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特産品で学生を応援します
新型コロナウイルス感染症対策のため帰省を
控えている北広島市出身の学生に「きたひろを
感じる学生応援便」を贈ります。
中身は、米やジンギスカン、菓子など北広島
を身近に感じられる詰め合わせです。詳しくは
市ホームページをご覧になるか、企画課（内線
３６０２）に問い合わせてください。

８ 人の森 山口久美子さん
９ きたひろいいね トリムコースで健康づくり
きたひろ企業コレクション
メナードフェイシャルサロンきたひろ幸店
学校キラリ 大曲中学校
１０ 国民年金の手続きをお忘れなく
１１ 今月のお知らせ
トピックス
暮らしのお知らせ
２０ 子育てぷらす

市内の主な施設

◦北広島市役所（中央4‐２‐１）
◦出張所
西部出張所（輪厚中央４‐１２‐１７）
大曲出張所（大曲柏葉１‐２‐３）
西の里出張所（西の里南１‐２‐４）
◦地区センター
団地住民センター（泉町１‐１）
東記念館（朝日町５‐１‐２）
大曲会館（大曲中央２‐4‐5）
西の里会館（西の里南１‐2‐2）
◦体育施設
総合体育館（共栄３１５‐２）
輪厚児童体育館（輪厚中央４‐12-19）
大曲ファミリー体育館（大曲中央２‐4-3）
西の里ファミリー体育館（西の里南１-2-3）
◦その他
エルフィンパーク（中央６）
芸術文化ホール（中央６‐２‐１）
図書館（中央６‐２‐１）
中央公民館（朝日町５‐１‐１）
農民研修センター（輪厚中央４‐１２‐１７）
夢プラザ（大曲３７０）
大曲ふれあいプラザ（大曲工業団地７‐３‐１）
広葉交流センター（広葉町３‐１）
夜間急病センター（栄町１‐５‐２）

２１ ふれあい通信

☎３７2‐3311
☎３７６‐２１０３
☎３７６‐２５３０
☎３７５‐３２０９

２２ 月刊ファイターズ通信
相談カレンダー
北広島市の魅力やまちの情報を発信中

☎３７２‐０６７６
☎３７３‐２１７１
☎３７6‐3964
☎３７5‐3469
☎３７２‐０８０８
☎376-3380
☎377-3309
☎375-2933
☎３７６‐８８８０
☎３７２‐７６６７
☎３７３‐７６６７
☎３７３‐０１０１
☎３７６‐３９３５
☎３７０‐７３７３
☎３７６‐４５９９
☎３７３‐２８０１
☎３７２‐1101

今月の表紙

も う １ 枚

瀬戸内海に面した東広
島市とは、今年で姉妹都
市締結から４０周年を迎え
ます。これまでさまざま
な分野で交流し、共に歩
みを進めてきました。交
流の内容など詳しくは、
本紙４ページからの特集
をご覧ください。
－ 2020.7.1
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表紙やマイタウンニュースの記事の一部が、
「きたひろ.ＴＶ」の動画と連携をしています。右上の二次元コードからご覧ください。

▶５月２６日～６月21日

エコミュージアムセンター知新の駅・企画展
これな～んだ？ちょっと昔のどうぐ展

知新の駅でミニ企画展が開かれました。収蔵品の
中から、今ではあまり使われなくなったランプや、
・ ・
縫い物に使うくけ台などの道具を展示。来場者は「懐
かしいですね」と見入って
いました。
７月から次の企画展が始
まります。詳しくは、本紙
13ページをご覧ください。

▶７月中旬まで

公共施設に市民の姿
新型コロナウイルス感染症対策のため４月中旬か
ら休館していた公共施設が順次再開しました。総合
体育館も、６月２日からメインアリーナが使用可能
になり、バドミントンなど
を楽しむ市民の姿が戻りま
した。定期的な消毒と利用
者名簿の作成などで感染症
対策を徹底しています。

▶６月２７日

と連携

く

ら

ぶ

真っ赤なイチゴが実りました

ナチュラルファーム楽園倶楽部が開店

６月上旬、市内２か所の農園でイチゴ狩りが始ま
りました。訪れた女性は「とてもみずみずしくて、
おいしいです」と話してくれました。
塚本農園のイチゴ狩りは
６月下旬で終了しましたが、
輪厚にある阿部農場では、
今月中旬まで楽しめます。
旬の味覚を楽しみませんか。

大曲にある農産物直売所が開店しました。併設し
ている農園では、主に有機ミニトマトなどを栽培し
販売しています。トマトは糖度が一番高い時期に収
穫するので甘くて人気。
ナチュラル
「市内の農家や事業者と 第一自動車
整備工場
ファーム
連携し、野菜などをそろえ ㈱ウイング
北広島市街→
ています。ぜひ、来てくだ ←大曲方面
道道栗山北広島線
くるるの杜
さい」と代表の斉藤さん。

－ 2020.7.1

↑上野幌方面
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▶５月26日から順次再開

●

●

みんなの祭り（現在の酒まつり）での調印式の様子
（左奥 讃岐照夫元東広島市長、右手前 穴田輝行元広島町長）

特集

市
島
広
東 ×
市
島
広
北

姉妹都市締結

周年

問合せ 秘書課（☎３７２‐３３１１・内線3202）

東広島市×北広島市
交流年表

広島県からの移住

者が、現在の北広

日、姉妹都

１９

明治1７年
島市に入植

７月

市締結の調印を交

昭和５５年
わす

姉妹都市締結を記

念し、クロマツを

昭和５6年
植樹

８月、ひろしま１

００年記念事業で

広島町の小学生が

昭和５9年

東広島市を訪問

広島町が子ども大

昭和６１年
使の派遣を開始

東広島市が子ども

大使の派遣を開始

昭和63年

４０

７月１９日、広島県東広島市との姉妹都市
締結から４０周年を迎えます。姉妹都市締結
までの歩みや東広島市の見どころ、これま
での交流事業などを紹介します。

－ 2020.7.1
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平成３０年７月豪雨災害時には
多大なるご支援をいただき、今
年度からは人事交流を再開させ
るなど、深い信頼関係の中で新
たな歴史を積み重ねています。
現在、北広島市においてはボ
ールパーク構想を核としたまち
づくりを進められ、本市におい
ては大学や研究機関の集積を活
かした「新たな価値」の創出に
挑戦しています。引き続きそれ
ぞれの立場から学び合い新たな
成長を目指してまいりましょう。
姉妹都市締結４０周年という記
念すべき年を迎え、改めてこれ
まで培ってきた友好を将来へ引
き継ぎ、両市の絆が一層深まる
ことを心から祈念しています。

東広島市長

髙垣廣德

北広島市長

上野正三

広島町・東広島市姉妹都市締結書

姉妹都市締結

平成２年

１０

周

年記念祝賀会を開催

平成８年
北広島市市制施行

中学生のスポーツ

２５

交流を実施（平成

周

２０

平成10年
年まで）

姉妹都市締結

年。市職員の人事

１５

交流を実施（平成

周

３０

平成１２年
年３月まで）

姉妹都市締結

年。平和と友情の

子ども宣言調印式

－ 2020.7.1

平成２２年
や、ツツジの記念

周

４０

植樹などを実施

姉妹都市締結
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年。市職員の人事

交流を再開

令和２年

姉妹都市締結までの歩み

年に現在の東広島市を含む広島

17

北広島市は今から１３６年前、明

治

県からの移住者が、度重なる冷害や

水害、冬の厳しい寒さに耐えながら

開拓したことに始まりました。血の

にじむような努力を重ね、原野を切

り開いた広島県人のフロンティア精

神が、今の北広島市発展の原点と言

えます。

東広島市が当市の歴史に深い関わ

りがあるのはもちろんのこと、両市

はそれぞれ広島市・札幌市という大

都市に隣接し、工業団地や大規模住

宅団地、ゴルフ場の開発など、広域

都市圏の中での役割に類似点が多く

年７月 日、教育や文化、

19

あったことから交流が進みました。

昭和

産業などの各分野で友好と相互理解

を深めていこうと、当時の讃岐照夫

東広島市長と穴田輝行広島町長が姉

妹都市締結の調印を交わしました。

調印式は、

東広島市の「み

んなの祭り」（現

在の酒まつり）

のオープニン

グセレモニー

で行われまし

た。

55

姉妹都市交流が４０年という節
目の年を迎えたことを、大変喜
ばしく思います。開拓からの両
市のつながりを大切にし、子ど
も大使や祭りへの相互訪問、市
職員の人事交流など、さまざま
な形で友好を深めてまいりまし
た。先人の不断の努力と不屈の
フロンティア精神は当市の大き
な財産です。大都市に隣接する
地理的条件など似ている点が多
いことから、東広島市のまちづ
くりからは多くのことを学んで
きました。
これからも、さまざまな形で
の交流を積み重ねて、両市の友
好や絆をさらに深めてまいりま
す。

未来に挑戦する自然豊かな国際学術研究都市

東広島市

正福寺山公園からの眺望

概要
東広島市は、広島県のほぼ中央に位置する、人口約１８万９千人、面
積 ６ ３ ５ ㎢のまちです。広島県を代表する穀倉地帯である内陸部の田園
風景から南部は瀬戸内海まで、多彩な個性を持ち、その豊かな自然の
恩恵による伝統産業が市内各地で息づいています。

教育、産業など
広島大学など４つの大学やＪＩＣＡの拠点が立地しているほか、最
先端の産業技術を誇る官民の研究開発機関や企業が集積するなど、教
育・国際学術研究都市として発展を続けてきました。
中心地の西条は江戸時代以降に酒造りが盛んになり、兵庫県の灘と
京都府の伏見に並ぶ、日本酒の三大銘醸地の一つと言われています。
風情ある西条酒蔵通りは観光名所でもあり、その酒造施設群は日本の
２０世紀遺産２０選に選定されました。
平成３０年には東広島市が主なロケ地となった映画「恋のしずく」が
全国で公開。主演に川栄李奈さんを迎え、幻の日本酒を巡る出会いと
別れを描いた作品です。

酒蔵地域の景観。日本酒を仕込む時
期には酒蔵から蒸気が立ち上り、朝
焼けと相まって幻想的な景色に

特産品、祭り

だいじょうさい

くらびと

酒蔵の蔵人たちの賄い料
理が発祥。素材のうま味
を楽しめる。

か

き

牡蠣

味も香りも抜群で、広島
県内でも一番早い時期か
ら水揚げされる。

固有の貴重な歴史・文化資産も数多く存在し、東広島市立美術館や東広島芸
術文化ホールなどを拠点とした芸術文化活動も盛んです。
伝統と新しさが隣り合うまちとして、人や自然に「やさしい未来都市東広島」
を掲げ、さまざまな取り組みを推進しています。

酒まつり

毎年１０月上旬に２０万人を
超える人でにぎわう、東
広島市最大のイベント。

市観

東広島市発祥と言われて
いる。令和元年、皇位継
承の大嘗祭で供納された。

び し ゅ な べ

美酒鍋

光

マ

スコ

ット のん太

東広島

西条柿

－ 2020.7.1
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東広島市×北広島市

これまでの交流事業
子ども大使交流事業
市の子ども大使は、８月６日に広島市で行われる
原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参列し、平
和の尊さを学んでいます。
子ども大使が学んだことや感じたことを多くの
人に伝えることで、両市の友好がより深まること
を期待し、引き続き事業を実施していきます。

異なる文化に触れ、ふるさと意識を高めてもら
おうと、小・中学生の代表を「子ども大使」とし
て互いに派遣しています。昭和５９年８月、ひろし
ま １ ０ ０ 年記念事業の一環で広島町（現北広島市）
の小学生代表が東広島市を訪問したことが始まり
で、昭和６３年からは毎年８月に互いの市を訪問し
ています。
子ども大使は交流校を訪問したり、伝統芸能を
体験したりして、交流を深めています。互いのま
ちや学校の紹介を通じて、気候や方言、歴史や文
化の違いなどを学ぶ機会になっています。北広島

市職員の人事交流
今年度から３年間、市職員の相互派遣を行う予
定です。過去には平成１２～１４年度にも実施してい
ます。平成３０年７月豪雨災害の際には、東広島市
へ市職員を派遣し、災害復興へ向けた職務を行い
ました。

今から １ ３ ６ 年前、東広島市出身の先人が遠く
離れた北海道の大地で現在の北広島市の礎を築
いたことを直接肌で感じる
ことができ、非常に感慨深
いものがあります。
派遣期間の１年間を大切
に過ごし、両市の絆をより
東広島市から
深める懸け橋となれるよう
派遣されている
頑張りたいと思います。
岡﨑大輝さん

互いの祭りに参加
東広島市で開催される「酒まつり」、北広島市
で開催する「ふるさと祭り」に互いの訪問団が
参加し、市のＰＲなどを行っています。

年に姉妹都市締結

２２

周年を

３０

これからも変わらず交流を

平成

迎えた時は、記念事業として、交流

パネル展や子どもたちによるツツジ

の記念植樹、ふるさと祭りでの東広

島市物産展の開催など、さまざまな

取り組みを行いました。

今年度は新型コロナウイルス感染

症対策のため、残念ながらあまり交

流イベントを実施することができま

せんが、今後もさまざまな形で取り

組みを進めていきます。交流事業を

実施する際には本紙や市ホームペー

ジでお知らせしますので、ご覧くだ

さい。

－ 2020.7.1

ね！

これからも交流を続け、両市の友
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らもよろし く

好を深めていきます。

か
これ

「めねっと北広島」代表

山口 久美子さん
やまぐち・くみこ
大曲柏葉在住。
昨年４月に、視覚障がい者と健常
者が交流する団体を設立。交流会
やバスツアーなどを行っている。
自身も視覚障がいがある。

めねっと北広島の活動
市内で視覚障がい者と健常者が交
流する団体「めねっと北広島」が活
はくじょう

動中だ。これまで白杖の使い方講習
会やマラソンの伴走者講習会、バス
ツアーなどを実施してきた。会長を
務めるのは、自身も視覚障がいがあ
る山口久美子さん。「イベントを通し
て障がい者と健常者が理解を深めら
れたと思います。
障がいがあるため、
なかなか外出できない方々が、とて
も喜んでくれたことが何よりうれし
かったです」と話した。
楽しみながら社会と接する

歳のと

看護師だった山口さん。視力が低
下する病気を発症したのは

きで、４人目の子どもを出産したば
かりだった。視界が暗く感じ、よく
ドアなどに体をぶつけた。病院を受
診すると、視力が徐々に失われる「網

膜色素変性症」と診断された。幸い
病気の進行が遅かったので、仕事を
続けることができた。
しかし４年前に症状が進み、やむ
なく退職。夫を亡くしていたことも
あり、経済的な不安や失明の恐怖と
闘う中で、これからの生き方を模索
した。障がい者団体の研修会に参加
するなどもしたが、目指したいこと
が見つからなかった。
そんな中でも、

趣味のマラソンは伴走者の助けを借

り長く続けている。道内外の大会に

参加し、交友関係も広がった。楽し

みながら社会と接することで、障が

いがあっても自信を持って生きるこ

「楽しみを持
とができると実感した。

って共に生きる仲間をつくろう」と

考え団体を設立。昨年４月の発足当

時７人だった会員も、現在は 人に

なった。

ホームページで情報を発信

りのため、山口さんの活動は続く。

合い、誰もが暮らしやすいまちづく

障がい者と健常者が互いに尊重し

くの方が力になってくれたからだ。

ときは周囲に手助けを求めると、 多

大事だと考えている。自分も困 った

本人の努力だけでなく周囲の環境も

障がい者が前向きに生きるには、

も交流を広げている。

ようにした。市内外や道外の団体と

視覚障がいがある方に内容が伝わる

信している。読み上げ機能を付け、

団体の情報はホームページから発

23

めねっと北広島のホームペ
ージ。視覚障がい者が読み
やすい白黒反転文字になっ
ている

37

障がいがあっても前向きに生きる

８

－ 2020.7.1

がら散策ができます。四季折々に

も設置され、適度に休憩を取りな

四季折々の自然が楽しめる

トリムコースは北広島団地地区

さまざまな花が見られるのも大き

きたひろ企業
コレクション

きた ひ ろ
いいね
トリムコースで
健康づくり

コースです。通勤通学だけではな

（愛称・さんぽまち）を周回する

－ 2020.7.1

な魅力。春は雪解けとともにエゾ

９

く、天気の良い日は散歩やサイク

頑張り続けたいです。
今はトレーニングの内容を向上させ、体力づくりか
ら見直し、一球一球大切に打ち、時間を無駄にしない
ように心掛けています。
今年は試合の開催がどのようになるか分かりません
が、コーチと約束した「全道優勝」の目標に向かって
今まで以上に努力し続けていきたいです。

エンゴサクが咲き始め、５月には

大曲中学校３年

リング、ジョギングなどで、多く

も と き あ や な

元木綾那さん

私は幼稚園から硬式テニス
を始め、現在も続けています。
去年は朝早く起きて走ったり、
個人指導を受けて試合に臨み
ましたが、自分の納得のいく
結果が出ませんでした。何度
もやめたくなったけれど、ま
だまだ納得のいくテニスがで
きていないので、これからも

も楽しめます。

今頑張っていること

年には北海道健康づくり

キラリ

桜やツツジも見事です。秋は紅葉

野鳥やエゾリスなどの野生動物

学校
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の市民に利用されています。

財団から、身近で気軽に楽しくウ

にも出会えることがあり、木々の

テーマ
「スポーツ」

平成

オーキングができる「すこやかロ

香りに包まれて歩いていると、住

宅街の中にいるのを忘れるほど。

ード」に認定されました。

一周は約５㎞で、約３㎞の短縮

自然に囲まれながら気軽に健康

きたひろしまウォーキングマップに
掲載（健康推進課などで配布）
。二次
元コードからも見ることができます

づくりをしませんか。

歩き疲れたら
あずまやで休
憩できます

コースもあり、周辺には多くの公

５月～６月は
ツツジが鮮や
かです

園があります。ベンチやあずまや

緑葉公園にあ
る安田侃さん
の彫刻「新生」
の碑に立ち寄
れます

まちのいいとこ
みつけた

エステティックサロン

メナードフェイシャル
サロンきたひろ幸店
所在地 大曲幸町
１丁目5‐23ＳＹハ
イム1 0 3 号
問合せ ☎０９０‐94
30‐8838（予約制）

三井アウトレットパーク札幌北広島近く
にあるサロンです。50分間のフェイシャル
＆デコルテエステを基本に、肌の悩みに合
わせた施術で、きれいになるためのサポー
トをします。自分の肌質や手入れの仕方、
化粧の基本を知りたい方は、無料の肌チェ
ックや美肌・化粧の体験講座に参加できま
す。日本メナード化粧品㈱のエステティッ
クサロンは企業理念「美しさにまごころこめ
て」のもと、民間調査会社のフェイシャル
エステ顧客満足度調査で、３年連続第１位
を獲得しました。店舗では新北海道スタイ
ルを実践しながら、営業をしています。
＊北広島市商工魅力発信事業と連携して、市内の
企業を紹介しています。

国民年金の
手続きをお忘れなく

年金は、老後の生活設計の中心となるものです。
万が一のときの障害年金や遺族年金など、生活
になくてはならないものです。

問合せ 保険年金課（☎３７２-３３１１・内線２１２2）

～

歳の全ての方が

国民年金加入者の種別
国内に住む
加入します。外国人も対象です。
就職や結婚など、人生の節目で変
自営業・農林漁

更の手続きをしなければなりません。

◦第１号被保険者

第２号被保険者

厚生年金加入者

業・学生・無職の方など
◦第２号被保険者
◦第３号被保険者
に扶養されている配偶者

扶養されている

歳未満の配偶者は

種別変更の手続きが必要です。市役

所保険年金課と西部・大曲・西の里
出張所で手続きができます。
必要書類など

◦退職した日を確認できる書類（資

格喪失証明書・離職票・雇用保険受
給資格者証など）
◦年金手帳
◦印鑑

保険料免除・猶予の制度

申告所得見込額による手続きで保険

料免除申請が可能です。

学生は、学生納付特例制度で臨時

特例措置があります。

年金の種類

◦老齢年金

歳から老齢基礎年金が受給でき

代前半から、特

ます。厚生年金に１年以上加入した

ことがある方は、

別支給の老齢厚生年金が受給できま

す。

退職などで厚生年金の資格を喪失

職した方のための特例制度もありま

主の前年の所得審査があります。離

受け付けます。本人や配偶者、世帯

厚生年金に加入中の障がいの場合は

とき、
障害基礎年金が受給できます。

法に定める障がいの状態になった

◦障害年金

歳未満の方は、国民年金への

した

主に生計を維持している方が亡く

障害厚生年金が受給できます。

申請を忘れていた方は、 ２年１カ

なったとき、遺族の方が遺族基礎年

す。ただし審査の結果、免除などが

加入手続きが必要です。 歳以上の

月前までさかのぼって申請できるの

金を受給できる場合があります。亡

◦遺族年金
方は手続きが不要ですが、その方に

で、相談してください。

予の所得審査の対象は、本人と配偶

＊いずれの年金も、受給には納付期

ます。

があります。

者だけになります。

われ、所得が減少した場合には本人

染症の影響で収入源となる業務が失

２月以降に新型コロナウイルス感

間などの要件

た場合は、遺族厚生年金が受給でき

くなった方が厚生年金に加入してい

歳未満の方が対象です。納付猶

◦納付猶予の対象について

受けられない場合があります。

７月分～令和３年６月分の申請を

60

59

退職したときは
手続きが必要です

６５

２０

６０

◦臨時特例措置について

50

６０

６０
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ホームページ https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/

記載がないものは無料です。指は指定管理者です。
申し込みが必要で日付の指定がない場合は、発行日以
降、各施設の最初の開庁・開館日から受け付けます。

新しく始まる取り組みや大切なお知らせを紹介します

市民参加

新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ
感染症対策をしながら体を動かしましょう

健康 福祉

新型コロナウイルス感染症対策に伴う外出自粛で、家
の中で過ごす時間が長くなると、運動不足になりがち
です。夏に向けて暑さに備えた体づくりをするために
も、感染症対策をしながら外へ出てウオーキングなど
の運動をしませんか。

催 し

安全に運動をするポイント

子育て
ふれあい

◆感染防止の３つの基本
◦十分な距離の確保
◦マスクの着用
◦手洗いや手指の消毒
＊家に帰ったらまず手や顔を洗い、
できるだけすぐにシャワーを浴びて着替えましょう。
◆体調をチェックする
次に当てはまる場合は、運動は控えましょう。
◦平熱を超える発熱
◦咳・のどの痛みなど風邪の症状
◦だるさや息苦しさ
◦嗅覚や味覚の異常
◦体が重く感じる、疲れやすいなど
◆ウオーキングなどをする時の留意点
３密（密閉・密集・密接）を避
け、次の点に注意しましょう。
◦１人か少人数で行う
◦人が少ない時間や場所を選ぶ
なるべく
距離を空ける
◦他の人との距離を空ける
◦すれ違う時はお互いに離れた場所を通る

熱中症にも注意しましょう

マスクを着用したまま運動をすると、息が苦しくなっ
たり、体温が下がりにくくなったりすることがありま
す。屋外で他の人と十分な距離を取ることができる場
合は、マスクを外しましょう。
気温や湿度が高い時は、特に注意が
必要です。のどが渇く前に水を飲む、
汗をかいたときは塩分を補給する、
休憩を多めにとるなどを心掛けまし
ょう。
体調が悪いと感じたときは、無理せ
ず、自宅で静養してください。
問合せ 健康推進課（内線1214）

新型コロナウイルス感染症に関する
相談窓口
◦千歳保健所（☎0123-23-3175）
平日の８時45分～17時30分
◦北海道地域保健課（☎204-5020）
２４時間対応
◦厚生労働省電話相談窓口（☎0120-565-653）
９時～21時
＊感染症対策について詳しくは、市ホーム
ページ「くらしの情報→健康・医療→新型
コロナウイルス関係」をご覧ください。

遠隔手話サービスが始まります
聴覚に障がいがある方が、スマートフォンやタブレッ
ト型端末を利用して、ビデオ通話で市の専任手話通訳
者と会話ができる遠隔手話サービスを開始します。画
面越しにやりとりをするので、来庁することなく自宅
や外出先から直接、手話通訳者に問い合わせることが
できます。
災害などでファクスが使え
ない時にも、スマートフォ
ンなどが利用できれば、ビ
デオ通話で会話できます。
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－ 2020.7.1

対象 市内にお住まいで、聴覚に障がいがある方
日時 平日の９時～15時３０分（祝日・年末年始を除く）
内容 無料アプリのＬＩＮＥかＳｋｙｐｅのビデオ通話機能を
利用して、市の専任手話通訳者と会話
＊事前に登録が必要です。詳しくは、市ホームページ
「くらしの情報→福祉・介護→介護保険以外のサービ
ス関係」をご覧いただくか、問い合わせてください。
＊スマートフォンなどの通信料は、利用者の負担です。
問合せ 福祉課（FAX398-4312・電子メールfukushi@
city.kitahiroshima.lg.jp・内線２１４１）

北広島市役所

☎３７２-3311
☎３７２-3311

新型コロナウイルス感染症を警戒し、適切な避難行動を取りましょう
新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害
が起こった場合、危険な場所から避難することが原則
です。自分が取るべき行動を確認し、適切に避難しま
しょう。

安全な場所で「難」を「避」ける

安全な場所にいる時は、避難する必要はありません。
災害の危険性が少ない場所にいる人が、避難所に避難
して過密状態になり、新型コロナウイルス感染症に感
染することのないよう、一人一人が適切な避難行動を
考える必要があります。
開設された避難場所を利用する
だけではなく、安全な場所にあ
る親戚や知人の家に避難したり、
自宅の上の階に移動したりする
ことも検討しましょう。

避難行動
判定フロー

避難する際は、以下のことに注意しましょう
◦避難所ではマスクや体温計、消毒液が不足します。
飲料水や懐中電灯、上履きなどの非常品と一緒に持参
してください
◦市が指定する避難場所や避難所が変更される可能性
があります。避難する前に、市ホームページなどで確
認してください。ＦＭメイプルなどのラジオ放送や広
報車での呼び掛けも行います
◦避難時に発熱、咳などの症状がある方や新型コロナ
ウイルス感染症患者との濃厚接触者は、避難所到着後、
速やかに職員に申し出てください
◦避難所では、お互い十分に距離を空けてください
◦豪雨時に屋外へ移動することは危険です。やむを得
ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況な
どを十分確認してください

下の図を使い、避難時に取るべき行動をあらかじめ確認しておきましょう

ハザードマップで自分の家がどこに
あるか確認し、印をつけてみましょう

家がある場所に色が塗られていますか？

＊ハザードマップとは、浸水や土砂
災害が発生する恐れの高い区域に色
を塗って示した地図です。北広島市
防災ガイドブックに掲載しています。
いいえ

はい
災害の危険があるので、
原則として、自宅の外に避
難が必要です

◆浸水の危険があっても以下の場合は、自宅にと
どまり安全を確保することも可能です
◦洪水により家屋が倒壊・崩壊してしまう恐れの
高い区域の外側である
◦浸水する深さよりも高いところにいる
◦浸水しても水が引くまで我慢できる、水・食糧
などの備えが十分にある
◆土砂災害の危険があっても、十分頑丈なマンシ
ョンなどの上層階に住んでいる場合は、自宅にと
どまり安全を確保することも可能です

例外

本人または一緒に避難する方は避難に時
間がかかりますか？
はい

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地
や崖のそばなどにお住まいの方は、市からの避難
情報を参考に、必要に応じて避難してください

いいえ

安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や
知人はいますか？

安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や
知人はいますか？

はい

いいえ

はい

いいえ

警戒レベル３が出たら、安
全な場所の親戚や知人宅に
避難しましょう（日頃から
相談しておきましょう）

警戒レベル３が出た
ら、市が指定してい
る指定緊急避難場所
に避難しましょう

警戒レベル４が出たら、安
全な場所の親戚や知人宅に
避難しましょう（日頃から
相談しておきましょう）

警戒レベル４が出た
ら、市が指定してい
る指定緊急避難場所
に避難しましょう

問合せ

危機管理課（内線3371）
－ 2020.7.1
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エコミュージアムセンター知新の駅事業
企画展 野幌原始林の自然環境～森の
いま・むかし～
戦前から国の天然記念物として守られてきた
特別天然記念物野幌原始林には、現在も豊か
な自然環境が残っています。
野幌原始林はどのようにしてできたのか、ど
のような生き物が生息しているのかを、パネ
ルなどを使って紹介します。
日時 ７月23日㈭～９月22日㈫ ９時～17時
会場 エコミュージアムセンター知新の駅
問合せ エコミュージアムセンター知新の駅
（☎373-0188）

こ み ち

７月１８日㈯に予定していた「地域遺産発見！発見の小径を歩く」
は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止します

保険証・受給者証などを更新します
国民健康保険
７月３１日までに、新しい被保険者証などを送付します。
◆被保険者証
有効期限は令和３年７月３１日です。
＊期限までに７５歳になる方は、誕生日の前日までです。
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認
定証
病院などの窓口に提示すると、自己負担額が認定証に
示された区分の限度額までになります。住民税非課税
世帯の方は入院時の食事代なども減額されます。
＊毎年申請が必要です。申請は随時受け付けます。
＊申請には、世帯員全員の所得の申告が必要です。
◆７０～７４歳が対象の被保険者証兼高齢受給者証自己負
担額の割合
◦一般の方＝２割 ◦現役並み所得がある方＝３割
＊被保険者証兼高齢受給者証を病院などの窓口に提示
すると、自己負担額が月の限度額までになります。複
数の医療機関を受診し、その合計額が月の限度額を超
えた場合は申請してください。
＊住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減
額認定証の提示が必要です。
＊現役並み所得に該当し課税所得が690万円未満の方
は、限度額適用認定証の提示が必要です。
これから７０歳になる方は…
７０歳になる誕生月の末日までに送付します。使用でき
るのは、７０歳になる誕生月の翌月からです。
＊誕生日が１日の方は、前月の末日までに送付します。
誕生月から使用できます。
◆特定疾病療養受療証
人工透析が必要な慢性腎不全や血友病、血液凝固因子
製剤の投与が原因のＨＩＶ感染症の治療を受けるとき
に、病院などの窓口に提示すると、自己負担限度額ま
でになります。すでにお持ちの方には８月１日から有
効の受療証を送付します。新たに対象になった方は手
続きが必要です。
問合せ 保険年金課（内線2116）
－ 2020.7.1

後期高齢者医療

７月３１日までに、新しい被保険者証などを送付します。
◆被保険者証
令和元年中の所得に基づいて、負担割合が決定します。
◆自己負担額の割合
◦一般の方＝１割 ◦現役並み所得がある方＝３割
＊住民税課税標準額が１ ４ ５ 万円以上ある被保険者と、
その方と同一世帯の被保険者は３割です。ただし、同
一世帯の被保険者の収入が一定額未満であれば、申請
すると１割になります。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証
入院時の医療費の自己負担額や食事代が減額されます。
対象は住民税非課税世帯の方です。新たに対象になっ
た方は、申請が必要です。
◆限度額適用認定証
現役並み所得に該当し課税所得が690万円未満の方は、
認定証発行の対象になります。新たに対象になった方
は、申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し
た場合などは、保険料が減免される場合がありま
す。詳しくは市ホームページをご覧になるか、保
険年金課医療給付担当（内線2103）に問い合わせ
てください
問合せ

保険年金課（内線2101）

子ども医療・ひとり親家庭等医療・
重度心身障がい者医療
前年の所得状況などを確認し、更新の要件に該当する
方には７月３１日までに新しい受給者証を送付します。
＊１月２日以降に転入した方は、
令和２年度の所得課税証明書の提
出が必要です。対象となる方には
６月上旬に通知しました。早めに
提出してください。
問合せ 保険年金課（内線2102）

北広島市役所

☎３７２-3311
☎３７２-3311

北広島市職員募集
採用予定日 令和３年４月１日

申込期限

試験区分
７月15日
◦事務上級 ◦土木 ◦土木（民間企
（必着）
業等職務経験者） ◦建築 ◦建築（民
間企業等職務経験者） ◦消防 ◦保健師
採用予定人数 各若干名
試験日程・会場
日程
会場
１
８月６日㈭までの 全国のＳＰＩテスト
次 筆記 間の１日
センター
試
験 面接 ９月上旬（予定） ＊詳細は対象者にお
２次試験 ９月下旬（予定） 知らせします。
＊筆記試験の合格者は、論文か作文の提出があります。

申込み 市ホームページ「市役所ご案内→職
員・委員等募集→正職員」か右の二次元コー
ドからアクセス。専用フォームに入力し送信
＊試験案内は市役所総合案内と西部・大曲・西の里出
張所、エルフィンパーク、夢プラザで配布しています。
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ

職員採用委員会（職員課内・内線3305）

vol.25

問合せ
ボールパーク推進課（内線3632）

田中賢介さんがキャリア教育授業を行いました
市と北海道日本ハムファイターズの連携事業の一環と
して、「ファイターズによる学校授業」が平成30年度から
行われています。ファイターズの職員が、体育やキャリ
ア教育など学校ごとの希望に沿った授業を行い、３年間
で全ての市立小・中学校で実施するものです。今年はそ
の最終年度です。
６月15日には広葉中学校で、元選手で現在はファイタ
ーズのスペシャルアドバイザーとして活躍する田中賢介
さんによるキャリア教育授業が行われました。
ファイターズだけではなくメジャーリーグでもプレイ
した田中賢介さんから、失敗を恐れず挑戦していくこと
の大切さなどが語られました。新型コロナウイルス感染
症対策で様々な学校行事が中止や延期になる中、生徒た
ちにとって貴重な時間になりました。
今年度はこのほか、北の台小学校、大曲東小学校、緑
陽中学校で授業が行われる予定です。

ボールパーク
関連工事に
ご協力ください

北海道ボールパークＦビレッジ建設予定地周辺で工事が始ま
っています。車両の通行や交通規制など、ご迷惑をお掛けしま
すが、ご協力をお願いします。
工事箇所や今後の予定など詳しくは、市ホームページ「ボー
ルパーク特設サイト」でお知らせします。

授業は体育館で行われ
ましたが、感染症対策
のため１～２年は各教
室に映像が配信され、
オンラインで参加しま
した。

ボールパーク
特設サイト

－ 2020.7.1
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今月のお知らせ information

暮らしに役立つ情報を
お知らせします

額給付金申請書を送付しました。

まだ申請していない方は、早め

に申請をしてください。申請書が

７月１日から

レジ袋有料化スタート

球温暖化などの課題解決のため、

海洋プラスチックごみ問題や地

全国一律でプラスチック製買物袋

１９

届いていない方は、問い合わせて

ください。

が有料になりました。

マイバッグなどを使用し、プラ

スチックの過剰な使用を控えまし

申請期限 ８月 日（消印有効）

問合せ 臨時給付金担当（内線１

９１２）

ょう。

－ 2020.7.1

環境課

15

新型コロナウイルス感染症対策

問合せ 福祉課（内線２１３５）

５０0,000円

（内線４１０４）

１人

問合せ

重傷者

暮らしの
お知らせ

せん定した枝や庭木を
無料で収集

６月以外に支給を受けた方
100,000円
一部
６月に支給を受けた方
56,414円
損壊
＊修理費が50万円以上の場合は20万円加算されています。

のため、開催予定のイベントなど

625,000円

７月の指定日は、せん定した枝

自己所有以外

1,111,200円

が、中止や延期になる場合があり

自己所有

7０0,000円

や庭木を、ごみ処理券を貼らずに

半壊

１世帯
当たり

ます。詳しくは、担当課に問い合

1,416,800円

ごみステーションに出すことがで

大規模 自己所有
半壊 自己所有以外

わせるか、市ホームページをご覧

1,250,000円

夏の交通安全運動

自己所有以外

日

2,222,400円

日～

自己所有

月

金額

22

きます。ただし年輪のない植物（ア

＊７月

市災害義援金配分委員会で決定した義援金の最終４次
配分をお知らせします。道からの配分額１億４，０８４万６，８３３
円も含まれています。対象者への義援金の支払いは、６
月中に終了しました。金額は下表の通りです。

全壊

期間

す。

義援金４次配分（最終）

13

ジサイ・バラなど）や花・茎・竹・

重点目標

北海道胆振東部地震災害の

区分

落ち葉などは対象になりません。

日程

◦飲酒運転の根絶

１３ 7
日は飲酒運転根絶の日で

◦ 月・木曜の地域＝７月の毎週月曜

◦子どもと高齢者

普通ごみで出してください。

◦ 火・金曜の地域＝７月の毎週火曜

の交通事故防止

いずれもごみの収集日

＊直径がおおむね１㎝以上の物を

◦スピードダウン

◦ 水・土曜の地域＝７月の毎週水曜

長さ１・５ｍくらいに切り、ひも

と全席シートベル

ト着用

で縛って直径 ㎝以下になるよう

にしてから出してください。葉が

◦バイクの交通事故防止

日から市役所総合案

付いていても収集します。

月

たため、配布予定だった夜光反射

材は、

内と各出張所、団地住民センター

連絡所、エルフィンパークで配布

ふれあい

市民課（内線２３０４）

子育て

します。

問合せ

催 し

＊交通安全市民大会が中止になっ

健康 福祉
13

問合せ 環境課（内線４１０４）

市民参加
7

30

ください。

募 集

問合せ 北恵庭駐屯地広報班
（☎0123-32-2101）

２０

生 活

日時 ７月１日㈬～10日㈮・１３日
㈪～１５日㈬ ７時～２１時（１２時～
１３時を除く）
実施部隊 第２師団、第１１旅団、
第１特科団、北部方面混成団

特別定額給付金の
申請はお早めに

５月 日に世帯主宛てに特別定

生 活

トピックス

自衛隊演習

島松演習場

高齢者の豊かな知識と経験を生かす
シルバー人材センター（共栄町３丁目12-1・☎３７３‐６７６３）

今までの知識と経験を生かし退職後の
時間を楽しく、健康に過ごしませんか
対象は、市内にお住まいのおおむね60歳以上。健康で
働く意欲があり、シルバー人材センターの趣旨を理解し
てくれる方なら誰でも会員になれます。
入会説明会（事前に申し込んでください）
日時 ７月２７日㈪ ９時30分から
会場 シルバー活動センター
会費 年額2,500円
＊初年度会費は入会月により変わります。

～会員になると仕事の他に何ができるの？～

▪講習会を無料で受講できます
網戸張り、せん定、草刈り、冬囲い、包丁研ぎ、園芸、料理
など
▪会員同士の交流の場に参加できます
日帰り旅行、一泊旅行、新年交流会、ボランティア活動など

日㈰

粗大ごみリユース事業
自転車の抽選販売
日程 ７月 日㈬～
日㈬

会場 広葉交流センター
抽選日 ７月
＊会場にある抽選申
込用紙に記入し、専
用の箱に入れてくだ
さい。

補助金額

耐震診断にかかる費用

の３分の２以下（限度額は住宅一

対象になる建築物

〈耐震改修補助〉

戸につき４万円）

令和元年度に完成した建設工事

建設工事
優良施工業者表彰
の中で、優れた工事を施工した優
震性を満たしていないと判断され

耐震診断で耐

良施工業者を表彰しました。
補助金額

万円）

耐震改修工事にかかる

染症対策のため中止しました。

経費の一部（工事費により補助額

た住宅

◦ 土木部門＝藤山建設㈱、佐々木・
に相違あり。限度額

表彰式は新型コロナウイルス感

広谷建設㈱

を交付します。
北広島支店

◦水道施設部門＝函館環境衛生㈱

◦ 機械設備部門＝ドリコ㈱札幌支店

広島営業所

◦電気設備部門＝㈱小笠原商会北

◦舗装部門＝秋津道路㈱

◦管部門＝㈱島田工業

々木・広谷・エルム特定共同企業体

◦建築部門＝アイグステック・佐

いる建築士事務所などに限ります。

に登録している耐震診断技術者が

「耐震診断・耐震改修技術者名簿」

＊耐震診断の依頼先は、北海道の

お住まいの方

面積の２分の１以上）を所有し、

住宅（住宅部分の床面積が延べ床

宅（２世帯住宅を含む）か、併用

対象

〈共通事項〉

問合せ 環境課（内線４１０６）

対象 防災資機材の購入や防災訓
◦造園部門＝広島冨田造園㈱

自治会・町内会などの自主防災
組織が行う防災活動に対し助成金

月４日までに建築課（内

市内の木造一戸建て専用住

練、防災教室などに要する費用

問合せ

線４２０５）

７月 日は「道みんの日」
松浦武四郎が明治政府に「北加
伊道（ほっかいどう）
」という名称

◆各地区文化祭、展示作品・出演者募集
例年９月～１０月に開催している各地区文化祭を中止し
ます。展示作品・出演者の募集も中止します。
問合せ
たけばやし
◦東部地区＝実行委員会事務局・竹林（☎373-0707）
◦大曲地区＝大曲地区生涯学習振興会（☎377-4415）
てらばやし
◦西の里地区＝実行委員会事務局・寺
林（☎375-2861）
かわかみ
◦西部地区＝実行委員会事務局・河上（☎376-3419）

問合せ 職員採用委員会（職員課内・内線３３０５）

自主防災組織助成金

助成額 費用の２分の１以内

◦その他部門＝㈱楢崎製作所
線３３２１）

問合せ 工事審査・検査担当（内

＊世帯数に応じて上限額がありま
す（５万円、 万円、 万円）
。
＊申し込み多数の場合は抽選です。
＊期間内に定員に達しなかった場

木造住宅の
耐震診断・改修補助

７月20日
（必着）

◆高齢者のための水中運動教室
◆男性のための生活講座
◆いきいき百歳体操リーダー養成講座
７月から開催を予定していた講座などを中止します。
問合せ 健康推進課（内線１２２２）

＊申込書は市役所総合案
内と西部・大曲・西の里
出張所、エルフィンパー
ク、夢プラザで配布して
います。
＊受験資格など詳しくは、
市ホームページ「市役所
ご案内→職員・委員等募
集→正職員」をご覧くだ
さい。申込書の印刷もで
きます。

郵送 申込書を「特定記録」
で職員採用委員会（〒061-11
92住所不要・職員課内）
＊７月１３日以降に投函する場
合は「特定記録・速達」で送
ってください。
直接 ７月６日㈪～２０日㈪に
申込書を持ち、職員採用委員
会（職員課内）
＊原則として、郵送での申し
込みです。

合は、７月 日から随時受け付け
日（消印有効）ま

日を「北海道み
んなの日（愛称・道みんの日）
」と

を提案した７月
〈耐震診断補助〉

しました。詳しくは道ホームペー

費用の一部を補助します。
対象になる建築物 次の条件を全

ジをご覧ください。

◆試験日程・会場

８月７日㈮＝市役所

ます（先着順）
。
申込み ７月
～１１９２住所不

でに申請書類を、直接か郵送で危
機管理課（〒
要・内線３３４３）

問合せ

北海道

て満たす住宅

道民生活課（☎
～５６６３）

申込期限

◆巡回肺がん検診
７月に実施予定の巡回肺がん検診を中止します。
問合せ 健康推進課（内線１２０５）

◆申込み

１７

◆交通安全市民大会
７月に開催予定の交通安全市民大会を中止します。
問合せ 市民課（内線２３０４）

◆試験区分・採用予定人数

育児休業代替任期付保育士＝１人

12

１７

◦ 昭和 年５月 日以前に着工した
◦木造在来工法

31

◦地上２階建て以下（地下車庫付
きを含む）

204

56

事業の中止などのお知らせ

採用予定日 １０月１３日

２６
20

新型コロナウイルス感染症対策による

任期付職員採用資格試験

30

１５

２９
10

１５

１４
061

☎３７２-3311
☎３７２-3311
北広島市役所
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今月のお知らせ information

家庭での節電のお願い
地球温暖化などの課題解決のた
め、今夏も引き続き無理のない範
削減率など、具体的な数値目標

囲で節電をお願いします。
はありません。
期間 ９月 日まで
問合せ 環境課（内線４１１３）

◦株式会社アークピット 様
◦広島建設株式会社 様
◦後藤敬 様
◦北広島ロータリークラブ 様

中退共の退職金制度

募 集
自衛官候補生
採用年齢の上限が引き上げられ

歳

ました。国家公務員を目指しませ
んか。
～

＊年間を通して受け付けています。

対象

国の退職金制度です。

試験日は受付時にお知らせします。

中小企業で働く従業員のための
特典
＊

歳の方は生年月日により応募

◦掛け金は事業主が全額負担し非

７月は社会を明るくする運動の
事業本部ホームページをご覧くだ

＊詳しくは、中小企業退職金共済

◦国の掛け金助成制度もあります

課税です

～５４３８）

恵庭地域事務所（☎０１２３～

問合せ

は、問い合わせてください。

できない場合があります。詳しく

する運動
強調月間です。犯罪や非行の防止
さい。

適応指導教室「みらい
塾」登録ボランティア
みらい塾は、不登校児童生徒の

～３）

会場

対象

みらい塾（朝日町５丁目１

おおむね

学校復帰や進路に向けた自立を支

してください。

＊屋外で活動する場合もあります。

援しています。活動ボランティア

◦声の広報＝読み上げてＣＤやカ

内容

広報北広島や市議会だよりの内

のため、マスクなどを寄付してい

セットテープに吹き込んだもの

容を、声の広報と点字広報にして、

ただきました。心から感謝しお礼

◦点字広報＝点字に訳したもの

として登録しませんか。

申し上げます。ご支援ありがとう

教員免許が必要）

歳以上

ございました。

問合せ 政策広報課

など

◦社会見学や

◦学習指導（小・中学校の

子育て

ふれあい

学校教育課（内線４８２

＊謝礼が支給されます。
問合せ
３）

催 し

希望する方は、電話などで連絡

◦第一生命保険株式会社道央支社

健康 福祉

野外活動、調理実習の補助

◦特定非営利活動法人あおぞらプ
ロジェクト 様

募 集

◦札幌ヤクルト販売株式会社 様

生 活

市民参加

（内線３４１１）

目の不自由な方に配布しています。

声の広報と点字広報
を発行しています

自衛隊札幌地方協力本部

と罪を犯した人たちの更生につい
本部（☎

問合せ 中小企業退職金共済事業

市では保護司を募集しています。
歳以下で保護司に関心がある方

は、問い合わせてください。
問合せ 福祉課（内線２１３４）

～６９０７～１２３４）

て理解を深め、力を合わせて明る

回社会を明るく

32

い社会を築きましょう。

第

18

大曲営業オフィス 様

温かい心をありがとう

34

◦リングプル
回収したリングプルは江別市のリ
ングプル再生ネットワークに送り
ます。リングプルが約600～800
㎏になると車いす１台に交換でき、
社会福祉協議会に届けられます。
車いすは通院などで一時的に必要
とする方や、小・中学校での車い
す体験授業に役立っています。
＊社会福祉協議会や市役所各出張
所、団地住民センター、エルフィ
ンパーク、中央公民館、夢プラザ
で貸し出しをしています。

◦使用済み切手
使用済みの切手を整理して、
（公財）
緑の地球防衛基金に送ります。国内
外のコレクターに販売され、売却益
はアジア・アフリカの植林活動に役
立っています。

32

３０

新型コロナウイルス感染症対策

03

◦書き損じはがき
郵便局で切手やはがきに交換し社
会福祉協議会の活動に役立てます。

収集ボランティアとは？
家庭にいながらできるボランティア
活動です。場所と時間を選ばず手軽
に始めることができます。収集した
物は専門の取扱機関で品物と交換さ
れ、福祉や教育の場で有効に活用さ
れています。地道な活動ですが、た
くさん集まると貴重な財源になりま
す。環境に優しいリサイクル活動に
もなります。

対象・定員
◦初級＝市内にお住まいか通勤・通学して
いて、手話に関心がある小学５年以上（定
員先着10人）
◦中級＝手話による日常会話がある程度で
きる１８歳以上で受講試験に合格した方（定
員先着８人、７月２９日㈬の１８時３０分から受
講試験があります。再受講者は免除されま
す）
＊いずれも初めての方が優先です。
日程 ◦初級＝８月５日～１２月23日の各水
曜（全２１回） ◦中級＝８月５日～令和３
年２月１０日の各水曜（全２７回）
時間 １８時３０分～２０時３０分
会場 北広島エルフィンビル
２階会議室
申込み ７月２９日までに、直
接か電話で社会福祉協議会

はじめよう！
おうちで収集ボランティア
手話講習会
初級講座・中級講座

70

トピックス
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２０

社会福祉協議会（栄町1丁目5-2 北広島エルフィンビル内・☎３７２‐１６９８）
北のまちから あったかハート

66

〈募集住宅・入居家族数などの条件〉

額は次のとおりです（給与所得者

＊家族数による年間総収入の限度

◦暴力団員でない

円以下）

◆広島団地１号棟（中央２丁目）

◦住民税の納付状況が良好

◦２ＬＤＫ＝１戸 入居者と同居
が１人の場合）
。

市営住宅入居者

する家族が１人以上
◦３ＬＤＫ＝１戸 入居者と同居
する家族が２人以上

健 康・福 祉
にじいろカフェ家族会
ひきこもり当事者の家族が、ほ
っとできる場を提供します。
同じような体験をしている家族

分

と交流しませんか。気軽に来てく
ださい。
７月 日㈭

ひきこもり当事者の家族
時

対象

時～

日時

家族同士の交流と情報交換

７月

きたひろしま暮ら

日㈮

時～
エルフィンパーク
福祉課
（ 内線２１４１）

問合せ

会場

日時

します。
時

障がい者が製作した品物を販売

サマーフェア

福祉ショップふゅーる

催 し

～６４８０）

ィンビル２階・☎

５～２北広島エルフ

ぽると（栄町１丁目

しサポートセンター

会場・問合せ

＊直接、会場に来てください。

内容

３０

◆広島団地３号棟（中央２丁目）

日・ 日に必要書

築課）
」からも印刷できます。

１４

◦３ＬＤＫ＝１戸 入居者と同居
する家族が２人以上
◆広島団地４号棟（中央２丁目）
◦３ＬＤＫ＝２戸 入居者と同居
する家族が２人以上
◆輪厚団地（輪厚中央１丁目）
◦２ＬＤＫ＝１戸 入居者と同居
必要書類 入居申込書・所得を証

する家族が１人以上
◆西の里団地Ａ棟（西の里南１丁
明する書類・住民票

5,787,999

申込み ７月

4,947,999

目）

５人

◦２ＬＤＫ＝１戸 入居者と同居

5,311,999

類を持ち、建築課（内線４２０６）

4,471,999

する家族が１人以上

４人

＊入居申込書と募集案内は、建築

4,835,999

課と各出張所、団地住民センター

3,995,999

◆西の里団地Ｄ棟（西の里南１丁

３人

目）

4,363,999

連絡所、エルフィンパークにあり

3,511,999

◦車いす用２ＬＤＫ＝１戸 単身

２人

ウンロード→市営住宅関係様式（建

3,887,999

ます。市ホームページ「申請書ダ

2,967,999

手帳１～４級で車いすを常時使用）

１人

可（申込者か同居者が身体障害者
〈共通事項〉
入居申込資格 次のいずれにも該
当すること
◦市内にお住まいか通勤している
◦持ち家がなく、公営住宅に住ん

問合せ 健康推進課（内線１２22）

きたひろ. ＴＶでも「きたひろげんき体操」の動画を見ること
ができます。インターネットで「きたひろ. ＴＶ」と検索する
か、二次元コードからご覧ください。

ＤＶＤを見ながら自宅でできる簡
単な運動と口の体操です。希望者に
ＤＶＤを配布します。
対象 足腰の筋力低下を感じていて、
自宅で体操を行いたい６５歳以上
内容 椅子に座ったままできるスト
レッチや筋肉運動、食べる力や飲み
込む力をつけるための口の体操
配布場所 ７月３０日まで、健康推進
課と各出張所、団地住民センター連
絡所、エルフィンパーク、各高齢者
支援センター
＊配布は１世帯につき１枚です。

①上半身をひねり右肘
①両足を腰の幅に広げ
を左膝につけます
た状態で、椅子に座り
②同様に左肘を右膝に
ます
つけます。①②で１回
②両手を組み、上に向
とし、これを１０回程度
かって伸びて２０秒保ち、
行います
いったん手を下ろします
＊背中が丸まらないよ
③再度手を組み上に伸
うに行いましょう。肘
ばし、右に倒して２０秒
と膝がつかなくても大
保ちます。左に倒して
丈夫です。
同様に行います
＊息を止めずに行いましょう。
＊痛みや疾患がある場合は医師に相談しましょう。

きたひろげんき
体操ＤＶＤ

自宅でできる「きたひろげんき体操」を紹介します。チャレンジして
みませんか。

無料配布します

きたひろげんき体操②

監修
北広島市体育協会

自宅でできる健康づくり

一般世帯

１７

１５

１５

単位：円
高齢者
世帯など
家族数
１６

887
１０

◇ツイスト

◇伸び

でいない
◦政令月収額が 万８０００円以
下（高齢者や障がい者、就学前の
子がいる世帯などは 万４０００
２１

１６

☎３７２-3311
☎３７２-3311

１５

１７

北広島市役所
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今月のお知らせ information
トピックス

生 活

７月
図書館 だより

イベントなどについてのお知らせ

☎３７３－７６６７

７月のＡＶサロン映画上映会と午後の朗読会
は新型コロナウイルス感染症対策のため中止
します。

日程

３・１７
８・22

㈮

１0・２４

㈭

催 し

詳しくは、
北広島市図書館 検 索

９・23

㈭ ㈮ ㈬

市民参加 健康 ・福祉

休館日
６日㈪・13日㈪・２０日㈪・
１・１５
２７日㈪・３1日㈮
＊31日㈮は図書整理日です。
２・１６

㈬

募 集

開館時間
◦火～木曜 ９時30分～ 20 時
◦金～日曜、祝日 ９時 30
分～18時

移動図書館車 くまさん号
場所
時間
虹ヶ丘公園（虹ヶ丘７）
14時50分～15時２０分
サルビア公園（西の里北２） 15時30分～16時0０分
美咲き野会館（美咲き野２） 14時40分～15時1０分
たんぽぽ公園（山手町６） 15時30分～16時0０分
四里塚公園（大曲柏葉５） 15時30分～16時0０分
くじら公園（大曲並木３） 14時30分～15時0０分
大曲会館（大曲中央２）
15時15分～16時0０分
中央公民館（朝日町５）
14時50分～15時２０分
東共栄会館（東共栄２）
15時30分～16時0０分
わくわく公園（希望ヶ丘４） 14時15分～14時４５分
大曲小学校（大曲柏葉２） 15時00分～15時3０分

花ホールレター

７月に予定していた悠遊
学園と夢プラザふれあい
デーは、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため中
止します。

問合せ
夢プラザ（☎３７０-７３７３）

芸術文化ホール（月曜休館・祝日を除く・☎３７２ー７６６７）

子育て

人形劇俳優たいらじょうの世界

ふれあい

宮沢賢治原作
「よだかの★星」
＆
人形劇名場面集

ⓒＤaisuke Ｏmori

脩一朗 & 大地
津軽三味線
開場 １８時
開演 １８時３０分

７月４日㈯
10時から

入場料 全席指定／前売・当日とも
◦一般 2 , 0 0 0 円 ◦高校生以下 1 , 0 0 0 円
チケット取扱 芸術文化ホール、ローソン各店、ローソ
ンチケット電話予約（☎０５７０-０００-40 7 ）Ｌコード（11
310）
＊託児サービスの申し込みは、９月１５日まで（有料）。
＊車いす席を希望する方は、問い合わせてください。
＊未就学児の入場はご遠慮ください。
◆プロフィール◆
12歳で舞台デビュー後、一人芝居と人形劇を融合させた
独自の表現方法を確立。厚生労働省より表彰されるなど
受賞多数。外務省主催による海外公演のほか、全国・世
界各地で多彩なレパートリーを上演中。

和の真髄

９月３日木

チケット
発売
１4時３０分
９月２２日火 開場
開演 １5時

夢プラザ事業の中止

チケット
発売中

大人から子どもまで、脩一朗＆大地による津軽
三味線の迫力ある演奏を体感しませんか。
入場料 全席指定／前売・当日とも
◦一般 3 , 5 0 0 円 ◦高校生以下 1 , 8 0 0 円
チケット取扱 芸術文
化ホール、ローソン各
店、ローソンチケット
電話予約（☎0570-0００407）Ｌコード（11703）、
道新プレイガイド
＊託児サービスの申し
込みは、８月27日まで
（有料）。
＊車いす席を希望する
方は、問い合わせてく
ださい。

ロビーコンサート
７月に予定していたロビーコンサートは、新型コロナウ
イルス感染症対策のため中止します。
花ホールスタッフの会では、ボランティアスタッフを募集しています

19
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←これまでのロビーコンサートの動画を見
ることができます。
コンサート情報は、 花ホール

検索

北広島市役所

地域子育て支援センターの「あいあい」
「ぶらんこ」
「どんぐり」は６月８日から利用を再開しています。

新型コロナウイルス感染症対策
利用者へのお願い

センターの取り組み

⚫原則市内にお住まいの方が対象
です
＊里帰り中の方は、２週間滞在後
体調を見ながら利用してください。
◦利用するには申し込みが必要です
⚫保護者の方はマスクを着用して
ください
⚫自宅で検温して来てください

⚫時間や人数を制限し、
３密を避けています
⚫室内の換気を十分にし
ています
⚫消毒を徹底するため、
利用できる遊具やおも
ちゃを制限して
います

＊利用できる日時や定員などは各センターで異なります。詳し
くは、問い合わせるか市ホームページ「きたひろ子育てサイト
→遊びに行こう」をご覧ください。
問合せ ◦あいあい（市役所１階・☎376-6637）
◦ぶらんこ（大曲いちい保育園内・☎377-1515）
◦どんぐり（西の里きらきら保育園内・☎375-5833）

子どもの写真をお寄せくだ
さい。対象は市内にお住ま
いの３歳までで、１人につ
き１回に限ります。

こ う き

秋本幸輝ちゃん
毎日元気に成長してます☆

投稿方法 １２字以内のコメントと子どもの氏名・振り仮名・
住所・電話番号を記入し、写真を添えて直接か郵送（〒０６１－
１１９２住所不要）、電子メール（kohoitaku@civ.city.kitahiroshi
ma.hokkaido.jp）で、政策広報課
＊連絡先などが明記されていないと、掲載できない場合があ
ります。

かわいい
しゃしんを
まってま～す

新型コロナウイルス感染症対策
のため、開催予定のイベントなど
が、中止や延期になる場合があり
ます。詳しくは、担当課に問い合
わせるか市ホームページをご覧く
ださい。

地域子育て支援センター利用再開

☎３７２
☎３７２-3311
３７２-3311
-3311

子育て
ぷらす
子育てに役立つ情報を
お知らせします

図書館（☎373-7667）
◆７月４日㊏ １１時から／図書館
大型絵本「きんぎょがにげた」
紙芝居「ねずみのよめいり」ほか
◆７月１１日㊏ １１時から／夢プラザ
大型絵本「おめんです」
パネルシアター「はらぺこかいじゅう」ほか
◆７月１８日㊏ １１時から／図書館
大型絵本「ぞうくんのさんぽ」
大型絵本「れいぞうこ」ほか

健診・フッ素塗布
一度に集まる人数を分散させるため、７月の乳
児・１歳６カ月児・３歳児健診は、日時と会場
を指定し、対象者へ通知します。

乳児健診
★７月１日㈬ 保健センター
★７月８日㈬ 夢プラザ
対象 ３・６・１０カ月児
持ち物 母子健康手帳・問診票・バスタオル

１歳６カ月児健診

★７月２２日㈬ 保健センター
対象 １歳６カ月～２歳未満
持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ・問診票

３歳児健診

★７月１１日㈯ 保健センター
★７月１５日㈬ 夢プラザ

きっぺい

須藤桔平ちゃん
大好きなお姉ちゃんと！

対象 平成２9年６月生まれ～４歳未満
＊誕生月の翌月以降が対象です。
持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ・事前に送付し
ている問診票・目と耳のアンケート・採尿済み容器

フッ素塗布
★７月７日㈫ 保健センター
＊前日までに申し込んでください。
対象 １歳～就学前（１歳未満でも歯が８本以上
生えている場合は可）
時間 １３時４０分～15時３０分
料金 ５ ０ ０ 円
持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ・フェイスタオル
＊必ず歯を磨いて来てください。
問合せ 健康推進課（内線１２１４）
－ 2020.7.1
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日時

７月

日㈮

時

分～

時

～７９５５）

Ｉ Ｔ ス テ ー シ ョ ン （中

＊直接、会場に来てください。
会場・問合せ
～１・☎
きたひろし

時～

⚫７月
時

日＝応

⚫７月９日＝基本動作

日＝実技

いずれも木曜
トリムコース、緑葉公園など

◆「ふれあい通信」はサークルの
会員募集や行事を市民にお知らせ
する通信欄です。特定の方や会員
同士の掲示板ではありません。営
利や宗教、政治を目的とする活動
などは掲載できません。
◆原稿の受付期間は、掲載を希望
月前から１カ月前の前日までです。

する号の発行日から数えて、２カ
◆原稿の文章は１団体最大２２４
字（団体名・事業名を含め 文字
× 行）です。最大文字数の範囲
内でも表現を変更したり省略した
りする場合があります。

１回５００円（保険料など）

時

～７６４６～４

緑吟会
心者も歓迎します。
時

毎週水曜

時～

日時

みどりの里住民集会所（大曲

～３８９６）

健康 福祉

会員募集の掲載回数は６カ月に１
回です。催しと会員募集は同じ月
に掲載できません。
◆催しは発行日の翌々日以降に開
催するものに限ります。
◆体験会など会員の募集につなが
る催しは、会員募集のコーナーに
掲載します。
◆事業名には、教室やスクールな
どの言葉は使えません。
◆講師の肩書は、掲載できない場
合があります。
◆会員募集では、講師は掲載しま
せん。
◆参加料・会費などの記載がない
ものは、原則無料です。
◆「ふれあい通信」に掲載する行
事を市ホームページにも載せたい

子育て

ふれあい

場合は申し出てください。

催 し

会場

か ね た

金田 （ ☎

月額１０００円

並木２丁目２～１）
会費
問合せ

市民参加

同じ記事は再度掲載できません。

＊１回だけの参加も可能です。

み さ わ

ふく猫の会「猫・にゃ

～ ０ ７ ４ ５）

◆催しの掲載回数は月に１回で、

０円）。
申込み
▼きたひろ

三澤（☎・

＊ ポ ー ル は 貸 し 出 し ま す （１ 回 ３ ０

参加料

会場

用

⚫７月

日時・内容

ーキングをしませんか。

２本のポールを使って楽しくウオ

ま」

ディックウォーキング

▼北広島ノルディッククラブ「ノル

央６丁目

１２

市内にお住まいで猫の保護活

んでも相談会」
対象

時～

７月

日㈯

日時

広葉交流センター

動に関心がある方
会場

ば

木場 （ ☎

こ

＊直接、会場に来てください。
問合せ

し

▼趣味悠々「おじいちゃんの描いた

催

３０
１２ ２３
１６

詩吟は心身の活力を高めます。初

▼日本詩吟学院

会員募集

５４９）

８時～

～４８３３）

16

１０

１１

１６

水彩画１００点展」

日㈬

風景や花、建物などの水彩画を展

竹中 （ ☎

たけなか

エルフィンパーク

７月９日㈭～

示します。
日時
時

会場
問合せ

▼ ＮＰＯ 法 人 北 広 島 ＩＴ ネ ッ ト ワ ー
ク「パソコン相談」

募 集

分程度です。

ちょっとしたパソコン操作の疑問
に答えます。１人

生 活

１０
FAX
372

１４

ふれあい通信
トピックス

－ 2020.7.1

21

14

１０
376

in
１２

１５

373

090

１０

377

ふれあい通信でお知
らせした事業の開催
などについては、各
団体に問い合わせて
ください。
１５

１１

原稿の受付期間
◦８月１５日号は７月１４日まで
◦９月１日号は７月１日～７月３1日
提出方法
◦直接 政策広報課 ◦FAX ３９８-４３１４
◦電子メール koho@city.kitahiroshi
ma.lg.jp（添付ファイルは受信できま
せん。本文に入力してください）

イベントの中止
などについて
１８

広告

広告内容については、直接広告主にお問い合わせください。広告掲載を希望する方は、総合商研㈱（☎780-5703）へお問い合わせください。

球団担当者がチームの最新情報をお届けします

月刊ファイターズ通信
ついに開幕！リーグ優勝・日本一を目指して

北広島市の魅力や
まちの情報を発信中

2020（令和２年）.7.1
通巻1044号
発行：北広島市
編集：政策広報課・ＮＰＯ法人ひろがり

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で遅れていたファイタ
ーズの2020年シーズンが、６月19日に開幕しました。
開幕戦こそ落としたものの、２戦目からの連勝でカード勝ち
越しに成功。２戦目には西川遥輝選手が通算１,０００安打を達成
するなど、幸先の良いスタートを切りました。1番打者として
どれだけ安打を量産するか注目です。
6月30日には北海道でも開幕。同一カード6連戦など変則日
程で行われる2020年シーズン
ですが、4年ぶりのリーグ優
勝と日本一を目指すファイタ
ーズの戦いが始まりました。

公式SNS

北海道日本ハムファイターズ
公式ホームページ
https://www.fighters.co.jp/

市ホームページ
https://www.city.kitahiroshima.
hokkaido.jp

＠hokkaido.kitahiroshima

Twitter

＠City_Kitahiro

Instagram

＠hokkaido_kitahiroshima_city

きたひろ.TV

相談カレンダー
内容

Facebook

日時・会場

問合せ

〒 061-1192 北海道北広島市中央４丁目２番地１
☎ 011-372-3311（代）／ FAX 011-398-4314
メール koho@city.kitahiroshima.lg.jp

◦７月１４日㈫ １３時３０分～１５時
３０分 団地住民センター
◦７月2８日㈫ １３時３０分～１５時
３０分 市役所３階相談室
７月２８日㈫ １３時３０分～１５時３０分
市役所３階相談室
市民課
（内線2303）
７月９日㈭・2７日㈪ １３時～１６時
市役所会議室
＊今月は第４月曜に行います。
＊市民課（市役所２階）に来て
ください。
弁護士による消費生活相談 ７月１６日㈭ 15時～17時30分
先着５人、要予約、相談時間 市役所４階消費生活センター
約30分
消費生活セン
消費生活相談
新型コロナウイルス感染症対策 ター
悪質商法による被害、訪問・ のため当分の間、電話相談を利 （内線4921）
通信販売のトラブルなど
用してください（平日の10時～
１５時）。
ぽると出張相談会
７月９日㈭ 17時～19時 大曲
仕事が見つからない、借金が 会館
きたひろしま
多い、家族がひきこもりなど
暮らしサポー
ぽると土曜相談会（第１土曜） ８月１日㈯ ８時４５分～１２時 トセンターぽ
仕事が見つからない、借金が きたひろしま暮らしサポートセ ると
多い、家族がひきこもりなど ンターぽると（栄町1-5-2北広（☎887-6480）
島エルフィンビル２階）
新型コロナウイルス感染症対策
巡回子どもの権利相談
友人・親子関係など、子ども のため日時を調整しています。
子ども家庭課
の権利に関すること
決まり次第、市ホームページ「き
（内線2213）
＊誰でも相談できます。
たひろ子育てサイト→子ども・
子育て相談」でお知らせします。
行政相談（第２・４火曜）
国の行政機関などの仕事（年
金・道路・登記ほか）につい
ての苦情・意見など
人権相談（第４火曜）
いじめ・体罰・差別問題・近
隣トラブルなど
法律相談（第２・４木曜）
各回先着６人、要予約、相談
時間約25分

＊本紙は資源保護のため再生紙を使用しています。

まちの魅力を動画で紹介
https://kitahiro.tv/
ＦＭメイプル 79.9ＭＨｚ
まちの話題をラジオで発信！
◦きたひろ再発見
毎週木曜 １６時30分~１６時40分
◦市役所情報BOX
毎週火～土曜 11時55分～12時、
１６時55分~１７時
広報北広島を電子書籍で
◦Hokkaido ebooks
https://www.hokkaido-ebooks.jp/
◦北海道の広報まるごと検索くん
http://www.hokkaido-book.com/
koho/index.php

届いていますか？広報北広島
広報北広島は、北海道新聞と朝
日新聞、読売新聞、毎日新聞への
折り込みか、個別配送でお届けし
ています。申し込み・住所変更・
停止を希望する方は、電話などで
連絡してください。
問合せ 政策広報課（内線3411）

