
総人口：10,996人（＋4）
　　男：5,503人（＋3）
　　女：5,493人（＋1）
世帯数：4,197世帯（－1）
（令和２年11月末現在）
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朝日町長

矢 野　 純 男

　新年明けましておめでとうございます。
　コロナ禍が猛威を振るっている中での新年ということで例年とは少し違った形でお正月
をお過ごしの方が多いのではないかと拝察申し上げます。
　さて、昨年は、行政運営という点では、町民の皆さまのご理解とご支援、そして議会の
ご協力をいただいて「中学校給食」の円滑開始、町内への「企業誘致」と「交番設置」の
進展、「高齢者向けタクシー利用助成制度」の本格実施等目標に掲げておりましたテーマ
については何とか順調に進めさせていただくことが出来ました。
　しかしながら、全くの想定外でありました「新型コロナウイルス感染症」の発生は、財
政支出の増加、タウンミーティング中止、学校の一時休校・夏休み短縮・運動会中止、町
内諸行事の中止・延期をもたらす等、町民生活に大きな影響を及ぼしただけでなく、収束
の見込みが立っていないまま年を越してしまいました。
　本年は、このように社会的にも経済的にも厳しい状況下の幕明けとなりましたが、私は、
町長として、「全身全霊」を傾けて、次に掲げるテーマを中心に「皆さまに安心していた
だける町政運営」に取り組ませていただく覚悟でございます。引き続きご理解とご協力を
賜りますようにお願い申し上げます。

　１．「新型コロナウイルス感染症対策」の継続実施
　２．厳しい財政事情の中での「的確な町政運営」の実行
　３．町の今後を定める「第6次朝日町総合計画」の公表と実行
　４．４年目となる「東海道まちなみ整備計画」の継続推進
　５．町内への「企業誘致」と「交番設置」に対する準備対応
　６．新庁舎建設に係る検討の推進 
　　
　最後になりましたが、町民の皆さまの益々のご健勝とご多幸を祈念申し上げ新年のご挨
拶とさせていただきます。

令和３年　元旦
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「子育てワンポイントアドバイス」

　先日心理学の教授（年配の方です）が「僕は子どもの頃、叱られた事が一度もなくてね。変わった子だったのだけど。
」と笑っていました。
　その発言の発端になったのは『アルプスの少女ハイジ』の話です。両親のいないハイジが山に住むおじいさんに預け
られクララの家に行くまで、誰からもこれは駄目だとかこうしろとか強制されずにのびのび生きていました。周りの大
人たちはハイジを尊重し対等な立場で話を聞いてくれて、ハイジは自己肯定感が高く、人との距離感の取り方も上手で
す。ハイジは山の生活で叱られることはありません。ふと現代に目を向けると、私達は叱る事に慣れ過ぎているのかも
しれません。
　「叱ったらだめ。叱ったって良くならないのだから。」と先程の教授はおっしゃいました。学習理論を研究した心理
学者も「罰は望ましくない行動をやめさせることはできない。」と言っています。『叱る＝より良い方向へ導く為に注
意やアドバイスをすること。』とあり、手本やアドバイスは大切ですが、子ども自身がそれを学びとっていくことが出
来れば叱る必要はないのかもしれません。現代社会のスピードは速く、それが子育てにも影響しているように感じます。
大人が待ってあげられない、付き合ってあげられない、とことん飽きるまでやらせてあげられない、簡便化ばかり追求
してしまう。本来なら子どもはゆったりのびのびと、大人が無駄と思うような体験でもやりたい事を自由にやる事で沢
山の事を学び、吸収して成長していくものでしょう。例えば何の知識も無くて、泥を見れば手を突っ込みたくなるのが
子どもですが、大人は「汚いからやめなさい。」となるわけです。
　せっかくわいた興味を無視したり潰したりしてしまうとそのうち興味がわかなくなり、自主的な言動も減ってしまい
ます。とはいえ、毎日の生活は大切ですからそのバランスを取りながら、たまには子どものペースに合わせ自由な時間
をとってみてはいかがでしょうか？

第181回　『叱られた事がない？』
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　こころの相談員  前田　里美

※前田相談員は、小学校・中学校などで相談活動を行っています。

1

＊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

10:00-12:00

1/12㈫･15㈮・
・19㈫･22㈮・26㈫・
29㈮・2/2㈫・
4㈭・9㈫

1/20㈬
2/3㈬

ほっとくらぶ
(377-3522 )ほっとくらぶ 不 要

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者

茶 話 会

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

ほ っ と す る
親 の 会

　のびのび相談は臨床心理士による「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」「集団生活になじめない」などの子どもの発達に関する相談事業です。
　淺井臨床心理士さんは、学校カウンセラーも経験されており、保護者への相談だけでな
く、子どもの相談にも対応してくれます。又、発達検査をして適切なアドバイスもいただ
けます。
　相談をご希望の方は、子育て健康課（377－5652）まで予約の申し込みをしてください。
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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

揚げ餅のみぞれ雑煮

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～

「こころの健康づくり研修会」のアンケート結果

　10月中旬に、こころの健康づくり対策として、朝日中の３年生を対象に「こころの健康　ストレスをふっとばせ！」の研修会を実
施しました。研修会後のアンケートでは、「ストレスの解消法がわかった」の問いに「そう思う・少しそう思う」と答えた生徒が
96.8％であり、とても有意義な研修となりました。感想を一部ご紹介します。
　「ストレスは心に悪い影響をもたらすというものとしか考えていなかったけど、苦難を乗り越えるための成長の糧になるというこ
とがわかりました」
　「ストレスについて詳しく分かったので良かったです。これからはストレスがたまったときに今日教えていただいたストレス解消
法でストレスをなくしていきたいです。また、誰かに相談するなど他の人に助けを求めることも大切なことだと分かりました。だか
ら一人で抱えこまないようにします」

少し変わったお雑煮はいかがでしょうか？
大根おろしが揚げ餅にたっぷり絡んで美味し
いです。お好みで一味唐辛子、柚子皮、おろ
し生姜のいずれかを添えても◎

エネルギー
164kcal

たんぱく質
5.5g

脂　　　質
0.6g

塩　　　分
1.4g

だし汁
薄口醤油
塩
三つ葉

……………………４個
……………………400ｇ
…………２袋（160ｇ）
………………………８個

切り餅
大根
なめこ
花麩

………………500ml
…………小さじ２

………………小さじ１/２
…………………４本

作 り 方
①大根は皮をむき、おろしてザ
ルにあけ、水気を切る。 
花麩は水につけてもどしてお
く。

②フライパンに１㎝程の油を注
ぎ、170度に加熱し切り餅を
揚げる。表面がぷっくりした
ら取り出す。

③鍋にＡの調味料を加え中火に
かけ、しっかり水気を切った
大根おろしとなめこを入れて
軽く煮る。

④続いて揚げ餅と花麩を入れ、
ひと煮したらお椀に盛る。 
最後に三つ葉を飾る。 
  

Ａ

材料（4人分）

ＮＰＯ法人自殺対策センターライフリンク

ＮＰＯ法人ＢＯＮＤプロジェクト

　「生きづらびっと」「よりそいチャット」などのＳＮＳやチャットによる相談を行い、必要に応じて電話や対面による支援や
居場所活動等へのつなぎも行います。

【相談時間】　月・火・木・金・日：17時から22時30分（22時まで受付）　　水：11時から16時30分（16時まで受付）　

10代20代の女性のためのLINE相談を実施しています。

【相談時間】
月･水･木･金･土：14時から18時（17時30分まで受付）
　　　　　　　　18時30分から22時20分（22時まで受付）

【SNS相談窓口】

チャット
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　献血とは、病気の治療や手術などで輸血や血漿分画
製剤を必要としている患者さんのために、健康な人が
自らの血液を無償で提供するボランティアです。
※輸血とは…赤血球、血小板などの機能が低下したり、量が
　減少した時に補充する治療法
※血漿分画製剤とは…結晶中に含まれる血液凝固因子、免疫
　グロブリン、アルブミンなどのたんぱく質を抽出、精製し
　たもの

献血の種類
全血献血：血液中のすべての成分を献血する方法で
　　　　　す。400ml献血と200ml献血があります。
　　　　　採血時間は10～15分程度です。
成分献血：成分採血装置を使用して血小板や血漿と
　　　　　いった特定の成分だけを採血し、体内で
　　　　　回復に時間のかかる赤血球は再び体内に
　　　　　戻す方法です。身体への負担が軽いこと
　　　　　が特徴です。採血時間は40分～90分程
　　　　　度かかります（採血量や成分による）。

　献血によって体調を崩すことのないよう、健康状
態について慎重に確認したうえで献血をお願いして
います。

献血が必要な理由
　輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることが

できず、長期保存することもできません。献血者の
健康を守るため、1人当たりの年間の献血量には上
限があります。また、近年血漿分画製剤のひとつで
ある免疫グロブリン製剤の必要量が急激に増加して
います。このため、輸血等に必要な血液を確保する
ためには、一時期に偏ることなく、1日当たり約
13,000人の方に献血をご協力いただく必要がありま
す。
　日本国内では、少子高齢化等の影響により、主に
輸血を必要とする高齢者層が増加し、若い世代が減
少しています。10～30代の献血協力者数はこの10
年間で35％も減少しており、少子高齢化が今後ます
ます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす
恐れがあります。三重県でも若い世代の献血量が減
少しており、特に10代・20代の献血率はここ数年
最下位が続いています。30代の
献血量もワースト５位以内とい
う結果です。
　今後も患者さんに血液を安定
的に届けるためには、今まで以
上に若い世代の献血へのご理解
とご協力が必要となります。

日本赤十字社：
http://www.jrc.or.jp/donation/first/

　令和２年度検（健）診につきまして、新型コロナウ
イルス感染症の拡大予防のため、一時実施を見合わせ
ておりました。そのため十分な受診機会を確保する目
的で、検（健）診受診期間を延長しております。まだ
検（健）診を受診されていない方は、今からでも申し
込みが可能ですので、子育て健康課までお申し込みく
ださい。

検（健）診実施期間
２月28日（日）まで

　個別乳がん・子宮頸がん検診
　について（医療機関での検診）　
　個別がん検診受診券、及び乳・子宮頸がん無料クー
ポンをお持ちの方は、有効期限が“１月31日（日）”
となっておりますが、期間延長に合わせて”２月28日
（日）まで、そのままご使用できます。
※検診を受診される前に、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）＞
１月12日（火）：大腸がん検診・乳がん検診（マンモ
　　　　　　　　グラフィ・超音波）・子宮頸がん検
　　　　　　　　診

１月31日（日）：大腸がん検診・乳がん検診（マンモ
　　　　　　　　グラフィ・超音波）・子宮頸がん検
　　　　　　　　診・胸部検診・骨粗しょう症検診・
　　　　　　　　成人基本健康診査

２月７日（日）：大腸がん検診・胸部検診・前立腺が
　　　　　　　　ん検診・骨粗しょう症検診・成人健
　　　　　　　　康診査

※令和２年度の胃がん検診は中止とさせていただきま
　す。

お問い合わせ　子育て健康課　TEL：377－5652

１月 1日～
２月28日は

検（健）診について

「はたちの献血」
キャンペーンです！
「はたちの献血」
キャンペーンです！

令和 2年度

〈　　　　　　　　 　　　　〉
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税の申告・相談が
となります

【予約及び申告について】
 

 

職員が聴き取ります。

 

 
 

6

7

 昨今の新型コロナウイルス感染拡大防止及び当町の確定申告会場混雑緩和のため、令和３年に朝日町で設ける確
定申告会場を予約制とさせていただきます。予約は朝日町役場税務課窓口、電話、メールで受付いたします。 

（ハ）の書式は当町ウェブページ（http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1606810244299/in-
dex.html）より入手下さい。配当所得を申告される方は当町指定様式に加え、配当通知書の原本も持参下さい。
（イ）（ロ）の書式は国税庁ウェブページもしくは上記の当町ウェブページより入手下さい。 

2月16日（火）より3月15日（月）までの土・日・祝日を除く平日の９時～11時及び13時
～16時
住民税申告及び所得税の還付申告は、２月１日（月）より受け付けします。 

予約せずにお越しになられた場合、予約の方が優先となりますので、当日の予約枠が埋ま
っている場合は後日の予約となる場合があります。予めご容赦下さい。

譲渡・贈与に関する申告、住宅借入金控除一年目の申告、あるいは青色申告など高度な知
識を要する申告は受付できかねますので、四日市税務署が用意する申告会場等をご利用下
さい。

ご自身で申告書が作成できている方は、直接税務署へ郵送して下さい。
申告資料（特に下記の事前準備が必要な事項等）が整っていない場合は再予約となります。 

朝日町役場２階大会議室 （３月１日（月）より２階第１及び第２会議室となります。） 

１月６日（水）より３月11日（木）までの０時～
23時59分 

メール送信から翌々日の役場開庁日までに予約確定
の返信をいたします。予約が確定しなかった場合
は「④日中の連絡電話番号」へ連絡いたします。

件名：申告予約
本文：①氏名　②生年月日　　③住所
　　　④日中の連絡電話番号　⑤希望日時
　　　⑥申告項目（収入及び控除）
※⑤は下記の「４.申告受付期間内」でご
記入下さい。

左記内
容で送
信下さ
い。 

そのお電話で確定
しますが、場合によ
っては折り返し連絡
になります。

その場で確定
します。

職員が聴き取
ります。 

１月６日（水）より３月12日（金）
までの土・日・祝日を除く平日の９時
～17時

事前準備項目申告項目  

イ）医療費控除の明細書
ロ）収支内訳書
ハ）当町指定様式
ニ）金額の合計をお伝え下さい

イ）医療費控除
ロ）一般・農業・不動産所得
ハ）配当所得
ニ）ふるさと納税 

電話
（377－5655） 

メール
（shinkoku@town.asahi.mie.jp） 

朝日町役場
税務課窓口

予約制

事前準備が
必要な事項 

申 告 に
関 す る
お 願 い

5 申 告 会 場

4 申 告 受 付
期 間

1 予 約 内 容

2 予 約 確 定
方 法

3 予 約 受 付
期 間

１月６日
受付開始

町県民税の申告・所得税及び復興特別所得税の確定申告
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～新成人の皆さんへ～

申告に必要なもの 所得控除を受けるために必要なもの

 

当町ウェブページへはＱＲコードもしくはアドレスからご覧下さい 

http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1606810244299/index.html

 

※１ 補填金額とは、①生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保
　　険金など②社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規則に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金③医療
　　費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金④任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金などのことを指します。   

問い合わせ先：税務課 TEL 377－5655

❶確定申告をする必要のない方で、事業所得（営業や農業など）、不動産所得や配当所得などの各種所得のあっ
た方
❷勤務先から朝日町へ「給与支払報告書」が提出されていない方（昨年中に退職された方、日雇いなどを含む）
❸昨年中に所得がなかった方で、所得がない旨の証明書（非課税証明書など）の発行を必要とする方 

❶印鑑（シャチハタ不可）
❷源泉徴収票（原本）や収支内訳書など令和２年中の
所得がわかるもの（源泉徴収票は勤務先や年金の
支払先から発行されます）

　※複数ヶ所で就労されている場合には、すべての
　源泉徴収票をお持ち下さい。合算されている場合
　は不要です。

❸申告者本人の口座がわかるもの（還付の申告をさ
れる方）

❹銀行印（新たに振替納税をされる方）
❺個人番号カード（または個人番号通知カード）ま
たは本人確認書類（運転免許証、パスポート、公
的医療機関の被保険者証、身体障害者手帳などの
うちいずれか１つ） 

❶国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保
険料、国民年金保険料などの支払額がわかるもの
（ただし、国民年金保険料などについては、その
支払いをした旨を証する書類）

❷生命保険料や地震保険料などの控除証明書
❸医療費控除の明細書（支払額が10万円以上または
総所得金額等の５％を超える場合、医療費控除を受
けることができます）、補填金額※１のわかるもの

❹配偶者や扶養親族の所得がわかる書類
❺身体障害者手帳など障害者控除を受けるための書類
❻配当所得を申告する場合は、当町指定様式と配当
通知書の原本も持参下さい。

❼その他、上記以外のものを申告する場合は必要資
料をお持ち下さい。 

町県民税の申告が必要なおもな方（令和３年１月１日現在朝日町に住所がある方が対象です） 

　国民年金は、年をとったときやいざというときの生
活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られ
た仕組みです。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を
納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで
障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに
年金を受け取ることができる制度です。

国民年金のポイント
　◎将来の大きな支えになります
　　　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、
　　保険料を納める制度です。
　　　国が責任をもって運営するため、安定していま
　　すし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
　◎老後のためだけのものではありません
　　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほ
　　か障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、
　　病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
　　また、遺族年金は、加入者が死亡した場合、その
　　加入者により生計を維持されていた遺族（「子の

　　ある配偶者」や「子」）が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
　◎「学生納付特例制度」
　　　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本
　　人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料
　　の納付が猶予される制度です。
　　　対象となる学生は、学校教育法に規定する大
　　学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門
　　学校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以
　　上である過程）、一部の海外大学の日本分校に
　　在学する方です。
　◎「納付猶予制度」
　　　学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶
　　者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険
　　料の納付が猶予される制度です。

問い合わせ先
町民環境課　TEL 377－5653
四日市年金事務所国民年金課　TEL 353－5513

20歳になったら国民年金
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四日市税務署からのお知らせ

 

 

確定申告

●国税庁のホームページからｅ-Ｔａｘで送信 
 

●印刷して郵送等で提出  

スマートフォンはこちらから→
 

 

※令和３年１月公開予定

税務職員
ふたば

 

申告書の作成でお困りのときは、「税務相談チャットボット」にご相談ください。
ご質問を入力いただければ、を活用した「税務職員ふたば」がお答えします。
チャットボットで解決しない場合は、国税庁ホーム
ページの「タックスアンサー」をご確認いただくか、
電話でお問い合わせください。 スマホでの相談

はこちらから！ 

◇ 申告や納税についてのお問い合わせ先 

◇ 確定申告書等作成コーナーの操作方法などは  

困ったら " ふたば " にご相談ください 

※　自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じ該当の番号を選択してください。 

受付時間：月曜日～金曜日　９時～17時（休祝日及び12月29日～１月３日を除く。） 
※　受付時間は、時期により延長する場合がありますので、最新の情報をｅ-Tａｘホームページでご確認ください。 
※　上記の電話番号がご利用できない場合などは、03－5638－5171をご利用ください（通常の通話料金となります。）。 

四日市税務署　TEL 352－3141（自動音声によりご案内しています） 

ｅ-Tａｘ・作成コーナーヘルプデスク　TEL 0570－01－5901（全国一律市内通話料金）

　ｅ-Ｔａｘは、マイナンバーカードを準備していただくか（ＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマ
ートフォンが必要です。）、税務署でＩＤ・パスワードを発行することで利用できます。 詳しくは四日市税務署へお尋ねく
ださい。 

(申告書の提出方法は２通りあります） 

国税庁ホームページから！ 国税庁ホームページから！ 

申告書 の作成･送信は申告書 の作成･送信は

　令和２年分の所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告と納税の期限は、
３月15日（月）（消費税及び地方消費税の申告と納税の期限は、３月31日（水））です。

自宅で

STEP２  申告書を作成
　画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます！

STEP３  申告書を送信

STEP１  「国税庁ホームページ」へアクセス 

お電話によるご相談は

▶納税には、便利な振替納税をお勧めします。



※受付は、９時から行います。
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当相談所の混雑緩和のため、当
日会場にて「入場整理券」を配布いたします。会場の入場には「入場整理券」
が必要です。
　なお、入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いすることがあります
ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。（オンラインでの事前発行は
ありません。）
※会場ではｅ-Ｔａｘによる申告相談も行っていますので、利用者識別番号、暗証
番号をお持ちの場合は、番号の分かる書類をご持参ください。

【相談の対象となる人】
①　前年分の所得金額（青色事業専従者給与及び青色申告特別控除額の控除前または事業専従者控
　除額の控除前）が300万円以下の人。
②　消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成30年）の課税売上高が3,000万円以下で、
　かつ①に該当する人。
　　なお、譲渡所得・山林所得・贈与税の申告をされる人、また相談内容が複雑な人・申告書の作
　成に長時間を要する人は、税務署の確定申告会場をご利用ください。
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あさけプラザ

四日市市下之宮町296－1

国道１号

名古屋へ

近鉄富田駅

第三銀行
第三銀行

GＳ

※　駐車場が狭いため公共交通機関を
　ご利用ください

あさけ
プラザ

令和２年分確定申告に向けた取組（お願い）

～ご自宅で申告書作成が困難な方は～

確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です！ 

　令和２年分確定申告においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ご自身のスマー
トフォンやご自宅のパソコンから国税庁のホームページにアクセスし、確定申告書を作成いただき、ｅ-
Ｔａｘ（電子申告）で提出（※）いただくことを、幅広くご案内しています。

（※）ｅ-Ｔａｘ（電子申告）は便利かつスピーディであり、安心・安全な方法であると考えております。

【会　　場】あさけプラザ（四日市市下之宮町296－１）
【開設期間】２月２日（火）～２月４日（木）　９時30分～16時（ただし12時～13時は除きます。）

※　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、確定申告会場の混雑緩和のため、入場整理券を活用して
　会場内へご案内することを予定しています。申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
※　「入場整理券」は、当日、会場で配布しますが、ＬＩＮＥアプリを使えば事前にオンラインで入手する
　ことも可能です。
※　入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いすることがありますので、ご理解のほどよろしくお
　願いいたします。
※　確定申告会場への入場の際に発熱等の症状のある方は、入場をお断りさせていただく場合があります。

確定申告会場は、「じばさん三重」６階です。（四日市市安島１－３－18）
【開設期間】２月16日（火）～３月15日（月）　９時～17時
　　　　　　（土曜・日曜・祝日は除きます。）
※　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、公的年金を受給されている方を主な対象として、２月８日（月）から申
　告相談を受け付けます。
※　じばさん三重へのお問い合わせは、ご遠慮ください。
※　駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

■ＬＩＮＥで「入場整理券」を取得する方法
ＳＴＥＰ１　ＬＩＮＥアプリから国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友達登録
ＳＴＥＰ２　トーク画面で「相談を申し込む」を選択し、ご自分の会場を選択
ＳＴＥＰ３　希望する日時を選択して、「入場整理券」を事前に取得
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

税理士による無料税務相談を行います
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・開催日時：令和２年11月28日（土）
　　　　　　９時～15時
・参加者数：14組43名
・協　　力：朝日まちなみ検討会の皆様（７名）

まちなみ通信　第22号

　東海道をはじめとした朝日町の様々なことを楽しく学んでいただくことを目的に、朝日まちなみ検討会の
皆さんのご協力のもと、「ＬＩＮＥを使った東海道ウォークラリー」を開催しました！多くの方にご参加い
ただいた当日の様子をご紹介します。

　「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。

ＬＩＮＥを使った東海道ウォークラリーを開催しました！

朝日まちなみ検討会の皆様との事前打ち合わせ

まずはLINEを立ち上げ、QRコードでナビゲータ
ーのアーミンと友達になろう！

アーミンからクイズが送られてきた！正しく答え
て先に進もう！

最初のチェックポイント、朝日小学校。門のQRコードの
画像を送ると…
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　参加者の皆さんには楽しんでいただくとともに、東海道への理解を深めるきっかけとなったようです。参
加者の皆様、お疲れ様でした。ご協力いただいた朝日まちなみ検討会の皆様、ありがとうございました。

アンケート自由記載から
抜粋
・小学生の私でも、楽し
　めたのでとてもよかっ
　たです。
・わかりやすくて楽しめ
　るウォークラリーだっ
　た。もう少し距離があ
　ってもいい。

参加者アンケートの結果

とてもよかった
94%

よかった
６%

あまりよく
なかった
０%

よくなかった
０%

このイベントはどうでしたか？

深まった
100%

深まらなかった
０%

東海道への理解が深まりましたか？

朝日町資料館もチェックポイントの一つ。いろんな問題
に挑戦！

小向のお寺、浄泉坊には「朝日まちなみ将棋」が！先に進
むためのQRコードはどこだろう？

資料館の中に飾られた竹あかり。アーミンの顔はいくつ
ある？

全ての問題を解いてゴールに到着！お疲れ様でした♪



採用者数
男性 女性 男性 女性

扶 養 手 当
内　　　　　容

住 居 手 当

通 勤 手 当

特殊勤務手当

区　 分

朝　日　町

区　　分 区　　分 給料月額等（円） 期末手当

※役職加算有り

※役職加算有り勤勉手当

期末勤勉手当

区　　分 受験者数

期末手当

一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

職　員　数

合　　　計

合計区　分 定年退職 早期退職 普通退職等

1 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

2 職員手当の状況（令和2年4月1日現在） 3 特別職の報酬等の状況（令和2年4月1日現在）

4 部門別職員数の状況（令和2年4月1日現在）

5 職員採用状況（令和2年4月1日現在）

6 職員退職状況（令和2年3月末退職）

7 勤務時間

8 休暇制度

※職員数に、会計年度任用職員は除きます。           

住宅を借り受け一定以上の家賃を支払ってい
る職員または自宅に居住する職員に支給

扶養親族のある職員に支給

通勤のため電車・バスなどの交通機関または
自動車など交通用具を使用する職員に支給
危険、不快、不健康または困難な業務に従事
する職員に支給

2
0
1
3

一般行政職
幼稚園教諭
技能労務職
計

1
0
0
1

議　　会
総務企画
税　　務
農林水産
商　　工
土　　木
民　　生
衛　　生
小　計
教　　育
小　計
水　　道
下 水 道
国保事業
そ の 他
小　計

1.300月分
1.300月分
2.600月分

6月期
12月期
合　計

0.950月分
0.950月分
1.900月分

※職制上の段階、職務の級等による加算措置有り

　年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇などがあります。 

9 福利厚生事業
　町は、地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の福
利厚生増進を図るため、㈶三重県市町村職員互助会（一
部は、㈶三重県公立学校職員互助会）に加入し、福利厚
生事業を実施しています。事業の内容についてなどの㈶
三重県市町村職員互助会の決算等は、以下を参照してく
ださい。
http://www.zc.ztv.ne.jp/fukuri/index.htm

平均給料月額（円） 平均年齢（歳） 平均給料月額（円） 平均年齢（歳）

対前年
増減数

837,000
645,000
571,000

305,000
236,000
221,000
221,000
212,000

町　　　長
副　町　長
教　育　長

議　　　長
副　議　長
常任委員長

広報特別委員長
議　　　員

一　般
行　政
部　門

特別行
政部門

公　営
企業等
会　計
部　門

6月期
12月期
合　計

1.300月分
1.300月分
2.600月分

6月期
12月期
合　計

2.250月分
2.250月分
4.500月分

2
21
6
2
1
9
24
10
75
23
23
3
2
1
2
8
106

2
20
6
2
1
9
23
10
73
24
24
3
3
1
3
10
107

0
1
0
0
0
0
1
0
2
▲1
▲1
0
▲1
0
▲1
▲2
▲1

一般行政職
保育士・幼稚園教諭
技　術　職
計

7
0
2
9

5
2
0
7

1
0
0
1

0
1
0
1令和２年 平成31年

4
1
1
6

　「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、特別職の報酬、町職員の給与、
職員数、勤務条件等の状況を広く住民の皆様に知っていただくため、お知らせします。 

321,300 42.2 252,200 56.5

1
1
0
2

■朝日町の人事行政の運営等の状況について

※一般行政職とは、行政職給料表が適用される職員のうち、税務職、技能労務職、保健職の職員を除いた職員をいいます。

　原則週休2日制、週38時間45分勤務です。
　１日の勤務時間は８時30分から17時15分です。
　休憩時間は12時から13時までの1時間です。

問い合わせ先　総務課　TEL 377ー5651

広報あさひ/2021/112
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「第６次朝日町総合計画（案）」の
パブリックコメント実施について

　朝日町では、新しいまちづくりを進めるための指針となる第６次朝日町総合計画（令和３年度～令和
12年度の10年間の計画）の策定作業を進めております。
　新しい総合計画は、行政だけでなく、町民、事業者など本町に関わる全ての主体が進むべき方向性を
共有し、力を合わせてこれからのまちづくりを進めるための指針となるものです。町民アンケート調査
や各種団体等へのヒアリング、学識者や各種団体の代表者等によって構成される総合計画審議会におい
て多くのご意見・ご助言をいただきましたが、さらに町民の皆様の声を反映させるため、ご意見をいた
だきたいと考え、パブリックコメントを実施いたします。

【公表の方法】
　朝日町役場企画情報課、保健福祉センター、教育文化施設（図書館）、町公民館の各窓口のほか、町
ホームページでもご覧いただけます。ただし、閉庁・閉館日（時間）には、窓口での公表は行いません。
　朝日町ホームページアドレス　http://www2.town.asahi.mie.jp/

【意見の募集方法等】
（1）募集期間
　１月５日（火）から２月５日（金）まで
　※郵送につきましては、締め切り当日の消印まで有効といたします。
（2）意見の提出方法及び提出先
　電子メール、郵便、ＦＡＸのいずれかの方法により下記に提出してください。
　なお、電話でのご意見はご遠慮ください。
　電子メール：kikaku@town.asahi.mie.jp
　郵送：〒510‒8522 三重県三重郡朝日町大字小向893番地　朝日町役場企画情報課あて
　FAX：377－4543　朝日町役場企画情報課あて
（3）対象者
　朝日町内に在住・在勤・または在学している方
　朝日町内に事務所または事業所を有する個人または法人その他団体
　朝日町に納税義務を有する方
　パブリックコメント手続きにかかる事案に利害関係を有する方
（4）注意事項について
　〇提出していただく様式は「朝日町パブリックコメント手続きに関する意見（様式第３号）」により
　　お願いいたします。なお、様式については必要に応じて行数を増やす等の変更をしていただいても
　　構いません。
　　※様式は、閲覧窓口で取得していただくか町HPからダウンロードする事ができます。
　〇電子メールにて提出いただく際は、件名を「総合計画案意見」としてください。
　〇意見の冒頭には必ず「○ページ　第○章の○○について」など、ご指摘部分がわかるように標題を
　　お願いいたします。
　〇意見の記述は、具体的かつ簡潔なものとしてください。
　〇意見を提出していただく際には、住所･氏名を明記してください。住所・氏名を明記していない場
　　合は、提出意見として取り扱わない場合がございます。

【提出された意見の公表】
　〇提出された意見については、考え方を付して内容を公表することがあります。その際、住所・氏名
　　は公表しません。
　〇類似の意見は、まとめて公表することがあります。

問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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対象融資を受けられた町内事業者
に給付金を交付しております！

　朝日町では、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、令和２年２月１日以降、下記
の対象融資を受けた町内事業者に対し、給付金を交付し、事業運営の支援を行っております。
（名　称)
　朝日町中小企業・小規模事業者等応援給付金
（対象者）
  下記（1）～（4）のいずれにも該当するもの
（1）融資を受けた時かつ本給付金申請時点で町内に主たる事業所を有する法人、又は朝日町民で事業を営む者
（2）町税等を滞納していない者
（3）新型コロナウイルスの感染拡大の影響（売上高前年比等５％以上減少）を受け、次に掲げる融資を受けた者
　ア三重県新型コロナウイルス感染症対応資金、セーフティネット資金（４号又は５号又は危機関連保証）
   イ日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資
　　（ア) 新型コロナウイルス感染症特別貸付　（イ) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
　　（ウ) 新型コロナウイルス対策衛経融資　　（エ) 衛生環境激変対策特別貸付
　　（オ) 新型コロナウイルス対策マル経融資
   ウ商工組合中央金庫又は日本政策投資銀行が行う危機対応融資
   エ（独）中小企業基盤整備機構が小規模企業共済制度の契約者に対して行う特例緊急経営安定貸付
   オその他町長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの
（4）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又
　  は同条第６号に規定する暴力団員でないこと
（給付額）
  融資実行額の10％の額に相当する額 上限30万円（1,000円未満切捨） 
 　１事業者（個人にあっては１人）につき１回
（提出物）
（1）朝日町中小企業・小規模事業者等応援給付金申請書（様式第１号）【必須】
（2）新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた融資に係る契約書等の写し【必須】
（3）融資実行されたことが分かる書類等の写し【必須】
（4）新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた融資であることがわかる書類
　　　（前２項の書類で足りる場合は不要）
（5）対象者（3）‐アの場合は、信用保証協会の保証付き融資であることが分かる書類
　　　（朝日町が認定書を発行した場合は不要） 
（提出先）
 〒510-8522 三重郡朝日町大字小向893番地　   朝日町役場  産業建設課「給付金」宛
（注意：原則郵送受付。送付前に、もう一度提出物が同封されているかご確認ください。）
（申請期限） 
　２月28日（日）まで（消印有効） 
 課税上の取扱について
◎この給付金は、課税対象となります。ただし、必ずしも税負担が生じるものではありません。詳細は最寄の税
　務署にお問い合わせください。　四日市税務署　TEL 352－3141

問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658
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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：１月27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

15

in朝日
（無料・要予約）

　現在、役場ロビーでは朝日町特産品認定事業者であるミズタニし
いたけ園の「原木しいたけ」を展示しています。
　埋縄の生産者　水谷　智（さとる）さんのおすすめはシンプルに
網焼きに振り塩や生姜醤油！それと、バター焼き！
原木しいたけならではの風味・うまみ・食感が口の中に広がります。
　もちろん寒さが厳しい冬の定番、鍋料理にもピッタリ！
　心も体も温まる鍋料理の頼れる相棒として是非、原木しいたけを
添え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.10

　冬のおうちごはんを楽しもう！
　朝日町の特産品を扱う埋縄のミズタニしいたけ園では原木栽
培で育てられた「原木しいたけ（生・乾）」を生産販売してい
ます。
　原木栽培とは、クヌギなどの原木に穴をあけ、キノコのもと
となる「種菌」を植えて栽培する方法のことです。
　自然の中で育つので収穫までに１～２年ほどの時間と手間が
かかりますが、木の養分を十分に吸収した「原木しいたけ」は
しいたけ本来の味わいで、プリプリとした食感・香りはまさに
森の風味そのものです。今が旬の冬の味覚を味わってみません
か？

販売方法
※１　現在、小売りはしていません。　　　
※２　近くの販売している店舗　
（生しいたけ）オークワみえ朝日インター店、マッ
　クスバリューサンリバー店、四季菜大矢知店
（乾しいたけ）マックスバリューサンリバー店、四
　季菜大矢知店
※３　朝日町以外の方は『ふるさと納税返礼品（乾
　　しいたけ）』も利用できます。

ミズタニしいたけ園

今が旬！冬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

ミズタニしいたけ園　TEL 377－0054

記事および特産品全般についての問い合わせ

特 産 品 に つ い て の 問 い 合 わ せ

ロビーにて

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談
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■買い物袋（マイバック、マイバスケット）を使う
　不要なレジ袋を減らすことができます。
■ごみになるものを買ってませんか？
　買い物の際に詰め替え製品を選ぶ、簡易包装のものを
選ぶなど後でごみになるものを買わないようにしましょ
う。
　食料品を買うときは、献立を考えて必要なものだけ買
うようにしましょう。
■生ごみの水切りをしましょう
　生ごみの約70%は水分です。生ごみの水分をしっかり
切れば、重さもグッと軽くなります。生ごみの袋を手で

つぶして水気をしっかり切ります。
ごみ減量チェック表

□台所の生ごみ⇒最後のひとしぼりで水分を切る
□食品トレー⇒店頭回収しているお店があるので回収
　　　　　　　場所へもちこむ
□食品ラップ
　⇒ラップを使わずできるだけ密封容器を使う
□シャンプーなどの容器⇒詰め替え製品を使う
□一升瓶、ビール瓶⇒お酒の販売店に返却する
□お菓子の空き箱、トイレットペーパーの芯
　⇒雑誌などの再生ごみで出す
＊チェック項目を増やしてごみの減量、資源の有効活
　用しましょう。
問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

　四日市都市計画川原工業地区地区計画案を次のとおり
縦覧します。
　ご意見のある方は、下記期間中に意見書を提出してく
ださい。

都市計画の種類及び名称
　四日市都市計画川原工業地区地区計画
縦覧期間
　１月28日（木）～２月10日（水）

　８時30分～17時15分（土・日曜日、祝日を除く）
意見書提出期限
　２月18日（木）８時30分～17時15分（土・日曜日、
祝日を除く）まで
　※意見書は縦覧期間中でも提出できます。
意見書の提出先
　〒510-8522　三重郡朝日町小向893番地
　朝日町役場　企画情報課宛

　マイナンバーカード交付専用の休日臨時窓口および夜
間臨時窓口を行います。
　交付通知書を受け取られた方で、平日８時30分～17時
15分にマイナンバーカードを受け取りに来られない方は、
この機会をご利用ください。
　また、町民環境課ではマイナンバーカードの交付申請
に必要な顔写真を無料撮影し、交付申請書作成をサポー
トしています。平日、役場に来庁できない方で、申請サ
ポートをご希望される方も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。必ず事前に電話予
　約をしてください。
と　き
【休日臨時窓口】
　日曜日：１月24日、 31日、２月７日

　９時から12時及び13時から17時
　（最終の予約は16時40分）
【夜間臨時窓口】
　水曜日：１月13日、27日、２月３日、10日
　　　　  17時30分～19時（最終の予約は18時45分）
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
●臨時窓口の日程は変更になる場合があります。
●現在マイナンバーカードの申請件数が非常に多い状態
　となっています。そのため、臨時窓口の予約が埋まり
　やすくなっています。予約はお早めにしてください。
　また、予約日時変更は、予約日の前日（日曜窓口の場
　合には直近の役場開庁日）までにご連絡をお願いしま
　す。
●通知カードの下にある二次元バーコー
　ドがあれば、自宅からスマートフォン
　でマイナンバーカードの申請をするこ
　とができます。
予約先・問い合わせ先
町民環境課　TEL 377－5653

マイナンバーカード交付専用
休日臨時窓口および
夜間臨時窓口のお知らせ

　地球にやさしいお買い物をしてみませんか？
　キャンペーン期間中に、エコマークなどが付いた「環境
ラベル付き商品」、「地元・旬の食材」、「詰め替え商品」、
などの環境への負荷が少ない商品を購入して応募すると、
環境に配慮した食品セットや三重県と岐阜県産のお米がセ
ットになった『地産地消セット』などが合計で250名様に
あたります。
◆キャンペーン期間
　１月22日（金）～２月21日（日）

◆応募方法
　東海三県一市グリーン購入キャンペ
ーンＨＰもしくは、県内協力店舗内に
ある応募はがきにて応募できます。
◆懸賞商品
　環境配慮食品セット（100名様）
　地産地消セット（50名様）
　詰め替え商品セット（50名様）
　エコ文具セット（50名様）
◆問い合わせ先
　東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会
　（三重県環境生活部地球温暖化対策課　内）
　　TEL 059－224－2366

©

四日市都市計画川原工業地区地区計画案を縦覧します

家庭ごみを減量しましょう！家庭ごみを減量しましょう！

応募してね♪ 
東海三県一市

グリーン購入キャンペーン

どうしたらごみを減らすことができるの？
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寄付

　11月19日（木）、東芝三重連合会様よ
り「除菌用アルコール」40ℓをあさひ園
に寄贈いただきました。
　本年４月にも同様に寄贈いただいており、
重ねてのご厚意に感謝いたします。
　園児の安全・安心のため有効に活用させ
ていただきます。

除菌用アルコールの
寄贈㈱東芝工場構内各関係会社　様

東芝グループ労働組合連合会
三重地区連合会　様
　　　　　寄付金　156,568円
　「朝日町の未来ある子どもた
ちの教育に活用ください」とご
寄付いただきました。

令和２年度　朝日町避難所開設訓練を実施しました
　令和２年11月29日（日）、９時から朝日町体育館にて避難所開設訓練を実施しました。今回は、コロナ禍のため、各自治区役員を中心に
避難所でのコロナウイルス感染症対策の内容を主とした小規模な訓練を行いました。
　訓練内容は、受付作業として検温から入所までの手順の確認、平熱者と発熱想定者とのゾーン分けなどを行い、レイアウト作りとしてダン
ボールベッド、飛沫感染防止のパーテーションの設営を行いました。併せて、朝日川越分署員指導の下、心肺蘇生・ＡＥＤ操作訓練を行いま
した。
　訓練の課題を踏まえて、今後は地区公民館への展開や、物資の取扱いなど周知に努めます。

ご厚意ありがとうございます。

三菱UFJ銀行における収納業務について
　株式会社三菱ＵＦＪ銀行では、４月１日から当町の納付書を使用しての窓口納付ができません。
　なお、口座振替による納付は、引き続きご利用いただけます。
問い合わせ先　出納室　TEL 377－5654

朝日町・川越町合同出初式の中止について
　１月10日に予定しておりました朝日町・川越町合同出初式は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、団員及び来場者の
安全を第一に考え、開催を中止することとなりました。何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。

2020年　重大ニュース発表

「毎年１月26日は文化財防火デー」
　今から約70年前の昭和24年1月26日に、現存する世界最古の
木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、貴重な壁画が焼損しま
した。そこで、毎年この日を中心に、文化財愛護の意識を高める
目的で、全国的に消防訓練や点検をはじめとした防火運動が行わ
れます。
　昨年はパリ　ノートルダム大聖堂や沖縄県首里城での火災によ
り貴重な文化財を失いました。国民的財産である文化財を火災や

震災などの災害から守り、後世に伝えていくためには、文化財の
所有者・管理者、消防機関、地域の皆さんが一体となり、火災を
発生させない環境作りや防災体制の整備が重要となります。この
機会に、改めて文化財防火・防災への関心を高め、みんなで文化
財を守りましょう。
　
問い合わせ先　四日市市消防本部予防保安課（TEL 356－2010)

（検温受付の様子）

 

（発熱想定者誘導）

 

（心肺蘇生　ＡＥＤ操作訓練）（パーテーション付ダンボールベッド作成）

【写真左は、亀井様】

【３月】語らいの広場改修完了
【４月】荒木副町長就任
【４月】高齢者タクシー利用助成事業開始
【５月～】新型コロナウイルス感染症の諸施策実施開始
【７月】あさひ竹プロジェクト「あさひの竹でまちを灯そう」実施
【９月】企業誘致の進展

【９月】親子方式による中学校給食開始
【９月】元気なまち応援商品券全世帯へ配布
【10月】近鉄伊勢朝日駅前ポケットパーク改修完了
【10月】知事と町長の１対１対談　
　　　　「交番の町内設置」の進展
【12月】各自治区公民館へAEDと蓄電池を配備
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健康事業内容
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TEL（059）377-5663　FAX（059）377-4543
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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　縄生防災倉庫広場
　　　　  （10時～11時まで）

心配ごと相談（2/5（金））
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

※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

再生（新聞紙等）

すくすく相談

すくすく相談

すくすく相談

すくすく相談

すくすく相談
粗大（縄生）

健康相談

健康相談

粗大
（朝日ヶ丘・白梅西・東）

18（縄生）
2/1（朝日ヶ丘・白梅西・東）

13（雑誌等）27（新聞紙等）
2/10（雑誌等）

火・金

一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ

木

粗大ごみ

ひよこ教室（キッズ）

ごみ出しの日保健福祉センター ＊18日は縄生地区の粗大ごみの収集日です。他地区の方は出せません。
＊2/1は朝日ヶ丘・白梅西・東の粗大ごみの収集日です。他地区の方は出せません。
＊1/31、2/7の各種検診はまだ空きがあります。ご希望の方は子育て健康課（377－5652）まで
　お申し込みください。

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考
対象：１歳６ヶ月以上（要予約）　
定員：10組（定員人数を満たしたため募集は終了しています）
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：身体計測、保健相談、栄養相談
持ち物 ： 母子健康手帳  
内容：血圧測定、検尿、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など
持ち物：健康手帳
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）
定員：12組（先着順）
内容：ダンスインストラクターによる産後エクササイの教室
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）
対象：９カ月～１歳６カ月未満の乳幼児（要予約）
定員：10組（先着順）
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：「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：「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」
「集団生活になじめない」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：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）

た ん ぽ ぽ 教 室

育 児 相 談

健 康 相 談

ア フ タ ー ビ ク ス

ひよこ教室（キッズ）

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

10:00～11:30

予約制

14：00～15：00

10：00～11：30

10:00～11:00

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時 ※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。

アフタービクス
一般

一般

一般

18 1917 20

3

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

24 29 30

23

25 2726

31 1 2

28

一般

5 64   (2月)

一般

一般

7 8

21

1歳半健診
心配ごと相談

一般
9

埋立

たんぽぽ教室

埋立

のびのび相談

のびのび相談

2歳児歯科検診

のびのび相談

埋立

7・8ヶ月児健康相談

一般

育児相談

10
再生（雑誌等）

再生（雑誌等）
1615

12

15
18
2/8

19

2/9

13
20
22
27
2/5
2/10
14
21
28
2/4

22

1月JanuaryJanuary

成人健診、乳がん、
子宮がん、大腸がん、
骨粗しょう症、胸部
検診

成人健診、大腸がん、
前立腺がん、骨粗
しょう症、胸部検診
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