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

12 広報 おわりあさひ〈令和2年7月1日号〉

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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