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「住民税1％町民予算枠制度」
令和3年度実施事業が採択されました
「住民税1％町民予算枠制度」
令和3年度実施事業が採択されました

受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
広報あぐい10/15号 （210×297mm）／20.10.7／16:59／東雲・澤田★★■



■採用予定日　令和3年4月1日
■申し込み方法　受付時に面接を行いますので、必
ず本人が持参してください。
　▽　受付日時　10月19日（月）～10月30日（金）
（土、日を除く）午前8時30分～午後5時15分

　▽　受付場所　総務課人事秘書係（庁舎3階）
　▽　提出書類　試験申込書・受験票・身体障害者手
帳、療育手帳（愛護手帳）または精神障害者保健
福祉手帳の写し〔一般事務職（障がい者）を受験
する方のみ〕

※　試験申込書、受験票は人事秘書係窓口に用意し
てあります。ホームページからダウンロードもでき
ます。http://www.town.agui.lg.jp/ka/R2sai
　yo3.html

平成2年4月2日以降生まれの方で、高等学校以上を卒業または令和3年3
月に卒業見込みの方

昭和50年4月2日以降生まれの方で、保健師免許を有している方または令
和3年3月までに取得見込みの方

昭和36年4月2日以降生まれの方で、保育士資格と幼稚園教諭免許を有し
ている方または令和3年3月までに取得見込みの方

次のいずれにも該当する方
・　昭和50年4月2日以降生まれの方で、高等学校以上を卒業または令和3
年3月に卒業見込みの方
・　身体障害者手帳、療育手帳（愛護手帳）または精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている方
次のいずれかに該当する方
・　昭和50年4月2日以降生まれの方で、建築系または土木系の学科を履
修し、高等学校以上を卒業または令和3年3月に卒業見込みの方
・　昭和50年4月2日以降生まれの方で、民間企業などで建築または土木
設計に関する実務経験が5年以上ある方（実務経験は正規職員のみ）

■採用職種・採用予定人数・受験資格
採用職種 採用予定人数 受　　験　　資　　格

一般事務職 5人程度

若干名

3人程度

若干名

若干名

技術職

一般事務職
（障がい者）

保健師

保　育　士
幼稚園教諭
（任期付）

■試験日程・内容
　▽　第1次試験
　　（適性検査、小論文）　11月15日（日）午前9時～
　　（集団面接）　11月15日（日）～11月20日（金）
　　のいずれか1日
　▽　第2次試験　
　　〔個人面接、集団討論、保育実技（保育士・幼稚園教諭の
み）〕12月22日（火）～12月25日（金）のいずれか1日

　※　2次試験の日程は現在の予定で、やむを得ず変更とな
る場合があります。

■試験会場　中央公民館（保育実技は指定する町立保育園）
　※　詳しくは、総務課人事秘書係で配布する募集要項、ま
たはホームページで確認してください。

■申し込み・問い合わせ先　
　総務課人事秘書係　（48）1111（内1307）

阿久比町職員を募集
新型コロナウイルスの影響で大変な今だからこそ、
阿久比町のために働きませんか？
人物重視の選考です。あなたの熱意をPRして
ください。
　保育士・幼稚園教諭の受験を考えている方で、就職に向けて不安な
こと、気になることがありましたら申し込み前に指導保育士が相談に
乗ります。
　令和2年度は、一般事務職（障がい者）、技術職、保健師、保育士・幼
稚園教諭について、就職氷河期世代の方が受験できるよう、受験資格
の対象年齢を拡大して実施します。
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1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標

2.飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障・栄養改善を実現し、持続可能な農業を促
進する



行政評価を行いました行政評価を行いました

　拡充は「空家等対策事業」、「公園緑地事業」、「交通安全施設整備事業」、「幼・保育園児入園受付事務」、「施設維持管理
事務」、「児童発達支援事業所関係事務」、「放課後児童健全育成事業」、「介護保険事業」、「小・中学校環境整備事業（ICT
関係）」など13事業で、縮小は「敬老事業」、「観光関係事業」、「婚活応援事業」、終了は「新学校給食センター建設事業」で
す。
　残り154の事務事業は、改善または現状維持と評価しました。
　施策の目的・目標、施策の評価、今後の方向性、事務事業の改善の方向性など、詳しい結果は政策協働課
の窓口と阿久比町ホームページ（http://www.town.agui.lg.jp/ka/R1hyoka.html）で公表しています。
■問い合わせ先　政策協働課企画政策係　（48）1111（内1310・1311）

■行政評価とは　行政評価とは、行政の行っているさまざまな仕事をより効果のある方法へと改善するとともに、今後
の予算編成・組織管理・企画・計画の改定などに反映させる取り組みです。
　目標を明確にして客観的な評価を行うことで、住民ニーズに対応したより良いサービスを効果的・効率的に提供す
ることができ、その評価結果に基づく改善を次年度以降の計画、事業に反映させていきます。
■行政評価の目的　阿久比町では、次に掲げる3つの目的に重点を置いて行政評価を行っています。
　(1)　施策、事務事業の改善・改革

　担当職員の客観的な評価による改善・改革の提案と、事務事業の組み合わせとしての施策の方向性を明確にす
ることで、計画・実施・評価・改善につなげていきます。

　(2)　職員の意識改革と政策形成能力の向上
　それぞれの事業を目的から見直し、評価することにより、目的意識、成果意識、コスト意識といった職員の意識改
革を図り、また評価システムを継続的に運用することにより、職員の政策形成能力の向上を図ります。

　(3)　住民への説明責任
　行政サービスを提供したことにより住民がどれだけ満足したかという成果の概念と、人件費を含めたコストと成
果の関係を評価し、改善・改革を検討します。結果を住民に公表することで、行政としての説明責任を果たしていき
ます。

■評価対象事務事業数　
　令和元年度は171の事務事業評価を実施し「拡充」、「改善」など施策の今後の方向性を判断しました。

投入量（人・予算など）を増加し、事業を拡大もしくは重点化して実施すること
で、さらに大きな成果を上げる事業。

投入量（人・予算など）はそのままで、事業手法などを見直すことにより、有効
性や効率性などの改善を図る事業。

投入量（人・予算など）と事業手法はそのままで、現在の成果を維持する事
業。

事業を民間や住民団体などへ委託したほうが、効率的に実施することができ
る事業。

投入量（人・予算など）を削減し、効率性を高める事業。社会環境変化などの
行政需要に照らし、事業の縮小がやむを得ないと判断される事業。

類似の目的や手法を持つ他の事務事業などと統合することにより、事業費の
削減や効率化が図られる事業。

ある一定の条件がそろうまで、その活動を一時的にやめる事業。

社会環境変化などの行政需要に照らし、事業を廃止または終了する事業。
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内　　　容

合　　計
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33.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する



令和3年度実施事業が採択されました令和3年度実施事業が採択されました

　給付金を受給するために、公務員の方は申請が必要です。所属庁から配布される申請書に必要事項を記入・押
印の上、所属庁に提出し、「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた上で、阿久比町子育て支援課へ郵
送、または窓口へ11月10日(火)までに提出してください。内容や所得を審査後、指定された口座へ振り込みます。
詳しくはホームページを確認してください。（http://www.town.agui.lg.jp/ka/rinjikyuhu.html）
■提出・問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

～町内在住の公務員の方へ～

 年金生活者支援給付金制度のご案内

「子育て世帯への臨時特別給付金申請書（請求書）」の提出はお済みですか

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要で
す。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
■対　象
　▽　老齢基礎年金を受給している方で以下の要件を全て満たしている方
　　✓　65歳以上である
　　✓　世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
　　✓　年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
　▽　障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で以下の要件を満たしている方
　　✓　前年の所得額が約462万円以下である
■請求手続き方法
　▽　新たに年金生活者支援給付金を受け取る対象になる方　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが10月中旬頃から発送されます。　　　
　　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。令和3年2月1日までに請求手

続が完了すると、令和2年8月分からさかのぼって受け取ることができます。
　▽　年金を受給し始める方
　　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください
　　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料など
の金銭を求めたりすることはありません。
■問い合わせ先
　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、連絡してください。
　ねんきんダイヤル　0570（05）1165（ナビダイヤル）

　住民参画と協働のまちづくりを推進するため、皆さんからの「アイデア」や「想い」をカタチにする仕組
み「住民税1％町民予算枠制度」。各事業の募集を行ったところ、9年目になる今年も「熱い想い」と「創意
工夫」あふれる企画提案を多数いただきました。
　審査委員会による書類審査と提案者・企画団体も参加した9月5日開催の公開ヒアリング審査を経て、採択事業
が決定しました。採択事業については、最小の経費で最大の効果があげられるよう、内容を再度精査し、事業実施
補助金の交付を行います。
　各事業の進捗状況などは広報あぐい「みんなで協働推進ページ」で随時お知らせします。

「住民税1％町民予算枠制度」

　町民の皆さんからいただいた提案を事業担当課で調整・計画し、審査の結果、1事業が採択されました。採択された事
業は令和3年度に町が実施します。

■わくわくアイデア事業

 年金生活者支援給付金制度のご案内

～町内在住の公務員の方へ～

　町民活動団体の皆さんに企画いただいた10事業のうち、審査の結果、8事業が採択されました。採択された事業は、
令和3年度に町民活動団体が実施し、町からは補助金が交付されます。

■わくわくコラボ事業

広報あぐい　2020.10.15
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4 5.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能
力開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



「好き好きミュージック」
大村　泰敬

Ｍオアシス
山本　みほ

草木川環境保全
グループ
都築　重信

矢勝川の環境を守
る阿久比地区会
安井　誠一

あるある講座クラブ
檜皮　芳子

草木のサロンの会
竹内　隼人

花サークル・くさぎ
竹内　友章

子どもたちのための
音楽会『音楽だ～い
すき』とアグピアホー
ルで音楽物語「日本
の昔ばなし」の公演

　小学校と中学校で、楽しく親しめる音楽会を企画する。子どもたちだけ
でなく、保護者や地域の方々にも来てもらい、阿久比町から音楽文化を発
信していく。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催できな
かった、アグピアホールでの音楽物語「日本昔ばなし」を公演する。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が続くなか、身近な
場所で音楽の生演奏を聴いてもらうことで憩いのひとときを提供する。
年間６回程度の開催を予定し、昼に庁舎１階ロビーまたはホワイエを使用
する。新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、来場者も例
年の半分以下になるようスタッフを配置し運営していく。

　矢勝川周辺に植栽した彼岸花を維持・管理することで阿久比町のふる
さとづくりを進める。12年が経過した彼岸花の植栽事業は、植栽範囲を
広げていくことよりも、草刈り、彼岸花の手入れ、補植を活動の主体として
いく。9月～10月には秋祭りとして来場者を迎え、観光案内と阿久比町の
ＰＲに努める。

　公民館、沿道、公園へ花を植え、草木を起点に町全域を四季を通じて花
いっぱいにする。水やり、草取り、消毒などを地域住民のボランティア活動
により実施し、環境保全に対する住民意識の向上を図る。事業所や地域ボ
ランティアと連携し、一層豊かな自然と人間との共生を深める。

　草木川の環境保全を進め、より一層豊かな自然と人間との共生を深め
る。草木川を通じて、魚介類の生態と草花の植生などを身近に観察し、四
季の自然を再確認する。第1・第3日曜日を月例作業日として、河川敷に四
季に合わせた花を植栽し、9月には地域の児童を対象とした「魚捕り」のイ
ベントを開催し、草木区民の憩いの場から、阿久比町民の交流の場へと広
げていく。

　老若男女に憩いの場・交流の場を提供することで、広く町内の地域活
性化の一助とする。草木老人憩の家を活用し、高齢者に寄り添い、子ども
や若者との交流を通じて世代間交流を図り、地域の連携を深める催しを
行う。

　あるある講座クラブで預かっているお雛さまと、個人お手製の吊るし飾
りを展示する。エスペランス丸山を会場に予定し、新型コロナウイルス感
染拡大防止のために予約制や入場制限、時間制限などの対策を行いなが
ら、お雛さまと琴の音色で来場者にはみやびを感じてもらい、日本の伝統
文化に親しんでもらう。

ロビーコンサート
～♪憩のひととき
をあなたに～

矢勝川堤防など
への彼岸花球根
の植栽

お雛さまと吊る
し飾り展

草木川環境保全
活動事業

草木のサロンの
会　運営事業

花サークル・くさ
ぎ活動

事 業 の 名 称 企 画 団 体 事 業 の 内 容

■問い合わせ先　政策協働課協働推進係　（48）1111（内1310・1311）

アグルマーケット
実行委員会
植田　千代美

アグルマーケット

　阿久比町の農産物や知多半島内の飲食・物販を集めたマーケット形式
のイベントを開催し、地域の魅力を町内外の人に体感してもらう。阿久比
町の農産物をより一層ＰＲできるよう、地産地消のコラボメニューを推進
し、農産物を購入するだけでなく、家庭に帰ってからも楽しめるようクッキ
ング教室をオンライン配信する。会場としてふれあいの森も視野に入れ
ながら新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底していく。

▽　わくわくコラボ事業の採択事業（敬称略・評価点の高得点順で合計事業額3,100,036円）

▽　わくわくアイデア事業の採択事業（敬称略・事業額600,000円）

事 業 の 名 称 提 案 者
事 業 担 当 課

事 業 の 内 容

　アグピアホール開場５周年を記念してセントラル愛知交響楽団の管弦
楽アンサンブル１５人による演奏会を開催する。町民の方に文化・芸術に
対する関心を深めてもらう機会とする。

「好き好きミュージック」
大村　泰敬

アグピアホール
開場5周年記念
コンサート 社会教育課

5
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7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギー
へのアクセスを確保する

ＳＤＧｓ17の目標
8.働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長、全ての人の完全かつ生産
的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する



町民の皆さんの話題やニュースを紹介

9/14
（月）

▲　表彰状を手に笑顔を見せる声の広報ボラン
　　ティア「あいうえお」の皆さんと町長　

　新型コロナウイルスの感染拡大を予防する新生活
様式を広く知っていただくために広報あぐい7月1日
号で募集した「　　　　　　　で標語をつくろう！」の
優秀作品作者へ、保健衛生用品など記念品が贈呈さ
れました。全体部門の最優秀賞に選ばれた作者の高
嶋宣子さんは「とてもうれしいです。早く新型コロナウ
イルスが終息することを願っています」と話しました。

新生活様式をみんなで習慣にしよう！
9/11
（金）

▲　表彰状を手に持つ高嶋さんと町長

　公共福祉の向上のため、自主的にボランティア活動を行い、
顕著な実績を収めたとして、声の広報ボランティア「あいうえ
お」の皆さんが令和2年度ボランティア活動功労者表彰を受賞
しました。「あいうえお」の皆さんは、町内の視覚障害のある方
へ広報あぐいや社会福祉協議会広報音訳しています。代表の
松尾万里子さんは受賞について「とても光栄です。これからも
広報の内容を正しく優しく伝えたい」と話しました。

長年に渡る功労を称えて

̶ 今月号の表紙 ̶

　いしざかやまこどもえんに移動式動物園
が来園し、園児たちはヤギ、ロバ、モルモッ
ト、ウサギ、アヒルなどのさまざまな動物に
ふれあい、餌をあげました。最初は自分より
も体が大きな動物に戸惑う園児もいました
が、次第に慣れて、最後はうれしそうに「あ
りがとね。また来てね」と大きな声で動物た
ちにお礼を言いました。

　今年で100歳を迎えられた岡戸麻一さんから、生ま
れ育った阿久比町に100万円ご寄付いただきました。
岡戸さんは「青少年の育成にぜひ役立ててください」
と笑顔で話し、寄付を受け取った町長は「町のために
大切に活用させていただきます」と話しました。

ご寄付ありがとうございます

9/10
（木）

▲　岡戸さんと目録を受け取った町長

あ ぐ い ちょ う

受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
広報あぐい10/15号 （210×297mm）／20.10.7／09:41／東雲・澤田★★★★■

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。 政策協働課調査広報係　（48）1111（内線1310）6
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■問い合わせ先
保健センター（オアシスセンター）
（48）1111（内1520・1521）
※　会場・所在地の記載がない場合、会場は保健センターです。

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）

乳児健診 10日（火）
1歳児歯科相談 25日（水）

1歳6カ月児健診 17日（火）

2歳児歯科健診 26日（木）
3歳児健診

令和元年11月生
平成31年4月21日～　　　　
　　　　令和元年5月17日生

平成29年10月生
平成30年10月～11月生

25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

午後1時～午後1時30分
受付時間日にち

令和2年7月14日～8月10日生
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）

令和2年5月8日～6月5日生 5日（木）
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

4日（水）
18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時妊娠届出書を交付された方
（ご都合が悪い方は連絡してください）

6日（金）
20日（金）

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談
内　容 時　間日にち

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）

午前9時～午前11時
午後1時～午後3時

胃がん・大腸がん・前立腺がん 申込者 午前9時～午前11時

午前9時～午前11時

午前9時～午前11時
午後1時～午後2時30分

13日（金）

乳がん・子宮がん

レディスがん

申込者（男性のみ）

申込者

申込者

19日（木）

11日（水）

16日（月）

●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

●休日診療担当医院
日にち 担当医院（所在地） 診療科目
1日（日）
3日（火・祝）
8日（日）
15日（日）
22日（日）
23日（月・祝）
29日（日）

電　話
（48）0202
（48）8866
（48）9074
（49）0373
（89）2020
（49）3811
（48）5551

（診療時間　午前9時～正午）

渡辺クリニック（白沢字天神裏10-8）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
ハーブ内科皮フ科（横松字宮前67）
あぐい南クリニック（矢高字高岡北86）
あぐい小児科クリニック（福住字坊田34）
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）

泌尿器科、皮膚科
内科、小児科
内科、皮膚科
泌尿器科、内科、消化器科、小児科
小児科
内科、腎臓内科
内科、小児科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科

【がん検診、母子健診を受けられる方へのお願い】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらかじめ来所時間を指定しています。来所時間は、案内通知でお知らせし
ます。体調不良の場合は、受診を控えてください。

前期離乳食講習会 令和2年7月生 午前10時～午前11時30分12日（木）
後期離乳食講習会 令和2年2月～3月生 午前10時～午前11時30分27日（金）

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

11月

受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
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7ＳＤＧｓ17の目標
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の
促進・イノベーションの推進を図る

10.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正する
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　地震などの災害に備え、避難訓練を行います。令和2年度は、
消火訓練とミニ消防車試乗は行いません。
■日　時　11月13日（金）午前11時頃～
■場　所　子育て支援センターあぐぴっぴ内
※　ふれあい遊び中に地震が発生した想定で訓練を行うため、

訓練当日はふれあい遊びを午前11時から行います。

月日 火 水 木 金 土
2

9

16

23

30

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
阿久比町

子育て支援センター
あぐぴっぴ

3

10

17

24

1

8

15

22

29

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

休

休

休

休

休

休

休

休

休

児童館「あそびひろば」
草木保育園なかよし広場

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児童館　午後開館
城山保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

児童館　午後開館
中部保育園なかよし広場

児童館　午後開館

児童館　開館

児開館 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」
英比保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

児童館　午後開館

東部保育園なかよし広場

児童館　開館 児童館　休み

児童館　休み
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「あそびひろば」

おもちゃ病院
午前10時～

わくわくぴっぴ広場
宮津公民館　午前10時～

わくわくぴっぴ広場
中央公民館本館103　午前10時～

双子ちゃんの会

からだげんきかな
午前10時～午前11時

　　　　

0歳児のパパとママの
おしゃべりルーム　　

「赤ちゃんのわらべうた」
　　　　

パパとママの　  
おしゃべりルーム

「なんでも話そう会（2歳児）」
　　　　

避難訓練

プロジェクト講座
「親子で遊びを　
　　 楽しもう！」

親子講座
「親子ヨガ教室」

児童館　休み

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

避難訓練のお知らせ

子育て支援センター11月の開所について
　親子でうた遊びやわらべうたを一緒に楽しんだり、お話を聞
いたりします。
■日　時　11月20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　0歳～未就園の子どもと保護者
■定　員　親子10組　
■講　師　塚本　岳さん・絵美さん

プロジェクト講座　「親子で遊びを楽しもう！」

　親子で一緒にヨガを体験しましょう!！
■日　時　11月25日（水）午前10時～午前11時
■場　所　エスペランス丸山
■定　員　10組（託児は3人まで可能）
■対　象　1歳6カ月～未就園の子どもと保護者
■講　師　榊原　牧子 先生

親子講座　「親子ヨガ教室」

ファミサポ会員募集しています！！

　親子でふれあいながら、わらべうたで心地よい時間を過ごし
ませんか？
■日　時　11月16日（月）午前10時～午前11時
■場　所　赤ちゃんルーム
■対　象　0歳の子どもと保護者　■定　員　親子6組

※　状況によっては、講座や開所内容など変更、中止になる場
合があります。

◆　どの講座も先着順になります。10月19日（月）～10月26日（月）
にあぐぴっぴへ申し込んでください。対象は町内の方に限ります。
電話でも受け付けます。

　依頼会員・援助会員・依頼と援助と両方を希望する人を募集して
います。特に援助会員を募集しています。興味のある方、詳しいこと
を聞きたい方は子育て支援センターまで問い合わせてください。

　11月のぴっぴ広場・おそとでぴっぴは10月の開所内容と同じです。
詳しくはホームページを確認してください。（http://www.agui.lg.jp
/category/kouhou/kouhou2020/200915/topic_008.htm)

0歳児のパパとママの　おしゃべりルーム 「赤ちゃんのわらべうた」

　2歳の子どもと親子が集まって日々の子育てのことを話しな
がら交流を深めてみませんか？
■日　時　11月30日（月）午前10時～午前11時
■場　所　赤ちゃんルーム
■対　象　2歳の子どもと保護者 　■定　員　親子6組

パパとママの　おしゃべりルーム  なんでも話そう会（2歳児）

だ よ りだ よ りだ よ り

勤労感謝の日

文化の日

＊　今月のなかよし広場も事前に予約が必要です。各園に直接予約をお願いします。
＊　児童館は、11月は3日（火）、23日（月）が祝日で開館のため、管理規則により4日（水）、24日（火）、25日（水）

がお休みです。また、28日(土)は移動児童館のイベントを予定しています。
＊　ことばの相談室「すくすく相談」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、子育て支援センターまで問い合わせてください。　＊　　マークの日は、芝生広場で外遊びができます。

カレンダー 11がつ

11月

11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住
を実現する

ＳＤＧｓ17の目標
12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する



展示ホール
◆ れんげ絵画同好会展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・～10月18日（日）
◆ 絵手紙同好会作品展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月22日（木）～11月1日（日）
◆ 読書感想画文作品展【小学校低学年の部】・・・・11月4日（水）～11月17日（火）

『もしものせかい』 著者

ヨシタケ　シンスケ

　何かをなくしたとき。戻ってこない何かがあると
き。人気の絵本作家が描く、新しい世界の話。
　小さい子どもから大人まで、何度も読み返した
くなる物語。

イベント開催します！こちら、阿久比町立図書館です！
●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。

出版社

赤ちゃんとママ社

こちら、阿久比町立図書館です！

図書リサイクルフェアを開催
　図書館で除籍した本や雑誌を1人10冊まで無料で差し上
げます。
■日　時　11月14日（土）～11月22日（日）（月曜日は休館）
　　　　　午前10時～午後5時
　※　14日・15日は、午前9時50分から会場入口で整理券
　　を配布します。
■場　所　町立図書館１階学習室A・B
■注意事項　会場は混雑が予想されます。列に並ぶときは、
　一定の間隔を開けてください。入館の際には、マスクの着
　用、手指の消毒、入館者カードの記入をお願いします。

《今月のおすすめ絵本》

災害時における家屋被害認定
業務に関する協定書締結

　公益社団法人愛知県建築士事務所協会、公益社団法人愛知建築士会、愛
知県土地家屋調査士会、公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会と、災害時
における家屋の被害認定業務について、協力を要請することができる協定を
締結しました。
　この協定により、「全壊」「半壊」といった被害の程度を認定する調査員が増
え、被災後の各種支援を受けるために必要な罹災証明の迅速な発行につな
がります。
■問い合わせ先　防災交通課防災係　（48）1111（内1209）

阿久比町
文化祭を中止

　新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、阿久
比町文化祭芸能大会及び
総合展示（みんなの美術
展）を中止します。
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係
　（48）1111(内1501)

基本健康診査を受診しよう
　生活習慣病は若い頃からの生活習慣の積み重ねの結果として発症します。定期的に健診を受け、自分
自身の健康状態を把握し、生活習慣病を防ぎましょう。
■日　時　①　11月27日（金）午後2時～午後4時
　　　　　②　11月30日（月）午後2時～午後4時
■健診項目　身長、体重、血圧、検尿、採血、診察（医師が必要と認めた方のみ、心電図・眼底検査を実施）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらかじめ健診時間を指定して各日程の予約受付をします。電話で「基本
健康診査」の申し込みと伝えてください。定員になり次第締め切ります。状況によっては中止となる場合もあります。
■定員・対象　各回80人・令和2年度に16歳～39歳になる方
■費用・場所　無料・保健センター（オアシスセンター）
■持ち物　健康保険証（健康手帳、健康づくりポイントカードをお持ちの方は、ご持参ください）
■申し込み・問い合わせ先　保健センター（オアシスセンター）　（48）1111（内1520・1521）

受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
広報あぐい10/15号 （210×297mm）／20.10.5／16:10／東雲・澤田★★★■

13.気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じるＳＤＧｓ17の目標

14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な
形で利用する

広報あぐい　2020.10.15
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受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
広報あぐい10/15号政策協働課（210×297mm）／20.10.07／14:36／澤田・東雲★★★★★★■

information
お知らせ

6日（金）、10日（火）、13日（金）、17日（火）､
20日（金）、24日（火）、27日（金）
午後6時30分～午後8時30分

種　　　目 日　　　時場　　　所

ヨガ教室

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
（ZUMBA）

4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）
午後7時30分～午後9時

7日（土）、14日（土）、21日（土）、28日（土）
午前9時～午後0時30分

7日（土）、14日（土）、21日（土）、28日（土）
午前9時～正午
3日（火・祝）、10日（火）、24日（火）
午後6時30分～午後9時30分
▽初級 午後6時30分～午後8時
▽中級 午後6時30分～午後9時30分
10日（火）、24日（火）
午後2時～午後3時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

15日（日）、22日（日）
午前9時～午前11時
15日（日）
午前9時30分～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）　
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

○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（阿久比スポーツ村内）　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
　090（6617）9101　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

丸山武道場

板山グランド

小中学生
バドミントン教室 ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

草木小学校体育館

ふれあいの森

11月のスポーツ村イベントガイド

未定　
（再開の確認は、電話で問い合わせてください）

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」11月の予定

野球場

スポーツ村すこやか町民開放15日（日）
午前9時～午後4時30分

全尾張高等学校野球選手権　決勝大会1日（日）・3日（火・祝）

野球場

陸上競技場

2020　ＡＧＵＩサッカーフェスティバル1日（日）・7日（土）・8日（日） 陸上競技場

愛知県高等学校野球　1年生大会14日（土）・15日（日）

野球場少年野球大会（ロータリー大会）29日（日）

ヨガ教室変更のお知らせ
　11月からヨガ教室が次のとおり変更になります。
■日　時　毎週木曜日　午前10時～午前11時30分
■場　所　ふれあいの森　体育室

10

広報あぐい　2020.10.15

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合があります。

15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標

新教育委員の紹介

新しく教育委員に中條屋由香
里さん（宮津団地）が任命さ
れました。任期は10月1日か
ら4年間です。

　腰痛や膝痛など、運動器の障が
いにより、日常生活に支障がでてし
まう、ロコモティブシンドロームを
予防するための教室です。
■日にち・内容
　11月20日（金）～令和3年2月
16日（火）の計7回
　※　第１回は講義のみ、第2回以
降は講義と実技指導

■時　間
　午前１0時～午前11時30分
■場　所　保健センター・スポーツ村
■対　象　町内在住の65歳以上
の方（運動制限などある方は、ご
遠慮いただく場合があります）
■定　員　15人（申し込み多数の
場合は抽選。初参加者を優先し
ます）
■参加費　無料
■講　師　医師、理学療法士
■持ち物　筆記用具、タオル、飲み
　物　※　動きやすい服装でお越
しください。
■申込期限　10月30日（金）
■主　催　阿久比町
■共　催　公益財団法人スポーツ
医・科学研究所
■申し込み・問い合わせ先
　健康介護課保健係　
　（48）1111（内1521）

「ロコモティブシン
ドローム（運動器症
候群）予防教室に
参加しませんか」



○　相談事例
　訪問リフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ、屋根を点
検してもらったところ、該当箇所の写真を見せられ修理を勧められた。「火
災保険が下りれば実費負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行す
る」と言われ、申込書にサインした。その後、知り合いの業者に写真を見せる
と、｢修理の必要はない｣と言われた。サインした申込書には『保険適用前に
キャンセルすると10万円かかる』と書かれている。契約を取りやめたい。
○　被害を防ぐアドバイス
　災害に便乗して、不必要な住宅修理を契約させられたという相談が寄せ
られています。「保険が使えるので負担はない」「無料で保険の申請代行を
する」などと勧誘されても、その場ですぐに契約してはいけません。慌てず
に、複数の業者に見積りを取って検討しましょう。少しでも不安に感じたら消
費生活センターなどに相談してください。
消費生活相談（無料）をご利用ください。
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
　相談を希望する方は、電話をしてください。　
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
 災害に便乗した悪質な修理業者に注意！

○123

　いしざかやま
こどもえんに移

動式動物園が来園される情報を
聞きつけ、是非とも取材に行かね
ば！と思う反面、実は動物が大の
苦手な私。それでも元気いっぱい
な園児たちから勇気をもらい、な
んとか園児と動物たちが楽しそう
にふれあう様子を写真に収める
ことができました。途中写真を撮
るのに夢中になるあまり、ヤギさ
んに餌と間違えられてかじられる
こともありましたが・・・少しは克
服できたでしょうか。
広報担当者　T.N

編集後記
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成年後見制度巡回相談
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11 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　5日（木）、19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）
　19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）

日　時　11月5日（木）
　　　　午後1時～午後5時
場　所　中央公民館本館308号室
　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

　町に「ふるさと阿久比応援寄付金
（ふるさと納税）」で次の方からご寄
付いただきました。

山本　美枝子様（2万円）
市村　憲司様（1万円）
宮原　進様（1万円）
上田　利昭様（1万円）
村井　祥亮様（1万円）

ご寄付ありがとうございます

成年後見制度巡回相談

11月の相談

　阿久比スポーツ村トレーニング室の利用を10月1日から
再開しました。再開に伴って新型コロナウイルス感染拡大防
止対策を行います。詳しい利用案内についてはホームページ
（http://www.town.agui.lg.jp/ka/saikai.html）を確認し
てください。

阿久比スポーツ村トレーニング室　
10月1日（木）から再開
阿久比スポーツ村トレーニング室　
10月1日（木）から再開

　独立行政法人日本スポーツ振興センターの令和2年度ス
ポーツ振興くじ助成金を活用して、阿久比スポーツ村トレー
ニング室のトレッドミル（ランニングマシン）を2台入れ替えま
した。体力づくり、健康増進に役立ててください。
■問い合わせ先
　▽　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）
　▽　阿久比スポーツ村　 （49）2500
　スポーツ振興くじ助成について
　https://www.jpnsport.go.jp/sinko/
　josei/tabid/77/Default.aspx

▲　新型トレッドミル

トレッドミル（ランニングマシン）を購入トレッドミル（ランニングマシン）を購入

広報あぐい　2020.10.15
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お知らせ

受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
広報あぐい10/15号政策協働課（210×297mm）／20.10.08／09:03／澤田★★★★★■

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標
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9 月　救急・火災
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阿久比町消防団
出動人員　 15人
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　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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

「あ」「ぐ」「い」「ちょ」「う」で表す啓発標語
みんなで習慣にしよう！みんなで習慣にしよう！

「あ」　　朝　体温はかって　今日もスタート
「ぐ」　　ぐっすり眠って　免疫力アップ！
「い」　　いつでも換気　いい空気
「ちょ」　丁度いい　その距離保って　マスクして
「う」 　うがいした？　手洗いの後は忘れずに！

市
外
局
番
：
0
5
6
9

　愛知県の自転車道設置工事に伴い、二級河川前田川左岸堤防道路（町道）の迂回道路建設のため、下記の期間通行止
めとします。付近を通行する皆さまにはご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■交通規制の内容
▽ 町道通行止め
工事用車両・重機が道路を占用するため、自転車・歩行者も通行できません。

▽ 規制期間
11月2日（月）～12月4日（金）　午前9時～午後5時
　〔土日祝日は休工、11月3日（火）～5日（木）は通行可〕

※ 迂回道路建設のため、上記期間中通行止めにして作業を行います。迂回道路が出来次第通行止めを解除し、迂回
道路の通行となります。規制中は自転車・歩行者の通行もできませんのでご注意ください。

■問い合わせ先
発注者　愛知県知多建設事務所道路整備課　（21）3321
施工者　株式会社岡戸組　（48）1981
町担当者　建設環境課管理係　（48）1111（内1216） 

町道の通行止めによる交通規制のお知らせ

アピタ阿久比店

至
半
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↓

↑
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名
古
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阿
久
比
川

アピタ阿久比店

通行止め箇所 N

う かい

17.パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化するＳＤＧｓ17の目標

受注No.20I01158／版管理番240081-01／阿久比町役場様    
広報あぐい10/15号 （210×297mm）／20.10.8／12:25／東雲・澤田★★★★★★★■


