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t 定員 o 申込 u その他 i 詳細・問い合わせ先 p 北見市ホームページを表します
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北見市美術展実行委員会の
公募委員を募集します

31

北見市の芸術文化の発展のため、美
術展の開催や周知、運営などに必要な
事項について協議していただく北見市
美術展実行委員会の委員を公募します。
◆会議 年４回程度
◆任期 ４月１日㈪～平成 年３月
日㈬
◆募集人数 ５人程度
◆応募資格 北見市民かつ、北見市が
設置する他の審議会等の委員でない方
◆募集期間 ３月 日㈰まで（当日消
印有効）
◆選考方法 応募書類により選考し、
選考結果は応募者全員にご連絡します
応募用紙に必要事項を記入し、左記
まで郵送、メール、ＦＡＸでお送りい
ただくか、直接ご持参ください（応募
用紙は、北網圏北見文化センターホー
ムページからダウンロードしていただ
くか、北網圏北見文化センター総合案
内でお受け取りください）
北見市美術展実行委員会事務局（北
網圏北見文化センター）
〒０９０ ００１５ 公園町１
☎ ・６７４２
・８３４４

bunkazai@city.kitami.lg.jp
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健康・福祉

23

こども

31

講座・催し

70

33

応募用紙に必要事項を記入の上、左
記まで郵送、ＦＡＸまたはメールでお
送りいただくか、直接ご持参ください
（応募用紙は、 からダウンロードして
いただくか、 市民の声をきく課に設
置しています）
市民の声をきく課☎ ・１１２３
・２６８５

北見ことぶき大学は、 歳以上の方
が 参 加 で き る ４ 年 間 の 学 び の 場 で す。
多種多様な講義やクラブ活動を通じ
て、新しい仲間との出会いや笑顔あふ
れる楽しい大学生活を満喫してみませ
んか。
平成 年４月１日現在、満 歳以上
の市民
人（先着順）
◆申込方法 中央公民館（市民会館）
・
各地区公民館・芸術文化ホール・まち
きた大通ビル庁舎・分庁舎および仮庁
舎・支所・出張所に設置、または に
掲載している北見ことぶき大学所定の
申込書に必要事項を記入の上、左記ま
でご持参ください ※電話や郵送での
受け付けはできません
◆申込期間 ３月７日㈭まで／９時～
※㈫は休館日
時中央公民館（北見ことぶき大学事務
局／市民会館１階）☎ ・６２６８

23

25

北見ことぶき大学新入生募集

11

p

koekiku@city.kitami.lg.jp
（北２条東１丁目 ）

j h
26

17

募集・補助

g

暮らし
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自治区
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31

h
31
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募集・補助

20

30

浄化槽の使用や廃止等の
各種手続き

31

浄化槽の使用を開始・廃止する場合
などは、法律に基づく届け出が必要で
北見市大卒者情報センター
す。左記まで提出ください。
登録者募集
①浄化槽設置後に使用を開始した場合
大卒者情報センターでは、登録者を
使用開始の日から 日以内に「使用
随時受け付けています。電話・ＦＡＸ・
開始報告書」を提出
メールで簡単に登録できますので、ぜ
②浄化槽を廃止した場合
ひご利用ください。
廃止した日から 日以内に「浄化槽
現在、
大学・短大・高専・専門学校に在
使用廃止届出書」を提出
学し、卒業後に地元就職を希望する方
③浄化槽管理者
（使用者）
が変更になっ
【業務内容】
◇地元企業の情報提供
た場合
◇求人情報等の送付など
変更の日から 日以内に「浄化槽管
大卒者情報センター事務局
（ 商業労
理者変更報告書」を提出
・２７１２
政課内）
☎ ・１１４８
④おおむね１年以上にわたって浄化槽
を休止させる場合およびその使用を再
shoro@city.kitami.lg.jp
開する場合
広報・広聴モニターの募集
「浄化槽（休止・使用再開）届出書」
を提出
環境課☎ ・１１３１
端野市民環境課☎ ・２１１６
常呂市民環境課☎
（０１５２） ・２１１５
留辺蘂市民環境課☎ ・２１１０

20

j

j

「 広 報 き た み 」 と「 市 政 」 に つ い て
ご意見・ご感想をお聞かせください。
◆会議 平日日中に開催
（年間３回程度）
◆任期 委嘱の日から平成 年３月
日㈫まで
◆報酬 なし（交通費は支給します）
◆募集人数
人程度
◆応募資格 次の要件を全て満たす方
①北見市に住所を有し、４月１日現在
で満 歳以上の方
②北見市の職員・議会議員でない方
◆募集期間 ３月１日㈮～ 日㈬（必
着）
◆選考方法 応募書類により選考し、
選考結果は応募者全員に郵送で通知し
ます
18

女性相談

30

30

25

北見市内に在住する女性
職業・家庭生活全般に関する相談
３月 日㈬／ 時～ 時（１人 分）
◆相談員 弁護士 大島由依さん
６人（先着順）
◆相談料 無料
月 日㈬／９時～／電話で左記へ
女性センター☎ ・４３３８
（美芳町２丁目２ - ）※㈰㈷休館
16

42

25

13

27

56

13

i

３

改元が予定されていますが、
「平成」表記としています
４月以降の事業については、平成 31 年度予算の議決を前提とします
北見・端野・留辺蘂の市外局番（0157）は、省略しています

16

25 30

14

11
45

32

23

平成 年度北見少年少女
発明クラブ会員募集

募集・補助

物作りや集団活動を通し、創意工夫
と完成する喜びを学び、創造性豊かな
子どもたちの育成を目的に開講します。
市内の小学５・６年生
工具の使い方と工作の基礎・応用学習、
アイデア作品の制作と展覧会出品、社
会見学、美術展・プラネタリウム鑑賞、
イベント出場など
◆活動期間 ４月下旬～平成 年２月
下旬／㈯／９時 分～ 時 分予定／
毎月２回（年間 回程度）
人（先着順）
◆参加費 ３５００円（保険料込み）
３月 日㈯～４月 日㈰／申込用紙
に必要事項を記入の上、直接左記へ
（申込用紙は、北網圏北見文化センター
ホームページからダウンロードいただ
くか、３月から市内小学校・北網圏北
見文化センターで配布します）
北網圏北見文化センター☎ ・６
７００

市民健康菜園の公開抽選会

暮らし

市民健康菜園（清月・常盤菜園）の
公開抽選会は、４月９日㈫に芸術文化
ホールで開催します。詳しくは広報き
たみ４月号でお知らせします。
市民活動課☎ ・１１０５

自治区

25

24

31

平成31年度まちづくりパワー支援補助金の申請を受け付けます

講座・催し

各自治区の活性化のため、皆さんが「自ら考え、自ら実践する」まちづくり活動を支援する補助金です。下
記の要領でお申し込みください。
◆募集期間 ４月１日㈪
４月１日㈪～12日
～12日㈮
㈮

こども
健康・福祉

国
保

◆対象事業
❶保健医療・福祉の推進
❷地域の伝統、文化、郷土芸能、スポーツの振興
❸安全・安心な地域づくりの推進
景観づくり、
自然環境保全
❹地域の生活環境の改善、
❺子どもの健全育成
❻地域の特性を生かした産業振興
❼その他個性豊かな住みよい地域社会を構築するた
めの事業
※ただし、次に該当する事業は補助の対象となりま
せん
①北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
②北見市外で行う事業
③年度をまたいで実施している事業
④政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
⑤その他市長が適当でないと認めたもの
⑥過去に５年間この補助を受けた事業

年
金
官公庁

◆応募資格・要件
次の要件を全て満たす団体であること
❶原則として５人以上で組織され、代表者の住所・
事務所が北見市内にある団体
❷事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って
行うことができると認められる団体
※ただし、法人格を有する団体、政治活動、宗教活
動および営利活動を目的とする団体や町内会・自
治会またはその連合体は除きます

◆補助内容
補助率は補助対象経費の10分の９以内、限度額は
５万円以上100万円未満で市の予算の範囲内とします
※補助額は、審査に基づき申請額より減額となる場
合があります
≪補助対象とならない経費≫
❶団体の事務所などを維持するための経費
❷団体の経常的な活動経費
❸団体構成員に対する人件費または報償費
❹飲食費、商品券などの金券や記念品の購入経費
❺土地の取得、造成、補償の経費
❻備品購入費（ただし、単価が３万円以下で、市長が
必要と認めたものは除く）
◆応募方法
必要書類（事業企画書等）を作成の上、団体の所在す
る自治区担当課に提出してください。必要書類は、
地域振興課、総合支所総務課のほか、まちきた大通
ビル庁舎４階案内、支所・出張所、市民サービスセ
ンターで配布しています
※ からもダウンロードできます
◆必要な書類
❶事業企画書
❷年間活動計画書
❸事業予算書
❹会員名簿
❺書類公開同意書
❻規約または会則
（団体の活動実績等必要に応じて指示する書類）
❼その他
◆補助決定
まちづくり協議会において、応募団体から事業概要
のプレゼンテーションをしていただき、公開ヒアリ
ング審査を行い採択事業を決定します。審査日は、
応募受付後に各団体にお知らせします。
地域振興課☎
地域振興課
25-1128／端野総務課☎
☎25-1128／端野総務課
☎56-2113
常呂総務課☎
常呂総務課☎（0152）54-2113
留辺蘂総務課☎
留辺蘂総務課☎42-2421
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