マイナポイントの
予約と申し込みを支援

住宅リフォーム補助金
２次募集

各種イベントなどが中止
新型コロナウイルス感染拡大防止

マイナポイントを利用するには、マ

対象／市内に住所があり、住宅を所有

と、参加者などの安全確保のため以

ントの設定が必要です。パソコンや

対象工事／市内の施工業者によるリ

市営海浜プール

し住んでいる人

下のイベントなどを中止します。

フォーム工事で20万円以上のもの

期間／７月下旬〜８月下旬

支援しています。

１以内で20万円まで ※申し込み多数

消防団恋活事業

時間／午前８時30分〜午後５時

申込期間／７月20日
（月）〜８月５日

イナンバーカードの取得とマイナポイ
カードリーダーなどを持たない人のた
めに、市ではマイナポイントの設定を
期間／令和３年３月31日
（水）
まで
※正午から午後１時は除く。

補助額／工事に要した費用の10分の
の場合は抽選。

（水）

場所／市役所本庁１階

持ち物／利用者証明用電子証明書暗証

番号を設定したマイナンバーカード、
クレジットカードやＩＣカードなどの
マイナポイントを申し込む決済サービ
スの決済手段

申し込み方法／工事の契約前に都市整

備課にある申請書に必要事項を記入

し、
見積書を添えて提出してください。
5）

都市整備課建築住宅班
（☎62-589

コンビニ交付サービスを
一時停止します

※くわしい内容は、
マイナポイントサ
イト
（https://my

システムメンテナンスのため、コン

numbercard.poi

ビニ交付サービスを一時停止します。

で見ることができ

交付を停止する証明書／すべての証明

nt.soumu.go.jp/）

期間／７月23日（木・祝）〜26日（日）

ます。

総務課庶務行政班
（☎62-5310）

書

市民生活課管理班（☎62-5325）

商工観光課観光班（☎62-5338）

期日／８月

消防本部総務課消防団班
（☎63-53

55）

旭市総合防災訓練
期日／９月上旬

総務課地域安全班（☎62-5311）

令和２年度旭市敬老大会

期日／９月21日（月・祝）

社会福祉課社会班（☎62-5317）

第11回旭市民体育祭
期日／10月

第12回向太陽杯パークゴルフ大会
期日／10月

第16回旭市民駅伝大会
期日／12月

体育振興課体育振興班
（☎64-113

2）

消費生活センター

ほっと通 信

112

除菌・消毒用商品の成分を確認しましょう

新型コロナウイルスの感染拡大により、さまざまな除

菌・消毒用商品が販売されています。中には消毒用とし
ての使用が禁止されている成分を多く含むものや、新型
コロナウイルスへの効果が確認できていない商品もあり
ます。除菌や消毒について正しい知識を身に付けましょ
う。

●消毒用のアルコール

通常、濃度70％のエタノールなどが使用されます。

間違えやすいものにメタノールがありますが、メタノー
ルは人体への毒性が高いものなので、手指の消毒には絶
対に使用してはいけません。
●次亜塩素酸ナトリウム

家庭用の塩素系漂白剤の成分です。身近なものを消毒

する場合には、水で薄めて拭いた後、水拭きをしましょ
う。

●次亜塩素酸水

一定の濃度以上で正しく使用することで、ウイルスを

除去できます。空間への噴霧は効果が認められていませ
ん。

●二酸化塩素

新型コロナウイルスへの効果は、現時点では確認され

ていません。

アドバイス

◦手に付いたウイルスの除去には、流水と石けんを使っ
た丁寧な手洗いが有効です。十分な手洗いができない
場合は、アルコール消毒液などを使用しましょう。手
洗いの後に使用する必要はありません。

◦除菌や消毒をうたう商品の購入や使用をする場合は、
成分や使用可能場所、使い方など、広告や表示をよく
確認してから使用しましょう。

旭市消費生活センター（☎63-7272）
・相談直通電話

（☎62-8019）
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I n f o r m a t i o n

の インフォメーション
くらし●

募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

〉募集

Recruitment

東総広域水道企業団職員
土木技術職初級
試験日／10月18日
（日）

試験会場／銚子市立銚子高等学校

採用予定人数／土木技術職初級：１人
対象／平成11年４月２日〜平成15年

４月１日までに生まれた人で、学歴は
問わない

申込期間／８月26日
（水）〜９月９日

（水） ※土・日曜日を除く。

申し込み方法／東総広域水道企業団総
務課で配布している申込書に必要事項
を記入し、提出してください。

東総広域水道企業団総務課（☎04

78-86-3821）

あなたの得意なことを仕事に
旭市シルバー人材センター会員
会員を随時募集しています。草刈り

や家事など、あなたにできることで働
いてみませんか。

対象／市内在住で、健康で働く意欲の
ある60歳以上の人

旭市シルバー人材センター
（☎60-11

50）

〉お知らせ

Information

日時／７月31日
（金） 午前10時〜午
※要事前予約

場所／第二市民会館

対象／15歳以上50歳未満の自立に悩
む無職の人、またはその保護者

ちば北総地域若者サポートステー

ション
（☎0476-24-7880） ※土・日
曜日、祝日を除く。

市税の休日納税窓口
日時／７月26日
（日） 午前８時30分
〜正午

場所／税務課

税務課収税班
（☎62-5322）
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都市計画の変更案の
概要を縦覧

問…問い合わせ

戦没者などの遺族の皆さんに
弔慰金を支給

千葉県が定める旭都市計画区域の整

戦後75周年にあたる今年、戦没者な

備、開発及び保全の方針について、変

どの遺族に弔慰の意を表すために支給

概要の縦覧

弔慰金」
の受け付けが始まっています。

更案の縦覧と公聴会を行います。

期間／７月17日（金）〜31日（金） 午
前８時30分〜午後５時15分

場所／市都市整備課、千葉県都市計画
課
（千葉市中央区）
公述の申し出

資格／市民や法人を含む利害関係者

申込期間／７月17日
（金）
〜31日
（金）
消
印有効

申し込み方法／縦覧場所か市ホーム
ページで入手できる申出書に必要事項
を記入し、市都市整備課に持参するか
郵送してください。
公聴会

公述の申し出が多数の場合は、公述

人を抽選して行います。

日時／８月29日（土） 午後２時

場所／第二市民会館２階第一講習室

※公述の申し出がない場合は、公聴会
を中止します。

〒289-2595 旭市ニの1920 市

都市整備課都市計画班（☎62-5355）

※千葉県都市計画課
（☎043-223-337
6）
は問い合わせのみ。

働くことに悩みを抱えている若者へ
無料相談会
後４時

…申し込み

利用しやすくなりました
米粉製粉機
機械の組み立てから製粉、清掃まで

利用者が行っていた米粉製粉機が、一
連の作業をしなくても、米を持参する
だけで米粉を持ち帰ることができるよ
うになりました。この機会に米粉を

使った料理や、菓子作りなどに挑戦し
てみませんか。

利用日／水・土・日曜日
午前中のみ。

※水曜日は

時間／午前８時30分〜午後４時
場所／農産物処理加工センター
対象／市内在住の個人

料金／１kg当たり50円

製粉量／１回当たり60kgまで

申し込み方法／利用希望日の５日前ま
でに電話で申し込んでください。

農水産課振興班（☎74-3671）

される
「戦没者等の遺族に対する特別
対象／令和２年４月１日の基準日にお
いて、公務扶助料や遺族年金などの受
給者がいない場合に、次の順番で遺族
１人に支給

１基準日までに弔慰金の受給権を取得
した人

２戦没者などの子

３戦没者などの死亡当時の遺族で①父
母②孫③祖父母④兄弟姉妹

４上記以外の三親等内の親族で、戦没
者などの死亡時まで引き続き１年以
上生計関係がある人

申込期限／令和５年３月31日（金）

社会福祉課社会班（☎62-5317）

保険年金課や各支所で配布
「ジェネリック医薬品希望カード」
ジェネリック医薬品は、新薬よりも

安価でありながら同じ主成分で製造さ
れ、安全性や効き目がほぼ同等と認め
られている後発医薬品です。ジェネ

リック医薬品を利用すると、医療費な
どの節約につながります。医薬品の変
更を希望する場合は「ジェネリック医

薬品希望カード」を提示し、医師か薬
剤師に相談しましょう。

保険年金課国民健康保険班
（☎62-53

31）

ご存じですか
中小企業の退職金制度
中小企業退職金共済
（中退共）制度

は、中小企業の事業主が従業員の退職
金を計画的に準備できる制度です。国
による掛け金の一部助成があり、パー
トタイマーや家族従業員も加入できる
など、中小企業の振興と従業員の福祉
の増進を図ることができます。くわし
くは、中退共のホームページで見るこ
とができます。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部
（☎03-69
07-1234）

