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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/

子 ど も・子 育 て
文 化・ス ポ ー ツ

幼児2人同乗用自転車購入費を
補助します

伝統文化親子教室
旭親子いけばな体験教室

保健福祉センター内子育て支援室 ☎53‐6101

太田 ☎・FAX.052-772-0803
*cosmos.hirokota@gmail.com

4申請時に市内在住で、満1歳以上6歳未満の

17月18日〜令和3年1月16日
（土曜日・8回）
午

幼児を2人以上養育しているかた【対象自転

前10時〜11時30分 2渋川公民館 3花と語

車】次の全てに該当する自転車◉ＢＡＡマークと

らいながら楽しく生け花を学ぶ 4年長児〜中

幼児2人同乗基準適合マーク付きで、前後に2席

学生と保護者
（お子さんのみの参加可）5先着

の安全基準に適合した幼児用座席が装備され

20人 61回1,000円
（花材費）8華道家元池

ている新品◉市内の販売店
（自転車安全整備店

坊 太田ひろ子さん 96月26日
（金）
までに電

に限る）
で購入し、防犯登録およびＴＳマーク付

話、ファクスかメールで①住所②氏名・ふりがな

帯保険に加入している【補助金額】購入費
（幼

③電話番号を連絡
（お子さんのみの場合は保護

児用座席費用を含む）の2分の1に相当する額

者の同意が必要）=開催日時を変更する場合

催 し・講 座

（上限30,000円）9◉購入前に補助希望を電

あり

話で連絡
（補助金交付額が予算額に到達次第、
受け付けを終了するため）
◉購入した日から30

Sunﬂower seeds
〜オンラインコンサート〜
−弦楽器編−

日以内に①申請書
（子育て支援室で配布。ホー
ムページからもダウンロード可）
②印鑑③申請書
に記載された必要書類の写しを直接（土・日曜

文化会館 ☎54-8500

日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時15
募集

分）=◉販売店など、詳細はホームページをご

16月21日
（日）
午後2時〜3

覧ください◉申請者には自転車用あさぴー反射

時30分 3「文化会館で文

シールをプレゼント

化振興の花を咲かせよう」
と

くらし

医療費自己負担割合の判定に係る申請
（基準収入額適用申請）
医療費の自己負担割合は、前年の世帯収入や所得状況から判定します。
自己負担の割合が3割負
担と判定されたかたでも、下表に当てはまる場合は、
申請により1割負担に軽減されます。
該当すると思われるかたには、個別に案内を送付します。
また、案内が届かないかたで、下表に該
当する場合はお問い合わせください。

お知らせ

同一世帯の75歳以上のかた※1
人数
1人
2人以上

前年収入合計

医療費の自己負担割合
（申請後）

383万円未満

1割

383万円以上

3割※2

520万円未満

1割

※1 65歳以上の障害認定による後
期高齢者医療被保険者を含む
※2 同一世帯の70歳以上のかたと
併せて前年収入の合計額が520
万円未満であれば1割

申請・問い合わせ先／市役所保険医療課高齢者医療係 ☎76-8153

6

広報 おわりあさひ〈令和2年6月15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

17月1日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

の第二弾として、1・2月の弦楽器事業で演奏し

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ

た優秀者によるオンラインコンサート =当日

オル、敷物

は文化会館フェイスブックでライブ配信
（
「フェイ

⑤自然ウォッチング〜夏の野草たち〜

スブック 尾 張 旭 市 文 化 会 館 」で検 索）。後日

17月10日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然

YouTubeでも配信

観察指導員の解説付きで植物・虫・野鳥などを観

子 ど も・子 育 て

いう思いのもと、地域に根付いた文化振興事業

察 6無料
共通事項

森林公園の催し

文 化・ス ポ ー ツ

【集合場所】植物園内展示館前 6各費用のほ

森林公園案内所 ☎53-1551

かに植物園入園料
（大人220円、中学生以下無

①道草ウォーキング

料）が必要 =◉申し込み不要。集合場所へ直

16月17日
（水）
午前10時〜正午 3季節の花

接お越しください◉雨天決行◉マスク着用

や虫、鳥などを観察しながら植物園をウォーキン
グ 6無料
②なるほど森歩き〜虫を食べる植物〜

催 し・講 座

16月20日
（土）
午前10時〜正午 3かわいい
けど少し怖い食中植物を観察 6無料
③野の花めぐり〜カキラン・コバノトンボソウ〜
16月24日
（水）
午前10時〜正午 3野に咲く
花たちを訪ねる 6無料
④森でフィットネス

募集

市国民健康保険
自己負担額の減免制度

内容

期間

震災、風水害、火災、その他これらに類する災
害により、資産に重大な損害を受けたとき

免除

◉全壊・全焼・全流失／6カ月以内
◉半壊・半焼／3カ月以内

干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不
作、事業または業務の休廃止、失業などにより
収入が著しく減少したとき

免除・減額・
徴収猶予

お知らせ

要件

くらし

災害や事業の休廃業、失業などで生活が著しく困難になったとき、申請により病院での自己負担額
（一部負担金）
を減免できる制度です。収入状況などにより、減免を受けられない場合もありますので、
事前にご相談ください。

◉免除・減額／3カ月以内
◉徴収猶予／6カ月以内

※後期高齢者医療制度でも同様の制度あり
申請・問い合わせ先／ 市国民健康保険について／市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
後期高齢者医療について／市役所保険医療課高齢者医療係 ☎76-8153

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15日号〉

7

た【募集人数】各中学校区で8人程度 98月

農政講座「五平餅作り」

31日
（月）
までに電話か直接
（土・日曜日、祝日を

子 ど も・子 育 て

市役所産業課農政係
☎76-8133、FAX.53-7008

除く午前8時30分〜午後5時15分）=本年度
の新成人の集いは令和3年1月10日
（日）
に実施

17月11日（土）午前9時
30分〜正午 2コミュニ
ティセンター宮浦会館 生

児童館の指定管理者

活 改 善 室 3五 平 餅 作り

市役所こども課こども係 ☎76-8146

にチャレンジ 4市内在住
文 化・ス ポ ー ツ

の小学生と保護者。大人1

【募集施設】◉三郷児童館◉瑞鳳児童館・渋川児

人も可 510組。定員を超

童館【募集要項配布期間】6月30日
（火）
まで

えた場 合は抽 選 。結 果は

=詳細はホームページをご覧ください。

後日全 員に通 知 61 組
1,000円
（材料費含む。当日持参）7エプロン、
バンダナ、アルミホイル、食 品 用ラップ 、タッ
パー、紙皿、割りばし 96月29日
（月）
までに上

税収の確保に努めています
市役所収納課収納係 ☎76-8121

催 し・講 座

記二次元コードを読み取り、ホームページの問

3皆さんに納めていただく市税は、行政サービ

い合わせフォームに必要事項を入力し送信、ま

スや公共事業を行うための重要な財源です。市

たははがき
（必着）
かファクスで①講座名②郵便

税は、納期限内の自主納付が原則です。納期限

番号③住所④氏名・ふりがな⑤電話番号を記入

内に納付されないかたは、延滞金額を加算して
納付していただくことになります。督促状や催告
書の発送、電話による催告により、できるだけ早

ボランティアサロン

い時期の納付を促しています。それでも納付さ

募集
くらし

渋川福祉センター内社会福祉協議会
渋川ボランティアセンター ☎51-5535

れないかたには、納期限内に納付されたかたと

17月22日
（水）
午後1時30分〜3時 2渋川福

の公平性を保つため、財産
（不動産、自動車、動

祉センター ボランティア室 3知ってほしいな、

産、債権など）
の差し押さえ、公売などの強制的

耳のこと〜おやこで携 帯ミニボードづくり〜

な徴収手続
（滞納処分）
を行うことになります。失

4親子 510組 61枚250円 8要約筆記

業、生活困窮など、納期限内の納付が困難に

OHPひまわり 97月15日
（水）
までに電話か直

なった事情があるかたは、早めに納税相談をし

接
（土・日曜日を除く午前9時〜午後5時）
。定員

てください。

を超えた場合は抽選。定員に満たない場合は7
月16日
（木）
以降先着順で受け付け

任意継続被保険者制度

令和3年新成人の集い 実行委員
お知らせ

中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3退職後も、最大2年間は引き続き健康保険に
加入できる制度【加入要件】次の全てに該当す
るかた◉75歳未満で健康保険の資格喪失日
（退
職日の翌日）
の前日まで継続して2カ月以上の被
保険者期間がある◉資格喪失の日から20日以
内に加入申請する【保険料】全額自己負担
（事
業主負担なし）=◉詳細は退職前にお勤めの
会社などに確認してください◉国民健康保険で

4平成12年4月2日〜13年4月1日生まれのか
8

広報 おわりあさひ〈令和2年6月15日号〉

は、会社都合で離職したかたを対象とした保険

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

税の軽減制度があります。任意継続と比較した

4市内在住の自力でごみなどを出すことが困

いかたはお問い合わせください

難で、親族や近隣在住者などの協力を得ること
子 ど も・子 育 て

ができない次のいずれかに該当する世帯◉要支
援・要介護認定を受けているかたのみ◉障がい

解雇などで離職したかたの
国民健康保険税を軽減

者のみ 9申請書
（環境事業センター、市役所環

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

境課で配布。ホームページからもダウンロード
可）
を同センターか環境課に直接 =◉申請書
受領後、実態調査を行い、適当と認められた場

今後加入予定で、次の全てに該当するかた◉平

合に収 集を開 始 ◉ 本 人に代 わりケアマネー

成26年3月31日以降に離職した◉離職日の翌

ジャーなどの介護職員や民生委員も申請者とな

日時点で65歳未満◉雇用保険受給資格者証第

ることができます

文 化・ス ポ ー ツ

4現在、国民健康保険に加入している、または

１面の離職理由欄の理由コードが11、12、21、
22、31、32（特定受給資格者）、23、33、34
（特定理由離職者）
のいずれかに該当【軽減内
容】前年の給与所得を100分の30として保険税

県社会福祉協議会 ☎052-212-5530
（10月30日
（金）
まで利用可）

その月の属する年度の翌年度末
（平成26年度以

110月11日
（日）【受験資格】次の全てに該当

前分の保険税は対象外）【必要書類】雇用保険

するかた◉保健・医療・福祉に関する法定資格を

受給資格者証

有し、各分野で合計5年以上の実務経験がある

催 し・講 座

を算定【軽減期間】離職日の翌日の属する月〜

介護支援専門員
実務研修受講試験

◉県内在住または県内の上記分野の事業所に

令和元年度まちづくりアンケート
集計結果の公表

所長寿課、県高齢福祉課、県民事務所、県社会
福祉協議会などで配布）
を郵送
（〒461-0011 名

募集

市役所企画課企画係 ☎76-8104

勤務している 97月1日
（水）
までに願書
（市役

古屋市東区白壁1-50県社会福祉会館5階）

3市 民 の 皆さ
んが本市の状況

雑草の刈り取り

をどのように感

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

じているかを聞

3空き地の雑草は放置しておくと害虫の発生や

づくりの基礎資料とするため、18歳以上の市民

火災、不法投棄の原因となり、生活環境を脅か

3,000人
（無作為抽出）
を対象に1月に実施した

す要因にもなります。土地所有者は空き地周辺

「まちづくりアンケート」
の集計結果がまとまりま

にお住まいのかたに迷惑が掛からないよう、早
めに雑草を

数】1,767通
（回収率58.9%）【集計結果の閲覧

刈り取って

場所】◉市役所市政資料コーナー、スカイワード

ください。

あさひ、新 池 交 流 館 ふらっと、渋 川 福 祉セン

草刈機の貸

ター、東部市民センター、図書館◉ホームページ

し出し

お知らせ

した。ご協力ありがとうございました。【回答

くらし

き、今 後 のまち

4市内の雑草を刈り取るかた【貸出日】平日の

ご利用ください あさひ訪問収集
環境事業センター ☎52-8000

9申し込み・申請方法

0応募方法

出日を含め4日間【 貸出台数 】1人1台（先着
順）61台300円 9申請書（環境課で配布）

3週に1度、玄関先まで訪問してごみを収集
8講師

午前8時30分〜午後5時15分【貸出期間】貸

-公開抽選

を直接
=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年6月15日号〉

9

側で漏水しているため、市指定の給水装置工事

上水道の漏水確認

事業者へ修理を依頼してください。宅内側での

子 ど も・子 育 て

市役所上水道課経営係 ☎76-8168
水 道メーター

漏水にかかる水道料金は使用者の負担になりま

文 化・ス ポ ー ツ

【宅内漏水の確認手

すので、早めに修理してください。【水道管漏水

順】①屋内や散水栓な

時の問い合わせ先】❶平日の午前8時30分〜午

どの蛇口を全て締める

後5時15分◉道路
（公道）
からの漏水／市役所

②メーターを見てパイ

上水道課工務係 ☎76-8169◉建物、敷地内か

ロットが回転している

らの漏水／管工事業協同組合 ☎54-6232

かどうか確認する③パイロットが回転していな

❷❶以外の時間帯と土・日曜日、祝・休日、年末

ければ正常。少しでも回転している場合は宅内

年始／管工事業協同組合

パイロット

令和2年 第2回（5月）

市議会臨時会

催 し・講 座

市議会臨時会が5月18日に開催されました。市税条例の一部を改正する条例等の専決処分の
承認や一般会計補正予算案など9件が上程され、慎重に審議された結果、原案どおり可決、同意さ
れました。
また、議長、副議長、各常任委員会などの委員も決まりました。
市議会副議長

募集

市議会議長に、
さかえ章演 さん（ 渋川
町、
61歳）
が選ばれました。

市議会副議長に、
丸山幸子さん（緑町、55
歳）
が選ばれました。

お知らせ

副市長に秋田誠さんを再任
6月1日の任期満了に伴い、秋田誠さん
（三郷町、66歳）
を副市長
に再任することに同意されました。
なお、
同氏は3期目で、任期は令和6年6月1日までです。

監査委員

副市長

くらし

一般会計では、歳入歳出それ
ぞれ86億1,910万円を追加し、
総額を337億7,330万円としま
した。歳入の主なものでは、特別
定額給付金給付事業費補助金
や子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業費補助金などの
国庫補助金で85億6,360万円
追加するなどしました。
歳出の主なものでは、特別定
額給付金で83億8,000万円、子
育て世帯への臨時特別給付金
で1億1,000万円、小規模企業
振興資金等信用保証料補助金
で3,000万円追加するなどしま
した。

市議会議長

一般会計を補正

監査委員を、
篠田一彦さん（桜ケ丘町、
50歳）
とすることに同意さ
れました。

詳細は、本号と同時配布の「市議会だより」をご覧ください。
問い合わせ先／市役所議事課議事係 ☎76-8186

10 広報 おわりあさひ〈令和2年6月15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
8講師 9申し込み・申請方法 0応募方法 -公開抽選 =その他

