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賀広報あんじょう 2013.6.15

県県市町村対抗駅県市町村対抗駅伝伝

■申社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）、障害福祉
課（緯〈７１〉２２２５）

住宅用火災警報器の設置
■内 寝室、台所、階段
（２階以上に寝室が
ある場合）に火災警
報器（３個以内）を無
料で取り付け

■対①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者） ②身体障害者手帳１級、
２級または療育手帳Ａ判定の交付を
受けている人（同居者に手帳の交付
を受けていない１８歳以上６５歳未満の
人がいる世帯を除く）

家具転倒防止器具の設置
■内寝室、居間、台所などの家具に転倒
防止器具を無料で取り付け（器具代
は自己負担）

■対①６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（認定者） ②６５歳以上の人のみの世
帯 ③身体障害者手帳、療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている人（同居者に手帳の交
付を受けていない１８歳以上～６５歳未
満の人がいる世帯を除く）

宅用火災警報器・家具転
倒防止器具の取り付け

住

祉への善意・寄付
ありがとうございます

福

４月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
養護老人ホーム、ふれあいダンス、安
城商工会議所青年部、デンソーハート
フルクラブ高棚、日本モウルド工業叙、
総合福祉センター利用者、ＪＡあいち
西三河センター店舗情報課、東端の老
人、ほほえみダンス、桜井公民館利用
者、稲垣達也、碧海信用金庫事務セン
ター、安城市日赤奉仕団、とんかつ稲
穂、匿名
市役所関係
カラオケ喫茶匠、国際ソロプチミスト
安城

対象のはかりは定期検査が必要です。
前回未検査のはかりを使用している人
は、７月１２日晶まで（松掌を除く）に商
工課へ連絡してください。
■対商店などの商品売買用、病院・薬局
などの調剤用、運送業者などの運賃
算出用、農業生産者の売買・出荷用、
工場などの材料購入用などのはかり

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）

かりの検査の事前調査は

火災報知機

休みファミリークッキン
グ「父と子が家族を招待」

夏

■時７月２７日松午前９時３０分～午後１時
■場文化センター
■内献立獅豚肉のチーズロール、具だく
さんスープ、牛乳かんてん

■対小学生以上の子とその父親または祖
父および招待する高校生以上の家族

■定８組（定員を超えた場合は抽選）
※１組３人まで。

■￥一人３００円
■持エプロン・三角巾・ふきん・筆記用
具・子ども用上履き

■他料理を作っている間、招待された家
族はメディア
講座を受講し
ます

■申６月２８日晶～
７月１０日昌午
前８時３０分～
午後５時１５分
（松掌を除く）
に市民協働課
（緯〈７１〉２２１８）
へ

おおいしい料理を作おいしい料理を作っっ
て食べてもらおて食べてもらおうう

ァミリーキャンプフ
■時８月１７日松・１８日掌

■場茶臼山高原野外センター（長野県根
羽村）

■内キャンプファイア、野外活動など
■対市内在住、在勤、在学の家族
■定１５家族６０人（先着順）
■￥高校生以上獅１１００円 小・中学生獅

１０００円 乳幼児獅９００円
■申７月１０日昌～８月１０日松午前９時～
午後５時（７月２２日捷・２９日捷、８
月５日捷を除く）までに申込書と参
加料を持って
市体育館（緯

〈７５〉３５３５）へ
※申込書は、
市体育館・市
公式ウェブサ
イトで配布。

城選手権大会夏季水泳競
技会

安

■時８月４日掌午前９時１０分～午後３時
■場市スポーツセンター
■内種目獅下表のとおり
■対小学５年生以上で市内在住、在勤、
在学のアマチュア競技者

■￥１００円（市内小・中学校在学者は無料）
■他公共交通機関か乗り合わせでお越し
ください

■申６月２５日昇～７月１２日晶午前９時～
午後５時（捷を除く）に申込書を市体
育協会（市体育館内／緯〈７５〉５１８２）へ
※申込書は、市体育館・市体育協会・
同協会ウェブサイト・市スポーツセ
ンター・マーメイドパレスで配布。

■問市体育館（緯〈７５〉３５３５）

女子男子部

５０ｍ自・平・背５年
小学生 ６年

２００ｍリレー５・６年
１００ｍ自・平・背
４００ｍリレー中学生

５０ｍバタ１００ｍバタ
１００ｍ自・平・背

・バタ
４００ｍリレー

１６歳以上
（高校生・
大学生含む）

５０ｍ自・平・背
２００ｍリレー

２０歳以上
（大学生含む）

５０ｍ自・平・背３０歳以上

５０ｍ自・平４０歳以上
５０歳以上

２５ｍ自・平６０歳以上

■時■内陰７月６日松午後６時（ナイター
陸上競技会）獅３０００m（一般女子）、
５０００ｍ（一般男子・女子、４０歳以上
男子、５０歳以上男子）
隠１０月５日松（安城選手権）獅小・中
学生、一般男女

■他陰獅当日、参加費３００円を持参し、
総合運動公園陸上競技場前芝生広場
へ 隠獅詳細は、後日掲載します

■問市体育館緯〈７５〉３５３５）

市町村対抗駅伝競走大会
代表選考会

県

野野外活野外活動動
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■問衣浦東部保健所（緯〈２１〉４７７８）
精神保健福祉相談員・保健師による相談
■時捷～晶午前９時～正午、午後１時～
４時３０分（抄を除く）

■場衣浦東部保健所（刈谷市）
精神科医師による相談（予約制）
■時７月１８日昭午後２時～４時
■場衣浦東部保健所安城保健分室
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）

■場衣浦東部保健所（刈谷市）

浦東部保健所の相談・検
査

衣

み３０％減らし隊による雑
がみ回収キャンペーン

ご

昨年度末現在のごみ減量率は２０％で
す（平成１７年度比）。燃やせるごみ袋の
中には、まだ古紙・古着が約１３％含ま
れています。これを分別回収し、ごみ
減量３０％を目指します。
■時■場下表のとおり
■内チラシ、ダイレクトメール、パンフ
レット、紙箱、包装紙などの雑がみ
を回収、ごみ分別に関するクイズ・
ゲーム
※雑がみを持ってきた人、クイズ・
ゲームに参加した人に粗品を進呈。

※時間はすべて午前１０時～正午。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

ところとき

ピアゴ安城店６月１６日掌

ピアゴラフーズコア三河安
城店２２日松

フィールでっかいどう錘２９日松

ＪＡあいち中央グリーンセ
ンター安城北部３０日掌

ザ・モール安城店７月６日松

ビッグリブ安城店１３日松

アピタ安城南店１４日掌

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
人材育成支援事業
■内社内研修、講習会参加費、資格取得
に要する経費 補助率獅経費の５０％
補助額獅１年度１５万円以内
販路拡大事業
■内商品見本市などへの出展料 補助率
獅経費の５０％ 補助額獅１年度６０万
円以内
特許申請等事業
■内特許、実用新案または意匠出願に係
る書類作成費用 補助率獅経費の５０
％ 補助額獅１年度６０万円以内
依頼試験事業
■内試作品の検査、測定、分析をする依
頼試験などの経費 補助率獅経費の
５０％ 補助額獅１年度１０万円以内
産学連携事業
■内大学などへの相談、依頼試験、機器
を利用した分析などに係る経費 補
助率獅経費の５０％ 補助額獅１年度
１０万円以内
ＢＣＰ（事業継続計画）策定事業
■内ＢＣＰの策定に係るコンサルティン
グ経費 補助率獅経費の５０％ 補助
額獅１年度４０万円以内
海外拠点設立事業
■内海外拠点を設立した際の登録経費
補助率獅経費の５０％ 補助額獅４０万
円以内

■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
マル経融資利子補給補助事業
■対４月１日～平成２８年３月３１日昭に日
本政策金融公庫の小規模事業者経営
改善資金の融資制度当該融資を受け
た市内中小企業者

■内補助対象獅１～６回目までの返済利
子 補助率獅１００％ 補助額獅１５万
円以内
信用保証料補助事業
愛知県信用保証協会を通じて次の信
用保証付き融資制度を利用した中小企
業者に信用保証料の一部を補助します。
■内対象事業獅小規模企業等振興資金、
経済環境適応資金

企業投資促進事業
愛知県の「２１世紀高度先端産業立地
補助金」および「新あいち創造産業立地
補助金（Ａタイプ）」の要件を満たす企
業を県と共同で支援します。
■内固定資産取得にかかる費用（土地代・
消費税を除く） 補助率獅１０％（要件
により５％）

■申事業に着手する３０日前までに申請書
および必要書類を市商工課へ提出
※対象分野、投資規模などに規定あり。
ＩＳＯ更新支援事業
■対４月１日～来年３月３１日捷に、ＩＳ
Ｏ９００１・１４００１または２２０００の更新を
する市内の中小企業者

■内更新審査に係る経費 補助率獅２５％
以内 補助額獅２０万円以内

■申６月２８日晶までに直接商工課へ
雇用促進助成金事業
■対４月１日～来年３月３１日捷に離職者
を常用労働者として新たに雇い入れ
た、市内の中小企業者で、雇用期間
の定めなく、所定労働時間が正規労
働者と同じ雇用をした事業者

■内補助額獅被雇用者一人当たり３０万円
（１事業者上限１５０万円）
コーディネーターがあなたの企業を訪
問します
中小企業の経営課題を把握し、解決
に導くため、企業を巡回訪問し、個別
の相談に応じるコーディネーター制度
を導入しています。

家庭から出る廃棄物は一般廃棄物で
す。収集・運搬・処分するには一般廃
棄物処理業の許可が必要となります。
無許可の業者などに渡った家電の多く
は、不法投棄など不適切に処理される
ことがあります。
一方、正しくリサイクルに出された
家電は、金属の種類やプラスチックご
とに選別され資源となります。
不用品回収業者などを利用しないで

ください。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

みの分別冊子を６月下旬
に配布します

ご

「家庭ごみと資源の分け方・出し方
早分かりブック」を６月下旬に配布し
ます。新しいものが届いたら、古いも
のは古紙として出してください。
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

用家電は正しくリサイク
ル

不

んばる中小企業応援事業が

リサイクルプラザの設備改修工事の
ため、７月１日捷の午前８時３０分～正
午は計量器が使用できません。ごみの
持ち込みを控え
てください。
■問 清掃事業所
（緯〈７６〉３０５３）

サイクルプラザへのごみ
の搬入を控えてください

リ

済対策各種補助金経

リサイクルプラザ
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■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。

交交換学生の皆さ交換学生の皆さんん

会を明るくする運動社
犯罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちの更生への理解を深め、みんなで
犯罪や非行のない社会をめざしましょ
う。
■時強調月間獅７月１日捷～３１日昌

■問社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
街頭啓発活動
保護司、更生保護女性会会員などが
啓発活動をします。
■時７月１日捷午前８時３０分～午後６時
■場市内各店舗、駅などどもの人権１１０番強化週

間
子

いじめ・虐待など、子どもの人権に
関わる悩みごと、心配ごとなどの相談
に応じます。秘密は固く守ります。
■時６月２４日捷～２８日晶午前８時３０分～
午後７時、６月２９日松・３０日掌午前
１０時～午後５時
■内子どもの人権１１０番相談専用電話獅

緯０１２０〈００７〉１１０
■問名古屋法務局人権擁護部（緯０５２〈９５２〉
８１１１）、市市民課（緯〈７１〉２２２１）

姉妹都市のハンチントンビーチ市（アメリカ）とホブソンズベイ市（オーストラ
リア）への派遣学生・引率教諭が決まりました。いずれも、ホームステイをして
各種交流行事に参加。異文化を体験し、友好を深めます。
派遣する学生・引率教諭は次の皆さん。〈敬称略〉

ハンチントンビーチ市（派遣期間６月２６日昌～７月１０日昌）獅写真前列左から、近
藤和加奈（安城南中３年）、神本莉那（明祥中３年）、畔柳一佳（桜井中３年）、入山千

わ か な り な いち か ち

夏（安祥中３年）、稲田浩江（作野小学校教諭）
なつ ひろ え

ホブソンズベイ市（派遣期間６月２５日昇～７月９日昇）獅写真後列左から、高木眞
ま

子（安城北中３年）、杉浦友紀（安城西中３年）、白野遥賀（東山中３年）、三浦梨夏子
こ ゆう き しら の はる か り か こ

（篠目中３年）、杉浦儀一（丈山小学校教諭）
よし かず

■問市国際交流協会（市民協働課内／緯〈７１〉２２６０）

妹都市への交換学生を決定姉

害時要援護者サポートブ
ック出前講座

災

■内障害のある人や高齢者の災害時の避
難誘導や車いすの使い方の説明、障
害別の支援体験など 講座時間獅６０
～９０分程度
■講市ボランティア連絡協議会
■対町内会、自主防災会、福祉委員会、
学校、企業などの市内団体
■他参加者へテキストとして、災害時要
援護者サポートブックを配布
■申昇～松午前９時～午後５時に市社会
福祉協議会（緯〈７７〉２９４１）へ

■問障害福祉課（緯〈７１〉２２５９）

■時６月２９日松、７月２７日松、８月３１日
松、９月２１日松～２３日抄

■場デンパーク
■内竹あかり作成、イベント企画補助、
当日ボランティアの指導
■定５人程度（面談のうえ決定）
■申６月２４日捷までに、デンパーク（緯

〈９２〉７１１１）へ

秋のあかり祭運営ボラン
ティアスタッフ

仲

仲秋のあかり祭

育て出前講座の希望団体子
希望する団体などへ出向き、子育て
についての講座をします。
■時７月～来年２月のうち１回１時間程
度（掌抄、１２月３０日捷～来年１月３
日晶を除く）

■内遊びで育つもの、子どもの食育、心
を育てるほめ方・叱り方、生活リズ
ム、手遊びや手作りおもちゃの紹介

■対５人以上が参加できる市内の会社・
事業所・団体など

■申希望日の１４日前までに、電話で子ど
も課（緯〈７１〉２２２８）へ

■時６月１７日捷～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌を除く）
■内農地の「貸し手」と「借り手」の賃貸借
の申し出をとりまとめたもの 利用
権設定面積獅１１０ヘクタール

■場■問農務課（緯〈７１〉２２３４）

用地利用集積計画の縦覧農
災災害時の対応を学ぼ災害時の対応を学ぼうう

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ

■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 2013.6.15駕

ちゅうのいきもののイラ
スト

う

育園・幼稚園臨時職員保

プラネタリウム天文イラスト作品展
（７月２３日昇～９月１日掌）で展示しま
す。
■内用紙獅４ツ切り画用紙（各自で用意）
画材獅自由 テーマ獅うちゅうのい
きもの（あなたが考えた宇宙人、生
き物の絵など）
■申７月１４日掌までに応
募用紙と作品を直接
文化センター（緯〈７６〉
１５１５）へ
※応募用紙は同セン
ター、市公式ウェブ
サイトで配布。

■場勤務地 ▼保育士・看護師獅公立保育
園 用務員獅公立幼稚園
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、申込書または写真付き
の履歴書と保育士は保育士証、看護
師は看護師免許を持って子ども課へ
※申込書は、同課、市公式ウェブサ
イトで配布。
■問子ども課（緯〈７１〉２２２８）
臨時保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時（松勤務もあり） 時給獅１２２０円

延長パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶陰午前７時３０分～
８時３０分、隠午後４時～６時 時給
獅１１５０円
※勤務時間など相談に応じます。
臨時看護師
■内勤務日時獅捷～晶午前８時３０分～午
後５時 時給獅１３６０円

幼稚園用務員
■内勤務日時獅捷～晶午後３時１５分～午
後５時１５分 時給獅８８０円

■対小学生とその保護者
■定各２０組４０名（応募者多数の場合は抽
選。当選者のみ連絡）
■申６月２４日捷～７月１０日昌に住所・氏
名（ふりがな）・年齢・性別・電話番
号・希望コース・発着駅を、郵送・
ファクス・Ｅメールで県西三河県民
事務所環境保全課（〒４４４－８５５１岡崎
市明大寺本町１－４／胃０５６４〈２６〉
２２２８／nishimikawa@pref.aichi.lg.
jp／緯０５６４〈２７〉２８７５）へ
※Ｅメールの場合は、件名を「環境
保全課生物多様性親子バスツアー申
込」としてください。

■問市環境首都推進課（緯〈７１〉２２０６）
ため池で地引き網・ザリガニ釣り（外
来生物ってなあに）コース
■時７月３１日昌 集合 ▼名鉄西尾駅獅午
前８時３０分～午後４時３０分 名鉄東
岡崎駅獅午前９時３０分～午後３時３０分

■場■内豊田市自然観察の森で外来生物駆
除体験、キユーピー挙母工場（豊田
市）の工場見学
なにがいるかな？干潟探検コース
■時８月９日晶 集合 ▼名鉄豊田市駅獅

午前８時３０分～午後６時 名鉄新安
城駅獅午前９時３０分～午後５時
■場■内前島（うさぎ島／西尾市）で生物観
察、パールライス安城工場の見学

物多様性親子バスツアー
参加者

生

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５弾
●電子申請（施設予約）の拡充 有料で利用する市の施設の一部（市体育館、
文化センターなど）では、パソコンや携帯電話からインターネットを利用
して施設の空き状況の検索や予約（電子予約）をすることができます。今後、
さらに電子予約ができる施設の拡大を予定しています。

Ｑ：何がどうなるの？

Ａ：利用者登録後は、施設へ足を運ば
なくても、ご自宅のパソコンなどから施
設の空き状況の検索や予約ができるよう
になるので、利便性が向上します。
●電子申請で施設予約をする方法
陰携帯電話・スマートフォン・パソコ
ンなどで利用者ＩＤを取得する 隠利
用したい施設で利用者登録をする（初
回のみ） 韻登録したＩＤでログイン
し、施設の予約をする
■問情報システム課（緯〈７１〉２２０７） どどこでも予約状況が確認できまどこでも予約状況が確認できますす

■内講座スタッフ（体験教室の準備・運
営） 勤務日時獅松掌抄を含む午前
９時～午後５時のうち指定時間。
賃金獅時給７８０円から（松掌抄は１００
円増）、通勤割増１日２００円

■定２人
■申電話でデンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ

ンパークのパート・アル
バイト

デ

■時任期獅８月１０日松～平成２７年８月９
日掌

■内総合計画の策定、進ちょくおよび実
施について審議

■対市内在住の１８歳以上
■定４人（書類選考、面接）
■申７月３日昌まで（必着）に応募用紙と
８００字以内の作文（※）を持参・郵送・
Ｅメールで企画政策課（〒４４６－８５０１
住所記載不要／kikaku@city.anjo.
aichi.jp／緯〈７１〉２２０４）へ
※応募用紙は同課・市公式ウェブサ
イトで配布。
※作文のテーマ獅陰私が思う安城市
の強みと弱み 隠住みよさを実感で
きる“まち”にするため、市民ができ
ること（どちらか一つを選択）

合計画審議会委員総

ププラネタリウプラネタリウムム


