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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

小中学校卒業式・こども園卒園式

３月12日(金)に上砂川中学校卒業式、19日
(金)に中央小学校卒業式、20日(土)に認定こ
ども園ふたば卒園式が行われました。
卒業・卒園おめでとうございます！
2021年２月末現在
人

口 2,785
（−11）

男 1,274
（− ５）

世

帯 1,692
（− ２）

女 1,511
（− ６）

令和 年度
町政・教育行政執行方針

３月 日に招集された第１回町議会定例会で示された︑奥山町長と
飯山教育長からの令和３年度に向けた方針︵抜粋︶

で あ り ま す の で︑一 層 の ご 理 解 と ご 協
力を賜りますようお願い申し上げます

本 年 度 は︑総 合 教 育 会 議 に お い て 策
定 さ れ た﹁教 育 大 綱﹂に 基 づ き︑次 世
代を担う子どもたちの育成とその基盤
となる教育環境づくりに努め︑基礎的・
基本的な知識をしっかり身に着ける教
育 に 取 り 組 ん で ま い り ま す の で︑一 層
のご理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げます︒

飯山 重信

上砂川町長

９

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ます︒感染症
への対応は︑なお長期に及ぶことが懸
念されますが︑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︑
町民の皆さまの生命と健康︑暮らしを
守り︑そして事業者の皆さまを支え︑
地域経済の維持回復を図るため︑引き
続き国・道や関係機関と緊密な連携を
図り︑感染拡大防止対策にさらに全力
を傾注してまいります︒
さて︑本町におきましては︑持続可
能な町政運営に向け︑切れ目のない取
り組みを行うため︑本年度を始期とす
る﹁第７期上砂川町総合計画後期基本
計画﹂並びに﹁第２期まち・ひと・し
ごと創生総合戦略﹂を策定いたしまし
た︒町民の皆さんが生涯にわたり安心
して暮らせるよう︑大変厳しい町政運
営が想定されますが︑その基本方針に
基づき︑重要課題であります人口減少
対策や少子高齢化対策をはじめとする
諸課題に全力で取り組んでまいる所存
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上砂川町教育長

３

私の２期目の任期も３年が経過し︑
第 期町政最後の年を迎えようとして
おります︒
この間︑議員各位並びに町民の皆さ
んのご支援とご協力を賜り︑まちの将
来像である﹁ゆめと希望に満ちた輝く
まちの創生﹂に向け︑課題解決に取り
組みながら町政を執行してきたところ
であります︒
昨年からの新型コロナウイルス感染
症のまん延により︑国内では感染拡大
防止対策と経済回復という厳しい局面
に立たされ︑本町においても各種行事
やイベントの中止・縮小が余儀なくさ
19

奥山 光一

町議会の動き

令和３年第1回上砂川町議会定例会(３月９日〜18日)

令和３年第１回定例会が、
３月９日(火)〜18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３号
令和２年度上砂川町一般会計補正予算(第13号)
6,440万円を減額補正し、予算総額を42億8,363
万円とする提案です。
■議案第４号
令和２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)
118万6千円を減額補正し、予算総額を8,276万1
千円とする提案です。
■議案第５号
令和２年度上砂川町後期高齢者医療特別会計補正
予算(第２号)
210万4千円を減額補正し、予算総額を6,827万6
千円とする提案です。
■議案第６号
令和２年度上砂川町下水道事業特別会計補正予算
(第１号)
144万8千円を減額補正し、予算総額を１億3,856
万1千円とする提案です。

令和３年度
一般会計・特別会計の予算規模について
令和３年度の一般会計・特別会計は、右の一覧のと
おりとなりましたので、
お知らせします。
なお、令和３年度の事業の主なものについては、広
報５月号の別冊として配布いたしますので、
ご覧く
ださい。

■議案第７号
令和２年度上砂川町水道事業会計補正予算(第１号)
226万7千円を減額補正し、予算総額を３億814万
2千円とする提案です。
■議案第８〜 12号 令和３年度各会計予算
各会計の令和３年度当初予算についての提案は、
予算特別委員会が設置され、審議の結果、提案どお
り本会議において決定されました。（各会計の予算に
つきましては、下に記載の「令和３年度 一般会計・
特別会計の予算規模について」をご覧ください）
■議案第13号
令和３年度上砂川町一般会計補正予算(第１号)
6,400万円を追加補正し、予算総額を31億1,750
万円とする提案です。

会計別

予算規模
30億5,350万円

一般会計
特

国民健康保険特別会計

7,517万8千円

別

後期高齢者医療特別会計

7,081万4千円

会

下水道事業特別会計

計

水道事業会計

1億4,082万4千円
3億 784万8千円

全会計合計

36億4,816万4千円

４月１日よりバスの運行時刻が変更になります。
新型コロナウイルスの影響で利用者が減少しているため、４月１日より、町内を運行している
中央バスの一部路線が下記のとおり減便となります。皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理
解のほどお願いします。
■減便となる路線及び内容
歌志内線 【平日】現行14往復→12往復【土日祝】現行13往復→11往復
■減便となる運行時刻(平日・土日祝共通)
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☆平日は赤平昭和を経由し、宮下町に到着

■その他
■問合先

時刻表など、詳細については町ホームページをご覧になるか、北海道中央バスホーム
ページのトップページにあります「お知らせ」をご覧ください。
企画課地域振興係(☎62-2223)
北海道中央バス株式会社滝川営業所(☎24-6191)
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町民の皆さんがゆめや希望を持ち輝くことができるまちを目指して

第７期上砂川町総合計画後期基本計画を策定しました。
上砂川町では、持続可能な形で住民サービスを維持・提供し続けることにより全ての町民が夢と希
望を実現できるまちづくりを目指し、令和３年度から令和６年度までの４年間の
「第７期上砂川町総合
計画後期基本計画」
を策定しました。
前期基本計画で策定された次の５つの
「まちづくり大綱」
に基づき、具体的な実効性ある各主要施
策を計画・展開していきます。後期基本計画では、前期基本計画における主要施策を継続するととも
に、
これまでの目標値に対する結果の検証を行い、町民一人ひとりが今後も町への夢や希望を持ちな
がら、
ますます元気に暮らすことができる上砂川町の創生に向けた指針として策定するものです。
また、
総合戦略との連動として
「重点戦略プロジェクト」
を取り込む形で各施策を推進します。

基本構想 １．
健康でいきいきと暮らせるまち
【活き活き健康・活躍支援プロジェクト 】
〜町民が健康で生きがいをもって暮らせる環境づくりを目指す〜
主な具体的施策
〇各種検診・予防接種事業
〇生涯健康づくり運動推進事業
〇楽しさプログラムモデル事業

基本構想 ２．
あらゆる世代が豊かな心を育むまち
【健やか子育て・教育支援プロジェクト 】
〜子どもを産み育てやすい環境づくりを目指す〜
主な具体的施策
〇学校施設長寿命化計画の推進と整備
〇各種講座の開講
〇ブックスタート事業

基本構想 ３．
安全で生活環境が整ったまち
【公共施設の活用・整備プロジェクト 】
〜将来にわたり安全・安心な公共施設の提供を目指す〜
主な具体的施策
〇町営住宅改善事業
〇町道・橋梁の整備
〇災害備蓄品整備事業
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基本構想 ４．
魅力と活力があふれるまち
【元気な産業・雇用支援プロジェクト 】
〜安定した雇用の創出と若者が働きたいと思える就業環境づくりを目指す〜
主な具体的施策
〇創業支援等助成事業
〇企業振興対策支援
〇職場体験バスツアー事業

基本構想 ５．
みんなで創るまち
【人と人との交流・ふれあいプロジェクト 】
〜交流人口を増やし、転出超過に歯止めをかけることを目指す〜
主な具体的施策
〇移住定住者奨励金の推進
〇まちの駅
「ふらっと」
活用事業
〇広域的行政運営の推進

これらの事業を計画的に実施することによる効果を反映した将来の推計人口を以下に示
します将来人口の目標として設定しました。国立社会保障・人口問題研究所
（以下
「社人研」
と
いう。）
が推計しました
「日本の地域別将来推計人口
（平成30年推計）
」
の最新推計を参照し、
今回時点修正しました。

将来人口の目標 【第２期上砂川町人口ビジョン】
上砂川町の将来人口
（目標）
（第２期人口ビジョン）
・計画期間終了後：2025（令和7）年の目標 ⇒ 将来人口目標 ２，
５００人
※（同年社人研推計値 ⇒ ２，
４６９人）
・人口推計基準年：2045
（令和27）年の目標 ⇒ 将来人口目標 １，
５００人
※
（同年社人研推計値 ⇒ １，
１１６人）
・長期ビジョン：2060
（令和42）年の目標 ⇒ 将来人口目標 １，
１００人
※
（同年社人研推計値 ⇒ ５７７人）
上砂川町は、第2期人口ビジョンが終了後の2025
（令和7）
年の人口の目標を２，
５００人と
推計設定し、推計基準の2045
（令和27)年には１，
５００人の人口を維持することを目標としま
す。さらには、社人研の推計では、2060
（令和42）
年には人口が５７７人と現在の人口の約２０
％
（5分の１）
の人口になると予測しております。このような人口減少の傾向は、当町に限らず
日本全国の総体人口が少子高齢化の影響により減少している状況にありますが、計画に登
載されている各種施策による効果が着実に反映され出生率や転出超過数が目標どおり改善
されることで、実現可能な目標を設定しました。
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★新型コロナウイルスワクチン接種
「接種相談・予約専用コールセンター」を開設します
４月１日より新型コロナウイルスワクチン
「接種相談・予約専用コールセンター」
を開設し
ます。新型コロナウイルスワクチン接種に関するご相談やご質問に対し、土日祝日を含め対
応いたします。
なお、
ワクチン接種予約開始につきましては、接種券に同封するチラシに詳細を掲載いた
しますので、接種券がお手元に届きましたらご確認ください。

【上砂川町 接種相談・予約専用 コールセンター】
電話番号：0120-118-803(フリーダイヤル)
受付時間：午前８時から午後８時まで
（土日祝日も実施）
■その他問合先

福祉課保健予防係
（☎62-2222）

上砂川町立診療所からのお知らせ
町からの指定管理を受けて上砂川町立診療所を運営しております萌福祉サービスです。
この度は急な医師の退職のため、医師不在により休診となり皆さまには大変ご不便とご迷惑をおか
けしております。
なお、診療再開は、
４月１日(木)を予定しておりますので、
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■問合先 上砂川町立診療所(☎62-4088)

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

◆大きい1年生と小さな2年生
文：吉田 明日 / 絵：中山 正美

◆おいしくて泣くとき
森沢 明夫

体は大きいけれど弱虫の1年生のまさやと、体は小さい
けれどしっかり者でけんかも強い2年生のあきよ。このお話
に出会う子どもたちは、それぞれどちらにより共感するでし
ょうか？166ページとボリュームがありますので毎日1章ず
つ、子どもたちに読んでみてはいかがでしょうか。

【今月の新刊】
◆たいよう
◆空をつくる
◆しりたがりのこひつじ
◆むれ

スティービー・ルイス
村尾亘
エリック・カール
ひろたあきら

春にまつわる本」特集
今月の特集は
「春にまつわる本」
特集です。
本の内容は様々で
「季節の春に関する物語」
「 春に咲く
植物のことが書かれている物語」
「出会いや別れがある春
の物語」
「青春の物語」
など、色々な春を題材にした本を並
べていますので、
是非、
ご覧になってみてください。
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【今月の新刊】
◆定価のない本
◆囚われの山
◆墓標なき街
◆冬の狩人
◆女神のサラダ
◆10分読書
◆十津川警部 疑惑の旅路
◆そろそろ、
からだに
いいことを考えてみよう
◆おなかがすいたハラペコだ②
●開室時間

門井 慶喜
伊東 潤
逢坂剛
大沢 在昌
瀧羽 麻子
吉田裕子
西村京太郎
伊藤まさこ
椎名 誠

午前９時〜午後９時

●今月のお休みの日

１日・２日・5日・12日
19日・26日

●問合先

町民センター図書室(☎62-5225)

上砂川町役場 新庁舎内覧会のご案内
役場新庁舎は３月末に完成し、
現在は新庁舎への移転に向けた準備を進めています。
新たに開庁する５月６日(木)を前に、町民の皆さんを対象とした内覧会を下記のとおり開催
いたしますので、
開庁前の新庁舎をぜひご覧ください。
■日時 ４月17日(土)
①午前10時〜正午 ②午後１時〜３時 ※最終入場はそれぞれ30分前
■場所 新庁舎(下図参照)
■申込 不要。直接お越しください。
当日は３密を回避するため見学者は10名ずつ庁舎にご案内いたします。
※感染予防のため、
マスク着用の上、
ご参加願います。
※一部見学できない場所がありますので、
あらかじめご了承願います。
■駐車場 役場新庁舎前には15台程度駐車可能ですが、
満車の場合は庁舎裏の職員駐車
場をご利用ください。
■問合先 総務課庶務係(☎62-2011)
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上砂川町の公式ホームページが新しくなりました！
リニューアルポイント
誰にとっても見やすく扱いやすいホームページ
全ての利用者にやさしいデザインで設計しています。
パソコンやスマートフォンの画面に合わせてレイアウトが見やすく変化します。

災害時等の緊急情報をすみやかに発信します！
災害が起きたときに、避難情報や今後の対応など、町からの情報が目立つ
位置に掲載されます。

【新ホームページURL】 https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ
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乗り合いタクシーの実証運行を行っています
生活交通の確保を目的に、公共交通体系を検討するため、
「乗り合いタクシー」
の実証運行を行って
います。利用を希望される方は、
企画課地域振興係へお申し込みください。
また、現在ご利用されている方につきましては、
４月１日から運行時間が変わりますのでご注意のう
え、運行事業者へご予約ください。

乗り合いタクシーとは
予約制により自宅前から連絡施設(公共施設等の指定場所)間を運行する公共交通です。
乗り合いのため、他にも同じ便を予約された方がいる場合は順番にまわり、それぞれの目的地まで運
行します。
利用するためには、事前にお名前や住所、連絡先などの登録が必要となります。

■運行時間(平日のみ運行、土日祝及び年末年始は運休)
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※乗り合わせのため、
予約の数により到着時間が変わることがあります。
※連絡施設の到着時間に乗車することはできませんのでご注意ください。
■連絡施設
①下鶉交番
②鶉郵便局
③上砂川中学校
④東鶉歯科診療所 ⑤勤医協上砂川診療所
⑥役場
⑦上砂川郵便局
⑧バス停
「中央1丁目」
⑨特別養護老人ホームはるにれ荘
⑩町立診療所
⑪奥沢パークゴルフ場
（営業期間のみ）
⑫上砂川岳温泉
■運賃 １乗車200円
■実証運行期間 ４月１日(木)〜９月30日(木)
■申込・問合先 企画課地域振興係(☎62-2223)

ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています。
ヘルプマークとは
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難聴の方等、援助や配慮を
必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要と
していることを知らせることで、援助が得やすくなります。
ヘルプカードとは
援助を必要とする障がいのある方が携帯し、いざというときに必要な支援や
配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。日常生活の中ではもちろん、
災害時や緊急時など、周囲の人に助けを求めたい時に、ヘルプカードを提示す
ることで手助けを求めやすくなります。
■配布・問合先 福祉課福祉係
（☎62-2222）
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子どもの予防接種のお知らせ
予防接種を希望する場合は、今まで受けた予防接種と、下記実施医療機関・予防接種の種類一覧を確認の
うえ、予防接種希望日の一週間以上前に予約してください。
予防接種当日は、予診票と母子健康手帳を忘れずにご持参ください。(忘れると接種できませんのでご
注意ください。)
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★日本脳炎の定期予防接種について
現在、
日本脳炎ワクチンの供給量が減少していることから、
北海道では今年度は下記のとおり対応することとな
っていますのでお知らせします。なお、定期接種対象者が機会を逸することなく接種できるよう日本脳炎ワクチン
の供給が安定した際は、
町広報等でお知らせします。
■優先接種対象者
①平成15年４月２日〜平成16年４月1日生まれ(18歳に達する方)
②平成30年度生まれの方
※優先接種対象者へ個別通知いたします(②の方は３歳児健診時にお渡しします)。
■優先接種の内容
平成30年度生まれの方で４回接種のうち、
１期の２回接種(１回目及び２回目)の接種を優先。
(ただし、定期接種の年齢の上限が近づいている場合は、定期接種の年齢を過ぎないように今年度内に接種す
るよう優先される。)
■予防接種に関する問合先 福祉課保健予防係
（☎62-2222）

乳幼児健康診査・相談日程のお知らせ
令和３年度の日程につきましては、下記をご覧ください。
(対象月齢等詳細につきましては、別途町広報にてお知らせします。)
令和３年
令和４年

5月11日(火)・7月13日(火)・9月14日(火)・11月9日(火)
1月11日(火)・3月8日(火)

★令和２年度介護予防事業「ますますカード」の回収が始まります
「いきいき百歳体操」
「足若の日」
「ふらっとヘルシー体操」
「
、肩腰らくらくボール運動」
に参加して、
スタンプを貯めた
「ますますカード」
を提出していただき、
４月末から回収した会場で景品をお渡し
します。
■回収期間 ４月22日
（木）
まで
■回収場所 百歳体操会場
（各生活館、
集会所）
、足若の日会場
（上砂川岳温泉パンケの湯）
ふらっとヘルシー体操会場
（ふれあいセンター）
、福祉課保健予防係 窓口
■その他 ますますカードに必ず
「名前」
を記入し、提出してください。
同時に令和３年度の
「ますますカード」
を配布します。回収場所と同様の場所に各介護
予防事業のチラシを置きますので、
ご覧になりどしどしご参加ください
（ポイント対象
事業が増えます）
。
日程は、毎月広報の今月のカレンダーに掲載します。
■問合先 福祉課保健予防係
（☎62-2222）
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 9

★特定不妊治療費の全額助成を行っています！
上砂川町に住民票があり、北海道の特定不妊治療費助成事業の助成を受けた方に対し、道の助成額
を超えた残りの自己負担額を全額助成しています。
上砂川町の助成を受けることで自己負担は０円になります。
■対象となる治療
特定不妊治療
（体外受精・顕微鏡授精）
、
男性不妊治療
■町の助成を受ける条件
北海道の事業の決定を受けていること。
まずは北海道特定不妊治療費助成事業の申請を行ってください。
こちらの事業に関しては、滝川保健所
（☎２４−６２０１）
までお問い合わせください。
■問合先 福祉課保健予防係
（☎62-2222）

不妊治療
相談窓口

■窓 口 旭川医科大学病院産婦人科(☎0166-68-2568)
■相談日 毎週火曜日 11:00〜16:00(予約受付は月〜金曜 10:00〜16:00)
旭川医科大学病院の不妊治療専門医が担当します

★上砂川町陣痛タクシー事業を行っています！
上砂川町に住民票がある妊婦さんに対し、陣痛が起こって自宅
（町内実家）
から砂川市立病院まで安
心安全に行くためのサポートとして
「陣痛タクシー事業」
を令和2年度より行っています。
事前登録していただくことで、
利用料を全額助成（自己負担０円）
します。
■完全登録制で、登録料・利用料は無料
■365日24時間対応！しかも優先的に配車！
■お迎えの時にはバスタオル・防水シートを準備しているので安心して乗車できます。
■研修を受けたドライバーが対応しますので、
妊婦さん1人でも安心です。
■登録したら必ず利用しなければならないというものではなく、いざという時の安心の
ためのサービスです。
■利用方法
①出産前に北星三星交通株式会社
（☎54−3155）
に電話をし、
氏名・住所・出産予定日
出産病院名を伝え、事前登録をします。
②陣痛が始まったら、出産予定の病院に連絡をして、
受診の指示を受けます。
③北星三星交通株式会社
（☎54−3155）
に連絡します。
④優先的にタクシーが配車されます。
■申込・問合先 福祉課保健予防係
（☎６２−２２２２）

確定申告等期限延長のお知らせ
新型コロナウイルスの感染防止対策により、確定申告の期限が4月15日(木）
まで延長となってい
ます。これに伴い、税務出納課税務係窓口でも同様に申告の相談を延長し受付けております。
■会場 役場本館１階税務出納課税務係
（窓口）
■問合先 税務出納課税務係(☎62-2013)

10 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

上砂川岳

上砂川駐在所
下鶉駐在所
☎62-2044
☎62-2069

春の全国交通安全運動
手をあげて じぶんでまもろう いのちのあいず
運動期間 ４月６日(火)〜15日(木)
◇通園・通学する子どもたちを
交通事故から守ろう！
◇高齢者が安心して外出できるように
思いやりのある安全運転を心がけよう
◇チャイルドシートを正しく使用し、
後部座席もシートベルトを着用しよう。

温泉施設等での盗難に注意
上砂川温泉はもちろん、
みなさん色々な温泉に行く
ことがあるかと思いますが、
温泉に入るときは、
現金や貴重品は必ず伴のかかるロッカーに入
れるようにしてください。
そしてゆっくり温泉につかりましょう。

山菜取りによる事故防止！

北海道警察からのお知らせ
大切な自転車には

ツーロックと防犯登録
録を
忘れずにしましょう！

特殊詐欺にご用心

慣れているから大丈夫と思っていませんか？
上砂川町付近では熊も出没します。
装備を万全にして、単独での入山は避けましょ
う。(携帯電話やホイッスルを持って行こう)

北海道警察官募集中！
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 11
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２/22
砂川ロータリークラブ図書券寄贈

２/22
上砂川郷土芸能保存会来庁

砂川ロータリークラブから小中学校、
こども園
へ図書券を寄贈いただきました。

今年度、
ふるさと納税を活用して獅子神楽の更
新を行ったことから上砂川郷土芸能保存会の子
どもたちが報告に訪れました。

２/24
上砂川商工会議所青年部入学記念品贈呈

３/３
鶉本町生活館前に紙ランタンを飾りました

上砂川商工会議所青年部から中央小学校の新
入生へ入学記念品の傘が寄贈されました。

華の金曜日コスモスの会(ケアサポーター)主
催で、鶉本町生活館前を120個の紙ランタンが
明るく彩り、通りかかる人たちを楽しませました。

３/10
岩渕建設㈱除雪ボランティア

３/17
自衛隊募集相談員委嘱式

岩渕建設㈱が社会貢献活動として一人暮らし
の高齢者宅の除雪作業を行いました。

自衛隊募集相談員委嘱式が行われ、
二俣 恵子
氏が委嘱されました。

12 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

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）

◆認定こども園ふたば園児の
作品展示

◆無料お習字教室
■と

き

4月3日(土)・10日(土)・24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。

☀おひさまルーム☀
子育て支援室で遊びましょう♪
■と き 4月20日(火)
①午前10時〜10時40分 ②午前10時50分〜11時30分
■ところ 認定こども園ふたば
■対 象 就学前の親子
■内 容 こども園内にある子育て支援室で仲良く
一緒に遊びましょう！保護者も仲良く交
流しましょう！
■持ち物 特にありません。
■申 込 準備の都合上、４月13日(火)までに認定
こども園ふたば
（☎62-4254）
にご連絡く
ださい。

認定こども園ふたばの園児が春に関連した作品を
制作しましたので、ぜひご覧ください！
■と き 4月21日(水)〜５月６日(木）
午前9時〜午後9時(町民センタ−開館時間)
■ところ 町民センターホール

◆キッズとママのもしもしコーナー
■と き 4月22日(木) 午後13時30分〜16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、前日までに保健予防係
(☎62-2222)に予約をお願いします。受付で体温
を伺いますので、自宅で検温し、保護者の方は、
マスクの着用をお願いします。

◆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
■ところ 認定こども園ふたば
（☎62-4254）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子育て関連事業の内容変更等を行う可能性があります。ホーム
ページ等にてお知らせいたしますので、
ご確認お願いします。新型コロナウイルスの感染予防のため、認定こど
も園や児童館で行う事業について、地域の方の見学をお断りさせていただきます。
また、認定こども園内子育て支援室の利用については、事前に電話でご連絡ください。
（☎62-4254）

令和３年度おひさまルーム日程のお知らせ
認定こども園ふたばにある子育て交流室を中心に子育て家庭のみなさんが楽しく交流できるイベントを
計画しております。日程が変わることもあるので、毎月の広報でご確認をお願いします。
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奥沢パークゴルフ場の
シーズン券販売開始&営業予定期間のお知らせ
【営業期間】
■オープン予定日 ４月24日(土) ■クローズ予定日 10月31日(日)
■定休日 木曜日(天候により急遽休みとなる場合があります。)
※営業期間は、積雪等によるコースの状態により変更する場合があります。
【シーズン券】
■販売開始 ４月15日(木) ■金額 6,000円
■販売場所 町民センター(☎62-5225)、上砂川岳温泉パンケの湯(☎62-2526)
【問合先】 教育委員会社会教育係(☎62-2881)

春の火災予防運動 ４月２０日〜４月３０日
火災が発生しやすい時期を迎えますので、より一層の火災予防に努めてください。
■統一標語 「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」
■いのちを守る７つのポイント
３つの習慣
①寝たばこは絶対にしない。
②ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。
③ガスコンロ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、住宅用火災警報器を設置しましょう。
②寝具や衣類からの出火を防ぐため防炎製品を使用しましょう。
③いざというときのために住宅用消火器を設置しましょう。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るため、
隣近所の協力体制をつくりましょう。
■主要行事予定
日時

行事名

20日(火) 発送

住宅用火災警報器設置調査(下鶉地区) ※１

23日(金) 午前10時

避難訓練(認定こども園ふたば) ※２

※１ 下鶉地区一般住宅へ返信用封筒と調査票を郵送いたしますので、
ご返信いただき、
設置率調
査へご協力いただけますようお願いいたします。
※２ 避難訓練の実施が必要な事業所は、
訓練計画を立て、消防署と日程調整の上、
所定の様式を
提出してください。
■問合先 砂川消防署上砂川支署 予防係
（☎６２−２０２１）

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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役場：６２−２０１１

☆令和３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３年度の高齢者肺炎球菌予防接種の助成対象者は次のみなさんです。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 ※対象年齢であればお誕生日がくる前でも接種可能です。
６５歳
（昭和３１年4月2日〜昭和３２年４月１日生） ８５歳
（昭和１１年4月2日〜昭和１２年4月1日生）
７０歳
（昭和２６年4月2日〜昭和２７年４月１日生） ９０歳
（昭和 ６年4月2日〜昭和 ７年4月1日生）
７５歳
（昭和２１年4月2日〜昭和２２年４月1日生） ９５歳
（大正１５年4月2日〜昭和 ２年4月1日生）
８０歳
（昭和１６年4月2日〜昭和１７年4月1日生） １００歳
（大正１０年4月2日〜大正１１年4月1日生）
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(身体障害者手帳1級相当)
■実施期間 令和３年４月１日
（木）
〜令和４年３月３１日
（木）
※医療機関の休診日等を除く
■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※
（☎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）
※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、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福祉課保健
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）
■申込・問合先 福祉課保健予防係
（☎６２−２２２２）

☆前立腺がん個別検診のお知らせ
４０歳以上の男性を対象に前立腺がんの個別検診を行っております。ぜひ、
この機会に受診してみませんか？
■対象者 町内に住所を有する４０歳以上の男性
（昭和５６年４月１日以前に生まれた方）
■実施期間 令和３年４月１日
（木）
〜令和４年３月３１日
（木）
■実施医療機関
【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】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）
※いとう内科・循環器クリニックはかかりつけ医のみ検診可能です。
■検診内容 問診、採血
（PSA検査） ■検診料金 １，
０００円
■受け方 検診をご希望の際は、直接、希望する実施医療機関にお申し込みください。
■注意事項 前立腺がんと診断されている方及び前立腺がんの手術を受けたことのある方は、検診の対象に
なりません。
■その他 集団検診
（７月、
１０月）
でも実施します。詳細は町広報に掲載予定です。
■問合先 福祉課保健予防係
（☎６２−２２２２）

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

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

★町民センター健康相談
今月のイチオシ！

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

今月は、肌年齢を推測できる器械を用意しました。
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、
࠷ೖ
ॶ
୴อ࢞ޤ
予約制としますので利用希望の方は福祉課保健予防
̔ೖ Ւ
ٸԾ চอ࢞ޤ
係へ予約をお願いします。
ༀ౨ؙ̏ճ٠࣪
ೖ Ւ
Ѫ ༺ࢦอ࢞ޤ
■とき ４月22日
（木） 午後１時30分〜午後４時
(受付は午後3時30分)
注意点
■ところ 町民センター
相談時間は１人30分です。予約の方が優先されます。
■内容 ９０秒で分かる肌年齢測定
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。
※お化粧をした状態で測定できます。ペースメーカー
■申込・問合先 役場戸籍年金係
（☎62-２２２０）
を使用されている方については、医療機器の安全上
測定はできませんのでご了承ください。
こころの健康相談
■申込・問合先 福祉課保健予防係
（☎62-2222）
滝川保健所では保健師による心の相談を随時受け ※新型コロナ感染症対策としてご利用前に自宅で検
付けています
温し発熱がないことをご確認ください。(受付で体温
■相談方法 電話又は来所
をお聞きします。)
■時間 平日午前9時〜午後5時
また、
ご本人、
ご家族に風邪症状や発熱、体調がすぐ
■料金 無料
れないなどがありましたら利用をご遠慮くださいま
■相談・問合先
すようお願いいたします。
滝川保健所健康推進課健康支援係(☎24-6201)

令和３年度キッズ体験くらぶ日程のお知らせ
キッズ体験くらぶでは、町内小学生を対象とした様々な体験学習を予定しております。
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※参加申し込みが5名に満たない場合は中止となる場合があります。
※新型コロナウィルスの影響により、内容や定員の変更、中止となる場合があります。
※町外事業に関しては、参加したことの無いお子様を優先といたします。
※各事業の詳細につきましては、日程の１ヶ月前を目安に小学校を通じてチラシを配布いたします。

☎６２−２７２７

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
お見積りは無料です。お気軽にお電話ください。

ː͈අคȁ38Ȇ39Ȇ3:͈ˏۼ
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毎月10・20・30日・特売日はダイヤモンドスタンプ２倍
営業時間

午前９時〜午後７時
（日・祝 午後４時半迄）

電話１本で送迎サービスいたします。

ୖ◁ᕝ⏫ୗ㭘ᮾ㸰┠㸰㸫㸲ࠉ☎62-2458
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※４日・11日・18日・25日はお休みさせていただきます。

健康の里だより
健康の里づくり事業「美しくなる温泉の入り方と美容東洋医学講座」
■とき

Part1 ４月20日(火) 午前10時〜正午(受付9時30分)
Part2 ５月25日(火) 午前10時〜正午(受付9時30分)
■ところ 上砂川岳温泉パンケの湯
■参加料 無料
■定員 20名
■講師 旭川桜木鍼伮治療院 院長 川富 裕子先生、元上砂川町地域おこし協力隊 千葉 幸子氏
■その他 当日は無料送迎バスを運行いたします。
新型コロナウイルス感染防止対策のため、
マスク着用でご参加ください。
■申込締切 ４月15日(木)
■申込・問合先
上砂川岳温泉パンケの湯(☎62-2526)、
企画課地域振興係(☎62-2223)

時刻

9:07 雇用促進住宅前
9:10 緑が丘団地前
9:12 緑が丘集会所前
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
9:21 緑が丘入口バス停前
9:22 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
9:40 パンケの湯到着

パンケの湯無料送迎バス︵毎週月・木曜日運行︶について

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

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

【毎週金曜日】
・行き さわやかトイレ前発
・帰り パンケの湯発

乗車場所

9:05 S57鶉若葉台改良住宅公園前

【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！
！

※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

レストラン「パンケ」の料理はテイクアウトできます。
麺類等の一部を除きテイクアウト(お持ち帰り)も行っており
ます。
入学、進学、新社会人のお祝いにオードブルはいかがでしょ
うか。3,000円(３人前)と5,000円(５人前)の２種類があり、
5,000円以上ご注文のお客様はご自宅まで配達いたします。
従業員・パート募集中！

詳細はフロントまでご連絡ください。

〇家の水回り(台所・
トイレ・水洗化)のことなら何なりと
お引き受けいたします。
〇家屋の解体、家の周りの整備も行っております。
〇冬は各除雪作業(人力・機械・屋根ほか)も承っております。

ぜひご相談ください
※常時、技術員・作業員募集中

࠺୭ڼٛ২
ȁಎ؇ཤˍૄːಢ࿒ˍȽ˕ȁȁȁ☎ķĳĮĳĴıĺ
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■こんなときは国民年金の手続きが必要です！
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになっています。第1号
被保険者は自営業や学生、第2被保険者は厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員、第3号被保険者
は第2号被保険者に扶養されている配偶者
（一定の収入を超えない方）
の3つに区分されています。
ご本人や配偶者の就職、転職、結婚などで国民年金の種別が変わることがあり、下記の表のように種別変更な
どの手続きが必要となる場合があります。
手続きをされなかった場合、病気やケガで障害が残ったときや、死亡した場合の障害基礎年金、遺族基礎年金
を受け取ることができなくなる場合もありますので、
必ず手続きをしてください。
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■国民年金保険料の金額
令和３年度国民年金保険料額は、
月額16,610円です。納付書がお手元に届くのは４月初旬頃の予定です。
国民年金は老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。保険料の納め忘れが続くと老後に年金を受
け取ることができなくなるばかりか、納付が遅れることで障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合も
あります。保険料は納期内に納めましょう。(納期は翌月末です。)

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を改訂いたしました。
町は、
避難勧告等の発令の判断基準となる
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル
（洪水編）
」
及
び
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル
（土砂災害編）
」
を改訂いたしました。
上砂川町公式ホームページ(URL:https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/)に掲載
していますのでご確認ください。
■問合先 総務課庶務係
（防災担当）
（☎62-2011）
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ٚ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）
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町からのお知らせ
４月１日からの役場体制
（係長以上）
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「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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ゴールデンウイーク中の公共施設等の開館日について
4月29日(木) 4月30日(金) 5月1日(土) 5月2日(日) 5月3日(月) 5月4日(火) 5月5日(水) 5月6日(木) 5月7日(金)
役場

×

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

町民センター

〇

〇

〇※

〇※

×

〇

〇

〇

〇

体育センター

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

まちの駅ふらっと

×

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

児童館

×

〇

〇

×

×

×

×

〇

〇

認定こども園ふたば

×

〇

〇

×

×

×

×

〇

〇

東鶉歯科診療所

〇

×

×

×

×

×

×

〇

〇

町立診療所

×

×

×

×

×

×

×

〇

〇

勤医協上砂川診療所

×

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

炭鉱館

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

パークゴルフ場

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

※５月１日(土)、
２日(日)は町民センター図書室のみ休館となります。

ごみ収集日のお知らせ
燃やせるごみ
生ごみの収集
し尿収集

4月29日(木)

4月30日(金)

5月1日(土)

5月2日(日)

5月3日(月)

5月4日(火)

5月5日(水)

5月6日(木)

5月7日(金)

〇

〇

×

×

〇

〇

×

〇

〇

×

〇

×

×

×

×

×

〇

〇

※上記の期間以外は通常どおりです。
■５月の資源ごみ収集日の変更について
第１水曜日(５日)の収集が第１木曜日(６日)に変更となります。
■クリーンプラザくるくるの休業日
通常どおりの休業日(日曜日のみ)となります。
■し尿汲み取りについて
４月30日(金)までに汲み取りを希望する場合は４月26日(月)までにお申し込みください。

ご厚志ありがとうございます。
上砂川町へ

社会福祉協議会へ

堀内
秋吉

堀内
鈴木
髙橋

哲夫さん
（下 鶉）
から
300,000円
美知江さん
（中 央）
から
50,000円

哲夫さん
（下 鶉）
から 100,000円
義三さん(下 鶉)から
50,000円
雪子さん(下 鶉)から
50,000円

҅ᧉ̮ဇࡉɥჿ߷ૅࡃƕᆆ᠃ƠǇƢ

他金融機関、
クレジット、
消費者金融

定期預金、定期積金、年金指定、各種ローン、保険、その他
何でも、お気軽にご相談ください。ご来店お待ちしております。
北門信用金庫
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上砂川支店

借換もOK

ご利用中のローンの

令和３年５月６日(木)、上砂川町役場新庁舎内に移転いたします。
６日(木)・７日(金)にご来店の方には粗品をご用意しております。

℡62-2211

暮らしの
広場
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水洗化済み・修繕済みの住宅（３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 建設課管理係（☎62-2221）

４月のゴミ収集日
資
第１水曜日（４月７日）

曜日 第３水曜日（４月21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（４月14日）
第４水曜日（４月28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
４月14・28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
４月21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、16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

広告掲載企業募集中
■掲載期間 令和3年５月号〜令和4年3月号
■掲載枠 半枠×１枠
■掲載料(月額) 町内企業:1,000円
町外企業：3,000円
■申込締切 ４月15日(木)
■その他 申込用紙は地域振興係でお渡しします。
■申込・問合先 役場地域振興係(☎62-2223)
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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 ♪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

１ 木

認定こども園ふたば入園式
認定こども園ふたば/午前10時〜

6 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

20 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
★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分〜11時

上砂川中学校入学式
上砂川中学校/午後１時30分〜

21 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
9 金

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

ダンス教室「クレイン」
町民センター/午前10時20分〜11時10分

中央小学校入学式
中央小学校/午前10時〜
7 水

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

オンブズパーソン定例相談
役場東館１階第５会議室/午後１時〜４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

ダンス教室「クレイン」
町民センター/午前10時20分〜11時10分

★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操
12 月
東鶉中央ふれあいセンター/①午前10時 ②11時10分

22 木

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

14 水

★肩腰らくらくボール運動
町民センター/午前10時40分〜11時30分

23 金

★肩腰らくらくボール運動
町民センター/午前10時40分〜11時30分

16 金

★ふらっと運動講座
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分

26 月

★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

17 土

役場新庁舎内覧会
役場新庁舎/①午前10時〜正午 ②午後１時〜３時

令和３年第３回上砂川町議会臨時会
議事堂/午前10時〜
28 水

おひさまル〜ム
認定こども園ふたば/午前10時〜11時30分
20 火 健康の里づくり事業
「美しくなる温泉の入り方と美容東洋医学講座」
上砂川岳温泉/午前10時〜正午

★ふらっと運動講座
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分
30 金

ダンス教室「クレイン」
町民センター/午前10時20分〜11時10分

※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。

4 日 すながわ耳鼻咽喉科（☎ 55-3387）
1 8 日 砂川慈恵会病院（☎ 54-2300）
11・25・29 日 砂川市立病院（☎ 54-2131）

今月の休日救急当番医

（3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
※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。

職

種

企業名

年

齢

求人数

電子部品の外観検査

㈱京都セミコンダクター 上砂川事業所

不問

２

人

パン粉製造工

共栄フード㈱ 北海道工場

不問

１

人

歯科衛生士

㈱萌福祉サービス

64歳以上

５

人

食器洗浄専門員

(医)萌水会

不問

１

人

介護職員(グループホーム)

㈲フローラ

不問

２

人

調理師

㈱上砂川振興公社

59歳以下

１

人

工場作業員

㈱岩渕建設

59歳以下

３

人

アイロン仕上げ工

㈲マインド

不問

１

人

医療ガラス製造

マイクログラス㈱ 北海道工場

重機オペレーター

柳川建設㈱

44歳以下
不問

正社員: ２人
パート: ３人

１

人

※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。

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 https://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp/
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