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▽帯広市急病テレホンセンター（☎0155・26・1099）　▽北海道救急医療情報案内センター（ 0120・20・8699、
携帯電話／PHS☎011・221・8699）

　絵本作家・手島圭三郎の絵本原
画の木版画を紹介します。
日〜 ６月27日㈰、９時30分〜17
時（最終入場16時30分）
￥大人700円、大学生400円、高
校生以下無料
場問北海道立帯広美術館（緑ケ
丘２、☎22・6963）

　受験資格や試験日など詳細は、
ホームページをご確認いただく
か、問い合わせください。
HP http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.
html
問帯広税務署（☎24・2161）

手島圭三郎　絵本原画展
森といのちの交響詩

税務職員採用試験

　とてっぽ機関車の思い出や写真
を見ながら、当時のエピソードを
語り合います。
日６月24日㈭、10時〜16時
場ビート資料館（稲田町南８線西
14）
問とてっぽ機関車愛好会・土田

（☎080・1886・9622）

M
も っ と

ottoおび広がるプロジェクト
とてっぽ機関車交流サロン

　熱中症やその予備軍にならない
ための予防法を学びます。
日６ 月12日 ㈯、13時30分 〜15時
30分
場十勝ベーグル（西４南28）
定先着15人（当日受け付け）
￥500円（飲食代込み）
問暮らしの情報センター帯広・
高山（☎090・7655・6243）

　相続に関する手続き、登記、多重
債務の整理、民事訴訟関係、家事
事件手続きなどの相談に応じます。
日６月15日㈫、18時〜20時
場とかちプラザ（西４南13）
申問６月10日㈭までに、電話で
釧路司法書士会司法書士総合相談
センター（ 0800・800・3946）へ。

「熱中症よさよなら！」
セミナー

司法書士無料法律相談会
（予約制）

対十勝管内在住のひとり親家庭
の親
申問各申込期限までに、電話で母
子家庭等就業・自立支援センター

（☎20・7751）へ。託児希望者は
申し込み時に連絡ください。
◆ひとり親家庭の無料法律相談会
日６月11日㈮、13時〜15時の間
で１人30分
場グリーンプラザ（公園東町３）
定先着４人
申込期限６月４日㈮
◆就業支援講習会「パソコン講習
会」
日①６月12日㈯、②19日㈯、③
26日㈯、いずれも10時〜12時
場市民活動プラザ六中（東11南９）
定各先着８人
申込期限各開催日の前日まで

母子家庭等就業・自立支援セ
ンターからのお知らせ

休日・夜間の急病は

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

『畑の益虫とその増やし方』
出版社…ブティック社
ISBN978-4-8347-7614-0

　今月は、園芸を楽しむために役立つ本を紹介します。

図書館（西２南14、☎22・4700）問い合わせ

　野菜づくりには欠かせない益虫。農薬を使わず
害虫を退治するために益虫を有効に活用し、安心
安全な野菜を栽培する方法や、害虫の少ない畑に
するためにどんな虫を増やすとよいのかが、分か
りやすく説明されています。
　初めて栽培する人も、野菜づくりの困ったを解
決できるおすすめの一冊です。

市
み ん な

民の掲示板

問い合わせ 広報広聴課
（市庁舎３階、☎65・4109）

市以外からの市民向けのお知らせを掲載しています。
８月号掲載の受付締め切りは６月18日㈮です。

（表紙画像使用承諾済）

「保険金を使って自己負担なく住宅修理が
できる」という勧誘に注意！！
　契約した住宅修理が保険対象外の場合の全額自
己負担や、解約する場合の高額なキャンセル料を
請求されることがあるほか、うその理由での保険
金請求は、保険金詐欺になる恐れもあります。
　住宅修理に保険が使えるかどうかは直接、加入先の保険会社や保険
代理店に相談して、すぐに契約しないようにしましょう。

［勧誘事例１］
　突然訪問され「リフォーム業者は決まっているか」「火災保険会社は
どこか」といろいろ質問された。業者名を聞くと「失礼します」と名
乗らず帰っていった。

［勧誘事例２］
　「火災保険の請求漏れがないか確認する調査をする」という電話がか
かってきて、断ってもしつこく勧誘された。

［勧誘事例３］
　「住宅に雪の被害があれば保険申請できる。調査させてほしい」と訪
問に来た。保険金受取額の３割が報酬と言い、
調査日程や業務の流れの書面を置いて行った。

商業労働課（市庁舎７階、☎65・4132）問い合わせ

安 安 メ心 全 モ

　不安に思ったり、トラブルになった場
合は、早めに消費生活アドバイスセン
ター（☎22・8393）に相談しましょう！

令和２年度パブリックコメント令和２年度パブリックコメント
実施結果をお知らせします実施結果をお知らせします

広報広聴課
（市庁舎３階、☎65・4109）
問い合わせ

　パブリックコメント制度（市民意見提出制度）は、市が政策などを
決定する際に、計画や条例などについてある程度案をまとめた段階
で市民の皆さんに公表し、寄せられた意見を考慮して決定していく
手続きのことです。

■皆さんの意見を広く集めるパブリックコメント制度

　令和２年度は、市がまとめた４つの計画に対し、市民の皆さんか
ら 26 件の意見が寄せられました。（表）
　寄せられた意見については、計画の修正や今後の事業推進の参考
にするなど、市政への反映を図っています。なお、寄せられた意見
の概要とそれに対する市の考えは、各コミセンなどで公開したほか、
市ホームページに掲載しています。

市ホームページID.1008009

■昨年度寄せられた26件の意見

表　令和２年度パブリックコメント実施一覧

案件名 担当課
意見数 意見の取り扱い※

件数 人数 修正 既掲載 参考 その他

１ 帯広市強靱化計画（原案） 危機対策課 ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ 第11次帯広市交通安全計画（原案） 危機対策課 １ １ ０ ０ ０ １

３ 第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（原案） 介護高齢福祉課 19 ４ ２ ４ １ 12

４ 第六期帯広市障害福祉計画（原案） 障害福祉課 ６ ５ １ ０ ２ ３

※意見の取り扱いの説明 修正…案を修正するもの 既記載…既に案に盛り込んでいたもの
 参考…今後の参考とするもの その他…意見として伺ったもの
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広報おびひろ・声の広報・点字広報　毎月1回発行
●発行日/令和３年６月１日　●部数/７万7000部　●製作･印刷/大同出版紙業

市政のお知らせを放送しています
◆�テレビ　市役所だより（OCTV�11ch）�
毎日４回放送していて、市ホームペー
ジからもご覧になれます。

◆ラジオ（毎週月・水・金曜日）
おびひろタウンインフォメーション
（FM-JAGA77.8MHz）９：15〜９：20
おびひろ広報メモ
（FM-WING76.1MHz）９：30〜９：35

広報おびひろの感想を聞かせてください
最後まで読んでいただきありがとうございます。よりよい広報紙にするために
「こうした方が読みやすい」など皆さんの感想をお聞かせください。
問い合わせ�広報広聴課（市庁舎３階、☎�65・4109、FAX�23・0156、
Ｅメール�report@city.obihiro.hokkaido.jp）

商業労働課（市庁舎７階、☎65・4164）問い合わせ

事業者向け支援金の
お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する

支援金の申請期限が間近です！

○支援金の申請はお済みですか？
　緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出
自粛の要請などを受け、新型コロナウイルス感染症の影響
により売上減少に陥った、事業者向けの支援金の申請期限
が近づいています。

○各コールセンターにご相談ください
　それぞれの支援金は、対象となる要件や提出する資料が
異なります。
　詳細やご不明な点は、各支援制度の二次元バーコードか
ら確認するか、各コールセンターに問い合わせください。

オビヒロ カメラレポOBIHIRO
CAMERA
REPORT

　４月29日から令和３年
度の夏期開園が始まったお
びひろ動物園。
　１月に道内唯一となって
いたアメリカバイソンが亡
くなりましたが、この度、
帯広商工会議所より雄と雌
のアメリカバイソン２頭と
解説パネルを寄贈いただき
ました。開園初日の動物園
は多くの親子連れや学生で
賑
にぎ

わっており、初お披露目
となった元気いっぱいに走
り回るバイソンの姿に皆驚いていました。
　新しいバイソンの名前は、４月29日から５月５日の間
に市民の皆さんから募集しました。５月下旬に発表予定
なので、どんな名前になるのか楽しみにしていてくださ
い。（4月29日、動物園）

　フジドリームエアラ
インズ（FDA）と共同で、
とかち帯広空港開港40周
年記念事業のひがし北海
道を巡る遊覧飛行と併せ
て、コロナ禍からの回復
を願い、飛行機へメッセ
ージを書くイベントを行
いました。
　この日は、以平連合町
内会の子どもたちや観光
団体など約30人が参加し
「おびひろ大すき☆」「コ
ロナに負けるな！」「新型コロナが１日も早く収束しま
すように…」などと書き込み、最後はみんな笑顔で記念
撮影。メッセージが書き込まれた飛行機は、子どもたち
の思いを乗せ、釧路湿原や摩周湖を巡る遊覧飛行へ飛び
立ちました。（５月３日、とかち帯広空港）

FDA飛行機へFDA飛行機へ
メッセージメッセージ

アメリカバイソンがアメリカバイソンが
やってきた！やってきた！

令和３年５月31日締め切り
一時支援金一時支援金（実施主体：経済産業省）（実施主体：経済産業省）

中小法人：上限60万円、個人事業者：上限30万円支 援 金 額

　  0120・211・240または
☎ 03・6629・0479

コールセンター 中小企業庁
一時支援金
特設サイト▶

飲食業経営継続支援金飲食業経営継続支援金（実施主体：帯広市）（実施主体：帯広市）

飲食業1店舗当たり：20万円支 援 金 額

☎ 0155・67・0027コールセンター
帯広市飲食業
経営継続
支援金ページ▶

令和３年８月31日締め切り
道特別支援金道特別支援金（実施主体：北海道）（実施主体：北海道）

中小法人：20万円、個人事業者：10万円支 援 金 額

☎ 011・351・4101コールセンター 道特別支援金
ホームページ▶

※一時支援金を受給できなかった事業者が対象です

※経済産業省または道の支援金と併せて受給できます。

◇ 申請期限が間近な支援制度 ◇

おびひろ動物園園内マップ
ここにいるよ

ooooレターレターZZ ズ  ーズ  ー

正門 P 正門駐車場

P 臨時駐車場

P 南門駐車場
南門

アザラシ舎アザラシ舎

トラ舎トラ舎
エゾシカ舎エゾシカ舎

カンガルー舎カンガルー舎

旧カバ舎旧カバ舎 バイソン舎バイソン舎

新サル舎新サル舎

動物園のいまをお届け動物園のいまをお届け

おびひろ動物園の動物たちの写真を大募集！
動物園長と広報担当で厳選し、魅力的な写真を当コーナーで紹介します。
次回（８月号）の紹介予定の動物は｢インドクジャク」です！

※�提供された写真は、次回のZOOレターで紹介したり市の広報物などに使用する場合
があります。その場合、個別にお知らせはしません。写真に関する問い合わせは、広
報広聴課へ。

I
イ ン ス タ グ ラ ム
nstagramの場合…「♯広報おびひろZOOレター」を画像に付けてアップ
Eメールの場合……���photo@city.obihiro.hokkaido.jpに画像（５ＭＢ以内）

を添付して送付

love_bear.mihoさんlove_bear.mihoさん提供提供
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こともできます。

今月は 今月は モモイロペリカンモモイロペリカン

モモイロペリカン担当モモイロペリカン担当
千葉 千葉 さんさん

モモイロモモイロ
ペリカンペリカン

インドクジャクインドクジャク

園長賞園長賞

カナダガンやマガン
と仲良く過ごしてい
る姿をぜひ見に来
てください！

締め切り
７月５日（月）

YasuYasuさんYasuYasuさん提供提供

moody.monkey.1221さんmoody.monkey.1221さん提供提供


	P15_2
	P16_2

