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しょう

傷などの不確かな情報に基づいた

不確かな情報に惑わされず、
思いやりのある行動を

日に発生した東

こういった行為は、決して許され

年３月

亡 く な ら れ た 方々に謹んで哀悼の

るものではありません。誰もが感

平成

意 を 表 す る と ともに、ご遺族の方

染者になり得ることを受け止め、

10 11

書き込みも多く存在しています。

々にお悔やみを申し上げます。ま

思いやりを持った冷静な行動に努

日本大震災から 年がたちました。

た 、 先 月 に は 大きな余震があるな

新型コロナワクチンは、国から

めていただくようお願いします。

た方々や、今もなお避難生活を余

の情報を基に医療従事者への接種

ど 不 安 な 状 況 にある中、被災され

儀 な く さ れ て いる方々に、心から

歳以上の方への接種券配布

に向け準備中です。正確な情報発

や、

地 震 災 害 な ど非常時の情報収集

信に努め、市民の皆さんが安心し

お 見 舞 い を 申 し上げます。

・ 発 信 の 手 段 として、ＳＮＳが活

てワクチン接種を受けられるよう
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旭川市の広報番組

２／１現在（前月比）
詳細は市 HPに掲載

番組終了後に、市 HP から視聴できます

住民登録
人口
331,091 （306減）
うち外国人 1,237 （５増）
男
153,710 （174減）
女
177,381 （132減）
世帯数
177,814 （123減）

テレビ

１／１～2／24の累計（昨年比）

111 （11増）
0 （１減）
135 （２増）

ラジオ

●マイタウンあさひかわ

ＨＢＣ

（手話通訳付き）
３／28㈰

６：30～６：45

●旭川市民ニュース
毎週土曜日

交通事故発生状況
発生件数
死者数
傷者数

発 に 利 用 さ れ ています。コロナ禍

旭川市の人口

進めてまいりますので、新型コロ

〒070－8525
○○○課（住所不要）

将人

旭川市役所への
郵便物の宛先

においても、ＳＮＳや電子掲示板

８：45～17：15

西川

26・1111
24・7833

ナ危機の克服に向けたご協力をよ

代表

で 様 々 な 情 報 が発信されています

旭川市役所への
問い合わせ

ろしくお願いします。
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が、感染者や医療従事者、そのご

次

家族に対する差別や偏見、誹謗中

目

ＳＴＶ

11：54～11：58

●わくわくライフ旭川
ケーブルテレビポテト

ＦＭりべーる

FM83.7MHz

●市からのお知らせ
毎月第１～３木曜日

16：00から

●西川市長のまさに一言
３／25㈭

16：00から

11ch

隔週土曜日
13：00～13：30のうち、15分間

本誌３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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令和 年度の
まちづくり

2月 日に市議会第1回定例会で行った、
令和３年度の市政方針演説と
教育行政方針演説の内容を要約して紹介します
26

対話を通じて、市民の皆様の切実

コロナ禍で変容した社会に対応す
るため、新たなビジネスモデルを
創出する事業者を支援

令和３年度

認証するクリーン農産物の認証数が

な思いに触れ、誰もが希望を抱き、

全道一を誇る農業、ユネスコ創造都

未来の可能性を信じることができる

新型コロナウイルス感染症の流行

市ネットワークへ

「市政方針 」

により、日常生活や経済活動に大き

の加盟が認定され、

社会を実現しなければならないと強

な制約を受け、飲食業や宿泊業など

企業経営や市民生

く感じたところです。

を中心に、企業の経営環境は厳しさ

活への波及が期待

本市には、米の収穫量や北海道が

を増していることから、８次に及ぶ

できるデザインの

はじめに

ちづくり対話集会などを通じて、様

他、北海道の先住

生き生き未来づくり

緊急対策に反映させるため、緊急ま

々なご意見を伺ってきました。

民族であるアイヌ

の方々に関する史

跡や史料が数多く残されているとい

った特色があります。

コロナに打ち勝つことなくして、

日常を取り戻すことはできません。

本市が大きな飛躍を遂げられるよう、

強みや魅力、資源を生かし、まちづ

くりを着実に進めます。

こども

新たなビジネスモデル創出
を支援

特 集

３

主な施策

コロナ危機から
日常を取り戻す

児童虐待の予防・早期発見
に向けた相談支援

修学旅行等での市内宿泊者
にクーポン券を配布

新型コロナウイルス感染症
の対策と普及啓発

関係機関との連携を図り、妊産婦
・児童・保護者・家庭の状況に応
じて訪問等の相談支援を実施

修学旅行や合宿による宿泊者に、
飲食店等で利用できるクーポン券
を配布し、市内への宿泊を促進

感染拡大防止のため、医療機関と
連携して感染症への対応を行う他、
感染予防の普及啓発等を実施

相談窓口等を記載した
カードを配布

テレワーク普及促進に
関する助成金を創設

児童生徒に相談窓口等を周知する
カードを配るなど、児童虐待防止
に向けた取組みを実施

テレワークの導入やテレワークを
活用した雇用創出に対する助成を
実施

虐待防止情報共有システム
導入に向けた相談記録の入力

デジタル化に取り組む
中小企業を支援

国の虐待防止情報共有システムを
導入するため、過去の相談記録、
児童記録票の整理を実施

コロナ禍によるビジネス環境の変
化に対応するため、中小企業を対
象にＩＴ活用の研修等を実施
こうほう旭川市民
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令和３年度
市政運営の基本的な考え方
新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症を収束
さ せ 、 日 常 を 取り戻すため、市民の

い支援を行う必要があるため、設置
を目指し検討を進めます。
また、待機児童ゼロの継続に向け
た人材確保など、子育て環境の充実

「 地 域 」 に 関 する施策の他、環境、

画の重点テーマ「こども」「しごと」

んでいきます。また、第８次総合計

に 、 社 会 経 済 活動との両立に取り組

大学の教育研究資源を活用した連携

に、地域で必要とされる人材育成や

まり、学びの機会を確保するととも

どめるだけでなく、多くの若者が集

の設置については、市内の若者をと

旭川大学をベースとした公立大学

を図ります。

文 化 な ど 、 誰 もがいきいきと暮らせ

など、地域の活性化も期待できる、

皆 様 の 命 と 健 康を守ることを最優先

るための施策を推進し、ＳＤＧｓ（持

未来のまちづくりのために重要な取

エスディージーズ

続 可 能 な 開 発 目標）の達成にも地域

組みであることから、開学に向けた
にぎ

と し て 貢 献 し ていきます。
い

準備を進めていきます。
●しごと 活き活き 賑わいづくり

い

● コ ロ ナ 危 機 から日常を取り戻す
新 型 コ ロ ナ ウイルスの感染防止対

や新規就農者の確保に取り組む他、

農業については、土作りへの支援

そ れ ぞ れ の 視 点で必要な対策を速や

農産物の付加価値向上を支援します。

策に取り組み、市民生活や経済など、
か に 打 ち 出 し ていく他、市立旭川病

生活へのデザインの波及を進めます。

産業については、デザイン都市と

ジ ネ ス モ デ ル 創出やテレワーク導入

観光については、自然やアイヌ文

院 に 感 染 症 セ ンターを設置します。

な ど 、 企 業 の 経営安定化を支援する

化、食など多様な資源を生かすとと

しての優位性を生かし、地域産業や

と と も に 、 国 内需要を中心とした観

もに、周辺町とも連携し、道内客や

ま た 、 変 容 した社会に対応したビ

光 客 誘 致 に 取 り組みます。

国内客の回復に取り組みます。
住民同士の支え合いによる除雪体

●地域 いきいき 温もりづくり

ぬく

● こ ど も 生 き生き 未来づくり
児 童 虐 待 に ついては、防止対策の
基 本 方 針 を 策 定するとともに、相談
市 立 の 児 童 相談所については、市

体で子供の学びや成長を支える取組

他、幅広い住民の参画により地域全

制づくりに取り組む地区を拡大する

民 に 身 近 な 自 治体として、児童虐待

みを進めます。

支 援 体 制 の 強 化に取り組みます。

を は じ め と す る子供と家庭を取り巻
く 問 題 に 対 し 、一貫した切れ目のな

2021
（令和３）年◦３月
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10か月児健診の実施

森林教室の開催や、北森カレッジ
等との連携により、森林や木材利
用の普及啓発を推進

活き活き賑わいづくり

乳幼児の成長発達を促し、健康の
保持増進を図るため、既存の乳幼
児健診に10か月児健診を新設

旭川工業高等専門学校と
地域企業の連携促進

デザインに関する取組みの
推進

電子母子手帳の導入

同校による地域企業の課題解決に
向けた取組みや、人材育成を推進

デザインイベントの開催や、デザ
イナー同士の交流拠点の設置

新たに成長発達記録機能を備えた
電子母子手帳を導入

アイヌ文化を発信する
モデルコースの発信

ＩＣＴパークの運営

タブレット端末の円滑な
運用と授業への活用

観光資源でもあるアイヌ文化の魅
力を伝えるため、モデルコースの
情報発信や案内板等の整備を実施

ｅスポーツやプログラミング的思
考の体験拠点として、ＩＣＴパー
クを運営

児童生徒１人１台のタブレット端
ギ
ガ
末を授業に活用するなどのＧＩＧＡ
スクール構想を推進

スポーツの関心向上・推進

適切な肥料の使用について
専門指導員等が指導

公立大学の設置に向けた
準備

体育大会の選手派遣に係る補助金
の１人当たりの補助額と対象人数
の上限を拡充

専門指導員等による土作りに関す
る巡回指導や相談対応、情報発信
を実施

旭川大学をベースとした公立大学
の設置に向けて、準備に係る体制
づくりなどの取組みを推進

しごと
森林や木材利用に関する
普及啓発

進める他、アイヌの方々が取り組む

缶・瓶等の中間処理施設の整備を

まちづくり

園は、安心し

平和通買物公

めてきました。

ちの魅力を高

乗り越え、ま

活動を支援するための基金の創設や、

て買い物が楽

● 誰 も が い き いきと暮らせる

科学館の常設展示の一部リニューア

しめる空間を
つくりたいと
いう思いが国
を動かし、日

な ど 、 多 く の 方々から様々な支援を

市 民 の 皆 様 や 国内外の姉妹友好都市

不安と緊張が続く１年となった中、

導入し、日本を代表する動物園へと

園の危機から、先駆的な行動展示を

路となりました。旭山動物園は、閉

歩行者専用道

こうした先人たちの挑戦と努力によ

由 を 強 い ら れ ていますが、新しい旭

に く く 、 日 々 の暮らしは様々な不自

の 希 望 と な り ます。先行きが見通し

の 風 土 は 、 旭 川の底力として未来へ

し た 。 こ の 活 躍を支える市民やまち

努 力 す る 姿 に 大きな勇気をもらいま

大 会 出 場 な ど 、苦しい中でも懸命に

していく未来の旭川に向かって、市

り柔軟な視点や発想で時代をリード

考えて行動できること、そして、よ

が将来への可能性を見いだし、自ら

を発揮できることが大切です。子供

誰もが希望を抱き、自分の持てる力

さらなる発展を遂げていくためには、

社会情勢の変化に対応し、本市が

６
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ルに取り組みます。

むすび

い た だ き 、 本 市がたくさんの人に愛

変革を遂げました。いずれも、関係

本初の恒久的

さ れ 、 支 え ら れていることを実感し

者の情熱や発想、市民の皆様の応援

新型コロナウイルス感染症により、

ました。
止 を 余 儀 な く され、悔しい思いをさ

り、旭川というまちの基盤は力強さ

なくしては成し得なかったことです。

れ た 方 が 数 多 くいた中、本市を拠点

を増し、今も多くの人の活躍を支え

昨 年 は 、 ス ポーツや文化の大会中

とするヴォレアス北海道のＶ１昇格

川に向かって歩みを進めていくため、

民の皆様と一丸となって、まちづく

ています。

未 来 へ の 希 望 を持ち、閉塞感を打ち

りを進めていく決意です。

いきいき温もりづくり
市制施行100年を迎える令和４年
に向けて、実行委員会を設立し、
記念式典などの準備を開始

を 目 指 し た 奮 闘や高校生などの全国

破 っ て い か な ければなりません。
旭 川 は 、 こ れまでも様々な困難を

地域
誰もがいきいきと
暮らせる
まちづくり
市制施行100年に向けた
記念事業の準備

新庁舎への旭川家具の
導入を検討

旭川市リサイクルセンター
（仮称）の設計に着手

福祉まちづくり条例（仮称）
の制定

デザイン都市旭川をＰＲするため、
旭川家具の新庁舎への効果的な導
入を検討

令和６年度中の供用開始を目指し
て、新施設の設計に着手

関係者を交えた懇話会や市民説明
会を実施し、地域共生社会の実現
を目指すための条例を制定

サイパル（科学館）の常設
展示を一部リニューアル

地域における除雪体制の
構築・拡大

３Ｄプリンタなどを活用したもの
づくり体験や、デジタル地球儀な
どを設置

高齢者等の住宅前道路除雪につい
て、地域の支え合いによる除雪体
制を構築し取り組む地域を拡大

ふるさと納税連続寄附者
との交流イベントを実施

子供の学びや成長を
地域全体で支援

連続寄附者を対象とした、交流イ
ベントを首都圏で開催

地域学校協働本部の設置やコーデ
ィネーターの配置により、地域と
学校の連携・協働を推進

令和３年度

「教育行政 方 針 」

に向けた授業改善を進めるため、授

主体的・対話的で深い学びの実現

度の完了に向けて取り組みます。

ている煙突の改修工事は、令和３年

他、アスベスト含有断熱材が使われ

令和４年の式典を開催します。

５月に延期した令和３年の式典と、

「成人を祝うつどい」については、

業力向上プロジェクトチームによる

動の充実

④市民の心を豊かにする文化芸術活

費事業等の情報提供に努め、保護者

就学援助や特別支援教育就学奨励

英語教育では、ＡＬＴ（外国人英

市民ギャラリーでは、利用時間帯

教員研修を行います。
語指導助手）や小学校外国語活動サ

びをつくる

彫刻美術館では、第 回中原悌二

を１時間早め、利便性の向上を図り

Ｔによるイングリッシュ・チャレン

学校における働き方改革について

郎賞を開催し、彫刻のまちとしての

の経済的負担の軽減を図ります。

ジ教室を行います。

は、部活動指導員等の専門スタッフ

魅力発信に努めます。

③子どもたちをともに育て豊かな学

各学校に整備したＩＣＴ環境の円

の配置や、オンデマンド研修の充実

⑤郷土文化の保存・活用と郷土愛の

ポーターの派遣、長期休業中のＡＬ

滑な運用と効果的な活用を図るため、

など、教職員の時間外勤務の縮減に

国の交付金などを活用し、民間の

はじめに

ちに未来社会を切り拓く力を育むこ
ＩＣＴの専門的知識を有する支援員

向けた取組みを進めます。

アイヌ文化施設の整備計画について

回目となる生涯学習フェアまな

むすび

伝承に向け、支援を継続します。

優佳良織については技術の保存・

進に努めます。

育成

ます。

とや、誰もが主体的に学びその成果

の配置や実践推進校による成果の普

地域の理解と協力を得た学校運営

検討を進める他、様々な事業に取り

ひら

を地域の活動などに生かすことがで

及、教職員向けの研修を行います。

に向け、コミュニティ・スクールの

組み、アイヌ文化に関する理解の促

「主体的に学び力強く未来を拓く

きるよう、教育行政を

旭川市いじめ防止基本方針に基づ

取組みを進めます。

人づくり」を基本方針とし、子供た

推進していきます。

き、いじめの未然防止や早期対応の

●社会教育について

旭川市社会教育基本計画に基づき、
５つの重点的な取組みを進めます。
①市民一人一人の主体的な学びの機

千代田小学校の増改築工事への着

びピアあさひかわを開催し、市民の

会の充実
手をはじめ、学校の耐震化を進める

②子どもたちの学びの環境を整える

援教育補助指導員を増員します。

また、看護師資格を有する特別支

例（仮称）」の制定を進めます。

取組みを進める他、「いじめ防止条

基本的な考 え 方
●学校教育について

新しい生活様式を踏まえた学校教

育や、生涯学習・文化芸術の振興な

時代の人づくり・地域づくりの基礎

す。
科学館では、常設展示室に新たな

を築く重要な年と位置付け、教育行

基づき、３つの重点的な取組みを進

展示物を設置する他、ものづくりに

政を全力で推進していきます。

どに取り組み、令和３年度を新しい

育む

関する新規事業を行います。

①子どもたちに未来を生き抜く力を
新型コロナウイルス感染症への対

◎
地域全体で、子供たちの学びや成

「教育行政方針」のページに掲載し

③地域における学びの循環

とともに、児童生徒の不安・悩み等

長を支える地域学校協働活動を推進

ています。

全文は市ホームページ「市政方針」

への心のケアや感染症対策に継続し

する体制づくりを進めます。

応については、学びの保障に努める

②市民の学びを支える環境の整備

学習成果を発表する機会を提供しま

42

めます。

第２期旭川市学校教育基本計画に

30

て取り組みます。

2021
（令和３）年◦３月

こうほう旭川市民

７

令和３年度のまちづくり
特集

４

月

から

順次スタート

新型コロナウイルスの

ワクチン接種 が
始まります
25・3501

新型コロナウイルスワクチン
相談・予約コールセンター

開設時間＝３／10㈬から

平日８：45～17：15

４月から新型コロナウイルスワクチンの接種が全国で始まります。この
せき

ワクチンは、新型コロナウイルス感染症による熱・咳などの症状が出るこ
とや重症化を防ぐ効果が確認されています。
多くの方に接種を受けていただくことで、新型コロナウイルス感染症に
よる重症者や死亡者、医療機関の負担を減らすことが期待されます。今回
は、ワクチンのことを正しく理解するために、ワクチンの特徴や接種方法
などについて紹介します。

６つのキーワード
65歳

病院・特設会場

無料

65歳以上の方から優先し
て接種します。
接種券は自宅に
送付します

接種は、市内の医療機関
や特設の接種会場で受け
られます

接種券

２回

予約

接種の際は、自宅に届い
た接種券を忘れずに会場
にお持ちください

２回接種が必要です。２
回目の接種が終わるまで、
接種券は大切に保管して
ください

接種を希望する方は事前
に予約が必要です

接種費用は
無料です

こうほう旭川市民
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１

接種の受け方
ワクチン接種券が届きます

分からないことが
あるときは…

2

新型コロナウイルスワクチン
相談・予約コールセンター

25・3501

予約をします

電話で予約
コールセンターに電話して、希望する接種会場と接種
日を予約してください
新型コロナウイルス
ワクチン相談・予約
コールセンター

25・3501

インターネットで予約
旭川市のホームページから予約画面へ移動して、次の
データを入力してください

予約の開始時期や接種会場
は、旭川市ホー
ムページ等でお
知らせします

ワクチンの供給状況等によっては、
予約の人数や対象年齢を制限する場
合があります。

●旭川市コード【012041】
●接種券番号 接種券に記載された
10桁の番号

3

医療機関・接種会場へ

予約した会場で新型コロナウイルスワクチン接種を受けます。接種後、
ワクチン名を記載したシールを貼った接種済証がもらえます。２回目の
接種間隔は、会場で確認してください
回目

4

２回目の接種へ

２回目の接種も予約が必要です。適切な間隔を空けた日付で予約をして
から、接種を受けてください

9
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接種Q＆A
アンド

Q
A

新型コロナウイルスの重症化や発症を
予防するもので、本市では当面の間、フ

Q
A

何歳から受けられますか？

16歳以上が対象です。ただし、妊娠し
ている方や授乳中の方は、医師によく相

ァイザー社の新型コロナワクチン「コミ

談し、効果や副反応のリスクを検討した

ナティ」を接種します。

上での接種をお願いします。

Q
A

接種するワクチンは
どのようなものですか？

２回目の接種は、どのくら
いの間隔を空けて受ける必
要がありますか？
コミナティでは、１回目の接種から３

週間（21日）以上の間隔を空けて２回目

Q
A

を接種してください。

コミナティはどのくらい
効果がありますか？
十分な免疫ができるのは、２回目の接

種から７日程度経過してからで、ワクチ
ンの有効性（発症予防効果）は約95％と
されています（ファイザー社調べ）。

お知らせした内容は変更になる場合があります
２／24現在の情報で掲載しています。国からのワクチン供給が遅れているという情報があ
り、予約を受け付けられなかったり、ワクチン接種のスケジュールが変更になる場合があり
ます。最新情報は随時、広報誌や市ホームページ、新聞などを通してお知らせします。

接種をキャンセルする際は連絡を！
新型コロナワクチンは－70℃程度の超低温で保存する必要があり、超低温冷凍庫
（ディープフリーザー）で保管しています。接種するために解凍したワクチンは、
５日以内に使用する必要があり、また、開封後６時間以内に使い切らなければなら
ないため、余ったワクチンは廃棄されることになります。予約確認後に各医療機関
等へ運ぶため、接種予約をキャンセルする場合は、必ず手続きを行ってください。

厚生労働省や内閣官房のホームページにも
新型コロナワクチンに関する情報が掲載されています
こうほう旭川市民
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ワクチン
Q
A

副反応には、どのようなものがありますか？

ワクチン接種とは、毒性を弱めたウイルスや、ウイルスの遺伝
子を体内に取り込むことで抗体を作り、発症や重症化を防ぐもの
です。そのため、副反応が現れる場合があります。

接種を受けた方の約10％

注射部位の腫れや痛み、下痢、発熱等（数日以内に治
まることが多い。症状が重い場合は医師に相談を）

100万人に５人程度

ワクチン接種後30分程度以内、じんましんや吐き気、
意識混濁などのショック症状
※ワクチン接種後15～30分程度は接種を受けた医療機関等で
経過を見ます。症状が出た場合は、医療機関等で必要な対応
を行います。

Q
A

ワクチンを接種した後も
マスクを着ける必要はありますか？
ワクチン接種をした方から他の人への感染を、どの程度予防でき

るかは現在分かっていません。引き続き、３密の回避やマスク着用、
手洗い、手指消毒などの感染予防対策を実施してください。

安全性と接種を受ける際の同意
新型コロナウイルスワクチンは、安全性の確保のためのデータ収集や万が一健康被害が生じた際の救済制
度など、安心して接種が受けられるよう対策されています。接種は、その効果と副反応のリスクを理解した
上で、ご自身の意志で受けていただきます。受ける方の同意がなく、接種が行われることはありません。

11
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ロナウイルスに
コ
型
な！
新
ける
負
川
旭

心温まるメッセージを
ありがとうございます

新型コロナウイルス感染症対策基金やふるさと納税などを通して、医療従事者や事業者、市民の皆さんへ、全国
から心温まるメッセージが届いています。今回は、寄せられたメッセージの中から一部を紹介します。

家族旅行で毎年訪れてい
ます。昨年はサイパルで
子供が大変楽しませてい
ただきました。今はなか
なか旅行ができないので、
微力ですが寄附します
（東京都在住）

旭川に親戚が
いるので、子
供
の頃は毎年訪
れ、旭川の人
々
の優しさに触
れてきました
。
コロナで大変
な状況の中、
何
もできないの
で、少しです
が
寄附します。
１日も早く元
気
な旭川に戻っ
てほしいです
（神奈川県在
住）

旭川には10年ほど前ま
で住んでいて、大好き
なまちです。コロナで
大変ですが、これから
も素晴らしい市として
発展し続けてください
（埼玉県在住）

す。
目指していま
私は看護師を
一
況の中でも、
このような状
れ
憧
に
姿
をする
生懸命に仕事
、
が
す
は不安で
ます。コロナ
き
で
けることが
多くの人を助
ります
るように頑張
（市内在住）

医療従事者の精神的な負荷が、大
きな問題になっていることに心が
痛みます。私たちの日常を守るた
めに、日々奮闘されている皆さん
に感謝します。みんなで前向きに
コロナに立ち向かいましょう！
（市内在住）

部活動で旭川の中学校と試合をするこ
とがあります。旭川で感染が拡大して
いると知って、総合学習の授業の中で
募金活動に取り組みました。コロナ感
染拡大防止に役立ててください
（留萌中学校）

市内の高校生が、新型コロナウイルスと闘う皆さんへの
応援メッセージ付き雪だるまを制作しました

旭川北高校インターアクト部

応援メッセージを募集中

対策基金の募金箱を設置

コロナ禍で頑張る、全ての人を応援する

総合庁舎案内

【詳細】総務部総務課

25・5418

募金箱

設置場所

みんなで
一緒に
頑張ろう

メッセージを募集しています。

集まった募金は、医療提供体制の整備

生活の支援などに活用します。

フードテラスとアッシュアトリウム
に設置した記載場にも、たくさんの
応援メッセージが寄せられました

旭川明成高校インターアクト部

新型コロナウイルス感染症

や感染拡大の防止、経済の活性化、市民

大好きです。
旭山動物園が
な状況が続
コロナで大変
、いつか絶
いていますが
来が来ると
対に明るい未
！
ましょう
信じて頑張り
）
（大阪府在住

応募方法

市

から、または地域振興課（第三

庁舎３階）、市

などにある応募用紙に記入し、

郵送かファックス（
【詳細】地域振興課

27・3466）で同課
25・6212

こうほう旭川市民
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デ

おうち de

お野菜
ごはん

材料（３人分）

材料（３人分）

●殻付きアサリ 300g ●キャベツ １／２玉（春キャベツなら１玉）
●ニンニク １かけ ●スナップエンドウ ９本
●オリーブオイル 小さじ１ ●白ワイン １／３カップ
●水 １／２カップ ●塩 ふたつまみ ●しょうゆ 小さじ１
●バター 12g ●黒こしょう 適宜

●無塩アーモンド 15g
●白ごま 小さじ１
●水菜 １袋
●塩 ひとつまみ
●ごま油 小さじ１

作り方
1アサリは砂出しをしておく
2キャベツを１㎝幅に、ニンニクを薄く切り、
筋を取ったスナップエンドウを軽くゆで、半分に切る
3鍋にオリーブオイルとニンニクを入れて火にかけ、香りが立ったらアサ
リ・白ワインを加え、ふたをしてアサリの口が開くまで蒸し煮にする
4アサリを取り出し、キャベツ・水を加え、ふたをして５～６分蒸し煮に
する
5塩としょうゆで味を調え、アサリとスナップエンドウを加える
6仕上げにバターを加え、ざっくりと混ぜる
※お好みで黒こしょうを振る。
栄養価

（１人分）

水菜とナッツの
サラダ

エネルギー

117㎉

61㎉

たんぱく質

5.6g

2.4g

脂質

5.1g

4.5g

110㎎

144㎎

2.3㎎

1.5㎎

食塩相当量

1.6g

0.2g

野菜摂取量

194g

57g

カルシウム
鉄

13

山盛りキャベツと
アサリのさっと煮

こうほう旭川市民
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作り方
1無塩アーモンドを粗く刻み、白ごまと
一緒にフライパンでから煎りする
2水菜をよく洗い３～４㎝程度に切る
31と2をボウルに入れ、塩とごま油を
加えて混ぜ合わせる
【詳細】保健指導課

23・7816

ここで
塩のひとつまみ、少々はどのくらい？
豆知識！ ひとつまみ…親指・人差し指・中指の３本で

つまんだ量（0.5g程度）
少々…………親指と人差し指でつまんだ量（0.2g程度）

アサリの砂出し

①殻の表面をこすり合わせ、汚れを洗い流す
②バット（またはボウル）にアサリを入れ、ひたひたの海水程
度の塩水（水200ccに塩小さじ１）を入れる
③アルミホイルなどでふたをして２～３時間置く

ICT
PARK

にぎわいづくりと交流の新たな拠点

ICTパークが 誕生
ｅスポーツを中心としたにぎわいづくりとＩＴ人材の育成を目指す拠点
施設「ＩＣＴパーク」が、２月７日、中心市街地に誕生しました。今回は
ＩＣＴパークに設置されている、ｅスポーツ競技場のコクゲキや、高性能
ゲーム用パソコンを備えたトレーニングジム、ＡＩやＩｏＴ技術で地域課
題の解決を目指すスマートイノベーションラボを紹介します。なお、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の利用は特定のイベント開催に
限ります。一般開放は４月以降を予定しています。

【詳細】大雪カムイミンタラDMO

©SEGA

73・6968

トレーニングジム
ｅスポーツの練習ができる他、コミュニケーシ
ソ

ー

タ

ョンロボット「Ｓｏｔａ」等を利用して、小・中
学生が楽しみながらプログラミング的思考を身に
付けることができます。

Sota（ソータ）はヴイストン株式会社
の登録商標です。

ゲーミング
チェアや
ヘッドフォン

カフェ併設
高性能
ゲーミングＰＣ
10台設置
２月23日に開催されたプログラミング教室
こうほう旭川市民
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用語説明
ＩCＴ＝情報通信技術
ｅスポーツ＝スポーツ競技としてのコンピ
ューターゲームや、ビデオゲームを使った
ベ

ー

ス

ボ

ー

ル

対戦。日本では国体で「eBASEBALLパワ
フルプロ野球」などの大会が開かれるなど、

会場を
盛り上げる

今後の成長が見込まれている

音響・
照明設備

ローカル５Ｇ＝高速で大容量、低遅延、多
数による同時接続を可能とする第５世代の
移動通信システムである５Ｇを、建物内や
特定の敷地内で構築できるシステム

リアルタイム
配信も可能

ＧＰＵ＝３Ｄグラフィックスなどの画像を

ローカル５Ｇ

処理する装置で、近年はＡＩ（人工知能）
の学習等に活用されている
ＩｏＴ＝車の自動運転やスマート家電など、
物をインターネットにつなげて便利に活用

大型ＬＥＤ

ディスプレイ

する試み

ＩCＴパーク
（３の８

神田館）

ＩCＴパーク やＳNＳで
最新情報を公開

コクゲキ
最先端の通信技術を備えた道内最大級のｅス
ポーツ競技場「コクゲキ」では、遠隔地の選手
との対戦やプロ選手を招いた講習会の他、スポ
ーツ大会のパブリックビューイング、スキーや
登山などのアクティビティをバーチャル体験で
きる催しなどを開催。ｅスポーツ初心者や競技
者、シニア世代、観光客など、子供から大人ま
で様々な方が楽しめる場所です。

NTT東日本
スマートイノベーションラボ
北海道 旭川ルーム
高性能な情報処理が可能なＧＰＵサ
ーバに接続できる環境があり、ＡＩや
ＩｏＴ技術を活用して地域課題を解決
する実証実験を実施する他、先端技術
の研修会などを開催し、ＩＣＴに関連
する企業の交流を促進します。

15
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対象期間が
延長になりました

お得なマイナポイントの手続きはお済みですか？
３／31㈬までにマイナンバーカードを申請した方のマイ

マイナポイントの申込み手続きを
お手伝いします

ナポイント申込み後のチャージ・買い物の期限が、９／30
㈭まで延長されました。同カード取得後、マイナポイント

手続きの支援場所

の申込みをしていない方は、手続き後にチャージ・買い物

市民課

（総合庁舎１階）、各支所、

をすると、ポイントを受け取ることができます。

情報政策課（総合庁舎６階）

マイナポイントの申込方法

持ち物

マイナポイントアプリ対応のスマートフォン

マイナンバーカード（４桁の暗証番号の入

力が必要）。申し込むキャッシュレス決済サービス

や、マイナンバーカード対応のカードリーダー

のカード、またはスマートフォンのアプリ等

※決済サービスにより事前登録が必要な場合あり。

とパソコンで、24時間手続きできます。
マイナポイントの受け取り方
マイナポイント申込時に選択した、キャッシュレス決済

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120・95・0178

サービスにチャージまたは買い物した金額の25％（上限

【詳細】情報政策課

5,000円）が、マイナポイントとして受け取れます。

オンライン申請
できます

25・5490

住民票や印鑑登録証明書の交付、児童手当の認定請求など、オンラ
インで申請できる手続きがあります。そのうちの一部は、マイナンバ
【詳細】情報政策課

ーカードが必要です。

繁殖期のカラスにご注意を！

カラスについて学ぼう！

講座

繁殖期はカラスの威嚇が増える
ために警戒心が強くなり、巣の近くを通る人に対して威嚇・
攻撃をすることがあります。繁殖期には、巣やひなに近づか
ないように注意してください。

カラスの
見分け方

カラスに巣を作らせない
カラスは外敵から見えにくい木の上などに巣を作ります。
自宅の木の枝は、せん定して見通しを良くし、枝に糸を張り
巡らせておくなど、巣を作らせないようにしましょう。なお、
許可なくカラスやその卵を捕まえることはできません（産卵
前に、巣のある敷地の管理者が巣を取り払うことは可）。

カラスの生態と威嚇行動

とき ３／27㈯ 10：30〜11：30
ところ 神楽公民館（神楽３の６）
定員
【申込】３／19㈮から
40人
環境総務課 25・5350

カラスが繁殖期を迎える４月〜８月は、親鳥がひなを守る

市道の破損箇所を
お知らせ
ください

25・5490

市内に生息するカラスのうち、人を攻撃
するのは主にハシブトガラスです

危険

出っ張った→
おでこ

平たいおでこ→

太い→
くちばし

細い→
くちばし

ハシブトガラス

ハシボソガラス

融雪期になると市道に破損箇所が現れ、損傷が進むと
事故の原因になります。道路を巡回して破損箇所を把握
うすいます

し、随時補修していますが、市道の穴や段差、雨水桝の
○道路の穴

ふた等の破損を見つけたときは、ご連絡ください。

○雨水桝のふたの損傷

【詳細】土木事業所
土木管理課
こうほう旭川市民

36・2244、
25・5375

2021
（令和３）年◦３月
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３月と４月は
市民課が混み合います

３月
日

４月

いますが、長時間お待ちいただくことがあ

日

受付までの予想待ち時間

るので、時間に余裕を持ってお越しくださ

最長３時間程度
最長２時間程度
最長１時間程度
／ 閉庁日

い。住民異動・戸籍等の届出、住民票・印
鑑登録証明書等の交付申請は、支所でも受
け付けているので、ご利用ください。

金

土

4

月

5

火

水

6

7

木

金

土

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17
ユーチューブ

旭川市ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰
仕事と生活の調和を推進する取組みを積極的に行っている、次の２つの事業者を表彰しました
損害保険ジャパン
北北海道支店

取組内容＝生産性を向上させるため

取組内容＝勤務時間帯を選択できる

の仕事の進め方の見直し、フレック

「シフト勤務制度」等のフレキシブ

スタイム制度やテレワークの積極的

ルな働き方の推進、デジタル技術を

な導入による時間と場所にとらわれ

活用した研修会の実施による業務の

ない多様な働き方の推進、女性従業

効率化、仕事と育児の両立支援とい

員のキャリア支援制度の導入等

ったダイバーシティの推進等

マスクを

マスクを着けられない方がいます。マスクを着けられな
い方への配慮をお願いします。また、マスクを着けられ
せき

ない場合でも、咳エチケットを心掛けましょう。

【詳細】新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

25・6365

市職員採用試験

大学卒の部

職種区分・採用予定数

①事務︵一般行政︶＝８人程度

②事務︵社会福祉︶＝３人程度

③技術︵土木︶＝３人程度

④技術︵建築・機械︶

＝各１人程度

社会人の部

職種区分・採用予定数

⑤社会人一般枠・事務︵一般行政︶

＝２人程度

⑥ＵＩＪターン枠・事務︵一般行

政︶＝１人程度

⑦ＵＩＪターン枠・技術︵土木・

2021
（令和３）年◦３月

建築・機械︶＝合わせて１人程度

検索

◎

５月 日㈪〜 日㈮

こうほう旭川市民

採用

25・1201、コロナ以外の相談は保健指導課

１次試験日

のいずれか１日

１次試験科目

①集団面接︑書類審査

②〜④集団面接︑専門試験

⑤〜⑦書類審査

受付期間

各庁舎案

日㈪

試験案内の配布

︒郵

４月５日㈪〜

内︑各支所︑市

便での請求可

受
※験資格・試験場所
・２次試験以降の日

・５４４５

程は︑試験案内に掲載︒

︻詳細︼人事課

10
28

旭川市

25・5358

められていますが、障害や皮膚の病気、感覚過敏などで

ご配慮を

19

【詳細】政策調整課

新型コロナウイルス感染症の影響でマスクの着用が求

着けられない方への

17

木

※４／16㈮まで、待ち人数を YouTube でライブ配信しています。
ぜひ、ご利用ください。

25・6204

アフラック生命保険
旭川支社

25

水

28 29 30 31

の窓口が混雑します。迅速な対応に努めて

令和
２年度

火

21 22 23 24 25 26 27

転入・転出などの手続きのため、市民課

【詳細】市民課

月

14 15 16 17 18 19 20

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

子ども農業体験塾

参加者募集
とき ５月～11月の原則として
土・日曜日（全６回予定）
対象 小学４～６年生
定員 20人
料金 年3,000円予定（他に食
材費などが掛かる場合あり）
【申込】３／16㈫～４／16㈮
に、農政課 25・7417

田植えや稲刈り、ハーブ収穫、酪農作業、
果樹のもぎ取り、農産物を使った加工・調
理などの体験を通して、子供の農業への理
解を深める取組みです。参加者や保護者か
らは「普段は体験できない農業を身近に感
じることができて良かった」「地元の農業
に関心を持つようになった」などの声が寄
せられています。

無料法律相談会
養育費や、各種債務の返済等に関
する相談を弁護士が受付け
３／25㈭
13：30〜15：30（１人30分）
ときわ市民ホール（５の４）
ひとり親家庭の父親・母親（離婚
前の方を含む）
４人
託児あり（要申込）
母子家庭等就業・自立支援センタ
ー 21・7181
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
３／26㈮ 11：00〜12：00
＝東光図書館（東光６の４）
３／26㈮ 14：00〜15：00＝中
央図書館（常磐公園）
小学３年生以下（保護者の同伴可）
各５組
３／22㈪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・07
57、 45・0760
障害福祉課 25・6476
水泳教室の参加者を募集
週１回
３歳児以上の未就学児
月額4,400円
日程等は問い合わせを
近文市民ふれあいセンター（近
55・3200）
文町15

※令和３年度の予算議決後に事業実施が確定。

◇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
４／３㈯ 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
春休み企画「凧作り、凧揚げ」
３／29㈪ 14：00〜15：00
小学生以上
随時
たこ

◇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

53・7992
47・8008
69・2225
63・6201

ASOBI〜BAギャラリー書道展
旭川商業高校書道部による作品展
示
3／21㈰〜４／18㈰
９：00〜21：00

その他のイベントは
に掲載
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。中
止・延期情報は市 に掲載
母子保健課 26・2395

病児・病後児保育施設の
令和３年度利用登録申請を受付け
４月から来年３月までの病児・病
後児保育施設の利用に関する登録申
請を下記の施設で受け付けます。既
に登録済みの方も、４月からの利用
には、改めて登録申請が必要です。
登録の際には、利用する施設へ事前
にお問い合わせください。
病児保育 北彩都病児保育室まほう
のちから 74・5334
病後児保育 新旭川保育所 23・15
05、ほのぼの保育園 53・4103
き た さ い と

行事に参加してシールを集めよう。
10枚でプレゼントがもらえるよ
卒園・卒業おめでとう！
オリジナルの修了証書とガチャコ
３／22㈪〜31
インをプレゼント
今年３月で卒園する園児、小
㈬
学校を卒業する児童
定期イベント
お楽しみ会（月曜日11：00から）
リトミック（水曜日11：00から）
わんぱくキッズ（木曜日16：00か
ら）
※開催しない日もあり。

イベントの詳細は
に掲載

こうほう旭川市民
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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

春休み小学生卓球教室
卓球の基礎を学ぶ
３／28㈰、４／４㈰
※１日でも可。
13：00〜15：00
小学生
10人
３／26㈮までに神居公民館 61
・2575
子育てサロン
こいのぼり作り、エプロンシアタ
ーほか
４／19㈪ 10：00〜12：00
乳幼児と保護者
12組
３／22㈪から
永山公民館
48・1659

こけだま

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
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こどもーる

子育てサロンぴかぴか
子供同士の遊び、保護者の仲間づ
くり
３／22㈪ 10：00〜12：00
乳幼児と保護者
春光台公民館 53・5620
親子豆腐作り体験講座
３／27㈯ 13：00〜15：30
４歳児以上と保護者
５組
エプロン・三角巾持参
３／22㈪から西神楽公民館 75
・3112
イン

あつまれ～出張ひろば in 春光台
こいのぼり作り
４／９㈮ 10：00〜11：30
乳幼児と保護者
10組
３／29㈪から春光台公民館 53
・5620

地域子育て支援センター ・ 子育てサロン
ぱれっと
63・6201
神楽３の６
子育て講座
「１歳からの虫歯予防講座」
４／19㈪
10：30〜11：30
１〜２歳児と保護者
10組
４／12㈪から
ちゅうりっぷ
52・0765
北門町８
育児講座
苔玉風こいのぼり作り
４／22㈭ 10：00〜11：30
乳幼児の保護者
10人
600円
託児あり
３／29㈪から
こまどりつ〜ながれ
東鷹栖４の３ 070・5049・4523
子育て講座「親子エアロビクス」
４／15㈭ 10：30〜11：30
乳幼児と保護者
15組
４／１㈭からの火〜木曜日13：00
〜15：00

こどもとお出掛け支援サイト

サケの稚魚放流
４／10㈯ 10：00〜11：00
集合場所 常磐館（常磐公園）
小学生以下と保護者
25組
公園みどり課 25・9705
もり

カムイの杜公園
おもしろ工作・実験タイム
４月の土・日曜日、祝日 ９：30
〜11：00、13：00〜14：00
※変更の場合あり。
幼児と保護者、小学生
カムイの杜公園（神居町富沢
63・4045）
公民館
おはなし会
絵本の読み聞かせ
４／10㈯ 11：00〜11：30
幼児・小学生と保護者
東旭川公民館 36・1017

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
あそびのひろば
「親子で楽しむふれあいあそび」
４／22㈭ 10：00〜11：30
１歳児以上と保護者
12組
４／８㈭９：00から
いずみ
62・8986
神居９の４
お父さんサロン
「お父さんと新聞遊びを楽しもう！ 」
４／10㈯ 10：00〜11：30
乳幼児と男性保護者
６組
３／22㈪10：00から
ぴょんぴょん
66・2332
旭神町
子育て講座
「親子でリトミックを楽しもう」
４／16㈮ 10：00〜11：30
１歳６か月児〜３歳児と保護者
12組
４／１㈭９：00から
ねむのき
090・8271・8899
宮下通14
リフレッシュ講座
「デコナップで作ろう」
４／21㈬ 10：30〜11：30
乳幼児と保護者
10組
４／１㈭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
親子遊びの広場
親子遊び、こいのぼり作り
４／27㈫ 10：00〜11：30
乳幼児と保護者
10組
４／14㈬から
ほっとほたる
46・4749
永山町５
いきいき子育て講座
「こいのぼりを作ろう」
４／28㈬ 10：00〜11：30
乳幼児と保護者
10組
飲み物持参
４／15㈭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
ベビーマッサージ（顔）
４／20㈫・21㈬
11：00〜11：30
０〜１歳児と保護者
各10組
随時

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

まだ健診を受けていない旭川市国保にご加入の35～74歳の方

今年度の特定健診は３／31㈬まで
年に１度、特定健診で健康チェック
をしましょう。8,000円相当の検査を
500円（前年度市民税非課税世帯は無
料）で受けることができます。
通院中は健診を受けなくて
良いと思っていませんか？
通院時の検査と特定健診では、
検査項目が異なることが
ありますので、忘れずに
受診しましょう。
【詳細】
国民健康保険課 25・9841

健康コラム

●特定健診の検査項目
身体測定や血圧測定、血液検査、尿検
査の他、医師による診察
※基準に該当する方のみ心電図検査・
眼底検査・貧血検査。
●受診までの流れ
①受診したい医療機関に電話予約する
②受診券を持って医療機関へ行く
※受診券がない方には再発行しますの
で、国民健康保険課にお問い合わせ
ください。

特定健診は、市内約120か所の医療
機関で受診できます。受
診可能な医療機関は、国
民健康保険課に問い合わ
せるか、市 で確認を。
※新型コロナウイルス感染症予防のた
め、通常の診療時間と異なる場合が
あります。各医療機関に確認してく
ださい。

昭和３７年４／２～同５４年４／１生まれの男性の方へ

あなたが、風しんの感染を拡大させてしまう可能性があります

Q

なぜですか？

この年代の男性には過去に公的な予防接種が
実施されていないため、約２割の方に抗体が
ありません。自分が風しんにかかると、家族
や周囲の人にも広げてしまうおそれがあります。

Ａ
Q

風しんに感染すると、どうなるの？

主に発疹や発熱などの症状が出ますが、感染
しても症状が出ない場合もあり、気付かない
うちに多くの人にうつしてしまう可能性があ
ります。妊娠20週頃までの妊婦が感染すると、赤ちゃ
んが先天性風しん症候群（先天性心疾患・難聴・白内
障など）を発症する可能性があります。また、大人は
子供に比べて症状が重くなることがあります。

Ａ

クーポン券の
長
使用期限を延

Q

どうしたら良いの？

まずは風しんへの抵抗力を確認するため、抗
体検査を受けましょう。風しんへの抗体がな
かった場合は、予防接種を受けましょう。抗
体検査・予防接種は、クーポン券を使用して無料で受
けることができます。対象者には令和元・２年度に同
券を送付しています。持っていない方に
は再発行しますので、健康推進課にお問
い合わせください。同券を使用できる医
療機関は、市 に掲載しています。

Ａ

風しんの抗体検査を受けるには、クーポン券が必要です。なお、令和元・２年度に発行
したクーポン券の使用期限を、同４年２月まで延長しました。印字された期限を過ぎて
いても使えますので、そのまま実施医療機関に持参してください

この他、市では、妊娠を希望する女性・そのパートナーなどの同居者を対象に、風しん対策の助成事業を実施して
います。詳しくは市 で確認、または健康推進課にお問い合わせください。
【詳細】健康推進課 25・9848
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令和３年度介護保険料
65歳以上の方の令和３年度の年間
保険料額は、７月中旬に送付する納
入通知書で確認してください。
特別徴収の方の介護保険料
６月

仮徴収

４月
８月
12月
来年２月

本徴収

10月

原則、今年２月と同額を
引き去り
※８月の保険料は変更の
場合あり
７月に確定する年間保険
料額から仮徴収分を引き、
残額を３回に分けて引き
去り

65歳以上の方で、２月に支払われ
た年金から介護保険料が引き去り
（特
別徴収）された方は、原則として４
月・６月・８月にも同額の保険料が
引き去りされます。
なお、４月には徴収額の通知書を
送付しません。年金から引き去りさ
れない方は、７月〜来年２月の計８
回を納付書または口座振替で納めて
ください。
介護保険課 25・5356
点字講習会
５／６から毎週木曜日（全35回）
10：00〜12：00
視覚障害がある方
15人
４／30㈮までに旭川点字図書館
23・5555）
（７の14
点訳奉仕員養成講習会
点字の読み書きや点字本の製作な
どの基礎を学ぶ
５／12から毎週水曜日（全35回）
13：30〜15：30
30人
４／30㈮までに旭川点字図書館
23・5555）
（７の14
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精神科医師による心の健康に関する
相談（予約制）
４／21㈬
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

国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料が年金からの引き去りになる方
等へ
４月から、新たに各保険料が年金
からの引き去りになる方には、３月
下旬に引き去り時期や保険料額のお
知らせを送付します。既に年金から
の引き去りになっている方（口座振
替の申込みをした方を除く）の４月
・６月・８月引き去り分の保険料額
は、原則２月引き去り分と同額です。
※８月の保険料額は変更の場合あり。
国民健康保険課 25・6247、後
期高齢者医療被保険者は 25・85
36
あん摩・はり・きゅうの助成券を
交付
市が指定した、視覚障害があるあ
ん摩マッサージ指圧師・はり師・き
ゅう師から施術を受ける場合に、500
円の助成券を年間８枚交付（使用は
１回につき１枚）
市内に住む70歳以上の方（昭和27
年４／１までに生まれた69歳の方を
含む）
交付期間 ４／１㈭〜来年３／31㈭
交付場所 長寿社会課（総合庁舎２
階）、各支所・出張所、東部まちづ
くりセンター（豊岡３の３）
持ち物 印鑑、住所・氏名・年齢が
確認できる身分証明書
長寿社会課 25・6457

胃・肺・大腸がん巡回検診
実施日

受付時間

会場

８：00～ 末広八区会館
４／ ８ ㈭
10：00 （末広１の12）
４／ ９ ㈮

８：00～ 北斗町内会館
10：00 （末広６の３）

４／12㈪

９：00～ 春光台公民館
10：00 （春光台３の３）

４／14㈬

９：00～ 末広東つつじ会館
10：00 （末広東２の９）

４／15㈭

９：00～ 春光台集会所
10：00 （春光台４の５）

４／19㈪ ７：30～ 末広みつわ会館
21㈬ 10：00 （末広６の６）
４／20㈫

９：00～ 末広公民館
10：00 （末広１の２）

４／22㈭

７：30～ 末広交友会館
10：00 （末広４の10）

４／23㈮

９：00～ 東鷹栖公民館第一
10：00 分館（末広３の７）

４／23㈮

７：30～ 新星町内会館
10：00 （末広４の５）

４／26㈪ ９：00～ 春光台地区センタ
27㈫ 10：00 ー（春光台３の５）

申込み不要。
持ち物や検診料等は、
問い合わせを。
大腸がん検診は当日、
会場で受付け。後日、便を提出
※旭川がん検診センター（末広東２
53・7111）でも受診可。
の６
希望者は同センターに申込みを。
健康推進課 25・6315
産婦人科に最新エコー機器を
導入しました
妊婦健診では通院中の方に限り、
４Ｄ画像で赤ちゃんの様子を見るこ
とができます。当院での出産をぜひ
ご検討ください。
市立旭川病院 24・3181

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

春休みイベント
アイヌ文様マグネットしおり作り
３／20㈯ 13：30〜15：00
10人
展示室ガイド
３／21㈰ 14：00〜14：20、
14：30〜14：50
各10人
常設展示室観覧料
ループ組紐作り
３／27㈯ 13：30〜15：00
10人
くみひも

日曜午後に朗読を聞く
井上靖の短編小説『颱風見舞』の
朗読
３／28㈰ 13：30から
15人
朗読は井上靖ナナカマドの会
電話で同館
た い ふ う み ま い

ジオパーク・カフェ
「ジオパークの教育的活用」
３／20㈯ 13：30〜16：00
科学館（宮前１の３）
27人
小学３年生以下は保護者同伴
社会教育課 25・7190
ミニミニ展示「ジオサイト紹介展」
大雪山カムイミンタラジオパーク
構想内のジオサイトの観光コースを
パネルで紹介
４／３㈯〜18㈰
科学館（宮前１の３）
社会教育課 25・7190

にし

まさあき

イ ノ セ ン ス

ウ ェ ッ ジ

西 雅秋「Innocence-Wedge」
作者は広島市出身。本来は鉄とブロンズ
を土中に埋めて、経年の自然変化を注視
する作品だが、作者と協議して地上に設
置。鉄のドラム缶は原発の冷却パイプ

平成10年制作、鉄・ブロンズ製
高さ105㎝、彫刻美術館前庭に設置

申込みは、受付開始日の
９：00から科学館 で受
け付けます
星の教室「宇宙を支配するダークマ
ターとダークエネルギー」
３／28㈰ 14：00〜16：00
50人
旭川天文同好会会長
富樫一憲さん
当日、会場前で受付
天体を見る会
「春の星と月、火星の観測」
①４／17㈯ ②４／24㈯
いずれも19：30〜21：00
各25人（抽選）
雨・曇天時は解説のみ。中学生以
下は保護者同伴
①３／21㈰から、②４／18㈰か
ら

◇中央 常磐公園
22・4174
春の園芸解説
土作り・野菜作りの
コツと裏技を紹介
３／27㈯ 13：30〜15：00
30人
解説は農山漁村文化協会北海道支
部の斎藤龍司さん
３／16㈫から電話か来館
アフタヌーンシネマ
「ヤコブへの手紙」
盲目の牧師と彼に届く手紙を代読
・代筆する元服役囚との交流を描く
３／28㈰ 15：00〜17：00
30人
３／16㈫から電話か来館
ミニギャラリー
「山の風景〜三浦弘人写真展」
大雪山系等の山々で風景を撮影し
た写真を展示
４／１㈭～５／27㈭
企画展示「人物でふり返る旭川」
旭川に関わる著名人の足跡を図書
館所蔵の資料とともに紹介
４／１㈭～５／27㈭

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
アイヌ語地名表示板紹介
地図や写真パネルを用いてアイヌ
語地名表示板を紹介
３／28㈰ 13：30〜15：00
20人
３／20㈯から

◇神楽 神楽３の６
◇末広 末広３の２
◇永山 永山３の19
◇東光 東光６の４
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●中央公民館 31・5218
●永山公民館 48・1659
●東旭川公民館 36・1017
●神楽公民館 61・6194
日
講 座 名
毎週月曜日 自習室の無料開放
地域フォーラム
３／25㈭
４／１㈭～ 男の体操教室
来年３／17㈭ （全23回）

東光南地区
「ふれあいサロン」

４／20㈫

さうんど～高齢男性の
く ら ぶ

４／22㈭～
ための運動倶楽部
来年３月
５／11㈫～
12／７㈫
５／11㈫～
来年２／１㈫
５／11㈫～
来年２／15㈫
５／12㈬～
11／10㈬
５／13㈭～
12／９㈭
５／13㈭～
来年２／３㈭
５／19㈬～
11／24㈬
５／20㈭～
来年２／17㈭

（全24回）

神楽市民大学
（全14回）

神居
東旭川

内 仲間づくりの交流の場
他 飲み物等持参

愛宕

神居女性学級
（10回程度）

神居

市民学級（全12回）

春光台

市民講座（全12回）

永山

女性学級「ひまわり」
（13回程度）

北星

神居女性大学
（15回程度）

内 外出が苦手な方の交流の場
対 東光地域に居住の方

シニア大学・百寿大学で学びませんか

日 13：00～15：00

内 健康・自然・歴史などの講座、館外学習 日 原則第２・４火曜日 10：00～12：
00 定 50人 料 2,000円 申 ４／14㈬10：00～14：00に料金を添えて来館

内 一般教養や健康などの講座 日 火曜日 10：00～12：00（一部午後の場合あり）
対 女性 定 30人 料 3,000円 申３／22㈪から同館
内 一般教養や健康などの講義、実習ほか 日 原則月２回火曜日
対 大人 定 40人 料 3,000円 申４／12㈪から同館

10：00～12：00

内 一般教養や健康などの講義、館外学習ほか 日 原則第２・４水曜日
：00 定 40人 料 2,000円 申 ４／12㈪から同館

10：00～12

内 一般教養などの講義や館外学習 日 月２回木曜日 10：00～12：00
対 女性 定 30人 料 3,000円 申４／８㈭10：00から料金を添えて来館

内 一般教養や健康などの講座、野外学習ほか 日 木曜日 10：00～12：00（一部午
後の場合あり） 対 女性 定 40人 料 3,000円 申３／22㈪から同館

西神楽
愛宕

13：30～15：

内 豊岡、東旭川・千代田地域包括支援センターの指導によるストレッチや体力測定
日 毎月２～３回木曜日 10：00～11：30 対 高齢の男性 定 40人
申 ３／22㈪から同館

神居

市民講座（全13回）

日 11：00～12：00

内 体力・筋力に合った日常動作や軽体操を学ぶ 日 第１・３木曜日
00 対 70歳以上の男性 定 25人 申３／22㈪から同館

神居
東光

日 13：30～15：00

内 同館の事業や地域の課題についての意見交換ほか

神楽

あたご市民大学
（全10回）

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
●江丹別公民館 73・2230 ●新旭川公民館 23・9299 ●春光台公民館 53・5620
●東鷹栖公民館 57・2622 ●愛宕公民館 32・3422
●シニア大学 25・0022
●神居公民館 61・2575
●東光公民館 35・1708
会場
内容・時間など
永山 日 13：00～17：00 対 永山地区に居住または通勤・通学している小学生以上の方

高齢者
「いどばたサロン」

３／22㈪

公民館

内 一般教養や健康などの講義、実習、社会見学ほか
日 原則水曜日 10：00～12：00 定 24人 料 3,000円

内 一般教養や健康などの講義、実習
日 月１回木曜日 10：00～12：00

会場

定 40人

申４／５㈪から同館

申４／８㈭10：00から同館

日時・定員・料金・申込

60歳以上の方を対象に、一般教養、実技、健康づくり等を開講。
日 ４／22～来年１／27 原則月２回木曜日 10：00～
東鷹栖
百寿大学は１年制で継続可能。シニア大学は４年制。
12：00または13：00～15：00 定 30人 料 2,000円
公民館 申
※時間の記載がないものは10：00からまたは13：00から
４／１㈭～９㈮9：00～15：00に来館

会場

日時・定員・料金・申込

「神楽百寿大学」 日５／21～来年２／18 第１・３・
５金曜日 定 60人 料 2,000円
神楽 申 ４／13㈫10：00から料金を添えて来館
公民館 「緑が丘百寿大学」 日 ５／14～来年２／25 第２・４
金曜日 定 30人 料 2,000円
申 ４／14㈬９：00から電話か来館
日 ５／13～来年２／10 月２回原則木曜日
中央 定
24人（抽選） 料 5,000円
公民館
申 ４／13㈫・14㈬９：00～15：00に本人が来館
日 ５／13～来年２／10 月１～２回原則木曜日
定 56人 料 2,000円

永山
～12：00
公民館 申
東旭川
公民館
末広
公民館
江丹別
公民館
神居
公民館
北星
公民館

23

９：30

４／15㈭９：00～15：00に来館

日 ５／13～来年１／13 月２回原則木曜日 定 50人
料 4,000円 申４／６㈫～20㈫９：00～15：00に来館
日 ５／11～12／７

月２回原則火曜日

定 64人（抽選） 料 2,200円
申 ４／６㈫～８㈭９：00～15：00に本人が来館
日 ４／21～来年１／26 月２回原則水曜日
料 2,000円 申４／１㈭９：00から来館

定 30人

「しののめ百寿大学」

日 ４／20～来年１／25

原則月

東鷹栖
２回火曜日 10：00～12：00または13：00～15：00
公民館
定 30人 料 2,000円
第１分
申 ４／１㈭～９㈮９：00～15：00に東鷹栖公民館に来館。
館
４／６㈫10：00～12：00は第１分館に来館

新旭川
公民館
愛宕
公民館

日 ５／13～12／９ 原則月２回木曜日
定 15人 料 3,000円

申 ４／５㈪～20㈫９：00～15：00に本人が来館

日 ５／12～来年２／２ 月２回原則水曜日 定 38人
料 5,000円 申４／７㈬～14㈬10：00～15：00に来館
日 ５／12～来年２／９ 月２回原則水曜日
定 50人 料 5,000円

東光
：00
公民館 申
西神楽
公民館
春光台
公民館

９：30～12：00

９：30～12

４／12㈪～16㈮８：45から本人が来館
月２回原則火曜日 定 24人
料 5,000円
申 ４／５㈪～16㈮９：00～15：00に来館
日 ５／14～来年２／４ 月２回原則金曜日 ９：30～12
：00 定 25人 料 2,000円
申 ４／１㈭～16㈮９：00～15：00に本人が来館
日 ５／11～来年２／15

月２回原則木曜日 10：00～
12：45または13：00～15：45 定 35人（抽選）
シニア
料 5,000円
大学
申 ４／２㈮・５㈪10：00～16：00、４／６㈫10：00～
日 ５／11～12／14 月２～３回原則火曜日 定 70人
12：00に本人が来所
料 4,000円 申４／９㈮10：00～11：30に本人が来館
日 ５／12～来年２／２ 月１～２回原則水曜日 定 50人
料 4,000円 申４／７㈬９：00～11：30に来館

こうほう旭川市民
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日 ５／７～来年２／10

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

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

い

めい

スポーツ教室

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︶

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

アイヌ文様刺しゅう・
サラニップ織り籠作り

30

５月中旬～

さと

月下旬
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26

江丹別若者の郷
市民農園の利用者

10

おい

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

20

30 24

65

10 30

20

12

10

52

24

11

13
12

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

25

73

20

52

27

30 10

11

11

15

10

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

20

17

23

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

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

21

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

25

30

30

20

30

放送作家
小山薫堂さん

28

11

10

22

17

25

23

36

65

10

30

25

30

◎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

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

52

30

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
10

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

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
20

15

10

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
・

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

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

25

46

廃棄物の不法投棄などの発見、

20

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

30

10

25

15

25

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

象

対

25

29

73

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！

16

25

25

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

11
23

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

25
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25

ご意見をお寄せください

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

30

36

18

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

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

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

自衛官を募集

・２２１３

国税専門官を募集

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㈰

26

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
1

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

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
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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

18

21
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36

10

24

25

29

23

14

17

30

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︒

18

18

12

11

59

75 75

26

10

34

55

12

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

15

10

31

30

市税と国民健康保険料の
休日・夜間納付相談窓口

28

20

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︒
31

25

25

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︶
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

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
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

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

ス

バ

自動車事故被害者への
支援制度

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
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

15

▼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）
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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

・６０１２

２の10 上田ビル１階
26・1822

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

12

﹁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

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。

●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

お店のＰＲ

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

（小学～高校生＝２人、大人＝３人）

にぎわいづくりと交流の新たな拠点

今月のプレゼント

【 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

40

25

編・集・風・景
14

21

65

26

12

26

大きな収穫となった
SNSを使った試み

市民が来園されました︒小さい子
ュアルに基づき︑野鳥監視重点区

の高病原性鳥インフルエンザマニ

旭山動物園

内に入りま

供連れや若い方が多く︑子供たち
域の指定解除まではペンギンの散

雪あかりの動物園が︑無事に終

が雪の中を転がり回り︑はしゃい

歩を中止としました︒新型コロナ

した︒環境

でいる姿が印象的でした︒もぐも

に続いて鳥インフルエンザ︒絶望

わりました︒３日間という短い期

ぐタイムなどは実施できませんで

感にさいなまれましたが︑そこは

省の指針や︑

したが︑静かな動物園の雰囲気は

グペンギンの散歩は︑時間の告知

イベント︑会議︑講義などの効果

を利用して実施したライブ配信や

今年度の大きな収穫は︑ＳＮＳ

28
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間でしたが︑夜間は比較的多くの

とても良かったと思います︒

などを一切せずに実施していまし

や反響の大きさでした︒もちろん

ぐっとこらえ︑飼育動物にも来園

た︒春の繁殖シーズン

コロナ禍の影響による効果は大き

新型コロナウイルス感染症は人

に向けた︑健康な体づ

者にも最善の環境を整えて毎日を

くりのために実施して

いのですが︑オンラインだからこ

類の問題ですから︑飼育動物たち

いるからです︒ところ

そ実現できることや情報共有の方

過ごし︑明日を迎えられるように

が︑市内で衰弱死した

法は︑まだまだ無限の可能性を持

は︑いつもどおり過ごせるように

オジロワシから高病原

っていると思いました︒今後の動

頑張らねばと心掛けています︒

性鳥インフルエンザが

物園での取組みにとって大きな柱

物たちのエピソードなどを紹介
日 毎週日曜日、祝日 13：30から

園内イベント

詳細は決まり次第、旭山
動物園 に掲載
昨年12月から、ほっきょくぐま館内の水槽で
サケの卵を展示しています。年末にはふ化が始
まり、大みそかには全てふ化しました。石狩川
へ放流する予定の４月頃まで、稚魚となったサ
ケが成長する過程をご覧いただけます。

内 旭山動物園公式 YouTubeで、動
ユーチューブ

サケの稚魚を展示中

ワンポイントガイド

ほっきょくぐま館で

【詳細】旭山動物園
（東旭川町倉沼
36・1104）

４／７㈬まで 10：30〜15：30
（入園は15：00まで）

冬期開園日・時間

と配慮してきました︒冬期のキン

確認されました︒回収

になる︑そんな感触を得ました︒
さて︑夏期開園に向けて準備を
開始します ！

ップ

S NS で
動物の情報を
随時発信中！

㎞圏内は野

地点から

され︑旭山動物園も圏

鳥監視重点区域に指定

10

をもっと楽しむ
動物園
山
旭

旭山ピックア

【369

通目】
ライブ配信の様子

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

「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。

★印は申込みが
必要です

心も身体も健康に！ 募集
キッズヨガ参加者
４／５からの毎週月曜日
（月
４回）。16：00から＝年中
園児以上、17：30から＝小
学４〜６年生。グリンパル。
月額5,500円。キッズヨガ
シャラナム 横山 080・
5588・5952★

採用される履歴書、
催し
職務経歴書教室
３／21㈰・28㈰10：00〜
12：00。ミドルシニアの方。
各3,000円。参加者にプレ
ゼントあり。マナビ シゴ
ト 未来研究所 岡澤（東
090・9752
光14の８
・7300）★

第38回サケ出発式と
催し
カムイノミ
３／28㈰10：00〜11：00。
忠別川河川敷（ツインハー
プ橋下旭神町側）。無料。
あさひかわサケの会 福地
090・1303・9141

第７回山菜料理
募集
コンクールのレシピ
山菜を使った未発表の料理
レシピを募集。応募条件等
は問い合わせを。日本森林
林業振興会旭川支部 にあ
る応募用紙に記入し、４／
12㈪までに同支部（神楽３
61・1092）★
の５

困りごと
催し
なんでも相談会！
３／27㈯13：30〜16：00。
中央公民館。無料。電話で
要予約（非通知不可）。北
海道社会福祉士会道北地区
支部 平田 090・6440・
1974★

世界自閉症啓発デー
催し
ブルーライト点灯
ブルーライト点灯＝４／３
㈯18：00〜20：30。自閉
症の方がコロナ禍で困った
ことの紹介＝４／２㈮〜８
㈭。ＣｏＣｏＤｅ。旭川自
閉症児者親の会 35・278
0
コ

コ

学習講演会 ヒトが創
催し
り出した新たな
「自然」
４／18㈰13：30〜15：00。
神楽公民館。40人。無料。
大雪山マルハナバチ市民ネ
ットワーク 福地 090・
1303・9141★

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

デ

発熱等の症状がある場合の受診について（３月まで）
発熱等の症状がある場合は、必ず事前に「かかりつけ医」か「新型コロナウイルス感染症健康相談窓口」に
電話をしてから受診してください。４月以降の対応については、決まり次第、市 などでお知らせします。

受診までの流れ

せき

発熱等
ある

かかりつけ医

かかりつけ医
に電話
診療
診療可

不可

かかりつけ医
受診

ない

発熱や咳などの症状、
病院への受診や検査、感
染に不安があるなどの相
談に、看護師等が毎日24
時間対応します。

発熱等の症状がある場合の診療時間
内

科

平 日
土曜日
日曜・祝日（当番医）

９：00

新型コロナウイルス感染症

健康相談窓口に電話
25・1201

診療可の病院案内

病院受診

●かかりつけ医とは、定期通院や予防接種、風邪などで受診する身
近な病院のことです
●かかりつけ医が複数ある場合は、重症者を受け入れる２次医療機
関（市立旭川病院・旭川医科大学病院・旭川赤十字病院・旭川医
療センター・旭川厚生病院）以外の受診にご協力ください

小児科

13：00

17：00 18：00

平 日
土曜日 午前

午後（当番医）

日曜・祝日（当番医）
９：00

13：00

17：00 18：00

●当番医は、混雑が予想されます。平日・土曜日（午前）
の診療時間での受診にご協力ください
●新型コロナウイルスの検査（行政検査＝無料）は、医師
が必要と判断した場合のみ実施します。なお、小児科の
当番医では実施していません
●受診前に各病院で受付・診療時間を確認してください（診
療時間の
部分は診察が終了している場合あり）

病院の待合室でも ●必ずマスクを着用し、口や鼻を確実に覆いましょう
一人一人が感染防止 ●不特定多数の方が多く触れる場所に触ったら、目や鼻・口に触れず、早めに手洗い・消毒をしましょう
●待合室では間隔を空けて座りましょう
対策を
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社会

祉協

議会の
マ
ク
ー

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３年３月

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

〈No.194〉

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

新しい季節にボランティアをはじめよう！
旭川市ボランティアセンターでは、
「ボランティアを必要としている人」
と
「ボランティア活動をしたい人」
の
橋渡しや、
活動にあたっての保険、
養成研修といった様々なサポートと情報発信を行っています。
「ボランティア

活動に興味がある」
「時間に余裕ができた」
「誰かの役に立ちたい」
という方は当センターにぜひご連絡ください。

旭川市ボランティアセンターの
登録をお願いします

ボラセン通信を

「旭川市ボランティアセンター登録規程」に基づい
て、登録カードに記載して、
旭川市ボランティアセンタ
ーへ提出してください。
※団体は、会則または
定款なども提出して
ください。

２０２1年度

ボランティア保険 のご案内

ボランティアセンター登録者
（個人・団体）
を対象に、
ボランティ
ア活動中の事故や怪我を補償する保険へ加入することができます。

ボランティア活動保険
ボランティア活動中の事故や怪我、賠償責任
（ボランティア活動中の
新型コロナウイルスへの感染も補償対象）
を補償します。

※天災プランは原因が地震・噴火・津波の場合も対象です。

基本プラン

350円

天災プラン

500円

年 間・１ 人

※加入手続き完了日の翌日から令和４年３月31日までが補償期間となります。

ボランティアに関
することや保険の
詳しい内容につい
てはこちら！

お届けします

登録していただいた方（個
人・団体）には、ボランティ
ア募集や活動報告、研修案
内などを掲載した「ボラセ
ン通信」を年4回ほどお届け
します。

ボランティア行事保険
地域福祉活動やボランティア活動の各種行事での
怪我や賠償責任を補償する保険です。

Ａプラン

事前に参加者が決まって
いる日帰りの行事

Ｂプラン

宿泊を伴う行事

Ｃプラン

事前に参加者を特定でき
ない日帰りの行事

28円～
〈１泊２日〉

241円～
28円～

行事内容によって
料金が変わります

１人

泊数によって料金が
変わります

１日・１人

開催場所の制限が
あります

※A・Cプランは、20人以下の場合も、
最低20人分の保険料が必要です。

お問合せ先

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!!

【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3年３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（上記参照）
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。

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

共同募金運動へご協力ありがとうございました
赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

20,167,734 円 2,200,000 円
共同募金は「

」

市内で集まった募金は、私たちが住む旭川と北海道の福祉施設や福祉団体に助成されます。また、地震や水害などの
大規模災害が発生した時は、都道府県の枠を超えて、ボランティアセンターの運営費などに助成されます。市内で助成
を受けた施設・団体は今年９月号で紹介する予定です。
※写真は令和２年度に助成された事業

子 ど も の 居 場 所 づ く り （忠和）

障がい者と音楽とのふれあい

( 旭岡 )

地域住民のつながりづくり

( 豊田 )

厚生労働大臣表彰を受賞～おめでとうございます
多年にわたり共同募金運動に奉仕し、その
功績が讃えられた大浦かづ子さんと松本敏雄
さんが、厚生労働大臣表彰を受賞されました。
お二人は20年以上にわたり、地域での福祉活
動の推進に尽くされております。これからも
よろしくお願い申し上げます。

大浦かづ子さん

松本敏雄さん

( 写真中央 )

今年もあさっぴー・ゆっきりんバッジで募金！

( 写真左側 )

2020年デザイン

2020年のデザインは、6,500個・325万円のご協力を皆さんからいた
だきました。製作費を除いた227万円を福祉施設、福祉団体へ助成させ
ていただきます。ただいま、2021年デザインを製作中です。今年はどん
なデザインになるのか？６月完成予定です。

旭川市共同募金委員会

http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/charity/

次回の「社協あさひかわ」は令和３年５月号に掲載

