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ひとり親世帯
臨時特別給付金

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。また、各種支
援策等は本紙６月号２〜５ページ、７月号２・３ページにも掲載しています。

新型コロナウイルス感染症の影響による失業や廃業、収入が
一定程度減少した人は、申請により令和２年２月から令和３
年３月までの保険料（税）の一部又は全額が減免されます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による申
請にご協力をお願いします。
※�市役所本庁舎３階大会議室で９月30日㈬まで受付や相談業
務を実施します。
●申請方法　電話で問合せ先に問い合わせてください
●問合せ　減免専用コールセンター（☎〈７6〉1451）
●受付時間　電話・窓口ともに平日午前９時～午後５時

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
付は８月20日㈭で締め切ります。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
筒で返信してください。
●給付対象者� 基準日（令和２年４月2７日）時点で、安
城市の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に関する市からのお知らせ

緊急特集

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）

安城市独自の支援策等は市HP（右記QR
コードから参照可）に掲載しています。

児童生徒生活支援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
就学援助受給世帯に対し、対象児童生徒１人に
つき３万円を支給します。
●支給対象者　下記のいずれかに該当し、ひと
り親世帯臨時特別給付金（上記参照）を受給して
いない人
①�令和２年６月１日時点で就学援助を受給して
いる人
②��令和３年２月末までに新規で就学援助の認定
を受けた人
●申請　支給を受けるための申請は不要
●支給方法　就学援助と同じ方法で支給
●支給予定日
 対象者①➡令和２年８月末頃
 対象者②➡就学援助認定後
●その他　当給付金の支給を希望しない場合は
８月14日㈮までに学校教育課へ連絡してくださ
い
●問合せ　学校教育課（☎〈７1〉2254）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
ひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養
手当を受給する世帯等に対し、給付金を支給し
ます。対象となる要件や給付金額、申請手続き
については、本紙折込みの「ひとり親世帯臨時
特別給付金のご案内」を参照してください。
●問合せ　子育て支援課（☎〈７1〉2229）

�新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減免

特別定額給付金（１０万円）の申請は
８月２０日㈭まで

外国語訳は２8ページに掲載
For further information, see page ２8.
Veja a página ２8 para detalhes.
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人との間隔は
できるだけ
  2ｍ空ける

人との間隔がとれない時は
症状がなくても

マスク着用
※熱中症に注意！

手や顔を洗う
手指の消毒も

会った人と
      場所を記録

３密の回避
（密集・密接・密閉）

買い物は少人数で
すいた時間に
素早く

スポーツや
トレーニングは
自宅で動画
を活用

持ち帰りや
デリバリーを
活用

テレワークや
オンライン会議
を活用

感染拡大を防ぐため、日常生活の中で
取り入れたい実践例の一部を紹介します。「新しい生活様式」の実践例（抜粋）

新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

　緊急事態宣言の解除以降、穏やかな日常が戻
りつつあります。本市の感染発生件数は６月末
までで３件で、人口19万人という都市規模を考
えますと感染拡大は抑えられていると言えまし
ょう。これも市民の皆さんのご理解ご協力のお
かげであり、心より感謝申し上げます。
　しかしながら、諸外国はもちろん国内でも新
たな感染は続いており、特に人口密度の高い大
都市では深刻です。感染症第一波のピークを過
ぎても、油断をすれば突発的な感染拡大が、い
つどこで起きても不思議ではない状況が続いて
いることを忘れてはなりません。
　緊急事態宣言以降、国民生活には様々な制約
が生じ、健康面のみならず社会的な悪影響も出
ており、国や県が様々な生活支援や経済対策を
打ち出しました。こうした動きに合わせて、市
としてはきめ細かさを生かして、国・県の支援
では手の届かない分野への手当てを講じてまい
りました。
　本市は特に、人口増加が続き若年人口が安定
しています。また日本の産業活力の中核を担っ

ているという地域特性もあるため、未来を担う
世代と地域の産業活力を意識した支援策を進め
てまいりました。
　コロナ感染は現在、この地域では小休止状態
にあるように感じられます。私たちは、つかの
間の平穏の内にウイルス感染症の第二波に備え
るとともに、「With�コロナ」を前提とした「新た
な日常」を受け入れてゆかねばなりません。
　さらに、これからの季節は豪雨や台風の被害
が起きやすく、また南海トラフ地震の発生も心
配せねばなりません。多くの皆さんが避難先と
される場での感染症予防も急務と考えています。
　引き続き感
染症対策を重
点課題としつ
つ、未来に向
けた地域活力
の再生につい
ても皆さんと
ともに考え、
その両立を図
ってまいりま
す。

神谷学市長
からの

メッセージ
新たな日常を生きる

アンフォーレ及びマーメイドパレスに
導入したサーモグラフィ検温システム

外国語訳は２8ページに掲載
For further information, see page ２8.
Veja a página ２8 para detalhes.
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新型コロナウイルス感染症予防のための
手作りマスク寄贈

ふれあい喫茶｢わくわく」
（地域住民等が交流できる場）

安城七夕まつりボランティア

安城市社会福祉協議会

ふれあい喫茶｢わくわく」

安城市
ガーゼ・ゴム・
糸を調達

安城保育園､
安城中部小学校等､
医療関係者、企業

北明治福祉
委員会
（町内会）

安城市民
交流センター

市民グループ
「さんかく21・安城」

マスク縫製

市民グループ
team

“LOVE TANABATA”

安城七夕まつり
協賛会(安城市・
安城商工会議所）

寄贈

連携
参加

参加

参加

材料提供

安城七夕まつり

市民

市役所

市民ボランティア

企画・運営 会場の提供

開催支援

各種イベントの
サポート

◦高齢者の介護予防体操等、さまざ
まなイベントを開催

◦高齢者の居場所や見守りの場
◦世代を超えた市民の交流の場

地域の高齢者

企画・運営
意見
交換

市政に関する情報意見・
提案

ぜひ、市政にご参加ください！

例１ 例２

例３
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問▶市民協働課（☎〈７１〉２２１８）

自分達のまちをより元気に、住みやすくしていくために不可欠な「市民協働」と
「市民参加」について紹介します。

難しく考えず、「わがまち」
のために、私たち一人ひと
りにできることから始めて
みませんか。市民交流
センターでは市民活動
のきっかけづくりや
サポート等を行っ
ています。気軽
に利用してくだ
さい。

手作りマスクの寄贈

市民、地域団体、市民活動団
体、事業者及び市が地域の課
題を解決するために、それぞ
れの特性を生かして補い合い
ながら、協力することだよ。

安城七夕まつりのボランティア ふれあい喫茶「わくわく」

特集

～自分達のまちは自分達でつくる～
と

市民協働推進会議の委員になりませんか

協市民 働協市民 働 参民市 加参民市 加

？
ってなに

「市民協働」

？
ってなに

「市民参加」

市 民 協 働 の カ タ チ市 民 協 働 の カ タ チ

市 民 参 加 の カ タ チ市 民 参 加 の カ タ チ

新型コロナウイルス感染症予防のための
手作りマスク寄贈

ふれあい喫茶｢わくわく」
（地域住民等が交流できる場）

安城七夕まつりボランティア

安城市社会福祉協議会

ふれあい喫茶｢わくわく」

安城市
ガーゼ・ゴム・
糸を調達

安城保育園､
安城中部小学校等､
医療関係者、企業

北明治福祉
委員会
（町内会）

安城市民
交流センター

市民グループ
「さんかく21・安城」

マスク縫製

市民グループ
team

“LOVE TANABATA”

安城七夕まつり
協賛会(安城市・
安城商工会議所）

寄贈

連携
参加

参加

参加

材料提供

安城七夕まつり

市民

市役所

市民ボランティア

企画・運営 会場の提供

開催支援

各種イベントの
サポート

◦高齢者の介護予防体操等、さまざ
まなイベントを開催

◦高齢者の居場所や見守りの場
◦世代を超えた市民の交流の場

地域の高齢者

企画・運営
意見
交換

市政に関する情報意見・
提案

ぜひ、市政にご参加ください！

例１ 例２

例３
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次のような方法で参加できます。
●審議会や協議会等　約半数の審議会等で委員の市民公
募をしています。また、多くの審議会は傍聴ができます。
●パブリックコメント　施策を作る過程でその趣旨、目
的、内容等を公表し、それに対して広く市民の皆さんか
ら意見を募り、提出された意見を参考にする手法です。
●ワークショップ　地域の課題解決に向けて市民の皆さ
んと市が同じテーブルで話し合う手法です。
●市の事業に関する市民説明会　等

安城市市民協働推進計画の推進や市民協働に関する取組み等について、幅広く市民の意見を反映するため
に、委員の一部を公募します。
●職務内容　平日・土曜日の昼間に開催する会議への出席（年３回程度）
●任期　１１月１日～令和４年１０月３１日（２年間）
●対象　次のいずれにも該当する人
●市内在住・在勤・在学又は市内で活動する満２０歳以上（令和２年４月１日現在）
●本市の審議会等の委員を３つ以上兼務していない（ただし、令和２年１０月３１
日以前に任期満了となるものは除く）
●定員　３人程度
●報酬　会議１回につき７５００円
●選考　書類審査、面接（９月１６日㈬午後予定）
●申込方法　８月３日㈪～１７日㈪に、応募用紙を郵送（消印有効）又はファクス・Ｅメールで市民協働課（〒
44６-8５０１住所不要／ＦＡＸ〈７２〉３７4１／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。

市民が市政に主体的に参
加することです。安城市
は「市民が主役の自治の
実現」を目指しているよ。

市民参加には様々な
『カタチ』があります。
自分に合う方法でぜ
ひ市政に参加を！



～自分達のまちは自分達でつくる～
と

市民協働推進会議の委員になりませんか

協市民 働協市民 働 参民市 加参民市 加

？
ってなに

「市民協働」

？
ってなに

「市民参加」

市 民 協 働 の カ タ チ市 民 協 働 の カ タ チ

市 民 参 加 の カ タ チ市 民 参 加 の カ タ チ

新型コロナウイルス感染症予防のための
手作りマスク寄贈

ふれあい喫茶｢わくわく」
（地域住民等が交流できる場）

安城七夕まつりボランティア

安城市社会福祉協議会

ふれあい喫茶｢わくわく」

安城市
ガーゼ・ゴム・
糸を調達

安城保育園､
安城中部小学校等､
医療関係者、企業

北明治福祉
委員会
（町内会）

安城市民
交流センター

市民グループ
「さんかく21・安城」

マスク縫製

市民グループ
team

“LOVE TANABATA”

安城七夕まつり
協賛会(安城市・
安城商工会議所）

寄贈

連携
参加

参加

参加

材料提供

安城七夕まつり

市民

市役所

市民ボランティア

企画・運営 会場の提供

開催支援

各種イベントの
サポート

◦高齢者の介護予防体操等、さまざ
まなイベントを開催

◦高齢者の居場所や見守りの場
◦世代を超えた市民の交流の場

地域の高齢者

企画・運営
意見
交換

市政に関する情報意見・
提案

ぜひ、市政にご参加ください！

例１ 例２

例３
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問▶市民協働課（☎〈７１〉２２１８）

自分達のまちをより元気に、住みやすくしていくために不可欠な「市民協働」と
「市民参加」について紹介します。

難しく考えず、「わがまち」
のために、私たち一人ひと
りにできることから始めて
みませんか。市民交流
センターでは市民活動
のきっかけづくりや
サポート等を行っ
ています。気軽
に利用してくだ
さい。

手作りマスクの寄贈

市民、地域団体、市民活動団
体、事業者及び市が地域の課
題を解決するために、それぞ
れの特性を生かして補い合い
ながら、協力することだよ。

安城七夕まつりのボランティア ふれあい喫茶「わくわく」

特集

～自分達のまちは自分達でつくる～
と

市民協働推進会議の委員になりませんか

協市民 働協市民 働 参民市 加参民市 加

？
ってなに

「市民協働」

？
ってなに

「市民参加」

市 民 協 働 の カ タ チ市 民 協 働 の カ タ チ

市 民 参 加 の カ タ チ市 民 参 加 の カ タ チ

新型コロナウイルス感染症予防のための
手作りマスク寄贈

ふれあい喫茶｢わくわく」
（地域住民等が交流できる場）

安城七夕まつりボランティア

安城市社会福祉協議会

ふれあい喫茶｢わくわく」

安城市
ガーゼ・ゴム・
糸を調達

安城保育園､
安城中部小学校等､
医療関係者、企業

北明治福祉
委員会
（町内会）

安城市民
交流センター

市民グループ
「さんかく21・安城」

マスク縫製

市民グループ
team

“LOVE TANABATA”

安城七夕まつり
協賛会(安城市・
安城商工会議所）

寄贈

連携
参加

参加

参加

材料提供

安城七夕まつり

市民

市役所

市民ボランティア

企画・運営 会場の提供

開催支援

各種イベントの
サポート

◦高齢者の介護予防体操等、さまざ
まなイベントを開催

◦高齢者の居場所や見守りの場
◦世代を超えた市民の交流の場

地域の高齢者

企画・運営
意見
交換

市政に関する情報意見・
提案

ぜひ、市政にご参加ください！

例１ 例２

例３
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次のような方法で参加できます。
●審議会や協議会等　約半数の審議会等で委員の市民公
募をしています。また、多くの審議会は傍聴ができます。
●パブリックコメント　施策を作る過程でその趣旨、目
的、内容等を公表し、それに対して広く市民の皆さんか
ら意見を募り、提出された意見を参考にする手法です。
●ワークショップ　地域の課題解決に向けて市民の皆さ
んと市が同じテーブルで話し合う手法です。
●市の事業に関する市民説明会　等

安城市市民協働推進計画の推進や市民協働に関する取組み等について、幅広く市民の意見を反映するため
に、委員の一部を公募します。
●職務内容　平日・土曜日の昼間に開催する会議への出席（年３回程度）
●任期　１１月１日～令和４年１０月３１日（２年間）
●対象　次のいずれにも該当する人
●市内在住・在勤・在学又は市内で活動する満２０歳以上（令和２年４月１日現在）
●本市の審議会等の委員を３つ以上兼務していない（ただし、令和２年１０月３１
日以前に任期満了となるものは除く）
●定員　３人程度
●報酬　会議１回につき７５００円
●選考　書類審査、面接（９月１６日㈬午後予定）
●申込方法　８月３日㈪～１７日㈪に、応募用紙を郵送（消印有効）又はファクス・Ｅメールで市民協働課（〒
44６-8５０１住所不要／ＦＡＸ〈７２〉３７4１／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※応募用紙は同課・市HPで配布。

市民が市政に主体的に参
加することです。安城市
は「市民が主役の自治の
実現」を目指しているよ。

市民参加には様々な
『カタチ』があります。
自分に合う方法でぜ
ひ市政に参加を！
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主婦&子育てママのリクエストに応えた、
選りすぐりの連続講座です

アップセミナー
自分力

じ ぶん り ょ く

令和２年度安城市エンパワーメント講座 託児有

日常が変化しても心地よく
過ごせるようになりたい‼

家族との時間は大切。でも、
自分の時間も大切にしたい…

問 ▼市民協働課（☎〈７１〉２２１８）

●日程／内容／講師　上表のとおり（全５回。いず
れも午前9時30分〜11時30分）
●場所　中部公民館
●対象　市内在住・在勤・在学又は市内で活動して
いる概ね20歳以上の人
●受講料　５00円
●定員　1５人（先着順）
●託児　子ども１人１回300円（６カ月〜未就学児）
●申込み　８月３日㈪午前８時30分から電話又は申
込書をファクス・Eメールで市民協働課（☎〈７1〉221８
／FAX〈７2〉3７４1／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ
※申込書は同課・市HPで配布。右記QR
コードからも申込可。

第２回講師
TAMAKO氏

知らない間に、心や身
体の緊張状態が続いて
いるかもしれません。
座学とヨガセラピーで、
自分自身を整える方法
を学んでみませんか。

ストレスを溜め
込んでいませんか。

回 日程 内容 講師

１ 9月11日㈮ ジェンダーバイアスと本当の自己実現
「女らしさ」のワナ⁉自分らしさって何？

愛知淑徳大学講師
中島美幸氏

２ 9月2５日㈮ 心と体を整えるセルフメンテナンス
頑張りすぎに効く心と体のゆるめ方

看護師・ヨガインストラクター
TAMAKO氏

３ 10月2日㈮ 女性・子どもと法律
〜離婚、DV、虐待など様々なケースを通じて〜

弁護士
下野谷順子氏

４ 10月1６日㈮ 日常のイライラ解消法
ネガティブな感情と上手につきあおう

日本アンガーマネジメント協会
認定講師　稲垣真紀子氏

５ 10月23日㈮ 気持ちを伝える会話術
親子・夫婦に役立つコミュニケーションスキル

人材育成コンサルタント
松田照美氏

※第１回（9月11日）はオンラインで実施。事前に受講用URLを通知しますので、パソコン、スマートフォン等で参加し
てください。また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、他の回もオンラインに変更の場合有。
※自宅にインターネット環境がない人、操作に不安がある人や託児が必要な人は中部公民館でも受講可。
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博物館ナイトツアー(要申込）
オリジナルフェイスシールドをつけて夜の常設展示
室をめぐります。昼間とは違ったドキドキ感をお楽
しみに！
●日時　8月29日㈯・30日㈰　いずれも①午後６時、
②午後６時30分、③午後７時、④午後７時30分
●参加費　１人100円　
●対象　３歳以上（未就学児は保護者同伴）
●定員　各10人（先着順）
※①～③は要事前申込、④は当日午後６時から受付。
●申込開始日　8月18日㈫

土器ドキ晩ゴハン(要申込）
火きり杵

ぎね

と臼
うす

で火おこしし、
復元弥生土器でご飯を炊き
ます。弥生時代のご飯の作
り方を体験！
●日時　8月29日㈯午後５時～７時
●参加費　１人100円
●定員　５組（１組につき５人まで／先着順）
●申込開始日　8月4日㈫

Night Museum 問▶歴史博物館（☎〈７７〉６６55）

歴史博物館の催し 安祥城址公園の催し

8月28日㈮～30日㈰

オリジナル風鈴づくり
ガラスに自由に絵を描いて、オリジ
ナルの風鈴を作ります。
●日時　8月30日㈰午後１時～8時
※80個分の材料がなくなり次第終了。
●費用　１個300円

和紙で風船アート（要整理券）
膨らませた風船に和紙を貼り、丸いランプシェード
を作ります（制作時間は30～40分程度）。
●日時　8月28日㈮午後６時～8時
●定員　40人（当日先着順）
※午後５時30分から市民ギャラリー
で整理券を配布。

●費用　１個200円

光のアートがつむぎ出す幸せ
空間　幻灯空間
光の切り絵作家・酒井敦美氏
の作品「幻灯空間」をギャラリ
ー全体に投影。光の切り絵ワ
ールドが包み込みます。
●日時　8月28日㈮～30日㈰
午後７時～8時30分

和のマジックショー（要整理券）
愛知教育大学の職員でありながら
週末マジシャン。イタリア国際大
会で優勝する等、数々の実績を誇
るマジックを披露。
●日時　8月29日㈯午後4時30分
●出演　向井健人氏　
●定員　50人（当日先着順）　

歴史博物館、市民ギャラリーを午後8時30分まで開館！（入館は午後8時まで）普段は入れない「夜の歴
史博物館」を体験してみよう！期間中は様々なイベント、アート企画等を開催します。
※�新型コロナウイルス感染症対策のため、展示を除くすべてのイベントで受付時に名前と電話番号の記入が必要です。

◉�整理券が必要なイベントは、安祥城址公園で開演の
１時間前から配布します。当日の天候によっては、
内容変更や中止の可能性があります。

公園内マルシェ
キッチンカーや雑貨・クラフトの店舗が出店。ぜひ
お楽しみください。
●日時　8月28日㈮～30日㈰午後4時～8時30分

◉�申込みが必要なイベントは、各申込開始日の午前９時
から電話で歴史博物館へ。

ナイトステージ（要整理券）
●日時　8月30日㈰　①午後５時～５時30分　②午
後５時30分～６時15分
●定員　①②合わせて50人（当日先着順）　
※②も午後4時から整理券を配布。
●出演　①➡三州輪っ鼓　②➡チアダンスグルー
プ・レクラ

歴博演芸場「三味線コンサート」（要整理券）
国内外で活躍する『世界最速の
三味線奏者』による、迫力ある
三味線の響きと超絶技巧の演奏
をお楽しみください。
●日時　8月28日㈮午後５時30
分～６時30分
●出演　山口晃司氏　
●定員　50人（当日先着順）　

市民ギャラリーの催し


