▼

▼

配食サービス業者を募集
します

高齢者などへの配食サービ
スと併せて安否確認の業務を
委託します。
この事業に参加を希望する
事業者はご連絡ください。

利雪親雪推進市民講座の
お知らせ

▼

●ベビーバス

●学習机・椅子

●シングルベッド

○ゆずってください

なよろ冬カレンダーをご
利用ください

●ベビー布団一式

広報なよろ 月号とともに
各家庭に１部ずつ配布しまし
たが、名寄市外にお住まいの
友人やご親戚などへ何かの機
会に送付して、名寄市をＰＲ
していただける方、また、市
外から人が集まる会合などの

▼

万円未満の場合

前のとおり納付書で納めてい
ただく（普通徴収）ことにな
ります。
・国保税の納付を口座振替し
ている場合
・平成 年度中に 歳となる
場合
・年金年額が
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○ゆずります

機会に配布を希望される方は、
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高齢介護課高齢福祉係
２階（内線３２３２）

(月)

25

18

年
※金事務処理の都合上、特
別徴収（年金天引き）から口
座振替への変更は、手続き完
了まで時間を要しますのでご
了承ください。
▼口座振替するには
市内の金融機関または市役
所税務課または左記へ通帳と
届出印、納税通知書を持参し
てください。

▼業務内容
毎週木曜日の昼食時に、利
用者に栄養バランスのとれた
食事を配達し、その際に、利
用者への 声｢かけ を｣行い安否
の確認をしていただきます。
▼業務区域 名寄地区一円
▼委託期間 平成 年４月１
日～平成 年３月末
▼資格対象
２年以上、市内で食事の製
造宅配の実績がある事業者
▼申込期限 ２月 日

●東中女子制服(160サイズ)

名寄の冬を楽しく暮らすた
めの工夫などについての講座
です。
また、館内でホワイトマス
ター受賞者紹介展を開催しま
すのでぜひご覧ください。
▼テーマ
「冬の暮らしを楽しむ土台を
つくる」
▼と き ２月 日
時
▼ところ
北国博物館２階講堂
▼講師
北海道立総合研究機構北方
建築総合研究所職員
▼内容
・北国の暮らしと住まい
・街並みづくり
・地域のきずなづくり

市長室開放事業を開催します

企画課企画調整係
３階（内線３３０５）

名 問

(土)

不用になった家庭用品などを紹介
します。お気軽にお電話ください。

まだ予備がありますのでご連
絡ください。
また、同時配布しましたア
ンケートも、多くの方から回
答をいただき、ありがとうご
ざいました。
今後はこ
れらのご意
見ご要望を
参考に、市
民委員会で
検討してい
きます。

平成25年2月号
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対象 市民、市民で組織する
団体やサークルなど
開催日時（土日祝は除く）
2月1日(金)～28日(木)
９:00～17:30の20～30分間
※市長の公務が優先
懇談場所 市役所名寄庁舎・
風連庁舎の市長室など
懇談内容 地域活動やまちづ
くりの話、市政への要望・疑
問など
※個人的な要望・相談・苦情・
宗教に関する意見、書面によ
る要望の提出、または懇談に
ふさわしくないと判断される
場合は、お断りさせていただ
きます。
申・ 問 企画課秘書係
名 ３階（内線３３０４）

23

名寄消費者協会
01654③5630
※毎週水曜日は定休日

市民課国保高齢医療係
１階（内線３１１４・３
１１５・３１１６）
地域住民課市民係
１階（内線１１９）

名 問

２月６日（水）
10:30～16:00
ところ 名寄商工会議所
完全予約制 0166（72）5004

名寄市国民健康保険からのお知らせ
25

●ピアノ

12

社会保険事務相談窓口

名寄市国民健康保険税の税
率が平成 年４月から後期高
齢者医療保険や介護保険を支
えるために改正されます。
平成 年度の税額決定は７
月中旬となりますが、 歳以
上の世帯ですでに年金天引き
により保険税が徴収されてい
る世帯や新たに特別徴収の対
象となる世帯は４月から仮徴
収が開始します。税率改正に
より、対象世帯の特別徴収税
額が 月以降増額になる場合
が予想されます。年金からの
特別徴収を希望しない場合、
事前に口座振替手続が必要と
なりますのでご注意ください。
▼国保税の特別徴収（年金天
引き）について
国保被保険者が全員 歳以
上で構成される世帯の国保税
は、原則として納税義務者の
年金から天引きとなります。
ただし、次に該当する方は従
25

暮らしのリサイクル
18

夜間納税窓口
10

（10：00～16：00）

75

き
と
名 問

風

65

65

25

ところ

２月２５日（月）
17:30～19:30
名寄庁舎２階
税務課納税係
き
と

口
窓
別
特

申 申し込み
01654③2111）
01655③2511）
問 問い合わせ
名 名寄庁舎（
風 風連庁舎（

(金)

(木)

(木)

８

13

14

(金)

名寄市森林整備計画の縦

20

風連公民館（ふうれん地
域交流センター内）
０１６５５③２５３１

問

８

２

２

14

環境生活課からのお知らせ

覧ができます
【愛犬の散歩時のマナー】
名寄市森林整備計画は名寄
散歩時のふん尿に対する苦
情が寄せられています。散歩 市内の山林整備に関するマス
時にはふん尿をさせないよう、 タープランとなるもので、平
散歩前に自分の敷地内で済ま 成 年４月１日～平成 年３
せましょう。もし、ふんをし 月 日の間の計画を記載して
た場合は必ず持ち帰りましょ います。
▼縦覧期間 ３月１日 まで
う。
環境生活課環境・生活
耕地林務課林務係
安全係
１階（内線３１６）
１階（内線３１２２）
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▼講 師 ＮＰО法人シュマ
リナイ湖ワールドセンタース
タッフ
▼定 員
人
定
※員になりしだい締切
小
※学生以下は保護者同伴で
参加してください。
▼参加費
大人１７００円
中学生以下１２００円
（幼児は無料）
釣
※り具・餌を持参する場合
は 円引き
▼申込期限 ２月 日
▼持ち物
防寒具【スキーウェア、長
靴、手袋、帽子など】、タオ
ル・エプロン・三角巾
・

冬のアウトドア＆料理体験教室

30

(金)

(火)

この時季ならではの「アイ
スフィッシング」と人気講座
「手打ちそば」を同時開催し
ます。ぜひご参加ください。
ベテランスタッフが指導にあ
たりますので、初めての方で
も安心です。

▼と き ３月 日
【行き】集合 ７時 分
【帰り】解散
時 分
集合解散ともに
ふうれん地域交流センター
▼ところ
朱鞠内湖（ワカサギ釣り・
スノーモービル体験）
ふれあいの家「まどか」
（手打ちそば・天ぷら）
午
※前中に釣れたワカサギを
天ぷらにして手打ちそばと一
緒に試食します。
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【愛犬のリード等の劣化およ
び狂犬病予防注射】
愛犬のリード等の劣化によ
り、逃げ出した犬が歩行者に
噛みつき、飼い主の責任が問
われる事件が全国で発生して
います。中には噛みつかれた
歩行者が死亡したケースもあ
りますので、今一度、愛犬の
リード等に劣化がないか確認
をお願いします。また、この
ような事件の中で、狂犬病予
防注射を受けていなかったこ
とも問題とされています。動
物病院で随時受け付けていま
すので、注射を受けていない
場合は必ず受けてください。

シルバーハウジング
60歳以上の世帯（夫婦の場合はいずれか一方が60歳以上）であって、自炊が可能な程度の健康状態であるが、
身体機能の低下等が認められ、または独立して生活するには不安があると認められる場合に入居できます。

【猫の飼育】
先日、寒さが続く中、ゴミ
捨て場に猫が捨てられていま
した。他にも市内の民家の前
などに捨てられていた事例も
あります。猫の飼い主につい
ては、最後まで責任を持って
育てるとともに、繁殖防止の
ため、避妊・去勢手術を行っ
てください。また、猫を放し
飼いしていると、繁殖の原因
やふん尿などで他人に迷惑を
かけることになるので、室内
で飼育しましょう。

40 30(土)

考

※記載された家賃は、収入によって高くなることがあります。
※家賃のほかに共益費（共用部分の電気代、除雪費など）、ボイラー、ガス警報機のリース料などが
別途かかります。
※募集期間までに空き家が出た場合は、募集住宅に追加する場合があります。受付の際に確認してください。

Ｏ＆Ｒ名寄建物コンソー
シアム（西４南９大野ビ
ル１階）
０１６５４③３７１１

風 問

500

申

２

15

上川総合振興局から道営住宅入居者の募集

▼募集住宅
▼書類配布期間
月 日
まで（日祭日除く）
▼募集受付期間
月４日 ～ 月 日
▼申込方法 収入のわかるも
の（源泉徴収票など）と、印
鑑を持参し、Ｏ＆Ｒ名寄建物
コンソーシアムへお越しくだ
さい。仮審査のうえ、入居適
格者は申込書に必要書類を添
えて提出していただきます。
※障がいをお持ちの方は障害
者手帳などの証明書類もご持
参ください。
月中旬に入居
▼入居時期
▼入居者の決定 書類審査に
より決定します。（申し込み
が重複した場合は抽選）
▼家 賃 入居者の収入に応
じた家賃となります。
【入居抽選会と仮当選者の書
類説明会】
月 日
時
▼と き
▼ところ Ｏ＆Ｒ名寄建物コ
ンソーシアム（多人数の場合
は抽選会場を変更する場合が
あります）
※連絡がなく欠席の場合は、
入居申込を取り消したものと
みなします。
【入居説明会】（書類審査で
合格した方のみ）
月７日
時
▼と き
分～
▼ところ
３

Ｏ＆Ｒ名寄建物
コンソーシアム

問

名

世帯向け
H2

世帯用の
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

家 賃
建築
22,000円
マーガレットヴィラ 311号 西2条南11丁目 2 L D K 63.1㎡ １戸 ～32,800円 H 1 1

備

問規 格

所

住

名

地

団

問

(月)

２

３

16,800円
～25,000円

ノースタウンなよろ 612号 東1条北6丁目 2 L D K 62.2㎡ １戸

申 申し込み
01654③2111）
01655③2511）
問 問い合わせ
名 名寄庁舎（
風 風連庁舎（

30

２

20

広報なよろ第83号

2月1日(金)
～4月26日(金)

4月3日(水)
締切日必着

4月3日(水)
締切日必着
試験日

2月16日(土)

5月11日(土)～12日(日)
12日は飛行要員のみ

4月12日(金)
～4月15日(月)

4月12日(金)
～4月15日(月)

●科目等履修生・聴講生共通

市立大学・同大学短期大 学部で科目等履修生・聴講生
を募集します
●科目等履修生

除く）

受け入れます（実験・実習を

得を希望する方を選考のうえ

▼履修・聴講開始時期

はお問い合わせください。

あると認められる方。詳しく

卒業または同等以上の資格が

高等学校

▼出願手続 ①科目等履修生

４月から（詳しい日程は、入

▼履修・聴講資格

願書②科目等履修志望理由書

学許可後にお知らせします）

科目の履修および単位の修

③履歴書④最終出身学校の卒

日

▼募集期限

▼出願方法 窓口へ持参（８

２月

業（修了）証明書⑤最終出身
学校の成績証明書⑥承諾書⑦

分）または郵

送（書留、期限まで必着）

時

所定の納付書で納入し、領収

２万８２００円

⑦
※は郵便局を除く最寄りの
金融機関で納入ください
▼入学料

１単位につき
１万４８００円

▼授業料
●聴講生

大学教育を開放します（実
験・実習を除く）
▼出願手続 ①聴講生願書②
履歴書③最終出身学校の卒業
（修了）証明書④最終出身学
校の成績証明書⑤承諾書（在

０１６５４②４１９４

市立大学教務課

① ② ③ ⑥は本学所定用紙 必要に応じて実施する面接に
※
･
･
･
⑥
よる
※は在職中の方

▼選考方法 出願書類および

分～

時

(金)

入学検定料９８００円（本学

15

書控えを同封）

30

自衛官等の募集

年間を通じて
行っています

パ
※ンフレット・志願票は左
記に用意してあります。

職中の方）
①
※・②・⑤は本学所定用紙
▼聴講料 １単位３０００円

お宅の屋根の雪はだいじ
ょうぶですか？

毎年、建物の屋根や看板な
どから落ちた雪や氷、つらら
による死傷事故が発生してい
ます。

▼道路や歩道上に屋根からの
雪などが落ちる建物には滑り

止めを設置し、定期的に確認、

点検、修理をしましょう。
▼雪などが落ちた時は通行の
支障とならないよう速やかに
除雪をしてください。また、
作業時は路上の安全を確認し
事故の予防につとめてくださ
い。
▼軒先での遊びは絶対にさせ
ないようにしてください。

管理課管理係
２階（内線２１０）

ご寄附

（順不同・敬称略）

ありがとうございました

▼医療と福祉による安心して暮
らせるまちづくり事業のために
○川村 美栄子

▼地域振興のために
○羽生 武

▼地域の犯罪予防のために
○ 秋 葉 幸子

▼南相馬市のために
○麻生町内会婦人部
（客野 みつゑ部長）

▼交通安全のために
○名寄保険倶楽部
（奥田 一己代表）

▼市役所両庁舎新年飾りとして
○名寄市もち米生産組合
（伊賀 敏彦組合長）

▼清峰園のために
○王子マテリア株式会社名寄
工場
（獺越 久男執行役員工場長

▼風連地区の活性化のために
○滝川 徹幸

)

消費者相談 9:15～16:00
と き 月～金曜日
ところ 市民会館２階
消費者センター
01654②3575
労働相談 8:45～17:30
と き 月～金曜日
ところ 名寄庁舎３階
営業戦略課労働相談所
01654③2111
人権相談 8:30～16:30
と き 月～金曜日
ところ 旭川地方法務局名寄支局
01654②2349
心配ごと相談（24時間）
と き 月～金曜日
ところ 総合福祉センター
01654②3968
精神障害者生活相談
（酒害相談も）13:00～15:00
と き 毎月第３木曜日
ところ 総合福祉センター
01654②3968
教育相談ハートダイヤル
9:00～17:00
と き 月～金曜日
ところ 児童センター
01654③1000

17

市民相談室
ところ 名寄市民会館１階(大通北1)
申・問 01654③2111(内線3616）
市民相談 9:15～16:00
と き 月～金曜日
無料法律相談 11:00～
と き
２月 ３日（日）
３月 ３日（日）
※事前予約が必要です
行政相談 13:00～16:00
と き
２月１４日（木）
結婚相談
と き 第１金曜日 17:30～19:00
その他の金曜日 13:00～15:00

風 問

45

問

いずれか1日を指定されますいずれか1日を指定されます

受付期間

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所（西１南９）
０１６５４②３９２１

平成25年2月号
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18歳以上55歳未満
20歳以上28歳未満
18歳以上34歳未満
18歳以上27歳未満
(採用予定月の1日現在) (平成26年4月1日現在) (平成25年7月1日現在) (平成25年7月1日現在)
[保有する国家資格等による]
[学士等取得状況による]
応募資格

予備自衛官補
（技能公募）
予備自衛官補
（一般公募）
一般幹部候補生
自衛官候補生（男子）
種目

問

