
総人口：10,978人（－29）
　　男：5,493人（－12）
　　女：5,485人（－17）
世帯数：4,191世帯（－14）

（令和２年8月末現在）

新米の収穫の様子新米の収穫の様子
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朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

照り焼きれんこんバーグ

今が旬！れんこんのシャキシャキ
食感が楽しめます。野菜が苦手な
お子さまには、れんこんをすりお
ろして加えると、もっちり柔らか
な食感になり食べやすくなります。

　皆様　こんにち
は　
　最近は朝晩が涼
しくなり漸く秋が
感じられる気候に
なって参りました。
是非、この時期に
夏の猛暑で疲れた身体を癒していただけましたら
と願っております。
　さて、先月開催された第３回定例議会には昨年
度の一般会計をはじめとする７件の決算認定議案、
コロナ対策を中心に６件、約293百万円の補正予
算議案等を上程させていただき、本会議と委員会
での慎重な審議を経て全議案を承認していただき
ました。
　また、先月の上旬には同一週内に３回の大雨警

報（土砂災害警戒）が発令されました。いずれも夜
間でしたが、直ちに役場内に災害対策本部を設置し
て緊急対応体制を整えました。幸いなことに町内で
の被害発生はありませんでしたが、これからは「コ
ロナ対策」だけでなく、台風・大雨洪水・土砂崩れ
等の「災害対策」に一段と警戒を強める必要がある
ということを強く認識致しました。
　10月ということで、コロナ対策でスタートした
今年度も後半に入ります。今月のトピックは９日
（14時～15時）に鈴木英敬知事を朝日町にお迎え
して開催する「知事と町長の１対１対談」です。当
町の要望事項を知事に直接お伝えすることが出来る
重要な機会であり、町政運営責任者として、しっか
りと説明とお願いをさせていただく所存です。
　最後に皆様へのお願いになりますが、これからの
季節は「コロナ対策」を続けていただきながら、同
時に「インフルエンザ対策」にも十分にご留意いた
だきますようにお願い申し上げます。

　2020年10月１日
　　　　　　　　　　　　　朝日町長　矢野純男

町長だより

鶏ももひき肉
れんこん
芽ひじき（乾）
長ねぎ
酒
片栗粉
油

酒
水
しょうゆ
みりん
片栗粉
ブロッコリー
トマト

……………240ｇ
……………………50ｇ
………………４ｇ

………………………50ｇ
………………………大さじ1
…………………大さじ1

…………………………大さじ1

………………………大さじ２
………………………大さじ２

………………小さじ２
…………………大さじ１
…………………小さじ２

……………120ｇ
……………………200ｇ

作 り 方

Ｂ

材料（4人分）

Ａ

①れんこんは皮をむき、５㎜角に切る。   
　ひじきは水で戻して水気を切り、熱湯をかける。
　長ねぎはみじん切りにする。
②ブロッコリーは小房に分けて茹でる。
　トマトは８等分のくし形に切る。
③ボールにひき肉と①とAを入れてよくねる。
　粘りが出てきたら、小判型に丸める。
　フライパンを熱し、油をひいてハンバーグを加え両面に焼き色を付け
る。さらに蓋をして弱火で６分蒸し焼きにする。  
④そこに、よく混ぜ合わせたBの調味料を回しかけ、煮からめる。
⑤皿にれんこんバーグを盛り付け、ブロッコリーとトマトを添える。

エネルギー
184kcal

たんぱく質
13.8g

脂　　　質
7.3g

塩　　　分
0.6g
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※塩津作業療法士は、あさひ園で個別療育を行っています。

「子育てワンポイントアドバイス」

　作業療法士の塩津です。今回は、読み書きの中でも「書字」についてもう少し説明したいと思います。
◯書字のトラブルあるある
　パソコンやスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスが普及し、今や字は書くものというより「打つ」
ものになってきております。とはいえ、「手書き」というのはまだ不要になった訳ではないです。手紙を書いたり、思
考の整理でノートを書いたりと、手書きならではの良い面もあるわけです。
　ですが、書字に困る子どもは一定数存在することはわかっています。正しく持てない、きれいな文字を書けない、文
字のバランスが悪い、聞いた音と文字が一致しない…などです。
◯書字に必要な能力
　書字は複雑な活動であり、人のさまざまな能力を駆使しなければなりません。たとえば、「運筆コントロール（鉛筆
を操作する）」、「空間知覚（文字の間隔や配列などを把握する）」などが必要です。
◯運筆コントロール
　自身が意図したように鉛筆を動かす（運筆コントロール）ためには、①
姿勢を保つ、②指先の感覚運動、が大切になってきます。「姿勢を保つ」
が難しいと、授業中座っていることで精一杯で手や指を動かして字を書く
どころではありません。そのため、小さいときから活発に遊ぶ経験は、学
習にも繋がっていきます。
　「指先の感覚運動」では、運筆は鉛筆を介して運筆の抵抗感を手で感じ
取り、その加減で運動を調整していかなければいけません。手づかみ食べ、
粘土、フィンガーペインティング、虫取り、砂場遊び、など…さまざまな
感覚運動経験は細かな運動に繋がっていきます。
◯空間知覚
　空間知覚は視力とは異なります。見て形などを捉える力です。書字の基
礎になるものの一つに「模写」があります。模写の発達順序（図）を見て
分かる通り、「交差」や「斜め」の要素が難しいです。描画などの遊びは
発達に有効だと考えられます。ただ、中には形や空間を捉えづらい子ども
もいますので、より学習しやすい道具の工夫も必要になります。
　この辺りの道具に関しては、次回以降にご紹介できればと思います。よ
ろしくお願いします。

第178回　『読み書き：書字編』
　　　　　　　　　　 　　　  　　　　　　　　　　  　  作業療法士  塩津　裕康

※10月の、ほっとくらぶで実施する「ほっとする親の会」「あそび場」は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、開催が未定です。開催する場合は、ほっとくらぶより連絡します。
※最終ページに子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。

お知らせ

　塩津作業療法士は、中部大学助教授で、学生を教えながらも月
１回、朝日町あさひ園に来て個別療育をしています。また「子育
てワンポイントアドバイス」も執筆していただいています。
　保育士や保護者の相談にも優しく的確にアドバイスいただき、
子どもたちにも大人気です。

図　模写の発達（Daly & Krauss、 2003）

数字は「年-月」を表しており、その図形
の模写が可能となる年月の目安です。
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●町民１人あたりの行政経費

令和元年度決算

議会費など 13,565円

民生費 120,107円

総務費 61,650円

土木費 55,626円

教育費 50,016円

公債費 29,346円

消防費 20,499円

衛生費 18,907円

一般会計・特別会計・水道事業会計の
総支出額は６５億９,５１７万円（前年度比△２.２％）

※（　）内は前年度比

※（　）内は前年度比

※（　）内は前年度比

※１万円未満四捨五入
※構成比の総計が100％になるよう調整

7億3,930万円
1億631万円

11億5,724万円
6,312万円
2,464万円

20億9,061万円

(4.5%増)
(64.5%減)
(1.8%増)
(増減無し)
(4.5%増)
(6.3%減)

納　税　額
歳　出　額

納　税　額
歳　出　額

191,080円
369,716円

(6.9%減)
(7.3%減)

500,985円
969,341円

(7.6%減)
(8.0%減)

町 民 税（ 個 人 ）
町 民 税（ 法 人 ）
固 定 資 産 税
町 た ば こ 税
軽 自 動 車 税 ほ か
　 合 　 計 　

一　般　会　計

１ 世 帯 あ た り

町 民 １ 人 あ た り町　税　の　内　訳

　令和元年度の一般会計・特別会計・水道事業会計の決算が９月議会で認定されましたので報告します。
　東海道まちなみ整備事業、町道３－２号道路改良事業、防災行政無線デジタル化事業などの大規模事業を行いつつ、
福祉、環境、教育等の事業も積極的に推進しました。

決算額
 歳出
40億
4,506万円

　 歳入
　42億
3,818万円

　　差引額
1億9,312万円

民生費
13億1,409万円
（32.5％）

総務費
6億7,451万円
（16.7％）

教育費
5億4,722万円
（13.5％）

町税
20億9,061万円
（49.3％）

町債
2億2,680万円
（5.4％）

地方交付税
2億8,551万円
（6.7％）

国庫支出金
3億9,592万円
（9.3％）

地方消費税
交付金など
6億2,865万円
（14.9％）

県支出金
2億1,234万円
（5.0％）

繰入金
3億9,835万円
（9.4％）

土木費
6億860万円
（15.0％）

公債費
3億2,108万円
（7.9％）

消防費
2億2,428万円
（5.5％）衛生費

2億686万円
（5.1％）

議会費など
1億4,842万円
（3.8％）

大 切 な 税 金 の 使 い み ち
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公営企業会計（法適用分）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は、数値が存在しないため「－（ハイフン）」となっています。
※早期健全化基準・経営健全化基準は「財政の悪化（イエローカード）」を、財政再生基準は「財政の破たん（レッドカード）」をあらわす基
準値で、健全化判断比率・資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合には、国からの健全化に向けた取り組みが指導されます。

「財政健全化法」とは、財政の健全さを計る下記の指標を導入し、再建の枠組みを定め
た法律で、国民健康保険などの特別会計や水道事業などの企業会計、さらには一部事務
組合等への負担見込額もチェックされています。本町の健全化判断比率などの状況は、
全ての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれています。

●公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている
事業で、地方公営企業法の適用を受けるものとして、当
町には１会計あります。

●特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区分
している会計で、当町には５会計あります。

特 　 別 　 会 　 計

町　債　の　状　況

問い合わせ先　総務課　TEL 377－5651　FAX 377－5661

－財政健全化法－
健全化判断比率
について

基　金　の　状　況
※一般会計のみ

会　計　名 歳入決算額 歳出決算額 差引額

歳入決算額 歳出決算額 差 引 額

△は不足額。不足額は留保資金等で補てんしました。
※１万円未満四捨五入

会　 計　 名

水道事業

合　　　計

早期健全化基準 財政再生基準
比率

（単位：％）
基　準　値（単位：％）

指　　　　　標 指　標　の　説　明

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

資 金 不 足 比 率
（水道・下水道事業）

一般会計を対象とした実質赤字の標
準財政規模に対する比率
全会計を対象とした実質赤字の標準
財政規模に対する比率
一般会計が負担する元利償還金等の
標準財政規模に対する比率
一般会計が将来負担すべき実質的な
負債の標準財政規模に対する比率
資金不足額（赤字額）の事業規模に
対する比率

－

－

6.8

3.4

－

15.00

20.00

25.0

350.0

（経営健全化基準）
20.00

20.00

30.00

35.0

健
全
化
判
断
比
率

2億6,392万円
2億1,285万円
4億7,677万円

△25万円
△6,055万円
△6,080万円

2億6,367万円
1億5,230万円
4億1,597万円

収益的
資本的

491万円
6億7,510万円
6億2,764万円
1億2,837万円
6億3,732万円
20億7,334万円

189万円
775万円
2,664万円
365万円
1,827万円
5,820万円

墓地公園特別会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
公共下水道事業特別会計
　 合 　 計 　

町民１人あたりの借入金残高　683,943円 町民１人あたりの基金残高　184,246円

※１万円未満四捨五入

680万円
6億8,285万円
6億5,428万円
1億3,202万円
6億5,559万円
21億3,154万円

基金総額
20億1,584万円

積立基金
18億881万円
（89.7％）

（うち財政調整基金）
8億633万円
（40.0％）

定額基金
2億703万円
（10.3％）

下水道事業債
23億2,978万円
（31.1％）

その他
28億6,760万円
（38.3％）

水道事業債
9億6,099万円
（12.8％）

消防債
2億6,631万円
（3.6％）

土木債
2億3,638万円
（3.2％）

教育債
8億2,196万円
（11.0％）

　 公
 営
事
業
  会
　 計

一
 般
 会
計

合計
74億8,302万円
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こころの健康づくりだより ～こころの健康づくり対策協議会より～

10月は「臓器移植普及推進月間」です。
　臓器移植は、臓器の機能が著しく低下し、移植によってのみ、その
回復が見込まれる人に対して行う医療で、臓器の提供者はもとより、
広く社会に理解と支援があって成り立つ医療です。
　臓器移植が拡がっていくためには、わたしたち一人ひとりが、臓器
提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思表
示をしておくことが大切です。運転免許証や健康保険証、マイナンバ
ーカードの意思表示欄で意思表示が可能です。ぜひご自分の意思を記
入しておきましょう。

問い合わせ先：（公財）三重県角膜・腎臓バンク協会
　　　　　　　TEL 059－224－2333（平日８時30分～17時15分）

「自分を好き」と思う気持ちを大切に 

　加齢とともに、若い時には簡単にできたことが少し難しくなってきます。これまでは何でもなかったこと
が、簡単にはできなくなる、という体験は喪失感をともないます。そして、時には子どもや知り合いの顔色
をうかがいながら頼まざるを得なくなると、「迷惑ばかりかけているなぁ…」と自信を失い、落ち込んだり
します。自分だけが取り残されたような感覚や、これから自分のことは自分でできなくなるのか、といった
将来への不安、生きにくさの感覚には、「自尊感情」が関わっていると考えられます。「自尊感情」とは、
“自分を好き”という気持ちや“自分を大事にしたい”という気持ちを表し、「人びとが精神的に健康に生
きていくために大切な心の土台」とも言われています。自分に対して愛情を持って安らかな気持ちで過ごす
ためには必要不可欠なものです。
　とても自信なんて持てない、という状況に直面している方もいるでしょう。実際に自信が持てず、落ち込
みがちな時の具体的な対処にはどのようなものがあるのか、についてお伝えしたいと思います。たとえば、
同じストレスを感じる状況に置かれても「しんどい…」と感じる人もいれば「チャンスだ！」と意気込む人
もいます。これは、物事の受け止め方の違いが影響すると考えられます。この個人による違いの背景には、
人それぞれの「自動思考」という考え方のクセがあります。例えば、子どもや知り合いに「迷惑ばかりかけ
ているなあ…」と考えて自分は落ち込んでしまう時でも、頼まれた子どもや知り合いは、「迷惑」と思って
いなかったり、すっかり忘れている、なんてことも多々あったりします（逆に、頼まれごとをされることに
よって「役割」ができて相手は喜ぶこともあるかもしません）。最近、ちょっとネガティブな思考に陥って
いるな、気持ちが沈みがちだな、という時には、違う側面から物事を考え直してみると良いかもしれません。
また、どうしても落ち込んでしまう時、専門家に相談して、自分の考え方のクセをとらえ直すのも有効です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国立研究開発法人国立長寿医療研究センターHPより）
◎電話相談
　●こころの健康相談統一ダイヤル
　　TEL 0570－064－556（有料）
　　相談時間　月曜日 13時～16時（月が祝日の週は火）
　●よりそいホットライン（24時間対応）
　　TEL 0120－279－338（無料）
　　相談時間　24時間対応
　一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者等に対する総合的な電話窓口です。
　●三重いのちの電話
　　TEL 059－221－2525　相談時間　18時～21時
　　TEL 0570－783－556　相談時間　10時～22時
　　TEL 0120－783－556　相談時間　毎月10日　８時～20時
　様々な困難や苦悩にあって、おひとりで苦しんでおられる方のための
電話窓口です。
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　10月・11月の健康相談は【足の筋力】と【血管のや
わらかさ】を測定します。
実 施 日：10月12日（月）・11月９日（月）
受付時間：13時～15時　（完全予約制）
　予約は子育て健康課窓口もしくはTEL（377－
5652）までお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、15分ごとに
　受付時間を分けさせていただきます。
※混雑を避けるため、必ず指定の時間に来所をお願い
　いたします。
①13時～13時15分　　　②13時15分～13時30分
③13時30分～13時45分　④13時45分～14時
⑤14時～14時15分　　　⑥14時15分～14時30分
⑦14時30分～14時45分　⑧14時45分～15時
場　　所：保健福祉センター１階　保健室
内　　容：
・足の筋力測定
・血圧・血管のやわらかさ測定
・体温測定　・尿検査
・身体測定・体脂肪測定
・管理栄養士による食事・栄養相談
・保健師による健康相談
持 ち 物：
・健康手帳

　（お持ちでない方は発行させてい
　ただきます）
・最近受けた健診結果等があればお
　持ちください
そ の 他：
★感染症予防のため、マスクを着用の上、ご来館くだ
　さいますようお願いいたします。
★当日体調のすぐれない方は、来所をお控えいただき
　ますようお願いいたします。
・足の筋力測定：
　足の指の握る力を計測します。
　歩行時や立位時のバランスや疲れにくい歩行、むく
　みの改善・予防のために必要な筋力です。
・血管のやわらかさ測定：
　血管のやわらかさを測定します。
　血管は加齢とともに硬くなり、血圧が高くなる原因
の一つと考えられています。血管が硬くなると、動脈
硬化や脳梗塞などの血管の疾患リスクが高まります。
　新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、家で過
ごす時間が増え、運動する機会が減っていませんか？
　この機会に自身の体の状態を知り、健康について今
できることを一緒に考えてみましょう。
　ご自身のことやご家族のことで心配なことや気にな
ることなど、お気軽にご相談ください。

　令和２年度のがん検診につきまして、新型コロナウ
イルス感染症の状況経過をふまえ、実施を見合わせて
いた「乳がん・大腸がん・乳がん・子宮がん・肺が
ん・前立腺がん・骨粗しょう症検診・成人基本健康診
査」を、再開します。（胃がん検診につきましては、
今年度は中止とさせていただきます。）
　検（健）診見合わせ期間中は、大変ご不便をおかけ
しましたことをお詫び申し上げます。

＜検（健）診（再開）実施期間＞
９月23日（水）～令和３年２月28日（日）
＜再開後のがん検診の実施について＞

●個別乳がん・子宮頸がん検診（医療機関での検診）

　個別がん検診受診券、および乳・子宮頸がん無料ク
ーポンをお持ちの方は、有効期限が“令和３年１月31
日”となっておりますが、期間延長に合わせて令和３
年２月28日（日）まで、そのままご使用できます。も
し、お手元にない場合は子育て健康課までお問い合わ
せください。
※検診を受ける前に、必ず医療機関へお問い合わせい
　ただきますよう、お願いいたします。

●集団検（健）診（保健福祉センターでの検診）
　再開にあたり、検診日程が当初の予定から一部変更
となります。検診を申込された方につきましては、個
別に通知をさせていただいております。日程の詳細に
ついては、朝日町ホームページをご確認ください。

検（健）診実施の再開について（お知らせ）

健 康 相 談 特別企画のご案内

令和２年度
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　朝日町では、下記の対象者に対して、インフルエンザ予防接種費用の助成を行います。
　インフルエンザワクチンを接種する事で、症状が軽くなる、重症化を防ぐなどの効果
があります。体調の良いときに忘れずに接種してください。
　個人通知はしておりません。ご不明な点は、子育て健康課（TEL 377－5652）までお
問い合わせください。

高齢者インフルエンザ予防接種助成のご案内高齢者インフルエンザ予防接種助成のご案内
10月１日（木）～

令和3年１月31日（日）

朝日町に住民登録のある方で
　①接種日に満65歳以上の方
　②60～64歳の方で
　　心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫
　　機能の障害により、身体障害者手帳１級に該当される方又は同程度と医師が判断
　　した方

自己負担額　1,200円
　助成は年１回のみです。２回目以降は全額自己負担となります。
　　注）対象者のうち生活保護世帯の方は無料です。接種する前に『保護決定通知書』
　　　　または『生活保護受給証明書』など受給を証明できるものを持参し、子育て
　　　　健康課窓口までお越しください。
　　　　確認後、無料接種用の予診票をお渡しします。
　　　　なお、接種後に保護決定通知書など受給を証明できるものを提示されまして
　　　　も自己負担金を払い戻すことはできませんので、ご了承ください。

１．医療機関に接種の問
　　い合せ・予約をする。
　　（医療機関によって
　　は予約が要らない場
　　合があります）
２．医療機関に置いてあ
　　る「接種者説明書」
　　をよく読み、予診票
　　を記入し、医師の診
　　察・説明後、必要性
　　を理解した上で接種
　　してください。

１．かかりつけ医にワク
　　チンを接種してもい
　　いか確認をする。

接種方法

接種する
前　　に

対 象 者

接種費用

　令和２年10月１日からロタウイルスワクチンが定期予防接種（無
料）となります。
　定期接種の対象となるのは、令和２年８月１日以降に生まれたお
子様です。
　予防接種の予診票は、出生した月の翌月下旬ごろにご自宅に送付
いたします。
　なお、定期接種対象の方でも、９月30日までにロタウイルスワク
チンを接種した場合は任意接種となり、１回5,000円の助成になり
ますのでご注意ください。
【ロタウイルス胃腸炎とは？】
　ロタウイルスによる胃腸炎は、衛生状態に関わりなく発症します。
症状として、急激な嘔吐と水様性の下痢便を頻回に排泄し、発熱が
３～５割程度見られます。ロタウイルス感染症により、嘔吐・下痢
に伴う脱水やけいれん、腎不全、脳症等の合併症のため、入院に至
るケースがあります。重症急性胃腸炎で入院する原因として、ロタ
ウイルスが最も多いといわれています。
　先進国・発展途上国を問わずワクチン導入後、ロタウイルス感染
症は減少しており、直接効果だけでなく集団免疫効果も認められて
います。
【ロタウイルスワクチンについて】
　ロタウイルスワクチンは経口投与するワクチンです。赤ちゃんの

お腹がいっぱいだと、上手にワクチンが飲めない場合がありますの
で、接種前30分程は授乳を控えることをお勧めします。
　またロタウイルスワクチンは２種類あり、ワクチンによって接種
回数が異なります。いずれかの同一のワクチンで接種を完了するこ
とが原則で、途中で変更することはできません。どちらのワクチン
を接種するか、医師と相談してください。
【接種における注意点】
　明らかに発熱（通常37.5℃以上）している場合や、重度の急性疾
患にかかっている場合、過去に同じワクチンで強いアレルギー反応
が出た人は、接種することができません。また、未治療の先天的な
消化管障害のある場合や過去に腸重積
症をおこした場合、重症複合型免疫不
全（SCID）のある場合も接種するこ
とができません。このほかにも中止し
たり、延期したりしたほうが良い場合
もありますので、日頃からお子様の様
子を観察し、予防接種を受ける日には、
あらかじめ予診票を記載して受診し、
医師と相談をしてください。

【季節性インフルエンザとは】
　季節性インフルエンザに罹った人の咳やくしゃみなどからウイル
スが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
　典型的な症状は、突然の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、の
どの痛み、咳、鼻水なども見られます。気管支炎や肺炎、脳炎など
を合併し、重症化することが多いのも季節性インフルエンザの特徴
です。
【季節性インフルエンザ予防接種の有効性】
　季節性インフルエンザ予防接種の有効性は、高齢者の発病防止や
特に重症化防止に有効であることが確認されています。
　なお、予防接種を受けてから季節性インフルエンザに対する抵抗
力がつくまでに２週間程度かかり、その効果が持続する期間は約５

か月とされています。より効果的に有効性を高めるためには、毎年
季節性インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受ける
ことが必要です。
【季節性インフルエンザ予防接種の注意事項】
　予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。また、予
防接種と同時に他の病気がたまたま重なって現れることがあります。
接種した部位が痛みや熱を持ってひどく腫れたり、体調が悪くなっ
た場合は、すみやかに医師（医療機関）の診察を受けてください。
　また、接種当日に明らかな発熱のある人（37.5℃以上）や重篤な
急性疾患にかかっているなど、予防接種を受けることができない場
合があります。予防接種を受ける前に、担当医師とよく相談してく
ださい。

接種
期間

ロタウイルスワクチンが定期予防接種になりました
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●国勢調査は、令和２年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私たちの暮らしの
　ために役立てられます。
※万一、調査票が届いていない場合は、企画情報課（TEL 377－5663）にご連絡ください。

　広報あさひ９月号で生ごみの水切りの効果
を掲載しました。
　今月は、水切りのポイントについてご案内
します。

ポイント１　濡らさない
　野菜の皮や食材の使わないところは、洗う前に切り落とし、直接
ごみ箱へ捨てるなどして、始めから濡らさないようにする。

ポイント２　乾かす
　水のかからない場所に置いたり、新聞紙等にひろげたり、一定時
間放置して乾燥させてから捨てるようにする。茶殻やティーパック
も乾燥させてから捨てましょう。

ポイント３　しぼる
　排水口や三角コーナーには水切りネット等を使い、ごみ袋に入れ
る前にひとしぼりする。ひとしぼりするだけで10％以上のごみ減量
につながります。

＊生ごみを出さない工夫も必要です。
　食材を買いすぎない、最後まで使い切
る、食べ残しをしない、など日々の買い
物や料理の際にこれらを意識し、生ごみ
そのものを減らせば、一番のごみ減量に
つながります。　
町民環境課　TEL 377ー5653

生ごみの水切りにご協力をお願いします！！　生ごみの水切り習慣をつけよう！

スズメバチ駆除補助金
交付制度が始まりました

ハチの巣駆除用防護服
貸出制度が始まりました

国勢調査へのご協力ありがとうございます。

　業者に依頼し、スズメバチ（アシナガバチ、ミツバチ
等を除く）の巣の駆除をされた方に対して費用の一部を
補助します。
★補助金額
　スズメバチの巣の駆除作業に要した業者委託費用の２分の１（1,000円未満
切り捨て、上限20,000円)を補助します。ただし、駆除のため建物等の一部を
損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除きます。なお、
補助金の交付は一世帯につき年１件までとし、予算の範囲内で交付します。
★補助金の対象
　現にスズメバチが活動している巣で、おおむね周囲10メートル以内に人が
立ち入る可能性があるもので、朝日町内に限ります。
★補助金の交付対象者
　町税等を滞納していない方で、駆除業者（スズメバチの巣の駆除を業とす
る業者）に委託してスズメバチの巣の駆除をする方。法人および公共団体を
除きます。
★交付申請
　スズメバチの巣の駆除を行う前に補助金交付申請書等を提出してください。

　個人でハチの巣を駆除される場合に使用できるよう
ハチの巣駆除用防護服を貸し出します。
★貸出対象者
　町内に住所を有する個人又は団体で、ハチ等が営巣
している建物又は土地の所有者から駆除の承諾を得て
いる方。ただし、営利を目的とした個人又は団体には
貸出をしません。
★貸出の申込及び貸出期間
　貸出の７日前までに申請書を町民環境課に提出して
ください。貸出期間は貸出日の翌日から起算して３日
以内です。
★貸出費用
　貸出費用は無料です。
　※両制度の申請書類等、詳細につきましては、町民
　　環境課（TEL 377－5653）までお問合せください。
　　本制度を活用いただき、できる限り早期の駆除を
　　お願いします。

捨てる前のひと手間“水切り習慣”を
付けましょう！

水切りのポイント

マイナンバーカード交付専用休日臨時
窓口および平日夜間窓口のお知らせ
　マイナンバーカード交付専用の休日臨時窓口および平日夜間窓
口を行います。
　交付通知書を受け取られた方で、平日８時30分～17時15分に
受け取りに来られない方は、この機会をご利用ください。
　※休日および夜間窓口は予約制です。事前に電話
　　予約をしてください。
と　き
【休日臨時窓口】10月25日（日）、11月29日（日）
　　　　　　　　いずれも９時～17時
【平日夜間窓口】10月14日（水）・28日（水）
　　　　　　　　17時30分～19時（最終の予約は18時45分）
　　　　　　　　※日程は変更になる場合があります。
ところ　朝日町役場　町民環境課臨時窓口または２階交付会場

その他
　マイナンバーカードの交付手数料と電子証明書の発行手数料は、
いずれも初回無料となります。ただし、紛失等による再交付の場
合は、有料となります（マイナンバーカード800円、電子証明書
200円）。
　マイナンバーカードの申請がまだの方は申請手続きサポートを
ご利用ください。申請手続きサポートでは交付申請に必要な顔写
真を無料で撮影し、交付申請書の作成をサポートします。また、
マイナンバーカード申請時に役場へ来庁していただき、カードは
後日「本人限定受取郵便」にて受け取っていただける申請時来庁
方式についても申請受付をしております。
※申請時来庁方式は申請当日に通知カードの返納の必要があり、
　写真付きの公的な身分証明書が必要となります。詳しくはお問
　い合わせください。
※申請サポート及び申請時来庁方式は予約制で行っております。
　事前に電話予約をお願いします。
予約先・問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653
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まちなみ通信　第18号
第2回 朝日まちなみプラン検討ワークショップを開催しました！

　「朝日まちなみプラン」を住民の皆さんにより身近に感じていただくため、プランに基づく町や地域の皆さんの動きを≪まちなみ
通信≫として紹介します。

令和２年度

ワークショップの要点

開催概要

　朝日町では、「朝日まちなみプラン」に基づき、東海道を軸と
した「歩き集えるくらしやすいまちづくり」を進めています。
　今年度は、「朝日まちなみ検討会」が昨年度から着手し、ベー
ス案が出来上がっている「東海道を中心としたまち歩きマップ」
の完成を目指すワークショップを開催いたします。
　第２回は、町史の編さんに関する講演と、まち歩きマップの話
し合いを行いました。

日　時：８月26日（水）19時から21時
場　所：朝日町役場　大会議室
参加者：10名

『新修　朝日町史』の見方
　講演：朝日町町史編さん課係長　竹内弘光

●町史編さん課の仕事
・自治体史を作る編集者の役割、執筆者の校正作業
●朝日町史編さんの経過
　1971年　『朝日町史』編さん事業スタート
　1974年　『朝日町史』刊行（著者：栗田秀夫氏）
　2014年　『新修朝日町史』編さん事業スタート
　　　　　　（学識者を含めた委員会形式）
　2019年　『新修朝日町史』資料編１考古・文化財・民俗刊行
●「新修　朝日町史」編さんの目的
　地域の歴史を正しく理解するため、以下を目的としている
・「朝日町史」以降発見された新たな歴史資料等の編さん
・歴史研究など学術的進展の反映
・高齢者から情報を収集し、昔から現在までの暮らしについて記

　録・伝承すること
・これまで調査が及ばなかった案件の詳細な調査結果の反映
●「新修朝日町史」資料編Ⅰの特徴
・最近の丘陵地開発・高速道路工事に伴う考古学的な調査結果
・民俗編に約500ページを割き、お年寄りから聞き取り調査の結
　果も含め、地域の暮らし全般に関して幅広く記載されている

『まち歩きマップ制作の進捗について』
●水彩画
・水彩画サークルに依頼した神社仏閣・史跡等のイラストが概ね
　出揃う

●仮配置マップ
　・縮小した水彩画の雰囲気とバランスを確認するために作成

●今後の進め方について
　・マップ裏面の神社仏閣・史跡等の解説の作成にあたり「新修
　　朝日町史」を引用資料とする
　・今後作成されるマップ裏表紙の解説書の校正のため、町史編
　　さん課の協力を依頼
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内容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対象：15～49歳で無職の方
　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
※今年度より対象者年齢をこれまでの15歳～39歳　
　から15歳～49歳に拡大しています！
日時：10月28日（水）　10時～12時
場所：朝日町役場　１階相談室
問合せ・申込先：
北勢地域若者サポートステーション
TEL 359－7280

　三重県よろず支援拠点では、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経
営上の相談窓口を朝日町に開設しました。相談は何度でも無料です。
　・開 設 日　毎月　第３金曜日
　・開設時間　10時～16時（12時～13時休憩）
　・開設場所　朝日町役場　１階相談室
　原則予約制となりますので、相談をご希望の方は下記までお問い合
わせください。
公益財団法人  三重県産業支援センター
三重県よろず支援拠点　059－228－3326　西畑・仲野・前田
 （受付時間　平日８時30分～17時）
＊よろず支援拠点は、国（中小企業庁）が設置した無料の経営相談所
　です。

　現在、役場ロビーでは朝日町特産品認定事業者であるライスフ
ァーム・アグリ朝日の「化学農薬節減栽培米」を展示しています。
　「化学農薬節減栽培米」は人と自然にやさしい栽培方法で育て
たコシヒカリ、ミルキークイーン及び結びの神のことです。
　みえの安心食材に認定されており、美味しいものが多くなるこ
れからの秋の味覚と一緒に是非ご賞味されてみてはいかがでしょ
うか。

認定マーク

朝日町特産品
紹介コーナー

Vol.９

　いよいよ食欲の秋到来！
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、巣ごもり消費が多く
なっていますが、この機会に秋の新米を味わってみませんか？
　朝日町の特産品を扱う柿のライスファーム・アグリ朝日では
『化学農薬節減栽培米』を生産販売しております。
　主な品目は以下のとおりです。
コシヒカリ…ふっくらもちもちとした粘り気と強い旨味が特徴。
ミルキークイーン…もちもちふっくら、冷めても旨いのが特徴。
結びの神…大粒でふっくら美しい炊き上がり。もちもち感があ
りながらべたつきが少なく、噛みしめるほどに味わいがひろが
ります。また、冷めても美味しくいただけます。

販売方法
（1）TEL 377－2491
（2）携帯電話 090－2680－5087
（3）FAX 377－2492
　※注文書は役場特産品展示コーナーにもあります。
（4）楽天ふるさと納税返礼品（三重郡朝日町）
　※朝日町外の方

ライスファーム・アグリ朝日

秋に楽しむ旬の味覚を紹介します

特産品関連の展示をしています♪
産業建設課　矢野・遠藤　TEL 377－5658

ライスファーム・アグリ朝日　代表　矢野　隆司
TEL 090－2680－5087

記事および特産品全般についての問い合わせ
結びの神の生産に関するお問い合わせ

「化学農薬節減栽培米」についての問い合わせ

ロビーにて

三重県内の
中小企業・小規模事業者のみなさまへ◆北勢地域若者サポート

　ステーション出張相談
in
朝日

無料・
要予約
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９月１日より中学校完全給食が始まりました！

長寿者褒賞

　９月１日より朝日中学校完全給食が始まりました。朝日中学校の生徒からは「温かい給食がおいしい」や
「懐かしい味」などの感想をいただいています。栄養バランスが整った給食ということで、保護者の皆さん
にも喜んでいただいていることと思います。
　三重県産の食材を積極的に取り入れ、おいしさにもこだわった給食です。厨
房機器が新しくなったことにより、メニューの幅も広がりました。朝日小学校
と朝日中学
校の児童生
徒の皆さん、
給食をたく
さん食べて
大きくなっ
てください
ね！

　８月30日に筒井愛子さん（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。

ご厚意
ありがとうございます。

ご厚意ありがとうございます。

近藤　秀樹　様　　30,000円
　（故）近藤もと様の香典の一部を社会福祉協議会にご寄付いただきました。

森　　深雪　様　　300,000円
　（故）森芳樹様の香典の一部を社会福祉協議会にご寄付いただきました。

寄付

寄付 寄贈
明治安田生命保険相互会社　様
寄付金　308,100円
　８月19日（水）、「私の地元応
援募金」において、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止に対する地
域支援としてご寄付いただきまし
た。

一般社団法人　三重県建設業協会
四日市支部　様
寄付金　100,000円
　８月26日（水）、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止における地
域支援としてご寄付いただきまし
た。

　８月11日（火）、東芝三重連合
会様から、アルコール消毒液40リ
ットルを町内の学童保育所へ寄贈
していただきました。
　コロナウイルス感染症対策に有
効活用させていただきます。
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秋の火災予防運動　11月9日～15日

都市計画案の縦覧のお知らせ

最低賃金が改定に

「民事介入暴力巡回無料法律相談」の開催について
　暴力追放三重県民センター主催の「民事介入暴力巡回無料法律相談」
が開催されます。暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方
に対し、専門的な相談を取り扱うセンター相談委員をはじめ、警察官や
弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。相談は無料で、秘密は
厳守いたします。

〇日　時　10月28日（水）　13時～16時
〇場　所　四日市市総合会館７階第２研修室（四日市市諏訪町２－２）
〇問合せ　暴力追放三重県民センター　TEL 0120－31－8930
　　　　　三重県警察本部組織犯罪対策課　TEL 059－222－0110㈹
　　　　　四日市北警察署　TEL 366－0110㈹

第３回　庖丁供養祭

行政相談

　　〒514－0033　津市丸之内26－８　津合同庁舎３階　総務省　三重行政監視行政相談センター　行政監視行政相談課

　　０５７０－０９０１１０　平日８時30分～17時15分
　  （注）１　土・日・祝日・上記以外の時間帯は留守番電話で対応します。

　　　　　２　ＰＨＳ、ＩＰ電話などをご利用の場合は　０５９－２２７－１１００
　　　　　３　ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいています。

おこまりなら  ま る　　 ま る く じょー ひゃくとおばん

行政相談週間　10月19日（月）～25日（日）　困ったら　一人で悩まず　行政相談
　「行政相談」ってご存じですか？
　「行政相談」とは、国やＮＴＴなどの特殊法人等の仕事について、みなさんから苦情や意見、要望をお聞きし、その解決
の促進を図る制度です。
　総務省では、この行政相談制度をみなさんにもっとよく知っていただき、利用していただくため、10月19日（月）から
25日（日）までの一週間を「行政相談週間」としています。
　年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。

趣　旨：長年お世話になった包丁を単に資源ごみとして処分するのでな
　　　　く、丁重に供養をして処分したいと願う所有者に対し、供養祈
　　　　祷をした後、適切に処理する。又、今回から日頃使用している
　　　　包丁と食物に感謝し、今後も安全に使用するための祈祷も行う。
供養日：11月８日（日）（「いい刃」の語呂合わせ）９時
　　　　鵜森神社  庖刀塚（四日市市鵜の森１丁目）
　　　　今年度は、第三回 庖丁供養祭 となります。
受　付：10月15日（木）から10月30日（金）　９時から17時まで
　　　　ただし土、日は除く

　四日市地区調理師協会事務局まで（四日市市新正４丁目21番５号　三
　重県四日市庁舎 本館 １階）持ち込んでください。
※事務局への受付期間中に来所が厳しい場合は、庖丁供養祭の当日８時
　30分～８時50分頃までに鵜森神社 庖刀塚前の受付場所へお越しくださ
　い。
料金（祈祷料）：１本につき現金で500円
問い合わせ先：四日市地区調理師協会 事務局
　　　　　　　四日市市新正４丁目21番５号
　　　　　　　三重県四日市庁舎 本館１階　TEL 352－0597

その火事を　防ぐあなたに　金メダル
　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、今一度、管内の皆様の防
火に関する意識を高めていただくことにより、火災の発生を防ぎ、万が
一発生した場合も被害を最小限にとどめることを目的として、毎年「秋
の火災予防運動」を実施しています。
　以下のことを改めてご確認いただき、火災から尊い命と貴重な財産を
守りましょう。
●住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
≪３つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

≪４つの対策≫
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
　住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、
定期的にほこりなどをふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目
安は10年です。

■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

　次の都市計画の案を作成したので、縦覧に供します。
　「四日市都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」、
「四日市都市計画区域区分の変更」について
　縦覧期間　10月13日から10月27日まで（８時30～17時）
　縦覧場所　三重県都市政策課及び朝日町企画情報課

　なお、縦覧期間内であれば、知事あて（〒514－8570津市広明町13番
地県土整備部都市政策課）に意見書を提出することができます。
問い合わせ先　三重県都市政策課　TEL 059－224－2718
　　　　　　　企画情報課　TEL 377－5663

　三重県最低賃金は、令和２年10月１日から、１円引き上げられて、時
間額874円になりました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど）を問わず、
三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定（産業

別）最低賃金が適用されます。
　また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業支援のための業務改善助
成金制度などの支援策がありますので、是非ご活用下さい。
三重労働局賃金室　TEL 059－226－2108
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健康事業内容
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TEL（059）377-5663　FAX（059）377-4543

URL ： http://www.town.asahi.mie.jp
E-mail : asahi@town.asahi.mie.jp

出し
の日

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
　　　　  （９時～13時まで）
出張場所　柿公民館
　　　　  （10時～11時まで）

心配ごと相談（11/5（木））
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時30分～15時30分まで

ご
み

生活カレンダー

2歳児歯科検診

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止することがあります。朝日町ホームページにて、ご確認ください。
※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・管理栄養士まで

粗大
（柿・山王谷・向陽台）

再生（新聞紙等）

埋立
３歳半健診

心配ごと相談
のびのび相談

すくすく相談

すくすく相談粗大
（朝日ヶ丘・白梅西・東）

たんぽぽ教室

ひよこ教室（キッズ）

ごみ出しの日保健福祉センター
＊19日(月)は、朝日ヶ丘・白梅西・東地区の粗大ごみ収集日です。他地区の方は出せません。
＊11月９日(月)は、柿・山王谷・向陽台地区の粗大ごみ収集日です。他地区の方は出せません。
＊11月３日(火)は祝日のため、一般ごみ収集は11月２日(月)に変更になります。

一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ 粗大ごみ

19（朝日ヶ丘・白梅西・東）
11/9（柿・山王谷・向陽台）

14（雑誌等）28（新聞紙等）

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考
対象：９カ月～１歳６カ月未満の乳幼児（要予約）
定員：10名（先着）
内容：保育士による刺激遊びの教室。親子のふれあいの場。

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：産後２ヶ月から６ヶ月未満の産婦とその赤ちゃん
定員：12組（先着）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5名）
【特別企画】
内容：血圧測定、検尿、体脂肪測定、血管のやわらかさ測定、足の筋力測定、健康
相談、栄養相談など
持ち物：健康手帳（お持ちでない方は発行します）
対象：１歳６ヶ月以上（要予約）　
定員：10組（先着順）
内容：保育士による集団遊びの教室
持ち物：参加費100円、テープ、クレヨン、のり、ハサミ、お茶
内容：「落ち着きがない」「やりとりがうまくできない」「発達がゆっくり」「集
団生活がなじめない」など、臨床心理士によるこどもの発達に関する相談（要予
約） 

内容：「ことばがゆっくり」「どもる時がある」「発音が気になる」など、言語聴
覚士によることば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（328－5881）　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）

ひよこ教室（キッズ）

育 児 相 談

ア フ タ ー ビ ク ス

健 康 相 談

た ん ぽ ぽ 教 室

の び の び 相 談

す く す く 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

10:00～11:00

　 （予約制）
9：30～11：00
13：00～14：00

10：00～11：30

　 （予約制）
13：30～14：30

10：00～11：30

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

木火・金
11/2（月）

※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。

10月OctoberOctober

アフタービクス
一般

一般

一般

19 2018

11

21

4

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

25 30 31

24

26 2827

1 2 3

29

一般

6 75   (11月)
一般

一般

8 9

22 23

一般
10

埋立

埋立

のびのび相談

一般

育児相談

健康相談

一般
12 13 14 15

埋立

のびのび相談

再生（雑誌等）
1716

すくすく相談

すくすく相談

13

16

20

11/9

11/10

15
29
11/5
21
23
28
11/4

＊一般収集はありません
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