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市内団体

ケアラー支援フォーラムえべつ 2022

～北海道ケアラー支援条例を知ろう～

　今年 4月から施行された北海道ケアラー

支援条例について、条例の作成に携わった

道のキーパーソンの方々から条例の全容を

うかがいます。ケアラー支援条例につい

て皆さんで学びましょう。 日時：11/3(木･

祝 )10:00～12:00  会場：江別市総合社会

福祉センター（錦町14-87）  詳細：えべつ

ケアラーズ（加藤）☎ 080-4136-4129

江別美術協会
第 48 回チャリティ小作品展

　会員の描いた絵などの小作品を格安に

て販売、売上金の一部を江別市社会福祉

協議会に寄付します。 日時 :11/21㈪～ 28

㈪ 10:00 ～ 16:00　会場 : 大麻公民館ギャ

ラリー　詳細：江別美術協会（砂山） ☎ 

090-5227-7355

公共機関など

税を考えるクイズ大会 無 料

　11/11 ㈮ ～ 17 ㈭の

“ 税 を 考 え る 週 間 ”

にあわせ、「ネットで参

加 税を考えるクイズ大

会」を開催します。対

象は札幌東税務署管轄

内（江別市、札幌市厚別区・白石区）にお

住まいの方。※管轄外の方は入賞対象外

です。成績優秀賞 15 名、参加賞 15 名に江

別の美味しい特産品を贈呈します（入賞者

には後日 Eメールで通知します）参加は札

幌東法人会のホームページか

ら。問題掲載期間は 11/11 ㈮

～ 17 ㈭ 18:00 詳細：札幌東

法人会江別支部 ☎ 382-3121

産後パパ育休制度が 10 月 1 日
から施行されています

　男女とも仕事と育児を両立できるように、

育児・介護休業法が改正され、今年 4月か

ら順次施行されています。10月からは産後

みんなのひろば 1月号（1/7以降の内容）の掲載依頼は11月17日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

パパ育休（出生時育児休業）や育児休業の

分割取得がスタートしています。詳しくは、

厚生労働省ホームページをご

覧ください。 詳細：北海道労働

局雇用環境・均等部指導課 ☎ 

709-2715

　近年、不動産（土

地・建物）をお持ち

の方が亡くなっても、

相続登記がされない

ケースが数多く存在

しており「所有者不

明土地問題」として、社会問題になってい

ます。相続登記がされないと、登記簿を見

ただけでは、不動産の所有者やその所在を

把握できないため、まちづくりのための公

共事業や、災害時の復旧復興が進まないと

いった問題が生じ、不動産取引を円滑に行

うことも難しくなります。このため、令和6

年 4月 1日から、これまで任意であった相

続登記の申請が義務化されることになりま

した。不動産の相続登記をお済みでない方

は、不動産の所在地を管轄する法務局に申

請をしていただくようお願いします。

　なお、相続登記の申請にあたっては、以

下のサービスを利用すると便利です。

【相続登記相談センター】※相談料無料

相続手続き全般の相談専用ダイヤル 

札幌司法書士会 ☎ 211-6665 

平日12:00～15:00

【登記手続案内】※完全予約制、相談料無料

申請書様式や必要な添付書類などについて

案内します。

札幌法務局江別出張所 ☎ 382-2132 

平日 8:30～17:15

※個別の具体的な内容の相談は【相続登記

相談センター】をご利用ください。

道税の申告、届出や納税は
エルタックスをご利用ください

　エルタックス（eLTAX）は、インターネッ

トを利用して北海道の法人道民税・事業税・

特別法人事業税や市町村の法人市町村民税

などの申告、届出や納税が行えるシステム

です。詳しくはホームページをご覧くださ

い。 詳細 ： 北海道 札幌道税事

務所 税務管理部 課税第一課 法

人事業税第一係 ☎ 204-5083　    

   232-8697    

税務署から事前予約制のお知らせ

　税務署では、皆様に

お待ちいただくことな

くスムーズに申告・面

接相談できるよう、原

則として「事前予約制」

を実施しております。

申告・面接相談を希望される方は、所轄の

税務署に電話で相談日時を予約してくださ

い。なお、予約状況により、希望の相談日

時に添えない場合があります。お問い合わ

せは札幌東税務署 ☎ 897-6111

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内

4 大学などの連携で開催する

市民向けの講座です。オン

ライン講座もあります。詳細

は講座一覧（市ホームページ・公民館で配

布）をご覧ください。詳細：生涯学習課 ☎

381-1062　   北海道情報大学（西野幌 59-2）

　   詳細 /通信教育部事務部

     ☎ 385-4427 FA X 385-1074

      
Email=hiukouza@do-johodai.ac.jp

【全て対面講座】

▶集まれ小学生！！

ピカッとプログラミン

グ講座

▶ニック・ヴイチチさ

んの「いじめをとめる

方法」のスピーチ 
　新型コロナウイルスの影響に
より、 例年開催されていたイベ
ントが中止になる場合がありま
す。
　気になるイベントは直接主催
者にお問い合わせください。

 ご注意

    忘れていませんか？相続登記

FA X
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　　　　　     身近な SDGs
を紹介する展示やイベントが盛りだくさん！
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野幌公民館野幌公民館

生活クラブ創立 40 周年記念講演会

「気候危機、私たちにできること」

　オンラインで実施される講演会を、会場で視聴します。

講師：江
え も り

守正
せ い た

多さん（東京大学 /国立環境研究所）

定員：先着 30 名程度

申し込み：11 月 17 日㈭までに環境課に電話（☎ 381-1019）

　　　　　で申し込み

　食品ロスを防ぐため、食品を無駄なく使いきるレシピによ

る調理実習を行い、実食します。

講師：江別友の会のみなさん

定員：先着 10 名

持ち物：上靴、エプロン、三角巾

申し込み：11 月 16 日㈬までに廃棄物対策課に電話（☎ 383-

　　　　　4211）で申し込み

食材使いきりレシピ講習会

　安全で安心できる暮らしを実現するため、生活の工夫や食

の大切さ、消費者被害の防止策などについて展示します。

日時：11 月 20 日㈰～ 22 日㈫ 10:00 ～ 16:00

　　　（最終日は 14 時まで）

詳細：消費者のひろば実行委員会（商工労働課内）

　　　☎ 381-1026

2022 消費者のひろば パネル展
「おとなからこどもへ伝える消費者教育」

～今だから知ってほしいえべつのこと～

※新型コロナウイルス感染予防のため換気をしていますので、温かい格好でお出でください。
また、感染拡大状況によっては、開催形態の変更や中止をする場合があります。

 常時開催イベント・展示
 ・出前環境学校 大学生と環境クイズやゲームに挑戦

 ・人力カメラや発電トライアンドタッチなどに挑戦

 ・いしかりゼロカーボンおみくじ

 ・紙芝居 「うみがめマリンの大冒険」「ごめんね ごみおばけ」

 ・家庭でできる省エネ～冷蔵庫編～

 ・身近なことからはじめよう！みんなの SDGs

　 ～ミツロウラップやヘチマたわし、鍋帽子も紹介

 ・紹介！野幌森林公園リモート自然観察会

 ほかにもたくさんのイベントを開催します。

展示やイベントを回ってスタンプ

を集めよう。（抽選で景品あり）

開同 時 催

10:00 ～ 12:0010:00 ～ 12:00

10:00 ～ 13:0010:00 ～ 13:00

詳細  環境課 ☎ 381-1019　主催：えべつ地球温暖化対策地域協議会　共催：江別市
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