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「子育てワンポイントアドバイス」
第137回  「感じ方で見方はかわる」

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  こころの相談員  渡邊　裕子

※渡邊相談員は、あさひ園や育児相談にて相談活動を行っています。

　新年度になり新しい出会いが増えた人も多いと思います。この時期になると、環境に慣れて生活のリ
ズムが整い緊張感がほぐれるにつれて、周りに気持ちが向きやすくなってきます。
　うちの子とよその子を「比べちゃいけない」「比べなくてもいい」とわかってはいるけれど、気がつ
けば「あの子みたいに・・」という思いが浮かんできてしまう事はありませんか。
　他の子と比べるのは、それだけ我が子をしっかり育てたいからだと思います。でも、それは、注意す
ることが増える可能性があり、マイナス効果になる場合があります。
　例えばいつもおしゃべりしていて落ち着きなく感じる子は、積極性があり行動的で感性の豊かな子、
大人しく引っ込み思案な子は、周りの様子を観察し慎重に行動できる子だと、プラスの方向に見方を変
えてみましょう。
　保護者の方もホッとでき、子どもへの言葉かけも自然とやさしい響きになりそうですね。

平成29年4月より、病児保育が利用しやすくなりました！
　「子どもが病気になったけれど、仕事が休めない」などでお困りの方、４月より、
次の２つの施設を利用できます。

☆こどもケアハウス「ぞうさん」

　○利用できる年齢：０歳から12歳
　○利用時間：月～金　８時30分～17時30分（18時30分まで延長あり）
　　　　　　　土・祝　８時30分～13時30分（延長なし）
　○料　　金：年齢・時間帯などにより異なるため、直接お問い合わせください。
　○問い合わせ先：ウエルネス医療クリニック　こどもケアハウスぞうさん
　　　　　　　　　　TEL 0594－24－6914

☆はなまる保育所

　○利用できる年齢：０歳から就学前まで
　○利用時間：月～金　８時30分～17時30分（延長あり）
　　　　　　　日・祝　お休み
　○料　　金：年齢・時間帯などにより異なるため、直接お問い合わせください。
　○問い合わせ先：社会福祉法人　アパティア福祉会　はなまる保育所
　　　　　　　　　　TEL 0594－45－8860
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5

10:00～
（15分～20分
程度）

5/13㈯・27㈯・
6/10㈯

乳 幼 児絵本の読み聞かせ
や 手 遊 び な ど

乳 幼 児 向 け
お は な し 会

＊最終ページに子育て健康課の子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。
＊お問い合わせは、各担当者にご連絡ください。

日　 程 時　   間 事　業　名 内　　　容 対　 象 場　  所 予約 担　    当

9:00-12:00

15:00-15:30

5/12㈮・16㈫･
19㈮･23㈫・
26㈮･30㈫・
6/1㈭・6㈫・
9㈮

5/24㈬

5/28㈰

5/11㈭・18㈭・
25㈭

ほっとくらぶ
(377 - 3522 )

教 育文化施設
(377 - 6111 )

ほっとくらぶ

あ さ ひ
ライブラリー

不 要

不 要

不 要

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者

お話を聞き
た い 方 は
どなたでも

絵本の読み聞かせ
な ど

茶 話 会

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

お は な し 会

ほ っ と す る
親 の 会

朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

切干大根のごま和え
材料（4人分）

作 り 方

酢とごま油の香りで減塩でも
美味しく食べられる和え物です。

切干し大根…………………20g
にんじん……………………30g
きゅうり……………………60g
ツナ缶………………………40g
いりごま……………大さじ1/2

酢………………小さじ2  1/2
しょうゆ………小さじ1  1/2
砂糖……………………大さじ1
ごま油………………小さじ1/2

社会福祉協議会
(377 - 2941 )

10:00-12:00 児 童 館 要予約未 就 園 児集 団 遊 び な ど親子ふれあい事業

10:00-12:00 教育文化施設小 中 学 生将 棋 教 室こども将棋教室

有
料
広
告
掲
載
欄

①切干し大根は水でもどし、さっとゆでて食べやすい長さに切る。
②にんじん、きゅうりは千切りにする。
③①②とツナ缶を調味料、いりごまを加えて和える。

10:00-12:00

9:00-12:00

5/17㈬

6/2㈮
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フレイルってなに？？

有
料
広
告
掲
載
欄

“フレイル”とは
　加齢とともに、身体や心の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、転倒しやすくなったりする生
活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態です。健康な状態と日常生活でサ
ポートが必要な介護状態の中間を意味します。

“フレイル”の要因は？
　フレイルの要因には運動機能低下に伴う低栄養などの「身体面」、認知症やうつなどの「精神・心理
面」、単身や夫婦のみの世帯の増加による閉じこもりなどの「社会面」などがあります。
　以下のような状態にあてはまる場合は、フレイルの可能性があります。

　　□体重減少：ダイエット以外に年間4.5kgまたは自身の体重の５％以上の体重減少
　　□疲れやすい：週３-４日以上「何をするのも面倒だ」と感じる
　　□歩くのが遅くなった
　　□力が弱くなってきた
　　□出かけるのがおっくうになってきた
　　□慢性的な病気（糖尿病や高血圧、腎臓病、心臓病など）を患っている

“フレイル”を防ぐには
・慢性的な病気をコントロールする
　　糖尿病や高血圧などの慢性的な病気の悪化はフレイルを悪化させる大きな原因となります。
・自分に合った運動をする
　　ベッドの上でのストレッチから始まり、椅子の立ち座りを繰り返したり、歩行距離を徐々に延ばし
　ていくように運動強度を調整します。筋力が低下している状態で、無理に歩行しようとすると転倒の
　危険があります。
・栄養状態の改善
　　栄養状態が良好でないと、どれだけ運動をしても筋肉はつきません。バランスの良い食事ち良質な
　たんぱく質を摂取しましょう。
・感染症に注意
　　高齢者の場合は、免疫力が低下していることが多いためインフルエンザや肺炎にかかりやすいとい
　われています。

　現在、高齢者の11.5％がフレイルの状態であり、65～69歳では5.6％であるのに対し、80歳以上では
34.9％と加齢に伴って割合が上昇しています。しかし、フレイルは早期の介入で改善や要介護状態に至
る可能性を減らすことができます。
　健康に生活するために、自分自身・家族の状態に目を向けてみてください。



５月28日（日）　9時から
＊集合時間・場所は各自治区へご確認ください。

予備日　６月４日（日）
６月４日に実施出来ない場合は中止となります。

※ごみゼロ運動日：
　毎年５月末の日曜日
　（予備日：毎年６月第１日曜日）

ごみゼロ運動実施のお知らせ
平成29年度のごみゼロ運動日は以下のとおりです。
「クリーンな町」を目指し、皆様のご協力をお願いいたします。

問い合わせ先
町民環境課（TEL 377－5653）
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　三重郡が合同で開催している栄養教室は、地域に健康づくりの輪を広めるボラン
ティア「ヘルスメイト」として活躍していただくための講習会です。栄養教室に参
加して、あなたもヘルスメイトになりませんか？

平成30年
成人式のご案内

成 人 式成 人 式

～お料理が好きな方
　レパートリーを広げたい方 大募集～
栄養教室受講者募集

成人式を企画・運営していただける新成人を募集します。
応募人数　５人程度
応募資格　平成30年成人式対象者で朝日町に住所又は
　　　　　本籍を有する方。
応募方法　直接または、電話、郵送、メールで「住所」
　　　　　「氏名（ふりがな）」「生年月日」「性別」
　　　　　「電話番号」を記入し教育委員会教育課生涯
　　　　　学習室（朝日町公民館内）へお申し込みくだ
　　　　　さい。
応募期限　５月26日（金）
問い合わせ先　教育委員会教育課生涯学習室
　　　　　　　TEL 377－2513
　　　　　　　e-mail  s-kyouiku@town.asahi.mie.jp

日　時：平成30年１月７日（日）
　　　　受付　13時～
　　　　開式　13時30分
ところ：朝日町保健福祉センター
対象者：平成９年４月２日～
　　　　平成10年４月１日生まれの方

成人式を企画・運営する方
を募集します。

と　　き　７月４日（火）  ８月７日（月）
　　　　　９月４日（月）  10月３日（火）
　　　　　11月６日（月）  12月４日（月）
　　　　　平成30年１月22日（月）
時　　間　10時～14時30分
と こ ろ　保健福祉センター（さわやか村）２Ｆ
　　　　　健康教育室・栄養指導室

内　　容　講義・調理実習
募集人数　朝日町より５名程度
　　　　　（男女問わず）
参加費用　実習費用：2,500円
　　　　　交 通 費：各自負担
申込期間　６月23日（金）まで（土日除く）
申 込 先　保険福祉課　TEL 377－5659

平成

29
年度



広報あさひ/2017/56

朝日まちなみプラン
（朝日町東海道まちなみ整備計画）

～歩き集えるくらしやすいまちづくり～
を策定しました！

流れ 関連

朝日町東海道まちなみ整備計画の策定

整備方針・整備内容の検討

課題の抽出

現地調査（交通量調査） アンケート調査資料収集整理

整　　備
ワ ー ク
ショップ
※２

　人口減少、超高齢社会にあって、朝日町の原風景（ふるさと）である東海道沿道の町における暮ら
しやすさを復活継続させ、町民が愛着を持って住み続けたくなるまちづくりが必要です。また、町の
個性や魅力を発信し、町全体のイメージアップを図ることで、転入者や来訪者の増加に繋げ、町を活
性化することも必要です。
　これらのことから、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実
施するため、古くからの町民だけでなく、転入者や来訪者等の視点についても考慮して、平成29年３
月「朝日町東海道まちなみ整備計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。
　本計画の正式名称は「朝日町東海道まちなみ整備計画」ですが、町民の皆様にとって親しみやすい
計画にしたいとの思いから、サブタイトルとして「朝日まちなみプラン」、キャッチコピーとして
「歩き集えるくらしやすいまちづくり」を設定しています。
　本計画を推進し、より皆様に親しんでいただける様、今月号から７月号にかけて本計画の内容（第
１章～第７章）について発信してまいります。今月号は朝日まちなみプランの第１章（計画の趣旨）
から第２章（現状と課題）について紹介させていただきます。
　本計画を策定するにあたっては、アンケート調査や交通量調査などを行うとともに、東海道沿線自
治区の住民からなる整備ワークショップや学識者、各種団体などからなる整備協議会等の意見を踏ま
え、以下の手順により策定しました。

※１【朝日町旧東海道まちなみ整備庁内プロジェクトチーム】
　　　調査・資料及び整備ワークショップ・整備協議会の意見等を基に、各部局（庁内関係各課の選
　　　任職員）の課題整理を行いました。
※２【朝日町旧東海道まちなみ整備ワークショップ】
　　　調査・資料等を基に参加者（東海道沿線自治区長推薦による住民）の自由な意見を取り入れた
　　　整備方針・整備内容を検討しました。
※３【朝日町旧東海道まちなみ整備協議会】
　　　整備ワークショップにて策定された整備方針・整備内容を基に整備協議会委員（学識者、議会
　　　議員、各種団体、沿線自治区長）において本計画を策定しました。 

整　備
協議会
※３

庁　　　　内
プロジェクト
チ　ー　ム

※１
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第１章　計画の趣旨

第２章　現状と課題

①歴史的風致の保全・再生　②風情ある旧家屋の維持　③地域資源のネットワーク形成
④新旧住民の交流施設整備　⑤交通安全対策

課題

■大正時代と現在の東海道　比較写真

大正時代の東海道 現在の東海道

【問い合わせ先】産業建設課　TEL 377－5658

●現状
　・歴史的資源等…街道の面影を残す歴史的資源が見られ、複数の寺社が点在している
　・道路幅員状況…道路幅員は一律ではなく、５ｍ程度の狭い道路が多く見られる
　・ゴミ置場…道路沿いにあり、収集箱の種類や収集箇所の数にばらつきがあり、統一されていない
●交通量・走行速度調査の結果
　・国道１号線への抜ける交通量が多い
　・平日、休日とも平均速度が30㎞／h以上
●町民アンケート調査の結果
　・道路の利用しやすさについては、車、自転車あるいはオートバイ、歩く場合の全てにおいて「利用
　　しづらい」が多い
　・みどころについては、「桜並木」、「古い社寺が残っている」などが多い
　・みち、まちづくりの希望については、「車のスピードが抑えられており、安全に歩行できる空間と
　　する」が約６割
●観光関連アンケート調査の結果
　・歴史に関する史跡をわかりやすく表示する
　・トイレや休憩できる場が必要
●朝日町旧東海道まちなみ整備ワークショップ
　・地域のよいところについては、「祭り、社寺、桜」などが挙げられ、悪いところは、「道が狭い、
　　暗い、空家、案内がない、休憩所がない」などが多い

［計画策定の目的］
　地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施するため、古くから
の町民だけでなく、転入者等の視点を考慮して、東海道を軸とした町の活性化計画を示すものです。
［位　置　づ　け］　朝日町総合計画後期基本計画第４章「利便性のある調和のとれたまちづくり」
［対　象　地　区］　東海道沿道地域
［計　画　期　間］　平成30年度～平成39年度までの10年間

　朝日町は古くから東海道に面した町と
して栄えてきました。東海道は伊勢神宮
へと向かう参宮街道としての側面もあり、
古くから旅人などで賑わい、多くの物資
や情報、文化が行き交う庶民の道、文化
経済の道でもありました。
　江戸時代、桑名宿と四日市宿とを結ぶ
宿やはまぐり茶屋があり、旅人たちで賑
わいがありました。この東海道を歩く人
との交流の中で、文化が培われ生活が営
まれ、町の中心部として発展し、現在で
も生活道路として地域の暮らしを支えて
います。 
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　改正農地法の施行（H21.12.15）に伴い従来の【標準小作料制度】が廃止されました。新たに農業委員会が過去１年
間で実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供することになりました。
　なお、契約締結時の内容をデータとしているため、その後の当事者間の契約変更等は反映していません。実際の農地
の賃借料と異なる場合がありますので判断材料の一つとしてご活用ください。

※新たに利用権設定を申し込みされる方については無償契約する事をお願いしております。

　朝日町では、空家等対策の推進に関する特別措置法で定める市町村の
役割として、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する目的で
「朝日町空家等対策計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。
　本計画は、朝日町のまちづくりの基本となる町の総合計画で目指す基
本構想の一つ「利便性のある調和のとれたまちづくり」の実現に向け、
関連する行政計画や各主体との連携を図り、空家等の対策に取り組むた
めの方向性を示すものです。
　本計画につきましては、役場（産業建設課）の窓口のほか、町ホーム
ページ（http://www2.town.asahi.mie.jp/）においてご覧いただけます。

地区名

朝日町全域

賃借料（10a当たり）

０

データ数

０

備　　　考

使用貸借（無償）によるデータ数は140

利用地目

田

改正農地法第52条に基づく農地の賃借料情報の提供について改正農地法第52条に基づく農地の賃借料情報の提供について
【平成28年度賃借料情報】

工事費の５分の１
20万円まで補助します！！

朝日町住宅リフォーム補助事業を有効に活用しましょう！！
　朝日町では、町内の住宅関連産業を中心とし
た町内経済の活性化を図るとともに、住宅の増
改築、耐震補強、リフォームを促進し、町民が
快適な生活を営むことができるよう居住環境の
質の向上を支援します。

◎補助対象者
　次の要件を全て満たす方
　❶朝日町に住民登録があり、対象となる住宅の居住者
　❷住宅の所有者及び世帯員全員に町税等の滞納がない方
　❸過去にこの補助金を受けていない方
◎対象となる住宅
　次の要件を全て満たす住宅
　❶申請者が居住し、申請者又は親・子が所有している住宅
　　（賃貸住宅は対象外）
　　※併用住宅は住宅部分が対象（供用部分は面積按分で算出）
　❷過去にこの補助金を受けていない建物
◎対象となる工事
　次の要件を全て満たす工事
　❶個人住宅又は併用住宅の機能の維持及び向上のために行
　　うリフォーム工事（改修、修繕、一部増築、模様替え等）
　❷朝日町住宅リフォーム補助金交付要綱が失効するまでに
　　完了する工事
　❸リフォーム工事等を業として行う、町内に主たる事業所
　　を有している法人又は、町内に住所を有する個人事業主
　　が施工するリフォーム工事
　❹リフォーム等工事費用が20万円（消費税込み）以上である
　　こと
◎対象とならない工事
　❶住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事
　❷申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入
　❸移動又は取り外し可能な機器又は製品
　　（テレビ、冷蔵庫、オーブン等）

　❹造園、門扉、塀又は外溝の工事
　❺下水道接続工事の配管工事、浄化槽設備の工事
　　（便器、浴槽、流しの取替え等は補助金対象）
　❻増築・リフォーム等工事を伴わない解体工事
　❼他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度と重複計
　　上となる費用
　　ただし、国が実施しているエコポイント制度は除く
◎補助金の額
　❶リフォーム等工事費用の20／100
　　上限額20万円（千円未満切り捨て）
　　平成29年度の受付は、平成30年３月末完成分までで、予
　　算の範囲内にて締切ります。
◎補助金交付申請に必要なもの
　【申請書類】
　　朝日町住宅リフォーム補助金交付申請書（様式第１号）
　【添付書類】　
　❶位置図
　❷工事見積書又は工事請負契約書若しくは請書の写し
　　（工事内訳書）
　❸補助対象工事の工事内容のわかる図面
　❹施工箇所の工事着手前の写真
　❺申請者の世帯全員の住民票の写し
　❻住宅の所有者がわかる書類（固定資産税課税台帳の写し等）
　❼他の補助制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し
　❽承諾書（様式第２号）

朝日町農　業委員会

問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658

産業建設課　377－5658

増改築・リフォーム工事に対し

朝日町空家等
対策計画の
策定について
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　消防団員は、普段自分の生業をもつかたわら、平常時には地域の防火・防災の
担い手として、また、災害発生時には消火・警戒などの消防活動を行い、地域の
防災リーダーとしての役割を担っています。
　近年、消防団員数は減少傾向にあり、高齢化も進んでいることから、将来の担
い手となる若い団員の確保に取り組んでいます。
　また、同時に女性消防団員も募集しています。

と　き：５月21日（日）　11時～11時30分
ところ：教育文化施設　２階　視聴覚室
内　容：王子さまの耳はロバの耳
　　　　（ポルトガルの昔話）他２話
　　　　（プログラムは当日変更になる場合があります） 
対　象：静かにお話が聞ける方ならどなたでも。
おはなし：ストーリーテリングの会「フォンターナ」
問い合わせ先：あさひライブラリー　TEL 377－6111
※入場無料・申込不要

議会を傍聴しませんか！議会を傍聴しませんか！

平成29年　第２回定例会の予定平成29年　第２回定例会の予定

区　分

本会議

委員会

委員会

本会議

開会時間

９：00

９：00

９：00

９：00

曜　日

金

月

火

月

摘　　　要

行政報告・一般質問・提案説明・質疑

総務建設常任委員会

民生教育常任委員会

委員長報告・質疑・討論・採決

月　日

６月２日

６月５日

６月６日

６月12日

　絵本をつかわないで、そっと
お話に耳をかたむける会です。

ストーリー
テリング

●消防団員の身分
　　消防団員の身分は、非常勤特別職の地
方公務員です。

●入団資格
　　朝日町に在住又は勤務されていて、18
歳以上55歳以下の方。

●消防団員の活動
　　消防団員の活動は、火災時の消火活動、
風水害等の災害対応、警戒、演習・訓練、
機械・設備の点検、火災予防広報活動、
防災知識の普及啓発などです。

●入団後の待遇
　　消防団員に対しては、消
防団活動の対価として「年
報酬」や「費用弁償」、活
動時の怪我などに対する
「公務災害補償」、一定年数以上勤続した団
員に対して「退職報奨金」が支給されます。

●入団に関するお問い合わせ
　　消防団入団についてのお問い合わせは、消
防団事務局（朝日町役場総務課TEL377－
5651）までお問い合わせください。

朝日町では消防団への
入団者を募集しています

本会議は30人、
委員会は10人まで
傍聴できます。
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　４月９日（日）四日市市北消防署朝日川
越分署にて、両町新消防団員を対象に訓練
を行いました。
　この訓練では、礼式、ホース取扱い及び
放水訓練を朝日川越分署員の指導のもと行
い、消防の基本動作を学びました。
　同日、川越町役場にて両町の分団長及び
副分団長を対象に四日市市北消防署朝日川
越分署長を講師に迎え、公設消防との火災
時の連携要領について研修を行いました。
　公設消防と消防団との連携要領を確認す
ることで、更なる安全安心を守ることに繋
がります。

平成29年度

防火管理講習の開催について

（放水訓練の様子）

　　　　   朝日町・川越町合同
新消防団員訓練・分団長研修

1実施日時
　　（1） 甲種防火管理新規講習（２日間全科目の受講が必須です。）
　　　　　６月27日（火）と６月28日（水）の２日間    両日とも　９時30分～15時40分
　　（2） 甲種防火管理再講習（全科目の受講が必須です。）
　　　　　６月29日（木）　９時30分～11時30分

2実施場所
　　四日市市西新地14番４号　四日市市消防本部２階　防災センター

3受講手続
　　　消防本部予防保安課、北消防署、朝日川越分署、南消防署において、所定の受講申込書
　　に必要事項を記入（上半身の写真を貼付）のうえ、お申し込みください。テキスト代（甲
　　種防火管理新規講習は2,400円、甲種防火管理再講習は1,350円。）につきましては講習当
　　日の受付時にお支払いいただきます。
　　　受講申込用紙は消防本部ホームページからもダウンロードできます。
　　　なお、電話での申し込みはできません。

4受付期間
　　三重郡朝日町内に在住または通勤の方
　　６月５日（月）～６月16日（金）　（土・日を除く。）
　　受付時間は８時30分～17時15分までとします。
　　　ただし、受付期間中であっても定員になり次第締め切りますので、お早めにお申込みく
　　ださい。

5受講定員
　　甲種防火管理新規講習　140名　　甲種防火管理再講習　50名

6問い合わせ先
　　四日市市消防本部  予防保安課予防係　TEL 356－2008
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朝日中学校に太陽光発電設備を設置
　指定避難所である朝日中学校に、太陽光パネル
20ｋｗ及びリチウムイオン蓄電池22ｋｗｈを設置
しました。
　これにより、災害時でも照明、パソコン、携帯電
話の充電等ができるようになり、避難所機能の強化
を図ることができました。
　整備には「三重県再生可能エネルギー等導入推進
基金事業費補助金」を活用しています。

あさひ園入園式
　４月５日（水）、７日（金）あさひ園にて、入園式が
行われ、新たに０歳～５歳児107名が入園しました。こ
れから始まる新生活に期待と希望で胸を膨らませながら、
緊張した面持ちで入園式に臨んでいました。

たけのこ掘り体験－アクティブあさひ－
　アクティブあさひ主催の「たけのこ掘り体験」が４月23日（日）、埋縄地区の竹林にて開催されました。
天候に恵まれた当日は、親子58名の参加がありました。農家の方からアドバイスを受けながら、参加者らは
たくさんのたけのこを収穫していました。

 

（人形劇を観る園児）  
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長寿者褒賞
　３月21日に棚橋静子さん
（小向）が95歳の誕生日を
迎えられました。おめでと
うございます。

５月は消費者月間です！

行政相談委員

臨時職員を募集します！

　トラブルに巻き込まれてしまったときや心配ご
とがあるときは一人で悩まずに、できるだけ早め
に相談することが大切です。

※消費生活・多重債務の相談は産業建設
　課（TEL 377－5658）でも出来ます。

　４月１日付けで、朝日町の行政相談委員としてご活躍されております渡邊裕二さん（小向1486番地６）が、
総務大臣から再委嘱されました。
　行政相談委員は、皆様の身近なところで、国の行政に関する苦情や要望をお聞きし、関係の役所に直接、
あるいは総務省三重行政評価事務所を通じて、通知･連絡し、その改善の促進に努めていただく職務です。
　国の行政に関する苦情や要望があるときは、行政相談委員に、ご相談ください。
　朝日町でも、朝日町心配ごと相談の中で、行政相談についての窓口が設けられておりますので、ご利用下
さい。
　また、次のところでも毎日、行政相談を受付けていますので、ご利用ください。なお、相談は無料で、相
談者の秘密は固守致します。

総務省三重行政評価事務所　行政相談課
〒514－0033 津市丸之内26番８号　津合同庁舎３階　TEL：行政苦情110番　059－227－1100

募集職種：朝日町資料館管理人　　採用予定人員：１名
資　　格：地方公務員法第16条に該当しない方｡　昭和26年４月２日以降生まれた方
試　　験：面接　面接試験は５月23日（火）10時から教育文化施設にて実施
勤務時間：水・土曜日勤務　10時～16時（任用期間６ヶ月更新あり）
給 与 等：朝日町臨時職員取扱要綱に準じ日額4,950円支給、交通費支給、年次有給休暇有
採用期間：６月１日から平成30年３月30日
申込方法：履歴書（市販のもの）返信用封筒（宛名明記のうえ、82円切手を貼付のこと）を持参もしくは郵
　　　　　送してください
応募締切：５月17日（水）17時到着分までとする　　提 出 先：朝日町教育文化施設
受付期間：５月９日（火）～5月17日（水）までの９時から17時まで（月曜日を除く）

【問い合わせ先】　〒510－8103　三重県三重郡朝日町大字柿2278番地
　　　　　　　　　朝日町教育文化施設　TEL 377－6111

　３月20日に矢野正道さん
（柿）が95歳の誕生日を迎
えられました。おめでとう
ございます。

寄　付
陶友あさひ　様　　　22,360円
　福祉感謝祭でのチャリティービンゴ大会収益金を社会福祉協議会にご寄付いただきました。

ご厚意ありがとうございます。

今年のテーマは
「～行動しよう 消費者の未来へ～」です。

消費生活相談は、「消費者ホットライン　１８８」



工業統計キャラクター
コウちゃん
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『シニア生き生きチャレンジ教室（シニア世代介護職場就労支援事業研修）』
　現役シニアの高い就労意欲と経験・技能を生かし、地域社会の支え手として介護現場への再就労して
頂くための研修を開催します。

　日時：６月１日（木）、７日（水）、20日（火）、29日（木）　10時～16時
　　　　《※体験学習：6／21（水）～6/28（水）（予定）の間の２日間》

　会場：四日市市文化会館　四日市市安島二丁目５－３
　　　　TEL 354－4501

　対象：三重県在住の概ね75歳までのシニア世代の方で、地域での社会貢献活動や介護職場でフル
　　　　タイムや週２～３回のパートタイムで働く意欲をお持ちの方

【申込み・問い合わせ】
　（福）三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材センター
　　　　TEL 059－227－5160

『違反対象物の公表制度が始まります』 
　10月１日から、四日市市消防本部のホームページで、建物を安心して利用していただくために、重大
な消防法令違反のある建物の名称などを市民の皆様へ情報提供する『公表制度』を開始します。

　■公表の対象となる建物
　　不特定多数の方々が利用される建物
　　【例】百貨店、飲食店、ホテル・旅館、病院・社会福祉施設など

　■公表の対象となる違反
　　消防法令で設置が義務付けられている、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動
　　火災報知設備」の未設置

　■公表する内容
　　建物の名称・所在地・違反の内容

　■公表の方法
　　四日市市消防本部ホームページ
　　http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.shtml）への掲載　

問い合わせ先　四日市市消防本部予防保安課
　　　　　　　(TEL 356－2010　FAX 356－2041)

平成29年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにす
ることを目的とした統計法に基づく報告義務がある
重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資
料として利活用されます。調査時点は29年６月１
日です。調査票へのご回答をお願いいたします。

経済産業省・都道府県・市区町村



健康料理教室成人健康診査

成人健康診査

離乳食教室（前期）

アフタービクス

粗大（朝日ヶ丘・白梅西・東）

再生（雑誌等）

1歳半健診

健康料理教室

発行・（編集） ： 朝日町（企画情報課）
〒510-8522　三重県三重郡朝日町大字小向893番地
TEL（059）377-5663　FAX（059）377-4543

第626号　平成29年5月1日発行
URL ： http://www.town.asahi.mie.jp
E-mail : asahi@town.asahi.mie.jp

一般

各施設等のマーク ごみ出しの日保健福祉センター

すくすく相談

のびのび相談

3歳半健診

リサイクル運動
一般

一般

一般

埋立

埋立

埋立

埋立

一般

一般

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考

健康事業内容

リサイクル運動
（毎月第3水曜日（祝日、雨天の場合は翌日））

収集場所　保健福祉センター駐車場
　　　　  （午前9時～午後1時まで）
出張場所　縄生防災倉庫広場
　　　　  （午前10時～11時まで）

※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・看護師・管理栄養士まで

心配ごと相談（22、6/5）
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時～15時30分まで

65

再生（新聞紙等）
31 130 228

22 2321 24

15 1614

25

3

7 8 9 10
一般

一般

26

17 18

27

20

一般ごみ

火・金

再生ごみ 埋立ごみ 粗大ごみ

17（雑誌等）31（新聞紙等） 22（朝日ヶ丘、白梅西･東）木

広報無線がきこえにくいときは…
0120-251165（通話無料フリーダイヤル）
※火災等の緊急時は利用できない場合があります。

※朝日町役場に問い合わせの際は、ダイ
ヤル番号をよくご確認の上、お間違い
のないようおかけください。

心配ごと相談

心配ごと相談

内容：肥満予防・高血圧予防を目的とした管理栄養士による調理実習の栄養
教室（要予約　保険福祉課377－5659））
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具
対象：出産後２ヶ月以降から６ヶ月未満の産婦とその赤ちゃん（要予約）
内容：ダンスインストラクターによる産後エクササイズの教室
持ち物：汗拭きタオル、バスタオル、飲み物、室内用の運動靴
月齢７ヶ月以上の子どもの託児あり（定員先着10名）
内容：身体計測、保健相談、栄養相談
持ち物：母子健康手帳  
対象：4～５ヶ月児（要予約）
内容：管理栄養士による初期・中期の離乳食の講話と試食。
内容：「ことばがゆっくりで心配。発音が気になる。お友達とのコミュニケ
ーションが上手にできない。」など言語聴覚士によるこどもの言語相談（要
予約）

内容：「子どもへの関わり方がわからない。落ち着きがない。」
など臨床心理士による子どもの発達に関する相談（要予約）

内容：相談支援事業所が相談を受けます。
ソシオTel（345－9016）HANA Tel（320－2761）
内容：四日市障がい者就業・生活支援センタープラウの相談員が相談を受け
ます。 Tel（354－2550）
内容：相談支援事務所が相談を受けます。
陽だまりTel（329－5881）ブルーム Tel（329－5657）
内容：北勢福祉事務所の女性相談員がＤＶ・家庭問題などの相談を受けます。 
Tel（352－0557）
内容：北勢児童相談所の相談員が子どもの発達・虐待・非行等の相談を受け
ます。Tel（347－2030）

12
25
6/9

16

19

23

24

11
18
25
6/1
6/8

健 康 料 理 教 室

ア フ タ ー ビ ク ス

育 児 相 談

離乳食教室（前期）

す く す く 相 談

の び の び 相 談

精 神 福 祉 相 談

障がい者の就職相談

知的障がい福祉相談

女 性 の 悩 み 相 談

児 童 福 祉 相 談

4 

19

一般埋立

のびのび相談

のびのび相談

健康料理教室

のびのび相談

のびのび相談

11 12

29

13

10：00～13：00

10：00～11：30

9：30～11：00
13：00～14：00

10：00～11：30

予約時にご案内

予約時にご案内

随時

随時

随時

随時

随時

(6月)

5MayMay
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

生活カレンダー

ごみ出しの日

ごみゼロ運動
（予備日）

ごみゼロ運動

育児相談
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