
　７月のキッズ体験くらぶは地域おこし協
力隊の千代崎隊員からダンスを教わりま
した。

■上砂川町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)に
　関する意見等をお寄せください
■避難情報の発令判断・伝達マニュアルを作成しました
■民生委員・児童委員が変わりました
■プレミアム付商品券販売事業について
■令和３年度上砂川町敬老会中止のお知らせ
■令和３年度介護保険料は据置きとなりました
■高校等就学費助成事業について　　　　　など
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　本町では、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって持続可能なまちづくりを推進するため、令和７年度ま
での５年間の基本方針や各種対策及び具体的な施策をまとめた「上砂川町過疎地域持続的発展市町村計画」の
策定を進めています。
　この度、素案を取りまとめましたので、皆さんのご意見をお寄せください。
■閲覧場所　上砂川町役場(企画課)、町民センター、町公式ホームページに掲載
■意見等の提出方法　閲覧場所またはホームページにある提出用紙に必要事項を記入し、提出してください。
■募集期間　７月27日(火)～８月９日(月)
■問合先　企画課地域振興係（☎62-2223）

上砂川町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)に
関する意見等をお寄せください

　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」を令和３年３月に改訂いたしまし
たが、災害対策基本法等の一部を改正する法律が令和３年５月20日に施行されたことを踏まえて「避難情報に関す
るガイドライン」が示されたことから、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を名称を含めて修正し、「避難情報の発
令判断・伝達マニュアル」を作成しました。
　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

「避難情報の発令判断・伝達マニュアル」を作成しました

　砂川地区広域消防組合（砂川市、奈井江町、浦臼町、上砂川町）の火災・救急に関する119番通報は、砂
川消防署で集約し砂川市、奈井江町、上砂川町から出動しています。
　119番通報される方は、電話を切るまで消防車、救急車が出動しないと思い、電話を切ろうとする方が
おります。消防署では通報中に出動準備を行い、現場に向かっていますので、電話を切らないようお願い
します。
　この度119番通報用のマニュアルを作成しましたので、参考にしてください。マニュアル記載事項のほ
か、具合の悪い方のお名前と状態、通報された方の電話番号等もお聞きしますのでよろしくお願いします。
　ステッカーについては各町内の店舗、施設等のトイレに貼付けて頂いていますのでご確認ください。

消防署からのお願いです
～119番通報は慌てる前に『ひと呼吸』大切な内容をお知らせください。～

緊急時あなたは、答えられますか？
　砂川消防署です。火災ですか救急ですか？
　場所、住所はどこですか？（何が見えますか？）
住所（施設）が確認できれば出動準備を始めています。
　電話中に出動していますので、安心してお待ちください。
　電話を切らず、その後も慌てずに詳しく状況を教えてください。

■問合先　砂川地区広域消防組合本部救急通信課救急係(☎54-2196)

119番通報　まずは「ひと呼吸！」落ち着いて
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プレミアム付商品券販売事業について
　町と上砂川商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策として、50%割増のプレミアム
付商品券を販売します。
　今回は新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため予約申し込みとなっており、申込受付は７月26日に終了しま
した。予約申し込みをされた方は、８月10日ごろから順次購入引換券(ハガキ)がご自宅に郵送されますので、到着し
た方は下記の引換販売日に必ず持参して、希望したセット数を購入する現金とともに希望した会場に持参して購入し
てください。
■プレミアム付商品券購入会場

　なお、引換券をお持ちの方は代理の方でも購入できます。９月１日以降、引換券は無効となりますので上記の期間
にご購入ください。引換券の再発行はしませんので紛失にご注意ください。
　予約申し込みが5,000セットに満たない場合は、９月１日(水)午前９時より、産業活性化センターで再販売しますの
で、予約をしてない方や町外の方はご購入ください。
　不明な点がある場合は、上砂川商工会議所(☎62-2410)にご連絡ください。

日にち 会場 開設時間
産業活性化センター 午前９時～午後４時
鶉本町生活館・下鶉生活館 午前９時～正午

８月22日(日) 上砂川産業活性化センター 午前９時～午後３時
８月23日(月)～31日(火) 上砂川産業活性化センター 午前９時～午後５時　※土日を除く

８月21日(土)

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。
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下記の期間については休診いたしますのでお知らせします。
〇東鶉歯科診療所  ８月１３日（金）、１６日（月）
〇町立診療所   ８月１０日（火）～１３日（金）
〇勤医協上砂川診療所  ８月休診は暦どおり

診療所休診のお知らせ

　例年、８月13日に開催している「仮装盆踊り・花火大会」の今年の実施について、実行委員会で協議した
結果、新型コロナウイルスの感染防止・予防の観点から、今年についても開催を見合わせることとなりま
した。
　楽しみにされていた方も多いと思いますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。

第２０回仮装盆踊り花火大会実行委員会

第20回仮装盆踊り・花火大会中止のお知らせ

　例年、９月に開催している「上砂川町敬老会」は、現在、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況
の中で、情勢の変化を十分見極めつつ協議して参りました。
　その結果、現下の状況において高齢者が一堂に会して式典を行うことは、感染リスク・感染拡大の危険
性から、極めて困難な状況であると判断し、参加者の健康・安全面を第一に考慮し、今年度についても開催
を見合わせることといたしました。
　開催を心待ちにされていた皆さまには誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願いいたし
ます。

上砂川町・上砂川町自治会連絡協議会

令和３年度「上砂川町敬老会中止のお知らせ」

　日本固有の領土である択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島
からなる北方四島の早期返還の実現については、道民はも
とより国民の長年にわたる悲願です。
　北海道では、この北方領土問題の解決に向け、道民世論
の結集を図り、国の外交交渉を積極的に後押しするため、
昭和４１年から、旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布告し、北方
領土問題の発端となった月である８月を「北方領土返還要
求運動強調月間」として、重点的な返還要求運動を実施して
います。

８月は「北方領土返還要求運動の強調月間」
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◎所得の申告をお忘れなく
空知中部広域連合では介護保険法に基づき、構成市町から皆さんの所得情報を得て、本人及び世帯員の
市町村民税の課税状況と所得等を基に介護保険料を算定しています。
所得が未申告ですと正しい介護保険料の算定ができません。未申告の方は、お住まいの市町村民税担当
窓口で所得の申告をお願いします。
■問合先　空知中部広域連合事務局介護保険係(☎66-2152）

　介護保険制度は、国、道及び広域連合（市町）が負担する「公費」と、皆さんが納める「介護保険料」を財源
として運営しています。
　介護保険料の額は、皆さんが住み慣れたまちで、いつまでも安心して暮らせるように、介護保険サービ
スがどれくらい必要になるのかを見込んで介護保険事業計画を策定し、決定しています。
　この計画は３年ごとに見直しを行うことになっており、今年度から年間保険料額を算出する際の第７段
階から第９段階までの所得金額の設定額が変更となりました。

～65歳以上の皆さんへ～
令和3年度介護保険料は据置きとなりました。

納入通知書は８月中旬に発送いたします。

介護保険料基準額：年額６２，４００円（月額５，２００円）
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特定商取引法が改正されました

一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に‼
※令和３年７月６日以降に届けられた商品が対象です。

＜一方的な送り付け行為への対応３箇条＞
その１：商品は直ちに処分可能
　注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費
者は直ちに処分することができます。
その２：事業者から金銭を請求されても支払不要
　一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開
封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
その３：誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとし

ても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費生活センターへ相談しましょう。

一人で悩まずご相談ください。

■相談先　上砂川町消費生活センター(☎62-2243) 平日:午前8時45分～午後３時

■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ

■日本年金機構や公的期間等になりすました偽サイトにご注意ください。
　現在、日本年金機構や厚生労働省等の公的期間になりすました偽サイトが確認されています。
日本年金機構のホームページを利用する際には、日本年金機構ホームページアドレス(https://www.nenkin.go.jp）が
表示されていることを必ずご確認下さい。日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情
報の抜き取り等の被害を受ける可能性がありますのでご注意ください。

【不審なサイトの例】

　国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間があ
る場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(６５歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
　将来受取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10年以内であればさか
のぼって納める(追納)ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一
定の加算額が上乗せされます。
　追納は、古い月のものから納付することになりますが、一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付され
ていなければ追納できませんので、ご注意下さい。
※追納のお申込み・ご相談は、ねんきんダイヤル☎0570-05-1165までお願いします。

×年金機構

https://jpsecured.com 年金機構▼
年金　機構　ログインーjpSecured
2021/02/09ー年金　機構　ログインをお探しの場合は、以下の結果をご確認ください。…
日本年金機構でご本人確認を行いユーザーIDをお届けします。完了ユーザーID、パスワードを
使用して「ねんきんネット」へ…

※日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp）と異なるアドレスのサイトはご注意ください。
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おすすめ絵本・児童書

「第165回 芥川賞＆直木賞」特集特集

町民センター図書室だより

おすすめ一般書
　◆青い孤島 　森沢明夫

　東京から佐世保に引っ越してきた小６の大河は、慣れ
ない環境に不満や不安を感じる毎日。人見知りで目立
つのもきらいなのに、防空壕「無窮洞」についての市民
劇に参加することになって…。実在する戦争遺跡を通し
て、自分と向き合い、現代を生き抜く子どもたちの成長
物語。

【今月の新刊】
◆大江戸火龍改　　　　　　 夢枕獏
◆毒島刑事最後の事件　　　 中山七里
◆麦本三歩の好きなもの　    住野よる
◆ＪＲ高田馬場駅戸山口　　　 柳美里
◆鐘を鳴らす子供たち　　　  古内一絵
◆トツ！　　　　　　　　　    麻生幾
◆告解　　　　　　　　　    薬丸岳
◆運命の子トリミソー　　　   松永正訓
◆丘の上の邂逅　　　　　　 三浦綾子
◆わたしのげぼく　　　　　  上野そら
◆多数決を疑う          坂井豊貴
◆利己的な遺伝子         リチャード・ドーキンス

◆夏に降る雪
作：あんずゆき   絵：佐藤真紀子

●開室時間  午前９時～午後９時
●今月のお休みの日 2日・9日・16日・23日・30日 　　●問合先　町民センター図書室(☎62-5225)

　今月は、「第165回芥川賞・直木賞」特集です。受賞作を決める選考会は7月14日に東京で行われました。受賞作
だけではなく、直木賞はノミネート候補作も並べています。ぜひ、読んで見てください。また、夏休み特集コーナー
として、小説版「ふしぎ駄菓子屋　銭天堂」や「鬼滅の刃―ノベライズ」など大人から児童まで楽しめる本を並べて
ありますので、町民センター図書室に寄って行って下さいね。

◆おおきな　おおきな   きいろい　ひまわり
　　　　　　　　　　　　      フランセス・バリー
◆ええたまいっちょう！
　　　　　　　　　　　　       くすのきしげのり
◆トビウオの　ぼうやは  びょうきです
　　　　　　　　　　　           いぬいとみこ
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　町では高校等に在学する生徒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いるご家庭に対し、8月中旬に上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　９月１0日（金）午後5時必着（郵送可）
■提出・問合先　上砂川町役場2階教育委員会学務係(☎62-2881)

高校等就学費助成事業について



上砂川町公式LINEアカウント運用中！友だち登録お願いします！

「令和３年労働力調査」を実施します！
　労働力調査は10月～1月末現在の就業、不就業の業態を明らかにするために行われる調査です。この調査か
ら得られる統計データは、国の経済政策や雇用対策などのための基礎資料の作成に生かされます。調査対象
の方はご協力をお願いいたします。
■調査対象 鶉4条2丁目、5条2丁目の範囲にお住まいの世帯
（全世帯を前期と後期に分け、2ヶ月ずつ調査をします。）　　　　　　
■調査方法　　9月中旬頃～　　      調査員が調査対象の全世帯に伺い、抽出単位名簿を作成します。
　      ＜前期＞10月11月の中旬頃　 抽出された約半分の世帯に調査員が伺い 調査のお願いと調査票を配         
                                                  布します。
　　　　　 　 10月11月の下旬頃 　調査員が調査票の回収に伺います。
　      ＜後期＞12月1月の中旬頃　   前期に抽出されなかった残半分の世帯に調査員が伺い調査のお願いと   
                                                  調査票を配布します。
　　　　　　  12月1月の下旬頃　   調査員が調査票の回収に伺います。

労働力調査の調査員を募集します！
■応募資格　　・町内居住の20歳以上の方
　　　　　　　・責任をもって調査事務を遂行できる方
　　　　　　　・職務上知り得た秘密の保護を遵守できる方
　　　　　　　・税務、警察、選挙活動に直接関係のない方
　　　　　　　・暴力団員または暴力団と密接な関係を有していない方

■作業内容　　調査区地図、世帯名簿の作成、各家庭への調査票の配布・回収等

■調査員報酬 ・準備調査(地図、名簿作成)9月…19,180円
　　　　　　　・実地調査(調査票の配布、回収)10月、11月、12月、1月…1ヶ月つき、28,200円
    合計　131,980円

■応募方法　　企画課地域振興係（☎62-2223）に8月10日(火)までお電話ください。
　　　　　　　（名前、住所、年齢、調査員の経験回数をお知らせください。）
  応募者多数の場合はこちらで選考させていただきます。
  ※調査員に任命された方は振興局の職員が役場で開催する調査員説明会にご出席いただき、
  　作業内容の理解、調査用品の受け取り等をしていただきます。
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■友だち登録の方法
　①LINEアプリを開き、友だち検索で「上砂川町」と入力して登録。
　②QRコードを、スマホで読み取り、登録。
■受信設定アンケートの回答をお願いします
　友だち登録が完了するとアンケートが送られてきますので、
　アンケートに回答し、受け取りたい情報を選択してください。
（ごみ・リサイクルとお住まいの地域にチェックを入れると収集日  
 前日にメッセージを送信し、お知らせします。）
■問合先　企画課地域振興係(☎62-2223)

　町の事業や防災情報などをLINEでお届けします！コロナ情報、ごみカレンダー、広報紙にも
すぐにアクセスでき、便利ですのでぜひ友だち登録をお願いします。



電話でお金を要求されたら全て詐欺

上砂川駐在所 下鶉駐在所
　☎62-2044　　☎62-2069

〇試験日　９月19日（日）
〇受付期間　８月20日(金)まで
※詳しくは滝川警察署または上砂川駐在所
　までお問い合わせください。

上砂川岳

４9

強い意志と勇気で暴力追放

合言葉に、どんな些細なことでも早期に警察に
相談・通報する気持ちを持ち、暴力団を社会から
追放しましょう

・暴力団を恐れない
・暴力団を利用しない
・暴力団に金をださない
・暴力団と交際しない

短い夏を満喫するため、海や川に出かける機会
が多くなり、海水浴や水遊びによる水難事故が
予想されます。
・釣りは救命胴衣を着用
・指定された海水浴場内で遊泳
・体調不良時や飲酒後の遊泳はしない
など注意して水難事故を防ぎましょう。

詐欺の犯人は常に皆さんの財産を狙っています。実在する団体名やそれに
似たような名称をかたったり、「逮捕される。」などと脅したり、「あなたの代
わりに捕まった人がいる。」などと情に訴えるなど、あの手この手でだまそう
とします。
「電話でお金を要求されたら全て詐欺」と判断して必ず警察に相談を！

令和３年６月16日に銃砲刀剣類所持取締法の一部を
改正する法律が公布されました。
改正法の施行後、不法に所持していた者は、罪に問
われることになります。
　皆さまが所持しているクロスボウ等を警察が無償
で引き取り致します。
　詳しくは、道警ホームページ・滝川警察署にてご確
認ください。

クロスボウは原則所持禁止
(許可制)となります！

７月13日、中央ふれあいセ
ンター前において、２年ぶり
に夏の交通安全運動「旗の
波」啓発を実施しました。

「旗の波」
啓発の実施

海や川危険もいっぱいご用心

北海道警察官募集中！



「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

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

★キッズとママのもしもしコーナー

　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）

無料お習字教室
■と　き　8月26日（木）13：30～ 16：00
■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。（受付は15:30まで）

■と　き　8月7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）にご連絡ください。

■と　き　8月24日（火）
　　　　　1回目：10時～10時40分
　　　　　2回目：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
■受　付　認定こども園内子育て支援室
■対　象　就学前の親子(祖父母も参加可能)
■内　容　水に触れたり、シャボン玉や金魚       
               すくいを楽しもう！
■持ち物　水筒、着替え、タオル
■申　込　準備の都合上、8月17日(火)までに
　　　　　認定こども園ふたば（☎62-4254）　
　　　　　にご連絡ください。

☀おひさまルーム☀

　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を変更する場合があります。
内容変更等を行う際は、ホームページ等にてお知
らせいたしますので、ご確認願います。
　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（☎62-4254）でご連絡ください。

認定こども園ふたばからのお願い

水に触れて遊ぼう！
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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

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方が、引き続き手当を受ける資格があるかどうかを確認
するため、8月1日現在の状況を記載し、提出していただきます。
この届出がないと、8月以降の各種手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に提出してください。
◇受付期間　児童扶養手当現況届　　　８月２日（月）～８月３１日（火）
　　　　　　特別児童扶養手当現況届　８月１２日（木）～９月１３日（月）
※いずれも、受給条件がありますので、現在給付を受けていない方はご相談ください。

４11

　※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）　（令和３年４月１日現在）

北門信用金庫　上砂川支店　℡６２－２２１１

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を忘れずに！

■届出・問合先　福祉課子育て支援係(☎62-2222)

〈各種手当の説明〉
１．児童扶養手当とは・・・
■目的　父または母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために手当を支給
■支給要件
　次のいずれかに該当する児童（１８歳に達してから最初の３月３１日まで。ただし、児童が中程度以上の
障がいを有する場合は２０歳未満まで。）の父または母もしくは養育者
　①父または母が婚姻（事実婚含む）を解消  ②父または母が死亡
　③父または母が重度の障害（国民年金１級程度） ④父または母の生死が不明
　⑤父または母に引き続き１年以上遺棄されている ⑥父または母が引き続き１年以上拘禁
　⑦父または母が裁判所からＤＶ（ドメスティックバイオレンス）保護命令を受けた
　⑧父または母の婚姻によらず出生   ⑨父または母共に不明
■支給額（令和３年度）
　児童１人　４３，１６０円（一部支給の場合は４３，１５０円から１０，１８０円の間）
　※第２子は１０，１９０円（一部支給の場合１０，１８０円から５，１００円の間）
　　第３子は６，１１０円（一部支給の場合６，１００円から３，０６０円の間）が加算されます。
■制限　①児童が児童福祉施設等に入所、または里親に預けられたときは受給不可。
　　　　②受給資格者の所得が政令で定める額以上の時は一部または全額が支給停止。
■支給時期　1・3・5・7・9・11月の年6回
■その他　令和３年３月より児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手
　当として受給することができるようになりました。なお、障害年金以外の公的年金等を受給している
方は公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

２．特別児童扶養手当とは・・・
　療育手帳Ａ判定（一部Ｂ判定）、身体障害者手帳１～３級（一部４級）程度の精神または身体に障がいが
ある２０歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。



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

か　み　す　な　が　わ
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■採用職種　保健師
■募集人数　１名(予定)
■受験資格　次のすべてを満たす者
　①昭和61年４月２日以降に生まれた者
　②保健師の資格を有する者
　③普通自動車免許を有する者又は取得見込みの者
　④上砂川町に居住できる者
■試験日　　随時実施
■試験会場　上砂川町役場
■試験内容　適性検査、面接試験
■試験案内　総務課窓口で配布
　　　　　　(町ホームページにも掲載しています。)
■申込方法　所定の申込書に必要事項を記入し提出
　　　　　（申込書は郵送による請求も可能です。）
■採用時期　10月１日
 　　(現在就労している場合は、応相談。)
■申込・問合先　総務課庶務係（☎62-2011）

令和３年度町職員採用資格試験

第４回・第５回危険物取扱者試験
第３回消防設備士試験

■試験日
　危険物(第４回)　９月19日(日)
　危険物(第５回)・設備士(第３回)　10月17日(日)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止と
　なる場合があります。
■試験地・種類
　危険物(第４回):札幌市/全種
　　　　　　　　岩見沢市ほか２市１町/乙種・丙種
　危険物(第５回):旭川市ほか４市/全種
　　　　　　　　名寄市ほか３市２町/乙種・丙種
　設備士(第３回):札幌市・旭川市ほか４市/全種
■申込方法
　申込用紙は、上砂川支署予防係にあります。
また、インターネットからの申し込みも可能です。
【消防試験研究ｾﾝﾀｰ】https://www.shoubo-shiken.or.jp
■申込期間
危険物(第４回) 書面申請　８月10日(火)～８月17日(火)
　　　　　　　電子申請　８月13日(金)～８月20日(金)
危険物(第５回)・設備士(第３回)
  書面申請　８月27日(金)～９月３日(金)
  電子申請　８月30日(月)～９月６日(月)
■問合先  砂川消防署上砂川支署予防係(☎62-2021)

■勤務内容　中学校内外の雑役作業・施設維持管理等
■雇用期間　採用日～令和４年３月31日
■募集人数　１名
■勤務時間　平日の午前７時15分～午後３時15分
■採用条件　２名による交代勤務が可能で
　　　　　　心身ともに健康な方
■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て提出
■申込締切　８月13日(金)
■申込・問合先　教育委員会学務係（☎62-2881）

中学校臨時公務補の募集について

■勤務地　砂川地区広域消防組合管内
■受験資格　次のすべてを満たす方
　①採用後、砂川地区広域消防組合管内の指定される
　　市町に居住可能な方
　②普通自動車免許(AT限定不可)を有する又は取得
　　見込みの方
　③以下のいずれかに該当する方
　　(1)令和４年３月に高校または大学を卒業見込み
　　(2)救急救命士の資格を有する又は令和４年４月
　　　までに資格取得見込みである
■試験日　　９月19日(日)
■受付期間　８月２日(月)～25日(水)
■試験案内　砂川地区広域消防組合のホームページか
　　　　　　らダウンロードしてください
■申込・問合先　砂川地区広域消防組合消防本部
　　　　　　　　総務課庶務係（☎54-2196）

令和４年度砂川地区広域消防組合
職員採用登録試験



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）

情　報　掲　示　板 役場：☎６２－２０１１
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　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

札幌弁護士会無料法律相談会

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　住民課戸籍年金係（☎62-２２２０）

　開催を延期していたポールウォーキングパレード事業を実施します。コロナ禍に最適な屋外の運動としてポール
ウォーキングを体験してみませんか？気分が爽快になります。ぜひ、お誘いあわせのうえご参加を！
■日時・場所　いずれも生活館前

■内　容　屋外ポールウォーキング・ポールを使用したストレッチ等
■講　師　健康運動指導士　大場　康弘氏
■その他　下鶉・鶉地区は午前のいきいき百歳体操終了後の午後、それ以外の地区は
　　　　　いきいき百歳体操終了直後から実施とします
　　　　　雨天時は日程を変更します
■問合先　地域支援推進室地域包括支援係（☎６２－３３７０）
※新型コロナウイルス感染症対策として体温をお聞きしますので、ご自宅で検温し、
　発熱がないことをご確認のうえ、マスク着用で参加ください。

場所
１回目 東鶉中央ふれあいセンター ８月31日(火) 午後１時45分～３時
２回目 中央集会所 ９月２日(木) 午後１時45分～３時
３回目 下鶉生活館 ９月７日(火) 午後１時45分～３時
４回目 鶉本町生活館 ９月８日(水) 午後１時45分～３時
５回目 緑ヶ丘集会所 ９月13日(月) 午後１時45分～３時
６回目 鶉若葉生活館 10月５日(火) 午後１時45分～３時
７回目 朝駒集会所 10月８日(金) 午後１時45分～３時
８回目 東山高齢者住宅 10月21日(木) 午後１時45分～３時

日時

「ポールウォーキングパレード」の開催

開催日 相談方法 担当弁護士
３日(火) 河西　宏樹弁護士
17日(火) 猪瀬健太郎弁護士
31日(火) 　林　順敬弁護士

電話相談

　教育委員会は、学校の働き方改革のため、次の3
日間を小中学校の学校閉庁日とします。
　ご理解とご協力をお願いいたします。
■閉庁日　8月11日(水)～13日(金)
※午前8時から午後4時30分までは、各校警備員が
在校していますが、午後4時30分以降は不在とな
りますので、緊急の連絡は教育委員会学務係
(☎62-2881)までお願いいたします。
※上記期間中の部活動はありません。

学校閉庁日の設定について



☎62-2458

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、

駐車場などの舗装工事、家のリフォームなど

営業時間　午前９時～午後７時（日・祝  午後４時半迄）

毎月10・20・30日・特売日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。

※１日・８日・15日・22日・29日はお休みさせていただきます。

☎６２－２７２７

☆子宮がん・乳がん検診バスツアーのお知らせ
■と　　き 9月4日（土）　午前8時半頃出発予定（午後2時帰町予定）
■と こ ろ　北海道対がん協会　札幌がん検診センター（札幌市）
■対 象 者　子宮がん検診　20歳以上の女性
　　　　　　乳がん検診　　30歳以上の女性
■定　　員　25名
■申込期間　8月2日（月）～13日（金）　※土日祝を除く
■検診料金　子宮がん検診…頸部細胞診500円
　　　　　　　　　　　　　体部細胞診500円（不正出血等自覚症状のある方のみ）
　　　　　　　　　　　　　経膣エコー　1,000円
　　　　　　乳がん検診…マンモグラフィ検査500円
　　　　　　　　　　　　乳房エコー検査1,000円（30～40歳代）
※生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方は、乳房エコー検査以外の検診料金が免除されますので、
　申込時にお申し出ください。
※上記検診の他に、HPV検査（4,720円）、内臓脂肪測定（3,150円）、肺がん検診（CT）（8,390円）、骨検診（1,050円）
　も一緒に受診することができますので、希望される方はお申し出ください。（検診料金の免除はありません。）
※無料送迎バスを利用し、町内ご希望場所（バス停）と札幌がん検診センター間を送迎いたします。
　なお、送迎バスは車内の清掃・消毒、換気等感染症対策を実施しております。
■申込・問合先　福祉課保健予防係（62-2222）
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　法務局では、子どもの人権についての専用相談電話
「子どもの人権110番」を設置しています。いじめや虐
待など子どもの人権に関する悩みをご相談ください。
また、８月27日(金)から９月２日(木)までは「全国一斉

『子どもの人権110番』強化週間」です。期間中は、平日
の受付時間を延長して、土日も対応します。

◆受付時間　平日：午前８時30分～午後５時15分
 　　　　（年末年始を除く）
◆強化週間中の受付時間
　８月27日(金)、30日(月)～９月２日(木)：
　　　　　　　　　　　 午前８時30分～午後７時
　８月28日(土)、29日(日)：午前10時～午後５時

「子どもの人権110番」強化週間のお知らせ

０１２０－００７－１１０子どもの人権110番
(全国共通・通話料無料)

　旧スキー場ゲレンデに設けられた特設コースをマウ
ンテンバイクで走り、４時間の周回数を競う「第13回全
道MTB４時間耐久レースin上砂川」が開催されます。
■日時　８月29日(日)午前９時～（受付：午前８時～）
■会場　旧上砂川岳スキー場特設会場
■参加資格　自転車に乗れる健康な方
■参加料金　ソロの部　　6,000円
　　　　　　チームの部　5,000円/人　※観覧無料！
■申込締切　８月16日(月)
■主催 全道MTB4時間耐久レースin上砂川実行委員会
　　　　DoRide
※新型コロナウイルス等の状況により内容が変更にな
る場合があります。

第13回全道MTB４時間耐久レースin上砂川



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

（迎え便）
10:00　S55鶉若葉改良住宅入口（鶉ﾌﾟｰﾙ下）
10:01　S53鶉若葉改良住宅前
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　鶉本町バス停
10:08　緑が丘入口バス停
10:09　セイコーマート前
10:11　中央ふれあいセンター
10:12　役場前
10:13　中央３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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柳川建設株式会社
　中央北１条４丁目１－９　☎62-2309

【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！！
※毎週金曜日のさわやかトイレ前発の運行は利用者がいないため、廃止いたします。

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

リピーター続出！一度食べてみて！
若鶏半身揚げ～880円(税込)

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。

野生動物(熊・キツネ・鹿)が出没し、危険ですので
道路にゴミを捨てたり、エサを与えないでください。
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■ファミリー宿泊お得プラン販売中です！(先着500名限定)
１泊２食付き、１室２名様以上でお一人様料金が
　大人8,600円→4,300円
　小人6,000円→3,000円※お盆期間(８月13日～15日)を除く。
お部屋は和室・洋室からお選びいただけますので、ご予約の際にお部屋のタイプと人数を
お伝えください。(同居のご家族に限り１～５名まで申込みできます。)
※新型コロナ感染防止対策として当プランは１日５組限定とさせて頂きます。



ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）

ご厚志ありがとうございます。

上砂川町へ
●亡妻の生前のお礼として
　和田　宣昭さんから

　中央小学校6年生を対象に、車い
すや白 などの体験を取り入れた
「福祉授業」を開催しました。

　中央小学校6年生を対象に、認知
症になっても暮らしやすい町づくり
を目的に認知症キッズサポーター養
成講座を行いました。

６月22日
中央小「ロボットシステムズ」見学

７月９日
キッズサポーター養成講座

まちの話題

　中央小学校６年生を対象に企業見
学を実施し、町内のロボットシステム
ズで産業用ロボットを見学しました。

７月６日
中央小学校「福祉授業」

　12年にわたり教育の振興に尽力
した功績をたたえ、坂本充生氏に北
海道町村教育委員会連合会より表
彰状が贈られました

　上砂川中学校の生徒から認定こ
ども園ふたばの園児たちに手作りお
もちゃのプレゼントがありました。

７月13日
教育委員表彰状贈呈

７月14日
上中「手作りおもちゃプレゼント」

●金滴酒造株式会社様から　酒粕
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粗　 大　 ご　 み
8月18日(第3水曜日)

曜日 第２水曜日（８月11日）
第４水曜日（８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
８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（８月４日）
第３水曜日（８月18日）

８月のゴミ収集日 ■問合先  住民課生活環境係（☎62－2220）

暮らしの
広場

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）

水洗化済み・修繕済みの住宅（７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
2階建
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
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〇仕事内容 医療用顕微鏡ガラス製造での補助的軽作業、座ってできる仕事です。
〇勤務時間　午前８時30分～午後５時30分で3.5時間～５時間位(相談可)
〇通勤費　　実費支給　※マイカー通勤可
〇昇給/有給  昇給有り/６カ月勤務後、有給支給
〇雇用保険　１週間当たり20時間勤務で雇用保険加入

マイクログラス株式会社 上砂川町字上砂川１番地６
☎62-5959

パート求人募集　時給1,000円
経験・資格不問。年齢44歳以下(相談可)

子育てしながら好きな曜日、時間帯で働いてみませんか？
おかげさまで創業30年、女性が多く明るい職場です。

氏名 住所 年齢 月日
和田 順子さん 中央 76歳 6月4日
山本 弘美さん 下鶉 74歳 6月18日
成田 洋子さん 本町 87歳 6月22日
菅野 春雄さん 緑が丘 83歳 7月1日
玉造 すゑ子さん 鶉本町 91歳 7月4日

氏名 住所 保護者

曾我部 泉那さん 東鶉 眞吾さん

千葉 千弦さん 中央 俊樹さん



・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
今日は何の日？（今月のカレンダー）
☆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

20 金

☆胸部レントゲン検査(肺がん・結核検診)　♪
下鶉生活館/午前10時～10時30分
☆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。

21 土

☆かみすなヤング健診、生活保護者健診(～22日)♪
☆Teens健診(～22日)

☆胸部レントゲン検査(肺がん・結核検診)(～22日)♪
東鶉中央ふれあいセンター/午前10時～10時30分

23 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

24 火 おひさまル～ム
認定こども園ふたば/午前10時～11時30分

25 水

☆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

☆いきいき百歳体操を楽しく安全に
緑が丘集会所/午後１時15分～２時15分

26 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

27 金 ダンス教室「クレイン」
体育センター/午前10時20分～11時10分

31 火

ポールウォーキングパレード
東鶉中央ふれあいセンター/午後１時45分～３時
札幌弁護士会無料法律相談会
電話相談/午後１時30分～３時30分

●
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行
／
上
砂
川
町　

●
編　

集
／
企
画
課　

●
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／
旭
プ
リ
ン
タ
ー

◆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

（7月15日現在）

職　種 企業名 年　齢 求人数

介護職員(入浴介助) ㈱萌福祉サービス 64歳以下 １　人

土木作業員 柳川建設㈱ 不問 １　人

パン粉製造工 共栄フード㈱ 北海道工場 不問 １　人

医療ガラス製造 マイクログラス㈱ 北海道工場 44歳以下 ３　人

介護職員(グループホーム) ㈲フローラ 不問 ２　人

清掃業務員 ㈱上砂川振興公社 不問 ２　人

工場作業員 ㈱岩渕建設 59歳以下 ３　人

生産設備オペレーター ㈱京都セミコンダクター 上砂川事業所 18~35歳 １　人

調理師 (医)萌水会 64歳以下 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 https://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。

※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。

２ 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

３ 火

ダンス教室「クレイン」
体育センター/午前10時20分～11時10分
札幌弁護士会無料法律相談会
電話相談/午後１時30分～３時30分

４ 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

５ 木 ☆いきいき百歳体操を楽しく安全に
東山高齢者住宅/午後１時30分～２時30分

６ 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

９ 月 閉庁日　※８月11日は開庁日です。

11 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

17 火 札幌弁護士会無料法律相談会
電話相談/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
定例行政相談
役場新館１階第１相談室/午後１時30分～３時30分
オンブズパーソン定例相談
役場新館２階監査委員室/午後１時～４時

20 金 ☆かみすなヤング健診、生活保護者健診　♪
下鶉生活館/午前７時30分～10時30分

　 　　　　１日 砂川慈恵会病院（☎ 54-2300）
                    15 日 村山内科医院（☎ 54-0888）
 ８・９・22・29日 砂川市立病院（☎ 54-2131）


