あ

ナー
お知らせコー

さ

ひ

だ

よ

り

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/

保健福祉センター内ファミリーサポートセンター
☎51-5571
15月18日
（月）
午前10時〜11時 2保健福祉

妊娠中のかたや
子育て家庭をサポート
子育て応援メール
保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101
3◉子育て支援情報
（子育てに関するイベント

預かりなどが必要なときに、地域で助け合う信

やお役立ち情報）
◉健診・予防接種情報◉マタニ

頼をもとにした会員組織（謝礼あり）の説明会

ティ情報
（パパママ教室のお知らせなど）
◉受け

4◉依頼会員／市内在住・在勤・在学で、生後3

取る情報は選択可 4妊娠中のかたや3歳まで

カ月〜小学6年生の子を養育し、子育ての手助

の子どものいる保護者【登録方法】◉携帯電話

けをしてほしいかた◉援助会員／市内在住の

／上記二次元コードを読み取り、空メールを送信

20歳以上で子育ての手助けができるかた【託

◉パソコン／登録用ページ
（ホームページから

児】申込時にお申し出ください。生後3カ月以上

アクセス）
で登録 =インターネット接続やメー

の子、先着25人 95月15日
（金）
までに電話で

ルの送受信などにかかる費用は利用者負担

時）=会員登録は説明会終了後、会場で受け
付けます。

Letʼs 産後ケア

森林公園の催し
森林公園案内所 ☎53-1551
①なるほど森歩き〜若葉の色は？〜
15月16日（土）午前10時〜正午 3新緑の

16月4日
（木）
午前10時〜11時 2保健福祉

②道草ウォーキング

センター 4階 3エクササイズや参加者同士の

15月20日
（水）
午前10時〜正午 3季節の花

交流を通して産後の心と体をケアする 4市内

や虫、鳥などを観察しながら植物園をウォーキン

在住の令和元年12月〜令和2年4月生まれの子

グ 6無料

と母 7バスタオル、飲み物 8体力メンテナン

③野の花めぐり〜イシモチソウ・クロミノニシゴリ〜

ス協会産後指導士 田中祐子さん =申し込み

15月27日
（水）
午前10時〜正午 3野に咲く

不要。動きやすい服装で会場へ直接お越しくだ

花たちをたずねる 6無料

さい。

④森でフィットネス
16月3日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

瀬戸つばき特別支援学校 ☎56-0950

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ
オル、敷物
⑤自然ウォッチング〜初夏の湿地めぐり〜

1毎週水曜日
（祝・休日を除く）午後1時〜5時

16月12日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然

（予約制）2瀬戸つばき特別支援学校
（瀬戸市

観察指導員の解説付きで植物・虫・野鳥などを観

南山口町）3子育てや学校生活で心配なこと

察 6無料

や困っていることの相談 4◉市内在住の障が

共通事項

いのある幼児・児童・生徒の保護者◉保育園、幼

【集合場所】植物園内展示館前 6各費用のほ

稚 園 、小・中 学 校 、高 等 学 校 の 先 生 6無 料

かに植物園入園料
（大人220円、中学生以下無

9電話で

料）
が必要 =雨天決行

1とき 2ところ 3内容 4対象者 5定員 6費用 7持ち物
8講師 9申し込み・申請方法 0応募方法 -公開抽選 =その他

広報 おわりあさひ〈令和2年5月1日号〉 9

お知らせ

中、森歩きを楽しむ 6無料

くらし

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

発達相談「すてっぷ」

募集

（土・日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後4

催 し・講 座

センター シアタールーム 3短時間の子どもの

子 ど も・子 育 て

ファミリーサポートセンター
会員登録説明会

用の決定と区画の位置は、抽選で決定
（①の申

母子・父子家庭のかたの
就業支援講習会

し込みが募集数を超えた場合は❶のかたを優

子 ど も・子 育 て

先。②③は申し込んだ全てのかたで抽選）◉合

市役所こども課家庭係 ☎76-8149

葬式墓地使用者の募集を行う際は、広報誌など

【種目】①パソコン初級②介護職員初任者研修

でお知らせします。

4市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父か寡
婦で全日程参加できるかた
（②は講習のほかに

流域モニタリング一斉調査参加者

40時間程度の自宅学習が可能なかた）6無料

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

（交通費、昼食代、教材費は自己負担）95月8日
催 し・講 座

（金）
〜29日
（金）
に申込書
（こども課で配布）
を直

【調査期間】6月5日
（金）
〜9月30日
（水）3身

接 =受講回数・期間は種目により異なります。

近な水辺（河川、ため池、水路など）の水質、水
量、生態系などの様子を調査・報告 95月15日
（金）
（調査予定日に応じて最長8月28日
（金）
）
ま

旭平和墓園一般墓地の使用者

でに申込書
（環境課で配布。ホームページからも

市役所環境課環境政策係 ☎76-8134

ダウンロード可）
を直接 =小学生以下の希望

【募集区画数】①2㎡／40区画②3㎡／3区画

者は保護者と一緒に参加

募集

③4㎡／3区画【永代使用料】①422,000円
②583,000円③778,000円 4申込日の1年

イエローチョーク作戦協力者

前から引き続き本市の住民基本台帳に登録され

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

ていて、次のいずれかに該当するかた❶親族に

くらし

死亡者があり、その遺骨を祭るための墓地がな

3犬のフンの放置対策として、フンの周りに黄

い❷60歳以上または60歳以上の親族と同居し

色いチョークで丸を付け、発見日時を記すことで

ている 95月1日
（金）
〜29日
（金）
に印鑑を持

飼い主に周知啓発を図る
「イエローチョーク作

参の上、直接 =◉申し込みは1世帯1区画◉使

戦」
を実行 9直接
（団体の場合は窓口で申込書

計画名

各種計画を策定しました

お知らせ

概要

問い合わせ先

尾張旭市第五次総合計画
（施策別計画改定版）

全ての施策を網羅した市の最上位計
画の改定版

市役所企画課企画係
☎76-8104

第2次尾張旭市
男女共同参画プラン
（中間見直し版）

男女共同参画社会の実現を目指す
第2次プランの中間見直し版

市役所市民活動課
男女共同参画係
☎76-8125

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
（中間見直し版）

ごみの減量・資源化や適正処理など
を目的とした計画の中間見直し版

市役所環境課ごみ減量係
☎76-8135

第2期尾張旭市
子ども・子育て支援事業計画

全ての子どもが健やかに成長するこ
とのできる社会を目指した第2期計画

市役所こども未来課
こども政策係
☎76-8148

尾張旭市緑の基本計画
（中間見直し版）

緑のまちづくりを進めていくための
計画の中間見直し版

市役所都市整備課公園緑地係
☎76-8161

閲覧場所
◉市役所市政資料コーナー、
スカイワードあさひ、
東部市民センター、
渋川福祉センター、
新池交流館ふらっと、
図書館、
各公民館など◉ホームページでも閲覧可

10 広報 おわりあさひ〈令和2年5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

を記入）=アンケートに協力したかたに粗品を

支援室 3女性相談員がDV被害、家庭内の不

進呈

和やいざこざ、結婚・離婚、男女問題など、女性
日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時

婦人会活動 参加者
婦人会

15分）

原 ☎53-6344

DV被害で急を要する場合の相談ナビ
（有料）
◉携帯電話や一

3研修会、社会見学、体力づくり、施設訪問、募

部のIP電話からも

金活動、献血時の受け付けなど、地域に密着し

利用可◉詳細は

た活動 4市内在住の女性 6年800円

内閣府男女共同

婦人会主催教室受講者

参画局ホームペー

3音楽、フォークダンス、
リズム体操などの各教

ジをご覧ください

室を月1・2回市内公共施設で開催 5各30人

シルバ ー 人 材 センター

（婦人会への加入が必要）

せん てい

保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101
1毎月第1・3火曜日
（祝日の場合は翌週）
午前
10時〜午後3時 2保健福祉センター 子育て

秋 冬 剪 定 の受け付け
9月〜令和3年3月の剪定予約を先着順で受
け付けます。6月15日
（月）から電話か直接お申
し込みください
（土･日曜日、祝・休日を除く午前
9時〜午後5時）。受付初日は大変混み合いま
す。
ご理解・ご協力をお願いします。
市シルバー人材センター ☎54-5088

あさぴーLINE

登録

L I N E アプ リ内 で「 あ さ
ぴー」で検索、または右記
二次元コードからも登録可

ぜひ、登録してください。

あさぴーLINEスタンプ配信中
日常会話やいろいろな
リアクションのあさぴー
スタンプ40種類を配信し
ています。

費

用 120円
（1セット40種類）

購入方法 スタンプ専用サイト
「LINE STORE」
または、
LINEアプリ内
「スタンプショップ」
で購入

問い合わせ先／市役所情報課広報係 ☎76-8106

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年5月1日号〉 11

お知らせ

あさぴーから市のイベント
や新しいあさぴーグッズの販
売など、旬の情報が届きます。

くらし

メッセージが 届 きます

募集

DV被害ひとりで悩まないで
女性の悩みごと相談

8講師

催 し・講 座

婦人会員・日赤奉仕団員

子 ど も・子 育 て

のさまざまな悩みごとに応じる 9電話で
（土・

へ返送することで令和2年度分の申請可。）
過去

国民年金保険料
学生納付特例制度

の未納分は申請日前月から2年前まで申請可

子 ど も・子 育 て

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3対象校に在籍の学生で保険料の支払いが困
難な場合、本人の所得が基準以下であれば、申

お仕事探し相談
市ふるさとハローワーク ☎52-1626

催 し・講 座

請により保険料の納付が猶予されます。【申請

1 月〜 金 曜 日

に必要なもの】◉年金手帳またはマイナンバー

（祝・休日、年末

が分かるもの◉学生証
（裏面に有効期限の記載

年 始を除く）午

があれば裏面も含む）
のコピーまたは在学証明

前9時〜午後4

書◉印鑑と来庁者の身分証明書
（同一世帯の親

時 3 0 分 2市

族が代わりに申請する場合。同一世帯でない場

役所東側 別棟 3職業相談・紹介、求人探索機

合は委任状も必要）
◉離職票または雇用保険受

による求人情報の提供など

給資格者証
（前年に所得がある場合）【申請で
きる期間】4月〜翌年3月
（引き続き希望するか
たも再度申請が必要。はがき形式の申請書が届
募集

いたかたは、必要事項を記入して日本年金機構

火災発生場所などの
問い合わせ

☎54-7745

就職や退職、転入などに伴う

国民健康保険（国保）の届け出はお済みですか

お知らせ

国保に入る 国保をやめる

くらし

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、届け出が14日を超えた場合でも
やむを得ない理由として通常どおり手続きすることができます。
届け出が必要な場合

必要なもの

その他

転入した
職場の健康保険をやめた
職場の健康保険の被扶養者でなくなった
子どもが生まれた
生活保護を受けなくなった
転出する
職場の健康保険に加入した
職場の健康保険の被扶養者になった
生活保護を受けた
死亡した
市内で住所が変わった
世帯が分かれた、
または一緒になった
修学のため、
子どもが他の市町村に下宿する

届け出期限

転出証明書
左記の事項を証明
する書類

異動のあった日から
1 4日以内(当分の
マイナンバー 間、郵送による届け
母子健康手帳
出可）。
カード
保護廃止決定通知書
届け出が遅れると、
または
保険証
通知カード 国保税をさかのぼっ
て納付、国保で診療
を受 けた 医 療 費 を
国保と職場の保険証
返還しなければなら
ない場合あり
保護開始決定通知書
保険証
保険証
保険証、在学証明書

マイナンバー
カード
または
必要になったとき
通知カード

保険証を紛失した

本人であることが
確認できるもの

国保上の世帯主を変更する
交通事故でけがをした

保険証、世帯主の同意書
交通事故証明書など

速やかに

※各届け出に印鑑が必要な場合あり
届け出・問い合わせ先／市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

12 広報 おわりあさひ〈令和2年5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

く、快適な生活環境を壊してしまいます。一人一

年金受給者の皆さんへ
住所変更届を忘れずに

人が気を付け、美しい環境を守りましょう。

5月12日は民生委員・児童委員の日
市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141
3民生委員・児童委員の仕事を皆さんに理解し

た）
、支払い通知書などが日本年金機構から送

てもらい、より深い信頼関係を築くために設けら

付されます。住所変更の届け出を忘れると通知

れた日です。皆さんの悩みごとや生活で困った

が届かず、年金の支払いが一時的に止まること

ことなどの気軽な相談相手として、
また市との架

があります。現在、新型コロナウイルス感染症

け橋として活動しています。お住まいの地域を担

の拡大防止の観点から提出がなくても当面は

当している委員が分からない場合は、お問い合

支払いを止めない取扱いになりました。
（日本

わせください。

年金機構に住民票コードが登録されているか
た、マイナンバーを記入した現況届を提出した
かたは原則届け出不要）

市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135
3不法投棄は、周辺住民に迷惑となるだけでな

市税などの納付は
口座振替が便利♪
取り扱い金融機関など

三菱ＵＦＪ銀行、
瀬戸信用金庫、
あいち尾東農業
協同組合、東春信用金庫、
中京銀行、愛知銀行、
中日信用金庫、
東濃信用金庫、
名古屋銀行、
十六
銀行、
東海労働金庫、
ゆうちょ銀行
（郵便局）
市役所各担当課、
各金融機関

①旭ヶ丘住宅（旭ケ丘町山の手）
②柏井住宅（根の鼻町2丁目）

家賃

①26,300〜51,600円
②27,000〜53,000円

間取り
募集戸数

①2階3ＤＫ
②3階3ＤＫ
各1戸

次の要件を全て満たすかた
◉市内在住・在勤◉同居、
または同居しようとする親族
（婚約者などを含む）
がいる
（単身入
◉収入
（各世帯員の所得金額を合算し、
控除額を差し引いて月割した額）
が基準額
申し込み資格 居不可）
（高齢者・障がい者などの世帯は214,000円、それ以外の世帯は158,000円）以内
◉現在住宅に困っていることが明らかな状態にある◉市税に滞納がない◉暴力団員でない

申し込み方法

その他

5月7日
（木）〜22日
（金）
に申込書（都市計画課で5月7日から配布。
ホームページからも
ダウンロード可）
と必要書類を郵送（消印有効）
か直接。
申込者多数の場合は抽選
必要書類など、詳細はお問い合わせください
申し込み・問い合わせ先／市役所都市計画課建築住宅係 ☎76-8158

8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年5月1日号〉 13

お知らせ

物件

くらし

市営住宅入居者募集

募集

不法投棄は犯罪です
5月は春の不法投棄防止強調月間

催 し・講 座

3年 金 受 給 者に受 給 権 者 現 況 届（一 部のか

子 ど も・子 育 て

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

管理】◉受水などは地元の各管理班長に申し出

製造事業所の皆さんへ
工業統計調査にご協力を

てください◉用水路の適切な管理にご協力くだ

子 ど も・子 育 て

さい【配水方法】◉地域の農業の実態などを考

市役所総務課総務係 ☎76-8111

慮して実施◉通水中に大雨が予想される場合

36月1日を基準日として実施します。県知事の

は、春日井事務所と管理区長が協議し、分水口

任命を受けた調査員が5月中旬から調査に伺い

を閉じることがあります◉賦課金が未納の場合

ます。調査結果は国や地方公共団体の行政施策

や管理区で水路施設などを適切に管理していな

の重要な基礎資料に利用されますので、ご理解・

い場合は、原則配水を行いません

ご協力をお願いします。なお、統計法に基づき調
催 し・講 座

査内容の秘密は厳守されますので、正確な記入

特定建設作業を実施する際の
届け出はお早めに

をお願いします。

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

農業用水が通水します

3建設工事として行われる作業のうち、バック

市役所産業課農政係 ☎76-8133

ホウなどの重機を用いて著しい騒音・振動を発

募集

3愛知用水土地改良区から農業用水が通水

生させる作業を行う場合は、作業開始日の8日

されます。次の点に注意してください。【用水

前までに、騒音規制法、振動規制法、県民の生活

大切
一人一人の意識が

ごみを減らそう

市では、
令和5年度の1人1日当たりの家庭から出るごみの量を428ｇ
にするため、
ごみの減量と資源化に取り組んでいます。

くらし

ごみを減らさないといけないの？

お知らせ

ごみを処分するには、多くの費用が
かかるほか、
焼却施設や埋め立てをす
る場所が必要になります。現在焼却や
埋め立てを行っている施設は、
いつま
でも使用できません。今の施設を少し
でも長く使えるよう、一人一人がごみ
を減らすことが大切です。

燃えるごみ組成調査結果（令和元年度）
不燃・有害・事業系

食品ロス10.4%

3.4%

資源
（古紙類）

可燃
（その他）
32.9%

10.7%

資源
（その他）

可燃
（生ごみ）
31.9%

10.8%

雑がみの分別
燃えるごみに混入している資源ご
みの約半分は古紙類、特に封筒やメ
モ用紙などの｢雑がみ」が多くを占め
ています。
「 雑がみ」は、資源ごみ「古
紙類」
で排出してください。

「3キリ運動」
を実践しよう
◉生ごみの水キリ
生ごみに含まれる水分を絞ったり、
乾かしたりして減らす。
◉食材の使いキリ
使いきれる量を購入する。
◉食事の食べキリ
食べきれる量の食事をつくる。

※表示単位未満を四捨五入しています。

「充電式電池」
の分別にご協力ください
ごみ処理施設などでは、不燃ごみ・粗大ごみに含まれる充電式
電池による火災が近年多発しており、収集車や処理施設に大きな
損害が生じる場合もあります。充電式電池（下記マーク参照）
の回
収場所を利用し、
分別にご協力をお願いします。
回収場所
◉市役所
◉環境事業センター
◉スカイワードあさひ
◉渋川福祉センター
◉東部市民センター
◉新池交流館ふらっと

リサイクルマーク

問い合わせ先／市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135
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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
環境の保全等に関する条例に基づく届け出をし
てください。また、事前に周辺住民へ作業内容の
保全するよう努めてください。=建物の解体工

より

判断能力に不安のあるかたに
日常生活自立支援事業
市社会福祉協議会 ☎54-4540

事などで、既設の浄化槽やし尿くみ取り便槽を

3◉福祉サービスの利用援助（利用料の支払

廃止する場合は、撤去などの前に市許可業者に

い、手続きの援助）
◉日常的な金銭管理
（生活費

より最終清掃
（槽内の全量くみ取り・洗浄など）
を

の出し入れ、公共料金の支払い）
◉通帳や印鑑

適切に実施してください。

などの預かり 4原則福祉サービスを利用して

子 ど も・子 育 て

十分な説明を行うとともに、周辺の生活環境を

だ

いるかたで認知症、知的・精神障がいなどによ

市役所下水道課排水設備係 ☎76-8167

理などに不安のあるかた 61回1,200円
（通帳
や印鑑などの預かりは年間3,000円）

3下水道は衛生的で住みよい生活環境の実現
をはじめ、川や海の水質保全など、大きな役割を
担っています。下水道が整備された地域にお住
まいで、まだ接続していないかたは、早めに接続

福祉のまちづくり推進助成
市社会福祉協議会 ☎54-4540
【対象活動】非営利で法人格を持たない団体が7
月1日
（水）
〜令和3年3月31日
（水）
に市内で行

排水設備工事は指定工事店で

う地域福祉活動【助成金額】上限8万円 05月

3くみ取り便所や浄化槽を廃止して公共下水道

22日
（金）
までに申請書
（市社会福祉協議会で配

に接続する排水設備工事は市指定工事店へお

布。同協議会ホームページからもダウンロード

申し込みください。

可）
を直接（土・日曜日、祝・休日を除く午前8時

融資あっせん制度

30分〜午後5時）【審査方法】書類審査と公開

3排水設備工事を実施する場合、一定の条件

プレゼンテーション

のもとで工事に必要な費用の一部を無利子で借

公開プレゼンテーション

りることができます。

16月13日
（土）
午前10時から 2保健福祉セ

雨水貯留施設転用補助制度

ンター シアタールーム

くらし

細はホームページをご覧ください。

募集

してください。なお、指定工事店、各種制度の詳

催 し・講 座

り、契約などの判断やお金の出し入れ、書類の管

下水道接続のお願い

3下水道接続時にいらなくなった浄化槽を改造
条件のもとで改造工事費の一部を補助します
（改造工事に要した経費の2分の1以内、上限10
万円）
。庭木の水やりなどに利用すれば、上下水

突然の心停止に備え
AEDを貸し出します
消防本部消防総務課庶務係 ☎51-0860

道料金を節約できます
（融資あっせん制度との
併用不可）
。

自動車税（種別割・県税）の
納付をお忘れなく
（月）
納期限 6月1日

4月1日現在の自動車所有者に5月上旬、県か
ら納税通知書が送付されます。転居などで届か
ないかたはお問い合わせください。
東尾張県税事務所 ☎0568-81-3139

8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

4市内でイベントなどを開催するかた【貸出台
数】
１台 6無料 9電話か直接 =AEDを受け
取る際に身分証明書の提示が必要です。
=その他
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お知らせ

して雨水貯留施設として転用する場合、一定の

合併処理浄化槽設置費用の
一部を補助します
子 ど も・子 育 て

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136
4公共下水道の事業計画の認可を受けていな
段差解消プレート

い地域で、既設の専用住宅のくみ取り便所や単
独処理浄化槽を廃止し、新たに合併処理浄化槽

バイや自転車の通行の妨げになり危険なほか、

を設置するかた
（住宅の新築、全体の改築、処理

雨水などの排水を阻害する原因にもなります。

人槽の変更が必要な増築を行う場合を除く）

通行の阻害になるものは除去し、歩道を介して

催 し・講 座

【補助金額】◉5人槽／332,000円◉6〜7人槽
／414,000円◉8〜10人槽／548,000円

自動車の乗り入れをする場合は、基準に適合し
た乗り入れ口を設置してください。

5先 着 5 人 程 度（予 算 がなくなり次 第 終 了）
=◉工事着工後の申請不可◉工事着工前と完
了確認の現場立ち会いが必要

高齢者実態把握調査にご協力を
市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143

カラスの巣による停電に注意
募集

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

3高齢者の日常生活の状況を把握するために
訪問または電話で行っています。実施するのは
市が委託した地区の地域相談窓口の職員です。
介護・保健・福祉に関する困りごとなど、お気軽
にご相談ください。なお、訪問する場合は事前に
手紙などでお知らせします。

くらし

水道メーターの取り替え作業に
ご協力ください
市役所上水道課経営係 ☎76-8168
※イメージ

3有効期間満了となる水道メーターは取り替え

お知らせ

3毎年春から初夏にかけて、カラスが枝・ハン

が必要です。該当する家庭などに、市が委託す

ガーなどで作る巣によって停電することがあり

る業者
（腕章着用）
が取り替えに伺います。費用

ます。電力会社ではカラスの営巣の早期発見と

はかかりません。作業の予定日
（5月下旬〜11月

停電防止措置に努めています。電柱の上部にカ

中旬）
や業者名は事前にはがきでお知らせし、支

ラスの営巣を発見したら、中部電力パワーグリッ

障のないよう敷地内で断水の上作業しますが、

ド㈱旭名東営業所
（☎0120-929-265）
へ電柱

次の点にご協力ください。◉メーターボックスの

番号などの情報提供をお願いします。

上には、物や車を置かない◉飼い犬はメーター
ボックスから離してつないでおく

道路通行の安全と排水の確保に
ご協力を
市役所土木管理課管理係 ☎76-8164
3歩道と車道との段差を解消する目的で道路
脇に段差解消プレートを設置したり、民地内から
砂利などが道路に流出したりしているとオート
16 広報 おわりあさひ〈令和2年5月1日号〉

メンテナンス作業のため

住民票の写し、印鑑登録証明書
コンビニ交付サービスの停止

5月2日（土）〜6日（休）

市役所市民課市民係 ☎76-8130

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

ろからつぼみが出始め、5月に淡紫・赤色の花
（セ

給食センターの見学

ティゲルム種）
や白・赤・紫色などの花
（ソムニフェ
ルム種）
が咲きます。また、葉のつけ根が、茎を抱

3展示ホールや見学者通路から調理施設、調理

き込んでいるのが特徴です。道路や空き地など

風景を見学できます。ただし、学校の長期休業期

でこれらのケシを見つけた場合、抜き取らずに

間
（春季・夏季・冬季休業期間）
は調理を行ってい

瀬戸保健所にご連絡ください。

ません。9◉10人以上／申込書
（ホームペー

開花、結実する頃の状態

ジからダウンロード可）
を直接◉10人未満／電

子 ど も・子 育 て

学校給食センター ☎53-2971

ケシボウズ

時〜午後5時）

上部の葉は、のこぎり状で
わずかな切れ込みがある
葉のつけ根は、
茎をやや抱き込んでいる

ケシを見つけたら連絡を
瀬戸保健所環境・食品安全課 ☎82-2197
3ケシの仲間には、麻薬の原料となるため法律

催 し・講 座

花は淡紫色
または赤色

話で
（土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く午前9

下部の葉は、切れ込みが
大きい

で栽培が禁止されているものがあります。4月ご

募集

今回のテーマ

くらしの

多彩な決済（支払い）方法

ポイント キャッシュレス決済は決
済方法を理解して利用し
ましょう。理解できない場合は利用し
ないという選択肢もあります。
お知らせ

8講師

イヤヤ

費者ホットライン188に相談してください。

市の消費生活相談
と き 月・水・金曜日 午前9時〜正午
火・木曜日 午後1時〜4時
ところ 市役所消費生活センター

新型コロナウイルスの拡散防止のため、電話による相談が困難なかた以外の来所・面接に
よる相談を当面の間お控えいただき、電話相談（☎53-2111）
をご利用ください。

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

の国際ブランド流通網を利用する方法です。
自分が利用しようとする決済は既にチャージ
した金 額からか、銀 行口座の預 貯 金からか、
カードでの後払いによるのか理解しておきま
しょう。
できれば①〜⑥のどれに当たるのか、
ど
の組み合わせかを理解しておくと安心して利用
できます。
また、
そうすることで、決済のトラブル
を防げる可能性も高まるほか、
トラブル時も解
決しやすくなります。
どうしていいか分からないときには、一人で
悩まず、早めに市の消費生活相談室や県の消
費生活総合センター（☎052-962-0999）、消

くらし

決済には①前払い②即時払い③後払いがあ
ります。①は交通系・流通系の電子マネーやギフ
トカード、②はデビットカードや代金引換、③は
クレジットカードやコンビニ後払いが代表的な
ものです。
スマホやインターネットの普及、消費税増税
に伴うキャッシュレス決済のポイント還元事業
の開始などで、①②③と④コード決済⑤キャリ
ア決済⑥国際ブランド決済を組み合わせた多彩
な決済方法が増えました。④は決済アプリを入
れたスマホで表示した二次元コードを店舗など
で読み取る方法、⑤は携帯電話通信業者が他社
購入代金も一緒に請求する方法、
⑥はVISAなど

