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〜ちいさいマチのでっかい魅力。〜
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今月の表紙
今月の表紙は、
３月12日（月）と19日
（月）に上砂川中学校と中央小学校で行
われた卒業式の様子です。
2018年3月１日現在
人 口 3,095（− ７）
世 帯 1,825（− １）

男 1,413（− １）
女 1,682（− ６）

４月１５日（日）は

上砂川町長選挙の投票日です

〇投票できる時間は午前７時から午後７時までです。
〇入場券に記載の投票所を確認のうえ投票所に出かけましょう。
〇身体の不自由な人や字の書けない人のために代理投票制度がありますので受付に申し
出てください。
〇投票される方と一緒にお越しの１８歳未満の方や、補助者・介助者の方は投票所に入るこ
とができます。
〇無投票となった場合は、選挙ポスター掲示場や生活館等の貼り紙でお知らせします。
投票日当日に仕事や旅行、病気などの理由で投票できない人は、期日前投票
又は不在者投票を利用しましょう。
〇期 間
４月１１日
（水）
から４月１４日
（土）
まで
〇時 間
午前８時３０分から午後８時まで
〇会 場
役場東館１階第４会議室
■問合先

上砂川町選挙管理委員会（☎６２−２０１１）

民間賃貸住宅の家賃を助成します！
移住定住の促進と地域経済活性化を図ることを目的として、民間賃貸住宅に定住の意志をもって移
り住む世帯に対し次の住宅に限り、家賃の一部を助成します。詳しい内容は役場地域振興係（☎６２−２
２２３）
にお問い合わせください。

助成金額 月額
対象住宅

対象者

5,000円（最長５年間助成します）

①「M・Live 上砂川」(上砂川町中央南１条２丁目１番)
連絡・管理先：笹木産業株式会社
（☎２２−１３７９）
②「サンモールうずら」(上砂川町鶉本町北２丁目１番)
連絡・管理先：近藤建設株式会社（☎０１２６−６４−２２３３）
（１）世帯主が満50歳以下で対象住宅に居住し、住民登録すること。
（２）世帯全員が町税等を滞納していないこと。
（３）世帯全員が町内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
（４）公務員、転勤・出向者、出稼ぎ等によるものでないこと。
（５）
世帯全員が生活保護を受けていないこと。

特定不妊治療費の助成を行っています
平成29年４月より、北海道の特定不妊治療費助成事業の対象者の方で、上砂川町にお住まいで、特定不妊治
療を受けた方に対し、助成を受けた残り全額の助成を受けられるようになりました。上砂川町の助成を受けること
で自己負担は０円になります。
【対象となる治療】
北海道の
不妊治療助成事業

●特定不妊治療（体外受精・顕微授精）、
男性不妊治療

町の助成を受けるには、北海道の事業の決定を受けていることが必要になりますので、
まずは北海道特定不妊治療費助成事業の申請を行ってください。
こちらの事業に関しては、
滝川保健所（☎２４−６２０１）
までお問い合わせください。

■窓 口：旭川医科大学病院産婦人科（☎0166−68−2569８）
不妊治療
■相談日：毎週火曜日 午前11時〜午後４時（受付予約は月〜金曜日 午前10時〜午後４時）
相談窓口
◯旭川医科大学病院の不妊治療専門医が担当します◯
詳細は、町ホームページまたは、役場保健予防係（☎６２−２２２２）
までお問い合わせください。
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町議会の動き

第１回定例会（平成30年３月8日〜16日）

平成30年第１回定例会が、３月8日（木）〜16日（金）に議事堂で開催され、以下の内容に
ついて提案があり、すべて決定されました。
■議案第５号■
■同意第１号■
公平委員会委員の選任につき同意を求めること 平成29年度上砂川町国民健康保険特別会計（事
業勘定）補正予算（第２号）
について
2,291万8千円を追加補正し、予算総額を2
現委員佐藤潤一氏の任期満了にともない、後
任に髙橋尚志氏を選任することについて議会の 億467万8千円とする提案です。
■議案第６号■
同意を求めるものです。
平成29年度上砂川町後期高齢者医療特別会計
■議案第２号■
上砂川町個人情報保護条例の一部を改正する条 補正予算（第１号）
215万6千 円 を 減 額 補 正 し、予 算 総 額 を
例制定について
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効 7,042万円とする提案です。
果的な活用による新たな産業の創出並びに活力 ■議案第７号■
ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資す 平成29年度上砂川町下水道事業会計補正予算（第2号）
るための関係法律の整備に関する法律が公布し、 20万 円 を 減 額 補 正 し、予 算 総 額 を １ 億
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法 4,060万5千円とする提案です。
律が改正されたことにともない、上砂川町個人 ■議案第８号■
情報保護条例の関係条項を改正するものです。 平成29年度上砂川町水道事業会計補正予算（第２号）
415万6千円を減額補正し、予算総額を2億
■議案第３号■
9,991万7千円とする提案です。
空知中部広域連合規約の変更について
介護保険法の改正にともない、指定居宅介護 ■議案第９〜13号■
支援事業所、指定介護予防訪問介護事業所及び 平成30年度各会計予算
各会計の平成30年度当初予算についての提
指定介護予防通所介護事業所の指定権限が市町
村(保険者)に移譲、並びに平成30年４月から 案は、予算特別委員会が設置され、審議の結果、
（各
北海道と本広域連合が共同で国保事業を運営す 提案どおり本会議において決定されました。
る仕組みに変わることにともない、分賦金の賦 会計の予算につきましては、下に記載の「平成
課総額の算定方法を変更することから、空知中 30年度 一般会計・特別会計・企業会計の予算
規模について」をご覧ください）
部広域連合規約の一部を変更するものです。
■議案第４号■
平成29年度上砂川町一般会計補正予算（第6号）
１億2,000万円を追加補正し予算総額が30
億9,950万 円 と す る 提 案 で す。
（主 な 内 容 は、
除排雪業務に関わるものです）

平成30年度

一般会計・特別会計・企業会計の予算規模について

平成30年度の一般会計・特
別会計・企業会計は、右の一覧
のとおりとなりましたので、お
知らせいたします。
なお、平成30年度の事業の
主なものにつきましては、５月
号広報の別冊として配布いたし
ますので、ご覧ください。
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9,518万円
7,428万7千円
1億4,551万6千円
2億9,553万3千円
33億151万6千円

平成３０年４月から国保制度が変わります
〜都道府県と市町村が一体となり運営します〜
どうして変わるの？
国保の課題や医療費の増大など、少子高齢化や人口減少が進むなか、市町村ごとに
国保を運営していくには限界があることから、国民皆保険制度を将来にわたって守り続
けるため、都道府県が財政運営の責任主体として、市町村と共に健全で安定的な国保
運営を担うことになりました。
上砂川町は、空知中部広域連合の一員として都道府県単位化に参加し、北海道と共
に国保を運営していきます。
■国保の課題
・所得の低い加入者が多い。
・所得や医療費、保険税の地域差が大きい。
・小さな市町村ではリスクの分散が困難。
・赤字の解消。
・健康づくりなど医療費の適正化の推進。

■負担の公平化
・全道で公平な負担に近づけていく。
■財政の安定化
・医療費増加リスクを全体で分散させていく。
・赤字発生の減少等。

都道府県と市町村の役割は？
北海道と市町村は、
下表のように役割を分担しながら、
国保を運営していきます。
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【都道府県単位化による主な変更点】
◆ 被保険者証等の様式
北海道も国保の保険者となることに伴い、
被保険者証等が変更になります。
新たな被保険者証への切替時期は、
平成３０年８月１日からです。
◆ 高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
同一の都道府県内の市町村で転居する場合で、引き続き国保に加入している場合は、
高額療養費の自己負担額が軽減される場合があります。
※以下については、これまでと変わらず市町村の窓口で行います。
◆ 国保の加入・脱退の手続きなど各種申請の手続き。
◆ 特定健診など保健事業に関すること。

■問合先

役場医療保険係（☎６２−２２２０）
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後期高齢者医療制度のお知らせ
〜 保 険 料 軽 減 特 例 等の見 直しについて〜
■均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました
●保険料均等割軽減のうち、
２割・５割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直しされました。
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■所得割の軽減割合が見直しされました
●保険料所得割軽減の割合が、
次のとおり見直しされました。
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■被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が見直しされました
●この制度に加入したとき、
被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が、次のとおり
見直しされました。
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▼所得の状況により、
均等割の軽減割合が９割、
または８．
５割に該当することがあります。

■１年間の保険料の賦課限度額が見直しされました
●保険料の賦課限度額が、
次のとおり見直しされました。

問合先
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北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階
☎011−290−5601
上砂川町役場
保険料について
税務係
（☎62-2013）
制度全般について 医療保険係（☎62-2220）

平成29年度頑張った児童生徒顕彰の表彰式が行われました
平成29年度の頑張った児童・生徒顕彰の表彰式が中央小学校と上砂川中学校で行われ、
以下の皆さんに表彰状と記念品が贈られました。

中央小学校（写真右）
土田 琴乃さん
（４年）
島 星稀くん
（５年）

MOA美術館砂川児童作品展書写の部「MOA美術館奨励賞」
砂川地区防火ポスターコンクール「組合長賞」
（北海道「防火・防災」作品コンクール佳作）
髙橋 ほのかさん（６年） 税に関する絵はがきコンクール「最優秀賞」

上砂川中学校（写真左）
山本 雛乃さん
（２年） 税についての作文中空知地区納税貯蓄組合連合会「優秀賞」
小柳 琉菜さん（３年） 第37回全道人権作文コンテスト滝川地区大会「会長賞」
女子バドミントン部の皆さん 中体連北空知大会団体３位（中体連空知大会出場）

後期高齢者医療制度

運営協議会委員の募集について

北海道後期高齢者医療広域連合では、住民の皆様の代表として、制度の運営に関する重要
事項を審議していただく運営協議会委員を募集しています。
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■問合先 〒060-0062 札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館６階
北海道後期高齢者医療広域連合 （☎０１１−２９０−５６０１）
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認知症などにより徘徊するおそれのある在宅高齢者等及びそのご家族に対し、早期発見・事故の未
然防止のため、
「徘徊者見守りステッカー」を配付します。
ステッカーは反射する素材でできていて、
自治体名と番号が印字されています。
配付時に対象者の特徴や緊急連絡先を町に登録していただくことで、発見の際にご家族にいち早く
連絡ができたり、
警察が捜索する際の目印となります。

徘徊者見守りステッカーに
関するお問い合わせは

上砂川町
地域包括支援センター
☎６２−３３７０

対象者

◎上砂川町に住所を有し、在宅で生活している65歳以上の方で、徘徊行動がある方
◎上砂川町に住所を有し、在宅で生活している初老期における認知症を有する方で、徘徊行動が
ある方
※上記以外の方も対象となる場合がありますので、
まずはご相談ください。

利用方法

◎費用は無料です。
◎地域包括支援センターにて申込みしてください（対象者の特徴や緊急連絡先などを登録して
いただきます）。
※必要なもの：申請者・対象者の印鑑
対象者の写真（胸より上の写真と全身写真、1枚ずつ）
◎審査後、対象者と認められた方（申請者）
にステッカーをお渡しします。靴の前後や杖などの持
ち物に貼ってください。

除雪・草刈りの心配がない！
！東山高齢者住宅の入居者募集

押入

便所
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物置

浴室

東山高齢者住宅は管理人がいますので、除雪・草刈りの心配がありません。
■間取図
現在１戸空いていますので入居者を募集します。
玄関
■募集住宅
住 所 ①東山北１条２丁目３番１号
和室
洗面室
６帖
間取り １ＬＤＫ ５６.９２㎡ 家賃 １６,０００円〜
■入居資格
日常生活上、自立可能な概ね65歳以上（配偶者・子について
も概ね60歳以上）の夫婦世帯・親子世帯または単身世帯で、
居間･食堂
次の１つに該当する方。
12帖
ただし、世帯員（配偶者・同居人）を含め２名が限度です。
①生活環境、または住宅事情などの理由で、
バルコニー サンルーム
現在住んでいる住宅で日常生活を営むことが困難な方
②家庭の事情により、家族との同居が困難な方
■申込受付 ４月２日（月）〜 16日（月）（土日・祝日を除く）
※申込者多数の場合は、申込者の住宅困窮度や特殊事情などに基づいて審査し、
結果が等しくなった場合は抽選により入居者を決定します。
■問合・申込先 役場福祉係（☎62−2222）

日本脳炎の定期予防接種について
北海道では平成28年度より日本脳炎の予防接
種が定期予防接種として実施されています。
対象の方は、20歳未満の次のみなさんです。接
種スケジュールが生年月日により異なりますので、
下記表をご参照ください。

【対象者および接種方法】
▼生年月日により接種スケジュールをご確認ください。
生

年

接

月 日

種 ス ケ ジ ュ ー

ル

期
接

※９歳に達してから1

種

定

1期：生後6か月から生後90か月に達するまでに3回接種
【標準的な接種期間】
平成21年10月２日以
初回：3歳以上4歳に達するまでに1回目、2回目を接種
降に生まれた方
追加：4歳以上5歳に達するまでに3回目を接種
期を受けることはでき 2期：9歳から13歳に達するまでに1回
ません。

※接種間隔は、1回目から2回目が6日〜28日、2回目から3回目が概ね1年となります。

【標準的な接種期間】
9歳以上10歳に達するまでに4回目を接種

※生後90か月までに1期を完了できなかった方は、残り回数分を9
歳に達してから13歳に達するまでの間に接種することができます。
平成19年4月2日〜

（1）生後90か月までに1回接種できる方
2回目を9歳に達してから接種し、2回目から3回目は6か月
以上、3回目から4回目は6日以上の接種間隔により接種。

平成21年10月1日に
生まれた方

（2）生後90か月までに2回接種できる方

特

３回目から４回目は
過 去 に接 種 3回目を9歳に達してから接種し、
6日以上の接種間隔により接種。
※接種時に7歳6か月 歴のない方 （3）9歳以上13歳未満の方

〜9歳未満及 び13歳

例

1回目から2回目は6日以上
（標準的には6日〜28日）
2回目から3回目は6か月以上（標準的には概ね1年）
3回目から4回目は6日以上（概ね5年の間隔をあけること
が望ましい）の接種間隔により接種。

以上は対象外となりま
す。

措
置

平成22年3月
31日までに接 13歳に達するまでの間に6日以上（２回目から３回目は
の間隔をあけて残りの回数を接種
種歴のある方 ６ヶ月以上）
※20歳に達するまでの間に1期と2期の計4回の接種が可能です。

1回目から2回目は6日以上（標準的には6日〜28日）

過 去 に接 種 2回目から3回目は6か月以上（標準的には概ね1年）
3回目から4回目は6日以上（概ね5年の間隔をあける
平成19年4月1日以前 歴のない方
ことが望ましい）の接種間隔により接種。

に生まれた方で2 0 歳
未満の方

平成23年5
月1 9日まで
に接種歴の
ある方

6日以上（2回目から３回目は６ヶ月以上）の間隔を
あけて残りの回数を接種
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▼個別通知対象者
今年度の個別通知対象者は次の方です。
①18歳に達する方 平成12年4月2日〜平成13年４月1日生まれ
②小学校4年生の方 平成20年4月2日〜平成２1年4月1日生まれ
（２期対象者）
※定期接種・特例措置対象者の方への個別通知は平成28・29年度に行っております。接種を希望さ
れる方で予診票がお手元にないときは、役場保険予防係へご連絡ください。

［実施医療機関］
医療機関名
⏫
ෆ

⏫
እ

電話番号

対

象

乳幼児

小学生

中学生

高校生以上

上砂川町立診療所

６２−４０８８

○

○

○

○

勤医協上砂川診療所

６２−２２０４

○

○

○

○

砂川市立病院（小児科）

５４−２１３１

○

○

○

ւ

小林産婦人科医院

５２−４５２０

○

○

○

○

明円医院

５３−２１００

○

○

○

○

村山内科医院

５４−０８８８

○

○

○

○

［注意事項］
○13歳以上は、保護者の同意書があれば保護者同伴なしでも接種可能となっていますが、
できるだけ保護者同伴でお願いします。
○女性の場合、妊娠している方又はその可能性のある方は、原則、予防接種はできません。
▼予防接種に関する問い合わせ 役場保健予防係（☎62-2222）

高齢者肺炎球菌定期予防接種について

■申込・問合先 役場保健予防係（☎６２−2222）
平成30年度の高齢者肺炎球菌予防接種の助成対象者は次のみなさんです。助成対象者の方には
予診票をお送りしておりますので、助成希望で接種される方は、送付書類をご確認のうえ、お早めに接
種をしてください。※対象年齢であれば誕生日が来る前でも助成可能です。
■対象者

65歳（昭和28年４月２日〜昭和29年４月１日生まれ）
・70歳（昭和23年４月２日〜昭和24年４月１日生まれ）
75歳（昭和18年４月２日〜昭和19年４月１日生まれ）
・80歳（昭和13年４月２日〜昭和14年４月１日生まれ）
85歳（昭和８年４月２日〜昭和９年４月１日生まれ）
・90歳（昭和３年４月２日〜昭和４年４月１日生まれ）
９５歳（大正12年４月２日〜大正13年４月１日生まれ）
・100歳（大正７年４月２日〜大正８年４月１日生まれ）
または、60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能又は「ヒト免疫不全ウィルスによる免
疫の機能」
により日常生活が極度に制限される方（身体障害者手帳１級相当）
※身体障害による対象の方は役場保健予防係にご連絡ください。

■実施期間 平成30年4月２日
（月）
〜平成31年3月30日
（土）
※医療機関の休診日等を除く
■医療機関 【町内】上砂川町立診療所（６２−４０８８）
・勤医協上砂川診療所
（６２−２２０４）
【町外】砂川市立病院※注（５４−２１３１）
・明円医院（５３−２１００）
小林産婦人科医院（５２−４５２０）
・村山内科医院（５４−０８８８）
砂川慈恵会病院（５４−２３００）
・細谷医院（５２−３０５７）
いとう内科・循環器クリニック（５５−３３５５）
※注 砂川市立病院はかかりつけ医のみ接種可能です。
■接種料金 ２,０００円（自己負担分）
※生活保護受給者は、無料
■接種の受け方 直接、上の医療機関に予約し、予診票と健康保険証を持参して受診
※高齢者予防接種手帳（紫色）
をお持ちの方は接種時に提出してください。
■注意事項 １．
公費私費問わず、過去に一度でも高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがある方
は、助成対象にはなりません。
２．
生活保護世帯の方で接種を希望される方は接種前に、役場福祉係に「予防接種費用助
成対象者証明書」を取りに来てください。
（証明書がない場合は、
料金がかかります。）
9 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

４

春の火災予防運動 ４月20日
（金）
〜30日
（月）
火災が発生しやすいこの時季に、毎年、春の火災予防運動を実施しています。
この機会に身の回りをチェックして火災予防に努めましょう！

統一評語
「火の用心 ことばを形に 習慣に」
３つの習慣

住 宅 防 火

①寝たばこは絶対にしない
②ストーブの近くに燃えやすいものを置かない
③ガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消す
４つの対策

いのちを守る
７つのポイント

①逃げ遅れを防ぐため、
住宅用火災警報器を設置しましょう
②寝具や衣類からの出火を防ぐため防炎製品を使用しましょう
③いざというときのために住宅用消火器を設置しましょう
④お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくりましょう
火災予防運動期間の行事は下記のとおりです

᪥

㸯㸳᪥㸦᪥㸧༗๓㸯㸮
㸰㸰᪥㸦᪥㸧༗๓㸯㸮

⾜

ྡ
୍⯡ఫᒃண㜵ᰝᐹ㸦㭘ᮏ⏫ᆅ༊㸧
ⅆ⅏ண㜵ၨⓎ₇⩦㸦ᮾ㭘ᆅ༊㸧

※火災予防運動期間中は、
午後３時から町内を巡回し啓発活動を行います。
また、
２０日の午後８時００分に３０秒間、
サイレンを吹鳴しますので、火災とお間違えの
ないようお願いいたします。

上砂川町婦人防火クラブ解散式が行われました
平成３０年３月１日（木）
に「上砂川町婦人防火クラブ解散式」を上砂川岳温泉パン
ケの湯にて執り行いました。
昭和６２年４月１日に主婦が中心となり結成され、家庭での防火意識の啓発、地域に
おける防火思想の向上と地域社会の連携協力などを目的として活動をしてきました
が、会員の減少により活動が困難となってきたため解散に至りました。

３１年間の活動、大変お疲れ様でした。
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３/

９・17

パソコン講習会

まちの駅ふらっとでパソコン講習会が
行われました。
３/

10

２/

23

ニュートリノ講演会

東大宇宙線研究所の亀田助教を講師に素粒
子 ニュートリノ や旧三井砂川炭鉱立坑跡で
行われる実験について講演が行われました。

街の小さな音楽会
２/

26

砂川青年会議所＆上砂川商工会議所青年部
新１年生への交通安全グッズ寄贈

町民センターでコンサート「街の小さ
な音楽会」が行われました。
３/

11

全町子ども祭

体育センターで縁日や子ども会実行委
員会考案の謎解きゲームを行いました。

11 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

４月に中央小に入学する新１年生の交
通安全を願い、砂川青年会議所から防犯
ブザー（写真上）、上砂川商工会議所青年
部から傘（写真下）を寄贈していただきま
した。

福祉課子育て支援係は子育てに関する総合支援窓口です。
お気軽にお問い合わせください。
（℡６２−2222）
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一回目

〜やってみよう 図書室のおしごと! 〜

き

４月20日(金)
午前10時〜午前11時30分
■ところ 双葉保育園
■受 付 保育園内子育て交流室
■対 象 就学前の親子
■内 容 おもちゃコンサ ルタントマスターを
講師に招き、色々な木のおもちゃで
遊びます。
■持ち物 上靴を用意してください。
※お誕生月のお子さんにはプレゼントがあるよ♪

■と き
■ところ
■対 象
■内 容

４月21日(土) 午前10時〜正午
町民センター
小学1年〜６年生
絵本の読み聞かせや、図書室の
司書さんのお仕事を体験します。
■問合先 教育委員会社会教育係
（☎６２−２８８１）
※申込みはありません。直接お越しください。

≪平成３０年度おひさまル〜ム日程のお知らせ≫
双葉保育園にある子育て交流室を中心に子育て家庭のみなさんが楽しく交流できるイベントを計画しており
ます。
※開催時間は通常10時から11時30分までですが「バスに乗ってサル山に行こう！」の回は9時30分の開催、
「リンゴについて学ぼう！」の回は9時45分の開催となります。詳細は、別途町広報にてお知らせします。
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≪双葉保育園入園保育料について≫
上砂川町では、子育て支援の一環として、
「保育料を国の基準額から30％軽減した額」
と、お子さん
が2人以上いる方はお子さんの人数に係る年齢制限及び世帯の所得についての制限を撤廃しており
ます。
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

キッズとママのもしもしコーナー
■と き ４月26日（木）午後１時30分〜午後４時
■ところ 町民センター内健康相談室
■内 容 保健師・栄養士による健康・育児相談
・子どもの計測（身長・体重）
・離乳食や好き嫌い等食事に関すること
・子育ての困り事について
など

保育士による育児相談
土日祝日を除く毎日、
保育士による育児
相談を行っています。電話での相談も可能
ですので、
ぜひご利用ください。
■相談時間 午後３時〜午後４時30分
■と こ ろ 双葉保育園（☎62-4254）
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≪子どもの予防接種のお知らせ≫
予防接種を希望する場合は、今まで受けた予防接種と、実施医療機関・予防接種の種類一覧を確認
のうえ、一週間以上前に予約してください。
予防接種当日は予診票と母子健康手帳を忘れずにご持参ください。
（忘れると接種できませんので
ご注意ください。）
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※ 日本脳炎に関する詳しいお知らせは、
８ページを参照してください。
※ B型肝炎は、平成２８年４月１日以降に生まれたお子さんが対象です。
※ 二種混合、子宮頸がんワクチン
（中学１年）
につきましては、
別途お知らせいたします。

≪乳幼児健康診査・相談日程のお知らせ≫
平成３０年度の日程につきましては、
右記を参照ください。
（対象月齢等詳細に関しては別途町広報にてお知らせ
します。）

ྦྷΓϋΗȜ

今月の１冊

◆地面の下には、何があるの？
シャーロット・ギラン
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平成３０年
５月 ８日(火)
７月１０日(火)
９月１１日(火)
11月13日(火)

平成３１年
１月 ８日(火)
３月１２日(火)

ː͈̤̳̳͛!ٰུȆൺ
◆おへそのあな
長谷川義史
◆ほうれんそうはないています
鎌田寅
◆うしろにいるのだあれ サバンナのなかまたち
ａｃｃｏｔｏｔｏ
◆月へミルクをとりにいったねこ
アルフレッド・スメードベルイ
〈出版社からの内容紹介〉
本がジャバラ状につながった、2.5メートルのな
が〜い絵本で、圧巻の迫力! おもては、都会の地
面の下、うらに返すと動物たちがすむ、いなかの
地面の下が描かれています。
アスファルトの下には、インターネットのケーブ
ル、下水道、地下鉄、昔の遺跡、鍾乳洞など、
さまざまなものが層になっています。それらの層
を通って、地上から地球のまんなか、マントルま
で一気にながめることができます。
さらにうら返して、キラキラした鉱物や恐竜の
化石、動物の巣穴や昆虫たちの営みを見ながら、
また地上に戻ってきましょう! ワクワクと発見が満
載の絵本です。

情

報

掲

示

板

役場：６２−２０１１

募集＆試験
中学校公務補募集

浄水場勤務及び水源公園維持管理業務員募集

■勤務内容
中学校内外の雑役作業・施設維持管理など
■募集人員 １名
■採用条件
①町内に居住する満62歳以下の健康な方
②２名による交代勤務が可能な方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を添付し提出
■申込締切 ４月16日(月)
■申込・問合先 教育委員会学務係（☎62-2881）

■勤務内容（嘱託職員）
浄水場の運転業務及び水源公園維持管理作業
■募集人員 １名 ※日額賃金
■採用条件
①町内に居住または居住可能な満62歳以下の
健康な方
②普通自動車運転免許を有し、通勤に使用可能な
自家用車を所有する方
③土日祝日の夜間も含め交替勤務が可能な方
■採用予定日 ５月１日
■選考方法 面接及び実地訓練
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を添付して提出
■申込締切 ４月16日(月)
■申込・問合先 役場上下水道係（☎62-2221）

小・中学校代替給食調理員募集
■勤務内容
給食調理（臨時調理員不在時の代替）
■勤務場所 中央小学校または上砂川中学校
■募集人員 若干名
■採用条件
満18歳以上50歳以下の健康な方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を添付し提出
■申込締切 ４月16日(月)
■申込・問合先 教育委員会学務係（☎62-2881）

鶉 プ ー ル 管理人募集
■募集人数 ２名
■業務内容 鶉プール受付・管理・監視
■採用条件
①町内に居住する満62歳以下の健康な方
②土日・祝日を含め、交替勤務が可能な方
■選考方法 面接による
■雇用期間 ６月中旬から９月初旬まで
■申込方法
市販の履歴書に顔写真を貼付して提出
■申込締切 ４月20日(金)
■申込・問合先
教育委員会社会教育係（☎６２−２８８１）
※女性の方も大歓迎です！

水道検針業務員募集
■勤務内容 水道メーターの検診と納付書配布
■募集人員 １名
■採用条件
町内に居住または居住可能な満50歳以下で、普
通自動車運転免許を有し、自家用車を所有する方
■採用予定日 ５月１日
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を添付し、運転
免許証の写しを添えて提出
■申込締切 ４月16日(月)
■申込・問合先 役場上下水道係（☎62-2221）

平成30年度第１回
北海道警察官採用試験のお知らせ
■採用予定人員 210名程度
■受付期間 ４月23日
（月）
まで
（電子申請は４月23日
（月）午後５時30分まで）
■試験日 第１次試験日 ５月20日
（日）
第２次試験日 ６月下旬〜７月上旬
■問合先 詳しくは砂川警察署
（☎54-0110）、
道警ホームページまたは採用フリーダイヤル
（☎0120-860-314）へお問い合わせください。

ご家族の介護のこと
ご高齢で今後の生活に不安を感じている・
・
・

介護のこと、何でもご相談ください
勤医協歌志内居宅介護支援事務所
歌志内市中村26-2（☎４２−２４６７）

勤医協有料老人ホーム うずらの里
東鶉南１条１丁目１−５
（☎６２−５１５１）
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奥沢パークゴルフ場のシーズン券販売開始＆営業予定期間のお知らせ
シーズン券
■発売開始 ４月１３日
（金） ■金額 ６，
０００円
■販売場所 町民センター（☎62-5225）
、上砂川岳温泉パンケの湯（☎62-2526）
■問 合 先 教育委員会社会教育係(☎62−2881)
営業予定期間
■オープン日
（予定） ４月２７日
（金） ■クローズ日
（予定） １０月２８日
（日）
※営業期間は、積雪等によるコースの状態により変更される場合があります
※ふれあい公園のパークゴルフ場は本年度より閉鎖いたします。ご利用いただいていた方にはご不便を
お掛いたしますが、
ご了承願います。

有害鳥獣駆除について
エゾシカによる家庭菜園、公園の花壇・樹木表皮を食べ荒らす被害や車との接触事故が発生している
ことから、被害防止に向けた対策として、北海道猟友会砂川支部に依頼し、銃器による駆除を行っていま
す。
今後、山菜採り等で入山される方は、遠くからでも判別のできる、
目立つ服装の着用をお願いします。
また、住宅付近を猟友会がパトロールすることがありますが、住宅付近では、銃器等を使用しませんので
ご理解ください。
■実施期間
■実施時間帯
■実施区域
■問合先

平成31年３月31日
（日）
まで
主に早朝及び夕方
町内の山林（主に奥沢地区、東町地区、一般廃棄物処理場周辺）
役場生活環境係（☎62-2220）

平成30年度前期技能検定受験者募集
■受付期間 4月４日(水)〜17日
（火）
■受験資格
１級 ７年以上、又は、
２級取得後２年以上の実務経験を有する方、
単一等級 ３年以上の経験を有する方
２級 ２年以上の実務経験を有する方、
または３級取得者
３級 検定職種従事者、
または該当する科目で職業訓練・高等学校・短期大学・大学・各種
（専修）学校（厚生労働大臣指定に限る）の在校生を含む
■実務職種 造園、
とび、建築板金、建築塗装、
左官など
■問合先 空知地方技能訓練協会（☎２４−１８８０）

パンケの湯

町民無料入浴券の配布について

平成30年度分のパンケの湯無料入浴券を町広報４月号と一緒に配布しています。
万が一、
届いていない世帯がありましたら、各地区の広報委員にお問い合わせください。

家屋の解体、造園・土木等
ご相談承ります。

ခࡠٛ২ȁ·ρͼ
中央南１条３丁目 ☎６２−６２６８
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家族のこと、介護のこと
将来の生活に不安を感じていませんか？
いたわる なごめる ほっとする場所

ΈσȜίγȜθષग
（介護の事ならお気軽にご相談ください）
※随時ご見学できます。

下鶉南２条１丁目３−１ （☎62−5252）

イベント
情報

役場（代表）
６２−２011 FAX:６２−３７７３
★印行事の担当・連絡・問合先は役場保健予防係 ☎６２−２２２２
♥印行事の担当・連絡・問合先は役場地域包括支援センター ☎６２−３３７０

運動の機会が充実します！誰でも歓迎！

「長谷川拡介のふらっとヘルシー体操」
お馴染み健康運動指導士の長谷川先生を講師に性
別・年齢問わず、
どなたも予約なしで、気軽に楽しく運動
できます。
「地区の百歳体操」
「上砂川岳温泉の足若の
日」に加えていただくと、平均週２回の運動で体力を増
進できます。
■と き ４月９日
（月）、23日
（月）
午前10時30分〜午前11時30分
※来年３月まで月２回実施します。毎月の広報でご確
認ください。
■ところ まちの駅ふらっと
■講 師 健康運動指導士 長谷川 拡介氏
■その他 参加費無料
動きやすい服装でご参加ください
■申込先 役場保健予防係（☎６２−２２２３）

札幌弁護士会無料法律相談会のお知らせ
債務整理、交通事故、離婚、悪徳商法など、
どの
ような相談でもお受けしますので、
よ
お気軽にご利用
く
ください。
■とき・ところ 午後１時30分〜午後３時30分
■
㛤ദ᪥
ሙᡤ
䠏᪥䠄ⅆ䠅
ᙺሙᮾ㤋䠎㝵ᑠ㆟ᐊ
㻝㻣᪥䠄ⅆ䠅

ᢸᙜᘚㆤኈ
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ᯘ䚷㡰ᩗᘚㆤኈ

注意点
注
相談時間は１人30分です。予約の方が優先さ
れます。
れ
■申込・問合先
■

役場戸籍年金係（☎62-2220）

第４回北海道シニア素人そば生粉打ち名人大会
第10回北海道素人そば生粉打ち名人大会のお知らせ
４月21日(土)に「第４回北海道シニア素人そば生粉打ち名人大会」、22日(日)に
は「第10回北海道素人そば生粉打ち名人大会」が両日とも午前９時から体育セン
ターで開催されます。会場では、昼食時にかけそば(十割そば)を300円にて提供し
ます。入場無料ですので、興味のある方はぜひお越しください。
■問合先 上砂川手打ちそば愛好会事務局長 斉藤（☎090-8905-3945）

初心者のための 手話講座開催のお知らせ
手話を知らない方はもちろん、手話を学んだことがある方はもう一度、この機会に手話を学習
してみませんか？
手話は、聞こえる方が話す日本語（音声言語）と同様に国際的に言語として認められています。
手話をコミュニケーション手段として身につけたい方、手話でおしゃべりしたい方を大募集し
ています。
■と き ４月18日
（水）
〜７月11日
（水） 毎週水曜日
■持ち物 筆記用具
午後６時〜午後７時（１時間） 全１３回（予定） ■参加料 972円（テキスト代）
■ところ まちの駅ふらっと
■講 師 手話通訳者 渡辺 章子 氏
■対 象 手話を学びたい方であればどなたでも参加できます。
（町外の方も参加可能）
■その他 準備の都合上、
４月10日
（火）
までに電話でお申込みください。
■申込先 教育委員会社会教育係（☎６２−２８８１）、
まちの駅ふらっと 千葉
（☎７４−６４００）

日に日に春の足音が近づいています。
家周りのお困りごとはございませんか？
お見積りは無料です。お気軽にお電話ください。

ୖ◁ᕝ⏫Ꮠୖ◁ᕝ⏫㸰㸳㸲␒ᆅ㸯

家・車庫・物置の解体、
ごみ処理、水洗工事
家のリフォーム・バリアフリー化など
土木作業員募集中
（詳しくはお問い合わせください）
電話：６２−２４５８
携帯：０９０−２０５３−６４４８
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■国民年金保険料は納付期限までに納めましょう！
平成30年度（来年３月分まで）の国民年金保険料は、
月額16，
340円です。保険料は日本年金機
構から送られる納付書により、
金融機関・郵便局・コンビニで納められます。
また、
クレジットカードに
よる納付やインターネットを利用しての納付、
そして、
便利でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、
国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、
電話・文
書・訪問により早期に収めていただくよう案内を行っております。
未納のまま放置されると、
強制徴収の手続きによって督促を行い、
指定された期限までに納付が
ない場合は、
延滞金が課せられるだけではなく、
納付義務のある方（本人、
配偶者、
世帯主）の財産
を差し押さえることがあります。
また、
障害や死亡といった不慮の事態になったとき、
障害基礎年金
や遺族基礎年金が受けられなくなる場合もありますので、
お早めに納付してください。
なお、
経済的な理由等で納付が困難な場合には、
保険料の免除・納付猶予制度がありますので、
ご利用ください。
■国民年金保険料免除等の申請について
保険料が納め忘れの状態で、
万一、
障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金
や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、
保険料の納付が免除・猶
予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」がありますので手続きをしてください。
平成30年度分（平成30年７月分から平成31年６月分まで）の免除等の受付は平成30年７月１
日から開始されます。
また、
申請時点の２年１ヶ月前の月分までさかのぼって申請することができま
す。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になった方は砂川年金事務所または役場
戸籍年金係へご相談ください。

★ 図書館おすすめ本のご案内 ★

ࣽ⅚2ॗ

TEL:６２−５２２５
●開室時間
午前９時〜午後９時
●今月のお休みの日
◆幻庵 上下
（百田尚樹）

２・９・16・23・30日

◆掟上今日子の色見本
西尾維新
◆ヒトごろし
京極夏彦
◆海馬の尻尾
萩原浩
◆玄鳥さりて
葉室麟
◆道標 東京湾臨海署安積班
今野敏
◆バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎
◆居酒屋ぼったくり８
秋川滝美
◆ディレイ・エフェクト
宮内悠介
◆光の犬
松家仁之

【この他にも色々な新刊を揃えていますので、ぜひご利用ください。】

児童書の新刊の案内は12〜13ページ「かみすながわ・きっずインフォ」をご覧ください
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ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）
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yoga for Kamisunagawa
４月からヨガ講座がはじまります！
毎月第２金曜日１０
：
４０〜１１
：
３０
ご予約制

定員１０名

女性限定です

（更衣室の問題があるため当面の間女性限定とさせていただきます）
■営業時間 午前10時〜午後６時
（カフェの利用は午前11時〜午後５時）

■休館日 木曜日・日曜日
■問合先 まちの駅ふらっと
（☎74-6400）

ΰσΏȜ̮͉ͭȁː͈τΏάȁȡ࠲ෞ̻̼͙ȡ

1人分

276Kcal

材料(2人分)
サバ水煮缶詰
ニラ
長ネギ
塩
卵
小麦粉
しょうが
ゴマ油
サラダ油

塩分 1.5ｇ

１缶(190g)
1束(100g)
1/2本(40g)
1ｇ
1個
大さじ3 (30g)
1片(15g)
小さじ１/2(2ｇ)
小さじ1(4g)

☆認知症予防に効果的な青魚、緑黄色野菜を組み合わせた料理です。
＜作り方＞
①ニラは小口切りに、長ネギはみじん切りにする。
しょうがはすりおろす。
②ボウルに①のニラ、
長ネギと塩を入れて混ぜる。
③ニラが少ししんなりしたら、水を切ったサバの水煮缶詰、おろししょうが、卵、小麦粉（小麦粉の量は
好みの固さになるように調節してください）
を加えて混ぜ、香りつけのごま油をまわしかける。
④フライパンに油を熱し、
③の半分量を入れて焼く。裏返して両面 焼く。もう1枚焼いて出来上がり。
※創立40周年記念レシピ集を保健予防係で無料配布中です。残りわずかですのでお早めにどうぞ。
上砂川町食生活改善推進協議会

「一期一会」を大切に
住宅新築･増改築･家屋の解体･外構工事 等
家まわりのご相談承ります。

有限会社 髙橋工務店
鶉本町北４丁目３−４ ☎ ６２−４４０６
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健康の里だより
߅㆐⠪ࠢࡉ㧒⿷⧯ߩᣣ㧓ߩߏ᩺ౝ
体力に合わせて家でも簡単にで
きる運動を、講師の先生に教えて
もらえる
「お 達 者 ク ラ ブ
（足 若 の
日）」を開催しています。
みんなで集まって楽しみながら、
体力づくりをしてみませんか？

○開催日 ４月４日・18日
（水）
○時 間 午前10時15分〜午前11時
○場 所 パンケの湯多目的ホール
○講 師 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 井澤 榮子氏
○参加料 無料（ただし、
入浴する場合は入館料
が必要です）
○その他 申込不要。お気軽にご参加ください。
当日は、送迎サービスの時間の30分
前に、
ふれあい号で送迎を行います。

※毎週水曜日の夕方（午後４時鶉プール下発）
も試験運行中です。停車場所など詳し
い内容はパンケの湯にお問い合わせください。
【毎週金曜日】
・行き さわやかトイレ前発
・帰り パンケの湯発

ષगஂأڡ

10：20 → パンケの湯着
10：28
12：40 → さわやかトイレ前着 12：48

電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

●春到来、４月からメニューを新たにした盛合わせコースが登場！
春の宴会に合わせ、
盛合わせコースのメニューを新しくしました！
歓迎会などに是非どうぞ！
（ご予約はお早めにお願いいたします。）
■盛合わせコースメーニュー
3,100円コース/オードブル、
季節のサラダ、刺身３点盛、
山菜バラ寿司、冷そば他全７品
上記の他に3,600円コース
（全８品）
、4,100円
（全９品）
もご用意
しております。
５名様以上要予約！無料送迎もいたします。詳しくはフ
ロントまでお気軽にご連絡ください。
パンケの湯オリジナル「にじます燻製醤油」絶賛発売中！ 380円（150ml）
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パンケの湯無料送迎バス︵毎週月・木曜日運行︶について

町 民の皆さんにパンケの湯で健 康づくりをしていただけるよう ︑
無料送迎バスを運行しています︒
ご近所お誘い合わせの上︑
ぜひご利用ください︒

※気象・交通状況などにより︑到着時間が前後する場合が
ありますので︑
ご了承ください︒

（送り便）
（迎え便）
10:00 S55鶉改良住宅入口（鶉ﾌﾟｰﾙ下） 13:00 温泉
10:00 S53改良住宅前（旧鶉浴場前） 13:02 本町分譲団地入口
13:03 東山高齢者住宅前
10:01 旧緑が丘浴場前
13:05 東町浴場前
10:02 緑が丘集会所
13：07 朝駒集会所
10:03 下鶉東２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
13:08 朝駒5号棟付近
10:04 下鶉生活館
10:05 下鶉南１条２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前） 13:09 さわやかトイレ
13:10 中央２丁目
10:05 鶉橋西側
13:10 町民センター
10:07 鶉本町生活館
13:12 中央ふれあいセンター
10:08 双葉保育園
13:13 鶉本町公住入口
10:10 中央ふれあいセンター
13:14 鶉本町生活館
10:11 町民センター
13:16 鶉橋西側
10:11 中央２丁目（ｽｰﾊﾟｰ向かい）
13:16 下鶉南１条２丁目
10:12 さわやかトイレ
13:17 下鶉生活館
10:13 朝駒5号棟付近
13:18 下鶉東２丁目
10：14 朝駒集会所
13:20 緑が丘集会所
10:16 東山高齢者住宅前
13:21 旧緑が丘浴場前
10:18 東町浴場前
13:22 S53改良住宅前
10:20 本町分譲団地入口
13:22 S55鶉改良住宅入口
10:25 温泉

町からのお知らせ
４月１日からの役場体制
（係長以上）
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ご融資金利 年5.0％、年7.0％、年9.0％、年14.0％
（固定金利・保証料含む） （平成2７年４月１日現在）
※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年0.20％優遇いたします。

・ご融資額 ５００万円以内 ・ご利用期間 １０年以内
※保証会社の審査によって、
ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問い合わせください。

北門信用金庫

上砂川支店

℡６２−２２１１

他金融機関、
クレジット、
消費者金融

借換もOK

ご利用中のローンの

ほくもんローンプラザ
「まねき猫」
土・日も相談ＯＫ 10:00〜18:00
※火・水・祝祭日休業
お問い合わせは 0120-954611
滝川市栄町３丁目５番１５号
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暮らしの
広場

人のうごき（２月15日〜３月14日届出分）

̤౪̤̠̮̰̞̳͛́͂͘Ȫࠉઠၞȫ
住

所

保護者

̤̩͙͞૭̱ષ̬̳͘Ȫࠉઠၞȫ

月日

佐藤

輝明

（中

央） 千秋

２／21

増原

詠太

（中

央） 健太

３／10

住
禎子 （中
佐藤 喬夫 （中
原井

田中

昇

（朝

所

年齢

月日

央）

76

２／19

央）

75

２／23

駒）

82

３／11

ご厚志ありがとうございます
ུྵႻ൱ழࣣ՞໐!տ֥ಿ!௩ঊ!̯̥֚ͭͣ
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235-111
水洗化済み・修繕済みの住宅（３月15日現在）

町営住宅入居者募集
町では、
東鶉・緑が丘（３階建）
・中央を除く
公営住宅の入居者を募集しています。
その他の住宅も募集していますが、
修繕な
どで入居までにお時間を頂く場合がございま
すので、
希望される方はお早めにご相談くだ
さい。
■問合先 管理係（☎６２−２２２１）

４月のゴミ収集日
資
第1水曜日（４月４日）

曜日 第3金曜日（４月18日）
地域

下鶉・緑が丘
鶉本町・鶉
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住宅入居時には、
敷金として家賃の２か月分が必要です。

■問合先 住民課生活環境係（☎62−2220）

源

第2水曜日（４月11日）
第4水曜日（４月25日）

東町・東山・朝駒
本町・中町・東鶉・中央

燃やせないごみ・危険ごみ・小型家電
４月11・25日（第2・4水曜日）
燃やせるごみ・生ごみ
毎週月・木曜日 緑が丘・鶉・中央・朝駒・本町
毎週火・金曜日 下鶉・鶉本町・東鶉・中町・東山・東町
●ごみ袋には、必ず名前を記入してください。

ご

み

●午前８時まで拠点に出してください。
●空き缶・空きびんは、ゆすいでから拠点に出してください。
●必ず栓（せん）を抜いてから拠点に出してください。
●ダンボール・新聞紙は梱包して、雑紙は紙袋に入れる
か梱包して資源ごみで出してください。

粗
大
ご
み
４月18日 （第3水曜日）
●午前８時まで拠点に出してください。
●粗大ごみを出す人は、13日（金）までにご連絡ください。
●粗大ごみ券には、氏名の記入をお願いします。
●粗大ごみには「粗大ごみ処理券」を貼る必要があります。
●テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・冷凍庫は
収集できません。 （購入、または買い換えた家電販売店、メ

ーカーなどでの引き取りが必要です。）

※最近、分別されていないごみが多く出されています。分別されていないごみは回収できませんので、
決まりを守って正しく出してください。

!ː͈අค
35Ȇ36Ȇ37͈ˏۼ
毎月10・20・30日・特売日はダイヤモンドスタンプ２倍
電話１本で送迎サービスいたします
ުאশۼȁࡿஜ˕শȡࡿࢃ˓শȪȆਿȁࡿࢃ˒শྐȫ
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今日は何の日？（今月のカレンダー）
見やすいところに保管して、いつでもご利用ください
★印行事の問合先は役場保健予防係
◆印行事の問合先は教育委員会社会教育係

2 月

・役場
・教育委員会
・社会福祉協議会

♥印行事の問合先は地域包括支援センター

双葉保育園入園式

介護保険オンブズパーソン定例相談
役場東館２階中会議室/午後１時〜午後４時
18 水

★足若の日（転倒予防教室）

19 木

上砂川岳温泉/午前10時15分〜午前11時

中央小学校/午前10時〜

20 金

６ 金

上砂川中学校入学式

双葉保育園/午前10時〜午前11時30分

わかりやすいツボ講座
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜午前11時30分

上砂川中学校/午後１時45分〜

第４回北海道シニア素人そば生粉打ち名人大会

★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
９ 月

体育センター/午後９時〜
（詳細は、
16ページイベント情報参照）
21 土

まちの駅ふらっと/午前10時30分〜午前11時30分

絵本DEコッコロ

yoga for Kamisunagawa

町民センター/午前10時〜正午

まちの駅ふらっと/午前10時40分〜午前11時30分

上砂川町長選挙 投票日

22 日

15 日 各投票所/午前７時〜午後７時
（詳細は、２ページ上砂川町長選挙についてを参照）

23 月

♥カフェまちなか
まちの駅ふらっと/午前10時〜正午

25 水

♥認知症・介護相談

第10回北海道素人そば生粉打ち名人大会
体育センター/午前9時〜

★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
まちの駅ふらっと/午前10時30分〜午前11時30分

初心者のための手話講座
まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時

まちの駅ふらっと/午前10時〜午後３時

★病態栄養相談

札幌弁護士会 無料法律相談会

町民センター/午前9時30分〜正午

17 火 役場東館２階小議室/午後１時30分〜午後３時30分
（詳細は、16ページイベント情報参照）
18 水

定例行政相談
役場東館２階小会議室/午後１時30分〜午後3時30分

おひさまル〜ム

中央小学校入学式

16 月

初心者のための手話講座
まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時
（詳細は、16ページイベント情報参照）

3 火 役場東館２階小議室/午後１時30分〜午後３時30分
（詳細は、16ページイベント情報参照）

13 金

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

双葉保育園午前10時〜

札幌弁護士会 無料法律相談会

4 水

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

★足若の日（転倒予防教室）
上砂川岳温泉/午前10時15分〜午前11時

★町民センター健康相談・きっずとママのもしもしコーナー
町民センター/午後１時30分〜午後４時
27 金

◆奥沢パークゴルフ場オープン（予定）
奥沢パークゴルフ場/午前８時30分〜

●発 行／上砂川町 ●編 集／企画課 ●印 刷／︵株︶
テラックス

１日 いとうクリニック（☎５５−３３５５）
1 5 日 細谷医院（☎５２−３０５７）
8・22・29・30日 砂川市立病院（☎５４−２１３１）

今月の休日救急当番医
上砂川町内の
求人一覧

26 木

職

種

電子部品製造

企業名
京セミ㈱

上砂川事業所

（３月15日現在） 介護職員（グループホーム） ㈲フローラ

年

齢

求人数

40歳以下

３

人

不問

２

人

※週間求人情報

配管工

柳川建設㈱

不問

１

人

休日・連休を除く
毎週金曜日更新
役場戸籍年金係
地域振興係
カウンターに配置
（担当 地域振興係）

施設管理係

㈱上砂川振興公社

不問

１

人

大型ユニック車運転手(10t)

㈱岩渕建設

59歳以下

１

人

土木作業員

㈱そらけん

不問

４

人

スライドガラス製造補助員

マイクログラス㈱

59歳以下

５

人

こちらのＱＲコードから、
ハローワークインターネッ
トサービスの「求人情報検
索」を直接ご覧いただけま
すので、ご利用ください。

北海道工場

掲載している求人情報への応募には、ハローワークからの紹介状が必要となりますので、各企業へ
の直接の問い合わせはしないでください。
最新の求人情報や掲載内容の詳細につきましてはハローワーク砂川（☎54-3147）またはハローワ
ークインターネットサービス
（https://www.hellowork.go.jp/index.html）の「求人情報検索」でご確認ください。

上砂川町役場 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10 TEL 0125-62-2011 FAX 0125-62-3773
E-mail:kouhou@town.kamisunagawa.lg.jp URL http://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp/

