四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

2021
こ

8

う

ほ

NO.747
う

主な内容

上富良野町のマンホールカードを配布します
パブリックコメント 上富良野町交通安全基本計画案
上富良野町の子育て相談窓口
町長と語ろう

大玉ゲームで大はしゃぎ！
～アクアキッズフェス～

表面

上富良野町の
マンホールカード
配布します！

裏面

ター
コレク
！
増殖中

マンホールカードとは
マンホールカードは、下水道広報プラッ
トホーム GKP が企画し、マンホールを管理

ふたのデザインの由来

する都道府県や市町村と共同で制作しているコ
レクションカードです。全国のマンホールぶた
は、その地方の歴史や文化などの特色を活か

上富良野町らしさを感じさせる町花ラ

したデザインで制作されています。今回マ

ベンダーと十勝岳をデザイン。町民や観

ンホールカード第弾として、上富

光客も見て楽しく、下水道事業へのイ

良野町のマンホールカードが

メージアップと親しみを持ってほし

加わりました！

いとの思いから、平成年度から
設置を開始しました。

ね♪
に来て
見
な
みん

マンホールカードに使用されたカラーのふたは
日の出公園に設置されています

17

17
火
15

設置場所

30

◎配布開始日 ８月 日

◎配布時間 ８時 分～ 時 分

◎配布場所 上富良野町役場

・平日 建設水道課上下水道班



・土日・祝日 警備室 裏玄関よりお

月 日～１月５日 は配



入りください

※年末年始

布を休止します

◎受取方法

配布場所で「マンホールカードが欲

しい」と職員に伝えてください。１人

につき１枚お渡しします。代理での受

け取りはご遠慮ください。

※事前予約や郵送はできません

町ホームページで在庫状況を確認で

◎在庫状況について

きます。リアルタイムでの在庫状況を

示すものではありませんので、在庫切

れとなってしまった場合は、ご容赦く

ださい。

拶盈６９８２

問合せ 建設水道課上下水道班


12

31

日の出公園駐車場南側の噴水
の側に設置されていますので、
自由に観覧できます

広報かみふらの 2021.8

嘩

パブリックコメント

皆さんのご意見をお寄せください

上富良野町交通安全基本計画 案

・地域ぐるみの交通安全対策の実施

⑤踏切道における交通安全対策

④救助・救急活動の充実

交通安全対策の総合的かつ計画的な
通安全計画を踏まえ、関係機関や民間

同条例の趣旨、北海道が策定する交

②飲酒運転の根絶

①高齢化社会を踏まえた総合的な対策

などと一体となって交通安全対策を推

し、国、北海道、町、関係機関・団体

わたる上富良野町交通安全計画を作成

・交通事故の無い社会を目指して

司計画の基本理念

司計画期間 令和３～７年度

策定するものです。

⑦冬季に係る交通の安全

⑥生活道路における安全確保

⑤自転車の安全利用

④シートベルトの全席着用

司講じようとする施策

平成年









平成年









令和元年









令和年









合計









進してきました。
・人優先の交通安全思想



平成 年には「上富良野町生活安全

①道路交通環境の整備



・交通安全運動の推進

進

柑交通安全に関する普及啓発活動の推

進

・障がい者に対する交通安全教育の推

・高齢者に対する交通安全教育の推進

・成人に対する交通安全教育の推進

・高校生に対する交通安全教育の推進

・中学生に対する交通安全教育の推進

・小学生に対する交通安全教育の推進

・幼児に対する交通安全教育の推進

推進

敢段階的かつ体系的な交通安全教育の

②交通安全思想の普及徹底

・高齢化が進展しても安全に移動でき



推進条例」を制定し、安全な町づくり
る社会の構築



seikatsu@town.kamifurano.lg.jp

計画 案 に対する、皆さんのご意見

メール

拶盈６９８５ 鯖盈５３６２

町民生活課生活環境班

上富良野町大町２丁目２番 号

問合せ 〒０７１‐０５９６

⑥被害者支援の充実と推進

司交通安全計画における数値目標
令和７年までの５年間、交通事故死
者数「０」ゼロ。

推進を図るため、昭和 年６月に交通
団体などの協力のもと、交通安全対策

③スピードダウン

司施策の柱と重点課題

安全対策基本法 昭和 年法律第 号
基本法第 条第１項の規定に基づき、

10 110


が制定され、昭和 年度以降、 次に

45 45

11

をお寄せください。

月 日 火 ～ 月 日 木

閲覧方法 掲載している計画 案 は要

期間

旨です。全体をご覧になる場合は、

町内９カ所に設置してある町民ポス

トに備え付けの冊子か、町のホーム

ページで閲覧してください。

町民ポスト設置場所 役場、かみん、

社会教育総合センター、公民館、町

立病院、上富良野郵便局、ＪＲ上富

良 野 駅、 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

町ホームページ

http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp
提出方法 様式は自由です

持参、郵送、ファクス、電子メール、

町民ポスト 右記の９カ所

※提出する意見には住所、氏名 団体

名 、
電話番号を記載してください。

月上旬

記載のない場合は無効です

結果の公表

貨 広報かみふらの 2021.8



の推進を図るため、町・町民等・事業

平成年

９





46

者の責務を定め、互いの協働により交

物損事故
件数

９







・飲酒運転根絶に向けた広報啓発活動
の推進
・自転車の安全利用の推進
・効果的な広報の実施
③安全運転の確保

10

司計画の推進
要
・交通実態等を踏まえたきめ細やかな

傷者数

10







死者数

８




人身事故
発生件数






26

区分

対策の推進

酸上富良野町の交通事故の現状

18

通安全対策を推進してきました。

酸北海道の交通事故の現状

上富良野町の子育て相談窓口
町では、全ての子どもの健やかな成長を切れ目な
く支援していくため、さまざまな支援に取り組んで
います。子育てに関する窓口と主な経済的支援を紹
介します。
問合せ 保健福祉課子育て支援班 拶盈

相談支援窓口
■保健福祉課健康推進班 拶盈
●子どもの発育や発達に関する相談
・母子健康手帳交付 ・妊婦相談 ・赤ちゃん相談 ・乳幼児健診 ・栄養教室
・新生児聴覚検査 ・妊婦健診費用助成 ・予防接種 など

■保健福祉課子育て支援班 拶盈
●児童福祉に関する申請・相談
・認定こども園の入園、一時預かりに関する相談 ・ひとり親福祉に関する相談 ・児童館利用 など
●子ども・子育て包括支援センター ※毎週木曜日相談窓口開設
妊娠期から子育て期の総合相談
・妊娠中の過ごし方 ・出産準備、産後の支援 ・生活リズムや授乳のこと
・発育、発達などの心配ごと ・育児に関する相談
●子ども家庭総合支援拠点
子どもだけでなく家庭全体を含めた問題に関する相談、虐待に関する相談
●児童相談支援センター
子どもの発達に関する相談集団生活が苦手、他の子に比べて発達がゆっくりなどを受け、必要に応じて療育
や各種制度などの提案・情報提供

■子育て支援センター 拶盈
●子どものしつけなどに関する育児相談
・マタニティ教室 ・にこにこ赤ちゃん ・親子交流 ・親子教室「すまいる」
・子育てネット「くるくる」事務局

■教育振興課学校教育班 拶盈
●就学前からの教育相談、特別支援教育の相談、いじめ・不登校に関する相談
・就学相談 ・教育相談 ・就学援助費 ・特別支援教育就学援助費 ・上富良野高校教育支援 など

■教育振興課社会教育班 拶盈
●放課後クラブ、放課後スクールの利用に関する相談

■町民生活課総合窓口班 拶盈
●児童手当、医療費、国民年金保険料などに関する相談

広報かみふらの 2021.8

迦

◇上富良野町の子育て支援助成など主な経済的支援
受付
窓口

助成内容

どさんこ・子育て特典制度

②

母子手帳交付時に全道各地の企業・施設で特典を受けられる冊子を
配布妊婦～小学生までの子どもがいる家庭対象の特典カード付

妊婦健康診査費用助成

①

妊婦健康診査料金の一部を負担
・妊婦一般健康診査回分 ・超音波検査回分

国民年金保険料の免除

③

出産日出産予定日が属する月の前月からカ月間の国民年金保険料
が免除

制度名

妊娠期

重度心身障害者
医療費助成

ひとり親家庭等

③

全額助成～歳から就学前と町民税所得割非課税世帯の小学生以上
一部助成～町民税所得割課税世帯の小学生以上ひとり親家庭の親
は入院時のみ対象
全額助成～歳から就学前と町民税所得割非課税世帯の小中学生
一部助成～町民税所得割課税世帯の小学生入院のみ

子ども医療費

乳幼児期（０～５歳）

児童手当

③

歳から中学生までの子どもの養育者に支給所得制限あり

児童扶養手当

②

歳一定の障がいがある場合は歳までの子どもがいるひとり親
家庭などに支給所得制限あり

特別児童扶養手当

②

身体・知的・精神に障がいのある歳未満の児童の養育者に支給所
得制限あり

障がい児福祉手当

②

身体・知的・精神に重度の障がいがあり常時介護が必要な歳未満
の在宅障がい児に支給所得制限あり

出産育児支援金

③

国民健康保険加入世帯件につき万円支給

新生児聴覚検査費用助成

①

検査費用の円を上限に助成

各種予防接種助成

①

定期予防接種・任意予防接種おたふく回のみ無料、インフルエン
ザ予防接種費用助成自己負担円、生活保護・非課税世帯無料

子育て支援ゴミ袋交付

②

歳と歳の誕生日に枚のゴミ袋を交付

読書普及活動「すくすく絵本事業」

⑤

カ月を対象に、保護者の方が選んだ絵本円以内をプレゼン
ト

幼児教育・保育の無償化

②

～歳の町民税非課税世帯、～歳の保育料が無償

教育・保育施設主食費助成

②

町民税所得割非課税世帯の主食費を助成号認定、号認定

副食費徴収免除

②

町民税所得割世帯合算額円未満の世帯、第子以降要件あり
の副食費免除・号認定

延長保育料助成

②

一時預かり事業一般型利用料助成

②

多子世帯への保育料負担軽減認定こど
も園など

②

～歳児号認定の保育料算定において、町民税所得割保護者合算
額円未満の世帯の第子以降の保育料が無料

子育てのための施設等利用給付

②

～歳児号認定で保育の必要性就労、妊娠出産などの認定を受
けている場合、預かり保育利用料を基準額まで免除

子育て援助活動支援利用料助成

②

町民税所得割非課税世帯のファミリーサポートセンター事業利用料
を助成歳～小学生

就学援助費

④

児童生徒の保護者で認定基準に該当する方に対し、学用品費や給食
費などを助成

特別支援教育就学援助費

④

特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者で認定基準に該当す
る方に対し、学用品費や給食費などを助成

④

教育振興補助資格取得費用などの助成、入学準備金・就学支援金
の補助

町民税所得割非課税世帯の利用料を助成歳～就学前

小中学生

高校生 上富良野高校への教育支援

①保健福祉課健康推進班 拶盈 ②保健福祉課子育て支援班 拶盈 ③町民生活課総合窓口班 拶盈
④教育振興課学校教育班 拶盈 ⑤図書館ふれんど 拶盈
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青年部 町おこし協力隊を活用し、農
業に興味がある方に耕作体験しても
らい、後々法人化してもらうと、定

地が無かったら、新規就農してもら

ている事例もある。３年経過後に農

青年部 仮に道の駅ができて、多くの

を作りたい

含め、地場産品を購入できるところ

青年部 フェリーで道外に行くことが

町長 町のＰＲについては、数ある媒

体を駆使して、ＳＮＳ、ホームペー

ジはもちろんのこと、雑誌、道の駅

など効果的だと思うものはどんどん

取り組みたい

霞

広報かみふらの 2021.8

ものだと説明し、大きな問題になっ
ていない。鳥獣の被害ではアライグ
マ が 増 え て い る。 ハ ン タ ー が 少 な

人の確保が必要。新規就農者や農業

町長と語ろう

く、ハンターの確保が課題である
町内のグループがさまざまなテーマで語り合う「町長と語ろう」
。

ヘルパーに対しての補助はあるか

青年部 スマート農業化が進んでも、
７月７日 水 にＪＡふらの青年部上富良野支部と「農業に関する課題」を

町長 後継者と新規就農者に対しての

７月７日 水

住にもつながるのでは

青年部

いたくても、タイミングが合わない

方が来ると新たな問題も発生する。

町長 他町で町おこし協力隊を活用し

①高齢化の進行や後継者不足による離

可能性がある。本格的に流動化し始

農業が抱える課題について

農や世代交代などを機に、急速な農

ごみ問題や畑に勝手に入ってくるな

ど、解決策が見えているものはある

か

町長 先進地を参考にしながら、対策
スマート農業が増えてくる。現在、

ある。電光掲示板でＰＲしている市

を考えていく
農協のアプリを使用して機械を動か

町村もある。上富良野を知ってもら

青年部 郡部に光回線が通ることで、

している。町の助成があると助かる

する苦情の発生増加

町長 国の補助制度を活用しながら、

世代交代などを機に規模拡大
が進んでいくことはその通りだと思

町長

う。規模拡大の限界が見えてきてい

皆さんの意に沿うよう進めていきた

町長 公約にも掲げている。農産物に

う機会になるのでは
る農家もある。大規模化で耕作条件

い
作放棄地をつくらないよう、農業者
農地と宅地が近くなり、年に数件、

限らず、加工品、ラベンダー製品も

を将来作るのか
臭気の苦情が入っている。一時的な

を確保しなければならない。近年、

青年部 道の駅に限らず複合的な施設

が悪い土地は取り残されていく。耕

④鳥獣害の増加

農業振興方針・方策について

めてからの対策として考える

も一層進むことが予想される
②傾斜地、土質・排水不良などの条件
不良ほ場が散見される
③農地に隣接する宅地の増加に伴い臭

苦情、農作業機による道路汚損に対

地の流動化が進み、規模拡大が今後
気・騒音、肥料・農薬散布に対する

補助がある

テーマに実施。７月 日 火 には、上富良野高校３年生が地域探究活動のま
20



とめとして「地域探究提言発表会」を行いました。






ＪＡふらの青年部上富良野支部



町長と語ろう

上富良野高校生が年間の地域探究活
動のまとめとして、学んだことを発表、
学習で感じたことを町へ提言する懇談
の場として開催しました。

３班 トイレにおもてなしの心を
～公共トイレを癒し空間に
観光の観点から町の美しさをもっと

ので、適正に管理していきたい

４班 新たなるメロンパンを求めて
上富良野編

信し、改善策を町へ提案しようと思っ

レをまとめて、ＳＮＳやポスターで発

野に来てもらうため、おすすめのトイ

が気になる。観光客に安心して上富良

性にとっては、観光地や公園のトイレ

イメージしたもの。当初は販売までを

作成した。デザインは上富良野の丘を

富良野をアピールできるメロンパンを

ため、上富良野産の小麦を使って、上

土産が少ない。上富良野の食を生かす

上富良野は富良野や美瑛に比べてお

アピールできないかと考えた。特に女

た。 カ所のトイレを見て回り評価を

in

レは、日の出公園駐車場のトイレ。日

した。評価の結果、最もきれいなトイ

町長への質問 上富良野でＰＲしたい

スなどにより実現できなかった。

目的としていたが、新型コロナウイル

「食」の特産品はあるか

の出公園で観光客に聞いたところ、今
まで旅していた中で一番きれいなトイ

上富良野では北海道で収穫で

きる農産物がほぼ作ることができ、

町長

小 麦 や か ぼ ち ゃ、 豆 類 な ど バ ラ エ

レだと言っていた。
のトイレが一番汚かったが、改修の

上富良野の魅力、特に雄大な景色に

全てをＰＲしたい。食べ物だけでな

町長への質問 調査した中で、深山峠

注目して動画を作成。ユーチューブや

峠を舞台に動画とＭＡＰを作成した。

町長 深山峠のトイレの改修予定はな

く、ラベンダー製品などもＰＲして

上富良野の魅力を多くの人に発信す

ＳＮＳを使って発信し、若者を中心に

現地に行ったことで、上富良野の景

いが、多くの観光客が来るところな

ることを目的に、観光名所である深山

目に入れば、多くの人が観光に来てく

色やおいしい食べ物を見つけることが

ティーに富んでいる。多様な農産物

れる。この動画はかみふらの十勝岳観

のには非常に有効で、ユーチューブ

なコンテンツ。上富良野をＰＲする

る。観光や子育て、介護など上富良

齢者にも住みやすい町をめざしてい

力を維持し、介護予防に取り組み高

町長 若者が上富良野に就職でき、活

いきたい
でき、私たち自身も上富良野の魅力を

でいるか。これからどのようなこと

にするため、どんなことに取り組ん

町長への質問 上富良野をより良い町

光協会のユーチューブチャンネルで公

ほしい

町長への質問 動画の感想を聞かせて
町長 高校生らしく自らが出演して、

やＳＮＳ、テレビＣＭ、テレビ番組

野の良いところをＰＲし、若い人に

を考えているか

のロケに使われると効果が絶大であ

非常に楽しく良い動画。動画は重要

る。町も広報やＳＮＳ、動画を使っ

「町長と語ろう」の開催団体を
募集しています

500

移住してもらう町を創生していきた

おおむね人以上の団体・グルー
プなどが、町長とあらかじめ設定し
たテーマで語り合う場です。
こんなことを町長に聞いてみたい
などがありましたら、下記までお申
込みください。
申込み・問合せ
町民生活課自治推進班 拶盈

感じることができた。

予定はあるか

２班 深山峠を発信
～上富良野の魅力を伝えよう

20

開され、４カ月で 再生を超えた。

１班 上富良野をアピールする
動画を作ろう

上富良野高校３年生
「地域探究提言発表会」

て上富良野をＰＲしていきたい

い

蚊 広報かみふらの 2021.8

月日火

高校生から町長へ鋭い質問も

全国治水砂防協会
功労者表彰伝達式

令和３年度全国治水砂防協会功労者
表彰伝達式が役場で行われ、向山富夫
前町長へ上川総合振興局信太一人副局
長から表彰状が贈呈されました。
全国治水砂防協会功労者表彰は、砂
防事業推進に長年貢献された方などに
贈られ、向山富夫前町長は同協会理事
を７年７カ月務めたほか、十勝岳火山
砂防事業など、防災対策に尽力された
功績により受賞となりました。向山富
夫前町長は「町民の安心安全のため取

幻想的にライトアップ
ラベンダーフェスタ

７月 ～ 日「ラベンダーフェスタ
かみふらの２０２１」が日の出公園で
開催されました。
今年はラベンダーが町花に指定され
てから 年の節目。期間中約８千人が
ラベンダー畑とライトアップによる幻
想的な風景を楽しみました。会場に訪
れた方から「ラベンダーがとてもきれ
いだね」との声が聞かれました。
日に行われた花火大会と上富良野
町ＰＲ大使牧野由依さんのライブは、
動画サイト「ユーチューブ」で公開さ
れ、約１千 人が視聴しました。

夏だ！ プールだ！
アクアキッズフェス
夏恒例のアクアキッズフェスが、Ｂ

け取り組む」とあいさつ。事務局から

をいただきながら、映画化の実現に向

すのも私たちの使命。皆さまの力添え

の部は、幼児用プールで水慣れからス

良くプール遊びを楽しみました。幼児

を行いました。気温 度の中、気持ち

小学生の部ではチーム対抗でゲーム

人、
幼児・保護者６組が参加しました。

＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー で 開 催。 小 学 生

昨年９月に株式会社Ｚｉｐａｎｇ ジ

計画が提出され、原案どおり可決。役

議事では、事業報告と今年度の事業

む姿が印象的でした。コロナ禍で遠出

ついてもへっちゃらで、ゲームを楽し

に入っていた子も、最後には顔に水が

い夏の思い出の一つになりました。

員改選では、新会長に青野範子かみふ
した。

などが難しい今夏、子どもたちの楽し

タート。初めは緊張した表情でプール

34

り組んできた。今後もさまざまな形で

小説「泥流地帯」の映画化の実現に

10

40

パング と映画化に関する連携協定が



取り組む、
『泥流地帯』映画化を進め
る会の総会が公民館で開催され、関係
者 人が出席しました。

18
500

ライトアップされたラベンダー畑

シャチの浮き輪に乗ってプールを冒険！

7/10

らの十勝岳観光協会会長が選任されま



力添えしたい」と話していました。

泥流地帯映画化を
進める会総会

新会長に選任された青野範子氏

17

7/18

贈呈された賞状を手にする向山富夫前町長
冒頭、佐川泰正会長が「小説を生か

27

結ばれたことなどが報告された。



7/2
7/7

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

俄
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S 

東町丁目番号階

 LDK
戸 人以上 円～ 円 H  ・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
 LDK 戸 人以上 円～ 円 H 
者が設置
東町丁目番号階 ㎡

酸補強 CB 階建て

月 日 月 ～ 日 金

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

国民年金を受け取るには！

方は、 歳から満額の老齢基礎

で、国民年金保険料を完納した

ります。 年以内に追納するこ

場合と比べ、年金額が少なくな

期間がある方は、全額納付した

ある方全員の「完納証明書」

年金 万 円を受け取ることが

月

納税義務を有する市町村税

～ 歳までの 年間

年金

などの滞納がないことを証明


480


８

する書類
・世帯全員の令和 年分の所得
が分かるもの

源泉徴収票 ｣

できますが、事前手続きが必要
です。

とで、将来の受取額を満額に近

づけることができます。

免除などの承認を受けた期間

目以降に保険料を追納すると、

の翌年度から起算して、３年度

構から「裁定請求書」が送付さ

当時の保険料額に加算額が上乗

歳の誕生日前に日本年金機

れます。手続きは 歳になる前

支給が始まります。国民年金の

裁定決定を受けることで年金の

日から可能で、書類を提出し、

申込み・問合せ

勧めです。

せされるため、早めの追納がお

・住宅困窮度判定基準により入

入居者の選考

きできます。

みを受け取る方は、役場で手続

拶０１６６‐２７‐１６１１
居者を選考します 同点の場

①国民年金保険料を納めた期間

方が 歳から受給できます
・判定基準の確認のため、現在

②国民年金保険料の免除を受け
た期間 全額、部分

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

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

③第３号被保険者の期間

は予約制ですので、事前にお申

月 日 木

込みください。

日時

～ 時

④厚生年金、共済年金などの加

年金手帳か年金

場所 富良野市役所

拶０１６６‐７２‐５００４

旭川年金事務所お客様相談室

申込み・問合せ

16

その他

入期間
必要な書類

証書 本人・配偶者 、戸籍謄
本、通帳
○保険料の追納制度

10

合は別途抽選

10

保険料の免除や猶予を受けた

２



・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

町民生活課総合窓口班

旭川年金事務所

・住宅困窮度判定基準調査表

65
※様式などは窓口にあります

「所得証明書 「｣ 確定申告書
の写し 「｣ 年金支払通知書」

65

900

65

○次の期間の合計が 年以上の

など

65



10

９


17



拶盈６９８５

峨 広報かみふらの 2021.8

40

のお話
60

今月の
20

27



２






９

西町・東町団地各２戸、宮町団地１戸

酸 RC 階建て

16







・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
人以上 円～ 円 S 
 LDK
戸
㎡
宮町丁目番号階

備考
建築
年度
駐車場
使用料



町営住宅入居者

人以上 円～

備考
駐車場 建築
使用料 年度
戸数 入居人数 住宅使用料
間取り
所在地





 LDK 戸
㎡

78



S 
西町丁目番号

戸数 入居人数 住宅使用料
間取り
所在地

します
人以上 円～

ピックアップ
ョン
インフォメーシ

備考
戸数 入居人数 住宅使用料 建築年度
間取り
所在地

・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

 LDK 戸
西町丁目番号
㎡

募集
酸簡易平屋

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

お知らせ

information
保健

エキノコックス症
健康診断





人事

１

上富良野町職員人事

酸新規採用 ８月 日付

拶盈６４００

菅原佳子 ラベンダーハイツ

介護士

問合せ 総務課総務班

 

献血のお知らせ

８月 日 火 に献血車が来町

15

診、経膣超音波検査

歳以上対象

・大腸がん検診 便潜血検査

40





20

31



13

30

40

しますので、献血にご協力くだ

さい。

11



歳以上対象

10



時間・場所

16

・ ～ 時 分、 ～ 時

30

役場正面玄関前

・ 時 分～ 時 分

ＪＡふらの北エリア上富良野

事務所

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課健康推進班

15

30

・胃がん検診 胃バリウム検査

50

歳以上対象

14
30

10

※乳がん・子宮がん検診のいず

月 日 木

７

10

れかの受診が必須

日時
時 分～ 時 分

申込み・問合せ 保健福祉課健

※ 分ごとに定員あり

30

小学３年生以上で５年以上受

日のみ

９
30
31 18

 
９

13 10

16



けていない方を対象に、無料で

30 11

実施します。

17 11

日時 ９月 日 木 、 日 金

① ～ 時 分、② ～ 時

③ 時 分～ 時

申込期限 ８月 日 火

場所 町立病院

康推進班 拶盈６９８７

「学校に行けないこどもたち」 心の教育担当主幹 松田剛
「怠学たいがく」という言葉を御存じだろうか？「なまけて学校
に行かない」という意味だ。しかし、
私は長い間スクールカウンセラー
をしていて“怠けて”学校に行かない人には残念ながらまだ一度も出
会えていない。むしろ、そんな人がいるのであれば、ぜひ会ってみた
いと思う。
自分のこととして考えてみればわかりやすい。誰でも「今日、仕事
休みたいな～」と考えたことがあるだろう。もしかすると 1 日くら
いは“怠けて”休むかもしれない。
でも、1 か月、半年、1 年…ずっと家で楽しいことをしながら、堂々
と“怠けて”仕事を休めるだろうか？「今後自分はどうなるのだろう
…」
「自分はいったい何をやっているのだろう…」社会から自分だけ
取り残されていくと感じる不安はとてつもなく恐ろしいものである。
その不安を跳ねのけ、
“怠けて”ゲームばかりしている人がいるなら
ば、よほど根性のある、ぶれない「自分」を持った面白い人に違いな
い。それが小中学生であればなおさらだ。
「どうして学校に行けないの？」
学校に行けない子を目の前にして、
真っ先に大人が聞く質問である。
でも、学校や勉強のこと、親や家族のこと、自分のこと…など「こ
れ」というたった一つの原因ではなく、様々な要因が複雑にからまっ
て「行きたくても行けない状態」になっているのが実情だ。だから、
本人に理由を聞いても「これ」という１つの”原因“を説明できない
ことが多い。
「身体がフリーズしたように動かなくなる」と教えてく
れる人もいる。元気そうにしていても、学校にだけは行けない…そん
な状態なのだ。
ちなみに学校を休んでいる間、何もしていないのではない。休んで
いたとしても、そのご家族やご本人の中でさまざまな変化が起こって
いる。さまざまな葛藤の中、まず、ご家族が変わることでご本人も変
わっていくことはよくあることだ。ご本人やご家族の中で、その時々
に必要なことをやっているのだとも言える。
「私が子どもの時には、学校に行けない子なんていなかった」 よく
聞く話である。ぜひ、落ち着いて辺りを見渡していただきたい。あな
たの子どもの頃と何もかもが変わっていることに気づかないだろう
か。時代は変わった。その子の状態を
「怠学」
と呼ぶのか。正解は無い。

申込み・問合せ 保健福祉課健

第号

康推進班 拶盈６９８７





家庭教育シリーズ



がん検診

15
８
30

いずれも会場はかみんです。

20 20

歳以上

９ ７

10 40

■大腸がん検診 便潜血検査

～ 時 分

～ 時 分

６ ６

６

対象



月 日 金

30

～ 時 分

歳以上

15 14
 
 

日時

10 10

■胃がん検診 胃バリウム検査

対象

日時

・ 月 日 金

・ 月 日 木

■乳・子宮・大腸・胃がん検診

女性限定。最大４つのがん検

診が同日受診できます。

歳以上対象



40


・ 乳 が ん 検 診 マンモグラフィ

検査

・ 子 宮 が ん 検 診 子宮頸部細胞





介護や認知症でお困りの方、ご相談ください

令和年度児童福祉週間標語募集

介護や介護予防、認知症に関する悩みを抱えていませ
んか。上富良野町地域包括支援センターではご本人、ご
家族からの相談を受け、より良い暮らし方について一緒
に考えていきます。困りごとがありましたら、ぜひご相
談ください。
問合せ 地域包括支援センター 拶盈
※平日の夜間時分～時分、土・日、祝日、
年末年始月日～月日はラベンダーハイツへ
転送されます

応募方法 郵便当日消印有効、ファクス、メール、イ
ンターネットのいずれかから
応募期限 月日木
※自身で制作した未発表の作品に限ります
問合せ 公財児童育成協会「標語募集」係
〒‐ 東京都千代田区四番町‐四番町THビ
ル階 拶‐‐ 鯖‐‐
https://www.kodomono-shiro.or.jp/jigyo/hyogo
メール hyogo@kodomono-shiro.jp

広報かみふらの 2021.8

我

お知らせ

information

表彰
候補者をご推薦ください
■善行表彰
地域のために貢献されている

お答えします

町民ポスト

は、日の出公園に期待する夢や

の方々からも、直接ご意見やア

希望なども含め、関係機関以外

行政では膨大な資料情報を保

イデアを頂くことも大切な要素

建設水道課
都市整備担当

有しており、文書や情報管理に

と考えていますので、日の出公

【回答】

自治推進班

関するルールに基づいて保存管

園魅力再生計画見直しの過程の

町民生活課

問合せ

拶盈６９８５

理しています。

・恵まれない子どもたちへの援

・人命救助を行った、協力した

・交通事故防止に永年尽力した

これまでの表彰例

ご推薦ください。

前町長の向山富夫氏が『日の出

定例会の町政執行方針において

確認すると、令和２年度第１回

の答弁。帰宅後ホームページで

出公園魅力再生計画」との町長

その内部資料 文書 は「日の

文書 」の中身についてです。

はそのことではなく「内部資料

に考えているところです。今回

ことを知り、町政とはと私なり

内に「内部資料 文書 」がある

いただきました。その際、役場

に募金箱 笑 とともに展示し、

出公園未来ビジョン模型 仮(称 」)
を 作 成 し て、 役 場・ か み ん 等

Ｐへの掲載 、で きれ ば「日の

魅 力 再 生 計 画 」を 一 般 公 開 Ｈ

だけでなく、ぜひ「日の出公園

議会・町と情報を共有して、町

に記述してあるとおり、町民・

「自治基本条例 町の憲法 」

しょうか？

民とともに作り上げてはどうで

いただき、町民の声を聞き、町

町民にも関与する機会を与えて

報を共有することなく、私たち

当者・町職員、役場内だけで情

すべく、内部資料 文書 作成担

を行いました。そこで、今後さ

た日の出公園の常設駐車場整備

計画に示した長年の課題であっ

力再生計画のほか、第６次総合

町では本年度、日の出公園魅

まとめたものです。

が今後の参考としていくために

その事業化に向けて、担当部局

なことが考えられるか整理し、

出公園の整備に向けてどのよう

などの方々と協議を行い、日の

会、商工会、フラワーマスター

る公園となるよう、町、観光協

方々から親しまれ利用いただけ

る日の出公園が、さらに多くの

ら多くの皆さまに利用されてい

能を有する公園として、古くか

都市公園の中でもさまざまな機

日の出公園魅力再生計画は、

役場、かみん、社会教育総合

町民ポスト設置個所

ます。

に掲載しないことをご理解願い

は回答しないほか、広報紙など

の、町の業務に無関係なものに

ものや誹謗 ひぼう 中傷するも

い。

住所、電話番号をお書きくださ

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

見・ご要望をお寄せください。

を設置しています。町へのご意

町のホームページに電子ポスト

町内の９カ所に町民ポスト、

ならば、更に魅力ある公園に

文化やスポーツ、科学技術の

公園については、
「 日の出公園

町民の声を聴き、町民並び計画

らに日の出公園の魅力を高めて

センター、公民館、町立病院、

中での参考とさせていただきま

振興に貢献し、優秀な成績を収

魅力再生計画」に基づき…着手

作成者・町職員一丸となって、

いくよう、観光協会や商工会、

上富良野郵便局、ＪＲ上富良野

【ご意見】

めた方や団体がいましたら、住

し、更なる魅力アップを図りま

指定管理者である振興公社など

駅、 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 中 茶

方や団体、他の模範となる方が

民会長や関係団体などを通じて

す』と述べられており、その時

関係機関の方々と改めて協議を

屋、ＪＡふらの北エリア上富良

など

助に尽力した
推薦期限 ８月 日 火
拶盈６４００

問合せ 総務課総務班
■教育委員会表彰

拶盈５５１１

着手とあります。
日の出公園は「かみふ」に住
む私たち町民、また訪れた方々
の「 い こ い の 場、 や す ら ぎ の
場」となる、町民の皆さんが、

でしょうか？



匿名希望

特定の個人や団体を特定する

ご意見・ご要望を
お寄せください

す。

ご推薦ください。

さらに魅力ある日の出公園に

進めながら、日の出公園魅力再

日の定例議会を傍聴させて

推薦期限 ８月 日 火

点で既に作成されている「日の

と、楽しみながら事業を進めて

生計画の見直しに取り組むこと

野事務所

いましたら、住民会長を通じて

問合せ 教育振興課社会教育班

出公園魅力再生計画」に基づき

いかなければと思いますがどう

としております。
関心・関与している場所だと思

日の出公園魅力再生計画で











23












います。
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うちの

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

く、取扱いには注意が必要です。

◎電気製品全般に関する注意点

火災や大きな事故につながります。

スマホ災害情報アプリを
活用しよう！

電気火災に注意しましょう

【電気による火災を防ぐ注意点】

・使用前に必ず取扱説明書を読む

電気製品は、使い方を間違えると

・差込プラグがコンセントに確実に

・故障しても自分で分解や修理をせ

ることをご存じでしたか？

平成 年に町とヤフー 株 が災害協

定を締結し、スマホアプリ「Ｙａｈｏ

差し込まれているか確認する

ず、専門業者に修理を依頼する

ています。

新型コロナウイルス関連情報も提供し

避難情報や豪雨予報情報のほか、町の

を行っています。通知内容は災害での

・コンセントの周りに、ほこりを溜

破損が無いか確かめる

・使用前に、電源コードなどに傷や

久々に使用するときの注意点

ｏ 防災速報」を活用した情報発信

なっていないか、強く押し付けら

種により違いがあります

・作動時に異音や発熱などの異常が

災害はいつどこで発生するか分かり

ません。情報伝達ツールの一つとして

無いか確認する
◎電灯についての注意点

ダウンロードはこちらから⇒

利用してみませんか。

知りたい情報もすぐに確認できます

れていないか確認する

※あくまでも目安であり、メーカーや機

・電源コードを束ねたままで使用し

せてが目安です。

・電灯の周囲に衣類、紙などの燃え

○避難場所リスト、 ハザードマップなど防災について

ない

仔コンセントの許容電流について

やすいものを置かない

情報など、 プッシュ通知でお知らせ

・コンセントや電源

一般的なのコンセントは口合わ

・照明器具とランプの組み合わせが

○地震、 気象情報、 熱中症や防犯、 町からの緊急

コードの許容電流

《主な電化製品の電力消費》

以上の電気量をか
けない

無料

Yahoo  防災速報アプリ

適切か確認する

拶盈２１１９

問合せ 上富良野消防署

ため中止します。

型コロナウイルス感染症拡大防止の

野・中富良野消防総合演習」は、新

毎年９月１日に開催する「上富良

刺消防総合演習中止のお知らせ

経過した器具は、交換を検討する

・定期点検を行う。購入後 年以上
10

・電源コードが家具などの下敷きに

◎長期間使用していない電気製品を




めないよう、こまめに清掃する

28

電気が原因となった火災は毎年多

画

町の災害情報が、スマホに通知され

広報かみふらの 2021.8

～
・オーブントースター

拶盈

総務課基地調整・危機管理室

問合せ


・テレビ

～
・ドライヤー


・ファンヒーター

悠人

絵本を読むことやダンスが
大好き♪ 曲に合わせてお姉
ちゃんと一緒に元気に踊って
います。先日、朝起きたとき
に「おはよう」とはっきりと
言えたことに成長を感じ、感
動しました。健やかに育って
ね！
美幸さん
よく食べ、よく寝て、よく
遊びます！ 元気いっぱいの
性格ですが、ソファーなどか
ら下りるときは後ろを確認し
ながらそーっと下りる慎重な
面もあります。マイペースに
思いやりのある子に育って
ね！ 智成さん・江美さん
♪智成さん・江美さんの子♪

汐政哉さん・美幸さんの子汐

美実

ちゃん

みさね

松岡
歳カ月

まつおか

樽井

くん

ゆうと

元気印
たるい

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

上富良野町、美瑛町それぞれの図書

司おいでよ！ ジオ図書コーナー
開館 時 分～ 時

仔上富良野町図書館「ふれんど」
休館日 月曜日、祝日、年末年始

19 10




※臨時休館などは、各図書館のホーム

※上富良野町の方も利用できます

拶０６６‐９２‐１２５１

休館日 月曜日、祝日、年末年始

開館 時～ 時 水曜日は 時

美瑛町幸町丁目番 号

仔美瑛町図書館

拶盈３１５８

館には「ジオ図書コーナー」が設置さ

など、地域の特色ある書籍を取りそろ

る著作、三浦綾子の小説「泥流地帯」

から、松浦武四郎や中谷宇吉郎に関す

地形や火山などを易しく解説するもの

れています。並んでいる書籍は、地質

18

18


ページで確認ください

出前授業は学校だけでなく、各種団体

公開されていま

ブチャンネルで

４学年の総合的な学習の時間で「び

かせ、自己の在り方、生き方を考えな

しています。生徒の探求的な思考を働

時間の学習で「地域探究活動」を実施

上富良野高校では、総合的な探究の
えいの山」について学習。中村有吾専

ための資質・能力を育成を目的として

がら、自ら課題を発見、解決していく

門員が山や岩石を調べる学習のサポー
トを行いました。
美瑛町から見える「東の山」
「 西の

映像を見たり、岩石の実物を見比べる

を使って説明。溶岩や火砕流が流れる

活動や地下プレートの動きをモニター

ています。

ワークなど、年々活動の充実が図られ

災士や飲食店店主の講話、フィールド

活動内容は学年で異なりますが、防

います。

など、専門的な内容を分かりやすく伝

山」の成り立ちの違いについて、火山

みふらの十勝岳観光協会のユーチュー

への出前講座も受け付けています。ぜ

す。７月 日に

分かりやすくジオパークを解説する

ひご利用ください。

地域探究活動 」の成果発表

司上富良野高校「総合的な探究の時間

美瑛小学校での出前授業の様子
昨年度は町のＰＲ動画を作成し、か

行っています。

協力し、フィールドワークへの支援を

説のほか、国立大雪青少年交流の家と

という課題に対し、現地での案内や解

当協議会は「泥流災害からの復興」

ました。

繁町長に提言し

アイデアを斉藤

き、さまざまな

学習成果に基づ

は、役場議場で

20

させていただきます

※今月のジオ図書コーナーは、お休み

上富良野高校年生の地域探究活動の様子

30

：
10

：

司美瑛小学校で火山の学習！



えています。お越しの際は足を止め、

旨
このページで連載中の「ジ
オ図書コーナー」で紹介さ
れた本をピックアップ


えました。
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見てみませんか？

施
小説や図鑑、漫画な
ど、さまざまなジャ
ンルの書籍が揃う



９



図書館「ふれんど」のジオ図書コーナー

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

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

時

東

木星
止

へびつかい座

みずかめ座

土星
止
やぎ座

黄道
止
いて座

南

◎武山公悦さん

５万円

社会福祉協議会へ
◎渡辺一郎さん
◎徳郁子さん
◎松藤春枝さん
◎渡辺延英さん

＋度
度

万円
5 万円

ラベンダーハイツへ
ヘラクレス座
うしかい座

わし座

町立病院へ
◎徳郁子さん
◎堅田浩幸さん

時

こと座

はくちょう座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

５万円
３万円
5 万円
万円

てんびん座
金星
止
西

さそり座

９月の天体観望会

月日水時分の上富良野の星空です。高度が高い「夏の大三角
形」を表示するため、南の地平線をカットして表示しています。西の地平
線近くには‐等の金星が輝いています。
「黄道」が地平線に対して、傾き
の小さい時期と東方最大離角太陽から一番左側に離れるときが重なるこ
とで、今年は日没時の高度が最大でも度に達することはありません。つ
まり金星は、現在の「おとめ座」から冬に向けて「さそり座」
「いて座」
など南に低い星座上を移動していきます。南東の低空には「やぎ座」
「み
ずがめ座」など明るい星々が少ない星座の中にひときわ目を引くのが土星
等星と木星‐等星です。木星は個確定数、土星は個確定数
の衛星を持っていますが、それぞれ明るい衛星については望遠レンズで捉
えることができますので、お持ちの方は撮影に挑戦してみてください。

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

南西の中空から天頂付近にかけては「アルタイルわし座α星」
「デネブ
はくちょう座α星」
「ベガこと座α星」の個で作る「夏の大三角形」が見えてい
ます。ベガ織女星は全天で番目に明るい恒星で、光年と近く、等星の明るさを
誇っています。年後には地球の歳差運動により「天の北極」付近に移動し「北
極星」として輝きます。アルタイル牽牛星けんぎゅうせいは等星ですが、夏
の星座の中では私たちに最も近く、光年の距離に位置しています。 つの星の中で
一番暗いのはデネブ等ですが、私たちからの距離は、なんと光年も離れて
います。ということは、とてつもなく明るい星であるということが想像できますね。
天の川が一番濃く見えるのは「いて座」
「たて座」付近ですが、
夏の大三角形付近は星々
も多く美しいエリアですので、街灯の少ないところで、双眼鏡などを使いながら楽し
んでみてはいかがでしょう。

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 10,385 人 （＋）
男
5,332 人 （＋）
女
5,053 人 （－ ）
世帯 5,361 世帯 （＋）
 全道少年軟式野球大会への出場を決めた上富
良野ジャガーズに報奨金が贈呈されました。
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芽

