◎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

江丹別若者の郷（江丹別町中
央）
市内に住んでいる方
募集区画・料金
５ｍ×６ｍ＝４千５００円
ｍ× ｍ＝１万５千円
若者センター
・２４０９

観光ボランティア
各観光案内所で、情報提供や
イベント支援などを行います。
海外からの観光客への案内も行
いますが、自動翻訳機がありま
すので、ぜひご協力ください。
３月 日㈮までに観光物産情
・６６６５
報センター

常磐公園花壇ボランティア

デザイン経営セミナー
「小山薫堂と考える
幸せのデザインとは」
３月 日㈬ 午後６時 分 から
市民文化会館（７の９）
５００人
オンライン視聴も可。いずれ
も要申込。詳細は
市 に掲載
産業振興課
・７０４７

住宅塗装セミナー
住宅塗装に関する基本的な知
識や、契約のポイントを学ぶ
３月 日㈭
午前 時～ 時 分
おぴった（宮前１の３）
人程度
３月 日㈫までに建築総務課
・９７０８

若者センター体験会
①ソーセージ作り＝３月
日㈰ 午前９時 分～午後３時
②そば打ち＝４月４日㈰ 午前
９時 分～午後１時
①８人 ② 人
①１千５００円
②１千３００円

程度）参加できる方
人
公園緑地協会
・１９３４

旭川市彫刻美術館の
ボランティア
喫茶と物品販売
午前 時 分～午後３時 分
に活動が可能な方
４月 日㈮までに彫刻美術館
・６２７７

ごみのポイ捨て等防止
市民ボランティア団体
ごみ拾いや、ポイ捨て・歩き
たばこ防止の啓発活動を行う団
体を、道具の貸し出しなどで支
援
クリーンセンター（東旭川町
・２２１３）、市
下兵村
にある登録申請書に記入し、
同センター

不法投棄防止の
ボランティア協力員
廃棄物の不法投棄などの発見、

３月 日㈯午前９時から若
者センター（江丹別町中央
・２４０９）

野鳥観察会
「春の永山新川
桜づつみを散策しながら、
野鳥観察を楽しもう！」
４月 日㈯ 午前９時～ 時
永山新川桜づつみ（永山町 ）
人
旭川野鳥の会 田村元春 さん
３月 日㈫から公園緑地協会
・１９３４

春に会える丘散策会
旭山公園（旧スキー場）で早
春の花を楽しむ
展望台の道に沿って３角点
海底への丘を通って３角点
湿地帯の谷を渡って３角点
※希望のコースを選択。
４月 日㈯ 午前 時～ 時
春に会える丘（東旭川町倉沼）
各 人
旭山を活かす街づ
くり市民の会
３月 日㈪から東豊公園体育
・７３００
館

海外慰霊巡拝

おい

い

めい

厚生労働省が実施する戦没者
の遺族などの慰霊巡拝
８月～来年３月（訪問日・申
込締切日は巡拝地域によって異
なります）
戦没者の配偶者・父母・子・
兄弟姉妹・孫・甥・姪、参加遺
族（子・兄弟姉妹）の配偶者
巡拝地域 旧ソ連・中国・南方
の旧主要戦域
福祉保険課
・６４２５

通報
歳以上（応募日現在）で、
５月～ 月に月２回程度活動で
きる方
※廃棄物処理業の方は除く。
人（応募多数の場合は抽選）
住所・氏名・生年月日・電話
番号・職業・勤務先（学生の場
合は学校名と学年）・応募動機
をＡ４用紙、または環境指導課
・９１２
（総合庁舎８階
３）にある応募用紙に記入し、
３月 日㈭～ 日㈮に同課

市民ギャラリー令和４年度
上期分の利用申込みを
一斉受付け

く ら い む

文化団体やサークルの作品展
示等ができる、市民ギャラリー
の令和４年度上期分の利用申込
みを受け付けます。
利用期間 来年３月 日㈫～９
月 日㈪
市民ギャラリー（宮下通
上川倉庫「蔵囲夢」内
・

日午前９時～午後５時に受付け
※定員の半数に満たない教室は
中止の場合あり。
スポーツ協会
・４５４５

緑のセンター講座
①ハーブのミニ寄植え作り
＝３月 日㈯ 午後１時～３時
②春のタイリントキソウと夏の
サギソウを楽しむ講座︵全３回︶
＝４月 日㈯ ほか 午後１時 分
～３時 分
③これから始める家庭菜園の初
級講座︵全３回︶＝４月 日㈯
ほ
午後１時 分～３時 分
か
①６人 ② 人 ③ 人
①５００円 ②③１千円
野の花写真展を４月３日㈯～
日㈰に開催
講座は３月 日㈯から緑の
・
センター（神楽岡公園
５５５３）

アイヌ文様刺しゅう・
サラニップ織り籠作り
４月 日～９月 日の第２・
４日曜日（全 回）
午前 時～午後３時
刺しゅう＝ 人、サラニップ
各３千円
織り籠＝５人
初めて受講する方を優先
３月 日㈬から市民生活館
・８８６６）
（緑町

さと

月下旬

江丹別若者の郷
市民農園の利用者
５月中旬～

国民年金保険料の令和３年
度学生納付特例の申請
４月から来年３月分までの学
生納付特例の申請を、４月１日
㈭から受け付けます。
この制度は、 歳以上の学生
で、国民年金保険料の納付が困
難な場合に、 年以内であれば
後払いができるものです。

※一般の方の令和３年度分の免
除申請は、７月１日㈭から。
市民課
・６３０６

令和２年分所得税等の
確定申告・納付期限が延長
期限 ４月 日㈭
３月 日㈪ まで＝イ
申告会場
オンホール（宮下通７ イオン
モール旭川駅前４階）
３月 日㈫ から＝管轄の税務署
確定申告会場への入場には、
入場整理券が必要です。詳細は
本誌２月号 ページをご覧にな
るか、問い合わせを
旭川中税務署
・１４５１、
・６２９１、
旭川東税務署
・５７８６、
市民税課
・５７５８
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（令和３）
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スポーツ教室

電話での受付不可。受付時間
終了後に、申込手続きあり。定
員を超えた場合は初めて参加す
る方を優先し、その後抽選（各
教室１人１回）。定員に満たな
い教室は、４月 日㈬までの平

３０００）にある用紙に記入し、
４月１日㈭～７日㈬に同ギャラ
リー

社会教育・文化芸術事業の
経費を補助
令和３年度に開催する家庭教
育支援事業、生涯学習に関する
講演会・研修会、文化芸術関係
の各種発表や展示等に必要な経
費の一部を補助し、活動を支援
社会教育活動、文化芸術活動
を行う市内の団体
補助金額 対象団体の区分によ
り上限あり
要件や審査あり
社会教育課
・７１９０、
・７５５８（い
文化振興課
ずれも６の８ セントラル旭川
ビル７階）、市 にある申請書
に記入し、４月１日㈭～６月
日㈬に同課

30

25

こうほう旭川市民

51

26

持ち物
学生証の写しまたは在学証明書、年
金手帳
申請先
市民課（総合庁舎１階）、各支所

15

90

23

常磐公園中央花壇で、花苗や
チューリップの球根の植え込み
など、シーズンを通して花壇の
手入れをします。
５月 日㈮～ 月８日㈮（全
回予定）
期間中、月１～２回（２時間
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旭川市職員等をかたる特殊詐欺事件が発生しています。還付金等で市や金融機関が電話や訪問をすることはありません。詐欺にご注意を！
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旭川市学校教育情報化推進計画素案
本市の教育の情報化について、目指す方向
性や目標等を示す推進計画です。
資料の配布場所 教育指導課（６の８ セン
トラル旭川ビル５階、市政情報コーナー（総
合庁舎１階）、各支所・公民館、市 HPほか
資料の配布・意見の提出期間
３／15㈪～４／15㈭
詳 教育指導課 25・7594

大学、大学院、短期大学、高等専門
学校、専修学校、各種学校、その他
教育施設の一部に在学する学生で、
前年の所得が一定の基準額以下の方
※夜間・通信教育課程を含む

受付日時
４／５㈪
10：45～11：00
４／６㈫
10：45～11：00
リアルター夢 ４／６㈫
りんご体育館 15：15～15：30
（花咲町５
４／７㈬
51・4545）10：45～11：00
４／７㈬
13：45～14：00
４／７㈬
15：15～15：30

ご意見をお寄せください

24

会場・申込先

開催日・時間
５／10～７／12の月曜日 10回
10：00～12：00
５／11～７／20の火曜日 10回
10：00～11：30
５／11～７／ ６ の火曜日 ８ 回
15：45～17：15
５／12～７／ ７ の水曜日 ８ 回
10：00～12：00
５／12～７／21の水曜日 10回
14：00～15：30
５／12～７／21の水曜日（６／22の
み火曜日） 10回 14：00～15：30

20

17

23

11

13

12

11
23

教室名
対象 定員・料金
中高年スポーツ
中高年
20人
（ミニバレーほか）（初心者）3,000円
一般
20人
ヨーガ
（初心者）3,000円
20人
ジュニア体操
小学生
2,400円
バドミントン・ラー
一般
20人
ジーボール卓球体験（初心者）2,400円
一般
20人
体幹ストレッチ
（初心者）3,000円
一般
20人
ピラティス
（初心者）3,000円
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放送作家
小山薫堂さん

28

30

30

52

25

26

農業センター運営懇話会の参加者
農業センターの運営等についての意見交換
ほか
18歳以上（５／１現在）で、市の附属機関
等の委員に３つ以上就任していない方
募集人員 ３人（男女各１人以上）
任期 依頼日から２年間
募集期間 ３／22㈪～４／22㈭
詳 農業センター 61・0211
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30
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15

26

26

10

30

廃棄物減量等推進審議会の委員
一般廃棄物の減量化を推進するための取組
み等について審議
18歳以上（６／１現在）で、市の附属機関
等の委員に３つ以上就任していない方
募集人員 ４人（原則男性１人、女性３人）
任期 ６／１から２年間
募集期間 ３／22㈪～４／21㈬
詳 廃棄物政策課 25・6324

26

14

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、市 HPほか

30

10

社会福祉審議会の委員
高齢者や障害者の福祉に関する取組みや計
画案などについて審議・検討
18歳以上（５／10現在）で、市の附属機
関等の委員に３つ以上就任していない方
募集人員 ４人（原則男女各１人以上）
任期 委嘱日から３年間
募集期間 ３／17㈬～４／16㈮
詳 福祉保険課 25・6312

環境審議会の委員
環境基本計画や環境の保全に関する基本的
事項の調査・審議
18歳以上（６／１現在）で、市の附属機関
等の委員に３つ以上就任していない方
募集人員 ３人（男女各１人以上）
任期 ６／１から２年間
募集期間 ３／22㈪～４／21㈬
詳 環境総務課 25・5350

10

10

附属機関の委員等の募集

令和３年度の土地・家屋の
縦覧帳簿の縦覧
縦覧帳簿には、固定資産の価
格などが記載されていて、固定
資産の所有者やその代理人が縦
覧できます。
縦覧期間 ４月１日㈭～ 日㈮
午前９時～午後５時
縦覧場所 資産税課（総合庁舎
３階）
持ち物 運転免許証や健康保険
証など、本人確認ができる物
※代理人が縦覧する場合は委任
状、相続人の場合は戸籍等の
相続関係が分かる物が必要。
資産税課
・５８９１

街路灯の設置費を補助
町内会などで新設・更新する
街路灯（防犯灯）
※申請前に設置した物は対象外。
※申請の手引きは、３月末に市
に掲載。
３月末に対象団体へ郵送する
申請書に記入し、４月９日㈮～
５月７日㈮に土木管理課（第三
・５３７５）
庁舎２階

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＝３月 日㈰ 午前９
夜間＝４月
時～午後５時
日㈭ 午後７時 まで
納税推進課（総合庁舎２階
・５９８０）

３月 日㈮～４月７日㈬にイ
ンターネットから札幌国税局人
事第２課 ０１１・２３１・５
０１１

財務専門官を募集

バ

西神楽支所・西神楽公民館
の移転
西神楽市民交流センター（西
神楽南２の３）への移転に伴い、
旧支所・公民館（西神楽南１の
３）は閉鎖しました。
西神楽支所
・３１１１、
・３１１２
西神楽公民館

消費者出前講座のご利用を
学校や町内会、老人クラブな
どの集まりに講師等を派遣し、
トラブル事例や悪質商法の手口、
被害に遭わないための注意点な
どを、受講者の年齢層に合わせ
た講話や寸劇で紹介します。
平日午前 時～午後４時の参
加人数が 人程度以上の集まり
２千円（学校教育関係は無料）
消費者協会
・２５１４

新たな市民交通傷害保障事
業の検討結果
市民交通傷害保険は、同保険
契約を結ぶ会社がないため今年
３月 日で廃止します。また、
同保険に替わる新たな保障事業
について、同保険の加入者など
から意見をいただき、複数の保
険会社と協議しましたが、事業
成立に至らなかったため、新た
な保障事業は実施しません。
なお、現在加入している方で、
今年３月 日までに交通事故で
傷害を受けた場合は、直ちに交
通防犯課に連絡してください。

度等に応じて、月額３万６千５
００円～ 万１千５３０円の介
護料を支給しています。詳細は
ＮＡＳＶＡ をご覧になるか、
お問い合わせください。
ＮＡＳＶＡ旭川支所
・０１１１

北海道立旭川高等技術専門
学院の訓練生を追加募集
令和３年度の訓練生を追加募
集しています。訓練の様子を見
学することもできますので、詳
細は同学院にお問い合わせくだ
さい。
同学院
・６６６７

警察署からのお知らせ

事故発生からその日を含めて
日以内に連絡がない場合は、
保険金の全部または一部を支払
えないことがあります。また、
保険金の請求期間は事故発生日
から３年以内です。
交通防犯課
・６２１５

旭川イベント・コンベンシ
ョンカレンダーを配布
４月～９月に市内で開催する
催しなどの情報を掲載したカレ
ンダー（Ｂ２判・数量限定）を、
無料で配布します。
配布開始日 ３月 日㈪
配布場所 あさテラス（５の７
旭川フードテラス２階）、各支
所・公民館
旭川観光コンベンション協会
・００９０

４月 日〜５月９日は
春の清掃強化期間
道路や公園などを清掃しまし
ょう。清掃で出たごみは﹁燃や
せるごみ﹂﹁燃やせないごみ﹂
﹁空き缶・空き瓶﹂に分別し、
地域清掃用のごみ袋に入れて、
地域のごみステーションに出し
てください。
地域清掃で出た燃やせないご
みを廃棄物処分場（江丹別町芳
・４６４６）に搬入す
野
る場合は、事前に同処分場に連
絡し、シートを掛けて運んでく
ださい。
月～土曜日
処分場開設時間
＝午前９時～午後５時
祝日＝午前９時～午後３時
※日曜日は休み。

▼本誌 〜 ページで紹介し
たICTパークのオープニン
グセレモニーでは、コクゲキ
の選手と秋葉原の選手による
対戦が行われました。私が子
供の頃は、同じテレビ画面で、
同じゲーム機器を使って、隣
に座って対戦したものです。
それが今では世界中の選手と
対戦できるなんて！ICTパ
ークの一般開放が楽しみです
ね。オープニングセレモニー
はICTパーク から見るこ
とができるので、ぜひご覧く
ださい。（Ｉ）
▼いよいよ日本国内でも新型
コロナワクチンの接種が始ま
りました。まだまだ気は抜け
ませんが、ワクチン接種が明
るい未来に続くものになれば
いいなと思います。3月は卒
業シーズンですね。卒業生の
皆さん、ご家族の皆さん、お
めでとうございます。コロナ
禍で過ごした学校生活では、
不安な気持ちになることもあ
ったと思います。４月からの
新生活、素敵な日々を過ごせ
るよう心から祈っています！
（Ｆ）

・２２１３
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2021
（令和３）
年◦３月

クリーンセンター

職員の懲戒処分について
道路交通法違反︵速度違反︶
事故の概要 昨年 月 日、江
別市で職員が自動車を運転中、
㎞／ｈの速度超過をした
月 日付けで、当該職
処分
員（技術職員）に減給（給料月
額の 分の１）１か月
市立旭川病院経営管理課
・３１８１

自衛官を募集
予備自衛官補
日本国籍を有し、自衛官未経
験の方
一般＝今年７月１日現在、 歳
以上 歳未満の方
技能＝今年７月１日現在、 歳
以上で国家資格等を有する方
（年
齢の上限は資格によって異なり
ます）
試験日 ４月 日㈯～ 日㈬の
いずれか１日
試験会場 受付時にお知らせ
受付期限 ４月９日㈮
自衛隊旭川地方協力本部南地
・０１００
区隊

平成３年４月２日～同 年
４月１日生まれの方
平成 年４月２日以降生まれ
で、大学卒業見込みの方 ほか
１次試験 ６月６日㈰

国税専門官を募集

18

18

12

お店のＰＲ

平成３年４月２日～同 年
４月１日生まれの方
平成 年４月２日以降生まれ
で、大学・短期大学・高等専門
学校を卒業または卒業見込みの
方
１次試験 ６月６日㈰
３月 日㈮～４月７日㈬にイ
ンターネットから北海道財務局
人事課☎０１１・７０９・２３
１１

ス

スピードダウンで事故防止
３月から４月にかけては気温
の上昇によって路面の雪解けが
進み、車の速度を上げてしまい
がちです。しかし、夜間はブラ
ックアイスバーンになることが
多く、橋の上や山間部、トンネ
ル内の運転は特に注意が必要で
す。路面状態を確認し、安全運
転を心掛けましょう。
少年の非行を防止しましょう
生活環境の変化に伴い、春休
みから新学期にかけては、少年
が飲酒や喫煙、万引きなどの行
動や、インターネットなどの犯
罪被害に遭う可能性が高くなり
ます。最も身近な社会である家
庭で、社会のルールやマナー、
情報モラルについて話し合い、
少年の非行を防止しましょう。
旭川中央警察署
・０１１０

・６０１２

２の10 上田ビル１階
26・1822

18

21

（小学～高校生＝２人、大人＝３人）

石綿
（アスベスト）
による
疾病の補償・救済制度
労働者として石綿ばく露作業
に従事していたことが原因で、
中皮腫や肺がんなどを発症した
と認められた場合、各種保険給
付や特別遺族給付金が支給され
ます。石綿による疾病は、石綿
を吸ってから非常に長い年月を
経て発症することが大きな特徴
です。支給対象となる可能性が
ある方は、北海道労働局か労働
基準監督署にご相談ください。
北海道労働局
０１１・７０９・２３１１

ナ

自動車事故被害者への
支援制度
ＮＡＳＶＡ（自動車事故対策
機構）では、自動車事故による
重度後遺障害（脳・脊髄損傷）
で介護を要する方に、障害の程

「町内会、助け合う心が和をつくる」町内会に加入しましょう。詳細は市民活動課

レッスン体験チケット

本誌『あさひばし』や市の広報番組
など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。
詳しくは市 をご覧ください
うららクラシックバレエ研究所

17

ヒントは
14ページ

◯◯◯パークが誕生
うららクラシックバレエ研究所の

抽選で５人に
プレゼント

●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３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

プレゼントの提供事業者を募集しています
旭川教室はオープンから10年
を迎えました。教育学と解剖学
を取り入れ、一人一人の個性に
合わせた、きめ細かな指導をぜ
ひ体験してください。初心者か
らプロを目指す方まで様々な要
望に応えます。

14

にぎわいづくりと交流の新たな拠点

今月のプレゼント
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34

55

12

25
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こうほう旭川市民
2021
（令和３）年◦３月
こうほう旭川市民

27

15

51

【 問 題 】
「○」に入る言葉は何でしょう？

プレゼントを当てよう！
クイズに答えて

編集 広報広聴課
25・5370
FAX 25・6515
25

11

59

14

10

30

編・集・風・景

15

20

31

30

12

31

25

25

28

26

40

25

26

12

26

21

65

25

※住所不要。
○○課
〒070−8525

はがきの宛先
３月は自殺対策強化月間です。かけがえのない命をみんなで守りましょう

