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〜ちいさいマチのでっかい魅力。〜
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12月13日(金)、鈴木直道北海道知事と
■新年のご挨拶
■町議会の動き(令和元年上砂川町議会第４回定例会) 稲津久厚生労働副大臣が㈱マイクログラス
■民生委員児童委員が変わりました
北海道工場を視察されました。
■令和元年度高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成
■後期高齢者健康診査のご案内
2019年12月１日現在
■国保特定健康診査の受診お忘れではありませんか？
人口 2,879
（− 10） 男 1,316
（−６）
世帯 1,731
（− ５） 女 1,563
（−４）
■奨学金貸付制度・高校等就学費助成事業について ほか
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新年あけましておめでとうございます。
町民の皆様には、令和２年、2020年の輝かしい新春をご家族お揃いで、健やかにお迎
えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、行政各般にわたりまして、
ご理解とご協力をいただきながら、町政運営を進
めることができました。
また、開拓から120年、開町70年の記念すべき年を皆様と一緒に
お祝いをすることができましたことに、心から感謝申し上げます。
昨年を顧みますと、元号が平成から令和と改元されるなど、新しい時代を迎えた歴史的
な大きな節目の年でありました。
一方、国内経済は、消費税率の引上げにより、軽減税率の導入やキャッシュレス還元な
どの導入もなされましたが、個人消費や住民生活などへの影響が生ずるなど厳しい状況
が続いております。
また、令和を迎えた昨年も、台風や局地的豪雨、防風などによる大規
模な災害が多く発生し、今一度、災害に対する対応、対策を再認識させられたところであ
ります。
さて、本町におきましては、依然として人口減少、少子高齢化の進展が続いている中、
「第７期まちづくり総合計画」や「まち・ひと・しごと総合戦略」に基づき、昨年４月に、子育
て支援並びに乳幼児教育の拠点となります、認定こども園「ふたば」と併設いたします児
童館の開園、学力向上対策の拡充を図ることができ、安心して子育てがしやすい環境整
備に取り組むことができました。
また、老朽化した高規格救急車も昨年末に更新、災害時
の防災拠点となります役場本庁舎の建設工事の着工、
さらには、各種検診事業の制度拡
充と、町民の安全・安心対策と賑わいのあるまちづくりを進めることができました。
新しい年を迎え、私の２期目の任期も折り返しの年となります。皆様からの負託に応え
「ゆめと希望に満ちた輝くまち」の実現に向け、引き続き町民の皆様の力強いご支援とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
2020年は56年ぶりに東京でオリンピックが開催される記念の年ですが、町民の皆様に
とりましても、災いのない、
より良い年となりますよう念願いたしますとともに、皆様のご健勝
とご家族のご多幸を心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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町議会の動き

第4回定例会（令和元年12月11日〜12日）

令和元年第４回定例会が、12月11日
（水）〜12日
（木）
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30号■
■議案第36号■
砂川市と上砂川町における学校給食に係る事務の委 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等
託に関する規約の制定について
を図るための関係条例の整備に関する条例制定につい
砂川市に委託する学校給食事務のうち調理・洗浄 て
業務に関する事務について規約を定め、事務委託に関
成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行にと
する議会の議決を求めるものです。
もない、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権
■議案第31号■
利の制限に係る事項を改めるため、本条例を制定する
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する ものです。
条例制定について
■議案第37号■
一般職の職員の給与について、人事院勧告に準じ 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条
た改定を行うため関係条項を改正するものです。
例制定について
■議案第32号■
災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金
特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す の支給等に関する法律施行令の一部改正にともない、
る条例制定について
災害弔慰金の支給等に関する条例の関係条項を改正
特別職の職員及び町議会議員の期末手当について、するものです。
人事院勧告に準じた改定を行うため関係条項を改正す ■議案第38号■
るものです。
令和元年度上砂川町一般会計補正予算(第５号)
■議案第33号■
1,300万 円 を 追 加 補 正 し、予 算 総 額 を32億
第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用 6,240万円とする提案です。
弁償に関する条例制定について
■議案第39号■
■議案第34号■
令和元年度上砂川町下水道事業特別会計補正予算(第１号)
第２号会計年度任用職員の給与に関する条例制定につ
2万2千円を追加補正し、予算総額を１億3,658万1
いて
千円とする提案です。
■議案第35号■
■議案第40号■
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律 令和元年度上砂川町水道事業会計補正予算(第２号)
の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定につい
27万4千円を追加補正し、予算総額を2億9,263万
て
5千円とする提案です。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法 ■発議第２号■
律の施行に伴い、会計年度任用職員を任用するにあ 特別委員会の設置について
たり必要な事項を定めるため、本条例を制定するもの
上砂川町議会委員会条例第５条の規定に基づき、
特別
です。
委員会を設置したいので議会の議決を求めるものです。

除雪・草刈りの心配がない！
！東山高齢者住宅の入居者募集

物置

浴室

現在１戸空いていますので、入居者を募集します。
■平面図
■募集住宅
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〜
和室
洗面室
■入居資格
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。
居間･食堂
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、現在住んでいる
バルコニー サンルーム
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 １月６日(月) 〜 15日(水)（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）
押入

便所
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民生委員児童委員が変わりました。
民生委員児童委員とは、民生委員法により国・北海道から委嘱されますが、皆さんと同じ住
民の一人であり、活動はボランティアです。私たちの地域を暮らしやすいものにするために、
様々な活動を行ったり、暮らしに関する相談を受けています。
令和元年12月１日
民生委員名
荒

木

初

電話番号

担当地区

江 62-3205 下鶉東・南２条１丁目１・南３条１丁目１〜３・南４条１丁目１〜３

大 日 向 教 生 62-2736 下鶉北１丁目・南１条１丁目・南１条２丁目１・南２条１丁目２〜３・南２条２丁目１
原 田 眞 里 子 62-2495 下鶉南３条１丁目４〜５・南３条２丁目・南４条１丁目４〜５
北
田

山
中

博 62-4697 下鶉北２〜３丁目・南１条２〜３丁目・南２条２丁目２〜４・南２条３丁目
正

雄 74-5394 鶉本町南１〜２丁目・北１〜４丁目

藤 田 由 美 子 62-6373 緑が丘１〜２条・３条１丁目３・西１丁目
尾 田 美 枝 子 62-2070 緑が丘西２丁目・３条１丁目１〜２・４条１〜３丁目
大 内 恵 寿 子 62-5947 鶉４条２〜３丁目・５条１〜３丁目
白

川

勇

人 62-3429 鶉１条１〜４丁目・２条３〜４丁目・３条３〜４丁目

西

藤

政

昭 62-2140 鶉２条１〜２丁目・３条１〜２丁目

門

馬

智 62-2670 東鶉南１条２〜３丁目・南２条２〜３丁目・北１条１〜２丁目・北１条４〜５丁目

平

間

正

勝 62-2730 東鶉北１条３丁目・北２条１〜２丁目・北３条１〜３丁目

宮

本

康

子 62-5391 中央南１条１〜３丁目・北１条１〜４丁目・北２条２〜５丁目

池

添

和

男 63-2477

與

田

博

美 62-3840

中央南１条４〜５丁目・南２条１〜５丁目・北１条５〜６丁目・北２条６丁目
北３条５〜６丁目
中央南１条６丁目・南２条６丁目・南３条２〜６丁目・南４条５丁目
東鶉南１条１丁目・南２条１丁目

内 村 知 世 史 62-4462 朝駒１〜２条・３条１丁目
東

海

田
佐

一
中

藤

男 62-6204 朝駒３条２丁目・本町・中町・はるにれ荘・成寿苑
靖 74-6109 東山・東町

貴

子 62-3533 全町（主任児童委員）

佐 藤 智 恵 美 62-2343 全町（主任児童委員）

緑が丘町営住宅の入居者募集について
■募集住宅
■平面図
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 １月６日(月) 〜 17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）
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★令和元年度(平成31年度)
高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成について
令和元年度(平成31年度)の高齢者肺炎球菌予防接種の助成期間は３月31日
（火）
までです。
助成対象者の方には予診票をお送りしておりますので、助成希望で接種をされる方は、送付書
類をご確認のうえお早めに接種をしてください。
■対象者(生年月日) ※対象年齢であればお誕生日がくる前でも接種可能です。
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または、
６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓、
もしくは呼吸器の機能又は
「ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能」
により、
日常生活が極度に制限される方(身体障害者帳1級相当)
※身体障害による対象の方は役場保健予防係へご連絡ください。
■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）
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
■予防接種の受け方
直接、
上の各医療機関に予約し、
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．
生活保護受給者の方は、接種費用が無料になる
「予防接種費用助成対象者証明書」
をお渡し
しますので、
役場保健予防係へお越しください。
（証明書がない場合は、料金がかかります）
３．
予診票が紛失等によりお手元にない場合は、再発行ができますので役場保健予防係へ
ご連絡ください。
■問合先 役場保健予防係
（☎６２−２２２２）
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後期高齢者健康診査のご案内
後期高齢者医療保険加入者の健康診査を次のとおり実施します。
自覚症状が現れたときには、すでに病気が進行していることがありますので、年に一度は
健診を受けて、
からだの状態を知りましょう。
すでに病院を受診されている方も、
受診をお勧めいたします。
■対 象 後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方、及び65歳以上の障害認定
者の方で夏の健診を受診していない方
■実施期間 １月14日(火)〜２月28日(金) ※医療機関の休診日は除く
■健診機関 町立診療所、勤医協上砂川診療所 ※金曜日の午後は勤医協では受診不可
■健診内容 問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査(血中脂質・血糖・肝機能)、
腎機能検査、貧血検査、心電図検査
■申込期間 １月６日(月)〜２月17日(月)
■申込先 役場医療保険係(☎62-2220)

「国保特定健康診査」の受診
お忘れではありませんか？
町では国保特定健診の受診対象の方に、昨年の６月下旬に
「特定健康診査受診券(水色)」
と
「問診票(白色)」
を郵送しています。受診券をお持ちの方でまだ受診されていない方は、下
記の医療機関で受診をお願いいたします。
また、
受診券を紛失された方は再発行いたしますので、
役場医療保険係へご連絡ください。
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■申込方法 各医療機関に直接お申し込みください。
■健診料金 無料
■その他 平成29年度より、下記指定医療機関に生活習慣病で通院中の方は、通院時に必
要書類を提出していただくと、定期検査の血液データを特定健診の一部として
扱うことにより、特定健診を受けたこととみなすことができるようになりました。
詳しくはお問い合わせください。
【指定医療機関】
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■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
■

〜医療費通知について〜

医療費通知を全受診者へ送付しています

広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を年２回、
対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付します。
これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費が後期高齢者医療制
度から支払われていることを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重要性を意識して
いただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険者の皆様の負担軽減を図ることを目的として
います。

◆医療費通知の活用例
○医療費の推移が一目で把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など皆様の健康増進に役立つ情報をお知らせします。
◯診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
【イメージ図】
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◆医療費控除の申告について
○この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
○医療費控除の申告に関することは、税務署にお問合せください。

◆注意事項
○医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど一部の受診記録が記載されていない
場合があります。
○自己負担額は、医療費助成等を受けている場合など、記載されている金額と実際にご自身
が負担された金額が異なる場合があります。
〇この通知は、皆様の受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。
また、特に手続きなど行っていただく必要はありません。

◆発送月・対象診療月
１回目
２回目

令和元年９月下旬（平成31年１月〜令和元年６月分）
令和２年３月初旬（令和元年７月〜 12月分）

お問い合わせ先
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
電話 ０１１−２９０−５６０１

役場
電話

役場医療保険係
62−2220
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奨学金貸付制度のお知らせ
町では、大学等に進学する費用の一助として、奨学金の貸付制度を行っています。
また、
若年層の町内定住の促進のため、
奨学生が返還時に町内に居住し町内外の企業に常勤雇用として働いて
いる場合、
その期間に応じ、
返還額の全額または一部を免除できる規定を設けています。

◎奨学金貸付制度の概要
①貸付額・償還期間

ୁֻ
मָওָۜ ߶ߏਫ਼ֻ݆

ԃ ֻౕݸ

मָওָۜ ָɼָߏֻ݆
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②返還の免除
・奨学生が町内に居住し、町内企業に常勤雇用として終了している場合、
１年毎に返還額の １年分
(貸付総額の1/10)を免除します。
・奨学生が町内に居住し、
町外企業に常勤雇用として就労している場合、
１年毎に返還額の 半年分
(貸付総額の1/20)を免除します。 ※対象者が公務員や転勤者等である場合は対象外です。
③適用貸付年度…平成29年度貸付分より適用。

◎令和２年度貸付申請方法等
◆資格
・学校教育法に定める大学(短大を含む)、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校(就学期間１年以上)に
入学、
または在学する方
・町民の子弟で、心身ともに健全で学業成績優秀且つ品行方正な方
・保護者、連帯保証人とも返済能力を有し、
かつ町税や使用料等に滞納がない方
・現時点で保護者が教育委員会に事前相談なく奨学金の償還を滞らせていない方
◆奨学金の種類
・就学奨学金…在学期間中 ・入学奨学金…上記学校の入学時のみ
◆提出書類
・教育委員会に備え付けの奨学生願書 ・合格証明書、
または在学証明書 ・在学学校長の推薦書
・令和元年度分給与所得者の源泉徴収票、
または同年中の収入を証明できるもの(厚生年金証書、雇用保険受
給票など) ・連帯保証人の印鑑証明 ・その他教育委員会が提出を求める書類
◆申込期間 ２月３日(月)〜３月２日(月)
◆その他 現在利用されている方で、
継続して希望される方もお手続きが必要です。
◆問合先 教育委員会学務係
（☎62-2881）

高校等就学費助成事業について
町では高校生相当の子の保護者の経済的な負担の軽減を目的に、就学費の一部
（上半期25,000円、下半期
25,000円）
を助成します。
該当する年齢の子の保護者に１月中旬に下半期分申請に係る関係書類を送付いたしますので、申請書に必要
事項を記載の上、関係書類とあわせ教育委員会まで提出願います。
なお、該当するご家庭であるにも関わらず申請書が送付されていない場合はお手数ですが教育委員会学務
係までお問い合わせください。
■次の条件を満たすご家庭が対象となります。
①現在、学校教育法に規定する高等学校
（通常の高校、特別支援学校高等部、高等専門学校第３学年まで）
に
通学する生徒の保護者で町内に住所を有する方
②生活保護を受けていないご家庭
③町税及び使用料等を滞納してないご家庭
■提出締切 ２月14日
（金） ■提出先及び問合先 教育委員会学務係
（☎62-2881） ※役場東館２階

8 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

12/
４

全国中学生人権作文
コンテスト表彰式

12/
11 全国町村監査委員協議会表彰

上砂川中学校２年生の今野美羽さん(写真
後列右から２番目)が滝川地区大会奨励賞を
受賞し、表彰されました。

永年にわたり監査委員として地方自治の振
興発展に貢献したことから横林典夫氏が全国
町村監査委員協議会から表彰されました。

12/
12

12/
13

空知町村議会議長会表彰

防犯協会歳末警戒

永年にわたり上砂川町議会議員として地方
自治の振興発展に貢献したことから数馬尚氏
が空知町村議会議長会から表彰されました。

特殊詐欺等の被害を防ぐため、北門信用金
庫と郵便局の前で街頭啓発を行いました。

12/
17

12/
18

西日本選抜女子学童野球
岡山大会出場

上砂川中学校活動報告

中央小学校６年生の石山優杏さんが北海
道選抜選手に選ばれ、西日本選抜女子学童野
部活動で優秀な成績を収めた上砂 川 中
球岡山大会に出場することから役場を訪れ、 学校の生徒たちが奥山町長へ報告に訪れ
奥山町長に大会での奮闘を誓いました。
ました。
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ ４
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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）

◆キッズ体験くらぶ
〜スノードームをつくってみよう！〜
１月９日(木) 午前10時〜正午
町民センター
小学１年生〜６年生
スノードーム作り
１月８日(水)までに申込用紙、
またはお電話で町民センターに申込
ください。
■申込・問合先 町民センター(☎62-5225)
午前９時〜午後９時 ※月曜休館

■と き
■ところ
■対 象
■内 容
■申 込

無料お習字教室
■と

き

１月11日(土)・18日(土)・25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。月謝は無料となっております。

放課後子ども教室
■と き
１月15日(水)〜17日(金) 午前10時〜正午
１月23日(木) 午後２時30分〜４時30分
１月30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。

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。
（木）午後１時30分〜４時
■と き １月23日
■ところ 町民センター内健康相談室

10 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

認定こども園ふたば 新年書初め展示
■と

き

１月22日(水)〜２月５日(水)
町民センター開館時間中
■ところ 町民センター1階ロビー
■内 容 筆と墨を使い、文字や絵を描いた書
初めを展示しますので、ぜひご覧ください。
感想やメッセージもお待ちしております。

☀ おひさまル〜ム☀
〜身近なものでおもちゃを制作！〜
■と き １月28日(火) 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 ご家庭にあるものや簡単な材料で
おもちゃを制作をします。制作中は
託児を行います。
■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１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！

防火ポスターコンクール表彰式
１２月２日、
中央小
学校で砂川地区広
域消防組合主催の
防火ポスターコンク
ールの表彰式が行
われました。
◆組合長賞
◆消防長賞
◆上砂川消防団長賞
◆支署長賞

髙橋
岩本
石山
谷越

夏望さん
悠愛さん
優杏さん
明依さん

（６年）
（５年）
（６年）
（６年）

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
（☎62-4254）
■ところ 認定こども園ふたば

１月14日(火)

乳幼児健康診査・相談

■ところ：町民センター
■持ち物
（共通）
：母子健康手帳、
バスタオル、
問診票一式
（対象の方へ個別にご案内しています。）
■欠席の場合は、
必ずご連絡願います ■連絡・問合先：保健予防係
（62-2222）
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≪母子寡婦福祉資金の貸付について≫
道では、母子家庭などの児童が高校や大学に進学する際に必要な、入学支度資金や修学資金の貸付
を一部無利子で行っています
（令和２年度日本学生支援機構からの貸し付けを受けている場合、原則と
して母子寡婦福祉資金の申請はできません）
。
修学資金
（授業料）
の令和２年度分貸付申請は、通常4月以降に受付けていますが、4月より前に令和
２年度分の授業料を納入する必要がある場合は、学校からの確認書類を添えて申請いただく必要があ
ります。ただし、貸付申請から貸付の決定までに時間を要しますので、
納入期限より早めに申請していた
だきますようお願いいたします。
◆申込・問合先 役場福祉課子育て支援係
（☎62-2222）

町民センター図書室だより
おすすめ
絵本・児童書
◆楽しく覚える

おすすめ
一般書

百人一首
あんの秀子

◆まんが百人一首
◆いろいろ１年
◆１４ひきのこもりうた
◆あかちゃんのうた

◆ライオンのおやつ
小川糸

堀江卓
レオ・レオーニ
いわむらかずお
いわさきちひろ

「ヨガとお灸」特集

◆百舌落とす
◆土に贖う
◆某
◆夢見る帝国図書館
◆麦本三歩の好きなもの

逢坂剛
河崎秋子
川上弘美
中島京子
住野よる

寒い日が続き、家にいることが多くなるこの時期に、今月は「ヨガとお伮」特集ということで、雪かき
などで疲れた体をヨガやお伮で体のメンテナンスをしてみませんか？お伮で体を温かく、ヨガでゆっくり
息を吐いてリラックスしませんか？ヨガとエクササイズの違いは呼吸で自分自身と向き合い呼吸に集中
し、心身のバランスを整えることです。その他、自律神経などをリセットしたり、メンタルヘルス整える
ための最低限の運動を紹介しています！自分で改善できる！２０の症状別お伮＆指圧などの本も取り揃え
ておりますので、図書室までお越しください。

町民センター図書室
☎62-5225

●開室時間 午前９時〜午後９時
●今月のお休みの日 １〜５・13・20・27日
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募集＆試験
児童館児童厚生員募集
■勤務内容 児童への健全な遊びの指導や相談対応
■募集人員 １名
■採用条件 子どもの育成に対し熱意があり、町内に
居住する方
■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の上、提出
■申込締切 １月17日(金)
■申込・問合先 役場子育て支援係（☎62-2222）

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 １月17日(金)
■申込・問合先 役場上下水道係（☎62-2221）

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
■申込締切 １月15日(水)
■問合先 スキルアップセンター空知(☎24-1880)

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）

12 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

町職員(認定こども園保育教諭)募集
■募集職種 保育教諭
■募集人員 １名
■採用予定日 ４月１日
■採用条件 保育士資格及び幼稚園教諭の免許を
有する方(取得見込み含む)
■応募資格 昭和55年４月２日以降に生まれた方
■選考方法 適性検査、面接及びピアノ実技試験
■提出書類 市販の履歴書に顔写真を貼付し、資格
を証明する書類の写しを添えて提出
■申込締切 １月17日(金)
■申込・問合先 役場庶務係(☎62-2011）

小・中学校臨時日直警備員募集
■募集人員
■勤務内容

小学校１名、中学校２名
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
■募集人員
■勤務内容
■採用条件

小学校１名、中学校２名
校内外の雑役作業・施設維持管理等
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）

情

報

掲

示

板

役場：６２−２０１１

令和元年度・令和２年度自衛官募集
防衛省では、令和元年度の自衛官候補生、
令和２年度予備自衛官補の募集を行っています。
ูॄझ
ࣙӶึޫׯਫ਼ ࢢʀঃࢢ

༩ඍࣙӶ ึׯҲൢޮู

ࣁ֪
ࡀ༽༩ఈೖ݆̏ೖࡑݳ
ࡂҐࡂາຮं

ࢾݩೖ
݆̏ೖ ۜ ʀೖ ౖ ͑ͬ̏ೖ

̕յɻ݆̐ೖ ۜ

݆̐ೖ ۜ ʀೖ ౖ ͑ͬ̏ೖ

̖յɻ݆̐ೖ ݆

݆̑̕ೖ ౖ

ࡂҐࡂາຮं
ࡂҐͲࠅՊ໖֪ࣁڒ

༩ඍࣙӶٗ ึׯޮู

णؔغ
̔յɻ݆̏ೖ ݆

Ν༙ͤΖं ࡋ෨ͺ͕͏

݆̏̔ೖ ݆
ʛ݆̒ೖ ۜ

݆̒ೖ ౖ ʀೖ ೖ ͑ͬ̏ೖ

Κ͚ͦͫ͠͏ɽ

■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)

空き家・空き地情報バンクに
登録しませんか？
今は住める家も空き家として放置され続けると
雪や経年劣化により人が住むことができなくなり
いずれは解体しなければならなくなります。
「空き家・空き地情報バンク」は、上砂川町への
定住の促進と地域の活性化を目的として、空き家
や空き地を売却（賃貸）
したい方の情報を町の

年末慰問商品券の支給申請について
上砂川町共同募金委員会では、準要保護世帯に
対し、町内で利用できる「年末慰問商品券」を支
給していますが、まだ申請がお済みでない方は、
印鑑をご持参の上、お早めに申請してください。
詳細は12月号の町広報に折込の社協だよりをご
覧ください。
■申請期間 １月６日(月)〜15日(水)
※期間以降の申請は受付できません。
■連絡先 上砂川町社会福祉協議会(☎62-2882)

ホームページ等に掲載し、空き家や空き地を購入
したい方へお知らせするものです。
掲載にあたり費用は発生しませんので、町内に
空き家を所有しており、売買をお考えの方は役場
地域振興係までお問い合わせください。
※売買にあたっては当事者間で交渉・契約を行っ
ていただき、町は関与しません。

【これまでの売買成立実績】
住宅登録
土地登録
■問合先

12件中 ８件 成立
８件中 ３件 成立

役場地域振興係(☎62-2223)

車庫・物置・家屋の解体、畑・庭の
土販売等ご相談承ります。

ခࡠٛ২ȁ·ρͼ
中央南１条３丁目 ☎６２−６２６８

緊急通報は110番、相談電話は
「#9110」に！
110番は、緊急の事件・事故などをいち早く警察へ
通報するための緊急電話です。110番に出た警察官
が、事件・事故の内容に基づいて必要な事項を質問し
ます。慌てず落ち着いて正しく答えてください。
警察官が早く現場に到着できるよう、その場所の
住所や付近の目標となる建物などを正しく伝えてく
ださい。
緊急の対応を必要としない遺失物・拾得物の届出、
諸手続に関する照会などは、最寄りの警察署、交番・
駐在所の電話を、相談や警察業務に関する意見・要望
は、短縮ダイヤル
「#9110」
の警察相談専用電話をご
利用ください。

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）
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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

札幌弁護士会無料法律相談会

新春 令和２年上砂川消防出初式
■と き １月５日
（日）
■ところ 上砂川支署庁舎前
（中央北2条3丁
目1番1号）
〇木遣行進並びに登梯 午後１時１０分
〇分列式 午後１時５５分
〇出初式 午後２時１０分
■その他
木遣行進・まとい振り・はしご乗り・出初式を実施し
ますので、
この機会にぜひご観覧ください。
■問合先 上砂川支署
（☎62-2021）
※一般観覧者用の駐車場は上砂川支署庁舎裏になり
ます。上砂川郵便局横からお入りください。

★献血のお知らせ
献血車が来町しますので、皆様のご協力をお願い
します。
■と き １月17日(金) 午後３時〜４時30分
■ところ 町民センター駐車場
■問合先 役場保健予防係（☎62-2222）

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
࠷ೖ
̕ೖ Ւ
ೖ Ւ

ༀ౨ؙ̏̓ճ٠࣪

୴อ࢞ޤ
ٸԾɻচอ࢞ޤ
ԥҬɻએุอ࢞ޤ

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）

★町民センター健康・栄養相談
今月のイチオシ！
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 １月23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
■内 容 指１本で測れる血流測定
■問合先 役場保健予防係（☎62-2222）

健康の里づくり事業

「リハビリの先生が教える整体ヨガ」
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月21日(火) 午後10時〜正午
■ところ 上砂川岳温泉パンケの湯
■参加資格 軽い運動のできる方
■その他 当日は無料送迎バスを運行します。
講師は札幌でヨガを学んでいる理学療法士、作業療法士
（リハビリの先生）です！かっこいいヨガの立ちポーズを
安全に楽しんでいただけます。
■申込・問合先 地域おこし協力隊千葉(☎62-2223)

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。

ୖ◁ᕝ⏫Ꮠୖ◁ᕝ⏫㸰㸳㸲␒ᆅ㸯

ॶ

送迎バス時刻
９：０５ Ｓ５７鶉若葉改良住宅公園前
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

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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本格的な冬の到来に伴う被害防止について
昨冬は雪下ろしなどの除雪や暴風雪により、
道内で２９５名の死傷者が発生しています。
下記の事項を日頃から心がけ、
冬の事故から身を守りましょう。

■家の中で安全に過ごすために
◎気象情報に注意して、
暴風雪が予想されるときは外出を避けましよう。
◎日頃から停電に備え、懐中電灯・携帯ラジオ・防寒具・ポータブルストーブ・灯油・非常食・
飲料水などを準備しておきましょう。
◎ＦＦ式暖房機を使用している場合は、一酸化炭素中毒を起こすおそれがありますので、
給排気口付近が雪でふさがれないように注意しましよう。

■車で外出するときに気をつけること
◎万一に備えて、携帯電話は忘れずに所持してください。
◎車が立ち往生する可能性があるので、防寒着・長靴・手袋・スコップ・けん引ロープなどを
車に用意するとともに、十分に燃料があることを確認して出かけましょう。また、万一に
備えて飲料水や非常食も用意しておくと安心です。
◎運転していて、地吹雪などにより危険を感じたら、無理をせず道の駅やコンビニエンス
ストア、
ガソリンスタンドなどで天気の回復を待ちましょう。
◎車が雪に埋まったときは、
エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが
車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。防寒などでやむを得ずエン
ジンをかけるときは窓を開けて換気し、
こまめにマフラーまわりを除雪してください。

■除雪を行うときに気をつけること
◎屋根の雪下ろしをするときは
・複数で行う
≫ハシゴを支える。安全を確認する、万一の場合は救助を！
やむを得ず一人で行う場合は、家族や近所の人に声をかけて！
・滑り止め
≫靴やハシゴに滑り止めをつける等の工夫を！
・命綱をつけて ≫面倒でも、
腰に命綱をつけて滑った場合や雪の急落に備えて！
・周囲を確認
≫屋根の下を通行する人や子供に注意を！
◎除雪機を使用するときは
・服装に注意
≫機械に巻き込まれないような服装を！
・雪が詰まった場合 ≫機械トラブルが発生したときは、必ずエンジンを停止！
・周囲を確認
≫通行人や子供等に注意を！
◎その他の注意事項
・屋根の雪に注意
≫屋根の下を通るときは、
「雪」
や
「つらら」
に注意を！
・気象情報に注意
≫暴風雪警報や大雪警報が発表されたら、外出は控える。

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）

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

※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
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健康の里だより

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

パンケの湯無料送迎バス︵毎週月・木曜日運行︶について

【毎週金曜日】
・行き さわやかトイレ前発
・帰り パンケの湯発

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鶉若葉改良住宅入口
（鶉ﾌﾟｰﾙ下）12:45 温泉
12:47 本町分譲団地入口
10:01 S53鶉若葉改良住宅前
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 セイコーマート前
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 役場前
13:03 下鶉南１条２丁目
10:13 中央２丁目
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鶉若葉改良住宅前
10:22 本町分譲団地入口
13:09 S55鶉若葉改良住宅入口
10:25 温泉

【毎週水曜日の夕方便】S55鶉若葉改良住宅入口(プール下)午後４時発も運行中！
！
パンケの湯年末年始営業時間
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※１月１日〜３日の町内
無料送迎バスは運休い
たします。

※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。

ષगஂأڡ

電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

〇新年会のご予約を賜ります。
寒い季節にぴったり！鍋コースはいかがですか。
(寄せ鍋、
鴨鍋、
豚すき焼きの３種類から選べます。)
盛合せコースもリニューアル！ぜひご利用ください。
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。
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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！
！
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■新成人のみなさん、おめでとうございます 〜20歳になったら国民年金〜
日本国内に居住する20歳以上60斉未満のす
べての人は国民年金に加入し、国民年金を納める
ことになります。
▼暮らしを支える３つの基礎年金
①老齢基礎年金〜老後を支えます。
②障害基礎年金〜病気やケガで障害の状態にな
ったときに支えます。
③遺族基礎年金〜加入者が亡くなったとき、お子
さんのいる配偶者、
お子さんを支えます。
▼世代と世代の支え合いの仲間入り
公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高
齢者の年金を負担するという
「世代と世代の支え
合い」
が基本です。

▼
「学生納付特例制度」
と
「免除・納付猶予制度」
収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は
「学生納付特例制度」
(学生のみ)、
「免除・納付猶予
制度」
(30歳以上50歳未満)などの保険料納付猶
予制度があります。
どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年
金を受け取るために必要な期間に参入されます
が、保険料は納めていないので年金額には反映さ
れません。
しかし、収入を得られるようになり、保険料の納
付が可能となった時に未納分を納める
「追納制度」
をご利用いただければ、将来受け取る年金を増額
することができます。

■国民年金保険料はクレジットカードでも納付できます！
国民年金保険料は、
クレジットカードでも口座振 のでご注意ください。
替による２年前納と同じく、
４月から翌々年３月まで
クレジットカードをご希望の方またはクレジット
の保険料を４月末に納付していただく２年前納が カードの有効期限を迎える方は、砂川年金事務所
利用できて大変便利です。
(ねんきんダイヤル0570-05-1165)へお問い合
なお、有効期限を迎えるクレジットカードの場合、わせください。
更新時に改めて手続きが必要な場合があります

ɚΰσΏȜ̮͉ͭȁĲ͈τΏά
食事に野菜を１皿増やそう

☆卵に牛乳をプラスしたたんぱく質豊富な１品です。
子どもから高齢者までおすすめです。牛乳を加えることで減塩効果あり(３割カット)。
具材はあるものでOKです！
！(カニカマ、
かまぼこ、黒豆、
しめじ、
しいたけ、
かいわれ)

材料(２人分)
卵

１個

牛乳

200ml

めんつゆ(３倍濃縮)
ほうれん草

大さじ１

ȡησ·ಋტ̱ȡ

18g
50g

≪作り方≫
①.卵は溶きほぐし、牛乳を少しずつ混ぜながら加えて、めんつゆも混ぜる。
②.器(マグカップや耐熱容器でも◎)にゆでたほうれん草を入れて①を茶こしで
こしながら注ぎ、１個ずつラップをし、輪ゴムをかける。
③.深めのフライパンまたは鍋に約３cmの高さまで水を入れ、沸騰したら②を入
れて蓋をし、強火で２〜３分、卵液の色が白っぽくなり表面が固まったら火を
弱め、とろ火で７〜８分蒸す。

1人分 81Kcal 塩分 0.5ｇ 野菜量 25g

ང࿚ٚࢌȜΫΑমުਫ਼
ఘٚࢌȪমȆවဵȆෳᘩ͈̈́̓ٚ੩ȫ
׳ڰ੩ȪੰȆిȆၑȆฃ̞̈́̓ȫ
ٚࢌȜΫΑ͈̮̤̫̞̹̱̳͘
ٚࢌ༗ࡏచયٸȪুȫ͈̮၌ဥ͜చ؊̞̹̱̳͘ȃ

ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）

上砂川町食生活改善推進協議会
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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。
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年末年始のごみ・し尿収集のお知らせ
先月号でお知らせした
「年末年始のごみ・し尿収集のお知らせ」
の収集日に誤りがありました。
正しい収集日は次のとおりです。お詫びして訂正いたします。
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訂正 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(８日)、第４水曜日(22日)
東山・朝駒・本町・中町・東鶉・中央
〜１月第３水曜日(15日)、第５水曜日(29日)
訂正 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(月)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)

上砂川町120年開町70年記念事業
㈱
代表取締役社長 武藤洋三氏
1,000,000円
北門信用金庫70周年事業
北門信用金庫理事長 小嶋俊明氏

「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

18 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

3,000,000円
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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

暮らしの
広場
人のうごき(11月15日〜12月14日)
お悔み申し上げます
山田 はつゑ

(本

髙橋 きよみさん

(

町)
鶉

)

99歳

12/２

55歳

12/９
水洗化済み・修繕済みの住宅（12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）

１月のゴミ収集日
資
第２水曜日（１月８日）

曜日 第４水曜日（１月22日）
下鶉・緑が丘
地域
鶉本町・鶉

団

地

名

間取り
団 地 名
平屋
鶉本町団地
朝陽台改良団地
3DK
平屋
下鶉団地
下鶉改良団地
2DK
平屋
下鶉学校下団地
鶉若葉台改良団地
3DK
メゾネット
鶉改良団地
鶉若葉改良団地
3DK

間取り
2階建
3LDK
2階/2階建
3LDK
1階/2階建
3LDK
メゾネット
3DK

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３水曜日（１月15日）
第５水曜日（１月29日）

東山・朝駒・本町
中町・東鶉・中央

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。

燃やせないごみ・危険ごみ・小型家電
１月８・22日(第2・4水曜日)

粗
大
ご
み
１月15日 (第3水曜日)

燃やせるごみ・生ごみ

●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、10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
または買い換えた家
凍庫は 収集できません。(購入、

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

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
電販売店、メーカーなどでの引き取りが必要です。）
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

☎６２−２７２７

ˍ͈අคȁ39Ȇ3:Ȇ41͈ˏۼ
අค
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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
ުאশۼȁࡿஜ˕শȡࡿࢃ˓শȪȆਿ!!ࡿࢃːশྐȫ
電話１本で送迎サービスいたします。
ɦˍˍȡˏ̵̧͉̤̳̺̹̞̯͙̀͘ݝȃ
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͉͈ࣽةȉ（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 ♪上砂川町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

5

日

・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

令和２年上砂川消防出初式
砂川消防署上砂川支署/午後１時10分〜

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

★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
17 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

★献血
町民センター駐車場/午後３時〜４時30分

６ 月
上砂川町新年交礼会
町民センター/午後５時〜

20 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

７ 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

中央小学校始業式

８ 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

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

９ 木

◆きっず体験クラブ スノードームをつくろう！
町民センター/午前10時〜正午

11 土

令和２年上砂川町成人式
町民センター/午後２時〜

14 火

★乳幼児相談・健診
町民センター/午前９時45分〜

21 火

健康の里づくり事業「リハビリの先生が教える整体ヨガ」
上砂川岳温泉/午前10時〜正午
★認知症老人と共に歩む会(さつき会)
町民センター/午前11時30分〜午後２時
認定こども園ふたば新年書初め展示(〜２月５日)
町民センター/午前９時〜午後９時

22 水
上砂川中学校始業式

★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分〜11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

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

15 水
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

17 金

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

27 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

令和２年上砂川町議会第１回臨時会
議事堂/午前10時〜

28 火

おひさまル〜ム〜身近なもので制作！〜
認定こども園ふたば/午前10時〜11時30分

今月の休日救急当番医
上砂川町内の
求人一覧
（12月15日現在）

※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

職

種

企業名

介護職員(グループホーム) ㈲フローラ

年

齢

求人数

不問

２

人

不問

１

人

59歳以下

１

人

44歳以下

２

人

製造要員

共栄フード㈱ 北海道工場

調理師

㈱上砂川振興公社

医療ガラス製造

㈱マイクログラス

受入検査及び出荷検査

㈱京都セミコンダクター上砂川事業所

不問

１

人

ガソリンスタンド販売員

北日本石油㈱

不問

１

人

１

人

３

人

３

人

北海道工場

上砂川給油所

※詳細につきましてはハローワ 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
ーク砂 川(☎54-3147)またはハ
㈱岩渕建設
59歳以下
ローワークインターネットサービ 鉄筋工
18〜59歳
ス(https://www.hellowork. 板金工及び見習
㈱佐藤板金工務店
以下
go.jp/index.html)の「 求 人 情
※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、
報検索」でご確認ください。
各企業への直接の問い合わせはしないでください。

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/

●発 行／上砂川町 ●編 集／企画課 ●印 刷／旭プリンター

５日 村山内科医院 ( ☎ 54-0008)
19 日 明円医院 ( ☎ 53-2100)
１〜３・12・13・26 日 砂川市立病院 ( ☎ 54-2131)

