四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

こ

9

う

ほ

NO.736
う

糸糸

役場でなりきり写真を
撮ってみませんか？

2020

主な内容

祝周年 図書館ふれんどへ行こう！
ご確認ください ひとり親家庭の支援制度
NPO法人って何だろう？
あなたも役場でなりきり写真を撮りませんか？
～映画「糸」の公開を記念して、
役場に撮影コーナーを開設しています！～

!
祝��周年

図書館ふれんど
へ行こう！
平成年月に図書館「ふれんど」としてリニューアルオープン
してから今年で周年を迎えます。年間約万人に利用される図書
館には、読書だけじゃない楽しみがたくさん。図書館の取り組み
をご紹介します。
問合せ 図書館ふれんど 拶盈

図書館ツウのらべとんが教える、図書館ふれんどの楽しみ方！
手作りの飾りが華やか
バレンタインの展示ね！

最初に訪れたい！ 新刊と季節展示コーナー
入口正面には話題の新刊が並び、見どころが書かれた
スタッフお手製のポップ広告が目を引きます。カウンター
横には季節ごとにテーマ別の本を展示。春は「お弁当の
本」
、夏は「昆虫の本」などのほか、季節のイベントの本
を展示しています。変化する展示スペースをお楽しみに！

育児の参考に！

スタッフが心をこめて 読み聞かせ会

昨年から「子育て支援・家庭教
育コーナー」を設置しました。子
育ての不安や悩みを図書館が本を

毎回楽しみ♪

子育て支援・家庭教育コーナー
職員が趣向を凝らした読み
パパの育児を応援
する本もあるよ～！

聞かせ会を月に度実施して
います。絵本からパネルシア

介して支援します。子育てに関す

ター、大型絵本まで、時には

る本から現役ママ絶賛の育児漫画

スタッフが変装して読み聞か

など、幅広くラインアップ。
「子

せるなど、ユニークな内容で

どもが絵本を見ている横でゆっく

お送りしています。実施日時

りと安心して本を選べるのが便

など詳しくは広報でお知らせ

利」と好評です。

します。

集めて楽しい 読書スタンプ帳
幼児から高校生までを対象

コロナ対策として
「図書消毒機」導入！
現在は職員が手作業で返却図書の

に、本マンガ、雑誌除く冊に

消毒をしています

つき、スタンプ個を押すことが

が、月から図書

できる読書スタンプ帳を発行し

消毒機が導入され

ています。個で文房具、
個で図書カードをプレゼント！
お子さんの読書習慣のきっかけ
作りに最適です。

ます。紫外線で本
楽しみながら
スタンプしてね♪

の中まで殺菌する
ほか、不快なニオ
イも除去します。

図書館には、マスク着用など新型コロナウイルス感染症防止策のうえ、ご来場ください。
広報かみふらの 2020.9

嘩

図書館ふれんどへ行こう！

もっと本が好きになる、多種多彩な図書事業をご紹介！
毎年好評！ 「図書館まつり」

地域にも図書館が出没「移動図書」

読書の秋に毎年開催している
「図書館まつり」
。

図書館まで来るのが大変な方でも本が借りられる

図書館で使わなくなった本を無料で提供する「本

よう、東・西児童館に実用書と小説、児童書などを

のリサイクル」は、オープン前から入口に長蛇の

毎月お届けしています。貸出しは各施設で対応しま

列ができるほど人気です。約冊の雑誌や小

すので、お気軽に児童館へ足をお運びください。

説、実用書などさまざまなジャンルの本が並びま
す。特に絵本や児童書は、毎年即完売となるほど

夏休みに「読書感想画・感想文コンクール」

大好評です。昨年は、ボランティア団体による読

小・中学生の読書習慣を後押しする読書感想画・

み聞かせ会や人形劇も実施。今年の内容は下記を

感想文コンクール。毎年夏休み明けに募集してお

ご確認ください。

り、今年で回目を迎えました。入選者には入選記
念作品集と図書カードをプレゼントしています。

▼昨年の人形劇

親の声とぬくもりを「すくすく絵本事業」
すくすく絵本事業では、保護者が選んだ本を図書
館がプレゼントしてます。本を渡すときには一緒に
記念撮影を行い写真を贈呈。申込書はか月児乳児
▲本のリサイクル

����
�土�

相談で配布しています。ぜひお申込みください！

今年も開催します！

図書館まつり

新型コロナウイルス感染症防止策を徹底し開催します。マスク着用のうえ、ご来場ください。
＜イベント内容＞

◆読み聞かせボランティア団体による読み聞かせ会

◆本のリサイクル�～�)

＊読みきかせ会「ムーミン」�～�

図書館の古本などを無料で配布。小説から雑誌、
実用書に児童書、絵本を用意しています。

大型絵本、紙芝居、パネルシアターほか
＊ふらの・ものがたり文化の会�～�
宮沢賢治作品の朗読「気のいい火山弾」

◆第�回読書コンクール入選作品展�～�)

◆上富良野高校「泥流地帯」映画化応援隊による朗
読劇�～��

ボランティアに支えられる

「読書普及活動」

読書は子どもが言葉を学び、感性を

磨くなど、成長に欠かせないものであ

り、小さなころから本に親しむことは

とても重要なことです。教育委員会で

は第３次子ども読書推進計画を策定

し、地域、家庭、学校などが連携して

読書普及活動に取り組んでいます。

現在、読みきかせ会「ムーミン」と

ふ ら の・ も の が た り 文 化 の 会 の 協 力

100

で、町内の認定子ども園、子どもセン

ター、乳幼児健診、小学校で年間 回

を超える読み聞かせを実施。
「 幼いこ

ろから少しでも本に触れ、読書を好き

になって欲しいと思い、サポートして

います」と話すムーミンの会の冨田朋

子代表。ふらの・ものがたり文化の会

大西邑子代表も「読み聞かせをしてい

ると、だんだんと子どもたちの表情が

変わってくるのが分かります。それは

ものがたりを理解している証拠。そん

貨 広報かみふらの 2020.9

な姿を見たくて、一生懸命取り組んで

読みきかせ会「ムーミン」の読み
聞かせの様子子どもセンター

います」と話してくれました。

ふらの・ものがたり文化の会の読
み聞かせの様子上富良野西小

ひとり親家庭の支援制度

児童扶養手当
受給申請のうえ、認定を受けること
が必要です。次の対象児童を養育し、

歳の場合、 歳

要件に該当する方が受給できます。
対象児童
・ 歳以下の児童
の誕生日からその後の３月 日まで

18

・児童福祉施設などに入所、里親に委

対象とならない場合

・父か母が死亡した など

・母が婚姻をしないで子を産んだ

同じくしていない

・父母が離婚した後、父 母 と生計を

対象要件

の児童

・身体か精神に障がいがある 歳未満

が対象

31

20

・父か母が内縁関係など事実上の婚姻
関係がある など
支給額
変わります

・児童の人数と所得によって支給額が
・受給資格者 請求者 や同居の扶養義

・学生で所得税が非課税の場合、 歳

になった月の末日までが対象 誕生

職・就学支度資金、医療介護資金、
生活資金、住宅資金、転宅資金、結

日が１日の方は前月の末日までが対

期間は対象

部 専攻科を除く の在学者は、在学

・盲学校、ろう学校、養護学校の高等

象

婚資金
合せください

※貸付金額、利子など詳しくは、お問
申込み・問合せ 旭川市永山６条 丁

目１番１号 上川総合振興局社会福

※ 歳の場合は、 歳の誕生日からそ

自己負担割
月額上限 入院円 通院円

拶盈６９８５

問合せ 町民生活課総合窓口班

保険外給付は対象外

※親、児童ともに入院時の食事負担、

児童

課税世帯

迦

広報かみふらの 2020.9

20

自己負担なし

の後の３月 日までが対象

入院、通院での医療費が対象

医療費の助成内容

住民税所得割区分

母子家庭等就業・
自立支援センター
ひとり親家庭の方が安心して暮らす
ことができるよう、養育費に関する相
談支援、就業相談、求人情報の提供を
行っています。
問合せ 旭川市５条通４丁目ときわ市
民ホール１階
旭川市社会福祉協議会母子家庭等就
拶０１６６‐２１‐７１８１

業・自立支援センター

ひとり親家庭等医療給付事業
医療機関などの受診時に、医療費の
自己負担分の一部を町が負担する制度
受給者や同居の扶養義務者などの前

です。

自己負担割
月額上限 入院円

務者などの前年の収入が一定額以上

拶盈６９８７

母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭などの経済的自立支援

合があります。

年の収入によって、対象にならない場
を行っています。

対象となる親と児童

や児童福祉を推進するため、貸し付け
対象者 母 子 家 庭 の 母 、 父 子 家 庭 の

ている配偶者のいない父か母

・ 歳以下の児童とその児童を扶養し
貸付金の種類 事業開始・継続資金、

・ 歳以下の両親のいない児童

父、寡婦など
修学・修業資金、技能習得資金、就



18

課税世帯

祉課 拶０１６６‐４６‐５９９０

～円
円
円刻み

31

自己負担なし

19

月～翌年 月

第子
加算額

10


～円
円刻み

の場合、その年度

円



非課税世帯




11

～円
円刻み
第子

問合せ 保健福祉課子育て支援班

対象児童 全額支給



入院や指定訪問看護での医療費が対象
通院は対象外



一部支給

の支給が制限されます

支給月額
※所得制限あり



非課税世帯

歳
以上

自己負担なし

～歳就学前


18

18

住民税所得割区分

親

ひとり親家庭の生活の安定、自立促進、
健康保持のための支援制度がありますの
で、ぜひご活用ください。



第子以降
円
加算額

ひとり親家庭の
支援制度

託されている

18

18



児童扶養手当

ご確認ください
18

NPO 法人って何だろう？

※特定非営利活動の分野に該当する活動

⑬子どもの健全育成を図る活動
④観光の振興を図る活動

⑭情報化社会の発展を図る活動

銀行口座の開設、事務所の貸借、不

○法人名で契約が可能

動産の登記、電話の設置などの法律行

特定非営利活動とは
特定非営利活動促進法の第２条に定

ＮＰＯ法人って何？
ＮＰＯ法人とは、特定非営利活動促

為を行う場合、法人名で行うことがで

⑰職業能力の開発または雇用機
会の拡充を支援する活動

⑧災害救援活動

⑱消費者の保護を図る活動

⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運

営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

⑨地域安全活動

⑩人権の擁護または平和の推進 ⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動と
して都道府県または指定都市の条例
を図る活動
で定める活動

「不特定かつ多数のものの利益の増進
に寄与することを目的とするもの」を
指しています。

対象となる団体
特定非営利活動を行うことを主な目

法人格がない団体は、契約や登記を

代表者など個人の名義で行う必要があ

り、名義人に対して課税がされたり、

名義人が死亡した場合の相続の処理が

難しくなるなどの問題があります。

○課税は「収益事業」による所得のみ

された「収益事業」からの所得に対し

法人税については、法人税法に規定
①営利を目的としないこと

てのみ課税されます。特定非営利活動

に関する事業であれば、利益が生じて

も課税されない場合があります。

法人になるメリットがあるかどうか

ＮＰＯ法人設立をお考えの方
⑤特定の公職者や政党を推薦、支持、

は、その団体の性格によります。法人

活動を続けていくほうが良いことがあ

となる団体は、任意団体のまま自由に

格取得に伴う義務や各種手続きが負担
員の統制の下にある団体でないこと

ります。

また、金融機関から事業資金の融資

を受けるには、株式会社や有限会社な

どの営利法人のほうが受けやすいこと

た団体ということで、組織そのものや

ＮＰＯ法人は北海道から認証を受け

十分に話し合うことが大切です。

ることが適切かについては、団体内で

法人が必要か、どの法人格を取得す

もあります。

活動内容においても信用を得やすくな

○社会的な信用度が高い

法人格取得のメリット

⑦ 人以上の社員がいること

⑥暴力団でないこと。暴力団や暴力団

ないこと

反対することを目的とするものでは

ないこと

④宗教活動や政治活動が主たる目的で

総数の１／３以下であること

③役員のうち報酬を受ける者が、役員

条件を付けないこと

②社員の資格の得喪に関して、不当な

的とした次の要件を満たす団体

きます。

める の分野に該当する活動 ※ で、

⑥学術、文化、芸術またはスポー
⑯経済活動の活性化を図る活動
ツの振興を図る活動




進法に基づいて法人格を取得したＮＰ
Ｏのことです。
ＮＰＯとは、さまざまな社会貢献活
動を行い、団体の構成員に対し、収益
を分配することを目的としない団体の
総称です。収益を目的に事業を行うこ
とは認められていますが、事業で得た
収益は、さまざまな社会課題の解決に

⑦環境の保全を図る活動

充てられることと定められています。

⑤農山漁村または中山間地域の
⑮科学技術の振興を図る活動
振興を図る活動

20

10

ります。

過 広報かみふらの 2020.9

⑫男女共同参画社会の形成の促
進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動

NPO という言葉を耳にすることがあっ
ても、どういうものか分からない？ と
いう人もいるのではないでしょうか。NPO
法人についてご説明します。
問合せ 町民生活課自治推進班 拶盈
③まちづくりの推進を図る活動

NPO 法人って
何だろう？
①保健、医療または福祉の増進
⑪国際協力の活動
を図る活動

お答えします

どではなく、手口は稚拙とはい
え計画性もありかなりの悪質な

町民生活課
個人が特定されないことを基本

めたところであり、その中では

の状況を参考に、公表指針を定

通事故の危険性をいつも感じま

時に駅まで送る父兄の車との交

生の気持ちもわかりますが、同

交通法の徹底を行うとともに、

署上富良野交番と連携し、道路

つながりますので、富良野警察

にさかのぼり、第３者による不

この際、全職員に対して過去

懲戒処分の中では一番重い量定

が発生していないこと、職員の

んが、全て弁済されており損害

して許されるものではありませ

また、行われた行為自体は決

りを謳う上富良野町ならば有効

です。自転車にやさしい町づく

事故が起きてからでは遅いの

どの交通安全教育を望みます。

もしくは、歩道を押して歩くな

するよう警察による指導の徹底

子版を設置しています。町の行

町ホームページに町民ポスト電

町内の９カ所に町民ポスト、

％の減給というパフォーマン

とであり、町民の皆さまの信頼

転車の逆走と安全対策について

上富良野駅前通りにおける自

利な乗り物で、ルールを無視し

者まで幅広い世代が利用する便

な運転による交通事故の原因に

車の逆走行 右側走行 は、危険

ア上富良野事務所

上富良野駅、ＪＡふらの北エリ

上富良野町役場、保健福祉総

適切な取り扱いについて、適宜

合センターかみん、社会教育総

町民ポスト設置場所
注意喚起、指導を行ってきたと

た危険な運転による交通事故も

列車に乗り遅れまいと焦る学

ます。

朝の駅前通りで、特に列車到

なお、懲戒処分の公表に関し

合センター、公民館、上富良野

ないこと」と言っているのと変

ては、人事院通知や他の自治体





発生している状況です。

わりないと思いますがいかがで





霞
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問合せ
自治推進班

小・中学生時に交通安全教育の

指導に努めてまいりますので、

す。

道路交通法の徹底をはかり自

としていますので、実名の公表
は予定していないことをご理解

拶盈６９８５

祥事の徹底的な調査を実施し

である免職処分としたこと、公

政施策などへご意見・ご要望を

ご理解をお願いします。

て、その結果を公開することが

的な安全対策を早急に行なって

お寄せください。

転車も一般車両同様に左側通行

今回の不祥事の再発防止のため

表指針に基づき、町ホームペー

いただけるようお願いいたしま

願います。

にも必要なのではないのでしょ

ジ・報道機関などを通じ、一般

住所、電話番号をお書きくださ

な場合がありますので、氏名、

ご意見には詳細の確認が必要

ご意見・ご要望を
お寄せください

うか？

す。

匿名希望

公表したことなどを考慮し、町

匿名希望

としては、告訴しない方針とし
たところであります。

しないことをご了承ください。

い。無記入の場合、回答などは

自転車については、道路交通

いずれにしても、今後同じよ
うな事案が発生しない・させな

総務課総務班

いよう、その再発防止策を講じ

【回答】

今回町職員が横領により、懲

特定の個人や団体を特定する

スで幕引きされること事態、こ

また、これまでも公金などの

を大きく損ねるという重大な案

本来、このような事例では、

の町のコンプライアンスの不在

原則、広報かみふらのには掲載

戒免職となる事案が発生したこ

法上では「軽車両」と位置付け

ものや誹謗 ひぼう 中傷するも

町民生活課
生活環境班

このような悪質な犯罪行為に

ていきますので、ご理解をお願

られ、歩道と車道の区別がある

の、町の業務に無関係なものに

【回答】

対 し、 町 長、 副 町 長 が １ ヶ 月

とは、町としても大変残念なこ

いします。

道路では、自動車と同じ左側通

は回答しないほか、広報に掲載

まず着服した当事者の実名公開

町立病院、上富良野郵便局、コ

件であると認識しております。

があたりまえで、さらには刑事

ころでありますが、今回の事案

着間際は自転車の学生達による

ご意見のありました上富良野

を強く感じざるを得ません。

訴訟を行なうのが当然と考えま

を受け、現在その再発防止策検

全速力の逆走 右側走行 にいつ

ミュニティプラザ中茶屋、ＪＲ

しないことをご理解願います。

す。このままでは町職員は「こ

討にあたり、改めて組織全体の

駅前通りの学生などによる自転

また、自転車は幼児から高齢

の程度」の不祥事は日常茶飯事

も交通事故の危険を感じており



状況確認をしています。

【ご意見】原文のまま掲載

行が原則となります。

犯罪行為と感じています。

しょうか？

町民ポスト
【ご意見】原文のまま掲載
町職員による 万円着服事件
について

り計 万円を着服したとありま

報道内容によると４回にわた

着服事件について問います。

今回報道された町職員による

191

す。これは単なる「出来心」な

191

で、別に「問題視するほどでは



10

らベとんが開通 周年
を記念にお出迎え
㎞を結ぶ富良野

てから 周年を迎えました。ＪＲ上富
ノロッコ号をホームで出迎えたほか、

良野駅では 周年を祝い、らべとんが
車内では町職員がラベンダーポプリと
泥流地帯映画化プロジェクトのうちわ
を配布。乗車客から「乗車した記念に
なりました」との声が聞かれました。
上富良野駅では記念駅スタンプが用
意されているほか、パネル展が開催さ
れています。ぜひお越しください。

プール楽しいね！
アクアキッズフェス

水 に 親 し む ゲ ー ム で 遊 ぶ「 ア ク ア
キッズフェス」がＢ＆Ｇ海洋センター

テント張りなどを体験
野外体験キャンプ

町子ども会育成協議会 仲島義博会

長 主催による野外体験キャンプが社

会教育総合センターで行われ、児童

人が参加しました。

新型コロナウイルスの影響により、

宿泊を伴わない形式で実施。児童はテ

ント張りや火起こし、アイスクリーム

火起こし体験では、木製の火起こし

作りなどを体験しました。

器やファイヤースターターを使って挑

戦。 悪 戦 苦 闘 し な が ら も コ ツ を つ か

み、用意された白樺の木っ端に着火で

きた児童もいました。

参加児童は「火起こししたり、アイ

スを作ったり楽しかった」と笑顔で話

し、短い夏休みを楽しみました。

人で月２回宮町会館で実施。楽しく

コミュニケーションしながら運動して

います。仙波惠美子指導員は「高齢者

の閉じこもり防止に役立てば」と話し

楽しく広がる！
ふまねっと運動の輪

ていました。

住吉友の会は、指導員など 人と会

「ふまねっと運動」は網を踏まない
では多くの団体が取り組んでいます。

ようリズムに合わせて歩く運動で、町

で行われ、親子 組 人が参加。運営

23

スタッフがフェイスシールドを着用す

火起こしに挑戦！ つけることができるかな？

員約 人で月２回住吉会館で活動。和

ているほか、脳トレ

などを楽しんでいま

す。本田邦光会長は

れる場。独居の方の

「皆の元気な顔が見

見守りにもなってい

る」と話していまし

た。

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/

120

年８月１日に下富良野駅

旭川～富良野間
線。明 治

54.8

現富良野駅 ～上富良野駅間が開通し

33



120



気あいあいと運動し

10

120



20

8/12
8/22

宮町平輪会は、指導員４人と会員約

みんなで手拍子住吉友の会

当日は午前中から気温が上がり、絶

25

策をした中での実施となりました。
好のプール日和。幼児用プールでの魚
釣り、
水中玉入れ、
水鉄砲を使った「雪
だ る ま 倒 し 」 な ど を 楽 し み ま し た。
シャチ型フロートに乗せた子どもを親
が引っ張るリレー式のゲームでは保護
者も白熱。親子で興奮したチーム戦と
なりました。兄弟で参加した子は「今
日はいっぱい潜れた。来年もまた来た

元気にイチ、ニィ！平輪会

8/1
8/2

駅のホームで乗車客を出迎えるらべとん
るなど、新型コロナウイルス感染症対

20

い！」と笑顔で話していました。

広報かみふらの 2020.9

蚊

水鉄砲の「雪だるま倒し」
よ～く狙って！

10



お知らせ

上富良野ロケ地マップ

町内のロケ地を掲載した「上

防災
Ｊアラート
全国一斉情報伝達訓練
地震や武力攻撃などの発生時
に備え、Ｊアラートによる伝達

時

試験のテスト放送が防災行政無
月 日 水

線から流れます。
日時
放送内容

①上がりチャイム音

から感謝申し上げます。

やボルトの緩み、さびの状況な

拶盈６９８１

建設水道課都市整備担当

問合せ

検や町の許可が必要です。

者による点

は、有資格

物の設置に

以上の広告

一定規模

どの点検をお願いします。

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課福祉対策班

建築

屋外広告物 看板 のの
落下事故防止

強風などによる広告物 看板

の落下事故が増えています。落

下しないように、設置者はねじ

国民年金保険料の納め忘れは

保険料の納め忘れがあると、

ありませんか？

将来受け取る老齢基礎年金の額

が少なくなったり、受けられな

拶盈６９８５

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

国民年金保険料は便利・安心・
確実な口座振替がおススメ！



②「これは、Ｊアラートのテス
トです」が３回流れます
③「こちらはぼうさいかみふら
のです」
④下りチャイム音
問合せ
拶盈６９８０

総務課基地調整・危機管理室

福祉



富良野ロケ地マップ」を制作し
ました。
日に公開された映画

くなることがあります。
８月９日に日本赤十字奉仕団

方法 早割・前納 もありますの

利です。割引があるお得な振替

料の納め忘れもなく、とても便

日時

事前にお申込みください。

司出張年金相談所
上富良野分区が行った、令和２

場所 富良野市役所

口座振替を利用すると、保険

年７月豪雨災害義援金募金活動

で、希望される場合は金融機関

～ 時

旭川年金事務所お客様相談室

月 日 木

年金相談は完全予約制です。

では、総額６万２千 円のご寄

申込み・問合せ

持参書類 個人番号が分かるも

付をいただきました。
今回の寄付金は、日本赤十字

拶０１６６‐７２‐５００４
皆さまからの温かい支援に心

のか年金手帳、通帳、通帳の

10

８月



社北海道支部を通じて、被災さ

８



「糸」をはじめ、ドラマ「北の



か次の窓口で手続きください。

義援金募金活動の結果

年金
届出印

10

国から 」
「 優 し い 時 間 」の ロ ケ

のお話

７



れた方々へ配分されます。



地のほか、町のグルメ情報が掲

問合せ
企画商工観光課商工観光班
拶盈６９８３



載。完成したロケ地マップは、
役場企画商工観光課とかみふら
の十勝岳観光協会で配布してい
ますので、ぜひご覧ください。
また、ロケ地マップ設置にご
協力いただける事業者は下記ま
でお問合せください。

16

今月の

11
681

21

10

ロケ地やグルメ情報を掲載

information

ロケ地とグルメ情報が盛りだくさん

俄

広報かみふらの 2020.9

お知らせ

information

教育

人事

その他

拶盈５５１１

社会教育総合センター

拶盈３１５８

・公民館の利用
公民館

町民歩こう会

立ちなどの解説を聞きながら、

ジオガイドによる地層の成り

・ヒグマの出没情報を確認する

月 日 日

町内を歩いてみませんか。
日時

８～ 時 ※悪天中止

場所 日の出公園駐車場集合・
解散

対象 小学４年生以上の町民

趣味などで制作した作品を出

司町民作品展

月 日 土 ～

展しませんか。

展示期間

場所 公民館

月３日 火・祝

内容 絵画、手芸、書道、写真、

陶芸など １人１作品

司小さな音楽会

日頃の練習や活動の成果を発

月 日 土

表してみませんか。

日時

～ 時 分

場所 社会教育総合センターア

リーナ

音楽愛好者 個人、団

泥流地層を見学～開拓記念館

内容 楽器演奏、コーラスなど

体、サークルなど

対象
楽しく学ぼういつまでも！

※演奏時間は 分程度

～４月 の

持ち物 タオル、マスク、飲み
円 保険料

物、雨具
参加料

月 日 木

定員 先着 人
申込期限

※参加料を添えてお申込みくだ
さい

総合文化祭参加者募集

月 日 土 ～ 月３日 火・
祝 に開催する「第

回総合文

提出先

申込期限 ９月 日 金

込みください。

受け付けます。期限までにお申

社会体育施設の定期利用希望を

令和２年度後期

社会教育施設の
定期利用希望調査

申込み・問合せ
教育振興課社会教育班
拶盈５５１１

～日の出公園駐車場 約 ㎞

の出公園展望台～草分地区の

コース 日の出公園駐車場～日

10

生生 涯涯 学学 習習 情情 報報

拶盈６９８４

問合せ 農業振興課農業振興班

を持つ

・鈴やラジオなど音が出るもの

場合はすぐに引き返す

し、クマの足跡やフンを見た

・単独行動は避け、複数で行動

を守りましょう。

の周辺に入る場合は、次のこと

りの時期となりました。山やそ

ヒグマが餌を求める、秋の実

ヒグマとの遭遇に注意！

拶盈６４００

問合せ 総務課総務班

副町長

・企画商工観光課長事務取扱

酸異動 ９月 日付

辻剛 企画商工観光課長

  

酸退職 ８月 日付

上富良野町職員人事



小学 校 新 入 学 児 童
健康相談
来年度小学校に入学するお子
さんを対象に、内科検診や歯科
検診、健康相談などを行います
ので、必ず受診してください。
対象 平成 年４月２日～平成
月６日 火 、７日 水

年４月１日生まれの子
日時
①９時 ② 時 ③ 時
※時間帯別でご案内します
場所 社会教育総合センター
問合せ 教育振興課学校教育班







司フリーマーケット

家庭で不要になった日用雑貨

や衣料品など 加工食品は不可

月１日 日

～ 時

を販売してみませんか。

ウンジ

募集区画

月２日 金

みの際にお知らせします

※搬入、搬出などの日程は申込

司申込期限

ターにある申込書を提出

司申込方法 社会教育総合セン

×２ｍ、先着順

区画 １区画２ｍ

場所 社会教育総合センターラ

日時



15

拶盈６６９９
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６
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化祭」への出展・出演者などを
募集します。



11



24


・社会教育総合センターと学校
体育館の利用

峨 広報かみふらの 2020.9

10

14

10

100
９ 25

31
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令和年月日採用予定の子育て支援にかかる
相談支援業務に従事する職員を募集します。
受験資格
①歳未満令和年月日現在の方
②児童福祉施設などで児童発達相談・支援などの
業務経験が年以上ある方
③社会福祉士児童福祉司、作業療法士、理学療
法士、言語聴覚士、保育士のいずれかの資格を
有する方
④採用時に上富良野町内に居住できる方
試験日
月日日
試験場所 上富良野町役場
試験内容 小論文、面接試験
受付期限 月日水 ※郵送の場合は必着
提出書類 履歴書、免許証などの写し、小論文
※詳細は町ホームページをご覧になるか、下記ま
でお問合せください
http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/
申込み・問合せ
総務課総務班 拶盈

11
12


11

57

10


11

18
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27

令和年度上富良野町職員募集

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

司救急車を要請したら、すべきこと

適正な救急車の利用法
司救急車の適正利用が命を救う！

約７割の通報が中等症や重症で、約

で、年々増加傾向にあります。うち

早い処置を行うために必

ことがあります。これは素

当人の状態や症状などを詳しく聞く

消防では 番通報の際、通報者に

３割が軽症でした。緊急搬送が必要

要 な 病 院 へ の 連 絡、 ド ク

夏を代表する花といえば「ヒマ

ワリ 」
。今夏、中央商店街沿いの

花壇を鮮やかな黄色で彩っていた

このヒマワリは、平成 年に東

のを皆さんは気付きましたか？

の花壇に植えた後、中央商店街の

良野支店久保三卓支店長が店舗前

リから採取した種を旭川信金上富

けました。今年は、３本のヒマワ

壇に植えたところ、３本が花を付

花。昨年、大道時計楽器店前の花

店に手渡した数粒の種から咲いた

ときのお礼として、大道時計楽器

中小学校の児童が授業で訪問した

30

花壇にも植え、商店街にヒマワリ

が広がりました。

中央商店街西村芳夫会長は「児

童からもらった数粒の種が、商店

街を明るくしてくれた」と笑顔で

話していました。

我

広報かみふらの 2020.9

「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

昨年、町の救急車出動件数は 件

な人への対応が遅れないよう、救急

ターヘリの要請、救急資器
者からの適切な情報提供にご協力お

材準備などに関することです。通報

車の適正な利用をお願いします。
◎こんなときは迷わず救急車を！
高齢者は痛みを感じ

願いします。
◎救急車が到着するまでに用意して

かり付けの病院、普段

「東中小児童からのヒマワリ」

ちょこっと自慢

にくく、我慢をするこ
とが多いです。子ども

おくと良いもの
・健康保険証、かかり

は症状をうまく伝えら
れない場合があります。いつもと違

つけ病院の診察券

・乳幼児は母子健康手

おくすり手帳

・普段飲んでいる薬、

う状態、様子がおかしい場合はすぐ
に救急車を呼びましょう。
【頭】激しい頭痛、高熱
【顔】顔半分がしびれたり動きにく

帳、紙おむつ、哺乳瓶など
◎救急隊が来たら伝えること
・事故や症状が出たときの状況
・救急隊が到着するまでの様子
・当人の情報 持病、掛
飲んでいる薬など

中央商店街

の

し
ねぇねぇ
わた
見て見て！

平成年生まれ
平成年生まれ

119

問合せ 上富良野消防署
拶盈２１１９

中央商店街に色鮮やかに咲くヒマワリ

い、口や顔の半分がゆがむ、呂れ
つが回わらない
【目】視野が欠ける、物が二重に見
える
胸の中心が締め付け

【胸・背中】痛む箇所が移動する、
られる痛みが続く、
呼吸が苦しい
【腹】激しい腹痛、下血や吐血
【手足】片方の腕や足に力が入らな
い、しびれる



作品名 「ちょうちん」

ちゃん

西村 華



な お え ゆうへい
にしむら はな

488

くん

直江 悠平

好きなクモ
とアイスの絵
を描いたよ。
アイスのコー
ンの線が難し
かったけど、
上手にできま
した！
頑張ったと
ころは、雷が
ピカっと光っ
たときの絵。
前に見て印象
的だった雷を
思い出しなが
ら描いたよ！

上富良野西こども園

かみふっこギャラリー

成団体に支えられて成り立っていま

組みは、国や北海道などさまざまな構

内どこでも出張します。ぜひお気軽に

内の５人以上のグループであれば、町

出前講座は町内会、サークルなど町

後、現地へ出発。泥流地層や火山砂防

砂防施設などを説明するＤＶＤを視聴

頼も多く、日々十勝岳ジオパーク構想

ク専門員。学校などから出前講座の依

まで幅広く活動中の中村有吾ジオパー

ラを使った火山噴火実験を行ったり、

は、修学旅行で訪れる洞爺湖有珠山ジ

東中小学校で実施された出前講座で

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

拶盈６９９４ 鯖盈５３６２

jichi@town.kamifurano.lg.jp
企画商工観光課ジオパーク推進室

拶盈６９８５ 鯖盈５３６２

町民生活課自治推進班

▼申込み・問合せ

お問合せください。

す。
司好評！ ジオ専門員出前講座

十勝岳の火山災害や砂防について学
施設を見学しました。富良野川２号透

の魅力を伝えています。

ジオサイトの現地調査から普及活動

ぶ「親と子の火山砂防見学会」が７月
過型ダムの大きさを体感したり、コー

司親と子の火山砂防見学会

日 火 、 日 水 の２日間で開催さ

実際に見て体験することで、火山と共

「今月の一冊」

れました。
この見学会は、北海道旭川建設管理

オパーク見学の事前学習として、十勝
すく解説し、児童の調べ学習に協力し

存していく地域の取り組みへの理解を

たほか、小学４年生の防災学習では、

部富良野出張所が町内の小学４年生を

９月には北海道開発局旭川開発建設

「 分でわかる！ＳＤＧ超入門」

部が主催して、美瑛町の小学４年生が

岳と有珠山の共通点と違いを分かりや

想において、防災教育は大変重要な取

深めました。

り組みであり、 年間も続いているこ

十勝岳の火山活動についての出前講座
を実施しました。

バウンド 著 、技術評論社発行

国も町も、あなたも私も で取り組む

住みやすい環境を守るため、全世界




目標がＳＤＧｓです。



とはとても素晴らしいことです。

２号透過型ダムを見学する児童たち

60

プ付きです。

一目で分かるバリューチェーン・マッ

説。企業が取り組むべき課題と目標が

チェーンの視点から分かりやすく解

い て、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン ＆ バ リ ュ ー

組む企業のインセンティブと意義につ

ＳＤＧｓの基本からＳＤＧｓに取り



十勝岳ジオパーク構想の防災の取り

コーラを使った火山噴火実験

30

児童は学校で十勝岳の噴火と災害、

東中小で出前講座を行う中村専門員

十勝岳の噴火や災害などを学びます。

対象に毎年開催。十勝岳ジオパーク構

29



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。

牙 広報かみふらの 2020.9

28



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…
アンドロメダ座

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

うしかい座

こぎつね座

町へ
◎谷和江さん

万円

町立病院へ

わし座

ペガサス座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

いるか座

◎岩井澄子さん
◎斉藤照子さん

万円
万円

ラベンダーハイツへ
みずがめ座
うお座

木星
止

やぎ座

土星
いて座

くじら座
東南東

南東

南南東

車いす台

止

止

火星

◎有加藤新聞販売所

へびつかい座

南

月の天体観望会

南南西

南西

西南西

月日日時の上富良野の星空です。
「いて座」には木星と土星が見
えています。どちらも多くの衛星月を従えており、現在までに確定した
衛星数は木星が個、土星が個です。特に木星の衛星のうち個は～
等星なので、双眼鏡で見ることができます。その個の衛星は、地動説で
有名なガリレオ・ガリレイが口径 cm の小さな望遠鏡で木星を観察した
際に発見したので「ガリレオ衛星」と呼ばれています。最近のデジタルカ
メラは高性能なので、軽い望遠にして数秒露出すると衛星の位置変化を捉
えることができます。数日撮影することで、木星の左右に見える数の変化

法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、火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 月日火 ～
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 月日月
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

に気付くでしょう。
東の空低く「うお座」には、月日火に最接近を迎
える火星が‐等の明るさで赤く輝いています。年前の
大接近に次ぐ準大接近で、南中高度が高いことから望遠鏡

木星
木星

でも楽しめそうです。火星は地球の半分ほどの直径で、地
球のすぐ外側をまわる惑星なので、接近時と離れたときの

月日時

月日時

見かけの大きさと明るさが大きく変化します。離れたとき

木星と衛星の位置関係

の明るさは等星ほどになってしまいます。地球との位置

関係により、背景の星々に対して目まぐるしく位置が変化しますので、その動きを追ってみるのも面白いでしょう。
月のペルセルス座流星群を楽しむことはできましたか？ 不安定な天候だったため、満足に観望できなかった方
も多いと思います。月は注目すべき流星群があります。月日木は「りゅう座流星群」がピークを迎えます。
最近は低調なため、流星は時間に数個の出現だと思われます。以前は「ジャコビニ・チンナーすい星」を母天体と
していることから「ジャコビニ流星群」と呼ばれていました。 日土は「エンケすい星」を母天体とする「おう
し座南流星群」がピークを迎えます。数は少ないものの、
特別に明るい「火球」が流れることがあるので期待しましょ
う。日水は「ハレーすい星」を母天体とする「オリオン座流星群」がピークを迎えます。月明かりがなく好条件
となりますが、極大は日本時間の時ごろですので、日火、日水の夜遅い時間帯に観察してみましょう。

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 10,518 人 （－
男
5,395 人 （－
女
5,123 人 （－
世帯 5,352 世帯 （－

）
）
）
）
映画「糸」の公開を記念して、役場町民ホールに
撮影コーナーを月日まで開設しています。

広報かみふらの 2020.9

画

