北竜町開拓記念式
先人の労苦を偲ぶ

５ 月 日、 開 拓 記 念 碑 前 で 北 竜 町 開 拓 記 念 式
が挙行されました。
祝 詞 奏 上 後、 佐 野 町 長 を 始 め 各 団 体 長 が 玉 串
を 捧 げ、 先 人 の 不 屈 の 開 拓 精 神 に 深 い 敬 意 と 感
謝を表しました。

竜町表彰条例に基づく功労者

祉センターに会場を移し、北

開拓記念式終了後、老人福

ク育成基金条例に基づき、恵

また、北竜町ひまわりバン

状と記念品が贈られました。

されました。

農業後継者就農奨励金が贈呈

竜営農組合の川上啓太さんに

年に開拓の鍬

しく、感謝の気持ちでいっぱ

その後、佐々木議会議長か

また本日表彰させて頂きま

いです。活動を振り返ると、

が下ろされ本年で１２９年目

す皆さんには各分野において

自分に与えられた仕事を精一

ら功労者４名の方の功績に対

献身的なご尽力を賜り大きな

杯やり遂げられたのは、関わ

を迎えることとなりました。

功績を残されました。永年の

った多くの方々のご指導やご

して賛辞と感謝の言葉を頂き、

ご労苦に対し敬意と感謝を申

協力の賜物であり、深く感謝

開拓記念の日にあたり、多く

し上げます」
と述べられました。

申しあげます。皆さまからの

受賞者を代表して石井保夫

続いて北竜町功労者表彰が

温かい言葉を胸に、微力では

の先人の不屈の開拓精神に対

行われ、交通安全功労者とし

ありますが、今後ともお役に

氏から「このような晴れやか

て三崎正義氏、社会福祉功労

立てるよう精進してまいりま

しまして、改めて深甚なる敬

者として川田日出子氏と石井

す」と謝辞が述べられました。

て中島則明氏にそれぞれ表彰

保夫氏、産業経済功労者とし

な場で表彰を受け、本当に嬉
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意と感謝を申し上げます。

として「明治

佐野町長からは開式の挨拶

表彰式が行われました。

北竜町功労者表彰式
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氏

年９ヶ月に亘り北竜町交通安全指導員とし

三崎 正義

功労者の功績

年７月から

交通安全功労者
昭和

しております。

年４月から

社会福祉功労者
平成

年に亘り、日赤奉仕団役員として職務に精

年４月からの４年間は北竜町日赤奉仕団の委

中島 則明

地域福祉の向上に寄与されました。

産業経済功労者

平成４年 月から 年間に亘り、北竜町商工会事務局長として、

氏

に、町内はもとより全道・全国の日赤奉仕団の活動に取り組まれ、

員長として、すべての人々の幸せを願う人道・博愛の精神のもと

励され、また平成

川田 日出子 氏

の誠実な活動により、北竜町交通事故死ゼロ５千日の記録を達成

ました。なお、氏をはじめとした交通安全指導員会並びに関係者

て、地域における交通安全秩序の確立と交通事故防止に寄与され
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年からは北竜支部長として、犯罪の予

年に亘り、深川地区保護司会北竜支部の保

石井 保夫

産業経済の発展に寄与されました。

月から

社会福祉功労者
年

護司として、さらに平成
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べての人が夢や希望を持って支え合う、犯罪や非行のない明るい

防のための世論の啓発に努め、罪を犯した人たちの改善更生とす
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平成

氏

らの４年間は北海道商工会職員協議会副会長を務められ、管内の

から９年間は空知管内商工会職員協議会会長として、平成

北竜町商工業の発展に多大な貢献をされました。また、平成９年
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地域社会の実現に寄与されました。

啓太 さん

農業後継者
就農奨励金贈呈者

恵竜営農組合
川上

令和３年６月号
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62
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▲ 左から三崎 正義 氏 ／ 川田 日出子 氏 ／ 中島 則明 氏 ／ 石井 保夫 氏

子育ても、働きやすさも、暮らしやすさも

令和３年度
問い合わせ先
事業名
結婚祝金

北竜町の支援制度
℡：３４－２１１１（北竜町役場）

対象者

助成内容

町内に 1 年以上住所を有しており、結
1 組 5 万円を贈呈します。
婚後も町内に定住されるご夫婦

結婚新生活
支援事業

婚姻に伴う北竜町内への住宅取得費用
令和３年 4 月 1 日から令和４年 3 月
又は住宅賃借費用と引越費用を助成し
31 日に新規に婚姻した世帯（世帯所
ます（住宅費と引越費用を合わせて上
得が 400 万円未満の世帯に限る）
限 30 万円まで助成）。

一般不妊治療費
一部助成

一般不妊治療に要した治療費の本人負
北竜町に居住し、住所を有する夫婦で 担額の 1/2 を、1 年度につき 1 回、最
公的健康保険に加入している方
大 10 万円まで助成します
（通算 3 年まで）。

次のすべての要件にあてはまるご夫婦
・北海道特定不妊治療費助成を受けて
いる方
特定不妊治療費
・夫婦のどちらかが北竜町に住所があ
一部助成
る方
・他の市町村から同様の助成を受けて
いない方

自己負担額から道の助成金を控除した
額の 9 割を助成します（1 回あたりの
上限額 15 万円）。助成回数は北海道の
基準に準じます。

妊産婦健康診査
交通費支援事業

北竜町に住所を有する妊産婦

妊産婦健診の受診にかかる交通費の助
成として、健診１回につき 2,000 円を
受けた健診回数分交付します（妊婦健
診は最大 14 回、産婦健診は最大 2 回
まで）。

妊産婦
健康診査費助成

北竜町に住所を有する妊産婦

妊婦：一般健康診査費、超音波検査費
を最大各 14 回分助成します。
産婦：産後の健康診査費を 2 回まで助
成します。

妊婦歯科健診費
助成

北竜町に住所を有する妊産婦

北竜町立歯科診療所において、歯科健
診 1 回分の費用を全額助成します。

お問い合せ先
住民課
福祉係
企画振興課
企画係

住民課
保健指導係

あらかじめ出産予定日や医療機関等の
情報を登録しておくことで、救急搬送
安心出産サポート 町内在住の妊婦、または里帰り出産の が必要となった時にスムーズにかかり
１１９
ため一時的に町内に滞在中の妊婦
つけ医に搬送します。
※詳しくは今号の広報 20 ページをご
覧ください
出産祝金

父親、及び母親が 1 年以上町内に住所
出産児 1 人につき 20 万円を贈呈しま
を有しており、出産児を 6 ヵ月以上養
す。
育している方

新生児期健診・
聴覚検査費用助成 概ね生後１ヶ月までの乳児
事業

新生児期に受けた健診費用と聴覚検査
費用を全額助成します。

住民課
福祉係
住民課
保健指導係
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事業名

対象者

助成内容

町内に住所を有している低所得世帯
乳児１人につき、１ヶ月あたり粉ミル
（生活保護世帯／町民税非課税世帯／
乳児栄養強化食品
ク大缶１缶分を上限 2,500 円まで助成
町民税均等割のみの世帯）で、栄養強
します。
化を行う必要が認められた乳児
産後ケア・
０～２歳の乳幼児と保護者
育児サポート事業
乳幼児等
医療費助成

深川市立病院母乳外来「にこにこ」の
利用料を全額助成します。また、赤ちゃ
ん訪問の際に深川市立病院助産師が同
行し、乳房ケアが受けられます。

町内に住所を有する０歳～高校３年生
医療費の自己負担額を助成します。
まで（満 18 歳に達する年度末まで）

お問い合せ先

住民課
保健指導係

住民課
国保医療係

高校生までの子どもを扶養する子育て 通勤するために要する経費の一部を助
子育て世帯町外通
世帯の世帯主などの保護者のうち、勤 成します（通勤距離により助成額が異
勤者助成事業
務地が町外である者
なり、商品券にて交付）。

企画振興課
企画係

北竜町立歯科診療所において、フッ素
塗布、歯科健診費を年度内 2 回分全額
助成します。

住民課
保健指導係

幼児歯科健診・
フッ素塗布事業

1 歳～就学前

保育料減免措置

町内に住所を有し、やわら保育園に通 令和 3 年度の月額基本保育料を無料に
園している保育児童
します。

学童保育料減免

任意予防
接種費助成

学童保育元気っ子クラブに通園する児 8 月（ 夏 休 み ）、12 ～ 1 月（ 冬 休 み ）
童
期間中の学童保育料を減額します。

各予防接種の該当年齢者

入学祝金
支給事業

北竜町内の小学校に入学する児童の保 小学校入学時に祝金として５万円を贈
護者
呈します。

各種検定
助成事業

町内の全小中児童生徒

修学旅行費助成

学校給食費助成

北竜中学生
短期語学留学
助成事業

住民課
保健指導係

漢字検定と英語検定を 500 円の自己負
担で受験できるよう助成します。

修学旅行費として定額を助成します。
小学生 10,000 円（道内）
北竜町内の小中学校の修学旅行に参加 中学生 40,000 円（関東）
する児童生徒
※中学生は行き先が関東以外の場合、
保護者負担４万円とし、それ以外を助
教育委員会
成する。
学校教育係
北竜町内の小中学校に通学する児童生 令和３年度の小中学校の給食費を
徒の保護者
全額助成します。

公設学習塾（英語）町内の小学５・６年生と全中学生

児童生徒の学習意欲向上を目的に公設
学習塾（英語）を開設します。受講料
は無料です（※教材費 1,500 円の利用
者負担あり）。

英語使用圏の国での語学レッスンおよ
英 検 3 級 以 上 も し く は、TOEIC400 点
び市内見学への短期留学費用を助成し
以上を取得した中学生
ます（夏季休暇中の約 10 日間）。

青春エール助成金 町内に住所を有する高校生等を持つ
保護者

( 高等学校通学等助成 )
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インフルエンザ予防接種（高校生以下
無料）、おたふくかぜ／日本脳炎予防
接種／妊娠を希望する夫婦等の風しん
予防接種費を助成します。

住民課
福祉係

令和３年６月号

通学費／下宿費等の 1/2 を助成します
（上限月額７千円）。

企画振興課
企画係

令和３年度
事業名

奨学資金
貸付事業

ひとり親対策
支援事業

対象者

北竜町の支援制度

助成内容

お問い合せ先

高校生：2 万円／月
短大生／専門学校：3 万円／月
大学生：3.5 万円／月
学資の支払いが経済的な理由により困 を無利子で貸し付けます。
教育委員会
難な家庭で成績優秀な生徒
■特別奨学資金貸付事業（令和 3 年度のみ） 学校教育係
新型コロナウイルスの感染症の影響を
受けた学生（高校生を除く）に 2.5 万
円／月を貸し付けます。
町内に住所を有するひとり親家庭

ひとり親家庭の児童が入院／通院した
とき、母親又は父親が入院した時にか
かる一部負担金を全額助成します。

住民課
国保医療係

引っ越し費用を助成します（高校生ま
町内企業等にすでに就労している町外
での子どもを扶養する子育て世帯 10
町外勤務者移住助
在住者、または、新たに就労予定の町
成事業
万円、婚姻後 3 年未満の新婚世帯 5 万
外在住者で町外から転入してきた方
円を商品券にて交付）。
持ち家取得
奨励事業

北竜町内に住宅を新築した場合（建築 建築代金の1/10を上限 200 万円まで助
費が 1 千万円以上かつ、居住に用する 成します。
※町並み整備建築事業／商工
床面積が 60 ㎡以上）
業元気支援応援条例と加算助成します。

町並み整備
建築事業

国道 275 号線／国道 233 号線／道道 94 建築代金の 1/2 を上限 150 万円まで助
号線沿い市街地に住宅を建築した場合 成します。

中古住宅を購入（土地代金を含め 100
購入代金の 1/10 を助成します（限度
中古住宅取得奨励
万円以上）し、3 年以内に本町に在住
事業
額 100 万円）。
することを確約できる方

企画振興課
企画係

購入した中古住宅を改修（改修代金が
改修代金の 1/10 を助成します（限度
中古住宅改修奨励
100 万円以上）し、3 年以内に本町に
事業
額 150 万円）。
在住することを確約できる方

地域づくり
人材育成事業

特殊詐欺対策
自動通話録音機
購入助成事業

まちづくりに資する人材の育成、講演
会／研修会の開催、コンサート／イベ
ントの開催、研修視察の実施、まちづ 自己負担分の 1/2 を助成します。
くりに資する資格の取得などを行う町
内の団体
助成後、1 年以上の居住が見込まれる 一世帯一台まで、5 千円を上限
65 歳以上の世帯
として購入額の 1/2 を助成します。

総務課
庶務係

店舗・事務所

新築等
助成事業

新築／増改築代金の 1/5 を助成します
店舗／事務所を、町内に新築／増改築 （市街地区 : 新築 200 万円／増改築 150
した場合
万円限度）（市街地区以外 : 新築 100
万円／増改築 50 万円限度）。

設備
助成事業

上記に係る備品／機器設備を購入した 購入代金の 1/4 を上限 100 万円まで助
場合
成します。

運転資金
助成事業

産業課
土地／建物の賃借料、光熱水費／備品
商工ひまわり
上記事業で新たに開業及び廃業する事
リース料の経費 1/2 を上限月額 5 万円
観光・林務係
業を継承した場合
まで、最長 2 年間助成します。

雇用
助成事業

上記事業により新規雇用を創出する場 雇用保険の被保険者賃金の 1/2 を上限
合
月額 5 万円まで、
最長 2 年間助成します。

雇用定着
助成事業

町内に住所を有する ( 新たに有する場 雇用保険の被保険者賃金の 1/2 を上限
合も可 )15 歳～ 35 歳までの者を雇用 月額 10 万円、最長 1 年間まで助成し
した場合
ます。
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商工会女性部から小中学校・
保育園にハンドソープの寄贈
５月１１日、北竜町商工会女性部から、新型コロナ
ウイルス感染症対策に活用していただければと、やわ
ら保育園・真竜小学校・北竜中学校にそれぞれ薬用ハ
ンドソープ４Ｌ×６個が寄贈されました。
当日は商工会女性部の北島部長がハンドソープを携
え各施設を訪れ、園長先生や校長先生、児童生徒代表
がお礼を述べて受け取られました。

真竜小学校にて

日本生命労働組合旭川支部
から永楽園に車椅子の寄贈
４月１９日、日本生命労働組合旭川支部から永楽園
に車椅子１台が寄贈されました。
地域社会の役に立ちたいとの同組合の理念に基づい
て実施されたもので、前回の血圧計の寄贈に続く２回
目の寄贈となります。当日は日本生命旭川支社の安東
祐子さんと山口敦子さんが代表して永楽園を来訪され、
森園長がお礼を述べ受け取られました。

和郵便局から「切手趣味週間・
郵便創業１５０年」切手の寄贈
５月１２日、和郵便局から
「切手趣味週間・郵便創業１
５０年」の額装入り切手と切手帳が町に寄贈されました。
寄贈された切手は、郵便切手の文化的価値の周知等
を目的に、毎年、郵政記念日（４月２０日）を含む“切
手趣味週間”に発行されているもので、加えて、今年
は郵便創業１５０年にあたることから、日本画家によ
る郵便にちなんだ絵図が描かれた意匠となっています。
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令和３年６月号

やわら保育園にて

北竜中学校にて

日に招集され、提出され

令和３年第２回臨時会は４
月

・既定予算に１３６千円を追
加し、総額を３８，１２１千
円とする補正予算
○令和２年度北竜町特別養護
老人ホーム事業特別会計補正
予算（第７号）について
・既定予算に３１９千円を追

○令和３年度北竜町一般会計

原案可決

加し、予算総額を４４８，５

補正予算（第１号）について

た案件を審議し、閉会いたし

承認

・規定予算に５，６９５千円

６９千円とする補正予算

◎専決処分の承認を求めるこ

を追加し、予算総額を３，７

ました。

○令和２年度北竜町一般会計

とについて
号）について

・既定予算に２５，９４８千

予算

１６，６９５千円とする補正

補正予算（第

円を追加し、予算総額を４，

○桜岡団地公営住宅Ｇ棟建
設・駐車場整備工事請負契約

０３９，９９０千円とする補
正予算

の締結について
ドーザ）

○令和２年度北竜町国民健康
号）について

○財産の取得について（小型

○財産の取得について（除雪

・既定予算から１３，４４９

ロータリ）

保険特別会計補正予算（第４

千円を減額し、予算総額を２
９７，５６３千円とする補正
予算
○令和２年度北竜町後期高齢
者医療特別会計補正予算（第

【５月】

日…北竜町開拓記念式並び

に北竜町表彰条例に基づく表
彰式

日…例月出納検査（監査委
員）

【６月】
８日…町内行政視察

９日…議会運営委員会、総務

日…令和３年第２回北

産業常任委員会
～

日…議会と町内会長連絡協

竜町議会定例会

19

28

４号）について

17

24

18
員）

下旬…例月出納検査（監査委

議会との懇談会

25

16

議会広報委員会
Ｎｏ．３６０

■議会を傍聴しませんか

第２回定例会は
６月１７日～１８日迄の予定です。
傍聴する際は、マスク等の着用をお願い致します。

8

影 響 で 休 止 し て い た「 ひ

新型コロナウイルスの
課を始め観光協会や売店

もしれませんが、役場産業

には是非が問われる事か

が、あの黄色い大輪の花が

できないかもしれません

の様な賑わいは今後期待

観光産業として今まで

ま わ り の 里 」 が、 ７ 月
組合の人達は最善の対策

日（土）にようやくオープ

ん。その継続の為に日々努

町民の心の寄りどころで

誤を繰り返しながら対応

力頂いている人たちには

がとれるよう、ひまわりの

ンを迎えます。現状況では

を検討されています。

あることには変わりませ

これまでの様な海外から
のインバウンドや道外の
都市部からの観光客は過

感謝しかありません。あり

■９月１日～１０月１７日
営業時間 ９：００～１６：００( 水曜日定休 )

私自身、昨年、車で近く

がとうございます。
（北島勝美）

■６月１９日～８月３１日
営業時間 ９：００～１７：００

分には望めませんが、１年

を通るたび見える、色のな
い里の風景に、溜息にも似
た違和感があった事を覚
えていますし、例年であれ
ば学校の夏休み中、プール
や部活の帰りなどで出店
ブースに立ち寄り目当て
の物を口にしていた子供
達や、孫と一緒に連日のよ
うに里を訪れていた、爺ち
ゃん達のほころんだ顔や
楽しそうな光景が再び戻

期間中皆様のご来場をお待ちしております。

間、作付け土壌の最適化を
図ってきた効果で、近年に
ない景観となる事と期待
が膨らみます。
未だ新型コロナウイル
スワクチンの供給が間に
合わず、当初、国は７月ま
でには全国民に接種可能
としていたものが年内で
の完遂は非常に難しい状
況となっており、東京オリ
ンピックの開催さえ危ぶ

ってきて欲しいと思って
います。

令和３年６月号

9

まれています。その様な中
での観光として里の開園

■５月８日～６月１８日
営業時間 ９：００～１６：００( 水曜日定休 )

里オープンに向け試行錯

24

５月８日（土）

オープンしました!

5 月 8 日に農畜産物直売所みのりっち北竜が今年度の営業を開始しました。オープンに際し、
北竜太鼓の皆様に演奏していただき、沢山の方にご来店いただきました。
また、今年度の営業については下記のとおりになっておりますのでお知らせいたします。

窓口サービス等に対する、不

行っている年金、道路、河川、

毎日の暮らしの中で行政が

ください。必要書類について

設しますので、ぜひ、ご利用

カード関連手続きの窓口を開

左記の日程でマイナンバー

今月の行政相談

満や苦情、または要望や意見

は、手続きにより異なります

マイナンバーカード
申請・受け取り時間外窓口

などを受け付けています。

付けています。

手紙での相談はいつでも受け

※時間外窓口では転入・転居・

合わせください。

村上さんには現在、サンフ

村上さんをご紹介いたします。

員として北竜町に赴任された、

)

いませんのでご注意ください。 動していただいています。
６月

日 月(
～午後７時

すこやかセンター

のぶゆき

転出などの住所の異動、印鑑

５月より地域おこし協力隊

ようこそ北竜へ

５月６日現在（前月比）

ラワーパーク北竜温泉にて活

ので、事前にお電話でお問い

まちの動き

登録、証明書発行業務等は行

相談は無料で、口頭・電話・

（外国人含）

村上 信行 さん

今月の定例相談日
分

日時
場所

住民課窓口
問い合わせ先
役場住民課戸籍年金係
℡３４・２１１１

地域おこし協力隊員

６月

日 火( )
分～３時

午後１時
場所

℡３４・２６１１

長谷川 秀幸

行政相談委員

老人福祉センター

30

30

空知総合振興局から委託を

生活相談会の開催に
ついて

民生委員児童委員・人権擁護

受けているそらち生活サポー

心配ごと相談

委員による心配ごと相談を次

崩落したため、通行止めにな
っています。

また、復旧の目途は立って

おらず、長期化する見通しで

す。ご理解のほどよろしくお

６月

日（木）

午後１時～４時

℡３４・２１１１

役場住民課福祉係

問い合わせ先

℡０１２６・３４・５４１４

℡０１２０・２７９・２３４

そらち生活サポートセンター

申し込み先

すこやかセンター２階会議室

役場住民課

場所

日時

てください。

５時までに電話にて予約をし

利用される方は前日の午後

談を受け付けています。

様々な悩みや不安について相

のこと、日常生活にかかわる

お仕事に関すること、家族

談会が開催されます。

トセンター職員による生活相

分

の日程により開催いたします。
日時

６月１日 火( )
分～３時
午後１時

老人福祉センター

30

現在、林道西共線の一部が

林道西共線
通行止めのお知らせ

担当人権擁護委員

人権擁護委員

辻委員・井上委員

民生委員児童委員

担当者

場所

30

願い致します。

24

世帯数 ８０７世帯(＋２)
人口 １, ７３２人(－５)
男
８４０人(±０)
女
８９２人(－５)
むらかみ

21

15

10

北竜町生活支援
コーディネーターについて

令和３年度より生活支援等

体制整備事業を社会福祉協議

歳未

令和 年度
自衛官候補生募集案内

●自衛官候補生

応募資格

歳以上

33

日本国籍を有し、令和４年

４月１日現在
18

会に委託するのに合わせて、

中島雅子さん、鈴木澄子さん

試験日により異なりますの

満の男女

高齢者の方の生活支援ニー

で、お問い合わせください。

日（月）

を北竜町生活支援コーディネ

ズを把握するため、今後、お

試験期日

日（日）・

日（月）

12 14

受付期間

二人を通じて生活の様子など

６月

日（日）・

のうち、いずれか１日

※新型コロナウイルスの影響

により延期となる場合がござ

います。

試験会場

陸上自衛隊旭川駐屯地

（旭川市春光町）

11 13

ーターに委嘱しました。

についてお話をうかがわせて

７月

中島雅子さん

問い合わせ先

■自衛隊旭川地方協力本部

南地区隊

℡０１６６・５５・０１００

■役場総務課庶務係

℡３４・２１１１

■募集相談員

高橋敬子・松本浩章

いただく予定です。

鈴木澄子さん

３

北竜町の事件・事故の発生状況（４月末現在）
犯罪の発生件数

交通事故の発生件数

町民が町外で
第１当事者となった
人身事故件数

空き巣

倉庫
荒らし

忍び
込み

車上
狙い

暴行

合計

2021年

０

０

０

０

０

０

2021年

０

2021年

19

2021年

０

2020年

０

１

０

０

２

３

2020年

２

2020年

44

2020年

２

人 身 事 故

休 日 当 番 医

ちびっこひろば
月日

○日時

医 療 機 関 名

6月9日（水）10:00～11:30

場所

子育て支援センター室

内容

お散歩「消防車見学」

○日時

物 損 事 故

6月29日（火）10:00～11:30

場所

子育て支援センター室

内容

保育園自由開放

ピカピカキッズ

深川市立病院

6/6
(担当医・成田医院 院長 成田 昭彦）
（日）

℡ 22-1101

深川市立病院
6/13 (担当医・深川内科クリニック
（日） 院長 山崎 充）

℡ 22-1101
6/20 深川第一病院
（日） ℡ 23-3511

※診療時間
医療機関名
（歯科）は9時～12時

おおさき歯科
℡ 0124-23-0648

ひらやま歯科
℡ 0125-72-2323
北竜町立歯科診療所
℡ 34-2656

（対象：１歳児～）

○日時

6月25日(金）10:00～11:30

場所

子育て支援センター室

内容

保健師講話「フッ素」

北竜町地域子育て支援センター
℡ ３４ー８８０２

11

令和３年６月号

深川市立病院
6/27 (担当医・みきた整形外科クリニック
（日） 院長 三木田 光）

℡ 22-1101

コスモデンタル
クリニック
℡ 0125-23-3630

■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。

二輪車もスピード
ダウンで事故防止
●バイクのウィークポイント
・車体が小さく見え、車から
見落とされやすく、速度が遅
いと思われたり、発見が遅れ
衝突されるケースが多い。
・バランスを取るのが難しく、
速度の出し過ぎや不用意なブ
レーキで転倒しやすい。
●交通事故を防止するために
①ライダーの皆さんへ
・速度の出し過ぎは命取り。
交差点では対向からの右折車
に注意し、またカーブ手前の
直線は十分に減速しましょう。
・無理のないツーリング計画
を立てましょう。
・他の車から見えるように昼
間もライトを点灯しましょう。
②ドライバーの皆さんへ
一時停止標識や信号は必ず厳
守し、交差点での安全確認を
徹底しましょう。

谷

大岩 昭三郎 氏

歳

トオルさん・彩華さん

（ 月 日）

中野渡 ハルヒちゃん

■お誕生おめでとう
板

水

■お悔やみ申し上げます
碧

歳

（ 月 日）
坂巻 ナミ子 氏
（ 月 日）

生前のお礼として

深川市

西

碧
川

水

坂巻 裕人

下山 浩明

澤田 正人

大岩 榮子

様

様

様

様

様

社会福祉協議会へ

美葉牛

喫茶 ミケ

様

永楽園へ

寄付

坂巻 裕人

美葉牛

法要の後の黙食花万朶

吉尾広子

阿部れい子

山本玲子

せっかちも母の遺伝子風信子

山下好晴

骨太の畦の受け皿早苗待つ

万緑の一部は鉄路の跡地なり

中島雅子

山岸正俊

青年のような朴訥座禅草

佐藤美智子

宮脇美和子
恥らいの薔薇の花束プロポーズ

座禅草どこか経読む祖母に似て

耕せば地のぬくもりに鳥集う

美葉牛

29

９ 88

29 96

℡３４－３３２１】

【サンフラワーパーク北竜温泉

４

４

４

■ひまわり割実施中！

１泊２食：１０，０００円 → ５，０００円
１２，０００円 → ７，０００円

数量限定・好評発売中！
１室１名でも２名でも同価格

■１１日と２６日は
入浴料半額サービス！
ご来館お待ちしております！

※新型コロナウイルスの影響により、ひまわり割・各種イベントの実施が変更される場合があります。
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【 第８回 】

初夏の「寒暖差」による
不調を防ぎましょう
（担当：田中 望美）

北海道の６月といえば、梅雨もなく、心地よいさわやかな空気が緑の中を吹き抜けるイメージが
ありますね。同時にこの時期は、蒸し暑い日が続いた後に突然冷え込んだりと、気候の変化もよく
みられ、日によっては1日に大きな寒暖差があります。
この気温の変化により、自律神経の乱れから「寒暖差疲労」とよばれる不調をきたすことがみら
れます。今回はこの「寒暖差疲労」についてお話します。

■寒暖差疲労の原因は？？
気温の寒暖差による自律神経の乱れから体が疲れることを「寒暖差疲労」といい、季節の変わ
り目によくみられます。人間の自律神経は、寒い時にはぶるぶると筋肉を動かして体温をあげ、
暑いと汗をかいて熱を下げるなどの体温調整を絶えず行っています。その暖房と冷房を切り替え
るような働きを1日に交互に繰り返すと、自律神経が過剰に働き、疲労を誘発します。
この状態では、疲れがたまりやすい、免疫力が下がり風邪を引きやすい、胃腸の働きが落ちる、
肩や腰が痛くなる、身体が冷える、寝つきが悪くなるなどの症状が現れやすくなります。

■『寒暖差疲労』をためないための対策
●服装で寒暖差を調整することを意識する
朝肌寒さを感じたら、かんたんに着脱できる薄手のシャツやカーディガンなどを重ね
着するなどして、気温によって服装を対応できるようにしましょう。暑いと感じたら涼
しい恰好を、寒さを感じたら一枚羽織るなどの調整が、身体にかかる負担を軽減します。

●自律神経を整える生活習慣を取り入れる
自律神経を整える方法は、規則正しい生活、適度な運動、適度なストレス発散が基本となります。
夜更かし・朝寝坊を控え、朝・昼は活発に活動し、夜は睡眠に向かって入浴するなどのリズムを
整えましょう。またスクワットやストレッチなどの軽めの運動で全身の血流を促進させることも、
自律神経の働きを高めるのに効果的です。

●腸内環境を意識した、栄養バランスのよい食事を心がける
糖質、脂質の過剰摂取を避け、肉・魚・卵などのタンパク質や、野菜やきのこ類などの食物繊
維を意識した、バランスの良い食事をとりましょう。
過ごしやすい日が増えてきますが、気温の変化は体にとってストレスになるこ
とも。日頃から対策をして、寒暖差疲労をため込まないようにしましょう。

● にこにこベビーズ

６ 月の
保 健 行事

10日（木）10:30～11:30

すこやかセンター

● 子育て相談（要予約） 10日（木）13:00～15:30

すこやかセンター

● 住民健診
健診一週間前まで
申し込み受付中！

● 健康相談

21日（月）美葉牛研修センター
22日（火）碧水いきがいセンター
23日（水）
・24日（木）北竜町農村環境改善センター
25日（金）13:30～14:30

碧水地域支え合いセンター

※変更になる場合がありますので、
防災無線等でご確認ください。
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今年度の北竜町ひまわり観光協会の
事業計画が決まりました
令和３年度北竜町ひまわり観光協会総会が
４月２７日に開催され、次のとおり事業計画
を決定しました。

【第３５回ひまわりまつり】
■期間

７月２４日(土) ～８月２２日(日)

【令和３年度予算内容】
歳

入

歳
（円）

出

（円）

ひまわりの里造成費

５，
２００，
０００

イベント事業費

１，
２００，
０００

費

２，
７３０，
０００

広 告 費 宣 伝

１，
２５０，
０００

補助 金

４，
７００，
０００

事務費

１，
３３５，
０００

繰越 金

１，
７０９，
２７３

諸

費

３０５，
０００

雑収 入

１，
１５０，
７２７

積立金

１，
０００，
０００

会

合

計

１０，
２９０，
０００

合

計

１０，
２９０，
０００

ひまわり観光協会では会員を募集しています！
北竜町ひまわり観光協会では、観光事業を通して農業や商業の活性化を目指しています。
観光協会では事業に賛同していただける賛助会員（会費は２,０００円）を募集しており
ますので、ご協力いただける方は観光協会事務局（役場産業課）へご連絡ください。

クー ルビズ実施のご案内

北竜町

～ノーネクタイ、ノージャケットで失礼いたします～
本年も、地球温暖化防止を目的に省エネルギー及び節電対策の一環
として、クールビズを実施いたします。
実施期間における職員の服装は、ノーネクタイ、ノージャケット等
の軽装での勤務を奨励しております。また、節電対策として、事務所
内の照明の一部消灯、間引き等も実施し、電力消費量の削減を図ります。
来庁の際は、ぜひ軽装にてお越しくださいますよう、皆様のご理解
とご協力をお願い申し上げます。

実施期間 ： 令和３年５月２４日 ～ ９月３０日
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北空知広域水道企業団からのお知らせ
北空知広域水道企業団は、深川市、沼田町、秩父別町、北竜町、妹背牛町に水道用水を供給
する一部事務組合です。企業団では毎年、条例に基づき財政の状況を公表しています。
今回は、令和２年度の事業と経理の内容、令和３年度の事業計画と予算の概要についてお知
らせします。

■令和２年度の事業と経理の概要・
令和３年度の事業計画と予算の概要について
令和２年度の年間水道用水供給実績は３，１４９，０８５㎥ (1日平均８，６２８㎥ )と
なり、前年度と比較して３２，５５９㎥ (1日平均６５㎥ )減少しました。
令和３年度の年間予定供給量は、３，０６０，０００㎥ (1日平均８，３８４㎥ )とし、
施設運転・保守管理を中心とした収益的収支と資本的収支の予算額は下表のとおりです。

■問い合わせ先
〒０７８－２２２２
沼田町字沼田１２４８番地の１
北空知広域水道企業団
TEL ３５－１８７８
FAX ３５－２７８２
ホームページをご覧ください。
http://www.kitasorasui.or.jp/
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令和３年６月号

おとなの風しん抗体検査・風しんワクチン接種費用助成について
●風しん（第5期）の抗体検査及び予防接種とは
平成30年７月からの一時的な風しんの流行を受け、国は風しんの追加的対策として、これまで予防接種の
機会がなかった昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、定期風しん（第5期）の抗体検査
及び予防接種を無料で行うこととなりました。
対象となる男性で、平成31年4月以降まだ検査を受けていない方には、令和３年４月に町より新たにクーポ
ン券を送付しています。クーポン券が届いた方、まずは抗体検査を受けましょう！ そして風しんの抗体が
不十分であった場合は、予防接種を受けましょう！

●先天性風しん症候群予防のためのワクチン費用助成について
産まれてくる赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、北海道では風しん抗体検査費用、北竜町で
は風しんワクチンの接種費用を下記のとおり助成しています。対象の方はご活用下さい。
【先天性風しん症候群とは】
免疫のない女性が妊娠初期に風疹に罹患すると、風疹ウイルスが胎児に感染し、出生児に先天性風疹症候
群と総称される、心疾患や白内障などの障がいを引き起こすことがあります。予防接種を受け、風しんの流
行を予防しましょう。
風しん追加的対策
事業名

対象者

先天性風しん症候群予防

風しん抗体検査・
第 5 期予防接種

北海道
風しん抗体検査料金助成

北竜町
風しんワクチン接種料金助成

昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年
4 月 1 日生まれの男性で、令和
3 年 4 月に町よりクーポン券の
送付があった方（今まで抗体検
査を受けていない方）
※令和 3 年度からは、4 月に新
たに配布したクーポン券をご使
用 下 さ い。 平 成 31 年 4 月 に 配
布したクーポンは使用できませ
ん。

妊娠を希望する出産経験のない
女性、風しん抗体価が低い妊婦
の配偶者並びに同居者等の条件
あり
※詳細は『北海道風しん抗体検
査料金助成』で検索
するか、右記 QR コード
を読み込んで下さい。

19 歳以上 50 歳未満の方で、
・妊娠を希望している既婚女性
またはその配偶者
・妊婦の配偶者

ただし、風しん追加的対策対象の男性を除く（左記の対象者はクー
ポン券を利用して抗体検査・予防接種を受けて下さい。）

風しん抗体検査費用助成
ＥＩＡ法 6,790 円
・風しん抗体検査費用助成
・抗体陰性だった方に、風しん ＨＩ法 5,460 円
助成内容 予防接種 ( ＭＲワクチン費用助 （どちらかの検査 1 回のみ）を
限度として助成
成

風しん予防接種費用助成
①風しんワクチン
②麻しん風しん混合ワクチン
どちらかを 1 回に限り全額助成

※一旦医療機関で費用をお支払いした後に、償還払いでの助成と
なります。
【抗体検査】令和 3 年 4 月 1 日
～令和 4 年 2 月 28 日まで
実施期間
【予防接種】令和 3 年 4 月 1 日
～令和 4 年 3 月 31 日まで

令和 3 年 4 月 1 日～
令和 4 年 3 月 15 日まで
※申請書類提出期限は
令和 4 年 3 月 15 日（必着）

通年実施しています

協力医療機関で抗体検査を受け
希望する医療・健診機関で、事
た後に、深川保健所に申請をし
ワクチン接種後、領収書、振込
前に検査等の実施を確認の上、
てください。
先口座、印鑑を持参の上、住民
クーポン券を持参して抗体検査
※申請方法については、北海道
課窓口にて申請をしてくださ
または予防接種を受けて下さい
ホームページをご覧いただく
助成方法
い。
（無料）
か、深川保健所までお問い合わ
※令和 3 年 4 月下旬以降に転入
せください。
された方や、クーポン券が届い
※一旦、医療機関に費用をお支払いしていただき、その後償還払
ていない方はご連絡ください。
いとなります。
問合せ先

北竜町役場保健指導係
℡ 34-2111

深川保健所
℡ 22-1421

北竜町役場保健指導係
℡ 34-2111
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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成について
「肺炎球菌」は、肺炎や髄膜炎等を起こす細菌の一つであり、特に高齢者の肺炎をおこす主要な原因の
一つとされています。肺炎球菌ワクチンを接種することで、一定の肺炎予防効果が期待できます。
高齢者肺炎球菌ワクチンは、その年度に節目の年齢にあたる方に定期接種の機会が設けられていますが、
定期接種対象者ではない方で任意での接種を希望する方にも、予防接種費用の一部を定額助成しています。
費用助成を希望される方は、以下のとおり、役場住民課保健指導係まで申請下さい。
■助成の対象者
北竜町在住の６６歳以上の高齢者で、令和３年度の定期予防接種の対象者ではない方、かつ今まで
一度も肺炎球菌ワクチンを受けていない方を対象とします。
■助成内容
令和３年４月１日～令和４年３月３１日の間に接種した肺炎球菌ワクチン予防接種１回分に対し、
３，０００円の定額助成を行います。
■助成手続きの方法
接種終了後、北竜町役場保健指導係（すこやかセンター窓口）へ下記のものを持参し、償還払い
手続きを行ってください。
①医療機関が発行した風疹ワクチン予防接種料金の領収書
②助成金振込のための銀行口座番号（きたそらち農協、北空知信用金庫、ゆうちょ銀行に限る）
③印鑑
■新型コロナワクチンの接種を予定されている方へ
肺炎球菌ワクチンの後に新型コロナワクチンを打つ場合、もしくはその逆の場合、１３日以上
（２週間後の同じ曜日以降）の接種間隔を開ける必要があります。
かかりつけ医と健康状態やスケジュールについてよく相談した上で、接種してください。
～ご不明な点は、役場保健指導係（℡ 34-2111）までお問い合わせ下さい～

北竜町不妊治療費助成事業について
北竜町では、不妊治療をされているご夫婦の経済的負担軽減を目的に、不妊治療に要した本人負担額の
一部を助成しています。不妊治療に関することや、詳しい申請方法などの相談は随時受け付けていますの
で、北竜町役場保健指導係までお気軽にご相談ください。

■一般不妊治療費助成

（薬物療法、タイミング法、人工授精などの治療）
■助成の対象
北竜町在住のご夫婦で、公的健康保険に加入されている方
■助成内容
一般不妊治療費の自己負担額の２分の１を助成します。
（申請は一年度に1回、上限を10万円とし、通算３年まで助成します）

■特定不妊治療費助成

（体外受精・顕微授精等）
■助成の対象
北海道特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた方で、ご夫婦どちらかが北竜町在住の方
■助成内容
特定不妊治療費の自己負担額から、北海道の特定不妊治療費助成金を控除した金額の９割を助成しま
す。（１回の申請につき上限15万円）
事業の詳細については、北竜町ホームページでも紹介しています。
申請等にあたり、ご希望があれば保健師が訪問でも対応致しますのでお問い合わせください。
～ご不明な点は、役場保健指導係（TEL 34-2111）までお問い合わせ下さい～
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令和３年６月号

～ 有害鳥獣から自分の農地を守りましょう ～
町では、エゾシカによる農作物の被害対策として「くくり罠」を導入し、罠の貸し出しを行っております。
「自分の農地は自ら守る」ことを合い言葉に、町内各地区において「くくり罠」を設置してエゾシカの
駆除にあたっております。
本年度、最初の狩猟試験予備講習及び狩猟試験が次の日程で実施されますのでお知らせいたします。

●狩猟試験予備講習
日 時
受 付
会 場
受講料

定

数

７月２５日（日）午前９時～午後４時３０分
６月１７日（木）～７月１５日（木）
岩見沢市民会館まなみ～る 多目的室①②③
第１種又は第２種：１１,０００円（テキスト代込み）
網：８，２５０円
わな：８，２５０円
第１種または第２種と同時に網、わなを受講する場合：１３,７５０円
全講習種別合計で２５名

●狩猟試験
日
受
会
定

時
付
場
数

８月１日（日）午前９時～
６月１６日（水）～７月１６日（金）
空知総合振興局（岩見沢市）
全講習種別合計で２５名

※「わな狩猟免許」を取得される方には、受講料などの助成制度があります。
■問い合わせ先

役場産業課商工ひまわり観光・林務係
空知猟政協議会

℡３４－２１１１
℡０１２６－２４－１１１１

わな狩猟免許をお持ちの方へ
昨年同様、「くくり罠」「箱わな」の貸し出しを行っております。罠の貸し出しが必要な方は印鑑を
ご持参の上、役場産業課商工ひまわり観光・林務係にて貸し出しの手続きを行ってください。

国 民 年 金 基 金

年金が増えて老後にゆとり！
税金がおトクで今にゆとり！

国民年金基金に加入できるのは、以下のいずれの条件も満たしている方です。

■ ２０歳から６０歳未満の方
■ 国民年金保険料を納めている方
（農業者年金加入者を除く）
※６０歳以上６５歳未満の方や海外に居住の方で、国民年金に任意加入されている方も加入できます。

【こんなメリットがあります】
①掛金の全額が課税所得から控除され、所得税・住民税ともに減額されます。
老後に受け取る年金は「公的年金等控除」の対象となります。
②加入したときの掛金や受け取る年金額は変わりませんので、
自分に合わせた年金設計ができます。
③保証付に加入した方が保証期間内に亡くなられた場合、遺族の方に一時金が支給されます。
●問い合わせ先

全国国民年金基金北海道支部

℡０１２０－６５－４１９２
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令和２年度中山間地域等直接支払交付金内訳
協定参加者数
集落協定名

計

農業者

（人） （人）

北竜中山間地区

140

140

田

合計

急傾斜

緩傾斜

（㎡）

（㎡）

（㎡）

交付総額
（円）

13,284,153 557,405 12,726,748 113,519,489

交付金使用方法
農地管理者分 地域共同取組分
（円）

（円）

56,759,749

56,759,740

碧

水

19

19

1,952,679 196,225 1,756,454

18,172,357

9,086,179

9,086,178

岩

村

24

24

1,697,403

89,349 1,608,054

14,740,761

7,370,382

7,370,379

美 葉 牛

21

21

3,796,541

57,760 3,738,781

31,123,208

15,561,605

15,561,603

古

作

10

10

196,669

196,669

1,573,352

786,676

786,676

板

谷

22

22

1,184,379

52,259 1,132,120

10,154,399

5,077,200

5,077,199

西

川

10

10

937,082

88,456

848,626

8,646,584

4,323,293

4,323,291

14

14

80,781

29,404

51,377

1,028,500

514,250

514,250

和
三

谷

9

9

1,114,520

43,952 1,070,568

9,487,536

4,743,768

4,743,768

恵

竜

11

11

2,324,099

2,324,099

18,592,792

9,296,396

9,296,396

【用語解説】
急
傾
緩
傾

斜
斜

地域共同取組分
農地管理者分
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対象農地

令和３年６月号

田で距離２０ｍで１ｍ以上の傾斜地、交付金額は１０ａ当たり２１,０００円
田で距離２０ｍで１ｍ以下から距離１００ｍで高さ１ｍまでの傾斜地、
交付金額は１０ａ当たり８,０００円
地域で農業生産性にかかわる共同作業(水路農道草刈等)経費や多面的機能を
増進する経費に使用する交付金(交付額の約５０％）
農地の管理面積に応じて農業者個人に支払われる交付金(交付額の約５０％）

北竜町妊婦情報事前登録制度

「安心出産サポート119」
北竜町では、妊婦の方が町内で安心して生活できるよう、北竜町妊
婦情報事前登録制度「安心出産サポート１１９」を実施します。
この制度は、妊娠中に出産予定日や医療機関などを事前登録してお
くことで、緊急に救急車を利用する必要があると医師が判断した場合
に、かかりつけ医療機関へのスムーズな緊急搬送を実現するものです。

【緊急を要する場合とは？】
・腹部の激しい痛みや出血がある
・腹部に強い張りがある
・陣痛や破水が始まった

■助成の対象
北竜町の住民で登録を希望する妊婦、及び里帰り出産のため一時的に北竜町に滞在する妊婦
■登録方法
妊婦情報事前登録者届出書を役場住民課保健指導係に提出していただきます。
登録した情報は、保健指導係・北竜消防支署・沼田消防支署・深川消防署で管理します。
出産予定日から１ヶ月を過ぎた時点で登録は削除します。
■利用の流れ
① 北竜町役場に登録届を提出
② 緊急事態が発生した場合、かかりつけ医療機関に連絡・相談
③ 医師から「救急車で来て下さい」との指示がある
④ 119番通報し、「安心出産サポート登録者です」と伝える
⑤ 救急搬送で病院へ
※搬送先は出産予定の医療機関ですが、状態によっては搬送先が変更になる場合もあります。
※出産予定病院が変更になった場合はお知らせ下さい。
～ご不明な点は、役場保健指導係（TEL 34-2111）までお問い合わせ下さい～

北 竜 土 地 改 良 区
■臨時水路監視人の管理担当区域について
区

域

竜西・恵岱別 ・三谷
瑞穂

担 当 者
小野 剛良

１９区・和・培本社
渭の津・小豆沢

吉田 敏昭

西川・板谷・板谷川端
中の岱・共栄・碧水
古作・一の沢・岩村

石川 靖

美葉牛１・美葉牛２
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北竜町無火災期間 （令和３年５月２０日現在）
第１分団区域
３１２日間
第２分団区域
１，７０７日間
令和３年深川地区消防組合管内火災発生件数
８件
内訳 北 竜 ０件
深 川 ４件
秩父別 ０件
妹背牛 ２件
沼 田 ２件

ご家庭に住宅用消火器を！
～お家専用の住宅用消火器を知っていますか？～
○住宅用消火器とは
住宅用消火器は、住宅火災の初期消火に最適化された蓄圧式の
消火器です。住宅用消火器には、次のような特徴があります。

■住宅防火安心マーク

１． ホースが無いものがあり、軽量で高齢者や女性でも使いやすい。
２． 通常の消火器と違い、カラフルでデザインが豊富です。
３． 使用期限が表示されています。
４． 適応火災が絵表示されています。

このマークがついた消火器を
推奨しています。

※スプレー式の「エアゾール式簡易消火具」も住宅用消火器に含まれます。

○住宅用消火器の維持管理
住宅用消火器は、薬剤の詰め替えや点検がないため、使用期限はおおむね５年とされており、
使用期限が過ぎていると「いざ」という時に使用できない可能性があります。放置することなく
速やかに取り替えるようにしましょう。
また、キズや変形、腐食などがみられる消火器については、使用期限が過ぎていなくてもただ
ちに交換するようにしましょう。

○悪質な訪問販売や点検にご注意を！
消防関係者や点検業者を名乗り、不当な価格で消火器の訪問販売や点検を行う業者がいます。
次のことに留意し、被害にあわないようにしましょう。
１． 住宅用消火器は、数万円もしません！
２． 消防職員、役場職員は、住宅用消火器の販売・斡旋等はしません！
３． あやしいと思ったら、北竜消防予防係(0164-34-2200)まで連絡してください！
４． 相手が脅迫行為に出た場合は、速やかに警察へ連絡してください！
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令和３年６月号

Ｎｏ．２７４

浦本幸彦
診療所長

ワクチン
接種開始
かいし

せっしゅ

５月６日より新型コロナワ
名以上の高齢者がワク

クチンの接種が始まりました。
連日

役場の住民課の方々が町民

るでしょう。

知恵を絞り粉骨砕身で日夜時

深川市立病院からの依頼で、

北空知地区の基幹病院である

また特筆すべきこととして、

間を惜しまず準備してくれた

接種後の発熱などで深川市立

の皆さんへの負担軽減の為、

お陰です。

せんが、北竜町のワクチン接

で接種日や接種時間の割り振

意向調査を行い、地域や年齢

接種を受けた方は知ってい

前の対策を求められました。

ンクすると予測されるので事

病院を受診されると外来がパ

種が他所より簡単で円滑に進

りをし、必要な場合は接種会

るでしょうが、接種の際に医

町民全員のリストを作成し、

んでいると思いませんか？

場の体育館への送迎も手配し

他所の自治体などではまず

剤を処方しています。

師が問診で必要な方には解熱

最初に高齢者自身が予約を電
話やネットで取らないといけ

チン接種が進んでいるのでし

なぜ、北竜町は簡単にワク

て電話会社から制限されたり

予約も回線がパンクしたりし

っ掛けたものです。また電話

約を取れとは、無理難題を吹

高齢者にインターネットで予

せん。インターネットですよ。

畑の作物の為の網でもありま

ミカンが入っている袋でなし、

も作れるはずです。ならば北

れば北竜町と同じ器をいくつ

大きな自治体も小さく区切

それを丁寧に遂行したのです。

も言えるシステムを考えだし

自分たちで北竜町方式とで

民への配慮です、心配りです。

す。何が違うかというと、住

職員の数もそれなりに多いで

せんか？人口の多い自治体は

は？なんて簡単に思っていま

は人口が少ないから楽なので

数が大きいから大変で、北竜

都会の人口の多い自治体は

関係者の皆様、住民を代表

成功の秘訣です。

クチン接種が遂行出来ている

口の少ない北竜町で円滑にワ

してくださっていることも人

った方々が接種のお手伝いを

す。また町内の看護資格を持

晴らしい仕事を実施していま

民課の全員が一致団結して素

保健師さんを中心とした住

感心しました。

速で柔軟な素晴らしい判断と

町の特例的な対応ですが迅

これは通常の保険診療とは異

うか？

竜町と同様に実行すれば住民

してご尽力に感謝申し上げま

丁寧に対応しています。

なんか大事なこと、すっ飛ば

の負担も軽減できるし、もっ

す。

ょう？
なんかインチキしたのでしょ

す。

なり自由診療で処方していま

しているのでしょうか？

とスムーズに接種が進められ

しています。

いえ、違います。

ません。ネットって言っても、

急な変更や細かな配慮にも

てくれました。

方もいらっしゃるかもしれま

ニュースなどでお気づきの

チン接種を受けています。

50

北竜町立診療所

午後休診日のお知らせ

６月９日(水)、
３０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
キッズエアロビクスを実施
４月２３日にやわら保育園にて第１回キッズエアロ
ビクスを実施しました。
第１回目はひまわり組の園児を対象に、エアロビク
スだけではなく、平均台やヨガボール等を使った運動
を行い、楽しく充実した時間となりました。

フロアカーリングを購入しました
４月２２日、フロアカーリングを３セット購入し
ました。
フロアカーリングは、普通のカーリングとは異なり、
体育館等の平らな場所で行うことができ、子ども（小
学生～推奨）から高齢者まで楽しめるニュー・スポー
ツです。
今後、社会教育・体育事業に使用する他、要望が
あれば、サークル活動や各町内会行事等に貸出、指
導にも対応いたしますので、お気軽にご連絡下さい。

ラジオ体操が始まります
爽やかラジオ体操が６月１４日より始まります。
詳しくは別添配布されるチラシを参照の上、ご不明
な点がありましたら、教育委員会（℡３４－２５５３）
までお問い合わせください。

図書館から新刊のお知らせ
・「世界遺産」20年の旅
髙城千昭
・14歳の世渡り術
「死にたい」
「消えたい」と思ったこと
磯野美穂
・日本の民話えほん かっぱのすもう 小沢正、太田大八
他、
約５０冊の新刊が入りました。

生涯学習カレンダー
月 日

行

事

名

6/5（土）真竜小学校運動会
図書館リサイクル市
6/8（火）
（～13日）

公民館・改善センター
図書館・郷土資料館の休館日
6月 7～14日（図書館点検のため）
※新型コロナウイルスの影響によって掲載した行事や、
施設の開館状況が変更される場合があります。
6月21・28日（毎週月曜日）

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

6/10
（木）ひまわり大学
６月講座

場

令和３年６月号

時 間

真竜小学校
図書館
改善センター 10:00～
体育館

6/14
（月）ラジオ体操（～9月10日） 公民館前 6:30～
第３回やわら保育園
運動会
6/19
（土）
教育長杯
パークゴルフ大会

やわら保育園
ひまわりPG場

改善センター
6/26
（土）子どもと高齢者のふれあい
事業「フロアカーリング」
体育館
6/27
（日）芸術・文化の旅

札幌芸術の森

※新型コロナウイルスの影響によって掲載した行事や、 施設の開館状況が変更される場合があります。
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所

「北竜町地域振興券」の交付について
北竜町では新型コロナウイルス感染症の影響により、甚大な打撃を被った地域経済の活性化と
地域住民支援を目的に北竜町地域振興券を交付します。
１．交付対象者
基準日（令和３年５月１日）に、
北竜町住民基本台帳に記載されている町民

４．使用期限
交付した日から令和３年１２月１０日まで
５．配布時期および方法
６月中旬頃に世帯主宛に郵送予定

２．振興券の額面
１人５，０００円（５００円×１０枚）
３．利用可能店舗
町内取扱加盟店で利用可
（交付時に利用可能店舗一覧表を添付します）

■問い合わせ先
役場産業課商工ひまわり観光・林務係
℡３４－２１１１

◆令和４年成人式の日程について
令和４年成人式を以下の通り開催しますの
でお知らせいたします。式典のご案内は右記
①～③の対象者へ１１月中旬頃に送付します。

と き：令和４年１月８日(土)
ところ：北竜町公民館 大ホール
※新型コロナウイルス感染症の影響によって、
開催日が変更になる可能性がございます。

① 北竜町に住民登録されている新成人者
(平成13年4月2日～14年4月1日生まれの方)
② 北竜町出身で現在町外に居住されている方
(ご家族が北竜町に在住されている方)
③ 本人が中学校卒業時まで在籍していた方
※①～③に該当せず、以前本町に居住していた方で
式典に出席を希望される方は、教育委員会へご連絡
ください。

【問い合わせ先】教育委員会社会教育係

℡０１６４－３４－２５５３

開催
会
映
上
町
北竜
■監督･撮影･編集：原村政樹
主催：あかるい農法の会 ／

後援：北竜町

※尚、新型コロナウイルス感染症予防のため、
各上映回ともに先着２０名までとさせて頂きます。
鑑賞希望の方は、あかるい農法の会事務局
（℡３４－２０１３）までお申し込み下さい。

！

■日時：６月２６日（土）
①１３：３０～
②１４：３０～
■会場：北竜町公民館大ホール
※新型コロナウイルスの影響により
開催が変更される場合があります。

佐野町長とのふれあいプロジェクト
６月の町長室開放デーは、２４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。
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