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10月９日（土）天塩越えフットパス

主な内容
２Ｐ　近藤重蔵生誕250周年記念　天塩越えフットパス

３Ｐ　塩狩で町民植樹祭

４Ｐ～５Ｐ　和寒町人事行政の運営等の状況を公表します



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 25 日（月）午後３時　役場第２会議室

　出 席 委 員　11 名

　議　　　件　１. 農用地の賃貸借　　　　 １件

お問い合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

「天
テ シ ヲ

塩越え」
フットパス

　令和３年 10 月９日（土）、江戸時代の探検家近藤重蔵が誕生して 250 年という節目の年であること

から、ゆかりの地をめぐる「天塩越えフットパス」を開催し、札幌や士別・旭川・町内など約 50 名

の参加者のもと開催されました。

　当日は、秋晴れの爽やかな天候の中、元名寄北国博物館館長の鈴木邦輝さんのガイドを聞きながら

塩狩峠記念館で近藤重蔵パネル展を見学し、「近藤重蔵ゆかりの地」の碑から、塩狩峠の旧国道を巡

り蘭留側に到達し（約 3.5 ㎞）、天塩越えに挑戦しました。

　旧国道は、1991 年に現在の国道に切り替わってから使用されておらず、参加者は草木が生い茂る中、

色づいた桜の葉や山ぶどうを楽しみながら歩きました。また、道中に「塩狩峠」と表示された標柱も

残っており、珍しそうに写真に収めていました。

　参加者は、1807 年重蔵が天塩川から石狩川へ通ずる道筋を、徒歩で塩狩峠を果敢に越えた当時を

想像しながら肌に感じ、歴史に思いを馳せていました。

生誕 250 周年記念

近 藤 重 蔵 

①塩狩峠記念館で重蔵の生い立ちや
徳川幕府の動きなど説明を受ける。

②途中、塩狩峠温泉跡地でガイドを
受ける。

③「近藤重蔵ゆかりの地」でガイド
を受ける。

④旧国道の峠頂上 ⑤全員で「天塩越え」
　塩狩峠を越えました。

⑥旧国道の出口で、重蔵が目指す比布
のタナシ山についてガイドを受ける。

広報わっさむ　令和３年11月号　梢2



新型コロナウイルス感染症対策等情報
　10 月 15 日の第２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 530 万円を追加

補正しました。主な内容をお知らせします。

・インフルエンザ予防接種助成事業　420 万円
　�　新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行による医療機関のひっ迫を防ぐため、高校生

以下・65 歳以上（基礎疾患のある方は 60 歳以上）及び妊婦を対象に、季節性インフルエンザ予

防接種の自己負担額をこれまでより多く助成し、接種者の拡大を図ります。

・介護サービス事業所応援事業　110 万円
　�　介護サービス事業所は感染すると拡大や重篤化するリスクが高く、生活に必要なサービスの安

定的な提供に努めるため、介護事業所への予防対策支援として応援金を交付します。

ＪＡ北ひびきから給食の食材をいただきました
　10 月 11 日（月）、北ひびき農業協同組合

の榎本實男組合長が訪れ、奥山町長に新米や

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。

塩狩で町民植樹祭
　10 月２日（土）町民植樹祭を塩狩温泉跡地で開

催し、子どもから大人まで約 90 人が、ハマナス・

ノリウツギ 105 本の植樹を行いました。

　町では、この周辺を自然や文化を生かした憩いの

場とするための整備を進めており、今年は塩狩峠記

念館近くの舗装済駐車場北側と塩狩駅東側を整備し

ました。

　もし、あなたが悩みを抱えていたら誰かに相談してみませんか。ひとに話すことで、

少しだけこころが軽くなるかもしれません。秘密は守られます、まずはお電話ください。

●北海道いのちの電話　　　　011-231-4343  （有料・365 日 24 時間対応）

　  自殺を考えるほどの深い悩み・苦しみを抱え、誰にも相談出来ずにいる方々の支えになります。

こころの健康　～悩みごと、お気軽にご相談ください～
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支給実績（2年度決算） 10,348 千円

職員１人当たり平均支給年額（2年度決算） 167 千円

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

（2）時間外勤務手当

注１　 和寒町の給与条例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令和2年4月1日現在

※類似団体についての数値は令和2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3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、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

10人 15.9%

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

8人 12.7%

３級 係長、主査、主任、副主査及び副主任の職務 16人 25.4%

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 19.0%

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、事務長及び科長

の職務

6人 9.5%

６級
困難な業務を処理する課長、参事、局長、

室長、事務長及び科長の職務
11人 17.5%

５職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当

和寒町 国

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.55月分 1.90月分 2.55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3年4月1日現在）

６特別職の報酬等の状況（令和3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 828,000円／600,000円

副町長 594,000円 667,000円／518,000円

報
酬

議 長 246,000円 318,000円／208,000円

副議長 195,000円 254,000円／176,000円

議 員 170,000円 212,000円／148,000円

期
末
手
当

町 長（2年度支給割合）

4.45 月分

※他自治体の一般的な例　4.45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
（2年度支給割合）

4.45 月分

※他自治体の一般的な例　4.45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3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

(2年度決算)

支給職員１人

当たり平均支

給年額

（2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 7,974千円 257,226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

8,280千円 129,375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 1,098千円 156,858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

7,920千円 396,000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 7,101千円 92,221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２年度

職員数
採用者数退職者数

令和３年度

職員数

一 般 職 109 4 14 99

技能労務職 0 0 0 0

合 計 109 4 14 99

（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２年 令和３年

一
般
行
政
部
門

議 会 2 2 　

総 務 19 18 △1 業務減

税 務 4 4 　 　

農林水産 9 10 1 業務増

商 工 2 2 　

土 木 6 7 1 欠員補充

小 計 42 43 1

福
祉
関
係

民 生 16 15 △1 職員派遣の終了

衛 生 12 11 △1 業務減

小 計 28 26 △2

一般行政部門計 70 69 △1

教 育 10 10

小 計 10 10

公
営
企
業
会
計

病 院 20 11 △9 病院から診療所への移行

水 道 1 1 　 　

下 水 道 1 1 　

そ の 他 7 7

小 計 29 20 △9

合 計 109 99 △10

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

(2年度末)

歳出額

Ａ

実質

収支

人件費

Ｂ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）

元年度の

人件費率

2年度 3,180人
4,886,291

千円

91,746

千円

599,843

千円
12.27% 13.93%

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）

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

3年度 83人
284,809

千円

56,019

千円

112,233

千円

453,051

千円

5,458

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3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 39.5歳 293,128円 344,296円

（2）職員の初任給の状況（令和3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3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 267,200円 314,500円 354,200円

高校卒 240,800円 264,300円 320,000円
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　地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために必要

な支援をする窓口です。こころとからだの健康や介護のことなど、さまざまな相談や悩みを聞いたり、

介護予防や健康づくりについての助言や支援などをしています。

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３年中（令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日）に納められた保険

料の全額です。（令和３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。）

　日本年金機構から、「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、

お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

　送付スケジュールは次のとおりです。

発送時期 対象者

① 令和３年 10 月下旬
令和３年１月１日から令和３年９月 30 日までの間に国民年金保険料を納

付された方

② 令和４年２月上旬
令和３年 10 月１日から令和３年 12 月 31 日までの間に国民年金保険料を

納付された方（①の対象者は除きます）

※�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。

控除証明書に関するお問い合わせ：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。

和寒町 地
ち い き

域包
ほ う か つ

括支
し え ん

援センターです
ご存じですか？

私たちが担当します
保 健 師　　酒　井
社会福祉士　　大　場
主任ケアマネ　　中　川

相談は無料です。

個人の秘密は守られます、お気軽にご連絡ください。

和寒町地域包括支援センター
（保健福祉センター内）

電話　32-2000

こんな相談に
応じます

・�家族の介護に

　つかれてしまった…。

・�買い物や掃除が

　大変になってきた…
・お金の管理や

　契約に、自信が

　なくなってきた…。

・今のまま健康で

　いたいけど、

　どうすればいい？
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　　　　ライフアドバイザープロが、発酵食品の魅力を

伝える発酵教室。今月のテーマはお味噌です！みなさん、

みそ汁は毎日飲んでいるからよくわかってるわ～という

氣がしていませんか？実は、知っているのは意外とほん

の一部分だったりするほど、味噌は発酵食品の中でも最

も種類が多く奥が深い日本の伝統食です。

　　　　はそんなお味噌について詳しく解説し、「発酵っ

てなに？どうカラダにいいの？」など、発酵の基本的な

知識にも様々にお答えつつ、馴染み深い味噌の魅力を学

んで、もっと美味しく健康に楽しめるようお話したいと

思います。

　　　　では、２種類の味噌を仕込みます。一つは最も

基本的な米味噌。もう一つは米味噌の中でも甘味の極め

て強い白味噌です。前者は簡単に思う方もいるかもしれ

ませんが、麹・水・塩の種類や材料の割合によって、その味が大～きく変わってきます。今回の教室

ではすべて厳選したオーガニック素材を使い、これまでで最も美味しいお味噌になるように氣合を入

れます♪そして、後者の白味噌は関西では馴染み深い甘いお味噌で、「和寒の私はお味噌汁には使わ

ないよ～」という方でも、意外や意外！洋の料理やスイーツにだって使うことができるんです。（味

見したらシチューのようでビックリ…！料理の幅が広がりますよ♪）

　　　　　、今回はジップロックやビニール袋を使って手を汚さず簡単に仕込むことができる作り方

をお伝えします。材料も容器もすべて用意しますので手軽に参加できちゃいます。１人につき米味噌

（約 1.2kg）白味噌（約 800g）を仕込んでお持帰りいただきます。

日　時 　　11月 27 日（土）�午前の部　10時～ 12時　

　　　　　　　　　　　　�午後の部　14時～ 16時　定員各５名

　　　　　　　　　　　　�前半　講義「味噌の歴史、種類と製法、効果・効能、作り方など」

　　　　　　　　　　　　�後半　実習「スタンダードな万能味噌・目から鱗の洋風白味噌」

場　所 　　Hakko�Class. 工房（和寒町西町 145-1）

参加費 　　5,000 円（税込・材料費込）

　　　　　※２種の味噌合計約２kgのお持ち帰り・味比べ体験・お味噌レシピ付

準備していただくもの 　　エプロン、筆記用具

申　込 　　Hakko�Class.�ＨＰより（右記のＱＲコードから飛べます）

　　　　　インターネット環境のない方は下記までお電話ください。

発酵

今回

実習

しかも

地域おこし協力隊  塚本麻里からのご案内

天然麹の通販 と 手作り発酵食教室
Hakko Class. 　塚本 麻里
HP  https://tsuku2.jp/hakko-class
TEL 090-3386-0290
FB https://www.facebook.com/HakkoClass

▲「いいね！」お願いします！

味噌を深く学び、人生で一番美味しい手前味噌を仕込もう！

2種の味噌づくり教室
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■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。

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

わっとさむドキドキクラブ「町民植樹祭」

わっとさむドキドキクラブのメンバーで町民植樹祭に参加し

ました。足元の悪い中、泥だらけになりながらも、みんなで力

を合わせてハマナスとノリウツギの苗木を植樹しました。植樹

をとおして、森林の大切さや大変さについて学ぶことができた

貴重な体験となりました。

10/2
(土)

保育所に絵本を寄贈

10月７日（木）、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、昨年に引き続き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。

コロナを吹っ飛ばせ！秋のパークゴルフ大会

和寒町老人クラブ連合会主催の「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、参加者63名の白

熱したプレーが展開されました。

優勝は団体の部 若草楡の会、個人男性の部 坂本廣志さ

ん、個人女性の部 小松和子さんでした。おめでとうござ

います。
10/8
(金)

10/7
(木)

自衛官募集

受験種別 応募資格 受付期間 試験日　及び　会場

自衛官候補生

（男子・女子）

18歳以上33歳未満

（令和４年４月１日現在）
受付中～11月９日締切

11月14日・15日

令和３年11月14日～15日のいずれか

の日が指定されます。

会場：旭川

陸上自衛隊

高等工科学校

生徒（男子）

一般

15歳以上17歳未満

令和４年４月１日現在、

中卒（見込み含む）

令和３年11月１日～

　　令和４年１月14日

令和４年１月22日

会場：名寄

陸上自衛隊

高等工科学校

生徒（男子）

推薦

15歳以上17歳未満

令和４年４月１日現在、

中卒（見込み含む）

令和３年11月１日～

　　令和３年12月３日

令和４年１月８日～11日のいずれか

の日が指定されます。

会場：札幌
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健 康 メ モ
【感染症の予防】
　コロナワクチンは体内に抗体ができ、発症予防と重症化予防の両方に効果があるといわれていま

すが、変異株の出現や抗体のでき方など個人差があるため、感染を完全に予防することはできませ

ん。これからの時期はインフルエンザの流行も見込まれ、ワクチン接種後もマスクや換気、手洗い

等の基本的な感染予防は必要です。

【普段の手洗いを確認しましょう】
★ウイルスが残りやすい手洗いをしていませんか？

指先や指の間が残りやすいです

 最も洗い残しやすい部分

 やや洗い残しやすい部分

（手の甲）（手のひら）

☑　洗い残しがある

☑　 洗った後、手が濡れた
ままである

手が濡れているとより多くのウイルスや

細菌が手に付着します

【感染症予防の基本～手洗いと手指消毒～】
★石けんをつけて洗いましょう！！

感染症予防の基本は手洗いです！

インフルエンザやコロナウイルスの主な感染経路

飛沫感染
咳やくしゃみの飛沫を

吸い込むことで

ウイルスが体内

へ入り込む

接触感染
ウイルスに触れた手で目や鼻、口の粘膜に

触れることでウイルスが体内へ入り込む

手洗いで予防することができます！

人は“無意識”に顔を触っ

ており、目や鼻、口の粘膜

に触れる機会も多いです！

しっかり手を乾かしましょう！

★アルコール手指消毒の方法

※ 手洗いができる場合は、まず手洗い
＋アルコール消毒！「洗って、拭い
て、消毒」で効果大！

① 乾いた手で行う
　 …濡れていると効果は半減する

② ポンプを押し切り１プッシュ後、
 　15秒以上すりこむ
　 …15秒以内に乾くようなら量が
     不十分
      指先、指の間にまんべんなく
     刷り込む

【保健師　石持美帆】
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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！

『 ルパンの絆 』 横関 大／著

Ｌの一族の娘・三雲華の夫・和馬は張

り込み中に意識を失った。目を覚ます

とスイートルームにいて、浴室には女

の死体。そのころ華の元に娘を誘拐し

たと脅迫電話が…。

『 あかずの扉の鍵貸します 』

 谷 瑞恵／著

「まぼろし堂」と呼ばれるその複雑な

造りの館には、時空を超えて潜めてお

きたい、さまざまな「人の歴史」が預

けられていて…。

『 砂に埋もれる犬 』

 桐野 夏生／著 

小学校にも通わせてもらえず、日々の

食事もままならない生活を送る優真。

そんな彼に手を差し伸べるコンビニ店

主が現れ…。家族からの愛を受けぬま

ま思春期を迎えた少年の魂は、どこへ

向かうのか。

『 Disruptor 金融の破壊者 』

 江上 剛／著

中学生がツイートした「銀行が危な

い」のひと言で、取り付け騒ぎになっ

た弱小地銀。感染症の蔓延で経済状況

が逼迫する中、調査を開始した金融庁

担当者が見たものは…。

『 カミサマはそういない 』

 深緑 野分／著 

目を覚ますと、僕をいじめた奴の死体

が転がる無人の遊園地にいた。そこへ

ナイフを持ったピエロが現れ…。全７

編を収録した、人間の本性をあぶり出

すダークな短編集。

『 輝
き ざ ん

山 』 澤田 瞳子／著

大森代官・岩田鍬三郎の身辺を探るた

め石見銀山にやって来た金吾。代官所

の中間として働き始めた金吾は、危険

と隣り合わせで働く掘子たちと出会い

…。

『 民王 シベリアの陰謀 』

 池井戸 潤／著

高西環境大臣が人を凶暴化させる謎の

ウイルスに感染した。陰謀論者の台頭

で、危機に陥る第二次武藤内閣。ウイ

ルスはどこからやってきたのか。武藤

は国民を救うべく…。

『 ブルース Red 』 桜木 紫乃／著

釧路の街を牛耳る影山莉菜は、父の血

をひく青年を後継者として育て、官僚

から代議士への道を歩ませようとして

いた。重い十字架を背負った女が、幾

度もの裏切りの果てに辿り着いた終焉

の地とは。

『 ペッパーズ・ゴースト 』

 伊坂幸太郎／著

中学国語教師の檀は、ある条件下で他

人の明日が少しだけ観える特殊能力を

持つ。彼は生徒から、奇妙なコンビが

暴れ回る小説原稿を渡される。小説内

の２人組「ネコジコハンター」とは。

今月のBEST本（９月の貸出回数上位本）

『 さいごはおうちで

在宅医たんぽぽ先生物語

 ねこマンガ』

 永井 康徳／著

さよならする日まで、自分らしく生

きる。在宅医療専門クリニックを立

ち上げて20年の“たんぽぽ先生”が

実際にかかわった患者さんのお話

を、ミューズワークのねこマンガで

紹介。

『 渡る世間にやじ馬ばあさん 』

 橋田 壽賀子／著

95歳まで現役。名脚本家がつらぬい

た痛快な人生! 1960年代〜2021年に

様々な媒体で発言したことば、著書

の中で書かれたことばを厳選して収

録する。最期のメッセージも掲載。
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■人の動き　　　　　　　９月末現在
人　口　　３，１２６人（△９人）
　男　　　１，４７６人（△５人）
　女　　　１，６５０人（△４人）
世帯数　　１，５８１戸（△６戸）

( )は前月比
出生　　０人　　死亡　　６人
転入　　５人  　転出　　８人

■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
山崎　 夫　さん　　91歳　　　　西　町
伊藤カヅ子　さん　　94歳　　　　松　岡
清瀨テツ子　さん　　97歳　　　　芳生苑
松村　利一　さん　　85歳　　　　西　和
佐々木真由美さん　　60歳　　　　日ノ出
髙桑　利男　さん　　81歳　　　　三　笠
十川　ハツ　さん　　96歳　　　　芳生苑
藤田　彌生　さん　　95歳　　　　芳生苑
須貝　博夫　さん　　81歳　　　　西　町

和 寒 町
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　十　川　洋　一さん（西町）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　藤　田　房　雄さん（南町）
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
� ９月　　305件　計�362万円

社会福祉協議会
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　清　瀨　　　博さん（三笠）
▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　佐々木　優　太さん（利尻町）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　髙　桑　ヤス子さん（三笠）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　十　川　洋　一さん（西町）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　松　村　ミツ子さん（西和）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　藤　田　房　雄さん（南町）
▼10万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　須　貝　里也子さん（西町）

芳生苑・健楽苑
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　清　瀨　　　博さん（三笠）
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　髙　桑　ヤス子さん（三笠）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　十　川　洋　一さん（西町）
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　松　村　ミツ子さん（西和）
▼20万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　藤　田　房　雄さん（南町）
＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼小野田頴意さん（西町）▼髙橋ちや子さん（中和）
▼虻川政義さん（日ノ出）▼岩城照子さん（北町）
▼高原成徳さん（北原）�▼渡邊立夫さん（西町）

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

士別警察署かわら版
◎　社会に広げよう被害者支援の輪
１　性犯罪被害相談電話
　　　「＃８１０３（ハートさん）」
　わいせつな被害や痴漢で悩んでいる方、家族・

知人が被害に遭われていて悩でいる方、「相談

したいけれど、警察署には行きづらい」と迷っ

ている方。��

　まずは、性犯罪被害相談電話「＃８１０３

（ハートさん）」にお電話ください。

　あなたの心（ハート）に寄り添い、あなたの

声をしっかりと受け止めます。

　北海道内からダイヤルすると発信された地域

を管轄する警察本部（方面本部）の性犯罪被害

相談窓口につながります。（24 時間対応）

　電話回線によっては、「＃８１０３」につな

がらない場合がありますので、その際は、

　０１２０－７５６－３１０

　（性犯罪被害 110 番、通話料無料）

にお電話ください。

２　犯罪の被害に遭われた方への理解
　犯罪被害に遭うということ。

　あなたは、そんなことを考えたことがありま

すか？

　犯罪被害者の方々は、ある日突然、犯罪の被

害に遭ったことで、直接的なダメージのみなら

ず、被害後も

　○被害のトラウマによるフラッシュバック

　○被害によるパニック障害、睡眠障害等の発症

　○生活の立て直しや医療費などの経済的負担

　○周囲の人からの心ない言動による二次的被害

　など様々な問題を抱えながら、一人で苦しん

でいることが少なくありません。

　このような被害者の現状を理解し、一日でも

早く被害者が問題を克服できるように寄り添

い、社会全体で被害者を支えていくことができ

る支援の輪を広げていきましょう。

　問い合わせは士別警察署まで

　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０

９月中交通事故状況 （９月末現在）

発生件数
人 身　 ０件（　　０件）

物 損 　５件（　５７件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 ５人（　８３人）

（　　）内は令和３年累計
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広 報 わっさむ

はじめまして「はやと」です♪ママにそっくりだねといわれるよ！よ

く食べて走り回って、元気いっぱいだけど、実は慎重派です。家では

モップがけや洗濯物運びを手伝ったりもするけど、パパとかくれんぼ

やダイナミックな遊びをするのも好きだよ☆

バイバイと手を振るので、見かけたら声を掛けてくださいね♪

沼田　隼
は や と

斗くん　《R2.4.3生まれ》

　北町　おとうさん　沼　田　浩　二　さん
　　　　おかあさん　　　　　梨　恵　さん

最高気温を更新!!　36.8度
　この夏、和寒町の気温がなんと36.8度（午後２時38分）となり、

平成26年に記録した36.6度を７年ぶりに更新し、観測史上最高記

録となりました。

　また、10位までの記録が８つ今年の記録となりました。

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

気温 36.8 36.6 36.3 35.5 35.5

日付 R3.8.7 H26.6.4 R3.7.28 R3.8.6 S53.8.3

　先月号に引き続き、和寒産かぼちゃの魅力を存分に楽しめる期間限定コラボメニューをご紹介し

ます。和菓子の名店「一久 大福堂」や「札幌グランドホテル」などの民間企業と町がコラボした

もので10月から販売されました。

焼かぼちゃ大福
（一久 大福堂全店で販売）

11月15日まで販売中

和寒産カボチャを使ったスイーツのご紹介

かぼちゃのチーズケーキとモンブラン
（札幌グランドホテルで販売）

パンプキンパフェ
（札幌グランドホテルで販売）

　役場入口を、いろんな形や色のおもちゃカボチャ・メロンなど

でデコレーションし、来庁者をお出迎えしました。また、右のお

もちゃメロンは三和の高橋清光さんからいただきました。

役場入口をハロウィンデコレーション
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