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　９月１７日、１９９２年の旧門別町開基１２０年を

記念して制作されたタイムカプセルを開封しました。

　カプセルは門別図書館郷土資料館前の屋外に設置さ

れており、内部のステンレス製の箱には、小学生の絵

や作文などが入っていました。結露によるかびはあり

ましたが、納められた作品は形を残していました。

　ふたが開いた瞬間、見学者からは歓声があがり、内

部の様子を写真に撮ったり、中をのぞき込んだりと、

それぞれに３０年前へ思いを巡らせていました。

　９月２６日、沙流太ほおずき絆の会（金子俊会長）

と富川高校３年生により、５月に定植されたほおずき

の収穫作業が行われました。

　花弁除去作業などを行い、丹念に育てられたほおず

きは、甘くておいしい実に育ち、かごいっぱいに実を

収穫していました。

　収穫は１１月まで続き、とねっこの湯や日高町道の

駅サンポッケで販売されます。

　９月２９日、町の管理職員を対象としたゲートキー

パー研修会を実施しました。

　講師は、苫小牧緑ヶ丘病院診療部臨床心理科科長の

高橋朋康氏で、「働く人のこころの健康」をテーマと

して、悩みを抱える人への気づき、声かけ、傾聴、支

援、見守りなど、専門性の有無に関わらず進んで行動

するゲートキーパーの役割について学びました。

　町では、今後も様々な分野、職種、年代の研修を計画し、

地域や組織に貢献する職員の人材育成を図っていきます。

　９月２９日、門別総合町民ンターにおいて３年ぶり

となる第３９回日高町老人クラブ連合会芸能発表の集

いが開催されました。

　はじめに、日高町老人クラブ連合会会長表彰と日高

管内老人クラブ連合会会長表彰が行われ、１１名の方

が表彰されました。

　芸能発表では、各老人クラブの方々により、歌謡曲

と舞踊が１９演目発表され、久々の舞台の感触を味わ

いながら演じていました。

３０年前のタイムカプセル開封

ほおずきの収穫作業

「ゲートキーパー」研修会開催

老人クラブ連合会芸能発表の集い

３０年前の思い出と対面の瞬間

収穫作業を行う富川高校生たち

研修を受講する町管理職員

舞踊「女の花は散らさない」の披露
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　９月２０日から２２日までの３日間、門別競馬場で行われたホッカイドウ

競馬において、「日高町ＷＥＥＫ」と銘打ったイベントが行われました。　

　毎年恒例となった、門別競

馬場のある町・日高町にちな

んだ名前のレースを開催週丸

ごと３日間にかけて行う「日

高町ＷＥＥＫ」。町内事業所

のご協力も得て、ＷＥＥＫに

合わせて協賛競走を実施して

いただきました。

　また、特産品販売や抽選会、

ウマ娘パネル展示などのイベ

ントが行わました。

　今年のホッカイドウ競馬は１１月１０日まで開催されます。

　１１月３日のＪＢＣデーには、ＪＢＣ２歳優駿〔Jpn Ⅲ〕、最終

日の１１月１０日には道営№１を決める道営記念〔Ｈ１〕が行われ

ます。

　シーズン終了まで１か月を切りましたが、最終日まで、まだまだ

熱いレースが繰り広げられます。ぜひ足を運んでみませんせんか。

　３日目の最終レース、第

２２回サンライズカップ〔Ｈ

１〕のレース前には、富川

高校吹奏楽部によるファン

ファーレ演奏が行われ、演奏

後には大きな拍手が送られま

した。

まだまだアツい！ホッカイドウ競馬

富川高校吹奏楽部による

ファンファーレ生演奏も

日高町商工会特別

日高町ＷＥＥＫ特別

ＪＡ門別馬舞米特別

日高町水道協会特別

門別プロパンガス事業組合特別

ルシナ特別

日高町建設協会特別

写真提供：北海道軽種馬振興公社

伊藤忠エネクスＨＬ北海道特別

北海道日高乳業ヨーグルッペ特別

９月２０日（火曜日） ９月２１日（水曜日） ９月２２日（木曜日）

１Ｒ とねっこ館でエクササイズ賞 日高町山菜採り賞 日高町プチプチ！いくら賞

２Ｒ 地酒とししゃもで晩酌賞 日高町やまべ賞 深み出汁日高昆布賞

３Ｒ 日高町海釣り名所日高沖賞 旧日高門別駅愛称募集賞 日高町フルーツほおずき賞

４Ｒ 日高町歩くスキー賞 日高町桜坂神楽岡公園賞 日高町の夏山登山賞

５Ｒ 名物・とねっこジンギスカン賞 日高国際スキー場賞 日高町健康まつり賞

６Ｒ 門別温泉とねっこの湯賞 日高町産業学習特別 雲海を望める日勝園地賞

７Ｒ 日高町Ｂ級グルメタコロッケ賞 道の駅樹海ロード日高特別 富川高校ファンファーレ特別

８Ｒ
日高町商工会協賛
日高町商工会特別

地域応援商品券特別 日高町ふるさと納税大感謝特別

９Ｒ
日高町水道協会協賛
日高町水道協会特別

日高町プレミアム商品券特別
門別町農業協同組合協賛
ＪＡ門別馬舞米特別

１０Ｒ
日高町建設協会協賛
日高町建設協会特別

門別プロパンガス事業協同組合
協賛　門別プロパンガス事業組
合特別

富川軽種馬生産者会協賛
ルシナ特別

１１Ｒ
日高町協賛　
日高町ＷＥＥＫ特別

伊藤忠エネクスホームライフ北
海道株式会社協賛　伊藤忠エネ
クスＨＬ北海道特別

北海道日高乳業株式会社協賛　
北海道日高乳業ヨーグルッペ
特別

１２Ｒ －
第１９回リリーカップ
〔Ｈ３〕（ヴァンゴッホ賞）

第２２回サンライズカップ
〔Ｈ１〕（マクフィ賞）

ホッカイドウ競馬に関するお問い合わせ

問　門別競馬場

☎　０１４５６－２－４１１０

HP　http://www.hokkaidokeiba.net/

競馬場のあるまち　日高町

門別競馬ジャックイベント　「日高町門別競馬ジャックイベント　「日高町ＷＷ
ウ ィ ー クウ ィ ー ク

ＥＥＫＥＥＫ」 開催」 開催
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　９月から１０月にかけて町内の小中学校において、

授業を通じて防災について学ぶ一日防災学校が行われ

ました。

　避難訓練をはじめ、ダンボールベッド等の避難所資

機材の設営体験や避難所運営ゲーム「Ｄ
ど ぅ

ｏはぐ」を行

うなど、災害から身を守る行動や、緊急時に自分がで

きることについて真剣に学習し、万が一の備えについ

てしっかり学んだ一日となりました。

　富川高校３年生が、今年度の

総合的な探究の時間において、

町が運用する防災情報メール配

信サービスと災害用伝言ダイヤ

ルの内容を周知するポスターを

作成しました。

　ポスターは、役場関係施設に

掲示し、防災意識の向上に役立

てていきます。

　日高西部消防組合富川消防署、日高支署では自動心臓マッサージ器

を導入し、１０月から運用を開始しました。

小中学校で一日防災学校

富川高校生が防災ポスター作成

自動心臓マッサージ器の運用を開始しました

富川小学校（災害食づくり） 日高小学校（資機材設営体験）

作成したポスターを背に記念撮影

救急隊員による胸骨圧迫 自動心臓マッサージ器による胸骨圧迫

自動心臓マッサージ器とは？

　心臓や呼吸が止まってしまった傷病者に対して救急隊員が自身の手で行っていた胸骨

圧迫（心臓マッサージ）を自動で行うための機器です。

　この資器材を使用することにより、効果的な胸骨圧迫を実施することが可能となり、

傷病者の救命率向上が期待できます。

問　日高西部消防組合富川消防署　救急救助課　☎　０１４５６－２－１５２１
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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

問　役場建設課　管理・土木・都市計画グループ

☎　０１４５６－２－６１８６

問　札幌法務局　日高支局

☎　０１４６－４２－０４１５

問　札幌法務局　日高支局

☎　０１４６－４２－０４１５

８月の大雨により道路及び河川が
被災し損壊しています

人権擁護委員の委嘱について 「全国一斉『女性の人権ホット
ライン』強化週間」

　８月１１日から１２日及び８月１５日から１６日

の大雨により、町内の道路及び河川で多くの箇所が

被災し、損壊しています。

　町では現在、復旧作業を進めていますが、箇所数

が多く、時間を要しています。

　損壊箇所にはバリケードを設置していますが、周

辺は地盤が緩むなど危険が潜んでいることも考えら

れますので、道路は十分に注意して通行し、河川に

ついてもできるだけ近づかないようお願いします。

　１０月１日付けで、法務大臣から門別地区の村田

博文氏（再任）、日高地区の今秀記氏（再任）、同じ

く本間達氏（再任）の３名の方が人権擁護委員とし

て委嘱されました。

　人権擁護委員は、法務局と連携し、人権について

の困りごとや、心配ごとなどの相談を受けたり、人

権の大切さについて理解を深めてもらうための啓発

活動を行っています。

　人権問題等でお悩みの方は、相談は無料で秘密は

守られますので、お気軽にご相談ください。

　日高町では今回委嘱された方以外に２名の人権擁

護委員が委嘱されています。

　・鈴木　伸子　氏（門別地区）

　１１月１８日から１１月２４日までは「全国一斉

『女性の人権ホットライン』強化週間」です。

　夫やパートナーからの暴力やセクハラなど女性の

人権に関する悩みや心配ごとについて、法務局職員

や人権擁護委員が電話相談時間を延長して対応し、

解決に導きます。

　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。

防災行政無線などを用い
た情報伝達訓練の実施

　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。

訓練実施日時

１１月１６日（水）　午前１１時００分頃

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　情報防災グループ

　☎　０１４５６－２－５１３１

専用相談電話 ０５７０－０７０－８１０

相談日

・

相談時間

１１月１８日㈮・２１日㈪・

２２日㈫・２４日㈭

　午前８時３０分～午後７時

１１月１９日㈯・２０㈰・２３

日㈬

　午前１０時～午後５時
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

ポイント対象

となるカード

申請期限

令和４年１２月末

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　☎　０１４５６－２－６１８２

　　役場総務課　情報防災グループ　　　　☎　０１４５６－２－５１３１　

マイナンバーカード専用　夜間・休日窓口を開設します

健康保険証としての利用とオンライン資格確認が可能です

最大２０，０００円分の

マイナポイントがもらえる！

　健康保険証としての利用申し込みを

すると、マイナンバーカードを健康保

険証として利用できるほか、オンライ

ンによる資格確認が可能となります。

　町立医療機関では、門別国保病院、

日高歯科診療所で運用を開始していま

す。（診察券は必要です）

８月末マイナンバーカード取得率（総務省）

　仕事や通学などで平日の日中に役場に来られない方のために、マイナンバーカー

ド専用の夜間・休日窓口を開設します。

開設場所

開設時間

取扱事務

・日高町役場　住民生活課　　☎　０１４５６－２－６１８２

・日高総合支所　地域住民課　☎　０１４５７－６－２００１

・夜間窓口　午後５時１５分～午後７時３０分

・休日窓口　午前１０時～午後２時

・マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書の更新、

暗証番号再設定、マイナポイントの申込み

※夜間・休日窓口の受付はすべて事前予約が必要です。

夜間窓口

開設日 予約期限

１１月　８日（火）
１１月７日（月）

１２：００（正午）

１１月２２日（火）
１１月２１日（月）

１２：００（正午）

休日窓口

開設日 予約期限

１１月１３日（日）
１１月１１日（金）

１２：００（正午）

１１月２７日（日）
１１月２５日（金）

１２：００（正午）

申請期限延長！！

区分 取得率

全国 47.4%

全道 44.6%

日高町 31.9%

平取町 32.4%

新冠町 30.4%

新ひだか町 42.6%

浦河町 33.6%

様似町 28.5%

えりも町 29.2%

最大５，０００円分 　７，５００円分 　７，５００円分
＋ ＋

マイナンバーカードの

新規取得で
公金口座の登録で

健康保険証としての

利用申し込みで

町立医療機関
マイナンバーカード
による保険証利用・
オンライン資格確認

お問い合わせ先

門別国保病院 導入済み ☎ 01456-2-5311

日高国保診療所 令和５年度導入予定 ☎ 01457-6-2155

日高歯科診療所 導入済み ☎ 01457-6-2242

富川国保診療所 令和５年度導入予定 ☎ 01456-2-0340
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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

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

１１月の相談日・・・

　　　２２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

１１月の相談日・・・　８日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　　２２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

１１月の相談日・・・

２日（水） ７日（月） ９日（水）

１４日（月） １６日（水） ２１日（月）

２８日（月） ３０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

光ブロードバンド加入促進補助金　申請期限延長！！光ブロードバンド加入促進補助金　申請期限延長！！

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

申請期限 令和５年３月３１日まで

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。

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。

詳しくは、町 HP　
をご覧下さい

仮加入申込

通信事業者と契約

補助金申請

▼

▼

町へ

各自

町へ

申請件数申請件数

増加中 !!!増加中 !!!
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とき 令和５年１月２４日（火） 　午前１０時３０分～午後４時３０分

ところ

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

相談担当者 室蘭児童相談所　児童福祉司　判定員

相談内容

・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

相談料 無料

申・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

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、１２月２３日（金）までに下記のお申し込み先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。

※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。

入札結果をお知らせします

問　役場技術審議室　　　☎　０１４５６－２－５１３５

工事・委託業務名 落札業者 落札金額 落札率

入札日　令和４年９月２７日

緊急時給水拠点確保等事業 
重要給水施設配水管布設工事（門別本町地区）

㈲大熊 5,200,000 円 96.83%

日高高寿園等冷房機械設備工事 ㈱尾関工業 9,900,000 円 97.92%

浜豊郷墓地通路整備工事 ㈲佐々木産業 1,400,000 円 96.55%

富川生活館屋内照明器具取替工事 ㈱坂本電機商会 2,720,000 円 99.27%

日高高寿園等冷房電気設備工事 ㈲武田電気 11,400,000 円 96.45%

新光町生活館屋根外壁塗装工事 福嶋塗工所 6,900,000 円 99.28%

富川生活館増築実施設計 ㈱日本工房 9,200,000 円 91.63%

・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。
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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

受付期間 １０月２４日（月）から１１月１８日（金）まで

受付時間 役場開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

受付窓口

役場子育て健康課　子育て支援グループ　　☎　０１４５６－２－６１８３

水・くらしサービスセンター　　　　　　　☎　０１４５６－２－０２５５

厚賀出張所　　　　　　　　　　　　　　　☎　０１４５６－５－２１１１

総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

富川ひばり幼稚園※認定こども園の受付のみ　☎　０１４５６－２－０９２０

・認定こども園に関することは、直接富川ひばり幼稚園にお問い合わせください。

・保育所入所の決定通知書は、令和５年３月頃に送付します。

区分 提出書類（入所区分別） 提出書類（共通）

新規入所
令和５年度支給認定申請書

令和５年度保育所入所申込書 マイナンバー、在職証明書、自営業（内職）

に係る申告書等

※上記のほか、入所条件により必要とな

る書類（例：診断書、母子手帳の写し等）

継続入所

（年中組以下）

令和４年度支給認定現況届

令和５年度保育所入所申込書

年度末退所

（年長組）
令和４年度支給認定現況届

　問　役場子育て健康課　子育て支援グループ　　☎　０１４５６－２－６１８３

令和５年度保育所等入所申込手続きのご案内

　令和５年度保育所等の入所申込を１０月２４日から受け付けます。入所希望者は申請書などの書類を

下記の受付窓口へ提出をお願いします。

　なお、令和４年度末で富川二葉保育所が閉所となり、令和５年度から富川地区の保育は、認定こども

園富川ひばり幼稚園が引き継ぐ形となります。

・提出書類について

　新規入所：下記の受付窓口にて書類をお渡しします。

　継続入所・年度末退所：後日郵送する通知に書類を同封します。

保育所名 定員 受入年齢

日高保育所

本町東３丁目２６１－６
６０名 生後６か月以上から小学校就学前

門別わかば保育所

字緑町１１－６
７５名 生後６か月以上から小学校就学前

厚賀すずらん保育所

字厚賀町２１４－１
４５名 満１歳以上から小学校就学前

認定こども園　富川ひばり幼稚園

富川北２丁目２１４－１

１９０名（１号８０名

２号・３号１１０名）
生後６か月以上から小学校就学前

保育時間（予定）　認定状況により下記利用時間に区分されます。※２号・３号認定世帯

　・保育標準時間　８：００～１７：４５　・保育短時間　８：００～１６：００

　　※施設によって利用時間は異なります

　保育所等に入所できる児童は、その家庭が就労などの事由により保育を必要とする場合です。

　ただし、保育所の定員が上限に達した場合、あるいは各クラスの定員に達した場合は入所できな

いことがあります。また、同居の親族の方が児童を保育することができる場合や、居住地、勤務地

などを考慮し、利用の優先度や利用施設を調整する場合がありますのでご了承願います。

・日高町内の保育所
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

インフルエンザ予防接種について

予約開始日／予約方法 予約受付時間 接種期間

門別国保病院（問　☎０１４５６－２－５３１１※予約の電話番号ではありません）

予約開始日

１０月３１日（月）～

予約方法

電話で予約

☎０１４５６－２－５２０５

※予約専用電話

月～金曜日（祝日を除く）

・　９：００～１２：００

・１３：００～１７：００

１１月８日（火）～１２月６日（火）

（土・日・祝日を除く）

・１０：００～１１：３０

・１５：００～１６：３０

富川国保診療所（問　☎０１４５６－２－０３４０※予約の電話番号ではありません）

予約開始日

１０月３１日（月）～

予約方法

診療所の専用窓口で予約

月～金曜日

（土・日・祝日を除く）

・　９：００～１１：３０

・１３：００～１６：００

１１月７日（月）～

（金・土・日・祝日を除く）

・１３：００～１６：００

　※午後のみ

日高国保診療所（問・予約　　☎０１４５７－６－２１５５）

予約開始日

受付中

予約方法

診療所窓口または電話で予約

☎０１４５７－６－２１５５

月～金曜日（祝日を除く）

・１３：００～１７：００

１０月１７日（月）～１１月３０日（水）

（土・日・祝日を除く）

・１５：００～１６：００

　※午後のみ

勤医協厚賀診療所（問・予約　　☎０１４５６－５－２１７７）

予約開始日

受付中

予約方法

電話で予約

☎０１４５６－５－２７１１

月～水曜日（祝日を除く）

・　９：００～１７：００

１０月中旬～

木・金曜（祝日を除く）

・　９：００～１２：００

　※午前のみ

・接種予診票は門別国保病院、役場子育て健康課、水くらしサービスセンター、厚賀出張所にあり

ますので、記入したものをお持ちいただくとスムーズです。

・定期通院されている方は、接種期間に予約なしで接種できますので、受診時にご相談ください。

・企業や団体で接種希望される場合は、電話による予約も受付します。

・一般の方の電話受付はできません。

　インフルエンザ予防接種が各医療機関で受けられます。予約方法や期間が医療機関により異なります

ので、詳細は各医療機関へお問い合わせください。なお、受付はワクチンが無くなりしだい終了します。

・接種回数について

　０歳～１２歳までは２回接種、１３歳以上は原則１回接種です。慢性疾患で著しく免疫が抑制されて

いる状態にある方は、医師の判断で２回接種となる場合もあります。

・子供（１２歳以下）の接種について

　１回目又は２回目のみの予約はできません。
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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

インフルエンザ予防接種費用の助成について

　下記に該当する方は、町内医療機関において無料でインフルエンザ予防接種を受けることができます。

　町外医療機関で接種された方は、役場窓口（役場子育て健康課、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）で接種費用の助成手続きができます。

助成を受けられる方 町内医療機関での接種 町外医療機関での接種

６５歳以上の方

手続きすることなく無料で接種で

きます。

医療機関に料金を支払った後、下

記を持参し、役場窓口で助成の手

続きができます。

助成額：１回目、２回目それぞれ

上限３，０００円

持ち物：接種済証または予診票の

コピー（医療機関でもらってくだ

さい）、領収書、印鑑、通帳。

お子さんの場合は、接種済証また

は予診票のコピーの代わりに、母

子手帳で可能です。

６０歳～６４歳の方で心臓、じん

臓、呼吸器、免疫不全による身体

障害者手帳１級を持っている方

（受診時持参ください）

生後６か月～中学３年生のお子さん

６４歳以下の非課税世帯と生活保

護世帯の方

無料で接種できる助成券をお渡し

しますので、接種する前に役場窓

口で申請してください。

持ち物：印鑑

上記以外の方 全額自己負担での接種となります。

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

あなたの健康チャレンジ！！　教えて
！

VOL. ３

あなたの健康チャレンジを募集しています。個人、団体は問いません。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　　☎　０１４５６－２－６５７１

　今回は、役場内での健康増進の取り組みを紹介します。

　９月上旬から、およそ２か月間、北海道市町村職員共

済組合のウォーキングラリー事業に、子育て健康課健康

増進グループ１チームと総務課職員が２チームに分かれ

参加しています。総務課職員チームには、なんと！町長

と副町長も参加しています。

　ルールは簡単で、チーム内の各個人の日々の歩数を集計し、平均値によりランキングが決まります。

個人毎に１日８，０００歩が目標です。そこで、町長、副町長を含む参加職員は、休日以外にも毎日

朝や仕事終わりの夜、さらには昼休みなど各々調整しながら目標達成に向け努力しています。そして、

総務課職員からは「親子で歩くようになって、今まで以上に会話が増えた」、「職場でも仕事帰りに

歩く話題が多くなり、職場内がより明るくなった」など健康面以外にも効果が表れたとの声も。　

　１０月２日からスタートした町の「ウォーキングチャレンジ」にも併せて参加しています。

　みなさんも、一緒に町内をウォーキングチャレンジしませんか。
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特定不妊治療費を助成します

　少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ること

を目的に、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要する費用の一部を助成します。

　申請は、役場窓口（役場子育て健康課、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）でできます。

申請期日 令和６年３月３１日まで

対象者

次の要件をすべて満たす方

・北海道特定不妊治療費助成事業の助成が決定している方

・夫婦または夫婦のいずれかが町内に住所を有する方

・夫婦ともに町税等に滞納がない方

助成額・回数

特定不妊治療に要した自己負担額から、北海道から受けた助成額を差し引いた額につ

いて助成します。

・１回の治療につき１０万円を上限に助成

・助成回数は、北海道特定不妊治療費助成事業で定められた回数とします

（初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が４０歳未満の場合６回、４０歳以

上４３歳未満の場合３回）

必要な書類等

①北海道特定不妊治療助成事業の助成決定指令書の写し

②特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

③医療機関が発行した領収書

④夫婦の住民票

⑤印鑑

⑥振込口座の番号、名義人がわかるもの

※夫婦のいずれかが町外に住所を有する場合は、上記以外に他市町村での市町村民税

等の滞納がないことを確認できる書類（納税証明書等）が必要です。

※②～④は、北海道の助成事業申請時に添付した書類の写しでかまいません。

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

とき １１月２１日（月）　午後１時３０分～午後３時３０分

ところ 門別総合町民センター　大集会室

内容
・健康運動指導士による運動指導、講話

・管理栄養士による「骨を強くする食事について」の講話

対象者 町民の方

参加料 無料

持ち物 動きやすい服装、運動靴、汗拭きタオル、飲み物など

申込締切 １１月１６日（水）までに下記へお申し込み下さい

申・問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　☎　０１４５６－２－６５７１

今年もやります！！福岡永
え つ こ

告子先生の運動教室

　毎年、好評の福岡永告子先生（一般財団法人地域ウエルネス・ネット）による運動教室を行います。

　丈夫な骨、美と健康をめざして運動しませんか？
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歯科健診受けていますか？

　皆さんは歯の定期健診に行っていますか？痛くなら

ないと行かない、歯がないから行っていない、という

方はいませんか？

　町では、虫歯・歯周病などの予防のため、無料で歯

科健診を受診することができます。

　歯には「食べる」、「話す」、「顔の形を整える」、「脳

の活性化」など様々な役割があり、生命維持やコミュ

ニケーションにとても大切です。若いうちから虫歯や

歯周病を予防して、歯や口の役割を維持していきま

しょう。

歯科健診で診てもらえること

　歯科健診では、虫歯や歯周病のチェックだけでなく、

どこに磨き残しがあるかを診てもらえたり、上手な歯

みがきの方法を教えてくれます。

　入れ歯を使用している方は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。

　小さいお子さんがいる方も、予約時に医療機関に申

し出れば、スタッフが託児してくれるので、安心して

受診できます。

対象者 日高町に居住している１６歳以上の方

料金
無料（治療が必要となった場合、治療費は

自己負担となります。）

受診方法

①役場へ申し込みをしてください。

②申し込み後、無料受診券等をお渡しします。

③案内に記載されている町内の指定医療機

関に電話で予約をします。

申込先

役場子育て健康課

☎０１４５６―２―６５７１

総合支所地域住民課

☎０１４５７―６―３１７３

８０２０運動を知っていますか？

　８０２０（ハチマルニイマル）運動とは「８０歳で

２０本以上自分の歯を保とう」という運動です。

 平成２８年度の歯科疾患実態調査では、７５～８４

歳の約５１％が達成しています。

　今、自分の歯が何本あるか知っていますか？

歯を失う原因の約３分の２は虫歯と歯周病

　主に、未治療の虫歯、部分入れ歯の掛け金が掛かる

歯、歯周病が進行している歯が失いやすいと言われて

います。

　特に中年以降では約９０％が歯周病によって歯を

失っています。

　しかし、歯周病は自覚症状がないことや、症状が口

の中で留まっていること、直接死因の原因にはならな

いことなどから、健診や治療をせず放置している人が

多いようです。虫歯や歯周病が悪化してしまうと治療

が困難になります。

歯を失う原因

平成３０年永久歯の抜歯原因調査より　公益財団法人８０２０推進財団調べ

歯周病と関係がある生活習慣や病気

　歯周病はさまざまな生活習慣から影響を受けたり、

全身の病気と深い関係があります。

①喫煙、メタボリックシンドローム→歯周病を引き起

こしたり、悪化させる要因

②心臓病、誤嚥性肺炎、早産・低体重児出産→歯周病

によって引き起こされたり、悪化するもの

③糖尿病、関節リウマチ→歯周病と相互関係にある病

気（一方が悪化すればもう一方も悪化すること）

　このような生活習慣や病気がない

方でも、年に１回は定期的に歯と口

の中をチェックしていきましょう。

健康増進だより　～はつらつ笑顔　元気な暮らし　日高町～

　　◎日高町役場　子育て健康課　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　◎日高総合支所　地域住民課　　☎　０１４５７－６－３１７３
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

日高国際スキー場
１２月２４日（土）９時オープン！

オープン日は１６時までリフト無料サービス！

シーズン券は１１月１４日（月）から販売開始！

　日高国際スキー場は、北海道スキーシーズンネットに加盟しています。日高国際スキー場シーズン

券購入者は、加盟スキー場のリフト券が優待料金で購入できます。（優待内容、金額は各加盟スキー場

により異なります。）

・北海道スキーシーズンネット加盟スキー場

札幌国際スキー場／キロロスノーワールド／朝里川温泉スキー場／札幌藻岩山スキー場／小樽天狗山スキー場／ Fu’s 

snow area ／ SNOW CRUISE ONZE ／ダイナスティースキーリゾート／ニセコグランヒラフ／ニセコアンヌプリ国際スキー

場／ニセコビレッジスキーリゾート／ニセコ・オールマウンテン／ニセコモイワスキー場／室蘭市だんパラスキー場／

今金町ピリカスキー場／カルルス温泉サンライバスキー場／マウントレースイスキーリゾート／カムイスキーリンクス

／キャンモアスキービレッジ／星野リゾートトマムスキー場／名寄ピヤシリスキー場／富良野スキー場／ぴっぷスキー

場／めむろ新嵐山スカイパークスキー場／日高国際スキー場

※オープン以降は営業時間中となります。

※シーズン券の作成には、ご本人様の顔写真（概ね縦４ｃｍ横３ｃｍ）が必要になります。

※必要に応じて身分証明書の提示を求める場合があります。

販売日 時間 販売場所

１１月１４日（月）

　から１２月９日（金）まで

土日祝日を除く月曜日～金曜日　

９時～１６時
日高総合支所　地域経済課

１２月１２日（月）

　からスキー場オープンまで

土日祝日を除く月曜日～金曜日　

９時～１６時
日高国際スキー場管理棟

★スキー場で働いてみませんか★

　日高国際スキー場で働くスタッフを大募集中！

　詳しくは電話やメールでお問い合わせいただく

か、日高国際スキー場ホームページに掲載されて

いる募集情報をご確認ください

※職種や応募人数により、募集を締め切っている

場合がありますので予めご承知おき願います。

問　総合支所地域経済課　施設管理グループ

☎　０１４５７－６－２０８４

ﾒｰﾙ　info@town.hidaka.hokkaido.jp

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

　　site/ski/staff.html

★イベント情報★

・味の市フェスティバル・・・・・２月上旬

・北日高岳大回転・シニア大回転

　スキー大会・・・・・・・・・２月上旬

・北海道ジュニアスキー技術選手権日高

　ブロック大会・・・・・・・・２月中旬

・ありがとうフェスティバル・・２月下旬

※新型コロナウイルス

感染状況等により延期・

中止となる場合があり

ます。予めご承知おき

願います。

　問　総合支所地域経済課　施設管理グループ　☎　０１４５７－６－２０８４

　　　（オープン後）　日高国際スキー場　　　　☎　０１４５７－６－３６６７
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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

アクティブクラブ
「ラフティング体験」

アクティブクラブ
「広富アドベンチャー」

　９月３日、アクティブクラブ第３回目の事業「ラ

フティング体験」が平取町振内地区の沙流川にお

いて開催され、２２名が参加しました。

　日高地区の北海道アウトドアアドベンチャーズ

のスタッフにパドルの使い方などを教わりながら

約４㎞のコースを下りました。

　当日は川の流れが速く、スリル満点のラフティ

ングとなり参加者も楽しんでいました。

　９月２５日、アクティブクラブ第４回目の事業

「広富アドベンチャー」が広富山村研修センターに

おいて開催され、２３名が参加しました。

　広富山村研修センター周辺の自然の中で木々や

植物を観察したり、ネイチャーゲームを楽しみま

した。

　昼食は空き缶を使って調理する「キャンプ飯」

に挑戦し、空き缶にお米や食材を入れ炭火にかけ、

いつもとは違う食事を楽しみました。

　日常では経験したことがない新しい発見や楽し

さを感じていました。

日高西部広域社会教育事業
「日高の海に行ってみない海？」

　９月１１日、平取町との合同の日高西部広域社

会教育事業「日高の海に行ってみない海？」が厚

賀漁港において開催され、両町合わせて２７名の

小学生が参加しました。

　心配されていた大雨や台風の影響も受けず、穏

やかな天候のもと地引き網や乗船体験などが行わ

れました。

　地引き網体験では、漁法を学んだ後、仕掛けた

網を手繰り寄せて浜まで引き上げ、獲れた魚に触

れながら名前を学習しました。

　参加者からは「生きている魚を初めて触った」

などの声が聞かれ、貴重な体験となりました。
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門別ことぶき学園第６回本科
「沙流川大学との交流会」
　９月２６日、日高町高齢者大学門別ことぶき学

園「沙流川大学との交流会」が開催され、日高地

区の沙流川大学と本学園生合わせて４５名が参加

しました。

　栗山町の谷田製菓と小林酒造で工場見学し、き

びだんごや日本酒作りの工程を学習しました。そ

の後、由仁町に移動し、ゆにガーデンでビュッフェ

を堪能した後、色鮮やかな庭園の散策や押し花を

使ったキーホルダー制作を行いました。

　参加者からは「試飲の甘酒が美味しかった」、

「ビュッフェに使われている野菜が新鮮だった」な

どの声が聞かれ、充実した１日となりました。

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　

　　１１月の休館日：毎週月曜日、３日（木）、１４日（月）～１９日（土）、２３日（水）、３０日（水）

図書特別整理休館 体験　移動図書館

　「図書特別整理」のため次のとおり休館します。

　図書館にある全ての図書等のバーコードを読

み取り、在庫の確認をするため、本の貸出しが

できません。ご不便をおかけしますが、ご了承

ください。

　町内の小学校や保育所を巡回している移動図書

館車で本を借りられます。

　平成６年から使用している車ですので、子ども

の頃に利用していた方は当時を懐かしみながら本

を借りてみて下さい。

日時
１１月２０日（日）　

１０時～１２時まで

場所
門別図書館

郷土資料館前

門別総合町民センター（スポーツセンター）
アリーナ床のワックス塗布等工事が完了しました
　９月中旬から実施していたアリーナ床のワックス塗布及び競技用コートライン塗装等が１０月７日に完

了しました。今後、施設を安全かつ快適に利用していただくため、以下の注意事項をお守りください。

〇スポーツセンター利用の注意

・利用するときは、競技専用シューズまたは室内用シューズを使用しましょう。

・アリーナ・小体育館の中には、水分補給以外の飲食物を持ち込まないようにしましょう。

・安全のため、競技器具の出し入れは児童だけでは行わず、団体責任者や保護者等の管理のもと行いましょう。

・複数の団体が同じ時間帯で使用する場合は、お互いに譲り合って利用しましょう。

・団体毎に利用できる時間が限られていますので、許可した時間内に準備・片付け・掃除を完了しましょう。

・その他、利用にあたり不明な点や相談等ある場合は社会教育課職員または施設管理人にご連絡ください。

休館日
１１月 1 ５日（火）から１９日（土）

まで

図書返却
期間中に図書を返却される方は、ブッ

クポストをご利用ください。

その他
保存期間が終了した雑誌は、１２月

より配布予定です。
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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

　町では、二十歳を迎えるみなさんの前途を祝し、下記のとおり二十歳を祝う会を開催します。

　町内に住民登録がある該当者には直接案内状を差し上げますが、就職・進学のため転出された方でも、

帰省し出席できますので、希望される方は、本人又は家族の方が１１月２４日（木）までに、下記の申

込先にご連絡ください。

　なお、当日受付において、感染症対策の一環として、出席される方の健康チェックシートの提出と検

温等をお願いします。

　また、町内での新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止又は延期になることもあります

ので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

　８月１９日から２２日まで秋田市で開催された全国大会に

キャプテンでエースアタッカーとして出場し、予選リーグを

１位で通過して、見事ベスト８に入りました。遠山さんの活

躍が認められ優秀選手に選ばれました。

　また、１２月２５日から２８日まで大阪市で開催されるＪ

ＯＣジュニアオリンピックカップ「第３６回全国都道府県対

抗中学バレーボール大会」に北海道選抜チームのキャプテン

として出場することに決定しており、更なる飛躍が期待され

ます。 アタックをする遠山選手

「令和５年日高町二
は た ち

十歳を祝う会」のお知らせ

日高町出身の遠山さんが全国中体連バレーボール大会出場

遠山　吹
ふ ぶ き

輝さん（札幌大谷中３年）

・門別ジュニアバレーボールクラブ出身

問・申　（門別地区）教育委員会社会教育課　社会教育グループ　☎　０１４５６－２－２４５１

　　　　（日高地区）教育委員会生涯学習課　生涯学習グループ　☎　０１４５７－６－３８５８

問　教育委員会社会教育課　社会教育グループ　☎　０１４５６－２－２４５１

・文化・スポーツ活動で活躍された日高町出身の情報をお知らせください

　日高町で育んだ子ども達が成長し広く活躍されています。成人になってからも活躍されている方の

情報を収集しています。活躍されている方を日高町から応援していきましょう。

日時 令和５年１月８日（日）　午後１時～

会場 門別総合町民センター　大集会室

該当者
平成１４年４月２日から平成１５年４月１

日までの出生者（学齢が基準）

案内状に

ついて

１１月下旬頃に、１０月１日現在、日高町

に住民登録がある方へ送付します。

※令和５年以降について

　令和４年４月１日に「民法の一部を改正する法律」が

施行され、成年年齢が１８歳に引き下げられましたが、

日高町ではこれまでどおり２０歳（学年齢）の方を対象

とします。
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令和５年度入学予定児童～ピカピカの新一年生！～

　令和５年４月、小学校に入学されるのは、平成２８年４月２日から平成２９年４月１日までに出生さ

れたお子さん総数６９名（保護者の申し出による未掲載児童含む）です。

　この名簿は１０月１日現在の住民基本台帳で作成しました。名前の間違い、名簿もれ、あるいはその

後転入してきた方がいましたら教育委員会管理課（☎０１４５６－２－３７２１）までご連絡ください。

　また、病弱その他の理由で入学できない時や通常学級の入学が困難な時もご連絡ください。

　（　）内は保護者です。（敬称略）

令和４年度　新１年生（日高小学校）

問　教育委員会管理課　総務・学校教育グループ　☎　０１４５６－２－３７２１　
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問　日高山脈博物館　☎　０１４５７－６－９０３３　
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　地域の皆様が、通学路で子どもたちの安全な登校を温かな

眼差しで見守っています。交通量が多い沙流川橋付近の交差

点では、交通安全指導員の方が安全を見守っています。また、

青灯をつけて巡回する方々もいます。

　長年パトロールボランティアを続けている方は、「毎朝、元

気な子どもとグータッチして元気をもらっています」と生き

がいを感じ、子どもたちを見守っています。

　各学校では、消防職員や町防災担当者などの協力を得て、「一日防

災学校」が実施され、「自分の身を守ることの大切さ」を学んでいます。

　これまでの避難訓練に合わせて、災害食づくり、防災カルタ、ハザー

ドマップの確認など、「逃げる避難」は、「学ぶ防災教育」の取組に

変化しています。

　東日本大震災や胆振東部地震の被害の

記憶が薄れていく中、一日防災学校が地

域の人たちの協力を得て実施できる意義

は大きいといえます。

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

つなぐ CS通信 ひらく→つなぐ→はぐくむ
通巻第１０号 Ｒ４．１１

教 育 委 員 会

☎０１４５６－２－３７２１

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

ＣＳ富川　毎月１０日は、あいさつ運動　

　「父母と教師が協力して、家庭と学校、地域における児童の

幸福な成長を図る」ことを目的として活動するＰＴＡは、学

校を支えるコミュニティ・スクールの中核です。日高小学校

では、地域とともに廃品回収などに取り組んでいます。

　富川小学校では、堆肥を運び花壇づくりをする環境整備や、

通学路の危険箇所を年２回確認する安全確保の活動などに取

り組んでいます。

※厚小と厚中は合同

日高中学校

富川小学校

一
日
防
災
学
校

パトロールボランティア

富川小 ９月６日

門別小 ９月１日

厚賀小 ９月１日

日高小 ９月５日

富川中 ９月２日

門別中 ９月１日

厚賀中 ９月１日

日高中 １０月３日

安全を守る

ＰＴＡとともに
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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 ・・・・ ３件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ ３人

２０２２年９月３０日現在

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

第１８４号

反射材は

交通事故防止に

有効です

冬の全国交通安全運動冬の全国交通安全運動

｢ 安全確認 ｣と ｢ 反射材 ｣
身を守るのは

　車のライトがついていても、ド

ライバーから歩行者が見えている

とは限りません。

　道路横断時の安全確認に加え

て、反射材を靴の側面やかかと、

杖などに付け、自分の存在を車に

アピールしましょう。

１１月１３日（日）から１１月２２日（火）

高齢者（６５歳以上）の歩行者死者の約７割が夕暮れと夜間に交通事故に遭っています。

冬道は特にスリップ事故に注意！

早朝 ・ 夜間路面凍結の可能性が高

く、 スピードを抑えた安全運転に努

めましょう
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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

１１月３０日（いいみらい）は「年
金の日です

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきん

ネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思

いを巡らしていただく日」として、１１月３０日（い

いみらい）を「年金の日」としています。

　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金

記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計につい

て考えてみませんか。

　マイナンバーカードを活用しマイナポータルから

「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコン

やスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を

確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな

条件を設定した上で、年金見込額の試算をすること

もできます。

　マイナンバーカードを活用しマイナポータルと連

携することもできます。

　ご利用については、日本年金機構ホームページを

ご覧下さい。

問　日本年金機構

☎　０５７０－０５－１１６５

　　（ねんきんダイヤル）

HP　日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）

　　https://www.nenkin.go.jp/n_net/  　

「台風」について（室蘭地方気象台）
　北西太平洋に存在する熱帯低気圧で、なおかつ中

心付近の最大風速が約１７ｍ／ｓ以上のものを「台

風」と呼んでいます。台風は、通常東風が吹いてい

る低緯度では西に移動、太平洋高気圧の縁をまわり

北上し、上空の強い西風（偏西風）により速度を上

げて北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配

置の影響を受けて動きます。特に夏から秋にかけて

は、日本に接近または上陸する台風が多くなります。

　３０年間（１９９１～２０２０年）の平均では、

年間で約２５個の台風が発生し、約１２個の台風が

日本から３００ｋｍ以内に接近し、約３個が日本に

上陸しています。

　台風が発生した時、気象庁では台風の位置や大き

さ、強さ、今後の進路などを３時間ごとに発表して

います。また、台風が日本に接近し、災害が発生す

るおそれが出てきた場合には、台風の位置や強さな

どの実況と１時間後の推定値を１時間毎に発表して

います。

　８月から９月が一番台風の発生や接近、上陸の可

能性の多くなる時期ですが、北海道でも過去には

１０月に苫小牧市付近に上陸した記録があります。

　接近や上陸した場合は、大雨や強風、高波などの

激しい現象が発生するおそれがあります。どこで土

砂災害や浸水害、洪水災害の危険度が高まっている

かを知ることができる「キキクル」や気象台の発表

する最新の警報や注意報、防災気象情報等に留意し、

自治体から避難指示が発令されたら、対象地区の住

民の方々は速やかに危険な場所から避難してください。

問　室蘭地方気象台

☎　０１４３－２２－３２２７

HP　気象庁ホームページ

　　https://www.jma.go.jp/jma/index.html

広告

広告募集欄広告募集欄
１枠 5,000 円で広告を掲載すること

ができます。空きがあれば２枠、３

枠分を使用して大きく掲載すること

も可能です。詳しくは、企画財政課

までお問い合わせ下さい。

広報ひだかに広告を広報ひだかに広告を
掲載してみませんか？掲載してみませんか？
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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

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　１１月２２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ー８４ー８６７０

門別警察署からのお知らせ
１　社会に広げよう被害者支援の輪

　犯罪被害者の方々は、犯罪での直接的な被害のみ

ならず、被害後も様々な問題を抱えながら、一人で

悩んでいることが少なくありません。

　警察や民間被害者相談窓口があなたの話をお聞き

しますので、ご相談ください。

○性犯罪相談１１０番

　＃８１０３

○少年相談１１０番

　☎　０１２０－６７７－１１０

○暴力団相談電話

　☎　０１１－２２２－０２００

○道警相談センター

　＃９１１０

○北海道被害者相談室（札幌）　

　☎　０１１－２３２－８７４０

○苫小牧地区被害者相談室

　☎　０１４４－３７－７８３０

２　指名手配被疑者の発見にご協力を【ピンときたら１１０番】

　警察では、総力を挙げて指名手配被疑者の追跡捜

査などを行っておりますが、指名手配被疑者を一人

でも多く発見・検挙するためには、皆様のご協力が

欠かせません。

　指名手配被疑者に関する情報は、些細な情報で

あっても、警察に通報して下さい。

３　ストーカー・配偶者からの暴力防止

　ストーカー、配偶者や交際相手からの暴力で悩ん

でいませんか。

　「恥ずかしい」、「大げさにしたくない」と一人

で抱え込まず、早めの相談が被害の未然防止、拡

大防止につながりますので、警察、相談ダイヤル

「＃９１１０」、市区町村に相談して下さい。

４　児童虐待の防止

　児童虐待の取扱いは年々増加しており、「しつけ

のつもり」は親の言い訳に過ぎません。

　皆様の連絡が児童虐待から子供たちを救うことに

なりますので、児童虐待の疑いを感じたら、迷わず

に児童相談所、警察、市区町村に連絡して下さい。

５　子供の性被害撲滅

⑴少年の皆さんへ

　ＳＮＳを通じて多くの子供たちが性被害に遭われ

ており、一度ネット上に流出した情報や画像は全て

を回収・削除することはできません。

　ネットで知り合った人は知らない人と同じです。

ネットでしか知らない人に、住所・名前やＳＮＳの

ＩＤを教えたりすることはやめましょう。

⑵保護者の皆様へ

　家庭は最も身近な社会です。社会ルールやマナー

を守らせ、善悪のけじめをつけさせるとともに、有

害サイトのアクセスを制限するフィルタリングサー

ビスなどを活用して、子供のインターネット利用を

起因とする犯罪被害から守りましょう。

６　冬山は装備や計画をしっかりと！

○登山技術・体力・経験に応じた無理のない計画と

登山計画書を作成して、家族や職場などに渡すほか、

最寄りの警察署又は交番・駐在所に提出しましょう。

○経験豊富なリーダーなどと一緒に登山しましょう。

○万全の装備、余裕ある食料、携帯電話などの連絡

手段を必ず準備しましょう。

○悪天候時は登山を中止しましょう。

○地形・積雪・気候などの変化をよく確認し、慎重

な行動を心掛けましょう。
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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

７　サイバーセキュリティ講座のご案内

　北海道警察では、インターネットモラル向上や犯

罪被害防止のための動画を、ＹｏｕＴｕｂｅで公開

しています。

　ＹｏｕＴｕｂｅ→「北海道警察公式チャンネル」

→「サイバーセキュリティ講座」

　気軽に楽しく視聴できますので、是非、ご覧下さい。

８　暴力団追放のお願い

　警察は、暴力団の壊滅に向けた強力な取締りをし

ております。

　皆さんも、「三ない運動＋１」～暴力団を「利用

しない」、「恐れない」、「金を出さない」、「交際しな

い」を合言葉に、社会から暴力団を追放しましょう。

９　薬物乱用防止のために

○規制薬物に近づかない！

　社会のルールをしっかりと守る、見たら、聞いた

らその場から離れる。

○　甘い誘いに乗らない！

　キッパリと断る勇気を持つ、誘ってきたら？人間

関係が崩れてもやむなし。

○　見かけたら直ぐに「通報」＆「相談」

　身近な人がやっていたら？～それは、やめさせる

きっかけです。

１０　不法就労・不法滞在撲滅に関するお願い

　外国人技能実習制度やコロナ過における在留特別

措置を悪用した不法滞在・不法就労などの犯罪が起

きており、これら犯罪には国際的な犯罪組織の関与

が疑われ、地域の安全を脅かしています。

　犯罪の防止や検挙には皆様からの情報が重要です

ので、「おかしいな？」と感じることがあれば、警

察への連絡をお願いします。

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

　　　門別警察署マスコット

　　　キャラクター「門別ナイト」

沙流川温泉　ひだか高原荘

「知っていますか？ 自分の最低賃金」

　北海道内の事業場で働くすべての労働者（臨

時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）

及びその使用者に適用される北海道最低賃金

が次のとおり改定されます。

北海道最低賃金

時間額 ９２０ 円
 （効力発生年月日 令和４年１０月２日）

○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族

手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増

賃金は算入されません。

○ 特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、

糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製

造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）

で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金

が適用されます。

　問　厚生労働省北海道労働局　労働基準部

　☎　０１１－７０９－２３１１（内線３５３３）

　問　沙流川温泉　ひだか高原荘

　☎　０１４５７－６－２２５８

　【休館期間】

　１１月１２日（土）

　　～１２月３日（土）

１２月４日（日）より、通常どおり営業します。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

休館のお知らせ

　ひだか高原荘給湯設備（ボイラー設備）

改修工事に伴い下記期間中休館（日帰り

入浴、一般宿泊　共に）いたします。
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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

１１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

※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
　　　９日（水）サンポッケ

▽特定健診・がん検診
　　１１日（金）厚賀会館

▽よいこ健診
　　１６日（水）富川公会堂

▽骨粗しょう症教室
　　２１日（月）門別総合町民センター

▽赤ちゃん健診 
　　３０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）

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〉

　３日（木）を除く毎週木曜日

　１３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　　９日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳～中学３年生まで

〈子宮頸がん予防〉

　１５日（火）　１５：００～１６：００　

　　対象：小学６年生～中学３年生女子

　２９日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～平成９年度生まれ女子

〈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。

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。

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）

学校給食調理員を募集しています！！　

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＞＜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　　１１月２１日（月）休館日　　１１月２１日（月）

＜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

2022 ホッカイドウ競馬
門別競馬場で開催中 !!

みんなで応援しよう！　　　　　　みんなで応援しよう！　　　　　　

「グランシャリオナイター」　　　「グランシャリオナイター」　　　

今年も全日程ナイター開催！　今年も全日程ナイター開催！　

４／１３(水)～４／１３(水)～
      １１／１０(木)      １１／１０(木)

１１／３（祝・木）　１１／３（祝・木）　ＪＢＣ２歳優駿（JpnⅢ）ＪＢＣ２歳優駿（JpnⅢ）　開催！！　開催！！

～共に走る。～共に走る。

　申・問　〒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
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土

 1 2  3 4   5 

7 8 9  10 11  12 

14 15 16  17 18  19 

21 22 23  24 25  26 

28 29 30  

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、８日（火）、２２日(火）が身

体測定の日です。

◎１１月の子育て講座は、「みんでうたっ

てあそぼう！」です。講師は元町立保育

所所長の菊地 亮子さんです。

　開始　１０：００～１２：００

　申し込みは１１月１６日までお願いしま

す。手作り楽器を使って楽しみましょう

◎クリスマス制作を１１月１７日（木）か

ら行います。わくわく館開放時間内いつ

でも出来ますので作りに来て下さい。

◎１１：３０、１６：００にわらべ歌や体操、

読み聞かせを行っています。

月 火 水 木 金

とみかわ児童館 もんべつ児童館

  ４日（金）　カミであそぼう
１０日（木）　スーパーじどうくらぶ
１１日（金）　ぬりえのひ
１７日（木）　キラキラちゃれんじ
２４日（木）　カレンダーづくり
３０日（水）　とねっこおはなし会
休館日　毎週日曜日、祝日

  ２日（水）　ニコニコわかばのおはなし会
　４日（金）　わくわくちゃれんじ
　９日（水）　わくわく映画館
１１日（金）　ぬりえのひ
１８日（金）　こうさく会
２５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」

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

ミルキー

文化の日

休館日

開放

大きいありさん

開放

開放

開放

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

開放

小さいありさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放

ミルキー

ティガーファーム

子育て講座

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

勤労感謝の日

休館日

開放

開放

うさきりんさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放

開放

新規枠

コロチューバー・ハムハム

開放・身測

開放

☎　０１４５６－２－３０４４
開館時間　９時～１７時

利用時間
７時～日没

☎　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

～１１月のイベント情報

問　教育委員会社会教育課　施設管理グループ

☎　０１４５６－２－２４５１

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〉

　４日（金）　日高町文化祭　前日準備

　５日（土）～６日（日）　日高町文化祭

〈スポーツセンター〉

　１日（火）　スポーツフェスティバル　卓球大会（予定）

　３日（木）　フットサルリーグ　地区予選（予定）

　５日（土）　苫小牧地区バスケットボール協会Ｕ１２秋季大会（予定）

　６日（日）　６人制ミニバレーボール大会（予定）

　　　　　　 スポーツフェスティバル　テニポン大会

１１日（金）　スポーツフェスティバル　バドミントン大会

１３日（日）　近隣町室内テニス大会（予定）

２０日（日）　近隣町室内テニポン大会（予定）

２３日（水）フットサルリーグ　地区予選（予定）

２７日（日）　日高社会人バドミントン選手権大会（予定）

休館日　毎週月曜日

開館時間
９時～２１時

門別中央パークゴルフ場
　３日（木）　スポーツフェスティバル　パークゴルフ大会

１３日（日）　門別パークゴルフ協会 パシフィックオープンＰＧ大会

・門別中央パークゴルフ場は１１月下旬に今シーズンのクロー

ズを予定しています。天候の状況により、降雪になりしだい

閉鎖とします。

門別中央スポーツホール
１０月１日現在、予定の行事はありません。
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ひとのうごき

・令和４年９月末現在

こんにちは赤ちゃん

・令和４年９月届出分

　　　　　　　　　　１００歳１００歳　　おめでとうございます

ふるさと日高

応援寄附金

・令和４年９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

　　　　　広報 ひだか　２０２２　１１月号　 ＶＯＬ．２００

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１０月２１日発行

人口 １０，９９６人
前月比

△ ３９人

男性 ５，４７７人 △ １８人

女性 ５，５１９人 △ ２１人

世帯数 ５，９７１世帯 △１５世帯

外国人 ３９８人 △ １人

件数 金額

２６７件 ５，２５４，０００円

社会福祉協議会への寄附
・令和４年９月受領分

苫小牧市 安田　政悦 様 金一封

豊郷 荒井　　満 様 金一封

新冠町 藤原　　弘 様 金一封

富浜 梶川　牧子 様 金一封

富川西 内記　義雄 様 金一封

日高 髙橋　　稔 様 金一封

新町 山田　英之 様 金一封

今月の表紙とあわせて

住所 氏名 父／母

タイムカプセル開封後
　３０年の時を経て、タイムカプセ

ルが開封され、現在は中に入ってい

た品を返却するための準備を進めて

います。

　カプセルには、平成４年度に旧門

別町の小学校に通っていた児童のう

ちの一部の方の作品が入っています。

　返却は１０月１８日（火）から門

別図書館郷土資料館で行います。

　返却を希望する方は、作品の有無

を確認しますので、事前に門別図書

館郷土資料館（☎ 01456-2-3746）に

確認をお願いします。

祝

　９月に１００歳を迎えられた田口

久夫さん（正和）に町長表彰のお祝

状と記念品、総理大臣表彰のお祝状

と銀杯が贈られました。

　７月に１００歳を迎えられた濱本

俊則さん（豊田）に総理大臣表彰の

お祝状と銀杯が贈られました。

　１２月に１００歳を迎えられる山

下文子さん（栄町東）に総理大臣表

彰のお祝状と銀杯が贈られました。

　７月に１００歳を迎えられた松平

キクヱさん（豊郷）に総理大臣表彰

のお祝状と銀杯が贈られました。

広報ひだかは町ホームペー

ジにも掲載しており、写真

などはカラーで掲載してい

ます。ご活用ください。

「老人の日」記念行事　令和４年度に１００歳を迎える４名の方へ


