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　１０月２０日、プロ野球ドラフト会議２０２２が行

われ、日高町出身の門別啓人選手（東海大札幌高３年）

が阪神タイガースから第２位指名されました。

　門別選手は、小学生、中学生の時にそれぞれ選抜チー

ムに選ばれる活躍を見せており、高校進学後もチーム

の主戦投手として活躍し、今夏の南北海道大会では準

決勝まで勝ち進みました。

　高沢秀昭選手、戸川大輔選手に続く３人目のプロ野

球選手の誕生に期待が膨らみます。

　１０月１２日、門別わかば保育所前に日高町共同募

金委員会の臨時募金所が開設され、共同募金の受付と

啓発活動が行われました。

　募金を行った方を対象に、ジャガイモの詰め放題企

画が行われ、児童館や保育所を利用している保護者や

地域の方約８０名が詰め放題に参加しました。

　集まった募金は、１６，３２７円となり、体が不自

由な方や高齢者の方が地域で安心して生活できるため

の支援金として活用されます。

　１０月２９日、３０日に第１６回日高地区町民文化

祭（芸能発表・展示部門）が日高総合体育館、日高町

民センターで開催されました。

　１３団体、個人から工芸、絵画、書道、写真など

４９０点を超える作品が展示されました。芸能発表で

は幼児から高齢者まで７団体、ピアノ、ダンス、日本

舞踊、太鼓等１８演目が行われ、最後は日高高校産業

学習生による勇壮な日高山岳太鼓のバチさばきに大き

な拍手が送られました。

　１０月２０日、門別ふれあいセンター裏の菜園にお

いて、もんべつ児童館に通う１年生１１名が、秋の恒

例行事となった収穫体験を行いました。

　一昨年のサツマイモ、昨年の落花生に続き、今年は

ニンジンの収穫を行い、手際よく掘り出していました。

大きく育ったにニンジンの収穫には苦戦する姿もみら

れましたが楽しみながら収穫しました。

町から３人目のプロ野球選手誕生へ

共同募金でジャガイモ詰め放題

日高地区町民文化祭が開催

もんべつ児童館　ニンジンの収穫体験

南北海道大会準決勝で力投する門別選手

写真提供：道新スポーツ

大盛況だった共同募金のジャガイモ詰め放題

多くの作品が展示されました

収穫体験を終えて集合写真
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　１０月２９日に千葉県で開催された第２９回全国消

防操法大会（小型ポンプの部）に７月の北海道消防操

法訓練大会を優勝した日高西部消防組合日高消防団

（澤田則彦団長）が北海道代表として出場しました。

　全国から２４消防団が出場し白熱した大会となり、

日高消防団は長期にわたる訓練の成果を遺憾なく発揮

し、見事に優良賞（６位）になりました。

　なお、北海道代表の小型ポンプの部での入賞は平成

４年以来３０年ぶりの快挙となります。

　１１月３日、盛岡競馬場で第２２回ＪＢＣクラシッ

ク（Jpn Ⅰ）が開催され、福満の有限会社ヤナガワ牧

場生産馬テーオーケインズ号が見事優勝しました。

　圧倒的１番人気で支持されたテーオーケインズ号

は、最後の直線で前方馬を抜き去り、一気に２馬身半

突き放して快勝しました。

　同馬は昨年から連覇が懸かるチャンピオンズカップ

（Ｇ１）に出走予定で今後の更なる活躍に大きな期待

が寄せられます。

　今年も門別町農業協同組合（本間充組合長）からブランド米

「馬
う ま い べ

舞米」の新米を寄贈していただきました。

　１０月下旬から学校給食で提供され、新米ならではのふっくらし、

つやのあるお米を味わいました。子どもたちからは「新米はとても

美味しく、おかわりをしました」などの感想が聞かれました。

　門別産の新米を学校給食として提供する取り組みは、門別町農業

協同組合が「ゆめぴりかコンテスト」で最高金賞を受賞した一昨年

から続いています。

　今年も日高定置漁業者組合（佐藤勝組合長）からブランド秋さけ

「銀聖」を寄贈していただきました。

　１０月４日には、「銀聖の日」（１０月１日）にちなんだ特別メ

ニュー「銀聖の塩焼き」として旬の味覚を味わいました。子どもた

ちは給食をきれいにたいらげ、「美味しかったのでまた食べたい」

などの感想が聞かれました。

　地域で水揚げされた身近な食材を学校給食として味わうことで持

続可能な食育の推進につながる貴重な経験となりました。

日高消防団が全国消防操法大会で入賞

テーオーケインズ　ＪＢＣクラシック制覇！

収穫の秋　地場産食材を学校給食で味わう

喜びに沸く出場団員と消防関係者

優勝したテーオーケインズ号

富川小学校での給食の様子（新米）

厚賀小学校での給食の様子（銀聖）

・ＪＡ門別町からお米の寄贈

・日高定置漁業者組合から「銀聖」の寄贈

協力：岩手県競馬組合
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　１０月２０日、富川消防署と子育て支

援センター「わくわく館」のタイアップ

で、こども救急講習会を開催しました。

　小さなお子さんを持つお母さん１０名

が参加し、乳幼児期に起こりやすい病気

や事故の対処法、感染症の予防、１１９

番通報の判断について救急救命士から学

びました。

　来年もこども講習会を実施する予定ですので、お父さん

お母さん、お子さんの参加を心からお待ちしています。

　同日には、門別地区、厚賀地区、日高地区において車両を使用し

た火災予防の広報を実施しました。

　秋の火災予防運動（１０月１５～３１

日）の一環として、富川消防署では１５

日、マックスバリュ富川店、びらとり農

協ルシナ店において街頭啓発活動を行

い、火の用心のメッセージを記載したタ

オルや住宅防火リーフレット等を配布

し、新型コロナウイルス対策に配慮しな

がら街頭啓発を行いました。

　富川消防署と日高消防団は、富川二葉保育所、富川

ひばり幼稚園、厚賀幼稚園で、幼児向け防火・防災カー

ドゲーム「ぼうさいダック」を開催しました。

　「ぼうさいダック」は、子供たちが体を動かし声を

だして遊びながら、防災について学び、安心・安全の

「最初の一歩（ファーストムーブ）」を身につけるゲー

ムです。今年は５つの体験ブースを設置して「防災体

験」を実施しました。横断歩道の渡り方、地震・津波・

火災、誘拐にあったときの対応を関連した音を交えて

色んなポーズを取りながら学びました。

　子どもたちは普段あまり見ることのない煙に興味

津々な様子で、怖がりながらも「たぬきのポーズ」を

とりながら煙の中を通りました。また、消防のマスコッ

トキャラクターの「消太くん」と一緒に楽しくゲーム

に参加し、笑顔いっぱいの一日となりました。

・ こども救急講習会 （救急救助課）

・ 秋の火災予防運動街頭啓発 （予防課） お
う
ち
時
間

　
家
族
で
点
検

　
　
火
の
始
末

・ 地震の時は ・ ・ ・ 「ダック ‼」 カードにあわせてポーズをとろう！ 　（予防課）

富川消防署ニュース　TOMIKAWA　FIRE　NEWS

富川二葉保育所
地震の時は

「アヒル」のポーズ

富川ひばり幼稚園
火事の時は

「たぬき」のポーズ

厚賀幼稚園
道路を渡る時は

「ねずみ」のポーズ

問　日高西部消防組合富川消防署　　☎　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

新型コロナワクチン (従来株・オミクロン株混合ワクチン )が接種できます

○ワクチン接種会場と実施日（１月まで。２月以降の接種日程は未定です。）

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

対象者
・初回接種（１回目と２回目接種）を完了した１２歳以上の方

・前回接種日から３か経過後に接種可能

使用する

ワクチン

会場や時期、年齢によりワクチンの種類が異なります。

接種券

接種には、町が発行した３回目・４回目・５回目のいずれかの接種券が必要です。

既に、３回目または４回目接種券が届いている方

　お手元の接種券で接種できます。下記のお問い合わせ先へご予約ください。

まだ、３回目・４回目・５回目いずれかの接種券が届いていない方

　前回接種から５か月経過後に順次発送します。お手元に届いてからご予約ください。

３回目または４回目の接種券を紛失、廃棄された方

　再発行が必要ですので、お問い合わせ先へご連絡ください。

転入者の方へ

　１～４回目を転入前に受けた方は町への申し出が必要ですので、接種履歴がわかるものを

用意して、お問い合わせ先へご連絡ください。

予約方法

門別地区

　予約電話　　　　☎　０１４５６－２－５３００（平日対応）

　オンライン予約　HP　https://vaccines.sciseed.jp/hidaka/login

日高地区

　予約電話　　　　☎　０１４５７－６－３１７３（平日対応）

※予約は３０分間隔で受け付けます。

※聴覚障害等ある方は、役場子育て健康課、総合支所地域住民課窓口でも予約できます。

接種対象年齢 ワクチンの種類

１２歳以上 ファイザー社

１８歳以上 モデルナ社

門別公民館　（住所　門別本町２１０番地の１）　

全てファイザー

※ワクチンの供給状況によりモデルナに変更する場合があります

・実施日【月曜日】

　１１月２８日、１２月５日、１２日、１９日、

　２６日、１月１６日、２３日、３０日

・実施日【日曜日】

　１２月１１日、１月２２日

・実施時間　９：００～／１３：３０～

※予約状況により、実施日・時間を縮小する場合があります。

厚賀会館　（住所　厚賀町１９６番地の３）

全てファイザー

※ワクチンの供給状況によりモデルナに変更する場合があります

・実施日【土曜日】

　１２月３日、１７日、１月７日、２１日

・実施時間　９：３０～

※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　（住所　富川北６丁目３－２６）

月・水・金曜日はファイザー、火・木曜日はモデルナ

（１８歳未満はファイザー）

・実施日

　１２月までは、毎週金曜日のみ（１２月３０日

　を除く）

　１月からは、毎週月～金曜日（１月９日を除く）

・実施時間　１４：００～

日高国保診療所（住所　栄町東１丁目３０３番地の２）

ファイザーまたはモデルナ（１８歳未満はファイザー）

・実施日

　１１月までは、毎週水曜日

　　実施時間　１３：３０～

　１２月からは、毎週月～金曜日（１月６日を除く）

　　実施時間　１５：００～
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

マイナンバーカード専用　夜間・休日窓口を開設します

マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長となりました

　仕事や通学などで平日の日中に役場へ

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。　

　マイナンバーカードの交付、マイナポ

イントの申込みのほか、申請に必要な写

真を無料で撮影するなどの「申請書作成

サポート」を併せて行います。

※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 開設時間 予約期限

１２月６日（火）
午後５時１５分

～午後７時３０分

１２月５日（月）

１２：００（正午）

１２月２０日（火）
１２月１９日（月）

１２：００（正午）

休日窓口

開設日 開設時間 予約期限

１２月１１日（日）
午前１０時

～午後２時

１２月９日（金）

１２：００（正午）

１２月２５日（日）
１２月２３日（金）

１２：００（正午）

　 ７，５ ０ ０７，５ ０ ０円 分 　 ７，５ ０ ０７，５ ０ ０円 分

開設場所

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

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

※１２月２９日（木）、３０日（金）は、システムメンテナン

スのためマイナンバーカードに係る手続きはできません。

マイナポイント第１弾に申し込んでいない方は

最大５，０００円相当のポイントがもらえる！

　２０２１年１２月末までにマイナポイント第１弾に

申し込んだ方で、まだ２０，０００円のチャージやお買

い物を行っていない場合（最大５，０００円分までポイ

ント付与を受けていない方）は、２０２２年１月１日

以降も引き続き、上限（５，０００円相当）までポイン

トの付与を受けることができます。

■マイナンバーカードの申請期限：

　２０２２年１２月末まで

■申込期限：２０２３年２月末まで

５，０００５，０００円分

健康保険証としての利用申込みで

７，５００円相当のポイントがもらえる！

公金受取口座の登録で

７，５００円相当のポイントがもらえる！

【対象】

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを

行った方（既に利用申込みを行った方も含みます。）

■マイナンバーカードの申請期限：

　２０２２年１２月末まで

■申込期限：２０２３年２月末まで

【対象】

公金受取口座の登録を行った方

■マイナンバーカードの申請期限：

　２０２２年１２月末まで

■申込期限：２０２３年２月末まで

２０２２年１２月３１日（土）

２０２２年９月３０日（金）までの

マイナンバーカード申請が必要です。

▼ 「マイナポイント」の申請は

２０２３年２月末日までの申請が対象です。
詳しくは、総務省のホームページをご確認下さい

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　

問　役場総務課　情報防災グループ　　☎　０１４５６－２－５１３１

延長しました！

注意

１

注意

２
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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

無料　特設人権・困りごと相談所開設のお知らせ

門別地区相談所での開催

１２月の相談日・・・

　　　２７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

門別地区での開催

日時　　１２月９日（金）

　　　　午前１０時～午後３時

場所　　門別公民館

　　　　１階　ミーティングルーム

相談料　無料

担当者　門別地区人権擁護委員

日高地区での開催

日時　　１２月９日（金）

　　　　午前１０時～午後３時

場所　　サンポッケ

　　　　２階　小会議室

相談料　無料

担当者　日高地区人権擁護委員

　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。

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　

問　日高人権擁護委員協議会　　　

　　札幌法務局日高支局　　　☎　０１４６－４２－０４１５

平取町での開催

１２月の相談日・・・１３日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　　２７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

１２月の相談日・・・

５日（月） ７日（水） １２日（月）

１４日（水） １９日（月） ２１日（水）

２６日（月） ２８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

　いじめ・虐待などの人権問題、離婚・相続に関すること、セクハラ・パワハラに関すること、その

他どんなことでもお気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。予約は不要です。
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年末調整を受けられる皆さんへ
―給与所得者の所得税は年末調整で精算されます―

　給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に所

得税の源泉徴収（天引き）を行っていますが、そ

の一年間の合計額は、本来納めなければならない

税額と一致しません。

　この一致しない理由としては、

　①年の途中で、給与の額に変動があること。

　②年の途中で、扶養親族が増減してもそれ以前

　　の月に遡って修正しないこと。

　③生命保険料や地震保険料の控除などは年末調

　　整で行うこと。

などがあげられます。

　後日、扶養控除等の誤りが分かった場合には、

年末調整のやり直しなど（扶養手当の返還、所得

税の追徴など）を行わなければなりません。

　この不一致を計算し、本来納める税額と今まで

に徴収した税額との過不足を精算（徴収または還

付）することを年末調整と呼んでいます。

　一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給

与以外に所得がないか、それ以外の所得があって

もその額が少額であるという方がほとんどです。

　したがって、このような方は、勤務先の年末調

整で税額の精算が済み、確定申告の必要がなくな

りますので、年末調整は非常に大切な手続きとい

えます。

　誤って提出したと思われる方は、事業所の担当

者にすぐに連絡してください。

※例年、一時所得（生命保険の満期・解約等）、

譲渡所得（土地や株式の売却による収入）など、

一時的な所得が発生したために扶養控除が否認と

なる事例が多く見受けられます。扶養親族の方で、

本年中に給与や公的年金以外にそれらのような一

時的な収入はなかったか、今一度扶養控除の所得

要件を満たしているかご確認ください。

年末調整とは？

こんなときには、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書の異動申告が必要です。

扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書は、正しく記載して提出してください。

①

本年の途中で、出生等によって扶養親族

の数が増加したとき、または扶養親族で

あった家族の就職や結婚等により扶養親

族の数が減少したとき。

②

本年の途中で、結婚により控除対象配偶

者を有することとなったとき、または離

婚により控除対象配偶者を有しないこと

となったとき。

③

本年の途中で、本人が障害者、ひとり親、

寡婦又は勤労学生に該当することとなっ

たとき。

④
本年の途中で、控除対象配偶者や扶養親

族が障害者に該当することとなったとき。

問　役場税務課　課税グループ　　　☎　０１４５６－２－６１８４
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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

事業主の皆さんへ
－個人住民税は特別徴収で納めましょう－

　個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払

者）が所得税の源泉徴収と同じように、従業員（納

税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与か

ら個人住民税を引き去り（給与天引きし）、納入

していただく制度です。

　まだ特別徴収を実施していない事業所は、特別

徴収への切替が必要ですので、ご理解・ご協力を

お願いします。詳しくは役場税務課までお問い合

わせください。

　事業主（給与支払者）は特別徴収義務者とし

て、法人・個人を問わず、全ての従業員について、

個人住民税を特別徴収していただく必要がありま

す。（地方税法第３２１条の４）

個人住民税の特別徴収とは？

特別徴収制度の仕組み

特別徴収はこんなに便利

① 従業員が個々に納付する手間が省ける

② 納め忘れがない

③
１回当たりの納付額の負担が少ない

（原則年４回→年１２回）

問　役場税務課　課税グループ　　　☎　０１４５６－２－６１８４

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１０月１１日

町道賀張１号線　道路整備工事 ㈱武田組 15,700,000 円 95.38%

町道富川南２９号線　道路整備工事 磯田建設㈱ 15,300,000 円 98.52%

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１０月２５日

令和４年度　旧清畠小学校教職員住宅解体工事 ㈲平田建設 1,900,000 円 91.79%

普通河川ホロメップ川　河川災害復旧工事 ㈱日高技建 1,760,000 円 96.70%

令和４年度道路メンテナンス事業 
橋梁補修設計 (門別地区 )

㈱アイネス 7,800,000 円 95.12%

令和４年度道路メンテナンス事業 
橋梁点検 (日高地区 )

㈱アイネス 1,300,000 円 95.59%

令和４年度公営住宅整備事業新栄団地地質調査 ㈱シン技術コンサル 1,570,000 円 92.90%

令和４年度公営住宅整備事業新栄団地実施設計 ㈱アトリエブンク 2,600,000 円 88.12%

・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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令和５・６年度競争入札参加資格審査申請について
（物品・役務等、建設工事・設計業務等）

日高門別土地改良区の競争入札参
加資格審査申請について

問　役場技術審議室　　　☎　０１４５６－２－５１３５

問　日高門別土地改良区　　

☎　０１４５６－２－５１１６

　令和５・６年度の競争入札参加資格審査申請については、次により手続きを行ってください。

◎競争入札参加資格審査申請の時期及び方法

　日高門別土地改良区への競争入札参加資格審

査申請についても、上記手続き方法と同様にな

ります。宛名だけを「日高門別土地改良区　理

事長　大鷹　千秋」としてください。

　また、お問い合わせは下記へお願いします。

審査基準日 令和５年１月１日

資格の有効期限 令和５年４月１日から令和７年３月３１日の２年間

受付期間
令和５年１月１１日（水）から令和５年１月３１日（火）まで

（ただし、町外業者は１月２７日（金）まで必着）

受付時間
【午前】９時～１２時　【午後】１時～５時（土曜日・日曜日・祝祭日は除く。）

※郵送による申請の方は全て技術審議室宛てにお送りください。

申請書入手方法

いずれかの方法で申請書類を入手し、受付期間内に申請してください。

・日高町役場ホームページ

(http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/shingi/

 shinsashinsei.html からダウンロード）

・窓口の場合

　役場技術審議室　技術審議室グループ

　総合支所地域経済課　施設管理グループ

※ホームページ、窓口ともに１２月５日（月）から書類入手が可能となります。

記入方法等
申請書類の中にある「申請の手引き」をご確認いただきながら記入してくださ

い。添付提出書類等に漏れがないようお願いします。

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　

１２月の休館日：

毎週月曜日、２９日（木）～１月５日（木）

保存期間の終了した雑誌を差し上げます

　１２月１日より、保存期間が終了した雑誌を

少しずつロビーに並べます。

　何冊でもご自由にお持ち帰りください。

　いつどの雑誌が出るのかお楽しみに。

期間
１２月１日～１２月下旬頃

（なくなり次第終了）

場所 門別図書館郷土資料館ロビー
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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

飲酒運転飲酒運転
STOP!!STOP!!STOP!!

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１０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　☎ ０１４５６－２－６１８２

第１８５号

犯罪者に

なりますか？

運転免許証、

捨てますか？

飲酒運転飲酒運転

飲酒運転は犯罪です飲酒運転は犯罪です

厳しい罰があります！
酒酔い運転者

免許の取り消し　５年以下の懲役または１００万円以下の罰金

同乗者にも罰が…

３年に以下の懲役又は５０万以下の罰金

１０月中に飲酒運転の発覚 ・ 事故が３件ありました！

令和３年中、 道内の件数は９２件なのでとても多いです！

Ｓｔｏｐ

Ｄｒｕｎｋ

Ｄｒｉｖｉｎｇ
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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

３歳から１３歳までの方

（平成２１年１０月２日以降に生まれた方）

【特例対象者（令和６年度まで）】

平成１９年４月１日以前に生まれた方

１期接種

（３回接種）

年齢：３歳以上７歳６か月まで

標準的な接種年齢　

１回目　３歳～４歳まで

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

２０歳に達するまでの間に、１期、２期の

接種ができます。

１回目　任意の時期に接種

２回目　１回目から６日以上空ける

３回目　２回目から６か月以上空ける

２期接種

（１回接種）

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。

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。

※接種を１回でも受けている場合は、残りの回数

を６日以上あけて接種します。

接種場所

・

接種日

・

接種時間

・門別国保病院　小児科

（接種日）　

１２月７日㈬、令和５年１月１１日㈬、

２月８日㈬、３月７日㈫

（接種時間）

①１５：００～１５：３０（定員１０名）

②１５：３０～１６：００（定員１０名）

・門別国保病院　内科

（接種日）　

１２月１４日㈬、令和５年２月１４日㈬

・富川国保診療所

（接種日）　１２月２６日㈪、令和５年２月

２７日㈪、３月３１日㈮

（接種時間）※門別・富川共通

①１５：００～１５：３０（定員１０名）

②１５：３０～１６：００（定員１０名）

・日高国保診療所　

・接種日　毎週水曜日

・接種時間　１３：００～１３：１５

・日高国保診療所

・接種日　毎週水曜日

・接種時間　１３：００～１３：１５

料金 無料

予約 要予約。下記のお申し込み先へ予約をお願いします。

注意事項 いずれも過去に規定回数の予防接種を受けた方は対象になりません。

申・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

林業退職金共済制度（林退共）へ加入しませんか
　林退共は、昭和５７年に発足した林業界で働く方の

ために国が作った退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日数

に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その

従事者が林業界をやめたときに林退共から退職金を支

払うという、いわば林業界全体の退職金制度です。

お問い合わせ

林業退職金共済事業本部
電話 ０３－６７３１－２８８９

ホームページでも

ご案内しています
https://www.rintaikyo.

taisyokukin.go.jp/

林退共制度の特長林退共制度の特長

①
掛金は、税法上について、法人では損

金、個人企業では必要経費になります。

② 掛金の一部を国が免除します。

③
雇用事業主が変わっても退職金は

企業間を通算して計算されます。
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気を付けよう！薬の重複投与

　２０２２年１月号では「重複投与（同じ成分や効果

の薬を一緒に飲んでしまうことの危険性）」について

ご紹介しました。しかし、気を付けなければならない

のはこれだけではありません。「薬と食事」の関係も

気を付けなければいけないことがたくさんあります。

　今回は「薬と食事」について、あ

おば調剤薬局門別店、富川店の薬剤

師さんから紹介してもらいます。

食事と薬の関係に要注意！

　気をつけなければならない代表的な事例として、血

液を固まりにくくし、血栓が出来るのを防ぐ「ワルファ

リン」という薬が挙げられます。ワルファリンは血液

を固まりやすくさせるビタミンＫの働きを阻害するこ

とにより血液を固まりにくくする作用があります。と

ころが「納豆」や「青汁」はビタミンＫを多く含んで

おり、一緒に飲んでしまうとワルファリンの効果を減

弱させてしまうため、服用中は摂取を避けるようにし

なければなりません。

　もう一つ、注意が必要な飲食物があります。それは

「グレープフルーツジュース」です。グレープフルー

ツジュースは多くの薬と相性が悪いです。

　多くの薬は体内に入ると、代謝酵素で分解され、次

第に効き目を失って体の外に排出されます。しかし、

グレープフルーツジュースに含まれる成分が代謝酵素

の働きを邪魔してしまい、予想よりも強く薬の効き目

が表れてしまいます。そのため予期しない副作用を引

き起こす可能性があり、注意が必要です。ごく一般的

に使われている降圧薬や免疫抑制剤にも相互作用を起

こしてしまう可能性があります。納豆やグレープフ

ルーツジュースの薬への影響は数日続くと言われてお

り、薬と一緒に飲まなければ良いというわけではあり

ません。

　薬を飲まれている方の中には、食事も一つ一つ気を

付けなければならないと不安に思う方もいるかもしれ

ません。心配な場合は薬剤師にご相談下さい。お薬を

渡す際には注意すべき食べ物も一緒に説明いたしま

す。またサプリメントなどを飲み始めるときにも、あ

おば調剤薬局に是非ご相談下さい。

もう一つの重複投与

　これまでは「薬と薬」と「薬と食事」の関係性につ

いて紹介しました。しかし、「重複投与」が意味する

ことはこれだけではありません。

　皆さんは、飲み忘れや受診間隔のズレによる処方薬

の残りはないでしょうか。手元に薬がある状態で医療

機関を受診し、必要以上に手持ちの薬がある状態も「重

複投与」の危険性がある状態と言えます。

事例（残薬調整）

　飲み忘れた薬が溜まっていく代表的な事例として、

頓服薬が挙げられます。例えば２か月に１度の受診で

１０回分の頓服薬を処方されても、その時々の調子で

飲まない日が続くと、飲み忘れているわけではないの

に残薬が溜まっていきます。「いつか飲むかも…」、「残

薬は数回分だから気にせず次も１０回分貰おう…」と

繰り返していくうちに膨大な残薬となることがあります。

　このようなときには、「薬局に全ての薬を持ってい

く」ことをお勧めします。薬剤師が薬の数や種類を整

理することで薬の管理がしやすくなり、飲み忘れや飲

み間違いの防止に繋がるのです。

　また、その際には「かかりつけ薬剤師」をご活用く

ださい。薬を全て管理してくれる薬の担当者であるか

かりつけ薬剤師にお願いすることにより、よりスムー

ズに残薬を整理することが出来ます。冒頭に説明した

食事の影響による重複投与についても発見の可能性を

増やすことができます。

　より安全に、よりスムーズに皆様の

生活をサポートできるような制度と

なっていますので、まずはあおば調剤

薬局にお問い合わせください。

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

問　あおば調剤薬局門別店　☎ ０１４５６－３－９０００

　　あおば調剤薬局富川店　☎ ０１４５６－３－２２６６
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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年度全国学力・学習状況調査結果

問　教育委員会管理課　学校教育グループ

☎　０１４５６－２－２４５１

【調査対象】　　小学校６年生（８１名）　

　　　　　　　中学校３年生（７１名）

【調査実施日】　令和４年４月１９日

【調査内容】　

○教科に関する調査（国語、算数・数学、理科）

○生活習慣や学習環境等に関する調査

全国に近づいた小学校、全国を越えた中学校

　小学校は、国語と算数が昨年度より全国平均との差を縮め、理科は全国平均

を上回りました。また、中学校については、全教科（国語、数学、理科）にお

いて全国平均を上回りました。

校 種 小学校 中学校

教 科 国 語 算 数 理 科 国 語 数 学 理 科

全 国 平 均 (%) ６５．６ ６３．２ ６３．３ ６９．０ ５１．４ ４９．３

日高町平均 (%) ６５．０ ６２．０ ６４．０ ７１．０ ５２．０ ５１．０

全 国 と の 差 －０．６ －１．２ ＋０．７ ＋２．０ ＋０．６ ＋１．７

【小学校】《成果◎と課題△》
《国語》

◎「言語の特徴や使い方」の領域が全国平均を上

回った。

△「書くこと」の領域は、正答率が低く全国との

差も一番大きい。（差：－７．１ポイント）

《算数》

◎「図形」の領域が全国平均を上回った。

△「変化と関係」の領域は、正答率が低く全国と

の差も一番大きい。（差：－６．９ポイント）

《理科》

◎「エネルギー」「生命」「地球」の３領域が全国

平均を上回った。

△「粒子」の領域は、全国平均に達しなかった。

（差：－２．１ポイント）

【中学校】《成果◎と課題△》
《国語》

◎「話すこと・聞くこと」「読むこと」「言語の特

徴や使い方」の３領域が全国平均を上回った。

△「書くこと」の領域は、正答率が低く全国平均

に達していない。（差：－１．４ポイント）

《数学》

◎「図形」「関数」「データの活用」の３領域が全

国平均を上回った。

△「数と式」領域は、全国平均に達しなかった。

（差：－１．９ポイント）

《理科》

◎全領域（「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」）

で全国平均を上回った。

△「エネルギー」と「地球」の領域は、全国平均

以上ではあるが正答率は５０％以下である。

小学校６年

中学校３年
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育てたい子ども像
～日高町学力向上３年次計画（Ｒ３～５年度）より～

　日高町では、育てたい子どもとして、

令和３年度から右記のような子ども像

を設定し、その具現化に向けて全小・

中学校で取り組んでいます。

◎課題の解決に向け、自分で考え自分から取り組む子ども

◎難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦し続ける子ども

◎予習や復習など、家でも自分で計画を立てて勉強する子ども

◆　自分で考え自分から取り組む子ども達が増えています　◆

◆　失敗を恐れないで挑戦する子ども達が増えています　◆

◆　自分で計画を立てて学習する子ども達が増えています　◆

【自分で考え自分から取り組む】

　（　）は全国平均

◉小学生８０．３％　（７７．３％）　　

◉中学生９１．５％（７９．２％）

※回答は「当てはまる」＋「どちらかというと当ては

まる」

◇令和３年度に比べ、小・中学生ともに増加し全

国平均も上回りました。自分なりに試行錯誤しな

がら学習し、主体的に課題を解決しようとする子

ども達が増えています。

【失敗を恐れないで挑戦する】　

（　）は全国平均

◉小学生７２．９％　（７２．５％）　　

◉中学生７４．６％（６７．１％）

※回答は「当てはまる」＋「どちらかというと当て

はまる」

◇令和３年度に比べ、小・中学生ともに増加し、

全国平均も上回りました。特に中学生の増加率が

高く、苦手なことでも積極的に挑戦しようとする

子ども達が増えています。

【計画を立てて学習する】

　（　）は全国平均

◉小学生８５．１％　（７１．１％）　　

◉中学生７１．８％（５８．５％）

※回答は「当てはまる」＋「どちらかというと当て

はまる」

◇令和３年度に比べ、小・中学生ともに増加し全

国平均も上回りました。しかし、１時間以上学習

する子どもの割合は、小学生５９．３％、中学生

４９．３％と５～６割程度にとどまっています。

自分で考え自分から取り組む

失敗を恐れないで挑戦する

計画を立てて学習する
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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

ひだかＫｉｄｓクラブ
「宝石探し」「ラフティング」「太鼓」

アクティブクラブ
「有珠山登山」

 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・レクリェーショ

ンなどの活動を行う「ひだかＫｉｄｓクラブ」が　

７月に「宝石探し体験」を、８月「ラフティング

体験」を実施しました。

　７月から始まった「日高山岳太鼓体験」は、６

名が練習を重ね１０月３０日の日高地区町民文化

祭でステージ発表をすることができました。

　１０月２日、アクティブクラブの第５回目の事

業として「有珠山登山」が開催され、２０名が参

加しました。

　ロープウェイに乗車し、有珠山外輪遊歩道を歩

くルートで、帰路途中の６００段の階段も景観を

楽しみながら登りきることができました。

　当日は快晴でゴール地点の有珠山外輪展望台で

は、水蒸気をあげる火口のほか、噴火湾や羊蹄山

も見ることができました。

アクティブクラブ
「落ち葉で食材を焼いてみよう」

　１０月３０日、アクティブクラブの第６回目の

事業として広富山村研修センターにおいて、「落ち

葉で食材を焼いてみよう」が開催され、１７名が

参加しました。

　落ち葉に火をつけ、サツマイモ、ジャガイモ、

リンゴ、卵を焼きました。どれも落ち葉の焼けた

香ばしい香りがほんのり感じられ、秋の味覚を堪

能しました。

　午後はこれまでのアクティブクラブで撮影した

写真や落ち葉などを紙皿に貼って作る「紙皿アー

ト」を作成し、これまでの思い出が詰まった作品

を作ることができました。
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高齢者大学　門別ことぶき学園
「ノルディックウォーキング教室」
　９月７日と１０月５日の２日間、門別ことぶき

学園「ノルディックウォーキング教室」が門別ふ

れあいセンターと富川東研修所で行われ、延べ

２８名の学園生が参加しました。

　ウォーキングで使うポールの使い方や、正しい

歩き方について学び、準備運動をした後、実際に

屋外のコースを歩きました。

　両日とも天候に恵まれ、青空の下、河川敷や海

沿いの眺めを見て四季の変化を感じながら、

ウォーキングを楽しみました。

高齢者大学　門別ことぶき学園
「安全な交通アクセス教室」

　１０月１８日、富川自動車学校と道南バスの協

力のもと、門別ことぶき学園「安全な交通アクセ

ス教室」が開催され、２１名が参加しました。

　道内の高齢者に多い事故に関する講話のほか、

運転免許証返納制度の仕組みや、公共交通バスの

利用方法を学び、実際に運行している路線バスに

乗車して、乗り降りの一連の動作や座り心地の良

さを体験しました。

高齢者大学　沙流川大学
「折り紙を学ぶ」
　９月５日と１０月１３日の２日間、日高地区高

齢者を対象とした「沙流川大学」では折紙教室を

開催しました。

　富良野市から濱元義行氏を講師に招き、パンダ

や毬などの折り方を教えていただきました。

　やや複雑な折り方に苦慮しながらも、久々に触

れる折り紙を楽しんでいました。
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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

日高町教育長杯少年野球大会・
少年野球教室を開催

はじめての開催
「日高町リアル野球盤」大会

　９月１７日、町営日高球場において、日高地区

生涯学習事業推進協議会主催の令和４年度日高町

教育長杯少年野球大会が開催されました。

　開会式では、武田教育長からの挨拶の後、日高

管内及び近隣町村６チームによる白熱した試合が

行われ、ＪＢＣ日高ブレイヴが優勝、新冠野球ス

ポーツ少年団が準優勝となりました。

　翌日は、少年野球教室「北海道日本ハムファイ

ターズフィールドクラブ」が開催され、参加した

小学生３１名は元プロ野球選手の的確な指導に真

剣な眼差しで聞き入ったり、にこやかに答えたり

していました。

　１０月１６日、町教育委員会、町スポーツ推進

委員協議会の共催により、令和４年度町民スポー

ツのつどい「日高町リアル野球盤大会」が開催され、

小学生から５０代までの男女９チーム６０名が参

加しました。

　バッティングマシンから放たれるボールを打つ

ことは意外に難しいようでしたが、ヒットが出る

と敵、味方関係なく拍手や歓声が送られる和気あ

いあいとした雰囲気の中開催されました。

　トーナメント方式で８試合行い、日高地区から

参加した「ふみごろうとゆかいな仲間たち」チー

ムが優勝しました。

日高地区英会話教室（後期）
スタート

　１０月４日から日高町民センターにおいて、令

和４年度後期の日高地区英会話教室が、アダルト

クラス５名の受講者でスタートしました。

　英語指導助手のジョーンズ・デッド・ダーウッ

ド先生の指導のもと、和気あいあいと楽しみなが

ら、英語力向上に励みます。
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　８月１９日から２２日まで苫小牧市で開催された全国大会に出場し団体

戦で準優勝の成績を収めました。

　吉本さんはキャプテンでエースとしてチームをまとめ、予選リーグから

決勝トーナメントまで全て勝ち、４連覇はなりませんでしたが貝塚第二中

学校の準優勝に大きく貢献しました。

　また、個人戦でもベスト８に入り、更なる飛躍が期待されます。

試合に臨む吉本選手

日高町出身の吉本さんが全国中体連卓球大会出場

吉本　はなさん（大阪府貝塚市立貝塚第二中３年）

・日高ジュニア卓球クラブ出身

問　教育委員会社会教育課　社会教育グループ　☎　０１４５６－２－２４５１

　１０月１８日に、札幌市の札幌市教育文化会館で第

６６回北海道高等学校定時制生徒生活体験発表大会が

開催され、日高高校から３年生の松澤隆英さんが出場

しました。

　松澤さんは、７月に行われた校内選考で選ばれ、８

月に本校の選抜生徒に帯広

柏陽高等学校の選抜生徒を

含めた日勝支部大会で最優

秀賞を受賞し、今大会に臨

みました。大会には石狩地

区をはじめ、道南、後志、

空知、道北、オホーツク、

釧根、胆振、各支部からの

選抜生徒と通信制の選抜生

徒、日勝支部の選抜の松澤

さんを含め１２名の生徒が参

加し、それぞれの経験や学校

での体験を各々の言葉で表現

していました。松澤さんは、

抽選の結果、発表のトップバッ

ターとなり、緊張するシチュ

エーションではありましたが、

堂々と「ニンゲンカンケイ」

という題で日高高校での経験

や保護者との関わり、これま

での経験によって気づけたことを述べていました。残

念ながら全国大会出場生徒として選抜されませんでし

たが、生徒本人にとっては今後の進路や将来につなが

る貴重な経験になったことでしょう。

　１０月１９日から２１日に小樽市総合体育館と小樽

市民会館で北海道高等学校文化連盟第４６回全道高等

学校写真展・研究大会が行われ、日高高校から３年生

の松澤隆英さんが２作品、１年生の今慶之介さんが１

作品出展し、支部大会で作品を出展した１年生の米沢

愛羽さんと３年生の矢田眞白さんも参加しました。

　初日は撮影会が行われ、生徒４人が小樽市内のさま

ざまなスポットを訪れて、思い思いにシャッターを切っ

ていました。小樽運河周辺や堺町通り商店街、天狗山

や旧手宮線跡と、撮影ポイントに事欠かない小樽の魅

力に生徒は引き込まれていました。そうして撮影した

中から１枚のベストショットを選び抜き、日高高校写

真部の１枚として提出

しました。２日目は小

樽市総合体育館での作

品講評がありました。

審査員の先生による１

枚１枚の作品講評を、

生徒４人は自分たちの

だけでなく、他校生徒

の作品講評にも真剣に

耳を傾けていました。

なお、審査結果につい

ては、３年生の松澤隆

英さんと１年生の今慶

之介さんが共に佳作を受賞するという好結果を収める

ことができました。午後には小樽市民会館で地元写真

家の方による講演会を拝聴し、２日目が終わりました。

最終日は、１日目に行われた撮影会の講評と表彰式が

行われました。

　生徒たちは満足感と充実感に満ちた全道大会を無事

に終えることができました。写真部１年目の１年生た

ちは特に多くの刺激を受けたことと思いますし、３年

生たちはコロナ禍で過去２年間ずっと全道大会参加が

できなかった悔しさを晴らすことができたと思います。

第６６回北海道高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会第６６回北海道高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会

日高高校写真部が全道で佳作２名の快挙　日高高校写真部が全道で佳作２名の快挙　～全道高等学校写真展・研究大会～～全道高等学校写真展・研究大会～
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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

日高高校通信特別版【総合的な探究の時間】取組紹介日高高校通信特別版【総合的な探究の時間】取組紹介

　日高高校では、令和２年度から総合的な探究の時間で国立青少年

教育振興機構が主催する地域探究プログラムに取り組んでいます。

生徒が地域における課題を設定し、解決のために探究のプロセスを

踏まえながら解決方法を考えていく取り組みです。

　今年度は「日高の活性化」を大きな課題として定め、ＡからＥま

での５グループが探究課題を設定しました。

　その探究課題を元に、情報を収集し、整理・分析・課題解決の方

策を探り、最後にまとめて発表します。

　来年１月２５日（水）に、地域探究プログラムに参加している全道の高校が集まって北海道ステージ発表会を

行います。本校からは全５グループが参加し、２月に行われる全国ステージを目指して発表することになります。

今後の展開にご期待ください！各グループの活動に関しては以下をご覧ください。

　星空観賞での日高の活性化をテーマにし、「夏のスキー場等の活用」を考えており、実際に７月中旬に日高国

際スキー場の山頂まで登り、現地調査をしました。パノラマ小屋までは車で行きましたが、そこから山頂までは

車で登れず、徒歩で登頂しました。判明したことは、パノラマ小屋から山頂まで

遠くはないものの、かなりの労力が必要で、小さい子どもや高齢者には体力的に

きびしいのではないか、ということでした。また、第４リフトを動かして山頂ま

で行くことはできないのかを確認するため、日高町役場日高総合支所地域経済課

施設管理グループ主幹の福士康弘さんへ取材を行いました。リフトを動かすには

様々な課題があるということ、しかし企画に可能性を感じ、星空観賞だけではな

く、他の企画と組み合わせてツアーとして考えてはどうかという助言を頂きまし

た。今後の活動としては町外を含めて取材を更に進め、星空観賞の可能性を形に

していきたいと思います。

　日高町を活性化させる為、日高の知名度の向上を目標にしました。

ポスターやチラシ配り等、様々な発信方法はありますが、今の時代

ＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥ、ＩｎｓｔａｇｒａｍといったＳＮＳを

利用する若者が多いことに加え、コロナというご時世なので直接で

はなくインターネットなら、より安全で広範囲に伝えることができ

るのではないかと考えました。その結果、ＴｉｋＴｏｋチームとＩ

ｎｓｔａｇｒａｍチームに分けてそれぞれ日高で撮った写真を集め、

動画を作ってＳＮＳに投稿する事にしました。

　Ｉｎｓｔａｇｒａｍのチームはハッシュタグの研究をして、拡散

力を高めようとしました。Ｉｎｓｔａｇｒａｍでは３０個までハッシュタグを付ける事ができるため、より効果

的な物を厳選して投稿します。ＴｉｋＴｏｋのチームでも、綺麗な景色の写真を集め、流行りの音源に乗せて写

真を流す事にしました。これからの活動内容としては、日高高校生の日常やスキー授業、日高の特産物を使った

料理の食レポ等、様々な内容の動画、画像を投稿してみようと検討しています。

各グループの活動紹介！

Ａグループ：星空とあたし～夏のスキー場とキャンプ場を活用した星空観賞～

Ｂグループ：ＳＮＳでバズれ日高！～日高活性化へ向けての情報発信～
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　日高の自然を生かした釣り・ラフティング・乗馬などの体験ができる

活動を考案しています。これまで実際に日高町内の施設に訪問し、私た

ちが活動している様子を撮影して動画を作成しました。

　今後の活動では、今回作成した動画を高校職員や、地域の方々に見て

もらって、私たちが企画している体験活動についてのアンケートを取り、

体験活動の改善を行い、参加者が楽しんでもらえるような企画を考案し

ていこうと考えています。活動を通して、私たちは日高町には魅力あふ

れる施設がたくさんあることを改めて知ることが出来ました。

　今回知ることが出来た日高町の魅力を私たちが考案した企画を通して町外の人々へ発信していきたいと思います。

　【ひだカレンダー】による地域活性化です。昨年度の【ひだカレン

ダー】アンケートに回答された方の平均年齢はかなり高めでした。

しかし日高のメジャーなアクティビティとしてはスキーやラフティ

ングなど、どうしても若い人向けのものになっています。

　そのため出来るだけ若い人の目にとまりやすいカレンダーを作ろ

うということになりました。ジョークを交えたキャッチコピーを各

月に掲載しました。カレンダーなので、アンケート結果やアドバイ

スを元に六曜や町内イベント開催時期等も付け足しました。昨年度

よりもフォントに力を入れて見やすいカレンダーを制作することが

できました。カレンダーの他に昨年度と同様にアンケートを制作し、

カレンダーとアンケートを日高町や各事業所の協力を頂き施設や商

店に配置させていただきました。

　今後の展開としては、アンケートを回収しアンケート結果を集計・分析します。

　私たちは日高町に住んでいるので、日高の良いところはよく知って

います。日高に住んでいなかったり、来たことがなかったり、する人は、

日高で乗馬やラフティングなどができるという魅力を知らない人もい

ます。日高地区は地震の揺れに強くて地震が少ないことや、土地の価

格が安くとても住みやすいということも魅力だと思っています。これ

らの魅力を多くの人たちに伝えるためにワークショップをすることに

しました。この活動を実現するために私たちは、ワークショップの内

容についてのアンケートを町民にお願いしたり、井上牧場さんに取材

を行ったり、釣りの実践活動を行ったりしました。

Ｃグループ：なまら楽しい！日高体験の旅～ＰＲ方法の工夫による観光客向上～ 

Ｄグループ：【ひだカレンダー】２０２３による地域活性化

 ～日高町を知ってもらい多くの人の心をわしづかみ！～

Ｅグループ：日高高校生によるワークショップの開催～日高に興味を持ってもらう～

問　日高高等学校　　☎ ０１４５７－２－２６２６
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　前期最終日であった９月２８日（水）、感染対策を取りながら、第５２回校内マラソン大会を実施しま

した。当日は秋晴れの空のもと、男子１０ｋｍ、女子８ｋｍのコースを、全校生徒がひたむきにゴールを

目指しました。一人ひとりがゴールを目指す姿は、清々しく、先には必ずゴールがあることを感じながら、

友人と共に汗を流しました。

　給水地点・ゴール地点ではＰＴＡの皆さんにご協力いただきました。また、今年度は豚汁を作って、生

徒、教員に振る舞っていただきました。多数の参加ありがとうござました。富川高校では今後も感染予防

に努めながら、教育活動を充実させていきます。

　美術部は１０月６日（金）に岩見沢市で行われた第５６回全道高等学校美術展・研究大会に出場・出展し、

優秀賞を受賞しました。今年度は新型コロナウイルスの感染対策をしながら、交流会や研修会など、コロ

ナ禍前の大会に近づけようとする動きがありました。大会に参加し、得られたものが多くあり、肌で感じ

たこの体感が貴重な経験となりました。
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　本校１学年では進路選択の視野を広げるために「大学訪問」を総合的な探究の時間で行なっています。

　１０月２４日（月）に感染予防対策をしながら３年ぶりに実際に訪問を行うことができました。

　ご協力いただいた大学は北海道文教大学、北海道情報大学の２大学で、「看護師について」、「国際教

養について」、「子どもとのふれあい」、「Ｉｏｔプログラミング」などの講義を受けました。それぞれ

の進路選択の幅が広がる有意義な時間になりました。

　今年は「３年ぶりの～」という枕詞をよく耳にします。合同企業説明会や合同面接会、進路ガイダ

ンスや資料頒布会も各地で盛んに行われるようになりました。求人数は増加傾向にあり、富川高校に

も多くの企業や大学関係の方が来て、応募や見学の説明をしてくれました。学校の教育活動に協力的

な団体も多く、生徒達にとり、進路活動がしやすい環境が整いつつあると言って良いでしょう。しかし、

この状況がいつまで続くかは不透明です。環境に甘えず、変化する社会に対応できる人材を育成する

ため、今後も計画的かつ組織的な指導を継続して参ります。

　近年、本校の就職希望者は、地元に限らず、苫小牧・札幌などを視野に入れ、自分のやりたい仕事

や向いている仕事を探す傾向があります。作文や一般教養試験を課し、２次選考まで実施する企業も

ありますが、公務員志望を含め、書類・筆記段階での通過率は１００％となっており、対策の効果が

表れていると言えそうです。進学希望者は札幌近郊が中心ですが、道外や道内遠方を受験する生徒も

一定数おります。また経済的負担を軽くして進学する方法として、特待生制度があります。本年度、

この特待生制度を活用した全ての生徒が、特待生として採用されました。これも全教員で実施してい

る面接指導の効果と言えそうです。就職・進学どちらであっても生徒の一生を左右する選択となりま

すので、これまでと同様、一人ひとりと向き合って今後も進路活動を全教職員で支援して参ります。
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　１０月２４日（月）～１０月２８日（金）、４泊５日の見学旅行に２年生２２名が参加しました。今年

度は奈良・京都・千葉・東京のコロナ禍以前の行程を行うことができ、以前の雰囲気を味わうことがで

きたことを嬉しく思っています。北海道の寒冷前線を逃れ、本州の季節外れの暑さも収まった中、元気

に行って参りました。日高町の厚い経済的支援をいただいて、当初の目標を達成することが出来ました。

コロナ対応を含め、大きなトラブルが富川高校になかっただけでも有り難いと思っています。飛行機に

初めて乗った生徒が多く、新千歳空港からブルブル震えて緊張しながら新関西国際空港へ向かいました。

　１日目は奈良公園を訪れ、東大寺の大仏や金剛力士像を見て、鹿と戯れ、見聞を広めてきました。夕

食は京都での見学旅行定番の「すき焼き」。こちらも堪能していたようです。２日目の関西自主研修で

は、自分たちで考えたテーマを元に研修計画を立て、歴史的建造物の見学や、地元の人たちとのふれあ

い、着物体験・人力車体験など所変われば文化も変わるということを時間いっぱいまで研修していまし

た。３日目は新幹線で関東に移動し、関東自主研修を行いました。都会の雰囲気を味わい、近代的な建

物や博物館などを訪れ、有名人に会った班もいて、地元では経験出来ないような体験をしてきました。

４日目は東京ディズニーシーで、アトラクションに乗ったり、お土産などの買い物を楽しんだりしまし

た。５日目は上野公園へ行き、国立西洋美術館または国立科学博物館を選び、見学しました。科学館で

は地球や日本列島の文化について見学できました。西洋美術館ではロダンの「考える人」のお出迎えに、

生徒は感動していました。その後、お台場へ移動して最後の自主研修を楽しみました。見学旅行を終えて、

無事に北海道に帰って来られてほっとしています。
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　富川小学校と門別小学校では、スケート学習の

協力者を募集中です。低学年の子どもの「スケー

ト靴のひも結び」と「指導」です。ひも結びは、

保護者も協力していただいておりますが、都合で

お手伝いできない保護者もおります。１回でも協

力できる方を募集します。

　滑るのが苦手な子どもの多くは、靴ひもの結び

方がゆるくなり、足首が安定しないことが原因の

場合が多いと言われています。是非、大人の力で

しっかりと結んで欲しいものです。実施の日時な

どは学校によって異なりますので、直接、学校に

問い合わせて下さい。また、指導していただける

方も募集中です。

　厚賀中学校では、学年を越えた縦割りによる生徒同士の交

流活動で、厚賀町内の清掃活動に取り組み、地域への関心を

高め、美化活動をとおした地域への理解を深めました。地域

を見つめる大切な活動として、毎年行われています。同様の

取組は日高中学校でも行われています。

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１１号 Ｒ４．１２

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　

　第２回学校運営協議会の開催に合わせて、国

の方針で示された「休日における部活動（運動

部・文化部）の地域移行」について検討を行っ

ています。指導者の確保や各種大会への参加の

仕方など、部活動を地域移行した場合の課題や

取組方について、道のアドバイザーをお招きし

て説明会などを行います。スポーツ少年団やス

ポーツ協会の関係者、ＰＴＡの皆様、学校関係

者に参加をお願いし、学校運営協議会に合わせ

て説明の機会を設けます。説明された内容につ

いては、今後、町民の皆様にもお知らせをする

予定です。

スケート靴のひも結びの協力

厚中クリーン作戦 （９／２）

休日における部活動の地域移行

募
集
中

富川小学校　☎２－００２７

門別小学校　☎２－５００６
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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

通行規制区間への進入の危険性について

　冬に吹雪で見通しのきかない道路では通行止めの

規制が実施されます。通行止め区間へ脇道から侵入

すると、吹きだまりに衝突したり、車両がスタック

し孤立するなど、命にかかわる重大な事故に繋がる

恐れがあります。大変危険ですので指定された迂回

路のご利用をお願いします。

　なお、通行規制の状況は次のホームページで公表

しています。

問　北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部

　　維持管理課　道路管理係

☎　０１４３-２４-９８７３

HP　北海道地区道路情報のページ

　　https://info-road.hdb.hkd.mlit.

　　go.jp/RoadInfo/index.htm

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　１２月２０日（火）　午後１時３０分～

午後３時（先着順・予約可）

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

消費者ホットライン１
い や や

８８とは？　

一人で悩まず、まずは相談

　消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近

くの消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案

内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお

手伝いするものです。

　「悪質商法等による被害にあった」、「ある製品を

使ってけがをしてしまった」、「お試し購入のはずが

定期購入契約になっていた」などの消費者トラブル

で困っていませんか？

　また、「新型コロナワクチンが接種できる。後日

全額返金されるので１０万円を振り込むように」と

の不審な電話がかかってきたなどの新型コロナウイ

ルスに関連したトラブルや、「豪雨で雨漏りし修理

してもらったがさらにひどくなった」などの災害に

関するトラブルで困っていませんか？

　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからで

も３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン

「１８８（いやや！）」にご相談ください。専門の相

談員がトラブル解決を支援します。

問　役場商工観光課　商工・観光グループ

☎　０１４５６－２－６０３１

広告

学校法人　岡田学園学校法人　岡田学園

厚賀幼稚園厚賀幼稚園 令和５年度　園児募集！令和５年度　園児募集！

Ｒ５年度の３歳・４歳・５歳児を１２月から随時受付します。Ｒ５年度の３歳・４歳・５歳児を１２月から随時受付します。

※満３歳は誕生日を迎えた翌月から入園可能です。※満３歳は誕生日を迎えた翌月から入園可能です。

☆２歳児保育は週２回、行っています。☆２歳児保育は週２回、行っています。

▼ 詳しい事は下記まで問い合わせください。▼ 詳しい事は下記まで問い合わせください。

　　電話番号 ０１４５６－５－６７８８　　電話番号 ０１４５６－５－６７８８

　　受付時間　９：３０～１６：３０　　　受付時間　９：３０～１６：３０　

大切なのは、すぐに相
談することです
困ったときは、一人で
抱え込まないで「消費
者ホットライン「い
やや」（局番なしの
188）」までお電話を

『泣き寝入りは超いや
や（188）！』で覚え
てね

消費者庁　消費者ホット
ライン１８８イメージ
キャラクター「イヤヤン」
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産後パパ育休（出生時育児休業）が
１０月１日から施行されました

　男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介

護休業法が改正され今年４月から順次施行されてい

ます。１０月からは産後パパ育休（出生児育児休業）

や育児休業の分割取得がスタートしました。

　改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお

願いします。

　また、令和４年４月からは、パワーハラスメント

防止措置の中小企業の義務化や子育てサポート企業

として認定される「くるみん」等の認定制度も改正

されています。

○育児・介護休業法改正のポイント

・令和４年４月１日施行

　育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・

意向確認の措置の義務化

・令和４年１０月１日施行

　産後パパ育休（出生時育児休業）の創設、育児休

業の分割取得

・令和５年４月１日施行

　育児休業取得状況の公表の義務化（従業員数１，

０００人超企業対象）

○男性労働者の方へ

　４月から、配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者

に対して、育児休業制度等についての個別周知と育

児休業取得の意向を確認することが事業主に義務づ

けられました。会社に申し出ることで育児休業制度

の説明、取得の意向確認が個別に受けられます。

　今回の改正で、従来よりも柔軟に育児休業が取得

できるようになります。出産直後の母親は、心身と

もに不安定になる場合が多いと言われており、育児

による負担も重なると体調面や家庭環境にも配慮が

必要です。これから育児休業の取得を考えている男

性は自分なりの育児休業の取得の仕方を考えてみて

はいかがでしょうか。

問　北海道労働局　雇用環境・均等部　指導課

☎　０１１－７０９－２７１５

HP　北海道労働局ホームページ

　　https://jsite.mhlw.go.jp/

　　hokkaido-roudoukyoku/　　

お子さまの教育資金を「国の教育ロー
ン」（日本政策金融公庫）がサポート

　国の教育ローンは高校、短大、大学、専修学校、

各種学校や外国の高校、大学に入学・在学するお子

さまをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度

です。

○融資額　お子さま１人あたり３５０万円以内

○金利　１.８０％　固定金利

※「母子家庭」、「父子家庭」、「交通遺児家庭」、「世

帯年収２００万円（所得１３２万円）以内の方」ま

たは「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収５００万

円（所得３５６万円）以内の方」は年１.４０％（令

和４年５月２日現在）

○返済期間　１８年以内

○使いみち　入学金、授業料、教科書代、アパート・

マンションの敷金・家賃など

○返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返

済も可能）

○保障　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証

人による保証も可能）

問　教育ローンコールセンター

☎　０５７０ー００８６５６（ナビダイヤル）

　　または０３ー５３２１ー８６５６

HP　「国の教育ローン」で検索

　　https://www.jfc.go.jp/n/

　　finance/search/ippan.html

門別警察署からのお知らせ
１　飲酒運転の根絶

乗るのなら　しっかりお酒と　ディスタンス

⑴飲酒運転は悪質な犯罪！

　飲酒運転は、悪質、危険な犯罪です。飲酒は安全

運転に必要な情報処理能力、注意力、判断能力を低

下させ、運転に大きな影響を及ぼし、重大事故に繋

がる危険性を高めます。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」　　

ことを強く意識して、社会全体で飲酒運転を根絶す

る気運を醸成しましょう。

　また、二日酔いでの運転も「飲酒運転」となりま

すので、飲酒した翌日に運転する場合は、身体にア

ルコールが残っていないかしっかり確認しましょう。
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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

⑵飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象！

　飲酒運転は、運転者だけではなく、運転者以外の

人にも重い処罰があることを知っていますか。

　車を運転する恐れのある人にお酒を提供したり、

お酒を飲んでいる人に車を提供したり、飲酒運転の

車に同乗した場合は、飲酒運転と同様に処罰の対象

になります。

⑶「ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を防止！

　ハンドルキーパー運動とは、仲間と車で飲食店に

行く場合、あらかじめお酒を飲まない人（ハンドル

キーパー）を決め、その人が仲間を自宅まで送り届

けることです。

　お酒を提供するお店の方は、「お客さんが車で来

店していないか」、「車で来店している場合は、ハン

ドルキーパーは誰なのか」を確認して、飲酒運転を

防止しましょう。

⑷飲酒運転情報の提供！

　北海道警察では、悪質な飲酒運転を根絶するため、

「飲酒運転ゼロボックス」によるタイムリーな飲酒

運転の情報提供等を受け付けています。

　また、飲酒運転根絶に向けたアイデアも受け付け

ておりますのでご利用ください。

２　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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　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。

４　暴力団排除活動の推進について

　暴力団は、組織の維持・拡大のために、覚醒剤密

売や特殊詐欺、密漁、みかじめ料・用心棒料の要求

等の犯罪行為を行うだけでなく、組織の関係者を利

用して一般社会における経済取引へ介入するなど、

様々な手段を用いて活動資金獲得を図っており、暴

力団の活性化は様々な犯罪を誘発するだけでなく、

暴力団の引き起こす対立抗争を激化、長期化させる

原因ともなり、道民の皆様の安全で平穏な日常生活

と健全な経済活動に大きな脅威と不安を与えます。

　警察は、暴力団の壊滅に向けて強力な取締を推進

していることから、道民の皆様も

　「暴力団を恐れない」、　「暴力団を利用しない」、

　「暴力団に金を出さない」、　「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

察に相談、通報する強い意志と勇気を持って、社会

から暴力団を追放しましょう。

５　北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

　毎年１２月１０日から１６日までの間は「北朝鮮

人権侵害問題啓発週間」です。

　北朝鮮により拉致された被害者１９人がまだ帰っ

てきていません。

　警察では拉致に関与したとして、北朝鮮工作員等

１１人について国際手配を行っています。

　この他にも北朝鮮による拉致の可能性を排除出来

ない事案について、捜査・調査を進めています。

　また、広く皆さんから情報提供を受けるため、御

家族の同意を得られたものについては、事案の概要

等を北海道警察や警察庁のホームページに掲載して

いますので閲覧をお願いします。

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

HP　門別警察署ホームページ

　　https://www.police.pref.

　　hokkaido.lg.jp/00ps/

　　s-monbetsu-syo/ 門別警察署
マスコット

キャラクター
「門別ナイト」



29２０２２広報ひだか 1 ２月号

☎　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

１２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。

▽乳幼児健診
　　　９日（金）こもれびホール

▽プレママひろば（妊婦相談）
　　１４日（水）子育て支援センターわくわく館

▽５歳児健診
　　１５日（木）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〉

　　２６日（月）　１５：００～１６：００

　　対象：高校 1年生～２０歳未満

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〉

　１５日（木）を除く毎週木曜日

　１３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　　７日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳～中学３年生まで

　１４日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～２０歳未満 

〈麻しん風しん混合第二期〉

　２１日（水）　１５：００～１６：００　

〈子宮頸がん予防〉

　２８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。

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。

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

町税等納期限のお知らせ

納期内の納付をお願いします。

＜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　　１２月１９日（月）休館日　　１２月１９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

　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

道・町民税（４期分）

令和４年

１２月２６日㈪

国民健康保険税（６期分）

後期高齢者医療保険料（６期分）

介護保険料（６期分）

上下水道料（１２月分）

保育料・保育所給食費（１２月分） 令和５年

１月６日㈮町営住宅使用料・駐車場使用料（１２月分）
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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、１３日㈫、２７日㈫が身体測

定の日です。

◎クリスマス会のイベントは、新型コロ

ナウィルス感染症拡大防止の為、中止し

ます。わくわく館にサンタさんが来てく

れるかもしれません。楽しみにしてくだ

さいね。

◎１２月の子育て講座は、タイトル検討中

（クリスマスに関する物を作る予定）です。

講師は丹野 真紀さんです。

　開始　１０：００～１２：００

　申し込みは１２月１４日㈬までにお願い

します。先着１０名程度。託児の講座に

なります。

月 火 水 木 金

とみかわ児童館 もんべつ児童館

  １日（木）　カミであそぼう
　２日（金）　スーパーじどうくらぶ
　８日（木）　ぬりえのひ
１５日（木）　キラキラちゃれんじ
２２日（木）　カレンダーづくり
２８日（水）　とねっこおはなし会
休館日　毎週日曜日、祝日、

　　　　１２月３１日～１月５日

  ２日（金）　わくわくちゃれんじ
　７日（水）　わくわく映画館
　９日（金）　ぬりえのひ
１４日（水）　ニコニコわかばのおはなし会
１６日（金）　クリスマスこうさく会
２８日（水）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日、

　　　　１２月３１日～１月５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

開放

大きいありさん

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

子育て講座

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放

開放

ミルキー

ティガーファーム

開放

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

ワンワン・いぬい’ず

ウル寅

開放

開放

開放

休館

1/5まで
休館日

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

～１２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〉

・年末の閉館時間

　１２月３０日（金）１７時１５分以降閉館

・年末年始の休館日

　１２月３１日（土）～１月５日（木）

〈スポーツセンター〉

　３日㈯～４日㈰　全道フットサル地区予選（予定）

１１日（日）　４人制ミニバレーボール大会（予定）　

１８日（日）　フレンド杯バドミントン選手権大会（予定）

24 日㈯～ 25 日㈰　管内フットサル大会（予定）

休館日　毎週月曜日

・年末の閉館時間

　１２月３０日（金）１５時以降閉館

・年末年始の休館日

　１２月３１日（土）～１月５日（木）
※アリーナＬＥＤ化改修工事のため１２月６日から２７日

まで毎週火曜日は開館から１５時３０分まで利用を休止し

ます。詳細は施設内掲示等によりお知らせします。

開館時間
９時～２１時

門別中央パークゴルフ場
　今年度はクローズとなりました。来年度のオープン

をお待ちください。

門別中央スポーツホール
１１月１日現在、予定の行事はありません。



31２０２２広報ひだか 1 ２月号

シリーズ　災害に備える　第１回「地震への備え①」

問　役場総務課　情報防災グループ　　☎　０１４５６－２－５１３１

日高町防災ガイドマップより抜粋



ひとのうごき

・令和４年１０月末現在

こんにちは赤ちゃん

・令和４年１０月届出分（敬称略）

ふるさと日高応援寄附金

・令和４年１０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　１２月号　 ＶＯＬ．２０１

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１１月２４日発行

人口 １０，９７６人
前月比

△ ２０人

男性 ５，４６７人 △ １０人

女性 ５，５０９人 △ １０人

世帯数 ５，９６８世帯 △３世帯

外国人 ４０３人 ＋ ５人

件数 金額

２９４件 ６，１５１，０００円

社会福祉協議会への寄附
・令和４年１０月受領分

札幌市 堀内　 修 様 金一封

松風町 橋場 友希 様 金一封

富川東 数矢 英明 様 金一封

富川東 山下 敏洋 様 金一封

富川北 長谷部八重子 様 金一封

富川西 柿﨑 テツ 様 金一封

富川南 菊川 潤一 様 金一封

今月の表紙とあわせて

住所 氏名 父／母

看板掲げ、飛躍を応援
　日高町出身の門別啓人選手がドラ

フト２位指名という明るい話題が町

に届きました。その快挙をお伝えす

るため、町長日記の更新や役場本庁

舎にお祝い看板を設置しました。

　今後の話題にも注目です。

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。

日高町への寄附
・令和４年１０月受領分

・故 田端　しづゑ　様

　１１月３日に亡くなられた故 田端しづゑ様（美原）から、ご生前に

６，０００万円のご寄附をいただきました。

　田端様からいただいた貴重なご支援につきましては、ご意向に沿って、日高

町の振興と町立病院の訪問診療など医療充実のため、有効に活用させていただ

きます。

・日高定置漁業者組合　様

　小中学校の給食用として鮭（銀聖）切り身１，０００食分をご寄贈いただきました。

・室蘭経営研究会　様

　未就学児童向けの絵本及び児童、

生徒向けの図鑑を３種１４冊をご寄

贈いただきました。

・門別町農業協同組合　様

　小中学校、保育所の給食及び日高

高校寮、町立病院、町立福祉施設の

食事用として新米ななつぼし馬
う ま い べ

舞米

４１０kg をご寄贈いただきました。

・厚賀中学校及び生徒会　様
　社会福祉協議会へ学校祭のチャリ

ティバザー収益金をご寄附いただき

ました。


