れた心
がラクになる本』

「敏感すぎる」「傷つきやすい」
自分を好きになる方法

長沼　睦雄　著
（誠文堂新光社）

『ニュー・イン三十一番の謎』
オースティン・フリーマン　著

福森　典子　訳
　（論創社）

子どもと本を読もう！70回子どもと本を読もう！70回 ※「阿久比町子ども読書活動推進計画」の一環で、読書活動の
　理解・関心の普及のために本の紹介をしています。

　ワニのカイ君はウサギのウーちゃん
に明日も遊ぼうと誘ったのですが、別
の男の子とハイキングに行く約束が
あると言われ、断られてしまいました。
　大好きな人と一緒にいることが当
たり前と思っていたカイ君はモヤモヤ
した気持ちを抱えてしまいます。友達
関係の複雑な気持ちを繊細に描く絵
本です。（小学校低学年向け）

『ぼくたち　ともだち』『うさぎでうれしい　うさぎはうさぎ』
さこ　ももみ／作　　(講談社)
　巣穴から外に出てきたばかりの
子ウサギは、母さんウサギが歩き出
すと、あっちへぴょこん、こっちへ
ぴょこんと、後に続きます。野原でご
ちそうを食べたり、高い崖を飛び降
りたり、木陰で昼寝をしたり…。
　常に母さんウサギの後ろを走って
いた子ウサギが、確かな成長を見せ
る心温まる本です。
（幼児向け）

中川　ひろたか／作　　
ひろかわ　さえこ／絵　　(アリス館)　

おすすめの本
おすすめの本
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広報あぐい4/1・4/15合併号 34P政策協働課（210×297mm）／19.3.18／11:51／長尾★★■



30

阿久比町のオアシス

文化の泉

展示
期間

4月15日(月)～4月25日（木)　 ※　役場開庁時間のみご覧いただけます。
庁舎1階ロビーに展示します。広報掲載作品と実際の展示作品が異なる場合が
あります。

広報あぐい　2019.4.1・15

■応募方法　掲載を希望する作品などを中央公民館
本館窓口まで持参してください。

　（選考は社会教育課で行います）
■問い合わせ先　社会教育課公民館係

（４８）１１１１（内１５０１）

■狂俳英比会作品　竹内松風翁卒寿祝賀の巻

　町内で活躍する皆さんの力作
を募集しています。

竹
内
良
太
郎
さ
ん

山
内
和
子
さ
ん

大
村
浩
嗣
さ
ん

稲
葉
景
久
さ
ん

加
藤
荘
吉
さ
ん

桜
井
龍
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　8月分の保育園入園受け付けを
行います。詳しい入所基準は、入所
申込書と一緒に配布する入所申し
込み案内を確認してください。今回
は大型連休で受付期間が変則です
ので、ご注意ください。
■受付期間　4月25日（木）～5月
10日（金）の午前9時～午後5時
（土曜日、日曜日、祝日を除く）
　※　上記期間を過ぎると優先順
位が下がります。

■受付場所　子育て支援課（10番
窓口）
■申し込み方法　子育て支援課で
配布する入所申込書に必要事項
を記入し、必要書類と併せて提
出してください。
　※　提出書類に不備や不足があ
る場合、受け付けできません。

■そのほか
　▽　年少クラス以上について
は、自由契約児の受け付けも
行います。

　▽　7月分までの入園受け付け
は随時行っています。希望月
の前月10日（10日が休みの
場合は直前の開庁日）までに
必要書類を提出してください。

■申し込み・問い合わせ先
　子育て支援課幼児保育係
　（48）1111（内1123・1124）

　各講座とも、対象は一般成人で、
受講料は無料。筆記用具を持参し
て受講してください。
■①～④の申し込み・問い合わせ先
　町立図書館　（48）6231
①文学講座
■内　容　古典の名作『古事記』を
やさしく学びます。
■期間・日時　5月～翌年3月の第
3金曜日（全10回）午後1時30分
～午後3時30分
■会　場　町立図書館
■定　員　50人
■講　師　福岡猛志日本福祉大学

名誉教授
■申込期限　4月20日（土）
②童話作法講座
■内　容　創作童話の作り方、書
き方を指導・添削します。
■期間・日時　5月～11月の第2
木曜日（全6回）午後1時30分～
午後3時30分
■会　場　町立図書館
■定　員　20人
■講　師　元新美南吉記念館館長
矢口栄さん
■申込期限　4月20日（土）
③風土記講座
■内　容　町内各地に残る伝統行
事や風習・習慣を調査します。
■期　間　5月～翌年2月の第2水
曜日（全8回）午後1時30分～午
後3時30分
■会　場　町立図書館
■定　員　20人
■講　師　あぐい風土記の会会員
神谷温三郎さん
■申込期限　4月20日（土）
④読み聞かせ講座
■内　容　読み聞かせの方法や技
術を学びます。
■日　時　6月8日、15日、29日
（全て土曜日）の午前10時30分
～正午
■会　場　町立図書館学習室Ｂ
■定　員　15人
■講　師　川瀬陽子元東海ラジオ
アナウンサー
■備　考　全3回の連続講座で
す。全て出席してください。
■申込期限　5月10日（金）

普通救命講習Ⅰ（女性限定）
■内　容　成人に対する心肺蘇生
法、ＡＥＤ（電気ショックを与える
機器）の取り扱い、止血法
■日　時　5月18日（土）　午前9
時～正午
■場　所　北部出張所（半田市一
本木町3-107-1）
■定　員　15人
■申し込み・問い合わせ先　北部
出張所救急担当　（28）5119
普通救命講習Ⅰ

保育園入園案内
（8月入園分）

■内　容　成人に対する心肺蘇生
法、ＡＥＤの取り扱い、止血法
■日　時　5月26日（日）　午後1
時30分～午後4時30分
■場　所　東浦西部出張所（東浦
町大字緒川字北鶴根25-8）
■定　員　15人
■申し込み・問い合わせ先　
　東浦西部出張所救急担当　
　0562（82）1191
普通救命講習Ⅲ
■内　容　子どもに対する心肺蘇
生法、ＡＥＤの取り扱い、止血法
■日　時　5月10日（金）　午後1
時30分～午後4時30分
■場　所　町立中央公民館本館
■定　員　20人　
■申し込み・問い合わせ先　阿久
比支署救急担当　（47）0119
救命入門コース
■内　容　成人に対する心肺蘇生
法、ＡＥＤの取り扱い
■日　時　5月19日（日）　午前9
時30分～午前11時
■場　所　半田消防署（半田市東
洋町1-6）
■定　員　20人
■申し込み・問い合わせ先　半田
消防署救急課　（21）1492
※　詳しくは、知多中部広域事務
組合消防本部のホームページ
（http://www.cac-net.ne.jp/̃
　chitachu/）
※　講習の申し込みは先着順で、
半田消防署・各支署・出張所で受
け付けています。

　機械メーカーから講師を招き、草
刈講習会を開催します。
■日　時　4月19日（金）
　午前9時～正午
■場　所　ふれあいの森
■対　象　町内在住で、60歳以上の方
■申込期限　4月12日（金）
■申し込み・問い合わせ先　
　町シルバー人材センター事務局
　（48）1111（内1525・1526）
※　会員・就業募集中
　詳しくは広報折り込みチラシを
ご覧ください。

町立図書館の各種
講座に参加を

草刈を基礎から学ぶ
命を守る講習会に参加を
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7日（火)、10日（金）、14日（火）、17日（金）、
21日（火）、24日（金)、28日（火)、31日（金)
午後6時30分～午後8時30分

種　　　目 日　　　時場　　　所

ヨガ教室

親子体操教室

健康教室

吹き矢教室

グラウンドゴルフ

ヒップホップ
ダンス教室

小中学生
バレーボール教室

小中学生
剣道教室

小中学生
サッカー教室

アクティブ教室
（フラダンス教室）

1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）、
29日（水）
午後7時30分～午後9時

4日（土）、11日（土）、18日（土）、25日（土）
午前9時～午後0時30分

4日（土）、11日（土）、18日（土）、25日（土）
午前9時～正午

9日（木）、16日（木）、23日（木）、30日（木）
午前10時～午前11時
14日（火）、28日（火）
午後2時～午後3時

19日（日）、26日（日）
午前9時～午前11時
19日（日）　
午前9時30分～午前11時30分

3日（金）、17日（金）
午後2時～午後3時30分
14日（火）、28日（火）
午前10時～午前11時30分

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　（49）2500

日　　　時 内　　　容 会　　場

陸上競技場

陸上競技場

○非会員の方は、1人1回300円です。
○どの教室も予約なしで参加できます。（やむを得ず中止になる場合があります）

■申し込み・問い合わせ先
アクティブあぐい　090（6617）9101（担当　竹内）
　　　　　　　 　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
アクティブあぐいホームページ　https://activeagui.com/

草木小学校体育館

草木小学校運動場

丸山公園武道場

板山グランド

小中学生
バドミントン教室

7日（火）、14日（火）、21日（火）、28日（火）
午後7時～午後9時30分ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

草木小学校

中央公民館本館
（3日、14日、28日）
草木公民館

（17日）

5月のスポーツ村イベントガイド

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」5月の予定

吹き矢大会を開催します

会 員 募 集 中
会員になると、どの教室も無料で参加できます

■日　時　4月26日（金）　午後1時30分スタート（午後1時までに集合してください）
■場　所　ふれあいの森体育室 
■参加費　会員 500円　非会員 800円　
※　優勝～第3位、飛び賞、B.B.賞、参加賞があります。
※　当日に受け付けしますので、予約は必要ありません。この日の吹き矢教室は休みと

なります。

■受付時間　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
■年会費　▽　大人（高校生以上）　　  　3,000円
　　　　　▽　シニア（65才以上）　　 　2,500円
　　　　　▽　ジュニア（中学生以下） 　  2,000円
■申し込み先　　アクティブあぐい（スポーツ村クラブハウス内）
※　年会費には、スポーツ保険料は含まれません。（加入をお勧めします）

■日　時
　▽　甲種【新規】課程
　　6月20日（木）、21日（金）
　　※　2日間の受講が必要です。
　▽　乙種課程　6月20日（木）
■場　所　アイプラザ半田　2階

小ホール
■対　象　半田市、阿久比町、武豊

町、東浦町に在住または在勤の
方（1事業所2人まで）
■定　員　
　甲種・乙種合わせて80人
　※　先着順。定員になり次第終

了します。
■受講料　3,700円（申し込み時

に振込用紙を配布します）
■申込期間　5月13日（月）～5月

15日（水）午前8時30分～午後5
時
■申し込み方法　申込書を記入の

上、写真1枚（縦3センチメートル
×横2.3センチメートル）を添付
して消防本部予防課または消防
署各支署（阿久比、武豊、東浦）に
申し込みください。

　※　郵送不可
■申し込み・問い合わせ先
　知多中部広域事務組合消防本部
　予防課　（21）1491

防火管理講習会（甲
種【新規】・乙種）

5月19日（日）
午前9時～午後4時30分 スポーツ村すこやか町民開放

5月16日（木） 阿久比町小学校　陸上競技大会

野球場5月25日（土） 全尾張高等学校野球選手権　決勝大会

10日（金）、24日（金）
午後1時30分～午後3時

今月の納税など
固定資産税、都市計画税

全・1期分

納税期限は5月7日（火）
※　口座振替の方は、口座の
　残高確認をお願いします。



　危険物取扱者資格とは消防法で
規定された危険物を取り扱うため
に必要な国家資格です。
■試験日・会場・種類
【第2回】　
▽ 試験日　6月9日（日）
▽ 会　場　愛知大学豊橋キャ
ンパス
▽ 種　類　甲種・乙種1･2･3･
4･5･6類、丙種

【第3回】　
▽ 試験日　6月16日（日）
▽ 会　場　名古屋工学院専門
学校
▽ 種　類　甲種・乙種1･2･3･
4･5･6類、丙種

■申込受付期間
▽ 電子申請　5月4日（土）～5
月13日（月）の午前9時～午後
5時
▽ 書面申請　5月7日（火）～5
月16日（木）

■試験手数料
甲種　6,500円
乙種　4,500円
丙種　3,600円

■申し込み方法
▽ 電子申請　（一財）消防試験
研究センター愛知県支部ホー
ムページから申し込みくださ
い。
▽ 書面申請　申請書を（一財）
消防試験研究センター愛知県
支部に提出してください。申請
書は最寄りの消防署、県民事
務所、県民相談室などで配布
します。

■申し込み・問い合わせ先
（一財）消防試験研究センター愛
知県支部
052（962）1503
ホームページ
https://www.shoubo-shiken.
or.jp/branch/22aichi/

 機械系2ＤＣＡＤ基礎
■内　容　2次元ＣＡＤの基本コマ

ンドの使い方と図面の作成方法
を習得（ＡｕｔｏＣＡＤ、Ｍｅｃｈａｎｉｃ
ａｌ2015を使用）

■日　時　5月21日（火）～5月24
日（金）の4日間で、午前9時10
分～午後4時30分

■対象者　機械分野において、設
計、製図や機械加工に従事して
いる方

■定　員　15人（定員を超えた場
合は抽選）

■受講料　5,600円
■持ち物　筆記用具
 第二種電気工事士筆記試験対策講座
■内　容　第二種電気工事士試験
（筆記）の受験で必要な理論、法
規、鑑別、配線図などの演習

■日　時　5月18日（土）、19日（日）
の2日間
1日目：午前9時10分～午後4時

30分
2日目：午前9時10分～午後3時

40分
■対象者　第二種電気工事士試験
（筆記）の受験を予定している方

■定　員　20人（定員を超えた場
合は抽選）

■受講料　1,820円
■持ち物
筆記用具、指定するテキスト

-　共通事項　-
■場　所
県立岡崎高等技術専門校

■応募期限
4月2日（火）～4月25日（木）

■申し込み方法　往復はがきまた
は電子メールで講座名、郵便番
号、住所、氏名、生年月日、職業、
電話番号を記入し、県立岡崎高
等技術専門校まで。

■申し込み・問い合わせ先
県立岡崎高等技術専門校在職者
訓練担当
〒444-0802
岡崎市美合町平端24番地
0564（51）0775
電子メール　okazaki-senmon
ko@pref.aichi.lg.jp

　皆さんの卒業
式の定番曲と言

えば何でしょうか。私は合唱曲
『旅立ちの日に』です。卒業式で
歌われることが多い曲なので、
歌い出しの〈♪白い光の中に　
山並みは萌えて♪〉を聞くだけ
で当時を思い出し、涙がこみ上
げてくる…そんな方も多いので
はないでしょうか。阿久比中学
校の取材に伺ったとき、さすが
に卒業してから何年もたってい
るので感動しないだろうと思っ
ていましたが、合唱曲を卒業生
が涙ながらに歌い始めたとき私
も涙腺が緩むのを感じました。
そのまま当時の気持ちに戻って
こっそり校歌まで歌う私…。自
分が卒業生でなくても卒業式
は感動するものだとしみじみ感
じた取材でした。

在職者対象訓練「スキル
アップ講座」受講者を募集

編集後記
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5 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
16日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午前9時30分～午前11時30分
※ 電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
16日（木）
場　所　役場1階相談室101
時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係
（４８）１１１１（内１１２２）

成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
5月9日（木）
場　所　中央公民館本館102号室
時　間　午後1時～午後５時
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
知多地域成年後見センター事務所
（知多福祉活動センター内）
0562（39）3770

危険物取扱者試験
5 月の相談
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アグピー

阿久比町
マスコットキャラクター

阿久比町民憲章
　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター（４８）１１１１（内１５２３）

■発行／阿久比町（〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町
大字卯坂字殿越50　0569（48）1111）
編集／総務部政策協働課

■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

人 口 と 世 帯
世帯数　10，651　（＋8）
人　口　28，786人（＋33）
　男　　14，268人（＋9）
　女　　14，518人（＋24）
（　　）は前月との増減数

2月中の異動
　出生　19　　転入　92
　死亡　19　　転出　59

平成31年3月１日現在

1219

広
報
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ぐ
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ふれあいの森に行きませんかふれあいの森に行きませんか

■日　時　4月20日(土)　午前9時30分～午後2時
※ 雨天の場合は、4月21日(日)に延期
■会　場　ふれあいの森
■表　彰　県知事賞など優秀作品には表彰状と記念品を贈呈します。
■問い合わせ先　労福協知多支部事務局　(21）4032

　愛知県労働者福祉協議会（労福協）知多支部では知多半島5市5町と中日新聞社の後援による写生大会を開催し
ます。誰でも参加でき、小学生以下の方には参加賞も用意しています。事前の申し込みは不要です。画用紙は配布し
ますので、画板、絵の具、絵筆などを各自で持参してください。

■実施期間　4月1日（月）～9月30日（月）　
■時　間　午前6時から開場（通常午前9時開場）
※ 体育室、デイキャンプ場、パターゴルフ場の利用は午前9時からです。
■問い合わせ先　ふれあいの森　(48）8431

　町民の皆さんの健康増進と、憩いの場の提供を目的に、「ふれあいの森早朝開放」を実施しています。早朝の爽や
かな空気の中、ウォーキングなどを楽しみませんか。

早朝開放をご利用ください早朝開放をご利用ください

写生大会を開催写生大会を開催

受注No.19A00112  ／版管理番230073-01／阿久比町役場様    
広報あぐい4/1・4/15合併号 34P政策協働課（210×297mm）／19.3.19／16:32／長尾★★★■


