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主な内容主な内容

令和3年度学童保育「げんきッズ」入所者募集❹ページ 令和3年度学童保育「げんきッズ」入所者募集❹ページ

マイナンバーカード受け取り（予約制）・
マイナポイント申し込み支援夜間窓口を開設

❸ページ マイナンバーカード受け取り（予約制）・
マイナポイント申し込み支援夜間窓口を開設

❸ページ
新しい燃えるごみ袋の外装に広告掲載する企業募集❷ページ 新しい燃えるごみ袋の外装に広告掲載する企業募集❷ページ
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考えよう！ごみの減量化
生ごみの｢水切り｣をお願いします

新しい燃えるごみ袋の外装に広告掲載する企業募集 

連載
第6回

　東部知多クリーンセンター(愛称：エコリ)では、月初めに収集したごみを処理する前に抽出して、国の検査方法
に従ってどんなごみがどれくらい含まれているか検査しています。
　令和元年度の毎月の燃えるごみの検査結果の平均では、31.1％が生ごみで、そのうち、71.8％が水分でした。
なお、1月から3月までの水分の平均は、75.2％となっています。
　これからの時期は気温が低くなり、水分が蒸発しにくいため、特に生ごみの水分を取り除くことが重要です。ご
み袋に入れる前にしっかり「水切り」をお願いします。
■上半期（4月～9月）の家庭系可燃ごみの収集量

　新しい燃えるごみ袋の外装に自社広告を掲載する企業を募集します。掲載
を希望する方は、建設環境課窓口にある「阿久比町指定ごみ袋の外装広告
掲載申請書」を建設環境課環境係に提出してください。〔町ホームページ

（http://www.town.agui.lg.jp/ka/koukoku.html）からダウンロードも
できます〕
■募集期限　12月10日(木) 
■広告掲載予定数
　▽　45リットル　15万枚
　▽　30リットル　3万5,000枚
　▽　20リットル　3万枚
■広告掲載料（外装1枚につき3円）
　▽　45リットル　45万円 
　▽　30リットル　10万5,000円
　▽　20リットル　9万円
■広告掲載期間　広告を掲載したごみ袋が完売するまで
■掲載の決定　申込書・広告原稿などを阿久比町広告掲載要綱・阿久比町

指定ごみ袋の外装に掲載する広告に関する取扱要領に基づき審査の上、
決定します。
■広告の規格・サイズ　縦120ミリメートル、横60ミリメートル（文字・画像

のカラー印刷）
■原稿デザイン　広告原稿は、掲載希望する企業で作成してください。
■問い合わせ先　建設環境課環境係　（48）1111（内1211・1212）

令和3年4月1日から家庭系可燃ごみ処理有料化が始まります
現在の黄色い袋は、令和3年4月1日から利用できなくなります。
家庭にある在庫数を確認し、計画的な利用をお願いします。

令和元年度に比べて、44トン増えています。
さらなる減量化にご協力をお願いします。

令和元年度
2,826トン

令和2年度
2,870トン

外装を広げると

【掲載枠】

ご
み
袋（
例
）

阿久比町指定
燃えるごみ収集袋
家庭用500円10枚巻

60ミリメートル

120
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
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■予約方法　来庁予定日の前日までに住民福祉課戸籍住民係に次の3点を伝えて予約してください。
　・　氏名　
　・　生年月日　
　・　マイナンバーカード申請後に役場から送付する「交付通知書」右下に記載された番号（4桁）
　〈予約窓口〉　住民福祉課戸籍住民係（平日午前8時30分～午後5時15分）　（48）1111（内1115）
■受け取りに必要なもの　
　・　交付通知書　申請後に自宅へ届くはがき　※　必須
　・　通知カード　※　必須（紛失した方は窓口で紛失届を記入していただきます）
　・　本人確認書類　運転免許証、パスポート、在留カードなどのうち1点。または、健康保険証、年金手帳、医療

受給者証などのうち2点　※　必須（15歳未満の方も必要）有効期間があるものは、有
効期間内のものに限ります。

　・　マイナンバーカード（持っている方のみ）
　・　住民基本台帳カード（持っている方のみ）
　※　上記書類に不備がある場合は、交付できないことがあります。
　※　「交付通知書」の内容を必ず確認・記入の上、来庁してください。
■注意事項
　・　必ず予約の上来庁してください。予約のない方への交付は行いません。
　・　受け取りには本人がお越しください。（15歳未満の方は同一世帯の法定代理人と一緒にお越しください）
　・　事前に郵送またはＷＥＢ申請していて、「交付通知書」が自宅に届いている方が対象です。
　※　マイナンバーカードの受け取りは、申請してから1カ月から2カ月程度かかります。
　※　令和3年3月まで実施するマイナポイント事業や、令和3年3月から開始するマイナンバーカードの健康保
険証としての利用を見据え、令和3年1月から3月にかけて、75歳未満のマイナンバーカード未取得者へ申請
用ＱＲコード付きの「マイナンバーカード交付申請書」が送付されます。

　※　各種証明書の交付、電子証明書の更新手続きは行いません。

【マイナンバーカード受け取り】（予約制）
～～～～～～～～

■申し込みに必要なもの
　・　マイナンバーカード（写真付き）
　・　マイナンバーカードの暗証番号（4桁）（利用者証明用電子証明書の暗証番号）
　・　決済サービスＩＤ
　・　セキュリティコード
　※　決済サービスＩＤやセキュリティコードは、申し込みする本人が事前に確認してください。決済サービ
スによっては、決済サービスアプリや店頭での申し込みしかできないものがあります。

【マイナポイント申し込み】（予約不要）

■問い合わせ先　
　▽　マイナンバーカード受け取り　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）
　▽　マイナポイント申し込み　検査財政課情報係　（48）1111（内1312）

■日　時　令和3年1月～3月　毎月第2・第4水曜日　午後5時30分～午後8時
■場　所　役場1階　住民福祉課窓口（庁舎北側の時間外受付出入口をご利用ください）

夜間窓口を開設

令和3年1月から令和3年1月から令和3年1月から

マイナポイント申し込み支援マイナポイント申し込み支援

マイナンバーカード受け取り（予約制）マイナンバーカード受け取り（予約制）マイナンバーカード受け取り（予約制）
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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



対　象
　労働などで保護者が昼間家庭にいない町内小学校児童〔低学年（1年生・2年生）の児童が原則優先されるほか、保護
者の就労状況なども考慮されます〕
定　員（令和3年度予定）
▽　東部学区【げんきッズ東部165人程度・げんきッズあゆみ120人程度】
▽　草木学区【げんきッズ草木80人程度】
▽　英比学区【げんきッズ英比160人程度】
▽　南部学区【げんきッズ南部110人程度】
▽　全学区対象【長期休暇限定児童クラブ（英比小学校　図書室）40人程度】
※　げんきッズ東部、草木はＮＰＯ法人学童保育ざりがにクラブ、げんきッズ英比、南部はＮＰＯ法人プレママクラブ、げ
んきッズあゆみ、長期休暇限定児童クラブはＮＰＯ法人どりーむハウスが運営します。
※　長期休暇限定児童クラブは夏休み・冬休みのみ（月曜日～土曜日）の開所で、日曜日、祝日、春休み期間中、夏季閉所
日（8月11日～8月15日）、年末年始は開所しません。
入所申込書配布先
▽　継続児童　現在通っている「げんきッズ」
▽　新規希望児童　希望する「げんきッズ」または現在通園している保育園・幼稚園、いしざかやまこどもえん、もしくは

役場子育て支援課
※　各学童保育の場所、利用料、開所時間などは入所申込書配布先にあるパンフレットで確認してください。
入所希望者説明会日時
▽　げんきッズ東部　12月18日（金）午後7時～　※　げんきッズ東部第1（宮津字宮平池6）で合同開催。
▽　げんきッズ草木　12月19日（土）午後6時～　※　げんきッズ草木第1（草木字福原27）で合同開催。
▽　げんきッズ英比　12月12日（土）午前10時～
▽　げんきッズ南部　12月11日（金）午後7時～
▽　げんきッズあゆみ・長期休暇限定児童クラブ　12月5日（土）
　第1回：午後1時～、第2回：午後2時30分～
※　必ずマスクを着用していただき、密を避けるため、できる限り一人でお越しください。
入所申込書提出期間・提出先
▽　第1希望が【長期休暇限定児童クラブ】の方：12月4日（金）～12月18日（金）
▽　第1希望が【通年利用】の方：12月4日（金）～12月25日（金）
※　いずれも土、日を除く。
※　第1希望により、提出期間が異なるのでご注意ください。
※　期限を過ぎても受け付けますが、優先順位は下がります。
　第1希望に「長期休暇限定児童クラブ」を選択した場合に限り、「げんきッズあゆみ」へ提出し、それ以外（通年利用）の
場合は、希望する「げんきッズ」（または役場子育て支援課）へ提出してください。
提出書類
▽　入所申込書
▽　家庭で放課後に児童の育成ができないことを証明する書類（入所希望する児童の父母および65歳未満の同居祖父
母が対象）
▽　同意書（ひとり親家庭で、令和元年度町民税非課税世帯の方のみ）
▽　その他必要な書類
※　「長期休暇限定児童クラブ」と「通年利用」は、併願可能です。
※　げんきッズ東部とげんきッズあゆみの併願は、できません。
入所決定
　審査後、長期休暇限定児童クラブは12月末頃、通年利用は1月下旬頃、保護者宛てに通知します。
問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

～「長期休暇限定児童クラブ」も同時募集～

令和3年度学童保育「げんきッズ」入所者を募集令和3年度学童保育「げんきッズ」入所者を募集
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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



　子どもの成長に伴い使わなくなった衣類・おもちゃ・チャイルドシートなどの子ども用品を無料で配布
するリユース市を開催します。

　就労などにより病気中または病気の回復期の子どもを家庭で保育できない場合に、一時的にお預かり
する「病児・病後児保育事業」を開始しています。福住のあぐい小児科クリニックに併設する「あぐい病児
の森」の利用までの流れは次のとおりです。

※　各種様式は、阿久比町もしくはあぐい病児の森のホームページに掲載
しています。

■問い合わせ先　▽　子育て支援課子育て支援係　(48)1111(内1130)
　　　　　　　　▽　あぐい病児の森　080(6953)6315

■日時・入場可能人数　12月18日（金）
　【前半入場】午前10時15分～午前10時40分（集合時間は午前10時）
　【後半入場】午前11時35分～午後0時（集合時間は午前11時20分）
■開催会場　勤労福祉センター（エスペランス丸山）
■対　象　町内在住の方のみ

■注意事項　▽　当日は必ず整理券を持参してください。（持参されなかった場合、入場をお断りさせていただきます）
　　　　　　▽　前半に入場した方が、後半に入場することはできません。
　　　　　　▽　必ずマスクを着用してください。
　　　　　　▽　子ども連れの来場はお断りさせていただきます。
■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

※　新型コロナウイルス感染防止策で、形式を大きく変更して開催しています。当面の間、時間短縮と
入場制限をします。状況によっては中止・延期となる場合があります。詳しくは町ホームページ
（http://www.town.agui.lg.jp/ka/reuse.html）を確認してください。

子ども用品リユース市を開催

仕事があって病気の子どもを看病できないなど…お困りの保護者の方へ

▲阿久比町 ▲あぐい病児の森
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利用当日

病児・病後児保育が利用できます病児・病後児保育が利用できます

} 入場可能人数：各50人

（重要）入場に必要な整理券を「事前に」配布します
〔配布場所〕子育て支援課窓口（役場1階の10番窓口）
〔配布期間〕12月7日（月）午前8時30分～12月17日（木）午後5時15分の役場開庁時間中（土・日、役場閉庁時間中は除く）
※　配布は先着順で、1人1枚（1家族につき、2枚まで）です。定員（前半・後半各50人）に達し次第、配布期間内で
あっても終了します。
※　事前配布の際、申請書を記入していただきます。代理人（親族に限る）でも申請可能です。
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3.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



新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

令和3年度固定資産税などの軽減措置について
　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年
度固定資産税・都市計画税を軽減します。
■軽減の対象
　▽　事業用家屋や設備などの償却資産に対する固定資産税
　▽　事業用家屋に対する都市計画税
■対象となる方　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
　中小企業者・小規模事業者とは、次のいずれかに該当する法人または個人です。　
　▽　資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
　▽　資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
　▽　従業員数が1,000人以下の個人
■軽減の割合　令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入と前年同時期の3カ月間の事業収入
を比較して、次の条件に該当する場合、それぞれ税額を軽減します。
　▽　50％以上減少した場合は全額軽減
　▽　30％以上50％未満減少した場合は2分の1軽減
■申告方法
　・　認定経営革新等支援機関などへ申告書・必要書類を提出し、確認を受けてください。
・　認定経営革新等支援機関などが確認した申告書（原本）・同機関に提出した書類一式（コピー可）を、令和3年1月
4日から2月1日までに阿久比町役場税務課へ提出してください。

　詳細な内容については、中小企業庁のホームページまたは阿久比町のホームページを確認してく
ださい。
　（中小企業庁）https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
　（阿久比町）http://www.town.agui.lg.jp/ka/koteigenmen02.html
■申告・問い合わせ先　税務課固定資産税係　（48）1111（内1109・1110）

　三菱ＵＦＪ銀行本店・支店窓口では、阿久比町の町税・保険料・水道料金・その他公金の納付書の取り扱いを令和3年3
月31日をもって終了します。納付書などに指定の納付場所として記載されている場合でも、令和3年4月1日以降は取り
扱いできないのでご注意ください。
　三菱ＵＦＪ銀行口座からの口座振替は、引き続きご利用いただけます。
■問い合わせ先　出納室　（48）1111（内1106）
　▽　固定資産税・都市計画税、町県民税、軽自動車税（種別割）、法人町民税について　税務課収納係（内1108）
　▽　国民健康保険税について　住民福祉課国保年金係（内1118）
　▽　介護保険料について　健康介護課介護保険係（内1125・1126）
　▽　後期高齢者医療保険料について　住民福祉課福祉医療係（内1120）
　▽　水道料金、下水道使用料について　上下水道課上水業務係（内1219）

▲中小企業庁

▲阿久比町

町税など三菱UFJ銀行窓口での取り扱い終了

中小企業者など 阿久比町

認定経営革新等
支援機関など

①確認依頼

③軽減申告

②申告書発行 ※　提出期限は令和3年2月1日
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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



町内の施術院、飲食店事業者に感染予防対策費を補助町内の施術院、飲食店事業者に感染予防対策費を補助

　新型コロナウイルスの感染予防対策を実施した町内の接骨院、鍼灸院、マッサージ施術院に予防対策
給付金を支給します。
■対象要件
　・　事業実態のある店舗が町内にある。
　・　国家資格を有し、保険診療である。
　・　令和2年4月10日時点において開業し、現在も事業収入を得ている。
　・　本給付金を申請する日以後も、町内で事業を継続する意志がある。
　・　町税を滞納していない。
　・　厚生労働省が実施する「医療機関、薬局等における感染拡大防止等の支援」を受けていない。
■給付の対象となる感染予防対策例
　・　従業員が使用するフェイスシールド、せっけん、ビニール手袋など衛生用品の購入費用
　・　待合室・施術室などの換気設備の新増設費用、トイレの手洗い蛇口を自動水栓にした交換費用
　・　キャッシュレス決済の端末導入費用
　・　共通して触れる部分の定期的・頻回な清掃・消毒など、院内の環境整備に係る費用
　・　受け付け窓口のパーテーション、待ち合い患者呼び出し機器の導入に係る費用
※　詳細な対象要件、給付の対象となる感染予防対策、申請方法、必要書類、申請様式などは
　町ホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルスの感染予防対策を実施した町内の飲食店事業者に予防対策給付金を支給します。
■対象要件
　・　事業実態のある店舗が町内にある。
　・　令和2年4月10日時点において開業し、現在も事業収入を得ている。
　・　本給付金を申請する日以後も、町内で事業を継続する意志がある。
　・　町税を滞納していない。
■給付の対象となる感染予防対策例
　・　従業員が使用するフェイスシールド、せっけん、ビニール手袋など衛生用品の購入費用
　・　店内の客席隔離のためのついたて、パーテーション設置費用
　・　店内の換気設備の新増設費用、トイレの手洗い蛇口を自動水栓にした交換費用
　・　キャッシュレス決済の端末導入費用
※　詳細な対象要件、給付の対象となる感染予防対策、申請方法、必要書類、申請様式などは
　町ホームページをご覧ください。

■対象外となる感染予防対策
　・　一般家庭でも必要とされるマスクや消毒液は品薄状態を回避するため、対象外とします。
　・　消費者庁において、現時点で予防効果が認められていない空気清浄機、マイナスイオン発生器、空間
除菌剤などに類する製品

　・　キャッシュレス決済の決済手数料や月額利用料など
■申請期限　令和3年2月28日（日）
■給付金額　10万円以内　※　給付は1事業者1回限りです。事業者が複数店舗を有する場合も同様です。
■問い合わせ先　産業観光課商工労政係　（48）1111（内1225・1227）

施術院事業者

飲食店事業者

広報あぐい　2020.12.1
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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
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■開講日　令和3年1月12日（火）、
2月16日（火）
■時　間　午後1時30分～午後3

時30分
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　2,000円程度
■内　容　「常滑の土」を使ったオ

リジナルの作品を作ります。
■講　師　杉江匠さん（陶房　杉）

■開講日　令和3年1月20日（水）、
21日（木）

■時　間　午前10時～午前11時
30分

■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　1,400円程度
■内　容　エンディングノートの書

き方や相続・遺言書についての
基礎知識、老後のライフプラン
などについての講座です。

■講　師　柴田愛さん、山木千鶴
さん（行政書士）

■開講日　令和3年1月15日、29
日、2月12日、26日、3月12日の
各金曜日

■時　間　午後1時30分～午後3
時30分

■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　200円程度
■内　容　これから写真を学び、

きれいな写真を撮りたいカメラ
初心者のための講座です。

■講　師　北原釥嗣さん（阿久比
写友会）

■開講日　令和3年1月7日（木）、
22日（金）、2月5日（金）、19日

（金）、3月5日（金）、19日（金）
■時　間　午前9時30分～午前

10時45分
■会　場　アグピアホール（中央

公民館多目的ホール）
■対　象　一般
■定　員　20人
■受講料など　200円程度
■内　容　ヨガ初心者や運動が苦

手な方、体が硬い方でも大丈夫
です。日ごろたまったストレスを
解消しませんか。

■講　師　研屋あいさん〔ＲＹＴ200
（全米ヨガアライアンス）取得〕

■開講日　令和3年1月6日、20日、
2月3日、17日、3月3日、17日の
各水曜日

■時　間　午後2時～午後4時
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　1,900円程度
■内　容　指先を動かして脳を刺

激しながら楽しく学び、友達にも
贈れる切り絵を作りませんか。

■講　師　西谷初女さん（阿久比
町シルバー人材センター会員作
品展出展）

■開講日　令和3年1月23日、30

①陶芸教室

③写真、撮ろうよ。講座

②よりよく生きるための終活講座

日、2月13日、27日、3月6日の各
土曜日

■時　間　午後1時～午後3時
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　30人
■受講料など　700円程度
■内　容　地球温暖化による異常

気象で、人類は絶滅の危機にさ
らされています。経済活動は今
後どう変わり、どうあるべきかを
学びます。

■講　師　阿部太郎さん（名古屋
学院大学教授）

受注No.20K00305／版管理番240799-01／阿久比町役場様    
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④リラックスヨガ

⑥異常気象と経済講座

⑤たのしい切り絵教室

■申込資格　町内在住・在
勤・在学している方
■申込期限　12月16日（水）
■申し込み方法　電話また

は中央公民館本館窓口で
直接申し込みしてくださ
い。（土、日を含む午前9時
～午後5時）

　　ＦＡＸ、電子メール、町
ホームページ（「トピック
ス」→「生きがい教室」）か
らも申し込みできます。電
子メールの場合は、件名に

「生きがい教室」と入れて
ください。

　　申込者が定員を超えた
場合は、初めての方を優先
し、抽選で受講者を決定し
ます。申込者が定員の半数
未満の場合や講師の都合
により、開講日や時間など
を変更することもありま
す。

　※　新型コロナウイルス
感染状況により日程変
更または中止となる場
合があります。

■申し込み・問い合わせ先
　社会教育課公民館係
　（48）1111 （内1500）
　ＦＡＸ（48）6229
　電子メール
　kominkan@town.agui.lg.jp

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

令和2年度 第4期

生きがい教室・講座開講生きがい教室・講座開講生きがい教室・講座開講
　「いつでも、どこでも、だれでも」を目標に町民の皆さんの
生涯学習を支援する教室・講座を開講します。年4回皆さんに
お知らせします。今回はその第4回目です。



がん検診 ～早期発見のために～

【令和2年度の予約可能ながん検診の日時】

　日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。がんの早期発見には
定期的な検診がおすすめです。今年度まだ受診していない方は、この機会をご利用ください。

　腸内環境を整えることは、肌荒れ・むくみ・便秘の解消、太りにくい体を作るなど、たくさんの健康効果が
あります。意外と簡単な「腸活」のポイントをお伝えします。
■日程・内容　①　令和3年1月14日（木）午前10時～午前11時

 講義：「腸をきれいにする食事」　講師：管理栄養士　岡本和代　氏
② 令和3年1月21日（木）午前10時～午前11時30分

ヨガ実技：「腸にも効くヨガ」　講師：ヨガインストラクター　久松直子 氏
■会　場　保健センター（オアシスセンター内）
■対　象　町内在住の20歳以上の方
■定　員　16人（申し込み多数の場合は抽選）
■申込期限　12月22日（火）
■申し込み・問い合わせ先　保健センター　（48）1111（内1520・1521）

■申し込み・問い合わせ先　保健センター　（48）1111（内1520・1521）

■胃がん・大腸がん・前立腺がん検診
実施日 時　間

午前9時～午前11時令和3年1月13日（水）

種　類

前立腺がん
大腸がん
胃がん

対象（令和2年度になる年齢）

50歳以上、男性

40歳以上、男女

検査内容

血液検査（ＰＳＡ値測定）
便潜血反応検査
バリウムを飲んでのＸ線撮影

料　金

600円
500円

1,000円

備　考

■検診の種類・対象・料金

「ヘルシー！腸活教室」に参加しませんか

　子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイ
ルスです。感染してもほとんどの人は自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあり、若い女
性に発症するがんの中で子宮頸がんが多くを占めます。子宮頸がんワクチンは、子宮頸がんの原因の50％
～70％を防ぐ効果があります。
　しかし、子宮頸がんワクチンを接種することで、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みを伴う副反応が確
認された事例から、平成25年6月14日より、積極的な接種の勧奨（個別通知して接種を勧めること）を差し控えています。
　この事例によって定期接種を中止するものではありませんが、ワクチン接種による効果とリスクを十分にご理解いた
だいた上で接種の判断をしてください。なお、町ホームページに厚生労働省作成のリーフレットを掲載していますので、
併せてご覧ください。接種を希望する方は阿久比町保健センターまで問い合わせてください。
■接種場所　町内個別接種委託医療機関（医療機関一覧は町ホームページをご覧ください。町外の医療機関を希望す

る場合は事前申請が必要です）
■対　象　中学1年生～高校1年生の年齢に該当する女子
■種　類　サーバリックスとガーダシルの2種類（どちらかを選択）
■接種回数　3回
■接種費用　無料
■申し込み・問い合わせ先　保健センター　（48）1111（内1520・1521）

子宮頸がんワクチンについて
けい

広報あぐい　2020.12.1
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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



町民の皆さんの話題やニュースを紹介

瑞宝小綬章受章
おめでとうございます
　令和2年度秋の叙勲で、半田高校の校長を務めた加
藤貞夫さんが瑞宝小綬章を受章しました。教員時代に
大切にしていたことについて「自分自身、勉強を欠かさ
ず、一生懸命学んだことに自分の思いを乗せて生徒に
伝えていた」と、当時を振り返りながら教育への熱い思
いを語りました。受章については、「思いも及ばないこ
と」と驚きつつも、「本当に光栄です」と穏やかな笑顔を
見せました。

10/8
（木）

▲ 賞状を手にする加藤さん

▲ 調理体験をする園児 ▲ 見学する児童

愛情込めて作られた給食　これからもおいしくいただきます！
　中部保育園の年中・年長児と、英比小学校の2年生が、給食が作られる様子を学ぶため、新学校給食センターを
訪れました。愛称「ＡＧＵＭＯＧＵ（あぐもぐ）」のセンターで園児・児童は、2階の見学通路から皮むき室や調理室な
どで給食が作られる工程を見学し、「動いた！」「あれ私たちのクラスのおかずだ！」と楽しそうに声を上げていま
した。また、展示されている調理釜で調理道具を使って「混ぜる」「配食する」体験からは、給食をたくさん作る調
理員の大変さを学びました。

10/21
（水）

11/5
（木）・

　長年にわたり、地域の交通安全のために街頭活動を
積極的に行っている功績で、竹内幸太郎さんが交通安
全奉仕顕賞の功労金章を受章しました。竹内さんは平
成11年から朝の交通安全啓発活動や年4回の交通安
全キャンペーンに参加。「これだけ活動しても事故はな
かなかゼロにならない。現実は厳しいが自分の活動が
少しでも安全・安心な阿久比町のための一助になれ
ば」と話しました。

交通安全奉仕顕賞の功労金章受章
おめでとうございます

▲ 賞状を掲げる竹内さん

10/19
（月）
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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）

̶ 今月号の表紙 ̶
　10月29日（木）に東部小学校の5年生が、JAあいち知多女性部が
主催する「食農出前講座」に参加し、学校近くにある杉浦康治さんの
田んぼで稲刈り体験をしました。思いどおりに鎌で切れず「結構難し
い」と悪戦苦闘する児童もいましたが、上手く刈り取れるとうれしそ
うな表情を浮かべていました。稲刈り体験後は、コンバインでの稲刈
りを見学したり、杉浦さんに稲作について質問したりしました。

令和2年度ごみ収集計画表（ごみ分別カレンダー）の訂正について
■訂正事項　12月30日（水）の廃プラスチックの収集は行いません。訂正しお詫びします。
■対象地区　横松・萩・宮津・宮津団地・宮津山田・陽なたの丘・板山・福住・福住園高台・高根台・阿久比団

地・メイツ巽ケ丘・白沢・白沢台・草木
■問い合わせ先　建設環境課環境係　（48）1111（1211・1212）

令和2年度ごみ収集計画表（ごみ分別カレンダー）の訂正について

　「保育の必要性の認定」を受けている子ども（原則3歳以上）の認可外保育施設、病児保育
事業、一時預かり事業、ファミリー･サポートセンター事業の利用料について、無償化対象分を
給付します。
※　保育園、認定こども園（保育園部分）、幼稚園（一定上の預かり保育の提供を満たしている園）などを利用

していない子どもに限ります。
■無償化分の支払いについて　お支払いいただいた利用料のうち、無償化対象分（上限あり）を後日給付し

ます。手続きとして、在住の市町村から「保育の必要性の認定」を事前に受ける必要があります。認定には就
労などの要件があります。詳しい内容は、お問い合わせください。
■問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1123・1130）

子育て支援事業利用料無償化について子育て支援事業利用料無償化について

　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したひとり親世帯などに対する子育て支
援として、臨時特別給付金を支給します。申請受付期限があるため、まだお済みでない方は早
めに申請をお願いします。詳細は町ホームページをご覧ください。
■給付対象者　ひとり親世帯などで、
　（1）　令和2年6月分の児童扶養手当を受給された方
　（2）　同手当の受給水準だが公的年金給付などを受けているため受給していない方 
　（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、収入が減少した方　
　　 ※　所得制限があります。
■申請受付期限　令和3年1月29日（金）
■申請・問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

申請はお済みですか？
ひとり親世帯臨時特別給付金【再度のお知らせ】

申請はお済みですか？
ひとり親世帯臨時特別給付金【再度のお知らせ】
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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ＳＤＧｓ17の目標



No. 5
「その日」に備える防災

行政無線情報は電話でも
　行政無線が聞き取りにくい場合は、0569（48）7030へ問い
合わせてください。最新のメッセージを聞くことができます。
　右図を切り取り線に沿って切っていただき、電話機の受話器へ
貼っていただくと便利です。

防災無線は
電話でも
防災無線は
電話でも
0569（48）70300569（48）70300569（48）7030

阿
久
比
町
を
守
る
ヒ
ー
ロ
ー
に
　消
防
団
員
を
募
集

　消防団は、消防署と連携してまちを災害から守ってくれる、地域防災にとって頼
もしく、かけがえのない存在です。

　消防団員は、自営業・会社勤務など自分の仕事を持ちながら、火災が起きると現
場に出動し、消防署のサポートをします。非常時に力を発揮できるように、日ごろか
ら訓練を重ね、火災発生時の消火活動、大規模災害時の救出・救助活動、警戒巡
視、避難誘導などに従事します。　
　さらに、消防出初式、観閲式、消防操法
大会、年末夜警などの消防団行事を年間
を通じて行っています。
　令和2年は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、消防団活動の一部自粛
や中止をした事業もありますが、多岐にわ
たる活動を、町民の生命、財産を守るため
に続けています。
（写真は昨年のもの）

　阿久比町消防団は、町内を5地区に分けて分団を配備し、令和2年12月1日現在
の団員数は、81人となっています。
　近年では少子高齢化、就業構造の変化、地域社会への帰属意識の希薄化などの
理由により、団員の確保が困難になり、団員数は減少し続けています。この状態が
続くと地域のつながりだけでなく、防災力の低下が懸念されます。
　大規模災害時に消防署員の力だけでは人員数的に対応しきれないのが現状で
す。いずれ来る「その日」の大規模災害に備えて、あなたも消防団で活動してみま
せんか。
　入団を希望する町内在住、在勤で年齢18歳以上の方は、防災交通課まで問い
合わせてください。

▲　実戦訓練

▲　阿久比町操法大会 ▲　出初式

受注No.20K00305／版管理番240799-01／阿久比町役場様    
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飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶

　年末は、師走特有の慌ただしさから運転者や歩行者などの注意力が散漫になります。また、この時期は、1年を通じて
日没時刻が最も早くなり、仕事や学校からの帰宅時間帯と夕暮れが重なることから、交通事故の増加が心配されます。
　年末の交通安全県民運動の重点実施項目を意識し、改めて交通安全意識を高めてください。

▽　飲酒を伴う会合の際は、公共交通機関やタクシー、運転代行サービスなどを利用するか、家族に送迎を頼んでくだ
　さい。

▽　70歳以上のドライバーは、高
齢者運転標識を表示してくださ
い。
▽　身体機能の変化を認識し、体
調不良時には運転を控えてくだ
さい。
▽　高齢者の運転免許証の自主返
納についてもご検討ください。

飲酒の機会が増える季節…

冬に改めて意識したい！交通安全冬に改めて意識したい！交通安全冬に改めて意識したい！交通安全冬に改めて意識したい！交通安全

年末の交通安全県民運動　重点項目年末の交通安全県民運動　重点項目

高齢運転者などの安全運転の励行

▽　子どもも大人も、ドライ
バーから目立つよう、手を上
げて横断してください。
▽　自転車の二人乗り、傘差し、
他の自転車と並んで走行する
などの危険な運転はやめてく
ださい。

子どもをはじめとする歩行者の
安全と自転車の安全利用の確保

▽　ドライバーは夕暮れ時には早めに点灯するとともに、対向車や先行車がいないときは、ハ
イビームを活用してください。
▽　飲酒運転をしないことはもちろん、前日のお酒が残っている状態で絶対に運転しないでく
ださい。
▽　ながらスマホも厳禁です。

■年末の交通安全県民運動　12月1日（火）～12月10日（木）
　「横断歩道　歩行者いれば　赤信号」
■12月は「飲酒運転根絶強調月間」～ その1杯　未来が闇に ～　　
　　忘年会などで飲酒の機会も増えるため、飲酒運転による事故が懸念されます。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転に　
　よって失うものの大きさを考えてください。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111（内1209）

飲酒運転をした人には厳しい刑罰・行政処分が！ 車両及び酒類を提供した人や同乗者も罰せられます！

違反種別

免許取り消し
（欠格期間3年）

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
2年以下の懲役または
30万円以下の罰金

酒類提供者
車両同乗者

酒気帯び運転

酒気帯び運転

酒気帯び
運転

酒酔い運転 酒酔い運転

酒酔い運転

車両提供者

0.15mg/ℓ以上
0.25mg/ℓ未満

3年以下の懲役または
50万円以下の罰金

0.25mg/ℓ以上 免許取り消し
（欠格期間2年）

免許停止90日

行政処分 周辺者の態様 運転者の
違反種別 刑　　罰刑　　罰

夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の根絶
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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ＳＤＧｓ17の目標



　講演会の中で、受講者の皆さんから寄せられた質問に、講師の栁川先生から回答をいただきましたので、そ
の一部を紹介します。
Ｑ1.認知症の専門医にかかった方がいいでしょうか？
　Ａ. まずはかかりつけ医に相談してください。専門外来は予約が必要です。
Ｑ2.変化に気付くにはどんな点に注意すればいいでしょうか？
　Ａ. 次の点を観察してください。
　　①　処方された薬が大量に余っている
　　②　同じ食品が冷蔵庫にたくさんあり、腐らせること
　　　が多くなった　
　　③　以前はきれいに部屋を掃除していたのに乱雑になった
　　④　焦がした鍋が増え、料理のメニューが単調になった
　　⑤　預金通帳、保険証を無くしたことがある
Ｑ3.アルツハイマー型認知症の初期で、副作用の少ない薬を教えてください。

Ａ. 初期からよく処方されるものは抗コリンエステラーゼ阻害薬があり、3種類ありますが、副作用は大差あ
りません。副作用を生じにくくするために、通常は少量から投与されます。

Ｑ4.認知症の発症予防に効果的なトレーニングはありますか？
Ａ. ウォーキングをしながら計算やしりとりをすることは前頭葉の刺激になり、一時的に認知機能低下の進

行抑制に効く可能性があります。
Ｑ5.認知症は発症年齢に関係なくあまり長く生きられないケースが多いでしょうか。

Ａ. 認知症の背景疾患が進行性のものかどうかが重要で、進行する速度は疾患によって異なります。高齢の
場合は、他の疾患が原因で亡くなることも多いです。

■問い合わせ先　健康介護課介護保険係　（48）1111（内1125・1126）

　おおむね3カ月以上在宅で寝たきり状態の
満65歳以上の方を対象に、日常で使用してい
る寝具の洗濯・乾燥を行います。
■日にち　回収12月18日（金）
　　　　　配送12月25日（金）
■枚　数　掛布団・敷布団・毛布各1枚
               （洗濯・乾燥とも）
■申込期限　12月10日（木）
■申し込み・問い合わせ先
　健康介護課介護保険係
　（48）1111（内1125・1126）

寝具の洗濯・
乾燥サービス
事業を実施

　10月18日にアグピアホール（中央公民館多目的ホール）で
「令和2年度阿久比町認知症講演会」が開催されました。豊田
東リハビリテーション病院医師の栁川まどかさんを講師に迎
え、認知症の種類や症状、認知症になった方とその家族の向き
合い方について講演が行われました。
　栁川さんは「認知症は誰にでも起こりうるもの。介護をする
方は1人で抱え込まずに、積極的に周りを頼ってほしい。また認
知症になった方が楽しく明るくその人らしく生きられるような
介護をしていただきたい」と述べ、参加者はメモを取りながら
真剣に耳を傾けていました。

Q & AQ & A

⑥　何度も同じ話をしたり、日付などを確認した
りしてくる

⑦　買い物でお札ばかりを出す
⑧　言い訳や取り繕いが多くなる　
⑨　身だしなみに気を使わなくなった
⑩　趣味やずっとやっていた習慣をしなくなった

詳細はホーム
ページを確認
してください認知症講演会認知症講演会認知症講演会
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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ＳＤＧｓ17の目標



～令和2年度募集作品～
　阿久比町家庭教育推進協議会は、小学4年生から中学3年生までを対象に、親と子、祖父母と孫など家族が協力
してつくる川柳を夏休みの期間に募集しました。普段より短い夏休みでしたが、たくさんの応募をいただきました。
一つ一つの作品から、家族のほほ笑ましい姿が思い浮かびます。ここでは、応募のあった作品の一部を紹介します。
■問い合わせ先　社会教育課社会教育係　（48）1111（内1229）

書　　　名学校・学年氏　　名書　　　名学校・学年氏　　名

　町内の小学生・中学生を対象に行われた今回のコンクールには、感想画1,240点、感想文198点の
応募がありました。金賞を受賞したのは次の皆さんです。
■読書感想画　金賞受賞者（敬称略） ■読書感想文　金賞受賞者（敬称略）

金賞をはじめ、受賞した中学生の作品展示を12月2日（水）から12月13日（日）に、町立図書館内展示ホールで行
います。
■問い合わせ先　町立図書館　（48）6231

ながーい５ふん　みじかい５ふん

ながーい５ふん　みじかい５ふん

ねこと王さま

青いあいつがやってきた！？

禎子の千羽鶴

あきらめないこと、それが冒険だ

平和のバトン　広島の高校生
たちが描いた8月6日の記憶

南部小1年

英比小2年

東部小3年

東部小4年

英比小5年

東部小6年

阿久比中1年

阿久比中2年

阿久比中3年

英比小1年

草木小2年

南部小3年

東部小4年

英比小5年

英比小6年

阿久比中1年

鈴木　心結

渡邊　優晟

霜 　 和 花

石川　結菜

片山　りく

田 中 　 陽

山盛　美海

椎葉　心彩

籾山由希奈

井本　悠義

竹内　諒太

松永ののか

河合　夏穂

伊藤　玲奈

鈴木　七央

田中　翔真

第31回読書感想画・文コンクールの受賞者決定第31回読書感想画・文コンクールの受賞者決定第31回読書感想画・文コンクールの受賞者決定

子の句
届いたよ　おいしい桃を　ありがとう
家族の句
今年はね　桃だけ会いに　行きました（祖母）

阿久比中３年　新美　孫佑さん

子の句
目にうかぶ　わたあめきんぎょ　かき氷
家族の句
夏祭り　来年こそは　行きたいね（姉）　

英比小５年　伊藤　玲奈さん
子の句
ねぇ見てよ！　こんな所に　手がとどく
家族の句
やったじゃん！　これからお掃除　まかせるね（母）

阿久比中１年　杉浦　羚央さん

子の句
中学生　そろそろ名前で　呼んでほしい
家族の句
パパからは　いくつになっても　あーちゃんです（父）

阿久比中1年　吉竹　章乃さん
子の句
夏休み　コロナのせいで　短いね
家族の句
いつもより　いっしょの時間は　長いよね（父）

英比小４年　山本　琉惺さん

子の句
とうさんは　顔だけひやけ　なんでかな
家族の句
とうさんは　そとでおしごと　ながそでで（父）

東部小６年　新美　空来さん

広報あぐい　2020.12.1
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ホロンのうたのかい

アニマルズ　生きものの
おどろき120

消えた落とし物箱

森ねこのふしぎなたね

長くつ下のピッピ

やまなし

銀河鉄道の夜

走れメロス

アルケミスト:錬金術師
ニコラ・フラメル

「心のうた」―家族で話そう―

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
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【中日写真協会 阿久比支部作品展】

展示
期間

12月2日(水)～12月14日（月）　※　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。

阿久比町のオアシス

文化の泉
■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）

　町内で活躍する皆さんの力作
を募集しています。

「リング輝く夕陽」 「炎柱に挑む」 「僕の居場所」

　寒い日が続くと、水道管が凍結しやすくなります。水道管が凍結すると水が出なくなるだけ
でなく、破損事故も起こりやすくなり、修理に高い費用がかかることがあります。水道管も冬支
度をして、寒さから守ってください。

お願い 宅内の水道管漏水防止のため、時々水道メーターを確認してください。

■水道管が凍結しやすい場所
　▽　風当たりの強い屋外　▽　北向きで日陰　▽　管がむき出しになっているところ
■凍結防止の仕方
　　露出している水道管や蛇口に、保温材などを巻き付けます。保温材として使える身近な
ものには毛布や布があります。保温材の上にビニールなどを巻いてぬれないようにしてく
ださい。

■凍結してしまった場合
　　自然に溶けるのを待つか、タオルや布をかぶせて上からぬるま湯をゆっくりかけて溶か
してください。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂する場合があります。

■水道管が破裂したら
　　水道メーターボックス内にある止水栓を閉め、阿久比町上水道指定給水装置工事事業者
に連絡し、修理を依頼してください。止水栓が分からない場合は、タオルやビニールテープ
などを巻き付けるなどの応急処置をしてから業者に連絡してください。修理は有料です。

■問い合わせ先　上下水道課上水工務係　（48）1111（内1220・1221）

水道管の凍結にご注意を！！

▲阿久比町
　上水道指定給水
　装置工事事業者名簿

ぬるま湯○
熱湯×
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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



　住宅用地は、税負担を軽減する
必要があるため、所有者からの申
告により課税標準の特例措置が適
用されます。
　この制度を適正に運用するため、
土地所有者の方は、土地の利用状
況を次のように変更した場合、下記
申告先までお知らせください。
▽　更地に住宅を新築し、新たに
住宅用地になった場合
▽　店舗などを住宅に改築し、住
宅用地になった場合
▽　併用住宅（店舗兼住宅など）で、
居住部分とそれ以外の部分の床
面積に変更があった場合
▽　住宅を店舗などに改築し、住
宅用地でなくなった場合
▽　土地の利用状況を変更した場
合（例：隣接地を取得して住宅用
地とした、新たに敷地の一部を貸
し駐車場に変更したなど）
▽　住宅を取り壊し、住宅用地で
なくなった場合
▽　住宅用地の住宅戸数に変更が
あった場合
■申告・問い合わせ先
　税務課固定資産税係
　（48）1111（内1109・1110）

　家屋の固定資産税は、毎年1月1
日現在の所有状況により課税され
ます。
　新築、増築家屋は、固定資産評価
額算定のために調査する必要があ
り、取り壊した家屋は、年内に取り
壊したことを確認して課税台帳か
ら抹消する必要があります。
　新築、増築、取り壊しをした方や
年末までにこれらの予定がある方
は申告先までお知らせください。
　一定の条件下で家屋を改修した
方は、固定資産税が減額となる制
度があります。
▽　耐震改修減額
▽　バリアフリー改修減額
▽　省エネ改修減額

　これらの制度の適用を受けるた
めには、申告が必要です。
■申告・問い合わせ先
　税務課固定資産税係
　（48）1111（内1109・1110）

■内　容　成人に対する心肺蘇生
法、ＡＥＤの取り扱い、止血法、外
傷手当、搬送法
■日　時　令和3年1月23日（土）
　午前9時～午後6時
■場　所　半田消防署
　（半田市東洋町1-6）
■定　員　10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。

　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
　第13回：令和3年1月10日（日）
　第14回：令和3年1月17日（日）
　第15回：令和3年3月7日（日）
■試験場所　名古屋工学院専門学校
■試験の種類
　甲種、乙種第1～6類、丙種
■試験手数料
　▽　甲種　6,600円
　▽　乙種　4,600円
　▽　丙種　3,700円
■申込期限・期間
　▽　第13・14回試験
　【電子申請】
　　12月7日（月）午後5時
　【書面申請】
　　12月1日（火）～12月10日（木）
　▽　第15回試験
　【電子申請】
　　令和3年1月23日（土）午前9
時～2月1日（月）午後5時

上級救命講習に参
加しましょう

　【書面申請】
　　令和3年1月26日（火）～
　　2月4日（木）
■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（htt
　　p://www.shoubo-shiken.
　　or.jp/）から申請して
　　ください。
　▽　書面申請　最寄りの消防
署、県民事務所、県民相談室な
どで配布する申請書を（一財）
消防試験研究センター愛知県
支部に送付してください。

■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

■日　時　
　▽　令和3年2月4日（木）
　　午前9時～午後4時50分
　▽　令和3年2月5日（金）
　　午前9時～午後4時45分
　※　甲種は2日間の受講が必要。
■場　所　半田市福祉文化会館　
（雁宿ホール）
■定　員　120人（先着順）
■受講料　甲種：8,000円
　　　　　乙種：7,000円
■申込期間　
　▽　1次募集
　　12月16日（水）～12月23日（水）
　▽　2次募集
　　令和3年1月8日（金）～1月10
日（日）

　※　申し込み方法は、（一財）日本
防火・防災協会ホームページ
（https://www.bo

　　uka-bousai.jp）を確
　　認してください。
■問い合わせ先
　▽　（一財）名古屋消防技術セン
ター　052（720）9828　

　▽　知多中部広域事務組合消防
本部予防課　（21）1491

甲種・乙種防火管理
講習（新規）

住宅用地の利用状
況変更による申告

家屋の新築、増築、取り壊し
をした方・予定のある方へ

危険物取扱者試験

information
お知らせ

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
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information
お知らせ

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ＳＤＧｓ17の目標18
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　県では「愛知県のすてきなヒト・
モノ・コト・バショ」の写真を、専用
ハッシュタグを付けてインスタグラ
ムもしくはツイッターで投稿する「#
一番住みたい愛知ＳＮＳフォトコン
テスト2020」の作品を募集してい

ます。
　募集するのは「夏」「秋」「冬」の3
部門で、優秀作品の応募者には、ＶＥ
ＲＭＩＣＵＬＡＲ（バーミキュラ）のオー
ブンポットラウンドなど、愛知ゆかり
のすてきな賞品を差し上げます。
　応募方法などの詳細は、告知サ
イト（https://turns.jp/
38678）をご覧ください。
■応募期限　令和3年1月31日（日）
■問い合わせ先　愛知県政策企画
局企画調整部地方創生課
　052(954)6089（ダイヤルイン）

　成年後見制度の普及、啓発のた
めの講座を開催します。
■日　時
　令和3年1月15日～2月19日の
毎週金曜日（全6回）

　午後1時30分～午後4時
■場　所　常滑市役所　
　5階第7会議室・2階大会議室
（1月29日のみ）
■定　員　30人（先着順）
■内　容　
　1日目　成年後見概論
　2日目　高齢者・障害者の権利

侵害の状況
　3日目　法定後見の申し立て手

続き
　4日目　財産管理と身上監護Ⅰ
　5日目　財産管理と身上監護Ⅱ
　6日目　後見人の実務
　※　変更になる場合があります。
■受講料　1，000円（資料代）
■講　師　弁護士、司法書士など
■申込受付開始日　12月7日（月）
■申し込み・問い合わせ先
　知多地域成年後見センター
　0562（39）2663

成年後見サポータ
ー研修講座

今月の納税など
固定資産税・都市計画税　3期分
後期高齢者医療保険料　6期分
国民健康保険税　　6期分
介護保険料　　　　6期分
納期限は12月25日（金）です。
※　口座振替の方は、口座の残
　高確認をお願いします。

　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財政状況（令和2年4月1日～
9月30日）を、東部知多衛生組合財政状況の公表に関する条例に基づき公表します。
■問い合わせ先　東部知多衛生組合　0562（46）8855

東部知多衛生組合の財政状況

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

科　目 予算現額 収入済額
37.1％
42.6％
0.0％
78.5％
642.1％
51.0％
0.0％
34.0％

執行率

議会費
総務費
衛生費
事業費
公債費
予備費
歳出合計

科　目
49万9,000円

5,911万7,000円
15億6,955万6,000円

4億9,218万円
1億5,957万8,000円

1,000万円
22億9,093万円

予算現額
1万3,000円

2,122万2,000円
3億7,154万9,000円

0円
8,860万8,000円

0円
4億8,139万2,000円

支出済額
2.6％
35.9％
23.7％
0.0％
55.5％
0.0％
21.0％

執行率

目　的 現在高

■歳入

■歳出

■組合債の現在高

一般会計予算執行状況（令和2年9月30日現在）

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

科　目
9億9,088万1,000円
2億5,442万1,000円
2億913万3,000円
1,186万3,000円
5,376万1,000円

2億1,840万4,000円
8億1,060万円

25億4,906万3,000円

歳入決算額

議会費
総務費
衛生費
事業費
公債費
予備費
歳出合計

科　目
45万7,000円

5,804万9,000円
10億2,848万4,000円
12億6,786万3,000円
1億2,999万6,000円

0円
24億8,484万9,000円

歳出決算額

■歳入

■歳出

大府市
豊明市
東浦町
阿久比町

4億38万7,000円
2億3,595万1,000円

2億3,601万円
1億1,853万3,000円

■構成市町負担額

■組合財産　（土地）76,313.12㎡　（建物）25,297.61㎡

令和元年度一般会計決算状況

財務省
市中銀行
金融機構
合　計

借入先
96億3,243万4,000円
17億5,878万8,000円

1億7,850万円
115億6,972万2,000円

現在高

13億8,685万円
2億5,562万5,000円
2,620万3,000円
697万3,000円
1,000万円

1億6,647万9,000円
4億3,880万円
22億9,093万円

5億1,483万2,000円
1億890万2,000円

0円
547万7,000円
6,421万4,000円
8,497万6,000円

0円
7億7,840万1,000円

ごみ処理施設用地取得債
最終処分場建設事業債
ごみ処理施設建設事業債
マテリアルリサイクル推進施設建設事業債
余熱利用施設整備事業費

合　計

1,419万9,000円
5億9,409万円

101億2,154万4,000円
1億4,540万円

6億9,448万9,000円
115億6,972万2,000円

「#一番住みたい愛知
ＳＮＳフォトコンテスト
2020」の作品募集



　オンラインアプリ「Ｚoom」を用
いた知多地域の若手農業者との婚
活イベントを開催します。
■日　時　令和3年1月23日（土）
　午後6時～午後8時
■対　象　20歳～35歳の独身女性
■定　員　20人程度（参加者多数
の場合は抽選）
■手　段　オンラインアプリ「Ｚ
oom」
■参加費　無料
■申込期間　12月1日（火）～12月
25日（金）午後5時

■申し込み方法　電子メールで応
募してください。題名に「婚活希
望」と記載し、本文に氏名、年齢、
メールアドレス、電話番号を入力
してください。
■申し込み・問い合わせ先
　知多農林水産事務所　農業改良
普及課
　（21）8111（内287）
　電子メール
　chita-fukyu@pref.aichi.lg.jp

学童あそび　様
　南部小学校にけん玉19個、こま
4個をご寄付いただきました。

知多半島の若手農業者
との出会いを応援！

ご寄付ありがとうございます

広報担当者Y.W

編集後記12月定例議会を開催
　令和2年阿久比町議会第4回定例会を次のとおり開催します。
■日　時　12月8日（火）　午前10時～
　　　　　※　一般質問は、9日（水）・10日（木）の予定
■問い合わせ先　議会事務局　（48）1111（内1401）

12月定例議会を開催

フライス盤による穴の加工

旋盤作業の応用操作（4日間コース）

フライス盤によるキーみぞ及び長穴の加工

フライス盤1級要素加工（アリ溝・角度面取り編）

ＴＩＧ溶接基礎（ステンレス編）

旋盤のテクニック（4日間コース）

Ａｎｄｒｏｉｄプログラミング（ＡｐｐIｎｖｅｎｔｏｒによるアプリ開発）

機械系3ＤＣＡＤ基礎(Ｉｎｖｅｎｔｏｒ編)

ＴＩＧ溶接基礎（アルミニウム編）

令和3年1月7日（木）、
8日（金） 12月10日（木）

令和3年1月12日（火）
～1月15日（金） 12月17日（木）

令和3年1月21日（木）、
22日（金） 12月24日（木）

令和3年1月28日（木）、
29日（金） 12月31日（木）

令和3年1月28日（木）、
29日（金）

12月1日（火）
～令和3年1月8日（金）

令和3年2月2日（火）
～2月5日（金）

12月7日（月）
～令和3年1月7日（木）

令和3年2月13日（土）、
14日（日）

12月16日（水）
～令和3年1月21日（木）

令和3年2月18日（木）、
19日（金）

12月21日（月）
～令和3年1月21日（木）

令和3年2月25日（木）、
26日（金）

令和3年1月12日（火）
～2月12日（金）

※　詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。
■問い合わせ先　愛知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
　ホームページ　https://www.pref.aichi.jp/shugyo/koukyou/okazaki/index.html　

訓練コース名 訓練期間 募集期限・期間

在職者対象訓練「スキルアップ講座」受講者を募集

お知らせ

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
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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！

人 口 と 世 帯
世帯数　10，804　（－8）
人　口　28，609人（－26）
　男　　14，196人（－11）
　女　　14，413人（－15）
（　　）は前月との増減数

10月中の異動
　出生　12　　転入　59
　死亡　20　　転出　77

令和2年11月１日現在

■「障害者差別解消法」をご存じですか
　　この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現につなげることを目的としています。

　※　個人事業者、ＮＰＯなどの非営利事業者も含みます。
　▽　「不当な差別的取り扱い」とは
　　　障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行
為。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得られるように努めることが大切です。

　　（例）受け付けで対応を拒否もしくは後回しにする／本人を無視して介助者や支援者、付き添いの方だけに話し掛け
る／障がいのある方向けの物件はないと言って対応しない／保護者や介助者が一緒にいないと店に入れない

　▽　「合理的配慮」とは
　　　障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求
められた場合に、負担になりすぎない範囲で対応すること。

　　（例）段差がある場合、スロープなどを使って車椅子利用者を補助する／障がいの
ある方の障がい特性に応じて、座席を決める／筆談、読み上げ、ゆっくりと丁
寧に説明するなど、コミュニケーションの方法を工夫する

■誰でも障がい者になる可能性があります
　　生まれつき障がいのある方がいる一方で、生活する中で障がいを抱える方もいます。例えば、交通事故で手足が不
自由になった方や、脳こうそくで半身不随になった方、仕事のストレスや人付き合いに疲れて精神障がいになった方な
どです。私たちの誰もが、障がいを持つ可能性があります。障がいを理解し、障がいのある方もない方も誰もが安心し
て暮らすことのできる社会をつくることが大切です。
■問い合わせ先　住民福祉課社会福祉係　（48）1111（内1121）

12月3日（木）から12月9日（水）までは「障害者週間」

≪障害者差別解消法のポイント≫

障がいのある方にも優しい社会に障がいのある方にも優しい社会に

国や地方公共団体など
民間事業者（※）

不当な差別的取り扱い
禁　止
禁　止

障がいのある方への合理的配慮
法的義務
努力義務

　障害者週間は、障がいのある方に対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために、理解と認
識を深めるための週間です。障がいについての理解を深め、人格と個性を尊重し支え合い、誰もが生き生きと暮
らすことのできる「共生社会」をつくることが求められています。
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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

受注No.20K00305／版管理番240799-01／阿久比町役場様    
広報あぐい12/1号 （210×297mm）／20.11.16／16:45／東雲★★■

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


