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基本的な感染防止対策の徹底と
ワクチン接種の検討をお願いします。厳重警戒

8/1・15

主な内容主な内容
❹ページ スポーツ村交流センタープールをご紹介❹ページ スポーツ村交流センタープールをご紹介
26ページ 旧可燃ごみ袋（黄色）を代替品として販売26ページ 旧可燃ごみ袋（黄色）を代替品として販売

濁った水が
　　透明に！
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～　シリーズ㉗　新型コロナウイルスワクチン接種　～
基本的な感染対策を今一度徹底しましょう

　感染予防・重症化予防として実施しているワクチン接種は順調に進んでいますが、
感染予防として重要なのは、基本的な感染対策であることに変わりはありません。
　3密（換気の悪い密閉空間・多数が集まる密集場所・間近での会話や発声をする
密接場面）のうち、1つでも当てはまると感染リスクが高まります。
　今一度、マスクの着用、手洗い・手指消毒、こまめな換気に取り組みましょう。

【1～4回目接種】
　接種券が届き次第予約が可能です。
　▽Ｗｅｂ予約（3・4回目接種のみ）
　▽コロナワクチンコールセンター電話予約〔（48）0900〕（電話のかけ間違いにご注意ください）
　▽小児専用電話予約〔（48）0904〕

▲Web予約

▲町ホームページ
　（ワクチン接種予約）

▲町ホームページ
　（5～11歳の接種予約）

■問い合わせ先　▽［接種予約］阿久比町コロナワクチンコールセンター　（48）0900
　　　　　 　　　　　　　　　受付時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　　　　　　　　▽［制度全般］保健センター（オアシスセンター内）　（48）1111（内1520・1521）
※　国・県の通知、ワクチンの供給状況により予定が変更となる場合があります。最新情報は町ホームページを確認して
ください。

※　ワクチン接種率は、各年代の令和4年4月1日現在の人口に対し、7月15日時点でワクチン接種記録システム（VRS）
に登録された件数を基に算定しています。
※　10歳未満は5～9歳の1回目、10代は10～11歳の1回目および12～19歳の3回目の合計、20代以上は3回目の接
種率となります。

　9月1日から取扱加盟店で利用できる「元気応援券（１人当たり2,000円分）」は7月下旬頃から
世帯主宛てに随時配送していますが、届くまでに時間がかかる場合があります。
■対　象　令和4年6月1日現在、阿久比町の住民基本台帳に記録されている全町民
■使用期間　9月1日（木）～令和5年2月28日（火）
■使用方法　購入金額1,100円（税込）につき、1,000円券を1枚使用できます。
■使用可能店舗　町内の応援券取扱加盟店（町ホームページまたは応援券裏面の二次元コードから確認できます）
■注意事項　現金と引き換えはできません。たばこ、商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの、国税、地方税、使

用料などには使えません。
■問い合わせ先　産業観光課商工観光係　（48）1111（内1225・1226）

阿久比町の感染状況について（6月18日～7月24日）

感染者数

年代
項目

感染者割合
ワクチン接種率

60代50代40代30代20代10代10歳
未満

70代
以上
33人
4％
93％

41人
6％
89％

49人
7％
78％

99人
13％
66％

123人
16％
54％

54人
7％
51％

186人
25％
32％

168人
22％
10％

９月1日から利用開始！『阿久比町元気応援券』９月1日から利用開始！『阿久比町元気応援券』
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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



国の臨時交付金を活用した新型コロナウイルス感染症への支援事業
　コロナ禍における原油価格や物価高騰などに伴う町民生活の下支えと、新型コロナウイルスの感染拡大防止・予防な
どへの対策のため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和4年度交付限度額1億6,436万
4,000円）を活用し、水道料金の基本料金免除や給食費の負担軽減などの支援策を次のとおり実施します。

事業などの名称 内　容 対象など 問い合わせ先

上水道基本料金
免除事業

町民・事業者の負担軽減を図るため、水
道料金の基本料金を免除します。

水道を利用している世帯・
事業者
8～11月の4カ月分

上下水道課上水業務係
（48）1111

（内1219・1220）

給食費物価高騰
対策事業

町立幼稚園・保育園、小・中学校などの食
材費上昇分を支援し、保護者の経済的負
担を軽減します。

町立幼稚園・保育園児・て
くてく利用児、小・中学校
児童生徒

学校教育課給食係
（48）5111

民間保育所等給
食費支援事業

原油価格や物価高騰による民間保育所
などの給食費への影響分を支援し、保護
者の経済的負担を軽減します。

町内民間保育所など
子育て支援課幼児保育係

（48）1111
（内1124・1132）

農業経営安定化
支援事業

農業者の事業継続と地域農業の維持、経
営の安定化を図るため、愛知県農業共済
組合が取り扱う農業経営収入保険料の
負担を軽減します。

町内在住の青色申告して
いる農業者
保険料の２分の1に相当
する額で上限10万円

産業観光課農政係
（48）1111

（内1225・1227）

公共施設感染症
対策強化事業

除菌効果を高め感染予防強化を図るた
め、公共施設に高性能空気清浄機を設置
します。

公民館、小・中学校、保育
園などの町内施設

総務課・社会教育課
学校教育課・子育て支援課　

他

中央公民館自動
水栓化事業

中央公民館トイレでの感染予防を図るた
めに、手洗いを自動水栓化します。 中央公民館

社会教育課公民館係
（48）1111
（内1501）イベント等感染

症対策事業

各種イベント・行事において参加者が安
心して参加できるよう、携帯検温器やリス
トバンドなどの感染症対策用品を購入し
ます。

各種イベント・行事参加
者

GIGAスクール
構想推進事業

国が示した「GIGAスクール構想」でのオ
ンライン学習を推進するため、電子黒板
を増設してデジタル環境を整備します。

町内各小学校1～4年生
47クラス

学校教育課庶務係
（48）1111

（内1230・1231）
学校保健対策事
業費補助事業

学校における集団感染のリスクを避ける
ため、感染症対策用品などの購入と感染
症対策工事を実施します。

町内小・中学校

庁舎等感染症対
策事業

庁舎などのトイレにおける感染予防を図
るため、便座除菌クリーナー用ディスペ
ンサーを設置します。

庁舎、アグピアホール、
食堂

総務課庶務係
（48）1111

（内1308・1309）

感染症対策用品
購入事業

感染の疑いが高い無症状の学校教職員
や町職員などに対して、速やかに検査が
行えるよう抗原検査キットを購入します。

学校教職員、町職員など
健康介護課保健係
（48）1111

（内1520・1521）
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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



スポーツ村交流センタープールをご紹介

受付

スポーツ村交流センターの屋内プールが6月27日にプレオープンしました。令和4年度は
9月4日まで、無料で一般開放しています。町民の皆さんの健康増進のため、この機会にぜひ
ご利用ください。　■問い合わせ先　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）

プール

更衣室・設備

入口を進むと受付があります。
検温と手指の消毒の後、受け付けします。

さらに奥へ進むと更衣室があります。更衣室には荷物管理用の100円リター
ン式コインロッカーや洗面台、ドライヤーを備えています。

プールは全長25メートルで5コース
あります。水深は1.2～1.3メートル
で、うち1・2コースは0.7～0.8メート
ルに底上げしているので、小さい子ど
もも安心です。
※　小学校3年生以下の子どもは、底
上げしてある1・2コースを利用して
ください。

利用者の目的に合
わせてコースが分
かれているので安
心して利用してく
ださい。

新型コロナウイル
ス感染症対策とし
て、空気清浄機を
設置しています。

暑くなってきたので、涼みながら運動ができるのが良いと思いました。屋外
では日焼けしてしまうので、屋内で運動できる施設はありがたいです。無料
なのもうれしいですね。

1

3

2

利用者の声
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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



■日　時　9月15日（木）午前10時～正午（午前9時30分開場）
■場　所　勤労福祉センター（エスペランス丸山）
■参加費　無料
■対　象　地域の支え合い活動に興味・関心のある方
■定　員　先着50人（要予約）
■主　催　阿久比町、阿久比町社会福祉協議会
■申込期限　9月12日（月）
■申し込み方法　電話で申し込んでください。
■注意事項　▽マスクの着用、検温、手指消毒にご協力ください。
　　　　　　▽新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合があります。
■申し込み・問い合わせ先　阿久比町社会福祉協議会　（48）1111（内1523）

■日　時　9月15日（木）午前10時～正午（午前9時30分開場）
■場　所　勤労福祉センター（エスペランス丸山）
■参加費　無料
■対　象　地域の支え合い活動に興味・関心のある方
■定　員　先着50人（要予約）
■主　催　阿久比町、阿久比町社会福祉協議会
■申込期限　9月12日（月）
■申し込み方法　電話で申し込んでください。
■注意事項　▽マスクの着用、検温、手指消毒にご協力ください。
　　　　　　▽新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合があります。
■申し込み・問い合わせ先　阿久比町社会福祉協議会　（48）1111（内1523）

　地域みんなが「つながり」、地域みんなで「支え合う」きっかけづくり講座の第2弾として講演会を開催します。地域
づくりや支え合いの活動に興味・関心のある方の参加をお待ちしています。
　地域みんなが「つながり」、地域みんなで「支え合う」きっかけづくり講座の第2弾として講演会を開催します。地域
づくりや支え合いの活動に興味・関心のある方の参加をお待ちしています。

②【活動紹介】白沢台よりそい会の
　　　　　　支え合い活動
講師　永池　武光　さん

（白沢台よりそい会代表）
内容　白沢台地区で10年以上前から始まった「サ

ロン活動」が、「見守り訪問活動」から「ささ
え隊の活動（支え合い活動）」へと発展した
経緯やその活動内容について

生活支援体制整備事業講座　いつまでも地域で安心して暮らし続けるために生活支援体制整備事業講座　いつまでも地域で安心して暮らし続けるために

地域の支え合い講座を開催地域の支え合い講座を開催第2弾

①【講演】地域での支え合いの大切さ
　　　　－小さな気づきからの展開－
講師　川島　ゆり子　さん

（日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科
教授）

内容　地域共生社会について、地域の支え合いの
必要性について、小さな気づきから始まる
支え合いの大切さについて

　8月16日（火）に予定していましたふれあい盆踊りの夕べの開催を中止とします。国や県がウィズコロナ時代に合
わせたイベントの開催を進めていく中で、町としても3年ぶりの開催に向けて盆踊り講習会の実施なども行い、開催
に向けて全力で準備を進めてきただけに非常に残念です。第7波の感染拡大状況が危機的であるため、苦渋の決断
であったことをご理解ください。
■問い合わせ先　社会教育課公民館係　（48）1111（内1501）

「国民健康保険被保険者証（保険証）」が新しくなります
国民健康保険に加入している皆様へ

　「国民健康保険被保険者証（保険証）」は、8月31日で有効期限切れとなります。8月中に各世帯
の加入者全員分の新しい保険証をまとめて世帯主宛てに簡易書留郵便で送付します。受け取りに
は印鑑またはサインが必要です。
　有効期限が切れた保険証は、各自で細断し破棄してください。なお、裏面の臓器提供の署名は、
任意の意思表示であり強制ではありません。
■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1117）

【中止】あぐいふれあい盆踊りの夕べ
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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



　認知症になると日々の生活の中で困ったり、落ち込んだりすることもありますが、日常生活の工夫や周囲の支えで希
望を持って住み慣れた地域で暮らし続けることもできます。そのために大切なことを自身の体験談を踏まえて話します。

講師　近藤　葉子　さん
　　　（愛知県認知症希望大使）
　　　伊藤　篤史　さん

（愛知県作業療法士会　認知症対応型通所介
護「とんと」OHANA　管理者　認定作業療法
士）

■日　時　9月25日（日）午後1時30分～午後3時
　　　　　（午後1時開場）
■場　所　アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
■参加費　無料
■定　員　200人（要整理券）
■整理券の配布　入場には整理券が必要です。8月1日（月）から健康介護課介護保険係窓口で整理券を配布します。
　　　　　　　  （なくなり次第終了）
　※　当日は必ず整理券をお持ちください。
　※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期する場合があります。
■問い合わせ先　健康介護課介護保険係　（48）1111（内1125・1126・1131）

阿久比町認知症講演会

認知症とともに生きる
～認知症の人やその家族が安心して暮らせる阿久比町を目指して～

■日　時　9月3日（土）
　　　　　（第1部では開会セレモニーを行います）
　▽【第1部】午前10時～午後0時15分（午前9時30分開場）
　▽【第2部】午後2時～午後4時（午後1時30分開場）
■場　所　アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
■参加費　無料
■定　員　各部200人（要整理券）
■整理券の配布　入場には整理券が必要です。8月22日（月）から
住民福祉課社会福祉係窓口で配布します。（なくなり次第終了）
■主　催　阿久比町更生保護女性会
■共　催　阿久比町社会を明るくする運動実施委員会
■後　援　阿久比町・阿久比町教育委員会
■問い合わせ先　住民福祉課社会福祉係
　　　　　　　　（48）1111（内1121）
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容の変更や中止
する場合があります。

社会を明るくする運動
阿久比町更生保護女性会映画会を開催

社会を明るくする運動
阿久比町更生保護女性会映画会を開催

～映画【あん】上映会～　たくさんの涙を超えて生きていく意味を問いかける
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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



■採用予定日　令和5年4月1日
■申し込み方法　総務課人事秘書係まで電話で申し込んでください。
■申込期限　8月17日（水）午後5時15分（土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分に連絡してください）
■提出書類
　試験申込書・受験票・〔一般事務職（障がい者）を受験される方のみ〕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
　※　試験申込書、受験票は町ホームページからダウンロードできます。総務課人事秘書係窓口でも配布しています。
■試験日程・内容
　▽1次試験　<受付時個人面接>
　　8月22日（月）、23日（火）のいずれか1日（電話申込時に確認してください）
　▽2次試験
　　<適性検査、小論文>　9月18日（日）午前9時～
　　<集団面接>　9月18日（日）、20日（火）のいずれか1日
　▽3次試験
　　<集団討論、個人面接>　10月28日（金）
　　<保育実技（保育士・幼稚園教諭のみ）>　10月27日（木）
　※　日程は現在の予定です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむを得ず変更する場合があります。
■試験会場　中央公民館など（保育実技は町立宮津保育園）
　※　詳しくは、町ホームページまたは総務課人事秘書係で配布する募集要項を確認してください。
■申し込み・問い合わせ先　総務課人事秘書係　（48）1111 （内1307）

平成4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5年3
月に卒業見込みの方

昭和47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5年3月までに取得見込みの方

昭和38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5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52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5
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52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5年3月に卒業見込みの方
▽昭和52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 若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

技　術　職

一般事務職
（障がい者）

保　育　士
幼稚園教諭

保　育　士
幼稚園教諭
（任期付）

阿久比町職員を募集阿久比町職員を募集
阿久比町の未来を照らすより良いまちづくりのために、

積極的に行動できる仲間を募集します

▲
町ホームページ

受注No.22G00451／版管理番号249570-01／阿久比町役場様
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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



みんなの敬老会

▽93歳（昭和4年生まれ）以上の方
　　8月22日（月）午前中に町関係者が自宅を訪問し、敬老金を贈呈しお祝いします。

▽88～92歳（昭和5年～昭和9年生まれ）の方
▽80歳（昭和17年生まれ）の方
　　8月20日（土）午後に各地区の行政協力員、民生委員・児童委員、社会福祉協議会役員が自宅を訪問
　し、敬老金を贈呈します。
　※　地区の都合により日時を変更する場合があります。

■対象・日時など

■日　時　9月11日（日）午後1時30分～午後2時45分（午後1時開場）
■会　場　アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
■対　象　▽70歳以上で町内に在住する高齢者（昭和27年12月31日以前に生まれた方）
　　　　　▽上記の方の介助者または付き添いの方
■定　員　200人（定員を超えた場合は抽選）
■内　容　式典、アトラクションなど（アトラクションは、ウクレレ演奏とフラダンスを予定）
■注意事項　▽当日は、受け付けに当選のはがきをお持ちください。
　　　　　　▽会場内ではマスクの着用をお願いします。
　　　　　　▽熱のある方や、体調不良の方は入場をお断りします。
　　　　　　▽新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催方法の変更や中止をする場合があります。
■申込期限　8月23日（火）必着
■申し込み方法　9ページの記入例を参考に、往復はがきで申し込んでください。

往復はがき1枚につき2人まで応募できます。申込者全員に返信はがきで当落の結果を返
送します。
（9月1日（木）発送予定）

　　　　　　　　※　複数枚応募した場合は、その内の1枚のみ対象となります。
■申し込み先　みんなの敬老会実行委員会
　　　　　　　〒470-2212　阿久比町大字卯坂字丸の内85オアシスセンター3階　阿久比町社会福祉協議会
■問い合わせ先　▽健康介護課介護保険係　（48）1111（内1125）
　　　　　　　　▽阿久比町社会福祉協議会　（48）1111（内1523）

敬老金の贈呈

長寿のお祝い長寿のお祝い長寿のお祝い長寿のお祝い
多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、
長寿をお祝いします
多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、
長寿をお祝いします

■問い合わせ先　健康介護課介護保険係　（48）1111（内1125）

該当する皆さんは、当日ご在宅をお願いします。
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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



※　往復はがきは申込者ご自身で用意してください。
※　【】で囲んである部分は、記載項目の説明です。はがきに記載する必要はありません。

はがきを表にして

みんなの敬老会みんなの敬老会
申し込みの往復はがきの記入例申し込みの往復はがきの記入例

返　信（表） 往　信（裏）

返信
【
申
込
者
住
所
】

阿
久
比
町
大
字
○
○
字
○
○
○
番
地

みんなの敬老会参加申し込み
1.【申込者の郵便番号・住所】
　　〒470-○○○○　○○字○○○番地

2.【申込者氏名】
　　阿久比　太郎

3.【申込者の電話番号】
　　0569-48-○○○○

4.【参加者の氏名・生年月日】
　　阿久比　太郎　昭和18年1月1日
　　阿久比　花子　昭和26年3月5日
　　※　2人まで

【
申
込
者
氏
名
】

　阿
久
比

　太
郎

　
　様

○○○○4 7 0

往　信（表） 返　信（裏）

往信

宛

2 2 1 24 7 0

何
も
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
の
敬
老
会

実
行
委
員
会

阿
久
比
町
大
字
卯
坂
字
丸
の
内
８５

オ
ア
シ
ス
セ
ン
タ
ー
3
階

阿
久
比
町
社
会
福
祉
協
議
会
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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



　12月入園希望の受け付けを行います。入所申込書や案内は随時子育て支援課で配布しています。
■受付期間　9月1日（木）～9日（金）の午前9時～午後5時（土曜日、日曜日を除く）
　※　上記期間を過ぎても申し込みはできますが、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。
　※　詳しい入所基準は案内を確認してください。
■その他
　▽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。
　▽10・11月の入園受け付けも随時行っています。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）

保育園入園案内（12月入園分）保育園入園案内（12月入園分）保育園入園案内（12月入園分）

町内保育園の見学会を開催
～保育園への入園を考えている保護者の方へ～

　令和5年度に保育園への入園を考えている保護者の方へ向けた見学会を開催します。新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、参加人数を制限し予約制で行います。1世帯につき見学できる園は3園（保護者の参加は1人）に限り、定員
人数は園により異なります。下記の受付期間内に直接電話で予約してください。体調の悪い方の参加はご遠慮ください。
※　各回30分程度を予定しています。詳細は各園に確認してください。
※　令和5年度保育園児募集のお知らせは、広報あぐい9月15日号に掲載する予定です。

施 設 名

草木保育園

宮津保育園

英比保育園

城山保育園

東部保育園

中部保育園

ひなた保育園

SAKURA保育園

いしざかやま
こどもえん

予 約 先

　(48)0903

　(48)5002

　
(48)0020

　(48)5001

　

(48)8812

　(48)0504

　(89)8735

　
(48)2105

予約受付期間

8月22日(月)～9月2日(金)
午前9時～午後5時

8月15日(月)～19日(金)
午前9時～午後5時

～9月7日(水)午後5時まで

8月22日(月)～26日(金)
午前10時～正午

見学会開催日時

9月20日（火）午前10時～

9月27日（火）①午前9時30分～　②午前10時30分～

9月13日（火）①午前9時30分～　②午前10時～
　　　　　　③午前10時30分～

9月27日（火）午前10時～

9月14日（水）①午前10時～　②午前10時30分～
※　予約状況によっては別日でも見学できる場合があ
ります。

9月15日（木）午前9時30分～

9月8日(木)、9日(金)午前9時30分～

9月27日(火)、28日(水)、29日(木)午前9時～

日程や予約については園ホームページをご覧ください。

■見学会開催日・予約先・予約受付期間

◀いしざかやまこどもえん
　ホームページ

※　予約は先着順で、各園定員があります。定員に空きがある場合、受付期間後も予約を受け付けます。
※　園に兄弟が在園している場合は参加をご遠慮ください。
※　見学会についての問い合わせは希望する園へ直接連絡してください。入園については下記問い合わせ先まで連絡
してください。
■問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　　（48）1111（内1123・1124）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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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



■入園対象者
　▽3年保育（3歳児クラス）　平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの子ども
　▽2年保育（4歳児クラス）　平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれの子ども
　▽1年保育（5歳児クラス）　平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの子ども
■募集人員
　▽3年保育（3歳児クラス）　44人
　▽2年保育（4歳児クラス）　若干名
　▽1年保育（5歳児クラス）　若干名
■応募方法　ほくぶ幼稚園または子育て支援課窓口で配布する所定の入園願書に必要事項を記入し、提出してくださ

い。願書は、土曜日・日曜日を除く8月15日（月）～24日（水）の午前9時～午後4時30分の間に配布します。
■応募先　ほくぶ幼稚園または子育て支援課
■応募期間　8月22日（月）～24日（水）の午前9時～午後4時30分。先着順ではありません。期間内に申し込みくださ

い。
■入園の決定　健康診断と面接の結果により入園を決定します。入園希望者が募集人員を超えた場合は、9月2日（金）

午前に勤労福祉センター（エスペランス丸山）で抽選を行います。
■注意事項　ほくぶ幼稚園に内定した方は、保育園への申し込みはできません。いしざかやまこどもえん（幼稚園部分）

との併願もできません。
■問い合わせ先　▽子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1123・1124）
　　　　　　　　▽ほくぶ幼稚園　（48）5605

令和5年度　ほくぶ幼稚園児を募集

　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。
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、入場人数の制限をします。状況によって
は中止・延期となる場合がありますので、最新情報を町ホームページで確認してください。
■日　時　8月26日（金）午前11時～正午（集合時間は午前10時45分）
■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
■（重要）事前申し込みについて
　事前申し込みをしなければ、当日参加できません。電子申請、窓口申請のいずれかで申し込んでください。窓口申請
の場合は整理券をお渡しします。
　※　受け付けは先着順で、1人1回（枚）です。受付期間中でも、定員（100人）に達し次第、受け付けを終了します。
　※　代理人（親族に限る）でも申請可能ですが、一家族につき2枚までとさせていただきます。
　▽【電子申請】 
　　・申請方法：町ホームページを確認してください。
　　・受付期間：8月15日（月）午前8時30分～25日(木)午後5時15分
　▽【窓口申請】 
　　・申請方法：役場で申請書を記入し、提出してください。
　　・受付場所：子育て支援課窓口（役場1階の10番窓口）
　　・受付期間：8月15日（月）～25日（木）の午前8時30分～午後5時15分の役場開庁時間中（土曜日、日曜日は申請
　　　できません）
■注意事項
　▽子ども連れの来場はお断りします。
▽当日は必ず整理券（電子申請をされた方は、申し込み受け付けが完了したことが分かるメール画面のスクリーン
ショットなど）を持参してください。（持参されない場合、入場をお断りします）

　▽体調が優れない場合は、参加できません。
■申し込み・問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

▲電子申請は
　こちらから

子ども用品リユース市を開催

受注No.22G00451／版管理番号249570-01／阿久比町役場様
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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



　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。
【第55回】　♪～よみがえる青春の想い出～ ♪
　世代を超えて今なお愛され続ける、往年のグループサウンズのヒット曲。
懐かしい青春の想い出が再び蘇ります。
■日　時　8月19日（金）午後0時15分～（30分間）
■場　所　庁舎1階ロビー
■出演者　Art Robbins（アートロビンズ）（青木滋昌さん、大矢啓司さん、
　　　　　宮川かおりさん）
■曲　名　想い出の渚、サボテンの花、let it be　など
■定　員　先着50人（要電話予約）
■予約受付日　8月12日（金）午前9時30分～正午
　※　電話予約時に参加する方全員分の名前、連絡先を伝えてください。
　※　1人につき3人まで予約できます。
■予約・問い合わせ先　Ｍオアシス（代表 山本みほ）　（48）0230

ロビーコンサートロビーコンサートロビーコンサート
～　♪憩いのひとときをあなたに　～

～新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染対策にご協力ください～
▽立ち見での鑑賞はご遠慮ください。
▽来場の際にはマスクの着用、検温、手指の消毒にご協力ください。
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止する場合があります。

「住民税1％町民予算枠制度」
わくわくコラボ採択事業

　ひとり親家庭の父母が就職に結び付く可能性の高い技能・資格を習得し、自立を促進するための講習会です。
■講習名・日程・会場　それぞれの講習には定員があります。（定員を超えた場合は、抽選となります）

■対　象　県内に住んでいるひとり親家庭の父母の方
■受講料　原則無料（教材費・交通費は自己負担）
■応募期間　8月5日（金）～26日(金)
■応募方法　子育て支援課で配布している受講申込書を記入の上、子育て支援課窓口に提出してください。
■応募・問い合わせ先　▽子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）
　　　　　　　　　　▽愛知県母子寡婦福祉連合会　052（915）8862

日　程
10月22日(土)～令和5年2月4日(土)のうち15日間
9月28日(水)～11月9日(水)のうち7日間
10月22日(土)～令和5年2月4日(土)のうち15日間
9月29日(木)～令和5年1月26日(木)のうち16日間
10月1日(土)～令和5年3月4日(土)のうち20日間

10月2日(日)午後1時～午後4時

講習名
パソコン中級講習
調剤薬局事務講習
日商簿記3級講習
介護職員初任者研修
医薬品登録販売者講習
就職活動セミナー
“副業・複業型在宅起業の
ススメ”

会　場
ヒューマンアカデミー(花車ビル北館）
ニチイ　名古屋校（名駅教室）
ヒューマンアカデミー(花車ビル北館）
未来ケアカレッジ（名古屋駅前校）
三幸医療カレッジ

武豊町中央公民館

母子家庭等就業支援講習会参加者を募集母子家庭等就業支援講習会参加者を募集

Make Your Imagination Come True
パートナーシップで創る阿久比の未来
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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



　8月、9月は所得状況届の提出月です。提出を必要とする方には、届出用紙を送付します。提出されな
い場合は手当の支給が停止されますので、期日までに必ず提出してください。
■提出期間　8月12日（金）～9月12日（月）（土曜日、日曜日を除く）
■提出・問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

　8月は現況届の提出月です。提出を必要とする方には、届出用紙を送付します。提出されない場合は、
手当の支給が停止されますので、期日までに必ず提出してください。
■提出期間　8月1日（月）～31日（水）(土曜日、日曜日、祝日を除く）
■提出・問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

特別児童扶養手当の所得状況届を提出してください

児童扶養手当・愛知県遺児手当・阿久比町ひとり親等手当の現況届を提出してください

　児童を養育しているひとり親の方などに支給する「阿久比町遺児手当」の名称が「阿久比町ひとり親等手当」に変
わります。また、支給条件を次のとおり変更します。

■変更内容　令和4年11月分以後の手当から下表のとおりに変更します。なお、支給額（児童１人につき月額2,800
円）は変更はありません。

　▽11月分から令和5年10月分までは、令和4年度（令和3年分）の所得を審査します。
　▽受給資格者が父または母の場合、受給資格者および児童が受け取る養育費の8割が所得に加算されます。
　▽扶養義務者は、受給資格者と同居する直系の親族のことをいいます。（父母、祖父母、兄弟姉妹、子など）
　▽扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族、扶養親族などでない児童で前年の12月
31日において生計を維持した者の数をいいます。

■手続きについて（申請に必要な持ち物は、対象者によって異なりますので問い合わせてください）
　▽町遺児手当の受給資格がある方は、制度変更に伴う手続きは必要ありません。
　▽新たに受給を希望する方（対象年齢拡大により受給できるようになった方など）
　　・児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当現況届の提出時に申請してください。
　　・児童扶養手当を受給していない方は、１０月３１日（月）までに申請をしてください。（以後、申請月の翌月分か

ら支給します）
■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）

阿 久 比 町 ひ と り 親 等 手 当

所得制限 愛知県遺児手当の制限額〔児童扶養手当（一部支給）の
制限額〕と同じ

な　し
あ　り

変更前 変更後

支給対象児童の年齢 15歳到達の年度末まで 18歳到達の年度末まで
支払い回数 年2回（9月・3月） 年6回（奇数月）

について

➡

受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得額が右
表（愛知県遺児手当の制限額）以上の場合、手当
の支給が停止されます。（扶養親族などの数が１
人増加するごとに38万円増加します）

扶養親族などの数
0人
1人
2人

受給資格者
192万円
230万円
268万円

配偶者・扶養義務者
236万円
274万円
312万円

所得制限額について
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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
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No.14
「その日」に備える防災

■問い合わせ先　防災交通課防災係　(48)1111（内1209・1210）

家庭でできる台風・大雨への備え

7月10日・12日の大雨による町内の被害状況

　毎年、台風や局地的な大雨などによる被害が全国各地で発生しています。本町でも7月10日・12日の大雨による土砂
災害や道路冠水などの被害が発生しました。町では引き続き風水害の対策に努めていきますが、防災・減災には日頃か
らの一人一人の備えが重要です。今回は台風シーズンを前に皆さんに取り組んでほしい「備え」について紹介します。

　7月10日の早朝と12日の午前・夕方の2回の大雨は、気象庁から警報は発表されませんでしたが、土砂災害
や道路冠水などの被害が発生しました。今後も大気が不安定となり、短時間の大雨や局地的な豪雨となる可能
性があります。今一度、ハザードマップの確認やご自宅での雨対策など事前の備えをお願いします。災害時に
はテレビ・ラジオや町の防災情報などに注意し「命を守る」行動をとってください。
　被害箇所について、町では愛知県と連携しながら応急復旧を行います。

　「自らの命は自ら守る」の意識を持ち、災害リスクととるべき行動を普段から確認しておきましょう。災害情報収集
には「AguNavi（アグナビ）」をご利用ください。

■家の中の「備え」
▽救急用品、非常用食品、衣類、カセットコンロな
どの非常用品の確認を行う。
▽断水に備えて飲料水のほか、浴槽に水を張り
生活用水を確保する。
▽テレビ、町ホームページ、町防災アプリ
「AguNavi(アグナビ)」から情報を入手する。

■防災マップでの「備え」
▽風水害ハザードマップで、避難所への避難経
路や自宅周辺の危険箇所（土砂災害警戒区域
など）を確認する。
▽警戒レベル4の町から「避難指示」が発令され
た場合は、危険な場所から全員避難する。
※　防災マップは、防災交通課で配布しています。

■停電への「備え」
▽停電が起きた場合に備えて、懐中電灯や携帯
用バッテリーを準備する。
※　中部電力パワーグリッドから、停電情報をい
ち早く入手できるアプリ「停電情報お知らせ
サービス」がリリースされています。また、停電
に関するお問い合わせは、中部電力パワーグ
リッド半田営業所〔0120（929）493〕までお
願いします。

◀中部電力パワーグリッド
　ホームページ

■家の外の「備え」
▽窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、点検・補強を行う。
▽鉢植えや物干し竿、風で飛ばされそうな物を
固定または家の中へ入れる。
▽側溝や排水溝を掃除しておく。

▲ 【12日】白沢台地区入口付近道路冠水の様子▲ 【10日】高岡（三ノ山高）地区土砂災害の様子
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町民の皆さんの話題やニュースを紹介

　「あぐいふるさとガイド」がボランティアガイドを長年
務めた功績により、愛知県観光協会会長表彰の観光ボ
ランティアガイド団体表彰を受賞し、代表の秋葉愛子さ
んが町長を表敬訪問しました。受賞について秋葉さん
は「阿久比の歴史や自然、魅力を伝え続けてきたことが
認められてうれしい。これからもガイドを頑張りたい」と
話しました。

これからも阿久比の魅力を
伝えていきたい

6/27
（月）

▲　町長に受賞報告をした秋葉さん（右）

̶ 今月号の表紙 ̶
　草木小学校で水道の役割と水の大切さを理解するための「出前講座」が
行われ、4年生の児童35人が愛知用水水道事務所職員から浄水場で水道
水ができる工程などを学びました。浄水処理の仕組みを再現した実験で、
児童たちは茶色く濁った水が薬品と簡易ろ過装置の働きによって透明にな
る様子を興味深そうに観察していました。

　阿久比中学校増築校舎の起工式が建設予定地の中
学校芝生グランドで開催され、関係者など約20人が参
列しました。式典では参列者全員で工事の安全を祈願
しました。町長は、「子どもたちの学びを支える大切な
校舎。安全に十分気を付け、立派な校舎としてほしい」
と建設に当たっての思いを語りました。増築校舎は軽
量鉄骨2階建てで、普通教室10室と配膳室2室を備え
ており、令和5年2月末の完成を予定しています。

阿久比中学校増築校舎の起工式
7/6
（水）

▲　工事の安全を祈願する参列者

　町赤十字奉仕団が中央公民館本館で災害時に備え
た炊き出し訓練を行いました。参加した２９人はハイ
ゼックスと呼ばれる特殊なポリエチレン袋を使って蒸し
パン作りを実施。ホットケーキミックスと水を袋に入れ
てかき混ぜ、口を輪ゴムで閉じたものを炊き出しで使う
大鍋で蒸しました。参加者は「災害時には今日の経験を
生かして、できる限り早く炊き出しを開始できるように
したい」と話しました。

町赤十字奉仕団が炊き出し訓練

▲　大鍋で蒸しパンを作る参加者たち

7/15
（金）

校了日　5月 24日
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15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）



■協　力　阿久比リハビリネットワーク　介護老人保健施設　メディコ阿久比　
　　　　　介護予防認定理学療法士　榊原和真さん
■問い合わせ先　地域包括支援センター　（48）1111（内1127・1128）

　健康の維持は毎日の運動から。継続して体を動かすことが大切です。ここでは、自宅でできる簡単な体操
を月1回紹介します。皆さんの健康維持や介護予防に役立ててください。

連載第17回
あなたの健康をサポート！

町内在勤の理学療法士が介護予防や健康維持に役立つ体操をお届け

　夏は多汗により脱水になりやすく、血液の流れを悪くする要因になります。小まめな水分補給を心掛け、普段から動脈
硬化を予防する必要があります。

夏の脳卒中に要注意

　高血圧を防ぎ、動脈硬化の予防をすることで脳梗塞や脳出血などの危険性を減らしましょう。「血圧が高いから運動は
控える」のではなく、適度な運動を行うことで血圧を下げる効果があります。運動は定期的に30分以上、「ややきつい」と
感じる程度の有酸素運動が一般的に勧められています。

高血圧予防には有酸素運動

　運動だけでは高血圧を予防できません。食事療法や服薬が必要な方もいます。血圧が気になる方はさまざまな病気の
予防のためにも、かかりつけ医に相談してください。

高血圧が気になる方はかかりつけ医に相談を

体操をしたら右の
表に○を付けましょ
う。毎日続けること
が大切です。

日にち
◯→

1

19181716

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

29 30 31

12 13 14 15

暑くても自宅の中でできる有酸素運動

　一度に30分の運動が大変な方は、10分の運動を3回に分けて行いましょう。ウォーキングは涼し
い時間帯やプールで行うのも効果的です。水分補給を忘れず行いましょう。

足踏み運動 背すじを伸
ばします。

できるだけ高く足
を上げましょう。腕
をしっかり振ると
より効果的です。

立って行うことが難しい
方は、座って行いましょう。
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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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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）

ぴぴぴ ぴぴぴっっっ
だだだ
よよよ
りりり 阿久比町

子育て支援センター
あぐぴっぴ9月9月9月

カレンダー 9がつ

●栄養士相談
　午前10時～

●おもちゃ病院
　午前10時～

◆講座などの予約は先着順です。8月22日(月)から29日(月)正午
までにあぐぴっぴに申し込んでください。電話での予約も受け
付けます。講座などは町内の方が優先です。

ファミサポ会員＊募集中
　子育てを手伝ってほしい、助けてほしい方のことを「依頼会
員」、子育てを手伝ってあげたい、助けてあげたい方のことを
「援助会員」といいます。依頼も援助も両方利用したい方のこと
を「両方会員」といいます。依頼会員は小学校卒業まで利用で
き、登録料は無料です。
　興味のある方は問い合わせてください。

月日 火 水 木 金 土

5

12

19

26

6

13

20

27

4

11

18

25

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

休

休

休

休

休

休

休

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」
英比保育園なかよし広場

東部保育園なかよし広場 中部保育園なかよし広場

草木保育園なかよし広場

宮津保育園なかよし広場 城山保育園なかよし広場

児 開館

児　休館

児 開館

児　開館

児　開館

児　開館

児童館　午後1時30分開館

児童館　午後1時30分開館

児童館　午後1時30分開館

児童館　開館

児童館　休館児　開館

児童館　休館

児童館　休館 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」 児童館　午後1時30分開館 児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館　開館

児童館　午後1時30分開館

児童館「あそびひろば」 児 開館

児童館「あそびひろば」

児童館　休館

児童館「あそびひろば」

◆児童館「あそびひろば」は、2日から再開します。28日はシャボン玉遊びを
します。
◆新型コロナウイルスの状況によっては、広場の人数や時間を制限するこ
とがあります。広場の掲示、ホームページを確認してください。

敬老の日 秋分の日

仲秋の名月

●すくすく相談日
(要予約)

ことばの相談室 

●「いらいら子育てからの脱出！」
　～いらいらをわくわくに～
　午後1時30分～

乳幼児家庭教育講演会 

「お弁当作ってピクニック♪」
午前10時～

●親子講座 

乳幼児家庭教育講演会
「いらいら子育てからの脱出！」

～　いらいらをわくわくに　～
　かわいいはずの我が子なのに、最近いら立つことが増え
たかも。少しのコツを身に付けたら子育ての「いらいら」が
「わくわく」に変身します。そんなヒント満載のお話会です。
■日　時　9月16日（金）午後1時30分～午後2時30分
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室
■対　象　未就園の子どもの保護者
■定　員　15人（託児10人）
■講　師　加藤　博子さん

●親子講座「お弁当作ってピクニック♪」
　お弁当作り初心者歓迎。子どもが食べやすいお
にぎり作りや、タコやカニのウインナー作りを一緒
にしてみませんか。お弁当ができたら、みんなで一
緒にピクニックに行きましょう。

■日　時　9月22日（木）午前10時～午後1時頃
■場　所　保健センター調理室、保健センター周辺
■対　象　2～3歳の子どもと保護者
■定　員　親子10組 
■持ち物　エプロン、三角巾（バンダナなども可）、マスク
（親子分）、弁当箱（親子分）、米1合、箸やフォークなど、水
筒、敷物、ごみ袋、おやつ（必要な方のみ）
※　雨天でもお弁当作りは行います。
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容を変更す
る場合があります。

　1歳児向けの3カ月連続講座です。年齢に応じたテーマで、
参加者が気軽に話し合える場所です。　
■日　時　9月12日（月）・10月17日（月）・11月21日（月）
　午後1時～午後2時30分（3回とも参加できる方優先）
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室
■対　象　1歳の子どもと保護者
■テーマ　遊びと運動、三項関係、一語文二語文、絵本、自我
の芽生え、わらべ歌遊びなど
■定　員　親子10組
■講　師　あぐぴっぴスタッフ・保健師

休

●PaPa・MaMaの
育ちあいスペース①

（1歳児）
 午後1時～

●わくわくぴっぴ広場
　午前10時～
　（中央公民館本館103）

＊PaPa・MaMaの育ちあいスペース＊

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
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広報あぐい　2022.8.1・15

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

　保
健センター通信

すこやかだより 保健センター（オアシスセンター内）　　（48）1111（内1520・1521）

　日本人の２人に1人ががんにかかり、３人に１人ががんで死亡しています。がんは早期であれば治せる可能性も高くなりま
す。自覚症状がきっかけで見つかる進行がんは、治療でかかる負担が非常に大きくなります。早期発見のためには定期的な
検診がおすすめです。日程などは次ページの保健ガイドをご覧いただき、予約してください。
■検診の種類・対象者・料金

がん検診の予約を受付中

　「メタボ」という言葉をご存じですか。「メタボ」とは、正式には「メタボリックシンドローム」といい、「内臓脂肪症候群」と
も呼ばれます。腹周りに内臓脂肪が蓄積されることによって、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が重なって
いる状態のことをいいます。生活習慣病が重なることにより、動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中などの命にかかわる病
気になる可能性が高くなります。
　「メタボ」は、日頃の生活習慣を見直すことで予防ができます。以下の点に注意して生活してください。
■食事
　▽欠食せず１日３食取る　　　 ▽アルコールは適量にする
　▽味付けを薄めにする　　　　▽よく噛んで、ゆっくり食べる
　▽腹八分目を心がける　　　　▽脂っぽい料理を控える
　▽間食や甘いものを控える　など
　※　食事を減らすときには、栄養が偏らないようバランスに気を付けましょう。
■運動
　▽ウオーキングやジョギングなどの有酸素運動をする
　▽ストレッチなどちょっとした時間を生かして運動習慣を身に付ける　　　　　　
　▽筋肉トレーニングで基礎代謝を上げる　　　　　　　
　▽エレベーターを控えて階段を利用する　など
　　日常生活の中で積極的に体を動かし、筋肉を鍛え、習慣にすることが、内臓脂肪を減らすことにつながります。
■その他
　▽ストレスを解消する
　▽禁煙をする　など
　ストレスや精神疲労は、メタボリックシンドロームの危険因子です。規則正しい生活、十分な睡眠、運動などで、上
手に解消しましょう。喫煙は、メタボリックシンドロームを悪化させます。まずは禁煙に取り組み、悪化を防ぎましょう。

　予防のポイントとして、食事・運動・その他の３つを挙げました。内臓脂肪を減らすには、「食事のみ」や「運動のみ」では
なく、３つをバランスよく実行することが有効です。無理はせず時間をかけて行ってください。

■注意事項
▽レディスがん検診は、40歳以上の女性
で、胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸
がん検診のうち３種類以上を希望する
方が対象です。
▽子宮頸がん検診は、月経中・妊娠中の
方は受診できません。
▽授乳中の方、断乳後1年未満の方の乳
がん検診は、医療機関で受診してくだ
さい。
▽コロナワクチン接種後、腋窩リンパ節
が腫れることがあるため、乳がん検診
はコロナワクチン接種前または接種後
６週間以降に受けることを推奨します。

メタボリックシンドロームとは？

種　類 対象者
（令和4年度に迎える年齢） 検査内容 料　金

胃がん
40歳以上、男女

バリウムを飲んでのX線撮影 1,000円

大腸がん 便潜血反応検査 500円

乳がん
20～39歳以上、女性 超音波

1,200円
40歳以上、女性 マンモグラフィ

子宮頸がん 20歳以上、女性 内診＋子宮頸部細胞診検査 700円

前立腺がん 50歳以上、男性 血液検査（PSA値測定） 600円

骨密度
20・25・30・35・40・
45・50・55・60・65・
70歳を迎える女性

かかとの超音波検査 1,000円



●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 日にち 受付時間

胃がん・大腸がん・前立腺がん 申込者（男性のみ） 6日（火）
午前9時～午前11時申込者 29日（木）

レディスがん 申込者 7日（水）
30日（金）

乳がん・子宮がん・大腸がん 申込者 9日（金） 午後5時～午後6時30分
●教室・講習会

教室などの種類 対象者 日にち 時間
前期離乳食講習会 令和4年5月生 8日（木） 午前10時～午前11時後期離乳食講習会 令和3年12月～令和4年1月生 30日（金）

●基本健康診査
対象者 会場 日にち 時間

16～39歳の方 勤労福祉センター（エスペランス丸山） 1日（木） 午前9時30分～午前11時30分
●胸部レントゲン検査

対象者 会場 日にち 時間

40歳以上の方の申込者 保健センター
9日（金）

午後2時～午後4時14日（水）
27日（火）

●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）
予防接種名 対象者 日にち 受付時間
ＢＣＧ接種 令和4年2月6日～4月5日生 5日（月） 午後1時30分～午後2時

●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 日にち 受付時間
乳児健診 令和4年5月10日～6月13日生 13日（火） 午後1時～

1歳児歯科相談 令和3年9月生 28日（水） 午前9時30分～
1歳6カ月児健診 令和3年2月17日～3月20日生 20日（火） 午後1時～
2歳児歯科健診 令和2年8～9月生 22日（木） 午前9時30分～
3歳児健診 令和元年8月生 28日（水） 午後1時～

●その他
事業の種類 対象者 日にち 時間

母子健康手帳の交付 妊娠届出書を交付された方　　　　　　　　　　　　　　
（ご都合が悪い方はご連絡ください）

7日（水） 午前9時～午前10時21日（水）
献血（ピアゴ阿久比北店） 16～69歳までの健康な方。ただし、

65歳以上は、60～64歳までの間に
献血経験がある方に限ります。

3日（土） 午前10時～正午　　　　　　　　　　　　　
午後1時30分～午後4時

献血（保健センター） 15日（木） 午前10時～午前11時30分　　　　　　　　　　　　　
午後1時～午後4時30分

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談（内容外の相談は受け付けできません）
内容 日にち 受付時間

赤ちゃんからお年寄りまで、子育てや健康に関する相談や、
身長・体重・血圧などを測定します。（電話相談も可）

2日（金） 午前9時～午前11時
午後1時～午後3時16日（金）

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

日曜日・祝日 半田歯科医療センター（半田市港町1-62） （23）2636
●休日診療担当医院（診療時間　午前9時～正午）
日にち 担当医院（所在地） 診療科目 電話
4日（日） 浅井外科（白沢字天神前33-2） 脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、

リハビリテーション科 （48）8787
11日（日） 於大クリニック阿久比（宮津字西森下14-1） 内科、腎臓内科 （49）3811
18日（日） 東ヶ丘クリニック（福住字高根台11-6） 内科、小児科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科 （48）5551
19日（月・祝） 阿久比クリニック（卯坂字米山1-1） 内科、小児科 （48）8866
23日（金・祝） 浅井外科（白沢字天神前33-2）　　　　　　　　　　　　　　脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、

リハビリテーション科 （48）8787
25日（日） あぐい小児科クリニック（福住字坊田34） 小児科 （89）2020

【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。
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校了日　5月24日

9月 の保健ガイド
■申し込み・問い合わせ先
保健センター（オアシスセンター内）
　（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。

広報あぐい　2022.8.1・15

受注No.22G00451／版管理番号249570-01／阿久比町役場様
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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



　フローズン・フルーツバー専門店
PALETASが、家で作れるレシピを紹
介。さまざまな味のアイスバーを掲載
しています。

展示ホール
◆「押花夢アート」作品展　8月4日（木）～14日（日）
◆絵の会はまゆう作品展　8月18日（木）～28日（日）
◆阿久比町シルバー人材センター会員作品展

9月1日（木）～11日（日）

　宝石石けんやステンドグラスの作り
方など、子どもと大人が一緒に行うこ
とを想定した、さまざまな実験をカ
ラー写真と共に紹介。

『PALETAS  おうち
で作るフローズン・
フルーツバー』

一般向け 児童・ティーンズ 絵本『１日でできる！
ドキドキ自由研究
アイデア集

親子でいっしょに
楽しめる！！』

『シロクマくつや
すてきな
なつやすみ』

監修
佐々木　昭弘

著者
おおで　ゆかこ

　「泳げなくても海で楽しく遊べるく
つを作ってもらえませんか」一体どん
なくつができるでしょうか。

著者
PALETAS

暑中お見舞い申し上げますこちら、阿久比町立図書館です！
●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　※　その他、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
ブティック社

出版社

偕成社

出版社

河出書房新社

こちら、阿久比町立図書館です！

おはなし会
土曜日：午後2時30分～
日曜日・祝日：午前11時～、午後2時30分～
　子ども向け絵本や紙芝居の読み聞かせを
開催しています。

■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）
■応募・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。

阿久比町のオアシス

文化の泉
初心者のための熱い油彩似顔絵ゼミ作品展

長妻季代子さん
「なかよし兄弟」

渡辺ゆり子さん
「おはよう！ネパール」

石田精治さん
「卒業式」

■展示期間　8月3日(水)～30日（火）の役場開庁時間
■展示場所　庁舎1階ロビー（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）

受注No.22G00451／版管理番号249570-01／阿久比町役場様
広報あぐい8/1・15号  政策協働課（210×297mm）／22.7.22／11：30／東雲★★★■
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広報あぐい　2022.8.1・15

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
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食 育 通 信
No.
6

食育について知っていますか？
　食育とは、さまざまな経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習
得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。「食」は命の源
であり、健康で生き生きとした人生を送るためには、望ましい食習慣を身に付けるこ
とが大切です。そのため、皆さん一人一人が食育の意義や必要性を理解し、家庭を
中心に、地域、学校、保育園、幼稚園、生産者、流通や販売に関わる事業者、関係団体
などと相互に連携を図りながら、食育の活動を継続的に行っていくことが重要です。
　「食」は、体の成長だけでなく、心の成長にも大きく関わっています。「食」を通じて食べることの楽しさを実感し、自
然の恩恵に感謝するとともに、地域の食文化を理解し、郷土愛を育んでいくことも重要となります。
　今後もこの食育通信を通して、身近な食育の取り組みについて紹介していきます。
■問い合わせ先　産業観光課農政係　(48)1111（内1222・1223）

考えよう！ごみの減量化連載
第26回

　本町の1人1日当たりの家庭系ごみの量の目標は、平成27年度の567グラムから20％減量した
453．6グラムです。下のグラフは、1人1日当たりの家庭系ごみの量の推移です。

600
597

503 502 503 502 496
488

538550

500

450
令和3年3月 令和4年1月

目標値　453.6グラム

増加しています

5月 7月 9月 11月 3月 5月

令和３年４月
ごみ処理手数料
有料化スタート

※　各年度の各月末時点の積算の数値

　令和4年5月31日時点の1人1日当たりの家庭系ごみの量は538グラムで、令和3年度と比べ大幅に増加しました。
　ごみの匂いが気になり、早く家からごみを出したいという思いから、袋に余裕があるからとリサイクルできるごみ
も一緒に捨てていませんか。町指定可燃ごみ袋は、大45リットル、中30リットル、小20リットルの3種類あります。ご
み出しのタイミングでごみ袋がいっぱいにならない場合は、1まわり小さいごみ袋をご利用ください。皆さんの工夫
ひとつで、「ごみの減量」だけではなく「ごみの処理手数料の節約」にもつながります。引き続きご協力をお願いしま
す。
■問い合わせ先　建設環境課環境係　(48)1111（内1211・1212）
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　（48）1111（内1222）

個人事業税の第１期分の納期限
は、８月３１日（水）です。
８月中旬に県から納税通知書を
送付します。納税通知書には第１期
分と第２期分の納付書が同封され
ますので、間違えのないようにして
ください。
■納付場所と納税方法
▽金融機関、県税事務所の窓口
▽コンビニエンスストア、ＭＭＫ
設置店
▽Pay-easy（ペイジー）に対応し
たインターネットバンキングま
たはＡＴＭ
▽インターネット環境でのクレ
ジットカードによる納付
▽スマートフォン決済アプリ
（PayPay、LINEPayおよび
PayB）による納付
※　コンビニエンスストア、ＭＭ
Ｋ設置店、スマートフォン決済
アプリによる納付については、
納付書の納付金額が３０万円
以下のものに限ります。

■その他
　　領収証書が必要な方は、金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）の窓
口、県税事務所の窓口またはコ
ンビニエンスストア、ＭＭＫ設置
店で納付してください。また、納
税には便利で安全な口座振替の
制度もあります。
■問い合わせ先
　愛知県知多県税事務所
　課税第一課　県民税・事業税グ
ループ　（８９）８１７４

information
お知らせ

■対　象
　　湿地の保護・保全活動に興味
のある方（町外の方でも参加で
きます）
■活動内容
▽湿地に悪影響を及ぼす雑草や
外来種の除去
▽観察路の整備
▽その他湿地環境の保護・保全
を目的とした作業

■申し込み方法
　　電話、FAX、電子メールで申し
込みください。「氏名」「住所」「電
話番号」をお知らせください。電
子メールの場合は、件名に「板山
高根湿地環境ボランティア」と明
記してください。
■申し込み・問い合わせ先
建設環境課環境係
（48）1111（内1211・1212）
FAX （49）0057
電子メール
kankyo@town.agui.lg.jp

農作物被害を防止するため、猟
友会阿久比支部の協力で有害鳥獣
（カラス・カワラバト）の駆除を次の
とおり実施します。
■実施日
　9月3日（土）、4日（日）、10日（土）、
11日（日）、17日（土）、18日（日）、
24日（土）、25日（日）のうち4日間
■時　間
　日の出から日の入りまで
■実施地区
　住宅地を除く農地・山林
■駆除方法
　散弾銃、空気銃による駆除
■問い合わせ先
　産業観光課農政係

■開催日時
▽（第3回）8月27日（土）　
▽（第4回）9月10日（土）
※　時間は全て午前9時～正午
　（雨天決行）
■集合場所
ふれあいの森第2駐車場
■定　員　各回25人（先着順）
■申込期限
▽（第3回）8月22日（月）　
▽（第4回）9月5日（月）
■申し込み方法
　電話、FAX、電子メールで申し
込みください。「氏名」「住所」「電
話番号」「参加希望日」をお知ら
せください。電子メールの場合
は、件名に「自然観察会」と明記し
てください。
■申し込み・問い合わせ先
建設環境課環境係
（48）1111（内1211・1212）
FAX （49）0057
電子メール
kankyo@town.agui.lg.jp

湿地の自然環境を保全するため、
板山高根湿地環境ボランティアの
活動に参加しませんか。
■活動日時
　毎月第1・第3土曜日
　午前9時～正午

板山高根湿地
「自然観察会」を開催

板山高根湿地
ボランティアを募集

有害鳥獣の
駆除を実施

個人事業税第１期分の
納税を忘れずに

　　　　　　就業構造基本調査を実施します
総務省統計局・愛知県・阿久比町では10月１日現在で就業構造基本調査を実施します。
この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、統計法に基づき
実施する国の重要な統計調査です。
紙による回答だけでなく、パソコンやスマートフォンを使って24時間いつでも回答すること
ができる便利なインターネット回答もあります。９月下旬から調査員が調査をお願いする世帯
に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。
■問い合わせ先 政策協働課調査広報係　(48)1111（内1310）
  愛知県統計課学事・農林統計グループ　052(954)6102
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　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。制度の適用を受け
るためには申告が必要です。
▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額
■申告・問い合わせ先
　税務課固定資産税係
　（48）1111（内1109・1110）

　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）

　知多中部広域事務組合では、令
和5年4月採用予定の消防職員を
募集します。
■応募資格　【高校卒】平成9年4
月2日以降に生まれ、高校を卒業
または令和5年3月までに卒業見
込みの方
　※　大学卒または短大卒の方は、
受験できません。

■採用予定人員　3人程度
■試験日　9月18日（日）
■応募期間　8月9日（火）～17日
（水）（土曜日、日曜日、祝日を除く）
■応募方法　知多中部広域事務組
合消防本部総務課へ本人が申込
書などを直接持参してください。
　※　申込書などは、消防本部総務
課または消防本部ホームペー
ジにあります。

■応募・問い合わせ先
　知多中部広域事務組合
　消防本部総務課
　（21）1490　ＦＡＸ（22）7420
　電子メール　
　chitachu@cac-net.ne.jp

普通救命講習Ⅰ（女性限定）
■内　容　女性限定の講習
　成人に対する心肺蘇生法、ＡＥＤ
の取り扱い、止血法
■日　時　9月10日（土）
　午前9時～正午
■場　所　半田消防署（半田市東
洋町1-6）
 上級救命講習
■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　9月17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）
■申し込み・問い合わせ先　　
　半田消防署救急課　（21）1492
※　新型コロナウイルス感染拡大
状況によっては、中止する場合が
あります。
※　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を
　ご覧ください。
※　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。

普通救命講習を
開催

家屋の新築、増築、取り壊し
をした方・予定のある方へ

住宅用地の利用状
況変更による申告

消防職員を募集

お知らせ

◀消防本部
　ホームページ

　8月26日～9月1日は全国一斉「子ども人権110番」強化週間です。
いじめや虐待など、子どもの人権に関わる悩みごと、心配ごとなどの相
談に応じます。電話で相談してください。相談内容の秘密は守ります。
■日　時
　8月26日（金）～9月1日（木）午前8時30分～午後7時
　※　8月27日（土）、28日（日）は午前10時～午後5時
■相談専用電話（子どもの人権110番）
　0120（007）110（フリーダイヤル）
■問い合わせ先
　名古屋法務局人権擁護部　052（952）8111（内1471）

全国一斉「子ども人権110番」強化週間

◀消防本部
　ホームページ

広報あぐい　2022.8.1・15

23

受注No.22G00451／版管理番号249570-01／阿久比町役場様
広報あぐい8/1・15号  政策協働課（210×297mm）／22.7.25／15：30／東雲★★★★■



24

広報あぐい　2022.8.1・15

危険物取扱者免状所持者のうち、
現在危険物製造所などで取り扱い
作業に従事している方は、法令で
定める期限内にこの講習を受講す
ることが必要です。
■講習日
　　10月4日（火）～11月2日（水）
の指定する6日間
　※　日程は県危険物安全協会連
合会のホームページを確認し
てください。

■場　所
▽アイプラザ半田
▽愛三（大府市勤労）文化会館
▽幸田町民会館
▽名古屋文理大学文化フォーラム
▽豊田市民文化会館
■対　象
　　免状交付者で現在危険物製造
所等など取り扱い作業に従事し
ている方（保安監督者も含む）
■講習種別
▽給油取扱所
▽特定事業所
▽一般
■受講料　4,700円
■申込期限　8月29日（月）
■申し込み方法
【郵送の場合】
　消防本部または消防署で配布
する申し込み用紙に必要事項を
記入し、郵送してください。
【インターネットの場合】
　県危険物安全協会連合会の
ホームページにアクセスし、必要
事項を入力してください。
■申し込み・問い合わせ先
（一社）愛知県危険物安全協会連
合会　
〒460-0001　名古屋市中区三
の丸三丁目２番１号 愛知県東大
手庁舎６階
　 052（961）6623

information
お知らせ

■申し込み・問い合わせ先
　アクティブあぐい（スポーツ村クラブハウス1階）　月曜日～水曜日・金曜日・土曜日　午前9時～正午
　　090（6617）9101　ホームページ　https://activeagui.com/

種　　　目 日　　　時場　　　所

グラウンドゴルフ 草木小学校運動場

アクティブ教室
（ヒップホップダンス）

18日(日)
午前10時～午前11時30分

18日(日)、25日(日)　午前9時～午前11時

スポーツ村交流センター
多目的体育室

デトックス体操
教室

4日(日)　午前10時～午前11時
ヨガマットをお持ちの方は、持参してください。

スポーツ村交流センター
多目的体育室

ふれあいの森
体育室

ふれあいの森
体育室

2日(金)、6日(火)、9日(金)、13日(火)、16日(金)、
20日(火)、27日(火)、30日(金)
午後6時30分～午後8時30分

小中学生
剣道教室 丸山公園武道場

小中学生
サッカー教室

3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)
午前9時～午後0時30分板山グランド

6日(火)、13日(火)、27日(火)
午後6時30分～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

小中学生
バドミントン教室
上級

南部小学校体育館

5日(月)、12日(月)、19日(月・祝)、26日(月)
午後7時～午後9時30分
（初級）　午後7時～午後8時 
（中級）　午後7時～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

小中学生
バドミントン教室
初級・中級

南部小学校体育館

健康教室 8日(木)、22日(木)　午後2時～午後3時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参してください。

ヒップホップ
ダンス教室

7日(水)、14日(水)、21日(水)、28日(水)
午後7時30分～午後9時

小中学生
バレーボール教室
（小学生）
小中学生
バレーボール教室
（中学生）

3日(土)、10日(土)、24日(土)
午前9時～午後0時30分草木小学校体育館

草木小学校体育館

3日(土)、10日(土)、24日(土)
午後0時30分～午後2時草木小学校体育館

ヨガ教室
1日(木)、8日(木)、15日(木)、22日(木)、29日(木)
午前10時～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

ふれあいの森
体育室

吹き矢教室 9日(金)
午後1時30分～午後3時

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」9月の予定

○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）

日　　　時 内　　　容 会　　場
9月のスポーツ村イベントガイド

軟式野球交流大会4日（日） 野球場
愛知県高等学校野球選手権大会
秋季愛知県大会

１０日（土）・１１日（日）・１７日（土）・
１８日（日） 野球場

阿久比スポーツフェスティバル
グラウンドゴルフ大会14日（水） 野球場

スポーツ村すこやか町民開放18日(日)
午前9時～午後4時30分 陸上競技場

全尾張高等学校野球選手権大会
知多地区予選会

19日 (月・祝)・23日（金・祝）・24
日（土） 野球場

カイヌマ杯　愛知県トレセン大会25日（日） 陸上競技場

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　　（49）2500

第2回危険物取扱者
保安講習会を開催

新型コロナウイルス感染症の拡大により、教室が急きょ中止になる場合があります。
その場合は、アクティブあぐいホームページでお知らせしますのでご確認ください。

お　知　ら　せ
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◀県危険物安全協会連合会
　のホームページ
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愛知県では外出行動における交
通手段の利用状況など、皆さまの1
日の交通の実態を把握し、今後のま
ちづくりなどに活用するため、9月～
11月にかけて交通に関する調査「第
6回中京都市圏パーソントリップ調
査」を実施します。調査にあたり、無
作為に抽出した世帯の皆さまに案
内はがきを送付しますので、本調査
へのご協力をお願いします。
■問い合わせ先
▽中京都市圏パーソントリップ
調査サポートセンター 
　　 0120（052）133
▽愛知県都市計画課 
　　 052（954）6516

中小企業退職金共済（中退共）制
度は、中小企業の事業主が、従業員

の退職金を計画的に準備できる国
の退職金制度です。
■制度のメリット
▽掛金の一部を国が助成します。
（一部対象外あり）
▽掛金は全額非課税で、手数料
不要です。
▽パートタイマーや家族従業員
も加入できます。
▽外部積立で管理が簡単です。
▽従業員ごとの納付状況や退職
金試算額をお知らせします。
▽他の退職金・企業年金制度等
との資産移換も可能です。

※　詳しくは中小企業退職金共済
事業本部ホームページをご覧く
ださい。
■問い合わせ先
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
　 03（6907）1234

お知らせ

中京都市圏パーソント
リップ調査にご協力を

◎　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。
■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～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力をお願いしま
　す。来所相談の場合も電話で確認してください。
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター（クラシティ3階市民交流センター内）
　　　　　　　　（32）2444

○　相談事例
【事例1】
 通販サイトで本などを注文し、置き配での配達完了メールが来たが、商品は届いてい
ない。添付されていた玄関の写真も我が家のものではなかった。
【事例2】
ネット通販でCDを注文し、置き配を希望したつもりはないが、玄関前に配達された写真

をサイトで確認した。数時間放置されていたため盗まれたようで、商品を受け取れなかった。

○　被害を防ぐアドバイス
・玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了する「置き配」は、ネット通販を中
心に急速に普及していますが、誤配・盗難などのリスクもあります。メリットとデメリッ
トを理解して利用しましょう。
・ネット通販で商品を注文する際に、初期設定が置き配になっている場合があります。
意図せず置き配を選択していないか、注文前に確認しましょう。
・宅配業者からの配達完了通知などで到着を確認したら、早めに引き取りましょう。置
き配用の宅配ボックスや宅配バッグなどを利用しましょう。
・困ったときは、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。

シリーズ　消費生活相談　
「置き配」でのトラブルに注意

○145

■日　時（要事前予約）
8月17日（水）午前10時～正午
■場　所　役場2階相談室202
■対象者　15～49歳の無業状態
の若者やその保護者
■申し込み・問い合わせ先
　ちた地域若者サポートステーション
　　 （89）7947
電子メール　chitasapo@icds.jp
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8 月の相談9月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　1日（木）、15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）
　①3日（土）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午後1時～午後4時
　②15日（木）
　場　所　役場1階会議室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1121・１１２２）
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成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
9月1日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午後1時30分～午後4時30分
　NPO法人知多地域権利擁護支援セ
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
知多地域権利擁護支援センター事務
所（知多市福祉活動センター内）

　　0562（39）3770

中小企業退職金
共済制度のご案内

若者の就職に向けた
出張無料相談

　夏本番を迎え、
いよいよ暑さも厳

しくなりました。暑いから部屋の中で
涼んでいたいけど、運動もしたい。で
も屋外の運動は日差しも強くて大変。
そんな願いを叶えてくれる施設が町
内にオープンしました。スポーツ村交
流センタープールは屋内プールで、日
差しを気にすることなく涼みながら運
動できます。また、「スイスイ泳ぐコー
ス」「ウォーキング専用コース」など目
的別にコースが分かれているので、ス
トレスなく利用できます。この夏にぜ
ひ活用してみてはいかがでしょうか。

編集後記
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◀中小企業退職金共済事業本部
　ホームページ
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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。

人 口 と 世 帯
世帯数　10，966　（－ 2 ）
人　口　28，523人（－30）
　男　　14，128人（－15）
　女　　14，395人（－15）
（　　）は前月との増減数

6月中の異動
　出生　 9　　 転入　50
　死亡　24　　転出　65

令和4年7月１日現在

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！

旧可燃ごみ袋（黄色）を
代替品として店頭販売
します

　原油価格の高騰から、自治体が発注する指定ごみ袋においても
製品価格が約３割程度上昇し、入荷しにくくなったため、緊急的に
旧可燃ごみ袋（黄色）を代替品として店頭販売します。
　また、店頭販売に先立ち各地区・自治会を通じて、各世帯に旧可
燃ごみ袋（大）１パックを無料配布します。

旧可燃ごみ袋の使用期間は、
令和4年9月1日から１年間です。

販売価格は処理手数料のため変更ありません。
（大500円、中300円、小200円）

■問い合わせ先　建設環境課 環境係　（48）1111（内1211・1222）

■販売期間　９月１日（予定）から旧可燃ごみ袋が無く
なるまで
※　旧可燃ごみ袋が無くなり次第、新ロールごみ袋
に切り替えます。店頭で指定ごみ袋が欠品するこ
とはありません。

■使用期間　９月１日～令和５年８月３１日
※　購入し、使用期間が過ぎて余った旧ごみ袋は、未使用・未
開封であっても新ロールごみ袋と交換しませんのでご注意
ください。
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