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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

　愛知県では若者の３回目接種への関心を高め、接種の加速を図るため、SKE48と
スペシャルコラボをした、ワクチン接種啓発動画を作成しています。また、12歳～
39歳で、８月31日までに３回目接種をした人に対しプレゼントキャンペーンも実施
しています。詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。

●追加接種券発送スケジュール

「SKE48の教えて３回目接種～若い世代の新型コロナワクチンを打とう～」

の動画配信について

問合せ  保健センター 
　　　 ☎ 72-2500

発送日 対　象

8月10日予定
　　　　２回目接種日が令和４年３月１日～31日の人

　　　　３回目接種日が令和４年３月21日～31日の人　　　　

8月22日予定
　　　　２回目接種日が令和４年４月１日～30日の人

　　　　３回目接種日が令和４年４月１日～30日の人

3回目

3回目

※３回目は 12 歳以上の人、４回目は 60 歳以上の人が対象
※予約枠は接種券の発送と同じタイミングで拡大予定

問合せ  役場住民窓口課

マイナンバーカード交付申請書が届きます！マイナンバーカード交付申請書が届きます！

マイナンバーカードをお持ちでない人を対象に

●�マイナンバーカードをお持ちでない人に、7月下
旬から９月上旬にかけて、オンライン申請用QR
コード付きマイナンバーカード交付申請書が送付
されます。この申請書は、国と地方公共団体が共
同で運営する「地方公共団体情報システム機構」
（J-LIS）から送付されます。

　新型コロナウイルスワクチン接種が受けられる時期は、令和４年９月30日までとなっており、
10月以降の接種について、現時点では国から方針が示されていません。
接種をご希望の人は、お早めに予約をお願いします。

●�住民窓口課では、マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の撮影を行い、申請のお手伝いをする窓口を
開設しています。マイナンバーカードは、ご自身で申請していただけますが、写真撮影等ひとりでの申請
に不安がある人はぜひ、ご利用ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜場所・日時＞　
　役場住民窓口課　9：00 ～17：00　※土日祝日を除く
＜必要な持ち物＞　
　マイナンバーカード交付申請書（お持ちの人）　本人確認書類（運転免許証等）
＜その他＞
・ご来庁の順番で対応させていただきます。時間に余裕を持ってお越しください
・お昼（正午～午後１時）等窓口の混雑状況により、特にお時間を頂戴する場合があります
・申請後、マイナンバーカードの受け取りのため、ご本人様に再度ご来庁していただく必要があります

マイナンバーカードの申請をお手伝いします！

　届いた申請書の QR コードをスマート
フォン等で読み取ることで、簡単に申請
ができます。この機会にぜひ、マイナンバー
カードをつくりませんか？

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。

▲愛知県ホームページ

　大規模な地震が発生した際、水の

確保は重要な課題です。災害時に使

用できる水を確保するため、「災害時

生活用水協力井戸」の募集します。

募集内容
　町内に井戸を持ち、災害時に飲料

水以外の生活用水として、井戸水提

供にご協力いただける人

※３年度以前に申込した人を除く

申�込み　８/31（水）までに、役場防

災交通課へ

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人）

※短大・大学卒の人は受験できませ

ん

採用予定人員　３人程度

試験日　９/18（日）

申�込み　８/９（火）～17（水）の間に

知多中部広域事務組合消防本部総

務課へ直接持参

   （土・日・祝日は除く）

※ 申込書等は、知多中部広域事務組

合ホームページよりダウンロード

または、消防本部総務課にて配布

問合せ　知多中部広域事務組合

　☎21-1490　　22-7420

　町では、社会実験として移動が困

難な高齢者の買い物を支援するモデ

ル事業のボランティアを募集しま

す。困っている人の手助けに、あなた

の力を活かしてみませんか。

内�容　車両の運転・補助、事業の運営

募集期間　8/29（月）～９/９（金）

ボランティア研修　※変更の場合あり

　９/22（木）13：30～16：00

　10/18（火）9：30～16：00

　11/14（月）13：30～16：00

モデル事業実施
　11/28（月）～12/23（金）のうち

４～８回

申込み・問合せ　役場福祉課

　町内で子育て支援活動をしてい

る、またはすることができる個人や

団体がお互いの情報を交換し合いな

がら、子育て支援のネットワークを

広げています。子育て支援に関心の

ある人、ぜひご参加ください。

日時　９/２・11/11・5年1/6・3/3　

　いずれも金曜日10:00～11:30

対�象　町内で子育て支援活動をしてい

る、またはすることができる個人や団体

場所　地域交流センター

問合せ　役場子育て支援課

　いじめ・虐待等、子どもの人権に関

わる悩み、心配ごと等の相談に応じ

ます。秘密は固く守られます。ひとり

で悩まず、気軽に相談してください。

日時　8/26（金）～9/1（木）

　８：30～19：00

　ただし、８/27（土）・28日（日）は、

　10:00～17:00

※  通常は、平日の８:30～17:15

　相談専用電話（子どもの人権110番）

　☎0120‐007‐110（フリーダイヤル）

問合せ　名古屋法務局人権擁護部

　☎052‐952‐8111(内線1471）

　介護に興味・関心があり勉強した

い人や介護事業所で活躍したい人を

対象とする、演習を交えた研修です。

日時
【基礎】９/１（木）13：30～16：30

【入門】９/９（金）、16（金）、29（木）

　　　9：30～16:30

※各講座のみの受講可　 

場�所　東海市立商工センター

　（東海市中央町4-2）

対象　県内在住の高校生以上の人

料金　無料

申�込み　役場設置チラシ、FAX、

ホームページから※申込順

　 0800-200-9915

問���合せ　愛知介護サポーターバンク

　運営事務局

☎0800-200-4415

　9：00～17：45

　（平日のみ）　

日時　９/24（土)～11/12(土)

　　　毎週土曜日（全７回)

※10/1(土)を除く

９：30～12：00

内�容　耳の不自由な人への情報伝達

手段の１つである｢パソコン要約

筆記」についての基礎的な技術を

学ぶと同時に「言葉」「日本語」の大

切さやコミュニケーションについ

て考える。

場所　美浜町生涯学習センター

　（美浜町北方十二谷125）

対�象　基本的なパソコン操作ができ

る人・武豊町・美浜町・南知多町の

在住、在勤、在学の人

定員　20人

料金　無料

持�ち物　筆記用具、ノートパソコン

　（Windows8.1以上のOS搭載）

申�込み　９/９(金)までに武豊町社

会福祉協議会へ　☎73‐3104

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

介護に関する
入門的研修

パソコン要約筆記
ボランティア養成講座

移動支援ボランティア

消防職員

災害時生活用水協力井戸

FAX

FAX

たけとよ子育て
つながるサロン参加者

全国一斉｢子どもの人権
110番｣強化週間
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日時・場所
　毎週金曜日　10：00～12：00　
　（全20回）※12/30（金）を除く　

【武豊町中央公民館】
　10/7～11/18

【美浜町生涯学習センター】
　11/25～5年１/6

【南知多町総合体育館】
　５年1/13～2/24
内�容　聴覚障がい者の生活および関

連する福祉制度等の理解を深め、
手話で日常会話を行うに必要な手
話表現技術の習得する
対象　
・ 手話や聴覚障がい者への支援活動

に意欲や関心がある人　　
・ 全日程のうち８割以上出席ができ

る見込みの人
・ 武豊町、南知多町、美浜町に在住、在

学、在勤の人
講師　知多地区聴覚障害者支援センター
定員　20人
申�込み　９/30(金)までに
　武豊町社会福祉協議会へ
　☎73‐3104

手話奉仕員養成講座・
入門編

子育てサポート講座

「いきること＝息すること
～みなさんで歌いましょう～」
日時　９/7(水)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　永

なが

井
い

秀
しゅう

司
じ

さん（声楽家）
料金　無料
申込み・問合せ　役場生涯学習課
※当日受付可

1日目
日時　8/14(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　8/28（日）10：00～15：00
内容　①屋敷、建物の一般公開
　　　②催し　大正琴（10：30～11：00）
出演　キーハープ琴技会　
　白

しら

木
き

原
はら

敬
けい

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

楽しみながらごみ処理を学ぼう！
日時　８/５・12・19・26(金)
　　10：00～12：00 
内�容　クイズ形式の工場見学やゲー

ム、工作等を楽しむ
定員　30人（申込み順）
場�所　知多南部広域環境センター管

理棟（字一号地11-37）　　
申込み・問合せ　
　知多南部広域環境センター
　☎84-1731

　子どもと自分の「行動」に着目
し、見方を整理することで、子育て
がちょっと楽になる子育てサポート
講座です。
日時　１回目９/13（火）
　　　２回目９/27（火）
　　　３回目 10/4（火）
　いずれも 10：00 ～ 12：00
場所　保健センター
対�象　発達に不安のある小学３年生

までのお子さんを持つ保護者
※３日間とも参加できる人
定員　12 人※申込み順
料金　無料
託児　あり（申込みが必要です）
申�込み　9/9（金）までに、電話また

は申込みフォームから
問合せ
　特定非営利活動法人 PakaPaka
　☎ 77-0492

問合せ　
（一社）愛知県危険物安全協会連合会
☎ 052-961-6623対象　

　免状交付者で現に危険物製造所等において
　取扱作業に従事している人（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
申込み　８/29（月）までに、郵送またはホームページより
　（一社）愛知県危険物安全協会連合会へ
※申請書は最寄りの消防署にて配布
　

第２回危険物取扱者保安講習

講習日 開催会場
講習種別

給油 特定 一般

10/4( 火 ) アイプラザ半田 午前 ー 午後

10/5( 水 ) アイプラザ半田 ー 午後 午前

10/14( 金 ) 愛三（大府市勤労）文化会館 ー 午後 午前

10/19( 水 ) 幸田町民会館 午前 ー 午後

10/27( 木 ) 名古屋文理大学文化フォーラム 午後 ー 午前

11/2( 水 ) 豊田市民文化会館 午後 ー 午前

福寿大学

三井家住宅
一般公開日（8月）

ゆめくりん夏休み
スペシャル

　

　今年度の 40 歳以上の国民健康保
険、後期高齢者医療制度加入者の健
診は、9/30（金）まで受診できます。
ご自分の身体の状態が分かる貴重な
機会です。
　お仕事等で忙しい人、自分の健康
に自信のある人こそ、ぜひ健診に出
かけてください。
※ 健診実施医療機関は５月下旬に送

付したお知らせを確認してくださ
い

※ 受診の際はマスクの着用、体温測
定や手指消毒にご協力ください。
また、風邪症状があるときは受診
をお控えください

※ 受診券を紛失された人は、再発行
ができますのでお問合せください

問合せ　役場保険医療課

　夏は、子どもや女性への声掛けや
付きまといが多発する傾向がありま
す。また、特殊詐欺や侵入盗、自動
車盗等の犯罪も近年多発していま
す。
　そこで、「夏の安全なまちづくり
県民運動」を展開し、安心・安全の
まちづくりを図ります。
運動重点
・特殊詐欺の被害防止
・侵入盗の防止
・自動車盗の防止
・子どもと女性の犯罪被害防止
問合せ　役場防災交通課

　児童扶養手当、県・町遺児手当の受
給資格者は、現況届により前年の所
得状況や生計関係等の届出が必要で
す。届出がないと受給資格があって
も手当を受けることができません。
　受給資格者には個別に通知をしま
すので、必要な書類を添えて、提出を
お願いします。
提出期限　8/31（水）
問合せ　役場子育て支援課

　以下の手当を受給している人は、
引き続き手当を受給するために所得
状況届、現況届の提出が必要です。
対象の人に案内を郵送しますので、
期日までに役場福祉課に提出してく
ださい。
対象の手当・提出期限
▼8/31（水）まで
　・在宅重度障害者手当　
▼9/12（月）まで
　・特別児童扶養手当　
　・特別障害者手当　　
　・障害児福祉手当　　
　・経過的福祉手当　　
問合せ　役場福祉課

夏の安全な
まちづくり県民運動

8/1(月)～10(水)

各種手当の所得状況届、
現況届の提出を
お忘れなく！

「健診は１日、健康は一生」
～特定健診等は
　受けましたか？～

児童扶養手当等の現況届
の提出をお願いします

「たけとよシェイクアウト訓練」
「職員初動任務付与訓練」

日時　８/31(水)11：00　
※ 訓練開始時に防災行政無線、メールサービスでお知らせします

「たけとよシェイクアウト訓練」
　シェイクアウト訓練とは地震発災時に身を守る行動を一斉にとる訓練で
す。この機会に、ご家庭、職場、学校等で地震が発生した際の対処手順等を再確
認してみましょう。
たけとよシェイクアウト訓練で行うこと
　地震発生の合図があったら、
①姿勢を低く、②頭をまもり、③じっとする
という３つの行動を各自がその場で行い、
身を守る訓練をしてください。

ポイント
　地震がおさまった合図があったら、その場でまずどんな行動や確認をすべ
きか対処手順を瞬時に想像し、あとで「武豊町防災ガイドブック」等を読んで
自己評価し、対処手順を再確認しましょう。
※この訓練の参加・終了の報告等は不要です

「職員参集・初動任務付与訓練（来庁者の安否確認・避難誘導訓練含む）」
　「たけとよシェイクアウト訓練」に合わせて行います。今年は来庁者避難誘
導以外に、来庁者を含む安否確認や庁舎点検等の職員向け訓練も同時に実施
しますので、ご理解とご協力をお願いします。
　当日、役場来庁者で安否確認および避難誘導にご協力いただける人（お急ぎ
の人は除く）は、職員の誘導に基づき安否確認や避難等を実施してください

（約10分）。

問合せ　役場防災交通課

　国民の２人に１人ががんになり、３人に１人ががんで亡くなっていま
す。しかし、がんを早期発見できれば、9割以上が完治すると言われていま
す。　早期発見、早期治療にはがん検診が有効です。現在、予約受付中です。
女性の検診に関しては、個別検診も実施しています。この機会に受けてみ
ませんか。

がん検診で
早期発見・早期治療！

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識
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　愛知県は全国有数の農業県で、林
業や水産業も盛んです。県では、皆さ
んに農林水産業の応援団になっても
らい、消費者と生産者が一緒になっ
て県の農林水産業を支えていく「い
いともあいち運動」を展開していま
す。
　日常の買い物等において、県産の
農林水産物やその加工品を積極的に
扱う「いいともあいち推進店」をぜひ
ご利用ください。
　また、この運動の趣旨に賛同し、応
援していただけるサポーターを募集
しています。ご登録いただいた方に
は、イベント等の最新情報が毎週火
曜日にメルマガで配信されます。登
録は無料で、名前や住所の入力は不
要です。ぜひご登録ください。
　詳しくは、県ホームページをご覧
ください。
問�合せ　知多農林水産事務所農政課
（代表）☎21-8111

　4/1(金)～5/20(金)に実施した
「緑の募金」では、町内小中学校を始
め、総額191,030円のご協力をい
ただきました。身近な緑を増やすた
めの植樹やみどりの少年団の育成等
に活用させていただきます。ありが
とうございました。
募金協力企業（敬称略・順不同）
　岩部建設㈱、栄光建設㈱、㈲衣浦
造園土木、㈱武知工業、㈱豊環境開
発、富川建設㈱、㈱エイゼン、㈲あ
おき造園土木
問合せ　役場産業課

　大切な命を救うために、十分な血
液の確保が必要です。献血にご協力
ください。当日、混雑状況によりお断
りする場合がありますので予めご了
承ください。
日時　8/25（木）10：00～11：30
　　　　　　　　13：00～16：00
場所　武豊町役場
対�象　男性17～69歳、女性18～69

歳で、 体重が男女とも50 kg以上
※ 65～69歳の人は、60～64歳の

間に、献血の経験のある人に限り
ます
問合せ　保健センター☎72-2500

献血（400mlのみ）

※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

地産地消　
県産品を食べよう！
「いいともあいち運動」

問合せ　保健センター
　　　　☎ 72-2500

　職場等で健診を受ける機会がない、18歳～39歳で町内在住の人を対象に
「あおば健診」を実施します。ぜひお出かけください！
【注意】　予約が必要です！保健センターへお電話ください

　

対象　武豊町に住民登録のある
　　　昭和58年4月1日～平成16年4月1日生まれの人
健診内容　身長・体重測定、尿検査、血圧測定、血液検査
費用　　無料（予約制）
場所　　保健センター

日程 受付時間

9/5（月）

13：00～13：15／13：15～13：30／13：30～13：45
13：45～14：00／14：00～14：15／14：15～14：30

17：30～17：45／17：45～18：00／18：00～18：15
18：15～18：30／18：30～18：45／18：45～19：00

9/6（火） 9：00～9：15／9：15～9：30／9：30～ 9：45
9：45～10：00／10：00～10：15／10：15～10：30

12/6（火） 9：00～9：15／9：15～9：30／9：30～ 9：45
9：45～10：00／10：00～10：15／10：15～10：30

予約開始
8/8（月）　
　8：30～

緑の募金にご協力
ありがとうございました

　商品の販売時に使用する質量計

や、貨物の運賃を算出する時に使用

する質量計のような「はかり」を取

引・証明に使用する場合は、定期的

な検査が計量法で義務づけられてい

ます。（家庭用キッチンスケールや

ヘルスメーターは、取引・証明には

使用できません）

　該当する「はかり」がありました

ら、下記日程で検査を行いますので、

受検してください。受検を怠って取

引・証明に使用すると、計量法違反

行為となり処罰されることがありま

す。

日時　８/29( 月 )・30( 火 )

　10：00～12：00

　13：00～15：00

場所　役場第５・６会議室

手数料　１台 250 円～

※はかりの種類によって異なります

※ 質量計の運搬が困難な場合は、質

量計の所在場所で検査を行いま

す。この場合、事前申請が必要と

なりますので希望者は役場産業課

までご連絡ください

※ 計量士（有資格者）が定期検査日以

前１年以内に検査を行い、愛知県

知事にその旨を届け出たはかり等

は、当該検査は免除されます

問合せ　役場産業課

　町農業委員会では、農地の有効利

用・遊休農地の解消を進めるため、

毎年８月下旬から、農地パトロール

を実施しています。

　遊休農地は、農地が有効利用でき

ないだけでなく、周辺農地等に悪影

響を与えたり、火災や不法投棄の原

因になります。

　安全安心な町を目指すため、作物

の作付けや保全管理をお願いすると

ともに、土地への立ち入りについて、

ご理解・ご協力をお願いします。

　農地パトロール実施後、「遊休農

地」と判断された農地は、改善をお

願いするとともに、今後の利用意向

についての簡単なアンケートを送付

します。ご協力をお願いします。

問�合せ　武豊町農業委員会事務局

（役場産業課内）

　ジェトロ名古屋は、「中部国際空

港を核とした知多地域振興協議会」

と連携し、ジェトロのオンラインＥ

Ｃカタログサイトである「JAPAN 

STREET」( ジェトロが声かけした

優良バイヤーのみ閲覧可能 ) を活用

した、知多地域の事業者の海外ビジ

ネス展開支援を実施します。

　これから海外ビジネスをはじめよ

うと考えている人や、海外ビジネス

に少しでも関心がある人、そしてす

でに取り組んでいる人も、ぜひご参

加ください。

日時
第１回：9/13（火）15：30～17：30

第２回：10/4（火）15：30～17：30

第３回：12/6（火）15：30～17：30

場所　常滑市役所

参加費　無料

定員　50 人 ( 申込み順 )

申�込み　QR コードから申込み

　（第１回の申込み：9/9（金）まで）

問合せ
　 日本貿易振興機構・名古屋貿易情

報センター（ジェトロ名古屋）

　☎ 052-589-6210

　 中部国際空港を核とした知多地域

振興協議会事務局（常滑市役所企

画課）☎ 47-6111

「JAPAN STREET」を活
用した海外展開支援
プログラム

特定計量器定期検査農地パトロール

あ お ば 健 診 のご案内
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問合せ　役場上下水道課
　　

下図の２地区において、水道管の耐震化工事を行います。
片側交互通行等の交通規制や水圧の低下等が発生する可能性があり、
地域のみなさんにはご不便とご迷惑をお掛けしますが、工事の必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。
なお、断水等が発生する場合は、対象となる方へ事前にお知らせします。
期間　8月上旬～5年3月上旬（予定）

基幹配水管布設工事（砂川地区） 基幹配水管布設替工事（梨子ノ木地区）

水道管の耐震化工事のお知らせ

砂川南交差点
鹿ノ子田公園

このみ保育園祠峯二丁目北交差点

北保育園

祠峯公園

ＮＮ ＮＮ

※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

■計画期間　令和３～12 年度

■取組分野 4‐1���健康・医療 （健康課） 

●どんなまちを目指すの？
・ 個人だけでなく、家族や地域全体で健康づくりに取り組めるような、健康に

かかわる情報や機会・場が充実したまちを目指します
・ 誰もが必要な医療を適切に受診できるまち、安心して医療を受けられるまち

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Ｐ104～107）

●どんな事業が予定されているの？
＜健康マイレージ事業：チャレンジシートの配布＞
　健康づくり活動をチャレンジシートに記録してマイレージ（ポイント）を貯めた
人に、県内の協力店で様々な特典が受けられる「あいち健康づくり応援カード・
まいか」やみそたろうのエコバックを参加者全員にプレゼント。
　また、チャレンジシート 1 枚達成ごとに抽選券を交付。毎年、スマイル抽選会
で当選者に景品をプレゼントしています。
　さらに、令和４年度は絆予算 ( コロナ禍で希薄化した地域の絆を取り戻すきっか
けづくりとする ) を計上し、景品を準備中。
　チャレンジシートに取り組んでもらうことで、子どもから大人まで健康行動が
継続でき、疾病の予防や健康寿命の延伸を図ります。

第第６６次次武豊町総合計画武豊町総合計画のの取組取組第第６６次次武豊町総合計画武豊町総合計画のの取組取組

　

問合せ　保健センター
　　　　☎ 72-2500

今回は、健康マイレージ事業を
紹介するよ！

▲みそたろうエコバック

▲スマイル抽選会で当たる
　景品の例

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。

「地球温暖化」はなぜ起こる？

　地球のまわりには「温室効果ガス」と呼ばれる大気の層があります。地球に届いた太陽光は
地表での反射や輻射（ふくしゃ）熱として最終的に宇宙に放出されますが、この大気の層の存
在により、地表面から放射される熱を吸収し、地表面に再放射することにより、ほどよく地
面を暖め、地球の平均気温を14℃程度に保っています。この「温室効果ガス」の濃度が上昇す
ると大気中の熱が宇宙に放出されにくくなり、地球が暑くなってしまいます。
　18世紀後半の産業革命以降、石炭や石油等の化石燃料を大量に使用するようになり、温室
効果ガスが大気中に大量に排出されるようになったことが温室効果ガスの濃度を高くし、地
球温暖化を引き起こしている原因となっています。

武豊町議会のお知らせ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定例会日程（予定）

日にち 開議時間 会議内容

9月

2（金）

9 ： 00

本会議　開会、 議案上程

5（月） 本会議　一般質問
6（火） 本会議　一般質問
13（火） 本会議　議案に対する質疑
14（水） 総務企画委員会

15（木） 文教厚生委員会

16（金） 建設経済委員会

21（水） 14 ： 00 本会議 採決

問合せ��役場環境課ゼロカーボンシティたけとよ 環境コラム��vol.2
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人口　43,291人（-161）
　男　21,803人（-139）
　女　21,488人　�(-22）
世帯　18,622人����（+82）

内外国人　1,145人
　男　638人　　女　507人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（-2）
軽傷12人（+6)

町県民税、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2期）

救急出動
急病84人（+13)　一般負傷21人（+6）
交通事故6人（+1）

火災

建物�0件（-1）車両�０件（±0）
その他�1件（+1）

出産　
　男16人（+8）女 14人（-2）

人口　　7月１日現在

事故災害状況　　6月分

納税　　納期限8月31日（水）

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

月 日 区　名 収集場所

9

7（水） 小迎 �小迎公民館

14（水）
緑 �緑区区民館

大足（老） �大足老人憩の家

21（水）
大足（公） �大足公民館
玉西① �玉貫老人憩の家

28（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

問合せ��役場環境課9 月の粗大ごみ収集日

○�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

◆ 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）

お盆のごみ・し尿収集　

通常通り営業
　■ もやさなければならないごみ、資源の分別収集
　■たけとよ・おおあし・いちはら資源回収エコステーション
　■知多南部広域環境センター（ゆめくりん）
　■エイゼン臨海工場（草・木枝）　

休業【8月11日(祝)～15日(月)】
　■し尿の収集　　※他の日にちを指定して依頼してください

※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
9 月 14 日（水）

13：30 ～ 16：00
※受付は 15：30 まで

中央公民館
1 階第 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（☆）

9 月 9 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（☆） 9 月はありません

不動産無料相談会 9 月 20 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 9 月はありません

障がい（児）者のため
の巡回相談

9 月 9 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

9 月 8 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（☆）

9 月 13・27 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

9 月 15 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9


