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Public Relations Kamisunagawa

～ちいさいマチのでっかい魅力。～

2019年
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■上砂川町120年開町70年記念式典を開催しました
■上砂川町応援大使トークショーを開催しました
■上砂川町予算執行状況(令和元年度上半期)
■高齢者等冬の生活支援券の交付について
■東山高齢者住宅・緑が丘町営住宅入居者募集
■除排雪作業へのご協力をお願いします
■年末年始役場・施設等の閉庁・休館日について ほか

CONTENTS 今月の表紙
　10月26日(土)に開催された上砂川町
120年開町70年記念式典の様子です。

人口　2,889（－ 13）　男　1,322（－ ５）
世帯　1,736（－　７）　女　1,567（－ ８）
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　10月26日(土)に町民センターで開催された上砂川町120年開町70年記念式典の中で上砂川町
表彰式が行われ、次の方々が表彰されました。(敬称略)

横溝　一成
大内　兆春

横林　典夫
白川　良雄
吉田　初美
根本　敏子
伊藤　雄二
山尾　政一
櫻井　洋雄
郷土芸能獅子
神楽保存会
宮本　亨起
城川　惠美子
千葉　昌希
笹木　諄
門馬　智
岩井　昭夫

町議会議員、町議会副議長、町議会議長、選挙管理委員会委員として、永年にわたり地方自治の
振興に貢献

鶉町自治会副会長として、永年にわたり地方自治の振興に貢献

、永年にわたり地方自治の振興に貢献
消防団員 、永年にわたり地方自治の振興に貢献
消防団員 、永年にわたり地方自治の振興に貢献
消防団員 、永年にわたり地方自治の振興に貢献
大正７年より奉納され、永年にわたり文化の振興に貢献

歯科診療所医師 、永年にわたり福祉の向上に貢献
民生委員・児童委員、同協議会副会長、衛生協力会会長 、永年にわたり福祉の向上に貢献
民生委員・児童委員、同協議会副会長 、永年にわたり福祉の向上に貢献
交通安全指導員、同会会長 、永年にわたり福祉の向上に貢献
交通安全指導員、同会副会長 、永年にわたり福祉の向上に貢献
交通安全指導員、同会会長 、永年にわたり福祉の向上に貢献

上砂川町120年開町70年特別功労表彰

上砂川町120年開町70年特別善行表彰
三鉱建設株式会社　代表取締役社長　三塚　郁夫

柳川建設株式会社　代表取締役　柳川　博司

大西　ヨシ子

上砂川町功労表彰

上砂川町善行表彰

吉川　洋
栗原　順道
阿部　文子
秋川　眞智子

教育委員、教育委員長、教育長職務代理として、永年にわたり教育の振興に貢献

町社会福祉協議会理事、同協議会評議員として、永年にわたり福祉の向上に貢献

柳川　将輝
中川　康生
水戸　康智
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～北海道日本ハムファイターズ応援大使事業～

応援大使トークショー開催しました
　11月20日(水)に体育センターで北海道日本ハムファイターズ「北海道179市町村応援大使」事業
上砂川町応援大使の中田翔選手、石川亮選手によるトークショーを開催しました。
　当日の様子を写真でご紹介します。

勝寿庵～そば打ち体験～

上砂川町役場来庁 パンケの湯～ニジマス料理～

中央小学校～ハカ～

応援大使トークショー 花束贈呈

ストラックアウト 抽選会

YMCAダンス



会　　計 収　　入 支　　出 翌年度繰越金 差　　引 積立金現在高

36億9，772万円

１億7,305万円

6,919万円

1億6,075万円

2億9,268万円

6億9,567万円

43億9,339万円

36億  420万円

１億7,159万円

6,912万円

1億6,075万円

2億9,268万円

6億9,414万円

42億9,834万円

71万円

0万円

0万円

0万円

0万円

0万円

71万円

9，281万円

146万円

７万円

0万円

0万円

153万円

9，434万円

26億2,070万円

１億2,490万円

0万円

0万円

0万円

１億2,490万円

27億4,560万円

特別会計の合計

総　　合　　計

●一般会計歳入（36億9,772万円）

●一般会計歳出（36億　420万円）

一般会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業特別会計

水道事業会計

 平成30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。

36億
9,772万円

歳入
地方交付税
17億1,552万円
46.4％

地方譲与税等
7,936万円
2.1%

使用料及び手数料等
1億8,157万円
4.9%

町税
1億8,039万円
4.9%

町債
8億6,873万円
23.5%

国・道支出金
3億5,884万円

9.7%

（性質別）
36億
420万円

歳出

貸付金など
700万円
0.2%

物件費
3億1,809万円
8.8%

補助費 等
4億5,246万円
12.6%

人件費
5億4,498万円
15.1%

公債費
3億5,809万円
9.9%

繰出金
3億9,654万円
11.0%

（目的別）
36億
420万円

歳出

総務費
3億5,870万円
10.0％

公債費
3億5,809万円
9.9%

労働・農林水産業・商工費
1億5,629万円
4.3%

消防費
2億  903万円
5.8%

教育費
１億  544万円
２.９%

土木費
3億8,133万円
10.6%

議会費
4,003万円
1.1%

職員費
4億6,708万円
13.0%

衛生費
2億4,514万円
6.8％

民生費
12億8,307万円
35.6％

積立金
1億126万円
2.8%

扶助費
3億2,657万円
9.1%

維持補修費
7,222万円
2.0%

普通建設事業費
10億2,699万円
28.5%

その他収入
3億1,331万円
8.5%
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●歳入  

●歳出  

収入済額内訳 支出済額内訳

　　 予算額
 (歳入・歳出ともに)
32億5,011万円

　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、令和元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。

会　計　名 予　算　額 収入済額 収　入　率 支出済額 執　行　率

9,018万円

7,152万円

１億3,656万円

１億3,397万円

１億　606万円

１億5,839万円

1,721万円

1,984万円

1,298万円

4,356万円

0万円

19.1%

27.7%

9.5%

32.5%

0.0%

5,243万円

2,030万円

6,354万円

3,487万円

6,415万円

58.1%

28.4%

46.5%

26.0%

40.5%
収入

支出
水道事業（資本的）

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

下 水 道 事 業

水道事業（収益的）

収入済額15億9,370万円（49.0％） 未収入済額１６億５，６４１万円（51.0％）

支出済額11億2,737万円（34.7％） 未支出済額２１億２，２７４万円（65.3％）

地方交付税
11億3,157万円
71.0%

公債費
1億6,240万円
14.4%

職員費
 2億2,515万円
20.0%

民生費
2億9,112万円
25.8%

町税
1億940万円
6.9%

地方譲与税等
3,990万円
2.5%

使用料及び
手数料 等
7,759万円
4.9%

その他収入
1億3,005万円
8.1%国・道支出金

1億519万円
6.6%

議会費
1,985万円
1.8%

総務費
1億1,956万円
10.6%

教育費
5,427万円
4.8%

衛生費
7,828万円
7.0%

土木費
7,366万円
6.5%

労働・農林水産業
・商工費
2,508万円
2.2%

消防費
7,800万円
6.9%
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・認定こども園等複合施設建設事業（園庭整備）
・認定こども園通常保育料・給食費助成事業
・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
・在宅高齢者等除雪サービス事業
・除雪費助成事業　　　　　　　　　　　など

・公設学習塾の拡充
・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
・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
・生涯学習講座の開設　　　　　　　　 など

・高規格救急自動車更新事業
・高齢者運転免許証自主返納支援事業
・乗り合いタクシー実証運行
・有害鳥獣対策事業
・資源ごみ分別方法の見直し
・災害備蓄品整備事業
・橋梁長寿命化補修事業
・公営、改良住宅改修事業
・上下水道整備事業　　　　　　　　  など

・シェアハウス活用事業
・プレミアム付商品券発行事業
・日本ハムファイターズ応援大使事業
・観光振興対策事業　　　　　　　など

・上砂川町 120年開町 70年記念事業
・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
・下鶉生活館建設実施設計業務
・上砂川移住定住促進事業　　　　　　　など

　本年度は、高齢者支援施策の充実、子育て支援及
び次代を担うこどもたちを育成する教育環境の整
備を中心とした事業を展開しております。
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　現在１戸空いていますので、入居者を募集します。
■募集住宅
　住　所　東山北１条２丁目４番５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　12月２日(月) ～ 13日(金)（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
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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)」を交付しています。
　まだお受け取りになっていない方は、印鑑をご持参の上、令和２年２月28日(金)
までに役場福祉係でお受け取りください。
　詳細は町広報11月号に掲載されていますので、ご覧ください。
■問合先　役場福祉係(☎62-2222)

上砂川町120年・開町70年記念品の配布について
　本年は明治32年に開拓の鍬が打ち下ろされてから120年さらに昭和24年に町制施行以来70年
という節目の年を迎えました。
　この輝かしい年を迎えた記念として、町内で操業するスフェラ
ーパワー株式会社が製造する球状太陽電池のスティックライト
と本町の歴史を掲載したリーフレットを全世帯に配布したところ
ですが、不在等によりまだお受け取りになられていない方は、下
記の期間中に役場総務課の窓口でお受け取りください。

■受取り期間　12月２日(月)～27日(金)
■受取り場所　総務課窓口
■問合先　役場庶務係（☎62-2011）
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下水道は正しく使用しましょう
　これから道路に雪が積もり修理が困難になる季節となります。下水道が詰まったり、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、次に書いているものは、絶対に流さないでください。
〇流してはいけないもの

　水道が凍結する季節となりました。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、凍結させた時は
　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。

水道管の凍結に注意しましょう

冬の暮らしを快適に過ごすために 

　今年も間もなく、本格的な降雪期を迎えます。効率よく円滑に除排雪作業を進めるため
に町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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。

除排雪作業へのご協力をお願いします

町内指定工事店　柳川建設(☎62-2309)　三鉱建設(☎62-2121)

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
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上砂川町社会福祉大会

　町民センターで老人レクリエーション大会
が開催されました。

老人レクリエーション大会11/
　  １全町ミニバレーボール大会

　体育センターで郷土の文化祭が開催さ
れ、町民の皆さんが制作した作品の展示と
芸能発表が行われました。

郷土の文化祭おひさまル～ム ケーキ作り体験

　町民センターで上砂川町社会福祉大会が
行われました。

　体育センターで全町ミニバレーボール大
会が開催され、「いろはす」が優勝しました。

11/
　  ２

11/
  　３

11/
  10

11/
  14

　町民センターでクリスマスケーキのデコ
レーションを学びました。

ご当地給食
～広島県 もぶりご飯～

11/
  13・15

　小中学校とこども園のご当地給食として上
砂川町応援大使の中田翔選手の出身地広島
県の”もぶりご飯”を食べました。



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）

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。
■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）

キッズとママのもしもしコーナー
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■と　き　12月7日(土)・14日(土)・28日(土)
　　　　　午前10時～11時
■ところ　上砂川児童館ホール
■対　象　小学３年～６年生
■持ち物　習字セット・新聞紙・タオル
■講　師　松原　純　先生
■申　込　各日３日前までにこども園
　(☎62-4254) にご連絡ください。
　※都合により開催日時が変更になることが
　　ございます。

無料お習字教室

☀おひさまル～ム☀

■と　き 12月12日(木) 午前10時～11時30分
■ところ　認定こども園ふたば
■対　象　就学前の親子(祖父母も参加可能)
■内　容　かわいい雑貨作りで好評の講師の　
　　　　　先生教わりながら、親子で季節の　
　　　　　飾り作りを楽しみます。
■申　込 2日前までにこども園(☎62-4254)
　　　　　までご連絡ください。
★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！

放課後子ども教室

～季節の飾りを作ろう～

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19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

認定こども園ふたば体験入園
　入園前のお子さんがいらっしゃる方は、ぜひ
こども園に遊びに来てください！
■と　き　12月４日(水)　
　　　　　午前9時30分～11時30分
■ところ　認定こども園ふたば
■内　容　保護者説明会、各クラス見学
■その他　はだし保育を実施しているため、　
　　　　上履きは必要ありません。
■申込・問合先 認定こども園ふたば(☎62-4254)

■と　き　12月5日(木)・12日(木)・19日(木) 
　　　　　午後３時15分～５時15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。

いっしょにトドックダンス179！
in上砂川

　９月19日(木)、トドックスマイルキャラバン179が認定こど
も園ふたばにやってきて園児たちとクイズ大会やトドックダ
ンスを踊りました。ダンスの動画がトドックのホームページ
で公開になりましたので、ぜひご覧ください。
(URL https://www.sapporo.coop/todokfan/
　　　　　　　　　　dance179/kamisunagawa/)



町民センター図書室だより
おすすめ

絵本・児童書

◆ずーっとずっとだいすきだよ
　絵/文　ハンス・ウィルヘルム

◆わすれられないおくりもの　　スーザン・バーレイ
◆へんしんプレゼント　　　　　あきやまただし
◆かくしたの　だあれ　　　　　五味太郎
◆１４ひきのもちつき  いわむらかずお
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「お片付け・整理収納」特集

◆ザ・ウォール
　　　堂場瞬一
◆罪の轍　　　　　奥田英朗
◆緋の河　　　　　桜木詩乃
◆落日　　　　　　一色さゆり
◆花や散るらん　　葉室麟

　今月の特集は、年末の大掃除に向けての片付けや整理収納などが上手に出来る本を揃えてみました！
　片付けたくなる部屋作りや片づけ力が身につく本、大掃除だけではなく、普段のお掃除やお片付けが楽
になるかもしれませんね！片付いて空いたスペースに幸せが入ってくるようですよ！色々な本があります
ので、この機会に図書室に来て読んでみてください！

●開室時間　午前９時～午後９時
●今月のお休みの日　２・９・16・23・30・31日

おすすめ
一般書

町民センター図書室
☎62-5225

■受付期間　令和元年12月２日（月）～令和２年1月31日（金）
■提出する書類
　　1．支給認定書および入園申込書
　　2．令和元年度町民課税（非課税）証明書
　　※平成31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、ご不明な点はお問い合わせください
■申込・問合せ先　役場子育て支援係（☎62-2222）

◆保育園機能（0～5歳児）◆
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.お母さんが妊娠中又は出産後間もない家庭
３.保護者の方が病気療養している家庭
４.保護者の方が常時介護している家庭
５.その他（お問い合わせください）

◆幼稚園機能（3～5歳児）◆
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：午前9時～午後１時（給食後に降園）

　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どもに対しても、子育ての相談や親子の集いの場を提供いたします。

令和２年度上砂川町認定こども園「ふたば」の入園受付開始！！

町内の子どもが「ふたば」を利用する場合、基本の保育料・給食費は0円です！

保育標準時間：午前7時～午後６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：午前８時～午後４時
（保護者の就労等により最大8時間利用可能）



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　１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　12月13日(金)
■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　2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　12月13日(金)
■申込・問合先　役場上下水道係（☎62-2221）
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か　み　す　な　が　わ

認定こども園ふたば臨時保育教諭募集
■採用職種　保育教諭
■採用条件　健康で、保育士または保育教諭の資格を
　　　　　　有する方※年齢不問
■勤務内容　園児の保育全般に関すること
■基本給　日額6,760円(時給872円)
■勤務形態　①月～土曜日、②月６日程度
　　　　　　シフト有　午前８時～午後４時30分
　　　　　　※日曜・祝日を除く
■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　12月13日(金)
■申込・問合先　認定こども園ふたば（☎62-4254）

小・中学校臨時日直警備員
■募集人員　小学校１名、中学校２名
■勤務内容　夜間・休日の電話応対、校内外の巡回
等日直、警備業務全般
■採用条件　町内に居住する満62歳以下の健康な方で
　　　　　　土日祝日の夜間も含め、２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貼付し提出
■採用予定日　４月１日
■申込締切　１月15日(水)
■申込・問合先　教育委員会学務係（☎62-2881）

小・中学校臨時公務補
■募集人員　小学校１名、中学校２名
■勤務内容　中学校内外の雑役作業・施設維持管理等
■採用条件　町内に居住する満62歳以下の健康な方で
　　　　　　２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貼付し提出
■採用予定日　４月１日
■申込締切　１月15日(水)
■申込・問合先　教育委員会学務係（☎62-2881）

令和元年度自衛官募集
■募集種目　陸上自衛隊高等工科学校生徒
■受験資格　令和２年４月１日現在、15歳以上17歳
　　　　　　未満の男子で中学校卒業又は中学校卒業
　　　　　　見込みの者
■受付期間　11月１日(金)～令和２年１月６日(月)
■試験日
　１次：令和２年１月18日(土)
　２次：令和２年１月31日(金) ～２月３日(月)
　　　　までの間の指定する１日
■合格発表　令和２年２月14日(金)
■申込・問合先　自衛隊札幌地方協力本部
　　　　　　　　滝川地域事務所(☎22-2140)



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

令和元年度第８回危険物取扱者試験
　　　　　第４回消防設備士試験

■試験日　令和２年２月２日(日)
■試験地・種類　札幌市、旭川市ほか５市／全種
■申請方法
　書面又は電子申請(https://www.shoubo－shiken.or.jp)
　書面申請用願書は上砂川支署予防係にあります。
■受付期間  書面申請：12月12日(木) ～ 19日(木)
　　　　　  電子申請：12月９日(月)～16日(月)
■問合先　砂川消防署上砂川支署予防係(☎62-2021)

北海道立札幌高等技術専門学院主催
令和２年度公共職業訓練生募集

■募集科目　板金科および電気工事科
■訓練期間　令和２年４月13日～令和３年３月31日
■応募資格　中学校以上を令和２年３月に卒業見込
　みの方、過年度卒業者、離転職者及び一般求職者
■募集定員　各科７名
■訓練場所　スキルアップセンター空知
■授業料　無料(入学諸経費として55,000円予定)
※電気工事士等の資格試験受検料は別途必要
■申込期間　12月２日(月) ～令和２年１月15日(水)
■問合先　スキルアップセンター空知(☎24-1880)

令和元年度消防設備士講習
■試験地・種類　札幌市、旭川市ほか６市
■申請方法
　下記の提出先へ持参又は郵送
　申請書類は上砂川支署にあります。
■受付期間  12月11日(水)まで
■提出先  
　一般社団法人北海道消防設備協会(☎011-205-5951)
　〒060-0004　札幌市中央区北４条西５丁目１－４
　　　　　　　　大樹生命札幌　共同ビル３階
(HP:http://www.hokkaido-setsubikyokai.or.jp)
■問合先　試験地により、試験日と講習区分が異な
　りますので、詳しくは砂川消防署上砂川支署予防
　係(☎62-2021)までお問い合わせください。

狩猟試験予備講習・狩猟試験
【狩猟試験予備講習】
■日　時　令和２年１月26日(日)
　　　　　午前９時～午後４時30分
■会　場　岩見沢市民会館まなみ～る
■受講料　第１種、第２種　11,000円(税込)
　　　　　 網、わな　　　　  8,250円(税込)
　　　　　※複数受講も可能です
■受　付  12月24日(火) ～令和２年１月21日(火)
　火曜日・木曜日午前９時30分～午後４時30分
【狩猟試験】
■日　時　令和２年２月２日(日)　午前９時～
■会　場　空知総合振興局
■問合先　空知狩猟協議会(☎0126-24-1111)
　電話・FAX共通　火曜日・木曜日事務局対応　
　また、町では試験料の一部助成を行っていますの
で、詳しくは役場生活環境係(☎62-2220)までお問
い合わせください。

成人式該当者の調査について
　教育委員会では、来年１月11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。現在、町外に住んでいて次の条件に
該当し、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。
■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
　②平成27年３月に上砂川中学校を卒業した方
■連絡先　教育委員会社会教育係(☎62-2881)



　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

　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

今年も除雪車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。

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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　上砂川町共同募金委員会では、12月２日(月)か
ら歳末たすけあい募金の受付を開始します。
　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)

　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。あなたの体内年齢がわかります。
■と　き　12月19日(木)　午後１時30分～４時
　　　　　（受付は午後３時30分まで）
■ところ　町民センター中会議室
■内　容　体脂肪率、筋肉量、骨量、
　　　　　内臓脂肪レベル測定等
■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！

健康の里づくり事業
「ロコモティブシンドロームと体力診断」

　体の動きの専門家に今の体の動きがどのくらいか、
もっと元気に動けるようにお家でどんな運動をしたらよいか
教えていただきます。
■と　き　１回目　12月17日(火)　午後10時～正午
 　 ２回目　令和２年３月24日(火)
　　　　　※12月、３月両方のご参加をおすすめします。
■ところ　上砂川岳温泉パンケの湯
■内　容　体力測定、個人面談
■講　師　砂川市立病院理学療法士(リハビリの先生)です！
■持ち物　運動靴　　■申込締切　12月６日(金)
■送　迎　当日は無料送迎バスを運行します。
　　　　　利用される方は事前にお申込みださい。
■申込・問合先　地域おこし協力隊千葉(☎62-2223)

送迎バス時刻
９：０５　Ｓ５７鶉改良住宅公園前
９：０７　雇用促進住宅前
９：１０　旧緑が丘浴場
９：１２　緑が丘集会所
９：１４　下鶉東２丁目（電話ボックス前）
９：１５　下鶉生活館
９：１７　下鶉南１条２丁目（電話ボックス前）
９：２０　鶉本町生活館
９：２０　緑が丘入口バス停前
９：２１　双葉保育園前（セイコーマート前）
９：２３　中央ふれあいセンター前
９：２４　役場前
９：２５　さわやかトイレ
９：２７　朝駒バス停留所
９：３２　東山高齢者住宅

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　令和２年１月６日(月)　午後５時～
■場　所　町民センター
■会　費　3,500円　■申込締切　12月13日(金)
■申込先　役場庶務係(☎62-2011)

歳末たすけあい募金にご協力を
お願いします



　※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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　北海道後期高齢者医療広域連合は、道内179市町村との連携のもと、後期高齢者医療制度
を運営している特別地方公共団体です。
　この度、広域連合では、広域連合と市町村が連携しながら処理する事務について定めた「広
域計画」を改正します。
　この第３次広域計画の改正にあたり、次のとおり広く住民の皆様からご意見を募集します。
◆募集案件について
　【募集案件】　『第３次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画(改正原案)』
　【募集期間】　令和元年12月６日(金)～令和２年１月６日(月)※必着
◆公表する資料について
　『第３次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（改正）原案』
　『第３次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画(改正原案)新旧対照表』
◆資料及び募集要領の入手方法について
　意見募集の開始日から、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://iryouk-
ouiki-hokkaido.jp)に掲載するとともに下の場所で配布しています。
　・北海道後期高齢者医療広域連合(札幌市中央区南２条西14丁目国保会館６階)
　・役場医療保険係
■問合先　北海道後期高齢者医療広域連合(☎011-290-5601)
 　　役場医療保険係(☎62-2220)

後期高齢者医療制度のお知らせ
■広域計画に関する住民意見募集について■

■募集住宅
　住　所　①緑が丘２条１丁目２番２号２-24（３階建の２階）
　　　　　②緑が丘２条１丁目２番２号２-33（３階建の３階）
　間取り　２ＬＤＫ（62.1㎡）　家　賃　18,400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２日(月) ～ 13日(金)（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　役場管理係（☎62-2221）

■平面図

緑が丘町営住宅の入居者募集について



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

※
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〇従業員・パート急募！
　詳しくはフロントまでご連絡ください。
〇宴会メニューに鍋コース登場！
　詳細はフロントまでお訪ねください。
※毎月イベントカレンダーを作成しています。館内及び
各町生活館に掲示していますのでご覧ください。

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！！

☎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。

■販売・問合先　上砂川岳温泉パンケの湯(☎62-2526)

天然はちみつを販売開始！

　秋～冬限定で販売しているニジ
マス燻製ですが、この度新しく、地
域おこし協力隊の大澤弘規隊員が
考案した”ゆずと黒こしょう味”がで
きました。この機会にぜひご賞味く
ださい。

れんげ 　　900円(生産地：鹿児島霧島)
あかしや 　　850円(生産地：北海道空知)
まろにえ 　　750円(生産地：白神山地)
りんご 　　600円(生産地：青森津軽)
百花 　　550円(生産地：釧路湿原)
ぼだいじゅ　 550円(生産地：北海道芦別)

　ミツバチと共に日本中を旅する斎藤養蜂園さんの
100%国産天然蜂蜜を販売しています。化粧箱５本セット
(箱代275円)、３本セット(箱代190円)もありますので、プ
レゼントとしても、ご利用ください。
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パンケの湯年末年始営業時間

※１月１日～３日の町内
無料送迎バスは運休い
たします。

ニジマス燻製に新味登場！！

50g入　300円(税込)



ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）

　やむを得ない事業により国民年金保険料を納
められなかった期間や国民年金に加入していなか
った期間がある場合に年金額が満額支給されな
いこととなりますが、その年金額を増やすことが
できる制度です。
　任意加入制度は、次の①～④のすべての条件を
満たす方が対象です。
①60歳以上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数
が480月(40年)未満の方

④厚生年金保険に加入していない方
年金増加額の例(令和元年度ベース)
12ヵ月任意加入をした場合
国民年金の年額が19,503円増加します。(この年
金額に対する保険料納付額は196,920円)
　任意加入について、ご不明な点がありましたら
砂川年金事務所(☎0125-28-9002)にお問い合
わせください。

　平成31年１月１日から９月30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
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送
られてきています。所得税及び住民税の申告を行
う際に納付した国民年金保険料全額が社会保険
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1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、令和２年
２月６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い合わせは、ねんきん
加入者ダイヤル(☎0570-003-004)へ！

■国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります！

■国民年金任意加入制度について

☆塩分の気になる方へ。減塩しょうゆを使った薄いと
感じないおいしい肉じゃがです！！具材はお好きな野菜
でどうぞ。

1人分　319Kcal　塩分 1.4ｇ　野菜量　85g 上砂川町食生活改善推進協議会

≪作り方≫
①.じゃがいもは皮をむき４つに切って水にさらす。人参は皮をむき小さめの乱切り、玉
　ねぎは縦半分に切り薄切りにする。白滝は食べやすい長さに切って下茹でする。さや
　えんどうは筋をとって半分に切る。
②.豚肉は２～３cmの食べやすい大きさに切り、肉が柔らかくなるよう酒をふってなじ
　ませておく。
③.フライパンに油を熱し豚肉の色が変わるまで炒めて、じゃがいも・人参・玉ねぎ・白
　滝を加えて炒める。Aを入れ、落し蓋をして時々上下を混ぜながら15分煮る。
④.最後にさやえんどうを散らして火が通ったら出来上がり。

食事に野菜を１皿増やそう
じゃがいも
玉ねぎ
豚薄切り肉
酒
人参
白滝
さやえんどう
サラダ油
だし汁
砂糖
みりん
減塩しょうゆ

材料(２人分)

A
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200g
100g
100g
15g
50g
50g
20g
12g

200cc
6g
18g
24g

２個
1/2個

(大１)

(大１)
(１カップ)
(小２)
(大１)
(大１・小１)



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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年末年始のごみ・し尿収集のお知らせ

■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31日から１月３日まで休業(12月30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４～５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)

ご厚志ありがとうございます 上砂川町社会福祉協議会へ
野口　スミ子さん(東鶉)から　50,000円

公共施設等年末年始の休館日のお知らせ
年末年始の役場・公共施設等の閉庁・休館日は以下のとおりです。



粗　 大　 ご　 み
12月18日 (第3水曜日)

曜日 第２水曜日（12月11日）
第４水曜日（12月25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
12月11・25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、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。）

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（12月４日）
第３水曜日（12月18日）

12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

☎６２－２７２７
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桑村　君子さん　 (本　町)　92歳　10/17
山口　スヱさん　 (　鶉　)　92歳　10/21
野口　昭一さん　 (東　鶉)　76歳　10/26

お悔み申し上げます

人のうごき(10月15日～11月14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（11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。

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

谷山　汐那さん　(中　央)　司さん　　10/26
川岸　蒼さん　　(鶉本町)　靖章さん　11/１

お誕生おめでとうございます
お名前　　　　  住所　  保護者　　月日



・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

17 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

18 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

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

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

19 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30分～４時

20 金 上砂川中学校終業式

23 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

25 水
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

26 木 中央小学校終業式

27 金
役場仕事納め
年末年始の役場・施設等の閉庁・休館日は18ページ参照

２ 月
★言語リハビリ交流会
まちの駅ふらっと/午前１0時～午後０時20分

３ 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

４ 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

６ 金
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 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

10 火
◆大人のワークショップ
スマホのカメラで「いいね！」が増える写真を撮ろう！
町民センター/午後６時30分～８時

11 水
令和元年上砂川町議会第４回定例会(～12日)
議事堂/午前10時～　傍聴可能な日は11日・12日です

12 木
おひさまル～ム～季節の飾りを作ろう～
認定こども園ふたば/午前10時～11時30分

13 金
◆大人のワークショップ
スマホのカメラで「いいね！」が増える写真を撮ろう！
町民センター/午後６時30分～８時

16 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

17 火
健康の里づくり事業
「ロコモティブシンドロームと体力相談」
上砂川岳温泉/午前10時～正午
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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

※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
　  　　　　　　　　　１日　砂川慈恵会病院 (☎ 54-2300)
　　　　　　　　　　　15日　小林産婦人科医院 (☎ 52-4520)

８・22・29・30・31日　砂川市立病院 (☎ 54-2131)

（11月15日現在）

職　種 企業名 年　齢 求人数
清掃業務員 ㈱上砂川振興公社 不問 ２　人
ガソリンスタンド販売員 北日本石油㈱　上砂川給油所 不問 １　人
顕微鏡用スライドガラスの製造 ㈱マイクログラス　北海道工場 59歳以下 １　人
看護職員(グループホーム) ㈲フローラ 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

理学療法士又は作業療法士 上砂川町老人保健施設 成寿苑 64歳以下 １　人

鉄筋工 ㈱岩渕建設 59歳以下 ３　人
縫製員 ㈲マインド 64歳以下 １　人
事務員(生産管理) ㈱京都セミコンダクター上砂川事業所 不問 １　人
パン粉製造工 共栄フード㈱　北海道工場 不問 １　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/

※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。


