
旭地区の人口と世帯数（令和２年６月１日現在） 

人   口    ２，５９０名 （前月比 ‒６人） 

世 帯 数      １，０６８世帯（前月比 ‒４世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和２年度(６月３０日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

３組  ６名 

７３組１８２名 

６月中旬、雑踏を抜け出し、新緑さわやかな
田津原町にある「霄の滝(ソラのタキ)」を訪れ
ました。澄んだ空気の中、滝から流れ落ちる水
の音を耳にし、別世界に踏み込んだようです。
旭地区の隠れた名所として、これからも次世
代に伝えるべく、大切に守っていかなければな
らない宝物です。

※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。 豊田市 支所だより 検索

１

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、家計への支援を行います。市町村が住民1人あ
たり 10 万円を世帯単位に給付します。基準日(令和 2 年 4 月 27 日)に、市区町村の住民基本台
帳に記録されている方が支給対象者です。5 月 28 日(木)以降、世帯主宛てに郵送された申請書
に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、同封の返信用封筒でご返送ください。申請者の本
人名義の銀行口座への振込みにより給付します。

提 出 期 限 ： 令和２年８月３１日 (月 ) 当 日 消 印 有 効

特別定額給付金のご申請はお済みですか？～

市区町村や総務省などが次のような依頼をする 
ことは、絶対にありません。 

●現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。

●｢特別定額給付金｣の給付のために手数料の振込みを求めること。

不審な電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。

特別定額給付金に関する問合せ先 ： 対応時間：9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
豊田市役所 特別定額給付金推進室 ： 直通電話：0565-34-6974
★聴覚障がい者の専用相談窓口 ： Ｆ Ａ Ｘ：0565-34-6973



「緊急事態宣言」の発令に伴い、第１回及び第２回地域会議が中止となり、6月 4日（木）
にようやく新体制での会議を開催することができました。今年度は引き続き地域の皆さんの代
表として次期まちづくり計画の策定にご尽力をいただきます。

 ６月 16日（火）、今年度第 1回目の 
「持続可能なまちづくり協議会」が開催 
されました。この協議会は、旭地区で活 
動している団体のメンバーを中心に構成 
されており、地域会議の分科会的な役割 
を担っています。 
 この日は３つのグループに分かれて話し合いを行い、地域
の課題について理解を深め、旭をより魅力のあるまちにする
ためには何が必要なのか、活発な議論となりました。 

令和２年度 地域会議委員の皆さんをご紹介します！  

旭地域会議（会長：古田 秀勝  副会長：浅野 陽介）

第3回旭地域会議（6月 4日）に出席された委員の皆さん

地域会議委員（１６名）
古田 秀勝（上切町） 後藤 洋介（田津原町）
浅野 陽介（杉本町） 近藤 計二（池島町）
秋野 茂 （小渡町） 鈴木 俊治（大坪町）
安藤 錬三（須渕町） 髙山 治朗（太田町）
宇井 幹尚（笹戸町） 富永麻衣子（旭八幡町）
梶 昌樹（伯母沢町） 成瀬 裕 （下中町）
後藤 康仁（有間町） 林 義治（榊野町）
後藤 祐二（伊熊町） 籔下 隆 （小渡町）

・地域の意見の集約と調整
・地域課題の解決策の検討と行政への提言
 （地域予算提案事業など） 
・わくわく事業の審査の実施 
・市長からの諮問事項に関する審議・答申
・情報発信（地域会議だより等）

● 地域会議の役割 ●

「持続可能なまちづくり協議会」を開催 

２



団体名（代表者） 事業名 [新規・継続 / 交付金額] / 事業内容 / 活動場所 

幸せの黄色いハンカチ
運動の会（安藤 幸典）

安否確認旗の活動［新規/165,000 円］
大坪町内の各戸に旗を設置し毎日掲示することで、町民相互の安否確認
を行い、「助け合い」「連帯」意識を高める。/大坪町内 

あさひガキ大将養成委
員会（安藤 征夫）

森は私たちを育て いつかは田舎へ事業［継続７回目/1,000,000 円］
ツリーハウスや遊具づくり、登山、田植え、森を学ぶなどの活動から、
将来の田舎への移住に結び付ける。/ 地区全域 

メグ友会 
（林 錡）

福祉農業実践プロジェクト［継続 3回目/102,000 円］
野菜作りと健康教室などに仲間と一緒に参加し、生きがいや健康づくり
で共通する者同士でコミュニケーションを図る。/敷島自治区内 

あさひ根っ子の会 
（林 冨造）

林育推進事業［継続 5回目/319,000 円］ 
旭地区内の園児、児童、中学生並びに教員を対象に森林整備を中心とし
た林育活動を推進する。/地区全域 

やさしい暮らし委員会 
（戸田 友介）

やさしい暮らしがつながるプロジェクト［継続5回目/88,000 円］
月歴「あさひごよみ」の作成を通して、旭の魅力を再発見し、Ｗｅ
Ｌｏｖｅあさひの機運の醸成を図る。/地区全域 

おどの夢をかなえる会 
（鵜居 利行）

小渡商店街休憩所整備事業［新規/373,000 円］
小渡商店街の中心に休憩所を整備し、観光客や地域住民の憩いの場と
情報発信の拠点にすることで地域の活性化に繋げる。/小渡町内 

旭ＧＳボランティア 
（安藤 福平） 

地域減災啓発事業［継続 8回目/159,000 円］ 
減災知識の啓発により、「自分の命は自分で守る」ことへの意識づけを
行い、災害発生時の被害を減らす。/地区全域

有間竹林愛護会
（原田 茂男） 

竹林の環境整備事業［継続 10回目/554,000 円］ 
矢作川河畔の竹林を整備し、景観を整えると共に遊歩道の整備を行い住
民及び来訪者に安らぎを与える癒しの場とする。/有間町内

みんなのしきしまプレ
ーパーク（柳澤 二郎）

地域の施設とコミュニティ、特色を活かした、魅力ある子育ての環境整備事業
［新規/113,000 円］ 敷島会館敷地内にプレーパークを作り、子どもたちの
「活動の場」と世代を超えた住民の「交流の場」を創出する。/敷島自治区内

旭もくもく会 
（伊藤 浩二） 

あさひの木を使おまい事業［継続 2回目/518,000 円］
地元産材を使い、小渡町の風鈴休憩所と松坂屋壁面を木質化して歓迎
看板を設置する。また、旭産材製品開発とワークショップを開催。 /地区全域

ヤギ飼いの会 
（川合 美佳）

ヤギとわくわくプロジェクト［継続 3回目/483,000 円］ 
地域の高齢者や子どもたちとヤギとの触れ合いを通して、地域内の交流
の場を作る。/地区全域

歴史と自然豊かな押井
づくりの会（鈴木 辰吉）

持続可能な農村モデル事業［新規/595,000 円］ 
押井町の歴史・人物・自然などの調査と記録の電子化、養蜂を主とした自
然環境保全活動などにより持続可能な農村を目指す。/押井町内 

旭中サンライズプロジ
ェクト（藪崎 昭彦）

旭中サンライズプロジェクト事業［新規/235,000 円］
 中学生発案によるキャラクターを使って、SNS やイベントで旭地区内
外に地域の情報を発信し、中学生の視点で旭のよさを広める。/地区全域

３

令和 2年度「わくわく事業」13 団体を認定！
今年度は 13団体から「わくわく事業」に応募があり、旭地域会議による審査の結果、全て
の事業が採択され、今後は、各団体の本格的な活動が始まります。

■令和２年度旭地区のわくわく事業認定団体



旭高原で梅を収穫して梅ジュースづくりをしました

６月６日（土）、７日（日）の２日間、２８名が参
加し、旭高原元気村で『梅の収穫と梅ジュースづくり』
のイベントが開催されました。 
村内にある農園で小梅を収穫し、そのあとジュース
を作るイベントです。 
今年は実の数が少なく、多くの小梅を収穫すること
ができませんでしたが、家族や友人で収穫体験を楽し
む姿が見られました。
旭高原では梅以外にもブルーベリーや、栗、柿を収穫
するイベントが予定されています。ぜひ、ご参加くださ
い。

夏の旭高原元気村は楽しいイベントが盛りだくさんで
す。大自然の中だからこそ見られる景色や生き物たちなど、
わくわくする体験がたくさんあります。一日中全力で遊ん
で、旭高原元気村の夏を満喫しましょう！
毎年、夏休みには家族で参加できる魅力的なイベントを
多数開催していますので、ご家族で夏の思い出づくりにぜ
ひお出かけください。

エサキモンキツノカメムシ

４

教材キットを使って自分だけのプラネタリウムを作ります。
食事をしてから、大型望遠鏡での天体観測と星のお話を聞き

ます。 
日  時：８月 10日(月・祝)、23日(日) 午後 3時～9時 
定 員：先着 30人 
参加費：１人 510円（３歳以上）＋教材 1セット 2,040 円
（ 税 込 ）  ＋食事代 820円（お子様セット 630円） 
受 付：７月７日（火）午前９時から

投光器を使って虫を呼び寄せ、その生態について学びます。
明るい間は昆虫採集を行い、暗くなったら投光器をつけ、虫
が集まるのを待ちながらみんなで食事をします。 
日 時：８月 16日(日)、17日(月) 午後 3時～9時 
定 員：各日 先着 30人 
参加費：１人 310円（３歳以上）（下記の食事代が別途必要）
食事代：げんき亭バーベキュー １人 1,940 円（税込） 

お子様セット      １人   630 円（税込） 
受 付：７月６日（月）午前９時から

新型コロナウイルス感染症の影響で、げんき通信に掲載した事業が中止や変更になる場合があり
ますので、ご確認ください。 問合先：旭高原元気村（0565-68-2755） 



豊田市役所旭支所への電話は
●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】

 新型コロナウイルス感染の拡大による「緊急事態宣言」のため、応急手当講習会の開催を中
止していましたが、宣言の解除に伴い６月１日（月）から再開しました。 
消防署では以下の感染防止対策を遵守して安全に応急手当講習会を開催しますので、ご依頼
をお待ちしています。 

感染防止対策 
➀受講者間の距離（前後左右）を 2メートル程確保します。
②１時間に最低１回の換気（窓の全解放）を実施します。 
③受講者のマスク着用を徹底します。 
④受講者の連絡先等を確認します。 
（感染者が発生した場合の対策） 
⑤基本、人工呼吸の実技は実施しません。 
⑥受講者同士が接触する実技は実施しません。 
⑦資器材を共有して使用しません。 
⑧手指及び資器材の消毒を徹底します。 
⑨使用した消耗品は、回収して廃棄します。 
⑩受講者の体調（体温）管理に気を付けて実施します。 

◎ こんな態度は要注意
家出をする少年には、次のような兆候があります。

   ○ 言葉や態度が乱暴になり、家族との会話を避けるようになる。
   ○ 親の知らない友達が多くなり、親に隠れて連絡を取り合う 

ようになる。 
   ○ 外出が多くなり、帰宅時間も不規則で、外泊することもある。
   ○ 金遣いが荒くなり、親に隠れてアルバイトをするようになる。 
   ○ 服装等が派手になり、親の知らない高価な持ち物がある。 
   ○ 「学校（仕事）をやめたい」とか「一人暮らしをしたい」と 

言うようになる。

足助警察署からのお知らせ 足助警察署 TEL６２－０１１０ 

非行の芽 はやめにつもう みな我が子 

～地域ぐるみで有害な環境をなくしましょう～

救命講習会についての問合せ、申込み先 足助消防署 旭出張所（６８－１１１９）

応急手当講習会の再開について ～

５



公財）豊田市文化振興財団

６

〒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

①8/8 ②8/29 ③9/5 
いずれも土曜日 ①10:00 ～ 正午 

②③10:00 ～ 15:00 

（１）部屋利用の条件：利用の際は、３密を回避し、マスクを着用してください。
・３０分に１回以上、５分以上の換気をしてください。 
・人と人とは最低１ｍ（できれば２ｍ）距離を取ってください。
・各部屋の利用については定員の５０％以下で利用してください。
・利用後は速やかに退館し滞在時間の短縮にご協力ください。
・貸部屋や備品の利用後は、ドアノブ、手すり、備品等、接触部分の消毒を実施してください。
・貸部屋利用後は窓を開けてください。
※上記条件を第２段階【7/10～】・第３段階【8/1～】も継続します。

≪学習室のご案内≫ 

令和２年度の課題図書貸し出しのご案内
貸 出 期 間：2週間 
予約取置期間：1週間 
継 続 貸 出：可能（次の予約がない場合）

（２）部屋利用等の制限事項
※３密対策を行ってください。
・屋内利用は定員の５０％以下、屋外は十分な間隔を取って利用し、上限 1,000 人までとします。 
・調理室の利用や楽器等大きな音が出るものは３密対策を行うことを条件に利用可。 
・運動に分類されるものは、接触を避け、各業種・団体等のガイドラインを遵守して利用してください。
・大きな声を出す行為等は各業種・団体等のガイドラインを遵守して利用してください。
・不特定多数の参加による部屋利用や大規模な催事の利用は、参加者に利用者票を記入してもらってください。
※第２段階【7/10～】：屋外上限人数 5,000 人まで、 第３段階【8/1～】：屋外上限人数制限なし 
その他の条件は、第２段階以降も継続します。

絵本や児童本、６月号で紹介した職員おすすめ
本等々を取りそろえてお待ちしています。 
是非図書室にお立ち寄り下さい。
と、

今年も、夏休みに勉強のため来館される皆さんに
会議室を学習部屋として開放します。 
他の利用者さんの迷惑にならないよう、
マナーを守ってご利用ください。 
利用時間は、9：00～21：00までです。 
子育てスペース（第 3和室）も 
ご利用ください。

コロナウィルスに伴う交流館利用のお願い

≪夏休み課題図書≫ 

①10/9 ②10/16 ③10/23 ④10/28
①～③金曜日 10:00 ～ 11:30（練習） 
④水曜日 13:00 ～（発表）

延期していた講座の日程が決まりました！

≪おすすめ図書コーナー≫ 

※詳しくはチラシをご覧ください。


