
世 界一

大雪山が

きれいに見える町の

米米作り始まる



２０２０
ぴっぷいちご狩り

から

まで

受入人数 電話番号 住所 農園名

200人 090-6268-7232 基線 12号 藤本農園

400人 85-3654 北１線 12号 牧野農園

100人 85-3850 基線 10号 北川農園

50人 090-7583-0766 北２線 11号 生駒農園

100人 090-1529-3667 北１線 11号 島農園

200人 090-7516-3404 基線９号 ノウリエいちご園

200人 080-3295-2960 北１線 14号 西本農園

100人 070-4303-9235 新町４丁目
NANA PLAZA

GOGO STRAWBERRY GARDEN

休園 北１線３号 奥山農園

休園 北１線 10号 畠山農園

〔町内農園一覧表〕
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大学生
対象

高校生
大学生
対象

31
26

10

高校生・大学生のお子さんがいらっしゃる
ご家庭は必ずご確認ください

3126

1010

31
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■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 /グループホーム無憂苑
勤務 /交代制（夜間勤務有）
資格 /介護関係資格がなくても可
給与 /高卒 15万 600円～
□調理スタッフ
内容 /給食調理業務
勤務先 /特別養護老人ホームあそ
　　　　か苑
勤務 /早番、日勤、遅番
資格 /調理師資格がなくても可
給与 /高卒 15万 600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
応募資格 /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 3000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～ 17：00
　　  ② 17：00～ 21：30
応募資格 /マイカー通勤できる方
時給 /880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
応募資格 /マイカー通勤できる方
時給 /1,000円

求人募集情報をお知らせします。詳しい内容を町のホームページでも掲載し
ていますのでご覧ください。

【お問い合わせ】産業振興課商工労働係　☎８５‐４８０６求人募集

日帰り研修旅行

老人文化祭

新年会

高齢者教養講座

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
店にもこうした形で掲示し
ています。求人情報の掲載
を検討されている方は、産
業振興課商工労働係までご
連絡ください。
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エピソード３　「がん検診を毎年の習慣に！」

【お問い合わせ】
保健センター　☎ 85‐2555

そんなまさか！と思われ
るかもしれませんが、グ
ラフを見ると、毎年ほと
んどの方ががん検診を受
けていない上、受診率は
年々低下しています…早
期発見、治療のため、定
期的ながん検
診が大切なの
です。

ホケンシ
カワシマ隊員

がんは誰もがかかる可能
性のある身近な病気で
す。しかし、医療の進歩
により、早期の発見であ
れば完治や、治療しなが
らの生活も可能になりま

した。自分の
ため、家族の
ためにがん検
診を受 け ま
しょう！

ホケンシ
ゴウダ隊員

28

21

31

事実
日本では、２人に１人が生涯で

がんになると言われています

しかし、比布町では毎年 10人に１人しか
がん検診を受けていないのです！

【比布町の胃・肺・大腸がん検診受診率】

20

０

10

15.3％
13.4％ 12.2％

H28 H29 H30

年々低下！

※胃・肺・大腸がん検診に限る

※

子どもの広場
保育士　古川さん

保健推進員
一岡さん
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コロナウイルスに負けるな！
今こそ気を付けたい4つのポイント

外出自粛のなかでも
自宅で運動をしましょう！

　新型コロナウイルス感染症の影響で地
域でのさまざまな活動が中止していま
す。また、外出自粛により、閉じこもり
がちになり、体力や筋力の低下を招く恐
れがあります。ぜひ取り組めることをし
ましょう！

２１日１回以上、
誰かと会話をしましょう！

　社会とのつながりを失うことが閉じこ
もりの始まりです。お互いに電話など「声
での見守り」でつながりを絶やさないこ
とが大切です。
　また、誰とも会話をしないと、うつや
認知症のリスクが非常に増えます。少な
くとも１日に１回、家族や近隣の方など、
どなたかに電話をして、お互いに元気で
あるかを確認したり、楽しくお話をする
ことも大切です。

１

免疫力を
高めましょう！

　普段からの健康管理を意識することが
大切です。
・１日３食、栄養バランス良くしっかり
　と食べましょう
・睡眠をしっかりとりましょう
・笑いましょう

３ 地域で思いやりを
生かしましょう！

　かつては、「向こう三軒両隣」といっ
た濃密な近隣関係の中で、気づかい合い
が行われてきました。しかし、近年では、
地域におけるつながりの減少や家族関係
の希薄化、コロナウイルス感染防止によ
る外出自粛で地域の支え合い機能は低下
しています。こんな時こそ、お互いに思
いやりをもち繋が
ることで、安心し
ていつまでも住み
続けることのでき
る町にみんなでし
ていきましょう。

４

コロナ禍を乗り越えるために今できることを
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こどものひろば６月の行事予定
＊こどものひろば＊

■開催日■※町民カレンダーに開催日を掲載しています。
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＊

■３日（水）　「０歳児教室」
■ 12日（金）「すくすく子育て講座」
■ 17日（水）「１・２歳児教室」
■ 19日（金）「父の日制作」
■ 26日（金）「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
 治部　玲那　氏
・ 内容
骨盤矯正ヨガ

〈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

こ ど も の

サービス 実施施設 対象年齢 利用可能時間 利用料金 事前登録 問い合わせ

子育てサポート
ハッピー

預かる方
の自宅

０歳から
小学６年生

午前７時から
午後 10時

30分 350円
２人目から半額

（世帯状況に応じて利
用料の一部を助成）

会員登録が必要
子育て支援
センター

☎ 85-2555

うれしぱ保育園
ぴっぷ

うれしぱ
保育園

（寿町４丁目

２番７号）

０歳から
２歳まで

午前７時 30 分
から

午後６時 30分
（30分まで延長

可能）

～１時間　　500円
～４時間　1,500円
～８時間　3,000円

〔別途〕
おやつ料金　100円
給食料金　　300円
（アレルギー食・離乳
食への対応は不可）

電話にて受付
見学日程の調整
見学→面談→登録
（見学時に行う）
運転免許証、印
鑑、母子手帳が

必要

うれしぱ
保育園
ぴっぷ

☎ 76-5237

子育て支援センター
こどものひろば

こどもの
ひろば

（中町１丁目

１番４号）

０歳から
就園前

午前９時から
正午

無料
こどものひろば
を利用した際に
登録となります

子育て支援
センター

☎ 85-2555

比布町には子育て支援やリフレッシュなど様々な理由で、子ど
もの一時預かりができるサービスがあります。
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洪水情報が、 緊急速報メールで発信されます

国が管理する石狩川水系で川が氾濫する危険性が高

まった時、緊急速報メールが自動で発信されます。メー

ルが着信したら、雨の降り方や川の今の水位を「国土

交通省　川の防災情報」で確認しましょう。

（※注意：このメール配信は、携帯電話事業者（NTTドコモ、

KDDI・沖縄セルラー、ソフトバンク（ワイモバイル含む）が提

供する「緊急速報メール」のサービスを活用して、国土交通省

が実施するものです）

〈川の防災情報の特徴〉

先月号では安全避難のための７か条について復習したね？

今月号は、洪水情報のプッシュ型配信について学んでいこう。

洪水情報のプッシュ型配信ってなに？

11

24

17

15

30

緊急速報メールが届いた時に
は、雨の降り方や水位を確認し、
確実な避難行動につなげよう、
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

「雨の状況がわかる！」

　今、どこでどれくらいの雨

が降っているのかを、知るこ

とができます。

「川の水位がわかる！」

　川に設置した水位計で、近

くの川の水位がどのような状

況になっているのかを、リア

ルタイムで確認することがで

きます。

スマホ版は、位
置情報の取得で
今いる場所の⾬
や川の様⼦がわ
かるよ︕

【Ｐ Ｃ 版 】https://www.river.go.jp/
【スマホ版】https://www.river.go.jp/s/
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　パンどろぼうは、おいしいパンを食べるのが大好き。

ある日、パンどろぼうは、森の中で「せかいいちおい

しい」と書いてあるパン屋さんを見つけた。さっそく

パン屋にしのびこんで、焼き立てパンをぬすんだけれ

ど…。

知識ゼロから学べる、感染症の超入門図鑑。インフ

ルエンザ、風疹など感染症をおこす病原体をキャラク

ターにして、自分語りで感染症を説明。新型コロナウ

イルスの基本情報や、すぐに役立つ対策方法もＱ＆Ａ

形式で収録する。

「はじめての感染症図鑑」
岡田 晴恵 / 著・いとう みつる / 絵 ４「パンどろぼう」

柴田 ケイコ /作

ぴっぷちょう としょかん

ぶっくんノート [６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 )８日、15日、22日、29日　　　□館内整理日　24日（水）
※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、サービスの一部を制限させていただく
　場合がありますので、ご了承ください。

　泣きたいときは辛抱しない。現世なんてサンドイッ

チのハムより薄い…。健康・夫婦・子育て・老い・人

づきあい。迷ったら立ち戻りたい瀬戸内寂聴の熱く優

しい希望のことばを、『婦人公論』掲載記事から厳選し

て紹介する。

「笑って生ききる」
瀬戸内 寂聴 /著

おす★ ★すめ★ 新着★ ★図書★

蔵書点検の延期お知らせ

町民カレンダーでは、６月２日（火）～
５日（金）を予定していましたが、７月７
日（火）～ 10日（金）に変更します。

【イベント中止のお知らせ】

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、次のイベントを中止します。

　ぶっくんシアターの再開に
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。

よみきかせ会（６月１４日）

ぶっくんシアター（当面の間）

　「私、女優になるの。どうでも、決めているの」舞台

に立ちたい一心で子を捨て上京し、キャリアの絶頂で

没した伝説の名女優・伊澤蘭奢。野心を貫いた華の生

涯を、男達の眼から描き出す。「小説新潮」掲載を単行

本化。

「輪舞曲」
朝井 まかて /著１ ２

３

来館の際は、
マスクの着用を
お願いします
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3115

3010

10

13
20

30

91

20

11

30

91

情報満載

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。

　にこにこ笑顔ともちもちお肌が自

慢の男の子。最近は、動物のなきマ

ネの特訓中。ライオンとゾウのモノ

マネ上手にできるよ。よろしくね。

合
ごうだ

田　隼
はやと

人 ちゃん
正人さん・みなみさんの次男

（２歳７か月・17区）

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

15
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国民年金保険料の
納付が困難なときは

■問い合わせ■役場税務住民課戸籍年金係■
■旭川年金事務所　☎２７-１６１１■

★☆ くわしくは、下記窓口でご相談ください☆★

国民年金保険料免除制度　
　本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下、または
失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方には、申請によ
り保険料が全額免除、または一部納付（免除）となる制度です。

■納付猶予制度（50歳未満の方）
　50歳未満の方で、本人、配偶者（世帯主の所得審査はありません）
の前年所得がそれぞれ一定額以下、または失業などにより保険料の納
付が困難な方が申請することによって、納付が猶予される制度です。
※平成 28年６月以前から 30歳未満の方が対象となります。
■特例免除について（失業された方の所得審査が除外されます）　　　　　　　
　特例免除は、保険料免除、納付猶予及び学生納付特例申請をする年
度、または前年度において退職（失業）の事実がある場合に、失業さ
れた方の所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除、または猶
予されます。
※本人が失業された場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があ
るときは、免除（猶予）が認められない場合があります。

令和２年度（R2.7～ R3.6）は

令和２年７月から申請を受け付けます

令和２年度国民年金保険料 月額16,540円

総 数
男
女
世帯数

， （＋３）
（＋４）
（－１）
（＋２）

まちの人口（４月末現在）

※住民基本台帳登録数
（　）は対前月増減数

情報＊満載

14

30

18

5050

73
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33

23

18

34

27

17

30

18

32

12

13

22

18

12

31
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実施期間

6月 1日～

9月 30日

ストップ・ザ・交通事故死
～ めざせ 安全で安心な北海道 ～

あおるより ゆずるあなたが かっこいい
（ 交通安全スローガン 2020年度 内閣府特命担当大臣賞）

６月の行事予定
  5㈮ 産業建設常任委員会

9：00　 役場（議員控室）

比布deエレキバンＰＧ大会【中止】
  7㈰ 小学校運動会【延期】

9㈫ 総務常任委員会　～ 10日
9：00　 役場（議員控室）

 12㈮ 議会運営委員会
9：30 役場（議員控室）

  老人スポーツ大会【中止】
  14㈰ 全町親睦ミニバレーボール大会【延期】
 16㈫ 道北地区熟年者ＰＧ大会【中止】
 17㈬ 第２回町議会定例会　～ 18日

9：00    役場（議場）

 19㈮ ふれあいＰＧ大会【中止】
22㈪　中央プールオープン

  13：15 中央プール

  第36回農業委員会総会
13：30 役場（議場）

 28㈰ ぴっぷ良佳村フェスティバル2020【中止】

※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。

７月号は ７月１日発行予定です

情報＊満載

クールビズを実施中 !!

　実施期間中、役場の職員は軽装（ノーネク
タイ・ノー上着）で業務を行います。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、マスクも着用していますので、皆さん
のご理解をお願いします。

13 広報ぴっぷ June  2020
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特別定額給付金（1人１０万円給付）の申請をお忘れではありませんか？

【申請期日】
令和２年８月１２日（水）

【問い合わせ】
役場総務企画課庶務係 ☎８５‐４８０１

◇申請書に必要事項を記入のうえ、裏面に本人確認のできる
証明書（免許証・マイナンバーカード・保険証など）の写し
を必ず添付してください。
◇公金引落口座以外をご指定の場合は、通帳やキャッシュカー
ドなどの写しが必要です。
◇役場からＡＴＭの操作や手数料の振り込みなどをお願いす
ることは絶対にありません。給付金の詐欺にご注意ください。

まで

14 June 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。

5.12 5.6

5.17 85 5.15

15 広報ぴっぷ June  2020
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融雪の大雪山を背に進む田植え
機。この景色を見ると季節の移ろ
いを感じるのは私だけでしょうか。
長かった冬が終わり、あっという
間に春が駆け抜け、夏の陽気を肌
で感じるこの季節。「新しい生活様
式」を模索しつつも、変わらぬ景
色がここあるという安心感。

■表紙のことば■

比布町LINE公式アカウントが便利です！

比布町 LINE公式アカウント登録（友だち登録）方法

町では、LINE公式アカウントを開設し、防災行政無線放送の一部や、災害などの緊急時の情報発信を行っています。

　〔配信内容〕
　　・防災行政無線で放送したお知らせの一部　（お悔やみや区内放送などは配信しません）
　　・ＳＮＳに掲載したイベント情報やお知らせ　・災害時の緊急避難情報など

LINEは普段からよく
使っているから、そこ
に町からのお知らせ

が届くのは
とても便利
だね！

災害時には、正確な情
報をスマホですぐに
確認できるから、デマ

や噂話に惑
わされず
にすむ！

防災無線はなかなか
聞けなかったけど、
LINEはいつでもすぐ
に 確 認 で
き て 便 利
だね！

登録は簡単だから、す
ぐに登録したよ！無
料で使えるから、お金
の心配も
いらない
ね！

① ② ③

LINEアプリを起動し

下部の「ホーム」をタップ

上部にある

人型のアイコンをタップ

友だち追加の「ＱＲコード」をタップ

右のＱＲコードを読み込み友だち追加

※アプリやＯＳのバージョンに
　よって異なる場合があります

　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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