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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。
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先月号では、除雪や雪下ろしの注意点について復習したね。春も近づいているけれど、ま

だまだ降雪が多いから、気を引き締めて、安全に注意しようね。

さて、今月号は、「自主防災組織」について学んでいこう！

「自ら守る」自主防災組織

　住民一人ひとりが「自らの安全は自ら守る」意
識を持ち、そして「自分たちのまちは自分たちで
守る」ために協力して立ち上げる防災組織のこと
です。いざという時に対処できる協力体制を整え
ておくことは、災害時にとても役立ちます。

■問い合わせ　

役場総務企画課生活安全係

☎８５-４８０１

　自主防災組織を作るには、事前に規約や事業計画な
どを定めておき、効率的な組織運動を行なうことが望
ましいです。新たに組織を立ち上げなくても、町内会
に防災部門を設ける、いくつかの町内会合同で一つの
自主防災組織を作るなど、いろいろな方法があります。
自主防災組織設立にあたっては、役場総務企画課生活
安全係にもご相談ください。

自主防災組織について
調べる防災レッド

平時の備えが…
・防災情報の収集や広報活動
・家庭や地域の消火資機材他安全点検
・避難所や経路、災害時要支援者の確認
・防災訓練の実施
・防災資機材や備蓄品の管理

有事に役立つ！
・被害情報の収集や救護情報の周知
・初期消火活動
・安否確認や避難誘導活動
・負傷者などの救出や救護活動
・物資の分配や備蓄食料による炊き出し

今はネットでも
防災を学べるぞ！

消防防災博物館

自主防
災組織
とは

こどものひろば３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■　相談支援専門員による子育て相談を随時行って
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＊

■５日（金）８日（月）「共同制作」
■ 10日（水）「１・２歳児教室（フォトフレーム制作）」
■ 19日（金）「壁画制作、お誕生会」
■ 24日（水）「進級式」※要予約（電話でも受け付けています）

予約不要！

※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

お待ちして
います！

問い合わせ
【子育て支援センター】
☎８５‐２５５５
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ぴっぷちょう としょかん

ぶっくんノート [３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　31日（水）

犬のペロは飼い主の「おかあさん」が大好き。「おか

あさん」にネックレスをプレゼントするために、ペロ

はお仕事を探しに出かけます。果たしてペロはプレゼ

ントをあげることができるのでしょうか ?

元住人のコナツさんの新しい彼とその子どもとのこと

を心配したり、折合いが悪かった母親が倒れたり…。い

ろいろあるけれど、自由に穏やかに、キョウコは今日も

のんびり幸せに暮らしています―。「れんげ荘」シリー

ズ第 5弾。

世界の状況が刻々と変わる現在、文系理系問わず、

経済を知らずに世の中を知ることはできない。「経済を

なんとなく避けてきた」人に向けて、現代資本主義社

会の本質とその問題をわかりやすく解説する。

「おたがいさま」
群 ようこ /著１

２「現代経済学の直観的方法」
長沼 伸一郎 / 著 ３「ペロのおしごと」

樋勝 朋巳 /作

おす★ ★すめ★ 新着★ ★図書★

絵本のよみきかせ会のお知らせ
　ひろがり文庫のみなさんによる絵本のよみきかせ会
を行います。いずれも午前 10時 30分から、おはなし
のへやで開催します。ぜひ、遊びにきてください。

〔開催予定日〕
令和３年３月７日・４月３日・６月 12日・８月
７日・９月４日・10月２日・11月６日
令和４年１月８日・２月５日・３月５日

ひろがり文庫では、よ
みきかせのボランティ
アを募集しています。
興味のある方は図書館
へお問い合わせ下さい。

　この 10年間で借りられた本のベストテンを展示しま
す。ぜひご覧ください。

マスク着用のお願い
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館
時のマスク着用及び手指の消毒をお願いします。
お手数おかけしますが、利用者の方が安
心して気持ちよく図書館を利用できるよ
う、ご理解とご協力をお願いします。

in
比布町
図書館

３・４月のテーマ展

7 広報ぴっぷ March  2021



3
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感染対策で
運動を！

運動は
免疫力向上に
つながります
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エピソード 12　「野菜を食べよう！」

【お問い合わせ】
保健センター　☎ 85‐2555

80

28

11

健康維持はもちろん

ダイエットにも

ホケンシ
カワシマ隊員

101211

野菜が取れる時期野菜が不足気味
保存野菜は淡色が多い

１日あたりの野菜摂取量

北海道 全国
平成 28年 278ｇ 277ｇ
令和元年 254ｇ 281ｇ 国民健康

栄養調査より（　　 ）

ホケンシ
ナカムラ隊員

ホケンシ
ゴウダ隊員

ビタミンＡ 葉酸 ビタミンＣ 食物繊維

栄養素
含有量

緑黄色野菜 150g 710μg 320μg 40mg 4.2g
淡色野菜 200g 10μg 120μg 50mg 3.7g

合計 720μg 440μg 90mg 7.9g

１日の必要量
（40歳代）

男性 900μg
240μg 100mg

21g
女性 700μg 18g

・血管の痛みを修理する
・血管の老化を防ぐ

・身体を作る
・胎児を育てる

・血糖やコレス
テロールの吸
収を穏やかに
する

・がんの予防

・生活習慣病や
がんの予防

野菜に含まれる栄養素は

病気を防ぐことはもちろん

身体作りにも大切なんです

健康ファーマー
カトウ

特に
緑黄色野菜が
不足しがち
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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。

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

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
ぴっぷスキー場
遊湯ぴっぷ

お外大好き、アンパ ンマン大好き、

ダ ンス大好き、バ イバ イの挨拶は投

げ キッス♥ボ クに投げ キッスしてほ

しい人は声かけてね♪

太
おおた

田　楷
かいみ

己く
ん

直樹さん・章恵さんの長男

（３歳３か月・北町）
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15
総 数
男
女
世帯数

， （＋１）
（ー２）
（＋３）
（ー１）

まちの人口（１月末現在）

※住民基本台帳登録数
（　）は対前月増減数

情報＊満載

■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

★☆ 国民年金保険料は忘れずに納めましょう ☆★

国民年金保険料の免除申請は、平成 26年４月から、過去２
年１か月分さかのぼってできるようになりました（学生納付特
例も同様）。申請する方は、役場または年金事務所へ申請書を提
出してください。

※免除は、各対象になる申請年度の前年所得に基づいて審査します。

国民年金保険料の納付が困難なときは

①納付が困難なときは保険料免除制度
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な時に利用

できる制度で、申請が承認されると保険料納付の全額、または
一部が免除されます。
※本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の方

② 50歳未満の方は納付猶予制度（学生を除く）
本人が 50歳未満であるときに限って利用できる制度で、申

請が承認されると保険料の全額についての納付が猶予されます。
※本人、配偶者（世帯主の所得審査はありません）の前年所得
が一定額以下の方

③学生の方は学生納付特例制度
学生に限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料

の全額についての納付が猶予されます。
※本人の前年所得が一定額以下の方

①～③はいずれも、失業した方は、特例で申請できる場合があ
ります。

18

5050

8996

13

8310024549660
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内　　容

高齢者の世帯、身体障がい者または要介護認定者

で役場窓口に出向くことが困難な方へ、各種証明

書を宅配します。

対　　象

町内に住所を有する満 75歳以上の高齢者、身体

障害者手帳２級以上または要介護認定３以上の
みの世帯です。

取扱証明書

　○住民票の写し・印鑑登録証明書

　○所得証明書・課税証明書・非課税証明書

　○所得課税証明書・納税証明書

　○固定資産評価通知書・固定資産評価証明書

受付時間

　月曜日から金曜日まで（祝日、休日を除く）

　午前８時 30分から午後５時まで
宅配時間

　受付当日の午後５時から午後８時まで

　ただし、午後３時以降の受付分は、翌日の午後

５時から午後８時までとなります。
　なお、申請日が休日前の場合は、休み明けの平

　日になります。

宅配手数料

　無料（各証明書の発行手数料は有料です。）

請求方法

　宅配サービスの請求者は、電話で「住所」「氏名」

高齢者等宅配サービスを行っています ＝証明書を宅配するサービス＝

「書類の種類」「枚数」を役場税務住民課に申し出

します。

受取方法

【各種証明の予約】

　平日、役場に出向くのが困難な方は、平日（午前

８時30分～午後５時）、電話で予約をすると、土・日・
祝祭日に交付することができます。

　予約ができる証明書は、宅配サービスの各種証明

書と同様です。

役場職員がお伺いします

申請書に必要事項を記入してください

本人確認できるものを役場職員に

提示してください

証明書の発行手数料を支払ってください

証明書をお受け取りください

＊問い合わせ＊　役場税務住民課戸籍年金係・税務係 ☎ ８５‐４８０３
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ストップ・ザ・交通事故死
～ めざせ 安全で安心な北海道 ～

（ 交通安全スローガン 令和３年 内閣総理大臣賞）

情報＊満載

３月の行事予定

４月号は４月７日発行予定です

12

12

26

29

申告期限・納付期限の延長のお知らせ

令和２年分所得税等の確定申告期限・

納付期限が４月 15日（木）まで延長され

ました。

【３月 15日（月）まで】　

　【３月 16日（火）～４月 15日（木）まで】

　会場　旭川東税務署

　【受付時間】　

　午前９時から午後４時まで（土・日・祝日除く）

※当日分の入場整理券がなくなり次第終了します。

なお、確定申告会場は大変混雑することが予想さ

れますので、感染防止の観点から、多くの方が訪れ

る確定申告会場ではなく、ご自宅で申告書を作成し、

e-Taxや郵送で提出をお願いします。

*確定申告会場への入場は、「入場整理券」が必要 *
　令和２年分の確定申告については、確定申告会場

の混雑緩和を図る観点から、入場整理券を活用して

会場へご案内します。

　入場整理券は、当日会場で配付するほか、ＬＩＮ

Ｅを通じたオンライン事前発行も可能です。

【ＳＴＥＰ１】　ＬＩＮＥアプリから国税庁ＬＩＮＥ

公式アカウントを友だち追加

【ＳＴＥＰ２】　「トーク」画面から「相談を申し込む」

を選択

【ＳＴＥＰ３】　税務署や来場希望日時を選択

【ＳＴＥＰ４】　内容を確認して「申

込」をタップすれば完了、入場時に

申込完了画面を提示すればＯＫ

◆問い合わせ先◆　
旭川東税務署　☎２３ー６２９１

8㈪ 第１回町議会定例会　～ 12日（予定）
9：00　 役場（議場）

 12㈮ 中学校卒業式
9：45　 中学校

南・北比布駅さようならイベント
12：17　 北比布駅　14：22　南比布駅

 18㈭ うれしぱ保育園ぴっぷ園開放
10：00　 うれしぱ保育園ぴっぷ（先着３名まで）

  19㈮ 小学校卒業式
9：30　 小学校

20㈯ 第52回町民スキー大会
  8：30　 ぴっぷスキー場

   くるみ保育園卒園式
10：00　くるみ保育園

 21㈰ ぴっぷスキー場クローズ
  （ありがとうサービスデー）

町民バドミントン大会
９：00　町体育館

町民シングルス卓球大会
18：00　町体育館

24㈬ 小・中学校修了式
※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。

国税庁
LINE

13 広報ぴっぷ March  2021
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薬の包装シートは切らないで！

思わぬケガや入院に繋がることも…

管を傷つけ、穴があいてしまうことがあります。また、
シートの素材はＸ線撮影でも写りにくいため、発見が
遅れて重症化することもあります。

○飲み込んだ自覚がなくても、のどなどに違和感があ
り、誤飲が疑われる場合は医療機関を受診するように
しましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療
機関の連絡先を確認しておくことも大切です。

～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◆◇
　薬を包装シートから取り出したつもりが、シートが
ついたまま飲んでしまった。のどに痛みとひっかかり
があったので、病院を受診し、内視鏡で食道にあった
包装シートを取り出してもらった。（80歳代　男性）

　薬を包装シートごと飲んでしまった。病院を受診し、
内視鏡で取り出してもらったが、食道に傷があり入院
した。（90歳代　女性）

◇◆消費者へのアドバイス◆◇
○薬を包装シートごと誤って服用してしまう事故が起
きています。包装シートは誤飲防止のため、１錠ずつ
切り離せないように横か縦の一方向にのみミシン目が
入っています。はさみなどで１錠ずつに切り分けない
ようにしましょう。

○包装シートは切り離すと角が鋭く、誤飲すると消化 ☎８５- ４８０６■問い合わせ■
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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。

2.2

2.8

1.26

2.5

2.1

2.14
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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 № 750
２０２１(令和３)年３月３日

　思い起こせば１年前、新型コロナウ
イルスの国内での感染が広がりをみせ
つつあった頃、このイベントは一部内
容を変更する形でなんとか実施されま
した。あの時から私たちの生活は一変
し、ウィズコロナの中で様々な感染拡
大防止の取り組みのもとに日常生活を
行ってきました。今、ワクチン接種が
始まり、ウイルスとの闘いが新たな段
階に。今年こそ、コロナに勝ちたい。

■表紙のことば■
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【日時】
 　午前 10時～正午　　　
【場所】比布町図書館
  視聴覚室
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　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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