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最新情報はホームページをご覧ください

新型コロナウイルス感染症
関連情報
参加者・関係者の健康と安全が最優先

たのしい夏まつりを中止します

8月22日
（土）に開催を予定していた尾張旭たのしい夏まつりは、新型コロナウイルス感染症拡大
防止および準備期間などを考慮し、
中止します。
ご理解・ご協力をお願いします。
問い合わせ先／たのしい夏まつり実行委員会事務局
（市役所市民活動課内）☎76-8126
尾張旭まつり実行委員会事務局
（市役所産業課内）☎76-8137

キャッシュカード、暗証番号
渡さない、教えない！

特殊詐欺にご注意ください

新型コロナウイルス感染症による社会不安
を利用した詐欺の前兆電話や訪問に関する相
談が多数あるほか、被害も発生しています。
警察や市役所などの行政機関がATMの操
作や手数料の振り込み、
メールのURLをクリッ
クして申請手続きを求めることはありません。
怪しいなと思ったときは、一人で判断せず、家
族や警察に相談してください。

特殊詐欺への対策

◉キャッシュカードや暗証番号の話は詐欺を
疑いましょう
◉犯人と直接話さなくて済むよう留守番電話
機能を活用しましょう
◉被害防止機能がある電話機や自動通話録音
警告機などの導入も効果的です

市では、振り込め詐欺防止装置を無料で貸し出しています。詳細はお問い
合わせください
（台数に限りあり）。
問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

まずはご相談ください

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の廃止、失業などの理由で著しく収入が減少し、生
活が困難になったなど、次のいずれかの要件を満たすかたは国民健康保険税を減免できる場合があ
りますので、
ご相談ください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林収入または
給与収入（事業収入など）
の減少が見込まれ、次の要件を全て満たす世帯
◉事業収入などのいずれかの減少額が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上
◉前年の合計所得金額が1,000万円以下
◉減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
相談・問い合わせ先／市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
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給付対象者1人につき10万円を給付

申請 期 限

8

20

（木）

その他

特別定額給付金の申
請書がまだ届いていない
かたはご連絡ください。
なお、申請を受けてか
ら給付までは、2週間程
度かかります。

市民プールオープン
とき 利用料金

特別定額給付金の
申請はお済みですか

例年より期間を短縮しています

連絡・問い合わせ先
特別定額給付金センター（中央公民館内）
☎53-2011
受付時間（平日のみ）／午前9時〜午後5時

外出自粛により献血者が減少

7月18日
（土）
〜8月31日
（月）
午前9時〜午後5時
◉高校生以上／310円◉中学生以下／
100円（同伴成人1人につき未就学児
1人は無料、障がいのあるかた1人につ
き介助者1人無料）
◉未就学児は成人と同伴
（成人1人につき
未就学児2人まで）◉混雑時は入場を制
限する場合あり◉新型コロナウイルス感
染症の影響により延期や閉場の場合あり

問い合わせ先
市民プール ☎53-0606（開場期間中のみ）
総合体育館 ☎54-2733

献血にご協力をお願いします

（火）午後1時30分〜4時30分
と き 7月14日

ところ 市役所ロビー

問い合わせ先／市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141

児童・生徒就学援助制度

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
家計が急変したかたもご相談ください

経済的に困窮している児童・生徒の保護者に、
就学にかかる費用を援助しています。

対象者

申し込み
方法

国公立の小・中学校の児童・生徒の保護者で、
次のいずれかに該当するかた
◉生活保護を受けている
◉生活保護停止または廃止になった
◉市民税が非課税または市民税の減免を受けた
◉個人の事業税の減免を受けた
◉固定資産税の減免を受けた
◉国民年金保険料の免除を受けた
◉国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けた
◉児童扶養手当の支給を受けた
◉生活福祉資金貸付制度による貸し付けを受けた
◉日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
◉その他、
経済的に困窮していると教育委員会が認めた
下記を持参し、
教育行政課または児童・生徒の就学している学校に直接
①申請書
（教育行政課、
市内小・中学校で配布） ②振込先の口座番号が分かるもの
③対象となることが分かる書類
④印鑑
申し込み・問い合わせ先／市役所教育行政課庶務係 ☎76-8176
広報 おわりあさひ〈令和2年7月1日号〉
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新しい生活様式の中で熱中症の予防を！

例年以上に
注意が必要

問い合わせ先／市役所健康都市推進室 ☎76-8101
新型コロナウイルスの出現に伴い、
感染防止の3つの基本である
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗
い」
や3密（密集・密接・密閉）
を避けるなどの
「新しい生活様式」
が求められています。夏本番を迎える前に
「新
しい生活様式」
における熱中症予防行動のポイントを確認しておきましょう。

大事な人の命を守ることにつながる 「新しい生活様式」
の実践例を一部紹介
日常生活の中で取り入れていただきたい実践例を一部紹介します。詳細はホームページをご
覧ください。

発症したときのため、
誰とどこで会ったかを
メモにする

遊びに行くなら
屋内より屋外を選ぶ

料理は大皿を避け、
個々に横並びで
食べる

買い物は1人または少人数で
お店が空いている時間に行く

「新しい生活様式」
における熱中症予防行動のポイント
暑さを避けましょう

適宜マスクをはずしましょう

◉エアコンを利用するなど、
部屋の温度を調整
◉感染症予防のため、換気扇や窓開放による換
気を確保しつつ、
エアコンの温度設定をこまめ
に調整
◉暑い日・暑い時間帯
は無理をしない
◉涼しい服装にする
◉急に暑くなった日な
どは特に注意する

◉気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
◉屋外で人と十分な距離（2メートル以上）
を確保
できる場合には、
マスクを外す
◉マスクを着用しているときは、負荷のかかる作
業や運動を避け、
周囲の人との距離
2メートル以上
を十分に取った上
で適宜マスクを外
して休憩する

こまめに水分補給しましょう

日頃から健康管理をしましょう

◉のどが渇く前に水分補給
◉1日あたり1.2リットルを
目安に補給
◉大量に汗をかいたときは
塩分も忘れずに補給

◉日頃から体温測定、健康
チェック
◉体調が悪いと感じたとき
は、
無理せず自宅で静養

暑さに備えた体作りをしましょう
◉暑くなり始めの時期から適度に運動
◉水分補給は忘れずに、
無理のない範囲で実施

特に高齢者や子どもは熱中症になりやすいので、十分注意しましょう。
また、
自分では
気がつかない場合もあるため、
周囲のかたからの声掛けをお願いします。
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環境問題
解決への一歩

7月1日からレジ袋の有料化がスタートします

プラスチックは、非常に便利な素
材であるため、あらゆる分野で生活
に貢献しています。
一方で、海洋プラスチックごみ問
題や地球温暖化などの課題もあり、
プラスチックの過剰な使用を抑制
し、賢く利用していく必要がありま
す。普段何気なくもらっているレジ袋
が本当に必要かを考え、私たちのラ
イフスタイルを見直すきっかけにし
ましょう。

ファッションアイテムとしても注目！

対象となる事業者
プラスチック製買い物袋を扱う小売業を営む全ての事業者
対象となる買い物袋
購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手の付いた
プラスチック製買い物袋
価格設定や売り上げの使途
価格・売り上げの使途は、事業者が設定することとなりま
す。
ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設
定をすることは有料化にあたりません。

買い物に行くときはマイバッグを

生活の中でのごみ減量は、
買い物をするときから始まっています。
マイバッグを持っ
ていき、余分なレジ袋をもらわないことも、
ごみの減量につながります。
お気に入りの
マイバッグを持って買い物を楽しみましょう。
問い合わせ先／市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135

皆さんの緑化活動を応援します

緑を守り
育てよう

緑には、環境改善、防災、景観形成など、
さまざまな機能があり、生活に
潤いと安らぎを与える上でも重要な役割を果たしています。
みんなで緑を
守り、育て、次世代へ良い環境を伝えていきましょう。

生け垣の設置費用を助成
生け垣は、
ブロック塀のように倒壊の危険性がなく、災害時の安全対策に有効です。

対 象 者

◉住宅、店舗、工場、事務所などに生け垣を新たに設置するかた
◉既存のブロック塀などを生け垣に転換するかた

助成要件

◉公道に面し、
その中心線から2ｍ以上離れた敷地内、
または敷地内で壁のない駐車場の周囲
に設置◉設置延長が2ｍ以上◉樹木の高さが0.9ｍ以上で生け垣に適したもの◉1ｍ当たり2
本以上植栽◉生け垣の設置場所をレンガなどで囲む場合は、
その高さが宅地面から0.5m以下

補助金額

◉新しく生け垣を設置する場合／1ｍ当たり2,000円
（上限60,000円）
◉ブロック塀を生け垣に転換する場合／1ｍ当たり3,000円
（上限90,000円）

そ の 他

着工後の申請不可。
申し込み方法など、詳細はお問い合わせください

住宅取得者に記念樹引換券を贈呈
対 象 者

自己用住宅（マンションを含む）
を取得後、1年以内のかた

引 換 券

2,000円分

申請方法

次のいずれかを持参し、都市整備課に直接
◉建築基準法による検査済証◉購入契約書◉家屋登記事項証明書◉取得日が分かる書類

引換場所

◉あいち尾東農協尾張旭、瀬戸、長久手の各グリーンセンター◉稲一園芸（北山町）
申請・問い合わせ先／市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161
広報 おわりあさひ 〈令和2年7月1日号〉
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夏の安全なまちづくり
申し込み・問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

7月1日〜10日

夏の安全なまちづくり市民運動

地域防犯パトロール、家庭での防犯対策の強化などにより、市内の犯罪発生件数は年々減少していま
す。
引き続き犯罪のない、安全・安心なまちづくりを目指しましょう。

痴漢・不審者から身を守る

誘拐・連れ去りから子どもを守る

夏は痴漢や不審者が出やすい時期です。
市内でも不審者情報が多く寄せられていま
すので、外出時には人通りの少ない道や暗
い夜道の一人歩きを避けるなど、特に注意
しましょう。

日が長い期間中は、
子どもが遅くまで遊び
がちです。一人歩きの
子どもが狙われやすい
ので、注意しましょう。

自転車盗難にご注意を

住宅侵入を防ぐ

盗難被害の約7割が施錠なしの自転車で
す。防犯性能の高い鍵を選ぶほか、駐車時
はツーロックが有効です。防犯登録も必ず
行いましょう。

空き巣の手口で最も多いのは、
ガラス破
りによる窓からの侵入です。窓ガラスへの
補助錠の設置や防犯砂利、センサーライト
を活用しましょう。

7月11日〜20日

夏の交通安全市民運動

夏は開放感や暑さ、疲れにより、交通事故が起こりやすい季節です。楽しい夏を過ごすためにも交通
ルールやマナーを守りましょう。
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高齢ドライバーは身体機
能の変化に対する的確な
認識と安全行動に努める

対向車や先行車がいない
ときはハイビームを使用

シートベルトとチャイルド
シートを正しく着用

歩道や横断歩道は歩行者
優先

「ながらスマホ」は絶対に
しない

道路を横断するときは手
を上げる

夜間の外出は明るい色の
服・反射材を着用

自転車乗車時はヘルメット
着用

自転車事故に備えて自転車
損害賠償保険などに加入

交 通 量 が 少 なくてもス
ピードを出し過ぎず、安全
運転を心掛ける

広報 おわりあさひ 〈令和2年7月1日号〉

7月1日から受け付けスタート

高齢者の安全運転支援装置設置費を補助します

65歳以上のドライバーのペダル踏み間違いによる交通事故を防止するため、安全運転支援装置
（後付けのペダル踏み間違い急発進等制御装置）
の設置費の一部を補助します。

対象者

次の要件を全て満たす個人のかた
◉市内に住民登録があり、令和3年3月31日時点で65歳以上
◉非営利かつ自ら使用する自動車に令和2年4月1日以降に安全装置を設置した
◉有効期限内の自動車運転免許証を保有している
◉市税を滞納していない
◉自動車検査証の「自家用事業用の別」欄が「自家用」
で、
「使用者の氏名又は名称」
が申請者の氏名と同じ

対象経費

国土交通省の性能認定を受けた後付け急発進等制御装置購入・設置費用

補助金額

対象経費の5分の4に相当する額
上限金額◉障害物検知機能付き／32,000円◉障害物検知機能なし／16,000円

申し込み
方法

7月1日
（水）〜令和3年3月1日
（月）に必要書類を直接（申請は1人につき1回限り）

その他

必要書類など、詳細はホームページをご覧ください

不審者情報などをお知らせ

あさひ安全安心メール

不審者・犯罪発生情報、交通事故情報などを、
あらかじめ登録したパソコンや
携帯電話にメールで送信します。
登録方法
①空メールの送信
asahi-kinkyu@entry.mail-dpt.jpへ
空メールを送信
二次元コードも利用可

②仮登録受け付けメールの受信と本登録
返信メールに記載されているURLをクリックして
登録ページに接続し、案内に従って本登録
※迷惑メールなどを拒否する設定にしていると、
返信
メールが届かない場合がありますので、
ご注意
ください。

※メール受信料などは利用者負担

安全安心なまちを目指して

防犯カメラの設置費用を補助します

対象団体

連合自治会、
自治会、町内会その他公共的な活動を営む団体

対象経費

防犯カメラ代金、
防犯カメラ設置工事費用、
防犯カメラの設置を示す看板設置工事費用

補助金額

対象経費の2分の1以内（1台につき上限15万円。予算がなくなり次第終了）

申し込み方法

事前協議書（市民活動課で配布。
ホームページからもダウンロード可）
を直接

広報 おわりあさひ 〈令和2年7月1日号〉
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皆さんの協力が不可欠です

救急車の適正利用
昨年の救急出動件数は3,300件を超え過去最多で、
その半数以上が入院の必要がない軽症者でした。緊急
性がない救急車の利用は、救えるはずの命を落としてし
まう原因となります。
ご理解・ご協力をお願いします。

救急車を呼ぶか
迷ったら…

◉全国版救急受信アプリ
（愛称「Q助」）
119番通報、医療機関の
検索ができます。
右記二次元コードから
アクセス
◉成 人 救急医療情報センター
☎0561-82-1133

緊急性があると判断し
た場合は迷わず119番
通報をしてください。

◉こども 小児救急電話相談
☎#8000（短縮）
問い合わせ先／消防署救急係 ☎51-0885

7・8月は県民運動強調期間

青少年の非行・被害防止のために

青少年を取り巻く環境は日々変化し、青少年が犯罪に巻き込まれる事件も起きています。市では、
「あさひの子 地域みんなで 育てましょう」
を合言葉に県や各種団体と連携し、
各種活動を展開します。

主な取り組み

◉地域協力員による
「愛の声かけ」運動 ◉盆踊り会場での見回りと声掛け
◉非行防止横断幕の掲出

青少年健全育成に関する意見、ポスターを募集
僕の意見 私の考え
（作文）
内 容

400字詰め原稿用紙3〜5枚程度に、子どもから見た「友だち関係や学校、社会での体
験」、大人から見た
「子どもたちの言動や様子」など、
「こうするとよい」
「こんな素晴らし
いことがある」
という意見などをまとめてください

対象者

市内在住・在勤・在学の小学生以上のかた

応募方法

9月11日
（金）
までに郵送か直接。郵送の場合は①テーマ
（題名）②住所③氏名・ふりがな
④年齢⑤性別⑥電話番号⑦学校名または勤務先を記入

ポスター
内 容

会話のある家庭づくり、
明るい社会づくり、
地域や大人の役割などを表現・呼び掛けるもの

対象者

市内在住の小・中学生

応募方法

9月11日
（金）
までに作品と応募用紙（少年センターで配布。
ホームページからもダウン
ロード可）
を郵送か直接（四つ切り画用紙で1人1点）

共通事項

提出先 市内の小・中学生は各学
校、その他のかたは少年センター
（土・日曜日、祝日を除く午前9時〜
午後5時）

その他 ◉令和3年1月23日
（土）
に文化会館で開催予定
の
「市青少年健全育成推進大会」
で優秀作品の表彰と意
見発表 ◉応募者全員に記念品を進呈 ◉作品は未発表
のものに限る ◉作品は返却不可

応募・問い合わせ先／中央公民館内少年センター（〒488-0803 東大道町山の内2410-2）☎76-8129

8
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地球温暖化防止♪ 家計の支出削減♪

無理のない
範囲で
ご協力を

省エネ・節電 に取り組みましょう

夏は電気を使う機会が多い季節です。家庭で特に電気消費量が多い家電製品を上手に使うことで、効果的に
節電することができます。
また、
日中の電力消費ピーク時（午後1時〜4時）
を避けて利用することも、安定的な電
力供給を保つためには大切です。

エアコン ◉必要なときにつける◉室内温度を適温に保つ◉フィルターをこまめに掃除する◉扇風機・
サーキュレーターと併用する◉室外機の周りに物を置かない
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
必要に応じて換気を行ってください。
◉ 余 分な開 閉をしな
い◉ 物を詰め 込みす
ぎない◉熱いものは冷
ましてから入れる◉保
冷カーテンを取り付け
て冷気を逃がさない

冷蔵庫

事 業 者の皆さんへ

照明

照明・エアコンの調節、
快適なクールビズスタイ
ルの導入など、事業所、
店舗、工場などで、それ
ぞれ可能な限りの節電
対策をお願いします。

◉照明器具を掃除す
る◉余分な照明はつ
けない◉ＬＥＤ電球
など、省エネ型 の 照
明器具に買い替える

テレビ

◉見ないときは電源
を切る◉画面を掃除
する◉ 音 量 は 必 要
以上に大きくしない
◉ 画 面 が 明る過ぎ
ないように調節する

市役所も取り組んでいます
年間を
通して

市役所庁舎の玄関ホールや廊下などの
照明を、安全上支障がある場合などを除
き、可能な限り消灯しています。

夏季

公共施設の空調の温度設定を室温28℃
以上とし、軽装で勤務しています。

問い合わせ先／市役所環境課環境政策係 ☎76-8134

申請希望者が10人以上の企業・団体などのかたへ

マイナンバーカードの出張申請受け付けを始めます
指定する場所へ職員が出向き、
マイナンバーカードを作るための写真撮影や申請の手続きを行います。
とき

火〜金曜日の午前10時〜午後4時
（祝・休日を除く）
市内の指定する場所
（企業・団体で用意）
※机、
椅子、
電源、
駐車場
（1台分）
、
受付・写真撮影スペースが必要

ところ
対象企業・
団体

申請希望者が10人以上の企業・団体など

申請可能な
かた

市内に住民登録があり、
次の要件を全て満たすかた
◉申請から2カ月以内に住所異動、
または婚姻など氏の変更がない◉マイナンバーカードを初め
て申請する◉当日会場に来ることができる

申し込み
方法

実施希望日の2週間前までに電話で連絡後、①申込書②希望者リスト
（いずれも市民課で配布。
ホームページからもダウンロード可）
を郵送、
メール、
ファクスか直接

カードの
受け取り

マイナンバーカードは申請してから1カ月半〜2カ月程度で出来上がります。
出来上がったカードは申
請者本人の自宅に郵送
（本人限定受取郵便）
または申請者本人が市役所で受け取ることができます
申し込み・問い合わせ先／市役所市民課市民係（〒488-8666住所不要）
☎76-8130、FAX.53-8120 *simin@city.owariasahi.lg.jp

広報 おわりあさひ 〈令和2年7月1日号〉
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あ

ナー
お知らせコー

さ

ひ

だ

市 役 所◉〒488-8666
（住所不要）尾張旭市東大道町原田2600-1
開庁時間◉土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時15分
代表番号◉53-2111
ホームページ◉http://www.city.owariasahi.lg.jp/

よ

り

子 ど も・子 育 て

場所】文化スポーツ課、中央公民館、地区公民

親子で楽しく元気まる

館、スカイワードあさひ、新池交流館ふらっと、

保健福祉センター内健康課 ☎55-6800

東部市民センター、渋川福祉センター、多世代

18月6日
（木）
午前9時30分〜正午 2保健福

交流館いきいき、総合体育館

祉センター いきいきホール 3◉元気まる測定
（体力測定など）◉運動発達を伸ばす親子遊び

文 化・ス ポ ー ツ

◉管理栄養士・保健師による健康づくりのお話
4市内在住の小学1・2年生と保護者 5先着7

市民ゴルフ大会
市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183

組
（初回申込者を優先）6無料 97月1日
（水）

110月19日
（月）2森林公園 ゴルフ場 4市

から電話か直接
（土・日曜日、祝日を除く午前8時

内在住・在勤・在学のアマチュア競技者
（高校生

30分〜午後5時15分）

以上。学生の参加は学校長の許可証が必要）
97月7日
（火）
〜17日
（金）
に申込用紙
（文化ス
ポーツ課で配布。ホームページからもダウン

ラジオ体操講習会
催 し・講 座

市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183
*taiku@city.owariasahi.lg.jp

ロード可）
を直接
（初日のみ午前9時〜午後5時

18月1日
（土）
午前9時30分〜11時 2新池交

ツ課での受け付け不可）。1人で2組（8人）
まで

流館ふらっと 多目的ホール 3ラジオ体操の

申し込み可 =詳細はホームページをご覧くだ

効果的で正しい動作を学ぶ 4市内在住・在勤・

さい。

にスカイワードあさひで受け付け。文化スポー

在学の小学生以上のかた 5先着30人 6無
料 7運動ができる服装、体育館シューズ、タオ
募集

ル、飲み物 97月29日
（水）
までに電話、メール
か直接。メールの場合は①住所②氏名・ふりがな
③電話番号を記入
ラジオ体操カ−ドの配布

毎月第3日曜日はふらっとで音楽を
ふらっとロビーコンサート
新池交流館ふらっと ☎52-8852
1①7月19日
（日）
②8月16日
（日）
③9月20日

くらし

3楽しみながら日々の健康づくりができるよ

（日）午前11時〜11時30分 2新池交流館ふ

う、ラジオ体操カードを配布します。4市内在

らっと ロビー 3ジャズやクラシック、ポップス

住・在勤・在学のかた【配布数】3,000枚【配布

などさまざまなジャンルの演奏者を招いてのコ

＼＼＼ご協力ありがとうございました／／／

各種アンケート調査結果

お知らせ

各計画策定のために昨年度に実施したアンケート
の調査結果がまとまりました。ぜひ、
ご覧ください。
計画名

10 広報 おわりあさひ〈令和2年7月1日号〉

◉市役所市政資料コーナー、
スカイワード
あさひ 、新 池 交 流 館 ふらっと、渋 川 福 祉
センター、
東部市民センター、
図書館、
多世代
交流館いきいき◉ホームページ

計画期間

第6期障がい者計画・第6期障がい福祉計画・
第2期障がい児福祉計画
令和3〜5年度
第8期高齢者保健福祉計画
第2次健康あさひ21計画（中間見直し版） 令和3〜6年度
第4期地域福祉計画

閲覧場所

令和3〜7年度

問い合わせ先
市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142
市役所長寿課長寿政策係 ☎76-8138
保健福祉センター内健康課 ☎55-6800
市役所福祉課福祉政策係 ☎76-8139

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

ビリーブ

ンサート【出演】①Believe
（児童合唱）
②浅田

接
（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5

亮太
（ピアノ即興演奏）
③シャンティ
（クラシック）

時15分）

ださい。

環境審議会 市民委員
市役所環境課環境政策係
☎76-8134、FAX.52-0831

市民の健康づくりを推進する
地域のリーダー
健康づくり推進員養成講座

3環境保全などに関する重要事項について調
査・審議するための委員 47月1日現在、市内
満たすかた◉本市の他の附属機関・懇談会など
の委員・構成員でない◉本市の議員・職員でない

〜正午
（その他にも数日活動体験日あり）2保

◉平日の昼間に開催する会議
（年2回程度）
に参

健福祉センター 3◉ボランティア活動するた

加できる【募集人員】2人【任期】2年
（10月1

めに必要な健康づくりに関する知識や技術を講

日〜令和4年9月30日）07月1日
（水）
〜31日

義・実技などを通して学ぶ◉推進員活動の体験・

（金）
に応募用紙
（環境課で配布。ホームページか

見学など 4健康づくりに関心があり、講座終

らもダウンロード可）
を郵送、ファクスか直接

了後推進員として活動に参加できるかた 5先

【報酬】会議への出席1回当たり6,400円【選考
方法】書類選考

着15人 6無料 97月1日
（水）
から電話か直

市役所非常勤職員の登録

私たちと一緒に働きませんか

応募資格

保育士

庶務事務など

̶

事務員
（保育園勤務）
納税促進員

職務内容
保育園における庶務事務など

運転免許を有し、原動機付自転車を運転できる

納税の勧奨に関する事務など

保育士資格または幼稚園教諭資格を有する

保育業務
医療的ケアが必要な児童・
生徒の生活支援など

看護師（学校勤務） 看護師免許を有する

保健師
介護認定調査員

留守家庭児童の放課後保育
など
児童クラブ指導員補助業務

保健師資格を有する

保健師業務

保健師免許、
看護師免許、
介護支援専門員資格の
いずれかを有し、
普通自動車運転免許を有する

要介護認定訪問調査および
それに付随する業務

普通自動車運転免許を有する

学校用務など

調理員

̶

調理業務など

職種や学歴、職務経験に応じて決定
その他の ◉年次有給休暇／週の勤務日数に応じて付与
報酬額 （参考）事務員の時間給 938〜996円
◉通勤手当／距離や通勤方法に応じて支給
勤務条件
（大卒のかたは996円）
◉期末手当／条件に応じて支給

登録
方法

申込書（人事課で配布。
ホームページ
からもダウンロード可）
を直接

その他

◉登録後、職員に不足が生じた際に連絡します
◉上記職種以外にも登録を受け付けています
◉詳細はホームページをご覧ください

登録・問い合わせ先／市役所人事課人事研修係 ☎76-8102
8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他
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お知らせ

用務員

̶

留守家庭児童の放課後保育
など
（障がい児サポートあり）

くらし

以下のいずれかに該当する
◉保育士資格、教員免許、幼稚園教諭免許のいずれ
かを有する◉高等学校を卒業し、2年以上児童厚生
児童クラブ副指導員 施設または放課後児童クラブ事業で指導経験がある
◉5年以上放課後児童クラブ事業で指導経験がある
児童クラブ指導員

児童クラブ補助員

募集

事務員

催 し・講 座

18月27日〜11月5日
（木曜日・6回）
午前10時

文 化・ス ポ ー ツ

在住・在勤・在学の20歳以上で、次の要件を全て

保健福祉センター内健康課 ☎55-6800

職種

子 ど も・子 育 て

6無料 =申し込み不要。会場へ直接お越しく

で、生活改善のための継続的な支援と3カ月以

自衛官候補生

上経過後の評価を実施

子 ど も・子 育 て

自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181
【受験資格】18歳以上33歳未満のかた【受付

家屋を取り壊したときは届け出を

期間】通年 =応募方法など、詳細は同事務所
ホームページ
（二次元コードからアクセス）
で確

市役所税務課 土地係 ☎76-8118
家屋償却係 ☎76-8119

認かお問い合わせください。

3家屋の固定資産税は、毎年1月1日に存在す
る家屋
（住宅、店舗、車庫など）
に対して課税され

文 化・ス ポ ー ツ

ます。家屋の全部または一部を取り壊したときは

放送大学10月入学生

ご連絡ください。届け出がないと誤った課税が

放送大学愛知学習センター ☎052-831-1771

続いてしまうことがあります。なお、住宅を取り

3テレビ・インターネットで授業を行う放送大学

壊した場合、住宅が建っていた土地の税額が上

の令和2年第2学期
（10月入学）
の学生を募集し

がることがあります。

ます。=出願方法など、詳細は同大学ホーム
ページをご覧ください。

催 し・講 座

年金生活者支援給付金の
請求手続きはお済みですか

市国民健康保険加入者
特定保健指導

ねんきんダイヤル ☎0570-05-1165
（050で始まる電話の場合は☎03-6700-1165）
瀬戸年金事務所 ☎83-9044
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

市役所保険医療課国保庶務係 ☎76-8150

募集

4特定健康診査を受診し、生活習慣改善による

3年金を含めても一定基準額以下の所得のか

効果が特に期待できるかた【動機付け支援】健

たの生活を支援するため、年金に上乗せして支

診を受けた医療機関で、原則1回の面接と3カ月

給されるものです。給付金を受け取るには、年金

以上経過後の評価を実施【積極的支援】健康課

生活者支援給付金請求書の提出が必要です
（支

権利や財産を守る身近な仕組み

くらし

成 年 後 見 制 度
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない
かたについて、本人の権利を守る援助者（成年後見人など）
を選ぶことで、本人を支援する制度です。

お知らせ

成 年 後 見 制 度の種 類

法定後見制度

既に判断能力が低下している場合に利用する
「法定後見制度」
と判断能力があるうちに将来に
備えて契約を結んでおく
「任意後見制度」
の2つの
仕組みがあります。

判断能力が不十分なかたに代わって法律行為を
したり、
被害にあった契約を取り消したりする制度
です。
「後見」
「保佐」
「補助」
の3つに分かれており、
本人の判断能力の程度などに応じて利用できます。

気軽に
ご相談
ください

成 年 後 見 制 度 に 関 する 市 民 相 談
と
と

こ

き

第1木曜日 午後1時30分〜4時30分

ろ

市役所 市民相談室
尾張東部権利擁護支援センター（☎75-5008）
に電話で

申し込み方法

問い合わせ先／ 市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143、市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142
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1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

あさひ

だ

より

30分から 2瀬戸保健所豊明保健分室
（豊明市

原則不要）
。=申告内容に変更があった場合な

沓掛町）3精神科医師による個別相談 6無

ど、詳細はお問い合わせください。

料 97月30日
（木）
までに電話で
（土・日曜日、祝
日を除く午前9時〜午後5時）

国民年金保険料
免除・納付猶予制度
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

市役所福祉課福祉政策係 ☎76-8139
3犯罪や非行の防止、罪を犯した人たちの更生

さい。いずれも前年所得により審査され、保険料

について理解を深め、犯罪や非行のない明るい

は10年以内に追納（後で保険料を納めること）

社会を築こうとする全国的な運動です。本市も7

ができます。【必要書類】◉年金手帳◉離職票、

月を強調月間として、犯罪や非行のない安全・安

雇用保険受給資格者証
（失業したかた）
◉印鑑と

心な地域社会を築き、犯罪や非行をした人たち

来庁者の身分証明書
（同一世帯の親族が代理申

の立ち直りを支える地域づくりを目標とした啓

請する場合。同一世帯以外は委任状が必要）

発活動などを実施します。

【申請できる期間】7月〜翌年6月分
（過去の未納
分 は 、申 請 日の 前 月から2 年 前まで 申 請 可）
=◉新型コロナウイルス感染症により令和2年
2月以降に収入が減少したかたは特例免除に該
当する場合あり◉申請時に継続の申請を希望

家電リサイクル法対象物の
指定引き取り場所が変わりました

催 し・講 座

ときは、免除制度や納付猶予制度をご利用くだ

文 化・ス ポ ー ツ

3経済的な事情などで保険料を納められない

7月は「社会を明るくする運動」
強調月間

子 ど も・子 育 て

給要件を満たす場合は、2年目以降の手続きは

市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135
3テレビ、電気冷蔵・冷

き、毎年申請が必要
（国民年金第1号被保険者と

凍庫、電気洗濯機、衣類

して資格を再取得した場合は、その都度申請が

乾燥機、エアコン
（室外

必要）

機含む）
の6品目の指定

募集

し、全額免除・納付猶予が承認されたかたを除

引き取り場所が佐川急

医療費受給者証更新のお知らせ
4有効期間が7月31日で満了となる障害者医

市上丘町）
に変更となり
ました。=その他の近隣の指定引き取り場所な
ど、詳細はホームページをご覧ください。

療費または後期高齢者福祉医療費受給者証をお
持ちのかた【更新方法】◉引き続き受給資格の
あるかた／更新申請書
（6月下旬〜7月上旬に送
付）
を提出◉受給資格が確認できないかた／お
い受給者証は、8月以降市役所にお越しの際に

会話が不自由なかたからの
119番通報を受け付けています
瀬戸・尾張旭消防指令センター
☎85-1119、FAX.85-0441
*touroku@setoasahishirei.info
3耳や言葉の不自由なかたからの火災、救急な

お返しください。

どの通報に備え、ファクス・メール・インターネット

精神科医師による精神一般相談
瀬戸保健所健康支援課 ☎82-2158

9申し込み・申請方法

0応募方法

しています。利用には事前に届け出が必要です。
=届け出方法など、詳細はホームページをご覧

18月6日
（木）
◉午後1時30分から◉午後2時
8講師

などを活用して音声によらないシステムを導入

-公開抽選

いただくかお問い合わせください。
=その他
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お知らせ

知らせを送付。期日までに必要書類を提出 =古

くらし

市役所保険医療課福祉医療係 ☎76-8152

便
（株）
豊田営業所
（豊田

あさひ
日本赤十字社活動資金にご協力を
子 ど も・子 育 て

市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141

だ

より

放し飼いをしない
◉室内以外で飼う
場合は、綱などで

文 化・ス ポ ー ツ

3日本赤十字社では、国際的な救護活動、国内

つなぐかケージな

の地域福祉活動など、人道的事業を行っていま

どに入れる◉近所

す。活動は、皆さんからお寄せいただく活動資金

の迷惑とならない

によって支えられています。お住まいの地域の自

よう、無駄吠えを

治会などを通じて行う活動資金の募集に温かい

させないようしつけをする◉狂犬病予防注射を

ご協力をお願いします。

受ける
（年1回）
◉必ず登録する =◉放置され
たふんの周りに黄色のチョークで丸をつけ、犬の

安全で住みよいまちづくり
幅員が狭い道路の
拡幅整備・支援を進めています
①市役所土木管理課庶務係 ☎76-8162
②市役所都市整備課区画整理係 ☎76-8159

飼い主へ周知啓発を図る
「イエローチョーク作
戦」
にもぜひご協力をお願いします◉愛知県で
は、
しつけ方相談を行っています。希望するかた
は県動物愛護センター
（☎0565-58-2323）
に
ご相談ください

催 し・講 座

①個別対応

旭ろうさい病院グランドオープン

3市が管理する幅員4メートル未満
の道路に接する敷地で建築などをお

旭ろうさい病院総務課 ☎54-3131

考えの場合は、道路後退部分の取り

募集

扱いについて事前に協議してください。

3施設の建て替え工事、患者用駐車場整備工

②路線対応

事、外構工事が全て完了し、グランドオープンし

3市認定道路のうち幅員4メートル未満の一定

ました。利便性向上のため、患者用駐車場から

条件の区間について、道路の拡幅の

建物入口まで段差をなくし、フラット化しました

ための整備計画を策定するまちづく

ので、ご利用ください。

り活動を支援します。
共通事項
=詳細はホームページをご覧ください。

7月10日から自筆証書遺言書
保管制度が始まります

くらし

名古屋法務局春日井支局 ☎0568-81-3210

飼い主のかたへのお願い
犬の飼い方と飼育マナー

3自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に
遺言書を保管できる制度です。遺言書の紛失防

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

止や他人による破棄・改ざんの防止など、遺言者

お知らせ

3飼い主としてのマナーを守り、正しく飼育しま

だけでなく相続人や受遺者にもメリットがありま

しょう。◉道路や公園などで排せつしたふんは、

す。=申請方法など、詳細はお問い合わせくだ

責任を持って後始末する◉外ではリードをつけ、

さい。

お 忘 れでは
な い で す か？

児童手当・特例給付現況届の手続き
市から児童手当・特例給付の支給を受けているかたは、
現況届
（6月上旬に
送付）
の提出が必要です。
提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなり
ます。
まだ、
お済みでないかたは至急提出してください。
市役所こども課家庭係 ☎76-8149
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介護保険制度

食費・部屋代の負担軽減制度
申請・問い合わせ先／市役所長寿課介護保険係 ☎76-8144

介護保険では、所得の低いかたが
介護保険施設（介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護療養型医
療施設、介護医療院）やショートス
テイ
（短期入所生活介護、短期入所
療養介護）
を利用する場合、食費・部
屋代の負担軽減を行っています。

手続き方法
更新手続きが必要なかたには負担限度額認
定申請書を6月中旬に送付しています。必要に
応じて手続きしてください。
また、申請時には預
貯金などが確認できる書類（通帳の写しなど）
の提出が必要です。負担限度額認定は、申請の
あった月の初日までしかさかのぼることができ
ません。申請が遅れると、軽減の適用が遅れる
ので、早めに申請してください。

利用者負担段階と負担限度額
利用者
負担段階

対 象 者

◉生活保護受給者
第1段階 ◉本人および世帯全員※2が市民税非課税
で、
老齢福祉年金受給者

（日額）
居住費（滞在費）

食費
ユニット型 ユニット型 従来型
多床室
※1
個室 個室的多床室 個室
820円

490円

490円
0円
（320円）

本人および世帯全員※2が市民税非課税で、
第2段階 合計所得金額、
課税年金収入額、
非課税年 820円
金収入額の合計が年間80万円以下のかた

490円

490円
370円 390円
（420円）

第3段階

300円

1,310円
本人および世帯全員※2 が市民税非課税
1,310円 1,310円
370円 650円
で、利用者負担第2段階以外のかた
（820円）

第4段階 上記以外のかた

負担限度額なし
（居住費（滞在費）、食費の
軽減制度の適用なし）

※1（ ）
内の金額は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、地域密着型介護老人福祉施設（小
規模特別養護老人ホーム）
に入所またはショートステイを利用した場合の額
※2 世帯分離している配偶者を含む

介護保険
負担割合証

要介護・要支援認定を受けているかたに、8月1日から有効な新しい
介護保険負担割合証を7月中旬に郵送します。古い介護保険負担割
合証は8月1日以降無効となりますので、市役所へ返却してください。
※介護保険負担割合証は基本的に申請する必要はありません。紛失
や破損など、再発行が必要な場合には申請してください。
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国民健康保険

（国保）のお知らせ
申し込み・問い合わせ先／市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、確定申告の期限などが延長され、国民健康保険
税の算定に間に合わない場合があります。
この場合、翌月以降に改めて税額の変更通知を送付します。

国民健康保険税（国保税）

本年度の納税通知書発送日
7月1日（水）

持続可能な社会保障制度の確立を図る
ため、平成30年4月から都道府県が国保制
度の財政運営主体となりました。県内で国

納税義務者は世帯主

保税負担を公平に支え合うため、県が市町
村ごとに医療費や所得水準に応じた国保

国保税は、世帯主自身の国保加入の有無にかかわら

事業費納付金（市が県に納付する）額を決

ず世帯主に対し課税され、世帯主は納税義務者として

定し、保険給付などに必要な額を交付金と

の責務を負うことになっています。
この場合、国保税の

して市町村へ支払うほか、市町村ごとに標

所得割額は、世帯のうち国保加入者のみの所得をもと

準保険料率を算定・公表します。市町村は、

に算出します。 世帯主が国保に加入していない世帯は、

それを参考に保険税率を決定し、国保に加

保険税の滞納がなく住民票上の世帯主が承諾した場合

入している皆さんに国保税の賦課・徴収を

に限り、世帯主（納税義務者）
を同じ世帯の国保加入者

行っています。

に変更できる場合がありますのでご相談ください。

本年度の国保税の税率など
前年中の所得や加入者の人数などをもとに算出した、次の①〜③の合計額が国保税額となります。
①所得割（加入者の前年中の所得に応じて計算）②均等割（加入者の人数に応じて計算）
③平等割（1世帯当たりの定額）
区

分

所得割率※1

均等割額
平等割額
（被保険者1人につき） （1世帯につき）

限度額

医療（基礎）分

5.8%

26,400円

24,600円

630,000円

後期高齢者支援金分※2

1.5%

7,300円

6,300円

190,000円

介護保険分※3

1.6%

9,600円

6,600円

170,000円

※1 所得割のもととなる額は、令和元年中の総所得金額＋山林所得金額−基礎控除額（33万円）
（土地・建物
の譲渡所得なども、国保税の算定所得に含む）
※2 現役世代（0〜74歳）
が負担する後期高齢者医療分で、加入している保険の種類にかかわらず、全ての現
役世代が負担
※3 40〜64歳の介護保険第2号被保険者に該当するかたが負担
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国保税を納付しないと…
納付相談の機会を増やすため、通常の保険証より有効
期限の短い「短期保険証」を交付することがあります。ま
た、災害など特別の事情がなく国保税の納付が1年以上滞

弁護士による多重債務無料相談会
と

き

ると、保険証に代えて
「資格証明書」
を交付することがあり

9月30日
（水）
午前9時〜正午、
午後1時〜4時30分

ます。資格証明書で医療機関を受診するときは、医療費を

ところ

市役所 市民相談室1

いったん全額自己負担していただきます。
このほか、保険給

対象者

国保税の納付が滞っている
かた

定 員

先着13人

付の差し止めなどを行う場合があります。
なお、
やむを得な
い理由で国保税を納めることが困難な場合は、
申請により
減免を受けられる場合がありますので、納期限の1週間前
までに相談してください。

異動届は14日以内に

申し込み方法 前日までに電話か直接

国保税・一部負担金の減免など

税の公平性を保つため、加入の届け出が遅れても国

災害、事業の休廃業、失業、療養などにより

保税は資格を取得した月からかかります。届け出が遅

世帯の所得が激減し、生活が著しく困難と

れると国保税をさかのぼって納めなければならないば

なったときは、国保税の減免や医療機関に支

かりか、保険証がない間にかかった医療費が全額自己

払う一部負担金（自己負担）の支払い猶予や

負担となります。
また、脱退の届け出が遅れ、
その間に

減免を受けられる場合がありますので、事前

国保の保険証を使った場合は、後から医療費を返還し

にご相談ください。

ていただくことになります。国保に加入するとき、転出
するとき、職場の健康保険に加入したときなどは、異
動のあった日から14日以内に届け出をしてください。

会社の都合などで失業した
かたの国保税の軽減
会社の都合などで失業したかたは、
申告に

年金からの特別徴収（天引き）

より国保税が軽減される場合があります。詳

65〜74歳で国保に加入している世帯主のかたのう

細はお問い合わせください。

ち、次の全てに該当する場合は、国保税を年金から特
別徴収しています。
ただし、
申し出により口座振替によ
る納付に変更することもできます。

低所得世帯の国保税の軽減

◉世帯の国保加入者全員が65〜74歳
◉対象となる年金の年額が18万円以上あり、
国保税と介
護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下

ていない世帯主分も含む）が一定基準以下

※誕生月によっては特別徴収の開始時期が遅れることが
あります。

がないと軽減を受けられませんので、所得が

※世帯主が75歳に到達する年度は、普通徴収（口座振
替か納付書払い）
となります。

医療費を大切に
医療費の増加は、国保税引き上げの大き

国保加入世帯の合計所得（国保に加入し
の場合、国保税が軽減されます。所得の申告
ない場合でも市民税申告などを行ってくだ
さい。

◉定期的に健康診断を受け、病気の予防、早期発見、早期治
療を心掛けましょう
◉かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう

な要因になります。治療の必要な人が安心し

◉休日や夜間の受診を見直しましょう

て医療を受けられるよう、
上手な受診を心掛

◉
「お薬手帳」
を利用し、薬のもらい過ぎに注意しましょう

けましょう。

◉
「ジェネリック医薬品」
を利用しましょう
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障がい者（児）福祉制度のご案内
問い合わせ先／市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142、FAX.52-3749

福祉施策・サービス

手帳の種類

障がいのあるかたが、
より充実した生活を送るための福祉施
策・サービスを紹介します。なお、各種制度を利用するには、県
の機関が判定を行う手帳の交付が必要です（一部の制度は難
病などによる障がいのあるかたも対象）。手帳の申請方法、必要
書類などはお問い合わせください。

手当・見舞金

特別障害者手当など

名称

◉身体障害者手帳
（身体に障がいのあるかた）
◉療育手帳（知的障がいのあるかた）
◉精神障害者保健福祉手帳
（精神に障がいのあるかた）

対象者など

支給額

特別障害者
手当

20歳以上で著しい重度の障がいがあり、
日常生活で常時特別の介
護を必要とするかた
（長期入院者を除く）

月額27,350円

障害児福祉
手当

20歳未満で著しい重度の障がいがあり、
日常生活で常時介護を必
要とするかた
（障がいを事由とした年金の受給者を除く）

月額14,880円

◉施設入所者を除く◉所得制限・併給制限あり◉支給月は2・5・8・11月◉障がいの程度、重複などの状況
により1,050〜6,900円を加算

特別児童扶養
手当

知的発達または精神、
身体に障がいのある20歳未満の児童を養育
しているかた
（該当する障がいについてはこども課までご相談くだ
さい）◉施設などの入所者を除く◉児童の障がいを事由とした年
金の受給者を除く◉所得制限あり◉支給月は4・8・11月

月額 1級 52,500円
2級 34,970円

在宅重度障害者
手当

在宅で1・2級の重度身体障がい者、重度知的障がい者（ＩＱ35以
下）、
身体障害者手帳3級の中度知的障がい者（ＩＱ50以下）
◉施設
入所者・長期入院者を除く◉平成20年4月1日以降に手帳を65歳
以上で新規に取得されたかたを除く◉所得制限・併給制限あり
◉支給月は4・8・12月

月額6,750円
※重度の身体障が
いと知 的 障がい
が両方ある場合
は月額15,500円

重度心身障害児
介護手当

18歳未満の1・2級の重度身体障がい児または重度知的障がい児
（ＩＱ35以下）の介護者◉施設入所者を除く◉所得税非課税世帯
◉併給制限あり◉支給月は3・6・9・12月

月額10,000円

医療費の助成・補装具の交付

名称

内容

対象者

自立支援医療
(更生医療)給付

身体の機能の回復を図るために必要な医
療費の給付

身体障がい者（事前に手続きが必要。所得に
応じた自己負担あり）

自立支援医療
(育成医療)給付

生活能力を得るために必要な医療費の
給付

18歳未満の身体障がい児（事前に手続きが
必要。所得に応じた自己負担あり）

自立支援医療
(精神通院医療)給付

精神的な病気の治療のためにかかった通
院医療費を給付

精神障がい者（事前に手続きが必要。所得に
応じた自己負担あり）

精神障害者
医療費の助成

精神的な病気の治療のためにかかった医
療費を助成
通院医療費／上記自立支援医療（精神通
院医療）
の自己負担額
入院医療費／医療保険における自己負担
額の2分の1（精神障害者保健福祉手帳
1・2級のかたは障害者医療費で医療保険
における自己負担額の全額）

通院医療費／自立支援医療（精神通院医療）
給付を受けているかた
入院医療費／精神保健福祉法第5条に規定
する病気で入院したかた

障害者医療費の
助成

医療保険における自己負担額を助成

後期高齢者福祉
医療費の助成

医療保険などにおける自己負担額の全額
もしくは一部を助成

補装具費の支給

身体機能の障がいを補い、
日常生活を容
易にするための器具（義手、義足、装具、補
聴器、車いすなど）
の購入・修理・貸与に必
要な費用を支給
（事前に申請が必要）
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◉1〜3級の身体障がい者（腎臓機能障がいは4
級､進行性筋萎縮症は4〜6級も対象）◉ＩＱ50
以下のかた◉自閉症状群と診断されているかた
◉精神障害者保健福祉手帳1・2級で自立支援医
療（精神通院医療）給付を受けているかた
（自立
支援医療を受けていない場合は入院のみ）
上記精神障害者医療費と障害者医療費の助
成対象者
身体障がい者、難病などのかた（◉障がいの
内容により用具などの制限あり◉自己負担あ
り◉介護保険が優先）

住宅の整備・在宅生活の
支援など

名称

内容

対象者

住宅改修費の
給付

自宅の段差解消などの改修を行う際の居宅生活動作補
助用具の購入費や改修工事費を給付（上限20万円）

◉1〜3級の身体障がい者（下肢また
は体幹機能障がい）◉難病などのか
た
（介護保険が優先）

日常生活用具
の給付

自力で日常生活を送ることができるよう生活用具（特殊 重度の障がい者、難病などのかた
寝台､入浴補助用具､歩行支援用具、盲人用時計、点字 （◉障がいの内容により用具などの
器、拡大読書器､火災警報器､電気式たん吸引器、
ストマ 制限あり◉自己負担あり◉介護保険
装具など）
を給付
が優先）

訪問入浴
サービス
紙おむつの
給付

家庭で入浴することが困難な重度身体障がい者に移動
入浴車を派遣

下肢・体幹機能に障がいのある重度
身体障がい者

月30枚給付

療育手帳の交付を受けたＡ・Ｂ判定の
知的障がい者で必要なかた

社会生活︑交通などの支援

名称

内容

自動車改造費
の助成

就労などに伴い自動車のハンドルやアクセルなどの改造
が必要な場合、経費の一部を助成（上限10万円。
なお、5
年未満の再申請の場合は別途上限制限あり）

運転免許証の「免許の条件等」
に改造
車のみに限定する条件を付された身
体障がい者（所得制限あり）

自動車運転免許 就労などに伴い自動車教習所で普通自動車免許を取得
取得費の助成 する場合、経費の一部を助成（上限10万円）

身体障害者手帳の交付を受けている
かた
（免許取得後、6カ月以内に申請）

移送サービス
の助成

特殊車両（リフト付き車両）を利用する際の利用料を助
成◉1回当たり4,000円以内◉年12回分◉障がい者タ
クシー、高齢者バス・タクシー利用助成との併用不可

◉要介護4・5のかた◉身体障害者手
帳の交付を受け、障がいの程度が肢
体不自由（上肢機能障がいを除く）の
1・2級のかた

タクシー料金
の助成

◉初乗りの基本料金（500円以内）
を助成◉年間36回分
◉チケットが必要◉利用できるタクシー会社の制限あり
◉移送サービス、高齢者バス・タクシー利用助成との併
用不可

◉1・2級の身体障がい者◉下肢・体幹
機能障がい3級の身体障がい者◉Ａ・
Ｂ判定の知的障がい者◉1級の精神
障がい者（自動車税などの減免を受け
ている場合を除く）

有料道路
通行料の割引

◉障がい者自ら運転または介護者の運転により有料道
路を利用する際の通行料を割引◉自己または生計を同
一にするかたの所有する乗用車の登録が必要◉割引率
50％
（ＥＴＣ可）

本人運転／身体障がい者
介護者運転／第1種の身体障がい者・
知的障がい者

鉄道・航空・
障がい者とその介護者が利用する場合の運賃などを割
バス運賃の割引 引
（利用制限あり）

ＮＨＫ放送
受信料の免除

◉ＮＨＫへ免除申請書（福祉課で配布）
を提出した月か
ら免除◉福祉事務所長の証明が必要

対象者

各事業者にお問い合わせください
全額減免／身体・知的・精神障がい者
が世帯構成員で、世帯全員が市民税
非課税の場合
半額減免／世帯主が視覚・聴覚障が
い者、1・2級の身体障がい者、
Ａ判定
の知的障がい者、1級の精神障がい者
のいずれか

その他の福祉サービス

障がいの内容などにより次のサービスを受けられます。
なお、
サービスの利用には受給者証が必要です。
詳細は、
お問い合わせください。
介護給付

居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援、
短期入所（ショートステイ）、療養介護、生活介護、施設入所支援

訓練等給付

自立訓練（機能訓練・生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（A・B型）、
共同生活援助（グループホーム）、就労定着支援

障害児通所給付
地域生活支援事業

児童発達支援、放課後等デイサービス
移動支援、
日中一時支援、地域活動支援センター、訪問入浴
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令和元年度分

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

国または地方公共団体の機関からの請求によるもの
閲覧日

請求機関

利用目的の概要

5月14日 自衛隊愛知地方協力本部
8月29日 愛知県
9月10日

閲覧に係る住民の範囲

閲覧
件数

自 衛 官 な ど の 市内全域の平成13年4月2日〜14年4月1日生
募集に伴う広報 まれのかた

898

「 2 0 1 9 年 全 国 白鳳町二丁目、井田町三丁目に居住している
家計構造調査」 かた
対象者抽出

250

個人または法人の申し出によるもの
閲覧日

申出者の氏名

委託先

利用目的の概要

閲覧に係る住民の範囲

「家計の金融行動 三郷町富丘・中井田・陶栄
(株)日本リサーチセンター
金融広報中央
5月16日 代表取締役社長
に関する世論調査」の平成11年5月31日以前
委員会
生まれのかた
鈴木稲博
対象者抽出
6月 5日 (一社)新情報センター 総務省統計局
12日 事務局長 平谷伸次

東山町二丁目、吉岡町一丁
「家計消費状況調
目、
大塚町一丁目の平成15
査」対象者抽出
年4月1日以前生まれのかた

閲覧
件数
16

100

6月27日 (一社)中央調査社
会長 大室真生

「第12回メディア 西大道町六兵衛前の平成
(公財)
に関する全国世論 13年7月31日以前生まれ
新聞通信調査会 調査」対象者抽出 のかた

20

6月27日 (一社)中央調査社
会長 大室真生

内閣府

「がん対策・たばこ
南新町白山の平成13年6月
対策に関する世論
30日以前生まれのかた
調査」対象者抽出

16

(株)東京商工リサーチ
愛知県
7月16日 名古屋支社
支社長 神林浩司

「男女共同参画意
市内全域の平成13年4月1
識に関する調査」
日以前生まれのかた
対象者抽出

40

令和元年度分
閲覧日

選挙人名簿の抄本の閲覧状況

申出者

主たる事務所の
所在地（法人のみ）

利用目的の概要

閲覧に係る選挙人の範囲

6月11日

名古屋市中区錦三丁
（株）
アイランド・ブレイン
西山町の住民
目4番6号 桜通大津第 「令和元年度県政世 向町、
代表取締役社長 鈴木徹
論調査」対象者抽出
一生命ビル3階

9月18日

（一社）
共同通信社
社長 水谷亨

9月19日

（株）
アイランド・ブレイン 名古屋市中区錦三丁 「令和元年度県政世
城山町、
東大久手町の住民
代表取締役社長 鈴木徹 目4番6号 桜通大津第 論調査」対象者抽出
一生命ビル3階

10月24日

朝日新聞東京本社
社長 渡辺雅隆
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「日本世論調査会 面 平子町、城山町、新居町、
東京都港区東新橋
稲葉町、
北山町、
接世論調査」対象者 西の野町、
1-7-1
長坂町の住民
抽出

「政治・選挙などに関
東京都中央区築地
する世論調査」対象 新居町、旭ケ丘町の住民
5-3-2
者抽出

問い合わせ先／市役所市民課市民係 ☎76-8130
閲覧日

申出者の氏名

委託先

利用目的の概要

閲覧に係る住民の範囲

閲覧
件数

7月24日

(一社)中央調査社
会長 大室真生

「 2 0 1 9 年 新 聞 及 び 平子町西の平成16年8月31
(株)朝日新聞社 ウェブ利用に関する総
日以前生まれのかた
合調査」対象者抽出

23

9月13日

(一社)中央調査社
会長 大室真生

内閣府

「外交に関する世論 狩宿町の平成13年9月30日
調査」対象者抽出 以前生まれのかた

15

内閣府

「2020年東京オリンピ
ック・パラリンピックに
関する世論調査」対象
者抽出

稲葉町三丁目の平成13年
11月30日以前生まれのかた

16

11月 1日 (株)インテージリサーチ 環境省
地球環境局

「令和2年度家庭部門 井田町三丁目の昭和5年4
のＣＯ₂排出実態統計 月2日〜平成12年4月1日
調査」対象者抽出
生まれのかた

60

11月 6日 (一社)新情報センター
総務省統計局
7日 事務局長 平谷伸次

「家計消費状況調 庄南町四丁目、東栄町二丁
目の平成15年4月1日以前
査」対象者抽出
生まれのかた

100

12月 5日 (一社)中央調査社
会長 大室真生

内閣府

「高齢者の経済生
西の野町二丁目の昭和34
活に関する調査」
年1月1日以前生まれのかた
対象者抽出

20

12月25日 (一社)中央調査社
会長 大室真生

ＮＨＫ報道局

「日本とアメリカに 旭ケ丘町長洞の平成14年
関する世論調査」 1月31日以前生まれのかた
対象者抽出

12

(一社)新情報センター
総務省統計局
事務局長 平谷伸次

印場元町五丁目、北原山町
「家計消費状況調
大久保見の平成15年4月1
査」対象者抽出
日以前生まれのかた

100

柏
「 消 費 動 向 調 査 」 大久手町中松原・上切戸、
井町公園通、
東大久手町一
対象者抽出
丁目・三丁目・四丁目のかた

40

(一社)中央調査社
10月31日
会長 大室真生

2月 4日

2月 5日 (一社)新情報センター 内閣府
事務局長 平谷伸次

問い合わせ先／市選挙管理委員会（市役所総務課内） ☎76-8111
閲覧日

申出者

主たる事務所の
所在地（法人のみ）

利用目的の概要

閲覧に係る選挙人の範囲

(株)日本リサーチセンター
「第2回ライフスタイ
東京都墨田区江東橋
桜ケ丘町、向町、東印場町、
ルと社会意識に関す
11月12日 代表取締役社長
4-26-5
西山町の住民
鈴木稲博
る調査」対象者抽出
(株)日本リサーチセンター 東京都墨田区江東橋 「多文化共生社会とラ
イフスタイルに関する 三郷町の住民
12月13日 代表取締役社長
4-26-5
アンケート」対象者抽出
鈴木稲博
3月18日

（一社）
中央調査社
会長 大室真生

桜ケ丘町、印場元町、
白鳳町、
東京都中央区銀座5丁 「 時 事 世 論 調 査 」
旭 前 町 、東 印 場 町 、城 前 町
対象者抽出
目15番8号
の住民
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つなが ひろげ
よう！
ろう！

市民活動のひろば

市民活動紙面講座「はじめてのウェブ会議」
尾張旭市市民活動支援センターニュース6月号（市内公
共施設で無料配布。ホームページからもダウンロード可）
に掲載しています。
ぜひ、
ご覧ください。

内容

新型コロナウイルス感染症防止のため、飛躍的に
使われ始めたZoomなどのWeb会議システムの利
点、使用方法、注意点などを初心者向けにまとめた
ものです

作成

NPO法人デジタルライフサポーターズネット
尾張旭市市民活動支援センターニュース

令和2年度 市民活動促進助成事業を決定
書類審査の結果、本年度の助成事業と助成金額を決定しました。
団体名

事業名

助成金額

はじめ良ければ尾張旭好しの会

紙芝居で伝える尾張旭の歴史

49,000円

問い合わせ先／渋川福祉センター内市民活動支援センター ☎51-2878

市 民 活 動 団 体 主 催イベ ント
未就園児向け親子ひろば「すきっぷ」
と
と

き
こ

7月2日
（木）、9日
（木）、16日
（木）
午前10時〜11時30分

ろ 愛知聖ルカセンター
（東大道町）

内

室 内 遊 具やおもちゃで自由 遊び
容
（ホール開放）

定

員

各日先着5組

費

用

1人100円

申し込み方法 電話かメールで
申し込み・問い合わせ先
ルカ子ども発達支援ルーム
小野
☎53-8937
*alc.chubu@nskk.org
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着物の端切れで作るピンクッション
と
と

き 7月29日
（水）午前10時〜正午
こ

ろ 渋川福祉センター 会議室

内

容

ふた付きの容器に入った
ピンクッション
（針山）
を作る

定

員

先着10人（小学4年生以上）

費

用

800円

持

ち

物

申し込み方法

裁縫道具、木工用ボンド
（いずれも貸し出し可）
7月20日
（月）
までに
電話で

申し込み・問い合わせ先
コミュニティー・ホッ,ト・たいむ
岡山
☎090-8475-7043

あさぴー

AHI

OWARI

AS

健 康 だ より

すこやか な 毎 日を
サポートします

スケジュールをまとめて管理♪

申し込み・問い合わせ先
保健福祉センター内健康課 ☎55-6800
（土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時15分）

7月の乳幼児健康診査・健康相談・
予防接種など ところ：保健福祉センター
事 業 名

3・4か月児健康診査
6・7か月児健康相談
1歳6か月児健康診査
2歳3か月児歯科健診
3歳児健康診査
BCG集団接種

生年月日で実施日を調整しています。詳細は個人通知で確認し
てください。

とき・受付時間

10日(金) 午後1時〜2時30分
14日(火) 午前9時30分〜10時30分
17日
（金）
31日(金) 午後1時〜2時30分
28日(火)
3日(金)
午後0時30分〜2時
21日(火)

対

象

者

持 ち 物

令和2年3月生
母子健康手帳、
受診票
令和元年11・12月生（一部）
平成30年9月生(一部)
平成30年9・10月生(一部)
母子健康手帳、
平成29年12月・30年1月生
（一部） 受診票、
歯ブラシ
平成29年1・2月生(一部)
平成29年2・3月生(一部)
接種日に1歳未満で未接種の子
（なるべく8カ月までに接種）

7日(火) 午後1時〜2時30分

実施に当たってのお願い
◉新型コロナウイルス感染症予防のため、生年月日で受付時間を
分散し、検温・体調確認をした上で会場にご案内します。受付
開始前は会場内で待機できませんので指定時間にお越しくだ
さい
◉前回受けなかったかたは、
受付時間などの調整を行いますので、
事前に電話でご連絡をお願いします
（ＢＣＧ集団接種を除く）

母子健康手帳、
予診票

幼児健診の対象者に関する
お知らせ
3〜5月実施予定の幼児健診を延
期した影響で4月に全戸配布した「令
和2年度保健サービス予定表」
に掲載
している対象者と異なっていますので
ご注意ください。

育児相談など
事 業 名

誕生報告書
（新生児訪問）
育児相談

対

象

出産したかた

者

利 用 方 法 な ど

出生後、なるべく早く誕生報告書（兼低体重児届出書）を
郵送か直接。新生児訪問希望のかたは新生児訪問希望届
出欄も記入（電話での届け出も可）
申し込み不要。保健師などが相談を受けます

任意接種 ロタウイルスワクチン接種費用の一部助成
助成額：原則1人6,000円（上限）
その他：詳細は子ども医療費受給者証交付時に配布するチラシかホームページをご覧ください。

予防接種のスケジュールをまとめて管理「あさぴー予防接種ナビ」
予防接種スケジュールを自動で作成し管理できるほ
か、接種方法やお子さんの健康診査の日程などの情報
も確認できます。

便利な機能
◉予防接種日をメールでお知らせ
◉予防接種ができる医療機関の検索
◉予防接種や流行している感染症に関する情報の確認
◉乳幼児健康診査・健康相談の日程確認

このページの右上に
ある登録用
二次元コードからも
登録できるよ♪

登録方法
① スマートフォン・携 帯 電 話・パソコンで
http://owariasahi.city-hc.jp/にアクセス
②お子さんの生年月日、ニックネームなどを
入力・登録
※通信費・パケット代は利用者負担
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7月のごみ収集日
祝日も収集します。

シュレッダーされた紙は資源です! 雑がみ（古紙）で排出してください。
燃える
ごみ
（毎週）

収集地区

15日

大塚町、庄南町、西山町、東山町
平子町（長池上・東）

8日

新居町、城山町、東大道町（瀬戸街道以北）、向町

旭ケ丘町

・

旭台、大久手町（城山街道以北）、柏井町、
根の鼻町、東大久手町（4丁目）

22日

上の山町、北本地ケ原町、晴丘町、
東本地ケ原町、南栄町、南新町、南本地ケ原町
稲葉町、北山町（瀬戸街道以南）、下井町、
西大道町、西の野町、東大道町（瀬戸街道以南）、
南原山町（瀬戸街道以南）

1日

井田町、狩宿町、狩宿新町、
三郷町（瀬戸街道以南）、瀬戸川町、東三郷町

14・28日

8日

旭前町（白鳳連合自治会区域）、桜ケ丘町、
平子ケ丘町

15日

渋川町、庄中町、東名西町（2丁目）、東印場町

7・21日

14・28日

10・24日

1・15日

3日

9・23日

6・20日

2日

13・27日

8・22日

15日

6・20日

9・23日

8日

2・16日

9日

1・15日

2・16日

休日急病 診療（内科・小児科）

き：日曜日、
祝・休日、
年末年始の午前9時〜正午、
午後2時〜5時
（受付時間は午前8時45分〜11時30分、午後1時45分〜4時30分）

ところ：瀬戸市西長根町7番地
（瀬戸旭医師会館敷地内）
その他：◉受診の際は保険証（各種医療費受給者証を含む）を持
参してください◉同診療所は救急で症状が比較的軽いか
たの応急的な診療を行う施設です◉診療時間外の急病な
どの場合、
まずはかかりつけの医師にご相談ください。か
かりつけの医師が不在のときは、救急医療情報センター
にお問い合わせください

診療時間外問い合わせ先

救急医療情報センター ☎0561-82-1133

世帯数

35,832世帯
（同28世帯増）

13・27日

28日

16日
23日
1日
22日

12・26日〔午前8時30分〜正午〕

休日急病診療は、全て瀬戸旭休日急病診療所で行います。

6月1日現在の人口と世帯数
83,858人（前月比8人減）
人 口
男41,044人／女42,814人

6・13・20・
27日

21日
10日
17日
7日
14日

7月の市民課日曜 窓口

瀬戸旭休日急病診療所 ☎0561-82-9911
と

スプレー缶・
カセット
ボンベ

3・17日

8・22日

印場元町（1・2丁目・北山）、霞ケ丘町、
白鳳町
印場元町（3〜5丁目）、東名西町（1丁目）

古 紙
古着類

7・21日
3・17日
2・16日
10・24日

・

旭前町（白鳳連合自治会区域を除く）、
城前町、平子町（北・西・中通）

プラスチック製
容器包装
（毎週）

業務内容：証明書（住民票の写し、印鑑
登録証明書、戸籍謄（抄）本など）の交
付、印鑑登録申請、戸籍届の受け付け、
マイナンバーカードの受け取り
（26日
は不可）
※手続きの内容により、後日改めてお
越しいただく場合があります。

コンビニ交付

住民票の写し
（本人および同一世帯のか
たのもの。住民票コード、
マイナンバーの
記載不可）
、
印鑑登録証明書
（事前に印鑑
登録が必要）はマイナンバーカードを
使ってコンビニで取得できます
（午前6時
30分〜午後11時。7月23日〜26日は取
得不可）
。
窓口で取得するよりも50円安く
取得できますので、
ぜひご利用ください。

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
掲載内容が
変更となることがあります。
ご理解・ご協力をお願いします。
なお、
新型コロナウイルス感染症に関する市の対応などの
詳細はホームページをご覧ください。

この広報誌は、
植物油インキを使用しています。

UDフォントを

使用しています。
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大久手町（城山街道以南）、北原山町、
北山町（瀬戸街道以北）、三郷町（瀬戸街道以北）、
東栄町、東大久手町（1〜3丁目）、
南原山町（瀬戸街道以北）

空きかん
空きびん

広 報 お わりあさひ

長坂町、緑町、吉岡町

燃えない
ごみ
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