北海道警察旭川方面本部・
北竜町合同災害警備訓練
近年、全国的に集中豪雨や大雨に伴う土砂災害が発
生している状況を踏まえて、１０月３０日、北海道警
察旭川方面本部・深川警察署・北竜町・深川消防署北
竜支署による合同災害警備訓練が実施されました。
第１部の避難訓練では、避難訓練対象地域の和町・
和本町・桜岡・西川の各町内会から計１０１名の方に
ご参加いただき、農村環境改善センター並びに、西川
コミュニティセンターへの避難訓練を実施。
第２部では、道警・消防による改善センター２階か
らの救出・救助訓練、並びに自動車内からの救出・救
助訓練が実施されました。

浦本幸彦氏
北海道社会貢献賞受賞
北竜町立診療所所長の浦本幸彦氏が平成２９年度北
海道社会貢献賞（地域医療功労者）を受賞され、１１
月１２日札幌市で開催された北海道医師会設立４０周
年記念式の席上、高橋はるみ北海道知事より表彰状が
授与されました。
浦本氏は平成１０年に北竜町立診療所の所長に就任
以来、地域に密着した医療を行い、住民の健康管理の
ためご尽力されています。また診療所長を務める傍ら、
北竜町国民健康保険運営協議会委員、介護認定審査委
員なども務められ、医療・国保・介護と広い分野でご
活躍いただいており、その功績が認められての受賞と
なりました。
１１月１４日には町長室を訪れ、佐野町長に受賞を
報告されました。
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児童、園児らが
人権の大切さを学びました
人権の花運動への感謝状贈呈
花の栽培を通じて生命の尊さを実感し、やさしさと
思いやりのある心を学ぶことを目的に真竜小学校で実
施された、人権の花運動に対する感謝状が、１１月１
日に北竜町人権擁護委員協議会から贈呈されました。
当日は、板垣委員、澤田委員、人ＫＥＮまもる君、

真竜小学校児童に人権の花運動感謝状を贈呈

人ＫＥＮあゆみちゃんが真竜小学校を訪れ、板垣委員
から児童６７名の代表に感謝状が手渡されました。
和保育所で人権教室開催
１１月１４日、深川地区人権擁護委員会こども委員会
９名の委員が和保育所を訪れ、人権教室を開催しました。
人形劇「くまと３匹の子ぶた」の上演などを通じて、
園児たちに相手を思いやる心の大切さを伝え、人権
擁護委員さんからの「相手の気持ちをよく考えて、優
しい気持ちで接しましょう、約束できますか？」との
呼びかけに、園児たちは元気な声で「はい！」と返事。
配られた、人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃん
のマスコットを嬉しそうに受け取っていました。

和保育所人権教室

梅原真氏と鈴木輝隆氏が
ひまわり観光大使に就任
かねてより北竜町と親交のある、デザイナーの梅原
真氏、立正大学経済学部特任教授の鈴木輝隆氏に、北
竜町の魅力をより多くの方に広めて頂くため、１０月
２５日、ひまわり観光大使に就任していただきました。
梅原氏には現在、北竜町を象徴するようなロゴマー
クのデザイン制作などに携わっていただいており、当
日は来庁されたお二人に、佐野町長から委嘱状と観光
大使の名刺等が手渡されました。

鈴木輝隆 氏（左）、梅原真 氏（右）

藤井真希さんと磯田萌さんが
一日消防団長に
町民の防火意識の向上と職団員の資質向上を目的に
１０月１９日、北竜消防が一日消防団長委嘱並びに防
火パレードを実施しました。
一日消防団長は北竜町役場の藤井真希さんと磯田萌
さん。加藤消防団長から委嘱状を受け、一斉放水の指
揮や、町内事業所での防火ＰＲなどを行いました。
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藤井真希さん（左）、磯田萌さん（右）

ＪＡきたそらち、北竜ひまわりラ
イス生産組合、北竜町もち米生産
組合から新米の寄贈
町に新米寄贈
１０月２５日、ＪＡきたそらちの柏木組合長と岩田
専務、中野常務が北清北竜地区代表理事とともに来庁

ＪＡきたそらちから町へ新米寄贈

され、ＪＡきたそらちから町に北竜町産新米の「ゆめ
ぴりか」
「おぼろづき」
「ななつぼし」
「きたくりん」
「風
の子もち」それぞれ５ｋｇが寄贈されました。
永楽園に新米寄贈
１０月２４日には、北竜ひまわりライス生産組合の
川村功組合長と北竜町もち米生産組合の藤井組合長が
永楽園を訪れ、各組合から「ゆめぴりか」と「風の子
もち」それぞれ一俵が寄贈されました。

北竜ひまわりライス生産組合、
北竜町もち米生産組合から永楽園に新米寄贈

プロの技術を間近で体感
児童の夢を応援
第２回アスリート塾「サッカー教室」を開催
１０月２２日に観光センターにて、コンサドーレ札
幌などで活躍された元Ｊリーガーの砂川誠氏を講師に
迎え、アスリート塾「サッカー教室」を開催しました。
アスリート塾はトップアスリートと身近に接しても
らい、普段なかなか見ることのできないプロの技術を

第２回アスリート塾「サッカー教室」

子供らに体感してもらうことを目的に、今年度より新
たに始まった取り組み。第１回目の「陸上教室」に続
き開催された、この日の「サッカー教室」では、サッ
カーのルールから、パスやシュートなど基本的なボー
ルの扱い方などを遊びを交えて教わり、最後には教わ
ったことの復習も兼ねて試合を行いました。
夢の教室を開催
１０月２７日、真竜小学校の５・６年生を対象に公
益財団法人日本サッカー協会主催の「夢の教室」が開
催されました。夢先生として来校されたのは、２００

夢の教室

６年のトリノオリンピックなどで活躍された元スピー
ドスケート選手の石野枝理子さん。またアシスタント
として湘南ベルマーレなどで活躍された元Ｊリーガー
の川股要佑さんが来校されました。
前半は、与えられた課題をクリアするために皆で協
力することの大切さをミニゲームを通じて学習。後半
には、夢を持つことの素晴らしさや、そのための努力
の大切さが語られ、石野さんから「努力は本気になら
ないと出来ない。本気の努力はかっこいい」との言葉
が児童らに贈られました。

夢の教室授業風景
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北竜町文化公演会を開催
１０月１７日、公民館大ホールにて、札幌市の音楽
演奏団体「未来塾パートナー」を招き、音楽演奏会「フ
ィリアアンサンブル」が開催されました。
バイオリンやマリンバなど普段接する機会の少ない
楽器での演奏が披露され、アニメソングが演奏される
と子どもたちからは大きな歓声も。また実際に楽器に
触れたり、イントロクイズなど一緒に参加できる場面
もあり、みんなで芸術の秋を楽しむことが出来ました。

第４０回
北竜町町民文化祭
北竜町町民文化祭が１１月２・３日の２日間に渡り、
公民館と農村環境改善センターにて開催されました。
２日はダンス同好の集いに始まり、親子映画鑑賞会
やノースドラゴンショーが、３日には大正琴や、コ
ーラス、カラオケ、太鼓演奏などの芸能発表、絵画や
書道などの作品展示、チャリティー・バザーが行われ、
大勢の来場者が楽しんでいました。

日本そば大学講座
北海道支部學舎 in 北竜
１０月２２日、農村環境改善センターにて、一般社
団法人全麺協 北海道支部が主催する日本そば大学講
座が開催されました。
そばを通じた地域振興や、美味しいそばの打ち方な
ど全５講座をはじめ、柳谷三語楼による落語講演「時
そば」など、そばへの造詣を深める貴重な一日に。前
日２１日には段位審査員の講習会も開催されました。
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Ｎｏ．３１８

議会広報委員会

日本人は古くから春夏秋冬

と移りゆく日々を多様に慈し

み、季節の節目を大切に過ご

して来ました。美しい自然の

景色や四季は今も昔も私たち

の五感を育み、感動を与えて

くれます。四季を更に細かく

わけた暦を二十四節気と言い、

季節を知るよりどころであっ

た為、天候やその時季に活発

になる生き物の様子を表す名

前がつけられました。季節を

細やかに感じられるのは日本

ならではのことです。忙しい

日々の中でも、四季を感じ、

北竜らしさを見つめるのもい

いのでは。

大雪・冬至と過ぎて行きます。

今年ももう師走、無事一年を

（佐々木康宏）

終えられますよう願っていま

す。

定例会を傍聴しませんか
■定例会(会期７日・８日)
１２月７日 午前１０時～

１２月１１日から、
売店・レストラン・宴会の営業を再開します。
忘・新年会のご利用、ご自宅・町内会へのオードブルの仕出しも承っております。
◆１２月１１日～全面改装オープンまで
売店 ９：３０～２０：００
レストラン １１：００～１４：３０ ／ １７：００～１９：３０
※年末年始の営業については以下の通りとなります。
◆１２月３１日
売店 ９：００～１５：００ ／ レストラン １１：００～１５：００
◆１月１日

全館休館

年末オードブル販売致します
後日チラシを折り込みますので、詳しくはチラシをご覧ください。
【サンフラワーパーク北竜温泉

℡３４－３３２１】
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エーコープ北竜店営業終了後の
北竜振興公社による仮店舗営業のご案内
１１月２７日（月）にエーコープ北竜店が営業終了した後、
北竜町商業活性化施設
「ココワ」
がオープンする平成３０年４月までの期間、
旧エーコープ北竜店舗建物にて、
北竜振興公社による仮店舗営業を行います。

仮店舗営業開始日：１２月２日（土）
営業時間
●１２月２日～１２月３０日 午前１０時～午後６時
●１２月３１日 午前１０時～午後５時
●１月１日 休業
●１月２月～１月４日 午前１０時～午後５時
●１月５日～商業活性化施設「ココワ」オープンまで

午前１０時～午後６時

ヘルプマークをご存知ですか？
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいの方、発達障がいの方、
妊娠初期の方、難病の方など援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が、
周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのものです。
●ヘルプマークを持っている方を見かけたら支援・援助など思
いやりのある行動をお願いいたします。
●ヘルプマークが必要な方は役場住民課窓口にて配布しており
ます。詳しくは役場住民課福祉係（℡３４－２１１１）までお
問合せ下さい。

年賀状にひまわりのまちＰＲシールを
貼っていただける方を募集しています
今年も年賀状に「ひまわりのまち」をＰＲするシールを貼っていただき、
全国に北竜町のひまわりをＰＲしていただける方を募集しています。
シールの大きさは２㎝×３㎝で２種類あります。２０枚単位でお申し込みください。
また、受け渡しにつきましては随時役場にて行っていますので宜しくお願いいたします。
●申込先
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役場産業課商工ひまわり観光・林務係
ＴＥＬ：３４－２１１１
ＦＡＸ：３４－２１１８

○日
場
内

時
所
容

12月20日（水）10:00～11:30
和保育所
お楽しみシアター
「人形劇プチパンプキン」

○日
場
内

時
所
容

1月6日（土）10:00～11:30
和保育所内 支援センター室
お正月「お楽しみ会」

ピカピカキッズ
○日 時
場 所
内 容
持ち物

12月1日（金）9:30～12:30
食農工房「パルム」
子育て健康講座「手作りパン」
三角巾・エプロン・子どものおやつ

○日
場
内

1月12日（金）10:00～11:30
和保育所
鑑賞体験講座「太鼓」

時
所
容

北竜町地域子育て支援センター
℡ ３４ー３６７７

心配ごと相談

12月14日（木）10:00～11:30
すこやかセンター
０歳児対象ミルキー
「ベビーマッサージ、
スキンシップ」
持ち物 ベビーオイル・バスタオル・
ママ用のハンドタオル

今月の行政相談

時
所
容

民生委員児童委員・人権擁護

○日
場
内

毎日の暮らしの中で行政が

ちびっこひろば

委員による心配ごと相談を次

分

30

行っている年金、道路、河川、

月

日 火( )
分～３時

30 19

の日程により開催いたします。

日時

午後１時

場所

老人福祉センター

担当者

民生委員児童委員

中村委員・川本委員

人権擁護委員

板垣委員

12

窓口サービス等に対する、不

満や苦情又は要望や意見など

を受付ています。

相談は無料で口頭、電話、

分

30

手紙での相談はいつでも受付

ています。

分～３時

日（火）

19

今月の定例相談日

月

午後１時

場所

老人福祉センター

行政相談委員

長谷川 秀幸

℡３４・２６１１

30

12

休

日

医 療 機 関 名

月日

深川市立病院
℡ 22-1101
12/10 深川市立病院
（日） ℡ 22-1101
深川市立病院
12/17
12/3
（日）

（日）

(担当医・代田 剛）

℡ 22-1101
深川市立病院

当

番

医

※診療時間
医療機関名（歯科）は9時～12時

啓南歯科医院
℡ 0125-24-1020
伊藤歯科医院
℡ 23-5501
みやこし歯科診療所
℡ 0125-75-5330

12/23 (担当医・津田こどもクリニック きたじま歯科クリニック
所長 津田 尚也）℡ 26-8881
（土）

℡ 22-1101
深川市立病院

Ｅデンタルクリニック
12/24 (担当医・成田医院院長
所長 成田 昭彦）℡ 0125-24-9469
（日）
℡ 22-1101
深川市立病院
℡ 22-1101
12/30 深川市立病院
（土） ℡ 22-1101
12/31 深川市立病院
（日） ℡ 22-1101
1/1 深川市立病院
（月） ℡ 22-1101
1/2 深川市立病院
（火） ℡ 22-1101
1/3 深川市立病院
（水） ℡ 22-1101
1/7 深川市立病院
（日） ℡ 22-1101
1/8 深川第一病院
（月） ℡ 23-3511
12/29
（金）

新十津川パンダ歯科
℡ 0125-76-3202
杉村歯科医院
℡ 22-2323
深川第一病院歯科口腔外科
℡ 23-3511
近藤歯科医院
℡ 35-2538
北竜町立歯科診療所
℡ 34-2656
ぬまくら歯科
℡ 22-5615
杉澤歯科クリニック
℡ 32-2832
西尾歯科医院
℡ 0125-23-4816

■夜間急病テレホンセンター ℡ 22-4100
※急病のため夜間・深夜・土曜日の午後から診療を受ける場合は、
夜間急病テレホンセンターに電話をしてから受診してください。
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報告書を一括して、ｅＬＴＡ
Ｘで送信できるようになりま

社会福祉協議会職員
（介護職員）募集
社会福祉協議会では、介護

)
分

狩猟をされようとする
方々へ
■狩猟試験予備講習

月

日～
日

)

○今冬は電力の安定供給に最低限必要な供給予備力３％以上を確保できる見通し
ですが、引き続き「無理のない範囲での節電」にご協力いただきますようお願い
いたします。

日時
年１月

時

日 日(
時～午後

年

年１月

日 日(

北海道電力からのお願い

職員を次のとおり募集いたし

平成
午前
会場

受付
平成
平成

年２月

■狩猟試験
日時
平成

時～

空知総合振興局

午前
会場

お問い合わせ先

空知狩猟協議会 火(・木 )
℡０１２６・２５・５７６８

)

わな受講１０，０００円

・第１・２種と同時に網・

・わな５，０００円

テ(キスト代込み
・網５，０００円

・第１・２種７，５００円

受講料

岩見沢市民会館まなみ～る

30

した）

地方税ポータルシステム
税務署のｅ Ｔ-ＡＸ イ(ータ
ます。
募集人員
若干名
採用年月日
)

28

地方税の申告は
ｅＬＴＡＸで！

「ｅＬＴＡＸ」（エルタックス）
ッ ク ス の) ご 利 用 と 合 わ せ る
と、官公署の窓口に出向くこ
となく、自宅やオフィスから
申 告 が で き ま す。 ご( 利 用 時
分～午後
間午前８時
平成

年１月１日 月(

勤務時間
午前 時 分 ～午後５時 分
給与
月額１４１，６００円～
通(勤手当・賞与等あり）
各種保険
雇用保険、健康保険、
厚生年金保険適用
応募資格
普通運転免許取得者
町内に住所を有し在住する者

年
応募方法

履歴書、健康診断書、運転
免許証の写しを添えて社会福
祉協議会へ申込みください。
問い合わせ先
社会福祉協議会

検索

を利用して北海道の「法人道
民税・法人事業税・地方法人
特 別 税 」、 市 町 村 の「 法 人 市
町村民税・固定資産税（償却

すこやかセンター親子自由開放

15

時 )

詳 し く は、「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ 」

20日(水) 10:00～11:00 すこやかセンター
13:00～14:00 碧水地域支え合いセンター

ほくでん節電

○詳しくはほくでんホームページをご覧ください。

資 産 ）」 の 申 告 手 続 き を イ ン

健康相談

4
19 19

4

12

ホームページでご確認いただ

15日(金) 10:00～11:30 すこやかセンター

30

12

ターネットで行うことがで

21日(木) 10:00～16:00 すこやかセンター

30

くか、ヘルプデスク（℡０５

マタニティ―クラブ

9 30

30 29

9 30

応募期間
平成

15

年１月から、

11日(月) 13:00～14:00 すこやかセンター

30

月１日～ 月 日
12

きます。（平成

フッ素塗布

７０・０８１４５９）へお問

４日(月) 13:30～15:00 すこやかセンター

国と地方にそれぞれ提出義務

ヘルシー講座

8

29
℡３４・２４３５

平成２９年１２月号

9

12

29

１日(金) 13:30～14:15 すこやかセンター

い合わせください。

健康づくり推進員会議

のある源泉徴収票・給与支払

12月の保健行事

気のゆるみ
一杯だけが 命とり

●飲酒運転は悪質な犯罪

飲酒運転は悲惨な交通事故

を引き起こす悪質、危険な運

転行為です。お酒を飲むとわ

ずかな量でも運転に大きな影

月１日施行「北

響を及ぼし、重大事故を起こ

年

12

す可能性が高まります。

平成

海道飲酒運転の根絶に関する

条例」に基づき、道民一人ひ

とりが飲酒運転の根絶に向け

て「飲酒運転をしない・させ

ない・許さない」を合言葉に、

地域全体で飲酒運転根絶の機

運を高めましょう。
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北竜町の事件・事故の発生状況（10月末現在）
犯罪の発生件数
事務所 倉庫
荒らし 荒らし

交通事故の発生件数
車上 軽油
その他
狙い 灯油盗

合計

人 身 事 故

町民が町外で
第１当事者となった
人身事故件数

物 損 事 故

平成29年

０

０

２

０

０

２

平成29年

０

平成29年

38

平成29年

２

平成28年

０

０

０

０

３

３

平成28年

２

平成28年

34

平成28年

１

村一戸抜けて秋灯遠くなり

人形の鋭き眼ある月明かり

いたわりの言葉で冬木囲いたり

どこまでが有縁なるかや冬鴎

老いの歩へ物言いたげな霜柱

天帝の密談なるか冬霞

佐光久美子

山下好晴

山岸正俊

吉尾広子

阿部れい子

山本玲子

■診療所
１２月３０日(土)から１月８日(月)まで休診
※１月４日(木) ９時～１２時まで診療いたします。

高田紀子

■役場・土地改良区
１２月３０日(土)から１月８日(月)まで閉庁
（役場は日直者がいます）
※１月４日(木）、５日(金) ９時～１２時まで
証明書発行業務のみ行います。
(住民票、印鑑証明書、戸籍)

ななかまど真っ赤に朝の街路かな

年末業務のお知らせ

■歯科診療所
１２月２９日(金)午後から１月３日(水)まで休診
※１月４日(木) ９時～１２時まで診療いたします。
■ごみ処理場
北空知衛生センター
１２月２９日(金)から１月３日(水)まで休業
し尿収集業務
１２月２９日(金)から１月９日(火)まで休業

佐野町長とのふれあいプロジェクト
１２月の町長室開放デーは、１４日（木）です。
午前１０：００から１２：００まで

午後２：００から４：００まで

皆様お気軽に町長室にお越し下さい。
10

マイナンバーに関するお知らせ
マイナポータルの運用が始まっています。
■マイナポータルとは？
政府が運営するオンラインサービスです。
■マイナポータルでできること
・行政機関同士がやりとりした自分の個人情報の履歴確認
・行政機関が保有する自分の個人情報の内容確認
・行政機関などからのお知らせの受け取り
・サービスの検索
など。
■マイナポータルの利用に必要なもの
・マイナンバーカード
・インターネット接続のパソコンなど
・ＩＣカードリーダ（マイナンバー対応のもの）
※利用環境などの詳細については、内閣府 社会保障・税番号制度のホームページをご覧下さい。
パソコンやＩＣカードリーダをお持ちでない方のために、マイナポータルの利用に必要な端末を、
役場住民課窓口に設置してあります。利用を希望される方は、窓口職員にお声がけ下さい。

マイナンバーカードをお持ちでない方へ
マイナンバーカードを申請するには、「郵送・パソコン・スマートフォン・まちなかの証明用写真機」
などの方法がありますが、役場に設置してあるマイナポータル用端末からも申請することができます。
写真撮影や端末の操作など、役場職員が申請のお手伝いを致しますので、希望される方は住民課窓口ま
でお越し下さい。
なお、申請の際には身分を証明できる書類、通知カードと一緒に届いた個人番号カード交付申請書をお
持ち下さい。

個人番号カード交付申請書の送付用封筒について
個人番号通知カードと一緒に送付された、「個人番号カード交付申請書の送付用封筒」の差し出し有効
期間は、「平成２９年１０月４日まで」と記載されていますが、「平成３１年５月３１日まで」切手を貼ら
ずに利用できることになりましたので、そのままご使用下さい。
封筒を無くされた方は、地方公共団体情報システム機構のホームページから申請書送付用封筒（切手不
要）の用紙をダウンロードできますのでこちらをご利用下さい。なお、住民課窓口にも封筒用紙を設置し
てありますので必要な方はお申し出下さい。
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●

除雪作業に皆さんのご協力をお願いします

●

町では、降雪時の安全で円滑な道路交通を確保するため、迅速かつ適切な除雪作業を実
施しておりますが、除雪の要望の全てを行政で行うことはできません。
除雪作業を円滑に実施するため、特に次のような点について皆様のご理解とご協力をお
願いします。

１．自宅の前は自分で除雪をお願いします。
除雪車が通った後は雪がどうしても残ってしまいます。さらに除雪作業は、沿道の一軒
一軒の出入り口の除雪や、各家庭の生活時間に合わせた作業を行うことはできませんので、
ご自宅の出入り口の除雪は皆さんで行っていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

２．路上駐車や荷物の放置は、やめて下さい。
除雪された雪が道路わきにたまり、道幅が狭くなります。路上駐車や道路上への物の放
置は、交通の流れも悪くなり交通事故の原因にもなります。また、除雪作業を行う上で大
きな支障にもなります。

３．雪を道路に捨てないでください。捨てるときは指定場所へ。
道路は人や車の通る場所です。路上に投げ出された雪は交通の支障となるばかりか、凍
結して交通事故の原因にもなりますので、道路には雪を出さないでください。
町指定の排雪場（雪捨て場）はひまわりの里入口横の砂利駐車場となっておりますので
ご利用ください。

４．早朝の除雪作業にご理解をお願いします。
除雪作業は、朝の通勤や通学路の確保のために、早朝の作業になります。除雪車のエン
ジン音、振動などで町民の皆さんには大変ご迷惑おかけしますが、ご理解をお願いします。

【道路の除排雪の問い合わせ先】
国道、道道、町道などで連絡先が異なります。
■国道
札幌開発建設部 深川道路事務所
■道道
札幌建設管理部 深川出張所
■町道
除雪センター
役場建設課

℡２５－１１５５
℡２２－１４１１
℡３４－２６２８
℡３４－２１１１

水道・下水道の故障（凍結）の注意
厳冬期を迎え、
水道の凍結が心配される時期です。

■北竜町水道工事指定店

凍結防止に各家庭においてもご注意願います。

業者名

住所

万が一、凍結や故障が発生した場合は

北興建設

北竜町字西川15-37 34-2131

右記の水道工事指定店が対応しますので

松尾住設

沼田町

ご連絡願います。

松原設備工業 滝川市

0125-23-4410

太陽ホーム

新十津川町

0125-76-3386

寺迫工業

秩父別町

33-2530

電話番号
35-1672
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社会福祉協議会
除雪サービス事業について
(歳末たすけあい募金基金)
社会福祉協議会では高齢者等の自立した生活確保のため、
歳末たすけあい募金の基金を活用して除雪サービス事業を行います。

除雪サービス事業内容
●対象者
①８０歳以上の高齢者世帯（町内に子供が在住する世帯は除く）
②重度の身体障がい者世帯で自力除雪が困難な世帯（健全な方が在住する世帯は除く）
③高齢者住宅（いちい団地・みどり団地・なごみ団地）
●除雪範囲：住宅の軒先・窓などの雪すかし
●除雪回数：１シーズン２回以内とし、ただし２人１組で１時間３０分程度とする。
●利用者負担金：歳末たすけあい募金基金で賄いますので無料です。
●利用方法：社会福祉協議会より対象者に通知しますので申し込みください。

問い合わせ先：社会福祉協議会

℡３４－２４３５

※繁忙期には依頼から現地着手まで日数を要しますので早めにご連絡ください。

介護福祉士修学資金貸付制度
平成３０年度分の受付を開始します。
北竜町では将来介護福祉士を目指すために大学、短大、専門学校に進学し、国家資格を取得後、
町内の施設（永楽園等）に５年以上勤務した場合、貸付金の全額返済を免除する制度を平成２９
年４月からスタートしました。
●対象者

・町内在住者及び出身者
・年齢が満２５歳まで
※現在在学中の方も対象となります。

●貸与額

月額５万円

●受付期間

平成３０年１月１９日（金）～平成３０年４月１３日（金）

●提出書類

北竜町が指定する申請書等
※詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

●対象者の決定

書類提出後、面接を実施し、対象者を決定します。

問い合わせ先：役場住民課福祉係 ℡３４- ２１１１
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みんなで予防 !! インフルエンザ
● 毎年、秋から冬にかけては、インフルエンザの流行シーズンです。インフルエンザは高熱
や関節の痛みなどを伴い、人によっては重症化するおそれもあります。インフルエンザの感
染を広げないために、一人ひとりが「かからない」かかっても「うつさない」姿勢が大切です。
● 今年度インフルエンザワクチンが不足しています。厚生労働省の発表によると今後は徐々
に供給される見通しですので、
今年度に限り助成期間を平成３０年１月３１日まで延長します。
接種を希望される方は希望の医療機関に予めご確認ください。

◆インフルエンザから身を守るために

◆ほかのひとにうつさないために
～咳エチケットをこころがけましょう～

①しっかり手洗い
②十分な睡眠、バランスのよい食事
③予防接種を受けましょう
④適度な湿度（50～60％）を保ちましょう

マスクがなくても、
口と鼻をティッシュ
でカバー

熱が下がっても、インフルエンザは体内に残っています。周囲の人への感染を防ぐため、
熱が下がったあともインフルエンザウイルスの潜伏期間があるので数日は学校や職場など
に行かないようにし、自宅療養することが望ましいです。
●問い合わせ先：役場住民課保健指導係

℡３４－２１１１

過去 ５年間 に納め忘れた
国民年金保険料はありませんか？
国民年金保険料の後納制度
国民年金保険料を納め忘れたまま２年を超えると保険料を納めることができませんで
したが、平成２７年１０月から平成３０年９月までの３年間に限り、過去５年以内の納
め忘れた保険料を納めることができます。
過去５年以内の保険料を納めて頂くことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給
権につなげることができるようになります。
なお、後納保険料を納付するためには事前にお申込みをいただき、審査をさせていた
だくことになります。
審査の結果、
後納制度による納付をご利用頂けない場合があります。
※過去１０年間に納め忘れた国民年金保険料を納付できる 「１０年の後納制度」は
平成２７年９月３０日をもって終了しました。
詳しくは
『ねんきん加入者ダイヤル：０５７０- ００３- ００４』又は
『砂川年金事務所：０１２５- ５２- ２１４４』までお問い合わせください
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テレビ等の処分について
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵
庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機については、家電リサイク
ル法によって一般廃棄物として処分することができないこと
となっております。
処分を希望される方は、処分するものによって必要となる
費用は異なりますが、家電を購入された店や役場住民課町民
生活係まで相談願います。

資源ごみについて
資源ごみは収集指定日に次のように搬出してください。守られていない物は回
収しませんので、ご協力をお願いします。
●ペットボトルはキャップ・ラベルをはずし中をすすいで
透明または半透明の袋で出して下さい。キャップ、ポリ・
塩ビ製、
油用や油脂の付着したものは燃えるごみとなります。
●白色トレイで深さが３センチまでの物はすすいで中身の
見える袋に入れて出してください。色付きの物や汚れた物
は燃えるごみとなります。
●缶はすすいでつぶさずにごみステーションの専用網袋に、ごみステーション
まで入れてきた袋等から出して入れてください。汚れたものは燃えないごみと
なります。
●びんはキャップを外しすすいでごみステーションに設置した専用コンテナに
無色・茶色・その他に分けて出してください。汚れた物は、燃えないごみとな
ります。
●ダンボール・新聞・雑誌はそれぞれひもで十字に縛り出
してください。また、紙パックはすすいで乾かし開いて十
字に縛り出していただきますが、中がアルミで加工されて
いる物は燃えるごみとなり、汚れた紙類も燃えるごみとな
ります。
●蛍光管は購入時の保護筒に入れ割れないように出して下
さい。ＬＥＤ蛍光管は燃えないごみとなります。
●乾電池は役場でも回収しておりますが、紙・蛍光管と同じ日に資源ごみとし
て搬出できますので、透明な袋に乾電池と書いて出してください。ただし、ボ
タン電池・ニカド電池など充電式電池は回収しておりませんので回収協力店（販
売店）へ依頼して下さい。
※資源ごみとして回収できる物でも、分別されていない物や汚れている物が混
ざっている物は回収しません。
◆問い合わせ：役場住民課町民生活係
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℡３４－２１１１

北海道後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
■広域連合の計画に関する住民意見募集について■
北海道後期高齢者医療広域連合の第３次広域計画(原案)及び
保健事業実施計画（第２期）(原案)に関する住民意見募集について
北海道後期高齢者医療広域連合は、道内１７９市町村との連携のもと、後期高齢者医
療制度を運営している特別地方公共団体です。
この度、広域連合では、広域連合と市町村が連携しながら処理する事務について定め
た「第２次広域計画」及び被保険者の健康の保持増進事業のための「保健事業実施計画」
が平成２９年度末で終了することから、平成３０年度からの新たな計画を策定します。
この計画の策定にあたり、次のとおり広く住民の皆さまからご意見を募集します。

◆募集案件について
【募集案件】 北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（原案）
北海道後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（第2期）（原案）
【募集期間】 平成２９年１１月２９日(水) ～平成２９年１２月２８日(木)（必着）

◆計画（原案）及び募集要領の閲覧方法について
意見募集の開始日から、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://
iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000225.html)に掲載するとともに次
の場所で閲覧できます。
・北竜町役場 住民課 国保医療係
・北海道後期高齢者医療広域連合（住所については下記問い合わせ先参照）

問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
〒０６０- ００６２
札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館６階
℡０１１- ２９０- ５６０１

北竜町役場 住民課国保医療係
℡３４－２１１１

■住民基本台帳の閲覧状況について
住民基本台帳の閲覧ができるものについて厳しく制限されております。
この一年間の閲覧状況は以下のとおりです。

（対象期間：H28.11.1～H29.10.31）

閲覧者氏名 又は名称

閲覧事由・利用目的

閲覧年月日

閲覧した住民の範囲

自衛隊旭川地方協力本部

自衛官募集事務

H29.10.10

町全域
平成13.4.2～平成15.4.1生の男
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北竜町無火災期間（平成２９年１１月２０日現在）
第１分団区域
６６２日間
第２分団区域
４３０日間
平成２９年深川地区消防組合管内火災発生件数
２１件
内訳 北 竜 ０件
深 川 13件
秩父別 １件
妹背牛 ４件
沼 田 ３件
幌加内 ０件

放火されない
環境づくりをしましょう
全国で発生する火災の中で､毎年
出火原因の第1位となっているのが

●家の周りに
燃えやすい物を置かない

●車などのカバーは
防炎物品を使用しましょう

｢放火｣によるもので､｢放火の疑い｣

放火する人の多くは､｢炎を見る

駐車している車やバイク等のカ

を含めると火災件数全体の2割近く

と興奮する。ストレスが解消する。｣

バーに放火されるケースがありま

にもなります。

等の身勝手な理由で火をつけると

すので､防炎物品のカバーを使用す

幸いにして､北竜町内において放

言われています。燃えやすい物を

るようにしましょう。また､車庫内

火による火災は発生していません

見ると衝動的に火をつける傾向が

で放火された事例もありますので､

が､今年に入り深川地区消防組合管

ありますので､家の周りにゴミや段

車庫内に侵入されないように常に

内で放火と思われる火災が数件発

ボール等の燃えやすい物を置かな

施錠しておくことをおすすめしま

生しています。

いようにしましょう。

す。

いつ我身に降りかかってくるか
分かりませんので､日頃から予防策
を取っていかなければなりません。

●ゴミは決められた場所と
時間に出しましょう

最後になりますが､放火によって
私たちの大切な生命や財産を失わ

夜間､ゴミステーションに放置さ

ないためにも､一人ひとりが､放火

そこで今回は､放火による火災に遭

れたゴミに放火されることがあり

されない環境作りに取り組んでい

わないためにも､どのような対策を

ます。人気の少ない場所や時間帯

きましょう。(井沼)

取ったらよいか､お話していきたい

は放火の標的になりやすいため､

と思います。

ゴミ出しはルールを守って指定さ
れた場所と時間に出すようにしま
しょう。

歳末特別警戒実施
実施期間：１２月２５日(月) ～１２月３１日(日)まで
歳末を迎えあわただしいこの時季に､一人ひとりの防火意識を高め火災予防に努め
ていただくことを目的として､夜間に警鐘を鳴らして車両巡回を実施いたしますの
で､お知らせいたします。
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平成２９年１２月号

Ｎｏ．２３２

達が少し警戒しました。横倉

ました。まわりのお付きの人

こがましい事です。先輩の名

師会長と比較すること自体お

ましたが、日本いや世界の医

はどうなんだ？とは一瞬思い

除雪が大変でないことを祈っ
先生と僕は言葉を交わして二

を汚すことなく後輩として自

生の下に歩み寄り、話しかけ

ています。
人とも笑顔で握手をしました。

分の仕事を恙無く行っていく

さて雪も本番となりました。

師会の七十五周年記念式典が
周りの方の緊張が取れたのが

だけです。

日に札幌で北海道医

催されました。その際に北海
わかりました。

た。若輩者が諸先輩を差し置

み知事から表彰状を頂きまし

者）を頂きました。高橋はる

こにいるんだ？」など矢継ぎ

に 笑 顔 を も た ら し、「 今 は ど

師会の会長さんに初対面なの

さて、クイズです。日本医

良く把握せず、申請したら自

診がありました。なんの事か

の経歴で申請していいかと打

当初、役場の方から、現在

月

道社会貢献賞（地域医療功労

いての受賞で大変恐縮したの

ンと審査され厳選された上で

動的に受理されて処理される
答え、横倉先生は僕の大学

の受賞のようでした。わざわ

早に質問を出させた僕の魔法

可愛らしいはるみちゃんがニ

のラグビー部の先輩でした。

ざ札幌に出向き、日本医師会

ですが、今後への叱咤激励と

コッと笑って渡してくれたの

僕は横倉先生が来道されるこ

簡単なものかと思いきやキチ

で、僕も思わず笑顔で受け取

ではなくシタテです）

浦 本 は 下 手 に 出 ま す。（ ヘ タ

ました。という事でしばらく

と思い込み無事授賞式を終え

場合は奨励賞も兼ねての事だ

おっさんの開き直りで、僕の

かしいなとは思いましたが、

ました。その点では少し恥ず

年月を地域医療に尽くしてい

方々は僕よりもはるかに長い

た い 事 で す。 他 の 受 賞 者 の

んでした。いや本当にありが

できるなんて思いもよりませ

長や高橋はるみ知事とお会い

とを知り、ラグビー部創立

周年です）
のネクタイを締め、厚かまし

周年記念（今では

またその式典の記念講演と

てくださり、周りの方々に「お

くも先生と対峙したのです。

もちろんお逢いしたことは

っ、こいつは僕の大学のラグ

して日本医師会の会長さんが

ありません。つい先ごろ世界

ビー部の後輩なんだ」と説明

無言で先生にネクタイを見せ

医師会の会長さんにも就任さ

してくださりました。同じ大

来道され講演されました。

れました。ニッポンのお医者

学のしかもラグビー部の先輩
と自慢げになり嬉しかったで

さんの親分どころか、セカイ
横倉先生のご講演が終わり

す。まあそれに比べて、自分

が偉い人になって正直ちょっ
一旦休憩になった時に僕は先

のお医者さんのドンです。

ました。先生はすぐに理解し

の記念品となりました。

りました。優しい笑顔が最大

とは何でしょう？
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受け取り有難く頂きました。

65

11

横倉義武先生と言います。

70

浦本幸彦
診療所長

はるみちゃん、
ありがとう

北竜町立診療所

午後休診日のお知らせ

１２月２０日(水）は、午後３時より浦本先生が深川市において介
護認定審査会に出席のため、午後より休診となります。午前中は診
察を行っています。
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北竜町教育委員会
書画教室を開催

パークゴルフなどスポーツの秋を満喫

１０月５・１０・１２日に、碧水在住の瀬戸正氏を
講師にお迎えし、
公民館にて書画教室を開催しました。
書画や絵手紙などに気軽に触れて楽しむことを目
的に開催され、今年度は町民文化祭への作品出展を
目標に、瀬戸氏から様々な技術を教わりながら３日
間をかけて制作。仕上がった作品の出来に皆さん満
足されていました。

１０月９日、レッツゴー体育の日パークゴルフ大
会と、親子パークゴルフ教室、子ども遊びリンピッ
クを開催しました。
朝から霧のかかった天気の中、参加者は時折寒そ
うな様子を見せながらも、親子で協力しながら、元
気いっぱいにパークゴルフやストラックアウトなど、
スポーツの秋を満喫。親子の絆を深めました。
終了後には、毎年お楽しみのカレーライスが登場、
みんなで美味しくいただきました。

秋のフットパスを開催
１０月７日、５４名の方に参加いただき秋のフッ
トパスを開催しました。
サンフラワーパーク北竜温泉を起点に、眺望の丘、
碧水生きがいセンターを経由して、みのりっち北竜
へと戻ってくる全長約８㎞のコース。途中、全員で
記念撮影を行いつつ、最盛期を迎えた稲刈りの風景
の中を楽しく散策。ゴール地点のみのりっち北竜で
は、新米まつりも開催されており、賑やかな一日と
なりました。

生涯学習カレンダー
月 日
行
事
名
12/7（木）ひまわり大学講演会

子どもと高齢者のふれあい事業
[餅つき体験]
12/10
（日）第５５回お遊戯会
12/20
（水）クリスマスダンスパーティー
12/22
（金）北竜中学校終業式
12/22
（金）真竜小学校終業式
北空知シニアリーダー研修会
12/26
（火）
（～28日）
12/9（土）
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平成２９年１２月号

第４６回ひまわりオリンピックを、１０月１９日
に開催しました。３チームに分かれ、お玉の上にピ
ンポン球を載せてリレーする「おたまリレー」や、
的めがけて球を投げ、抜いた数字がそのまま点数に
加算される「逆転をねらえ」など７種目の競技に挑戦。
歓声と笑い声の中、チームメイトと協力しながら
爽やかな汗を流しました。

図書館から新刊のお知らせ

場
所
公民館

時 間
10:00～

公民館

9:30～

和保育所
9:00～
公民館大ホール 13:30～
北竜中学校
真竜小学校
ネイパル深川

第４６回ひまわりオリンピックを開催

・崩れる脳を抱きしめて
・Mr.トルネード 藤田哲也

知念 実希人
佐々木 健一

他多数の新刊が入りましたのでお知らせします。

公民館・改善センター
図書館・郷土資料館の休館日
12月4・11・18・25日（毎週月曜日）
12月30日～31日、
１月１日～１月５日
（年末年始のため）

図書館・郷土資料館の開館時間
火～土曜日 9:00～18:00 日曜日 9:00～17:00

月

さん
さん

日生まれ
４

透
幸子

あん

年

月
11

川村

日生まれ
15

祐太
さん
まり子 さん

渡邉

詔

さん

■ご結婚おめでとう
和本町

さん

さん

亮子
隼斗

さん

本田
渡邊

美香

和
古作

鳥潟

朱

あかね

（

日）

ちゃん

札幌市

佐藤

藤原

絵麻

え ま

月

日）

ちゃん

綾人さん・仁美さん

月

■お誕生おめでとう
三谷

碧水

（

公平さん・希織さん

歳

日）

■お悔やみ申し上げます

月

氏

（

小林 孝義 氏

田中 操

歳

生前のお礼として

桜岡

田中 誓一

様

小林 フミ子 様

社会福祉協議会へ

札幌市

様

永楽園へ

寄付

田中 誓一

札幌市

（外国人含）

川村 杏 ちゃん
平成

父
母

桜岡

西川

日）

世帯数 ８４２世帯(－８)
人口 １, ９０８人(－９)
男
９１５人(－６)
女
９９３人(－３)

はると

年

川田

28

遊ぶのが大好きな元気な女の
子です！ １歳おめでとう！

月

１１月１日現在（前月比）

川田 悠翔 くん
平成

父
母

11

お姉ちゃん、お兄ちゃんと遊
ぶことが大好き。これからも
いっぱい遊ぼうね。

（

まちの動き
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〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11-1
℡ 0164-34-2111
HP http://town.hokuryu.hokkaido.jp
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