四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…
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主な内容

アフターコロナに向けて ロケツーリズムの取り組み
進んでいます！ 「泥流地帯」映画化プロジェクト
子育てをサポートします！
子ども・子育て支援事業を紹介します
食べて飲食店を応援しよう！ おうちでグルメ上富良野
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アフターコロナに向けて ロケツーリズムの取り組み

アフターコロナに向けて

ロケツーリズムの取り組み
ロケツーリズムとは

や『君の名は』の岐阜県飛騨地方、『万

近年『あまちゃん』の岩手県久慈市

らう取り組みに成果を出しています。

ン」から「地域のファン」になっても

た人を「作品のファン」
「出演者のファ

するなど、たっぷりともてなし、訪れ

取り組むことで、積極的に

ケツーリズム」に本格的に

優位性を生かし、町が「ロ

人気ロケ地としての高い

いずれの地域でも、ファンがただ訪

てもらえませんか？』 テレビ東京 や

の映画やドラマ、最近でも『充電させ

などに大きな期待が寄せら

な広告効果をもたらすこと

をはじめ、全国的、世界的

製作者が選ぶ「ロケに行きたいまち」
で堂々の位に／令和元年月全国ふ
るさと甲子園東京都秋葉原



菜奈さん／８月 日 金 公開 では、


キストラの町民登録制度、ロケ弁や新

たなご当地グルメの開発、町民主体の

作りに町民の皆さんが関わり、楽しく

ロケ活動支援隊の結成など、映画作品
このような取り組みを町全体で創り

活動できる機会を設けていきます。

拶盈６９８３

問合せ 企画商工観光課商工観光班

あげるために、町ではロケツーリズム
を支援する組織の設立をめざしていま
す。
自宅や事業所などの撮影地提供やエ

嘩

広報かみふらの 2020.7

町内の多くのスポットが舞
台となり、重要なシーンで
町民の皆さまには、エキス
トラとしてご参加いただき
ました。
映画・ドラマで活躍する
スターとロケ地や公開され
た作品内で関わることは、
地域に明るい話題とにぎわ
いをもたらします。

引き家族』の千葉県いすみ市など、映

ロケを呼び込み、直接的な

自力で経済効果を
呼び込むために

画やドラマのロケ地に
「聖地」
として、

上富良野町でも『北の国から』
『優

れるだけでなく、作品にちなんだご当

『サ道』 同 など、バラエティー番組

画『糸』 主演・菅田将暉さん、小松

昨年８月、町内で撮影が行われた映

町内ロケで地域を元気に

高い人気を誇っています。

「ロケに行きたいまち」として、今も

ざまな作品の舞台になっており、町は
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皆さまの直接的な
支援がカギに！

れています。

しい時間 』
『

多くのファンが詰めかけるロケ地観光
ロケツーリズム が盛んです。

経済効果やまちのにぎわい

た「なりきり写真」のスポットを整備

地グルメや作品中の場面とシンクロし

映 画・ ド ラ マ の ロ ケ 地 を 訪 ね、 風 景、 グ ル メ な ど 地 域 の 魅 力 を た ん
のうし、人々のおもてなしに触れ、その地域のファンになること 観光
庁ＨＰより


歳のラブレター』など

ロケで行きたいまちに



や音楽映像の制作者が多く訪れ、さま
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小説「泥流地帯」映画化プロジェクト

映画『パーフェクトワールド』の柴山監督が
「泥流地帯」映画化に立ち上がる

進んでいます！
「泥流地帯」映画化プロジェクト
今夏に映画製作の
協定締結をめざす
町では三浦綾子著「泥流地帯」の実写映
画化プロジェクトが進められています。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大

柴山監督からの
メッセージ

映画監督の柴山健次と申します。「泥

流地帯」の映画化を打診され、引き受

けさせていただきました。

昨年 月上富良野町に伺い、土地の

隅々まで案内していただきました。実

際の出来事を想像し、小説の登場人物

業界も軒並み延期や中止により、感染拡大

きたことが、緻密な取材によって、描

え、皆さんのご家族、ご先祖さまに起

原作が三浦綾子先生の小説とはい

を何度も何度も想像しました。

の防止に注力せざるを得ない現状です。「泥

かれています。そのことを重く受け止

の影響を受け、映画やドラマなど映像制作

流地帯」映画化プロジェクトについても同

めるとともに、映画として伸び伸びと

映画になった『泥流地帯』という種

にまで届くことです。

す。映画の強みは多くの人、遠くの人

その度に、この物語は必要とされま

います。

再び新しい困難はやってくるのだと思

す。
そして、
この困難を乗り越えても、

人々が必要としている物語だと思いま

は、現在、困難の最中にいる世界中の

様に、製作体制や企業版ふるさと納税のＰ

ない現状です。
このような状況下ですが、今夏、映画製
作者と上富良野町の間で協定を締結し、正
式な連携体制が整う見込みです。新型コロ
ナウイルス対策の動向を踏まえ、連携イベ
ントなどをご案内しますので、ご期待くだ
さい。
また、上富良野町内でのロケを支えるロ
ケサポート組織を近日中に立ち上げる予定

がどこまでも広がっていくことを願っ

ています。そのために全力で取り組み
ます。

拶盈

詳しくは広報月日号でご確認ください。

問合せ 企画商工観光課地域活性化担当

泥流地帯作文コンクール実施中！

10

魅力的に描きたいと思っています。

映画
「パーフェクトワールド
君といる奇跡」
主演：岩田剛典、杉咲花
監督：柴山健次
原作：有賀リエ
販売元・発売元 松竹
価格 DVD 円
税込み
鴎「パーフェクトワー
ルド」製作委員会
鴎有賀リエ / 講談社

Ｒをはじめ、機運醸成活動にも大きな制約

映画監督。年生、愛知県出身。大
阪芸術大学芸術学部学術計画学科卒。
代表作は年公開の映画
「パーフェクトワールド
君といる奇跡」

「二度の開拓」を果たした人々の姿

柴山健次しばやまけんじ

があり、これまで目立った活動ができてい

Profire
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前ページ参照 です。多くの皆さまのご参


加をお待ちしております。
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子ども・子育て支援事業を紹介します

子育てをサポートします ！

子どもの権利と利益を尊重しながら、全ての子ど
もたちを見守り、夢や希望を持って成長していける
よう、家庭、地域、社会が一体となって子どもの育
ちを支えていきます。

子ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を
紹介します

④子どもの貧困対策

令和２～６年度までの５年間を事業計画とする「上富良野町子ども・子育て支

地域住民が子育てを支える活動に直接参加してい
ただくとともに、あらゆる場面で子どもと子育て家
庭に優しい地域づくりをめざします。

この計画は、全ての子どもと子育て家庭を対象に、支援施策を計画的に実施す

③子どもと子育てを支える地域づくり

援事業計画第２期」がスタートしました。

仕事と子育てを両立するために保育の確保をはじ
め、あらゆる家庭、保護者のサポートをするための
仕組みを整えます。

るために定めたものです。学校、地域、職域、その他社会のあらゆる分野が保護

②多様なライフスタイルの中で
子どもを産み育てる環境づくり

者に寄り添い、子育てに対する不安や負担を和らげ、保護者としての成長を支援

家庭の養育力の向上、全ての子どもが質の高い幼
児教育と保育を受ける機会の確保、必要な子どもに
適切な療育を提供できる体制づくりを進めます。

し、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを保障する取り組みを進めていきます。

①子どもの育つ力をのばす環境づくり

問合せ 保健福祉課子育て支援班 拶盈６９８７

本の基本目標

主な事業一覧
事

業
施設型給付

教育・保育給付
地域型保育給付

内
容
就学前の子どもが、教育・保育施設を利用するための給付
認定こども園、幼稚園、保育所
小規模保育事業や事業所内保育所で地域の子どもを保育する事業所を利用す
るための給付

仕事・子育て両立
企業主導型
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置す
支援事業
保育事業 る保育施設、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設
児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けていない保育施設
認可外保育施設
認可外保育所、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など
施設等利用給付
子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー
その他事業
サポート・センター事業
利用者支援
必要な施設や事業を選択して利用するための情報提供、相談、援助
時間外保育事業
保育認定の時間を超えて保育する事業
保護者が昼間家庭にいない小学生に適切な遊びと生活の場を提供し、健全な
放課後児童健全育成事業
育成を図る事業
家庭での養育が一時的に困難な児童を施設などに入所させ、必要な保護を行
子育て短期支援事業
う事業
新生児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報提供、養育環境の把握、相
乳児家庭全戸訪問事業
談などを行う事業
養育支援訪問事業

養育に支援が必要な家庭を訪問し、相談、指導、援助などを行う事業

地域子育て支援拠点事業

親子の交流の場を開設し、子育てについての相談、指導などを行う事業

一時預かり事業

保護者の用事や短期就労などの際に、昼間一時的に預かる事業

病児保育事業

家庭で保育できない病児・病後児の預かり

子育て援助活動支援事業

援助を要する方と援助を行う方の連絡調整や援助者の講習などを行う

妊婦健康診査事業

妊娠期の一般検査、超音波検査、精密検査など

広報かみふらの 2020.7
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子ども・子育て支援事業を紹介します

今年度から実施・拡充された事業
育児をサポート拡充
養育支援訪問事業養育支援家庭訪問事業
従来の養育支援訪問事業を拡充。育児ストレスや育児ノイローゼなどにより、子育てに強
い不安や孤立感を抱えている家庭や児童の養育状態が不適切な家庭、虐待のおそれやリスク
を抱える支援が必要な家庭に対し、相談支援のほか、育児おむつ交換・もく浴などや家事
掃除・洗濯などの援助を行います。

経済的なサポート新規
①教育・保育施設給食費主食費助成事業
町内の認定こども園に通う～歳児満歳の号認定児も含むがいる、町民税所得割額非
課税世帯生活保護受給世帯は除くに対し、主食費の実費負担分を助成します。

②教育・保育施設延長保育料助成事業
町内の認定こども園に通う～歳児号認定児と～歳児号認定児で、時～時分
までの延長保育を利用する町民税所得割額非課税世帯に対し、延長保育料回円を助成
します。

③一時預かり利用料助成事業一般型のみ
町内在住で一時預かり一般型※を利用する就学前児童がいる世帯のうち、町民税所得割
額非課税世帯に対し、時間の利用につき円を助成します。対象となる利用施設は町内の
認定こども園です。
※保護者の急用や兄姉の学校行事などにより、町内の認定こども園に通っていない就学前の
児童を預かってもらうことができます

④子育て援助活動支援利用料ファミリーサポートセンター利用料助成事業
ファミリーサポートを利用する町内の会員で、歳～小学年生までの児童がいる世帯のう
ち、町民税所得割税額非課税世帯に対し、時間の利用につき円を助成します。
※ファミリサポートセンター事業町から NPO 法人こどもサポートふらのに委託では、認定
こども園への送迎や休日・夜間の預かりなどで、保護者をサポートする事業です。宿泊や
緊急時のほか、病児の対応も可能です。利用には事前に会員登録が必要です

過 広報かみふらの 2020.7
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期

まで

もう

少
し

限

新型コロナウイルス感染症緊急対策事業

7/31 金
まで実施中

食べて飲食店を応援しよう！

おうちでグルメ
上富良野
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、飲食を提供する店
舗では、来店客が大幅に減少し、大きな打撃を受けています。
かみふらの十勝岳観光協会・上富良野町商工会・上富良野町では、
来店者数の増加、売り上げに少しでも貢献できるよう緊急経済対策
として、飲食店向けデリバリー・テイクアウト用のクーポン「おう
ちでグルメ上富良野」を実施しています。
食事券、クーポン券は既に配布してますので、ぜひご利用くださ
い。
親子世帯向け
歳～高校生がいる世帯

全世帯向け
町内に通勤・通学する方

見本

見本
世帯枚×円＝円のクーポン券
人以上の世帯は追加のクーポン券を受けることがで
きます。
問合せ かみふらの十勝岳観光協会 拶盈 

お子さま人につき枚×円＝円のクーポン券
問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

食べて応援しよう！

利用できる店舗は、郵送されたパンフレットか
こちらのサイトから確認してね！

テイクアウト
応援企画 !!

テイクアウト・デリバリーした
商品の写真と一緒に
応援メッセージを送ろう！

地域を支える飲食店の皆さんへの応援メッセージを募集し
ます！ 飲食店でテイクアウト・デリバリーした商品の写真
と一緒にメッセージを送ってください。
送っていただいた方の中から抽選で人に上富良野町の特
産品をプレゼントします。
「おうちでグルメ上富良野」サイトの「応援メッセージ」か
らご応募ください。複数応募も OK です！
問合せ かみふらの十勝岳観光協会 拶盈

おうちで上富良野の
グルメ情報を Get!
上富良野町の
テイクアウト＆デリバリー店舗
掲載サイト

おうちでグルメ
上富良野
https://www.kamifurano.jp/
takeout/
ホーム画面に追加するとアプリ
のように使えて便利！

広報かみふらの 2020.7
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富良野線全線開通周年記念企画

富良野線全線

記念企画①

富良野・美瑛キャンペーンパネル展

開通周年
記念企画

～年の富良野美瑛キャンペーンのパネル展を実施。
旭川駅、美瑛駅、上富良野駅、中富良野駅、富良野駅で展示し
ます。上富良野駅は～年のキャンペーンのパネルを展
示します。
設置期間 月日火・祝まで

旭川

記念企画②
富良野

周年記念特別駅スタンプを設置
富良野線沿線各市町のご当地
キャラクターとタイアップし、
周年記念特別駅スタンプを設置し
ます。
富良野線を利用した記念にスタ
ンプを押してみませんか。
設置場所
旭川駅、美瑛駅、上富良野駅、
中富良野駅、富良野駅
設置期間
月日土～月日火・祝

上富良野駅記念スタンプ

記念企画④

富良野線は旭川～富良野間㎞を結ぶ
路線。明治年月日に上富良野駅～下富
良野駅間が開業し、令和年月日に富良
野線開通周年を迎えます。
周年を記念してさまざまな企画が行
われますので、ぜひご参加ください。

記念企画③

記念乗車証明書の配布

記念入場券の販売

富良野・美瑛ノロッコ号の記念乗車証明書を配布し
ます。周年ロゴをスマートフォンの専用アプリで読
み取ると「富良野線周年のあゆみ」が視聴できるほ
か、裏面には日本画家故後藤純男氏の作品「十勝岳連
峰」を掲載しています。
配布場所 富良野・美瑛ノロッコ号
配布期間
月日土～月日火・祝 ※運転日のみ

富良野線沿線地域の観光情報、ご当地キャラクター
とコラボした記念入場券を販売します。
販売場所・期間
①旭川駅、美瑛駅、上富良野駅、富良野駅
月日土～令和年月日水
②中富良野観光協会
月日月～月日金 ※平日のみ
販売部数
合計セットを予定 ※在庫がなくなり次第終了

表面

裏面
問合せ JR 北海道旭川支社
拶‐‐
企画商工観光課企画政策班
拶盈

蚊 広報かみふらの 2020.7
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かみふらのをあるこう！

ブラかみふ
ブラ
かみふ
新型コロナウイルス感染症予防のため、外出を控える生活が続き運動不足に
なっていませんか？ 月に入りラベンダーも見頃を迎えます。天気の良い日
は散歩に出かけ、適度な運動で気分転換をしてみませんか。
今回は、平成年度に北海道健康づくり財団すこやかロードに認定された十
勝岳展望コースをご紹介します。

十勝岳ラベンダーロード
市街地から十勝岳温泉郷
へ向かう道道号線沿いの
歩道約㎞にわたり、ラベン
ダーが植栽されています。

和田草原とどんぐりの郷
かみふらの八景の一つ。
交差点近くの登り口から少
し急な坂道を登っていく
と、なだらかな草原が広が
ります。

道道

号線

東
線
道
路

翁
道
路

後藤純男
美術館
東
線
道
路

野高校

号
道
路

翁道路を東側に坂
道を登っていくと、
壮大な十勝岳連峰が
目の前に広がりま
す。

広報かみふらの 2020.7
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新型コロナウイルス対策を
忘れずに！
・マスクを着用しましょう息苦
しいと感じたときはマスクを外
し、休憩を取る
・こまめに水分補給しましょう
・一人か少人数で歩きましょう
・他の人との距離を十分に確保し
ましょう

歩くときのポイント !
・いつもよりやや歩幅を広く
・背筋を伸ばして、あごを引く
・肘を曲げ、腕を軽く振る
・足はかかとから着地する
・足を着くときは膝をしっかり伸
ばす
・呼吸を意識する
・歩くスピードを速くしたり、
ゆっくりしたり変化をつける

日の出
公園

十勝岳展望コース
北海道健康づくり財団すこやかロード認定

晴れた日には十勝岳連峰が一望でき
る約㎞のコース。

上富良野
小学校
上富良野
中学校

社会教育
総合センター

社会教育総合
センター

富原運動公園

多目的広場サッカー
場とジョギングコー
ス、テニスコート、野
球場が併設された運動
公園。映画「糸」の撮
影で使用されました。
 / 公開です。ぜひ見
てね！

北
号
道
路

峨 広報かみふらの 2020.7
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東
線
道

スタート・ゴール

上富良野高校

かみふらの十勝岳観光協会主催の十

登山の安全とコロナの
終息を願い 安全祈願

ます。２年生は
「地域を知る」
として、

勝岳安全祈願祭が十勝岳温泉駐車場で

持安防災士は災害から身を守るため

ロナウイルス感染症予防のため中止と

同日に開催している山開きは、新型コ

行われ、 人が参加しました。

体観望会」が社会教育総合センターで

町教育委員会主催の公民館講座「天

十勝岳の安寧と登山者の安全を祈願する青野会長

今回は月によって太陽の一部が隠さ

れる部分日食を観賞。講師の犬上達也

氏から太陽と日食について、クイズを

交えながら説明を受けた後、参加者は

日食グラスやソーラースコープなどを

使って、太陽が欠けていく様子を楽し

みました。

心配された天候も、食の最大を迎え

た 時には晴れ間が出て、無事に観賞

することができました。
参加児童は
「天

気が心配だったけど、太陽が欠けてい

くところを見れて良かった」と満足し

た様子でした。

我

広報かみふらの 2020.7

上富良野高校では「総合的な探究の
時間」の授業で地域を知り、課題を発

持安弘行防災士と中村有吾ジオパーク

行われ、約 人が出席しました。毎年

見、解決方法を考える時間を設けてい

専門員から講義を受けました。
には「家庭で防災の話し合い、地域で

上富良野神社の生出宮司が登山者の

なりました。
安全と新型コロナウイルス感染症の終
は「発光現象や熱域の拡大など不安が

員は「高校生もジオパークのグッズ開

受講した高校生は「自分が地域でで

あるが、十勝岳と共存するしかない。

発などで、地域を盛り上げることがで

きることを考えてみようと思った」と

十勝岳の恵みを生かし、地域の発展に

息を祈願。同観光協会の青野範子会長

地域のことを考えるきっかけとなった

太陽が欠けていく様子
を観賞
天体観望会

日食グラスを使い部分日食を観賞

貢献したい」と述べられました。

きる」と伝えました。

のつながりが大切」と話し、中村専門

30

ようです。
新型コロナウイルス感染症に配慮し
た避難所運営説明会が社会教育総合セ
ンターで行われ、避難所運営担当職員
人が参加しました。
防災担当職員が新型コロナウイルス
感染症対策を盛り込んだ避難所運営マ
ニュアルについて説明。３密を避けた
滞在スペースの設置方法や健康な方と
発熱などの症状がある方の区域分けな
ど、避難所での感染症対策のポイント
が確認されました。
参加した職員は「経験のない少人数
での避難所運営も、訓練することで円
滑に進められる」と話していました。
今後、防護服の着脱方法や小規模避難
所運営の実習訓練を予定しています。

25

6/19
6/21

上富良野高校
総合的な探究の時間

新型コロナに配慮した
避難所運営説明会

持安防災士の講義に耳を傾ける高校生
段ボール製簡易ベッドを組み立てる職員

9:53:21
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18

6/9
6/18

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/

月日金、上富良野ライオンズク
加藤祐一会長から向山富夫町長へ目録が
手渡されました。

記念品として、昭和年月以降、延べ

同クラブでは献血に協力された方への

本のボールペンを町へ寄贈してい

富良野消防署 災害対応特殊

拶盈６９８７
司国民健康保険税の減免

班

問合せ 保健福祉課子育て支援

新型コロナウイルス感染症に
関わる支援制度

司ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の
影響により、子育て負担の増加

新型コロナウイルス感染症の

や収入の減少に対する支援のた
め支給します。

影響により、収入の減少が見込
まれ、次の要件に該当する場合

○給付対象者
基本給付

は、申請により減免が受けられ

ルス感染症の影響により、給

②生計維持者が新型コロナウイ

篤な疾病を負った世帯

ルス感染症により、死亡か重

①生計維持者が新型コロナウイ

いずれかに該当

対象となる世帯 次の①と②の

ます。

①６月分の児童扶養手当の支給
を受けた方
とで、児童扶養手当の支給が

②公的年金給付を受けているこ
停止されている方
③新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、
直近の収入が児童扶養手当の
基準に該当した方

する世帯

６月１日、富良野市議会議事

与収入や事業収入などの減少
コロナウイルス感染症の影響を

敢事業収入などのいずれか

が見込まれ、次の全てに該当
受けて家計が急変し、収入が減

基本給付①と②のうち、新型

追加給付

富良野消防署、上富良野消防

小型動力ポンプ付水槽車の取

般会計補正予算

万円以下

外の前年の合計所得金額が

桓減少が見込まれる所得以

１千万円以下

柑前年の合計所得金額が

以上減少する見込み

が、前年と比べて 分の３
①基本給付 １世帯５万円、第

○支給額
◎富良野広域連合公共串内牧場

取得

少している方に支給します。

需用費の増。

２子以降ひとりにつき３万円
②追加給付 １世帯５万円
○申請方法 児童扶養手当現況
確認時に申請書を提出
※基本給付①に該当する方は、
申請は不要です

10

◎財産の取得について

してね

署 消防ポンプ自動車２台の

６

を追加。消防費 非常備消防費

115

◎令和２年度富良野広域連合一

確認

の設置及び管理に関する条例
の全部改正について
拶曳１２２１

問合せ 富良野広域連合事務局
総務課

総務課財政管理班
拶盈６９８０

拶盈６９８９

問合せ 町民生活課税務班

400



◎財産の取得について



歳入歳出それぞれ 万 千円

得

ます。

堂で開催。提出された議案４件

富良野広域連合議会

令和２年第１回臨時会

ラブからボールペン本が寄贈され、

が原案どおり可決されました。

します
ピックアップ
ョン
インフォメーシ

上高生が作った「八景と十勝岳と生き物」ガイド

富良野・美瑛ノロッコ号運行のお知らせ

昨年度、上富良野高校生が青少年の地域参画促進体験
事業で制作した「八景と十勝岳と生き物～上富良野の宝
達～」の冊子が見晴台情報ステーショ
ンで配布されています。
かみふらの八景や十勝岳の魅力の
ほか、十勝岳周辺で出会える動物の
紹介など上富良野の自然の魅力が詰
まった一冊です
問合せ 上富良野高校 拶盈

富良野・美瑛ノロッコ号は、月日土から運行を
行います。
運行期間
月日土～月日火・祝の
土・日曜日、祝日
※新型コロナウイルス感染症予防の
ため、間隔を空けて座れるよう、
指定席を約割減らして発売します
問合せ JR北海道上富良野駅 拶盈

9:53:22
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献血協力者への
記念品が寄贈されました

報告

牙 広報かみふらの 2020.7

お知らせ

information
人事

上富良野町職員人事

酸新規採用 ７月１日付

髙橋雄也 建設水道課技師

拶盈６４００





の・びえい

in

訪問し、家族構成や緊急時の

連絡先、身体状況、除雪サー

ビスの希望などを聞き取りし

ます

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課高齢者支援

班

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

ふらの・びえい大会実行委員



問合せ 十勝岳トレイル かみ

会事務局 凌雲閣


拶曳４１１１

・かみふらの十勝岳ヒルクライ

ム２０２０

問合せ 企画商工観光課商工観

拶盈６９８３
８月３日 月

問合せ




問合せ 総務課総務班

 

光班

は清掃と点検の

時

司延期

燃焼ウォーク
分
②・②
脂肪燃焼

消防本部職員人事

～時

ため、プールと

時

・まるごとかみふらのビアガー

チェンジボディ
分
①・①
腰痛さんに！

酸異動 ７月１日付

～時

浴室の利用を休

アクアビクス
分
②・③
リズム運動♪

時



デン

一般利用

時分

・消防本部総務課主幹兼総務課

時

止します。

問合せ 保健福祉課福祉対策班

拶盈６９８７

国保・後期医療

月

問合せ 農業振興課農業振興班

拶盈６９８４

・陸上自衛隊上富良野駐屯地創

立 周年記念行事

問合せ 陸上自衛隊上富良野駐

拶盈３１０１

国民健康保険証の更新

かみんプール教室スケジュール 【月日～月日】

総務係長兼経理係長

拶盈１１１９
屯地

65



植田美智代 総務課総務係長

兼経理係長

問合せ 富良野広域連合消防本

部

イベント

現在の保険証の有効期限は７

31

福祉

転居後に住所変更されていな

月 日のため、７月中旬に新し

い方は、役場で住所変更の届け

イベント中止・延期の
お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大

い保険証を郵送します。

防止のため、延期していた高齢

高齢者実態調査

大防止のため、次の行事につい

新型コロナウイルス感染症拡

て、中止・延期となりましたの

なお、国民健康保険税に未納

のある世帯には、保険証を郵送

しませんので、役場で更新手続

きをしてください。

拶盈６９８５

問合せ 町民生活課総合窓口班

出をしてください。

で行います。

歳以上 ５月１日



者実態調査について、次の日程

司中止

調査対象
65

でお知らせします。

・かみふらの花と炎の四季彩ま

現在 の方



つり




調査期間 ７月１日 水 ～８月

日 月

調査内容 各地区の民生委員が

31



問合せ 上富良野町商工会

かみふら

拶盈３１５０

・十勝岳トレイル
in





拶盈
日

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
※「流水タイム」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 2020.7
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お知らせ

information

後期高齢者医療
保険証・認定証の更新
現在の保険証 オレンジ色 の
有効期限は７月 日のため、７
月中旬に新
しい保険証
水色 を郵

募集

７月 日 火 ～ 日 木
・郵送・持参 消印有効
司海上保安大学校学生採用試験

７月 日 火 ～ 日 水

上川管内町村等職員採用
資格試験
試験日

・インターネット 受信有効

受付期間

２日間

職種 一般職、専門職、消防職

月１日 日

月 日 土 ～

試験区分 高校卒 短大・専門
学 校 含 む 、大 学 卒 、社 会 人
試験日 ９月 日 日

減額認定証・限度証 黄緑色
申込書 上川町村会事務局、採

試験会場 旭川商業高等学校

８月 日 木 ～９月７日 月

・郵送・持参 消印有効
８月 日 木 ～ 日 金

司試験地 札幌市、函館市、小
樽市、旭川市、釧路市
司その他 受験資格・種目など
は左記までお問合せください
第一管区海上保安本部人事課

司問合せ
拶０１３４‐２７‐０１１８

受給年金額に加算されます。

付加年金保険料を
納付しませんか！
より多くの年金を受けたい方

して納付すると、老齢基礎年金

ます。国民年金保険料に上乗せ

町民生活課総合窓口班

拶０１６６‐２７‐１６１１

旭川年金事務所

申込み・問合せ

に上乗せされ支給されます。

のために、付加年金制度があり

令和３年度採用の職員を募集

○加入できる方

拶盈６９８５

します。採用試験は上川管内町

司出張年金相談所
要です。
～ 時

１週間前までの事前予約が必
金保険料の免除や猶予を受け

※国民年金基金に加入の方や年

任意加入被保険者の方。

国民年金の第１号被保険者か

村等職員採用資格試験により実

上富良野町職員募集

受験する町村役場、消防署

拶０１６６‐４６‐５２３０

問合せ 上川町村会事務局

申込期限 ８月７日 金

町村役場、消防署で配布

用を予定している上川管内の

の有効期限も７月 日です。引
き続き対象となる方には、新し
い保険証とともに認定証 黄色
を郵送します。
なお、古い保険証と認定証は
破棄してください。新たに必要
となる方は、役場で申請してく
ださい。
拶盈６９８５

問合せ 町民生活課総合窓口班

教育
施します。

募集人数 一般行政職 若干名
申込み・問合せ
総務課総務班 拶盈６４００

日時

拶０１６６‐７２‐５００４

旭川年金事務所お客様相談室

申込み・問合せ

場所 富良野市役所

月 日 木
ている方は、加入できません
○付加年金保険料の納付額
保険料控除の対象です。

海上保安学校・海上保安
大学校学生採用試験

月額 円。支払額全額が社会
司海上保安学校学生採用試験

○付加年金の受給額
円×付加保険料納付月数が

16

図書館「ふれんど」
臨時開館

30
22
  



試験日 ９月 日 日
受付期間

10

子どもの読書

28




６



活動の推進のた
め、夏休み期間
中の月曜日を臨
時開館します。

21
21


  

31
 
 

27

 
８

送します。



・インターネット 受信有効


開館日 ８月 日 月

開館時間 ９時 分～ 時

問合せ 図書館ふれんど
拶盈３１５８



新型コロナウイルス人権問題

友好都市三重県津市紹介パネル展

新型コロナウイルス感染症に関連し、感染した方や濃
厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見による差
別はあってはなりません。公共機関の提供する正確な情
報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
司電話・インターネットによる人権相談窓口
・みんなの人権番 拶‐‐
受付時間：平日時分～時分
・インターネット人権相談受付 https://www.jinken.go.jp
問合せ 保健福祉課福祉対策班 拶盈

平成年月日に交わされた友好都市提携を記念し
て、上富良野町の開拓のルーツ、三重
県津市を紹介するパネル展を開催しま
す。入場料は無料。ぜひお越しくださ
い。
日時 月日木・祝～月日日
場所 社会教育総合センター
津市 PR キャラクター
問合せ 町民生活課自治推進班
しろもちくん
拶盈

9:53:23
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のお話





20



27





27




年金
400


31

31


17
30

18

今月の
200



臥 広報かみふらの 2020.7

作品名 「サメ」

刺熱中症とは

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

・全身がけいれんしている

段と違う反応をする

熱中症に気を付けよう！
体内の水分や塩分のバランスが崩
れ、体温の調整機能
新型コロナウイルス感染症防止対

刺マスクの着用と熱中症
策に有効なマスクですが、気温や湿

国道 号線、深山峠のウッディ

約 年前、国道の美化ボランティ

ラベンダーと間違われることも。

れます。キャットミントの一種で

紫色の花「ネペタ」が出迎えてく

ライフ沿いを通ると、鮮やかな青

237

主役は町花である
『ラベンダー』
。

も町に紫の彩りを 」
「 上富良野の

で「ラベンダーが咲いてない時期

ネペタの見頃は春と秋の年２回

きっかけとなりました。

いネペタを植えたことが、育てる

てもらった、丈夫で開花期間が長

アに参加したとき、友人から分け

10

ネペタはその魅力の引き立て役に

なれば」との思いで手入れをして

濵本さんは「町の『お出迎えの

います。

花』として、皆さんに認識しても

らえたら嬉しいですね」と笑顔で

語っていました。

芽

広報かみふらの 2020.7

「ちょこっと自慢できる趣味、特技」を募集中！ 町民生活課自治推進班拶盈

が働かなくなり、め
まい、体のだるさの

度が高い日のマスクの着用は、熱中
着用の際は暑さを避

ほか、ひどいときに

∧熱中症になりやすい気象条件∨

け、こまめに水分補

は、けいれんや意識の異常などさま

・季節の変わり目で急に暑くなった

給をするよう心掛け

症のリスクが高くなります。マスク

・風の弱い日、日差しの強い日

ましょう。

も２ｍ以上 が取れる場合はマス
・体に負荷のかかる作業や激しい運
動は避ける
・作業や運動を

「ネペタキャットミント」

ちょこっと自慢

ざまな障害を引き起こします。

・残暑の厳しい日

∧夏のマスク着用の注意点∨
・屋外で人と十分な距離 少なくと

◎室温をこまめにチェックする

クを外す

刺熱中症予防のポイント
◎喉が渇く前に水分と塩分を摂る
◎無理をせず、適度に休憩する
◎日頃から栄養バランスが取れた食
事と体力づくりを心掛ける

する際は、喉
が渇いていな
めに水分補給し、人と十分な距離

くても、こま
脇の下や太ももの付け根などを冷や

が取れる場所で、マスクを外して

日陰の涼しい場所で衣服を緩め、

刺熱中症が疑われるとき

します。水分が摂れるのであれば、

休息するよう心掛ける

拶盈２１１９

問合せ 上富良野消防署

少しずつ飲ませましょう。
！こんな時は迷わず救急車を！
・自力で水が飲めず、動けない
・ろれつが回らない、呼び掛けに普

国道沿いを鮮やかに咲き誇るネペタ。
カラーでお見せできないのが残念！

西９線北 34 号 濵本弘子さん
の

し
ねぇねぇ
わた
見て見て！

平成年生まれ
平成年生まれ

9:53:25
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ちゃん

関口 鈴花



しもかんだ と う ま
せきぐち す ず か



くん

下神田 柊馬

強いサメが海で元気に泳いでい
る様子を作りました。
「目や模様
を丸くきれいに切ることができた
けど、貼るのが大変！ 白と黒を
うまく重ねて頑張って目を作った
よ！」
画用紙いっぱいにサメを表現。
迫力満点に仕上げました。
「顔の
カーブを下書きに合わせて切るの
が難しかった。海の模様を指でペ
トペトって、スタンプしたのが楽
しかった♪」

わかば愛育園

かみふっこギャラリー

司今年度の取り組み

司ジオパークサポーター養成講座

承認を受けた、主な取り組みについて

・防災とジオパーク

にお申込みください。

今年の３月１日に７人のジオパーク

時

「今月の一冊」

前田寿嗣 著 、北海道新聞社発行

大雪・富良野・夕張の地形と地質」

「見に行こう！

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

北向一博氏

講師 上富良野町郷土をさぐる会

場所 公民館

日時 ７月 日 水

・十勝岳ジオパークの文化と歴史

櫻井友幸氏

講師 上富良野町危機管理員

場所 上富良野消防署

時

両講座とも定員 人です。前日まで

お知らせします。

日時 ７月 日 木

十勝岳ジオパーク推進協議会総会で

①上富良野高校との連携
行われる地域づくりに関する体験活動

昨年度に引き続き、上富良野高校で
十勝岳ジオパーク推進協議会地域・

に外部講師として協力。
今年度から
「総

課題解決に

り、地域の

の課題を知

じて「地域

３年間を通

して、高校

の時間」と

合的な探求

普及部会では「美瑛町・上富良野町の
住民への十勝岳ジオパーク構想の活動
を紹介し、ご理解とご協力をいただく
こと 」
「 活動の内容を広く発信するこ
と」などを目的にさまざまな活動に取
地域住民向けの活動として「丘のま

り組んでいます。
ちフェスティバル どかんと農業まつ
り」や「かみふらの花と炎の四季彩ま

向けた探求」から「自立した人間の育
成」を目標とする学習活動をサポート
します。

フェや地域の視察研修の開催など、い

ガイドが誕生！ 今年度も養成講座を

実際に訪れて、身近な地形と地質を

気軽に学べる人気シリーズ！

美しい大自然や景勝地、湖、湿原、
せした「Ｔシャツ」
「タオル」に続く

道の見どころなど、実際に自分の目で

産炭地、盆地の成り立ち、十勝岳登山
が、少しでも十勝岳ジオパーク構想の

す。

ます。豆知識やおすすめスポットも！

22

つり」など、地域イベントでの出店や
周知活動を行っています。
ジオパークを知ってもらうための出

ずれの取り組みも住民の皆さんが参加

開催し、ジオパーク活動の中心を担っ

ジオパークサポーターの養成

②十勝岳ジオパークガイド・

でき、開催ごとに十勝岳ジオパーク構

ていただけるガイド・サポーターの養
成を図っていきます。
③公式グッズの開発

19

確かめられる ルートが掲載されてい

広報かみふらの６月 日号でお知ら

19

40

16



29


ＰＲグッズを開発し、販売していきま

や 講 座、 研 修 な ど が 難 し い 状 況 で す

本年度は多くの人が集まっての講演

などで参加を募っています。

想のホームページやポスター・チラシ

みんなで取り組みを話し合うジオカ

前講座や講演会も開催しています。

中村専門員の講義の様子

9:53:25
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アポイ岳ジオパーク研修
活動を広められるよう、情報発信など
に努めていきたいと思います。

今月の広域情報花人街道２３７はお休みさせていただきます。

どかんと農業まつりで出店するジオくらぶ

蛾 広報かみふらの 2020.7

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.

ヘラクレス座
こぎつね座

うしかい座
へびつかい座

わし座

いるか座

土星
止

やぎ座
東南東

かみのけ座

へび座

木星
止

おとめ座
さそり座 てんびん座

南南東

南

南南西

南西

町へ
◎株カリカワ
布マスク枚
◎松永米子さん
５万円
◎守家賢三さん
万円
◎佐々木幸子さん
万円
◎上富良野ライオンズクラブ
ボールペン本

町立病院へ
◎北川宣子さん
◎三橋英臣さん
◎佐藤享子さん

万円
万円
５万円

ラベンダーハイツへ

いて座
南東

たくさんのご寄付
ありがとうございました

西南西

月日金時の上富良野の星空です。春を代表する「しし座」や「お
とめ座」は西の空に沈み始め、真南には夏を代表する星座の一つである
「へびつかい座」が見えています。大きな五角形を見つけると「へび座」
も含めてとても大きな星座であることが分かるはずです。へびつかいは名

◎小川美恵子さん
◎東海林道子さん

マスク枚
万円

社会福祉協議会へ
◎宮﨑秋寛さん
◎佐藤享子さん
◎松永米子さん
◎三橋英臣さん

１万円、おむつ枚
５万円
５万円
５万円

医アスクレーピオスの姿です。彼がヘビを持っているのは、古代地中海東
部地域では、ヘビの強い生命力が病気を治す
力と関係があると信じられていたからです。
新型コロナウイルス感染症に関するニュース
で WHO の建物が度々登場していましたが、
シンボルマークにヘビが描かれているのはそ
のためです。ところで名医アスクレーピオス
へびつかい座

は、死者をよみがえらせるほど腕が良かった

ため、神の怒りを買い、殺されて星座になったとされています。
南から左上方向に天の川が伸びていますが、南東の低空には木星
等と土星等が隣り合って輝いているのでとても目立ちます。この秋
にかけては、木星が土星に見かけ上近づいていきますので、位置関係を気

８月の天体観望会
法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、木星などを観望します。
中止の場合は時以降に連絡します。
日時 月日月 ～
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 月日金
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

にしながら見てください。
夏の風物詩といえば「ペルセウス座流星群」です。今年は月日水
時ごろに極大を迎え、翌日木にかけての夜が最も見頃となります。
下弦を過ぎたばかりの月が時には昇ってきますが、たくさんの流れ星が
見られる流星群ですので、月が視界に入らないように観察しましょう。こ
の日「ペルセウス座」は北東の空に見えていますが「長い流れ星」を見る
のであれば、反対方向を見るとよいでしょう。放射状に流れる様子を見る
のであれば、北東方向を注視しましょう。

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
株式会社総北海

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

令和年月日現在

人口 10,495 人 （＋ ）
男
5,363 人 （＋ ）
女
5,132 人 （－ ）
世帯 5,311 世帯 （± ）
～ JA ふらのから寄贈されたタマネギを町民
の皆さまに配布しました。
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