四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

映画「泥流地帯」
本格始動

11

2020

こ

う

ほ

NO.738
う

主な内容

映画「泥流地帯」本格始動 映画化に向けて連携協定を締結
正しく知り、正しく恐れる 新型コロナウイルス感染症
まちづくりトーク「町立病院改築基本構想」
月日日は上富良野町長選挙、上富良野町議会議員補欠選挙の投票日です
ご存じですか？ 在宅の障がい児・障がい者の方への手当
「泥流地帯」実写映画化等に関する
連携協定調印式

官民連携で
悲願の映画化へ

９月 日、町が取り組む小説『泥流

地帯』の映画化へ向けた官民連携の固

い約束が取り交わされました。ついに

悲願の映画化に向けた具体的な取り組

みが本格化されます。

株式会社Ｚⅰｐａｎｇ 以下ジパン

グ／港区赤坂 は、映像・Ｗｅｂコン







役 当時毎日新聞社 と上富良野町がロ



貫一社長 当時ＭＢＳ 、猪狩淳一取締

携した映像制作に取り組んでいた吉廣

昨年５月、法人設立以前に地域と連

ました。

イブ社が出資し、今年８月に設立され

会社であるＭＢＳイノベーションドラ



組む企業。主にＭＢＳ 毎日放送 の子

テンツを活用して、地域活性化に取り



映画「泥流地帯」本格始動
映画化に向けて連携協定を締結

25



①全国公開の実写映画であり、十分な

具体的には、

た。

興をめざしていくことが確認されまし

て小説『泥流地帯』の映画化と地域振

務として明記され、双方が誠意をもっ

野町が互いに協力すべきことが努力義

連携協定では、ジパング社と上富良

連携協定で約束したこと

向けて協議を重ねてきました。

い、泥流地帯の映画化に関する連携に

ケツーリズムの取り組みを通じて出会



嘩
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今後の動きは…
メガホンを取るのは、昨年月にロケハ
ン下見で上富良野を訪れている柴山健次監
督。現段階では配役など具体的な内容は未定
です。
今後はジパング社により、製作委員会など
の映画制作体制の整備が行われるほか、制作
費の確保や配役、配給などが決められていき
ます。

登場人物の視点で市街地を歩いてまわる一行

ロケサポート体制にご参加を
町では映画やドラマなどのロケを中心とし
た「ロケ地観光」で地域を盛り上げる取り組
興行収益を期待できる商業作品とし

て、２０２２年の公開をめざし制作



すること。三浦文学の代表作にふさ



わしい規模の作品とすること ジパ

ング社



②全面的な町内ロケ支援 エキスト



ラ、宿泊、食事など を行うこと。

 

企業版ふるさと納税を活用した製作

貨 広報かみふらの 2020.11



費支援を行うこと 上富良野町

拶盈



が約束されました 双方努力義務 。

問合せ 企画商工観光課地域活性化担当

三浦綾子記念文学館とはすでに「泥

詳細は随時お知らせします。

流地帯」の映画化を含む文化振興に関

ります。

する連携協定を締結しており、今回の

ますので、皆さまのご参加を心待ちにしてお

ジパング社との連携により、映画化に

作品の製作に町ぐるみで支援する体制を整え

向けた動きが本格化することとなりま

流地帯」はもちろんのこと、さまざまな映像

す。

みロケツーリズムを進めています。
映画
「泥

三浦綾子「泥流地帯」の
ヨミカタ

月日月、
「泥流地帯」映画化をすすめる会主催によ
る柴山健次監督と三浦綾子記念文学館田中綾館長による特別
対談が保健福祉総合センターかみんで行われました。

くしくも当日は作者である三浦綾子さんの命日。聴講に訪

浦綾子さんの綿密な町内取材を経て紡がれた物語について、
存分に語っていただきました。

難解？ 明解？
泥流地帯の読み方

の作品も含め、口述筆記で書かれて

田中館長 泥流地帯だけではなく、他
いる。やさしく読みやすい。朗読が
おススメ。
柴山監督 今回のお話をいただくまで
読んだことがなく、タイトルから難
しい印象があった。読んでみると青
春もの。僕の世代が撮るべき作品と
してバトンが回ってきたと感じた。
田中館長 コロナ禍のなか、大学の授

映画監督
さん

像のクオリティを下げないよう、スタッフの力を結集する。

柴山監督 泥流の描写。あれだけの規模をどう表現するか。映

―苦労していることは？

物は減らすことになる。

柴山監督 なるべく残そうと思うが、２時間の制約上、登場人

田中館長 登場人物が多い作品。映画に登場する人物量は？

どんな映画になるの？

柴山健次
映画制作に若者を巻き込みたい。
町と歴史ありきの原作。
地域で作り上げた達成感を ～柴山監督～

業で学生に読んでもらった。困難、
苦難に向かい合い、乗り越える生き
方を学べる作品。

三浦綾子記念文学館館長
さん

町民に協力できることは？

田中館長 文学館は 人以上の地域ボランティアに支えられて

感になる。

名前がたくさん並んだら面白い。自分たちで作り上げた達成

町と歴史ありきの映画は珍しい。エンドロールに皆さんの

で、皆さまの周りの方にも声をかけていただきたい。

に若い人を巻き込んでいきたい。体力・腕力がいる現場なの

ると助かる。食事や移動、宿泊場所も課題。映画を作ること

柴山監督 エキストラの数が多いので、衣装を縫っていただけ




れた多くの町民とともに、作品との特別な縁を感じつつ、三

田中 綾

北海学園大学人文学部教授／歌人 札幌市出身
北海道大学文学部言語学専攻課程卒業
北海学園大学大学院文学研究科学位授与博士文学
年 北海学園大学人文学部日本文化学科教授
年 三浦綾子記念文学館館長
【著書】『書棚から歌を』深夜叢書社年ほか
北海道新聞「日曜文芸」にコラム「書棚から歌を」が連載中

監督／脚本家 愛知県出身
大阪芸術大学芸術学部芸術計画学科卒業
年 ENBU ゼミナール参加。篠原哲雄監督に師
事
【代表作映画作品】
『パーフェクトワールド 君といる奇跡』年
『流れ星が消えないうちに』年ほか

いる。わたしもエキストラとして参加したい 笑 。

100

泥流地帯映画化プロジェクト「特別対談＆公開取材」

「泥流地帯」は決して難解な作品ではない。
苦難から一歩踏み出せる生き方を学べる作品
～田中館長～

迦
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冬のおうち時間は、三浦文学に触れよう

三浦綾子文学フェア開催中中

図書館ふれんどでは、読書推進と三浦綾子文学、小説『泥流地帯』の普及のた

め、三浦綾子文学フェアを開催しています。

田中綾館長のおススメ

重点期間中は、貸出カウンター横に特設ブースを設置しています。映画化が進

綾子さんの地域に対する思い

められている『泥流地帯』のほか、旭川が生んだ文豪、三浦綾子の文学作品に触

や作家になるきっかけ、人間関

れてみませんか。

言わずと知れた三浦文学の代

係、生き方まで全て描かれてお

拶盈３１５８

表作。大正末期、多くの試練に

り、初めて三浦作品を読む方、

三浦綾子記念文学館

向き合う上富良野の人々がどう

若い方々にも自伝３部作の「道

映画監督

生き、何を選択したのか。私た

ありき」がおススメです。

「道ありき
〈青春篇〉
」

柴山健次さんのおススメ

ちが毎日目にする美しい田園風

「泥流地帯」
「続泥流地帯」

問合せ 図書館ふれんど

～三浦綾子作品～

景につながる
「上富良野物語」
。

口述筆記で書かれる三浦文学は、半世紀近く前の作品でも違和感のな

い「読みやすさ」も大きな特徴の一つ。冬の「おうち時間」を三浦作品

で過ごしてみてはいかがですか。

ＰICK UP

ブロンズ・シルバーミウラー認定対象作品
泥流地帯

続泥流地帯

ひつじが丘

銃口

氷点

続氷点

三浦綾子ファンの証

ゴールドミウラーの称号にチャレンジ
年代もジャンルも多岐にわたる三浦作品。多くの作品を

道ありき

塩狩峠

母

その他ゴールドミウラー認定に必要な対象作品
海嶺

広き迷路

青い棘

命ある限り

天北原野

残像

嵐吹く時も

裁きの家

細川ガラシャ夫
人

読み深めるのも、三浦文学の魅力のひとつです。
図書館ふれんどでは、読んだ三浦作品に応じて、三浦綾
子ファンの証「ミウラー」に認定する取り組みを行ってい
ます。
問合せ 企画商工観光課地域活性化担当 拶盈

石の森

果て遠き丘

病めるときも

雪のアルバム

愛すること信ず
積木の箱
ること

千利休とその妻
たち

図書館ふれんど

拶盈

課題作品「ゴールドミウラー」
現在、認定者数人
課題作品全てを読みつくした「トッ
プオブ三浦ファン」
。現在までに町民人
と全国都道府県の三浦ファンが最難関の
称号を手にしています。

課題図書は上記の作品。図書館ふれんどに備
え付けのチェックシートで読んだ作品を確認し、
窓口でお申込みください。三浦綾子文学フェア期
間中だけではなく、過去に読んだことのある作品
も認定対象です。

過 広報かみふらの 2020.11

課題作品
シルバーミウラー

課題作品以上
ブロンズミウラー

正し く 知 り 、 正 し く 恐 れ る

新型コロナウイルスって
どんなウイルス？

人間に感染するコロナウイルスは７
種類です。４種類は冬～春に流行する
重症化しない「風邪」
、２種類は重症
化する「重症急性呼吸器症候群 ＳＡ

上富良野町を含む富良野管内では、５月以降新型コロナウイルス感染

ＲＳ 」の原因。７種類目が現在の新

Ｒ Ｓ 」と「 中 東 呼 吸 器 症 候 群 Ｍ Ｅ

 

新型コロナウイルス感染症

Q1

月 日現在 。しかし、北海道では

症の発症者は出ていない状況です


の距離にも届く 合唱練習や飲食店な

国立感染症研究所のＨＰより

生した新型コロナウイルス感染症の治療の最前線で立ち向かった富良野

で唯一の中核病院・第二種感染症指定医療機関の指定を受け、管内で発

覚・嗅覚障害以外はインフルエンザと

関節痛、筋肉痛、味覚・嗅覚障害。味

症状は発熱、せき、呼吸困難、下痢、

ＣＯＶＩＤ‐

きやすいため、その防御のために医療

場では処置に伴いエアロゾル感染が起

リスクを増大させる」と記載。医療現

る」
「 換気が不十分な屋内環境はこの

どで ことを裏付ける証拠は増えてい

角谷先生に聞きました

医師

医学博士
旭川医科大学臨床指導教授
小児科学会専門医・指導医
インフェクションコントロールドクター
感染症学会、小児感染症学会会員

触感染」です。また、気体中に浮遊す

に触れることで粘膜から感染する「接

どを直接触れたり、物を介して間接的

から排出されたウイルスを含む唾液な

より感染する「飛沫感染」と、感染者

散った飛沫 ひまつ を吸い込むことに

感染経路は、せきやくしゃみで飛び

が厚生労働省で検討されています。

スクを抱える人のみを対象にすること

齢者や基礎疾患があるなど、重症化リ

症状や軽症者の入院は、 歳以上の高

で宿泊療養も可能となっています。無

原則。無症状や軽症の人はホテルなど

染症と同等に扱われ現時点では入院が

症法上「指定感染症」であり、２類感

新型コロナウイルス感染症は、感染

る微小な粒子エアロゾルを介して、１

ると報告されています。

95


～２ｍ以上の距離を越えて感染する

半分は、発症前を含む症状のない患者

新型コロナウイルス感染症の感染の

米疾病対策センターは「飛沫や大気

せないために細心の注意が必要です。

状であっても、感染者は感染を拡大さ

から起きるとされており、軽症や無症
中の粒子は、空気中に滞留して他人に

ります。

「エアロゾル感染」が起きる場合があ

65

問合せ 保健福祉課健康推進班 拶盈６９８７

富良野協会病院

富良野協会病院 副院長・小児科

12



吸い込まれる可能性があり、 ｍ以上
1.8

お
じ
ふ
か く や

不二雄
角谷



協会病院の角谷不二雄副院長に伺いました。

よく似ており、無症状であることもあ



従事者は、Ｎ マスクやゴーグルを使

」と呼びます。

る病気を「新型コロナウイルス感染症

型コロナウイルスで、これが原因とな

 

ります。潜伏期間は平均５日程度、ほ

新型コロナウイルス感染症と予防について、富良野管内の２次医療圏

時流行も懸念されています。

月に入り感染が拡大傾向にあり、今後、季節性インフルエンザとの同

15

う場合があります。




10

とんどは感染から 日目までに発症す

19

10

霞
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正しく知り、正しく恐れる
新型コロナウイルス感染症

なぜ恐ろしい病気なの？

で、インフルエンザより 倍以上死亡
する危険性が高いことになります。
新型コロナウイルス感染症の重症化

に成功したと発表。 月中にも適用拡

大を申請するとしています。シクレソ

齢者や喫煙者、
男性、
冠動脈疾患やうっ

チン開発に取り組んでいます。治療薬

薬の流用 ・創薬 新規の作成 ・ワク

現在、世界中が治療薬探索 従来の

これらの治療薬の確実な効果が確認さ

加し、
実際に使用しています。
ただし、

ビピラビルとシクレソニドの治験に参

症例も報告されています。当院はファ

治療薬とワクチンは？

ニド オルベスコ は、肺炎が改善した

診断がついた患者のうちその感染に
血性心疾患、不整脈、慢性閉塞性肺疾

としてレムデシビルは、５月７日に日

リスクが高い方として、 歳以上の高

よって死亡する割合 は、日本の季節
患などの疾患がある方があげられてい

れたとはまだいえません。

病原性の指標である致命割合 確定

10

本で新型コロナウイルス感染症治療薬



Q4

性インフルエンザは毎年約１千万人が

ロナウイルス感染症治療薬としての承

として承認。デキサメタゾンは新型コ

コロナウイルス感染症のワクチン候補

ると現在、臨床試験に入っている新型

ＷＨＯの９月 日時点のまとめによ

ワクチンの日本への供給は遅れること

ます。

認は取得していませんが、厚生労働省

は 種類。このほかに 種類が前臨床
ファビピラビル アビガン について

が予想され、秋から冬にかけて大きな

確定診断され、そのうち直接の死者は
２～３千人で、致命割合は ～ ％。
関連死を考慮した超過死亡１万人から
計算した致命割合でも ％です。これ

の「診療の手引き」に標準的な治療法

は、非重篤の肺炎を有する患者を対象

再流行が起きた場合には間に合わない

の段階にあります。海外で開発された

的検査を行う意義は乏しいでしょう。

でしょう。

「密閉空間 換気の悪い空間 」
、
「密

に行った国内第三相試験 承認を得る

として掲載されています。

30
ために行われる臨床試験の最終段階





に対し、日本の新型コロナウイルス感
月６日時点

41

ただし、距医療関連感染を防ぐスク

に道立衛生研究所に依頼したものと当



染症の致命割合は ％

 

リーニング検査には、意義がある場合

抗体検査と抗原検査があります。抗体

院独自で合わせて 例にＰＣＲ検査を

もあります。当院では、 月７日まで

検査は急性期の診断に不向き。抗原検

集場所 多くの人が集まる 」
、
「密接場



検査の方法は？

151

査は感度が低く、陰性で感染を否定で

していましたが、３月中旬以降は許距

実施。２～３月上旬の適応は虚に限定

有効なワクチンの普及、多くの人が

離での会話や共同行為 」という３つ

面 互いに手を伸ばしたら手の届く距

きません。信頼性が最も高いＰＣＲ検

医療機関も再流行への準備が必要で

の密の回避は続ける必要があります。

す。４月の流行時、当院は感染病棟４

ら必要と判定した場合。許濃厚接触者

は、虚医師が診察で肺炎などの所見か

私が考えるＰＣＲ検査の絶対適応

が病院内、病院から療養施設への移動

があります。この積極的なＰＣＲ検査

全く発生していません。それには理由

期療養施設を含めた医療関連の感染は

富良野では病院、外来クリニック、長

を使った「手洗い」や手指消毒用アル

ほか、接触感染を防ぐために、石けん

飛沫の拡散を防ぐ「マスクの着用」の

体的距離確保」とくしゃみやせきなど

互いの距離を１～２ｍ以上開ける「身

その基本は飛沫感染を防ぐために、

体温測定、マスク着用のチェックなど

を近日中に開始します。来院者全員の

か、感染対策に不向きな床の張替工事

強。そのために陰圧装置を注文したほ

そこで当院は、 床まで収容能力を増

病院に依頼せざるを得ませんでした。

床の満床が続き、一部の入院を旭川の

をさかのぼって特定し、感染を判定す

で起きる医療関連感染の防止に寄与し

コールなどの使用が重要です。

る積極的疫学調査も意味があります。

にすることが重要です。

分だけでなく他人に感染させないよう

感染して集団免疫ができるまでは、ウ
北海道は医療関連の集団感染が多い

イルスと共存する生活が必要です。自

費用と時間がかかる、④検体採取時の

という特徴があります。幸いなことに




たと考えています。

ります。

感染リスクがあるといった問題点もあ

の適応でも病院負担を含めて多くの例



遺伝子を調べるＰＣＲ検査のほか、



再流行への備えは
どうしたらいいの？









0.03

を検査しています。

501



0.02

査ですが、①偽陰性が生じやすい、②

Q5



「陽性＝感染性」ではない、③多額の



10

0.1

1.9

10

特に症状がなく接触歴がない人に網羅

16

ができる体制も準備中です。

蚊 広報かみふらの 2020.11



10

65

Q2
Q3

正しく知り、正しく恐れる
新型コロナウイルス感染症

感染症を予防しよう！

正しい手の洗い方
帰宅したときや食事前など、こまめに手を洗いましょう
●手洗いの方法
※手洗いの前は爪を短く切り、
時計や指輪は外しておきましょう。

１

２

水で手を濡らし、石け
んを手に取ります

３

石けんをよく泡立てな
がら手のひらを洗いま
す

４

手の甲を伸ばすように
洗います

５

６

指の間を洗います

指先・爪の間を念入り
に洗います

７

親指をねじりながら洗
います

８

手首を洗います

９

流水で石けんと汚れを
洗い流します

発熱などの症状や
新型コロナウイルス感染症の
感染が心配なときは…

今年の冬は、新型コロナウイルス感

染症と季節性インフルエンザの同時拡

大が懸念されています。

発熱などの症状で、新型コロナウイ

かかりつけの医
療機関に受診前に
電話で相談してく
ださい

ルス感染症と季節性インフルエンザの

かかりつけ
医療機関が
ある場合

区別をするのは、困難と言われていま

かかりつけの医療機関がない場合や土
日、祝日、夜間や救急の対応を行ってい
ない場合は、
「北海道新型コロナウイルス感染症
健康相談センター」
にご相談ください。
拶‐‐フリーコール
※時間対応。設置期間は令和年月
日まで

す。発熱などの症状があるときは、受

発熱などの症状がある

洗い終わったら、清潔
なタオルなどでよく拭
き取って乾かします
診前に相談してください。

かかりつけ医療機
関がない場合など

石けんを使った手洗いは、新型コロナウイ
ルスが持つ「エンベローブ」という脂質から
できた重の膜を壊し、感染力を失わせるこ
とができます。

広報かみふらの 2020.11

俄

まちづくりトーク
「町立病院改築基本構想」

町立病院改築基本構想
問合せ 町民生活課自治推進班 拶盈

しました。

立病院の改築基本構想をテーマに実施

見交換の機会として開催。今回は、町

り組む施策などについて、町民との意

まちづくりトークは、町が新たに取

ました。

かみんで開催され、延べ 人が参加し

くりトーク」が保健福祉総合センター

月 日 木 、 日 金 に「まちづ
15



ため、国の補助金の種類が少

病院事業は営利事業となる

具体的に教えてほしい

財源はどのようになるのか

参加者からの質問・意見

問問
答答

ない。財源の多くは地方債 借金 で賄

問問

問問

町の洪水ハザードマップで
は、建設予定地が水害時に最

高 ㎝の浸水の恐れがあるとされてい
るが、その対策は考えているか
浸水の恐れがある地域だと
承知している。引き続き災害

拠点病院として、町の防災担当と協議

答答

現在の子どもセンターに新

る北 号道路の踏切の幅が狭

新病院の救急出入り口とな

しながら、対策は万全にしていく。

センターはどうなるのか
子どもセンターに集約され
ている「児童発達支援」と「子

い。救急搬送に支障は

答答
育て支援」の２つの機能を分け、発達

市街地を通らず国道に行き

支援は専門で指導を受けられる施設を

などが掛かるため、今後の検討課題と

た。踏切の改修となると多大な事業費

来できる利便性を考え設定し

他の公共施設を有効活用しながら環境

したい。

町のかかりつけ医の役割を
果たすため、地域密着の医療

方も自由に集える庭など、建

病院利用者のほか、地域の

機関として整備していく。

答答

建設を進めてほしい

は助かる。地元に密着した町立病院の

題もあり地元に病院があるの

高齢になると交通事故の問

を整えていく。子育てに関わっている

この計画で足りるのか

きたい。

問問

常時待機者と他の町の施設
に入所している方の状況を踏

ドクターヘリのヘリポート
の計画について教えてほしい
現在具体策はないが、現在

物だけでなく、外構のプランについて
も重視してほしい

の役場車庫前が良いのか、新
病院に機能を持たせることができるの

ラベンダーハイツが移転する

憩いの場については、将来

か、基本計画のなかで検討していく。

答答

問問

まえ設定した。

答答

介護医療院が 床となるが

方々とも意見交換をしながら進めてい

確保していく。子育て拠点の施設は、

答答

問問

病院を建設予定だが、子ども

ない計画にしたい。

有利な財源を研究し、町民の負担が少

計のなかで、事業費を精査していく。

うことになる。今後基本計画、実施設



答答

く。

不具合や非効率だから、十

数年後にまた改築するという

専門的なコンサルのほか、

現場の医療スタッフの意見も

今後、基本計画の際にパブ

リックコメントを実施し、町

民の意見を集約したい。

答答

意見できる場を設けてほしい

づくりトークのほかに町民が

町立病院改築に対し、まち

としたい。

理由に将来建て替えることがない計画

取り入れながら進める。非効率などを

答答

ことは無いようにしてほしい

問

問

24

ことも踏まえ、基本計画で検討してい

峨 広報かみふらの 2020.11

51

50

問
問

まちづくりトーク
16





40

10

令和２年度明るい選挙啓発標語

月 日 日

場所・時間

※手続きはお早めに済ませてください

ください。

・ご自宅で体温を測り、体調を確認の

・マスク着用でお越しください

協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策にご

司投票所へお越しの際のお願い

・役場１階相談室 ８時 分～ 時

～ 時

・保健福祉総合センターかみん
１階ふれあいホール

※満 歳になる前に投票する場合は、
不在者投票になります
司代理投票

・投票所入場券は、あらかじめ切り離

して持参ください

我

広報かみふらの 2020.11

司投票日時
投票日
投票時間 ７～ 時
司投票できる人
・日本国民で、上富良野町の選挙人名
簿に登録されている人
・平成 年 月 日までに生まれた人

・投票台に鉛筆を用意していますが、

うえ、ご来場ください
は、受付に申し出れば、係員の代筆に

ご自身で投票用紙に記入できない方

き続き町内に住所を有している人

先の選挙管理委員会で不在者投票が

に記入ができます

持参した鉛筆を使用して、投票用紙
方も受付にお申し出ください。

より投票できます。点字で投票される

ない人
司不在者投票
票や期日前投票に行くことができな

・仕事や私的な理由により、当日の投

投票所入場券は、選挙人名簿に登録

い方は、期日前投票の期間内に滞在

司投票所入場券
されている方へ 月 日 火 までに、
世帯全員分をはがき一枚にまとめて郵

できます

る施設であれば、その施設で不在者

道府県選挙管理委員会が指定してい

・病院などへ入院・入所中の方は、都

送します。投票に行くときは、投票所
を確認のうえ、入場券を切り離してお
持ちください。
入場券を紛失した場合でも、投票所

投票をすることができます
※選挙管理委員会へ投票用紙などの請
求が必要となりますので、お早めに
手続きください

身体障害者手帳、戦傷病者手帳など

上富良野小学校
体育館
社会教育
第投票所
総合センター

の受付で本人と確認できれば投票でき

の住所の投票所になります

投票日当日に投票所へ行けない方

をお持ちの方は「郵便等による不在者

司郵便等による不在者投票
は、次の期間に期日前投票ができます

投票」ができる場合があります。あら

司期日前投票

ので、投票所入場券をご持参のうえお

かじめ選挙管理委員会へ申請登録して

●投票日当日の投票所と対象地区

刑の執行猶予中、選挙権停止中では

・受刑中や仮出獄中、選挙犯罪による

・８月 日までに転入届を提出し、引

20
19

30

16

「郵便等投票証明書」の交付を受けて

大町、南町～丁目、宮町、本町、日
の出第
緑町、桜町、東町、新町、旭町、南町
丁目、丘町、向町、旭野、富原
富町、錦町、中町、西町、光町、島津、
第投票所 上富良野町公民館
江花
栄町、泉町、扇町、北町、日の出第、
第投票所 上富良野西小学校
日新、清富、草分、江幌、静修、里仁

第投票所

ます。
13

※町内で転居した場合、 月 日現在
11

月 日 水 ～ 日 土

越しください。
期間

東中

第投票所 公民館東中分館

対象地区

投票所

24



28



最優秀賞

福さん作

30

11

25



問合せ 選挙管理委員会 拶盈

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

「みんなの一票を 今と未来につなげよう」
伊藤

29
20


11

18

11

23 14

11

月日日は
上富良野町長選挙
上富良野町議会議員補欠選挙の
投票日です

ご存じですか？
在宅の障がい児・障害者の方への手当

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。
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。

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

歳以上の方に支給されます

あり、日常生活において常時介護を

③最重度の知的障がいか精神障がいが

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

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
を受給している場合

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

特別障害者手当

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

障害児福祉手当

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。

特別児童扶養手当

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。

障がいがあり、日常生活で常時特別

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

を目的に支給されます。

障がいがあり、日常生活で常時特別

養育している方

な介護が必要な満 歳以上で、次の
いずれかに該当する在宅障がい者
①身体障害者手帳の１・２級程度の異
らの障がいと常時介護を必要とする

なる障がいが重複している方、これ
②身体機能の障がいか長期にわたる安

精神障がい 最重度の知的障がいを
含む が重複している

酸支給制限

④身体機能の障がいや病状、重度の知

障がい、知的障がいなどが２つの計

申込み・問合せ

級程度の障がいがあり、日常生活動
作が著しく困難
④内部機能の１級程度の障がいか身体

電話はどちらも 拶盈６９８７

保健福祉課福祉対策班

・特別障害者手当

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
酸支給額 １万４千 円

・受給資格者、配偶者、扶養義務者の

880

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

・対象児童が施設に入所している場合

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

か日常生活動作が著しく困難な精神

必要とする程度

月の手当が支給停止

場合は、その年度の８月から翌年７

・養育者の前年の所得が基準額以上の

態が①と同程度以上

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

な介護を必要とする満 歳未満の在

酸対象者 身体、知的、精神に重度の



350

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



酸対象者 次の要件に該当する児童を
①身体障害者手帳の１～３級、４級の
一部に該当する児童
②療育手帳をお持ちか、同程度の障が
いのある児童 手帳のない児童も対
象
１級 ５万２千 円

酸支給額 判定により異なります

20


20

酸支給制限

酸受給できない方

忘れずに！





・対象児童が障がいを理由に公的年金
を受給している場合

牙 広報かみふらの 2020.11





２級 ３万４千 円

970 500


20





20

20





上富良野中学校吹奏楽部第 回定期
演奏会が、上富良野中学校体育館で行

の影響もあり、各種コンクールなどが

今年度は新型コロナウイルス感染症

れ、総務大臣表彰を受賞。 月 日、

にわたる行政相談委員の活動が認めら

行政相談委員の田中博さんが、長年

田中博さんが
総務大臣表彰を受賞

中止。３年生にとっては、中学校生活

役場で表彰伝達式が行われ、総務省旭

なわれました。

最後の演奏の場となりました。

するなど、会場は盛り上がりました。

毎月開催。相談者の話に誠実に向き合

談委員を委嘱され、定例行政相談所を

田中さんは平成 年４月から行政相

力され、相談者、地域住民から大きな

い、親切丁寧な対応で問題の解決に尽

この演奏会では、今年度町で新しく

した。

信頼が寄せらていることが評価されま

の楽器も披露されました。

購入したピッコロやフルートなど 本

きな拍手が送られました。

本編最終曲の「ミス・サイゴン」では、

所長から表彰状が手渡されました。

川行政監視行政相談センター遠藤正則

16

演奏と歌で観客を魅了。演奏後には大

を演奏。吹奏楽をバックに先生が熱唱

10

人が出席しました。

健福祉総合センターかみんで行われ、

町社会福祉協議会、道社会福祉協議会

から感謝状を６団体と 人へ授与され

ました。道社会福祉協議会中村健治副

局長の講演では「生活の中での介護ロ

ボット」と題し、
「 毎日の介護から災

害まで、これからの福祉の町づくりに

はロボット技術の有効活用が重要」と

話されました。講演後、町内の小学生

から寄せられた福祉作文の入選表彰を

行い、最優秀賞を受賞した４人が作文

を披露。福祉への思いが詰まった力作

に大きな拍手が送られました。

画

広報かみふらの 2020.11

21

この日は「ブルースカイ」など 曲
10

18
介護初任者研修の修了証を手にする年生

年にわたり行政相談委員を務める田中博さん

第 回上富良野町社会福祉大会が保

37

日頃の福祉活動への功績をたたえ、

134

19

地域の福祉を支えて
第 回社会福祉大会

福祉活動の功労者へ感謝状が手渡された

上富良野中学校
第 回定期演奏会

了試験では皆が一発合格できました。

員休むことなく、熱心に取り組み、修

例年より短期間での研修でしたが、全

新型コロナウイルス感染症の影響で

います。

力として活躍できるようサポートして

校生のために受講料を全額負担。即戦

町では、介護職をめざす上富良野高

に修了証書が手渡されました。

試験に合格した上富良野高３年生 人

介護職員初任者研修を受講し、修了

上富良野高校生 人が
合格 介護初任者研修
10

今後の進路はさまざまですが、個人の

37

21

大きな自信へとつながりました。

14

演奏で会場を沸かせた吹奏楽部員
10

10/16
10/23

10/4
10/15

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/

します

令和２年第２回定例会

富良野広域連合議会
・ 岩 渕 秀 一 南富良野町教育委
員会教育長

お答えします

町民ポスト

町民生活課

ほか、植樹帯に代わり植樹枡に

が少なく傾斜の緩い構造となる

安全性を高めるとともに、段差

自治推進班

することで高齢者や障がい者、

問合せ

拶盈６９８５

通園バスの乗降に配慮した花壇

の整備を行う予定です。

この整備により、冬期間を含

めた交通の利便性と安全性の向

建設水道課
都市整備担当

上のほか、観光振興へも寄与す

【回答】

当該道路は北海道が所管する

【ご意見】

道路であるとともに、町の都市

◎富良野広域連合職員の特殊勤

通称十勝岳観光道 フジスー

が原案どおり可決・認定された

パーから和田牧場の間 の拡幅

るものと考えております。花壇

務手当に関する条例の一部改

計画道路として位置付け。町の

正について

工事が進行中です。今回の工事

の管理は、上富良野町高齢者事

ほか、総務産業委員会、文教環
◎令和元年度富良野広域連合一

都市計画マスタープランでは、

管理について」の調査報告があ

で冬季除雪が歩車道分離される

業団へ委託を予定しています。

般会計歳入歳出決算の認定に

花の誘い強化路線 花景観街路

が事業主体として、車道と歩道

通学児童や地域の見守りを実

ことは何よりです。

りました。
◎専決処分報告

施してきた中で、

の整備が進められています。
・花壇の段差が、高齢者や障が

予定の歩道全幅員が現況 ｍに

ンダーの植栽 ついては、整備

内９カ所に町民ポスト、町ホー

役場や上富良野郵便局など町

ご意見・ご要望を
お寄せください

ご理解をお願いします。

ついて

般会計補正予算
・北海道市町村職員退職手当組

・歩道は通行人の安心・安全の

歩 道 内 に 整 備 す る 花 壇 ラベ
い者が利用する車いすの障害

ムページに町民ポスト電子版を

ためにあるもの

・北海道町村議会議員公務災害

対し、計画では ｍと拡幅する

万９千円

公共串内牧場哺育育成セン
ター及び採草放牧兼用地
○その他会議に付した案件

・監査委員報告 例月出納検査

のボランティア頼みになる

・花壇の手入れは、町内会など

幅員内に現道内にある電柱のほ

す。利用幅 ｍを除いた ｍの

の利用幅として位置付けていま

車いすや自転車のほか、歩行者

予定となっており、うち ｍが

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

ください。

などへご意見・ご要望をお寄せ

設置しています。町の行政施策

受ける

か、道路標識や照明などの付帯

い。無記入の場合、回答などは

住所、電話番号をお書きくださ

しないことをご了承ください。

原則、広報かみふらのには掲載

花壇整備については、都市計

特定の個人や団体を特定する

予定です。

画マスタープランに基づき、か

旭町３丁目 梨澤節三
※ご本人了承のうえ、ご意見の

ものや誹謗 ひぼう 中傷するも

歩道幅員が現況より ｍの拡

しないことをご理解願います。

は回答しないほか、広報に掲載

の、町の業務に無関係なものに

幅することにより、歩行者への

要望を行っています。

ねてより町から北海道に対して
掲載しています

一部を省略、修正したものを

要と考えます。

設備と合わせて花壇整備を行う

道が多い

家族の乗り降り場所に制限を

3.0

2.5
・高齢者や障がい者、幼児連れ

3.5
このことから歩道に花壇は不



△２千 万３千円

となる 車いすが通れない歩

・諸収入 雑入

万４千円

結 果 報 告 令和元年度１～５
月分、令和２年度４～８月分
・令和元年度富良野広域連合教
育行政評価報告
拶曳１２２１





3.0

・連合債 △ 万円

員の任命

◎富良野広域連合教育委員会委

・教育費

・消防費 ２千 万３千円

歳出

69

38

・ 服 部 久 和 上富良野町教育委
員会教育長

総務課




問合せ 富良野広域連合事務局
総務課財政管理班





394

110

153

0.5

1.0





◎指定管理者の指定について

補償等組合規約の一部変更に

約の一部変更について

・北海道市町村総合事務組合規

合規約の一部変更について

２千 万 千円を歳入歳出そ
歳入





・寄付金 ５万円

・市町村負担金





ついて

167

れぞれに追加しました。

７

・繰越金 ４千 万１千円



191

となっています。現在、北海道

◎令和２年度富良野広域連合一

境委員会から「所管施設の運営

堂で開催。提出された議案９件

月 日、富良野市議会議事

報告
14


ピックアップ
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シ
ー
メ
ォ
フ
ン
イ


拶盈６９８０
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お知らせ

information



人事



31

上富 良 野 町 職 員 人 事




10

月 日付

１

酸退職

月 日付

 
11

太田有維子 町立病院看護師

酸新規採用

真鍋陽子 町立病院看護師

問合せ 総務課総務班


日時
月 日 月

場所 保健福祉総合センターか

みん

11

30



～ 時

13
15

特設行政相談

国の仕事やサービス、各種制

度の手続きなど、困りごとや苦

16

情・意見・要望があればお気軽

～ 時

13

拶盈６９８７

月２日 水




にご相談ください。

日時

場所 保健福祉総合センターか

みん

12

問合せ 保健福祉課福祉対策班

富良野沿線総合相談会

交通事故や金銭貸借、相続・

時

脚力のすすめ
分
②・②
膝痛さんに！

行政相談委員

～時

13

離婚などの家庭問題、人権問題

燃焼ウォーク
分
②・②
脂肪燃焼

拶盈２８８２

時

16

田中博 南町２丁目１番 号

～時

～ 時

チェンジボディ
分
①・①
腰痛さんに！

月１日 火

時

一般利用

13

などを無料で相談に応じます。

時分

日時

月
時

拶盈６４００

かみんプール教室スケジュール 【月日～月日】

12




問合せ 総務課総務班

福祉

保健福祉総合センター
かみん休館

自家発電設備工事と清掃・点

12

場所 富良野市役所

26



※交通事故相談は事前予約制。

月 日 木 までに富良野市

役所市民相談室拶曳２３０１

へお申込みください

問合せ 保健福祉課福祉対策班

11

拶盈６４００

10

相談

12

旭川 人 権 擁 護 委 員 協 議 会
特設 人 権 心 配 ご と 相 談 所

月４～ 日は「人権週間」

です。特設心配ごと相談では、

近隣との争い、家族関係、金銭

拶盈６９８７

16

12

検のため、次の期間が休館とな

30 20

ります。

８ 12 22

司自家発電設備工事による全館

11

休館

時 分～ 時

月 日、 月６日、

13

日時

月 日、 月 日のいずれも

日曜日

司清掃・点検によるプール・浴

月 日 月 ～




室の休止

期間
30

12

月３日 木

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課福祉対策班

11

貸借、いじめの問題などあらゆ

る相談に無料で応じます。

令和年度固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、収入が減少した中小事業者に対
し、事業用の家屋、償却資産に係る固
定資産税を減免します。
※土地や住宅用家屋は対象外です
減免要件 令和年～月のうち連続
するカ月の事業収入が、前年同期
と比べ％以上減少していること
減免額
・／免除 事業収入が～％未満
減少している場合
・全額免除 事業収入が％以上減少
している場合
申告方法 商工会など「認定経営革新
等支援機関等」の確認を受けた申告
書などを令和年月日月までに
下記へ提出してください
※感染症拡大防止のため、郵送での提
出にご協力ください
申込み・問合せ 町民生活課税務班
拶盈

問合せ 保健福祉課福祉対策班 拶盈

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

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 2020.11

芽

お知らせ

information

望施設と調整します
※定員により希望する施設に入

冬の健康づくり週間

増進のため、社会教育総合セン

子育て
司利用手続き説明会
ターのアリーナ、ウォーキング

冬季間の運動不足解消、健康

月 日 金

園できない場合があります

令和 ３ 年 度
入園申込み手続き
日時

拶盈６９８７

場合がありますので、事前にご

月 日 土 ～ 日 金

確認をお願いします。
期間

問合せ 教育振興課社会教育班

拶盈５５１１

納めた国民年金保険料は
社会保険料控除の対象です

定期利用団体が使用している

利用に限り、無料開放します。

コース、トレーニング室を個人

令和３年度の教育・保育施設
① 時 ② 時 ③ 時
場所 子どもセンター

の入園受付を行います。産休や
育休明け、出産などの年度途中
※定員を超えた場合、個別に相

定員 ①～③の時間帯各 人

利用手続き説明会も開催しま

からの利用も受け付けます。
談対応します。
※子連れでの参加も可能です

すので、希望者はお申込みくだ
さい。
申込み・問合せ

教育

保健福祉課子育て支援班

対象施設
・認定こども園上富良野高田幼
稚園
・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

町民玉入れ大会

険料を納めた場合と同様、社

国民年金保険料は、社会保

※ 月１日以降に初めて国民

証明書」が送付されます。

が軽減されます。

課税所得から控除され、税額

会保険料控除としてその年の

ます

翌年の２月上旬に送付され

年金保険料を納めた方は、

対象は令和２年１～ 月ま

班

問合せ 町民生活課総合窓口

友達や家族、サークルなどの

でに納められた保険料で、過

保育認定の要件 保護者のいず

27



など保険料の支払いを証明す

整や確定申告の際に領収証書

場所 富良野市役所

日時

前にお申込みください。

旬に日本年金機構から「社会
保険料 国民年金保険料 控除

月３日 木
る書類の添付が必要です。保

申込み・問合せ 旭川年金事

年金相談は予約制です。事

司出張年金相談所

拶０１６６‐２７‐１６１１

拶盈６９８５

仲間でチームを作って参加しま

れもが就労、妊娠、出産、疾

旭川年金事務所

せんか。

料のほか、配偶者や家族の保
険料を支払っている場合も控

時 分

去の年度分や追納された保険

病、障がい、介護、看護、養
日時

な子ども

10
険料を納めた方には、 月上

控除を受けるには、年末調

場所 社会教育総合センター

チーム編成 １チーム 人以内
月 日 金

認定に必要な添付書類などを

申込期限

教育振興課社会教育班

申込み・問合せ

20



参加料 １チーム１千円

一般の４部門

除が受けられます。

30

種目 小学生、中学生、女性、




月６日 日

育、就学、求職のいずれかに
該当していること

21



拶０１６６‐７２‐５００４

務所お客様相談室




８

10

手続き 教育・保育給付支給認

11

12

定申請書、入園申込書、保育

年金

27
16


11

拶盈５５１１

蛾 広報かみふらの 2020.11

今月の

18
15

11

10

12

入園希望施設に提出
月 日 火 ～ 日 水

福祉課で受け付け後、入園希

※１月以降の認定申請は、保健

お知らせします

認定区分などの決定 ２月中に

期間

30



12

11



１



のお話


12

【広告】

作品名 「ふくろう」

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

冬の事故防止について

者が多く、大きなけが

増えます。転倒での救急搬送は高齢

冬になり、雪道転倒による事故が

◎窒息事故予防のポイント

多くなりますので注意が必要です。

え、餅を喉に詰まらせる窒息事故が

年末年始は餅を食べる機会が増

司餅による窒息事故を予防！

につながります。滑り

・餅は小さく、食べやすい大きさに

司冬道の転倒事故を防ごう！

やすい場所や予防法を

して、よく噛んでから飲み込む
は、食事の様子を側で見守る

・乳幼児や高齢者と食事をするとき

知り、寒い冬を元気に
過ごしましょう。
◎滑りやすい場所

食事中突然苦しがり、皮膚が変色

◎万が一、詰まってしまったら

りがある歩道、駐車場、バスやタク

し、声掛けにも応答できないときは

横断歩道や車庫前などの車の出入
シーの乗降場所など、車や人が多く

番通報を頼み、直ちに詰まったも
のの除去を試みましょう。

十勝岳連峰に生

息する「ホシガラ

ス」と「エゾライ

チョウ」を紹介

レッドデータブック」では希少種

化により生息数が激減。
「 北海道

は森林の減少などの自然環境の変

下草の多い林で見られます。近年

辺や谷間の落葉広葉樹林も好み、

の林地のみに生息。湿気の多い川

日本では北海道の低地や低山帯

エゾライチョウ

帯を移動します。

食べ、食糧の実を求めて、山岳地

和名の由来です。主にマツの実を

様子が星空のように見えることが

茶色の体に白い斑点がしまをなす

北方の冷帯針葉樹林に生息。黒

ホシガラス

その27

に指定されています。

賀
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問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

!!

エゾライチョウ左とホシガラス右。
十勝岳で撮影されました

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

通る場所は、雪道が踏み固められた
り、車の熱などで雪の表面が溶けて

能であれば、でき

・咳をすることが可
◎転びやすいのはこんなとき

るだけ強く咳をさ

【異物除去の応急措置法】

・急いでいるとき

せ続ける 咳は異

滑りやすくなっているので、気を付

・何かに気をとられているとき

物除去にもっとも効果的

けましょう。

・両手が塞がっているとき

にさせ、手の付け根で肩甲骨の間

拶盈２１１９

問合せ 上富良野消防署

するまで心肺蘇生法を行う

・意識がない場合は、救急車が到着

を力強く連続して叩く

・急がず余裕を持つ

は要注意

・歩き始め、歩く速度を変えるとき

の重心をやや前に垂直に踏み出す

・小さな歩幅で靴裏全体を付け、体

・お酒を飲んでいるとき

・前屈みの姿勢か横向きの寝た状態


◎冬道で滑らない歩き方

・雪道用以外の靴を履いているとき
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くん

島田 奏

し ま だ そう

ふくろうの顔のカーブが、うま
く切れなくて難しかった。上手に
できたところは体の模様。紙テー
プをそれぞれ違う色にしてきれい
に貼ったよ！
そめや おとか

ふくろうの足をギザギザに切る
ところを頑張りました。木になっ
ているフルーツは、小さい折り紙
を細かく折るのが難しかったけど
上手にできたよ！
ちゃん

染谷 乙歌

認定こども園
上富良野高田幼稚園

かみふっこギャラリー

司中村ジオ専門員の
「十勝岳ジオ構想の

十 勝 岳 ジ オ パ ー ク を よ く 見 る と、

北海道そのものの成り立ちにも通じま

７月に「十勝岳ジオくらぶ 青野範子会

する 盛り上げる ことを目的に、昨年

十勝岳ジオパーク構想の活動を支援

司ご存じですか？ 十勝岳ジオくらぶ

が増えることを期待しています。当推

せん。今後も会員が増え、楽しい活動

は、地域住民の理解や活動が欠かせま

魅力的なジオパークを作るために

しょう」と話していました。

動している。ぜひ皆で楽しく活動しま

心がある方など、それぞれの関心で活

しいものを作りたい方、町の歴史に関

い。自然が好きな方、地元食材でおい

綾子の小説『泥流地帯』の映画化プロ

みも与えてくれています。今年は三浦

観、温泉、広大な農地など、多くの恵

せませんが、風 光 明 媚 め い び な景

の生活に直結する火山活動から目が離

い十勝岳は日本有数の活火山。私たち

る地域」です。町の東にそびえる美し

十勝岳ジオパークは「火山と共生す

なりにまとめてみました。

で、どんなジオパークを作るのか、私

ジオパーク構想の全容が見えてきたの

上富良野町で勤務して半年。十勝岳

んです！ さあ、皆の力を合わせて、

界のどこにも劣らない私たちの宝物な

にとって「当たり前」のことでも、世

要なテーマとなります。上富良野町民

た生活文化も、十勝岳ジオパークの重

の歴史です。さらに自然と共生してき

町ができるまで」が十勝岳ジオパーク

「 北海道ができてから私たちの住む

が町の西側にそびえる標高 ｍの山々

の影響で、海底や地中で作られた岩石

年ほど前にぶつかってできました。そ

美瑛町内の小学４年生を対象に

す。北海道の大地はかつて、２つない

活動の基本は、会員がジオパークを

進協議会としても、十勝岳ジオくらぶ

素敵なジオパークを作りましょう。

おさらい」

楽しむこと。毎月第３土曜日に定例会

ジェクトが前進しました。上富良野町

し３つに分かれていた陸地が、２千万

を行い、中村有吾ジオパーク専門員に

を積極的に支えていきたいと思いま

には小説に描かれた街並み、人々の面

り設立。現在は会員 人で活動してい

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

ます。

影が現在も息づいています。泥流災害

を作りました。

よるジオパーク講座、富良野岳での高
す。

など、さまざまな活動をしています。

火山の科学 おもしろサイエンス





らも科学的におもしろく解説します。

みなどをやさしく紹介。防災の視点か

火山の分布や仕組み、火山からの恵

西川有司 編 、日刊工業新聞社発行



界に発信するのもジオパークの役割で
す。




「今月の一冊」

800
から町を復興させた「カミフ魂」を世



長 」が美瑛・上富良野の町民などによ

山植物観察会、大正泥流の跡地を歩く

Geopark
Nakamura

ここに写っているもの
全てが「ジオパーク」

ガイドも務める國枝孝行さんは「十勝
岳ジオくらぶは、十勝岳ジオパークの
応援団。十勝岳
のことを学ぶこ
とで、その魅力
を理解できるよ
うになる。多く
の人に魅力を伝
え、十勝岳ジオ
パークの活動を
応援していきた

日の出公園での定例会の様子
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。

雅 広報かみふらの 2020.11







十勝岳ジオくらぶ事務局長で、ジオ
定例会でかみふらの岳登山を実施。
ジオパークの魅力を皆で体感しました
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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…
赤経時分
止
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赤経時分
止

赤経時分
止

うお座

止

止

止

こと座

おひつじ座
火星

春分点

みずがめ座

わし座

止

おうし座
くじら座

土星
止 木星
止

度
緯
赤
東南東

南東

南南東

南

南南西

町へ
◎町民福祉コンサート
◎奥田秋子さん

ペガサス座
度
赤緯

たくさんのご寄付
ありがとうございました

南西

西南西

月日木時の上富良野の星空です。南西の低空には木星、土星が
接近して見えています。
来年の木星と土星はここまで接近しないので、
しっ
かり目に焼き付けておきたいものです。また、この日は月齢の細い月
が大惑星のそばに見えているため、すてきな写真対象になるでしょう。
南南東の空には月に地球に最接近した火星が‐等で輝いています。

円
万円

町立病院へ
◎清水俊明さん
◎奥田秋子さん
◎西木晴彦さん
◎金谷幸子さん

５万円
万円
３万円
５万円

ラベンダーハイツへ
◎西木晴彦さん
◎眞鍋正美さん

３万円
万円

社会福祉協議会へ
◎奥田秋子さん
万円
◎中澤俊幸さん
５万円
◎眞鍋正美さん
５万円
◎旭川地方隊友会上富良野支部
１万円

年前の大接近のときは、火星は「砂嵐」が多く、表面の模様はあまり見
えませんでしたが、今回の接近では比較的細かなところまで模様地形を
見ることができました。火星は地球のすぐ外側を回る近い惑星でありなが
ら、地球の半分ほどの大きさしかないので、近づいたときと遠ざかったと
きの見かけの大きさの差はとても大きく、来年の夏には等星ほどになっ
てしまいます。
さて、今回は天体の位置の表し方について解説します。新天体が発見さ
れたときには「東の方角」とか「オリオン座の右側」と言っても、正確な
位置を特定することはできません。そこで、天体の位置を表すには、地球
上の位置を表す緯度や経度と同じ考え方を使うのが一般的。地球の緯度は
北極を北緯度、赤道を度、南極を南緯度と表します。天体の緯度赤
緯δ…せきいは「天の北極北極星付近」を赤緯＋度、
「天の南極南

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、月や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

極星というのはありませんが」を赤緯‐度、その間にあるラインを「天の赤道赤緯度」と呼びます。天体の経
度赤経α…せきけいは「春分点春分の日の太陽位置」を時分とし、そこから東方向に度を個に割り「時
分秒」
で表します。 この星図の火星の位置を表すと赤経時分秒、
赤緯＋度分となります。この方法を使うと、
目当ての星の見える方角が時間の経過とともに変わっても「星図」上の位置で確認することができます。ただし「星
図」は通常書店に置いていませんし、出版社も限られています。もう少し星のことについて勉強したい方、天体を趣
味にしたい方は、ぜひ入手すべき「星の地図」です。
※図面では「春分点」がたまたま真南付近に来ているために、赤経時が中央になっています

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 10,534 人 （－）
男
5,419 人 （－）
女
5,115 人 （－）
世帯 5,379 世帯 （－）
 中央コミュニティ広場でかみふらの収穫祭が
開催。
新鮮野菜などを求め、
約人が訪れました。

広報かみふらの 2020.11
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