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あなたは、大丈夫？

冬の新型コロナ対策



新型コロナウイルス感染症の予防や拡大防止のために、これまで
も様々な対策に取り組んでいただいていますが、感染の拡大は収束
しておらず、引き続き対策が必要な状況です。
　これからは、空気が乾燥する冬の季節を迎え、さらなる感染拡大
と、インフルエンザの流行による発熱者の増加も心配されます。
　感染対策をしっかり行い、元気に冬を乗り越えましょう！

の新型コロナ対策

あなたは、大丈夫？

COVID-19

感染予防
３つの
ポイント

１　 基本の てまき を続ける

て 手洗い

30秒以上水と石けんで丁寧に洗いましょう。
　人は無意識に顔を触ってしまうので、目・鼻・口などの粘膜から感染する恐れが
あります。
　帰宅したとき、食事の前後、マスクを外した後など、こまめに手洗いをしましょ
う。手が洗えない時には、アルコール消毒も有効です。

ま マスク着用

人との距離が十分にとれない場合は、マスクを着けましょう。

き 距離をとる

人との距離は、できるだけ２ｍ以上、最低１ｍ間をあけましょう。

保健センター　　
☎８５- ２５５５■問い合わせ■
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寒い時期や、悪天候時は、窓を開けるのが難しくなりますが、感染対策としては、
換気は重要です。窓を少しだけ開けてこまめに換気するなど、各家庭の状況に合わ
せて定期的に換気を行ってください。
　空気の入口と出口が部屋の対角線になると、効果的な換気ができますが、難しい
場合でも、空気の通り道を家具などでふさがないようにしましょう。扇風機などで
風の流れを作ることも有効です。
　一般家庭でも、建物に組み込まれている常時換気設備や台所・洗面所の換気扇に
より、室温を大きく変動させることなく換気を行うことができます。
※ 2003年 7月以降に着工された住宅には、「常時換気設備（24時間換気システム）」が設置されています。

湿度を保つことも大切！
空気が乾燥すると、のどの免疫力が低下し、インフル

エンザにかかりやすくなります。加湿器などを使って適
切な湿度（50～ 60％）を保ちましょう。

家庭内での感染が拡大する事例が続いており、今後も増えることが心配されてい
ます。
■食器などの共有をしない■
食事を小分けにして盛る、歯みがき用のコップを別にするなどの対策をすること

が大切です。

■便座のふたを閉めて水を流す■
　開け放しだとウイルスが飛散する恐れがあります。
　新型コロナウイルスだけでなく、ロタウイルスなどの感染拡大防止にも有効です。

■清掃・消毒■
タオルの共用を避けましょう。衣類などを洗濯するときには、手袋を着用しまし

ょう。ドアノブ、手すり、食器、テーブルなどの共用部をこまめにアルコール消毒
しましょう。食器や箸などは、80℃の熱水に 10分さらすと消毒できます。

３　 家庭内の感染対策

２　 寒くても換気をこまめに行う

教えて先生！新型コロナのこと

新型コロナウイルスって、どんなウイルス？

　　ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健
康な皮膚には入り込めず表面に付着するだけと言われ
ています。物の表面についたウイルスは、時間がたて
ば壊れます。ただし、物の種類によっては 24時間～
72時間くらい感染する力をもつと言われています。

どのように感染しますか？

　　飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、
近距離で多くの人との会話は、咳やくしゃみがなくて
も感染拡大のリスクがあるとされています。

濃厚接触者ってどんな人？

　　新型コロナウイルス感染者から、うつる可能性が

Ｑ

Ａ

Ａ

ある期間（発症２日前から入院などをした日まで）に接触
のあった方は、保健所が調査を行い、個別に濃厚接触者に
該当するか判断します。また、接触確認アプリを利用いた
だくと、陽性者から１ｍ以内、15分以上の接触の可能性が
ある場合に通知が行われ、速やかな検査や治療につながり
ます。（４ページを参照）濃厚接触者と判断された場合は、
保健所の指示に従ってください。

新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか？

　　感染した人は、軽症な方、治癒する方も多いですが、
重症化する方は、普通の風邪症状が出てから約５～７日程
度で、症状が急速に悪化し、肺炎に至るようです。肺炎が
重篤化した場合は、人工呼吸器など集中治療が必要です。
高齢者や基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）の
ある方では、重症化するリスクが高いと考えられています。

Ａ

Ｑ Ｑ

Ａ

Ｑ
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検索北海道コロナ通知システム

北海道コロナ通知システム

■人権に関する相談窓口■
感染した方やそのご家族、治療に従事した医療関係者等に対する不当な差別など

に関する相談を受け付けています。
　【北海道】新型コロナウイルス人権相談窓口 ☎０１１－２０６－０４９７

      （平日９時 00分～ 17時 00分）
【法務局】みんなの人権１１０番 ☎０５７０－００３－１１０

      （平日８時 30分～ 17時 15分）
■いのちやこころに関する相談窓口■
新型コロナウイルス感染拡大で不安や疲れなどを感じている方からの相談を受け

付けています。
上川保健所　健康支援係 ☎０１６６‐４６‐５９９２

      （平日８時 45分～ 17時 00分）
北海道立精神保健福祉センター ☎０５７０‐０６４‐５５６

 （平日９時 00分～ 21時 00分、土日祝日 10時 00分～ 16時 00分）

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（ＣＯＣＯＡ )

通知システムを利用することで、感染者との接触の可能性がわかり、検査の受診など
保健所のサポートを早く受けられます。併せて利用すると効果的で、感染拡大予防に
つながることが期待されます。

検索コロナ　接触確認アプリ

　厚生労働省が開発した、新型コロナウイル
ス感染症の感染者と濃厚接触した可能性に
ついて通知を受け取る
ことができるスマート
フォン用アプリです。
　右記コードからイン
ストールできます。

　同じ日に同じ施設を利用した方へ、新型コ
ロナウイルスの感染者が確認されたときなど
に、Ｅメールでお知らせするシステムです。
　施設を利用するたびに、入口などになる二
次元コードをカメラ機能などで読み取り登録
してください。

【iPhone版】【Android版】

症状の原因が、新型コロナウイルスによるものか、インフルエンザウイルスに
よるものかを自分で判断することは困難です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱などの症状がある場合は、次

の２点にご協力ください。

①発熱などの風邪の症状がある時には、仕事や学校などを休み、
　　 外出を控える。
　 ②発熱して医療機関に行く時には、事前に電話をかける。

　まずは、かかりつけ医にお電話ください。かかりつけ医がいない場合は、北海道

新型コロナウイルス感染症健康相談センター　☎０８００－２２２－００１８
（24時間対応）にご相談ください。

発熱などの
風邪の症状が
あるとき

その他の
相談窓口
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新型コロナだけじゃない！季節性インフルエンザも要注意！

予防接種費用の助成をしています
　季節性インフルエンザにかかる人を減らし、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流

行を防ぐため、インフルエンザ予防接種費用の助成を実施しています。

対象者※接種日の年齢 助成金額 申請手続き

① 65歳以上の人

無料
※「免除券」が必要
です。

※町民税課税世帯の
方は、1,510円の自
己負担となります。
（申請は不要です。）

【免除券の事前申請】
朱肉用印鑑を持参し、接種日の５日前までに保健センター
へ申請してください。

【免除券を申請しなかった場合の還付申請】
・領収書
・インフルエンザ予防接種済証
・振込口座がわかるもの（通帳など）
・朱肉用印鑑

② 60歳以上 65歳未満の方で、
心臓、腎臓または呼吸器の機
能障害、またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能障
害として、障害等級１級相当
の障害のある方

③妊婦

接種１回につき
1,500円（上限）

※医療機関により費
用額は異なります。

【必要書類】
・領収書（インフルエンザ予防接種の費用額が明記）
・診療明細書　※領収書に接種ワクチン名がない場合
・振込口座がわかるもの（通帳など）
・朱肉用印鑑

④生後６か月から 18歳（高
校生年齢相当）まで

■助成内容・方法■　・高齢者の方は、町の指定医療機関で接種してください。（指定医療機関は、広報 10
月号に折り込みのチラシや町ホームページ、保健センターへお問い合わせください。）

・指定医療機関以外で接種する場合は、事前に保健センターへご連絡ください。

・入院・通院中の方は、かかりつけ医にご相談ください。

・予防接種の日時は、ワクチンなどの関係もありますので、事前に医療機関へご相談ください。

■助成対象となる接種期間■　令和３年１月 31日（日）まで

■申請締切■　令和３年３月 31日（水）まで

NO！密閉YES！換気

■続けよう「新しい生活様式」

防ごうコロナウイルス感染■　　

　④気を付けよう 「密閉回避」

窓のない密閉空間に、 長時間滞在しないようにしましょう。

　　公共交通機関を利用する際には、 混雑する時間をさけ、 会話を控え

めにしましょう。

　　エレベーターでなく、 階段を使うと運動効果も！

～あなたとあなたの大切な人のために～
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窓口での顔認証
が必要なため、
ご家族であって
もお渡しするこ
とができません。
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君の夢★プロジェクト

スポーツや文化活動に打ち込む中学生たちの
夢をかなえるプロジェクト

～ 道 徳 講 話 編 ～

10

2883

元・中学校体育教師

腰塚　勇人 さん

2002年、スキーでの大事故を
きっかけに、全身まひの体に。 
その後、懸命のリハビリにより
社会復帰できるまでに回復。事
故をきっかけに人生も人生観も
大きく変化し、現在は「命の授
業」の講演を通して命の大切さ
を訴えている。1965年、神奈川
県生まれ。

「運動教室（体験）」小学６年生
対象

10

30

20

11

「飲酒防止教室」中学生
対象
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令和２年 12月 16日（水）まで

役場保健福祉課福祉係または、通園中の保育園

児童の保護者・扶養義務者が就労、病気による入通院や介護、妊娠などの理由で保育を行う

ことができない方

３歳未満児クラス　保護者または扶養義務者の税額に応じて決定します。（下表参考）

３歳以上児クラス　保育料は無償となります。

４，５００円

※３歳から５歳児の副食費は、保育園に直接お支払いただきます。

　なお、年収３６０万円未満相当世帯は、副食費が免除となります。

※０歳から２歳児の副食費は、保育料に含まれます。

  ※うれしぱ保育園ぴっぷの卒園後は、転園が必要となります。

　  　連携施設として、「くるみ保育園」が設定されています。

  ※本町以外の認可保育所への広域入所申し込みも可能です。

■受付期限■

■受付場所■

■入所基準■

■ 保 育 料 ■

■ 副 食 費 ■

■各保育園■

令和３年度 保育園児を募集します

◆ 保育料について ◆

　保育にかかる費用は、入所

児童の年齢により異なります。

保護者の皆さんに負担いただ

く保育料のほかに、国や道か

ら補助を受け、町が保育をす

ることになっています。

　保育料は国で定められる徴

収基準額表（右表）がありま

すが、本町ではそのうち独自

に軽減を行い、子育て世帯へ

の経済的支援に努めています。

役場保健福祉課福祉係　　
☎８５- ４８０４■問い合わせ■

区分 くるみ保育園 うれしぱ保育園ぴっぷ

対象年齢 生後６か月～小学校入学前
生後２か月～３歳を迎えた年度の

最初の３月末日まで

定　　員 90人 12人

保育時間
標準時間　7：00～ 18：00
短時間　　8：30～ 16：30

標準時間　7：30～ 18：30
短時間　　8：30～ 16：30
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持出品と備蓄品については

防災ガイドマップにも載っ

ているぞ！それと、新型コロ

ナウイルス対策として、マス

クや消毒液、せっけん、体

温計、上靴、使い捨てビニー

ル手袋なども用意しよう！

「非常持出品」
（最低限準備しておくべきもの）

□食料…非常持出品の３日分、余裕があれば７日分。

□水…１人１日あたり３ℓを目安に。
□カセットコンロなど…予備ボンベも忘れずに。バーベ

　　　　　　　　　　　キュー用品も便利。

□消火・救助用品…消火器やのこぎり、スコップ、バー

　　　　　　　　　ルなど。

□その他…予備の眼鏡、補聴器、ビニールシート、ラップ、

　　　　　新聞紙、携帯トイレ、カイロ、裁縫セット、

　　　　　ガムテープ、筆記用具など。

「災害用備蓄品」
（被災後の生活のために準備）

ここまで風水害、地震、火災について学んだね？　災害には

日頃からの備えが大切だ！ そこで今月号では非常時に役立

つものについて勉強しよう！

もしもの災害に備えて

■問い合わせ■

役場総務企画課

生活安全係

☎８５-４８０１

□携帯ラジオ…AM・FM両方聞けるもの。予備電池も。

□薬・衛生用品…常備薬・持病の薬は必ず準備。

　　　　　　　　絆創膏、生理用品なども。

□非常食・飲料水…缶詰など調理不要なものを最低３日

　　　　　　　　　分。水も忘れずに。

□貴重品…現金、通帳、印鑑、保険証、免許証のコピーなど。

□避難用品…懐中電灯、ヘルメット、軍手。

□その他…タオル、着替え、マッチ (ライター )、ロウ

　　　　　ソク、ナイフ、袋、ティッシュなど。乳幼児

　　　　　やお年寄りの方がいる家庭はミルクや紙おむ

　　　　　つなども忘れずに。

食料を７日分も備蓄するのは難しく思えるかもしれ

ないね。そういう時には「ローリングストック」とい

う方法を活用しよう。普段から少し多めに食材や加工

品を買っておき、使った分だけ買い足していく方法だ。

ポイントは、古いものから使うことと、使った分は必

ず補充すること。これなら日常の生活消耗品にも応用

できるね。

　災害はいつ起きるか、どんな状態になるか分からな

い。だからこそ日頃から十分に備えておくことが重要

だ。みんなも非常持出品や備蓄品を今一度見直してみ

て欲しい。防災レンジャーとの約束だ！

　災害に備えて準備しておくも

のは、家族構成を考えて必要数

をそろえ保管しておきましょう。

非常持出品はリュックサックな

どの非常持出袋に入れて保管し、

備蓄品とはわけておきましょう。

こどものひろば 12月の行事予定
＊こどものひろば＊

■開催日■
月・水・金曜日：午前９時～正午・午後１時～３時
火・木曜日：午前９時～正午
■内容■　入園前の親子を対象に、遊びや育児に関しての
情報提供や保護者同士の交流の場・遊びの経験の場として
開催しています。些細なことも気軽に話ができる場です。
＊子育て相談＊

■開催日■　土・日・祝日を除く毎日
　　　　　　午前８時 30分から午後５時
■内容■　子育て支援相談員による相談を随時行っていま
す。相談内容に応じて保健師や栄養士も対応します。
＊今月の行事＊

■ 11日（金）「すくすく子育て講座」
■ 16日（水）「０歳児教室」
■ 18日（金）「お誕生会」「壁画制作」
■ 23日（水）「１・２歳児教室」

予約不要！

〈すくすく子育て講座〉

※新型コロナウ
イルス拡大防止
対策のため、変
更になる場合が
あります。

※検温・手指消毒を行って入室します
マスクの着用もお願いします

・講師
 治部　玲那　氏
・ 内容
 骨盤矯正ヨガ

要予約

遊 び に
来たらい
いっしょ！

【子育て支援センター】
☎８５‐２５５５

防災ガイドマップを熟読する
リアル防災レッド
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ぴっぷちょう としょかん

ぶっくんノート [12月号 ]
□開館時間　午前 10時～午後６時
□休館日　毎週月曜日 (祝日の場合は次の日 )　７日、14日、21日、28日　　　　□館内整理日　30日（水）
□年末年始　12月 30日（水）～１月５日（火）まで閉館しているため、本は返却ポストに投函してください。 　　　

今日はまんぷくよこちょう「ふくのいち」の日。た

あちゃんは、おじいちゃんとお買い物に。個性あふれ

る商店街には、お惣菜、おでん、たぬき焼き、駄菓子、

試食、ふくびき…おいしいものと、楽しいことがいっ

ぱい !

新たな鬼退治の物語、マンガ「鬼滅の刃」。古典にお

ける鬼の物語を紐解き、日本人の精神土壌の奥深くにあ

り続ける鬼の存在を浮かび上がらせることで、物語の背

景に迫るほか、日本の闇の歴史からキャラクターの背景

を探る。

ある日、高校に迷い込んだ子犬。生徒と学校生活を

送ってゆくなかで、その瞳に映ったものとは -。昭和か

ら平成、そして令和へ。いつの時代も変わらぬ青春の

きらめきや切なさを描く。『小説推理』掲載を改題し加

筆修正。

「鬼滅の日本史」
小和田 哲男 /監修１

２「犬がいた季節」
伊吹 有喜 /著 ３「まんぷくよこちょう」

ながさわ くみこ/作

おす★ ★すめ★ 新着★ ★図書★

午前10時～

「記憶にございません！」

17（木）ぶっくん☆シアター（映画上映会）
参加無料！

　史上最悪のダメ総理が、ある日突然記憶喪失に…!? 
他国首脳、政界のライバル、官邸スタッフ、マスコミ、
家族を巻き込んで、記憶を失った男が捨て身で自らの
夢と理想を取り戻す ! 果たしてその先に待っていたも
のとは !?
■脚本・監督：三谷 幸喜
　出演：中井 貴一　ほか
　2019（令和元年）公開。127分。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により中止する場合があ
りますのでご了承ください。

※予約制です。図書館カウンターまたは電話にて予約
を受付します。会場には飲み物のみ持ち込めます。
（図書館 ☎ 85-3354）

１（火）～18（金）
としょかんクリスマス☆BINGO
　図書館の本を読んでビンゴカードにシールを貼り、
２列揃ったらクリスマスクッキーをプレゼント！ クッ
キーの交換期間は 12月 19日（土）～ 25日（金）です。
みなさんの参加をお待ちしています。

年末年始、図書館が休館するため、12月 15日（火）
～ 12月 29日（火）の間、通常は 10冊のところ
15冊まで貸出します。ぜひご利用ください♪

【イベント中止のお知らせ】
12月 12日（土）に予定していたとしょかんクリ
スマス会は中止します。

11 広報ぴっぷ December  2020



70

75

10

10

72.14 年

74.79 年

80.98歳

87.14歳

平均寿命健康でない期間

8.84年

健康期間

12.35年

健康でない期間を

いかに短くするかが

大切です。

☆健康で充実した人生を支える要素☆

積極的な
チャレンジ精神

健康寿命を延ばす充実した人生

健康で充実した人生を

送るためには、 「今後、

どのように生きていく

のか」 を明確にしてお

くことです。

お手伝い

します ！
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エピソード９　「特定健診はおすみですかい？？？」

【お問い合わせ】
保健センター　☎ 85‐2555

38,686円

全体

40代

21.5

44.1％

令和２年度、 上半期の特定健診

受診率は、前年度を約２％上回り、

好調なスタートをきっています。

しかし！ 令和２年度の目標達成に

は、 あと 10％必要です。 まだ受

診していない方は、 ぜひ、 健診

を受けましょう！

エイヨウシ
カトウ隊員

2018

12

26

50代

60代

70代

比布町の健診受診状況（令和２年度上半期）

38.2％

37.9％

49.1％

42.8％

54％

あと66人
の受診が
必要です

ホケン神
ゴウダ

個別健診を
受けてください！

健診費用はなんと
１，０００円！

（自費で受けると
８，５００円程度
かかります）

ホケン天使
ナカムラ

年 １ 回
健診を

13 広報ぴっぷ December  2020



求人募集情報は、町図書館玄関、農村環境改善センターロビー、比布駅、くるみ
保育園、旭川信金比布支店で掲示しているほか、町のホームページでも掲載して
います。　　　　　【問い合わせ】産業振興課商工労働係　☎８５‐４８０６

■株式会社 コタニ工業
　基線４号　☎ 54-1555
□鉄骨建築作業員
内容 /鉄骨建築、ガレージなど制作
　　　組立
勤務 /８：00～ 17：30
資格 /普通自動車免許
給与 /18万～ 35万円
□ガレージ・カーポートの営業
内容 /ガレージ見積、作業管理
勤務 /８：00～ 17：30
資格 /普通自動車免許
給与 /20万～ 38万円

■社会福祉法人大悲会
　東町２丁目　☎ 85-3147
□介護スタッフ
内容 /老人介護
勤務先 /あそか苑・無憂苑
勤務 /早番、遅番、夜勤
資格 /介護関係資格がなくても可
給与 /高卒 15万 2,800円～

■旭川合同自動車株式会社
☎ 24-2211
□タクシー乗務員
勤務 /24時間・希望時間帯シフト制
資格 /22歳以上
　　　普通免許（２種あれば尚可）
　　　（当社負担で２種取得可）
給与 /15万 3,000円以上
　　（未経験者・６ヵ月間 18万円
　　保証）

■株式会社 荒尾

□調理補助・接客
内容 /調理補助および接客
勤務 /① 10：00～ 16：00
　　  ② 17：00～ 21：30
資格 /マイカー通勤できる方
時給 /870円
□ホールスタッフ

内容 /宿泊客の朝食配膳など
勤務 /６：00～９：00
資格 /マイカー通勤できる方
時給 /1,000円

■有限会社 遠藤農産
　北１線８号　☎ 85-2199
□作業スタッフ
内容 /なめこ・まいたけ栽培作業
勤務 /①８:00～ 12:30
　　　②８:00～ 15:00　
資格 /18歳以上
時給 /865円～
□作業スタッフ
内容 /きのこ栽培、農作業
勤務 /8：00～ 17：30
給与 /19万円～

■株式会社 ノウリエ
　（いちごと kaoriと洋菓子店）
　基線５号　☎ 85-4615
□調理補助・接客
内容 /調理補助・接客
勤務 /週２～３回、８:30～ 15:00　
時給 /870円

■うれしぱ保育サービス株式会社
　寿町 4丁目 2番 7号（うれしぱ
保育園ぴっぷ）　☎ 76-5237
□保育補助
勤務 /① 7：30～ 12：30
　　　② 13：00～ 18：00
資格 /保育士、看護師
時給 /900円～ 1,000円

■山崎電機 株式会社
☎ 0165-86-5323
□作業員
内容 /電気工事業（屋内外電気工事）
勤務先 /会社：愛別町字南町 13番
　　　　就業場所：旭川市内及び
　　　　　　　　　その近郊現場
勤務 /基本 8：00～ 17：00

　　　※時間外勤務あり
資格 /普通自動車免許
（第一・二種電気工事士あれば尚可）
給与 /月給　185,000円
　　　（基本給 150,000円＋現場手
　　　当 35,000円）昇給、賞与、
　　　その他手当あり

■有限会社 菅原クリーンファーム
　南１線２号　☎ 85-4600
　（不在の場合は留守電へ）
□農業スタッフ
内容 /農作業
勤務 /7：30～ 17：00
資格/普通自動車免許（AT限定不可）
時給 /1,000円
※通年雇用
□農業スタッフ
内容 /農作業
勤務 /8：00～ 17：00
時給 /900円
※季節雇用

求人募集

求人募集の依頼に
ついては、産業振
興課商工労働係ま
でご相談ください。
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ハナ ・ バルサー （Ｈａｎｎａｈ　　Ｂａｌｓｅｒ）
今年４月から小・中学校の外国語指導助手（ＡＬＴ）

として赴任した 23歳。アメリカのノースカロライナ

州出身。大学では日本語と心理学を専攻。趣味は、

バイオリンやスキューバダイビング、ビデオゲーム

や漫画など。愛称は「ハナ」。

Hello everyone!  It's gotten cold recently, hasn't  it? The fi rst snow has 
already  fallen. Snow  is  rare  in my hometown,  so  I'm excited when  I 
see  it. Soon I want to try skiing! But I'm a  little nervous about driving 
in  the  snow.  If  I drive slowly,  it'll probably be  fine  right? Still,  I'm 
looking  forward  to my fi rst white Christmas! Have you heard of  the 
song  called White Christmas?  It’s a  famous Christmas carol. But my 
favorite Christmas carol  is  “Santa Claus  is Comin’  to Town” by Bruce 
Springsteen. If you get a chance, please listen to it!
Thank you, Hannah

皆さん、こんにちは！最近、寒くなりましたね。もう初
雪が降りました。私のふるさとでは雪は珍しいですから、雪
を見るとワクワクします。すぐに、スキーをしてみたいで
す！でも、雪の中を運転することについては、ちょっと緊張
しています。多分、ゆっくりドライブしたら、大丈夫でしょ
う？それでも、私のはじめてのホワイトクリスマスは楽しみ
です！ホワイトクリスマスという歌を聞いたことがあります
か？有名なクリスマスキャロルです。でも、私の一番好きな
クリスマスキャロルはブルース・スプリングスティーンの「サ
ンタクロースが町にやってくる」です。チャンスがあれば、
聞いてみてください！

What a won erful Pippu!
こんにちは。 ハナです！

1112

17

15

30
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情報満載
８５－２１１１
８５－４８０１
８５－４８０２
８５－４８０３
８５－４８０４
８５－２１１２
８５－４８０６
８５－４８０７
８５－４８０８
８５－４８０９
８５－２２６２
８５－３３５４
８５－２５１３
８５－２５５５
８５－４８００
８５－３０５６
８５－４７００

みなさんのご家庭のかわいいアイドルをご紹介
ください。最近の写真とコメントを添えて、役
場総務企画課広報係にお寄せください。写真は
カラー・白黒を問わず、Ｅメールでの投稿もお
待ちしています。宛先は裏表紙をご覧ください。

７日で３歳★泣きむしだけど負け

ず嫌い！アイスクリームだいすき！

積み木やブロックでもの造りするの

にハマってます！

琢也さん・加奈さんの長女

（２歳 11か月・新町）

比布町役場
　　　総務企画課

　　　税務住民課
　　　保健福祉課

　　　産業振興課
　　　建　設　課
　　　議会事務局
　　　農業委員会
比布町教育委員会
図書館

保健センター
ぴぴたく号

遊湯ぴっぷ

石
いしやま

山 陽
ひ

菜
な

ちゃん
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国　民年金保険料は社会保険料控除の対象
　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の

社会保険料控除の対象となります。
　国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、毎年１
月１日から 12月 31日までの間に納付（納付見込みを含む）した国
民年金保険料の額を証明する書類の添付などが必要です。

11　月上旬に送付されています　生命保険会社などが発行する控除証明書と同様に、１年
間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が日本年金機構本部からすでに送付されて
います。
　証明内容は、本年１月から９月 30日までの間に納付された国民年
金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。

２　月上旬に送付される場合
　年の途中から国民年金に加入した場合などは、10月１日か

ら 12月 31日までの間に、今年初めて保険料を納付された方は、翌
年２月上旬に同様の証明書が送付されます。

控除証明書に関する問い合わせには年金事務所のほか
ねんきん加入者ダイヤルを設置しています

12

16

11

15
総 数
男
女
世帯数

（－１）
（－３）
（＋２）
（＋１）

まちの人口（10月末現在）

※住民基本台帳登録数
（　）は対前月増減数

■問い合わせ■役場税務住民課戸籍年金係■
■旭川年金事務所　☎７２-５００４または５００５※自動音声案内■

年末調整や確定申告には
「社会保険料 (国民年金保険
料 )控除証明書」が必要

★☆ 詳しくは、下記窓口にお問い合わせください ☆★

※ 050から始まる電話番号からおかけになる場合は ☎ 03-6630-2525

【受付時間】　○月～金曜日　午前８時 30分～午後７時

　　　　　　○第２土曜日　午前９時 30分～午後４時

　なお、祝日（第２土曜日を除く）、12月 29日～１月３日は

            ご利用いただけません。

情報＊満載

，

14
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■役場などの年末年始の休日は、12
月 31日から１月５日までです。
■休業期間中は、住民票や印鑑証明
書、所得証明、納税証明などの各種
証明の発行業務も休ませていただき
ますが、12月 30日（水）午後４時ま
でにお電話などでご予約いただいた
場合は、交付することができますの
で、役場の各担当係までお問い合わ
せください。
■休業期間中、急を要する場合は、
役場裏口に警備員が常駐しています
ので、お申し出ください。

公共施設などの年末年始の休業 ・休館日のご案内

18 December  2020 広報ぴっぷ



ストップ・ザ・交通事故死
～ めざせ 安全で安心な北海道 ～

スマホより 横断歩道の 僕を見て
（ 交通安全スローガン 2020 年度 内閣総理大臣賞）

情報＊満載

12月の行事予定
  8㈫ 白寿大学第６回集合学習

10：00 福祉会館（大講堂）

 10㈭ 第４回町議会定例会　～ 11日（予定）
9：00 役場（議場）

12㈯ としょかんクリスマス会【中止】

 13㈰ 比子連クリスマス会【中止】

 19㈯ 全町ダブルス卓球大会
18：00 体育館

  22㈫ 行政区長・農事組合長会議
9：00　農村環境改善センター

  第６回農業委員会総会
　　　　　13：30　役場（議場）

 24㈭ 中学校第２学期終業式

25㈮ 小学校第２学期終業式

 28㈪ ぶっくん寺子屋　～ 29日
9：00 福祉会館(大講堂）

 30㈬ 役場・教育委員会仕事納め

※変更になる場合がありますので、無線放送など
　にご留意ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場
　制限を設けている場合もあります。

１月号は 12月 23 日発行予定です

22

31

12

19

10

15

3012

11

16

20

■収集日　　　　　　　　令和３年１月４日 （月）
■収集地域　　　　　　市街地地域
■収集するごみ　　燃やせるごみ

※収集地域の各ゴミステーションに、 収集日の
　　午前９時までにごみを出してください
※愛別町外３町塵

じんかい

芥処理組合富沢衛生センター
　　へ直接搬入はできません

◆問い合わせ◆
役場税務住民課住民環境係

in

【市街地ごみ臨時収集について】

　　年末年始の休業中、 次のとおりごみの臨時収
集を行います。

19 広報ぴっぷ December  2020



      元北海道議会副議長

木村　峰行さん　ふるさとへ寄付

10

27

10

28

10

2916

11

40

11

14

15

44

11

　元北海道議会副議長の木村峰行さん（12区出
身）が春の叙勲で長年の道議会議員の功績がたた
えられ旭日双光章を受章されました。
　これに伴い、　10月 26日に役場を訪れ、これ
まで育ててくれた比布町への感謝の気持ちとし
て、現金２百万円を町へご寄付いただきました。
　木村さんは「少しでもふるさと比布町に役立て
ていただければ」と話されました。

11

11

15

11

20
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まちの話題や情報など、身近なニュースを広報係にお知らせください。
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●発行　比布町
●編集　総務企画課まちづくり推進室広報係
    〒 078-0392
    北海道上川郡比布町北町１丁目２番１号
☎ 0166-85-2111(代表 )

      0166-85-4801・4802(総務企画課直通 )
●ホームページ
    http://www.town.pippu.hokkaido.jp
●Ｅメール
    ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

月号 № 747
２０２０(令和２)年 12月 2日

　新型コロナウイルスの感染拡大が全
国で広がっています。マスクの着用、
咳エチケット、ソーシャルディスタン
ス…たくさんの対策方法が提言されて
きましたが、今一度そのことを確認し
てみましょう。自分自身が感染しない
ことはもちろん、大切な家族や仲間に
うつさないためにも。そして、感染し
てしまった方への誹謗中傷も、絶対に
してはいけません。

■表紙のことば■

30

30

取扱事業者 （50音順）　　　　　　　　　　　　　　（11月 24日現在）

　 ・ 愛別モータース㈱比布営業所 発　85-3023　 ・ ㈱岩城設備 発 ・ス　85-2820

　 ・ 川原鉄工所 ス　85-2018　 ・ キシダ電器 発 ・ス　85-2104

　 ・ 谷電機 発 ・ス　85-4402　 ・ ㈱ CHIKAZAWA 発 ・ス　85-3380

　 ・ ㈱辻キカイ 発 ・ス　85-2108　 ・ ㈲蜂谷商事 発　85-3071

　 ・ 比布町農業協同組合 発 ・ス　85-3111

　 ・ 北海道エア ・ ウォーター㈱比布サービスセンター 発 ・ス　85-3622

　 ・ ㈲マスモ自動車工業 発　85-2391

　 ・ 山崎電機㈱比布事業所 発　85-2936
注） 発は、 発電機取扱店、 スは、 ストーブ取扱店を表します。

【問い合わせ　役場総務企画課生活安全係　☎８５‐４８０１】

　町では、各種ＳＮＳで、町から
のお知らせや、各種行事の様子な
どを発信しています。
　カラー写真や動画など、広報紙
では伝えきれない比布町の「魅力」
を日々お届け。ぜひご覧ください。

■比布町公式ＳＮＳ■

Ｔｗｉｔｔｅｒ

日々の出来事か
ら、防災情報ま
で色々発信中。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

町内の話題や、
防災情報を随時
お知らせ。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ
（まちある記フォトニュース）

イベントや行事
の様子をお届け。

ＬＩＮＥ公式アカウント

町からのお知ら
せや、防災情報
をお届け。

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ

比布町の「映え
る」風景や町の
様子を投稿。
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