
旭地区の人口と世帯数（令和２年 ３月１日現在） 

人   口    ２，６１５名 （前月比  １１人） 

世 帯 数      １，０８０世帯（前月比  ６世帯） 

空き家情報バンク制度による移住実績

令和元年度(３月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

４組  ９名 

６７組１６４名 

字
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※あさひげんき通信は豊田市ホームページからもカラーでお楽しみいただけます。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/

豊田市 旭支所だより 検索

3 月３日（火）、旭中学校で第 24 回卒業証書授与式が行われ、1５名の卒業生が 3 年間過ご
した学び舎を巣立ちました。
今年は新型コロナウィルス感染症の影響により、急遽、在校生、来賓不在の中で式が行われ、
在校生からの別れの言葉と歌は事前に撮影をした映像が流されたほか、短い準備時間の中で工
夫をして、先生方一人ひとりから卒業生に対して、それぞれの思い出や新たな門出を祝う言葉
を贈るなど、 “ 卒業生を温かく送り出したい ” という思いのこもった卒業式になりました。 
ここでの経験や思い出を胸に、これから先の人生をたくましく歩んでいってくれることでし
ょう。

先生から門出を祝う花束贈呈 

第 24回 旭中学校卒業証書授与式 



令和２年度の旭支所体制についてお知らせをします。 今年度もよろしくお願いします。 

地域振興担当 
主な業務（定住対策、旭高原、観光、地域振興）

市民生活担当 
主な業務（窓口、施設管理、地域バス、庶務）

副主幹 ◎ 浦野 貴之 担当長 小野田 秀夫
担当長 川角 周由 主 査 ◎ 鶴田 真由美
担当長 山田 祐嗣 主 査 加藤 ルナ
主 査 ◎ 近藤 竜治 主 査 松井 克賢
主 査 弘中 陽介 主 査 ◎ 藤村 雅代
主 査 ◎ 兵藤 由美 会計年度任用職員 加納 啓子
主 査 成本 博文

会計年度任用職員 本田 茂

支所長 南 良明

副支所長 大澤 学

令和２年度の旭支所職員紹介 ～新体制で地域づくりに取り組みます～ 

●転出者 寺田 剛 、 森 友義 、 後藤 真由美 ●退職者 太田 正樹 、鈴木 昌弘

地域振興担当
副主幹 浦野 貴之

地域振興担当
主査 近藤 竜治

広報とよた担当時代、ここ旭
地域へ何度も取材に訪れまし
た。きらめく風景や永く伝えら
れる人々の営みに魅了され、夢
中でシャッターを切ったことが
思い出されます。この素晴らし
い旭地域を第二のふるさととし
て、皆様と共にまちづくりに取
り組めることに心躍る想いで
す。よろしくお願いいたします。
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4月から、旭支所に勤務する
事になりました近藤です。 
支所の勤務は、初めてです
が、どことなく合併前に戻った
感じを受けております。 
旭支所にきて、一番の印象
は、地元の方の和やかさと温か
さを感じたことです。この気持
ちに応えるよう頑張っていき
ますので、よろしくお願いいた
します。

◎は転入者

《転入者紹介》

地域振興担当
主査 兵藤 由美 

旭支所に異動してまいりま
した兵藤由美です。
旭でお仕事ができることを
大変嬉しく思っております。 
希望や緊張、様々な感情で胸
がいっぱいですが、楽しみなが
ら地域の皆様と一緒にまちづ
くりに携わっていけたらと思
います。 
どうぞよろしくお願いいた
します。 

市民生活担当
主査 鶴田 真由美

4 月より旭支所に異動いたし
ました鶴田真由美です。 
自然豊かな環境の中でお仕
事できることに、幸せを感じて
います。旭地区は詳しくありま
せんので、皆様にご迷惑をお掛
けする事もあるかと思います。
少しでも早く、地域の皆様のお
役に立てるように努めてまい
りますので、よろしくお願いい
たします。 

市民生活担当
主査 藤村 雅代

旭支所に異動してまいりま
した藤村雅代です。 
四季折々の魅力あふれる旭
でお仕事ができるのをとても
楽しみにしています。 
支所勤務は初めてですので、
至らないところばかりかもし
れませんが、地域のみなさまの
お力になれるよう努めたいと
思います。 
どうぞよろしくお願いいた
します。



令和２年度 旭支所予算のあらまし 

事 業 名 内    容 金 額 前年比 
旭高原元気村管理運営
費・施設整備費

指定管理料、雪そりゲレンデ等施設修繕、エア
コン設置、人工造雪装置リース料など 143,009 △41,911 

旭地域体育施設管理運
営費・施設整備費

旭総合体育館等の指定管理料、旭 B&G 海洋セ
ンター維持管理費用など 15,270 △11,521 

管理運営費 各自治区会館、旭農林会館の管理運営費 7,648 △518 

事 業 名 内    容 金 額 前年比 
旭バス運行費 旭地域バスの運行、バス停設置費等 25,339 473 
観光協会補助金 観光交流振興の推進のため観光協会運営を補助 11,000 －
わくわく事業補助金 地域課題解決に取り組む団体への補助 4,000 △1,000 

事 業 名 内    容 金 額 前年比 

地域企画費 まちづくり計画概要版、思ひ出アーカイブ作成
など 1,503 新規事業 

観光交流推進費 上中のしだれ桃、旭やまびこ花火大会のシャト
ルバス運行及び警備員配置など 6,968 △310 

地域老人福祉総務費 運転技術講習、要支援者コンシェルジュ事業等 2,022 1,580 

今年度の旭支所の当初予算の内訳と主な事業内容をお知らせします。

②主な「地域活動の推進」の内訳

① 主な「地域施設の整備・管理」の内訳 単位 千円

③主な「地域振興の推進」の内訳 単位 千円
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豊田市旭支所への電話は
●地域振興担当／68－2211 ●市民生活担当／68－2213
【夜間・休日等職員不在時は足助支所警備員室へ転送されます】

単位 千円

令和２年度予算のポイント 

・支所予算の総額は 287,132 千円で、前年度予

算と比べて 68,998 千円の減額となっています。

これは各施設の修繕や個別施設計画策定の完了

により費用が減少するものです。 

・令和２年度は、「次期旭地区まちづくり計画」

策定、花の里の拠点整備、高齢者見守り事業を

重点に進める他、旭高原元気村ゲレンデの動く

歩道修繕等を実施していきます。 

総額
287,132 千円 

① 地域施設の整備・管理 
73％ 209,962 千円 

③地域振興の推進 
13％ 36,459 千円

②地域活動の推進 
14％ 40,711 千円



近年、民家近くで天然記念物のカモシカ出没情報が多く寄せられています。カモシカを見つ
けても触れたり、エサを与えないようにしてください。 
 なお、健康なカモシカはもちろん、多少のけがや病気、衰弱の状態で 
あっても保護はせず、自然のままに任せ、そっとしておくことが大切です。 

○生きているカモシカを発見した場合 
・必要以上に接近せず静かに見守る（山に帰っていくのを待つ）。 
・興奮させるような刺激的な行動はしない。 
○死亡している場合、車の往来が激しい場所や人家密集地で怪我や病気で動けない場合 
・動かさず、支所、または、文化財課へ相談する。 

問合せ 豊田市文化財課 TEL３２－６５６１
４ 

お知らせ 

５月 May    ２日：ペットボトルロケットをつくろう             
１０日：春の昆虫 蝶を探そう                   

１７日：ノルディックウォーキング教室              

６月 June     ６日：梅の収穫と梅ジュースづくり（６・７日）            

７月 July    ２５日：ブルーベリー狩りとジャムづくり

２６日：ライトトラップ講習会（２６・２７日） ※光に集まる昆虫の観察

いずれも要予約。詳細は旭高原元気村ホームページや広報とよた等でご確認ください。 

ライトトラップ講習会ブルーベリー狩り ブルーベリージャムづくり

春の昆虫 蝶を探そう ノルディックウォーキング教室ペットボトルロケットをつくろう



応急手当コース
講習種別 講習時間 講習内容 修了証等の交付

救命入門
コース

４５分
主に胸骨圧迫とＡＥＤの取扱い方法について学ぶコースです。 参加証

９０分
普通救命
講習Ⅰ ３時間 成人に対する心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い方法、異物除去要領、

止血法を学びます。

修了証

普通救命
講習Ⅲ ３時間 ０歳から中学生程度までの小児に対する心肺蘇生法、ＡＥＤの

取扱い方法、異物除去要領、止血法を学びます。

実技救命
講習 ２時間

心肺蘇生法とＡＥＤの取扱い方法の実技を中心としたコース
です。
※必ず事前に「救命入門コース」または「応急手当ＷＥＢコー
ス」の受講が必要です。

応急手当
ＷＥＢ
コース

約１時間 インターネット上で応急手当の基礎を学ぶ講習です。 受講証明書

心肺蘇生法やＡＥＤの使い方、けがの手当てなど、応急手当てを習得して頂ける
よう、市民の皆様や事業所等を対象として救命講習を随時受け付けています。
大切な人を、家族を、命を守るため、救命講習を受講して知識と技術を学びましょう。

足助警察署からのお知らせ 

交通事故に遭わないようにするには、信号だけを守っ
ていても我が身は守れません。
運転者の中には不注意で歩行者を見落とすこともあり
ます。たとえ青信号で横断歩道を横断する場合でも、横
断する前に「右左の安全確認」をして車が来ないか確認
するようにしましょう。 

足助警察署 TEL６２－０１１０ 

交通事故防止  ～自分の身は自分で守る意識を植え付けましょう～

５ 

安全に安心して暮らせる社会をつくるには、「自分の身は自分で守る」「犯罪の
起きにくい社会を自分たちでつくる」という気持ちを持つことが大切です。 
被害に遭わないための心掛け 
〇屋外での夜道の一人歩きや夜間の外出は、常に周りを警戒しながら 
歩きましょう。 
〇屋内でも油断は禁物。高層階だからといって不審者が侵入しないと 
は限りません。必ずベランダ側も施錠しましょう。 
〇乗り物内では、混雑する出入口付近は避け、車両の真ん中に立つよ 
うにしましょう。

みんなでつくろう安心の街 
～「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」～



※3月 31日時点の情報です。
変更になる場合もありますので、あらかじ
めご了承ください。

事業名 開催日 開催場所 事業名 開催日 開催場所 

ソフトボール大会 6月14日（日） 旭中学校 
グラウンド あさひまつり２０２０ 10月  31日（土) 11月   １日（日） 

旭総合体育館 
小渡小グラウンド

レクバレーボール大会 7月12日（日） 旭総合体育館 インディアカ大会 12月  13日（日） 旭総合体育館 

旭＆朝日丘 
ふれあい交流ゴルフ ９月  ７日（月） 笹戸カントリ

ークラブ
令和3年旭地区 
新成人を祝う会   1月10日（日） 旭交流館 

公財）豊田市文化振興財団６ 

旭地区コミュニティ会議
年 間 行 事 予 定 

３月１日（日）から３月末日まで、惣田町の三宅勲さん
の水墨画の展示を交流館ロビーで行いました。故郷の風景
が情緒豊かに描かれ、心あたたまる作品の数々でした。 
４月からも、いろいろな才能を持った地域のみなさんの
作品の展示をする予定です。ぜひ、お楽しみに

《新》天然生活       （月刊） 
《新》ＬＤＫ      （月刊) 
《新》料理通信 （月刊） 
《新》nice things     (月刊) 
《新》やさい畑    (隔刊) 
《新》ＬiＶＥＳ    （隔刊） 
《継続》暮らしの手帖 （隔刊） 
※雑誌の最新号は館内での閲覧のみと 
なっております。 
それ以前のものは貸出可能です。 

新年度 旭交流館 職員紹介 

5 月から
雑誌がかわります 

〒444-2892 
豊田市小渡町船戸 15-1 
MAIL ph-asahi＠city.toyota.aichi.jp 
ＨＰ http://ph-toyota.jp/guide/asahi/
TEL  ６８－２２１５／FAX ６８－２４９０

夜間管理
（シルバー人材センター職員） 

安藤 誉志夫 
上田 宇和雄 
三島 利彦 
簗井 喜仁  
鈴木 健二 
成瀬 孝彦

交流館職員 
館  長  梅村 隆志 
主任主事  熊谷 克予 
主  事  藤嶋 百花 
主  事  廣田 陽子 

（稲武交流館より）

主  事  市川 里美 
臨時職員  伊藤 美保子 

 お世話になりました 
主  事  山口 奈津美（小原交流館へ） 
臨時職員  伊藤 良治 （休職）
夜間職員  木浦 茂  （退職）

（中央） 
（左下）

（右下） 

（右上） 

（左上）


