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対�象　小学校または中学校の教員免
許状を持っている人および取得見

込みの人

内�容　常勤講師あるいは非常勤講師
として、児童・生徒の指導

勤務地　知多５市５町の小中学校
常�勤講師　１日７時間 45 分勤務
（賃金は経験に応じて支給）

非常勤講師　
　週10～20時間程度の勤務（時給

2,880円）

※��勤務時間数により社会保険、雇　

用保険に加入していただきます

申込み・問合せ
　横３㎝×縦４㎝の顔写真を持参

し、平日の9：00～17：00の間に、

知多教育事務所(半田市出口町１

-36)へ　☎21-8111

対象
　町指定の花壇の管理に参加できる

人、花が好きな人

内容
　町の花壇への苗植え（６月・10

月）、水やり等

申込み・問�合せ　
　武豊花と緑のまちづくり委員会

事務局（役場都市計画課内）

　体操サロンの運営ボランティアを募

集します。運動を通じて仲間づくりや

健康づくりに取り組んでみませんか。

　説明会を行いますので、お気軽に

ご参加ください。

説�明会日時　
　10/20(木)13：30～15：00

場所　中央公民館　視聴覚室
内容　活動内容について
対�象　ボランティアに興味がある人（年齢不問）
持ち物　筆記用具、お茶
問合せ・申込み
　９/６（火）から電話で地域包括支

援センターへ　☎74-3305

◎健康課（保健センター）
募集内容　①保健師②看護師
　③一般事務　いずれか１人

業務内容　①②健診業務（補助）等
　　　　　③事務補助等

任用期間　10/1～3/31
勤�務時間　平日の8：30～17：15
のうち、7時間で週5日程度（応相談）

※�勤務日数、勤務時間についてはお

気軽にご相談ください

報酬　時給①1,412～1,489円
　　　　　②1,325～1,412円

　　　　　③955～980円

申�込み　9/14（水）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

は町ホームページからダウンロード　
問合せ　役場秘書広報課

種目　
①防衛大学校

②防衛医科大学校（医学科・看護学科）

③陸上自衛隊高等工科学校

応募資格
①②18歳以上21歳未満

③17歳未満の男子

採用試験
　筆記試験、口述試験、身体検査

試験日
①一次：11/５・６

　二次：12/６～10

②（医学科）一次：10/22

　二次：12/14～16

　（看護学科）一次：10/15

　二次：11/26・27

③一次：５年１/14・15

　二次：５年１/26～29

受付期間
①～10/26

②（医学科）～10/12

　（看護学科）～10/5

③10/１～５年１/６

※�受付期間中の種目は愛知地本ホー

ムページよりエントリー可能

待遇・その他
①�②大学資格付与、学生手当あり。卒

業後、陸上・海上・航空自衛隊の幹

部候補生課程を経て幹部自衛官へ

③�高卒資格付与、学生手当あり。陸曹

候補生課程を経て３等陸曹へ

問�合せ　自衛隊愛知地方協力本部　
半田地域事務所　

　☎21-0004

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

体操サロンボランティア

会計年度任用職員

自衛隊各種学生愛知県立農業大学校
令和５年度学生

小中学校の常勤・
非常勤講師登録

「町を花でいっぱいに！」
花と緑のまちづくり事業

　愛知県立農業大学校は、農業後継

者や農業の担い手を育成する２年間

の専修学校です。広大な施設で実践

的な農業を学ぶことができます。

Ｕターン就農希望者も歓迎します。

定員　100人（農学科）
専�攻　鉢物・緑花木、切花、作物、果
樹、露地野菜、施設野菜、酪農、養

豚・養鶏

※�入試日程等、詳しくは農大ホーム

ページをご覧ください

問�合せ　愛知県立農業大学校
　教育部学務科　

　☎0564‐51‐1602

　「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。

元気よく！歩きましょう
～正しい歩き方のお話と運動～
日時　9/13(火)13：30～14：45　
場所　大足老人憩の家　
対象　町内在住で65歳以上の人
内�容　歩き方や姿勢についての講
話・運動

ヒヤリ！これから起こるかもしれないお話
～尿漏

も

れ予防のお話と運動～
日時　10/24(月)13：30～14：45
場所　玉貫老人憩の家　
対象　町内在住で65歳以上の人
内容　尿漏れ予防の講話・運動
共通事項
講師　（公社）愛知県柔道整復師会
　桑
くわ

子
こ

和
かず

也
や

さん、森
もり

正
まさ

仁
ひと

さん、鈴
すず

木
き

満
みち

也
や

さん

定員　各20人(申込み順)
料金　無料　
申込み　地域包括支援センターへ　
　☎74-3305
教室参加当日、37.5度以上の発熱も

しくは風邪症状がある人は参加をお

断りさせていただきますのでご了承

ください。

日�時　10/９・30、11/13・27、
12/11（日）14：00～15：30

場所　中央公民館　講座室
対象　中学生以上
内�容　プロコフィエフ「ピーターと　
狼」等の鑑賞を通して、クラシック

中心の音楽、作品の背景を学ぶ。

※�ピアノ等の楽器演奏技術の習得は

出来ません

講�師　稲
いのう

生勝
かつ

尋
ひろ

さん（作・編曲家、ピ

アニスト）

定員　20人（申込み順）
料金　500円/回
※５回分を初回に集めます

申�込み　９/15（木）から、氏名・住
所・連絡先・年齢を添えて、メー

ルまたは電話で、講師へ

メール　
　tmp.88@softbank.ne.jp

　☎080-9733-8530（稲生）

　　

日時　①②いずれかを選択
　①10/3(月)②10/11(火)

　10:00～12:00

場所　保健センター　栄養指導室
対象　18歳以上
内�容　調理実習をしながら、健康に
ついて考える

費用　300円
定員　各12人　
※応募多数の場合は抽選

持�ち物　調理したものを持ち帰る容
器、エプロン、三角巾

申�込み　９/22(木)までに保健セン
ター窓口または電話で

　☎72-2500

　知多南部広域環境センター（ゆめ

くりん）では、ごみ減量や低炭素に

つながる環境にやさしい暮らしを考

えるイベントを開催します。みなさ

んのご来場をお待ちしています！

日時　9/25（日）10：00～16：00
場�所　知多南部広域環境センター管
理棟・多目的スペース（字一号地

11-37）

内�容　販売・展示ブース（エコグッ
ズ販売、ワークショップ等）、飲食

コーナー、もったいない！フリー

マーケット、工場見学（ごみ処理の

しくみをわかりやすく学べる工場

見学ツアー）、演奏会等

※�詳しくは、ゆめくりんホームペー

ジをご覧ください

問合せ　知多南部
　広域環境センター

　☎84-1731

日時　10/10（祝）11:30～14:30
場所　中部国際空港セントレア
対�象　知多半島に在住または在勤の
28歳から39歳（独身限定）

※友達同士等、グループでの参加可

内�容　滑走路を貸切バスで走行しな
がら、飛行機を間近で楽しみ、空港

の滑走路が一望できるスポットに

て機内食を堪能する

定員　40人（男性20人、女性20人）
参加費　男女ともに1,000円
申込期限　9/30（金）まで
　※�申込み多数の場合は抽選

申込方法　下記QRコードから
協�力　株式会社ＩＢＪ、名古屋エア
ケータリング株式会社

問�合せ　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

いきいき元気教室

食からはじまる
健康づくり教室

聴いて学ぶ♪見て学ぶ
～心を潤すための音楽
鑑賞講座～

　腹囲基準値は男性85㎝、女性90㎝未満です。武豊町は腹囲基準値を超
えている人の割合が愛知県下ワースト１位。「太っ腹＝内臓脂肪の蓄積」
は病気ではありませんが、重大な生活習慣病になる可能性が高くなりま
す。　太っ腹が病気に変わるかどうかはこれからの生活習慣次第！バラ
ンスの良い食事を摂ったり、適度な運動をする等身体のメンテナンスを
してみませんか。

めざせ！
脱・太っ腹な武豊！

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識

婚活イベント
（滑走路バスツアー＆
機内食堪能）

ゆめくりん・えこふぇす
～知多南部地域の美し
い環境を未来へ！～
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1日目
日時　9/11（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　9/25（日）10：00～15：00
内容　①屋敷、建物の一般公開
　　　②催し　落語を楽しむ
　　　（10：15～11：00）
出演　半田大衆演芸クラブ
料金　無料　
定員　20人　
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

対�象　4年 10/1 現在、次の私立高
等学校等に在学する生徒で、保護
者の住所が町内にある人
①�高等学校
　(全日制または定時制に限る)
②専修学校（高等課程に限る）
③朝鮮中高級学校（高級部に限る）
※�国からの就学支援金および愛知県
の授業料軽減等により授業料の納
付を全額免除されている人は、補
助金を受けることはできません
補�助額　上限12，000円／年
　（対象生徒１人当たり）
申�込み　10/3（月）～31（月）（土・日
曜日、祝日を除く）。所定の用紙に
記入し、在学証明を受け、役場学
校教育課へ
※�用紙は学校教育課で配付または町
ホームぺージからダウンロード

　来年度入園予定のお子さんは、次
の日程で自由に見学ができますので、
是非お越しください。
町立保育園・このみ保育園
日時　10/3（月）・4（火）
　9：00～11：00
　13：00～15：00
北中根こども園
日時　随時
　（子育て支援センター開所日）
　9：15～10：15
　10：45～11：45
　12：45～13：45
北中根子育て支援センターにお越し
ください
対象　来年度入園予定のお子さん
問合せ　
　各保育園・役場子育て支援課

日時　10/3（月）13:00～16:00
場所　役場北庁舎１階第５・６会議室
内容　
・相続・遺言に関する登記相談
・�土地・建物の相続、売買、贈与等の登
記相談
・会社の設立・増資等の登記相談
・�簡易裁判所での民事訴訟に関する
法律相談
・�多重債務、自己破産、裁判所への申
立書類作成に関する相談
・成年後見制度に関する相談
相�談員　愛知県司法書士会半田支部会員
料金　無料
問合せ　愛知県司法書士会半田支部
　　☎32-8895（予約不要）

司法書士の無料相談会 三井家住宅
一般公開日（9月）

　長尾地区在住の数え75歳以上の

人に対し、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　9/18（日）８：00～12：30
予備日　９/19（祝）
場所　中央公民館
※�徒歩またはドライブスルー方式に

て記念品贈呈

問合せ　長尾部事務局（土
つち

平
ひら

）

　☎72-5006

　自殺のリスクを抱えた人を早期に

発見し、支援へとつなぐ人をゲート

キーパーと呼びます。ゲートキー

パーは、「命の門番」と位置付けられ、

だれでもなり得ます。もし、あなた

の周りの人が「いつもと違う」こと

に気づいたときは、声をかけてみま

せんか。

【心の悩み相談】
　あいちこころホットライン365

　☎052-951-2881
受付時間　９：00～20：30
問合せ　役場福祉課

　給付金の申請期限が迫っていま

す。お早めにお手続きをお願いしま

す。詳しくは、広報たけとよ 7月

号または町ホームページをご確認く

ださい。

令和3年度非課税世帯…9/30（金)

令和4年度非課税世帯…12/9(金)

家計急変世帯…9/30(金)

問合せ　役場福祉課

「げすいどう　めぐりめぐって　
またあおう！」
（令和４年度下水道推進標語）

　下水道の日は、国土交通省、環境

省、都道府県、市町村等が全国一体

となって下水道についての理解と、

下水道の普及を促進するために設け

られた日です。供用開始区域内で未

接続の人は、できるだけ早く接続を

お願いします。

問合せ　役場上下水道課

　年金生活者支援給付金は、所得額

が一定基準以下の年金受給者の生活

を支援するために、年金に上乗せし

て支給されるものです。

　新たに対象になる人には日本年金

機構から案内はがきが届きますの

で、申請してください。

※�既に給付を受けている人は、手続

きは不要

問合せ　「給付金専用ダイヤル」
　☎0570-05-4092
　（ナビダイヤル）

　秋は、日没時刻が日に日に早まり、

運転者から歩行者や自転車の動きが

見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や

学校からの帰宅時間帯が重なるた

め、交通事故の危険性が高まります。

そこで、「秋の全国交通安全運動」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

・�夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の

防止及び飲酒運転の根絶

・自転車の交通ルール遵守の徹底

問合せ　役場防災交通課

長尾地区敬老会年金生活者支援
給付金制度

秋の全国交通安全運動
9/21(水)～30（金)

９月10日は下水道の日

「自殺予防週間」
9/10（土)～16(金)

私立高校等
授業料補助

保育園・こども園を
見学しませんか

申請をお忘れなく！
（住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金）

現在使用している保険証（赤茶色）の有効期限は、９月30日です

10月１日から使える新保険証（青色）は９月中旬ごろ簡易書留で郵送します。
一定以上所得がある人は医療費の窓口負担割合が２割になります。
課税所得が28万円以上ある加入者がいる世帯のうち、下記の場合は２割となります。
　・単身世帯　　　　　　…「年金収入＋その他の合計所得金額」が200万円以上
　・加入者が複数いる世帯…「年金収入＋その他の合計所得金額」が320万円以上
※３割負担の現役並み所得者の人は、10月１日以降も引き続き３割です

新保険証を窓口（役場保険医療課）で受取りたい場合　
申込み　９月９日（金）までに役場保険医療課へ電話で連絡
受取り　９月20日（火）から可能
※ただし、７月に現在の保険証（赤茶色）を、事前連絡により窓口受取りを希望した人で、
　新保険証（青色）も窓口受取りする人は、再度の連絡は不要です

後期高齢者医療保険証が変わります 問合せ　役場保険医療課

新保険証（青色）

現在の保険証（赤茶色）
有効期限　9月30日まで

９月中旬ごろ簡
易書留で郵送

「ホームスタート」って何？
　�　核家族化や地域のつながりがない等育児に不安を抱える家庭に、先輩ママ
ボランティアが家庭訪問をして、話し相手や遊びの場への同行等で育児をサ
ポートする町の委託事業です。この事業について広く皆さんに知っていただ
くための説明会を開催します。

日時　9/27(火)　10：00～11：30
場所　NPO法人SmilyDream（字六貫山3-84）　※オンラインZoom参加可
対�象　ホームスタート事業に関心がある人・子育て支援をしたい人・事業を利
用してみたい人
内容　武豊町の子育て家庭の現状と課題・ホームスタートとは等
定員　会場10人、オンライン�40人(申込み順)
申込み　9/７(水)から、NPO法人SmileyDream
　☎090-5145-2720（藤

ふじ�の

野）
　またはQRコードより申込み

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�10/11(火）�9:00～11：00　場所�中央公民館

家庭訪問型子育て支援事業

「ホームスタート」説明会

問合せ　役場子育て支援課
　　　　NPO法人 SmileyDream
　           ☎ 090-5145-2720　

家庭廃油交換会　　 問合せ　役場産業課　　



情報ステーション　‐ News & Information ‐ 情報ステーション　‐ News & Information ‐募集
講習

教室
催し 説明会 お知らせ 相談

25 24広報たけとよ　2022. ９ 広報たけとよ　2022. ９
※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

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

　今回は、『認知症総合支援施策』での取組みのひとつをご紹介します。
　認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けるために、周囲の人や介護者へ認知症に関する
理解を促し、認知症予防や早期対応取り組み、関係機関との連携を図る等、認知症とともに生きる
まちづくりに取り組んでいます。
　町では、「世界アルツハイマー月間」に合わせ、認知症を正しく知り、認知症への理解を呼びかけ
る取組みとして、９月21・22日の２日間『オレンジデイズ2022』と題し、講座を開催します。
参加には申込みが必要です。詳しくは、広報たけとよ８月号をご覧いただくか、地域包括支援センター
（☎ 74-3305）へお問合せください。

９月は「世界アルツハイマー月間」

なぜ９月21日なの？�

　1994年「国際アルツハイマー病協会」（ＡＤＩ）は、世界保健機構（ＷＨＯ）
と共同で、毎年９月21日を「世界アルツハイマーデー」とし、この日を中
心に認知症の啓蒙活動を行っています。

　1994年９月21日、スコットランドのエジンバラで第10回国際アルツハイマー病協会国際
会議が開催されました。会議の初日であるこの日を「世界アルツハイマーデー」と宣言し、アル
ツハイマー病等に関する認識を高め、世界の患者と家族に援助と希望をもたらす事を目的として
います。

問合せ  役場都市計画課
地区計画の決定（案）及び用途地域の変更（案）について、
都市計画法に基づき、説明会を開催します。
日時　①9/25（日）10:00～
　　　②9/26（月）18:30～
　　※いずれかご都合の良い日程でご参加ください（内容は同じです）
場所　富貴市場公民館
　　　（大字冨貴字南側３-２）
内容　・知多都市計画小桜地区計画の決定（案）について
　　　・知多都市計画用途地域の変更（案）について

小桜地区における都市計画決定・変更に向けた説明会小桜地区における都市計画決定・変更に向けた説明会

小桜地区計画（案）の縦覧小桜地区計画（案）の縦覧
小桜地区において地区計画を決定するため、町の条例に基づき、地区計画
（案）の縦覧を行います。地区計画（案）について意見のある計画区域内の
住民および土地所有者などの利害関係者は、武豊町に対し意見書を提出
することができます。
縦覧図書　知多都市計画小桜地区計画の決定（案）【武豊町決定】
縦覧期間　９/26(月)～10/10(祝)　８：30～17：15
縦覧場所　役場都市計画課
意見書の提出　10/17（月）までに役場都市計画課まで

※�新型コロナウイルス感染症の状況により説明会及び縦覧を延期させていただく場合があります。
延期の場合は町ホームページでお知らせします

小桜地区 富貴駅
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人口　43,331人（-89）
　男　21,814人（-94）
　女　21,517人��(+5）
世帯　18,652人��（+135）

内外国人　1,167人
　男　646人　　女　521人

交通事故
死亡０人（±0）　重傷０人（±0）
軽傷13人（+８)

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3期）

救急出動
急病103人（+10)　一般負傷20人（+5）
交通事故4人（+1）

火災

建物�１件（±0）車両�０件（±0）
その他�０件（±0）

出産　
　男13人（-4）女 15人（-1）

人口　　8月１日現在

事故災害状況　　7月分

納税　　納期限９月30日（金）

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

※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
10月 12日（水）
13：30～ 16：00

（受付13：30～ 15：30）

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（☆）

10月 14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（☆）

10月 6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 10月 18日（火）
13：30～ 16：30

役場
1階第6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 10月 18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

10月 14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

10月 13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（☆）

10月 11・25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

10月 20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10
月 日 区　名 収集場所

10

5（水） 東大高 �東大高公民館

12（水） 市原 �市原農村広場

19（水）
富貴 �富貴公民館駐車場

玉東 �武豊中学校南門前

26（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

問合せ��役場環境課10 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）

ご自身や大切な人の命を守るため、応急手当を覚えましょう！

知多中部広域事務組合（消防署）では、年間を通じて定期的に
救命講習を行っています。ぜひご参加ください。

救急車の適正な利用を！
119番通報で要請を受けると、最も近い救急車が出動します。しかし、救急要請が
集中・増加し近くの救急車が出動してしまうと、遠くから救急車が出動するため、
到着までの時間が遅くなってしまいます。緊急性がない救急要請が減少すれば、
救急車が必要な傷病者のもとへ少しでも早く到着することができます。
限りある救急車、適正な利用についてご理解とご協力をお願いします。

9月9日は救急の日　　　救急医療週間　９月４日（日）～1０日（土）

▲救命講習予定表


