四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

2021
こ

5
う

ほ

NO.744
う

主な内容

小説「泥流地帯」映画化プロジェクト
私たち職員がお届けします 出前講座
第期上富良野町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
介護保険料が変わります 基準額 月額円に改定
第期上富良野町障がい者計画
データヘルス計画・特定健診等実施計画中間評価報告
卵のピニャータ、うまく割れるかな？
～イースターパーティ～

はもちろんのこと、企業のノウハウや

地域活性化事業に関わります。

全国から寄せられた
「泥流地帯」愛を一冊に

新型コロナウイルス禍の外出自粛に

希望される方には、 円 実費 でお

んど」でご覧ください。

泥流地帯作文コンクール応募作品集が
刊行されました

ａｎｇ社でも業務のほとんどがリモー

よって、在宅時間が大きく延びたこと

コロナ禍にあって、所属するＺｉｐ
トワークとなっており、上富良野町に

を機に、
『泥流地帯』の読書時間にあ
コンクール。年齢不問、内容や文字数

ててもらおうと企画した泥流地帯作文

猪狩さんは「
『泥流地帯』の映画化の

に一切の制限を設けず募集したとこ

拠点を置きながら、リモートでもさま

実現に向け、企業版ふるさと納税での

ろ、全国から

ざまな業務を行います。

支援の輪を広げていきたい。映画製作

ター」の部を含む の応募をいただき

編 短文投稿「ツイッ

の過程から町民の皆さまに参加してい

譲りします。企画商工観光課までお問

活用させていただく」と北川昭雄代表取

ました。

300


作を通じて、町の PR と防災教育などに

ただき、さまざまなご意見を聞きなが

総務省による地域活性化施策
の一つで、民間企業に所属する
社員がその身分を持ったまま自
治体に派遣され、地域活性化事
業に関する助言や事業の実施に
従事します。派遣に要する費用
の一部は自治体が負担し、後に
「特別交付税」として国から自
治体にその費用が交付されます。

合せください。

月日木、斉藤繁町長から「映画製

全ての応募作品を収録した作品集が

されました。

ら、心からこの作品が町の誇りとなる

役立ててほしいと、町へ万円が寄付

完成しましたので、ぜひ図書館「ふれ

役から泥流地帯映画化プロジェクトに

57
 

よう力を尽くします。ご協力をお願い

地域おこし企業人
交流プログラムとは

します」と抱負を述べていました。

感謝状を贈呈

地域おこし企業人



ネットワークを活用した上富良野町の

高橋建設株式会社北川昭雄代表取締

猪狩淳一氏が着任！



に取り組む 株 Ｚｉｐａｎｇ ジパン


グ の取締役ＣＣＯで、任期は１年 最





締役へ感謝状が贈呈されました。

地域おこし企業人
交流プログラムを活用
４月から「地域おこし企業人交流プ
ログラム」の人員派遣制度を活用し、
猪狩淳一 いがりじゅんいち さんが上
富良野町に着任しました。



猪狩さんは「泥流地帯」実写映画化





長３年 。泥流地帯映画化に係る仕事



嘩

広報かみふらの 2021.5

大正泥流から 年
５月 日は十勝岳爆発記念日

住民と企業、行政がともに

ＮＰＯ法人環境ボランティア野山人

町が行う「泥流地帯」実写映画化支

８時 分～ 時

流災害は、小説『泥流地帯』とともに
者の皆さまから大きな関心が寄せられ
一般社団法人全国治水砂防協会 綿

ています。
貫民輔会長 から１千万円、一般財団

化事業を大きく前進させる支援をいた
だきました。
３月 日、斉藤繁町長が都内の各事
務所を訪問し、町が題材となった文学
作品の保存、ロケ地観光による地域の
活性化とともに、未曽有の大災害から
復興を果たした「奇跡の町」としてそ
の歴史と教訓を後世に繋いでいくこと
を約束しました。

泥流地帯映画化プロジェクトに関する問合せ

泥流地帯映画プロジェクトはこちらから

実現をめざすプロジェクト

では、泥流地帯ゆかりの地を巡るフッ

～企業版ふるさと納税～

地球 ジオ の鳴動から十勝岳連峰の
トパスを開催します。歴史や物語に触

■泥流地帯フットパス

形成～二度の開拓と風光明媚 めいび

援事業の主要な財源は「企業版ふるさ

■歴史を繋ぐパネル展

な現在の上富良野と名作「泥流地帯」
れながらゆっくり散策しませんか。

いる大正 年の十勝岳大噴火に伴う泥

砂防関係者からも大きな期待

が生まれ映画化に至るまで、つながる

５月 日 土

８時 分～ 時

・開拓記念館‐富良野川コース
５月 日 日
参加料 １千円
問合せ


12 ５ 12


全国の治水や砂防に関わる団体や関係



㎞

㎞

と納税」制度。物語のベースとなって

リンク 」も同時開催します。

・寺院・郷土館コース

コース・日時

歴史をパネル展で振り返ります。
５月 日 土 ～ 日 水 の間は、
歳で大正泥流の被害に遭った実体験を
筆に乗せた迫力の作品を多く残した故
大角伊佐雄氏の作品展「キオクをつな
ぐ～大正の十勝岳噴火 主催ｌｉｎｋ

22



企画商工観光課地域活性化担当

夫理事長 から 万円、それぞれ映画
300

法人砂防地すべり技術センター 南哲



開催期間 ５月 日 月 ～ 日 日

30 3.5


拶盈６９９４





企画商工観光課地域活性化担当 拶盈６９９４

貨

広報かみふらの 2021.5
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ロケサポートかみふらのでは『泥流地
帯』をはじめ、上富良野町内で行われるさ
まざまなロケ映画やドラマ、CM などに
一緒に取り組んでいただけるサポーター
を募集しています。
エキストラ出演など直接的な撮影協力
だけでなく、
「こんな場所を探しています」
「こんな人いませんか？」など皆さまから
の情報をとても頼りにしています。
登録は簡単、企画商工観光課内のロケ
サポートかみふらの窓口にお越しいただ
くか、スマートフォンで二次元バーコード
を読み取り Web 上での登録も可能です。
ロケサポーターの登録はこちらから

全国治水砂防協会綿貫会長左

砂防地すべり技術センター南理事長左

24 95





22






ロケサポートかみふらの
サポーター登録をお待ちしています

30

問合せ ロケサポートかみふらの事務局
企画商工観光課商工観光班 拶盈
ロケサポートかみふらの専用ダイヤル
拶‐‐



場所 社会教育総合センター

みんなで撮影とる！ みんなで出演でる！

保健師・栄養士がお届けします

健康学習会

楽しい暮らしは健康から！ 健診結

果の分析や生活習慣病の予防、こころ

の健康づくりなどについて、保健師、

栄養士が分かりやすくお話しします。

歳 ５番のメニューは 歳 までの

■対象

町内在住５人以上のグループであれば

です！ 町内会、サークルや仲間同

月 日～１月

士などでご利用ください。

■受講日・時間・場所

受講日は、
年末年始

ね２時間以内です。

時の間でおおむ

町内であればどこでも ですが、会

場の予約と準備は、講座の申込者でお

願いします。

会場の使用料が発生する場合は、申

込者の負担となります。

けるなど、新型コロナウイルス感染

※マスクの着用、手指の消毒、密を避

症対策の実施をお願いします

■申込み・問合せ

保健福祉課健康推進班

拶盈６９８７ 鯖盈５７８８

kenkou@town.kamifurano.lg.jp

迦

広報かみふらの 2021.5

■対象
町内在住の５人以上のグループであ
れば ！ 住民会やサークル、仲間同
士などでご利用ください。

月 日～１月５日 を除

■受講日・時間について
年末年始
く、 ～ 時の間でおおむね２時間以
内です。

町内であればどこでも ですが、会

■場所
場の予約と準備は、講座の申込者でお
願いします。
会場の使用料が発生する場合は、申
込者の負担となります。
※マスクの着用、手指の消毒、密を避
けるなど、新型コロナウイルス感染

５日 を除く、 ～

21
12

OK

症対策の実施をお願いします
■その他
・講師の派遣費用は無料です
・講座の資料は町が用意します
・講座番号 番「泥流地帯映画化プロ
ジェクト」は、オンラインでの受講
も可能です
■申込み・問合せ
町民生活課自治推進班

70


31

OK

OK

拶盈６９８５ 鯖盈５３６２

９

年の公開に向け進
行中の「泥流地帯」映画
化プロジェクト。映画に
関する疑問に答えるほ
か、内容や進捗状況を解
説します。映画製作の裏
話も聞けるかも！

今年度、日本ジオパー
ク新規認定に向け活動中
の十勝岳ジオパーク構想。
「ジオってなに？」
「どん
な活動をしているの？」
から、ジオサイトの見ど
ころや魅力を専門員が解
説します。

31

jichi@town.kamifurano.lg.jp

74
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ロケツーリズムでガッチリ！

「泥流地帯」映画化プロジェクト
今が旬！
いちおし

十勝岳ジオパーク構想の魅力・
みんなでつくるジオパーク
前年度
人気 No．



OK

９

全 32
講座
私たち職員がお届けします

出前講座

役場では、皆さんの暮らしを支える仕事をしています。
でも、分かっているようで、よく分かっていないことも
多いのでは？
そこで、役場の担当者が皆さんのところに出向いて役
場の仕事を分かりやすく説明する「出前講座」を実施し
ています。町の財政状況から泥流地帯映画化プロジェク
トなどさまざまなメニューを取りそろえています。気軽
にお申込みください。

出前講座・健康学習会のメニューはこちらからご覧になれます

出前講座メニュー
No.
1
2
3
4
5

講 座 名
これならわかる上富良野の台所事情「上富良野太郎家の
家計」
自然災害～備えあれば憂いなし「防災は日頃の心構えか
ら」
まちと基地とのかかわり「共存共栄のまち」
身近な暮らしの税知識「これだけは知っておきたい税制
度」
はいって安心「医療保険・年金制度」
マイナンバー個人番号カードを作って各種サービスを
利用しよう

主 な 内 容
予算概要と町の財政状況を家計に例えて説明します
災害に関する知識と町の防災対策、家庭でできる災害への備えを
学ぼう
上富良野駐屯地の概要と町との関係について説明します
町税のあらまし、住民税や固定資産税について説明します

10 まちの広報広聴について一緒に考えよう！

国民健康保険制度・後期高齢者医療制度・国民年金制度を学ぼう
マイナンバーカードの申請・受け取り・利用方法について説明し
ます
町内の交通事故や犯罪発生状況の解説のほか、消費者相談に関す
る豆知識、振り込め詐欺から身を守る方法を紹介します
ごみの分別方法、収集から処理までを知ろう！ リサイクルや小
型電子機器の回収について説明します
なぜ協働の「まちづくり」が必要なのか？ 自治基本条例の趣旨
のほか、協働の取り組み事例を紹介します
広報・広聴活動について説明します

11 第次総合計画「かみふ未来ビジョン」とまちづくり
ロケツーリズムでガッチリ！ 「泥流地帯」映画化プロジ
12
ェクト オススメ
13 十勝岳ジオパーク構想の魅力 オススメ

第次総合計画の概要説明と町づくりの意見を伺います
三浦綾子著「泥流地帯」の映画化プロジェクトが進行中。どんな
映画？ ロケツリーズムとは？ など疑問にお答えします
ジオサイトや見どころ、魅力を紹介します

14 みんなでつくる十勝岳ジオパーク

ジオの基本的な説明とジオパークの活動を紹介します

6

7 ちょっと待った～我が身は我が身で
8 町をきれいに～ごみの分別・資源回収について
9 みんなが主役「協働のまちづくり」

15 みんなで実験 火山や地質

オススメ

オススメ

火山や地形などに関する実験から、十勝岳ジオパークを学ぼう

16 子どもを病気から守ろう
「最新の予防接種・感染症のお話」 予防接種の内容と受け方、流行性の感染症予防について説明
17 「食育のすすめ」乳幼児・学童・思春期の食生活

年齢別に必要な栄養やバランスの良い食事の取り方を学ぼう

18 元気な子に育てよう
「子どもの成長や生活リズムのお話」 身長や体重の伸びなど成長と生活リズムの関係を学ぼう
町民とともに取り組む健康増進計画について説明します
サルコペニア予防のため、筋肉量維持に向けて食事と運動方法を
学ぼう
障害者自立支援法の仕組みやサービスの利用方法を説明します

22 地域の福祉力を向上させよう！

地域福祉計画をはじめ、障がい者計画など福祉施策を説明します

23 知って安心！ 「成年後見制度」

成年後見制度とは？ 制度概要や権利擁護について説明します

24 知って安心！ 「介護保険なんでも Q&A」

26 みんなの水道

介護保険制度や介護認定、在宅福祉サービスについて説明します
教育・保育・子育て支援施策を計画的に進めるために策定された
「子ども・子育て支援事業計画」を説明します
浄水方法や施設、水質など町の上水道を説明します

27 みんなの下水道

下水道の役割や仕組みなどについて説明します

28 読書は楽しいよ！ ～見てみて、来てみて図書館へ～

読書の魅力や楽しさを解説。図書館の所蔵物なども紹介します

29 安全・安心なまちで暮らしたいから

町立病院の概要や救急体制、町立病院の改築について説明します

30 しっておきたい町の議会

重要案件を決定するまでの過程や議会の仕組みを説明します

31 覚えよう！ 応急手当「番する前に」

応急手当の基礎知識や救急車の呼び方などを学ぼう

32 覚えよう！ 住宅防火「番する前に」

火災の事例、火災時の避難方法や消火器の取扱方法を学ぼう

25 子ども・子育て支援事業計画について

新

19 健康づくり推進のまち 町の健康課題を学ぼう
サルコペニア筋肉量減少症予防「食事と運動で筋肉量
20
を維持」
21 これで安心！ 「障がい者の自立支援制度」

健康学習会メニュー
No.

講 座 名

主 な 内 容
動脈硬化症の要因である LDL コレステロールを知り、生活習慣
1 悪玉コレステロール LDL って何者？
改善の方法を学ぼう
増えている糖尿病「糖尿病とはどういう病気なのでしょ 生活習慣病が身体に及ぼす影響を科学的メカニズムで理解し、
2
うか？」
食や運動、生活リズムを見直し、糖尿病を防ぐ方法を学ぼう
検診結果から地区の特性や生活習慣が身体へ及ぼす影響を知
3 私の地区の特徴「健診結果から見える地区の特徴」
り、生活を見直そう！
なぜ野菜を日 g 食べる必要があるのか？ 野菜の食べ方や
4 今日から食べよう日「野菜 g」
保存方法を学ぼう
5 受けようがん検診「がんから守る生活」

歳未満の死亡原因第位！ がんから命を守る生活習慣とは

6 肺の生活習慣病「COPD 慢性閉塞性肺疾患」

原因のほとんどは喫煙 !? 気づかないうちに進行していくこの
病気の予防法禁煙の必要性について学ぼう

7 こころの健康づくり

過 広報かみふらの 2021.5

「こころの病気」の予防と周囲の対応の仕方を説明します

基本理念

第期上富良野町高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

住み慣れた地域で支え合い、
自分らしく安心して暮らし続けられる
地域社会の実現
基本方針

介護保険料が変わります
基準額 月額円に改定

①在宅医療・介護連携の推進
②高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
④地域ケア会議の推進
⑤高齢者の居住安定に係る施策との連携

【基準額円から円の増額】
問合せ 保健福祉課高齢者支援班 拶盈

R

R

R

R

第期計画期間
居宅サービス

地域密着型サービス

■計画の基本理念

R

第７期計画では「住み慣れた地域で

H 



565

支えあい、自分らしく安心して暮らし



続けられる地域社会の実現」を基本理



念に掲げ、高齢者施策、介護保険事業



を進めてきました。



第８期計画では、さらに「地域包括



ケアシステムの深化・推進」が求めら



れることから、第７期計画の基本理念













を継承するとともに、５つの基本方針



を掲げ、基本理念の実現に向けて活動



に取り組みます。



■保険給付費の推移





町の保険給付費は増加傾向にあり、














令和５年度は９億５千 万４千円の見





込みです。介護サービス別にみると、



推計値→

いずれのサービスも増加が見込まれて



います。

←実績値

千円


介護保険施設サービス

■介護保険料基準額の算定方法
第号被保険者の負担額
億万円×％
－

億万円

国の負担調整交付金

万円
基金の取り崩し額

約万円

÷

保険料の
予定収納率

÷

％

年間の第号
被保険者推計

人

負担割合

軽減前





軽減前

軽減前





















基準額 

第段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が万円未満の方



第段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が万円以上万円未満の方



第段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が万円以上万円未満の方



第段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が万円以上万円未満の方



第段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が万円以上の方

保険料円
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霞

保険料は上段が年額、下段が月額

第８上富良野町高齢者計画・
介護保険事業計画の全文はこちらから

介護保険料の段階設定、基準額に対する保険料
所得段階
対象者
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
第段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が万
円以下の方
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が万
第段階
円を越え万円以下の方
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が万
第段階
円を超える方
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年
第段階
金収入額と合計所得金額の合計が万円以下の方
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年
第段階
金収入額と合計所得金額の合計が万円を越える方

＝

基準額
月額円
年額円

生活支援

つなぐ

つながり合う

広報・啓発の推進

就労・雇用の促進
尊重し合う

支える

施策目標⑤

私たちが暮らす地域社会には、さま

施設

■町内の障がい福祉サービス事業所



■地域の障がい福祉

・就労継続支援Ａ型

・就労継続支援Ｂ型

ヒューマンインターフェイス



富良野あさひ郷、なないろニカラ

・共同生活援助

エクゥエート富良野

なないろニカラ

富良野あさひ郷

・生活介護

富良野あさひ郷

・重度訪問介護

社会福祉協議会

・児童発達支援

発達支援センター

・放課後等デイサービス

澄空、ＴＯＢＥＬ

・障がい児相談支援

児童相談支援センター

第期上富良野町障がい者計画の全文はこちらから

ざまな福祉課題を抱えて何らかの支援
を必要としている人がおり、誰もがそ
の当事者になりうると言えます。
誰もが地域で安心して暮らしていけ
るよう「自助」
「互助・共助」
「公助」
の重層的な取り組みが必要であり、地
域性を生かした主体的な支え合う体制
を強化するため、地域福祉計画が策定
されています。
その地域福祉のなかで、障がいに関
する計画が「障がい者計画」です。
■計画の基本理念・施策目標
障がいがある人もない人も、互いに
尊重し合い、生まれ育ったまち、住み
たいまちで、いつまでも暮らせるまち
づくり、地域で生き生きと暮らせる社
会の実現をめざし、基本理念を「障が
いがあってもなくても、大人も子ども
も お 年 寄 り も、 誰 も が 互 い に 支 え あ
い、明るく・豊かに・安心して暮らす
ことのできる地域づくり」とします。
この基本理念に基づき５つの分野で

・福祉バス事業
・障がい福祉サービス事業
所設置補助 など
・タクシーチケット助成事業
・施設通所交通費助成事業
・腎機能障害者通院交通費補助
・特定疾患患者等通院交通費補助
など
・更生医療給付
・育成医療給付
・重度医療給付 など

その他
交通費の助成
医療費の助成

問合せ 保健福祉課福祉対策班 拶盈
つながり合う

保健・医療の充実

まちづくり
ひとづくり

施策目標④
施策目標③

施策目標を設定し、施策の方向性をま
とめています。
障がい者計画に含まれる障がい福祉
計画・障がい児福祉計画は３年ごとの
見直しを基本とし、国の福祉政策の見
直しや社会情勢の変化などに応じて計
画を見直します。

広報かみふらの 2021.5

蚊

施策目標②

上富良野町障がい者計画は、障がい者施
策全般にわたる基本計画として、障がい福祉
サービスや地域生活支援事業などの具体的な
実施方法を定める「障がい福祉計画」と障が
い児の通所支援や相談支援の具体的な実施方
法を定める「障がい児福祉計画」が一体的な
計画となるよう策定しています。
施策目標①

第期上富良野町障がい者計画
障がいがあってもなくても、
大人も子どももお年寄りも、
誰もが互いに支えあい、明るく、豊かに、
安心して暮らすことのできる地域づくり

第期上富良野町障がい福祉計画
第期上富良野町障がい児福祉計画

■障がい福祉サービスについて
町では自立支援給付、地域生活支援事業のほかにも、地域で充実した生活、社会参加ができるよう、さまざまな支
援を行っています。一例

のうちつ以上が基準値から

外れている状態です。



－

女性は減少傾向

重症化予防対象者減少
脂質異常症が増加

高血圧、糖尿病の重症化予防対象者

俄

広報かみふらの 2021.5

中でも 歳代が増加しています。
成人の基礎代謝 安静時の代謝量 は



は減少しました。脂質異常症が増加し

脂質異常症だけが増加傾向

代を最大に年齢とともに低下し、エ

－

た背景には、コレステロールが高くて

値まで下げることが重要です。

ネルギー必要量は減少すると言われて



も「自覚症状がない」
「 できれば薬は



います。男性は ～ 歳代、女性は



飲みたくない」と放置し、何年も高い



40

歳代に体重が増加する傾向にあ

変化率

状態が続いたり、治療を始めても「数



30

～

年度

値が下がったから」と治療を中断して



50

り、基礎代謝が低下する ～ 歳代か

年度

しまっているようです。

表 重症化予防対象者割合の経年変化

20

ら適正体重を維持していくことが重要

変化率

評価 3

コレステロール



年度

データヘルス計画
特定健診等実施計画
中間評価報告

㎝以上と血圧、血糖、脂質

40

年度

年３月に「上富良野町国民健康保険第２期保健事業計画 データヘルス



ト径が男性㎝以上、女性

40

◎女性

平成

内臓脂肪型肥満内臓脂肪

です。

＋

第３期特定健診等実施計画 計画期間 平成 年～令和５年度 」を策定



計画



し、生活習慣病などの予防に取り組んでいます。計画中間年の令和２年度に実

＋

問合せ 保健福祉課健康推進班 拶盈６９８７



施した中間評価について報告します。



メタボ該当者の割合
男性が増加傾向に！

変化率

全道３ 位 の
特定健診受診率

「メタボリックシンドローム」は高

硬化性疾患の原因になるので目標

令和元年度の町の国民健康保険被保

面積㎡に相当するウエス



ルは、血液中に増えすぎると動脈

血圧などの危険因子が重なると、軽度

メタボリック
シンドローム



テロールがある。コレステロー

の高血圧でも、危険因子の数が増える

年度



険者の特定健診受診率は ・５％でし

年度



た。全国、道内で見ても高水準で、健





変化率

30

ごとに動脈硬化性疾患 脳梗塞、狭心

‐歳

年度

レステロールと善玉コレス



康管理への関心の高さがうかがえま



30

年度

評価 2

症など を発症する可能性が高くなる



町の歳代の
男性人に人が
メタボ！

年度



令和元年度速報値

す。年代別では ～ 歳代の受診率が

歳代

と考えられています。町のメタボリッ



低くなっています。
「 自覚症状がない

歳代

クシンドローム該当者を見ると男性の

上富良野町

年度

体に欠かせない脂質。悪玉コ

70



から」と思わず、年に１度の健康診断



を行いましょう。

北海道

血圧
収縮期㎜以上
拡張期㎜以上
血糖
 以上
脂質
コレステロール
160 ㎎以上

ホルモンや細胞膜の材料になる

50

歳代

年代別

歳代
総数

40



50
表 メタボリックシンドローム該当者割合の経年比較
◎男性

30

国
全

歳代
総数



評価 1
表 特定健診受診率～歳

まったり、脳血管疾患の再発を繰り返
したりする中で重症化したケースもあ
脳梗塞を発症する前に「一過性脳虚

りました。

総医療費のうち中長期目標疾患医療
血発作」という、一時的な前触れ発作

中長期 目 標 疾 患 医 療 費
が増加

費は、全国、北海道より低く抑えられ
を起こすことがあります。短時間で症

町の今後の取り組み

うことがありますが「気のせい」と思

状がなくなるので、受診が遅れてしま

域差指数は、０９４９ 平成 年度

ますが、医療費適正化の指標である地

中長期目標疾患医療費は増加してい

医療費適正化指標
１未満を維持します！

％から ％に増加しました。中でも
わず、早く受診し適切な治療を開始す






慢性腎不全透析有












慢性腎不全透析無












脳梗塞 ･ 脳出血












狭心症 ･ 心筋梗塞













脳梗塞発症前の一時的な前触れ発

長期入院で医療費が高額になる
作。片側の手足に力が入らない、し

「脳血管疾患」
、狭心症・心筋梗塞
びれる、言葉が出ない、片方の視野

などの「虚血性心疾患」
、人工透析
の一部が見えにくいなどの症状が出

に至る「慢性腎不全」などを、デー

ます。多くは約～分で改善しま

タヘルス計画では「中長期目標疾

すが、発作が起きた人は脳梗塞を発

患」と定めており、その予防に取

症しやすいといわれています。

り組んでいます。

と目標値の１未満で適正に保たれてい

ます。皆さんが健診を受診し、健康づ
くりに積極的に取り組んでいるおかげ
です。

生活習慣病予防対策を
継続します！

皆さんが健診結果やインボディ測定

などから体の状態を理解し、必要な行

動を実践できるように保健指導を行い

ます。

き特定健診受診率の向上に努めます。

には、インボディ 体成分分析装置 測

より正確な体脂肪量などを測定する

を提案します。

測定日 月曜日 祝日除く

９～ 時

ます。その結果を元に保健師が改善策

定がおススメです。体脂肪のほか、筋
をします。

保健指導の様子

ることが重要です。

脳 梗 塞 や 脳 出 血 と い っ た「 脳 血 管 疾




特に受診率の低い ～ 歳代で、病院

◎インボディ測定

月日月～日金

てください

※予約制。保健福祉課へ事前に連絡し



ていますが、平成 年度と比較すると

（単位：万円）

患」が増加しています。発症後すぐに



医療機関を受診せずに重症化してし



29

に通院されていない方や生活習慣病の

50

肉量、左右のバランスなどが測定でき

40

遺伝がある方には、積極的に受診勧奨



28

中長期目標疾患医療費合計



生活習慣病の予防をはじめ、引き続

令和年度特定健診

場所 かみん

峨 広報かみふらの 2021.5



令和年度健康増進カレンダー
はこちらからご覧になれます



11


総医療費

※健康保険証の種類、年齢、がん検
診の同時受診により日程が変わり
ます。詳しくは令和年度健康増進
カレンダーで確認いただくか、保
健福祉課までお問合せください



中長期目標疾患
一過性脳虚血発作

6.8

上富良野町

全国
上富良野町

北海道

年度

年度
年度

土・日曜日も実施します

評価４
5.4

表 総医療費に占める中長期目標疾患医療費の経年変化

３月 ～ 日に香川県で開催された
「第 回全国高等学校少林寺拳法選抜
大会」に出場した富良野高校３年生の
國本空良 そら さんと山内貴裕さんが
服部久和教育長へ大会結果を報告しま

若く老いようが合言葉
いしずえ大学入学式

いただきたい」と歓迎のあいさつ。新

入生を代表して内田清さんが「新たな

友と力を合わせ数々のことを糧とし、

ざし頑張りたい」と決意の言葉を述べ

健康で楽しく生きがいのある人生をめ

育総合センターで行われ、新入学生３

られました。

第 回いしずえ大学入学式が社会教
人と同窓科生 人が入学しました。

輝き、個人の部では、國本さんが「自

「男子団体演武の部」では見事３位に

２人は団体の部と個人の部に出場。

多くの仲間とともに学びの喜びを得て

町長から「若く老いようを合言葉に、

入学許可宣言の後、同大学総長斉藤繁

いしずえ大学学長服部久和教育長の

した。

由単独演武の部」で 位、山内さんが
した。７月のインターハイ出場をめざ

「自由組演武の部」予選敗退となりま
し、國本さんは「主将の役割をしっか
り果たす 」
、山内さんは「リベンジを
果たしたい」と意気込みを語っていま
した。
十勝岳ジオパーク協議会総会が美瑛
町民センターで行われ、関係 団体が
出席しました。

の事業方針に提案する。皆さまの思い

委員を務めた功績により、総務大臣よ

田中博さんが永年にわたり行政相談

感謝状贈呈式が役場で行われ、旭川

を結集して進めていきたい」とあいさ

行政監視行政相談センター髙橋顕宏所
田中さんは、平成 年４月１日から

回落選時の課題がクリアされたことか

最後に斉藤繁上富良野町長から「力

令和３年３月 日の間、行政相談委員

ら、日本ジオパーク認定に向け、再申

を合わせてジオパークの認定申請に取

を委嘱され、定例行政相談所を毎月開

長より感謝状が手渡されました。

り組み、両町の活性化に寄与していき

れました。

催。地域住民の相談窓口として活躍さ

請を行うことが確認されました。

り感謝状が贈られました。

永年にわたる相談業務
の功績に感謝状贈呈

決意の言葉を述べる新入
学生代表の内田清さん

つ。議事では事務局の一本化など、前

「日本ジオパークの認定申請を今年度

4/16

13

我

広報かみふらの 2021.5

28



たい」と力強く話し、総会を締めくく
りました。

19

少林寺全国大会３位
かみふっ子大健闘！

日本ジオ認定に再挑戦
ジオパーク協議会総会



4/9
49

26

24

総会の冒頭、角和浩幸美瑛町長から

40

入学記念品を受け取る新入学生

感謝状を受け取る田中博さん中央

20

31

メダルを手にする山内さん左と國本さん右
認定に向けた意気込みを語る斉藤町長右

4/2
4/7

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

楽しく学ぼう
いつまでも！

生 涯 学 習 情 報

ソフトボールを通じて、交流・親睦

第 回住民会対抗
ソフトボール大会

交通事故における原因と対策について

いしずえ大学との連携講座として、

道民カレッジ連携講座
「高齢者の交通安全」

ですか？ 毎月第３日曜日は、家族そ

皆さんは「道民家庭の日」をご存知

毎月第３日曜日は
「道民家庭の日」

日時 ５月 日 金

場所 社会教育総合センター

受講料 無料

時 分

10

を通じて、北海道の子どもたちが健や

12

かに成長することを応援するため、平

成 年に制定されました。

18

■家族ふれあい優待制度

歳未満のお子様連れ家族は、この

運動に協賛している道内各地の店舗や

施設で優待券 コピー可 を提出すると

料金割り引きなどのサービスを受ける



を深めませんか。

ろって食事をするなど、家族だんらん

７時 分

が４人以上

高校生以上の女性が４人以上、 歳

・混成の部

申込期限 ５月 日 木

28



30



22

45

27



ことができます。

■町内の協賛店・施設

・後藤純男美術館

・後藤純男美術館レストランふらのグ

リル

・北海道遺産「土の博物館 土の館」

・トリック・アート美術館

・フラワーランドかみふらの

・日の出公園オートキャンプ場

※新型コロナウイルス感染症の影響で

休止の場合がありますので、ご利用

の際はご確認ください

公益財団法人北海道青少年育成協会

■問合せ

拶０１１‐２３１‐６４５１

http://www.ikuseikyo.jp

解説します。

日時 ６月 日 日

20



45

以上の男性が５人以内

参加料 １チーム１千円

申込期限 ５月 日 水

申込み 住民会の地域スポーツ推進委

員

26



場所



36

・上富良野町運動公園野球場



・島津球場

35

チーム編成

上富良野西小学校長 今村雅之
月日に令和年度の始業式を行い、日に入学式を実施
しました。新型コロナウイルス感染症感染対策として、～
年生は式場には入らず、各教室でオンラインの映像を見て
の参加となりました。保護者の見ているなか、年生は緊張
しながらも、背筋を伸ばして入学式に臨んでいる姿に感心
するとともに、後ろで見ている保護者の皆さまが、ご家庭
で「入学式ではきちんとしましょう」とお話しいただいた
ことと想像します。小さな一言ですが、このような愛情あ
る一言が積み重なり、子どもの成長につながっていきます。
翌日は年生の初登校。保護者 PTA 、地域の方、町の
方が登校の安全を見守る街頭指導をしてくれます。歩道の
歩き方や交差点の渡り方など、危険なことを注意してくれ
ます。地域の方と子どもたちが関わり「おはようございま
す」のあいさつをし、
「ありがとうございます」の気持ちを
もつ機会にもなります。
登校した児童は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
玄関で検温カードを職員に見せます。ランドセルから検温
カードを取り出すのですが、年生にとっては初めてのこと
でもあり戸惑います。そのようなとき、お兄さん、お姉さ
んが手伝ってくれます。ゆっくりと丁寧に教えてくれます。
子どもたちの優しい姿が見られます。
入学式、街頭指導、検温カードと、いずれも年生の経験
として積み重ねられていきます。意識するしないに関わら
ず、経験したことは、同じような場面で行動として表れて
くるものです。同様に考えると、家庭での経験が子どもの
行動に表れることになります。今、子どもたちの豊かな成
長につなげていくためには、学校、家庭、地域が連携・協
働して育てていくことが必要であると言われます。学校の
教育力、家庭の教育力、地域の教育力、それぞれが役割を
もち、社会全体で地域の子どもを育てていく。
「家庭教育」
は、子どもたちにとって、
「初めての教育」であり、その先
も長く続く「永遠の教育」と言えます。

20

住民会ごとにチームを編成 正選手

「入学した年生から見えてきたこと」

９人、 人以内で編成

第号

・男子の部

高校生～ 歳が５人以内、 歳以上

家庭教育シリーズ

申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

拶盈

嫉 教育振興課では「早ね早おき朝ごはん運動」を推進しています 嫉

牙

広報かみふらの 2021.5

お知らせ

information

票」を選択できます。

「オンライン」か「紙の調査

令和３年度経済センサス・活動調査
６月１日現在における事業
所・企業の経済状況を調査す

富良野沿線総合相談会

交通事故の賠償や家庭問題、

人権問題などを専門の担当者が

無料で相談に応じます。

～ 時

動してい

民に最も身近な相談役として活

月 までに富良野市役所市民

を希望される方は、５月 日

その他 交通事故に関する相談

場所 富良野市役所

実施されます。

困りごと、悩みごとがありま

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課福祉対策班

環境
生ごみ堆肥販売

各家庭から収集した生ごみか

ら作った完熟「生ごみ堆肥」を

通年で販売しています。家庭菜

ス感染症予防対策を実施しま

着用など、新型コロナウイル

銭貸借、いじめ

や家族関係、金

が近隣との争い

人権擁護委員

販売場所・問合せ

販売価格

販売日時 平日の９～ 時

拶盈６９８７

円


17
100

拶鰻４３７６

10


画

広報かみふらの 2021.5

相談
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は地域の

日時 ６月１日 火

ます。暮

相談室拶曳２３０１へお申込

方が安心して暮らせるよう、住

らし、家

みください

ることを目的とした統計調査
ライン回答について
族、育児

■インターネットによるオン
インターネット回答はいつ

や教育に関することなど、生活

す。児童を専門に担当する「主

統計法によって、厳格な個

したら気軽にご相談ください。

任児童委員」もいます。

人情報保護が定められていま

問合せ 保健福祉課福祉対策班
拶盈６９８７

す。調査員などには、守秘義
務が課せられています。
■調査票の配布

知事から任命された統計調

す。調査票の配布は可能な限

園やガーデニングなどにお使い

査員が各事業所を訪問し、調

り、インターホン越しに説明

17

ください。

査の説明、回答依頼、調査書

13

狩 約４㎏

類の配布を行います。回答は

富良野市字上五区 富良野広

２



問合せ 保健福祉課福祉対策班

～ 時

の問題などあらゆる相談に無料
月 日 水
６

場所 かみん

日時

を行い、調査票は郵便受けに

拶盈６４００

■問合せ 総務課総務班

域連合環境衛生センター

特設人権心配ごと相談所

24

で応じます。

調査員は手指消毒やマスク




です。この調査は５年に１度

でも回答が可能です。厳重な

報 の保護について

係機関・団体と連携し支援しま

セキュリティで保護されてい

■調査対象

■個人情報 事業所・企業情

全国全ての事業所・企業が

16

の困りごとを福祉の窓口や各関

13

ますので安心・安全です。




対象です。事業所・企業とは
物の生産や販売、サービスの
提供などの経済活動を行って
いる経営主体をいいます。
■調査項目
名称、所在地、経営組織、
設備投資、従業者数、事業内
容、売上金額など



入れて配布します。

■調査方法



春はヒグマに注意！

月日は「人権擁護委員の日」です

野山にも春が訪れ、ヒグマにとっても、冬眠明けの
採食行動が活発化する時期です。被害に遭わないよ
う、次のことを守りましょう。
・単独行動は避け、複数で行動する
・鈴やラジオなど、音の出るものを持つ
・薄暗い時は行動しない
・食べ物やゴミは必ず持ち帰る
・フンや足跡を見たときはすぐに引き返す
問合せ 農業振興課農業振興班 拶盈

人権擁護委員は、地域住民の人権が侵害されないよ
うに注意を払い、人権侵害があった場合は、相談を受
け速やかに被害救済を行います。
地域で人権擁護に理解のある方を市町村が推薦し、
法務大臣から委嘱されます。
町内の人権擁護委員は次の４名です。
西川 秋雄
座間 雪子
冨田 朋子
吉村 好子
問合せ 保健福祉課福祉対策班 拶盈

お知らせ

～制度の見直しについて～
４月から後期高齢者医療保険
料の軽減割合などが次のとおり
に見直しになりました。

日赤募金運動

福祉

令和３年度
パブリックコメント

広聴

町生活安全推進協議会では、

交通安全指導員

募集

お持ちの方

②普通自動車免許と自家用車を

①町内にお住まいの方

応募資格

す。

交通安全指導員を募集していま

次の２件を予定しています。
司交通安全計画

５月は「赤十字運動月間」で
す。日赤募金運動を赤十字運動

期間

月 日～ 月 日

問合せ 町民生活課自治推進班

期間

司鳥害被害防止計画 第５次

月 日～ 月 日

月間にあわせ実施します。
ご協力いただいた募金は、災
害救護をはじめ、国際救援や安
全講習の普及などの活動資金に

拶盈６９８５

活動期間 令和４年３月 日ま

で 再度の任用あり

活動時間

① ～ 時の範囲の１時間

31

充てられます。
問合せ 保健福祉課福祉対策班
拶盈６９８７

拶０１６６‐２７‐１６１１

こんなときには
届け出が必要です！
国民年金は国内に住所がある

町民生活課総合窓口班

をお受けしています。年金相談

年金の請求手続きなどの相談

司出張年金相談所

拶盈６９８５

歳以上 歳未満の全ての方が
加入する制度です。老齢基礎年
金や障害基礎年金などは届け出
くなったり、受けられなくなる

は予約制ですので、事前にお申

を忘れると、受け取る額が少な
場合があります。次のときは手

込みください。

～ 時

続きが必要です。

月 日 木

日時

場所 富良野市役所



※季節によって変動します

② 時 分～ 時 分

活動内容

報酬 １回につき１千 円

導

・町内イベント時の交通安全指

両と歩行者への交通安全啓発

・町内主要道路などで、走行車

30

９

①会社を退職したとき
②収入が増えたとき

14

９

旭川年金事務所お客様相談室

申込み・問合せ

19

30

10

拶０１６６‐７２‐５００４



16

拶盈６９８５

※給与所得者とは？
・給与等の収入金額が万円を超える方
・公的年金の収入金額が万円歳未満、万円歳以上を
超える方

８

③配偶者が退職したとき
申込み・問合せ
旭川年金事務所

※車を使用する活動は、 円上

乗せ

その他 活動に使用する制服は

貸与します

申込み・問合せ

町生活安全推進協議会事務局

拶盈６９８５

町民生活課生活環境班

臥 広報かみふらの 2021.5

割



16

割
万円＋万千円×世帯の被保険者数＋万円×
給与所得者等の数－
万円＋万円×世帯の被保険者数＋万円×給
与所得者等の数－

１

今年度の保険料については、

割

10

10

７月に個別にお知らせします。

万円＋万円×給与所得者等の数－

10

３



500



年金

問合せ 町民生活課総合窓口班

軽減割合

12

６

500

のお話

60

13



今月の

北海道後期高齢者医療広域連合

所得が次の金額以下の世帯

拶０１１‐２９０‐５６０１

①均等割の軽減割合の見直し

年間保険料
【限度額万円】
円未満切り捨て

＝
所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】
令和年中の所得－最大万円×％

＋
均等割
【人あたりの額】
円

20

後期高齢者医療制度

information

②令和年度保険料の計算方法
保険料額は、被保険者全員がひとしく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所
得割額」の合計で計算します。
※所得とは、前年の収入から必要経費公的年金等控除や給与所得控除額などを引いたものです

※年度途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します

かみふっこギャラリー

わかば愛育園

作品名 「こいのぼり」

おおたに

なつき

大谷

菜月

ちゃん

平成年生まれ

いっけい

一慶

くん

平成年生まれ

こいのぼりをのりで貼ることが難しかったけど、折
ることと色塗りは上手にできたよ！

僕の頭の中の風景を絵にしたよ！ お花と太陽、ビ
ニールハウスの野菜を上手に描けたよ！

拶盈 １１９

心肺蘇生法、AED の使用法、異物除去法、
大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の
手当て、搬送法
※筆記試験、実技試験あり

２
応急手当の基礎知識をオンラインで学習
e‐ラーニング講習
※受講証明書を提出すると、救命講習の時
応急 WEB 講習
間を短縮して受講することができます

の

ちょこっと自慢

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

新生児～小児を対象にした心肺蘇生法、 修了証
AED の使用法、異物除去法、大出血時の止
血法

応急手当を覚えよう！

普通救命講習Ⅲ
時間

こでも、誰にでも起こりうるもので

心肺蘇生法、AED の使用成人、新生児～
小児対象、異物除去法、大出血時の止血
法※筆記試験、実技試験あり

消防署では町民や町内の事業所な

普通救命講習Ⅱ
時間

す。適切な応急手当が命を救うこと

心肺蘇生法、AED の使用（主に成人を対
象）
、異物除去法、大出血時の止血法

どを対象に、救命講習を開催してい

普通救命講習Ⅰ
時間

につながります。大切な命を守るた

参加証

ます。内容は異物による窒息や大出

胸骨圧迫や AED の使用など

め、応急手当の知識と技術を学びま

救命入門講習
分

血、やけど、骨折などの応急手当。

心肺蘇生法やその他の応急手当など
ご希望の内容に合わせます）

しょう。

一般救急講習
希望の時間

講習内容の希望がある場合は申込み

認定証
の交付

講習内容

問合せ 上富良野消防署

突然の病気やけがはいつでも、ど

講習種別

時にご相談ください。

＜救命講習のご案内＞

上級救命講習
時間

いそえ

磯江

本町丁目 佐々木實さん

し
ねぇねぇ
わた
見て見て！

「鉢植えのいちじく」

広報かみふらの 2021.5

温暖な土地で生育するいちじく

は、寒さに弱く、北海道では栽培

が難しいと言われています。佐々

木さんは２年前から室内で鉢植え

のいちじくを育てています。

きっかけは通販雑誌で見掛け、

幼いころ食べた記憶を思い出した

ことから。趣味の菊栽培の経験を

生かし、苗を育て始めました。

今年は気温、水やりなどに注意

しながら育て、実を付けることに

成功しました。現在は７つの実が

付いています。

佐々木さんは「順調に行けば、

夏には食べ頃になる。施設に入所

している妻と２人で食べるのが楽

しみです」と笑顔で話していまし

た。

▼枝の先に実った鉢植えのいち
じく

「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

芽

書を提出！
課題とされてきた次の点がおおむねク

向けて準備を進めています。これまで

出し、５月末のプレゼンテーションに

４月７日 水 に十勝岳ジオパーク推
リアされたことから、ＪＧＮに新規申

ました。
①事務局の一本化

請するものです。

・上富良野町郷土館
④ジオガイドの育成
今後ジオを生かしたイベントやツ

たい

・恵まれた環境とふるさとの文化を将来

に残したい

・観光客の質を高め地域を愛してほしい

・世界のさまざまな地域と連携・情報交

アーなどを実施しますので、ぜひご参
加ください。

・火山と自然について地域みんなで学び

「十勝岳山麓ジオパーク

設立から今日までの取組み

４月

推進協議会」設立 後に「十勝岳

ジオパーク推進協議会」に改称

日本ジオパークネット

ワーク ＪＧＮ へ新規申請する

９月



も認定ならず

テーマを「丘と火山がお

６月

４月

定例総会にて前回申請時

事務局一本化

りなす彩り」に変更

月



司日本ジオパークネットワークに申請

進協議会定例総会が美瑛町で開催され
「火山と共生するまちづくり」を目

②地球科学専門の専門員の雇用

備えたい

2015

2017

ＪＧＮへ新規申請

ため新規申請見送りを決定

の指摘事項が解決できていない

2019

５月 日（土）

ＪＧＮ新規申請プレゼンテーション

７～８月

現地調査 ３～４日間

９月末日頃

ＪＧＮ新規認定地域、発表

※今月のジオ図書コーナーは、お休み

させていただきます

蛾 広報かみふらの 2021.5

的に、２０２１年度に日本ジオパーク

・いつか起きる火山災害に町で協力して





③ストーリーごとの拠点施設の整備

当協議会の推進目標

ネットワーク ＪＧＮ に新規申請し、

十勝岳泥流のつめ痕に
北の大地を切り拓く





（計画）

大地に育まれた火山と
共生する美しい丘のまち

2018
10

29

「十勝岳ジオパーク」の認定をめざす

北海道の屋根
十勝岳ものがたり

・十勝岳火山砂防情報センター

◆ストーリー

ことを全体で確認しました。提出期限
26



◆テーマ

2021



・美瑛町郷土学館 美宙

定例総会であいさつする十勝岳ジオ
パーク推進協議会長角和浩幸美瑛町長

換したい






である４月 日 月 までに申請書を提

当協議会のテーマとストーリー

「火山と共生するまちづくり」

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

時

ヘラクレス座

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

時

時

時

◎佐藤澤子さん

黄道
止
へびつかい座

東南東

南東

５万円

社会福祉協議会へ

おとめ座

＋

５万円
２万円

ラベンダーハイツへ
しし座

＋

町立病院へ
◎瀬川明宏さん
◎水上吉子さん

時

かみのけ座
かんむり座

コップ座

かに座

◎伊藤秀夫さん
◎佐藤澤子さん

３万円
５万円

からす座
てんびん座
南南東

うみへび座

南

南南西

南西

‐

６月の天体観望会



西南西

月日日時の上富良野の星空です。真南には「おとめ座」や「か
みのけ座」
、西側に「かに座」や「しし座」など春を代表する星座、南東
から東側にかけては「てんびん座」や「へびつかい座」など夏の訪れを告
げる星座が姿を見せています。今月は、太陽に最も近いために見ることが
難しい惑星「水星」が、夕空では一番見つけやすい時期となります。水星
は日月に太陽から度東側左側に離れるので見やすくなります。
月下旬以降「宵の明星」となった金星が少しずつ太陽から離れていくの
で、水星を見つけるための目印になるでしょう。下に輝く金星は日土

法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、夏の星座を観望します。
中止の場合は時以降に連絡します。
日時 月日金 ～
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 月日木
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

以降、
水星を追い越していきます。ただし、
水星は太陽を回る「公転周期」
止

が日と短いために、見頃の時期は月いっぱいかもしれません。

月齢

月日水は満月ですが、今回は月が完全に地球の影に入る「皆既月
食」であると同時に、今年最大の「スーパームーン」でもあります。午前
中のうちに地球に最も近づきますが、その距離は km。地球の周り
を回る月は楕円だえん軌道を描いているため、地球との距離は変化しま

水星

止

＋

時

たくさんのご寄付
ありがとうございました

す。平均すると約 km ですが、この日は約 km も近いとい

金星
止

うことになります。しかも、太陽・地球・月の順に一直線に並ぶため、太
陽の光は遮られ、地球の大気を通過した赤い光だけが月に届くので、赤銅

西

色に月が輝くことになります。通常、満月のときは月がとても明るいため

西北西

月日日時分
月と水星の位置関係

に、背景の星座を同時に見ることができませんが、今回は赤い月を背景に

夏の星座を楽しむことができるでしょう。また、皆既の時間帯の高度は約 ■月日 月食時刻
度と大変低いので、街並みの景色が一度に目に入るので、赤いスーパー

時刻

ムーンの大きさを比べられると思います。ちなみに今年最も遠い満月は、

食分

地球との距離が km となる月日日です。

高度

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











ほぼ半分 約割 皆既始 皆既終 月食終
度

度

度

度

度

○月日現在の「人のう
ごき」は月日号に掲
載します

 シーニックバイウェイ北海道「ゴミゼロキャ
ンペーン」
。団体人が参加しました。
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賀

