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

令和年度町政執行方針・教育行政執行方針
住宅リフォームをしませんか
上富良野町住宅リフォーム助成金事業
人事異動町職員人事、消防本部・消防署人事・教職員人事
ドライフラワーでハーバリウム作り
～ハーバリウムワークショップ～

がら、経済を内需主導で成長軌道に

拡大防止と社会活動の両立を図りな

このような状況のなか、国は感染

ことのない危機に直面しています。

症の拡大により、これまで経験した

我が国は新型コロナウイルス感染

づくり」を念頭に、緊急性や優先性な

魅力あるまちづくり 持続可能なまち

合計画に基づき「活力あるまちづくり

あると受け止め、第６次上富良野町総

りを進めていくことが何よりも大切で

着を持ち、夢と希望に満ちたまちづく

町民の皆さまが「かみふらの」に愛

ます。

度までの竣工に向けて基本設計を進め

まとめた基本計画に基づき、令和７年

に伴う施設の改築については、昨年度

医療院４床の増床を図ります。老朽化

介護ニーズの増加に応えるため、介護

町立病院については慢性期の医療・

実に接種が進むよう体制を整えます。

正規会員認定をめざします。

本年度の日本ジオパークネットワーク

十勝岳ジオパーク構想については、

支援拠点事業などの将来像を含め、施

ることから、発達支援事業所や子育て

院の改築に伴い、解体が予定されてい

子どもセンターについては、町立病

向上を図ります。

整備を進め、町全体の情報通信環境の

り、町内全域に光ファイバー通信網の

している高度無線環境整備事業によ

情報化については、昨年度から実施

日の出公園については、来園する皆

設の確保、整備の在り方を本年度中に

防災行政無線のデジタル化工事を着手

各種防災への対応では、本年度から

関係機関との連携を図りながら、基幹

基づき、農業者や農業委員をはじめ、

農林業では、第８次農業振興計画に

ともに生き、
ともにつくるまち

進しています。

援補助制度を創設し、地域産業を支え

る中小事業者等の人材確保、定住促進

継続的な財政需要、さらに、町立病

するとともに、円滑な避難所運営に資

嘩
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制作を図ります。

戻すとともに、感染拡大により浮き
どを考慮し、予算編成を行いました。

発展を支える
生活基盤が整ったまち

彫りとなった課題やリスクを克服し

町では地方税収など自主財源の大

さまが安全で快適に利用いただけるよ

まとめます。

「新たな日常」を通じた質の高い経

きな伸びが見込めないなか、全収入

う、キャンプ場のコテージとエントラ

済社会の実現をめざす取り組みを推

の約４分の３が依存財源という、柔

ンスゾーンの改修のほか、新たな駐車

に取り組み、活力ある地域の形成を図

院の建設などの大きな公共投資も予

するよう、防災備蓄品・資機材の計画

「つながる意識」の醸成、
「地域活動

きれいで安全・安心な
生活環境のまち

軟性に乏しい財政構造となっていま
場を整備します。

定住移住の促進では、奨学金返還支

す。自立した地域を維持するための

定されており、中長期的な見通しに

産業として力強く持続性の高い農業の

ります。

基づく財政運営により、活力あるま

的な整備を行い、災害に強いまちをめ

に参加する意識」の浸透を図るととも

活力と交流あふれる
産業のまち

ちづくりと自治体経営の安定化との

確立に向けて取り組みます。

に、住民自治活動推進交付金の運用を

ざします。

商工業では、コロナ禍で影響を受け

通じて、地域団体の自主的な活動を支

令和年度予算の内容は、別冊「知っておきたいことしのしごと」をご覧ください

令和年度町政執行方針
全文はこちらから

両立を図ります。

た事業活動の回復・活性化など、町内

自衛隊との共生については、上富良

援します。

野駐屯地の現状規模堅持、さらなる拡

事業所の活動が持続的、円滑に行われ
るよう、持続化補助事業のほか、新規

みんなが元気になる
健康・福祉のまち

開業等支援事業、町融資制度による支

新たな過疎地域自立促進特別措置法

保健・医療については「健康づくり

新たな魅力づくりの取り組みとし

において、過疎地域としての要件を満

推進のまち」宣言の理念のもと、生活
題に各種健診、保健事業を推進し、一

て、ロケサポートを推進し、地域活性

たすことが見込まれることから、自主

充に向けて要望活動を進めます。
人ひとりが自ら健康づくりに取り組む

化企業人を採用します。そのノウハウ

自立の地域づくりを進めるため、過疎

援を進めます。

ことができる環境づくりを進めます。

や知見を生かし、地域ブランドや知名

地域自立促進計画の策定を行います。

習慣病の発症・重症化予防を最重点課

新型コロナウイルス感染症のワクチ

度の向上、映画「泥流地帯」の円滑な

繁 町長

ン接種については、国の指示のもと着

斉藤

町政執行方針
令和年度

教育行政執行方針
令和年度

人工知能やビッグデータ、ＩｏＴ
などの技術革新が急速に進展するな

応じた特別支援教育の推進に向け、早

の推進 」
「 中学校の新学習指導要領完

式に基づいた学校運営 」
「 ＩＣＴ教育

学校教育では「学校の新しい生活様

から中学校での学びをつなぎ、指導の

研究会への参加を進めるほか、小学校

向け、指導資料の整備や指導力向上の

ます。通級指導教室の効率的な運営に

成を大切にした教育相談の充実を図り

睡眠などの大切さの理解を深めます。

ズムチェックシートを活用し、食事や

早寝・早起き・朝ごはん運動や生活リ

むことが教育の原点であることから、

活習慣」と「調和のとれた心身」を育

もたちの人格形成に必要な「基本的生

家庭と地域の教育力向上では、子ど

を進めます。

全実施への対応と小中連携教育の推

個別化を図るため、中学校にも通級指

期の教育支援体制、保護者との合意形

進」を学校教育推進の３本柱として設

導教室を開設します。

学校教育の推進

定。３本柱に関わる具体的施策を最重

児童一人ひとりにタブレットを整備

大型モニターを設置し、ＩＣＴ教育環

学校と上富良野西小学校の普通教室に

教育環境の整備等では、上富良野小

バル化や価値観の多様化に対応してい

活文化体験や語学研修を行い、グロー

事業として派遣するほか、海外での生

市に小学４～６年生を青少年国内交流

生涯学習活動の推進では、三重県津

点として取り組み、学びの保障の実現

したことにより、児童の発達段階に合

境の整備を図るほか、上富良野小学校

く人材を育成するため、中学生・高校

を図ります。

わせながら、対面授業とオンライン授

スクールバンドの楽器を更新します。

きる環境づくりに努めます。

の改修を行い、安全で安心して利用で

引き続き、富原運動公園テニスコート

社会教育の基盤整備では、昨年度に

用できる図書館づくりに努めます。

の童話を集め、子育て世代が気軽に利

上を進めるほか、読み聞かせ室に世界

図り、子育て支援と家庭の教育力の向

庭教育コーナー」の関係図書の充実を

図書館の運営では「子育て支援・家

生を対象に海外派遣事業を行います。

業などを有効に組み合わせ、主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業
児童生徒のＩＣＴ機器の操作のスキ

改善を進めます。
ル向上、情報モラル教育の充実を図る
とともに、教員のＩＣＴ活用のスキル
や授業力向上に努めます。
不登校の状況については抱える課題
の多様化により、人数・不登校日数の
増加傾向が続いています。臨床心理士
を中心に、カウンセリングや保護者の
相談体制の充実を図るとともに、保護

社会教育の推進
町民一人ひとりに生涯にわたって自

ここに掲載しているのは抜粋です。全文は町ホームページでご覧ください

か、新型コロナウイルス感染症感染
拡 大 防 止 に 向 け た「 新 し い 生 活 様
式」により、社会や個人の価値観が
一変するとともに多様化しました。
デジタル化中心へとライフスタイル
が大きな変化をしていくにつれ、地
域社会におけるつながりや支え合い
の希薄化が懸念されます。
こうした状況から、郷土の歴史や
文化に誇りをもち、地域の発展を支
える人材を担う教育の役割は、ます
ます重要となります。

者・学校が連携して取り組む体制を整
えて行きます。不登校や不登校傾向の

主的に学ぶ機会を提供し、町社会教育

児童生徒の学びを保障していくため、
遠隔・オンラインでの日常的な授業の

基本方針と第９次社会教育中期計画に
基づき、家庭・学校・地域社会それぞ

配信、録画によるミニ授業の配信など
特別支援教育では、インクルーシブ

れが持つ教育機能の充実と連携・融合

の体制づくりに着手します。
教育の理念を大切にした一人ひとりに

図書館の子育て支援・家庭
教育コーナー

タブレットを活用した授業の様子

令和年度教育行政執行
方針全文はこちらから

貨 広報かみふらの 2021.4

教育委員会では、新型コロナウイ
ルス感染症感染防止対策の徹底に努
め「上富良野町教育振興基本計画」
「上富良野町教育大綱」の教育理念
つながる かみふらのの教育」の実

「ふるさとに学び 人が輝き 人が
現をめざし、教育行政の推進に努め
ます。

服部久和 教育長

②住宅リフォーム工事

・複数の住宅で助成が受けられます

・ＬＥＤ照明器具の設置

進めてください

町の完了確認を受けられるよう取り

迦

広報かみふらの 2021.4

助成額
①太陽光発電システム工事と②住宅
リフォーム工事それぞれの対象工事の
費用に ％を乗じた額の合計
※①と②それぞれ上限 万円
※過去に助成対象となった住宅は、過
去の助成額と合計で①と②それぞれ
上限 万円
申請にあたっての注意点
工が条件です

・町内に本社を持つ建設業者による施

・申請は工事を行う前に行ってくださ

・水の使用量が少ない「節水型トイ

法に違反することがないよう、ご注

・高断熱浴槽へ取り替え
工事費万円

住宅をリフォームしませんか

・窓の断熱改修 内窓、外窓、ガラス

・現在空き家であっても、工事完了時

手すりの設置、

対象工事

レ」、湯舟のお湯が冷めにくい「高

意ください
・郵送では受け付けません
その他
・住宅の耐震改修工事の助成も行って

バリアフリー化工事は、
20 万円未満の工事でも
対象となります

上富良野町
住宅リフォーム助成金事業
対象

のものが対象です。ただし、バリア

・対象工事にかかる費用が 万円以上

・ 外装材の改修 外 壁 材 、 屋 根 材 、
コーキング材

・外壁、屋根、天井、床などの断熱材
の改修

象となります

フリー化工事のみ 万円未満でも対

交換

町内に住宅を所有している町民
※親や子、配偶者
で、将来的に所
有権の移転が見
込める場合は、
所有者とみなし

浴室や部屋の段差

い。既に始まっていたり、終わって

に居住者がいる住宅は対象とします

税や国民健康保険税を滞納していな

※住宅の所有者と同居している方が町

解消、廊下の幅な

・バリアフリー改修

い、暴力団員ではないことなどの要

どの拡張

・工事は令和４年３月 日 木 までに

施工基準については、事前に建設水

断熱浴槽」への取り替え
※対象とならない工事

・リフォームを行うことで、建築基準

道課か町内の建設業者にご確認くださ

太陽光発電パネル

当しないもの

×省エネルギー化やバリアフリーに該

×屋根、外壁、軒天などの塗装

となります

※住宅新築時も対象

などの設置工事

①太陽光発電システム工事

い。

・玄関フードの設置

しまった場合には助成できません

件があります

ます

20

31



助成額万円

上限額万円なので、助成額万円

助成額千円



①太陽光発電パネルを設置
する工事
工事費万円

②住宅リフォーム工事
・節水型トイレへ取り替え
工事費万円

20

20



②住宅リフォーム工事
手すりを設置する工事
工事費万円

15

います 上限 万円
30

万円×％

合計額万円×％万千円

万円×％



20



◎太陽光発電システム工事

◎水回りリフォーム工事

◎バリアフリー化工事









＜助成額の例＞

問合せ 建設水道課建築施設班 拶盈

人事異動
司 町職員人事
総務課総務班 拶盈６４００
日付 のみ

※管理職、新規採用 ４月１日
付 と退職 ３月
掲載
〇課長職
▽企画商工観光課長
佐藤雅喜 企画商工観光課長

町立病院事務次長

▽町立病院病院施設整備室長兼

司 消防本部・消防署人事

勇樹 旭
( 川市立西御料地小学
校）
、岡田純佳 旭川市立千代

田小学校 、布施紀行 再任用

東小学校 、山村雄一郎 北海

▽教員 八島徹 旭川市立愛宕

寄東小学校

▽ 教 頭 南雲伸一 名寄市立名

南富良野町立南富良野西小

道教育庁釧路教育局

上富良野消防署
※４月１日付け異動

学校 、前川恵利也 再
( 任用

長岡圭一 町立病院病院施設

消防本部

〇退職

詢 新
( 採用 )
▽事務職員 小川真広 旭川市
〇転出

立東光中学校

上富良野消防署

▽教員 岸本将裕 旭川市立神

▽主幹 消防係担当 兼第３消防

主幹兼総務係長兼経理係長

植田美智代 消防本部総務課

▽主幹 庶務係・管理係担当

池田正樹 副署長

救助係担当

▽副署長兼第１消防隊長 救急

兼第１消防隊長

加藤路章 主幹 消防係担当

長兼経理係長

拶盈２１１９

▽土井加代子 会計課主査
▽消防本部総務課主幹兼総務係

整備室長

▽山田智子 建設水道課上下水



名寄市立名寄南小学校 、)野
村美穂子 新
( 採 用 、)長 谷 川

道班主査
▽狩野絹枝 町立病院事務次長
▽須貝友子 町立病院主任看護
師
〇再任用
▽町立病院看護師 須貝友子
〇新規採用 右上から
▽企画商工観光課 進梨夏

▽保健福祉課 原優佳
▽教育振興課 永井優美
▽町立病院 北川真夢

〇主幹職

兼ジオパーク推進室長



▽総務課基地調整・危機管理室
長
▽総務課 秋田谷颯太
▽農業振興課 矢田敬黄

斉藤通 建設水道課土木建設
班主幹
▽保健福祉課生活支援担当主幹
加藤靖之 保健福祉課福祉対

▽事務職員 椎名俊文 旭川市

立緑が丘小学校

〇退職

▽教員 宮川尚久、髙橋由依子

▽養護教諭 竹森典子

〇転入

東中小学校

楽岡小学校 、中村恭子 美瑛

▽校長 澤田克之 名寄市立名

立啓北中学校

陵中学校 、桑原拓也 旭川市

▽教員 庄子展弘 旭川市立広

富良野西中学校

▽校長 中川季賢 富良野市立

〇転出

▽教員 市川雅子 新採用

冠中学校

▽校長 富永浩司 占冠村立占

〇転入

上富良野中学校

布部小学校

▽校長 田畑幹夫 富良野市立

〇転出

寄小学校

町 立 美 馬 牛 小 学 校 、松 村 由

旭川市立永山

貴 美瑛町立美瑛小学校 、森
将人 再任用
小学校

▽教員 松木梢、須賀美都江

〇退職
隊長

▽事務職員 唐島仁

▽教頭 澤渡千修 枝幸町立音

〇転入

上富良野西小学校

梅津英嗣 主幹 救急救助係担
当 兼第３消防隊長

司 教職員人事

標小学校

▽教員 田中雅城 旭川市立緑

が丘小学校 、佐藤睦子 旭川

市 立 陵 雲 小 学 校 、西 永 拓 史
美瑛町立美瑛小学校
立広陵中学校

▽養護教諭 栁澤美晴 旭川市

▽事務職員 道塚翔 新採用
〇転出



策班主任生活支援員

教育振興課学校教育班
拶盈６６９９
※転入 ４月１日付 、転出・退















▽建設水道課土木建設班主幹
菊地敏 総務課基地調整・危
機管理室長
▽企画商工観光課ジオパーク推

職 ３月 日付



 

進室長

上富良野小学校
〇転入
▽教員

藤野建一 旭
( 川市立

 



中村有吾 企画商工観光課ジ
















オパーク推進室主査
▽教育振興課心の教育担当主幹




  





 










啓明小学校）
、小松悠哉 東
(
神楽町立東聖小学校 ）
、数 村

過 広報かみふらの 2021.4












松田剛 教育振興課学校教育
班主任臨床心理士
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訓練に励み一人前の自
衛官に 入隊者を激励

ネットを踏まないよう
に ふまねっと体験

富良野川５号砂防えん堤の堤銘板の

題字を書いた、上富良野中学校３年の

髙松陽与 ひより さんへ上川総合振興

局旭川建設管理部富良野出張所土田秀

一所長から感謝状が贈呈されました。

題字の作製は教育委員会を通じて、

第５回書究文化展学生部特別賞・毎日

新聞社賞を受賞するほどの腕前を持つ

髙松さんに依頼されました。

題字は毎日何時間も練習してできた

渾身の作品。髙松さんは「周りの支え

があったからできた。堤銘板を家族で

見に行くのが楽しみ」と笑顔で話して

いました。

富良野川５号砂防えん堤は、今夏完

成予定です。

教育委員会主催によるトレーニング

講習会が、社会教育総合センターで開

催され、８人が参加しました。

田口あきほ健康運動指導士が、受講

者の体力や筋力にあった、効果的なト

レーニング方法を指導。田口健康運動

指導士は「血圧 以上ある場合は運動

を控える 」
「 筋力訓練後に有酸素運動

をすると脂肪燃焼に効果的である」な

どを受講者に伝えた後、トレーニング

器具の使用では、鍛えられる部位の説

明のほか、個別に器具の使い方などを

指導しました。

受講者から「体づくりの参考になっ

た」「これを機会に施設を利用したい」

などの声が聞かれました。

俄
霞

広報かみふらの
広報かみふらの2020.12
2021.4

「自衛隊入隊・入校予定者激励会」

堤銘板の題字を作製
髙松さんへ感謝状

効果的な筋トレを
トレーニング講習会

3/8
3/18

富良野地方自衛隊協力会主催 がかみ
んで行われ、入隊・入校予定者とその
保護者、自衛隊関係者など 人が出席
しました。
激励会では、入隊予定者 人が自己
紹介した後、出身地の首長から記念品
が贈呈されました。会長の斉藤繁上富
良野町長は「訓練に励み、一人前の自
衛官になれるよう頑張ってほしい」と
上 富 良 野 町 出 身 の 齋 藤 貴 仁 さんは

激励のことばを贈りました。
「芯のある自衛官をめざす」と笑顔で
話し、母のさやかさんは「諦めないで
頑張ってほしい」と自衛官になる息子
へエールを送りました。
西富住民会による「西富ふまねっと
運動体験会 」が認定ＮＰＯ法人ふま
ねっとの尚和里子さんを講師に開催さ
れ、 人が参加しました。
ふまねっと運動は、 ㎝四方のマス
目でできた網を床に敷き、この網を踏
まないように歩く運動で、歩行機能や
認知機能の改善の効果があります。
ふまねっと運動の効果などを学習後
に実技を体験。リズムに合わせて歩く
運動では「次の足はどっちだった」な
ど、失敗する姿に声援が送られていま
した。参加者は「手拍子を合わせて行
う動作が難しかった。これを機会にふ
まねっと会に参加して楽しみたい」と





話していました。

感謝状を受け取る髙松陽与さん右

トレーニング器具の使い方を学ぶ参加者



59

17



180

50

31

関係者の激励に緊張した様子の入隊予定者
ネットを踏まないように「イチ、ニィ！」

3/6
3/7

上富良野町行政ホームページでも掲載中！ http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/

酸簡易平屋

東線北号

 LDK
㎡

戸数 入居人数

戸

人以上 円から

S 

東線北号

 LDK
㎡

戸

人以上 円から

S 

戸

人以上 円から

H

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上 円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

戸

人以上

円から

S 

 LDK
㎡
 DK
㎡
 DK
㎡
 DK
㎡
 DK
㎡
 DK
㎡
 DK
㎡

東線北号
扇町丁目番号
扇町丁目番号
扇町丁目番号
扇町丁目番号
扇町丁目番号
扇町丁目番号

住宅使用料

建築年度

備考

・トイレ水洗化済み
・TVアンテナ、ガス
コンロ、照明・暖房
器具、浴槽、風呂
釜、温水設備、網戸
などは入居者が設置
・割り当ての庭以外
に物置や車庫を設
置する場合は、
円/㎡月額がかか
ります
・東中団地は共益費が
別途かかります

募集
します

酸 RC 階建て
所在地

間取り

戸数 入居人数

 LDK
㎡
 LDK
東町丁目番号階 ㎡
富町丁目番号階

駐車場
建築年度
使用料

住宅使用料

戸

人以上 円から

円

H 

戸

人以上 円から 円

H 

町営住宅入居者

間取り

東町・宮町・富町団地各１戸、東中団地３戸、扇町団地６戸

ピックアップ
ョン
インフォメーシ

所在地

備考

・団地の共益費が別途かか
ります
・照明器具、暖房設備など
は入居者が設置

酸補強 CB 階建て
所在地

間取り

戸数 入居人数

宮町丁目番号階

 LDK
㎡

戸

駐車場
建築年度
使用料

住宅使用料

人以上 円から

円

備考

・団地の共益費が別途かかります
・照明器具、ガスコンロ、暖房器具、浴槽、風
呂釜、温水設備、網戸などは入居者が設置

S 

住宅使用料 上記の住宅使用料は月額です。収入や世帯構成により変動します。
入居の条件 次の①～⑥の条件を全て満たす方
①収入額が基準内 ②住宅に困窮している ③町税を滞納していない ④申込者、入居者が暴力団員ではない ⑤夫婦
や親子、兄弟姉妹など同居する親族がいる歳以上などの要件を満たす場合は、単身での入居が可能 ⑥団地内の美
化清掃、除雪に努め、地域活動に参加できる

月 日 月 ～ 日 金

４

12


23



｣

求人情報コーナー

特急車両「ラベンダー」編成がデビュー！

役場庁舎などに、ハローワークと町独自の求人情報を
置いています。町独自の求人情報の掲載申込みは、随時
受け付けていますので、ご活用ください。
設置場所 役場、かみん、社会福祉協議会、上富良野町
商工会、上富良野郵便局、JR上富良野駅、旭川信用
金庫上富良野支店、セイコーマート上富良野店・上富
良野宮町店、セブンイレブン栄町店・東町店、ローソ
ン上富良野店・上富良野大町店
申込み・問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

北海道、富良野地方を代表する「ラベンダー」をイ
メージした両編成の特急列
車がデビューします。
月日土、お披露目とし
て富良野線経由で運転され、
JR上富良野駅には時分か
ら分間停車します。
問合せ JR上富良野駅～ 拶盈
※日・祝日休み

蚊 広報かみふらの 2021.4

申込期間

提出書類

・入居申込書

・町内の方は「納税状況確認

同意書 、｣ 町外の方は納税義
務のある方全員の「完納証明



書」 納税義務を有する市町

村税などの滞納がないことを

元

証明する書類



源泉徴収票




・世帯全員の令和 年分の所得

が分かるもの

「所得証明書 「｣ 確定申告書
の写し 「｣ 年金支払通知書」

など

・住宅困窮度判定基準調査表

※様式などは窓口にあります

入居者の選考



・住宅困窮度判定基準により入



居者を選考します 同点の場

合は別途抽選

・判定基準の確認のため、現在

14



の住居に伺う場合があります

・選考結果は 月 日 金 まで

に申込者全員に通知します

その他

・入居の際には住宅使用料３カ

月分の敷金が必要です

・犬や猫などは飼えません

町民生活課生活環境班

申込み・問合せ

拶盈６９８５

５



お知らせ

information
胃がん・大腸がん検診を受けよう！

日本人がかかる最も多いがんは大腸がん、番目に多いのは胃がんです。町では進行した大腸がんに
よって、人工肛門になる人が近年増えています。早期のがんは自覚症状がないことも多いため、症状
がなくても、年回はがん検診を受けましょう。

大腸がん検診

会場

胃バリウム検査
大腸がん検診

月日金
～時

かみん
子宮・乳がん検診
※女性対象

月日木
時分
かみん出発

旭川がん検診セ
ンター
※バス送迎

時刻表

る方は届け出が必要です。

届出期限 加入や脱退の事実が

発生した日から 日以内

申込み・問合せ

町民生活課総合窓口班

拶盈６９８５

俄

広報かみふらの 2021.4

調査期間 ５月１日 土 ～６月

・ ・ ・ 時

・自宅発 ８・９・ ・ 時

・目的地発

注意事項

国民健康保険の
加入・脱退の届け出

拶盈６４００

②障害者手帳などの所持者

退職後に国民健康保険に加入

利用料金

るため、国民健康保険を脱退す

※介助者がいれば乗り降りでき

生委員が訪問し、住まいや暮ら

①同一区域内での利用

く町内全域
しの状況などを聞き取り、緊急

円

②区域外への利用

事項を記入のうえ提出

にある利用登録申請書に必要

利用登録 総務課か保健福祉課

円

運行区域 十勝岳温泉地区を除

く

運行日 月～土曜日 祝日は除

者も乗車できます

する方や他の健康保険に加入す

国保

申込み・問合せ 総務課総務班

ます

常のタクシー利用とは異なり

・経路が指定できないなど、通

す

分ほど遅れる場合がありま

・出発地を巡回しているため、

ださい

に乗車できる場所でお待ちく

・乗合での運行のため、速やか

16

日 水

調査内容 家族構成、緊急時の

連絡先、身体状況、除雪サー
ビスの希望など
問合せ

保健福祉課高齢者支援班

拶盈６９８７

予約型乗合タクシー

高齢者や障がいがある方の町

内の交通移動手段を確保し、生

活支援や閉じこもり予防を目的
に運行しています。

対象 町内居住で、次のいずれ

かに該当し、利用者自身で乗
り降りできる方

14

15

る場合は利用できます。介助

① 歳以上の高齢者

11

農業・商工業
担い手サポート奨励金
農業、商工業 自営業に限る
の後継者に対し、奨励金を２年
間支給します。
対象者 町内に住所を有し、２
年以上居住する見込みで、専
業で後継者として従事する満
歳以下の方
交付額 総額 万円
万円×２年間

交付時期 ９月と３月の年２回
※１回の交付限度は 万円
申込み・問合せ
農業振興課農業振興班
拶盈６９８４
拶盈６９８３

企画商工観光課商工観光班

福祉

歳以上 ５月１日現

高齢者実態調査
町内の

20



時の対応や地域福祉の資料とし
て役立てます。

13

12

14



お聞きした内容は、この調査
以外には使用しません。

200

日時





400

保健福祉課健康推進班拶盈
申込み・問合せ

30


65



12

在 の方を対象に、各地区の民



胃バリウム検査、大腸がん・肺
がん検診も受診できます
希望者は
追加で




24 48

65

※胃カメラ検診をご希望の方、その他検診の
日程を知りたい方は、広報月日号に差
込みの健康増進カレンダーをご覧ください

便潜血反応検査 対象歳以上 年回
家で日分の便を採取し、便の中に血液が混
ざっているかを調べます。

検診の種類

①胃バリウム検査 対象歳以上 年回
バリウム造影剤と発泡剤を飲み、エックス
線で胃の形や粘膜を撮影します。
②胃カメラ検査
対象歳以上 年に回
口や鼻から内視鏡を挿入し、食道、胃、十二
指腸の粘膜の状態を直接観察します。

45



検診の日程
胃がん検診

お知らせ

information

パー ク ゴ ル フ 場 オ ー プ ン

教育

応募資格

自衛官一般曹候補生
陸・海・空

募集

歳以上 歳未満の

日 日

試験日 ５月 日 金 ～

に達していない方

※採用予定月の末日までに 歳

方

上富良野町パークゴルフ場は
４月 日 木・祝 にオープンし
ます。シーズン券の販売は、４
料金

月 日 月 から行います。
・富良野圏域の方
※いずれか１日が指定されます

１万円

一般
試験場所 陸上自衛隊上富良野
申込期限 ５月 日 火

駐屯地

障害者手帳をお持ちの方
５千円
・富良野圏域以外の方

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
祭り 市民審査委員
札幌市で開催される「第 回
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り」
の市民審査委員を募集していま

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

年金の請求手続きなどの相談

をお受けしています。年金相談

は予約制ですので、事前にお申

込みください。

月 日 木

場所 富良野市役所

日時
申込みに必要なもの

旭川年金事務所お客様相談室

申込み・問合せ

・預金通帳、通帳の届出印 口
座振替の場合

拶０１６６‐７２‐５００４

・マイナンバーが分かるもの

得です。

司出張年金相談所

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

す。
内容 演舞の審査

ことで割引されます。

中学生以上の方で、第 回Ｙ

応募条件 令和３年６月時点で
ＯＳＡＫＯＩソーラン祭り参
加チーム関係者以外の方
審査日程 ６月 ・ 日のいず
れかの３～４時間程度
定員 約 人

※定員を超えた場合は抽選

円

申込み・問合せ

円 月末

カ月前納

１万５千円

円

トカード納付の場合

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

・クレジットカード クレジッ

年前納

円

募集期限 ４月 日 金

円
早割

申込み・問合せ ＹＯＳＡＫＯ



年前納

翌月末

自衛隊旭川地方協力本部上富

【口座振替】

良野地域事務所





円

Ｉソーラン祭り組織委員会

13



円

振替日



円 当月末
月末
円
月末
円 月末
毎月納付

拶０１１‐２３１‐４３５１

円

その他

カ月前納

かみふパズルの解答
３月 日号掲載のかみふパズ
ル第３弾の答えは
「カミフラノ」 でした。
応募いただいた皆さまありが

円

割引額

保険料額

納付方法

とうございました。なお、当選

毎月納付

翌月末
月末
円
月末
円 月末

年前納

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。
問合せ 町民生活課自治推進班
拶盈６９８５

峨 広報かみふらの 2021.4

５

年金



【現金納付・クレジットカード納付】

30

30

33

ました。

今月の
令和年度国民年金保険料

上富良野町パークゴルフ場

いただきます」と感謝状が手渡され

13



拶盈３４１２

役へ「町のために大切につかわせて

12

33

11



斉藤繁町長から有我充人代表取締

申込み・問合せ

円とマスク枚、消毒液本が

30





寄贈されました。

拶盈１１８９

から創業周年を記念して、万

のお話

振替日
割引額
保険料額
振替の方法

株式会社シー・エス・ティ
拶盈３２１０

月日月、株式会社有我工業所

110
10
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21

30



29
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感謝状を贈呈

うちの

陽依は恥ずかしがり屋だけど
面倒見の良いお姉ちゃん、拳士
は周りの人を笑わせてくれる楽
しいことが大好きな弟です。
人とも体を動かす遊びと焼
肉が大好き！ 明るく、誰にで
も優しい子に育ってね而
麻衣さん

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

・周りを明るく照らすＬＥＤランタン

・手元を照らすことができる懐中電灯

家族人数分、ＬＥＤランタンは台所、

リビング、トイレに置けるよう、３個

ほど用意するのがオススメです。

懐中電灯に半
透明の袋をか
ぶせる

我

広報かみふらの 2021.4

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

停電時の明かりについて

突然の停電では、まず明かりの確保

不自由な方を

・両手が使えるヘッドライト など、

が重要です。
守るために、

日頃から用意しておきましょう。

として配備します。ポンプ性能が向

家庭の備えとして、ヘッドライトは

日頃から隣近

周辺消防施設設置助成事業を活用し

ました。令和２年度上富良野演習場

の納車式が上富良野消防署で行われ

３月 日 火 に消防ポンプ自動車

刺新しい消防車が来ました！

を作っておく

所の協力体制

④高齢者、体の

③住宅用消火器を備えておく

る

②寝具やカーテンは防炎品を使用す

春の火災予防運動
春の火災予防運動
４月 日 火 ～４月 日 金
◎全国統一防火標語

その火事を
防ぐあなたに
金メダル
消防署では毎年春に、火災予防運
動を実施しています。春は空気が乾
燥し、風の強い日も
多く、火災が発生す
ると拡大しやすい季
節です。火の取扱い
には十分に注意し、
しましょう。

上したほか、

て、上富良野消防団第１分団の車両
【住宅防火７つのポイント】

コンクリート

火災の無い町をめざ

◎火災を防ぐ３つの習慣

破壊器など大

います。

が装備されて

助活動資機材

使用できる救

規模災害時に

①寝たばこは絶対にしない
②ストーブの近くに燃
えやすいものを置か
ない
③コンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す
◎被害を抑え、命を守る４つの対策

問合せ 上富良野消防署

拶盈

総務課基地調整・危機管理室

問合せ

16



30



①火災の早期発見に効果がある住宅

拶盈２１１９

懐中電灯の上に水が入った
ペットボトルを置く

好奇心旺盛で食いしん坊！
果物が好きで、バナナ、みか
んを皮ごと食べちゃうことも
笑。最近のブームは物を投
げること。小のお兄ちゃん
におもちゃを投げつけるやん
ちゃな面もあります。健康第
一に元気に育ってね♪
里美さん
汐憲彦さん・麻衣さんの子汐

汐匠吾さん・里美さんの子汐
歳

20



用火災警報器を設置する

●ランタンを多く用意できないときは、身近な
ものが代わりになります

おがさわら せいしろう

村田 拳士 くん 陽依 ちゃん

くん

小笠原 成志朗

歳カ月
歳カ月

元気印
ひ よ り
む ら た けんし

この研修を通じて、役場職員が核と
なり、
町内にジオパークの活動が広がっ
ていくことを期待しています。
※コロナ禍ではありますが、出前講座
のご依頼お待ちしています

新たに４人が３月１日付けで認定さ

司新・認定ジオガイドを紹介します

設立当初から委嘱しています。現在の

れましたので紹介します。認定ジオガ

どに関して助言を受けるため、協議会

問会議「学術会議」を開催
学識顧問は次の３人です。

司十勝岳ジオパーク推進協議会学識顧
３月 日 木 にオンラインで「学術

イドは 人となりました。

・北海道教育大学旭川校 佐藤鋭一准

・北海道立総合研究機構 廣瀬亘主査

会議」を開催しました。学術会議のメ
ンバーは、当協議会の中村有吾専門員
教授

・北海道大学地震火山研究観測セン

司ジオパーク研修を開催

きよみ

と学識顧問３人で、ジオサイトの新規
指定 ９カ所 や今後の学術会議の体制

今後詳しくお知らせします。

ター 青山裕教授

※学識顧問とは？

指定されたジオサイトについては、

について協議しました。



１月 日 水 ～ 日 金 に、役場職
員を対象としたジオパーク研修を行い
ま し た。 中 村 有 吾 専 門 員 が「 な ぜ ジ
オパーク活動に取り組むのか 」
「 ジオ
パーク活動は地域づくりにどう関わる
か」との内容で講義しました。後半は
グループワークを実施。今の仕事とジ
オパークとのつながりを各自で考えて

11

司ジオサポーター養成講座について

今年度は内容を一部リニューアルし

て養成講座を開催します。

随時公式ホームページでお知らせし

ます。

北海道の気候が変わった、農業技術

北海道新聞社発行

日本農業気象学会北海道支部 編 、

「北海道の気象と農業」

「今月の一冊」

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

年月に開催した
ジオサポーター養成講座の様子




も進化する。気象、農業両分野の研究

牙 広報かみふらの 2021.4

もらいました。
「 名刺にロゴマークを
入れてＰＲするのはどうか 」
「 町で採
れる農作物にはそんな物語があったの
か」などの発見もあり、受講した役場
職員は、どの部署でも「ジオパーク」
は必ず結びつくことを改めて認識して

者 人が豊富なデータで解説。

65

22



ささき

せいた ひでゆき

おんじ あきお

20



いたようです。

月に加わったジオパークガイドの皆さん

11



当協議会の運営、学術的研究活動な

オンラインで行われた学術会議の様子

佐々木 清美さん
清田 英之さん
恩地 昭夫さん
廣川 貴志さん
ひろかわ たかし



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

時

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

時

時

時

時

時 時

たくさんのご寄付
ありがとうございました
町へ
◎株式会社有我工業所
万円
マスク５千枚、消毒液本

町立病院へ
かみのけ座

かに座

しし座
＋
おとめ座

黄道
‐

コップ座

おうし座
月
止

らしんばん座
とも座

－
南東

南南東

南

南南西

南西

西南西

5 万円
3 万円

ラベンダーハイツへ
◎西川秋雄さん

止



火星
止

うみへび座
アルファード

ぎょしゃ座

止

＋

ふたご座

◎西川秋雄さん
◎高橋笑子さん

5 万円

社会福祉協議会へ
◎西川秋雄さん
◎上富良野中央婦人会
◎瀨川子さん

５万円
３万円
5 万円

西

月日木時の上富良野の星空です。 西北西に
「すばる」
「ヒアデス」
と三日月が見えているので、今月は少し北寄りに図面を作成しています。
星座上の太陽の通り道である黄道、天体の位置を示す赤経線と赤緯線も表
示しています。この時期になると、冬を代表するオリオン座やおうし座が
西に傾き始めていますが、南天には全天で一番長い「うみへび座」が見え
ています。 心臓にあたる等星アルファードと等星で構成されています
が、
頭の方から少しずつ左にたどってみてください。あまりにも長いため、
頭の星から尾の終わりが見えるまでに時間もかかります。アルファード
の下に目を移すと、大きな星座の一つ「アルゴ船座」が見えてきます。南
に低いことと北海道では目立つ星々が少ないので、イメージがなかなかつ
かめないかも知れません。この星座はあまりにも大きいため、世紀のフ
ランスの天文学者ラカイユは「とも座船の後尾」
「らしんばん座」
「ほ座」

５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、望遠鏡を使って皆既月
食などを眺めます。
中止の場合は時以降に連絡します。
日時 月日水 ～
場所 千望峠駐車公園
定員 人中学生以下は保護者同伴
参加料 無料
申込期限 月日火
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

「りゅうこつ座船の骨組み」のつに分割しました。羅針盤らしんばんは磁石の針が
南北を指すことを利用して、船舶や航空機の方位・進路を測る器械のことです。明るい
星々が多く華やかな「りゅうこつ座」は南に低いため、残念ながら上富良野では見るこ
とができません。
さて、南東の空には春を代表する「おとめ座」が見えています。等星のスピカは高
温の星で、
その清楚な輝きから「真珠星」とも呼ばれています。おとめ座のすぐ上には、
古代エジプトの王妃ベレニケの髪と伝えられる「かみのけ座」が見えています。髪の毛
を連想するのは難しいですが、双眼鏡で見ると個ほどの星々が集まっている星団であ
ることが分かります。かみのけ座からおとめ座にかけては「銀河の宝庫」と呼ばれ、大
望遠鏡で撮影すると星々よりも遠くの銀河小宇宙の方が多く、数千個以上も数えられ
ています。宇宙のとてつもない広さを感じるエリアではないでしょうか。

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
株式会社須田製版旭川支社

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

おとめ座銀河団

● 人のうごき ●


は前月比

令和年月日現在

人口 10,380 人 （－ ）
男
5,311 人 （－ ）
女
5,069 人 （－）
世帯 5,324 世帯 （－ ）
土から白銀荘のサウナがロウリュに変わり
ました。ぜひ白銀荘で「ととのい」ませんか。

広報かみふらの 2021.4

画

