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心の中にいる鬼を豆まきで退治しよう！
～

自治区内の各保育園で節分の豆まき

～

自治区内の各保育園で、節分の豆まきが行われました。
２月２日、常呂保育園では、先生の「泣き虫鬼や怒りんぼ鬼など自分の中に
いる心の鬼を豆まきで退治しよう」と言う呼び掛けとともに、園児たちは鬼の絵
に向かい豆をまいていると、突然、お面を被った赤鬼が登場。園児たちは顔
をこわばらせながらも懸命に豆を投げ鬼を退散させました。節分の伝統文化
や習慣を楽しく体験する良い機会となりました。

家庭からのごみ等の排出方法について
～ 引っ越しなどでたくさんのごみを捨てる時は…… ～
引っ越しなどで家庭から多量に出るごみ（市が処理できないごみを除く）
の排出方法は、次のとおりとなっています。
【廃棄物処理場への自己搬入】
ごみの種類ごとに分別して持ち込んでください。
■搬入場所：常呂町一般廃棄物処理センター
■営業時間：月曜日～金曜日 午前９時から午後５時まで
土曜日 午前９時から正午まで
■休業日 ：日曜日及び第２土曜日、年末年始
■処理手数料：１０㌔ごとに５０円
【収集運搬許可業者へ回収を依頼】
ごみを１００㌔以上または５００㍑以上排出する場合は、収集運搬許可
業者へ回収を依頼できます（有料）。
■依頼先：（有）常呂清掃センター（収集運搬許可業者） ☎（５４）３０１９
■料金等：収集運搬許可業者へお問い合わせください。
【粗大ごみ収集日に排出】
粗大ごみ収集日（月１回）に排出する場合は、事前予約が必要です。
■事前予約：収集日前日までに予約。
収集当日午前８時３０分までに玄関先等に排出。
■申込先：常呂総合支所 市民環境課 ☎（５４）２１１５
■処理手数料：粗大ごみ処理券（３００円/個：指定袋取扱店で販売）
※粗大ごみに貼り付けてください。
【問い合わせ先】 市民環境課 ☎（５４）２１１５
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☎（５４）２１１５
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食を通じ地域農業の理解を深める
～

学校給食で「常呂デー」を開催

～

１月28日、自治区内の各小・中学校で、常呂の特産品や食材を使った給食
が提供される「常呂デー」が行われました。
常呂町農業協同組合から寄贈された玉ネギや流氷うどんなどを使った「カ
レーうどん」、「もち入りぜんざい」に、錦水小学校の児童たちは、「むちゃくちゃ
美味しい」と大好評。先生から地元食材の説明を受け、美味しさとともに地産
地消について学びました。

下水道使用料の減免制度について
市では生活に困窮している方に対し、下水道使用料を減免する
制度があります。
制度を利用することのできる方は次の事項に該当する方ですので、
申請する場合は窓口でご相談ください。
対象となる方

減免率

必要な書類

①生活保護世帯

全額

・生活保護受給者証明書の写し

②ひとり親で生活が困窮して
いる世帯

半額

・児童扶養手当証書の写し
・源泉徴収票など、その他必要
と認める書類

③障がい者（身体障害者手
帳又は精神障害者保健福
祉手帳の１級又は２級の交 半額
付を受けている方）が属し、
生活が困窮している世帯

・障害者手帳の写し
・障害年金の源泉徴収票
（新規の場合は年金証書）
・その他必要と認める書類

④７０歳以上の方で構成され
ていて（単身者も含む）、生
活が困窮している世帯

・年金振込通知書（直近のもの
または源泉徴収票）

半額

※申請の際、運転免許証や健康保険証などの本人確認ができる書類
をご持参ください。
― 減免を受けている方へ ―
現在、減免を受けている②～④の方は、減免の対象期間が令和３
年３月分までとなっています。引き続き、減免を希望される場合は、３月
中に再申請手続きをしてください。
【問い合わせ先】
上下水道局 常呂上下水道課（常呂総合支所 建設課内） ☎（54）2116

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

どんぐりから育てた苗を植樹

北海道の食材を味わおう

～ 森の教室 ～

～ 町内の小中学校で給食週間 ～

2月9日、黒岩中央保育所の園児た
ちが、町有林にどんぐりの苗を植樹を
しました。
今回植樹した苗は、今から３年前、
当時の園児たちがどんぐりを拾ってま
いたところから育てられたものです。
それを引き継いだ園児たちは、３０ｾ
ﾝﾁほどに成長した苗を丁寧に植えて
いきました。

全国学校給食週間中の１月２８日、
大野町と北海道の常呂町が友好都
市であることから、北海道の食材であ
る茎わかめやじゃがいも、郷土料理
のチャンチャン焼きを取り入れた給食
が町内小中学校児童生徒に提供さ
れました。
児童生徒らは、北海道の郷土料理
を美味しそうに味わっていました。

３

【資源ゴミの分別区分】
Ａ カン・ビン・ペットボトル
Ｂ 発泡スチロール・トレイ類
Ｃ プラスチック製容器包装（その他のプラスチック類）
Ｄ 紙類（ダンボール・紙箱類・紙パック・新聞・チラシ・雑誌）
※粗大ゴミは電話申し込みによる予約・戸別収集です。 Ｅ 廃食用油、有害ごみ（内容は下段）
申し込み期日：各収集日の前日午後５時まで
乾電池・蛍光管・使い捨てライター・水銀体温計・スプレー缶・
【申し込み先】市民環境課 環境衛生係 ☎(54)2115
可燃性液体のカラ容器・プラスチック製のスプレー容器

月イベントカレンダー

日

月

火

水

木

金

土

ゴミ区分
資源区分

燃やすゴミ
Ａ・Ｂ・Ｃ

燃やさないゴミ
Ａ・Ｂ・Ｃ

燃やすゴミ
Ａ ～ Ｅ

燃やさないゴミ
Ｄ・Ｅ

燃やすゴミ
Ｄ・Ｅ

燃やさないゴミ
（第３土曜日のみ）

収集地区

東浜・豊浜・弁天・
本通・中央町・
栄町・北進町

末広・開進町・
西町・南町・
土佐・栄浦

岐阜・共立・
豊川・富丘・
福山・日吉

東浜・豊浜・弁天・
本通・中央町・
栄町・北進町

末広・開進町・
西町・南町・
土佐・栄浦

岐阜・共立・
豊川・富丘・
福山・日吉

１

２

常呂高校卒業式

７

８

１４

９

１５

１６

常呂中学校卒業式

２１

２２

２３

３

４

５

６

（保）脳とからだいき
いき教室

（保）乳幼児健康相談

１０

１１

１２

１３

（保）脳とからだいき
いき教室

（保）すずらんサークル

１７

１８

１９

（保）脳とからだいき
いき教室
粗大ゴミ収集日
水曜日収集地区

粗大ゴミ収集日
木曜日収集地区

常呂小学校卒業式
錦水保育所卒園式
粗大ゴミ収集日
金曜日収集地区

２４

２５

２６

常呂保育園・かもめ
保育所卒園式

２０

春分の日

２７

（保）脳とからだいき
いき教室
錦水小・川沿小学校
卒業式
各小・中学校修了式
常呂高校修了式

２８

２９

３０

３１
（保）脳とからだいき
いき教室

新型コロナ
感染症予防

（保）⇒保健事業・検診（健診）

【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課健康推進係
☎（５４）２１１４

保健
事業

各種相談などを
開催します

○ 事前にご連絡ください
■成人健康相談・女性健康相談
■母子健康手帳交付
受付 月～金（祝祭日をのぞく）
８時 ４５分 ～ 17時 30分
場所 常呂総合支所 保健福祉課
■脳とからだいきいき教室
時間 １０時～１１時３０分
場所 栄浦多目的研修センター
〇 ご自由にお越しください
■乳幼児健康相談
受付 ９時４５分～１０時３０分
場所 老人いこいの家
〇 個別に通知があります
■すずらんサークル
時間 １３時４５分～１５時
場所 常呂総合支所

納期

きたみ市商工会女性部がペットボトルキャップを寄贈

市税などのお支払いは
忘れずに

■３月３１日(水)納期限
国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料・介護保険料(10期)、住宅使
用料・保育料・高齢者施設利用者
負担金・教員住宅貸付料(3月分)
【問い合わせ先】
総務課 税務管財係
☎(54)2113
市税などの納付は安心・便利・
確実な口座振替をご利用ください。

し尿汲み取りの申し込み先は
し尿受付センターへ
☎（５４）１０７０

※搬入先の都合により、北見市社会福祉
協議会常呂支所によるペットボトルキャッ
プの受け入れ事業は２月末で中止とな
ります。

きたみ市商工会女性部が、部
員の方々が集めたペットボトル
キャップ約１０Kgを北見市社会
福祉協議会常呂支所へ寄贈し
ました。
２月１０日、稲田昌代副部長、
猪野間由佳子副部長が同支所
を訪れ、「ペットボトルキャップを
集めることは、誰にでも簡単に
できるボランティアです。みんな
で集めました。ぜひ、役立てて
ほしいです」と手渡しました。

１０年間交通事故死ゼロを達成しました！
２月５日、常呂自治区内で１０年間交通事故死ゼロを
達成しました。
冬季間は、積雪や凍結などの路面状況が多くなります。
より一層の安全運転を心掛けましょう。
市民環境課 市民活動係 ☎（５４）２１１５

【各問い合わせ先】常呂総合支所代表(54)2111 総務課(54)2113 市民環境課(54)2115 保健福祉課(54)2114 産業課(54)2140
常呂農業委員会(54)2143 建設課(54)2116 スポーツセンター(54)2191 多目的研修センター(54)3233 常呂町公民館(54)1215

