四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

2021
こ

6
う

ほ

主な内容

ラベンダーフェスタかみふらの
第回「泥流地帯」
「続泥流地帯」作文コンクール
第回住民会長との町政懇談会
かみふでの子育てをもっと楽しくしませんか？

かみふ子育てネットくるくる
新型コロナワクチン接種が始まりました

NO.745
う

ラベンダーフェスタ
かみふらの
町の恒例イベント
「かみふらの花と炎の四季彩まつり」
に替わる、

「ラベンダーフェスタかみふらの」を開催します。今年は感染
症予防対策を徹底した内容で実施します。

でお知らせします
～時

問合せ ラベンダーフェスタかみ
・花火大会 月日土 時

あんどんパレード

かみふらの花と炎の四季彩ま

つりの不動の主役であり、十勝

岳の安静・安全を願って、多く

の町民とともに作り上げてきた

「 あんどん 」
。近 年 は あ ん ど ん

パレードの参加数が減少し、制

作・運営の担い手不足もあり、

年の歴史に幕を降ろすことと
30

あんどんパレードの歴史

なりました。

斜里町の知床ねぷた

を視察したメンバーが

中心となってねぶたを

作 成。 日 本 ミ ニ 祭 り と

し て「 第 ８ 回 十 勝 岳 火

まつり」で初登場。

青森県青森市へ視察

研 修 に 出 向 く な ど、 ね

回十勝岳火まつり」

ぶた作成が本格化。
「第

り」が開催。

の花と炎の四季彩まつ

合。
「第１回かみふら

十勝岳火まつりが統

ラベンダーまつりと

したあんどんが登場。

ラクターをモチーフと

名 称 変 更。 ア ニ メ キ ャ

よ う に「 あ ん ど ん 」 に

みんなが参加できる

たが披露されました。

で は、 武 者 の 山 車 ね ぶ



年の歴史に幕



あんどんパレード
思い出ギャラリー

パレードが始まったころに
登場した、初期のねぶた

平成年開基年の記念パレード。
注目を集めた武者の山車あんどん

平成年開基年の記念パレード。
電球を使用し、より鮮やかに

平成年

平成年

平成年

平成年

日時 月日土)～日(日)

入場を規制する場合がありま
・ラベンダーライトアップ

す。随時公式ホームページなど

場所 日の出公園

ふらの運営委員会事務局企画
その他 新型コロナウイルス感染

症の状況により、内容の変更、

商工観光課 拶盈

嘩

広報かみふらの 2021.6

第回
・
『泥流地帯』
『続泥流地帯』

作文コンクール
月日木必着

流災害。昭和文壇を代表する作家、三

迎えた上富良野村を襲った未曽有の泥
ださい。

子メールアドレスへ添付、送信してく

入力した応募用紙とともに、応募用電

タのみ で作成した作品を必要事項を

・応募にあたり提出いただいた個人情

▽個人情報、著作権の取扱いなど

用が可能です。

同意されない場合は、ペンネームの使

大正 年５月 日、開拓から 年を

浦綾子さんが綿密な現地取材を重ねて

応募用電子メールアドレス

deiryu@movie-kamifurano.com
・郵送、持ち込みする場合

範囲でのみ使用します

報は、本コンクールの運営に必要な

綴った壮大な上富良野物語に触れてみ
ませんか。
『 泥流地帯 』
、
『続泥流地帯』を読ん

ます。文集や書籍などの形態で応募

・応募作品の著作権は主催者に帰属し

※郵送、持ち込みする場合は、期限に
余裕を持ってご応募ください

▽選考と表彰など
応募締め切り後速やかに優秀作品を
選考し、入賞者に直接ご連絡のうえ、
後日表彰状と副賞を贈呈します。
応募作品 題名、氏名、本文など や
表彰の様子などを広報かみふらのや町
ホームページのほか、各種媒体で紹介

図書館ふれんどで閲覧できます

※第１回作文コンクールの作品集は、

拶盈６９９４

企画商工観光課地域活性化担当

▽問合せ

町、上富良野町教育委員会

後援 三浦綾子記念文学館、上富良野

主催 『泥流地帯』映画化を進める会

▽主催・後援

場合があります

作品を掲載、公表、配布、販売する

Ａ４かＢ４の 字詰め原稿用紙 手
書き・パソコン出力問わず で、必要

９月 日 木 必着

▽申込期限

泥流地帯作文コンクール係

上富良野町役場企画商工観光課

上富良野町大町２丁目２番 号

提出先 〒０７１‐０５９６

る場合があります

合は、後日データの提供をお願いす

※パソコンで出力された原稿用紙の場

ださい。

事項を記載した応募用紙を添付してく



で思ったこと、感じたこと、想像した
ことをぜひお寄せください。

▽募集内容
「泥流地帯」
「続泥流地帯」に関する
ことならなんでも 。

▽応募資格
どなたでも応募できます。審査対象
は日本語のみです。

11
させていただく場合があります。

募集要項、応募用紙はこち
らからダウンロードできます。
http://www.town.kamifurano.
hokkaido.jp/index.php?id=3049

▽募集部門
①作文の部
読書感想や論考、創作など。字数や
ジャンルは問いません。

泥流作文応募」

短文投稿アプリ「ツイッター」で表

②つぶやきの部
示可能な文字数。「

を含むため、 文字以内

▽応募方法
電子メール、郵送、持ち込みのいず
れかでご応募ください。
・電子メール
応募作品本文をｔｘｔ、ｄｏｃ、ｄ



表彰や作品の公表の際の氏名公表に

泥流地帯作文コンクール
ダウンロードページ

400

30

ｏｃｘ形式のいずれか テキストデー
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15

提出された議題

第回
住民会長との
町政懇談会
①令和年度予算及び仕事の概要について

②上富良野町高齢者実態調査の実施について

③住民会との協働作業による町道の環境美化活動について
④工事発生残土の受入場所選定の情報提供について
⑤令和年度住民会関係スポーツ事業について
⑥令和年度まちづくり事業について

⑦令和年度広報広聴事業について

※会議録は町ホームページからご覧になれます

ターの移設、十勝岳ジオパークの認定

度は町立病院の基本設計、子どもセン

会議の冒頭、斉藤繁町長から「今年

懇談会」が 月 日 月 に公民館で開

今年度１回目の「住民会長との町政

ただいている

いる。基本的には相対して情報をい

対応するよう民生委員にお願いして

ら訪問の断りがあれば、臨機応変に

イルス感染症の懸念により、相手か

いている実態はある。新型コロナウ

など、電話で調査に協力していただ

本から切るか対応してほしい

清掃している。町で枝を切るか、根

落ち葉が多く３回ほど掃き、春にも

質問 秋になると富原野球場の白樺の

催されました。

回答 訪問のタイミングが合わない、

対応しているところはあるか

が前提かと思うが、訪問せず電話で

質問 高齢者実態調査は訪問すること

主な質疑応答

れました。

の環境美化活動についてなどが説明さ

はじめ、高齢者実態調査の実施、町道

議事では、新年度予算の事業説明を

い」とあいさつがありました。

さまとともにまちづくりに取り組みた

の整備が予定されている。今年度も皆

26



理由があり会うことができない場合

りたい。住民会で実施する場合、町

質問 昨年の環境美化活動の実績が知

か

座のみだが、今後増やす予定はある

での受講可能がロケツーリズムの講

はあるか
回答 昨年は新型コロナウイルス感染

動自粛を呼び掛けせず、団体の自主

集活動を行わなかった。町として活

活動ができない。町内会長も引き受

つつある。構成員が高齢化し、広報

質問 高齢者世帯だけの町内会ができ

症の影響から多くの住民会がゴミ収

的な判断で実施している。今年度は

けられない事態が発生する。以前大

拶盈６９８５

問合せ 町民生活課自治推進班

検討、提案をいただきたい

認識を持ち、町と併せて解決方法の

いる。住民会長連合会の中でも課題

回答 地域全体で大きな課題となって

てもらいたい

域の実態を踏まえ、対応策を検討し

化率が高いため崩壊寸前である。地

大するのも難しい。郡部は特に高齢

きた町内会であり、再び町内会を拡

きな町内会だったものが分離してで

すでに８団体が実施した

回答 オン
 ラインでの開催の希望があ
れば検討する

から間隔を空けて行うようなど指導

質問 出前講座について、オンライン

に枝掃いを行う

回答 毎年は難しいが、成長すると冬

申請、泉町南団地の外構整備、光回線

４

迦
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んか？！
しくしませ
楽
と
っ
も
子育てを
かみふでの

かみふ子育てネットくるくる
育児を支え合う、
かみふ子育てネットくるくる

今年度の「くるくる」事業予定
月 日金 ノロッコ号に乗ろう！
月 日金 歯磨き講習会

かみふ子育てネット「くるくる」は、子
育て現役世代がお互いの子育てを支え合う
交流の場です。現在の育児サークル
世帯のほか、個人会員人が登録していま
す。サークルや個人会員に加入するとメー
ルで事業の案内が届きます。お気軽にご連
絡ください。
問合せ

子育て支援センター「にこにこ」
拶盈 鯖盈

月 日金 子育て講演会
月 日土 くるくるハロウィン
月日金 救急救命講習
月日金 秋の交流会
救急救命講習の様子
月日金 着衣で楽しむふれ愛マッサージ
令和年月日金 親子リズム遊び
※日程が変わる場合があります

子どもたちを遊ばせたり、ママ友とおしゃべりしたり、育児
仲間を作って楽しく過ごしています。季節の行事や楽しいイベ
ントを行うなど、活発に自主活動も行っています。

育児サークルを紹介します！

フ ラ ワ ー

スマイル

flower 璽 smile
司活動場所・日時
社会教育総合センター
毎週月曜日～時
世帯 子ども人

ママズタイム in かみふ
司活動場所・日時
社会教育総合センター
第 ･ 月曜日～時
世帯 子ども人

くれよん
司活動場所・日時
不定期開催
世帯 子ども人

いないいないばあ
司活動場所・日時
社会教育総合センター
毎週金曜日～時
世帯 子ども人

マミィ
司活動場所・日時
子どもセンター
毎週金曜日～時
世帯 子ども人

てくてく
司活動場所・日時
公民館
毎週金曜日～時
世帯 子ども人

フレンド
司活動場所・日時
公民館
毎週土曜日～時
世帯 子ども人

チョロＱ
司活動場所・日時
公民館
毎週日曜日～時
世帯 子ども人

メリリー
司活動場所・日時
公民館
毎週木曜日
時分～時分
世帯 子ども人

◎育児サークルの加入などは子育てセンター「にこにこ」までお問合せください

過 広報かみふらの 2021.6

エムアイティー

M I T
司活動場所・日時
かみん
第土曜日時分～時
世帯 子ども人

アミティ
司活動場所・日時
社会教育総合センター
毎週木曜日～時
世帯 子ども人

ひよこ友の会
司活動場所・日時
社会教育総合センター
第水曜日～時
第土曜日時分
～時分
世帯 子ども人

お答えします

町民ポスト

ご意見・ご要望をお寄せください

入してください。無記入でも担当課に

ますので、氏名、住所、電話番号を記

特定の個人や団体を特定するものや

合いを持ち、参加者の声を聞く努力

きる施設について、どのような話し

時・災害後にも、病院機能を維持で

決定に至る協議の場において「災害

新町立病院に至る経路の安心・安全

する恐れのある区域となっています。

や役場、かみん周辺は０～ ｍの浸水

水することを想定しており、町立病院

示したもので、市街地の半分近くが浸

される水深の表示 想定最大規模 」を

指定区域であり、浸水した場合に想定

きるよう、ライフラインを確保するた

災害時においても病院の機能が維持で

なお、基本構想と基本計画の中で、

います。

は、ご理解をいただいたものと思って

含め新病院の必要性とあり方について

性と概要を示したもので、建設場所も

基本構想と基本計画は新病院の方向

・上富良野郵便局

・町立病院

・公民館

・かみん

・社会教育総合センター

・役場

町民ポスト設置個所

とをご理解願います。

声を、聞かせて下さい。
』
匿名希望
ご意見の全文については、町ホーム
ページからご覧になれます。

の皆さまには、まず危険が無いところ

助、救出、搬送などを行います。町民

自衛隊などの関係機関と連携して、救

時に緊急対応が必要な場合は、消防や

選択されることになります。災害発生

られるよう、時代や医療環境の変化に

点施設として、その役割を果たし続け

ともに、地域における医療と介護の拠

働環境の整備充実も合わせて考えると

療環境の向上をめざし、病院職員の労

新病院建設については、患者への医

整備を進めてまいります。

に避難し、町立病院への経路の安全が
になります。

対応できる施設機能の充実に向け改築



確保された後、来院していただくこと

0.5



・コミュニティプラザ中茶屋

・ＪＡふらの北エリア上富良野事務所

霞

広報かみふらの 2021.6

問合せ

町内の９カ所に町民ポスト、町ホー

町民生活課
自治推進班

ムページに電子ポストを設置していま

す。町の行政施策などへのご意見・ご

拶盈６９８５

要望をお寄せください。

新町立病院は、令和７年６月の開院

内容を伝えますが、回答などは原則、

お寄せいただいたご意見について、

日ごろから、町立病院の運営に深い

をめざし、基本構想と基本計画で、建

広報かみふらのには掲載しません。

町立病院病院施設整備室

①『上富良野町立病院の改築に伴う、
ご理解をいただきありがとうございま

替えの基本的な考え方と各部署の運営

【回答】

建設予定地敷地内に、建設される新
す。

計画・整備計画を策定し、パブリック

町の洪水ハザードマップは「石狩川

コメントの実施やまちづくりトーク、

誹謗 ひぼう 中傷するもの、町の業務

詳細を確認させていただく場合があり

町立病院に至る経路の安心・安全確
①の回答

【ご意見】

②の回答

保の考え方について、町の声を聞か

水系富良野川・ベベルイ川・ヌッカク

出前講座、広報紙などにより周知して

せていただきたい』
②命を守る施設である病院『防災意識

シ富良野川は、富良野川流域の 時間

をされ、会議に参加した多くの町民

確保の考え方については、災害の発生

めの考え方を盛り込んでおり、具体的



広報かみふらのなどには掲載しないこ

議員含む が納得されたのか、町の

箇所や洪水・泥流などの災害の種類に

・ＪＲ上富良野駅

に無関係なものには回答しないほか、


きました。



の向上・減災の観点から、平成 年

24

総雨量 ㎜の降雨による洪水浸水想定
448

には基本設計で検討しています。

の消防法改正から、基本構想・計画

28

より、交通手段や利用する道路などが



２頭が年間乳量２万
超 對馬さんに表彰状

對馬牧場で飼育する乳牛２頭が年間
検定において、町内初の乳量２万㎏超
を達成したことをたたえ、對馬徹さん
へふらの北部乳牛検定組合河地健司副
１頭あたりの年間乳量は、全道平均

組合長から表彰状が贈られました。
９千 ㎏に対し、對馬牧場は道内でも
５番目に多い１万３千 ㎏です。これ
は飼養者が牛の能力を引き出し、維持
管理する技術が高いとのことです。
對馬さんは「引き続き牛の生育環境
を ％満たすよう、努めていきたい」
と話していました。

交通ルールを守ろう！
青空交通安全教室

４月 日～５月 日、町内の認定子
ども園と小学校では「青空交通安全教
室」が開かれました。

交通事故の無い町に！
春の交通安全祈願会

町生活安全推進協議会 巽俊明会長
による「春の交通安全祈願会」が深山

峠で行われ、関係者 人が参加して交
通安全を祈願しました。
斉藤繁町長は「町内での交通事故撲
滅と交通死亡事故ゼロ５千日達成をめ
ざす」とあいさつ。巽俊明会長は「交
通死亡事故ゼロを継続できるよう、全
力を上げて取り組む」と意気込みを語
りました。
観光シーズンに入り交通量が多くな
ります。ドライバー、歩行者の皆さん
交通安全を心掛けましょう。

新型コロナワクチンの
接種が始まりました

児は、長谷川誠敬 まさのり 上富良野

高田幼稚園で実施。年中・年長組の園

種しました。

ナワクチンの接種が行われ、 人が接

院、小野沢整形外科を会場に新型コロ

５月 ～ 日まで、かみんと渋江医

交番所長から道路を横断する際の安全

てから道路を渡りましょう」と交通安

「青信号になっても、左右を確認し

道で横断の練習を行いました。

みはなかった」と話していました。

変わらず、ワクチン接種ができた。痛

種しました。接種した男性は「普段と

認、医師による診察後、ワクチンを接

ビス利用者。担当者による予診票の確

今回対象となったのは高齢者施設入

全指導員から園児に声掛け。園児たち

確認などの説明を受けた後、ＪＡふら

は自動車が来ていないことを確認した

町では、６月中旬から 歳以上の方
を対象にワクチン接種を行います。

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



所者、介護保険認定者のうち介護サー

390

交通安全を祈願する斉藤繁町長

予診票の確認を受ける受診者かみん会場



65

kg
手を上げて横断歩道を渡る園児たち

11

の北エリア上富良野事務所前の横断歩



673

5/17
5/18

表彰を受けた對馬徹さん中央
５月 日は、認定こども園上富良野

20

11



後、手を上げて横断歩道を渡っていま
した。

蚊

広報かみふらの 2021.6

17

20

11

5/6
878

100

5/11

留守となる児童の預かり事業「放課後

課後スクール」と保護者が仕事などで

安心・安全な子どもの活動拠点「放

児童が安全に過ごせる場所
放課後事業

日時 ７月２日 金

します。

オリジナルのサンキャッチャーを作成

好きな色や形のガラスビーズを選び

マイプラン・マイスタディ講座
「サンキャッチャー制作体験」

場所 社会教育総合センター

９～ 時 分

クラブ」を行っています。
■放課後スクール
参加料 １千 円
人

ピュアシス 担当 原田

申込み・問合せ

申込期限 ６月 日 金

定員

場所 上富良野小学校、上富良野西小
学校
日時 月～金曜日の放課後～ 時
※下校後、再登校しての参加は不可
休業日 学校休校日、祝日、土曜日、
日曜日
利用料 年間１千 円
※利用状況による返還はありません

拶０８０‐５５８９‐５２８６

俄

広報かみふらの 2021.6

運動公園ジョギングコース
屋外での運動が心地よい季節となり
運動公園のジョギングコースは芝生

ました。
広場が１周 ｍ、野球場を含むコース
が１周１千 ｍで、土のコースのため
膝や腰にやさしく初心者に最適です。
外灯があるので夕方でも安心。体力づ
くりにぜひご利用ください。

月日月

帰宅方法 終了後、各自で帰宅

月日月

■放課後クラブ

青少年スポーツ大会・
文化芸術大会等参加報奨金
町内に住所を有する小・中学生、高

月日月

場所 上富良野小学校

月５日

校 生 で 地 区 の 予 選 会 を 勝 ち 抜 き、 全

月日月

30

道・全国大会などに出場する団体と個

46 504

教育委員会では「教育相談の日」を設け、学校教育アドバイザーや教
育委員会職員が、小中学校の児童生徒に関わる教育相談を受けます。
学校や友人関係、学習面での困りごと、就学に向けた心配ごとなど気
軽にご相談ください。
相談を希望される場合は、事前に電話連絡をお願いします。
日時 毎月第月曜日 ～

11

人に報奨金をお渡ししています。
・個人 全道大会 ５千円
全国大会 １万円
・団体 ４人以上で構成
全道大会 ３万円
全国大会 ５万円

月日火



利用条件
留守家庭となる世帯
・町税などに滞納がない
利用料 月１千円
※延長利用は 分につき 円
ただきます

教育相談の日




500
25




月日月

日時 月～金曜日の放課後～ 時、学

30

・保護者の就労などにより、放課後に

31

20



月日月

校休校日の８～ 時
18

※７～８時 休校日のみ と ～ 時
分の延長利用も可能





16

18

18

12

100
帰宅方法 必ず保護者に迎えに来てい

30

月日月

200

18

休業日 日曜日、祝日、 月 日～１



申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

拶盈

生 涯 学 習 情 報
楽しく学ぼう
いつまでも！

月日月

※休日や業務などにより日にちが変更になる場合があります。広報かみ

ふらのおしらせ版の行事予定表などでご確認ください
場所 社会教育総合センター
その他 教育相談の日以外の日にも相談を受けています。希望される場
合はご連絡ください

申込み・問合せ 教育振興課学校教育班 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

ルス感染症の影響を受けて、

・町税などに滞納がないこと

月１日までに開始すること

・対象となる事業を令和４年３

酸 RC 階建て
所在地

間取り

戸数 入居人数

駐車場
建築年度
使用料

住宅使用料

人以上 円から

円

H

 DK
富町丁目番号階 ㎡
戸

人以上 円から

円

H 

募集

備考
・照明器具、暖房設備、ガス
コンロ、クッキングヒー
ターなどは入居者が設置
・別途団地の共益費が必要

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



６

申込期間

月 日 月 ～ 日 金

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

２

などの滞納がないことを証明



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

入居者の選考

・住宅困窮度判定基準により選

14


25



します



｣



考します 同点の場合は抽選

・判定基準の確認のため、現在

16



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

・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

拶盈６９８５

申込み・問合せ 町民生活課生

活環境班

７







します

町営住宅入居者
富町団地２戸

 LDK
戸
㎡

富町丁目番号階

助成

町内中小企業
再構築支援事業補助金

現在の事業を見直し、業種や

補助対象経費 店舗などの施設

いること

業態の転換、新しい分野への

補助対象事業 新型コロナウイ

進出、既存サービスの拡充に

の改修、設備などの購入や資

格取得など、人材の確保育成

取り組む事業

補助要件



に要する経費

200

・申請月を基準として直近６カ

補助率・補助金額 対象経費の

月１日 月




月のうち、任意の連続３カ月

31

申込期限

日 金 解禁

18



４分の３以内 上限 万円

10


15

の合計売上高が、平成 年３

月から令和２年２月までの連

課商工観光班 拶盈６９８３

申込み・問合せ 企画商工観光

６月

まるごとかみふらの

続する３カ月の合計売上高と

します

比較して、 ％以上減少して

販売

やのぼりが目印です。

問合せ 農業振興課農業振興班

拶盈６９８４

詳しくはこちらから
https://kamifurano.wixsite.
com/marugoto-pb

ホップと大麦の原料全てがか

18

みふらの産のビール「まるごと

かみふらの」の販売が６月 日

ピックアップ
ョン
インフォメーシ

金 からスタートします。

販売店と飲食店は、ポスター




屋外広告物看板などの落下事故を防ぐために

困りごとをご相談ください「地域相談員」

道内では強風などによる看板や広告物の落下事故が増
えています。
設置者は落下事故を起こさないために、ねじやボルト
の緩み、さびの状況など点検をお願い
します。
一定規模㎡以上の固定広告物
の設置には、有資格者による点検や
町の許可が必要です。
問合せ 建設水道課建築施設班 拶盈

障がい者に対する虐待・差別や暮らしに関する相談を
行う地域相談員がいます。
相談は無料で個人の秘密は固く守りますので、お気軽
にご相談ください。
身体障がい者相談員 佐藤輝雄さとうてるお
東町丁目 拶盈
知的障がい者相談員 太田惠子おおたけいこ
泉町丁目番号 拶盈
問合せ 保健福祉課福祉対策班 拶盈

峨 広報かみふらの 2021.6

お知らせ

information

日発令・順不同

春の叙勲受賞者
４月

日発令・順不同

危険業務従 事 者 叙 勲
４月

保健
歯周疾患検診
生活習慣病である歯周疾患の
予防・早期発見、歯科医院での
定期検診を推進するため、歯周
疾患検診を実施しています。
対象者には５月下旬に無料受

永年にわたり防衛業務に従事

診券を送付しています。この機

永年にわたり町議会議員を務

会に受診してください。
態を確認するほか、歯の健康

内容 虫歯の有無と歯ぐきの状

れました。

のアドバイス
※検診のほかに歯石除去などの
治療が必要な場合は、健康保

40

険扱い 有料 での治療となり
ます

30

永年にわたり消防団活動に従

永年にわたり防衛業務に従事

受診方法 事前に歯科医院へ予

検診期限 令和４年３月 日

福祉

拶盈６９８５

リサイクル用品の
受け入れについて

町立病院の改築による子ども

センター取壊しのため、７月よ

りリサイクル用品の受け入れを

制限します。

破損や汚れがない洋服 新生

児～

㎝ のみ受け入れますの

で、ご協力お願いします。

拶盈６５０１

問合せ 子育て支援センターに

こにこ

我

広報かみふらの 2021.6

利用できます

申込み・問合せ

保健福祉課福祉対策班

拶盈６９８７

拶鰻３９３３

富良野地域生活支援センター

子育て

児童手当現況届

児童手当受給者は６月中に現

況届の提出が必要です。届け出

がないと手当が支給されないの

で、ご注意ください。

公務員の方が退職して民間企

入、子どもの出生があった場合

業に就職した場合や町外から転

地域活動支援センター
「リリー」

は手続きが必要です。

利用料 無料 希望者には昼食

を 円で提供しています

その他 富良野市と上富良野町

問合せ 町民生活課総合窓口班

地域活動支援センターリリー

は、障がいを持ちながら地域で

暮らす方に居場所と活動・交流

の機会を提供しています。

され、その職務を果たし、功労

活動内容 レクリエーション、

野外交流、創作活動など

対象 障害者手帳か自立支援医

療受給者証をお持ちの方

所在地 富良野市本町 番５号

大町歯科クリ
ニック、こだま歯科医院、園

永年にわたり防衛業務に従事

※歯科医院の休診日を除く

分～ 時 分

開設時間 月～金曜日の８時

され、その職務を果たし、功労

問合せ 保健福祉課健康推進班

ニック、山崎歯科医院

田 歯 科 医 院、 矢 花 歯 科 ク リ

実施歯科医院

健福祉課までご連絡ください

※町外から転入された方は、保

持参のうえ受診してください

事され、その職務を果たし、功

れました。

約し、受診券と健康保険証を

宝単光章を受章されました。

を積み重ねた功績により受章さ

・ 歳になる方

対象 今年度中に ・ ・ ・


60

を積み重ねた功績により、瑞宝

歳

労を積み重ねた功績により、瑞

50

を受章されました。

され、その職務を果たし、功労

歳
歳

を積み重ねた功績により受章さ

歳
歳

められ、地方自治の発展に貢献

29

された功績により、旭日双光章

西 村 昭教さん

こ も だ ようぞう

フェイス
ブック

を往復する送迎バスが無料で




拶盈６９８７

30

29

単光章を受章されました。

120


35

31

12

の じ ま じゅんいち

藤田 米蔵さん
よしの ゆ き お

ツイッター





能島 淳 一 さん

ふ じ た よねぞう

野 幸雄さん

まちのイベントや行政に関する情報
などをお知らせしています。ぜひ、ご
利用ください

30



にしむら あきのり

古茂田 洋三さん

上富良野町公式
ツイッター
フェイスブック
16



瑞宝双光章
瑞宝双光章
瑞宝単光章

まちの
情報を
発信！
350



旭日双光章
瑞宝単光章

お知らせ

information

対象 次の全てに該当する方

用の一部を助成します。

確保や充実を図るため、研修費

町内の介護事業所などの人材

介護資格取得費用の助成

介護

めることができます。あわせて

る情報は開示や訂正、削除を求

きるとともに、自分自身に関す

も誰でも公開を求めることがで

町が保有する情報は、いつで

情報公開制度・個人情報
保護制度運用実績

公表

○加入できる方

ができる公的年金です。

年金に上乗せして受け取ること

国民年金基金は、老後に国民

に一時金が支給されます

亡くなられた場合、遺族の方

入されていた方が保証期間に

③保証付きの国民年金基金に加

個人のプライバシーに関する情

※農業者年金加入者は除く

料を納めている方。

拶０１２０‐６５‐４１９２

全国国民年金基金北海道支部

～ 歳の方で国民年金保険

報は、適正に保護されることと

国民年金に任意加入されてい

年金の請求手続きなどの相談

は予約制ですので、事前にお申

をお受けしています。年金相談
○加入時のメリット

込みください。

る方も加入できます

司出張年金相談所

※ ～ 歳の方、海外居住者で

令和２年度の利用実績は左記

なっています。

申込み・問合せ

国民年金基金を
ご存じですか？

・町内に住所を有し、居住して
いる
・介護に関する資格を有してい
ない
・研修を終了した日から１年以
のとおりです。

①掛金全額が課税所得から控除

司個人情報保護制度
２件の請求がありました。

～ 時

されるほか、将来受給する年

月 日 木

・町立病院医療記録 開示２件

旭川年金事務所お客様相談室

申込み・問合せ

場所 富良野市役所

日時

司情報公開制度

金は公的年金控除の対象です
は変わらないので、自分に合

②加入時の掛金や受給年金の額

・林地台帳

用の ％ 上限６万円

人事

拶盈６４００

問合せ 総務課総務班

公開１件、非公開１件

対象の研修
・実務者研修

拶０１６６‐７２‐５００４

16

内に助成金を申請する

のお話

わせた年金設計ができます

10

・研修終了後に介護職員とし

64

・住居表示台帳

２件の請求がありました。

７

て、町内の介護事業所に６カ
月以上継続して就労する
・介護保険料と町税に滞納がな

年金
60

今月の
20

60

・介護職員初任者研修

い

１


ダウンロードや対応端末
など詳しくはこちらから

助成金の金額 研修にかかる費
助成の回数 １人１回
申込み・問合せ
保健福祉課高齢者支援班

上富良野町職員人事


拶盈６４００

牙 広報かみふらの 2021.6



拶盈６９８７

１

問合せ 総務課総務班



大西桃果 町立病院看護師



酸採用 ６月 日付


50


月～日は「男女共同参画週間」です

熱中症警戒アラートに注意！

男性と女性がそれぞれの個性と能力を発揮できる「男
女共同参画」を実現するためには、町民の皆さんの一人
ひとりの取り組みが必要です。私たちの周りのパート
ナーシップについて、この機会に考えてみませんか。
令和年度男女共同参画週間キャッチフレーズ
「女だから、男だから、
ではなく、私だから、の時代へ。」
新井喜美夏さん群馬県
問合せ 町民生活課自治推進班 拶盈

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い
暑熱環境になる日の前日の夕方、当日早朝に環境省と共
同で発表します。
熱中症警戒アラートが発表されたら
①外出はできるだけ控え、危険な暑さを避ける
②熱中症のリスクの高い方に声掛けを行う
③こまめな水分補給と塩分の接種をする
など、熱中症の予防行動を心掛けましょう。
問合せ 旭川地方気象台 拶‐‐

うちの

気温が高くなり、キャンプやバー

火災で被害にあっています。この住

火災による死者の約７割は、住宅

暮らしの安全安心を支えるコーナー

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

ベキュー、花火など、屋外で火気を

宅火災を防ぐために高い効果を発揮

総務省消防庁住宅用火災警報器資料

相談時間

～ 時 毎日

拶０１２０‐７９７‐１８８

消費者ホットライン

▼新型コロナワクチン詐欺

問に思ったら、ご相談ください。

ださい。少しでも「おかしいな」と疑

個人情報を聞かれても、応じないでく

種に関連付けて金銭を要求されたり、

役場に確認してください。ワクチン接

があっても、その場では応じず、必ず

役場職員を名乗った電話や訪問など

話があり住所を聞かれた など、

・「ワクチン接種の説明をする」と電

役場職員を名乗った人が訪ねてきた

・「ワクチン接種の予約代行する」と

生活センターへ寄せられています。

た詐欺などに関する相談が全国の消費

新型コロナワクチンの接種に便乗し

新型コロナワクチン接種の
詐欺にご注意！

火の用心を心掛けましょう

取り扱う機会が増える時期になりま

住宅用火災警報器は、定期的に点

するのが住宅用火災警報器です。

時には周囲の建物などに延焼するこ

検が必要です。点検は１年に１度、

した。火災の多くは屋外で発生し、
ともあります。屋外での火気の取り

点検ボタンを押すか、点検ひもを引
ても反応がない場合
は、本体の交換、電
池の交換をして維持
管理しましょう。

設置あり 設置なし

問合せ 上富良野消防署
拶盈２１１９

損害額住宅火災
千円 千円
件あたり

くだけで簡単にできます。点検をし

扱いには十分注意しましょう。

・完全に火が消えるまで、その場を

ない

・火の取り扱い中はその場から離れ

備する

入ったバケツを準

火消しつぼや水の

・火を取り扱う前に

のが無いことを確認する

・周りに枯草など、火が燃え移るも

・風が強い日は火を取り扱わない

◎屋外で火を取り扱う場合の注意点

火の取り扱い中は
目を離さないように
しましょう
離れないようにする

16
紙消費者ホットライン

拶 いやや
※土・日・祝日も開所してい 
る窓口につながります

㎡
焼損床面積住宅
ｖ㎡
火災件あたり

11 人
人
死者数住宅火災
件あたり

10

紙富良野市消費生活センター
拶曳
月～金 ～時

司住宅用火災警報器の点検交換

画

< 消費生活トラブルのご相談 >

司屋外での火の取り扱いに注意！

広報かみふらの 2021.6

住宅用火災警報器の設置効果

おとなしいけれど、人や場
所に慣れてくると元気いっぱ
い楽しくなっちゃうタイプ。
歌うのが好きで、歌詞を自分
流にアレンジして歌っていま
す時々ダンスも。いろいろ
なことに挑戦して、すくすく
育ってね！
伶子さん
すべり台、ブランコなどの
外遊びが大好き！ 卵を割る
のが好きで、料理の最中、私
が頼むと嬉しそうに割るのを
手伝ってくれます。ただ…本
人は卵料理をあまり食べませ
ん笑。元気に大きく育って
ね♪
愛さん
示春季さん・愛さんの子示

示真人さん・伶子さんの子示
くん

碧斗
久保
歳カ月

りくと
ぼ
く
ちゃん

今 唯月

元気印
ゆづき
こん

歳

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

問合せ 町民生活課生活環境班 拶盈

司学識顧問にインタビューしました！

できる研究しやすい場所です。もちろ

ん、宿泊しながらじっくり調査する方

が効率的ですので、早くこの状況が落

ち着くことを願っています。

昨年から十勝岳ジオパーク推進協議

会に声を掛けていただき、今年から本

査を通過し、５月 日 土 にオンライ

４月 日に提出した申請書が書類審

レゼンテーションを行いました！

司日本ジオパーク認定の新規申請のプ

２町が一体と

じ経験を持つ

ないため、同

に基づいて、かつての悲劇を繰り返さ

藤繁副会長が「十勝岳ジオパーク構想

業生でもあります。卒業後は他大学の

市出身で、北海道教育大学旭川校の卒

研究室」を引き継ぎました。私は旭川

着任し、前任の先生から「火山岩石学

昨年４月に北海道教育大学旭川校に

ます。

と触れ合い、共に学びたいと考えてい

師をめざしており、地域の児童・生徒

す。教育大学で学ぶ学生の多くは、教

る研究や教育を進めたいと考えていま

は大学生たちとともに、十勝岳に関す

格的に共同研究を行う予定です。今後

ンによるプレゼンテーションを行いま
なって『災害

大学院に進学し、その後は研究機関や

した。
にも強く住み

プレゼンテーションは約 秒の動画

昨年、学生がデザインしたおそろい
他の大学で勤務しましたので、 年ぶ

がりを伝えるとともに、前回の審査で

くらぶなどを通した地域活動の盛り上
と熱く意気込

ていきます」

くり』を進め

噴火の歴史やマグマの特徴について研

雪山や雌阿寒岳をフィールドに、火山

専門分野は火山学・岩石学です。大

伺いたいと考えています。上富良野・

て、出前授業や地域のイベントなどに

機 会 が あ ま り あ り ま せ ん。 こ れ を 着

からスタート。地域の成り立ちやジオ

指摘を受けた「ガイドの育成」
「 拠点

みを語り、プレゼンテーションを締め

のジャンパーを作ったのですが、着る

施設の整備」など、これまで取り組ん

にはお世話になると思います。学生と

美瑛両町の皆さま、学校関係の皆さま
れたのですから、これからは十勝岳を

もども、よろしくお願いします。

究してきました。せっかく北海道に戻
はじめ、北海道のいろいろな火山を研
究したいと思っています。十勝岳は日
本でも有数の活火山であり、今後、研
究に力を入れなければならないと考え
ています。
ただ、昨年から続く新型コロナウイ

させていただきます

※今月のジオ図書コーナーは、お休み

マグマの色をイメー
ジして作ったオレン
ジ色のジャンパー

今回の新規申請には、当協議会のほ
かに２地域が参加しています。
今後、プレゼンテーションの審査を
経て、日本ジオパーク委員会の調査員
３人が現地調査 ７～８月を予定 を行

ルスの影響で、満足な研究活動ができ
ていません。火山の研究は現地に泊ま

います。

現地調査の日程が決まり次第、当協

勝岳なら１時間ほどで行け、日帰りも

査出張も難しい状況です。しかし、十

り込むことも多いのですが、現在は調


議会ホームページでお知らせします。



⇒


プレゼンに臨
む中村専門員

司現地調査に向けて

くくりました。

りの北海道そして母校です。

やすい地域づ

20

できたことを説明しました。


最後に角和浩幸会長 美瑛町長 と斉

⇒ プレゼンの様子を見守
る ジ オ ガ イ ド の 皆さん

臥 広報かみふらの 2021.6

北海道教育大学
旭川校
佐藤 鋭一准教授
10

29
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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

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

時

時

時

ヘラクレス座

＋度

黄道
止

おとめ座
へびつかい座

－度
南東

南南東

◎前川順子さん
５万円
◎角田充さん
３万円
◎中澤富久美さん
５万円
◎上富良野町郷土をさぐる会
かみふらの郷土をさぐるなど冊

からす座

さそり座

南

南南西

南西

西南西

３万円
円
５万円

ラベンダーハイツへ

てんびん座
度

◎上富良野商業協同組合
備蓄水 入×ケース
◎松田佳子さん
◎山際雅信さん旭川市
◎中澤富久美さん

かみのけ座

わし座

町へ
町立病院へ

かんむり座 うしかい座

こと座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

西

月日火時の上富良野の星空です。夏至を週間後に控えて、夜の
薄明終了は時分過ぎ、朝方の薄明開始は時分過ぎとなります。緯
度の高い北海道では、完全な「夜」の時間は約時間です。図には示して

社会福祉協議会へ
◎前川順子さん
◎岡田清子さん

５万円
５万円

いませんが、月日に外合となった金星は、日没時には高度は約度に
達していますので、徐々に見やすくなっていることでしょう。金星は月

７月の天体観望会

日土の「外合」まで見かけ上少しずつ太陽から離れていきます。昨年
秋に地球に接近した火星は、日水には西の低空の「かに座」の「プレ
セぺ星団」の中に入っている様子を見ることができます。ただし、南東に
満月に近い明るい月が輝いているので、双
止

火星

眼鏡や望遠レンズを使うと見やすいでしょ

止

う。また星図上の×印は、太陽の通り道で

プレセペ星団

ある「黄道」が最も南に低い位置にあるこ
とを示しています。 星座上でいえば「い

金星
止

西北西

て座」ですが、冬至月日には太陽が 月日水 プレセペ星団と火
星の位置関係
この位置にあるということになります。

法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、月を観望します。
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

天頂近くには
「かんむり座」
が見えています。その中に等星の
「かんむり座 R」
があります。
この天体は～等の間で不規則に明るさが変化することで知られています。明るさが変わ
るのは、この天体の大気中の炭素が大気上層部に達したときに冷えたため、無数の炭素のち
止

かんむり座

変光星 R

りとなり、恒星の光を覆い隠すことによって起こると考えられています。等星で肉眼では
見づらい天体ですが、分かりやすい位置にあるので、写真で確認してみてください。定期的
に撮影することで、それまで見えていた変光星 R が突然暗いあるいは見えないことに気
付くでしょう。それほどメジャーとはいえない「かんむり座」ですが、分かりやすい形です
ので、双眼鏡やカメラを向けてみてはいかがでしょうか。

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

● 人のうごき ●


は前月比

令和年月日現在

人口 10,368 人 （－）
男
5,309 人 （－）
女
5,059 人 （－）
世帯 5,329 世帯 （＋）
令和年月日現在

人口 10,359 人 （－）
男
5,301 人 （－）
女
5,058 人 （－）
世帯 5,325 世帯 （－）

 図書館ふれんどでは、休館中に読書を楽しん
でもらうため、本の宅配サービスを実施しました。

広報かみふらの 2021.6
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