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「高齢者として考えよう！今後の賢
い税との付き合い方と日常生活」
日時　６/23(木)10：00～12：00
講師　小

こ

林
ばやし

健
けん

二
じ

（税理士）　
「図書館活用講座～図書館を楽しむ
ヒケツ～」
日時　７/６(水)10：00～12：00
講師　武豊町立図書館職員
共通事項
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
料金　無料
申込み・問合せ　役場生涯学習課
※当日も受付できます

日時　６/３(金)～30（木）
　９：00～17：00
※休館日等は施設の規定によります
場�所　半田市福祉文化会館
　（半田市雁宿町1-22-１）
目�的　教科書に対する理解や関心を

深めていただくため
問合せ　愛知県教育委員会義務教育課　
　☎ 052-954-6799
※ 会場には投書箱を用意しますので

ご意見や要望をお寄せください

日時　８/２（火）・3（水）
　10：00～12：00
場所　中央公民館
対象　町内小学３～６年生
内�容　実験を通して、科学の面白さ

を知ろう！
講師　町内教職員
定員　各日 24 人（申込み順）
料金　200 円
申込み　7/2（土）から中央公民館へ
　☎ 73-2424
※ 電話での申込みは同日 13：00 から
問合せ　役場生涯学習課

　今年は福祉施設等の商品を販売す
る『わいわい物産展』を行います。
みなさん、ぜひお越しください。
日時　６/12（日）9：30～12：00
場所　多賀授産所（字多賀４- １）
内�容　福祉施設、ボランティア団体

等の商品を販売。
・ 500 円以上購入した人に花苗と

せんべいセットをプレゼント
　（無くなり次第終了）
・ 授産所製品の販売（せんべい、花苗、

紐おりマット、コーヒー豆等）
・授産所活動一般公開
問合せ　多賀授産所　☎ 73-5821

○歩けなくなる前に�膝
ひざ

の大事なこと
　「いつまでも元気に過ごしたい」
と考えているあなた！若々しく過ご
すための秘訣をお教えします。
日時　７/ ７（木）13：30～14：45
場所　東大高公民館
対象　町内在住で 65 歳以上の人
内容　膝

ひざ

の痛み予防のためのお話と運動
講師　医療法人榊原　榊原整形外科　
　小

こ

瀬
せ

浩
こう

二
じ

さん ( 理学療法士 )
定員　20 人（申込み順）
料金　無料
申�込み　６/7（火）９：00 から地域

包括支援センターへ　
　☎ 74-3305
※ 当日、37.5 度以上の発熱もしく

は風邪症状がある人は参加をご遠
慮ください

日時　７/28（木）8：45～12：15
場所　JFE スチール㈱知多製造所
※ 中央公民館に集合後、マイクロバ

スで移動。昼食なし
対象　町内小学４～６年生
内�容　JFE スチール工場見学、
　キーホルダー作り
講�師　JFE スチール（株）知多製造

所社員
定員　20 人（申込み順）
料金　無料
申込み　６/18（土）から中央公民館へ
　☎ 73-2424
※ 電話での申込みは同日 13：00 から
問合せ　役場生涯学習課

　４年度第２学期（10月入学）の学

生を募集中。放送大学は、テレビ等

の放送やインターネットを利用して

授業を行う通信制の大学です。心理

学・福祉・経済・歴史・文学・自然

科学等、幅広い分野を学べます。

　働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたい等、様々な目

的で幅広い世代、職業の人が学んで

います。詳しくはホームページでご

確認ください。

問合せ　放送大学愛知学習センター

　☎ 052-831-1771

日�時　年度末までに３回程度（予定）

条件　町内在住の 18 歳以上の人

募集人数　２人以内

内�容　第２次武豊町文化創造プラン

改訂のための策定会議に参加し、

進捗評価および改訂案を検討する

報償　6,600 円 / 回

申�込み　６/25(土) までに申込用紙

に必要事項を記載の上、ゆめたろ

うプラザ（町民会館）へ

※ 用紙は町民会館にて配付またはゆ

めたろうプラザホームページより

ダウンロード

問合せ　ゆめたろうプラザ ( 町民会館 )

　☎ 74-1211

内�容　男女共同参画懇話会におい

て、男女共同参画プランや男女共

同参画の推進に関する諸問題・施

策等について協議する。

募集人数　2 人以内

任期　7/29 ～６年７/28（２年間）

応募資格
・町内在住の 18 歳以上の人

・ 年１回程度開催する懇話会に出席

が可能な人（５年7月、６年７月頃

開催予定）

・ 町議会議員、町職員でない人（申

込み日から任期終了まで）

申�込み　６/30（木）までに、応募用

紙を直接または郵送、ＦＡＸ、メー

ルで役場企画政策課へ提出 ( 必着 )

※ 用紙は役場企画政策課で配付、ま

たは町ホームページよりダウン

ロード

報酬　6,600 円 / 回

問合せ　役場企画政策課

日時　６/25（土）13:00 ～ 16:00

場所　総合体育館

内�容　ふるさとまつり・地区の盆踊

りに向け、新曲等の紹介と民踊指

導者の養成

料金　無料

持�ち物　うちわ、室内専用シューズ、　　

お茶（水分補給用）

問合せ　役場生涯学習課

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

FAX

応募資格　大学卒・短大卒

　 平成９年４月２日以降に生まれ、

４年制大学、短大（※）を卒業また

は令和５年３月までに卒業見込み

の人

※ 短大には高専および専修学校

 　 （専門課程の修学年限２年以上か

つ1600時間以上の授業履修を義

務付けているもの）を含む

募集人数　６人程度

試験日　７/10（日）

申�込み　６/ ７（火）～ 15（水）の間

に、知多中部広域事務組合消防本

部総務課へ本人が直接持参（土曜

日・日曜日は除く）

※ 用紙は、消防本部総務課にて配布、

または組合ホームページよりダウ

ンロード

問合せ　知多中部広域事務組合

　☎ 21-1490　　22-7420

武豊町文化創造プラン
策定会議委員

消防職員

放送大学10月入学生男女共同参画懇話会委員

※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

民踊講習会

いきいき元気教室

ものづくり教室

わくわく科学実験教室福寿大学

教科書展示会

たがフェスタ
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地域の清掃活動にご協力
　町では、６月を「ごみ散乱防止町
民行動月間」と定め、町民のみなさ
んに道路、公園等のごみ拾いや草刈
り等の清掃活動を呼びかけていま
す。実施日や清掃場所等は各区、団
体で決定されますので、詳しくは地
元の区長さん等にご確認ください。
　なお、草については、リサイクル
をしますので、ごみと分けて頂き、
土を払ってから出してください。
　また、町内企業のみなさんには、
事業所周辺道路等の清掃活動に積極
的な取組みをお願いします。
　美しいまちへの第一歩は、「ごみ
をポイ捨てしない」ことです。きれ
いなまちづくりにご理解とご協力を
お願いします。
問合せ　役場環境課

日時　10/９（日）
対�象　保健・医療・福祉の各分野で

実務経験のある人（各業務により
経験年数、従事日数等の要件があ
ります）

願�書配布　
　 ６/30（木）まで役場福祉課または

愛知県高齢福祉課、県福祉相談セ
ンター地域福祉課、県民事務所等
で配布

受付期間　６/1（水）～30（木）まで
問�合せ　
　 愛知県社会福祉協議会福祉人材セ

ンター介護支援専門員実務研修受
講試験係

　☎ 052-212-5530
　　（６/１（水）～10/７（金））
　☎ 052-212-5516
　　（上記期間以外）

　国民年金は、20 歳から 59 歳の
すべての人が加入する制度です。
国民年金保険料の納め忘れが続く
と、将来の年金、障害年金、遺族年
金を受取ることができない場合があ
ります。納期内にきちんと納めま
しょう！
４年度の国民年金保険料
　月額 16,590 円
※ 納期は翌月末で、２年経過すると

納められなくなります。所得が少
ない等の理由で国民年金保険料の
納付が困難な場合は「保険料免除・
納付猶予制度」の手続きを行って
ください
保険料免除制度
　所得が少なく、本人・配偶者・世帯主
の前年所得が一定額以下の場合や、
失業の場合は、申請により保険料の
納付が免除になる場合があります。
保険料納付猶予制度
　20～49歳の人で、本人・配偶者の
前年所得が一定額以下の場合、申請
により保険料の納付が猶予されます。
保険料の後払い（追納）
　保険料の免除や猶予の承認を受け
た人は、もらえる年金額が少なくな
ります。免除などの承認期間が 10
年以内であれば、追納（後から納め
ること）ができます。
※ 追納の場合、当時の保険料額に経

過期間に応じた加算額を上乗せさ
れます
必要なもの（免除・猶予制度・追納）
・ 基礎年金番号またはマイナンバー

のわかるもの
・ 身分証明書（マイナンバーカード・

運転免許証等）
・ 離職票または雇用保険受給資格者

証の原本等（失業により免除・猶予
申請する人のみ）
申込み　役場保険医療課
追納に関する問合せ先
　半田年金事務所☎ 21-2375
マイナポータルから国民年金手続きの
電子申請ができるようになりました
詳しくは日本年金機構
ホームページをご覧
ください。
問合せ　ねんきん加入者ダイヤル
☎　　　☎ 0570-003-004

６月は環境月間！
第25回
愛知県介護支援専門員
実務研修受講試験

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか？

特別支援学校の体験入学

　

日時　７/25（月）、26（火）
　９：30～16：30
場�所　半田市福祉文化会館（半田市

雁宿町一丁目22番地の１）
対�象　幼児（３歳以上）から、来年度

に新1年生になるお子さん（６歳
まで）とその保護者
内�容　お子さんの発達や障がい、育

児に関する悩みや支援の仕方につ
いての相談
料金　無料（予約制）
申��込み・問合せ
　６/15（水）までに、申込書を役場
学校教育課へ
※申込書は、町内の各園にあります

　来年度に入学予定で、障がいの可
能性があると思われるお子さんと、
その保護者を対象に、特別支援学校
の様子を知っていただくため、体験
入学を実施します。希望者は、希望
する学校へ直接連絡してください。
◎半田特別支援学校（小学部）
日時　９/13（火）
対象　知的な発達に遅れのあるお子さん
場�所　半田特別支援学校 (半田市池

田町 2-30)
申込み　半田特別支援学校
　☎ 27-7061
◎ひいらぎ特別支援学校 ( 小学部 )
日時　６/29（水）、９/22（木）
対象　手足の不自由なお子さん
場�所　ひいらぎ特別支援学校（半田

市出口町1-８-１）
申込み　ひいらぎ特別支援学校
　☎ 26-7131
◎大府特別支援学校（小・中・高等学校部）
日時　７/13（水）、10/25（火）
対象　病気療養しているお子さん
場�所　大府特別支援学校（大府市森

岡町7-427）
申込み　大府特別支援学校
　☎ 0562-48-5311
※ 特別支援学校では、体験入学等以

外の日にも随時教育相談に応じて
います

　
日時　７/26（火）～31（日）
　各日４回（6日間・全24回）
　1回目　９：00～10：30
　2回目　10：30～12：00
　3回目　13：00～14：30
　4回目　14：30～16：00
内�容 さきおり（古くなった布を細

かく裂いて横糸にする織り方）で
テーブルセンターを作るはたおり
の体験
場所　歴史民俗資料館
対象　小学４年生以上
定員　各回２人
　　　（全48人・申込み順）
料金　200円
持ち物　古い布
申�込み・問合せ　６/25（土）９：00

から歴史民俗資料館
　☎ 73-4100
※電話申込みは同日13：00から

　

日時　毎週火・金曜日
　13：20～14：20
　15：45～16：45
場所　半田特別支援学校　相談室
　(半田市池田町 2-30)
対�象　知多半島在住の保育所・幼稚

園、 小・中学校、 高等学校の先生
や保護者
内�容　保育所・幼稚園や学校の生活

になじめない、学習に集中できな
い、理解力はあるのに文字を読む
ことが苦手等、気になるお子さん
の理解の仕方や支援の方法につい
て相談
料金　無料
申�込み・問合せ
　半田特別支援学校　教育支援部
　☎27-7061

　「ゼロカーボンシティ」の実現を
目指す町の今年の環境学習のテーマ
は「環境とエネルギーの関わり」・「ご
みと資源と３Ｒ」。施設見学やワー
クショップ等を通して夏休みの期間
に楽しく学んでみませんか。
日�時　８/17（水）9：15～16：00
（9：15までにゆめたろうプラザ
駐車場に集合）
場�所 東邦ガス　ガスエネルギー館・

エコパルなごや（名古屋市中区栄
1-23-13）
対�象　町内の小学４～６年生とその

保護者（各組につき大人１人以上
参加必要）
定員　24 人（申込み順）
料金　無料
申�込み　７/1（金）～15（金）の間に

役場環境課へ
※ 施設まではバスで移動。昼食を持

参してください
問合せ　役場環境課

1日目
日時　６/12(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　６/26(日)10：00～15：00
内容
①屋敷、建物の一般公開
②手品（10：30～11：00）　
出演　スイカーズ
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

夏休みの環境学習はたおり体験

三井家住宅一般公開日
（６月）

県立半田特別支援学校
ふれあい相談

早期教育相談
（子育てで気になることがある人へ）

　適切なブラッシング圧について知っていますか？歯を綺麗に磨こうと
思って、ついつい力を入れすぎてしまうことがあります。
　適切なブラッシング圧は、100～200ｇ程度の力です。新しくおろし
た歯ブラシの毛先が2-3週間で広がるようでしたら力の入れ過ぎと考え
られます。一度磨く力を確認して、一生使う歯を大事にしていきましょう。

歯を強く磨き過ぎていませんか

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識

ごみ拾い用の
ボランティアシールを作成しました
　地域の中には、率先して道路・公園等のごみを拾ってくださっている方がい
ます。この人たちのごみ出しの負担を軽減するため、ボランティアシールを作
成しました。
　ボランティアでごみ拾いした場合に、袋にシールを貼っていただくと、透明
または半透明の袋であれば集積所に出すことが可能になります。
シールをご入用の際は環境課窓口までお越しください。

ボランティアのごみの出し方（少量の場合）
①～④のいずれか
　①環境課へ持ち込む
　②環境課で減免申請書を記入し、
　　知多南部広域環境センターに持ち込む
　③お手持ちの町指定袋を使用し、地区のごみ集積所へ出す
　④透明または半透明の袋に入れて
　　ボランティアシールを貼って集積所へ出す
　※多量に出る場合は事前に役場環境課にご相談ください
　※ごみ袋の支給や団体活動のイベント用にトングの貸出ができます

▲ボランティアシール

  詳しくはこちら

問合せ　役場環境課
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危険物安全週間　
６月５日（日）～11日（土）

　ガソリンや化粧品、医療品等に含
まれている危険物は、取扱いを誤る
と大事故につながります。危険物の
正しい知識を持ち、適正に取扱いま
しょう。
火災予防のための注意事項
・危険物付近で火気を使用しない　　　　　
・ 容器は地震等で容易に転倒・転落

しないような措置をする
・風通しのよい場所で保管する
・ 蒸気の発散を防ぐためにふたは必

ず密栓する
統一標語
　一連の　確かな所作で　無災害
問�合せ　知多中部広域事務組合消防

本部予防課　☎ 21-1491

　３年度情報公開制度・個人情報保
護制度の実施状況は、次のとおり。
情報公開制度
　開示請求　　29 件
　開示状況　全部開示　26 件
　　　　　　一部開示　３件
個人情報保護制度
　開示請求　　１件
　開示状況　全部開示　１件
問合せ　役場総務課

情報公開・個人情報
保護制度実施状況

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
３年度の選挙人名簿の抄本の閲覧状況は、次のとおりです。

申請者 事務所の所在地 利用目的
閲覧日

（令和3年）
選挙人の範囲

区域 人数

愛知県企画政策局長
名古屋市中区三の丸
3-1-2

県政世論調査
6 月 7 日 第 11 投票区 20 人

9 月 30 日 第５投票区 20 人

愛知県防災安全局長
名古屋市中区三の丸
3-1-2

防災に関する意識調査 6 月 7 日 第 6 投票区 20 人

( 一社 ) 共同通信社
東京都港区東新橋
1-7-1

世論調査 9 月 7 日 第 10 投票区 12 人

国立大学法人大阪大学大
学院人間科学研究科長

大阪府吹田市山田丘
1-2

学術研究 9 月 14 日 第 7 投票区 32 人

日本共産党武豊委員会 武豊町字瀬木 25-2 政治活動 10 月 12 日 全区域 1,314 人

読売新聞
東京都千代田区大手町
1-7-1

世論調査 11 月 22 日 第 3 投票区 45 人

■計画期間　令和３～12 年度

■取組分野 3‐4���文化芸術 （生涯学習課（町民会館）） 

●どんなまちを目指すの？
　　誰もが気軽に文化芸術活動に触れ、参加でき、世代や地域、立場

　を超えて交流し、豊かな心を育むことができるまちを目指します。

●その他の事業はこちらからご確認ください
（該当ページ第６次武豊町総合計画Ｐ100～101）

●どんな事業が予定されているの？
＜学校アウトリーチ＞
　芸術を表現する側と見る側の垣根を越

えて、アーティストと子どもたちの間で

お互いに積極的な交流を図り、芸術を身

近に感じる心を育てることを目的に取り

組んでいます。

　毎年町内の全小学校 4 年生を対象にア

ウトリーチを行い、小さい会場・少人数（ク

ラス単位）でプロの演奏や表現を鑑賞した

り、一緒に参加する機会を提供します。

第６次武豊町総合計画の取組第６次武豊町総合計画の取組

　

問合せ��役場環境課

問合せ　ゆめたろうプラザ ( 町民会館 )
☎ 74-1211

　この時期になると、草や樹木が
青々と生い茂っている場所を見かけ
ます。緑にあふれ、きれいに見えま
すが、管理が行き届かないと害虫の
発生や、交通障害等、近隣の迷惑に
もなります。
　また、ごみの不法投棄の原因にな
る場合もありますので、所有者や管
理者は、草刈りや枝払いを定期的に
行う等、手入れを心がけましょう。
　なお、刈り取った草や枝は自分で
焼却せずに、土を払い、ごみと分け
れば資源としてリサイクルできま
す。「もやさなければならないごみ」
の日に、透明・半透明の袋に入れて
各地区の集積所に出せます。中身が
見える袋であれば指定袋でなくても
構いません。
　集積所では「もやさなければなら
ないごみ」を回収した後に、袋に入っ
た草・枝を回収します。袋に入れら
れないほど量がある場合は、エイ
ゼン臨海工場、いちはらエコステー
ションに直接お持ちください。
問合せ　役場環境課

　武豊町住宅用地球温暖化対策設備
設置費補助金制度について、ＺＥＨ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
に関する補助要件を一部変更しまし
た。
　詳しくは町ホームページをご覧く
ださい。
問合せ　役場環境課

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、予定していたイベント
を中止とします。
日にち　７/23（土）
問合せ　役場生涯学習課

　冨貴地区内在住の数え 75 歳以上
の人に対し、地域の発展と日頃の区
行政への協力へ感謝するため敬老会
を開催します。
日時　６/19（日）９：30～
場所　東大高公民館
※ 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　冨貴地区区長会長 小

こ

坂
さか

　☎ 73-2049

　厚生労働省より布製マスクの提供
がありましたので福祉課窓口にて配
布しております。
※無くなり次第終了
問合せ　役場福祉課

冨貴地区敬老会
土地の適正管理に
心がけましょう

布製マスクの配布

サマーサイエンス
スクール（中止）

※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

武豊町住宅用地球温暖
化対策設備設置費補助
金について（改正）

問合せ��役場環境課
世界の平均気温

気象庁

100年間で0.73℃平均気温が
上昇しています。

平
均
気
温
か
ら
の
差（
℃
）
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    0

-0.5

-1.0

-1.5

1890　　　　　　　　1960　　　　　　　2020（年）

　最近、猛暑や豪雨等の異常気象の話題をよく耳にしませんか？こ
の原因として、二酸化炭素を始めとする温室効果ガスが増えたこと
による地球温暖化の影響が考えられています。
　事実、日本を含めた世界の平均気温は100年前と比べて0.73℃
上昇しており、データを見ると地球の温暖化は間違いなく進行して
います。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、この気温上昇
について、人間の影響が地球の気候を温暖化させてきたことに疑う
余地がないと断定しています。

ゼロカーボンシティたけとよ 環境コラム��vol.1

今回は、学校アウトリーチを紹介
するよ！

～ちょっと未来の武豊を紹介～

▲カルテットスピリタス (武小)

▲かとうかなこ＆田島隆 (緑小)
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人口　43,258人（-267）
　男　21,804人（-183）
　女　21,454人　�(-84）
世帯　18,579　　��（+8）

内外国人　1,108人
　男　620人　　女　488人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷５人（-4)

町県民税　第１期

救急出動
急病76人（-６)　一般負傷14人（+3）
交通事故8人（+5）

火災

建物�0件（-３）車両�０件（±0）
その他�0件（±0）

出産　
　男12人（-2）　女8人（+1）

人口　　5月１日現在

事故災害状況　　4月分

納税　　納期限6月30日（木）

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

月 日 区　名 収集場所

7

6（水） 東大高 �東大高公民館
13（水） 市原 �市原農村広場

20（水）
玉東 �武豊中学校南門前
富貴 �富貴公民館駐車場

27（水）
富貴市場 �富貴ヨットハーバー堤防
新田 �新田防火用水

【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7 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）

※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

�閲覧請求者および申出者の氏名�
�※法人の場合にあっては名称

 　および代表者等の氏名
利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社野村総合研究所
専門執行役員　立花　博史

「日本放送協会（ＮＨＫ）の
テレビ視聴に関する調査」

３年６月１日
桜ケ丘四丁目の一部及び周辺地域から
抽出、満16歳以上（平成17年６月末日
まで生まれ）・・・14件

日本銀行情報サービス局
局長　渡邉　昌一

「生活意識に関する
アンケート調査」

３年６月 10 日
長峰、梨子ノ木地域の20歳以上の男女
個人・・・15件

昭和 56 年度酉戌会
代表　榊原　徳久

厄歳名簿作成 ３年８月２日
富貴地区在住の平成10年４月２日～
平成11年４月１日生まれの男

内閣府政策統括官（政策調整担当）付
参事官（青少年環境整備担当）

小山　巌

令和３年度「青少年のインター
ネット利用環境実態調査」

３年９月 21 日

梨子ノ木、梨子ノ木一丁目～二丁目、三
丁目～
平成15年11月２日～平成23年11月
１日に生まれた日本国籍を持つ男女

（10歳～17歳）・・・20件

学校法人　中央大学
学長　河合　久

「メディアの利用と意識

に関する調査」
３年 10 月 14 日

東大高字浦之島在住の一部、満12歳以上
69歳以下男女（昭和26年12月１日～平
成21年11月30日生まれ）・・・８件

愛知県知事　大村　秀章
「子ども・若者の生活

実態・意識調査」
３年 10 月 20 日

平成17年４月２日以降に生まれた15
歳以上～満39歳以下の者・・・20件

一新クラブ

会長　栗本　孝成
老人会名簿作成 ３年 12 月６日

富貴市場区、新田区に在住の
昭和37年４月２日～昭和38年４月１
日生まれの男女

一般財団法人日本宝くじ協会　

理事長　山口　一久

「宝くじに関する世論

調査」実施のため
４年２月２日

東大高字川南の一部から抽出を開始し、
18件になるまで・・・18件

国土交通省総合政策局

交通政策課長

「大都市交通センサス大

都市圏住民調査」のため
４年２月 14 日

令和３年12月１日現在５歳以上の者
（男女は問わない）、武豊町全域から・・・
20件

　令和３年４月１日から令和４年３月31日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法第
11条第３項および第11条の２第12項の規定により、下記のとおり公表します。

住民基本台帳の閲覧状況の公表 問合せ  役場住民窓口課
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相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
7 月 13 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（☆）

7 月 8 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 1 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（☆） ７月はありません

不動産無料相談会 7 月 19 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 ７月はありません

障がい（児）者のため
の巡回相談

7 月 7 日（木）
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

7 月 14 日（木）
13：30 ～ 16：30

思いやりセンター
会議室Ｂ

 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（☆）

7 月 12・26 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

7 月 21 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7月
　知多南部広域環境組合の財政状況を公表します。

　これは、組合を構成する市町（半田市、常滑市、南知多町、美浜町および武豊町）からの分担金、国

からの補助金などが、どのように使われているか知っていただくため実施するもので、今回は、令和 4

年 3 月 31 日現在における予算の執行状況等です。

　当組合は、環境負荷の低減、熱エネルギーの効率的回収、財政負荷の低減などを目的に、ごみ処理施

設の広域化のため平成 22 年 4 月 1 日に発足し、令和４年４月に供用開始した知多南部広域環境セン

ター ( ゆめくりん ) の管理運営を行っています。詳しくは、組合ホームページをご覧ください。

※ 令和３年度分の現金の出納を整理する期
間（令和４年４月１日～５月31日）を含め
た決算状況は、12月にお知らせします

●令和３年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和4年3月31日現在）

●公有財産の現況（令和4年3月31日現在）

●公債および一時借入金の現況（令和4年３月31日現在）

科目（款） 予算額（Ａ）円 収入済額（Ｂ）円 収入率（％）

歳

入

 分担金および負担金 401,495,000 401,494,369 100.0

 使用料および手数料 112,681,000 48,243,100 42.8

 繰越金 5,759,000 5,759,212 100.0

 諸収入 27,134,000 6,414,153 23.6

 組合債 8,607,600,000 8,607,600,000 100.0

 国庫補助金 3,863,930,000 3,863,930,000 100.0

合計 13,018,599,000 12,933,440,834 99.3

�科目（款） 予算額（Ａ）円 支出済額（Ｂ）円 執行率（％）

歳

出

 議会費 659,000 85,684 13.0

 清掃総務費 66,331,000 64,444,826 97.2

 ごみ処理施設建設費 12,824,249,000 3,942,682 0.0

 公債費 122,360,000 122,359,438 100.0

 予備費 5,000,000 0 0.0

合計 13,018,599,000 190,832,630 1.5

知多南部広域環境組合財政状況の公表（令和３年度分）

▲組合ホームページ

区分 延面積

土地・行政財産 50,000.60 ㎡

区分 金額

組合債 12,576,057,064 円

問合せ��知多南部広域環境組合�
　　　 ☎84-1007


