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あったかランド
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広
報

特集 新型コロナウイルス感染症に関する
給付金などのお知らせ
ごみの減量に取り組みましょう
目標「一人1日100グラム減量」

お知らせむろらん、相談
高齢者外出支援事業「ワンコインパス」が始まります
11
エンジョイ子育て
みんなの健康
伝言板、おでかけガイド

本紙は5月15日現在の情
報を掲載しています。
イベントなどが中止となる
場合もありますので、予め
ご了承ください。
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新型コロナウイルス
感染症に関する
給付金などの
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に
関する最新の情報
給付金の申請や公共施設の休館などの
情報は市ホームページをご覧ください。

個人向け

特別定額給付金
対
象
受給権者
支 給 額
申請期間

1人当たり10万円を支給します

令和2年4月27日現在、室蘭市に住民登録がある人
対象者の世帯主
対象者1人当たり10万円
8月10日(月)まで(必着)

申請方法
郵送申請

申請書に必要事項を記入・押印の上、申請書に
同封した返信用封筒で返送してください。

添付書類
● 本人確認書類の写し

マイナンバーカード(写真付)、健康保険証、運転免許証、
パスポート、
年金手帳、介護保険証などのいずれか1点の写しを添付してください。
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類の写しと本人との関
係がわかる書類を添付してください。

給付金を装った
詐欺にご注意を
・市や総務省などが現金自動預払機（ATM）の操作を
お願いすることは、絶対にありません。
・市や総務省などが
「特別定額給付金」
の給付のために、
手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や総務省などをかたった電話がか
かってきたり、郵便、
メールが届いた場合は、最寄りの警察
署、
または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

電子申請

（

マイナンバーカード、ICカードリーダライタ
またはマイナポータル対応スマートフォン
が必要

受取口座の通帳またはキャッシュ
カードを用意し、スマートフォンや
● 世帯主名義の受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
受け取る口座の金融機関名・店名、カナ氏名、口座番号が分かる、 パソコンで「ぴったりサービス」を
通帳の表紙の裏面またはキャッシュカードの写しを添付してください。 検索するか、二次元バーコードを読
み取り、「ぴったりサービス」の手
※市の児童手当や市民税などを世帯主名義で口座振替を利用して
いる人は、口座通帳の写しを省略できます。
順に従って申請します。

）

《詳細》保健福祉部特別定額給付金担当 ☎25-2872
広報むろらん 2020年6月

2

個人向け

個人向け

健康保険 傷病手当金

感染・療養のため、給与を受け取れなかった人に
傷病手当金が支給されます

対

象 健康保険に加入し、給与の支払いを受けてい
る人(事業主を除く)で、新型コロナウイルスに
感染またはその疑いにより、連続して4日以上
仕事に就けず、給与(賞与を除く)などの全部
または一部を受け取ることができなかった人

対象期間 令和2年1月1日〜令和2年9月30日(予定)
支給期間 支給開始日から最長1年6カ月
用意する物 医療機関の証明書 など

※医療機関を受診しないまま体調が改善した場合でも、申
請できる可能性があります。申請方法などの詳細は、お問
い合わせください。
《詳細》国民健康保険に加入している人
…保険年金課給付係 ☎25-2702
後期高齢者医療保険に加入している人
…保険年金課給付係 ☎25-3026

子育て世帯への
臨時特別給付金

対象児童1人当たり1万円を支給します

対

持続化給付金

対

象 令和2年1月〜12月のうち、ひと月の売上

高が前年同月比で50パーセント以上減少
した事業者 など
給 付 額 中小法人など……上限200万円
個人事業者など…上限100万円
《詳細》持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

休業協力・感染リスク低減支援金

対

象 令和2年4月25日から5月15日までの期間

①休業要請を受け、施設を休業した事業者
など
②酒類を提供する①を除く飲食店で、
酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行っ
た事業者 など
給 付 額 ①の法人…30万円
①の個人事業者…20万円
②の法人・個人事業者…10万円
《詳細》北海道休業協力・感染リスク低減支援金
お問い合わせセンター ☎011-351-6469

経営持続化臨時特別支援金

対

象 令和2年5月19日からの休業要請に協力し

た事業者 など
詳細は、お問い合わせください。

《詳細》休業要請専用ダイヤル ☎011-206-0104
☎011-206-0216
3
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象 平成16年4月2日〜令和2年3月31日に生ま
れた子どもがいる児童手当受給者(特例給付
受給者は対象外)

※給付対象世帯には、案内を個別に送付しています。
（予定）
支 給 日 6月10日

支 給 額 対象児童1人当たり1万円
支給方法 令和2年6月の児童手当登録口座に振り込み
公務員の人は
令和2年3月31日に住民票があった市町村で申請が必
要です。室蘭市には、9月末までに申請してください。
《詳細》子育て支援課児童福祉係 ☎25-2494

※上記以外の健康保険に加入している人は、勤務先や加入
している健康保険にお問い合わせください。

企業向け

申請
不要

企業向け

室蘭市小規模事業者等
緊急支援給付金

1事業者当たり上限20万円を支給します
対

象 新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和2年1月〜4月のうち、ひと月の売上高
が前年同月比で30パーセント以上減少し
た小規模事業者で、常時使用する従業員が
5人以下の事業者（社会福祉法人など会社
以外の法人、フリーランス、個人事業主を
含む）
給 付 額 1事業者当たり上限20万円
申請期間 6月30日(火)まで

申請方法
申請書に必要事項を記入の上、必要書類と併せて郵送で

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請と電話
（ によるお問い合わせにご協力をお願いします
）

※申請書は市ホームページまたは以下の場所に備え付
けています。
•市・産業振興課（幸町）
•よってけ浜町(中央町)
•室蘭商工会議所(海岸町)
•ぷらっと。てついち（輪西町)
•蘭東支所(東町)
•ふれあいサロンほっとな〜る(中島町)
•白鳥台ショッピングセンターハック(白鳥台)
《詳細》室蘭市緊急経済対策室 ☎50-6640
051-8530 海岸町1-4-1

６月は ごみの減量に取り組みましょう

環境月間

環境課
目標「一人１日100グラム減量」 《詳細》
☎22-1481

室蘭市のごみ処理・リサイクル事業の現状

一人 1 日当たりのごみ排出量
（家庭系＋事業系）

グラム

1,100

平成28年3月に策定した「室蘭市一般廃棄物処理基本計画」

1,066

では、市民一人1日当たりのごみ排出量の平成30年度の目標値

を945グラムとしていましたが、 実績値は1,040グラムで約

1,000

100グラム（全体で年間約2,900トン）超過しています。

ごみの排出量が目標値よりも多いため、多額の財政負担が

1,007

900

体制の維持も課題となっています。

986

1,040

967

目標値

950

生じています。また、収集作業員の負担が増加し、収集業務

1,043

1,048

1,050

945

実績値

H27

H28

H29

H30

ごみ処理・リサイクル事業の課題
①ごみ処理費用の増加

ごみの排出量が年々減少す
る一方、ごみ処理施設の保守
管 理 費 用 などの 増 加 により、
ごみ処理費用が増加している。

②ごみの減量・リサイクルの停滞

市民 一人 当たりのごみの排出
量 が 想 定よりも減っていないた
め、基本計画の目標量を達成で
きていない。

ごみの減量に取り組むために
５Ｒ（ごあーる）を心がけましょう

③収集業務体制維持の不安

休日が少ないなどの理由から若年者の収集作業
員が定着せず、将来的な収集業務体制の維持に
不安を抱えている。また、ごみステーションの数
が年々増加し、収集作業員の負担が増えている。

５Ｒと合わせて心掛けてほしいこと
Point１ 食品ロスを削減しましょう

①リフューズ（Ｒｅfｕｓｅ）：拒否

「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられている
もったいない食べ物のことです。世界的にも、その多さが
問題で、市の調査では家庭の燃やせるごみの約２割（年
間約2,400トン）が食品ロスという結果でした。食品ロス
の削減が目標達成への近道です。

②リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ）：排出抑制

Point２ 燃やせないごみの排出

ごみの発生の原因を減らす
⇒ごみになるものを買わない・もらわない など

優
先

ごみの排出量を減らす
⇒水切りして減量・詰め替え商品の活用 など

順

③リユース（Ｒｅｕｓｅ）：再使用

位

繰り返し使う
⇒リターナブル容器の活用 など

豆知識 リサイクルには意外と費用がかかる !?

④リペア（Ｒｅｐａｉｒ）：修理
修理して長く使う
⇒破れた衣類を裁縫する など

⑤リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）：再生利用
資源として再び利用する
⇒資源として分別する など

市の調査では、家庭の燃やせないごみに、空き缶など
の資源物が約2割（年間約400トン）、小型家電が約1割（年
間約300トン）含まれていました。
どちらも市で無料回収しています。資源ステーションや
小型家電回収ボックスを利用しましょう。

ごみの焼却とリサイクルの費用を比較すると、リサイク
ルには意外と費用がかかることが分かります。
ごみの焼却・埋め立て
約 30円 /ｋｇ
缶・びん・ペットボトルリサイクル 約 80円 /ｋｇ
プラスチック製容器包装リサイクル 約190円 /ｋｇ
費用負担と環境負荷低減のバランスが重要です。
普段から５R を意識して生活しましょう。

目標は、一人 1 日たまご２個分 !?
たまご２個分の重さは、約100グラムで
す。皆さんが一人１日、たまご２個分の重
さのごみを減らすことで、室蘭の抱えるご
み処理などの課題解決につながります。
５Ｒの心掛けと実践をお願いします。

今日からできる！ごみ減量実践例
マイボトルやエコバッグを使う
過剰な包装を断る
詰め替え用の商品を使う
食材を買いすぎない、作りすぎない

料理を残さず食べきる
生ごみの水切りをする
リサイクルを心掛ける
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間違っていませんか？
あなたの排出方法
プラスチック製容器包装の
出し方を再確認しましょう
市が収集するプラスチック製容器包装は、「ポリ袋」「パック類」「ボトル類」「キャップ

類」の４品目が対象で、洗わなくても出せるものと臭気上の問題がないものに限定してい
ます。しかし、対象外のものの混入が年々増加し、資源化に支障を来しています。

プラスチック製のバケツやおもちゃなどは
「燃やせるごみ」
に、ペットボトルは
「資源ステー

ション」に出し、ごみの適正分別にご協力ください。

詳しい分別方法は、市ホームページまたは、『保存版「家庭系ごみ・資源物の分け方、

出し方」』をご覧ください。

ごみ収集車の
火災が増えています

生しています。ごみの排出方法を間違えると、ごみ収

車両火災の主な原因とされている事例

ながることがあります。いま一度、排出方法の確認を

●ガスボンベ、スプレー缶内にガスを
残したまま排出していませんか？

令和元年度中に発生したごみ収集車の車両火災は1

件だったのに対し、今年度は4月だけですでに2件発

集車やごみ処理施設での重大な事故や火災などにつ
お願いします。

ガスボンベやスプレー缶を使い切ったと思っても、缶の中にはガ

募 集

スが残っていることがあります。残ったガスへの引火が原因で、収
集車やごみ処理施設の火災事故が毎年起こっています。

ご注意
ください

排出の際は、風通しの良い屋外で穴開け器など
を使用し、必ずガスを抜いてから出してください。

●ガスコンロや灯油ストーブの乾電池を
抜かずに排出していませんか？
ガスコンロやポータブル式の灯油ストーブには、乾電池を使用し

ている製品があります。乾電池を取り付けたまま排出すると、収

集車の内部で圧縮され火花が発生することがあり、周囲のごみに

資源物（新聞・雑誌・ダンボール）
集団回収団体を募集しています
ごみの減量とリサイクルを推進するため、新聞
や雑誌、ダンボールの回収に協力していただける
町内会、自治会、老人クラブ、学校 PTA、少年
団など営利を目的としない団体を募集しています。
回収量に応じた奨励金制度もあります。
詳細は、環境課にお問い合わせください。

引火し火災事故が発生します。乾電池を使用している製品は、必
ず取り外してください。また、灯油ストーブは、灯油を抜いてから
排出してください。

●小型充電式電池を排出していませんか？
近年、急速に普及してきた携帯型の小型充電式電池のほか、デ

ジタルカメラやスマートフォン・携帯電話、ノートパソコンなどには

小型充電式電池が使用されています。収集車やごみ処理施設での
火災の原因となりますので、燃やせないごみ袋に入れず、登録電

気製品販売店など（リサイクル協力店）に持ち込んでください。
協力店については環境課にお問い合わせください。

ごみに関する詳しい排出方法などは、「くらしの便利帳」や
ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
HP
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▲保存版「家庭系ごみ・資源物
の分け方、出し方」

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org3300/gomi.html

広報むろらん 2020年6月

お知らせむろらん

し
受講料
千

１︶

│

円
︵北海道収入証紙︶

ナート︑給油取扱所

月 日現在の情報を掲載しています︒
講座などが中止となる場合もありますので︑予めご了承
ください︒
今
※月号の﹁となりまちホットライン﹂は︑休載します︒

催
│

会場 登別市民会館
︵富士町
までに︑消防本部︑各消防署支

日前

カンボジアで学校建設や就労支
署・出張所︑胆振総合振興局地域

時

分〜

時

︵金〜日曜日︑祝日を除く全 回︶
分

室蘭高等技術専門学院

時

会場
先着

時〜

定員
１千円程度︵テキスト代︶

人

料金
申込方法

月１日から 日まで︑

７８２０

室蘭高等技術専門学院

電話で
詳細
☎
│

暮らし
日曜日にも交付します
マイナンバーカード︵写真

マイナンバーカード
対象

付き︶を申請し︑交付通知書︵は
交付通知書︵はが

がき︶が届いている人
用意する物

き︶
︑通知カード︑住民基本台帳
カード︵持っている人のみ︶
︑本
人確認書類︵運転免許証やパス
ポートは１点︑健康保険証や介護
保険証︑年金手帳などは 点︶

時〜

時

《詳細》室蘭市選挙管理委員会
☎25‑2800

《詳細》地域生活課 ☎25‑2223
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org100/machi̲hojokin.html

申込方法 各受講希望日の

援などに取り組んでいる﹁ＮＰＯ
政策課に備え付けの申込書を北海

日㈯

千円

人

月 日から

窓口には︑本人が来てください︒
※
その他の手続きも受け付けます

住民票・印鑑登録証明書の交付

日㈰

１年目………補助対象経費の10分の10以内（上限30万円）
２・３年目…補助対象経費の10分の ８ 以内（上限20万円）
４・５年目…補助対象経費の10分の ５ 以内（上限15万円）
※地域enづくり事業の４年目以降の継続は、事業の評価・検証をもとに申請
の可否を決定します。
選考方法 市による事前協議・審査の後、公募市民などによる選考会で、申請者
による事業内容の説明に対し、公益性や継続性などの観点から審査します
申込方法 6月26日まで、
地域生活課(市役所本庁舎)に備え付けの申込書で
※制度の概要と申込書は、市ホームページにも掲載しています。

はちどりプロジェクトの
活動紹介展示 無料

法人はちどりプロジェクト﹂と︑
道危険物安全協会連合会に提出

月

円〜

定員 先着
料金

申込方法
電話で

０３１９
│

や転入・転居届︑印鑑登録の申請
月

・・・・・・・・・・・・・・・
日時

（地域交流の促進や課題解決を図るために
）
年間を通じて行う事業

40
15
6

戸籍住民課︵広域センター

地域en
（えん）
づくり事業

時代劇ではなく、現代の話です。
選挙で投票しなかった人にその理
由を尋ねると、もっとも多いのが
「用があったから」というもの。
でも、投票日にご用がある人は、
〝期日前投票〝
をすることができます。
私たちの暮らしや未来を決める選
挙こそ、重要なご用では？

１年目…補助対象経費の10分の８以内（上限20万円）
２年目…補助対象経費の10分の６以内（上限15万円）
３年目…補助対象経費の10分の４以内（上限10万円）

15

２４１６
│

（市民生活の向上や地域活性化に資する
）
公益的な事業

19

ビル )
戸籍住民課☎

会場
月

対象 在職者で︑業務にエクセル
日㈪〜

詳細

月

を使用する人
日時

スタートアップ事業

御用だ御用だ、
がモンダイだ？
地域の活性化や課題解決に取り組む、市民による市民のためのまちづくり活
動を支援します。
対象事業 7月下旬から令和3年3月までに実施する、新たに取り組み継続性が
ある事業で、広く市民が参加できる事業

18

日㈭

能力開発セミナー
エクセル基礎

☎

詳細 西いぶりリサイクルプラザ

日まで︑

会場 西いぶりリサイクルプラザ

日時

きめこみパッチワーク講座

４１３４

その活動に賛同して誕生した室蘭

日㈭

│

詳細 消防本部予防課

日㈯

の高校生グループ﹁めぐみの芽﹂
日㈪〜

☎

月

の活動を紹介します︒
日程
会場 市民活動センター
７７５１

│

詳細 市民活動センター
☎

講座・講習
危険物取扱者 保安講習
対象 危険物取扱者免状の交付を
受け︑現在︑危険物製造所などで危
月１日㈬・

険物の取扱作業に従事している人
日時

時間は講習ごとに異なりますの
※

16

ちょっと読んでみまセンキョ
？
まちづくり活動支援補助金対象事業を募集（第２期）

15

一般︑石油コンビ

3

4

19

2

15

41

44

5

8

で︑お問い合わせください︒

講習の種類

10

25

30

12

6

7

7

33
10

8

6

10

4
20

15
6

13

20
2

6

7

6
7

59

83

6
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8

２６８５

│

日まで︑

月の予定です︒

25

水道メーターの取り替えに
ご協力ください

計量法に定められた検定有効期

限が近い水道メーターの取り替え

を行います︒

対象となる人には︑水道部が委

託した事業者が事前に案内文を配

布し︑日程などを打ち合わせた上

多くのご寄付に心から感謝致します

室蘭ふるさと応援寄附金
令和元年度の「室蘭ふるさと応援寄附金」は、
975人から2,272万9,000円のご寄付をいただ
きました。お寄せいただいた寄付金は、室蘭の
まちづくりに活用させていただきます。

お寄せいただいた寄付金の主な使い道
・ノックスビル市派遣補助
・ノックスビル市中学生歓迎事業
・交通安全啓発等経費
・花と緑のサークル都市づくり事業
・港の文学館特別展開催経費
・
（仮称）環境科学館・図書館整備事業
・火葬場整備事業
・小学校整備事業
※一人で複数回のご寄付や、１回のご寄付で複
数の事業を指定する場合がありますので、各
事業件数の合計と人数は一致しません。
7
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寄付を積み立てる基金

《詳細》総務課 ☎25‑2215
件

数

寄付金額

586件

9 , 3 2 7 , 0 00円

交通安全対策事業基金

11件

2 4 0 , 0 00円

緑化推進基金

23件

スポーツ振興基金

20件

公共施設等整備基金
（公園）

10件

公共施設等整備基金
（体育）

10件

子育て応援基金

こども姉妹都市等交流基金

41件

ネーチャーウオッチング基金

36件

文化振興基金

21件

公共施設等整備基金
（福祉）

68件

1 , 0 5 0 , 0 00円

公共施設等整備基金
（文化）

13件

2 0 0 , 0 00円

公共施設等整備基金
（観光）

50件

公共施設等整備基金
（全般）
その他
合

計

28件

289件

1,206件

1 , 0 0 7 , 0 00円
5 4 5 , 0 00円
4 5 0 , 0 00円
3 5 7 , 0 00円
2 6 5 , 0 00円
1 1 0 , 0 00円
1 2 5 , 0 00円
6 3 8 , 0 00円
3 8 0 , 0 00円

8 , 0 3 5 , 0 00円

2 2 , 7 2 9 , 0 00円

者を決定します︒

次
※回の募集は︑

詳細 市営住宅課☎

日から

道営住宅の入居者募集

月

12

募集団地 市内の道営住宅１戸

申込方法
10

市営住宅の入居者募集

日

6

新型コロナウイルス感染拡大防

月

5

止のために延期となっていた︑市

日に公表

日から

6

営住宅の公募を行います︒

月

募集団地
5

月

︶に備え付けの申

で︑作業を行います︒

月まで

3

取り替え費用は︑水道部で負担

3

年

６
│ １１８

44

6

月から令和

13

期間

水道部料金課☎

7

します︒

詳細

月 日〜 日は
危険物安全週間です

毎日のように使う身近な危険物

〝ガソリン〟
〝灯油〟などは︑管理

や取り扱いを誤ると火災や漏えい

など重大な事故につな

がります︒危険物は正

6

申込方法

│

日㈬

日㈪

3 17

北海道営住宅胆振管理センター

│

月

月

11

まで︑申込書を市営住宅課に直接

込書で

︵東町

役所本庁舎︶
︑戸籍住民課︵広域

抽選予定日
6

申込書配布場所 市営住宅課︵市

センタービル︶
︑蘭東支所︑白鳥

8

2

17

5

25 25

《詳細》環境課 ☎22‑1481
しく取り扱いましょう︒

４１３４

│

41

詳細 消防本部予防課

☎

月１日㈬は全館休

7

げんき館ペトトル
休館日のお知らせ

18

メルトタワーの定期改修のため︑

6

月 日㈭〜

館します︒

３４４３

│

詳細 げんき館ペトトル

☎
59

入居予定日

ごみを捨てるときはルールに従い、
ポイ捨てなどは絶対にやめましょう。

83

７２４０

④ごみを出した後は石鹸を使っ
て、流水で手をよく洗いまし
ょう。

│

③市の指定ごみ袋
（だい
だい（オレンジ）
色 ）に 入 れ て 、
「 燃 や せるご
み」の日にごみ
指定ごみ袋
ステーションに
出してください。

詳細 北海道営住宅胆振管理セン

①ごみ箱にごみ袋を
かぶせます。

入居者の決定 申込時に番号の抽

②マスクなどのごみに直接触れないよう、
いっぱいになる前に、早めにごみ袋を
しっかり縛って封
をしましょう。
※もし、ごみが袋
の外側に触れた
場合は、二重に
ごみ袋に入れて
ください。

台ショッピングセンターハック

ごみの捨て方

ター☎

新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止のため、鼻水などが
付着したマスクやティッシュなどを捨てるときは、
「ごみに触れな
い」
、「ごみ袋はしっかりと縛って封をする」
、
「ごみを捨てた後は
手を洗う」ことを心掛けましょう。
正しくごみを出すことは、家族、ごみ収集作業員の感染症対策
としても有効ですので、ご協力をお願いします。

選を行い︑申込期間終了後に入居

ご家庭でのマスクなどの捨て方

暮らし
○耐震改修工事

以上であること

いた金額︶が︑一戸あたり 万円

海道銀行︑北洋銀行︑北海道労働

取扱金融機関 室蘭信用金庫︑北
金庫︑伊達信用金庫︑室蘭漁業協
○
認定を受けている人︑障がいの

歳以上の人︑要介護・要支援

同組合︑ゆうちょ銀行
申込方法 市税課または市内金融

市税課☎

カ月以内
３０１４
│

工事完了後︑

断熱改修︒
窓の改修工事は必須︶

○省エネ改修工事︵窓や床などの

け︑床の段差解消など︶

リー改修工事︵手すりの取り付

パソコンやスマートフォンを使

２３２１

│

申請
詳細

小中学校︑高等学校の
教科書展示会
小中学校︑高等学校用

行った住宅は︑申請により翌年度

一定の条件を満たす改修工事を

住宅の改修工事により
固定資産税が減額されます

詳細 市税課☎

としになります︒

座振替は翌月以降からの引き落

ある人が住むためのバリアフ

調査票の配布時に︑オンライン回
答用のＩＤを配付しますので︑ぜ
ひ︑ご利用ください︒オンライン
回答を希望しない人は︑紙の調査
票で回答をお願いします︒調査員
に手渡しのほか︑郵送でも提出で
きます︒
２１０８

│

詳細 総務課統計係︵室ガス文化
センター内︶☎
分の固定資産税が減額される場合

期間

対象となる市税 市・道民税︵普

対象となる住宅改修工事

ください︒

小中学校用

庁舎︶
日㈮〜 日㈯

教科書センター︵市役所本

日㈮〜 月１日㈬

があります︒詳細は︑市ホームペー

会場

月

ジをご覧になるか︑お問い合わせ

通徴収分︶
︑固定資産税・都市計

月

期間

市税の納付には便利な
口座振替をご利用ください

新規申込の場合︑原則として口
※

機関に備え付けの口座振替依頼書で

月１日は国勢調査

50

用してオンライン回答ができます︒

65

次の対象工事費︵補助金などを除

会場

５
│ ０５５

図書館本館︑図書館輪西分
学校教育課☎

室︑図書館本輪西分室
詳細

日から

月１日

年を経過してい

高校卒業見込みの人ま

税務職員の採用試験
受験資格

月

たは高校卒業後
ない人
申込方法

ま で ︑ 申 込 専 用 サ イ ト ︵ http://

www.jinji-shiken.go.jp/juken.
︶で
html

きない場合は︑人事院北海道事

インターネットで申し込みがで
※

詳細

☎

ます︒

対象

☎

分

詳細

北海道総合通信局

００９９

│

月１日㈪

時〜

日㈪

西いぶりリサイクルプラザ

当日会場で︵申込多数

０３１９

西いぶりリサイクルプラザ

の場合は抽選︶

申込方法

会場

時

期間

洞爺湖町に居住している人

市︑豊浦町︑壮瞥町︑

室蘭市︑伊達

申し込みを受け付け

して展示し︑購入の

家庭から排出された家具を再生

再生家具の購入申込受付

│

談は︑お問い合わせください︒

ます︒電波に関する困りごとや相

妨害して︑私たちの生活を脅かし

ど人命に関わる重要な無線通信を

１日(月) 11：25〜11：30
再放送 ８日(月）11:25

│

《詳細》広報課 ☎25‑2193

13

１２４８︶にお

《詳細》子育て支援課 ☎50‑5101

15

│

「子育て応援団」の紹介

10

│

４１５１

│

月〜金曜日（１日３回、各２分間）
7：55 11：47 17：30

6

務局︵☎

室蘭税務署☎

問い合わせください
詳細

６月１日は
﹁電波の日﹂

不法無線局から出される電波は︑

警察や消防救急︑防災行政無線な

市からのお知らせ

30

25

画税︑軽自動車税

１日(月) 17:39〜17:54
再放送 ２日(火）12:44
３日(水） 9:10
５日(金）17:39

59

市からのお知らせ特大号
「室蘭市小規模事業者等
緊急支援給付金」

7

3

7

22

22

25

周波数 FM84.2メガヘルツ

3

12

室蘭まちづくり放送㈱ ☎84-1662

22

6

25

［資産等報告書］
（令和元年12月31日現在）
○土地
所在 高砂町5‒4‒8
面積 230.18平方メートル
固定資産税の課税標準額
984,811円
○建物
所在 高砂町5‒4‒8
面積 198.29平方メートル
固定資産税の課税標準額 3,346,582円
○預金
6,020,000円
（当座預金及び普通預金を除く）
○有価証券
株券（室蘭まちづくり放送㈱）2株
○自動車
普通自動車 １台
○借入金
（生計を一にする親族からのものを除く）
8,014,980円
○該当のない項目
建物の所有を目的とする地上権又は土
地の賃借権、貯金（普通貯金を除く）、
株券以外の有価証券、船舶・航空機・
美術工芸品（取得金額が100万円を超え
るものに限る）、ゴルフ場の利用に関す
る権利（譲渡することができるものに
限る）、貸付金（生計を一にする親族に
対するものを除く）
6
［所得等報告書］
（平成31年、令和元年分）
12
給与所得 12,686,237円（給与）
雑所得
該当なし
［関連会社等報告書］
（令和2年4月1日現在）
27
該当なし
※市長の資産等変更報告書は、6月1日(月)
から総務課で閲覧できます。
（土・日曜日、祝日を除く 8:45〜17:15）

6

電波のルールを守りましょう

《詳細》総務課 ☎25‑2215

10

市長の資産等を公開

8
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飼い犬に狂犬病予防注射を 《詳細》地域生活課衛生係 ☎25‑2382
予防注射は、室内犬・室外犬を問わ
ず、市が送付した狂犬病予防注射の案
内を持参し、6月30日（火）までに動
物病院で受けてください。
また、住所や飼い主の変更、飼い犬
が亡くなった場合は、地域生活課に届
け出を行ってください。

料
注

１頭

登録料

１頭

９:２０〜１０:００
１０:２０〜１０:４０

実

施

場

所

白鳥台ショッピングセン
ターハック駐車場
地域交流センター
（石川町）

山手町１‑３‑１０
中島町２‑８‑１７
中島町２‑２７‑６
八丁平３‑２５‑５

☎２３‑７２２７
☎４４‑４６７８
☎４８‑９０２７
☎４３‑８６０２

動物病院で受けられない場合は、6月21日(日)に、市内各所で実施する
狂犬病予防集合注射の会場で受けてください。
当日は、犬の登録もできます。
時

間

９:３０〜１０:００

実

施

場

所

時

高砂町会館

間

実

施

９:３０〜 ９:５５

絵鞆町会館

１０:２０〜１０:５０

高砂第三会館

１０:１５〜１０:４５

祝津町会館

楽山三ツ和会館
（宮の森町）

１１:０５〜１１:２０

清水町会館

１０:５５〜１１:１０

崎守地域振興センター

１１:１０〜１１:４０

１１:２５〜１１:４５

陣屋町会館

１３:００〜１３:４０

八丁平会館

１１:４０〜１２:００

１２:００〜１２:１５

幌萌町会館

１４:００〜１４:３０

八丁平中央会館

１３:００〜１３:２５

港北町ふれあいセンター
１３:４５〜１４:００
（旧港北児童センター）

場

所

市役所本庁舎南側駐車場
（幸町）
母恋南町友愛会館

１３:４０〜１４:００

本輪西会館
（町内会の会館）

１４:２０〜１４:４０

本輪西会館
鈴かけニュータウン会館
１５:４０〜１６:１０
（サンライフ室蘭隣）
（幌萌町）

１４:２０〜１４:４５

水原会館
（輪西町）

１５:００〜１５:２０

鈴かけ中央会館
（本輪西町）

１５:０５〜１５:３０

水道部庁舎玄関
（寿町）

１５:５０〜１６:１５

日の出町二丁目中央町会
会館

１５:４０〜１６:００

１４:５０〜１５:２０

柏木町会館

弁護士による無料法律相談(1日先着５人・事前申込)
実施日 6月13日(土)・27日(土)
時間 ９:30〜12:00（1人30分以内）
会場 中小企業センター
詳細 市民相談室（市役所本庁舎1階） ☎25ｰ2703

司法書士による無料法律相談(事前申込)
実施日 6月10日(水)・24日(水)
時間 17:30〜20:30（1人40分以内）
会場 中小企業センター
詳細 札幌司法書士会法律相談センター ☎011ｰ272ｰ9035

障がいのある人のための出張就労相談

(障がいの未診断の人も含む。 原則、事前申込が必要)
実施日 6月3日(水)
時間 13:00〜16:00
会場 市役所本庁舎２階１号会議室
詳細 胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて〜じ
☎0142ｰ82ｰ3930 FAX 0142ｰ82ｰ3933

障がいのある人と家族のための相談

(生活・福祉サービス・就労に関する相談。申込締切10日)
実施日 6月19日(金)
時間 13:00〜16:00
会場・詳細 障害者福祉総合センター（ぴあ216）
☎45ｰ6611 FAX 45ｰ1003
9

内山動物病院
奥山獣医科医院
三松ペットクリニック
たかはし動物病院

３,24０円
３,00０円

６月21日
（日）
間

動 物 病 院

射

狂犬病予防集合注射の日程
時

金
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行政書士による無料相談

(1日先着5人・事前申込)

実施日 6月11日(木)
時間 ９:30〜12:00
(1人30分以内）
会場・詳細 市民相談室
(市役所本庁舎1階）
☎25ｰ2703

行政書士くらしの無料相談

(相続、各種認可など。事前申込)
実施日 6月20日(土)
時間 ９:30〜12:00
会場 中小企業センター
詳細 北海道行政書士会室蘭支部
☎23ｰ3207

行政相談委員による定例相談
(国や道、市の行政について)
実施日 6月11日(木)
時間 13:00〜15:00
会場 モルエ中島内
サンドラッグ横通路
詳細 北海道管区行政評価局
行政相談部
☎011ｰ709ｰ1803

御前水町会館

困ったときの
あれ

これ

相談

市民相談(生活の悩みなど)
実施日 月〜金曜日
(祝日を除く）
時間 9:00〜17:00
会場・詳細 市民相談室
(市役所本庁舎1階）
☎25ｰ2703

消費生活に関する相談
実施日

月〜金曜日
(祝日を除く）
時間 9:00〜17:00
会場・詳細 消費生活センター
（市役所本庁舎1階）
☎25-3100
実施日 土・日曜日、祝日
時間 10:00〜16:00
詳細 消費者ホットライン
☎188

高齢者外出支援事業

7月1日
利用開始

「ワンコインパス」が始まります
《詳細》高齢福祉課 ☎25ｰ2872

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、不要不急の外出自粛
を呼び掛けていますが、外出自粛
要請が解除された際は、利用をお
願いします。

✿ワンコインパスとは？

✿利用方法

市内路線バスを1回当たり100円
の乗車運賃で利用できるパスです。
市内に居住している満70歳以上の
人が購入できます。

①ワンコインパスを持参して、整理券を取りバスに乗車
②降車時に整理券を入れ、ワンコインパスをバス運転手
に提示
③運転手の指示に従い、料金箱に100円を投入して降車

✿購入方法

✿既存の
「ふれあいパス」
はどうなるの？

販売場所に設置している申請書に必要事項を記入して
ください。
※アンケートの記入が必須です。

用意する物
証明写真（縦3センチメートル、横2.5センチメートル）
● 健康保険証・介護保険証・運転免許証のいずれか１点
● 3,000円（パス発行代）
●

注意

7月1日から購入価格（1カ月分）が3,780円から
4,080円に変更になります。

運転免許証を自主返納した人に

お得な支援

運転免許証を自主返納してから3カ月以内の人は

ワンコインパス(年間)

ふれあいパス(1カ月)

どちらかの初回の購入料金が無料になります。

販売場所

購入方法 自主返納の際に室蘭警察署が発行する「申請
による運転免許の取り消し通知書」と、証明写
真、本人確認書類を道南バス販売窓口（東町
ターミナル内）に持参

道南バス販売窓口（東町ターミナル内）
● コープさっぽろしが驛前店
● ＭＥＧＡドン・キホーテ室蘭中島店
●

あなただけのバス時刻表を
作ってみませんか？

これからも利用できます。

室蘭市

マイバス時刻表

マイバス時刻表とは？
自宅などの出発地点から目的地まで、一人一人のニーズに合
わせ、適切なバスの停留所・発着時刻・通常運賃を記載した時
刻表です。
皆さんが利用しやすいよう、個人向けのバス時刻表を無料
で作成する取り組みを始めましたので、ぜひご利用ください。

対象
市内発着の路線バスに乗車する人

こんな悩みを
お持ちの人におすすめ

▶マイバス時刻表

バスを利用したいが、路線や時刻
表の見方が難しくて分からない
● インターネット環境がなく、バス
の時刻表が調べられない
など
●

申込方法
市ホームページに掲載、または、市役所
本庁舎などに備え付けの「マイバス時刻
表」申込書に必要事項を記入し、ファク
ス、メールまたは郵送で

《詳細》都市政策推進課 ☎25ｰ2592 FAX 24ｰ2091
toshikei@city.muroran.lg.jp
051ｰ8511 幸町１-2
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/mybus.html
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子育て世代包括支援センター

「ここらん」
みんなの広場

無料

当日
直接

（祝日を除く）
開放日 月〜金曜日
開放時間 10：00〜16：00

6月の健診・おでかけカレンダー
当日、直接会場にお越しください。
日

行
12:30 保健センター

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

3㈬

らんらんのルームであそぼう
対

象

開放日時
（6月)

満1歳未満の
赤ちゃんと保護者

月・火・木・金曜日
13:30〜15:00

わくわく
ルーム

満1歳〜就学前の
子どもと保護者

月・火・木・金曜日
9:30〜11:30

水族館で楽しもう

3歳児健診（個別通知）

12:30 保健センター

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

当日
直接

おりがみ教室「かさ」
13㈯ （小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

親子で簡単せいさく「歯磨き製作」

9：30
（満1歳〜就学前の子どもと保護者）
らんらん
13：30
（満1歳未満の赤ちゃんと保護者）
子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）
11:20 おたんじょうかい
ここらん
14:30 ハーフバースデー（生後6カ月のお祝い）
子育て世代包括支援センター
「ここらん」

１歳６カ月児健診（個別通知）
16㈫ 12:30 保健センター

夜の水槽見学と観覧車で夜景を
楽しみましょう。
（観覧車は1人1 回200円)

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

6月20日(土) 18:00〜20:30
(入館は20時まで)

入館料

シーズンパスポート1,000円
大人400円 高校生200円

健康推進

15㈪
16㈫ 6月生まれのおたんじょうかい

夜の水族館
日時

健康推進

おりがみ教室「かさ」

5㈮

０ 歳児
ルーム

詳 細

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

当日
直接

《詳細》子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002
ルーム

事

3歳児健診（個別通知）

《詳細》子育て世代包括支援センター
「ここらん」☎45-2022

無料

…子どもの健診

健康推進

4カ月児健診（個別通知）

中学生以下無料

( 絵本や食器をプレゼントします。
大きめのバックなどを持参してください。)

健康推進

17㈬ 12:30 保健センター
作ってあそぼっ！
「七夕飾り」

（小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

《詳細》水族館 ☎27-1638

親子で簡単せいさく「歯磨き製作」

「きらん」
でたのしもう
父の日
にがお絵プレゼント
父の日にプレゼントする似顔絵を作成
します。
対象

小学生以下の子どもと保護者

七夕イベント
短冊に願い事を書いてキッズパーク内
に飾ります。
対象

小学生以下の子どもと保護者

当日
直接

6/20 土

21

1
〜6

水
月

10：00
〜16：45

利用時間 10:00〜17:00
パスポート 半年 1,200円
年間 2,000円
入場料 1歳〜小学生 200円
1歳未満の子ども、子どもに同伴の保護者は無料
《会場・詳細》生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク
☎83-7752
11
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１歳６カ月児健診（個別通知）
12:30 保健センター

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
歯科検診は中止しています。

日

10：00
〜16：45

7/

18㈭

9：30
（満1歳〜就学前の子どもと保護者）
らんらん
13：30
（満1歳未満の赤ちゃんと保護者）
子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）
健康推進

6月生まれのおたんじょうかい

23㈫

9：30
（満1歳〜就学前の子どもと保護者）
らんらん
13：30
（満1歳未満の赤ちゃんと保護者）
子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）

24㈬

親子で楽しむ簡単せいさく(各先着20組程度)

〜26㈮

ここらん

10:00 子育て世代包括支援センター
「ここらん」

作ってあそぼっ！
「七夕飾り」
27㈯ （小学生以下の子どもと保護者、先着10組程度） き ら ん K
15:15 生涯学習センター
「きらん」
キッズパーク

アップルおはなし会
28㈰ (英語の絵本の読み聞かせと歌。先着30人)

11:00 生涯学習センター
「きらん」
ブックパーク

《詳細》
健康推進
ここらん
らんらん
きらんＫ
きらんB

きらんB

健康推進課 ☎45-6610
子育て世代包括支援センター「ここらん」☎45-2022
子育て支援センターらんらん(常盤保育所内) ☎25-6002
生涯学習センター「きらん」キッズパーク ☎83-7752
生涯学習センター「きらん」ブックパーク ☎83-7753

デコBOXライブラリー

無料

〜ぼくもわたしもBOXとしょかんちょう！〜

ロボットアリーナ体験教室
おうちで 作ろう ロボットハンド！

好きな本や、おすすめの本を選び、としょかんBOXを
飾り付けて、自分だけのひとはこ図書館を作ります。
7月7日まで展示タワーに設置し、
来館者に借りてもらいます。
対象

小学生

日時

6月27日(土) 12:30〜15:00

会場

生涯学習センター
「きらん」

家で作れるロボットキットを送付します。
プラスドライバーを使い、組み立
てます。作り方の動画をホームペー
ジで配信します。
対象

小学生

送付数

6月1日11時から10日17時
まで、ホームページに掲載の

先着20人

申込方法

20個(送付数越えは抽選)

申込方法

ブックパーク、2階研修室
定員

無料

「お申込み専用サイト」
で

6月1日から、電話またはブックパーク窓口で

《詳細》生涯学習センター
「きらん」
ブックパーク
☎83-7753

《詳細》室蘭工業大学ロボットアリーナ ☎ 46-5337
https://www.muroran-it.ac.jp/robot-arena/

ひ と り 親 家 庭 の皆さんへ

○18歳に達してから最初の3月31日までの子ども、および政

児童扶養手当をご存知ですか
《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
児童扶養手当とは、離婚や死亡などによるひとり親
家庭や、父母に代わって子どもを養育している人、その
ほか父または母に児童扶養手当法に定める程度の障が
いがある人の家庭生活の安定と自立を促進し、子どもの
福祉の増進を図るために支給される手当です。

母子健康手帳を交付しています
妊婦さんを対象に、母子健康手帳・妊娠一般健康
診査受診表の交付を行います。保健センターに直接
お越しください。代理人や郵送による申請の場合は、
お問い合わせください。
日時

月〜金曜日(祝日を除く)

用意する物

令で定める程度の障がいがある20歳未満の子どもを養育・
監護している人は、手当の対象となる可能性があります。
○支給には本人や家族の所得制限がありますので、詳細はお
問い合わせください。
○公的年金を受給している場合などは、手当の全部または一部
が支給停止となることがあります。
○申請した翌月分から支給となりますので、早めに相談してく
ださい。

親子講座

無料

0歳児のひよこクラブ

《会場・詳細》
子育て世代包括支援センター
「ここらん」☎45-2022

同じくらいの月齢や年齢の子どもが一緒に遊んだり、お母さん
同士で交流しながら、子育ての悩みも相談できます。管理栄養士
の講話と離乳食の試食もあります。※再参加はできません。

8:45〜17:00

妊娠届出書、
本人確認書類
（マイナンバーと身元の確認)

《詳細》健康推進課 ☎45-6610

対象

令和元年8月〜令和2年1月に生まれた赤ちゃんと親

日時 6月30日、7月7日・14日(火曜日・全3回)
13:30〜15:00
定員

先着20組

申込方法

6月2日から、電話または直接
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地 域子育てセミナー

児童手当・特例給付現況届の
受け付けが 始まります

幼児を持つ親編
子育てに関する学習をテーマに、3回に分けて
行います。 最新の情報提供や参加者の皆さんとの意見交流
など、笑顔の子育てを応援します。
託児を無料で受けます。

児童手当・特例給付を受けている人に現況届を発送
しますので、期間内に提出してください。現況届の提出
がない場合は、 6月分以降の手当が受けられなくなりま
すのでご注意ください。なお、 公務員は勤務先で手続
きを行ってください。 新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、 今年度は出張受付の予定はありません。 郵
送による提出にご協力ください。
受付期間

6月1日(月)〜30日(火)

受付方法

郵送または子育て支援課窓口に直接
(窓口は土・日曜日を除く)

対象 3歳くらいまでの幼児の親、関心のある人
日時 6月19日、7月3日・17日(金曜日、全3回)
13:30〜14:30
申込方法 6月12日まで、電話、または、住所・氏名・電話
番号・託児の有無(託児を希望する場合は、お子さんの氏名・
年齢）
を記入し、ファクス、郵送で
《会場・詳細》子育て世代包括支援センター
「ここらん」
☎・ 45-2022
050-0083 東町4-20-6

《詳細》子育て支援課 ☎25-2494
051-8511 幸町1-2

子育て支援センターでは、無料
子どもに関する相談を
受け付けています！
新型コロナウイルス感染症予防の

「多胎児(双子以上)を
育児する世帯」
は
保育認定の対象です

ため、家で過ごす時間が増え、育児
を負担に感じてしまい気がめいっていませんか。
「ここらん」
と
「らんらん」
では電話はもちろん、来所で
の相談も受け付けています。睡眠・授乳・離乳食・食事・
排泄・発育・発達・育児方法など、育児・子育てに関
する相談や、ささいなことでもお話を伺いますので、
お子さん連れで気軽にご相談ください。
対象

子どもに関する相談のある人

日時

月〜金曜日(祝日を除く)

8:45〜17:15

《詳細》子育て世代包括支援センター
「ここらん」
☎45-2022

子育て支援センターらんらん
（常盤保育所内）
☎25-6002

子育て応援団
からのお知らせ

みくにっ子文庫おはなし会

令和2年4月から、保育所等入所選考基準に
「多胎児(双子
以上)の育児」
を追加しています。就労などの条件を満たして
いなくても、保育所に入所ができるようになりました。
多胎児の対象年齢
0歳児〜2歳児
(年度中に３歳になる子どもを含む)
認定時間
保育短時間(8:30〜16:30)
詳細は、市ホームページ
(http://www.city.muroran.lg.jp/
main/org4510/hoikujyo.html)を
ご覧ください。
《詳細》子育て支援課 ☎25-2400

無料

おはなし『ロバの耳はなぜ長い』、パネルシアター
『5匹のカエル』、人形劇『カエルのぴょん』
を行います。
日時 6月21日(日) 9:30〜10:00
《会場・詳細》日本キリスト教会室蘭教会(幸町5-15)
☎22-6086
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無料

子育て応援団に入りませんか
子育て応援の取り組みを継続して行う、
市民・団体・会社などが登録できます。
まち全体で子育てを応援しましょう。
《詳細》子育て支援課 ☎50-5101

みんなの健康
後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)が
新しくなります
《詳細》保険年金課 ☎25-3026
対象

75歳以上の人、65歳以上74歳以下で一定の
障がいがあると認定された人

保険証と減額認定証・限度証の一斉更新を行います
現在お使いの保険証
有効期限は令和２年7月31日までです。
新しい保険証と減額認定証・限度証
7月中に簡易書留で郵送します。
8月1日からは、新しいものを使用してください。
紛失したときや汚れたとき
再交付しますので、保険年金課給付係までご連絡ください。

生活不活発 に気を 付けましょう
詳細 高齢福祉課 ☎25-2861
感染を避けるために家に閉じこもりがちになり、生活不活
発による健康への影響が心配されます。
自宅でもできるちょっとした運動など、周りの人にも勧め
て一緒に取り組みましょう。

・動かない時間を減らそう

ラジオ体操のような体操や､室蘭市のご当地体操｢はぴらん
体操｣を行いましょう｡人混みを避けて散歩することもおすす
めです。

・しっかり噛んで、お口を清潔に保とう

食事のときはしっかり噛み､口周りの筋肉を保ちましょう｡
また､毎食後と寝る前に歯を磨き､お口を清潔に保つことは感
染症予防に有効です。

・人と支え合おう
家族や友人と電話や手紙､メールなどで交流し､困ったとき
などに助け合いましょう。

高齢者向け健康講座

えみなメイト

詳細 高齢福祉課
☎25-2861

6月は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、
全会場で中止します。

▲新しい保険証は 水色 です

▲新しい減額認定証・限度証は
黄色 です

食事で免疫力アップ!!
外出を控え活動量が減少すると、筋肉量も減少し免疫力
の低下につながります。免疫力は細菌やウイルスから自分
自身を守る力で、食事で高めることができます。

｢一汁三菜」でバランスのよい食事を
主食(ごはん、パン、麺類などの炭水化物)、汁物(味噌汁
など)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品が主体の料理)、副菜
(野菜が主体の料理)のそろった「一汁三菜」を毎日の食事
の基本とすると、栄養バランスが良くなり、必要な栄養を
取ることができます。特に、食欲がないときは、たんぱく
質を多く含む主菜から食べましょう。

免疫力を高める食材を取り入れましょう
免疫力を高めるには、善玉菌を増やし腸内細菌を整えるこ
とが重要です。そのためには、食物繊維を多く含むキノコや
ゴボウなどのほか、オリゴ糖を多く含む大豆やタマネギなど

の食品を取り入れることが有効で
す。また、ヨーグルトや漬物など
の、ビフィズス菌や乳酸菌を含む
食品は、善玉菌を直接取り入れる
ことができます。
ただし、体に良いからといって
食べ過ぎず、適量を食べましょう。

詳細 保険年金課 ☎25-3026
健康推進課 ☎45-6610
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みんなの健康
糖尿病教室

無料

6/25㊍

当日、直接お越しください。

14:00〜15:00

●糖尿病専門医のお話
医師 宮崎 義則 さん
●管理栄養士のお話
「飲み物について」
会場

がんへの支援

無料

医療福祉相談とがん相談支援センターでは、がんに関するさまざ
まな悩みを相談員が伺います。また、定期的に開催しているがんサ
ロンには、通院先を問わず、がんの診断を受けた人、治療中の人、
その家族が参加できます。当日、直接会場にお越しください。

がんサロン

詳細 市立室蘭総合病院
地域連携室医療福祉相談
☎25-2241

ひまわりの会

市立室蘭総合病院
2階講堂

詳細 市立室蘭総合病院
☎25-2022

6月は中止します。

がんサロン

ほっとほーむ

こころの健康相談

無料

さまざまな心の健康問題を抱えた本人、家族
または関係者が対象です。精神科医師などに相
談することにより、適切な助言や支援を受けら
れます。
日時 ６月９日(火) 13:00
申込方法 ６月４日まで、電話で
会場・詳細 室蘭保健所(広域センタービル)
☎24-9846

休日歯科
救急医療
診療時間

７日(日)

詳細 室蘭歯科医師会
☎43-3522
6月

9:00〜11:00

診療日

診

療

所

谷口歯科医院
御前水２-1-１６

☎23-9090

野村歯科
（登別）
１4日(日)

新生町１-1-６

２１日(日)
2８日(日)
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☎0142-23-2021

川本歯科医院
中島町2-11-1４

☎45-0656

すずき歯科医院
高砂町５-1２-1５
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6月は中止します。

がんサロン

詳細 製鉄記念室蘭病院
がん相談支援センター
☎47-4337

はぁと

会場
6/10㊌ 13:00〜15:00
■たのしくおしゃべり

学ぼう
楽しもう

☎46-3434

同病院 患者図書室はぁと

認知症カフェ

詳細 高齢福祉課
☎25-2861

毎月開設している認知症カフェは、新型コロナウイルス感染症拡
大を防止するため、６月は中止します。
認知症に関する相談事は、地域包括支援センターや高齢福祉課に
ご連絡ください。

地域包括
支援センター

☎86-8844

村上歯科医院
（伊達）
網代町３５

詳細 日鋼記念病院
がん相談支援センター
☎22-2225

健康相談

白鳥ハイツ
母
恋
ことぶき
憩

…………
…………
…………
…………

☎59-3100
☎24-2112
☎46-2121
☎41-3076

詳細》健康推進課 ☎45-6610

無料

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、対面での健康相
談などを中止しています。
不安や疑問に思うことがあれば、保健師や栄養士が電話で対応し
ます。お気軽に健康推進課にご相談ください。

伝言 板

市民の皆さんから寄せられた情報を掲載しています。
広報むろらん7月号の「ひとこと声」「伝言板」に掲載を希望する場合は、6月1日までに原稿を送ってください。
広報課 ☎25ｰ2193 FAX 25ｰ2835
shimintaiwa@city.muroran.lg.jp

子ども食堂
「なかよし食堂」

万葉集座談会

6

月
行

事

１０
：
００ 市民美術館

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

−不安な社会に生きる人間の心情を受けとめて−

１０
：
００ 市民美術館

《詳細》☎２２ｰ１１２４
（同館）

１０
：
００ 港の文学館

室蘭グラウンド・ゴルフ協会

有料

３日…交流会 １８日…春季市民体育大会
８
：
３０ 入江運動公園多目的運動広場《詳細》☎４３ｰ６１３０
（井山）

室蘭市のSNS利用を

１１㈭
１４㈰
２８㈰

ノルディック ウォーキング 有料 ※無料貸ポールは１５セット。
１１日…例会 中島スポーツセンター
１４日…例会 開運公園
（幸町）
２８日…例会 うぐいす公園
（水元町）
9：
３０ 各会場に集合
《詳細》☎０９０ｰ９０８７ｰ５０６８
（黒政）

（令和2年4月末）
82,274（+107）
45,441（+233）
（ ）は前月比

２０㈯
〜２３㈫

イタンキ浜鳴り砂を守る会 イタンキ浜鳴砂海岸の清掃

１３日…１０:３０、２８日…１３
：
００
イタンキ浜海岸集合

パワーストーン in 室蘭

１０
：
００ グリンデパート

ツイッター

《詳細》☎２３ｰ１０７５
（菊地）
※パワーストーンの販売。
《詳細》☎４４ｰ１２８１
（同デパート）

フェイスブック

（＠Muroran̲City）

（@muroran.city）

インスタグラム
（muroran.city）

広報

人のうごき

事

※催しはありません。
地球岬・満月の会 満月鑑賞会
月の出…１９
：
４３、日の入り…１９
：
１１、月の見ごろ…５日〜７日
地球岬展望台
《詳細》☎０９０ｰ３１１６ｰ１１０３
（池野）

１３㈯
２８㈰

《詳細》☎２２ｰ１５０１
（同館）

市 で は 、S N S（ソーシャル
ネットワーキングサービス）を
使って情報発信しています。
市政情報や行事・イベントの
紹介のほか、防災情報なども
お知らせしていますので、ぜ
ひ、ご利用ください。

行

６㈯

港の文学館 企画展

〜8/29㈯ 掛川源一郎『コタンのマリア・バチラー八重子』展

人口
世帯

『方丈記』の原文と現代語訳を音読し
ます。
日時 6月26日(金) 13:00〜15:00
会場 港の文学館
料金 400円（テキスト、コーヒー代）
申込方法 事前に電話で
詳細 伊賀☎22ｰ6951

日

室蘭美術の過去、現在−画論の賑わい−

〜8/10㈪ 諏訪英雄展

３㈬
１８㈭

〜『方丈記』養和の飢饉〜

他のページに掲載している催しもあります。
日時・内容は、変更になる場合があります。

日
〜7/19㈰

「日本の文学」を楽しむ会

子どもたちに食事を提供して、温かく
見守る活動を行っています。6月は弁当
をお渡しします。
日時 6月13日・27日(土) 12:00〜13:00
会場 ハートセンタービル（東町2ｰ3ｰ3）
料金 大人300円、高校生以下は無料
申込方法 当日会場で
詳細 室蘭母子福祉会☎84ｰ8730

万葉歌の紹介と意見交換を行います。
聴講のみの参加もできます。
日時 6月12日(金)
13:00〜15:00
会場 港の文学館
料金 300円
申込方法 事前に電話で
詳細 竹之内☎22ｰ4056

市・道民税 1期
国民健康保険料 1期
後期高齢者医療保険料 1期
介護保険料 1期
6月30日までに納めましょう

■今月の表紙
臨時休館していた生涯学習センター「きらん」ブックパークでは、5
月19日からの開館に向けて準備が行われていました。当面は時間短
縮開館で本の貸し出し・返却・予約のみの利用となりますが、スタッフ
はブックパーク内や書棚、本の消毒を丁寧に行っていました。
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■発行・編集

FAX

北海道室蘭市総務部広報課

051ｰ8511 室蘭市幸町1ｰ2
室蘭市（@Muroran̲City）
0143ｰ25ｰ2193
室蘭市役所（＠muroran.city）
0143ｰ25ｰ2835
北海道室蘭市（muroran.city）
shimintaiwa@city.muroran.lg.jp
ご意見・ご感想をお寄せください。
http://www.city.muroran.lg.jp/

■印刷

北海印刷株式会社
見やすさ・読みやすさに配慮したユニバーサルデザイン
フォントを使用しています。
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