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高校生がワッカ原生花園で植物の調査
～ 地域の自然の豊かさを知り、大切にする精神を育む ～
７月２０日、常呂高校の１年生がワッ
カ原生花園で植物の調査を行いまし
た。例年、郷土の自然に理解を深め、
愛着を生徒たちに持ってもらいたい
と調査や外来植物の除去作業を授
業で実施。先生が植物の名前や特
徴を説明。生徒たちは、植物を手に
取りながら、熱心に観察していました。

小麦乾燥調製貯蔵施設を増設し、竣工式を開催

オンブズマン室の移動相談窓口を開設

～ １日８００トン受け入れ可能、コスト低減に期待 ～

～ 市の業務に関する苦情を公平中立な立場で調査・判断し、
あなたの権利・利益を守ります ～

常呂町農業協同組合が小麦乾燥調製貯蔵施設の増設工事が完了し、
７月３日、竣工式が行われました。施設内の第２工場を建て替えし、新たに高
性能の調製機器や貯蔵乾燥の設備を増強。小麦の受け入れ量の増加や稼
働日数が短縮されるため、運営コストの低減が期待されます。
竣工式では、農協関係者などが出席。施設が無事に完成したことを感謝し、
今後の安全操業と発展を祈りました。
川上組合長は、「小麦は、常呂地域の農業の一翼を担っており生産者の経
営安定に欠かせない作物。施設の増強の効果に多いに期待したい」と話し
ていました。

北見市オンブズマン室では、常呂自治区で『移動相談窓口』を開設しま
す。お気軽にご相談ください（事前の申し込みは不要です）。
【日時】８月２８日（金） 午後１時～４時
【場所】常呂総合支所 １階
（第一応接室）

※当日、北見市オンブズマン
室の北見自治区の窓口は、
午後から不在となります。

【問い合わせ先】北見市オンブズマン室 ☎０１５７（２３）０８４４

【パソコンからの登録方法】
①北見市の公式ホームページのトップページ
右側にある「メール＠きたみ」をクリックします。
②「メール＠きたみ」のページが表示されます。
画面上のtouroku@info.city.kitaｍi.lg.jpを
クリックすると、お使いのメールソフトが起動
しますので、空メールを送信ください。
③システム側から携帯電話での登録と同じよう
に仮登録メールが届きますので、配信希望
する項目を選んで登録してください。

気象情報や道路通行止め情報などの『防災情報』について、携帯電話やパ
ソコンに情報配信するサービス「メール＠きたみ」を活用して、常呂自治区の
防災情報配信を平成２８年６月から運用しています。
ぜひ、登録のうえ、日ごろの災害に備えるなどお役立てください。
※登録は無料です。ただし、通信料（パケット料金）は自己負担となります。
（配信する内容）
〇気象情報などの注意喚起情報。
○道路通行止め情報（国道・道道・市道）。
○避難情報に関する補足情報など随時配信 します。
※市防災危機管理課が配信する緊急情報以外の情報となります。

QRコード

【携帯電話からの登録方法】
①下記アドレスに空メールを送
信します
touroku＠info.city.kitami.lg.jp
※タイトル、本文は空欄にして
ください。
※空メールが送信できない
機種は、本文に１文字以上
入力してください。
※カメラ付き携帯電話の場合
は、QRコード（右上のコード）
をお使いいただくと、アドレス
を入力する手間が省けます。

⇨

②数分で仮登録メールが届きます。
※この段階では、登録されていません。
※しばらく待っても受信しない場合は、
お手数ですが、もう一度空メールを
送信してください。もしくは、「ドメイン
指定受信」、「ドメイン指定拒否」の
設定になっていないか確認してくだ
さい。
※ドメインとは、「touroku＠info.city.
kitami.lg.jp」の下線部分です。

⇨

③仮登録メールの本文に書かれて
いるアドレスにアクセスします。

⇩

④配信を希望する項目にチェックを
入れて登録します。
「常呂防災情報」へのチェックを
忘れずに。
※なお、緊急情報は「メール＠きた
み」に登録していただいた全て
の方に配信されます。

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

⇨

⑤登録完了メールが届きます。
これで、手続きは完了です。
※登録方法が分からないとき
は、携帯電話を持参して、常
呂総合支所総務課まで お越し
ください。

【問い合わせ先】 総務課 ☎（54）211１

JR新観光列車出発！

第７回大野町観光写真コンテスト表彰式

～ 地域一丸となっておもてなし ～

～ “おおの”の魅力発信に♪ ～

JR四国の新しい観光列車「志国土
佐 時代(トキ)の夜明けものがたり」が、
7月4日から運行を開始し、町内の各
駅や沿線では、多くの町民がお出迎
えをしました。
佐川駅では、住民有志による手振り
に加え、観光協会がコーヒーを振る舞
うなど、さまざまなおもてなしを試みて
います。
コロナ禍で落ち込む観光を引っ張る
存在として、今後の期待が膨らみます。

６月１７日、大野町の特産の柿やバラ、
風景等の魅力を発信する作品を募る写
真コンテストの表彰式が行われました。町
観光協会長賞に選ばれた本間かよさん
は「毎年、三水川の桜が好きで写真を撮
りに来ています。花吹雪がとてもきれいで、
シャッターを切りました」。中日新聞社賞
に選ばれた高羽浩さんは「複数の写真を
重ねて仕上げた星の動きが、カラフルに
線になって表現できたのが良かった」と
それぞれ受賞の喜びを語りました。宇佐
美町長は「私たちにとっては日常の風景
が、皆さんの素晴らしい技量と感性で斬
新な写真となり、大野町の魅力を改めて
教えていただきました。今後は、町の魅
力発信に使わせていただきます」と謝意
を述べました。

８

【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

新型コロナウイルス感染予防

２

常呂高校夏季休業
開始（～１７日）

３

４

５

６

７

８

（保）元気アップ講座 （保）乳幼児健康相談
（４回目／全４回）
（保）すずらんサークル

９

１０

山の日

１１

１２

１３

粗大ゴミ収集日
水曜日収集地区

１６
２３
３０

１７
２４
３１

１８
２５

１９
２６

粗大ゴミ収集日
木曜日収集地区

小・中学校夏季休業
開始（～１６日）

１４

１５

粗大ゴミ収集日
金曜日収集地区

２０

２１

２２

（保）１歳６カ月児、
３歳児健康診査

（保）ところ育児教室①

２７

２８

２９

（保）ところ育児教室②

（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
■元気アップ講座
対象 常呂自治区に在住する65歳
以上の方
時間 １０時～１１時３０分
場所 常呂町公民館
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 １２時～１４時
場所 ところ常南ビーチ
■１歳６カ月児、３歳児健康診査
対象 当日で１歳６カ月～２歳未満
児・３歳～４歳未満児
受付 １２時３０分～１３時３０分
場所 老人いこいの家
■ところ育児教室
対象 生後４カ月～６カ月の乳児と
その保護者
時間 １０時～１１時４５分
場所 ①２１日（金）老人いこいの家
②２８日（金）JAところ うえる
【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課 健康推進係
☎（５４）２１１４

検診

結核検診を行います

当該年齢６５歳以上の方を対象に、
結核検診を行います。

【日にち】 ９月１日（火）
【場所】 常呂自治区内１０カ所を巡回。
【申し込み】 不要
※当日、会場にお越しください。
【料金】 無料
※日程の詳細は、本誌（広報きたみ）
２１ページをご覧ください。
また、広報きたみ９月号にチラシ
を折り込みますので、ご覧ください。
【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

■８月３１日（月）納期限
市道民税（２期）、国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料・介護保険料
（３期）、学校給食費（４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（８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／岩橋 繁 様、
畑山 アイ 様
共立わかばクラブへ／麻畠 秀喜 様、
安藤 英德 様

東京大学常呂実習施設
発掘調査出土品展
－ 開催中（９月２２日まで）－
東京大学常呂実習施設で行われ
た最近の調査や復元、整理作業の
成果品を展示します。
（展示品）大島２遺跡、トコロチャシ
跡遺跡出土品
【会場】ところ埋蔵文化財センター
展示室
【料金】無料
【問い合わせ先】
ところ遺跡の森 ☎（５４）３３９３

【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

