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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/

えていただくための制度【利用期間】原則7日

市役所教育行政課学校指導係 ☎76-8174

以内【注意事項】◉事前に申し込みが必要
（緊

17月21日
（火）
、22日
（水）
午前10時〜午後4

急の場合を除く）
◉施設の入所状況により、利用

時30分 2ささえ愛センター
（春日井市春見町）

できない場合あり◉利用料は所得に応じて負担

子 ど も・子 育 て

で短期間預かり、その間に養育できる環境を整

早期教育相談

3子育てで気になることや障がいの可能性、就
保護者 6無料 96月10日
（水）
までに申込書

ノルディックウォーキング教室
総合体育館 ☎54-2733

を直接
（要事前相談）

16月25日
（木）
午前10時〜正午 2総合体育
館 3ポールの使い方や歩き方を学び、維摩池

子どもを虐待から守りましょう

方面へ約4kmのウォーキング 4成人のかた

保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101

文 化・ス ポ ー ツ

学の悩みに相談員が応じる 46歳までの子と

5先着20人 6250円
（保険・ポールレンタル
料含む。当日持参）8日本ノルディックウォーキ

損ない、心身に大変深刻な影響を及ぼします。子

ング協会公認指導員 榊原秀夫さん 96月1日

どもの人権を守り、虐待を防止するためには、大

（月）
から電話か直接
（午前9時〜午後8時30分。

人の立場ばかりでなく、子どもの立場を尊重し

初日は10時から）

催 し・講 座

3児童虐待は、子どもの健やかな発育・発達を

なければなりません。あなたの周りに虐待を受
けていると思われる子どもがいたら、すぐに連

防犯灯の設置と

絡してください。連絡は子どもを守るためのもの

子育て支援短期利用事業
保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101
3保護者の病気などにより、家庭での養育が一

市内に設置されている防犯灯は、町内会
などが管理をしています。防犯灯の設置・
不点灯については町内の班長を通じて町
内会などへ連絡してください。
市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128
くらし

時的に困難になった18歳未満の子を施設など

募集

不点灯時の対応

です。連絡者の秘密は守られます。

グリーンシティケーブルテレビ

「あさチャン」

行政情報番組

放送チャンネル 地上Ｄ12ch
放 送 時 間 10分（1日6回放送）
問い合わせ先／市役所情報課広報係 ☎76-8106

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6月1日号〉 7

お知らせ

市職員や関係者の皆さんが登場し、
イベント・事業の
紹介や公共施設の案内など、毎月1日、15日に内容を更
新し、市の旬の話題をお届け。
ホームページでもご覧に
なれます。

吉賀池湿地 初夏の一般公開
子 ど も・子 育 て

市役所産業課農政係 ☎76-8133

募集しています。日頃は災害に備えて訓練に励
み、災害が発生したときには消火活動などを行
います。9電話で

フードドライブ事業寄付食品
市社会福祉協議会 ☎54-4540
3家庭や企業で品質に問題がないにも関わら

文 化・ス ポ ー ツ

ず破棄されてしまう食品を持ち寄り、それを必要
コバノトンボソウ

とするかたにフードバンクを通じて寄付します。

催 し・講 座

16月6日
（土）
、7日
（日）
午前9時〜正午
（雨天中

食事に不自由しているかたを支援するとともに

止）2吉賀池湿地
（旭ヶ丘運動広場内に臨時駐

食品ロスの削減にも貢献します。

車場あり）
3コバノトンボソウなど、初夏の湿地

食品の受け付け

植物の公開 6無料 =◉申し込み不要。動き

1①6月22日
（月）
〜26日
（金）
午前8時30分〜午

やすい服装・靴で会場へ直接お越しください

後5時②6月22日
（月）
〜27日
（土）
午前9時〜午後

◉公開日の会場案内・受け付けなどのボラン

4時 2①保健福祉センター内社会福祉協議会

ティアを随時募集しています。興味のあるかたは

②環境事業センター【受け付け可能な食品】
お

お問い合わせください

米、缶詰、
レトルト食品、乾物、お菓子、調味料、乳
児用食品、飲料など
（賞味期限が令和2年7月30日
以降のものに限る）【受け付けできない食品】開

初歩の日常英会話

封されている食品
（お米を除く）
、生鮮食品、冷凍・

尾張旭国際交流会 櫻井 ☎53-2283
*oifa488@gmail.com

冷蔵品、
アルコール
（みりん、料理酒を除く）
、瓶詰

募集

17月5日〜26日
（日曜日・
4回）
午前9時30分〜11時

自衛官候補生

30分 2中央公民館 209

自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181

会議室 3話題・テーマを

くらし

決め、テキストを使わずに実践的な英会話を楽し

【受験資格】
18歳以上33歳未満のかた【受付期

む 5先着20人（市内在住・在勤のかたを優

間】通年 =応募方法など、詳細は上記二次元

先）61,000円
（初回持参）8マイケル・リニョ

コードからご覧いただくかお問い合わせください。

ンさん 96月1日
（月）
〜20日
（土）
に電話
（留守
の場合は伝言メッセージ）
かメールで

女性や学生も活躍中！市消防団員
お知らせ

消防本部消防総務課人事教養係 ☎51-0861

空き家に関するお悩み相談は
「空き家総合相談窓口」を
ご利用ください
市役所環境課環境政策係 ☎76-8134
3市では、市内の空き家などの発生防止、管理
の適正化、流通・活用などを進めるため、
（公社）
愛知県宅地建物取引業協会と連携協定を締結
し、空き家に関する相談窓口
「空き家総合相談窓
口」
や空き家の売却・貸し出しを支援する
「空き家
バンク」
を開設しています。空き家の維持・売却・

3地域の安全を守るために必要な消防団員を
8
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貸し出しなどでお悩みのかたは、お気軽にご相

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物
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①で交付される
「申請による運転免許の取消通

談ください。専門家が相談に応じます。

（土・日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後5時）

知書」
を持参し、市民活動課で申請 =県警察で
は
「高齢者交通安全サポート制度」
があり、運転
経歴証明書を提示すると、割引などの特典を受
けることができます。詳細は県警察ホームペー
ジをご覧ください。

高齢者運転免許証の
自主返納を支援します
市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

グッズ、尾張あさひ苑優待券
（1,000円分）
、市営
バス回数券（1冊11枚つづり）のいずれかを進

市役所上水道課経営係 ☎76-8168
3この機会に水の大切

かた【手続きの流れ】①有効期限内の運転免許

さについて考えてみませ

証を最寄りの警察署
（土・日曜日、祝・休日を除く

んか。限りある資源｢水｣

午前9時〜11時、午後1時〜3時）
か尾張旭幹部

を上手に使い、貴重な水

交番
（祝・休日を除く毎週水曜日午前10時〜正

を未来に残せるよう無駄

午）
で返納②手続き後60日以内に身分証明書と

遣いをなくしましょう。

介護保険サービスを利用するには

※イメージ

身体上の理由などで日常生活に介護
などが必要となり、介護保険サービスを
利用するには要介護認定が必要です。

居宅サービスを希望する場合
◉要支援1・2
保健福祉センター内地域包括支援セ
ンター（☎55-0654）
へ連絡
◉要介護1〜5
居宅介護支援事業者に依頼し、介護
支 援 専 門 員（ケアマネジャー ）に介 護
サービス計画の作成を依頼。依頼事業者
が決まったら
「居宅サービス計画作成依
頼届出書」
を長寿課に提出
施設サービスを希望する場合
施設へ直接
（特別養護老人ホームは原
則要介護3以上のかたが対象）

認定調査の結果、主治医の意見書をもとに、
コン
ピューター判定で要介護状態区分を導き出す

一次判定結果、認定調査の聞き取り内容、主治医
の意見書を踏まえ、医療・保健・福祉の専門家によ
る介護認定審査会で審査・判定

申請・問い合わせ先／市役所長寿課介護保険係 ☎76-8144

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

申請書に記載され
た主治医に、市が意
見書の作成を依頼

くらし

要支援1・2
介護予防サービス、総合事業を利用可
要介護1〜5
介護サービスを利用可
非該当(自立)
「基本チェックリスト」で生活機能の
状態を調べ、生活機能の低下がみられ
る場合は総合事業を利用可

募集

申請場所
長寿課介護保険係
申請に必要なもの
◉要介護・要支援認定申請書（長寿課で配布。
ホー
ムページからもダウンロード可）
◉マイナンバーが分かるもの
◉介護保険証（65歳以上のかた）
◉健康保険証（40〜64歳のかた）

市の調査員などが心身
の状況について、国で定
められた74項目を調査

催 し・講 座

呈 470歳以上で運転免許証を自主返納した

文 化・ス ポ ー ツ

3運転免許証を自主返納したかたに交通防犯

6月1日〜7日 水道週間
「飲み水を 未来につなごう
ぼくたちで」

子 ど も・子 育 て

空き家総合相談窓口 ☎052-522-2567

接続したスマートフォンなどから管轄する消防本

6月7日〜13日は危険物安全週間
「訓練で 確かな信頼 積み重ね」

部に通報できるシステムの運用を開始します。

子 ど も・子 育 て

4尾張旭・瀬戸市在住・通勤・通学のかた
（事前

消防本部予防課危険物係 ☎51-0379

登録が必要）=詳細はホームページをご覧い

3ガソリンは火災発生の原因となる危険性が

ただくかお問い合わせください。

高いため、買いだめ・ポリ容器での保管はやめて
ください。また、灯油用のポリ容器にガソリンを
入れることは、消防法で禁止されています。家庭

路上広告パトロール

文 化・ス ポ ー ツ

にもガソリン、灯油、天ぷら油、各種スプレー缶

市役所都市計画課都市政策係 ☎76-8156
市役所土木管理課管理係 ☎76-8164

など、多くの危険物があります。この機会に、家

16月4日
（木）
午前9時30分〜正午
（雨天時は

庭での危険物の正しい取り扱いと保管を心掛け

翌日）3立看板や広告旗
（のぼり旗）
などの屋

ましょう。【主な行事予定】危険物施設へのポス

外広告物を道路や歩道に置いたり、街路樹や

ター配布など

ガードレールに取り付けたりすることは原則禁止
されています。ルール違反の広告物は、
まちの景

日本赤十字社活動資金にご協力を
催 し・講 座

市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141

観を損なうだけでなく、歩行者や自転車の通行
に危険を及ぼすこともあります。市では、違反広
告物を撤去、指導するため、主な道路のパトロー

3日本赤十字社は、人道、博愛理念に基づき、

ルを行います。

災害や紛争などのため、飢餓・疾病などで苦しむ
人々を国際的に救護するとともに、国内でも災
害救護、奉仕団活動、家庭看護法・救急法の普
及、医療・献血事業など、地域に根差した活動を

ヒアリングループ機器を
貸し出します

募集

行っています。こうした活動は、皆さんからお寄

市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142
FAX.52-3749 *fukusi@city.owariasahi.lg.jp

せいただく活動資金によって支えられています。

3ヒアリングループは、音声などを補聴器に直

赤十字活動にご理解・ご協力をお願いします。

接送り込むための機器で、磁気コイル付きの補
聴器・受信機・人工内耳で音声信号として聞くこ

7月から「NET119緊急通報
システム」の運用を開始します

とができます。4◉市内に居住する聴覚障が

くらし

瀬戸・尾張旭消防指令センター
☎85-1119、FAX.85-0441
*syobotsushin@city.owariasahi.lg.jp

い者および難聴者◉市内に所在する聴覚障が
い者団体および難聴者団体◉市内に所在する
聴覚障がい者および難聴者に対する支援団体
◉市内に所在する公共または公益活動を行う団

3音声による通報が困難なかたからの火災や

体◉市内で開催する催事の主催者◉その他必

救急などの緊急通報用として、インターネットに

要と認められるかた 6無料 9事前に相談の

お知らせ

最期まで自分らしく生きるための準備
エンディングノートをご活用ください
人生を振り返り、自分の思いを書き記すことで、万が一の
ことが起こったときに周りの大切な人たちにその思いを
伝えることができます。
配布場所

◉長寿課 ◉多世代交流館いきいき

問い合わせ先／市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143

10 広報 おわりあさひ〈令和2年6月1日号〉

内容を少しだけ紹介！
第1章 わたしのこと
第2章 もしものこと
第3章 エンディング
第4章 大切な人たち
第5章 財産について
第6章 各種相談・手続きのご案内 など

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
上、貸し出し希望日の14日前までに申込書を
ファクス、
メールか直接

だ

より

全ての座席でシートベルト・
チャイルドシートの着用を
3県内で発生した交通事故
で亡くなったかたの約3割が

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

シートベルトを着用していれ
ば助かっていたといわれています。自分や家族、

及ぼす恐れのあるス

友人を交通事故から守るため、運転席、助手席

ズメバチの巣を駆 除

だけでなく、後部座席もシートベルト・チャイルド

業者により駆除した、

シートを着用し、安全運転を心掛けましょう。

敷地や建物の所有者、

せんてい

使 用 者 、管 理 者 【 補
助金額】対象経費の2

秋冬剪定の受け付け

※イメージ

分の1の額（100円未満切り捨て。駆除した巣

文 化・ス ポ ー ツ

4市内で人に危害を

子 ど も・子 育 て

市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

スズメバチの巣
駆除費用を補助します

市シルバー人材センター ☎54-5088
39月〜令和3年3月の剪定予約を先着順で受

9領収書
（スズメバチの巣の駆除と記載された

け付けます。96月15日
（月）
から電話か直接

も の ）の 発 行 日 から 9 0 日 以 内 に ① 申 請 書

（土･日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時）

②請求書③領収書を直接（①②は環境課で配

=新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

布。ホームページからもダウンロード可）

できるだけ電話でお申し込みください。

催 し・講 座

の数にかかわらず、1件につき上限5,000円）

きょうじん

尾張旭市国土強靭化地域計画（素案）に対する
意見を募集します

募集

本 市の強靱化に関する指針

大規模自然災害が起きても機能不全に陥らず、
いつまでも元気であり続ける
「強靱な地域」
をつくる
ため、策定を進めています。
要

地域の強靭化に関する、本市が有するさまざまな分野の計画などの指針となる
もので、計画期間を令和2年8月〜令和6年3月のおおむね4年間とする計画

公

表

期

間

6月1日
（月）〜 30日
（火）

公

表

場

所

◉市役所企画課・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、各公民館◉ホームページでも閲覧可

そ

の

他

◉提出された意見は内容を検討し、計画策定の参考とします
◉意見に対して個別に回答はしませんが、意見の概要とそれに対する市の考え
方はホームページなどで公表します

提出・問い合わせ先／ 市役所企画課企画係
（〒488-8666 住所不要）
☎76-8104 *kikaku@city.owariasahi.lg.jp

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

公表期間中に①住所②氏名・ふりがな③意見を記入して郵送、メールか直接
意見の提出方法 （様式不問。電話不可）

くらし

概

