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第３回町議会定例会
　平成26年９月18日（木）・19日（金）開催された第３回定例会で、条例の制定１件を含む議案９

件、認定１件、報告２件、発議２件について審議されました。議決された主な内容についてお知らせ

します。

【条例制定】
●条例名：和寒町営バス運行条例

　10月１日から予約方式の本格運行を実施することで、運行形態の変更により条例を制定するもの

【委員の任命】
●教育委員会委員の任命

　　和寒町字北町　　沓　澤　昭　一　　氏　（再任）

　　　任命期間　　　平成26年10月１日から４年間

【委員の選任】
●固定資産評価審査委員会委員の選任

　　和寒町字三笠　　長谷川　謙　一　　氏　（再任）

　　　選任年月日　　平成26年10月１日から３年間

【一般会計補正予算】
●福祉灯油等購入助成事業　　　　430万円

　高齢者・障がい者・ひとり親・生活保護世帯に１世帯当たり10,000円分の灯油購入券を支給

●４号川河川改修工事　　　　　7,000万円

　豪雨災害から周辺流域の安全確保を図るため河川改修をすすめている改修区間を延長する工事

●研修館楡ボイラー等改修工事　　421万円

【特別会計補正予算】
●利用者のサービス向上を図るため健楽苑にワゴン車２台購入及び車庫の設置　　1,063万円

選挙管理委員会委員に山住　浩氏
　選挙管理委員会委員長職務代理者でありました渡部俊夫氏が８月31

日に退職し、後任にはあらかじめ補充員となっていた山住　浩氏が就

任しました。任期は渡部氏の残任期間である平成27年12月22日までと

なります。

　また、９月１日開催の選挙管理委員会で委員長職務代理者には茶円

宥正氏が選任されました。

　和寒町選挙管理委員会（敬称略）

　　委 員 長 　坂　本　廣　志　　職務代理者 　茶　円　宥　正

　　委　　員 　森　本　岸　子　　委　　　員 　山　住　　　浩

広報わっさむ　平成26年10月号　梢2



ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を増設しました
　心停止状態の人に電気ショックを与えて救命するＡＥＤ（自動体外式除細動器）の

使用が、医療従事者以外の一般の方にも解禁されてから10年が経ちます。

　これまで和寒町でも公民館や総合体育館など多くの町民が利用する公共施設８ヶ所

に設置していましたが、今回新たに町民センターや保健福祉センターなど８ヶ所に設

置しました。

○消防和寒支署では自治会などの人の集まる機会にＡＥＤの研修会をお
こないます。お気軽にご連絡ください。ＴＥＬ32-2119

○実際に使用するときはどうすればいいの？
　一般的に、心停止してから１分ごとに蘇生率が７～10％低下するとい

われており（心臓が止まり５分後には生存退院率が約50％に低下）、現

場に居合わせた人が少しでも早く対応することが大切です。

　ＡＥＤは、電源を入れるとすべての動作を自動音声で指示してくれま

す。電気ショックが必要ない場合は機械が自動で判断しますので安心し

て使用できます。

○ＡＥＤってなに？

◆ＡＥＤが設置されている公共施設（●●  新たに設置した施設　★★  既に設置している施設）

　心臓のけいれんなどによって血液が循環しな

くなると体は大変危険な状態になります。その

場合は、心臓に電気ショックを与えて、心臓の

リズムを正常に戻さなければいけません。

　ＡＥＤとは、医師が病院で使

う電気ショックの機械を小型化

して誰でも使用できるようにし

たものです。
町民センター１階エレベーター横

町民センター

保健福祉センター

交流施設ひだまり

保養センター

保育所

図書館

公民館

小学校

中学校

Ｂ＆Ｇ海洋センター

芳生苑

健楽苑

地図で示せない他の施設

● ● 南丘森林公園 ★ ★ 研修館「楡」

● ● 塩狩峠記念館 ★ ★ 東山スキー場

★★  総 合体育館 ★ ★ 三笠山自然公園「こどもの国」

●●

★★

●●
●●

●●

●●

★★

★★

★★★★
★★

●●
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町営バス予約方式（デマンド）本格運行　～10月１日から開始～町営バス予約方式（デマンド）本格運行　～10月１日から開始～
東和線・福原線・中和線・北原線

　本年４月から町営バスの新たな運行方法として、

４路線での『予約方式運行（デマンド）』の実証実

験をおこなってきました。この結果、移動時間や運

行距離の短縮など一定の効果が得られたことから、

10月１日から本格運行を始めることになりました。

　乗降しやすいワゴン車１台を新たに導入します。

予約専用電話を設けます。

電話での予約は

　☎３２－２５２５　まで

　　  いつも　ニ コ ニ コ　バス利用

予約受付は

午前８時30分から午後５時まで

バス発車時刻 運行 受付終了時間 備　　　考

第１便 午前７時 通常 な　し

これまでどおりの運行

１便はダイヤに従って停留所を定時刻ど

おり運行するので予約はありません。

第２便 午前10時

予約

前日の午後５時

デマンド方式の運行

各便受付時間終了後に、概ねのお迎え時

間を予約者に連絡します。

第３便 正　　午 当日の午前10時

下校便 午後３時 当日の午後１時

第４便 午後５時 当日の午後３時

●運行時刻表と各便の予約受付終了時間

利用のイメージ（例）

■お問い合わせ：建設課管理係　TEL 32-2424

※予約状況によっては乗り合いにならない場合もあります

９
月
22
日
発
行
の
『
お
知
ら
せ
版
』
に
運
行
区
域
や
運
行
内
容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

１電話をかける ２予約を受付 ３乗車時刻の連絡

７市街地（降車） ６乗車（乗り合い） ５乗車地（自宅付近） ４バスが迎えに行く

・字○○の○○○○です。

・○月○日の○時便の予約

をお願いします。

※受付終了

受付いたしま
した。後ほど
連絡します。

・○○さんですね。

・○月○日○時便は○時頃お迎

えに行きますので準備してお

待ちください。この予約は

FAXでもお知らせします。

※予約完了
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和寒ふるさとギフト
　和寒町ふるさとまちづくり応援寄付（いわゆる、ふるさと納税）の特典を「和寒ふるさとギフト」

とし、寄付のお礼とともに特産品のＰＲ、情報発信していくことになりました。

　■条　件　　１万円以上の寄付をしていただいた町外在住の個人

　■回　数　　年度内の制限なし

　■内　容　　下記のギフトメニューから希望の品一つをプレゼント

＜和寒ふるさとギフトメニュー＞

工事着工の状況

わっさむを　
応援いただき
ありがとうご
ざいます

場所 工　　事　　名 施　　工　　内　　容 金　額(円) 完成期限 施工業者

日ノ出
和寒下水終末処理場
電気設備改修工事

電気設備更新（柱上開閉器、直流電源盤、ポン
プ井水位計、非常通報装置、電灯分電盤 他）

19,332,000
平成27年
３月６日

北海道三菱
電機販売㈱

南　丘 ４号川改修工事
Ｌ＝90ｍ  Ｗ＝2.9ｍ
（22線４号～３号間）

22,302,000
平成27年
１月30日

㈱ 浜 田 組

日ノ出
他

日ノ出東地区他
不良排水路改修工事

日ノ出東地区　延長Ｌ＝140.0ｍ 
Ｖ450 Ｌ＝135.0ｍ、管渠（φ600）Ｌ＝5.0ｍ
南丘地区　延長Ｌ＝58.7ｍ 
Ｕ300 Ｌ＝51.7ｍ、管渠（φ300）Ｌ＝7.0ｍ

7,668,000 11月28日 共栄建設㈱

三　笠
４条中通り他
路面改修工事

Ｌ＝180ｍ  Ｗ＝5.5ｍ
（南４丁目通り～南６丁目通り）

4,109,400 11月７日 ㈱ 近 藤 組

ふるさと納税とは・・・自分が生まれたふるさとや応援したいと思う自治体（都道府県や市町村）を自由に

選んで寄付することができます。確定申告をおこなうことで寄付金のうち２千円を

超える部分が一定の上限まで所得税・個人住民税の合計から控除されます。

グリーンアスパラ
Ｍ～Ｌサイズ混合　1.2kg

季節限定【５月下旬～６月上旬】

お菓子詰め合わせ１箱
通年取扱可

南瓜ペースト「黄将」、南瓜団子、
南瓜まんじゅうなど詰め合わせ

季節限定【１月～２月】

赤肉メロン
２玉セット

季節限定【７月下旬～８月上旬】

高品質米「ななつぼし」
２kg×３袋
通年取扱可

和寒ジンギスカン　500g、
越冬キャベツ　２玉

季節限定【１月上旬～２月下旬】

じゃがいも(男爵３kg・キタアカ
リ２kg)、南瓜２玉、玉ねぎ２kg
季節限定【９月下旬～10月下旬】

トマトジュース
500ml×６本
通年取扱可

甘口・中辛・辛口の３袋セット
（１袋500g入）

通年取扱可

わっさむ産アスパラ

和寒銘菓セット

南瓜ペーストセット

わっさむ産メロン

氷点の舞

冬のあったかセット

秋穫セット

和寒トマトジュース

和寒ジンギスカン
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全日本玉入れ選手権　地元チーム連覇ならず全日本玉入れ選手権　地元チーム連覇ならず
　９月７日（日）、全日本玉入れ協会（会長：袰田 道悟）主催による第19回全日本玉入れ選手権　９月７日（日）、全日本玉入れ協会（会長：袰田 道悟）主催による第19回全日本玉入れ選手権
大会が総合体育館で開催されました。大会には、全道各地や大阪府、熊本県、神奈川県、東京都な大会が総合体育館で開催されました。大会には、全道各地や大阪府、熊本県、神奈川県、東京都な
ど全国から69チーム（他ジュニア６チーム）が参加し、優勝賞金50万円を目指し熱戦が繰り広げらど全国から69チーム（他ジュニア６チーム）が参加し、優勝賞金50万円を目指し熱戦が繰り広げら
れました。れました。
　今年も、ハイレベルな戦いが展開され、今大会の優勝は大阪府から出場の「ＤＡＤＡＩＳ」が２　今年も、ハイレベルな戦いが展開され、今大会の優勝は大阪府から出場の「ＤＡＤＡＩＳ」が２
年ぶり３度目の優勝カップを手にしました。「ＤＡＤＡＩＳ」は７月の関西大会でベストタイム６年ぶり３度目の優勝カップを手にしました。「ＤＡＤＡＩＳ」は７月の関西大会でベストタイム６
秒51をマーク。袰田会長から認定書が手渡されました。また、テレビ朝日「ナニコレ珍百景」チー秒51をマーク。袰田会長から認定書が手渡されました。また、テレビ朝日「ナニコレ珍百景」チー
ムが参戦するなど、会場は大いに盛りあがりました。ムが参戦するなど、会場は大いに盛りあがりました。

■ＡＪＴＡチャンピオンシップ

順位 チーム名 参加地区 タイム

優　勝 ＤＡＤＡＩＳ 大阪府 11秒95

準優勝 熊本国民学校 熊本県 21秒77

３ 玉入れヤッテル快 東神楽町 26秒04

４ もぎのうえん１号 和寒町 31秒05

５ リサイクルズ 愛別町 35秒94

６ 紋別アクア 紋別市 39秒74

７ 自治労戦隊 和寒町 45秒50

８ リダクションＣＯ2 札幌市 46秒50

９ 山猨おといねっぷ 音威子府村 51秒72

10 三和スポーツ愛好会　丸 和寒町 失格

順位 チーム名 参加地区 タイム

優　勝 ビホログリーンロケッツレディース 美幌町 39秒44

準優勝 榮和Ｄa～ 和寒町 40秒04

３ 三和スポーツ愛好会『女子部』 和寒町 44秒81

４ らりるれ榮和 和寒町 48秒36

５ 和小ＰＴＡママと雪の女王 和寒町 52秒38

６ チーム　シャトル 和寒町 56秒18

７ 百発百中（女子） 美深町 1分09秒96

８ プラサーチ 旭川市 1分28秒95

９ ねっぷいろクローバーＺ 音威子府村 1分47秒12

10 みどり組 札幌市 3分13秒00

■レディースチャンピオンシップ

順位 チーム名 参加地区 タイム

優　勝 Ｋａｎｓａｉ 大阪府 50秒88

準優勝 榮和Ｄa～ 和寒町 1分16秒06

３ アタック・若草 和寒町 1分39秒79

４ モーモータイガーズ 和寒町 3分02秒00

■シニアチャンピオンシップ

順位 チーム名 参加地区 ２回の合計タイム

優　勝 音威子府ジュニア 音威子府村 1分47秒72

準優勝 和小玉入れ大好きクラブ 和寒町 2分32秒58

３ 占冠女子スポーツ少年団 占冠村 3分28秒28

４ 大橋内装ジュニア 旭川市 9分05秒00

５ 進撃の中３ 和寒町 失格

■ジュニアチャンピオンシップ

大会運営には欠かせません！
和寒中学校イベントサポーターの生徒たち
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納涼盆踊り大会

各所で開催！

商業振興協同組合・商工会商業部会盆踊り

　８月14・16日、町内のあちらこ　８月14・16日、町内のあちらこ

ちらで盆踊りの輪ができました。ちらで盆踊りの輪ができました。

14日は中和自治会（旧中和小学校14日は中和自治会（旧中和小学校

グラウンド）、三和・菊野自治会グラウンド）、三和・菊野自治会

（自治会館駐車場）、16日は商業（自治会館駐車場）、16日は商業

振興協同組合・商工会商業部会主振興協同組合・商工会商業部会主

催（大通り）でそれぞれおこなわ催（大通り）でそれぞれおこなわ

れ、子どもたちの浴衣姿や工夫をれ、子どもたちの浴衣姿や工夫を

凝らした仮装で会場に訪れた観客凝らした仮装で会場に訪れた観客

を沸かしていました。を沸かしていました。

三
和
・
菊
野
自
治
会
盆
踊
り

中和自治会盆踊り

平成26年

和寒神社例大祭
８月24・25・26日

　24日の宵
よ

宮
みや

祭では神社拝
はいでん

殿で稚児舞が奉納され、25日には町

内各地を多くの担ぎ手による神輿や塩狩太鼓、子ども神輿が巡

行、26日には、まわしを着けたちびっ子力士が名勝負を繰り広

げた子ども相撲大会がおこなわれました。また、歌謡ショーな

どもあり多くの催しに年に１度のお祭りを楽しんでいました。
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成人用肺炎球菌ワクチン・水痘ワクチンが定期の予防接種になります
　予防接種法の一部改正より、10月から成人の肺炎球菌ワクチンと小児の水痘（みずぼうそう）ワク

チンが『定期
4 4

予防接種』となります。対象となる方は今一度接種歴を確認し、未接種の方は接種に努

めてください。

　※和寒町ではすでに４月からどちらも『任意
4 4

予防接種』として接種費用を助成しています。

成人肺炎球菌ワクチン 水痘ワクチン

接種回数

及び内容
１回
肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）

２回
６カ月から12カ月の間隔をおく

対象者
①65歳以上の方でこれまでに、この予

防接種を受けたことがない方

②60歳以上65歳未満の方で心臓・腎

臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害を有する

方

①生後12カ月から生後36カ月未満の方

※これまでに、この予防接種（任意）

を受けた方は、定期の予防接種を受け

たものとします（１回分）

※既に水痘に罹
かか

った方は

対象外です

※経過措置

※上記①は平成26年度中、100歳以上

の方のほかに65歳、70歳、75歳、80

歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる

方が対象となります

※平成26年度に限り

生後36カ月から生後

60月未満の方に対し

１回を定期接種とし

て扱います

医療機関 町立和寒病院・野々瀬内科小児科クリニック

助成額
接種費用7,000円程度のうち、町で

3,500円を助成します。
無　　料

申込方法

保健福祉センターで申請手続きをして

ください。

【持参するもの】

①健康保険証や運転免許証など住所の

わかるもの

②印鑑

①町立病院（保健福祉センターで実施）

　→　『予防接種日程表』にあわせて

ご予約ください

（保健福祉センター３２－２０００）

②野々瀬内科小児科クリニック

　→　直接病院にご予約ください

（３２－３６１２）

※対象者には９月中に個別に通知して

います。

注意点・

その他

接種履歴をご確認ください！

　過去にこの予防接種を受けた方は、

定期接種の対象外となります。接種歴

をお確かめの上、ご利用ください。

　町ではこれまでどおり『任意接種』

として、下記の対象の方に１回の予防

接種をおこないます。接種歴をお確か

めの上、ご利用ください。

■詳しくは保健福祉センター保健係まで（℡32-2000）

対象：生後60カ月～就学前までの方

広報わっさむ　平成26年10月号　梢8



住宅改修に助成しています

断熱・耐震・バリアフリー断熱・耐震・バリアフリー

対象者
町内にお住まいの個人（転入予定者も含みます）で、一般住宅（店舗等との兼用住宅も

含みます）の建築年数が補助金交付申請時で10年以上経過している方

対象経費

窓の断熱改修工事、または窓の断熱改修工事と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事

※改修部分がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

※産業廃棄物処理費や家電製品・家具などの購入費は対象経費から除きます

助成金額 補助対象経費の２分の１以内（上限は15万円）

助成期限 平成27年３月31日まで

問合せ先 総務課まちづくり推進係（電話32-2421）

 
省エネルギー住宅改修事業 窓の断熱、壁、天井の断熱改修に

地震の被害を未然に防ぐために
 
既存住宅耐震診断・耐震改修事業

区　　分 耐　震　診　断 耐　震　改　修

対象者
町内にお住まいの個人（転入予定者も含む）で、昭和56年５月31日以前に着工された木

造住宅の耐震診断、耐震改修を行う方

対象経費 耐震診断員の耐震診断に要する経費 耐震改修に要する経費

助成金額
対象経費の２分の１

（上限は５万円）

対象経費の２分の１（上限は50万円）

ただし、所得税の控除額を差し引きます。

助成期限 平成27年３月31日まで

問合せ先 建設課管理係（電話32-2424）

対象者 町内にお住まいの日常の在宅生活を維持するために、住宅改修が適当と認められるかた

対象経費
玄関、廊下、トイレ、浴室等の拡張、段差解消、手すり設置、床材の変更などが住宅で

快適な生活ができるように、住宅改修にかかる費用の一部を補助

助成金額

・限度額450,000円（所得により40％から90％を補助）

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・介助が必要な65歳以上のかた

・限度額150,000円（事業費の２分の１以内）・・・年齢要件なし

助成期限 平成27年３月31日まで

問合せ先 保健福祉課福祉係（電話32-2000）

身体的制約のあるかたが
　　快適に生活するための住宅改修に

 
ふれ愛住宅補助事業
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8/15
（金）

8/16
（土）

古本リサイクルまつり

　８月16、17日の両日、図書館で「古本リサイ
クルまつり」が開催されました。
　いらなくなった本の再利用を目的に始まった
古本リサイクルまつりは、今年も開館前から人
が並ぶほどの大盛況。家庭で読み終わった本や
図書館の廃棄本など約1,300冊の古本が新しい
持ち主の元へと渡って行きました。

8/16
（土）～

稚児舞「未来を受け継ぐ子供達」試写会

　わっさむ情報文化発信企画が制作した町の指
定文化財稚児舞の歴史をまとめた映像「稚児舞
『未来を受け継ぐ子供達』」の試写会が郷土資
料館でおこなわれました。
　映像は活動の様子とともに、わっさむ稚児舞
発祥のいきさつや歴史を町民のインタビューを
交え、約20分にまとめられており、試写会参加
者からは「感動した」「涙が出そうになった」
との感想も聞かれました。当日は約60名が来館
し、それぞれが映像に思いを馳せていました。

～地域の話題をお届けします～

THE TON-UP MOTORS がやってきた！

　TV番組「ブギウギ奥の細道」でおなじみのブ
ギウギ専務上杉周太がヴォーカルを務める北海
道出身のバンド、「THE TON-UP MOTORS(ザ･トン
アップモーターズ)」が和寒町にやってきました。
　「北海道179市町村ツアー」と題したこのツ
アーは故郷北海道の人たちの前でパフォーマン
スをしたいという思いから始まったもので、和
寒町は77番目の市町村ライブとなりました。
　この日の公民館は熱気あふれたライブハウス
となり、120名の観客をくぎづけにしていまし
た。

8/11
（月）

１市３町の小学校５年生がキャンプ体験

　三笠山キャンプ場で１市３町合同ジュニアリ
ーダー研修会のキャンプ体験が11日、12日１泊
２日の日程でおこなわれました。
　この研修会は和寒、剣淵、幌加内、士別の小
学５年生を対象に、リーダーとして必要な自主
性や創造性を養うために共同宿泊体験をおこな
うもので、今回はテントの設営や飯ごうでのご
飯の炊き方などを学びました。
　夜には士別のリーダークラブSINCと合同での
キャンプファイヤーもおこなわれ、参加した子
どもたちは交流を深めていました。

8/11
（月）～

自治会対抗野球大会　優勝は仲町チーム！

　和寒町野球連盟主催の自治会対抗野球大会がおこなわれま
した。
　昭和48年から続くこの歴史ある大会は、お盆期間を利用し
開催しているため「盆野球」とも呼ばれ、町外在住の元町民
も里帰りを利用して出場できる大会となっています。なかに
は親子や兄弟で出場している自治会もあり、年に１度の大会
は親睦と交流で盛り上がりました。優勝は仲町自治会、準優
勝は大通自治会となりました。
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8/31
（日）～

どうしたらいいのかな？

　保育所児童を対象に、士別警察署の警察官に
よる防災訓練がおこなわれました。
　全国で災害が多発していることから「防災の
日」にあわせ、幼少期から「災害の備え・心構
え」を習得できるようにと、５・６歳児26名が
ゲーム形式で防災について、楽しみながら学び
ました。
【表紙にも写真掲載】

9/1
（月）

早寝早起き朝ごはん朝ウンチ

　教育力向上講演会第３弾「おなか元気教室～
早寝早起き朝ごはん朝ウンチ」が公民館で開催
されました。
　㈱ヤクルト北北海道管理栄養士の井田史織さ
んを講師に迎え、腸を健康にするために重要な
食事、生活習慣、排便習慣についてわかりやす
い絵とともに解説、参加者は熱心に耳を傾けて
いました。

9/2
（火）

いきいきシニアを目指して

　公民館で、（有）イズミック　健康運動指導
士　石川朋美先生を講師に招き、「頭と体の健
康体操」をテーマに介護予防講演会をおこない
ました。
　この講演会は町と三笠山大学講座の共催で開
催され、終始笑いの絶えない雰囲気のなか、参
加者は座っておこなえる介護予防に効果的な体
操を実践、日常生活の中で運動を取り入れる工
夫や、楽しく運動をおこなうコツが紹介されま
した。

8/21
（木）

活性化センター公開デー

　農業活性化センタ－農想塾において、公開デ
－が開催されました。
　試食コ－ナ－では、米の食べ比べ、カボチャ
団子、ペポカボチャ麺、じゃがバターなど新鮮
な農産物を味わい、例年人気のジャガイモ収穫
体験には75名が参加し、汗いっぱいかきながら
バケツに山盛りに詰め込み、収穫する喜びを感
じていました。
　また、新プログラム「食品なぞなぞ」や昨年
から作付けが始まっているペポカボチャに来場
者の関心が集まっていました。

8/22
（金）

わっとさむスクール開校

　子どもたちが家庭を離れ、共同宿泊生活をしながら規則正
しい生活プログラムを実践する通学合宿「わっとさむスクー
ル」の第一期が公民館で８月31日から９月４日までの４泊５
日の日程でおこなわれました。
　通学合宿は学習の時間、スポーツの時間、共同での就寝、
起床といったプログラムを通し、改めて生活リズムを整える
ことを目的としたもので、参加した児童は普段とは違う環境
にとまどいも見せていましたが、しだいに共同生活にも慣
れ、活発にプログラムに取り組んでいました。
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和寒ふるさとギフト
　和寒町ふるさとまちづくり応援寄付（いわゆる、ふるさと納税）の特典を「和寒ふるさとギフト」

とし、寄付のお礼とともに特産品のＰＲ、情報発信していくことになりました。

　■条　件　　１万円以上の寄付をしていただいた町外在住の個人

　■回　数　　年度内の制限なし

　■内　容　　下記のギフトメニューから希望の品一つをプレゼント

＜和寒ふるさとギフトメニュー＞

工事着工の状況

わっさむを　
応援いただき
ありがとうご
ざいます

場所 工　　事　　名 施　　工　　内　　容 金　額(円) 完成期限 施工業者

日ノ出
和寒下水終末処理場
電気設備改修工事

電気設備更新（柱上開閉器、直流電源盤、ポン
プ井水位計、非常通報装置、電灯分電盤 他）

19,332,000
平成27年
３月６日

北海道三菱
電機販売㈱

南　丘 ４号川改修工事
Ｌ＝90ｍ  Ｗ＝2.9ｍ
（22線４号～３号間）

22,302,000
平成27年
１月30日

㈱ 浜 田 組

日ノ出
他

日ノ出東地区他
不良排水路改修工事

日ノ出東地区　延長Ｌ＝140.0ｍ 
Ｖ450 Ｌ＝135.0ｍ、管渠（φ600）Ｌ＝5.0ｍ
南丘地区　延長Ｌ＝58.7ｍ 
Ｕ300 Ｌ＝51.7ｍ、管渠（φ300）Ｌ＝7.0ｍ

7,668,000 11月28日 共栄建設㈱

三　笠
４条中通り他
路面改修工事

Ｌ＝180ｍ  Ｗ＝5.5ｍ
（南４丁目通り～南６丁目通り）

4,109,400 11月７日 ㈱ 近 藤 組

ふるさと納税とは・・・自分が生まれたふるさとや応援したいと思う自治体（都道府県や市町村）を自由に

選んで寄付することができます。確定申告をおこなうことで寄付金のうち２千円を

超える部分が一定の上限まで所得税・個人住民税の合計から控除されます。

グリーンアスパラ
Ｍ～Ｌサイズ混合　1.2kg

季節限定【５月下旬～６月上旬】

お菓子詰め合わせ１箱
通年取扱可

南瓜ペースト「黄将」、南瓜団子、
南瓜まんじゅうなど詰め合わせ

季節限定【１月～２月】

赤肉メロン
２玉セット

季節限定【７月下旬～８月上旬】

高品質米「ななつぼし」
２kg×３袋
通年取扱可

和寒ジンギスカン　500g、
越冬キャベツ　２玉

季節限定【１月上旬～２月下旬】

じゃがいも(男爵３kg・キタアカ
リ２kg)、南瓜２玉、玉ねぎ２kg
季節限定【９月下旬～10月下旬】

トマトジュース
500ml×６本
通年取扱可

甘口・中辛・辛口の３袋セット
（１袋500g入）

通年取扱可

わっさむ産アスパラ

和寒銘菓セット

南瓜ペーストセット

わっさむ産メロン

氷点の舞

冬のあったかセット

秋穫セット

和寒トマトジュース

和寒ジンギスカン
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最低賃金７４８円
　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アル

バイト等を含む）に適用される北海道最低賃金（地域別）が次のとおり改定されます。

最低賃金額　　　　時間額　７４８円

効力発生年月日　　平成26年10月８日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金

は算入されません。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

○特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造

業」）で働く方には北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

■お問合せ先は　厚生労働省北海道労働局（電話:011-709-2311）まで

狩猟目的以外の一般入林は禁止です
■国有林野への入林規制について　
　上川管内においては、エゾシカ狩猟が平成26年10月25日から平成27年３月

31日までの間解禁となります。このことから、解禁に伴い林内での銃猟によ

る一般入林者への事故の発生が懸念されます。

　上川北部森林管理署では、平成26年10月25日から平成27年３月31日の間は

狩猟者の入林を承認することから、狩猟目的以外の一般入林を禁止とします

ので、お知らせいたします。

■問い合わせ先　　上川北部森林管理署　TEL：01655-4-2551　

（担当：業務グループ森林ふれあい）　　

自衛官等募集
■陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）募集

　・資　　格　　平成27年４月１日現在　15歳以上17歳未満の男子

　・受　　付　　平成26年11月１日（土）～平成27年１月９日（金）　（締切日必着）

　　　　　　　　（電話連絡等により広報官が対応いたします。）

　・試 験 日　　平成27年１月24日（土）

　・試験会場　　陸上自衛隊名寄駐屯地

　・身　　分　　特別職国家公務員（生徒）　※自衛官ではありません。

　・居住場所　　神奈川県横須賀市御幸浜２－１（陸上自衛隊武山駐屯地）

　・高校教育　　神奈川県立横浜修悠館高等学校（通信制）に入学し、生徒課程修了時に高等学校の

卒業資格を取得することができます。

　・休　　日　　週休２日制、祝日、年末年始休暇等

　・手　　当　　生徒手当　　　　　　　　月額 ９４，９００円

　　　　　　　　期末手当（ボーナス）　　年２回（６月、12月）

　・待　　遇　　宿舎料無料、食事・制服類・寝具は支給又は貸与

　・そ の 他　　詳しい資格・条件等は、お問い合わせください。

■問い合わせ先　

　　自衛隊旭川地方協力本部　名寄出張所

　　　住所　〒096-0011　名寄市西１条南９丁目45（公園通り）

　　　電話　01654－2－3921

　　　　※受験申し込みは、和寒町役場総務課でも対応いたします。
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話題の新着本

「往生際の悪い奴」島田雅彦/著

人生に敗北し続ける28歳の男が、生き

ることにくたびれた55歳の弁護士にひ

ろわれる。二人が請け負った案件の被

害者である女子大生との間に、やがて

微妙な三角関係が生まれ…。

「いそぶえ」谷村志穂/著

志摩の漁村に育った孝子は、高校卒業

後、海女になるはずだった。しかし神

主の修業を積む白川武雄と出会い、定

められた生き方と、女性としての目覚

めの狭間で揺れうごき…。

「泣いたの、バレた？」

酒井順子/著

朝ドラヒロインにみる「女の武器」、

「半沢直樹」は現在の仇討物語、被災

地の書店員たちの熱気に触れる、女の

涙の見極め方…。涙と笑いのエッセイ

全48篇を収録。

「荒神」宮部みゆき/著

時は元禄。東北の山間の仁谷村が一夜

にして壊滅状態になった。隣り合う二

藩の因縁、奇異な風土病を巡る騒動

…。交錯する北の人々は、それぞれの

力を結集し、“災い”に立ち向かう。

「神の子　上下」薬丸岳/著

殺人事件の容疑者として逮捕され

た少年には戸籍がなかった。18歳

くらいだと推定され、「町田博

史」と名付けられた少年は、少年

院入所時の知能検査でＩＱ161以

上を記録し…。

「ねじまき片想い」柚木麻子/著

富田宝子、28歳。次から次へと災難に

見舞われる片想い中の西島のため、Ｓ

Ｐ気分で密かに彼のトラブルを解決し

ていく。やがて自分の気持ちに向き

合った宝子は…。

今月のＢＥＳＴ本（８月の貸出回数上位本）

「山女日記」湊かなえ/著

真面目に、正直に、懸命に生きてきた

のに…。誰にも言えない苦い思いを抱

いて、女たちは、一歩一歩、頂きを目

指す。新しい景色が、小さな答えをく

れる。感動の連作長篇。

「ＳＴ」今野敏/著
多様化する現代犯罪に対応するため

設置された「警視庁科学特捜班」、

略称ＳＴの活躍を描くシリーズがド

ラマ化で再注目！映画化も決定して

います。

話題の新着ＤＶＤ

「風立ちぬ」宮崎駿/監督
生きねば。戦争という激動の時代の中

で様々な矛盾を抱えながらも飛行機と

いう自らの夢と欲望に真摯に生きた一

人の青年技術者の人生を描き出す。

10・11月のイベント情報

10/11　14:00～おはなし会

10/18　14:00～ポコ・ア・ポコおはなし会

10/25　14:00～おはなし会

11/ 1  14:00～おはなし会

文化祭共催事業

三浦綾子文学作品展

「三浦文学と北海道
　『氷点』の物語から見る」

11/１（土）～11/13（木）

図書館へ行こう！図書館へ行こう！

「塩狩峠」などで当町にもなじみの深い作家

三浦綾子さんがデビュー50周年となることを

記念して、パネルや氷点の下書き原稿の複製

など、貴重資料を多数展示します。
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Ｘ線写真のこと
町立和寒病院　放射線科主任　菅井　大紀

　病院受診時や健康診断の際、Ｘ線写真を撮ることがあります。Ｘ線写真は0.05ミリシーベルト

という極微量（放射線の平常時の一般公衆の被爆量は１ミリシーベルト未満と制限されていま

す。）のＸ線を体に当て組織の透過具合のちがいを画像にして見る検査です。骨は透過しにくい

ので写真上では白く、肺野などの空気は透過しやすいので黒く映し出されます。　

　当院で撮影する主な写真は次のとおりです。

　胸部撮影では、肺野や縦隔部（主に心臓、大動脈など）に異常がないかを調べます。この検査

では呼吸や身体の動きが写真に影響するのを防ぐため、また肺野をできるだけ広く見えるように

するために息を吸った状態で撮影します。

　腹部撮影では、腹部領域の臓器（肝臓、腎臓など）、腸管内ガスや尿路系に異常がないかを調

べます。この検査では、横隔膜を上げて腹部をできるだけ広く描出するために息を吐いた状態で

撮影します。

　骨写真では、骨、関節、靭帯、筋肉、脂肪組織の状態を調べます。骨折、骨変形、脱臼など異

常な形状を調べるために、さまざまな方向から撮影します。

　撮影されたＸ線写真は、電子化された画像情報として診察室のパソコンに転送され表示されま

す。また、撮影時のＸ線の出力量や写真の画質調整はコンピューターで制御、調整されており、

少ないＸ線量で見やすい写真が撮影できる仕組みになっています。

　撮影範囲内に金属等の異物があると、写真に写ってしまい診断の妨げになります。ペンダント

などは、撮影前にはずしていただくことや、厚い衣服はＸ線の透過を妨げることがありますの

で、検査着に着替えをお願いする場合があります。また、撮影方法によっては、辛い体勢をお願

いする場合がありますので、ご協力をお願いします。その他わからないことや不安なことなどご

ざいましたら放射線技師へご相談ください。

【肺や心臓などをみる胸部写真】 【腸や結石などをみる腹部写真】 【骨や関節周辺などをみる骨写真】

※各写真は正常ボランティアのもの

町職員人事異動

～　10月１日付採用　よろしくお願いします　～

　永
なが

　平
ひら

　友
とも

　子
こ

【町立病院管理栄養士】

　字大成で生まれ、自然豊かな中で走り回って育ちました。以前も６年間
栄養士として町立病院で働かせていただいていましたので、再び故郷で勤
務できることを心から嬉しく思っております。今後は恩返しも兼ねて町民
の皆様の健康を守れるように精一杯努めてまいります。
　どうぞよろしくお願いします。
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年 金 あ れ こ れ

11月に『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』が送付されます
国民年金保険料は社会保険料控除の対象

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・町道民税等の社会保険料控除の対象となります。税の

申告をする場合は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）の添付が必要です。

年末調整・確定申告
まで大切に保管を！

控除証明書に関する問い合わせには年金事務所のほか専用ダイヤルを設置します

　日本年金機構控除証明書専用ダイヤル ☎0570-070-117

　　※専用ダイヤル開設期間　11月４日～翌年３月14日

　　050または070から始まる電話番号からおかけになる場合は ☎03-6700-1130

　受付時間　○月曜日　　　午前８時30分～午後７時

　　　　　　○火～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

　　　　　　○第２土曜日　午前９時30分～午後４時

　　※月曜日が祝日の場合は、火曜日の午後７時まで相談を受付します。

　　　なお、12月27日～１月５日まではご利用いただけません。

保険料納付を忘れずに・・・・・納めて安心　国民年金

こ れ か ら の 家 庭 教 育

乳幼児の健康な成長発達のために
　乳幼児期の子どもを持つ親の育児責任は大きいものです。この時期の育て方が将来の人間形成のう

えに大きな影響を与えるからです。常に子どもの個性にあったしつけができるようにしなければなり

ません。

◆豊かな心をそだてましょう

　見なれないものに出くわしたり、ほしいものが与えられないと泣いていた幼児も、友達が泣いてい

ると心配したり、かわいそうな話を聞いて涙ぐむといった共感や同情心が育ってきます。幼児期の早

い時期から子どもに豊かな情操、感受性、創造性が育つように努力する必要があります。

◆何にでも興味をもち、知りたがり、ことばも上手になります。

　３才をすぎるとことばの数も増え、５才ころまでには話しことばの素地がほぼできあがります。ま

た頭の中でことばを使って物事を考えることもするようになります。正しく話ができ、聞けるように

なることが大切です。

　子どもの「知りたい欲求にできるだけこたえてやる」ことは知的能力を高めることに役立ちます。

本を読みきかせる、良質な音楽を聴き美的な情操を養うなどすることが子どもの能力の向上につな

がっていきます。

　またこの時期に自分の思い通りにならないという「失敗経験」と達成できたという「成功経験」を

持たせるようにして自分の力で解決できたということに誇りと自信を持つことができるようにしま

しょう。

◆「家庭教育のてびき」より　　―和寒町青少年育成町民会議―

※２月上旬に送付される方

　年の途中から国民年金に加

入した場合など、10月１日以

降に今年初めて保険料を納付

するかたについては、翌年２

月上旬に同様の証明書が送付

されます。
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　皆さんの身の回りのイベントや活躍して

いる方の紹介など、情報があればご連絡く

ださい。

　あなたからいただいた情報が、もしかす

ると広報誌に載るかもしれません。

　総務課情報管理係

　　TEL 32-2421   FAX 32-4238

10月15（水）～　

　　　24日（金）

秋の輸送繁忙期

交通安全運動期間です

社会福祉協議会

▼３万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　三　笠　　髙　橋　邦　子さん

芳生苑・健楽苑

＝寄　贈（芳生苑）＝　野菜・タオル他

▼佐々木　恭　子さん （東　町）

▼渋　谷　眞　純さん （中　和）

▼川　村　隆　徳さん （日ノ出）

▼袰　田　福　松さん （日ノ出）

▼加　藤　　　要さん （西　和）

▼㈱ヤクルト北北海道 （旭川市）

▼下　井　辰　雄さん （三　笠）

▼山　本　敏　子さん （三　笠）

▼中　村　松　雄さん （西　和）

＝慰　問（芳生苑）＝

▼喫茶ルームボランティア

▼草花の会（押花作品展示）

▼長月ボランティア

■人の動き　　　　　８月末現在 

　人　口　　３，７１８人（△４人）

　　男　　　１，７１３人（　０人）

　　女　　　２，００５人（△４人）

　世帯数　　１，７３８戸（　０戸）

　　　　　　　　　　　　　（　）は前月比

　　　　出生　２人　　死亡　１人

　　　　転入　２人　　転出　７人

■たんじょうおめでとう 

　
　あかちゃん

 お
おとうさん
かあさん 

住　所

 
今岡　花

は な

奈ちゃん
 義　人 

三　笠
  　希

 
　地　雅

ま さ や

也くん
 敏　仁 

北　町
  由起子

■お悔やみ申し上げます 

 　氏　名 年齢 住　所

 髙橋　成昌さん 72歳 三　笠

梢　広報わっさむ　平成26年10月号17



発行／和寒町　　編集／総務課情報管理係　　印刷／文義堂印刷・出版

　　〒098-0192　北海道上川郡和寒町字西町120番地

　　　　　　　　電　話　0165-32-2421（代表）　ＦＡＸ　0165-32-4238

　　　　　　　　ホームページ　http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/

広 報 わっさむ

古紙配合率50％再生紙を使用しています

８月中交通事故状況 （８月末現在）

発生件数
人 身  　０件（　　６件）

物 損　  ９件（　６０件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　７人）

道内での死者 １８人（１０４人）

（　）内は26年累計

交通事故死ゼロ日数　１，１３６日

今　野　知
ち

　夏
か

　≪Ｈ25.８.９生まれ≫
　北原　今野　邦仁 ・育子 の二女

北　口　愛
え

　真
ま

　≪Ｈ25.８.16生まれ≫
　三笠　北口　　徹 ・真美 の長女

和寒町役場（代表）　　　　　　　32-2421

　　お客さま窓口　（１　階）　　32-2500

　　住　民　課　　（１　階）　　32-2422

　　産業振興課　　（１　階）　　32-2423

　　農業委員会　　（１　階）　　32-2435

　　出　納　室　　（１　階）　　32-2420

　　総　務　課　　（２　階）　　32-2421

　　建　設　課　　（２　階）　　32-2424

　　議会事務局　　（３　階）　　32-2436

　　消防和寒支署　（１　階）　　32-2119

　　　救急・火災の時は・・・・・１１９

和寒町教育委員会　

公民館　　　　　　
（北　町）　　32-2477

図書館　　　　　　（西　町）　　32-4646

総合体育館　　　　（三　笠）　　32-4470

保健福祉センター　（西　町）　　32-2000

保育所　　　　　　（三　笠）　　32-2242

こども館　　　　　（三　笠）　　32-3125

町立和寒病院　　　（西　町）　　32-2103

農業活性化センター（日ノ出）　　32-2010

バス予約（専用電話）　　　　　　32-2525

公共機関電話番号

■編 集 後 記■

　いつも「広報わっさむ」をご愛読いただきあ
りがとうございます。平成18年４月から現在の
形の１色刷りで発行をしてきましたが、この10
月号より２色刷りが復活します。四季が感じら
れるよう定期的（年間４色）に色を変えていく
考えです。
　これからも皆様のご期待に応えるよう「わか
りやすい・見やすい」を心がけでいきますの
で、ご意見等をお寄せください。よろしくお願
いします。　　　　　　　　　　　　　（Ｍ）

　こんにちは！！私の名前は「えま」です。

　チャームポイントは、くるんくるんの髪と長くてふさふさのまつ毛です。

　最近は、「かえるのうた」がマイブーム。お歌に合わせて「グァ、

グァ、グァ」と歌えるの。すごいでしょう。バイバイも出来る様になった

から、逢った時は、手を振ってね ワンテンポ遅いけど、許してね。

　こんにちは、ちかです。

　チャームポイントはくるっとした髪の毛です。

　いつもお姉ちゃんにいじめられるけど、お姉ちゃんがだいすきです。

　バイバイと手をふれるようになったので、外でみかけたら、仲良くし

てね。
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