情報館
情報館
PIPA
PIPA

ペット︵犬・猫︶を飼う前に考
える のポイント

ペットは私たちの生活に潤いと安らぎをもたらし

３
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▼乾電池︑蛍光管︑電球は︑購入時のケースがある

場合はケースに入れ︑それぞれ半透明の袋に分け

て︑燃やせるごみまたは燃やせないごみの日に出

してください︵多量に出す場合は︑燃やせないご

みの日に出してください︶

資源ごみ︵プラスチック︶の品
質検査について

市では︑回収したプラマークがついたプラスチッ

クごみを日本容器包装リサイクル協会を通してリサ

５

てくれますが︑最後まで責任をもって飼うことが大

切です︒ペットを飼う前に次のことをよく考えまし

ょう︒

▼ペットを飼える住居に住んでいますか？転居や転

勤の予定はありませんか

▼飼いたいペットは︑あなたのライフスタイルに合

イクルをしており︑年に１回︑同協会による品質検

われましたが︑プラスチックごみの中に医療系廃棄

査が行われます︒今年度は昨年 月に品質検査が行

危険なごみが混入されると︑収集や処理の支障と

物やガラス片の混入がありました︒

なりリサイクルができなくなりますので︑適切な分

別と排出にご協力をお願いします︒

プラスチックごみの出し方

▼選別やリサイクルの支障になるため︑二重袋にし

ない

11

っていますか

▼家族は全員︑動物を飼うことに賛成していますか

▼家族で動物に対するアレルギーがある方はいませ

んか

▼時間と手間をかけ毎日欠かさず世話ができますか

▼ペットが寿命を迎えるまで飼い続けることができ

ますか

▼近隣に迷惑をかけないよう配慮できますか

▼ペットの一生にかかる費用を考えてみましたか

▼生涯にわたる計画を立ててみましたか

▼万一飼えなくなったときのことを考えていますか

い場合は燃やせるごみに出す

▼ソースなどの汚れはふき取るか洗い流し︑取れな

▼結束バンド︵ＰＰバンド︶︑ バラン︑

グなど︑プラマークのついていない

湿布薬のフィルム︑フリーザーバッ

ごみは燃やせるごみに出す

▼白色以外の発泡スチロール︵色付き・柄付き︶は

リサイクル処理に支障があるため燃やせるごみに

出す

▼事業所において︑製品の製造工程で発生するプラ

マークのついたごみは︑産業廃棄物として処理する

問合せ

ごみの出し方についてご確認を

ごみステーションに分別されていないごみが残さ

れているとの相談が寄せられています︒皆さんのご

協力をお願いします︒

▼空きびんとペットボトルは︑必ずキャップを外し

てください︒キャップが付いていると︑手作業で

一つずつ外さなくてはならないため︑大変な手間

となります

▼空き缶とペットボトルは︑潰さずに別々の袋で出

してください

市長 への 提 言

４

広報情報係☎６３〜０１１３

市民の皆さんから寄せられた「市長への提言」と提言 提言 市内にある高校の「高校（学校）だより」を各町内会
に対する「市の回答」の一部を紹介します。

の回覧版で市民の皆さんに見ていただいてはどうか

提言 市営住宅の抽選時に次点を決めていた方が、空
き室ができた時に希望者が早く入居できるのでは
ないか

回答 美唄尚栄高校や美唄聖華高校の取り組みについては、
毎年、広報メロディーでの掲載のほか、市民ふれあいサ
ロン（コアビバイ内）や郵便局などに学校だよりを配置
するなどの周知活動を行っており、各町内会の皆さんの
負担となる回覧板での周知は行っていません。

回答 市営住宅は、公営住宅法で公募を原則としてい
るため、修繕費用・空き状況・需要の状況を勘案
して住宅を選定し、年４回の公募を行っています。
公募の方法は、公募ごとに申し込みを受け、同 提言 市道の街路樹が枯れているので、新しい苗木を植えて
はどうか
じ住宅に対して複数の応募があった場合には抽選
を行い、次点の方を当該公募限りの補欠としていま
回答 枯れている街路樹については伐木を行いました。街路
す。これは北海道と同様の取り扱いとなっています。
樹の植え替えについては、現在のところ予定していません。
市の業務に関してサービスの向上や効率的な行政運営などにつながるアイデア・提言を寄せてください。
提言方法 市役所１階ロビーに配置の提言書に記入の上、専用の提言募集箱に投函してください
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生活環境課 から の お知らせ

問合せ

①②生活環境課生活交通係☎６２〜３１４２
③〜⑤同環境係☎６２〜３１４５

１ 説明会を開催します。ご都合のよい会場にお越しください
●４月１日から市民バス東線の本格運行を開始します
昨年、市民バス東線の実証運行と意見交換会を行い、
４月１日から現在のバス路線を変更して本格運行を開始
します。
※バス路線や時刻表など詳しくは、広報メロディー３月
号の折り込みチラシでお知らせします。
●路線バス南美唄線、市民バス西線（進徳・拓北線）の
運行について
路線バス南美唄線、市民バス西線（進徳・
拓北線）につきましても実証運行を行いまし
たが、両路線とも、現行のままでの運行を続
けることに決定しました。
●乗合タクシーの運賃改定について
乗合タクシーの運賃改定を予定しています。

と

ところ
東明西福祉会館
東明市街本町町内会館
市役所

と

ところ
南美唄福祉会館
下緑町内会館
進徳集会所
上美唄総合福祉会館
光珠内福祉会館
東福祉会館

と

ところ
盤の沢会館
日東福祉会館
茶志内中央福祉会館
中村福祉会館
西美唄福祉会館
開発福祉会館

き
10時〜
２月12日㈫
13時30分〜
２月28日㈭ 13時30分〜

き
10時〜
２月13日㈬
13時30分〜
10時〜
２月14日㈭
13時30分〜
10時〜
２月18日㈪
13時30分〜
き
10時〜
２月19日㈫
13時30分〜
10時〜
２月20日㈬
13時30分〜
10時〜
２月21日㈭
13時30分〜

２ 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金の支給について
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金（第２次配分）として北海道災害義援金配分委員会から市に８万
円が配分されました。
市でお預かりした義援金は、北海道災害義援金配分委員会の配分基準に基づきその全額を被災者の皆さん
にお届けしました。

地 域 安 全 ニ ュ ー ス

問合せ

美唄警察署☎６３〜０１１０

違法・迷惑駐車の防止
〜やめましょう みんなが困る
迷惑駐車〜

サイバー空間の脅威に対する社会全体の
対処能力の強化
〜あなたを守るサイバーセキュリティ〜

違法・迷惑駐車は次のような危険や障害の
原因となります。
◆交差点付近での事故や歩行者事故などの原
因になります
◆道路が狭くなり通行人や緊急車両の活動の
防げになります
◆除雪や道路作業など
の大きな障害となり
ます

サイバー犯罪の被害に遭わないように次の
対策を実施しましょう。
◆パソコンやスマートフォンにはウイルス対
策ソフトをインストールする
◆メールに添付されたデータをむやみに開かない
◆パソコンやスマートフォンなどのウイルス対策ソフトは常
に更新し、セキュリティホール（脆弱性）を作らないよう
最新の状態にしておく
◆万が一のウイルス感染に備え、大切なデータをインターネッ
トのつながっていないハードディスクやＤＶＤなどに保存
し、バックアップ（複製）を作成しておく
◆ＩＤやパスワードは、自分自身でしっかり管理する
2019．
2
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情報館 PIPA

ふるさと美唄応援寄附金 （ふるさと納税）のお知らせ
申込・問合せ

観光振興課観光振興係☎６３〜０１１２へ

「ふるさと美唄応援寄附金（ふるさと納税）
」とは…
ふるさと美唄を元気付け、明るい未来をつくるため、平成20年10月からスタートした制度で「美唄を応援したい」「まちづく
りに協力したい」という気持ちを持つ納税者の方が本市へ寄附を行った場合、確定申告をすることで、今お住まいの市区町村の
住民税から控除を受けられるものです（市民の方からの寄附も対象となります）。
また、確定申告が不要な給与所得者等について、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度）が設けられています。詳しくは問い合わせください。

次の使い道を用意しています
平成28年度

使い道
件数

広くまちづくりを応援
福祉事業を応援
青少年育成事業を応援
文化振興事業を応援
安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ
美唄整備事業を応援
交流拠点施設整備事業を応援
農業振興事業を応援
地域医療を応援
受動喫煙防止対策を応援
その他（指定分野を応援）
合
計

1,531
282
570
53

金

額

件数

金

額

平成30年度
（平成30年12月末現在）
件数

1,933万3,000円 2,864
1,531
356万2,000円
321
282
676万円
476
570
64万円
41
53

1,936万3,000円
3,326万1,001円 3,825
357万2,000円
370万3,001円
352
595万1,000円
678万円
333
64万円
44万円
59

173万円

174万円
118万円

105
51
610
429
−
33
3,664

平成29年度

105
81

61万円
53
51
769万7,005円
510
610
532万2,000円
398
429
−
− 34
181万円 3,665
28
4,746万4,005円 4,772
2,983

金

額

4,295万5,000円
400万円
483万1,000円
73万6,334円

71

110万6,000円

89万2,000円
60万円
26
764万7,005円
597万4,000円
325
531万2,000円
493万4,000円
276
−181万円
102
4,746万4,005円
156万3,000円
４
4,746万4,005円
5,789万8,002円 5,373

126万円
380万3,000円
313万3,000円
153万3,000円
12万円
6,347万7,334円

平成29年度にいただいたご厚意は、次のように活用させていただきました
広くまちづくりを応援 ▶車道や歩道の除排雪経費の
一部 ▶宮島沼とその周辺に生息する鳥類の個体数
調査 ▶美唄サテライト・キャンパス運営協議会が
実施する各種講座等の運営経費 など
福祉事業を応援 ▶福祉基金に積み立て ▶福祉スポー
ツ大会開催経費の一部 など
青少年育成事業を応援 ▶青少年育成基金に積み立て
▶子ども会対抗球技大会やキッズ・アスリートス
クール等の青少年育成事業経費 など
文化振興事業を応援 ▶文化基金に積み立て
海道で江戸噺2017」の補助経費 など
ばなし

▶「北

安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備事業を応援
▶安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備基
金に積み立て ▶誘導用案内板作成、設備改修経費
の一部 など

交流拠点施設整備事業を応援 ▶交流拠点施設整備基
金に積み立て ▶ピパの湯 ゆ〜りん館の設備改修
経費の一部 など
農業振興事業を応援 ▶農業後継者の育成に必要な修
学研修費の補助経費 ▶農業振興基金に積み立て
など
その他（指定分野を応援） ▶受動喫煙防止条例啓発・
普及活動 ▶恵風園・恵祥園の備品整備 ▶子育て
支援、保育所整備 ▶宮島沼
湿地保全 ▶美唄駅周辺再開
発 ▶テレワーク事業の推進
▶4110型機関車の整備 ▶炭
鉱跡の保全 ▶動物の殺処分
ゼロへの取り組み

ＰＲにご協力ください
１万円以上の寄附をされた市外の方に対し、
お礼の気持ちを込めて特産品などの返礼品を贈
呈しています。
市外や道外にお住まいの知り合いの方や美唄
の特産品に興味のある方がいましたらぜひ制度
をご紹介ください。

▶医療等拠点施設整備基金に積み立て

地域医療を応援

申し込み方法
郵送（住所などは20ページを参照）、℻６２〜１０８８、
kouryu＠city.bibai.lg.jpのほか、下記のサイトから申
し込みしてください。検索
ふるさと納税

美唄

検 索

・さとふる
・ふるぽ
・ふるさとチョイス
2019．
2
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平成 30 年 の 火災発生状況

消防本部予防係
☎６６〜２２２３

問合せ

平成30年の出火件数など

昨年の火災発生状況は右表の通りです。出火件数は７件で、平成
29年と比較すると９件の減少となっていますが、焼損面積は増加し
ています。内訳は建物火災４件、車両火災１件、その他火災２件と
なっており、負傷者が５人出ています。
火災の多発期を迎えていますが、火の元の安全を確かめるなど、
一人ひとりが次のことに注意し、本年も火災発生件数の減少を目指
して、火の用心を心掛けてください。

出 火 件 数 ７件（９件減少）
焼 損 床 面 積 843.30㎡（561.83㎡増加）
焼 損 表 面 積 2.51㎡（1.99㎡減少）
林野焼損面積 ０アール（増減なし）
損

害

額 2,448万7,000円（771万8,000円増額）

傷

者 ０人（３人減少）
者 ５人（１人増加）

死

●寝たばこはしない ●子どもにはマッチやライターで遊ばせない
●揚げ物をするときはその場を離れない ●ストーブには燃えやす
いものを近づけない ●いざというときのため、出入り口や窓付近
の除雪をする ●家の周りに燃えやすいものを置かない ●ごみ焼
きはしない

負

かっこ内前年比

冬期間 に おける

緊急自動車 の 出動 に 関 する お 願 い

平成30年の救急出動件数など
出 動 件 数

1,130件（58件増加）

搬 送 人 員

1,059人（69人増加）

出動件数の内訳

今年も降雪により、道路状況の悪化や建物の確認が困難となってき
ています。
救急車をはじめとする緊急自動車は、一刻も早く、そして確実に現
場に到着することが大変重要であり、気象や道路状況を考慮し、確実
に走行できる道路を選択しています。そのため、現場到着時刻が夏季
より遅くなってしまう可能性があります。また、吹雪や積雪で出動先
の建物などが確認しづらい状況も増えてきており、現場での緊急自動
車の誘導をお願いする場合があります。
市民の皆さんには、冬期間の気象状況を十分
ご理解いただき、ご協力をお願いします。

消防署救急係
☎６６〜２２２６

問合せ

急

病

681件（70件増加）

交通事故

44件（２件減少）

一般負傷
転院搬送

152件（３件減少）
165件（２件増加）

そ の 他

88件（９件減少）
かっこ内前年比

地域おこし協力隊

No.34

活 動日 記

皆さん︑こんにちは！コウです︒

私が美唄に来て︑もうすぐ半年になります︒

雪が降らない台湾から美唄に来て︑初めての冬

は少し不安でしたが︑少しずつ寒さにも慣れて

日に﹁メガネの三愛﹂さんの店舗をお

最近では︑翻訳と観光の情報発信のほか︑昨

月

15

きました︒

年

借りして台湾茶の文化体験を行いました︒

このイベントでは︑私がお客さんに台湾茶の

入れ方を披露し︑一緒に台湾茶を飲みながら

いろいろな台湾の文化を紹介しました︒お茶は

一煎目から五煎目まであるので︑少しお時間を

いただきましたが︑来てくださった皆さん︑ど

うもありがとうございました︒

美唄で台湾の文化を皆さんに知っていただく

2019．
2

ために︑このような取り組みをこれからも行っ

9

▲台湾茶の文化体験

ていきたいと思いま

す︒台湾に興味があ

る方は︑ぜひ参加し

て︑何でも私に聞い

てください︒よろし

くお願いします︒

問合せ 観光振興課☎ 〜０１１２

63
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