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特集24 生活排水をみなおそまい！

特集3  6 保育園・幼稚園・認定こども園の来年４月入園の受付を開始します

特集1  2 地震から命を守る

10 来年４月からの児童クラブの入会の受付を開始します
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特集1

市内の住宅のうち約１５％が耐震化されていません。まずは耐震診断を受けて
住宅の耐震性を知り、必要な耐震改修・補強をすることが大切です。
市では、木造住宅の無料耐震診断や耐震改修等への補助を実施しています。
◆住宅の耐震点検を行ってみましょう
表1の簡易耐震点検問診表を使い、住宅のどのようなところに地震に対する
弱さがあるか確認してみましょう。
◆木造住宅の無料耐震診断・耐震改修等の補助制度
●補助内容　表２のとおり
●対象住宅　昭和56年５月３１日以前に着工された２階建て以下で在来軸組工
法又は伝統工法の木造住宅（プレハブ、ツーバイフォー等の特殊工法を除く）
※非木造住宅に対する補助制度もあります。詳しくは建築課へ問い合わせて
ください。
※補助金交付決定前に工事に着手している場合は交付できません。
●申込み　１2月28日㈪までに、表２の①➡申込書、②～④➡補助金交付申請
書とその他必要書類を持って建築課へ
※①のみ郵送、ファクス（〒４４6－85０１住所不要／FAX〈７７〉００１０）での申込も可。
※必要書類は同課に問い合わせるか、市HPを確認してください。

９月１日は「防災の日」。本市は南海トラフ地震が発生した場合、最大で震度７が予想されています。過
去に発生した地震では住宅やブロック塀の倒壊、電気機器からの出火による火災等で多くの死傷者が出
ています。地震発生時の被害を最小限にできるよう、今一度、家の安全を確認しましょう。

制度 補助内容

① 木造住宅無料
耐震診断

住宅の耐震性を数値で判定し、耐震改
修の概算工事費を提示

②
木造住宅耐震
改修費補助
（一般型）

無料耐震診断の判定値が０．７未満のもの
を１．０以上（判定値が０．７以上１．０未満の
場合は０．３加算した数値以上）にする改
修工事に対する補助　補助額➡１2０万円
（対象経費が１2０万円を下回る場合は当
該対象経費の額）

③
木造住宅耐震
改修費補助
（簡易型）

無料耐震診断の判定値が１．０未満のもの
を０．１加算した数値以上にする改修工事
に対する補助　補助額➡対象経費の２
分の1（上限３０万円）

④
耐震シェルタ
ー等整備費補
助

無料耐震診断の判定値が１．０未満で、身
体障害者手帳等所持者又は65歳以上の
人が居住する住宅に、耐震シェルター
又は防災ベッドを設置する工事費の補
助　※対象となる装置については問い
合わせてください。　補助額 ▼耐震シェ
ルター➡上限３０万円　防災ベッド➡上
限１5万円　いずれも対象経費が上限を
下回る場合は当該対象経費の額

表２　木造住宅の耐震に関する補助制度表１　簡易耐震点検問診表

□ 着工が昭和56年５月３１日以前である

□ 大きな災害（火災、床下・床上浸水等）に見舞
われたことがある

□ 壁や柱を一部撤去したことがある
□ ２階の外壁の直下に1階の壁がない

□ 建物の平面形状が長方形に近い平面ではない
（T字型やL字型等の複雑な平面）

□ 大きな吹き抜け（1辺が４ｍ以上）がある

□ 柱や床が傾いているもしくは老朽化している
又は白蟻の被害等、不具合が発生している

□ 1階外壁の東西南北各面のうち、壁が全くな
い面がある

□ 屋根葺材が瓦等の重い屋根葺材で、1階に壁
が少ない

□ 基礎の構造が鉄筋コンクリート造ではない

耐震改修の事例
（壁を構造合板で補強しています）

家は安全ですか？

1つも該当しない➡ひとまず安心ですが、念のため
専門家に診てもらいましょう

1・２つ該当する➡専門家に診てもらいましょう
3つ以上該当する➡早めに専門家に診てもらいまし

ょう

上記チェック項目に

※本特集で紹介する補助制度の申込受付は、いずれも先着順で、申請額が予算額に達した時点で終了します。
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問▶建築課（☎〈７１〉２２４１）、危機管理課（☎〈７１〉２２２０）

地震が引き起こす通電火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した時に発生する火災の
ことです。大規模な地震火災の出火原因の半数以上は、通電火災といわれています。
通電火災の予防には、感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは地震を感知すると、自動的にブレーカー
を切って電気を止めてくれます。感震ブレーカーを設置して、通電火災から家と地域を守りましょう。

地震の際にブロック塀は倒壊する危険性があり、倒壊により人にケガ
をさせた場合には、所有者は責任を問われることになります。市では、
ブロック塀の撤去費の補助を実施しています。
◆ブロック塀の点検を行ってみましょう
右下の安全性チェック表を使い確認してみましょう。1つでも該当し
ていなければ、安全性に欠けると考えられるため、専門家に診てもら
いましょう。
◆ブロック塀の撤去費の補助制度
●対象　コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組

そ

積
せき

造
ぞう

の塀で、地
盤面からの高さが1ｍ以上のもの
●対象者　ブロック塀等の所有者又は所有者の同意を得た者
●対象の工事　令和3年２月末日までに既存のブロック塀の撤去が完
了する工事
※補助金申請前に工事に着手している場合は交付できません。
●補助金額
通学路に面するもの➡撤去費の４分の3（1ｍあたり７5００円又は上限
１5万円のいずれか低い額）
公共施設の敷地又は道路に面するもの➡撤去費の２分の1（1ｍあたり
5０００円又は上限１０万円のいずれか低い額）
●申込み　令和3年２月１2日㈮までに必要書類を持って建築課へ
※必要書類は同課に問い合わせるか、市HPを確認してください。

□ 塀に傾き、ぐらつき、亀裂・目地割れがない
□ 塀の高さが2.2ｍ以下

□ 塀の厚さが１０㎝以上（塀の高さが２
ｍ超2．2ｍ以下の場合は１5㎝以上）

□ すかしブロック（※）が連続していない

□ 控え壁がある（塀の高さが１．2ｍを超える場合）
□ 塀に鉄筋が入っている

□
コンクリートの基礎がある（塀の
高さが１．2ｍを超える場合、基礎
の根入れの深さは３０㎝以上）

ブロック塀の安全性チェック表

ブロック塀から安全な塀に

種
類

分電盤タイプ（内蔵型） 分電盤タイプ（増設型） コンセントタイプ 簡易タイプ

特
徴

分電盤に内蔵されたセンサ
ーが揺れを感知し、ブレー
カーを切って電気を遮断

分電盤に感震機能を外付け
するタイプで、センサーが
揺れを感知し、ブレーカー
を切って電気を遮断（漏電
ブレーカーが設置されてい
る場合に設置可能）

コンセントに内蔵されたセ
ンサーが揺れを感知し、コ
ンセントから電気を遮断。
壁面等に取り付ける埋込型
と既存のコンセントに差し
込むタップ型があります

バネの作動やおもりの落下
等によりブレーカーを切っ
て電気を遮断

費
用

約５~8万円（標準的なも
の。電気工事が必要） 約２万円（電気工事が必要） 約5０００~２万円程度（埋込

型は電気工事が必要） 約2０００~４０００円程度

◆感震ブレーカーの種類

埋込型 タップ型 バネ式

「感震ブレーカー普及啓発チラシ」（内閣府・消防庁・経済産業省）より抜粋

ブロック塀は安全ですか？

感震ブレーカーを設置しましょう

◆感震ブレーカー設置費の補助制度
●対象者　市内に住宅を所有する又は新築しようとする個人
●対象製品　分電盤タイプ（内蔵型又は増設型。詳細は問い合わせてください）
●補助額　感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用（上限1万円）
●申込み　製品購入・設置工事の前に必要書類を持って危機管理課へ
※必要書類は同課に問い合わせるか、市HPを確認してください。

※ブロック塀の通気性や装飾性を高めるた
めに用いる、穴の空いたコンクリート
ブロック

おもり玉式
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●申込み　製品購入・設置工事の前に必要書類を持って危機管理課へ
※必要書類は同課に問い合わせるか、市HPを確認してください。

※ブロック塀の通気性や装飾性を高めるた
めに用いる、穴の空いたコンクリート
ブロック

おもり玉式
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特集２

問▶環境都市推進課（☎〈７１〉２２06）、下水道課（☎〈７１〉２２5８）

家庭から出た生活排水は、どのように処理されるのでしょうか。
浄化槽を使用している家庭の排水は、浄化槽の中の微生物が排水に含まれる汚れを食べてきれいにしています。
そして、きれいになった排水は側溝等に流れていきます。また、汚れを食べておなか一杯になった微生物は、浄
化槽の底に沈み、汚泥となります（下図参照）。この汚泥が溜まりすぎてしまうと、浄化槽の機能に支障が出るた
め、定期清掃でくみ取る必要があります。
下水道に接続している家庭の排水は、下水処理場まで流れていった後、処理され川や海へ流されます。浄化槽と
規模は違いますが、微生物の働きによってきれいにする仕組みは同じです。一方で、浄化槽と違い、各家庭での
汚泥の定期清掃は必要ありません。

●浄化槽や下水道は微生物が浄化しています！

●排水口に流してはいけないもの

家庭で使った水がその後どこへ行くのか知っていますか。家庭か
らの生活排水は浄化槽又は下水道を通って処理され、川や海へ流
れていきます。家庭で出る排水について、見直しましょう。

あなたの家の排水は大丈夫？

〈図〉浄化槽・下水道の浄化の仕組み

水中には水をきれいにするい
ろいろな微生物 がいます。

が を食べ、汚れを分解し
ます。

浄化槽や
下水処理場で
働いているよ！

水・
二酸化炭素
等分解

パクッ
汚泥

沈殿

きれいになった水➡側溝や川へ

生ごみ 牛乳・ジュース ガソリン・灯油 薬品等

微生物が食べきれないよ！
※浄化しきれないまま流れていってしまいます。

微生物が死んじゃうよ！

生活排水
みなおそまい！

を

汚れ

増えた が集まり、汚れと一
緒に大きなかたまりとなって
沈み、浄化された水と分離し
ます。
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3下水道接続のお願い
法律で、下水道を使える区域に住む人は下水道に
接続しなければならないとされています。区域内
で下水道に接続していない人は、少
しでも早い接続をお願いします。
下水道を使える区域は、右記QRコ
ードから確認できます。

下水道に接続すると…

下水道に接続するには…
下水道への接続は、市排水設備工事
指定工事店（右記QRコードから参
照可）で行う必要があります。まず
は、指定工事店に相談してください。
また、接続の際に浄化槽を雨水貯留
施設に転用する場合、市が設置費用を一部補助し
ます。詳しくは下水道課に問い合わせてください。

家庭からの生活排水が適切に処理されないと、川や海の汚れの大きな原因となってしまいます。正し
く使って、きれいな環境を保ちましょう。

適正に管理していない浄化槽から
の排水による悪臭や側溝の汚れで、
近隣住民からの苦情に発展する事
例が発生しています。浄化槽を適
正に管理しましょう。

1�単独処理浄化槽を使用する人は合併処理浄化槽
に転換を

単独処理浄化槽はトイレの排水のみを処理してお
り、台所等の排水は処理されません。
市では単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転
換工事に補助金を交付しています。詳しくは環境
都市推進課に問い合わせてください。

2浄化槽の法定検査・清掃等を忘れずに
浄化槽管理者には下記のことが法律で義務付けら
れています。
◦指定検査機関による法定検査を年１回受ける
　�指定検査機関➡（一財)中部微生物研究所（☎
0533〈76〉2228）

◦清掃と保守点検を年１回以上行う
　�清掃・保守点検業者➡市HP内「浄
化槽の維持管理」ページを参照

◦�食べ残し・飲み残しをしない
◦三角コーナーや水切りネットで汚れを取り除く
◦�使用済み油は吸収剤や新聞紙等に吸わせて、燃やせるごみとして捨てる
◦環境にやさしい洗剤を選んで、表示に従って適量を使う

浄化槽を使用している人へのお願い

浄化槽・下水道をきちんと使いましょう

今日から
できる対策！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

9月10日は
下水道の日です！

接続前 接続後

道路側溝の様子

市HPへ

市HPへ

市HPへ

生活排水が側溝に流れなくな
ることで、汚れや異臭の原因
がなくなり、快適な生活環境
になります。

10月は
クリーン排水月間及び
浄化槽強化月間です！
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特集２
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■通常入所
●対象　保育を必要とする事由（保護者の就労、妊娠・
出産、病気等）に該当する児童
●園　表１のとおり
●保育料　幼児は無料。延長保育時間は有料。低年齢
児は市民税の課税額に応じて決定
●申込み　申込用紙等を表２の各受付日に受付会場へ
持参するか、１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除く。㈯は
午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受付）
※申込用紙等は９月１5日㈫から入園希望園、同課で配
布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以降
に取りに行く場合は、事前に園に連絡してください。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は、来年２月５日㈮まで受け付けま
す（二次受付）が、一次受付分を優先します。
●その他　平成３１年4月以降に入園・転園した現在２
歳児（平成29年4月２日～平成３０年4月１日生まれ）
は再度申請が必要です。在籍園から手続きについて
案内します。申請書類等は在籍園へ提出してください

■特別利用入所
●対象　通常入所の対象とならない3歳以上児
●実施園　市が指定する園（１2月７日㈪に市HPに掲載）
●定員　通常入所の状況による（抽選になる場合有）

●入所期間　令和3年4月（入園式）～令和4年3月（卒
園式）
※夏休み・冬休みを除く（ただし有料にて保育可）。
●通常保育時間　㈪～㈮（㈷を除く）午前8時１5分～午
後２時１5分
●保育料　通常保育時間は無料。延長保育時間は有料
●申込み　１2月９日㈬～１8日㈮に市保育課へ申込用紙
等を持参。当期間以降も受け付けますが、当期間中
の受付分を優先します
※申込用紙等は、１2月７日㈪から同課で配布。

特集３
問▶保育課（☎〈7１〉２２２８）

保育園・幼稚園・認定こども園の
来年４月入園の受付を開始します

公
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
安城 〈７６〉2７１４ 大東町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
あけぼの 〈9７〉8６０9 今本町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
和泉 〈92〉００４5 和泉町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
城ケ入 〈92〉００４６ 城ケ入町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
東部 〈７６〉３４１０ 大岡町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
高棚 〈92〉０92６ 高棚町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
さくら 〈99〉０１３5 桜井町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時

※右ページに続く

低年齢児保育ニーズの増加や幼児教育・保育の無償化により、市の財政負担は年々大きくなっています。
新たな運営主体として市が設立する社会福祉法人安城市こども未来事業団が、保育園・認定こども園を運
営することで、国や県から交付金が受けられます。この財源を活用し、これまでの保育を将来にわたり持
続的に提供するとともに、その向上を目指します。
市と事業団とで協定を結び、事業団に市の保育士を派遣し、従来と同じ保育士による保育を行います。保
育料や保育内容は変わらず、公立園と同じ保育を利用できます。運営は市から派遣された職員が行います。

社会福祉法人安城市こども未来事業団の設立と一部公立園の運営について

受付日 受付会場 受付時間
１０月２日㈮ ゆたか保育園

午前９時３０分～正午

１０月５日㈪ さくら保育園

１０月６日㈫
あけぼの保育園
和泉保育園

１０月８日㈭ みのわ保育園
１０月９日㈮ 二本木保育園

希望園にかかわらず、すべての人が利用できます。下
表中、都合の良い日程にお越しください。公立・事業
団・私立保育園、事業団・私立認定こども園保育園コ
ースについては、下表のいずれの園でも申込みできます。

表１　公立・事業団・私立保育園一覧

新型コロナウイルス感染症の拡大状況
により、入園申込受付に変更等が生じ
る場合は、９月１5日㈫以降に市HP（右
下QRコードから参照可）
でお知らせしますので、最
新情報を確認してください

保育園（公立・事業団・私立）

表２　保育園等入園申込受付会場・日程
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表１　（続き）

私
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
光徳 〈７６〉25４０ 御幸本町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後8時
すずらん 〈７６〉３295 昭和町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後8時
よさみ 〈７5〉３25４ 美園町 ６週間～５歳児 午前７時～午後8時
こひつじ 〈７６〉82６2 池浦町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後７時
第２よさみ 〈７４〉３222 三河安城南町 ６週間～２歳児 午前７時～午後8時
三河安城第２こひつじ 〈７４〉７822 三河安城町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後７時
じけいの森 〈７5〉６６１０ 西別所町 ６カ月～２歳児 午前７時１5分～午後６時４5分
げんきのもり 〈8７〉58７2 里町 ６カ月～２歳児 午前７時１5分～午後8時
てらべサニーサイド 〈9１〉３5１１ 今本町 ６週間～５歳児 午前７時１5分～午後8時
ブライト保育園安城桜町 〈７７〉０１9０ 桜町 ６週間～５歳児 午前７時１5分～午後8時
麦のうさぎ 〈７０〉88３9 堀内町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後７時３０分

※よさみ保育園と第２よさみ保育園は、令和６年度から開園時間を午前７時１5分～午後8時に変更する予定です。
※じけいの森保育園は、令和５年度から開園時間を午前７時３０分～午後６時３０分に変更する予定です。

事
業
団

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
南部 〈７６〉2３52 安城町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
西部 〈７６〉2３４３ 福釜町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
東端 〈４１〉３9３2 東端町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
志貴 〈9７〉82１６ 尾崎町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
小川 〈99〉０１４４ 小川町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
みのわ 〈７5〉１１98 箕輪町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
新田 〈７5〉2４8４ 新田町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
赤松 〈７5〉2４8３ 赤松町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
みその 〈７5〉2１３１ 美園町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
桜井 〈99〉０１６2 桜井町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時

●対象　入園希望園に確認してください
●園　表3のとおり
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は有料
●申込み　１０月１日㈭から入園希望園へ申込用紙等を持参。申込締切日は各園に問い合わせてください
※申込用紙等は、９月１日㈫から入園希望園で配布。

幼稚園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間
石橋 〈9７〉955６ 里町 午前8時～午後3時３０分 午後3時３０分～６時３０分
ともえ 〈9７〉8１４３ 今本町 午前8時～午後3時３０分 午後3時３０分～６時３０分
愛知学泉短期大学附属 〈７5〉2７０9 小堤町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
愛知学泉大学附属 〈７5〉9４６8 安城町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
愛知学泉大学附属桜井 〈99〉22３8 桜井町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
二本木 〈７5〉６2７７ 美園町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時３０分
※土日祝は休園。早朝保育については各園へ問い合わせてください。

幼稚園（私立）

公
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
二本木 〈７６〉22６2 緑町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
ゆたか 〈７６〉６４52 古井町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
えのき 〈92〉１2３０ 榎前町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
三ツ川 〈99〉１７６７ 寺領町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
錦 〈７４〉295０ 大山町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
作野 〈７４〉３４３０ 篠目町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時

表３　私立幼稚園一覧
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■通常入所
●対象　保育を必要とする事由（保護者の就労、妊娠・
出産、病気等）に該当する児童

●園　表１のとおり
●保育料　幼児は無料。延長保育時間は有料。低年齢
児は市民税の課税額に応じて決定

●申込み　申込用紙等を表２の各受付日に受付会場へ
持参するか、１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除く。㈯は
午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受付）

※申込用紙等は９月１5日㈫から入園希望園、同課で配
布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以降
に取りに行く場合は、事前に園に連絡してください。

※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は、来年２月５日㈮まで受け付けま
す（二次受付）が、一次受付分を優先します。

●その他　平成３１年4月以降に入園・転園した現在２
歳児（平成29年4月２日～平成３０年4月１日生まれ）
は再度申請が必要です。在籍園から手続きについて
案内します。申請書類等は在籍園へ提出してください

■特別利用入所
●対象　通常入所の対象とならない3歳以上児
●実施園　市が指定する園（１2月７日㈪に市HPに掲載）
●定員　通常入所の状況による（抽選になる場合有）

●入所期間　令和3年4月（入園式）～令和4年3月（卒
園式）
※夏休み・冬休みを除く（ただし有料にて保育可）。
●通常保育時間　㈪～㈮（㈷を除く）午前8時１5分～午
後２時１5分
●保育料　通常保育時間は無料。延長保育時間は有料
●申込み　１2月９日㈬～１8日㈮に市保育課へ申込用紙
等を持参。当期間以降も受け付けますが、当期間中
の受付分を優先します
※申込用紙等は、１2月７日㈪から同課で配布。

特集３
問▶保育課（☎〈7１〉２２２８）

保育園・幼稚園・認定こども園の
来年４月入園の受付を開始します

公
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
安城 〈７６〉2７１４ 大東町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
あけぼの 〈9７〉8６０9 今本町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
和泉 〈92〉００４5 和泉町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
城ケ入 〈92〉００４６ 城ケ入町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
東部 〈７６〉３４１０ 大岡町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
高棚 〈92〉０92６ 高棚町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
さくら 〈99〉０１３5 桜井町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時

※右ページに続く

低年齢児保育ニーズの増加や幼児教育・保育の無償化により、市の財政負担は年々大きくなっています。
新たな運営主体として市が設立する社会福祉法人安城市こども未来事業団が、保育園・認定こども園を運
営することで、国や県から交付金が受けられます。この財源を活用し、これまでの保育を将来にわたり持
続的に提供するとともに、その向上を目指します。
市と事業団とで協定を結び、事業団に市の保育士を派遣し、従来と同じ保育士による保育を行います。保
育料や保育内容は変わらず、公立園と同じ保育を利用できます。運営は市から派遣された職員が行います。

社会福祉法人安城市こども未来事業団の設立と一部公立園の運営について

受付日 受付会場 受付時間
１０月２日㈮ ゆたか保育園

午前９時３０分～正午

１０月５日㈪ さくら保育園

１０月６日㈫
あけぼの保育園
和泉保育園

１０月８日㈭ みのわ保育園
１０月９日㈮ 二本木保育園

希望園にかかわらず、すべての人が利用できます。下
表中、都合の良い日程にお越しください。公立・事業
団・私立保育園、事業団・私立認定こども園保育園コ
ースについては、下表のいずれの園でも申込みできます。

表１　公立・事業団・私立保育園一覧

新型コロナウイルス感染症の拡大状況
により、入園申込受付に変更等が生じ
る場合は、９月１5日㈫以降に市HP（右
下QRコードから参照可）
でお知らせしますので、最
新情報を確認してください

保育園（公立・事業団・私立）

表２　保育園等入園申込受付会場・日程
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表１　（続き）

私
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
光徳 〈７６〉25４０ 御幸本町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後8時
すずらん 〈７６〉３295 昭和町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後8時
よさみ 〈７5〉３25４ 美園町 ６週間～５歳児 午前７時～午後8時
こひつじ 〈７６〉82６2 池浦町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後７時
第２よさみ 〈７４〉３222 三河安城南町 ６週間～２歳児 午前７時～午後8時
三河安城第２こひつじ 〈７４〉７822 三河安城町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後７時
じけいの森 〈７5〉６６１０ 西別所町 ６カ月～２歳児 午前７時１5分～午後６時４5分
げんきのもり 〈8７〉58７2 里町 ６カ月～２歳児 午前７時１5分～午後8時
てらべサニーサイド 〈9１〉３5１１ 今本町 ６週間～５歳児 午前７時１5分～午後8時
ブライト保育園安城桜町 〈７７〉０１9０ 桜町 ６週間～５歳児 午前７時１5分～午後8時
麦のうさぎ 〈７０〉88３9 堀内町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後７時３０分

※よさみ保育園と第２よさみ保育園は、令和６年度から開園時間を午前７時１5分～午後8時に変更する予定です。
※じけいの森保育園は、令和５年度から開園時間を午前７時３０分～午後６時３０分に変更する予定です。

事
業
団

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
南部 〈７６〉2３52 安城町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
西部 〈７６〉2３４３ 福釜町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
東端 〈４１〉３9３2 東端町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
志貴 〈9７〉82１６ 尾崎町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
小川 〈99〉０１４４ 小川町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
みのわ 〈７5〉１１98 箕輪町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
新田 〈７5〉2４8４ 新田町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
赤松 〈７5〉2４8３ 赤松町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
みその 〈７5〉2１３１ 美園町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
桜井 〈99〉０１６2 桜井町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時

●対象　入園希望園に確認してください
●園　表3のとおり
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は有料
●申込み　１０月１日㈭から入園希望園へ申込用紙等を持参。申込締切日は各園に問い合わせてください
※申込用紙等は、９月１日㈫から入園希望園で配布。

幼稚園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間
石橋 〈9７〉955６ 里町 午前8時～午後3時３０分 午後3時３０分～６時３０分
ともえ 〈9７〉8１４３ 今本町 午前8時～午後3時３０分 午後3時３０分～６時３０分
愛知学泉短期大学附属 〈７5〉2７０9 小堤町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
愛知学泉大学附属 〈７5〉9４６8 安城町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
愛知学泉大学附属桜井 〈99〉22３8 桜井町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
二本木 〈７5〉６2７７ 美園町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時３０分
※土日祝は休園。早朝保育については各園へ問い合わせてください。

幼稚園（私立）

公
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
二本木 〈７６〉22６2 緑町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
ゆたか 〈７６〉６４52 古井町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
えのき 〈92〉１2３０ 榎前町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
三ツ川 〈99〉１７６７ 寺領町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
錦 〈７４〉295０ 大山町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
作野 〈７４〉３４３０ 篠目町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時

表３　私立幼稚園一覧
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●園　９ページ表６のとおり
■幼稚園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生ま
れた子
●教育時間　各園に問い合わせてください
●授業料　私立幼稚園に準ずる（７ページ参照）
●申込み　１０月１日㈭に入園希望園へ申込用紙等を持
参（受付時間は各園に問い合わせてください）
※申込用紙等は、９月１日㈫から入園希望園で配布。

■保育園コース
●対象　保育を必要とする事由（保護者の就労、妊娠・
出産、病気等）に該当する児童
●保育料　保育園の通常入所に準ずる（６ページ参照）
●申込み　申込用紙等を６ページ表２の各受付日に受

付会場へ持参するか、１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除
く。㈯は午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受
付）
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園、同課で
配布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以
降に取りに行く場合は、事前に園に連絡してくださ
い。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は来年２月５日㈮まで受け付けます
（二次受付）が、一次受付分を優先します。
●その他　平成３１年4月以降に入園・転園した現在２
歳児（平成29年4月２日～平成３０年4月１日生まれ）
は再度申請が必要です。在籍園から手続きについて
案内します。申請書類等は在籍園へ提出してください。

◆私立認定こども園

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園（幼児教育）と保育園（保育）の両方の良
さを合わせ持ちます。申込時に幼稚園・保育園コースのいずれかを選択します。
令和3年度から安城北部幼稚園・東栄幼稚園が事業団認定こども園に移行します。

●園　表4のとおり
■幼稚園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生ま
れた子
●授業料　私立幼稚園に準ずる（７ページ参照）
●申込み　表５の各申込受付日に入園希望園へ申込用
紙等を持参
※受付日に来園できない場合は事前に市保育課に相談
してください。
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園で配布。
　平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以降（安城北
部幼稚園・東栄幼稚園は午前９時以前・午後4時以降）
に取りに行く場合は、事前に園に連絡してください。

■保育園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生
まれた子で、保育を必要とする事由（保護者の就労、
妊娠・出産、病気等）に該当する児童
●保育料　保育園の通常入所に準ずる（６ページ参照）

●申込み　申込用紙等を６ページ表２の各受付日に受
付会場へ持参するか、下表５のうち入園希望園の
受付日に持参。又は１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除く。
㈯は午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受付）
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園、同課で
配布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分
以降（安城北部幼稚園・東栄幼稚園は午前９時以前・
午後4時以降）に取りに行く場合は、事前に園に連
絡してください。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は来年２月５日㈮まで受け付けます
（二次受付）が、一次受付分を優先します。

◆事業団認定こども園

受付日 受付実施園 受付時間
１０月２日㈮ 安城北部幼稚園

午前９時３０分～正午１０月５日㈪ 安城こども園

１０月７日㈬ さくのこども園
東栄幼稚園

認定こども園
（事業団・私立）

表５　事業団認定こども園入園申込受付実施園・日程

表４　事業団認定こども園一覧
園名 電話番号 所在地 コース 対象年齢 開園時間

安城こども園 〈７６〉29６5 相生町 幼稚園

3～５歳児

午前７時１5分～午後７時保育園

さくのこども園 〈７６〉６5０5 篠目町 幼稚園
保育園

安城北部こども園
（現安城北部幼稚園） 〈７６〉３３６６ 大東町 幼稚園

午前8時３０分～午後4時３０分保育園
東栄こども園
（現東栄幼稚園） 〈98〉585０ 東栄町 幼稚園

保育園
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　　　私立認定こども園一覧
園名 電話番号 所在地 コース 対象年齢 開園時間

根崎こども園 〈92〉００89 根崎町 幼稚園 3～５歳児 午前７時１5分～午後６時１5分保育園 ６カ月～５歳児
てらべクリエイティブ
こども園 〈７６〉６７１４ 百石町 幼稚園 3～５歳児 午前７時１5分～午後8時保育園 ６カ月～５歳児

子宝保育園 〈9７〉8588 今池町 幼稚園 3～５歳児

午前７時３０分～午後６時３０分

保育園 ６週間～５歳児

慈恵幼稚園 〈７5〉６2３７ 西別所町 幼稚園 3～５歳児
保育園 3～５歳児

第二慈恵幼稚園 〈７5〉３６４６ 高棚町 幼稚園 3～５歳児
保育園 ６カ月～５歳児

全国的に待機児童の発生が問題となっており、国ではその解消を目
指した「子育て安心プラン」により、保育所の定員拡充を目指してい
ます。それには保育士の確保が必要不可欠ですが、有効求人倍率は
上昇傾向にあり確保は年々難しくなっています。
本市でも、待機児童が発生しており、保育士確保が急務となってい
ます。下表は市内民間保育園等の求人情報です。資格をお持ちの皆
様、子ども達の笑顔のためにいっしょに働きませんか？
※問合せ・申込みは各園に直接連絡してください。

区分 園名
（所在地／電話番号） 職種 勤務日時 給料 勤務

開始日 募集人数

正
規

ブライト保育園安城桜
町
（桜町／☎〈77〉０１９０）

保育士
午前７時～午後8時のう
ちの8時間のシフト制／
週休２日／月１回程度㈯
出勤有

月給１9万～３０万円
賞与有

即日勤務
可 １～２人

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

午前７時～午後１０時のう
ちの７.７5時間のシフト制
／週休２日／㈯出勤有

短大卒：１8万58０8円～
大卒：2１万１３４４円～
いずれも月給。賞与有

随時 １人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） 保育教諭等

平日午前７時３０分～午後
６時３０分のうち8時間の
シフト制／週休２日／㈯
出勤有

短大卒：１9万１０００円～
大卒：2０万5０００円～
いずれも月給。賞与有

随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

臨
時（
フ
ル
タ
イ
ム
）

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

㈪～㈯午前8時３０分～午
後５時３０分のうち７．７5時
間のシフト制／週休２日

時給１１３０～１３１０円
賞与有 随時 ２人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） クラス担任

の補助等
午前７時３０分～午後６時
３０分のうち8時間のシフ
ト制／週休２日

時給１2６０円 随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

パ
ー
ト

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

午前７時～１０時又は午後
4時～１０時／週休２日 時給１１３０～１３１０円 随時 ２人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） クラス担任

の補助等
午前７時３０分～午後６時
３０分のうち3時間以上の
シフト制／週休２日

午前８時１５分～午後４
時１５分➡時給１１６０円
午前７時３０分～８時１５
分・午後４時１５分～６
時３０分➡時給１３６０円

随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

安城市で
保育士として
働きませんか

表６
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●園　９ページ表６のとおり
■幼稚園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生ま
れた子

●教育時間　各園に問い合わせてください
●授業料　私立幼稚園に準ずる（７ページ参照）
●申込み　１０月１日㈭に入園希望園へ申込用紙等を持
参（受付時間は各園に問い合わせてください）

※申込用紙等は、９月１日㈫から入園希望園で配布。

■保育園コース
●対象　保育を必要とする事由（保護者の就労、妊娠・
出産、病気等）に該当する児童

●保育料　保育園の通常入所に準ずる（６ページ参照）
●申込み　申込用紙等を６ページ表２の各受付日に受

付会場へ持参するか、１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除
く。㈯は午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受
付）
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園、同課で
配布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以
降に取りに行く場合は、事前に園に連絡してくださ
い。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は来年２月５日㈮まで受け付けます
（二次受付）が、一次受付分を優先します。
●その他　平成３１年4月以降に入園・転園した現在２
歳児（平成29年4月２日～平成３０年4月１日生まれ）
は再度申請が必要です。在籍園から手続きについて
案内します。申請書類等は在籍園へ提出してください。

◆私立認定こども園

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園（幼児教育）と保育園（保育）の両方の良
さを合わせ持ちます。申込時に幼稚園・保育園コースのいずれかを選択します。
令和3年度から安城北部幼稚園・東栄幼稚園が事業団認定こども園に移行します。

●園　表4のとおり
■幼稚園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生ま
れた子

●授業料　私立幼稚園に準ずる（７ページ参照）
●申込み　表５の各申込受付日に入園希望園へ申込用
紙等を持参

※受付日に来園できない場合は事前に市保育課に相談
してください。

※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園で配布。
　平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以降（安城北
部幼稚園・東栄幼稚園は午前９時以前・午後4時以降）
に取りに行く場合は、事前に園に連絡してください。

■保育園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生
まれた子で、保育を必要とする事由（保護者の就労、
妊娠・出産、病気等）に該当する児童

●保育料　保育園の通常入所に準ずる（６ページ参照）

●申込み　申込用紙等を６ページ表２の各受付日に受
付会場へ持参するか、下表５のうち入園希望園の
受付日に持参。又は１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除く。
㈯は午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受付）
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園、同課で
配布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分
以降（安城北部幼稚園・東栄幼稚園は午前９時以前・
午後4時以降）に取りに行く場合は、事前に園に連
絡してください。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は来年２月５日㈮まで受け付けます
（二次受付）が、一次受付分を優先します。

◆事業団認定こども園

受付日 受付実施園 受付時間
１０月２日㈮ 安城北部幼稚園

午前９時３０分～正午１０月５日㈪ 安城こども園

１０月７日㈬ さくのこども園
東栄幼稚園

認定こども園
（事業団・私立）

表５　事業団認定こども園入園申込受付実施園・日程

表４　事業団認定こども園一覧
園名 電話番号 所在地 コース 対象年齢 開園時間

安城こども園 〈７６〉29６5 相生町 幼稚園

3～５歳児

午前７時１5分～午後７時保育園

さくのこども園 〈７６〉６5０5 篠目町 幼稚園
保育園

安城北部こども園
（現安城北部幼稚園） 〈７６〉３３６６ 大東町 幼稚園

午前8時３０分～午後4時３０分保育園
東栄こども園
（現東栄幼稚園） 〈98〉585０ 東栄町 幼稚園

保育園
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　　　私立認定こども園一覧
園名 電話番号 所在地 コース 対象年齢 開園時間

根崎こども園 〈92〉００89 根崎町 幼稚園 3～５歳児 午前７時１5分～午後６時１5分保育園 ６カ月～５歳児
てらべクリエイティブ
こども園 〈７６〉６７１４ 百石町 幼稚園 3～５歳児 午前７時１5分～午後8時保育園 ６カ月～５歳児

子宝保育園 〈9７〉8588 今池町 幼稚園 3～５歳児

午前７時３０分～午後６時３０分

保育園 ６週間～５歳児

慈恵幼稚園 〈７5〉６2３７ 西別所町 幼稚園 3～５歳児
保育園 3～５歳児

第二慈恵幼稚園 〈７5〉３６４６ 高棚町 幼稚園 3～５歳児
保育園 ６カ月～５歳児

全国的に待機児童の発生が問題となっており、国ではその解消を目
指した「子育て安心プラン」により、保育所の定員拡充を目指してい
ます。それには保育士の確保が必要不可欠ですが、有効求人倍率は
上昇傾向にあり確保は年々難しくなっています。
本市でも、待機児童が発生しており、保育士確保が急務となってい
ます。下表は市内民間保育園等の求人情報です。資格をお持ちの皆
様、子ども達の笑顔のためにいっしょに働きませんか？
※問合せ・申込みは各園に直接連絡してください。

区分 園名
（所在地／電話番号） 職種 勤務日時 給料 勤務

開始日 募集人数

正
規

ブライト保育園安城桜
町
（桜町／☎〈77〉０１９０）

保育士
午前７時～午後8時のう
ちの8時間のシフト制／
週休２日／月１回程度㈯
出勤有

月給１9万～３０万円
賞与有

即日勤務
可 １～２人

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

午前７時～午後１０時のう
ちの７.７5時間のシフト制
／週休２日／㈯出勤有

短大卒：１8万58０8円～
大卒：2１万１３４４円～
いずれも月給。賞与有

随時 １人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） 保育教諭等

平日午前７時３０分～午後
６時３０分のうち8時間の
シフト制／週休２日／㈯
出勤有

短大卒：１9万１０００円～
大卒：2０万5０００円～
いずれも月給。賞与有

随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

臨
時（
フ
ル
タ
イ
ム
）

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

㈪～㈯午前8時３０分～午
後５時３０分のうち７．７5時
間のシフト制／週休２日

時給１１３０～１３１０円
賞与有 随時 ２人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） クラス担任

の補助等
午前７時３０分～午後６時
３０分のうち8時間のシフ
ト制／週休２日

時給１2６０円 随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

パ
ー
ト

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

午前７時～１０時又は午後
4時～１０時／週休２日 時給１１３０～１３１０円 随時 ２人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） クラス担任

の補助等
午前７時３０分～午後６時
３０分のうち3時間以上の
シフト制／週休２日

午前８時１５分～午後４
時１５分➡時給１１６０円
午前７時３０分～８時１５
分・午後４時１５分～６
時３０分➡時給１３６０円

随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

安城市で
保育士として
働きませんか

表６
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問▶あんぱ～く（☎〈7２〉２３１９）

来年４月からの児童クラブの
入会の受付を開始します

◦各児童クラブには定員があり、入会の決定につい
　ては優先順位（学年・就労状況等）があります

優先基準等
◦１～４年生の児童で定員に達したクラブには、
５・６年生は入会できません

入会申込

クラブ名 所在地 電話番号
里町 里町小学校内 〈98〉7703

二本木＊
二本木小学校正門前

〈76〉9121
二本木小学校内

中部＊ 安城中部小学校内 〈74〉7５31
桜井＊ 桜井小学校内 〈99〉５５87
祥南 祥南小学校内 〈76〉2266
南部＊ 安城南部小学校内 〈77〉4392
北部第１・３＊ 安城北部小学校内 〈98〉3５37

北部第２ 塔ノ下公園東
（今本町8-３-12） 〈97〉５090

錦町 錦町小学校内 〈72〉５410
作野＊ 作野小学校内 〈74〉５118

三河安城＊
三河安城小学校内

〈76〉0003
三河安城小学校隣

クラブ名 所在地 電話番号
西部 安城西部小学校内 〈72〉2837

丈山＊
丈山小学校正門前

〈92〉1123
丈山小学校内

明和 明和小学校内 〈48〉2368
桜林 桜林小学校内 〈99〉23５7
新田 新田小学校内 〈76〉4987
東部 安城東部小学校内 〈74〉５５70
高棚 高棚小学校内 〈92〉7723
志貴 志貴小学校内 〈97〉6310
桜町＊ 桜町小学校内 〈72〉6361
今池 今池小学校内 〈98〉8380
梨の里 梨の里小学校内 〈77〉7031
＊印は土曜拠点開所クラブ。

●申込期間
新１～４年生10月１日㈭～11月２日㈪
新５・６年生11月16日㈪～27日㈮
※新１～４年生の児童で定員に達せず、新５・６年
　生の受付が可能な児童クラブは、11月11日㈬以降
　に市HPでお知らせします。
●申込方法　上記各申込期間内に、右記提出書類を
直接か郵送（必着）であんぱ～く（〒446-006５大東町
8-２児童クラブ係）へ（すでに入会している場合は
所属する児童クラブへの提出可）

●提出書類　入会申請書、就労証明書（労働以外の
理由による申込みの場合は診断書等の証明書）、緊急
連絡表、同意書、口座振替依頼書、土曜日に利用す
る場合は土曜日利用申込書
※申請書等は９月１日㈫からあんぱ～く・各児童ク
　ラブ・市HPで配布。
●その他　申込期間以降は、定員に余裕のあるクラ
ブへの申込みのみ、あんぱ～くで受け付けます。ク
ラブの空き状況はあんぱ～くへ問い合わせてくださ
い。申込みの最終締切は令和３年２月22日㈪です

●児童クラブ名・所在地等　下表のとおり
●対象児童　放課後、保護者及び69歳以下の同一住
所の親族その他の人が、一日４時間以上かつ午後４
時以降就労等の理由で家庭にいない小学１～６年生
で、集団生活ができる児童
●開所時間　平日下校時～午後７時　土曜日・春
休み・夏休み・冬休み午前７時30分～午後７時

公立児童クラブ概要
※土曜日は土曜拠点開所クラブ（下表中、＊印のつ
いているクラブ）での保育になります。
●休所日　日曜日・祝日・年末年始
●費用　月額５200円（8月のみ8600円）及び別途おや
つ代1000円
※４月・７月・12月・１月・３月の長期休業日のみ
の利用の場合、月額2600円及び別途おやつ代５00円。

●民間児童クラブ名・所在地等
◦なかよしクラブ（昭和町／☎〈74〉3664）
◦安城つくしクラブ（緑町／☎〈76〉7５67）
◦ひまわりクラブ（御幸本町／☎〈74〉4400）

民間児童クラブでも受付を開始します

詳細は各民間児童クラブに問い合わせてください。
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自動車急加速抑制装置設置費補助金の内容を一部変更しました！

国勢調査は、外国人を含む国内の人口や世帯の実態、就労状況等を明らかにするため、５年に一度１０月
１日現在で全国一斉に実施される、国の最も重要な統計調査です。ご理解とご協力をお願いします。

皆さんも、簡単で便利なインターネットで回答してください。国勢調査は、
今号の折込チラシや市HPにも詳しく掲載していますので、見てくださいね。

国勢調査の回答はかんたん便利なインターネットで！

問▶経営情報課（☎〈７１〉２２０５）

●補助額　本体費用と設置費用の合計から国の補助金額を除いた額の９割
（上限６万円）　※条件によっては国の補助が受けられない場合があります。
●必要書類
　◦安城市高齢者自動車急加速抑制装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書（市様式）
　◦設置事業者が作成した安全運転装置販売・設置証明書（市様式）
　◦運転免許証及び自動車検査証の写し
　◦支払金額が確認できる領収書等
　※市様式の書類は市民安全課・市HPで配布（令和元年度の様式から変更しています）。
　※申請時は認印（シャチハタ不可）と申請者本人名義の口座番号が分かるもの（通帳等）を持参してください。
●申請方法　令和３年３月３１日㈬までに必要書類を持って市民安全課へ

昨年度からの主な変更点
◦対象年齢：６５歳以上に引き下げ
◦補助対象装置：国土交通省の性能認定を受けた装置に限定
◦取扱事業者：（一社）次世代自動車振興センターの認定を受けた、
　県内に店舗を有する事業者に限定
◦必要書類：市が定める販売・設置証明書、領収書が必要

昨年１２月にスタートした自動車急加速抑制装置設置費補助金について、
内容を一部変更しました。詳細は市HPを確認してください。 自動車急加速抑制装置

設置費補助金とは？
アクセルとブレーキの踏み
間違いによる事故防止のた
め、後付けの自動車急加速
抑制装置の設置に対して、
補助金を交付する制度です。

サルビー

サルビー

サルビー

国勢調査マスコットキャラクター

問▶市民安全課（☎〈７１〉２２１９）

インターネットを利用できる人は、スマートフォン・タブ
レット端末・パソコンから２4時間いつでも回答できます。
英語、ポルトガル語等６カ国の言語にも対応しているため、
外国人も気軽に回答できます。

もうすぐ国勢調査が始まるって聞いたけど、
紙の調査票を出さないといけないのかな。

大丈夫ですよ。回答は厳重なセキュリティ
で保護されているので安全・安心です。

忙しい人にとても便利だね。でも、インターネット
だとセキュリティが不安だな。

便利で安全なんだね。紙ではなく、インターネット
で回答してみようかな！

国勢調査マスコットキャラクター

市HPへ
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問▶あんぱ～く（☎〈7２〉２３１９）

来年４月からの児童クラブの
入会の受付を開始します
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●開所時間　平日下校時～午後７時　土曜日・春
休み・夏休み・冬休み午前７時30分～午後７時
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豊田安城自転車道線
の一部通行止め

国営矢作川総合第二期農地防災事業にかかる農水施設の耐震
補強工事が行われます。これに伴い、9月１日㈫から豊田安
城自転車道は一部区間、終日通行止めとなります。本工事は
令和４年３月末まで行われる予定で、以降も引き続き工事が
計画されています。狭い歩道は自転車を降りて通行する等、
安全には十分気をつけて通行してください。

自転車道について
愛知県知立建設事務所道路整備課事業第２
グループ／☎〈８２〉６４５５

【工事区間】 【通行止め区間・迂回推奨ルート】

1
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詳細図①

詳細図②

詳細図③
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国営矢作川総合第二期農地防災事業について
農林水産省東海農政局矢作川総合第二期農地
防災事業所工事課／☎〈７１〉４６１１

問合せ

９月～令和４年３月末（予定）

①

②

③

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方やその家族、治療にあたってい
る医療関係者、外国から帰国した方、日本に居住する外国人等に対して、誤った情報
に基づく不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷があってはなりません。 
 不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、新型コロナウイル
ス感染症について正しい情報に基づき、冷静に行動していただくようお願いします。 

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について 市HPに、「新型コロ
ナウイルス感染症
関連情報」を掲載し
ています

新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

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）

●県保健医療局感染症対策局感染症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）

日７月３０日　場みのわ保育園
「新しい生活様式」を楽しく覚えてもらうため、歌詞や
振付に手洗い・ソーシャルディスタンス等を織り交ぜ
た「君も☆できるよ☆げんき体操」を市の保育士が考案。
YouTubeで視聴できます（「君でき体操」で検索）。

みんなで踊ろう！「君でき体操」

日７月３1日　場池浦西公園
安城消防署に導入されたドローンの飛行訓練を実施。
遠隔地からでも映像を同時視聴できる機能や、スピー
カーで人への呼び掛けができる機能等を有しています。
災害時の情報収集や救助活動等に役立てられます。

安城消防署にドローンを導入

日８月７日　場安城中部小学校
昨年、明治用水通水1４０年を記念して、花ノ木分水工

（大東町・自転車道沿い）の壁面を安城中部小学校の４年
生（当時）がデザイン。明るく楽しく見てもらえるように
と描かれた絵。近くを通った際はぜひご覧ください。

明治用水施設の壁面を小学生がデザイン

日８月７日　場安城七夕神社 他
中止となった今年の安城七夕まつり。恒例の「願いご
と短冊」に代わり、オンラインで寄せられた願いごと
を短冊にして、笹飾りとして展示しました。来年は笑
顔いっぱいのまつりが実現しますように。

オンライン願いごと短冊笹飾り

日７月３1日　場安城西中学校
安城西中学校の3年生が、コロナ禍の中がんばる地域の飲食店を応援しようと、グル
メガイド「ニシュランガイド」を作成。オンラインでお店と交流し、ガイドが完成した
報告や協力へのお礼を伝えました。お店からも応援への感謝の言葉が伝えられました。

「ニシュランガイド」でお店を応援！
完
成
し
た

ガ
イ
ド
は
こ
ち
ら
！
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完
成
し
た

ガ
イ
ド
は
こ
ち
ら
！
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小澤こまちちゃん（1歳）

新しい椅子買っても
らったよ☆

（横山町）

瀬野実
み

緒
お

ちゃん（2歳）
　　桜

お と は

芭ちゃん（５カ月）

お揃い仲よし姉妹♡ 
（里町）

市 民 の ひ ろ ば

　日頃、各教室で書道を学ぶ仲間と共に、その勉
強の成果を発表します。
時９月９日㈬～１３日㈰午前９時～午後5時（９日
は午後１時から、１３日は午後４時まで）
場市民ギャラリー
問神谷采

さい

邑
ゆう

さん（☎０９０〈２９４８〉９３９４）

第30回芳
ほう

墨
ぼく

會
かい

書作展

　型絵染めのパネル作品と特大クッション等約３０
点を展示して音楽・映像とコラボレーション。　
時９月２３日㈬～２７日㈰午前９時～午後5時（２７日
は午後４時まで）
場市民ギャラリー
問加藤伴子さん（☎０８０〈１６１５〉０１７７）

加藤伴
とも

子
こ

のE
エキゾティック

XOTIC F
フルーツ

RUITS　染
そめ

展
てん

　ハワイの楽器、癒しのウクレレを演奏してみま
せんか？ゆかいな仲間と楽しく練習しましょう。
時毎月第２・４㈭午後３時１５分～４時１５分
場明祥公民館　講黒田リオ氏
￥月額２０００円＋雑費　他ウクレレ貸出有（２回まで）
問スギヤマカヨさん（☎０９０〈９１８４〉２３３２）

ウクレレ仲間大募集‼（リオズウクレレ明祥）

　沖田廉
れん

平
ぺい

先生のもと会員８人が各々の個性で描
きあげました。共通テーマ「実」も展示します。
時９月１７日㈭～２０日㈰午前９時～午後5時（１７日
は午後１時から、２０日は午後４時まで）
場市民ギャラリー
問れんの会・牛島さん（☎〈７７〉８４２４）

第２２回れんの会作品展

　愛知大学美術部OBによる、水彩画、油絵、書
等の展覧会です。気軽にお越しください。
時９月１６日㈬～２０日㈰午前１０時～午後5時（２０日
は午後４時まで）
場市民ギャラリー
問藤岡延也さん（☎０８０〈５３４０〉８６３１）

第１１回あいび展

　掲載希望者は、掲載月の３カ月前の１日（㈯㈰㈷㉁の場合は、その
翌開庁日）午前９時から電話で秘書課広報広聴係（☎〈７１〉２２０２)へ。各記事
の詳しい内容については、それぞれの問合せ先へお尋ねください。
※掲載は先着順。ただし、過去に掲載していない団体等を優先します。
来年１月号掲載分は１０月１日㈭から受け付けます（１１月号・１２月号掲
載分も受付中）。掲載基準等の詳細は同係まで問い合わせてください。

時期間・日時　場場所　
内内容　講講師　対対象　
定定員・募集人数　
￥会費・入場料等　
持持ち物　他その他　
申申込方法等
問問合せ先

※新型コロナウイルス感染症の影響
に伴い、掲載の催し等が中止になる
場合があります。詳細は各申込み・
問合せ先へ確認してください。

　静物、花、風景、人物等、水彩画を主とした合
同絵画展です。個性豊かに表現した会員２８人８４点
の作品展です。　時９月２４日㈭～２７日㈰午前９時
～午後5時（２４日は午後１時から、２７日は午後４
時まで）　場市民ギャラリー　
問畔栁蒼

た

生
み

雄
お

さん（☎０９０〈４２６８〉１７４１）

光彩会・中部絵画サークル合同絵画展

サークル会員の募集や
イベント情報をお知らせします

広報あんじょう　2020.9 15

増
ま す

濱
は ま

帆
ほ

高
だ か

くん（８歳）
　　成

な る

未
み

ちゃん（1歳）

お兄ちゃんと大好き
なバイクに乗って、
楽しいね！

（東栄町）

滝直
な お

也
や

くん（1歳）

にこにこ笑顔で元気
いっぱい！水遊びや
公園が大好きです。
これからもいっぱい
遊んで大きくなって
ね。

(東栄町)

元気っ子アルバムに掲載す
る写真を募集しています。
掲載方法の問合せは、電話
かＥメールで秘書課広報広
聴係（☎〈７１〉２２０２ ／ info@
city.anjo.lg.jp）へ。
右記ＱＲコー
ドからメール
で問合せ可能
です。

　海を舞台にヨットの帆を操って
コースを進み、着順を競うセーリ
ング。本多さんは、昨年のジュニ
アオリンピックカップで小学生2
位に入賞し、今年の７月には県の
強化指定選手に選出されました。
お話を聞きました。

競技開始のきっかけはお兄ちゃん
　セーリングは、８歳年上のお兄
ちゃんがやっているのを見て、小
学２年生から始めました。憧れて
というよりは、自然とやるように
なった感じです。今ではお兄ちゃ
んよりうまいと思います。
　いろいろな種類のヨットがあり
ますが、その中でもOP(オプティ
ミスト)級と呼ばれる１５歳以下の
一人乗りヨットの種目に取り組ん
でいます。普段は、週末に蒲郡市
の海で一日中練習をしています。

風を読む技術は経験から
　セーリングは手や足はもちろん、
風を読むために頭も使う競技です。
疲れると集中力にも影響するので、

とにかく体力が必要。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で休校して
いた時は自宅周辺で走り込みをし
たし、今は学校の陸上部で体力増
強に取り組んでいます。
　雲や潮の流れを見るのがこの競
技の特徴。雲が低いところや、海
の黒く見えるところには風がある
んです。あとは風を感じて、次は
こういう風が来るなというのを予
想します。最初は操るのが難しか
ったけど、自転車と一緒で慣れて
くると感覚でできるようになりま
した。僕は体重が軽い分、微風で
も速く走れます。いつも強風の中
で練習しているので強風も得意に
なりました。
　競技人口
が少ないの
で、全国の
ライバルと
は友達です。
大会は友達
に会えるの
が楽しいし、
好きです。

目指すは全日本優勝！
　県の強化指定選手に選ばれた時、
正直に言うと少し戸惑いました。
コロナウイルスの影響で全然レー
スができていなかったので。うれ
しいけどまだ実感が持てないです。
　今後の目標は、中学生のうちに
全日本選手権で優勝すること。１１
月に大会があるので頑張ります。
また、今年はOP級日本代表選手
に選ばれ海外大会に挑戦できるの
で、そこでも優勝を目指したいです。

本多 剛
ごう

 さん
（篠目中学校１年生）

セーリングで2020年度愛知県オリンピック・アジア競技大会強化指定選手に決定

海外遠征に向けた練習会の様子
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