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申請条件
・�身体障がい者等が所有する軽自動
車等で条件を満たすもの

・�軽自動車等の構造が身体障がい者
等の利用に供するためのもの（身
体障がい者輸送車等）

・�公益法人等が不特定かつ多数の者
の利益の増進に寄与することを達
成するために使うもの
※�減免の決定は規定の要件あり
※�過去に減免を受けた人も毎年申請が必要
必�要書類　
　�身体障害者手帳・戦傷病者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳の中でお持ちの手帳、（運転者
の）運転免許証、車検証、納税通
知書、構造車両の場合は写真等、
納税義務者の個人番号（マイナン
バー）が分かるもの

申�込み　
　�納税通知書送達後～５/25（水）
に、必要書類を役場税務課へ

納期限　５/31（火）
対�象税　自動車税種別割（以下自動車
税）・軽自動車税種別割（以下軽自動税）
　�４月１日時点で自動車・軽自動車
等をお持ちの人に、５月上旬に、
自動車は県、軽自動車等は町から
納税通知書を送付。下記納付場所・
方法により納めてください。

自�動車税�
　知多県税事務所、金融機関、コンビ
ニエンスストア、クレジットカード（手
数料がかかります）、スマートフォン
決済アプリ（PayPay・LINE�Pay等）
軽自動車税�
　役場、富貴支所、金融機関、コン
ビニエンスストア、スマートフォン
決済アプリ（PayPay・LINE�Pay等）
※�名義変更・廃車等の手続きを他の
人に依頼した自動車・軽自動車等
について、納税通知書が届いた場
合は、それらの手続きが３月末日
までに行われていない場合があり
ます。依頼先にご確認ください

※�納税通知書が届かないときは、下
記までご連絡ください

問�合せ　自動車税：知多県税事務所自動車税　
グループ　☎ 89‐8176

　軽自動車税 :役場税務課

日時　6/17（金）～7/22（金）
　毎週金曜日の全6回
　13：30～ 16：00
場所　南知多町役場保健センター
　3階�大会議室
定員　30人（申込み順）
料金　1,000円（資料代）
内容　※変更になる場合もあります
　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
講師　弁護士、司法書士等
申込み・問合せ　
　5/2（月）から、知多地域権利擁護支援
センターへ　☎ 0562‐39‐3770

日時　①6/22（水）�13:30～ 15:30
　　　②６/23（木）��13:30～ 15:30
場所　思いやりセンター２階　会議室
内容　①�高齢者施設の選び方～どこ

で最期を迎えるか～
　　　②�家庭介護に必要な介護技術

入門～食事介護～
講師　日本福祉大学　研修講師ほか
定員　20人（申込み順）
料金　無料
主催　愛知県市町村振興協会、武豊町
協力　地域包括支援センター
申�込み　５/11（水）～６/15（水）の
平日 8：30 ～ 17：00 に地域
包括支援センターへ☎ 74-3305

◎収納課
募集人数　１人　
任用期間　７/１～12/28
勤�務時間　平日の８：30～17：15
の７時間45分で週４日程度

申�込み　５/13(金)までに、申込書を
役場秘書広報課へ郵送または持参

※郵送の場合は当日必着

※�用紙は役場秘書広報課にて配付、また

は町ホームページよりダウンロード

条件　パソコンの基本操作ができる人
業務内容　町税の収納業務補助
報酬　時給955～980円
※経験年数等により異なります

問合せ　役場秘書広報課

日時　５/26（木）10：00～12：00
場所　ゆめたろうプラザ　輝きホール
対�象　町内在住または在勤の60歳
以上の人

講師　愛知県健康づくりリーダー
料金　無料
持ち物　飲み物、動きやすい服装・靴
申込み・問合せ　役場生涯学習課
※当日も受付できます

◎１日目
日時　５/８(日)10：00～12：00
内容
①屋敷、建物の一般公開

②��地域交流の場「おいでぁ三井家」

健康体操、手芸、茶話会、防災知識等

料金　①無料②茶話会は100円
◎２日目
日時　５/22(日)10：00～15：00
内容
①屋敷、建物の一般公開

②三井家文書を愉しむ（10：15～11：00）

講師　中
なか

村
むら

裕
ゆう

治
じ

さん
料金　無料　
共通事項
場所　三井家住宅（字上ケ２）　
※公共交通機関、徒歩でお越しください

※武雄神社東の駐車場は利用可

問合せ　歴史民俗資料館
　☎73‐4100

　身体や知的に障がいのある人やそ

の保護者を対象に、自立支援に必要

な援助や地域活動の推進を図ること

等を目的として、 身体・知的障がい

者相談員がいます。お気軽にご相談

ください。

身体関係の相談　筒
つつ

井
い

義
よし

子
こ

さん

　☎090‐4794‐1778
知的関係の相談　倉

くら

知
ち

楯
たて

城
き

さん

　☎74‐2566
申�込み・問合せ　相談員へ電話また
は役場福祉課へ

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

募集人員　若干名
条件　町内在住
内�容　町教育委員会に属する事務事
業の管理、執行状況についての点

検・評価業務

日時　７/28（木）
報償　6,600円（1回）
申�込み　５/18(水)までに申込用紙
を役場学校教育課へ

※用紙は役場学校教育課にて配付

４年度児童福祉週間標語
「見つけたよ　広がる未来とつかむ夢」
　子どもや家庭、子どもの健やかな成

長について、考える機会を持ちましょう。

問合せ　役場子育て支援課

武豊町身体・
知的障がい者相談員

福寿大学
「人生100年　今が最後の活動期!!」

成年後見サポーター
研修講座

家庭介護者等養成研修

三井家住宅一般公開日
（５月）

軽自動車税種別割の減免

教育委員会点検評価委員

会計年度任用職員自動車税種別割・
軽自動車税種別割の納税を
お忘れなく！

児童福祉週間
５/５（祝）～11（水）

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

｢特設人権相談所｣　　

日時　6/1（水）13：30～ 16：00　※受付は15：30まで、事前予約なし
場所　中央公民館　１階第1・2会議室
内�容　人権擁護委員による人権に関する相談。秘密厳守。お気軽にご相談ください
　※法律相談ではありません

問合せ　役場住民窓口課　　

家庭廃油交換会　　

廃油1.5Lに対し、トイレットペーパー１つと交換します。
日時�6/10(金）�9:00～11：00　場所�中央公民館

問合せ　役場産業課　　
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「大切な　水と一緒に　暮らす日々」
　水道週間は、 厚生労働省、 自治体

等全国の水道事業体等が水道につい

ての理解を深めていただくように毎

年行っています。 私たちの生活に欠

かすことのできない水道水の大切さ

を見直すための期間です。

　期間中、役場上下水道課・富貴支所

にて、啓発品を無料配布します。

（土・日曜日を除く）

問合せ　役場上下水道課

　大足区内在住の数え75歳以上の敬

老会員に対し、長寿の祝いと健康、さ

らなる活躍を祈念するための会です。

日時　５/７（土）９：30～
場所　大足老人憩の家前
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、式典・余興は中止。徒歩または

ドライブスルー方式にて記念品贈呈

問合せ　大足区敬老会長
　☎72-1994

　頂いたご意見に対する町の考え方

は、町ホームページに掲載しています。

◎武豊町地域公共交通計画（案）
募集期間　１/14（金）～２/14（月）
意見件数　０件
問合せ　役場防災交通課

　７/５（火）開催予定「第34回武豊

町民ふれあいチャリティーゴルフ大

会」について、 新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止とします。

問合せ　役場企画政策課

　前回の広報４月号において記載に誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。

・９ページ　

【家庭用エネルギー管理システム】

（ＨＥＭＳ）の補助額の限度額

誤：30万円　正：１万円
問合せ　役場環境課
・11ページ

【地域振興券取扱店舗募集】

地域振興券の使用期間（予定）

誤：6/1～5年2/28
正：7/1～5年2/28
問合せ　役場産業課
・26ページ　

【5月無料相談】�困りごと相談�日にち

誤：5/12（木）　正：5/11（水）
問合せ　役場住民窓口課

　例年2月中旬から6月上旬までの間、

カラスの巣作りが活発になります。カ

ラスの巣は金属製ハンガーや針金など

の電気を通す材料が使われており、こ

れらが電線に接触することで停電が発

生することがありますのでハンガーな

どを屋外に放置しないようにお願いし

ます。 カラスの巣を発見したら、 下

記までご連絡ください。

問��合せ　中部電力パワーグリッド㈱
半田営業所　☎0120-929-493

　６月より児童手当制度が改正され、

一部の受給者を除き、毎年６月にご

提出いただいている現況届が原則不

要となりました。現況届の提出が必

要な受給者には６月に案内を郵送し

ますのでご提出ください。詳しくは、

町ホームページをご確認ください。

問合せ　役場子育て支援課

水道週間
６/１（水）～７（火）

第34回武豊町民ふれあい
チャリティーゴルフ大会中止

お詫びと訂正

パブリックコメント
意見募集結果

カラスの巣作りによる
停電防止にご協力を

児童手当現況届の提出
が原則不要に

人口　43,233人（-314）
　男　21,782人（-226）
　女　21,451人　�(-88）
世帯　18,519　　��（-43）

内外国人　1,096人
　男　606人　　女　490人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷14人（+6)

軽自動車税　　　　　

救急出動
急病77人（+10)　一般負傷19人（±0）
交通事故7人（-6）

火災

建物�2件（+2）車両�０件（±0）
その他�0件（±0）

出産　
　男15人（-2）　女11人（-5）

人口　　４月１日現在

事故災害状況　　３月分

納税　　納期限５月31日（火）

まちの情報まちの情報（�）内は前年同月の増減数

朗読ＣＤを
　ご利用ください

目の不自由な人や、高齢者など、
広報を読むことが困難な人へ、
朗読ボランティア「かえるの声」
による、ＣＤの録音・配達を行って
います。ぜひご利用ください。

問合せ
武豊町社会福祉協議会
ボランティアセンター
☎�73-3104

6/1（水）　��9：00　本会議　開会
6/2（木）　��9：00　本会議　一般質問
6/3（金）　��9：00　本会議　一般質問
6/10（金）　9：00　本会議　議案に対する質疑
6/13（月）　9：00　総務企画委員会
　　　　�� 14：00　建設経済委員会
6/14（火）　9：00　文教厚生委員会
6/17（金）14：00　採決

本会議の傍聴はご自由にできます。
お気軽に議場へお越しください。

武豊町議会のお知らせ　定例会日程（予定）

　スマートフォン決済アプリの『PayPay・PayB・LINE�Pay・FamiPay』に
加えて、５月より『auPAY』でも、町税等を納付ができるようになりまし
た。納付書にあるコンビニ収納用のバーコードをスマホ等のカメラで読み
取り、チャージ残高から即時に支払いができます。
※対象税目・注意事項等、詳しくは町ホームページへ

問合せ　納付書裏面に記載の各担当課へ

auPAYで町税や水道料金等の納付ができます

大足区敬老会

月 日 区　名 収集場所

6

8（水） 小迎 �小迎公民館

15（水）
緑 �緑区区民館

大足 ( 老 )� �大足老人憩の家

22（水）
大足 ( 公 )� �大足公民館
玉西① �玉貫老人憩の家

29（水）
原田 �原田集落センター

雇用促進住宅 �ビレッジハウス武豊・谷口

【収集時間】７：00～９：00（雨天決行）
※収集日は町ホームページでも確認できます

○�持込みできるもの
　�家電製品（注１以外のもの）、家具類、自転車、石油ストーブ、布団等の大型ごみ
×持込みできないもの
���・注１　�テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、

エアコン
���・�ガスボンベ、廃油、消火器、バイク・原動機付自転車、タイヤ・マフラー等の自動車部品、
農機具等

���・資源物、事業系のごみ

問合せ  役場環境課６月の粗大ごみ収集日

◆�知多南部広域環境センター（ゆめくりん）へ直接持込み【有料】
　受付時間　8：30～16：15（土曜は13：00まで）
　休　業　日　日曜、年末年始

◆たけとよ・おおあしエコステーションの回収【無料】
　受付時間　9：00～15：00（年末年始を除く）

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識
朝ごはん食べていますか？
私たちの脳は“ブドウ糖”がエネルギー源。朝起き
た時、頭がボーッとするのは、寝ている間にブドウ
糖が使われ足りなくなっているからです。そこで
大事なのが朝ごはん！朝ごはんは体と頭を目覚め
させ、一日を活動的に過ごすためのスイッチです。
毎朝忘れずにスイッチを入れて、いきいき元気に
過ごしましょう！
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脱！
太っ腹

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
6月 8日（水）

13：30～ 16：00
※受付は15：30まで

中央公民館
１階１・２会議室

人権擁護委員・行政相談委員
による学校内、近隣、学校での
悩み、行政に対する相談

役場住民窓口課

住民法律相談（☆）

6月 10日（金）
13：30～ 16：30
�※定員６人まで
　�（超えた場合は抽選）

役場
２階第４会議室

�法律全般
�※内容によってお受けで
　�きない場合があります

役場総務課
�※１週間前の16：00
　��までに要予約

行政書士の
無料相談（☆）

6月 9日（木）
13：00～ 16：00

役場
２階第４会議室

相続、遺言、農地転用、
その他許可申請等

愛知県行政書士会
知多支部
☎ 26-4114

不動産無料相談会 6月 21日（火）
13：30～ 16：30

役場
２階第４会議室

�不動産全般、空き家に
�関すること等

役場都市計画課
※要予約

住まいの無料相談会 6月 21日（火）
13：30～ 16：30

役場
２階第2会議室

建物全般、住宅の耐震改修、
工事に関すること等

役場都市計画課
※要予約

障がい（児）者のため
の巡回相談

6月 10日（金）
10：00～ 12：00

中央公民館
２階パソコンルーム

�障がいのある人やその
�ご家族の生活でお困りや
�心配、疑問に思うこと等

知多南部相談支援
センターゆめじろう

☎72 - 6464
知多南部相談支援
センターわっぱる
☎73 - 3201
※要予約

成年後見制度
巡回相談

6月 9日（木）
13：30～ 16：30

思いやりセンター
相談室1

�判断能力が不十分な人を
�保護・支援する成年後見
�制度に関する相談

知多地域
権利擁護支援センター
☎0562-39-3770

※要予約

ここちゃん
サポート相談（☆）

6月 14・28日（火）
��①�９�：00�② 10：00
��③ 11：00
※各回１人ずつ50分間

思いやりセンター
２階会議室

�引きこもり、不登校につい
�て悩んでいる本人や、その
�ご家族に対する臨床心理�
�士による相談

社会福祉協議会
☎73 - 3104
※要予約

ちた地域若者サポート
ステーション武豊町
サテライト相談

6月 16日（木）
10：00～ 12：00

役場
２階第4会議室

�15～ 49歳の人の就労に
�関する相談

ちた地域若者サポート
ステーション
☎89 - 7947
※要予約

・（☆）は町内在住、在勤、在学の人に限る
・秘密厳守なので、お気軽にご利用ください

無料相談6月

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

　

コロナワクチン追加（３回目）接種 問合せ  保健センター 
　　　　☎ 72-2500

使用するワクチン：ファイザー社のワクチン
※１・２回目に武田 /モデルナ社ワクチンを受けた人も可能です

●３回目接種券の発送状況
　11月30日までに2回目の接種をした12歳以上の人
　：4月22日発送済み
　12月31日までに2回目の接種をした12歳以上の人
　：5月下旬発送予定

●武豊町内の予約枠
　4月18日～6月11日：ファイザー社製
　※6月11日以降の予約枠は、
　　ワクチンの入荷状況により決定

12 ～ 17 歳の人も３回目接種を受けられるようになりました

愛知県後期高齢者医療制度の

協定保養所利用助成事業

※年度末までに合計４泊まで利用可能
利�用方法　予約時に保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝えてください。宿泊当日、
保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証および利用カード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。（利用カードは、初回利用時に保養所にて交付）

利用可能な

保養所

　　　　　協定保養所名� 　　　　　　住　所� 電話番号

あいち健康の森プラザホテル 東浦町大字森岡字源吾山1-1 ☎ 0562-82-0211

おんたけ休暇村 長野県木曽郡王滝村3159-25 ☎ 0264-48-2111

サンヒルズ三河湾 蒲郡市三谷町南山1-76 ☎ 0533-68-4696

すいとぴあ江南 江南市草井町西200 ☎ 0587-53-5555

豊田市百年草 豊田市足助町東貝戸10 ☎ 0565-62-0100

問合せ  愛知県後期高齢者医療広域連合給付課　　
　　 ☎ 052-955-1205

暖かくなってきた今日この頃、
そろそろ運動を始めてみませんか？

　腹囲の大きい太っ腹な方が多い武豊町では、住民の方にお腹のまわりを意識してもらう
ために「幸せの黄色いリボン　町内一斉腹囲測ろう月間」を毎年２月に実施しています。
寒くて活動が難しかったという方も、少しずつ運動を始めてみてはいかがでしょうか？
　お腹のまわりの大きさは、体重が１㎏減ることで、約１㎝減ると言われて
います。感染対策をとりながらお腹のまわりを意識する取組をしてみましょう。

＼脱太っ腹！／

問合せ  役場保険医療課


