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■申申込方法等 ■問問合せ先 ※なお、指定及び制限を設けない項目は記載していません。

パブリックコメント制度に
よる意見募集の結果を公表
第４次安城市地域福祉計画（案）に対
する意見は寄せられませんでした。
■問社会福祉課（緯〈７１〉２２６２）

せん定枝リサイクルプラントで製造した総量２００ｔの「安城いきいきたい
肥」を希望者に配布します。
■内配布数量施たい肥使用対象面積に応じて１世帯３００手以下（参考：１釈当
たり３手）
※申込者多数の場合は抽選し、受取決定は当選者のみに通知します。
受取期間施４月１３日松～２０日松（期間中は松掌も配布します）
受取方法施たい肥を直接積み込める４ｔ以下のトラックで来るか、袋を
持って、せん定枝リサイクルプラントへ（スコップ貸出有）
■申３月１日晶～１５日晶午前８時３０分～午後５時１５分（松掌を除く）に、申込
書か任意の紙に住所・氏名・電話番号・希望数量（手）・たい肥使用面積
又はプランターの個数を記入し、持参か郵送（必着）・ファクス・Ｅメー
ルで清掃事業所（〒４４４－１１５５堀内町西新田２／胃〈７７〉１３１８／ikiiki@city.
anjo.aichi.jp）へ
※電話での申込みは受け付けできません。
※申込書は同所・市HPで配布。記入漏れは失格となります。

「あいち森と緑づくり税」の
延長について
県では、「山から街まで緑豊かな愛知」
を目指し、「あいち森と緑づくり事業」
を２００９年度から１０年計画で実施してい
ます。この事業の財源である「あいち
森と緑づくり税」を２０１８年度までの課
税期間として導入してきました。
この度、県内の森と緑の状況や、こ
れまでにいただいた事業に対する意見、
要望等を踏まえ、この事業を２０１９年度
以降も継続することとし、「あいち森と
緑づくり税」についても２０２３年度まで
５年間延長することとしました。
「あいち森と緑づくり税」の概要
個人県民税の納税義務者には均等割
に年額５００円を、法人県民税の納税義
務者には均等割の５％を、それぞれ加
算してご負担いただいています。
■問「あいち森と緑づくり税」について施

県西三河県税事務所（察０５６４〈２７〉２７
１３）・市市民税課（察〈７１〉２２１４）
「あいち森と緑づくり事業」につい
て諮森林・里山林に関すること施県
農林水産部森林保全課（察０５２〈９５４〉
６４５５） 都市の緑に関すること施県
建設部公園緑地課（察０５２〈９５４〉６５２６）
環境活動・学習に関すること施県環
境部環境活動推進課（察０５２〈９５４〉６２
４１）

秋葉いこいの広場環境学習センター
「エコきち」が３月３１日掌で閉館するに
あたり、感謝の気持ちを込めたイベン
トを開催します。
■時３月３１日掌

■他混雑が予想されますので、公共交通
機関を利用するか、徒歩又は自転車
で来館してください

■場■問環境学習センターエコきち（緯〈７６〉
７１４８）
第１部 秋葉いこいの広場へのメッセ
ージや絵を書こう
取り壊される秋葉いこいの広場２階
多目的ホールの壁や床に思い出のメッ
セージや絵を書こう。
■時午前１０時～１１時３０分
■持クレヨン・色鉛筆・マジック・サイ
ンペン等
第２部 ありがとうコンサート、安城
のゆるキャラもやってくる！
５年間の振り返り映像、東京コンセ
ルバトワール安城支部によるクラシッ
クミニコンサート。
■時午後１時３０分～２時３０分

環境学習センターエコきち
『ありがとう』イベント

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

■時■場受付獅４月６日松午前８時４５分～
９時（市総合運動公園多目的グラウ
ンド（テニスコート北））
■内Ａコース施８．５灼 Ｂコース施６．５灼
※完歩賞有。
■対市内在住・在勤・在学者、安城市体
育協会会員
■定５００人（先着順）
■持飲料
■申３月５日昇～４月４日昭午前９時～
午後５時（捷を除く）に申込用紙を持
参又はファクス・Eメールで安城市
体育協会（市体育館内／胃〈７５〉３５５９
／m-minezawa@anjo-sport.jp）へ
※申込用紙は同協会・スポーツセン
ター、同協会HPで配布。
■問安城市体育協会（緯〈７５〉５１８２）

第１０回｢歩け歩け運動｣
桜を見ながら歩こう！

リサイクル自転車の販売
放置自転車の中で再利用可能なもの
を点検・整備し、下表の取扱店３店で、
各店２・３台を販売します。
まちの美観を損ない、歩行者等の通
行の妨げとなる放置自転車をなくし、
きれいなまちをつくりましょう。
■時３月８日晶から

■問維持管理課（緯〈７１〉２２３７）
※自転車の詳細については各店へ問い
合わせてください。

電話番号リサイクル自転車
取扱店（所在地）

緯〈７６〉８７０３山本自転車店（別郷町）

緯〈７６〉３３８７ソウリンサイクル商会
（明治本町）

緯〈７６〉２０２４サイクルショップ二藤
（御幸本町）

産業界が持つ技術力やノウハウを紹
介。ドローン操作体験等の各種イベン
トや市内事業者による飲食・物販の出
店もあります。
■時３月１６日松・１７日掌午前１０時～午後４時
■場市体育館
■問安城商工会議所（緯〈７６〉５１７５）、市商
工課（緯〈７１〉２２３５）

安城商工会議所創立６５周年記念事業
安城産業フェア「EXPO ANJO２０１９」
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平成３０年度全国統一防火標語施『忘れ
てない？ サイフにスマホに 火の確認』
私たちの生活の中には、火災の原因
となるものが多くあります。それらを
取り除いて火災が発生しない環境をつ
くるには、火災予防の知識と備えが必
要です。春の火災予防運動が始まるこ
の機会に、みんなで火災予防に取り組
みましょう。
住宅防火いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】
暫寝たばこは、絶対やめる
暫ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する

暫ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

【４つの対策】
暫逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する

暫寝具、衣類及びカーテンからの火災
を防ぐために、防炎品を使用する

暫火災を小さいうちに消すために、住
宅用消火器等を設置する

暫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

放火を防ぐために
放火（疑い含む）は、全国及び衣浦東
部広域連合消防局管内における火災発
生原因の第１位です。次のことを実践
し放火による火災を防ぎましょう。
暫塀は、金網や生垣等でなるべく低く
し、死角を作らないようにする

暫センサーライト等の夜間照明機器を
設置する

暫家の周りに燃えやすいものは放置せ
ず、不用品や古材は整理整頓して物
置等へ保管する

暫屋外に面する廊下や階段等に、燃え
やすい物を置かない

暫ゴミは収集日の朝に出す
暫門扉、通用口、車庫、物置等のドア
は必ず施錠する

暫外出時や就寝時は、窓、ドア等の開
口部は必ず施錠する

暫外出時は、隣近所に一声かけて協力
を求める

暫車両等のボディーカバーは「防炎品」
を使用する

暫住宅用火災警報器や住宅用消火器を
設置する

暫地域ぐるみで防火対策を話し合い、
協力体制をつくる

■問衣浦東部広域連合予防課（緯〈６３〉０１３６）

市役所閉庁時間帯に、市税の納め忘
れのある人に電話で案内します。また、
市税に関する簡単な問合せにも答えま
す。
■時夜間営業獅３月２０日昌、４月４日昭

午後５時１５分～８時
休日営業獅３月１６日松、４月６日松

午前８時３０分～午後５時１５分
■他すでに納付している人へ行き違いで
案内する場合がありますのでご容赦
ください。安城市税コールセンター
は電話のみの対応です

■問安城市税コールセンター（緯〈７１〉２２
８８）、納税課（緯〈７１〉２２１７）

安城市税コールセンター
夜間・休日営業日

ごみカレンダーを配布
２０１９年度版「ごみカレンダー」を３月
中旬に全戸配布します。また、外国人
世帯にはあわせて外国語版「家庭ごみ
と資源の分け方・出し方早わかりブッ
ク」を配布します。
■他４月から一部地域で資源ごみの収集
日が変わります。該当地域の世帯に
は変更のお知らせも配布します

■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）

３月１日～７日は春期全国
火災予防運動

デンパークのスタッフ
陰隠共通事項
■内賃金獅時給９００円（松掌抄は１００円増）、
通勤割増１日２００円 休日獅応相談
■他面接時（受付時に指定）に顔写真付履
歴書を持参してください。高校生不可

■申３月１０日掌までの午前９時３０分～午
後５時（休園日を除く）に、電話でデ
ンパーク（緯〈９２〉７１１１）へ
※期限内に申込みがない場合は、期
限後も受け付けます。

陰インフォメーションスタッフ
■内職務内容獅窓口対応等のインフォメ
ーション事務 勤務日時獅松掌抄を
含む午前９時１５分～午後５時１５分の
内で指定する時間（１日４時間程度
で、週４日程度）
■対パソコンの基本操作ができる人
■定１人
隠メルヘン号運転スタッフ
■内職務内容獅メルヘン号の運転及び乗
車補助 勤務日時獅松掌抄を含む午
前９時１５分～午後５時１５分の内で指
定する時間（１日４時間程度で、週
３・４日程度）
■対普通自動車運転免許を有する人
■定１人

市内小・中学生から１８１１点の応募がありました。入
賞作品は３月９日松～３１日掌午前９時～午後９時（捷

を除く）に、文化センターで展示します。
入賞者は次の皆さん。 〈敬称略〉

◆小学生の部
安城市長賞施桜井俐南（三河安城小６年）

りんな

安城市議会議長賞施野々山結（二本木小５年）
ゆい

安城市教育長賞施髙木俊
しゅん

弥（明和小１年）
や

◆中学生の部
安城市長賞施堀裕斗（安城北中２年）

ゆう と

安城市議会議長賞施大谷拓海（安城南中２年）
たく み

安城市教育長賞施加藤さやか（安城西中２年）

■問市民安全課（緯〈７１〉２２１９）

桜井さんの作品

堀さんの作品


