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我

険物取扱者試験危 月の移動児童館６
■対■時■場乳幼児 ▼４日昇・２５日昇獅南部
公民館、５日昌・１２日昌獅東部公民
館、７日晶・２１日晶獅高棚町公民館、
いずれも午前１０時～１１時

■問子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

■時７月１４日掌

■場名古屋市内
■内甲種、乙種全類、丙種
■申持参・郵送獅６月３日捷～１２日昌に
願書を除消防試験研究センター愛知
県支部（〒４６１－００１１名古屋市東区白
壁１－５０）へ 電子申請獅５月３１日
晶午前９時～６月９日掌午後５時に
鋤県危険物安全協会連合会ウェブサ
イトへ
※願書は５月２０日捷から安城消防署
で配布。

■問安城消防署予防係（緯〈７５〉２４６０）

■時６月６日昭午後１時３０分～４時
■場刈谷市産業振興センター
■対来年３月学校卒業予定者の採用を予
定している企業
■問ハローワーク刈谷（緯〈２１〉５００３）、市
商工課（緯〈７１〉２２３５）

年３月新規学卒求人取扱
説明会

来

■時６月１日松・２日掌

■内幼児プールにボールを開放。未就学
児のプールの利用料を無料
■対オムツの外れた子～未就学児
■￥施設使用料（未就学児を除く）
■他保護者同伴で入場してください（保
護者１人につき、子ども2人まで）

■場■問マーメイドパレス（緯〈９２〉７３５１）

びっこデーち
リーダーバンク登録後、市の健康づ
くり事業へ協力をお願いします。
■時９月２７日晶、１０月６日掌・１２日松・
１８日晶・２７日掌、１１月３日掌・９日
松・２９日晶（全８回）
■場あいち健康プラザ（東浦町）
■対県内在住の満１８歳以上で、研修後、
ボランティアとして健康づくり活動
ができる人

■定８０人（先着順）
■他事前に健康度評価の受診（有料）が必
要
※５人分（先着順）の健康度評価費用
を市で負担します。希望者は、研修
会申し込み後６月３日捷から（松掌

抄は除く）市保健センター（緯〈７６〉
１１３３）へ。
■申６月１日松～８月１０日松に、申込書
を持参か郵送、ファクスであいち健
康プラザ（〒４７０－２１０１知多郡東浦町
大字森岡字源吾山１－１／胃０５６２
〈８２〉０２２８）へ
※申込書は市保健センターで配布。

■問あいち健康プラザ（緯０５６２〈８２〉０２１１）、
市保健センター（緯〈７６〉１１３３）

健康づくりリーダーバン
ク登録研修会

県

障害者委託訓練県
■問愛知障害者職業能力開発校（緯０５３３
〈９３〉２１０２）、ハローワーク刈谷（緯〈２１〉
５００１）、市障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）
パソコン初級コース
■時７月２日昇～９月１０日昇の毎週昇～
昭午前９時３０分～午後４時３０分

■場岡崎市産業人材支援センター
■内ワード・エクセルを使用した文書作
成や表作成
■対身体障害・精神障害の障害者手帳を
有している人（車いすの人を除く）
■定７人（面接で選考）
■申６月１０日捷までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）

介護職員初任者研修養成コース
■時７月１７日昌～９月２７日晶の毎週昌～
晶午前９時３０分～午後４時３０分
■場叙クレア安心福祉（高棚町）
■内介護現場で必要な資格を取得し、正
しい倫理・知識・技術を習得
■対軽度の身体障害・精神障害で障害者
手帳を有している人
■定７人（面接で選考）
■￥６３００円
■申６月１９日昌までにハローワーク刈谷
へ（事前に同所での求職登録が必要）

きいきウオーキングい
■時６月１５日松午前９時～正午（受け付
けは午前８時３０分から）
■場北部公民館～井畑橋～北部公民館
（約２．８灼）
■対市内在住の人
■定２００人（定員を超えた場合は抽選）
■申５月２１日昇～６月５日昌午前１０時～
午後４時（掌捷を除く）に住所・氏名・
年齢・電話番号を電話かファクス、
Eメールでエコネットあんじょう
（緯・胃〈５５〉１３１５／info@econeta
njo.org）へ

広報あんじょう 2013.5.15

■時７月１３日松午後６時～７時２０分頃
■場丈山苑
■内出演獅柳家三之助氏

さん の すけ

■定１３０人（先着
順）

■￥一般１０００円、
中学生以下
９００円（いず
れも入苑料、
呈茶料含む）

■申５月２１日昇

午前９時か
ら電話で同
苑（緯〈９２〉
７７８０）へ

山苑落語会丈

柳柳家三之助柳家三之助氏氏

マーメイドパレマーメイドパレスス ききーぼー市きーぼー市場場

碧海信用金庫本店前会場（御幸本町）
■時５月２５日松午前９時から（商品がな
くなり次第終了）

■内地元産野菜の販売・調理法のアドバ
イス

■問農務課（緯〈７１〉２２３３）
交流広場会場（御幸本町）
■時５月２５日松午前１０時～午後３時
■内地元産野菜、特産物のグルメ品販売、
手作り市、一色漁港で水揚げされた
新鮮な魚介類の販売、商店街アイド
ル「看板娘。」ステージ、きーぼー撮
影会、限定きーぼーグッズが買える
きーぼーSHOPmini

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）、叙安城スタイ
ル（緯〈７３〉９５１１）

月のきーぼー市場今
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家屋（住宅、店舗、車庫など）を新築・
増築すると、固定資産税がかかります。
評価額を決めるために、職員が訪問し、
家屋の内外を調査しますので、ご協力
をお願いします。
※家屋を取り壊した人は連絡してく
ださい。固定資産税が減額になる場
合があります。

■問資産税課（緯〈７１〉２２１５）

屋調査にご協力ください家

別支援学級の見学ができます特
■時１２月末まで
■対来年度新入学児童・生徒で、次の障害があると思われる子とその保護者
■対■場難聴と思われる子施錦町小学校（緯〈７５〉２７２５）
肢体不自由と思われる子施三河安城小学校（緯〈７１〉３２５０）
知的・情緒障害があると思われる子施下表のうち居住する学区の小・中学校

■申電話で直接、各学校へ

浦東部保健所の相談・検
査

衣

■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６月５日昌午後２
時～４時

エイズ検査・肝炎検査
■時毎週昇午前９時～１１時（第１・３昇

は、エイズ検査のみ午後６時～７時
もあり）

民交流センターの下半期
分の利用予約を受け付け

市

■内１０月１日昇～来年３月３０日掌のうち
上半期と合わせて３日分

■対多目的ホールを１００人以上で使う、
講演などの団体利用
■申６月１日松～１６日掌午前９時～午後
８時（捷を除く）に、申込書を直接市
民交流センターへ
※電話での申請は不可。予約を調整
し、結果を連絡します。
■問市民交流センター
（緯〈７１〉０６０１）、市
民協働課（緯〈７１〉
２２１８）

■時６月２３日掌午後１時３０分～３時
■場アグリライフ支援センター
■内ミニトマト、ネギ、マリーゴールド
などをプランターに寄せ植え
※寄せ植えしたプランターは、自宅
で管理します。
■講石川政子氏

まさ こ

（あいちの技人）
わざびと

■対小学生以下の子とその保護者
■定１５組（先着順）
■￥５００円
■申５月２０日捷～３１日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）に農務課
（緯〈７１〉２２３３）へ

子農業体験会親

■時６月９日掌午前９時３０分～午後２時
３０分
■場集合場所獅南部公民館 コース獅南
部公民館～念空寺～長福寺～油ヶ渕
花しょうぶ園・応仁寺（碧南市）～八
剱神社～南部公民館（約９灼）
■持昼食・水筒・雨具・敷物など
■他乗り合わせか公共交通機関を利用し
てください
■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

ょうぶ歩け運動し
電 話中学校名電 話小学校名電 話小学校名電 話小学校名

〈７５〉３５３１安城南〈９９〉３７７７桜林〈９７〉８２０２志貴〈７５〉２７２１安城中部
〈７５〉３５２５安城北〈７６〉１４８８新田〈９９〉２２０１桜井〈７６〉２３３２安城南部
〈９２〉００１９明祥〈９８〉３０３３今池〈７６〉６０５６作野〈７６〉２３０３安城西部
〈７６〉２３２０安城西〈７１〉３２５０三河安城〈７６〉８７７３祥南〈７６〉２３３４安城東部
〈９９〉００２８桜井〈７１〉３３４５梨の里〈９２〉００２４丈山〈９８〉０８２５安城北部
〈９８〉１５３１東山〈７６〉４４４９二本木〈７５〉２７２５錦町
〈７６〉７８１１安祥〈９８〉５９００里町〈９２〉０５９３高棚
〈７６〉１７７７篠目〈７５〉３００３桜町〈４１〉１２４４明和

職員が調査しま職員が調査しますす

プランターを使って寄せ植えしまプランターを使って寄せ植えしますす

碧南花しょうぶ祭碧南花しょうぶ祭りり
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■内補助金額施下表のとおり

■対次の対象地域で、専用住宅または居
宅部分の床面積が延べ床面積の２分
の１以上ある併用住宅に浄化槽を設
置する人
対象地域施公共下水道認可区域（年
度内に認可が見込まれる区域を含む）
以外の地域。農業集落排水処理区域
以外の地域
■定予算の範囲内で先着順
■他浄化槽を設置してから補助金を交付
することはできません。必ず工事前
に申請手続きをしてください。市税
を滞納している人は不可。
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時１５分
（抄を除く）に、環境首都推進課（緯

〈７１〉２２０６）へ

画広報あんじょう 2013.5.15

■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。

行 政 改 革教教ええて！て！行行革革！！！！教えて！行革！！
第５次行政改革大綱アクションプラン（５５プラン）の取り組み第３弾
●我が町を守る「中学生防災隊」の結成 高齢化が進む中、普段地域にいて
一定の理解力と体力を持つ中学生は、地域の防災活動の担い手として活躍
が期待されます。そのため、町内会・ボランティア団体などとの協働によ
り中学生防災隊を結成します。

Ｑ：何がどうなるの？

Ａ：中学生を対象に防災学習や地域の防
災訓練を開催することによって、防災につ
いて理解が深まります。地域防災の担い手
として活動することにより、中学生の防災
力が向上します。また、地域とのつながり
ができるので、中学生は防災だけではなく
ほかの行事にも参加しやすくなります。
■問防災危機管理課（緯〈７１〉２２２０）

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

３月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
富光園、㈱カミヤコーポレーション、
松岡寛一、安城市消費生活学校、高齢
者講座民舞、日本モウルド工業㈱、ピ
アゴ東栄店、ピアゴ安城店、アピタ安
城南店、杉浦広志、今村郵便局、ユー
ホーム安城店、ピアゴ福釜店、労福協
西三河支部安城地区友の会会長袴田陽、
ピアゴラフーズコア三河安城店、作野
トータル、石川雅人、太田勉、鹿乗福
祉委員会、総合福祉センター利用者、
安城市身体障害者福祉協会、安城市町
内会長連絡協議会、安城市民生児童委
員協議会、国際ソロプチミスト安城、
福祉まつり事務局、安城市福祉まつり
実行委員会、匿名
市役所関係
安城南ライオンズクラブ、杉浦桂子

補助金額
窒素燐（りん）除
去型浄化槽

窒素除去型
浄化槽人槽

５２万５０００円２５万５０００円５人槽
６９万円２８万５０００円６・７人槽
９６万円３４万５０００円８～１０人槽

１６６万５０００円６０万円１１人槽以上

度処理型合併処理浄化槽
の設置を補助

高

雇止めに対する不安を解消し、安心
して働き続けることができるようにす
るため、有期労働契約の適正な利用の
ためのルールが、４月１日より全面施
行されました。 ３つのルール閣陰無
期労働契約への転換 隠「雇止め法理」
の法定化 韻不合理な労働条件の禁止
※詳しくは、厚生労働省ウェブサイ
ト（「厚生労働省 労働契約法改正」
で検索）をご覧ください。
■問愛知労働局（緯０５２〈９７２〉０２５３）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

働契約法が改正されまし
た

労

■時５月２６日掌・６月９日掌午前７時～
正午（予備日６月１６日掌・２３日掌・
６月３０日掌）

■場市内全域
■内農作物を食べ荒らすドバト、ムクド
リ、カラスなどを鉄砲を使い、市内
全域で駆除します。事故防止のため
子どもたちが近づかないように、ま
た、飼いバトなどは放さないように
ご協力ください
■他天候により延期または中止をするこ
とがあります
■問農務課（緯〈７１〉２２３３）

の駆除を実施します鳥

を美しくする運動町
■時５月１９日掌～６月５日昌

■内運動期間中の掌（５月１９日掌・２６日
掌・６月２日掌）を「市民清掃の日」
と定めます。自宅周辺の清掃をはじ
め、各町内会や事業所による生活道
路、公園、広場などの清掃活動に協
力して、地域の皆さんで住みよい町
をつくりましょう

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

防防災訓練に参加する中学防災訓練に参加する中学生生

東日本大震災以外にも様々東日本大震災以外にも様々なな
寄付などを受け付けていま寄付などを受け付けていますす

高度処理型合併処理浄化高度処理型合併処理浄化槽槽
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広告入りの雑がみ回収袋２万枚作成
し、キャンペーン・説明会などで市民
に配布します。
■内募集広告数閣４枠 広告掲載料閣１
枠２万円以上（消費税などを含む）
■対市税の滞納などがない事業者など
■申５月２０日捷～６月１９日昌午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
申込書、会社概要（パンフレット）、
広告原稿を、持参か郵送で清掃事業
所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／緯

〈７６〉３０５３）へ
※申込書は同課・市公式ウェブサイ
トで配布。

発用雑がみ回収袋の広告
掲載者

啓

ここの袋に広告を掲載しまこの袋に広告を掲載しますす

■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
広報あんじょう 2013.5.15臥

■内勤務内容閣下水道供用区域での未接
続の家庭への戸別訪問、調査および
接続依頼など 勤務日時閣７月１日
捷～１０月３１日昭の捷～晶午前９時～
午後３時３０分（抄を除く） 賃金閣時
給９００円、通勤割増１日２００円、面談
手当１件５０円
■対普通自動車運転免許を有し、簡単な
パソコン操作ができる人

■定２人（面接で選考）
■申５月１６日昭～６月３日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
顔写真付きの履歴書を持って下水道
管理課（緯〈７１〉２２５８）へ

水道接続促進臨時職員下 ■時７月２日昇・３日昌・５日晶・８日
捷午前６時～７時３０分

■場市総合運動公園内野球場
■対市内の商店、企業、クラブ単位で編
成された軟式野球チーム

■￥１チーム１０００円
■他６月２２日松午後７時に参加メンバー
の名簿と参加費を持って、市体育館
で開催する監督会議および組み合わ
せ抽選会に参加してください
■申６月２１日晶までの午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く）に市体育館
（緯〈７５〉３５３５）へ

朝野球大会参加チーム早

口座振替は、納期限ごとに金融機関
に出向く手間や納め忘れがなく、確実
に振り込みができる便利な納付方法で
す。加入手続きをお願いします。
■場取扱金融機関、水道業務課（郵送で
の受け付け可）
■内取扱金融機関閣市内に本・支店のあ
る金融機関、西三河農協、あいち三
河農協、あいち豊田農協 持ち物閣

通帳、通帳印、水道番号の分かるも
の（使用水量のお知らせなど）
■問水道業務課（緯〈７１〉２２４９）

道料金・下水道使用料の
支払いは口座振替で

水

更生病院跡地を整備する中心市街地
拠点整備事業について、５月９日に募
集要項などを公表しました。公募型プ
ロポーザル方式により事業者を選定し、
来年３月に事業契約を結ぶ予定です。
■内今後の予定葛９月閣提案書類の提出
期限（募集締切） １２月閣事業者選
定 来年３月閣事業契約締結 平成
２９年度閣開業予定
※要項は、市公式ウェブサイトに掲
載。

■問南明治整備課（緯〈７１〉２２４５）

心市街地拠点整備事業の
募集要項を公表

中

男女共同参画社会の実現に向けた取
り組みや課題について、さまざまな分
野からアプローチしていく会議です。
■時１０月１１日晶・１２日松

■対市内に在住、在勤または在学する満
２０歳以上で、全日程に参加できる人
※過去に参加した人を除く。

■定１人（書類で選考）
■申５月２０日捷～６月１０日捷午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌を除く）に、
応募用紙を持って市民協働課（緯〈７１〉
２２１８）へ
※応募用紙は、同課・市公式ウェブ
サイトで配布。

本女性会議２０１３あなん参
加者

日

■内植物管理など 勤務日時閣松掌抄を
含む陰午前８時～正午、隠午後１時
～５時 賃金閣時給７８０円（松掌抄は
１００円増）、通勤割増1日２００円
■定陰閣２人、隠閣２人
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

ンパークの植栽スタッフデ
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