▼受給額 年金受給額と児童
扶養手当受給額の差額
※両親の一方に支給される障
害基礎年金 １(級相当 の)子
の加算額が児童扶養手当受
給額を下回る場合は、その
差額分を支給します。
▽児童扶養手当受給額 月(額
・第１子 ９６８０～
４１０２０円
※所得に応じて決定
・第２子 ５０００円加算
・第３子以降３０００円加算
▼申請開始
月1日
※対象のうち 月１日に支給
要件を満たし、平成 年３
月 日までに申請した場合
は、 月分からの児童扶養
手当が受給できます。通(常
は申請の翌月分から受給）
・

)

平成 年６月から販売を開
始した、名寄の水道水を利用
したペットボトル「なよろの
水」は、市で保管している分
すべてが出庫されました。

な｢よろの水 販｣売終了

申・問 企画課秘書係
名 ３階（内線３３０４）

そのため、次の販売小売店
などの在庫をもって販売が終
了します。
多くのご利用ありがとうご
ざいました。
▼販売小売店 なよろ温泉サ
ンピラー、道の駅、なよろ観
光まちづくり協会
▼取扱自動販売機 道の駅、
市役所（名寄・風連庁舎）
北海道コカ・コーラボトリ
※
ング 設置
業務課業務係
２階（内線２０８）

25

(株)

児｢童扶養手当法 の｣一部が改正

児｢童扶養手当法 が｣改正さ
れ、 月から次に該当する方
は児童扶養手当を受給できる
ようになりました。
なお、児童扶養手当を受給
するためには、申請が必要で
す。
▼対 象 公的年金などを受
給し、児童扶養手当を受給で
きなかった方のうち、年金受
給額が児童扶養手当受給額を
下回る方
・お子さんを養育している祖
父母などが、低額の老齢年
金を受給している
・父子家庭で、お子さんが低
額の遺族厚生年金のみを受
給している
・母子家庭で離婚後に父が死
亡し、お子さんが低額の遺
族厚生年金のみを受給して
いるなど

こども未来課こども未来係
２階（内線３２４１）

風 問

27

(月)

▼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
１２月１日(火)～３０日(火)
９：00～17：30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・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、お
断りさせていただきます。

12 12

市長室開放事業
を開催します
12

ところ

年金事務相談窓口

暮らしのリサイクル
（10：00～16：00）

とても高額で１００万円を超
「灯油漏れ」に注意
近年、積雪や落雪、家庭用 えることもあります。
ホームタンクの配管の破損や
日頃から自主的な点検を行
老朽化などが原因で灯油が流 い、事故の未然防止に努めま
出する事故が発生しています。 しょう。
このような灯油漏れ事故は、
火災だけでな
く、河川や地
下水を汚染し、
環境破壊を引
き起こす原因
になります。
一度事故が
起きると、河
川への流出を
防ぐためのオ
イルフェンス
の設置、汚染
土壌の掘削、
処分などの措
置を取らなけ
ればなりませ
環境生活課環境 生･活安全係
ん。これらの事故処理費用は
２階（内線３１２２）
原因者の負担となりますが、

申

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｡
なお、受け渡しは原則として無償
で行います。

・家の周りで
灯油の臭い
はありませ
んか

問 名寄消費者協会
01654③5630
名

31

問

○ゆずります
●学習机・椅子
○ゆずってください
●ロックミシン
●自転車
(前後チャイルドシート付き)
●自転車(婦人用)
●ベビー布団
●ベビーチェア
(食卓テーブル用)
●美深高校女子制服
(165センチ･ウエスト67センチ)

12

き
と
・灯油の減り方が早
くありませんか
・使用量を定期的に
確認しましょう

名 問

・破損、腐食などしていませんか
・雪で押されて曲がっていませんか
・除雪などで傷をつけないように

１２月９日（火）
10:30～16:00
ところ 名寄商工会議所
完全予約制 0166（72）5004
・ストレー
ナーに亀
裂や漏れ
などはあ
りません
か

と

き

１２月１９日（金）
２２日（月）
２５日（木）
17:30～19:30
名寄庁舎２階
税務課納税係
・落雪の影響がある所に
設置していませんか

夜間納税窓口

24

広報なよろ第１０５号

福祉灯油支援事業を
実施します

天塩川上流圏域河川整備
計画にご意見を

(案)

(水)

・

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所 西
(１南９ )
０１６５４②３９２１

市では冬の灯油需要期にあ
たり、厳しい生活環境にある
世帯を対象に福祉灯油支援事
業を実施します。
▼対象世帯 歳末たすけあい
運動の該当世帯とそれに準ず
る世帯
個人で申請をされる方は、
※
地域の民生委員児童委員に
申し出ください。
社会福祉課福祉総務係
２階（内線３２２１）

天塩川上流圏域河川整備計
画のうち、イパノマップ川 士(
別市 剣･淵町）と豊栄川（名寄
市）の整備計画 を縦覧して
いますので、意見をお寄せく
ださい。
▼縦 覧
月 日 まで
▼縦覧場所 市役所（名寄庁
舎１階ロビー・風連庁舎２階
都市整備課 、上
) 川総合振興局
（旭川建設管理部治水課・士
別出張所・美深出張所）
都市整備課計画調整係
２階（内線２１７）

林道旭ヶ丘線 一(部 通)行止めのお知らせ

名寄美装工業株式会社

名寄市ホームページからも確認できます

名寄美装工業株式会社

指定管理者

ＴＥＬ：０１６５４－３－４７０５

お問い合わせ

名寄市字徳田１１４－３０
ホームページ http://www18.ocn.ne.jp/~nbk/

(金)

月１日 から来年３月
日 まで、なよろ健康の森に
歩くスキーコース・クロスカ
ントリーコースを開設します。
期間中は、林道旭ヶ丘線を
クロスカントリーコースなど
が横断するため、一部通行止
めとし、代替区間として、一
般道道日進名寄線から森田橋
を経由する林道旭ヶ丘線と鎮
守の森線の一部を除雪します。
通行される方は、代替区間
をご利用ください。

夫婦共働きでお忙しい方、高齢の方、市販の洗剤や器具を
使ってもなかなか落ちない汚れがある等、お見積もりは無料
ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

・８名～３０名まで利用できる和洋
折衷のお部屋をご用意しています
・夏季、バーベキューハウスＯＰＥＮ
職場・サークル・家族などで手軽に
ご利用できます

雪あかり館

部分的なお掃除（お風呂、トイレ、レンジフードなど）から
一軒丸ごとの大掃除まで、清掃のプロにお任せ下さい。

12

生涯学習課スポーツ振興係
市民文化センター内 )
(
０１６５４②２２１８

平成２６年１２月号

25

鎮守の森線(一部)

広 告
名寄市北国雪国ふるさと交流館 落ち着いた雰囲気の大正時代を
感じられる建物で会合や講習会
などに利用してみませんか

～ 年末大掃除おまかせください ～

風 問

問

歳末たすけあい運動に
ご協力を
12

▼期 間
月１日 ～ 日
▼義援金の募集方法
▽各戸募金 各町内会を通じ
･ て封筒募金などのご協力を
お願いします。
▽篤志寄附 運動期間中に名
寄市共同募金委員会（総合
福祉センター内）で受け付
けます。
▼助成対象 市内に居住の生
活に困っている方、施設に入
所している方や長期療養して
いる方など
地域の民生委員・児童委員
※
にお申し出ください。
) ▼助成方法 皆さまから寄せ
られた温かい善意は、社会福
祉協議会・町内会連合会・町
内会連絡会・民生委員児童委
員協議会・更生保護女性会を
主体とした審査委員会によっ
て公平に助成されます。
市歳末たすけあい運動実
)
行委員会事務局（総合福
祉センター内）
０１６５４③９８６２

31

問

陸｢上自衛隊高等工科学校生徒 募｣集

▼受付期限 １月９日 まで
電話連絡などで広報官が対応
※
▼応募資格 平成 年４月１
日現在 歳以上 歳未満の方
【試験について】
▼試験日
▽１次試験 １月 日
▽２次試験 ２月５日 ～８
日 の指定する１日
▼試験内容
▽１次試験 国語 社･会 数･学
理科 英･語の択一式、作文
▽２次試験 個別面接、身体
検査
▼合格発表
▽１次試験 １月 日
▽２次試験 ２月 日
【学校生徒について】
▼身 分 特別職国家公務員
生(徒 )
自衛官ではありません。
※
▼居住場所 武山駐屯地（神
奈川県横須賀市御幸浜２ １
‐
▼高校教育 神奈川県立横浜
修悠館高等学校 通(信制 入)学
▼休 日 週休２日、祝日、
年末年始休暇など
▼手 当
▽生徒手当 月額９４９００円
▽期末手当 年２回 ６(、 月
▼待 遇 宿舎無料、食事 制･
服類 寝･具は支給または貸与
(月)

10

林道旭ヶ丘線(一部)

名 問

(火) 12

12

(月)

バーベキューハウス

名寄市大通北１丁目
（市役所斜め向かい）

ＴＥＬ：２－３０４６

(木)(土)

(金)

(金)(金)

申

問

27

24

17

20 30

12

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

(日)

15

12

(金)

(月)

19 12

(水)

11

０１６５４②３５７５

ご心配なときは消費生活センターまでご連絡ください。 【問い合わせ】 消費生活センター

26

広報なよろ第１０５号

愛犬の狂犬病予防注射

問

グランドホテル藤

日頃抱えている借金のお悩
みを電話で相談してください。
旭川弁護士会所属の弁護士が
対応します。
相談は無料です。また、秘
密は厳守しますので、誰にも
知られず相談できます。
▼と き
月 日 、 日
時～ 時
相談先・
旭川弁護士会
０１６６ ( ９)５２７
10

▼と き
～ 時
▼ところ

(木)

問

借金お悩み電話相談

学資金貸与期間に相当する
期間を勤務する前に退職し
たとき
卒業後直ちに、市立総合病
※
院に看護師等として、学資
金貸与期間に相当する期間
を継続して勤務した場合は
今年度の狂犬病予防注射は
学資金の返還を免除します。 お済みですか。
・
予防注射は年１回の実施が
市立総合病院総務課総務係 義務付けられています。動物
０１６５４③３１０１ 病院で随時受け付けているの
内線２２１４）
で、必ず受けてください。
(
また、登録の犬が亡くなっ
２０１５新年交礼会の
た場合や所有者および住所な
ご案内
どを変更した場合は、届出を
お願いします。
１月５日
時 届出先・
環境生活課環境 生･活安全係
２階（内線３１２２）
(月)

花 西(５南４ )
▼会 券 ２０００円
販売は 月 日 まで
※
▼会券取扱場所 道北なよろ
農業協同組合（本所・名寄支
所・智恵文支所）、名寄市社会
福祉協議会（総合福祉センタ
ー 内 、)名 寄 商 工 会 議 所、風 連
商工会、上川北部森林組合、市
役所 名
( 寄 庁 舎 ３ 階 企 画 課・
風連庁舎１階地域住民課）
18

名

(木)

問

企画課秘書係
３階（内線３３０４）

10

51

12

10

12 10

申

13

名 問

架空請求 「民事訴訟通達書」 はだましの手口！
消費生活センター通信

市｢立総合病院看護師等学資金貸与生 募｣集

将来、助産師、看護師を目
指している方を対象に学資金
貸与生を募集します。
▼対 象 助産師または看護
師を養成する学校・大学に在
学し、卒業後、市立総合病院
に勤務しようとする方
▼貸与期間 貸与決定の月か
ら卒業の月まで、無利子で貸
与します。
▼金 額
①助産師課程に在学している
方 月額 万円
②看護師課程に在学し、自宅
通学以外の方 月額７万円
③看護師課程に在学し、自宅
通学の方 月額４万円
▼募集人数
人程度
▼募集期間
月１日 ～２
月 日
年間を通して随時募集
※
▼選考方法 面接により選考
日時は募集終了後、応募者
※
に通知
▼貸与金の返還
次の場合は、学資金を一括
返還していただきます。
①在学する学校・大学を中途
退学、または卒業の見込み
がなくなったとき
②卒業後、市立総合病院に勤
務しないと分かったとき
③市立総合病院に勤務したが、
27

事 例
市内70代女性宅に､｢本状をもって、あなたの民事訴訟起訴事実の通達とします。……当センターまで
至急ご連絡ください」という内容のはがきが届いた。
はがきには､｢総合消費者民法特例法｣上､｢司法認可通達書｣とあり､｢指定裁判所へ出廷となる｣､｢給与、
および動産、不動産物の差し押さえの強制執行」などと不安感を与えるような文面が書かれている。

消費者へのアドバイス
◆架空請求の手口は巧妙になってきていて､消費者を信用させるために､｢民法特例法」
や「司法認可通達書」などと意味が分からないことを書いたはがきを送ってきます。
◆はがきを送る目的は、消費者に電話をかけさせ、言葉巧みに誘導してお金を支払わ
せることで、同じはがきを全国に何百通も送っています。
◆身に覚えのないはがきには絶対に連絡をしないで無視をする。
◆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じた場合は、相手に連絡をしたり、
お金を支払う前に、まず信頼できる相手に相談しましょう。
◆｢裁判所からの支払督促｣や｢少額訴訟の呼出状｣は、真偽の判断がむずかしいため、
放置せず、すぐに消費生活センターに相談してください。

名 名寄庁舎（

01654③2111） 風 風連庁舎（

01655③2511）

(月)

12

12

26

15

(金)

(月)

14

団 地 名

住 所

規

格

家

賃

建築 摘 要

栄町55団地

415号 西11北１ 3LDK 66.5㎡ ３階建ての１階 18,300～27,300円

S58 世帯用

栄町55団地

435号 西11北１ 3LDK 66.5㎡ ３階建ての３階 18,300～27,300円

S58 世帯用

緑丘第一団地 535号 緑丘６

2LDK 63.5㎡ ３階建ての３階 20,000～29,900円

▼募集住宅

・

問

H８ 世帯用

※募集期間内に申し込みがない住宅は随時募集します。
※住宅により家賃のほか共益費(共用部分電気代、除雪費など)、浴槽やボイラーリース料などが別途
かかります。
※世帯用住宅は、親族による２人以上の世帯が入居できます。

政治家の寄附は禁止
有権者が求めることも禁止

年末年始は何かと贈り物や
お祝い事をする機会の多いシ
ーズンですが、政治家が選挙
区内の人に、お金や物を贈る
ことは公職選挙法で禁止され
ています。また、有権者が政
治家に寄附や贈り物を求める
ことも禁止されています。
▼政治家の寄附禁止の対象
▽秘書などが代理で出席する
場合の結婚祝い・葬儀の香
典
▽地域の運動会・スポーツ大
会への飲食物などの差し入
れ
▽お祭りへの寄附・差し入れ
▽町内会の集会・旅行などの
催し物への寸志・飲食物の
差し入れ
▽落成式・開店祝いなどの花
輪
▽病気見舞い
▽お歳暮・お年賀
▽入学祝い・卒業祝い
▽葬儀の花輪・供花

選挙管理委員会事務局
３階（内線３３２２）

名 問

工業統計調査

農林業センサス

工業統計調査は、我が国における工業の実態
を明らかにすることを目的とする政府の重要な
調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統
計調査です。
平成26年工業統計調査は、従業者４人以上の
すべての製造事業所を対象に、平成26年12月31
日時点で実施します。
調査の結果は中小企業施策や地域振興など、
国および地域における行政施策のための基礎資
料として利活用されます。
調査票に記入いただいた内容は、統計作成の
目的(税の資料など)以外に使用することは絶対
にありません。調査の趣旨・必要性をご理解い
ただき、ご回答をよろしくお願いします。

農林水産省では、｢2015年農林業センサス｣を
実施します。この調査は、我が国の農林業・農
山村地域の実態を明らかにする最も基本的な調
査です。
12月中旬から調査員が農林業関係者の方々を
訪問します。その際は、調査票に農林業の経営
状況などの記入をお願いします。
調査票に記入された事項は、統計以外の目的
には使用されませんので、ご協力をお願いしま
す。

問い合わせ

27

22

申

建築課住宅係
３階（内線３３５３）
２階（内線２１２）

風 名

公営住宅の定期募集

問 問い合わせ

▼募集期間
月 日 ～
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、申込窓口にお越しく
ださい。郵(送の場合は期間内
必着 仮)審査のうえ、入居適格
者には申込書をお渡しします。
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持
参ください。
▼入居時期 修繕後に入居
▼入居者の決定 書類審査に
より決定します。ただし、申
し込みが重複した場合は抽選
を行います。
抽選の際、当選率を引き上
※
げる優遇措置があります。
詳細は問い合わせください。
▼家 賃 入居者の収入に応
じた家賃となります。
【入居抽選会と説明会】
時
▼と き
月 日
▼ところ 市役所名寄庁舎４
階大会議室
▼入居説明会 すべての住宅
の抽選終了後（入居が決定し
た方のみ）
欠席した場合は、入居申し
※
込みを取り消したものとし
ます。

申 申し込み

企画課企画調整係（名寄庁舎３階）

平成２６年１２月号

０１６５４③２１１１（内線３３０５）

(案)

14

正

ノートパソコン

小型

35

(ページ )

環境生活課廃棄物対策係
１階（内線３１２４・
３１２５）

25 26

10

10

※ご家庭で不要になったパソコンを処分
するには､次の２つの方法があります。
①小型家電リサイクルに出す
②パソコンメーカーに回収を依頼する
埋立ごみとして排出することはできま
せん。

12

10

名 問

ご寄附

ありがとうございました

（順不同・敬称略）

和夫

▼パークゴルフ場のために

○古木

▼環境保全のために

○株式会社西條

西(條 敬弘代表取締役 )
▼小学生の防犯意識向上の

ために

○公益財団法人

日本公衆電話会

前(川 二郎本部理事
北海道統括支部長 )

28

広報なよろ第１０５号

生活保護制度について

ご｢み分別ガイドブック の｣訂正と変更

小型

■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
■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

☎０５０－３０００－０７２７
受付時間 ９:30～17:00
(土日･祝日･年末年始等を除く）

27

ところ

広報なよろ 月号と共に配 ▼変更内容
布した「ごみ分別ガイドブッ
ク 平(成 年 月保存版 」)の
内容に誤りがありました。次
のとおり訂正しお詫びいたし
ます。
また、問い合わせが次のと
おり変更する部分があります。
あわせてお手元にあるガイド
ブックの修正をお願いします。
▼訂正内容 (ページ )

二輪車リサイクルコールセンター

平成 年
平成 年
月 日まで １月５日から

☎０３－３５９８－８０７５
受付時間 ９:30～12:00／13:00～17:00
(土日･祝日･年末年始等を除く） 18
12

26

ノートパソコン

埋立
誤

後期高齢者医療制度

(水)

生活保護制度とは、資産や
からのお知らせ
道内１７９市町村と連携し 能力などすべてを活用しても
て 後
｢期高齢者医療制度 を｣運 なお生活に困窮する方に対し、
営している「北海道後期高齢 困窮の程度に応じて必要な保
者医療広域連合 で
｣は、被保険 護を行い、健康で文化的な最
者の皆さまが、地域で自立し 低限度の生活を保障し、その
た生活を長く送ることができ 自立を助長する制度です。
生活保護は世帯単位で行い、
るよう、効果的で効率的な保
健事業を積極的に進めていく 世帯員全員が、その利用し得
る資産・能力などあらゆるも
ために、保健事業実施計画
のを最低限度の生活の維持の
を策定しました。
この策定にあたり、次のと ために活用することが前提で
おり広く皆さまからの意見を す。
また、扶養義務者の扶養は
募集します。
生活保護法による保護に優先
します。
▼資産の活用 預貯金、生活
に利用していない土地・家屋
▼意見募集計画 北海道後期 等があれば売却などして生活
高齢者医療広域連合保健事業 費に充ててください。
▼能力の活用 働くことが可
実施計画
▼募集期間
月 日 ～１ 能な方は、働かなければなり
ません。
月９日
▼資料・募集要領の入手方法 ▼あらゆるものの活用 年金
月 日から広域連合ホー や手当などほかの制度で給付
ムページに掲載します。また、 を受けられる場合は、まずそ
問い合わせ先でも配布します。 れらを活用してください。
▼扶養義務者の扶養 親族な
北海道後期高齢者医療
どから援助を受けられる場合
広域連合
札
(幌市中央区南２西
) は、援助を受けてください。
０１１ ２９０ ５６０１
(
)
社会福祉課保護係
市民課国保高齢医療係
２階（内線３２２４）
１階（内線３１１４）
50音別家庭ごみ分別辞典

(案)

(金)

10

駅前交流プラザ[よろーな｣２階
名寄市消費生活センター
①消費生活相談 ９:15～16:00
と き 月～金曜日
②市民相談 ９:15～16:00
と き 月～金曜日
③無料法律相談 11:00～
と き
12月７日（日）
１月11日（日）
※事前予約が必要です
④行政相談 13:00～16:00
と き
12月11日（木）
１月８日（木）
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
①
01654②3575
②～⑤
01654③2111（内線3616）
名 問

12

問

名

申 申し込み

名 名寄庁舎（

01654③2111） 風 風連庁舎（

市役所関係

年末年始の休業

問 問い合わせ

施設

通常
その他
休業
①＝休日当番医 ②＝9:00～17:30
③＝10:00～17:00
市役所

名寄庁舎・風連庁舎

（※１）

智恵文支所

平成２６年１２月

01655③2511）

平成２７年１月

28日 29日 30日 31日 １日
月
火
水
木
日

2日
金

3日
土

4日
日

5日
月

２

２

6日
火

7日
水

保健センター
なよろ親林館
総合福祉センター
市立総合病院

１

児童センター
市民文化センター
図書館名寄本館
北国博物館
なよろ市立天文台「きたすばる」
スポーツセンター
市営スケートリンク

３

３

３

農業振興センター
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
図書館風連分館
ふうれん地域交流センター（※２）
風連サンシャインホール

（※２）

風連Ｂ＆Ｇ海洋センター・風連農村環境改善センター

風連スキー場
道の駅「もち米の里☆なよろ」
駅前交流プラザ「よろーな」（※３）
※１ 出生・死亡などの届出は名寄庁舎・風連庁舎の宿直室で受け付けます。
※２ 使用するには事前の申し込みが必要です。12月31日(水)〜1月5日(月)は受け付けしていませんのでご注意ください。
※３ 12月31日(水)～1月5日(月)は貸館を行いませんが、バス待合所とエントランスホールは開館します。

ごみ・し尿の収集など
通常
その他
④＝9:00～12:00
ごみの収集

休業

平成２６年１２月
28日 29日 30日 31日 １日
月
火
水
木
日

平成２７年１月
2日
金

3日
土

4日
日

5日
月

※４

名寄地区
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
風連リサイクルプラザ
内淵一般廃棄物最終処分場
風連一般廃棄物最終処分場

し尿の収集業務（※５）
※４
※５

29

４

古紙類の第１土曜日の回収地区は通常通り回収します。
し尿の収集受け付け業務…年内に収集を希望の場合は、12月19日(金)までにお申し込みください。
申 ・問 名寄市環境保全事業協同組合 ０１６５４②４３００

平成２６年１２月号

6日
火

7日
水

