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　５月２５日、沙流太ほおずき絆の会（金子俊会長）

と富川高校の３年生１９名による、フルーツほおずき

の苗の定植作業が行われ、およそ２００株の苗を手作

業で丁寧に植えていました。

　今後も富川高校の生徒が参加し、花弁取り作業や収

穫作業が行われます。

　秋に美味しいフルーツほおずきがたくさん収穫でき

るよう成長が楽しみです。

　５月１１日、駐日ウズベキスタン共和国大使館のア

ブドゥラフモノフ・ムクシンクジャ特命全権大使が日

高町へお越しになりました。

　大鷹町長、神保議長が大使らを出迎え、昨年の東京

オリンピックの際にホストタウン交流で来町したウズ

ベキスタン近代五種競技選手団との交流の様子などを

報告したほか、交流促進に向けた意見交換を行いました。

　日高高校３年で産業学習写真探究クラス受講生の矢

田眞白さんの写真作品「転んでこそスキー」が、第

６９回写真道展第４部（学生の部）において、入選に

選ばれました。

　学生の部７３３点の作品の中から入選３０点の１点

に選ばれたもので、５月 1日に札幌市民ギャラリーで

の表彰式で賞状が授与されました。矢田さんは「自分

の自信につながる受賞となった。これからも写真を撮

り続けていきたい」と喜びを語っていました。

　岩見沢市で行われた第５２回道央地区連民謡優勝大

会幼少年少女江差追分の部（中３まで）に出場した加

治屋夢乃さん（富川中２年）が優勝、加治屋秀星さん（富

川小５年）が３位となり、姉弟そろって好成績を収め

ました。

　本大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により

３年振りに開催され、姉の夢乃さんは令和元年に続き

２大会連続の優勝となり、７月に開催される北海道知

事優勝争奪全道民謡決勝大会への出場を決めました。

富川高校生とほおずきの苗定植

ウズベキスタン特命全権大使が来町

写真道展第４部（学生の部）入選

道央地区連民謡大会で優勝・３位

手際よく苗の定植作業をする富川高３年生の生徒

表敬訪問した大使らと記念撮影

賞状と作品を手にする矢田さん

優勝旗、トロフィーを手に（左：夢乃さん、右：秀星さん）
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富川国保診療所
午後診療休診のお知らせ

６月２０日（月）から光回線サー
ビスエリアが町内全域に拡大！

日高広域交通バスの運行に係るアンケートを実施します

 ６月１日より午後の診療を再開しましたが、４回

目の新型コロナワクチン予防接種のため、７月４

日（月）より当面の間、午後の診療を休診いたし

ます。

　患者様にはご不便をおかけしますが、ご理解の

ほど、よろしくお願いいたします。

　なお、午後の診療を再開する際には、改めて町

広報誌やホームページ等でお知らせしますのでご

確認ください。

 町内の光回線未提供エリアへの光回線整備工事が

完了し、６月２０日（月）から光ブロードバンドサー

ビスが利用できるようになりました。

　サービスを利用するには、直接サービスを提供

する通信事業者へ申し込みをする必要があります。

　誘致活動の際に仮申込書を提出していただいた

方は、日高町ブロードバンド加入促進補助金の交

付対象となりますので、各自契約した光回線が開

通後、必要書類をご用意のうえ、役場窓口（役場

企画財政課、総合支所地域経済課、水・くらしサー

ビスセンター、厚賀出張所）で申請できます。

〇外来診療時間 〇日高町光ブロードバンド加入促進補助金

問　富川国保診療所　事務グループ

　☎　０１４５６－２－０３４０

問 役場企画財政課　まちづくり・広報統計Ｇ

　☎　０１４５６－２－６１８１

問 役場企画財政課　まちづくり・広報統計グループ　☎　０１４５６－２－６１８１

午前

のみ

８：３０～１２：００

受付時間：８：３０～１１：３０

申請

期限
令和４年９月３０日まで

　ＪＲ日高線（鵡川～様似間）の廃線に伴い、令和３年４月１日より新たなダイヤや路線による日高広

域交通バスの運行が開始されました。

　現行の日高広域交通バスについて、ご不便をおかけしている点などがあれば、具体的にお伺いしたい

と考えていますので、本広報に折り込みのアンケートにご協力をお願いいたします。

回答締切 令和４年８月３１日（日）まで

提出方法

アンケート回収箱に投函 ＷＥＢ

・役場本庁舎　１階ロビー

・日高総合支所地域経済課

・水・くらしサービスセンター

・厚賀出張所

コードを読み取り、

フォームより回答

郵送 ＦＡＸ

本広報に折り込みの返信用封筒に

よる提出（切手不要）

０１４５６－２－５６１５

（役場企画財政課）

※アンケート用紙は日高町ホームページからダウンロードできます。

HP http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/

Information　役場からのお知らせくらしインフォ



２０２２広報ひだか７月号4

Information　役場からのお知らせくらしインフォ

日 高 町 地 域 お こ し 協 力 隊

活動レポート VOL． 34

日高町内で活躍す

る地域おこし協力

隊の活動をレポー

トします。

　日高町地域おこし協力隊の三浦翔です。２０２０年８月１日に日高地区

の協力隊員に就任し、もうすぐ２年を迎えようとしています。

　協力隊就任直後から地域特産品開発を目標に取り組んでいた町内農産品

である「アロニア」を使った加工品を持参し、札幌駅内にあるどさんこプ

ラザ札幌店で開催されたひだかフェアに出店し対面販売を行いました。

　札幌駅北口の６７００世帯にイベントの新聞折り込みチラシが投函され

たこともありイベントは盛況のうちに終えることができ、ご来場いただい

たお客様にアロニアと日高町の魅力をＰＲすることができました。

　新作の「生搾りアロニア」については食品加工研究センター（江別市）の技

術指導のもと町内加工所で何度も試作を重ねたうえで八剣山ワイナリー（札幌

市）にて製造委託を行い、商品の品質はもちろん、パッケージデザインも納得

のいく商品に仕上がりました。

　今年４月に北海道新聞で自身の活動が取り上げられたこともあり、商品も地

元道の駅、その他販売店でも完売し好評いただいています。

　改めてこうした活動が町内外含め沢山の方々のご協力のもと、今があること

を実感し感謝の気持ちでいっぱいです。作り上げた商品が日高町に興味を持っ

ていただくひとつのきっかけになり、地域に足を運んでくださる人が１人でも

いらっしゃれば嬉しいです。

地域おこし協力隊　三
み う ら

浦 翔
しょう

わたしたち、新人保健師です

　４月に採用された二人の新人保健師を紹介します。 地域の健康増進のため、力を合わせて頑張っていきます！

【自己紹介】

　３年間の病院勤務を経て、 この度地元である日

高町に戻って参りました。

　私自身、 幼少期より地域の皆様に見守られ育ち

ましたので、 これからは私が専門的な知識 ・ 技術

を持って町民の方々に還元できるよう努めるとと

もに、 身近に相談しやすい存在でありたいと思っ

ています。

　また、 看護師経験を活かし、 疾病予防や重症化

予防の大切さを普及していきたいです。 どうぞよ

ろしくお願いいたします。

【自己紹介】

　新卒で入職しました！

　保健師として、社会人として初めての仕事が多く、

日々学びの連続ですが、 まずは日高町の土地や町

民の皆さんのことを知りたいと思います。

　先輩保健師や町民のみなさんに教えてもらいな

がら、 一人前の保健師になれるよう頑張ります。

どうぞよろしくお願いします！

三
み わ

輪 美
み き

季
【担当業務】　

　成人保健、母子保健

【担当地区】　

　富川西１～３丁目、

　三和、正和、豊郷

尾
お ざ き

崎 未
み く

来
【担当業務】　

　母子保健

【担当地区】　

　富川西４～１２丁目、

　富川駒丘、富浜、庫富、

　広富

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

問　総合支所地域経済課　施設管理Ｇ

☎　０１４５７－６－２００８
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くらしインフォ
☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ

　終活とは「人生の終わりのための活動」であり、自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々

な準備や、自分らしく生きていくための活動、最期を看取る家族へ感謝を伝える活動をいいます。

　お元気な状態で人生の終わりを迎えることができれば問題ありませんが、「急な事故にあったら」、「病

気になり余命宣告されたら」、「介護が必要になったら」、「認知症を発症したら」、残された周りの人が

困ることがあります。残された人が困らないように、お元気な今から考えてみませんか？

　今回、町の法律家に難解な「遺言書、相続」等について、わかりやすくお話ししていただく講座を　

下記のとおり開催しますので、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

　認知症に関するさまざまな相談をうかがいます。「最近もの忘れが気になる」、「認知症の人とどう接

すればよいか」、「認知症の病院はどこへ行ったらよいか」、「認知症の予防方法が知りたい」など。

　まずは、認知症について一緒にお話ししませんか？

「元気な今から考える終活講座」　～町の法律家に相談しよう～

オレンジサロン ～認知症に関する相談会～

申・問　役場門別地域包括支援センター　　☎　０１４５６－２－６７８９

問　役場門別地域包括支援センター　　☎　０１４５６－２－６７８９

とき 令和４年８月５日（金）　１３：３０～１５：００

ところ 富川公会堂１階 大集会室　（富川南１丁目９－１）

対象者 終活に興味のある方

講師 司法書士楠祥光事務所　楠　祥光氏

参加費 無料（参加者には「終活ノート」を差し上げます）

申込 令和４年８月１日（月）までに下記へお申し込みください

その他

新型コロナウイルスをはじめとする感染症の予防及び拡散防止のため、

・当日の体調をご確認のうえ、発熱・咳等の症状がみられる方は、参加をお

 控えください。

・参加時には、手指消毒、検温、マスク着用など、感染予防にご協力ください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により延期することもあります。

とき

毎月第２水曜日　１４：３０～１６：３０　※予約不要です
・開催日程

令和４年７月１３日（水） 　８月１０日（水） ９月１４日（水）

１０月１２日（水） 　１１月　９日（水） １２月１４日（水）

令和５年１月１１日（水） 　２月　８日（水） ３月　８日（水）

ところ
喫茶ポルテ（富川南４丁目１－８）
※旧駅前クリニック向かいの黄色の二階建て

その他
どなたでも利用できます。

この日以外に個別での相談もお受けします。
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日高町国民健康保険被保険者証更新のお知らせ

日高町医療費受給者証更新申請等のお知らせ

　国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和４年７月３１日までとなっています。

　現在お使いの保険証の有効期限が切れる７月３１日に間に合うように、１世帯ごとにまとめて世帯主

の方に「簡易書留」で郵送します。

※７０才以上の被保険者の方には、保険証と高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢受

給者証」を郵送いたします。

　各医療費受給者証の有効期限は、令和４年７月３１日までとなっています。

　更新手続きをしないと、８月以降は医療機関で使用できなくなります。

　現在、受給者証をお持ちの方には、７月中旬頃に「医療費受給者証の更新等申請のお知らせ」を送付

しますので、ご確認のうえ、申請期間中に役場窓口にて更新手続きを行ってください。

更新手続き等のお問い合わせは、お近くの役場窓口へ。

問　門別地区／役場住民生活課　保険医療グループ　　　　☎　０１４５６－２－６１８２

　　富川地区／水・くらしサービスセンター　　　　　　　☎　０１４５６－２－０２５５

　　厚賀地区／厚賀出張所　　　　　　　　　　　　　　　☎　０１４５６－５－２１１１

　　日高地区／総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

乳幼児等医療費助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 重度心身障害者医療費助成制度

更新方法

新しい保険証を１世帯ごとにまとめて、世帯主の方に簡易書留で郵送
します。
・７月３１日を過ぎても保険証が届かない場合は、お問い合わせください。

・国民健康保険税の全部または一部に滞納がある場合には、郵送できない場合があります。

新しい

保険証

が届い

たら

・記載内容を確認し、大切に保管してください。

・保険証ケースを紛失・破損した場合は役場各窓口にてお渡しします。

・古い保険証は、ハサミなどで細かく切断するなどして破棄してください。

・破棄することが難しい場合は、役場窓口へ返却してください。

資格に

変更が

あったら

・他の健康保険に加入した方は、国保の資格喪失の届出が必要です。また、国保に加入す　

る時も届出が必要です。変更があった場合は１４日以内に届出を行ってください。

・今回送付する保険証は、６月末現在の状況で作成します。そのため、６月末以降に変　

更の届出をした方へも届出前の状況で送付される場合があります。該当される方は、お　

手数ですが下記の役場窓口へご連絡ください。

申請期間
令和４年７月１９日（火）から令和４年８月３１日（水）まで
※申請期間より前に更新手続きで来庁されても、受給者証を交付することができません。

注意事項

・前年度の申請で非該当となった方についても、申請期間中、８月１日から有効の受給者

証の申請手続きをすることができます。

・９月１日以降の申請は新規申請となり、有効期間の始期は、原則、申請日からとなります。

Information　役場からのお知らせくらしインフォ
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国民年金保険料の納付に困ったら

○国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください
　経済的に国民年金保険料を納めることが困難な場合に、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用

することができます。国民年金保険料を未納のままにしておくと、老後の年金（老齢基礎年金）や、障害、

死亡といった不慮の事態が発生した際の年金（障害基礎年金・遺族基礎年金）が受け取れない場合があ

ります。納付にお困りの際は、お早めにご相談ください。

○国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
・国民年金保険料の追納をおすすめします

　国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納め

た方と比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、未納分の保険料を後から納付（追納）

することにより、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。

　追納のお申込み・ご相談は苫小牧年金事務所【☎０１４４－３６－６１３５（ナビダイヤル）】　へお

問い合わせください。

○令和４年５月よりマイナポータルから

　国民年金手続きの電子申請ができます
　《対象手続き》

　・国民年金第１号被保険者加入の届け出（退職

　　後の厚生年金からの変更等）

　・国民年金保険料　免除・納付猶予の申請

　・国民年金保険料　学生納付特例の申請

　《メリット》

　①２４時間３６５日申請可能

　②スマートフォンから申請可能

　③処理状況や申請結果の確認が可能

○マイナポータルとねんきんネットをつなげる

　とほかの機能を利用することができます
　・日本年金機構からのお知らせをマイナポー

　　タルで受け取れる

　・年金記録の確認

　・将来の年金見込み額の試算

《必要なもの》

　・マイナンバーカード

　※マイナポータルの利用者登録が必要となります

※受給の審査 ・ 決定は日本年金機構が行います

※追納は原則古い期間の分からの納付となります

保険料免除制度

申請者本人・配偶者及び世帯主の所得により審査され、承認されると保険

料の納付が免除されます。免除される額は、全額、４分の３、半額、４分

の１の４種類があります。

※学生の方は、学生納付特例制度を利用してください。

保険料納付猶予制度
２０歳から５０歳未満の方を対象とした制度です。本人・配偶者の所得に

より審査され、承認されると保険料の納付が猶予されます。

老齢基礎年金の
受給資格期間に

老齢基礎年金額に
障害・遺族基礎年金
の受給資格期間に

追納できる期間

入る 減額となるが
反映される 入る １０年以内

入る 反映されない 入る １０年以内

入らない 反映されない 入らない ２年以内

納付猶予
学生特例

未納

納付免除

問　ねんきん加入者ダイヤル　☎　０５７０－００３－００４

　　苫小牧年金事務所　　　　☎　０１４４－３６－６１３５

HP　国民年金機構（https://www.nenkin.go.jp/）

くらしインフォ
☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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国民健康保険税の改正のお知らせ

○国保税の算出方法
　国保税は「基礎（医療）分」、「介護給付金分」、「後期高齢者支援金分」の３区分で構成され、各区

分の合計が国保税額となっています。これらは、国保制度の加入世帯の合計所得、固定資産税額、加

入者数などを基に算出します。

○改正の概要
　今回の改正の要点は、「賦課（課税）限度額の引き上げ」と「未就学児の均等割保険税の軽減」です。

１　賦課（課税）限度額の引き上げ

　国保税を構成する３区分のうち、基礎 ( 医療 ) 分の限度額を２万円、後期高齢者支援金分の限度

額を１万円引き上げました。

２　未就学児の均等割保険税の軽減

　令和４年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額が５割軽減になり

ます。なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

　対象となる方は６歳に達する日以後最初の３月３１日以前である被保険者であり、令和４年度に

ついては、平成２８年４月２日以降に生まれた方になります。

　低所得世帯への軽減に該当している場合は、軽減後の均等割が５割軽減されます。

　国民健康保険法施行令の改正に合わせ、日高町においても国民健康保険税 （国保税） を改正しました。

区分 改正前 改正後 引き上げ額

基礎（医療）分 ６３万円 　６５万円 ２万円

介護給付金分 １７万円 　１７万円 据え置き

後期高齢者支援金分 １９万円 　２０万円 １万円

合計限度額 ９９万円 １０２万円 ３万円

問　役場税務課　課税グループ　　　　　　　　　　　☎　０１４５６－２－６１８４

　　総合支所地域住民課　総務・税務・住民グループ　☎　０１４５７－６－２００１

Information　役場からのお知らせくらしインフォ
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問　役場税務課　課税グループ　　　　　☎　０１４５６－２－６１８４

　　役場住民生活課　保険医療グループ　☎　０１４５６－２－６１８２

○保険税（料）の減免の対象となる方

①　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維

　持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方　
⇒　保険税（料）を全額免除

②　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる

　生計維持者の収入減少※が見込まれる世帯の方　
⇒　保険税（料）の一部を減額

　　

※保険税（料）が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、前年に比べて１０分の３

　　以上減少する見込みであること

（２）前年の所得の合計額が１０００万円以下であること

（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること

　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により保険税（料）の減免

が受けられます。

国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆様へ

（※２）

３００万円以下の場合
全部

（１０分の１０）

４００万円以下の場合 １０分の８

５５０万円以下の場合 １０分の６

７５０万円以下の場合 １０分の４

１０００万円以下の場合 １０分の２

（※１）

　令和４年度分の国民健康保険税・後期高齢者医療

保険料であって、令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの納期にかかるものが対象です。

　減免が決定されるまでの納付について、また減免

が認められなかった場合や、減免が決定されたあと

の税（料）額について納付が困難な場合は、ご相談

ください。

○保険税（料）の減免額は、減免対象保険税（料）額（Ａ×Ｂ / Ｃ）に減免割合（Ｄ）

をかけた金額です。

注：審査にあたり、担当職員が電話での内容確認及び資料や同意書等の追加提出依頼を行　　　

う場合がありますので、ご協力をお願いします。

　　電話による状況確認や追加資料提出にご協力いただけない場合には、調査不能につき

申請却下となることもありますので、ご注意ください。

Ａ

世帯の被保険者

全員について算

定 し た 保 険 税

（料）額（※１）

Ｂ

世帯の主たる生

計維持者の減少

が見込まれる収

入にかかる前年

の所得額

Ｃ

主たる生計維持

者及び世帯の被

保険者全員の前

年の合計所得金額

Ｄ

世帯の主たる生

計維持者の前年

の合計所得金額

に応じた減免割

合（※２）

× ×（ ）／

くらしインフォ
☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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後期高齢者医療制度のお知らせ

～  令和４年度の保険料等について  ～

○７月に保険料額をお知らせします

　令和４年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

≪保険料の計算方法≫

・１年間の保険料の上限額は６６万円です。

・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。　

・前年の所得金額により、４３万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料のお支払い方法

　保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。ただし、次の(１)～(５)のいずれかに当てはまる方は「年

金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。

　（１）介護保険料が「年金天引き」されていない方（年金額が年額１８万円未満の方）

　（２）介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている

　　　年金の受給額の半分を超える方

　（３）新たに制度に加入された方

　（４）他市町村から転入された方

　（５）昨年、年金天引きが中止になり納付書で納めていた方

◆口座振替での納付

◆保険料の減免

　保険料のお支払いが困難なときは、役場住民生活課保険医療グループへご相談ください。

　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお

支払いが困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。

均等割

【１人当たり保険料】

51,892 円

所得割【本人の所得に応じた額】

（令和 3年中の所得－

最大 43 万円）× 10.98％

１年間の保険料

【限度額 66 万円】

（100円未満切捨）
＋ ＝

手続きの種類 手続場所 手続きに必要なもの

口座振替手続

【指定金融機関】

・苫小牧信用金庫 ・びらとり農業協同組合

・門別町農業協同組合 ・ゆうちょ銀行

・ひだか漁業協同組合 ・北洋銀行

・預金通帳

（振替口座は、どな

たの名義のものでも

利用できます）

・届出印年金天引から口座

振替への変更手続

【役場窓口】

・役場住民生活課 ・総合支所地域住民課

・水・くらしサービスセンター ・厚賀出張所

　口座振替の手続きは、下記をご確認のうえ、手続きをお願いします。

　国民健康保険税を口座振替されていた方は、後期高齢者医療制度に移行する際、科目（税目）が異

なるため自動継続されませんので、新たに手続きする必要があります。

　なお、保険料の年金天引きによるお支払いは、役場窓口でお申し出をいただくことにより、口座振

替に変更することができます。（手続きから約３～４か月ほどで口座振替に切り替わります。）

Information　役場からのお知らせくらしインフォ
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～  保険証（被保険者証）の一斉更新について  ～

○保険証が新しくなります （黄緑色→黄色）

　現在、ご使用の黄緑色の保険証の有効期限が令和４年７月３１日を

もって満了となるため、８月以降は使用できなくなります。　

　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色

の保険証をご使用ください。

・新しい保険証の有効期限は、令和４年９月３０日です。  
・窓口負担割合の見直しに伴い、９月中に被保険者全員へ新しい保険証　

　を交付します。（窓口負担割合に変更がない方も含みます）

新しい保険証は黄色です

新しい減額認定証は水色です

新しい限度証は水色です

○減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）も新し

　くなります（橙色→水色）

　現在、ご使用の橙色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和４年７月３１日をもって満了となるた

め、８月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、７月中に減額認定証及び限度

証を交付しますので、８月１日からは水色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要となる

方は、次の交付要件に該当することをご確認のうえ、役場窓口（役場住民生活課、総合支所地域住民課、水・

くらしサービスセンター、厚賀出張所）へ申請してください。　※有効期間は１年間です。

区分Ⅱ
○ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しな

い方

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次の

いずれかに該当する方

○ 世帯全員の所得が０円の方

　　※公的年金控除は８０万円を適用

　　※給与所得がある場合、その金額から

　　　１０万円を控除

○ 老齢福祉年金を受給されている方

現役並みⅢ
住民税課税所得が６９０万円以上の被保険者

と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が

３８０万円以上の被保険者と、その方と同一

世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ
現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、

その方と同一世帯にいる被保険者の方

◆減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

◆限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠ、また

　　　　　　　　　　は現役並みⅡに該当する方

問　北海道後期高齢者医療広域連合　　　☎　０１１－２９０－５６０１

　　役場住民生活課　保険医療グループ　☎　０１４５６－２－６１８２

くらしインフォ
☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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問　役場子育て健康課 子育て支援グループ　　　☎　０１４５６－２－６１８３

　　総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　 ☎　０１４５７－６－３１７３

児童手当の制度と受給手続きについて

令和４年度より「現況届」の提出が不要になります

　「児童手当」とは、中学校修了前までの児童（１５歳到達後の最初の３月３１日までの間にある児童）

を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の

社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度です。

請求者

（受給者）

ご家庭での生計中心者

（原則、収入が高く、税法上扶養している方や、児童と同一の健康保険に加入されてい

る方になります。）

対象児童

及び

支給月額

所得制限額未満の方

・０～３歳未満　　 一律１５，０００円

・３歳～小学校修了前 （第１子・第２子）　 １０，０００円

・３歳～小学校修了前 （第３子以降） １５，０００円

・中学生　 一律１０，０００円

所得制限額以上所得上限限度額以内の方

　（当面の間の特例給付）
一律　５，０００円

所得上限限度額以上の方 支給なし

※子の年長者（１８歳到達後の最初の３月３１日まで対象）から第１子、第２子・・・

と数えます。

所得制限額 扶養親族等の人数により異なりますので、窓口へお問い合わせください。

支払時期
６月、１０月、２月の各月１０日に支給（支給日が土日、祝日の場合はその前日）

※各前月までの分を支払い ( 例 ) ６月１０日には、２～５月分の手当を支払いします。

請求手続き

お近くの役場窓口へ次のものを持参してください。

・請求者名義の普通貯金通帳

・請求者及び配偶者等のマイナンバー（個人番号カード又は通知カード）

※「通知カード」をご提示される方は運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

・請求者及び児童の健康保険証（日高町国保加入者の場合は不要）

上記のほかにも必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

注意事項

・公務員の方は勤務先へ請求してください。

・原則として、認定請求した翌月からの受給となりますので、忘れずに手続きしてくだ

 さい。

・受給認定されている方でも対象児童が増えた方などは手続きが必要です。

　児童手当継続支給のため、例年６月に「現況届」を提出いただいておりましたが、令和４年度より現

況を公簿等で確認できることとなりましたので、「現況届」の提出が不要となります。

　ただし、以下の方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

　・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日高町と異なる方

　・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

　・離婚協議中で配偶者と別居されている方

Information　役場からのお知らせくらしインフォ
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札幌弁護士会ひだか弁護士相談センター　無料法律相談

門別地区相談所での開催

７月の相談日・・・

　　 ２６日（火）

　　　　
　※毎月第４火曜日開催予定

○事前予約制　

　☎０１４６－４２－８３７３

　　（ひだか弁護士相談センター）

○予約時間　平日の午前１０時～午後４時

○相談時間　午後１時３０分～午後４時

○相談場所

　門別総合町民センター　１階　会議室

　日高町富川東６丁目３番１号

　基本的に予約の方が優先となり、予約がない場合は、お待ちいただくか、ご相談をお受けできない場

合があります。

　新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催内容を変更する場合があります。

問　ひだか弁護士相談センター　　　　　　　☎　０１４６－４２－８３７３

　　役場住民生活課　住民・年金グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　

平取町での開催

７月の相談日・・・１２日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　２６日（火）　午前１０時３０分～正午

○事前予約制　☎０１４５７－２－２２２２（平取町役場まちづくり課広報広聴係）

○予約時間　　平日の午前９時～午後５時

○相談場所　　ふれあいセンターびらとり（平取町本町３５番地１）

新ひだか町での開催

７月の相談日・・・

４日（月） ６日（水） １１日（月）

１３日（水） ２０日（水） ２５日（月）

２７日（水）

○事前予約制　

　☎０１４６－４２－８３７３

　　（ひだか弁護士相談センター）

○予約時間　平日の午前１０時～午後４時

○相談時間　午後１時～午後３時

○相談場所

　ひだか弁護士相談センター

　新ひだか町静内吉野町２丁目１番４号

令和４年度　中学２年生のピロリ菌検査・除菌支援事業（救済措置）

　町では、胃がん対策の充実のため、「中学生のピロリ菌検査・除菌支援事業」を実施しています。ピロ

リ菌を除菌することで胃がんの発症を大幅に減らすことができるといわれています。対象になる方は、

ご家族とよくご相談のうえ、検査・除菌治療をうけましょう。

対象者
日高町外の中学校に通学する中学２年生で、町内に住民登録のある方。

日高町内の中学校に通学する中学２年生で、今年度のピロリ菌検査を受けていない方。

申込締切 令和４年７月１５日（金）まで

その他
成人のピロリ菌検査については、１０月・１１月集団検診にて検査できます。（広報８

月号でお知らせします）

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

くらしインフォ
☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

歯科健診を受けましょう

　日高町にお住まいの方は無料で以下の歯科健診を受けることができます。

　歯みがきは、歯ブラシだけでは全体の約６０％程度しか汚れを除去できません。「歯間ブラシ」な

どを使用しても約２０％程度は汚れが残ってしまいます。歯科医院で磨き残しを確認してもらいま

しょう。入れ歯を使用している方も入れ歯の状態のチェックや洗浄、歯茎の状態を診てもらえます

ので、全部入れ歯という方も是非、年に１回歯科健診を受けましょう。

妊婦歯科健診 節目年齢歯科健診 個別歯科健診 後期高齢者歯科健診

対象者 妊婦
４０、５０、６０、

７０歳

１６～７４歳の希望者

※高等学校等で歯科健

診を受けた方は対象外

となります。

７５歳以上の希望者

実施期間 出産まで 毎年３月３１日まで（年度内１人１回）

問診票

受診券

母子手帳交付時に発

行します。

対象者へ案内と一緒

に送付します。

役場へ申込み後、案内・問診票・受診券を

送付します。

予約方法 下記の歯科医院へ直接予約をする 案内が届いたら歯科医院へ予約する

歯科医院名 住所・電話番号 診療時間 託児

森歯科クリニック
日高町字厚賀町９９

☎０１４５６－５－２２９３

月～金　午前・午後

土　　　午前　

日・祝　要相談

なし

門別歯科診療所
日高町門別本町２１０

☎０１４５６－２－５５７７

月～金　　

　　９：００～１２：００

　１４：００～１８：００

要相談

メイプル歯科トミカワ
日高町富川北４丁目２－１０

☎０１４５６－２－１２３２

月・火・木・金　

　　９：３０～１８：３０

水・土　

　　９：３０～１２：００

要相談

日高町立日高歯科診療所
日高町栄町東１丁目３０３－１５

☎０１４５７－６－２２４２

月～金　　

　　９：００～１１：３０

　１３：３０～１８：００

要相談

　小さいお子さんがいる方も、予約時に歯科医院に申し出ると、健診中はスタッフによる託児も可能

なので、安心して受診できます。

Information　役場からのお知らせくらしインフォ
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問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

くらしインフォ
☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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『日高町元気はつらつ３か条』を知っていますか？
　健康づくりを始めようと思っても何から始めてい

いのかわからなかったり、これまでも生活習慣を改

善しようと試みたけれど継続できなかった経験を持

つ方も多いのではないでしょうか？

　町では、積極的に健康づくりに取り組んでもらう

ため３つの健康分野「運動」「食事」「健康チェック」

からなる日高町オリジナル「日高町元気はつらつ３

か条」をすすめています。

　忙しくてあれもこれもできないという方もまずど

れか１つからはじめてみましょう！

　　　　　　　～日高町元気はつらつ３か条～

第１か条　背筋を伸ばしてき
・ ・ ・ ・

びきび歩こう

　歩き方を変えるだけで全身運動に変わります。

　運動時間がつくれないなら、普段の歩き方を意識

してみましょう。　

【取組ポイント】

　◎背筋を伸ばして歩幅を広

　　く、やや早めの速度でリ

　　ズミカルに歩く

　◎すきま時間に運動を取り

　　入れたり、こまめに動く

　　ようにする　

　◎短い距離は歩くようにする

　◎積極的に運動できる場に

　　参加する

第２か条　野菜から先に食べよう
　野菜から先に食べると、血

糖値が急に上がるのを防ぎ、

太りにくいからだを作るポイ

ントになります。

【取組ポイント】

　◎食事のひと口目は野菜を

　　食べる　　　　　　　　　　　　　

　◎朝ごはんにも野菜を食べる

第３か条　体重を毎日はかろう
　体重を毎日はかると少しでも減るのが楽しみにな

ります。増えてしまったときは堂々と言い訳。

　太る原因がわかり、ますますやせやすくなります。

【取組ポイント】

　◎家に体重計を用意する

　◎適正体重※を知り、毎

　　日体重を測り記録する

　◎健康チェックのため年

　　に１回特定健診・がん

　　検診を受ける

　◎家族や友人を健診に誘う

教えて！あなたの健康チャレンジ！！

みなさんの健康チャレンジを募集します！
　みなさんの「こんな健康チャレンジをしていま

す！」を子育て健康課、地域住民課の保健師に教え

てください。みんなで健康チャレンジの輪を広げま

しょう！

健康増進だより　～はつらつ笑顔　元気暮らし　日高町～

　　◎日高町役場　子育て健康課　　☎　０１４６５－２－６５７１

　　◎日高総合支所　地域住民課　　☎　０１４５７－６－３１７３

※適正体重は、もっとも病気にかかりにくいと

されているＢＭＩ２２を基準として、

　適正体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×２２　

で計算された値となります。

例：身長１５５ｃｍの人の場合　

　　適正体重＝１．５５×１．５５×２２＝５２．９ｋｇ

Ｋさん（４４歳男性）

　昨年、初めて町の特定健診（メタボ健診）

を受けました。それをきっかけに健康づくり

に目覚め、ウォーキングマシンを購入。毎日、

ユーチューブを見ながらウォーキングを継

続中。5 か月で体重は８ｋｇ減、血液検査

の数値も改善！みなさんも一緒に健康チャ

レンジはじめましょう！

Ｓさん（４１歳男性）

　４０歳健診無料をきっかけに毎年、特定

健診・がん検診を受けています。子どもの

習い事の待ち時間を利用し、週 2 回ウォー

キングをしています。また、とねっこ館で

教えてもらった股関節回りのストレッチを

妻と毎日続けています。お腹まわりは４か

月で３ｃｍ減！誰かと一緒だと続けられる

かも。目指せ、お腹まわり減！

これなら
できる
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とねっこ館運動指導室 

７～９月レッスン参加者募集
　新型コロナウイルス感染予防のため、通常のレッスンよりも定員数の削減及びレッス

ン時間を短縮しています。なお、地域の感染状況により、レッスンを中止する場合があ

りますのでご了承ください。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

登録制有料レッスン

水曜日

７月６日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
体引き締めダイエット

１９ ： ００～１９ ： ４５
格闘技エクササイズ

全身の筋肉を鍛え、

太りにくい体を作りましょう！

定員１５名

格闘技系エクササイズです。

ストレス発散にも効果あり！！

定員１０名

木曜日

７月７日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
やさしい格闘技エクササイズ

１４ ： ００～１４ ： ４０
流水水中運動

簡単なパンチとキックを

組み合わせて脂肪を

燃焼させましょう！！

定員１０名

水の中で体を動かして、

気になる部分を引き締めましょう！

流水リラクゼーション含む

定員１０名

金曜日

７月８日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
チェアビクス

１４ ： ００～１４ ： ４０
アクアエクササイズ

イスに座って体をほぐしたり、

音楽に合わせゆっくり体を動かす

エクササイズです。

定員１５名

水の中で音楽に合わせて

体を動かしてみましょう。

（ダンベル等を使うこともあり）

定員１０名

土曜日

７月９日～

１０ ： １５～１１ ： ００
かんたんヨガ

１１ ： １５～１２ ： ００
脂肪燃焼エアロ

簡単なヨガの動きを取り入れて、

体の痛みの予防、 解消に繋げる

エクササイズです。

定員１５名

エアロビクスが初めての方でも

気軽に参加できる、 瘦せるための

エアロビクスです。

定員１０名

※無料レッスンは、コロナウイルス感染予防のため引き続き中止します。

【レッスン参加料】 登録制有料レッスン　５００円／１種類（各１１回）

【スポーツ保険料】　 ６５歳未満：１，９１０円　

６５歳以上：１，２６０円（令和５年３月末まで有効）

　・有料レッスン、無料レッスンに関わらず、とねっこ館入館料として　毎回５００円かかります。

　・とねっこ館に登録していない方は、半年分の登録料として１，０００円かかります。

【実施場所】 とねっこ館　研修室・歩行プール

【申込期間】 ６月２４日（金）～随時

【申込先】 日高町役場子育て健康課　０１４５６－２－６５７１　（土・日曜日は除きます）

とねっこ館運動指導室　　０１４５６－２－２２２１　（月曜日は除きます）

とねっこ館では、下記のように新型コロナウイルス感染予防対策を実施しています。

『定期的な換気』『ソーシャルディスタンス』『マシン及び館内のアルコール消毒の徹底』

『スタッフのマスク着用』『スタッフ及び来館者の体温測定』『飛沫シート設置』

時間変更

曜日・時間
変更

曜日・時間
変更

時間変更
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参議院議員通常選挙

投票日７月１０日（日）

みなさんの願いが国政に生かされるよう、大切な一票を投じましょう！

投票できる方   　　  　　　　　　　（場所と時間にご注意ください）

 投票できるのは、満１８歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方です。

 ◆年齢要件　平成１６年７月１１日までに生まれた方（投票日現在で年齢満１８歳

　　　　　　 以上の方）

 ◆住所要件　令和４年３月２１日までに日高町に転入届を提出し、引き続き３か月

             以上居住している方

   ※現在の住所地の選挙人名簿に登録されていない方でも、前住所地の選挙人名簿

     に登録されている場合は、前住所地で投票ができます。（前住所地に３か月以上

     継続居住した後に転出され、転出後４か月を経過していない方）

 投票日における投票時間は午前７時からです。終了時刻は投票所により異なり、午

後６時又は午後８時までとなります。必ず投票所入場券でご確認ください。

期日前投票・不在者投票　　　 （投票日当日に用事がある場合・町外滞在中などの場合）

 仕事や用事などで投票日に投票できない方は、期日前投票制度をご利用ください。

◆期　間　６月２３日（木）から７月９日（土）まで

◆時　間　午前８時３０分から午後８時まで　

◆場　所　役場本庁舎・日高総合支所　各１階ロビー

◆お願い　投票所入場券裏面にあらかじめ必要事項を記入してお持

　　　　　ちいただくようお願いします。

　出張や旅行、住所移転などで他の市町村に滞在中の方は、滞在先の市町村の選挙管

理委員会で不在者投票をすることができます。この場合、あらかじめ日高町選挙管理

委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」の提出が必要です。お早めにお問い合わせく

ださい。

　指定された老人ホームや病院などに入所・入院中の方は、その施設内で不在者投票

ができます。詳しくは各施設にお尋ねください。

郵便等による不在者投票　　　　　　（証明書の発行手続があります。お問い合わせください）

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで特定の重度障害のある方や、介護保険

で「要介護５」の認定を受けている方は、自宅等で投票できる制度をご利用できます。

また、この制度の対象になる方で上肢や視覚に重度障害のある方には、代理記載制度

もあります。
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 投票日における各投票所　　　　　　　（投票の開始時間は、いずれの投票所も午前７時からです）

投票区 区域 投票所 投票時間

第１ 日高市街、日高、千栄６区、富岡、三岩 日高町民センター
午後６時まで

第２ 千栄（千栄６区を除く。） 千栄会館

第３ 門別本町、緑町※、旭町 門別公民館

午後８時まで

第４ 富川南３～６丁目 表町会館

第５
富川南１・２丁目、富川北４丁目、

富川西１２丁目※
富川公会堂

第６ 富川北１～３、５～７丁目 新光町生活館

第７ 富川東１・２・４・５丁目 佐留太生活館

第８ 富川駒丘 門別競馬場厚生施設 午後６時まで

第９ 富川西１～１２丁目※ 富川生活館 午後８時まで

第１０ 平賀 平賀生活館

午後６時まで第１１ 富浜※ 富浜生活館

第１２ 緑町※、福満、庫富※ 緑ヶ丘生活館

第１３ 富川東３・６丁目、富浜※、緑町※ 門別総合町民センター 午後８時まで

第１４ 幾千世 幾千世生活館

午後６時まで

第１５ 庫富※ 庫富コミュニティセンター

第１６ 広富 広富生活館

第１７ 豊郷（駅前） 浜豊郷駅前会館

第１８ 豊郷（駅前を除く。） 豊郷生活館

第１９ 清畠（駅前） 清畠生活館

第２０ 清畠（駅前を除く。） 慶能舞生活館

第２１ 賀張※ 賀張生活館

第２２ 賀張※、厚賀町（西） 厚賀生活館
午後８時まで

第２３ 厚賀町（東）、美原、豊田 厚賀会館

第２４ 正和（里平地区を除く。）、三和 正和地域交流センター
午後６時まで

第２５ 正和（里平地区） 旧里平小学校

※が付された区域の方は、必ず投票所入場券で投票所をご確認ください。

－選挙当日は、棄権防止のため　午前７時・正午・午後３時・午後５時　にサイレンを鳴らします－

～届けよう　あなたの意見　あなたの未来～

問　日高町選挙管理委員会　☎　０１４５６－２－５１３１
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「かけっこ教室」が
開催されました！

　５月２９日、門別中央スポーツホールにおいて

小学校１年生から３年生の３１名が参加し、「か

けっこ教室」が開催されました。

　陸上女子４００メートルリレー日本記録保持者

の北風沙織さんを講師にお迎えし、なわとびやマー

カーを使って遊びを取り入れながら体の動かし方

を指導していただきました。

　子どもたちは、走る楽しさやコツを教わり、６

月の運動会に向けてたくさんの成長が見られました。

門別ことぶき学園
第２回本科「特殊詐欺防止講習会」

　５月３１日、日高町高齢者大学門別ことぶき学

園の第２回本科「特殊詐欺防止講習会」が門別総

合町民センターで行われ、学園生１９名が参加しま

した。

　門別警察署の協力のもと、近年増加している特

殊詐欺の事例についての解説を受け、多様で巧妙

になっている手口に注意が必要であることと、未

然に被害防止するためにも普段から家族とのコ

ミュニケーションが大事であることを学びました。

こどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介します

■日　　時　　令和４年■日　　時　　令和４年７７月月２３２３日（日（土土）午後７時３０分～　※１時間程度）午後７時３０分～　※１時間程度
■集合場所　　富川東　日高寺裏駐車場■集合場所　　富川東　日高寺裏駐車場

■対　　象　　自由参加　※小学生以下は保護者同伴で参加願います。■対　　象　　自由参加　※小学生以下は保護者同伴で参加願います。

■申込方法　　申込み不要です（現地集合）■申込方法　　申込み不要です（現地集合）

■そ の 他　　・雨天の場合は中止いたします（小雨決行）■そ の 他　　・雨天の場合は中止いたします（小雨決行）

　　　　　　　・長袖・長ズボンの服装で参加してください。　　　　　　　・長袖・長ズボンの服装で参加してください。

　　　　　　　・新型コロナウイルス感染症の感染状況等により中止となる場合　　　　　　　・新型コロナウイルス感染症の感染状況等により中止となる場合

　　　　　　　　がありますのでご了承ください。　　　　　　　　がありますのでご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　※現地に表示。沙流川愛クラブ Facebook、町 HP でお知らせします。※現地に表示。沙流川愛クラブ Facebook、町 HP でお知らせします。

■主　　催　　ＮＰＯ法人　沙流川愛クラブ■主　　催　　ＮＰＯ法人　沙流川愛クラブ

■後　　援　　日高町教育委員会■後　　援　　日高町教育委員会

オコタン川自然環境保全再生活動

ホ タ ル 鑑 賞 会ホ タ ル 鑑 賞 会
幻想的なホタルの光をお楽しみください！幻想的なホタルの光をお楽しみください！

お問い合わせ先

　ＮＰＯ法人　沙流川愛クラブ

　　理 事 長　工 藤　正 史 　☎ 01456-2-1775

　　事務局長　平 村  徹 郎 　☎ 01457-2-2306
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　北海道の魅力と価値を再発見し、より

豊かな北海道を築き上げる事を期する日

として制定されました。

　７月１７日は、北海道の名付け親とされ

る松浦武四郎が、明治政府に『北
ほ っ か い ど う

加伊道』

という名称を提案した日です。

門別図書館郷土資料館からのお知らせ

問　門別図書館郷土資料館　　　

☎　０１４５６－２－３７４６　

　　７月の休館日：

　　毎週月曜日、１９日（火）、３１日（日）

　　※休館中の本の返却は、ブックポス

　　　トをご利用ください

７月１７日は『北海道みんなの日』！

資料展示『なつかしのあのころ　～日高町いまむかし展～』

　あの頃の町並みにタイムスリップしませんか？

門別図書館では、日高町の昔の様子が一目でわかる資料を展

示します。

　町並みを空から撮影した写真（１９７０年代に撮影）や、

記録映像（１９９３年頃撮影）を中心にご紹介しますので、　

ぜひお越しください！

　展示している本は借りられますので、ご自宅でゆっくりお

読みください。

期間 令和４年７月１２日（火）～７月３０日（土）

場所
日高町立門別図書館郷土資料館

図書館カウンター横

赤ちゃんに絵本をプレゼントしています

～絵本といっしょ事業のおしらせ～

　日高町では地域に生まれた全ての赤ちゃんに絵本をプレゼ

ントしています。

　対象となる方へは絵本引換券が送られていますので、必要

事項をご記入の上、各地区の図書館へご持参ください。

　絵本は６種類の中から２冊をお選びいただけます。

　図書館では育児についてのコミックエッセイや赤ちゃん向

けの絵本も借りられますので、ぜひ赤ちゃんと一緒に図書館

へいらしてください。

対象者
令和３年４月１日から

令和４年３月３１日生まれの乳児

受取期限 令和５年３月３１日まで

受取場所

門別図書館郷土資料館　

　☎　０１４５６－２－３７４６

日高図書館郷土資料館　

　☎　０１４５７－６－２４６９

『北海道みんなの日』

愛称「道みんの日」とは…
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　令和４年４月８日（金）に、本校体育館にて令和４年度北海道富川高等学

校入学式を挙行しました。３０名の新入生を迎え、富川高校の新たな伝統を

築いていきたいと思っています。

　今年も新型コロナウイルス感染症予防の観点から、感染防止・拡大防止対

策を講じた上での入学式となりました。新入生は担任の呼名に対して一人ひ

とりが力強い返事で応えてくれました。校長の入学許可の後、新入生代表髙

畑佳奈さん（富川中学校出身）から、学校生活への決意を述べる宣誓があり、

新入生は新たに高校生活をスタートさせました。

　４月１１日（月）、1 年生には本校最初の生徒会行事、対面式が行われました。吹奏楽部の演奏で入場し

た１年生には緊張感が見られました。生徒会執行部による学校紹介は、映像を使い、学校生活や学校行事

について丁寧で分かりやすく説明してくれました。部活動紹介では、それぞれの部活動が 1 年生に向けて

熱のこもったプレゼンテーション、パフォーマンスを見せてくれました。これを見て、「ぜひこの部・同好

会に入りたい」と決意した１年生も多いのではないでしょうか。

　校訓『若く　明るく　逞しく』
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　４月２３日（土）、午後より授業参観とＰＴＡ総会・

進路ガイダンス及びクラス懇談会が開催されました。

　総会の役員改選では、昨年度までＰＴＡ会長を務めら

れた石原誠氏に代わり、今年度からは新たに木村将也氏

が会長となりました。なお、ＰＴＡ事業に関する議題に

ついては、決算・予算も含めすべて了承されました。今

年度もＰＴＡ活動へのご協力をお願いいたします。

　その後に行われた進路ガイダンスでは、進学・就職に

ついて進路生活部長伊藤亜希教諭より進学・就職するに

あたっての留意事項について説明を実施しました。最後

には、希望者と担任による情報交換を兼ねたクラス懇談

会を実施しました。本校の教育活動をご理解いただく良

い機会ですので、次年度も多数の出席をお願いいたします。

　今年度も、日高町の支援を受け、図書館指導員を、

野澤みゆきさんにお願いしています。４月２０日

（水）には、１年生を対象に図書オリエンテーショ

ンが行われました。野澤さんから、図書室の利用

方法の説明や恒

例の絵本の読み

聞かせが行われ

ました。

　１年生はすっ

かり絵本の世界

に引き込まれた

ようでした。読

書の素晴らしさを知り、たくさんの本に触れるこ

とを期待しています。
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問　日高山脈博物館　☎　０１４５７－６－９０３３
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問　日高高等学校　☎　０１４５７－６－２６２６
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ストップ・ザ・交通事故死！ストップ・ザ・交通事故死！
－めざせ　安全で安心な　北海道－

日高町の交通事故件数
○発生件数 ・・・・ １件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ １人

２０２２年５月３１日現在

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ　電話 ０１４５６－２－６１８２

第１８０号

「飲酒運転根絶の日」７月１３日

・飲酒運転の根絶
・居眠り運転による交通事故防止
・二輪車の交通事故防止
・全席シートベルト着用
　　　　チャイルドシートの利用

～ 夏の交通安全運動 ～

飲　酒　運　転　を

しない ･させない ･許さない
飲酒運転は悪質な

　　　　犯罪　です。
「自分は大丈夫」、

「１杯しか飲んで

　　　　いないから」

一瞬の甘えで、
　　一生後悔する
ことになります。

７／

１３
　～２２
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

申込受付期間 ７月４日（月）～７月２９日（金）

第１次試験日 ９月１８日 （日）

試験会場
新ひだか町公民館 （新ひだか

町静内古川町１丁目１番２号）

お問い合わせ先

・ 申込書提出先

〒０５７－８５５８　

浦河郡浦河町栄丘東通５６号　

日高合同庁舎内

日高町村会事務局

☎　０１４６－２２－１８４６

採用予定人員

２００名程度

　男性Ａ区分　　３５名程度

　男性Ｂ区分　１１５名程度

　女性Ａ区分　　１５名程度

　女性Ｂ区分　　３５名程度

受験資格
平成２年４月２日～平成１７年

４月１日に生まれた方

受付期間
７月１日 （金） ～８月１９日 （金）

午後５時３０分まで

第１次試験日 ９月１８日 （日）

お問い合わせ先
門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

日高管内町職員採用資格試験のお知らせ 令和４年度 (第２回 )北海道警察官採用試験

　令和５年度採用予定の日高管内町職員採用

資格試験が、次のとおり実施されますのでお

知らせします。

　申込書は、受付期間内に日高町村会事務局

または役場窓口（役場総務課、日高総合支所

地域住民課、水・くらしサービスセンター、

厚賀出張所）にてお受け取りください。

　警察官の仕事は、交番勤務や犯罪捜査、防

犯活動、交通指導取締、災害救助等多岐に渡

り、きっとあなたの興味のある仕事や、個性・

特技を生かせるフィールドがあります。

　ＷＥＢ説明会等も開催していますので、詳

しくは北海道警察ホームページや採用セン

ターのＳＮＳをご覧ください。
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☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

令和４年度　日高町防災気象講演会

令和４年７月２８日（木）

午後６時～午後７時（開場 午後５時３０分）日時

門別総合町民センター（福祉センター）

２階　大集会室会場

予約不要・参加自由

※ 当日の参加人数によっては人数を制限させていただく場合があります

・新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては講演会を中止させてい

ただく場合があります。

・中止となる場合は、町内防災無線によりお知らせいたします。

問　役場総務課　情報防災グループ　☎　０１４５６－２－５１３１

演題演題

「地震・津波の知識と地震・津波情報の活用について」「地震・津波の知識と地震・津波情報の活用について」

「風水害に関わる気象情報について」「風水害に関わる気象情報について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演：室蘭地方気象台講演：室蘭地方気象台
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みんなで投票 明るい選挙 参議院議員通常選挙

　選挙管理委員会では、任期満了により７月１０日

（日）に行われる第２６回参議院議員通常選挙の管

理執行に万全を期するとともに、明るい選挙の推進

を図るため、選挙管理委員会内に実施本部を設置し

ました。私たちの生活につながる大切な一票です。

棄権することなく投票しましょう。

問　日高町選挙管理委員会　

☎　０１４５６－２－５１３１

門別葬斎場改修工事による受入制限のお知らせ
　門別葬斎場では、火葬炉の改修工事を次の予定で

実施します。

○工事期間（予定）

　７月４日（月）から７月１３日（水）までの

　１０日間

　この間、火葬炉１炉での運転となりますので火葬

の受け入れを１日１件に制限します。

　先着がある場合には、翌日以降のご利用または、

近隣町等の火葬場のご利用いただくようお願いします。

　町民の皆さまにはご不便とご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

問 役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ

☎　０１４５６－２－６１８２

７月１７日は「北海道みんなの日」

　１８６９年（明治２年）、

北海道の名付け親とされ

る松浦武四郎が、明治政

府に「北加伊道（ほっか

いどう）」という名称を提

案した７月１７日は、「北

海道みんなの日」、愛称「道

みんの日」です。

　北海道の魅力と価値を再発見し、北海道を誇りに

思う心を育み、より豊かな北海道を築き上げること

を期する日として平成２９年に制定しました。

　この日をきっかけに、道民の皆様には北海道に愛

着や誇りを持っていただき、北海道の魅力を発信す

る機会としていただければ幸いです。

問　北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

☎　０１１－２０４－５６６３

一定面積以上の土地取引には届出が必要です
　土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面

積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土

利用計画法の規定により、その土地が所在する市町

村に届出が必要です。

○届出の対象となる面積

　・市街化区域　２千㎡以上

　・市街化区域以外の都市計画区域内　５千㎡以上

　・都市計画区域外　１万㎡以上

○届出者

　土地の権利取得者（買主等）

○届出期限

　契約締結日から２週間以内

　※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご

広告

広告募集欄

☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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　　協力願います。

○提出書類

　各３部

　・土地売買等届出書

　・土地売買等契約書の写し

　・土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上

　　の地形図

　・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺

　　５万分の１以上の地形図

　・土地の形状を明らかにした図面

○罰則

　届出をしなかったときは、６か月以下の懲役または

１００万円以下の罰金に処せられることがあります。

問・届出先

　　日高町企画財政課　まちづくり・広報統計グループ

☎　０１４５６－２－６１８１

HP　https://www.town.hidaka.hokka

　　ido.jp/soshiki/kikaku/kokudo

　　riyokeikaku-todokede.html

　

知っていますか？道の苦情相談制度
　北海道が行った業務や制度の内容を審査する制度

が、「北海道苦情審査委員」制度です。 

　皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審

査委員に申立てができます。 

　皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中立的

な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査等を

行います。 

　審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題が

あるときは、道の機関に是正や改善を求めます。 

　もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。

○苦情申立ての窓口は、道庁の道政相談センター又

　は各総合振興局（振興局）の総務課です。 

○苦情申立書及びリーフレットを用意しています。 

○北海道公式ホームページから苦情申立書をダウン

　ロードできます。

○苦情申立書に必要な事項を記入し、苦情申立ての

　窓口に提出してください。 また、郵送、ファッ

　クス、メールでも申立てができます。 

　※電話や匿名での申立ては受付けておりません。

問　北海道総合政策部知事室道政相談センター 

☎　０１１－２０４－５５２３

新規高卒者の求人受付を開始しました

　令和５年３月新規高卒者用の求人受付が６月１日

から始まりました。

　来春卒業予定の「就職を希望する高校生」は地元

での就職を強く希望しています。特に女子生徒が多

く希望する「事務職・販売職」の求人が不足してい

ます。

　早期求人提出は新卒人材を確保するための基本と

なりますので、来春卒の高校生の採用をご検討の際

は、早期求人提出にご理解いただきますようお願い

いたします。

問　ハローワークとまこまい　学卒支援担当

☎　０１４４－３２－５２２１（部門コード　４２＃）

働きたい人のための出張相談会
　働きたいと思われている方に向けた就労自立支援

施設です。その他就職相談も歓迎です。「働きたい」

を応援する無料出張相談会を開催します。

○対象　おおむね１５歳から４９歳の方・ご家族

○場所　ハローワーク静内分室（新ひだか町静内御幸

町２丁目１ー４０　ショッピングプラザピュア　３階）

○内容　就労相談・就労体験ほか

○日時　７月２６日（火）　午後１時３０分～午後

３時（先着順・予約可）毎月第４火曜　午後１時　

３０分～午後３時

問　とまこまい若者サポートステーション とまこ

　　まい「サポステ・プラス」苫小牧市表町３丁目

　　２ー１３　王子不動産第２ビル６階

☎　０１４４（８４）８６７０

船舶運航技術を学ぶ！シーマン・シップを学ぶ！
　国立宮古海上技術短期大学校は国土交通省の所管

する学校で、優秀な船舶運航技術者の育成を目的と

して、海と船をフィールドに学んでいます。

卒業生には、海技資格における特典が付与され、海

運界はもちろん、その関連産業を中心に幅広く活躍

しています。

○オープンキャンパス予定日

　２０２２年　第３回　７月１６日（土）

　　　　　　　第４回　９月１７日（土）

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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○選抜区分　学校推薦型選抜、総合型選抜、自己推

薦型選抜、一般選抜（多種多様の選抜方法がありま

すので、詳しくはお問い合わせください。）

問・資料請求

　　国立宮古海上技術短期大学校教務課

☎　０１９３－６２－５３１６

HP　https://www.jmets.ac.jp/miyako/

熱中症にご用心！！
　日増しに暖かい季節となりました。気温が高くな

ることによって気を付けたいのが熱中症です。

　熱中症への注意の呼びかけとして、環境省と気象

庁によって、人間の熱バランスに影響の大きい①湿

度、②日射・輻射など周辺の熱環境、③気温の３つ

を取り入れた「暑さ指数（ＷＢＧＴ）」を用いた「熱

中症警戒アラート」を発表しています。

　「熱中症警戒アラート」の発表基準は「暑さ指数（Ｗ

ＢＧＴ）」が「３３以上」になると予測した場合で、

前日の１７時頃と当日の５時頃に発表します。

　発表される期間は毎年４月第４水曜日から１０月

第４水曜日となっており、今年は４月２７日（水）

から、１０月２６日（水）までとなっています。

　以下の気象庁のＵＲＬから「熱中症警戒アラート」

が確認できますので、こまめな水分補給や体調管理

に十分気を付けて、夏を乗り越えましょう。

　　　　

　　 図　　

図：２０２１年７月１９日の熱中症警戒アラート

問　室蘭地方気象台　

☎　０１４３－２２－４２４９

HP　気象台（熱中症警戒アラート）

　　https://www.jma.go.jp/bosai/

　　information/heat.html

門別警察署からのお知らせ
１　夏休みにおける少年の非行防止・犯罪被害防止

　非行防止は家庭から！

⑴　家庭は最も身近な社会です。

　社会のルールやマナーを守らせ、善悪のけじめを

つけさせましょう。

⑵　インターネットの利用に起因して、犯罪被害に

　遭う事案が後を絶ちません。

　家庭でのルールづくりや情報モラルについて家族

で話し合いましょう。

⑶　大麻の乱用で検挙される子供が増えています。

　大麻は「身体に害がない」、「依存性がない」など

という誤った情報が流れていますので、脳に影響を

与える違法な薬物であることを教えてあげましょう。

⑷　特殊詐欺で検挙される子供が増えています。

　急に金遣いが荒くなった、最近付き合う友人が変

わったなど子供の様子がおかしいと感じたら警察に

相談してください。

２　夏の交通安全運動の実施

　夏の交通安全運動は、７月１３日から７月２２日

までの１０日間、

⑴　飲酒運転の根絶

⑵　バイク・自転車の交通事故防止

⑶　スピードダウンと全席シートベルト着用

⑷　子供と高齢者の交通事故防止

を重点として実施されます。

　ドライバーの皆さんも、自転車利用者の皆さんも、

歩行者の皆さんも、交通ルールを守り、交通事故を

防止しましょう。

　また、皆さん一人一人が「飲酒運転をしない、さ

せない、許さない、そして見逃さない」という強い

気持ちで、飲酒運転を根絶しましょう。

３　水難の防止

○指定された遊泳区域内で、泳ぎましょう。

○子供から目を離さないようにしましょう。

○体調不良時や飲酒後は泳がないようにしましょう。

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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訂正とお詫び

　広報日高６月号Ｐ１３及びＰ２６（日高町組織

一覧）に誤りがありました。次のとおり訂正しお

詫び申し上げます。

Ｐ２６（日高町組織一覧）

課長　山田　誠

▼課税Ｇ

　　　長原　美季

　　　中村　正治

　　　佐藤　翔馬

　　　前川　聖貴

　　　畑山　怜央

▼納税Ｇ

　　　茂野　良二

( 再 ) 水上　博志

　　　喜田　誠也

　　　澤井　茂雅

税務課
☎　０１４５６ー２－６１８４

○釣りをする時は、必ず救命胴衣を着用しましょう。

○水上オートバイは遊泳区域に入らないようにしま

しょう。

４　夏山遭難の防止

○無理のない計画を立て登山計画書を提出しましょう。

○複数人による登山を心掛けましょう。

○万全の装備と余裕ある食料等を準備しましょう。

○携帯電話を持ちましょう。

○気象情報の確認をしましょう。

５　詐欺電話がきたら＃９１１０

　「俺だけど急にお金が必要になった」、「還付金が

あるからＡＴＭに行って」、「キャッシュカードの交

換が必要」、「名義貸しは違法、逮捕される」などの

電話は、詐欺の電話です。　

　詐欺電話がきたら＃９１１０に電話してくださ

い。＃９１１０は北海道警察の相談ダイヤルです。

６　大手通販サイトのふりをした偽メールに注意

　「通販サイトから『アカウントが不正利用されて

いる』とメールが来た」という相談が警察に寄せら

れています。

　『不正利用されている』という内容に「公式メー

ルだ」とだまされてしまいそうですが、これは偽の

メールです。

　注文や請求に身に覚えがなければ、

・メールのリンクは開かないようにする

・公式アプリやブックマークなどを使いログイン

　して注文履歴などを確認する

ようにしましょう。

７　薬物乱用の防止～薬物、ダメ。ゼッタイ。

　覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、身体や精

神がボロボロになり、記憶障害や人格変化により、

以前と同様の生活を続けることができなくなるばか

りか、場合によっては死に至ることもあります。

　また、薬物乱用は周囲の大切な人を巻き込むこと

となるだけでなく、幻覚や妄想による殺人、薬物の

購入代金欲しさによる強盗や窃盗、重大な交通事故

など取り返しの付かない事件につながるおそれがあ

り、社会全体に被害を与えます。

　薬物に関してのご相談は、門別警察署までお寄せ

ください。

８　極左暴力集団に対する捜査へのご協力をお願

　いします

　警察では、極左暴力集団に対する事件捜査やマン

ション、アパートなどにある非公然アジト発見に向

けた活動を推進しています。

　過去に極左暴力集団は、空港施設の破壊や北海道

庁爆破などのテロを行っており、今後も行う恐れが

あります。

　もし、「偽名を使いアパートに住んでいる」、「不

特定多数の人が出入りする家がある」など違和感が

あったら、１１０番または門別警察署へ通報して下

さい。

　　

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

Ｐ１３（がん検診お問い合わせ先）

☎　０１４５７－６－３１７３

門別警察署マスコット

キャラクター「門別ナイト」
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７７月の

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせですお子さん等の健診・予防接種のお知らせです

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽乳がん子宮がん検診
　　　７日（木）　富川公会堂

▽よいこ健診
　　１３日（水）　富川公会堂

▽赤ちゃん健診
　　２７日（水）　富川公会堂

☆予防接種　
門別地区
※子育て健康課へ要予約

　（☎ ０１４５６－２－６５７１）

富川国保診療所

〈日本脳炎〉

 ２７日（水）１５：００～１６：００

　 対象：高校１年生～２０歳

門別国保病院

〈ヒブ・小児肺炎球菌・四種混合・Ｂ型肝炎・麻しん　  

風しん混合第一期（１～２歳）・水痘・ＢＣＧ・ロタ〉

　毎週木曜日　 １３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　　６日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳～中学３年生

〈子宮頸がん予防〉

　１２日（火）　１５：００～１６：００　

　　対象：高校１年生～平成９年度生まれ女子

　２０日（水）　１５：００～１６：００　

　　対象：小学６年生～中学３年生女子

〈高齢者肺炎球菌〉

　対象の方には個別にお知らせしています。

勤医協厚賀診療所

〈二種混合〉

　２８日（木）　１１：００～１１：３０　　

日高地区
日高国保診療所

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５

　小児の定期予防接種は個別にお知らせします。

〈高齢者肺炎球菌〉

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５　

※日高国保診療所へ要予約

　（☎ ０１４５７－６－２１５５）　

　対象の方には個別にお知らせしています。

☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

勤務場所 門別地区の学校給食調理場

勤務時間 午前８時～午後４時

採用条件 通勤可能で健康な方

賃　金
日給 6,510 円

※通勤手当支給 （２km 以上）

休　暇 年次有給休暇制度あり

保　険 厚生年金 ・ 健康保険 ・ 雇用保険

募集期限

随時募集

※市販の履歴書に記載のうえお申し

込み願います。 （写真添付・郵送可）

お申し込み・

お問い合わ

せ先

〒０５５－０００４

日高町富川東６丁目３－１

日高町教育委員会 管理課　

☎　０１４５６－２－３７２１

学校給食調理員を募集しています！！　

高齢者事業団の会員になって
一緒に働いてみませんか ?

　　会員募集中！！

○生きがいを求めている方

○地域で仲間づくりをしたい方

○おおむね６０歳以上の方

○健康で働く意欲がある方

日高町高齢者事業団
( 本所 )　日高町門別本町１２番地の２７
　　　　　☎　０１４５６－２－６４６６
(支所 )　日高町本町東１丁目２９７番地の４
　　　　　☎　０１４５７－６－３１００

門別温泉とねっこの湯 ・ とねっこ館
営業のお知らせ

＜とねっこの湯＞＜とねっこの湯＞ 電話　０１４５６－３－４１２６電話　０１４５６－３－４１２６
営業時間　午前１０時～午後１０時営業時間　午前１０時～午後１０時
　　　　　※入館は午後９時３０分まで　　　　　※入館は午後９時３０分まで
休館日　　７月１９日（火）休館日　　７月１９日（火）

＜とねっこ館＞＜とねっこ館＞電話　０１４５６－２－２２２１電話　０１４５６－２－２２２１
営業時間　午前１０時～午後８時３０分営業時間　午前１０時～午後８時３０分
休館日　　毎週月曜日休館日　　毎週月曜日
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     1 　　　2

4 5 6  7 8 　　　9

11 12 13  14 15 　　　16

18 19 20  21 22 　　　23

25 26 27  28 29 　　　30

わくわく館わくわく館
・毎週水曜日はサークル開放日です。

・金曜日の年齢別カリキュラムは専有

です。各年齢、発達段階に合った遊び

をします。

「小さいありさん：寝てる子」、「大きい

ありさん：ハイハイ」、「ひよこさん：

よちよち歩き」、「うさきりんさん・・・

うさぎ：走れる子～　きりん：誕生日

がＨ３１（2019）年３月以前の子」。

どこに参加したらよいのか分からない

場合は、スタッフにご相談ください。

◎今月は、１２日（火）、２６日（火）

が身体測定の日です。

◎７月７日（木）より七夕制作を始めま

す。短冊に願いを書きましょう。天気が

良く気温の高い日はベランダでしゃぼん

玉や水遊びをしましょう。

◎７月の子育て講座は、「お肌と身体と

メイクの基礎知識講座」です。講師は

坪島　裕貴子さんです。

時間　１０：００～１２：００

申し込みは７月２０日（水）までにお

願いします。託児の講座になります。　

先着１０名程度。

月 火 水 木 金

とみかわ児童館とみかわ児童館 もんべつ児童館もんべつ児童館

  ７日（木）　キラキラちゃれんじ
　８日（金）　カミであそぼう
１４日（木）　ぬりえの日
２１日（木）　カレンダーづくり
２２日（金）　スーパーじどうくらぶ
２７日（水）　とねっこおはなし会
２８日（木）　しゃぼん玉あそび
休館日　毎週日曜日、祝日

  １日（金）　わくわくちゃれんじ
　８日（金）　わくわく映画館
１３日（水）　ニコニコわかばのおはなし会
１５日（金）　ぬりえの日
２２日（金）　カミであそぼう
２９日（金）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日

利用時間　　相談：  ９：００～１７：００　
　　　　広場開放：１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

　・わくわく通信・行事予定表が日高町ホームページに掲載されています。

　　「日高町ホームページ」→「ライフインデックス　出産・子育て」

　　→「関連リンク　わくわく館・わくわく通信」

大きいありさん

開放

開放

開放

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

ミルキー

開放

開放

開放

小さいありさん

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

コロチューバー・ハムハム

ワンワン・いぬい 'ず

開放

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

海の日

休館日

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

コロチューバー・ハムハム

子育て講座

開放

うさきりんさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

ミルキー

新規枠

開放

開放

開放

開放

開放

開放

開放

開放

☎　０１４５６－２－３０４４
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－５５２２
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－３０４８
予定表の上段が午前、下段が午後の行事となります

ＥＥＶＶＥＥＮＮＴＴＳ　Ｓ　～７月のイベント情報

土

問　教育委員会社会教育課　　☎　０１４５６－２－２４５１

門別総合町民センター門別総合町民センター
（福祉センター・スポーツセンター）（福祉センター・スポーツセンター）

〈福祉センター〉
　６月１日現在、予定の行事はありません。　　  

〈スポーツセンター〉
　６日㈬～８日㈮　日高町管内中体連バレーボール大会
２６日（日）　全日高卓球選手権大会（カデッドの部）（予定）
休館日　毎週月曜日 (祝日の場合は翌火曜 )

開館時間
９時～２１時

門別中央パークゴルフ場門別中央パークゴルフ場
１７日（日）　門別パークゴルフ協会　夏季協会杯大会（予定）
２４日（日）　日高連合会　西部大会（予定）

門別中央スポーツホール門別中央スポーツホール
　６月１日現在、予定の行事はありません。　　  



ひとのうごきひとのうごき

・令和４年５月末現在

こんにちは赤ちゃんこんにちは赤ちゃん

・令和４年５月届出分

ふるさと日高ふるさと日高

応援寄附金応援寄附金

・令和４年５月受領分

発行：日高町　編集：企画財政課

〒０５９－２１９２　

北海道沙流郡日高町門別本町２１０番地の１

ＴＥＬ ０１４５６－２－６１８１

ＦＡＸ ０１４５６－２－５６１５　

Ｅメール 　　 info@town.hidaka.hokkaido.jp

ホームページ　http://www.town.hidaka.hokkaido.jp
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人口 11,053 人
前月比

＋ 3 人

男性 5,500 人 ＋ 6 人

女性 5,553 人 △ 3 人

世帯数 5,990 世帯 ＋ 10 世帯

外国人 365 人 ＋ 7 人

件数 金額

２７９件 ４，５９３，０００円

日高町への寄附日高町への寄附

・登建設工業株式会社　　様

・沙流砂利工業有限会社　様

・松本工業株式会社　　　様
　地域貢献活動として町道の清掃活動を

行っていただきました。

社会福祉協議会への寄附社会福祉協議会への寄附
・令和４年５月受領分

富川西 工藤 英幸 様 金一封

千栄 稲村 ゆかり 様 金一封

富川西 下村 源一郎 様 金一封

富川東 上村 秀男 様 金一封

札幌市 東 大介 様 金一封

今月の表紙とあわせて

　６月１２日、旧日高門別駅がリニューアルオープンしました。当日はテープカッ
トや獅子舞演舞のほか、トロッコ乗車体験イベントなどが開催されました。
　イベントの様子を写真で紹介します。（撮影：元地域おこし協力隊　畠山公妥）

住所 氏名 父／母

ま ち の 話 題ま ち の 話 題

日高消防団　北海道消防操

法訓練大会出場にむけて

　令和４年７月１５日に北海道消

防学校で３年ぶりに開催される北

海道消防操法訓練大会（小型ポン

プの部）に日高消防団が管内代表

として出場します。

 大会出場に向け、職団員一同、全

国大会出場を目標に日夜訓練に励

んでいます。


