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新型コロナウイルス感染症対策情報
　10 月 13 日の第３回町議会臨時会において、新型コロナウイルス感染症対策として約１千万円を追

加補正しました。主な内容をお知らせします。

・社会福祉協議会コロナ対策助成事業　205 万円

 　 新型コロナ感染症の予防と拡大阻止に努める町内医療介護福祉関係施設や事業所に対する支援

と、施設等で強い使命感を持って勤務する従事者を応援するため、和寒町社会福祉協議会が行う

「コロナに負けないための応援事業」に対し、それらにかかる費用の助成を行います。

・インフルエンザ予防接種助成事業（助成拡大）　402 万円

 　 例年秋以降に流行する季節性インフルエンザと新型コロナ感染症の流

行が重なると重篤化すると危惧されている (1) 高齢者（65 歳以上）や、

学校などで集団発生が予見される (2) 高校生以下の乳幼児、児童生徒

の健康を守るため、助成を拡大し個人負担を 0円とする。

　※ 町内医療機関での接種料 3,000 円のうち (1) と (2) の町民は助成額 1,800 円で個人負担 1,200 円

から、助成額 3,000 円で個人負担 0円となります。町立病院など医療機関に予約のうえ接種して

ください。（事情により町外の医療機関で接種を希望される場合は、保健福祉センターまでご相

談願います。）

・介護施設利用者管理システム導入支援事業　400 万円

 　 新型コロナの対応により、これまで以上に業務が増している介護従事者の負担軽減、施設内の他

部署及び感染発生時の応援職員との情報共有ツールとして、利用者管理システムを特別養護老人

ホーム芳生苑に導入し、記録業務の短縮、ペーパーレス化、施設内での情報の一元管理を図ります。

塩狩で町民植樹祭
　10 月３日（土）町民植樹祭を塩狩温泉跡

地で開催し、町民や森林組合、和寒建設協

会など、子どもから大人まで約 80 人が、シ

ラカバ、マユミ、モミジ 59 本の植樹を行い

ました。また町では、同跡地を自然や文化を

生かした憩いの場とするため整備を進めてお

り、今年は遊歩道を整備しました。

給食の食材をいただきました
　10 月 12 日（月）、北ひびき農業協同組合の榎本

實男組合長から、新米やかぼちゃなど地元産の農産

物を寄贈していただきました。

　寄贈いただいた農産物は、今後「ふるさと給食」

として、小中学校の給食の食材に使用される予定で

す。
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　現在ご家庭で保管いただいている「粗大ごみ」の受入期間は、ふとん類やソファー、プラスチック

製品などは 11 月 24 日（火）～ 12 月９日（水）までの間で、リサイクルセンターの開館日に受入れ

を行います。

　この間、資源ごみの保管スペースを一時利用しますので、資源ごみの受入れを制限させていただき

ます。また、11 月 27 日（金）と 12 月４日（金）の「資源ごみの収集日」については、「粗大ごみの

収集日（予約制）」に変更しますので、粗大ごみ収集を希望される場合は、１週間前までに申し込み

をしてください。

　今年度の粗大ごみ収集は最後となります。

　12 月から１月下旬までは、火曜日・水曜日と日曜開館日に粗大ごみの受入可能日としますのでご

協力をお願いします。

　２月は愛別町施設の工事の関係で粗大ごみ受入れを中断し、３月の受入れについては別途お知らせ

します。

【資源ごみ受入中断期間】
　令和２年 11 月 24 日（火）～ 12 月６日（日）

　（粗大ごみを集中的に受入れるためリサイクルセンター・遊休品保管庫・ストックヤードを活用します。）

【受入（持込）できる粗大ごみ】

ふとん類、じゅうたん、ソファー、ベットマットレス、

プラスチック製品（つけもの樽、おもちゃ等）、スキー・スノーボード道具　など

　　※ 木製家具類や金物類・小型家電は 11 月下旬で受入れを中止します。４月から受入れしていな

い上記の粗大ごみを冬期間受入れします。

【粗大ごみ受入（持込）可能期間】

　11 月 24 日（火）～ 12 月９日（水）まで
　　※上記期間中の土曜日・日曜日、リサイクルセンターは閉館となりますので受入れできません。

　12 月 10 日（木）以降は毎週火曜日・水曜日と日曜開館日に受入（持込）可能です。
　　※但し、令和２年 12 月 29 日（火）～令和３年１月 10 日（日）

　　　令和３年２月１日（月）～２月 25 日（木）までは粗大ごみの受入（持込）はできません。

【資源ごみ収集を中断し、粗大ごみ収集を実施する日】
　11 月 27 日（金）・12 月４日（金）粗大ごみ収集を実施します。

　　※両日資源ごみ収集を中止します。

　　※粗大ごみ収集は、１週間前までに電話予約制となります。

　　※粗大ごみ収集数量は、１世帯５品までとします。

粗大ごみの冬期受入と収集について
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支給実績（元年度決算） 12,795 千円

職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 203 千円

支給実績（30年度決算） 13,092 千円

職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 214 千円

（2）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31年4月1日現在

※類似団体についての数値は平成30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（令和2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

12人 18.8%

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

5人 7.8%

３級 係長、主査、主任、副主査及び副主任の職務 16人 25.0%

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、保育所長及び

副科長の職務

12人 18.8%

５級

困難な業務を処理する課長補佐、主幹、

事務次長、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

9人 14.0%

６級
困難な業務を処理する課長、参事、局長、

室長、事務長、科長及び薬局長の職務
10人 15.6%

５職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当

和寒町 国

（元年度支給割合） （元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.6月分 1.90月分 2.6月分 1.90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

（3）その他の手当（令和2年4月1日現在）

６特別職の報酬等の状況（令和2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 830,000円／492,000円

副町長 594,000円 669,000円／443,000円

報
酬

議 長 246,000円 316,000円／176,000円

副議長 195,000円 255,000円／122,400円

議 員 170,000円 233,000円／103,000円

期
末
手
当

町 長（元年度支給割合）

4.50�月分

※他自治体の一般的な例　4.50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
（元年度支給割合）

4.50�月分

※他自治体の一般的な例　4.50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� （令和2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 週休日

38時間45分 8時30分 17時15分
12時00分～

13時00分
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

(元年度決算)

支給職員１人

当たり平均支

給年額

（元年度決算）

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 7,941千円 283,607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

国の月額限度額

　28,000円

7,521千円 117,516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 933千円 186,600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

7,210千円 400,556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 6,998千円 162,744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
令和元年度

職員数
採用者数退職者数

令和２年度

職員数

一 般 職 109 5 5 109

技能労務職 0 0 0 0

合 計 109 5 5 109

（2）職員の採用及び退職の状況�（各年4月1日現在）

区分

部門

職　　員　　数 対前年

増減数
主な増減理由

令和元年 令和２年

一
般
行
政
部
門

議 会 2 2 　 　

総 務 18 19 1 欠員補充

税 務 4 4 　 　

農林水産 9 9

商 工 3 2 △1 欠員不補充

土 木 7 6 △1 欠員不補充

小 計 43 42 △1

福
祉
関
係

民 生 16 16

衛 生 11 12 1 欠員補充

小 計 27 28 1

一般行政部門計 70 70

教 育 10 10

小 計 10 10

公
営
企
業
会
計

病 院 20 20

水 道 1 1 　 　

下 水 道 1 1 　

そ の 他 7 7 　 　

小 計 29 29

合 計 109 109

２職員の給与の状況
（1）人件費の状況【普通会計決算】�（対象年度：元年度）

住民基本

台帳人口

(元年度末)

歳出額

Ａ

実質

収支

人件費

Ｂ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）

30年度の

人件費率

3,257人
4,366,865

千円

106,660

千円

608,463

千円
13.93% 14.57%

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。

掲載し切れなかったその他の内容については、町のホームページに掲載していますので、ご覧ください。

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】�（対象年度：2年度）

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

83人
293,958

千円

54,657

千円

107,203

千円

455,818

千円

5,492

千円

注１　�「平均給料月額」とは、令和2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、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。

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

（令和2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 39.6歳 294,662円 339,186円

（2）職員の初任給の状況（令和2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 182,200円 193,900円 182,200円

高校卒 150,600円 158,900円 150,600円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（令和2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 273,400円 322,200円 348,200円

高校卒 241,100円 259,700円 334,000円
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　９月は駆け抜けました。この記事を執筆している今日は 10 月５日ですが、この広報誌が出るころ

には「10 月も駆け抜けました」と書くだろうと思います。相変わらず町民の方とふれあう機会の少

ない私ですが、畑作業、発酵食の加工と研究、発酵教室、これらの発信、Hakko Class. 事業のＥＣ

化など、それなりにバタバタと楽しんでおります。

　特に最近は、麹工房を作ることが大きな動きとして加わりました。また、これまでの発酵教室はオ

ンライン開催でしたが、10 月末には和寒町では初めてとなる対面の発酵教室を開催します（この紙

面が出るころにはもう終わっていますね）。

　初めての対面教室は自家製醤油づくり。今回ご参加できなかった方は、また来月以降できる限り毎

月、何らかの発酵食品をテーマに教室を開催していきますので、ぜひ一緒に手づくりを楽しみましょ

う。

　私の発酵教室は前月に内容が決まることも多いので、どうしても広報誌でのご案内に間に合わない

ことも多くあります。よろしければ、メルマガ登録していただけると最新の教室のご案内が届きます。

それだけでなく、米麹の販売情報や発酵料理レシピなど、お得な健康美容情報も届きますので、ぜひ

無料でご登録ください☆

ご登録は右のＱＲコードから　

もしくは

　https://home.tsuku2.jp/mlReg/?scd=0000117859 へ。

地域おこし協力隊 ムラコ

こんにちは　農業委員会です！
　農業委員会総会の会議結果は下記のとおりです

●第 10 回　農業委員会総会

　日時・場所　10 月 20 日（火）13 時 30 分

　　　　　　　役場第２会議室

　出 席 委 員　11 名

　議　　　件　１．土地の現況証明　　    ２件

　　　　　　　２．農用地賃貸借の解除    ２件

　　　　　　　３．農用地の使用貸借　　　２件

　　　　　　　４．農用地の賃貸借　      ２件

お問い合せは農業委員会

（TEL32-2435）まで

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

大　成 大成地区不良排水路改修工事
施行延長　L=20.0m
ふとんかご護岸工　L=20.0m
仮設工　一式

4,950,000
令和 3年
3月 19 日

㈱近藤組

南　丘 ６号川改修工事
工事延長　L=46.40m
積みブロック整備　一式

10,890,000
令和 2年
12 月 20 日

㈱浜田組

福　原 福原川改修工事
工事延長　L=45.60m
二重ふとんかご整備　一式

6,655,000
令和 2年
11 月 20 日

㈱近藤組

三　笠
南宗谷線地区米穀類乾燥調製
貯蔵施設改修工事

マグネットストナー設置　一式
搬送設備更新　一式

71,500,000
令和 3年
3月 31 日

北斗工機㈱

工事着工の状況

作製した醤油麹

塚本  麻里
（つかもと　まり）
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宗谷本線有人駅で「宗谷線ステーションカード」がもらえます
　宗谷本線沿線の駅舎がカードになりました。

　７つの有人駅でもらえますので、ＪＲを利用して、集めてみてはいかがでしょうか。

〇もらえる場所
№ 駅　名 カードの種類

１ 旭川永山駅 旭川駅カード、比布駅カード

２ 士別駅 和寒駅カード、剣淵駅カード、士別駅カード

３ 名寄駅 名寄駅カード

４ 美深駅 美深駅カード

５ 音威子府駅 音威子府駅カード、天塩中川駅カード

６ 幌延駅 幌延駅カード、豊富駅カード

７ 稚内駅 稚内駅カード

〇もらう方法
　宗谷本線区間を含むＪＲ乗車券を購入するともらえます。

　ご希望の方は、ＪＲ窓口駅員へお声かけください

〇お問い合わせ
　詳しくは宗谷線活性化推進協議会事務局（名寄市役所）☎ 0165-43-2111（内線 3305）まで

年 金 あ れ こ れ  ～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～　

◎国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。

　控除の対象となるのは、令和２年中（令和２年 1月 1日～令和２年 12 月 31 日）に納められた保険

料の全額です。（令和 2 年中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控

除の対象となります。）

　社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する

書類の添付が必要となります。日本年金機構から次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）

控除証明書」が対象者宛に発送されますので、お手元にとどきましたら大切に保管し、年末調整や確

定申告の際に使用してください。

発送時期 対象者

令和２年 11 月上旬
令和２年１月１日から令和２年９月 30 日までの間に国民年金保険料を納

付された方

令和３年２月上旬
令和２年 10 月 1 日から令和２年 12 月 31 日までの間に、今年はじめて国

民年金保険料を納付された方

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、ご自身の国

民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

お問い合わせ先　ねんきん加入者ダイヤル　電話番号０５７０－００３－００４

　〈受付時間〉・月～金曜日　午前８時 30 分～午後７時 00 分

　　　　　　・第２土曜日　午前９時 30 分～午後 4時 00 分

　　　　　　・祝日（第２土曜日を除く）、12 月 29 日～１月３日はご利用できません。

（表） （裏）
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保育所に絵本を寄贈

保育所に士別地区更生保護女性会和寒分区の方が

来所され、子どもたちに絵本を寄贈していただきま

した。

全員でお礼の言葉をのべたあとは、さっそく各ク

ラスで絵本を読ませてもらいました。

活気あふれるプレー

和寒町老人クラブ連合会主催の「秋のパークゴル

フ大会」が、総合運動公園パークゴルフ場で開催さ

れました。

9チームによる団体戦で行なわれ、マスク着用や

体温測定、手指消毒など感染対策を講じながらも、

白熱したプレーが展開されました。競技の結果、優

勝は仲町シルバーホープ、準優勝は大通自治会宝寿

会でした。おめでとうございます。

10/6
(火)

教育力向上講演会

公民館恵み野ホールで、市立旭川病院精神科診療部

長の武井明先生による教育講演会が開催されました。

子どもたちが抱える様々な悩みに対し、家庭や学

校においてどのようなサポートが必要なのか、実際

の事例をもとに講演していただきました。

参加者のアンケートには、「子どもたちの抱える

たくさんの悩みを知ることができ勉強になった」な

ど、今後の子育てや指導の参考になったとの感想が

多数寄せられました。

9/25
(金)

安全運転をお願いします！

町と交通安全協会の共催で、和寒町交通安全の集

いを交流館施設ひだまり前で開催しました。

会場では、検温等の新型コロナ対策を行い、交通

安全関係団体と子どもから高齢者まで70名が集ま

り、今年も交通事故ゼロを誓い合いました。また、

旗波運動と啓発グッズを配布し、交通安全を呼びか

けました。

9/23
(水)

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

9/18
(金)
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健 康 メ モ
　認知症と糖尿病には深い関係があることをご存じですか。和寒町では、認知症と診断

された方（75歳以上）のうち、約２人に１人は糖尿病を持っています※１。特に『アルツ

ハイマー型認知症』は認知症の約７割※２を占めており、糖尿病が一因といわれています。

�（参考　※１令和元年度後期高齢者医療保険ＫＤＢシステム　※２日本糖尿病協会月刊誌 2020 年６月号）

脳に老廃物が大量にたまり、主に物忘れが多くなる。そのため同じ質問をくり返したり、

自分で片づけたことを忘れて物を盗
と

られたと言う『もの盗
と

られ妄
もうそう

想』がみられる。

アルツハイマー型認知症とは

【糖尿病があると、アルツハイマー型認知症になりやすくなる】
　脳の中では、細胞が働くと『老廃物』が出ます。老廃物は血管を通って脳の外へ出て行ったり、

酵素が分解することで脳にたまりにくくなっています。しかし糖尿病があるとこれらの作用がうま
くいかず、脳に老廃物がたまり、アルツハイマー型認知症を発症しやすくなります。

【糖尿病を予防し、認知症を予防しましょう】

認知症予防のカギは糖尿病予防にあり！

脳が働くと老廃物ができる 

老廃物が
たまりにくい 

①血液の流れが悪くなり

老廃物が流れにくい！ 

②酵素が他の仕事(血糖値を下げるホルモンを分解する仕事)で

忙しくなり、老廃物の分解がおろそかになる！ 

正
常
な
脳

糖
尿
病
が
あ
る
と

老廃物が血管から流れ出る 酵素が老廃物を分解する

脳に老廃物がたまり、
アルツハイマー型認知症

を発症

脳に老廃物がたまり、
アルツハイマー型認知症

を発症

①バランスの良い食事
高血糖の改善で血液の
流れや酵素の働きが良
くなる。

②質の良い睡眠 (熟睡 )
睡眠不足が続くと血糖
値が上がりやすい。
眠ることで脳の老廃物
が排出される。

③ウォーキング等の運動
筋肉が動くと血糖値が
下がりやすくなり、血
管も拍動することで脳
の老廃物が排出されや
すい。

④明るく楽しく生きる
心配事や不安がある
と、ストレスに関係す
るホルモンが増えて、
血糖値や血圧が上がり
やすい。

　※糖尿病治療中の方は、主治医の指示のもと、食事や運動、薬物治療等を行ってください

� 【保健師　伏見　瑞季】

タンパク質
(肉・魚・卵・豆腐など)

主食
(米飯がおすすめ)

野菜
( 具だくさん味噌汁・

　　　　　おひたし等 )

糖尿病に
ならないための目標値
空腹時血糖値� 126mg/dl 未満
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー )
� 6.5％未満

糖尿病を
悪化させないための目標値
空腹時血糖値�　130mg/dl 未満
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー )
� 7.0％未満

目標値に
近づけるための
ポイント

治療中の
かたは

健診で

わかります
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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

話題の新着本

図書館へいこう！図書館へいこう！

『半沢直樹 アルルカンと道化師』

 池井戸 潤／著

東京中央銀行大阪西支店の融資課長・

半沢のもとに、大手ＩＴ企業が業績低

迷中の美術系出版社を買収したいとい

う案件が持ち込まれる。半沢は背後に

ひそむ秘密の存在に気づき…。

『風よあらしよ』 　村山 由佳／著

服従するな。立ち上がれ。婦人解放運

動家・伊藤野枝。明治・大正を駆け抜

けた彼女の短くも鮮烈な生涯を描く。

史実をもとにしたフィクション。

『汚れた手をそこで拭かない』

 芦沢 央／著 

平穏に夏休みを終えたい小学校教諭、

認知症の妻を傷つけたくない夫。元不

倫相手を見返したい料理研究家…。気

付かぬうちにお金の魔の手はやってき

て…。ミステリ全５篇を収録。

『自転しながら公転する』

 山本 文緒／著

東京で働いていた32歳の都は、親の看

病のために実家に戻り、近所のモール

で働き始めるが…。結婚、仕事、親の

介護、ぐるぐる思い惑いながら幸せを

求める姿を描く。

『隣はシリアルキラー 』

 中山 七里／著

深夜になると隣室から何かを切断して

いるような不気味な物音が聞こえてく

る。同じ頃、近隣で死体の一部が発見

された。神足は隣人が犯人ではという

疑いを持ち…。ホラーミステリ。

『始まりの木』　 　夏川草介／著

旅の準備をしたまえ。これからは民俗

学の出番だ。長野、京都などを舞台

に、生きること、学ぶことの意味を問

う、木と森と、空と大地と、ヒトの心

の物語。全５編収録。

『三度目の恋』 　　川上弘美／著

すべての女を虜にする男、ナーちゃん

と結婚したわたし。夢のなかでは別の

女として恋をするようになり…。千年

の時を超え、人を恋い、惑う心の深淵

をのぞく恋愛小説。

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

11/7　 14:00～　おはなし会

11/14　14:00～　おはなし会

11/21  14:00～　おはなし会

11/28　14:00～　おはなし会

『危険なビーナス』

 東野圭吾／著

惚れっぽい独身獣医・伯朗が、新た

に好きになった相手は、失踪した弟

の妻だった。恋も謎もスリリングな

絶品ミステリー。ドラマ化原作。

※館内でのみご覧いただけます

 邦画  

「マスカレード・ホテル」

「記憶にございません！」

 アニメ  

「ルパン三世　THE FIRST」

「仮面ライダージオウ　

 NEXTTIMEゲイツ、マジェスティ」

「映画スター☆トゥインクルプリキュア」

「映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」

「おしりたんてい」シリーズ

「ちびまる子ちゃん」シリーズ

 など

１日に複数作品ご覧いただけます
ご鑑賞にあたり、１日１作品までと制限させて

いただいておりましたが、１日複数作品ご覧い

ただけるようになりました。なお、引き続き１

ブースの定員は１名とさせていただきます。

新着ＤＶＤ
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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～
｢冬の交通安全運動｣ が実施されます。
○ 運動期間　11 月 13 日 ( 金 ) ～

　　　　　　 11 月 22 日 ( 日 ) の 10 日間

○ 運動重点 ・高齢者の交通事故防止

　 　　　　・ 凍結路面等のスリップによる交

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

　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０

■人の動き　　　　　　　９月末現在
人　口　　３，２４９人（△６人）
　男　　　１，５２６人（±０人）
　女　　　１，７２３人（△６人）
世帯数　　１，６３５戸（△２戸）

( )は前月比
出生　０人　　死亡　２人
転入　４人  　転出　８人

■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
村岡　春子さん　　　96歳　　　　 三和
佐々木時雄さん　　　91歳　　　　 三和
田代　道生さん　　　89歳　　　　 三笠
川嶋美智子さん　　　93歳　　　　芳生苑

和 寒 町
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
 ９月　　231件　計 　250万円
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　 　 佐々木　重　子さん（三　和）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　 　 川　嶋　幸　男さん（北　町）

社会福祉協議会
▼５万円　亡義母の葬儀に際し
　　　 　 髙　橋　栄　二さん（三　和）
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　 　 佐々木　重　子さん（三　和）
▼５万円  亡夫の葬儀に際し
　　　 　 田　代　キクヱさん（三　笠）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　 　 川　嶋　幸　男さん（北　町）

芳生苑・健楽苑
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　 　 田　代　キクヱさん（三　笠）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　 　 川　嶋　幸　男さん（北　町）

＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼虻川政義さん（日ノ出）
▼髙原今日子さん（北原）
▼吉原　強さん（北町）
▼對馬政行さん（菊野）
▼鎌田道子さん（三笠）
▼小野田頴意さん（西町）
▼髙橋チヤ子さん（中和）

９月中交通事故状況 （９月末現在）

発生件数
人 身　１件（　  ２件）

物 損　３件（　３９件）

死　　者 １人（　  ２人）

傷　　者 １人（　　１人）

道内での死者 １９人（１０４人）

（　）内は令和２年累計

 訂正とお詫び 

広報わっさむ10月号で下記のとおり誤りがあり

ましたので訂正し、お詫び申し上げます。

●12ページ　ハローベイビー

　　　　　　加藤　大さん　ご住所

　　　　　　　　誤　→　北町　　正　→　三笠
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広 報 わっさむ

　こんにちは、かなとです。たくさん食べてげんきもりもり！
　保育所もたのしいし、にいちゃんねえちゃんもやさしくて、
まいにちとってもたのしいです。
　すきなものは、くるまだよ。「ごぉ～」って、パワーショベ
ルのまねもできるんだよ！
　まちでみかけたらぜひ声をかけてね！

中原　叶
かな

翔
と

くん《H31.３.15生まれ》

　南町　おとうさん　中　原　裕　也さん
　　　　おかあさん　　　　　ともみさん

　和寒小学校で新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となっていた運動会が開催されまし

た。テントなどを設けず、２学年ずつの３部構成で合計８種類の競技を実施しました。例年とは違

う形となりましたが、みんな最後までがんばりました。

和寒小学校「小さなうんどうかい」10月7日

これからの日本の医療は、「病院の再編と統合、機能分化」
　10月19日（月）公民館において、名寄市立総合病院名誉院長で北海道

医師会副会長の佐古和廣氏を招き、「和寒町のこれからの医療を考える

講演会」を開催しました。

　平成16年に始まった新臨床研修制度や医師の働き方改革などにより、

地方勤務医の確保は益々厳しくなる現状について説明されました。

　さらに、医療体制を守るための手法として、医療機関同士による機能

分担、遠隔医療、ネットワーク化などご紹介いただき、参加者は現状と

これからの医療について理解を深めました。

　参加者から出された町立病院の無床診療所化についての質問には、

「時間の問題。追い詰められてからではなく、余裕をもち、浮いた予算

を効果的に活用することが賢明だ。」と話されました。

広報わっさむ　令和２年11月号　梢12


