
旭地区の人口と世帯数（令和４年１２月１日現在） 

人   口    ２，３９８人 （前月比 ‒３人） 

世 帯 数      １，０３９世帯（前月比 ‒１世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和４年度(１２月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

４組  ７人 

８６組２００人 

 12 月 10 日（土）、旭高原元気村の雪そりゲ
レンデがオープンしました。 
例年より１週間遅いオープンとなりました
が、オープニングイベントには多くの家族連
れが訪れ、賑わいました。旭地区のマスコット
キャラクターの「コッキー」と「さんさん旭さ
ん」も登場し、来場者をもてなしました。 
 冬の旭高原では、そりすべりのほか、小さな
お子さんの雪遊びも楽しめます。旭高原の冬
を感じにお越しください。 

【雪そりゲレンデ今シーズンの営業予定】 
●期  間：令和 5年３月 31日（金）まで
 ※休業日：冬・春休みを除く木曜日、 

12 月 31日（土）、1月 1日（日）
●営業時間：午前９時～午後４時
●入 場 料：３歳以上１人 1日 500 円 
※子どもレンタルウェアは前日までに申込み 
※雪の状態によっては早く営業を終了する場
合があります。最新情報は、旭高原元気村
ホームページをご確認ください。 

旭高原元気村の雪そりゲレンデ オープン

※ あさひげんき通信は、豊田市ホームページからもお楽しみいただけます。  
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豊田市 旭支所だより 検索

【問合せ】旭高原元気村 ☎６８－２７５５



昨年はコロナ禍ではありましたが、感染対策
を行いながら、やまびこ花火大会をはじめ多く
のイベントが実施されました。今年もコロナの
先行きは不透明な状況ですが、地域のみなさん
が出会える機会が増えて、笑顔に満ちた旭のま
ちづくりが進められることを期待しています。 

コロナの蔓延をきっかけに、社会の変容
を肌で強く感じるようになりました。社会
的風潮も柔軟に受け入れつつ、地域社会が
潤いに満ち、豊かな暮らしを続けられるよ
う「市民活動」の促進と「安心・安全」な
交流館運営を進めてまいります。
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地 域 の 話 題

令和５年の新しい年を迎えて ～年頭の抱負を尋ねました～

旭まつりの展示作品を拝見して、旭の皆さんを
知るきっかけとなりました。コロナ禍での制限さ
れた生活の中でとても楽しめるイベントで、交流
館での開催は旭地域のふれ合いの場としての役
割を充分に果たしてくれました。地域の皆さんを
知る事がつながりの始まりであり、人との絆を大
切に公平無私に自治活動に努力してまいります。

あけましておめでとうございます。第 9期
旭地域会議では、委員 15名による「地域課題
解決事業」で、地域への『想い』を出し合い、
魅力的な旭にするために話し合っています。
地域の皆様が、いつまでも幸せに暮らせます
ようお祈り申し上げます。



氏 名 担 当 地 区 氏 名 担 当 地 区
後藤 美代子 島崎、下切、下中 影山 和惠 東萩平、大坪
伊藤 能浩 上中、上切、一色 安藤 弘志 杉本、明賀、小田
稲垣 雅子 浅谷、須渕 森川 恭子 榊野、加塩、万根

安藤 幸輝 牛地、田津原、閑羅瀬、時瀬、
小滝野

梶  鐘治 惣田、伊熊、余平、小畑、 
伯母沢

原田 つよ子 小渡、万町 鈴木 祥久 坪崎、日下部、槙本、旭八幡
近藤 恵佐男 有間、笹戸、市平、池島 髙山 達子 旭地区全域（主任児童委員）
鈴木  太田、押井 鈴木 恵里子 旭地区全域（主任児童委員）
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旭地区の新しい民生委員・児童委員が委嘱されました

※ 民生委員・児童委員は３年ごとに改選されます。今回の改選による任期は、
令和４年１２月１日から令和７年１１月３０日までです。

12月13日の定例会に出席された委員の皆さん

●民生委員・児童委員とは
皆さんの暮らしを応援するため、
国から委嘱されて活動している一番
身近な相談員です。子育てに関する
こと、高齢者の悩み、介護に関するこ
と等、福祉に関する様々な悩み事を
ご相談ください。相談内容の秘密と
皆さんのプライバシーは守られま
す。 

民生委員・児童委員
の皆さん（敬称略）

【旭地域会議】市長への答申と意見交換を行いました

旭地域会議は１１月２日（水）、市長から諮
問（質問）を受けていた「高齢者の見守りネ
ットワークの強化に関する取組」について、
これまで４回に渡って協議した内容を市長
に答申（回答・意見）しました。
また、その後に行われた市長との意見交換
会では、地域での世界ラリー選手権の盛り上
げ方や通学路の安全対策、公共施設への地域
材の活用や IT を活用した高齢者の見守りな
ど、日頃からの思いを市長に伝え、活発な意
見交換の場となりました。



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】

４

「豊田市電子図書館」を使ってみませんか？

豊田市電子図書館は、インターネットに接続されたパソコンやスマートフォン、
タブレット等を利用して、電子化された書籍等を読むことができるサービスです。
来館が難しい人も「いつでも」「どこにいても」読書を楽しむことができます。 
豊田市中央図書館ホームページから、約 1,000 点のコンテンツが利用できます。
これからも書籍は増えていきますので、お楽しみください。 

 利用できる人：豊田市内在住・在勤・在学で図書館の利用カード（有効期限内） 

       をお持ちの人 

 貸出し点数・期間：２点まで・２週間 

 利用できる電子書籍：絵本、児童書、家事・料理、育児、趣味、お金、小説など

【問合せ】 豊田市中央図書館 ☎32-0717

詳細はこちらの 

QR コードから → 

旭コッキーバス（予約バス）をご利用ください‼

予約センター ☎ ０１２０－８１－４９９７

水道管を冬の寒さから守ろう！

水道管が凍結すると、水が出なくなるだけではなく、破裂して漏水することがあります。

■
①

②

■

！注意！

■水道管が破裂したときは？
①水道メーター付近のバルブを閉めて水を
止める 
➁破裂した部分に布かテープを巻き付ける
③市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼
する 

■問合せ  豊田市上下水道局
料金課 ☎34-6654、FAX34-6655

 豊田市
公式YouTube
チャンネル 

凍結防止対策動画



各地区の無料税務相談所は予約制(インターネット及び電話)です。予約申込みは先着順で定員になり
次第、締め切ります。事前予約なしでの当日受付はできません。 

■内容 確定申告に関する申告書作成、提出 
※営業・農業・不動産の各所得の申告は、収支内訳書が作成済みの場合に限ります。 
※住宅借入金等特別控除、土地・株式等の譲渡所得や山林所得など分離課税所得の相談・申告書作成
はできません。 
■申込み 市ホームページの予約申込みフォームに必要事項を入力か電話で市民税課（☎34・6617） 

▼予定数に達しなかった会場は、1 月 23日（月）午後5時 30分～７時 に空き枠分の予約を受付  
（予約状況は市ホームページ参照）  ▼予約の変更は、キャンセル後に別途予約が必要（重複予約
した場合、後に申し込んだ予約を取消し）  ▼相談員は、①の 2月 21 日・③・④は市職員、その
ほかは税理士  ▼相談会場では、予約や問合せは受け付けません  ▼1 回の電話で予約できるの
は本人分と本人と同時に申告する同居家族分。家族による代理予約可

■持ち物 所得金額の分かるもの（源泉徴収票（原本）等／各種控除証明書（原本）／筆記用具／電
卓／マイナンバーカード（またはマイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証等）／申告者
名義の預貯金口座番号が分かるもの（還付申告の場合）／電子申告に係る利用者識別番号が分かる通
知書等（利用者識別番号の交付を受けている人）／税務署からの申告書用紙や確定申告のお知らせの
封書かハガキ等（持っている人）／医療費控除の明細書（医療費控除を申告する人）

■その他のお知らせ  
・確定申告会場(豊田税務署・福祉センター)の受付方法は、広報とよた１月号をご確認ください。 
・確定申告書、手引き、医療費明細書、納付書は、2月 1日（水）から各支所で配布します。 
税務署窓口又は国税庁のホームページからも入手できます。

相談会場 相談会実施日（午前9時 30分
～正午、午後1時～4時）

事前申込み受付日時
電話 インターネット

①稲武支所 ２月 21 日(火)、22 日(水)
※21 日は午後のみ 1月 16日(月) 

午後5時 30分～7時 1月 11日（水）
午前9時 
～

1月 22日（日）
午後3時 

市ホームページ 

②小原交流館 2月８日(水)、９日(木)

③旭交流館別館 ２月16日(木)、17日(金) 1月 17日(火) 
午後 5時 30分～7時④下山交流館 ２月10 日(金)

⑤足助支所 ２月 21 日(火)、22日(水) 1月 18日(水) 
午後5時 30 分～7時

⑥藤岡交流館 2 月 15 日(水) ～17 日(金) 1月 19日(木) 
午後5時 30 分～7時

⑦高橋コミュニティセンター ２月７日(火)、８日(水) 1月 21日(土) 
午前10 時～正午

⑧猿投コミュニティセンター ２月16 日(木)、17 日(金) 1月 21日(土) 
午後１時～３時

⑨高岡コミュニティセンター 2月９日(木)、10日(金) 1月 22日(日) 
午前10 時～正午

⑩上郷コミュニティセンター 2月 14日(火)、15日(水) 1月 22日(日) 
午後１時～３時

令和４年分 確定申告の無料税務相談所について（お知らせ）

問合せ 
豊田市役所 市民税課 ☎ 0565－34－6617
ＦＡＸ 0565－31－4488 
Ｅ-MAIL siminzei@city.toyota.aichi.jp

支所・コミュニティセンター・交流館では
予約申込みや無料税務相談所に関する問合せ
は受付できません。
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足助消防署旭出張所からのお知らせ

足助警察署からのお知らせ 

【問合せ】 足助消防署旭出張所 ☎ ６８－１１１９

従来どおり「運転免許証更新」は、『正午から午後４時まで』で、「道路使用許可」・「車庫証明
等の申請」は、『午前８時45分から午後4時 30分まで』です。ご不明な点は、足助警察署交通
課にお問い合わせ下さい。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

令和 5 年 1 月 4 日（水）から、足助警察署での申請受付時間が一部変更されました。受付の
できる日は月～金曜日で、土・日曜日、祝日、振替休日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）
は除きます。

「運転免許証」と「運転経歴証明書」の記載事項変更受付時間を
『午前８時45分から午後5時まで』に変更します。

【問合せ】 足助警察署 ☎ ６２－０１１０

築羽自治区の話題 ～ 学泉大学の学生さんに感謝 ～

今年度も昨年度同
様、愛知学泉大学の学
生さんたちが自治区の
活動に協力してくれて
います。例えば、旧築羽
小学校（現つくラッセ
ル）裏山の遊歩道整備
のお手伝いや、敬老の
日のお祝いに、高齢者
ひとりひとりに手づく
りのお手紙とプレゼン
トをくださいました。

６

来年度はぜひとも夏祭りを再び開催して、学生さんたちとともに地域の皆さんと一緒に活
動できればうれしい限りです。小さなつながりも重なれば大きな力になります。
区民全員が、いつも学生さんたちには感謝しています。 （築羽自治区からの記事）

寒さが一段と厳しくなる中、ケガなどのリスクが高まります。地域の皆様が安全に過ごして

いただくため、生活の中で注意していただきたい主なポイントを、いくつかご紹介します。 

～ 寒い時期、ケガなどを防いで、安全に過ごしましょう！～

★高齢者の入浴は、思いのほか体に負担がかかります
のでご注意ください。 
■お餅は窒息のリスクが高いことや、お餅以外の食べ
物でも、特に固形物は食べやすい大きさに切るなど
工夫しましょう！
◆転倒によるケガを防ぐため、日頃から整理整頓する
ことを心掛けましょう。
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旭地区コミュニティ会議

12月1日（木）敷島会館にて「回想法

講座」を開催しました。 

最初に、ぬくもりの里の職員から「認

知症予防」の話があり、続けて『Mr.クー

マ』による「マジックと紙芝居」で笑い

の渦に。そして、お手玉を投げて札を取

る「ジャンボンかるた」では、前のめり

になって楽しむ参加者の姿が見られま

した。終盤では、懐かしい歌を歌ったり、

歌に合わせて紙風船を弾いたりして、笑

いの絶えない和やかな時間を過ごすこ

とができました。 

12月11日（日）旭総合体育館でインディ

アカ大会を開催しました。 

30名の参加があり、５チームに分けて対戦

しました。違う自治区からの参加者が１つの

チームとなり、スポーツを通じて交流を深め

ました。参加した男性は「久しぶりに体を動

かしたので結構キツかった」と息が上がって

いました。各チームとも接戦で、中には落ち

そうな羽根を見事に打ち返すファインプレー

もありました。まさに、ブラボー‼

12月11日（日）旭交流館で「クリスマス

コンサート～サンタが旭にやってくる～」を

開催し、小学生をはじめ多数の参加者で賑わ

いました。スタートは、『ハッピートーン』

によるトーンチャイムでのクリスマスソング

の演奏。続けて『豊田市役所奇術クラブ』に

よるコミカルなマジックが披露されました。

後半は、お馴染み『旭レインボー』によるク

リスマスソングに合わせてのダンス。フィナ

ーレは『ケコチコ』によるウクレレの優しい

音色と歌声が披露され、子どもたちも鈴やタ

ンバリンで演奏を盛り上げてくれました。 

優勝したチーム E



（公財）豊田市文化振興財団８ 

〈大坪城・大坪古城コース〉 
日 時 ： 令和 5年 2月 5日（日） 

午前 9時 45分～
行き先 ： 大坪町 
参加費 ： 100 円（当日徴収） 
集合場所 ： 大坪町お宮(津島神社)駐車場
締 切 ： 2月 1 日（水） 

12 月 11日（日）、「利用者代表者会」を
開催しました。交流館自主グループの代表
者のみなさんが参加し、交流館の利用方法
や、令和 5 年度の定期利用についての確認
を行いました。各グ
ル―プの活動報告や 
情報交換をするよい 
機会となりました。 

令和５年度
あなたのやってみたいを応援します！
～市民のやりたい気持ち応援講座～

旭交流館では、地域のみなさんの絵画・
手工芸、書等々の作品を月ごとに展示して
くださる方を募集しています。 
あなたの力作を地域のみなさん
に紹介してみませんか？詳しくは
旭交流館までお気軽にお問合せく
ださい。 

利用者代表者会

申込み先: 旭交流館 ☎68-2215  
FAX68-2490 

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

申込み先： 青木貴子（伊熊町）☎68－1768 
※留守番電話に名前・電話番号・「○○市○○町」までの住所を録音してください。

12月のロビー展は、池野早苗さん（須渕
町）の「みこらぼすいーつ」手作りのクリ
スマス飾りの数々でした。かわいらしい作
品は交流館ロビーを一気にクリスマスムー
ドに塗り変えてくれました。 
1 月のロビー展は、
鈴木多技子さん（小渡
町）の「絵画」の展示
です。ぜひ、本格的な
作品を交流館でお楽し
みください。 

日   時：令和５年 2月 12日（日） 
      午後 2時～4時 
場   所：旭交流館 第２大会議室（別館）
対   象：どなたでも
参 加 費：無料
出   演：溝口聖二 他 

（シンガーソングライター） 
内   容：ギターの弾き語り他
申 込 み：令和 5年 1月 10日（火）から
申込み先：旭交流館 ☎68-2215 

旭交流館で講師になってみませんか？
特技を活かして誰かに教えたい・趣味仲
間をつくりたい・旭の魅力を伝えたい・資
格を活かしたい・定年後、地域に役立つ何
かを始めたい…等々、みなさんのやってみ
たいを応援します！
交流館までお気軽に
ご相談ください。 

令和5年度ロビー展参加者募集！！

～頑張ってるあなたに贈る～
ちょっと大人な

バレンタインコンサート

〈阿瀬尾城コース〉 
日 時 ： 令和 5年 3月 9日（木） 

午前 9時～
行き先 ： 上切町
参加費 ： 100 円（当日徴収） 
集合場所 ： 旭交流館駐車場
締 切 ： 3月 5 日（日） 

【市民のやりたい気持ち応援講座】

籔こぎ探検隊（旭の山城探検隊）


