四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

11
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主な内容
平成年度

全国学力・学習状況調査の結果報告
ご存じですか？

在宅の障がい児・障がい者の方への手当
上富良野駐屯地太鼓同好会紫彩太鼓の演奏でお出迎え
～特別観光列車「紫水号」が
かみふらのにやってきた！～

平成年度

全国学力・学習状況調査の結果報告

全国平均を下回る
算数





全国平均を下回る

指導方法、教育条件の整備状
況

上富良野町の結果
学力の状況
虚小学生
国語、算数ともに全国平均正
答率を下回りました。国語では
「関心・意欲・態度」と「考え





全国平均をやや下回る
数学





全国平均をやや下回る

英語





全国平均とほぼ同様

の割合は、全国平均と比べて１

１時間以上家庭学習を行う生徒

て学習していますが、中学生で

ています。小学生は計画を立て

基本的な生活習慣が身に付い

虚家庭での生活・学習について

質問紙調査の結果

く、
読む」
は成果が見られます。

数学の
「資料の活用」
、
英語の
「聞

についての知識・理解・技能」
、

や下回りました。国語の「言語

同様でしたが、国語と数学はや

英語は全国平均正答率とほぼ

許中学生

題になっています。

国語

割程度少なくなっています。







毎日、同じくらいの
時刻に寝ている









毎日、同じくらいの
時刻に起きている









家で、計画を立てて
勉強している









※表の数値のうち、全国平均よりもポイント以上高
い数値を網掛けしています

中学生では 分を超えて読書



している生徒が多い状況です。

許学校での生活・学習について

「自己肯定感」
「将来に対する

希望 」
「 規 範 意 識 」は 高 い で す

が、
「 失敗を恐れず挑戦する 」

は高くありません。
「 学校に行

くのは楽しい 」
「 学校のきまり

を守る」は高くなっています。

部活動の参加率が全国平均を

上回り、２時間以上活動の割合

が高くなっています。

距関心・意欲・態度などについ

て

地域行事への参加、外国への

関心が高くなっています。

嘩

広報かみふらの 2019.11

この調査は子どもの学力や学



を文章にして記述すること」に

単位：％
基本的な生活習慣

習状況を把握、分析し、学校に

単位：％
中学生の平均正答率

おける教育指導の充実と改善を
図るものです。
調査で測定できるのは「学力
の特定の一部分」であり、子ど
もの学力の全てではないことを
ご理解ください。
詳細は、町ホームページに掲
載しています。

調査の概要
対象学校
全国の全ての小、中学校

の側面など



・学校に対する調査

国語

課題が見られ、算数では「量と

小学校 全国 中学校 全国

質問事項

上富良野町の平均
全道平均 全国平均
教科

上富良野町の平均
全道平均 全国平均
教科

単位：％
小学生の平均正答率

測定」
「数量関係」
「図形」が課

朝食を毎日食べている



対象学年
小学６年生、中学３年生
調査日

学習意欲、方法、環境、生活

・児童生徒に対する調査

質問紙調査

許生活習慣や学習習慣に関する

評価と改善をする力

る力、構想を立てて実践し、

・知識や技能を実生活で活用す

べき内容

及ぼすため、身に付けておく

・後の学年などの学習に影響を

科に関する調査

虚国語、算数・数学、英語の教

内容

４月 日 木





教育振興課学校教育班拶盈
問合せ

全国学力・学習状況調査の結果報告

平日日当たりの勉強時間学習塾や家庭教師に教わる時間を含む

単位：％









全国













平日日当たりの読書時間教科書、参考書、漫画、雑誌は除く

単位：％

小学校

時間
以上


～
時間


～
時間


分～
時間


分
以下


全く
しない


全国













中学校
全国





















学校に行くのは楽しい









学校のきまり規則を守っている









国語の勉強は好き









国語の授業の内容はよく分かる









算数・数学の勉強は好き









算数・数学の授業の内容はよく分かる









英語の勉強は好き





英語の授業の内容はよく分かる





学校の部活動への参加





学校の部活動時間以上





外国の人と友達になったり、外国のこと
についてもっと知ったりしてみたい
日本や上富良野のことについて、外国の
人にもっと知ってもらいたい

貨 広報かみふらの 2019.11

全国

中学校

全国

























運営の体制、国際理解教育やＡ

地域行事に参加している

小学校

ＬＴによる指導を工夫します。

単位：％

関心・意欲・態度などについて

感 的 指 導 や「 学 ぶ こ と が 楽 し



学習のすすめ」や各学校による



学力育成プラン」を見直し、授



い」と実感できる体験的な活動

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦
している

「家庭学習の手引き」を元に、



業内容の精選、個別と全体での



を工夫します。



教科・総合的な学習の時間、学



指導方法の工夫改善などを着実

将来の夢や目標を持っている

鋸関心・意欲・態度などについ



校行事と関連させた学校図書



に実施する必要があります。



て



館、町立図書館の利用促進を図

自分には、よいところがある

許家庭での生活・学習について

全国

地域の教育資源を活用した体

中学校

が多くなっています。

全国

良さや可能性を大切にする共

小学校

ります。

単位：％

教育委員会が配布する「家庭

学校での生活・学習について

課題と今後の取り組み



虚学力について



小学生では全国平均と比べる

中学校

中学生は平日の家庭学習の時



と、学習内容の定着不足が見ら



験活動の充実や、保護者と住民



が教育活動へ参加しやすい学校



小学生は学習が好きとの回答



距学校での生活・学習について



間が少なくなっています。読書

全国

を全くしない生徒も多くなって

全く
しない


れます。中学生では成績の中位

分
以下


グループが多く、学習内容の確

分～
時間


います。

～
時間


実な定着が進んでいます。

～
時間


各学校が定める計画「確かな

小学校

時間
以上


ある場合は、その年度の８月から翌

いずれかの前年の所得が一定額以上

である

要する病状があり、絶対安静の状態

機能の障がい、長期にわたる安静を

歳未満の方に支給されます

著しい重度の障がいにより常時特別

歳以上の方に支給されます

ている場合

・施設に入所、３カ月を超えて入院し

酸受給できない方

年７月までの手当が支給停止

ある場合は、その年度の８月から翌

いずれかの前年の所得が一定額以上

・受給資格者、配偶者、扶養義務者の

酸支給制限

酸支給額 ２万７千 円

がいで日常生活が著しく困難

要する程度以上か、最重度の知的障

⑤精神障がいで日常生活に常時介護を

年７月までの手当が支給停止
酸受給できない方
・施設に入所、公的機関の措置で入院
している場合
・対象児童が障がいを理由に公的年金

重度の障がいにより常時特別な介護

な介護が必要な特別障がい者の福祉向

らの障がいと常時介護を必要とする

いが１つと、身体障がいが３級程度

②①に該当する身体障がいか精神障が

申込み・問合せ

級程度の障がいがあり、日常生活動

・特別障害者手当

保健福祉課福祉対策班

電話はどちらも 拶盈６９８７

迦
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ご存じで す か ？

在宅の障がい児・
障がい者の方への手当
受給要件に該当する方は保健福祉課で手続きすることができます。

を受給している場合

精神・知的・身体障がいなどがある

が必要な児童の福祉向上と精神・物質

上と負担軽減のため支給されます。

特別障害者手当

歳未満の児童の福祉増進を図ること

的な負担軽減のため支給されます。

酸対象者 身体、知的、精神に重度の

障害児福祉手当

手当の種類により対象となる障がいの程度が異なります。

特別児童扶養手当

を目的に支給されます。

酸対象者 身体、知的、精神に重度の

養育する方に支給されます

酸対象者 次の要件に該当する児童を

障がいがあり、日常生活で常時特別

養育している方

②身体機能の障がいか長期にわたる安

含む が重複している
あり、日常生活において常時介護を

障がい、知的障がいなどが２つの計

か日常生活動作が著しく困難な精神
④身体機能の障がいや病状、重度の知

酸支給額 １万４千 円

作が著しく困難
④内部機能の１級程度の障がいか身体

保健福祉課子育て支援班

・特別児童扶養手当と障害児福祉手当

・対象児童が施設に入所している場合

・受給資格者、配偶者、扶養義務者の

③両上肢、両下肢、体幹機能に１・２

３つ以上の障がいが重複している
の状態が①～③と同程度以上

的障がい、精神障がいが重複し、そ

必要とする程度

③最重度の知的障がいか精神障がいが

態が①と同程度以上

精神障がい 最重度の知的障がいを

なる障がいが重複している方、これ

①身体障害者手帳の１・２級程度の異

いずれかに該当する在宅障がい者

20

静を必要とする病状があり、その状

体機能の障がいがある

①身体障害者手帳の１・２級程度の身

宅障がい児

障がいがあり、日常生活で常時特別



な介護が必要な満 歳以上で、次の

場合は、その年度の８月から翌年７
月の手当が支給停止

20


20

200

マイナンバー法により申請書
に受給者、配偶者、扶養義務者
の
「個人番号」
の記載が必要です。
確認書類として、次のいずれ
かをお持ちください。
①個人番号通知カード写
②個人番号カード写
③住民票個人番号入りの原本



な介護を必要とする満 歳未満の在

当する児童 内部的疾患を含む

①身体障害者手帳の１～３級程度に該

いのある児童 手帳のない児童も対
象
酸支給額 判定により異なります
１級 ５万２千 円



・養育者の前年の所得が基準額以上の

酸支給制限

２級 ３万４千 円

770 200

酸支給制限

酸受給できない方

忘れずに！





②療育手帳をお持ちか、同程度の障が



を受給している場合






20





・対象児童が障がいを理由に公的年金

790

20





親子のふれあいを大切
に マッサージ講習会

本に親しみ読書を楽し
もう 図書館まつり

読み聞かせを聞いた児童は「若返った

「ほしじいたけ、ほしばあたけ」の

ス」による人形劇が行われました。

せ、
人形劇団
「おたのしみ劇場ガウチョ

かせボランティア団体による読み聞か

前から長蛇の列ができたほか、読み聞

供する「本のリサイクル」では、開場

毎年人気の古本や寄贈本を無料で提

され、約 人が来場しました。

公民館を会場に図書館まつりが開催

親子とも楽しみながら行うことが重要
じいたけの早口言葉が楽しかった」と

「着衣で楽しむふれ愛マッサージ」を
テーマとした子育て講習会に、０歳児
をもつ親子８組 人が参加し、ベビー
マッサージ講師の近藤敏子氏が実技を
交えながら指導しました。
講師からはベビーマッサージの効果
として、心身が安らぐだけでなく「オ
キシトシン」というホルモンの分泌が
促されるため、免疫力や自然治癒力が
高まると説明されました。参加者の中
には、実技が終わると早速効果があっ
たのか、ぐっすり眠る子も。親からは
「子どもの機嫌がよいときは見守って
いることが多かったが、これからは意
識してふれあうようにしたい」と感想

スクリーンを使った読み聞かせに聞き入る子どもたち

災害時にできることは
赤十字奉仕団研修会

３年生 人が参加しました。
授業では、高校生が小学生に英語を
教えながら「ジェスチャーゲーム」や
で交流を図りました。

「フルーツバスケット」などのゲーム
参加児童は「高校生が優しく教えて

赤十字奉仕団上川地区富良野沿線ブ

ロック研修会が保健福祉総合センター

かみんで開催され、富良野沿線の赤十

字奉仕団の団員 人が参加しました。

が確認されました。

り、解決に向けて取り組んでいくこと

減少と高齢化が共通の課題となってお

沿線団体の活動報告では、団員数の

読み聞かせが行われました。

だいふんか～未来へつなげよう～」の

読みきかせ会ムーミンによる「十勝岳

ほしい」
とあいさつ。
防災講話のほか、

害時にできることを考える機会にして

多くの方が犠牲になっている。自然災

員長より「近年、自然災害が多発し、

上富良野町赤十字奉仕団村上孝子委

78



が聞かれました。

ゲームで楽しく交流
小高連携で英語学習

小学校の６年生 人と上富良野高校の

が上富良野高校で開催され、上富良野

高連携イングリッシュ・アクティビティ

能力を養うことを目的に、上富良野小

英語を話す力やコミュニケーション

赤十字奉仕団の信条を読み上げる団員
くれて、楽しく英語の学習ができた」

笑顔でジェスチャーゲームに取り組む小学生

10/7
10/11

と話していました。

過 広報かみふらの 2019.11

73

400

笑顔で話し、本に親しむ１日となりま
した。

29

10/4
10/5

月 日の「鉄道の日」に合わせ、
上富良野駅では開駅当時の写真が展示

14

講師の外国語指導助手のブライアン

先生、クリスティン先生が英語で説明

ハロウィンパーティーが小学生を対

お化けカボチャ作りなどで楽しむこと

ら、ハロウィンでは仮装をするほか、

し な が ら 進 行。 ス ク リ ー ン を 見 な が

クイズに回答して景品が当たるイベン

象に公民館で開催され、 人が参加し

文化を学び体験した
ハロウィンパーティー

トや「ご当地キャラミッション鉄道で

不審者に会ったらどう
する？ 西小防犯教室
防犯教室が上富良野西小学校で全校

青年部が企画した「まるかみ製麺」で

みなどのイベントは大盛況で、商工会

また、もちまき大会やジャガイモ積

た。 講 師 の 上 富 良 野 交 番 の 長 谷 川 誠

へ声を掛け誘い出す事例を実演しまし

認するため、不審者役の警察官が児童

不審者と遭遇したときのルールを確

ました。

ウィンの雰囲気を味わい

ゲームなどを行い、ハロ

この他に英語を使った

が出来上がりました。

り出し、表情豊かな作品

を当てながら目や口を切

小型のこぎりで慎重に刃

は、観賞用のカボチャに

お化けカボチャ作りで

を説明しました。

ました。

がお披露目され、旭川ー富良野間を往
復運行しました。上富良野駅には多く
の見物人が集まり、上富良野駐屯地太
鼓同好会紫彩太鼓による「北海四季打
太鼓」
で列車を迎えたほか、
地元産ホッ
プと大麦を使用した「まるごとかみふ
らの」を販売。乗客は「おいしいビー
ルもいただき、特別な１日となりまし
た」と話していました。
かみふらの収穫祭２０１９が公民館
で行われ、約 人が来場しました。
地元の農産物の販売や詰め放題のほ
か、三重県津市「朝津味」のサトイモ

は、地元産小麦「きたほなみ」を使っ

敬 ま さ の り 所 長 は「 知 ら な い 人 の

生徒を対象に行われました。

たうどんを提供。来場者からは「地元

誘いは、最初にはっきりと断ることが

やミカンも販売されました。

産は特別においしく感じます」と満足

大切」と強調。被害を防ぐために、日
ザーが鳴るか確認する、お店や街灯が

頃から大声を出す練習をする、防犯ブ
ホップが使用されたビールなど数種類

ある明るい道を通るよう呼び掛けてい
ました。

「What time is it Mr.wolf?」ゲーム



グループごとに協力しながら制作

の声が聞かれました。
時からのビアホールでは、地元産


が用意され、飲み比べを楽しむ姿も見
られました。

勇気を持って逃げる、周りに助けを求めよう

この日は、特別観光列車「紫水号」

ＧＯ」が行われました。

されたほか、展示写真から出題される

10/26
10/29



「鉄道の日」は
上富良野駅にＧＯ！

かみふのおいしいを満
喫 かみふらの収穫祭

800

霞

広報かみふらの 2019.11

10

17

道産木材がふんだんに使用された紫水号の車内
もちまき大会のもち米も地元産！

10/14

10/19

このほかのできごとは、上富良野町行政ホームページでも掲載中！ http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/
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戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

H 

戸

人以上

円から

H 

備考
酸簡易平屋・ＲＣ階共通
・トイレは水洗化済み
・割り当ての庭以外に物置
や車庫などを建てる場合
は、円㎡月額の敷
地使用料がかかります
・共益費が別途かかります
扇町・西町団地を除く
酸簡易平屋
・TVアンテナ、照明器
具、ガスコンロ、暖房器
具、浴槽、風呂釜、温水
設備、網戸などは入居者
が設置
酸ＲＣ階
・照明器具、クッキング
ヒーター、暖房設備など
は入居者が設置東町団
地は、クッキングヒー
ター設置済み
・駐車場使用料が別途かか
ります

します

11

18


29



申込期間

月 日 月 ～ 日 金

提出書類

・入居申込書

・町内の方は「納税状況確認

同意書 、｣ 町外の方は納税義
務のある方全員の「完納証明



書」 納税義務を有する市町

村税などの滞納がないことを

｣

蚊 広報かみふらの 2019.11

30

証明する書類



源泉徴収票




・世帯全員の平成 年分の所得

が分かるもの

「所得証明書 「｣ 確定申告書
の写し 「｣ 年金支払通知書」



など

・住宅困窮度判定基準調査表

※様式などは左記にあります

入居者の選考



・住宅困窮度判定基準により入



居者を選考します 同点の場

合は別途抽選

13



の住居に伺う場合があります

12

・判定基準の確認のため、現在

・選考結果は 月 日 金 まで

に申込者全員に通知します

その他

・入居の際には住宅

使用料３カ月分の

敷金が必要です

・犬や猫などは飼えません

町民生活課生活環境班

拶盈６９８５

申込み・問合せ

住宅使用料 上記の住宅使用料は月額です。収入や世帯構成により変動します。
入居の条件 次の①～⑥の条件を全て満たす方
①収入額が基準内 ②住宅に困窮している ③町税を滞納していない ④申込者、入居者が暴力団員では
ない ⑤夫婦や親子、兄弟姉妹など同居する親族がいる歳以上などの要件を満たす場合は、単身での
入居が可能 ⑥団地内の美化清掃、除雪に努め、地域活動に参加できる

募集

町営住宅入居者

S 

18

まちづくりフォーラム

円から

13



東中・西町・富町・東町団地各１戸、扇町団地７戸

人以上

「かみふのいいとこ語ろう」

戸

12

時

S 

してね

月 日 金

円から

参加

日時

人以上

あなたにとって、上富良野の

戸

場所 保健福祉総合センターか

S 

魅力は何ですか？ かみふには

円から

みん

ＲＣ２階

人以上

講師 ＮＰＯファシリテーショ

簡易平屋

戸

いいとこがたくさんあるんで

住宅使用料 建築年度

す。そのいいとこがもっと魅力

代表 宮本奏 かなで 氏



ンきたのわ

う変わっていくのでしょう。そ

※当日の参加も可能ですが、会



あるものになったら、まちはど

んなかみふのことを語るフォー

※託児希望者は、 月５日 木

場準備の都合上、事前の申込

までに子どもの人数と年齢な

ラムを開催します。

たのわの宮本代表の進行による

どをお知らせください




みにご協力ください

ワールドカフェ方式で、かみふ

12

ＮＰＯファシリテーションき

のいいとこを語り合い、さらに

戸数 入居人数

 LDK
東線北号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 DK
扇町丁目番号
㎡
 LDK
西町丁目番号
㎡
 LDK
富町丁目番号階 ㎡
 LDK
東町丁目番号階 ㎡

町民生活課自治推進班

間取り

拶盈６９８５

29



申込み・問合せ

11

魅力あるまちにするにはどうし

ないで

たらいいかを語り合うフォーラ

ムです。ぜひご参加ください。

忘れ
プレミアム付商品券の申請は
月 日 金 までです

請書を発送していますので、期

日までに申請してください。

申請方法 持参か郵送で保健福

祉課まで

日 金 まで

商品券販売期間 令和２年１月

申込み・問合せ

保健福祉課福祉対策班

拶盈６９８７

所在地

月からの消費税・地方消費

税の税率引き上げによる、家計

に与える影響の緩和を目的にプ

該当する

ています。

と思われる

方には、７

月下旬に申

31



レミアム付商品券の販売を行っ

ピックアップ
ョン
インフォメーシ

10

お知らせ

information

・わかば中央保育園

・わかば愛育園

・上富良野西こども園

対象 就学前の集団保育が可能

福祉

プール休止のお知らせ

保健福祉課福祉対策班

火
水
木
金
土
一般利用
一般利用
一般利用
一般利用
一般利用
陸上筋トレ分
陸上筋トレ分
陸上筋トレ分
↓
↓
↓
パワー筋トレ
チェンジボディ
頑張るダイエット
頑張るダイエット
頑張るダイエット
分
分
分
分
分
①・①
③・②
②・②
②・②
②・②
筋力 UP
THE ダイエット
THE ダイエット 腰痛さんに！ THE ダイエット
一般利用教室終了後～分間 流氷タイム
ルンルンアクア チェンジボディ 燃焼ウォーク スリムウォーク
分
分
分
分
一般利用
①・②
①・①
②・②
②・②
痩せやすい体へ
リズム運動♪ 腰痛さんに！
脂肪燃焼
一般利用教室終了後～分間 流氷タイム ※土・日曜日は時～時分
チェンジボディ よくばりアクア パワー筋トレ 燃焼ウォーク 脚力のすすめ
分
分
分
分
分
①・①
②・③
③・②
②・②
②・②
腰痛さんに！ 水中運動総集版
筋力 UP
脂肪燃焼
膝痛さんに！
一般利用教室終了後～分間 流氷タイム

生活

住民票などに
旧姓が併記できます




保健福祉総合センターかみん

のプールと浴室は清掃・点検の




な子ども

保育認定の要件 保護者のいず

12

住民票やマイナンバーカー

ド、印鑑証明書に旧姓 旧氏 が

ため、 月２日 月 ～５日 木

は利用を休止します。

れもが就労、妊娠、出産、疾

病、障がい、介護、看護、養

問合せ 保健福祉課福祉対策班

併記できるようになりました。

※旧氏～その人が過去に称して

育、就学、求職のいずれかに

問合せ

いたことのある戸籍上の氏の

時

スリムウォーク
分
②・②
痩せやすい体へ

拶盈６９８７

～時

該当していること

時

脚力のすすめ
分
②・②
膝痛さんに！

手続き 教育・保育給付支給認

～時

こと

アクアビクス
分
②・③
リズム運動♪

必要な書類 旧姓が記載された

時

一般利用

定申請書、入園申込書、保育

時
時分

戸籍謄本、マイナンバーカー

相談

かみんプール教室スケジュール 【月日～月日】
月

認定に必要な添付書類などを

30



ドか通知カード、運転免許証

月 日 月 ～ 日 月

２



入園希望施設に提出

期間

認定区分などの決定 ２月中に

お知らせします

12

などの本人確認書類

申込み・問合せ

町民生活課総合窓口班

拶盈６９８５

巡回無料法律相談

旭川弁護士会では、巡回無料

法律相談を実施します。

相続や土地の売買、借金、離

婚、消費者

問題など日

17

頃の悩みを

～ 時

13

弁護士に直接相談してみません

月 日 水

20



か。事前に予約が必要です。

日時
11

福祉課で受付後、入園希望施

希望する施

時

10

※１月以降の認定申請は、保健

令和２年度
入園申込み手続き

設に入園で

設と調整します

令和２年度の入園申込みにあ

きない場合

子育て

たり、必要書類の交付と一斉受

があります

※定員により

付 を 行 い ま す。 産 休 や 育 休 明

け、出産予定などの年度途中か

月 日 金

場所 保健福祉総合センターか

月 日 月

18



みん

申込期限

問合せ 総務課総務班

拶盈６４００

11

司利用手続き説明会

日時

場所 保健福祉総合センターか

みん

問合せ

保健福祉課子育て支援班

拶盈６９８７

22



らの利用も受け付けます。

利用手続き説明会も開催しま

すので、希望者は直接会場まで

お越しください。

対象施設

・認定こども園上富良野高田幼

稚園

11





拶盈
日

一般利用

小学年生
水泳教室
～
～
一般利用

一般利用

～時分
※表の○で囲んだ数字は左が「きつさ」、右が「難しさ」を表しています。数字が大きくなるに従って、きつく難しくなります
※「流氷タイム」の間はフローマシンが利用できます。時間内はコース使用しますのでご了承ください日曜日は時のみ
※「頑張るダイエット」は時分から分間、陸上での筋力トレーニングの後、プールで有酸素運動を分間行います
※初めてプールに入られる方は個別に対応します。プールスタッフに声をお掛けください

広報かみふらの 2019.11

俄

③「こちらはぼうさいかみふら
のです」

拶盈６９８０

月は「児童虐待防止月間」です

労働保険は労働者の生活の安定、福祉の増進などを
図ることを目的に、国が直接管理運営している保険で
す。労働者を一人でも雇用する事業農林水産業の一
部を除くについては、法人・個人を問わず加入が義
務付けられています。
労働保険に加入していない事業主の方は、最寄りの
労働基準監督署かハローワークへご相談ください。
問合せ 旭川労働基準監督署 拶‐‐
ハローワーク旭川富良野出張所 拶姥

厚生労働省では、毎年月を「児童虐待防止月間」
と定め、児童虐待問題の普及活動を行っています。
本の電話で救われる子どもがいま
す。児童虐待かもと思ったら、すぐに
お電話ください。管轄の児童相談所に
つながります。
いちはやく
児童相談所
ダイヤル
問合せ 保健福祉課子育て支援班 拶盈

放送内容
①上がりチャイム音

増進のため、社会教育総合セン

社会教育総合センター
無料開放

ターを個人利用に限り無料開放
④下りチャイム音
管理室

※ 月１日以降に初めて国民年

書」が送付されます。

国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です

国民年金保険料は、健康保険

金保険料を納めた方は、２月

などと同様、社会保険料控除と
してその年の課税所得から控除

旭川年金事務所

月は「労働保険適用促進強化月間」です

189

教育
社会教育総合センター
期間利用券販売中！
します。定期利用団体が使用し
問合せ 総務課基地調整・危機

②「これは、Ｊアラートのテス

社教センターの利用にお得な
ている場合がありますので、事

冬期間の運動不足解消、健康

期間利用券を知っていますか？
前にご確認ください。

拶盈５５１１

問合せ 教育振興課社会教育班

防災
全国一斉情報伝達試験

上旬に送付されます
対象は平成 年１月～令和元
過去の年度分や追納された保険

拶０１６６‐２７‐１６１１
料を支払っている場合も控除が

料のほか、配偶者や家族の保険

拶盈６９８５

問合せ 町民生活課総合窓口班

され税額が軽減されます。

に備え、Ｊアラートによる伝達

地震や武力攻撃などの発生時

トです」が３回流れます

ウォーキングや筋力トレーニ
ングなど健康維持・増進にご活
無料期間
月 日 月 ～ 月１日 日

用ください。
種類・金額 ３カ月券 ３千円
カ月券 ９千円
対象施設 アリーナ、小アリー
ナ、
トレーニングルーム、
ジョ

㎝×縦

ギングコース 個人利用でき
る場所に限ります
購入方法 顔写真 横
３ ㎝ を１枚持参のうえ、社
会教育総合センターでお買い
求めください

年 月までに納めた保険料で、
時

試験のテスト放送が防災行政無
線から流れます。
月 日 水

受けられます。


30

控除を受けるには、年末調整

出張年金相談所
１週間前までの事前予約
が必要です。
日時
月 日 木
～ 時 分
場所 富良野市役所
申込み・問合せ
旭川年金事務所
お客様相談室
拶０１６６‐７２‐５００４
12
16


日時

防災無線の放送内容を FAX
で送信します。
※受信料や用紙代は申込者負
担
対象者 聴覚障害者か歳以
上で音が聞き取りづらい方
申込み・問合せ
町民生活課自治推進班
拶盈

12

10

や確定申告の際に領収証書など
保険料の支払いを証明する書類
の添付が必要で、平成 年１月
の間に収めた方には、 月上旬

１日から令和元年９月 日まで

11 30 31

申込み・問合せ

31

に 日 本 年 金 機 構 か ら「 社 会 保


拶盈５５１１

のお話

険料 国民年金保険料 控除証明

峨 広報かみふらの 2019.11

年金




防災行政無線 FAX サービス
10

今月の

11

旭川人権擁護委員協議会で
は、特設人権心配ごと相談所
を開設します。
人権擁護委員が無料で、近
隣との争いやセクハラ、家族
関係、金銭問題、学校での問
題などの相談に応じます。
個人の秘密は守られますの
で、気軽にご相談ください。
日時 月日火 ～時
場所 保健福祉総合センター
かみん
問合せ
保健福祉課福祉対策班
拶盈

12



11


2.5

12

４



12





25



12



教育振興課社会教育班

特設人権心配ごと相談所

拶

お知らせ

information

作品名 「秋の製作」

ちゃん

森田 恵

雪道での転倒に注意

～ファイヤーマンから炎 のメッセージ～

冬は路面凍結
険性が高まりま

折が疑われるなど重い症状が出た場

頭を打つ、激しい痛みがある、骨

転倒してしまったら

す。転倒で救急

合は、 番通報してください。

により転倒の危

搬送されるのは
高齢者が多く、場合によっては骨折
など大きなケガにつながることがあ
ります。雪道では慎重に歩きましょ
う。

司餅による窒息事故を防ごう
冬になると、餅を喉に詰まらせ
る窒息事故が
多く発生して
います。次の
点を守り、事

寒さ厳しいかみ

ふの冬は、あった

か～い温泉で温ま

りましょ！

年再建され、同 年には白銀荘横

に火災で焼失してしまいます。翌

荘」が建設されましたが、同 年

９ 年 に は 一 般 客 用 と し て「 勝 岳

白銀荘」が保存されています。同

建設の迎賓用として使われた「旧

と、現在の駐車場には、昭和８年

白銀荘に関わる歴史をたどる

山者が利用しています。

で、季節を問わず多くの町民、登

のさまざまな症状に効能がある湯

た内風呂が特徴的。源泉かけ流し

露天風呂やヒバの木材が使用され

深めの浴槽と滑り台がある混浴

きます。

で、日帰り入浴のほか、宿泊もで

平成９年にオープンした施設

吹上温泉保養センター白銀荘

その22

に移転し一体化して営業したの

ち、
平成９年に取り壊されました。

我

広報かみふらの 2019.11

問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

転倒しやすい条件
雪が踏み固められていたり、溶け

故を防ぎましょう。
・乳幼児や高齢者が食べていると
きは、様子を見守る
・餅は食べやすい大きさにしてお
く。水分を取りながらよく噛ん
で飲み込む
・万が一喉に詰まった場合、咳が
できる状態であれば咳を続けて
吐き出すか、肩甲骨の間を手の
付け根で強く叩き続ける

問合せ 上富良野消防署
拶盈２１１９



・横断歩道や駐車場の出入り口など
ている場所
・雪道からタイル張りの屋内に入っ
たとき
・ポケットに手を入れる、携帯電話
を操作する

転倒を防ぐ歩き方
・雪道に合った靴を履く
・歩幅を小さくして、地面に足裏全
体で着地する
・屋内に入るときは、靴底に付いた
雪を落とす



知っているようで知らない、 かみふの 「うんちく」 をお伝えします！

かみふらの ミ ニ 百科

平成年生まれ
平成年生まれ



くん

清水 悠

し み ず はる

葉っぱを運んでいる軽トラック
です辞 運転しているのは自分
で、トラックの色は赤。松ぼっく
りをタイヤの部分に貼るのが難し
かったです。
ライオンが運転しキリン、ペン
ギン、ウサギが乗っているバスで
す。バスの色を水色にして、タイ
ヤに使う松ぼっくりを貼るのを頑
張りました！
も り た けい

上富良野西こども園

かみふっこギャラリー

日頃の疲れも癒やされますよ

広域情報

企画商工観光課ジオパーク推進室

転勤でこちらに引っ越してきて三十
年。 国 内 外 か ら 多 く の 人 が 訪 れ る 美
瑛・上富良野エリアは魅力的な所です
が、十勝岳ジオパーク構想の活動に参

ると下界には雲海が広がり、ヌッカク

きな場所です。十勝岳温泉に車を停め

岳から十勝岳にかけてのエリアは大好

ハードな登山は苦手ですが、富良野

うなことを養成講座で学ぶことは、私

さを感じ取ることができます。このよ

が見られるなど、自然の厳しさや面白

り、低温下で幹が割れてしまう凍裂痕

ジオの取り組みは自然のことだけで

たち夫婦の楽しみであると同時に視野

感じることができ

はなく、地域で採れる作物に感謝し、

シ火口を歩くと足

ま す。
「噴煙レス

それらをＰＲする活動も行っていま

を広げることができるものと感じてい

トラン」と称し、火口の熱を利用して

す。８月に美瑛町で行われた「どかん

ます。

温泉卵や上富良野産の食材を味わいま

と農業まつり」では、ジオくらぶメン

元から湯気が上が

した。火山は恐ろしいものではあるけ

バーにより上富良野産食材を使用した

り、大地の呼吸を

れど、上手に利用することで、その恩

じゅうを販売。 個以上の商品が完売

マフィンや美瑛産小豆を使用したまん
また、富良野岳と十勝岳は「花の百

恵に預かることができます。

百万年前からの大地の動きですから、

さ 」 を 感 じ る よ う に な り ま し た。 数

白金温泉近くの森林を歩くと、信じ

前を知ることが課題です。

サポーターとしては、当面これらの名

癒やしてくれる山とも言えます。ジオ

おり、豊富な高山植物が登山者の目を

史を知ることができると感じていま

で、地域の成り立ちや先人の苦労、歴

オパーク構想の活動に参加すること

節を彩る十勝岳周辺の丘陵。十勝岳ジ

果物が収穫され、たくさんの花々が季

美しい山々があり、おいしい野菜や

したときの達成感は最高でした。

この地域の成り立ちを簡単には理解で

られないほどの高い位置の幹に付けら

名山 」
「日本百名山」として知られて

地球・大地を意味する「ジオ」と公

きませんが、毎日眺めている美しい風

加してからは、それまで気付かなかっ

園の「パーク」を組み合わせた「ジオ

景の誕生の歴史を少しでも知ることが

た地域の魅力、奥深さを感じるように

パーク 」
。私にとって難しいのではな

なりました。

いかと予想していましたが、妻と十勝

す。この地域を好きになっていく活動

占冠村
しもかぷ工房の木工製品
手作りの温かな手触りの製品
を製作、販売しています。贈ら
れると幸せになるといわれる木
製のマグカップ「ククサ」のほ
か、鍋敷き、アクセサリーがあ
ります。
問合せ 合同会社しもかぷ工房
拶悦

れたヒグマの爪痕やクマゲラによる芸

中富良野町
酒かすスイーツ
中富良野産米「ゆきひかり」
から作られた純米酒「法螺吹
ほらふき」
。この酒かすを使
用しているため、無添加で香り
の豊かさが特徴で、酒かす饅頭
まんじゅうなど種類をご用
意。ぜひご賞味ください！
問合せ 前野商店
拶瑛

岳ジオパークサポーター養成講座に通

南富良野町
司鳥羽農園の手しぼりミニトマ
トジュース
ほのかに甘く、舌触りのよい
のが特徴で、トマトジュースの
食感が苦手な方にもおすすめ。
問合せ 株南富良野町振興公
社
拶液
司エゾシカコロッケ
南富良野町産のジャガイモと
エゾシカ肉を使用しており、鉄
分が多く脂肪分が少ないヘル
シーなコロッケです。冷凍で販
売されています。
問合せ 南富フーズ株
拶液
※販売場所は、いずれも道の駅
南ふらのです

できるのは、このうえない幸せだと感

十勝岳登頂を果たす犬上さん

に皆さんも参加してみませんか。

拶盈６９９４

十勝岳ジオパーク誕生への道
問合せ
今回の「十勝岳ジオパーク誕生への
道」は「夜空を見上げれば…」のコー
ナーでもおなじみの犬上達也さん 十
勝岳ジオサポーター が担当します。



術的に形が整った大きな穴を見つけた
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富良野市
メイドインフラノ認定商品
富良野地域産
の原材料を使用
し、富良野市内
で製造加工され
た商品を「メイ
ドインフラノ」と認定していま
す。現在品が認定され、上記
のロゴマークが付いています。
商品や取り組みについては、
ホームページをご覧ください！
ホームページ http://madeinfu
rano.com/index.html
問合せ 富良野市商工観光課
拶曳

じるようになりました。

わがまちの自慢

ううちに、十勝岳周辺の「大地の面白

今月のテーマは…

夜空を見上げれば…
見上げれば…
問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

☆月の上富良野の星空は…

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

うお座

止

アルデバラン

止

止

南南東

南

１万円
5 万円

いるか座

フォーマル
ハウト

月の天体観望会

ちょうこくしつ座
南東

３万円

◎上川政美さん
みずがめ座

オリオン座
東南東

◎炭田好子さん
◎松緑神道大和山上富良野支部

くじら座

リゲル

町へ
社会福祉協議会へ

ペガサス座

おひつじ座

おうし座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

南南西

南西

西南西

月日金時の上富良野の星空です。この時期になると日没は時
ごろとなり、薄明も時分ごろには終わるので、中高生の皆さんが帰宅
するころには星空が広がっています。日没後時分過ぎあたりから南西
の空低く輝いているのは、宵の明星「金星」です。すぐそばに木星も見え
ていますので、晴天が続きそうな状況であればカメラに収めて、それぞれ
の位置関係を観察してみると面白いでしょう。日ごとにどれくらい位置
関係が変わるのかを知ることで、私たちの地球を含めた惑星が太陽を中心
に動いている公転していることを実感させてくれます。
東の空には等星「アルデバラン」を持つ「おうし座」が見えています。

法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、望遠鏡を使ってすばる
やオリオン大星雲などを眺めます。
中止の場合は時以降に連絡します。
日時 月日金 ～
場所 上富良野西小学校チャレンジ天文台
定員 人中学生以下は保護者同伴
参加料 無料
申込期限 月日木
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

おうし座はギリシア神話によると、大神ゼウスが変身した姿といわれてい
ます。アルデバランはだいだい色に見えますが、これは水素が使い果たさ
れ、ヘリウムが燃焼している段階で、赤色巨星になる手前といえます。ア
ルデバランの周囲にはいくつもの星が見えていますが、それはアルデバラ
ン自体がヒアデス星団に含まれているためです。

止

おうし座の下には、冬の王者「オリオン座」が昇ってきています。オリ

木星
止

金星

オンの四辺形の右下にある青白い等星は「リゲル巨人の足」です。私

さて、月日月は「しし座流星群」の極大日です。年の大出現
では、しし座が高くなった夜中から朝方まで、空のどこを見ても流星が絶

太陽
止

は度以上あり、全天で番目に明るい等星です。

度
度

たちからは光年ほどの距離ですが、大きさは太陽の約倍、表面温度

南西

日没後の金星と木星の位置

え間なく流れるというのを筆者も見ることができました。ここ数年はそれ
ほどの出現はありませんが注視してみましょう。

発行日
発 行
編 集
印 刷

令和元年月日
上富良野町
町民生活課自治推進班
株式会社あいわプリント

ご意見・ご感想をお寄せください。
参‐
北海道空知郡上富良野町
大町丁目番号
拶盈 鯖盈
メール：jichi@town.kamifurano.lg.jp

● 人のうごき ●


は前月比

令和元年月日現在

人口 10,696 人 （－ 13）
男
5,482 人 （－ 10）
女
5,214 人 （－ 3）
世帯 5,396 人 （－ 11）
 フロアカーリング協会の皆さんが来庁。
日に行われた全国交流大会で優勝しました。
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