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～ちいさいマチのでっかい魅力。～
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■町議会の動き(令和元年第３回上砂川町議会定例会)
■秋の火災予防運動 10月15日(火)～31日(木)
■平成31年度全国学力・学習状況調査結果の概要
■消費税増税に伴う町の使用料等の変更について
■上砂川120年開町70年記念事業について　　ほか
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上砂川町敬老会の様子です。
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　令和元年第３回定例会が、９月17日（火）～20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。
■同意第１号■
教育長の任命につき同意を求めることについて
　現教育長飯山 重信氏の任期満了にともない、同
氏を再任。
■同意第２号■
教育委員会委員の任命につき同意を求めることに
ついて
　現委員栗原順道氏の任期満了にともない、後任
に髙橋 博文氏を任命。
■同意第３号■
公平委員会委員の選任につき同意を求めることに
ついて
　現委員木村 征紀氏の任期満了にともない同氏を
再任。
■議案第24号■
役場本庁舎建設工事請負契約締結について
　役場本庁舎建設工事の工事請負契約の締結にあ
たり、議会の議決に付するものです。
■議案第25号■
上砂川町森林環境譲与税基金条例の制定について
　森林環境譲与税の創設にともない、譲与税を基
金として積み立て、適切な管理運用を図るため、本
条例を制定するものです。
■議案第26号■
上砂川町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部
を改正する条例制定について
　住民基本台帳法施行令の改正にともない、旧氏
による印鑑登録証明書への旧氏の記載が可能とな
るよう関係条項を改正するものです。

■議案第27号■
令和元年度上砂川町一般会計補正予算(第４号)
　１億3,700万円を追加補正し、予算総額を32億
4,94０万円とする提案です。(主な内容は、誘致企
業・設備投資に対する助成と上砂川120年開町70
年事業に係る経費です。)
■議案第28号■
令和元年度上砂川町国民健康保険特別会計(事業
鑑定)補正予算(第１号)
　50万円を追加補正し、予算総額を９,017万５千
円とする提案です。
■議案第29号■
令和元年度上砂川町水道事業会計補正予算(第１号)
　400万円を追加補正し、予算総額を２億9,236万
1千円とする提案です。
■認定第１号■
平成30年度上砂川町一般会計及び特別会計決
算認定について
■認定第２号■
平成30年度上砂川町水道事業会計決算認定について
　以上２件の認定は、決算特別委員会に付託されま
した。
■報告第４号■
平成30年度上砂川町財政健全化判断比率等の報
告について
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規
定に基づき、平成30年度決算により算出した財政健
全化判断比率等の暫定値を、監査委員の審査意見
を付して報告するものです。（詳細は、次ページ「財政
健全化判断比率（暫定値）について」参照。）

第３回定例会（令和元年9月17～20日）町 議 会 の 動 き

町長行政報告（要旨）
　消費税法の改正にともない、本年10月１日より、一部を除き消費税が現行８％から10％へと２％引
き上げとなります。この改正による町使用料のうち、水道料金と下水道使用料につきましては、町水
道事業給水条例及び下水道条例において、「料金の合計額に消費税法に定める消費税額を加えた額」
と規定されておりますことから、基本料金の引き上げはおこなわないものの、消費税率引き上げ分が
増額となります。
　具体的には、１箇月の使用水量が８トンの場合、水道料金2,100円と下水道使用料1,500円に消費
税が加算され、上下水道料金では現行3,888円が改正後は3,960円となり72円の増額となるもので、
引き上げ時期につきましては、厚生労働省の通達により新消費税の適用は、10月１日以降の使用分
からとなりますので、11月請求分からとなるものであります。
　上下水道料金以外の住宅使用料、し尿、ごみ収集料や戸籍手数料など各種使用料、手数料は消費
税の賦課対象外でありますので、現行どおりであります。
㈱上砂川振興公社で経営している上砂川岳温泉パンケの湯における入館料などにつきましては、現
在消費税込みの料金設定となっております。
　近隣施設との競合等により経営状況は非常に厳しい状況ではありますが、近隣施設の動向を踏ま
え、入館料のほか宿泊料、レストラン、宴会につきましては、現行料金のまま据え置くこととしておりま
すことを報告します。



秋の火災予防運動
１０月１５日（火）～３１日（木）

　暖房機器の使用などにより火災が発生しやすいこの時季
をむかえ、毎年、秋の火災予防運動が実施されます。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！

※火災予防運動期間中は、午後３時から広報車による啓蒙活動を行います。
　また、１５日の午後８時に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。

火災予防運動期間の主な行事は下記のとおりです

住宅防火　いのちを守る７つのポイント
３つの習慣
①寝たばこは、絶対やめる
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
　使用する
③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を
　消す
４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を
　設置する
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、
　防炎品を使用する
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を
　設置する
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　隣近所の協力体制をつくる

日時 行事名
20日(日)　午前９時 一般住居予防査察(中央地区)
27日(日)　午後４時 火災予防啓発演習(地区未定)

教育長行政報告（要旨）
　平成30年に採用した英語指導助手のルシエ・デヴィン氏が退職し帰国したことから後任として、アメ
リカ国籍のフリン・ライアン氏を採用しました。
　ライアン氏には、中学校における正しい発音や正確な聞き取り能力の指導を行っていただき、併せ
て令和２年度から小学校５・６年生についても、英語が教科となることから、小学生に対しましても同様
に指導していただくことと、町の事業である「キッズ体験くらぶ」や認定こども園での英語に慣れ親しむ
ための事業においても、活躍していただきたいと考えています。
　生の英語を児童生徒に充分反映できる英語指導助手となるよう、授業への活用方法についても学
校と協議を行いながら、子どもたちの英語力向上を図っていきます。
　次に、４月18日に小学校６年生と中学校３年生を対象に実施した全国学力テスト（国語・算数・数学・理
科・英語）では本年度から中学校で初めて英語の調査が実施されました。
　本年度の調査では、小学校では国語が全国平均を上回り、算数は全国平均には届かないものの全道
平均と同じとなり、学校などによる地道な努力により学力の底上げが図られたものと考えます。
　しかし、残念ながら中学校は全ての教科で全国及び全道平均を下回りました。
　教育委員会としては、小・中学校に対し今回のテスト結果を分析し、児童・生徒に合わせた指導や放課
後等に個別指導を実施して学力向上を行うよう指示をしたところです。
　学力向上には、学校の授業はもとより家庭での学習がとても重要ですので、「家庭学習の手引き」を
活用させ家庭学習の習慣化をさらに図り、今後においても教育委員会・学校・家庭が一体となって学力
向上に努めていきます。
　本町としては全国・全道平均に届かない教科は多いものの改善傾向にあることから、公設学習塾の利
用促進や、朝学習や放課後等における学習サポートの充実を図りながら、出来ることを着実に積み重ねて
いくことが重要ですので、学校と連携しながらさらなる学力向上を図っていきたい考えておりますことを
報告します。

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は
黒字のため「－」で表示しています。
　また、実質公債費比率、将来負担比
率は前年度に引き続き、国の示す基準
をすべて下回っており、公営企業である
下水道事業会計、水道事業会計も資金
不足はありません。

財政健全化判断比率（暫定値）について

上砂川町の比率

平成30年度
早期健全化基準
（イエローライン）

財政再生基準
（レッドライン）

実 質 赤 字 比 率 － 15.0%以上 20.0%以上
連結実質赤字比率 － 20.0%以上 30.0%以上
実質公債費 比率 8.4% 25.0%以上 35.0%以上
将 来 負 担 比 率 0.00% 350.0%以上

判　断　基　準

統一標語
「ひとつずつ  いいね！で確認  火の用心」
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　この調査は、義務教育の機会均等とその水準の維
持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習
状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し
改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育
指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを目
的に実施されています。
　調査は、学力に関わる「教科に関する調査」と生活習
慣や家庭学習状況等に関わる「児童生徒質問調査」な
どで構成されています。

○中央小学校 ○上砂川中学校

①「上回る」⇒+5㌽以上
②「やや上回る」⇒＋3㌽～＋5㌽未満
③「同程度（上位）」⇒＋1㌽～＋3㌽未満
④「同程度」⇒±１㌽未満

⑤「同程度（下位）」⇒－1㌽～－3㌽未満
⑥「やや下回る」⇒－3㌽～－5㌽未満
⑦「下回る」⇒－5㌽以下

朝食を毎日食べている・ほぼ食べている　94.1%

朝食を毎日食べている・ほぼ食べている　85.7%

あまり食べていない・食べていない　5.9%

あまり食べていない・食べていない　14.3%

小学校

中学校

◆児童生徒質問調査
　調査は、基本的な生活習慣・家庭学習の状況などについて児童生徒が該当項目を選択する調査に
なっています。
①睡眠時間と朝食

毎日同じ時間に寝ている・ほぼ寝ている　82.4%

毎日同じ時間に起きている・ほぼ起きている　88.2%

あまり寝ていない・寝ていない　17.6%

あまり起きていない・起きていない　11.8%

小学校

毎日同じ時間に寝ている・ほぼ寝ている　64.3%

毎日同じ時間に起きている・ほぼ起きている　92.8%

あまり寝ていない・寝ていない　35.7%

あまり起きていない・起きていない　7.2%

中学校

◆教科に関する調査
　○実施教科　小学6年生：国語、算数
　　　　　　　中学3年生：国語、数学、英語
　　　　　　　※本年度より、基礎知識と応用力を一体的に測る方式に変更。
　○表示基準　全国、北海道平均正答率に対する、上砂川町児童生徒の平均正答率の差を
　　　　　　　下記のとおり今回7段階で表しました。

◆対象学年
　中央小学校　　第6学年　17名
　上砂川中学校　第3学年　14名
◆実施日　平成31年4月18日

平成31年度
全国学力・学習状況
調査結果の概要

　この結果により、規則正
しい起床と朝食を摂ってい
る割合が高い状況ではあ
りますが、中学生の約35%
が就寝する時間が一定で
はない傾向が見受けられ
ることから、より一層の基
本的な生活習慣を身につ
ける努力が大切です。
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②家庭学習の状況
　学校の授業以外にて、普段の勉強時間が1時間以上する割合は、小学校においては、全国や北海道
の結果割合以上ですが、中学校においては低い結果が出ています。
　また、自ら計画的に学習する習慣が中学校では低い結果となっています。
　生活リズムを見直し計画的に勉強に取り組む必要があります。

生活習慣の改善と予習復習の徹底をしましょう

○普段1時間以上授業以外で勉強する
○家で自ら計画を立て学習する
　どちらかといえばしている

小学校 中学校
全国 66.1% 69.8%
北海道 57.6% 63.2%
上砂川町 76.5% 57.1%

小学校 中学校
全国 71.5% 50.4%
北海道 71.3% 49.2%
上砂川町 64.7% 42.9%

消費税増税に伴う町の使用料等の
変更について

４5

　令和元年10月１日より、消費税法の改正に伴い消費税が８％から10％とな
りました。消費税の増税により、料金が変わるもの・変わらないものについて、
町の使用料等を中心にお知らせいたします。

〇水道料金・下水道使用料
　消費税増税分(２％)を使用料に転嫁(上
乗せ)して、ご負担いただきます。増税後
の料金については次ページで詳しくお知
らせいたします。
〇町民保養施設(パンケの湯)の売店
　仕入れに消費税が伴うため、消費税増
税分(２%)を転嫁(上乗せ)させていただき
ます。

〇町営住宅使用料・し尿処理手数料・戸籍手
数料・公共施設使用料
〇有料ごみ袋・処理券(燃えるごみ・燃えない
ごみ・生ごみの袋、粗大ごみ処理券)
〇町民保養施設(パンケの湯)の入館料・宿泊
料・レストラン・宴会・貸室料
　町民のみなさんや利用される方の負担を
少しでも軽減するため、今回は料金改定を見
送ることとしました。
〇まちの駅ふらっと飲食メニュー
　今後メニューの改定に伴い、値段の変更
は考えられますが、今回は料金改定を見送る
こととしました。

　ここでは、町の使用料についてお知らせ
いたしましたが、公共交通機関などの料金
については各交通機関等にお問い合わせ
ください。

増税後、料金が変わるもの 増税後も料金が変わらないもの

　消費税の軽減税率制度については国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

消費税　軽減税率 検索
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10月1日から消費税が８%から10%に増税となったことから水道料金・下水
道使用料につきましても、11月請求分（10月20日から11月19日使用分）より
消費税率を10％に転嫁いたしますのでご理解とご協力をお願いいたします。
つきましては、転嫁後の料金表を作成しましたので、ご利用ください。
　また、1㎥ごとの料金表につきましては、役場建設課窓口にて配布し、町HP
にも掲載いたしますのでご確認ください。

消費税増税に伴う水道料金・下水道使用料の
消費税率転嫁について
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東鶉老人クラブ×中央小学校
「むかしあそび」

 ９/
 12

　認定こども園ふたばで”人を思う人権の心”
を養う目的として、人形劇「動物村の音楽隊」
が行われました。

滝川人権擁護委員協議会による
「人形劇」が行われました

 ８/
 30

認定こども園等複合施設
建設工事に係る感謝状贈呈

　80歳まで20本の歯を残す「8020運動」
の表彰式が行われ、秋川眞智子さん、樋口綾
子さん、古屋ヱツ子さん、古屋壽さん、百田保
雄さんが表彰されました。

 ９/
  ６ 8020表彰

 ９/
 18

内閣総理大臣
　百歳高齢者表彰伝達式

 ９/
  ６

　笹森光子さん、小原キサさん、斉藤シヅ
ヱさん、小野マサ子さんに奥山町長より内
閣総理大臣からのお祝い状と記念品が手
渡されました。

　中央小学校で昔遊びの体験授業が行われ
ました。

　認定こども園等複合施設の建設に携わった
三鉱・髙橋・増原経常建設共同企業体と㈱札幌
日総建に感謝状を贈呈しました。



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）

■相談時間　平日午後３時～４時30分
■ところ 認定こども園ふたば（☎62-4254）

保育教諭による育児相談
　土日祝日を除く毎日、保育教諭による育児
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。　

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　10月24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
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今月の子育て支援事業

お知らせ

■と　き　10月12日(土)
　　　　　午前10時～11時
■ところ　上砂川町児童館ホール
■対　象　小学３年～6年生（定員15名）
■持ち物　習字セット・新聞紙・タオル
■講　師　松原　純先生
■申　込　認定こども園ふたば（☎62-4254）
　　　　　各日３日前までにご連絡ください。
※開催日時を都合により変更することがあります。
　月謝は無料となっております。

お習字教室

■とき・ところ　10月17日(木)
中央小学校　午前8時40分～午後０時10分
　上砂川中学校　午前８時30分～午後２時45分
■内容　学校教育の理解推進を目的として実際
　　　　に行われている授業を一般公開します。
■問合先　中央小学校(☎62-2050)
　　　　　上砂川中学校(☎62-2104)

町民参観日

キッズ体験くらぶ

■と　き　10月10日(木)・17日(木)・
　　　　　24日(木)・ 31日(木)
　　　　　午後2時30分～4時30分
■ところ　中央小学校体育館
■対　象　小学4年～6年生
■内　容　バトミントン
■持ち物　上靴を用意してください。

放課後こども教室

■と　き 10月27日(日) 午前10時～11時30分
■ところ　町民センター
■対　象　小学1年～6年生(定員20名）
■内　容　ライアン先生、ロビン隊員とハロウ
　　　　　ィーンのゲームをしよう！
■申　込　町民センター(☎62-5225)に電話
　　　　　または申込書を提出してください。
■問合先 教育委員会社会教育係(☎62-2881)

　子育て支援室は、就学前のお子さんとその保護者が自由に来園し、親子のふれあいの場として
開放していますのでぜひ遊びに来てください！
■問合先　認定こども園ふたば（☎62-4254）

たくさんのお客さんの前で一生懸命頑張った発表会の様子を表現します。ぜひご覧ください
10月30日(水)～11月13日(水)、町民センター1階ロビー



〈出版社からの内容紹介〉
　見ているだけで楽しく学べる人体の秘密。
複雑な情報やデータを一枚絵で視覚的に伝える「イ
ンフォグラフィクス」の手法を使った新しいタイプの
科学入門書。科学全般の幅広いテーマのうち、基
本的な知識からトリビアまで、読者の興味をひく
100のトピックを選んでわかりやすく図解。小中学
生の入門書としてはもちろん、大人でもじっくり読
んで楽しめる内容になっています。

町民センター図書室だより

10月のおすすめ絵本・児童書

◆人体について知っておくべき
　１００のこと
　　　　　訳・監修：竹内　薫

◆ぶぅぶぅママ　　　　　　　　　　  小路智子
◆はーーーーい！　　　　　　　　　  みやにしたつや
◆おやすみなさいおつきさま
　　　　　　　　　マーガレット・ワイズ・ブラウン
◆１１ぴきのねこ　　　　　　　　　　馬場のぼる
◆ハロウィンのかくれんぼ　　　　　  いしかわこうじ

絵本コーナー今月の１冊
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「料理」の本特集◆平場の月
（朝倉かすみ）

◆麒麟児　　　　　　　　　　　　　冲方丁
◆終わった人　　　　　　　　　　　内館牧子
◆跳ぶ男　　　　　　　　　　　　　青山文平
◆沖縄アンダーグラウンド　　　　　藤井誠二
◆草々不一　　　　　　　　　　　　横山秀夫
◆凍てつく太陽　　　　　　　　　　葉真中顕
◆線は、僕を描く　　　　　　　　　砥上祐將
◆マジカルグランマ　　　　　　　　柚木麻子

　１０月は、実りの秋ということで美味しいものがたくさん
採れます。そこで今回は料理レシピの本を並べてみました！
いつも家にある調味料で食べ飽きないおかずや、一緒に暮ら
していない親に作ってあげたいつくりおき料理など取り揃え
ております。また、ママと作る休日の朝ごはんなど、お子様
と一緒に作れる本もありますので、食べ物が美味しくなるこ
の季節にお子様と一緒に料理を作ってはみませんか？
その他にも料理レシピの本を取り揃えてありますので、是非
この時期に読んで見てくださいね！

●開室時間　午前９時～午後９時
●今月のお休みの日　７日・14日・21日・28日

図書コーナー今月の１冊
10月のおすすめ図書

町民センター図書室
☎62-5225



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）

募 集 ＆ 試 験

臨時道路除雪車運転手
■募集人員　２名
■勤務内容　町道の除排雪作業
■採用条件　満65歳以下の健康な方で土日祝日を
含み深夜・早朝勤務が可能、大型自動車・大型特殊
自動車・車両系建設機械(整地等)の免許を有する方
■選考方法　面接による
■採用予定日　12月
■申込方法　市販の履歴書に顔写真を貼付し、
　　　　　　運転手は各種免許の写しを添えて提出
■申込締切　10月15日(火)
■申込・問合先　役場建設係（☎62-2221）

水道検針業務員募集
■募集人員　１名
■勤務内容　水道メーターの検針と納付書配布
■採用条件　町内に居住または町内居住可能な50歳
　以下の方で、普通自動車運転免許を有し、自家用
　車を所有する方
■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　10月15日(火)
■申込・問合先　役場上下水道係（☎62-2221）

認定こども園ふたば臨時調理員募集
　可愛い園児の笑顔を見ながら給食を作りましょう。
■採用職種　臨時調理員１名
■雇用期間　契約日～令和２年３月31日(１年更新)
■勤務内容　認定こども園の給食調理等に関すること
■勤務時間　
　平日　午前８時～午後４時30分
　　(シフト制で週に２～３日勤務　日・祝除く)
　土曜日　午前８時～午後１時30分
　　(シフト制で月に１～２回)
■勤務条件　健康で清潔な方　※年齢不問
■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の上、提出
■申込締切　10月15日(火)
■申込・問合先　認定こども園ふたば（☎62-4254）
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令和元年度第６回危険物取扱者試験
　　　　第３回消防設備士試験

■試験日　11月10日(日)
■試験地・種類
　危険物：旭川市ほか５市 ／ 全種
　　　　　滝川市ほか４市町／乙・丙種
　設備士：札幌市、旭川市ほか５市／全種
■申請方法
　書面申請用願書は上砂川支署予防係にあります。
また、インターネット申請も可能です。
（URL ～ http://www.shoubo－shiken.or.jp）
■受付期間　書面申請：10月３日(木) ～ 10日(木)
　　　　　　インターネット申請：10月７日(月)まで
※受付期間は危険物取扱者試験及び、消防設備士試
　験ともに同じです。
■問合せ先　砂川消防署上砂川支署予防係(☎62-2021)

か　み　す　な　が　わ

リサイクル品の在庫販売実施
　砂川地区保健衛生組合クリーンプラザくるくるで
は、「粗大ごみ」や「燃やせないごみ」として出さ
れた家具類などの在庫販売を行います。
■と　き　11月11日(月) ～
　　　　　午前８時30分～午後５時
■ところ　クリーンプラザくるくる
■その他　今回の在庫販売品は、春に実施したリサ
　イクル販売会で売れ残った箪笥や茶箪笥を中心と
　する家具類が主で、総数は約100品です。
■問合先　クリーンプラザくるくる(☎53-5353)



車庫・物置・家屋の解体、畑・庭の
土販売等ご相談承ります。

中央南１条３丁目　☎６２－６２６８

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

（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）
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情　報　掲　示　板 役場： ６２－２０１１

住民票とマイナンバーカードに
旧姓(旧氏)が併記できます！

　旧姓(旧氏)を併記することにより各種の契約や銀
行口座の名義など旧姓が使われる場面で、その証明
に使えます。
　手続きには、添付書類が必要なため、戸籍年金係
までお問い合わせください。
■申込・問合先　役場戸籍年金係(☎62-2220)

狩猟期間中における道有林への
入林自粛のお願い

　エゾシカ狩猟期間中(10月１日から３月31日)は、
多くの狩猟者が道有林へ入林します。
　狩猟に伴う事故防止のため、この期間の狩猟目的以
外での入林はお控えくださいますようお願いします。
　エゾシカによる森林被害を提言するため、皆様の
ご理解とご協力をお願いします。
■問合先　空知総合振興局森林管理課管理係
　　　　　(☎0126-22-1155)

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」 
北海道最低賃金

　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
とおり改定されます。

時間額 ８６１ 円
（効力発生年月日 令和元年１０月３日）

○特定の産業で働いている方には北海道の特定(産
　業別)最低賃金が適用されます。

　令和元年上砂川町成人式は、1月１１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１１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方（１９９９年４月２日から２０００年４月１日まで）
　　　　　②平成２７年３月に上砂川中学校を卒業した方（２０１５年 ３月）
■案　内　上砂川町に住民票のある方は、11月中に往復はがきにて案内する予定ですが、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　社会教育係（☎６２－２８８１）

令和元年上砂川町成人式のお知らせ

地方税合同公売会in石狩
　市町村等が差し押さえた財産の合同公売会を開催
します。
■と　き　11月３日(日)　正午～午後２時
■ところ　石狩市花川北コミュニティーセンター
　　　　　(石狩市花川北３条２丁目198-1)
■公売会参加に必要なもの
　１．印鑑(個人は認印、法人は代表者印)
　２．身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
　３．委任状(代理人が入札に参加する場合)
　４．買受代金(現金)
■問合先　空知総合振興局納税課(☎0126-20-0057)
　　　　　役場税務係(☎62-2013)

令和元年度行政相談週間
10月７日(月) ～ 13日(日)

　総務省では、国の行政に関する苦情や要望を受け
付け、その解決を図る行政相談業務を行っています。
　また、行政相談制度について国民の理解を得るこ
とと、その利用の促進を図るため「行政相談週間」
を毎年実施しております。国などの仕事やサービス
についてのお困りごとや苦情がありましたらご相談
ください。相談無料で秘密は厳守します。
■と　き　10月９日(水)　午後１時～３時
■ところ　町民センター１階中会議室
■相談員　行政相談委員、人権擁護委員
■申込・問合先　役場戸籍年金係(☎62-2220)



　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、お気軽にご利用ください。
■とき・ところ　午後１時30分～午後３時30分

注意点
　相談時間は１人30分です。予約の方が優先されます。
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。
■申込・問合先　役場戸籍年金係（☎６２－２２２０）

札幌弁護士会無料法律相談会 ★食育講演会2019
　目からうろこの情報です。ちょっとしたことで子
どもの可能性を伸ばすことができます！！
　小中学生などの子どもを持つ保護者や食に興味の
ある方にぜひ聞いていただきたい内容です。申込不
要で参加料も無料ですので、直接会場にお越しくだ
さい。
■と　き　10月９日(水)　
　　　　　午後１時20分～２時40分
■ところ　中央小学校体育館
■内　容
　講演「子どもの可能性を伸ばす食生活のすすめパート２」
　　　　　　～トップアスリートの実例から学ぶ～
　講師：㈱ウエルネスプランニング札幌
　　　　　　　　　　　代表取締役　小松　信隆氏
　　　　（北海道コンサドーレ札幌管理栄養士）
■持ち物　上履き
■問合先　役場保健予防係(☎62-2222)

★いきいき百歳体操全町大会(後編)
　１歳ずつ歳をとるのは、あたりまえのこと。でも、
周りに年齢の割には驚くほど元気な方がいません
か？今まで「年齢のせい」と考えられてきた体や心
などの衰えは「フレイル」と呼ばれる状態で、上手
に付き合い、手入れすることで元気でいられる時間
(健康寿命)を延ばせたり回復させたりできるのです！

　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

イベント
情報

電話：６２－２４５８
携帯：０９０－２０５３－６４４８

日に日に秋の気配を感じています。
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。

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）
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■と　き　10月18日(金)
　　　　　午後１時30分～３時40分(受付開始午後１時)
■ところ　町民センター２階大ホール
■内　容
　講話・実技「フレイルを防いで、上砂川町で元気に暮らす」
　講師　健康運動指導士　斉川　義章氏
■持ち物　飲み物、ますますカード(ない方は会場で　
　　　　　発行します)、動きやすい服装・靴
■送　迎　右のとおりふれあい号が町内を巡回します
■申込期限　10月10日(木)まで
■その他　９月14日(土)の全町大会前編と両方に参加
　された方は、「ますますカード」のポイントが２倍
　(2ポイントが4ポイント)になります。
■申込・問合先　役場保健予防係(☎62-2222)

開催日 場所 担当弁護士
１日(火) 渡部　敏広弁護士
15日(火) 河西　宏樹弁護士
29日(火) 横井　千穂弁護士

役場東館１階第５会議室

13:00 若葉台公園前 13:10 鶉本町生活館
鶉５条３丁目 13:11
(旧雇用促進住宅下)

13:04 緑が丘３階建公住前
13:05 緑が丘集会所 S55鶉改良住宅入口

下鶉東２丁目
(電話ボックス前) 13:15 中央ふれあいセンター

13:07 下鶉生活館 13:16 町民センター(降車)
下鶉南１条２丁目
(電話ボックス前)

迎え便②

S53鶉改良住宅前
13:01

13:06

旧双葉保育園

13:08

13:13

13:14
(鶉プール下)

(旧鶉浴場前)



■と　き　10月20日(日)
　　　　　午後１時～(開場：正午)　
■ところ　体育センター
■入場料　無料(全席自由席)
■駐車場　役場裏の駐車場をご利用ください。
※駐車台数に限りがありますので、乗合等のご協
力をお願いします。
■送　迎　町内循環バス運行(福祉バス)
■問合先　役場庶務係(☎62-2011)

　※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。

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）

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

ご利用中のローンの借換もOK
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作品展示（生花、陶芸、児童生徒作品、園児の作品など）
■と　き　11月１日（金）～3日（日）
　　　　　午前9時～午後7時
■ところ　体育センター
　　　　　 （ステージ中央から、体育センター後方）
芸能発表（舞踊、獅子舞、ピアノ演奏など）
■と　き　11月3日（日）　午後2時開演
■ところ　体育センター（ステージ側）
※作品を展示した状態で芸能発表を行います。

■申込・問合先　教育委員会社会教育係（☎62-2881）

郷土の文化祭

　文化協会会員以外の方で、出品・出演を希望され
る方は10月23日（水）までに、文化協会事務局（教育
委員会社会教育係）へご連絡下さい。

　今月はストレス測定の器械を用意しました。
　申込不要で、検査費用も無料ですのでお気軽に
ご利用ください。
■と　き　10月24日(木)　午後１時～４時
　　　　　(受付は午後３時30分まで)　
■ところ　町民センター
■内　容　だ液でわかるストレス測定
■問合先　役場保健予防係(☎62-2222)

町民センター健康・栄養相談
今月のイチオシ！

陸上自衛隊第11音楽隊コンサート
滝川駐屯地しぶき太鼓

～華麗な演奏と迫力ある太鼓をご鑑賞ください～

12:00
12:05
12:06
12:09
12:10

東山高齢者住宅前
朝駒集会所
朝駒１号棟付近
さわやかトイレ
体育センター

12：25
12：26
12：29
12：30
12：31
12：33
12：34
12：36
12：38
12：39
12：40
12：42

S57鶉若葉台改良住宅公園前
雇用促進住宅前
緑が丘団地前
緑が丘集会所
下鶉東２丁目
下鶉生活館
下鶉南１条２丁目
鶉橋西側
鶉本町生活館
中学校前バス停
認定子ども園前バス停
体育センター

上砂川120年開町70年記念式典
■と　き　10月26日(土)　午前10時～　
■ところ　町民センター２階大ホール
■内　容　記念式典、特別功労表彰、
　　　　　特別善行表彰、功労表彰　他
■対象者　対象の方には、先月ご案内をしており
　　　　　ます。
■問合先　役場庶務係(☎62-2011)

迎え便①

迎え便②

下鶉分譲地分譲中！

■問合先　役場管理係(☎62-2221)

367.09㎡(111.23坪)
194.56万円

361.48㎡(109.53坪)
191.59万円
359.11㎡(108.82坪)
190.33万円

A
B
C A CB D



メニュー：もも、砂肝、かわ、ねぎま、美唄風きも、
　　　　心ぞう、テール、つくね、ナンコー串
営業時間：午後１時～午後８時
定休日：月・火曜日

「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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成人向けワークショップ
ハーブって何？アロマって何？
プロに教わるハーブのあれこれ

■と　き　11月12日(火)、19日(火)
　　　　　午後６時30分～８時
■ところ　町民センター
■内　容　ハーブとアロマの基礎、各回２種
　ハーブやアロマを使ったクラフトをします。
■講　師　もりのこや　主宰　森田　英絵氏
　※２回目のみの参加はできません。
■対　象　20歳～70歳未満の方
■定　員　先着２０名(最少開催人数３名)
■参加料　１回1,000円(当日徴収します)
■持ち物　筆記用具
■申込方法　申込用紙を町民センターまで
　提出してください。
■申込締切　10月18日(金)
■問合先　教育委員会社会教育係(☎62-2881)

全町混合ミニバレーボール大会
■と　き　11月10日(日)　午前９時　
■ところ　体育センター
■対　象　高校生以上で、町内に居住または
　　　　　勤務地が町内の方
■参加料　１チーム　１,０００円
■申込方法　申込用紙に出場選手を記入し参加
　料持参の上、教育委員会社会教育係まで提出
　してください。(申込用紙は町民センター、
　教育委員会にてご用意しております。)
■申込締切　10月４日(金)
■問合先　教育委員会社会教育係(☎62-2881)

老人レクリエーション大会
■と　き　11月１日(金)　午前10時～午後３時
■ところ　町民センター
■対　象　各町老人クラブ会員の歌や踊りによ
　る交流
■参加料　無料
■問合先　社会福祉協議会(☎62-2882)
　　　　　または役場福祉係(☎62-2222)

上砂川町社会福祉大会
■と　き　11月２日(土)　午前10時～正午　
■ところ　町民センター２階大ホール
■内　容
　◆テーマ「全世代福祉を目指して」
　◆案内人　合同会社うぇるかむ
　　　　　　　　　　　代表　池田　ひろみ氏
■問合先　社会福祉協議会(☎62-2882)
　　　　　または役場福祉係(☎62-2222)

上砂川120年開町70年記念事業
第２回「かみすながわプレミアム付商品券」販売

　ご好評をいただいている「かみすながわプレミアム付商品券」を町と上砂川商工会議所の共
催により、今年度２回目の販売します。
■と　き　10月19日(土)　午前の販売　午前10時開始 / 午後の販売　午後0時30分～３時　
■ところ　産業活性化センター
■販売数　2,000セット
■金　額　１セット１万円(１万２千円分の商品券)
■対　象　上砂川町民(１世帯あたり５セットまで購入可能)
※詳しい内容は今月号の折込チラシをご覧ください。
■問合先　上砂川商工会議所(☎62-2410)



ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）

　砂川年金事務所では、相談窓口の混雑を避けるため、
ご相談や手続きの予約を実施しています。
　予約すると、相談内容にあったスタッフが事前に準備
しますので、スムーズに相談できます。
〇予約相談の実施時間帯
　月曜日　午前８時30分～午後６時
　火～金曜日　午前８時30分～午後４時
　第２土曜日　午前９時30分～午後３時
　

　予約は「予約受付専用電話」までお電話いただくか、つ
ながりにくい場合は砂川年金事務所までお願いします。
　予約相談は１ヵ月前から前日まで受付しています。予
約の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書
をご準備ください。
〇予約受付専用電話(☎0570-05-4890)
〇砂川年金事務所(☎0125-28-9002  音声案内「１」
→「２」)
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　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保
険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様
に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除
され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成31年１月から令和元年
12月までに納められた保険料の全額です。また、ご自
身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子様等)
の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、そ
の保険料も合わせて控除が受けられます。なお、本年
中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控
除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うとき
に、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書

類の添付が必要となります。
　このため、平成31年１月１日から令和元年９月30日ま
での間に国民年金保険料を納付された方には、11月上
旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書」が送られてきますので、申告書の提出の際
には必ずこの証明書または領収証書を添付してくださ
い。(令和元年10月１日から12月31日までの間に、今年
はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の２
月上旬に送られてきます。)税法上とても有利な国民年
金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも
心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのない
ようにしましょう。

■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

■年金の予約相談をご利用ください

　現在２戸空いていますので、入居者を募集します。
■募集住宅
　住　所① 東山北１条２丁目４番５号　②東山北１条２丁目４番６号
　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、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
　　　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　10月１日(火) ～ 15日(火)（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。
■申込先　役場福祉係（☎62－2222）

除雪・草刈りの心配がない！！ 東山高齢者住宅の入居者募集

便
所

玄関浴
室

押
入

物
置

洗面室 和室
６帖

居間･食堂
12帖

サンルームバルコニー

■平面図



電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

健康の里だより健康の里だより
（送り便）
12:45　温泉
12:47　本町分譲団地入口
12:48　東山高齢者住宅前
12：52　朝駒集会所
12:53　朝駒5号棟付近
12:54　さわやかトイレ
12:55　中央２丁目
12:56　町民センター
12:58　中央ふれあいセンター
13:00　鶉本町公住入口
13:01　鶉本町生活館
13:02　鶉橋西側
13:03　下鶉南１条２丁目
13:04　下鶉生活館
13:05　下鶉東２丁目
13:06　緑が丘集会所
13:07　緑が丘団地前
13:08　S53改良住宅前
13:09　S55鶉改良住宅入口

（迎え便）
10:00　S55鶉改良住宅入口（鶉ﾌﾟｰﾙ下）
10:01　S53改良住宅前
10:02　緑が丘団地前
10:03　緑が丘集会所
10:04　下鶉東２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
10:05　下鶉生活館
10:06　下鶉南１条２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
10:07　鶉橋西側
10:08　鶉本町生活館
10:09　旧双葉保育園
10:11　中央ふれあいセンター
10:12　役場前
10:13　中央２丁目
10:14　さわやかトイレ
10:15　朝駒5号棟付近
10：16　朝駒集会所
10:18　東山高齢者住宅前
10:22　本町分譲団地入口
10:25　温泉

【毎週金曜日】
 ・ 行き　さわやかトイレ前発　10：20　→　パンケの湯着　　　10：28
 ・ 帰り　パンケの湯発　　  　12：40　→　さわやかトイレ前着  12：48

※
気
象・交
通
状
況
な
ど
に
よ
り
、到
着
時
間
が
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後
す
る
場
合
が
あ
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ま
す
の
で
、

ご
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承
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だ
さ
い
。
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行
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ご
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所
お
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合
わ
せ
の
上
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
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お待たせしました！上砂川特産品「ニジマス燻製絶賛発売中」
　本格的な秋を迎え、毎年ご好評をいただいております。上砂川特産
品の「ニジマス燻製」を売店にて販売しております。
ソフトな触感と絶妙な塩加減の「ニジマス燻製」をご賞味ください。
内容量100g　600円(税込)

家の水回り(台所・風呂・トイレ・水洗化ほか)の
ことなら何なりとお引き受けします。

家屋の解体、家の外構工事も行っています。
冬は除雪作業も承っております。

困ったことはご相談ください！！

☎

【毎週水曜日の夕方便】S55鶉改良住宅入口(プール下)午後４時発も運行中！！
・パンケの湯では従業員を募集しています。詳しくはフロントまでご連絡願います。

☆旬のにんじんを使ったたんぱく質とビタミンAが
　豊富な１品です。

1人分　86Kcal　塩分 0.5ｇ　野菜量　50g 上砂川町食生活改善推進協議会

≪作り方≫
①.にんじんは皮をむき千切りにする。卵は割りほぐす。
②.フライパンを熱し、ツナ缶(油も)とにんじんを入れて炒め、ふたをして
　 やわらかくなるまで３分くらい弱火で加熱する。
③.②にしょうゆを加えて炒める。中火にして卵を回し入れ手早く混ぜて
　 火を通す。

食事に野菜を１皿増やそう
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野生動物(熊・キツネ)が出て危険です。道路にゴミを捨てないでください。

～回数券をお持ちの方へ～
一番上の部分を10枚貯めると優待券(12枚綴)を差し上げております。



粗　 大　 ご　 み
10月16日 (第3水曜日)

曜日 第２水曜日（10月９日）
第４水曜日（10月23日）

地域 下鶉・緑が丘
鶉本町・鶉

東山・朝駒・本町
中町・東鶉・中央

資　 源　 ご　 み

燃やせるごみ・生ごみ

燃やせないごみ・危険ごみ・小型家電
10月９・23日(第2・4水曜日)

ゴミ出しのルールを守りましょう
①正しく分別してごみを出しましょう
②ごみ袋には名前を書きましょう
③ペットボトルや缶、新聞紙などリサイクルが可能なものは資源ごみとして出し、ごみの減量化に努めましょう

●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、11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。）

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

●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。

第１水曜日（10月２日）
第３水曜日（10月16日）

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）

水洗化済み・修繕済みの住宅（９月15日現在）

住宅入居時には、敷金として家賃の２か月分が必要です。

10月のゴミ収集日 ■問合先  住民課生活環境係（☎62－2220）

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

電話１本で送迎サービスいたします。

暮らしの
広場

団　地　名 間取り 団　地　名 間取り
平屋 2階建
3DK 3LDK
平屋 2階/2階建
2DK 3LDK
平屋 1階/2階建
3DK 3LDK

メゾネット メゾネット
3DK 3DK

鶉若葉改良団地鶉改良団地

下鶉団地

下鶉学校下団地

下鶉改良団地

鶉若葉台改良団地

朝陽台改良団地鶉本町団地

☎６２－２７２７
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三鉱建設株式会社様から　3,000,000円

上砂川120年開町70年記念事業へ

ご厚志ありがとうございます

佐藤　百合子さん(中央)から　 50,000円
上砂川町へ



・役場　　　　　　☎62-2011
・教育委員会　　　☎62-2881　
・社会福祉協議会　☎62-2882

見やすいところに保管して、いつでもご利用ください
（今月のカレンダー）

★印行事の問合先は役場保健予防係　♪上砂川町健康マイレージ事業

18 金 ★いきいき百歳体操全町大会②
町民センター/午後１時30分～３時40分

19 土

上砂川120年開町70年記念事業
第２回「かみすながわプレミアム付商品券」販売日
産業活性化センター/１回目午前10時～　２回目午後０時30分～
認定こども園ふたば発表会
認定こども園ふたば/午前９時30分～11時30分

20 日
上砂川120年開町70年記念事業
陸上自衛隊第11音楽隊コンサート・滝川駐屯地しぶき太鼓
体育センター/午後１時～

21 月 ♥カフェまちなか、認知症・介護相談
まちの駅ふらっと/午前10時～正午

22 火 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

24 木
★町民センター健康相談・栄養相談、　　♪
　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～４時

25 金 ★百歳体操サバ缶編
朝駒集会所/午後１時30分～２時30分

26 土 上砂川120年開町70年記念式典
町民センター/午前10時～

27 日 ◆キッズ体験くらぶ～Halloween～
町民センター/午前10時～11時30分

28 月 ★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～10時50分

29 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

30 水

★子宮・乳・胃・肺・大腸・前立腺がん検診
エキノコックス・肝炎・風しん抗体検査　　　♪

町民センター/午前７時～

健康の里づくり事業「秋の燻製教室とニジマス鑑賞ツアー」
上砂川岳温泉/午前10時～正午

31 木 ★百歳体操サバ缶編
中央集会所/午後１時～２時

1 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

２ 水 ★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分～11時

５ 土 中央小学校学習発表会
中央小学校/午前８時45分～

６ 日 上砂川120年開町70年記念事業「山岸凉子トークショー」
体育センター/午後２時～

７ 月 ★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～10時50分

８ 火 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

９ 水

健康の里づくり事業「第25回ワンデーウォーク」
上砂川岳温泉/午前10時～正午

令和元年度行政相談週間
町民センター/午後１時～３時

★食育講演会2019
中央小学校/午後１時20分～２時40分

11 金

みんなの消費生活展
町民センター/午前10時～午後３時

町民センターヨガ　※場所は中会議室に変更になりました
町民センター/午前10時40分～11時30分

15 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

16 水

★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分～11時

定例行政相談、心配ごと・困りごと相談
産業活性化センター/午後１時30分～３時30分

17 木
町民参観日
中央小学校/午前８時40分～午後０時10分
上砂川中学校/午前８時30分～午後２時45分 ●
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◆印行事の問合先は教育委員会社会教育係　♥印行事の問合先は地域包括支援センター　＊印行事の問合先は社会福祉協議会

　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。

上砂川町内の
求人一覧

※週間求人情報
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

今月の休日救急当番医
　　　　　　　　　　６日　いとうクリニック(☎55-3355)
　　　　　　　　  　 20日　細谷医院(☎52-3057)
　　　13・14・22・27日　砂川市立病院(☎54-2131)

（９月15日現在）

職　種 企業名 年　齢 求人数

製造要員 共栄フード㈱北海道工場 不問 １　人
調理師 ㈱上砂川振興公社 59歳以下 １　人
介護職員(グループホーム) ㈲フローラ 不問 ２　人
一般作業員 ㈲サクライ 不問 １　人
事務員 ㈱そらけん 不問 １　人

板金工及び見習 ㈱佐藤板金工務店 18～59歳
以下 ３　人

鉄筋工 ㈱岩渕建設 59歳以下 ３　人

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/

お悔み申し上げます人のうごき (８月 15日～９月 14日 )
小谷　數雄さん　（東　鶉）　82歳　８/31　　森　國三さん　（下　鶉）　89歳　９/１
大野　才子さん　（本　町）　93歳　９/９


