献血車『ひまわり号』運行日程
と
５月３日 ( 金 )

き

と こ ろ

10：00 ～ 12：00

イオン名寄ショッ

13：10 ～ 16：00

ピングセンター

固定資産 土(地 家･屋 の)
縦覧 閲･覧ができます

縦覧・閲覧できる事項は所
在、地目、地積、家屋床面積、評
価額などです。
◆と き ４月１日 ～５月
日
市役所開庁時間に限る。
※
◆ところ
①市役所名寄庁舎税務課資産
税係
②市役所風連庁舎地域住民課
総務・税務係
◆対 象 市内に免税点以上
の土地や家屋を所有する納
税義務者、納税管理人
必ず本人確認ができるもの
※
運(転免許証、納税通知書な
ど を)持参してください。ま
た、代理人が閲覧する場合
は、委任状が必要です。
税務課資産税係
２階 内(線３２０４ )
31

(金)

(月)

問
応募資格
受付期間

一般幹部候補生
（大卒程度試験）

一般幹部候補生
（院卒者試験）

２０２０年４月１日現在
22歳以上26歳未満

２０２０年４月１日現在
20歳以上28歳未満

受付中

～

※修士課程修了者等(見込含む)

自衛官等の募集

・

申

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所 西(１南９ )
０１６５４②３９２１

５月１日(水)まで

１次試験２０１９年５月11日(土)・12日(日)

試 験 日

※12日は飛行要因希望者のみ

２次試験２０１９年６月11日(火)～14日(金)のうち指定する日
※１次試験の会場は旭川で、２次試験は１次試験合格者に通知します。

市に来られる外国人の方の
サポートをする国際ボランテ
ィアを募集してます。ボラン
ティア活動を通じて、さまざ
まな国の方々と交流しません
か。
◆主な活動内容 カナダ国カ
ワーサレイクス市リンゼイ、
ロシア連邦サハリン州ドー
リンスク市、台湾などの国
際交流事業における通訳。
◆参加方法
国｢際ボランティ
ア 登｣録者には、参加しても
らいたい国際交流事業など
を随時連絡します。
◆対象 外国の方と会話によ
るコミュニケーションがと
れる市民
国
※籍・年齢は問いません。
・

国際ボランティア募集

森林法一部改正により創設
された林地台帳制度の運用を
４月から開始します。
森林の土地の所有者に関す
る情報などを整備した林地台
帳は、市に申請することによ
り、窓口で閲覧等が可能です。
また、森林所有者からの申
し出により、情報の修正 更･新
を適切に行うことで、所有者
情報の精度が向上するととも
に、森林組合や林業事業体が
森林の所有者に関する情報を
ワンストップで入手し、効率
的な森林整備が可能となるこ
となどを目的としています。
詳しくは、市ホームページ
をご覧いただくか、電話での
問い合わせ、または直接窓口
にてご相談ください。
耕地林務課林務係
１階 内(線２３１７ )

林地台帳制度が始まります

名 名寄庁舎 (０１６５４③２１１１） 風 風連庁舎 (０１６５５③２５１１）

名 問

風

申

交流推進課交流推進係
１階 内(線２３６２ )

問

風 問

３１

献血にご協力を

申し込み

申

名 問

社会福祉課福祉総務係
２階 内(線３２２１ )

問い合わせ

問

Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０１９．４

夜間窓口
◆と

き

４月25日(木)
17:30～19:30

◆ところ
納税窓口
税務課納税係 名 ２階
国保窓口
市民課国保高齢医療係
名 １階

暮らしのリサイクル
（10：00～16：00）
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。
※受け渡しは原則として無償で行い
ます。
◆ゆずります
①エプッソン･インク･カートリッジ
(さくらんぼ70番)
②幼犬･小型犬用サークル(未使用)
③学習机
④産業高校男子制服一式(170cm)
⑤五月人形セット
⑥東中学校女子制服一式
･ワイシャツ３枚(155cm)
⑦東中学校女子制服水色リボン(２本)
◆ゆずってください
①1980年代のドラマ・映画が録画
されているＶＨＳビデオテープ
②エレキギター ③オセロ
④名寄中学校女子制服一式、
柔道着(160cm)
⑤名寄中学校女子ジャージ上下、
ハーフパンツ
⑥唐箕＝トーミー＝(農機具)
⑦食器洗浄機 ⑧ファンヒーター
⑨空気清浄器 ⑩碁盤と碁石
⑪カセットのミュージックテープ

問 名寄消費者協会
01654③5630

市長室開放事業を
開催します
◆対 象 市民または市民が組
織する団体やサークルなど
◆開催日時 土日祝を除いた
４月１日(月)～26日(金)
９時～17時30分の20～30分
※市長の公務を優先します。
◆懇談場所 市役所名寄庁舎や
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）

障害児福祉手当

1万4,650円

1万4,790円
特別障害者手当

2万6,940円

2万7,200円
経過的福祉手当

1万4,650円

1万4,790円

営業戦略課
３階 内(線３３４３

)

乗務員募集

女性
男性

３２

広報なよろ平成３１年４月号

名 名寄庁舎 (０１６５４③２１１１） 風 風連庁舎 (０１６５５③２５１１）

100万円以上

20万円

工事
⑤建築設備工事
⑥雪対策工事 融(雪槽 融･雪機、
ロードヒーティング、落雪防
止柵の設置工事および木 塀･
の撤去による間口確保工事 )
新築工事、外構工事、家電
※
製品・家具などの購入、設
計費などは対象外です。
◆補助金額
50万円以上
10万円
100万円未満

◆補助金の加算 次のいずれ
かに該当する場合は、補助
金額に５万円を加算します。
①申請者が移住者の場合
②１年以上空き家だった家屋
を改修する場合
◆提出書類
◇申請時 交付申請書、住民
票、納税証明書、家屋証明
書または登記簿謄本、工事
見積書、施工前の写真など
詳
※しくは問い合わせください。
・
申

申し込み

30

問い合わせ

5万2,200円
3万4,770円

名寄市ずっと住まいる応援事業のお知らせ
市は「名寄市ずっと住まい
る応援事業」を実施し、４月
から申請の受け付けを開始し
ます。
◆対 象 次のいずれかに該
当し、市税などの滞納がな
い方
①名寄市に住民票があり、改
修等を行う住宅を所有する
方またはその配偶者
配偶者の場合、住宅所有者が
※
市外に住所を有するときのみ
②市内の住宅を購入し、改修
した後に転居し、名寄市に
転入する方
平成 ～ 年度に実施した
※
住｢宅改修等推進事業 を
｣受
けられた方は対象外です。
共同住宅、賃貸住宅、法人
※
や会社、宗教団体が所有す
る住宅は対象外です。
◆対象工事 登録されている
市内事業者が、交付決定後
に着工し、２０１９年度内
に工事とその工事費用の支
払いが完了する次の工事。
①住宅の増築、改築工事
②住宅の耐久性を高める工事
③住宅の安全上、防災上必要
な工事
④住宅の居住性を良好にする
ための工事、衛生上必要な
28

手当額の改定

5万1,700円
3万4,430円

風連ダム・御料ダム警報
サイレンなどのお知らせ

10

申
特別児童 １級
扶養手当 ２級

４月から次の手当額が、物
価変動を踏まえ、１・０パー
セント引き上げとなります。
所得制限などの支給条件が
ありますので、詳しくは問い
合わせください。
手当本体
4万2,500円～1万30円 4万2,910円～1万120円
児童扶養
第２子加算
1万40円～5,020円
1万140円～5,070円
手
当
6,020円～3,010円
6,080円～3,040円
第３子以降加算

児童扶養に関する 障がいに関
手当
する手当

例年、４月末から５月かけ
て融雪水により河川やダムの
水位が上昇します。
ダムの管理上「下流の水位
が急激に上昇するおそれがあ
る場合」には、警報のサイレ
ンを鳴らすとともに、警報車
による周知を行いますので、
河川に近よらず、事故が起き
ないよう十分注意をしてくだ
さい。
◆注意が必要な時期
①４月末から５月の融雪時期
②長雨や集中豪雨等で、ダム
貯水量が急激に増えたとき
◆サイレン設置場所
①風連町日進 線
②風連町日進 線南４番線
③風連町日進７線
④風連町日進４線
⑤風連町日進１線
道道下川風連線
⑥風連町旭 線東 号
⑦風連町瑞生 線東１号
⑧風連消防署
③⑥⑦⑧は消防サイレン
※
サイレンは 秒間鳴り、５
※
秒休みが９回続きます。
耕地林務課管理係
１階 内(線２３２２ ･
２３２３ )

改修工事経費

補助
金額
（消費税および対
象外経費を除く）

問

10 14
30

21

55

改定後手当額

(2019年４月から)

児童扶養に関する手当について
こども未来課子育て支援係
２階 内(線３２４１ ･
３２４５ )
障がいに関する手当について
社会福祉課障がい福祉係
２階 内(線３２２７ )

風 問

問
従来の手当額

(2019年３月まで)

手当の名称
名 問

名 問

広 告

お気軽にご相談
ください。

国税専門官募集

建築物の新築・増築・解体には届け出を

19

問

80

ヒグマに遭わないために

◆違反建築物等の防止
建築物等を新築や増築など
する場合は、工事の着手前
に建築確認申請書を提出し
て、建築主事の審査を受け
なければ建築できません。
申請書の作成は工務店や販
売店などに相談ください。
◇対象建築物
①床面積が 平方メートルを
超える市販の物置、車庫、カ
ーポートなどすべての建築
物

◆建設リサイクル法の届け出
延べ床面積が 平方メート
ルを超える建築物等を解体
する場合、事前（工事着手
日の７日前まで）の届出が
義務づけられています。ま
た、分別解体や解体材の再
資源化なども義務づけられ
ています。無届けの解体や
ミンチ解体は処罰の対象に
なります。
届出先・
建築課指導係
２階 内(線２２２６ )
札幌国税局では、国税局や
税務署において、税のスペシ
ャリストとして活躍する国税
専門官を募集しています。
◆受験資格
①平成元年４月２日～平成
年４月１日生まれの方
②平成 年４月２日以降生ま
れの方で大学を卒業する見
込みなど別に定める方
◆申込方法
申し込みはインターネット
で受け付けています。

10

た
※だし、準防火地域内は床
面積に関わらず申請書の提
出が必要です。
②高さが４メートルを超える
屋外広告物などの工作物
車
※庫や物置（既製スチール
製品等）などの設置に確認
申請の手続きが不要と称し
て販売する悪質な業者もい
ます。これは、無届けによ
る建築行為で処罰の対象に
なることもあるため、注意
ください。

風

広 告

登山や山菜取りで山林に入
るときは、次のことに注意し、
万が一ヒグマに遭ったときは、
あわてず落ち着いて行動して
ください。
①事前にヒグマの出没情報を
確認する
②単独行動を避け、複数人で
行動する
③ラジオや鈴など音の出るも
のを鳴らす
④クマの足跡やフンを見つけ
たら、すぐに引き返す
耕地林務課林務係
１階 内(線２３１７ )

(水)

http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html
◆第１次試験 基(礎能力試験、
専門試験 )
６月９日
◆第２次試験 人(物試験、身体
検査 )
７月 日 ～７月 日 の
うち指定する日
第１次試験合格者のみ
※
◆申込期間
３月 日 ９時～４月 日
その他詳細は問い合わせく
※
ださい。
(木)

札幌国税局
人事第２課採用担当
０１１ ２(３１ ５)０１１

(金)

(日)

11

健康づくり体操教室
◆と き ４月４日 、 日
、 日 、 日
９時
分～ 時 分
◆ところ 総合福祉センター
多目的ホール 西(１南
)
◆対 象 おおむね 歳以上
◆内 容 ラジオ体操、フォ
ークダンス、民謡踊り、自
きょう術
◆持ち物 上靴
◆申し込み 当日会場で受け
付けます。
12

10

29

25

10
(金)

10

(木)(木)

60

(木)

15

18

11

高齢者支援課高齢福祉係
２階 内(線３２３１ )

30 (木)

名 名寄庁舎 (０１６５４③２１１１） 風 風連庁舎 (０１６５５③２５１１）

問

11

風 問

名 問

山火事に注意してください
30

申し込み

Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０１９．４

３３

４月１日から６月 日まで
は林野火災危険期間です。
林野火災の出火原因は、ご
み焼き、たばこのポイ捨て、
たき火などの火気の取り扱い
不注意や不始末による人為的
な過失によるものが大半を占
めます。
火災原因によっては、賠償
責任が発生します。危険期間
はもとより、期間外において
も注意してください。
◆野焼きを行うときの注意点
①風の強い日は避ける
風が吹いてなくても突然吹
※
き始める場合があります。
②一度に広い範囲で行わず、
刈った草などを少しずつま
とめ区画ごとに行う
③複数人で行い、監視する人
や消火する人などの役割分
担を決める
④火のそばを離れず、必ず消
火準備が整ってから行う
⑤山林への延焼のおそれがあ
る場所では行わない
耕地林務課林務係
１階 内(線２３１７）
上川北部森林管理署
０１６５５④２５５１
上川総合振興局北部森林室
０１６５６②１７２６

問い合わせ

申

風 問

問

)

(木)

10

12

18

(水)

12

社会福祉課障がい福祉係
２階 内(線３２２５ )
０１６５４⑨２０８９

ny-shakai1
@city.nayoro.lg.jp

問

10

(金)(火)

内閣府青年国際交流担当室
６(２５７ １)４３４
北海道総合政策部
国際局国際課

０１１ ２(３１ ５)０１１
https://www.cao.go.jp/
）
koryu/

03

パブリック・コメント実施結果
名寄市生きるを支える自殺対策計画（素案）
意見等の募集期間

１月28日(月)～２月27日(水）

意見等の提出者数・件数

提出者数：０人／提出件数：０件(０項目)

実施の結果

修正なし

問い合わせ

名寄市健康福祉部保健センター

01654②1486

※意見等の詳細はパブリックコメント各閲覧場所または市ホームページ(トップページ＞お役立ち＞
パブリック･コメント＞平成30年度名寄市パブリック･コメント実施結果一覧)をご覧ください。

青年国際交流事業

問

HP

上の市民 高校生を除く
に参加しませんか
(
)
内閣府では、国際社会・地
◆受講料
域社会で活躍する次世代グロ
①テキスト代として３２４０
ーバルリーダーの育成を目指
円の実費負担 受講料は無料
(
)
し、船と航空機を用いた６つ
②無料
の青年国際交流事業を実施し
◆申込方法 ①②ともに氏名
ています。現在、２０１９年
住･所 電
･話番号を電話、Ｆ
度の参加青年を募集していま
ＡＸ、メールまたは窓口に
す。参加申込など詳しくは、
直接申し込みください。
ホームページまたは電話で問
◆申込期限
い合わせください。
①５月７日
②５月 日

・

申

名

FAX

(木)

無料相談窓口
①消費生活相談
と き 月～金曜日 9:15～16:00
②市民相談
と き 月～金曜日 9:15～16:00
③無料法律相談
と き ４月７日(日)11:00～
５月12日(日)11:00～
※事前予約が必要です。
④行政相談
と き 月～金曜日 9:15～16:00
⑤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
ところ 名寄市消費生活センター
(駅前交流プラザ｢よろーな｣)
①
01654②3575
②～⑤
01654③2111(内線3616)
◆年金事務相談
と き ４月９日(火)10:30～16:00
ところ 名寄商工会議所
(駅前交流プラザ｢よろーな｣)
※完全予約制( 0166-72-5004)
◆人権相談
と き 月～金曜日 8:30～16:30
ところ 旭川地方法務局名寄支局
01654②2349
◆生活相談支援センター
と き 月～金曜日 9:00～17:00
ところ 社会福祉協議会
(総合福祉センター内)
01654③9862
◆心配ごと相談
と き 月～金曜日10:00～17:00
ところ 西條名寄店１階ここほっと
01654②3968
◆障がい者差別についての相談
と き 月～金曜日 8:45～17:30
ところ 名寄庁舎２階
社会福祉課障がい相談支援係
01654③2111(内線3218)
◆公証相談
と き 日～土曜日 9:00～17:00
ところ 名寄公証役場(西１南９)
※完全予約制( 01654③3131)
◆教育相談ハートダイヤル
と き 月～金曜日 9:00～17:00
ところ 児童センター
01654③1000
0120-874-746(フリーダイヤル)

広報なよろ平成３１年４月号

申

名 名寄庁舎 (０１６５４③２１１１） 風 風連庁舎 (０１６５５③２５１１）

(水)

各種奉仕員養成講座

市では聴覚障がい者とのコ
ミュニケーション手段の一つ
である 手｢話法 と｣ 要｢約筆記」
の普及を目的に、下記の講座
を開催いたします。
◆養成講座
①手話奉仕員養成講座
日常会話に必要な手話表現
技術などを習得
②要約筆記奉仕員養成講座
要約筆記の基礎知識や方法、
伝達技術などを習得
◆と き
①５月９日 ～ 月５日 の
期間の毎週月・木曜日
②５月 日 ～ 月９日 の
期間の毎週水曜日
◆ところ
①士別市民文化センター
士(別市東６条４丁目 )
②総合福祉センター 西(１南
)
◆対 象 ①②ともに 歳以
15

町内会では、暮らしやすい環
境づくりのために、公園や道
路の草刈り・清掃、防犯灯や
街路灯の管理などを行ってい
ます。また、子どもをはじめ
とする地域住民の見守りなど
さまざまな活動も行われてお
り、多くの皆さまの参加によ
って豊かな地域づくりが進め
られます。
◆加入するには
お住まいの地域の町内会長、
または町内会連合会事務局へ
ご連絡ください。
申・問 町内会連合会事務局
（企画課企画調整係）
名 ３階（内線3311）

問

申し込み

社会福祉課
障がい相談支援係
２階 内(線３２１８

問

町内会に入りましょう

問い合わせ

基幹相談支援センター
通称 ぽ｢っけ に｣ついて

基幹相談支援センター 通(称
ぽ｢っけ ）
｣は、障がいに関す
る総合的・専門的な相談支援
を行っています。専門職員が、
身体障がい 視(覚障がい、聴覚
障がい、肢体不自由、内部障
がいなど 、)知的障がい、精神
障がい、発達障がい、高次脳
機能障がい、難病などのさま
ざまな障がいについて、仕事
面や生活面などの各種相談に
対応しています。子どもから
大人まで、幅広く対応してい
ますので、お気軽に問い合わ
せください。

・

申

名

３４

問い合わせ

問

施設
名寄地区

申し込み

申

天皇陛下即位に伴う祝日等による休業
通常

その他

2019年４月

休業

①＝休日当番医
②＝９:30～16:00
③＝９:00～17:00

2019年５月

26日 27日 28日 29日 30日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

市立総合病院

１

１

１

１

１

１

１

１

スポーツセンター
２

市民文化センター（※１）
北国博物館
なよろ市立天文台「きたすばる」
児童センター
総合福祉センター（※１）
風連地区

名 名寄庁舎 (０１６５４③２１１１） 風 風連庁舎 (０１６５５③２５１１）

図書館名寄本館

３

風連Ｂ＆Ｇ海洋センター･風連農村環境改善センター

３

ふうれん地域交流センター（※２）
図書館風連分室
風連児童会館
農業振興センター

名寄庁舎・風連庁舎・智恵文支所・保健センター・ひまわりらんど・風連国保診療所・ふうれん健康センター・風連陶芸セ
ンターについては、４月27日(土)から５月６日(月)までの間休業します。
駅前交流プラザ｢よろーな｣、道の駅｢もち米の里☆なよろ｣は全日営業しています。
※１ ４月26日(金)は貸館を行いませんが、入館できます。
※２ 使用するには事前の申し込みが必要です。４月29日(月)～５月６日(月)は受け付けしていませんのでご注意ください。

2019年４月

ごみ・し尿の収集など
通常

その他

26日 27日 28日 29日 30日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

休業

ごみの収集

名寄地区

(※３)

風連地区

ごみの受け

炭化センター

入れ業務

リサイクルセンター

2019年５月

風連リサイクルプラザ
名寄地区広域最終処分場
風連一般廃棄物最終処分場
し尿の収集業務（※４）
※３
※４

連休中での粗大ごみの申し込みは受け付けしていません。
し尿の収集受け付け業務…連休前に収集を希望する場合は、４月25日(木)までに申し込みください。
申 ・問 名寄市環境保全事業協同組合
01654②4300

ご寄附

ありがとうございました

（順不同・敬称略）

かずいち

和一

◆市立総合病院のために

まなべ

○眞鍋

たかし

孝

)

◆市立大学図書館のために

はすむね

○蓮宗

◆市の発展のために

としお

利男会長

○名寄躍進会

たけやま

竹(山

◆新入学児童の

交通安全のために

)

コープさっぽろ

ひであき

英明理事長

)

)

Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０１９．４

○生活協同組合

おおみ

大(見

◆地域環境整備のために

みつはる

光春代表取締役

○株式会社坂下組

さかした

坂(下

よしあき

義哲

○橋場建設株式会社

はしば

橋(場
代表取締役社長
３５

