
　申し込み方法など、特に記載がない場合は、参加無料ですの
で当日会場へ直接お越しください。
　詳細は、各問い合わせ先に確認してください。（施設ごとに業
務時間が異なります）

市役所代表　☎ 24・4111、FAX 23・0151
市役所本庁舎業務時間　月～金曜日　８時45分～17時30分
帯広市ホームページ　https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/

＝ ＝ ＝ ＝ ＝
＝＝＝＝

＝Eメール ＝

往復はがきなど「申込時の記載事項」

特に記載がない申し込みは１人（組）１通。
直接窓口で申し込む場合は、返信用のはがきを持参。

①イベント・教室名（希望する日時・曜日・コースなど）
②住所（郵便番号も）③氏名（ふりがな）④電話番号
⑤生年月日（スポーツの教室のみ） ⑥性別（スポーツの教室のみ）
⑦年齢（高校生以下は学校名・学年、年中、年長なども）
⑧保護者氏名（小学生以下の場合） ⑨返送先（往復はがきの場合）

 児童会館のイベント
 　
　　　　　　　　　　　　　　
場問児童会館（緑ケ丘２、☎24・
2434）
◆親と子のエンジョイ将棋

　親子で将棋を楽しく学ぶ。
対小・中学生と保護者
日４月10日㈯、10時～12時
◆親子囲碁入門教室

　親子で囲碁の基礎を学ぶ。
対小・中学生と保護者
日４月11日㈰、10時～12時

◆科学技術週間ポスターの配布

　科学技術週間に合わせて、海を
テーマにしたポスターの無料配布
を行う。
配布期間４月13日㈫～18日㈰
配布枚数 250枚

 
大平原交流センターの

 イベント
 　
定各先着10人
費各500円
場申問４月25日㈰までに、電話で
とかち大平原交流センター（川西
町基線61、☎53・4780）へ。
◆まめ万華鏡作り体験

　十勝産の豆を使った万華鏡を作る。
日５月１日㈯、10時～11時30分 

◆お豆で牛乳びんアート作り体験

　十勝産の豆を使った牛乳びんア
ートを作る。
日５月３日㈷、10時～11時30分

 帯広の森・はぐくーむ
 のイベント

　小学生以下は保護者同伴。
場申問３月25日㈭から各開催日の
前日までに、直接または電話で帯
広の森・はぐくーむ（南町南９線
49、☎66・6200）へ。
◆四季の森めぐり～早春～

　第２柏林台川周辺の森を歩き、
早春の花や生き物を観察する。帯
広の森アイスアリーナ駐車場集合。
日４月17日㈯、９時30分～12時
定先着30人

◆あそびの森のあしあとづくり

　NPO法人ぷれいおん・とかちと
ともに、春の森探検や森のお手入
れなど、楽しみながら森と触れ合
う。
日４月18日㈰、10時～15時
定先着30人
費100円

 スペシャルおはなし会
 
 
　帯広図書館友の会「おひさま」
の皆さんによる、おはなし会。
　エプロンシアターなどを使って、
内容盛りだくさんに開催する。
日４月29日㈷、10時30分～11時10分
定先着30人
場問図書館（西２南14、☎22・47
00）

　各種イベントなどに参加される際には、マスクの着用、施設入館時の手
指消毒、３密（密集・密接・密閉）を避けるなど、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止にご協力ください。
　また、掲載している情報は編集時点（３月15日現在）のものです。新型
コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止・変更になる場合
がありますので、ご了承ください。
　最新の実施予定は、各問い合わせ先に確認してください。

新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について

　広報記事内に記載されている７桁の数字（ページID）を、市ホーム
ページ内の「広報ページ ID検索」欄に入力するだけで該当WEBページ
のより詳細な情報を確認できます。ぜひご活用ください。
問広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

広報掲載記事に対応するWEBページを
簡単に探せます！
広報掲載記事に対応するWEBページを
簡単に探せます！
広報掲載記事に対応するWEBページを
簡単に探せます！

ウェブウェブウェブ
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広報おびひろ　令和３年４月号　　●10●対＝対象　　日＝日時　　場＝場所　　定＝定員　　費＝費用　　申＝申し込み¥

　令和３年度のばんえい競馬が開幕。第１回ばんえい競馬は４月23
日㈮から27日㈫までの５日間連続開催。詳細は、ばんえい十勝ホー
ムページをご覧ください。
場帯広競馬場（西13南９）
申ばんえい振興課（西13南９、帯広競馬場内、☎34・0825）

　昭和38年７月に道内で２番目の動物園として誕生した「おびひろ
動物園」。約70種の動物が皆さんをお待ちしています。
夏期開園▶４月29日㈷～９月30日㈭、９時～16時30分▶10月1日㈮
～11月３日㈷、9時30分～16時
入園料大人420円、高校生・高齢者
（65歳以上）210円、中学生以下無料
問動物園（緑ケ丘２、☎24・2437）

動物園の夏期開園が始まります動物園の夏期開園が始まります

ばんえい十勝　令和３年度開幕ばんえい十勝　令和３年度開幕ばんえい十勝　令和３年度開幕

開門・発走（予定）時刻

※発走時刻などは変更となる場合があります。

　
13時頃
14時40分頃発走
20時45分頃発走

４月23日㈮～27日㈫
開　　　門
第１レース
最終レース
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ワードの基本と活用①毎週火・木／午前

エクセル中級講座毎週火・木／午後

パソコンの基本毎週火・木／夜間

ステップアップエクセル②毎週水・金／午前

ワード中級講座毎週水・金／午後

エクセル応用講座毎週水・金／夜間

日　程 講座名

 
百年記念館のイベント

場問百年記念館（緑ケ丘２、☎24
・5352）
◆ロビー展「五月人形展」

　百年記念館収蔵の五月人形を展示。
日４月17日㈯～５月９日㈰、９時
～17時
◆企画展「辻川和夫写真展～光響

曲十勝野～」

　十勝の美しい風景を再発見でき
る写真を展示。
日４月24日㈯～５月９日㈰、10時
～17時

 野草園で春の花を
 楽しもう！

場野草園（緑ケ丘２）
問児童会館（緑ケ丘２、☎24・24
34）
◆野草園臨時開園

　春一番の草花を楽しむ。
日４月18日㈰～28日㈬、９時～15時
◆野草園開園の集い

　４月29日㈷～10月31日㈰まで毎
日開園。開園初日は来園者に花の
苗を無料配布（当日配布する整理
券がなくなり次第終了）。野草園
運営委員の園内案内もあり。
日４月29日㈷、10時～12時

 岩内自然の村
　　 「ふれあいファーム」
　
　家族でジャガイモとトウモロコ
シの農作業体験をし、自然に親しむ。
対すべての日程に参加できる幼児、
小・中学生と家族
日【種まき】５月15日㈯【草取り】
７月３日㈯か４日㈰、８月７日㈯
か８日㈰【トウモロコシ収穫】８
月下旬～９月初旬【ジャガイモ収
穫】９月11日㈯、いずれも10時～
12時
場須田農園（岩内町西１線58）
定先着10家族
申問４月19日㈪～30日㈮までに、
郵便はがきに「申込時の記載事項」
（10頁）を書いて、岩内自然の村
指定管理者 日東美装興業（〒080・
0013西３条南15丁目11、☎24・27
00）へ。
担当課児童会館

 
女性のための人権

 なんでも相談

　DV・セクハラ・差別などの女性が
抱えるさまざまな問題に、女性の
人権擁護委員を中心に相談に応じ
る。秘密厳守。
日４月14日㈬、13時～15時30分
場とかちプラザ（西４南13）
申帯広人権擁護委員協議会（☎24
・5853）
担当課市民活動課

 シニア向け定期講演会 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　シニア向け生涯学習サークルの
事務局が企画する定期講演会。４
月は音楽講演会を予定。５～９月
も開催を予定。
対市内在住のシニア
日４月28日㈬、10時30分～11時40分
場とかちプラザ（西４南13）
定先着50人
申問４月27日㈫までに、直接また
は電話で帯広シニアサークルふた
ば事務局（西４南13、とかちプラ
ザ内、☎22・7890）へ。帯広シニ
アサークルふたばへの入会希望も
随時電話で受付中。

 ソーセージ、チーズ
 作り体験研修

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問３月24日㈬から各申込期限
までに、電話で畜産物加工研修セ
ンター（八千代町西４線、☎60・
2514）へ。
❶チーズ研修（約１キログラム）

日①４月17日㈯～18日㈰、②５月
１日㈯～２日㈰、いずれも１日目
は10時～16時、２日目は10時～10
時30分
定各先着８人　　費各3000円
申込期限①４月９日㈮、②23日㈮

❷ソーセージ研修（約250グラム）

日４月25日㈰、10時～14時
定先着20人　　費1000円
申込期限４月16日㈮
❸ソーセージ研修（プレーンほか

全３種、計約700グラム）

日５月９日㈰、10時～14時
定先着10人　　費2200円
申込期限４月30日㈮

開催施設 日程：回数 講座：教室名 対象者

16歳以上の人

● ３月19 日㈮から予約受付を開始する教室一覧です。
　各教室の開催時間、定員、費用、申し込み期限など
の詳細は各施設に問い合わせるか、帯広市文化スポー
ツ振興財団のホームページ、または総合案内
（市庁舎 1 階）、各スポーツ施設、各コミセン
に配置している生涯学習情報誌「まなびや」
で確認してください。

申し込み方法（各教室の定員を超えた場合は抽選となります）
①ホームページから・・・希望の教室を選択し、申し込みフォー
ムから送信　   https://obihiro-foundation.jp/ 

②直接申し込み・・・返信用はがきを各施設に持参
③往復はがき・・・「申込時の記載事項」（10 頁）を記入
※連続講座は祝日が含まれる場合、開催曜日が変更になる週が
あります。

５月10日㈪～７月
12日㈪の月曜日：
全10回

エンジョイ♪エクササイズ !!
（１回目）

16歳以上の人
５月13日㈭～８月
５日㈭の木曜日：
全10回

ストレッチバレエ

16歳以上の人
５月17日㈪～６月
21日㈪の月曜日：
全６回

肩こり・腰痛・改善ヨガ
（１期）

16歳以上の人
５月17日㈪～７月
５日㈪の月曜日：
全８回

ナイター卓球教室

16歳以上の人
５月28日㈮～８月
６日㈮の金曜日：
全８回

ZUMBA（１回目）

小学１～３年生
５月13日㈭～翌年
３月24日㈭の木曜
日：全36回

小学1～3年の年間水泳
教室

小学４～６年生
５月14日㈮～12月
３日㈮の金曜日：
全24回

小学生の初心者

16歳以上の人
５月19日㈬～７月
７日㈬の水曜日：
全８回

水中エアロビクス（２回目）

めだか水泳教室（１回目）

めだかUP

16歳以上の初心
者・中級者

６月１日㈫～８月
３日㈫の火曜日：
全10回

硬式テニスナイター教室

スポーツ教室についてのお知らせスポーツ教室についてのお知らせ

問帯広の森体育館（〒080・0856 南町南 7線 56 番地７、☎48・8912）
　帯広の森市民プール（〒080・0856 南町南 7線 56 番地７、☎47・3630）
　 帯広の森スポーツセンター（〒080・0856 南町南 7線 56 番地７、☎48・2401）

場申問４月15日㈭～29日㈷までに、郵便はがきに「申込時の記
載事項」（10頁）を書いて、動物園（〒080・0846緑ケ丘２番
地、☎24・2437）へ。市ホームページからも応募可能。当選者に
は別途通知する。

◆1日飼育係

　普段とは違う視点から動物園を見て体験
することで、動物との向き合い方や、動物
園の役割などを考える。
対中学生以上
日５月９日㈰、10時～15時15分
定抽選４人

◆おびZoo寺子屋～アライグマ編～

　意外と知らないアライグマのことを見て
触れて学ぶ。小学生以下は保護者同伴。
日５月15日㈯、13時30分～14時30分
定抽選20人

動物園の講座・教室動物園の講座・教室動物園の講座・教室

帯広の森
テニスコート
（問い合わせは、
帯広の森スポーツ
センターへ）

帯広の森
体育館

帯広の森
市民プール ５月19日㈬～６月

11日㈮の水・金曜
日：全８回

16歳以上の人
６月４日㈮～７月
２日㈮の金曜日：
全５回

ふまねっと＆いきいき健康
体操教室～脳が覚める～

　＝問い合わせ　　　＝電話　　　＝ＦＡＸ　　　＝Ｅメール　　 　＝ホームページ●11●　　広報おびひろ　令和３年４月号

16歳以上の人
５月10日㈪～７月
12日㈪の月曜日：
全10回

背骨コンディショニング
（１回目）

小学４年生～
中学１年生ソフトテニススクール

６月２日㈬～７月
５日㈪の月・水曜
日：全10回

ズー

ズンバ

アップ



 認知症家族の集い
　　 「茶話会」

　認知症の人を介護している家族
が気軽に参加し、相談・交流でき
る。介護を終えた人も参加可能。
日４月22日㈭、13時30分～15時
場グリーンプラザ（公園東町３）
費100円
問地域福祉課（市庁舎３階、☎65
・4113）

 
健康相談

 

 　保健師、栄養士などが、健診の結
果や健康づくりなど健康に関する
相談に応じる。
対市内在住の18歳以上
日①４月13日㈫、②26日㈪、いず
れも８時45分～17時30分、１人60
分程度
場申問①は４月12日㈪、②は23日
㈮までに、電話で健康推進課（東
８南13、保健福祉センター内、☎
25・9721）へ。

 生ごみ堆肥化容器などの
 登録販売店を募集

　購入時に助成の対象となる、生
ごみ堆肥化容器と電動生ごみ処理
機を販売する登録販売店を募集。 
対市内に小売店などがある個人ま
たは法人
申問４月１日㈭～15日㈭までに、販
売店登録届を直接または郵送で清
掃事業課（〒080・2464西24条北４
丁目１、☎37・2311）へ。販売店
登録届は清掃事業課に設
置してあるほか、市ホー
ムページからも印刷可能。
市ホームページID.〇

 帯広市障害者高等教育補助金
 の申請を受け付けます

　　
　　　　　　　　　　　　　　
　道内の特別支援学校高等部に在
学している生徒の保護者に対して
経済的負担の軽減を図るため、教
育費の一部を補助しています。
対市内在住で、道内の特別支援校
高等部（高等養護・聾・盲学校を
含む）に在学する生徒の保護者
金額生徒１人につき、年３万円以内
持ち物申請書（子どもが通う特別
支援学校か、学校教育課で配布）、
在学証明書、印鑑、通帳
申問４月１日㈭～５月７日㈮まで
に、直接学校教育課（市庁舎８階、
☎65・4203）へ。

 
救命講習

 

 対市内在住または勤務地が市内の人
定電話で問い合わせください。
申問各申込期限までに、帯広消防
署救急課（西６南６、消防庁舎１
階、☎ 26 ・9132）へ。
◆普通救命講習

　出血時の止血法や心臓停止、呼
吸停止時の心肺蘇生法、AEDの使
い方など応急手当を習得する。
日①４月９日㈮、②25日㈰、いず
れも13時30分～16時30分
場①消防庁舎（西６南６）、②柏
林台出張所（柏林台西町２）
申込期限①４月２日㈮、②18日㈰
◆実技救命講習

　インターネットで簡単に受講でき
る「応急手当WEB講習」を受講した
人が対象の講習会。普通救命講習
と同じ修了証を交付。
日４月19日㈪、18時30分～20時30分
場南出張所（西17南41）
申込期限４月12日㈪

 博物館講座「史料から見る
 依田勉三・晩成社５」

 　依田勉三が書き残した歴史資料
から、開拓時代を生きた人々の営
みをひも解く。
日４月24日㈯、14時～16時
定先着50人
場申問４月13日㈫～23日㈮までに、
電話で百年記念館（緑ケ丘２、☎
24・5352）へ。

 
かっぱ水泳教室

 　水泳を通じて水に親しみ、体力
の増進や自立心を養う。
対身体障害者手帳か療育手帳を持
っている、または特別支援学級に
通級している小・中学生と保護者
日５月12日～７月28日の水曜日、
全12回（日程短縮の可能性あり）、
18時～19時（初回17時30分～19
時、最終回18時～20時）
場帯広の森市民プール（南町南7
線56）
定先着15人
費保険料のみ実費
申問４月５日㈪～16日㈮までに、
直接または電話で障害福祉課（市
庁舎１階、☎65・4147）へ。

子育て広場子育て広場
場問健康推進課（東８南13、保健福祉センター内、☎25・9722）
◆4月乳幼児健診のお知らせ

対象日は個別通知。
【５カ月児健診】４月７日㈬、14日㈬、21日㈬
【１歳６カ月児健診】４月６日㈫、13日㈫、22日㈭
【３歳児健診】４月８日㈭、15日㈭、20日㈫
◆4月ほんわかファミリー教室

対令和３年８月に初出産予定の夫婦
日４月17日㈯、①10時～11時、②13時～14時
申４月14日㈬までに、電話で健康推進課へ。

３月定期募集分　　　　　　　　
市営住宅入居者を募集

ウェブ

場とかちプラザ（西４南13）
申問４月22日㈭までに、生涯学習文化課（市庁舎８階、☎ 65・
4192）へ。市ホームページからも申し込み可能。
未就学児（２歳以上）の託児希望は、開催日の一週間前までに申し
込み。

講座名 講師（役職）/ 講座内容 開催日/開催時間 定員

先着
40人

　ベナン共和国での青年海外協力
隊活動を通じて学んだこと、感じた
ことを楽しく紹介する。
　ニュースだけでは分からない豊か
な文化・生活に触れ、多様性の素
晴らしさを感じる。

三宅  明日香  氏（青年海外協力隊元ベ
ナン共和国隊員）

第１集
西アフリカの神秘！
見て・聞いて・旅する

ベナン

4月23日（金）
18時30分～20時

1 0 0 6 9 6 8
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　基本的な工作技術を習得し、アイデアを
形にした作品を作り、発明につなげる。
対小学４年生～中学２年生
日５月８日㈯～翌年２月26日㈯の主に第２・第４土曜日、全19回、
９時30分～11時30分
定抽選20人
費1200円（別途保険料）
場申問４月１日㈭～10日㈯までに、
往復はがきに「申込時の記載事項」
（10頁）を書いて、児童会館（〒080・
0846緑ケ丘２番地、☎ 24・2434）へ。

　火おこし体験、Eボートで川下りな
ど、自然に親しみながら他校の児童
との交流も深める。
対市内在住の小学４～６年生
日５月～９月のうち、全５回
定抽選15人
費5000円
申問４月２日㈮～15日㈭までに、往復はがきに「申込時の記載事
項」（10頁）を書いて、児童会館（〒080・0846緑ケ丘２番地、☎
24・2434）へ。

　帯広市の郷土芸能「平原太鼓」
の打ち手を募集。市内イベントでの
演奏や、各地への遠征もあります。
年齢の制限はありません。
練習日・場所
　当面の間、不定期・複数会場で実
施しています。詳細は問い合わせく
ださい。
申問電話で観光交流課（市庁舎７階、☎65・4169）または平原太
鼓事務局（☎090・4879・1198）へ。

帯広少年少女発明クラブ　クラブ員を募集帯広少年少女発明クラブ　クラブ員を募集帯広少年少女発明クラブ　クラブ員を募集

平原太鼓の打ち手を募集平原太鼓の打ち手を募集平原太鼓の打ち手を募集

自然体験クラブ　クラブ員を募集自然体験クラブ　クラブ員を募集自然体験クラブ　クラブ員を募集

1 0 0 2 7 9 1

ろう



　令和４年４月１日採用予定の総合職
の職員を募集。
　申し込みの前に、必ず試験案内で受
験資格と申込方法を確認してください。
試験案内は、４月７日㈬から総合案内
（市庁舎１階）と人事課（市庁舎５階）
で配布のほか、市ホームページにも掲載。
　受験資格、採用人数、試験日程など
は、試験案内で確認してください。詳細
は問い合わせください。

試験区分：総合職（５区分を予定）
事務（大学卒）、事務（短大卒）、事務（障害者）、土木、建築
一次試験：テストセンター方式か、ペーパーテスティング方式による
総合適性検査

申４月７日㈬～21日㈬までに、試験案内に記載の
方法で応募してください。
問人事課（市庁舎５階、☎65・4108）

令和４年度採用
（前期日程）
令和４年度採用
（前期日程）

 広告物、建築物外装材の適切
 な維持管理をお願いします
 
　腐食した広告物や浮き上がりが
発生した外装材などは、強風や地
震により落下する恐れがあります。
　広告物（独立看板）や建築物の
所有者・管理者は適切な維持管理
を徹底し、点検の結果、倒壊や落
下などの恐れがあるものは、速や
かに改修するか取り除くなどの措
置をお願いします。
問建築開発課（市庁舎６階、☎65
・4180）

 大型ごみ受付センターの問い合
 わせ先と受付時間が変わります
 
　４月１日から、大型ごみ受付セ
ンターの電話・ファクス番号、受
付時間が変わります。なお、４月
１日と２日は、電話回線工事のた
め電話での申し込みができません。
引っ越しなどでお急ぎの人は、清
掃事業課へ。
【新しい問い合わせ先・受付時間】

大型ごみ受付センター（☎ 67・50
10、FAX 37・2313）
受付時間９時～17時（土・日曜日、
祝日、年末年始を除く）
問清掃事業課（西24北４、☎37・
2311）

 クレジットカードで国民年金
 保険料を納付できます
 
　国民年金保険料の納付は、納付
書や口座振替のほか、クレジット
カードでも納付することができま
す。クレジットカードでの納付を希
望する場合は、年金事務所で手続
きを行ってください。詳細は問い
合わせください。
問帯広年金事務所（西１南１、☎
25・8113、音声案内２番→２番）
担当課戸籍住民課

 固定資産の縦覧と閲覧
 　

　土地価格等縦覧帳簿と家屋価格
等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税
台帳の閲覧ができます。なお、閲
覧は郵送での請求も可能です。
対市の固定資産税納税義務者また
は同一世帯の家族など
持ち物本人確認できるもの。代理
人の場合は代理人選任届など
日４月１日㈭～５月31日㈪
場問 直接または郵送で資産税課（〒
080・8670西５条南７丁目１、市
庁舎２階、☎65・4122）へ。閲覧
の郵送請求の場合は、申請書を市
ホームページよりダウンロード
し、必要事項を記載の上、本人確
認書類の写しおよび切手を貼った
返信用封筒を同封し、資産税課へ。

 市内公設パークゴルフ場の
　 オープン日について
 
　市内の公設パークゴルフ場のオ
ープン日は、４月29日㈷です。た
だし、残雪状況や芝の状態などに
より、前後することがありますの
でご了承ください。
問スポーツ課（市庁舎８階、☎65
・4210）

 不要入れ歯のリサイクルに
　 ご協力ください
 
　市では平成20年より「日本入れ
歯リサイクル協会」と共に、不要
入れ歯の回収リサイクル事業に取
り組んでいます。不要入れ歯から
貴金属を回収し、益金で世界の恵
まれない子どもたちを支援すると
ともに、地域福祉の財源（愛情銀
行）として活用しますので、ご協
力をお願いします。
回収方法入れ歯を熱湯消毒するか、
入れ歯洗浄剤で洗浄し、紙などで
包み、回収ボックスに入れてくだ
さい。
回収場所地域福祉課、グリーンプ
ラザ（公園東町３）、市民活動交
流センター（西２南８、ふじまる
ビル８階）
問地域福祉課（市庁舎３階、☎65
・4146）

 給食費を納入しましょう
 　

　学校給食は、保護者の皆さんの
学校給食費で成り立っています。
期日内に忘れず納入しましょう。
　納入先は各学校、納入の相談は
各学校または学校給食センターに
問い合わせください。
問学校給食センター（南町南８線
42ー３、☎49・1900）

 ４月29日㈭「昭和の日」は
　 通常通りごみを収集します
 
　木曜日収集地区の人は午前９時
までに分別ルールに基づいて、決
められたごみステーションに出し
てください。　
問清掃事業課（西24北４、☎37・
2311)

　健康、スポーツ、ビジネス、ファッション、生活情報など、約
200 誌のいろいろな雑誌を取りそろえています。最新号は館内で
ゆっくりと閲覧でき、過去のバックナンバーについては一般の図
書と同じように貸し出しも可能です。
　また、最新号のカバーと雑誌の棚に広告を掲載す
ることができる「雑誌スポンサー」も随時募集して
います。雑誌スポンサーの詳細については、図書館
ホームページをご覧ください。

図書館のオススメ図書館のオススメ図書館のオススメ図書館のオススメ図書館のオススメ

　　　　　　

図書館（西２南14、☎22・4700）

問い合わせ

　今月は、図書館の
雑誌コーナーの紹介です。

　＝問い合わせ　　　＝電話　　　＝ＦＡＸ　　　＝Ｅメール　　 　＝ホームページ●13●　　広報おびひろ　令和３年４月号

第38回帯広を緑と花でつつむ
花壇コンクールの参加団体を募集
第38回帯広を緑と花でつつむ
花壇コンクールの参加団体を募集
第38回帯広を緑と花でつつむ
花壇コンクールの参加団体を募集
　５月下旬から９月にかけて、公共の花壇を彩るコンクールへの
参加団体を募集。７・８月に現地審査を行い、８月下旬に優秀
団体を表彰。
　参加団体へは、花壇の面積に応じて花の苗（１平方メートルあ
たり２株）を助成。
対町内会、老人クラブ、学校、各種サークルなど
申問４月１日㈭～15日㈭までに、直接または電話でみどりの課
（市庁舎６階、☎65・4186）へ。

帯広市職員の募集帯広市職員の募集

第36回花壇コンクール最優秀賞受賞花壇

1 0 0 4 4 3 7
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農村振興課（市庁舎７階、☎65・4173）

森林での火の取り扱いに注意
　４月10日㈯～５月20日㈭は春の林野火災予
防強化期間です。山火事の多くは、ごみ焼き
やたばこなどが原因です。平成27年、平成31
年には実際に市内の防風林で火災が発生して
います。特に風の強い日は、風にあおられて
一気に燃え広がる危険性があります。山林の
近くでは、火の取り扱いに十分注意しましょう。

森林伐採は事前に相談を
　市内にある森林を伐採するときは、伐採す
る30日以上前に届け出が必要です。間伐や伐
採跡地を他の用途に転用する場合も手続きが
必要です。伐採を検討している人は事前に相
談してください。

森林を取得したら届け出を
　相続や売買などで森林の所有者となった日
から90日以内に登記事項証明書など所有者に
なったことが分かる書面を添付して届け出てく
ださい。

耕地防風林の植栽を支援します
　耕地防風林は風害から耕地を守り、農作物
の増収・品質向上のほか、十勝の農村景観の
形成にも寄与しています。耕地防風林を造成
するため、苗木費用を助成します。詳細は、
問い合わせください。

農村振興課からのお知らせ

ライン
　帯広市と市広報マスコットキャラクターのＰＲを目的に、「しらかんば」
のLINEスタンプを販売しています。スタンプは全40種セットで、可愛いイ
ラストと、使いやすいセリフ付きです。帯広らしいデザインや方言を交え
た地元の人が使いやすいスタンプにしました。
　スタンプの分配金は市の広報事業に活用されます。ぜひ、ダウンロー
ドをお願いします。

スタンプ名　帯広市公式　ゆるゆる可愛い しらかんば
販 売 価 格　50LINEコイン（120円）
スタンプ販売ページ　　https://line.me/S/sticker/14388511

広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

飲食店１店舗当たり20万円を支給します

支援金の給付要件

申請書は３月26日(金)以降配布します

支援金に関しての問い合わせ先新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
飲食店を支援します

帯広市飲食業経営継続支援金帯広市飲食業経営継続支援金帯広市飲食業経営継続支援金

　この事業は、市議会定例会で審議中であり、今後内容などが変更にな
る場合があります。あらかじめご了承ください。

帯広市飲食業経営継続支援金コールセンター（☎67・0027）、

商業労働課（市庁舎７階、☎65・4164）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による大きな影響を受けなが
らも、感染拡大防止に取り組む飲食業の事業継続の一助としていただ
くため、「１店舗当たり20万円」の支給に向けた準備を進めています。

対象業種　飲食業（市内在住の個人事業主、市内に本社を持つ法人）

対象要件　①令和２年12月31日までに開店した店舗
　　　　　②令和２年11月から令和３年２月の任意の月の売上額が、
　　　　　　前年同月比30％以上減少している店舗
　　　　　③新北海道スタイルを実践している店舗　など
　　　　　　 ※令和２年２月１日以降に開店した店舗で、売り上げの前年同月比較ができ
　　　　　　　   ない場合も対象となるよう特例を設けます。

給 付 額　１店舗当たり20万円

申請期間　令和３年４月１日㈭～５月31日㈪（予定）
　

　申請書は３月26日㈮以降、市ホームページからダウンロード
できるほか、総合案内（市庁舎１階）でも配布します。

　ご不明な点は、専用のコールセンターまでお問い合わせください。

帯広市飲食業経営継続支援金コールセンター

☎６７・００２７

受付時間：平日9時30分～17時30分

Ｑ　帯広市に住む個人事業主ですが、店舗は市外にあります。
　　支援金の対象ですか？

Ａ　申請される個人事業主が市内在住（帯広市に住民票がある
　　こと）であれば、市外の店舗も支援金対象となります。

Ｑ　店舗は市内にありますが、市外に住む個人事業主は、
　　支援金の対象ですか？

Ａ　個人事業主は、市内在住（帯広市に住民票があること）で
　　あることが要件です。市外に居住している個人事業主や、
　　市外に本社がある法人は対象となりません。

小規模事業者持続化補助金を活用した
事業者に対する上乗せ補助を行います

経済企画課（市庁舎７階、☎65・4167）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者が、国
の小規模事業者持続化補助金を活用して取り組む販路拡大などに係る
経費の一部を上乗せ補助します。
　制度の詳細については、４月以降、市ホームページに掲載するほか、
市庁舎内でもパンフレットを配布します。お気軽にご相談ください。
　なお、国の小規模事業者持続化補助金の制度概要については、帯広
商工会議所（☎25・7121）まで問い合わせください。

▲支援金ページ

４月の燃やさないごみ・有害ごみの収集日　燃やすごみが月・木曜日収集地区は、４月７日㈬、21日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は、４月
14日㈬、28日㈬です。　問 清掃事業課（西24北４、☎ 37・2311)
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