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　　　高齢者世帯等除雪費

　　　助成事業

　　　

　　　助成事業

　75歳以上の高齢者世帯、障がい

者世帯、就学前の子のみのひとり

親世帯などで、自力での除雪が困

難であり、支援してくれる親族も

いない世帯に対し、除雪にかかる

費用の一部を助成しています。

支払った除雪費の２分の１（ただ

し１世帯２万円まで）を上限とし

ます。対象となるにはいくつかの

要件がありますので、詳細は折り

込みの「高齢者世帯等除雪費助成

事業のお知らせ」をご覧ください。

受付期限　令和５年３月15日我

　　　　　（期限厳守）

問合せ・申込先

　赤平市社会福祉協議会

　緯32-1015

　思32-1025

  毎年、カラスの群れが市街地や

住宅街で多くみられています。

　この時期は、気温が下がり、山

ではカラスの餌となる昆虫や木

の実などが減少します。

　人の住む地域はごみや家庭菜

園など、カラスの餌場となりやす

い環境にあるので、実った野菜を

外に放置をしない、ごみ出しの方

法を工夫するなどの対策を取り、

カラスの数を増やさないようご

協力お願いします。

問合せ

　生活環境交通係緯32-2215

　　　カラスの繁殖防止に

　　　ご協力ください

　　　

　　　ご協力ください

　マイナンバーカード（個人番号

カード）の申請を希望する方を対

象に、戸籍年金係窓口にて申請

書の書き方や写真撮影などをサ

ポートします。

日　時　火曜日～金曜日

　　　　８時30分～17時

必要なもの

【本人確認書類として】

諮写真付きのもの（免許証・パス

　ポート・療育手帳など）は１点

諮写真がついていないもの（保険

　証・年金手帳・年金証書・通帳

　など）は２点

※窓口の混雑状況によりお待ち

　いただく場合があります。

問合せ　戸籍年金係緯32-1823

マイナンバーカード

申請サポート

　日本赤十字社赤平市地区では、

市役所社会福祉課窓口に募金箱

を設置し、被災地支援のための義

援金を受け付けています。

問合せ

　日本赤十字社赤平市地区

　（市役所地域福祉係内）

　緯32-2216

令和４年台風第15号

災害義援金

　赤平市内に農地を持つ方、新規

で農地を借りたい企業の方を対

象にした相談会を開催します。

　農地に関する悩み事、心配事が

ありましたらお気軽にご相談く

ださい。農業委員が相談に乗りま

す。なお、ご参加の際は事前に電

話にてお申し込みください。

日　時　11月10日牙14時～15時

場　所　市役所１階

　　　　コミセン多目的ホール

申込期限　11月７日俄

申込み・問合せ

　農業委員会事務局緯32-1842

農地に関する相談会

　入園前から就学前のお子さん

が対象です。一緒に遊びませんか。

対　象

　平成28年４月２日～令和２年

　４月１日に生まれた幼児

（来年度入園可能年齢～就学前）

日　時

　11月16日我・29日峨・12月16日画

　10時～11時30分

毅動きやすい服装・上靴をご用意

　ください。

毅利用の際は親子ともにご家庭

　で検温を行ない、発熱・咳・鼻水

　などの風邪の症状がないこと

　を確認してご参加ください。

毅保護者の方はマスクの着用を

　お願いします。

※新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により、中止となる場

　合があります。前日または当日

　にお問い合わせください。

問合せ　赤平幼稚園緯32-2416

　　　赤平幼稚園

　　　「子育てひろば」　　　

　　　

　　　「子育てひろば」

　野球を通じて、健康づくり・仲

間づくりをしませんか。

斬正会員…満59歳以上の方

斬準会員…59歳未満の方（練習試

　合や練習ができます。）

申込み・問合せ

　北村 享司緯090-2696-7078

　　　還暦野球楽しみませんか　　　

陸上自衛隊高等工科学校生徒

　令和５年４月１日現在で15歳

　以上17歳未満の男子で中学校

　卒業または中学校卒業見込み

　の方

自衛官候補生（男子・女子）

　18歳以上33歳未満の方

※現在32歳の方は生年月日によ

　り応募の可否が変わります。

　お問い合わせください。

※詳細はお問い合わせください。

問合せ

　自衛隊札幌地方協力本部

　滝川地域事務所緯22-2140

陸上自衛隊高等工科学校

生徒・自衛官候補生の募集

日　時　11月12日臥10時～

会　場　交流センターみらい　

　　　　４階　かたらいホール

表　彰　市長感謝状・社協会長表

　　　　彰・社協会長感謝状・健

　　　　康高齢者表彰

講　演　「人生100年時代～60歳

　　　　からの生き活き術～」

講　師　元北海道新聞　

　編集委員　福田 淳一 氏

申込期限　11月10日牙

問合せ・申込み　　

　赤平市社会福祉協議会

緯32-1015

第55回赤平市福祉大会
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　　　オンライン婚活イベント　　　オンライン婚活イベント

　北海道主催のオンライン婚活

イベントが開催されています。

対　象　北海道在住の方

定　員 男性20名、女性20名（参

　　　　加者多数の場合は事務

　　　　局にて選定）

※詳細は北海道のホームページ

　を下記ＱＲコードでご覧いただ

　くか、赤平市ホームページをご

　覧ください。

　　　

問合せ　

　子ども未来・医療給付係

緯32-2216

　マイナンバーカードを申請さ

れた方で交付にあたって日中都

合がつかない方は、下記の日の

19時30分まで、戸籍年金係で受

け取りができます。事前予約が必

要ですので、必ず交付日の前日ま

でにご連絡ください。

交付日　11月18日画、29日峨

問合せ　戸籍年金係緯32-1823

マイナンバーカード夜間

受取可能日のお知らせ

司乗って応援　路線バスの旅

　市長と共に芦別市星の降る里

　百年記念館で炭鉄港を学ぶ

日　程　12月３日臥

諮往路　赤平駅前13時50分発、茂

　　　　尻14時発の中央バス芦

　　　　別駅前行きに乗車

　　　　資料館見学・講義（14時

　　　　30分～16時）

諮復路　芦別駅前16時30分発の

　　　　バスに乗車（現地解散

　　　　も可）

参加費　往復のバス代　

　　　　赤平駅前から980円

　　　　茂尻から820円　

講　師 学芸員 長谷山 隆博 氏

申込期限　11月29日峨

司薬膳講座

簡単な体質チェックと薬膳・四

気五味などの講義を聞きます。

日　時　12月13日峨

　　　　18時30分から約１時間

場　所　コミセン別館

　　　　（商工会議所の隣）

講　師　高橋 史江 氏

　　　　（国際薬膳師)

参加料　無料

問合せ・申込み

　ＮＰＯ法人赤平市民活動支援

　センター（コミセン別館）　

緯74-5601（13時～20時）

　　　赤平市民活動支援

　　　センターからのお知らせ

　　　

　　　センターからのお知らせ

　　　狩猟期間中における道有

　　　林への入林自粛について

　　　狩猟期間中における道有

　　　林への入林自粛について

　エゾシカ狩猟期間中（地域によ

り異なりますが、多くの地域では

10月１日臥～令和５年３月31日

画）は、多くの狩猟者が入林しま

す。事故防止のため、この期間の

狩猟目的以外での入林はお控え

ください。エゾシカによる森林な

どの被害を低減するため、皆様の

ご理解とご協力をお願いします。

問合せ　空知総合振興局森林室

　　　　緯0126-22-1155

　凍結した際の修理費用は自己

負担となり、破損に伴い流れた水

量についても料金が発生します

ので、ご注意ください。

なお水道に関する工事は、市が

指定する赤平市指定給水装置工

事事業者でなければできません。

こんな時は特に注意

毅外気温がマイナス４℃以下

毅家を留守にするなど、長期間

　水道を使用しないとき

毅真冬日（１日中外気温が氷点

　下の日)が続いたとき

問合せ　上下水道課緯32-2218

　　　水道の凍結にご注意を　　　

　軽スポーツを体験してみませ

んか。初心者でも大丈夫です。

日　時　11月20日蚊

　　　　８時30分受付開始

種　目　スカットボール・ディス

　　　　ゲッター・公式ワナゲ

内　容　競技規則による

対　象

　小学生以上（車椅子を利用され

　ている方も申し込みできます。）

参加料　無料

持ち物　運動靴

申込期限　11月13日蚊

申込方法　総合体育館に設置さ

　れた申込書に必要事項を記入

　のうえ、お申し込みください。

申込み・問合せ

　総合体育館緯33-7750

第23回赤平軽スポーツ　

大会参加者募集

【臼第７回危険物取扱者試験】

試験地（種類）

　甲種・乙種（第１～６種）・丙種

　　…札幌市

試験日　12月18日蚊

書面申請受付

　11月10日牙～11月17日牙

電子申請受付

　11月７日俄～11月14日俄

【渦第８回危険物取扱者試験】

試験地（種類）

　甲種・乙種（第１～６種）・丙種

　…旭川市

【嘘第５回消防設備士試験】

試験地（種類）

　甲種特類・甲種（第１～５類）・

　乙種（第１～７類）…旭川市

【渦・嘘共通】

試験日　令和５年１月22日蚊

書面申請受付

　11月28日俄～12月５日俄

電子申請受付

　11月25日画～12月２日画

【唄第６回消防設備士試験】

試験地（種類）

　甲種特類・甲種（第１～５類）・

　乙種（第１～７類）…札幌市

試験日　令和５年１月29日蚊

書面申請受付

　12月２日画～12月９日画

電子申請受付

　11月29日峨～12月６日峨

問合せ

　赤平消防署保安係・予防係

緯32-3181

          危険物取扱者試験   

          消防設備士試験

          

          消防設備士試験


