市税の夜間・休日納税窓口
仕事などで平日に納付が困難な人

指定給水装置工事事業者が訪問
水道メーターの交換に協力を
該当する家庭や事業所などの水道

令和２年度就学義務猶予免除者
などの中学校卒業程度認定試験
病気などで就学義務の猶予や免除を

は、活用してください。

メーターを交換します。

された人の、中学校卒業程度の学力が

日時／８月11日
（火） 午後８時まで

予定期間／８月１日（土）〜24日（月）

試験日／10月22日（木）

夜間納税窓口
場所／税務課
休日納税窓口

日時／８月23日
（日） 午前８時30分
〜正午

場所／税務課

税務課収税班
（☎62-5322）

対象地域／旭地域（ＪＲ線路の南側）
費用／無料

８月15日
（土）の正午に防災行政無

線から１分間のサイレンを鳴らしま
す。戦争で亡くなった人たちの冥福と
永遠の平和を祈り、黙とうをささげま
しょう。

家族そろって加入しませんか
交通災害共済
共済期間／９月１日
（火）
〜令和３年８
月31日
（火）
の１年間
年会費／700円

見舞金／最高150万円

出願期限／９月４日（金）

障害者
（児）
各種手当の
所得状況届

※くわしい内容は県教育委員会のホー

の所得状況届の受け付けが始まりま

ムページ
（https://www.pref.chiba.

lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/

r2/chuusotuninnteir2.html）で 確

す。
対象者には所得状況届が届くので、

認できます。

手当の種類／特別児童扶養手当、特別

043-223-4056）

社会福祉課に提出してください。

障害者手当、障害児福祉手当、ねたき
り身体障害者及び重度知的障害者介護
手当

県教育庁教育振興部学習指導課
（☎
道の駅季楽里あさひ通信

季楽里あさひの芝生広場にブラン

受付期間／８月12日（水）〜９月11日

コが設置されました。芝生広場はイ

社会福祉課障害福祉班
（☎62-535

ちの遊び場として、さまざまな人が

（金）

ベントや運転の休憩場所、子どもた

1）

利用する場です。ペットを連れて入

調査に協力を
労働力調査を実施しています

場することもできます。マナーを
守って利用しましょう。

道の駅季楽里あさひ
（☎62-0888）

この調査は、国の経済政策や雇用対

申込期限／８月31日
（月）

策の基礎資料を作成することを目的に

ある申込書に必要事項を記入し、申し

千葉県知事発行の調査員証を携帯した

申し込み方法／市役所本庁・各支所に
込んでください。

市民生活課市民生活支援班
（☎62-

5396）
、海上支所住民室
（☎55-3111）
、
飯岡支所住民室
（☎57-3111）
、干潟支
所住民室
（☎68-2111）

文化情報ナビ

試験科目／国語、社会、数学、理科、
英語

水道課工務班（☎63-8882）

障害者や障害児に関わる、各種手当

８月15日は
「戦没者を追悼し平和を祈念する日」

あるかを認定する試験を実施します。

実施されます。調査対象の地域には、
調査員が訪問します。
期間／11月まで

対象／新町地区の一部の世帯

千葉県総合企画部統計課
（☎043-22

3-2220）

さまざまな遊具がある芝生広場

ホームページ（http://www.cbs.or.jp/zai
文化施設からのお知らせ

※入場料を記載していない催し物は無料です。

dan/perfomance_info/events/200719

to/index.html）
にある申し込みフォームか
ら申し込んでください。

東総文化会館（☎64-2001・

東総文化会館
８月の休館日 ３日、11日、17日、24日、31日

cbs.or.jp）

海上ふれあい館（JR飯岡駅）

文化会館探検ツアー

さまざまな催しが開催されている東総文化会館。普段

見ることのできない会館の裏側を探検してみませんか。
期日／８月９日
（日）
、16日
（日）
、22日
（土）
時間／●午前の部：午前10時〜11時
後２時〜３時

●午後の部：午

定員／各回１組５人まで

申込期限／開催日の１週間前

申し込み方法／電話で直接申し込むか、東総文化会館の

toso-backstage@

休館日

毎週月曜日

戦争に関する展示

期間／８月１日（土）〜15日（土）
なみかわ

濤川惣助七宝写真展

期間／８月16日（日）〜30日（日）

〈共通事項〉

時間／午前９時〜午後５時

※最終日は午後３時まで。

海上ふれあい館（☎55-5115）

広報あさひ
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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

一緒に働きませんか
市役所・消防職員

Recruitment

一般行政職上級、技術職（土木、建築、

大原幽学記念館幽学工房
「布ぞうりつくり体験講座」
期日／●第１期講座：８月30日
（日）
、
９月６日
（日）
、13日
（日）
、20日
（日）
、
27日
（日） ●第２期講座：10月18日

（日）、25日
（日）
、11月 １ 日
（日）
、８
日（日）
、15日
（日）

時間／午後１時30分〜４時30分
場所／大原幽学記念館学習室
定員／各講座12人
持ち物／古い布地

大原幽学記念館
（☎68-4933）

介護予防について学ぶ
「介護予防サポーター養成講座初級編」
日時／９月９日
（水）
、16日
（水）
、23日

（水）
、10月７日
（水） 午後１時30分〜

で早めに納めましょう。

第１次試験日／９月20日（日）

一般行政職初級、一般行政職初級（障

申込期間／８月26日
（水）
〜９月９日
（水）

児童扶養手当の受給資格者には、現

職初級

第１次試験日／10月18日（日）

況届が届くので、学区ごとに指定の曜

試験会場／銚子市立銚子高等学校

受付期限／８月31日（月）

記入し、申し込んでください。

総務課職員班
（☎62-5368）
、消防

都市計画に皆さんの意見を
都市計画審議会委員

合は、そのまま使用できます。

健康管理課支援班（☎57-3113・

飯岡保健センター内）

のほかの審議会委員などになっていな

高齢者医療被保険者

募集人数／１人

子育て支援課子育て支援班
（☎62-

8012）

まずは相談を
ひとり親世帯臨時特別給付金

当を受給している人

対象者／昭和19年４月２日から昭和

いこと。

時30分〜午後５時まで受け付けます。

申込期限／９月30日（水）

受診しよう
歯科口腔健康診査
※市

時間／午前８時30分〜午後５時15分

基本給付

応募資格／20歳以上で本市に１年以
上居住し、市内に住所がある人

中学区：月・水・金曜日

る市民

※７月末までの受診券を持っている場

旭市地域包括支援センター
（☎62-

対象／①令和２年６月分の児童扶養手

手当の支給が全額停止している人

③新型コロナウイルス感染症の影響で
家計が急変し、収入が児童扶養手当の
受給者と同じ水準になっている人

支給額／１世帯当たり５万円、第２子
以降１人当たり３万円追加
追加給付

20年４月１日生まれの、千葉県後期

対象／基本給付の対象①か②に該当し、

実施期間／９月１日（火）〜令和３年１

計が急変し、収入が減少した人

月29日
（金）

新型コロナウイルス感染症の影響で家
支給額／１世帯当たり５万円

費用／無料 ※健診後の治療代は有料。 〈共通事項〉

応募方法／都市整備課の窓口か市ホー

受診方法／８月下旬に市から通知が届

ムページで入手できる申込書に、必要
事項を記入し郵送または持参してくだ
さい。

〒289-2595

旭市ニの1920

都市整備課都市計画班
（☎62-5355）
11 広報あさひ
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②公的年金など

を受給し、令和２年６月分の児童扶養

任期／委嘱の日から２年間

応募期限／８月31日
（月）
消印有効

●二

受付場所／子育て支援課

Information

検診場所／市内指定歯科医院

5433・高齢者福祉課高齢者班内）

中・干潟中学区：火・木曜日

〉お知らせ

全日程の講習を受講できる人

申込期限／８月26日
（水）

地区・曜日／●一中・海上中・飯岡

※休日は８月23日
（日）
に限り、午前８

対象／今年度40・50・60・70歳にな

費用／無料

日に提出してください。

本部総務課（☎63-5355）

対象／市内在住で、介護予防や健康づ

定員／10人程度

旭県税事務所（☎62-0772）

感染症防止のため分散提出に協力を
児童扶養手当の現況届

10月31日（土）
まで期間を延長
歯周病検診

くり、
ボランティア活動に興味があり、

届きますので、最寄りの金融機関など

害者対象）、技術職（土木）初級、消防

３時 ※９月９日は午後３時20分まで。
場所／第二市民会館第１講習室

個人事業税第１期分の納期は８月31

申込期限／８月11日（火）

消防本部にある申込用紙に必要事項を

申込開始日／８月７日
（金）

忘れずに
個人事業税第１期分の納付
日（月）です。８月上旬に納税通知書が

保育士職

申し込み方法／市役所本庁・各支所、

費用／500円

問…問い合わせ

電気）
上級、保健師職、管理栄養士職、

〈共通事項〉

対象／市内在住の成人

…申し込み

健診項目／口腔診査、口腔衛生指導

申込期限／令和３年１月29日（金）

きます。健診協力医療機関に直接予約

提出時に申し出てください。

をして受診してください。

千葉県後期高齢者医療広域連合給付

管理課
（☎043-216-5013）
、市保険年
金課高齢者医療年金班（☎62-5882）

申し込み方法／児童扶養手当の現況届
※対象

①の人は申請不要で基本給付が受け取
れます。

子育て支援課子育て支援班
（☎62-

8012）

