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特集　令和４年度日高町功労者表彰式

功績をたたえて － 令和４年度日高町功労者表彰式 －

　令和４年度日高町功労者表彰式が１１月３０日、門別公民館において行われました。

　この表彰は、長年にわたり地方自治の振興や産業・社会福祉・教育文化の充実など、町の発展に大き

な貢献をされた方々に対し、表彰盾を贈呈し功績をたたえるものです。

　今年度は、社会貢献表彰を４名、善行表彰を１名の方が受賞され、町長から表彰盾が手渡されました。

　表彰盾の贈呈後には、受賞者を代表して髙岡昇様から謝辞が述べられました。

社会貢献表彰

社会貢献表彰

社会貢献表彰

社会貢献表彰

髙岡　昇 様 
     ( ７６歳 )　

竹中　一 様 
      ( ６７歳 )

朝妻　幹雄 様
     ( ７４歳 )

 
　　　　(７０歳 )

日高町栄町東

日高町字平賀

日高町字厚賀町

日高町富川北

 平成１３年１２月から現在まで２０年余の

長きに亘り、民生委員児童委員を務め、地域

住民の良き相談相手として活躍し、民生委員

児童委員協議会においては、平成２２年１２

月から副会長として同会の発展と地域福祉の

向上に多大な貢献をされた。

 昭和５５年４月に門別消防団員拝命、以来

４１年余の長きに亘り消防業務に精励し、こ

の間、平成１７年４月から副分団長、平成

１８年３月に日高消防団との統合を経た後、

平成２１年１１月からは分団長、平成２６年

９月からは副団長、さらに令和２年４月から

令和４年３月までは団長として、卓越した指

導力により消防団組織の発展に努めるなど、

地域住民の安全・安心の確保に多大な貢献を

された。

 平成１３年１２月から現在まで２０年余の

長きに亘り、民生委員児童委員を務め、地域

住民の良き相談相手として活躍し、地域福祉

の向上に多大な貢献をされた。

　平成５年１０月に富川消防後援会役員に就

任し、現在まで２８年余の長きに亘り消防・

防災活動の後援に尽力された。　

　また、平成１４年４月からは副会長として、

更なる後援活動に精力を注ぎ、同会の発展と

地域住民の安全・安心の確保に多大な貢献を

された。
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特集　令和４年度日高町功労者表彰式

善行表彰

 　　(７１歳 )

日高町富川北

　昭和５９年４月に門別警察署少年補導員とし

て委嘱を受け、以来３８年余の長きに亘り少年

の非行防止、健全育成の活動に尽力された。

　また、平成２４年６月に門別警察署少年補

導員連絡会副会長、令和３年６月からは会長

として、同会の運営・活動等において中心的

な役割を担い、青少年の健全育成と地域の生

活安全活動に多大な貢献をされた。
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　１０月３０日から１１月６日にかけて、門別総合町

民センターで日高町文化祭（門別地区）が３年ぶりに

開催されました。

　発表部門では、町内で活動するサークルや個人が日

頃の練習の成果を披露され、会場を訪れた約２４０名

を盛り上げました。

　展示部門では書や絵画、陶芸、手芸品などが展示さ

れたほか、将棋・囲碁大会や、お茶会も開催され、約

３２０名が来場されました。

　１１月２２日、日高の地酒「結
むすび

」を造る上川大雪酒

造の杜氏川端慎治さんが大鷹町長を訪問しました。

　川端杜氏は、「日高町の酒米は、蔵で使っているお

米の中でもトップクラスであり、今年の仕込みについ

ても期待している」と話されました。

　北海道のお酒事情などをお聞きしながら、日高の酒

米を使った酒造りを改めてお願いしました。

　日高の地酒は町内の津田商店（本町東）、矢田商店（富

川東）、福山商店（富川北）で購入できます。

　１１月２５日、門別総合町民センターにおいて日高

町老人クラブ連合会女性部研修会が開催され、約５０

名の会員が参加しました。

　研修会では、「お化粧の力」を活かして 毎日をイキ

イキと過ごしましょう！！と題して講師の資生堂ジャ

パン株式会社四渕眞希子さんから、お化粧のコツやお

肌の手入れなどについて学びました。

　講演の後は、ビンゴ大会が行われ、会場は盛り上が

りました。

　１１月２５日、苫小牧信用金庫（小林一夫理事長）

による日高町企業版ふるさと納税寄附金贈呈式が行わ

れました。日高町が企業版ふるさと納税として寄附を

受けるのは、今回が初めてとなります。

　いただいた寄附金は、地域再生計画に位置付けられ

る地方創生プロジェクト「この町に誇りをもってアク

ティブに住み続けたいと思える生活を支える事業」に

充当し、有効に活用させていただきます。　

令和４年度「日高町文化祭」（門別地区）

今年の仕込みも期待　日高の地酒事業

老人クラブ連合会女性部研修会が開催

企業版ふるさと納税寄附金第 1号

伝統芸能や歌唱、ダンスが披露されました

日高の地酒「結」の新酒に期待です

お化粧について熱心に学びました

苫小牧信用金庫小林理事長より目録が贈呈されました
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　門別競馬場で開催されているホッカイドウ競馬が１１月１０日を

もって令和４年度の全日程（１５開催８５日）を終了しました。

　今年度の開催は、新型コロナウイルス感染症対策のため、門別

競馬場では入場制限などを行われましたが、引き続きインター

ネット発売が好調に推移し、発売額については、史上最高額の

５２７億７，８５７万円となり、２年連続で最高発売額が更新され

ました。また、シーズン中は、ホッカイドウ競馬の協力を得て、日

高ＷＥＥＫやイベントに参加し、町のＰＲにも取り組みました。

　１１月３日のＪＢＣデーは、ＪＢＣ２歳優駿が行われ、レース前

には富川高校吹奏楽部と大井競馬場を中心に活躍する東京トゥイン

クルファンファーレが合同でファンファーレを生演奏し、レースに

花を添えました。

　１１月１０日の最終日には、シーズンを締めくくる道営記念が行

われ、２番人気サンビュートが最後の直線で３頭の叩き合いを制し、

重賞初勝利となりました。騎乗した五十嵐冬樹騎手は、調教師転向

のため、現役最後の騎乗で有終の美を飾りました。

ホッカイドウ競馬　２０２２シーズン終了

シーズン最終レースとなった道営記念

富川高校吹奏楽部のファンファーレ演奏

２年連続で発売額５００億円の大台を突破

シーズンラストはＪＢＣ２歳優駿 (JpnⅢ）、道営記念（Ｈ１）が開催

年末年始の役場施設の閉庁日令和５年日高消防出初式の中止について

　町民センターや生活館などの施設も上記に準

じて閉鎖となります。詳細は、所管部局にお問

い合わせ下さい。

◎町営バスの運休のお知らせ（12/31 ～ 1/5 の期間）

施設名称 閉庁日

役場本庁舎

１２月３１（土）

～

１月５日（木）

日高総合支所

水・くらしサービスセンター

厚賀出張所

教育委員会（門別）

教育委員会分室（日高）

町立病院・各診療所

路線名 運休日

（日高地区）占冠線 １月１日

（日高地区）岩内ダム線・千栄線 １２月３１日～１月３日

（日高地区）町内循環バス １２月３１日～１月５日

（日高地区）門別線 通常（火・木・土運行）

（門別地区）広富線・豊郷線・
 清畠線・厚賀富川線

１２月３１日～１月３日

　令和５年日高消防出初式について、北海

道内での新型コロナウイルス感染症の感染

者数が昨年と比べ増加しており、来場者を

はじめ関係者の皆様の安全と健康を第一に

考え、開催中止となりました。

　何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお

願い致します。

　また、今後ともより一層皆様の信頼・期

待に応えられるよう職・団員一同取り組んで

まいりますので、よろしくお願い致します。

問　日高西部消防組合富川消防署　　

☎　０１４５６－２－１５２１

たくさんの
ご声援
ありがとう
ござました！
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の夢を叶えていただきたくて、私も一緒に３０本の葡

萄の木の栽培を始めました。

　そして今年、病害虫の影響で目標の収穫量には満た

なかったものの、ワイン製造を引き受けてくれたのは

帯広にある無農薬無化学肥料葡萄で

ワインを醸造される「相澤ワイナ

リー」さん。収穫を手伝ってくださっ

た数名の仲間とワイナリーに葡萄を

持ち込み、指導を受けながら自ら除

梗、搾汁作業を行い先日無事発酵が

始まりました。約９０本のワインが

２０２３年春に完成予定です。

　完成したワインは私が運営する「ＭＩＵＲＡＹＡ」

のネット通販サイトで販売するほか、町内で試飲会を

開催してお披露目が出来ればと考えています。

　協力隊として活動して三年目になりますが、日高町

にはまだまだ熱い想いや夢を追いかける人生の先輩が

沢山いることを改めて実感しています。こうした活動

を町内外含め沢山の方々に知ってもらうことで「豊か

な自然」だけではなく日高町の「人」の魅力も伝えて

いきたいと思います。

　１１月１１日、日高西部消防組合富川消防署において

令和４年度北海道消防操法訓練大会で優勝し、第２９回

全国消防操法大会で優良賞を受賞した日高消防団出場隊

の解散式を実施しました。

　解散式では、日高西部消防組合管理者の大鷹千秋町長

と日高消防団の澤田則彦団長より労いの言葉をいただい

た後、指揮者として出場した福嶋史雄班長が「念願であっ

た全国消防操法大会に出場することができ、優良賞とい

う結果を収めることが出来たことは貴重な経験でありま

す。今後は訓練で培った経験や技術を基に、日高消防団

の要となるべく、技術の伝承に精進してまいります」と

解散にあたり宣言しました。

・ 令和４年度北海道消防操法訓練大会、 第２９回

　全国消防操法大会出場隊の解散式

富川消防署ニュース　TOMIKAWA　FIRE　NEWS

問　日高西部消防組合富川消防署　　☎　０１４５６－２－１５２１

日 高 町 地 域 お こ し 協 力 隊

活 動 レ ポ ー ト 　VOL． 36

町内で活躍する地域おこし協力隊
の活動をレポートします。

　日高町地域おこし協力隊の三浦翔です。

　現在私は、町内でワイン用葡萄の栽培に励んでいる

馬場幸一さん（８８）と共に葡萄を栽培し、ワイン作

りに挑戦しています。現在の馬場さんのワイン用葡萄

栽培本数は２６１本。休耕地を利用して農薬や化成肥

料を使わずに栽培に励んでいます。

「日高地区で何か目玉になるよ

うなものを作りたい」そんな想い

で葡萄の栽培を始めた馬場さん。

昨年１４本の葡萄の木から１２５

ｋｇの葡萄を収穫しました。あち

こちの醸造所に問い合わせるも

２００ｋｇが最低受託量のワイナ

リーがほとんどで昨年は断念。そ

問　総合支所地域経済課　施設管理グループ
☎　０１４５７－６－２００８

地域おこし
協力隊

三
み う ら

浦　翔
しょう

出場隊

指揮者 福嶋　史雄 班長 厚賀分団

隊員

吉本　龍一 班長 厚賀分団

桶谷　尚寿 団員 門別分団

東　　祐輔 団員 厚賀分団

柏木　貴行 団員 厚賀分団

三上慎一朗 団員 厚賀分団
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△

問　日高西部消防組合富川消防署　　☎　０１４５６－２－１５２１

　　　　　　　　　　日高支署　　　☎　０１４５７－２－２２４４

歳末特別警戒実施中！！
☆ １２月１５日 ～ １２月３１日 ☆

♪２５日から３１日は２０時にサイレンを吹鳴します。

本格的な冬到来！！

新年までにやることがたくさんあって、

火の取り扱いがおろそかになっていませんか？

火事のない１年で終えるために、料理をする時や

暖房を使う時には火を消したことの確認をしま

しょう！

　電気やテレビはつけっぱなしでも火事にはなら

ないけれど、コンロやＩＨ、暖房器具は消し

忘れで火事になります！

ＩＨでも火事になる？！

加熱する力が強いため少量の油で揚げ物を

する時に安全装置が間に合わず火事になる

ことがあります！

１０年が交換の目安と言えば？

消防法令等に基づいて設置されている消火器で、

旧規格のものは認められなくなっています。

適応火災のマークが

「文字表示」の旧規格消火器は、

すでに型式失効していますので、

すみやかに交換をお願いします。

すみやかに交換が必要です。

住宅用火災警報器の話です

電池の寿命は約１０年！

古くなると、電池切れや機器の故障等で、

火事になっても警報音が鳴らないことがあります！

点検ボタンまたは点検ヒモで定期的に作動確認をしましょう！
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令和３年度 　１１月２日から７日に開催された町議会において、令和３年

度の決算が認定されました。

　日本経済は、２０２０年に引き続き新型コロナウイルス感染

症の影響を受けており、感染者数の増減が社会経済活動にも大

きく影響している状況です。当町の財政運営としては、財政の

健全化の確保に留意し、国・道の補助金などを有効活用した予

算の執行に努めました。

　一般会計の歳入総額は１３０億６万円となり、

地方交付税で４億５，４７５万円、地方譲与税等で

４，８２２万円の増等により、前年比５，２７０万円

の増となりました。

　また、町税などの自主財源比率は、２１．８％

で前年の２３．６％から１．８ポイント減少し、町

税や使用料、手数料等による実際の収入額は、

２１億５，２５８万円で前年から１，８４８万円減少

しています。

　依存財源の中で最も多い割合を占めているのが

地方交付税（５４億２，９９４万円）で、歳入額の

４１．８％を占めています。

　一般会計の歳出総額は１２２億６，４５９万

円となりました。目的別に見ると、衛生費が

１９億２，４９５万円（１５．７％）で最も多く、続い

て職員給与費が１９億３５６万円(１５．５％)、民

生費が１７億４，２８３万円（１４．２％）、借金返済

のための公債費が１７億３，９１２万円（１４．２％）

で、この４項目で歳出額５９．６％を占めています。

　令和３年度の主な事業は、畜産・酪農収益力強

化整備等特別対策事業で５億５，５４９万円、静

内対空射撃場周辺漁業用施設（水産物加工施設）

設置助成事業で７億２，６４０万円となっています。

一般会計歳入

一般会計歳出

一般会計　１３０億６万円（前年比５，２７０万円増）

自主財源比率　 ２１．８％（前年比１．８ポイント減）

一般会計１２２億６，４５９万円（前年比３億６，４８１万円減）

衛生費が１９億２，４９５万円と歳出の１５．７％を占める

区　分 令和２年度決算 令和３年度決算 前年比

職 員 給 与 費 １８億９，９８０万円 １９億３５６万円 ０．２％

公 債 費 １６億６２１万円 １７億３，９１２万円 ８．３％

総 務 費 ６億９，７６１万円 ８億６，４６８万円 ２４．０％

民 生 費 １６億５，０９３万円 １７億４，２８３万円 ５．６％

土 木 費 １２億３，８１６万円 １２億２，２２７万円 ▲１．３％

教 育 費 ６億２，５６７万円 ５億３，４４６万円 ▲１４．６％

消 防 費 ５億９，７６６万円 ５億４，０６７万円 ▲９．５％

衛 生 費 ２６億８，２０６万円 １９億２，４９５万円 ▲２８．２％

農 林 水 産 業 費 １３億７，５１８万円 １５億８，５５３万円 １５．３％

議 会 費 な ど ２億５，６１３万円 ２億６５２万円 ▲１９．４％

合　計 １２６億２，９４１万円 １２２億６，４５９万円 ▲２．９％

※端数処理・計算を万単位で行っているため、

決算説明書と一致しない場合があります。

町税　12.0％
15 億 5,665 万円

職員給与費　15.5％
19 億 356万円

歳入合計

１３０億６万円

歳出合計

１２２億

６，４５９万円

使用料や繰越金など　7.9％
10 億 2,722 万円

公債費　14.2％
17億 3,912 万円

諸収入　1.9％
2億 5,042 万円

総務費　7.0％
8億 6,468 万円

民生費　14.2％
17億 4,283 万円土木費　10.0％

12億 2,227 万円

教育費　4.4％
5億 3,446万円

消防費　4.4％
5億 4,067 万円

農林水産業費　12.9％
15 億 8,553 万円

衛生費　15.7％
19 億 2,495 万円

議会費など　1.7％
2億 652 万円

依存財源

自主財源
(21.8％)

(78.2％) 地方交付税　41.8％
54 億 2,994 万円

国・道支出金　22.9％
29 億 8,513 万円

町債　9.5％
12億 3,648 万円

地方譲与税など　4.0％
5億 1,422 万円

決 算 報 告
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　特定の事業を行うために一般会計と区分して設置されている特別会計の決算は以下のとおりです。

※企業会計は税抜き表示になっています。

　令和３年度決算に基づいて算定した日高町の実質公債費比率と将来負担比率は下表のとおりです。

　実質公債費比率は早期健全化基準を下回っていますが、前年より０．７ポイント上昇し、道内では２１番目に

高い比率となっており、引き続き町債の発行を抑える努力が必要です。

　また、将来負担比率も早期健全化基準を下回っていますが、道内では３２番目に高い比率となっており、今

後も町債の発行を抑制し、将来負担を増やすことがないよう計画的な財政運営が必要です。

日高管内の状況

実質公債費比率 将来負担比率

※実質赤字比率と連結赤字比率は赤字が生じていないため、「－」（該当なし）で表示しています

※比率がないため（－）表示

特 別 会 計

企 業 会 計

財 政 指 標

特別会計の総支出は３１億３，９７１万円

前年比１億７，６０７万円（▲５．３％）の減

収益的収支において、簡易水道事業１１２万円、下水道事業２，０８７万円、水道

事業２，３５８万円の黒字、国民健康保険病院事業２，６９３万円の赤字決算

実質公債費比率は１２．３％（前年比０．７ポイント上昇）

将来負担比率は５８．７％（前年比６．７ポイント減少）

区　分 歳　入 歳　出 差引残額 前年比

国 民 健 康 保 険 １２億５，９８４万円 １２億５，４１７万円 ５６７万円 ▲１２．３％

後 期 高 齢 者 医 療 １億９，７４０万円 １億９，６３９万円 １０１万円 ▲０．３％

日高国民健康保険診療所 ２億７，５４０万円 ２億６，９６９万円 ５７１万円 ８．７％

富川国民健康保険診療所 １億３，６８６万円 １億３，７５９万円 ▲７３万円 ▲１．５％

介 護 保 険 １３億７，３３４万円 １２億８，１８７万円 ９，１４７万円 ▲１．５％

合　計 ３２億４，２８４万円 ３１億３，９７１万円 １億３１３万円 ▲５．３％

区　分
収益的収支 未処分利益

剰余金
（繰越欠損金）

利益剰余金
(未処理欠損金 )収　入 支　出 差　引

簡 易 水 道 ７，０５３万円 ６，９４１万円 １１２万円 １１２万円 １２２万円

下 水 道 ５億１，９１３万円 ４億９，８２６万円 ２，０８７万円 ２，０８７万円 ３，１８４万円

水 道 ３億３，４５０万円 ３億１，０９２万円 ２，３５８万円 ２，３５８万円 ２億７，９８５万円

国民健康保険病院 １５億５５５万円 １５億３，２４８万円 ▲２，６９３万円 ▲２，６９３万円 ▲３億８７万円

財政健全化判断比率 日高町 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 　１４．０４ ２０．００

連結赤字比率 － 　１９．０４ ３０．００

実質公債費比率 １２．３ 　２５．００ ３５．００

将来負担比率 ５８．７ ３５０．００ －

順位 町名 数値 道内順位

１ 日高町 １２．３ ２１

２ 様似町 １１．１ ３６

３ 浦河町 １０．３ ５４

４ 新ひだか町 １０．０ ６２

５ えりも町 ８．５ ９７

６ 新冠町 ７．７ １１７

７ 平取町 ５．５ １５７

順位 町名 数値 道内順位

１ 日高町 ５８．７ ３２

２ 平取町 ４５．０ ４３

３ 新ひだか町 ３５．２ ５６

４ 浦河町 １７．９ ７８

５ 様似町 １６．９ ８０

－ 新冠町 ※ － －

－ えりも町 ※ － －

悪い 悪い

良い 良い

（次ページに続く）

令和３年度決算報告
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令和３年度決算報告

　令和３年度末の一般会計の地方

債残高は、前年比４億５，３５２万円

減の１３３億６，５８６万円となりまし

た。地方債返済額（一時借入利子を除

く）は、前年比１億３，３１３万円増の

１７億３，８８１万円となり、決算額の

１４．２％を占めています。

　法律や条例によって設置される「基金」は、特定

の目的に利用することができ、全会計で１８の基金

が設置されています。令和３年度は財政の不均衡を

ならすための財政調整基金に９，７００万円、その他

の特定目的基金に３，１６５万円を積み立て、基金残

高は前年比１億２，８６８万円増の２３億５，７８２万

円となりました。

地 方 債

基 金

令 和 ３ 年 度 ふ る さ と 日 高 応 援 寄 附 金 の 運 用 状 況

借金残高は１８５億８，８１９万円（前年比５億２，９７１万円減）

町民一人あたりの借金残高は１７０万円（前年比１万円減）

預金残高は２３億５，７８２万円（前年比１億２，８６８万円増）

町民一人あたり２２万円（前年比２万円増）

　全国からたくさんの応援ありがとうございます。皆様からいただいた寄附金は、次の事業に活用さ

せていただきましたのでご報告します。今後とも日高町を応援していただきますようお願いします。

区　分 地方債残高

一 般 会 計 １３３億６，５８６万円

簡 易 水 道 会 計 ２億５，１５２万円

下 水 道 会 計 １７億５，８０１万円

水 道 事 業 会 計 １４億１，３０４万円

国 民 健 康 保 険 病 院 事 業 会 計 １３億１，８９４万円

富川国民健康保険診療所事業会計 ４，３００万円

日高国民健康保険診療所事業会計 ４億３，７８２万円

合　計 １８５億８，８１９万円

区　分 基金残高

財 政 調 整 基 金 １１億６，４４１万円

減 債 基 金 １億９９万円

そ の 他 基 金 １０億９，２４２万円

合　計 ２３億５，７８２万円

事業名 金　額 事業名 金　額

ふるさと応援寄附に要した経費 47,800,000 円 太陽光発電システム設置補助事業 200,000 円

街路灯設置運営費補助事業 2,000,000 円 日高の地酒づくり事業 700,000 円

エンゼル祝金事業 3,000,000 円 住宅リフォーム補助事業 9,000,000 円

妊産婦安心出産支援事業 1,000,000 円 就学準備、運動能力・体力向上事業 2,000,000 円

新規就農促進対策補助事業 2,000,000 円 日高高等学校支援事業 3,000,000 円

産業振興奨励補助事業 3,000,000 円 富川高等学校支援事業 4,000,000 円

森林環境保全事業 3,000,000 円 町民芸術文化鑑賞補助事業 600,000 円

豊かな森づくり推進事業 3,000,000 円 社会教育団体要望補助事業 200,000 円

漁業者漁具整備補助事業 2,000,000 円 新型コロナウイルス感染症に関する対策・支援事業 335,000 円

シシャモ資源増大対策補助事業 2,000,000 円 旧日高門別駅舎及び門別駅舎町民サロン室改修事業 1,043,000 円

ホッキ稚貝購入補助事業 3,000,000 円 合　計 92,878,000 円

ふるさと日高応援基金の状況 金　額

令和３年度までの取り崩し額 585,526,000 円

令和３年度末現在の積み立て残高 153,558,000 円

※積み立て残高には利子分を含んでいます。

問　役場企画財政課　企画・財政グループ　☎　０１４５６－２－６１８１
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問　日高町選挙管理委員会　☎ ０１４５６－２－５１３１

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会が増えます。政治家（候

補者、立候補予定者、現に公職にある者）が選挙区内の人にお金や物を贈

ることは法律で禁止されています。

　また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

きれいな政治・選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。

禁止されている寄附（例）

× 病気見舞い

× お祭りやスポーツ大会への寄附や差入れ

× 結婚祝、香典

　 （政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら

　 出席してその場で渡す場合は、例外的に

　 処罰の対象になりません。）

× 葬式の花輪、供花

× 落成式、開店祝の花輪

× 自治会等への募金

× 入学祝、卒業祝

× お中元、お歳暮

× 政治家自身の選挙区に

　 対する「ふるさと納税」

　三ない運動　

政治家は

有権者に寄附を

有権者は

政治家に寄附を

政治家から

有権者への寄附は

「贈らない、求めない、受け取らない」という「三ない運動」を行っています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求を

することも禁止されています。政治家を威迫し

て、あるいは政治家の当選または被選挙権を失

わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威

迫して求めると処罰されます。

政治家の寄附の禁止

　選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内

の人に寄附を行うことは、時期や名義のいかん

を問わず、禁止されています。また、政治家以

外の者が政治家名義の寄附をすることも禁止さ

れています。

後援団体の寄附の禁止

　政治家の後援団体（後援会など）が、選挙区

内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀そ

の他これらに類するものを出したり、後援団体

の設立目的により行う行事や事業に関する寄附

以外の寄附をすると、その時期や名義のいかん

を問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

　政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼

のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中

見舞状等の時候のあいさつ状（電報等も含む）

を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

　政治家や後援団体（後援会など）が、選挙区

内にある者に対して、主としてあいさつを目的

とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジ

オ等に出すと処罰されます。このような広告を

出すように求めることも禁止されています。

政治家の寄附は禁止！　－徹底しよう「３ない運動」－

贈らない 求めない 受け取らない
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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は

　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。　

※役場窓口では、１２月２９日㈫、３０日㈬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。

夜間窓口

開設日 開設時間 予約期限

１月１０日（火）
午後５時１５分

～午後７時３０分

１月６日（金）

１２：００（正午）

１月２４日（火）
１月２３日（月）

１２：００（正午）

休日窓口

開設日 開設時間 予約期限

１月１５日（日）
午前１０時

～午後２時

１月１３日（金）

１２：００（正午）

１月２９日（日）
１月２７日（金）

１２：００（正午）

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

１ ２ 月 末１ ２ 月 末ま で 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

こ
・ ・ ・ ・

んなに便利 マイナンバーカード

ご注意ください！！

携帯ショップでマイナンバー
カードの申請ができます

　マイナンバーと本人確認書類が必要な時もこれ

一枚でＯＫ！

　写真付き、公的な身分証明書として使えます。

　日本国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証

明書(電子版 )を取得できます。取得した接種証明

書は、アプリを起動すればいつでも表示できます。

　１２月末までにマイナンバーカードの申請

が完了しないと、マイナポイントの受取対象

となりませんのでご注意ください。

・全国のドコモショップ、ａｕショップ、ソ

フトバンク等において、マイナンバーカード

の交付申請ができます（無料）。

・スマートフォンの有無、携帯電話契約の有

無に関わらず、利用できます。

・マイナンバーカードの交付申請書をお持ち

でなくても申請可能です。

・ショップのスタッフが、スマートフォンで

顔写真の撮影をサポートします。

　本人が同意すれば、全国どこにいても、医療機

関や薬局で過去の服薬履歴や特定健診情報など確

認できます。

　医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータ

ルで医療費通知情報を管理可能になります。また、

マイナポータルからｅ-Ｔａｘに情報連携し、オンラ

インで確定申告が完結できるようになります。

①本人確認書類として使える！

すでにカードを申請またはお持ちの方

②健康保険証として使える！

③新型コロナワクチン接種証明書の電子交付にも利用！

④確定申告でも医療費通知情報をカンタン連携！

　マイナポイントの申請は令和５年２月末まで可能

です。お早めに手続きをお願いします。

！
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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
くらしインフォ

札幌弁護士会ひだか弁護士相談センター　無料法律相談

６５歳以上の方へ　
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査のご協力をお願いします

門別地区相談所での開催

１月の相談日・・・

　　　２４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。

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　役場高齢者福祉課　高齢者福祉・介護グループ　☎　０１４５６－２－６５６１

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

平取町での開催

１月の相談日・・・１０日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　２４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

１月の相談日・・・

４日（水） １１日（水） １６日（月）

１８日（水） ２３日（月） ２５日（水）

３０日（月）

○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

　町では、介護保険をはじめとする高齢者施策を「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に沿って

実施しており、この計画は３年ごとに見直すことになっています。現在、令和６年度から令和８年度ま

での新たな計画を策定する準備を進めており、町民の皆様から現状やご意見を詳しくお伺いし計画に反

映しようと考えています。

　標記調査を、日高町在住の６５歳以上の方を対象（介護保険施設入所者・要介護１～５の方を除く）

に実施しますので、調査にあたり対象の方に調査票を郵送します。お手元に届いたらご記入のうえ、同

封の返信用封筒での返信に協力をお願いします。

　なお、収集した個人情報は健康情報という利用者様にとって大切な個人情報であるという認識に立ち、

日高町個人情報保護条例に基づく適正な取扱いを行います。
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は住民税均等割非課税世帯や令和４年１月から１２

月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

　給付金を受給するためには、手続きが必要です。

世帯全員の令和４年度

「住民税均等割が非課税」の

世帯

　対象と思われる世帯には、町から確認書が

届きます。

　内容を確認し、役場に返信してください。

　給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人

情報の詐取」にご注意ください！

令和４年１月～１２月の収入が減少し

「住民税非課税相当」の

収入となった世帯 (家計急変世帯 )

申請が必要です

　役場高齢者福祉課または総合支所地域住

民課で申請をしてください。

申請期限：令和５年１月３１日 (火 )

収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の

収入減少により給付を申請した場合、不正受給（詐

欺罪）に問われる場合があります。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国 ( の職

員 ) などをかたる不審な電話や郵便があった場合

は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察

相談専用電話 (＃９１１０)にご連絡ください。

給付金の支給額 １世帯あたり５万円

支給対象と申請の有無
下記のいずれかにあてはまる世帯が対象です。

※重複しての受給はできません

※　住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞ

れの年収見込額（令和４年１月以降の任意の１か

月収入×１２倍）が市町村民税均等割非課税水準

以下であることを指します。

扶養している親族の状況
非課税相当

収入限度額

単身又は扶養親族がいない場合 ９３．０万円

配偶者・扶養親族(1名 )を扶養している場合 １３７．８万円

配偶者・扶養親族(計2名 )を扶養している場合 １６５．８万円

配偶者・扶養親族(計 3 名 )を扶養している場合 １９３．８万円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ２０４．３万円

問　内閣府住民税非課税世帯等に対する

　　臨時特別給付金コールセンター

☎　０１２０－５２６－１４５

　　受付時間　９：００～２０：００

　　（１２月２９日～１月３日を除く）

申請窓口　役場高齢者福祉課　高齢者福祉・介護グループ　☎　０１４５６－２－６５６１

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

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１１月２４日

普通河川オコタン川　河川整備工事 ㈱伊藤土建 3,370,000 円 96.01%

・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。

① ②
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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
くらしインフォ

放課後児童クラブ利用児童募集のお知らせ

　令和５年度放課後児童クラブの利用児童を下記のとおり募集します。

　申請書は各放課後児童クラブ、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、

厚賀出張所にありますので、必要事項を記入のうえ提出をお願いします。

利用対象児童 就労等により昼間に保護者が不在となる世帯で、日高町内の小学校に通っている児童

実施施設

・

定員

名　称 開設場所 定　員

とみかわ児童館児童クラブ
富川北２丁目８番１号

とみかわ児童館内
５０人

もんべつ児童館児童クラブ
字緑町１１番地の６

もんべつ児童館内
４０人

厚賀すずらん保育所児童クラブ
字厚賀町２１４番地の１

厚賀すずらん保育所内
２０人

日高児童仲良しクラブ
松風町２丁目２５４番地の１

日高小学校内
２０人

開設日

・

開設時間

月曜日から金曜日 下校時から午後５時４５分まで

土曜日・休校日・春夏冬休み期間中　午前８時から午後５時４５分まで

※１　厚賀すずらん保育所児童クラブは、土曜日は午後から利用できません。

※２　日高児童仲良しクラブは、土曜日は利用できません。

※３　学校が学級閉鎖、学年閉鎖の時は利用できません。

※４　災害等による臨時休校日は利用できません。

※５　降所時は保護者の方の迎えが必要です。

休止日 日曜日、祝日及び年末年始等開設場所の施設が閉館している日

利用料

　利用料は無料ですが、日高児童仲良しクラブはおやつ代として月額１，３００

円が必要となります。

　なお、工作等に要する材料費等について、利用者の負担となる場合があります。

募集期間

令和５年１月１０日（火）から令和５年２月１０日（金）

※クラブの運営上、緊急的な場合を除き、募集期間を過ぎてからのお申し込みは原則お受けで

きませんのでご注意ください。

提出先
各放課後児童クラブ、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

利用可否の決定 令和５年３月上旬頃に個別に通知書を送付します。

その他

　現在利用している場合であっても、年度ごとの申請のため新年度の利用には再

度申請が必要となります。

　利用申込みが各施設の定員を超えた場合、安全上の理由等により利用調整をす

る場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

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
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

所得税及び復興特別所得税の確定申告相談、町・道民税の申告受付について

　令和５年１月１日現在、従業員が居住する市町

村ごとに総括表を添えて提出してください。提出

期限は令和５年１月３１日までとなっております

が、お早めの提出をお願いいたします。

　なお、給与支払報告書にかかる提出は、地方税

ポータルシステム「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」

を利用して、インターネットを通じて行うことが

できますのでご利用ください。

○相談・受付の期間

 令和５年２月１６日（木）から３月１５日（水）

まで（土曜・日曜・祝日を除く）

※役場で行う申告相談の具体的な会場、時間など

は、広報ひだか２月号でお知らせします。

①町・道民税の申告について

 町・道民税は町と道に納めていただく税金です。

 １月１日現在で日高町に住んでいる方は、原則

として３月１５日までに町・道民税の申告が必要

です。ただし、次に該当する方は申告の必要はあ

りません。

 ・「所得税等の確定申告」を行った方

 ・職場で年末調整をされた給与収入のみの方

②扶養控除について

 扶養控除の対象となる扶養親族は、納税者と生

計を一にしていることが要件となります。同一世

帯でない場合は、世帯の状況や仕送り状況を確認

する場合があります。

③国民年金・国民年金基金・社会保険料の控除を

受ける場合

 保険料などの支払証明書や控除証明書の添付が

必要です。

所得税及び復興特別所得税の還付申告の相談

申告の注意事項

未申告の場合

　公的年金などを受給されているみなさまへ

所得税及び復興特別所得税の確定申告相談、
町・道民税の申告受付の日程

給与支払報告書の提出について（各事業所のみなさまへ）

申告相談

の開始
令和５年１月１６日（月）から

申告相談

の場所

役場税務課

総合支所地域住民課

還付申告の

対象者

・住宅借入金等特別控除、医療費

控除などの対象となり、源泉徴収

された所得税等の還付を受ける方

・給与所得者、年金所得者などで

所得税等の還付を受ける方

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

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

 申告の必要な方が申告をしなかった場合、国民

健康保険税の軽減措置が適用されない、高額療養

費の自己負担限度額が高くなる、国民年金の免除

申請ができないといった不利益が生じる場合があ

ります。また、公営住宅や保育所の申込み、奨学

金や銀行の融資の申請などに所得証明書などが必

要となる場合がありますが、申告をしなければ交

付することができません。

　公的年金の収入金額の合計額が４００万円以下

で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得

金額が２０万円以下である場合には、所得税等の

確定申告をする必要がありません。

　ただし、所得税等の確定申告が必要ない場合で

あっても、次に該当する方は町・道民税の申告が

必要な場合があります。

・「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている

　控除以外の各種控除の適用を受ける場合

・公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合

④申告書の控えについて

 確定申告の際に作成される「申告書の控え」は、

税務署の受付印が押印されていないと所得の証明

書類として認められません。確定申告書に税務署

の受付印が必要な場合は、税務署から返送するた

めの返信用封筒と切手が必要となりますので、ご

用意のうえ申告相談の際にご持参ください。
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
くらしインフォ

固定資産税（償却資産）の申告
について

オンラインを活用して
新型コロナウイルス感染防止！

「確定申告のお知らせ」はがき
について

　固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産（事

業用資産）についても課税の対象となります。償

却資産を所有されている方は、毎年１月１日（賦

課期日）現在、所有している償却資産を申告して

いただくことになります。

　なお、償却資産にかかる申告及び申請・届け出

の手続きは、地方税ポータルシステム「ｅＬＴＡ

Ｘ（エルタックス）」を利用して、インターネッ

トを通じて行うことができますのでご利用くださ

い。

 国税庁ホームページでは、パソコン・スマート

フォンなどから、所得税・消費税・贈与税の申告

書を作成し、ｅ－Ｔａｘ（電子申告）又は印刷し

て郵送で提出することができます。

　感染防止の観点から、多くの方が訪れる確定申

告会場ではなく、是非、ご自宅での申告書の作成・

提出をお願いします。

　　詳しくはこちら→

申告期間
令和５年１月６日（金）

～１月３１日（火）

提出書類

①償却資産申告書

②種類別明細書（増加資産・全資産用）

③種類別明細書（減少資産用）

※令和４年中に設立された企業など

は①と②を提出してください。

光ブロードバンド加入促進補助金光ブロードバンド加入促進補助金

　申請受付中！！　申請受付中！！

　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

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。

あと３か月です！

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

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

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

問　苫小牧税務署　　　　　　　　　　　

☎　０１４４－３２－３１６５

　　（自動音声でご案内します）

HP　https://www.nta.go.jp/

　税務署から確定申告書用紙に代えて、予定納税額

などの情報を記載した「確定申告のお知らせ」はが

き（又は封書）をお送りしています

・対象者

　前年の確定申告の作成場所等が下記のいずれかに

該当する方で、翌年も申告が見込まれる方

作成場所 作成方法 提出方法

ご自宅等
確定申告書等

作成コーナー
書面

税務署の申告会場
申告会場の

パソコン

ｅ－ｔａｘ

及び書面

市区町村の申告会場 全て
ｅ－ｔａｘ

及び書面

青色申告会、商工会

などの指導会場
全て

ｅ－ｔａｘ

及び書面

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。
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

公文書の開示状況

番号
請求書受付

年月日
公文書の内容又は件名 決定内容

非開示等

の理由
担当部署

１ Ｒ３．４．９
広富産廃処分場の事業計画書の内容に関する意見書と設置予定

者との協議状況についての振興局への報告書
開示 住民生活課

２ Ｒ３．４．１５
広富地区に計画されている産廃最終処分場について道より求め

られている意見書
開示 住民生活課

３ Ｒ３．４．１６
平成３０年度一般社団法人日高町観光協会収支決算書

令和元年度一般社団法人日高町観光協会決算書
開示 地域経済課

４ Ｒ３．４．２１
広富地区に計画されている産業廃棄物最終処分場について道よ

り求められている意見書
開示 住民生活課

５ Ｒ３．４．２７
とねっこの湯の管理運営の引継ぎについて、令和３年度以降の

ために行った全ての引継書の開示
開示 管財建築課

６ Ｒ３．６．３ 令和２年度一般社団法人日高町観光協会決算報告 開示 地域経済課

７ Ｒ３．８．１８ 旧清畠小学校に係るひだかあすなろとの賃貸契約書 開示 管財建築課

８ Ｒ３．８．１８ 令和３年度とねっこの湯委託業務に係る契約書 開示 管財建築課

９ Ｒ３．１２．２７
とねっこの湯の平成２４年度４月から６月までの発券に係る領

収書・調定内訳簿・券売機売上集計表の開示
開示

管財建築課、

会計課

個人情報の開示状況

番号
請求書受付

年月日
公文書の内容又は件名 決定内容

非開示等

の理由
担当部署

１ Ｒ３．７．１０ 個人に係る医療記録 開示
門別国民健康保険

病院

令和３年度の公文書・個人情報の開示状況

　令和３年度 ( 令和３年４月１日～令和４年３月３１日）の日高町情報公開条例及び日高町個人情報

保護条例に基づく公文書並びに個人情報の開示状況は次のとおりです。

問　役場総務課　情報防災グループ　　☎　０１４５６－２－５１３１

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を助

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）

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、医療機関が発行した領収書、

　夫婦の住民票（北海道の助成事業申請時に添付した書類の写し）

③印鑑及び振込口座の番号、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。

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
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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
くらしインフォ

とねっこ館運動指導室 

１～３月レッスン参加者募集
　新型コロナウイルス感染予防のため、通常のレッスンよりも定員数の削減及びレッス

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

りますのでご了承ください。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

登録制有料レッスン

水曜日

１月１１日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
体引き締めダイエット

１９ ： ００～１９ ： ４５
格闘技エクササイズ

全身の筋肉を鍛え、

太りにくい体を作りましょう！

定員１５名

格闘技系エクササイズです。

ストレス発散にも効果あり！！

定員１０名

木曜日

１月１２日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
やさしい格闘技エクササイズ

１４ ： ００～１４ ： ４０
流水水中運動

簡単なパンチとキックを

組み合わせて脂肪を

燃焼させましょう！！

定員１０名

水の中で体を動かして、

気になる部分を引き締めましょう！

流水リラクゼーション含む

定員１０名

金曜日

１月１３日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
チェアビクス

１４ ： ００～１４ ： ４０
アクアエクササイズ

イスに座って体をほぐしたり、

音楽に合わせゆっくり体を動かす

エクササイズです。

定員１５名

水の中で音楽に合わせて

体を動かしてみましょう。

（ダンベル等を使うこともあり）

定員１０名

土曜日

１月７日～

１０ ： １５～１１ ： ００
かんたんヨガ

１１ ： １５～１２ ： ００
脂肪燃焼エアロ

簡単なヨガの動きを取り入れて、

体の痛みの予防、 解消に繋げる

エクササイズです。

定員１５名

エアロビクスが初めての方でも

気軽に参加できる、 瘦せるための

エアロビクスです。

定員１０名

※無料レッスンは、コロナウイルス感染予防のため引き続き中止します。

【レッスン参加料】 登録制有料レッスン　５００円／１種類（各１１回）

【スポーツ保険料】　６５歳未満：１，９１０円　

６５歳以上：１，２６０円（令和５年３月末まで有効）

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

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

【実施場所】 とねっこ館　研修室・歩行プール

【申込期間】 １２月２２日（木）～随時

【申込先】 役場子育て健康課　健康増進Ｇ　☎０１４５６－２－６５７１　（土・日曜日は除きます）

とねっこ館運動指導室　　   ☎０１４５６－２－２２２１　（月曜日は除きます）

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

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

『スタッフのマスク着用』『スタッフ及び来館者の体温測定』『飛沫シート設置』
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順位 名前（敬称略） 歩数

１ 高柳　孔洋 ７７１，０３２

２ 高柳　幸子 ６８４，５９５

３ ビピン ６１７，２６１

４ ３８ ６０３，６１７

５ おぺんぺん ５５９，５９５

６ こばやん ５５４，１２１

７ 匿名 ４７９，７３２

８ ゴールドシップゥ ４０４，３０３

９ Ｋｏｊｉ ３８６，５１３

１０ あひる５５ ３８２，９２０

１１ よっちゃん ３７７，５２４

１２ ヒデ ３５０，２３４

１３ モッチャン ３４１，３５０

１４ 鯖江　恭子 ３３２，１０１

１５ ワッタのばあちゃん ３２９，７３８

１６ 木村　栄子 ３２２，２６０

１７ 本サッキー ３１９，５６４

１８ くにぼー ３１３，７１０

１９ 匿名 ３１２，０７４

２０ 匿名 ３０５，５３９

２１ ふじもー ３０２，９１９

２２ 権兵衛のママ ２９８，１２９

２３ 谷口　亮徳 ２９５，１０９

２４ まめちゃん１７号 ２９４，２３７

２５ 匿名 ２９２，８０７

２６ 匿名 ２８９，１１８

２７ イッチニー ２７４，３７３

２８ 福山　由理子 ２７１，５８３

２９ みょん ２５１，７９９

３０ 匿名 ２５１，６７４

３１ まめちゃん１８号 ２４７，３６５

３２ 門脇　大輔 ２４１，１４４

３３ ふじもー２ ２３７，６１７

３４ 匿名 ２３１，８３１

３５ 匿名 ２２９，７９４

順位 名前（敬称略） 歩数

３６ 鈴木シマ ２２３，１４１

３７ むらかみ ２１４，０１５

３８ 苗加　ユリ子 ２０８，５４５

３９ ステップペンペン ２０７，７０５

４０ 栗ちゃん ２００，９１９

４１ 匿名 ２００，５６０

４２ やま～ １９７，４８７

４３ 匿名 １９６，２７９

４４ 風に立つホース １９３，０４９

４５ 矢野　尚代 １９０，８９３

４６ ヤナセ １７０，８７７

４７ ３人のお父さん １６９，０９４

４８ あきちゃん １６５，２１８

４９ 匿名 １６４，７０９

５０ みゆき １５８，３７９

５１ さちえ １５７，７０５

５２ 館洞　弘美 １５４，７８５

５３ ハルタカ １４８，６９０

５４ 匿名 １４６，６８４

５５ 合田　三枝子 １４６，０１２

５６ みうら １４４，９５２

５７ 匿名 １４２，９４７

５８ Ｄｒａｇｏｎｆｌｙ １４２，２３９

５９ さもん １３４，１５１

６０ コシタンタン １３１，２２７

６１ 匿名 １２２，９５０

６２ 匿名 １１７，４１０

６３ 匿名 １１６，０３８

６４ かめ １１１，９３９

６５ 匿名 １０３，０４０

６６ のっぽ １０３，０１９

６７ 匿名 ９９，０７８

６８ ユッコ ６２，２７８

６９ たまごさん ５８，００２

７０ ひろちゃん ２３，１５５

ウォーキングチャレンジ結果発表

　１０月２日からの１か月間で実施した「ウォーキングチャ

レンジ」の結果を発表します。

　個人での参加は７０名、チームでの参加は１０チームと

多くの方にご参加いただきました。

　たくさんのご参加、ありがとうございました。　

◎個人の部
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・取組の感想

　簡単だった　１７人

　楽しかった　５５人

　大変だった　１４人

　つらかった　　３人

　ウォーキングに前向きな意見が多く聞かれる嬉しい

結果でした。

・ウォーキング習慣

　ある　３３人

　ない　４９人

　半数以上がウォーキングチャレンジ月間をきっかけ

に挑戦してくれたようです。

・チャレンジによる変化はありましたか？

　体重が減った　８人

　腹囲が減った　２人

　特に変化はなかった　６４人

　その他　１６人

　１か月のチャレンジで１～３ｋｇの体重変化を感

じた方や、気持ちが前向きになった・寝付きが良く

なったという変化など、参加された皆さんの身体や

心に様々な変化があったようです。

・ウォーキングは続けますか？

　やります　３４人

　ゆるりとやります　４９人

　期間限定なら　　４人

　充分歩きました　１人

　ウォーキング習慣がない方たちが半数以上の中でと

ても前向きな意見が多かったです。

　個人の最年少は１２歳（チーム内での最年少は１歳！）から最年長は８７歳までの方に幅広く参

加いただきました！！

　たくさんの方の色々なきっかけづくりになっていたら幸いです。ご参加ありがとうございました。

問　日高町健康まつり実行委員会（事務局　役場子育て健康課）

☎　０１４５６－２－６５７１

＜抽選当選者　個人２名＞

・匿名（６２位）１１７，４１０歩

・匿名（６５位）１０３，０４０歩

　歩数合計の上位３名及びチーム歩数合計

の平均が上位３チーム、抽選に当選した方々

には、日高町推奨品の詰め合わせをお渡し

しました。おめでとうございます！

＜抽選当選　２チーム＞

・厚賀コーヒー友の会（５位）

・晴寿の会（９位）

順位 チーム名 人数 歩数 平均歩数

１ チーム　青組 ５ 1,220,966 244,193

２ チームにこにこ ４ 813,364 203,341

３ 朝カレーの会 ４ 781,969 195,492

４ 匿名 ２ 369,655 184,827

５ 厚賀コーヒー友の会 ３ 518,099 172,699

６ チーム　ぶっくん ４ 632,367 158,091

７ チーム　晴耕雨読 ４ 562,280 140,570

８ はんぎょどん ２ 274,400 137,200

９ 晴寿の会 ３ 353,069 117,689

１０ もちっこ ３ 260,529 86,843

◎チームの部

◎アンケート調査結果



２０２３広報ひだか 1月号22

知っておきたい！！子宮がん

　子宮がんは、子宮頸部にできる「子宮頸がん」と、

子宮体部にできる「子宮体がん」に分類されます。

　　　子宮頸がん　　　　　　　　子宮体がん

子宮頸がん

　子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルス

（ＨＰＶ）の感染によって引き起こされ、ＨＰＶは性

的接触によって感染します。感染した９０％の人は免

疫の力でウイルスが排除されますが、残りの１０％の

人はウイルスを排除できずに感染が持続します。その

うちの一部が、がんになる前の「前がん病変」を経て、

悪性の「子宮頸がん」に進行します。

　日本では、毎年約１万人の女性が子宮頸がんにかか

り、約３，０００人が亡くなっています。

　若い人に多く、２０歳代から増加して３０歳代後半

に罹患のピークを迎えます。早期では、ほとんど自覚

症状が無く、進行すると、不正性器出血、性行為の際

の出血、下腹部痛、濃い茶色や膿のようなおりものと

いった症状が現れます。また、リンパ節や子宮から遠

い臓器 (肺など )まで転移する可能性があります。

　「前がん病変」の段階から治療することができ、早

期に発見することでがんによる死亡率を低下させ、将

来妊娠を望んでいる方は子宮を温存することができる

場合もあります。

子宮体がん

　子宮体がんの発生にはエストロゲンという女性ホル

モンが関わっています。エストロゲンは子宮内膜の発

育を促す働きを持っていますが、過剰に分泌されると

子宮内膜増殖症という病気につながり、その一部が「前

がん病変」を経て「子宮体がん」に進行します。

　日本では、毎年約１万７，０００人の女性が子宮体

がんにかかり、２，０００人以上が亡くなっています。　

　未出産、肥満、月経不順、乳がんや更年期障害で過

去にエストロゲン単独療法を受けた方がなりやすいと

言われており、４０歳頃から増加して５０～６０歳代

に罹患のピークを迎えます。

　主な症状は不正性器出血です。月経ではない期間や

閉経後に出血がある場合は注意しましょう。

予防法

　子宮頸がんには、ＨＰＶワクチン接種という予防法

があります。町では公費負担で小学６年生から２５歳

（平成９年度生まれ）の女性を対象に実施しています。

　規定接種回数は３回で、接種により子宮頸がんの

５０～７０％を防ぐことができると言われています。

　子宮体がんは、正しい食習慣や運動習慣によって生

活習慣病を予防することや、低用量ピルの内服が予防

に効果があると言われています。

定期的な検診を受けましょう

　子宮頸がん検診は、子宮の頸部（子宮の入り口）を

専用の細いブラシでこすり細胞を採取し、顕微鏡で調

べる細胞診という検査を行います。

　子宮体がん検診は、超音波（エコー）検査を行いま

す。検査では、子宮内膜の状態や筋腫の有無など、が

ん以外の病気を発見することもできます。また、内診

では子宮口の状態や子宮の大きさ・形を確認します。

　子宮頸がんワクチン接種の有無に関わらず、２０歳

以上の方は２年に一度、子宮がん検診を受診すること

が推奨されています。

令和４年度個別検診

・令和５年３月１日（水）　札幌がん検診センター

　※無料バスで送迎します

・上記以外の日程で、年度内に子宮がん検診を委託契

約先（苫小牧医師会と締結する医療機関、富良野協会

病院、新ひだか町立静内病院）で受診する場合は、償

還払い（立替払）が可能です。役場子育て健康課又は

総合支所地域住民課までお申込み下さい。

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



23２０２３広報ひだか 1月号

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 ・・・・ ４件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ ４人

２０２２年１１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１８６号

冬道に気をつけましょう

路面状況を確認しスピードダウン

急な発進や急ブレーキは、

スリップしやすくとても

危険です！

ゆっくり運転することを

心がけましょう！

冬道での車間距離は、

普段の２倍とりましょう！

ブレーキが効きづらく、

追突事故に繋がる恐れが

あります！

急発進・急ブレーキ

車間距離をとる

ブラックアイスバーン

ミラーバーン

アイスバーン

積雪 ・ 圧雪

舗装が現れているように見えるが、黒い部分はアイスバーン

になっている

町中の交通量の多い交差点付近に発生しやすく、滑りやすい

山間の日陰や橋の上などに発生しやすく、スリップするとタ

イヤのグリップ力は回復しにくい

大雪の後や除雪されていない道路でわだちができやすく、ハ

ンドルを取られることがある
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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

目指せ釣り名人
ルアーフィッシング教室

門別ことぶき学園
第８回本科「楽しい琴教室」

　１０月３１日、１１月５日の２日間、「ルアー

フィッシング教室」が行われ、１９名の子どもた

ちが参加しました。

　３１日は事前研修として、スポーツセンターに

おいて釣りを行う厚別川の環境や生息する魚につ

いての学習と釣り竿の使い方を練習しました。

　５日の本番では、日高町に拠点を置く釣り会「Ｔ

ＣＤ（トップキャスターズダービー）」の方々に教

えてもらいながら楽しくルアーフィッシングを行

い、３名の参加者がイワナやアメマスを釣ること

ができました。

　１１月２２日、門別ことぶき学園第８回本科「楽

しい琴教室」が総合町民センターで行われ、学園

生１５名が参加しました。

　この教室では、水野箏
そうきょく

曲学院在籍の江端紀代さ

んを講師に迎え、調弦や平拍子を用いて音階や譜

面の見方を学習した後「さくら」を合奏しました。

　その後、江端講師によるミニコンサートが行わ

れ、「六段の調」と「竹田の子守唄」が披露され、

学園生は琴の美しい音色を堪能しました。

　参加者は、真剣な表情で琴を弾き、「楽しいひと

ときでした」、「他の曲も弾いてみたい」など、音

楽への関心、意欲を高めました。

アクティブクラブ
門別競馬場バックヤードツアー

　１１月２７日、アクティブクラブ第７回目の事

業「門別競馬場バックヤードツアー」が行われ、

２１名の子どもたちが参加しました。

　普段は見ることができない門別競馬場のきゅう

舎、坂
は ん ろ

路、本馬場、ゲートなどを見学しました。

　きゅう舎では、米川昇調教師から設備や調教師

の仕事について教えてもらい、来春デビューを目

指す競走馬とも触れあうことができました。

　坂路や本馬場では、調教やレースで使用するコー

スを走ったり、場内の整備作業を見学し、多くの

職種の方が働いていることを知り、地元の産業を

楽しみながら学んだ貴重な一日となりました。
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問　門別図書館郷土資料館　　　☎　０１４５６－２－３７４６　

　　１月の休館日：毎週月曜日、１２月２９日～１月５日、１０日（火）、３１日（火）　　

　　※休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください

資料展示「科学道１００冊２０２２」開催 タイムカプセルの中身をお返ししています

　本を通して科学の面白さ、素晴らしさを届け

る展示「科学道１００冊」を今年度も実施します。

　今回のテーマは「情報の世紀」「光を追いかけ

て」「科学史タイムトラベル」「科学道クラシッ

クス」です。

　過去の科学道で紹介した本も一部並べ、科学

の本を合計１００冊展示いたします。

　展示中の本は借りることができますので、年

末年始にご自宅でゆっくりお読みください。

　平成４年の旧門別町開基１２０年を記念して制

作したタイムカプセルを開封しました。

　中に入っていた当時の作品をお返ししています

ので、対象となる方はお問い合わせください。

　特に、門別・庫富・豊郷・清畠・賀張・正和・

里平小学校の児童、富川小学校の６年生、厚賀小

学校の３年生は作品を入れた可能性が高い（上記

に該当しない方の作品もあります）ので、封入し

た記憶がない場合もぜひご連絡ください。

期間
令和４年１２月１７日（土）

～令和５年１月２９日（日）

場所
門別図書館郷土資料館

図書館ＡＶコーナー前
対象者

平成４年に旧門別町内の小学校に

通っていた方の一部

※１９８０（昭和５５）年４月２日から

１９８６（昭和６１）年４月１日生まれ

の方が当時の小学生です。

受取期間 令和５年３月３０日（木）まで

対象者
令和３年４月１日～

令和４年３月３１日生まれの乳児

受取期間 令和５年３月３１日（金）まで

受取場所

門別図書館郷土資料館　

☎０１４５６－２－３７４６

日高図書館郷土資料館

☎０１４５７－６－２４６９

開館時間、休館日等はそれぞれお

問い合わせください。

※この展示は、国内唯一の自然科学の総合研究所である

理化学研究所と、本の可能性を追求する編集工学研究所

の提案により、全国各地の図書館で実施されています。

※「絵本引換券」を無くした方は、お子さんの氏名・住

所・生年月日を確認できるものをご持参ください。

　教育委員会では、教職員の心身の健康を保持す

ることを目的として、冬季休業中に学校を閉庁す

る日を設けています。原則として学校に職員は不

在となりますので、緊急時の連絡は、下記へお願

いします。

冬季休業期間に学校閉庁日を設けます

　問　１２月２６日から１２月３０日まで、１月６日

　　　教育委員会管理課　☎　０１４５６－２－３７２１

　　　１２月３０日から１月５日まで

　　　日高町役場　　　　☎　０１４５６－２－５１３１

学校名 学校閉庁日

日高小学校 １２月２９日（木）～１月５日（木）

富川小学校 １２月２７日（火）～１月４日（水）

門別小学校 １２月２９日（木）～１月６日（金）

厚賀小学校 １２月２９日（木）～１月６日（金）

日高中学校 １２月２７日（木）～１月５日（木）

富川中学校 １２月２９日（木）～１月５日（木）

門別中学校 １２月２６日（火）～１月５日（木）

厚賀中学校 １２月２９日（木）～１月６日（金）

日高高等学校 １２月２９日（木）～１月３日（火）

門別図書館郷土資料館
からのお知らせ

「絵本引換券」と絵本の交換はお済みですか？

　町では、地域に生まれた全ての赤ちゃんに絵本

をプレゼントしています。

　対象となる方へは「絵本引換

券」が送られていますので、必要

事項をご記入のうえ、お住いの地

区の図書館へご持参ください。
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問　日高山脈博物館　☎　０１４５７－６－９０３３
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　多くの皆様の協力を得ながら、様々な場面で子どもた

ちの笑顔を生み出す取組が行われています。

社会福祉協議会

共同募金委員会

スポーツ少年団指導者協議会

厚賀地区子ども会

　社会福祉協議会と共同募金委員会の主催で、カーリ

ンコンによる交流が行われ、「誰かとつながっているこ

と」や「誰かを支えたり支えられたりしていること」

を体験しました。もんべつ放課後児童クラブの子ども

たちが楽しみました。

　参加した高齢者の方も「子どもたちの明るい声に癒

やされた」などと交流の成果を語っていました。また、

にんじんの収穫体験にも取り組みました。

　「うみ遊び」「ラフティング」「広富アドベンチャー」

「落ち葉で食材を焼いてみよう」など、１０回の自然体

験活動が行われ、子どもたちの主体性や協調性、創造

力をはぐくんでいます。異学年の集団活動では、子ど

もたちの笑顔の中で、社会性を養っています。

　厚賀地区の子どもたちは、北海道グリーンランドを子どもと大

人で訪れました。コロナ禍で２年間実施していなかった取組です。

雨模様の中でしたが、子どもたちの笑顔があふれました。

～地域を支え、よりよい社会を創っていくのに必要な力とは～

《家庭》　子どもの話を聴くことができたらいい

　　　　・生活リズムを整える→学習時間、ゲーム・スマホの時間管理

　　　　・他への思いやり→日常から「感謝」を言葉で表現する

《地域》　進んであいさつできる子どもの育成ができるといい

　　　　・スポーツ（陸上等）や体験活動の企画→地域人材活用

　　　　・地域ボランティア→老齢世帯を対象とした雪かきの企画

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１２号 Ｒ５．１

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

高齢者とのふれあい

自然体験！！

子ども会日帰りバスツアー

地域と共に考え、協働できることは？

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
！

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
！

厚賀地区学校運営協議会
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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

雪道の歩行にご注意ください　

　毎年、転倒等による歩行者の事故が後を絶ちませ

ん。雪道を歩く際は注意してください。

　特に次の場所を歩くときは気を付けてください。

横断歩道
白線の上に薄い氷の膜が張っているこ

とがあります。

バス停・
通学路

雪が踏み固められ、滑りやすくなって

います。

店舗等の
入り口

道路わきにたまった雪は解けにくく、

雪がタイヤに踏まれ、固く滑りやすく

なっています。

傾斜のある
歩道や橋の
上の歩道

雪が解けにくいため、滑りやすくなっ

ています。

歩道の脇や
生活道路の脇

雪が残りやすく境目がわからないため、

側溝や障害物などに足をとられないよ

うに注意してください。

軒下や高い
建物付近

落雪などに注意してください。

　ほかにも、急いでいると足元の注意が散漫になる

ため転びやすくなります。時間に余裕をもってゆっ

くり歩いたり、雪道にあった滑りにくい靴をはくよ

うにして転ばないようにしましょう。

問　役場建設課　管理・土木・都市計画グループ

☎　０１４５６－２－６１８６

日高町勤労者生活資金貸付制度のご案内
　町では、町内に居住する組織労働者または中小企

業及び団体の労働に従事している勤労者に対し、福

利厚生と勤労意欲の増進及び労働力の定着化を図る

ための資金の貸付制度があります。

〇貸付対象者

　・日高町に１年以上居住している者

　・町税を完納している者

　・北海道労働金庫が確実に償還できると認めた者

〇貸付金の使途

　本人又は家族の病気、災害、冠婚葬祭及び子弟の

教育その他生活必需品の購入等に要する資金。ただ

し、遊興娯楽等の消費資金は対象外　

○貸付条件

・貸付金額は上限１５０万円以内

・貸付期間は７年以内

・貸付利率は毎年度北海道労働金庫と協議のうえ決

定（今年度の一般生活資金　年１．００％、教育資

金　年０．８５％）

・その他貸付条件は、北海道労働金庫の定めによる

　貸付条件の詳細やお申込みは北海道労働金庫へご

連絡ください。

問・申　北海道労働金庫静内支店

　　　　（新ひだか町静内青柳町１－２－８）

☎　０１４６－４３－３１１１

働いている調理師の皆様へ！
　調理師法では、調理業務に従事している調理師は、

２年ごとに、１２月３１日現在の調理従事場所等を

届け出なければならないと定められており、令和５

年は届出が必要な年になっています。

　届出が必要な調理師とは、次の施設、店舗で調理

の業務に従事している方です。

・特定多数人に飲食物を調理して供与している施設

・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、

 複合型そうざい製造業

 届出は、従事施設を担当する北海道全調理師会新

ひだか支部（新ひだか町静内本町３丁目３－４　ホ

テルサトウ　☎０１４６－４２－０４２５）に令和

５年１月１５日までに提出してください。　

　届出用紙は、北海道全調理師会新ひだか支部（ホ

テルサトウ）、静内保健所に備えてあります。また、

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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インターネットでの届出も可能です。下記よりアク

セスしてください。

問　北海道日高振興局保健環境部静内地域保健室

　　（静内保健所）企画総務課

☎０１４６－４２－０２５１

HP　https://www.harp.lg.jp/

北海道障害者職業能力開発校　
令和５年度の訓練生募集
　北海道障害者職業能力開発校では、令和５年度の

訓練生を募集します。（Ｂ日程）

○対象者　障がいのある求職者

○訓練科目　建築デザイン科、ＣＡＤ機械科、総合

ビジネス科、プログラム設計科、総合実務科

○願書受付期間と選考試験日

願書受付期間 選考試験日

令和４年１１月１８日㈮から

令和５年１月１６日㈪まで

令和５年

１月２３日㈪

令和５年１月１７日㈫から

２月１７日㈮まで

令和５年

３月１日㈬

令和５年２月２０日㈪から

４月３日㈪まで

令和５年

４月７日㈮

※選考の結果、募集定員に達した訓練科については、

応募受付を締め切ります。

○選考場所　北海道障害者職業能力開発校

　　　　　　（砂川市焼山６０番地）

○試験内容　学力試験（国語、数学）、面接試験

○問い合わせ先　最寄りのハローワーク又は下記ま

でお問い合わせください。

問　北海道障害者職業能力開発校

☎　０１２５－５２－２７７４

ＦＡＸ　０１２５－５２－９１７７

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　

　令和５年１月２４（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

　（１２月は第３火曜）　

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

「火山防災について」（室蘭地方気象台）　
　日本に多くある火山は、きれいな景色や温泉、農

作物を作るのに欠かせない良質な土壌をもたらす一

方で、噴火活動によって火山災害を引き起こし私た

ちに被害をもたらすことがあります。

　火山災害を引き起こす主な火山現象には「大きな

噴石」や「火砕流」などのほかに「火山灰」があり

ます。

　火山灰は比較的細かな固形物で、上空の風に運ば

れて広い範囲まで拡散し、農作物、交通機関、建造

物などに被害をもたらすことがあります。

　樽前山の過去の大規模噴火では、苫小牧北方で約

２ｍ、十勝平野でも数ｃｍに達したという記録が

残っています。

　気象庁では、これら火山災害軽減のため、居住地

域や火口周辺に影響が及ぶ噴火の発生が予想された

場合などには、噴火警報を発表しています。

　また、どこにどれだけの量の火山灰が降るかをお

伝えする降灰予報を発表しています。これらの火山

に関する情報は、気象庁ホームページの登山者向け

の情報提供ページなどでご覧いただけます。

問　室蘭地方気象台

☎　０１４３－２２－３２２７

HP　火山登山者向けの情報提供ページ

　　https://www.jma.go.jp/
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門別警察署からのお知らせ

１　防犯アプリで安全・安心！

　北海道警察公式防犯アプリ「ほくとポリス」は、

北海道内の犯罪、不審者、特殊詐欺情報を表示する

ほか、防犯ブザー・ちかん対策機能等により、皆さ

んの安全と安心な暮らしを支援します。

２　落氷雪、除雪等作業中の事故防止

　例年、屋根からの氷雪の落下により下敷きになる

などの事故、屋根の雪下ろし中にハシゴや屋根から

転落する事故、除雪作業中に除雪機に衣類を巻き込

まれる、下敷きになるなどの事故が発生しています。

　氷雪が屋根からせり出している軒下などは、危険

ですので近づかないようにしましょう。

　雪下ろし作業をする時は、補助者を置くなど複数

で行うとともに、転落防止や万一のときに備え、万

全の措置を講じ、自身の安全を確保しましょう。

　除雪作業をする時は、作業に適した服装を着用し、

エンジンを掛けたまま雪詰まりをを取り除くなどの

作業は絶対にやめましょう。

３　緊急通報は１１０番、相談電話は「＃９１１０」に！

　１１０番は、緊急の事件・事故などを、いち早く

警察へ通報するための緊急電話です。

　１１０番に出た警察官が、事件・事故の内容に基

づいて必要な事項を質問しますので慌てず、落ち着

いて正しく答えてください。

　緊急の対応を必要としない遺失物・拾得物の届出、

諸手続に関する照会などは、最寄りの警察署、交番・

駐在所の電話を、相談や警察業務に関する意見・要

望は、短縮ダイヤル「＃９１１０」の警察相談専用

電話をご利用ください。

４　冬道における交通事故の防止

　冬道では、スリップによる正面衝突などの交通事

故が多発しています。

　特に日陰や橋の上、トンネルの出入口は滑りやす

くなっていますので、スピードダウンと道路状況に

あわせた慎重な運転を心がけましょう。

　また、急発進、急ハンドル、急ブレーキといった

「急」のつく運転操作はスリップにつながり大変危

険となりますのでやめましょう。

　雪山で見通しが悪い交差点などでは、「車が来て

いるかもしれない」、「歩行者が横断するかもしれな

い」と予測し、徐行して安全確認を徹底しましょう。

５　狙われやすいパスワードを設定していませんか？

　ＳＮＳの投稿・プロフィールから推測できるパス

ワードや簡単なパスワードを設定していると、ＳＮ

Ｓやショッピングサイトのアカウントが乗っ取られ

る不正アクセス被害にあう危険性が高まります。

　安全なパスワードの設定と管理のためのポイント

・パスワードの使い回しはゼッタイにダメ！

・数字と英字と記号を組み合わせてケタは多く！

・多要素認証を設定！

６　暴力団追放のお願い

　暴力犯罪や少年非行の多発が予想される冬期間の

１２月１５日から１月１４日までの１か月間は「冬

の暴力追放運動」強化月間に設定し、全道的に暴力

追放運動を実施中です。

　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います。

　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り締まり

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。

７　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
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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。

８　門別警察署はテロを許しません！

　海外では公共交通機関やイベント会場を狙ったテ

ロが多発し、大きな衝撃を与えています。テロの発

生を防ぐには皆さんの協力が必要です。

　もし「隣の家に知らない人が頻繁に出入りしてい

る」、「施設内に普段見かけないものが放置されてい

る」など、生活の中で違和感があったら、１１０番

または門別警察署へ通報をお願いします。

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」

日高町職員〈一般事務職（社会人経験者）〉採用試験

　令和５年４月１日採用予定の日高町職員〈一般事務職（社会人経験者）〉を募集します。

　実施概要は次のとおりです。

採用区分 一般事務職

採用予定人数 ４名

受験資格

・昭和５８年４月２日から平成１１

年４月１日までに生まれた方

・学校教育法による大学、短期大学、

高等専門学校及び高等学校を卒業

した方で、民間企業等における職

務経験が直近８年中に通算５年以

上ある方（令和５年１月末日現在）

試験日 令和５年１月２７日（予定）　

試験会場
日高町役場本庁舎

（日高町門別本町２１０番地の１）

試験内容
・ＳＰＩ３（基礎能力検査、性格検査）

・個人面接

○受験申込

　次の提出書類を令和５年１月１３日（当日消

印有効）までに、役場総務課へ持参または郵送（簡

易書留）により提出してください。

　【提出書類】

　（ア）日高町職員採用試験申込書

　（イ）最終学校の卒業証明書

　（ウ）最終学校の成績証明書

○その他

・試験概要及び試験申込書は、町ホームページ

からダウンロードするか、ご連絡いただければ

郵送いたします。

・試験実施の詳細については、試験申込書を受

理した後、別途通知します。

・採用試験は、新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を講じた上で実施します。

試験概要

　申・問　役場総務課　人事給与グループ　　　☎　０１４５６－２－５１３１

　　　　　〒０５９－２１９２　北海道沙流郡日高町門別本町２１０番地の１
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開講日 令和５年１月１５日（日）、２１日（土）

時間

１０：００～１２：００

例年の【スキーの集い（ゲーム・豚汁）】

は行いません。

場所

日高国際スキー場（無料休憩所「や

まびこハウス」にて受付・ゼッケン

交付）

対象者
幼児またはジュニア検定３級未満の

小学生　※３０名まで

受講料
１，０００円（回数問わず）　※リフ

ト券・傷害保険等は各自負担です。

講師

日高町スキー協会会員及び日高ス

キー連盟指導員ほか

レベルに併せて指導します。

※保護者のご協力があれば、さらに上達

します。

申込

令和５年１月１２日（木）までに、日

高町スキー協会事務局　今　秀記へ

（konhideki8@gmail.com、090-6265-

1847､01457-6-3128）

その他

ジュニアバッジテストの受検につい

ては、各自での申込みと受検料・公

認料支払いとなりますのでご注意く

ださい。今年度は１月２８日（土）

及び２月２５日（土）の２回実施

される予定ですが、詳しくは日高ス

キー連盟事務局（竹内　☎ 080-1867-

0912）までお問い合わせください。

日程 令和５年３月１８日（土）〜１９日（日）

集合場所

・

出発時間

日高町役場日高総合支所前　

８時００分

※出発時間は、参加者の都合により

変更する場合があります

行先 黒岳（層雲峡温泉宿泊）

参加料

大人１６，０００円ほどの見込み（バ

ス代、宿泊・夕食・朝食）

※リフト料金は年齢等により異なり

ますので含んでおりません。

※参加者が多いと安くなります。お

仲間とお誘い合わせのうえご参加く

ださい。

申込

令和５年１月３１日（火）までに、日

高町スキー協会事務局　今　秀記へ

（konhideki8@gmail.com、090-6265-

1847､01457-6-3128）

その他
３０名まで。なお、１０名に満たな

い場合は中止となる場合があります。

門別温泉とねっこの湯 ・ とねっこ館　年末年始の営業のお知らせ

＜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　　１月１６日（月）休館日　　１月１６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　　１２月３１日（土）～１月５日（木）、休館日　　１２月３１日（土）～１月５日（木）、

　　　　　毎週月曜日　　　　　毎週月曜日

日高町スキー協会主催事業のお知らせ（後援　日高町スポーツ協会）

アヒル親子スキー教室 町民スキー・スノボツアーのご案内

問　日高町スキー協会事務局（今 秀記）　　☎　０１４５７－６－３１２８

とねっこの湯　年末年始の営業 とねっこの湯無料送迎バス　年末年始の運行

　１２月３１日（土）　午前１０時～午後５時

　　１月 １日（日）　午前１０時～午後１０時

　※１月 １日（日）から通常営業となります。

　令和４年は１２月３０日（金）まで運行します。

　新年は１月３日（火）から運行します。
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１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
　　１１日（水）サンポッケ

▽赤ちゃん健診
　　２５日（水）門別公民館

▽産後の母親教室
　　２７日（金）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）

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〉

　５日（木）を除く毎週木曜日

　１３：００～１４：３０

〈二種混合〉

　１０日（火）　１５：００～１６：００

〈日本脳炎〉

　１１日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳～中学３年生まで

〈子宮頸がん予防〉

　１７日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：高校一年生～平成９年度生まれ女子

　２４日（火）　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！！　

町税等納期限のお知らせ

納期内の納付をお願いします。

　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

国民健康保険税（７期分）
令和５年

１月３１日㈫
保育料・保育所給食費（１月分）

町営住宅使用料・駐車場使用料（１月分）

上下水道料（１月分）
令和５年

１月２５日㈬

高齢者事業団の会員になって
一緒に働いてみませんか ?

　　会員募集中！！

○生きがいを求めている方

○地域で仲間づくりをしたい方

○おおむね６０歳以上の方

○健康で働く意欲がある方

日高町高齢者事業団
( 本所 )　日高町門別本町１２番地の２７
　　　　　☎　０１４５６－２－６４６６
(支所 )　日高町本町東１丁目２９７番地の４
　　　　　☎　０１４５７－６－３１００
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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、１０日㈫、２４日㈫が身体測

定の日です。

◎１月の子育て講座は「歯について」です。

講師は町の歯科衛生士　柳瀬朋恵さん

です。 開場９：３０　開始１０：００

　申し込みは１月１８日（水）まで。

　（先着１０名程度）　　　　　　　　　　

◎節分の会のイベントは、新型コロナウィ

ルス感染拡大防止の為中止にします。

 １月１６日㈪より、紙袋制作期間を設け

ますので、わくわく館開放時間内の都合

の良い時間にお子さんと一緒に作りに来

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

１１日（水）　ぬりえのひ
１２日（木）　ＤＶＤ上映会
１３日（金）　イラストしゅうづくり
１９日（木）　キラキラちゃれんじ
２０日（金）　スーパーじどうくらぶ
２５日（水）　とねっこおはなし会
２６日（木）　カレンダーづくり
２７日（金）　カミであそぼう
休館日　毎週日曜日、祝日、

　　　　１２月３１日～１月５日

１１日（水）　わくわく映画館
１３日（金）　わくわくちゃれんじ
１８日（水）　ぬりえのひ
２０日（金）　こうさく会
２７日（金）　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」

☎　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

～１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〉

　８日（日）　二十歳を祝う会　

・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〉

　７日（土）　2023 バーモンド杯フットサル地区予選（予定）

　８日（日）　町内テニポン大会（予定）

　９日（月）　2023 バーモンド杯フットサル地区予選（予定）　

１５日（日）　町内室内テニス大会（予定）

２２日（日）　2023 バーモンド杯フットサル地区予選（予定）

２９日（日）　日高町卓球選手権大会（予定）

休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜）

・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）

開館時間
９時～２１時

門別中央スポーツホール
１２月１日現在、予定の行事はありません。

・年末年始の休館日

　１２月３０日（金）～１月５日（木）

開放

大きいありさん

開放

開放

成人の日

休館日

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

コロチューバー・ハムハム

ウル寅

開放

開放

うさきりんさん

母親教室

開放

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

１月５日まで休館日
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シリーズ　災害に備える　第２回「地震への備え②」

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１１月末現在

こんにちは赤ちゃん

・令和４年１１月届出分（敬称略）

ふるさと日高応援寄附金

・令和４年１１月受領分

件数 金額

６８７件 １４，０３５，０００円

企業版ふるさと納税

・令和４年１１月受領分

件数 金額

１件 １，５００，０００円

　苫小牧信用金庫　様（苫小牧市）

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　２０２３　１月号　 ＶＯＬ．２０２

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１２月２２日発行

人口 １０，９３９人
前月比

△ ３７人

男性 ５，４５５人 △ １２人

女性 ５，４８４人 △ ２５人

世帯数 ５，９５８世帯 △１０世帯

外国人 ４０４人 ＋ １人

社会福祉協議会への寄附
・令和４年１１月受領分

富浜 齊藤 定子 様 金一封

豊郷 島田 宰慈 様 金一封

門別本町 山本 邦光 様 金一封

宮下町 坂   英樹 様 金一封

厚賀町 大 江  実 様 金一封

富川南 沖中 英樹 様 金一封

富浜 乾   憲夫 様 金一封

新ひだか町 土居 克子 様 金一封

厚賀町 丹羽 仁光 様 金一封

緑町 門別 敏也 様 金一封

富川西
トヨタカローラ
苫小牧株式会社
富川店 様

金一封

住所 氏名 父／母

ウマ娘 等身大パネルが道の駅樹海ロード
日高、旧日高門別駅で展示中

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。

ま ち の 話 題

日高町への寄附
・令和４年１１月受領分

・一般社団法人北海道馬主会　様

　ホッカイドウ競馬振興のため、金一封をご寄附をいただきました。

・日高町老人クラブ連合会婦人部　様

　学校環境美化のため、雑巾多数を

ご寄贈いただきました。

・びらとり農業協同組合　様

　ＪＡびらとりの新じゃがを使用し

たポテトチップスをご寄贈いただき

ました。

・門脇建設株式会社　様

　地域貢献活動としてひだか樹魂まつり

発電機貸与及び沙流川パークゴルフ場通

路補修作業を行っていただきました。

・磯田建設株式会社　様

　地域貢献活動として富川さるがわ

せせらぎ公園の土砂撤去作業を行っ

ていただきました。

スペシャルウィークキタサンブラック

旧日高門別駅
道の駅

樹海ロード日高


