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～ちいさいマチのでっかい魅力。～
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今月の表紙 認定こども園ふたば発表会
12月12日(土)、
認定こども園ふたばで発表会
が行われました。

2020年11月末現在
人

口 2,805
（－ ５）

男 1,283
（－ ３）

世

帯 1,698
（－ ４）

女 1,522
（－ ２）

令和３年新年のご挨拶
上砂川町長

奥山 光一

新年明けましておめでとうございます。
町民の皆様には、２０２１年の輝かしい新年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、ご理解とご協力を賜り心から厚くお礼申し上げますとと
もに、今後とも新しいまちづくりにお力添えをいただきますようお願い申し上げます。
昨年を顧みますと、これまで金融緩和による経済対策や消費税増税などの政策を実
行されました安部内閣による長期政権が幕を閉じることとなり、現政権下においては喫
緊の課題である新型コロナウイルス感染症への対応について、感染拡大防止対策と地
域経済回復の両立という難しい局面を迎えております。
本町においても、各種行事やイベントの中止又は縮小が余儀なくされ、地域経済はも
とより住民生活にも大きな影響が生じており、昨年度は国の地方創生臨時交付金等を
活用し、全町民商品券交付事業や事業者支援給付事業などの地域経済・住民生活支
援対策に加え、GIGAスクール整備事業や小中学校環境整備対策事業などの教育支
援対策並びに町内各種施設などにおける感染防止対策を講じてきたところであります
が、感染症への対応は、なお長期に及ぶことが懸念されるところであります。
今後も新しい生活様式や新北海道スタイルを実践しながら、町民の皆様の生命と暮ら
しを守り、そして事業者の皆様を支えるため、引き続き道や関係団体と緊密な連携を図
りながら、感染の拡大防止対策に更に力を尽くして取り組んでまいります。
また、本町におきましては、持続可能な町政運営と地方創生について、切れ目のない
取り組みを行うために現在、令和３年度を計画の始期とする「第７期上砂川町総合計画
後期基本計画」と「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定中でありますが、人口
減少対策や少子高齢化など課題が山積する中、限られた財源を効果的に活用し、町民
の幸せと将来を見据え、「ゆめ・希望・そして輝く・上砂川の創生」を目指し、職員ととも
に全力を傾注する所存でありますので、本年も一層のご支援とご協力を賜わりますよう
お願い申し上げます。
結びに、本年が町民の皆さんにとりまして、より良い年となりますよう念願いたしますと
ともに、皆さん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６回臨時会(令和２年11月27日)
第４回定例会(令和２年12月16日～18日)

令和２年第６回臨時会が、11月27日
（金）
に議事堂で開催され、以下の内容について提案があり、
す
べて決定されました。
■議案第31号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について
一般職の職員の期末手当について、人事院勧告に
準じた改定を行うため関係条項を改正するものです。

■議案第33号
令和２年度上砂川町一般会計補正予算(第９号)
187万円を追加補正し、予算総額を42億9,364
万円とする提案です。（主な内容は議会運営に係る
費用です。）

■議案第32号
特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す
る条例制定について
特別職の職員及び町議会議員の期末手当について、
人事院勧告に準じた改定を行うため関係条項を改正
するものです。

令和２年第４回定例会が、12月16日
（水）
～18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５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
現委員伊東裕鐘氏が12月25日で任期満了になる
にともない、同氏を再任することについて、議会の同
意を求めるものです。
■議案第34号
上砂川町議会議員及び上砂川町長の選挙における選挙
運動費用の公費負担に関する条例制定について
公職選挙法の一部改正にともない、これまで都道
府県及び市を対象としていた選挙公営を町村にも同
様に拡大することから、必要な事項を定めるため、本
条例を制定するものです。

■議案第38号
砂川地区保健衛生組合規約の変更について
砂川地区保健衛生組合が共同処理する火葬場施設
に関する事務の構成団体に奈井江町及び浦臼町を加
えるため、規約の変更について協議するため議会の
議決を求めるものです。
■議案第39号
令和２年度上砂川町一般会計補正予算(第10号)
1,729万円を追加補正し、予算総額を43億1,093
万円とする提案です。（主な内容は町内各種施設等
の新型コロナウイルス感染防止対策です。）

■議案第40号
令和２年度上砂川町後期高齢者医療特別会計補正予
■議案第35号
算(第１号)
上砂川町税条例の一部を改正する条例制定について
地方税法施行令の一部を改正する政令の公布にと
60万5千円を追加補正し、予算総額を7,038万円
もない、上砂川町税条例の関係条項を改正するもの とする提案です。
（主な内容は後期高齢者システム改
です。
修業務です。）
■議案第36号
上砂川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の
一部を改正する条例制定について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律が施行されたことにより、時間外労働の上限
規制等が導入され、超過勤務（時間外勤務）命令を
行うことができる上限を定めるため、条例の関係条項
を改正するものです。

■発議第２号
上砂川町議会委員会条例の一部を改正する条例制定
について
上砂川町議会議員の定数の減にともない、常任委
員会、資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の
委員定数を変更するものです。

■議案第37号
上砂川町生活館の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例制定について
上砂川町下鶉生活館の建替えにともない、関係条
項を改正するものです。
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２月７日(日)は 上砂川町議会議員選挙の投票日です
町議会議員選挙は、私たちの願いを町政に反映させる最大のチャンスです。
投票日には、みんなそろって投票に行きましょう！！

今回投票できる方
■年齢要件 平成１５年２月８日までに生まれた人
■住所要件 令和２年１１月１日までに上砂川町に転入の届出をした人で、
引き続き投票日まで上砂川町に住所がある人

当日、投票所にいけない方の投票方法
■期日前・不在者投票
投票日当日に仕事や旅行、病気などの理由で投票できないと見込まれている方は、
期日前投票または不在者投票を利用してください。
●期間 ２月３日（水）～２月６日（土）
●時間 午前８時３０分～午後８時
●場所 選挙管理委員会事務局（役場東館１階 第４会議室）
■在宅投票
身体に一定の重度の障がいを有する方は、郵便等による投票ができます。
●請求締切 ２月３日（水）
●そ の 他 在宅投票を利用するためには、郵便投票証明書が必要です。対象となる障
がいの程度など詳しくは、選挙管理委員会へお問い合せください。
■指定病院等での不在者投票
不在者投票の指定病院・老人ホーム等に入院・入所している方は、病院長や施設長に
申し出ることで、その病院や施設で不在者投票ができます。

投票・開票の日程
■投 票 ２月７日（日） 午前７時～午後７時
（当日は午前７時と午後６時に、啓発のためサイレンが鳴ります）
■開 票 ２月７日（日） 午後８時～ 体育センター
※無投票となったときは、選挙ポスター掲示板や生活館等の張り紙でお知らせします。
その場合、入場券の郵送および２月７日の投票・開票はありません。

投票について
今回の選挙は、任期満了にともなう町議会議員の一般選挙です。（議員定数は８人です）
皆さんが投票する投票所は入場券に記載されていますので、よく確かめてから投票所に出
かけましょう。なお、入場券は告示日以降に郵送されます。

立候補に係る日程
■立候補予定者説明会
１月１３日（水） 午後1時30分～ 町民センター
■立候補届出書類事前審査 １月26日(火） 午前10時～
町民センター
■立候補届出受付（告示日） ２月 ２日（火） 午前8時30分～午後5時 町民センター
問合先 上砂川町選挙管理委員会（☎62-2011）
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「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
（黄色）
」
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住民課医療保険係へご連絡ください。
健診実施医療機関名
上砂川町立診療所

勤医協上砂川診療所

受

診

期

間

申込先電話番号

２月２６日（金）まで

62-4088

（休診日は除く）
２月２６日（金）まで

62-2204

（休診日は除く）

◆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
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。
詳しくは住民課医療保険係へお問い合わせください。
指定医療機関一覧
砂

川

市

砂川市立病院

細谷医院

村山内科医院

い と う 内 科・循 環 器 ク リ

砂川慈恵会病院

明円医院

ニック

歌 志 内 市

勤医協神威診療所

新 十 津 川 町

花月クリニック

上 砂 川 町

上砂川町立診療所

◆お問合せ先

歌志内市立病院
勤医協上砂川診療所

住民課医療保険係（☎62-2220）

屋根から落ちる雪や氷による危険防止などのお願い
(北海道・北海道開発局・北海道警察・上砂川町からのお知らせ)

毎年、冬になると屋根に積もった雪や氷、
つららなどが落ちて、歩行者がケガをしたり、死亡したりする事故が起
きています。
冬期間の通行を円滑にし、事故をなくすため、特に次のことに注意をお願いいたします。
●屋根の雪や氷、
つららなどが道路に落ちる構造の建物には、事故を防ぐため、丈夫な雪止めなどをつけるように
してください。
●雪止めが付いていても、強さが足りなかったり、針金などの錆や老朽化による破損が原因で落ちることもある
ので、必ず点検して、悪いところは修繕してください。
●屋根の雪や氷、
つららなどは、気温がマイナス３℃からプラス３℃程度のときに落ちやすくなります。
歩行者や遊んでいる子どもたちに注意をして、早めに雪や氷、
つららなどを落としてください。
●ビルの壁、窓枠、突出看板等から落ちる雪や氷は少量でも危険です。付着した雪や氷は、
こまめに取り除くよう
にしてください。また、雪などを除去する際には、歩行者への十分な安全対策を行うようにしてください。
●雪や氷が落ちるおそれのある軒下などを通行している歩行者には、十分注意を促す様にしてください。
軒下では子どもたちを絶対遊ばせないように注意してください。
●屋根から雪が落ちたときは、直ちに人が巻き込まれていないか確かめるとともに、速やかに落ちた雪を処理し
てください。
●歩行者や車の通行に支障となりますので、屋根から落ちた雪や敷地内の雪は絶対に道路へ出さないでください。
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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は、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】
受診年月

診療を受けた医療機関等

診療区分

日数

医療費の総額

自己負担額

令和2年1月

○○病院

医科外来

1

18,000

1,800

令和2年2月

××薬局

調剤

1

10,000

1,000

令和2年3月

△△病院

医科入院

5

202,000

20,200

230,000

23,000

合計

食事療養・生活療養費
回数

費用額

15

標準負担額

11,490

5,400

11,490

5,400

医療費控除の申告について
○このお知らせは、医療費控除の申告手続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、税務署にお問い合わせください。

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。
○ このお知らせは、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
発送月

診療月

令和３年１月（上旬）

令和２年１月～９月

令和３年２月（下旬）

令和２年１０月～１２月

※昨年度までと１回目の発送時期が変わります。

北海道後期高齢者医療広域連合(☎011-290-5601)
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館６階
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住民課医療保険係(☎62-2220)

東鶉町営住宅の入居者募集について
■平面図
１

台所

玄関

洗面所

■募集住宅
①東鶉町営住宅
住 所 東鶉北３条３丁目１番１－３号（３階建の１階）
東鶉北３条３丁目１番４－４号（３階建の１階）
間取り ２ＬＤＫ（65.71㎡） 家 賃 19,100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５日(火) ～ 15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 建設課管理係（☎62-2221）

押入 燃料庫

浴室

便所
物入

洋室
６.１帖

居間・食堂
８.５帖

押入

和室
６.０帖

サンルーム

バルコニー

除雪・草刈りの心配がない！
！東山高齢者住宅の入居者募集
■平面図
玄関

便所

押入

洗面室

物置

浴室

■募集住宅
住 所 ① 東山北１条２丁目２番１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 １月５日(火) ～ 19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 福祉課福祉係（☎62－2222）

和室
６帖

居間･食堂
12帖

バルコニー

サンルーム

町民センター図書室だより
おすすめ
絵本・児童書

おすすめ一般書
◆半沢直樹
アルルカンと道化師
池井戸潤

◆ぴのちゃんとさむさむねこ
作・絵：松丘コウ
第35回日産 童話と絵本のグランプリ絵本大賞受賞作。さむさむ
ねことぴのちゃんとの出会い、ページをめくるごとに、心も体もほ
っかほっかになる、寒い時期にピッタリのとても楽しい絵本です。

【今月の新刊】
◆気がつけば、
終着駅
【今月の新刊】
◆罪人の選択
◆はじめてのてんきのえほん
てづかあけみ
◆ひこばえ
（上）
・
（下）
◆ねぐせのしくみ
ヨシタケシンスケ ◆百年と一日
◆見ながら学習調べてなっとくずかん細菌 鈴木智順
◆茶聖
◆魔法の科学実験図鑑
市岡元気
◆きたきた捕物帖

佐藤愛子
貴志祐介
重松清
柴崎友香
伊東潤
宮部みゆき

「年間ランキング２０２０」特集
今月の特集は
「年間ランキング２０２０」
です。去年多く借りられた図書をランキング1位から１０位まで並べま
した。読んでない人は、是非読んでみてはいかがでしょうか？もちろん、読んだことある人も、
もう一度読み返し
てみると以前とは違う感想を受けるかも知れませんね！
寒い時期、家で過ごす時間も長くなります。そんな時は図書室で本を借りて読んでみてくださいね。

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 １～４日・11日・18日・25日
広報 かみすながわ
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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１１９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。
■除雪など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！

上砂川町役場
8 広報 かみすながわ

総務課庶務係（防災担当） ☎62-2011

12/１ 「火災予防ポスターコンクール表彰式」

砂川地区広域消防組合主催の令和２年
度火災予防ポスターコンクールの表彰式
が１２月１日に中央小学校で行われまし
た。
応募総数262点の作品の中から２名の
児童が表彰されました。おめでとうござい
ます。
◆上砂川消防団長賞
林 夢華さん
（小６）

◆上砂川支署長賞
成田 歩さん
（小５）

12/３・12/７
下鶉生活館内覧会

12/９
生活支援コーディネーター活動報告

新しく建設された下鶉生活館の内覧会を開催
しました。

12月末で社会福祉協議会を退職する飯酒盃
コーディネーターの活動報告が行われました。

12/10
上砂川商工会議所から要望書を受領

12/17
ワンコインレストラン医療従事者への差入

新型コロナウイルス感染予防対策及び収束を
見据えた経済回復への対策と企業・商店等の活
力強化について上砂川商工会議所から要望書を
受け取りました。

コロナ渦で頑張っている医療従事者への慰労
を込め、勤医協上砂川診療所と町立診療所へワ
ンコインレストランがお弁当の差し入れを行いま
した。
広報 かみすながわ 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）

◆無料お習字教室

◆放課後こども教室
■と

き

■ところ
■対 象
■持ち物
■内 容

１月21日(木)・28日(木)
午後３時15分～５時15分
中央小学校体育館
小学4年生～6年生
上靴を用意してください。
バドミントン

新年書初め展示
■と

き

1月14日
（木）
～28日
（木）
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 認定こども園ふたばの園児が筆と墨を使い、文
字や絵を描いた書初めを展示します。また、お習字教室に
通っている児童の書初めも展示していますので、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。

おひさまルーム
かわいいわが子の成長アルバムを作ろう！Part2
■と き １月19日(火)
１回目 午前10時～10時40分
２回目 午前10時50分～11時30分
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
2回に分けて行います。
■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）
■内 容 お子さんの手形や足形を取って、
手作りのアルバムを作ります！
（写真はいりません）
■持ち物 水筒･マスク
■申 込 １月12日(火)までに認定こども園
ふたば
（☎62-4254）
までご連絡く
ださい。

キッズとママのもしもしコーナー
■と き １月28日
（木） 午後１時30分～４時
■ところ 町民センター3階研修室
（和室）
■内 容 保健師・栄養士による健康・育児相談
利用される方は、自宅でお子様と保護者様の体
温を測り、発熱がないことをご確認下さい。受付で
体温を伺います。保護者の方は、
マスクの着用をお
願いします。
10 広報 かみすながわ

■と

き

１月９日(土)午前10時～正午
※書初めのため2時間行います。
1月16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年生～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日前までに認定こども園ふたば
（☎62-4254）
までご連絡ください。
※開催日時が都合により変更することがございます。
※月謝は無料となっております。

◆キッズ体験くらぶ
■とき １月23日(土)
小学１～４年 午前９時～10時30分
小学５～６年 午前11時～午後０時30分
■内容 プログラミング教室
小学１～２年、３～４年、５～６年の３グルー
プに分かれて実施します。
■場所 町民センター
■持ち物
再利用の消毒済みのフェイスシールドをご用意し
ておりますが、当日は必ずマスクを着用ください。
※教育委員会にて用意はありませんので、必ず各
ご家庭でご用意ください。
マスクの着用がない場合は、参加する事ができ
ませんのでご注意ください。
※フェイスシールド等を利用する場合は、必ずマ
スクも併用してください。
■対象 小学１年生～６年生
■定員 各グループ先着１０名
■申込方法 １月16日(土)までに町民センター
（☎62-5225）
までお申し込みください。
（受付時間：火～日午前９時～午後９時）

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。来園の場合は、電話での
事前予約とマスクの着用をお願いします。
■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12日(火)

乳幼児健康診査・相談

■ところ 町民センター
■持ち物 母子健康手帳、問診票一式
（対象の方へ個別にご案内しています。）
、
バスタオル
■連絡・問合先 福祉課保健予防係
（☎62-2222） ※欠席の場合は、必ずご連絡願います
診査・相談
乳幼児健康診査
・身体計測
・栄養・生活相談
・歯科相談
※内科診察
乳幼児健康相談
・身体計測
・栄養・生活相談
・歯科相談
幼児歯科相談

対象

受付時間

3・4 か月児

（R2.8.11～R2.10.12 生まれ）

12：45

9・10 か月児

（R2.2.11～R2.4.12 生まれ）

13：00

1 歳 6・7 か月児

（R1.5.11～R1.7.12 生まれ）

12：30

3 歳 0・1 か月児

（H29.11.11～H30.1.12 生まれ）

6・7 か月児
12・13 か月児

10：15

（R1.11.11～R2.1.12 生まれ）

10：30

（H30.11.11～H31.1.12 生まれ）

2 歳 6・7 か月児

（H30.5.11～H30.7.12 生まれ）

※股関節脱臼検診

歯科検診・フッ素塗布
※歯ブラシ持参

（R2.5.11～R2.7.12 生まれ）

2 歳 0・1 か月児

備考

フッ素塗布 ※歯ブラシ持参
10：15

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いないご家庭
■申請書提出締切 ２月１２日(金)
■提出先及び問合先 役場内２階 教育委員会学務係
（☎62-2881）

小学校入学予定者 新入学用品費入学前支給について
４月に小学校新入学予定の児童のいる世帯のうち、経済的理由で就学困難と認められる世帯に対し、新入学
用品費を入学前支給いたします。
新入学予定児童のいる世帯に対し、教育委員会から案内文書を発送しておりますが、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。
※中学校新入学生徒につきましては、申請の必要はありません。
■申込・問合先 教育委員会学務係(☎62-2881)

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
（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3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3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 福祉課子育て支援係
（☎62-2222）
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募集＆試験
役場臨時公務補募集
■採用職種
■採用人数
■業務内容

役場臨時公務補
１名
役場庁舎内外の雑役作業
（草刈・除雪・営繕ほか）
■採用予定時期 ４月１日
■応募資格 健康な方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、提出
■申込締切 １月20日(水)
■申込・問合先 総務課庶務係
（☎62-2011）

栄養士募集
■採用職種

栄養士
（パートタイム会計年度任用職員）
■業務内容 栄養士業務一般
■募集人員 若干名
■採用条件 栄養士の資格を有する方
■選考方法 面接による
■採用予定 ４月１日
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、
栄養士免許の写しを添えて提出
■申込締切 １月15日(金)
■申込・問合先 福祉課保健予防係
（☎62-2222）

給食業務員募集
■採用職種

中央小学校給食業務員
（パートタイム会計年度任用職員）
■採用人数 １名
■業務内容 学校給食食器洗浄及び衛生管理業務など
■雇用期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日
■採用条件 調理師免許を有する方
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、
調理師免許の写しを添えて提出
■申込締切 １月15日(金)
■申込・問合先 教育委員会学務係
（☎62-2881）

小中学校トイレ清掃員募集
■採用職種

小中学校トイレ清掃員
（パートタイム会計年度任用職員）
■採用人数 １名
■業務内容 学校トイレ清掃及び校舎内消毒等
■雇用期間 令和３年４月１日～令和４年３月31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 １月15日(金)
■申込・問合先 教育委員会学務係
（☎62-2881）

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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道路維持・除雪車運転手募集
■採用職種

道路維持・除雪車運転手
（パートタイム会計年度任用職員）
■業務内容 道路維持・除雪業務
（町道、公共施設等の草刈・除雪・清掃など）
■任用期間 採用日～３月31日
■勤務時間 月～金曜日 午前８時～午後４時30分
※時期によって異なる場合あり
■任用期間 日額11,686円 ※除雪時期は日額13,460円
■募集人員 １名
■採用条件 健康な方で、土日祝日を含み深夜・早
朝勤務が可能な方(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
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、
各種免許の写しを添えて提出
■申込締切 １月15日(金)
■申込・問合先 建設課建設係
（☎62-2221）

情

報

掲

示

板

役場：６２－２０１１

第６回消防設備士試験
第９回危険物取扱者試験のご案内

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 ■試験日 ３月14日(日)
ていますが、まだ申請がお済みでない方は、印鑑を ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止と
ご持参の上、お早めに申請してください。
なる場合があります。消防試験研究センター北海
詳細は12月号の町広報に折込の社協だよりをご覧
道支部のホームページに追加・振替試験の案内や
ください。
試験に係るお知らせなどが都度掲載されていま
■申請期間 １月６日(水)～15日(金)
す。
※期間以降の申請は受付できません。
■試験地・種類
（☎62-2882）
■申込・問合先 上砂川町社会福祉協議会
消防設備：札幌市/甲種(第１・４類)
乙種(第４・６・７類)
危険物：札幌市/乙種・丙種
緊急通報は110番、相談電話は「#9110」に！
■申込方法
110番は、緊急の事件・事故などを、いち早く警
申込用紙は、上砂川支署予防係にあります。
察へ通報するための緊急電話です。110番に出た警
また、インターネットからの申込も可能です。
察官が、事件・事故の内容に基づいて必要な事項を
消防試験研究センター
質問します。慌てず落ち着いて正しく答えてくださ
(https://www.shoubo-shiken.or.jp)
い。
■申込期間
緊急の対応を必要としない遺失物・拾得物の届
書面申請 １月25日(月)～２月１日(月)まで
出、諸手続きに関する紹介などは、最寄りの警察
電子申請 １月22日(金)～１月29日(金)まで
署、交番・駐在所の電話を、相談や警察業務に関す
（☎62-2021）
■問合先 砂川消防署上砂川支署予防係
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。

令和２年度自衛官候補生・令和３年度予備自衛官補募集
防衛省では、令和２年度の自衛官候補生及び令和３年度の予備自衛官補の募集を行っています。
募集種目
自衛官候補生
（男子）
自衛官候補生
（女子）
予備自衛官補
（一般公募）
予備自衛官補
（技能公募）

資格
18歳以上33歳未満の者
現在32歳の方は生年月日
により応募の可否が変わ
ります。詳しくはお問い

受付期間

試験日

年間を通じて行っております。
第７回〆切

２月12日(金)

合わせください。

第７回

２月19日(金)、20日(土)

第７回

２月20日(土)

18歳以上34歳未満の者
18歳以上で国家免許資格

１月６日(水)～４月９日(金)まで

等を有する者(細部はお問

４月17日(土)～21日(水)のうち
指定する１日

い合わせください。)

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、受付期間及び試験日が変更・延期される場合があります。
詳しくは、自衛隊札幌地方協力本部ホームページをご確認いただくか、自衛隊札幌地方協力本部滝川地域
事務所(☎22-2140)までお問い合わせください。

車庫・物置・家屋の解体、畑・庭の
土販売等ご相談承ります。

有限会社 サクライ
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

グループホーム上砂川

（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）

広報 かみすながわ 13

北海道高齢者運転免許自主返納サポート制度とは？
運転免許証を自主返納した道内在住の65歳以上の方が、協賛店で様々な特典・サービスを受けられるもので
す。これら協賛店のサービスを受けるためには、
「運転経歴証明書」
が必要となります。運転経歴証明書の申請方
法等の問合わせは、砂川警察署
（☎54-0110）
にてお問合せください。
■サービスを受ける方法
協賛店の方に運転経歴証明書を掲示の上、特典などをお受けください。
■協賛店の一例
イオン北海道㈱では、
ご当地G.GWAONを無料で進呈。生活協同組合コープさっぽろでは、
自主返納を機に
新たにコープの宅配を開始される場合、
コープ商品をプレゼント。
■問合先 住民課生活環境係
（☎62-2220）
、北海道庁道民生活課
（☎011-204-5219）

働いている調理師の皆様へ！調理従事場所等の届出が必要です
○調理師法では、調理業務に従事している調理師は、
２年ごとに、
１２月３１日現在の調理従事場所等を届け出な
ければならないと定められており、今年は届出の必要な年となっています。
○届出が必要な調理師とは、次の施設、店舗で調理の業務に従事している方です。
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を調理し
て供与している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業
○届出は、あなたが働いている地域を担当区域としている北海道全調理師会各支部に令和３年１月１５日までに
提出してください。
・砂川支部
（所在地 砂川市西1条北1丁目1-14 銀平 ☎52-2178）
・滝川支部
（所在地 滝川市西町1丁目3番13号 介護サービスセンターこうよう内 味心はかま田 ☎24-1175）
○届出用紙は、一般社団法人北海道全調理師会各支部、北海道滝川保健所に備えてあります。
また、
インターネットでの届出も可能です。
次のウェブサイトアドレス
（ＵＲＬ）
もしくはＱＲコードからアクセスしてください。
（ＵＲＬ https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=uSEbFakL）
○詳しくは、北海道全調理師会
（☎011-511-1326）
、北海道保健福祉部健康安全局地域保健課
（☎011-231-4111内線25-516）
、滝川保健所企画総務課企画係
（☎24-6201）
にお問い合わせください。

健康の里づくり事業「医療講演会」

地域で暮らす高齢者が楽しく健康寿命を延ばす方法「楽しさプログラム」に
ついてや、認知症の予防方法を科学的な裏付けとともに、わかりやすくお話し
いただきます。
■と き ２月19日(金) 午前の部：午前10時 午後の部：午後１時
■ところ 上砂川岳温泉パンケの湯多目的ホール
■講 師 北海道医療大学リハビリテーション学部
作業療法学科教授 本家 寿洋 氏
■参加料 無料
■定員 午前の部/午後の部 各回35名
■申込締切 １月19日(火)
■その他 無料送迎バスを運行します。(要予約)
講演会参加者は当日350円で入浴ができます。
感染防止対策のため、マスク着用及び手指の消毒・検温にご協力ください。
■申込・問合先 企画課地域振興係(☎62-2223)、パンケの湯(☎62-2526)

「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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送迎バス発着時間
午前の部

午後の部

9:00

12:00

S57鶉改良住宅公園前

乗車場所

9:02

12:02

雇用促進住宅前

9:05

12:05

緑が丘３階建公住

9:07

12:07

緑が丘集会所前

9:09

12:09

下鶉東２丁目(電話ボックス前)

9:10

12:10

下鶉生活館前

9:12

12:12

下鶉南１条２丁目(電話ボックス前)

9:15

12:15

鶉本町生活館前

9:17

12:17

セイコーマート前

9:18

12:18

鶉若葉生活館前

9:19

12:19

鶉プール下

9:21

12:21

中央ふれあいセンター前

9:22

12:22

役場前

9:23

12:23

さわやかトイレ前

9:24

12:24

朝駒バス停

9:27

12:27

東山高齢者住宅

9:35

12:35

温泉到着

11:40

14:40

送りバス温泉出発 第１便

13:00

16:00

送りバス温泉出発 第２便

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

★たのしい体操体験

体操グループ
「下鶉はつらつクラブ」
では毎週木曜日
にラジオ体操とストレッチ、筋力アップ体操などを行っ
ています。
今回は年に1度の健康運動指導士によるラジオ体操
開催日
相談方法
担当弁護士
をはじめとする運動指導がありますので、
どなたでもお
５日(火)
宮下 尚也弁護士
気軽にご参加ください。
初めての方、
今回限りの方は、
電話相談
19日(火)
小荒谷 勝弁護士
役場保健予防係へお申し込みください。
■と き 1月21日(木) 午前10時～11時30分
注意点
■ところ 下鶉生活館
相談時間は１人30分です。予約の方が優先されます。
■講 師 長谷川拡介健康運動指導士
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 福祉課保健予防係
（☎62-2222）
■申込・問合先 役場戸籍年金係
（☎62-２２２０）
※新型コロナ感染症対策としてご利用前に自宅で検温
し発熱がないこと、体調不良でないことを確認のうえ
新年交礼会中止のお知らせ
ご参加ください。
（受付で体温をお聞きします。）

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

例年開催しております新年交礼会につきまして、新
型コロナウイルスの感染が全国的に拡大している状
況にあることから、町内の感染予防を図るため、今年
度の開催を見送ることといたしました。
町民の皆様におかれましては、マスク着用、手指消
毒の励行を図るなど、家族共々、健やかな新年をお迎
えくださいますようお願いいたします。

令和３年上砂川消防出初式開催中止について
1月10日に予定しておりました上砂川消防出初式は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりま
した。

★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15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 福祉課保健予防係(☎62-2222)

★町民センター健康・栄養相談
今月のイチオシ！
今月は、指１本で血液の流れが分かる機械を用意し
ました。
検査費用も無料ですので、ぜひご利用ください。
なお、新型コロナ感染症対策として密集を防ぐた
め、予約制としますので利用希望の方は福祉課保健予
防係へ予約をお願いします。
■と き １月28日(木) 午後1時30分～午後4時
（受付は午後3時30分）
■ところ 町民センター
■内 容 指1本でわかる血流測定
■申込・問合先 福祉課保健予防係
（☎62－2222）
※新型コロナ感染症対策としてご利用前に自宅で検
温し発熱がないことをご確認ください。
（受付で体温
をお聞きします。）
また、
ご本人、
ご家族に風邪症状や発熱、体調がすぐ
れないなどがありましたら利用をご遠慮くださいま
すようお願いいたします。

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。

上砂川町下鶉東２丁目２－４

家・車庫・物置の解体、
ごみ処理、
駐車場などの舗装工事、
家のリフォームなど
電話：６２－２４５８
携帯：０９０－２０５３－６４４８
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健康の里だより
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。
停車時刻・場所が変更になっていますので、
ご確認ください。

※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
12:48 本町分譲団地入口
10:01 S53鶉若葉改良住宅前
12:52 東山高齢者住宅前
10:02 緑が丘団地前
12：54 朝駒集会所
10:03 緑が丘集会所
12:55 朝駒5号棟付近
10:04 下鶉東２丁目
（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
12:56 さわやかトイレ
10:05 下鶉生活館
12:57 中央３丁目
10:06 下鶉南１条２丁目
（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
12:58 町民センター
10:07 鶉本町バス停
12:59 中央ふれあいセンター
10:08 緑が丘入口バス停
13:01 セイコーマート前
10:09 セイコーマート前
13:02 緑が丘入口バス停
10:11 中央ふれあいセンター
13:03 鶉本町バス停
10:12 役場前
13:04 下鶉南１条２丁目
10:13 中央３丁目
13:05 下鶉生活館
10:14 さわやかトイレ
13:06 下鶉東２丁目
10:15 朝駒5号棟付近
13:07 緑が丘集会所
10：16 朝駒集会所
13:08 緑が丘団地前
10:18 東山高齢者住宅前
13:09 S53鶉若葉改良住宅前
10:22 本町分譲団地入口
13:10 S55鶉若葉改良住宅入口
10:25 温泉

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

【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！
！
〇年末年始の営業時間のお知らせ
月

日

日帰り入浴
通常営業

12月30日(水)
12月31日(木)
１月１日(金)

レストラン

午前９時～午後８時

１月２日(土)

(昼の部)午前11時～午後２時
(夜の部)休み

※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。

通常営業

１月３日(日)

※12月31日～１月２日の無料送迎バスは運休いたします。

上砂川岳温泉

電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

１泊２食付ペア半額宿泊券販売中！
！
50組100名様限定につき、
お早めにお申込ください。

うまいもの市を16日(土)・28日(木)開催します。
当館は「新北海道スタイル」を実践しております。
感染予防対策に努めておりますので安心してご利用ください。
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短期アルバイト募集
作業員

若干名

現場代理人

１名

勤務条件等詳しい内容はお問い合わせください。

柳川建設株式会社
中央北１条４丁目１－９

☎62-2309

■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歳未満のすべての人は国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めること
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、免除制度
以外は年金額には反映されません。
（全額免除に該当した場合や一部免除に該当し免除後の保険料を納付した
場合は年金額に反映されます。）
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替による２年前納と同じく、
４月から翌々年３月までの保険料
を４月末に納付していただく２年全納が利用できて大変便利です。
なお、有効期限を迎えるクレジットカードの場合、更新時に改めて手続きが必要な場合がありますのでご注意
ください。
クレジットカードをご希望の方またはクレジットカードの有効期限を迎える方は、砂川年金事務所
（年金ダイヤ
ル0570-05-1165）
へお問い合わせください。

ご厚志ありがとうございます。
上砂川町へ
平間

智恵子さん(

中央小学校・上砂川中学校へ
鶉

)から

50,000円

株式会社リライアブル様から
アルコールハンドジェル500ml

上砂川町社会福祉協議会へ
平間

智恵子さん(

鶉

)から

50,000円

ほくもんフリーローン『まねき猫』

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）

（中央小学校２本、上砂川中学校１本）

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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年末年始の公共施設等の閉庁・休館日について
年末年始にともなう公共施設等の閉庁・休館日をお知らせします。
12月30日(水)

1月4日(月)

～1月3日(日)

1月5日(火)

1月6日(水)

1月7日(木)

上砂川町役場

閉庁

〇

〇

〇

町民センター

休館

〇

〇

〇

まちの駅ふらっと

休館

〇

〇

〇

認定こども園ふたば

休園

〇

〇

〇

上砂川児童館

休館

〇

〇

〇

町立診療所

休診

〇

〇

〇

〇

勤医協上砂川診療所

休診

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

東鶉歯科診療所

休診

年末年始のごみ・し尿収集のお知らせ
12月30日（水）
～1月3日（日）
「燃やせるごみ」「生ごみ」の収集

休み

し尿収集

1月4日（月）

1月5日（火）

〇

〇

1月6日（水） 1月7日（木）
休み

休み

〇
〇

■1月の資源ごみ収集日について
下鶉・鶉本町・緑が丘・鶉～1月第1水曜日
（6日）
、第3水曜日
（20日）
東山・朝駒・本町・中町・東鶉・中央～1月第2水曜日
（13日）
、第4水曜日
（27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
（水）
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。

訪問介護サービス事業所
身体介護（食事・入浴・排泄などの介助）
生活援助（掃除・洗濯・調理・買い物など）
介護サービスのご相談お受けいたします
介護保険対象外（自費）のご利用も対応いたします。

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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株式会社 アイ
ヘルパーステーション

サンシャイン

℡63-2477 FAX63-2478
〒073-0201 上砂川町中央北１条１丁目２－１
（旧 上砂川駅前）

暮らしの
広場

人の動き(11月15日～12月14日)
お悔やみ申し上げます。
お名前

住所

年齢

月日

お名前

住所

年齢

月日

髙堰 おいしさん

本町

102歳

11月15日

鈴木 仲子さん

本町

85歳

11月30日

平間 龍男さん

鶉

92歳

11月24日

池端 和子さん

本町

84歳

12月5日

町営住宅入居者募集

水洗化済み・修繕済みの住宅（12月15日現在）

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 建設課管理係（☎62-2221）

１月のゴミ収集日
資
第１水曜日（１月６日）

曜日 第３水曜日（１月20日）
下鶉・緑が丘
地域
鶉本町・鶉

団

地

名

間取り
平屋
2DK

下鶉団地
下鶉学校下団地
鶉改良団地

平屋
3DK

団

地

名

朝陽台改良団地
下鶉改良団地

メゾネット
鶉若葉台改良団地
3DK

鶉若葉改良団地

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２水曜日（１月13日）
第４水曜日（１月27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
1月13・27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

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
１月20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、15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

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

１月の特売日 26・27・28の３日間
特売品

紅鮭フィーレ半身・雄武の鮭切り身
ティッシュ、トイレロール、野菜等

毎月10・20・30日・特売日
プレミアム付商品券等各種商品券をご利用いただけます。
営業時間 午前９時～午後７時（日・祝 午後４時半迄）
※年末年始１日(金)～３日(日)、
10日・17日・24日・31日はお休みさせていただきます。
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今日は何の日？（今月のカレンダー）
見やすいところに保管して、いつでもご利用ください

★印行事の問合先は役場保健予防係 ♪印は健康マイレージ対象
◆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

６ 水
８ 金
９ 土
12 火

札幌弁護士会無料法律相談会

19 火

電話相談/午後１時30分～３時30分
肩腰らくらくボール運動

電話相談/午後１時30分～３時30分

★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操

★足若の日(転倒予防教室)

東鶉中央ふれあいセンター/①午前10時 ②11時10分
20 水

町民センター/午後２時
町民センター/午前９時30分～

21 木

上砂川岳温泉/午前10時15分～11時

23 土

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

14 木

新年書初め展示(～28日)

25 月

町民センター/午前９時～午後９時
令和３年第１回上砂川町議会臨時会

15 金

上砂川岳温泉/午前10時15分～11時
定例行政相談
産業活性化センター/午後１時30分～３時30分

★乳幼児相談・健診
★足若の日(転倒予防教室)

13 水

★認知症老人と共に歩む会(さつき会)
町民センター/午前10時～11時30分
札幌弁護士会無料法律相談会

まちの駅ふらっと/午前10時40分～11時30分

令和３年上砂川町成人式

かわいいわが子の成長アルバムを作ろう!Part2

認定こども園ふたば/午前10時～11時30分

年末年始の役場・施設等の閉庁・休館日は18ページ参照
5 火

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

おひさまル～ム

役場閉庁期間( １月１日(金)～４日(月) )

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

議事堂/午前10時～

28 木

★たのしい体操体験
下鶉生活館/午前10時～11時30分
◆キッズ体験くらぶ
町民センター/午前９時～午後０時30分
★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
東鶉中央ふれあいセンター/①午前10時 ②11時10分
★町民センター健康相談・栄養相談、きっずとママの
もしもしコーナー ♪
町民センター/午後１時30分～４時
肩腰らくらくボール運動

★献血
町民センター駐車場/午後３時～４時30分

まちの駅ふらっと/午前11時～正午

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては事業の開催を中止する場合があります。
最新情報につきましては、担当課にお問合せください。

今月の休日救急当番医

17 日

１～３・10・11・24・31 日
職

種

砂川慈恵会病院（☎ 54-2300）
砂川市立病院（☎ 54-2131）

企業名

人

64歳以下

３

人

不問

１

人

㈱上砂川振興公社

59歳以下

１

人

㈱岩渕建設

59歳以下

３

人

※詳細につきましてはハローワ シニアリハビリサポーター (医)萌水会(老人保健施設)
60歳以上
ーク砂 川(☎54-3147)またはハ
44歳以下
マイクログラス㈱ 北海道工場
ローワークインターネットサービ 医療ガラス製造
ス(https://www.hellowork.
重機オペレーター
柳川建設㈱
不問
go.jp/index.html)の「 求 人 情
報検索」でご確認ください。
※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。

３

人

２

人

１

人

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

デイサービス介護職員

㈱萌福祉サービス(萌かみすながわ)

介護支援専門員
(ケアマネージャー )

㈲フローラ

調理師
鉄筋工

求人数
１

※週間求人情報

共栄フード㈱ 北海道工場

齢

不問

（12月15日現在）

洗浄作業

年

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

上砂川町内の
求人一覧

			

