
■時 ■内 ■定 ■￥ 下表のとおり　※定員を超えた場合は、１２月４日�に公開代理抽せん。
定員に満たない場合は、追加募集あり。
■対 市内在住・在勤・在学の人
■申 １１月１５日�～２７日�午前９時～午後５時（１７日�を除く）に市体育館へ　※郵送可
（１１月２７日�消印有効）。住所・氏名・電話番号・講座名を記入したものと、切手を
はった返信用封筒を同封し、同館（〒４４６�００６１新田町新定山４１�８／�〈７５〉５１８２）へ。
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■時 １１月２１日�午後６時３０分～８時
■場 秋葉いこいの広場レストハウス
■内 演題 ▼暮らしの小さなお手伝い～も
やいの輪、和～
■講 安井 洋  子 氏（ＮＰＯもやい代表）

よう こ

■定 １５人（先着順）
■申 １１月５日�から市民活動センター
（�〈７１〉０６０１）へ
■問 市民活動課

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
さつまいも茶巾作り教室　　　　　　
■時 １１月８日�・９日�・１５日�・１６日
�午前１１時・午後１時・２時３０分
※８日は午後のみ。
■定 各１０人（先着
順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時
３０分から同ク
ラブハウスへ
かぼちゃあんパン教室　　　　　　　
■時 １１月８日�・９日�午後１時・２時
３０分　※９日は午後１時のみ。
■定 各４８人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
木工教室　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月８日�・９日�午前１０時
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
トールペイント教室　　　　　　　　
■時 １１月１５日�午
後１時・１６日
�午前１０時

■定 各１００人（当日
先着順）
■￥ ６００円から

■場 ■問 デンパーク（�〈９２〉７１１１）
秋の山野草展　　　　　　　　　　　
■時 １１月１２日�～１７日�午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 リンドウなど山野草約２００点を展示
花の表装展　　　　　　　　　　　　
■時 １１月１９日�～２４日�午前９時３０分～
午後４時３０分

■内 掛軸、はがき掛けなど約３０点を展示

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

デンパーク展示会 ▼

わくわくサロン ▼

参加費定員対象開始時間曜日教室名
２１００円３０人小学生（初心者）午後６時金卓球

体
育
館
ス
ポ
ー
ツ
ス
ク
ー
ル

１４００円３０人女性午後１時３０分木シェイプアップ

１４００円３０人一般午前１０時金健康体操

２３００円２０人初心者午後７時土ラージボール卓球

１９００円３０人初心者午前１０時３０分火エアロビクス

３５００円２０人女性午後１時金子育てママの
エアロビ

１４００円３０人一般午前１０時金エンジョイ
エクササイズ

２１００円３０人６０歳以上午後１時３０分木シルバー
エクササイズ

３５００円各２５組２歳～未就園児
とその親

①午前１０時
②午前１１時３０分木ふれあい

親子スクール

２２００円８０人小学４～６年生午前９時３０分土陸上体
育
協
会
ス
ポ
ー
ツ
教
室

２８００円７５人小学３～６年生午後６時水バスケットボール

２８００円３０人小学４～中学３年生午後６時木バレーボール

３０００円３５人小学４～中学３年生午後３時土バドミントン�

２８００円４０人女性（上級者を除く）午前１０時金卓球

３３００円４０人女性午前１０時水バドミントン�

３３００円４０人高校生以上午後７時火バドミントン�

※いずれも期間は来年１～３月で、全１０回。
※子育てママのエアロビは託児あり（２歳以上の未就園児、１人３０００円）。

■場 ■問 堀内公園管理棟（�〈９９〉５９４７）
お楽しみ会　　　　　　　　　　　　
■時 １１月８日�午前１０時～午後３時
■内 割りばし鉄砲を作る
■定 １００人（当日先着順）
紙芝居会　　　　　　　　　　　　　
■時 １１月８日�午前１１時・午後１時
■対 未就学児とその保護者
■定 ２０組（当日先着順）

■時 １２月１７日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 栄養バランスのとれた食事、貧血予
防食を学ぶ講義と調理実習
■対 妊娠中（出産予定月来年２～６月）の
人　※父親の参加も可。
■定 ２４人（先着順）
■￥ ４００円
■持 母子健康手帳、エプロン、手ふきタ
オル、筆記用具、みそ汁１００㏄（塩分
濃度測定希望者のみ）
■申 １１月５日�～１２月１０日�午前８時３０
分～午後５時１５分（���を除く）に
電話で市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 １１月１６日�午前９時３０分～午後５時
■場 文化センター
■内 民謡・詩吟・舞踊・大正琴・コーラ
スなど、町内公民館で活動するグル
ープの発表会
■問 市民活動課

■￥ １００円（中学生以下無料）
■場 ■問 丈山苑（�〈９２〉７７８０）
若林まことパネル展　　　　　　　　
■時 １１月１４日�～１６日�午前９時～午後
５時（１４日は午後１時から、１６日は午
後４時まで）
フルート＆ギターコンサート　　　　
■時 １１月１５日�午後３時～３時４０分
■内 演奏 ▼ イネ・セイミ（フルート）、望
月 雄  史 （ギター）

たけ し

堀内公園の催し ▼

丈山苑の催し ▼

町内公民館芸能活動発表会 ▼

マタニティクッキング ▼

体育館スポーツスクール・体育協会スポーツ教室（３期） ▼

■時 １１月２２日�・２３日�午前１０時５０分・
午後１時・３時１０分
■内 ２２日 ▼第１試合�豊田通商対東京、
第２試合�アイシンＡＷ対黒田電気
第３試合（Ｗリーグ）�アイシンＡＷ
対トヨタ自動車

　２３日 ▼第１試合�黒田電気対豊田通
商、第２試合�アイシンＡＷ対東京
第３試合（Ｗリーグ）�トヨタ自動車
対アイシンＡＷ

■￥ 一般前売り１５００円、一般当日２０００円、
高校生８００円、中学生５００円、小学生
１００円
■他 入場券は市体育館、スポーツセンタ
ー、マーメイドパレス、北部公民館、
竹内書店、和田スポーツで配布。入
場料は当日会場で支払い

■場 ■問 市体育館（�〈７５〉３５３５）

■時 １１月２７日�午後２時
■場 市教育センター
■内 演題 ▼少年犯罪で息子を奪われた母
の思い

■講  武 るり子氏（少年犯罪被害者当事者
たけ

の会代表）
■定 ２００人
■問 安城警察署（�〈７６〉０１１０）、市民安全課

■時 １１月２２日�午後１時～４時３０分
■場 県産業貿易会館本館
■内 福祉職場との個別面談会、求人情報、
福祉の仕事の相談会など

■問 県社会福祉協議会（�０５２〈２３１〉３２２４）、
社会福祉課

■場 ■問 安祥閣（�〈７４〉３３３３）
ＮＯＲＩさんギター弾き語りライブ　
■時 １１月２２日�午後１時３０分～３時３０分・
６時３０分～８時３０分
■内 ギターの弾き語りと詩の朗読
■￥ １００円（小学生以下無料）
安祥閣まつり　　　　　　　　　　　
■時 １１月２９日�・
３０日�午前
９時～午後
５時

■内 作品展、箏
の発表会、
お茶・お菓
子の提供な
ど
■￥ 呈茶料２００円

犯罪被害者支援講演会 ▼
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■時 １１月９日�
午前９時～
正午
■場 リサイクル
プラザ
■問 清掃事業所
（�〈７６〉３０
５３）、当日の
問い合わせ（�０９０〈９８９２〉２９３３）

■場 パソコン講習（初級）�名古屋・岡崎
市内、パソコン講習（中級）�名古屋
市内、医療事務�名古屋市内

■内 パソコン講習、医療事務（来年１月
～３月、全１８回）
■対 県内在住の母子家庭の母や寡婦で全
日程に出席できる人
■定 各２０人（定員を超えた場合は抽せん）
■他 定員が４０人の講習会もあります。日
程や会場など、詳細については問い
合わせください。
■申 １１月４日�～２５日�（����を除
く）に社会福祉課へ

　安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在
住・在勤の人はどの会場でも受講可能。
■問 衣浦東部広域連合消防局消防課（�
〈６３〉０１３５）
普通救命講習会Ⅰ　　　　　　　　　
■時 １１月１６日�午前９時～正午
■場 知立消防署
■内 心肺 蘇  生 法（気道確保、人工呼吸、胸

そ せい

骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など
■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日�午前９時から同署（�〈８１〉
４１４４）へ
小児・乳児応急手当講習会　　　　　
■時 １１月２２日�午前９時～１１時
■場 刈谷消防署
■内 小児・乳児の心肺蘇生法、ひきつけ、
のどに異物が詰まった時の処置
■定 １５人（先着順）
■申 １１月５日�午前９時から同署（�〈２３〉
１２９９）へ
上級救命講習会　　　　　　　　　　
■時 １１月２２日�午前９時～午後３時・２３
日�午前９時～正午

■場 安城消防署
■内 心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、
胸骨圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法、
外傷の手当てなど
■定 ２０人（先着順）
■申 １１月５日�午前９時から同署（�〈７５〉
２４９４）へ

■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。

■時 １１月３０日�午後１時～４時
■場 勤労青少年水上スポーツセンター
（碧南市湖西町）
■内 油ヶ淵の竜灯伝説の民話、和紙を使
ったあかりづくり

■定 ４０人（定員を超えた場合は抽せん）
■他 小学校３年生以下は保護者同伴
■申 住所・氏名・年齢・性別・電話番号、
参加人数を１１月４日�～１４日�午前
９時～午後５時（��を除く）に電話・
ファクス・Ｅメールで県知立建設事
務所（�〈８２〉６４９３／�〈８２〉３２２６／
abu-park@pref.aichi.lg.jp）へ

■問 県知立建設事務所、公園緑地課

危険物取扱者試験　　　　　　　　　
■時 来年１月２５日�
■場 名古屋市内
■内 試験種類 ▼甲種・乙種第４類・丙種
■申 １２月８日�～１６日�（��を除く）に
郵送・持参で�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丁目５０番地）へ　※願書
は１１月２１日�から消防各署所で配布。
乙種第４類予備講習会　　　　　　　
■時 来年１月１５日�
■場 碧南市文化会館（碧南市源氏神明町）
■￥ 受講料４０００円、テキスト代４０００円
■定 １５０人（先着順）
■申 １１月２１日�から（午前９時～午後５
時、���を除く）費用を持って安
城消防署（�〈７５〉２４６０）へ

福祉の就職総合フェア ▼

油ヶ淵の民話を聞いて
楽しもう

▼
▼

母子家庭就業支援講習会 ▼

安祥閣の催し ▼

救命講習会 ▼

危険物取扱者試験・予備講習会 ▼

今月の再生家具等入札販売 ▼Ｗリーグ・ＪＢＬ２バスケット
ボール日本リーグ安城大会

▼
▼
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■秋季全国火災予防運動
　１１月９日�～１５日�
『火のしまつ　君がしなくて　誰が
する』
　秋から冬にかけては、火災が発生
しやすい季節です。次のことに心が
け、火災予防に努めましょう。
住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
３つの習慣 ▼　
①寝たばこはやめる
②ストーブは燃えやすいものから離
れた位置で使用
③ガスコンロなどのそばを離れると
きは火を消す
４つの対策 ▼

①住宅用火災警報器の設置
②防炎製品を使用
③住宅用消火器などを設置
④お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる

■住宅用火災警報器の設置
　住宅用火災
警報器を設置
すると火災の
発生を早期に
発見できます。
住宅用火災警
報器の設置をお願いします。
市内でこんな事例が　　　　　　　
　揚げ物をしていた途中でその場を
離れてしまったとき、台所の住宅用
火災警報器が鳴った。それを聞いた
家族が、コンロの鍋から炎が出てい
るのを発見。近所に助けを求めた。
気付いた隣人が、消火器で素早く消
火を行った。

■１１月９日は「１１９番の日」です
　１１９番へ通報するときには、次の点
に注意してください。
●注意事項　通報すると「火事ですか、
救急ですか」と聞きます。落ち着いて、
次の情報提供をしてください。
火災の場合 ▼

①住所（近くの目標物、ビルの階数）
②何が燃えているか
③逃げ遅れはないか
④通報者の氏名・電話番号
救急の場合 ▼

①住所（近くの目標物、ビルの階数）
②誰がどうしたか
③通報者の氏名・電話番号
事故の場合 ▼

①住所（近くの目標物）
②事故の内容
③けが人の状況
④通報者の氏名・電話番号
※携帯電話での通報は、管轄外の消防
本部へ接続されることがあり、この
場合は管轄消防本部へ転送されます。
確認のために折り返し電話をかける
ことがあるので、携帯電話の電源は
入れておいてください。

■１１９番通報訓練をしよう
　消防本部では地域の消防訓練などと
あわせて、１１９番の通報訓練を受け付
けています。希望の場合は事前に安城
消防署へご相談ください。

■聴覚・言語・音声に機能障害のある
人の１１９番通報
　ファクス・Ｅメールでの通報が可能で
す。詳しくは、同消防局（�〈６３〉０１３８）へ

■消火器の廃棄
　老朽化した消火器を処分する際、破
裂による人身事故が発生しています。
ごみとして出したり、自分で廃棄処理
をしたりしないでください。また消火
器にサビ・キズ・変形などがある場合
は、使用せずに消火器を購入した業者
に引き取り（有料）を依頼してください。
消火器の訪問販売にご注意を　　　　
　消防署では、消火器を
販売することはありませ
ん。また、必要のないと
きは、はっきり断りま
しょう。一般の家庭に法
的設置義務はありません。

■問 衣浦東部広域連合消防局（�〈６３〉０１１９）■内 ■時 アンドロメダ座「プリンセスアン
ドロメダ」 ▼２日�・９日�午後１
時３０分・午後３時　うお座「うお座
が結ぶプレゼント」 ▼１６日�・２３日
�・３０日�午後１時３０分・３時
■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）
ミュージアムコンサート　　　　　　
■時 １１月９日�午後２時
■内 演題 ▼南米アンデスからの風
　演奏 ▼グルーポコンティーゴ
市史入門講座「戦後安城の風景」　　　
■時 １１月８日�午後２時
■講 松田京子氏（南山大学准教授）

■他 生後６か月～未就園児の託児あり
（各１０人／先着順）
■場 ■申 １１月５日�午前１０時からマーメイ
ドパレス（�〈９２〉７３５１）へ
水中運動体験会　　　　　　　　　　
■時 １１月１２日�午前１１時～正午
■内 水中歩行や水中ストレッチなど
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
体験アクアビクス　　　　　　　　　
■時 １１月１９日�午前１１時～正午
■内 音楽のリズムに乗って水の中で体を
動かすシェイプアップ運動
■対 １８歳以上
■定 ３０人（先着順）
■￥ 施設使用料
トレーニングジム「お昼講習会」　　　
■時 １１月１９日�午後１時～２時３０分
■定 １０人（先着順、託児の必要な人優先）
■￥ 施設使用料
トレーニングジム　　　　　　　　　
■時 １１月２６日�午後１時～２時
■定 １０人（先着順、託児の必要な人優先）
■￥ 施設使用料
初級水泳「クロールから始めましょう」
■時 １１月２６日�午前１１時～正午
■内 クロールの泳ぎ方を学びます
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■￥ 施設使用料
日本舞踊フィットネス「ＮＯＳＳ体験会」
■時 １１月２８日�午前１０時３０分～１１時３０分
■対 １８歳以上
■定 ２０人（先着順）
■￥ ５００円

マーメイドパレスの講座 ▼

歴史博物館の催し ▼

「安城プラネの仲間たち」
１１月の生解説

▼
▼

　市では、安城市次世代育成支援行動
計画の前期計画を見直し、後期計画を
作成します。このため、同計画策定協
議会の委員を公募します。
■時 平成２２年３月末まで（予定）
■定 ３人程度
■対 次の①②のすべてに該当する人
①市内在住・在勤・在学の２０歳（１１
月１日現在）以上の人
②平日の昼間に開催する会議に出席
できる人

■他 選考方法 ▼第１次審査�書類、第２
次審査�面接（結果・面接日は、後
日、本人あてに通知します）
※安城市次世代育成支援行動計画
（前期）は、子ども課・市政情報コー
ナー・中央図書館で閲覧することが
できます。

■申 所定の応募用紙と、テーマ「私が協
力できる子育て支援策」と題した作
文（８００字程度）を１１月４日�～２１日
�（消印有効）午前８時３０分～午後５
時１５分（��を除く）に持参・郵送・
ファクス・Ｅメールで子ども課（〒
４４６�８５０１桜町１８番２３号／�〈７４〉６７８９
／ kodomo@city.anjo.aichi.jp）へ
※応募用紙は子ども課・市ホームペ
ージで配布。
安城市次世代育成支援行動計画とは　
　次代を担う子どもと子育て家庭を地
域全体で支えていくための支援策を定
めた計画です。
基本理念 ▼子どもを育てる喜びを家庭・
地域・社会とともにはぐくむ

　かんたんな日本語で行う料理教室。
知り合いの外国人に紹介してください。
■時 １２月７日�午後０時３０分～３時
　※午前１１時５０分に市民会館前から無
料バスがでます。
■場 デンパーク
■内 かんたんな日本料理（季節の野菜の
天ぷら、みそ汁など）の作り方、天
ぷら油のリサイクル方法、ゴミの分別
■対 外国人
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円（別途デンパーク入場料が必要）
■申 １１月５日�～２８日�午前８時３０分～
午後５時１５分（����を除く）に市
民活動課へ

■時 １２月５日�～来年３月１７日�の毎週
��午後１時～３時（�・年末年始
を除く／全２７回）
■場 市スポーツセンター　　
■内 高齢者用トレーニング機器を使った運動
■対 転倒や歩行に不安を感じていて、介
護保険の要支援・要介護認定を受け
ていない６５歳以上の人

■定 ８人程度（先着順）
■￥ １０００円
■申 １１月５日�～１４日�午前８時３０分～
午後５時１５分（���を除く）に市保
健センター（�〈７６〉１１３３）へ

■時 １１月１６日�午前１０時～午後３時３０分
■場 西尾市総合福祉センター（西尾市花
ノ木町）
■内 ４つのテーマ別にみんなで考える　
午前１０時３０分～正午�「こどものこ
と」「精神障害者の生活のこと」
午後１時～２時３０分�「障害者の就
労のこと」「高齢者のこと」、アトラク
ション、作品展示、模擬店、酒害・
精神保健福祉相談など
■問 西尾保健所（�０５６３〈５６〉５２４１）、障害
福祉課
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安城市次世代育成支援行動
計画策定協議会委員

▼
▼

■時 来年２月８日�午前８時４５分
■場 総合運動公園陸上競技場ほか
■対 市内在住・在学・在勤者で編成され、
全員が事前に健康診断を受けて健康
と認められたチーム

■内 表彰 ▼各部（ファミリーの部を除く）
とも３位まで賞状とメダル、６位ま
で賞状、完走証

■￥ 一般４０００円、一般女子３０００円、ファ
ミリー２０００円、中学生は無料

■申 １１月１４日�～来年１月４日�午前９
時～午後５時（休館日を除く）に所定
の申込書と参加料を持って市体育館
（�〈７５〉３５３５）へ

明治用水緑道市民駅伝大会
参加チーム

▼
▼

距離チーム編成部

５区間
合計１７．１６㎞
１区３．３６㎞
２区２．３８㎞
３区２．４６㎞
４区３．２０㎞
５区５．７６㎞

１チーム５人
合計年齢が１５０歳
未満

一般
１部

１チーム５人
合計年齢が１５０歳
以上２００歳未満

一般
２部

１チーム５人
合計年齢が２００歳
以上２５０歳未満

一般
３部

１チーム５人
合計年齢が２５０歳
以上

一般
４部

６区間
合計１７．１６㎞
１区～４区
は一般の部
と同じ
５区３．３８㎞
６区２．３８㎞

１チーム６人

中学
男子

４区間
合計９．７８㎞
１区２．５６㎞
２区２．３８㎞
３区２．４６㎞
４区２．３８㎞

１チーム４人一般
女子

１チーム４人中学
女子

１チーム４人ファミ
リー
※各チーム補欠は２人まで。
※同一部内でのみ複数チームの同一補 
　欠を認めます。

エコ＆クッキング教室 ▼

■時 １２月１４日�午後１時３０分
■場 総合福祉センター
■内 手芸教室（クリスマスリース作り）
■対 市内在住ひとり親家庭の親と子
ども

■定 １０組（先着順）
■￥ １組５００円
■申 名前と電話番号を記入し、１１月
９日�～２３日�にファクスで母
子福祉会成島清美（�・�〈９９〉
６５５４）へ
※９日午前のみ電話受付可能。

■問 社会福祉課

転ばぬ先の筋トレ教室 ▼

こころの健康フェスティバル ▼
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■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。

■時 １１月１日�～３０日�
■場 香嵐渓（豊田市足助町）
■内 期間中夜間（午後９時まで）ライトア
ップあり。
茶会、和太
鼓やお 囃  子 

はや し

の演奏、陶
器展、チン
ドンパレー
ド、青空市
なども開催
■問 足助観光協
会（�０５６５
〈６２〉１２７２）

（　）内は前月比�

〈平成20年10月１日現在〉�
　総人口�
　　男性�
　　女性�
　世帯数�

17万9355人（＋26）�
9万2009人（＋16）�
8万7346人（＋10）�

6万6537世帯（－13）�

火　　災�
救　　急�

（年間累計／前年対比）�

刑 法 犯�
交通事故�
負 傷 者�
死　　者�

323件（2355件／＋106）�
617件（5594件／－ 39）�
125人（1204人／－ 35）�
0人（ 　2人／－　2）�

人口・世帯�

９月の火災・救急�

９月の犯罪・事故�

5件（うち建物　3件）�
479件（うち急病297件）�

　電気工事のため桜井公民館は臨時休
館します。
■時 １１月３日�
■問 桜井公民館（�〈９９〉３３１３）

　子どもたちの健やかな成長には、親
や地域の温かい目が必要です。子ども
たちと正面から向き合って、いのちを
思いやる心を育てましょう。また、地
域にも気を配り、子どもたちを取り巻
く環境の改善にも努めましょう。
■問 青少年の家（�〈７６〉３４３２）　

■時 １１月２２日�午前９時～午後５時
■内 長時間労働による健康障害の防止や
賃金不払残業に関する電話無料相談
（�０１２０〈８９７〉７１３）
■問 愛知労働局（�０５２〈９７２〉０２５３）

■内 愛知県最低賃金は、１０月２４日から
時間額７３１円（１７円引上げ）に改正
■対 県内の事業場で働くすべての労働者
■問 刈谷労働基準監督署（�〈２１〉４８８５）

　市ホームページ「望遠郷」の施設予約・
電子申請から施設の空き状況が検索で
きるようになりました。ただし、予約
は従来どおりです。
■問 文化センター（�〈７６〉１５１５）

愛知県最低賃金の改正 ▼

■時 公開抽せん�１１月２７日�午後１時３０
分　一般競争入札�１１月２７日�午後
４時
■場 抽せん・入札会場 ▼市役所大会議室
■内 公開抽せん�４区画　一般競争入札
�２区画
■申 １１月１３日�～２１日�午前９時～午後
５時（��を除く）に区画整理課へ
　※申込用紙と資料は、同課で配布。

　介護についての理解と認識を深め、
介護従事者、介護サービス利用者およ
び介護をしている家族などを支援し、
これらの人たちを取り巻く地域社会の
支え合いや交流を促進するため、「１１
月１１日」が「介護の日」となりました。
「いい日いい日」にかけて覚えやすく、
親しみやすいごろ合わせになっていま
す。この機会に、介護について家族や
地域で考えてみましょう。
■問 介護保険課

　平成２０年の税制改正で減価償却資産
の耐用年数表が変更され、特に機械・
装置３９０区分が５５区分に改正されました。
　固定資産税（償却資産）は、平成２１年
度分の固定資産税から改正後の耐用年
数が適用となります。平成２１年度の評
価額の計算は、平成２０年度のものに、
改正後の耐用年数に応じた減価残存率
を乗じて算出することとなります。
　取得当初にさかのぼって再計算する
ものではありません。
■問 資産税課

　サラ金やクレジットの借金で悩んで
いる人に、弁護士、司法書士、相談員
がお答えします。
■時 １１月１６日�午前１０時～午後３時
■内 相談方法 ▼電話・面談
■場 ■問 西三河県民生活プラザ（岡崎市明
大寺本町／（�０５６４〈２７〉０８００））

　行政評価での評価の客観性向上と行政サービスの改善を図るため、「安城市行政
評価委員会」による外部評価を実施しました。行政評価とは、市が行う行政サー
ビス（事務事業）を、客観的な視点から評価し、その結果を改善に結びつけるもの
です。同委員会は、各担当課が評価した８１０の行政サービスの中から、環境や安
全安心などの２４項目を選び評価を行いました。
　詳細は市政情報コーナーでご覧ください。
■問 経営管理課

償却資産耐用年数の改正 ▼

文化センター・市民会館の
空き状況の検索

▼
▼

安城北部土地区画整理事業
宅地（保留地）分譲

▼
▼

１１月１１日は介護の日 ▼桜井公民館の臨時休館 ▼

労働時間適正化
キャンペーン

▼
▼

安城市の行政サービスに対する外部評価 ▼

「愛知県多重債務者相談強
化月間」無料相談会

▼
▼

青少年健全育成強調月間 ▼

香嵐渓もみじまつり 豊
田
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外国語の
情報ボックス

※申し込みや問い合わせは、日本語
でお願いします。
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