
　インスタグラムを活用した
フォトコンテストを開催します。
詳細は町ホームページを

ご覧ください。

■議会の動き(令和３年上砂川町議会第２回定例会)
■64歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種日程
■７月１日から上砂川町公式LINEアカウント運用開始
■50%割増「かみすながわプレミアム付商品券」
■登録制メールのお知らせ
■令和２年国勢調査速報集計結果
■各種集団健診・検診のお知らせ
■後期高齢者医療制度のお知らせ　　　　　など
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　令和３年第２回定例会が、６月８日（火）～９日(水)に議事堂で開催され、以下の内容について提案し、すべて可決さ
れました。

第２回定例会(令和３年６月８日～９日)町 議 会 の 動 き

■報告第２号
　専決処分報告について「令和２年度上砂川町一般会計
補正予算(第14号)」
地方消費税交付金及び地方交付税の増額、環境性能

割交付金の減額にかかる歳入予算について補正し、産
業振興基金への積立金について歳出予算の補正を行う
ため、2,600万円を追加補正し、予算総額を43億963
万円としたものです。
■報告第３号
　継続費の精算報告について「令和２年度上砂川町一般
会計継続費精算報告」
　令和２年度末において継続費にかかる役場本庁舎建
設事業が完了したので、地方自治法施行例第145条第
２項の規定により報告するものです。
■諮問第１号
　人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること
について
現委員大橋隆一氏が令和３年９月30日で任期満了と

なるにともない、後任に渡邊章子氏を推薦することにつ
いて議会の意見を求めるものです。

■議案第17号
　鶉若葉生活館建設工事請負契約締結について
鶉若葉生活館建設工事の工事請負契約の締結にあ

たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は
処分に関する条例の規定に基づき、議会の議決に付す
ものです。
■議案第18号
　令和３年度上砂川町一般会計補正予算(第３号)
3,650万円を追加補正し、予算総額を32億4,930万円
とする提案です。

　本町の新型コロナウイルスワクチン接種は、町民センターでの集団接種をメインに、町立診療所と勤医協上砂
川診療所での個別接種を併用する「ハイブリッド方式」での接種体制を構築し、接種会場への移動については、希
望者には無料の送迎タクシーを配備しています。
　65歳以上の方への接種券は、４月1９日に発送し、４月26日からコールセンターでの予約受付を開始したところ、
予約者数は５月末現在で対象者1,451名中、町内介護施設者を含め1,066名73.5%の予約率となっています。
　ワクチンの接種状況については、個別接種は５月17日、集団接種は５月20日より開始され、５月末現在で個別・
集団・施設をあわせ、385名が１回目の接種を終えており、７月中には希望する高齢者全員が２回目の接種を受け
られる見通しとなっています。
　なお、接種当日にキャンセルが発生した場合は、ワクチンを無駄にしないため、登録者の都合がつかないなど接
種者がいない場合は、園児と保育教諭の健康を守るため、認定こども園の職員や集団接種には全職員が対応して
いますが、主に従事するスタッフに優先接種するとともに、今年度中に64歳になる方のキャンセル待ち接種登録
者を募集いたします。
　また、１６歳以上64歳以下の接種券の発送や接種開始時期については、国からの要請により進めていきます。

　福井市鶉地区との小学生相互交流事業については、自分たちが生まれ育った町の歴史を学び、後世に継承する
ために平成24年度から交互に小学生を派遣しており、昨年度は当町の小学生を派遣する年となっていましたが、
コロナ禍のため派遣は行わず、令和３年度に順延しました。そのような中、４月20日に福井市の鶉の里づくり委員
会事務局より、本年度についてもコロナ禍により子どもたちの受け入れは困難との連絡があり、本町の小学生交
流事業実行委員会で鶉の里づくり委員会の方針を示しながら、各委員の意見を確認したところ、今年も子どもた
ちの派遣は中止にした方が良いとの意見が出され、実行委員会として派遣中止の決定を行いました。
　従って、令和３年度についても福井市への児童派遣は残念ではありますが中止とし、再度令和４年度へ順延とす
ることにしました。
　また、本来行くことのできた現在の６年生や中学１年生についても、どう扱うべきか検討していきます。

■奥山町長行政報告(要旨)

■飯山教育長教育行政報告(要旨)
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　12歳から64歳までの方を対象にした接種が7月から始まり、概ね9月末まで実施します。
　また、65歳以上で未接種の方も対象です。年齢によって、接種券の到着時期及び予約開始日が異なりますので、
接種券に同封の案内を確認のうえ、インターネットまたは電話でご予約ください。
※予約をしないで接種することは出来ません。

★64歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種日程のお知らせ

■接種予約や接種に関する相談
　接種予約はＱＲコードからインターネット予約をするか、コールセンターへ
　お電話してください。
○インターネット予約 上砂川町新型コロナワクチン接種予約システム
○コールセンター 電話番号：０１２０－１１８－８０３
　　　　　　　　　　 受付時間：午前８時から午後８時まで（土日祝も実施）
■その他問合先　福祉課保健予防係（☎62-2222）

※コロナワクチンは２回接種が必要です。１回目の予約をすると、３週間後の同じ受付時間で２回目が同時に予約に
なりますので、２回目の日程もご確認のうえ予約をしてください。
　2回目接種日に、1回目の接種予約はできませんのでご注意ください。

年齢 発送日 予約開始日

60~64歳 6月24日(木) 6月28日(月)

40~59歳 7月1日(木) 7月5日(月)

16~39歳 7月8日(木) 7月12日(月)

１回目 ２回目
7月17日(土) 8月7日(土)
7月18日(日) 8月8日(日)
8月28日(土) 9月18日(土)
8月29日(日) 9月19日(日)
9月4日(土) 9月25日(土)

接種日
受付時間

各日とも
9：00・9：30・10：00・10：30・11：00・11：30
13：00・13：30・14：00・14：30・15：00・15：30

７月１日から上砂川町公式LINEアカウント運用開始！

■集団接種　場所はいずれも「上砂川町民センター」です

■個別接種
　8月から64歳以下の方の対象に町内医療機関で実施します。日程等詳細は、接種券に同封の案内をご覧ください。

■接種券発送日・予約開始日

※12歳から15歳の方の接種券の発送日等は、
　決まり次第ホームページ等でお知らせします。

■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。
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新型コロナウィルス特別経済対策事業
「かみすながわプレミアム付商品券」

　毎年、ご好評をいただいている「かみすながわプレミアム付商品券」を町と商工会議所の共催により
販売します。（詳細については折込チラシをご覧ください）

① ②

③ ④

点線に沿って切り取り、切手を貼らず
に郵便ポストに投函ください。

【経済対策プレミアム付商品券参加登録店一覧】
㈲やまと電気商会、三鉱建設㈱、㈲カメラのワダ、やまもと薬店、船水商店、コスモス美容室、㈱サンコー上砂川営
業所、並河工業、㈲坂本時計電気商会、今野生花店、理容のナカムラ、ローソン上砂川町店、㈲サクライ、池田金物
店、柳川建設㈱、㈱佐藤板金工務店、旭プリンター、㈱大浦新聞販売所、ホシ薬品、㈲増原工務店、阿部魚菜店、㈱
岩渕建設、だるまや、㈲中森組、丸二物産㈱、西城塗装、北日本石油㈱、セイコーマート上砂川店、理容美容かわは
ら、住まいのべんり屋くぼた運送、クボタ美容室、㈱オオヤマ上砂川営業所、㈲ﾘｶｰｼｮｯﾌﾟよしかわ、クロバー洋品
店、㈲髙橋工務店、さとう理美容室、㈲丸大おおひなた、㈱上砂川振興公社、㈱にこいち（全３９事業所）

※引換券の確認（紛失した場合再発行できません）ができない場合は、販売日での購入はできま
せんが、売れ残りが生じた場合は９月１日（水）午前９時より商工会議所で再販売いたしますので、
その際にご購入ください。

購入を希望する方は、町広報７月号に折
り込まれている別紙の予約申込書（ハガ
キ型の裏面）の裏面注意事項を確認し
てから必要事項を記入してください。

商工会議所から引換券がご自宅に８月
上旬に郵送されます。
(紛失等での再発行はしませんので販
売当日まで大切に保管してください）

８月２１日（土）の販売日は希望した会場
で、22日から31日までは商工会議所
で販売します。引換券と購入する現金
を持参して購入となります。

を貼らず

※
せ
そ

プレミアム付商品券の購入には購入引換券が必要です。
ハガキで予約した購入引換券がないと８/２１(土)に並ん
でも購入できませんのでご注意ください。

５０％
割増

！今年度か
ら

購入方法
が変わり

ました！

購入方法

登録制メールのお知らせ
　町では、Ｊアラートで受信した情報を住民の皆様にメール配信するシステムを設置しています。
　メールアドレスを登録することで、国の情報のほか、町の情報（災害での避難が必要な場合や生活に必
要な情報など）をお伝えすることができますので、まだ登録されていない方は、ぜひご登録をお願いします。
　なお、登録方法につきましては、町ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
　（https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/material/files/group/2/t.pdf）
Jアラートとは
ミサイル攻撃や大きな地震など、国が受信した情報を各市町村に伝達する全国瞬時警報システムです。
■問合先　総務課庶務係（☎62-2011）

（応募者多数の場合は抽選）



商品券交付事業
　町と商工会議所では、新型コロナウィルス感染症の影響に対する経済対策として、世帯主のみなさんに
商品券を６月上旬に郵送いたしました。

令和２年国勢調査速報集計結果
　昨年10月1日を調査期日として実施された「令和2年国勢調査」の速報結果が
まとまりましたのでお知らせします。
　また、調査に当たっていただいた調査員の皆さんと、調査にご協力いただいた町
民の皆さんに、心からお礼申し上げます。
　なお、集計結果については速報結果となっておりますので、今後、総務省統計局
が公表する人口集計結果（確報値）と相違がある場合があります。

■商品券の金額　　町民の皆さん１人につき総額１０，０００円分
　　　　　　　　　(500円×２０枚の合計１０，０００円分）
■使用できる商店　商品券に同封されています利用案内のとおりです。
　　　　　　　　　全額を全店共通で使用できます。
■使用期限　　　　9月30日(木)まで
■まだご自宅に届いていなく、受取っていない方
　平日の午前９時～午後５時３０分までの時間に、ご本人または代理で
受領される方の印鑑と確認ができるもの(保険証や運転免許証など)を
ご持参の上、上砂川商工会議所でお受け取りください。
　なお、お仕事の都合等により上記の平日の時間内に受領ができない
方は、上砂川商工会議所(☎62-2410)にご連絡ください。
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★かみすなヤング健診（２０～３９歳の健康診査）
■対 象 者　健診を受ける機会のない２０～３９歳の町民
■健 診 料　無料
■健診内容　国保特定健診の内容に準じる
■そ の 他　個別健診を希望する方は、直接医療機関にお申し込みください。
　　　　　　個別健診：実施期間　７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）
　　　　　　　　　　 医療機関　上砂川町立診療所、勤医協上砂川診療所

★生活保護者の健康診査
■受付時間　各日午前９時～１０時３０分
■対 象 者　生活保護を受給している４０歳以上の町民
■健 診 料　無料
■健診内容　国保特定健診の内容に準じる
　※希望者は胸部X線検査（肺がん・結核検診）も併せて無料で受けられます。

★Teens健診（子どもの生活習慣病予防健康診査）
■健 診 日　８月２１日（土）・２２日(日)のみ
■対 象 者　小学５年生～中学３年生の町民
■健 診 料　無料
■健診内容　計測、血圧測定、尿検査、血液検査（希望者のみ血液型検査、エキノコックス症検査）
　　　　　　※血液型検査のみの受診はできません。

★胸部X線検査（肺がん検診・結核検診）
■受付時間　各日午前１０時
■対 象 者　４０歳以上の町民
■健 診 料　５００円（喀痰検査は別途５００円）
　※町民税非課税世帯・生活保護世帯の方は検診料が免除されますので、
　　申込時にお申し出ください。

■申込期間  ７月１日（木）～１５日(木)※土日除く
■申込・問合先 福祉課保健予防係（☎６２－２２２２）
※昨年受診し、早期予約をした方は申込不要です。

■健診日時・場所
　８月２０日（金)　午前７時３０分～１０時３０分  会場：下鶉生活館
　８月２１日(土)・２２日(日)　午前７時～１０時３０分 会場：中央ふれあいセンター

★各種集団健（検）診のお知らせ



■健診対象者　対象者には受診券を送付しています。
　※協会けんぽや健康保険組合など、国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、
　　各健康保険からの案内に従ってください。
■検査項目
　身体測定、尿検査、血圧測定、各種血液検査(脂質・血糖・肝機能ほか)、心電図、問診、
　眼底検査(前年・健診当日の検査結果により医師が必要と認める方)
■持ち物　国民健康保険被保険者証、受診券、問診票　　■健診料　無料

☆集団検診【要申込】　 〇申込期間　令和３年７月１日(木) ～ 15日(木)

■健診対象者
　後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上の方、65歳以上で障害認定により後期
　高齢者医療に加入した方)
■検査項目
　身体測定、尿検査、血圧測定、各種血液検査(脂質・血糖・肝機能ほか)、心電図、問診
■持ち物　後期高齢者医療被保険者証、受診券、問診票　　■健診料　無料
■受診方法
 ・集団健診を受診する方は、申込受付後、健診日の１週間前頃に受診券と問診票を送付
　します。
 ・個別健診を受診する方は、申込受付後、受診券と問診票を送付しますので、医療機関に
　予約し、受診してください。

後期高齢者健康診査

国保特定健康診査～生活習慣病の予防のために重点チェック！
　年に一度の健診で身体の状態を確かめましょう

☆個別健診【要申込】　 〇申込期間　令和３年７月１日(木) ～令和４年２月16日(水)

会場 実施月日 備考
① 7 ： 30 ② 8 ： 00 ③ 8 ： 30 ④ 9 ： 00
⑤ 9 ： 30 ⑥10：00 ⑦10：30

８月21日(土) ① 7 ： 00 ② 7 ： 30 ③ 8 ： 00 ④ 8 ： 30
８月22日(日) ⑤ 9 ： 00 ⑥ 9 ： 30 ⑦10：00 ⑧10：30

８月20日(金) 申し込み状況により、
ご希望に添えない
場合もあります。

受付時間

中央ふれあい
センター

下鶉生活館

■健診日程(共通)

健診医療機関名 実施期間 電話番号
上砂川町立診療所 国保：令和３年７月１日(木)～令和４年２月28日(月) ☎62-4088
勤医協上砂川診療所 後期：令和３年７月８日(木)～令和４年２月28日(月) ☎62-2204

〇申込先　住民課医療保険係(☎62-2220)

〇申込先　国保特定健康診査を受診する方は、受診する医療機関に直接お申込みください。
　　　　　後期高齢者健康診査を受診する方は、受診券を送付しますので、始めに住民
　　　　　課医療保険係（☎62-2220）にお申込みください。

※希望者は別途料金500円で胸部レントゲン検査(肺がん・結核検診)も受けられます。(町民税
　非課税世帯は無料)
　また、集団健診では会場で来年度の予約も受付します。
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〇一年間の保険料の上限額は、令和３年度は64万円になります。
〇年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額より、43万円の控除額が異なる場合があります。

後期高齢者医療制度のお知らせ
～令和３年度の保険料のお支払と保険証(被保険者証)の一斉更新について～

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置と
して、所得割がかからず、制度加入から２年を経過していない期間のみ均等割が５割軽減となり
ます(52,048円→26,024円)。
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、
　市町村の国民健康保険等は含まれません。

■７月に保険料額をお知らせします
　令和３年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

■保険料の軽減
①均等割の軽減(年額)
　●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
　●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
　●昭和31年１月１日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を
　　引いた額で判定します。

※令和２年度7.75割軽減だった方は、令和３年度より７割軽減に見直されました。

■保険料の減免
保険料のお支払が困難な場合は、税務出納課税務係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払が
困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

■保険料のお支払方法
保険料のお支払は、「年金からのお支払」と「口座振替」を選ぶ
ことができます。
「年金からのお支払」から「口座振替」に切り替わる時期は、お
申し出の時期により異なります。
税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払する方に適用され
ます。（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人
の社会保険料控除の対象になります。）

均等割
【１人当たり保険料】
52,048円

所得割
【本人の所得に応じた額】

(令和２年中の所得－最大43万円)×10.98%

１年間の保険料
【限度額64万円】
(100円未満切捨)
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「口座振替」を希望される方は、
税務出納課税務係へお申し出
ください。
(口座振替に必要なもの：ご本人
の保険証・お支払する講座の預
金通帳とお届け印)

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

令和３年度
均等割の軽減割合

43万円＋10万円×(給与所得者等の数－１) ７割

43万円＋(28万５千円×世帯の被保険者数)＋10万円×(給与所得者の数－１) ５割

43万円＋(52万円×世帯の被保険者数)＋10万円×(給与所得者の数－１) ２割



　現在ご使用の水色の保険証の有効期限が令和３年７月31日をもって
満了となるため、８月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、黄
緑色の保険証をご使用ください。

■問合先　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
　　　　　保険証：住民課医療保険係(☎62-2220)　保険料：税務出納課税務係(☎62-2013)

〇新しい保険証の有効期限は、令和４年７月31日です。
〇紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民課医療保険係に
　お申し出ください。

■保険証が新しくなります(水色→黄緑色)

新しい保険証は黄緑色です。

　現在ご使用の黄色の減額認定証及び限度証の有効期限が令和３年７月３１日をもって満了とな
るため、８月以降は使用できなくなります。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、８月１日
からは橙色の減額認定証及び限度証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、住民課医療保険係に
お申し出ください。
※有効期間は保険証と同じく１年間です。

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）限度証（限度額適用認定証）も
新しくなります（黄色→橙色）

新しい減額認定証及び限度証は橙色です。

◆限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠまたは
   　現役並みⅡに該当する方

◆減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
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【ごみを出す時のルール】
〇収集日当日の朝に出す
　⇒前日などに出すと、アライグマなどに荒らされる危険があります。
〇分別はきちんと行う（例：燃やせるごみに生ごみや燃やせないごみを入れない　など）
　⇒分別されていないごみは回収ができません。分別方法については住民課生活環境係に問い合わせ
るか、一昨年５月に配布したガイドブックを参照してください。（新しく転入された方には役場窓口にて転入
時に配布しております）

　最近、ごみ出しのルールが守られていない事例が多数見受けられます。
　同じごみステーションを使う方の迷惑となるだけでなく、ごみ収集車や焼却施設の故障の原因となり、
多くの皆さんの迷惑となりますので、ごみは決められたルールを守って出してください。

〇袋に入れて捨てるごみは、袋からはみ出さないようにして捨てる
　ごみステーションのふたがきちんと閉まるよう整理して入れる
　⇒無理に詰め込むと、袋が破れたり、ふたのすき間からカラスや
　　アライグマに荒らされるなど、ごみステーションの管理をして
　　いる方の迷惑になります。
〇他人の出したごみ袋に勝手にごみを入れない
　⇒入れたごみが原因でごみを回収できなくなることもあり、
　　ルールを守って出している方の迷惑になります。
■問合先　住民課生活環境係（☎62-2220）

ごみはルールを守って出しましょう！！

ゴミ袋・し尿証紙の売り捌き所一覧

■問合先　住民課生活環境係（☎62-2220）



滝川署管内で詐欺被害多発

上砂川駐在所 下鶉駐在所
　☎62-2044　　☎62-2069

〇採用予定人員　220名程度
　男性A区分(大卒)40名程度、男性B区分(大卒以外)125名程度
　女性A区分(大卒)15名程度、女性B区分(大卒以外)40名程度
〇受付期間　７月１日(木)から８月20日(金)午後５時３０分まで
〇第一次試験  〇第二次試験
　９月19日（日）  　10月下旬から11月上旬
※詳しくは道警ホームページや近くの駐在所までお越しください。

上砂川岳

４11

クマに注意！
５月25日午前８時ころ鶉橋付近の道道を

横断したクマが目撃されています。

北海道警察官募集中！
「83,424㎢　ケタ違いのフィールドを守る」

警察官募集中！警察官募集中！

　住宅街付近で出没
しており、町内のどこ
に出没してもおかし
くない状態です。
外出時は注意してく
ださい。

夏の交通安全運動
つくろうよ 事故のない未来を ぼくたちで

　砂川市で発生した飲酒ひき逃げ事故から６年が経過
しました。あの悲劇を決してくりかえさないよう飲酒運転
はゼッタイにやめましょう！！

７月13日は飲酒運転根絶の日

　７月13日(火)から７月22日(木)までの10日
間、夏の交通安全運動が実施されます。
　スピードダウンと全席シートベルトをして
交通事故を防ぎましょう

①あ～、市役所です。還付金がありますよぉ～。
②母さん、オレオレ、会社の金なくしちゃったよぉ。
　今から行くからカード、お金用意しておいて。

詐欺の手口にそっくりだけど・・・。
だんだん本当に思えてきたわ、大変！

５月中に滝川警察署管内で実際に来た詐欺電話で
現金を渡したり引き出される被害がありました。

犯人は近くにいます！油断しないように！

町ホームページで詐欺被
害者の体験談を公開中で
す。詐欺被害に合わない
ためにぜひ、ご覧ください。
(https://town.kamisu-
nagawa.hokkaido.jp)



　東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴い、２０２１年に限り、海の日（７月の第３月曜日）」は７
月22日、「スポーツの日（10月の第２月曜日）」は７月23日、「山の日（8月11日）」は８月８日に変更となりま
すので、役場の開閉庁日にご注意願います。

7月及び８月の祝日が変更になります

※変更前の祝日にあたる７月１９日(月)、８月１１日(水)、１０月１１日(月)は平日になります。

１．暑さを避けましょう
　・扇風機やエアコンを利用する等、部屋の温度を調整する。
　・暑い日や時間帯は無理をしない、涼しい服装にする。
　・急に気温があがった日等は特に注意する。
２．適宜マスクをはずしましょう
　・気温・湿度の高い中でのマスクの着用は要注意。
　・屋外で人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合は、マスクをはずす。
　・マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとったうえ
で、適宜マスクをはずして休憩をとる。
３．こまめに水分補給をしましょう
　・のどが渇く前に水分補給、1日当たり1.2リットル（５００mlペットボトル２．５本分）を目安にしましょう。
４．日ごろから健康管理をしましょう
　・日ごろから体温測定、健康チェック。
　・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養しましょう。
５．暑さに備えた体づくりをしましょう
　・暑くなり始めのころから「ややきつい」と感じる程度で１日３０分ほどの適度な運動を。
　・水分補給に加えて、大量に汗をかいた時は塩分補給も忘れずに。

新しい生活様式における熱中症予防のポイント
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４13

おすすめ絵本・児童書

「大沢在昌」特集特集

町民センター図書室だより

おすすめ一般書
◆悪魔を殺した男　　　神永　学

　ぼくの家のまわりは、冒険でいっぱい!かあさんに、り
んごを買いにいくおつかいをたのまれた、ぼく。そんな
おつかい、かんたんだって思うでしょ?
　でも、うちからやおやさんまでは、とっても遠くてきけ
んがいっぱい。ドラゴンが住んでいるという森や、ぐうぐ
うといびきをかく巨人、おそろしいくまが住むどうくつ、
海にはひとくいザメやかいぞくまでいるんだから!
　さあ、ぼくといっしょにおつかいの冒険へでかけよう!

【今月の新刊】
◆なすびは何色？ 山本泉
◆にげてさがして ヨシタケシンスケ
◆54字の物語  氏田雄介
◆アリのおでかけ 西村敏雄

【今月の新刊】
◆本能寺の変　信長の誤算 井上慶雪
◆デリバリールーム  西尾維新
◆私の中にいる   黒澤いづみ
◆逃げるな新人外科医  中山祐次郎
◆花下に舞う   あさのあつこ
◆奈落で踊れ   月村了衛
◆ＪＲ上野駅公園口  柳美里
◆ブラインドから君の歌が聴こえる
    サミュエル・サトシ
◆作家の贅沢すぎる時間 伊集院静
◆もう、聞こえない  誉田哲也

◆ぼくといっしょに
作：シャルロット・デマトーン　

●開室時間  午前９時～午後8時
●今月のお休みの日 5日・12日・19日・26日 ●問合先　町民センター図書室(☎62-5225)

　今月は作家の「大沢在昌」特集です。大沢在昌さんは、愛知県名古屋市出身の作家で、１９７９年に「感傷の街角」で
第１回小説推理新人賞を受賞してデビュー。その後１９９０年「新宿 」を発表し大反響を呼び、ベストセラーとなる。   
 また、同作で第４４回日本推理作家協会賞、第１２回吉川英治文学新人賞をダブル受賞！その後も数多くの文学賞
を受賞し、日本推理作家協会理事長を務めました。図書室では、特集コーナーで大沢在昌さんの本を並べていま
すので、ぜひ、一度読んで見てくださいね。

■国民年金保険料は納付期限までに納めましょう！

■国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると障がい基礎年金や遺族基礎
年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料
免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、手続きをしてください。
　令和３年度分(令和３年7月分から令和４年６月分まで)の免除等の受付は令和３年７月１日から開始されます。
　また、申請時点の2年１ヶ月前の月分までさかのぼって申請することができます。失業等により保険料を納付する
ことが経済的に困難になった方は、砂川年金事務所または住民課戸籍年金係(☎62-2220)へご相談ください。

　国民年金保険料は日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納められます。
　また、クレジットカードによる納付やインターネットを利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金
が課せられるだけではなく、納付義務のある方(本人・配偶者・世帯主)の財産を差し押さえることがあります。
　また、障がいや死亡といった不慮の事態になったとき、障がい基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合
もありますので、お早めに納付してください。
　なお、経済的な理由等で納付が困難な場合には、保険料の免除・納付猶予制度がありますのでご利用ください。



「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

　新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、
「７月のキッズとママのもしもしコーナー」は中止
します。
　相談などがある方は、個別で相談をお受けしま
すので、福祉課保健予防係(☎62-2222)へご連絡
ください。

■と　き　7月3日(土)・10日(土)・17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　7月29日(木)　
　　　　　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
■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　様々な木のおもちゃで遊びながら
　　　　　木の感触や香りを楽しもう！
■持ち物　水筒、マスク
■申　込　準備の都合上、7月22日(木)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

親子で遊ぼう木育体験！
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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

乳幼児健康診査・相談
■とき　   7月13日(火) ■欠席の場合は、必ずご連絡願います。
■ところ　 町民センター ■連絡・問合先　保健予防係(☎62-2222)
■持ち物(共通)  母子健康手帳、問診票一式、バスタオル ※対象の方へ個別にご案内しています。

　７月３日（土）より開館予定ですが、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、下記のとおり利用を制限
させていただきます。
　また、昨年中止した子ども水泳教室ですが、今年度は定員を縮小し開催を検討しております。
開催する際は小学校を通じてチラシを配布いたします。その他詳細は社会教育係へお問い合わせください。
〇利用できる方 町内に住民登録のある小学生までの子どもと、運動のために利用する社会人の方
※社会人の方は、事前に利用申請をしていただき、「プール利用許可証」を交付後利用できます。
※中高生、大学生、その他各種学校の学生は利用できません。
※見学される保護者等の方は申請の必要がありません。
〇利用できない方 町内に住民登録のある中高生、大学生、その他各種学校の学生の方、他市町の住民の方
※新型コロナウイルスの影響や、水温やプール内の室温状況によって、営業期間中であっても休館や短縮営業する
　場合があります。
■問合先　教育委員会社会教育係(☎62-2881)

鶉プール利用と子ども水泳教室について

小中学校教科書の展示について
　教科書展示会を次の通り実施します。どうぞお気軽にお越しください。
■と　き　6月23日（水）～7月6日（火）　午前9時～午後9時（月曜日休館）
■ところ　町民センター　ロビー
■展　示　小学校・中学校令和3年度教科書
■問合先　教育委員会学務係（℡６２－２８８１）

４15

　※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



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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令和３年度航空学生・一般曹候補生・自衛官候補生募集

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、雇用動向の悪化により失業や収入減少等の損害を受けた低
所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、本給付金を支給します。
１．支給対象者
　次の児童を養育する父母等で、令和３年度分の住民税均等割非課税の方、または、令和３年１月１日以降の収入が
急変し、住民税非課税相当の収入となった方(４月28日にひとり親世帯分ですでに受給されている方を除く)
【対象児童】　令和３年３月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)
　　　　　　※令和４年２月28日までに出生した新生児も対象です。
２．支給額　対象児童一人につき５万円
３．申請手続きについて
　①令和３年４月分の児童手当の受給者で住民税非課税または生活保護世帯の方
　　→６月30日に児童手当振込口座に支給をしているため、申請は不要です。
　②上記①以外の方(例：高校生のみを養育している方、家計の収入が急変した方)
　　→福祉課子育て支援係へ申請書(家計急変の方は収入・所得見込額申立書も必要)を提出してください。
　　　申請書は、町ホームページから入手するか、福祉課子育て支援係窓口で配布しています。
４．申請期限　令和４年２月28日（月)
■問合先　福祉課子育て支援係（☎62-2222）

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

募集種目 資格 受付期間 試験日

航空学生
（海上・航空）

・令和４年４月１日現在、高卒(見込
含)又は高専３年次修了者(見込含)
・航空自衛隊は18歳以上21歳未満の者
・海上自衛隊は18歳以上23歳未満の者

７月１日～９月９日
１次：９月20日
２次：10月16日～21日のうち指定する１日
３次：11月19日～12月15日

一般曹候補生
令和４年４月１日現在、18歳以上33歳
未満の者(32歳の者は、採用予定付き
の末日現在、33歳に達していない者)

７月１日～９月６日
１次：９月16日～18日のうち指定する１日
（17日は滝川駐屯地で実施）
２次：10月９日～14日のうち指定する１日

自衛官候補生
（女子）

第２回：８月27日、28日
第３回：９月24日～27日、29日、30日のうち
指定する１日（27日は滝川駐屯地で実施）

自衛官候補生
（男子）

第２回：８月27日、28日
第３回：９月24日～27日、29日、30日のうち
指定する１日（27日は滝川駐屯地で実施）

年間を通じて行っています。
第２回申込締切 ８月20日
第３回申込締切 ９月10日

令和４年４月１日現在、18歳以上33歳
未満の者(32歳の者は、生年月日によ
り応募の可否が変わります。)



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）

★認知症老人と共に歩む会（さつき会）公開講座
さつき会では、認知症のご本人・ご家族を

支える活動と認知症の方が安心して暮らせ
る町づくりを目指して学習を進めています。
今回は、滝川市江部乙駅舎で毎月１回地域
の主婦が中心となり、高齢者から学生や子
どもまでが集う、「駅カフェ」の５年半の活動
に学びます。お誘いあわせの上、感染予防
対策をしてご参加ください。

■と　き　７月２０日（火）午後１時３０分～３時
■ところ　中央ふれあいセンター
■内　容　講演「コミュニティの場・駅カフェ」
■講　師 江部乙まちづくりコミュニティ行動隊女子部　 岸 万紀子 氏
■対　象　認知症の人を介護している家族の方、一般の方
■参加費　無料
■その他　当日自宅で体温を測り、マスク着用でご参加ください。
■申込・問合先 7月13日(火)までに福祉課保健予防係へ（☎62-2222）

開催日 相談方法 担当弁護士
6日(火) 村田 雅彦弁護士
20日(火) 阿野 洋志弁護士

電話相談

■と　　　　き ９月19日（日）/第１次試験
■と　 こ 　ろ　ホテルサンプラザ(岩見沢市)
■試 験 区 分　一般事務職の上級・初級
■資　　　　格　上級職/平成６年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方
　　　　　　　　初級職/平成12年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方
■第１次試験 上級職/教養試験・論文試験　初級職/教養試験・作文試験
■第２次試験　第１次試験合格者に対し、就職希望町で面接試験
■受 付 期 間　７月５日（月）～８月６日(金)
■そ　 の 　他　上砂川町の採用予定/上級・初級(若干名)
■試 験 案 内　総務課窓口または町ホームページにも掲載。
■申込・問合先　総務課庶務係(☎62-2011)

令和４年度空知総合振興局管内町職員採用資格試験

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



☎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。

※４日・10日・11日・18日・25日はお休みさせていただきます。

☎６２－２７２７

★生活習慣病予防二次健診のお知らせ
町では健康診断受診者（※健康保険の種類を問いません）を対象に糖尿病等の自覚症状がない生活習慣病の発

症、重症化による脳卒中、心筋 塞等を防ぐため、下記の二次健診を実施しています。

■検査項目
〇糖負荷検査 ブドウ糖(甘いお水)を飲み、血糖値とインスリンの出方を見る検査です。
　・対象者：今まで二次健診による同検査を受けたことがなく以下の項目①②のいずれかに該当する
　　２０歳~６４歳の町民
　　①空腹時血糖１００～１０９㎎/dlまたはHbA1c５．６～５．９％
　　②BMI（肥満度）２５以上
　・実施医療機関～上砂川町立診療所、勤医協上砂川診療所
　・健診料　９００円
〇頸動脈エコー検査：首の血管のつまり具合を超音波で見る検査です。
　・対象者：過去５年間、二次健診による同検査を受けたことがなくメタボリックシンドロームの基準に該当するなど
　　動脈硬化が疑われる４０歳～７４歳の町民
　・実施医療機関～勤医協上砂川診療所
　・健診料　３５０円
■その他　二次健診を希望する方へ受診券を発行したしますので、福祉課保健予防係にお申込みください。
■申込・問合先　福祉課保健予防係（☎62-2222）

★30～40歳代　乳がん検診・乳房エコー検査のお知らせ
30～40歳代を対象に、個別でマンモグラフィーに加え乳房エコー（超音波）検査が同時に受診できます。
　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３０～４０歳代の女性（昭和４７年４月２日から平成４年４月１日に生まれた方）
■実施期間 ７月１日（木）から翌年３月３１日（木）まで　　　
■実施医療機関　そらちクリニック（滝川市）
■検査内容 マンモグラフィー検査（２方向）、乳房エコー（超音波）検査
  （ひとつの検査のみの受診はできません。）
■検診料金 マンモグラィー検査（２方向）　　５００円
  乳房エコー（超音波）検査　　１，０００円
　　　　　　　※ただし、町民税非課税世帯・生活保護世帯の人は、マンモグラフィー検診料金が免除されます。
■その他 検診をご希望の方へ受診券等をお送りいたしますので、福祉課保健予防係にお申し込みください。
　　　　　　　※集団検診（10月30日(土)）でも実施します。詳細は、町広報９月号に掲載予定です。
■申込・問合先 福祉課保健予防係（☎62-2222）
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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

（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

【毎週金曜日】
 ・ 行き　さわやかトイレ前発　10：20　→　パンケの湯着　　　10：28
 ・ 帰り　パンケの湯発　　  　12：40　→　さわやかトイレ前着  12：48

※
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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！！

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

テイクアウトワンコインメニューやってます！
好評につき、７月31日(土)まで期間を延長します！
新メニューも登場！注文はフロントまでご連絡ください。

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。

リピーター続出！一度食べてみて！
　　若鶏半身揚げ～880円(税込)
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■と　　き ７月28日(水)　午前10時～(受付：９時30分)
■と こ ろ 上砂川岳温泉パンケの湯
■参 加 費　無料 　　　■定員　　20名
■講　　師　旭川桜木鍼 治療院院長　川畠 裕子先生
　　　　　　元上砂川町地域おこし協力隊　千葉 幸子先生
■参加特典　当日は350円で温泉に入浴できます。
■申込締切　７月23日(金)
■問 合 先 上砂川岳温泉パンケの湯(☎62-2526)

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」

9:05  S57鶉若葉台改良住宅公園前
9:05  雇用促進住宅前
9:07  緑が丘団地前 
9:08  緑が丘集会所前
9:10  下鶉東２丁目(電話ボックス)
9:11  下鶉生活館前
9:12  下鶉南１条２丁目前(電話ﾎﾞｯｸｽ)
9:16  鶉本町生活館前
9:16  緑が丘入り口バス停前

無料送迎バス運行時刻
9:17  セイコーマート前
9:18  中央ふれあいセンター前
9:20  役場前
9:21  さわやかトイレ前
9:22  朝駒バス停
9:26  東山高齢者住宅前
9:30  温泉到着
※送りのバス  12:50出発

※前回4月24日に実施した講座のPart2です。



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
●亡夫の生前のお礼として
　蝦名　幸子さんから

上砂川町社会福祉協議会へ
●亡夫の生前のお礼として
　蝦名　幸子さんから

中央小学校新1年生へ
全国共済農業協同組合連合会 様より
感染予防及び交通安全対策「感染予防・反射マスク」　21個
中央小学校児童へ
静岡県JAハイナン農業協同組合 様より
静岡牧之原茶 深蒸し茶 ティーバッグ　79個
認定こども園ふたばへ
東鶉ふれあいクラブ 様から　雑巾155枚

　創業70周年上砂川町事業所開設
10周年を記念し、上砂川町へ100万
円のご寄付をいただきました。

　千葉昌希氏に瑞宝単光章、内村知
世史氏に厚生労働大臣からの感謝
状が奥山町長より伝達されました。

６月11日
株式会社オオヤマ様から寄付

６月23日
全国人権擁護委員連合会表彰

まちの話題

野良猫や野生動物へエサを与えないでください。
　「かわいそう」や「少しだけ」という安易な気持ちで野良猫にエサを与えることは、食べ残しにキツネやカラスが集
まり、フンが放置されるなど、不衛生となり、地域生活を脅かしかねません。
　また、十分なエサが得られると野良猫から子猫が生まれ、かわいそうな命が増えてしまします。気持ちの良い地
域生活維持のため、野良猫や野生動物へのエサやりは絶対にやめてください。
■問合先　住民課生活環境係(☎62-2220)

　全国人権擁護委員連合会より表
彰を受けた人権擁護委員の笹木笑
子氏が町長室に報告に訪れました。

６月16日　民生委員・児童委員
　　　　 　叙勲及び感謝状伝達式
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粗　 大　 ご　 み
７月21日(第3水曜日)

曜日 第２水曜日（７月14日）
第４水曜日（７月28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
７月14・28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、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
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（７月７日）
第３水曜日（７月21日）

７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（6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。

大野 佳津美さん 蝦名 源一さん 白鳥 ヒテ子さん 石澤 久治さん 新岡 愛子さん
下鶉 朝駒 本町 下鶉 下鶉
56歳 81歳 97歳 90歳 83歳
5月18日 5月31日 6月5日 6月5日 6月9日



・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 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

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

22 木 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴
い、２０２１年に限り、祝日となっています。
※役場閉庁日となりますので、ご注意ください。23 金

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

28 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

☆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

29 木 おひさまル～ム
認定こども園ふたば/午前10時～11時30分

30 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
☆胃・肺・大腸・前立腺がん検診
　エキノコックス・肝炎・風しん抗体検査　♪
下鶉生活館/午前７時～

31 土
☆胃・肺・大腸・前立腺がん検診
　エキノコックス・肝炎・風しん抗体検査　♪
町民センター/午前７時～

●
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行
／
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川
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●
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集
／
企
画
課　

●
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刷
／
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タ
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◆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

（６月15日現在）

職　種 企業名 年　齢 求人数

食器洗浄専門員 (医)萌水会 不問 １　人

歯科衛生士 ㈱萌福祉サービス 64歳以下 ５　人

介護支援専門員 ㈲フローラ 不問 １　人

調理師 ㈱上砂川振興公社 59歳以下 １　人

鉄筋工 ㈱岩渕建設 59歳以下 ３　人

電子部品の製造・検査 ㈱京都セミコンダクター 上砂川事業所 不問 ２　人

医療ガラス製造 マイクログラス㈱ 北海道工場 44歳以下 正社員: ２人
パート: ３人

パン粉製造工 共栄フード㈱ 北海道工場 不問 １　人

重機オペレーター 柳川建設㈱ 不問 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。

1 木 ☆いきいき百歳体操を楽しく安全に
中央集会所/午後１時～２時

2 金 ☆いきいき百歳体操を楽しく安全に
朝駒集会所/午後１時30分～２時30分

6 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

7 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

12 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

13 火 ☆乳幼児相談・健診
町民センター/午前９時30分～午後４時

14 水

☆いきいき百歳体操を楽しく安全に
下鶉生活館/午前10時～11時(いつもと曜日が違います)

☆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

16 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

17 土 ◆キッズ体験くらぶ
体育センター/午前９時～正午

19 月 ☆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～２時

20 火 ☆認知症高齢者と共に歩む会(さつき会)一般公開
東鶉中央ふれあいセンター/午後１時30分～３時

　　　　　　　　３日 細谷医院（☎ 52-3057）
                      18 日 すながわ耳鼻咽喉科（☎ 55-3387）
 11・22・23・25日 砂川市立病院（☎ 54-2131）


