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町政執行方針

令和４年６月８日、町議会６月会議が開催され、
大鷹千秋町長が今年度のまちづくりの指針である町
政執行方針を発表しました。

本年３月の町長選挙において、日高町長として２期目の町政運営を担わせていただくことになりました。
２期目となる町政執行への私の所信を申し上げ、町民の皆様をはじめ議員各位のご理解とご協力を
いただきたいと存じます。
新型コロナウイルス感染症の拡大により町民生活への影響が長期化する中で、度重なる変異により
未だに収束が見通せない状況となっております。そのような中においても感染防止対策やワクチン接
種事業をすすめ、ウィズコロナ社会へ対応していかなければなりません。
また、ロシアによるウクライナへの武力侵攻以来、世界経済に様々な影響が出ており、当然に国内
経済にも波及しています。最近の諸物価の高騰が顕著な例で、国民生活はもちろんのこと、自治体の
運営にも大きな影を落とし始めています。
コロナ禍に加えて経済不安への対処が求められる中で、皆さんと共に益々知恵を絞っていかなけれ
ばなりませんが、私はこの知恵を絞る過程を大事にしていきたいと思います。町の様々な課題に取り
組むに当たり、可能な限り町民の皆様にも参画をしていただき、そこで交わされる議論から生ずるエ
ネルギーが町の活性化・町の元気に繋がっていくものと考えます。そして、それをベースに最終的に
は議員の皆様とさらに知恵を出し合い、第２次日高町総合振興計画の目標である「いきいきと働き、
学び、安心と笑顔で暮らせるまち」の実現に取り組んでまいります。

主要政策の推進
◎地域産業の振興

畜産の振興
酪農・肉用牛につきましては、コ

し協力隊の制度を活用し、地域農業

はじめに、第一次産業を取り巻く

ロナ禍の影響による飼料の高騰、外

の担い手となる新規就農者の育成を

環境は長引くコロナ禍による国内消

食産業を中心とした国内の消費減退

図ってまいります。また、軽種馬

費の低迷や国際情勢を背景とした生

が経営を揺さぶる懸念材料となって

生産に特化した人材養成事業に対

産資材の高騰など、不可抗力的な事

おりますが、関係機関と連携して消

し、町内牧場の働き手不足の一助と

象による影響から以前にも増して厳

費増大に寄与していくほか、規模拡

なるよう側面からの支援を継続する

しい局面が続いております。

大や省力化への取り組みに対し、畜

ほか、後継者対策につきましては、

産・酪農収益力強化整備等特別対策

青年農業者を中心とした婚活イベン

事業（畜産クラスター事業）等の補

トの継続実施により、将来のパート

水稲や施設野菜などの耕種農業に

助事業を活用しながら安定した生産

ナー探しを後押しし、農業後継者の

つきましては、引き続き国や北海道

活動への支援を続けてまいります。

確保に尽力してまいります。

農業の振興

の農業政策・補助事業等を活用しな
がら、生産体制の維持や法人化の取

高齢化・後継者対策

り組みを支援するなど、安定的な農

農業従事者の高齢化や働き手不足

産物の生産と収益向上の支援に努め

への対策につきましては、東京・札

てまいります。

幌等で開催される新規就農者募集イ
ベントへの参加で農業参入を目指す
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人材の獲得に努めるほか、地域おこ
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援制度を地元企業が有効活用できる
よう、日高町商工会と連携し、効果

有害鳥獣対策につきましては、北

林業につきましては、日高町森林

海道及び日高管内各町と連携したエ

整備計画に基づき森林の持つ多面

ゾシカ・アライグマ等の有害鳥獣駆

的・公益的な機能が充分に発揮され

また、新型コロナウイルス感染症

除の実施に努め、農林業被害の減少

るよう、森林環境譲与税の有効活用

により大きく影響を受けた地域経済

に必要な措置を継続してまいります。

を念頭におきながら、町有林におき

につきましては、引き続き国や北海

ましては森林環境保全整備事業等に

道が行う経済対策の動向を注視し、

よる間伐などの保育事業を計画的に

必要な対策を速やかに講じられるよ

軽種馬生産につきましては、オー

実施し、民有林につきましては豊か

う努めていくとともに、地域の賑わ

ル日高の取り組みとして「強い馬づ

な森づくり推進事業や日高町森林整

い創出や地場産品の消費拡大に向け

くりと軽種馬経営の持続的発展に資

備推進事業の促進により、未整備森

た取り組みを進めてまいります。

する馬産地活性化」の要望活動を国

林所有者へ適確な森林施業の実施を

など関係各方面に対して継続的に行

推奨し、森林の適正管理・森林機能

うなど、主軸となる馬生産振興事業

の維持保全に努めてまいります。

軽種馬産業の振興

観光の振興
観光振興につきましては、新たに
設立された日高町観光まちづくり協

の拡充に努めてまいります。
ホッカイドウ競馬につきまして

的な運用に努めてまいります。

漁業の振興

会と連携し、町の魅力発信や特産品

は、令和３年度の開催において、新

水産業につきましては、主要魚

の開発、販売など、町民の皆様と一

型コロナウイルス感染症の影響によ

種であるサケ・マスの記録的な不

緒に取り組む事業を展開してまいり

り門別競馬場においても２７日間無

漁、コロナ禍での外食需要の減少の

ます。

観客開催となりましたが、発売額は

ほか、昨年９月には北海道では初め

また、ＪＲ日高線跡地を活用して

前年比１３９. １％となり、１１年

てとなる赤潮被害の発生なども懸念

整備しました旧ＪＲ日高門別駅舎を

連続で前年度を上回り、ホッカイド

材料となり、漁業を取り巻く環境も

新たな観光情報発信の拠点として活

ウ競馬史上最高額を更新するととも

大変厳しい状況ですが、安定した水

用してまいります。

に９年連続の黒字決算見込みとなる

産資源の確保と漁業経営の維持のた

日高山脈襟裳国定公園の国立公園

など、好調を維持しております。

め、ひだか漁業協同組合をはじめと

化につきましては、環境省において、

さらに
「第３回ＪＢＣ２歳優駿
（Ｊ

した関係機関と緊密に連携し、水産

国立公園指定に向けた所要の手続き

ｐｎⅢ）」が盛岡競馬場と連携のも

資源の増殖事業と安定した漁業活動

が進められていますが、日高町内で

と開催されることが決定いたしまし

への支援を継続してまいります。

の指定エリアの拡大のほか、自然保

た。これを機会に、全国の関係者や

また、ひだか漁業協同組合が事業

護官事務所の設置やビジターセン

競馬ファンに向けた日高町のＰＲと

主体となり、令和元年度着工しまし

ターの整備などを同省並びに関係省

情報発信を行うとともに、日高管内

た静内対空射撃場周辺漁業用施設設

庁に要望しているところであり、実

の基幹産業である軽種馬産業を支え

置助成事業を活用した水産物加工施

現に向けた活動を続けてまいります。

る産地競馬としての体制をさらに強

設が令和３年１２月に完成し、本年

また、指定後には国立公園として

化していくために、北海道や関係機

４月から本稼働しており、今後は地

のネームバリューを最大限活用し、

関と一体となって、より一層の活性

域漁業の発展と地場水産品の消費拡

日高沙流川オートキャンプ場、日高

化に努めてまいります。

大が見込まれ、日高管内唯一の施設

国際スキー場、沙流川温泉ひだか高

として漁業活性化に寄与することを

原荘などの町有施設の利用促進に結

期待しております。

びつけるほか、国立日高青少年自然
の家との連携を一層強固にし、町活

商工業の振興
商工業につきましては、日高町中

性化に繋がる観光振興事業に取り組
んでまいります。

小企業・小規模企業振興条例を基本
に、地域経済の発展に重要な役割を
果たしている小規模企業の振興を図
るため、新たに創設した経営資金支

◎生活環境の整備

地域公共交通の整備
地域の公共交通につきましては、

２０２２広報ひだか８月号
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町民が安定した日常生活を送れるよ

町営住宅の整備

う公共交通サービスの体制を整備す

町営住宅整備につきましては、住

での検証と課題等を整理し、日高町

るため、既存の生活バス路線、町営

生活基本計画及び公営住宅等長寿命

第４次保健計画を策定することとい

バス及び町営の送迎事業などの利用

化計画に基づき実施しているところ

たします。

状況を分析し、より利便性・効率性

でありますが、新栄団地の整備につ

が良い交通体系の構築に向けて検討

きましては、令和１０年度までに

してまいります。

児童福祉

１４棟５６戸の建設を予定してお

児童福祉につきましては、コロナ

また、日高地域広域公共バスにつ

り、昨年度の１棟４戸に続き、本年

禍における家庭生活への様々な影響

きましては、引き続き持続性のあ

度は２棟８戸の建設を予定しており

がある中で、引き続き児童虐待の防

る、より利便性の高い交通体系とな

ます。

止など、児童相談所との連携を強化

るよう、運行ルートやダイヤについ
て各関係機関と協議を進めてまいり
ます。

し、より迅速かつ適切な対応を図る

上下水道の整備
下水道事業につきましては、ス

富川市街地活性化事業につきまし
ては、富川市街地づくり会議での意
見を踏まえて、生活や交流の拠点に
加え、交通の要衝として、にぎわい
のある魅力的な複合施設となるよう
整備に取り組んでまいります。

道路の整備
道路整備につきましては、通学路

トックマネジメント計画に基づき、

とともに各関係機関も含め情報の共
有や連携を進めてまいります。
また、広域で運営している子ども

富川浄化センターの機器及び日高地

発達支援事業や、通所療育支援事業

区マンホールポンプの更新に取り組

の在り方につきまして引き続き検討

むほか、農業集落排水施設である厚

してまいります。

賀浄化センターの機能強化に取り組
んでまいります。

子育て支援

上水道事業につきましては、重要

子育て支援につきましては、第２

給水施設配水管整備事業による耐震

期子ども・子育て支援事業計画で示

管への更新のほか、水道未普及解消

された需要計画の維持及び確保を図

事業による庫富地区への水道管整備

りながら、子育て世代包括支援セン

を推進してまいります。

ターや子育て支援センターわくわく

また、一層の経費節減と収納率の

館、保育所、児童館などにおける子

向上により経営基盤を強化するとと

育て支援体制を充実させるととも

もに、適切な維持管理に取り組んで

に、放課後児童健全育成事業の適切

まいります。

な運営に努めてまいります。

や未舗装道路の整備に取り組むとと

日高地区の簡易水道事業につきま

保育所につきましては、富川地区

もに、老朽化した舗装路面等の舗装

しては、各施設の適切な維持管理を

におきまして幼児教育及び保育を一

修繕計画に基づく効率的かつ適切な

行い、安定的な水道水の供給に努め

体とする幼保連携型認定こども園の

維持管理を行い、安全・安心な交通

てまいります。

創設に向け施設整備が進められてお

環境の整備に努めてまいります。
橋梁の整備につきましては、長寿
命化修繕計画に基づき定期的な点検

また、料金改定を含む中長期の経

りますが、その費用負担など様々な

営計画（経営戦略）に基づき、健全

支援を行い保育の確保に努めるとと

な経営に努めてまいります。

もに、町内初の認定こども園の円滑

を実施するとともに、予防的な修繕
等の実施を徹底することにより修
繕・架替えに係る事業費の縮減に努
めてまいります。

な運営に寄与してまいります。
◎安心して暮らせるまちづくり

町民の健康確保対策
新型コロナウイルス感染症予防対
策につきましては、引き続き国のワ

河川の整備
河川整備につきましては、災害の
危険度が高い河川において、河道内

4

最終年となりますことから、これま

また、老朽化した町内施設につき
ましては、計画的に整備を行うなど、
安全で安心できる保育環境の維持に
努めてまいります。

クチン接種体制確保事業に基づき、
迅速かつ適切なワクチン接種の提供
に努めてまいります。

高齢者サービスの充実
高齢者福祉につきましては、令和

の堆積土砂の除去や伐木等により防

本年は、当町の健康づくりの指針

３年度から令和５年度までの高齢者

災・減災対策に努めてまいります。

としている日高町第３次保健計画の

保健福祉計画及び第８期介護保険事

２０２２広報ひだか８月号
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業計画に基づき、高齢者が住み慣れ

施し、町民の健康保持と安全安心な

た町で安心して暮らし続けられるよ

医療体制を確保してまいります。

う関係機関が連携し、地域包括ケア
システムの推進、介護予防事業や在
宅福祉サービスの取り組みを充実し

町政執行方針

当町におきましては、幼児教育・
保育の無償化など、社会保障経費の
増や学校給食無償化事業の継続、災

防災対策

害復旧事業及び過疎対策事業に伴う

防災対策につきましては、自主防

元利償還金の増等、歳出予算の抑制

災組織を主体とした活動を支援し、

が難しい状況ではありますが、各会

また、認知症の理解促進、権利擁

自助・共助の意識向上のほか、防災

計の予算編成は、限られた財源のも

護の普及啓発を進めるとともに、地

講演会などを通じて災害に対する啓

と、財政の健全化を念頭に置きなが

域サロン活動や地域高齢者等の支え

発に努めてまいります。

ら、第２次日高町総合振興計画の目

てまいります。

また、日本海溝・千島海溝沿いの

指す将来像実現に向けた様々な施策や

国民健康保険事業につきまして

巨大地震につきまして、その対策を

事業を盛り込んだところであります。

は、特定健診・特定保健指導の実施

推進する改正特別措置法が成立した

一般会計の予算規模につきまして

率の向上を図るとともに、医療費増

ところであり、津波浸水想定のほか、

は、扶助費や公債費などの義務的経

加の抑制を目指し、町民の健康づく

今後公表される予定の被害想定を踏

費が年々増加する中、認定こども園

りに取り組んでまいります。

まえて、迅速な避難態勢を中心に改

施設整備補助事業及び保育所等整備

めて対策を検討してまいります。

補助事業、町道や公営住宅等の投資

合い活動などを推進してまいります。

生活習慣病の発症や重症化予防の

的事業、富川市街地活性化事業、ア

取り組みとして、加入者の健康課題
を分析しつつ、健康寿命の延伸を目
的とした各種検診等の受診勧奨を進
めてまいります。

◎持続可能な行財政運営

イヌ政策推進交付金事業などを予算

行政運営につきましては、コロナ

計上したことにより、基金や地方債

禍に加えてロシアのウクライナ侵攻

などに依存する厳しい予算編成と

による緊迫した国際情勢等により電

なったところであります。

気料金、燃料代など公的支出の増加
や原材料等のコスト上昇の影響が懸
念され、不透明な財政環境が続くと
想定されますが、限られた財源の中、
持続可能な財政運営を目指すため
に、各種施策や事業について目的や
費用対効果を検証するとともに、公

町立病院・診療所の運営

共性、緊急度、必要性などを精査し

門別国保病院につきましては、地

た優先順位付けを行うなど効率的で

域に根付いた医療機関として、引き

効果的な執行を目指し、一層の見直

続き医師や看護師などの医療技術者

しに取り組んでまいります。

の確保と安心して受診・療養できる
医療提供体制の整備に努めるととも

予算案の概要

むすび
以上、令和４年度の町政執行に臨
む、私の所信を述べさせていただき
ました。
コロナ禍で、働き方の多様化やデ
ジタル化の急速な進展など、社会の
変化が生じていると同時に、少子高
齢化・人口減少への対応、また頻発
化する自然災害への備えなど、引き
続き大きな課題が立ちはだかってお
ります。こうした課題に立ち向いな
がら、冒頭に申し上げた町政運営の

令和４年度の予算編成につきまし

姿勢を基本として私が掲げている

ては、国の令和４年度の地方財政計

「町を元気に」という目標を実現す

画では、コロナ禍においても堅調な

るため誠心誠意、町政運営に取り組

日高地区の医療機関として、町民ひ

税収等を踏まえ、地方税及び地方交

んでまいります。

とりひとりが安心して受診できるよ

付税が増加すると見込む一方、臨時

町民の皆様、議員の皆様のより一

う、現状の医療体制を維持しながら

財政対策債を減少させ、交付ベース

層のご理解とご協力を心よりお願い

経営の安定に努めてまいります。

の一般財源総額を令和３年度計画と

申し上げます。

に、経営の安定と地域医療の充実を
図ってまいります。
日高国保診療所につきましては、

富川国保診療所につきましては、

ほぼ同額と見込んでいるため、令和

地域医療の確保と経営の健全化を図

４年度一般会計予算の一般財源ベー

るとともに、門別国保病院と連携し

スは令和３年度とほぼ同額で計上し

ながら予防接種や検診事業などを実

ております。
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令和４年度

教育行政執行方針

令和４年６月８日、町議会６月会議が開催され、
武田啓嗣教育長が今年度の教育行政執行方針を発表
しました。

新型コロナウイルス感染症は世界のあらゆる生活様式を一変させました。コロナウイルスとの共存とい
う大変厳しい状況の中、今後も感染拡大のリスクを可能な限り低減させ子供たちの学びを保障するための
取組を進めていかなければなりません。今なお予断を許さない状況が続いておりますが、日高町教育大綱
に則り、ふるさと日高町への愛着を持ち「豊かな心を育む教育、文化のまちづくり」を充実させる教育行
政に取り組んでまいります。

備を進めてまいりました。今後は、

教育機関が理解する必要がありま

学校教育には、子どもたちがこれ

端末の積極的な利用を促進し、ＡＩ

す。そこで、町内の幼児教育施設と

からの時代に求められる資質・能力

ドリルをはじめとする様々な学習機

小学校との情報共有を図るなど、連携

を身に付け、これからの社会を生き

能を有効活用させ、「個別最適な学

体制の整備に取り組んでまいります。

る力を育むことが求められています。

び」と「協働的な学び」の充実を図っ

学校教育

そのためには学校、家庭、地域、
行政が一体となった取組を推進し、

てまいります。
さらに、コロナ禍において、臨時

「よりよく子どもを育てていく」

子どもたちが社会で自立するために

休業等の非常時にあっても学習に著

という目的を実現するためには、義

必要な力をしっかり身に付けること

しい遅れが生じることなく規則正し

務教育９年間を通して子どもの育ち

ができるよう、
支援してまいります。

い生活習慣が維持できるよう、ＩＣ

を見守るという「共通の視点」が小

Ｔを活用した学びを止めない取組を

学校にも中学校にも必要であります。

確かな学力を育成する教育の充実

推進してまいります。

そのためには、小・中学校が情報

日高町の子どもたちの全国学力・

交換や交流、共通実践を通じ、小学

学習状況調査や標準学力検査 ( ＣＲ

校から中学校への円滑な接続を目指す

Ｔ）の結果では、改善傾向が見られ

小中連携の充実を図ってまいります。

ますが、依然全国平均に届いていな

また、地域との連携においては、

い状況にあり、引き続き学力向上に

コミュニティスクールを有効に機能

向けた取組が重要であります。

させ、早寝早起き朝ごはん運動を通

そのためには、
「日高町学力向上

し、メディアに触れる機会を減らす

３年次計画」を継続し、子ども１人

などの生活習慣づくりを支援し、家

１人の学びの過程を重視した授業を

育ちと学びをつなぐ教育の充実

展開するとともに、教科の見方・考

幼児教育と小学校教育を連携・接

校舎の劣化が著しかった門別小・

え方を働かせ、主体的・対話的で深

続させ、子ども１人１人の育ちと学

中学校におきましては、日高町学校

い学びの視点からの授業改善を推進

びをつなぐ教育の充実が求められて

施設長寿命化計画に基づき学校改築

し、指導と評価の一体化の充実を

います。

基本構想策定事業を進めてまいりま

図ってまいります。

6

義務教育９年間を見通した教育の充実

庭学習の充実を図ってまいります。

そのためには、子どもの発達や学

した。今後は、児童生徒の「安全・

また、ＧＩＧＡスクール構想に基

びの連続性を踏まえた幼児期から児

安心な教育環境」を確保するととも

づき、１人１台タブレット端末の整

童期にかけての教育のつながりを各

に「小・中一貫教育の推進」
「地域

２０２２広報ひだか８月号
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に開かれた学校づくり」をコンセプ

負担軽減を図ってまいります。

れながら校舎改築に向けての取組を
進めてまいります。

子ども一人一人に寄り添った教育の推進
多様な子どもたちの客観的な実態
に基づき、教育的ニーズを把握し、

導を行う社会教育主事の配置や社会
教育担当職員等の育成・資質向上を

トに、地域の児童生徒及び地域の実
態や保護者の教育的ニーズを取り入

教育行政執行方針

魅力ある高等学校への支援の充実

図るとともに、住民が生涯にわたっ

少子化の進行や高等学校教育改革

て自主的に取り組む学習・文化活

など高校を取り巻く環境が大きく変

動・スポーツ活動を支援し、地域人

化する中、町立日高定時制高等学校、

材の発掘や育成、地域へ還元される

道立富川高等学校の両校は、定数確

仕組みや環境づくりに努めてまいり

保に向けた魅力ある教育活動の展開

ます。

が重要な課題であります。

幼児期につきましては、次代を担

その可能性を最大限引き出す取組が

そのために、日高高等学校につき

う子どもたちが健やかに成長し、豊

求められています。特別支援教育の

ましては、少人数教育のよさを生か

かな感性や情操を育むため、親子で

充実はもとより、よりよい人間関係

した取組みを継続するとともに、｢

一緒に体験する活動に取り組むほ

を形成し、自己指導力を育んでいく

豊かな自然 ｣ や ｢ 地域の人々とのふ

か、運動機会を提供し、体力向上や

ことが重要であります。

れあい ｣ の中で、様々な体験活動を

運動習慣の定着を目指した取組を進

そのためには、困難性を抱え、特

行う産業学習事業と連携融合した希

めてまいります。

別な支援が必要な子どもに寄り添え

少な高等教育機関として、生徒確保

る支援員を配置するとともに、多様

に向けた取組みを進めてまいります。

青少年期につきましては、子ども
たちの「生きる力」を育むため、適

な学びに対応する学習環境整備を進

また、富川高等学校におきまして

切な睡眠時間の確保や電子メディア

めてまいります。また、道徳教育を

は、支援対策条例に基づく支援の拡

の利用方法の啓発など「早寝早起き

充実させ、自尊感情や規範意識、思

充として、タブレット端末の購入助

朝ごはん運動」の取組みを推進し、

いやりの心を育むとともに、いじめ

成を進め、高校における端末の活用

子どもたちの規則正しい生活習慣の

を絶対に許さない学校体制づくりや

やＩＣＴ活用サポート体制の整備

定着を図るほか、野外活動などの体

不登校児童生徒への初期段階からの

等、新たな学びの環境構築に向け支

験型事業やスポーツ活動を通して健

組織的・計画的な支援、多様な相談

援してまいります。更に、関係諸機

やかな心身の発達を支援してまいり

体制の構築に取り組みます。

関と連携し、定数確保に向けた取組

ます。

をより一層推進してまいります。

また、団体活動を通して協力・協
調できる心の育成を図る機会となる

実効性の高い働き方改革の推進

子ども会活動やスポーツ少年団など

教育活動の多様化・複雑化に伴

の活動支援や協働事業を行い、青少

い、教職員の長時間勤務の解消が喫

年の健全育成に努めてまいります。

緊の課題として取り上げられてきま
した。業務改善を進め、教師が自ら
の専門性を高め子どもたちとじっく
り向き合うことのできる、より実効
性の高い「働き方改革」が求められ
ています。
そのためには、校長のリーダー
シップの下、カリキュラム・マネジ

社会教育
社会教育
生涯学習の推進につきましては、

メントに基づく効率的で組織的な学

個人の価値観の多様化やライフスタ

校経営を支援します。

イルの変化に対応し、地域住民の学

成年期につきましては、町民間の

また、タイムレコーダーによる客

習ニーズに応えるため、社会的・地

交流を促進し、活気あるまちづくり

観的な労働時間の把握公表、学校閉

域的課題に対応した施策を通じ、学

が進められるよう社会教育委員やス

庁日や定時退勤日の設定を推進する

習機会の提供や学習しやすい環境づ

ポーツ推進委員などとの連携を図る

とともに、地域との協働による学校

くりに努めてまいります。

とともに、文化団体やスポーツ団体

を応援する体制づくりやスクールサ

また、各種事業をより効果的にす

ポートスタッフの導入等、教職員の

るため、専門的・技術的な助言や指

への支援を行い官民協働事業を推進
してまいります。
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高齢期につきましては、長寿社会

資料の持つ情報を分かりやすく伝え

を心豊かに過ごし、学ぶことに生き

るための展示方法や展示の解説方法

がいを持つことのできる高齢者大学

などの工夫に努めてまいります。

事業等の学習活動やスポーツを推進

また、文化財では国・道指定の文

し、学習機会や学習環境の充実を

化財の保全、郷土芸能では活動に向

図ってまいります。

けての支援を継続してまいります。

文化活動
音楽や演劇、美術、文芸活動など

スポーツ振興
スポーツ振興につきましては、生

の文化活動の振興につきましては、

涯スポーツの充実を図るため、町民

幅広い世代の方々に芸術文化の鑑賞

が各年齢期における個々の目的や

機会の提供や町文化協会や地域住民

ニーズ、体力に応じてスポーツに親

が主催・主体となって計画実施する

しみ、体力づくりや健康づくりが図

文化活動への活動支援を実施してま

られる事業や大会を実施してまいり

いります。

ます。

社会教育施設及びスポーツ施設
町民にとって身近な学習やスポー
ツ等の拠点施設であります各施設に
つきましては、誰もが利用しやすい
と感じ、安心安全に利用でき、親し
みやすい施設の管理運営を行ってま
いります。

また、スポーツ推進委員やスポー

図書館郷土資料館・日高山脈博物館

ツ指導員、町スポーツ協会及び加盟

図書館では、新たな知見や情報を

団体と連携を図るとともに、総合型

以上、令和４年度の教育行政の執

町民が得られるよう資料を継続的に

地域スポーツクラブの活性化、官民

行に関する主要な方針について申し

更新し、さらにその魅力を町民へ伝

協働での地域スポーツを推進する組

上げました。

える取り組みを進めてまいります。

織の育成を進めてまいります。

子どもの読書環境整備につきまし

また、子どもの健やかな心身の発

ては、子どもたちがあらゆる場所で

達を目指し、運動発達が著しい幼児

自主的に読書活動を行えるよう、移

期からの運動プログラムに取り組

動図書館車の運行・学校図書館への

み、運動の習慣化や体力向上を図る

支援を継続してまいります。

とともに、スポーツ少年団の組織強

また、図書館への来館が難しい方
へのサービスとして、図書を配送す
る「おうち図書館」事業を引き続き
実施してまいります。
郷土資料館、
日高山脈博物館では、
収蔵資料の公開に努めるとともに、

8
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化、指導者やリーダーの養成などを
推進してまいります。

むすび

町民の皆様並びに町議会議員の皆
様のご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

下記の症状が１つでも当てはまる方は院内に入らず、
事前にお電話ください。発熱外来での対応とさせて
いただく場合があります。

（門別地区）
門別国保病院 電話 ０１４５６−２−５３１１
（日高地区）
日高国保診療所 電話 ０１４５７−６−２１５５
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沙流川愛クラブが河川功労者表彰を受賞
６月６日、特定非営利活動法人沙流川愛クラブ（工
藤正史理事長）が大鷹町長を訪問し、令和４年河川功
労者表彰の受賞を報告しました。
沙流川愛クラブは、長年にわたる沙流川の環境保全
活動やオコタン川でのホタル鑑賞会などの活動が高く
評価され、公益社団法人日本河川協会より、河川功労
者表彰を受賞されました。
表彰状を手に記念撮影（中央：工藤理事長）

旧日高門別駅がリニューアルオープン
６月１０日、旧日高門別駅がリニューアルオープン
しました。深根副町長らがテープカットを行った後、
展示スペースとして改修された待合所やホームが公開
され、トロッコ乗車体験などが行われました。
オープン後も展示スペースが開放されており、駅名
板など旧日高線にまつわる品をご覧いただけます。
今後は、地域の交流拠点として、会議やサークル活
動等で利用できるよう準備を進めています。役場商工
住民の方が利用できるスペース

観光課（☎２－６０３１）へお問い合わせ下さい。

富川市街地複合施設整備に伴う住民説明会
６月１７日、富川公会堂において、富川北に整備を
計画している富川市街地複合施設整備に伴う住民説明
会が開催され、町民３０名が参加しました。
大鷹町長より、
「公募による１３名の市街地つくり
隊メンバーと１年間議論し基本設計ができた。ぜひ感
想を聞かせてほしい」と挨拶があった後、整備構想に
ついての説明やイメージ映像が放映されました。
今後は、令和７年度のオープンに向け、実施設計業
務を経て建設工事に着手する予定です。

複合施設の完成イメージ

北海道危険物安全協会連合会 会長表彰伝達式
令和４年度北海道危険物安全協会連合会会長表彰が行われ、
日高町危険物安全協会から伊藤健一さん（株式会社伊藤商会）
が受賞されました。
６月１０日、日高西部消防組合消防本部にて、仙北谷光一富
川消防署長より表彰状を伝達しました。
伊藤さんは、多年にわたり日高町危険物安全協会員として活
動し、平成２７年からは理事も務められ、同協会への貢献によ
り今回の受賞となりました。誠におめでとうございます。
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少年野球「ＪＢＣ日高ブレイヴ」が南・北海道大会で準優勝、全国大会へ！
６月２５日から２７日にかけてニセコ町、蘭越町で行われた高円宮賜杯第４２回全日本学童軟式野球大
会南・北海道大会に出場した町内の少年野球チーム「ＪＢＣ日高ブレイヴ」が準優勝となり、８月１７日
から徳島県で開催される全国大会「阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会２０２２」への出場を決め、
大鷹町長、武田教育長に報告しました。
ＪＢＣ日高ブレイヴは、５月に開催された日高地区予選を全試合コールド勝ちし（不戦勝１試合あり）、
３年連続で優勝した勢いを南・北海道大会でも発揮。チーム一丸となり決勝戦までの３試合に勝利し、優
勝をかけ強豪の東１６丁目フリッパーズ（札幌）と対戦しましたが１対８で敗れ、準優勝となりました。

防災行政無線などを用い
た情報伝達訓練の実施

地域応援商品券及びプレミアム付
き商品券発行事業のお知らせ
コロナ禍において、原油価格や電気料金を含む
物価高騰の影響を受けた町内の小規模事業所を支
援するため、
「地域応援商品券及びプレミアム付き
商品券発行事業」を実施します。
詳細につきましては、決定次第お知らせします。

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた
防災行政無線による情報伝達訓練が行われます。
Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に
お伝えするシステムです。

①地域応援商品券

訓練実施日時

町内の参加を希望する小規模事業所で使用で
きる商品券を全町民を対象に
１人につき５，
０００円分発行します。

８月１０日（水） 午前１１時００分頃

②プレミアム付き商品券
１セットにつき

１，０００円券×１５枚入⇒１５，０００円分
を１０，
０００円で発売します。
プレミアム付き商品券は、１世帯２セットま
で購入可能で、参加を希望する町内事業所全店
で使用できます。
問
☎

役場商工観光課 商工・観光Ｇ
０１４５６－２－６０３１

防災行政無線放送内容
町内に設置してある防災行政無線から一斉
に、次のように放送されます。
【放送内容】
上りチャイム音
＋「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
＋「こちらは、ぼうさい日高です。」
＋ 下りチャイム音

問
☎

役場総務課 情報防災Ｇ
０１４５６－２－５１３１

２０２２広報ひだか８月号
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くらしインフォ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、令和４年度の住民税均等割非課税世帯や令和４年１
月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
給付金を受給するためには手続きが必要です。

給付金の支給額

既に令和３年度の住民税非課税世帯等
に対する臨時特別給付金を受給した世帯は
再度受給することはできません。

１世帯あたり１０万円

対象世帯
令和３年度の住民税均等割は課税され
ていたが、令和４年度に住民税均等割が
非課税になった世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で、
令和４年１月以降の収入が減少し「住
民税非課税相当※」の収入となった世帯
( 家計急変世帯 )

対象と思われる世帯には、町から確認書が届き
ます。内容を確認し、返信してください。
なお、世帯の中に、令和３年１２月１１日以降
に転入した方がいる場合は申請が必要です。

申請期限：９月３０日 ( 金 )

申請が必要です
役場高齢者福祉課または日高総合支所地域住民
課で申請をしてください。

申請期限：９月３０日 ( 金 )

※

住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和４年１月以降の任意の１か月収入×１２倍）が
市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度の収入が減少した第１号被保険者（６５歳以上）
の方は、申請により減免が受けられます。

減免対象者と
減免割合

減免対象者

減免割合

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または重篤な傷
病を負った方

全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響によ
対象保険料の減免又は減額
り、主たる生計維持者の事業収入等※
の減少が見込まれ、下記のすべてに該
※前年の合計所得金額が
当する方
• 事業収入等のいずれかの減少額が前年 ①２１０万円未満の場合
～全額免除
の当該事業収入の３割以上であること
• 減少することが見込まれる事業収入
②２１０万円以上の場合
等に係る所得以外の前年の所得の合

～１０分の８減額

計額が４００万円以下であること
※事業収入等＝給与収入、事業収入、
不動産収入、山林収入をいいます

減免の対象と
なる保険料
問
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令和４年度分の介護保険料であって、令和４年４月１日から令和５年３月
３１日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は、特別徴収対象年金
給付の支払日）が設定されているもの

役場高齢者福祉課

２０２２広報ひだか８月号

高齢者福祉・介護グループ

☎

０１４５６－２－６５６１

くらしインフォ

☎

電話番号

問

お問い合わせ先

札幌弁護士会ひだか弁護士相談センター

FAX

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

お申し込み先

HP

ホームページ

無料法律相談

門別地区相談所での開催

新ひだか町での開催

８月の相談日・・・

８月の相談日・・・
１日（月）

２３日（火）

メールアドレス

３日（水）

８日（月）

１０日（水） １７日（水） ２２日（月）

※毎月第４火曜日開催予定

２４日（水） ２９日（月） ３１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

○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

平取町での開催
８月の相談日・・・
○事前予約制
○予約時間
○相談場所

９日（火） 午後１時３０分～午後３時
２３日（火） 午前１０時３０分～正午
☎０１４５７－２－２２２２（平取町役場まちづくり課広報広聴係）
平日の午前９時～午後５時
ふれあいセンターびらとり（平取町本町３５番地１）

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
役場住民生活課 住民・年金グループ

☎
☎

０１４６－４２－８３７３
０１４５６－２－６１８２

全国一斉『子どもの人権１１０番』強化週間
８月２６日（金）から９月１日（木）までは「全国一斉『子どもの人権１１０番』強化週間」です。
法務局では、専用相談電話を設置していますので、いじめ、虐待、インターネットを悪用したプライバ
シー侵害など、子どもの人権に関する悩みごとや心配ごとをご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

専用相談電話

０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）
日程

相談受付日時

問

受付時間

８月２６日（金）
、２９日（月）、３０日（火）、
午前８時３０分から午後７時
３１日（水）、９月１日（木）
８月２７日（土）、２８日（日）
午前１０時から午後５時

役場住民生活課

住民・年金グループ

☎

０１４５６－２－６１８２

２０２２広報ひだか８月号
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Information 役場からのお知らせ

入札結果をお知らせします
・落札金額に消費税等は含まれていません。
・工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
工事・委託業務名
入札日

落札業者

落札率

令和４年６月２日

令和４年度社会資本総合整備事業
町道富川西５号線 道路改良工事

30,000,000 円

95.42%

道路建設（株）本店

24,200,000 円

93.01%

令和４年度公営住宅新築建築主体工事（新栄団地４－Ａ）

磯田建設（株）

79,500,000 円

99.79%

令和４年度公営住宅新築建築主体工事（新栄団地４－Ｂ）

磯田建設（株）

79,600,000 円

99.67%

町道本町１号線

（株）武田組

舗装修繕工事

令和４年度公営住宅新築機械設備工事（新栄団地４－Ａ）

（有）大熊

12,800,000 円

98.23%

令和４年度公営住宅新築機械設備工事（新栄団地４－Ｂ）

（株）豊島組

12,600,000 円

99.53%

令和４年度公営住宅新築電気設備工事（新栄団地４－Ａ）

（株）堀江電気

6,200,000 円

95.24%

令和４年度公営住宅新築電気設備工事（新栄団地４－Ｂ）

（株）堀江電気

6,000,000 円

96.15%

令和４年度公営住宅新築工事監理（新栄団地）

（株）アトリエブンク

2,500,000 円

91.56%

10,800,000 円

96.51%

令和４年度公営住宅屋根・外壁改修工事（泉町団地５－Ａ） （有）石谷建設
富川北地区水道管整備工事（バイパス工事）

（有）大熊

2,050,000 円

96.24%

賀張地区水道管更新工事

（有）大熊

14,000,000 円

96.75%

満期メータ取替工事（１工区）

（株）豊島組

4,400,000 円

99.55%

3,900,000 円

98.73%

満期メータ取替工事（２工区）

工藤設備工業（株）

満期メータ取替工事（３工区）

（株）ナヴィズ福岡

4,000,000 円

96.62%

満期メータ取替工事（４工区）

（株）中村産業

3,420,000 円

98.84%

5,100,000 円

93.75%

37,600,000 円

97.71%

（株）磯田組

57,000,000 円

99.32%

（株）本間建設

22,000,000 円

86.99%

（株）伊藤土建

3,200,000 円

100.00%

（株）オクヤ

1,540,000 円

100.00%

旭ヶ丘霊園階段改修工事

（株）日高技建

2,550,000 円

98.08%

日高国際スキー場高圧気中開閉器等取替工事

（株）坂本電機商会

2,000,000 円

85.47%

令和４年度道路メンテナンス事業橋梁点検（門別地区）

（株）アイネス

29,400,000 円

97.80%

2,500,000 円

96.90%

令和４年度日高町特定環境保全公共下水道事業全体事業
（株）ＮＪＳ札幌事務所
計画再構築（認可変更）

入札日

令和４年６月２８日

令和４年度農業集落排水事業
厚賀地区浄化センター電気設備更新工事
令和４年度道路メンテナンス事業
橋梁長寿命化修繕工事（川越橋）
町道清畠８号線

道路整備工事

町道富川南７号線

排水整備工事

町道幾千世庫富１号線

町道富川南２９号線

排水整備工事

測量調査設計

北海道三菱・武田 特定
建設工事共同企業体

ダイシン設計（株）

無名川（門別浄化センター地先）測量調査設計

（株）アイネス

1,850,000 円

95.36%

令和４年度道路メンテナンス事業橋梁補修設計（日高地区）

（株）アイネス

17,900,000 円

97.92%

日高高寿園等冷房設備整備実施設計

（株）日本技建

1,480,000 円

89.70%

問
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落札金額

２０２２広報ひだか８月号

役場技術審議室

☎

０１４５６－２－５１３５

くらしインフォ

☎

電話番号

FAX

問

お問い合わせ先

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

日高町ささえあい活動通信
門別地域包括支援センター
日高地域包括支援センター

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

Vol. １３

電話０１４５６―２－６７８９
電話０１４５７―６－２３４３

コロナにまけない！カラダもココロも元気に！
新型コロナウイルス感染症が流行し、
楽しみにしていた『通いの場』が休止になったり、
友人や離れて暮らす家族と会えないこともあったと思います。最近、少しずつ各種活動
や行き来する事が再開され、日常が戻りつつあります。
カラダもココロも元気！になるため、日高地区、門別地区で行われている活動の一部
を紹介します。

活動内容の紹介
日高地区『おしゃべりサロン』
暫く活動がお休みでしたが、活動が再開となりました。
みんなで集まり、元気に楽しくおしゃべり！
千栄地区で『千栄いもクラブ』も同様に開催されています。
（写真：おしゃべりサロン開催時の様子）

日高地区『カーリンコンクラブ』
日高老人クラブ寿会では第２・第４月曜日、日高老人福祉セ
ンターを会場にカーリンコンを楽しんでいます。
小さい的に少しでも近づけられるよう楽しく、白熱！です。
( 写真：カーリンコン実施の様子 )

門別地区『ふまねっと活動』
富川・門別・清畠・厚賀でふまねっとサポーターが中心と
なり開催されています。５０センチ四方のマス目でできた専
用の網を床に敷いて、枠を踏まないようにゆっくり慎重に歩
く運動です。バランス機能や認知機能向上をめざします。
（写真：厚賀コスモス会）

門別地区『通いの場』
町内各所では、集まって茶話会、趣味活動、地域交流など色々な活動が行われています。
楽しみ、生きがい、仲間作り、生活のメリハリなどを持つことは元気の秘訣です。

（写真：左からひまわりの会、福来郎会はまなす、まちの保健室）

日高町には、色々な通いの場や（サロン）があります。興味のある方は、各地区にあ
る地域包括支援センターへの問い合わせや、「ささえあいマップ（門別地区）」をご利用
下さい。少しでも気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか？

２０２２広報ひだか８月号
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令和４年度日高町巡回児童相談について
相談を希望される方は、８月３１日（水）までに電話にてお申し込みください。
なお、相談は児童相談所がお子さんの状況を判断し決定しますので、必要性が高い方を優先させて
いただくことがあります。また、ご希望の日程から調整させていただく場合もありますのであらかじ
めご了承ください。

とき

９月２９日（木）

午前１０時３０分～午後４時３０分

申し込み状況によって、次のいずれかの会場で実施します。
・門別地区～門別公民館
・富川地区～富川公会堂
・日高地区～日高町民センター

ところ

相談担当者

室蘭児童相談所

児童福祉司

判定員

・療育手帳の再判定
・しつけ相談
・言葉の障害、身体障害等
・学校に行きたがらない
・その他、子どものことで困っていること

相談内容

無料

相談料

※療育手帳をお持ちの方で再判定の時期が近い方は、相談を受けることをお勧めします。
※次回の巡回児童相談の実施予定日 令和４年１１月１０日（木）
申・問

役場子育て健康課 子育て支援グループ
総合支所地域住民課 福祉・保険グループ

☎

☎ ０１４５６－２－６１８３
０１４５７－６－３１７３

日高町ゲートキーパー研修会のご案内
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に「気づき」、「見守り」、「声をかけ」、「話を聴いて」、「必要な
人につなげる」、「見守る」人のことです。悩みを抱えた人は「人には悩みを言えない」、「相談先がわ
からない」など、一人でかかえこむことがあります。
身近な人が寄り添い、見守るなど、
「ゲートキーパー」となり、みんなで支え合う地域作りを目指し
て本講座を開催します。難しい内容ではありませんので、どうぞお気軽にご参加ください。

とき

９月１５日（木） 午後６時～午後７時３０分（予定）

ところ

門別総合町民センター

０１４５６－２－２４５１

講師

医）大島記念会苫小牧緑ヶ丘病院 臨床心理科 科長 高橋 朋康氏

内容

・ゲートキーパーの基礎知識
・演習など
・生活困窮者自立支援事業について

参加費

無料

対象者

町民の方、対人援助職に関わっている支援者など

申込
申・問
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☎

９月９日（金）までに下記へお申し込みください。
役場子育て健康課 健康増進グループ
総合支所地域住民課 健康・介護グループ

２０２２広報ひだか８月号

☎
☎

０１４５６－２－６５７１
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

問

お問い合わせ先

申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

日本脳炎の定期予防接種の実施について
北海道では、平成２８年度から定期予防接種として日本脳炎予防接種を実施しています。
また、予防接種実施規則に基づき、対象者を拡大した特例措置（制度終了：令和６年度）
が設けられており、生年月日により接種できる期間が異なりますので確認をお願いします。

定期接種対象者

１期（３回接種）

２期（１回接種）

年齢：３歳以上７歳６か月まで
標準的な接種年齢
（平成２１年１０月２ １回目 ３歳～４歳まで
日以降に生まれた方） ２回目 １回目から６～２８日空ける
３回目 ２回目からおおむね１年空ける

３歳から

１回目
【特例対象者】
２回目
（令和６年度まで） ３回目

任意の時期に接種
１回目から６日以上空ける
２回目から６か月以上空ける

年齢上限：２０歳まで
接種間隔：１期の３回目接種から概ね５
年～１０年あけて１回
※制度上は、１期３回目接種の６日後か
ら接種可能ですが、概ね５年～１０年で
接種することで抗体が維持できます

平成１９年４月１日
以前に生まれた方
料金

年齢上限：１３歳まで
標準的な接種年齢：９歳～１０歳
※１期の３回目接種が終了していない場
合も、９歳～１３歳に２期の接種ができ
ます。

無料

注意事項

いずれも、過去に規定回数予防接種を受けた方は対象になりません。
・門別地区にお住まいの方 事前に役場子育て健康課へお申し込みください。
実施日程 毎月１回程度（日程はお問い合わせいただくか、町 HP をご覧ください）
実施場所 ３歳から（平成２１年１０月２日以降生まれ）…門別国保病院小児科
平成１９年４月１日以前生まれ
…門別国保病院内科
…富川国保診療所
時間
①１５：００～１５：３０（定員１０名）
健康診査・予
②１５：３０～１６：００（定員１０名）

接種日程

防接種の日程

・日高地区にお住まいの方 事前に総合支所地域住民課へお申し込みください。
実施日程 毎週水曜日 １３：００～１３：１５ 日高国保診療所
申・問

役場子育て健康課 健康増進グループ
総合支所地域住民課 健康・介護グループ

☎
☎

０１４５６－２－６５７１
０１４５７－６－３１７３

小児 ( ５～１１歳 ) の新型コロナワクチン１～２回目接種の実施について
４月から実施している小児を対象とした新型コロナワクチン接種は、下記の日程で終了する予定です
ので、接種を希望する方は、役場子育て健康課へご予約ください。

ワクチンの種類
実施場所
予約方法

接種日程

申・問

小児用ファイザーワクチン
門別公民館（接種医

門別国保病院

畠山小児科医）

※日高国保診療所は接種体制が整わないため実施はありません。
接種案内に同封している接種済証に記載の接種券番号を確認しますので、ご用意
のうえ、役場子育て健康課へ電話にてご予約ください。

１回目

２回目

実施時間

７月２６日（火）
９月 ６日（火）

８月１６日（火）
９月２７日（火）

午後２時～午後４時３０分
（３０分刻みで予約受付・定員４０名）

役場子育て健康課

健康増進グループ

☎

０１４５６－２－６５７１

２０２２広報ひだか８月号
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くらしインフォ
新型コロナワクチン接種

Information 役場からのお知らせ

４回目接種のお知らせ

新型コロナウイルスに感染すると、基礎疾患を有する方は重症化しやすいことに加え、高齢の方や
妊娠している方も重症化しやすいことが科学的に明らかとなってきており、接種にあたっては、医学
的見地から総合的に判断される必要があります。
基礎疾患等で医療機関を受診している方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方は、４回目接
種について、その医療機関の医師にご相談ください。

○４回目接種の対象となる方
満６０歳以上で、３回目接種から５か
月以上経過している方

１８～５９歳で基礎疾患をお持ちの、３
回目接種から５か月以上経過している方

予約方法
随時、接種券を郵送します。接種券が
届いたら予約できます。

予約方法
基礎疾患をお持ちの方は電話で自己申
告し、予約します。その後、接種券を
発送します。
使用するワクチン
当面の間、モデルナワクチン

使用するワクチン
当面の間、モデルナワクチン

・転入者の方へ
転入前に３回目接種済みで４回目接種を受けようとする方は、申し出が必要ですので接種履歴が
わかるものを用意のうえ、役場子育て健康課へご連絡ください。

・基礎疾患について
重症化リスクの高い基礎疾患の範囲は、慢性の呼吸器の病気、心臓病 （高血圧を含む。）、腎臓病、
肝臓病など１４種類、ＢＭＩ３０以上の肥満の方が範囲とされました。
基礎疾患となる詳しい病名、症状などはお問い合わせください。

○接種会場

門別公民館

８月８日（月）、２２日（月）
、９月５日（月）
、２６日（月）
実施時間 午後１時３０分～
８月２８日 ( 日 )、９月１１日 ( 日 )
実施時間 ①午前９時～ ②午後１時３０分
※予約状況により、実施日・時間を縮小する場合があります

富川国保診療所

厚賀会館

９月２日（金）までの毎週月～金曜日
（９月５日以降は週１回程度の実施となります）
実施時間 午後１時～

予約先
☎０１４５６－
２－５３００
（平日対応）

８月２６日（金）までの毎週金曜日
実施時間 午前９時３０分～
※予約状況により、実施日・時間を縮小する場合があります

日高国保診療所

問
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８月３１日 ( 水 ) までの毎週月～金曜日
実施時間 午後３時～午後４時

役場子育て健康課 健康増進グループ
総合支所地域住民課 健康・介護グループ

２０２２広報ひだか８月号

☎
☎

予約先
☎０１４５７－
６－３１７３
（平日対応）

０１４５６－２－６５７１
０１４５７－６－３１７３

健康増進だより
◎日高町役場

～はつらつ笑顔

◎日高総合支所

子育て健康課
地域住民課

元気な暮らし

日高町～

☎

０１４６５－２－６５７１

☎

０１４５７－６－３１７３

がん検診で健康を手に入れよう

どんながん検診があるの？

日本人の２人に１人がかかり、日高町民の死因第
１位である「がん」
。今回は、国の指針に位置づけ
られる「がん検診」を５つご紹介します。

５つのがん検診は、検診によって、死亡率が低下
することが科学的に証明されています。５つのがん
検診については以下のとおりです。

知って欲しい、がん検診
がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治
療を受けることで、がんによる死亡率を減らすこと
です。対象者は、４０歳以上（子宮頚がん検診は
２０歳以上）
、症状のない方です。
「自分はがんにかからない」
、
「具合が悪くなれば
受診すれば良い」と思っている方はいませんか。
早期のがんはほとんど自覚症状がないため、検診
で初めて見つかることが多いです。がんを早期発見・
治療すれば生存率が高まります。
がんは、検査で発見できる１㎝台になるまで、約
数年～数１０年かかりますが、１㎝のがんが２㎝に
なるまでには１～２年しかかかりません。早期発見
のカギは、定期的にがん検診を受けること。１～２
年ごとに受けることで、がんを早期に発見できます。
図：乳がんを例にした、１つのがん細胞が進行がんになるまでのイメージ

○肺がん検診
【対象】４０歳以上
【内容】胸部レントゲン検査、
喫煙者は喫煙年数と本数に
よって該当者は喀痰（かく
たん）検査
【料金】５００円
（喀痰９００円）
○大腸がん検診
【対象】４０歳以上
【内容】便潜血検査
【料金】８００円
○胃がん検診
【対象】４０歳以上
【内容】胃エックス線検査
【料金】１，８００円
○乳がん検診
【対象】４０歳以上で昨年度
受診していない方。検診間隔
は２年に１回。
【内容】マンモグラフィー
検査
【料金】５０歳未満 ２，１００円
５０歳以上 １，８００円

コロナ禍でもがん検診を受けましょう
日本対がん協会が行った調査によると、２０２１
○子宮がん検診
年 が ん 検 診 受 診 者 数 は、 延 約 ５ ３ ７ 万 人 で あ り、 【対象】２０歳以上で昨年度
２０２０年の約４３５万人と比べると約１０２万人
受診していない方。検診間隔
は２年に１回。
（２３．
５％）増加しました。
しかし、コロナ流行前の２０１９年には５９９万 【内容】細胞診
人と約６１万人（１０．３％）下回り、まだまだコ 【料金】頚部 １，８００円
体部
８００円
ロナ禍の影響が見受けられます。
がん検診は、不要不急の外出にあたりませんので、
定期的に検診を受けましょう。検診会場、バス検診
今後の検診予定
今後の集団検診は次のとおりです。がん検診以外に
車内は、換気や消毒を徹底するなど、新型コロナ感
も、特定健診、骨粗しょう症検診など、さまざまな
染症の感染防止に努めています。
２０２２広報ひだか８月号
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健康増進だより

～はつらつ笑顔

元気な暮らし

検診を行っています。
詳細は広報ひだか９月号をご参照ください。
○乳がん・子宮がん・大腸がん検診
１０月 ９日 門別公民館
１１月１１日 厚賀会館（乳がんのみ）
３月 １日 札幌検診センター
○胃・肺・大腸・前立腺がん検診・特定健診
１０月２８日
こもれびホール
１０月２９日
門別公民館
１０月３０・３１日 富川公会堂
１１月１１日
厚賀会館

熱中症
～ご存じですか？予防 ・ 対処法～
熱中症とは？
体の中の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温
調整ができなくなることで、体の中に熱がたまった
状態です。筋肉痛や大量の汗、さらには吐き気やだ
るさ、重症になると意識がなくなります。
適切な予防法と応急処置を知り、熱中症による健
康被害を防ぎましょう。

熱中症の予防には、「水分補給」と「暑さを避
ける」ことが大切です！
○水分を取りましょう！
室内外問わず、のどの渇きを感じなくても、こま
めに水分補給をしましょう。特に、のどの渇きを感
じづらい高齢者や障がい児、障がい者の方は十分に
注意しましょう。また、大量に汗をかいたときには、
塩分も摂取しましょう。
※塩分や水分摂取に注意が必要な方は、かかりつ
けの医師に相談しましょう。
○熱中症になりにくい室温調整をしましょう！
扇風機やエアコンなどを上手に利用しましょう。
こまめな換気やすだれなどを活用することで室温
が上がりにくくなります。また、保冷剤、氷、冷た
いタオルなどで体を冷やすことも有効です。

20

日高町～
町内医療機関で実施する特定健診は、直接、医療
機関へお申し込みください。また、町内及び町外で
実施するがん検診は、子育て健康課又は地域住民課
までお申し込みください。
年度内に町の助成を受けずに、乳がん、子宮がん
検診を委託契約先（富良野協会病院、新ひだか町立
静内病院、札幌がん検診センター）で受診した場
合、１検診につき１，８００～２，１００円の償還払
い（立て替え払い）が可能です。領収書、印鑑、口
座番号がわかるもの、検診結果を用意し、令和５年
３月３１日までに窓口で申請して下さい。

マスクを着用すると、皮膚からの熱が逃げにくく、
体温調節がしづらくなるため、マスクを着用しない
場合と比べて、熱中症のリスクが高くなります。
屋外で、人と十分な距離を確保できる場合は、マ
スクを外すようにしましょう。マスクを着用する場
合は、普段よりも水分補給をすることを心がけ、周
囲の人との距離をとれる場所でマスクを外して休憩
するようにしましょう。

熱中症が疑われる人を見かけたら
○涼しい場所へ！
エアコンが効いている室内や風
通しのよい日陰など、涼しい場所
へ避難させましょう。
○からだを冷やす！
衣服をゆるめ、からだ（特に首の回り、わきの下、
足の付け根など）を冷やしましょう。
○水分補給！
水分・塩分、経口補水液などを補給しましょう。
自力で水が飲めない・意識がない場合は、すぐに
救急車を呼びましょう！

食中毒を防ぐ３原則
「つけない」 ・ 「増やさない」 ・ 「やっつける」

○出かけるときの準備も大切です！
日傘や帽子を用いる、通気性のよい吸湿、速乾の
衣類を着るなどしましょう。日陰に入り、こまめに
休憩しましょう。

夏は食中毒が発生しやすい時期です。食中毒を防
ぐためには、細菌などを食べ物に「つけない」、食
べ物についた細菌を「増やさない」
、食べ物や調理
器具についた細菌を「やっつける」という３つのこ
とが原則です。この３原則の実践法をご紹介します。

マスク着用による熱中症に注意しましょう！

洗う・分ける

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、マスク
を着用する機会が増えています。

手には様々な雑菌がついています。食中毒の原因
菌やウイルスを食べ物につけないように、こまめに

２０２２広報ひだか８月号

健康増進だより
手を洗うようにしましょう。特に、調理をはじめる
前、生の肉や魚などを扱う前後、調理の途中でトイ
レなどに行った後、食べる前、残った食品を扱う前
は必ず手を洗いましょう。
生の肉や魚を扱った調理器具から、生で食べる野
菜などに細菌がつかないよう、調理器具はその都度
きれいに洗いましょう。食品を保存するときも、密
閉容器に入れたり、ラップをかけたりして細菌がつ
かないようにしましょう。

低温で保存する
細菌の多くは、１０℃以下では増殖がゆっくりと
なり、マイナス１５℃以下では増殖が停止します。
菌を増やさないためには、低温で
保存することが重要です。食品は、
購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れ
ましょう。ただ、冷蔵庫に入れても、

！

教えて

～はつらつ笑顔

元気な暮らし

日高町～

細菌はゆっくり増殖するので、冷蔵庫を過信せず早
めに食べることを心がけましょう。

加熱処理
多くの細菌やウイルスは加熱によって死滅するの
で、肉や魚はもちろん、野菜も加熱して食べると安
心です。特に肉料理は中心までしっかり火を通しま
しょう。調理器具にも細菌やウイルスがついていま
す。特に、肉や魚を扱った後の調理器具は、洗剤で
よく洗ってから熱湯をかけて殺菌しましょう。台所
用漂白剤の使用も効果的です。

食中毒？と思ったら
おう吐や下痢の症状は、原因物質を排除しようと
する体の防御反応です。個人で判断し、市販の下痢
止めの薬などをむやみに服用せず、早めに医療機関
を受診しましょう。

あなたの健康チャレンジ！！

VOL.1

Ｏさん、４０代、男性
５年前より、年々腹囲が増大。仕事も不規則のため、運動を習慣化できないことが悩みでした。
昨年妻が病気になり「自分が倒れたらまずい」と一念発起し、仕事が終わると毎日「走る」と「歩
く」を交互に取り組んでいました。また、どか食いを控え、週末には好きな物を食べるなど、負荷
をかけずに食事にも気をつけてきた結果、（１１月測定値比、６月現在）腹囲８．５㎝減、中性脂肪
１８８㎎／ｄｌ減、空腹時血糖値２４㎎／ｄｌ減で、全て標準値内の値に改善しました！
この値の維持を目指し「娘に自慢したい」と意気込むＯさんです。
みなさんの「こんな健康チャレンジをしています！」を募集しています。下記までご連絡ください。
問

役場子育て健康課 健康増進グループ
総合支所地域住民課 健康・介護グループ

☎
☎

０１４５６－２－６５７１
０１４５７－６－３１７３

光ブロードバンド加入促進補助金 申請はお済みですか？
６月２０日（月）から町内全域で光ブロードバンド
サービスが利用できるようになりました。

申請期限

町へ

仮加入申込

各自

通信事業者と契約

町へ

補助金申請

▼

仮加入申込書を提出していただき、各自で通信事業者と契約し光回線が開通さ
れた方は、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。

問

役場企画財政課

まちづくり・広報統計グループ

９月３０日まで

▼

☎

詳しくは、町 HP
をご覧下さい

０１４５６－２－６１８１

２０２２広報ひだか８月号
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こどもから大人まで 教育委員会の活動を紹介します

令和４年度「ひだかＫｉｄｓ
クラブ」スタート
日高小学校に通う小学１年生から６年生の児童
を対象とした自然体験・スポーツ・レクリエーショ
ンなどの活動を行う「ひだかＫｉｄｓクラブ」が
２０名の参加者によりスタートしました。
５月２３日にコーディネーショントレーニング
による「運動教室」を、６月２日・９日・１６日
に走り方のコツを学習する「かけっこ教室」を、
６月２０日に「パークゴルフ体験」を実施しました。

沙流川大学 『パークゴルフ』
、
『町外研修』
５ 月 ３ ０ 日、 沙 流 川 大 学 講 座「 パ ー ク ゴ ル フ
を楽しむ」が沙流川パークゴルフ場で開催され、
１０名が参加しました。
好天気の中、久しぶりのパークゴルフを明るい
笑い声で楽しく過ごしました。
また、６月２１日には、白老町のウポポイにて
第３回の講座「町外研修」が行われ、１３名が参
加し、博物館の展示や伝統芸能のステージ実演等
を通して、アイヌ文化を楽しみながら学ぶことが
できました。

門別ことぶき学園
第３回本科「交通安全教室」
６月２５日、「無事故の日」にあわせて高齢者大
学門別ことぶき学園の第３回本科「交通安全教室」
が富川自動車学校で行われ、２６名が参加しました。
道内における交通事故の現状や高齢者に多い事
故について講話を受けた後、実際に教習所内のコー
スを走行し、指導員のアドバイスを受けながら縦
列駐車や方向転換などの運転技能に支障が出てい
ないかを確認しました。このほか、アクセルの踏
み間違いによるブレーキアシスト機能の体験も行
われました。
参加者は、交通安全教室を通じて、より一層、
安全運転への意識を高めていました。

22
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令和４年度ひだか文化講座
『書道教室』開講
６月２日から日高こもれびホールにおいて、日
高地区文化講座「書道教室」が開講しました。
町内在住の小西洋子氏を講師に迎え、受講者７
名は毎週木曜日、書字の上達を目指します。

「水泳教室」を開催しました
６月２１日から２４日の４日間、むかわ町四季
の館において門別地区の小学１年生を対象とした
「水泳教室」が開催され、男子７名、女子９名の計
１６名が参加しました。
泳ぐことが苦手な初心者を対象に、４日間を通
してクラスごとに水に慣れる、水中に潜る、バタ
足で進むなどの指導が行われ、初日は水に対して
恐怖心があった参加者も最終日には自ら積極的に
潜る姿が見られ、楽しい教室となりました。

門別図書館郷土資料館
からのお知らせ
たなばたさまにねがいを ～短冊に願いごとを書こう！～
門別図書館では、８月７日（日）まで、七夕の
笹かざりを設置しています。
短冊を用意していますので、願いごとを書いて
飾りましょう！
他にも七夕についての本や、夏休みの宿題に役
立つ本なども展示しています。
展示している本は借りられますので、短冊に願
いごとを書いた後もおうちでじっくり七夕をお楽
しみいただけます！

期間
場所
問
☎

開催中

～８月７日（日）まで

門別図書館郷土資料館
児童コーナー前

門別図書館郷土資料館
０１４５６－２－３７４６
８月の休館日：毎週月曜日、１１日（木）、３１日（水）
※休館中の本の返却は、ブックポストを
ご利用ください

夏期休業期間に学校閉庁日を設けます
町立小・中・高等学校に勤務する教職員が心身の
健康を保持することを目的として、夏季休業期間中
に「学校閉庁日」を設けます。
「学校閉庁日」には原則として学校の教職員は不
在となり、学校へのお電話や御来訪には対応できま
せんので、緊急の連絡については教育委員会管理課
にご連絡ください。
学校名

学校閉庁日

日高小学校

８月１０日（水）～１５日（月）

富川小学校

８月１２日（金）～１５日（月）

門別小学校

８月１２日（金）～１５日（月）

厚賀小学校

８月１０日（水）～１５日（月）

日高中学校

８月１０日（水）～１５日（月）

富川中学校

８月１２日（金）～１６日（火）

門別中学校

８月１０日（水）～１５日（月）

厚賀中学校

８月１０日（水）～１５日（月）

日高高等学校

８月１２日（金）～１６日（火）

問
☎

教育委員会管理課 学校教育グループ
０１４５６－２－３７２１

２０２２広報ひだか８月号
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こどもから大人まで 教育委員会の活動を紹介します

日高高校２年連続の総合優勝

～定通体連日勝支部予選会～

５月３０日、定通体連日勝支部予選会が帯広市・帯広の森体育館にて開催されました。各種目で熱戦が繰り広
げられ、すべての種目の結果で競う総合部門では、日高高校が２年連続の総合優勝を飾りました。
男子バスケットボールでは、星槎国際高校と対戦し、勝てば全道、負ければ支部敗退という状況で、５９対
４８と接戦をものにし、勝利しました。４ピリオドまで逆転はされないものの、追いつかれ、また突き放し、といっ
たゲーム展開でしたが、部長の角田選手（３年）を中心に試合終了まで全力を尽くしました。
バドミントン部は、
本校のみが男子団体に出場し、全道大会への切符を手にしました。個人戦では齊藤選手（３年）
が決勝戦に進出しましたが、惜しくも敗れ、準優勝という結果でした。女子団体においても本校のみのエントリー
で、
全道大会の出場権を得ました。女子個人戦では矢田選手（３年）も決勝戦へ進出し、決勝では敗れはしましたが、
全道大会出場を決めました。
卓球部は、男子団体が他校のエントリーがなく全道大会進出を決め、個人戦では大坪選手（２年）が準優勝、
今村選手（３年）が第３位で全道出場が決定しました。女子個人では、野々村選手（１年）も第３位となり、全
道大会に駒を進めることとなりました。
男子バスケットボール

バドミントン

卓球

日高高校３０年ぶりに卓球で全国へ

優勝 ( ５９－４８
男子団体
男子個人
女子団体
女子個人
男子団体
男子個人
女子個人

星槎国際 )

優勝
準優勝 ( ３年齊藤 )
優勝
準優勝 ( ３年矢田 )
優勝
準優勝 ( ２年大坪 )、第３位（３年今村）
第３位 ( １年野々村 )

～定通体連全道大会～

６月１８日、１９日に、苫小牧市（バスケット）
・ニセコ町（バドミントン）
・俱知安町（卓球）で北海道定時
制通信制体育連盟全道大会が開催され、日高高校の生徒達が出場しました。
男子バスケットボールでは、有朋高校と対戦し、キャプテン角田選手（３年）を中心に、主力メンバーが奮闘
しましたが、残念ながら２６－９０で敗退しました。
バドミントン男子団体は、１回戦で大空高校と対戦し、澤向選手（２年）・曽根選手（２年）ペアの善戦もあり
ましたが、１－２で敗退しました。女子団体は長田選手（１年）・米沢選手（１年）ペアが勝利するも、ニセコ高
校に１－２で敗れました。バドミントン男子個人・女子個人には、齊藤選手（３年）、矢田選手（３年）が出場し
ましたが、ともにセットカウント０－２で敗れ、１回戦敗退でした。
卓球男子団体では、旭川東高校と対戦し、大坪選手（２年）が先鋒戦・大将戦
で勝利するも２－３で惜しくも１回戦敗退となりました。卓球男子個人では、今
村選手（３年）が１回戦敗退、大坪選手が２回戦敗退という結果でした。女子個
人戦では、野々村選手（１年）が活躍し、準々決勝敗退ながらも、ブロックでは
３位、全体では第５位となり、見事全国大会出場権を獲得しました。
日高高校から卓球での全国大会出場は平成４年以来、３０年ぶりという快挙で
す。惜しくも敗れてしまった選手たちも今後の人生や生活の糧となる経験ができ
たことと思います。野々村選手には全国大会でも頑張ってもらいたいです。
男子バスケットボール

バドミントン

卓球
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１回戦敗退（２６－９０
男子団体
男子個人
女子団体
女子個人
男子団体
男子個人

有朋高校）

１回戦敗退 ( １－２ 大空高校 )
１回戦敗退 ( ３年斉藤 )
１回戦敗退 ( ０－２ 旭川東高校 )
１回戦敗退 ( ３年矢田 )
１回戦敗退 ( ２－３ 旭川東高校 )
２回戦敗退 ( ２年大坪 )
１回戦敗退 ( ３年今村 )
女子個人 Ｂブロック３位・全体５位（１年野々村）
→全国大会進出 ( 日高高校としては３０年ぶり!!)

２０２２広報ひだか８月号
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今年度も、富川高校の「総合的探究の時間」が始まりました。１学年では、ＫＪ法やＸＹＷチャートに代表
されるシンキングツールの学習や、自身の進路に関する進路探究において、課題の解決に必要な基礎的な知識
及び技能を身につけます。今年度の２学年では、札幌学院大学のビジネス
プランコンテストに参加することで、日本政策金融公庫から派遣される講
師による講座も行います。講座によって学びの視野を広げて進路実現を目
指す貴重な機会です。各分野の専門の方から話を聞くことで、その情報を
分析し、さらに考察を深めます。また、インター
ンシップ等を通じて、地域の課題を発見する力、
表現力、他者の意見に建設的な意見を述べる力
を身につけます。３学年は昨年度の地域探究を
生かし、日高町の情報や探究活動の経験を、今
年度は自分たちが生活している日高町をより魅
力的な地域とするために、探究していく活動を
進めています。さらに、富川高校の特色の１つ
でもある「富高ゼミ」は、３年生をリーダーとして学年を横断したグループで探究を行い、
「ＳＤＧｓ」に関連
したテーマを扱う予定です。
これから、富高生が「主役」としてどんな探究活動を展開していくのか楽しみです。

６月１日、富川高校では生徒の防災力を高めるために、１日防災学校を実施しました。この取組は、
２０１８年度より全道各地で始まりました。この防災学校の目的は、学校や地域における防災教育を充実す
ることによって、１人ひとりが自然災害を正しく理解し、防災・減災行動について自ら考え、判断できる能
力（生きる力）を育成することです。自然災害に対する行動は、地震、台風などの災害種別、地域、地形、
人口などによって異なります。したがって、どのような被害になるだろうと考える想像力、想定される災害
イメージに対して、具体的な対策を考える課題解決力を高める必要があります。生徒は、スモーク体験、ハザー
ドマップ確認、避難所運営模擬体験に真剣に取り組んでいました。学校・地域・行政が連携・協力することで、
地域全体の防災力の向上を図っていくことが重要です。
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５月２５日（水）晴天の中、今年度も沙流太ほ
おずき絆の会の皆様にご協力頂き、フルーツほお
ずきの栽培体験の一環として、３学年が苗の定植
を行いました。平成２４年度から始まったこの取
組は、今年で１０年目を迎
えます。作業を通して、高
校生の自分達ができること
について考える貴重な体験
となりました。地域コミュ
ニティの維持・活性化のた
めに「地域のきずなと元気
の再生」の物語はこれから
も続いていきます。

２０２２広報ひだか８月号
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今号から広報紙面に掲載します

つなぐ

CS 通信

ひらく→つなぐ→はぐくむ

第７号 Ｒ４．８
教 育 委 員 会

学校を地域にひらき、地域と結びつき、共に子どもをはぐくむ
小学生５０１名 中学生２６６名
コロナ禍でも学校は、感染対策を講じて令和４年度を始
めています。
日高町の児童生徒数は、減少傾向にあります。２クラス
で編制していた富川小学校では、１年生と２年生が１クラ
スとなっています。また、日高小学校と厚賀小学校では、
複数の学年が一緒に学ぶ「複式学級」の編制となっていま
す。ふるさと日高町に学ぶ子どもの成長を願い、各学校で
は様々な取組が行われています。

地域と結びつく学校を目指して
日高中学校では、昨年度
に引き続き、校区の「ゴミ
拾い」をする予定です。
また、冬には生徒会のボ
ランティア活動で、「雪か
き」にも取り組んでいます。
生徒が地域のために校舎外
で活動することは、地域を知ることにつながり、子どもの

◇富川小学校◇
◉児童数 ２６５名
◉校長 加渡 三之
☎０１４５６－２－００２７
◇富川中学校◇
◉生徒数 １４６名
◉校長 高杉 省一
☎０１４５６－２－００２６
◇門別小学校◇
◉児童数 １４３名
◉校長 江口 秀和
☎０１４５６－２－５００６
◇門別中学校◇
◉生徒数 ６７名
◉校長 川野 靖幸
☎０１４５６－２－５０３９
◇厚賀小学校◇
◉児童数 ５３名
◉校長 田中 豊人
☎０１４５６－５－２１５４

成長にとって重要な役割を担っています。

◇厚賀中学校◇
◉生徒数 ３１名
◉校長 深堀 美紀
☎０１４５６－５－２４０４

地域の子どものために

◇日高小学校◇
◉児童数 ４０名
◉校長 島﨑 和信
☎０１４５７－６－２６２０

厚賀町青少年育成委員会では、
ラジオ体操会、夜間巡視、ふれ
あいカルタ大会などを子ども会
と連携し、子どもの健全育成に
積極的に取り組んでいます。

◇日高中学校◇
◉生徒数 ２２名
◉校長 瀬戸 肇
☎０１４５７－６－３７５７

毎月１０日は、あいさつ運動
28

２０２２広報ひだか８月号

令和４年５月１日現在

ＣＳ富川

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
第１
８０号

○発生件数
○死者数
○傷者数

・・・・
１件
・・・・
０人
・・・・
１人
２０２２年６月３０日現在

思いやりでつくる
地域の交通安全！

ドライバーのみなさ ん！

急な 飛び出しに ・ ・ ・

要注意 ！
夏 の行楽期の交通安全運動

8/1
～ 8/10

○飲酒運転の根絶
○こどもと高齢者の交通事故防止
○居眠り運転の防止
○全ての座席のシートベルト・
チャイルドシートの正しい着用
○二輪車・自転車の交通事故防止
問

役場住民生活課

環境生活・アイヌ政策グループ

☎ ０１４５６－２－６１８２

２０２２広報ひだか８月号
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☎

電話番号

問

お問い合わせ先

北方領土返還要求運動強調月間
『手を繋ぎ

返還願う

大きな輪』

北海道では、国民の悲願である北方四島（歯舞・

FAX

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

の業務、（例２）顧客等の近接や接触の機会が多い
労働環境下での業務
○医師・看護師や介護の業務に従事される方々につ
いては、業務外で感染したことが明らかな場合を除
き、原則として対象

色丹・国後・択捉）の早期返還の実現を目指し、世

○症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必

論の結集を図るため、令和４年８月１日から８月

要と認められる場合も保険給付の対象

３１日までの期間で「北方領土返還要求運動強調月

○詳しくは、厚生労働省ホームページのＱ＆Ａ（項

間」を展開しています。

目「５

この期間中は、役場本庁舎、日高総合支所、水・

労災補償」）をご覧ください。

問 役場商工観光課 商工・観光グループ

くらしサービスセンター、厚賀出張所窓口に返還署

☎

０１４５６－２－６０３１

名コーナーを設置いたしますので、みなさまの積極

HP

https://www.mhlw.go.jp/

的なご協力をお願いします。
北方領土に関するホームページもご利用ください。
問

役場総務課

人事給与グループ

☎

０１４５６－２－５１３１

HP

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

北海道障害者職業能力開発校 訓練生募集
北海道障害者職業能力開発校では、令和４年度
１０月生を募集します。
○対象者

身体障がい、精神障がい、発達障がいの

ある方

業務によって新型コロナウイルスに感染し
た場合、労災保険給付の対象となります
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族

○訓練科目

建築デザイン科

○願書受付期間
まで

の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次

○選考試験日

のような保険給付を受けられます。

○選考場所

また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うも

７月２５日（月）～８月２２日（月）
９月９日（金）

北海道障害者職業能力開発校（砂川市

焼山６０番地）

のです。感染経路が不明であることなどにより、請

○試験内容

数学、国語、面接

求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは

○問い合わせ先

労働基準監督署にご相談ください。

でお問い合わせください。

○労災保険給付の対象となる場合

問

北海道障害者職業能力開発校

・感染経路が業務によることが明らかな場合

☎

０１２５－５２－２７７４

・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業

FAX

０１２５－５２－９１７７

最寄りのハローワーク又は下記ま

務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場
合
※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下で
広告

広告募集欄
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☎

電話番号

問

お問い合わせ先

働きたい人のための出張相談会

FAX

２

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

暴力団排除活動の推進
暴力団は、組織の維持・拡大のために、覚醒剤密

働きたいと思われている方に向けた就労自立支援

売や特殊詐欺、密漁、みかじめ料・用心棒料の要求

施設です。その他就職相談も歓迎です。「働きたい」

等の犯罪行為を行うだけでなく、組織の関係者を利

を応援する無料出張相談会を開催します。

用して一般社会における経済取引へ介入するなど、

○対象

おおむね１５歳から４９歳の方・ご家族

様々な手段を用いて活動資金獲得を図っており、暴

○場所

ハローワーク静内分室（新ひだか町静内御幸

力団の活性化は様々な犯罪を誘発するだけでなく、

町２丁目１ー４０ ショッピングプラザピュア ３階）

暴力団の引き起こす対立抗争を激化、長期化させる

○内容

就労相談・就労体験ほか

原因ともなり、道民の皆様の安全で平穏な日常生活

○日時

８月２３日（火） 午後１時３０分～午後

と健全な経済活動に大きな脅威と不安を与えます。

３時（先着順・予約可）毎月第４火曜

していることから、道民の皆様も

３０分～午後３時
問

☎

警察は、暴力団の壊滅に向けて強力な取締を推進

午後１時

とまこまい若者サポートステーション とまこ

「暴力団を恐れない」

まい「サポステ・プラス」苫小牧市表町３丁目

「暴力団を利用しない」

２ー１３

「暴力団に金を出さない」

王子不動産第２ビル６階

０１４４ー８４ー８６７０

「暴力団と交際しない」
を合い言葉に、暴力団の違法・不当な活動や犯罪被
害に関することは、どんな些細なことでも早期に警

門別警察署からのお知らせ

察に相談、通報する強い意志と勇気を持って、社会

１

から暴力団を追放しましょう。

令和４年度 ( 第２回 ) 北海道警察官採用試験
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

３

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

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

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

ご覧ください。

い。＃９１１０は北海道警察の相談ダイヤルです。
２００名程度
採用予定人員

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）

第２次試験日 １０月下旬から１１月上旬
お問い合わせ先

門別警察署
☎ ０１４５６－２－０１１０

４

エ モ テ ッ ト

不正プログラム「Ｅｍｏｔｅｔ」に注意

「Ｅｍｏｔｅｔ」は、主にメールの添付ファイル
を感染経路とした不正プログラムで、端末などの情
報を盗んだり、ほかのウイルスに感染させたりしま
すが、新たに、ブラウザに保存されたカード情報を
抜き取る機能が確認されました。
ＯＳやウイルス対策ソフトを最新のものに更新す
るなどのセキュリティ対策に加えて
・自分が送信したメールへの返信でも、不審な点が
ないか注意深く確認する
・添付ファイルを開いても「コンテンツの有効化」
「マクロの有効化」は絶対にしない
ようにしましょう。

２０２２広報ひだか８月号
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５

☎

電話番号

問

お問い合わせ先

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

FAX

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

放流する時のお知らせ方法
１

沙流川取水堰

神がボロボロになり、記憶障害や人格変化により、

○スピーカーによるお知らせ

以前と同様の生活を続けることができなくなるばか

・堰放流を開始する時、放流により川の水が増え始

りか、場合によっては死に至ることもあります。

める約１５分前から放送します。

また、薬物乱用は周囲の大切な人を巻き込むこと

○サイレン（堰地点）によるお知らせ

となるだけでなく、幻覚や妄想による殺人、薬物の

・堰放流を開始する約１０分前からサイレンを吹鳴

購入代金欲しさによる強盗や窃盗、重大な交通事故

します。

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。

２

日高取水堰

○スピーカーによるお知らせ
・堰放流を開始する時、放流により川の水が増え始
める約１５分前から放送します。

６

国際テロ未然防止に向けた情報提供を！
海外では公共交通機関やイベント会場を狙ったテ

３

岩知志ダム

ロが多発し、大きな衝撃を与えています。テロの発

○スピーカーによるお知らせ

生を防ぐには皆さんの協力が必要です。

・ダム放流を開始する時、放流により川の水が増え

もし「隣の家に知らない人が頻繁に出入りしてい

始める約１５分前から放送します。

る」
、
「施設内に普段見かけないものが放置されてい

・ ダ ム 放 流 量 が ２ ０ ０ ㎥ ／ 秒、 ４ ０ ０ ㎥ ／ 秒、

る」など、生活の中で違和感があったら、１１０番

５００㎥／秒になった時に放送します。

または門別警察署へ通報をお願いします。

・さらに、以後ダム放流量が１００㎥／秒増水する

問 門別警察署

毎に放送します。

☎

○サイレンによるお知らせ

０１４５６－２－０１１０

・ダム放流量が５００㎥／秒になった時に吹鳴しま
門別警察署マスコット

す。

キャラクター「門別ナイト」

・さらに、以後ダム放流量が１００㎥／秒増水する
毎に吹鳴します。

ほくでん沙流川取水堰・日高取水堰・
岩知志ダムおよび右左府発電所、日高
発電所からの放流についてのお願い
ダム、取水堰の水門を開けたり発電を開始したり

４

右左府発電所、日高発電所

○スピーカーによるお知らせ
・発電放流を開始する時、放流により川の水が増え
始める約１５分前から放送します。

して水を流すときは、川沿いに設置したスピーカー
またはサイレンによりお知らせしますので、水難事

注）ダムから放流するときにスピーカーまたはサイ

故防止のため速やかに河川から離れて下さい。

レンによるお知らせは、河原に居られる方に川から

ゲリラ豪雨等により、ダムへ流入する川の水が急

離れてもらうよう注意喚起を行うものであり、ダム

激に増加し、緊急的にダム放流を増加する時は、通

放流に関する法律（河川法）で設置が義務付けられ

常時と異なる男性の声で緊急放送を行いますので、

ています。
地域住民の皆様に対する居住地からの避難指示な

直ちに河川から離れてください。
また、川沿いにお住まいの方は、河川に近づかな

32

どの放送ではありません。

いようお願いします。特に、魚釣りや子どもの川遊

問

北海道電力株式会社

びなどは十分注意願います。

☎

０１４５７－６－２０７６

２０２２広報ひだか８月号

日高水力センター
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☎

電話番号

FAX

ファックス番号 ﾒｰﾙ

問

お問い合わせ先

申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

北海道排水設備工事責任技術者試験のお知らせ
次のとおり「令和４年度北海道排水設備工事責任技術者試験」が開催されます。
町では、排水設備指定工事店の資格要件の一つとして「排水設備責任技術者を常時１人以上置いている
こと」としています。
日時
・
場所
受験料

１０月１８日（火） 函館

１０月１９日（水） 釧路・北見・苫小牧

１０月２０日（木） 帯広・旭川

１０月２４日（月） 札幌

※全日程

午後１時３０分〜３時３０分（１２０分）

７，０００円

申込期間 ８月１７日（水）～８月２６日（金） ※土・日曜日は除く
申込先

水・くらしサービスセンター

その他

新型コロナウイルス感染拡大等により、試験を中止・
変更する場合は、一般財団法人札幌市下水道資源公社の
ホームページでお知らせします。
試験問題の形式、テキスト等については、日本下水道
協会のホームページをご覧ください。

申・問

上下水道グループ

水・くらしサービスセンター

上下水道グループ

☎

札幌市下水道資源公社

日本下水道協会

０１４５６－２－３５５１

家畜商講習会の開催のお知らせ
家畜商免許の申請をするには、事前に家畜商講習会を受講しなければなりません。
家畜商講習会は、家畜商になろうとする者又はその従事者の取引についての法律及び技術的知識を深
めさせ、家畜の取引に関する事故を防止し、家畜商の信用を高めることを目的として開催します。
開催日時 １１月２８日 ( 月 )、２９日 ( 火 ) の２日間
場所
対象者

札幌市中央区北３条西７丁目

午前９時～午後５時２０分

北海道第２水産ビル８階

８Ａ会議室

家畜の取引の業務に従事しようとする者

（１）家畜の取引に関する法令 ４時間
講習内容 （２）家畜の品種及び特徴 ４時間
（３）家畜の悪癖、機能障害及び疾病 ６時間
申込期間 ７月１３日（水）～１０月１３日 ( 木 )
申込先

※土・日曜日は除く

日高振興局農務課又は日高町役場産業課農政・畜産グループ

受講願書正副２通 ( 正本には、家畜商講習会受講手数料３，５６０円の北海道収入証紙
を貼り付ける。）を作成し提出する。
申込手続
なお、獣医師・家畜人工授精師の免許を受けている者で講習の特例措置を受けようとす
るときは、所定の様式に免許証の写しを添付し、願書と一緒に提出する。

その他

受講願書等の様式については、日高振興局産業振興部農務課
又は北海道のホームページ「北海道電子申請サービス」から入
手すること。
講習会当日、受講前にテキストを購入してもらいます。受講
手数料とは別にテキスト代がかかります。
申・問

北海道日高振興局産業振興部農務課
役場産業課 農政・畜産グループ

☎
☎

北海道電子申
請サービス

０１４６－２２－９３４４
０１４５６－２－６１８５

２０２２広報ひだか８月号
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☎

電話番号

FAX

問

お問い合わせ先

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

ガソリンを携行缶で購入する際、本人確認が必要です！
令和元年７月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事件の発生を抑
止するため、ガソリンを容器（携行缶等）で購入するときは、本人確認、使用目的の確認
が義務となりました。（令和２年２月１日施行）
ガソリンを携行缶で購入される際には、下記についてご協力お願いいたします。
○本人確認について
ガソリンを容器（携行缶等）で購入する際、
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、
その他公的機関が発行する写真付きの証明書
の提示が必要です！
○使用目的の確認について
「農業機械用の燃料」や「発電機用の燃料」
等の具体的な内容を確認します！

イベント会場で火気器具等を使用するみなさまへ
平成２５年８月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を踏まえ、火災予防
対策の強化を図るため火災予防条例が改正され、屋外イベントを行う際、対象火気器具等
を扱う場合は、「消火器」の設置と消防署へ事前の「届出」が義務付けられました。
対象火気器具等一例

一口コンロ

グリドル

バーベキューコンロ

多数の人が集まる催しで「コンロ」
「ストーブ」
など火気を使う器具を使用する場合は

「消火器」の準備が必要です。

問
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日高西部消防組合

ホットプレート

発電機

石油ストーブ

多数の人が集まる催しで火気を使う器具を使
用する露店などを開設する場合は、消防署に
「届出」が必要です。
※届出様式は日高町ホームページ内に掲載しています。

富川消防署
日高支署

☎
☎

０１４５６－２－１５２１
０１４５７－６－２２４４

まちの掲示板

☎

電話番号

問

お問い合わせ先

学校給食調理員を募集しています！！
勤務場所

門別地区の学校給食調理場

FAX

ファックス番号 ﾒｰﾙ
申

お申し込み先

メールアドレス
HP

ホームページ

８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

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）

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽子育てひろば（育児相談）
１０日（金） サンポッケ

休 暇

年次有給休暇制度あり

▽５歳児健診

保 険

厚生年金 ・ 健康保険 ・ 雇用保険

▽よいこクラブ

随時募集
募集期限 ※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）
〒０５５－０００４
お申し込み・
日高町富川東６丁目３－１
お問い合わ
日高町教育委員会 管理課
せ先
☎ ０１４５６－２－３７２１

2022 ホッカイドウ競馬

～共に走る。

門別競馬場で開催中 !!

１８日（木） 富川公会堂
２５日（木）こもれびホール、日高保育所
２６日（金）門別公民館

▽プレママひろば（妊婦相談）
３１日（水）子育て支援センターわくわく館

☆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〉
１０日（水）１５：００～１６：００
対象：高校１年生～２０歳

８／１１
（木）ブリーダーズゴールドカップ
（Jpn Ⅲ）
みんなで応援しよう！
「グランシャリオナイター」
今年も全日程ナイター開催！

４／１３( 水 ) ～
１１／１０( 木 )

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〉
１１日（木）、１８日（木）を除く毎週木曜日
１３：００～１４：３０
〈日本脳炎〉
３日（水） １５：００～１６：００
対象：３歳から（平成２１年１０月２日以降生まれ）
３１日（水） １５：００～１６：００
対象：平成１９年４月１日以前生まれ
〈二種混合〉
１７日（水） １５：００～１６：００
〈子宮頸がん予防〉
２４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ます。

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＞ 電話 ０１４５６－３－４１２６

営業時間
休館日

午前１０時～午後１０時
※入館は午後９時３０分まで
８月１５日（月）

＜とねっこ館＞電話 ０１４５６－２－２２２１
営業時間
休館日

午前１０時～午後８時３０分
毎週月曜日

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ます。

２０２２広報ひだか８月号
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ＥＶＥＮＴＳ
わくわく館
月
1

☎ 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

火
2

～８月のイベント情報

水
3

木
4

金
5

土
6

◎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

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

開放

大きいありさん

開放

開放

開放

ミルキー

開放

開放

開放

・
「小さいありさん：寝てる子」

13

・
「大きいありさん：ハイハイ」

8

9

10

11

12

開放

開放・身測

コロチューバー・ハムハム

山の日

開放

開放

開放

開放

ワンワン・いぬい ' ず

休館日

小さいありさん

開放

ます。

・
「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～

15

16

17

18

19

20

きりん：誕生日がＨ３１
（２０１９）

年３月以前の子」

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

開放

ひよこさん

開放

どこに参加したらよいのか分からない場

開放

開放

コロチューバー・ハムハム

開放

開放

開放

合は、スタッフにご相談ください。

27

◎天気が良く気温の高い日は、ベランダ

22

23

24

25

26

開放

開放・身測

ミルキー

開放

うさきりんさん

開放

開放

開放

ティガーファーム

開放

開放

開放

29

30

31

で水遊びをしましょう。出来そうな日は
タオル・着替えを用意して来て下さい。
水遊びは３０分を目安とし、午後は１５
時くらいに片付けを始めます。

開放

子育て講座

ティガーファーム

◎１１：３０、１６：００に、わらべ歌や体操、

開放

開放

ワンワン・いぬい ' ず

読み聞かせなどを行っています。お気軽
にご参加ください。

利用時間

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

◎８月の子育て講座は「ベビーマッサー
ジ」です。講師は佐藤 理香さんです。
開場９：３０

・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」

とみかわ児童館

４日（木） カミであそぼう
１０日（水） あたらしいＤＶＤ
１７日（水） ぬりえの日
１９日（金） キラキラちゃれんじ
２５日（木） カレンダーづくり
２６日（金） スーパーじどうくらぶ
３１日（水） とねっこおはなし会
休館日 毎週日曜日、祝日

門別総合町民センター
（福祉センター・スポーツセンター）

門別中央パークゴルフ場

開館時間
９時～２１時

問 教育委員会社会教育課

利用時間
７時～日没

７日（日） 門別パークゴルフ協会 ペアマッチ大会（予定）
〇お盆期間中（８月１３日～１６日）のお知らせ
・管理棟は１７時に閉鎖します。（通常は日没まで）
・貸しクラブセットは、１７時までにスポーツセンターへ
返却をお願いします。

〈スポーツセンター〉
７日（日） バスケットボール協会 苫小牧・門別リーグ戦 ( 予定 )
○お盆期間中の閉館時間のお知らせ
・８月１３日（土）
、１４日（日）
、１６日（火）は１７時で
閉館します。
（１５日 ( 月 ) は休館日）
休館日 毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜）

２０２２広報ひだか８月号

☎ ０１４５６－２－５５２２
開館時間 ９時～１７時

４日（木） たなばたこうさく会
５日（金） たなばた
１０日（水） わくわく映画館
１２日（金） ぬりえの日
１９日（金） わくわくちゃれんじ
２６日（金） カレンダーづくり
休館日 毎週日曜日、祝日

〈福祉センター〉
７月１日現在、予定の行事はありません。
○お盆期間中の閉館時間のお知らせ
・８月１３日 ( 土 ) ～１６日 ( 火 ) は１７時１５分で閉館し
ます。

36

いします。
（先着１０名程度）

もんべつ児童館

☎ ０１４５６－２－３０４４
開館時間 ９時～１７時

開始１０：００

申し込みは８月２９日（月）までにお願

門別中央スポーツホール
７月１日現在、予定の行事はありません。
○お盆期間中の閉館時間お知らせ
・８月１３日（土）～１６日（火）は１７時で閉館します。

☎

０１４５６－２－２４５１

２０２２広報ひだか８月号
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ひとのうごき
・令和４年６月末現在

人口

11,054 人

日高町への寄附

こんにちは赤ちゃん
・令和４年６月届出分
前月比

住所

氏名

父／母

＋ 1人

男性

5,501 人

＋ 1人

女性

5,553 人

± 0人

世帯数

5,989 世帯

△ 1 世帯

外国人

379 人

＋ 14 人

・大成ロテック株式会社 日苫工事事務所 様
地域貢献活動として富川小学校・富川
多目的グラウンドの転圧及び整正作業を
を行っていただきました。

ふるさと日高応援寄附金
・令和４年６月受領分
件数

金額

１５７件

２，
８７７，
０００円

今 月の表紙とあわせて
６月１８日、厚賀小学校で運動会が行われました。時折日差しもある穏やかな
天候の中、「勝利を勝ち取れ！チーム一丸！！」をスローガンに、全１５種目にわ
たり走ったり、踊ったり元気いっぱいな姿を披露しました。

社会福祉協議会への寄附
・令和４年６月受領分
富川南
緑町

山中 明子 様

金一封

門別婦人ボランティ
金一封
ア ホープの会 様

富川西

草木 イセ子 様

金一封

富川南

真壁 悦子 様

金一封

門別本町

橋本 寛敏 様

金一封

富川北

岩寺 清貴 様

金一封

豊郷

増尾 清秀 様

金一封

まちの話題

富川小３年生が議場見学
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６月２８日、富川小学校３年生
の児童が遠足の行程の一つとして
役場本庁舎へ立ち寄り、議場を見
学しました。初めて入る議場に、
大興奮の様子で、座席に座ったり、
演台で演説してみたり有意義に過
ごせたようです。
感想を聞くと「議長の席に座れ
たのがうれしかった」などと話し
ていました。またのお越しをお待
ちしています。

