
市にふさわしい土産品として、１８業
者４０品（下表参照）を選定しました。認
定品には認定シールを
貼っています。
■時認定期間施４月～平
成２８年３月末
■問商工課（緯〈７１〉２２３５）
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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。

■時交付日獅３月２５日昇から 利用開始
日獅４月１日昇から

■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は、通院報告
書の提出により２冊目を交付
■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、捷～晶

午前８時３０分～午後５時１５分（抄を
除く）に障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）へ

年度障害者福祉タクシー
料金助成利用券を交付

来来来来来来来来来来来

主な認定土産品屋号

アカシヤ蜜深津養蜂園
抹茶とくき茶の詰め
合わせ叙南山園

いちじくラムネ叙フジコーポレー
ション

一丈そうめん叙和泉そうめん丈
山の里

和泉手延べ半生長そ
うめん女たつみ麺店

和泉手延長そうめん和泉手延麺業組合
ごちカレー叙安城スタイル
てんてまり桝見屋
デンパークオリジナ
ルサブレ

（公財）安城都市農
業振興協会

あんじょはんじょ櫻屋
安城梨羊かん穂積堂
安城和スイーツ南吉
の青春かすてら女両口屋菓匠

安城一番福たこ叙北城屋
あんじょうハートあんじょうハート
清酒三河安城純米酒女マルコウ酒店
純米大吟醸若水穂神杉酒造叙

人魚姫の恋（ヴァイ
ツェン）、裸の王様
（エール）、黒鍬麦酒
（ボック）

安城デンビール叙

新美南吉かるた安城駅前元気会

城市観光協会認定土産品
を決定

安安安安安安安安安安安

本紙昨年１０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日捷

です。ぜひ利用してください。
■問デンパーク（緯〈９２〉７１１１）

ンパーク市民特別入園券
を利用してください

デデデデデデデデデデデ

共下水道の使える区域が
広がります

公公公公公公公公公公公

公共下水道の使える区域が２２０３ヘク
タールとなります。
■時３月３１日捷から
■場浜屋町・宇頭茶屋町・尾崎町・東栄
町・上条町・安城町・御幸本町・花
ノ木町・桜井町・姫小川町・小川町・
和泉町および東端町の一部
■問下水道管理課（緯〈７１〉２２４７）、下水道
建設課（緯〈７１〉２２４８）

新たな使用可能区域の縦覧
■時３月１７日捷～３１日捷午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）
■場下水道管理課
１日も早く下水道への接続を
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日も早く接続をお願い
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。

認認定シー認定シールル

祉への善意
ありがとうございます

福福福福福福福福福福福

１月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会 善意銀行
安祥福祉センター利用者、株式会社イ
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、アイシ
ン・エイ・ダブリュファミリーフェス
ティバル実行委員会、アイシン・エイ・
ダブリュ労働組合、ほほえみダンス、
今池町内会、ＪＡ産直センター安城東
部店、ふれあいダンス、伊藤今日子、
桜井福祉センター利用者、西部公民館
利用者、日本モウルド工業株式会社、
碧海信用金庫和泉支店、在宅介護支援
センター八千代、加藤洋平、南部公民
館利用者、鹿乗福祉委員会、匿名
市役所関係
杉本たけ子、戸田しげ子、市野英樹、
ＮＰＯ法人幸せな家庭環境をつくる会
安城支部

■内賠償責任保険（主催者や指導者が法
律上の賠償責任を問われた場合）獅
事故１件につき最高５億円（免責１
件につき１０００円） 傷害保険（指導者
や参加者が傷害を受けた場合で、脳・
心臓病疾患などを除く） ▼死亡獅３００
万円 入院獅１日２０００円 通院獅１
日１０００円
※熱中症（日
射病など）も
対象。
■対市内在住また
は市内に活動
拠点を置く５
人以上の団体 対象活動獅陰防災訓
練・運動会などの町内会活動 隠子
ども会などの指導育成活動 韻スポ
ーツ推進委員による地域スポーツ活
動 吋社会福祉、環境改善などボラ
ンティア活動 右市主催の行事・公
民館講座など
■場■問市民協働課（緯〈７１〉２２１８）

れあい補償制度の利用をふふふふふふふふふふふ

の安全なまちづくり市民運
動は４月１日昇～１０日昭

春春春春春春春春春春春

犯罪被害に遭わないために、日ごろ
から高い防犯意識を持ち、身近な対策
を実施しましょう。
重点実施項目
煙子ども・女性が被害者となりやすい
犯罪の防止

煙振り込め詐欺の被害防止
年間取り組み項目
煙住宅を対象とした侵入盗の防止
防犯の４原則（泥棒が嫌うもの）
煙補助錠などを設置し、侵入に時間を
掛けさせる

煙警報器や防犯砂利などを活用し、音
で威嚇する

煙門灯などの光で周囲を照らす
煙住民同士であいさつするなど地域の
目を強化する
■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

防防災訓練などが対防災訓練などが対象象

■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
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平成２６年第１回衣浦東部広域連合議会定例会を２月１２日に開催しました。
議会では、衣浦東部広域連合手数料条例の一部を改正する条例の制定をは
じめ２件の条例制定、５３７０万円を減額する平成２５年度一般会計補正予算（第
２号）、総額５１億６２００万円の平成２６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２６年度衣浦東部広域連合一般会計予算

歳入歳出総額は５１億６２００万円で、主に消防救急デジタル無線システム整備
に係る経費の増額により、前年度より４億１７００万円、８．８％の増額です。
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。
※１：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１億６９９３万５０００円
人事管理経費、職員福利厚生経費獅２９２５万１０００円
※２：消防費の主な内訳
消防職員人件費獅３５億７５２４万７０００円 消防庁舎・設備・車両の維持経費、消
防・救急・救助活動費獅２億６９１０万６０００円 消防施設改修費、消防設備費、
水利関係経費獅７億５３５万５０００円 消防車両などの更新経費獅１億１２８０万３００
０円 消防団の報酬・旅費など獅１億５３２５万１０００円
■問衣浦東部広域連合総務課（緯〈６３〉０１３１）

＜歳入＞
内容金額（千円）科目

関係５市からの
負担金５，１１５，１１８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

１５，２５２使用料・
手数料

消防車両購入の
補助金１国庫支出

金
権限移譲特別交
付金１６０県支出金
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１１，４６７諸収入

５，１６２，０００合計

＜歳出＞
内容金額（千円）科目

広域連合の議会
運営費用２，５４０議会費

広域連合事務所
の維持管理、人
事管理などの総
務関係費用

２０４，０３５総務費
（※１）

消防署、消防車
両、消防団、消
防水利の費用

４，９２４，９７５消防費
（※２）

消防施設・設備
整備の借入金償
還費用

１０，４５０公債費

２０，０００予備費
５，１６２，０００合計
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育園臨時職員保保保保保保保保保保保
■場市内公立保育園
■申捷～晶午前８時３０分～午後５時（抄

を除く）に、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
許証を持って子ども課（緯〈７１〉２２２８）
へ

４時間パート保育士
■内勤務日時獅捷～晶午前１１時３０分～午
後３時３０分（抄を除く）のうち週３～
４日勤務 時給獅１０６０円、通勤割増
1日２００円

■対保育士の資格を持っている人
４時間パート看護師
■内勤務日時獅捷～晶午前１０時３０分～午
後３時（抄を除く。勤務日時は応相
談） 時給獅１１９０円、通勤割増1日
２００円
■対看護師免許を持っている人

■内植栽スタッフ（植物管理など） 勤務
日時獅松掌抄を含む陰午前８時～正
午 隠午後１時～５時 賃金獅時給
７８０円から（松掌抄の時給は１００円増）、
通勤割増1日２００円 休日獅応相談

■定各１人
■他高校生不可。面接時に写真付きの履
歴書を持参してください
■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

デデデデデデデデデデデ

■内展示期間獅１年間（最長３年まで更
新）
■対市内に事業
所を有し、
自社製品を
出品できる
団体
■￥年額２万７０００円（展示者数が増えた
時は、減額の場合あり）
■申３月３１日捷までに申し込み用紙を持
参・郵送・ファクスで商工課（〒４４６
－８５０１住所記載不要／胃〈７６〉００６６／
緯〈７１〉２２３５）へ

※申し込み用紙は、同課・市公式ウェ
ブサイトで配布。

Ｒ安城駅特産品陳列ケー
スの出品物

ＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪ ちゃん訪問に従事する臨
時看護師

赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤

乳児家庭の訪問などをします。
■内勤務日時獅捷～晶

午前９時～午後５
時のうち週３日
時給獅１４００円、通
勤割増1日２００円
選考獅面接（４月
７日捷） 採用日
獅４月２１日捷

■対看護師免許および普通自動車運転免
許を有する人
■申３月２０日昭～２８日晶午前８時３０分～
午後５時１５分（松掌抄を除く）に、写
真付きの履歴書と看護師免許証を持
って市保健センター（緯〈７６〉１１３３）へ

ルバー人材センター会員シシシシシシシシシシシ
さまざまな仕事があります。あなた
の経験・技能を活かしませんか。女性
も多く働いています。
■内勤務日獅週２日
程度
■対健康で働く意欲
のある６０歳以上
の人
■申電話でシルバー
人材センター
（緯〈７６〉１４１５）へ
■問市社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）

特特産品陳列ケー特産品陳列ケースス


