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■内勤務内容獅月に３、４回介護保険施
設やデイサービスセンターへ訪問し、
利用者・家族の相談を聞きます。ま
た、月１回の介護相談員会議に参加
報酬獅市で規定した金額

■対介護保険被保険者の市民で、普通自
動車運転免許を有し、介護相談員養
成研修（大阪または東京にて、３泊
４日および日帰り）を受講できる人
※介護サービス事業所などを経営・
勤務している人を除く。
■定１人
■他選考獅面接（４月１０日昌）
■申３月２１日昭～２９日晶（松掌を除く）に、
所定の応募用紙に必要事項を記入し、
持参か郵送で介護保険課（〒４４６－
８５０１住所記載不要／緯〈７１〉２２２６）へ
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

■内共通事項諮勤務獅季節により夜間勤
務あり 賃金獅通勤割増1日２００円、
松掌抄の時給は１００円増 休日獅要
相談
■他面接時に写真付きの履歴書を持参
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
販売スタッフ（店長候補）
■内職務獅店舗の仕入れ、ディスプレイ
（陳列・展示）など 勤務時間獅午前
９時～午後５時のうち指定時間 賃
金獅時給８３０円から（試用期間は８００円）
■定１人
販売スタッフ（販売員）
■内勤務日時獅松掌抄午前９時～午後５
時のうち指定時間 賃金獅時給７８０
円から
■定３人
ゲートスタッフ（入退場管理など）
■内勤務日時獅松掌抄午前９時～午後５
時のうち指定時間 賃金獅時給７８０
円から
■定２人

デンパークのパート・アル
バイト

介護相談員
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定期予防接種期間のほとんどを、白
血病・川崎病の治療や臓器移植後など
の理由で、予防接種が実施できなかっ
た子に限り、接種期間の延長ができる
ようになりました。接種前に申請が必
要ですので、該当すると思われる場合
は、連絡してください。
■問市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

本紙1月1日号に掲載した市民特別
入園券は、有効期限が３月３１日掌です。
ぜひ利用してください。
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

経済的な理由で、市立小・中学校へ
の就学に困っている人は、援助制度が
あります。詳しくは、各小・中学校へ
問い合わせてください。
■問学校教育課（緯〈７１〉２２５４）

安城北部土地区画整理事業換地処分
に伴い、３月１日付けで変更しました。
関係図書を縦覧できます。
■内名称（地名）の変更獅３・４・１０３号
東栄横根畑線ほか４路線、２・２・
５３２北大道寺公園ほか１０カ所
■場■問都市計画課（緯〈７１〉２２４３）、公園緑
地課（緯〈７１〉２２４４）

デンパーク市民特別入園券
を利用してください

長期療養者の定期予防接種
期間が延長できます

就学援助制度

平成２５年第１回衣浦東部広域連合議会定例会を２月１３日に開催しました。
議会では、一般質問のほか、７４１１万円を減額する平成２４年度一般会計補正
予算（第２号）、総額４７億４５００万円の平成２５年度衣浦東部広域連合一般会計予
算など計６件を原案どおり可決、成立しました。

■平成２５年度衣浦東部広域連合一般会計予算
歳入歳出総額は４７億４５００万円で、主に車両購入に係る経費の減額により、
前年度より１億７５００万円、３．６％の減額となりました。
複雑多様化する消防業務や大規模災害に対応するため、体制や消防施設・
車両整備などを計画的に整備し、広域的な消防活動の充実を図ります。

《総務費の主な内訳》
広域連合事務所経費、事務職員人件費、電算システム経費獅１億８０７１万円
人事管理経費、職員福利厚生経費獅２８５１万２０００円
《消防費の主な内訳》
消防職員人件費獅３５億９０６４万３０００円 消防庁舎・設備・車両の維持経費、消
防・救急・救助活動費獅２億８０１１万６０００円 消防施設改修費、消防設備費、
水利関係経費獅２億３１４９万１０００円 消防車両などの更新経費獅１億３０４１万
３０００円 消防団の報酬、旅費など獅１億５３１５万円

■救急活動推進への寄付ありがとうございます〈敬称略〉
ＪＡあいち中央農業協同組合
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ

西三河都市計画道路・都市
計画公園の変更

＜歳入＞
内容金額（千円）款

関係５市からの
負担金４，７０１，３１０分担金・

負担金
消防施設の目的
外使用料、消防
関係許可などの
手数料

１３，２０６使用料・
手数料

消防車両購入の
補助金１国庫支出

金
物品売払い収入１財産収入
寄附金１寄附金
前年度剰余金２０，０００繰越金
防火管理講習料
など１０，４８１諸収入

４，７４５，０００合 計

＜歳出＞
内容金額（千円）款

広域連合の議会
運営２，００１議会費

広域連合事務所
の維持管理、人
事管理などの総
務関係

２１４，０１９総務費

消防署、消防車
両、消防団、消
防水利など

４，４９８，３４２消防費

消防施設・設備
整備の借入金償
還費用

１０，６３８公債費

２０，０００予備費
４，７４５，０００合 計

■時期間・日時
■場場所
■内内容
■講講師・指導
■対対象・資格
■定定員・募集人数

■￥費用・受講料など
■持持ち物
■他その他
■申申し込み方法など
■問問い合わせ先

なお、■対どなたでも、■定特になし、
■￥無料の場合は記載を省略していま
す。

１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行／福祉基金
安城快足ＡＣ、東端の老人、ほほえみ
ダンス、日本モウルド工業㈱、㈱イノ
アックコーポレーション桜井事業所、
イノアック労働組合桜井支部、ふれあ
いダンス、魚魚丸、作野トータル、㈱
スギヤス、中部福祉センター利用者、
二本木公民館利用者、山本武市、平尾
静枝、さわやかダンス、匿名

福祉への善意
ありがとうございます

２月１５日までに市社会福祉協議会に
寄せられた義援金は９７７１万５０７９円です。
■問市社会福祉協議会総務課（緯〈７７〉２９４
１）
２月１日～１５日受け付け分／敬称略
安城市社会福祉団体職員労働組合、匿
名、募金箱への多数の寄付者

東日本大震災義援金
ありがとうございます

市内事業所から標語を募集し、２万
１０５１編の応募がありました。
最優秀作品は次のとおり。〈敬称略〉

■問安城消防署（緯〈７５〉２４５８）
統一防火標語
「火の用心 心で用心 目で用心」／池
亀幹男（叙デンソー高棚製作所）

みき お

危険物安全管理統一標語
「危険物 知識と意識が 身を守る」／
喜屋武直道（叙デンソー安城製作所）
きゃん なおみち

平成２５年度統一防火標語・
危険物安全管理統一標語
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公共下水道の使える区域が２１０３ヘク
タールとなります。
■時３月３１日掌から
■場浜屋町・安城町・桜井町・姫小川町・
小川町・和泉町・城ヶ入町の各一部
新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１５日晶～２９日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）
■場■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）

■場■問衣浦東部保健所（刈谷市／緯〈２１〉
４７７８）
こころの健康相談
■内■時精神保健福祉相談員・保健師によ
る相談獅捷～晶（抄を除く）午前９時
～正午、午後１時～４時３０分 精神
科医師による相談（予約制）獅４月１６
日昇午後２時～４時
エイズ検査・肝炎検査
■時４月２日昇・９日昇・１６日昇・２３日
昇午前９時～１１時（２日昇・１６日昇

は、エイズ検査のみ午後６時～７時
もあり）

■時４月７日掌・１４日掌午後１時～２時
３０分
■場刈谷市総合文化センター
■内自衛隊の概要、採用試験について
■問自衛隊愛知地方協力本部安城地域事
務所（緯〈７４〉６８９４）、行政課（緯〈７１〉２２
０８）

■時交付日獅３月２２日晶から
■内障害者の通院・外出に係るタクシー
料金助成利用券を１人１冊交付しま
す。ただし、週２回以上かつ２カ月
以上の通院が必要な人には、通院報
告書の提出により２冊目を交付 利
用可能日獅４月１日捷から（大興タ
クシーは４月４日昭から）
■対次の陰～韻のいずれかを持っている
人 陰身体障害者手帳１～３級、隠

療育手帳Ａ・Ｂ判定、韻精神障害者
保健福祉手帳１・２級
※自動車税・軽自動車税の減免を受
けている人、市高齢者タクシー料金
助成利用券の交付を受けている人を
除く。
■申陰～韻のいずれかを持って障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）へ

自衛官採用試験説明会

平成２５年度障害者福祉タク
シー料金助成利用券を交付

衣浦東部保健所の相談・検
査

公共下水道の使える区域が
広がります

川や海を汚す最大の原因は、家庭か
らの生活排水です。清潔で快適な生活
環境をつくるため、下水道が使用可能
になったら、１年以内に接続をお願い
します。風呂・台所などの雑排水やし
尿は下水道管に、雨水は道路側溝など
に、それぞれ分けて流す必要がありま
す。敷地内の排水管・排水ますは、個
人負担で施工することになりますので、
工事の際は、市が指定する「安城市排
水設備工事指定工事店」へ直接申し込
んでください。
■問下水道管理課（緯〈７１〉２２５８）

下水道への接続をお願いし
ます

本紙２月１日号と同時に配布
しました安城市洪水ハザードマ
ップのうち、「もし、鹿乗川・猿
渡川・長田川などの河川があふ
れたら」面に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）、
土木課（緯〈７１〉２２３９）

地図の訂正
名鉄西尾線の駅名諮正獅堀内公
園駅・桜井駅、誤獅碧海堀内駅・
碧海桜井駅
避難所一覧の訂正
英桜井公民館の電話番号諮正獅

緯〈９９〉３３１３、誤獅緯〈７５〉１１９８
鋭桜井中学校の所在地諮正獅小
川町的場丘１ー１、誤獅小川町
的場丘

安城市洪水ハザードマップの訂正

堀内公園駅堀内公園駅

48489999－－33331133
5151小川町的場丘１ー１小川町的場丘１ー１

桜井駅桜井駅

堀内公園駅

4899－3313
51小川町的場丘１ー１

桜井駅

「もし、鹿乗川・猿渡川・長田川などの河川があふれたら」面


