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特別定額給付金のご案内

お一人、
１０万円の給付です。
申請されていない方はお早めに申請してください。
誰に？

令和２年４月２７日
（月）現在で住民基本台帳に記載されている方
いつから？

５月１５日
（金）受付開始

※申請期限は８月１７日
（月）
まで

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送や
オンライン申請をお願いします。

申込方法
❶郵 送 申 請

申請書に振込先口座など、記載例を参照して記入し、
必要書類とともに返送してください。
（送付している返信用封筒をお使いください）

❷オンライン
申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、
マイナポータルサイトからオンラインで申請できます。

■世帯ごとに、記入いただいた口座に振り込みます。

詐欺にご注意ください！
！
特別定額給付金に関連し、国や北海道、紋別市が以下のようなことを
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
■受給にあたり、手数料の振込みを求めること

※不審なメールは、ＵＲＬをクリックしたり添付ファイルを
開かないでください。
お問い合わせ 紋別市特別定額給付金対策室
２ 2020.6 広報もんべつ

☎
（２４）
２１１１内線２６９・４６４番

国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について
紋別市国民健康保険及び北海道後期高齢者医療保険の被保険
者の方が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、又は感染
が疑われる場合に、療養のため仕事を休んだ期間
（一定の要件を
満たした場合に限る）
について、傷病手当金を支給します。
支給を受けるには申請が必要です。

対 象 者

以下の
（1）
から
（3）
の全てに該当する方

（1）
紋別市国民健康保険又は北海道後期高齢者医療保険の加入者
（2）
給与の支払いを受けている方
（3）
新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱などの症状が
あり感染が疑われ、仕事に行くことができない方
（できなかった方）

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×３分の２×
支給対象日数。
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等
級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金
額を超えるときは、その金額とします。

適用期間
令和2年1月1日から9月30日までの間で、療養のため労務に服する
ことができない期間。
ただし、入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6か
月までとします。

申請方法

支給内容
仕事に行くことができなかった日から起算して3日経過した日から、
仕
事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日。
ただし、給与収入などの全部又は一部を受けることができる場合
は、その期間は支給しません。なお、受けることができる給与収入など
の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、
その差額を支給します。

年金コーナー

以下①及び②のいずれにも該当すること。

①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失わ
れた等により収入が減少したこと
②所得が相当程度まで下がった場合
2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額
（※1）
が、
国民年金保険料免除基準相当額
（※2）
（※3）
になることが見込まれ
る方（学生の方は学生納付特例基準相当になることが見込まれる
方）
※1 2月以降の任意の月
（収入が最も低い月など）
における所得額を
12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当
（例：単身世帯の場合
は57万円以下）
や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞ
れの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者
（納付猶予は配偶
者のみ）
も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世
帯主や配偶者が①と②に該当するときにも、この簡易な手続き
による申請ができます。

申請の対象となる期間

申請書類をそろえ、市役所市民課に申請していただきます。申請書
はお電話で郵送請求いただくか、市のホームページでダウンロードで
きます。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お問い合わ
せはお電話で、申請は郵送でのご協力をお願いします。
問 市民課国保年金係
市民課医療給付係

☎
（24）
2111 内線232番
☎
（24）
2111 内線321番

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失
や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、
臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きに
より、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
（5月1日より受付
開始）

対象となる方

支 給 額

申請に必要なもの
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※
「⑫特例認定区分」
欄の
「3.その他」
に〇をし、
「臨時特例」
と記入して
ください。
②所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
③学生の方は学生証のコピーか在学証明書
④マイナンバー
⑤本人確認書
⑥印鑑

申請方法
○日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
○提出先は北見年金事務所又は市民課国保年金係
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出を
ぜひご活用ください。
免除制度の詳細、所得の基準等については日本年金機構のホーム
ページをご覧ください。

日本年金機構
ホームページは
こちら

2月分〜6月分

※7月分以降は、通常の免除申請と同様に改めて申請が必要です。
（学生の方は2月から3月分までと、4月から令和3年3月分まで）

（24）
2111 内線231番
問 市民課国保年金係 ☎
北 見 年 金 事 務 所 ☎0157(25)9635番
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市議会だより
令 和2年第1回市 議会臨時会は、4月21日に開会され、議
案等7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。
●報告
次の案件が報告されました。
・議員の辞職許可について
●補正された予算
令和２年度一般会計 予算に商工費6,890万円を追加する
補正予算案が全 会一致で可決され、総額で265 億9,768万
5,000円となりました。
このほか、国民 健 康保険事 業特別会計についても予算補
正が行われました。
●可決された条例（記号：「◎」全会一致）
◎紋別市税条例等の一部改正
地方税法の一部改正に伴い、所要の改正が行われました。
【改正の主な内容】
１ 個人市民 税における未婚のひとり親に対する税制上の

措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
軽量な葉巻たばこの課税方法の見直し
国民健康保険税における賦課限度額の引上げ及び軽減
判定所得の見直し
◎紋別市国民 健 康保険 条 例及び 紋別市後期高齢 者医療に
関する条例の一部改正
新型コロナウイルス感染 症の対応策に係る傷 病手当金に
ついて、国の財政支援に対応するため、所要の改正が行われ
ました。
●人事（記号：「◎」全会一致）
◎広域紋別病院企業団議会議員補欠選挙
円角光氏の市議会議員辞職に伴う補欠選挙が行われ、山
﨑彰則議員が当選されました。
◎紋別市議会議会運営委員会委員の選任
円角光氏の市議会議員辞職に伴う委員の選任が行われ、
山﨑彰則議員が選任されました。
２
３
４

問 議会事務局

☎
（24）
2111内線316番

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」支給のお知らせ
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組みの一つとして、児童手当（本則給
付）を受給する世帯に対し、その対象児童（※１）1人あたり1万円を上乗せする臨時特別給付金を支給することとなりました。
（※2）支給を受ける方は、申請は不要です。
（※３）
支給については、児童手当で指定している口座に振り込ませていただきます。
（現在登録している児童手当の口座が振込不能
の場合は、別の口座にお振り込みしますので、ご案内の通知に同封している「口座登録等の届出書」に必要事項を記入していた
だき、必要書類を添付の上ご返送ください。
なお、本給付金の受給を辞退する方は、ご案内の通知に同封している「受給拒否の届出書」に必要事項を記入していただき、
必要書類を添付の上ご返送ください。
また、市ホームページにて、本給付金についての詳細を掲載しておりますので、ご確認ください。
※１ 4月分の対象となる児童。ただし、3月31日までに生まれた児童及び3月まで中学生だった児童を含みます。
※２ 対象児童1人に月額5,000円の特例給付を受給されている方は、本給付金の対象外となります。
※３ 公務員の場合は、所属庁より配布される申請書を使用し、市への申請を行ってください。

原則、申請は不要です。
紋別市では、6月中旬に支給する見込みです。
①給付金の案内チラシ・希望しない場合
等の届出書を送付します。

紋別市

②希望しない場合等のみ、届出書を返送
してください。
③児童手当登録銀行口座等へ振り込み
ます。

子育て
世帯

※公務員の場合は、申請が必要になります。
配偶者からの暴力を理由に、紋別市へ避難している方へ
ＤＶ被害によりお子さんとともに市へ避難されている方で、4月分の児童手当の認定を配偶者(ＤＶ加害者)が受けている場合
についても、一定の要件を満たし市へ申請することにより、本給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談く
ださい。
（24）
2111内線447・487番
問 児童家庭課子育て支援係 ☎
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児童手当受給対象の方は現況届を忘れずに
なりますので、早急にご提出ください。
※5月に新規認定請求をして6月分から支給開始となる受給者
については今回の現況届の提出は必要ありません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現況届の提出
は原則郵送でお願いします。必要事項を記入の上、必要書
類等と併せて、返送用封筒で郵送してください。児童家庭
課子育て支援係で内容確認を行い、書類不備等があれば
連絡します。

児童手当を受給している方は児童の監護状況確認のため毎
年「6月」に市に対し現況届を提出していただかなければなり
ません。
該当している方には、市より現況届用紙を送付しますので、
期限までに提出してください。この現況届を提出されないと、
引き続き受給資格があっても6月分以降の手当が受けられなく
なりますのでご注意ください。また、令和元年度現況届を未提
出の方は2年間経過した場合、未払い分の手当が受けられなく

提 出 期 限 6月30日（火）まで
必要書類等 現況届、課税情報の確認に係る同意書、受給者名義の保険証の写し（国保・生保を除く）
※児童と別居の場合は、上記に加えて、児童の属する世帯全員分の住民票と別居の児童を監護している旨の申立書が必要です。
※押印箇所には必ず押印をお願いします。
（シャチハタ不可）
※そのほか状況により別途、必要書類等をご用意いただく場合があります。
提 出 先 児童家庭課子育て支援係、上渚滑支所、渚滑出張所
児童手当制度の概要
目 的 父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に
児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成
長に資することを目的としています。
手続き 児童を養育する家計の主たる生計者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより申
請した翌月から支給されます。
支給月額
子どもの年齢

年齢区分の詳細

3歳未満

児童手当月額

3歳に到達した月まで

15,000円

3歳以上小学校修了前
（第1子・第2子）

3歳に到達した翌月から小学校修了前まで

10,000円

3歳以上小学校修了前
（第3子以降）

3歳に到達した翌月から小学校修了前まで

15,000円

小学校修了後から中学校修了前まで

10,000円

中学生

所得制限限度額以上の所得である方

児童の年齢に関係なく一人あたり5,000円

※手当の支給対象は中学校修了までの児童ですが、第1子・2子・3子以降の数え方は、18歳になった後の最初の3月31日までの
間にある児童の中で数えます。
支払時期 2月、6月、10月
所得制限限度額
令和2年6月分より、前年の所得額で判定します。所得には一定の控除があります。
扶養親族等の数

所

得

額

収入額（目安）

0人

622.0万円

833.3万円

1人

660.0万円

875.6万円

2人

698.0万円

917.8万円

3人

736.0万円

960.0万円

4人

774.0万円

1,002.1万円

5人

812.0万円

1,042.1万円
（24）
2111内線447・487番
問 児童家庭課子育て支援係 ☎

（24）
2111内線259番
問 企画調整課公聴広報・統計係 ☎
2020.6
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暮らしの情報箱
健康ライフ
（24）
3355番
問 保健センター ☎

新型コロナウイルス感染症
（先の見えない自粛生活）
【ストレスためない生活は】
◎心穏やかに過ごすヒント
・いつも通りの時 間に起き、日課を積
み重ねる
・電話やSNSで人とのつながりを保つ
・できないことよりも、できることに目
を向ける
・「小さな達成感」を大切に
・いつもはできない新しいことを試し
てみる
・新型コロナウイルス感染 症の情報か
ら離れる時間をもつ
・読書、音楽を聞くなどリラックスでき
る活動を
◎心と体の健康を保つポイント
あ 歩く
天気の良い日は人混みを避けて近
所を散歩
かがむ
か
足の筋力を衰えさせないために、
スクワットや椅子への立ち座りを
支える
さ
転倒に注 意しながら、いろいろな
ポーズで 静止してバランス感覚を
鍛える

た
な
は
ま
や
ら
わ

立つ
座りっぱなしにならないよう、立っ
て家事などをする
何でも食べる
バランスのよい食事をとって免 疫
力をつける
（息を）吐く
鼻から吸い、口から長く吐く腹 式
呼吸でリラックス
丸める・回す
筋肉を伸ばす、ストレッチ、関節を
回して体をほぐす
休む
疲れている時、体調の悪い時は無
理をしない
ラジオ体操
まんべんなく体を動かすには最適
笑う
1日1回は笑顔になれることをさが
してみる

(山口大学、上地広昭准教授・丹信介教授監修)

各総合健診中止のお知らせ

6月13日(土)〜17日(水)に予定していた
春の総合健診、7月15日(水)及び7月16
日(木)に予定していた渚滑・上渚滑総合
健診について、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止とします。お申
込みいただいていた方には中止のお知ら
せハガキを発送しています。
なお、10月26日(月)〜30日(金)の日程
で秋の総合健診を予定しており、申込み
は8月3日(月)より開始する予定です。

医療機関（五十音順）
医療機関名

大原病院

上渚滑診療所

広域紋別病院

幸栄病院

住

幸町4

所

電話番号

☎（23）3151番

上渚滑更生 ☎（25）2331番
落石町1 ☎（24）3111番

幸町6

☎（24）3365番

小林整形外科

真砂町2

☎（23）6116番

曽我クリニック

大山町4

☎（23）6811番

さかきもんまクリニック 幸町7
武田医院

花園町4

紋別市休日夜間急病センター 落石町4
紋別みなと病院

本町3

☎（24）5115番
☎（23）2840番
☎（24）9955番
☎（23）2032番

救急当番の利用にあたって

6月の救急当番
●紋別市休日夜間急病センター（内科・外科）
【診療時間】■平日夜間／17：00〜翌朝9：00
■土 曜 日／12：00〜翌朝9：00
■日・祝 日／ 9：00〜翌朝9：00
☎（24）9955番

6月1日
（月）
から7日
（日）
は
ＨＩＶ検査普及週間です

「感 染してるかも？」って悩むより、
ちょっと勇気を出して、HIVの検査を受
けてみませんか。検査・相談は保健所で
無料・匿名で受けられます。詳細は電話
でお問い合わせください。
・平成30年、北海道で新しく発見され
たHIV感染者とエイズ患者の数は29
人です。
・エイズはHIVの感染により、未治療の
場合は10年程度の無症状の期間をへ
て発症します。
・感染していると、無症状の期間でも性
行為などにより、パートナーに感染さ
せる危険性があります。
（24）
1926番
問 紋別保健所 ☎

生活支援体制整備事業
〜支え合いの地域づくり〜
もんべつ支え合い地域資源ガイドを作
りました！
市では、高齢者を中心とした地域の皆
さまがお互いに助け合い支え合える地域
づくりに取り組んでいます。その一環とし
て、住み慣れた紋別でいきいきと暮らし
ていくための生活支援を目的に、
「もん
べつ支え合い地域資源ガイド」を作成し
ました。本冊子は、市役所や地域包括支
援センター等にて無 料で配布していま
す。また、市のホームページからもダウン
ロードができます。皆さまの暮らしのお
役に立てていただけると幸いです。
今回掲載されていないサービスや活
動、企業等からの情報は随時受付をして
おりますので、下記へご連絡をいただけ
れば、次回改定時に掲載させていただき
ます。
問 地域包括支援センター
☎
（23）
1232番

●整骨休日救急当番
かさい整骨院

急性外傷の治療・応急手当て（骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れ）

■日時／14日
（日）
、28日
（日）9：00〜12：00

☎（23）1779番

携帯電話等に登録しておきますと、
もしもの時に便利です。
（☎ 24-9955番）
受診の際は
まずお電話を！
！ 受診の際は、
保険証、お薬手帳、診療費
（現金）
を忘れずにお持ちください。

○救急当番は、
主に応急措置を行うところで、
専門的な治療は行えません。
医療費は一般の医療機関と比べると同じ診療内容でも高くなることがあります。
○お薬は、
専門の医療機関が診療を開始するまでの分
（1〜3日）
を処方します。
○事前準備によりスムーズな診療ができるよう、
受診の前に必ず電話をお願いします。なお、
救急患者の来院で順番が前後することがあります。
○救急車は重症あるいは緊急を要する場合など、
適正な利用についてご協力をお願いします。
○最近、
無言電話等のいたずら電話が多くなっております。具合が悪くて来院される方々の迷惑になりますので、
いたずら電話は絶対に止めてください。
○北海道では夜間における子どもの緊急な病気やけがに関する
「小児救急電話相談」
を行っております。
毎日（日曜祝日を含む）19：00〜翌朝 8：00 電話…短縮ダイヤル #8000番 又は 011-232-1599番
※また、
高齢者や健康に不安がある人などのために救急医療情報キット
「命のバトン」
を配布しております。配布を希望する方は、
下記にご連絡ください。

●救急当番等は変更になる場合があります。
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問 保健福祉部地域医療対策担当 ☎(28)5211番

6月 広域紋別病院 外来診療日程表

問 広域紋別病院

☎
（24）
3111番

今月の休診案内
〇精神科…18日
（木）
、19日
（金）
月
火
水
木
金
予約について
田中
粟田
田中
磯部
（総合診療科）
担当医
初診の予約は行っていません。
井上
大友
粟田
磯部
午前
予約専用電話で予約・変更できます。
内科
粟田（循環器） 松本（循環器） 松本（循環器） 松本（循環器） 粟田（循環器） （循環器内科）
（総合診療科）
予約専用電話で予約・予約変更できます。
井上
（循環器内科） 午後 藤本
（二次健診）
（二次健診）
藤本（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
診療科

備考
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

内科医が新型コロナウイルス感染症対応に当たる場合、
診療医師が変更することがございます。 ください。

担当医

担当医

担当医

担当医

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
受付時間内であれば、
「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

渡部

白田

山崎

曽ヶ端
検査・手術
金子・福島
柳沢
柴田

柴田

山崎

白田
出張医

2、16、23日
及川・内山
検査・手術
出張医

渡部

柴田
検査・手術
柳沢
金子
山崎

4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。
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
8日

出張医
出張医

小児内分泌
松尾
出張医
特殊検査

出張医
9日

小児内分泌
松尾
出張医
出張医

18日

須貝・他1名

小児心臓、小児神経
5日
小児神経
5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。
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1・3週） 原則、予約制となっております。
出張医（第2・4週） 予約専用電話で予約・予約変更できます。
19日
19日
5日

外来診療のご案内

○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〜 ※午後外来・小児科・耳鼻科・眼科・泌尿器科の午後の診療は14：00からです。
【午後】13:00〜 ※循環器内科の午後の診療は13：30〜
○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。

健康関連のご案内

〇「ゆる元体操講座」 認知症による介護予防のための健康講座を毎月１回開催しています。
（料金：無料） ※要予約
〇「クイック健診」 採血で貧血や生活習慣病等のチェック ※予約不要
〇「肺がんＣＴ検診」 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
〇「お手軽脳ドック」 ＭＲＩと血管の弾力測定で脳卒中等の兆候チェック ※要予約

ご予約は予約専用電話まで

予約は行っていません。

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。

予約制の診療科について
※予約制となっている診療科に
当日受診を希望される方は、
お問い合わせください。

予約専用電話番号

外来受診、健康診断、予防接種の
予約、予約変更は下記の番号まで、
お電話ください。

「28-6610」
受付時間：9:00〜17:00
2020.6
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お知らせ

夏期道路等アダプト事業
実施団体募集

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）
問 商工労働課労政係内
Ｕターン情報センター
☎内線251番

運転免許証を自主返納された方
へ特典があります

地域住民で組織する団体等が自主的
に道路等の公共施設の草刈及び簡易補
修を行う際、草刈機を無償貸与（1回に
つき上限6台）するとともに燃料（草刈機
1台につき上限4ℓ）及び常温合材（1回
につき上限3袋）を支給し、道路等のき
め細やかな環境美化活動の支援を行っ
てまいります。
ぜひ、市民参加型の環境美化推進に
ご協力ください。
（土）
まで
事業期間 10月31日

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

貸与機械 草刈機（肩掛け式）
燃 料 費 4ℓまで支給（不足する場合
は予算の範囲内で追加）
原材料費 3袋（1袋20㎏）まで支給（不
足する場合は予算の範囲内
で追加）
禁止事項 営利目的での使用はできま
せん。
事業を実施しようとする団体は申請書
等の提出が必要なため、詳細につきまし
ては土木課維持管理係までお問い合わ
せください。
問 土木課維持管理係
☎内線284・311番

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WAON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

対

象

町内会、ボランティア団体

持参してください。
また、イオン紋別店でも当該申請の受

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
問 商工労働課交通対策係
☎内線242番
市民協働課交通安全係
☎内線243番

市立小・中学校で
「時間外の留守番電話」
を導入します
市教育委員会では、学校における働き方改革に伴い、教職員の業務負担を軽減する取組みのひとつとして、
「時間外の留守番電
話」を導入しました。
皆様におかれましては、本件の趣旨をご理解いただき、学校への電話は時間内にお願いします。
留守番電話対応日時一覧
学

校

名

紋別小学校

部活あり

潮見小学校
上渚滑小学校
渚滑小学校
小向小学校
南丘小学校

紋別中学校
潮見中学校
渚滑中学校

授業日（平日）

部活なし

長期・臨時
休業期間の平日

授業を実施
しない日

17：00〜翌8：00
17：30〜翌7：30
16：30〜翌8：00
16：30〜翌7：45
18：00〜翌7：45
16：35〜翌7：45
19：00〜翌7：30
18：30〜翌7：40

17：00〜翌7：30
16：45〜翌7：40

16：30〜翌8：05

終

日

16：35〜翌8：05
16：30〜翌8：00
16：45〜翌8：15

※上記の運用時間は原則であり、変更する場合があります。
※緊急連絡先 児童・生徒の生命や安全にかかわる重大な事態の場合は、警察（110番）、救急・消防（119番）に連絡してください。

問 学務課庶務係 ☎内線465番
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市役所 代表 ☎
（24）
2111番

国民健康保険税の税率改正
国民健康保険税率の改正
被保険者への安定した医療サービスの提供に必要である国民健康保険事業費納付金に係る財源を確保し、国民健康保険財政
の健全化を図ることを目的として、低所得者及び中間所得者への負担軽減に配慮した上で国民健康保険税率を以下のように改正
しました。
・改正前（令和元年度）
区

分

所得割

均等割

平等割

賦課限度額

医療保険分

6.7％

23,900円

23,500円

610,000円

後期高齢者支援金分

2.3％

8,100円

7,900円

190,000円

介護保険分（40〜64歳）

1.4％

8,700円

6,200円

160,000円

所得割

均等割

平等割

賦課限度額

医療保険分

6.89％

26,100円

25,700円

630,000円

後期高齢者支援金分

2.47％

8,800円

8,700円

190,000円

介護保険分（40〜64歳）

1.65％

9,400円

6,500円

170,000円

・改正後（令和2年度）
区

分

軽減措置の拡大について
国民健康保険税の軽減措置が次のように拡大されました。
世帯の前年所得が基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。今回の見直しにより、5割軽減
と2割軽減の対象世帯が拡大されます。
・7割軽減 世帯の前年所得が、33万円以下
・5割軽減 世帯の前年所得が、33万円＋被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数×28.5万円（改正前28万円）以下
・２割軽減 世帯の前年所得が、33万円＋被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数×52万円（改正前51万円）以下
※令和２年度の国民健康保険税額は７月に送付する納税通知書でお知らせします。
問 税務課市民税係 ☎内線306・238番

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇等で離職された方（特定受給資格者）や、雇い止め等で離職された方（特定理由離職者）を対象に、国民健康保険税
の軽減制度があります。
この制度の対象となる方は、市に届出をすることにより、国民健康保険税について一定の軽減措置を受けることができます。

対

象

者

離職日が平成21年3月31日以降で次のいずれかに該当し、求職者給付（基本手当等）を受けている方
・雇用保険の特定受給資格者で離職理由コードが「11、12、21、22、31、32」
・雇用保険の特定理由離職者で離職理由コードが「23、33、34」

軽減内容

対象者の前年の給与所得を30／100としてみなして算定（給与所得以外は軽減対象となりません）

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

手

雇用保険受給者証、印鑑（シャチハタ以外）、国民健康保険証を持参のうえ、国保年金係で手続きをしてくだ
さい。

続

き

問 市民課国保年金係 ☎内線232・233番 税務課市民税係 ☎内線306・238番
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会計課よりお知らせ

市税等の納期
区

分

納期

市道民税第１期
下水道事業受益者負担金
第１期
住宅使用料
駐車場使用料
共同施設等共益費

6月30日
（火）
6月25日
（木）

問い合わせ先
税務課市民税係
総務課普及係

☎内線306・393番
☎内線341番

都市建築課住宅管理担当
☎内線395・433番

外国語による119番通報等に対応するため
多言語通訳体制を整備しました!!
在住外国人や外国人旅行者で、日本語による意思疎通が困難な外国人からの
119番通報や災害現場での情報収集のため、電話を介し通訳者を交えて会話する
多言語通訳サービスを導入しました。
このサービスにより、詳しい情報の聴取が可能になり、救急車や消防車を必要と
する方へ安全・確実・迅速な活動を提供できるようになるとともに、外国語による心
肺蘇生法や応急手当などの救命処置も口頭指導できるようになりました。
対応地域 紋別地区消防組合構成市町村
・固定電話からの通報 紋別市のみ対応
・携帯電話からの通報 紋別市、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町
※携帯電話からの119番通報は、消防署(紋別市)に繋がります。
・災害現場での対応 紋別市、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町
対応言語 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、

タガログ語、ネパール語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、
マレー語、ミャンマー語、インドネシア語、クメール語、モンゴル語
対応時間 24時間365日
利用方法
・119番通報すると消防通信指令員が応答します。あなたが使用している言語や母
国名をゆっくり繰り返して話してください。
・通訳する必要があると判断した場合、多言語通訳サービスに接続します。接続さ
れるまでは十数秒かかりますので、電話を切らずにお待ちください。
・通訳者から、場所や状況などを質問されます。落ち着いて質問に答えてください。
・現場では、消防隊や救急隊の携帯電話を使用して、多言語通訳サービスに接続し
ます。
三者間同時通訳の流れ
119番通報時

現場対応時
①119番通報
（外国語）

電話通訳センター
（民間事業所）

三者間通話
③通話内容
伝達・確認
（外国語）

④通話内容
伝達・確認
（日本語）

電話通訳センター
（民間事業所）

外国語
②転送
外国語通訳
依頼
（日本語）

外国人

日本語
通訳依頼

消防隊員

電話機を交互に受け渡し

（23）
0119番
問 消防本部警防課 ☎
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問 会計課会計係

☎内線235番

釣り船・釣り人の皆様へ
キャッチアンドリリースのお願い
漁業者は、カレイなどの漁業資源を保
護するため、体長による管理規制を行っ
ています。皆様のご協力をお願いします。

反射板の取付けのお願い
小型のボートは、レーダーに映りにくい
ので、
ポールに反射板を取付けましょう。
事故防止に心がけましょう
操 業中の漁船 や標識（ボンデン）に
は、近づかないようにしましょう。
マナーを守りましょう
ゴミのポイ捨てはせず、必ず持ち帰り
ましょう。
ルールを守りましょう
管理者からのお知らせや注意書きを
確認しましょう。
問 水産課水産係

消防本部指令員

外国人通報者

新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた取組みとして、6月1日（月）から
北洋銀行紋別市役所出張所の窓口営業
時間が縮小します。
営業時間外の市税等の収納について
は、会計課窓口で対応します。そのほか、
ご不明なことについては会計課でお尋ね
ください。
皆様のご協力とご理解をお願いします。
営業時間 9:00〜15:00（昼休み12:00
〜13:00）

☎内線241・261番

市役所 代表 ☎
（24）
2111番
みんなの防災
渚滑川の洪水情報のメール配信
北海道開発局網走開発建設部では、

大規模な洪水が渚滑川で発生した場合
には、携帯電話やスマートフォンに対して

緊急速報メールによる洪水情報（※）の
配信を紋別市全域で実施しています。緊

急速報メールを受信した場合は川に近
づかないようにする、避難を開始するな
ど、よりいっそう警戒を強めましょう。
また、国土交通省のウェブサイト｢川の

防災情報｣では、河川の水位や雨の状況

等の情報をリアルタイムで提供していま
すので、災害時の情 報収 集に活用しま
しょう。
※洪水情報とは、指定河川洪水予報の
氾濫危険情報（レベル4）及び氾濫発
生情報（レベル5）の発表を契機とし
て、流域住民の主体的な避難を促進
するために配信する情報です。
配信エリア 紋別市全域
配 信 情 報 渚滑川において河川氾 濫

のおそれがある ( 氾濫危
険水位を超えた ) 情報及
び氾濫が発生した情報
対象の水位観測所
渚滑川、渚滑橋水位観測所、上渚滑水
位観測所
留意事項
・携帯電話等の基地局の関係により、
配信エリア近郊の方にも届くことがあ
ります。
・携帯電話の電源が入っていない場合
や、圏外、電波状況の悪い場所、機内
モード時、通話中、パケット通信中の
場合は受信することができません。
・ご利用の機種により、緊急速報メール
に対応していない場合があります。
川の防災情報
http://www.river.go.jp/

認知症になっても住み慣れた
紋別で安心して暮らしていけるよう

「認知症初期集中支援チーム」が支援を
します
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があります。
どうして「早めの対応」が必要なの？
・早期治療で改善も期待できる
・進行を遅らせることができる
・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？
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。
対象となる人は？
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
お困りの方です。
相談窓口は？
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

令和2年度教科書展示会の実施
市内小中学校の教科書展示会を実施
します。
場所 図書館2階一般閲覧室
期間 6月12日（金）〜26日（金）
図書館開館時間
・火・木・金曜日 10:00〜18:00
・水曜日
10:00〜20:00
・土・日曜日
10:00〜17:00

休館日 6月15日（月）、22日（月）
※新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、臨時休館となった場合は延期とな
る場合があります。
問 学務課学務係

☎内線420番

障がい者就職・雇用出張相談会
が開催されます
オホーツク障がい者就業・生活支援セ
ンターあおぞらによる障がい者就職・雇
用相談会を開催します。
相談会では、障害のある方の一般就
労に向けた相談のほか、既に一般就労し
ている場合の相談や、障害のある方を雇
用されている企業の相談も受付します。
相談を希望される方は、事前申込みが
必要となりますので、市役所障害福祉係
までお問い合わせください。
日 時 6月23日（火）10:00〜15:00
場 所 市役所１階市民相談室
申込み 6月16日（火）まで
問 社会福祉課障害福祉係
☎内線222・455番

小規模多機能型居宅介護
事業所開設者募集

市では、第7期高齢者福祉計画・介護
保険事業計画（平成30年度〜令和2年
度）に基づき、小規模多機能型居宅介護
事業所の開設者を募集します。
事業所の開設を希望される方は、お問
い合わせ先までご連絡ください。
募集内容 令和2年度中に、介護保険法
に基づく次の地域密着型介
護サ−ビス事業所を開設予
定の事業者で、法人格を有
し、紋別市内に事業所を置
くことができる方
対象事業 小規模多機能型居宅介護1
か所、登録定員29人まで
受付期間 6月30日（火）まで
圏
域 日常生活圏域は1か所（市内
全域）
問 介護保険課介護給付係
☎内線463番

人権相談窓口よりお知らせ

問 国土交通省 北海道開発局
網走開発建設部
☎0152
（44）
6449番
（通常時：治水課）
☎0152
（44）
6793番
（非常時：広報官）
庶務課庶務係 ☎内線207・401番

新型コロナウイルス感染症に関連 問 電話・インターネットによる人権相談窓口
して、感染者や医療従事者等に対す
（電話相談は、平日8:30〜17:15）
る誤 解や偏 見に基づく差 別につい
みんなの人権110番 ☎0570
（003）
110番
て、法務大臣からメッセージが届けら
子どもの人権110番 ☎0120
（007）
110番
れていますので、
ご覧ください。
女性の人権ホットライン☎0570
（070）
810番
（YouTube）
インターネット人権相談受付
（24時間受付）
https://youtu.be/RYS00qCxo-0
https://www.jinken.go.jp
2020.6
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暮らしの情報箱
交通安全メモ

問 市民協働課交通安全係 ☎内線243番

6月運転免許証更新時講習日程表
区分
日
7日
（日）
10:00〜10:30
優良
26日
（金）
13:30〜14:00
7日
（日）
11:00〜12:00
一般
違 反 15日
（月）
14:30〜16:30
（金）
15:00〜17:00
初 回 19日

程
15日
（月）
13:30〜14:00

場所

19日
（金）
13:30〜14:30
26日
（金）
14:30〜16:30

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。

令和２年度 交通災害共済加入受付中

今年掛け忘れの方はいませんか？もしもの時のためにご家族でご加入を！
！
金
額 1人500円
（年額）
有効期間 加入日から令和3年3月31日まで
申込場所 市役所交通安全係・上渚滑支所・渚滑出張所

北海道交通事故相談所をご利用ください

北海道では交通事故相談所を設置し、専門の相談員や弁護士が相談に応じてい
ます。この度、紋別市で巡回相談が実施されますので、交通事故問題でお困りの方
の相談を受付しています。
日 時 6月17日
（水）9:00〜12:00、13:00〜14:00
場 所 市役所１階市民相談室
料 金 無料
※相談は予約制のため、6月10日
（水）
までに市役所交通安全係までご連絡ください。

横断歩道を通過するときは横断歩行者に要注意！

交通事故を防止するために！〜交通事故は他人事ではありません〜
ドライバーの皆さん
・道路を渡る歩行者を予測・交差点では必ず安全確認・前方をよく見て運転に集中
歩行者の皆さん
・渡る前に信号をよく確認・渡っているときも安全確認・明るい服装と反射材の活用

消費生活コーナー

問 消費者センター

☎
（24）
7779番

新型コロナウイルスに便乗した
「なりすまし」
にご注意！

≪事 例≫ ○○市の新型コロナ対策室です。
この度は新型コロナウイルス感染症のことで
大変ご心配をおかけしています。お見舞申し上げます。○○市ではこのような皆様に助成金
をお配りしています。お子様１人当たり3万円です。キャッシュカードの番号又は、銀行口座番
号に振り込みますので、番号を教えてください。」
という電話がかかってきた。被害にはあって
いないが、
不審だ。
≪対 策≫ 新型コロナウイルス感染症対策に便乗し、
「助成金を配る」
と公的機関等になり
すました電話やメールには注意しましょう。絶対に口座情報や暗証番号を教えたり、
キャッシュ
カードを渡さないでください。

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
（相談電話まで）
◆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

リサイクルバンク 問 市民協働課生活防犯・消費係
・学習机

☎内線407番

11/9登録 ・雛人形飾り 2/27登録

《譲ります》 ・5月人形 2/27登録 ・水槽 6/5登録

※利用は市民の方に限らせていただきます。
※リサイクル品は無償譲渡するもののみ登録ができます。
※すでに品物の譲渡が済んでいる場合がありますので、
ご了承ください。
※登録時に写真の添付が必要です。
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医師等の情報提供に
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
FAX
（28）
5212番
e-mail
iryoutaisaku@city.mombetsu.lg.jp

シニアスポーツフェスティバル
の中止のお知らせ

高齢者が一堂に会し、
スポーツ・レクリ
エーションを通じ、
健康増進と親睦を深め
るため、例 年開 催しておりますシニアス
ポーツフェスティバルについて、
7月に開催
を予定しておりましたが、
新型コロナウイル
ス感染症が拡大している状況を鑑み、参
加者及び関係者の健康・安全面を第一に
考慮し、
開催を中止させていただくこととな
りましたので、
お知らせします。
問 介護保険課高齢者福祉係
☎内線394・273番

市役所 代表 ☎
（24）
2111番
男女共同参画
〜「そっか。いい人生は、いい時間の使い方
「 ワクワク・ライフ・バランス」〜
なんだ。」

（内閣府発表キャッチフレーズ）
毎年6月23日（火）から29日（月）まで

の1週間は「男女共同参画週間」です。
様々な場で、性別にかかわりなく、みん

なが個性と能力を発揮できる社会を実
現するためには、一人ひとりの取組みが

必要です。
毎年行われておりましたパネル展は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め市ホームページ上にて開催します。
男女共同参画に関する記事を見て、友
達や家族みなさんで男女共同参画につい
て考えてみませんか。
「男女共同参画とは？」

ページ等でご確認のほどよろしくお願い
します。

市内施設情報
博物館

●まちなか芸術館
まちなか芸術館では、流氷画家村瀬
真治の絵画43点と齊藤顯治の彫刻作品
を17点展示しています。オホーツク紋別
を代表する二人の芸術作品をぜひ、ご鑑
賞ください。
●博物館・まちなか芸術館
開館時間 9:30〜17:00
休 館 日 1日（月）、8日（月）、15日
（月）、22日（月）、29日（月）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、休館になる可能性があります。
（23）
4236番
問 博物館業務係 ☎

子育て支援センター

問 市民協働課市民協働係
☎内線292番

Osaコーチのみんなで
やってみよう！
新型コロナウイルス感染症拡大防止に
伴う外出制限により、運動不足になりが
ちですが、北海道コンサドーレ札幌から
市に派遣中の小山内 貴哉コーチ（Osa
コーチ）が「自宅でできる運動」を市ホー
ムページ・フェイスブックで紹介しています。
ぜひご覧いただき、チャレンジしてみま
しょう！

問 スポーツ振興課スポーツ振興係
☎内線458番

新型コロナウイルス感染症に
よる各施設の対応について
現在市では、新型コロナウイルス感染
症拡大防止に伴い、市内各施設での臨
時休館、各イベント中止・延期等の対策
を行っております。
営業日及びイベントの開催情報につき
ましては、各施 設へお電 話又はホーム

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、6月の行事は中止とさせていただき
ます。
※毎月「子育て支援センターだより」を
発行しています。市のホームページか
らもご覧になれますのでご利用くださ
い。
問 子育て支援センター
☎
（24）
3383番

児童館
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、6月の行事は中止とさせていただき
ます。
休館日 1日（月）、8日（月）、15日
（月）、22日（月）、29日（月）
（23）
3789番
問 紋別児童センター ☎
南が丘児童館
☎
（24）
3996番
渚滑児童館
☎
（23）
4988番
上渚滑児童館
☎
（25）
2126番
大山児童センター ☎
（24）
3894番

保育所開放日
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、6月の保育所開放は中止とさせて
いただきます。

流氷公園
●屋外遊具・施設の開園
遊戯施設や屋外広場など、休止してい

たスペースを段階的に開園していきます。
●新型コロナウイルス感染症予防対策
「新北海道スタイル」
を実施

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注意事項を守って
ご利用ください。

●ドッグランスペース
利用は無料です。シーズン初回のみ管
理事務所で登録申請（狂犬病予防注射済
証と犬鑑札の提示）が必要となります。
※公園内はペットの散歩禁止です。
●レンタサイクル
・シティサイクル㉔㉖㉗インチ
・ジュニアサイクル⑳㉒インチ
ほか、幼児向けもあります。
料金 １時間200円
受付 あおぞら交流館内管理事務所
●屋根付野外炉の予約・利用
ピクニック広場で気軽にバーベキューが
できます。
（炊事棟有り）
屋根付きの野外炉が2棟あるほか、持ち
込みコンロ用のスペースが8か所あります。
予約及び利用する際は管理事務所に
利用申請する必要があります。
※利用は無料ですが、炭や網、食材等は
各自ご用意ください。
問 流氷公園管理事務所
☎
（27）
4560番
●花のカフェでちょっと一息・・・
オホーツクラベンダー畑の花のサロン
に あ るカフェで は コ ーヒー やハ ーブ
ティー、ソフトクリームのほか、お土産品、
ラベンダー関連の小物も取り揃えていま
す。これから少しずつ色づいていくラベン
ダーを眺めたり、お散歩の合間にちょっと
一息、お気軽にご利用ください。
販売時間 10:00〜16:30
（24）
6699番
問 花のサロン ☎
●潮風を聞きながら爽快にプレー
無料で利用できる「紋別市まきばの広
場パークゴルフ場」は市内最大規模の全
8コース72ホールを完備。
（23）
2150番
問 丘のサロン ☎
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暮らしの情報箱
オホーツク・ガリンコタワー

流氷科学センター

新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策のため、5月31日(日)まで休館してお
ります。
6月以降営業を再開した場合において
も、営業時間の短縮や人数、利用の制限
を行うこともありますのでご了承くださ
い。お客様におかれましても、感染防止
のためマスク着用・アルコール消毒等の
ご協力をお願いします。
ガリンコ号Ⅱのクルーズ、釣りクルーズ
のご予約・運航状況につい
ては、HPをご覧いただく
か、お問い合わせください。

●全国流氷絵手紙交流展
全国から届いた味わい深く、心温まる
絵手紙を一堂に展示紹介します。
期 間 6月27日（土）〜7月26日（日）
※6月29日
（月）、7月6日
（月）、13日
（月）
は休館日
場 所 多目的ホール
入場料 無料
※状況により、開催期間の変更又は中止
になる場合があります。
※ 5月16日（土）〜31日（日）に開催予定
でした「湧別カメラクラブ 写 真 展 」
は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、中止となりました。

（株）
問 オホーツク・ガリンコタワー
☎
（24）
8000番

8日（月）、1 5日（月）、2 2日
（月）、29日
（月）
（23）
5400番
問 流氷科学センター ☎

休館日

図書館

●アリーナ貸館
今月のアリーナ貸館はありません。
●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、運動公園テニ
スコート、運 動公園陸 上競 技場、渚滑
地区体育館、上渚滑地区体育館、上渚
滑地区テニスコート
※貸 館の際は 利 用できない 場 合 がご
ざいますので予めご確認ください。
※毎 週 土 曜日は高 校 生以下無 料で 使
用できます。
休館日 1日（月）、8日（月）、15日
（月）、22日（月）、29日（月）
問 スポーツセンター

☎
（24）
7016番

健康プールステア

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 罪人の選択（貴志祐介）
❷ 愚か者の城（矢野隆）
❸ いかがなものか（群ようこ）
❹ 雪と心臓（生馬直樹）
❺ 私たちの望むものは（小手鞠るい）
◎実用書など
❶ タスカジさんが選んだ本当に使える100均アイテム100選
❷ 「ボケたくない」という病（和田秀樹）
❸ 実践！キャッシュレス決済
❹ 忙しい人のためのさくさく売れるメルカリ術（中野有紀子）
❺ 北海道キャンプ場ガイド 20−21
◎児童書
❶ モノのねだん事典（大澤裕司）
❷ 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング（寺西恵里子）
❸ 恐竜トリケラトプスとあくまのもり（黒川みつひろ）
❹ えんそくのおばけずかん（斉藤洋）
❺ おいで、アラスカ！
（アンナ・ウォルツ）
◎絵本
❶ おかいもの（前田まゆみ）
❷ ねずみくんはめいたんてい（上野紀子）
❸ ケーキたべよっ！
（後藤貴志）
❹ ぱかぱかももんちゃん（とよたかずひこ）
❺ ぼくのポーポがこいをした（米増由香）
絵本のじかん〔木曜日11時より〕 4日、11日、18日、25日
夜間開館日〔水曜日20時まで〕 3日、10日、17日、24日
児童館配本図書交換日 11日
（木）
ふれあいセンター配本図書交換日 18日
（木）
子育て支援センター配本図書交換日 25日
（木）
休館日 1日
（月）、8日
（月）、15日
（月）、22日
（月）、29日
（月）
問 図書館
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スポーツセンター

☎
（24）
2261番

●屋外プールオープン
6月16日（火）より屋外プールがオープンの予定です。6月
16日（火）〜9月13日（日）までの約3か月間のオープンとな
りますが、たくさんのご利用お待ちしております。
●市内小中学校水泳授業が実施されます
市内小中学校の水泳授業が今年度もステアにて実施され
る予定です。学校授業実施期間は、13:00からの営業となり
ます。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
なお、実施予定日は6月下旬頃から9月末頃の夏休みを除
く平日（火〜金曜日）となっておりますが、詳しい日程が分か
り次第、ホームページ・館内掲示等でお知らせいたします。
休館日 1日
（月）、8日
（月）、15日
（月）、22日
（月）、29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
（16日、30日）

シェイプアップアクア

開催曜日・時間

担 当

火

遠藤

※隔週火曜日
（9日、23日）

午後のピラティス

水

ボクシングフィットネス
夜のピラティス

女性集まれ！フィットネス
体力UPの水中ウォーキング

木

ステップエアロ

15：00〜 大久保
19：00〜
13：30〜

金

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

大学生以上

武田

ヨガ講座

ボクシングフィットネス

13：30〜

対 象

19：00〜
10：30〜

土

13：00〜
14：00〜
15：00〜

小栗
武田
小栗

中学生以上

大学生以上

大学生以上女性
中学生以上

武田
佐藤

大学生以上

武田

※6月2日
（火）
〜6日
（土）
は全講座休講となります。
※上記の日程は新型コロナウイルス感染症の影響により変更にな
る場合があります。

（23）
9400番
問 健康プールステア ☎

2020年

6月 市 民 暮 ら し の カ レ ン ダ ー

フッ素塗布(予定)…受付12：20〜12：30…保健センター

4 日（木） 絵本のじかん(読み聞かせ)…11：00〜…図書館

17日（水） 1歳６か月児健診(予定)…受付12：30〜13：00…保健センター

6 日（土） 読み聞かせサークルわくわく･･･11：00〜…図書館

18日（木） 絵本のじかん(読み聞かせ)…11：00〜…図書館

10日（水） ７か月児健診(予定)…受付13：15〜13：30…保健センター 23日（火） 障がい者就職・雇用出張相談会…10：00〜15：00…市役所
11日（木） 絵本のじかん(読み聞かせ)…11：00〜…図書館

24日（水） 3歳児健診(予定)…受付13：00〜13：30…保健センター

12日（金） 教科書展示会（〜26日)…図書館

25日（木） 絵本のじかん(読み聞かせ)…11：00〜…図書館
※日程等が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

飛行機時刻表・運賃

都市間バス時刻表・運賃
紋別→旭川・札幌

6月
9 日 、12日 10：35 発
1 日〜 8 日
11日
10：30 発
15日〜30日

12：20 着
12：15 着

羽田
（375 便） オホーツク
紋
別
13：10 発

羽田
（376 便）
15：00 着

●紋別空港連絡バス
376便 12：0 0（バスターミナル発）
375便 12：3 0（紋別空港発)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、水、土、日曜日の
運行を休止しております。

紋 別⇔ 羽 田

ANA

FLEX

6/1〜 6/30

備

考

（ANAフレックス）

43,990〜54,790円

プレミアム運賃

55,790円

小 児 運 賃

24,340円

障がい者割引運賃

28,690円

介 護 割 引

31,240円

スマートU25

19,640円

満12歳〜満25歳
ANAマイレージ会員

スマートシニア空割

18,090円

満65歳以上
ANAマイレージ会員

満12歳以上

満3歳以上
12歳未満

（3歳以上12歳未満は金額が変わりますのでお問い合わせください。）

◆運航機種によりプレミアムクラスの設定がない場合もございます
ので、ご予約の際にご確認ください。

●紋別観光振興公社 ☎（23）3100 番
【紋別羽田線利用状況（4月）】
搭乗者数
651人

令和２年度 前年度同月末
羽田→紋別 紋別→羽田 累計搭乗者数 累計搭乗者数

359人

00 2020.5 広報もんべつ

292人

651人

5,213人

紋別ﾀｰﾐﾅﾙ 渚滑 上渚滑
(発)
(発)
(発)
6：45
−
7：06
7：00 7：08 7：26
8：30 8：38 8：56
9：00
−
9：21
12：45
−
13：06
15：00 15：08 15：26
16：10 16：18 16：36

旭川駅 札幌駅
(着)
(着)
9：45
（直行） 11：20
（直行） 12：50
12：00
15：45
（直行） 19：20
19：30 21：35

※この他路線により上川駅、永山2条19、時計台前で降車できます。
詳細はお問い合わせください。

札幌・旭川→紋別

予約制・座席指定

停留所 札幌駅 旭川駅 上渚滑 渚滑 紋別ターミナル
(発)
(発)
(着)
(着)
(着)
路線
(注)流氷もんべつ号 7：00 9：15 11：54 12：12 12：20
流氷もんべつ号(直行便) 9：45 （直行） 13：39 13：57 14：05
(特)オホーツク号
15：45
−
12：45 15：24
(特)オホーツク号
18：05
−
15：05 17：44
流氷もんべつ号(直行便) 14：50 （直行） 18：44 19：02 19：10
(特)オホーツク号
21：30
−
18：30 21：09
(注)流氷もんべつ号(直行便) 17：50 （直行） 21：44 22：02 22：10
※この他路線により中央バスターミナル、永山2条19、上川駅で
乗車できます。詳細はお問い合わせください。

（注）新型コロナウイルス感染症拡大により当面の間、
減便しております。最新の運行情報等は北紋バス
（株）
ホームページでご確認ください。

運賃

紋別・渚滑 上 渚 滑

※予約便の空席状況に連動して運賃額が変動します。予約便を変
更する際にも状況により差額が発生する場合があります。
◆羽田空港施設使用料：一区間290円が加算されます。

停留所
路線
(特)オホーツク号
(注)流氷もんべつ号(直行便)
流氷もんべつ号(直行便)
(特)オホーツク号
(特)オホーツク号
(注)流氷もんべつ号(直行便)
流氷もんべつ号

予約制・座席指定

区

分

片道
往復

札

幌

5,270円

9,800円

旭

川

3,410円

6,440円

回数券
（4回） 18,800円
片道
5,040円

11,800円

回数券
（4回） 18,000円

11,800円

往復

9,300円

3,310円

6,220円

問い合わせ・予約先／紋別ターミナル ☎（24）8234 番
（予約受付 6：30〜18：00）
2020.6

広報もんべつ

15

学校だより
紋別高校
4月8日（水）に令
和2年度入学式が挙
行され、新入 生125
名が入学しました。今
年度の入学式は新型
コロナウイルス感 染
症の影 響で、新入 生
と教職員のみで行い
ました。新入生は新しい環境に緊張しつつも、これから始
まる高校生活への期待に胸を膨らませた面持ちでした。
4月16日（木）に新入生歓迎会が行われました。この行
事も例年と違い、新入生
のみが体育館に集合し、
在 校 生の代 表である生
徒会と各学科の代表 生
徒 が、学 校 行 事や 部 活
動の紹介、総合ビジネス
科・電子機械科・普通科
の各学科の特色を説明しました。

今年は深川で予定して
いた宿 泊研修が中止とな
り、代わりに学校で行うこ
とになりました。高校生活
への理解を深めるための
オリエンテーションや学科
別の研修を行い、高校 生
としての自覚を持たせる機会としました。また交流を深め
るために、各クラスで自己紹介をしたり、クラス役員や学
級目標などを決めていました。
紋別高校は、オホーツク圏域の要として、質の高い普通
教育及び専門教育を通して、豊かな人間性の育成と生徒
の進路実現を目指しています。そのためにも、これからも
地域とともに歩み進めていく学校でありたいと思いますの
で、一層のご支援とご協力をお願い致します。
※本校の日々の活動風景および目指す姿につきましては、
公式ホームページにて紹介しております。そちらもぜひ
ご覧ください。
http://www.monbetsu.hokkaido-c.ed.jp/（または
「紋別高校」で検索）

上渚滑小学校
今 年度の上渚滑小 学
校は新1年生3名を迎え、
全校児童12名でスタート
しました。臨時休校期間
中は各家庭で過ごしてい
た子どもたち、分散登校
がある日を楽しみにしな
がら、それぞれの課題に
しっかりと取り組んでいたようです。子どもたちも教職員も
学校ではマスク着用、うがい・手洗い・アルコール消毒を行
い、感染予防に努めながら健康な毎日を送ることができる
よう頑張っています。
4月に行われた学習や
活動の中から、上渚滑小
学校の様子をお伝え致し
ます。生活科「がっこうた
んけん」の学習では、1・2
年生が校長室を訪れ、歴
代校長先生の写真を見学
しながら、お客様用の応接セットで記念写真を撮りまし
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た。ふかふかの椅子、座り心地がとても良かったようです。
児童会活動では、児童会三役・各部委員長など5名の新
役員が任命状を受け取りました。上渚滑小学校には、集会
委員会と文化委員会の2つの委員会があり、様々な活動を
行っています。全校児童が楽しい学校生活を送ることがで
きるよう、創意工夫を凝らした活動を行っていこうと気持ち
を新たにしている子どもたちです。
5年生では、今年
から教科としての外
国 語 学 習が 始まり
ました 。毎 週 木 曜
日、外 国 語 専 科 の
潮 見 小 学 校・鈴 木
先 生とA LTのコー
リー先生に、英語を
教えて頂いています。3・4年生も外国語活動の時間を楽し
みにしており、アルファベットを書いて覚えたり、ゲームを
交えて英語での会話を覚えたりと、楽しく学習に臨んでい
ます。

まちの出来事
4/

24

木のおもちゃセットを寄贈いただきました
４月24日（金）に、オホーツク中央森林組合の阿部徹
組合長が、みどり保育所、渚滑保育所を訪問され、木の
おもちゃセットを寄贈いただきました。
新型コロナウイルス感染症予防対策にご配慮いただ
き、保育所児童と直接の受け取りは行いませんでした
が、各施設で大切に活用させていただきます。ありがとう
ございました。

5/

13

医療・救急のさらなる充実を図ります
５月13日（水）に、市内在住の富樫茂さんか

ら、新型コロナウイルス感染症対策に役立てていただき
たいとの申し出とともに、ご寄附をいただきました。
このご寄附は、昨年亡くなられた妻の治療で長年お世
話になったことへの感謝の意を込めて行われたもので、
広域紋別病院及び紋別地区消防組合では、ご厚志を医
療・救急のより一層の充実に活用させていただきます。

5/

18

マスクのご寄附ありがとうございました
５月18日（月）に、株式会社西村組より、新型コロナ
ウイルス感染症対策として各医療機関に役立ててほしい
との申し出とともにマスク２万枚のご寄附をいただきま
した。
市では、賜りましたご厚志を各医療機関で役立てて
いきます。
この度は貴重なお心遣いありがとうございました。

2020.6

広報もんべつ

17

今
相談事項

月

日

の

時

無料法律相談

14日（日）（先着10名）

行政相談

６月はお休みです。

人権相談

月〜金曜日 8:30〜17:15

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）

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）
オホーツク交流センター ※予約制
24日（水）10:30〜16:00
（オホーツク若者サポートステーション ☎0157-57-3136番）
３日（水）、10日（水）、17日（水） はーとぴあ21（総合福祉センター）※予約制
11:00〜16:00
（オホーツク若者サポートステーション ☎0157-57-3136番）

17日（水）13:00〜15:00
18日（木） 9:00〜14:30
15日（月）13:00〜17:15

年金相談
労働相談
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）

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

薮下 （年中無休）
紋別市南が丘町７丁目４３−２３
★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！

流氷の町ひまわり基金
法律事務所 大根田 紫織
弁護士

初回相談料は無料

平日9：00〜17：30

℡0158‑28‑5585

旭川弁護士会所属

梶本貴之

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

http://monbetsu-law.com/

〒094-0015

紋別市花園町2丁目1番20号

〜集 団 予 防 接 種によりB 型 肝 炎ウイルスに持 続 感 染された方へ〜

ట¥ࢠటƲ
־ƮƊб؋

ߓƞƃƘƚƹ

無 料 個別 相 談 会

6/26 (金) 北見芸術文化ホール（きた・アート21）
小練習室１

6/27 (土) オホーツク・文化交流センター（エコーセンター2000）
研修室A

完全予約制

昭和63年1月27日生まれ
※ご遺族の方も給付金請求できます

平
日

9:00〜 無料電話相談
18:00
同時受付中!

50 万円〜3,600万円

※病態に応じて給付金等の内容が
異なります

弁護士費用

0120-013-621

昭和16 年7月 2日〜

給付金

൧߭କĸଃำ¾͊

給付金について

対象者

Σ จࣙࠏ

型肝炎

着手金 相談料 無料
●

成功報酬制
※訴訟実費別途

東京都新宿区四谷4- 3 福屋ビル6- A
弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

□TEL 03-5363-6333 □http://precious-law.jp/
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●人のうごき（令和２年４月末）●
人口…………21,435人 世帯………11,842世帯
男性…………10,017人 女性………11,418人
誕生おめでとう…10人 お悔やみ申し上げます…26人
※外国人の人数を含んでいます。
●今月の表紙●
【桜 満開】5月5日に開花した桜は、8日見頃を迎え、
紋別市を彩りました。
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。

