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　このたびの町長選挙では、再度無投票当選の栄に浴しました。これもひとえ

に皆様のご支援・ご協力の賜であり、厚くお礼申し上げます。２期目のスター

トに当たり、これから４年間の町政を担当させていただく基本姿勢を申し上げ

て、皆様のご理解をいただきたいと存じます。

　私の今回の選挙のスローガンは「町を元気に」でありました。それを実現さ

せるには、町の様々な政策の実現や課題解決のために町民の皆様と積極的に意

見を交わす、さらに意見をお聞きするばかりではなく、具体的に関わっていた

だくことが大切だと考えています。そして、このような場での議論から生まれ

るエネルギーは、まちを元気にする原動力につながるものだと思います。

　しかし、これまでは一昨年より続くコロナ禍で、残念ながら会議も書面で行

われることが多くなり、皆様と直接お話をする機会が極端に少なくなってしま

い、思い描いていたことができませんでした。こうしたことからスローガンも

４年前と同じ「町を元気に」としました。

　コロナ禍はいまだに続いていますが、コロナ禍でも決して町の活力を失わな

いような対策も重要です。これまでも地域応援券の発行や飲食店・中小企業支

援、軽種馬・肉用牛・酪農・漁業に対する支援などを行ってまいりましたが、

今後も必要なコロナ対策に取り組んでまいります。

　今後、コロナ禍の収束が見えてきたときには、様々な場面で改めて直接お話

をする機会を積極的に設け、町民の皆様と行政がお互い知恵を出し合い、共通

の目的の実現を目指す協働のまちづくりを進めてまいります。

　引き続きのご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、２期目に

当たってのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

日高町長 大鷹　千秋　　

町長就任あいさつ

大鷹町政第２期目スタート
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事務局　日高西部消防組合　富川消防署　電話　01456-2-1521

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日高支署　　 電話　01457-6-2244

上 田 商 会 広 木 石 油 株 式 会 社 大 洋 石 油 株 式 会 社

㈲ ス マ イ ル シ ョ ッ プ 福 山 岩 倉 商 事 ㈱ 富 川 営 業 所 株 式 会 社　 田 中 石 油 店

株 式 会 社　 ス ガ ワ ラ 産 業 北 海 道 日 高 乳 業 ㈱ 有 限 会 社　 小 谷 商 店

㈱ 武 岡 商 店　 富 川 営 業 所 び ら と り 農 業 協 同 組 合 有 限 会 社　 広 栄 商 事

有 限 会 社 　 大 熊 門 別 町 農 業 協 同 組 合 有 限 会 社　 原 田 商 店

ひ だ か 漁 業 協 同 組 合 日 高 町 役 場 有 限 会 社　 厚 賀 ツ バ メ 石 油

有 限 会 社　 道 南 石 油 日 高 エ ネ ル ギ ー 株 式 会 社 ㈱ 伊 藤 商 会　 日 高 給 油 所

㈱ハタナカ昭和資源開発事業部 株 式 会 社　 日 高 生 コ ン 河 上 電 機 株 式 会 社

国 立 日 高 青 少 年 自 然 の 家
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　北海道日高乳業株式会社 （有村義昭代表取締役社長）

より、　町内の保育所、 幼稚園、 小中学校、 高等学校に

同社が製造、 販売する乳酸菌飲料ヨーグルッペとオリ

ジナル消しゴムが寄贈されました。

　ヨーグルッペは、 1992 年の発売から３０周年を迎え

たことから、 地元への感謝の意として寄贈されました。

　贈呈式では、 同社の平野光司郎専務取締役が 「いつ

も飲んでいただきありがとうございます」 と贈呈品を

手渡しました。

 ４月７日、 門別町農業協同組合特産の軟白長ネギ 「美

味ネギ君」 が初出荷されました。

　今年は降雪による影響が心配されましたが、 生育も

順調で無事初出荷となりました。

　美味ネギ君は白い部分が多く、 甘くて柔らかい大変

美味しいネギとして、 道内外からも高い評価を受けて

おり、 ５月までは札幌、 苫小牧など道内に出荷し、 ６

月からは東京、 横浜、 名古屋など本州方面にも出荷さ

れ、 出荷のピークは７月から８月中旬となります。

　４月 11 日、 厚賀町防犯協会 （沼田芳政会長）、 厚賀

町青少年育成員会 （鈴木正志会長） より、 学校運営及

び教育活動の一助を目的に、 厚賀小学校へ 「iPad」

が贈られました。

　この事業は平成 23 年から行われており、 11 年間継

続して、 学校への寄贈が実施されています。

　iPad は、 オンライン参観日や動画編集、 YouTube

配信等、 校務デジタル化や教育活動への ICT 導入を

推進する機器として活用されます。

　４月１３日、 門別競馬場において令和４年度シーズン

のホッカイドウ競馬がスタートしました。

　この日は、 肌寒い天候でしたが、 １０競走が組まれ、

開幕を待ちわびたファンがレースを楽しみました。

　今シーズンは、 １１月１０日までの８５日間、 全日程ナ

イター開催されます。 競馬場内の滞留人数は 1,300

人に制限されますが、 事前申し込みは必要なく入場で

きますので、 感染対策を行ったうえ、 観戦をお楽しみ

ください。

ヨーグルッペ発売３０周年

美
う ま

味ネギ君初出荷

厚賀小学校へ iPad を寄贈

ホッカイドウ競馬が開幕！

初出荷の作業の様子

寄贈されたｉＰａｄ

パドックで出走馬の状態を確認するファン

富川小学校で行われた贈呈式での記念撮影
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　日高町出身の竹内りかさん （日高アルペンスキー少年

団＝当時） が、 ３月２５日から２９日に長野県菅平高原

で開催された JOC ジュニアオリンピックカップ 2022

全日本ジュニアスキー選手権大会に出場しました。

　回転競技に出場し、 １本目は４位につけ、 ２本目に更

に上位を目指し積極的に攻めた結果、 ２人を抜き、 出

場者８９名中第２位の成績を収めました。

　４月からは札幌の高校に進学し、 今後もアルペンス

キーを続けるとのことです。

　春の火災予防運動（４月２０日～３０日）の一環として、

富川消防署では２０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ました。

　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。

アルペンスキー全国大会で第２位

春の火災予防運動街頭啓発活動

賞状を手に記念撮影する竹内さん

びらとり農協ルシナ店での啓発活動

令和４年度北海道消防操法訓練大会　日高消防団出場隊団結式

　令和４年７月に江別市において開催される令和４年度北海道消

防操法訓練大会（小型ポンプ操法の部）に出場する日高西部消防

組合日高消防団（澤田則彦団長）の団結式が行われました。

　消防操法とは、消防ポンプを使って消火活動を行うための操作

要領で、この訓練を通し、旺盛な奉仕の精神、強固な組織力、迅

速な消火・救助活動技術を養うことが目的の基本訓練であり、消

防団の重要な訓練です。

　団結式では、指揮者の福嶋史雄班長が「日高地区の代表として

の自覚を持ち、日々訓練に励み、日高消防団の名誉にかけ、隊員

一同、悔いのないよう日夜精進努力することを誓います。」と宣

誓しました。また、日高西部消防組合管理者の大鷹町長より激励

を受け、出場隊員は改めて長期に及ぶ訓練期間を経て大会に臨む

決意をしました。

　（出場者）　指揮者　厚賀分団　　福嶋　史雄　班長

　　　　　　隊員　　厚賀分団　　吉本　龍一　班長

　　　　　　隊員　　門別分団　　桶谷　尚寿　団員

          　隊員　　厚賀分団　　東　祐輔　団員

          　隊員　　厚賀分団　　柏木　貴行　団員

          　隊員　　厚賀分団　　三上　慎一朗　団員
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くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

富川国保診療所　午後診療再開のお知らせ

　新型コロナワクチン予防接種のため、午後の診療を休診し、患者様にはご不便をおかけし

ておりましたが、６月１日（水）より、午後の診療を再開することとしました。

　なお、今後につきましても、健康診断等で担当医が不在にする場合や予防接種等で休診す

る場合がございますので、詳細につきましては、診療担当表でご確認くださいますようよろ

しくお願いいたします。

　　　　　　〇外来診療時間

問　富川国保診療所　事務グループ　☎　０１４５６－２－０３４０

日 高 町 地 域 お こ し 協 力 隊

活動レポート VOL． 33

日高町内で活躍する
地域おこし協力隊の活動

をレポートします。

大橋正規隊員が任期満了となりました

活動の様子をうかがいました

　令和元年６月から地域おこし協力隊（農業支援員）として活

動してきた大橋正規さんが３月３１日をもって任期満了とな

り、３年弱の地域おこし協力隊としての活動を終えました。

　地域おこし協力隊の活動として、アスパラやミニトマト栽培

を学び、経験を積み重ねてきました。

　任期満了にあたり、大鷹町長から激励を受け、新規就農者と

して新たな一歩を踏み出しました。

　新規就農後の大橋さんの活動の様子をうかがいました。

　門別地区にある門別町農協ハウス団地６棟分のアスパラ栽培

を行っています。

　２月から新たに地域おこし協力隊（農業支援員）となった宮

本章弘さんもアスパラ栽培の研修中で、大橋さんとともに収穫

作業を行っていました。毎朝、手分けして収穫し、選別、梱包

などを行い、各地へ出荷されます。

　アスパラの旬は春先から初夏と言われており、甘みが強くて

美味しいとのことです。

問 役場産業課　農政・畜産Ｇ　☎　０１４５６－２－６１８５

激励状を受け取る大橋さん（中）

収穫する大橋さん（左）と宮本さん（右）
大橋さんは膝つきスタイル、宮本さんは
中腰スタイルで作業を行う

午前
　８：３０～１２：００

（受付時間：　８：３０～１１：３０）

午後
１３：００～１７：００

（受付時間：１３：００～１６：００）
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くらしインフォ

事業者の要件
町内で生産、製造もしくは加工される商品または町内でおこなう

サービスの提供者である法人または個人。

お礼の品の要件

町内で生産、製造または加工しているもの、または町内で生産された

ものを使用し、町外で加工しているもの。

ただし、事業者及びお礼の品の登録に関しては、上記の要件に適合

しても町が適当でないと認めた場合は参加できないことがあります。

申・問　役場商工観光課　商工・観光グループ　☎　０１４５６－２－６０３１

問　役場商工観光課　商工・観光グループ　☎　０１４５６－２－６０３１

令和３年度ふるさと納税受入実績のご報告

「お礼の品」販売事業者の募集について

　令和３年度中にいただいた「ふるさと日高応援寄附金（ふるさと納税）」の事業別

受入実績は次のとおりです。

　いただいた寄附金は、基金に積み立てた後に該当の事業に充当します。

　これからも多くの方々に日高町を応援いただけるよう、有効に活用してまいります。

　日高町では、ふるさと納税による寄附受入の増と、地場産品のＰＲによる地域の活性化を図ること

を目的に、日高町に対してふるさと納税による寄附をされた町外の方にお礼の品を進呈しています。

　さらなる事業推進のため、お礼の品となる商品を町に販売いただける事業者を募集しています。

　すでに商品を販売いただいている事業者についても、追加商品の提案やポータルサイトへの掲載を

受け付けていますので、ぜひご検討ください。

　事業者及びお礼の品の要件等は次のとおりです。

※随時受付していますので、お申し込み・お問い合わせは下記まで連絡をお願いします。

寄附金事業名 件数 金額

ふるさとの福祉・少子化対策に関する事業 １，５１４件 ２６，１０３，０００円

ふるさとの教育・文化に関する事業 ６３１件 １１，１２３，０００円

ふるさとの自然環境保全に関する事業 １，０９７件 １８，８７７，０００円

ふるさとの産業振興及び地域振興に関する事業 １，９４２件 ３２，０９６，０００円

ホッカイドウ競馬の応援に関する事業 ５９３件 １５，３３７，８００円

新型コロナウイルスに関する対策・支援事業 ６件 ６０，０００円

廃線となった「ＪＲ北海道日高線」の歴史を
残し想いをつなぐプロジェクト

８７件 １，０４３，０００円

赤潮被害に伴う代理寄附 １件 １，８９０，１３２円

合計 ５，８７１件 １０６，５２９，９３２円

☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

旧日高門別駅が新しい町の魅力発信拠点としてオープンします

　６月１２日（日）、旧日高門別駅が新しい町の魅力発

信拠点としてオープンします。

　施設には、日高町の鉄道にまつわる思い出の品やホッ

カイドウ競馬に関わる品が展示されるほか、地域の皆さ

んに利用していただくスペースも設置されます。

　当日は、皆様に楽しんでいただける催しを用意してい

ますので、ぜひお越しください。

問　役場商工観光課　商工・観光グループ　☎　０１４５６－２－６０３１

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

６月の相談日・・・

　　　２８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

６月の相談日・・・１４日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　２８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

６月の相談日・・・

１日（水） ６日（月） ８日（水）

１３日（月） １５日（水） ２０日（月）

２２日（水） ２７日（月） ２９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



9２０２２広報ひだか６月号

無料　特設人権・困りごと相談所開設のお知らせ

　人権擁護委員は、いつでも地域のみなさまからの相談に応じています。

　人権擁護委員の応じている相談は、離婚に関することなどの家庭内の問題や、子どもや高齢者の問題、

隣近所のもめごとなど、幅広い内容となっています。

　「人権擁護委員の日」の６月１日には、みなさまのお近くで、「無料特設人権・困りごと相談所」を開

設します。困りごとのある方は、この機会に、人権擁護委員への相談をご利用ください。相談内容につ

いての秘密は守られます。

　さらに、相談は無料で、むずかしい手続きも必要ありません。

　なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止となる場合がありますので、あらかじめご了

承願います。

◎門別地区　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　◎日高地区

とき
６月１日（水）　

午前１０時～午後３時

ところ 門別公民館（２階第２研修室）

とき
６月１日（水）　

午前１０時～午後３時

ところ 道の駅サンポッケ（会議室）

・相談は、日高地区・門別地区人権擁護委員が担当します。

問　札幌法務局日高支局　　　　　　　　　　☎　０１４６－４２－０４１５

　　　役場住民生活課　住民・年金グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　

とき
令和４年８月９日（火） 

午前１０時半～午後４時半

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

対象者
１８歳未満のお子さんとその

保護者

申・問　役場子育て健康課　子育て支援グループ　　☎　０１４５６－２－６１８３

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、７月８日（金）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、必要性の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。

※次回の巡回児童相談の実施予定日　令和４年１１月１０日（木）

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

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

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
①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

②夫婦または夫婦のいずれかが町

　内に住所を有する方

③夫婦ともに町税等に滞納がない方

助成額

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

助成します

・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。

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（夫婦のいずれかが町外に住所

　を有する場合）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）

⑥印鑑

⑦振込口座の番号、名義人がわか

　るもの

※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。

◎申請窓口

　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

　申請手続き、制度内容の詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

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

日高門別土地改良区からのお知らせ

問　日高門別土地改良区　　　☎　０１４５６－２－５１１６

用水路の事故防止にご協力を

　田植えシーズンを迎え、通水期間中（５月から８

月）の用水路は満水状態で、水の流れも速く大変危

険です。

　当土地改良区では、転落事故防止対策として防護

柵や事故防止看板の設置並びにポスターの配布等に

よる事故防止の呼びかけを行っております。

　地域の皆様におかれましては、子ども達が取水施

設樋門や用水路付近で遊んでいるところを見かけま

したら、注意していただくとともに安全な場所で遊

ぶよう声をかけてください。

用水路にはゴミを流さないように

　通水期間中に、用水路内に刈草、ビニール、タイヤ、

空き缶、汚物等が流れ込み、これが用水路等の施設

に詰まり、施設や農作物等に被害を与えております。

　用水路には、物を捨てないよう地域の皆様のご協

力をお願いいたします。
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「つけるしょうゆとかけるしょうゆ　どっちが塩分量が少ない？？」

　保健指導を受けたことがある方は、「つけて食べる」をおすすめされたことがあるかもしれません。

　実際にしょうゆを使うときは、直接かけずに小皿に出してつけて食べる方が塩分の摂取量を抑える

ことができます。

ただし！豆腐に関しては、つけて食べるよりも「かけて食べる」方が塩分量の摂取を抑えることが

できます。（もちろんドバドバかけては意味がありません。）

　さらに、しょうがやかつお節、ネギなどの薬味も使えばより少ないしょうゆ量でも満足できるでしょう。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ（栄養士）　　　☎　０１４５６－２－６５７１

栄養士

コラム

出典：『減塩のコツ早わかり』　女子栄養大学出版部

ワンポイント！

　少なめや多めの基準は個

人差が大きいので、基本的

に減塩のために重要なこと

は「調味料を計って使う」

ことです。何気なく使って

いる食卓しょうゆなど、塩

分の積み重ねが血管に負担

をかけるので、「知らず知

らず塩分」に注意して、今

回紹介した食べ方を参考に

してください。

　かけることで薬味がしょ

うゆを吸うので、豆腐に

しょうゆをさっとかけてか

ら薬味を上にのせて食べる

ことをおすすめします。

６月は食育月間です

　食育基本法に基づいて国が決定した「食育推進基本計画」では、毎年６月を「食育月間」と定めて

います。

　また、毎月１９日は、食育→しょくいく（１９）ということで、「食育の日」に定められています。

食育月間や食育の日をきっかけに、食の大切さを見直してみましょう！

　６月１日（水）から６月１９日（木）の「食育の日」まで、門別図書館郷土資料館において、

「むだなく使いきるレシピ」コーナーを設け、関連書籍の貸し出しも行います。

　食べ物を粗末にしない日本人の知恵やもったいない精神を感じてほしいです。

　「食育月間」に自分の食生活を見直すきっかけとしてみましょう。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

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

少なめ

少なめ

少なめ

少なめ

多め

多め

多め

多め

かけじょうゆ

つけじょうゆ
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小学６年生から２５歳（平成９年度生まれ）の女子の
子宮頸がん予防　（ＨＰＶ）　ワクチンの予防接種の実施

　子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチンは、予防接種法に基づき実施しているところですが、ワクチンと

の因果関係を否定できない持続的な疼痛がワクチン接種後に見られたことから、平成２５年６月より適

切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされていましたが、最新の

知見を踏まえ、改めてＨＰＶワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、さ

らに接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、令和４年４月１日より積

極的な勧奨を再開することになりました。

　つきましては、下記及び厚生労働省労省ホームページを参考に、有効性とリスクを理解したうえで希

望する方は、役場子育て健康課または日高総合支所地域住民課へご予約ください。

対象者

①小学６年生から高校１年生の女子

②平成９年度生まれから平成１７年度生まれの女子
　（このほか平成１８・１９年度生まれの方は、通常の接種対象（小学校６年生か

　 ら高校１年生相当）の年齢を超えても接種対象となります）

※②に該当する方は、令和６年度までに限り対象となります

ワクチン

の種類

ガーダシル
　子宮頸がんの原因となるＨＰＶ１６型・１８型に加え、尖圭コンジローマの原

因となるＨＰＶ６型・１１型をも予防する効果があります。

　※過去にサーバリクスで１～２回接種している場合は、同じ種類のワクチンで

　　接種する必要がありますので、予約時にお申し出ください。

接種回数 ３回

接種間隔

初回接種から２か月後に２回目、３回目は１回目から６か月後。ただし、

当該方法をとることができない場合は、初回接種から１か月以上の間隔

で２回目、３回目は２回目から３か月以上の間隔をおいて接種。

申込方法
順次、若年齢者順に個別通知を発送予定ですが、個別通知がお手元に届

いていない方でも申込可能です。

接種場所
（門別地区）門別国保病院　　（日高地区）日高国保診療所
※接種日時はお問い合わせいただくか、予約時に確認願います。

注意事項
新型コロナウイルスワクチン接種とは、前後２週間の間隔をあける必要

があります。他のワクチンは、翌日から接種可能です。

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

HP　　　厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

（お願い）

・１６歳未満の方が接種する場合、保護者の同伴を必要とします。

・母子手帳など、予防接種歴のわかるものをご持参ください。（お手元にない場合は、予約時にお申し

 出ください。）

・接種は肩にしますので、肩から上腕が露出しやすい服装でご来院下さい。

・町外の医療機関での接種も可能ですが、事前に手続きが必要ですので下記までご連絡ください。

 なお、料金は償還払いとなります。

・既に自費で接種している場合は、償還払いにて上限額まで助成できますので下記までご連絡くだ 

 さい。

くらしインフォ Information　役場からのお知らせ
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乳がん・子宮頚がん・大腸がん検診のお知らせ

　がん検診は不要不急の外出に当てはまりません。この機会にがん検診を受けて

みませんか。　※感染状況によっては、変更となる場合もあります

申込期限　６月１０日（金）まで。定員になり次第締め切ります。
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　☎　０１４５７－６－３７１３

日程 午前 午後

７月７日 （木）

富川公会堂

受付時間
①　　８ ： ４５～  ９ ： ００

②　１０ ： ００～１０ ： １５
③　１２ ： ３０～１２ ： ４５

定員
乳がん検診　５０名

子宮頚がん検診　１３０名

乳がん検診　４０名

子宮頚がん検診　１００名

※令和５年３月３１日を年齢基準日とします。

※定員に余裕がある場合は、対象にならない方の申し込みを受け付けますが、検診料金は全額自

　己負担となります。金額については、子育て健康課へお問い合わせください。

※次に該当する方は、無料で受診出来ます。

　・生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方（窓口で要申請）

　・２４歳子宮頚がん無料受診券（子宮頚がんのみ）または４０歳無料受診券をお持ちの方

検診の種類 対象者 料金 検査方法

乳房超音波検査

  （定員１８名）

４０歳以上

女性
5,360 円

・ 乳房の上から、 超音波の機械を当てる検査です。 乳が

ん検診とセットの受診をお勧めしています。 39 歳以下

の希望者はご相談ください。

・ 乳房超音波検査のみ受けたい方は、 ３月の札幌がん検

診センターに申し込みください。

婦人科超音波検査
２０歳以上

女性
1,050 円

・ 膣の中から、 超音波の機械を当てる検査です。 細胞診

では調べられない、 卵巣の腫れや子宮内を調べます。

検診の種類 対象者 料金 検査方法

乳がん検診
※昨年度、 町の検診を

受診していない方

40 歳以上

女性
2,100 円 ・ 乳房のエックス線検査をします。

・ ４０歳～４９歳は二方向、 ５０歳以上は一方向の

エックス線撮影をします。
５０歳以上

女性
1,800 円

子宮頸がん検診
※昨年度、 町の検診を

受診していない方

２０歳以上

女性　
1,800 円

・ 子宮の入口 （頚部） の細胞をとって調べます。

・ 問診や医師の診察の結果、 必要のある方に対

して子宮体部の細胞をとって調べます。 （子宮体

部がん検診　８００円）

大腸がん検診
４０歳以上

男性 ・ 女性
　 800 円

・ 便を２日分とり、 潜血反応を調べます。 代理

の方の提出も可能です。

オプション検査（有料）※オプション検査を希望する方は、申し込みの際にお伝え下さい

・日高地区の方へ

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、令和４年度の無料送迎を中止します。

◎今後の検診日程

  令和４年１０月　９日（日）門別公民館

　令和４年１１月１１日（金）厚賀会館（乳がん検診のみ、特定健診・がん検診と同時開催）

　令和５年　３月　１日（水）札幌がん検診センター

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

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
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くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者のみなさまへ

毎年受けよう！ 特定健診！！

　特定健診は、メタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診

断です。

　コロナ禍でも健診等の健康管理は重要

です。委託医療機関では、院内感染防止

のガイドライン等に基づき、感染対策に

取り組んでいます。

　年１回、健康状況の確認や糖尿病、高

血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の

予防のために健診を受けましょう！！

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
・４０歳以上の日高町国民健康保険加入者

・後期高齢者医療制度加入者

料金

個別健診（町内医療機関）　  １，７００円（７５歳以上８００円）

集団健診　　　　　　 　　　１，３００円（７５歳以上５６０円）
※下記該当者は無料となります

・令和４年度中に４０歳になる方

・国民健康保険加入者は国保に加入する世帯員全員（擬制世帯主を含む）が、後期高齢

者医療制度加入者は世帯の全員が令和３年度町民税非課税の場合

検診内容
問診・身体計測・腹囲・血圧測定・血液検査（血糖、中性脂肪、肝機能等）・

尿検査

受診方法

個別健診または集団健診により受診

◎集団健診（がん検診と同時実施）

・１０月２８日（金）　

　　日高こもれびホール

・１０月２９日（土）～３１日（月）　

　　門別公民館、富川公会堂

・１１月１１日（金）

　　厚賀会館

詳細は、広報９月号でお知らせします。

役場への申し込みが必要です。

◎個別健診（町内医療機関で受診の場合）

①医療機関に直接予約

門別国保病院 富川国保診療所

日高国保診療所 勤医協厚賀診療所

②健診を受ける

　 「受診券」と「質問票」、　「保険証」を持っ

　　て受診してください。 

③健診結果を確認

　　受診後、結果が郵送等で届きます。

（お願い）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受診の際は体調を確認し、感染予防対策にご協力

 ください。

　　①受診の当日、ご自宅で体温測定をしてください。

　　②発熱、咳、くしゃみ等の体調不良がある場合は受診をお控えください。

　　③咳エチケット（マスク着用）等感染予防にご協力ください。

・職場健診を受けた方は、健診結果の提出をお願いします。

・高血圧、糖尿病、脂質異常症で治療中で、健診を希望されない方は、医療機関での検査データの

 提出をお願いします。

この封筒で特定健診受診券が５月末に送付されます！ 
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糖尿病ってどんな病気
　私たちの身体の中では、糖質と呼ばれる栄養素が

脳や筋肉などが活動するためのエネルギーとして消

費されています。糖が不足すると、エネルギー不足

により疲労感におそわれるなど、生活をするうえで

必要不可欠な栄養素の一つです。

　糖はインスリンというホルモンの働きにより細胞

に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。

　しかし、インスリンが十分に分泌しなかったり、

働きが鈍くなることで細胞に糖が取り込まれず、血

液中の糖が過剰に増えてしまった状態が糖尿病と言

われています。

糖尿病が及ぼす身体への影響
　血液中の糖が増えた状態のままでは、血管が傷つ

き、別の病気を招く危険性があります。　

　糖尿病には、３つの代表的な合併症があります。

◎糖尿病網膜症…目の血管が傷つき、視力が悪くなる。

　　進行すると失明する可能性がある。

◎糖尿病腎症…老廃物を尿として排出する腎臓の機

　　能が低下する。進行すると透析治療を要する。

◎糖尿病神経症…手足の神経に異常をきたし、しび

　　れや痛み、知覚低下がおきる。進行すると足先

　　などの細胞が壊死する可能性がある。

　これらの合併症以外にも、動脈硬化により心臓病

や脳卒中を引き起こすほか、歯周病になりやすくな

るなど、糖尿病は様々な病気と密接に関わる怖い病気

です。

　糖尿病の初期段階では、自覚症状がないことがほ

とんどです。普段の生活に支障がなく危機感を抱き

にくいため、放っておいた結果、重症化している場

合があります。

今から取り組む糖尿病予防
　糖尿病には「Ⅰ型糖尿病」と「Ⅱ型糖尿病」の二

つの種類があります。

　Ⅰ型糖尿病はインスリンを作り出す細胞が壊さ

れ、ほとんど分泌されない状態を言います。

　Ⅱ型糖尿病は、遺伝的にインスリンの分泌不足や

働きが悪いといった理由のほかに、過食や運動不足、

肥満、ストレスなどが関係しており、生活習慣病の

一つとされています。

　Ⅱ型糖尿病は生活習慣の見直しで、進行や発症を

予防できる病気です。皆さんも今一度ご自身の生活

を振り返り、糖尿病予防に取り組みましょう。

〈食事編〉

　食生活の見直しは血糖値の上昇を防ぐことができ

ます。例として次のことを意識しましょう。

・バランスの良い食事を心がける

・糖の吸収を緩やかにする食物

繊維を多く含むもの（野菜・

海藻・きのこなど）を食べる

・腹八分目でストップする

・１日３食たべる

・夜食や間食を控える

〈運動編〉

　運動することは糖の消費を促進し、インスリンの

働きを高める効果があります。

　ウォーキングや筋トレなどといった運動を継続し

て行うことが理想的です。

　普段運動する習慣がない、

仕事や家事で時間を作るのが難

しいという方は「徒歩圏内の買

い物や出勤などで車を使わない」

など、少しの工夫を取り入れ、

無理せず運動する習慣をつくり

ましょう。

健診を受けて身体の状態を把握しましょう
　自分の身体の状態を知ることも、病気の早期発見

や予防に繋がります。４０歳以上で国民健康保険加

入の方は、町内医療機関や集団健診の場で特定健診

を受けることができます。

　特定健診では身体計測・血液検査・尿検査をとお

して、糖尿病を含む生活習慣病のリスクを発見でき

ます。対象の方には個別にご案内をお送りします。　

詳細は前ページをご覧ください。

　特定健診に関するお問い合わせや食事の見直しな

どについては、栄養士や保健師にお気軽にご相談く

ださい。

健康増進だより ～はつらつ笑顔　元気暮らし　日高町～

　　◎日高町役場　子育て健康課　　☎　０１４６５－２－６５７１

　　◎日高総合支所　地域住民課　　☎　０１４５７－６－３１７３
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日高町ホームページでもご覧になれます。
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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４月１３日

令和３年度　日高町特定環境保全公共下水道事業

門別図書館前雨水マンホールポンプ所更新工事
新栄クリエイト (株 ) 14,200,000 円 93.11%

町道富川西南１号線外３路線　測量調査設計 (株 )アイネス 6,100,000 円 95.31%

町道富川南７号線　測量調査設計 (株 )アイネス 1,400,000 円 95.24%

町道幾千世庫富１号線　測量調査設計 (株 )アイネス 1,300,000 円 95.59%

森の広場サッカー場芝管理業務 (株 )幸成建設 5,150,000 円 97.35%

入札日　令和４年４月２７日

令和４年度社会資本総合整備事業

町道富川北２８号線法面・土工構造物修繕工事
（株）笹田組 7,280,000 円 94.92%

町道富川東２２号線　道路整備工事 （株）田辺組 16,980,000 円 85.54%

福満地区水道管整備工事（バイパス工事） 工藤設備工業（株） 6,100,000 円 96.52%

・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。

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　

　　６月の休館日：毎週月曜日、３０日（木）　

　　※休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください

畑仕事に役立つ本あります

　門別図書館には小説の本だけでなく、色々な

ジャンルの本があります。

　これからの季節、農業・園芸の本は特に人気です。

　家庭での野菜作りから本格的な農業の本、肥料

や草取り、道具の本など、畑仕事に役立つ本がきっ

と見つかります。

　図書館になかなか来られない

方は、無料配送サービス「おう

ち図書館」もありますのでご利

用ください。
蔵書検索

くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

事業所のみなさん

その「ＡＥＤ」使えますか？

　新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、救命

処置を行うために必要な事を学ぶ「救急講習会」

を行うことができない状況が続いています。

　コロナ禍においても、助けを求める救急車の要

請は減ることはありません。

　そこで、消防署では感染防止対策を行いながら

の「救急講習会」を広めていきたいと考えています。

　少人数、短い時間での講習も可能ですので、

ＡＥＤの使い方と心肺蘇生法を学びましょう！

ご注意

　まん延防止等重点措置等が発令された場合、

適用期間中の講習は延期もしくは中止とさせて

いただきます。

問　富川消防署　救急救助課　

☎　０１４５６－２－１５２１

問　富川消防署日高支署　警防係　

☎　０１４５７－６－２２４４
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令和４年度
沙流川大学「開講式」

　４月２１日、道の駅「サンポッケ」において令

和４年度日高町高齢者大学「沙流川大学」の開講

式が開催され、学生１２名 ( 登録者１９名 ) が参

加しました。

　開講式終了後は、第１回講座「救急講習会 ( 救急法

について学ぶ )」と題して、富川消防署日高支署の宮

本裕史参事官と三杉駆消防士を講師に招き、１１９番

のかけ方やＡＥＤの使用方法を研修しました。

　沙流川大学では、郷土や文化・芸術、自然、健

康などの教養を広げるとともに軽スポーツ・その

他研修により交流を深めるなど、心が豊かになる

事業を目指していきます。

令和４年度
門別ことぶき学園「開講式」

　４月２８日、門別総合町民センターにおいて

令和４年度日高町高齢者大学「門別ことぶき学

園」の開講式が開催され、学園生８３名（登録者

１０６名）が参加しました。

　開講式では、オリエンテーション、学習プログ

ラムの打ち合わせが行われました。

　また、開講式後の記念公演では、新ひだか町在

住の茶摘家ちゃっきり氏による ｢ 腹話術 ｣ や ｢ 南

京玉すだれ ｣が披露され、会場を盛り上げました。

　門別ことぶき学園は翌年３月まで幅広い学習に

取り組み、学園生の親睦を深めて活動していきます。

日高地区英会話教室（前期）
スタート

　４月１９日、日高町民センターにおいて、令和

４年度の日高地区英会話教室がアダルトクラス４

名の受講者でスタートしました。　

　英語指導助手のジョーズ・デット・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、

前期が終了する９月末まで英語力向上に励みます。

※後期の日高地区英会話教室の募集は、８月末頃

を予定しています。

こどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介します
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富川市街地複合施設整備に伴う

住民説明会開催のお知らせ

　当町の人口の約半数が集中する中心市街地の富川地区に公共交通の拠点となる

バスターミナル機能や行政サービス機能、子どもから高齢世代まで気軽に立ち寄

れ、交流の拠点となる複合施設を整備し、中心市街地としてにぎわいのある魅力

的なまちづくりを進めるため、富川市街地づくり会議で検討してまいりました。

　つきましては、複合施設の配置計画等を地域住民の皆様に周知いたしたく、下

記日程により住民説明会を開催いたします。

　ご多忙のところ恐れ入りますが、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

期日 令和４年６月１７日（金）

時間 １９：００～２０：００

会場 富川公会堂

問　役場市街地活性化対策室　（担当：江刺家）　　　☎　０１４５６－２－６１８１
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ストップ・ザ・交通事故死！ストップ・ザ・交通事故死！
－めざせ　安全で安心な　北海道－

日高町の交通事故件数
○発生件数 ・・・・ １件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ １人

２０２２年４月２８日現在

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

第１７９号

全席シートベルト着用！

活用しましょう！　　　　あらたな選択肢！

シートベルトは全席着用が

　　　　義務付けられています！！

同乗者やご家族の安心安全のために

シートベルトの着用を促しましょう！！

セーフティラリー
セーフティラリー

北海道 2022北海道 2022

・実施期間　７月１日 (金 )～１０月３１日 (月 )の４か月間・実施期間　７月１日 (金 )～１０月３１日 (月 )の４か月間

・申込期間　５月１日 (日 )～６月３０日 (木 )まで・申込期間　５月１日 (日 )～６月３０日 (木 )まで

・家族の安心と北海道の交通安全のために挑戦してみませんか？・家族の安心と北海道の交通安全のために挑戦してみませんか？

　問　門別警察署（☎ 01456-2-0110）又は　門別警察署（☎ 01456-2-0110）又は

　　　自動車安全運転センター北海道（☎ 011-219-6615）　　　自動車安全運転センター北海道（☎ 011-219-6615）

運転に不安を感じる方に対して、より安全なサポートカー
に限って運転を継続するという新たな選択肢を設ける趣旨
の制度です。
サポートカー限定免許の申請は、運転免許証の更新時に併
せて行うことが可能です。

サポートカーとは・・・？
・サポートカーは一定の要件を満たす衝突被害軽減ブ

レーキ等の安全運転支援装置を備えた普通自動車のこ

とをいいます。

・詳しいご紹介は警察庁のウェブサイトでご覧下さい。

また、お近くの運転免許試験場へお問い合わせ下さい。

サポートカー限定免許制度サポートカー限定免許制度

参

募

加

集

者

中

2021年は約14万 6797人

が参加し、達成率は

97.7％ !!
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課長　山田　誠

▼課税Ｇ

　　　長原　美季

　　　中村　正治

　　　佐藤　翔馬

　　　前川　聖貴

　　　畑山　怜央

▼納税Ｇ

　　　茂野　良二

( 再 ) 水上　博志

　　　喜田　誠也

　　　澤井　茂雅

課長　湯村　篤司

参事　髙山　修

▼水産 ・ 林務Ｇ

　　　鈴木　駿

▼農政 ・ 畜産Ｇ

　　　前野　隆博

( 再 ) 小林　政美

　　　廣中　一樹

　　　山田　健太

　　　黒宮　大暉

課長　森谷　朋香

▼商工 ・ 観光Ｇ

　　　島尻　守

　　　荒井　早苗

　　　甲斐　直紀

　　　加藤　義憲

　　　大髙　翼

日高町役場組織一覧

各課の連絡先と担当職員は次のとおりです。

役場は各課の中でグループを決めて仕事をしています。

グループ名は「●●●Ｇ」と略して記載されることもあります。

紙面の都合上、兼務発令の一部を省略しています。

町長　大鷹 千秋

副町長　深根 英範

課長　戸川　貴教

▼人事給与Ｇ

　　　佐藤　貴彦

　　　遠藤　聖

　　　倉見　竜太

　　　姉川　結衣

　　　堂本　陸

　　　田村　優衣

▼情報防災Ｇ

　　　宅石　誠

　　　藤田　裕太

　　　荻原　誠弥　

課長　林谷　昌美

▼企画 ・ 財政Ｇ

　　　中村　香奈

　　　鈴木　いずみ

　　　木下　一真

　　　新井　竜馬

▼まちづくり ・ 広報統計Ｇ

　　　長谷川　大樹

　　　中村　直弘

　　　眞弓　弓恵

　　　宮入　優里

課長　種田　智子

▼住民年金Ｇ

　　　石川　あゆみ

　　　垂柳　美絵

　　　猪狩　真矢

　　　西前　風香

▼保険医療Ｇ

( 再 ) 池本　敏之

　　　石谷　優子

　　　紺野　裕也

▼環境生活 ・ アイヌ政策Ｇ

　　　法理　智典

　　　佐藤　雄一郎

　　　奥野　柊哉

▼厚賀出張所

所長　武田　真奈美

　　　松本　達哉

　　　鳩沢　尚也

課長　小野　俊勝

▼子育て支援Ｇ

　　　奈良　匡

　　　野口　裕基

　　　宮村　美穂

　　　西尾　彩花音

▼もんべつ児童館

館長　鈴木　満　　　

▼子育て支援センター

　　　木田　歩美

▼健康増進Ｇ　　　　　

　　　遠藤　暁子

　　　藤本　企白

　　　倉見　純子

　　　藤川　七洋

　　　亀井　希代子

　　　三浦　礼乃

　　　柳瀨　朋恵

　　　田本　真菜可

　　　三輪　美季

　　　尾崎　未来

課長　山口　賢一

▼高齢者福祉 ・ 介護Ｇ

　　　渋谷　一夫

　　　作田　裕理

　　　濱田　麗

施設長 （兼） 山口　賢一

　　　金子　千春

　　　武藤　洋一

　　　矢野　祥恵

( 兼 ) 長舩　美穂

　　　亀澤　滋俊

( 兼 ) 水上　佳祐

　　　坪田　剛法

( 兼 ) 盛合　由剛

( 兼 ) 中川　彩

所長　長舩　美穂

　　　水上　佳祐

　　　盛合　由剛

　　　中川　彩

総務課
☎　０１４５６ー２－５１３１

建設課
管理・土木・都市計画Ｇ

☎　０１４５６ー２－６１８６

開発・土地改良Ｇ

☎　０１４５６ー２－５１１６

企画財政課
☎　０１４５６ー２－６１８１

住民生活課
☎　０１４５６ー２－６１８２

高齢者福祉課
☎　０１４５６ー２－６５６１

商工観光課
☎　０１４５６ー２－６０３１

産業課
☎　０１４５６ー２－６１８５

税務課
☎　０１４５６ー２－６１８４

門別地域包括支援センター
☎　０１４５６ー２－６７８９

門別居宅介護支援事業所
☎　０１４５６ー２－６７８９

子育て健康課
子育て支援Ｇ

☎　０１４５６ー２－６１８３

健康増進Ｇ

☎　０１４５６－２－６５７１

標記について　

( 再 ) ＝再任用　( 兼 ) ＝兼務発令
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課長　吉田　和彦

参事　吉田　義克

▼管理 ・ 土木 ・ 都市計画Ｇ

総括主幹　成田　 治

　　　大平　幸雄

　　　佐藤　圭輔

　　　宇部　孝也

　　　吉田　祐大

▼開発 ・ 土地改良Ｇ

総括主幹　吉田　早苗

課長　只野　利一

▼財産管理Ｇ

　　　藤本　寛朗

　　　浦重　卓司

　　　村田　健一

　　　阿部　真幸

▼建築 ・ 公営住宅Ｇ

　　　梶　弘幸

　　　武田　義章

　　　工藤　雄司

　　　前田　恭平

　　　喜本　健太

会計管理者　東　親久

課長 （兼） 　東　親久

▼会計Ｇ

　　　上田　あゆみ

　　　吉田　玉美

( 再 ) 福居　ひとみ

　　　熊谷　識惠

　　　中村　紗由姫

室長　矢野　雅章

▼技術審議室Ｇ

( 兼 ) 村田　健一

( 兼 ) 宇部　孝也

　　　伊藤　咲蘭

総括主幹　中田 弘樹

　　　丹保　信哉

( 再 ) 赤坂　布世

　　　乾　多麻岐

施設長 （兼） 田中　正俊

総括主幹 （兼） 中田 弘樹

( 兼 ) 丹保　信哉

( 兼 ) 乾　多麻岐

所長 （兼）  中田　弘樹

( 兼 ) 丹保　信哉

( 兼 ) 乾　多麻岐

管理者 （兼）  田中　正俊

所長　石橋　明子

　　　小林　吉夫

　　　杉山　安紀

　　　吉野　幸恵

課長　小野寺　孝

参事　門野　智

▼施設管理Ｇ

　　　福士　康弘

　　　竹内　雅行

　　　佐藤　和則

　　　杉原　正樹

　　　森　俊和

　　　米沢　哲弥

▼地域経済Ｇ

　　　佐藤　陸洋

　　　熊谷　一彦

　　　三上　温大

　　　村上　圭

室長    ( 兼 ) 矢野　雅章

▼用地調整Ｇ

( 兼 ) 伊藤　咲蘭

室長　江刺家　優

▼市街地活性化Ｇ

( 兼 ) 長谷川　大樹

( 兼 ) 中村　直弘

( 兼 ) 眞弓　弓恵

( 兼 ) 宮入　優里

室長 （兼） 戸川　貴教

副室長 （兼） 林谷　昌美

副室長 （兼） 田中　正俊

( 兼 ) 佐藤　貴彦

( 兼 ) 遠藤　聖

( 兼 ) 中村　香奈

( 兼 ) 倉見　竜太

室長 （兼）  小野　俊勝

副室長 （兼）  田中　正俊

▼調整Ｇ

( 兼 ) 遠藤　暁子

( 兼 ) 中田　弘樹

( 兼 ) 亀井　希代子

( 兼 )( 再 ) 赤坂　布世 

▼庶務Ｇ

( 兼 ) 戸川　貴教

( 兼 ) 宅石　誠

( 兼 ) 奈良　匡

( 兼 ) 野口　裕基

( 兼 ) 藤田　裕太

( 兼 ) 宮村　美穂

( 兼 ) 西尾　彩花音

▼運営Ｇ

( 兼 ) 藤本　企白

( 兼 ) 倉見　純子

( 兼 ) 藤川　七洋

( 兼 ) 三浦　礼乃

( 兼 ) 柳瀨　朋恵

( 兼 ) 田本　真菜可

( 兼 ) 三輪　美季

( 兼 ) 尾崎　未来

所長　広中　一好

参事　福澤　彰宏

▼上下水道Ｇ

　　　横山　純　

　　　江谷　洋一

　　　永田　邦彦

　　　磯谷　朋範

　　　浦重　朋美

　　　増子　典明

　　　大西　翔太

　　　川添　優

▼窓口Ｇ

　　　梅津　裕美

　　　花野　真貴子

( 再 ) 野島　浩人

　　　田中　亮太

支所長 （再）　榎本　典康

課長　田中　正俊

▼総務 ・ 税務 ・ 住民 G 　　　

　　　鎌田　美咲

　　　竹髙　司

　　　井川　美郷

▼福祉 ・ 保険Ｇ

　　　工藤　郁美

　　　原　祐太

▼健康 ・ 介護Ｇ

管財建築課
☎　０１４５６ー２－６１８７

会計課
☎　０１４５６ー２－６１８８

行政改革推進室
☎　０１４５６ー２－５１３１

ワクチン接種対策室
☎　０１４５６ー２－５３００

市街地活性化対策室
☎　０１４５６ー２－６１８１

日高総合支所
地域経済課
施設管理Ｇ

☎　０１４５７ー６－２０８４

地域経済Ｇ

☎　０１４５７ー６－２０２４

日高保育所
☎　０１４５７ー６－２１０９

日高地域包括支援センター
☎　０１４５７ー６－３１７３

日高居宅介護支援事業所
☎　０１４５７ー６－３１７３

水・くらしサービスセンター
上下水道Ｇ

☎　０１４５６－２－１３３４

窓口Ｇ

☎　０１４５６ー２－０２５５

地域住民課
総務・税務・住民Ｇ

☎　０１４５７ー６－２００１

福祉・保健Ｇ

☎　０１４５７－６－３１７３

健康・介護Ｇ

☎　０１４５７－６－３１７３技術審議室
☎　０１４５６ー２－５１３５

用地調整室
☎　０１４５６ー２－５１３５
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所長　小沼　正和

嘱託医師　鎌田　玲子

事務長　田中　幸樹

▼事務Ｇ

　　　門別　遼

▼診療放射線技師

　　　角鹿　真吾

▼看護師

　　　柴田　圭子

　　　飯田　優佳

所長　村上　剛

事務長　 松原　譲司

▼事務Ｇ

( 再 ) 吉川　達宏

( 再 ) 木田　保幸

▼診療放射線技師

　　　千葉　千晶

▼看護師 ・ 准看護師

看護師長　 藍原 明美

　　　髙橋　政子

　　　渡辺　千賀

　　　金子　厚子

　　　溝尾　友美

〔日高高寿園派遣〕

　　　南　晶子　

教育長　武田　啓嗣

課長　本間　一樹

▼総務 ・ 学校教育Ｇ

総括主幹　池本　純子

　　　三浦　美穂

管理者 （本庁担当）　川上　寛明

▼門別わかば保育所

　　　萩原　香織理

　　　田中　修子

　　　戸川　芳恵

　　　村田　翔子

▼富川二葉保育所

所長 （兼）　川上　寛明

　　　竹内　大介

　    下川　秀果　　

　　　相田　瑠美

　　　神子　明日香

　　　谷口　真梨子

　　　田中　未来

▼厚賀すずらん保育所

所長　山岡　美佳

　　　木田　和美

　　　沼田　大弥

施設長 （兼） 山口　賢一

　　　浦重　誠

　　　前里　千尋

( 再 ) 髙橋　美幸

院長　長谷川　義展

副院長　畠山　直樹

医長　國生　泰範

医長　小泉　智弥

医長　鎌田　弘幸

嘱託医師　 谷井　広樹

事務長　森永　博幸

▼事務Ｇ

　　　金森　由香

　　　作田　知洋

　　　池内　敦子

　　　長舩　光徳

　　　森　憲造

( 再 ) 大石　徹

　　　手塚　義大

▼看護師 ・ 准看護師

看護師長　 松本 幸代

副看護師長    小石川 元子

　　　原　道代

　　　鈴木　洋子

　　　服部　和

　　　大沢　美枝

　　　村本　泰子

　　　上田　由香里

　　　加納　正臣

　　　島瀬　有可

　　　佐々木　小枝

　　　阿部　瞳

　　　北川　孝子

　　　鉛口　静香

　　　坪田　恵子

　　　落合　絵理

　　　谷越　早苗

　　　中江　宏美

　　　久保　ゆかり

　　　木村　薫

　　　今里　乃里子

　　　髙橋　美菜子

　　　宮本　みどり

　　　藤森　史朗

　　　阿部　裕美

　　　黒田　祥代

　　　神田　若菜

　　　井石　淳子

　　　河合　美千代

　　　中村　優美

　　　白川　実季

　　　丸家　千佳

　　　安保　寿和

( 再 ) 金澤　はるみ

　　　中屋　ひろみ

　　　藁谷　貴子

　　　水内　留理子

　　　森　朋代

　　　児玉　寿美

　　　藤澤　育子

　　　佐藤　史子

　　　佐藤　千恵

　　　佐々木　省吾

　　　村上　由香里

( 再 ) 泉　瑞恵

▼介護職員

介護長　石本　友美

副介護長　野村　真規子

　　　江本　典幸

　　　窪田　和浩

　　　笠原　輝美

      金子　孝

　　　山田　恭久

　　　横井　優一

　　　田村　綾太

　　　加藤　朋美

　　　長谷部　未紗

　　　加渡　智博

　　　髙澤　美穂

　　　佐々木　笑子

　　　宗京　勇弥

　　　大橋　明美

　　　種市　麻由美

　　　笹地　雄馬

▼栄養士

　　　江本　由佳理

　　　栗林　満里奈

　　　山田　佑紀

▼理学療法士

　　　水内　孝博

　　　泉　寛

　  　兒玉　研

　　　藤村　洋平

( 再 ) 藤川 和正

▼薬剤師

( 再 ) 和泉　秀祐

▼診療放射線技師

　　　小野寺　佑介

　　　木村　美菜子

▼臨床検査技師

　　　掛水　めぐみ

▼臨床工学技士

臨床工学技士長　亀田　政克

　　　中谷　靖

　　　村本　卓也　　　　

　　　完戸　大樹

　　　松永　卓也

門別国保病院
☎　０１４５６ー２－５３１１

門別やすらぎ荘
☎　０１４５６ー２－６０６１

教育委員会

日高国保診療所
☎　０１４５７ー６－２１５５

富川国保診療所
☎　０１４５６ー２－０３４０

管理課
☎　０１４５６ー２－３７２１

保育所
富川二葉保育所

☎　０１４５６ー２－２６６９

門別わかば保育所

☎　０１４５６ー２－５３４９

厚賀すずらん保育所

☎　０１４５６ー５－２４５２
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▼救急救助係

　　　千葉 秀明

　　　山﨑 和信

　　　佐伯 順平

　　　藤井 達也

　　　中川　佳祐

支署長　豊田 昌彦

▼庶務係

( 再 ) 渡辺　厳

　　　石井　康太

　　　佐藤　優

▼予防係

　　　梅木　紀彰

　　　池田　光輝

　　　佐藤　幹太

　　　藤井　祥

▼警防係

　　　宮本　裕史

　　　田端　健一

      栗林　孝明

　　　岩浪　貴

　　　三杉　駆

消防長　金森　勇美

次長　西前　正次

課長 （兼）　西前　正次

管理官　濱口　大五

( 兼 ) 福岡　成幸

( 兼 ) 金村　航成

課長　窪田　智宏

　　　岡村　博之

( 兼 ) 山﨑　和信

( 兼 ) 松本　成生

署長　仙北谷　光一

副署長　大澤　利幸

副署長　服部　康二

課長　佐藤　和幸

▼庶務係

　　　福岡　成幸

　　　谷川　裕之

　　　山口　竜也

　　　武田　淳喜

　　　金村　航成

　　　川口　璃久

▼消防団係

　　　石谷　尚弘

　　　笠原　柊平

▼門別分遣所

管理官　( 再 ) 島田　道嗣

▼厚賀分遣所

( 再 ) 舘崎　智哉

( 再 ) 田村　良二

課長 ( 兼）　大澤　利幸

管理官　丹羽　智尚

▼予防係

　　　富野　春樹

　　　倉内　翔太郎

      坂東　太陽

　　　清藤　杏奈

▼保安係

　　　梅津　尚幸

　　　田中　達也

　　　丸谷　知丈

　　　成田　永希也

課長 （兼）　服部　康二

管理官　清水　哲也

▼警防係

　　　西川　忍

　　　髙元　慎吾　

　　　松本　成生

　　　清水　健心

　　　大久保　直輝

　　　佐藤　頼

　　　佐藤　奨太朗

▼通信指令係

　　　溝尾　克三

　　　坂　雄太

課長　松平　貴洋

事務局長　大友　光晴

▼農業委員会Ｇ

( 再 ) 川西　光浩

〔日高管内地方税滞納整理機構〕

　　渋谷　裕幸

〔北海道軽種馬振興公社〕

　　小野寺　陵宏

〔自治労北海道〕

　　瀧口　和成

〔自治労北海道日高地方本部〕

　　谷口　慎平

〔国立日高青少年自然の家〕

　　島谷　大智

　　　花野　臣盛

　　　奈良　英彦

▼学校施設管理Ｇ

　　　山岡　達也

課長　伊藤　博教

▼社会教育Ｇ

総括主幹　若狭　ユカ

( 再 ) 武藤　直人

　　　三上　佳寛

　　　小林　尚生

▼施設管理Ｇ

　　　鎌田　龍征

( 再 ) 川内谷　修

館長　柴田　哲

▼図書館郷土資料館Ｇ

　　　只石　美由紀

　　　島田　菜々

　　　谷口　亮徳

室長　工藤　正和

副室長 （兼）　本間　一樹

( 兼 ) 山岡　達也

( 兼 ) 奈良　英彦

課長　関本　裕昭

▼生涯学習Ｇ

総括主幹　小闕　正徳

　　　片平　和昭

▼日高高校 ・ 産業学習Ｇ

総括主幹　星　由里子

　　　髙橋　健

　　　佐々木　勇詞

　　　今　威

　　　河端　渉

( 再 ) 佐々木　和彦

館長 （兼） 関本　裕昭

　　　東　豊土

事務局長　奈良　淳

▼議会Ｇ

　　　坪島　一成

　　　山田　美智瑠

生涯学習課
☎　０１４５７ー６－３８５８

門別小・中学校改築準備室
☎　０１４５６ー２－３７２１

門別図書館郷土資料館
☎　０１４５６ー２－３７４６

日高山脈博物館
☎　０１４５７ー６－９０３３

社会教育課
☎　０１４５６ー２－２４５１

議会事務局
☎　０１４５６ー２－６５００

派遣職員

農業委員会事務局
☎　０１４５６ー２－６１８９

日高西部消防組合組織一覧　※平取消防署を除く

総務課

消防課

庶務課

予防課

警防課

消防本部
☎　０１４５６ー２－１５２１

富川消防署
☎　０１４５６ー２－１５２１

救急救助課

日高支署
☎　０１４５７ー６－２２４４

標記について　

( 再 ) ＝再任用　( 兼 ) ＝兼務発令
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６月１日は「電波の日」です

　総務省では６月１日を「電波の日」と定め、６月

１０日までの「電波利用環境保護周知啓発強化期間」

に電波利用に関するルールの周知・啓発活動を行い

ます。

○あなたの無線機器は大丈夫？

　インターネット等で販売している外国企画の無線

機は、電波法の基準を満足しないため、国内では使

用できません。使用すると、テレビや重要な無線通

信に妨害を与えるおそれがあります。

　無線機を購入の際には必ず、「技術基準適合証明

等のマーク」の確認をお願いします。

　電波に関する困りごとや、ご相談は下記へお問い

合わせください。

問 総務省北海道総合通信局

☎ ０１１－７３７－００９９

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です
　国内で就労している外国人は多数おりますが、そ

の就労状況をみると、社会保険等の未加入や適正な

労働条件が確保されていない等の問題が散見されます。

　このような状況を踏まえ、外国人を雇い入れる際

は、次の３点をご確認ください。

　①就労が認められる在留資格であること

　②雇入れ・離職の際には、それぞれハローワーク

　　に届出を行うこと

　③労働保険・社会保険等の加入をはじめ適正な雇

　　用管理を行うこと

　なお、厚生労働省では労働施策総合推進法に基づ

く、外国人労働者の適正な雇用管理のための指針を

定めていますので、ご確認いただき、外国人を雇用

する際は、ルールを守って適正に雇用するようお願

いします。

問　苫小牧労働基準監督署

☎　０１４４－３３－７３９６

問　ハローワーク苫小牧

☎　０１４４－３２－５２２１

通行規制区間への進入の危険性について
　道路で災害が発生した場合などには通行止め等の

規制が実施されます。

　通行止め区間へ脇道などから侵入すると、損壊し

た道路からの転落や、崩落した土砂に巻き込まれる

等の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、通行規制の状況は下記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

☎　０１４３－２４－９８７３

HP 通行規制情報（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／６月２８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

広告

☎　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

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　　６月２０日（月）休館日　　６月２０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
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　　目２ー１３　王子不動産第２ビル６階

☎　０１４４（８４）８６７０

一人で悩まず、まずは相談
○消費者ホットライン　１８８　とは？

　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者生活相談窓口をご

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。

　「悪徳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

談員がトラブルを解決します。

問　役場商工観光課　商工・観光グループ

☎　０１４５６－２－６０３１

門別警察署からのお知らせ
１　不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保

  新型コロナウイルス感染症における水際対策の見

直しによる就労外国人の新規入国が一部認められた

一人で悩まず、まずは相談

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「 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

ことに伴い、外国人雇用の増加に伴う来日が予想さ

れることから、一部の外国人による不法滞在や不法

就労などの犯罪増加が懸念されます。

　在留カードを偽造して不法就労したり、在留資格

を不正に取得したりすることを目的として偽装結婚

をするなど、その手口は悪質・巧妙化しており、こ

のような犯罪に国際的な犯罪組織が関与しているこ

ともうかがわれます。

　どんなにささいなことでも構いませんので、「お

かしいな？」と思ったら、警察に通報してください。

　　

２　薬物乱用の防止

　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。

　昨今、ＳＮＳなどにおいて、依存性や危険性はな

いというような誤った情報が見受けられますが、大

麻を含め、一度でも違法薬物に手を出してしまうと、

その強い依存性によって、自分の意思では止めるこ

とができなくなります。

　もし違法薬物を勧められたり、誘われたりするよ

うなことがあれば、キッパリと断り、その場を離れ

ることが大切です。

３　二輪車の交通事故防止

　バイクは車体が小さく、他の車のドライバーから

は、ミラー等の死角になって見落とされたり、距離

感や速度感覚を誤ったりして、交通事故になるケー

スがあります。

　運転する際には、前の車両とは車間距離をしっか

りとり、自動車の死角にならないよう走行しましょ

う。スピードの出し過ぎは、カーブで曲がりきれず

に路外逸脱事故などに繋がるおそれがあり、無理な

追越しは正面衝突を引き起こす要因になります。

　また、ちょっとした砂や石によって転倒してしま

うおそれがあるので、運転する際はスピードダウン

で安全に走行しましょう。

☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

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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４　フリーＷｉ－Ｆｉを安全に利用するために

　公共の場所や店舗で提供されているフリーＷｉ－

Ｆｉですが、便利な反面、危険性もあるので、安全

な使い方を知ることが必要です。

　危険①～通信のぞき見

　　暗号化されていないフリーＷｉ－Ｆｉの接続し

　た場合、通信内容が悪意ある人に見られてしまう

　可能性があります。

　危険②～アクセスポイントのなりすまし

　　本物のＷｉ－Ｆｉスポットに似せたり、同じ名

　前で偽のＷｉ－Ｆｉスポットを作ったりして、接

　続した人の通信内容をのぞき見する手口があります。

　　フリーＷｉ－Ｆｉの場合、通信を暗号化しても　

　ルータとの通信がのぞき見される可能性があるの

　で、個人情報、ＩＤ・パスワードなどは入力しな

　いようにしましょう。

５　特殊詐欺被害の防止　振り込め詐欺 

　あやしい電話が掛かってきた場合は、一人で対応

しないで警察や家族に相談するようにお願いします。

　家族間で連絡を取り合い「家族の絆」で被害防止！

６　悪徳業者は「う・そ・つ・き」

　悪質商法の被害にあわないために！

　　「う」　うまい話を信用しない

　　「そ」  そうだんする（家族・知人・相談機関に）

　　「つ」  つられて返事をしない！（すぐに契約し

　　　　ない！）

　　「き」  きっぱり！はっきり！断る！

７　暴力団追放！

　「三ない運動＋１」を合い言葉に、暴力団被害は

泣き寝入りせず相談

　●暴力団を「利用しない」

　●暴力団を「恐れない」

　●暴力団に「金を出さない」

　●暴力団と「交際しない」

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

門別警察署マスコット

キャラクター「門別ナイト」

北海道では期限付教員を募集しています
～北海道の子どもたちのために、あなたの力をお貸し下さい。～

問　北海道教育委員会教育庁教職員局教職員課小中学校人事係　　　☎　０１１－２０４－５７２２

「教員」としての任用（経験・年齢不問）です

・業務は正規教員と同じです。校内でも「教員」と

して待遇されるので、正規教員と同様の経験を積

むことができます。

・北海道では、６０歳以上の方も多数採用されてい

ます。

給与は正規教員と「同等」です

・これまでの職歴（民間含む）も正規採用者と同

様に換算され、正規教員と同等の給与になります。

※ 他県の多くは「講師」として採用され、給与が

低く抑えられています。

「正規採用」への道が広がります

・札幌市を除く北海道内の公立学校において、直

近３か年度で２４月以上かつ受検年度の４月から

５月の間を期限付教員として勤務していれば、教

養検査や専門検査のない特別選考を受検できる制

度があります。（令和３年度実施の選考検査の状況）

赴任には「引越費用」が支給されます

・規定により、北海道外からは最大約５５万円、北

海道内からは最大約３７万円、居住地又は勤務校

が離島の場合は上限なしで支給されます。

　期限付教員とは、産休・育休や退職などにより欠員となった正規教員の代わりに採用される、任用期限

を付した教員です。（教員免許が必要です。）記載内容の詳細は道の規定によります。

【任用までの流れ】

①申込み（「北海道教育庁代替教職員応募・任用システム」に登録）

→②道教委から欠員の状況に応じてご連絡→③面接選考→④任用

北海道での期限付教員としての勤務に関心のある方は、システムに登録をお願いします

パソコンやスマート
フォン等によりＷＥ
Ｂで応募できます

道教委 任用 検索
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６６月の

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

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽乳幼児健診
　　　９日（木）　こもれびホール

▽５歳児健診
　　１６日（木）　富川公会堂

▽プレママひろば（妊婦相談）
　　２２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〉

　２７日（月）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～２０歳

門別国保病院

〈ヒブ・小児肺炎球菌・四種混合・Ｂ型肝炎・麻しん　  

風しん混合第一期（１～２歳）・水痘・ＢＣＧ・ロタ〉

１６日（木）を除く毎週木曜日　１３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　　８日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳～中学３年生 

　１５日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～２０歳

〈子宮頸がん予防〉

　２２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。

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。

☎　電話番号　FAX  　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

勤務場所 門別地区の学校給食調理場

勤務時間 午前８時～午後４時

採用条件 通勤可能で健康な方

賃金
日給 6,510 円

※通勤手当支給 （２km 以上）

休暇 年次有給休暇制度あり

保険 厚生年金 ・ 健康保険 ・ 雇用保険

募集期限

随時募集

※市販の履歴書に記載のうえお申し

込み願います。 （写真添付 ・ 郵送可）

お申し込み・

お問い合わ

せ先

〒０５５－０００４

日高町富川東６丁目３－１

日高町教育委員会 管理課　

☎　０１４５６－２－３７２１

勤務場所 富川国道 235 ・ 237 号線交差点

勤務日 小学校の登校日

報酬 月額　５０，０００円

制服 貸与します

募集人数 １名

お申し込み・

お問い合わ

せ先

役場住民生活課

環境生活 ・ アイヌ政策グループ

☎　０１４５６－２－６１８２

学校給食調理員を募集しています！！　

交通安全指導員を募集しています！！　

　小学生に対する交差点での登下校指導や交通

安全教室の実施など交通事故防止の活動を担う

交通指導員を募集しています。
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問　教育委員会社会教育課　　☎　０１４５６－２－２４５１

わくわく館わくわく館 ・毎週水曜日はサークル開放日です。

・金曜日の年齢別カリキュラムは専有

です。各年齢、発達段階に合った遊び

をします。

　「小さいありさん：寝てる子」

　「大きいありさん：ハイハイ」

　「ひよこさん：よちよち歩き」

　「うさきりんさん・・・うさぎ：走れ　　　

　る子～　きりん：誕生日がＨ３１

　（2019）年３月以前の子」

　どこに参加したらよいのか分からな

い場合は、スタッフにご相談ください。

◎今月は、１４日（火）、２８日（火）

が身体測定の日です。

◎６月１９日（日）の父の日に向けて、

カード制作期間を設けます。都合の良

い時に是非作りに来てください。

　５月３１日(火）～６月１８日（土）　　

　わくわく広場開放時間内

◎６月の子育て講座は、「お外であそぼ

う」です。申し込みは５月１６日（木）

までにお願いします。

　場所　門別競馬場とねっこ広場（現地集合）

　開始　１０：００～１２：００

　雨天時　とみかわ児童館体育館

月 火 水 木 金

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

ミルキー

開放

開放

大きいありさん

開放

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

ひよこさん

小さいありさん

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

コロチューバー・ハムハム

開放

開放

子育て講座

開放

開放

開放

開放

開放

開放

開放

ミルキー

新規枠

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

新規枠

ワンワン・いぬい 'ず

開放

開放

とみかわ児童館とみかわ児童館 もんべつ児童館もんべつ児童館

  ２日 (木 )　キラキラちゃれんじ
　９日 (木 )　ぬりえの日
１６日 (木 )　カミであそぼう
２３日 (木 )　スーパーじどうくらぶ
２９日 (水 )　とねっこおはなし会
３０日 (木 )　カレンダーづくり
休館日　　毎週日曜日、祝日

  ３日 (金 )　ぬりえの日
　８日 (水 )　わくわく映画館
１０日 (金 )　わくわくチャレンジ
１７日 (金 )　ちちの日こうさく会
２４日 (金 )　カレンダーづくり
休館日　　毎週日曜日、祝日　　　　　　　

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

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

休館日　　毎週日曜日、祝日　　　　　　　

☎　０１４５６－２－３０４４
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－５５２２
開館時間　９時～１７時

〈福祉センター〉
　５月２日現在、予定の行事はありません。　　  

〈スポーツセンター〉
　５日 (日 )　バスケットボール教室（予定）
１２日 (日 )　日高町会長杯バレーボール大会（予定）
１９日 (日 )　日高ママさんバレー審判研修会（予定）
２６日 (日 )　日高町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

☎　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

門別中央パークゴルフ場門別中央パークゴルフ場
１８日 (土 )　門別パークゴルフ協会　６月月例大会（予定）

門別中央スポーツホール門別中央スポーツホール
　５月２日現在、予定の行事はありません。　　  

  1  2 3 　　　4

6 7 8  9 10 　　　11

13 14 15  16 17 　　　18

20 21 22  23 24 　　　25

27 28 29  30

ＥＥＶＶＥＥＮＮＴＴＳ　Ｓ　～６月のイベント情報

土
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ひとのうごきひとのうごき

・令和４年４月末現在

こんにちは赤ちゃんこんにちは赤ちゃん

・令和４年４月届出分

ふるさと日高ふるさと日高

応援寄附金応援寄附金

・令和４年４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 ６月号　 VOL.195

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年５月２７日発行

人口 11,050 人
前月比

＋ 84 人

男性 5,494 人 ＋ 52 人

女性 5,556 人 ＋ 32 人

世帯数 5,980 世帯 ＋ 78 人

外国人 358 人 ＋ 39 人

件数 金額

３７９件 １６，６１６，０００円

　４月４日の厚賀森林公園パークゴルフ場のオープンを皮切りに、町営

パークゴルフ場がオープンしました。

　例年にない大雪による影響が心配されましたが、無事にオープンを迎

え、多くの愛好者がプレーを楽しみました。

　また、４月２７日には日高沙流川オートキャンプ場がオープンし、家

族連れなどのキャンパーが訪れ、約半年ぶりに賑わいました。

社会福祉協議会への寄附社会福祉協議会への寄附

・令和４年４月受領分

山手町 金子　敏之　様 金一封

富川東 畠山　透　様 金一封

栗山町 米川　千惠子　様 金一封

緑　町 下川　茂広　様 金一封

緑　町 外舘　万明　様 金一封

富川東 宇山　良子　様 金一封

今月の表紙とあわせて

　 門 別 競 馬 場 で
ホッカイドウ競馬
が開幕しました。
　競馬場内は、清
掃が行き届いてお
りとても清潔です。
花の装飾も各所に
あるほか、今年か
らはフォトスポッ
トも登場しました。

住所 氏名 父／母

ま ち の 話 題ま ち の 話 題

パークゴルフ場、キャンプ場、門別中央冒険広場がオープン

４月４日、厚賀森林公園パークゴルフ場

４月２２日、門別中央パークゴルフ場

４月２７日、日高沙流川オートキャンプ場がオープン

４月２９日、門別中央冒険広場がリニューアルオープン

４月１５日、富川さるがわせせらぎ公園パークゴルフ場

４月２７日、日高沙流川パークゴルフ場


