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コロナワクチン接種についてコロナワクチン接種について

・接種券が届き次第予約が可能です
 ３回目・４回目ともに前回の接種から５か月以上の間隔をあけて接種してください。
・予約枠は接種券の発送と同じタイミングで拡大予定です

●追加接種券発送スケジュール

●予約について

問合せ  保健センター 
　　　 ☎ 72-2500

Pick Up NewsPick Up News

・キッチン用品　・食器　・日用雑貨品　・育児関係
・本　・家具　・おもちゃ　・ファッション　・衣料品
・ゲーム　・CD　・DVD

・コンセントからの電気を動力としているもの（電池は可）
・汚れや破損の酷いもの　・１人で持てない重さのもの
・処理困難物（家電4品目等）

・�幅、奥行、高さがいずれも１ｍを超えないもので内１か
所は、70㎝以下であること
・衣類は洗濯してください
※駐車の際は各施設の駐車場をご利用ください
※�予備日の開催可否は町ホームページ・Twitter・
　メールサービスでお知らせします

　環境課では10月9日（日）に開催予定の
たけとよスポーツ day にリユースパークを
出店します。そこで、必要となるリユース品
を募集します。

対象用品

対象とならないもの

提供していただく際のお願い

問合せ  役場環境課

消防署銀行
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■砂川会館駐車場

浅水川

もういらないけど

まだ使えるものありませんか？

リユース品 リユース品 大募集大募集
募集日時

７月31日（日）、８月28日（日）
９月18日（日）(予備日)
※雨天時は役場のみ開催

9：00�-�11：00

展示
��・
譲渡

リユースパーク
（地域交流センター2階）

発送日 対　象

7月11日予定
　　　　２回目接種日が令和４年２月１日～28日の人

　　　　３回目接種日が令和４年２月21日～28日の人　　　　

7月21日予定 　　　　３回目接種日が令和４年３月１日～10日の人

８月１日予定 　　　　３回目接種日が令和４年３月11日～20日の人

3回目

4回目

4回目

4回目

　基礎疾患を有する人で、
４回目接種を希望する人
は、申請が必要です。
　申請は保健センター窓
口、郵送、インターネッ
トにて受け付けています。
詳しくは町ホームページ
をご確認ください。※３回目は 12 歳以上の人、４回目は 60 歳以上の人が対象

インターネット予約 電話予約

武豊町新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト
URL　https://jump.mrso.jp/234478/
※ インターネットで予約ができるのは接種（予定）日の
　７日前までです。早い日にちを希望する
　場合はコールセンターへお電話ください
※接種可能日以降の日程しか表示されません

武豊町コロナワクチン予約専用電話
☎0569-47-7155
受付時間　平日 9：00 ～ 17：00（祝日は除く）
※ 必ず番号をお確かめの上、おかけ間違いの

ないようご注意ください

※現時点では、コロナワクチン接種事業は令和４年９月末までです

対�象　小学生以上

募�集作品　身近な疑問や不思議に

思ったこと、興味を持ったことを

公共図書館や学校図書館を使って

調べ、まとめた作品

形�態　小学生はB4サイズまで、中学

生以上はA4サイズまで、1ページ

以上50ページ以内（目次・参考文

献のページは含まず）

※ 参考文献は資料名、図書館名を必ず明記

提�出先　９/１（木）～18（日）に、小・

中学生は各学校、高校生以上は武

豊町立図書館まで

　コスプレはハロウィンだけじゃな

い！３年ぶりに開催する「ふるさと

まつり」の仮装大会に参加しません

か。小さなお子さんも参加できます。

日時　８/20（土）夜

　※雨天時は 21（日）に順延

場所　中央公民館　東広場

対象　個人・団体

申�込み　７/29（金)から８/12（金）

の17：00までに役場生涯学習課ま

たは中央公民館（☎73-2424）へ

　親子で血液や体について知る機会

として、ぜひ参加してみませんか。

日時　8/25（木）13：10～15：00

場所　思いやりセンター 2階

対象　小学４～６年生と保護者

内�容　クイズや献血おもしろゼミ

ナールを通じて、献血の大切さに

ついて学ぶ。献血バス、緊急車輛、

マスコット「けんけつちゃん」と

の記念撮影、血液型判定も行いま

す。（希望する小学生のみ）

定員　15組

費用　無料

申�込み・問合せ　

　 7/4（月）～19日（火）の間、保健

センター窓口または電話（☎72-

2500）にて受付。

※ 参加希望者多数の場合は抽選とな

ります

　武豊町婦人会主催の民踊講習会を

開催します。６月の町主催の民踊講

習会で紹介された新曲も、練習しま

す。

どなたでもご参加いただけます。

日時　７/24（日）13:30～15:30

場所　中央公民館　講堂

料金　無料

持ち物　うちわ、お茶（水分補給用）

問合せ　婦人会長　大
おお

野
の

由
ゆ

美
み

子
こ

　☎72‐4169

日時　7/28（木）

　①10:00～12:00

　②13:30～15:30

※①か②のどちらかを選択

場所　衣浦西部浄化センター

　　　（半田市川崎町４‐１）

対象　小学生とその保護者

※ 保護者１人に対し子ども何人でも

可

内�容　下水処理の話、顕微鏡観察、簡

易実験、施設見学等

定員　各回30人程度（申込み順）

料金　無料

申込み・問合せ
　 7/11（月）から、平日9：30～

　 16：30に衣浦西部浄化センター

へ☎24-6061

日時　９/15（木）13：00～16：10

場�所　半田市福祉文化会館（雁宿ホール）

定員　50 人（申込み順）

料金　7,000 円

申込み　

　一次募集：７/25（月）～８/１（月）

　二次募集：8/19（金）～20（土）

※ 申込方法は、（一財）日本防火・防

災協会ホームページにてご確認く

ださい

問�合せ　（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

※ 公共交通機関、徒歩でお越しくだ

さい

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

ふるさとまつり
仮装大会参加者

2022　親子で学ぶ！
夏休み親子血液教室

婦人会主催 民踊講習会

甲種防火管理講習（再講習）

夏休み
親子下水道教室

第7回図書館を使った
調べる学習コンクール
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　成人の野菜摂取量の目標は1日350ｇです。しかし、すべての世代で目
標には届かず野菜が不足しています。１皿70ｇとして１日に５皿食べる
ことが目標ですが、１～２皿の人が多いのが現状です。まずは、１皿プラ
スすることからはじめましょう。簡単に野菜を摂るにはそのまま食べら
れる野菜やカット野菜、冷凍野菜を上手に活用しましょう。野菜は生活習
慣病予防だけでなく、免疫の向上にも効果がありますよ。

野菜をプラス１皿しよう

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識

けんけつちゃん▶
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　夏は、暑さによる疲れ等から注意
力が散漫になり、交通事故の発生が
心配されます。また、夏特有の解放感
で飲酒の機会が増え、飲酒運転によ
る交通事故の発生も懸念されるた
め、「夏の交通安全県民運動」を展開
し、交通事故の防止を図ります。
運動重点
・ 子どもと高齢者を始めとする歩行

者の安全確保と保護意識の醸成
・ 飲酒運転根絶等に向けた安全運転

意識の向上
・ 自転車の交通ルール遵守の徹底と

安全確保
問合せ　役場防災交通課

　三河湾は、多種多様な生物が生息
しており、生物多様性に富んだ海域
です。しかし、外洋に面していないた
め、海水の交換が少なく、人口増加や
生活排水の増加により汚染が進んで
います。
　三河湾を「美しく豊かで親しめる
海」に再生するために、７月の第４
水曜日（今年は７/27）を、「豊かな海

“三河湾”環境再生推進の日」、その日
から１週間を「豊かな海“三河湾”環
境再生推進週間」とし、啓発活動を
行っています。
　一人ひとりが日ごろの生活の中
で、川や海を汚さないように心がけ
ましょう。
問合せ　役場環境課

　武豊町は、核兵器のない平和な世
界を目指すため、平成７年に非核・
平和都市宣言をしています。みなさ
んにも広くこの趣旨をご理解いただ
くため、日本非核宣言自治体協議会
から原爆写真のパネル等をお借り
し、非核平和パネル展を開催します。　　　
　広島・長崎の原爆被害の実態や核
兵器の状況等について、わかりやす
く説明した資料になっています。こ
の機会にぜひご覧ください。
日時　８/10（水）～21（日）
場所　武豊町民会館　ロビー
問合せ　　
　役場総務課

　水道メーターは法律（計量法）で８
年間の有効期間（検定満期）が定めら
れているため、定期的に新しいメー
ターと交換します。交換費用は原則
無料です。
　町がメーター交換を依頼した業者
は、町発行の「身分証明書」を携帯し
ています。不審に思われた際には、証
明書の提示を求めるか、水道お客様
窓口までお問合わせください。メー
ターの交換作業は８・10・12月のみ
となります。
問�合せ　水道お客様窓口（役場上下

水道課内）

　三五会様より学校の教育環境の充
実に活用してもらいたいと、富貴小
学校に16,850円のご寄附をいただ
きました。ありがとうございました。
問合せ　学校教育課

◎1日目
日時　7/10（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　７/24（日）10：00～15：00
内容　①屋敷、建物の一般公開
　② 催し　シンクロパペット
　　（10：30～11：00）
出演　吉

よし

田
だ

由
ゆ

美
み

子
こ

さん
料金　無料
共通事項
場所　三井家住宅（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

日にち　①７/16（土）
　②７/23（土）、24（日）
場所　
　①東海市芸術劇場
※有料駐車場あり。公共交通機関推奨
　②半田地方合同庁舎
※無料駐車場あり
参加機関
・自衛隊愛知地方協力本部半田所
・ 愛知県警察半田警察署または東海

警察署
・ 知多中部広域事務組合消防本部ま

たは東海市消防本部第四管区海上
保安本部

・衣浦海上保安署
内�容 　担当者による採用制度説明。

個別相談もあり
申�込み　ＱＲコードを読み取り、

メールフォームへ必要事項を入力
して送信（申込み順で連絡あり）
問�合せ　
　自衛隊愛知地方協力本部半田所　　
　☎21-0004

三井家住宅
一般公開日（７月）

非核平和パネル展を
開催します

公安系公務員合同説明会

水道メーターの交換
が始まります

ご寄附ありがとう
ございました

夏の交通安全県民運動
７/11(月)～20(水)

豊かな海“三河湾”環境
再生推進週間

　町では、もやさなければならない
ごみを始めとするごみの減量や、ご
み処理の課題に向けて取り組むた
め、一般廃棄物処理基本計画の策定
を予定しています。この計画に町民
の方のご意見を幅広くお聴きし、反
映していくため、「一般廃棄物処理基
本計画策定会議委員」を募集します。
会�議予定　８月上旬・９月上旬～10

月上旬・11月上旬・５年２月上旬
募�集人数　２名（応募の内容、面接等

により選考を行う場合がありま
す。）　

応募要件　
　次の要件をすべて満たす人
　① 町内在住の20歳以上の人
　　（８月１日現在）
　②開催予定の会議に出席が可能な人
任�期　一般廃棄物処理基本計画案の

策定まで（令和５年２月末予定）
謝礼　6,600円／回
応�募方法　７/20（水）までに、小論

文と必要事項を応募用紙にご記
入のうえ、直接またはFAX・郵送・
メールで下記へ提出（用紙は役場
環境課にて配付または町ホーム
ページからダウンロード可）

応募先・問合せ　
　役場環境課　
 　〒470-2392　
　　武豊町字長尾山２番地
　72-1326
メ�ール　kankyo@town.

taketoyo.lg.jp

日時
　①７/8（金）午後　
　②10/27（木）午後
　③５年１/27（金）午後　
※ 詳しい時間は、予約時にご案内し

ます
場所　①②半田保健所
　③半田保健所美浜駐在
申込み
　 半田保健所健康支援課こころの健

康推進グループ（☎21-3340）ま
で、電話にて予約

　要介護（要支援）認定を受けている
人と総合事業対象者へ、「介護保険負
担割合証」を７月中に送付します。８
月以降にサービスを利用する際の利
用者負担割合が記載されています。
お手元に届きましたら、介護保険被
保険者証と一緒に大切に保管しま
しょう。
※ 利用者負担の上限額を超えた分に

ついては、申請すると高額介護サー
ビス費として後日支給されます
問合せ　役場福祉課

介護保険負担割合証
の交付

問合せ　役場福祉課

※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

４年度介護保険料納入通知書の送付

介護保険料納入通知書を、７月中旬までに送付します。
対象　65歳以上の人
内容　令和４年度の介護保険料の額、納付方法
納�付方法　
　 納付書が同封されている場合は役場、富貴支所、納付書裏面に記載してある町

指定金融機関の窓口・コンビニエンスストア、またはスマートフォン決済で納
付をお願いします。

※ 公費による低所得者保険料軽減強化の対象の人は
　軽減後の介護保険料となります。
　詳しくは同封の「介護保険料のしおり」をご覧ください

公費による低所得者保険
料軽減強化の対象

軽減前の介護保険料 軽減後の介護保険料

第１段階 29,760 円 17,850 円

第２段階 41,660 円 29,760 円

第３段階 44,640 円 41,660 円

精神科医師・酒害相談
員によるアルコール
専門相談

一般廃棄物処理基本計
画策定会議委員募集

FAX

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�8/10(水） 9:00～11：00　場所�中央公民館

問合せ　役場産業課　　
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医療

住まい

介護

生活支援
介護予防

地域包括支援センター
ケアマネジャー

活動の場の提供

介護ケア・
サービスの提供

通所・入所

通院・入院

医療ケア・
サービスの提供

自治会や
ボランティアへの参加

※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

月 日 区　名 収集場所

8

10（水）
北山 �北山構造改善センター
馬場 �馬場公民館

17（水）
中山 �中山公民館
下門 �池田公園南西角

24（水）
上ケ �アサリ池南集積場
市場 �神宮社境内

【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8 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・おおあし資源回収エコステーションでの
　回収【無料】
　受付時間　9：00～15：00
　（年末年始を除く）

知多南部広域環境センター（ゆめくりん）での焼却作業をスムーズに行うために、
以下のごみを出す際には下記のように出していただけるようご協力をお願いします。

ごみの出し方についてのお願い

○地区の粗大ごみ収集・エコステーションに出す
○知多南部広域環境センターへ持ち込み

集積所に出す

長さが60㎝を超える
布類
�（包帯・布団カバー・シーツ・ラグマット等）
ひも類�

（ビニールひも、ラッピング用リボン等）

250㎝× 150㎝× 100㎝以下に
切るか、折るまたは束ねて縛る

折るまたは束ねて、
縛ってから袋に入れる

長さが60㎝を超える
ゴム製またはプラスチック製の
パイプ、チューブ、ホース

250㎝以下に切る
長さ60㎝以下に

切って
袋に入れる

場所
種類

※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

住み慣れた地域で助け合う住み慣れた地域で助け合う

地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム

問合せ  役場福祉課
　地域包括ケアシステムとは住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期
まで続けられる仕組みのことです。
　地域一体となり高齢者を支えるシステムの深化・推進に取り組んでいます。

町では憩いのサロン・
体操サロン（P29) を
行っています。
ぜひご参加ください！
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相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
8 月 10 日（水）

13：30 ～ 16：00
※受付は 15：30 まで

中央公民館
2 階第 3・4 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（☆）

8 月 12 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（☆）

8 月 4 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

☎73 - 4801

不動産無料相談会 8 月 16 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 8 月 16 日（火）
13：30 ～ 16：30

役場
２階第 3 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

8 月 5 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

8 月 4 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（☆）

8 月 9・23 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

8 月 18 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

人口　43,298人（-216）
　男　21,829人（-145）
　女　21,469人　�(-71）
世帯　18,617　　��（-43）

内外国人　1,134人
　男　640人　　女　494人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷6人（-7)

固定資産税・都市計画税（第２期）
国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料（普通徴収第１期）

救急出動
急病67人（-10)　一般負傷21人（+2）
交通事故7人（±0）

火災

建物�0件（-2）車両�０件（±0）
その他�1件（+1）

出産　
　男15人（±0）女15人（+10）

人口　　6月１日現在

事故災害状況　　5月分

納税　　納期限8月1日（月）

まちの情報まちの情報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、高齢者等、
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」
により、ＣＤを録音し、お届けをし
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

「海の事故ゼロキャンペーン」（7/16～31）

海の「事件・事故」は�118番
海に行くときは，
　・天候、海上模様の確認
　・船体やエンジンの点検
　・ライフジャケットの着用
　・連絡方法（携帯電話など）の確保
　・見張の徹底　　等に注意してください。
詳しくは、海上保安庁「海の安全情報」のホームページをご覧ください。
問合せ　衣浦海上保安署　☎ 22-4999
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　町では、町民のみなさんからご意見・ご提案をお聴きする広聴事
業として、「町長への提案」（手紙形式）や「町政のご意見」（町ホーム
ページ専用フォーム）を行っています。
みなさんのご意見をお待ちしております。

①�手紙「町長への提案」　

役場等の公共施設に設置している専
用用紙より、役場へ郵送または持参し
てください。
※専用用紙は切手なしで送れます

②ホームページ「町政のご意見」

町ホームページ専用フォームを
ご利用ください。

【右下ＱＲコードからもアクセスで
きます】

▲町ホームページ

問合せ  役場秘書広報課


