四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

2021
こ

2
う

ほ

NO.741
う

主な内容

令和年上富良野町成人式
いつか来るそのときに備えて 十勝岳噴火総合防災訓練
かみふパズル第弾
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３年上富良野町成人式
広報かみふらの 2021.2

嘩

成人式が１月

新成人を代表して、端場麻衣

いの言葉が贈られました。

イルス感染症対策のため、出席

に出席しました。新型コロナウ

地域に安心と活気を与えられる

さんから「日々努力することで

ことば」を読み上げ、湯場俊介

さんと若林春希さんが「誓いの

者全員がマスク着用と受付での

よう、与えられた役割を全うし

この日成人を迎えた 人が式典

検温が実施されたなかでの開催

た上富良野を魅力のある町に

ていく。私たちが生まれ、育っ

斉藤繁町長から「現在の社会

し、後世に引き継いでいく」と

となりました。

は変化が激しい。皆さんの若い

金メダルを獲得

決意の言葉が述べられました。

高橋尚子選手、柔道田村亮子選手らが

力と行動力が新しい時代を切り

・シドニーオリンピック開催。マラソン

閉式後、東中清流獅子舞保存

【世界の出来事】

開く原動力となる。ＳＮＳを自

・ユニバーサルスタジオジャパン開業

会による郷土芸能と榎本元さん

・流行語「おっはー」「IＴ革命」

在に使いこなす情報発信能力が

・ハッピーマンデー制度が始まる

による狂言が披露され、新成人

・新紙幣二千円札発行

高い皆さんは、町にとって大切

【国内の出来事】

の門出を祝福しました。

※写真撮影時のみ、マスクの取り外しをお願いしています

日 日 に社



会教育総合センターで行われ、



85

な 人 材 で す。 社 会 に 関 心 を 持

貨

広報かみふらの 2021.2

10

ち、 情 報 を 使 い こ な す 人 間 に

【町の出来事】

・カナダカムローズ市・上富良野町友好

提携周年記念式典開催

・上富良野西小学校の新校舎改築落成

・東中小学校開校百年式典

・富良野沿線農協合併

なってほしい」と新成人にお祝

新成人が生まれた
平成年月～平成年月の出来事

避難を呼び掛ける防災行政無線やサイ

警察、自衛隊などの防災関係機関が参
加する次の訓練を実施します。
訓練項目 情報伝達訓練、初動体制構
築訓練、各種対策本部運営訓練、避
難所運営訓練、救助・救出訓練、避
難路確保・道路閉鎖訓練

家庭でも日頃の備えを！

家の中で安全に過ごすために

やむを得ず車で外出するときは

・気象情報に注意して、暴風雪が予想されて

・天気の急変などにより、車が立ち往生する

・停電に備えて、懐中電灯、携帯ラジオ、防

コップ、けん引ロープなどを車に用意する

寒具、ポータブルストーブや灯油、非常

とともに、十分な燃料があることを確認し

食、飲料水などを準備しておきましょう

ましょう

迦

広報かみふらの 2021.2

いつか来るそのときに備えて

積雪期の突発的な小噴火と融雪型火
レン、緊急速報メールの配信などにつ

十勝岳噴火総合防災訓練
山泥流の発生を想定した十勝岳噴火総
いても行いません。

昨年の対策本部運営訓練の様子

今年度の訓練は、北海道、町、消防、

合防災訓練を２月 日 水 ～ 日 木
に実施します。

会や事業所の皆さまが参加する避難訓

ロナウイルス感染症対策のため、住民

を実施していますが、今年度は新型コ

加していただき、避難所への避難訓練

毎年、住民会や事業所の皆さまに参

今年度の防災訓練は
防災関係機関のみで実施

18



練は行いません。併せて、避難所への
活火山十勝岳はこれまでも噴火を繰
り返しながら、現在も活動を続けてい

携帯ラジオ

スコップ

灯油

ます。大切な命を失わないために、歴
史から学び、日頃から災害に備えるこ
とが重要です。家庭でできる防災対策
の再確認をお願いします。
・防災行政無線戸別受信機の電源と電
池を確認する
・懐中電灯、携帯ラジオ、常
備薬、非常食、飲料水など
防災グッズの備蓄
・避難場所や避難経路を確認
する

非常食

懐中電灯

ことを想定して、防寒着、長靴、手袋、ス
いるときは、外出を控えましょう

17



冬期間は暴風雪による災害にも備えましょう！

暴風雪による被害に遭わないために、テレビやラジオなどで悪天が予想されていることを知ったときは、今の
天気が良くても油断することなく、最新の気象情報や道路情報などを十分確認しましょう。

・FF式暖房機などを使用している場合は、給

排気口付近が雪でふさがれないよう注意し

ましょう

毛布

長靴

ポータブルストーブ

問合せ 総務課基地調整・危機管理室 拶盈

第 弾

かみふパズル

協働のまちづくり推進委員会では、協働のまちづくりの一環として、上富良野のことを改めて知っても
らおうと、クロスワードパズルを作りました。
正解者の中から抽選で人にらべとんボールペンゆるかわ♪ ver. をプレゼント！ ぜひご応
募ください。
「協働のまちづくり」のことについて、知りたい方はこちらをチェック！

⑤

②

③

④

⑥

⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

⑫

⑬

⑭

たてのカギ
を並べて一つの言葉を作ってください

新春号の答えは「トカチダケ」でした

①

※答えは月日号に掲載します
簡単なルール
①「ア」と「ァ」のように大文字・小文字は区
別しません
②カギの○○は、漢字もカタカナにして書いた
文字数です

よこのカギ
②アイヌ語で「臭いを持つところ」。上富良野富良野
の地名の由来となっている
⑤十勝岳安全祈願祭を兼ねた町のお祭り。昼間はラベ
ンダーをバックにステージイベントが行われ、行灯
パレードと花火大会が真夏の夜を彩
る「花と炎の○○彩まつり」
⑦元日の午前時、日の出公園に設置さ
れた「大」の字に御神火が点火され
る。
「北の○○○○○」

①大正年十勝岳大噴火の際、二度目の開拓といわれ
る復興に歩みだした津市一身田町出身の村長「○○
○貞次郎」
③上富良野八景の一つ。～
月まで園の丘は紫色に染
まり、お祭りの会場にも
なっている。「日の出○○
○○○園」
④米を作るために植えられ
る植物
⑥蚕の繭から取ったままで、手を加えていない糸
⑧北海道の郷土料理。羊肉をタレに漬け込み、独特の
形の鍋で焼いて食べる。「○○ギスカン」
⑩何も衣服を身に着けていない肌。何も化粧をしてい
ない肌
⑪上富良野八景の一つ。十勝岳連峰、旭野地区の丘陵
地帯、農場など数多くの絶景スポットが望める。「旭
野やま○○高地」
⑫鳥の一種。だましやすい相手のこと
⑨踊り。舞踊
⑫日本語で車、車両、機体、四輪車を指す
⑬町の公共施設。子育て支援センター「にこにこ」、
発達支援センター「ひよこ学級」などがある。「○
○○センター」
⑭上富良野八景の一つ。十勝岳連峰、芦別岳、夕張岳
の景観が望むことができる「○○草原とどんぐりの
郷」

○応募方法
はがきやメールなどに答え、
住所、
氏名、
年齢、
電話番号を記入し送付してください。
〈はがきでの応募〉
〒 上富良野町大町丁目番号 町民生活課自治推進班
〈メールでの応募〉
jichi@town.kamifurano.lg.jp
○応募締切日 月日金 ※当日消印有効
○問合せ 協働のまちづくり推進委員会事務局町民生活課自治推進班 拶盈
こちらから応募できます

過 広報かみふらの 2021.2

※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます
※寄せられた個人情報は、応募目的以外に使用せず厳重に保管します

新年度が開始して早々の一斉臨時休
何が起きたのかと驚きの表情を浮かべ

授業中サンタクロースが現れると、

おうちで新年を祝う
第 回北の大文字

町の年越しの恒例イベント「第 回

北の大文字」が日の出公園で開催され

ました。新型コロナウイルス感染症対

策のため、無観客で行われ、イベント

の様子は動画投稿サイト「ユーチュー

ブ」でライブ配信されました。

ステージでは、上富良野神社で採火

を５回訪問。今回寄贈されたパネルは

旧 白 銀 荘 の ほ か、 吹 上 温 泉 保 養 セ ン

ター白銀荘に展示されています。

霞

広報かみふらの 2021.2

教育アドバイザーがサンタクロースに
扮して、町内の小中学生にプレゼント

校のほか、各種行事の規模縮小など、
る子も。サンタクロースから「メリー

を配布しました。

新型コロナウイルス感染症対策のため
クリスマス！」とプレゼントが配られ

町内の小中学校に
サンタがやってきた！

に制約を受けたなかでの学校生活。子

された御神火の前で点火人が十勝岳の

平穏と町民の安全を祈願。午前０時の

カウントダウン後、陸上自衛隊上富良

野駐屯地「上富良野紫彩太鼓」の演奏

が会場に響き渡るなか、斜面に設置さ

れた「大」の字が点火されました。

イベントの最後には、約１千発の花

火が打ち上げられ、新年の幕開けを祝

いました。

中谷宇吉郎博士の白銀荘での研究功

績を紹介するパネルの贈呈式が旧白銀

荘で行われ、中谷宇吉郎生誕 年記念

真左 から旧白銀荘を管理している十

勝岳山岳会角波光一事務局長 写真右

へ手渡されました。

山崎事務局長は「パネルを通じて、

旧白銀荘が宇吉郎の雪の研究の原点と

なった史跡として保存され、語り継が

れることを願う」と話していました。

中谷博士は昭和８年 月～昭和 年

15

34

中谷博士の研究功績を
記したパネルが寄贈

事業実行委員会山崎敏晴事務局長 写

120



２月に雪の観察と研究のため、白銀荘

12

新年を祝い紫彩太鼓が会場に鳴り響く

中谷博士の写真前でパネルが寄贈されました

ると、教室内から歓声があがり、児童

児童と一緒に記念撮影

どもたちに頑張ってほしいとの激励を

サンタさんプレゼントちょうだい！

の笑顔であふれていました。

サプライズに静まる教室内

込めて、教育委員会の小山田雅春学校

サンタの登場に驚く児童

34







12/31
1/25

12/24

お知らせ

information

教育
学用 品 費 な ど の 援 助 制 度

参加料 無料
申込み・問合せ ワ ー カ ー ズ

定員 先着 人

睡眠はこころとからだの健康
コープ旭川地域福祉事務所

こころの健康講座

に影響します。
「 睡眠と健康～
拶０１６６‐７３‐６６９２

睡眠について学びます。

質の良い睡眠とは」をテーマに

費、スキー用具購入費用などに
講師 特定医療法人朋友会石金

学用品費や給食費、修学旅行

40

パソコンやスマートフォン

限を過ぎてしまった方は、

をお持ちでない方、有効期

ねんきんネットを
活用しよう！

で「ねんきんネット」を利用

か、将来受け取ることができ

郵送で届きます。

の年金記録が確認できるほ

自動車税種別割の
住所変更

ん定期便や年金振込通知書の

の作成や印刷のほか、ねんき

拶０５７０‐０５８‐５５５

ネットなどの専用ダイヤル

net/
ね ん き ん 定 期 便・ ね ん き ん

https://www.nenkin.go.jp/n_

ねんきんネットＵＲＬ
ができます。

次に該当する場合は、令和３

確認・ダウンロードができま

年金機構に提出する届出書

年度自動車税種別割納税通知書

す。

問合せ 町民生活課総合窓口

拶０３‐６７００‐１１４４

０５０から始まる電話からは
月中に最寄りの運輸支局で登録

利用方法

インターネットで「ねんき

班

拶盈６９８５

んネット」を検索して

旭川年金事務所

桁の番号 を

日時

月 日 火

前にお申込みください。

年金相談は予約制です。事

司出張年金相談所

拶０１６６‐２７‐１６１１

①アクセスキー ねんきん定

期便に記載された 桁の番

号。有効期限は到着後３カ
月 を入力
記載された

②基礎年金番号 年金手帳に
か、道税ホームページから住

入力

場所 富良野市役所

～ 時

年月日、性別などの必要事

③メールアドレス、氏名、生
税部

拶０１６６‐７２‐５００４

務所お客様相談室

申込み・問合せ 旭川年金事

行されます。アクセスキー

定すると、ユーザー が発

項の入力とパスワードを設

sm/zim/address/index.htm

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

道税ホームページ

拶０１１‐７４６‐１１９０

問合せ 札幌道税事務所自動車

所変更手続きをしてください

きは、左記へご連絡いただく

※変更登録が間に合わないと

なったとき

抹消登録 自動車を使用しなく

き

移転登録 自動車を売買したと

変更登録 住所が変わったとき

手続きをしてください。

を確実にお届けするために、３

ます。

現在の登録に基づいて課税され

る年金見込額を試算すること

後５日ほどでユーザー が

インターネットでの手続き

年金

自動車税種別割は、４月１日

税税

今月の

すれば、 時間いつでも自分

のお話

24

対して援助しています。
香坂雅子氏 精

神科医・日本睡眠学会睡眠医

病院副院長

生活保護を受けている方、そ

人

時

ID

対象 小・中学生のいる家庭で

月 日 金

時

療認定医
日時

れに準ずると認められる方
申込み 通学している学校
みん
定員
申込期限
拶盈６９８７

子どもの居場所づくり
研修会

二本松一将氏

日時 ３月７日 日

伊藤美子氏

子育てわかち愛会代表

現場責任者 諸澤郁子氏

地域共生拠点みんなのおうち

・実践報告

・基調報告 子ども食堂研究家

講師

テーマに開催します。

居場所づくりの現状と課題」を

果について学びます。

みん
定員

申込み・問合せ 保健福祉課高

ください

２月 日 水 までにお申込み

※託児、手話通訳が必要な方は

申込期限 ２月 日 金

人

場所 保健福祉総合センターか

時 分～ 時 分

日時 ３月 日 水

と理事長 北澤一利氏

「 北海道内における子どもの

康推進班

申込み・問合せ 保健福祉課健

月 日 水

場所 保健福祉総合センターか

18

24



問合せ 教育振興課学校教育班
拶盈６６９９

講演会・研修会
介護 予 防 講 演 会

３

講師 認定ＮＰＯ法人ふまねっ

ふまねっと運動の楽しさや効

80

場所 富良野文化会館



30

齢者支援班 拶盈６９８７

２
10
16

17

ID

※お知らせコーナーに掲載している行事予定は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況
により、日時などが変更、中止になる場合がありますので、事前に確認をお願いします
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うちの
歳カ月

スマイルに家族皆が癒されま
うまいを連呼します笑。

す。歩きも上達し、興味のあ
家でビールを飲む人はいない

る場所までたどり着くスピー
のですが…。いつも笑顔で、

ドが早いです。自分のやりた
周りの人を癒やしてあげられ

いことにはどんどん挑戦して
る子になってね♪ 忍さん

ほしいです！ ひろみさん
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

飲んでむちゃくちゃビール

救急について

１件 でした。火災は

まっている心肺停

心臓と呼吸が止

他 件でした。

問合せ 上富良野消防署

13

76

15

暮らしの安全安心を支えるコーナー

電話料金が安くなる？
ＩＰ電話の契約

電話代が安くなると業者に勧誘さ

れ、ＩＰ電話に加入し

てみたが毎月の請求が

高くなったなどの相談

が増えています。

ＩＰ電話はインターネットに接続し

て音声を届ける電話サービスで、イン

ターネットの契約が別途必要です。上

手に利用するとお得になることもあり

ますが、インターネットを利用しない

方には以前の料金より割高になること

もあります。

◎消費者へのアドバイス

・勧誘の場ですぐに返事をしない

件などを確認する

・家族などと一緒に契約内容、解約条

・困ったときは消費生活センターなど

に相談する

俄

広報かみふらの 2021.2

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

火災について

令和２年中の救

上富良野町の火災・救急統計

令和２年中の火災件数は２件で、

急件数は 件で、

財産だけでなく、自分

止状態の事例は

電子部品の寿命や電池切れなどで、
火災を感知しなくなることがありま
す。設置から 年を目安に交換しま
しょう。
感染症対策として使用する機会の
多い消毒用アルコールは思わぬ場所
で引火し、火災に至る可能性があり

12

過去５年間の救急件数

・ひろみさんの子示
４人兄弟の末っ子で、大悟
歳

内訳は建物火災２件 うち住宅火災

や家族の命、ご近所の

件でした。救急出動の内訳は急病

479

方の安全をも危険にさ

２件

件、転院搬送 件、一般負傷 件、

令和２年

らす恐ろしいものです。日頃から防

６件

交通事故 件、労働災害 件、その

令和元年

火の意識を持ち火の用心を心掛けま
しょう。

５件

住宅用火災警報器は古くなると、

平成年

ます。火気の近くで消毒用アルコー

紙消費者ホットライン
拶 いやや
※土日祝日も開所している消
費生活窓口につながります

５件

129

拶盈２１１９

紙富良野市消費生活センター
拶曳
月～金 ～時

平成年

ルの使用は控えましょう。

< 消費生活トラブルのご相談 >
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平成年 平成年 平成年 令和元年 令和年



７件



過去５年間の
火災件数

だいご
ものい

示紀巳生さん

物井 大悟 くん
示耕三さん・忍さんの子示
どこで覚えたのか、牛乳を

19

件
件
件
件
件

あ お
なかの

平成年

10

元気印
中野 蒼凰 くん

問合せ 町民生活課生活環境班 拶盈

究活動のお手伝いをさせていただきま
した。

上富良野編 ジオパークへの挑戦

上富良野の新たなお土産の開発

※発表の動画や写真は左の二次元コー

授業は新型コロナウイルス感染症の
影響により、今年度は予定から３カ月

テーマを設定。フィールドワークへ出

ドを読み取り、ファイルをダウン

掛け、まとめたものを発表します。発

遅れて６月からの活動開始となりまし
会、物産公社など、実際の販売に関わ

グがおかげさまで地域の方や観光客に

シャツ、フェイスタオル、トートバッ

月から販売している公式グッズのＴ

普段使いもできるよう親しみやすいも

ムで使われていたロゴをモチーフに、

用。デザインはスタッフのユニフォー

パフォーマンスも意識した素材を使

を生かし、高品質でありながらコスト

潤一専門員は「アウトドア活動の経験

当協議会公式グッズ販売担当の山中

ポスターや動

回発表された

いただき、今

機関にご協力

今後は関係

の目線で各班とも充実の発表でした。

てしまいましたが「高校生ならでは」

となりました。学習の時間は短くなっ

金子大輔 編 、明日香出版社発行

「気象・天気」が３時間でわかる本

図解 身近にあふれる

「今月の一冊」

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

ロードするとご覧いただけます

る担当者と何度も協議を繰り返し、公

表には町民の方の出席も検討されてい

大好評をいただいております。

のにしました」と話します。さらに、

画を周知して

的な探求の時間 」に携わることがで

４班 新たなるメロンパンを求めて

トイレの調査

私たちの身近な存在である『気象・

天気』を総まとめで解説。気象の勉強

お連れします。

で、あなたを天気のめくるめく世界に

は中学校以来やっていないという方で

産業部会の中に「作業部会」があり、

き、上富良野高校２年生 人の地域探
16



ます。公式グッズの制作は、当協議会



た。 生 徒 が ４ 班 に 分 か れ、 班 ご と に
公式グッズ
式グッズの販売を始めることができま

ましたが、今年度は関係者のみの出席

司大好評！ 十勝岳ジオパーク構想の
十勝岳ジオパーク構想のＰＲと地域
した。

特にＴシャツは予想を上回り増販を

今後の展開として「ジオパークのグッ

いきたいと考

経済の活性化を図るため、令和２年４

行い、現在まで約 枚を売り上げてい

ズと言えば、長く使える品質の良さと

えています。

動画

１班 上富良野町をアピールする

◎発表内容

飽きないデザインと皆さまに認識して
いただけたらと思っています」と意気
込みを語りました。
公式グッズの価格、販売店は、公式
ホームページをご覧ください。

２班 深山峠を発信～上富の魅力を伝
えよう～ 動画



３班 トイレは心のよりどころ 観光

司上富良野高校地域探究活動の



ポスター発表に招待されました！

美瑛町と上富良野町の商工会、観光協

人気のジオ T シャツは普段使いか
ら山登りまで幅広く使えます

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。

峨 広報かみふらの 2021.2

メロンパン作りの様子



in

も楽しみながら読めるやさしい書き口



客へのおもてなしの一つとして公共





今年度も上富良野高校の授業「総合
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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…
時

時

時
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時

時

時

時

時

時

夏至点
止

かに座

火星
止

ペテルギウス

しし座

止

ふたご座

黄道
止

＋

いっかくじゅう座

＋

‐
らしんばん座
東南東

オリオン座
止


＋

おうし座

‐
南東

おひつじ座

リゲル

うさぎ座 エリダヌス座
おおいぬ座
南南東

南

南南西

南西

くじら座
西南西

月日月時の上富良野の星空です。以前に説明した天体位置を表
す「赤経」
「赤緯」と星座上の太陽の通り道を表す「黄道」を示していま
す。さて、南には冬を代表するオリオン座が見えています。おととし「爆
発の前兆か？」と話題になり、自ら放出するガスのために等星まで暗く
なったベデルギウスは明るさを取り戻し、オリオン座のもう個の等星で
あるリゲルと同じくらいに明るく輝いています。いつ爆発するかは分から
ないので、注意して観察しましょう。南西の空高くには、昨年楽しませて

たくさんのご寄付
ありがとうございました
町へ
◎上富良野町公民館友の会
１万円
◎富良野地方法人会上富良野支部
学校用備品円相当

町立病院へ
◎田中利和さん
◎肥後千代さん

３万円
3 万円

ラベンダーハイツへ
◎田中利和さん
3 万円
◎日赤奉仕団上富良野分区
箱ティッシュ箱
◎ JA ふらの女性部上富良野支所
タオル枚
◎松本智代子さん
フェイスタオル枚

社会福祉協議会へ
◎佐々木美和さん
万円
◎田中利和さん
３万円
◎北海道コカ・コーラボトリング株
清涼飲料水箱
◎肥後千代さん
３万円
◎川口利美さん
3 万円
◎瀬川明宏さん
3 万円

くれた火星が等の明るさで輝き、
その左手には「すばるプレアデス」
が見えています。惑星はほぼ黄道に沿って少しずつ移動し、火星は月日
木にすばるに最も接近します。おうし座の等星アルデバランを含むヒ

アルテバラン
止

アデス星団もそばにあり、街明かりや山並みを入れて素敵な写真が撮れそ

プレアデス星団

うです。天気の心配もありますので、最接近の前後は気に留めておきたい
ものです。
ヒアデス星団

止

真南には「ふたご座」が見えており、この星座の右端付近に「夏至点
げしてん」
があります。夏至点とは夏至当日に太陽がある位置のことで、

火星

昼の長さが一年で最も長く、太陽の高さが最も高くなる日です。今年の夏 月日木火星とプレアデス星団の位置
至は月日月ですが、夏至の日に太陽の背後にある星座を見ることはできないので、
「夏至にはこんな星座を背景
に、
しかもこんな高い位置に太陽があるんだ」
と理解することができます。
上富良野の夏至点の南中高度は約度です。
年の天文現象の見どころをいくつか紹介しましょう。月日水は、
月が年で地球に最も接近する「スー
パームーン」です。夏至が近くやや明るい空ですが皆既月食が起こります。 月日木～日金は「ペルセウス
座流星群」の極大です。三日月を過ぎたばかりで、月明を気にすることなく観測ができます。月日金は部分月
食が起こります。部分とはいっても、％欠け皆既月食に近い状態ですので、満月と星座を同時に眺めることができ
ます。また、昨年見事な姿を見せたネオワイズ彗星のように突発的な彗星すいせいの出現も期待したいですね。

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 10,501 人 （－）
男
5,398 人 （－）
女
5,103 人 （－）
世帯 5,363 世帯 （－）
令和年月日現在

人口 10,482 人 （－）
男
5,388 人 （－）
女
5,094 人 （－）
世帯 5,358 世帯 （－）

 町生活安全推進協議会が新年交通安全祈願
祭を実施。地域の安全を祈願しました。

広報かみふらの 2021.2

我

