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初代ガリンコ号の誕生・仕組みについて紹介した広報もんべつ 11 月号に引き続き、今月号では、ガリンコ号Ⅱの誕

生から初代ガリンコ号との違い、
功績について紹介します。
初代ガリンコ号からガリンコ号Ⅱへ

昭和 62
（1987）
年の就航より、世界初の砕氷観光船として紋別市の観光事業を支えた初代ガリンコ号。
しかし、観

光客数の伸び悩みとともに、初代ガリンコ号の老朽化が深刻な問題となりました。
それにより、より流氷のある港外で
も運航が可能な新しいガリンコ号を望む声が強まり、平成６
（1994）
年５月に
「新流氷砕氷船建造検討市民委員会」
を
設置しガリンコ号Ⅱ建造に向けて動き始めました。

「新流氷砕氷船建造検討市民委員会」
は、紋別市観光協会など観光関係８団体、紋別商工会議所など経済界 10 団

体、青年・婦人団体など７団体、学識経験者７団体など合わせて 32 団体の代表者で結成されました。
この委員会で、
①ガリンコ号Ⅱの意見、アイデアの検討②経営方針③経済的支援に関する検討④全国的な資金調達ほか、PR・キャ
ンペーン展開の検討が行われました。

ガリンコ号Ⅱ概要設計

ガリンコ号Ⅱ構想完成

翌平成７
（1995）
年２月、委員会の意見集約による
「アルキメディア

ンスクリューを持ち、港外でも運航できる船である」
という基本概要を
もとにした構想が完成しました。

建造に係る費用は、約５億 9,000 万円となり、市と民間企業のほ

か船舶整備公団「旅客船共同建設事業」の支援を受けました。
平成９

（1997）
年の就航に向け、平成８
（1996）
年３月 28 日より宮城県石巻
市のヤマニシ造船所で建造が行われました。

初代ガリンコ号のラストクルーズ
平成８
（1996）
年３月 10 日、発着場とガリンコ号をつな
ぐ、色とりどりの水溶性の紙テープがなびく中、初代ガリ
ンコ号はラストクルーズを迎えました。
10年間多くの市民と観光客を流氷の海へ案内した初代
ガリンコ号は、この日、多くの市民に惜しまれながらも堂々
たる姿をもって最後の案内を務めました。
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ガリンコ号Ⅱの入港と就航

ガリンコ号Ⅱ（正式船名:ガリンコ号２）は、平成８（1996）年７月18日に進水式、同年10月26日に入港式が行わ

れました。入港式では、大漁旗を飾った地元漁船９隻とともに紋別港へ入港。海洋交流館前で行われたセレモニー

では、乗員への花束贈呈、安全祈願祭とテープカットのほか、餅まき等が行われ、関係者や市民約300人が参加しま
した。

その後ガリンコ号Ⅱは、クリスマスクルージング、年末年始では、料理・飲み物付きのランチクルージングとナイトクル

ージング、元旦には御神酒、雑煮、甘酒などのサービスをした日の出クルージングを実施しました。

平成９（1997）年１月20日には就航式が行われ、この日ガリンコ号Ⅱは就航式の出席者や市内保育所の園児と保護者

など、約200名の乗客をオホーツク海へと案内しました。

乗船された方からは好評をいただき、幸先の良いスタートを迎えました。
ガリンコ号Ⅱの運航スケジュール

平成９（1997）年の就航から23年間、数多くの観光客をオホーツク海へと案内したガリンコ号Ⅱ。近年では、海外

へのPRも進み外国人観光客の乗船率も増えてきました。

そんなガリンコ号Ⅱは、クリスマスや元旦など、様々な記念クルーズを開催してきました。次の表では、これまでに運

航された代表的なクルーズをまとめました。皆さんの思い出に残るクルーズはありますか？

7月もんべつ港まつり花火クルーズ
北海道日本ハムファイターズ観戦
クルーズ

初日の出クルーズ
1月〜3月
冬期運航クルーズ

4月
春休み

5月〜10月 夏期運航クルーズ
6月〜10月 フィッシングクルーズ

5月ＧＷ特別運航クルーズ

11〜12月
臨時運航期間

8月船上コンサートクルーズ

ガリンコ号Ⅱの春休み
１月から３月にかけての冬期運航クルーズを終えた

ガリンコ号Ⅱは、点検・塗装直し作業を行う春休みに
入ります。
右記写真２枚にあるアルキメディアンスクリューは、
ボロボロの印象を与えますが、これらは塗装が剥げ落
ちただけであり、実際のスクリューの刃が大きく傷つい
ているものではありません。
この姿から流氷を砕き観光客を案内した雄姿がうか
がえます。

▲▶アルキメディアン
スクリュー接続部
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初代ガリンコ号とガリンコ号Ⅱの違い
ガリンコ号Ⅱは、定員が増えたほかに船内冷暖房完備となり快適なクルーズができるようになりました。
ガリンコ号の大事な機構となっているアルキメディアンスクリューの本数が半減となりましたが、砕氷能力は変わらず
40㎝の厚さの流氷なら難なく砕いて進むことができるなど、従来の機能を維持したまま迫力あふれる砕氷観光船とな
りました。
項目

初代ガリンコ号（増改築前）

ガリンコ号Ⅱ

重量（ｔ）

124

約2倍！

240

全長（ｍ）

24.9

約1.4倍！

35.0

全幅（ｍ）

7.6

定員（人）

70（32）

約2.8倍！

195

速度（ノット）

5.0〜6.0

約2倍！

11.0

アルキメディアンスクリュー（本）

4

半減

2

連続砕氷能力（cm）

40

同じ威力！

40

初代ガリンコ号とガリンコ号Ⅱの全長の比較

7.0

※ノット…1時間に1海里（1.852㎞）進む速さを表します。

ガリンコ号Ⅱ35.0m

初代ガリンコ号24.9m

運航域の比較
初代ガリンコ号の運航域は、安全を維持するために紋別港内（紋別港北副防波堤灯台から外海へ400mまで）と
制限されていました。しかし、沖合の流氷を目前にしても流氷に接近できないなど、もどかしさがありました。
ガリンコ号Ⅱでは、沖合10kmまで航行範囲が拡大され、アルキメディアンスクリューで流氷を砕く迫力も倍加し、
臨場感あふれる流氷クルーズを提供できるようになりました。
初代ガリンコ号・ガリンコ号Ⅱの航行範囲（イメージ図）

興部町

ガリンコ号Ⅱの
航行範囲

紋別市

初代ガリンコ号の
航行範囲
湧別町
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初代ガリンコ号の航行範囲（拡大図）

海洋交流館
紋別港北副
防波堤灯台
ガリンコ号
発着場

ガリンコ号Ⅱ初の試み！オホーツクDOいなか博お台場キャンペーン

平成15（2003）年７月19日、東京で「海の日記念2003地球元気村inお台場」が開催されました。このイベント内で

は、平成16年（2004）年に開催されるDOいなか博などの宣伝を兼ねた「オホーツクDOいなか博お台場キャンペー
ン」が実施され、ガリンコ号Ⅱはその宣伝等を行うため参加しました。

平成15（2003）年７月９日に紋別港を出港したガリンコ号Ⅱは、根室、浦河、八戸、石巻、

紋別港

銚子を経由し、７月15日に横浜港に到着。７月17日に横浜で一般公開を行った後、
７月19日から21日にかけて、東京都お台場で一般公開を行いました。

根室港

17日の横浜の一般公開では、約1,500人が集まり、19日から行われた「海の日記念

浦河港

2003地球元気村inお台場」には小雨交じりの空模様ながらも８万人が来場し
ガリンコ号Ⅱは、その大役を果たしました。

青森県八戸港

ガリンコ号Ⅱ
東京都までの航路▶

神奈川県横浜港
東京都お台場

宮城県石巻港

千葉県銚子港

イベントを終えたガリンコ号Ⅱは、夏場の荒れる海での航海が心配される中、帰路につきました。しかし、荒天のた

めに寄港していた宮城県石巻港で、７月26日未明に震度６弱の地震に見舞われました。

そのため、ガリンコ号Ⅱは午前１時に急遽石巻港を出港。しかし、雨風が強く午前８時過ぎに宮城県の気仙沼港に

入港し、天候の回復を待ちました。天候の回復とともに、当初寄港を予定していた浦河港、釧路港には寄港せず、当初
予定よりも１日遅れの７月30日に紋別港へ無事、帰港しました。

波乱の航海を終えたガリンコ号Ⅱ。その２日後の８月１日には、紋別の短い夏を彩る夏期クルーズを開始し、乗客の

皆さんに元気な姿を見せました。

初代ガリンコ号・ガリンコ号Ⅱの功績
■平成16（2004）年

北海道遺産第２回選定「流氷とガリンコ号」

北海道遺産とは、次の世代へ引き継ぎたい有形・無形財産の中から北海道民全体の宝物として選ばれたもの

です。学術的価値・美術的価値など「客観的な評価基準」、地域が保全・活用に取り組んでいるものや、今後の

取組みに期待できるものなどの「思い入れ価値」の２つの基準項目のほかに「北海道らしさ」を加味して選定さ
れます。一般的な遺産とは、過去の財産というイメージが強いですが、この北海道遺産では「地域の未来を創造
していくもの」を選定しています。

紋別市は、冬季の漁を阻害する海の邪魔者であった流氷を逆手に取った観光事業及び、流氷研究による流氷

の認識に対する改善が評価され「流氷とガリンコ号(ガリンコ号Ⅱを含む)」が
北海道遺産に選定されました。
■平成29（2017）年

第１回ふね遺産認定「ガリンコ号」

ふね遺産とは、歴史的価値のある「ふね(船だけではなく和船などの

舟も含む)」に関するものを遺産として認定したものです。社会への
周知、文化的遺産として次世代に伝え、国民の「ふね」について

の関心・誇り・憧憬を醸成し、歴史的・文化的価値のあるものを
大切に保管しようとする国民及び政府・地方自治体の機運を

高め、今後の船舶海洋技術の幅広い裾野を形成することを目的
としています。

ガリンコ号は、アルキメディアンスクリューによる砕氷船としての

技術が評価され第1回ふね遺産に認定されました。
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市議会だより
令和２年第４回市議会臨時会は、１０月２７日に開会され、議
案２件を審議して同日閉会しましたので、その内容をお知らせし
ます。
●補正された予算
令和２年度一般会計予算に、民生費2,100万円を追加する
補正予算案が全 会一致で可決され、総額で309億3,417万
5,000円となりました。

●その他の議案
・財産の取得
GIGAスクール構想実現に向けた環境整備に係るChrome
OS端末を取得することについて、全会一致で可決されました。

問 議会事務局

☎
（24）
2111内線316番

「渚滑小学校・渚滑中学校」特認校制度の紹介

特認校制度とは
通常、住んでいる地域により、
お子さんが入学する学校が指定さ
れていますが、特認校は、豊かな自然や少人数のよさを活かした
小規模校の教育で、
たくましさや豊かな人間性を培いたいという
保護者の希望がある場合に、一定の条件を付し、
これを認めるも
のです。
特色ある教育活動
１.少人数の特性を活かし個性・能力に応じた個別学習指導の徹底
（きめ細かな少人数指導・基礎的学力の定着を図る指導）
２.自然に恵まれた環境を活かした教育活動の展開
（稲作等体験学習)
（マラソン・縄跳び・水泳・スキー授業、生徒主体の体
３.体力づくり
育レク等）

15

４.豊かな心を育てる体験活動・文化活動・奉仕活動（小中合同運
動会等）
５.社会性を育てるための活動（社会科見学・交流学習・小中連携）
６.開かれた学校としての各種体験や交流学習
（民間指導者による体験学習・地域のお
年寄りとの交流会）
７.ICT機器の充実（児童生徒用タブレット１
人１台）、校内Wi-Fi設置
特認校見学のご案内
学校見学は、
いつでもできます。
（要事前連絡）
渚滑小学校 ☎（23）2929番
渚滑中学校 ☎（23）9300番
申込み・手続き
申込みできるのは、紋別小、潮見小、南丘小校区新1年生〜6年
生、紋別中、潮見中学校区新1年生〜3年生です。申込みは、随時
できます。
※転入で困りごと
（交通手段など）があれば教育委員会までご相
談ください。

問 学務課学務係

こんにちは！紋 別高

10月30日(金)には旭

校です。今回は新型コロ

川陸上自衛隊第2音楽

ナウイルス感染 症の影

隊の方々が 来てくださ

響の中で行った行事や

り、コンサートを行って

イベントを紹介します。

くださいました。普 段

2学 年 で は先 生 方が

☎
（24）
2111内線420番

聴くことので きない 、

「学年レク」の企画・運営をしてくださり、スポーツセン

貴重な経験をすることができました。イントロクイズな

ターでドッジ ビー や 大

ど、私達が楽しめる企画も

縄、障害物競走や○×ク

ご用意してくださり、とても

イズなどを行うことがで

良い思い出になりました。

きました。クラス対抗の

コロナ禍で様々なことが

競技で、クラスの仲を深

制 限されている中、このよ

めることができました。

うに行事やイベントを行う

今年度は大きな行事を行えていなかったので、今回のレ

ことができました。今後も限られた条件の中でできるこ

クで気持ちを切り替え、今後の学校生活や進路実現に向

とを最大限できるように、全校生徒一丸となって活動し

けてしっかり取り組んでいきたいと思います。

たいと思います。
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国民健康保険の手続きを忘れずに
就職、退職、出生、引越しなどのときは、１４日以内に国保への届出が必要です。
就職や退職したときに、ついうっかり｢国保の手続きを忘れていた！｣ということはありませんか。
病気やケガはある日突然やってきます。いざというときに安心して医療が受けられるように、国保の手続きをしましょう。
●国民健康保険加入者が職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険に入ったときは、国保を脱退する届出が必要です。
届出に必要なものは表の⑥をご覧ください。
※脱退の届出が遅れ、資格がなくなった国保の保険証で病院にかかってしまうと、国保がいったん負担した医療費を返して
いただくことになります。また、社会保険などの健康保険料と国保税を二重に納めてしまうことがあります。
12月に会社に入って、5月に国保脱退の届出をした場合
国保の資格喪失

１２月

届出をしていなかった期間

１月

２月

３月

届出

４月

５月

健康保険の保険料と国保の保険税を二重に支払うことがあります。
国保の保険証で受診すると国保負担分を返していただくことになります。

●職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた場合、次のうちいずれかの手続きをする必要があります。
（1）再就職先の健康保険等に加入する。
（2）家族の健康保険の被扶養者になる。※所得制限あり
（3）健康保険を任意継続する。
※任意継続とは、健康保険の被保険者期間が2か月以上あれば引き続き2年間までその健康保険に加入することができま
す。退職後、20日以内に加入していた健康保険に本人が手続きをすることになります。
（4）国民健康保険に加入する。
届出に必要なものは表の②をご覧ください。
加入の届出が遅れると
最大3年さかのぼって国保税がかかります。国保税は、加入の届出が遅れても、前の健康保険が切れたときや、他の市町村
から転入したときにさかのぼって納めることになります。このようなことにならないためにも、14日以内に加入の届出をしま
しょう。
12月に会社をやめて、5月に国保の加入の届出をした場合
国保の資格発生
届出をしていなかった期間

１２月

１月

２月

３月

４月

この期間は、保険証がないので医療費全額負担となります。

届出

５月

１２月までさかのぼって、国保税を納めることになります。

●世帯全員又は一部に次のようなことがあった時には、必ず１４日以内に国保年金係まで届出をしてください
国保に入るとき 国保をやめるとき そ の 他

こんなとき

届出に必要なもの

① 他の市町村から転入したとき

右記のとおり
（先に市民係で転入届を出してください）

② 職場の健康保険等をやめたとき

事業所発行の健康保険喪失証明書

③ 健康保険の任意継続が切れたとき

健康保険任意継続被保険者資格喪失(予定)通知書

④ 子どもが生まれたとき

右記のとおり
（先に市民係で出生届を出してください）

⑤ 他の市町村へ転出するとき

国保の保険証
（先に市民係で転出届を出してください）

⑥ 職場の健康保険等に加入したとき

・国保の保険証
・職場の健康保険証
（又は健康保険加入証明書)

⑦ 国保の加入者が亡くなられたとき

亡くなられた方の国保の保険証、喪主の方の預貯金
口座がわかるもの
（先に市民係で死亡届を出してください）

⑧ 住所・氏名・世帯主が変わったとき

国保の保険証

⑨ 世帯を分けたり、
一緒になったとき （先に市民係で住民票の異動届を出してください）
⑩ 修学のため他の市町村に住むとき
⑪ 保険証をなくしたとき

いずれの手続きに
も必要となるもの
・本人確認書類
(運転免許証、
パス
ポート等)
・印鑑
・マイナンバ ー
カード
・委任状
(代理人による届
出の場合)

・国保の保険証・在学証明書(又は学生証)
右記のとおり

「健康保険加入証明書」
及び
「健康保険喪失証明書」
は会社等で記入してもらいます。証明書の用紙は市民課国保年金係の窓口にもあります。

問 市民課国保年金係

☎
（24）
2111内線233番
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健康ライフ

（24）
3355番
問 保健センター ☎

子宮がん検診
日
時

場
対

程
間

所
象

令和3年1月18日（月）
①8:30〜9:00②9:00〜
9:3 0 ③ 9:3 0〜10:0 0 ④
10:00〜10:30⑤10:30〜
11:00⑥12:30〜13:00⑦
13:00〜13:30⑧13:30〜
14:00

保健センター

20歳以上の方
（H13.4.1生以前）

内容・料金
・子宮頸部細胞診検査 1,700円
・経膣超音波検査
300円
※70歳以上の方、生活保護を受給され
ている方は無料
申 込 み 令和3年1月15日（金）まで
（26）
3032番
問 健診専用ダイヤル ☎

紋太ポイントを付与します

特定健診・健康診査（生活保護受給者、
40歳以上の被扶養者を除く）、胃がん検

大腸がん個別検診

対 象者
・30歳（H2.4.2〜H3.4.1生）

・35歳（S60.4.2〜S61.4.1生）
・40歳以上（S56.4.1生以前）
検査方法

便潜血反応検査（自宅で便

を採取する検査です）

年に一度は健康診断などを受け、ご自身の健康状態を自覚症状だけでなく、客
観的に把握することが大切です。
「冬の総合健診」の申込みを次のとおり行ってい
ます。
日 程 令和3年2月16日（火）〜18日（木）
場 所 市民会館3階小ホール
時 間 ①7:00〜7:30②8:00〜8:30③9:00〜9:30④10:00〜10:30
申込み 令和3年2月8日（月）まで
※混雑をさけるため、受付時間ごとの人数を例年よりも制限しております。定員に
なり次第締切ります。
その他 年度内の受診は1人1回です。新型コロナウイルス感染症拡大状況により
総合健診を中止する場合があります。

健康診断・がん検診対象者料金一覧
区

分

検診、乳がん検診を受けた方に1事業100

子宮がん検診・乳がん検診の
料金助成事業

婦人科外来や乳腺外来のある医療機
関等で子宮がん検診・乳がん検診を受診
した際の検診料金の一部を助成します。
対象者
・子宮がん検診
20歳以上の方（H13.4.1生以前）
・乳がん検診
40歳以上の方（S56.4.1生以前）
助成内容
自費で受けた子宮がん・乳がん検診料
金の一部負担となります。医療保険適用
で受診した方は、助成対象外となります。
助 成 額 検診料金から、次の自己負担
額を差引いた金額
・子宮がん検診 1,700円
・乳がん検診
2,200円
※70歳以上全額助成
定
員 各20名（先着順）
※申込み後に検診を受診してください。
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療機関に予約をしてください。

健康診断・がん検診を受けましょう！

診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん

ポイントを付与します。当日、
「紋太ポイント
カード」をご用意してください。
※忘れた場合は、ポイント加算できません
のでご了承ください。

実施医療機関
大原病院、幸栄病院、広域紋別病院、
曽我クリニック
検査料金 700円（70歳以上・生活保
護受給中の方は無料）
実施期間 令和3年3月31日（水）まで
申 込 み 保健センターに申込み後、
各医

特定健診
健康診査

対 象
30歳以上で国民健康保険に加入
している方
後期高齢者医療保険に加入して
いる方
30〜39歳の方

料

無

金

料

40歳以上で生活保護を受給して
いる方
40歳以上の被扶養者
（国保以外）
一部自己負担あり
の方
1,600円
（70歳以上及び生活保護
世帯の方無料）

30歳
（H2.4.2〜H3.4.1生）、
35歳
肺がん検診
（S60.4.2〜S61.4.1生）、
40歳以上の方
大腸
がん検診 （S56.4.1以前生）
胃がん検診

500円
（65歳以上及び生活保護
世帯の方無料）
700円
（70歳以上及び生活保護
世帯の方無料）

前立腺がん 男性の方（前立腺肥大等の治療
中及び経過観察中の方を除く）
検診

2,100円

（26）
3032番
問 健診専用ダイヤル ☎

介護予防事業
高齢者ふれあいセンター
緑ほがらかクラブ

緑

日 程

内 容

12月8日
（火） 講話（保健師）
「健康診断の大切さ」

ひまわりクラブ

落石

12月10日
（木）体操・レクリェーション

渚滑ふきのとう

渚滑

12月11日
（金）レクリェーション
（クリスマスお楽しみ会）

らんらん広場
上渚滑 12月14日
（月） クリスマス会
かみしょこつ
時間 10:00〜11:30

健康づくり応援プロジェクト
（第5回目）
（最終回）
生活習慣改善や介護予防のため、継

続できる運動プログラムを提供します。
日 時 12月1日（火）9:30〜11:30
内
講

容
師

場

所

定

員

その他

講 話・ストレッチ・有 酸 素 運
動・体組成計による計測
地域ウェルネスネット

フィットネスアドバイザー
福岡

永告子

氏

他

保健センター2階多目的ホール

動きやすい服装と靴、タオル、

飲み物等

20名（先着順）

申込み 前日まで

乳がん検診無料クーポン券

市に住民登 録のある対 象年齢の方に
「乳がん検診」が無料で受けられるクー
ポン券を6月末に送付しております。
対
象
・S53.4.2生〜S54.4.1生で昨年クーポ
ン券未利用の方
・S54.4.2生〜S55.4.1生の方
助成内容 マンモグラフィー検査
検査機関 広域紋別病院、遠軽厚生病
院、旭川がん検診センター
※上記以外の医療機関を希望される方
は、保健センターにご相談ください。
受診方法 上記の医療機関に電話で申
込みをしてください。
※転入や紛失によりクーポン券がお手元
にない方は、保健センターまで連絡く
ださい。

12月1日は
「世界エイズデー」

エイズはＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイル
ス）の感染によって発病します。
ＨＩＶに感染すると、人によって1〜2
週間で発熱や疲労感など軽い風邪のよ
うな症状が出ることもありますが、初期
症状に気づかない人がほとんどです。さ
らにエイズを発症するまで3〜10年、自
覚症状のない潜伏期間が続きます。この
期間、知らず知らずのうちに血液や体液
を通して、他人や夫婦間などでＨＩＶを
感染させてしまうかもしれません。
ＨＩＶ感染のほとんどは性的接触が原
因です。日常生活で感染する心配はあり
ません。
平成30年の北海道における1年間の
新規ＨＩＶ感染者は21人、エイズ患者は

8人で合計29人でした。月平均約2.4人が
ＨＩＶ感染又はエイズ発症が判明してい
ます。
治療法の進歩はめざましく、ＨＩＶが
陽性でも感染の早期把握、治療の早期
開始・継続によりエイズの発症を防ぐこ
とができ、ＨＩＶに感染していない人と
同等の生活を送ることが期待できるよう
になりました。
感染が心配な方はちょっと勇気をだし
て保健所で検査を受けてみませんか。
検査には事前予約が必要になります。
日時など詳しくは電話でお問い合わせく
ださい。
検査は北海道の保健所全てで匿名・
無料で受けられます。
問 紋別保健所エイズ相談専用電話
☎
（24）
1926番

医師・看護師等の情報提供に
ご協力ください
市では、地域医療を確保する取組みと
して、紋別出身及び紋別にゆかりのある医
師・看護師等の情報を収集しています。
つきましては、少しでも多くの情報を
集めるため、市民の皆様にも情報提供に
ご協力をお願いします。
電話、FAX、メールなど、提供方法及
び様式は問いませんので、市民の皆様か
らの多くの情報をお待ちしています。
電話での情報受付は市役所の開庁時
間のみとなりますが、FAXやメールは時
間に関係なく随時受付します。
皆様からいただいた情報は、今後、医
師・看護師等の確保に活用してまいりま
すので、提供される方の同意を得てから
情報を提供されますようお願いします。
なお、情報提供者及び対象者には、当
方から連絡することがありますので、ご
了承願います。
提供例
・紋別市で勤務を希望している医師等が
いる。
・○○さんの子ども(親戚)が医師等で、
○○市で働いている。
・○○さんの子どもが医師を目指し大学
の医学部に行っている。
・東京の○○病院の医師は、紋別出身
で、○○さんと親戚である。
・○○さんの奥さんは元看護師で、出産
と同時に仕事を辞めた。など

問 保健福祉部地域医療対策担当
☎
（28）
5211番 （28）
5212番
iryoutaisaku@city.mombetsu.lg.jp

認知症初期集中支援チームに
ついて
認知症は、現在完治が難しい病気とさ

れていますが、早期に発見して適切な対
処をすれば、その人らしい充実した暮らし

を続けることができる可能性もあります。
認知症になっても住み慣れた紋別で安

「認知症初期
心して暮らしていけるよう、
集中支援チーム」が支援をします。
●どうして「早めの対応」が必要なのか

①早期治療で改善も期待できる
②進行を遅らせることができる
③事前に様々な準備ができる
●認知症初期集中支援チームとは
地域包括支援センターの医療・福祉・
介 護 の専 門 職がチーム員となり、医 師
（認知症サポート医）の協力を得て活動
しています。
●どんなことをするのか
認知症の方や認知症の疑いのある方、
そのご家族を訪問し、困りごとの相談に
応じます。
そして、ご本人の病院の受診や介護保
険サービスの利用、家族の介護負担軽
減などの支援を行います。
対象者

相談窓口

40歳以上で、自宅で生活し
ており、認知症の疑いがある
方や認知症の症状でお困り
の方
認知 症でお困りの方、家 族
のことでお悩みの方は、ひと
りで抱え込まず、地域包括
支 援センターへご相談くだ
さい。

問 地域包括支援センター
☎
（23）
1232番
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12月 広域紋別病院 外来診療日程表
診療科
午前
内科

（総合診療科）
（循環器内科）

午後
注意
事項
午後

午後外来

備考

消化器内科

午前

呼吸器内科
脳神経内科
血液内科

全日
全日
午前
午前
午後
午前
午後
午前

外科
整形外科

産婦人科

午後

問 広域紋別病院

月

火

水

木

金

田中

田中

粟田

磯部

粟田

園井

園井
井上

担当医

担当医

担当医

担当医

担当医

☎
（24）
3111番

予約について

（総合診療科）
初診の予約は行っていません。
粟田（循環器） 松本（循環器） 松本（循環器） 磯部（循環器） 粟田（循環器） 予約専用電話で予約変更はできます。
（循環器内科）
井上
予約専用電話で予約・予約変更はできます。
藤本（二次健診）
藤本（二次健診）
（二次健診）
藤本（二次健診）
原則、予約制のため予約専用電話で予約して
ください。
（月）
より二次健診予約枠を廃止します。
二次健診：12月14日
廃止後は、
「午前の内科」
で診察します。予約方法に変更はありません。
受付時間内であれば、
突然の不調でも受診可能となります。症状問わず初期症状に対する応急
「午後外来」
を担当する医師が必要に応じて、
他科に紹
処置を目的とした外来となっております。
介するなどの対応をいたします。
お薬は必要最低限の日数での処方となります。

白田

井上

白田

及川・内山
検査・手術
出張医
山崎

曽ヶ端
検査・手術
金子・福島
柳沢
柴田

柴田

山崎

原則、予約制のため予約専用電話で予約して
ください。※初診は紹介状が必要です。

白田
出張医

1、15、22日
柴田
検査・手術
柳沢
金子
山崎

10日
柴田
検査・手術
出張医
福島
山崎

予約は行っていません。

原則、予約制となっております。
予約専用電話で予約・予約変更できます。

内山
検査・手術
担当医
山崎
山崎（第1・3週）
菅井（第2・4週）

予約専用電話で予約・予約変更できます。

精神科

備考 受診相談電話は、平日15:30〜17:00の間にご連絡ください。
塚本（再診）
塚本（再診） 塚本（再診）
午前
塚本（再診）
塚本（再診） 予約専用電話で予約・予約変更できます。
午後 塚本（新患・再診） 塚本（新患・再診） 巡回診療
塚本（新患） 塚本（新患・再診） 新患は完全予約制です。
午前
須貝・他1名
須貝・他1名

小児科

午後

須貝・他1名

須貝・他1名

須貝・他1名
※慢性疾患のみ
一般外来なし

須貝・他1名
※慢性疾患のみ
一般外来なし

備考 「予防接種」…毎週水曜日（午後）「乳児健診」…毎週木曜日（午後）
専門外来

耳鼻咽喉科
眼科
皮膚科
泌尿器科
乳腺外来

午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午前
午後
午前
午後

出張医
出張医

出張医
出張医
出張医
15日

小児内分泌
松尾
出張医
特殊検査
16日

小児内分泌
松尾
出張医

3日
3、17日

18日

健康関連のご案内
新型コロナウイルス感染症により、
当面の間、
休止させていただきます。
採血で貧血や生活習慣病等のチェック※予約不要
被曝量の少ない低線量ＣＴスキャンで肺がん等のチェック※要予約
ＭＲＩと血管の弾力測定で脳卒中等の兆候チェック※要予約

予約は行っていません。

原則、予約制となっております。
予約専用電話で予約・予約変更できます。
初診の予約は行っていません。
予約変更は予約専用電話にお電話ください。

出張医
（第2・4週）

外来診療のご案内
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小児心臓、小児神経
4日
小児神経
4日

出張医

○受付時間 【午前】 8:00〜11:00 ※精神科（水曜日）の受付時間は10:30まで。
【午後】12:00〜15:00 ※精神科（月・火曜日）の再診受付時間は14:00まで。
○診療時間 【午前】 9:00〜 【午後】13:00〜
※整形外科は13：30〜
※午後外来・小児科・耳鼻咽喉科・泌尿器科の午後診療は14：00〜
○待ち時間 予約患者が優先になりますので、予約外で受診される患者様は待ち時間がかかります。
○紹 介 状 他院から転院を希望される方は紹介状を受診の際にご持参ください。
○お薬手帳 お薬手帳をお持ちの方は受診時にご持参ください。

〇「ゆる元体操」講座
〇ク イ ッ ク 健 診
〇肺 が ん ＣＴ 検 診
〇お 手 軽 脳 ドッ ク

須貝・他1名

25日
18日

原則、予約制となっております。
予約専用電話で予約・予約変更できます。
予約は行っていません。
原則、予約制となっております。
予約専用電話で予約・予約変更できます。

予約専用回線のご案内

予約・予約変更・予約キャンセルは、下記の番号までお電話ください。

☎28-6610（受付時間9：00〜17：00）
当院の詳細情報・QRコードのご案内

当院の詳細情報はホームページに掲載しております。
下記のQRコードを読み取ることでホームページが閲覧できますの
で、ご利用ください。

※読み取ると下記の項目が表示されますので、クリックしてください。
①外来診療日程
②休診・代診のお知らせ
③受付・診療開始時間 ④予約専用回線のご案内
⑤健康関連のご案内
⑥医療の質とその指標について
⑦活動記録・診療実績【2019年版】

市役所 代表

お知らせ
運転免許証を自主返納された方
へ特典があります
市では、公共交通の利用促進と交通
安全の普及を図ることを目的として、運
転免許証を自主返納された方々を対象
に｢乗ろうよバスの会｣の入会金(1,000
円)を初年度のみ負担しています。乗ろう
よ バスの 会 に入 会 すると、バス 券 が
1,200円分付与されることに加え、会主
催のツアーに参加できるなど、様々な特
典があります。
対象の方は、申請窓口に必要書類を
持参してください。
また、
イオン紋別店でも当該申請の受付
をしており、申請を行った方で、要件を満た
す方には「G.G.WAON」をプレゼントし
ます 。( 既 に W A O Nをお 持ちの 方 は

G.G.WAONへの切り替えも可能です。)
対 象 者 平成28年4月1日以降、返納
された方
申請窓口 イオン紋別店、北紋バス㈱
必要書類 紋別警察署発行の「申請に
よる運転免許の取消通知書」
バス券利用路線 都市間バスを除く市
内バス全路線
商工労働課交通対策係
問
☎内線242番
市民協働課交通安全係
☎内線243番

バスに乗って乗ってキャンペーン
バスの利用促進と中心市街地の活性
化を図るため、市内路線バスを利用する
と中心市街地のお店でサービスが受け
られる「バスに乗って乗ってキャンペー
ン」を実施しています。
バスは地域の重要な交通手段です。今
まで一度もバスに乗ったことのない方も、
ぜひこの機会にバスをご利用ください。
期
間 12月31日（木）まで
対象バス路線 市内・郊外線全線
※札幌・旭川都市間高速バス除く
キャンペーン利用方法
①バスに乗る。
②バス降り口の料金箱横の商店街サー
ビスカードを取る。
※バス1乗車につき、お一人様1枚のみお
取りください。
③商店街サービスカードと引換えに、中
心商店街の各取扱店でお得なサービ
スが受けられます。
さらに、バスを利用し中心商店街を利
用した方の中から抽選で、素敵なプレゼ
ントが当たるダブルプレゼントも実施し
ます。
※取扱店の一覧は広報もんべつ11月号
をご覧いただくか、下記までお問い合
わせください。
問 商工労働課交通対策係
☎内線242番

☎
（24）
2111番

U・Iターンを希望される方の
相談をお受けします
市Uターン情報センターは、専門の相
談員を配置し、｢地元紋別に戻って仕事
に就きたい｣｢紋別に移り住み働きたい｣
などのU・Iターンを希望するご本人をは
じめ、ご家族やご友人、知人の方々から
の相談をお受けしています。
相談員は、相談された内容をもとに、
受け入れ先の事業所等との就業のマッチ
ングを図るなど、U・Iターンの実現に向
けてお手伝いをしています。
平日の通常相談は、常時お受けしてい
ますので、ぜひご利用ください。
なお、相談員が不在の場合もあります
ので、事前のご連絡をお願いします。
日時 平日9:00〜15:30
場所 市役所3階商工労働課内（希望の
方は自宅訪問も可能です）

●U・Iターン特別相談窓口を開設します
市Ｕターン情報センターでは、1月の年
始帰省時期に合わせて、U・Iターン就職
を希望する方々の相談をお受けする特別
相談窓口を開設します。
日時 令和3年1月12日（火）
9:00〜15:30
場所 市役所2階第2会議室
問 商工労働課労政係内Ｕターン
情報センター
☎内線251番

除雪サービス受付について
除雪の内容
・玄関先から道路（歩道）までの、人が歩ける幅の除雪です。
排雪や屋根からの落雪は対象となりません。
・降雪量がおおむね20cm以上の日に除雪に入ります。
・期間は令和3年3月31日
（水）
までの、5回を限度に除雪します。
※令和3年1月1日（金・祝）から3日（日）は除きます。
・除雪費用は無料です。
対象
・自力で除雪が困難な65歳以上の一人暮らしの高齢者及び高
齢者のみの世帯で、前年度市民税所得割非課税世帯の方
・自力で除雪が困難な身体障害者手帳の交付を受けた前年度
市民税所得割非課税世帯の単身世帯等で、身体障害者福祉
法により次に該当する方
ア 肢体不自由と認定された方（ただし、上肢に関しては1級
〜4級と認定された方）
イ 1級又は2級の視覚障害と認定された方
ウ 1級の内部障害と認定された方

除雪の条件
・降雪時や吹雪のときは、雪が降り止んでから除雪作業を開
始します。
・除雪を行う時間など個々のご希望には沿えません。
・自力除雪が可能となったり、家族等の支援が得られる場合
は対象となりません。
・公営住宅と集合住宅は、一部対象とならないところがあります。
申請時に持参するもの
・印鑑
・身体障害者手帳

問 介護保険課高齢者福祉係
☎内線273番

2020.12
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暮らしの情報箱
冬道の安全を確保するために
皆様の冬の暮らしを安全で快適なものにするため、平成20年度から除雪を
全て「紋別維持管理事業協同組合（☎26-2760番）」に委託し、きめ細やかな
除雪作業に万全の体制を整えています。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

問 国道:網走開発建設部興部道路事務所
☎0158
（82）
2155番
道道:網走建設管理部紋別出張所
☎
（24）
2196番
市道:土木課維持管理係
☎内線284番

●除雪作業にご協力を！
除雪作業は、道路に積もった雪を両側に押し分けるため、玄関先に雪山が残ってしまいます。通勤通学の道を確保するために
は、短時間に多くの路線を除雪しなければなりません。玄関先の雪かきについて、皆様のご理解とご協力をお願いします。
●路上駐車はやめて！
路上駐車は、除雪作業の支障になるだけでなく、交通事故の原因にもなりますので停めないでください。
●道路や川に雪を捨てないで！
玄関先の雪を道路や川に捨てることは、交通事故や春先の「川の氾濫」原因になります。特に道路への雪出しは違法となりま
すので、絶対に出さないでください。
●ロードヒーティングを過信しないで！
ロードヒーティングも気象状況により、路面が凍結している場合があります。
また、11月及び3月は天候状況に応じて節電のために運転を入り切りしていますので、走行には十分注意してください。
●歩道の上がり台は取り除いて！
車両出入り口の縁石の段差に、鉄板や角材を置いていると雪に隠れて見えにくくなり、除雪車に跳ね飛ばされ危険です。除雪
車を破損させる原因にもなりますので、必ず取り除いてください。
また、歩道にはみ出したごみ箱等は、除排雪作業の支障となりますので、移動するようお願いします。
●除排雪作業車に近寄らないで！
作業中は非常に危険です。除雪車両から離れるとともに、特に子どもが近寄らないよう注意しましょう。
○除排雪Ｑ＆Ａ
Ｑ排雪はいつしてくれるの？
Ａ雪を取り除く作業を「排雪作業」といいます。ロータリー除雪車で雪を積込まれたダンプが雪捨て場までピストン輸送で運び
ます。大変な時間と費用がかかるため、道路の雪山が大きくなって道路幅が極端に狭くなった場合や見通しが悪くなった場合
に交通量の多い幹線道路を優先に実施します。
Ｑ除排雪には、どのくらいお金がかかるの？
Ａその年の気象条件によって変動がありますが、昨年は約2億4,000万円かかりました。
Ｑロードヒーティングの電気代はどのくらいかかるの？
Ａ市内36箇所で11月〜4月の6か月間に過去最高では、約1億6,000万円かかりました。
※玄関先の雪をロードヒーティングに出すと、
センサーが感知して電気をたくさん使いますので、絶対に雪を捨てないでください。
●雪捨て場でのお願い
今年も市内3か所に雪捨て場を設置します。場内では、次のことに注意して、利用ください。
・ゴミは捨てないでください。
・雪は場内の奥から置き、通路上には置かないでください。
・場内では、作業中の重機に注意してください。

カナモト様
●カナモト様
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ガソリン
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国
道
2
3
8
号

至
湧
別
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市役所 代表 ☎
（24）
2111番
○道路の冬期通行止め
降雪状況により、期間を変更する場合があります。
道道 ・丸瀬布上渚滑線
遠軽町丸瀬布上丸瀬布55ゲート〜上渚滑町上立牛40 12.9㎞
期間 令和3年5月31日11:00まで
・丸瀬布上渚滑線
上渚滑町上立牛40〜上渚滑町中立牛ゲート 8.6㎞
期間 令和3年4月30日11:00まで
・和訓辺渚滑(停)線
渚滑町宇津々563〜渚滑町宇津々498-1 1.8km
期間 令和3年4月30日9:00まで
・和訓辺上渚滑線
上渚滑町和訓辺294〜和訓辺104-1 5.2㎞
期間 令和3年4月30日10:00まで
（24）
2196番
問 網走建設管理部紋別出張所 ☎

・紋別興部線（市道795宇津々6線）
渚滑町字津々161-1（道道和訓辺渚滑停車場
線交点）〜興部町字住吉507-1 8.7㎞
期間 令和3年5月14日10:00まで
（82）
2115番
問 網走建設管理部興部出張所 ☎0158

道道

市道 ・花園第8号線（墓園外周）
大山町4丁目24〜大山町4丁目28 0.3㎞
期間 12月1日11:00〜令和3年3月15日10:00
・シブノツナイ線（旧道道紋別空港線）
沼の上179〜沼の上35-3 1.7km
期間 12月1日11:00〜令和3年4月9日10:00
問 土木課維持管理係

☎内線284番

○屋根の「雪」大丈夫？
●雪止めをつけましょう！
道路に屋根の雪が落ちるような建物には、丈夫な雪止めをつけるようにしてください。
●早めの点検を！
雪止めの強さが足りなかったり、古くて壊れやすくなっていませんか。必ず点検して早めの修繕をお願いします。
●雪おろしを早めに！
落雪は、気温が急に上昇したときに起こりやすくなります。
早めに雪・氷・つららをおろしましょう。おろす時には、歩行者などに十分注意をしてください。
●雪が落ちたらすぐ処理を！
屋根から雪や氷が落ちたら事故がないかどうか確かめるとともに、通行の支障にならないようすぐに処理してください。
●看板・ヒサシの雪にも注意！
店舗などの看板・ヒサシの雪や氷、つららも大変危険です。歩行者などに十分注意して、早めに取り除きましょう。
●道路への雪出し禁止！
民有地から道路へ雪を出すと、その雪が「わだち」となり交通事故の原因となって大変危険です。道路に雪を出すのは違法で
すのでやめてください。
●子どもやお年寄りに声をかけよう！
落雪事故の被害者の半分以上は子どもやお年寄りです。気が付いた時には、注意するように心がけましょう。
住民の生活を守る「除排雪」に、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

水道凍結にご用心
水道凍結の予防が必要な時期となりました。
もしも、水道が凍
結した場合は、市の指定給水装置工事事業者に修理を依頼し
てください。
●こんな時には注意を
・外気温度がマイナス4度以下になったとき
・長期間水道を使用しないとき
●凍らせないために
・水抜き栓が正常に動くかを確認しましょう。
・水道凍結の予報がでたら、昼夜問わず水抜き栓による水落と
しをしましょう。
・床下換気口は冬期間は閉めましょう。
●水道の水抜き方法
水を落とす場合
蛇口で水を出しながら水抜き栓ハンドル又は、
レバーで完全に
閉じます。
水落としの確認
蛇口に手を当てると吸い付けられる感じがします。
●凍ってしまったとき
水道管の凍結は、床下部分で配管の中が凍っていることが多

いです。この場合は水抜き栓の立ち上がり管の床上にあるカ
バーを上げ、立ち上がり管に添わせてぬるま湯を少しずつゆっく
りとかけてください。氷が溶けると「シュッ！」と音が出始め、やが
て水が出てきます。
●どうしても溶けないとき
市の指定した給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
12月29日
（火）
から令和3年1月5日
（火）
までの水道管の修理・凍結に
ついては、当番制で行っています。

12月29日
（火）
12月30日
（水）
12月31日
（木）
1月1日
（金・祝）

1月2日
（土）
1月3日
（日）
1月4日
（月）
1月5日
（火）

㈱ウラツジ
㈱丸晃阿部建設
㈱山谷建設
㈱大和
ライフシステムエコ
太田設備工業
（有）中田建設
玉谷機械㈱
㈱成田設備工業

☎（23）0228番
☎（24）8360番
☎（24）7466番
☎（24）2161番
☎（23）7756番
☎（24）1696番
☎（23）2997番
☎（23）4094番
☎（23）4875番

※令和3年1月6日
（水）以降の修理・凍結等は、市の指定している給水装
置工事事業者へ依頼をしてください。

問 水道部事業課水道工務係
2020.12

☎内線406番
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確定申告期間における市での申告相談は電話予約制になります
●令和3年1月18日(月)から電話予約受付開始します
市では新型コロナウイルス感染症対策として申告相談会場
の3密を避けるために、令和3年2月16日
（火）
から開始する申
告相談は電話予約制となります。
電話予約
・予約をしていない場合、
お越しいただいても申告相談を受付
できない場合がありますのでご注意ください。
・予約時間に遅れると申告相談の受付をできない場合があり
ます。予約時間に遅れる、来庁できない等の時は必ずご連絡
ください。場合によっては予約時間を変更するようお願いす
ることがありますのでご了承ください。
・前の方の相談が終わり次第、次の方の相談を開始することから
予約時間を過ぎてお待ちいただくこともありますのでご理解願い
ます。
予約日時 令和3年1月18日
（月）
〜3月15日
（月）
9:00〜17:30
※土日・祝日除く
※令和3年3月15日
（月）
のみ12:00まで
申告相談
次の日程で申告相談を行います。お越しの際は、新型コロナウ
イルス感染症防止のためマスクの着用等ご協力をお願いします。
・市役所2階消防会議室
日時 2月16日
（火）
〜 3月15日
（月）
9:00〜12:00、13:00〜16:00（土日・祝日は除く）
・上渚滑町民センター
日時 2月25日
（木）10:00〜12:00、13:00〜15:00
●申告書への個人番号
（マイナンバー）
の記載
マイナンバー制度の導入により、申告書類等を提出される方
のマイナンバーの記載が必要になります。
本人確認書類の主な例
・個人番号カードのみ
・通知カード+身元確認書類（運転免許証や健康保険証等）
※控除対象となる配偶者や扶養親族の方々のマイナンバーの
記載も必要になりますので、確認をお願いします。

●確定申告
所得税の確定申告は、納税者が1年間の所得とその所得に
応じた税額を自分で正しく計算して申告し、納税する申告納税
制度に基づくものです。
確定申告をしなければいけない人が申告をしなかったり、間
違った申告をしたりすると、後で不足の税額のほか、加算税や
延滞税も納めなければならないことがありますので十分に注意
してください。
●市道民税・国民健康保険税の申告
所得税の確定申告が不要な方でも、次のような方は市への
申告が必要です。
・年末調整をしている給与所得者で給与所得以外の所得が
20万円以下の方
・公的年金等の収入金額が400万円以下で年金以外の所得
が20万円以下の方
・事業所得や不動産所得、譲渡所得などがある方で所得税の
確定申告をする必要がない方
・国民健康保険加入者で給与や年金（遺族・障害年金等非課
税所得を除く）
の源泉徴収票を受け取っていない方
※申告をしないと条例に基づき税額が自主決定されますので
注意してください。
●お願い
医療費控除又はセルフメディケーション税制のどちらかを適
用する場合は、
「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケー
ション税制の明細書」を提出する必要があります。領収書の添
付・提示は必要ありません。
※国保年金係から送付される「医療費のお知らせ」を添付して
「医療費控除の明細書」を作成する場合、確定申告期間ま
での送付が間に合わない12月の受診分など「医療費のお知
らせ」に記載されていない医療費は、領収書に基づいて明細
書を作成してください。
（医療費通知の送付時期等は加入す
る健康保険によって異なります。）

●申告会場をお間違いなく！
収入や所得の種類により受付会場が異なりますので注意してください。
次のいずれかの所得があり、所得税の確定申告が必要な方
・
収入や 事業所得（営業・農業など）
所得の ・不動産所得
種類 ・土地、建物、株式などの譲渡所得
・利子所得、山林所得、先物取引所得
会場

紋別税務署

①年金受給者で確定申告が必要な方
②給与所得者で年末調整がお済みでない方
③配当所得、一時所得、退職所得
※①〜③の方は、税務署でも申告できます。
④所得税の確定申告が必要でない方で市道民税の申告が
必要な方
紋別市役所※2月25日
（木）
のみ上渚滑町民センター
問 税務課市民税係
紋別税務署

☎内線306番
☎
（23）
2191番

年金受給者の方へ
●市道民税の申告が必要な場合があります
所得税の確定申告が必要でない場合でも次に該当する方は
市道民税の申告が必要です。
・公的年金等に係る雑所得のみがある方で、
「公的年金等の源
泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除（生命保
険料控除や医療費控除など）の適用を受けるとき
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
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※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等
に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、
確定申告を行う必要はありません。ただし、この場合であっ
ても、所得税の還付を受けるために確定申告をすることはで
きます。
問 税務課市民税係

☎内線306番

市役所 代表

☎
（24）
2111番

後期高齢者医療制度のお知らせ
●医療費通知について
広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を年2回、対象期間に医療機関等
を受診した全ての被保険者の皆様へ送付します。
これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者医療制度から支払われている
ことを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重要性を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険
者の皆様の負担軽減を図ることを目的としています。
医療費通知の活用例
・医療費の推移が一目で把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
・健康診査など皆様の健康増進に役立つ情報をお知らせします。
・診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
イメージ図

受診年月

診療を受けた医療機関等 診療区分 日数 医療費総額 自己負担額

令和2年1月
令和2年2月
令和2年3月

○○病院
××薬局
△△病院
合

医科外来
調剤
医科入院

1
1
5

計

18,000
10,000
202,000

1,800
1,000
20,200

230,000

23,000

食事療養・生活療養費
回数 費用額 標準負担額
15

11,490 5,400
11,490 5,400

医療費控除の申告について
・このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。
・医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
注意事項
・医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど一部の受診記録が記載されていない場合があります。
・自己負担額は、医療費助成等を受けている場合など、記載されている金額と実際にご自身が負担された金額が異なる場
合があります。
・このお知らせは、皆様の受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。また、特に手続きなど行って
いただく必要はありません。
発送月・対象診療月
発送月

診療月

令和3年1月（上旬）

令和2年1月〜9月

令和3年2月（下旬）

令和2年10月〜12月

※昨年度までと1回目の発送時期
が変わります。

問 北海道後期高齢者医療広域連合
市民課医療給付係

☎011
（290）
5601番
☎内線321番

税務課からのお知らせ
●土地・家屋の異動に関する変更届出
1月2日から12月31日の間に売買や相続、贈与などにより土
地・家屋の名義を変更した時、家屋を取り壊した時は、今年中
に届出が必要です。
登記されている土地・家屋は法務局へ、未登記の家屋は市
へ届出をしてください。
この届出がないと固定資産税課税台帳の変更が行われず、
前年度と同様の課税となります。
●令和3年度償却資産（固定資産税）の申告について
市内において事業を営んでいる個人又は法人の方は、償却
資産の申告が必要となります。
令和2年度分の申告をいただいた事業所に、次年度分の償
却資産申告書を12月下旬に送付します。現年度分申告がな
く、新たに申告書が必要な場合は、税務課資産税係まで連絡
をお願いします。なお、eL-TAXによる電子申告も受付してお

りますのでご利用ください。
●新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都
市計画税の減免申告について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少してい
る中小企業者等につきましては、事業用家屋、設備(償却資産)
に係る令和3年度固定資産税・都市計画税について減免を受
けることができます。
申告方法等、詳細は市ホームページへ掲載しております。その
他、
ご不明な点は税務課資産税係までお問い合わせください。
※上記の償却資産申告書の発送者には減免申告書を同封します。
受付期間 令和3年1月4日（月）〜2月1日（月）
※受付期間を過ぎた場合、減免を受けられない場合があります。

問 税務課資産税係

2020.12

☎内線297番
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みんなの防災

●紋別市地域防災計画を改正しました
紋別市防災会議では、近年、各地で起
こっている洪水や土砂災害対策に備え、
地域防災計画を修正したほか、新型コロナ
ウイルス感染症をはじめとする感染症対
策を盛り込んだ避難所運営マニュアルを
作成しました。防災に関する各種計画やマ
ニュアルは市ホームページに掲載していま
すので、万が一の災害に備え確認してくだ
さい。
改正した内容
一般災害対策編、地震・津波災害対策
編、水防計画、資料編、津波避難計画、避
難所運営マニュアル、避難行動要支援者
避難支援プラン、避難勧告等の判断・伝
達マニュアル（土砂編/洪水編/高潮編/
津波編）
問 庶務課庶務係

「スポーツ振興くじ
（toto）助成金」のお知らせ
市は、独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター（ＪＳＣ）の「ス ポ ーツ 振 興くじ
（toto）助成金」を活用して武徳殿に柔道
用畳を整備しました。
ＪＳＣではスポーツ振興くじの収益をも
とに、地方公共団体やスポーツ団体が行う
スポーツ振 興を目的とする事 業に対して
「スポーツ振興くじ（toto）助成」を実施し
ています。
助成物品 柔道用畳128枚
助成金額 287万9,000円

☎内線207番

林業退職金共済制度
（林退共）
について
林退共は、林業界で働く方のために国
が作った退職金制度です。
この制度は､事業主の方々が、従事者
の働いた日数に応じて掛金となる共済証
紙を共済手帳に貼り、その従事者が林業
界をやめたときに林退共から退職金を支
払うという、いわば林業界全体の退職金
制度です。
・掛金は、税法上、法人では損金、個人企
業では必要経費となります。

・掛金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金は企
業間を通算して計算されます。
事業主の皆様へ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に
貼付してください。
・共済手帳を所持している従事者が林
業界を引退するときは、忘れずに退職
金を請求するよう指導してください。
詳細は、下記までお問い合わせください。

問 スポーツ振興課スポーツ振興係

☎内線458番

林道大山線冬期間通行制限のお知らせ
大山山頂に至る、林道大山線のスキー場 側ルートにつきましては、12月1日
（火）から令和3年3月31日（水）までの期間、18:00から翌9:00まで夜間通行止
めとします。また、新生側ルートにつきましては、12月1日（火）から令和3年4月30
日（金）までの期間、全面通行止めとします。
道路状況の詳細に関しては、農政林務課農林整備係までお問い合わせください。

スキー場側（通行止め期間 R2.12.1からR3.3.31まで）
※時間帯は18：00〜翌朝9：00

問 独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎03
（6731）
2889番

新生側（通行止め期間 R2.12.1からR3.4.30まで）
※全面通行止め
問 農政林務課農林整備係
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☎内線253番

市役所 代表
市税等の納期

年金コーナー
●退職（失業）による国民年金保険料
免除申請
経済的な理由により国民年金保険料
の納付が困難な場合、申請をして前年所
得の審査を受け、承認されると保険料が
免除される制度があります。
今年度又は前年度に退職（失業）され
た方は、その事実が確認できる公的機関
の証明書を提示することで、提示された
方の所得を除外して審査が行われます。
ただし、配偶者や世帯主の前年所得も
審査の対象となりますので、配偶者か世
帯主どちらかの所得が基準を上回ると、
退職された本人の所得が免除基準を満
たしていても免除は受けられません。
手続きに必要なもの
・マイナンバー
・本人確認書類
・印鑑
（申請者本人が署名する場合は不要）
・「雇用保険被保険者離職票」
「雇用保
険受給資格者証」など失業の事実を
確認できる公的機関の証明書
（配偶者・世帯主分も含む）
追納について
保険料免除が承認された期間は、定
額保険料を納めた場合よりも老齢基礎
年金の受け取り額が少なくなってしまい
ますが、10年以内であれば免除された保
険料をさかのぼって納めることができる
「追納」という制度があります。
※一部免除が承認された期間において、
期限内に一部納付保険料を納付しな
かった期間については追納できません。
追納することにより、定額保険料を納
付した場合と同じ年金額で老齢基礎年
金を受け取ることができます。
なお、3年度目以前の期間を追納する
ときは、経過期間に応じて当時の保険料
に加算額が上乗せされます。
問 北見年金事務所
☎0157
（25）
9635番
市民課国保年金係
☎内線231番

☎
（24）
2111番

区 分
市道民税第4期
国民健康保険税第6期
介護保険料第6期
後期高齢者医療保険料
第6期
住宅使用料
駐車場使用料
共同施設等共益費

納期

問い合わせ先
税務課市民税係

介護保険課管理係
12月25日
市民課医療給付係
（金）
都市建築課住宅管理担当

☎内線306番
☎内線462番
☎内線321番
☎内線433番

市立認可保育所・へき地保育所入所募集
令和3年4月から保育所に新しく入所を希望される方、又は継続して入所を希
望される方は、次のとおり申込みが必要になります。
募集保育所 紋別保育所、みどり保育所、渚滑保育所、上渚滑保育所、元紋別
保育園
保 育 料
3号認定（0歳児クラス〜2歳児クラス）の児童については、入所する児童の家
庭の市民税等の世帯全員の課税状況により保育料が決定されますが、市独自の
子育て支援事業として、3歳未満児の保育料を無償としています。
※対象の方は保育料決定後に手続きが必要です。
副食費（おかず代等）
2号認定（3歳児クラス〜5歳児クラス）の児童は保護者の皆様に副食費をご負
担いただくことになります。
※年収が360万円未満相当の世帯及び第3子以降の児童の副食費は免除されます。
必要書類
・入所申込書
・令和2年1月1日現在で紋別市にお住まいでない場合、令和2年度の市民税の所
得割額を確認できるもの。
※ただし施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書にマイナンバーの
記載をされている方は不要です。
・保育の必要性の事由を証明する書類
※その他必要書類については、申込書配布時にご説明します。
受 付 期 間 令和3年1月8日（金）まで

※申込書は各保育所で配布します。
申込方法
受付期間内に希望する保育所へ申込書と必要書類を提出してください。
※市役所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。
各保育所の定員
・紋別保育所、みどり保育所 各90名
・渚滑保育所 30名
・上渚滑保育所、元紋別保育園 各20名
市内にお住まいで、市外の保育施設への入所を希望する場合、別途手続きが
必要となりますので、受付期間中に児童家庭係までお問い合わせのうえ、必要書類
を提出してください。

問 児童家庭課児童家庭係 ☎内線447番
紋別保育所
☎
（23）
2826番
みどり保育所 ☎
（23）
3865番
渚滑保育所
☎
（23）
3639番
上渚滑保育所 ☎
（25）
2215番
元紋別保育園 ☎
（23）
6468番

2020.12

広報もんべつ

17

暮らしの情報箱
交通安全メモ

問 市民協働課交通安全係
北見方面本部紋別警察署交通課

12月運転免許証更新時講習日程表
区分

優良
一般
違反
初回

日
6日
（日）
10：00〜10：30
18日
（金）
13：30〜14：00
6日
（日）
11：00〜12：00
（木）
14：30〜16：30
10日
23日
（水）
14：30〜16：30
21日
（月）
15：00〜17：00

☎内線243番
☎
（23）
0110番

程
10日
（木）
13：30〜14：00
23日
（水）
13：30〜14：00
21日
（月）
13：30〜14：30
（金）
14：30〜16：30
18日

場所
市民
会館

※日時等に変更がある場合がありますので、免許更新・講習受講希望者は、紋別警察署交通課
（☎23-0110）
へお問い合わせください。

恐怖心、驚愕によるスリップ事故のメカニズム

スリップによる死亡事故は直線道路で最も多く発生し、
「普通車×大型・中型車」の正面
衝突が最も多くなっており、対向車線にはみ出しているのは、
ほとんどが「普通車」です。
これは大型車とすれ違う際に、普通車の運転手は「恐怖心(心理的な圧迫感)」から、不
用意なハンドル・ブレーキ操作によりスリップを発生させる等、車両の制御ができなくなり、
対向車線にはみ出した結果、正面衝突となっていると思われます。

冬の交通事故防止のポイント！

冬の道路は危険がいっぱいです。安全運転のために次のことに気を付けましょう！
●冬用タイヤ・チェーンの準備
積雪・路面凍結に対応できるように、天気予報をこまめに確認し、冬用タイヤ・チェーン
を準備しましよう。
●
「急」
がつく運転をしない
「急発進」、
「急ブレーキ」、
「急ハンドル」等、
「急」がつく運転を控えるとともに普段より
速度を落として、
ゆっくりと運転しましょう。
●エンジンブレーキの活用
下り坂やカーブの手前などでは、
スリップを防止するために、
エンジンブレーキを活用し、
速度を緩めましょう。
●自動車・タイヤの性能を過信しない
運転する自動車や冬用タイヤ等の性能を過信した運転は禁物です。普段より注意を
払った運転を心掛けましょう。
●峠道、橋の上及び日陰の多いところは、路面凍結のおそれがあります。
常に「路面凍結の可能性」を考えて運転しましょう。

消費生活コーナー

格安をうたう家具や家電品等の模倣サイトにご注意！
事 例 ネット広告に表示されていた有名な家電メーカーのサイトで掃除機を注文したが、
そ

の後、商品到着予定日を2日過ぎても届かなかった。サイトにあったフォームから問い
合わせをしても返信が来ず、注文した商品の配送状況も確認できないので、
サイトの
会社概要に記載されているお問い合わせ番号に電話したところ、
「それは模倣サイト
だ」と言われた。
どうやら正規のメーカーのサイトをそのままコピーした模倣サイトで、
お問い合わせフォームだけを変えたものらしかった。返金してほしい。
対 策 チェックポイント
・販売価格が大幅に割引されている。
（安くないから正規だとは言えませんが、
あまり
にも安い場合は購入を控える）
・利用規約等におかしな記載・不当な記載がある。
・インターネット上の当該サイトに関するトラブル情報を確認する。
・購入前に、
当該サイトの運営事業者へお問い合わせを行い、返信内容等を確認す
る。
（返信がない、
日本語の字体・文章表現がおかしいなど）

迷わず相談してください

消費者被害相談窓口
紋別警察署 ☎（23）0110番又は♯9110（相談電話）
紋別市消費者センター ☎（24）7779番
犯罪被害等支援調整窓口 市民協働課生活防犯・消費係 ☎内線407番

リユースバンク（旧リサイクルバンク）利用について

使える不要品を捨てる前に、使っていただける方に譲渡してみませんか。
市ではジモティーと連携協定を結び、譲渡先が早く見つかるよう利便性向上に取り組んで
います。譲りたいけどジモティーに登録が不安な方は、市から出店しますので、申込書に物品
名や購入時期、大きさや汚れ傷などを記載し写真（データ可）
を添付して申込みをしてくださ
い。物品を欲しい方から連絡がありましたら、確認を行いご連絡しますので、個人間で譲渡を
行ってください。譲渡が決まりましたら掲載を中止しますので必ずご連絡ください。

問 市民協働課生活防犯・消費係
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☎内線407番

年末の支払いについて

市では年末の支払いについて、速やか
に支出することを予定しています。
納品等が完了し、債権が確定している
ものにつきましては、早めに請求書を各
担当課へ提出するようお願いします。ま
た、12月28日（月）までの支払いを希望
する場合は12月17日（木）までに請求書
を提出してください。
問 会計課会計係

☎内線368番

北見高等技術専門学院機動
職業訓練建設技術科募集案内
機動職業訓練とは再就職の支援を目
的とした職業訓練です。
訓 練 目 標 建設分野の木造建築に
おける基礎的な造作材
の加 工や取り付け及び
施工作業とともに、建築
塗装作業の基礎的な技
能を習得します。また、施
工現場において、必要と
されている型枠施工の基
礎 的な知 識・技 能 の 習
得、パソコンを使っての

工 程 管 理・工 事 写 真 管
理・現場書類作成操作を
学び、建設分野への就職
促進を図ります。
取得可能な資格 ガス溶接技能講習
対 象 者 一般求職者
定
員 15名
※定員に満たない場合は中止となること
があります。
訓 練 期 間 令和3年1月18日（月）〜
3月31日（水）
（休日は土、日、祝日）
訓 練 時 間 9:00〜15:40
願書受付期間 12月23日（水）まで
願 書 提 出 先 北見公共職業安定所
遠軽出張所
提 出 書 類 入学願書、健康の自己申
告書
費
用 無料
※ 雇 用保 険 受 給 者は訓 練 期 間中、基
本・受講・通所手当が公共職業安定
所より支給されます。

問 道立北見高等技術専門学院
☎0157
（33）
4436番
遠紋地域人材開発センター運営協会
☎0158
（42）
4037番

市役所 代表

☎
（24）
2111番

技能講習等のご案内
実施教習機関 北海道労働局長登録教習機関 株式会社PEO建機教習センタ北海道教習所
実 施 場 所 遠紋地域人材開発センター（遠軽町岩見通北10丁目1番地4）
申
込 み 12月16日（水）まで
日

程

1月11日
（月・祝）

講習科目
車両系建設機械
（整地等）安全教育

受

講

資

格

受講料

12,000円

車両系建設機械（整地等）技能講習修了後5年ごと
大型特殊免許所有者…経験不要

1月12日
（火）
〜
車両系建設機械
普通（準中型・中型・大型）免許を所有し、3ｔ未満の小型車両系
13日
（水） （整地等）運転技能講習
特別教育を修了し、修了後小型車両系の実務経験が3か月以
上ある方（※1）
1月14日
（木）
〜
16日
（土）

玉掛技能講習
（各3日間）

45,000円

下記いずれにも該当しない方

30,000円

クレーン関係の運転士免許所有者又は技能講習修了者

25,000円

大型特殊（限定なし）免許所有者…経験不要
1月17日
（日）
〜
18日
（月）

フォークリフト
運転技能講習

1月17日
（日）
〜
20日
（水）

4日間コースの条件で、1t未満のフォークリフトの特別教育を修
了し、修了後3か月以上の実務経験がある方（特別教育実施記
録表が必要）
（※1）

23,000円

普通（準中型・中型・大型・限定付大型特殊）免許所有者

53,000円

大型特殊免許所有者…経験不要
1月21日
（木）
〜
22日
（金）

不整地運搬車
運転技能講習

1月23日
（土）

フルハーネス型墜落
制止用器具特別教育

1月24日
（日）
〜
26日
（火）

小型移動式クレーン
運転技能講習
（各3日間）

1月27日
（水）
〜
28日
（木）

ガス溶接技能講習

1月29日
（金）

伐木（チェンソー）
特別教育【補講】

車両系（整地等又は解体用）技能講習修了者
普通（準中型・中型・大型）免許を所有し、小型車両系又は小型
不整地運搬車いずれかの特別教育を修了し、修了後いずれか
の実務経験が3か月以上ある方（※1）

41,000円

満18歳以上の方、未経験者

12,000円

下記以外の方

51,000円

玉掛け又は床上操作式クレーン技能講習修了者

45,000円

クレーン・デリック・揚貨装置いずれかの運転士免許所有者
満18歳以上の方

18,000円

満18歳以上の方
安衛則第36条8-2修了の方

12,000円

自動車運転免許（普通・準中型・中型・大型・大型特殊）所有者
施工技士（1〜6種）取得者
1月30日
（土）
〜
31日（日）

高所作業車
運転技能講習

車両系（整地等・解体用・基礎工事用）
・不整地運搬車・フォーク
リフト・ショベルローダー いずれかの技能講習修了者
移動式クレーン運転士免許所有者

45,000円

43,000円

小型移動式クレーン運転技能講習修了者

※1 申込書に事業主の経験証明が必要です。
また、各講習等修了者は、修了証等のコピーが必要です。
※「人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース」 フォークリフト運転技能講習と伐木（チェンソー）特別教育は対象外です。

問 遠紋地域人材開発センター運営協会

☎0158
（42）
4037番
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暮らしの情報箱
年末年始のし尿のくみ取り収集
について
年末年始のし尿くみ取りにおける受
付・収集は12月26日（土）から令和3年1
月4日（月）まで休みとなっております。
また、年明けの受付及び収集は令和3
年1月5日（火）から行いますので、ご協力
よろしくお願いします。
冬期間は申込みが多く混雑が予想さ
れるため、収集を希望されている方は早
めの連絡をお願いします。
※積雪時はくみ取り口までの除雪をお願
いします。
※便槽が凍っていると汲み取りできない
場合がありますので、凍結防止にご協
力願います。
問 北東開発工業㈱し尿受付
☎
（24）
6011番
環境生活課廃棄物対策係
☎内線278番

第72回人権週間
●北朝鮮拉致被害者写真パネル展
北朝鮮人権侵害問題啓発週間におけ
る、拉致問題等のパネル展を開催します。
●人権イメージキャラクター塗り絵展
渚滑保育所、上渚滑保育所、元紋別保
育園の園児が描いた人権イメージキャラ
クターの塗り絵を展示します。
共通事項
期間 12月4日（金）〜10日（木）
※12月10日（木）は15:00までの展示
場所 博物館市民ギャラリー
問 企画調整課公聴広報・統計係
☎内線259番

生涯学習課ちゃんねる
生涯学習課では、新型コロナウイルス
感染症により失われた生涯学習機会を創
出するため、YouTubeにより「学習講
座」を配信しておりますのでぜひ皆様の学
習の場としてご活用ください。
●紋太GENKI体操
制 作 地域包括支援センターほか
配信日 毎月第３木曜日

※データ通信料がかかりますので料金設
定を確認の上ご視聴ください。
※視聴したいのに、できない！という方は
遠慮なく下記までご連絡ください。視聴
できるまで全力でサポートします。
問 生涯学習課社会教育係
☎
（24）
2416番

令和3年
「成人を祝うつどい」
人生の節目の20歳は大人の門出です。
「成人を祝うつどい」では新たな人生に
船出する若人を励ましお祝いします。たく
さんの参加をお待ちしています。
日 時 令和3年1月10日（日）13:00か
ら（受付12:00から）
場 所 市民会館大ホール
対 象 平成12年4月2日から平成13年
4月1日までに生まれた者のう
ち、次のいずれかに該当する方
①紋別市に住民票を有する方
②住民票は他市町村にあるが、両親・親
族が市内に居住している方
③本人・両親・親族いずれも市内に居住
していないが、紋別市に縁のある方
案内状 ①の方には、12月中旬頃に発
送します。
※ ② ③の方で参加を希望される方は、
直接お問い合わせ先までご連絡をお
願いします。
その他 新型コロナウイルス感染症対
策を徹 底し、安全に配慮した
上で開催します。
問 生涯学習課社会教育係
☎
（24）
2416番

市内施設情報
食品加工センター
うまいっしょ工房

うまいっしょ工房では、手作りの「味噌
づくり」に参加する方を募集しています。
日程 令和3年1月23日
（土）、31日
（日）、
2月6日（ 土 ）、2 0日（ 土 ）、2 8日
（日）、3月6日
（土）、13日
（土）、28
日
（日）
時間 9:30から
費用 1樽（約17kg）4,400円程度
※原材料の価格により変動あり
※1樽の量の半分を参加者2人で分ける
こともできますので、詳細はお問い合
わせ先までお気軽にご相談ください。
問 食品加工センターうまいっしょ工房
☎
（23）
7551番
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生涯学習センター
●ノエル・ド・リラ〜リラで楽しむX'mas〜
みんなでクリスマスを祝おう。クリスマ
スにちなんだクラフト制作に挑戦。館内
をきれいに飾ったら、クリスマス パー
ティーだ！
※一部、低学年対象事業との同時開催
日 時 12月19日
（土）12:30〜20日
（日）15:00
場 所 生涯学習センター
対 象 小学4年生〜6年生
参加料 2,800円
（保険代、食事3食代、体験料ほか）
持ち物 マスク、上靴、防寒着、飲み物、
宿泊道具
●はじめてチアーズ〜はじめての クリ
スマスパーティー にチャレンジ！〜
みんなでクリスマスを楽しもう。クラフ
ト工作や飾りつけをして、クリスマスパー
ティーをしよう！
※一部、高学年対象事業との同時開催
日 時 12月20日（日）9:00〜15:00
場 所 生涯学習センター
対 象 小学1年生〜3年生
参加料 900円
（保険代、食事代、体験料ほか）
持ち物 マスク、上靴、飲み物
共通事項
定 員 15名（先着順）
申込み 12月3日（木）〜13日（日）
その他 参加申込者には、事前に詳細

のご案内をお送りします。新型
コロナウイルス感染症防止のた
め、当日までに感染が疑われる
症状を発症した方は、参加をご
遠慮ください。また周辺地域の
発症状況等により中止と判断
する場合がございます。

（23）
2474番
問 生涯学習センター ☎
lila-c@monllc.or.jp

市役所 代表
博物館
●北海道写真協会紋別支部写真展
美しい風景や動物、鳥など、写真を通し
てオホーツク地域の魅力を紹介します。
日 時 12月13日（日）まで
※最終日は16:00まで
場 所 市民ギャラリー
●博物館講座「クリスマスパーティモー
ルでリース作り」
新聞紙、アルミホイルなどを使ってリー
スを作り、パーティモール、オーナメント
などで飾りつけをします。
日 時 12月13日（日）13:30〜15:30
場 所 工芸室
講 師 能戸 美也子 氏
対 象 小学生全学年
定 員 12名（要申込み、先着順）
参加料 無料
持ち物 エプロン・飲み物
休館日 7日
（月）、14日
（月）、21日
（月）
年末年始休館
12月28日
（月）
〜令和3年1月4日
（月）
問 博物館業務係

☎
（23）
4236番

流氷科学センター
●巡回パネル展「海と生きものとわたし
たち〜3.11からの復興をめざして〜」
東日本大震災の前後で海の環境や生
物は、どのように変化したのかパネルを
通して、海洋研究者（海博士）たちの活
動や成果を紹介します。
期 間 12月3日（木）〜26日（土）
場 所 多目的ホール
料 金 無料
休館日 7日
（月）、14日
（月）、21日
（月）
年末年始休館日
12月29日
（火）
〜令和3年1月3日
（日）
問 流氷科学センター

☎
（23）
5400番

オホーツク流氷公園
●新型コロナウイルス感染防止対策を
実施中
ご来園の際はホームページ、施設内ポ
スターに掲示してある新型コロナウイル
ス感染症防止項目のご協力をお願いしま
す。また、イベント時など、係員が検温を
させていただく場合があります。
●クリスマスイベント〜Lucky&Happy
それは突然やってくる
流氷公園のクリスマスイベント。今年
は一部を除き日時を公表せず「サプライ

ズ」で実施します。
紋太とサンタのサプライズ
紋太やサンタが突然現れ、子どもたち
にアメやお菓子をプレゼントします。
紋太のステッカーがもらえるミニビンゴ
大会
期
間 12月19日（土）〜25日（金）
※実施日は公表しません。
クリスマスワークショップ
かわいいクリスマスアクセサリーを作
ります。
日
時 12月19日
（土）10:00〜14:00

※時間内随時実施、参加無料
紋太のサプライズプレゼント
抽選で3名の方に紋太からクリスマス
プレゼントがもらえます。
応募期間 12月14日（月）〜20日（日）
応募場所 あおぞら交流館
応募条件
・12月25日(金)に当選者本人が直接受
け取ることが可能な方（代理不可）
・中学生以下一人1回まで応募可能
当選発表 当選者に直接ご連絡します。

（WEBなどでも公表します）
●新年開園記念プレゼント
紋太や流氷公園あてに年賀状を書い
てくれた方に「オリジナルカレンダー」を
プレゼントします。
※一年の目標やメッセージ、イラスト等が
あると嬉しいです。
・あおぞら交流館に直接お持ちください。
その場でカレンダーを差し上げます。
（郵送不可、一人1冊まで）
・年賀状は館内に展示させていただきま
すので、住所や連絡先など個人が特定
できるものは記載しないでください。
・対象年齢等はありません。
期
間 令和3年1月4日
（月）
〜9日
（土）
※予定配布枚数に達した場合、早期終了
させていただきます。
ご了承ください。
年末年始休園
12月29日
（火）
〜令和3年1月3日
（日）
問 流氷公園管理事務所
☎
（27）
4560番

☎
（24）
2111番

オホーツク・ガリンコタワー
○ガリンコ号
●元旦クルーズ〜ガリンコ号Ⅲ
IMERUで初日の出を見ませんか〜
程 令和3年1月1日（金・祝）
港 6:30（日の出予定時刻7:02）
金 大人（中学生以上）3,000円、
小人1,500円
※元旦特別運航
※豪華景品の抽選会もございます。
●ガリンコ号Ⅱ、Ⅲ IMERU冬期運航
期
間 令和3年1月9日
（土）
〜3月31
日
（水）
※要予約
※ガリンコ号Ⅱは水曜日が運休となります。
○オホーツクタワー
営業時間 10:00〜16:00
入 館 料 大人800円、中学生以下400円
日
出
料

●元旦特別営業
温かい飲み物を無料で提供します。
日
時 令和3年1月1日
（金・祝）
6:30〜10:00
○アザラシランド
営業時間 10:00〜16:00
入 館 料 大人200円、高校生以下100円

1日5回の餌の時間があります。アザラ
シを間近に見ることができ、係員の説明
を聞きながらかわいい芸をご覧になれま
す。なお、餌の時間は約5分間に短縮して
おります。
餌の時間 10:30、11:30、13:30、
14:30、15:00
○シーパラダイス
営業時間 10:00〜16:00
入 館 料 大人500円、高校生以下300円
1日3回の餌の時間があり、お客様が
実際に餌やり体 験をすることができま
す。2頭のかわいいアザラシ「アグ」「日
和」が皆さまをお待ちしています。
エサやり体験時間
12:00、14:00、15:30（各回40分前
から受付、先着5名）
●オリジナルグッズ販売中
海洋交流館売店と、次のQRコードか
らオリジナルグッズを
ご購入いただけます。
年末年始休業日
12月29日
（火）
〜
令和3年1月3日
（日）
問 オホーツク・ガリンコタワー(株)
☎
（24）
8000番
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暮らしの情報箱
スポーツセンター
●アリーナ貸館
・フットサル選手権U−12オホーツク地
区予選
12月4日
（金）18:00〜21:00
12月5日
（土）8:00〜21:00
12月6日
（日）8:00〜17:00
・オホーツク中学校新人卓球大会遠紋
支部
12月12日（土）8:00〜17:00
・2020年度高体連バレーボール新人戦
12月16日
（水）
〜17日
（木）8:00〜21:00
12月18日
（金）8:00〜18:00
・フラダンス教室 発表会
12月19日（土）18:00〜21:00
・ミニバレーボール大会第20回歌屋カップ
12月20日（日）9:00〜17:00
●無料開放施設
スポーツセンター、森林公園体育セン
ター、そよかぜほーる、渚滑地区体育館、
上渚滑地区体育館

問 スポーツセンター ☎(24)7016番
※貸館の際は利用できない場合がござい
ますのであらかじめご確認ください。
※毎週土曜日は高校生以下無料で使用
できます。

休館日 7日
（月）、14日
（月）、21日
（月）
年末年始休館日
12月28日
（月）
〜令和3年1月4日
（月）

●令和2年度スポーツ教室参加者募集
第3期スポーツ教室（各教室6回）
参加料 各教室1,500円（保険料込）
定 員 各教室10名
教室名

時間

開 催 日
1月1 8日、2 5日、2月1
護身術教室 18:30 月
日、8日、15日、22日
〜
1月1 9日、2 6日、2月2
初心者
20:00
日、9日、16日、3月2日
テニス教室
火
1月1 9日、2 6日、2月2
スノーシュー
日、9日、16日、23日
ウォーキング教室 10:00
〜
1月1 4日、2 1日、2月4
11:30
卓球教室
日、11日、18日、25日
木
16:00
1月1 4日、2 1日、2月4
雪遊び教室
〜
日、18日、25日、3月4日
17:00
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初心者の方、大歓迎です。卓球でリ
フレッシュしましょう。
雪があるこの季節ならではの遊びを
しながら丈夫な体作りをしましょう。

※雪遊び教室は年長・小学生の対象です。それ以外の教室は、市民の方ならどなたでもOK！
※教室の参加には都度、入館料がかかります。
（雪遊び、
スノーシューは荒天時のみ）
※各教室、定員が5名に満たない場合は、中止とさせていただきますので、
あらかじめご了承ください。
※体育施設を利用する時は、
マスクの着用をお願いします。

健康プールステア
●アニバーサリー
毎年恒例のアニバーサリーを今年は
違った形で楽しもう！
ステア宝くじ
ご利用ごとに1日1枚配布します。令和
3年1月31日（日）に抽選会を行います。
豪華景品を当てよう！Wチャンスで毎週
日曜日にも抽選があります。
配布期間 令和3年1月30日（土）まで
モザイクアートをみんなで作ろう！！
ステアは今年で開館30周年を迎えま
す。そこでみなさんと一緒に記念に残る
ものを作成したいと企画しました。みん
なで思い出に残る大きなアートを作りま
せんか。
●冬休み短期スイミング講座開催
冬休みの短期集中スイミング講座を開
催します。遊びを交えて楽しく水慣れ・水
泳の基礎を学んでみませんか。ぜひこの
機会にご参加ください。
開催日 12月22日（火）〜24日（木）
対 象 幼児（年少〜年長）、小学生
定 員 幼児15名、小学生10名
時 間 幼児15:00から、小学生16:00
から（各50分程度）
料 金 2,000円（入館料込み）
申込み 12月19日（土）まで

内
容
学校でも取り入れられているカリキュ
ラムを活用して行います。
テニスを楽しみたい人、本格的に始
めたいと考えている人、大歓迎です。
スノーシューを履いて、歩いて健康
づくりをしましょう。

（23）
9400番
問 健康プールステア ☎
●市民水泳大会兼記録会開催
12月13日(日)、市民水泳大会兼記録会
が開催されます。大会当日は競技終了まで
の間、競技プールのみ貸切となりますの
で、
ご協力をよろしくお願いいたします。
●スクール生募集
「幼児」
・
「小学生」
・
「成人」
・
「夜間」各
コースのスイミングスクール生は随時募集

しております。令和3年1月12日の週より始
まる第4期スクールからの入校を希望され
る方は、早めの申込みをお願いします。皆
様のお越しをお待ちしています。
休館日 7日
（月）、14日
（月）、21日
（月）
年末年始休館日
12月28日
（月）
〜令和3年1月4日
（月）

●今月のフィットネス講座

フィット ネス 名

ステップエアロ ※隔週火曜日（8日）

シェイプアップアクア※隔週火曜日（1日、15日）
午後のピラティス

ボクシングフィットネス
夜のピラティス

ヨガ講座

女性集まれ！フィットネス

ボクシングフィットネス

体力UPの水中ウォーキング

開催曜日・時間

担 当

火

遠藤

水
木
金

ステップエアロ

19：00〜
13：30〜
19：00〜
10：30〜

体伸ば〜すストレッチ

かんたんエアロビクス
筋ストレッチ

13：30〜

土

13：00〜
14：00〜

15：00〜

武田
小栗
武田

大久保

対

象

大学生以上
中学生以上
大学生以上

武田

大学生以上女性

小栗

中学生以上

武田
佐藤

大学生以上

武田

※22日
（火）
より全講座お休みです。年明けは令和3年1月12日(火)より再開します。

子育て支援センター
行事名
日 時

ファミリーデー
クリスマス製作
12月12日
（土）
9:30〜12:00

マタニティ広場

お母さんとお腹の赤ちゃん マタニティベビー
が元気になるごはんの話 マッサージ

12月1日
（火）
13:00〜14:40

場 所 保健センター2階多目的ホール

対

象

保健センター1階集団検診室

8組

定 員

‑

持ち物

なし

予

前日まで

当日午前中まで

●おでかけ広場（現地集合）
日程・場所
・12月4日（金）渚滑児童館
・12月11日（金）児童センターみらい
時 間 10:30〜11:45

母 子 手 帳 、バスタ
オル

各6組

12月3日
（木)、10日
（木）
14:00〜15:00

親子でリトミック
12月17日
（木）

①9:45〜10:30②11:00〜
11:45③13:30〜14:15

子育て支援センター 保健センター1階集団検診室
各3組

フェイスタオ
バスタオル、
ル、防水マット
赤ちゃんと保護者の飲み物（ミルクやお茶・水）、
オム
おしり拭き
ツ、着替え、

※おでかけ広場は子育て支援センター
職員が会場に出向く行事です。
●お誕生会
日 時 12月22日（火）10:30〜12:00
※要予約

・クリスマス 19日
（土）13：30
※景品を入れる袋を持参してください。
・ひだまりっち⑧〜くりすます〜 24日
（木）10：30
（23）
3789番
問 紋別児童センター ☎
・ワクワク☆クリスマス 19日(土）14：00
（土）14：00
・10〜12月生まれさんのおたんじょうび会♪ 26日
（24）
3996番
問 南が丘児童館 ☎
・
「やまびこ★★★みたいなクリスマス」 20日
（日）13：30
※上靴とプレゼントを入れる袋を持参してください。
（23）
4988番
問 渚滑児童館 ☎
・ウキウキ♡クリスマス 19日
（土）13：30
・今年のよごれ、今年のうちに！
！ 26日
（土）13：30
（25）
2126番
問 上渚滑児童館 ☎
・のびのびたいむ
「ミニミニクリスマス」 11日
（金）11：00
※乳幼児親子対象行事です。子育て支援センター「おでかけ広
場」とコラボします。
・ハッピー☆クリスマス 19日
（土）13：30
※上靴・景品を入れる袋を持参してください。
（24）
3894番
問 児童センターみらい ☎
来館者の皆さんへ
・来館前に検温をし、発熱の確認をお願いします。また、来館
時に検温をし、発熱がないか確認させていただきます。
・利用者又は同居家族の発熱や風邪症状などがある場合に
は、来館を控えてください。
・施設内では、マスクの着用をお願いします。
・来館の際は、飲み物・ハンカチを持参してください。
・12月のランチタイムは中止としますのでご協力をお願いします。
休館日 7日
（月）、14日
（月）、21日
（月）
年末年始休館日 12月28日
（月）
〜令和3年1月4日
（月）

親子で保育所の児童たちと遊びを体験します。
日時 9日
（水）、23日
（水）10:00〜11:00
場所 紋別・みどり・渚滑保育所
対象 保育所入所前の児童

ベビーマッサージ

ヨガマット又はバスタオル

前日まで

児童館・児童センター

保育所開放日

①10:00〜10:45
②11:00〜11:45

子育て講座

各6組

保護者と、①②は1
就学前のお子さん 1 歳 未 満のお子さ
歳から就 学 前 、③
んと保護者
とお母さん
は0歳のお子さん

就学前のお子さん
妊婦さんとご家族
とご家族
母子手帳

約

12月1日
（火）
14:45〜15:30

お母さんのための
ヨガ
12月2日
（水）

各2日前まで

水分補給用の水や
お茶
12月10日
（木）
まで

※毎月「子育て支援センターだより」を発
行しています。市ホームページからもご
覧になれます。
（24）
3383番
問 子育て支援センター ☎

図書館
担当者が選んだベスト５ あたらしい本

小説・エッセイなど
❶ 日没（桐野夏生）
❷ 滅びの前のシャングリラ（凪良ゆう）
❸ くちばみ（花村萬月）
❹ 三度目の恋（川上弘美）
❺ 隣はシリアルキラー（中山七里）

実用書など
❶ 魔法のてぬきごはん（てぬキッチン）
❷ コロバヌエクササイズ（枝光聖人）
❸ おうち時間を使ってはじめるＹｏｕＴｕｂｅ
❹ 素人ですが、デザインしてみました。
❺ けものが街にやってくる
（羽澄俊裕）

児童書
❶ 昔のお仕事大図鑑
❷ おとうとのたからもの（小手鞠るい）
❸ くまのこのるうくんとおばけのこ
（東直子）
❹ 動物たちが教えてくれる海の中のくらし（佐藤克文）
❺ セラピードッグのハナとわたし（堀直子）

絵本
❶ くれよんぐりぐり（新井洋行）
❷ ぎょうれつのできるスパゲッティやさん（ふくざわゆみこ）
❸ 北海道生き物バンザイ！
❹ もりのおふとん（西村敏雄）
❺ まんぷくよこちょう（なかざわくみこ）

●クリスマス会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年は中止とさ
せていただきます。
●年末特別貸出のお知らせ
12月15日
（火）
〜27日
（日）の期間中、3週間20冊までの特別
貸出を行います。
この機会に、
たくさんお読みください。
絵本のじかん〔木曜日11時より〕 3日、10日、17日、24日
夜間開館日〔水曜日20時まで〕 2日、9日、16日、23日
児童館配本図書交換日 10日
（木）
ふれあいセンター配本図書交換日 17日
（木）
子育て支援センター配本図書交換日 24日
（木）
休館日 7日
（月）、14日
（月）、21日
（月）
年末年始休館日 12月28日
（月）
〜令和3年1月4日
（月）
（24）
2261番
問 図書館 ☎
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学校だより
紋別中学校
「しんおんフェスティバル」
生徒会の企画・運営による
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教育活動や
学校行事が次々と中止になったり、規模を縮小して実施をし
ています。その中で、10月9日
（金）
に生徒会が中心となって
「しんおんフェスティバル」を開催しました。
第74期生徒会では、
スローガンの『しんおん
〜紋中覚醒〜』
を実現す
るために、
この活動を通
して、相手に対する思い
やりの心を覚醒させ、ク
ラスやチーム内で積 極
的に意見が言い合える関係をつくることを目的として取組み
ました。夏休みの前には生徒会評議員会で原案が提案さ
れ、学級ごとのハチマキの色や新型コロナウイルス感染症
の感染対策を考慮した種目やルールについて慎重に検討を
重ねてきました。
10月1日
（木）
には、全校生徒の想いや気持ちをひとつに
まとめるために、大きなちぎり絵の制作を行いました。また、
学級ごとに各種目の練習方法や作戦を考え、練習をスター

トさせました。
本格的に練習が行われるようになると、
２・３年生と１年生
が一緒に練習をする中で先輩から後輩にアドバイスをして
いました。まさに取組の目的に示された「相手に対する思い
やりの心を覚醒させた」場面のひとつでもあります。
「しんおんフェスティバ
ル」の当日、学級対抗リ
レーでは、仲間とバトンを
繋ぎ、
どんなに差が開い
ても最後まであきらめず
に全力で走りきる姿が見
られました。長縄跳びで
は、
ミスをして縄に引っかかっても、励まし合いながら何度も
何度もチャレンジをしていました。各学級の勝利を目指して
仲間と協力し、仲間を
応援・激励する様子な
ど、紋中生一人ひとり
が成長した姿を見るこ
とができました。

上渚滑小学校
新体力テスト

10月末に全校で新
体力テストを実施し、
握力・立ち幅跳び・長
座体前屈・20ｍシャト
ルランなど全8種目の
計測をしました。力の
強い子・柔軟性のある
子・足の速い子などがおり、子どもたちの個性が輝いたひ
と時でした。
昨年度よりも「タイムが速くなった！」
「記録が伸びた！」
など、自分自身の体力の向上や成長を感じたようです。
全校遊び
本 校では体 力
向 上 の 一 環 とし
て、9月のマラソ
ン 大 会 や「全 校
遊び」などに取り
組んでおります。
特に20分休
み・昼 休 みに12
名全員で行う「全校遊び」では、曜日替わりで担当する「遊
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び係」が遊びを決めます。人気なのはドッヂボールなどの
球技で、柔らかいボールを使用し、低学年から高学年まで
が楽しめるように遊び方を工夫しております。「たすけお
に」などの鬼ごっこや、昔懐かしい「だるまさんがころんだ」
の日もあり、子どもも先生方も一緒になって遊びます。
広い体育館を所狭しと駆け回って遊ぶ上渚滑小学校の
子どもたちの楽しそうな笑顔が印象的です。これからも
様々な遊びを通して、楽しみながら体力アップを図ってい
きます。
開校120周年
本校は今年120周年の節目の年を迎えました。20年前、
開校100周年記念の際に封入された「タイムカプセル」を
開けるセレモニーを今年度予定しておりましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大を懸念して来年以降に延期致し
ました。開封を待ちわびるタイムカプセルは、校長室にて
大切に保管されております。
関係の皆様には、開封の時
期が来ましたら御案内を致
しますので、今しばらくお待
ちください。

まちの出来事
10/

24-25

11/

10

お試しショップ盛況「マチナ化プロジェクト」
10月24日（土）と25日（日）の２日間、中心市街地の空き
店舗２つを使ったチャレンジショップイベント「お試しショッ
プ＠ココ」が行われました。おしゃれな小物や美味しい料理
などを扱うこだわりの13店舗が市の内外から出店。多くの
人たちが、お気に入りの品を購入するなど、楽しい時間を過
ごしていました。
市とニューシティ開発公社が中心市街地の空き店舗解消
を目指して取り組む「みんなのマチナ化プロジェクト」が企
画した初事業。会場となった旧オホーツク屋と旧フジフォー
トを視察した公社の社長、宮川市長は「この賑わいを見て、
中心街で商売をしてみたいと思う人が出てくることを期待
する」と話していました。

マタニティ広場で沐浴体験

11月10日（火）、子育て支援センターはマタニ
ティ広場「あかちゃんとの生活〜沐浴体験など」を開催。出
産を控えた夫婦、母親が参加しました。
はじめに父親が妊婦の体の負担を疑似体験できる重り
を付けて歩いたり、家事を体験。続いて人形を使って赤
ちゃんを着替えさせたり、おむつの交換を体験しました。
沐浴体験では利き手の反対の手で赤ちゃんを支えながら、
利き手で持った柔らかいガーゼで赤ちゃんを洗う作業を体
験しました。参加者は戸惑いながらも徐々に慣れてきた様
子。父親の一人は「初めてのことばかりでしたがなんとかや
れました」と笑顔で話していました。

11/

14

流氷公園に大きなクリスマスツリー
11月14日（土）から12月25日（金）まで、オホーツク流氷
公園はあおぞら交流館をクリスマス仕様に装飾しています。
交流館入り口にはサンタが、中に入ると高さ約3.5ｍの大
きなクリスマスツリーがそれぞれ飾られています。イルミ
ネーションも点灯していて、離れた場所からでもきれいに見
えます。
同公園では12月中、サプライズでビンゴ大会やサンタに
扮した紋太によるプレゼント配りを行います。
「〝密〟にな
らないよう、告知はしません。たくさん遊びに来てください」
と呼びかけています。

2020.12
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今
相談事項

月

日

無料法律相談

の

時

13日（日）（先着10名）

行政相談

8日（火）13:00〜16:00

人権相談

月〜金曜日 8:30〜17:15

年金相談

16日（水）13:00〜15:00
17日（木） 9:00〜14:30

労働相談

14日（月）13:00〜17:15

相

談
場

所

な

博物館 ※予約制
（公聴広報・統計係

ど

☎24-2111内線259番）

博物館
旭川地方法務局紋別支局（☎23-2521番）
市民会館 ※予約制
（北見年金事務所 ☎0157-33-6007番）

紋別市港湾合同庁舎
（名寄労働基準監督署 ☎01654-2-3186番）
2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水） はーとぴあ21（総合福祉センター）※予約制
（オホーツク若者サポートステーション ☎0157-57-3136番）
11:00〜16:00

若者就労相談

平日、市役所に来ることができない方のために、住民票・所得証明書などを交付しています。
受付／平日（開庁日）8:45 〜 17:30（事前に予約が必要です）

問 市役所☎（24）2111

市民課市民係：内線226番

ᄵᆧঢ়ਠ

ま

か

せ

て

安

心

遺品整理

どんなご要望にもお応えいたします。
※遺 品 整 理 以 外 の ご み の 回 収 も 行 っ て い ま す。

フリーダイヤル 0120-25-4548 （見積無料）

薮下 （年中無休）
紋別市南が丘町７丁目４３−２３

税務課：内線306・297・294番

太陽光発電5.3メガ
北海道企業で単独運営規模は最大級!!
追加設備1.5メガ完成し、順調に発電中

◆販売・設計・施工 住宅用/産業用ともにお取扱い◆

有限会社

★24時間、いつでもご予約できます★

お話がしづらいと思っていらっしゃる方…ぜひご利用ください

◆ 初 回相 談 料 無 料 ◆
平日夜間
ご相談
できます！

旭川弁護士会所属

梶本貴之

http://monbetsu-law.com/

ట¥ࢠటƲ
־ƮƊб؋

ߓƞƃƘƚƹ
Σ จࣙࠏ
൧߭କĸଃำ¾͊

流氷の町ひまわり基金
法律事務所 大根田 紫織

夜間
応相談

ＬＩＮＥからのご相談
予約も承ります︒

スマートフォンからも予約ができるようになりました！

紋別市落石町5丁目35番7号

弁護士

初回相談料は無料

平日9：00〜17：30

℡0158‑28‑5585
〒094-0015

紋別市花園町2丁目1番20号

ঢ়ၡɜɭɓȾɅᄵᆧঢ়ਠɬ
ऻ੪ȱɘȵɭȥ
ᄵᆧঢ়ਠၕୠෂĊ
料 金 １枠 縦4.5㎝×横8.0㎝ 12,000円
申込み 令和３年１月号 12月10日（木）まで
※詳細はお問い合わせください。
問 企画調整課公聴広報・統計係

☎（24）2111 内線259番
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●人のうごき（令和２年10月末）●
人口…………21,355人 世帯………11,834世帯
男性……………9,980人 女性………11,375人
誕生おめでとう……8人 お悔やみ申し上げます…35人
※外国人の人数を含んでいます。
●今月の表紙●
【集中連載ガリンコ号】来年より就航予定のガリンコ号Ⅲ IMERUを
記念して、11月号に続きガリンコ号Ⅱについて紹介しています。
詳しくは2ページから5ページをご覧ください。
読みやすいユニバーサルデザイン
文字を使用しています。

