四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

2020
こ

2
う

ほ

NO.729
う

主な内容

令和年上富良野町成人式
「もしものとき」に備えよう 十勝岳噴火総合防災訓練
令和元年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
ＪＲ富良野線を考える
晴れ着姿で大人の仲間入り
～令和年上富良野町成人式～

令和２年
上富良野町
成人式
日 に保健福祉総合センターか

上富良野町成人式が１月 日

12

この日成人を迎えた 人が式

みんで行われました。
典に出席。
向山富夫町長から
「常
にチャンスに備え準備を続ける
ことが大事。強い信念と熱い情
熱を持って活躍されることを期
待している」と激励の言葉が贈
られました。新成人の佐々木ひ
が「誓いの言葉」を読み上げ、
木全史也さんからは「社会の一
員として自覚と向上心を持っ
て、日々努力していく」と決意
の言葉が述べられました。

佐々木ひかりさん
成人となり、親に感謝して
います。医療関係の仕事を頑
張り、地域の方と親しんでい
きたいです。

木全史也さん
自衛官として勤務。成人と
して日々成長し、仕事に精進
したいです。

菅晏士 あんじ さん
大学２年生。将来、観光の
仕事に就きたいので、中国語
を覚えたいです。

嘩
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新成人『私の抱負』

上坂望遥 みはる さん
ひしひしと大人の責任を感
じています。現在専門学校生
で、自分の夢に向かって頑張
りたいです。



土田朋輝さん
建築業に従事。一日でも早
く、一人前の大工になれるよ
う頑張りたいです。



世坂比奈子さん
色々なことに興味を持ち、
色々な方とつながっていき、
周りに良い影響を与えられる
人になりたいです。
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かりさんと菅晏士 あんじ さん







よう

避難訓練
２月 日 木
～ 時
し、避難指示を防災行政無線と

融雪型火山泥流の発生を想定

察、自衛隊など防災関係機関の

細やかな対応を役場、消防、警

災害時に一人ひとりに対する

自主防災組織との
協力、連携

サイレンにより発令します。参

みで行うことは限度があるた

め、自主防災組織の活動が重要

★重点項目

・避難所の開設

・避難者の受入れ、整理、誘導

・避難者の確認

モ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、

護の際に、それぞれ生活状況や

避難の声掛け、誘導、救出、救

自主防災組織は、隣近所での

・懐中電灯、携帯ラジオ、常備

日頃から
家庭でも備えて
おきましょう

楽天モバイルの緊急速報メール

薬、非常食、飲料水など防災

となっています。

のほか、ＦＭ放送局「ラジオふ

身体的ハンディに応じた手助け
日新、草分、日の出、島津、

織され、 人の防災士を中心に

現在は の全ての住民会で組

・自宅の中で電話がつながらな

・避難場所や避難経路を確認

電源と乾電池を確認

・防災行政無線の戸別受信機の

らの」でも情報を発信します。

グッズを準備
北町、泉町、扇町、栄町、中

・避難対象地区

を行います。

避難指示の際は、ＮＴＴドコ

ください。

加者は、指定避難所に避難して



町、錦町、富町、西町、光

活動しています。毎年訓練に参

いときの連絡先、伝言を貼る

の約束事を話し合う

・家族がバラバラになった場合

場所を決めておく

今回は次の項目に重点を置い

強化を行っています。

加し、関係機関との連携確認と
難所は、事前に対象住民会へ

※ 住民会が参加予定。指定避

町、本町、大町、宮町

53 25

ています。

未避難者の確認

お知らせします

貨 広報かみふらの 2020.2








昨年の様子

避難者の受入れ

11

避難所から要支援者を移送

月日水～日木

ものと
「もし

備え
き」に

十勝岳噴火総合防災訓練

活火山である十勝岳は噴火を繰り返しながら、現在も活動を続けていま
す。大切な命を失わないため、
歴史に学び日頃から備えることが重要です。
日は災害対策本部会議と関係機関との情報伝達訓練のみ実施します。
問合せ 総務課基地調整・危機管理室 拶盈

結果の傾向
体格では、小中学校の男女で身長と
体重の数値が全国平均を上回り、肥満
の傾向が見られます。
体力では、体力合計点平均値が小学
５年男子は全国平均と並びましたが、
それ以外は全国平均を下回るなど、運

や保健体育の授業は楽しい」の回答の

質問紙調査では「運動が好き」
「体育

計点の平均値を「体力合計点平均値」

は種目別得点表により採点。得点の合

実技に関する調査では、種目の得点

迦

広報かみふらの 2020.2

性、持久力、疾走能力、筋パワーに課

題が見られます。部活動では高い満足

度を得られるよう指導をするほか、体

力の課題に対して計画的、重点的な指

導を行います。

割合が全国平均を上回っており、体を

としています。総合評価は、実技テス

調査結果

運動習慣や生活習慣のほか、学校に

動かす習慣が身に付いています。

動能力も下がっています。

対し体育の授業に関する調査

質問紙調査

令和元年度
全国体力・運動能力、
運動習慣等調査結果
文部科学省 スポーツ庁 が行った
調査結果を抜粋してお知らせします。
教育委員会では調査結果を踏まえ、

トの点数を合計したものを基準表に基



調査実施日



学校、家庭、地域と協力し、子どもの



づき上からＡ～Ｅと判定しています。



今後の取り組み

北海道

平成 年４月～令和元年７月



参加学校数



の改善に取り組みます。



司体力合計点平均値



学校だけでなく、普段の食生活や運

全国

中学校 １校



・町内 小学校 ３校

小学年 小学年 中学年 中学年
男子
女子
男子
女子

に掲載しています

地域での取り組みも重要となっていま



動習慣が大きく影響するため、家庭や

学校支援ボランティアが計測を支援

・全国 小学校 １万８千 校
中学校 ９千 校

す。朝食を取ることの大切さや就寝時
間などの基本的な生活習慣について、
継続的に指導を進めます。
小学生では柔軟性、疾走能力に課題
が見られます。体づくりや体ほぐしの

単位 点

体力向上のほか、運動習慣、生活習慣

・

※調査結果の詳細は、町ホームページ
問合せ 教育振興課学校教育班
拶盈６６９９

調査の概要
調査対象 小学５年生と中学２年生

ほか、単元
に合わせた
運動を指導
していきま
す。
中学生で
は敏しょう



上富良野町 

調査事項
・体格に関する調査
身長、体重、肥満・痩身傾向
・実技に関する調査

50

握力、上体起こし、長座体前屈、反
復横とび、 ｍシャトルラン、 ｍ

359



走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ

527

31



20

ている。女子は総合評価ＡとＢの割合

ＡとＢの割合が多いが、Ｅも多くなっ

全国・北海道と比べ男子は総合評価

が低く、ＢとＣの割合が ％と多くを

なっている。女子は総合評価Ａの割合

Ａ の 割 合 が 低 く、 Ｄ が 大 き な 割 合 と

全国・北海道に比べ男子は総合評価





単位 ％



小学年男子
上富良野町







小学年女子










全国















北海道







 



















全国





北海道



















 






 







中学年女子








中学年男子
上富良野町  
















































運動が好きやや好きを含む
小学年
女子

中学年
男子

中学年
女子

上富良野町









全国







北海道







小学年
男子

小学年
女子

中学年
男子

中学年
女子

上富良野町











全国











北海道









中学校で自主的に
運動したい

中学卒業後自主的
に運動したい

小学年
男子

小学年
女子

中学年
男子

中学年
女子

上富良野町









全国







北海道
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運動は大切やや大切を含む

体育の授業は
楽しい
ややを含む

保健体育の授業は
楽しい
ややを含む

小学年
男子

小学年
女子

中学年
男子

中学年
女子

上富良野町











全国











北海道









司質問紙調査

単位 ％

小学年
男子

司総合評価

が少なく、
Ｅの割合が３～４倍と高い。
占めている。
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ＪＲ北海道の発表
平成 年 月に「単独では維持する
路線を公表。
「 安全な鉄道サー

ことが困難な線区」として富良野線を
含む

ビス」を持続的に維持するための費用
を確保できないとされる「輸送密度
人以上２千人未満 図２ 」の線区に分

国の監督命令を受けて、維持困難線

円、自治体６千万円 を決定。上富良野

町は 万円を負担することとし、昨年

９月の定例議会で補正予算が承認され

ＪＲ北海道は利用促進策として、車

ました。

霞

広報かみふらの 2020.2

に進めることが命じられました。

国はＪＲ北海道の徹底した経営努力

を前提として、令和元年度と令和２年

度に限り総額 億円の支援を決定して

います。

区の沿線自治体では、令和元年度と令

地方自治体の支援
類され「旭川市への通勤通学輸送、富

額２億円の財政支援 北海道１億４千万

緊急的かつ臨時的な支援」として、総

和２年度に限り「ＪＲ北海道に対する

良野・美瑛を中心とした観光路線の役

200

ＪＲ富良野線を
考える
富良野線は旭川～富良野間 ㎞を結ぶ通勤や通学、観光客の輸送など私
たちの暮らしに必要不可欠な交通手段です。一方で、利用者の減少や鉄道
の維持に莫大な経費 図１ がかかることにより、路線の存続が危ぶまれて
います。

割があるが、輸送密度が約１千 人と
比較的利用が少ない。山間部の区間が
多く、冬期間には除雪などの対応に苦
慮している」と分析されています。
ＪＲ北海道の発表を受けて、上富良
野町を含む富良野線沿線自治体が「Ｊ
Ｒ富良野線連絡会議」を設立し、富良
野線の維持・存続に向けた、相互の連

両の観光列車化、駅の ‐ 整備、特

急列車の整備などを実施しています。

Fi

その事業の一つとして、昨年 月

日の鉄道の

日には、富

良野線全線

開通 周年

記念プレ行

事「特別観

光列車『紫

水号』
」の

旭川～富良

野間の往復

10

絡、意見交換、連携を図ることを確認
しています。

国からの
監督命令と支援
平成 年７月に国からＪＲ北海道に
対して「事業の適切かつ健全な運営に
関する監督命令」が出されました。Ｊ
Ｒ北海道の徹底した経営努力によって
収支を改善し経営自立を図ること、関
係者相互の連携と協力のもとで、将来

Wi

上富良野町をはじめとする富良野線沿線自治体では、路線の維持と利用

11

にわたり持続可能な交通体系を構築

 

促進に向けて協議し、さまざまな取り組みを進めています。
問合せ 企画商工観光課企画政策班 拶盈６９９４



400

運行が実施されました。

14



54.8

28

し、経営改善に向けた取り組みを着実

130

120

500



13

30



ＪＲ北海道の資料から見る富良 野 線

以下に
減少
 

図２



図１

人

司輸送密度の推移

費用百万円 収入百万円

司平成 年度富良野線の収支状況
約３億７千万円の収入に対して、約

路線を守るために
富良野線の利用者は、沿線人口の減
少や少子高齢化、自家用車の普及など
により、ピーク時の昭和 年と比べ平
成 年では半減しています。

50

鉄道の利用拡大と魅力向

上のため、北海道の鉄道旅

行を想起させる動画作品を

「ユーチューブ」を通じて

募集します。

皆さんのご応募をお待ち

しています。

ますが、路線がなくなると、自動車を

北海道内で撮影された車内、車窓か

「北海道の鉄道と地域の魅力」

募集作品テーマ

運転できない高齢者などの生活に多大

らの風景などの素材を使った 秒～３

路線の存続にも莫大な費用がかかり

な影響が出ます。また、路線が一度廃
止されると復活することはほとんどあ
りません。
ＪＲ富良野線連絡会議では、より一

分以内の動画作品 アニメ・ＣＧも可

応募の流れ

①応募テーマに沿って撮影・編集を行

② タ イ ト ル に「 北 海 道 の 鉄 道 動 画 コ

い、動画を制作
めフォトコンテストや絵画コンクール

ンテスト２０１９」を付けて「ユー

層、富良野線を身近に感じてもらうた
の開催をはじめ「ふらの線ＭＡＰ」を

チューブ」に投稿

最優秀作品 １作品

入賞点数

共有ＵＲＬと必要事項を記載

③応募フォームに「ユーチューブ」の

作成しています。令和２年度には、富
良野線全線開通 周年の記念行事を予
定しています。

を考え、存続に向けて取り組んでいき

に、富良野線が利用されるための方策

町はＪＲ富良野線連絡会議ととも

120

億４千万円の費用がかかっており、



H30
H20
H10
H5
S62
S50

約 億円の赤字を計上しています。





びゅう商品券 万円分

優秀作品 ２作品

びゅう商品券 万円分

募集期限 ３月 日 日

※著作権の取扱い、審査方法などの詳

細はホームページでご確認ください

拶０１１‐２３１‐４１１１

問合せ 北海道鉄道活性化協議会

内 ‐

845

輸送に直接
必要な費用

15

10

５

23





http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/



車両の維持
や修繕など
に係る費用

30

ます。





22



tetsudodoga.htm
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施設の維持
や修繕など
に係る費用

近年は増加傾向ですが、平成年度以降は輸

酸富良野線の歴史
明治年月日：北海道官設鉄道十勝
線として旭川駅～美瑛駅間が開業。
区間に辺別駅現在の西神楽駅、美
瑛駅開設
同年月日：美瑛駅～上富良野駅間
が延伸開業。上富良野駅開設
明治年月日：上富良野駅～下富良
野駅現在の富良野駅間が延伸開業
大正年月日：滝川駅～下富良野駅
間が開業し、滝川駅～下富良野駅～
帯広駅～釧路駅後の浜釧路駅が釧
路本線に改称。旭川～下富良野駅間
が富良野線に改称
昭和年月日：公共企業体日本国有
鉄道国鉄に移管
昭和年月日：国鉄分割民営化に伴
い北海道旅客鉄道JR北海道が承継



損益
▲百万円
減価償却費




30



富良野線は、旭川駅と富良野駅間、市
町を結ぶ㎞の鉄道路線です。
観光路線としても重要な路線で、トロッ
コ列車「富良野・美瑛ノロッコ号」が毎
年～月にかけて運行されるほか、臨時
駅として中富良野町にラベンダー畑駅が
開設されています。

管理費など

11

14

百万円


諸税

富良野線の概況

送密度人未満の状態が続いています。

川総合振興局長より表彰状が授与され
ました。

防火・防災への思いを
一つに
消防出初式

令和２年消防出初式が保健福祉総合
センターかみんなどで行われ、多くの
役場前では消防職員と団員のほか、

町民が見物に訪れました。

を意欲的に取り組む団体や個人を表彰

上富良野駐屯地と多田分屯地のポンプ

同賞は地域における子育て支援活動
するもの。同団体は平成 年４月から
かせや朗読劇などで、子育て活動を展

町内の小学生に宮沢賢治作品の読み聞

消防長から「住民の安全と安心な暮ら

の観閲を受けたほか、式典では中島浩

班が分列行進を行い、向山富夫町長ら

どもたちに本を読む楽しさ、想像する

体制の充実を図ります」と訓示があり

を図り、一層の火災予防の啓発と防災

しを守るため、関係機関との連携強化

開したことが高く評価されました。
大西代表は「 年間活動を行い、子
楽しさを伝えることができた。子育て

ま し た。 無 火 災 祈 願 も ち ま き も 行 わ

プレーに沸いた！
ミニバレーボール大会

れ、防火への思いを一つにしました。

中のお母さんも一緒に活動してみませ
んか」と話していました。
町の年越しイベント「第 回北の大
文字」が日の出公園で開催され、ＮＨ
Ｋ「ゆく年くる年」の撮影が行われる
中、約１千 人の来場者でにぎわいま

第 回住民会対抗ソフトミニ
ステージでは、上富良野神社で採火

住民会から チームが参加しま

合センターなどで開催され、

バレーボール大会が社会教育総
された御神火の前で点火人 てんかび

した。

した。

と が十勝岳の平穏と町民の安全を祈

14
混成、 歳以上、 歳以上の
45
字に御神火が点火されると、会場から

の出山の斜面に設置された「大」の文

中、午前０時のカウントダウン後、日

オープントーナメントも行われ

部では、予選敗退チームによる

３つの部で競技を実施。混成の

ました。
各コートでは僅差の熱戦が展

歓声が上がっていました。
イベントの最後には約１千発の花火

開され、会場内はギャラリーか
らの声援で盛り上がりました。

とレーザービームが会場を包み、新年
の幕開けを祝福しました。

優勝チームは次のとおり。

・ 歳以上 大町Ｄ

・ 歳以上 本町Ｃ

・混成 南町Ａ

・オープントーナメント 東中Ｃ

俄

広報かみふらの 2020.2

ふらの・ものがたり文化の会 大西
邑子 ゆうこ 代表 がほっかいどう未来



輝く子育て大賞を受賞し、佐藤卓也上



14

願。伝統芸能「安政太鼓」が響き渡る

35

60

ほっかいどう未来輝く
子育て大賞を受賞

新年の幕開けを飾る
北の大文字

1/ ７
1/26

31

観閲を受けながら分列行進

打球を見つめてレシーブ！

17

33



45 60



200

表彰状を手にする大西代表中央
十勝岳の平穏を祈り御神火を採火する点火人





12/23
12/31

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/

・武道館使用料

・清富多世代交流センター使用

料

方消費税の税率の改正、施設の

使用料について、消費税及び地

・学校使用料

○教育振興課

・児童館使用料

・保健福祉総合センター使用料

・セントラルプラザ使用料 １

○企画商工観光課

・農産物加工実習施設使用料

・農業構造改善センター使用料

公共施設使用料

応募方法
維持管理経費の見直しに伴い改

・公民館使用料

○農業振興課

①町内に居住する３人以上の農

正します。減免措置は変更あり

町農業委員会委員候補者を 人

が過半数となっています。
任期 令和２年７月 日～令和
５年７月 日まで ３年間
募集期間 ３月２日 月 ～

推薦・募集に応じた人の公表

②個人による応募

・集会施設使用料

○町民生活課・教育振興課

対象となる使用料

ません。

・セントラルプラザ使用料 ２

・社会教育総合センター使用料

・運動公園使用料

・島津公園野球場使用料

問合せ 総務課財政管理班

せください。

認できるほか、担当課にお問合

詳細は町のホームページで確

階部分

法律により、応募期間中と終
了後には氏名などを町ホーム

・草分防災センター使用料

http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp

拶盈６９８０

○保健福祉課

農業委員会 拶盈６９８４

階部分

ページで公開します。

・泉栄防災センター使用料



申込み・問合せ



日 火

応募資格 農業に関する識見を
持ち、農地利用の最適化の推



上富良野高等学校長 辻 芳恵
「おごらず、他人と比べず、面白がって平気で生きれ
ばいい…」樹木希林さんが娘の也哉子さんに残した言葉
だそうです。昨年ミリオンセラーを記録した「一切なり
ゆき」の帯にはこうも書かれています。
「私は、いつか
言われた母の言葉を必死で記憶から手繰り寄せます。
」
この本のほかにも、樹木さんが生前語った言葉がまと
められ、次々と出版されました。年々、紙の書物の売上
げが伸び悩む中、樹木さんの本は売れ行きが好調とのこ
とです。樹木さんの飾らない人柄が多くの人に親しまれ
たこと、たくさんの情報があふれ、次々と新しい価値が
生み出される時代だからこそ、心穏やかに生きるヒント
として多くの人の共感を呼んだのかもしれません。
今あるものを大切にして、自分の人生を自分らしく生
きる。そんな生き方を貫くことができれば、これ以上の
幸せはないでしょう。也哉子さんの心に母の言葉が残っ
たのは、娘から見た母の生き方がしっくりなじんだから
ではないかと思います。
「子どもが歳なら親も年。子どもと一緒に親も少し
ずつ成長していくもの。
」年ほど前に長男の担任の保
育士さんが私にかけてくれた言葉です。たくさんの子
どもと親に関わってきた方だからこその重みある一言で
す。現在の私が親として成長できたか、そして親の姿が
子どもの目にどう映ってきたのかを自分に問いかけ、想
像すると心配になります。
樹木さんのように、これからを生きる人に何かを残す
のは難しいことですが、もがきながらも懸命に生きる親
の姿から、子どもが何かを感じ取り、いつかあんな生き
方もあったと思い出してくれれば、それも良いのではな
いかと今は思うのです。

進など農業委員会の職務を適

かみふらの人材育成アカデミー

～ 時

「知的財産セミ ナ ー 」

月 日 火

場所 セントラルプラザ

日時

主催の「知的財産セミナー」を

ンサルティング株式会社
石黒一夫氏
申込期限 ２月 日 月

の知的財産の活用、実例から学
ぶ知的財産のトラブル防止策に

くじの収益金の助成を受けて

※この事業はサマージャンボ宝

拶盈２１９１

上富良野町商工会

申込み・問合せ

17



的財産の基礎知識、ビジネスへ

講師 三菱ＵＦＪリサーチ＆コ

25



ついて学びます。どなたも無料
で参加できます。



４月１日から町の公共施設の

業者か農業者が組織する団体

切に行うことができる人

募集します。構成は利害関係に
による推薦

改正

無い人が一人以上、認定農業者

します
「親の姿」

20

 
31
 



開催します。特許・商標など知

15

19

かみふらの産業賑わい協議会

17

13

７月 日任期満了の上富良野

農業委員会委員

します
19

してね
ピックアップ
ョン
インフォメーシ

第号
家庭教育シリーズ

２

実施します

峨 広報かみふらの 2020.2

募集
受講

お知らせ

information
～なくそう！

望まない受動喫煙～

防災
防災講演会

日時 ３月５日 木

いて講演会を開催します。

山の正しい知識と防災対策につ

を繰り返しています。十勝岳火

十勝岳は約 年の周期で噴火
30

～ 時 分

場所 保健福祉総合センターか
みん

時 分～ 時 分

富良野市地域福祉セン

申込み・問合せ 富良野保健所

拶姥３１６１、鯖姥３１６３

気象台一口メモ「冬の気温～体感温度」

観光客とのコミュニケーション講座

この時期の気温は年を通じて最も寒くなり、風速
も強い時期です。体感温度と気象台の発表した気温で
は感覚が大きく変わる場合があり、その大きな要因
は風速です。風速ｍにつき気温が度下がる感覚に
なり、気温が度でもｍの風のもとでは、体感温度
はマイナス度になります。出かけるときの服装など
は、天気予報を参考にしてください。
問合せ 旭川地方気象台 拶‐‐
ホームページ https://www.jma-net.go.jp/asahikawa/

札幌よしもと所属の芸人が講師となり、芸人流のコ
ミュニケーション術、おもしろ英会話を教えます。
日時 月日金 ～
場所 保健福祉総合センターかみん
講師 つちふまズ、アルちゃん先生
参加料 無料
申込み・問合せ かみふらの十勝岳観光協会 拶盈
※この事業はサマージャンボ宝くじの収益金を活用し
て実施しています

我

広報かみふらの 2020.2

講師 大阪体育大学教育学部

教授 藤井茂樹氏
参加料 無料

※託児を希望される方は、２月

日 水 までに子どもの名

前、年齢をご連絡ください
申込み・問合せ

拶盈９９９９

発達支援センター

福祉

ひきこもり等に関する
講演会

ずきに気づく、寄り添う孤立さ

・ＮＰＯ法人環境防災総合政策
・旭川地方気象台

せない地域での支援」をテーマ

「ひきこもり、こころのつま
・旭川建設管理部

多様化するこころの問題とそ

問合せ 総務課基地調整・危機
拶盈６９８０

の向き合い方について一緒に考
えませんか。
日時 ２月 日 土
場所

タ ー い ち い 富良野市住吉町

講師 こころのリカバリー総合

１番 号
活できるように、発達支援シス

申込期限 ２月 日 金

阿部幸弘氏

支援センター 理事長・所長
について講演会を開催します。
日時 ２月 日 金

時 分～ 時

場所 保健福祉総合センターか
みん

参加料 無料

テムと地域における体制づくり

もと家族が地域の中で楽しく生

子どもの健やかな成長と子ど

地域福祉講演会

子育て

管理室

に講演会を開催します。

研究機構 理事 岡田弘氏

講演



平成 年７月の健康増進法の一部を改正する法律により、令

○たばこの喫煙が
可能
○飲食などの提供
可能

19

和元年７月から学校や病院、行政機関などの施設は原則敷地内
禁煙となりました。今年４月からは、事業所や飲食店などの多
数の方が利用する施設が原則屋内禁煙となります。
規制対象となるたばこは、紙巻たばこや加熱式たばこなど、
たばこ葉を燃焼、加熱するたばこ製品です。違反すると罰則の
対象となる場合があります。
改正のポイント
①多くの施設が原則屋内禁煙
多数の方が利用する施設 事務所、工場、ホテル、飲食店な
ど は、原則屋内禁煙となります。施設における事業の内容や
経営規模によっては、各種禁煙室の設置が認められています。
②各種禁煙室には標識が掲示されます
喫煙可能な施設には必ず標識が掲示され、掲示内容に示され

△加熱式たばこに
限定
○飲食などの提供
可能

30

た喫煙室が設置されています。

○たばこの喫煙が
可能
×飲食などの提供
不可

③ 歳未満は喫煙エリアに立入禁止
歳未満の方は、喫煙エリア 屋内、屋外含めた全ての喫煙

室、喫煙設備 への立ち入りが禁止となります。たとえ従業員
であっても立ち入ることができません。

13

喫煙可能室



29
30

15

28





28





加熱式たばこ
専用喫煙室

20
20

30

問合せ 富良野保健所 拶姥３１６１



18

28
30

20
18



喫煙専用室
20 20

お知らせ

information

対象 小学４年生以上
定員 先着 人
円 保険代

旭 川 年 金 事 務 所 で は、 毎
月 １ 回「 年 金 相 談 所 」 を 開
設 し、 年 金 の 請 求 手 続 き な
どの相談をお受けしていま
す。 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

国民年金保険料
前納制度を利用しませんか

国民年金保険料は、一定期間
分をまとめて前払い 前納 する
ことで割引があります。

納付書での前納より口座振替
による前納が、割引額が多くお
得です。
申込みに必要なもの
・マイナンバーがわかるもの
・預金通帳、通帳の届出印 口
座振替の場合

・クレジットカード クレジッ
トカード納付の場合

申込期限 ２月 日 金

日 時 月日金～日火 ～時
場 所 中富良野町ふれあいセンターなかまーる
入場料 無料
○奥田修一略歴
年 東京生まれ
年 中富良野町移住
年 北海道風景画館開館
問合せ 北海道風景画館 拶瑛

健康
参加料
持ち物 かんじき、ストック、
昼食、飲み物、山登りに適し
た暖かい服装
し用あり

※かんじき、ストックは貸し出
申込期限 ２月 日 金
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班
拶盈５５１１

就学援助制度
学用品費や給食費、修学旅行
費、スキー用具購入費用などに
対して援助しています。
対象 小・中学生のいる家庭で
生活保護を受けている方、そ


30

健康体操講習会
生命の貯蓄体操
生命 いのち の貯蓄体操は、
誰でも気軽にできる呼吸法と反
動や体重を利用
してゆっくり行
う運動。自然治
癒力を高め、ス
トレス解消など
の効果が期待できます。頭痛や
めまい、更年期障害、自律神経
失調症、便秘、肩こり、冷え性

～ 時

などでお悩みの方はぜひご参加
月 日 木

ください。
日時
場所 社会教育総合センター
参加料 無料
持ち物 バスタオル、運動ので

れに準ずると認められる方
申込み 通学している学校
問合せ 教育振興課学校教育班
拶盈６６９９

牙 広報かみふらの 2020.2

奥田修一絵画展

北海道風景画館開館周年

月日から外国人雇用状況の届け出は、在留カード
番号の記載が必要となりますので、ご注意ください。
※外国人を雇用する事業主は、雇用と離職の際に氏
名、在留資格などについてハローワークに届け出る
ことが義務付けられています。在留資格が
「外交」
「公
用」の方や特別永住者は対象外です
問合せ 北海道労働局職業安定部職業対策課
拶‐‐

みんなの 伝言板

在留カード番号の記載が必要となります

12
16


年前納
円 円 月末
・保険料は年度ごとに変更される場合があります
・月末が休日の場合は、翌営業日が振替日になり
ます
申込み・問合せ
町民生活課総合窓口班 拶盈

10

円

きる服装
拶盈６９８５

人事

円

問合せ 町民生活課総合窓口班

教育
町民かんじきツアー
上富良野町職員人事
酸採用 ２月１日付
田北綾奈 町立病院看護師

カ月前納

円 月末
円
年前納

十勝岳地区周辺をかんじきで
８時 分

円

年金

【口座振替】

３

毎月納付



年前納

振替日



カ月前納

割引額



28




円予定 円予定 当月末
月末
円
円
月末
円
円 月末
早割

翌月末
円
毎月納付

保険料額
納付方法

のお話
振替日
割引額
保険料額
振替の方法

翌月末
月末
円
月末
円 月末
年前納

散策してみませんか。
日時 ３月 日 日

問合せ 総務課総務班

【現金納付・クレジットカード納付】

今月の
令和年度国民年金保険料



拶盈６４００





15

30

28





13

500
20






５



８



社会教育総合センター集合、
30







３

時 分帰着予定
14

うちの
歳

★昂平さん・萌菜さんの子★

中！ 予防しましょう

★風邪、インフルエンザが流行
・手洗い、
うがいの
ほか、マ
スクを着
用する
・規則正しい生活を心掛ける
・部屋の湿度を一定に保つ
・外出時は、できるだけ人混み
を避ける

問合せ 上富良野消防署
拶盈２１１９

自動車でここを

通る方も多いので

は？ かみふは絶

景がいっぱいね！

深山峠 かみふらの八景



その24

道 号線を進むと、美瑛町との町

町内から旭川方面に向かって国



～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

町の火災・救急統計




火災
昨年の火災の内訳は、建物火災３
件、車両火災１件、その他火災２件
火災は財産だけでなく、自分や家

でした。
族の命、近隣の方を危険にさらす恐




ろしいものです。日頃から、防火対
策を行いましょう。
火災が発生してしまった場合は、
消火器で初期消火をして、火の勢い




界にある峠。国道沿いの展望台か

ら、どこまでも広がる美しい丘や

十勝岳連峰の絶景を眺めることが

できます。一帯には深山峠さくら

園、深山峠ラベンダーオーナー園

のほか、観光関連の施設が立ち並

び、多くの方が訪れる観光スポッ

トです。

また、幕末の探検家の松浦武四

郎が蝦夷地調査の十勝越えの際に

深山峠を通過したとされており、

昭和 年には展望台横に「松浦武

四郎顕彰之碑」が建立され、史実

を後世に伝えています。

画
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問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

    
過去年間の救急の出動件数






件


雪を触ったり、そりに
乗ったり体を動かす遊び
や絵本を読んでもらうの
が大好き。大人が話して
いることを段々と理解で
きるようになって、簡単
なお片付けなどもしてい
ます。元気で健康に育っ
てほしいです。
萌菜さん

就学前のお子さんを募集しています !!
町民生活課自治推進班拶盈



48

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

が強ければ避難するなど、身の安全

件、交通事故 件、そ

80

を守る行動を取りましょう。
件数
・平成 年 ７件
・平成 年 ５件
・平成 年 ５件
・令和元年 ６件

救急
昨年の救急件数の内
訳は、急病 件、転院
搬送 件、一般負傷

231

29

の他 件でした。

冬の深山峠と松浦武四郎顕彰之碑

・平成 年 ８件
30 29 28 27

129

19

しおだわら そうすけ

太田 こころ ちゃん

くん

塩俵 颯介
歳カ月

テレビの音楽に合わせて体
を動かしたり、おままごとで
遊んだり、天真らんまんに楽
しく過ごしています。最近は
雪が降っていると「雪だ！」
とうれしそうに雪遊びをして
います。思いやりのある優し
い子に育ってほしいです。
知世さん
★裕也さん・知世さんの子★

元気印
おおた

広域情報

地域を好きになって、住み続けるため

十勝岳ジオパーク構想の取り組みは

用」「働く場の創出」
をめざしています。

や観光の振興などの経済活動への活

み続けられる地域をつくるための農業

ぎわらふぐ作の「火

のいい火山弾」
、は

ら宮沢賢治作の「気

ちょっと難しい本か

の「かみふらの郷土をさぐる」などの

リ」や上富良野町郷土をさぐる会発行

をよくすることにはつながりません。

山はめざめる」など

十勝岳ジオパーク推進協議会は美瑛
そこでジオパークの活動では、それら

クを身近に感じて

の活動です。皆さんも一緒に活動して
町と上富良野町をエリアに素晴らしい
の地質や地形を保護したうえで「地域

図書館ふれんどには「ジオ図書コー

もらえるかと思いま

みませんか？

地質や地形 火山や滝など を保護し、
の人が地域に愛着を持って、住み続け

ナー」が設置されていますが、ご存じ

ています。ジオパー

の絵本も取りそろえ

有効に活用しながら教育や地域振興、

たいと思うことができる郷土学習」「住

また、中谷宇吉郎の生誕 年を記念

す。
は じ め、 Ｎ Ｈ Ｋ で 放 送 の「 ブ ラ タ モ

日本や世界のジオパークの紹介本を

ですか。

司見に来てね「ジオ図書コーナー」

観光などを進める取り組みを行ってい
ます。
平成 年度から活動をはじめ、さま
ざまなところで住民の皆さんとともに
活動を続けてきましたが、いまひとつ
住民周知が足りないという声があり、
これから両町共通のお知らせを毎月掲
載します。
○ジオパークとは？
ユネスコの正式プログラムで、地球

昭和 年３月に世界で初めて人工雪

○中谷宇吉郎とは

すので、併せてご覧ください。

し、関連する書籍を取りそろえていま

120



大地 の公園という意味。地域の貴重

図書館に設置のジオ図書コーナー



な地質・地形を認識し、保護すること

を作ることに成功した物理学者。温度

と水蒸気量の値を変えれば結晶の形に

違いがあることを、後に「中谷ダイヤ

昭和８年 月～昭和 年２月には雪

グラム」
と呼ばれる表にまとめました。

15

の観察・研究のため、旧白銀荘を５回

12

訪れています。

臥 広報かみふらの 2020.2

11

占冠村
アイスキャンドルナイト占冠
極寒しばれ祭り
さまざまな企画をご用意して
います。ぜひ、占冠村の「しば
れ」を楽しんでください。
日時 月日土～時
場所 道の駅自然体感しむかっ
ぷ
内容 グルメを堪能できる「し
ばれ村」
、真冬の花火大会、
チューブ滑り台、スノース
ケート体験など
問合せ 法人占冠・村づく
り観光協会
拶曳



が基本的な活動です。

南富良野町
空知川スポーツリンクス
「カーリ
ング」がで
きる施設。
インストラ
クターの指
導が受けられる体験プログラム
も用意しています。
利用期間 月日火まで
申込み・問合せ 法人どん
ころ野外学校
拶疫

27

富良野市
雪の動物園「ふらの歓寒村」
スノーカフェのほか、ライト
アップされた幻想的な風景をお
楽しみください。スノーチュー
ビング、スノーラフティングも
体験できます。
日時 月日火までの～
最終入場時分
場所 新富良野プリンスホテル
内ニングルテラス隣
問合せ ふらの観光協会
拶姥

しかし、保護だけではなかなか地域

激寒のホットスポット

ジオサポーター養成講座の様子
中富良野町
スパ＆ホテルリゾート
ふらのラテール
お風呂はバリアフリーで、壺
風呂や洞窟風呂など種類あり
ます。十勝岳連峰を一望できる
露天風呂もおすすめ。
営業時間 ～時
料金 大人 円
～歳 円
問合せ スパ＆ホテルリゾート
ふらのラテール 拶曳



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.

ふたご座 ベテルギウス
止
プロキオン

かに座

おうし座

止

金星
止

止

シリウス

うお座

エリダヌス座

いっかくじゅう座

くじら座
おおいぬ座

東南東

南東

南南東

南

南南西

南西

町へ
◎公民館友の会
◎平吹政義さん
◎中河杉子さん

１万円
５万円
５万円

町立病院へ

おひつじ座

オリオン座

こいぬ座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

西南西

月日土時の上富良野の星空です。昨年「宵の明星」となってか
らしばらく低い位置に見えていた金星は高度を上げ、－等という明る
さで「うお座」の位置に見えています。金星はこれから少しずつ高度を上
げていきますが、地球よりも太陽に近い軌道を持つ「内惑星」のため、角
度度以上に太陽から離れることはありません。金星の表面は二酸化炭素
を主とする厚い雲に覆われているため、表面温度は約度という想像を
絶する
「金星温暖化」
の状態。その雲により太陽の光が反射しやすいので、

◎築舘守さん
◎中河杉子さん
◎故藤森高子さん

５万円
５万円
５万円

ラベンダーハイツへ
◎ ASK 旭川信金上富良野会 ８万４千円
◎髙木力夫さん
５万円

社会福祉協議会へ
◎みのや旅館 秋山千歳さん
◎上富良野町飲食店組合
◎上高生と語ろうかい
◎陸上自衛隊多田弾薬支処
◎平吹政義さん
◎上富良野町商工会女性部
◎築舘守さん
◎髙木力夫さん
◎故藤森高子さん

円
円
5 千円
円
万円
３万円
５万円
３万円
５万円

全天のどの等星よりも明るく輝きます。金星の赤道半径は地球とほぼ同
プロキオン

じ大きさ約倍。公転周期年は約日で、自転周期日は、な

ベテルギウス

んと約日という変わった惑星です。
真南の空にはオリオン座が見えています。
左上のベテルギウス等、
こいぬ座のプロキオン等、
おおいぬ座のシリウス－等を結び
「冬
の大三角形図」と呼ばれています。赤色巨星であるベテルギウスは明
るさの変わる「変光星」ですが、昨年秋から予想以上に暗くなってきてい
ます。このことがベテルギウスの超新星爆発に結びつくわけではないと言
われていますが、明るさの変化には注視していきたいものですね。

シリウス

図

冬の大三角形

火星

月、月の上に木星、左に土星、右に火星が並びます。朝焼けが始まる前は
天の川を背景に、朝焼け後は十勝岳を背景に美しい眺めとなることでしょ

木星
止

う。
今年は月に「ペルセウス座流星群」
、月には「火星の準大接近」がう
お座の中で観測でき、月には「ふたご座流星群」が月がない好条件で観

土星
止

測できます。天気に恵まれることを願いながら星空を眺めてみませんか？

南東

図

発行日
発 行
編 集
印 刷

令和年月日
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

止

月日木の早朝には南東の低空図、約度の範囲に月齢の細い

月日木時分の南東の空

● 人のうごき ●


は前月比

令和元年月日現在

人口 10,661 人 （－）
男
5,447 人 （－）
女
5,214 人 （－）
世帯 5,369 世帯 （－）
令和年月日現在

人口 10,659 人 （－）
男
5,449 人 （＋）
女
5,210 人 （－）
世帯 5,358 世帯 （－）

 上富良野西小学校が安全マップコンクール
で北海道教育委員会教育長賞を受賞しました。

広報かみふらの 2020.2

芽

