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新型コロナウイルス感染症対策支援事業新型コロナウイルス感染症対策支援事業
外国語訳は22ページに掲載
For further information, see page 22.
Veja a página 22 para detalhes.

外国語訳は22ページに掲載
For further information, see page 22.
Veja a página 22 para detalhes.

買って、食べて、安城市内のお店を応援しよう！

外国語役は22ページに掲載

7月9日㈭～22日㈬申込期間8月13日㈭～令和3年1月31日㈰利用期間

新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

緊急特集

発行総額
7億7000万円

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、利用期間の変更や事業の延期をする場合があります。

❶❷❸共通事項

●対象者　18歳以上（令和２年４月１日時点）の市内
在住者
●購入限度数　１人につき①～③合わせて５冊（５
万円分）まで
※１種類のみの購入も可。申込者多数の場合は抽選。
●申込み　７月９日㈭～２２日㈬に次のいずれかの方
法で申し込んでください
◦専用はがきに必要事項を記入し、郵送（必着）で安
城商工会議所へ。専用はがきは７月９日㈭の新聞
折込・ポスティングチラシに印刷。チラシは同所
市商工課でも配布します
◦安城プレミアムお買物券HP（右記QR
　コードから参照可）から申込み
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則

郵送又はHPからの申込みをお願いします。郵送・
HPからの申込みができない場合は、㈪～㈮午前
９時～午後５時に安城商工会議所へ持参してくだ
さい。

●購入方法　８月７日㈮～18日㈫（1５日㈯・1６日㈰
を除く）に購入決定通知書（８月上旬に送付）に現金
を添えて販売場所（指定の公共施設、安城商工会議
所等）へ
※同感染症拡大防止のため、購入期間・販売場所を
指定させていただきます。

●利用可能店　チラシ、安城プレミアムお買物券
HPを参照してください
●問合せ　安城商工会議所（安城プレミアムお買物
券事務局／☎〈４５〉７６88）、市商工課（☎〈７1〉２２３５）

❶飲食店券（プレミアム率５０％）
事前登録された市内の中小飲食店（個店）で使用で
きます（チェーン店、フランチャイズ店、大型店
内の飲食店は量販店券での取扱いとなります）。
●販売価格　１冊１万円（1000円券×1５枚、１万
５000円分）
●販売冊数　２万冊

❷商店券（プレミアム率３０％）
事前登録された市内の飲食店以外の中小の個店で
使用できます。
●販売価格　１冊１万円（1000円券×1３枚、１万
３000円分）
●販売冊数　１万５000冊

❸量販店券（プレミアム率１０％）
事前登録された市内のチェーン店、フランチャイ
ズ店、大型店で使用できます。
●販売価格　１冊１万円（1000円券×11枚、１万
1000円分）
●販売冊数　２万５000冊

お買物券の内容

見本

・

広報あんじょう　2020.7 3

公共施設の対応、市主催イベント・行事の実施可否基準、小中学校の教育活動、各種支援策等は、
いずれも同感染症の拡大状況等を鑑み、随時見直しをしています。右記QRコードから、市HP「新
型コロナウイルス感染症関連情報」ページを参照し、最新情報を確認してください。

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康
保険・後期高齢者医療傷病手当金を支給
安城市国民健康保険・愛知県後期高齢者医療の加入者で、
給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感
染症に感染又は感染が疑われた場合に、その療養のため
勤務できなかった期間について、傷病手当金を支給しま
す。
●支給対象となる日　令和２年１月１日から９月３0日
までの間で、新型コロナウイルス感染症に感染した（発
熱等の症状があり感染が疑われた場合も含む）ことによ
り勤務できなかった期間のうち勤務を予定していた日
（最初の連続した３日間を除く）
●支給額　（直近の継続した３カ月間の給与収入の合計
額÷就労日数）×（２／３）×支給対象となる日数
※給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支
給額が減額又は不支給となります。

●申請方法　電話で各問合せ先に問い合わせてください
●問合せ　国民健康保険➡国保年金課国保係（☎〈７1〉２２
３0）　後期高齢者医療➡国保年金課医療係（☎〈７1〉２２３２）

特別定額給付金（１０万円）の申請を
お忘れなく
本紙６月号２ページでお知らせした特別定額給付
金の受付を行っています。市から送付した申請書
類に必要事項を記入し、申請期限までに同封の返
信用封筒で返送してください。
●給付対象者　基準日（令和２年４月２７日）時点で、
住民基本台帳に記録されている者
●受給権者　給付対象者の属する世帯の世帯主
●申請期限　令和２年８月２０日㈭（消印有効）
●問合せ　安城市特別定額給付金コールセンター
(☎〈７1〉２２8５)

新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少した事業者へ支援金を支給
新型コロナウイルス感染症に係る「愛知県緊急事態措置」
の影響で、令和２年４月又は５月の売上げが前年同月比
で２割以上減少した事業主に対し、「安城市中小企業者等
緊急支援金」を交付します（創業１年未満の場合特例有）。
●対象　次の全てに該当する事業主
◦県・市町村の新型コロナウイルス感染症対策協力金、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業
界に対する休業要請協力金の対象外の業種

◦市内に住所か本店、事業所を有する個人又は法人（大
企業除く）

●交付額　１事業者あたり10万円（テナントに入居して
いる又は事業のための建物を借り受け、賃貸借契約を結
んでいる場合は２0万円）

●申請方法　８月２8日㈮までに申請書等の必要書類を郵
送（消印有効）で、商工課・緊急支援金担当（〒４４６－8５01
住所不要）へ
※対象要件、必要書類等詳細は市HPを参照
してください（右記QRコードから参照可）。
※同感染症拡大防止のため原則郵送での提出
をお願いします。郵送できない場合は、市役所北庁舎
１階ロビーに設置の専用ボックス又は本庁舎３階大会
議室に開設している専用窓口でも提出できます（いず
れも㈷を除く㈪～㈮午前９時～午後５時）。
※郵送の場合は、簡易書留等、郵便物を追跡できる方法
で送付してください。

●問合せ　商工課・緊急支援金担当(☎〈７1〉２２8６)

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口

●衣浦東部保健所生活環境安全課
　☎〈２１〉４７９７（平日午前9時～午後5時）　
●帰国者・接触者相談センター
　☎〈２２〉１6９９（平日午前9時～午後5時、夜間㈯㈰㈷は
オンコール体制）

●県保健医療局健康医務部健康対策課感染症グループ
　☎０５２〈９５４〉6２７２（午前9時～午後5時、㈯㈰㈷も実施）
●厚生労働省の電話相談窓口（フリーダイヤル）
　☎〈０１２０〉５6５6５３（午前9時～午後9時、㈯㈰㈷も実施）

安城市の新型コロナウイルス感染症に関する各種
支援策等は、本紙６月号２～５ページ
及び市HPに掲載しています。
※右記QRコードから参照できます。
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（※）北側で戦国期の溝を発見！
予想していた外堀は見つからず…

　本證寺は鎌倉時代後期（１３世紀末頃）に慶
きょう えん

円によって開かれたと伝わ
る浄土真宗の寺院で、二重の堀（内堀・外堀）と土塁に囲まれています。
平成２７年に国史跡に指定されました。これまでに周辺の発掘調査を１８
回行っており、今後の本證寺境内の保存、整備、活用に向けた遺跡の
基礎情報を得るための学術調査を行いました。

特集

令 和 元 年 度 発 掘 調 査 結 果

　江戸時代後期の伽
が らん

藍（寺院の建物）絵図に描かれた、庫裏北側にあ
ると想定されている堀や道の正確な位置や規模を確認するため調査
しました。
　調査では、浅い溝や道路が
見つかりましたが、敵の侵入
を防ぐための「堀」と言えるも
のは見つかりませんでした。
これらを踏まえ、庫裏北側の
外堀は想定と違う位置にある
のか、今後も調査と検証が必
要です。

　市内では、250カ所を超える遺跡が確認されています。
　令和元年度に行った発掘調査13件、試掘・確認調査25件のうち、２件の調査結果を紹介します。

　本堂南西で、東西方向にのびる外堀（幅7.8ｍ、深さ2.0ｍ）や、そ
の南側に江戸時代後期以降の道路の跡等が確認されました。堀の底
から戦国期の鍋や皿、その上の層から江戸時代後期の瓦等が出土し
たことから、戦国期の堀が埋まった後、江戸時代後期に再整備され
たと考えられます。

①軒
のき

桟
さん

瓦（江戸時代後期） ②丸瓦（江戸時代後期）
③内

ない

耳
じ

鍋（戦国期） ④灯
とう

明
みょう

皿（江戸時代後期）
⑤丸皿（戦国期） ⑥丸皿（戦国期）

調査結果１
（調査区２）

出土品外堀南側の道路はいつ頃造られたか今のところ分か
りませんが、地層から、少なくとも江戸時代後期に
は道が通っていたようです。調査前に想定していた
寺内への出入口になる道路を発見したかと思いまし

たが、様々な考察の結果、想定していた道路
とは違うものと判断しました。出入口の

位置は想定していたよりも南または東
側にあると考えられます。今後の調査
の課題となりました。

盛土盛土
江戸時代以降の溝江戸時代以降の溝
戦国期の溝戦国期の溝

側溝側溝
道路道路

調査区２

調査区３で発見した外堀

調査結果２
（調査区３）

道路跡は寺内への
出入口発見のヒントに

本證寺境内（野寺町）

庫裏

本堂
経蔵

裏門

外堀
（復元）

土塁

内堀

調査区2

調査区3 調査区4

調査区1

鼓楼
大門

鐘楼

外堀・内堀の範囲 令和元年度調査位置
本證寺「寺内」復原図と調査位置図

●① ●②
●③

●⑥●④ ●⑤

文化財係　榊原 崚介（学芸員）

※庫裏…寺院の台所を兼ねた僧侶の居住する場所
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三ツ塚遺跡の周辺には
集落が広がっていた！

問▶文化振興課（☎〈７７〉44７７）

　遺跡は、安城で暮らした私たちの祖先の歩み
を記憶した、かけがえのないものです。市では
法律に基づき、開発等でやむを得ず破壊される
遺跡の発掘調査を事前に行っています。住宅建
設等の開発工事を行う計画があれば、文化振興
課までお知らせください。

　今回紹介した調査結果等は埋
蔵文化財センターで展示してい
ます。調査や展示品を紹介する
パンフレットも配布しています
ので、ぜひご覧ください。
▶展示日時

㈫～㈰午前９時～午後５時（月曜日が祝日の場合は開館）
※年末年始を除く。

三ツ塚第1号古墳は、「古墳」と呼んでい
るものの、これまで本当に古墳であるの
かどうかの証拠がありませんでした。今
回の調査で、墳丘（写真②）の盛土の一部
から鎌倉時代の山茶碗が発見されたこ
とで、古墳時代に作られた「古墳」ではな
く、鎌倉時代に作られた

「塚」である可能性が
高いことが分かり
ました。

　墳丘西側（調査区1）のくぼみから古墳時代の須
す

恵
え

器
き

の器台（写真①）が出土しま
した。器台は、愛知県内では古墳から出土することが多い出土品です。そのため、
その付近に古墳があったと考えられます。
　しかし、これらの出土品は三ツ塚第２号古墳又は三ツ塚第３号古墳に関連する
出土品であると考えられます。三ツ塚第1号古墳は「古墳」ではなく「塚」と考えら
れるためです。

　三ツ塚遺跡では、奈良時代～平安時代の竪
たて あな

穴建物跡や掘
ほっ たて

立柱
ばしら

建物
跡、鎌倉時代の溝が確認さ
れました。調査地の敷地内
の至る所で建物等の跡や土
器等が見つかったことから、
広範囲で古代から中世の集
落跡が広がっていることが
分かりました。三ツ塚遺跡
に接する井ノ池遺跡では、
古代の集落跡や井戸、中世
の火葬施設等が確認されて
おり、二つの遺跡の関連が
うかがえます。

調査結果１

「三ツ塚第１号古墳」は「古墳」ではない!?調査結果２ ◦①

　三ツ塚遺跡・三ツ塚第1号古墳は、
碧海台地上に位置している古井町内
の遺跡で、過去の調査によって周辺
から古代・中世の集落跡が確認され
ています。都市公園計画に伴い確認
調査を実施しました。

三ツ塚遺跡・
三ツ塚第１号古墳（古井町）
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三ツ塚第3号古墳

三ツ塚第2号古墳

井ノ池遺跡

調査区1

文化振興課からのお願いとお知らせ

●家を建てる際はご一報を

●調査成果の展示

◦②

10m0

調査区 1▲

器台が出土したくぼみ

▲墳丘

調査区1文化財係
河村 紀孝（学芸員）

須恵器
の器台

山茶碗
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庫
く

裏
り

（※）北側で戦国期の溝を発見！
予想していた外堀は見つからず…

　本證寺は鎌倉時代後期（１３世紀末頃）に慶
きょう えん

円によって開かれたと伝わ
る浄土真宗の寺院で、二重の堀（内堀・外堀）と土塁に囲まれています。
平成２７年に国史跡に指定されました。これまでに周辺の発掘調査を１８
回行っており、今後の本證寺境内の保存、整備、活用に向けた遺跡の
基礎情報を得るための学術調査を行いました。

特集

令 和 元 年 度 発 掘 調 査 結 果

　江戸時代後期の伽
が らん

藍（寺院の建物）絵図に描かれた、庫裏北側にあ
ると想定されている堀や道の正確な位置や規模を確認するため調査
しました。
　調査では、浅い溝や道路が
見つかりましたが、敵の侵入
を防ぐための「堀」と言えるも
のは見つかりませんでした。
これらを踏まえ、庫裏北側の
外堀は想定と違う位置にある
のか、今後も調査と検証が必
要です。

　市内では、250カ所を超える遺跡が確認されています。
　令和元年度に行った発掘調査13件、試掘・確認調査25件のうち、２件の調査結果を紹介します。

　本堂南西で、東西方向にのびる外堀（幅7.8ｍ、深さ2.0ｍ）や、そ
の南側に江戸時代後期以降の道路の跡等が確認されました。堀の底
から戦国期の鍋や皿、その上の層から江戸時代後期の瓦等が出土し
たことから、戦国期の堀が埋まった後、江戸時代後期に再整備され
たと考えられます。
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調査結果１
（調査区２）

出土品外堀南側の道路はいつ頃造られたか今のところ分か
りませんが、地層から、少なくとも江戸時代後期に
は道が通っていたようです。調査前に想定していた
寺内への出入口になる道路を発見したかと思いまし

たが、様々な考察の結果、想定していた道路
とは違うものと判断しました。出入口の

位置は想定していたよりも南または東
側にあると考えられます。今後の調査
の課題となりました。

盛土盛土
江戸時代以降の溝江戸時代以降の溝
戦国期の溝戦国期の溝

側溝側溝
道路道路

調査区２

調査区３で発見した外堀

調査結果２
（調査区３）

道路跡は寺内への
出入口発見のヒントに
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外堀・内堀の範囲 令和元年度調査位置
本證寺「寺内」復原図と調査位置図
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文化財係　榊原 崚介（学芸員）

※庫裏…寺院の台所を兼ねた僧侶の居住する場所
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三ツ塚遺跡の周辺には
集落が広がっていた！

問▶文化振興課（☎〈７７〉44７７）

　遺跡は、安城で暮らした私たちの祖先の歩み
を記憶した、かけがえのないものです。市では
法律に基づき、開発等でやむを得ず破壊される
遺跡の発掘調査を事前に行っています。住宅建
設等の開発工事を行う計画があれば、文化振興
課までお知らせください。

　今回紹介した調査結果等は埋
蔵文化財センターで展示してい
ます。調査や展示品を紹介する
パンフレットも配布しています
ので、ぜひご覧ください。
▶展示日時

㈫～㈰午前９時～午後５時（月曜日が祝日の場合は開館）
※年末年始を除く。

三ツ塚第1号古墳は、「古墳」と呼んでい
るものの、これまで本当に古墳であるの
かどうかの証拠がありませんでした。今
回の調査で、墳丘（写真②）の盛土の一部
から鎌倉時代の山茶碗が発見されたこ
とで、古墳時代に作られた「古墳」ではな
く、鎌倉時代に作られた

「塚」である可能性が
高いことが分かり
ました。

　墳丘西側（調査区1）のくぼみから古墳時代の須
す

恵
え

器
き

の器台（写真①）が出土しま
した。器台は、愛知県内では古墳から出土することが多い出土品です。そのため、
その付近に古墳があったと考えられます。
　しかし、これらの出土品は三ツ塚第２号古墳又は三ツ塚第３号古墳に関連する
出土品であると考えられます。三ツ塚第1号古墳は「古墳」ではなく「塚」と考えら
れるためです。

　三ツ塚遺跡では、奈良時代～平安時代の竪
たて あな

穴建物跡や掘
ほっ たて

立柱
ばしら

建物
跡、鎌倉時代の溝が確認さ
れました。調査地の敷地内
の至る所で建物等の跡や土
器等が見つかったことから、
広範囲で古代から中世の集
落跡が広がっていることが
分かりました。三ツ塚遺跡
に接する井ノ池遺跡では、
古代の集落跡や井戸、中世
の火葬施設等が確認されて
おり、二つの遺跡の関連が
うかがえます。

調査結果１

「三ツ塚第１号古墳」は「古墳」ではない!?調査結果２ ◦①

　三ツ塚遺跡・三ツ塚第1号古墳は、
碧海台地上に位置している古井町内
の遺跡で、過去の調査によって周辺
から古代・中世の集落跡が確認され
ています。都市公園計画に伴い確認
調査を実施しました。
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山茶碗



6 広報あんじょう　2020.7

例えばこんなふうに使います！

地域ごとの人口や商業施設の数、建物の
老朽年数等、様々な統計データとGoogle 
Earthを連動させて、地図上に３Dで分
かりやすく表示させることができるアプ
リ。これにより一目でまちの特徴や課
題を把握できる。（OSはWindows10で、
Microsoft Excelを搭載したPCやタブレ
ット端末で利用可）

Mieru=Da（ミエル=ダ）とは

■3ミエル＝ダの3D地図を印刷して	 	
実際にまちを歩いてみよう！

「おいしそうなうどんやさん」「大きなレスト	ラ
ン」など、気づいたことを書き込んでいこうね。

■2まずは自分のまちをミエル＝ダで見てみよう！
ミエル＝ダ内に入って
いるまちの様々なデー
タから、「人口」「おみ
せ」等、気になるデー
タを選んでクリック！
一瞬で、3D地図がで
き上がるよ！

■4まちがミエル！まちがワカル！
3D地図を拡大印刷して模造紙に貼りつけ、
3D地図からわかったことやまちを歩いて気
づいたことを書き込めば、自由研究完成！

■1まちの何が知りたい？
まちについての興味や疑問を紙に書
き出し、どんなデータを集めるかを
決めましょう。

活用例 ・都市計画立案時の現状分析や将来予測
 ・自動車交通量の混雑状況の可視化 
 ・サービス業の市場ニーズの可視化 　等

安城市では、協創＝キョウソウのまち
づくり（みんなが協力しながら、まち
や「まちの使い方」を創ること）を進め
ています。キョウソウは、私たちが

住むまちを、いっぱい楽しむこと！オープンデータを使って、
ゲーム感覚で楽しみながらまちを知る。さぁ、ミエル＝ダを
使って、あなたもキョウソウを始めよう！

問▶都市計画課（☎〈71〉2243）

上級者は、ミエル＝ダでデータを加工すれば、
もっとマニアックな研究もできるよ

◦30年後にどれだけ人が住んでいるの？
◦これから人がふえるの？へるの？どっちだろう。
◦パパママは、どんな仕事をがんばっているのかな。

今年の自由研究に、安城市の職員が開発したスゴ技アプリ「Mieru=Da」を使ってみませんか。145の自治体や
国が参加した「i-都市交流会議2020」（内閣府、国土交通省、国際標準化機構共催）で最高位を受賞したアプリです。
自分の住むまちの特徴や課題を３D画像（立体的な表示や色分け表示）にすることができます。

ミエル=ダで！！
Mieru Da

今年の自由研究は、「まちを知る」アプリ

小学生のみんな！

パパ、私のまちってどこに
たくさん人が住んでるのか
な？お店はどこに集まって

るのかな？

あ！うどん屋
さんだ！

アプリ開発者
都市計画課	 　前田	晃

こう

佑
すけ こんなことも？自治体や企業で活用！

人口が多い地域は高い棒、お店が多い地域は赤色の棒で表示されました。

ミエル＝ダのダウンロード、使い方の詳細は
市HP内で 協創のまちづくり オープンデータ活用事業 検索

小学生向けガイドブックは
市HP内で こどももミエルダ 検索

おいしそうなうどん
やさんやレストラン
が並んでる

高層マンションが
建っているので人

が多い
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　市内の図書館（図書情報館、地区公民館図書室等）が、個人に貸し出した２０１８年度の図書
の合計冊数は約２０１万９０００冊（※）で、全国の同規模自治体（人口１５万人～２０万人未満）５１市
の中で、初めて１位となりました。また、人口１人あたりの貸出冊数は１０．７冊で、これも
全国の同規模自治体の中で１位です。
　今後も資料の充実を図るとともに、市民に親しまれる図書館を目指します。

（※）冊数は（公社）日本図書館協会の統計を基に本市図書情報館が集計。

「新しい生活様式」がスター
ト！

おうちでも楽しめる、図書情報館のさまざまな活用方法を紹介します。

問▶アンフォーレ課（☎〈76〉6111）

安城市の図書館の年間貸出冊数が同規模自治体で１位に！

　アンフォーレ本館のエントランスにある５０インチタッチパネルで放映している、市内のものづくりの様子を紹
介する『おしごとの現場』の動画をアンフォーレHPでも公開中。
　また、３月１４日にリニューアルしたデンパークフローラルプレイスの見どころを紹介する動画も公
開しています。ぜひご覧ください（右記QRコードから参照できます）。

※「おしごとの現場」動画には、
他にも「レーザー研究」「植物
園づくり」「レンガ製造工場」
「手延べそうめんづくり」「竹
かごづくり」「抹茶づくり」等
があります。

アンフォーレで放映中の『おしごとの現場』
『DENPARKフローラルプレイスリニューアル』をHPで公開中！

●動画の一例

DENPARKフローラルプレイス
リニューアル告知動画おしごとの現場「日本酒づくり」

図書情報館も「新しい使い方」で

　パソコンやタブレット端末、スマートフォン等で読む
ことができる電子書籍を貸し出しています。今年４月に
は学習参考書やレシピ本等約４００タイトルを新たに追加
し、６月６日時点で
実用書を中心に２７１８
タイトルを提供して
います。
　英語やポルトガル
語等、外国語の書籍
もあります。

どこでも本を借りられる♪
安城市電子図書館

●対象者	 利用者カードを持っている市内在住者
●貸出冊数	 同時に３点まで
●貸出期間	 ２週間
●利用方法	 図書館が発行する利用者IDとパスワー
　ドが必要です。詳細は「安城市電子図
書館」HPを確認してください（右記QR
コードから参照できます）

　ビデオ会議やオンライン飲み会等の背景用に、
図書情報館の画像を提供しています。
　画像は「本の森（４階公開書庫）」「南吉童話の
世界（でんでんむしのへや）」等、館内の風景の
他、アンフォーレの外観写真もあります。下記
QRコードからダウンロードできます。

外観の
画像

館内の
画像

●背景画像の一例

おうちにいても図書館気分！
背景画像を提供中
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あ！うどん屋
さんだ！
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こう

佑
すけ こんなことも？自治体や企業で活用！

人口が多い地域は高い棒、お店が多い地域は赤色の棒で表示されました。
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おいしそうなうどん
やさんやレストラン
が並んでる

高層マンションが
建っているので人

が多い
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市 民 の ひ ろ ば

蜂須賀理
り

玖
く

くん（６歳）
　　　有

あ り

咲
さ

ちゃん（４歳）
　　　航

こ う

くん（10カ月）

航の面倒をたくさん
みてくれる理玖と有
咲。これからも３人
仲良く、楽しくね‼️

（池浦町）

宮下晶
あ い

羽
は

ちゃん（３歳）

桜の木の下でとって
も素敵な笑顔♡その
笑顔でこれからも周
りを笑顔にしていっ
てね！パパとママの
大切な宝物だよ☆ 

（三河安城町）

　元々は縁がなかったという農業
を始めて３年目の石川さん。仲間
と作った農業グループ「teranova
-てらのば-」では、畑の年間計画
の作成を担当しています。お話を
聞きました。

地域密着の農業に憧れて
　生まれも育ちも安城で、桜井小
学校・桜井中学校出身です。大学
卒業後、公認会計士として名古屋
市の監査法人に就職しましたが、
実家の寺を継ぐことも考え、地域
に密着した働き方がしたいと思っ
ていました。そんな時にTPP(環
太平洋パートナーシップ協定）が
話題になり、安城が農業の盛んな
土地だったこともあり、農業に興
味を持ちました。農業はまさに地
域密着型。自分の思いにフィット
しました。26歳の時に仕事を辞め、
２年半農業について勉強しました。
　就農してから、研修やSNSを通
じて知り合いだった仲間と４人で

「てらのば」という農業グループを
安城で始めました。グループだと、

個人より大きな仕事ができるのが
強みです。一人だったらできなか
った野菜セットの販売や、栽培品
種を増やすこともできました。ま
た、栽培の得意不得意があるので、
補いあえるのもいいところ。僕は
ブロッコリーや小松菜が得意です。

みんなに喜んでもらえるように　
　農業の魅力は、野菜の日々の成
長を見られること。作った野菜を
身近な人に喜んでもらえるのもう
れしいですね。市内で行う朝市等
の対面販売を大事にしていて、お
客さんの反応でやる気が出ます。
要望に応えてブロッコリーの品種
を増やしたこともあります。 
　自然相手なので、天候等に影響
され思い通りにいかないのは大変
だけど、そこが面白いですね。

畑を身近に感じてもらう体験を
　今は農業が身近でない人が多い
ので、収穫体験やその場で野菜を
食べられる体験ができるといいな
と思っています。子どもが畑に気
軽に遊びに来られるようにするの
が夢ですね。やるからには10年20
年と続けたいですし、今の子ども
が大人になった時に、続いていて
よかったと思えるような農業グル
ープにしていきたいです。

石川 法
のり やす

泰 さん
（31歳・木戸町）

公認会計士から農家に転身。畑と人をつなぎ、地産地消を目指す

ズッキーニの収穫の様子

今年から３人体制になった
「てらのば」のメンバー
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　長年にわたり愛犬の健康に留意し、散歩時のマナーを守り飼育して
いる人を表彰します。ご長寿犬の飼い主さん、申請してみませんか。
●対象　下記の全てに該当する市内在住者
●令和２年４月１日現在16歳以上の犬を飼育している
●平成2７年度から毎年狂犬病予防注射を接種している又は猶予証を
　提出している
●過去に同じ犬で表彰を受けていない

●申請　７月１日㈬～1４日㈫に申請書を持って安城・知立獣医師会会
員動物病院（下表参照）へ
※申請書は下表の動物病院・環境都市推進課・市HPで配布。
●審査結果　申請内容の審査後、安城・知立獣医師会より通知されます
●表彰　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式は
行いません。表彰対象者には、表彰状とお祝い品をお贈りします

モカはヘルニアを患った以外
は病気もなく、１７年間元気で
いてくれています。狂犬病の
予防接種は毎年受け、一日２
回の散歩も欠かしません。石
垣島の家族旅行にも連れてい
ったりと、家族同然の存在｡
表彰を受けて、より大切に飼
っていこうと思いました。

昨年度、長寿犬表彰を
受けました
四谷修一さん（篠目町）
モカちゃん（ミニチュア・ダッ
クスフンド／1７歳）

ご長寿犬の飼い主さんを
表彰します

篠目町のモカちゃん（1７歳）

〈申請書受付病院〉
あいち犬猫医療センター　
杉浦犬猫病院
（今池町／☎〈９８〉３７５８）

桜町動物病院
（桜町／☎0120〈７11〉022）

あおみ動物病院
（桜井町／☎〈７３〉３３８0）

新安城どうぶつ病院
（東栄町／☎〈９1〉７７７0）

青山動物病院
（橋目町／☎〈９８〉0７0９）

パーク動物病院
（大山町／☎〈７５〉４111）

大島獣医科病院
（朝日町／☎〈７７〉100７）

三尾動物病院
（安城町／☎〈７４〉３0９５）

ぐれーぷ動物病院
（赤松町／☎〈７３〉９0８0）

ミドリペットクリニック
（緑町／☎〈７７〉60４７）

さくらい動物病院
（小川町／☎〈９９〉2８11）

りんごの樹動物病院
（高棚町／☎〈７９〉2211）

問▶長寿犬表彰事務局（青山動物病院内／☎〈９８〉0７0９）
　　  市環境都市推進課（☎〈７1〉２２0６）

三
さ ん

田
だ

彩
い ろ

生
は

ちゃん（４カ月）

最近よく笑うように
なりました♪

（桜井町）

池
い け が や

谷祐
ゆ う

輝
き

くん（２歳）
　　怜

れ

奈
な

ちゃん（８カ月）

毎日いろんなことが
あるけれど、２人仲
良く一緒に遊ぶのが
大好きです！２人で
手を繋いで歩きたい
な～

(住吉町)
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クスフンド／1７歳）

ご長寿犬の飼い主さんを
表彰します

篠目町のモカちゃん（1７歳）

〈申請書受付病院〉
あいち犬猫医療センター　
杉浦犬猫病院
（今池町／☎〈９８〉３７５８）

桜町動物病院
（桜町／☎0120〈７11〉022）

あおみ動物病院
（桜井町／☎〈７３〉３３８0）

新安城どうぶつ病院
（東栄町／☎〈９1〉７７７0）

青山動物病院
（橋目町／☎〈９８〉0７0９）

パーク動物病院
（大山町／☎〈７５〉４111）

大島獣医科病院
（朝日町／☎〈７７〉100７）

三尾動物病院
（安城町／☎〈７４〉３0９５）

ぐれーぷ動物病院
（赤松町／☎〈７３〉９0８0）

ミドリペットクリニック
（緑町／☎〈７７〉60４７）

さくらい動物病院
（小川町／☎〈９９〉2８11）

りんごの樹動物病院
（高棚町／☎〈７９〉2211）

問▶長寿犬表彰事務局（青山動物病院内／☎〈９８〉0７0９）
　　  市環境都市推進課（☎〈７1〉２２0６）

三
さ ん

田
だ

彩
い ろ

生
は

ちゃん（４カ月）

最近よく笑うように
なりました♪

（桜井町）

池
い け が や

谷祐
ゆ う

輝
き

くん（２歳）
　　怜

れ

奈
な

ちゃん（８カ月）

毎日いろんなことが
あるけれど、２人仲
良く一緒に遊ぶのが
大好きです！２人で
手を繋いで歩きたい
な～

(住吉町)
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令和２年度 春の叙勲･褒章受章者
市内の受章者は次の皆さんです。(敬称略／受章発表時点の内容)

秘書課（☎〈71〉2201）問

たか とし

とも よし とし き

たけし
瑞宝双光章
神本政雄（教育功労／70歳／榎前町） 鈴木毅　（地方自治功労／85歳／東別所町）

三浦隆　（地方自治功労／83歳／横山町） 井上純一（警察功労／72歳／今本町）

瑞宝単光章
大石直樹（警察功労／72歳／里町）　 服部和光（警察功労／72歳／大東町）

高須正介（消防功労／69歳／村高町） 横山信男（消防功労／69歳／根崎町）

黄綬褒章　　　　　　　　　　　藍綬褒章
佐藤朝由（業務精励／57歳／東端町） 原敏城　（産業振興／57歳／東栄町）

保健師ヘルシー　健太さん、市
では、職場で健康診査を受ける
機会のない人等を対象に、「特定
健康診査」「後期高齢者医療健康
診査」を無料で実施しているの
を知っていますか？ 
健太　市の健康診査なら、毎年
受けているよ！僕、年々体重が
増えているから、検査の結果が
とても気になるんだ。
保健師ヘルシー　健康診査を受
ければ、生活習慣の改善が必要
かどうかがチェックできますか
らね。一年に一度は必ず受けて
ほしいと思います。オススメは、
健康診査と一緒にがん検診を受
けること。医療機関に出向く手
間も減りますし、がん検診受診
のし忘れもなくなります。
健太　両方一緒に受けられるな
ら、便利だね。でも、がん検診
と言っても、胃がん、大腸がん、
肺がん、前立腺がん、女性は乳
がんに子宮頸がん…。全部受け
ると費用が高くなりそうだなあ。

保健師ヘルシー　市の各種がん
検診は自費で受けるより断然お
得です。例えば、乳がん検診の
自己負担額は1000円で、自費
で受けるより約8000円も安い
です。胃がん(胃部X線検査)検
診は自己負担額が2000円で、
約11000円も安くなるんです。
健太　そんなに違うんだね。
保健師ヘルシー　今や２人に１
人が生涯で一度はがんにかかる
時代です。がんの予防、早期発
見には、がん検診を受けること
が何より大切ですよ！
※「特定健康診査」「後期高齢者
医療健康診査」「風しん抗体検
査」は４月に対象者に通知済
みです。
※市のがん検診受診を希望する
場合は検診票を送付しますの
で、保健センターへ連絡して
ください。

健太

保健師
ヘルシー

風しんの抗体検査（無料）は受け
ましたか？こちらも健康診査と
同時に受けることが可能です。
風しんは感染力の高い病気。ぜ
ひ抗体検査を受けましょう。
（対象者:昭和37年４月２日〜昭和54年４
月１日生まれの男性）

健康診査と一緒に、がん検診や
風しんの抗体検査が受けられます！

今 回 の テ ー マ

市の検診事業の詳細は本紙５月号16
ページ、風しん抗体検査の詳細は４
月号24ページを参照。

問 ▼保健センター (☎〈７6〉1133）

早期発見
（Ⅰ期）

92.2
%

発見が遅れた
（Ⅳ期）

23%

がんの早期発見には、毎年の
がん検診受診が有効です！

＜5年後の生存率＞

��公財�がん研究振興財団｢がんの統計�1�｣より）
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募
集

募 集

市施設の指定管理者

　令和3年４月１日から、下記の
施設の管理運営を行う指定管理者
を募集します。
内施設名（担当課）➡堀内公園（公園
　緑地課／☎〈7１〉２２44）、安城市レ
　ジャープール（スポーツ課（東祥
アリーナ安城内）／☎〈75〉3535）
　業務内容➡施設の利用に関する
業務、施設及び設備の維持管理
に関する業務等

他詳細は各担当課に問い合わせる
か、募集要項を確認してください

　※募集要項は７月１日㈬〜１６日
㈭に各担当課・市HPで配布。

申８月２１日㈮〜２８日㈮に必要書類
を持って各担当課へ

問企画政策課（☎〈7１〉２２０4）

ボーイスカウト・　　　
ガールスカウト新入団員

　キャンプ、スキー訓練等の野外
活動や奉仕活動等を通して、平和
と自然を愛する青少年・自ら考え
行動できる少女を育てます。
対年長児〜小学生
他活動内容等の詳細は下記ＱＲコ
ードから参照できます

　ボーイスカウト　　ガールスカウト
申電話で青少年の家（☎〈7６〉343２）
　へ

市営住宅入居者（抽選）

内募集住宅➡下表のとおり
申入居資格を窓口・電話・市HP
で事前に確認し、７月２7日㈪〜

　3１日㈮に直接建築課へ

住宅名 部屋番号
（間取り）

建設
年度

入居時家賃
（月額）

寒
さ

風
ぶ

根
ね

（榎前町）
A－１０4
（3DK） H１０ ２4,８００〜

4８,7００円

※エレベータ
ーはありま
せん。

問建築課（☎
　〈7１〉２２4０）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者

　市民課等の窓口で使用する、広
告を掲載した封筒の提供事業者
（広告代理店を含む）を募集します。
申７月１日㈬〜８月７日㈮に申込
書・会社概要（パンフレット等）・
封筒の見本又は案を郵送（必着）
で市民課（〒44６－８5０１住所不要）
へ

　※申込書・募集要項は市HPで
配布。詳細は募集要項を確認し
てください。

問市民課（☎〈7１〉２２２１）

　 自衛官

種目 対象 受付期間 試験日

自
衛
官

第２回
一般曹候補生

昭和６3年４月
２日〜平成１5
年４月１日生
まれの人

７月１日㈬
〜９月１０日㈭

１次➡９月１８日㈮〜２０日㈰のう
ち指定する１日
２次➡１０月９日㈮〜１4日㈬のう
ち指定する１日

自衛官候補生 年間を通じて
募集 受付時に案内

海上・航空自
衛隊　航空学生

高等学校を卒
業した（見込含
む）２０歳以下の
人（海上自衛隊
は２２歳以下）

７月１日㈬
〜９月１０日㈭

１次➡９月２２日㈷　
２次➡１０月１7日㈯〜２２日㈭のう
ち指定する１日
３次▶海上➡１１月２０日㈮〜１２月
１６日㈬　航空➡１１月１4日㈯〜１２
月１7日㈭のうち指定する１日

防
衛
大
学
校
等
学
生

防衛大学校学生
（一般） 高等学校を卒

業した（令和3
年3月卒業見
込含む）１８歳以
上２０歳以下の
人

７月１日㈬
〜１０月２２日㈭

１次➡１１月７日㈯・８日㈰　
２次➡１２月８日㈫〜１２日㈯のう
ち指定する１日
※推薦・総合選抜試験も実施。

防衛医科大学校
医学科学生

７月１日㈬
〜１０月７日㈬

１次➡１０月２4日㈯・２5日㈰　
２次➡１２月９日㈬〜１１日㈮のう
ち指定する１日

防衛医科大学校
看護学科学生

７月１日㈬
〜１０月１日㈭

１次➡１０月１7日㈯　
２次➡１１月２８日㈯又は２９日㈰の
いずれか指定する１日

　詳細は問い合わせるか、右記QRコードから確認して
ください。
問自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所（☎〈74〉６８９4）、
　市危機管理課（☎〈7１〉２２２０）

◆自衛隊採用・制度説明会
　下記のとおり個別説明会を実施します。
時８月3１日㈪までの㈪〜㈮午前９時〜午後６時のうち１時間程度（㈷
を除く）

内一般曹候補生、自衛官候補生、航空学生、防衛大学校学生、防衛医
科大学校学生（医学科・看護学科）についての説明

場自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所（三河安城町）

◆自衛官、防衛大学校・防衛医科大学校学生の募集
　募集種目、対象等は下表のとおり。

市営寒風根住宅

募集……………………………１１
イベント・講座………………１２
文化・スポーツ………………１3
健康・福祉……………………１６
子育て・青少年………………１８
環境・産業……………………１８
くらし・防災…………………１９
市政情報………………………２１
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令和２年度 春の叙勲･褒章受章者
市内の受章者は次の皆さんです。(敬称略／受章発表時点の内容)

秘書課（☎〈71〉2201）問

たか とし

とも よし とし き

たけし
瑞宝双光章
神本政雄（教育功労／70歳／榎前町） 鈴木毅　（地方自治功労／85歳／東別所町）

三浦隆　（地方自治功労／83歳／横山町） 井上純一（警察功労／72歳／今本町）

瑞宝単光章
大石直樹（警察功労／72歳／里町）　 服部和光（警察功労／72歳／大東町）

高須正介（消防功労／69歳／村高町） 横山信男（消防功労／69歳／根崎町）

黄綬褒章　　　　　　　　　　　藍綬褒章
佐藤朝由（業務精励／57歳／東端町） 原敏城　（産業振興／57歳／東栄町）

保健師ヘルシー　健太さん、市
では、職場で健康診査を受ける
機会のない人等を対象に、「特定
健康診査」「後期高齢者医療健康
診査」を無料で実施しているの
を知っていますか？ 
健太　市の健康診査なら、毎年
受けているよ！僕、年々体重が
増えているから、検査の結果が
とても気になるんだ。
保健師ヘルシー　健康診査を受
ければ、生活習慣の改善が必要
かどうかがチェックできますか
らね。一年に一度は必ず受けて
ほしいと思います。オススメは、
健康診査と一緒にがん検診を受
けること。医療機関に出向く手
間も減りますし、がん検診受診
のし忘れもなくなります。
健太　両方一緒に受けられるな
ら、便利だね。でも、がん検診
と言っても、胃がん、大腸がん、
肺がん、前立腺がん、女性は乳
がんに子宮頸がん…。全部受け
ると費用が高くなりそうだなあ。

保健師ヘルシー　市の各種がん
検診は自費で受けるより断然お
得です。例えば、乳がん検診の
自己負担額は1000円で、自費
で受けるより約8000円も安い
です。胃がん(胃部X線検査)検
診は自己負担額が2000円で、
約11000円も安くなるんです。
健太　そんなに違うんだね。
保健師ヘルシー　今や２人に１
人が生涯で一度はがんにかかる
時代です。がんの予防、早期発
見には、がん検診を受けること
が何より大切ですよ！
※「特定健康診査」「後期高齢者
医療健康診査」「風しん抗体検
査」は４月に対象者に通知済
みです。
※市のがん検診受診を希望する
場合は検診票を送付しますの
で、保健センターへ連絡して
ください。

健太

保健師
ヘルシー

風しんの抗体検査（無料）は受け
ましたか？こちらも健康診査と
同時に受けることが可能です。
風しんは感染力の高い病気。ぜ
ひ抗体検査を受けましょう。
（対象者:昭和37年４月２日〜昭和54年４
月１日生まれの男性）

健康診査と一緒に、がん検診や
風しんの抗体検査が受けられます！

今 回 の テ ー マ

市の検診事業の詳細は本紙５月号16
ページ、風しん抗体検査の詳細は４
月号24ページを参照。

問 ▼保健センター (☎〈７6〉1133）

早期発見
（Ⅰ期）

92.2
%

発見が遅れた
（Ⅳ期）

23%

がんの早期発見には、毎年の
がん検診受診が有効です！

＜5年後の生存率＞
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募
集

募 集

市施設の指定管理者

　令和3年４月１日から、下記の
施設の管理運営を行う指定管理者
を募集します。
内施設名（担当課）➡堀内公園（公園
　緑地課／☎〈7１〉２２44）、安城市レ
　ジャープール（スポーツ課（東祥
アリーナ安城内）／☎〈75〉3535）

　業務内容➡施設の利用に関する
業務、施設及び設備の維持管理
に関する業務等

他詳細は各担当課に問い合わせる
か、募集要項を確認してください
　※募集要項は７月１日㈬〜１６日
㈭に各担当課・市HPで配布。

申８月２１日㈮〜２８日㈮に必要書類
を持って各担当課へ

問企画政策課（☎〈7１〉２２０4）

ボーイスカウト・　　　
ガールスカウト新入団員

　キャンプ、スキー訓練等の野外
活動や奉仕活動等を通して、平和
と自然を愛する青少年・自ら考え
行動できる少女を育てます。
対年長児〜小学生
他活動内容等の詳細は下記ＱＲコ
ードから参照できます

　ボーイスカウト　　ガールスカウト
申電話で青少年の家（☎〈7６〉343２）
　へ

市営住宅入居者（抽選）

内募集住宅➡下表のとおり
申入居資格を窓口・電話・市HP
で事前に確認し、７月２7日㈪〜
　3１日㈮に直接建築課へ

住宅名 部屋番号
（間取り）

建設
年度

入居時家賃
（月額）

寒
さ

風
ぶ

根
ね

（榎前町）
A－１０4
（3DK） H１０ ２4,８００〜

4８,7００円

※エレベータ
ーはありま
せん。

問建築課（☎
　〈7１〉２２4０）

市民課等の窓口で使用する
封筒提供事業者

　市民課等の窓口で使用する、広
告を掲載した封筒の提供事業者
（広告代理店を含む）を募集します。
申７月１日㈬〜８月７日㈮に申込
書・会社概要（パンフレット等）・
封筒の見本又は案を郵送（必着）
で市民課（〒44６－８5０１住所不要）
へ
　※申込書・募集要項は市HPで
配布。詳細は募集要項を確認し
てください。

問市民課（☎〈7１〉２２２１）

　 自衛官

種目 対象 受付期間 試験日

自
衛
官

第２回
一般曹候補生

昭和６3年４月
２日〜平成１5
年４月１日生
まれの人

７月１日㈬
〜９月１０日㈭

１次➡９月１８日㈮〜２０日㈰のう
ち指定する１日
２次➡１０月９日㈮〜１4日㈬のう
ち指定する１日

自衛官候補生 年間を通じて
募集 受付時に案内

海上・航空自
衛隊　航空学生

高等学校を卒
業した（見込含
む）２０歳以下の
人（海上自衛隊
は２２歳以下）

７月１日㈬
〜９月１０日㈭

１次➡９月２２日㈷　
２次➡１０月１7日㈯〜２２日㈭のう
ち指定する１日
３次▶海上➡１１月２０日㈮〜１２月
１６日㈬　航空➡１１月１4日㈯〜１２
月１7日㈭のうち指定する１日

防
衛
大
学
校
等
学
生

防衛大学校学生
（一般） 高等学校を卒

業した（令和3
年3月卒業見
込含む）１８歳以
上２０歳以下の
人

７月１日㈬
〜１０月２２日㈭

１次➡１１月７日㈯・８日㈰　
２次➡１２月８日㈫〜１２日㈯のう
ち指定する１日
※推薦・総合選抜試験も実施。

防衛医科大学校
医学科学生

７月１日㈬
〜１０月７日㈬

１次➡１０月２4日㈯・２5日㈰　
２次➡１２月９日㈬〜１１日㈮のう
ち指定する１日

防衛医科大学校
看護学科学生

７月１日㈬
〜１０月１日㈭

１次➡１０月１7日㈯　
２次➡１１月２８日㈯又は２９日㈰の
いずれか指定する１日

　詳細は問い合わせるか、右記QRコードから確認して
ください。
問自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所（☎〈74〉６８９4）、
　市危機管理課（☎〈7１〉２２２０）

◆自衛隊採用・制度説明会
　下記のとおり個別説明会を実施します。
時８月3１日㈪までの㈪〜㈮午前９時〜午後６時のうち１時間程度（㈷
を除く）

内一般曹候補生、自衛官候補生、航空学生、防衛大学校学生、防衛医
科大学校学生（医学科・看護学科）についての説明

場自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所（三河安城町）

◆自衛官、防衛大学校・防衛医科大学校学生の募集
　募集種目、対象等は下表のとおり。

市営寒風根住宅

募集……………………………１１
イベント・講座………………１２
文化・スポーツ………………１3
健康・福祉……………………１６
子育て・青少年………………１８
環境・産業……………………１８
くらし・防災…………………１９
市政情報………………………２１
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市民ギャラリー展示室の利用

　令和3年９月２８日〜令和４年3
月２7日の展示室の予約を下記の日
程で受け付けます。
対①優先予約➡連続する４日間以
上の利用で3室以上又は3階全
室利用　②通常予約➡①以外

申①➡７月２5日㈯〜3１日㈮　②➡
８月１日㈯〜１０日㈷に直接市民
ギャラリーへ
　※電話での申込不可。
　※希望が重複した場合は抽選。
申込期間以降は随時受付。
　※令和3年９月２６日までの利用
予約も随時受け付けています。

問市民ギャラリー（☎〈77〉６８53）

安城市国土強靭化地域計画
（案）への意見

　国土強靭化基本法に基づき、大
規模自然災害が起きても機能不全
に陥

おちい

らず、いつまでも元気であり
続ける「強靭な地域」をつくりあげ
るために、本計画を策定します。
本計画案について意見を募集しま
す。計画案は、市HP「パブリック
コメント」ページに掲載します。
時計画案の閲覧期間➡７月１4日㈫
〜８月１3日㈭

対意見を提出できる人➡市内在住・
在勤・在学者、市内に事務所・
事業所を有する個人・法人・団
体、市内で活動する人

他計画案は危機管理課、企画政策
課、へきしんギャラクシープラ

ザ（文化センター）、各地区公民
館、東祥アリーナ安城、図書情
報館（アンフォーレ本館内）等で
も閲覧できます。事前に各施設
の開館状況を市HPで確認して
ください

申閲覧期間中に計画案への意見と
　住所・氏名（団体・法人の場合
は名称と代表者住所・氏名）を　
郵送（消印有効）・ファクス・Ｅ
メールで危機管理課（〒44６－８5
　０１住所不要／FAX〈7６〉１１１２／bosai
　@city.anjo.lg.jp）へ
　※意見への個別回答及び電話で
の意見受付はしません。
　※意見は計画への反映や公表の
際に編集する場合があります。

問危機管理課（☎〈7１〉２２２０）、企画
政策課（☎〈7１〉２２０4）

　

※いずれの講座も農具・資材等はセンターのものを使用します。また、天候や野菜の生育状況等により日程を変更する場合が
あります。

※①は、実習日以外に水やりや管理作業等があります。

　アグリライフ支援センターでは、市民の皆さんが気軽に楽しく野菜づくりを体験できる講座を実施していま
す。一緒に野菜づくりを始めませんか？

①第２3期野菜づくり入門コース ②親子秋ジャガ植付・収穫体験 ③一坪農園　秋冬野菜づくり

日程

開講式➡８月２１日㈮　
研修期間➡８月２5日㈫〜来年１月２7
日㈬（原則㈫㈭又は㈬㈮の週２回）午
前９時〜正午
閉講式➡来年１月２８日㈭

植付➡８月２２日㈯　
収穫➡１１月１4日㈯
いずれも午前９時3０分〜１１時（全２回）

８月２９日㈯、９月５日㈯・１９日㈯、１０
月１０日㈯・２4日㈯、１１月２８日㈯午前９
時3０分から１時間程度（全６回）　
※８月２９日は午前１１時終了。１０月２4日
は午後１時3０分開始。

場所 アグリライフ支援センター

内容

割り当てられた一人１区画の畑（約3０
㎡）での秋冬野菜（ダイコン、ハクサ
イ等）の栽培、農業関連施設の視察等
※現在実施中の春夏野菜づくり講座
の見学可。詳細は問い合わせてく
ださい。

秋ジャガの種いもの植え付けと収穫。
植付時にうねに立てるミニ看板の作成

3㎡程度の畑での５品目程度の秋冬野
菜（ダイコン、ニンジン等）の植付・管
理・収穫等の作業

対象 市内在住で畑の管理作業等ができる
健康な人 市内在住の小学生以下と保護者 市内在住者

定員 ８人程度（定員を超えた場合は抽選） ２２組（定員を超えた場合は抽選） １８組（定員を超えた場合は抽選）
参加費 １5,０００円 １組１,０００円 １組１,5００円

申込み
方法

７月１６日㈭までに、受講申込書を郵
送（必着）でアグリライフ支援センタ
ーへ。募集要項・申込書は同センタ
ー・農務課・市HP等
で配布
※右記QRコードか
　らも申込み可。

７月１８日㈯までに、共通申込事項とＥメールアドレス、参加者数（大人・子ど
もの人数）を、電話・郵送（必着）・ファクス・Ｅメールでアグリライフ支援セ
ンターへ　※下記QRコードからも申込み可。

申込み・
問合せ先

アグリライフ支援センター／〒444－１２０１石井町辻原１3１－２
☎〈９２〉６２００／FAX〈９２〉６１２２／agrilife@city.anjo.lg.jp

一坪農園▶
親子秋ジャガ
植付・収穫体験▶

アグリライフ支援センターの野菜づくり講座イベント・講座

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。

省略
記号

時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先

募
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
青
少
年

環
境
・
産
業

く
ら
し
・
防
災

市
政
情
報

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト
・
講
座
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所、管内各消防署・分署及び出
張所、同広域連合HPで配布。

問衣浦東部広域連合総務課（☎〈６3〉
０１3２）

１０月入学放送大学学生

　１０代から８０代までの幅広い世代
の学生が、大学を卒業したい、学
びを楽しみたい等、様々な目的で
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史等、
約3００の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
申 　問出願期間▶第１回➡８月3１日
　㈪まで　第２回➡９月１5日㈫ま
で

　※出願方法等の詳細は放送大学
愛知学習センター（☎０5２〈８3１〉
１77１）へ問い合わせてください。

　※資料は同センター・同HPで
配布。

文化・スポーツ

市スポーツセンターが　　
リニューアルオープンします

　耐震改修工事のため休館してい
た市スポーツセンターが、８月２
日㈰午前９時にリニューアルオー
プンします。天井の耐震化や専用
ICカードの導入等により、安全
性・利便性が向上しました。ぜひ
ご利用ください。
　なお、変更していた屋外ランニ
ングコースは、従来のコースに戻
りました。
◆リニューアルする主な内容
●専用ICカードの導入
　従来のプリペイドカードにかわ
りICカードを導入しました。
※購入済みのプリペイドカードは、
来年１０月４日以降使用できなく
なります。期限内に使い切るか、
ICカードへの切替をお願いし
ます。

●タッチパネル式券売機の導入
　券売機がタッチパネル式になり

ました。利用券の購入や専用ICカ
ードへのチャージ（入金）等ができ
ます。
問東祥アリーナ安城(☎〈75〉3535）

土器づくり教室

時７月１６日㈭・１7日㈮・２１日㈫・
　２２日㈬・２4日㈷・２８日㈫〜3１日
㈮、８月４日㈫〜８日㈯午後１
時から（受付は午後２時まで）

対小学４年生以上（小学3年生以
下は保護者同伴で参加可）

場 　問埋蔵文化財センター（☎〈77〉
44９０）

子ども武者行列・　　　
チャンバラ合戦

　安祥文化のさとまつりのイベン
トとして、ボール紙製のオリジナ
ル鎧

よろい

・兜
かぶと

を被って公園内を行進し、
最後にチャンバラ合戦を行います。
時１０月１7日㈯午前１１時〜正午
場安祥城址公園
対年中児〜小学２年生（要保護者
同伴）

定3０人（定員を超えた場合は市内
在住者を優先した上で抽選）

他●参加者には９月中旬に鎧・兜
をお渡しします。自分好みに色
を塗って参加してください

　●武者行列・チャンバラ合戦の
両方に参加してください

申７月１日㈬〜８月１4日㈮に共通
申込事項と保育園・幼稚園・学
校名、学年、保護者氏名をEメ
ールで文化振興課（bunkazai@
city.anjo.lg.jp）へ

　※申込者全員に参加の可否を通
知します。

問文化振興課(☎〈77〉4477）

来年４月1日採用　　　　
市役所職員（労務職）

内職務内容➡清掃・土木・公園・
　水道等に関する現場作業　勤務
日時➡原則㈪〜㈮午前８時3０分
〜午後５時１5分（配属先により
㈯㈰㈷の勤務有）　給与（初任給）
➡１4万８１7６円〜２3万１3９２円　選
考➡筆記試験（９月２０日㈰予定）、
面接（１０月２０日㈫予定）

　※初任給は年齢により決定。
　※期末勤勉手当、扶養手当、通
勤手当、住居手当等の諸手当有。

対昭和45年４月２日以降生まれで、
　令和3年４月１日時点で中型自
　動車免許(中型車８t限定可、AT
　限定不可)を有する人（取得見込
含む）

定２人程度
申７月１5日㈬〜８月５日㈬に申込
書を郵送（必着）で人事課（〒44６
－８5０１住所不要）へ

　※申込書・試験実施要項は同課・
市HPで配布。詳細は試験実施要
項を確認してください。

問人事課（☎〈7１〉２２０3）

来年４月採用　衣浦東部広域
連合消防職員（高校卒）

内選考／試験日➡１次試験（SPI検
査（能力検査）、集団面接）／９月
２０日㈰　２次試験（作文、個人
面接、体力測定）／１０月２０日㈫

対平成１3年４月２日以降生まれで、
高等学校を卒業又は令和3年3
月までに卒業見込みであり、普
通自動車免許を有する人（取得
見込含む）

定若干名
申７月１3日㈪〜１7日㈮に本人が受
験申込書・成績証明書・卒業（見
込）証明書等を持って、衣浦東
部広域連合事務所（刈谷市小垣
江町）へ

　※やむを得ない理由により、本
人が持参できない場合は連絡し
てください。

　※受験申込書は同広域連合事務

募
集
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市民ギャラリー展示室の利用

　令和3年９月２８日〜令和４年3
月２7日の展示室の予約を下記の日
程で受け付けます。
対①優先予約➡連続する４日間以
上の利用で3室以上又は3階全
室利用　②通常予約➡①以外

申①➡７月２5日㈯〜3１日㈮　②➡
８月１日㈯〜１０日㈷に直接市民
ギャラリーへ

　※電話での申込不可。
　※希望が重複した場合は抽選。
申込期間以降は随時受付。

　※令和3年９月２６日までの利用
予約も随時受け付けています。

問市民ギャラリー（☎〈77〉６８53）

安城市国土強靭化地域計画
（案）への意見

　国土強靭化基本法に基づき、大
規模自然災害が起きても機能不全
に陥

おちい

らず、いつまでも元気であり
続ける「強靭な地域」をつくりあげ
るために、本計画を策定します。
本計画案について意見を募集しま
す。計画案は、市HP「パブリック
コメント」ページに掲載します。
時計画案の閲覧期間➡７月１4日㈫
〜８月１3日㈭

対意見を提出できる人➡市内在住・
在勤・在学者、市内に事務所・
事業所を有する個人・法人・団
体、市内で活動する人

他計画案は危機管理課、企画政策
課、へきしんギャラクシープラ

ザ（文化センター）、各地区公民
館、東祥アリーナ安城、図書情
報館（アンフォーレ本館内）等で
も閲覧できます。事前に各施設
の開館状況を市HPで確認して
ください

申閲覧期間中に計画案への意見と
　住所・氏名（団体・法人の場合
は名称と代表者住所・氏名）を　
郵送（消印有効）・ファクス・Ｅ
メールで危機管理課（〒44６－８5
　０１住所不要／FAX〈7６〉１１１２／bosai
　@city.anjo.lg.jp）へ
　※意見への個別回答及び電話で
の意見受付はしません。
　※意見は計画への反映や公表の
際に編集する場合があります。

問危機管理課（☎〈7１〉２２２０）、企画
政策課（☎〈7１〉２２０4）

　

※いずれの講座も農具・資材等はセンターのものを使用します。また、天候や野菜の生育状況等により日程を変更する場合が
あります。

※①は、実習日以外に水やりや管理作業等があります。

　アグリライフ支援センターでは、市民の皆さんが気軽に楽しく野菜づくりを体験できる講座を実施していま
す。一緒に野菜づくりを始めませんか？

①第２3期野菜づくり入門コース ②親子秋ジャガ植付・収穫体験 ③一坪農園　秋冬野菜づくり

日程

開講式➡８月２１日㈮　
研修期間➡８月２5日㈫〜来年１月２7
日㈬（原則㈫㈭又は㈬㈮の週２回）午
前９時〜正午
閉講式➡来年１月２８日㈭

植付➡８月２２日㈯　
収穫➡１１月１4日㈯
いずれも午前９時3０分〜１１時（全２回）

８月２９日㈯、９月５日㈯・１９日㈯、１０
月１０日㈯・２4日㈯、１１月２８日㈯午前９
時3０分から１時間程度（全６回）　
※８月２９日は午前１１時終了。１０月２4日
は午後１時3０分開始。

場所 アグリライフ支援センター

内容

割り当てられた一人１区画の畑（約3０
㎡）での秋冬野菜（ダイコン、ハクサ
イ等）の栽培、農業関連施設の視察等
※現在実施中の春夏野菜づくり講座
の見学可。詳細は問い合わせてく
ださい。

秋ジャガの種いもの植え付けと収穫。
植付時にうねに立てるミニ看板の作成

3㎡程度の畑での５品目程度の秋冬野
菜（ダイコン、ニンジン等）の植付・管
理・収穫等の作業

対象 市内在住で畑の管理作業等ができる
健康な人 市内在住の小学生以下と保護者 市内在住者

定員 ８人程度（定員を超えた場合は抽選） ２２組（定員を超えた場合は抽選） １８組（定員を超えた場合は抽選）
参加費 １5,０００円 １組１,０００円 １組１,5００円

申込み
方法

７月１６日㈭までに、受講申込書を郵
送（必着）でアグリライフ支援センタ
ーへ。募集要項・申込書は同センタ
ー・農務課・市HP等
で配布
※右記QRコードか
　らも申込み可。

７月１８日㈯までに、共通申込事項とＥメールアドレス、参加者数（大人・子ど
もの人数）を、電話・郵送（必着）・ファクス・Ｅメールでアグリライフ支援セ
ンターへ　※下記QRコードからも申込み可。

申込み・
問合せ先

アグリライフ支援センター／〒444－１２０１石井町辻原１3１－２
☎〈９２〉６２００／FAX〈９２〉６１２２／agrilife@city.anjo.lg.jp

一坪農園▶
親子秋ジャガ
植付・収穫体験▶

アグリライフ支援センターの野菜づくり講座イベント・講座

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。

省略
記号

時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先
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集
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所、管内各消防署・分署及び出
張所、同広域連合HPで配布。

問衣浦東部広域連合総務課（☎〈６3〉
０１3２）

１０月入学放送大学学生

　１０代から８０代までの幅広い世代
の学生が、大学を卒業したい、学
びを楽しみたい等、様々な目的で
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史等、
約3００の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
申 　問出願期間▶第１回➡８月3１日
　㈪まで　第２回➡９月１5日㈫ま
で
　※出願方法等の詳細は放送大学
愛知学習センター（☎０5２〈８3１〉
１77１）へ問い合わせてください。
　※資料は同センター・同HPで
配布。

文化・スポーツ

市スポーツセンターが　　
リニューアルオープンします

　耐震改修工事のため休館してい
た市スポーツセンターが、８月２
日㈰午前９時にリニューアルオー
プンします。天井の耐震化や専用
ICカードの導入等により、安全
性・利便性が向上しました。ぜひ
ご利用ください。
　なお、変更していた屋外ランニ
ングコースは、従来のコースに戻
りました。
◆リニューアルする主な内容
●専用ICカードの導入
　従来のプリペイドカードにかわ
りICカードを導入しました。
※購入済みのプリペイドカードは、
来年１０月４日以降使用できなく
なります。期限内に使い切るか、
ICカードへの切替をお願いし
ます。

●タッチパネル式券売機の導入
　券売機がタッチパネル式になり

ました。利用券の購入や専用ICカ
ードへのチャージ（入金）等ができ
ます。
問東祥アリーナ安城(☎〈75〉3535）

土器づくり教室

時７月１６日㈭・１7日㈮・２１日㈫・
　２２日㈬・２4日㈷・２８日㈫〜3１日
㈮、８月４日㈫〜８日㈯午後１
時から（受付は午後２時まで）

対小学４年生以上（小学3年生以
下は保護者同伴で参加可）

場 　問埋蔵文化財センター（☎〈77〉
44９０）

子ども武者行列・　　　
チャンバラ合戦

　安祥文化のさとまつりのイベン
トとして、ボール紙製のオリジナ
ル鎧

よろい

・兜
かぶと

を被って公園内を行進し、
最後にチャンバラ合戦を行います。
時１０月１7日㈯午前１１時〜正午
場安祥城址公園
対年中児〜小学２年生（要保護者
同伴）

定3０人（定員を超えた場合は市内
在住者を優先した上で抽選）

他●参加者には９月中旬に鎧・兜
をお渡しします。自分好みに色
を塗って参加してください
　●武者行列・チャンバラ合戦の
両方に参加してください

申７月１日㈬〜８月１4日㈮に共通
申込事項と保育園・幼稚園・学
校名、学年、保護者氏名をEメ
ールで文化振興課（bunkazai@
city.anjo.lg.jp）へ
　※申込者全員に参加の可否を通
知します。

問文化振興課(☎〈77〉4477）

来年４月1日採用　　　　
市役所職員（労務職）

内職務内容➡清掃・土木・公園・
　水道等に関する現場作業　勤務
日時➡原則㈪〜㈮午前８時3０分
〜午後５時１5分（配属先により
㈯㈰㈷の勤務有）　給与（初任給）
➡１4万８１7６円〜２3万１3９２円　選
考➡筆記試験（９月２０日㈰予定）、
面接（１０月２０日㈫予定）
　※初任給は年齢により決定。
　※期末勤勉手当、扶養手当、通
勤手当、住居手当等の諸手当有。

対昭和45年４月２日以降生まれで、
　令和3年４月１日時点で中型自
　動車免許(中型車８t限定可、AT
　限定不可)を有する人（取得見込
含む）

定２人程度
申７月１5日㈬〜８月５日㈬に申込
書を郵送（必着）で人事課（〒44６
－８5０１住所不要）へ
　※申込書・試験実施要項は同課・
市HPで配布。詳細は試験実施要
項を確認してください。

問人事課（☎〈7１〉２２０3）

来年４月採用　衣浦東部広域
連合消防職員（高校卒）

内選考／試験日➡１次試験（SPI検
査（能力検査）、集団面接）／９月
２０日㈰　２次試験（作文、個人
面接、体力測定）／１０月２０日㈫

対平成１3年４月２日以降生まれで、
高等学校を卒業又は令和3年3
月までに卒業見込みであり、普
通自動車免許を有する人（取得
見込含む）

定若干名
申７月１3日㈪〜１7日㈮に本人が受
験申込書・成績証明書・卒業（見
込）証明書等を持って、衣浦東
部広域連合事務所（刈谷市小垣
江町）へ
　※やむを得ない理由により、本
人が持参できない場合は連絡し
てください。
　※受験申込書は同広域連合事務

募
集


