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令和３年４月より

「ところ認定こども園」がスタートします
令和３年４月から「常呂保育園」は、「ところ認定こども園」に変わります。
これまでの「常呂保育園」は、保育の必要がある子どもが通う施設でしたが
「ところ認定こども園」は、保育の必要性に応じて認定することで、今までより
広い範囲の未就学の子どもが通える施設となります。

【通園対象となるお子さんは】

お遊戯会を開催

認定子ども園の利用を希望される場合、小学校就学前のお子さんを保育
の必要性に応じ、「１号～３号認定」まで３つの区分に認定し、その区分に
より利用していただきます。
詳しくは、北見市保育施設課のホームページをご覧ください。

～ 園児たちの頑張る姿に成長を実感 ～
12月12日、常呂保育園とかもめ保育所でお遊戯会が行われました。
新園舎で初めての開催となる常呂保育園では、真新しい舞台で園児が大
奮闘。年長のクラスでは、サンタクロースとトナカイの衣装で「大きな古時計」
を大きな声で合唱後、器楽や遊戯、劇を元気良く披露。
園長が「園児たちは、練習や小道具づくりにとても頑張った。成長を感じて
ほしい」とあいさつ。観覧した保護者は、園児たちに惜しみない拍手を贈って
いました。

〔教育・保育給付認定区分表〕
１号認定子ども

３歳～５歳で教育標準時間認定の子ども
（保育を必要とする事由がない子）

２号認定子ども

３歳～５歳で保育認定の子ども

３号認定子ども

０歳～２歳で保育認定の子ども

常呂町民のための“老いをより良く生きる”講座
～ 安心できる老後に備える ～
12月４日、常呂町公民館で北見市
社会福祉協議会常呂支部が同講座
を開催しました。講座では、税理士
の江澤昭氏が「続・老後と不動産相
続～揉めない相続の心得～」と題し
不動産相続制度について、社会福
祉士が老後の住まい選びについて
説明。ユーモアを交えながらの分か
りやすい説明に、参加者は時折、笑
顔を浮かべながら聞いていました。

映画「ぼけますから、よろしくお願いします」上映会
～ 母が認知症となった家族のドキュメンタリー ～
12月19日、北見市社会福祉協議
会常呂支部によるドキュメンタリー映
画「ぼけますから、よろしくお願いしま
す」の上映会が行われました。始め
に信友監督からビデオであいさつが
あり、「母は認知症になったが、家庭
の中では悪い事ばかりではなく、良
い事もあったと考えている。人生を楽
しみましょう」とメッセージを届けられ
ました。

【入園募集しています】
４月からの入園希望者の申し込みを受け付けています。
・必要書類 常呂保育園で配布しています。
・申込期限 １月２９日（金）まで
・提出先 常呂保育園
詳しくは、北見市保育施設課のホームページをご覧いただくか、常呂保育
園にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 常呂保育園 ☎（５４）２４１２

永年にわたる地域への貢献に感謝します
【高齢者叙勲（旭日双光章）】
〈地方自治への貢献を讃えて〉 澤田 貞雄 様
地方自治の発展や地域
の安全への御功績により
高齢者叙勲を受章されま
した。
長年の御活躍と御功績
に敬意を表します。
12月8日、常呂総合支所
で伝達式が行われました。

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

どんどこ！巨大紙相撲

タブレット端末貸与式

～ 紙相撲力士制作始まる ～

～ ルールを守り、ICT活用授業 ～

アートプロジェクト「どんどこ！巨大
紙相撲」は、段ボールでつくられた高
さ180センチの力士が闘う紙相撲です。
令和３年1月に開催される“桜座場
所(本場所)”に向けて、11月から町内
の各地区の集落活動センターでは
「巡業」と題し、力士づくりのワークショッ
プが行われました。

11月13日、揖東中学校において学
校や自宅で使用するタブレット端末
貸与式がありました。生徒会が中心と
なり「タブレット活用のルール」を作成。
「相手を傷つける道具にしないこと」
や「学習以外で使用しないこと」など
ルールを守ることを生徒が誓いました。
今後は、町内小中学校児童生徒約
2,000人に貸与し、校内のLAN整備、
大型モニターを設置し、より一層充実
したICT環境を整備していく予定です。
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【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

新型コロナ感染症予防

３

４

５

６

７

常呂総合支所仕事
始め

１０

１１

成人の日

２

元日

８

９

（保）乳幼児健康相談 （保）運動プラスワン
講座①

１２

ホタテちゃんシール
年末年始謝恩セー
ル大抽選会

１７

１８

１９

川沿小・常呂高校
冬季休業終了

常呂小・錦水小冬季 （保）献血
休業終了

２４
３１

２５

２６

１３

１４

１５

（保）脳とからだいき
いき教室⑬
粗大ゴミ収集日
水曜日収集地区

（保）すずらんサークル
常呂中冬季休業終了
粗大ゴミ収集日
木曜日収集地区

（保）運動プラスワン
講座②
粗大ゴミ収集日
金曜日収集地区

２０

２１

２２

（保）脳とからだいき
いき教室⑭

２７

１６
２３

（保）２歳児健康相談
（保）子ども発達相談会
（保）運動プラスワン
講座③

２８

（保）脳とからだいき
いき教室⑮

２９

３０

（保）運動プラスワン
講座④

（保）⇒保健事業・検診（健診）

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
■子ども発達相談会
対象 乳幼児
受付 １３時～
場所 老人いこいの家
■脳とからだいきいき教室
（１３回目～１５回目／全２０回））
時間 １０時～１１時３０分
場所 栄浦多目的研修センター
■運動プラスワン講座
（１回目～４回目／全５回））
時間 １３時３０分～１５時３０分
場所 常呂町公民館
対象 おおむね２０歳～６４歳
※病気などによる運動制限がない方

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 老人いこいの家
■２歳児健康相談
対象 満２歳児
受付 ９時３０分～
場所 老人いこいの家
【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課 健康推進係
☎（５４）２１１４

献血

献血にご協力ください

１月19日（火）
の 移 動献 血 車
の運行日程は、
次のとおりです。
■常呂漁業協同組合
時間 ９時５０分～１０時３０分
■常呂総合支所
時間 １１時～１２時３０分

■ＪＡところ前駐車場
時間 １４時～１５時
■JA常呂厚生病院
時間 １５時３０分～１６時１０分
【問い合わせ先】
保健福祉課 健康推進係
☎（５４）２１１４

納期

市税などのお支払いは
忘れずに

■２月１日（月）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（８期）、学校給
食費（９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（１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。

寄付・寄贈
社会福祉協議会へ/長谷川 季子様

貸付

水洗トイレ改造資金を
ご利用ください

下水道本管を敷設し使用できるよ
うになると、風呂、流し等は速やかに、
汲み取りトイレは３年以内に水洗トイ
レに改造しなければなりません。
市では、水洗に改造するための貸
し付けを行っています。
【問い合わせ先】
建設課 上下水道係 ☎（５４）２１１５

交通事故死ゼロ期間
3,600日を達成しました
平成23年２月５日から続いて
きた、常呂自治区内での交通
事故死ゼロ期間が、12月13日
で3,600日を達成しました。
これからの冬季間は、積雪や
凍結など路面状況が悪くなりま
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

