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〜ちいさいマチのでっかい魅力。〜

CONTENTS
■平成30年度上砂川町表彰式
■北海道179市町村応援大使2019が決定しました
■平成31年４月認定こども園「ふたば」がスタートします
■上砂川町予算執行状況(平成30年度上半期)
■除排雪作業へのご協力をお願いします
■東山高齢者住宅入居者募集
■年末年始役場開庁日・診療所休診日のお知らせ
ほか

今月の表紙
今月の表紙は、
11月10日(土)に開催さ
れたふらっと１周年大感謝祭の写真です。
2018年11月１日現在
人 口 3,018（−10）
世 帯 1,801（− 7）

男 1,380（− 3）
女 1,638（− 7）
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今年度、表彰・記念品贈呈を受けられた方は次の方々です。
（敬称略)
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上 砂 川 町 が「 北 海 道 1 7 9 市 町 村 応 援 大 使
2019」の対象市町村として当選し、11月24日
（土）
に札幌ドームで行われた北海道日本ハムファ
イターズ「ファンフェスティバル2018」で抽選会
が行われ、中田翔選手、石川亮選手の大使就任が
決定しました。
本町を代表してダイヤモンドスピリッツの林夢華
さん（小４）
がクジを引いてくれました。大役お疲れ
様でした。
両選手は来年1年間、上砂川町のPRなどにご協
力いただけることになっています。どうぞよろしく
お願いします。

林夢華さんと石川亮選手
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※写真はイメージです。

認定こども園は、
保育所と幼稚園の両方の役割を果たすことのできる施設です。
さらに、
認定こども園に通っていない子供に対しても、
子育ての相談や親子の集い
の場を提供いたします。

保育園機能(０〜５歳児)
■対 象 次の「保育を必要とする事由」
に該当する方
１．
共働きの家庭 ２．
お母さんが妊娠中または出産後間もない家庭
保護者の方が常時介護している家庭
３．
保護者の方が病気療養している家庭 ４．
５．
その他(お問い合わせください。)
■保育標準時間 ７時〜18時(保護者の就労等により最大11時間利用可能)
■保育短時間
８時〜16時(保護者の就労等により最大８時間利用可能)

幼稚園機能(３〜５歳児)
■対 象 保護者の就労等に関わらず、
３歳以上で幼児教育を希望する方
■教育標準時間 ９時〜13時(給食後に降園)
■受付期間 平成30年12月３日(月)〜平成31年１月31日(木)
■提出する書類
１．
支給認定書及び入園申込書
２．
平成30年度町民課税(非課税)証明書
※平成30年１月１日時点で町外に住所があった方のみ
(町内に住所のある方は提出不要です。)
※詳細については、申込時に説明いたしますが、
ご不明な点はお問合せください。
■申込・問合先 役場子育て支援係(☎62-2222)
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●一般会計歳入（31億8,273万円）
町税
1億7,466万円
5.5%

଼ĳĺාഽ

使用料及び手数料等
1億8,921万円
5.9%

ࠨॳ

その他収入
3億3,509万円
10.5%
町債
3億1,660万円
10.0%

国・道支出金
3億4,067万円
10.7%

歳入
31億
8,273万円

地方交付税
17億4,757万円
54.9％

平成29年度につきましても、経費の
縮減を図りつつ、限られた財源を有効
かつ効率的に活用し、本町の重要課題
であります定住対策や子育て支援事業
及び教育環境の整備に配慮し事業を進
めてきました。

地方譲与税等
7,893万円
2.5%

●一般会計歳出（30億8,589万円）
議会費
4,206万円
1.4%

職員費
4億5,929万円
14.9%

災害復旧費
313万円
0.1％

公債費
3億5,406万円
11.5%

教育費
2億8,991万円
9.4%

人件費
5億5,046万円
17.8%

総務費
4億3,941万円
14.2％
繰出金
3億7,115万円
12.0%

歳出
（目的別）
30億
8,589万円

会

衛生費
2億3,340万円
7.6％

労働・農林水産業・商工費
7,241万円
2.3%

収

一般会計

普通建設事業費
4億4,011万円
14.3%

入

支

維持補修費
7,527万円
2.4%

出

31億8，
273万円 30億8,589万円

国民健康保険特別会計

物件費
3億2,020万円
10.4%

補助費 等
4億7,528万円
15.4%

扶助費
3億2,398万円
10.5%

計

歳出
（性質別）
30億
8,589万円

積立金
1億6,763万円
5.4%

民生費
7億2,550万円
23.5％

消防費
1億5,778万円
5.1%
土木費
3億894万円
10.0%

貸付金など
775万円
0.3%

公債費
3億5,406万円
11.5%

翌年度繰越金

差

引

積立金現在高

0万円

9，
684万円

25億4,204万円

２億 446万円

２億 446万円

0万円

0万円

１億1,590万円

6,977万円

6,977万円

0万円

0万円

0万円

下水道事業特別会計

1億3,814万円

1億3,813万円

1万円

0万円

0万円

水道事業会計

2億9,496万円

2億9,496万円

0万円

0万円

0万円

７億 733万円

7億 732万円

1万円

0万円

１億1,590万円

38億9,006万円 37億9,321万円

1万円

9，
684万円

26億5,794万円

後期高齢者医療特別会計

特別会計の合計
総

合

計
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町民の皆さんに町の財政状況をより知っていただくため、平成30年度上半期の予算執行
状況についてお知らせいたします。
今後も財政の健全化に努めながら、人口減少対策や少子高齢化・子育て支援対策を重点課
題として、予算を適正に執行してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

๊֚ٛࠗ
●歳入

予算額

収入済額15億6，
250万円
（44.5％）

未収入済額19億5,030万円
（55.5％）

(歳入・歳出ともに)

●歳出 35億1,280万円

未支出済額24億5,158万円
（69.8％）

支出済額10億6,122万円（30.2％）

収入済額内訳

支出済額内訳

国・道支出金
1億42万円
6.5%

その他収入
1億2,349万円
7.9%

議会費
2,231万円
2.1%

町税
1億224万円
6.5%

使用料及び
手数料 等
8,154万円
5.2%

総務費
8,324万円
7.8%

職員費
2億2,275万円
21.0%

地方譲与税等
3,947万円
2.5%

民生費
3億2,419万円
30.6%

公債費
1億4,479万円
13.6%
地方交付税
11億1,534万円
71.4%

教育費
5,505万円
5.2%

衛生費
6,021万円
5.7%
消防費
7,400万円
7.0%

土木費
4,920万円
4.6%

労働・農林水産業
・商工費
2,548万円
2.4%

අ༆ٛࠗ
会

計

名

予

算

額

収入済額

収

入

率

支出済額

執

行

率

険

9,518万円

2,069万円

21.7%

5,594万円

58.8%

後 期 高 齢 者 医 療

7,429万円

2,000万円

26.9%

2,099万円

28.3%

業 １億6,482万円

1,339万円

8.1%

6,219万円

37.7%

水 道 事 業 （ 収 益 的 ） １億3,381万円

4,452万円

33.3%

3,460万円

25.9%

0万円

0.0%

6,170万円

36.4%

国

下

民

水

健

康

道

保

事

収入 １億1,858万円
水道事業（資本的）
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支出 １億6,963万円
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・水槽付ポンプ自動車更新事業
・ハザードマップ更新事業
・高齢者運転免許証自主返納支援事業
・有害鳥獣対策事業
本年度は、高齢者支援施策の充実、子育て支援 ・下鶉分譲団地整備事業
及び次代を担うこどもたちを育成する教育環境の ・災害備蓄品整備事業
・橋梁長寿命化補修事業
整備を中心とした事業を展開しております。
・公営、
改良住宅改修事業
・上下水道整備事業
など

࠲ࢫ̧̧̞̞́͂༥̵̻ͣͥ͘

・認定こども園等複合施設建設事業（園舎建設業務）
・保育園運営事業（障害児保育の実施・保育料の軽減）
・インフルエンザ予防ワクチン接種費用助成事業
・特定不妊治療費助成事業
・妊婦一般健診費用助成事業
・小中学生給食費半額助成事業
・高校生以下医療費助成事業
・介護用品等支給券交付事業
・高齢者等冬の生活支援事業
・高齢者と園児等の交流事業
・敬老祝品贈呈事業
ྛႁ͂ڰႁ̦̜͏̻ͦͥ͘
・在宅高齢者等除雪サービス事業の拡充
・シェアハウス活用事業
・除雪費助成事業
など
・プレミアム付商品券発行事業
・雇用対策事業
・観光振興対策事業
など

̜ͣͥ͠ଲయ̦ཅ̥͚̻̈́ͬ֗͘
・小中学校 ICT 活用事業
・小中学校卒業アルバム助成事業
・小中学校修学旅行助成事業
・公設学習塾の開設
・夏休み短期子ども水泳教室
・高校就学費等助成事業
・福井市鶉地区との相互交流事業
・町民芸術鑑賞会
・各町児童公園整備事業
・郷土芸能保存会への支援

͙̻ͭ̈́́ͥ͘
・多世代交流拠点施設「ふらっと」
活用事業
・民間賃貸住宅家賃補助事業
・「地デジ広報」
による情報発信
・地域おこし協力隊推進事業
・上砂川移住定住促進事業
など
など
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冬の暮らしを快適に過ごすために 除排雪作業へのご協力をお願いします
今年も間もなく、本格的な降雪期を迎えます。
町では、町民の皆さんに快適に過ごしていただくため除排雪作業を行います
が、効率よく円滑に作業を進めるためには町民の皆さんのご理解とご協力が不
可欠です。
除排雪作業について
除排雪作業は、積もった雪を路肩や路側帯、空き地などに寄せて道路を確保する除雪作業と、
寄せた雪を別の場所へ運び、次の除雪作業に備えるための排雪作業の２つに分けられます。
①除雪作業 ・15センチの降雪を目安に行い、多くの皆さんが通る幹線道路や通学路を優先的に除雪します。
・午前１時30分から開始する早朝除雪と、朝８時30分から開始する一般除雪とに分けて行います。
②排雪作業 ・除雪で寄せた雪を別の場所へ運び、雪を寄せる場所を確保するための作業です。
・日程を決めず、道路の状況に応じて行います。
町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◯雪を道路などに出さず、家の周りの雪は広場や空き地、自宅内の敷地で処理してください。
・道路に雪を出すと、人や車の通行の支障となって大変危険です。
・早朝除雪を行った道路はその日の日中の除雪作業を行いませんので、絶対に雪を捨てないでください。
◯除雪車が通った後に、雪が残ってしまうことがあります
・細心の注意を払って作業を行っていますが、除雪車の構造上、雪が残ってしまうことがあります。
小さなものであれば除雪をして取り除いていただくなど、ご理解とご協力をお願いいたします。
◯排水溝に雪を捨てないでください
・上砂川町の排水溝は、雪を捨てることができるようになっていません。雪を捨てると詰まる原因と
なり、水があふれて水害を起こすこともありますので、排水溝には雪を捨てないでください。
◯路上駐車は絶対にしないでください（悪質なものは警察に通報します）
・1台の路上駐車のためにその道路全ての除雪ができなくなり、除雪車が積雪で駐車車両に気づか
ず、接触してしまうおそれもあります。
◯除雪作業車に注意してください
・町外で除雪車による人身事故が発生しており、特に高齢者や子どもの事故が多くを占めています。
運転には十分注意していますが、吹雪で視界が悪い時など特に危険ですので、除雪車のそばを通
らないなど、注意をお願いします。

下水道は正しく使用しましょう
冬期間は道路での修理が困難となり、下水道管が詰まったり、ポンプが停止すると、その地域の水洗
トイレの使用ができなくなります。また、詰まった原因者が特定できる場合は、工事費の請求をさせて
いただくことになりますので、絶対に流さないでください。
流してはいけないもの
ガーゼ、ゴム製品、水洗トイレで使用できない紙、生理用品、油類、薬剤のカプセル、
ビニール製品、
タオル、靴下、避妊具、砂や石が付いたペットの糞、魚や鳥の骨など

（

）

水道管の凍結に注意しましょう
水道が凍結する季節を間もなく迎えます。水道管はマイナス４℃以下になると床下や屋内でも凍結
し、管が破裂することがありますが、ちょっとした心がけで凍結を未然に防ぐことができます。
水を落とすときは
①蛇口をいっぱいに開ける ②水抜栓のハンドルやレバーを確実に止まるまで動かす
※②の操作が不完全だと水が完全に抜けず凍結しますので、確実に行ってください。
※長期間家を留守にするときは、役場上下水道係に連絡ください。
（外で水を止めます）
万が一、凍らせたときは
下記の指定工事店に連絡して、早急に修理をお願いしてください。
※直接熱湯をかけると管が割れますので絶対にしないでください。
凍結したまま放っておくと管や蛇口が破裂しますので必ず修理してください。

◯町内指定工事店
7 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

柳川建設（☎62-2309） 三鉱建設（☎62-2121）

11/

10/

町長室で固定資産評価審査委員会委員を再
任した東海一男氏の発令式が行われました。

町民センターで上砂川町社会福祉大会
が行われました。

７ 固定資産評価審査委員会委員発令式

27 上砂川町社会福祉大会

11/

10/

地域おこし協力隊に着任したエクルンド
藍さんの委嘱式が行われました。

上砂川中学校で食育講演会が行われま
した。

11/

11/

プチ・
トリフ山屋さんを講師に親子で
ケーキのデコレーションを行いました。

上砂川町の獅子神楽100周年を記念し
て町民センターで祝賀会が行われました。

７ 地域おこし協力隊委嘱式

８ おひさまル〜ム

31 上砂川町食育講演会2018

４ 獅子神楽100周年記念祝賀会
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11/

21

上砂川中学校バドミントン部
新人戦全道大会出場報告

上中バドミントン部の生徒が新人戦全道
大会の出場報告に役場を訪れました。
11/

26 給食で福井のお米を食べました

鶉地区自治会連合会からコシヒカリが届
き、
小・中学校の給食で美味しく食べました。
９/

26 8020運動表彰式

11/

10 全町ミニバレーボール大会

体育センターで開催され、
「よっしーず」
が優勝しました。
11/

14

全日本菊花連盟全国大会
彩胡流星の部で日本一

土屋昭吉さんが福岡県で開催された全
日本菊花連盟全国大会に出場し、彩胡流星
の部で日本一に輝きました。
11/

16 認定こども園ふたば保護者説明会

8020運動(80歳まで歯を20本残そ
う)を達成した高城節子さんと横溝玲子さ
んの表彰式が行われ、奥山町長から表彰
状と記念品(歯ブラシ１年分)が手渡されま
した。

9 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

双葉保育園で認定こども園「ふたば」の
保護者説明会が行われました。

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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■と

き

12月５日
（水）
午前10時〜 11時30分
■ところ 双葉保育園内子育て交流室
■対 象 就学前の親子
■内 容 ものづくり作家Chaoさんをお招き
し、かわいいお正月飾りを作ります。親子で楽
しみながら世界に一つだけの飾り物を作りませ
んか？
■持ち物 上靴
■申 込 準備の都合上、2日前までに
双葉保育園へご連絡ください。

̬ᏋטỉấӐᢋểᢂỗạὲ
■と

き

■ところ
■対 象
■内 容
。
■持ち物
■申 込

12月20日
（木）
午前10時〜 11時30分
双葉保育園内子育て交流室
就学前の親子
同年齢の保育園児と一緒に遊びます
上靴
準備の都合上、2日前までに
双葉保育園へご連絡ください。

※参加されたお子さんや12月生まれのお子さ
んに素敵なプレゼントをご用意しています！

 ܇Ễờପ ဒ ɥ ପ ˟
■と き
■ところ
■入場料
■申 込
■主 催
■問合先

12月８日(土) 午前10時〜正午
町民センター２階大ホール
無料
なし
上砂川町子ども会育成連絡協議会
教育委員会社会教育係
（☎62-2881）

キッズとママのもしもしコーナー
子育ての息抜きにふらっと立ちよってお話でも
しませんか？お子さんの体重測定も行えるので、
お気軽にお越しください！
■と き 12月20日
（木）午後１時30分〜４時
■ところ 町民センター内健康相談室

■と

き

12月15日・22日(土)
午前10時〜正午
12月21日(金)
午後３時30分〜５時30分
中央ふれあいセンター
教科書・プリント・鉛筆・消しゴム

■ところ
■持ち物

ἢἛἱ ὅἚὅίᾃ῍ᾅ࠰ဃὸ
■と

き

12月６日・13日(木)
午後２時30分〜４時30分
12月20日
（木）
午後３時15分〜５時15分
■ところ 中央小学校体育館
■持ち物 上靴を用意してください。

ዋஜᵢᵣἅἕἅἿ
ἣ  Ἵ Ἁ Ỵἑ Ὂ ử ế Ẫ Ếềᢂ ỗ ạ ὲ
■と

き

■ところ
■内 容
■対 象
■服 装
■問合先

１月17日(木)・18日(金)
午前10時〜正午
町民センター
パネルシアターの作成し、発表を
予定しています。
小学１年〜６年生
汚れても良い服装
教育委員会社会教育係
（☎62-2881）

ӑᓶ̬ᏋטỂỊλטỉӖ˄ử
᨟ᘍẾềẟộẴὲ
上砂川町では、子育て支援の一環として、
「保育料を国の基準時から30%軽減」した額
としています。）お子さんの入園を考えている
方はお気軽にご相談ください。

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〜４時30分
■と こ ろ 双葉保育園（☎62-4254）
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 10

平成3１年上砂川町成人式のお知らせ
平成3１年上砂川町成人式は、1月１２日（土）午後2時から、町民センターで行う予
定です。
■対象者 ①平成１０年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方
②平成２６年３月に上砂川中学校を卒業した方
■案内
教育委員会では、来年１月12日(土)に成人式を計画していますが、町外に住民登録
を移した場合については、個人情報保護の観点から、現在の住所を把握することが難
しくなり、連絡できない方がいます。
上記の対象者で、上砂川町の成人式に出席する意思のある方がいましたら、同級生
同士で連絡を取り合い、その方の氏名や現住所をお知らせくださいますようお願いい
たします。
■連絡先 教育委員会社会教育係（電話６２−２８８１）

ྦྷΓϋΗȜ

23͈̤̳̳͛!ٰུȆൺ
◆おててがでたよ
林明子
◆かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック
◆ぎゅっ
ミフサマ
◆アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ

今月の１冊

◆みえるとかみえないとか
ヨシタケシンスケ

〈出版社からの内容紹介〉
宇宙飛行士のぼくが降り立ったのは、なん
と目が3つあるひとの星。普通にしているだ
けなのに、「後ろが見えないなんてかわいそ
う」とか「後ろが見えないのに歩けるなんて
すごい」とか言われて、なんか変な感じ。ぼ
くはそこで、目の見えない人に話しかけてみ
る。目の見えない人が「見る」世界は、ぼく
とは大きく違っていた!

≪親子貸出券について≫
通常の本の貸出は一人につき絵本・児童書を含み５冊までとなっていますが、就学前のお
子さんがいらっしゃる場合は１０冊まで借りることができます。（一般書は５冊まで）
※貸出期間は２週間です。

11 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ
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役場：６２−２０１１

募集＆試験
役場臨時公務補の募集

双葉保育園臨時給食調理員募集

２名
役場庁舎内外の雑役作業（草刈・除雪
・営繕ほか） ※隔週勤務
■採用条件 町内に居住する満62歳以下の健康な方
■選考方法 面接による
■採用予定日 平成31年４月１日
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し提出
■申込締切 12月14日（金）
■申込・問合先 役場庶務係（☎62-2011）

■募集人員 １名
■勤務内容 保育園の給食調理に関すること
■採用条件 町内に居住する満62歳以下の方で、
調理師資格を有する、又は調理経験のある健康な方
■選考方法 面接による
■面接日 12月19日(水) 午前10時
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、資格
を有する場合は証明する書類の写しを添えて提出
■申込締切 12月14日
（金）
■申込・問合先 役場子育て支援係（☎62-2222）

■募集人員
■勤務内容

交通安全指導員募集
■募集人員 ２名
■勤務内容 交通指導
■勤務日 交通安全運動期間及び毎月１日・15日
(土日祝を除く)
■採用条件 町内に居住する満62歳以下の健康な方
で普通自動車免許を有する方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、運転
免許証の写しを添えて提出
■申込締切 12月14日（金）
■申込・問合先 役場生活環境係（☎62-2220）

婦人交通安全指導員募集
■募集人員 ３名※日額賃金
■勤務内容 登下校時の学童に対する交通指導
■雇用期間 平成31年４月１日から【毎年更新】
■勤務日 小学校の開校日
■採用条件 町内に居住する満62歳以下の健康な方
で普通自動車免許を有する方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、運転
免許証の写しを添えて提出
■申込締切 12月14日（金）
■申込・問合先 役場生活環境係（☎62-2220）

平成31年度認定こども園「ふたば」
清掃員の募集
■募集人員
■勤務内容
■採用条件

２名
保育園の除雪に関すること

町内に居住する満62歳以下の健康な方
■選考方法 面接による
■面接日 後日通知いたします。
■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 12月26日
（水）
■勤務開始日 平成31年４月１日※予定
■申込・問合先 役場子育て支援係（☎62-2222）

町内環境整備作業員募集
■募集人員
■勤務内容

１名
町道・公共施設等の草刈、ゴミ撤去
除雪ほか
■採用条件 町内に居住する満62歳以下の健康な方
で普通自動車運転免許を有する方※AT限定不可
■選考方法 面接による
■採用予定日 平成31年４月１日
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、運転
免許証の写しを添えて提出
■申込締切 12月14日（金）
■その他 除雪作業時に１時間程度の早出有り
■申込・問合先 役場建設係（☎62-2221）

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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第８回危険物取扱者試験
第４回消防設備士試験

高齢者等冬の生活支援券の交付について
上砂川町では、在宅で生活する高齢者世帯
等に対し、燃料費以外にも幅広く利用できる
「冬の生活支援券(5,000円分)」を交付して
いますが、まだお受け取りになっていない方
は、印鑑をご持参の上、利用期限である平成
31年２月28日(木)までに役場福祉係でお
受け取りください。詳細は11月号の町広報を
ご覧ください。
■問合先 役場福祉係(☎62-2222)

な

■試験日 平成31年１月20日
（日）
■試験地・種類 危険物：旭川市ほか５市/全種
設備士：札幌市、旭川市ほか５市/全種
■申込方法 書面申請用願書は上砂川支署予防係に
あります。また、
インターネットでも申請できます。
（http://www.shoubo-shiken.or.jp）
■受付期間
書面申請：12月３日
（月）
〜10日
（月）
インターネット申請：12月７日
（金）
まで
■問合先 砂川地区広域消防組合砂川消防署
上砂川支署予防係（☎62-2021）

東鶉町営住宅の入居者募集について

■申込先

役場管理係（☎62-2221）

■募集住宅 住 所 東鶉北３条３丁目１番４−23（３階建の２階）
■平面図
間取り ３ＬＤＫ（73.75㎡） 家 賃 20,300円〜
■入居資格
・現在、住宅に困っている世帯
・世帯の人全員が税金や住宅料・水道料などを滞納していない
・暴力団員等でない（同居しようとする親族全員）
・世帯の中に１人以上、給与所得者または年金所得者がいる
※入居資格を満たしていない方は、申込みできません。
■そ の 他 共用灯電気料（月２,０００円程度）が必要です
■申込受付 12月３日（月）〜 14日（金）（土日を除く）
■そ の 他 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。

除雪の心配がない！
！東山高齢者住宅の入居者募集

※詳細はお問合せください。

ခࡠٛ২ȁ·ρͼ
中央南１条３丁目 ☎６２−６２６８
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押入

便所

土木作業員募集中

物置

浴室

■募集住宅
■間取図
住 所 東山北１条２丁目４番５号
玄関
間取り １ＬＤＫ 56.92㎡ 家賃 16,000円〜
■入居資格
和室
洗面室
６帖
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、次の１つに該当する方。
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、現在住んでいる住宅で
居間･食堂
日常生活を営むことが困難な方
12帖
②家庭の事情により、家族との同居が困難な方
■申込受付 12月３日(月) 〜 17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、 バルコニー サンルーム
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。
■申込先 役場福祉係（☎62−2222）

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

歳末たすけあい募金にご協力をお願いします

滝川保健所よりお知らせ
こころの健康相談
■と き 12月13日(木)午後２時〜４時30分
■ところ 滝川保健所
■その他 前日の午後４時までに事前予約が必要。
虹の会(ひきこもり家族交流会)
■と き 12月14日(金)午後１時30分〜３時30分
■ところ 滝川市まちづくりセンター「みんくる」
■その他 初めて参加する方は事前予約が必要。
■申込・問合先 滝川保健所健康支援係（☎24-6201）

共同募金上砂川分会では、12月３日(月)から歳末
たすけあい募金を受け付けています。
この募金は北海道共同募金会を通じて、国や地方の
制度では手の届きづらい支援を要する人々に使われて
います。
多くの町民の皆さんのご厚志をお願いいたします。
■受付場所 社会福祉協議会事務局（☎62-2882）

札幌弁護士会無料法律相談会のお知らせ
札幌弁護士会無料法律相談会
お知ら

債務整理、交通事故、離婚、悪徳商法など、
どのような
相
相談でもお受けしますので、
お気軽にご利用ください。
滝川自衛隊クリスマスコンサートを開催します。 ■
■とき・ところ 午後１時30分〜午後３時30分
第11音楽隊の演奏、滝川駐屯地しぶき太鼓の演舞の
㛤ദ᪥
ሙᡤ
ᢸᙜᘚㆤኈ
ほか、オペラ歌手給前孝春氏の出演もあり、盛りだ
㻠᪥㻔ⅆ㻕
ᖹᒣ䚷ㄔᘚㆤኈ
ᙺሙᮾ㤋䠍㝵➨䠑㆟ᐊ
くさんの音楽イベントです。ぜひ、ご来場を！
㻝㻤᪥㻔ⅆ㻕
ᑠᯘ䚷ᮭᏘᏊᘚㆤኈ
■と き 12月16日
（日） 開場：午後１時〜
注
注意点
■ところ たきかわ文化センター ■入場料 無料
相談時間は１人30分です。予約の方が優先されます。
■問合先 滝川駐屯地広報班（☎22-2141）
歌志内市と赤平市でも同様の相談会を開催しております。
歌
■申込・問合先 役場戸籍年金係（☎６２−２２２０）
■

滝川自衛隊クリスマスコンサート

世界人権宣言啓発書画全国巡回展
本年が世界人権宣言採択70周年に当たることから、
広く世界人権宣言の周知を図るとともに人権尊重思想の
普及高揚を呼び掛けるため、巡回展を開催します。
■と き 12月17日
（月）
〜21日(金)
８時30分〜午後５時15分
■ところ 札幌法務局滝川支局
■展示内容 世界人権宣言啓発書画パネル原画
■入場料 無料
■問合先 札幌法務局滝川支局(☎23-2330)

健康の里「ロコモティブシンドロームと体力測定」
健
■
■と
き １２月４日(火) 午前10時〜正午
■ところ 上砂川岳温泉パンケの湯
■
体力を測定して冬の体力低下に備えましょう！砂川
体
市立病院のリハビリの先生に個人面談で身体の動き
市
についてアドバイスしてもらえます。
に
★参加費無料 ★町内送迎バス付き ★要予約
★
■問合先 役場地域振興係(☎62-2223)
■

★町民センター健康
★町民センタ
健康・栄養相談 今月のイチオシ！
小さな街のクリスマスコンサー
リスマスコンサ ト！
上砂川在住のエクルンド藍と給前孝春によって結
成された声楽ユニット「ふらっと」の第２回公演を
行います。クラシックの名曲やクリスマスソングで
寒い冬を熱く盛り上げます！
■と き 12月23日
（日）
午後２時30開場 午後３時開演
■ところ 町民センター２階大ホール
■入場料 無料
■問合先 まちの駅ふらっと エクルンド藍(☎74-6400)

町民の身近な健康チェックの場として、月に一度
保健師・栄養士が町民センターにて健康相談を実施
保
しています。今月は、カラダまるごとチェック(体脂
し
肪率や推定骨量、体内年齢等)ができる機械を用意し
肪
ていますのでお気軽にご利用ください。検査にかか
て
る費用は無料です。
る
■と き 12月20日
（木） 午後１時30分〜４時
■
■ところ 町民センター
■
■
■内 容 １分で分かるカラダまるごとチェック
■問合先 役場保健予防係（☎62-2222）
■

今年も３台体制で頑張ります！
プレミアム付商品券使用できます。
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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新年交礼会のお知らせ
町内関係機関・団体、一般の方が年頭の挨拶を交わし、交流を深めるため、町、商工会議所、
地区連合会の共催により、
新年交礼会を開催します。
一般参加を希望する方はお申込みください。なお、町、商工会議所、地区連合会関係の方は、
それぞれの団体で参加者を取りまとめいたします。
■と き 平成31年１月７日(月)午後５時
■ところ 町民センター２階大ホール ■会費 3,500円 ■申込締切 12月14日(金)
■申込先 役場庶務係(☎62-2011)

10月から地デジ広報配信中！
10月からUHB（8チャンネル）のデータ放送を利用し、テレビで上砂川町の情報を確認できる「地デ
ジ広報」を始めました。防災情報やイベント情報などを配信しますので、ぜひご覧ください。
■地デジ広報の利用方法
１

３

２

８

黄

d

UHB(8ch) を選びます。 「d ボタン」を押します。 「黄色ボタン」を押します。

■問合先

「地デジ広報」の画面が表示されます。

役場地域振興係（☎62-2223）

ΰσΏȜ̮͉ͭȁĲĳ͈τΏά

ȡΐλ΄ͼκ͈ρΎΣͺ໓ȡ

☆クリスマス料理にぴったり！
！ひき肉に調味料を混ぜるだけなのに豪華に見えます。
にんにくはお好みで調整してください。アルコールのおつまみにも相性抜群です。

ᮦᩱ䢪凪ேศ䢫䯲䢴䢸償兗儥儹免儈儵兗働
儜兇儐儈兆傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢䢢傍䢢䢸䢲䢲䣩
㇜僘傳⫗傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍䢵䢲䢲䣩
儸兠兂兗傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢䢢䢷䢲䣩
儣兂儱儒傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢䢢䢷䢲䣩
儯兗儜兗傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢䢢䢷䢲䣩
傰僳傽儯兗儯儓傍傍傍傍䢢傻傾䢳䢱䢴
儮儨充儔傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍ᑡ傑
ሷ傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢傍傍傍傍傍傍傍䢢䢵䣩
儕儥兇儧儻傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢傍傍䢳䢲䢲䣩
傽僭催僬傍傍傍傍䢢䢢䢢傍傻傾凣䢪䢳䢺䣩䢫
ᑠ㯏⢊傍傍傍傍䢢䢢傍傻傾処䢪䢵䢴䣩䢫
∵ங傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢䢴䢲䢲䣯䣮
儸儚⏝儥兠儞傍傍傍傍傍傍傍䢢䢢䢳䢲䢲䣩

≪作り方≫
①ジャガイモは、半分に切って２〜３ミリのスライスにする。(スライサ
ーでも良い)ピーマン、タマネギはみじん切り、ニンジンはすりおろす。
②ボウルにひき肉、塩、ナツメグ、にんにく、ケチャップ、しょうゆを
入れて粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。ピーマン、タマネギ、ニン
ジンを加えて混ぜる。
③スライスしたジャガイモ(半量)をフライパンに敷き詰め、小麦粉(半量)
を全体に振り、ひき肉(半量)をのせ、全体に広げる。残りのジャガイモ、
小麦粉、ひき肉の順に重ね、牛乳を下まで行きわたるように全体に回
し入れ、チーズを散らす。
④フタをして中火にかけ４分ほど火にかけ沸騰してきたら、18 〜 20分
蒸し焼きにする。焼き終わったら火を消し、５〜 10分ほど蒸らして落
ち着かせる。フライパンの中で８当分に切り分け皿に盛る。
1人分

279Kcal

塩分 2.0ｇ

ǄƘǋǜȕȪȸȭȸȳƀǇƶƖཱྀƁ
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
15 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

上砂川支店

℡６２−２２１１

上砂川町食生活改善推進協議会
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

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 12月5日・19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。

᭶䚷䚷᪥
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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

パンケの湯年末年始営業時間

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） 12:45 温泉
12:47 本町分譲団地入口
10:01 S53改良住宅前（旧鶉浴場前）
12:48 東山高齢者住宅前
10:02 緑が丘団地前
12：52 朝駒集会所
10:03 緑が丘集会所
12:53 朝駒5号棟付近
10:04 下鶉東２丁目
（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
12:54 さわやかトイレ
10:05 下鶉生活館
12:55 中央２丁目
10:06 下鶉南１条２丁目
（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
12:56 町民センター
10:07 鶉橋西側
12:58 中央ふれあいセンター
10:08 鶉本町生活館
13:00 鶉本町公住入口
10:09 双葉保育園
13:01 鶉本町生活館
10:11 中央ふれあいセンター
13:02 鶉橋西側
10:12 町民センター
13:03 下鶉南１条２丁目
10:13 中央２丁目
（ｽｰﾊﾟｰ向かい）
13:04 下鶉生活館
10:14 さわやかトイレ
13:05 下鶉東２丁目
10:15 朝駒5号棟付近
13:06 緑が丘集会所
10：16 朝駒集会所
13:07 緑が丘団地前
10:18 東山高齢者住宅前
13:08 S53改良住宅前
10:22 本町分譲団地入口
13:09 S55鶉改良住宅入口
10:25 温泉

※12月31日、
１月２日、
１月３日の町内無料送迎バスは運休いたします。

ષगஂأڡ

電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

パンケの湯クリスマスオードブルのご案内
◯メニュー

若鶏半身揚げ ８００円
オードブル 3,000円(３人前)
◯予約締切 12月15日(土)
◯お渡し日 12月22日(土)〜24日
（月）
※詳しくはフロントまでご連絡ください。
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■国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります！
平成30年１月１日から10月１日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、日本年金機構から
平成30年分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます。所得税及び住民税の申
告をする際、納付した国民年金保険料が社会保険料控除の対象となり、控除を受けるためには、納付し
たことを証明する書類の添付が義務付けられていますので、
この証明書は大切に保管するようにしてく
ださい。
なお、10月２日から12月31日までの間に、初めて国民年金保険料を納付された方には、平成30年
２月４日に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます。
控除証明書に関するお問合せは、
ねんきん加入ダイヤル0570-003-004(ナビダイヤル)へ！
■インターネット銀行による口座振替の開始について
インターネット銀行のイオン銀行が国民年金保険料の口座振替の取り扱いを開始します。
なお、
イオン銀行は口座開設時に「お届け印」を①印鑑、②サイン(署名)、③印鑑・サイン(署名)なしの
いずれかを選択することとなりますが、国民年金保険料の口座振替は「お届け印」が①印鑑、②サイン(
署名)に限り受付可能となります。
国民年金保険料をイオン銀行口座からの引き落としを希望される方や詳しい内容について確認され
たい方は砂川年金事務所（☎28-9002）
にお問い合わせください。

★ 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
３・10・17・24・31日

◆本懐に候
（山本音也）
「ことば」の本の特集

◆青嵐の坂
◆木曜日にはココアを
◆最愛の子ども
◆雪子さんの足音
◆バルス
◆吹上奇譚 第1話ミミとこだち
◆破滅の王
◆老い力
◆クリスマスを探偵と
◆夫の後始末

葉室麟
青山美智子
松浦理英子
木村紅美
楡周平
吉本ばなな
上田早夕里
佐藤愛子
伊坂幸太郎
曽野綾子

図書室では、「ことば」に関連した本の特集をしています。
話題の本「言葉はこうして行き残った」や、お手紙の書き方本などを
揃えています。
年賀状やお歳暮などでお手紙を書くことも多くなる季節ですので、こ
れを気に大人の語彙力向上のため、読んでみてはいかがでしょうか？

児童書の新刊の案内は10〜11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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役場臨時窓口開設のお知らせ＝住民票等の交付や納税相談ができます＝
役場では、年末年始の開庁期間が12月29日(土)から１月６日(日)までの長期
にわたることから、下記のとおり戸籍年金係と税務係の窓口を臨時開設し、住民
票等の交付業務や納税相談を行いますのでご利用ください。
■日 時 １月４日(金) 午前９時〜午後３時
（正面玄関をご利用ください。）
■業務内容 住民票、戸籍謄(抄)本、印鑑証明の発行
戸籍関係届出書の受領
納税相談、税関係証明書の発行
■問合先 役場戸籍年金係(☎62-2220)、税務係(☎62-2013)

診療所年末年始休診日のお知らせ
下記の期間については休診いたしますのでお知らせします。
東鶉歯科診療所 12月29日(土)〜平成31年１月６日(日)
町立診療所
12月29日(土)〜平成31年１月３日(木)

年末年始のごみ・し尿収集のお知らせ
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䛂⇞䜔䛫䜛䛤䜏䛃䛂⏕䛤䜏䛃䛾㞟
䛧ᒀ㞟

㏻ᖖ䛹䛚䜚

㻝㻞᭶㻞㻥᪥㻔ᅵ㻕
䠍᭶䠐᪥㻔㔠㻕
䡚䠍᭶䠏᪥㻔ᮌ㻕
ఇ䜏
ఇ䜏

䠍᭶䠓᪥㻔᭶㻕

䠍᭶䠔᪥㻔ⅆ㻕

㏻ᖖ䛹䛚䜚
㏻ᖖ䛹䛚䜚

■１月の資源ごみ収集日の変更について
下鶉・鶉本町・緑が丘・鶉
〜１月第２水曜日(９日)、第４水曜日(23日)
東山・朝駒・本町・中町・東鶉・中央〜１月第３水曜日(16日)、第５水曜日(30日)
■クリーンプラザくるくるの休業日
12月30日から１月３日まで休業(12月29日(土)の午後４時30分まで搬入を受け
付けています。)
■冬期間のし尿収集について
し尿汲み取りは計画的に行っていますが、
積雪や屋根からの落雪で汲み取り口がふさ
がって汲み取りができない場合がありますので、便槽付近の除排雪にご協力ください。
※緊急申込みでは２〜３日かかる場合がありますので、便槽が満杯になる前に余裕をも
ってお申込みください。
■問合先 役場生活環境係(☎62-2220)
「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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暮らしの
広場
人のうごき（10月15日〜11月14日届出分）

̤̩͙͞૭̱ષ̬̳͘Ȫࠉઠၞȫ

●納税のお知らせ●
12月に納期限が到来する町税・保険料は、
以下のとおりです。
第4期 固定資産税 12月20日（木）
第４期 道・町民税
12月25日（火）
■問合先 役場税務係（☎62-2013）

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）

12月のゴミ収集日
資
第1水曜日（12月５日）

地域

下鶉・緑が丘
鶉本町・鶉

桑原 綾子
三浦
佐藤 旭
門馬 美千代
鈴木 一男

所

（ 鶉 ）
（中 央）
（下 鶉）
（中 央）
（ 鶉 ）

年齢
86
80
83
63
64

ᅋ䚷ᆅ䚷ྡ

㛫ྲྀ䜚
ᖹᒇ
㭘ᮏ⏫ᅋᆅ
㻟㻰㻷
ᖹᒇ
ୗ㭘ᅋᆅ
㻞㻰㻷
ᖹᒇ
ୗ㭘Ꮫᰯୗᅋᆅ
㻟㻰㻷
䝯䝌䝛䝑䝖
㭘ᨵⰋᅋᆅ
㻟㻰㻷

ᅋ䚷ᆅ䚷ྡ

㛫ྲྀ䜚
ᖹᒇ
⥳䛜ୣᅋᆅ
㻟㻰㻷
㻞㝵㻛㻞㝵ᘓ
ୗ㭘ᨵⰋᅋᆅ
㻟㻸㻰㻷
㻝㝵㻛㻞㝵ᘓ
㭘ⱝⴥྎᨵⰋᅋᆅ
㻟㻸㻰㻷
䝯䝌䝛䝑䝖
㭘ⱝⴥᨵⰋᅋᆅ
㻟㻰㻷

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（12月12日）
第4水曜日（12月26日）

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
12月12・26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
12月19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、14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。

☎６２−２７２７
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毎月10・20・30日・特売日
プレミアム付商品券利用はダイヤモンドスタンプ２倍
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月日
10/16
10/30
11/５
11/９
11/15

水洗化済み・修繕済みの住宅（11月15日現在）

町営住宅入居者募集

曜日 第3水曜日（12月19日）

住

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 ♪健康マイレージ事業
◆印行事の問合先は教育委員会社会教育係

・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

★◆親子料理教室＆絵本DEコッコロクリスマスパーティ

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

♥認知症・介護相談

１ 土 町民センター/午前10時〜午後１時

17 月 まちの駅ふらっと/午前10時〜午後３時

（詳細は広報11月号６ページ「きっずインフォ」参照）
肩腰らくらくボール運動

★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〜11時30分

３ 月 まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分

４ 火

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

健康の里づくり事業 ロコモティブシンドロームと体力測定
上砂川岳温泉/午前10時〜正午
（詳細は14ページ「イベント情報」参照）

18 火

札幌弁護士会 無料法律相談会
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜３時30分
（詳細は14ページ「イベント情報」参照）

札幌弁護士会 無料法律相談会
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜３時30分
（詳細は14ページ「イベント情報」参照）
★足若の日(転倒予防教室) ♪
上砂川岳温泉/午前10時15分〜11時
（詳細は16ページ「健康の里だより」参照）

★健診結果説明会 ♪
町民センター/午前９時〜午後４時

肩腰らくらくボール運動
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分

おひさまル〜ム お正月の飾りを作ろう！

19 水

５ 水 双葉保育園/午前１0時〜11時30分
（詳細は10ページ「きっずインフォ」参照）

介護保険オンブズパーソン定例相談
役場東館１階第４会議室/午後１時〜４時

★足若の日(転倒予防教室) ♪
上砂川岳温泉/午前10時15分〜11時
（詳細は16ページ「健康の里だより」参照）

定例行政相談
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜３時30分

★健診結果説明会 ♪
６ 木 町民センター/午前９時〜午後４時

★病態栄養相談
町民センター/午前９時30分〜正午

子ども映画上映会

８ 土 町民センター/午前10時〜正午
（詳細は10ページ「きっずインフォ」参照）
★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操

♪

10 月 まちの駅ふらっと/午前10時30分〜11時30分

おひさまル〜ム 保育園のお友達と遊ぼう！

20 木 双葉保育園/午前１0時〜11時30分
（詳細は10ページ「きっずインフォ」参照）

平成30年上砂川町議会第４回定例会(〜14日)

12 水 ※傍聴可能な日は12日・14日です。

★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〜４時

★食生活改善推進員研修会④

13 木 町民センター/午前10時〜午後２時

小さな街のクリスマスコンサート！

23 日 町民センター/午後３時〜

◆yoga for kamisunagawa

（詳細は14ページ「イベント情報」参照）

14 金 まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分

役場仕事納め

28 金 年末年始の役場・施設等の閉庁・休館日は、18ページ

♥カフェまちなか

17 月 まちの駅ふらっと/午前10時〜正午

●発 行／上砂川町 ●編 集／企画課 ●印 刷／︵株︶
テラックス

２日 砂川慈恵会病院（☎54-2300）
16日 すながわ耳鼻咽喉科（☎55-3387）
９・23・24・30・31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

「暮らしの広場」参照

職

種

重機オペレーター

（11月15日現在） 土木作業員

企業名

年

齢

求人数

柳川建設㈱

不問

１

人

㈱そらけん

不問

４

人

※週間求人情報

厨房業務印

㈱上砂川振興公社

不問

２

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）

板金工及び見習

㈱佐藤板金工務店

18歳〜59歳

３

人

鉄筋工

㈱岩渕建設

59歳以下

３

人

電子部品製造

㈱京都セミコンダクター上砂川事業所

35歳以下

３

人

パン粉製造工

共栄フード㈱

不問

１

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/

