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特集１

問▶財政課（☎〈71〉2275）

財政公 表
令和３年度の決算の概要や市の財政状況をお知らせします。

一般会計とは、福祉や教育、道路整備等、行政
の基本的な事業を行うための会計のことです。
令和３年度は、歳入7９5億円余（前年度比7．7％
減）、歳出740億円余（同8．2％減）となり、収支
は54億円余の黒字となりました。

一般会計

令和３年度決算

500

600

750
800
850
900
(億円)

700
650

550

平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３（年度）

歳入
歳出

708 734
766

862
795

659 660
712

807
741

歳入・歳出の推移

収支は５４億円の黒字になりました

令和２年度に次ぐ過去２番目の規模に

市税
384億1142万円
（－2.9%）

国庫支出金
150億6875万円
（＋42.7%）

繰越金 54億5669万円
（＋0.5%）

地方消費税交付金
46億7779万円（＋9.2%）

県支出金 43億9951万円（－0.1%）

諸収入 34億2963万円（－60.8%）

繰入金 16億3644万円（－76.3%）

その他 64億3788万円
（＋2.8%）

民生費
306億9446万円
（＋23.5%）

教育費
99億4366万円
（－17.8%）

総務費
94億1831万円
（－40.6%）

土木費
88億2238万円
（－25.1%）

衛生費
70億9098万円（－6.0%）

公債費 31億2164万円（＋5.2%）
消防費 18億6895万円（－8.2%）
農林水産業費 14億2528万円（＋8.0%）

商工費 12億2593万円（－30.2%）
その他 4億7431万円（－4.2%）

構成比

構成比

9.6%

4.2%
2.5%
1.9%
1.7%
0.7%

11.9%

12.7%

13.4%

41.4%48.3%

18.9%

6.9%

5.9%

5.5%

4.3%
2.1%

8.1%

歳入から歳出を引いた額
54億3221万円（－0.4%）

795億1811万円
前年度比66億4238万円減

（－7.7％）

歳入総額

740億8590万円
前年度比66億1790万円減

（－8.2％）

歳出総額

事業名称 事業費 税からの
充当額

都
市
計
画
税

公園整備	
事業 789万円 350万円

下水道事業 7924万円 650万円

内水対策	
事業 4493万円 850万円

市街地	 	
開発事業 17億545万円 4億480万円

公債費 23億5689万円 20億7378万円

計 41億9440万円 24億9708万円

入
湯
税
観光振興	
事業 3331万円 510万円

●市税の一部の使い道

（　）内は前年度比

安城市の

新たな変異株の発生により、感染拡大と収束を繰り返した
コロナ禍への対応等のため、令和３年度は令和２年度を上
回る９回の補正予算を編成し、市民生活と地域経済の安定
化に全力を挙げて取り組んできました。こうした中におい
ても、基金等の活用により、当初予定していた錦町小学校
の校舎増築や総合福祉センターの大規模改修等の大型事業
を計画どおり実施する等、直面する行政課題を先送りする
ことなく、着実に実施しました。

安城市の
お財布の中身を
見ていこう！
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国際・全国大会推進活動事業
「みるスポーツ」を推進するため、オリンピック関連
事業や全国大会等を実施しました。（事業費2600万円）

民間保育所等施設整備補助 錦町児童クラブ新設

民生費
医療・福祉・
子育て支援等

教育費
学校・社会教育、
スポーツ振興等

総務費
基金への積立、
庁舎の財産管理等

土木費
道路や

公園等の整備

衛生費
保健衛生、
生ごみ処理等

その他 支出合計

16万2352円 5万2595円 4万9816円 4万6664円 3万7506円 4万2929円 39万1862円

●市の支出を市民一人当たりに換算すると

市民１人当たりの市の貯金残高　13万4919円 市民１人当たりの市の借金残高　9万4310円

※令和4年３月31日現在の人口18万9061人で算出。

その他の事業

様々な
事業を実施
しました

安城プレミアム商品券発行事業
コロナ禍の影響により、厳しい経営状況にある飲食
店や小売店等の支援及び地域経済の活性化を図るた
めに発行しました。（事業費6億3605万円）

自転車乗車用	 	 	 	
ヘルメット購入費補助金
18歳以下の子ども及び65歳以上の高
齢者に対し、自転車乗車用ヘルメッ
ト購入費の一部を補助することによ
り、自転車乗車用のヘルメットの着用
促進を図りました。（事業費417万円）

防犯設備支援事業
LED防犯灯を新たに1９82基設置し、また、100台の
防犯カメラを鉄道駅や小学校の通学路周辺に設置し
ました。（事業費6165万円）

防災計画等策定事業
災害が発生した時に生じる地区の不安や課題につい
て、取り組むべき対策や訓練を企画する「地区防災計
画」の策定支援を実施しました。（事業費388万円）

スクールアシスタント事業
コロナ対策及び教職員の負担軽減のため、スクール
サポートスタッフを増員しました。
（事業費１億3664万円）

新型コロナウイルスワクチン接種事業
４月から順次接種券を発送し、
6月から10月まで市内３会場で
の集団接種を実施しました。ま
た、11月から順次３回目接種の
接種券を発送し、２月から市内
３会場での集団接種を実施しま
した。（事業費11億3512万円）

地球温暖化対策事業
太陽光発電システムや蓄電池等のスマートハウス機
器、PHVやFCV等の次世代自動車の普及促進を図る
ための補助金を交付しました。（事業費354９万円）

令和３年度に取り組んだ主な事業
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令和４年度上半期・予算執行状況

特別会計とは、保険料や使用料等、事業内の独自の収入で運営している会計のことです。

公営企業会計とは、地方公共団体が経営する企業の会計を指し
ます。安城市では、水道事業、下水道事業が該当し、決算額は
下記のとおりとなりました。

会計名（事業） 歳入 歳出 差引
国民健康保険 155億4776万円 141億1564万円 14億3212万円
土地取得 80万円 25万円 55万円
有料駐車場 5億4343万円 2億780万円 3億3563万円
安城桜井駅周辺特定土地区画整理 21億8275万円 11億3885万円 10億4390万円
介護保険 112億8217万円 107億1085万円 5億7132万円
後期高齢者医療 23億7897万円 23億7048万円 849万円

公有財産

土地 269万1518㎡

建物（延べ面積） 55万3504㎡

有価証券 3270万円

特別会計

資 産公営企業会計

会計名 区分 決算額 主な内容

水道事業

収益的収入 34億5813万円 水道料金
収益的支出 29億4148万円 県水受水費
資本的収入 3億7176万円 工事負担金
資本的支出 15億1318万円 建設改良費

下水道事業

収益的収入 30億4360万円 下水道使用料
収益的支出 29億6626万円 維持管理費負担金
資本的収入 14億7967万円 一般会計出資金
資本的支出 28億41万円 建設改良費

款別 予算現額 収入済額 収入率
市税 394億9052万円 233億7612万円 59.2％
国庫支出金 118億4933万円 25億6312万円 21.6％
県支出金 49億7060万円 6億211万円 12.1％

地方消費税
交付金 45億円 26億2210万円 58.3％

諸収入 35億5335万円 6億7939万円 19.1％
繰入金 25億1175万円 0円 0％
繰越金 24億6340万円 54億3221万円 220.5％
市債 22億4980万円 0円 0％

使用料及び
手数料 9億6109万円 5億1941万円 54.0％

その他 25億5265万円 12億74万円 47.0％
計 751億249万円 369億9520万円 49.3％

一般会計〈歳入〉

款別 予算現額 支出済額 支出率
民生費 302億6998万円 109億6934万円 36.2％
教育費 105億4810万円 44億3433万円 42.0％
土木費 99億4676万円 27億2278万円 27.4％
衛生費 84億6347万円 21億3381万円 25.2％
総務費 72億5343万円 23億3829万円 32.2％
公債費 32億270万円 15億9138万円 49.7％
消防費 21億8514万円 8億5420万円 39.1％
農林水産業費 15億2749万円 6億7145万円 44.0％
商工費 11億71万円 4億7665万円 43.3％
議会費 4億1532万円 2億3566万円 56.7％
労働費 8939万円 3108万円 34.8％
その他 1億円 0円 0％

計 751億249万円 264億5897万円 35.2％

一般会計〈歳出〉

特別会計は、
いずれも
黒字でした
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自治体の財政状況を判断する健全化判断比率の数値は良好であり、健全財政
を維持しています。しかし、コロナ禍や物価高騰への対応等、社会情勢の変
化に迅速に対応していく必要があることから、引き続き、歳入歳出両面から
健全財政を堅持するための見直しを進めていきます。

今後の取組み

適切な資産管理・運用
公共施設等の資産の適切な維持保全
と財政負担の軽減の両立を図ります。

◀	各指標が早期
健全化基準を
上回ると、財
政健全化への
取組みが必要
になります。

自主財源の確保
市税等の収納率の向上を図るとともに、
広告収入等の自主財源確保を進めます。

事業の選択と集中
経常経費の節減、合理化・効率化に
徹底的に取り組みます。

問▶財政課（☎〈71〉2275）

会計名（事業） 予算現額 収入済額 支出済額

国民健康
保険 141億8100万円 62億3217万円 59億2972万円

土地取得 100万円 55万円 0円

有料駐車場 3億1800万円 4億3716万円 4497万円

安城桜井駅
周辺特定土
地区画整理

12億9160万円 12億231万円 6億7862万円

介護保険 111億7000万円 48億428万円 44億4785万円

後期高齢者
医療 25億5800万円 9億947万円 4億3493万円

計 295億1960万円 135億8594万円 115億3609万円

特別会計

指標 早期健全化基準 安城市
実質赤字比率（一般会計等の赤字の割合） 11.42％ 赤字なし（－10.87％）
連結実質赤字比率（３会計を合わせた赤字の割合） 16.42％ 赤字なし（－29.02％）
実質公債費比率（年間の借金返済額の割合） 25.0％ 0.4％
将来負担比率（将来の負担となる借金の割合） 350.0％ ー（－73.8％）

会計 金額 前年度比

市債残高
（市の借金）

一般会計 178億3043万円 －16億2851万円
特別会計 3億8651万円 －1億9546万円
企業会計 151億4410万円 －9億4843万円

基金残高
（市の貯金）

一般会計 255億789万円 ＋31億2758万円
特別会計 50億418万円 +4億378万円

行政サービスにかか
るお金を市税等で賄
える割合（指数が１
を超えるほど自主財
源の割合が高い）

借金返済等が市税等の定
期的な収入に占める割合
（比率が高いほど自由に
使えるお金が少ない）

経常収支比率
81.9％

（全国市町村平均88.9%）

財政力指数
1.19

●市の借金と貯金残高

●健全化判断比率

公営企業会計

会計名 区分 予算現額 執行済額

水道
事業

収益的収入 33億5040万円 14億8117万円

収益的支出 32億5340万円 7億8049万円

資本的収入 5億3800万円 4556万円

資本的支出 24億8300万円 8億3399万円

下水道
事業

収益的収入 32億5800万円 13億3937万円

収益的支出 31億6600万円 6億820万円

資本的収入 16億8400万円 3億5493万円

資本的支出 30億1350万円 11億7981万円

収益的収支：経営活動により発生する収入・支出
資本的収支：施設を建設・整備するための収入・支出

財政の現状と
これから

安城市は、今後
も健全財政の維
持に努めます！
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令和４年度上半期・予算執行状況

特別会計とは、保険料や使用料等、事業内の独自の収入で運営している会計のことです。

公営企業会計とは、地方公共団体が経営する企業の会計を指し
ます。安城市では、水道事業、下水道事業が該当し、決算額は
下記のとおりとなりました。

会計名（事業） 歳入 歳出 差引
国民健康保険 155億4776万円 141億1564万円 14億3212万円
土地取得 80万円 25万円 55万円
有料駐車場 5億4343万円 2億780万円 3億3563万円
安城桜井駅周辺特定土地区画整理 21億8275万円 11億3885万円 10億4390万円
介護保険 112億8217万円 107億1085万円 5億7132万円
後期高齢者医療 23億7897万円 23億7048万円 849万円

公有財産

土地 269万1518㎡

建物（延べ面積） 55万3504㎡

有価証券 3270万円

特別会計

資 産公営企業会計

会計名 区分 決算額 主な内容

水道事業

収益的収入 34億5813万円 水道料金
収益的支出 29億4148万円 県水受水費
資本的収入 3億7176万円 工事負担金
資本的支出 15億1318万円 建設改良費

下水道事業

収益的収入 30億4360万円 下水道使用料
収益的支出 29億6626万円 維持管理費負担金
資本的収入 14億7967万円 一般会計出資金
資本的支出 28億41万円 建設改良費

款別 予算現額 収入済額 収入率
市税 394億9052万円 233億7612万円 59.2％
国庫支出金 118億4933万円 25億6312万円 21.6％
県支出金 49億7060万円 6億211万円 12.1％

地方消費税
交付金 45億円 26億2210万円 58.3％

諸収入 35億5335万円 6億7939万円 19.1％
繰入金 25億1175万円 0円 0％
繰越金 24億6340万円 54億3221万円 220.5％
市債 22億4980万円 0円 0％

使用料及び
手数料 9億6109万円 5億1941万円 54.0％

その他 25億5265万円 12億74万円 47.0％
計 751億249万円 369億9520万円 49.3％

一般会計〈歳入〉

款別 予算現額 支出済額 支出率
民生費 302億6998万円 109億6934万円 36.2％
教育費 105億4810万円 44億3433万円 42.0％
土木費 99億4676万円 27億2278万円 27.4％
衛生費 84億6347万円 21億3381万円 25.2％
総務費 72億5343万円 23億3829万円 32.2％
公債費 32億270万円 15億9138万円 49.7％
消防費 21億8514万円 8億5420万円 39.1％
農林水産業費 15億2749万円 6億7145万円 44.0％
商工費 11億71万円 4億7665万円 43.3％
議会費 4億1532万円 2億3566万円 56.7％
労働費 8939万円 3108万円 34.8％
その他 1億円 0円 0％

計 751億249万円 264億5897万円 35.2％

一般会計〈歳出〉

特別会計は、
いずれも
黒字でした
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自治体の財政状況を判断する健全化判断比率の数値は良好であり、健全財政
を維持しています。しかし、コロナ禍や物価高騰への対応等、社会情勢の変
化に迅速に対応していく必要があることから、引き続き、歳入歳出両面から
健全財政を堅持するための見直しを進めていきます。

今後の取組み

適切な資産管理・運用
公共施設等の資産の適切な維持保全
と財政負担の軽減の両立を図ります。

◀	各指標が早期
健全化基準を
上回ると、財
政健全化への
取組みが必要
になります。

自主財源の確保
市税等の収納率の向上を図るとともに、
広告収入等の自主財源確保を進めます。

事業の選択と集中
経常経費の節減、合理化・効率化に
徹底的に取り組みます。

問▶財政課（☎〈71〉2275）

会計名（事業） 予算現額 収入済額 支出済額
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有料駐車場 3億1800万円 4億3716万円 4497万円

安城桜井駅
周辺特定土
地区画整理

12億9160万円 12億231万円 6億7862万円

介護保険 111億7000万円 48億428万円 44億4785万円

後期高齢者
医療 25億5800万円 9億947万円 4億3493万円

計 295億1960万円 135億8594万円 115億3609万円

特別会計

指標 早期健全化基準 安城市
実質赤字比率（一般会計等の赤字の割合） 11.42％ 赤字なし（－10.87％）
連結実質赤字比率（３会計を合わせた赤字の割合） 16.42％ 赤字なし（－29.02％）
実質公債費比率（年間の借金返済額の割合） 25.0％ 0.4％
将来負担比率（将来の負担となる借金の割合） 350.0％ ー（－73.8％）

会計 金額 前年度比

市債残高
（市の借金）

一般会計 178億3043万円 －16億2851万円
特別会計 3億8651万円 －1億9546万円
企業会計 151億4410万円 －9億4843万円

基金残高
（市の貯金）

一般会計 255億789万円 ＋31億2758万円
特別会計 50億418万円 +4億378万円

行政サービスにかか
るお金を市税等で賄
える割合（指数が１
を超えるほど自主財
源の割合が高い）

借金返済等が市税等の定
期的な収入に占める割合
（比率が高いほど自由に
使えるお金が少ない）

経常収支比率
81.9％

（全国市町村平均88.9%）

財政力指数
1.19

●市の借金と貯金残高

●健全化判断比率

公営企業会計

会計名 区分 予算現額 執行済額

水道
事業

収益的収入 33億5040万円 14億8117万円

収益的支出 32億5340万円 7億8049万円

資本的収入 5億3800万円 4556万円

資本的支出 24億8300万円 8億3399万円

下水道
事業

収益的収入 32億5800万円 13億3937万円

収益的支出 31億6600万円 6億820万円

資本的収入 16億8400万円 3億5493万円

資本的支出 30億1350万円 11億7981万円

収益的収支：経営活動により発生する収入・支出
資本的収支：施設を建設・整備するための収入・支出

財政の現状と
これから

安城市は、今後
も健全財政の維
持に努めます！



6 広報あんじょう　2022.12

特集２

12月3日～9日は障害者週間です。障害者や障害福祉についての理解・啓発を深めるとともに、障害
者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野への活動参加を促進することを目標に設定されました。
この機会に障害や障害のある人について知り、障害の有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を
尊重し、皆で「認め合い共に生きる社会」を実現しましょう。
今回は、市の障害者にまつわるデータと障害のある当事者で構成するグループを紹介します。

●身体障害者手帳
身体に一定以上の障害があると認められる人に交付
●療育手帳
おおむね18歳以前に知的障害が認められ、知能指数
（IQ)が75以下で日常生活に支障のある状態の人に
交付
●精神障害者保健福祉手帳
日常生活や社会生活に制限を受ける程度の精神疾患
により精神障害の状態にあると認められる人に交付

障害者手帳の種類と市内の障害者手帳所持者数
障害者手帳には以下の3種類があります。

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

令和４年度障害者手帳所持者数

4973

1526 1662
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問▶障害福祉課（☎〈７1〉2259）

結成2年目の「とうじしゃグループ」は、安城市自立支援協議
会が募集し、さまざまな障害のある当事者8人で構成されて
います。月に一度会議を行い、
皆が暮らしやすいまちづくり
について活発な意見交換をし
ています。
グループリーダーの本田さん
とサブリーダーの山本さんに
お話を伺いました。

本田さん：障害のある人は学校を卒業後、横の繋がりが無
くなり孤立してしまうことが多いです。それを補うために
も「とうじしゃグループ」は意味があります。また、障害の
有無に関係なく、地域にも繋がれる場所があるといいです
ね。今はリモート会議も普及しているので、それを活用し
ながら話ができる場所が増えていくといいと思います。

山本さん：皆が見てくれて、声をかけてくれるような関係
が築けると素敵だと思います。障害の有無や年齢に縛られ
ず、困ったことがあれば言える、ちょっとした相談事も話
せる、そんな結びつきの強いまちを作っていけるといいと
思います。

今後の安城市に望むこと

本田さん：後輩のために、自分にできること
をやりたいとの思いから応募しました。他の
自治体ではない取組みなので興味がありまし
た。

山本さん：私自身、出産・育児を経験し、家
族の支援のみでは限界を感じていました。そ
こで、障害のある人でも結婚・出産・育児を
しやすいまちにしたい、日常生活の困りごと
を共有したい、そんな思いから応募しました。

とうじしゃグループの
応募のきっかけは

本田さん：いろいろな障害がある人同士で情
報共有ができ、自分の障害・他人の障害につ
いて知ることができる場です。

山本さん：当事者の意見を言え、集まること
に意味のある場所です。市の職員や事業所の
人等と直接話せる貴重な場所でもあります。

とうじしゃグループとは

本田さん：ここでは当事者がどんなことに困っているのか
声を上げることができます。その困りごとを共有し、その
声がたくさん集まり発信していくことで、世の中が少しず
つ変わっていくと思います。このグループがそういう声の
受け皿になればいいと思います。また、最初は自分の意見
が言えなかった委員が、今は自分から積極的に意見を言え
るようになる等、委員の成長が実感できたことにやりがい
を感じています。

山本さん：せっかく集まっているから、当事者の意見が飛
び交う場にしたいです。そのために、話しやすい雰囲気づ
くりを心がけています。自分の困りごとを話すことで、み
んなのためにもなり、問題解決にも繋がっていくことがわ
かってきました。また、最初よりみんなが打ち解けて明る
い雰囲気になりました。

活動する中で感じること

山本さん

本田さん
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新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

新型コロナワクチン接種のお知らせ
問▶保健センター
(☎〈76〉1133）

お知らせする内容は11月14日時点の情報です。最新の情報は右記QRコードから市HPを確認
してください。
新型コロナの感染が拡大しています。重症化リスクの高い高齢者等はもとより、若い世代の
人も年内のワクチン接種を検討してください。

接種券を失くした人は、市新型コロナワクチン接種コールセンターへ連絡してください。
※前回接種から５カ月だった接種間隔が３カ月に短縮されました。接種間隔に注意して
ください。
●対象者　初回（1・2回目）接種を受けた１２歳以上の人
●接種場所
【市が実施する集団接種】（使用ワクチン：ファイザー社製BA.4－5対応型）
ワクチンの供給状況等により変更となる場合があります。

オミクロン株対応ワクチンについて（詳細は下記QRコード参照）

市HPへ

会場 接種日 予約開始日時
へきしんギャラクシー
プラザ １２月１0日㈯・１１日㈰・２4日㈯・２5日㈰

１２月2日㈮
午前８時３0分北部公民館 １２月１7日㈯・１8日㈰、1月７日㈯・８日㈰

明祥プラザ（明祥公民館） １２月１0日㈯・１１日㈰・１7日㈯・１8日㈰・２4日㈯・２5日㈰、1月７日㈯・８日㈰

※�平日午前８時３0分～
午後５時１5分受付。☎〈９１〉３５６７

接種券や接種会場等に関する問合せ
安城市新型コロナワクチン接種コールセンター

☎０５２〈９５４〉６２７２
※上記以外の時間帯は(☎０５２〈５２6〉５８８7）へ。

接種後の副反応等に関する問合せ
愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

※平日午前９時～
午後５時３0分受付。

実施医療機関及び使用ワクチン、
予約方法等の詳細は、QRコード
から市HPを確認してください。

安城更生病院等、県内５カ所で実施して
います。会場や予約方法等の詳細はQR
コードから市HPを確認してください（使
用ワクチンはモデルナ社製）。

■１２月の接種券発送日（予定）
◦�1２月２０日㈫発送➡１0月に2～4回目の接種を受けた１２歳以上の人
　　　　　　　　　（オミクロン株対応ワクチン接種済の人を除く）

●電話予約

☎〈９１〉３５６７
受付：平日午前８時３0分～午後５時１5分

●インターネット予約
右記QRコードから市HPを参照し、�
予約専用サイトにて予約
受付：�毎日２4時間（１２月2日は午前８時３0分から）

安城市新型コロナワクチン接種コールセンター

特集 3

【市内医療機関で実施する個別接種】 【愛知県が実施する大規模集団接種】
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接種時年齢 接種回数 使用ワクチン 接種実施場所（※４）
生後６カ月
～4歳 1～３回目（※1） 乳幼児用ファイザー社製（※2） ◦�市内医療機関での�

個別接種

５～１１歳
３回目（2回目接種からの
接種間隔５カ月） 小児用ファイザー社製（※３） ◦�市内医療機関での

個別接種
◦県大規模集団接種５～１１歳

1・2回目
小児用ファイザー社製（※３）

１２歳以上 ファイザー社製又はモデルナ社
製従来株ワクチン

◦�市内医療機関での
　個別接種

その他の接種時年齢別の接種体制及びワクチンについて

（※1）�３回目の接種券は2回目の接種後に送付。
（※2）�５歳の誕生日の前々日までは乳幼児用、前日からは小児用ワクチンで接種を受けられます。

（ただし、1回目接種を乳幼児用ワクチンで受けた場合は、３回目まで同じワクチンで接種）
（※３）�１２歳の誕生日の前々日までは小児用、前日からは１２歳以上用のワクチンで接種を受けられま

す。（ただし、1回目接種を小児用ワクチンで受けた場合は、2回目まで同じワクチンで接種）
（※4）�左ページの「市内医療機関で実施する個別接種」又は「愛知県が実施する大規模集団接種」の

QRコードから市HPを確認してください。

■１２月の接種券発送日（予定）
1２月２０日㈫発送➡��①令和５年1月に生後６カ月になる人（令和4年７月2日～８月1日生まれ）�

②８月に2回目の接種を受けた５～１１歳の人

令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・ひとり
親世帯以外の子育て世帯分）（国制度）の申請は２月２８日㈫まで

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
通常は、申請から概ね1週間程度で発行していますが、年末年始は発行ができませんので、余裕をもって
申請してください。
※国内では、接種会場で交付される「接種済証」及び「接種記録証」が有効です。
※マイナンバーカードを持っている人は、アプリやコンビニで取得することができます。
　詳細は右記QRコードから市HPを確認してください。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て
世帯の生活を支援するため、児童1人あたり５万円の特別給付金を支給しています。対象となる人は期限
までに申請してください（申請方法等の詳細は各QRコードを参照）。

【ひとり親世帯分】
●対象　下記のいずれかに該当する人
◦�公的年金等を受給していることにより令和4年
4月分の児童扶養手当を受給していない

◦�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が児童扶養手当の受
給者と同水準となっている

●問合せ　子育て支援課（☎〈7１〉２２２9）

【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】
●対象　下記のすべてに該当する人
◦�令和4年３月３１日時点で１8歳未満の児
童（障害児の場合は２0歳未満）を養育している

◦�令和4年度住民税均等割が非課税、又は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日
以降の収入が住民税非課税相当となっている

●問合せ　子育て支援課（☎〈7１〉２２２7）
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新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

新型コロナワクチン接種のお知らせ
問▶保健センター
(☎〈76〉1133）

お知らせする内容は11月14日時点の情報です。最新の情報は右記QRコードから市HPを確認
してください。
新型コロナの感染が拡大しています。重症化リスクの高い高齢者等はもとより、若い世代の
人も年内のワクチン接種を検討してください。

接種券を失くした人は、市新型コロナワクチン接種コールセンターへ連絡してください。
※前回接種から５カ月だった接種間隔が３カ月に短縮されました。接種間隔に注意して
ください。
●対象者　初回（1・2回目）接種を受けた１２歳以上の人
●接種場所
【市が実施する集団接種】（使用ワクチン：ファイザー社製BA.4－5対応型）
ワクチンの供給状況等により変更となる場合があります。

オミクロン株対応ワクチンについて（詳細は下記QRコード参照）

市HPへ

会場 接種日 予約開始日時
へきしんギャラクシー
プラザ １２月１0日㈯・１１日㈰・２4日㈯・２5日㈰

１２月2日㈮
午前８時３0分北部公民館 １２月１7日㈯・１8日㈰、1月７日㈯・８日㈰

明祥プラザ（明祥公民館） １２月１0日㈯・１１日㈰・１7日㈯・１8日㈰・２4日㈯・２5日㈰、1月７日㈯・８日㈰

※�平日午前８時３0分～
午後５時１5分受付。☎〈９１〉３５６７

接種券や接種会場等に関する問合せ
安城市新型コロナワクチン接種コールセンター

☎０５２〈９５４〉６２７２
※上記以外の時間帯は(☎０５２〈５２6〉５８８7）へ。

接種後の副反応等に関する問合せ
愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

※平日午前９時～
午後５時３0分受付。

実施医療機関及び使用ワクチン、
予約方法等の詳細は、QRコード
から市HPを確認してください。

安城更生病院等、県内５カ所で実施して
います。会場や予約方法等の詳細はQR
コードから市HPを確認してください（使
用ワクチンはモデルナ社製）。

■１２月の接種券発送日（予定）
◦�1２月２０日㈫発送➡１0月に2～4回目の接種を受けた１２歳以上の人
　　　　　　　　　（オミクロン株対応ワクチン接種済の人を除く）

●電話予約

☎〈９１〉３５６７
受付：平日午前８時３0分～午後５時１5分

●インターネット予約
右記QRコードから市HPを参照し、�
予約専用サイトにて予約
受付：�毎日２4時間（１２月2日は午前８時３0分から）

安城市新型コロナワクチン接種コールセンター

特集 3

【市内医療機関で実施する個別接種】 【愛知県が実施する大規模集団接種】
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接種時年齢 接種回数 使用ワクチン 接種実施場所（※４）
生後６カ月
～4歳 1～３回目（※1） 乳幼児用ファイザー社製（※2） ◦�市内医療機関での�

個別接種

５～１１歳
３回目（2回目接種からの
接種間隔５カ月） 小児用ファイザー社製（※３） ◦�市内医療機関での

個別接種
◦県大規模集団接種５～１１歳

1・2回目
小児用ファイザー社製（※３）

１２歳以上 ファイザー社製又はモデルナ社
製従来株ワクチン

◦�市内医療機関での
　個別接種

その他の接種時年齢別の接種体制及びワクチンについて

（※1）�３回目の接種券は2回目の接種後に送付。
（※2）�５歳の誕生日の前々日までは乳幼児用、前日からは小児用ワクチンで接種を受けられます。

（ただし、1回目接種を乳幼児用ワクチンで受けた場合は、３回目まで同じワクチンで接種）
（※３）�１２歳の誕生日の前々日までは小児用、前日からは１２歳以上用のワクチンで接種を受けられま

す。（ただし、1回目接種を小児用ワクチンで受けた場合は、2回目まで同じワクチンで接種）
（※4）�左ページの「市内医療機関で実施する個別接種」又は「愛知県が実施する大規模集団接種」の

QRコードから市HPを確認してください。

■１２月の接種券発送日（予定）
1２月２０日㈫発送➡��①令和５年1月に生後６カ月になる人（令和4年７月2日～８月1日生まれ）�

②８月に2回目の接種を受けた５～１１歳の人

令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・ひとり
親世帯以外の子育て世帯分）（国制度）の申請は２月２８日㈫まで

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
通常は、申請から概ね1週間程度で発行していますが、年末年始は発行ができませんので、余裕をもって
申請してください。
※国内では、接種会場で交付される「接種済証」及び「接種記録証」が有効です。
※マイナンバーカードを持っている人は、アプリやコンビニで取得することができます。
　詳細は右記QRコードから市HPを確認してください。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て
世帯の生活を支援するため、児童1人あたり５万円の特別給付金を支給しています。対象となる人は期限
までに申請してください（申請方法等の詳細は各QRコードを参照）。

【ひとり親世帯分】
●対象　下記のいずれかに該当する人
◦�公的年金等を受給していることにより令和4年
4月分の児童扶養手当を受給していない

◦�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が児童扶養手当の受
給者と同水準となっている

●問合せ　子育て支援課（☎〈7１〉２２２9）

【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】
●対象　下記のすべてに該当する人
◦�令和4年３月３１日時点で１8歳未満の児
童（障害児の場合は２0歳未満）を養育している
◦�令和4年度住民税均等割が非課税、又は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日
以降の収入が住民税非課税相当となっている
●問合せ　子育て支援課（☎〈7１〉２２２7）
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topic 1

●対　象　平成１4年４月２日～平成１5年４月１日生まれの人
●持ち物　招待状（１１月１日時点で安城市に住民登録のある人に郵送済）
●記念品　来場の対象者に「デンパーク入園券」「5００円分のデンパーク買い物
券」各２枚、「丈山苑入苑券（呈茶付）」「歴史博物館観覧券」「マーメイドパレス・
スポーツセンター共通利用券」「プラネタリウム観覧券」各１枚を進呈
●注意事項
・参列にはマスクの着用が必須です（不織布マスクを推奨）
・発熱や風邪症状等、体調が優れない人は来場の自粛をお願いします
・乗り合わせや公共交通機関による来場にご協力ください
・会場内は飲食禁止。食品や飲料の持ち込みも不可
・保護者も入場できます

市外在住で安城市に住民登
録がない等、招待状が届い
ていない人は、１２月２3日㈮
までにQRコードから申し込
むか、青
少年の家
まで連絡
してくだ
さい。

問▶青少年の家(☎〈７６〉３４３２)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため２部制で実施します。

※令和５年以降、「成人式」から「二十歳を祝う会」に名称を変更しています。

第１部 第２部
対
象
者

安城南、明祥、安城西、東山中学卒業生 安城北、桜井、安祥、篠目中学卒業生
当該中学校区に住んでいる人 当該中学校区に住んでいる人

式
典 午後１時～１時3０分（受付は正午～午後１時） 午後３時～３時3０分（受付は午後２時～３時）

令和４年
開催の様子

二十歳を祝う花火ショー
市制施行７０周年記念事業
として、２０歳となったこ
とをお祝いし激励するた
め、２日間限定バージョ
ンの花火を打ち上げます。
また、デンパークの花を
用いた記念撮影用パネル
を設置します。
●日時　１月８日㈰・９
日㈷午後８時２０分
●場所　デンパーク

広報あんじょう　2022.12 11

お互いを知ることですね。チー
ムのみんなが何を思っているの
か、どういう調子なのかを知っ
ているから仲間を活かせるし、
自分も活かされる。そのために
は、普段からコミュニケーショ
ンをとれる関係であることが本
当に大切です！まずは話しかけ
る。少しずつお互いを知ること
を大切にしています。

試合で勝つために大切だと思うことは？

POINT 2

コミュニケーションをとる！
僕達はプロスポーツ選
手だから、まずはチー
ムが勝つことが最大の
目的です。僕は３ポイ
ントシュートが得意。
「今日は３ポイントを
３連続で決める！」等、
チームの勝利に貢献で
きるよう、自分で目標
を決め、自分ができる
ことを伸ばしていくこ
とを心掛けています。

●日時　12月2８日㈬午後７時５分（午後５時開場）
●場所　ウィングアリーナ刈谷（刈谷市築地町）
●対象　市内在住者（同伴者の住所は不問）
●申込み　12月11日㈰までにQRコードから申込み
●その他　抽選結果を12月13
日㈫午後６時頃にメールで送信
●問合せ　シーホース三河㈱
（☎〈24〉８661）

topic 2

私達に身近なSDGsへの取組み。今回はシーホース三河の細
ほそ
谷
や
選手に直

撃取材！バスケットボールの中で、SDGsに取り組むヒントを探ってみ
ると、３つのポイントがあると分かりました！
※�シーホース三河と本市は、地域活性化に関する包括連携協定を結び、
「パートナーシップで目標を達成」する取組みを一緒に進めています。

問▶健幸＝SDGs課(☎〈７１〉2204)

POINT 1 目標を決める！
練習で心掛けていることは？

抽選で100組200人を無料招待！
シーホース三河 VS 島根スサノオマジック

SDGsに取り組むヒント

シーホース三河を応援しよう!

苦しい時は、コートにいる５人だけではなく、ベンチの
仲間、観客席のブースター（ファン）の応援が心の支えに
なります！みんなが一つになってチームが勝利した時は、
本当にうれしいです！

苦しい試合の時、心の支えになることは？

みんなが一つになる！POINT 3

バスケもSDGsも
パートナーシップが
重要‼

目標達成には…

SDGs×バスケで
考えてみたYO

教えて！
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topic 1

●対　象　平成１4年４月２日～平成１5年４月１日生まれの人
●持ち物　招待状（１１月１日時点で安城市に住民登録のある人に郵送済）
●記念品　来場の対象者に「デンパーク入園券」「5００円分のデンパーク買い物
券」各２枚、「丈山苑入苑券（呈茶付）」「歴史博物館観覧券」「マーメイドパレス・
スポーツセンター共通利用券」「プラネタリウム観覧券」各１枚を進呈
●注意事項
・参列にはマスクの着用が必須です（不織布マスクを推奨）
・発熱や風邪症状等、体調が優れない人は来場の自粛をお願いします
・乗り合わせや公共交通機関による来場にご協力ください
・会場内は飲食禁止。食品や飲料の持ち込みも不可
・保護者も入場できます

市外在住で安城市に住民登
録がない等、招待状が届い
ていない人は、１２月２3日㈮
までにQRコードから申し込
むか、青
少年の家
まで連絡
してくだ
さい。

問▶青少年の家(☎〈７６〉３４３２)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため２部制で実施します。

※令和５年以降、「成人式」から「二十歳を祝う会」に名称を変更しています。

第１部 第２部
対
象
者

安城南、明祥、安城西、東山中学卒業生 安城北、桜井、安祥、篠目中学卒業生
当該中学校区に住んでいる人 当該中学校区に住んでいる人

式
典 午後１時～１時3０分（受付は正午～午後１時） 午後３時～３時3０分（受付は午後２時～３時）

令和４年
開催の様子

二十歳を祝う花火ショー
市制施行７０周年記念事業
として、２０歳となったこ
とをお祝いし激励するた
め、２日間限定バージョ
ンの花火を打ち上げます。
また、デンパークの花を
用いた記念撮影用パネル
を設置します。
●日時　１月８日㈰・９
日㈷午後８時２０分
●場所　デンパーク
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お互いを知ることですね。チー
ムのみんなが何を思っているの
か、どういう調子なのかを知っ
ているから仲間を活かせるし、
自分も活かされる。そのために
は、普段からコミュニケーショ
ンをとれる関係であることが本
当に大切です！まずは話しかけ
る。少しずつお互いを知ること
を大切にしています。

試合で勝つために大切だと思うことは？

POINT 2

コミュニケーションをとる！
僕達はプロスポーツ選
手だから、まずはチー
ムが勝つことが最大の
目的です。僕は３ポイ
ントシュートが得意。
「今日は３ポイントを
３連続で決める！」等、
チームの勝利に貢献で
きるよう、自分で目標
を決め、自分ができる
ことを伸ばしていくこ
とを心掛けています。

●日時　12月2８日㈬午後７時５分（午後５時開場）
●場所　ウィングアリーナ刈谷（刈谷市築地町）
●対象　市内在住者（同伴者の住所は不問）
●申込み　12月11日㈰までにQRコードから申込み
●その他　抽選結果を12月13
日㈫午後６時頃にメールで送信
●問合せ　シーホース三河㈱
（☎〈24〉８661）

topic 2

私達に身近なSDGsへの取組み。今回はシーホース三河の細
ほそ
谷
や
選手に直

撃取材！バスケットボールの中で、SDGsに取り組むヒントを探ってみ
ると、３つのポイントがあると分かりました！
※�シーホース三河と本市は、地域活性化に関する包括連携協定を結び、
「パートナーシップで目標を達成」する取組みを一緒に進めています。

問▶健幸＝SDGs課(☎〈７１〉2204)

POINT 1 目標を決める！
練習で心掛けていることは？

抽選で100組200人を無料招待！
シーホース三河 VS 島根スサノオマジック

SDGsに取り組むヒント

シーホース三河を応援しよう!

苦しい時は、コートにいる５人だけではなく、ベンチの
仲間、観客席のブースター（ファン）の応援が心の支えに
なります！みんなが一つになってチームが勝利した時は、
本当にうれしいです！

苦しい試合の時、心の支えになることは？

みんなが一つになる！POINT 3

バスケもSDGsも
パートナーシップが
重要‼

目標達成には…

SDGs×バスケで
考えてみたYO

教えて！
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問▶東祥アリーナ安城(☎〈７5〉3535）
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等（サラ）

酒井キャプテンからのメッセージ
今シーズン、新たな体制でのウィングスがスタ
ートしました。１人１人が自覚を持って練習に
取り組み、背の高さがない分、常にチーム全体
で走ってリングに向かうバスケを目指していき
たいです。今シーズンも応援お願いします！

●日時　１月１４日㈯・１5日㈰午後３時
●会場　東祥アリーナ安城
●対戦相手　トヨタ紡織サンシャインラビッツ
●チケット　詳細はＷリーグHPを参照

ホームチームサポーター事業として本市が応援する
女子バスケットボール「アイシン ウィングス」の
ホームゲームが安城で開催されます！

topic 3

●所属選手　※背番号順。★は新入団選手、カッコ内はコートネーム。

１９７９年に創部し、２０００年に国内最高峰のバスケットボール女子日本
リーグ（WJBL）に昇格。今年度は梅

うめ

嵜
ざき

ヘッドコーチと６人の新たな
選手を加えた新体制で臨む２０２２－２３シーズンです。チーム目標であ
るＷリーグプレーオフ進出を目指します。
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8

★山
やま

本
もと

由
ゆ

真
ま

（ユマ）

77

山
やま

口
ぐち

奈
な

々
な

花
か

（ソウ）

20

9

★峰
みね

晴
はる

寿
じゅ

音
ね

（ジュネ）

44

12

上
うえ

長
なが

美
み

菜
な

（リマ）

37

13

脇
わき

梨
り

奈
な

乃
の

（リノ）

24

14

★梅
うめ

田
だ

彩
あや

香
か

（リツ）

21

15

55

コートネームの由来や経歴等
の選手情報や過去の試合結果
等はアイシン　ウィングスHP
で公開中！ぜひご覧ください。

topic 4
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市職員の給与等について主な内容を公表します。
対象となる職員は、特に記載のあるものを除き、
一般職で任期の定めのない常勤職員です。

問▶人事課（☎〈７１〉２２０３）

安城市の人事・給与に
ついてお知らせします

人件費の状況
人件費 歳出額 人件費率
11,441,057千円 74,125,257千円 15．4％

※人件費には、特別職に支給する報酬等を含む。

（令和3年度）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 306,987円 377,347円 39.6歳
技能労務職 279,688円 340,785円 48.0歳

職員の平均給料月額等

※給与には、給料の他毎月決まって支給する手当（地域手当、扶
養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当）を含む。

（令和4年4月1日現在）

種類 内容
地域手当 給料、管理職手当及び扶養手当の12％
扶養手当 配偶者6,500円、父母等6,500円、子10,000円、16～22歳の子・孫・弟妹一人につき5,000円加算
住居手当 家賃の額に応じて、最高28,000円まで支給
通勤手当 距離に応じて、最高29,500円まで支給（公共交通機関利用者は運賃相当額、最高55,000円）
管理職手当 管理職の責任の度合いに応じて定額支給
時間外勤務手当 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員に支給
特殊勤務手当 著しく危険・不快・不健康な勤務や、その他困難な勤務に支給
期末・勤勉手当 年間支給割合　期末手当2.55月分　勤勉手当1.9月分（職制の段階、職務の級等による加算措置有）

退職手当
自己都合退職　　勤続25年28．03950月分、勤続35年39．7575月分
早期・定年退職　勤続25年33．27075月分、勤続35年47．7090月分　いずれも最高限度は47.7090月分
※定年前早期退職募集制度による退職の場合は3～45％加算。

主な手当の支給状況 （令和4年4月1日現在）

一般行政職の級別職員数

区分 月額 期末手当
市長 1,041,000円　6月期　1.675月分

12月期　1.675月分
計　　3.35月分

副市長 852,000円
教育長 749,000円

特別職の報酬等
区分 月額 期末手当

市
議
会

議長 576,000円 6月期　1.675月分
12月期　1.675月分
計　　　3.35月分

副議長 533,000円
議員 480,000円

（令和4年4月1日現在）

（令和4年4月1日現在）

分限処分（心身故障のための長期休養） 懲戒処分
31人 0人

分限・懲戒処分の状況 （令和3年度）

職員定数 採用 退職
1,072人 70人 54人

任免の状況

※職員定数は、安城市職員定数条例に定められた職員の上限数。

（令和3年度）

主査
１59人
（２5％）

主事・技師
１７8人
（２8％）

主事補・
技師補
6２人
（9％）

係長・
専門主査
１２6人
（１9％）

合計
６45人

課長補佐
5０人（８％）

課長・主幹
４9人（８％）

次長・監
9人（１％）

部長
１２人（２％）

学歴／経験年数 初任給 10年 20年 25年 30年
大卒 188,700円 268,500円 359,150円 372,871円 395,692円
高卒 154,900円 229,500円 346,300円 330,100円 371,200円

一般行政職の経験年数別平均給料月額 （令和4年4月1日現在）
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酒井キャプテンからのメッセージ
今シーズン、新たな体制でのウィングスがスタ
ートしました。１人１人が自覚を持って練習に
取り組み、背の高さがない分、常にチーム全体
で走ってリングに向かうバスケを目指していき
たいです。今シーズンも応援お願いします！

●日時　１月１４日㈯・１5日㈰午後３時
●会場　東祥アリーナ安城
●対戦相手　トヨタ紡織サンシャインラビッツ
●チケット　詳細はＷリーグHPを参照

ホームチームサポーター事業として本市が応援する
女子バスケットボール「アイシン ウィングス」の
ホームゲームが安城で開催されます！

topic 3

●所属選手　※背番号順。★は新入団選手、カッコ内はコートネーム。

１９７９年に創部し、２０００年に国内最高峰のバスケットボール女子日本
リーグ（WJBL）に昇格。今年度は梅
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ヘッドコーチと６人の新たな
選手を加えた新体制で臨む２０２２－２３シーズンです。チーム目標であ
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市職員の給与等について主な内容を公表します。
対象となる職員は、特に記載のあるものを除き、
一般職で任期の定めのない常勤職員です。

問▶人事課（☎〈７１〉２２０３）

安城市の人事・給与に
ついてお知らせします

人件費の状況
人件費 歳出額 人件費率
11,441,057千円 74,125,257千円 15．4％

※人件費には、特別職に支給する報酬等を含む。

（令和3年度）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 306,987円 377,347円 39.6歳
技能労務職 279,688円 340,785円 48.0歳

職員の平均給料月額等

※給与には、給料の他毎月決まって支給する手当（地域手当、扶
養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当）を含む。

（令和4年4月1日現在）

種類 内容
地域手当 給料、管理職手当及び扶養手当の12％
扶養手当 配偶者6,500円、父母等6,500円、子10,000円、16～22歳の子・孫・弟妹一人につき5,000円加算
住居手当 家賃の額に応じて、最高28,000円まで支給
通勤手当 距離に応じて、最高29,500円まで支給（公共交通機関利用者は運賃相当額、最高55,000円）
管理職手当 管理職の責任の度合いに応じて定額支給
時間外勤務手当 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員に支給
特殊勤務手当 著しく危険・不快・不健康な勤務や、その他困難な勤務に支給
期末・勤勉手当 年間支給割合　期末手当2.55月分　勤勉手当1.9月分（職制の段階、職務の級等による加算措置有）

退職手当
自己都合退職　　勤続25年28．03950月分、勤続35年39．7575月分
早期・定年退職　勤続25年33．27075月分、勤続35年47．7090月分　いずれも最高限度は47.7090月分
※定年前早期退職募集制度による退職の場合は3～45％加算。

主な手当の支給状況 （令和4年4月1日現在）

一般行政職の級別職員数

区分 月額 期末手当
市長 1,041,000円　6月期　1.675月分

12月期　1.675月分
計　　3.35月分

副市長 852,000円
教育長 749,000円

特別職の報酬等
区分 月額 期末手当

市
議
会

議長 576,000円 6月期　1.675月分
12月期　1.675月分
計　　　3.35月分

副議長 533,000円
議員 480,000円

（令和4年4月1日現在）

（令和4年4月1日現在）

分限処分（心身故障のための長期休養） 懲戒処分
31人 0人

分限・懲戒処分の状況 （令和3年度）

職員定数 採用 退職
1,072人 70人 54人

任免の状況

※職員定数は、安城市職員定数条例に定められた職員の上限数。

（令和3年度）

主査
１59人
（２5％）

主事・技師
１７8人
（２8％）

主事補・
技師補
6２人
（9％）

係長・
専門主査
１２6人
（１9％）

合計
６45人

課長補佐
5０人（８％）

課長・主幹
４9人（８％）

次長・監
9人（１％）

部長
１２人（２％）

学歴／経験年数 初任給 10年 20年 25年 30年
大卒 188,700円 268,500円 359,150円 372,871円 395,692円
高卒 154,900円 229,500円 346,300円 330,100円 371,200円

一般行政職の経験年数別平均給料月額 （令和4年4月1日現在）
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topic 5
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ジャグリング・マジックコンテストで優
勝したパフォーマンス技術をいかし、環
境問題と科学実験、パフォーマンスを融
合し日本で初めて「環境パフォーマンス」
という新しい形を作りあげた。日本で唯
一環境省から「環境パフォーマー」の認定
を受けた科学実験のスペシャリスト！

SDGsや環境について学ぶことができる、知的体験型
パフォーマンスを行います。

問 ▼環境都市推進課(☎〈71〉2280）

●日時　1月22日㈰
　　　　�午前の部➡午前11時～午後０時30分
　　　　午後の部➡午後２時～3時30分
●場所　アンフォーレホール
●講師　らんま先生
●対象　市内在住・在勤・在学者
●定員　各200人程度（抽選）
●�申込方法　12月5日㈪～18日㈰にQRコードから申込み

パフォーマンスショー

SDGsをみんなで学ぼう！

eco実験らんま先生の 〈らんま先生〉

問 ▼文化振興課（☎〈77〉4477）

　一揆勢の参加者数は、数千人か
ら1万人と推定されていますが、
全体を主導する体制が不十分だっ
たこともあり、戦況は次第に劣勢
になっていきます。
　和

わ

議
ぎ

は一揆側から提案され、不
入権の確認と一揆参加者の助命
（「前々のごとく」）が条件でした。
家康はこれを受け入れ、一揆発生
の翌年には両者の間で和議が成立
します。
　一揆勢の武装解除が行われると、
家康は手のひらを返し、寺院存続
の条件として改宗を迫りました。
これは和議条件に含まれていない
ものの、詭

き

弁
べん

を用いた奇策であり、
まさに「だまし討ち」です。しかし、
既に一揆側には再度戦う戦力は残
っておらず、抵抗することができ
ませんでした。家康は、一揆側か
らの和議条件「前々のごとく」を引
き合いに、「前々は野原なれば、前
々のごとく野原にせよ」と言い放

ったと伝えられます。
　僧侶や一揆側についた家臣の多
くは領国外追放となり、寺院建物
は取り壊され、本證寺（野寺町）の
寺内町を囲んでいた堀も埋められ
ました。家康の命令のとおり、野
原となったのです。
　本證寺第10代の空

くう

誓
せい

は、賀茂郡
菅
すげ

田
た

輪
わ

（豊田市）に逃れ、後に大坂
本願寺に身を寄せます。そして、
この地域では真宗本願寺派の活動
が表立ってできなくなりました。
　

　一揆の罪が許されるのは、それ
から約20年後のことです。
　この中心として尽力したのが、
第２回に登場した本證寺門徒連判

状筆頭の石川忠
ただ

成
なり

（清
きよ

兼
かね

）の妻、妙
みょう

春
しゅん

尼
に

です。彼女は、家康の伯母で、
家康家臣団西三河旗

はた

頭
がしら

の石川家
いえ

成
なり

の母でもありました。一揆後の苦
しい期間中も、信者の代表として
人々をまとめてきたのです。
　また、この政治的背景としては、
織田信長が本能寺の変で亡くなり、
家康と羽

は

柴
しば

（豊臣）秀吉との間での
後継争いがあります。本能寺の変
の翌年の1583年、本願寺宗

しゅう

主
しゅ

の顕
けん

如
にょ

が秀吉と対面、接近すると、家
康は一揆関係者の処遇の見直しを
迫られることになりました。
　まず、1583年に信者が許され、
小牧・長久手の戦いの後、西三河
地方に秀吉との緊張関係が残るな
か、1585年には本證寺をはじめと
した有力７寺院が許されます。
　この後、本證寺は再興が進めら
れ、空誓も野寺の地へ帰りました。
そして江戸時代を通じて寺院建造
物が順次整えられ、現在へとつな
がっていくのです。

家
いえ

康
やす

と安
あん

城
じょう

現在の本證寺

空誓上人像（本證寺）

第３回テーマ 家康と三河一向一揆・本證寺（２）

～大河ドラマ「どうする家康」
を楽しむために～

　第３回は、前回に引き続き、「若き家康に立ちはだかった家康三大
危機のひとつ　三河一向一揆」です。
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企業インタビューの様子
インタビュー当日は緊張した面持ちでしたが、企業の人のお話に徐々に引
き込まれていき、興味津々な様子で企業のSDGsの取組みについてたくさ
ん質問をしていました。
持続可能な社会のために実際に企業が取り組む姿を目の当たりにし、自分
には何ができるかを真剣に考えるきっかけとなりました。
後日、事後学習としてインタビュー内容をまとめ、「健幸
SDGsウェブサイト」に掲載しました（QRコード参照）。参
加した高校生は「この記事を見てSDGsがもっと地域に広
がるといいな」と話していました。

問 ▼健幸=SDGs課(☎〈71〉2204）

ケンサチはSDGs 高校生が企業に聞いてみた！
　～地域・社会のSDGｓ～vol.5

◆自社の取組をアピールしたい！
◆地域で活動する他社と交流したい！
◆安城市と連携してSDGsに取り組みたい！
そんな思いを持つ企業・団体の皆様、ぜひ登録してください！

SDGs達成に向けた取組みや活動をしている「あんじょうSDGs共創パートナー」を高校生が訪問し、インタ
ビューを行いました。インタビューは夏休み期間を利用し、計15社のパートナー企業を訪問しました。

持続可能なまちづくりとSDGsに取り組む企業・団体等の活動の裾野
を広げることを目的としたパートナー登録制度です。SDGsの達成に
向けた取組みや活動をしている企業・団体等、計180社以上が登録し
ています。

あんじょうSDGs
共創パートナーとは

あんじょうSDGs共創パートナー募集中！！ 詳細はコチラ▼

　「みんなでまちをつかいたおせ！」をテーマに、三河安
城駅周辺における「市民とともにまちをつかってつくる
協創のまちづくり」の実現に向けたアイデアを募集した
結果、3部門で52件の応募がありました。そのうち、１
次審査を通過した作品の最終審査を実施します。
　最終審査では、提案者の公開プレゼンテーションを聞
き、参加者による会場・オンライン投票も行います。ぜ
ひ、皆さんも投票してみませんか？
※会場は先着。詳細はQRコードから市HPを参照してく
ださい。

デザインコンペ in 三河安城
最終審査（２次審査）公開プレゼンテーション

●日時　12月17日㈯午後１時～５時30分（予定）
●場所　へきしんギャラクシープラザ

●申込み　�市HP内デザインコンペ専用
参加フォームから申込み

●問合せ　都市計画課（☎〈71〉2243）

オンラインでも
投票できます！

みんなで参加しよう！

日１０月２２日　場堀内公園
開園3０周年を記念し、式典や体験イベントを実施しま
した。運転手のガイド付きで本物のショベルカーの操
作が体験できるコーナーは大人気で、順番待ちの長い
列ができていました。

堀内公園開園３０周年記念祭

公開授業（ケンサチ）

日１０月１６日　場デンパーク
心肺蘇生・AEDを体験できるテントでは、大人だけ
でなく子どもも訓練用の人形を相手に心臓マッサージ
に挑戦していました。

減災まちフェスタ

日１１月６日　場市民ギャラリー
１００万人目となった久保田さんと神谷さんはかつて同
じ絵画グループの仲間で、安美展を見に偶然再会した
のだそう。「絵画の展示を身近に見られることがうれし
い」と話されていました。

市民ギャラリー入館者１００万人達成

日１０月２１日　場桜林小学校
桜林小学校の研究発表会で公開授業が行われました。６年生の総合的な学習の時間では、市が目指している健幸
（ケンサチ）の理念や実現について考えました。自分達で考えて実践したあいさつ運動や節水・節電運動等の健幸
アクションを他学年にも広めるため、改善点をグループで話し合いました。

日１０月１６日　場アンフォーレ
願いごと広場は最新の自転車や乗り物の試乗体験、子
ども向け自転車教室、自転車関連のブース出展で賑わ
いを見せていました。

サイクルフェスin安城
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サークル会員の募集や
イベント情報をお知らせします

※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。

◆形象派 交流展
初めての試みの、台湾・大阪・三
河・名古屋支部の合同絵画展です。
ぜひご覧ください。
�　時12月6日㈫～11日㈰午前9時～
　午後5時（6日は午後1時から、
　11日は午後4時まで）
場市民ギャラリー
問�近藤義行さん（☎090〈1724〉3477）

◆第8回キルトクラブエミーズ パッ
チワーク展
３年ぶりの作品展です。少人数で
すが楽しく作品作りをしています。
時�12月14日㈬～18日㈰午前9時～
午後5時（18日は午後4時まで）

場市民ギャラリー
問�加藤恵美子さん(☎090〈7869〉7124）

◆第25回八
 はっ さい 

彩会展
服部八千代主宰の３つの教室（八

はち

桜
�おう�

会・西
�せい�ゆう�

遊アート・楽
�らく�さい�

彩会）の合同
展で、油彩・水彩画40点を展示し
ます。ぜひご覧ください。
時12月15日㈭～18日㈰午前9時～
　午後5時（15日は午後1時から、
　18日は午後4時まで）　
場市民ギャラリー
問間瀬勝

まさる

さん(☎090〈9125〉4642）

◆学校が苦手な子と親の居場所 
おこのみ会 参加者募集！
不登校、行き渋りのある子どもと
親御さんが自分らしく過ごせる居
場所です！
時毎週㈭午前10時～午後３時
場市民交流センター　
￥1日➡500円　半日➡250円
他予約不要
問�おこのみ会代表・国

�くに�

賀
�が�

夕
�ゆう�

奈
�な�

さん
(okonomikai00anjo@gmail.
com)

◆チアダンスサークル「グランマ
チア」新メンバー大募集！
安城初☆60歳以上のチアダンスサ
ークルです。一緒に楽しく健康づ
くりをしませんか？
時原則第1・３㈮午前10時～11時15分
場桜井福祉センター
講高橋千恵子氏
￥�月額▶2回➡1500円　1回➡
1000円（体験1回無料）

問髙木邦子さん(☎090〈9949〉6919)

◆安城エンジェルズ 仲間募集!!
小学生女子のみなさん。明るく優
しい仲間とソフトボールをしませ
んか。新しい仲間をお待ちしてい
ます！
時毎週㈯㈰午前8時30分～午後5時
場今村公園�他
￥月額3000円
問鈴村良介さん（☎090〈9890〉7620）

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

4月号掲載分は1月4日㈬から受け付けます。【掲載希望者へ】　
掲載月の３カ月前の1日（㈯㈰㈷㉁の場合は、その翌開庁日）
午前8時30分から電話で秘書課広報広聴係（☎〈71〉2202）へ。
●掲載は過去に掲載していない団体等を優先の上先着順
●政治・宗教・営利活動・教室又はそれに準じる活動ではないこと
その他の掲載基準については同係まで問い合わせてください。

村山市
いち

花
か

ちゃん（８カ月）

いつも周りを笑顔にしてく
れるいっちゃん♪これから
も楽しい時間を重ねていこ
うね！　　　　　（東栄町）

お歌と絵本と食べることが
大好き♡お兄ちゃんと仲良
く、すくすく大きくなって
ね！　　　　　　（安城町）

岡田明
あか

莉
り

ちゃん（1歳） 本田惇
あつ

登
と

くん（４歳）
　　絃

いと

ちゃん（1歳）

ふたりとも生まれてきてく
れてありがとう。家族みん
なの宝物だよ。　(安城町)

岡田琥
こ

生
う

くん（７カ月）

我が家のちぎりパン！これ
からも大きくたくましく育
ち、みんなに笑顔を届けて
ね！　　　　　　(桜井町)
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サークル紹介！「仲間・汗・生きがい」

ディープな世界にようこそ
～案内人が市施設の「とっておき」を紹介～

DATA　
和泉町大下23－1　☎〈92〉7351　
休館日➡㈪（㈷・夏休み期間を
除く）、12月28日～1月４日

話しながら水中を歩くだけでも、
体と脳に良い刺激があります。

マーメイドパレス
八
や

鍬
くわ

俊介

マーメイドパレス

年間を通じて利用できる温水プー
ルで、流水プール、幼児プール、
25mプール等がある。夏休み期間
は屋外流水プールも開放。

案内人

サークルDATA
第2・4㈭午前10時～11時30分／中部公民
館／月会費3000円／メンバー募集中／問合
せは同館（☎〈74〉8570）へ

定期スポーツ教室は多数のプログラ
ムを用意。水中は浮力があるので、
足を痛めている人でもできるのが良
いところ。運動のきっかけやコミュ
ニティづくりにもなります。イベン
トは毎月違う内容で開催。無料イベ
ントもたくさんありますよ。

プールと言えば夏のイメージが強いですが、
屋内プールは年中利用できます。利用者が少
ない冬はのびのびと泳げますよ！水温は31度
あるので寒いことはありません。プールより
温かいジャグジーやリハビリプールもあるの
で、体が冷えても安心です。

子どもも大人も楽しめる
ウォータースライダー。
波の出るプールはまるで
海に来たような気分にな
れちゃいます。

とっておき❶

楽しい！ウォータースライダー
＆造波プール

とっておき❸

豊富な教室・イベントとっておき❷

リハビリプール

冬は穴場⁉
寒い日こそ温かいプ

ールで運動を

平成25年の公民館講座がきっかけで、翌年から活動を始めまし
た。活動内容は棒を使った健康体操で、筋トレ、ストレッチ、
マッサージができます。棒を支えにして運動するので、体幹が
弱い・運動が苦手という人でも安心して取り組めます。普段は
伸ばせない筋肉が伸びるのを感じ、終わっ
た後は心地よい疲労感があるのだそう。
簡単な運動のため、老若男女誰でも取り組
めるのが魅力。人生100年時代の今、この
先も自立歩行ができるようにと筋力維持を
目標に頑張っています。

オアシス14

■問▶アンフォーレ課（☎〈76〉6111）

「火」という身近な化学現象の発見に始まり、
人類の歴史に大きな影響を与え続けてきた
「化学」。そんな「化学」の魅力を存分に感じ
られる1冊です。

左
さ
巻
まき
健男／著

ダイヤモンド社(2021刊）

世界史は化学で
できている

一般向け

戦争が終わったら、アンナは新しいオーバ
ーを買ってもらう予定だった。でも、戦争
後も店はからっぽで何もない。アンナのオ
ーバーを手に入れるためにお母さんは…。

ハリエット・ジィーフェルト／文
アニタ・ローベル／絵
松川真弓／訳
評論社(1990刊）

アンナの
赤いオーバー

子ども向け

化学の魅力！

担当：河合潤

12月 とっておき安城の
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イベント情報をお知らせします

※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。

◆形象派 交流展
初めての試みの、台湾・大阪・三
河・名古屋支部の合同絵画展です。
ぜひご覧ください。
�　時12月6日㈫～11日㈰午前9時～
　午後5時（6日は午後1時から、
　11日は午後4時まで）
場市民ギャラリー
問�近藤義行さん（☎090〈1724〉3477）

◆第8回キルトクラブエミーズ パッ
チワーク展
３年ぶりの作品展です。少人数で
すが楽しく作品作りをしています。
時�12月14日㈬～18日㈰午前9時～
午後5時（18日は午後4時まで）

場市民ギャラリー
問�加藤恵美子さん(☎090〈7869〉7124）

◆第25回八
 はっ さい 

彩会展
服部八千代主宰の３つの教室（八

はち

桜
�おう�

会・西
�せい�ゆう�

遊アート・楽
�らく�さい�
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夕
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�な�
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com)

◆チアダンスサークル「グランマ
チア」新メンバー大募集！
安城初☆60歳以上のチアダンスサ
ークルです。一緒に楽しく健康づ
くりをしませんか？
時原則第1・３㈮午前10時～11時15分
場桜井福祉センター
講高橋千恵子氏
￥�月額▶2回➡1500円　1回➡
1000円（体験1回無料）

問髙木邦子さん(☎090〈9949〉6919)

◆安城エンジェルズ 仲間募集!!
小学生女子のみなさん。明るく優
しい仲間とソフトボールをしませ
んか。新しい仲間をお待ちしてい
ます！
時毎週㈯㈰午前8時30分～午後5時
場今村公園�他
￥月額3000円
問鈴村良介さん（☎090〈9890〉7620）

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

4月号掲載分は1月4日㈬から受け付けます。【掲載希望者へ】　
掲載月の３カ月前の1日（㈯㈰㈷㉁の場合は、その翌開庁日）
午前8時30分から電話で秘書課広報広聴係（☎〈71〉2202）へ。
●掲載は過去に掲載していない団体等を優先の上先着順
●政治・宗教・営利活動・教室又はそれに準じる活動ではないこと
その他の掲載基準については同係まで問い合わせてください。

村山市
いち

花
か

ちゃん（８カ月）

いつも周りを笑顔にしてく
れるいっちゃん♪これから
も楽しい時間を重ねていこ
うね！　　　　　（東栄町）

お歌と絵本と食べることが
大好き♡お兄ちゃんと仲良
く、すくすく大きくなって
ね！　　　　　　（安城町）

岡田明
あか

莉
り

ちゃん（1歳） 本田惇
あつ

登
と

くん（４歳）
　　絃

いと

ちゃん（1歳）

ふたりとも生まれてきてく
れてありがとう。家族みん
なの宝物だよ。　(安城町)

岡田琥
こ

生
う

くん（７カ月）

我が家のちぎりパン！これ
からも大きくたくましく育
ち、みんなに笑顔を届けて
ね！　　　　　　(桜井町)

　

市 民 の ひ ろ ば

広報あんじょう　2022.12 19

サークル紹介！「仲間・汗・生きがい」

ディープな世界にようこそ
～案内人が市施設の「とっておき」を紹介～

DATA　
和泉町大下23－1　☎〈92〉7351　
休館日➡㈪（㈷・夏休み期間を
除く）、12月28日～1月４日

話しながら水中を歩くだけでも、
体と脳に良い刺激があります。

マーメイドパレス
八
や

鍬
くわ

俊介

マーメイドパレス

年間を通じて利用できる温水プー
ルで、流水プール、幼児プール、
25mプール等がある。夏休み期間
は屋外流水プールも開放。

案内人

サークルDATA
第2・4㈭午前10時～11時30分／中部公民
館／月会費3000円／メンバー募集中／問合
せは同館（☎〈74〉8570）へ

定期スポーツ教室は多数のプログラ
ムを用意。水中は浮力があるので、
足を痛めている人でもできるのが良
いところ。運動のきっかけやコミュ
ニティづくりにもなります。イベン
トは毎月違う内容で開催。無料イベ
ントもたくさんありますよ。

プールと言えば夏のイメージが強いですが、
屋内プールは年中利用できます。利用者が少
ない冬はのびのびと泳げますよ！水温は31度
あるので寒いことはありません。プールより
温かいジャグジーやリハビリプールもあるの
で、体が冷えても安心です。

子どもも大人も楽しめる
ウォータースライダー。
波の出るプールはまるで
海に来たような気分にな
れちゃいます。

とっておき❶

楽しい！ウォータースライダー
＆造波プール

とっておき❸

豊富な教室・イベントとっておき❷

リハビリプール

冬は穴場⁉
寒い日こそ温かいプ

ールで運動を

平成25年の公民館講座がきっかけで、翌年から活動を始めまし
た。活動内容は棒を使った健康体操で、筋トレ、ストレッチ、
マッサージができます。棒を支えにして運動するので、体幹が
弱い・運動が苦手という人でも安心して取り組めます。普段は
伸ばせない筋肉が伸びるのを感じ、終わっ
た後は心地よい疲労感があるのだそう。
簡単な運動のため、老若男女誰でも取り組
めるのが魅力。人生100年時代の今、この
先も自立歩行ができるようにと筋力維持を
目標に頑張っています。

オアシス14

■問▶アンフォーレ課（☎〈76〉6111）

「火」という身近な化学現象の発見に始まり、
人類の歴史に大きな影響を与え続けてきた
「化学」。そんな「化学」の魅力を存分に感じ
られる1冊です。

左
さ
巻
まき
健男／著

ダイヤモンド社(2021刊）

世界史は化学で
できている

一般向け

戦争が終わったら、アンナは新しいオーバ
ーを買ってもらう予定だった。でも、戦争
後も店はからっぽで何もない。アンナのオ
ーバーを手に入れるためにお母さんは…。

ハリエット・ジィーフェルト／文
アニタ・ローベル／絵
松川真弓／訳
評論社(1990刊）

アンナの
赤いオーバー

子ども向け

化学の魅力！

担当：河合潤

12月 とっておき安城の

NO IMAGE NO IMAGE


