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本誌12月号に掲載している催し等について、感染拡大の兆しが見られる場合には開催

お断り

の中止または延期を検討することがありますので、最新情報は主催者にご確認ください。
また、催し等へ参加する際は手指消毒やマスクの着用など、適切な感染防止対策を実施
していただくようお願いします。
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旭川のまちづくり
人々が築き上げてきた歴史
旭川市は今年で開村１３０年。

アイヌの人たちや
屯田兵の暮らし

アイヌの人たちは、上川盆地を

中心に独自の文化を形成し、川で

魚を捕り、野山で植物を採るなど、

自然とともに生活を営んでいまし
た。

明治２年、北海道に開拓使が置

かれて上川盆地一帯が調査される

年には旭川・神居・

と、開発の準備が急速に進められ
ます。明治

田兵が移り住みました。午前は訓

ちのメインストリートとしてにぎ

が進出し「師団通」と呼ばれ、ま

て師団司令部に至る道路は、人馬

えていきます。駅前から旭橋を経

の補強とともに、まちの人口も増

年に第七師団が移駐されると、軍

ようです」と話します。

美しさは当時の市民の自慢だった

したネオンサインで輝き、夜景の

すずらん灯や昭和５年頃から普及

ん灯が設置されました。まちは、
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様々な苦境を乗り越えてきた先人たちの努力を
これまで３回にわたって紹介してきました。
最終回は、各時代の世相を色濃く反映している中心市街地に
焦点を当てながら、まちづくりの歴史を振り返ります。

練、午後は開墾に明け暮れ、昼間

わいました。そして、大正３年に

年には旭川市

でも日が届かないほど暗い大森林
ひら

へと、さらに発展していきました。

北鎮記念館の館長等を務め、現

ふるさと

旭川村の入り口付近（現在の１条

きよたか

在は「『故郷の魅力』つたえ隊」

ひらつか

通２〜５丁目）がまちの中心地と

として活動する平塚清隆さんは、

から昭和初期には生活様式も変化

して、小学生の服装も和服から洋

服にようやく変わりました。師団

戦前の最盛期を迎えます。昭和４

通には映画館や料理店が開業され、

道が開通しました。その後、明治

年頃には師団通を照らす、すずら

明治 年、旭川と滝川を結ぶ鉄

第七師団の移駐とともに発展

した。

なり、宿や雑貨屋、料理店などが

年頃には、

は旭川区へ、大正

旭川初の常設映画館である神田館

当時の暮らしについて「大正末期

せていきます。明治
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建ち並び、公共施設も設けられま

25

を切り拓き、畑作や稲作を成功さ

永山の３村が設置され、やがて屯

23

年に旭川は村から町となり、翌

31

の往来が盛んになるにつれて商店

33

水害や戦争による

ロータリー交差点などが整備され、

ます。３条通８丁目にあった「平

団通周辺への露店開設が許可され

百軒もの露店が集まり、混乱期に

旭川の新しい顔となりました。常
他、貸しボートや料理店などが軒

市民が買い物に行ける場所として

和マーケット」もその一つで、数

旭川は、石狩川など多くの川が
を連ね、祭り会場やデートスポッ

生活を支えていました。しかし、

磐公園には遊具などが設置された

合流しており、大雨が降るとすぐ
トとして市民に親しまれていきま

戦後の復旧が進むにつれ、強制的

危機を乗り越えて

に川が氾濫し、家や橋が流される
した。

旭川のまちなかの歩み

世紀前

後

アイヌ文化が形成され
る

事業者は結束してビルを建設し、

（１９００年）

ました。これには戦争の惨禍を繰

師団通のすずらん灯（昭和10年代）

市内を走る路面電車（昭和30年代）
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明治 年

（１９０１年）
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大正 年

（１９０２年）
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大正 年

（１９１４年）
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（１９４５年）

昭和 年

（１９６０年）

昭和 年

（１９６２年）

昭和 年

（１９７２年）

平成 年

（１９９０年）

平成 年

（２０１０年）

平成 年

上川測候所で、氷点下
℃（日本最低気温）
を記録

第七師団が移駐

旭川村から旭川町とな
る

旭川・神居・永山の３
村が設置される

ながやま た け し ろ う

岩村通俊・永山武四郎
一行が近文山から国見

激しさを増すと、市民は耐乏生活

共同で商売を続けることにしまし

明治 年

ことを発見すると面白いですよ。

いわむら みちとし

年

明治

（１８８５年）

明治 年

守っていた人々）だけでなく、第
を余儀なくされ、食料だけでなく

た。それが現在の緑橋ビルです。

（１８９０年）

七師団も出動し、人命救助や堤防
日用品も配給制になりました。戦

細かく区割りされた店構えから、

に撤去されることになり、当時の

の防護に当たっていました。雨が

争末期になると、主食の配給も少

存知ですか。皆さんも実際に歩いて、色々な

明治 年

やんで水が引いても、至る所に水

戦後間もなく第七師団は解体、

当時の名残を見ることができます。
かす

なくなり、常磐公園などで野菜等

年、敗戦を迎えると、戦

師団通は「平和通」へと改称され

を育てたり、野草やでんぷん粕ま
昭和

害の爪痕が残り、まちの発展のた

昭和 年頃から始まった戦争が

23

めには治水工事が不可欠でした。

防組（火事などの災害時にまちを

18

14

（２０１５年）

旭川区となる

市政が施行され、旭川
など６区が市となる

師団通が平和通に改称

第１回旭川冬まつりを
開催

第１回旭川夏まつりを
開催

平和通買物公園がオー
プン

開村１００年「日本の
まつり・旭川」を開催

き た さ い と

開村１２０年記念事業
「北の恵み 食べマル
シェ」を開催

あさひかわ北彩都ガー
デンがグランドオープ
ン
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で食べるようになりました。

比べてエピソードを伝えています。例えば、

41

など被害が絶えませんでした。消

２～４条仲通りに曲がった電柱があるのはご

そこで、昭和５年から、中心市街

園を歩きながら、昔の写真と現在の様子を見
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地を流れる牛朱別川の流れを切り

めています。買物公

り返さず、平和な国家を築こうと

える講座の講師を務

災などで資産を失った引き揚げ者

買物公園の魅力を伝

替えるという壮大な事業が始まり

いる「まちゼミ」で、

いう誓いが込められています。

中心部で開催して

に対する応急的な対応として、師

平塚清隆さん

ます。工事終了後には常磐公園や

「故郷の魅力」つたえ隊
事務局長

国を動かした関係者の熱意
昭和 年代に日本は高度経済成

年８月、旭

川夏まつりの開催に合わせて、

に行こう』と言って、家族でおし

大西さんは「大人たちは『まち

でと比べて約３割増加しました。

日間にわたる車両通行止めが許可

ゃれをして遊びに来ていました。

を動かします。昭和

を楽しみ、みんなが憩い、自由に

されました。期間中、周辺道路に

なく、子供が遊び、大人は買い物
過ごせる場所にしたいという思い

ここには、お店も憩いの場も何で

もありました」と当時の様子を話

大きな混乱はなく、平和通にはこ

旭川平和通商店街振興組合理事

れまでの数倍の買い物客が訪れ、

がありました。
長の大西勝一さんは「あまりに奇

検証は大成功を収めました。

な歩行者天国・平和通買物公園が

６月１日、ついに全国初の恒久的

解消され、昭和 年には店舗にあ

の後、昭和 年には歩道の段差が

一歩だと考えられていました。そ

おおにし かついち

想天外な構想だったので、平和通

平和通買物公園のオープンは買

物公園の完成ではなく、市民にと

平和通をもっと盛り上げたいと考

誕生。両側には歩道、従来の車道

ったアーケードが外されて店舗の

和 年代、日本にマイカーブーム
が訪れ、急速に車の交通量が増加
の店主はぴんときていなかったよ

します。

し、旭川も例外ではなく、平和通
うです。でも、周囲の商店街より

全国初の歩行者天国が誕生

には車があふれ、まるで人間は邪

えていました。商店街の店主や市

には緊急車両が走れるよう大きく

外装が改修されました。平成 年

って愛され続ける買物公園への第

役所、青年会議所など中心になっ

S字に曲がる通路、通路の内側に

年

たメンバーは『七人の侍』と呼ば

検証から３年がたった昭和

れ、深夜まで会議を重ねていまし

昭和

い

が

ら

し

こうぞう

年、当時の五十嵐広三市長

だより」を発行して

情報を共有したり、

買物公園ににぎわい

を取り戻そうと知恵を出し合っています。今

後は、滞在時間や居住人口を増やしたいと考

ングセレモニーには多くの市民が

た」と高らかに宣言したオープニ

だ今、道路から公園に変身しまし

た。五十嵐市長が「平和通は、た

いやすい空間が完成しました。

線になり、イベントなどで人が集

撤去されるとともにS字通路が直

ィングが施され、花壇や遊具等が

63

53

た。

は、車社会から脱却し、自然とと

からは通りの両側にロードヒーテ

もどんどん活用してほしいです。

平和通で交通事故が多発する中、

もに生きるために「平和通買物公

はベンチや遊具等が設置されまし

目指して「買物公園

10

たくさんの人でにぎわう平和通買物公園

そんな人々の情熱が、関係省庁

た」と話します。

をするだけでなく、自分を発信する場として

園」の構想を発表しました。これ

47

集まり、商店街の売上げはこれま

平和通買物公園オープニングセレモニー
（昭和47年）

には、平和通を交通事故の不安が

魅力ある商店街を

6
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44

も売上げが落ちていたこともあり、

えています。市民の皆さんには買い物や食事

魔者扱いされているかのようでし

ルが建ち並びました。さらに、昭

長を迎え、平和通には近代的なビ

30

大西勝一さん
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旭川平和通商店街
振興組合 理事長

旭川のまちづくり 人々が築き上げてきた歴史

イン

あ

ていると実感しています」と話し

買物公園の人通りが徐々に減少し

所の選択肢が増えたこともあり、

さんは現在の状況を「出掛ける場

進出するようになりました。大西

住する人が増え、大型集客施設が

時代の変化とともに、郊外に居

園にオープンテラスを期間限定で

っています。また、今年は買物公

祭り会場として多くの人でにぎわ

メイクも人気で、買物公園全体が

実施している子供たちへのピエロ

理容美容専門学校の学生が無料で

マンスが披露されている他、旭川

フォーマーによる多彩なパフォー

国から集まった大道芸人や市民パ

さひかわ」にリニューアルし、全

齊藤琴乃さんは「緑道を愛する人

ています。緑道ワークス事務局の

市が協働で、ごみ拾いや植栽をし

ランティア団体の緑道ワークスと

備して美しい景観にしようと、ボ

７条緑道では、緑道の環境を整

が込められています。

きる場所であるようにという思い

しめる場所であり、また、滞在で

市民にとって日常の一部として楽

これらの活動には、買物公園が

ます。
設置し、テークアウトした食事を

たちが、未来の旭川の人たちに心

14

自分が関わった植栽

りと同じだと思ってい

ます。自分の関わりで、まちが良くなるというこ

とを知ってほしいです。自分で植えた草花が芽を

験になると思います。

さいとう

こ と の

買物公園オープンテラスでの演奏を
楽しむ人々

つり・大道芸フェスティバル

そこで、にぎわいを取り戻そう

楽しめる空間や、活動の機会がな

地よい空間を残そうと活動してい

市民とともにつくるにぎわい

と、商店街や市民による活動が進

くなってしまった方が演奏を披露

協働でまちを美しく

められています。旭川平和通買物

するなどの発表の場を提供し、道

出したときの感動は、子供たちにとっても良い経

年から

47

することは、まちづく

開催している「買物公園まつり」

で、詳しい方に植栽のコツを聞い

たり、お年寄りの知恵も借りて、

どのような植物を植えるかを話し

合って決めています。活動には市

の職員や商店街の人はもちろん、

市内の高校生や大学生、活動中に

たまたま通り掛かった人など、た

くさんの人が参加してくれます。

活動は強制ではなく、自分の庭を

造る感覚で、できるときに参加す

るという『緩やかなつながり』を

大切にしています。ここから交流

が生まれて、緑道がほっとできる
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場所になったらうれしいです」と
話します。

提供：旭川平和通商店街振興組合

in

旭川の絵本作家・あべ弘
士さんの『エゾオオカミ
物語』を題材にしたモニ
ュメント
子供から大人まで、たく
さんの人が参加

大道芸フェスティバルでの
市民パフォーマーの活躍

あさひかわ北彩都ガーデンでの屋外ヨガ

きたさいと

公園企画委員会が、昭和

どう変わるのかを体感

ます。私たちは専門家ではないの

などの活動で、緑道が

行く人々を楽しませていました。

齊藤琴乃さん

を、平成 年からは「買物公園ま

緑道ワークス事務局

旭川のまちづくり 人々が築き上げてきた歴史

市内に住む斉木浩
司さんは、開村130

じ

掲載した「旭川メモ

も多い。母や私に受け継がれ

た黒松のように、旭川の歴史

とともに大事にされてきたも

のを伝えていきたい」と話し
ます。

斉木さん手作りの開村130年に
ちなんだ旭川メモリアル新聞

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
新しい生活様式に沿って開催します。ＳＮＳ等を使
った新しいイベントも実施しますので、皆さんで楽
しみましょう！
開催日 ２／３㈬～７㈰
場所 平和通買物公園、旭川駅周辺
※詳細は本誌11ページ、市 をご覧ください。
【詳細】旭川冬まつり実行委員会 25・7168

樹齢130年の黒松と斉木さん

リアル新聞」を作成。

祖父が入植当時に植えた黒松があります。土壌が良

斉木さんは「新富に、

旭川の新しい顔・

冬には一面の銀世界が広がるなど、

四季を通じて自然を身近に感じら

れる憩いの空間となりました。家

族連れの市民や観光客が、季節ご

北彩都あさひかわ

豊かな自然と都市機能が調和す

９月号から４回にわたり、様々

ふるさと旭川130年

ューブなどを楽しんでいます。

とに散歩やジョギング、スノーチ

年には

年に「北彩都あさひかわ」

る暮らしやすいまちを目指して、
平成

ぬ く

の整備が開始され、平成

に生まれ変わりました。また、平

なテーマに沿って旭川の歴史を振

旭川駅が木の温もりあふれる駅舎

成 年にはあさひかわ北彩都ガー

デンがグランドオープンし、夏に

う米」と呼ばれた北海道米の絶望

り返ってきました。「やっかいど

的な状況を打破した起死回生の一

8
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27

は色取り取りの植物が咲き誇り、

手、需要の変化に対応してデザイ

ンに磨きをかけ世界からも注目さ

れる旭川家具、先人たちのたゆま

ぬ努力で発展してきた旭川の酒造

り、そして、市民とともに築き上

げたまちのにぎわいと、先人たち

は幾多の危機に直面しても、その

優れた技術や熱意で乗り越えてき

ました。

今回紹介したこれらのテーマは、

旭川の魅力のほんの一部です。皆

さんも旭川の魅力を発見してみて

ください。

旭川市は２年後に市制施行１０

０年を迎えます。先人たちから歴

史を受け継ぎ、今を生きる私たち

の日々が、未来の旭川への懸け橋

となるでしょう。

【詳細】政策調整課

・５３５８

25

旭川開村130年
に寄せて
今年の冬まつりの舞台はまちなか！

さ い き こう

年を祝おうと、旭川

に関するクイズ等を

いため、黒松は成長を続け、周辺では菜園をする方

ました︒閉園中に︑新型コロナウ

備期間を経て︑冬期開園が始まり

夏期開園が終わり︑１週間の準

真っ白になったのですが︑気候が

エゾユキウサギは︑見る見る

したエゾユキウサギ舎の

ゆっくりロードに完成

る場所が少なくなります︒動物園

り回っています︒つり橋にも冒険

れた双子の雌と合わせて５頭で走

旭山動物園（東旭川町

36・1104）

倉沼

心が安らぐ動物園を提供し続けます

イルス感染症の感染状況は急速に
追い付いてこない感じです︒緑の
草の中にいる真っ白なエゾユキウ

悪化︒平日のもぐもぐタイムなど
の行事は︑中止した状態でのスタ
サギ︒とても不思議なコントラス

は郊外の屋外施設ですが︑トイレ

に出掛けるようになってきました︒

に︑今年も西門付近の駐車場

ユーチューブ

ートとなりました︒

や授乳室︑休憩所を完備していま

雪の中を転げ回る姿を想像してし

トです︒今年生まれたレッサーパ

す︒看護師も常駐しています︒こ

まいます︒ケン亡き後のオオカミ

旭川は本格的な冬になると︑公

れからの不安な冬を乗り切るため

たちは︑息子のノチウがリーダー

と雨です︒今年

を無料でご利用いただけ

エゾシカのジンギスカン丼を味わい、
角を使ったクラフト体験プランも

園内の動物図書館と中央図書館が連携し、
動物園オリジナル紙芝居や人形劇、
坂東園長も
折り紙絵本作りなどを行います。
参加します
日 １／23㈯ 11：00〜12：00
所 中央図書館（常磐公園） 定 30人（応募多数の場
合は抽選） 申 電話で12／20㈰〜29㈫９：00〜17
：00までに同園
コンセプトは「地元を送ろう」。旭川
通運が制作したカタログギフト「モトク
ラシーギフト」に、本園から
２つのプランを提供します。
大切な方へのプレゼントとし
て、ご利用ください。

13：30から

日 毎週日曜日、祝日

ドなどを紹介

ZooとLibraryを開催
モトクラシーギフトに参加

ンダの双子は︑母親と一昨年生ま

にも︑絶対に開園し続けなければ

として行動し︑群れは落ち着いて

はどんな冬にな

ます︒これは︑地主さん

プ

園で遊ぶ機会や︑安全に散歩でき

ならない施設だと思っています︒

います︒この先どのように新しい
控えているのですが︑ひとまずは

心が安らぐ場所を提供し続けられ

安心です︒たてがみが生えたよう

個体を導入できるのか︑超難問が

さて︑この手

るよう︑最善を尽くしていきます︒
紙を書いている

ぼ

な冬毛のオオカミは︑いつ見ても
惚れ惚れするかっこよさです︒

ほ

のは 月中旬で
す︒毎日どんよ

るのでしょう？

のご厚意によるもので︑

最後になりますが︑冬期開園中

ちょっと心配に

感謝申し上げます︒

りとした曇り空

なります︒
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中央図書館とのコラボ事業

ズーっとライブラリー

旭山ピックアッ

【詳細】

内 旭山動物園公式 YouTubeで、動物たちのエピソー

イント
ワンポ
ガイド

旭山動物園を
もっと楽しむ

11

通目】
冬仕様になったエゾユキウサギ

【366
毛が白く生え変わり、

旭川環状通り
循環線が
運行しています

12／7から

共栄バスセンター
起・終点
（電軌）

主に環状線を通り、周辺の学校や
医療機関、大型商業施設を結ぶバス

新設

路線です（右の地図参照）。昨年か

東光17条9丁目
東光16条7丁目

ら実証実験を行っていますが、起点
・終点と運行時間が変更になりまし
た。ご確認の上、通学や買い物など
に、ご利用ください。
【詳細】
旭川電気軌道
道北バス

23・3355、

23・4161

※主なバス停名を記載。この他、経路上の全てのバス停に止まります。

バス案内がさらに充実！

スマートフォン等を使った
２次元コードでバス案内

市内の路線バス運行情報サービス「バ
スキタ！ 旭川」から、バス案内に使える
２次元コードが発行（無料）できるよう
になりました。発行された

グーグル

バス情報が Googleマップに掲載

２次元コードをスマートフ
ォン等で読み取ると、運行

②バスキタ！
案内画面へ

①バス停やチラシなどから
２次元コードを読み込む

近日中に、Googleマップで市内の路

２次元コード
発行方法

線バスを使ったルート検索ができるよう

また、発行した２次元コードをイベン

検索も可能になり、さらに便利になりま

時間や便名、乗り場を確認
できます。

使ってみよう！（一例）

になります。鉄道等との乗り継ぎルート

トのポスターや店舗のチラシ、パンフレ

す。お出掛けには公共交通

ットなどに掲載して、より分かりやすく

機関を利用しましょう。

バスのアクセス方法を案内することがで

公開状況はこちらから→

きます。

【詳細】都市計画課

現在地付近〜
旭川駅前
旭川駅前〜
スタルヒン球場
（旭川北高校前）

25・9851

旭川市消防団員を募集中
消防団員は、東日本大震災のような大規模災害や火災・水害時等に
出動し、災害から市民を守ります。会社員・自営業・大学生など、職

消防団オフィシャル
ウェブサイト

検索

旭川市
消防団ホームページ

検索

業や性別を問わず様々な方が活動しています。団員を随時募集してお
り、入団試験はありません。初めての方でも、必要な知識や技術を習
得できる研修があります。詳細は右記ホームページをご覧ください。
対象

市内に住んでいる18歳以上の心身ともに健康な方

【詳細】消防本部市民安心課

25・8364

こうほう旭川市民
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今回が最後の連載企画です。これまで、多くの

正解者の中から抽選で１８人に選手の直筆サインボールが当たる！

あきよし

秋吉

ファイターズのマスコット「ポリー」からのクイズです

りょう

亮選手

右のパズルの中の数字を順にたどっ

第 回

旭川冬まつり

２月３日㈬〜７日㈰

今年のテーマは

﹁みんなで冬まつり﹂
始めます ！

雪だるま等の画像を募集

各家庭や団体・事業所等で制作

した雪だるまや雪像︑アイスキャ

ンドルの画像を募集します︒

また︑イラストや折り紙︑発泡

スチロールなどで制作した︑雪だ

応募方法 旭川冬まつり実行委員

るま等の画像も大歓迎 ！

生活の支障となっていた雪を活

会の公式インスタグラムをフォロ

﹁ここからはじまった﹂

用し︑寒さが厳しい旭川の冬を楽

ー︒﹁＃みんなで冬まつり﹂を付

けて投稿

しく︒そんな︑冬まつり開催当初

回は︑３密を

回避し︑市民や観光客が歩きなが

の思いで迎える第

ら楽しめるイベントです︒

メイン会場は市内中心部︒駅前

にはシンボルとなる雪像︑買物公

園ではこの期間にイルミネーショ

ンを増設し︑雪やあかりで旭川を

◎

団
※体用ろうそくの配布など︑そ
の他の応募方法や各

でお知らせ︒

内容の詳細は︑随時

市

2020
（令和２）年◦12月

さらに彩ります︒

同時開催の氷彫刻世界大会は︑

今年はグランドチャンピオンシッ

参加者募集

プ ！腕自慢が技を競い合うので︑
お楽しみに︒
雪像甲子園

高校生による雪像コンテストを

開催します︒仲間たちと力を合わ

・７１６８︑

︻申込︼旭川冬まつり実行委員会

観光課内

せて︑雪像を作りませんか︒皆さ

日㈯・ 日㈰

︵５の７ 旭川フードテラス２階
１月

んの参加をお待ちしています︒
制作期間

・８５８５︶

26

みやにし なおき

皆さんのご参加ありがとうございました！

62

詳
※細は各高校等に案内を配布︒

25
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31

23・1944
【詳細】スポーツ課

62

30

地域連携グループ
ンターテイメント

スポーツ＆エ
㈱ファイターズ
丘１番地

12／21㈪まで（必着）に、はが
応募方法

宮西尚 生 選 手

ファイターズ・ポリークイズ
問題

連載企画・第６弾
北海道日本ハムファイターズ応援大使

て現れる、５文字の言葉は？

き、または右の応募フォーム

から、答え・氏名・郵便番号

・住所・電話番号を記入して

応募（郵送は下記の応募先へ）

応募先 〒062−8656 札幌市豊平区羊ヶ

応援大使プロジェクト係

注意事項 当選者の発表は賞品の発送を
もって代えさせていただきます。どの選
手のサインボールかは選べません。

市では12／30㈬から１／４㈪まで、一般業務を休みます。なお、出生・死亡・婚姻
など、戸籍の届出は、休みの間も総合庁舎１階の宿日直室で24時間受け付けます。

施設の休み

※休みは、変更になる場合あり。

12／30㈬～１／４㈪が休みの施設
暮

ら

し

暮

●市役所各庁舎、各支所・出張所
●市立旭川病院外来診療
コ

コ

デ

●ＣｏＣｏＤｅ（12／29㈫は19：00まで）
●グリンパル ●公民館
●住民センター（東部・北部・永山）
●地区センター（豊岡・忠和・啓明・新旭川・
北星・春光台）
●嵐山中央会館 ●西神居会館
●市民生活館（12／29㈫は17：00まで）
●近文生活館（12／29㈫は17：00まで）
●消費生活センター
●東旭川学校給食センターコミュニティ施設

子供・高齢者・障害者
あ

そ

び

ー

ば

もり

●A S O B I ～ BA ●カムイの杜公園
●子ども総合相談センター ●児童センター
●いきいきセンター ●老人福祉センター
●近文市民ふれあいセンター
●おぴった

文

化

●市民文化会館 ●公会堂
●博物館 ●井上靖記念館
●市民ギャラリー ●旭川文学資料館
●大雪クリスタルホール
●国際交流センター
●嵐山公園センター ●緑のセンター

スポーツ

●東豊公園体育館
●東地区体育センター（12／29㈫は17：00まで）
●武道館

産

業

左記の期間以外に休みとなる施設

●農村地域センター（西神楽・東旭川・東鷹栖）
●農業センター
●まちなか交流館
●東部まちづくりセンター

ら

し

●サン・アザレア＝12／28㈪～１／４㈪
●勤労者福祉会館＝12／28㈪～１／４㈪
●ときわ市民ホール＝12／28㈪～１／４㈪
●あつま～る＝12／29㈫～１／４㈪
●旭川まちなかしごとプラザ＝12／27㈰～１／４㈪
●住民センター（神居）＝12／29㈫～１／４㈪
●地区センター（神楽岡）＝12／28㈪～１／４㈪
●地区センター（末広）＝12／29㈫～１／５㈫
●７条駐車場＝12／31㈭～１／３㈰
●旭川聖苑＝１／１㈮・２㈯

子

供

文

化

●もりもりパーク＝１／１㈮（12／31㈭は16：00まで）
●中央図書館、地区図書館＝12／28㈪～１／４㈪

※中央図書館、各地区図書館・分室では、12／15㈫～27㈰に貸し出す
資料の返却期限を延長。詳しくは各館。

●彫刻美術館＝12／21㈪～１／４㈪
●彫刻美術館ステーションギャラリー＝12／28㈪～１／７㈭
●旭山動物園＝12／30㈬～１／１㈮
●科学館＝12／30㈬～１／１㈮、１／３㈰・４㈪

スポーツ

●勤労者体育センター＝12／28㈪～１／４㈪
●リアルター夢りんご体育館＝12／29㈫～１／４㈪
●大成市民センター体育館＝12／29㈫～１／４㈪
●忠和公園体育館＝12／29㈫～１／４㈪
●道北アークス大雪アリーナ
＝12／31㈭、１／１㈮（12／30㈬、１／２㈯は17：00まで）
●花咲スポーツ公園スケート場＝12／31㈭、１／１㈮
●東部スケートリンク
＝12／31㈭、１／１㈮（12／30㈬は17：00まで）

産

業

●農村地域センター（旭正・永山）＝12／28㈪～１／６㈬
●観光物産情報センター＝12／31㈭～１／２㈯
●道の駅あさひかわ＝１／１㈮・２㈯
（12／31㈭は14：00まで、１／３㈰は17：00まで）

住民異動・マイナンバーカードに係る一部業務の休止と
【詳細】市民課
証明書のコンビニ交付サービスの休止について

25・6204

全国のシステム休止により、以下の手続き・サービスの利用ができませんのでご注意ください
窓口 12／29㈫に市民課・支所窓口で行えない手続き
●出生届、国外転入届と同時のマイナンバー入り住民票の請求 ●マイナンバーカード、住民基本台帳カードを用い
た特例転入・特例転出 ●マイナンバーカードの交付、電子証明書の発行等の関連手続き ●マイナンバーカードの
申請 ●住民基本台帳カードの関連手続き ●広域住民票の請求
コンビニ交付
12／29㈫～１／３㈰は、証明書のコンビニエンスストアでの交付サービスとコンビニ交付利用登録申請は休止
こうほう旭川市民
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年末年始の前後は窓口の混雑が予想されますので、早めの手続きをお願いします

ごみ・し尿収集
ごみの収集

ごみの収集の休みは、12／30㈬～１／４㈪です。また、クリーンセンター、近文リサイ
クルプラザ、粗大ごみ・せん定枝の受付も休みます。ただし、「燃やせるごみ」を月・木
曜日に収集している地域（家庭ごみ分別収集カレンダーパターン２ーＡ・２ーＢ・３ーＡ
・３ーＢ）は１／４㈪に収集します。収集が休みの日は、ごみステーションにごみを出さ
ないでください。
【詳細】クリーンセンター

廃棄物処分場

し 尿 収 集

36・2213

廃棄物処分場（江丹別町芳野）の休みは、１／１㈮～３㈰です。自己搬入できるごみや
手数料などは、問い合わせを。

し尿収集の休みは、12／30㈬～１／４㈪です。

休日や夜間等の救急・歯科診療

【詳細】廃棄物処分場

59・4646

【詳細】廃棄物処理課

25・6356

【詳細】保健総務課

25・6354

いずれの診療も、健康保険証・各種医療費受給者証・診療費等を必ず持参してください

小児救急
電話相談

夜間（19：00～翌朝８：00・年中
無休）の子供の急病やけがの相談に、
小児科医や看護師が応じます。

当番医の
電話案内

●短縮ダイヤル………………………＃8000
●ダイヤル回線からは

内科・外科・小児科の当番医を、北海道
救急医療情報案内センターで、

当番医や夜間急病セ
ンターは、急病に対
応するものです。不
要不急の利用は控え
てください

24時間電話案内している他、旭
川市医師会

に掲載しています。

●固定電話からはフリーダイヤル
…………………

0120・20・8699

●携帯電話からは

011・221・8699

各科診療時間
内科・外科
小

児

科

011・232・1599

12／30㈬～１／３㈰

9：00～17：00、18：00～21：00＝当番医
9：00～18：00＝当番医
18：00～22：00＝市立旭川病院（金星町１

24・3181）

※12／30～１／３の内科・外科・小児科の22：00～翌朝 ８：00
＝夜間急病センター（金星町１ 市立旭川病院内
25・0297）

発熱等の症状がある場合の受診は、２ページをご覧ください

※受診のお問い合わせは、新型コロナウイルス感染症健康相談窓口（

休日等の
救急歯科

25・1201）へ電話してください。

12／29㈫～１／３㈰９：00～16：00は、道北口腔保健センター（金星町１

22・

2290）で診療します。新型コロナウイルス感染症対策として、待合室の混雑を避けるた
め、今年度は予約制としています。必ず事前に電話で連絡してください。

水道に関する問い合わせ

水道局お客様センター

24・3163

12／30㈬～１／４㈪の漏水や水道管の破裂・トラブル等の相談を、24時間受け付けます。
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暮らしを支える市税と国保料

市税や国民健康保険料（国保料）

には、皆さんの暮らしや医療を支え

る大切な役割があり、皆さんが公平

までに！

ペ

Ｐａｙ 、Ｐａ

市税・国保料の納め方

ン
イ

ペ
イ

口座振替、納付書納付、特別徴収

イ

イ

による納付方法があります。

ラ

ペ

口座振替は、金融機関等に出向い

イ

て支払う手間や納め忘れがなく、手

ペ

続きも簡単です。また、バーコード

ー

付きの納付書は、コンビニエンスス

ビ

トアの他、ＬＩＮＥ

ｙ ＢやＰａｙ Ｐａｙ でも納付（スマ

・５９１７にお問い

25

市税・
国保料は
納期限
ホ決済）できます。

口座振替やスマホ決済等の詳細は、

納税管理課

合わせください。

納付から収納確認まで

市では複数の金融機関等に市税・

国保料の代理収納を依頼しています。

に負担しています。

上の数字は、令和元年

納税者の皆さんが金融機関等で市税

促状が届くことがあります。また、

度に課税された市税の収

育て支援や福祉サービス、ごみの処

納付の確認ができない期間は、納付

・国保料を納付してから、市が収納

理、道路・公園などの整備、教育、

時に発行された領収証書が納付を証

入率です。多くの方は、

消防・救急などに使われています。

明する書類となり、領収証書がなけ

を確認できるまで最大で２週間ほど

もし納付されなければ、市の財源が

れば納税証明書を発行することがで

納期限までに市税・国保

不足し、行政サービスの低下につな

きません。特にスマホ決済の場合は、

必要です。そのため、納期限を過ぎ

がります。また、納付が遅れると、

手元に領収証書が残らないため、軽

料を納付しています。

納期限までに納付している方との公

自動車の車検が近い時などはご注意

て納付された場合は、行き違いで督

平性が保てません。市税・国保料は、

ください。

納められた市税は、子

必ず納期限までに納めてください。

99.22%

領収証書は大切に保管してください。納付後すぐに納税証明書が必要な時は、
スマホ決済を利用せず金融機関等で納付してください！

困った！ 納められない！

市税の徴収猶予の特例制度

まずはご相談ください
納税推進課
（総合庁舎２階

市税・国保料を納期限ま
22番窓口） でに納付できない事情があ

徴収猶予の特例制度
の申請期限が近づい
ています。申請は必
ず納期限までに！

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業や給与等の

収入に相当の減少があった方は、最大１年間、無担保・延滞
金なしで市税の納付が猶予されます。

る場合は、早めにご相談く

対象

※開庁時間内に相談できない
方のために、休日・夜間納
付相談窓口を設けています。
開設日は毎月本誌でお知ら
せしています（今月は28ペ
ージに掲載）。

対象の市税

ださい。

申請期限

市税・国保料を納期限までに納めていない方には、まず、督促

状を送付して未納であることをお知らせします。また、電話や文
書での催告や、自宅訪問などで自主的な納付を促しています。

それでも納付されない場合は、法律に基づき預貯金や給与、不
督促状が届いたら、必ず目を通してください。納められない場

合は、納税推進課（

25・5980）にご相談ください。

来年２月１日までに納期限が到来するもの

（個人市民税、固定資産税など）

放置していると大変なことに…！

動産などの財産を調査し、差し押さえることになります。

今年２月以降の事業・給与収入等が、前年同期と比べ

ておおむね20％以上減少しており、納付が困難な方

各納期限

※上記以外にも市税・国保料の納付が困難な方への猶予制度があ
りますので、ご相談ください。

1
督促

市税・国保料の
納期限を忘れて
いませんか？
過ぎてしまうと

2

財産調査

こうほう旭川市民

3

差 押え

2020
（令和２）年◦12月

14

がんばる小規模事業者応援給付金

事業者向け支援の
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい経営状況に置かれている小規模事
業者の皆さんを支援します。
対象 市内に事務所または事業所を有する事業者（個人事業主・フリーランスを
含む）。ただし、国の持続化給付金の給付対象となる事業者を除く
主な給付要件 次の全ての要件に該当する方
●今年１月から12月までに事業活動による月別の売上げを計上しており、売上高
が前年同月比で40％以上50％未満減少している月がある
●中小企業基本法で定める中小企業者のうち、第２次産業・第３次産業に該当す
る事業者、または、収益事業により月別の売上げを計上している特定非営利法
人・公益法人等
●常時雇用する従業員の数が20人以下で、国の持続化給付金の不給付要件等に該
当しない
●被雇用者（会社等に雇用されている）でない
●確定申告をしており、今後も事業を継続する意思がある
※昨年１／１から今年３／31までに新規開業した事業者や、売上高が前年同月比
で50％以上減少しているが、持続化給付金の対象とならなかった事業者は、問
い合わせを。詳細は市 に掲載。
給付額 １事業者につき20万円
申請期間 12／14㈪～来年２／26㈮
申請場所 ベストアメニティ旭川ビル１階（５の９）
（受付時間＝平日９：00～17：00）
【詳細】がんばる小規模事業者応援給付金担当 29・6615

コロナ
対策

旭川市公共交通乗務員慰労金
（直接申請）
新型コロナウイルス感染症の拡大時期に、
市民の移動を支えていた路線バスとタクシ
ー乗務員に、慰労金を給付します。
金額 ２万円
対象 今年３／１から５／31までの間に、
市内に本店（個人事業主の場合は住所）の
ある路線バスまたはタクシー事業者で、10
日間以上運転した乗務員
その他 直接申請は、路線バス会社または
タクシー会社を経由した慰労金給付の手続
きがお済みでない方（個人事業主または、
すでに退職している方等）が対象。詳細は
問い合わせを
申請期限 来年２／19㈮必着
【詳細】都市計画課 25・9851
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固定資産税・都市計画税の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少
している中小事業者等は、事業収入の減少割合に応じ
て、所有する来年度分の事業用家屋と償却資産の固定
資産税・都市計画税を特例で軽減することができます。
対象 今年２月から10月までの任意の連続する３か月
間の事業収入が、前年の同期間と比べて30％以上減少
している中小事業者
特例の割合
事業収入の減少の割合
30％以上50％未満
50％以上

軽減割合
１／２
全額

申告期間 来年１／５㈫～２／１㈪
※申告方法等は市 に掲載。
【詳細】資産税課 25・9752、 25・5904

絶景

薄雪に覆われた初冬の外国樹種見本林

（令和２年11月撮影）

情報

子育て・教育
妊娠・出産に関する情報や、乳幼児～高校生、
保護者を対象としたお知らせです

「あったかいね、あさひかわ」
を開催

松ぼっくりのツリー

「わくわく とどける クリスマス」をテーマに、市内の中学・
高校生、大学生が企画する催しです。松ぼっくりのツリー作りや折
り紙などを行う他、スタンプラリーを達成した方に、ミニクリスマ
スプレゼントを贈呈します。
とき 12／20㈰
13：00～17：00
あ
そ
び
ー
ば
ところ ＡＳＯＢＩ～ＢＡ
（宮下通14）
【詳細】子育て支援課
25・9847

今月の子育て健康相談
（予約制）
身体測定、健康・栄養・歯科相談等
（当日の朝、検温してきてください）
０歳児〜未就学児
詳細は問い合わせを。
市 にも掲載
母子保健課 26・2395

◇春光 春光１の７
◇永山 永山３の19
◇神居 神居５の12
◇神楽 神楽３の６

ロープクライミング親子体験会
高さ4.5mのクライミングウォー
ルに挑戦
１／17㈰ 13：30～15：30
５組
１／７㈭から

その他のイベントは
に掲載

アンド

オンライン子育て相談会＆ミニ講座
「子ども達の生活習慣と親の役割」
子供の生活習慣と保護者の役割
１／21㈭ 10：00〜11：00
20人
北海道教育大学旭川校教授
芝木美沙子さん
「Zoom」による開催。事前にア
プリのインストールが必要。申込者
には、開催日までにURL等を送付
１／20㈬までに市 から
母子保健課 26・2395

53・7992
47・8008
69・2225
63・6201

たち

ズ

ー

ム

詳細は
に掲載

◇東光 東光５の２
32・1473
チャレンジデー
けん玉・なわとび検定
１／16㈯ 10：00～11：30
小学生以上（縄跳びは幼児も可）
52・0765
◇北門 北門町８
クリスマス特別期間「クイズラリー」
12／19㈯〜25㈮
幼児と保護者、小学生以上
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内容
日時
会場
対象
定員
料金
講師
その他
申込
詳細
ホームページ
がない場合は申込・料金不要。抽選の記載がなければ先着順

こどもストリートダンス教室
（全４回）
１／７㈭・８㈮・14㈭・15㈮
10：00〜10：45、11：00〜11：
45のいずれか
年中園児以上の未就学児
各10人
各800円
12／20㈰から忠和公園体育館
69・2345）
（神居町忠和
スケート初心者教室
１／10㈰ 10：00〜12：00
６歳児〜小学６年生
20人
スケート靴の貸出しあり
12／20㈰〜１／６㈬に花咲ス
ポーツ公園スケート場（花咲町３
54・1142）

サロンやその他のイベントは
子育てわくわく
カレンダー
19

こうほう旭川市民

2020
（令和２）年◦12月

こどもーる

こども手話講座
手話クイズ、手話による絵本の読
み聞かせほか
１／６㈬＝神楽図書館（神楽
３の６）
１／７㈭＝永山図書館（永山３の
19）
１／８㈮＝末広図書館（末広３の
２）
いずれも14：00～15：00
小学３年生以下（保護者の同伴可）
各５組
12／22㈫までに電話か、住所・
氏名・年齢・電話番号を記入してフ
ァックスで、旭川ろうあ協会 45・
0757、 45・0760
障害福祉課 25・6476

地域子育て支援センター ・ 子育てサロン
ぴょんぴょん
66・2332
旭神町
子育て講座「子ども運動遊び塾」
１／15㈮ 10：00〜11：30
１〜５歳児と保護者
12組
12／22㈫９：00から
ぱれっと
63・6201
神楽３の６
親子育児講座
「運動遊びをやってみよう！ 」
１／25㈪ 10：30〜11：30
１〜２歳児と保護者
10組
１／18㈪から
ちゅうりっぷ
52・0765
北門町８
育児講座「１歳半からの食育」
１／28㈭ 10：00〜11：30
乳幼児の保護者
10人
託児あり
12／21㈪から
こまどりつ〜ながれ
東鷹栖４の３ 070・5049・4523
子育て講座
「親子でリズム運動あそび」
１／12㈫ 10：30〜11：30
乳幼児と保護者
10組
12／22㈫からの13：00〜15：
30

こどもとお出掛け支援サイト

もり

カムイの杜公園の催し
凧作り教室
１／６㈬
９：30〜11：30
小学生と保護者
８組
１組300円
12／21㈪からカムイの杜公園
63・4045）
（神居町富沢
おもしろ工作・実験タイム
１月の土・日曜日、祝日（１〜３
日を除く） ９：30〜11：00、13
：00〜14：00
※変更になる場合あり。
幼児と保護者、小学生
カムイの杜公園（神居町富沢
63・4045）
たこ

未就学児や保護者対象のイベントやサロンを各地域で開催しています

にょきにょき
38・6816
豊岡３の３
子育て講座
看護師による乳幼児の発達・病気
についての講座
１／７㈭ 10：00〜11：30
乳幼児の保護者
12人
託児あり
12／23㈬９：00から
いずみ
62・8986
神居９の４
お父さんサロン
「お父さんと雪遊びを楽しもう！ 」
１／16㈯ ９：30〜11：30
乳幼児と男性保護者
６組
12／21㈪10：00から

ねむのき
090・8271・8899
宮下通14
リフレッシュ講座
アロマの話とハンドクリーム作り
１／20㈬ 10：30〜11：30
乳幼児の保護者
10人
300円
１／５㈫からの10：00〜15：30
にねむのきにて。電話受付不可

おひさま
51・0637
春光２の８
らくらく子育て講座
「心をはぐくむ絵本」
１／12㈫ ９：30〜11：30
乳幼児の保護者
12人
託児あり
12／23㈬から
ほっとほたる
46・4749
永山町５
いきいき子育て講座
「離乳食について」
１／13㈬ 10：00〜11：30
０歳児と保護者
10組
12／24㈭からの14：00〜16：
00

こもれび
56・0763
もりもりパーク内
赤ちゃん講座
ベビーストレッチング
１／19㈫・20㈬
11：00〜11：30
０〜１歳児と保護者
各10組
随時

親子体操教室
２／１㈪ 10：00〜11：00
２〜３歳児と保護者
10組
１組100円
児童指導員 大浦厚子さん、桑原
朋佳さん
12／21㈪〜１／29㈮に東豊公
36・73
園体育館（豊岡12の11
00）

コロナに負けない！
わたしだけの就活セミナー
１／22㈮ 14：00〜15：15
ときわ市民ホール（５の４）
ひとり親・ひとり親になる予定の
10人
方
託児あり（要申込）
１／15㈮までに母子家庭等就業・
自立支援センター 21・7181

離乳食教室（前期）
講話、調理の実演、試食
１／18㈪ 13：30～14：30
調理実習室（第二庁舎６階）
４〜７か月児の保護者
18人
保健指導課 23・7816

入学仕度金と奨学金貸付の受付を
開始
高校や大学等への進学を希望する
方などで、経済的理由により、入学
仕度金・奨学金の貸付けを希望する
方に、無利子で貸し付けます。申込
みは１／29㈮までですので、ご注意
ください。
申請書類等は子育て助成課で配布
子育て助成課（第二庁舎５階
25・9107）

ちょっとあそびの広場
おもちゃの貸出し、わらべ歌、料
理のレシピ紹介、手作りおもちゃキ
ットのプレゼント
12月〜来年２月の第３火曜日
９：00から、９：30から、10：00
から、10：30から、11：00から
ときわ市民ホール（５の４）
未就学児と保護者
各回２組（要予約）
詳細は旭川民間保育所相互育成会
に掲載
同会 090・2819・6400

親子ふれあい運動教室
①１／25㈪・28㈭、②２／22㈪
・25㈭のいずれか１日
10：00〜11：30
２〜３歳児と保護者
各回10組
各１組100円
健康運動指導士 荻野ひとみさん
・尾崎 萌さん、音楽療法士 寺田
真澄さん
12／20㈰〜①１／22㈮、②２
／19㈮に東豊公園体育館（豊岡12
36・7300）
の11

公民館

講座カレンダー 子供版

※各公民館の電話番号は23ページに掲載
日

講

座
お

り

名
が

み

会場

内容・時間など

内 鏡餅など、お正月を彩る飾りを折る 日 10：00～12：00
対 小学生（保護者同伴可） 定 30人 申 12／18㈮から同館

12／26㈯

お正月のORIGAMI

愛宕

１／７㈭

親子陶芸教室

末広

１／７㈭

キッズチャレンジ教室

神居

１／７㈭

冬休みキッズ

神楽

１／８㈮

日 10：00～12：00 対 小学生 定 15人 料 300円
冬休み子ども講座
西神楽 他
「粘土で作るキーホルダー」
飲み物持参。汚れても良い服装で 申 12／21㈪～29㈫に同館

１／８㈮

親子パンづくり教室

神居

１／９㈯

書き初め教室・大会

愛宕

１／10㈰

切り絵工作教室

愛宕

１／15㈮

あつまれ～出張ひろば
イン
in春光台

春光台

日 10：00～12：00 対 小学生と保護者 定 ６組
料 小学生500円、保護者1,000円 申 12／21㈪から同館
内 L ED家ライト作り

日 10：00～12：00 対 小学生（小学３年生以下は保護者
同伴） 定 20人 料 800円 申 12／21㈪から同館
内 スクラップブッキングでオリジナルカレンダー作り
日 13：30～14：30、14：30～15：30 対 小学生以下（小学２年生以下は保護
者同伴） 定 各10人 料 各500円 申 12／21㈪から同館

日 10：00～12：30

申 12／21㈪から同館

対 小学生と保護者

定 ９組

料 500円

日 10：00～12：00 対 幼児・小学生（保護者同伴可）
申 12／21㈪から同館

定 20人

内 豆まき遊び 日 10：00～11：30
申 12／21㈪から同館

定10組

内 切り絵でランプシェード作りほか 日 10：00～12：00
対 小学生（保護者同伴可） 定 20人 料 150円 申 12／21㈪から同館
対 乳幼児と保護者
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高齢者・障害がある方を対象としたお知らせや、
健康に関する情報です

寿バスカードでの乗車料金

自己負担分が無料
乗車時は
マスクの
着用を！

市では、市内に住む70歳以上（年度内に
70歳になる方を含む）の方に、１乗車につ
き100円（身体障害者等は50円）で乗車で
きる寿バスカードを交付しています。高齢
者の冬期間の外出を支援するため、同カー
ドでの乗車料金の自己負担分が、期間限定

特定健診・後期高齢者医療健診と
がん検診を併せたセット型健診
①１／14㈭＝ＪＡあさひかわ神
居資材センター（神居１の10）
②１／15㈮＝ＪＡあさひかわ神楽金
融支所（神楽５の８） ③１／19㈫
〜21㈭＝ＪＡあさひかわ永山金融支
所（永山２の19） ④１／22㈮＝
ＪＡあさひかわ旭正基幹支所（東旭
川町旭正） ⑤１／25㈪＝イオンモ
ール旭川駅前（宮下通７）
①〜④７：00〜９：00
⑤９：00〜11：00
各実施日の１週間前までに①〜④
旭川厚生病院健康推進課 33・71
71、⑤旭川がん検診センター 53
・7111
国民健康保険課 25・9841、後
期高齢者医療健診は 25・8536
心の健康に関する催し
精神科医師による心の健康に関す
る相談（予約制）
１／20㈬
第二庁舎２階
精神科・心療内科への通院歴がな
い方、その家族
事前に保健師の個別相談あり
健康推進課 25・6364
いきいきセンター神楽
定期活動団体の登録受付
受付期間 １／５㈫〜31㈰
来年度に同センターの定期的な使
用を希望する団体（年齢等の条件あ
り）
いきいきセンター神楽（神楽４
61・0520）
の８
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その他
障害者レクボッチャ教室
１／17㈰ 13：00〜16：00
おぴった（宮前１の３）
各種障害者手帳、または特定疾患
医療受給者証をお持ちの方
30人（抽選）
上靴持参
１／15㈮までに旭川障害者連絡協
議会 ・ 31・2226

風しんの抗体検査と予防接種
昭和37年４／２〜同54年４／１
生まれの男性は、風しんの抗体保有
率が約80％と他の世代と比べて低い
ため、抗体検査と予防接種（抗体検
査で十分な抗体がないと判定された
場合）を無料で実施しています。希
望する方は、早めに医療機関を受診
しましょう。
期限 来年３／31㈬
厚生労働省 に掲載
対象者には、受診のクーポン券を
送付しています。昨年度昭和47年４
／２〜同54年４／１生まれの男性に
送付したクーポンの有効期限が、抗
体検査は来年２月まで、予防接種は
来年３月まで延長になりました
健康推進課 25・9848
市立旭川病院 出産の取扱いを再開
妊婦健診や出産、里帰り出産を受
け付けています。お気軽にお問い合
わせください。
市立旭川病院 24・3181

で無料になりました。ぜひご利用ください。
無料の期間 来年３／31㈬まで
対象 同カードを提示して、市内の路線バ
スを利用する方
その他 同カードをお持ちでない場合は、
長寿社会課に申し込んでください。手数料
が必要です。また、路線バスのない東旭川
町桜岡・江丹別町春日地区の方は、ＪＲ乗
車券を選択できます。運賃箱に投入したお
金は返金できませんので、ご注意を
【詳細】長寿社会課 25・6457

介護保険
12／11〜25は介護保険料「普通徴
収」の方の第６期の納期です
普通徴収の方の保険料の納入は、
口座振替が便利で確実です。
介護保険課 25・5356
国民健康保険（国保）・
後期高齢者医療・介護保険
新型コロナウイルス感染症の影響に
よる国民健康保険料・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の減免制度
次のいずれかの要件を満たす方は、
申請により保険料が減免になります。
保険料を全額免除＝新型コロナ
ウイルス感染症により、主たる生計
維持者が死亡、または重篤な傷病を
負った世帯の方
保険料の一部を減額＝新型コロナウ
イルス感染症の影響により、次のい
ずれかの世帯の方
令和２年の事業収入・不動産収入
・山林収入・給与収入のいずれかが、
令和元年に比べて３割以上減少する
見込み
令和元年の所得の合計額が1,000
万円以下（介護保険の場合は除く）
収入減少が見込まれる種類の所得
以外の令和元年の所得の合計が400
万円以下
※収入等を証明する書類が必要。
詳細は市 に掲載
国民健康保険課 25・6247、後
期高齢者医療制度は 25・8536、
介護保険課 25・5356

野外彫刻ファイル

休館日は各施設にお問い合わせください

たかおか

のりお

高岡典男「知の柱」
石を切り出す際に付けられる矢穴が残る
ごつごつした下部と、上部の磨かれた繊
せいひつ

細な部分が、堅確で静謐な味わいがある
作品

しろみかげいし

平成４年制作・白御影石製
高さ2.02m・彫刻美術館前庭に設置

大雪クリスタルホール自主文化事業

仲道郁代
ピアノ・リサイタル

料金 一般＝3,800円、
大学生以下・障害者手帳をお持
ちの方＝2,000円
※当日券は500円増し。
未就学児は入場不可。
チケット販売所
市民文化会館、同ホール
【詳細】大雪クリスタルホール
69・2000

音楽の魅力を伝え、芸術の真髄を極めるピアニ
スト・仲道郁代の演奏を、ぜひお楽しみください。
とき １／21㈭ 18：30開演
ところ 大雪クリスタルホール（神楽３の７）
Ⓒ Taku Miyamoto

◇末広 末広３の２
◇神楽 神楽３の６

54・7111
61・6711

申込みは、受付開始日の９：00から
電話で受け付けます。小学３年生以
下は保護者同伴
冬休みイベント
いずれも13：30～15：00
お年玉大作戦「ポチ袋作り」
12／26㈯
10人
アイヌ文様プラ板ストラップ作り
１／９㈯
10人
まが玉を作って色をつけてみよう
１／10㈰
10人
100円
12／24㈭から
アイヌ文様コースター作り
１／11㈪
10人
組紐ストラップ作り
１／16㈯
５人
アイヌ文様カードスタンド作り
１／17㈰
10人
12／25㈮から
くみひも

申込みは、受付開始日の９：00から
電話で受け付けます
旭川 学生の科学展2021
１／９㈯・10㈰ 10：00〜16：
新型コロナウイルス感染症対
00
策のため入場規制する場合あり

ミニギャラリー「東旭川公民館油絵
サークル『友』展」
１／５㈫～28㈭
◇東光 東光６の４
39・3939
冬休み工作会
「スポンジでつくるカラフルケーキ」
１／６㈬ 10：30〜11：30
幼児・小学生
10人
12／15㈫から
冬休みおたのしみ会
絵本サークル「ののはな」による
絵本の読み聞かせほか
１／８㈮ 10：30〜11：30
幼児・小学生と保護者
９組
12／15㈫から
◇永山 永山３の19
47・8080
冬休みこども映画会
アニメの上映「日本の昔ばなし」
「ミッキーマウス」「げんきげんき
１／５㈫ 10：30
ノンタン」
10人
～11：30
冬休みおたのしみ会
絵本の読み聞かせ、工作「プラス
チックカップでなんちゃってスノー
１／６㈬ 13：30～
ドーム」
５組
14：15
12／15㈫から
冬休み工作会
「自分だけのスペシャルカレンダー」
１／８㈮ 13：30～14：30
６組
12／15㈫から

ウインターコンサート出演者募集
３／14㈰に開催するコンサートの
出演者を選考により決定
市内と近郊の団体または個人（楽
器は生音演奏に限る等の条件あり）
５～７人（組）
同ホール、市
などにある申込書に記入し、12／
25㈮〜１／20㈬に郵送か持参

特別整理休館日：末広図書館＝１／
19㈫〜22㈮、東光図書館＝１／26
㈫〜29㈮
22・4174
◇中央 常磐公園
アフタヌーンシネマ
「富士ファミリー」
小さなコンビニを経営する大家族
12／27
に巻き起こる騒動を描く
30人
㈰ 15：00〜17：00
12／15㈫から
冬休みこども映画会
アニメの上映「ダヤンとジタン」
１／６㈬ 13：30〜14：
ほか
30人
30
12／15㈫から
冬のおたのしみ会
絵本の読み聞かせ、工作
１／８㈮ 13：30〜14：30
幼児・小学生と保護者
10組
12／15㈫から
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内容
日時
会場
対象
定員
料金
講師
その他
申込
詳細
ホームページ
がない場合は申込・料金不要。抽選の記載がなければ先着順

マイクロビットで遊ぼう
小型コンピューターでゲームを作
って遊ぶ
１／６㈬ 10：00〜15：00
小学４〜６年生
10人
2,500円
12／23㈬から

パソコン基礎講座
「ホームページ活用編」
日常に役立つホームページを紹介
１／16㈯ 10：00～12：00
パソコン初心者
10人
300円
１／９㈯から
天体を撮る会
天文台の望遠鏡にカメラを接続し
て月を撮影
１／19㈫〜22㈮ 18：30〜20
小学生以上（中学生以下は
：00
７人
保護者同伴）
レンズ交換式のカメラ持参
１／７㈭から

親子とんとん工作「小物入れ作り」
１／９㈯ 10：00～11：30
小学１〜２年生と保護者
10組
１組1,000円程度
12／26㈯〜29㈫

市教育委員会所蔵作品展
市 の「ＷＥＢ所蔵作品展」で公
開している絵画の一部を、市民ギャ
ラリー（宮下通11 上川倉庫「蔵囲
夢」内）に展示していますので、ぜ
ひご覧ください。
※イベント等の開催期間を除く。
文化振興課 25・7558
ウ

ェ

ブ

く ら い

か た く り こ

ジュニア木工教室「手品カード作り」
１／10㈰ ９：30〜12：00
小学５年生〜中学生
８人
2,000円
12／26㈯から

冬休み天文教室
製作キットを使って小型の天体望
遠鏡作り
12／26㈯ 10：00〜15：00
小学４年生〜中学生
10人
4,000円
12／20㈰から

らくらく工作室「ワカサギ釣り用電
動リールと竿作り」
１／11㈪ 10：00～12：00、
14：00〜16：00
小学４年生以上（小学生は保護者
各16人
各1,000円
同伴）
12／26㈯から

はじめてのかんたんプログラミング
スクラッチで簡単なゲーム作り
１／９㈯〜11㈪
10：00〜11：30
小学２〜３年生と保護者
９組
１組2,000円
12／26㈯から

さお

む

こども科学博士
①首が揺れる牛の人形作り＝12
／26㈯、１／９㈯ 10：00〜11：
30 ②片栗粉・小麦粉をこねて遊ぶ
＝１／８㈮ 10：00〜11：00、13
①小学１～３年
：30〜14：30
生と保護者 ②年中〜年長と保護者
①各16組 ②各10組
各１組200円
①12／20㈰か
ら、②12／26㈯から

公民館

講座カレンダー

●末広公民館 53・4311
●北星公民館 52・5545
●西神楽公民館 75・3112
●中央公民館 31・5218
●江丹別公民館 73・2230 ●新旭川公民館 23・9299 ●春光台公民館 53・5620
●永山公民館 48・1659
●シニア大学 25・0022
●東旭川公民館 36・1017 ●東鷹栖公民館 57・2622 ●愛宕公民館 32・3422
●神居公民館 61・2575
●東光公民館 35・1708
●神楽公民館 61・6194
日
講 座 名
会場
内容・時間など
内
日
他 飲み物等持参
高齢者「いどばたサロン」
仲間づくりの交流の場
13：30～15：00
神居
12／28㈪
１／14㈭

ヴァイオリンの音色と秘密

神居

１／23㈯

アイヌ文化体験教室

永山

１／23㈯
１／27㈬
１／28㈭
１／30㈯
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思いやりを伝える
マナー講座
成人講座
「パソコン初心者講座」
ゆうゆう生活講座
～すてきにシニアライフ

シニア
西神楽
春光台

ジャイカ

内 バイオリンの演奏体験ほか
申 12／21㈪から同館

日 13：00～15：00

内 アイヌ文化を学び、アイヌ文様しおり作り
対 小学生以上

定 15人

申 12／22㈫から同館

定 30人

日 10：00～12：00

日 13：00～15：00 定 30人 講 まごころ接遇アドバイザー 素野香織さん
他 道民カレッジ連携講座 申 12／21㈪からの10：00～16：00に同大学
日 10：00～12：00 定 ８人
申 １／８㈮～20㈬に同館

他 パソコン持参

内 講座「口弱は足弱のはじまり～お口のケアセミナー」
申 12／21㈪から同館

日 10：00～12：00

JICA支援事業10年で見た シニア 日 13：00～15：00 定 30人 講 金沢工業大学客員教授 加藤 聰さん
他 道民カレッジ連携講座 申 12／21㈪からの10：00～16：00に同大学
アフリカ（モザンビーク）
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福

社協

このページは、
赤い羽根共同募金の
助成を受けています

令和２年12月

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

〈No.192〉

ご意見・ご質問を募集
しています！「旭川市
社会福祉協議会」まで

社会福祉法人

旭川市社会福祉協議会

http://www.asahikawa-shakyo.or.jp
【 5条事務所】〒070-0035 旭川市5条通4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階
TEL 23-0742 / FAX 23-0746 Eメール chiiki@north.hokkai.net
【神楽事務所】〒070-8003 旭川市神楽3条4丁目1-18 TEL 60-1710 / FAX 60-1780

地 域 デビ

してみませんか？
ー
ュ

生活支援コーディネーターからのお知らせ
住民と専門職の出会いの場！
神居・江丹別圏域「まちコン」
の取組
生活支援コーディネーターが支援している取組の一つと
して、神居・江丹別圏域では、身近な地域にある福祉施設と
ボランティアに関心のある方がつながるきっかけづくりを
目的とした
「まちコン」
の取組を進めています。
まちコンには高齢者・障がい者・児童関係など、さまざま
な種類の福祉施設が参加し、ボランティアに興味のある参
加者と福祉施設がお互いの活動内容を共有し、力を合わせ
てできることなどを話し合い、新しい支え合いの形が広ま
っています。参加したボランティア希望者は福祉施設での
ボランティア活動や、在宅高齢者の生活支援など、それぞれ
の方が、
「やってみたい」
活動に参加しています。
まちコンのような取組は他の地域でも行われており、各
地域の生活支援コーディネーターが、活動者と依頼者の「つ
なぎ役」
として、地域のつながりづくりを進めています。
現在は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、通常の
活動を休止している場合もありますが、感染予防に十分配
慮した形で少しずつボランティア活動や交流などを再開し
ています。
ボランティアや地域での助け合い活動に興味がある方
は、生活支援コーディネーターまでお気軽にお問合せくだ
さい。
みなさんの
「地域デビュー」
をサポートします！
問合せ先：生活支援コーディネーター（旭川市社会福祉協議
会内） 23・0742

神居・江丹別圏域
「まちコン」の様子

生活支援コーディネーターとは？
みなさんは生活支援コーディネーターをご存じですか？
高齢化が進む地域の中でも住民が安心して暮らすことがで
きるよう、身近な地域の住民組織や関係団体と連携して、助
け合い活動の推進に取り組む福祉の専門家です。旭川市で
は、市内を4つの地域に分け、各地域の生活支援コーディネ
ーターが社会福祉協議会に配置されています。

ボランティア活動者の支援
生活支援コーディネーターは全国の市町村に配置されて
おり、各地域の特色を活かした活動を行っています。旭川市
では、特にボランティアの活動支援に力を入れており、旭川
市社会福祉協議会のボランティアセンターや、医療・福祉の
専門職と連携しながら、地域のボランティアに参加できる仕
組みづくりのほか、シニア世代がこれまでの経験を地域で活
かすことができるような環境づくりを進めています。
昨年度は関係機関と連携し、30回以上のボランティア講
座や交流会を開催し、現在まで延べ200人以上の方に活動希
望の登録をしていただきました。さまざまな形で地域活動に
参加するきっかけとなっています。

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

歳末たすけあい募金 がはじまりました！

高齢者・
障がい者宅へ
見舞品を
お届け

を
。
ます
たし
いい
お願

力
ご協

高齢者・
障がい者宅
の雪はね

←
◯街頭募金ボランテ
ィアに参加した遠軽
信用金庫のみなさん
と募金をしてくれた
子どもたち

実施期間 12月１日～12月31日

令和２年度

赤い羽根ポスターコンクール

募金は、
地域で支援を必要とする方々のために旭川市
社会福祉協議会の事業を通して役立てています。
■まごころお届け隊事業 (歳末見舞品配付事業)

最優秀賞
赤い羽根共同募金によって

自宅に閉じこもりがちになっている高齢者や、障がいを抱
えて生活している方に対し、歳末に安心見守り訪問を行い、
日常生活用品などの見舞品をお届けいたします。

■雪はねお助け隊事業 (除雪・排雪事業)

旭川市の福祉除雪サービスの対象にならない高齢者や障
がい者を対象に、安心して冬期間を過ごせるよう生活道路の
除雪や排雪を行います。

豊かな街となり、笑顔が 増

え、幸せが広がっていく様子

を表現しようと思い、
このポ
スターを描き

ました。

旭川市立
光陽中学校３年
い とう

ち

さ き

伊藤 千沙希さん

募金の受付・お問合せは・
・
・

旭川市共同募金委員会

旭川市５条通４丁目

旭川市ときわ市民ホール１階

図書カード を プレゼント!!

ホームページ
Eメール

http://www.asahikawa-shakyo.or.jp
ash-kyobo@north.hokkai.net

【応募方法】はがき・FAX・メールにて

「社協あさひかわ」
に関するご意見やご感想をお聞かせください。 【必要事項】①ご意見・ご感想 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
ご意見・ご感想をお寄せいただいた方の中から抽選で、
４人の方に 【応募締切】令和２年12月31日㈭まで（当日消印有効）
1,000円分の図書カードをプレゼントします。なお、当選者の発表は発 【 応 募 先 】旭川市社会福祉協議会の５条事務所（右ページ参照）
まで
※ご意見・ご感想で得た個人情報は、
プレゼントの抽選及び発送以外に使用しません。
送をもってかえさせていただきます。

次回の「社協あさひかわ」は令和３年２月号に掲載
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単身可。
エレ

１ＬＤK ２階
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川端

49

12

備考（エレ
間取り 階数 戸数 ＝エレベー
ターあり）

２ＬＤK １階

緑が丘東

15

★子育て。
１
エレ
１

23

車場︵花咲町５︶
詳細は消防本部 に掲載
消防本部総務課

★老人。
エレ

団地名

25

・４５５６

12

73

ファン・フライデー

10

１

１ＬＤK ２階

10

22 10 12

英会話をしたい方との交流 ほか
１月～３月の金曜日
昼の部＝第２・４金曜日
午後１時～２時
夜の部＝第２金曜日
午後６時 分～８時 分
各部 人
各部１千５００円
月 日㈪から旭川市国際
交流委員会︵１の８ フィール
旭川７階 都市交流課内
・７４９１︶

19

サポステ出張相談会

69

48

３ＬＤK ２階

神居

11
30

12

備考（エレ
間取り 階数 戸数 ＝エレベー
ターあり）

１ＬＤK １階

20

就職に関する相談を就職支援
の専門家が受付け
月 日㈮＝東光公民館
︵東光 の３︶
１月 日㈮＝東旭川公民館
︵東
旭川町上兵村︶
いずれも午後１時～５時
就職を希望する ～ 歳の方
とその家族
あさひかわ若者サポートステ
・９２２８
ーション

20

11

保健師による健康講座
「脳トレをしよう その２」

第３東光

20

永山まちづくり推進協議会
こども絵手紙アート教室

第１東光

頭頂葉・後頭葉を鍛えるトレ
ーニング
１月 日㈬
午前 時～ 時 分
人
月 日㈰から忠和公園体
・２３
育館︵神居町忠和
４５︶

団地名

30

17

12

墨絵・パステル画で、オリジ
ナルの絵手紙作り
１月 日㈰ 午前 時～ 時
永山市民交流センター︵永山
３の ︶
小学生以上
人
墨絵詩書家
小林紀子 さん
小林白炎 さ・
ん
永山支所
・１１１１

20

10

若者センター体験会

そば打ち
１月 日㈰
午前９時 分～午後１時
人
１千３００円
月 日㈰午前９時から若
者センター︵江丹別町中央
・２４０９︶
12

11
30

15

73

10

きたさいと

74

10

北彩都ガーデンの催し

ミニ雪だるま作り
１月 日㈰
午前 時～ 時 分
人
ガーデンセンター︵宮前２
・５９６６︶

の１

消防出初式

屋外行事のみ開催
１月 日㈰ 午後０時 分 から
リアルター夢りんご体育館駐
10

20

市営住宅入居者定期募集の
申込予約と郵送申込を受付け
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から３密

を避けるため、市営住宅の申込みを予約制か郵送で
受け付けます。
募集住宅

33戸

※入居資格や特定目的住宅（★印）の条件は問い合
わせを。

※随時募集等で申込みがなかった住宅も募集。
予約希望日時
いずれか

２／17㈬～20㈯または希望なしの

９：00～12：00、13：00～15：00、

16：00～18：00または希望なしのいずれか

申 はがきに住所・氏名・電話番号・予約希望日時
（必

ず第２希望まで）、郵送による申込みの場合は「郵
送」を記載して、１／８㈮までに富士管財（〒078
ー8212

２条通19丁目367ー２

35・5000）

他 １／29㈮までに受付日時・場所を通知。通知がな

い場合は問い合わせを

随時募集 今回の募集で申込みがなかった住宅等は、
りさい

３／10㈬９：00から富士管財で随時受付け。罹災

者及び住宅以外の建物等に居住している方は、市営
住宅課（

25・8510）に相談を
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来年１月の成人式の対象者で案内状が未着の方は、社会教育課（ 25・7190）に連絡を

緑のセンター講座

デ

①コキアでほうきを作ろう
＝１月９日㈯
②マクラメ編みでプランツハン
ガー作り＝１月 日㈰
いずれも午後１時～３時
① 人︵親子での参加可︶
各５００円
②５人
森の写真家・阿久津弘明さん
の神楽岡公園の自然写真展を１
月８日㈮～２月 日㈰に開催
講座は 月 日㈰から緑の
・
センター︵神楽岡公園
５５５３︶

歩くスキー講習会

き た さ い と

コ

コ

各 人
用具貸出あり
スポーツ課
・１９４４

初心者向け健康運動教室
「器具を使わない体幹筋トレ
アンド
＆ストレッチ」
１月 日㈯・ 日㈯
午後２時～３時
高校生以上
各 人
月 日㈰から忠和公園体
・２３
育館︵神居町忠和
４５︶

スポーツ講座

各 人
各１００円
室内用運動靴・運動着・タオ
ル・マスク等持参
月 日㈪～ 日㈮午前９時
～午後５時にスポーツ協会
・４５４５

旭川市新人奨励賞候補者

その他＝前記以外の分野
推薦方法 秘書課︵総合庁舎２
階︶にある推薦書に記入し、１
月５日㈫～ 日㈮に同課
※自薦、他薦は問わない。
秘書課
・５３０６

旭川市内に居住・就職予定
で奨学金返済の補助を希望
する登録者

要な場合は、各担当課にお問い
合わせください。
なお、軽自動車税種別割につ
いては、６月に送付しています。
①市・道民税 ②固定資産税
③国民健康保険料 ④後期高齢
者医療保険料 ⑤介護保険料
⑥母子福祉資金等償還金
①～③納税管理課
・５９
・
１７、④国民健康保険課
・
８５３６、⑤介護保険課
５３５６、⑥子育て助成課
・９１０７

来年の確定申告会場

25 25

25

還付通知書が届いている方は、
早めにお受け取りください。
法の定めにより市税は５年、
保険料は２年を経過すると受け
取れなくなります。
※口座振込も可︵手数料無料︶。
納税管理課
・５９１７

市税や国民健康保険料の還
付金の受取りをお忘れなく

15

21

51

候補者の条件 平成３年４月２
日以降生まれで、各分野での活
躍が著しい、市内在住の方、ま
たは住んでいたが勉学等のため
に生活の本拠を市外に置いてい
る方
文化＝文芸、美術、
対象分野
舞踊、演劇、音楽
スポーツ＝運動競技全般
科学＝人文・自然科学
技術＝各産業における技術研
究等

25

来年の確定申告会場は、イオ
ンホール︵宮下通７ イオンモ
ール旭川駅前４階︶に開設しま
す。
※旭川北洋ビル９階には開設し
ません。また、税務署内にも、
申告会場を設置しません。
開設期間 ２月 日㈫～３月
日㈪︵土・日曜日、祝日を除く︶
受付時間 午前９時～午後４時
作成済の申告書等は、管轄す
る税務署に提出を
旭川中税務署
・１４５１、
・６２９１、
旭川東税務署
・５７８６
市民税課

16

90

①体力アップ体験会
②アスリートヨガ体験会
１月 日㈯
午前 時～ 時 分
大成市民センター体育館︵６
の ︶
小学生以上
①初心者 ②スポーツ経験者

口座振替済通知書を
１月に送付

次の①～⑥の令和２年１月～
月の口座振替分をまとめた
﹁口
座振替済通知書﹂を、１月 日
㈬以降に送付します。事前に必

25

29

25

大学・短期大学・高等専門学
校・専修学校︵専門課程︶・大
学院のいずれかを卒業後、市内
で就職した方を対象に、奨学金
返済の一部を補助します。補助
を受けるには、就職の前年度に
市への登録が必要です。
次のいずれにも該当する方
日本学生支援機構第一種奨学
金の借入がある
大学などを令和２年度に卒業
予定、または登録時に市外在住
で平成 年度以降に卒業
令和３年度に市内に住み、市
内に本社のある企業に就職また
は市内で起業する予定で、その
後３年以上継続する意思がある
詳細は市 に掲載
３月 日㈬までに経済総務課
・７１５２
29

31

１月 日㈯、２月６日㈯
午前 時～ 時
北彩都歩くスキーコース
集合場所 ＣｏＣｏＤｅ︵宮前
１の３︶
小学生以上
※ 日は初めての方と親子。

●第４次障がい者計画素案
障害がある方に向けた施策の方向性を定める計
画です。
資料の配布・意見の提出期間
12／21㈪～１／26㈫
詳 障害福祉課 25・6476

65

令和２年１月２日～令和３年１月１日に土地や家屋の利用状況が変わった場合は、２月１日㈪までに資産税課︵総合庁舎３階︶に申告を

2020
（令和２）年◦12月

こうほう旭川市民

27

20

23

25

25

12

25

●旭川市リサイクルセンター整備基本計画案
近文リサイクルプラザに代わる新施設の整備に
向けた計画です。
資料の配布・意見の提出期間
12／25㈮～１／29㈮
詳 廃棄物政策課 25・6324

69

20

12

●第４次子ども読書活動推進計画素案
子供の読書活動の環境や条件を整えるための計
画の見直しです。
資料の配布・意見の提出期間
12／25㈮～１／31㈰
詳 中央図書館 22・4174

23
23

30

20

11

10

20 28

15

16

12 16

23

10

12

12

●第８期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画素案
高齢者に関する保健福祉施策の推進や、介護保
険制度の円滑な実施に向けた、令和３～５年度の
計画です。
資料の配布・意見の提出期間
12／21㈪～１／26㈫
詳 長寿社会課 25・9797

14

●第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉
計画素案
障害がある方への福祉サービスなどの提供体制
に関する、令和３～５年度の計画です。
資料の配布・意見の提出期間
12／21㈪～１／26㈫
詳 障害福祉課 25・6476

10

16

10

各資料の配布場所 各担当課、市政情報コーナー
（総合庁舎１階）、各支所・公民館、市 HP ほか

16

ご意見をお寄せください

１／14㈭

１／15㈮
16㈯

１／21㈭

１／22㈮

10

１／26㈫
27㈬
１／28㈭
29㈮

フ

年度目以降の追納の場合︑当時
の保険料額に一定の加算額が上
乗せされます︒追納する場合は︑
旭川年金事務所に申込みが必要
です︒
旭川年金事務所
・５００
・６３０６
４︑市民課

ヤ

２年に１度の届出が必要です︒
月 日現在で︑各免許をお持
ちの方は︑保健総務課︵第二庁
舎５階︶に届出票を提出してく
ださい︒
なお︑届出票は勤務先へ送付
していますが︑現在勤務してい
ない方には同課で配布していま
す︒
※複数の免許がある方は免許ご
とに届出票の提出が必要︒
提出期限 １月 日㈮
保健総務課
・６３５４

医師・歯科医師・薬剤師
資格をお持ちの方へ

固定資産税第４期

月 日〜 日は

３〜５人世帯＝月額３万６千
円
６人世帯＝月額３万９千円
支給期間 ３か月間︵延長あり︶
申請場所 生活支援課︵第二庁
舎４階︶
支給要件︑持ち物等は問い合
わせを
生活支援課
・９８３８

市税と国民健康保険料の
休日・夜間納付相談窓口

新型コロナウイルス感染症の
影響等で納付が困難な方を対象
に︑徴収の猶予等の相談を受け
付けています︒
休日＝ 月 日㈰ 午前９
時〜午後５時
夜間＝１月 日㈭ 午後７時
分 まで
納税推進課︵総合庁舎２階
・５９８０︶

の
納
期
で
す

令和２年度優秀技能者表彰

今年度の上川地方技能推進協
議会及び旭川市の優秀技能者が
決定し︑表彰式が行われました︒
上川地方技能推進協議会
優秀技能者 浦辻郁博 さん︑加藤
︑佐藤孝広
誠二 さん︑國分政広 さん
さ
︑𡈽本英男 さん︑中山義雪 さん︑
ん
︑樋口孝一 さん︑松原
西田雅則 さん
学 さん
青少年優秀技能者 荻野圭一 さん
旭川市
卓越技能者 池田 忠 さん︑佐々
︑鈴木 勇 さん︑𡈽本英
木 優 さん
︑山田裕一 さん
男 さん
中堅優秀技能者 和泉玲実 さん︑
︑笹 尊人 さん︑都築
大西雅之 さん
︑橋本裕介
真人 さん︑中山 健 さん
さ
︑平尾正文 さん︑宮川拡人 さん︑
ん
︑山下陽介 さん
森武克哉 さん

28
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25

第３次旭川市食育推進計画
の計画期間を延長

25 15

差押物件を
インターネットで公売
ー

インターネット上の﹁Ｙａｈ
ｏｏ！官公庁オークション﹂で
公売を実施します︒物件の詳細
は市 等で公開しています︒
公売参加申込期間 １月６日㈬
午後１時〜 日㈫午後 時
滞納市税の完納等で︑公売を
中止する場合あり
納税管理課
・９８５６

生活困窮者住居確保給付金

25

12

平成 年度に策定した現行の
同計画は︑令和３年度が終了年
度ですが︑現在︑新型コロナウ
イルス感染症対策の強化を優先
的に図る必要があるため︑計画
期間を１年延長し︑次期計画の
策定時期を令和５年３月としま
した︒
保健指導課
・７８１６

31

25

離職・休業等に伴う収入の減
少により︑家賃の支払いに困り︑
住居を失うおそれのある方に家
賃の一部を補助
次のいずれにも該当する方
旭川市内のアパート・借家に
居住している方で︑住居を失う
おそれがある
離職・廃業から２年以内︑ま
たはやむを得ない理由で休職と
なり︑収入が離職と同程度︵個
人事業主を含む︶
世帯の主たる生計を自身の就
労等で維持している方
世帯の収入・預貯金額の合計
が一定額以下の方 ほか
支給上限額
単身世帯＝月額２万８千円
２人世帯＝月額３万４千円

12

72

11

・２２１３

１／25㈪

25

物を買い上げた業者が証明した︑
買い上げ証明書︵市提出用︶
③交付申請額算出表 ④請求書
⑤前記①と④に押印した印鑑
※口座振込を希望する団体は︑
金融機関の通帳︑またはその
写しも持参︒
クリーンセンター

１／20㈬

12

国民年金保険料の免除期間
・納付猶予期間がある方へ

１／19㈫

19

36
国民年金保険料の免除︵全額
免除・一部免除・法定免除︶︑
納付猶予︑学生納付特例の承認
を受けた期間がある場合︑保険
料を全額納めた方と比べ︑老齢
基礎年金︵ 歳から受けられる
年金︶の受け取り額が少なくな
ります︒
将来受け取る老齢基礎年金の
増額を希望する場合︑ 年以内
であれば︑免除等の承認を受け
た期間の保険料をさかのぼって
納めること︵追納︶ができます︒
ただし︑免除等の承認を受け
た期間の翌年度から起算して３

１／18㈪

20

23

65

上下水道料金・下水道事業
受益者負担金は納入期限内
に支払いを

１／13㈬

14

納入期限を過ぎた場合は︑督
促状や催告書を送付しています︒
その後もお支払いをされないと︑
負担の公平を図るため︑給水の
停止や財産の差押えを行うこと
があります︒新型コロナウイル
ス感染症の影響など︑やむを得
ない事情があり︑お支払いがで
きない場合は︑水道局へご相談
ください︒
水道局料金課・上下水道料金
・３１５０︑下水道事業受
・３１２５
益者負担金

１／12㈫

11

29

12

再生資源回収奨励金の
交付申請を受付け

１／ ７ ㈭

30

24

市の再生資源回収実施登録団
体で︑令和２年１月〜 月に回
収活動を行った団体
※登録前に行われた活動は︑奨
励金の交付対象外︒
受付日程等 左の表のとおり
持ち物 ①交付申請書 ②回収

１／ ６ ㈬

25

24

受付会場
末広公民館
（末広１の２）
東旭川公民館
（東旭川町上兵村）
愛宕公民館
（豊岡７の９）
永山公民館
（永山３の19）
春光台公民館
（春光台３の３）
神楽公民館
（神楽３の６）
新旭川公民館
（東３の７）
神居公民館
（神居２の９）
東光公民館
（東光10の３）
北星公民館
（北門町８）
西神楽支所
（西神楽南１の３）
東鷹栖公民館
（東鷹栖４の３）
イトーヨーカドー
旭川店（６の14）
市職員会館
（９の９）
受付時間
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
12：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
12：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
10：00～
15：00
受付日

※住所不要。
○○課
〒070−8525

はがきの宛先

若手優秀技能者 石橋昂大 さん
産業振興課
・７０４７

注意する
詳細は市 に掲載
環境指導課
・６３６９

令和３年１月１日から公衆
浴場の混浴制限年齢が変更

参加資格共同審査システムによ
る電子申請
詳細は市 に掲載
契約課
・９７０１、水道
・３１７１
局経営企画課

自衛官等を募集

18

①自衛官候補生＝日本国籍
を有し、来年４月１日現在、
歳以上 歳未満の男女
②高等工科学校生徒（一般）＝
日本国籍を有し、来年４月１日
現在、中卒︵見込みを含む︶以
上 歳未満の男子
試験日 ①１月 日㈰・ 日㈪
のいずれか１日 ②１次試験＝
１月 日㈯
試験会場 ①受付時にお知らせ
②陸上自衛隊旭川駐屯地︵春光
町︶
①問い合わせを、②１月６日
㈬までに自衛隊旭川地方協力本
・０１００
部南地区隊

18

飲酒運転の根絶

旭川市公衆浴場法施行条例の
改正に伴い、令和３年１月１日
から銭湯やスーパー銭湯等の公
衆浴場では、 歳以上の男女の
混浴ができなくなります。公衆
浴場をご利用の場合は、ご注意
ください。
衛生検査課
・５３２４

介護職員向け
オンラインセミナー

24

17

ＰＭ （微小粒子状物質）
に
気を付けましょう
飲酒の機会が増える時期です。
市では、旭川市飲酒運転の根絶
に関する条例に基づき、飲酒運
転の根絶に取り組んでいます。
少量でもアルコールを摂取する
と、判断力・注意力等が低下し
ます。飲酒運転は絶対にやめま
しょう。周りの方も飲酒運転を
させないようにしましょう。
交通防犯課
・６２１５

冬季スポーツ施設等が
オープン
開設期間等は各施設にお問い
合わせください。
左
の表のとおり
か
ほ

①雇用管理責任者研修 ②人
材確保研修 ③クレーム対応・
ハラスメント対策研修 ④アン
ガーマネジメント研修
ＵＲＬ取得時〜１月 日㈮
各研修２時間程度
※ 時間受講可能な録画配信。
①②管理者、運営法人担当者
③④管理者、介護従事者
申込者には、ＵＲＬ等を送付
１月 日㈰までに
から
長寿社会課
・９７９７

33

北海道苦情審査委員制度

北海道が行った業務や制度の
内容を審査する制度です。苦情
審査委員が公正で中立的な立場
で調査を行い、必要に応じて改
善等を求めます。苦情申立ての
詳細は、お問い合わせください。
道政相談センター
０１１・２０４・５５２３

林業退職金共済制度
（林退共）
の退職金請求

林退共は林業界で働く方のた

めの退職金制度です。以前、林
業の仕事に従事したことがあり、
その当時、林退共制度に加入し
ていた方で、退職金請求手続き
をしていない方は、退職金を受
け取っていない可能性がありま
す。勤労者退職金共済機構林業
・６
退職金共済事業本部︵
７３１・２８８９︶へお問い合
わせください。詳細は同機構
に掲載しています。

陸上自衛隊第２音楽隊による
演奏
月 日㈫ 正午〜午後１時
上川合同庁舎︵永山６の ︶
上川総合振興局環境生活課
・５９１９

大雪カムイミンタラホール
コンサート

03

旭川工業高等専門学校の
催し

公開講座﹁バラの香りでクロ
カビ退治実験﹂
１月８日㈮ 午前 時 分〜
時、午後１時 分〜３時
小学４年生〜中学生
各４人
同校 または同校︵春光台
・８１３０︶
２の２

19

園児と遊ぶ、育児相談
１月 日㈬
午前９時 分〜 時
未就園児と保護者
組
１月 日㈫から同幼稚園
︵春
・３５５６︶
光５の２

北海道教育大学附属
旭川幼稚園
「附幼で遊ぼう」

30

30

建設工事等の
入札参加資格審査
令和３・４年度に市︵水道局
を含む︶が発注する建設工事等
の入札に、参加を希望する方の
申請を受け付けます。
受付期間・方法 １月 日㈫〜
２月 日㈮・北海道市町村入札

10

ＰＭ は、自動車の排出ガス
や工場等から発生する微小粒子
状物質で、ぜんそくや気管支炎
などの原因の つになると考え
られています。
また、風が弱く大気が停滞し
やすくなる冬期に、濃度が高く
なる傾向があります。市では、
一定の濃度を超えると予想され
るときに、注意を呼び掛けます
ので、次のことに注意してくだ
さい。
不要不急の外出や、屋外での
長時間の激しい運動を控える
特に子供や高齢者等は、影響
を受けやすいため体調の変化に

歩くスキー場

12

12

25

55

17

23

10

25

令和３年度の償却資産（固定資産税）の申告期限は２月１日㈪です。事業用の資産を所有する方は、期限内に申告書の提出を

パーク アクティビ
ゴルフ ティ

36・1941
花咲スケート場
54・1142
地域振興課
25・6212
スケート
リンク

旭山雪の村（東旭川町倉沼）
ちびっこスキー場・雪の迷路
（花咲町２ スタルヒン球場内）
北彩都あさひかわ冬のガーデン
（旭川駅前広場、北彩都ガーデン）

スキー
場

公園緑地協会
52・1934

きたさいと

46

30

11
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29

55

54

10

25

25

54・1142
旭川振興公社
22・7198

65

1

常磐公園雪上パークゴルフ場９ホール
（常磐公園内）
もり

22

20

30

12

15

12

24

25

12

61・9952

2.5

連絡先
72・2311
63・3232
62・4922
62・5349
（期間中）
花咲スケート場
54・1142
スポーツ課
23・1944
武道館
31・3510
緑のセンター
65・5553
春光台公園
52・0694
忠和公園体育館
69・2345

2.5

名称・所在地
カムイスキーリンクス（神居町西丘）
サンタプレゼントパーク（神居町富岡）
伊ノ沢市民スキー場（神居７の18）
富沢クロスカントリーコース２・３・５・
10㎞（カムイの杜公園ほか）
花咲スポーツ公園歩くスキーコース３㎞
（花咲スポーツ公園内）
北彩都歩くスキーコース4.5㎞
（北彩都周辺河川敷）
東光スポーツ公園歩くスキーコース1.5㎞
（東光スポーツ公園内）
神楽岡公園歩くスキーコース３㎞
（神楽岡公園内）
春光台公園歩くスキーコース５㎞
（春光台公園内）
忠和公園歩くスキーコース2.4㎞
（忠和公園内）
道北アークス大雪アリーナスケート場
（神楽４の７）
花咲スポーツ公園スケート場（花咲町３）
東部スケートリンク
（豊岡３の１ 東町小グラウンド内）

25・9747
悪質な訪問販売を防ぐ「訪問販売お断りステッカー」を無料配布。消費生活センター

◎参加料等の記載がないものは無料ですが、入館料が必要な場合があります ◎申込みで抽選などの記載がないものは先着順です
内容
日時
会場
対象
定員
料金
講師
その他
申込
詳細
ホームページを表します

１月 日は１１０番の日

事件や事故に遭遇・目撃した
ときは︑すぐに１１０番へ通報
してください︒困りごとや相談
は警察相談専用電話＃９１１０︑
遺失物・拾得物の届け出や各種
手続などは︑最寄りの警察署・
交番で行ってください︒
北海道警察旭川方面本部地域
・０１１０
課

警察からのお知らせ

﹁大麻﹂は違法薬物！
〜自分の未来は自分で守る
大麻は︑幻覚・記憶障害・学
習能力の低下・人格の変化など
を引き起こす危険な薬物で︑違
法薬物の使用は厳しく処罰され
ます︒正しい知識と﹁自分はや
らない﹂と言える強さを手に入
れましょう︒
冬型事故の特徴を知ろう！
冬型事故の特徴は︑スリップ
や吹雪による視界不良など︑い
ずれも大事故につながる危険な
道路環境です︒夏よりも車間距
離を空けて︑急ハンドルや急ブ
レーキ等を避けるなど︑冬の運
転に切り替えましょう︒
また︑出発前に気象情報を確
認し︑事前に天候や気温︑路面
状況等を把握して安全なルート
を選択し︑天候が悪化するおそ
れがある場合は︑運転を中止す
ることも大切です︒
旭川中央警察署
・０１１
・０１１
０︑旭川東警察署
０
34 25

35

10

よみがえ

▼旭川市開村130年記念特
集の最後は平和通買物公園。
取材を通して、たくさんの楽
しい記憶が蘇ってきました。
子供の頃に両親とおしゃれを
して出掛け、開いた本のよう
な遊具で遊んだこと、学生の
頃に友達と歩きながら色々な
ことをおしゃべりしたことな
ど、思い出は尽きません。今
は子供たちと、もりもりパー
クなどに遊びに行っています。
私にとって買物公園は、いつ
までも特別な場所なんだと再
認識しました。（Ｉ）
▼私は寒がりなので冬は苦手
なのですが、雪景色やイルミ
ネーションは見ていて癒やさ
れます。今月号の絶景の見本
林も風情と迫力があり、まだ
まだ知らない旭川の景色があ
るのかな、と思いました。こ
の場所もきれいですよ、など、
市内の絶景スポットがあれば、
ぜひ教えてください！今年も
残りあと少し。コロナの影響
で旅行など、遠出はできませ
んでしたが、ある意味、忘れ
られない１年になったのかな
と思います。（Ｆ）

編・集・風・景

クイズに答えて

プレゼントを当てよう！
【問題】
「○」
に入る言葉は何でしょう？
全国初の恒久的歩行者天国

平和通○○○○

ヒントは
６ページ

今月のプレゼント
103 トミーの

お店のＰＲ
京都より初出店の、本格
宇治抹茶と地元餡を使用し
た、美味しくて安心安全な
おやきです。餡、抹茶クリ
ーム、季節限定のおやきの
他に、おかずおやきも新登
場！
あん

い

１の８
１階

フィール旭川地下
56・0728

プレゼントの提供事業者を募集しています

25・5370

プレゼント提供の
メリット

【詳細】広報広聴課

日替わりおかずおやきをぜひ！

103 トミー

お店や商品のＰＲにつながる！

地域の魅力発信や産業振興のた
め、本誌『あさひばし』や市の広
報番組等のプレゼント企画で当選
者に提供する物品等を募集してい
ます。商品やサービスなどをＰＲ
できる機会となりますので、ぜひ
お申し込みください。

抽選で５人に
プレゼント

おかずおやき４種類

お

●応募方法 はがきかファックス、電子メー
ルに、解答・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号と広報誌を読んでの意見や感想、取り上
げてほしいテーマなどを記入して、12月末日
までに下記の応募先へ
●応募先 〒070－8525 広報広聴課
「広報クイズ係」（住所不要）
25・6515
kohoquiz@city.asahikawa.lg.jp

編集 広報広聴課
25・5370
FAX 25・6515

皆様のご来店お待ちしています
プレゼント内容や、プレゼ
ントの数・価格などは市
をご覧ください

お店や商品の情報を
広く発信できる

集客が
期待できる

プレゼント提供した場合、本誌『あ
さひばし』では、上記のように紹介
しています。市内全戸配布の本誌や、
全道放送の広報番組「マイタウンあ
さひかわ」などを通して、多くの方
に知ってもらうことができます

プレゼントの提供方法は、市
が当選者に引換券を郵送し、
本人が来店して商品などを受
け取る仕組みです。リピータ
ーの確保につながる可能性が
あります

こうほう旭川市民

2020
（令和２）年◦12月

30

市民の広場
市民の皆さんから寄せられた情報を紹介
します。市の主催ではありませんので、
内容は直接問い合わせてください

★印は申込みが
必要です

「市民の広場」に掲載を希望する方へ
原稿の提出
開催日や、申込期限が掲載月の20日
以降のものを掲載します。掲載ルールを確認し、申込
書を掲載希望月の前々月１日～末日に提出
してください
※申込書と掲載ルールは、広報広聴課（総
合庁舎４階）で配布。市 にも掲載。

赤い羽根共同募金の 募集
助成団体
自主性・非営利・公開を原
則とし、活動資金の確保が
困難な市内の福祉施設・団
体等に資金を助成。12／21
㈪〜１／12㈫に旭川市共同
募金委員会 23・0742★

旭川市結婚相談所の相 募集
談員（ボランティア）
結婚相談や出会いのパーテ
ィーの運営ほか。50歳以上
の方。平日10：00〜16：
00に旭川市結婚相談所（１
の８ フィール旭川７階
23・6588）★

くらしの
催し
無料法律相談会
行政書士による相続・離婚
・各種許認可申請等の相談。
１月・３月の第２火曜日13
：00〜15：40。神楽公民
館。北海道行政書士会旭川
支部 56・5630★

「雪の降る街を」旭川 募集
冬の写真コンクール
北国らしい旭川の冬の情景
や街並み等の写真を募集。
１人３点まで。応募期間＝
12／26㈯〜２／15㈪。応
募方法＝写真を郵送か、同
コンクール から。ウレシ
パあさひかわ 25・6488

小学生・中学生プログ 催し
ラミング体験講座
１／８㈮小学３〜６年生＝
10：00から、中学生＝13
：00から。各500円。ＰC
カレッジ旭川校（４の17
0120・17・1500）★

コロナ禍をどう生き抜
催し
くか下田憲×伴野忠孝
赤ひげ医師ととんかつ井泉
会長の講演対談。１／16㈯
14：00から。市民文化会館。
1,000円。旭川に公立夜間
中学をつくる会 中島 09
0・6219・0091★

日本政策金融公庫
ほか
国の教育ローン
高校・大学等の教育費を対
象とした公的融資制度。融
資額＝子供１人につき350
万円以内。金利＝年1.68％。
教育ローンコールセンター
0570・008・656

お断り

催し等の
情報について、新型コ
ロナウイルス感染拡大
防止のため、中止また
は延期となる場合があ
ります。詳細は主催者
にご確認ください

