
いちご狩りの季節が

　　　　　　　　　　　　　やってきた♪



関わる町独自支援策について

12
10

10

商品券取り扱い事業所 （44か所）

・ 整体マッサージ 「相生館」　 ・ 愛別モータース比布工場　 ・ 阿曽沼建設　 ・ 荒尾　 ・ 居酒屋赤兵
衛　 ・岩城設備　 ・ 遠藤農産　 ・オールストリーム　 ・ カネタ商会　 ・ ばらえてぃきっちん紙風船
・川原鉄工所　 ・ キシダ電器 ・久保農園　 ・佐藤理容院　 ・ しらゆり美容室　 ・ スナック法善寺
・セイコーマート比布新町店　 ・ Calmiss Cafe ・ 谷口ドライクリーニング店　 ・谷電機　 ・ Da
マルシェ比布店　 ・ 辻キカイ　 ・ 富塚洋品店　 ・ にじます工房　 ・ 西間農園 ・ のうりえ食堂　 ・ い
ちごと Kaoriと洋菓子店　 ・ 蜂谷商事　 ・比布調剤薬局　 ・ JAぴっぷ町資材店舗　 ・ ホクレン比布
給油所　 ・ぴっぷりん ・ピピマルシェ　 ・ ピピカフェ比布駅 ・福屋商店　 ・北海道エアウォーター
比布サービスセンター　 ・ ホシケン　 ・ 水野工務店　 ・ 山崎電機　 ・ 良佳プラザ遊湯ぴっぷ　 ・ よこ
い理容院　 ・ セブンイレブン上川比布町店 ・ ＮＡＮＡＰＬＡＺＡ ・ 大熊養鶏場

【取り扱い事業所一覧 （青文字はスタンプラリー対象事業所 （23か所）】

食事券取り扱い事業所 （９か所）

・ 居酒屋赤兵衛 ・ ばらえてぃきっちん紙風船 ・ スナック法善寺 ・ Calmiss Cafe ・ のうりえ食
堂　 ・いちごと Kaoriと洋菓子店 ・ ピピマルシェ ・ ピピカフェ比布駅 ・ 良佳プラザ遊湯ぴっぷ
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新型コロナウイルス感染症に

10

12

特別定額給付金の
申請をお忘れではありませんか？

申請期限は
令和２年８月 12日まで

国の新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用した

3 広報ぴっぷ July 2020
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■課税限度額

　国民健康保険税　            介護納付金

　・医療分　630,000円　       170,000円

　・支援金分　190,000円

　上記の金額を超えた場合は、それぞれの額で

打ち切ります。

■税の軽減に係る判定基準の軽減判定所得が

　次のように改正されました。

５割軽減～ 28.5万円×「被保険者数」＋ 33万円

２割軽減～ 52万円×「被保険者数」＋ 33万円

●問い合わせ●　役場保健福祉課国保医療係　☎８５‐４８０４

5 広報ぴっぷ July 2020



●介護保険料の納付方法

納付方法は、特別徴収（年金天引き）と普通徴収（直接納付）があり、年金受給者で受給金額の総額が 18万円

以上の方は、原則、特別徴収になります。普通徴収の方は、納付書により役場出納窓口や金融機関で直接納付いた

だくか、口座振替をご利用ください。

●第７期介護保険料　基準額　月額 6,600円× 12か月＝７９，２００円

　介護保険は、40歳以上の方が納める保険料と、国や

道、町の負担金を財源に運営されています。

　比布町第７期介護保険事業計画（平成 30年度から

令和２年度まで）で決定された、令和２年度における

65歳以上の方の介護保険料は次のとおりです。介護保

●問い合わせ●

　介護保険制度 ･･･　役場保健福祉課介護保険係　☎
　保険料の徴収 ･･･　役場税務住民課納税係　    ☎

令和２年度　負担限度額認定申請について

　住民税非課税世帯に属する方が施設入所やショート

ステイを利用する際の食費や居住費（滞在費）には、サー

ビスの利用が困難にならないように、収入に応じて負

担限度額が設定されています。

　なお、軽減を受けるには、役場保健福祉課介護保険

係へ申請が必要です。

（軽減の認定期間：８月１日から翌年７月 31日まで）

■認定の要件

・世帯全員が住民税非課税であること

・住民票上、別世帯の配偶者でも住民税非課税であること

・預貯金、有価証券などの金額の合計が単身で 1,000万円、

または夫婦で 2,000万円以下であること

■申請に必要なもの

①印鑑　②本人及び配偶者の預貯金通帳（最終記帳が

申請日より２か月以内のもの）、有価証券、投資信託の

写しなど

険料決定通知書を７月上旬に各世帯に送付しています

ので、内容をお確かめのうえ、期限内に納付をお願い

します。なお、40歳から 64歳までの方の介護保険料は、

加入している医療保険料（税）に含まれ、医療保険料

（税）として納付されます。

6 July  2020 広報ぴっぷ
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第２回町議会定例会が令和２年６月17日に招集され、

町長及び教育長から行政一般報告がされました。

概要をお知らせします。

第２回
町議会定例会

8 July  2020 広報ぴっぷ
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・尿の色が濃い…
・便秘が続いている…

・食欲が減った…

・尿の回数や 1回の尿量が減ってきた…

・口の中がねばねばする…

・くちびるや皮膚、粘膜が乾燥する…

・ボーッとして活動性が低下する（体がだるい）…

・めまい、頭痛、発熱、意識の低下…

こんな時は
脱水症かも…？

こまめに忘れず水を飲もう！

１日に最低限必要な水分量（ml/日）は

必要量
（30ml）

実測体重
（kg） で求められます

例えば体重 50㎏の方は１日 1,500ml必要です。（※腎臓などに持病がある
方は、1日の飲用量に制限がある場合がありますので主治医に相談してください）

10 July  2020 広報ぴっぷ



こどものひろば７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として開催しています。
＊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＊

■１日（水）　「０歳児教室」
■３日（金）「すくすく子育て講座」
■８日（水）「１・２歳児教室」
■ 14日～ 16日「改善センターで遊ぼう」
■ 22日（水）「お誕生会」「壁画制作」

予約は不要！

【 問い合わせ 】　
子育て支援センター
（保健センター）
☎８５‐２５５５

・講師
 大野　まみ　氏
・ 内容
 フォトフレーム作り

〈すくすく子育て講座〉

※新型コロナウイルスの影響により
変更になる場合があります

改善センター集合：天気しだいでお散歩、水遊びを行う予定で
す。汚れてもよい服装で、着替えを持参してください。

いざという時のために、
⽇頃から避難に必要なも
のを準備しておこう。

先月号では洪水情報のプッシュ型配信について学んだね？

近頃は大きな水害や土砂災害が全国あちこちで起こっているね。今月号は、万が一に備え、

避難勧告などのガイドラインについて学んでいこう。

避難情報：５段階の警戒レベルで危険度を確認しましょう

自分や家族の命を守るため、災害が起きた時には、気象庁

や町からの情報を理解し、適切な避難行動がとれるように

日頃から勉強しておこう。防災レンジャーとの約束だ！

■問い合わせ　役場総務企画課生活安全係　☎８５-４８０１

ガイドラインとは、何かを判断する時の目安となるもの。より避難のタイミングを理解しやすくするため、避難勧

告などのガイドラインには警戒レベル（下記）が設定されており、洪水、土砂災害、高潮、内水氾濫に用いられます。

警戒レベル 警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

住民の皆さんが

とるべき行動

防災気象情報などの

最新情報に注意する

など、災害への心構

えを高めましょう。

ハザードマップなど

により、避難場所や

避難経路を再確認す

るなど、避難に備え

自らの避難行動を確

認しましょう。

避難に時間のかかる

方（高齢者・障がい

者など）とその支援

者は避難しましょ

う。その他の人は避

難の準備をするか、

自発的に避難しま

しょう。

災害が発生するおそ

れが極めて高い状

況。速やかに避難を。

移動が危険と思われ

る場合は、近くの安

全な場所や、自宅内

のより安全な部屋へ

避難しましょう。

既に災害が発生して

いる状況です。命を

守るための最善の行

動をとりましょう。

発表される
避難情報

早期注意情報

（気象庁が発表）

注意報

（洪水注意報・大雨

注意報 など）
（気象庁が発表）

避難準備・

高齢者等避難開始
（町が発令）

避難勧告

避難指示（緊急）
※地域の状況に応じて
緊急的又は重ねて避難
を促す場合などに発令
（町が発令）

災害発生情報
※災害が実際に発生し
ていることを把握した
場合に、可能な範囲で発
令
（町が発令）

危険度低 高

非常持出品を背負う
リアル防災レッド

午前 10時～

11 広報ぴっぷ July 2020
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15

5

Twitter

Facebook

Instagram

Blog

雜賀雄太 （さいかゆうた）

比布町の地域おこし協力隊とし
て勤務。 日々の出来事や業務
に関わるお知らせをＳＮＳで発信
しています。 ぜひご覧ください。

ＩＲＩ
加盟店一覧

比布町内
物件一覧

市街地の
空き家・
空き地地図

今月
中旬頃
まで
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ぴっぷちょう としょかん

ぶっくんノート [７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 )　６日、13日、20日、27日　　　　□館内整理日　29日（水） 　　　

森の動物たちには、ちょっぴり変わった「ひみつ」

の趣味があって…。きつねのハナさん、ふたごのねこ、

うさぎのヴィオなど、愛らしい動物たちの８つのうち

あけばなしを描いた絵本。

あの子は死んだ。大量のドーナツに囲まれて。他人

の視線と自分の理想。少女の心を追いつめたものとは ? 

「美容整形」をテーマに、容姿をめぐる固定観念をあぶ

りだす心理ミステリ。『小説すばる』連載を加筆修正し、

単行本化。

「隠居後、孤独で寂しくてたまりません」「リツイー

トやいいねの数を比べ、ひどい嫉妬心にかられます」

など 27件の相談に、鴻上尚史が具体的で実行可能なア

ドバイスを贈る。『一冊の本』『AERA dot.』連載を書籍化。

「カケラ」
湊 かなえ / 著１

２「鴻
こうかみしょうじ

上尚史のもっとほがらか
人生相談」 鴻上 尚史 /著 ３「ひみつがあります」

布川 愛子 /絵・文

おす★ ★すめ★ 新着★ ★図書★

蔵書点検のお知らせ　７月６日（月）～ 10日（金）

本の点検のため、お休みします。本を返すときは、
入り口にある返却ポストに入れてください。ま
た、６月 23日（火）～７月５日（日）まで、本
を一人 15冊まで貸出します。

午前10時30分～午前10時45分
５（日）よみきかせ会

　ひろがり文庫による絵本のよみきかせ。来るたびに
ポイントがもらえ、10ポイントたまると素敵なプレゼ
ントが！　※いつもより時間を短縮して実施します。

「12歳までの最強ストレッチ」
　　　　　　　　　　　　坂詰 真二 /著

　柔軟性が高まれば運動能力も
学力もアップ？！柔軟性を高め
るストレッチを中心に紹介。

イベント中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、【ぶっ
くんシアター】を当面の間中止します。　再開
につきましては、広報紙、町ホームページ、無
線放送などでお知らせします。

「今日から自宅がジムになる宅
トレなりたいカラダは家でつく
れる」　　　　　　 谷 けいじ /著

　ジムに通わなくても自宅でで
きる筋トレ&ストレッチを紹介。
写真が多くてわかりやすい！

13 広報ぴっぷ July 2020



エピソード４　「いちごっ子ヘルスアップ健診特集！」

【お問い合わせ】
保健センター　☎ 85‐2555

8

町では、小学 5年生・中学 2
年生を対象に生活習慣病予防
健診を実施しています！

小中学生は、
生活習慣病に
ならないよね？ 健診を受ける必要、

あるのかなぁ？

健診と聞いて、皆さん
はこんなことを思っ
てはいませんか？

薬が必要な病気が見つかることは滅多に
ありませんが、生活習慣病は子どもの頃
からの生活習慣の積み重ねで発症します。
いちごっ子健診を受診して、今の体の状
態、生活習慣を一緒に考えましょう！！

そこで、昨年受診したお子さんの保
護者に受診理由を聞いてみました。

ホケンシ
ゴウダ隊員

小さい頃、血液検査
を受けて以来、受け
ていなかったので 友だちの子どもが

受けたと聞いて

以前貧血の治療を
していて、今の状
況を知りたくて

甘いもの好きで…
血糖値が心配…

・米飯の適量や、バランスを考えて食べるきっかけになった
・食事の作り方を少し意識できるようになった
・1人分ずつ盛り付け、バランス良く食べるようになった

健診後は、親子で保健センターに来所し
てもらい、結果を見ながら、生活習慣
について振り返る機会としています！

受診した皆さんの感想は？

・水分摂取が少ない、夜にお菓子
 を食べているなど、親が知らな
 かったことに気付いた
・お菓子やジュースに含まれる糖
 分を知り、子ども自身が飲み方
 を考えるようになった

ホケンシ
カワシマ隊員

14 July  2020 広報ぴっぷ
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◆問い合わせ◆役場産業振興課商工労働係　 ８５‐４８０６

ご注意ください

事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。水
漏れの場合は、自宅の止水栓の位置と締め方を確認
しておくとよいでしょう。

よく分からない場合は、早めにお住まいの自治体の
消費生活センターなどにご相談ください。
【消費者ホットライン 188】

～誘いに乗らない、申し込まないことが肝心～

●消費者ホットライン　　☎
旭川市消費生活センター☎

すぐに消費生活センターに相談しましょう

◇◆事例◆◇
　トイレが詰まり、電話帳で見つけた業者に電話をし
て来てもらった。急いでいたので料金などは電話で確
認しなかった。修理をしてもらったが、結局新しい便
器に交換することになり、作業が終わった時点で「20
万円」と言われた。すでに作業も終わっていたので仕
方なく支払ったが、高額だと思う。（70歳代　男性）

◇◆消費者へのアドバイス◆◇
○慌てて事業者を呼んでしまいがちですが、複数社
から見積もりを取って、作業内容や料金をよく確認
しましょう。事前に出張や見積もりに掛かる料金の
有無を確認することも大切です。
○現場の状況次第では、更に修理が必要な場合もあ
ります。作業前に作業内容や料金などを確認し、納
得できない場合はその場で契約しないようにしま
しょう。
○急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる

15 広報ぴっぷ July 2020
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情報満載

皆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。

お姉ちゃんとアンパンマン、腕

チュッチュが大好きな僕です。イ

ヤイヤ期真っ只中！喜怒哀楽激し

めですがよろしくね～☆

中
なかざわ

澤 佑
ゆうま

馬く 
ん

卓馬さん・真美さんの長男

（１歳 11か月・緑町）

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
８５－２３８３
８５－４７００

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

16 July  2020 広報ぴっぷ
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■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

16

5050

６

15
総 数
男
女
世帯数

， （－１）
（±０）
（－１）
（＋３）

まちの人口（５月末現在）

※住民基本台帳登録数
（　）は対前月増減数

情報＊満載

国民年金保険料は

口座振替が便利でお得です

★☆ 便利で簡単な口座振替をご利用ください ☆★

　国民年金保険料を口座振替で納付すると、

納め忘れの心配がなく、納付する手間が省け便利です。また、

口座振替には現金で納付するよりもお得な「早割制度」や「前

納制度」があります。

　下期６か月分（10月～翌年３月分）の前納は、８月末までに

お申し込みください。

～ 口座振替のお申し込み方法 ～

　旭川年金事務所または各金融機関に備え付けの口座振替申

出書に必要事項を記入・押印（金融機関の届け出印）し、窓

口に提出してください。

10

10

14

17 広報ぴっぷ July 2020
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ぴっぷ七夕天国
今年のぴっぷ七夕天国は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。　　　　実行委員会事務局

情報＊満載情報＊満載

７月の行事予定

８月号は８月５日発行予定です

17
17

29

 1㈬ 比布消防団夏季演習【中止】
2㈭ 遊湯ぴっぷ杯ペアパークゴルフ大会

  8：30　 グリーンパークぴっぷ

 4㈯ くるみ保育園運動会
  町体育館　※保護者のみに公開

　5㈰ 蘭留地区パークゴルフ大会【中止】
 6㈪ 子どもプール運動会【中止】
 9㈭ 健康づくりパークゴルフ大会
  8：30　 百年記念公園

 12㈰ 泥んこだらけのバレー大会【中止】
13㈪ 総合特定健康診査　～ 17日

   保健センター

 18㈯ 小・中学校合同地域公開参観日【中止】
 19㈰ 東園振興会ふれあい交流会【中止】 
 20㈪ 第１回農業委員会総会
  9：30　役場（議場）

 25㈯ 【中止】
 26㈰ 道路環境整備
  8：00 町内一円

  らんる夏まつり【中止】
31㈮ 小・中学校第１学期終業式

   各学校

※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。

10

10

20

道民の皆様へ「新しい生活様式」の実践を 事業者の皆様へ「７つのポイント」への取り組みを

「新北海道スタイル」はじめよう。

19 広報ぴっぷ July 2020
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㈱上西新聞店賞　遠藤春子さん

上西新聞店さんの「日本てぬぐい」

を活用したリバーシブルの手づくり

マスクです！

20 July  2020 広報ぴっぷ



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。

6.1 5.28

6.17
12

6.11

６月 20日　北地区 ６月 22日　東地区

６月 25日　中央地区

 ６月 20日から 25日にかけて、３地区の環境保全
活動組織による花の植栽が丁寧に行われました。

きれいな花でいっぱいに！

３地区の環境保全活動組織が花の植栽

　６月４日（木）、比布商工会青年部（大熊啓二
部長）が新型コロナウイルス感染症対策に役立て
てほしいと小学校へペーパータオル（10箱）、中
学校へ扇風機（３台）が寄贈されました。

比布商工会青年部が

小・中学校に対策用品を寄贈

●５月 19日、三平サロンのサポーターや協力す
る町民の方が手作りしたマスク（約 100枚）と絵
ハガキが三平サロン利用者の皆さんへ手渡されま
した。

●５月 28日、町民の方（匿名希望）から中央小
学校に手作りのマスク（100
枚）が寄贈されました。

●５月 30日、町民の方（匿名希望）から児童ク
ラブに手作りのマスク（120
枚）が寄贈されました。

●６月 19日、町民の方（匿名希望）から役場に
使い捨てマスク（500枚）が寄贈されました。

感謝します！

町内在住の方がマスクを寄贈

21 広報ぴっぷ July 2020
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■表紙のことば■

42

昭和 10年（85歳）、比布町生まれ。
幼少期、畑仕事をしていた祖父が口
ずさむ唄を聞いていたのが民謡と
の出会い。今は自身の趣味として
だけでなく、指導者としても活動。

最高師範の称号状を抱える佐藤さん。

比布町初の
　「民謡」最高師範

佐　藤　則　一 さ
ん

の り か ず

いよいよ比布町のいちご狩りが
始まりました！今年はあの幻の「ゆ
きララ」が食べられる農園もあり
ます。新型コロナウイルスの影響
で、なかなか外出ができませんで
したが、ようやく少しずつ、外に
出られるようになってきた今、い
ちご狩りを楽しんでみませんか。

　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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