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わっさむハロウィン2018
1,000個のハロウィンカボチャとストライプペポ



仮装した子どもが まちを練り歩き
上手くできるかな？カボチャランタン

　９月29日（土）交流施設ひだまり前で「わっさむハロウィン

2018」が、同プロジェクト（鈴木健一郎会長）の主催により、カボ

チャを生かした交流人口の拡大と、子ども達の郷土愛育成を目的に

開催されました。

　会場では食べ物コーナーやカボチャランタンづくり体験コー

ナー、お化け屋敷などが運営されました。また、仮装をした子ども

たちによるファッションショーも行われ、参加者の他、会場前の国

道40号を通りすがる人たちを楽しませていました。

　その後は、参加者全員で仮装パレードを行い、３箇所のお菓子ス

ポットで「トリック・オア・トリート（意味：お菓子をくれなきゃ

いたずらしちゃうぞ）」の合い言葉でお菓子を受け取り、ハロウィ

ンの陽気な音楽に合わせて行進を楽しんでいました。
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仮装した子どもが まちを練り歩き

わっさむ

お化け屋敷は迫力満点 会場にはハロウィンならではの食べ物も 上手くできるかな？カボチャランタン

「トリックオアトリート」体験に出発！
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スポーツ吹矢体験教室

インディアカ投げ トランポリン 立ち幅跳び

菊地さんの指導で的を狙う参加者

ロードレース大会結果（敬称略）　網掛け：タイム新記録

組別 １位 ２位 ３位

親子ペア
子 中道　晴人 塚崎　颯杜 武山旺士郎

親 中道　真宏 塚崎　知史 武山　　誠

小学１・２年
男子 浜田　恭介 中道　大樹 田呂　耕一

女子 和久　柚葉 渡邊　璃々 永易　美咲

小学３・４年
男子 廣田　聖良 鈴木　泰雅 三浦　陽昇

女子 酒井　碧子 和久　葉澄 宮崎　結梨

小学５・６年
男子 廣田　蒼良 和久　斡希 渡邊柊太郎

女子 塚崎　陽菜 和久　穂香 -

中高生
男子 和久　　泰 宮崎　悠雅 村上　楓人

女子 - - -

一般 男子 渡邊道太郎 - -

剣淵町×和寒町

第47回町民ロードレース大会
第23回スポーツチャレンジデー

＆　　　　　　　　　　　を同時開催
トップアスリートバイアスロン射撃体験教室

　和寒町教育委員会・和寒町体育協会主催によるス

ポーツイベントを９月30日（日）に秋晴れの下、総

合体育館で開催しました。

　ロードレース大会では、親子ペアや学年毎に、１

位を目指し一生懸命走る姿がみられました。アリー

ナ内ではスポーツチャレンジを開催。スポーツ吹矢

やトランポリン、スカットボール、ストラックアウ

トなどの日ごろ体験できない軽スポーツや、立ち幅

跳びなどの４種目で体力自慢を競い合うチャンピオ

ンシップなどのコーナーを実施し、新記録目指して

挑戦していました。

　親子で参加の方からは「スポーツを通して子どもと楽しめるのはいいですね。」と喜びの声が聞け

ました。また、1980年にバイアスロン競技でオリンピックに出場した和寒町出身の菊地二久さんによ

る「トップアスリートバイアスロン射撃体験教室」を合わせて開催し、北海道バイアスロン連盟から

３名のご協力をいただきながら、実際の競技用ライフルを使用した射撃体験が行われました。体験を

した子どもたちは「もう１回したい！」と何度も挑戦する姿が見られました。今回快く教室を開いて

いただいた菊地さんからは、「多くの人にバイアスロンという競技を知ってもらえて良かった。」と

お話をいただけました。
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中学ソフトテニス 新人戦

女子団体で優勝！上川管内代表決定戦へ

　平成 30 年９月 22 日（土）に士別地区中学ソフトテニス大会新人戦が士別市で開催されました。

　大会結果は、女子団体戦は１回戦士別中学校に勝利、決勝でも接戦ではありましたが士別南中学校

に勝利し優勝に輝きました。

　個人戦でも諸戸・佐藤ペアが準優勝、松本・佐々木ペアが４位に入賞し、団体戦が 11月 17 日 (土 )、

個人戦が 12 月１日 (土 )に、いずれも当麻町で開催される上川代表決定戦に出場することになりま

した。

　今回大会に出場した６名は全員が中学１年生。和寒中学校にはソフトテニス部がなく、少年団活動

で日頃練習をしています。管内代表決定戦に向けて練習を強化し、和寒チームはチャレンジ精神で大

会に挑みます。

後列右から、

　佐々木紅
べに

さん（三笠）

　松本　葵
あおい

さん（西町）

　佐藤夢
ゆめ

夏
か

さん（南町）

　諸戸里
り

菜
な

さん（三笠）

前列右から、

　石田凛
りん

花
か

さん（中和）

　鈴木はるさん（西町）

　コーチの須賀博さん

　　空手 組手の部  梅本さん(小学6年)準優勝！

　平成 30 年９月 29 日（土）に第 37 回旭川地

区秋季空手道選手権大会が和寒町総合体育館で

開催されました。

　小学６年女子の部に出場した梅本心
こ

遥
はる

さん

（東町）は、決勝に駒を進めたものの、惜しく

も敗れ準優勝でした。

　大会終了後、梅本さんは「今回は組手の部で

準優勝できたが、形の部でも優勝できるように

したい。」と今後の意気込みを語ってくれまし

た。
最後まで相手を攻め続ける梅本さん（左）
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支給実績（29年度決算） 11,003 千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 177 千円

支給実績（28年度決算） 15,740 千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 262 千円

（3）時間外勤務手当

注１　和寒町の給与規則に基づく給料表の級区分による職員数である。

　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

注　国の制度については平成29年4月1日現在

※類似団体についての数値は平成29年4月1日現在

４一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成30年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級

主事、技師、保健師、看護師、保育士、児童

厚生員、司書、栄養士、理学療法士、介護支

援専門員、社会福祉士及び調理師の職務

15人 23.1%

２級

相当高度の知識又は経験を必要とする

業務を行う主事、技師、保健師、看護師、

保育士、児童厚生員、司書、管理栄養士、

栄養士、理学療法士、介護支援専門員、

社会福祉士及び調理師の職務

4人 6.2%

３級 係長、主査、主任、副主査及び副主任の職務 17人 26.2%

４級

困難な業務を処理する係長、主査、主

任、副主査及び副主任の職務

課長補佐、主幹、事務次長、次長補佐、保

育所長及び副科長の職務

14人 21.5%

５級

困難な業務を処理する課長補佐、主幹、

事務次長、次長補佐、保育所長及び副科

長の職務

課長、参事、局長、室長、事務長、次長、

科長及び薬局長の職務

7人 10.8%

６級

困難な業務を処理する課長、参事、局

長、室長、事務長、次長、課長及び薬局長

の職務

8人 12.3%

５職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当

和寒町 国

（29年度支給割合） （29年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.6月分 1.8月分 2.6月分 1.8月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　5～15％ 役職加算5～20％　管理職加算10～25％

職制上の段階、 職制上の段階、

職務の級等による加算措置 職務の級等による加算措置

（2）退職手当（平成30年4月1日現在）

和寒町 国

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分

同　左
勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続35年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置

（退職時特別昇給　　無し　）

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

（4）その他の手当（平成30年4月1日現在）

６特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）

区分 給料月額等

給
料

　 （参考）類似団体における最高／最低額

町 長 710,000円 820,000円／492,000円

副町長 594,000円 667,000円／443,000円

報
酬

議 長 246,000円 316,000円／176,000円

副議長 195,000円 251,000円／122,400円

議 員 170,000円 230,000円／103,000円

期
末
手
当

町 長（29年度支給割合）

4.40 月分

※他自治体の一般的な例　4.40月分

給料月額の15%を基礎額に加算する制度あり副町長

議 長
（29年度支給割合）

4.40 月分

※他自治体の一般的な例　4.40 月分

報酬月額の15%を基礎額に加算する制度あり
副議長

議 員

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）

町 長 710,000円×5.126×在職年数　　任期満了後

副町長 594,000円×3.234×在職年数　　任期満了後

７勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）職員の勤務時間 （平成30年4月1日現在）

和寒町人事行政の運営 等の状況を公表します

1週間の勤

務時間

勤務時間の割り振り

始業 終業 休憩時間 休息時間 週休日

38時間45分 8時30分 17時15分
12時00分～

13時00分
廃止 土曜・日曜

手当名 内容及び支給単価

国の制

度との

異同

国の制度と

異なる内容

支給実績

（29年度決算）

支給職員１人

当たり平均支

給年額

（29年度決算）

扶養

手当

配偶者月額　　 6,500円
子月額　　　　10,000円
父母等　　　　 6,500円
16～22歳までの扶養親族
月額　5,000円/人　加算

同 　 8,044千円 268,133円

住居

手当

持ち家　月額   6,000円
借家　家賃に応じて
月額限度額   27,000円

異
持ち家手当

なし
6,747千円 103,800円

通勤

手当

交通用具使用者は
距離に応じて月額 
2,000円～31,600円

同 　 626千円 156,500円

管理

職手

当

管理職＝
課長・課長補佐職
課長職月額　
40,000円
総務課長補佐
月額　40,000円
課長補佐職
月額　30,000円

異

職務の級別

に定額を支

給（抜粋）

４種６級 62,300円

４種５級 59,500円

５種５級 49,600円

５種４級 46,300円

8,400千円 420,000円

寒冷

地手

当

扶養親族のある世
帯主131,900円
扶養親族のない世
帯主72,900円
その他の職員
51,700円

異 月額支給 7,193千円 99,903円
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和寒町人事行政の運営 等の状況を公表します
１職員の任命及び職員数に関する状況
（1）職員の採用及び退職の状況

区 分
平成29年度

職員数
採用者数退職者数

平成30年度

職員数

一 般 職 110 9 8 111

技能労務職 0 0 0 0

合 計 110 9 8 111

（2）職員の採用及び退職の状況 （各年4月1日現在）

部門

区分 職　員　数 対前年

増減数
主な増減理由

平成29年平成30年

一
般
行
政
部
門

議 会 2 2 　 　

総 務 18 18 　

税 務 4 4 　 　

農林水産 11 11 　

商 工 3 3 　

土 木 5 5 　 　

小 計 43 43 　

福
祉
関
係

民 生 16 17  1 欠員補充

衛 生 12 12

小 計 28 29 1

一般行政部門計 71 72 1

教　　育 9 10 1 業務増

小 計 9 10 1

公
営
企
業
会
計

病 院 22 20 △ 2 欠員不補充

水 道 1 1 　 　

下 水 道 1 1 　

そ の 他 6 7 1 欠員補充

小 計 30 29 △ 1

合 計 110 111 1

２職員の給与の状況
（1）人件費の状況（普通会計決算）

区 分

住民基本

台帳人口

(29年度末)

歳出額

Ａ

実質

収支

人件費

Ｂ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）

28年度の

人件費率

29年度 3,416人
4,469,553

千円

91,012

千円

624,608

千円
13.97% 13.86%

この公表は、人事行政運営の公正性と透明性を高めることを目的としています。

注１　職員手当には退職手当を含まない。

　２　給与費は当初予算に計上された額である。

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

区分
職員数

Ａ

給与費 一人当た

り給与費

Ｂ／Ａ給　 料 職員手当
期末・

勤勉手当

計

Ｂ

30年度 84人
273,948

千円

50,248

千円

105,208

千円

429,404

千円

5,112

千円

注1　 「平均給料月額」とは、平成30年4月1日現在における一

般行政職の職員の基本給の平均である。 

　2　 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養

手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手

当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら

全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調

査において明らかにされているものである。また、下段

は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊

勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のた

め国家公務員と同じベースで再計算したものである。　

　3　 国及び類似団体は平成29年4月1日現在

３職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

（平成30年4月1日現在）

■一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

和寒町 37.8歳 282,850円
332,323円

312,623円

国 43.6歳 330,531円 410,719円

類　似

団　体
40.9歳 295,601円 324,655円

（2）職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）

区　　　分
和寒町 国

初任給 ２年後の給料 初任給

一般行政職
大学卒 179,200円 191,100円 179,200円

高校卒 147,100円 155,500円 147,100円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（平成30年4月1日現在）

区　　　分
経験年数10年

以上15年未満

経験年数15年

以上20年未満

経験年数20年

以上25年未満

一般行政職
大学卒 264,100円 315,000円 円

高校卒 246,100円 288,400円 307,700円 
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こんにちは　農業委員会です！
○第10回　農業委員会総会の会議結果は下記のとおりです

　日時・場所　10月22日（月）９時00分　

　　　　　　　役場第２会議室

　出 席 委 員　13名

　議　　　件　１．土地の現況証明　１件

　　　　　　　２．農用地の地目変更及び売買　１件

お問合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

場 所 工　　事　　名 施　　行　　内　　容 金　額(円) 完成期限 受注者

川　西 川西川改修工事
工事延長Ｌ＝113.9ｍ、施工幅員Ｗ＝1.4
ｍ（８号道路 17線～18線付近）

15,336,000 ２月22日 ㈱浜田組

東　丘
平成30年度東丘浄水場導水管布
設工事（その２）

導水管布設　φ150㎜　Ｌ＝62.37ｍ  2,959,200 12月14日 ㈱近藤組

北　原 北原地区不良排水路改修工事 施工延長　Ｌ＝354.45ｍ  8,348,400 12月14日 ㈱コンドー興産

工事着工の状況

受験種別 応 募 資 格 受付期間 試験日（会場）

陸上自衛隊

高等工科学校生徒

（一般）

男子で中卒（見込含）17歳未満

受付中

　　　～

　　　31年１月７日(月）

１次　31年１月19日（土）

２次　31年２月１日（金）

～４日（月）

※いずれか１日を指定します

（１次試験名寄　２次試験旭川）

自衛官候補生

（男子・女子）

18歳以上27歳未満

（採用予定月の１日現在）

12月試験受付中～

30年12月10日（月）

※12月以降の試験も随時受

け付けておりますが、採用

予定数に達した場合は実施

致しません。

平成30年12月16日（日）

平成30年12月17日（月）

※いずれか１日を指定できます。

（旭川）

自衛官募集

■興味のある方は、お気軽に下記までご連絡ください。
　自衛隊旭川地方協力本部　名寄出張所
　TEL　 01654-2-3921
　住所　〒096-0011　名寄市西１条南９丁目45
※受験申込は、和寒町役場総務課でも対応します。

11月30日（金）は、町税（町道民税・固定資産税・国民健康保険税）
の最終納期限です。
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新教育委員会制度へ移行
　９月30日の任期満了に伴い、町長が教育長に沓澤昭一さん（北町）、新しい教育委員に佐々木きよ

みさん（南丘）を任命しました。

　平成27年４月１日施行の「教育行政の組織及び運営に関する法律」により、教育委員長の役職は廃

止され、教育長は従来の教育委員長の役割を兼ねることになります。

　今回任命された沓澤さんが新制度移行後、初めての教育長で任期は教育長が３年、教育委員は４年

となり、10月１日に開催された教育委員会議で、福井教之さん（南町）が教育長職務代理者として指

名されました。

地方教育行政功労者表彰を受賞

　９月30日の任期満了により教育委員長を

勇退された浜田友子さん（西町）が、文部

科学大臣から地方教育行政功労者として表

彰を受け、10月16日（火）役場を訪れ受賞

の報告をしました。

　浜田さんは、平成９年から教育委員、平

成19年に教育委員長に就任以来、６期21年

の永きにわたり、町内の教育力向上・学習

環境の改善に尽力されるとともに、子ども

から高齢者まで、町民が生涯学習活動に取

り組める環境づくりを進めるなど和寒町の

社会教育の振興に貢献されました。

沓澤教育長

（任期平成 30 年 10 月 1 日～

平成 33 年 9 月 30 日）　

佐々木教育委員

（任期平成 30 年 10 月 1 日～

平成 34 年 9 月 30 日）　

福井教育長職務代理者

（任期平成 27 年 10 月 1 日～

平成 31 年 9 月 30 日）　

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠

償保険法に基づき、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保

険・共済なしで運行することは法令違反ですので注意下さい！

梢　広報わっさむ　平成30年11月号9



火の用心を呼びかけ

保育所すみれ組（年長）の子どもたちが消防和

寒支署を訪れ、放水体験をしました。

消防支署ではその他に消防車や救急車を見学

し、暮らしを守る仕事に触れました。

その後は図書館で防火ＤＶＤを鑑賞し、ホクレ

ンショップ前でチラシを配りながら「火の用心」

を呼びかけました。

9/21
(金)

「三角山市場」出店

「月刊わっさむ」でお馴染みの札幌三角山放送局に

おいて、「わっさむ恵みの市」運営農家さんから２名

の協力のもと、和寒町でとれた野菜を販売してきまし

た。「毎年和寒の野菜が楽しみなんです。」と札幌に

お住まいの方たちにも大好評でした。

9/22
(土)

交通ルールを守りましょう！

秋の全国交通安全運動が９月21日から30日に

展開されました。21日には交通安全少年隊の子

どもたちが、交通安全の思いを込めたメッセー

ジカードと収穫したばかりの野菜をドライバー

に手渡し、「安全運転でお願いします」と交通

安全を呼びかけました。

9/21
(金)

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

いつまでも、いきいきと暮らせるよう

サロン情報交換会が町内でサロン活動に携わっ

ている方々と、アドバイザーとして旭川大学の林

教授や学生たちが参加して行われました。毎年開

催している情報交換会を今年はサロン「おやすみ

処」（字南町）をお借りし、コーヒーを飲みなが

らそれぞれの地域の活動状況などの意見を交わし

有意義な時間を過ごしました。

9/20
(木)
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駅の清掃奉仕

町内の生きがいづくり女性サークル「楽縁クラ

ブ」（今田八千代代表）が、ＪＲ和寒駅の清掃ボ

ランティア活動を行いました。和寒町の顔となる

駅をきれいにして、気持ちよく使ってもらうため

に、この日は８名の会員が、持ち寄った清掃用具

で隅々まで掃除しました。

同クラブは、定期的に集まる例会の他、小中学

校や芳生苑に雑巾を寄贈するなど、積極的に地域

への奉仕活動を実施しています。

10/1
(月)

学校給食に役立てて

北ひびき農業協同組合（西本護代表理事組合長）か

ら、学校給食に活用してもらうため地元の農産物が寄

贈されました。西本組合長から「子どもたちの食育に

役立ててください」と、奥山町長に目録が手渡され、

奥山町長からは「今年は天候に恵まれないなか大変あ

りがたい。故郷を知る教育のためにも有効に使いた

い。」と感謝の言葉が述べられました。和寒町にはお

米80㎏、馬鈴薯40㎏、玉ねぎ40㎏、南瓜10㎏が寄贈さ

れ、今後子どもたちの給食に使用されます。

10/11
(木)

遊休品を有効活用

クリーンタウンわっさむ主催の「リサイクルま

つり」が開催され、遊休品コーナーは、例年に比

べ品数が少なかったものの、ソファなど人気の品

には多くの入札がありました。

また、フリーマーケットやエコ商品の抽選会、

廃油石けんの販売、コーヒー牛乳の無料配布が行

われ、約190名の来場者を楽しませていました。

10/6
(土)

交通安全を誓い　ナイスショット

和寒町交通安全協会主催の交通安全スポーツ大会

が開催されました。

スポーツを通じて、交通安全の認識を深め、町民

相互の親睦を図る目的で毎年行われ、25回目を迎え

る今年は56名の町民がパークゴルフに参加しまし

た。この日は、好天に恵まれ、お互いの腕を競い合

いながら、楽しいひとときを過ごしていました。

9/25
(火)
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　　秋のモニターツアー　カボチャの収穫などを体験

　９月 15 日（土）に和寒町着地

型観光推進協議会主催の札幌発着

バスツアー「日本一かぼちゃの里・

わっさむスペシャルツアー」に札

幌近郊の 35 名の参加がありまし

た。

　ソラナファーム（字菊野）での

カボチャ収穫体験をした参加者か

らは「広いカボチャ畑の景色を初

めて見て、テンションが上がり楽

しかった。」と話してくれました。

ツアーではその他、かぼちゃのオ

ブジェ作りや片栗庵・塩狩峠記念

館の見学、カボチャ懐石を味わい

ました。天候にも恵まれ、参加者

は和寒の見所が詰まったツアーを

楽しんでいました。

 和寒中学校祭　笑顔満祭～一瞬の輝きを永遠の思い出に～

　９月 16 日（日）中学校祭が開催され、意見発表大会や学級ステージ、合唱コンクールのほか、生

徒会企画が発表され、生徒達は一生懸命練習してきた成果を披露していました。

　また、お昼にはＰＴＡ役員によるバザーが実施され、生徒や会場に訪れた方々を楽しませていました。
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　北海道に甚大な被害をもたらした胆振東部地震を受け、被災自治体の一つ勇払郡厚真町へ、９月８

日（土）から10日（月）まで、消防和寒支署　山住消防士長が派遣され、行方不明者の捜索活動にあ

たりました。また、９月19日（水）から23日（日）には、産業振興課　塚崎係長と総務課　白川部主

事の職員2名を派遣し、救援物資搬入の整理、災害本部の支援(窓口や電話対応、災害情報の整理、義

援金リストの作成など)業務にあたりました。役場から派遣され

た２名の職員は、「日頃から、災害の規模に応じたシミュレーショ

ンをしておくことが重要。」「派遣職員やボランティア職員がたく

さん集まっていた。現地職員は災害状況を把握し、集まった人を

上手く配置していくことが大切。」などの感想を帰町後、町長に

報告しました。

　また、９月22日（土）には、勇払郡むかわ町で和寒町から社会

福祉協議会ボランティア６名が被災地の支援にあたりました。

　胆振東部地震災害への支援　職員３名を応援派遣

塩狩で町民植樹祭　～塩狩峠に愛着を～

　10月６日（土）町民植樹祭を開催し、塩狩温泉跡地とＪ

Ａ塩狩駅東側に、イチョウ30本、ニトリザクラ５本、エゾ

ヤマザクラ18本の植樹を行いました。

　この植樹祭は、ニトリ北海道応援基金事業の助成金を受

け実施しており、当日は町民や森林組合、和寒建設協会な

ど、子どもから大人約100人の参加がありました。

　参加者は、指導林家の吉田昭八さん（三笠）の指導のも

と、ていねいに苗木を植樹していました。

物資搬入の整理をする塚崎係長捜索活動の打合せをする山住消防士長 災害状況を取りまとめる白川部主事

役場職員の応援派遣出発式
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話題の新着本

図書館へいこう！図書館へいこう！

『ＴＡＳ特別師弟捜査員』�

� 中山　七里／著

学園一のアイドル・楓が転落死した。

事故か、自殺か、事件か。クラスメー

トの慎也とその従兄弟の刑事・公彦

は、真相を突き止めるべく潜入捜査を

開始する。

『吉本ばななが友だちの

　　　　悩みについてこたえる』

� 吉本　ばなな／著

本当の友だちを作るには? 子どもの友

だち問題に介入する? 友人からお金を

貸してほしいと言われたときには? 吉

本ばななが10～60代の「友だち」につ

いての悩みに答える。

『七つの試練』� 石田　衣良／著

子供達を自殺行為に追い込むネットの

デスゲームをマコトとタカシは阻止で

きるのか? ＳＮＳに煽られる若者達、

出会いカフェ、親族監禁…。

『愛なき世界』� 三浦　しおん／著

洋食屋の見習い・藤丸陽太が恋をした

本村紗英は、三度の飯よりシロイヌナ

ズナ(葉っぱ)の研究が好き。人生のす

べてを植物に捧げる本村に、藤丸は恋

の光合成を起こせるのか!?

『叙述トリック短編集』

� 似鳥　鶏／著

あなたは事件を解き明かせるか? 小説

の文章そのものの書き方で読者を騙す

「叙述トリック」がすべての物語に含

まれた短編集。

『想い人』� 諸田　玲子／著

８年前の大火で恋女房のお袖が行方知

れずになった瓢六のもとに、そっくり

な女を見たという話が届いた。瓢六の

心は、お袖と、武家の女性・奈緒の間

で揺れ動き…。

『ボーダレス』� 誉田�哲也／著

出会うはずのなかった４つの日常

が、ある夏の日、突然踏み込んでき

た暴漢と、森の中を逃げ惑う姉妹に

よって、繫げられていく。それは最

悪の事態を引き起こす引き金だった

…。

『咳をしても一人と一匹』

� 　群�ようこ／著

御年19歳の“しい”は、ご近所最強

のメスネコとして、オスネコと渡り

合っていた…。老猫との生活を、時

に辛辣に、時にユーモラスに描いた

エッセイ。

今月のBEST本（９月の貸出回数上位本）

１１・１２月のイベント情報

11/3～11（午前中）『木の実草の実命のバトン』

　　　　　　　（風樹舎･図書館ロビー展示会）

11/10　14:00～　おはなし会

11/17　14:00～　おはなし会

11/24��14:00～　おはなし会

12/1　�14:00～　おはなし会

 文化祭共催事業 

 図書館ロビー資料展示会

「木の実草の実　命のバトン　たね」

　　11月３日（土）～　　（風樹舎）

11日（日）午後４時　　

　　　植物の命をつなぐ「種」をとおして

　　　自然の不思議を考える展示です。

　　　館内では関連本を特集します！
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健 康 メ モ
【インターネット依存】
　インターネットの使用をやめようとすると落ち着かなくなるような、スマホによるネット依存の

問題が深刻化してきています。病的なインターネット依存が疑われる中高生が、ここ５年間でほぼ

倍増し、全国の中高生全体の７人に１人にのぼるといわれています（男子はオンラインゲーム、女

子はＳＮＳの使用が多い）。ネット依存は、脳の前
ぜんとう

頭前
ぜ ん や

野の発達に影響を及ぼすとされています。

【ネット依存の主な症状】

【スマホのこどもの脳への影響】
　脳は乳幼児期に急速に発達し、６歳までにほぼ基礎ができあがります。発達には臨

りんかいき

界期（そこま

でに学習しないと機能を習得できなくなる重要な時期）があり、その時期にスマホを長時間見るこ

とで、感情のコントロールや言葉・視力の発達に影響を及ぼします。

【脳を守るために】
　予防としてできる事は、スマホやタブレット等のインターネットに触れる時間

を少なくすることです。大人が見て受ける影響よりも、子どもの受ける影響は

何
・ ・

倍に
・

も
・

な
・ ・

り、脳の発達に影響を与えます。そのことを知ったうえで、スマホと

の付き合い方を考えましょう。
� 【臨時保健師　福川　瑞恵】

スマホ　～子どもへの影響～

●日常生活に支障が出る　●インターネットがやめられない　●学校や職場を遅刻、欠席　●成績低下

●昼夜逆転　●食事を摂らない　●暴力　●引きこもり　●うつ病などの合併症　●脳の障害

～ネット依存と診断されたＡ君の場合～

「息子が中学３年の時、オンラインゲームに夢中になって勉強しなくなり、学力が

落ち、学校に遅刻や欠席をするようになった。深夜、ゲーム仲間とスカイプ（イン

ターネット無料電話）の話し声がうるさかったので、注意しました。すると、目の

色を変えて暴力を振るうようになり、警察を何度か呼びました」（母親）

前
ぜんとうぜん

頭前野
や

とは

おでこにあたる部分。

・記憶、学習する

・相手を思いやる

・感情や欲望を抑制

するなど高度な人間

的な機能がある

○正常の人の脳　●ネット依存の人の脳

右は前頭前野の考える機能が活動していない。

（白い場所＝活動が高くなっている）

脳の前頭前野の発達に影響 　 　 欲望をコントロールできず「キレる脳」に

アイコンタクト・五感（見る・聞く・触る・味わう・嗅ぐ）
を使う遊びが減る

　 　
愛着や言葉の発達に影響

スマホ画面（小さい・近い・平面）を見る 　 　「視力」が正常に発達しない

ス
マ
ホ
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年 金 あ れ こ れ

問い合わせは、

　　　　日本年金機構旭川年金事務所（TEL0166-72-5002）

または住民課お客さま窓口係（TEL32-2500）まで

経済的な理由で、今はどうしても国民年金保険料が納められない・・

国民年金保険料には「免除制度」があります
　保険料を納めるのが困難なときは、申請して承認されると保険料の納付が免除される「免除制度」

があります。保険料が免除される額は下記の４区分となります。

■所得基準額の目安（概算）

世帯員数 全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

４人世帯→夫婦・子２人

（子は16歳未満）
162万円程度 230万円程度 282万円程度 335万円程度

２人世帯→夫婦 92万円程度 142万円程度 195万円程度 247万円程度

単身世帯 57万円程度 93万円程度 141万円程度 189万円程度

※この額はあくまでも目安であり、世帯状況や各種控除等により基準が異なります。

●その他に、退職（失業）による特例免除があります。

保険料納付を忘れずに・・・・・納めて安心国民年金

全額免除 （納付なし）

3/4免除 1/4納付 （保険月額：　４, ０９０円）

半額免除 半額納付 （保険月額：　８，１７０円）

1/4免除 3/4納付 （保険月額：１２，２６０円）

全額納付 （保険月額：１６，３４０円）

※どの免除に該当するかは、前年所得により基準が定められています。

免除は、被保険者・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額を下回る場合に承認されます。

ご注意！　�減額された保険料を納めないままでいると、その期間は「未納期」として扱われ、老齢基

礎年金の受給資格を得る期間に含まれません。

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/
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士別警察署かわら版
指名手配被疑者の検挙に御協力を!!

 ピンときたら１１０番 
　全国警察の総力を挙げて指名手配被疑者の

追跡捜査を行っていますが一人でも多くの指名

手配被疑者を早期に検挙するためには、国民の

皆様の御協力が欠かせません。逃走中の指名手

配被疑者に関する情報は、どんな些細なことで

あっても、最寄りの警察署などに通報をお願い

致します。

冬の交通安全運動の実施
～暗い道　私のお守り　反射材～

○運動期間　11月11日(日)～20日(火)の10日間

○運動重点　・高齢者の交通事故防止

　　　　　　・スリップによる交通事故防止

　　　　　　・飲酒運転の根絶

○交通事故防止のポイント

　・�外出するときは、目立つように明るい色の

服装を心掛け、反射材を身につけましょ

う。

　・�早めに冬用タイヤに交換して、急な降雪や

凍結路面に対応できるよう準備しましょ

う。日陰や橋の上、トンネルなどでは、路

面が凍結している場合があるので、路面状

況をよく確認して慎重な運転をしましょ

う。

　・�飲酒運転は悪質な犯罪です。｢飲酒運転を

しないさせない、許さない｣を合い言葉に

飲酒運転をなくしましょう。また、二日酔

いでの運転も｢飲酒運転｣です。少しでも身

体にアルコールが残っているようなら、運

転は絶対にやめましょう。

　問い合わせは士別警察署まで

　　　　　　　(代)２３－０１１０

■人の動き　　　　　　９月末現在
人　口　　３，３９７人（△16人）
　男　　　１，５９４人（△５人）
　女　　　１，８０３人（△11人）
世帯数　　１，６８１戸（△８戸）

（　）は前月比
出生　０人　　死亡　６人
転入　１人　　転出　11人

■お悔やみ申し上げます

	 	氏　名	 　年齢	 住　所

加藤　和美さん　　　78歳　　　　西　和
野村三重子さん　　　80歳　　　　日ノ出
岡　忠孝さん　　　96歳　　　　芳生苑

福塚フヤコさん　　　94歳　　　　三　笠
中振　信子さん　　　84歳　　　　芳生苑

和	寒	町

▼10万円　亡母の葬儀に際し　
　　　　　まちづくり・病院運営に
　　　　　山　田　幸　夫さん（北　町）
▼�10万円�亡妻の葬儀に際し
　　　　　まちづくり・病院運営に
　　　　　川　村　忠　義さん（西　町）
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
� ９月分　520件　計�548万円
社会福祉協議会

▼３万円　亡妻の葬儀に際し
　　　　　加　藤　　　修さん（西　和）
▼５万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　 　岡　守　夫さん（旭川市）
▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　飯　塚　真由美さん（名寄市）
芳生苑・健楽苑

▼５万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　 　岡　守　夫さん（旭川市）
＝寄　贈（芳生苑）＝�タオル・野菜他
▼高　橋　春　貴さん（松　岡）
▼佐　藤　　　昭さん（三　笠）
▼下　浦　　　崇さん（北　原）
▼明光寺　笠嶋彰英さん（西町）
▼吉　田　マスエさん（三　笠）
▼門　　　與　之さん（中　和）
▼泉　谷　一　文さん（三　笠）
＝慰　問（芳生苑）＝
▼明光寺婦人会
▼神無月ボランティア（抹茶提供）
▼喫茶ルームボランティア（コーヒー提供）
▼ハッピーハロウィンプロジェクト

９月中交通事故状況 （９月末現在）

発生件数
人 身　　０件（　　５件）

物 損　　９件（　７６件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　１０人）

道内での死者 １２人（１０４人）

（　）内は30年累計

交通事故死ゼロ日数　７０６日

梢　広報わっさむ　平成30年11月号17


