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会計 収入 支出 翌年度繰越金 差引 積立金現在高

一般会計 42億9,286万円 41億7,504万円 0万円 1億1,782万円 20億4,893万円
国民健康保険特別会計 8,252万円 8,252万円 0万円 0万円 1億2,490万円
後期高齢者医療特別会計 6,762万円 6,758万円 0万円 4万円 0万円
下水道事業特別会計 1億3,704万円 1億3,704万円 0万円 0万円 0万円
水道事業会計 3億110万円 3億110万円 0万円 0万円 0万円

特別会計の合計 5億8,828万円 5億8,824万円 0万円 4万円 1億2,490万円
総合計 48億8,114万円 47億6,328万円 0万円 1億1,786万円 21億7,383万円
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・生涯健康づくり運動推進事業
・楽しさプログラムモデル事業
・インフルエンザ予防ワクチン助成事業
・特定不妊治療費助成事業
・妊婦一般健診費用助成事業
・新生児聴覚検査助成事業
・高校生以下医療費助成事業
・緊急通報装置更新事業
・陣痛タクシー事業
・敬老祝品贈呈事業
・在宅高齢者等除雪サービス事業
・除雪費助成事業　　　　　　　　　　　など

・各種講座の開講
・ブックスタート事業
・中学校英語検定料助成
・公設学習塾の開設
・学校給食の広域化
・小中学校 ICT活用事業
・小中学校卒業アルバム助成事業
・高校就学費等助成事業
・各町児童公園整備事業
・生涯学習講座の開設　　　　　　　　 など

・洪水土砂災害ハザードマップ作成事業
・高齢者運転免許証自主返納支援事業
・乗り合いタクシー本格運行
・有害鳥獣対策事業
・災害備蓄品整備事業
・橋梁長寿命化補修事業
・公営、改良住宅改修事業
・上下水道整備事業　　　　　　　　  など

・職業体験バスツアー事業
・シェアハウス活用事業
・プレミアム付商品券発行事業
・創業支援事業
・観光振興対策事業　　　　　　　など

・役場本庁舎建設事業
・鶉若葉生活館建設事業
・多世代交流拠点施設「ふらっと」活用事業
・民間賃貸住宅家賃補助事業
・「地デジ広報」による情報発信
・地域おこし協力隊推進事業
・上砂川移住定住促進事業　　　　　　　など

　本年度は、高齢者支援施策の充実、子育て支援及
び次代を担うこどもたちを育成する教育環境の整
備を中心とした事業を展開しております。
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まちの話題
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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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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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☎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）
かみすながわプレミアム付商品券使用できます。

電話１本で送迎サービスいたします。
※12月５日・12日・１９日・２６日、１月１日～３日はお休みさせて
　いただきます。12月31日は午後５時まで営業いたします。

16



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
　※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
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電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

健康の里だより健康の里だより

柳川建設株式会社
　中央北１条４丁目１－９　☎62-2309

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
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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

交通安全願う！

上砂川駐在所 下鶉駐在所
　☎62-2044　　☎62-2069上砂川岳

滝川警察署のホームページ随時更新中！
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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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燃やせるごみ・生ごみ

燃やせないごみ・危険ごみ・小型家電

暮らしの
広場

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。



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
◆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

15 水

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

役場東館１階第３相談室/午後１時～４時

17 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

20 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～10時40分

　　　　　　　　　　　  ②午前11時10分～11時50分

21 火
札幌弁護士会無料法律相談会

役場東館１階第４相談室/午後１時30分～３時30分

22 水

おひさまル～ム

　　「かわいいわが子の成長アルバムを作ろう」

認定こども園ふたば/午前10時～11時30分

☆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

＊交流サロン

産業活性化センター/午後１時～４時30分

23 木

☆町民センター健康・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

24 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

役場閉庁期間（12月30日～１月４日）

年末年始の役場・施設等の閉庁・休館日は20ページ参照
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※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

（11月15日現在）

職　種 企業名 年　齢 求人数

医療用ガラス製造 マイクログラス㈱ 北海道工場 44歳以下 ２　人

介護職員(夜勤専従) ㈱萌福祉サービス 64歳以下 １　人

生活相談員 (医)萌水会 64歳以下 １　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

重機オペレーター 柳川建設㈱ 不問 １　人

板金工及び見習い ㈱佐藤板金工務店 18歳～59歳 ３　人

介護職員(グループホーム) ㈲フローラ 不問 ２　人

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

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、町ホームページをご覧になるか担当課にお問合せください。

１ 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

３ 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

４ 土
役場庁舎リニューアルオープニングセレモニー

上砂川町役場/午前10時～

５ 日
＊上砂川町社会福祉大会

町民センター/午前９時30分～

６ 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～10時40分

　　　　　　　　　　　  ②午前11時10分～11時50分

７ 火
札幌弁護士会無料法律相談会

役場東館１階第４相談室/午後１時30分～３時30分

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

＊交流サロン

産業活性化センター/午後１時～４時30分

９ 木
☆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

10 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

13 月
☆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

15 水

令和３年第４回上砂川町議会定例会(～17日)

議事堂/午前10時～（傍聴可能日：15日・17日）

☆足若の日(転倒予防教室)

上砂川岳温泉/午前10時15分～11時

　 　    　５日 明円医院（☎ 53-2100）

             　19 日 いとうクリニック（☎ 55-3355）

  12・26・31 日 砂川市立病院（☎ 54-2131）


