
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

2020年8月15日 ひろまる通信 号外 

発行 広田まゆみ 

住所 〒003-0025 

札幌市白石区本郷通7丁目北1-28 
TEL:011-860-8666 FAX:011-860-8667 

E-mail：office@hiromaru.jp  

URL：https://hiromaru.jp 
 

北海道議会議員 広田まゆみ オフィシャルサイト 

https://hiromaru.jp/ 

QRコードで簡単にアクセスできます！ 

 

▼ 広田まゆみ 

https://www.facebook.com/mayumi.hirota.94 

▼ 北海道議会議員 広田まゆみ政務事務所 

https://www.facebook.com/hiromarujimusyo 

 @hirotamayumi

厚別区では、北海道サポートセンターと協働で、「こどもと貧困」や「がん対策」、

「アフターコロナ」など、毎月異なるテーマで放送中！ 

Facebook(ﾗｲﾌ )゙・YouTube(録画)でも配信中！ 

 
災害時にも注目

されています！ 

コミュニティラジオに注目したのは、東日本大震災の時。 

胆振東部地震のブラックアウトの経験も踏まえて、令和元年

からスタート。 

今回のコロナ自粛期間も、道議会が『一般質問取下げ』

などで「休会」となった中も、感染対策をしながら番組

の放送は続けていました。 

新たにこの７月からは、白石区在住の大学生や英会話

スクールとも連携して、日常的には「白石・北海道から

世界へ」を展望した情報発信を、そして非常時は減災に

向け地域のための放送にもチャレンジしたいです。 

《厚別区》ＦＭドラマシティ《７７．６MHz》 毎週水曜日19:00～19:59 
『広田まゆみのイノベーション北海道～ひろまるつながるNPOな仲間たち』放送中！！    

 

《６月のゲスト》※テーマは「北海道のがん対策」 
マンスリーゲスト：田辺 睦子 さん（NPO法人パンキャンジャパン 世話人） 

《７月のゲスト》※テーマは「自転車と公共交通」 
マンスリーゲスト：松本 公洋 さん（NPO法人ゆうらん 理事長） 

《８月のゲスト》※テーマは「NPOの中間支援」 

《９月のゲスト》※テーマは「認知症対策」 

マンスリーゲスト：田辺 毅彦 さん（北星学園大学 教授） 

《１０月のゲスト》※テーマは「こどもと笑顔」 
マンスリーゲスト：菅野 ゆかり さん（笑顔のコーチング認定ファシリテーター） 

《１１月のゲスト》※テーマは「防災・減災」（6日のみ がん対策） 

《１２月のゲスト》※テーマは「ダイバーシティ、LGBT」 
マンスリーゲスト：日野 由美 さん（LGBT当事者） 

《１月のゲスト》※テーマは「ダイバーシティⅡ、エンパワーメント」 

《２月のゲスト》※テーマは「組織マネジメントの実践」 

《３月のゲスト》※テーマは「こどもと遊び×コロナ対策」 

マンスリーゲスト：寺坂 崇 さん（まなびデザイン研究所） 

エフエムしろいし《８３．０MHz》 毎週月曜日10:30～11:30『広田まゆみのすっきりマンデー』放送中！！ 

 

 

《２０１９年７月のゲスト》 
１日 五十嵐 由家 さん（占い師・レギュラーアシスタント） 

８日 安田 栄次 さん（FMしろいし 防災など担当） 

１５日 宗万 忠幸 さん（FMしろいし 企業支援など担当） 

２２日 りえぽん（FMしろいし 代表） 

２９日 萱野 智篤 さん（北星学園大学教授） 

《８月のゲスト》 
５日 早川 寿保 さん（銀河電力・イオテクノロジー代表） 

１２日 漆原 直子 さん（札幌市議会議員） 

１９日 東 由佳子 さん／荒井久代さん 

（NPO法人 ほっかいどうピーストレード） 

２６日 上西 咲 さん（ざんぎバルHANA） 

《９月のゲスト》 
２日・９日 早川 寿保 さん（銀河電力・イオテクノロジー代表） 

１６日 白藤 さおり さん（Webデザイナー） 

２３日 高橋 由人 さん（足もみ師） 

３０日 市川 博基 さん（イチカワクリーニング 三代目） 

《１０月のゲスト》 

７日 中川 典子 さん（リフレクソロジーカフェみるここ） 

１４日 佐藤 文子 さん（日本ホメオパシーセンター ホメオパス） 

２１日 小川 洋平 さん（おがわのじかん） 

２８日 永森 志織 さん（難病支援ネット・ジャパン） 

《１１月のゲスト》 
４日 寺長根 愛 さん（Ai TERANAGANE 代表） 

１１日 小松 未沙 さん（アジアンリラクゼーション ヴィラ 店長） 

１８日・２５日 舟本 秀男 さん（(株)財界さっぽろ 代表取締役社長） 

《１２月のゲスト》 
２日 木滑 雄大 さん（元 神恵内村地域おこし協力隊／ 

泊まれる喫茶店「FUKUROMA」） 

９日 泉谷 さとみ さん（ピアニスト） 

１６日 杉田 知子 さん（バイオリニスト） 

２３日 浅沼 直樹 さん（(有)オリジナルワークス 代表） 

３０日 ゲストなし／１年の振返り 

《２０２０年１月のゲスト》 
６日 石谷 二美枝 さん（子育てコーチ） 

１３日 小松田 泰載 さん（靴磨き1000人達成目標に活動中） 

２０日 菅野 ゆかり さん（札幌マインドデザイン協会） 

２７日 佐久間 直樹 さん（公募）･･･家庭介護の体験からのお話 

《２月のゲスト》 
３日 秋山 真敏 さん（管理しない管理栄養士） 

１０日 佐藤 真紀子 さん（ひだまり助産院院長） 

１７日 クマガイヒロコさん（カウンセラー／ものづくりアーティスト） 

２４日 杉森 洋子 さん（フリースクール札幌V.O 代表） 

《３月のゲスト》 
２日 齋藤 克恵 さん（介護士・アーティスト  ） 

９日 上田 大介 さん（12星座セラピスト） 

１６日 杉本 季依美 さん（スタジオアゥエイク） 

２３日 板垣 俊夫 さん（白石区連合町内会長） 

３０日 五嶋 絵里奈 さん（ネウボラ北海道） 



 

 

 

 

 
 

◎個人の方へ 

◆傷病手当金の支給 

相談窓口：加入している健康保険組合など 連絡先：保険証に記載の保険者 

◆個人向け緊急小口資金（緊急小口 10万円→20万円等） 

札幌市社会福祉協議会 ０１１-６１４-３３４５ 

お住まいの市区町村の社会福祉協議会 ※各市町村社会福祉協議会※ 

◆生活困窮者自立支援制度に基づく相談・支援 

札幌市生活就労支援センター ０１１-２２１-１７６６ 

お住まいの地域の生活困窮者自立支援機関 ※地域の各相談窓口※ 

【生活困窮者自立支援制度】平成27年４月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者の支援制度がスタートしました。 

《自立相談支援事業》 
◆支援対象者 
「働きたくても働けない」、「住むところがない」、「家賃を払えない」、

「家族のことで悩んでいる」、「子どもの勉強が心配」など、仕事や生

活に困りごとや不安を抱えている方。 
※なお、生活保護を受けている方は対象になりません。 

◆支援内容 
相談者からの相談を広く受け付け、専門の支援員が相談者と一緒に、

生活の状況や課題を解きほぐしながら、自立に向けた目標や支援内容

を考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。 

作成した支援プランに基づき、他の専門機関と連携して、課題の解決

に向けた支援を行います。相談は無料です。 

 

《子どもの学習支援事業》 
道の各振興局では、「生活困窮者自立支援法 第６条 第１項 第４

号」に規定する「子どもの学習支援事業」を実施しています。 

◆対象世帯 
道の振興局管内町村にお住まいの生活困窮世帯と生活保護受給世帯です。 

※本事業において、「生活困窮世帯」とは、支援を必要とする子どもの親

またはその子どもを監護する方（以下「保護者の方」といいます。）が、

自立相談支援事業を利用しており、かつ、次の１から３のいずれかに該当

する世帯をいいます。 

１．今年度の就学援助対象世帯 

２．今年度途中に生活保護から自立した世帯のうち、自立時点で本事業

を利用していた世帯 

３．上記１または２に準ずる世帯として、各振興局が認める世帯 

◆対象者 
対象世帯の子どものうち、小学校５・６年生、中学生、高校生等及び就学や

就労をしていない１５歳以上２０歳未満の子ども及びその保護者の方 

◆支援の実施方法 
１．訪問型支援：学習支援員が対象者の方のご自宅を訪問し、学習を支援

します。 

２．拠点型支援：対象者の方に拠点(支援場所)に集合していただき、学習

支援員が学習を支援します。 

３．通信型支援：郵送やメールなどを利用して添削などにより、学習を 

支援します。 

４．進路相談：個別に進路に関する相談を承ります。 

５．養育相談：保護者の方を対象に、養育などに関する相談を承ります。 

６．その他 

※各振興局で、実施している支援や実施日時などが異なります。 

◆ 問い合わせ先 ◆ 
１．自立相談支援事業を利用(予定)の方 

お住まいの町村を担当する各自立相談支援機関相談窓口 

２．生活保護を受給されている方 

担当のケースワーカー 

  

《住居確保給付金》 
◆制度概要 
住居確保給付金とは、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一

定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。 
※この給付金は、令和２年４月２０日より「離職・廃業から２年以内」または

「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」に対象が拡が

りました。 

制度の利用に当たっては、収入額や金融資産額 

(預貯金等)などの要件があります。 

詳しくは、「住居確保給付金のご案内」（主な給付 

要件チェックリスト付）をご覧ください 

 

  

《一時生活支援事業》 
◆制度概要 
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある

方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。これからの生活に向

けて、就労支援などの自立支援も行います。 

 

  

◆ 相談窓口 ◆ 
詳しくは、町村にお住まいの方は道の振興局、 

市にお住まいの方は市役所にご相談ください。 
自立相談支援機関相談窓口一覧（厚生労働省HP） 

 

 

 

≪ 北海道短期おしごと情報サイト ≫ 

道では「北海道短期おしごと情報サイト」を立

ち上げ、人材を必要としている企業等の求人情

報を提供し、一時帰休などの状況にあって短期

的に働きたい希望を持つ方々やアルバイト先が

無くなり困っている学生の方などを繋げること

により、生産維持・事業継続をサポートします。「求人情報」随時更新中！ 

 

 

  

 

 

 

 
 

◎事業者の方へ 

資金繰り支援 

 ◆総合的な相談窓口 

 
北海道経済部 地域経済局 

中小企業課（経営・金融特別相談室） 

金融相談：０１１-２０４-５３４６ 

経営相談：０１１-２０４-５３３１ 

平日８：４５～１７：３０／土日祝９：００～１７：００ 

 ◆セーフティネット貸付、無利子・無担保融資 

 日本政策金融公庫「事業資金相談ダイヤル」 
０１２０-１５４-５０５(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

平日９：００～１７：００ 

 ◆金融面での相談 

 
北海道財務局 

「新型コロナウイルスに関する財務局相談ダイヤル」 
０１１-７２９-０１７７／平日９：００～１７：００ 

 

経営に関する相談 

 ◆総合的な相談窓口 

 

経済産業省 北海道経済産業局 

産業部 中小企業課 

E-mail：hokkaido-chusho@meti.go.jp 

ＴＥＬ：０１１-７０９-１７８３(直通) 

／平日８：３０～１７：１５ 

ＦＡＸ：０１１-７０９-２５６６ 

 ◆観光関連 

 
国土交通省 北海道運輸局 

観光部 観光企画課 

ＴＥＬ：０１１-２９０-２７００ 

ＦＡＸ：０１１-２９０-２７０２ 

 ◆中小企業生産性革命推進事業（ものづくり･商業･サービス補助、持続化補助等） 

 
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

企画部 生産性革命推進事業室 
０３-６４５９-０８６６／平日９：００～１７：００ 

 

雇用に関する相談 

 ◆総合的な相談窓口 

 【道】労働相談ホットライン（労働関係に関する相談） 
０１２０-８１-６１０５(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

平日１７：００～２０：００／土曜１３：００～１６：００ 

 
北海道労働局 雇用環境･均等部指導課内 

「特別労働相談窓口」（解雇･雇止め･休業手当の相談） 

０１１-７０７-２７００ 

平日９：００～１７：００ 

 
ハローワーク札幌 専門援助第二部門 

「住居･生活及び就職に関する相談窓口」 
０１１-５６２-０１０１（部門コード ４７＃） 

 ◆雇用調整助成金（支給要件の緩和、助成率の上乗せ等） 

 札幌圏の事業所：雇用助成金さっぽろセンター ０１１-７８８-２２９４ 

 それ以外の事業所：管轄のハローワーク ※管轄のハローワーク※ 

 ◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金 

 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 
０１２０-６０-３９９９(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

平日９：００～２１：００／土日９：００～２１：００ 

 ◆休業要請に関する相談（「休業協力・感染リスク低減支援金」について） 

 
北海道新型コロナウイルス感染症対策本部 

休業要請相談専用ダイヤル 

０１１-２０６-０１０４ ／ ０１１-２０６-０２１６ 

８：４５～１７：３０（土日祝含む） 

 ◆時間外労働等改善助成金（新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの新設） 

 テレワーク相談センター ０１２０-９１-６４７９(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)／平日9:00～17:00 
 

 

 

一人ひとりに合わせた 

新型コロナ対策をLINEでサポート 

LINE公式アカウント『北海道-新型コロナ対策

パーソナルサポート』と友だちになり、あなた

の状態を入力いただくことで、あなたの状態に

合わせた新型コロナウイルスに関する情報をお

知らせします。 


