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テーマは「栄養」 
健康づくりチャレンジ参加者募集

栄養に関する目標を決め、カレンダー 
に書き込みながら健康づくりに取り組む 
健康づくりチャレンジの参加者を募集し 
ます。優秀者には記念品を贈呈します。

▼期間　6/1（火）～翌年4/15（金）

▼応募資格　市内在住・在勤・在学の方

▼申込　保健センター・市役所・公民館・ 
児童（老人福祉）センターで配布してい 
るカレンダーを入手してください。

問/健康増進課　☎（47）8000

ブロック塀などの除却費などの 
補助制度をご利用ください

ブロック塀などの除却費などの一部を 
補助します。

▼対象　市内に設置されたブロック塀な 
どで、高さ1㍍以上のもの

※避難路の沿道または避難地に隣接する 
敷地に面するものに限ります。

▼補助額　（①②の両方を適用する場合は 
30万円）

①除却または改修　ブロック塀などの除却 
または改修費用と、除却または改修する 
ブロック塀などの面積に1平方㍍当たり 
1万円を乗じて得た額のいずれか少ない 
額の3分の2（上限20万円）

②建替え　フェンス・ブロック塀などの新 
設費用と、新設するフェンス・ブロック 
塀などの長さ1㍍当たり2万円を乗じて 
得た額のいずれか少ない額の3分の2（上 
限10万円）

▼申込　事前に申込先に連絡した後、工 
事契約前に申請書に必要書類を添えて、 
直接申込先へ。

※申請書は、市ウェブサイトに用意して 
います。詳細は、市ウェブサイトをご 
覧ください。
問・申込先/都市政策課　☎（45）6314

三世代住宅の新築などの工事費の 
補助制度をご利用ください

三世代同居・近居住宅の新築・増築・リ 
フォームに係る建築工事に要する費用の 
一部を補助します。

▼主な条件　親世帯が市内に1年以上継 
続して居住していること。子世帯は、 
親世帯と1年以上同居していないこと 
（三世代近居をする子世帯が、申請時 
に市内に居住している場合は、子世帯 
が自ら賃貸借契約を締結した住宅に居 
住しているときに限ります）など。

▼募集予定戸数　8戸（先着順）

▼補助額　上限10万円
※追加補助制度（市内に本社を有する法人 
または市内に住所を有する個人事業者 
に建築工事を依頼した場合（10万円追 
加））があります。

▼申込　申請書に必要事項を記入の上、 
直接申込先へ。

※申請書は、市ウェブサイトに用意して 
います。
問・申込先/都市政策課　☎（45）6314

木造住宅耐震改修費の補助制度を 
ご利用ください

昭和56年5月31日以前に着工された 
木造住宅（プレハブ・ツーバイフォーなど 
は対象外）を対象に、次の事業における 
木造住宅耐震改修費の一部を補助します。

▼申込期限　12/28（火）

木造住宅無料耐震診断

県木造住宅耐震診断員を派遣して、耐 
震診断を行います。診断に基づいた結果 
報告と評点結果によって、概算改修工事 
費を提示します。

▼申込　電話・FAX・郵送または直接申込 
先へ。

木造住宅耐震改修費補助

耐震診断の結果、判定値1.0未満と判 
定された住宅で耐震性が向上する工事の 
改修費の一部を補助します。

▼補助額　上限120万円
※追加補助制度（①市内に本社を有する法 
人または市内に住所を有する個人事業 
者に改修工事を依頼した場合（20万円 
追加）、②障がい者世帯または申込時 
に居住者全員が65歳以上の世帯の場合 
（20万円追加））があります。同時に三 
世代住宅支援事業の条件を満たす場合 
は、さらに20万円の補助を受けられます。 
耐震改修を2段階で工事するものに対し 
て補助を行う段階的耐震改修費補助制 
度もあります。

耐震シェルター整備費補助

耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高 
い」または「倒壊する可能性がある」と判定 
された建物（判定値が0.4以下）で、65歳 
以上の方などが居住する住宅を対象に、 
耐震シェルターの購入、運搬・設置に要 
する費用の一部を補助します。

▼補助額　上限30万円

▼申込　工事契約前に申請書を申込先へ 
提出し、計画の審査を受けてください 
（申請書提出前の契約・着工は補助対象外）。
※申請書は、市ウェブサイトに用意して 
います。非木造住宅の耐震診断・耐震改 
修費も補助しています。悪質リフォーム 
業者の勧誘などにご注意ください。
問・申込先/都市政策課　☎（45）6314 
℻（47）3347　〒474－8701住所不要

各種福祉手当をご存じですか

各種手当を受給するためには申請が必 
要です。まだ申請をしていない方で対象 
となる方は各担当課までご相談ください。 
いずれの手当も所得制限などがあります。

▼各種手当の対象（施設入所者を除く）
●児童扶養手当　離婚などで父か母がい 
ないまたは父か母に重度の障がいがあ 
る18歳以下の児童を監護・養育してい 
る方など

●特別児童扶養手当　精神または体に障 
がいを有する20歳未満の児童を家庭で 
監護・養育している方など

●特別障害者手当　精神または体に著し 
く重度の障がいを有するため、日常生 
活において常時特別の介護を必要とす 
る状態にある在宅の20歳以上の方

●障害児福祉手当　精神または体に重度 
の障がいを有するため、日常生活にお 
いて常時の介護を必要とする状態にあ 
る在宅の20歳未満の方

●在宅重度障害者手当　重度の身体障害 
者手帳または重度の療育手帳を有する 
在宅の方で、手帳を初めて取得した年 
齢が65歳未満の方

●心身障がい者扶助料　障害者手帳を有 
する方、要介護4・5の方

●特定疾病り患者扶助料　県発行の特定 
疾患医療給付事業受給者票・小児慢性 
特定疾病医療受給者証・市特定疾病り患 
者扶助料支給条例施行規則別表で定め 
る疾病に該当する特定医療費受給者証 
をお持ちの方

※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
問/子ども未来課（児童扶養手当） 

☎（45）6229 
高齢障がい支援課（児童扶養手当以外） 

☎（85）3558

マイナンバーカード交付・電子
証明書更新の臨時開庁

▼日時　6/13（日）・27（日）　9：00～12：00

▼場所　市民課
※詳細は、市ウェブサイトをご覧くだ 
さい。

問/市民課　☎（45）6218

緊急地震速報の訓練放送を 
行います

地震・津波・武力攻撃などの災害時に、 
国から送られる緊急情報を瞬時に情報伝 
達するシステム「Jアラート」を導入して 
います。次の日時に「Jアラート」による緊 
急地震速報の訓練放送が実施され、同報
無線と防災ラジオから放送が流れます。

▼日時　6/17（木）　10：00頃
※気象状況などにより訓練放送を中止す
る場合があります。

問/危機管理課　☎（45）6320

ありがとうございました

●柊山保育園へ
　藤林清仁さん・幸恵さんから 
キッズソファ2台（10万円相当）

●市内全中学校へ
　飯田千寿さんから　書籍4冊
●少年少女発明クラブへ
　愛協産業㈱・愛三工業㈱・アイサンコン 
ピュータサービス㈱・愛知金属工業㈱・ 
愛知精工㈱・アルメック㈱・いずみサ 
ポート㈱名古屋支社・（一社）坂井会・ 
イヅミ工業㈱・伊藤会計事務所・オオブ 
ユニティ㈱・化成工業㈱・㈱浅井歯科 
技研・㈱アペックス大府支店・㈱エスケ 
イエム・㈱型善・㈱カワグチ・㈱三恵 
シーアンドシー・㈱首藤鉄工所・㈱東 
海理機・㈱東洋発酵・㈱豊田自動織機・ 
㈱八神・㈱花井組・㈱尾三熔材・㈱フカ 
ヤプレス・㈱松尾製作所・㈱名南製作所・ 
㈱ワトワメディカル・協和工業㈱・コサ 
カ精機㈱・シンセイ建設㈱・住友重機械 
建機クレーン㈱名古屋工場・住友重機 
械工業㈱名古屋製造所・タツミ化成㈱・ 
デンソーテクノ㈱・東海興業㈱・中島 
特殊鋼㈱・福富金属㈱・豊和住建㈲・ 
㈲三吉金属工業所・㈲矢田化学工業から 
（五十音順）　計144万円

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況を公表します

おぶちゃん
LINEスタンプ
販売中

大府の魅力を
たっぷりお届け！

観光情報はこちら！

大府市観光協会

表1　情報公開制度の実施状況

表2　個人情報保護制度の実施状況

問/行政管理課　☎（45）6271

情報公開制度の実施状況

個人情報保護制度の実施状況

　令和2年度の行政文書の開示請求件

数は、44件でした。実施機関ごとの請

求件数などの内訳は、表1の通りです。

不服申立てはありませんでした。

実施機関 請求件数
実施状況

開示 部分開示  不開示 不存在 取下げ
市長 25 18 6 1 2 1

教育委員会 14 3 10 1 2 0
選挙管理委員会 1 0 0 0 1 0
農業委員会 1 0 0 0 0 1
消防長 2 0 2 0 0 0
議会 1 1 0 0 0 0
合計 44 22 18 2 5 2

実施機関 請求件数
実施状況

開示 部分開示  不開示 不存在 取下げ
市長 2 1 0 0 1 0

教育委員会 2 1 1 0 1 0
選挙管理委員会 2 0 0 0 2 0

合計 6 2 1 0 4 0

　令和2年度の個人情報取扱事務件数

は、510件でした。実施機関ごとの請

求件数などの内訳は、表2の通りです。

不服申立てはありませんでした。

※ 1件の開示請求に対し、複数の決定がされているため、表1・2とも実施状況の合計

が請求件数の合計より多くなっています。

新型コロナウイルス
感染症に関する情報

大会・催し 講座・講習 募集・その他 


