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【対　　象】放課後等に家庭での保育が困難な

　　　　　 朝日地域の児童

【保育時間】平　日：下校時～午後７時

　　　　　 休校日：午前７時30分～午後７時

　　　　　（日曜日、祝日は休所）

【保 育 料】8,000円/月(7～8月、3月は2,000円加算）

　　　　　　  同一世帯から２人以上利用する場合、２人

　　　　　 目以降の保育料は半額

【受付期間】①継続家庭：令和２年１月６日～20日

　　　　　 ②新規家庭：令和２年２月６日～29日

　　　　　 ＊どちらも期間外でも随時受付ます

【提出書類】学童保育利用申込書、

　　　　　 保育できないことを証明する書類(就労証明書等)

【(新１年生対象)入所説明会】

　　　　　 令和２年２月６日(木）

　　　　　 あさひ小学校「入学説明会」終了後に「朝日

　　　　　 中央コミセン」で行います。

　　　　　 ＊１月初旬に朝日保育園を通じて案内を配布

　　　　　 　します。

【そ の 他】学校の長期休暇のときだけ利用する

　　　　　 一時利用もあります。

【問合せ先】朝日学童保育所　　  080－3910－2966

　　　　　　　　　 （支援員直通、左記の保育時間内)

　　　　　 朝日庁舎市民福祉課  53－2115（内334）

　申告が必要と思われる方へ、1月下旬に申告書を送付します。同封されている返信用封筒に次の

書類等を入れ、切手を貼って郵送してください。

 自書が難しい方は申告会場をご利用ください。お住まいの地域以外の会場でも申告をお受けします。

 

■申告期間　　２月17日(月）～３月16日(月）　平日 午前９時～午後４時

・２月７日～３月２日まで朝日庁舎に課税課職員は不在となります。この期間は、朝日庁舎へ来庁しての

　予約はできませんのでご注意ください。

・申告される方のマイナンバーを確認できるもの（マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)、

　来場される方の身元確認できるもの（運転免許証や保険証等）を持参してください。 

・営業、農業等の収支内訳書や医療費控除の明細書の記入を済ませてからお越しください。 

・所得税の確定申告をされる方は、エスモール会場をご利用ください｡（開設期間２/17～３/16)

～自分で書いてお早めに～ 市民税・県民税申告について

市民税・県民税の申告書は郵送で提出できます

藤島、羽黒、櫛引及び 朝日地域の申告会場の開設期間が変更されました

■お問い合わせ　鶴岡市役所 課税課 市民税係　電話 25－2111（内線 243・244）

朝日学童保育所入所児童募集 学童保育所では、令和２年度の入所者を募集します。

・必要事項を記入した申告書　・控除証明書等（社会保険料や生命保険料の証明書等：コピー可）

・医療費控除の明細書等　・本人確認書類（マイナンバーカードのコピーまたはマイナンバー確認

　書類と身元確認書類のコピー）

櫛引庁舎１階 第１会議室

朝日庁舎４階 大会議室
藤島庁舎３階 大会議室

羽黒コミュニティセンター 1階

温海庁舎 他 温海地域

本所２階 201会議室

申告会場 開設期間 予約受付期間予約電話番号

２/17 ～ ３/ ２

３/３～３/16
２/17 ～ ３/ ２

３/ ３ ～ ３/16

２/17 ～ ３/16

２/17 ～ ３/16

２/７～３/13(平日)

午前９時～午後４時

※前日までの予約が

必要です

２４－７８６２
（櫛引・朝日共通）

２４－７８６１

（藤島・羽黒共通）

４３－４５０１

予約できません（受付順にお受けします)



お知らせ

1～2月 行事予定1～2月 行事予定1～2月 行事予定

2月

1月

元日

新年祝賀会（13：30～朝日中央コミセン）

あさひ小・朝日中始業式

あさひ小書初め展（～17日）

あさひ小上学年スキー教室①

鶴岡市消防出初式（10：00～市役所前）

あさひ小下学年スキー教室①

鶴岡市成人式（13：30～荘銀タクト鶴岡）

山のごっつぉまつり（産直あさひ・グー）

成人の日

県中スキー大会（～15日蔵王）

県中スキー大会（～19日）

あさひ小上学年スキー教室②

博物村キジ汁まつり（11：00～月山あさひ博物村）

ウサギの巻狩り体験（9：30～大鳥自然の家）

行政相談所開設日（13：30～朝日中央コミセン）

あさひ小下学年スキー教室②

あさひ小上学年スキー教室③

朝日大泉・大鳥伝統食をつなぐ会（10：00～南部コミセン）

文化財防火デー

鶴岡市朝日学童スキー大会（9：00～湯殿山スキー場）

朝日中新入生入学体験

あさひ小下学年スキー教室③

山里の雪遊び体験（10：00～大鳥自然の家）

あさひ小雪上カルタ大会

あさひ小入学説明会

建国記念の日

あさひ小民生児童委員会

月山あさひ雪まつり2020（月山あさひ博物村）

行政相談所開設日（13：30～朝日中央コミセン）

大鳥・大泉雪季運動会

天皇誕生日

東部地区冬季運動会

振替休日

朝日かがやきクラブ冬季軽スポーツ大会（朝日スポーツセンター）

かたくり温泉ぼんぼの健康教室（10：30～）

いきいきぼんぼ・・・毎週火・木曜日　いきいき百歳体操・・・毎週金曜日
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令和元年11月30日現在の住民基本台帳

世帯数：

人　口：

※（　）内は前月比

（＋2）

（－1）

（－5）

（－6）
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男 1,897 人
女 2,008 人
計 3,905 人
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現在、土曜日に市営バスの試験運行を行っています。
平日の市営バスよりぼんぼの滞在時間が長く便利です。

※平日運行している市営バスとは、車両 
　や運行経路、運行時刻が異なります。
　詳しくは市HPをご覧ください。
【問合せ】朝日庁舎総務企画課(電話 53－2112)

◇対 象 者　朝日地域に住所がある方のお子さんで、 
　　　　　　高校及び高専、大学(短大含む)に進学予
　　　　　　定または在学中の方。学業成績等一定の
　　　　　　要件を満たし、経済的理由で修学が難し
　　　　　　い方(奨学金は無利子で貸与します)
◇貸 付 額　大学（短大）月額40,000円以内
　　　　　　高校（高専）月額15,000円以内
◇募集人数　若干名
◇募集期間　3月2日（月）～3月23日（月）
◇申請書配布・提出先
　　　　　　教育委員会管理課（櫛引庁舎3階）
　　　　　　朝日庁舎総務企画課
◇問 合 せ　教育委員会管理課　57－4861

朝日育英奨学基金 奨学生募集朝日育英奨学基金 奨学生募集

高齢者世帯等への雪下ろし費用の一部を助成します高齢者世帯等への雪下ろし費用の一部を助成します

朝日地域市営バスの土曜試験運行実施中朝日地域市営バスの土曜試験運行実施中
2020年3月まで
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○対　象　次のいずれかに該当する市民税非課税世

　　　　　帯(生活保護世帯を除く)で、自力での雪

　　　　　下ろしが困難な方

　　　　　　①65歳以上の一人暮らし高齢者世帯

　　　　　　②65歳以上の高齢者のみ世帯

　　　　　　③18歳未満の児童のみを有する母子世帯

　　　　　　④世帯主が各種障害者手帳を所持している世帯

○助成額　1回につき最高16,000円

　　　　　※現に居住する住宅の雪下ろしのみ対象

　　　　　　になります。

　　　　　　(物置小屋、車庫などは対象となりません。）

○申　請　雪下ろしの前に、各地区民生委員にご相

　　　　　談ください。

○問合せ　朝日庁舎市民福祉課　53－2115(直通)
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