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大鷹町長

新年あいさつ

神保議長

新年あいさつ

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様、新しい年の幕開けを清新な気持ちでお
迎えのことと存じます。
　さて、昨年は２月のロシアのウクライナ侵攻
に端を発し、まさに世界中が激動の１年となり
ました。このことは全世界に衝撃を与えたばか
りではなく、多くの国でエネルギーや原材料の
供給が不安定になりました。日本でも物価が軒
並み高騰するなど経済や国民生活に大きな影響
を及ぼし続けています。一日も早く戦争が終結
することを願うばかりですが、私たちもそのた
めにできることを考え続けなければならないと
思います。
　こうした中ではありますが、喜ばしい結果と
なったこともありました。町の基幹産業の一つ
である軽種馬では、一昨年に引き続き北海道市
場で過去最高の販売額を更新したほか、ホッカ
イドウ競馬でも売り上げが３年連続で５００億
円台を確保して、販売額の最高記録の更新が続
きました。また、ホッカイドウ競馬が行われて
いる門別競馬場では、老朽化が課題であった厩
舎などの施設の改築が今年から本格的にスター
トしますが、事業が順調に進むことを期待して
います。
　本年は、４月には私立ひばり幼稚園と町立の
二葉保育所が一緒になり、民設民営の幼保連携
型認定こども園が開園する予定です。新しい子

育て支援の拠点施設としてその機能が十分に発
揮されるよう町としても必要な支援を行ってま
いります。
　さらに町の事業として、集会やサークル活動
場所のほか、バスターミナル、観光情報発信な
どの機能を持ち、富川市街地の活性化を目的と
した複合施設の整備事業が３月までに実施設計
を終了し、いよいよ着工となります。今後は令
和７年４月のオープンを目指して工事を進めて
まいります。
　日高山脈襟裳国定公園の国立公園化につきま
しては、そのエリアがまだ確定していませんが、
日高地区にある温泉施設のひだか高原荘、日高
国際スキー場、沙流川オートキャンプ場、国立
日高青少年自然の家などが国立公園内となるよ
う関係省庁に要請しており、実現した場合には
各施設が国立公園内となったことを前面に出し
て誘客に繋がるＰＲ活動を展開していきます。
　コロナ禍も間もなく丸３年になろうとしてい
ます。収束にはまだ時間を要することとなりそ
うですので、私たちもコロナ禍での生活にも対
応していかなければならない状況ですが、町民
の皆様が決して活力を失うことなく、はつらつ
と活動されることを心から願っています。そし
て、そのために必要な環境作りに一層努力を重
ねることを申し上げて新年のあいさつとしま
す。今年も共に元気に過ごしましょう。

　新年、明けましておめでとうございます。
　令和５年の年頭にあたり、健やかに新春を迎
えられたことに対し、議会を代表して町民の皆
さまに謹んで新年のお慶びを申し上げます。ま
た日頃より日高町議会に対し、格段のご理解と
ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
　さて顧みますと、昨年も国政のみならず、国
際情勢における影響が地方にも及ぶ厳しい経験
をし、コロナ禍は収束の流れとはいえ、この３
年間で生活様式や経済基盤も大きく変わること
となりました。
　また、ロシアの侵略戦争はエネルギー資源問
題として、日常生活や基幹産業の燃料費・飼料・
資材の高騰につながり、国是であった「専守防
衛」による安全保障政策も空洞化し、国防増税
が現実の問題となりつつあります。
　世界的な気候温暖化の影響も、一次産業を直
撃しています。「脱炭素社会の実現を」といわ
れると、直ぐに理解しづらいとは言え、従来魚
種の漁獲量激減や、北海道で真フグ・トラフグ
の漁獲量が全国１位という現実を見る時、我々
はどう対処していけば良いのか。まさに地球温
暖化による再生エネルギーへの取組みは、私達
の農業・漁業の問題に直結しています。
　山積する諸問題への対処や解決に向けて議会
が有効に機能するのか、真価が問われる状況は
これからも続きます。

　少子化と高齢化により自治体規模が縮小する
中で、地域の再生と維持をどう図っていくのか、
議会の責任を自覚せざるを得ません。先般１１
月議会において、門別小学校・中学校改築に関
する調査特別委員会から、町が予定していた現
門別小学校用地での建替えは認められないとす
る報告を受けたところです。小中一貫教育の是
非論の問題、また立地については門別・厚賀・
富川を含めた門別地区も視野に入れて検討すべ
きであり、日本海溝・千島海溝沿い巨大地震対
策の強化指定地域内での建替えはあり得ないと
の議会判断です。併せて、事業規模も示されぬ
まま基本設計費を計上したいとする姿勢は拙速
に過ぎるとの認識でした。子供達の将来にかか
る大切な事業であるだけに、基本構想を白紙に
戻し、新たな方針を早急に示されるよう強く望
んでおきたいと思います。
　日高山脈国立公園化に伴う街づくり構想、軽
種馬産業の更なる振興、既存事業の見直し、町
財政逼迫の問題は最優先事項であると考えま
す。付託に応えるよう全力で取り組んで参りま
す。
　結びに、皆様のご健勝と本年が実りある一年
でありますよう祈念申し上げますとともに、議
会に対し一層のご理解とご指導を賜りますよう
お願い申し上げ年頭の挨拶といたします。

希望に満ちた飛躍の年とな　るよう お祈りいたします。

明けましておめで　とうございます　
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　昨年１２月６日、役場町長室において、令和４年度

森と人を育てるコンクールの伝達式が行われ、馬場冨

士雄さん（富岡）が森林所有者部門の最優秀賞を受賞

しました。なお、日高町の受賞者で最優秀賞の受賞は

初となります。

　このコンクールは、全道各地において適切な森林整

備を実践し、模範となる優良林分を育てている森林所

有者等を表彰するもので、馬場さんは所有する山林の

森林整備などの活動が高く評価されました。

　町に多額のご寄附をされた豊田の濱本俊則様が紺綬褒章を

受章されました。昨年１２月１３日、大鷹町長が濱本様のご

自宅を訪問し、ご家族が見守る中、章記等を伝達しました。

　紺綬褒章は、公益のために多額の寄附をされた個人や法人・

団体に授与される国の褒章制度で、今回の受章は昨年２月、

町立病院の医療環境の充実に役立ててほしいとして、町へ多

額のご寄附をされたことによるものです。

　昨年１２月１３日、役場町長室において善行表彰授与式を

行い、株式会社磯田組様（磯田洋一代表取締役）に表彰盾が

手渡されました。

　株式会社磯田組様は、昨年７月に地域貢献活動の一環とし

て日高国際スキー場・ひだか高原荘駐車場補修工事を実施さ

れ、本町の観光振興の発展に大きく寄与されました。　

　昨年１２月７日、日高町社会福祉協議会を通じて株

式会社セブン -イレブン・ジャパンから商品寄贈を受

け、社会福祉法人会愛光会（星野明治理事長）、サロ

ン会等へ贈呈されました。

　この事業は、北海道社会福祉協議会、北海道、セブ

ン -イレブン・ジャパンの３者連携事業で、店舗改装、

閉店等があったときに、商品在庫を福祉施設等に寄贈

する取り組みで、平成３１年の協定締結以降、日高町

では初めての贈呈となりました。

　昨年１２月２７日、日高町共同募金委員会を通じて

一般社団法人室蘭建設業協会（中田孔幸会長）様、日

高建設協会（池田尚登会長）様から歳末たすけあい義

援金が寄せられ、社会福祉法人愛光会（星野明治理事

長）へ贈呈されました。

　この運動は、共同募金運動の一環として、地域住民

やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉協議

会等の関係機関・団体が協力のもと、地域のさまざま

な福祉活動を実施しています。

　昨年１２月２６日、日高国際スキー場の２０２２-

２０２３シーズンの営業を開始しました。

　当初の予定より２日遅れてのオープンとなりました

が、訪れたスキーヤー、スノーボーダーが久しぶりの

雪の感触を確かめました。

　オープンは第１リフトとチャレンジコースでした

が、１月７日現在では第３リフトまで営業しており、

今後の積雪状況により、第４リフト、コースを開いて

いく予定です。

　昨年１２月１８日、阪神競馬場で第７４回朝日杯

フューチュリティステークス（Ｇ１）が行われ、福満

の下河辺牧場生産馬ドルチェモア号が優勝しました。

　１番人気の支持を受けたドルチェモア号は、残り

２００メートルから先頭に立ち、外から迫るライバル

馬を振り切って優勝しました。

　同馬はデビューから無傷の三連勝で初のＧ１制覇を

果たし、今後の更なる活躍に期待が寄せられます。

森と人を育てるコンクール　馬場さんが受賞 濱本俊則様が紺綬褒章を受章

善行表彰 -地域貢献活動をされた株式会社磯田組様へ
商品寄贈による社会貢献活動事業

歳末たすけあい義援金の贈呈式

日高国際スキー場がオープン
ドルチェモア号、朝日杯制覇！

最優秀賞を受賞した馬場さん（中央）

町社協土田副会長（右）から贈呈品を受け取る星野理事長（左）

町共募伊藤委員長（右）から義援金を受け取る星野理事長（左）

雪の感触を確かめるスキーヤー・スノーボーダー

歓喜に沸くスタッフの方々と記念撮影

問　日高国際スキー場　　☎　０１４５７－６－３６６７

第３リフトまで運行中　※１月７日現在

詳しくはスキー場ホームページで

確認できます

スキー場営業時間

・通常営業　　　午前９時～午後４時

・ナイター営業　午後４時～午後９時

※毎週日曜日のナイター営業は休止いたします。 

コース概要

リフト　　ペアリフト　４基

コース数　全１０コース

最大斜度　　　 ３９度

最長滑走距離　 ２，９８０ｍ

標高　トップ　　　７５４ｍ

　　　ボトム　　　２５４ｍ

無料休憩所、スキーレンタル、レストランあり

営業案内－ information －

標高差　５００ｍ

初級 30％上級 20％

中級 50％
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　昨年１２月１２日、大阪市内のホテルにおいて阪神

ダイガース「２０２３年度新人選手入団発表会」が行

われました。

　ドラフト２位指名された日高町出身の門別啓人選手

が晴れて縦縞のユニフォームに袖を通し、入団会見に

臨みました。

町から３人目のプロ野球選手が誕生！！

(C) 阪神タイガース

記事協力：阪神タイガース

　昨年１２月８日、門別選手が大鷹町長を訪ね

てくれました。そのときの訪問の様子を紹介し

ます。

ここでしか聞けない裏話も！？

阪神タイガース

 門別 啓人 選手

新年号特別企画　阪神タイガース　門別啓人選手　飛躍を 新年号特別企画　阪神タイガース　門別啓人選手　飛躍を

・このたびは本当におめで

とうございます。

→ありがとうございます。

地元に一番最初に伝えたい

という気持ちだったので報

告できて良かったです。

・いつから入寮しますか？

→１月６日に入寮の予定で

す。甲子園球場の近くです。

・新たな生活に不安はあり

ますか？

→いまは楽しみという気持

ちでいっぱいです。ただ、

関西弁やノリについて行け

るか心配です。

・ドラフトの時、希望の球

団はありましたか？

→呼ばれればどこの球団で

もいいと思っていました。

・１年目から１軍を狙いま

すか？

→上がれればいいなと思っ

ています。新人王、球界を

代表するピッチャーを目指

します。

・サインは考えていますか？

あれば書いてほしいです。

→あります。（色紙とボール

にサインする）

・サインは自分で考えたの

ですか？かっこいいですね！

→ひらがなで「もんべつ」

を崩してして書いています。

中学の時の選抜でチームメ

イト全員がサインを作りま

した。その時のサインです。

・目標にする選手はいますか？

→オリックスの宮城投手の

動画を見て勉強していま

す。ボールの出し入れなど、

自分にできない技術がある

と思います。

・自信のあるボール、投球

スタイルを教えて下さい。

→ストレートです。試合に

負けた経験から、打たせて

とるピッチングを考えるよ

うになりました。

・小中の同級生たちはどん

な反応でしたか？

→すごいなと言われまし

た。日頃とかわらず接して

くれています。

・町をあげて応援します。

自分の望みをかなえられる

よう頑張って！

→頑張ります！！！！

入団会見での門別選手インタビュー

門別選手と大鷹町長の対談

―タイガースのユニフォームを着た今の気持ちを

お聞かせください。

　改めて本当にプロ野球選手になったという実感

が湧いてきました。

―ご自身のセールスポイントは？

　右バッターへのインコースへのクロスファイ

ヤーだと思います。

―将来の目標は？

　ＷＢＣに選出されるような日本を代表する投手

になりたいです。

―タイガースファンの皆さまにメッセージを。

　ア
・ ・

レを目指して突っ走って頑張りますので、応

援よろしくお願いします。

氏名 門別　啓人（もんべつ　けいと）

守備位置 投手

背番号 ３０

投打 左投左打

身長／体重 １８３ｃｍ／８６ｋｇ

生年月日 平成１６年７月１０日

年齢 １８歳

経歴

富川小（富川野球スポーツ少年団・Ｊ
ＢＣ日高ブレイヴ）／富川中／東海大
札幌高／阪神タイガースドラフト２位
北海道日本ハムファイターズジュニア、
全国中学生軟式野球大会北海道選抜

選手紹介
コメント

威力あるストレートを投げ込む左の
オーバースロー。柔らかい肘の使い方
ができ、チェンジアップやスライダー
を器用に扱うことができるため、希少
価値の高いサウスポーとして、先発ロー
テーションの一角を担う活躍が期待で
きる投手。

Ｐｒｏｆｉｌｅ プロフィール
　（注）阪神タイガースではア

・ ・

レ＝優勝と解釈します

❶　お祝いの花束を贈呈　　    　❷　和やかな対談の様子
❸　かっこいいサインを披露　    ❹　報道陣の取材対応も

❶ ❷

❸ ❹

門別先輩に続け！

ＪＢＣ日高ブレイヴの後輩達も活躍中

←写真左
富川小６年時、Ｊ
ＢＣ日高ブレイヴ
全道優勝の報告に
訪れたときの門別
選手

写真右→
富川中２年時、北
海道選抜チームで
の全国大会出場を
報告する門別選手↑対談を終えグータッチを交わす

↑たまたま同日に町長を訪問し、門別選手と久しぶりに再開しました

↑門別先輩は日高町に帰ると練習を見に来てくれると話してくれました

竹内 樹生さん（門別小６年）

ＮＰＢジュニアトーナメントに日本ハ

ムジュニアのキャプテンとして出場。門

別選手から譲り受けたグラブを使用す

る。初戦では４番投手で出場し２塁打

放ち先制のチャンスを作り、投げては

ノーヒットノーラン、自己最速となる

１３０km/h を計測し注目されました。

（写真左から）

中村 太樹さん（門別小６年）

佐藤 來覇さん（富川小６年）

白石 小夏さん（富川小５年）

北海道チャンピオンシップ協会のセレ

クションに合格し、北海道選抜として

全国大会に出場しました。

(C) 阪神タイガース

目指せ

プロ野球選手！！

・だんだん親元をはなれる

時間が迫っていますが心配

はありますか？

→さみしさと頑張ってほし

いという気持ちです。

・どんな選手になってほし

いですか？

→永く続けられて、愛され

る選手になってほしいです。

・登板のチャンスが楽しみ

ですね。

→その時は必ず応援に行き

ます！

ご家族にもお話を伺いました
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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
Information　役場からのお知らせくらしインフォ

防災行政無線などを用い
た情報伝達訓練の実施

北海道・三陸沖後発地震注意情報
の運用が開始されました

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた

防災行政無線による情報伝達訓練が行われます。

　Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの

緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に

お伝えするシステムです。

　昨年１２月１６日から、「北海道・三陸沖後発

地震注意情報」の運用が開始され、日高町も対象

地域に含まれています。

　日本海溝・千島海溝沿いで地震が発生し、さら

に大きな地震（後発地震）が発生する可能性が通

常と比べて高まったと評価されたときに、気象庁

から発信される情報です。（次ページ参照）訓練実施日時

２月１５日（水）　午前１１時００分頃

防災行政無線放送内容

　町内に設置してある防災行政無線から一斉

に、次のように放送されます。

【放送内容】

　上りチャイム音

＋「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

＋「こちらは、ぼうさい日高です。」

＋　下りチャイム音

注意情報の発表要件

　北海道根室沖から東北地方三陸沖でＭ７．０

以上の地震が発生した場合

注意情報の発表方法

　Ｍ７．０以上の地震発生から概ね２時間以内

に、地震の規模（マグニチュード）を精査し、

Ｍ７．０以上の場合、気象庁及び内閣府の合同

記者会見により発表される。

呼びかけの内容

　地震発生後、特に１週間程度、すぐに避難で

きるよう呼びかける。

　問　役場総務課　情報防災グループ　　☎　０１４５６－２－５１３１

　子育てや仕事、介護・家庭生活に悩む方など

に対して、悩みをきく場を設けることで、少し

でも不安を軽くし、安心して過ごせることがで

きるように、日高家庭生活カウンセラークラブ

会員や町の保健師がお手伝いします。

　相談者のプライバシーは厳守します。また、

小さなお子さまを連れての来所もできます。

　相談希望の方は直接会場にお越しいただけま

すが、可能な方は事前に下記まで連絡をお願い

します。

日時
３月１１日（土）

午後１時～午後３時

会場
門別総合町民センター　

１階会議室

料金 無料

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　

☎　０１４５６－２－６５７１

「こころの広場」のご案内 広富スキー場・町営スケート
リンクがオープンしました
　広富スキー場、町営スケートリンクが１月５

日にオープンしました。

問　教育委員会社会教育課　社会教育グループ

☎　０１４５６－２－２４５１

広富スキー場

利用時間　午前１０時～午後４時

リフト運行はしませんのでご了承下さい

町営富川スケートリンク

利用時間　午前９時～午後８時（夜間照明点灯）

　○青旗・・・利用できます　　

　○赤旗・・・利用できません　　　

　○黄旗・・・団体が利用しています

　　　　　　　（個人利用可能）

※天候等により変更になる場合もありますので

ご了承下さい
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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
Information　役場からのお知らせくらしインフォ

札幌弁護士会ひだか弁護士相談センター　無料法律相談

門別地区相談所での開催

２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

２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

２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）

○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

マイナンバーカードで
マイナポイントをもらおう

　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。

夜間窓口

開設日 開設時間 予約期限

２月７日(火) 午後５時１５分

～

午後７時３０分

２月６日(月)

１２：００（正午）

２月２１日(火)
２月２０日(月）

１２：００（正午）

休日窓口

開設日 開設時間 予約期限

２月１２日(日) 午前１０時

～

午後２時

２月１０日(金) 

１２：００（正午）

２月２６日(日)
２月２４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

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　☎　０１４５６－２－６１８２　

　　役場総務課　情報防災グループ　　　　☎　０１４５６－２－５１３１

マイナポイント

第２弾対象者

ポイント

付与数

ポイント対象

となるカード 

申請期限

①マイナンバー

　カードの新規

　取得者

※既にマイナン

バーカードをお持

ちの方で第１弾に

申し込みされてい

ない方も対象

最大 

５，０００円分

令和５年

２月末 

※延長になり

ました②健康保険証の

　利用申し込み
７，５００円分

③公金受取口座

　登録
７，５００円分

マイナポータルからオンラインで
転出届を提出できるようになります

　２月６日から、転出届についてマイナポータ

ルを通じたオンラインでの届出が可能になりま

す。このサービスを利用する方は、転出にあた

り日高町への来庁が原則不要となります。

　電子証明書が有効なマイナンバーカードをお

持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご

利用できます。ご自身単身での引越しの他、ご

自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の

引越しでも利用可能です。

※マイナポータルを通じて転出届の提出をした

後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等

の手続が必要です。詳しくはデジタル庁ホーム

ページをご覧ください。

※デジタル庁ウェブサイト（政策ページ）

HP　https://www.digital.go.jp/

　　policies/moving_onestop_

　　service/

マイナンバーカード専用　夜間・休日窓口を開設します

おしえて マイナンバーカード①

－マイナンバーカードの交付申請に手数
料はかかるの？

　初回交付手数料は無料です。 再交付の場合

も、カードの有効期間が満了した場合や再交付

がやむを得ないと認められる場合は無料です。 

ただし、紛失や破損等による理由で再交付する

場合は有料となりますのでご注意ください。

－マイナンバーカードの申請は役場に行
かないとできないの？

・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。
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

おしえて マイナンバーカード②

－マイナンバーカードのセキュリティは
大丈夫？

　個人情報を保護する制度やシステムの整備、

法律に違反した場合の罰則強化など、安心・安

全の確保に万全を期しています。

＜マイナンバー制度のセキュリティ＞

・番号確認と本人確認でなりすましを防止して

います。

・マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を

法律で制限しています。

・情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、

通信の暗号化などが講じられています。また、

マイナンバーのみで個別の情報にアクセスでき

ないため、芋づる式に情報が漏れることはあり

ません。

・独立性の高い第三者機関（個人情報保護委員

会）による監視、監督を行っています。

・法律違反には厳しい罰則があります。

＜カードのセキュリティ＞

・ＩＣチップには、税や年金などのプライバシー

性の高い個人情報は記録されません。

・ＩＣチップの利用には設定したパスワードが

必要です。

・情報の不正な読み取りや、偽造ができないよ

う対策が施されています。

・マイナンバーカードを紛失しても、３６５日・

２４時間、コールセンターで対応します。

マイナンバー総合窓口フリーダイヤル

０１２０－９５－０１７８ （無料）

※お掛け間違いのないようご注意ください。

問　門別図書館郷土資料館

☎　０１４５６－２－３７４６

インターネット蔵書検索

HP　http://www.lib-eye.net/

　　hidaka-hokkaido/　

２月の休館日：毎週月曜日、１１日（土）、

　　　　　　　２３日（木）、２８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

展示「アイヌ文化に関する本」開催中
本をご自宅へお届けします

～「おうち図書館」図書配送サービス～

　門別図書館では今年度

アイヌの文化や歴史を知

るための本を約６０冊購

入しました。新たに購入

した本は特設コーナーで

展示しています。展示中

の本も借りられますので、

ご自宅でゆっくりお読み

ください。

　「感染症予防のため外出を控えている」、「図書館

から遠い」など、図書館へ行くのが難しい方へ、本

をご自宅へお届けするサービスを実施しています。

　申し込みは、お住まいの地区の図書館まで読みた

い本をご連絡ください。送料無料でお送りします。

期間 ２月２６日（日）まで

場所 門別図書館　新刊棚横特設コーナー

受付期間 ３月３１日（金）まで

借りられる

期間
４週間

借りられる

冊数

期間中何度でも

１人１回につき３～５冊程度

利用対象

日高町在住の方

※カードをまだお持ちでない方は

お問い合わせください。

返却場所
各地区図書館、返却ポスト、門別

公民館、厚賀コミュニティセンター

門別図書館郷土資料館からのお知らせ

問　門別地区の方

　　　門別図書館郷土資料館

　　　☎　０１４５６－２－３７４６

　　　FAX　０１４５６－２－３７１１

問　日高地区の方

　　　日高図書館郷土資料館

　　　☎・FAX　０１４５７－６－２４６９

　気温がマイナスになると、日中でも水道管が凍結する可能性があります。

　外出時や長期不在の場合は水抜栓を操作し、水落としをしてください。水抜栓操作をして蛇口を開くこ

とにより水落としをすることができます。

　万が一凍結してしまった場合は、日高町給水装置工事指定事業者に連絡し修理依頼をしてください。す

ぐに対応できない場合もありますので各ご家庭で注意してください。

　なお、町外業者については日高町の

ホームページにて掲載しています。

　　　　　　　

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

　　　site/suidoichiran/suido-kyusui.html

水道管凍結多発！水道管凍結にご注意ください

　問　水・くらしサービスセンター　上下水道グループ　☎　０１４５６－２－１３３４

　　　総合支所地域経済課　地域経済グループ　　　　　☎　０１４５７－６－２０２４

地区 業者名 地区 電話番号

富川

工藤設備工業㈱

☎０１４５６－２－１７７５
厚賀

㈱中村産業

☎０１４５６－５－６６５５

㈱豊島組

☎０１４５６－２－１３８７

㈱ナヴィズ福岡

☎０１４５６－５－２３３３

㈲門別清掃社

☎０１４５６－２－０３８２

日高

㈱日栄工業日高支店

☎０１４５７－６－７０１０

佐々木設備

☎０９０－２６９８－２１９８

㈱尾関工業

☎０１４５７－６－３５４０

本町
㈲大熊

☎０１４５６－２－５２５２

㈱松浦電機

☎０１４５７－６－３２３０

戦没者等ご遺族の皆様へ

　第十一回特別弔慰金の請求期限（令和５年３月３１日）が近づいています。

　請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

請求対象となる方

令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病

者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻や父母等）

がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で

１　令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の

　　受給権を取得した方

２　戦没者等の子

３　戦没者等の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

　　※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしている

　　　かどうかにより、順番が入れ替わります。

４　上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪　など）

　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係があった方に限ります。

支給内容 国債名称　第十一回特別弔慰金国庫債券　い号　額面　２５万円（５年償還）

請求窓口

役場住民生活課　住民年金グループ　　　　　☎　０１４５６－２－６１８２

総合支所地域住民課　総務・税務・住民グループ　☎　０１４５７－６－２００１

水・くらしサービスセンター　　　　　　　　☎　０１４５６－２－０２５５

厚賀出張所　　　　　　　　　　　　　　　　☎　０１４５６－５－２１１１

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　☎　０１４５６－２－６１８２　
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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
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
町・道民税の申告

　下記の日程で還付申告の相談を行います。給与や年金から所得税等が源泉徴収されている方は、申告

により還付されることがあります。

　医療費控除などの各種控除がある方は、必要書類などを用意し会場にお越しください。

・医療費控除について

　医療費控除の申告をする場合は、「医療費控除

の明細書」の添付が必要です。申告の際には事前

に医療を受けた人、病院等ごとに計算し、明細書

を作成してください。（医療費の領収書は添付不

要です。）

　また、「医療費通知」（医療費のお知らせなど）

を添付することで、「医療費控除の明細書」への

記入が省略できます。

・確定申告期における所得税納税証明書等の交付について

　確定申告書を提出後、税務署において所得税納

税証明書等を交付請求された場合、申告書の処

理状況によっては即日交付できない場合がありま

す。早急に納税証明書が必要な方は、確定申告書

の提出と同時に税務署へ納税証明書の交付請求を

されるようお願いします。

・確定申告書の控えについて

　確定申告書の控えに税務署の受付印をもらうこ

とにより、正式な所得の証明書類として利用でき

ます。確定申告書の控えに税務署の受付印が押さ

れたものが必要な場合は、返信用封筒と切手が必

要ですので、申告相談の際にご持参ください。

・未申告の場合

　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、未申告のままでは所得証明書などを発行

することはできません。

　公的年金等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

・「確定申告のお知らせ」はがき（または封書）が

送付されている方はお持ちください

　役場の申告会場で確定申告書を提出された場合

などは、税務署より確定申告書用紙に代わり、「確

定申告のお知らせ」はがきが送付されています。

確定申告書用紙等が必要な方は役場税務課または

総合支所地域住民課までご連絡ください。
　下記の日程で申告の相談・受付を行いますので、必要書類などを用意し会場にお越しください。

・事業所得等により申告が必要な方で町が把握している場合は、別途日程をご案内します。

・町・道民税の申告は、「所得税等の確定申告」を行った方や職場で年末調整をされた給与収入のみ

の方は不要です。

青色申告の方、譲渡所得（株式・土地・家屋等）がある方

　青色申告の方、譲渡所得（株式・土地・家屋等）がある方、その他特殊な申告は、直接下記の申告会

場にて受付けするか、苫小牧税務署へ申告書を提出してください。

　申告会場：苫小牧市労働福祉センター　（苫小牧市末広町１丁目１５番７号）

申告期間中の混雑緩和にご協力ください
　例年、申告会場は大変混み合い、長時間お待

ちいただく場合があります。新型コロナウイル

ス感染症対策のため、インターネット環境があ

る方は、電子申告や郵送での提出にご協力くだ

さい。また、還付申告の対象の

方については、１月１６日から

申告相談を受付けていますの

で、混雑緩和へのご協力をお願

いします。

申告会場へお越しになるみなさまへ
　新型コロナウイルス感染症対策のため、会場

へお越しの際はマスクの着用をお願いします。

また、出入り口にアルコール消毒薬を設置して

いますので、手指消毒の実施にご協力ください。

発熱等の症状がある方や体調

のすぐれない方は、無理をせ

ずに、後日あらためて来場し

ていただくようお願いします。

所得税及び復興特別所得税の還付申告の相談

申告の際に必要なもの

申告の注意事項

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

３月１５日

申告期限

会場
期間

（土曜・日曜・祝日を除く）
受付時間

苫小牧市労働福祉センター

（苫小牧市末広町１丁目１５番７号）
２月１日㈬～３月１５日㈬

午前９時～午後４時
役場税務課

１月１６日㈪～３月１５日㈬
総合支所地域住民課

１ 本人名義の口座番号がわかるもの

２

本人確認（個人番号及び身元確認）書類

・マイナンバーカード

（マイナンバーカードがない方）

・通知カード及び運転免許証など

３ 給与・公的年金の源泉徴収票（原本）

４
国民年金・国民健康保険税等の支払証明書

または領収書

５ 生命保険料・地震保険料等の控除証明書

６

【医療費控除を受ける方】

　医療費控除の明細書など

※申告の注意事項をご確認ください

７
【障害者控除を受ける方】

障害者手帳など障害の程度のわかるもの

８
【寄附金控除を受ける方】

寄附金受領証明書など

９

【新たに住宅借入金等特別控除を受ける方】

・建物や土地の登記事項証明書

・取得価格のわかる契約書（写し）

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明

書など

会場
期間

（土曜・日曜・祝日を除く）
受付時間

富川公会堂　講堂（１階） ２月１６日㈭～２月２８日㈫

午前９時～午後４時
役場厚賀出張所　会議室（１階） ３月２日㈭～３月６日㈪　

役場本庁舎　大会議室（２階）
２月１６日㈭～３月１５日㈬

総合支所　町民相談室（１階）

公的年金等を受給されている方について

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Ｇ　☎　０１４５７－６－２００１

　　苫小牧税務署（自動音声でご案内します）   ☎　０１４４－３２－３１６５

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

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

歯科健診を受けましょう

　町にお住まいの方は無料で以下の歯科健診を受けるこ

とが出来ます。

　歯みがきは、歯ブラシだけでは全体の約６０％程度し

か汚れを除去できません。「歯間ブラシ」などを使用し

ても約２０％程度は汚れが残ってしまいます。歯科医院

で磨き残しを確認してもらいましょう。

　小さいお子さんがいる方も、予約時に歯科医院に申し

出ると、健診中はスタッフによる託児も可能なので、安

心して受診できます。

　入れ歯を使用している方も入れ歯の状態のチェックや

洗浄、歯茎の状態を診てもらえますので、全部入れ歯と

いう方も是非年に１回歯科健診を受けましょう。

歯科健診が可能な歯科医院

歯科健診の対象者と受診方法

妊婦歯科健診 節目年齢歯科健診 個別歯科健診 後期高齢者歯科健診

対象者 妊婦
４０、５０、６０、

７０歳

１６～７４歳の

希望者

※高等学校等で歯科健診

を受けた方は対象外とな

ります。

７５歳以上の

希望者

実施期間 出産まで 毎年３月３１日まで（年度内１人１回）

問診票・

受診券

母子手帳交付時に

発行
対象者へ送付

役場へ申込み後、案内・問診票・受診券を

送付します

予約方法 下記の歯科医院へ直接予約をする 案内が届いたら歯科医院へ予約

歯科医院名（住所）・電話番号 診療時間 託児

森歯科クリニック

（字厚賀町９９）

☎　０１４５６ー５－２２９３

月～金　午前・午後

土　　　午前　

日・祝　要相談

なし

門別歯科診療所

（門別本町２１０）

☎　０１４５６ー２－５５７７

月～金　　９：００～１２：００

　　　　１４：００～１８：００
要相談

メイプル歯科トミカワ

（富川北４丁目２－１０）

☎　０１４５６ー２－１２３２

月・火・木・金　９：３０～１８：３０

水・土　　　　　９：３０～１２：００
要相談

日高町立日高歯科診療所

（栄町東１丁目３０３－１５）

☎　０１４５７ー６－２２４２

月～金　　９：００～１１：３０

　　　　１３：３０～１８：００
要相談

　申・問　（門別地区）役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１　

　　　　　（日高地区）総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

日高町民生委員・児童委員の紹介

　民生委員・児童委員は、みなさんの心配ごとを解決するお手伝いをします。

　お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。（※個人の秘密は守ります。）

　主任児童委員は、子どもの福祉を専門に担当します。

№ 担当地区 氏名 電話 № 担当地区 氏名 電話

1 千栄 ふくもと　　しんや 090- 27 緑町(柏葉、緑ヶ丘を除く) ひろなか　まさはる

福　本　真　也 2052-4741 門別本町の一部 廣　中　政　治 2-6212

2 宮下町 2～ 3丁目 こん　　ひでき 28 緑町、富浜（富丘） きたや　　ようこ

今　　　秀　記 6-3128 門別本町の一部 北　谷　容　子 2-5338

3 本町東 やの　　　　しのぶ 29 緑町（柏葉、緑ヶ丘） まえの　　ひろゆき

矢　野　志　信 6-2455 前　野　博　幸 2-5535

4 若葉町、本町西 ねだ　　　　だいじ 30 門別本町（泉町、栄町） こたき　　　みえ

根　田　大　司 6-2471 小　滝　美　惠 2-5523

5 栄町東 たかおか　  のぼる 31 門別本町（元町、海岸町） くろたき　　みゆき

髙　岡　　　昇 6-3138 黑　瀧　みゆき 2-5009

6 栄町西、新町 1～ 2丁目 わだ　 しゅういち 32 旭町 そのだ　　ゆみこ

和　田　修　一 6-3240 園　田　由美子 2-6424

7 宮下町 1丁目 かわぶち　としゆき 33 幾千世 しかと　　しげあき

河　淵　俊　幸 6-3606 鹿　戸　重　明 2-5465

8 富岡、三岩、日高 2～ 3区、 さとう　　のりお 34 庫富 つぼた　　せいじ

新町 3丁目 佐　藤　登　男 6-3005 坪　田　成　治 7-2161

9 日高 1区、山手町、松風町 ほんま　　とおる 35 広富 ささき　　よしのぶ

本　間　　　達 6-3615 佐々木　嘉　宣 7-2007

10 富川東 2、5丁目 ばんどう　　しうこ 36 豊郷（潮橋より上） まつひら　　まつお

坂　東　司宇子 2-2280 松　平　松　男 7-2137

11 富川東 1、4丁目 37 豊郷（潮橋より下） ながい　　としお

（欠員） 永　井　利　夫 2-6106

12 富川東 3、6丁目、福満 うの　  つねのぶ 38 清畠（太平橋より下） いわもと　　たえこ

宇　野　常　信 2-1105 岩　本　タエ子 5-2434

13 富川西 5～ 12 丁目 いちおか　としのぶ 39 清畠（太平橋より上） どうのした　　ひろみ

市　岡　敏　伸 2-0554 堂　下　弘　美 5-2161

14 富川西 1～ 4丁目 よねかわ  　ひとみ 40 賀張 あおぬま　　さずく

米　川　仁　美 2-3145 青　沼　　　授 5-2866

15 富川南 2丁目 3 ～ 6 番、 いそだ　  ゆきえ 41 厚賀町（西 1～ 4区、 みやこし　のりつぐ

南 3丁目 磯　田　幸　惠 2-2508 8 区、福籾） 宮　腰　典　嗣 5-6024

16 富川南 1丁目、南 2丁目 すだ　　　ちづこ 42 厚賀町（西 5～ 7区、 たけはな　　みつこ

1 ～ 2 番 須　田　千鶴子 2-0071 東 1、2 区） 竹　花　みつ子 5-2600

17 富川南 4丁目、南 5丁目 おぐら　  むつこ 43 厚賀町（東 3、4区、美鈴 あさづま　 みきお

3 ～ 7 番 小　倉　睦　子 2-0806 団地、厚賀団地 2～ 4区） 朝　妻　幹　雄 5-2441

18 富川南 5丁目 1、2番、 すずき　 しげいち 44 厚賀町（東 5、7、8区） さとう　　ひろし

8 ～ 11 番、南 6丁目 鈴　木　繁　一 2-0851 佐　藤　弘　史 5-2375

19 富川北 1丁目 3番、 とよた　　やすし 45 美原 さか　　  　 かよこ

5、6 丁目 1～ 9 番 豊　田　靖　史 2-0039 坂　　　加代子 5-2072

20 富川北3丁目2～ 4、7～ 9、 あくつ　　きょうこ 46 豊田 かわしま　りょういち

12、13 番、北 4丁目 圷　　　京　子 2-0830 川　島　良　一 5-2487

21 富川北 2丁目 2～ 4、7、8、10 番、 いいだ　　　ゆたか 47 正和 たぐち　   おさむ

北 3丁目 1、5、6、10、11、14 番 飯　田　　　豊 2-0283 田　口　　　修 8-3426

22 富川北 1丁目 4番、6丁目 10 48 三和 さとう　  まさのり

番、北 7丁目、平賀の一部 （欠員） 佐　藤　正　徳 8-3800

23 富川北 1丁目 1、2番、 ふじおか　あきのり 49 主任児童委員（日高地区 しおだ  　  ひろみ

北 2丁目 1、5、6、9番 藤　岡　昭　憲 2-0354 担当） 塩　田　広　美 6-3196

24 富川駒丘 50 主任児童委員（門別地区 まつもと　　くみこ

（欠員） 担当） 松　本　久美子 2-4565

25 平賀 おきた　　よしひこ 51 主任児童委員（門別地区 ふるかわ　   ようこ

沖　田　義　彦 2-0618 担当） 古　川　洋　子 5-2425

26 富浜（富丘を除く） こばやし　  みちよ

小　林　みちよ 2-1305

【市外局番】　日高地区 (０１４５７)、門別地区 (０１４５６)

　問　役場高齢者福祉課　高齢者福祉・介護グループ　☎　０１４５６－２－６５６１
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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
Information　役場からのお知らせくらしインフォ

受け忘れていませんか？　
日高町の特定健診・がん検診

「特定健診」ってどんな検査？

「子宮頚がん検診」って どんな検査？ 

「大腸がん検診」は便をとる検査

「乳がん検診」ってどんな検査？

　年に一度の健康診断・がん検診（子宮・乳がんは２年に一度）　。コロナ禍

による不要不急にはあたりませんので、この機会に受診をしてみませんか。

検査時間は約６０分

程度※１

高血圧症、糖尿病を

はじめとする、やっ

かいで長引く病気の

兆候・リスクを詳し

く調べます。

検査時間は１５分程度。※１

痛みはそれほどありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　診察 （内診）　　　　　　　　　　　　　　

大きめのブラシ等で子宮の入り口を軽くこすっ

て細胞を採取。

２　細胞診　　　　　　　　　　　

採取した細胞は、専門の先生が顕微鏡で観察し

異形の細胞がないか調べます。

自宅で２日分の便を採取して病院に提出する

だけ。代理の方の提出でもＯＫ。

便をとる容器のふたについている

棒で、便の表面を採取します。

※１　混雑状況により、時間が前後する場合があります。あらかじめご了承ください。

検査時間は２０分程度。※１

１　マンモグラフィー検査

プラスチックの板と撮影台におっぱいをはさん

で、上からレントゲンを撮ります。年令によっ

て、一方向または二方向の写真を撮影します。

＊視触診　　　　　　　　　　　　　　　

国の指針の変更によ

り、　視触診検査は必

須項目ではありませ

んが、病院によって

は継続して行ってい

る病院もあります。

検診のお申し込みの流れ
【特定健診】

①健診日を選ぶ

②会場を選ぶ

町内病院　→直接病院に電話で予約する

＊新型コロナ予防接種の実施時間帯は休診の

ため、あらかじめ電話予約をお願いします。

ＪＡ厚生連（農協組合員のみ）　→農協に電話

で予約する

　

【がん検診】

①検診日、会場を選ぶ

②役場に電話で予約する

１　検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　診察

血液検査　　　　　血圧測定　　　　　尿検査　　　　　　身体測定　　　　診察

　特定健診（国保世帯の方）は、町内病院において大腸がん検診とセットで

受診すると、セット価格でお安く受診ができます。なお、農協組合員の方で、

ＪＡ厚生連を希望される方は、ＪＡびらとり・門別農協に予約をしてください。

特定健診・がん検診の実施病院 対象者 健（検）診種別

市
町
村

病院名・電話番号 受診可能日

24
歳
（
無
料
）

40
歳
（
無
料
）

41
歳
以
上
（
子
宮
頚

が
ん
は
20
歳
以
上
）

特
定
健
診

大
腸
が
ん

乳
が
ん

子
宮
頚
が
ん

町
内

富川国保診療所

☎０１４５６－２－０３４０
通年 ● ● ● ●

勤医協厚賀診療所

☎０１４５６－５－２７１１
通年 ● ● ● ●

日高国保診療所

☎０１４５７－６－２１５５
通年 ● ● ● ●

札
幌
市

北海道対がん協会

☎０１１－７４８－５５１１
通年 ● ● ● ● ● ●

北海道対がん協会

☎０１１－７４８－５５１１　　　

３月１日（水）

※無料送迎バス有
● ● ● ● ● ●

ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院

☎０１１－２６１－５３３１

通年

※農協組合員のみ
● ● ● ● ● ● ●

近
隣
市
町

ＪＡむかわ町鵡川厚生病院

☎０１４５－４２－２０３３

通年

※農協組合員のみ
　 ● ● ● ● 　 　

新ひだか町立静内病院

☎０１４６－４２－０１８１
通年 ● ● ● ● ●

富良野協会病院

☎０１６７－２３－２１８１
通年 ● ● ● ● ●

苫
小
牧
市

王子総合病院

☎０１４４－３２－８１１１
通年 ● ● ● ● ●

苫小牧市立病院

☎０１４４－３３－３１３１
通年 ● ● ● ● ●

岩城産婦人科

☎０１４４－３８－３８００
通年 ● ● ● ●

桜木ファミリークリニック

☎０１４４－７１－２３５１
通年 ● ● ● ●

レディースクリニックぬまのはた

☎０１４４－５３－０３０３
通年 ● ● ● ●

とまこまいレディースクリニック

☎０１４４－７３－５３５３
通年 ● ● ● ●

苫小牧消化器科外科

☎０１４４－５１－６６５５
通年 　 ● ● ● 　

苫小牧日翔病院

☎０１４４－７２－７０００
通年 　 ● ● ● 　

同樹会苫小牧病院

☎０１４４－３６－１２２１
通年 　 ● ● ● 　

　

　令和４年度

実施期間　
　

令和５年

３月３１日
　　　　　まで

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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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
Information　役場からのお知らせくらしインフォ

　新型コロナウィルス感染対策をしながら、安心して検診を受けられるようにがん検診を実施します。

　無料送迎バスに乗って札幌がん検診センターに向かうため、ゆとりを持って受診できます。オプション

検査が充実し、精密検査も受診できます。

※対象者欄の年齢基準日は、令和５年３月３１日となります。（以下同様）

※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、料金は全額自己負担と

なります。金額は、子育て健康課へお問い合わせください。

（次ページへ続く）

【オプション検査（無料対象者の方も有料となります）】

　オプション検査の受診を希望する方は、申し込みの際にお伝えください。

※すでにがん検診を受診して、精密検査扱いとなり検査を希望する方は、役場子育て健康課または総

合支所地域住民課までご連絡ください。

下記に該当する方は、無料で受診することができます。

乳がん ･子宮頚がん・大腸がん検診のお知らせ

検診の種類 対象者

乳がん検診
４０歳以上の女性　（昨年度、

町の検診を受診していない方）

子宮頸がん検診
２０歳以上の女性　（昨年度、

町の検診を受診していない方）

大腸がん検診 ４０歳以上の男性、女性

無料対象者

・２４歳子宮頚がん無料受診券をお持ちの方（子宮頚がんのみ）

・４０歳無料受診券をお持ちの方

・生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方

　生活保護及び住民税非課税世帯の方は、課税状況を調査するため同意書の提

出が必要です。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、厚賀出張所へお越しください。

実施日 ３月１日（水）

場所
札幌がん検診センター

（無料送迎バスがでます）

申込期限
２月２４日（金）　
※定員になり次第締切

　申・問　（門別地区）役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１　

　　　　　（日高地区）総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

当日の予定

　９：００頃　総合支所出発

１０：００頃　役場出発

　　休憩　　　輪厚パーキングエリア

１２：００頃　検診センター到着

　　昼食　　　（各自で用意または弁当を斡旋します）

１３：００頃　検診開始

１５：００頃　検診終了

１７：００頃　役場到着

１８：００頃　総合支所到着

※申し込み状況により、予定時間を変更する場合があります

検診の種類 対象者 料金 検査方法

乳房超音波検査　 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。

事前に予約が必要です。（所要時間　１０分）

婦人科超音波検査
２０歳以上

の女性　
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。

ヒトパピローマウィ

ルス（ＨＰＶ）検査

２０歳以上

の女性　　　　　　　　　　　　　　
５，０６０円

ＨＰＶの有無を調べます。子宮頚がん検診と同

時に実施します。

肺ヘリカルＣＴ検査 ５０歳以上　　　１１，０００円
高速らせんＣＴ装置で撮影します。極めて微小

な病変まで検出可能です。（所要時間　５分）

内臓脂肪測定

どなたでも可

３，４１０円 内臓脂肪をコンピューターで測定します。仰向

けに寝てへその位置のＣＴ写真を１枚撮影しま

す。（所要時間　３分）
内臓脂肪測定（肺ヘ

リカルＣＴを受診時）
２，３１０円

骨検診 どなたでも可 ２，１００円
Ｘ線を利用して腕の骨量を測定します。女性の

方にお勧めしています。（所要時間　１分）

ヘリコバクター・

ピロリ菌検査
４０歳以上 　２，４６０円

血液検査です。ピロリ菌の有無を調べます。

（所要時間　３分）

検診の種類 対象者 料金 検査方法

乳がん検診
４０歳～４９歳の女性 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歳以上の女性 １，８００円

子宮頚がん検診 ２０歳以上の女性 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

要がある方追加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歳以上の男性、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。

あなたの健康チャレンジ！！　教えて
！

VOL. ４

あなたの健康チャレンジを募集しています。個人、団体は問いません。下記までご連絡ください。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　☎　０１４５６－２－６５７１

　今回は、とねっこ館のレッスンに３か月間取り組

んだＹさんにご協力いただきました。

　「人間ドックでメタボを指摘され、運動するよう

指導されたことをきっかけに、メタボ改善に取り組

もう」と言う理由でレッスンに参加した結果・・・

　週に１回４５分×３か月間により腹囲が－２．３

ｃｍ！写真のＢｅｆｏｒｅのＴシャツのシワがおわ

かりですか？Ａｆｔｅｒではおなかの圧迫によるＴ

シャツのシワが消えています！

　この結果を受け、１月からの４期レッスンも引き続き実

施するという意欲とともに、１週間に運動する日をもう１

日増やそうかなというコメントもいただきました。数字で

結果を振り返られたことが良い刺激になったのかもしれま

せんね！皆さんも一緒に体を動かしませんか？

他にもこんなに嬉しい結果が↓

（とねっこ館インボディ計測値）

体重 －１．４ｋｇ

筋肉量 ＋０．５ｋｇ

体脂肪量 －１．８ｋｇ

腹囲 －２．３ｃｍ

Before　　　　　　　After　　　　　　
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

コロナ禍の健康管理

　この３年間コロナに振り回されることが多くあった

と思います。最近は、行動制限のないゴールデンウィー

ク、夏休み、正月…と、少しずつ、外出する機会も増

えてきている方もいると思いますが、まだまだコロナ

禍以前と同じ生活には戻れない状況です。

　この３年間、みなさんの生活はどのように変化しま

したか？こまめな手洗い・消毒・マスクの着用を心が

けるようになった、家族・友人・町内会の集まりなど

外出を自粛することが増え、会話が減った、運動不足

となった、テレワークとなった、自炊するようになっ

た…。このような変化に慣れてきた一方で、ストレス

に感じることもあったのではないでしょうか。

　人間は、やりたいことを制限されると、知らず知ら

ずにストレスが溜まってしまいます。

ストレスがたまると起こる身体の変化

全身症状 疲れやすい、だるい、気力がわかない

筋肉系症状 首がこる、手足がだるい、関節痛、偏頭痛

感覚器系症状 目の疲れ、めまい、多汗、音に対して
過敏になる

睡眠障害
寝つきが悪い、眠りが浅い、早く目が
覚め再び寝つけない、夢ばかり見て寝
た気がしない

循環器系症状 心臓がドキドキする、胸が痛くなる、
脈が飛ぶ

消化器系症状 食欲不振、胃もたれ、吐き気、嘔吐、下痢、
便秘

　このような状況が続くと、身体症状だけではなく、

睡眠障害、うつなど精神障害を引き起こす可能性があ

ります。

活動制限・運動不足が引き起こす身体の変化

大人 高齢者 子ども
・体重増加、体力
や筋力の低下
・血圧、血糖値が
上がる（生活習慣
病の悪化）
・疲労、腰痛、肩
こり、便秘

・フレイル（虚弱）
・ロコモティブシン
ドローム（移動能力
が不足したり、衰え
た状態）
・骨粗しょう症

・発育や発達への
影響
・体重増加、体力
や筋力の低下

　身体を動かすことは、このような身体症状を改善さ

せるだけではなく、ストレス発散や憂うつな気持ちの

改善に効果があります。また、新型コロナウイルス感

染症は、肥満、糖尿病等の基礎疾患によって重症化す

るリスクがあります。感染症の重症化・筋力低下を防

止し、上手にストレスを発散させるためにも、日頃か

ら運動習慣をつけられると良いですね。

こんな運動がオススメです！

ストレッチ 筋肉をほぐし、体を動かしやすくします！

テレビ体操 筋肉や関節をバランスよく動かせます！

軽い筋トレ 体力がつき、体が動かしやすくなります！

ウォーキング 外を歩いて自然の音を聞くこともリラック
ス効果あり！１５分程度でもＯＫ！

　その他にも、感染に対する抵抗力が上がったり、体

重の維持、生活習慣病の予防・改善、認知症予防など

も効果があります。

　頑張りすぎると、かえって疲れてしまうので、「ああ、

スッキリした！」と思えるくらいの軽さを目標にしま

しょう。１日に長い時間運動するより、短い時間でも

長い期間継続することが大切です。しかし、これから

寒い時期となり、外で運動する機会は減ってしまいま

す。屋内の運動も取り入れ、無理のない範囲で続けま

しょう。

　一人で運動するのは苦手という方には、門別とねっ

こ館をおすすめします。インストラクターが、あなた

に適切な体の動かし方を助言してくれます。３か月間

のレッスンプログラムも実施していますので、自分に

合った運動を続けることができます。

　詳しくはとねっこ館（☎０１４５６－２－２２２１）

へお問い合わせください。

こころの健康を保つために必要なこと

　外出の自粛によって、人と話す機会が減っていませ

んか？社会的なつながりが弱くなることで、孤立感を

感じ、精神的な不調につながることも少なくありませ

ん。つながりを実感することが大切ですので、電話、

オンライン通話なども活用してみましょう。

　また、日々の健康管理のことなど、役場の保健師等

が相談に乗ることができます。お気軽に役場子育て健

康課または総合支所地域住民課までご連絡ください。

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

無料対象者

日高町に住所を有し、令和４年度中に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、

８５歳、９０歳、９５歳、１００歳となる方

年齢 生年月日

６５歳 昭和３２年４月２日　～　昭和３３年４月１日生の方

７０歳 昭和２７年４月２日　～　昭和２８年４月１日生の方

７５歳 昭和２２年４月２日　～　昭和２３年４月１日生の方

８０歳 昭和１７年４月２日　～　昭和１８年４月１日生の方

８５歳 昭和１２年４月２日　～　昭和１３年４月１日生の方

９０歳 昭和　７年４月２日　～　昭和　８年４月１日生の方

９５歳 昭和　２年４月２日　～　昭和　３年４月１日生の方

１００歳 大正１１年４月２日　～　大正１２年４月１日生の方

満６０歳から満６４歳で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能又はヒト免

疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方（身体障害者手帳１級

を所持されている方）

接種費用
門別国保病院、富川国保診療所、日高国保診療所、勤医協厚賀診療所で接

種する場合は無料
※上記医療機関以外は任意接種となり助成額には上限があります

注意事項
過去に高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種又は接種費用の助成を受けたこ

とがある方は対象になりません

その他 対象者の方へは、５月に案内文書を送付しています

助成対象者 日高町に住所を有する満７０歳以上で定期接種の対象とならない方

注意事項
過去に高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種又は接種費用の助成を受けたこ

とがある方は対象になりません

接種申込 接種を行う医療機関に直接お問い合わせください

助成方法

①指定医療機関で接種した場合

　（門別国保病院、日高国保診療所、富川国保診療所、勤医協厚賀診療所）

　医療機関が定める金額から町の助成額５，０００円を差し引いた額を自己負担とし

て医療機関窓口で支払います。

②指定医療機関以外で接種した場合（償還払い）

　医療機関が定める金額を支払ったうえ、領収書、予防接種済証、印鑑を持参し、

助成の申請を役場窓口（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）で行ってください。

その他 助成対象とならない方は全額自己負担での接種となります

高齢者肺炎球菌予防接種について（定期接種・任意接種）

○定期接種について（該当する方は無料で接種できます）

○任意接種について（要件に該当する方は接種費用の助成があります）

　定期接種の対象にならない方でも、任意で高齢者肺炎球菌予防接種を受けることができますが、接

種費用は自己負担となります。町では、次に該当する方へ接種費用の助成をしています。

　申・問　（門別地区）役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１　

　　　　　（日高地区）総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３
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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

青少年体験活動事業
「木工教室」

バドミントン国際大会で大躍進！！

　１２月１１日、青少年体験活動事業「木工教室」

が総合町民センターにおいて小学生３４名が参加

し行われました。

　新ひだか町在住の木工芸術家である吉野健さん

を講師に招き、「手作りＵＦＯ」の制作を指導して

いただきました。

　参加した子どもたちは、多くの木材や装飾品を

使った組み立てに挑戦し、また楽しく学びながら

世界に一つだけのオリジナル作品を創作しました。

・文化・スポーツ活動で活躍された日高町出身の情報をお知らせください

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

いる方の情報を収集しています。活躍されている方を日高町から応援していきましょう。

　日高町出身の溝尾花奈さん（日高バドミン

トン少年団＝福島県立ふたば未来学園中２

年・写真左）が、１１月２１日から２７日に

韓国の密
みりやん

陽市で開催された韓国ジュニアオー

プン２０２２大会にＵ１５の日本代表として

ダブルスに出場し、優勝を飾りました。

　同大会終了後にはそのままタイに飛び、

１１月２９日から１２月４日にノンタブリー

市で開催されたアジアジュニアＵ１７＆Ｕ

１５選手権大会２０２２にも同ペアで出場

し、準優勝の成績を収めました。

　将来はナショナルチーム入りを目指してお

り、今後も国内外での活躍に期待が寄せられ

ています。

問　教育委員会社会教育課　社会教育グループ　☎　０１４５６－２－２４５１

写真提供：（公財）日本バドミントン協会

日時 ２月４日（土）１０：００～

場所 富川公会堂

受付時間 ９：００～９：３０

対局開始 １０：００～

日高町文化協会　
日高町将棋クラブよりお知らせ

　日高町将棋クラブでは、新春将棋大会を開催し

ます。お気軽にご参加ください！

新春将棋大会

問　日高町将棋クラブ　　　　磯田

　　日高町文化協会門別支部　若狭

☎　０１４５６－２－２４５１

　　（教育委員会社会教育課内）

　令和５年度から３年間で「休日の部活動を地域に移行する」方針が国から示され、日高

町では、学校運営協議会で検討を始めました。１１月２９日には、富川公会堂で説明会を

行いました。説明会には、学校運営協議会委員、スポーツ協会、スポーツ少年団、ＰＴＡ

関係者、学校職員の皆様にお集まりをいただきました。登別市の「総合地域スポーツクラブ」

の磯田理事長（道の支援アドバイザー）から、地域移行の考え方や取組の実際について説

明を受けました。

《国の部活動改革の目指す姿》

　○スポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことの

　　できる機会を確保

　○部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出

　○持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を一体

　　的に整備し、子供たちの多様な体験機会を確保

《地域移行の受皿》

□地域スポーツクラブ等に移行する

□外部指導者が「部活」を指導する

□教員が兼業として報酬を得て指導する

　日高町では、各学校運営協議会で、地域移行の際にどのような課題があるのか検討をすることと

しています。

　富川小学校の１年生が「はたらく自動車」を近く

で見て、乗車して、その迫力を感じました。国語の

学習で文や写真から学んだことを実際に確かめ、そ

の迫力に目を輝かせていました。室蘭開発事務所の

協力をいただきました。ショベルカーや除雪車のパ

ワーに大満足でした。子どもたちの学びを支える取

組の一つです。地元企業の皆様には、キャリア教育（職

業体験等）でもお世話になっています。

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１３号 Ｒ５．２

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

主体は児童生徒！「やってみたい」がかなう仕組みづくりが大切

見て→乗って→感じて

部
活
動
を
地
域
に
！

部
活
動
を
地
域
に
！

わーっ！大きいな！わーっ！大きいな！ １１月２日　磯田組「はたらく自動車」

財源・費用負担は？

運営団体の確保整備

指導者の確保は？
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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

☎　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

運送事業者経営安定対策緊急支援金
事業について

　町では、コロナ禍の長期化に加え、原油価格高騰

の影響を大きく受けている運送事業者（貨物自動車

運送事業者及び旅客運送事業者）に対し支援を行っ

ています。対象となるのは、昨年１２月１日時点に

おいて、次の条件を満たす方です。

⑴　日高町内に本店又は営業所を有する中小企業者

（法人及び個人事業主）であること。

⑵　次の事業を営む者であること

　①　一般貨物自動車運送業

　②　特定貨物自動車運送業

　③　貨物軽自動車運送業

　④　一般貸切旅客自動車運送業

　⑤　一般乗用旅客自動車運送業

⑶　前記事業に必要な許可等を全て有していること。

⑷　交付申請後においても、町内で道路運送事業等

の継続の意思があると認められること。

　申請期限　２月２８日（火）まで

　対象事業者には、案内及び申請書等を送付してい

ますのでお忘れのないようお願いします。

問　役場商工観光課　商工・観光グループ

☎　０１４５６－２－６０３１

町道の除雪作業にご理解とご協力を
　町では、降雪量がおおむね１０ｃｍ以上観測され

たときを基本に気象や天候、積雪による交通への影

響などを総合的に判断して除雪車が出動します。こ

の作業には町民の皆さまのご理解とご協力が欠かせ

ません。一人ひとりがルールとマナーを守り、冬を

安全・快適に過ごしましょう。

○町道除雪作業に係るルールとマナー

　町の町道除雪は、主に降り積もった路面の雪（新

雪など）を道路脇に寄せる（かき分ける）作業を行

います。（日高地区では一部排雪作業も行います。）

　除雪により、早期に交通の確保ができるように努

めておりますが、限られた機械と時間で作業を行う

ため、また安全な通行を確保するため、皆さまのご

協力をお願いします。

令和４年度「北方領土の日」
特別啓発期間の実施

　北海道では、国民の悲願である北方四島（歯舞群

島・色丹島・国後島・択捉島）の早期返還の実現を

目指し、世論の高揚を図るため、１月２１日から２

月２０日までを「北方領土の日」特別啓発期間とし

て、重点的な返還要求運動を展開しています。

　この期間中、役場本庁舎、日高総合支所、水・く

らしサービスセンター、厚賀出張所の各窓口に返還

署名コーナーを設置いたしますので、みなさんの積

極的なご協力をお願いします。

　北方領土に関するホームページもご利用ください。

問　役場総務課　人事給与グループ

☎　０１４５６－２－６１８６

HP　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

給与支払報告書の提出について
　所得税の源泉徴収義務がある事業主（給与支払者）

は、法人・個人を問わず、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１月３１日までとなって

いますが、お早めの提出をお願いします。

　なお、給与支払報告書の提出は、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。

問　役場税務課　課税グループ

☎　０１４５６－２－６１８４

確定申告会場開設期間等のお知らせ

　苫小牧税務署では、次のとおり確定申告会場を開

設します。

　確定申告会場の混雑を回避するため、会場への入

場には「入場整理券」（会場で当日配付もしくは国

税庁ＬＩＮＥ公式アカウントで事前発行）が必要と

なります。

　また、配付状況に応じて後日の来場をお願いする

こともあります。

　ご来場の際には、マスクの着用や手指の消毒等に

ご協力をお願いします。

　なお、確定申告会場では、スマートフォンをお持

ちの方は、スマートフォンにより申告いただいてお

ります。

開設期間

２月１日（水）から

３月１５日（水）まで

（土、日、祝日を除く）

相談受付

時 間
午前９時から午後４時まで

確定申告

会 場

苫小牧市労働福祉センター ２階ホール

苫小牧市末広町１丁目１５－７

※ご自宅で作成済みの確定申告書は、税務署へ郵送

するか、税務署１階提出窓口に提出してください（確

定申告会場では提出できません。）。

※上記開設期間中は、税務署の庁舎内には確定申告

会場を設置しておりません。

※駐車場が狭く、大変混雑しますので、ご来場の際

には、公共交通機関をご利用ください。

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/

広告

１　除雪車に近づかないで

　作業中の除雪車は大変危険です。特に子どもは、

運転手から見えないことがあります。お子さんがい

るご家庭では、「除雪車には絶対に近づかない、そ

ばで遊ばない」をお子さんに伝えてください。

２　路上駐車はみんなの迷惑

　路上駐車があると、除雪作業ができないだけでな

く、渋滞の発生や救急車などの緊急車両の通行の妨

げにもなりますので、路上駐車は絶対にしないでく

ださい。

３　町道に障害物は置かないで

　車庫・倉庫前などの町道に、鉄板や木材、縁石な

どの障害物を置かないでください。除雪作業の障害

や除雪車の事故の原因になり危険です。

４　町道に雪を捨てないで

　宅地内の雪を町道に出すと、わだちの原因となり、

運転手がハンドルを取られるなど大変危険です。特

に除雪車の近くで町道に雪を出すなどの行為は、除

雪作業が行えないだけではなく、事故を招くおそれ

があり大変危険です。皆さまのご理解をお願いします。

５　除雪後の玄関前の雪について

　かき分けた雪は玄関や車庫前の路上に置かれるこ

とになりますが、皆さまで処理していただくよう、

ご理解とご協力をお願いします。

６　「砂まき」にご協力を

　急な坂道などには、滑り止め用の砂袋の入った「砂

箱」を置いています。つるつる路面で滑るような場

所には、皆さまで砂をまいてくださいますようご協

力をお願いします。

７　歩道の除雪について

　歩道の除雪も通学路を優先に行っておりますが、

遅れる場合もありますのでご理解をお願いします。

８　騒音等のお詫び

　早朝から除雪する場合は、午前３時が開始時間と

なるときがあります。また、終了は降雪状況や積雪

量で判断しています。

２月２２日は「行政書士記念日」です

遺言・相続、契約書等作成、

会計記帳、会社設立、営業許可、

車庫証明、農地法・建設業に

関する各種申請など

悩んでないで、まず相談

あなたの町の行政書士にお任

せください。

北海道行政書士会日高支部
日高郡新ひだか町静内木場町 2-3-26

菊地淳史事務所内　電話 0146-42-3806
http://www.hi-gyosei.jp/

※リストは日高町所在事務所の行政書士です

氏名 住所 電話

矢野 満喜雄 平賀 135 01456-2-1588

齊藤 未則 富川東 6 丁目 8-19 01456-2-3355

互野 利夫 松風町 2 丁目 251-5 01457-6-3271

寺越 秀幸 富川南 4 丁目 2-45 01456-2-0143
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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

☎　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

○日時　

　令和５年２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丁目

　　２ー１３　王子不動産第２ビル６階

☎　０１４４ー８４ー８６７０

門別警察署からのお知らせ
１　冬道における交通事故の防止

○スピードダウンと慎重な運転

　冬道では、スリップによる正面衝突や路外逸脱な

どの交通事故、凍結路面における追突事故が多発し

ます。

　特に日陰や橋の上、トンネルの出入口は日中でも

滑りやすくなっていますので、スピードダウンと道

路状況に合わせた慎重な運転を心掛けましょう。

○時間に余裕を持った運転

　天候や道路状況により渋滞が発生し、目的地まで

に時間がかかることが予想されます。

　時間に余裕がないと、先を急いで交通事故に繋が

る可能性がありますので、事前に目的地までの道路

状況や天候を確認して、時間に余裕を持った運転に

心掛けましょう。

○「急」のつく運転操作は危険

　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などの思わぬ交通事故に

つながり、大変危険ですのでやめましょう。

○交差点の死角に注意

　道路脇には、雪山ができてドライバーや歩行者の

視界を遮り、見通しが悪くなります。

　交差点を通過する際は、「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

て、運転しましょう。

○悪天候に注意

　吹雪や大雪時の運転は、吹きだまりや視界不良に

よる立ち往生等の危険が伴い、命を落とす結果とな

る場合があります。

　悪天候の場合は、不要不急の外出は控えるように

し、やむを得ず車で外出するときは、事前に道路情

　早朝や夜間にも作業をしておりますので皆さまに

は騒音等のご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協

力をお願いします。

９　路面状況に応じた運転を

　気象状況に応じて、坂道などに凍結防止剤を散布

していますが、急激な気象の変化には対応できない

ことがあります。路面状況に合わせた安全運転を心

がけてください。

問　①門別地区

　　役場建設課　管理・土木・都市計画グループ

　　☎０１４５６－２－６１８６

　　②日高地区

　　総合支所地域経済課　施設管理グループ

　　☎０１４５７－６－２０８４

「確かな未来」が会社を変える
中退共で退職金
　「中退共」は中小企業のための国の退職金制度です。

①国の退職金制度で、掛金の一部を国が助成します。

②外部積立型でラクラク管理、手間がかかりません。

③掛金は全額非課税で手数料もかかりません。さら

に、パートタイマーや家族従業員も加入できます。

問　（独）勤労者退職金共済機構

　　中小企業退職金共済事業本部

☎　０３－６９０７－１２３４

FAX　０３－５９５５－８２１１

報を確認するとともに、万が一に備えて防寒具やス

コップ等を準備しましょう。

２　あなたを守るサイバーセキュリティ

　サイバー犯罪の被害に遭わないように、次の対策

を実施しましょう。

・ＩＤやパスワードは、自分自身でしっかり管理する。

・パソコンやスマートフォンには、ウイルス対策ソ

フトをインストールする。

・パソコンの基本ソフトやウイルス対策ソフトを常

に最新の状態にしておく。

・身に覚えのないメールの添付ファイルやＵＲＬは

開かない。

・不必要なアプリや信頼のおけないサイトからダウ

ンロードをしない。

・定期的にバックアップデータを保存する。

・オンラインショップでの買い物は、サイトが本物

かどうかよく確認する。

３　詐欺電話がきたら＃９１１０

　「俺だけど急にお金が必要になった」、「還付金が

あるからＡＴＭに行って」、「キャッシュカードの交

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。

４　暴力団追放のお願い

　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」

使用者も、労働者も、必ず確認　
最低賃金

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働

くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバ

イト等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次

のとおり改定されました。

最低賃金額 時間額　９２０円

効力発生年月日 令和４年１０月２日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、

臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入

されません。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低

賃金法違反として処罰されることがあります。

○特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類

製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製

造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には

北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

問　厚生労働省　北海道労働局　労働基準部賃金室

☎　０１１－７０９－２３１１

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

広告募集欄

（縦４㎝×横５．５㎝）
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。

（この掲載枠は２枠分　縦４㎝×横１１㎝です）

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

広告
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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

☎　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

が大切です。

　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。

６　極左暴力集団に対する捜査へのご協力をお願い

します

　警察では、極左暴力集団に対する事件捜査やマン

ション、アパートなどにある非公然アジト発見に向

けた活動を推進しています。

  過去に極左暴力集団は、空港施設の破壊や北海道

庁爆破などのテロを行っており、今後も行う恐れが

あります。

　もし、「偽名を使いアパートに住んでいる」、「不

特定多数の人が出入りする家がある」など違和感が

あったら、１１０番または門別警察署へ通報して下

さい。

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/

２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。

▽よいこ健診
　　　１日（水）門別公民館

▽子育てひろば（育児相談）
　　　８日（水）サンポッケ

▽プレママひろば（妊婦相談）
　　１５日（水）子育て支援センターわくわく館

▽５歳児健診
　　１６日（木）門別公民館

▽よいこクラブ
　　　９日（木）こもれびホール、日高保育所

　　２１日（火）門別公民館

☆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〉

　１６日（木）、２３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

　１４日（火）　１５：００～１６：００

　対象：高校１年生～２０歳未満　

〈麻しん風しん第二期〉

　１５日（水）　１５：００～１６：００

〈子宮頸がん予防〉

　２１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！！　

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　　２月２０日（月）　休館日　　２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

　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（８期分）

２月２８日㈫保育料・保育所給食費（２月分）

町営住宅使用料・駐車場使用料（２月分）

上下水道料（２月分） ２月２７日㈪

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　薬物乱用防止のために

　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。

　北海道警察では関係機関とも連携しつつ、薬物乱

用者の取り締まりを行うとともに薬物密輸の阻止や

密売組織の壊滅を推進し、全力を挙げて違法薬物の

絶無を図っています。

　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

門別警察署
マスコット

キャラクター
「門別ナイト」
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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、１４日㈫、２８日㈫が身体測

定の日です。

◎桃の節句「うれしいひなまつり」は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止とします。

◎２月６日㈪からひな人形制作期間とし

ます。男の子も女の子も作れますので、

開放時間内いつでも来て下さい。

◎２月の子育て講座は、「絵本セラピー」

です。講師は野澤みゆきさんです。

　開場　９:３０　開始１０：００

　絵本の豊かな世界に大人も癒やされま

せんか？　１０組程度　（託児の講座に

なります）

とみかわ児童館 もんべつ児童館

　２日（木）　せつぶんの会
　３日（金）　ぬりえのひ
　９日（木）　キラキラちゃれんじ
１６日（木）　スーパーじどうくらぶ
１７日（金）　カミであそぼう
２２日（水）　とねっこおはなし会
２４日（金）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日

　７日（火）　わくわくちゃれんじ
　８日（水）　ニコニコわかばのおはなし会
１０日（金）　わくわく映画館
１７日（金）　ぬりえのひ
２４日（金）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日

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

　・わくわく通信・行事予定表が日高町ホームページに掲載されています。

　　「日高町ホームページ」→「ライフインデックス　出産・子育て」

　　→「関連リンク　わくわく館・わくわく通信」

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

ミルキー

開放

開放

開放

大きいありさん

開放

開放

開放

開放

コロチューバー・ハムハム

ワンワン・いぬい’ず

開放

開放

開放

小さいありさん

建国記念の日

休館日

開放

開放

開放・身測

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

開放

コロチューバー・ハムハム

ウル寅

天皇誕生日

休館日

うさきりんさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

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

～２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〉

１２月３０日現在、予定の行事はありません

〈スポーツセンター〉

　４日（土）　キッズサッカーフェスティバル（予定）

　５日（日）　キッズサッカーフェスティバル（予定）

１１日（土）　日高町会長杯小学生バレーボール大会（予定）

１９日（日）　日高町バドミントン協会会長杯

             小学生交流大会（予定）

２６日（日）　日高町スポーツ少年団優良団員表彰

　　　　　　 兼母集団交流会（予定）

※予定の行事は延期・中止となる場合があります

休館日　毎週月曜日

開館時間
９時～２１時

門別中央スポーツホール
１２月３０日現在、予定の行事はありません。

シリーズ　災害に備える　第３回「地震への備え③」

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

月 火 水 木 金 土



ひとのうごき

・令和４年１２月末現在

こんにちは赤ちゃん

・令和４年１２月届出分（敬称略）

ふるさと日高応援寄附金

・令和４年１２月受領分

件数 金額

１，５８４件 ５０，６６０，０１０円

企業版ふるさと納税

・令和４年１２月受領分

　（株）セコマ　様（札幌市）

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　新年号　 ＶＯＬ．２０３

　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年１月１９日発行

人口 １０，９００人
前月比

△ ３９人

男性 ５，４３５人 △ ２０人

女性 ５，４６５人 △ １９人

世帯数 ５，９３７世帯 △２１世帯

外国人 ４１２人 ＋ ８人

社会福祉協議会への寄附
・令和４年１２月受領分

庫 富 梶 井　 勉 様 金一封

緑 町 大澤八重子 様 金一封

美 原 坂　 英 子 様 金一封

平取町 原　 茂 樹 様 金一封

富川北 坂本　勝也 様 金一封

札幌市 伊東　弘幸 様 金一封

住所 氏名 父／母

令和５年１月６日　日高町役場仕事初め

大鷹町長による訓示が行われました

広報ひだかは町ホームペー

ジにも掲載しており、写真

などはカラーで掲載してい

ます。ご活用ください。

ま ち の 話 題

日高町への寄附
・令和４年１２月受領分

・北海道コカ・コーラボトリング株式会社　様

　福祉施設へ清涼飲料水１５ケー

スをご寄贈いただきました。

・日高町水道協会　様

　学校、保育所等へ感染症対策消

耗品をご寄贈いただきました。

・パシフィック環境株式会社　様

　地域貢献活動として旧日高門別駅舎

周辺張芝工事を行っていただきまし

た。

・富士建設株式会社　様

　地域貢献活動として富川小学校及び

富川中学校敷地内の通路補修工事を

行っていただきました。

・盛興建設株式会社　様

　地域貢献活動として富川中学校グ

ラウンドフェンス等の補修工事を

行っていただきました。

・登建設工業株式会社　様

　地域貢献活動としてひだか高原荘

側溝清掃及び町道災害復旧工事を

行っていただきました。

　　　　１００歳１００歳　　
　　　おめでとうございます祝

　１２月に１００歳を迎えられた

山下文子さん（栄町東）に祝状と

記念品が贈られました。


