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主な内容
２Ｐ

農業委員会委員が決まりました

５Ｐ

上限5,000円分のマイナポイントもらえる

６Ｐ

地域おこし協力隊コラム

７月14日（火）

コロナに負けず間隔を空けて楽笑体操
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農業委員会委員12名を任命
７月19日任期満了による農業委員会委員候補者を募集
し、６月の町議会定例会で同意を得た12名に、７月20日に
奥山町長から辞令を交付いたしました。
任期は令和２年７月20日～令和５年７月19日の３年間

※届出順（敬称略）

大成

青塚

貢

三和

北原

髙原成徳

日ノ出

北町

菊地敏仁

三笠

村岡敏一

中和

西川直哉

西和

真鍋隆裕

田中芳明

菊野

三田精一

川西

二口哲也

安孫子敏己

北原

和久舞香

菊野

前鼻いつみ

辞令交付後に開催された第７回農業委員会総会の結果は下記のとおりです。
【日時・場所】 ７月20日（月）９時00分 役場第２会議室
【出席委員】 12名（全委員出席）
【議
件】 １．和寒町農業委員会会長の互選
２．会長職務代理者の互選
３．農業委員会会議議席の決定
４．土地の現況証明
2件
５．農用地の売買
10件
６．農用地の賃貸借
1件

結果
結果

青
髙

塚
原

成

貢
徳

お問い合せは農業委員会
（TEL32-2435）まで
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固定資産評価審査委員会委員 今野惠一さんを再任
７月16日任期満了に伴い、固定資産評価審査委員会委員に今野惠一さんを
再任しました。
委員の任期は、７月17日から３年間となります。

令和２年度介護保険料 低所得者の保険料が減額されます
65歳以上の被保険者（第1号被保険者）の令和２年度の介護保険料について、令和元年10月からの
消費税引き上げに伴う軽減がさらに強化され、第１段階から第３段階の方の保険料が変更されます。
第４段階以降の方については、保険料の変更はありません。
また、この変更に伴う手続きは必要ありません。
（年額）

所得段階

対象となる方

現

行

変更後
●生活保護受給者の方
第１段階 ●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前 25,650 円 20,520 円
年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方
80 万円超
第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収
42,750 円 34,200 円
120 万円以下の方
入額と合計所得金額が
第３段階
120 万円超の方
49,590 円 47,880 円
第４段階～第９段階
変更ありません
※令和２年度の介護保険料額は、８月中旬に送付する「介護保険料納入通知書」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて所得が
相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きに
より、国民年金保険料免除申請が可能です。

減免対象者

以下のいずれにも該当する方が対象
（１）令和２年２月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により
収入が減少したこと。
（２）令和２年２月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相
当になることが見込まれる方
所得見込み額の計算方法
①令和２年２月以降で収入が減少した月のうち任意の１ヵ月の収入（事業収入、
不動産収入、
給与収入、
公的年金等収入を合計）を 12 ヵ月分に換算します。
②計算した①の額から控除相当額（事業収入のかたは、必要経費、給与収入があるかたは、給与所得
控除等）を差し引くことにより所得の見込額を算出します。

対象期間
令和２年２月分以降の国民年金保険料が対象となります。
対 象 期 間 ＜免除猶予＞ 令和元年度分（令和２年２月～令和２年６月）
令和２年度分（令和２年７月～令和３年６月）
それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得減少後の所得見込額（控除後所得）
がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であること
免除区分
所得基準
全額免除
（扶養親族等の数＋１）× 35 万円＋ 22 万円
納付猶予
例：単身世帯の場合：57 万円
減 免 額
夫婦のみの世帯の場合：92 万円
４分の３免除
78 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
半額免除
118 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
４分の１免除
158 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
必 要 書 類 （１）国民年金保険料免除・納付猶予申請書
（２）所得の申立書
※
手続きの方法や申請書等は、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に掲載しています。
また、役場住民課お客さま窓口でもお受取り、申請いただけます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

広報わっさむ
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新型コロナウイルス感染症の影響による税と保険料の減免
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

（1）主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で死亡か重い傷病を負った世帯の方
（2）新型コロナウイルス感染症の影響により主たる （2）新型コロナウイルス感染症の影
生計維持者の事業収入等（事業、給与、不動産、
響により主たる生計維持者の事
山林に限る）の減少が見込まれ、次のアからウ
業収入等（事業、給与、不動産、
の全てにあてはまる世帯の方
山林に限る）の減少が見込まれ、
ア
主

たる生計維持者の事業収入等（保険金等で
左記のアとイのいずれにもあて
減免対象者
補償された額は除く）が前年の収入額の 70％
はまる世帯の方
以下に減ったこと。
イ 減少する見込みの事業収入等以外の前年所得
の合計が 400 万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の前年の所得が 1,000 万円
以下であること。
上記（1）の場合 全額
上記（1）の場合 全額
（2）の場合
（2）の場合
 減少する見込みの収入に基づき計算した保
 減少する見込みの収入に基
険税（料）に下記の減免割合を適用した額
づき計算した保険料に下記の
減免割合を適用した額
前年の合計所得 減免割合
減

免

額

300 万円以下
400 万円以下
550 万円以下
750 万円以下
1,000 万円以下
廃業・失業

10 割
8割
6割
4割
2割
10 割

前年の合計所得 減免割合
200 万円以下
10 割
200 万円超
8割
廃業・失業
10 割

申 請 期 限 令和３年３月 31 日（水）
申請には、主たる生計維持者の要件により次の書類が必要です。
【死亡の場合】………………………死亡診断書、死体検案書または死亡診断書に準ずる医
師による証明書
必 要 書 類 【重篤な傷病を負った場合】………医師の診断書
【事業等を廃止した場合】…………事業廃止届等、事実確認ができる書類
【失業した場合】……………………雇用保険被保険者離職票等、失業したことがわかる書類
【事業収入等が見込まれる場合】…給与明細、帳簿等の写し等、収入の減少がわかる書類
お問い合わせ

住民課保険医療係（📞32-2422）

保健福祉課介護保険係（📞32-2000）

国民健康保険・後期高齢者医療被保険者への傷病手当金の支給
次の条件をすべて満たす方
（1）和寒町国民健康保険被保険者又は北海道後期高齢者医療被保険者であること
（2）勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
支 給 対 象 者 （3）新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養の
ため就労できなかった期間があること
（4）就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は
一部の支給を受けられなかったこと
就労できなかった期間のうち、始めの３日間連続して仕事を休んだ期間（待機期間）を除
支給対象期間 いた４日目以降の休みの期間（入院が継続する場合は最長 1 年６か月）
※４日目の休みが令和２年１月１日から令和２年９月 30 日までの期間に属することが必要
支給対象日数 就労対象期間において、就労を予定していた日数
支 給 金 額 （直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）× ２/ ３ ×支給対象日数
申 請 期 限

休業した日の翌日から起算して２年間
※申請される場合は事前にお問い合わせください。

お問い合わせ 住民課保険医療係（📞32-2422）
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上限
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5.000

円分の

マイナポイント

もらえる！

マイナポイントとは
マイナンバーカードを利用して予約・申し込みを行い、
選択したキャッシュ
レス決済サービスで 2 万円のチャージやお買い物をすると、1 人あたり上
限 5,000 円分のポイント（マイナポイント）が国から付与されます。

たとえば４人家族なら…

最大

20,000

円分

のマイナポイントに

25％

付与率

5,000 ポイント

マイナポイントのもらい方
Step1

Step2

5,000 ポイント

5,000 ポイント

5,000 ポイント

簡単３step ！

マイナンバーカードの作成

※受け取りには約１ヶ月かかります。

マイナンバーカード
の申請方法はこちら

マイナンバーカードをお持ちでない方は今すぐ申請を！
郵送やインターネットからも申請できます
（申請書がない方は役場お客さま窓口にお越しください）

マイナポイントの予約（マイキー ID の設定）

マイナポイントアプリ
ダウンロードはこちら

※予約者数が国の予算の上限に達した場合には、予約を締め切る可能性がありますのでお早めにご準備ください。
※機種によって対応していない場合があります。カードリーダーがあればパソコンでも設定できます。
※役場お客さま窓口で、予約に必要な端末をお持ちでない方や操作が不安な方をお手伝いします。

Step3

マイナポイントの申込（キャッシュレス事業者の選択）

これで
マイナポイント
予約完了！

マイナポイント申し込みページにログインし、
利用するキャッシュレス決済サービスを選択して申込完了。
※一度選択した決済サービスは変更できませんので、ご注意ください。

９月

から

マイナポイント受取（～令和３年３月まで）
ジ

チャー

スの

シュレ
キャッ
物
い
買

マイナポイントがもらえる！
※買い物にはマイナンバーカードは使いません
※国が買い物履歴を収集・保有することはできません

マイナンバーについてのお問い合わせ

●マイナンバー総合フリーダイヤル
（無料）0120-95-0178
●マイナンバー（社会保障・税番号制度）ホームページ
https://www.cao.go.jp/bangouseido/

最新の情報は
「マイナポイント」
ホームページを
ご覧ください

【お問い合わせ先】
住民課お客さま窓口係
TEL 32-2422・32-2500

広報わっさむ

地域おこし協力隊
塚本 麻里
（つかもと まり）

地域おこし協力隊

令和２年８月号

コ ラ ム
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身体に不調を感じたとき、例えば、肩が凝った、腰が痛い、
できものやシミそばかすができた、あるいは、イライラする、
モヤモヤするといった心のストレスまで、そうした不調が出た
とき、あなたならどうしますか？
きっと多くの人が、薬を飲んだり、塗ったり貼ったり、様々
に“対症”することでしょう。
そうした対症療法が広く一般的に認知されている一方で、予防医学の観点はあまり重要視されてい
ない傾向にあります。つまり、症状が出ていない段階から病気や不調を防ぐ生活をすることについて
は、無関心である場合が多いのです。
病院にかかると、身体の不調には病名がつけられ薬や手当てが処方されます。医者の先生に診ても
らうだけでも安心して治ったような気になる人もいるでしょう。要するに、私たちは病気になったら
反射的に病院へ行くだけで、その原因を自分で考えることができなくなっているのです。
私たちの身体は、一見複雑なようで意外とシンプルです。長時間同じ姿勢が続くと体が痛くなった
り、不安な日が続くと胃が痛くなるように、病気や不調は自分自身に“ネガティブなストレス”がか
かった結果であって、外科的なものを除けば、多くの病気は医者に頼らずとも自分自身で防ぐことが
できることがわかるでしょう。
そのポイントはひとえに、日頃の行いと言えます。冗談のようですが冗談ではありません。食事、
運動、睡眠、そして意識や考え方なども含め、日頃の生活スタイルの中に病気や不調を生み出す要因
を見つけ出せばよいだけのことなのです。
そう考えるといかようにも健康でいられます。そのうち、各々が無理なく楽しめる方法を採用すれ
ばよいでしょう。私は、発酵食を手作りし食べることをおすすめしています。
発酵食品の健康効果は様々な研究で明らかにされていますが、昨今のウイルス騒動においてもその
効能が改めて注目されました。味噌、漬物、ヨーグルトなど、スーパーにはたくさんの発酵食品があ
りますが、その効能を一言で言えば、腸内細菌のえさになる発酵菌や食物繊維が非常に豊富に含まれ
ている、ということです。しかし、私たちにとってあまりにも身近で手軽に取り入れやすい食材にも
関わらず、その健康効果をよく知らない人は多いのではないでしょうか。
私は Hakko Class. として、そんな発酵食の魅力と、健康で幸せな発酵生活を送る秘訣をお伝えし
ています。今月は「甘酒」をテーマに、その健康効果などの基礎知識と手作りの方法を学ぶ教室と、
甘酒をいかに食べるかを学ぶ料理教室の２つの発酵教室を開催しますので、興味のある方はお問合せ
の上ぜひご参加ください。詳細は Hakko Class. で検索、もしくは産業振興課（32-2423）まで。

自衛官募集
受験種別

応募資格

受付期間

試験日

及び

会場

令和２年９月18日（金）～９月20日（日）
一般曹候補生
18歳以上33歳以下
令和２年７月１日（水）～
会場：18日は名寄、19・20日は旭川の
（男子・女子） （令和３年４月１日現在）
令和２年９月10日（木）
いずれかを１日指定できます。
令和２年８月23（日）、24日（月）
自衛官候補生
18歳以上33歳以下
年間を通じて行ってい
会場：旭川
（男子・女子） (令和３年４月１日現在） ます。
※いずれか１日を指定できます。
18歳以上
（高卒、見込み含む）
※空・海共通
航空学生
令和２年７月１日（水）～ １次試験：令和２年９月22日(火）
21歳未満（航空自衛隊希望者）
（男子・女子）
令和２年９月10日（木） 会場：旭川
23歳未満（海上自衛隊希望者）
（令和３年４月１日現在）

■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。
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年 金 あ れ こ れ

年金の「未納」
「免除」等の期間があるかたへ
～ 国民年金を増やしませんか？ ～

国民年金には、任意加入制度と追納制度があり、どちらも将来受け取る老齢基礎年金を増やすこと
ができます。

任意加入制度～ 60 歳以上の方も国民年金に加入できます
ご本人の申し出により「60 歳以上 65 歳未満」の５年間（納付月数 480 月まで）国民年金保険
料を納めることで、65 歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。
次の①～④のすべての条件を満たす方が対象です。
①日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③ 20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が 480 月（40 年）未満の方
④現在、厚生年金に加入していない方
・年金の受給資格期間を満たしていない 65 歳以上 70 歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で 20 歳以上 65 歳未満のかたも加入できます。
※毎月の保険料は、 月額 １６，
５４０円 （令和２年度）です。

追納制度～免除・納付猶予を受けた方も
10 年以内であれば保険料を納めることができます
・老齢基礎年金の年金額を計算する際に、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は保険
料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、免除等の承認を受けた期間の保険料は
後から納付（追納）することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことが出来ます。
・追納した保険料は、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される場合があります。
※制度を利用する場合の注意点
・追納ができるのは追納が承認された月の前 10 年以内の免除等期間に限られています。
（例えば、令和２年４月分は令和 12 年４月末まで）
。
・承認等をされた期間のうち、原則古い期間からの納付になります。
・保険料の免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納する場
合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

◆年金手帳は大切に保管してください
国民年金は 20 歳から 60 歳になるまでの間、職業や所得に関係なく、すべての人が加入します。20
歳になると、国民年金に加入しなければならない人全員に年金手帳（基礎年金番号）が送付され、就
職や転職などの年金に関する手続きには、必ず年金手帳の提出が求められます。また、退職して年金
を受ける手続きなどの時も必要となります。

◆保険料は 20 歳から 60 歳までの 40 年間納めます
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納めるこ
とができます。納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
また、保険料を納めるのが難しい場合は、納付猶予制度等をご利用下さい。

◆“口座振替”がお得です！
通常の振替日は翌月末ですが、届出により当月末振替にすると１か月あたり 50 円割引されます。
また、１年分・６か月分をまとめて納めると、毎月現金で納めるより割引額が多く大変お得です。
振替方法
割引前
割引後
割引額

当月振替による
早割
１６,５４０円
１６,４９０円
毎月 ５０円
年間６００円

納付書による
口座振替による
６ヶ月前納
６ヶ月前納
９９,２４０円
９８,４３０円
９８,１１０円
８１０円

１,１３０円

納付書による
口座振替による
１年前納
１年前納
１９８,４８０円
１９４,９６０円
１９４,３２０円
３,５２０円

４,１６０円

※口座振替での６ヵ月前納（10 月から翌年３月分）の申込みは、令和２年８月 31 日までです。
■お問い合わせ：住民課お客さま窓口係

TEL 32-2500

広報わっさむ
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～地域の話題をお届けします～

わっさむウォーキングスタンプラリー
５月20日から６月30日まで、感染拡大防止に配慮して運
動ができるよう、ウォーキングスタンプラリーを開催しま
した。
スタンプラリーには50名が参加し、参加者全員の総歩行
距離は1,159kmにもなりました。

6/29

参加者からは「自粛で閉じこもりがちだったので、運動

(月)

するきっかけができて良かった」と感想がありました。

わっとさむドキドキクラブ

7/4

三笠山パークゴルフ場で、わっとさむドキドキクラブを
開催しました。
今回はパークゴルフ協会の方と子どもが二人一組にな
り、合計18ホールを回りました。
パークゴルフを通じて異世代と交流をすることができ、
協会の方の優しく丁寧な指導もあって、「パークゴルフは
初めてだったけど、楽しかった！」と子どもたちは話して
いました。

(土)

河川の樋門・樋管管理研修会を開催

7/7
(火)

町内には北海道管理の樋門・樋管が74基あり、その管理
の方39名が参加した研修会が開催されました。
樋門・樋管は河川の水位が上昇した際に逆流を防ぐため
に開閉操作が必要で、当日は旭川建設管理部士別出張所か
ら樋門の定期的な点検や、臨時操作の対応などの説明を受
け、管理に関する意見交換なども行われました。

工事着工の状況
場 所

工

事

名

施

行

内

容

金

額(円)

完成期限

受注者

三

笠

芳生苑給湯設備改修工事

西棟給湯管改修
管径 13A～32A、管延長 L＝227ｍ

8,580,000

令和２年
㈱近藤組
９月 30 日

松

岡

地域住宅解体工事（松岡地区）

コンクリートブロック造平屋建て１棟
２戸 延べ床面積99.19㎡

3,223,000

令和２年
㈱橘組
８月 31 日

三

笠

ジュネスハウスⅠ長寿命化工 鉄筋コンクリート 3階建 1棟17戸
事２工区
屋上～ウレタン防水282㎡

10,780,000

令和２年
㈱浜田組
10 月 30 日

日ノ出

令和２年度和寒下水終末処理
薬品溶解槽改修一式
場機械設備改修工事

12,870,000

令和３年
㈱クリタス
３月 12 日

日ノ出

令和２年度和寒下水終末処理
沈砂池・ポンプ補助継電気盤改修一式
場電気設備改修工事１工区

45,650,000

令和３年 北海道三菱電機
３月 12 日 販売㈱

日ノ出

ＬＣＤ監視盤機能増設、計装盤機能増
令和２年度和寒下水終末処理
設、汚泥処理コントロールセンター機
場電気設備改修工事２工区
能増設、薬品溶解槽液位計改修一式

18,150,000

令和３年 北海道三菱電機
３月 12 日 販売㈱
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生涯お達者で
町立和寒病院

副院長

中村

勝

センテナリアン（centenarian）百寿者という言葉を最近耳にしました。
100歳以上の人の事を言うらしいのですが、最近その人数が増えているようです。
和寒にも百歳以上の方がいらっしゃいます。また昨年の世界最長寿の方が北海道の足寄で野中
正造さんという方が平成31年１月20日に113歳まで元気でご存命でした。
日本は世界の中でも長寿の方が多い国で10万人当たりの百寿者が約55人とトップクラスです。
厚生労働省の発表によると令和元年９月１日現在で37,005人（前年度比∔4,764人）1)でした。今
から2,300年以上前の縄文時代の平均寿命が約30歳であることを考えると隔世の感があります。
食料事情と衛生および医療のお陰も寿命の延長に寄与しているものと考えられます。しかしなが
ら、急速に改善した食糧事情のため、それまでは問題にならなかった生活習慣病（生活習慣が原
因で起こる疾患の総称。重篤な疾患の要因となる。）が大きな問題になっています。日本人の三
大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患、更に脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化
症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などはいずれも生活習慣病であるとされています。そうで
す、自分で病気を作っているのです。19世紀まではペスト、天然痘、コレラ、チフス、結核、イ
ンフルエンザなどの感染症が大きな課題でしたが、それらを克服した今は生活習慣病に目を向け
る必要がありそうです。
厚生労働省では2000年度から健康寿命（日常的・継続的な医療・介護に
依存しないで、自分の心身で生命維持し、自立した生活ができる生存期間
のこと。）の延伸などを実現するため21世紀における国民健康づくり運動
(健康日本21)という取り組みを行っています。詳細は厚生労働省のホーム
ページ2)をご参照頂きたいのですが食事、運動、禁煙、心の健康などにつ
いて指針が記してあります。より元気に生きる参考にして下さい。
人間の１つの細胞の遺伝子にはテロメアという部分がついています。老化の回数券とも例えら
れ細胞分裂毎に短くなり、50回分裂するともう分裂できなくなります。人間の細胞の正確な数
は分かりませんが凡そ60兆個の細胞のうち約3,000億個の細胞が毎日死んでいるとされ、毎日約
5,000個の癌細胞が生まれていて、リンパ球という免疫を担う細胞がそれを退治しなければなり
ません。その限りある命の中で、外界から来る敵（今はコロナウイルスか）と戦うためには不健
康な生活をしている場合ではありません。
健康で長生きするために、食事は野菜を最初に食べる、食事開始から５分間は炭水化物に手を
付けない。細胞を作るたんぱく質(魚、大豆製品など)の摂取を心掛ける。禁煙する。一日9,000
歩程度は歩く。一日一回好きなことをする。出来ることからやってみましょう。

1) (プレスリリース), 厚生労働省, (2019年９月13日)
2) http://www.kenkounippon21.gr.jp/
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図書館へいこう！
話題の新着本

『囚われの山』

『オフマイク』

今野 敏 / 著

伊東 潤 / 著

20年前の大学生自殺と大物政治家の贈
収賄との関係は? 報道記者×敏腕刑事
の異色コンビが活躍する「スクープ」
シリーズ。

199人の犠牲者を出した八甲田雪中行
軍遭難事件。120年前の痛ましき大事
件に、歴史雑誌編集者の男が疑問を抱
く。すべての鍵を握るのは、白い闇に
消えたひとりの兵士だった…。

『あしたの華姫』

『ホーム』

畠中 恵 / 著

堂場瞬一 / 著

江戸は両国の見世物小屋で評判の、姫
様人形・お華と、その遣い手の月草。
月草が声色を変えてしゃべっているは
ずなのだが、「お華には特別な力があ
る」「真実を語る」ともっぱら噂だ。
月草とお華の謎ときが始まる！

東京オリンピック。野球アメリカ代表
監督の大役は、元大リーガーの日本人
に任された！デビュー作『８年』の発
行から19年、満を持して続編刊行。

『ヒポクラテスの試練』

中山七里 / 著

美人作家として話題の新人・橋本さな
ぎの処女作に衝撃を受けた、小説家の
織部妙。だが、文学賞のパーティで対
面した橋本の完璧すぎる受け答えに、
なぜか幻滅してしまい…。

急激に悪化する謎の“肝臓がん”。相
次ぐ不審死は、未曽有のパンデミック
の始まりなのか？死者の声なき声を聞
く、法医学ミステリー。

『つながりませんスクリプター事件 file』


長岡弘樹 / 著

監督のおれは、スクリプター（映画の
制作現場で、撮影シーンを記録し、物
語の繋ぎなどを管理する役目）の真野
と初めて組んで撮影を行っていた。順
調に撮影は進んでいたが…。映画制作
の中で起こる数々の事件を描く。

『夜の向こうの蛹たち 』

近藤史恵 / 著

『生かさず、殺さず 』

久坂部羊 / 著
認知症専門病棟の医師・三杉のもと
に、元同僚で鳴かず飛ばずの小説家・
坂崎が現われ、三杉の過去をモデルに
「認知症小説」の問題作を書こうと迫る
…。現役医師が描いた医療サスペンス。

今月のBEST本（６月の貸出回数上位本）
『流浪の月』

８・９月のイベント情報
8/15

14:00～

おはなし会

8/22～23 古本リサイクル市
8/29

14:00～

おはなし会

9/５

14:00～

おはなし会

（変更となる場合があります。）

ＤＶＤ等の視聴サービスを再開しました。
再開にあたり、１ブースにお一人まで。
１日１作品の視聴とさせていだきます。

凪良ゆう / 著

愛ではない。けれどそばにいたい。再
会すべきではなかったかもしれない男
女がもう一度出会ったとき、運命は周
囲の人を巻き込みながら疾走を始め
る。2020年本屋大賞受賞作。

『Ｍ 愛すべき人がいて』

小松成美 / 著
博多から上京した少女あゆを変えたの
は、あるプロデューサーとの出会い
だった。やがて愛し合うふたりは、
“浜崎あゆみ”をスターダムに伸し上
げ…。歌姫誕生に秘められた、出会い
と別れの物話。同名ドラマの原作。

FMラジオ「情報わっさむ」毎週火曜日放送中！

詳しくは町HPで
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士別警察署かわら版

!ୠ!͈!ௗ!࢛
■人の動き
人 口
男
女
世帯数

６月末現在
３，２５８人（△６人）
１，５３１人（△１人）
１，７２７人（△５人）
１，６３７戸（△１戸）
( )は前月比
出生 ０人
死亡 ３人
転入 ６人
転出 ９人

■お悔やみ申し上げます
氏 名
年齢
仲野 福子 さん
94歳
横田 茂夫 さん
69歳
地二三子 さん
92歳
大東 國光 さん
85歳

住 所
南 町
西 町
芳生苑
南 町

北海道警察官募集中！

『誰かの笑顔を守る。そんな仕事がある。』

○受付期間 ７月１日 ( 水 ) ～８月 21 日 ( 金 )
○第一次試験日 ９月 21 日 ( 月・祝 )
○第二次試験日 10 月下旬から 11 月中旬
○採用予定人員
大学卒男性 160 名程度、女性 50 名程度
高校卒男性 155 名程度、女性 55 名程度
○受験地 旭川、名寄、稚内、留萌など
詳しくは、士別警察署ホームページをご覧いた
だくか、士別警察署までお問い合わせください。

和 寒 町
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

６月
142件
計
211万円
社会福祉協議会
▼５万円 亡母の葬儀に際し
菊 地 博 明さん（川 西）
▼10万円 亡兄の葬儀に際し
横 田 慎 一さん（札幌市）
芳生苑・健楽苑
▼15万円 亡母の葬儀に際し
菊 地 博 明さん（川 西）
▼100万円 芳生苑にと生前に寄付されました
故 横 田 茂 夫さん（西 町）
＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼髙桑ヤス子さん（三笠）
▼石黒アキヱさん（三笠）
▼小林金物店（北町）
▼松本千賀子（中和）

６月中交通事故状況
発生件数

（６月末現在）

人 身

０件（

１件）

物 損

４件（

２５件）

死

者

０人（

１人）

傷

者

０人（

０人）

１０人（

５４人）

道内での死者

（

）内は令和２年累計

～少年を特殊詐欺に加担させないために～
特殊詐欺は、●家を訪れて現金を受け取る
（
「受け子」といいます）●銀行口座に振り込み
を求める●電子マネーで支払いを求めるなど、
手口が多様化しており、少年が「受け子」とし
て犯罪を行う事案が発生しています。
保護者の方は、少年を「受け子」として特殊詐
欺に加担させないよう、見守る必要があります。
☆このような話があったら要注意！★

うまい話で誘ってきたら・・・
→いい仕事があるから、やってみない ?

けい けんがなくても、だれでもできる内容だ
から・・・
→
訪問した先で渡される封筒を受け取って
帰ってくるだけだよ！

こんなに簡単にお金が手に入るなんて・・・
→
その封筒を担当者に渡せば、バイト終了
だから！
問い合わせは士別警察署まで
士別警察署 ㈹０１６５－２３－０１１０

広報わっさむ
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こんにちは、
えいすけです！
食べるのが大好きで、
兄ちゃんよりもバクバク食べるよ。
窓から車をながめたり、
追いかけっこをしたり、
楽しいこと
ばかり♩
みんな、
お水のんで、
ねっちゅーしょーにならないようにね！
えいすけ

伏見 詠介くん
北町

おとうさん
おかあさん

《H31.１.31生まれ》
伏見

淳也さん
瑞季さん

自衛官募集相談員を委嘱しました
７月 2 日（木）役場応接室で、奥山町長と自衛隊旭川
地方協力本部長連名による委嘱状が、２名の方に交付さ
れました。
自衛官の応募に関してわからないことや不明なことが
ありましたら、お気軽にご相談ください。
（敬称略）
下司 和也（三笠） 渡邊 裕治（西町）
TEL 32-3082
TEL 32-3457

国道40号線、一部補修やガードレールを設置いただきました
国道 40 号線（朝日地区）のわだちが酷かった部分を旭川開発建設部士別道路事務所に補修していただき
ました。
また、町道 16 線道路との交差点に安全のため、ガードレールを設置していただきました。
今後も、安全に走行できるよう、随時、補修していただけるとのことですが、交通安全を意識し、安全運
転いただきますよう、お願いいたします。

ガードレール（16線交差点）

国道40号線（朝日地区）
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