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２月６日（日）冬華火大会

主な内容
２Ｐ～４Ｐ　和寒っ子が全国で大活躍！！

６Ｐ　　　　地域おこし協力隊コラム

７Ｐ　　　　活性化センターからのお知らせ

12Ｐ　　　　和寒町LINE公式アカウントを開設しました



チアリーディングで和寒っ子が大活躍！！
　１月 20 日（木）絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ（VIVA CROW Jr）に所属する、

和寒町在住の７名の選手とコーチ１名が和寒町役場を訪れ、活動の結果報告を行いました。

　キャプテンの藤井詠真さんは「高校に進学しても続ける予定なので、レベルの高い大会に出場でき

たことで刺激をもらってこれからもっと頑張ろうとなった。大会前に足首の怪我をしてしまい焦った

が、仲間と一緒に一つの目標に向かい、結果が出ることで楽しくできた。」と語られました。

　また、2021 年 12 月 17 日～ 19 日に東京都で開催された JAPAN CUP 2021 チアリーディング日本

選手権大会には和寒出身の５名が出場しました。（日本選手権大会の結果は下記のとおりです）

日本選手権大会の様子

名前 所属チーム 部門 順位

前鼻　杏
あ

実
み

（梅花女子大学１年）

梅花女子大学

（RAIDERS）

スピリッツ演技

大学部門
５位

藤井　望
も

恵
え

（千葉明徳高等学校３年）

千葉明徳高等学校

（HOPPERS）

自由演技

高校部門
３位

藤井　詠
え

真
ま

（和寒中学校３年）

絵本の里けんぶち

ジュニアチアリーディングクラブ

（VIVA CROW Jr）

スピリッツ演技

中学校部門
３位

遠山　みるく

（和寒小学校５年）

西田　莉
り こ

瑚

（和寒小学校５年）

絵本の里けんぶち

ジュニアチアリーディングクラブ

（VIVA CROW Jr）

スピリッツ演技

小学校高学年部門
５位

和寒町役場で行われた結果報告会

広報わっさむ　令和４年３月号　梢2



全国中学校スキー大会で和中３人が活躍

第 59 回全国中学校スキー大会

長野県野沢温泉スキー場　２月２日～４日

・男子５㎞クラシカル （出場者：148 名）　和　久　斡　希（中３）　第 22 位

・男子５㎞フリー （出場者：159 名）　和　久　斡　希（中３）　第 24 位

・女子３㎞クラシカル （出場者：119 名）　和　久　葉　澄（中１）　第 52 位

・女子３㎞フリー （出場者：116 名）　窪　田　くるみ（中３）　第 44 位

　１月 26 日（水）、全道中学校スキー大会ノル

ディック競技（１月 13 日～ 14 日開催：和寒町）

で入賞を果たし、全国大会出場を決めた和久斡希

さん（３年）、窪田くるみさん（３年）、和久葉澄

さん（１年）が和寒町役場を訪れ全国への意気込

みを語ってくれました。

　３名の選手は全国大会に向けて「20 位以内を

目指したい」、「来年の出場枠を獲得できるように

頑張りたい」と決意を語っていました。

　長野県において行われた全国中学校スキー大会

の結果は次のとおりです。
左から和久斡希さん、窪田くるみさん

和久葉澄さん　　　　　

新型コロナウイルス感染症対策情報
　１月 25 日の第１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 6,857 万円を

追加補正しました。主な内容をお知らせします。

①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業　6,293 万円
　 　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・

暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として給付金を支給する。

②小中学校感染予防対策事業　220 万円
　 　小中学校へ通う児童・生徒を新型コロナウイルス感染症から守るため、ＩＣＴ機器など必要な備

品を導入する。

③健康あんしんダイヤル 24 導入事業　100 万円
　 　新型コロナウイルス感染症の不安から、感染や健康状態、受診先などの問い合わせが増えてきて

いるため、24 時間対応の相談ダイヤルを導入する。

④救急活動支援事業　64 万円
　 　新型コロナウイルス感染症に対応した救急活動を維持するため、必要な物品を整備する。

⑤子育て支援対策事業　50 万円
　 　保育所を利用する児童を新型コロナウイルス感染症から守るため、衛生管理上必要な消耗品を導

入する。
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第43回全道ジュニアクロスカントリー和寒大会

結果

学年 順位 氏名 順位 氏名 順位 氏名

小学２年女子組 １位 渡邊　瑠々

小学３年男子組 ４位 中道　晴人 ６位 武山　旺士郎

小学４年男子組 １位 窪田　蒼来

小学５年男子組 ２位 中道　大樹 ７位 濱田　恭介 ８位 細川　滉斗

小学５年女子組 ５位 渡邊　璃々

小学６年男子組 １位 和久　玄

中学１年男子組 ４位 細川　皓生

中学１年女子組 １位 和久　葉澄 ４位 酒井　碧子

中学２年女子組 ２位 塚崎　陽菜

中学３年男子組 ４位 和久　斡希

中学３年女子組 ３位 窪田　くるみ

リレー小学男子組 ２位 和寒ＳＳＡ（細川滉斗、和久玄、中道大樹）

リレー中学女子組 １位 和寒中学校（窪田くるみ、和久穂香、和久葉澄）

（敬称略　和寒スキー少年団、和寒中学校スキー部の入賞者のみ掲載）

　１月 22 日（土）和寒東山スキー場クロスカントリーコースで、第 43 回全道ジュニアクロスカント

リー和寒大会が行われました。

　小中学生約 180 名が出場、本町からは 22 名の選手が出場し、午前には個人競技、午後からリレー

競技が行われ、優勝目指して熱戦が繰り広げられました。

和寒町自治会連合会 意見交換会 開催
　和寒町のすべての自治会で構成する、和寒町自

治会連合会の意見交換会が開催されました。

　ゴミの有料化、ハザードマップでの浸水地域と

避難所の確認、投票所の設置状況や、コロナ禍に

おいての自治会運営方法や費用の状況などの情報

交換が行われました。

　（Ｒ４．１．27　町民センター大集会室）

リレー競技一斉スタート
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自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課税される税金です。

■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をしてください。

　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。

・住所が変わったとき (変更登録 )

・自動車を売買したとき (移転登録 )

・自動車を使用しなくなったとき (抹消登録 )

　令和４年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願いします。

■変更登録が間に合わないときは…

　札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税種別割の住所変更

手続きをお願いします。

お問い合わせ先：札幌道税事務所自動車税部

　　　　　　　　【電話】011-746-1190　※自動音声でご案内します。

　　　　　　　　【https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address/index.hm】

■お問い合わせ：旭川年金事務所　TEL 0166-27-1611　または住民課お客さま窓口係　TEL 32-2500

年 金 あ れ こ れ ～国民年金の加入の方法～

　国民年金は、国内に居住する 20 歳以上 60 歳未満のすべての方が加入し、保険料を納める制度です。

職業などにより３種類に分類され、加入方法や納付方法が異なります。

種　　　　　別 納付方法

第１号

被保険者

農業者、自営業者、学生、無職の方など。

加入手続きはご自身が、役場で行います。

ご自身で納付します。

（加入手続き後、納付書が郵送されます）

第２号

被保険者

会社員（厚生年金）、公務員（共済組合）の

加入者。加入手続きは、勤務先が行います。

勤務先が納付します。

（給料から差し引かれます）

第３号

被保険者

第２号被保険者に扶養されていて、原則と

して年収 130 万円未満の配偶者の方。加入

手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由

して行います。

ご自身での納付は不要です。

（配偶者が加入する制度が負担します）

　次のようなときは手続きが必要です。

届出が必要なとき 異動の内容 手続きに必要なもの

●�厚生年金加入者が会社等を退職

した

第２号被保険者→第１号被保険者

（第３号被保険者に該当する場合

を除く）

年金手帳、退職日のわ

かる書類（資格喪失証

明書、離職票など）

●�配偶者に扶養されていたが、配偶

者が厚生年金の資格を喪失した

●扶養からはずれた

第３号被保険者→第１号被保険者 年金手帳、扶養からはずれたことが

わかる書類（資格喪失証明書など）
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　今月は、麹工房を構えて丸１年を迎えます。私の麹造りの技術は、
京都の老舗種麹屋・菱六さんや、東京練馬の味噌・麹屋さんなど、個
人的なつながりで教えていただいてきたものですが、この１年は実際
に製造販売許可をもつ工房で作ってきたことで、Hakko Class. として
も経験を積むことができました。これまで趣味の範囲を越えなかった
麹造りが、この１年でプロとして販売する自覚も生まれ、お陰様で美
味しい幸せを届けることができるようになってきたと思います。
　というわけで、昨年３月時点では町民の方の口コミのみ、かつお試
しの範囲でご依頼を受けてきた米麹も、現在では全国の方へ正式に販
売しております。すべて完全受注生産制のため、ご予約の上どうぞお
求めください。

＜ Hakko Class. の麹のこだわり＞
　国産杉の麹室と麹蓋を使って手作業で丁寧に醸す生麹です。お客様それぞれのニーズに合わせてよ
り最適な美味しさを味わえるよう、用途をお伺いしオーダーメイドで販売しています。製麹は月に２
回、新月と満月に仕込み、仕込みごとに店主がよみとる名前とメッセージが添えられるのも大きな特
徴です（※味噌用の麹など日時指定のご注文も承ります）。原料はオーガニックの
ほか、地場産米を使った麹をご用意し、それぞれの生甘酒も販売しております。全
ての商品に北海道和寒町の非加熱無殺菌の天然水と、自然栽培米のエネルギーを転
写したライスエッセンスを使用しています。なお、持込米でのご依頼にも対応して
おります。
 詳細はホームページをご覧ください。▶

地域おこし協力隊 ムラコ

種　　類 価　　格 賞味期限

米麹

（白米

/玄米）

オーガニック米（無農薬・無化学肥料） 2,376円/kg
冷蔵３週間

冷凍３ヶ月
和寒産米 1,750円/kg

持込米 1,166円/kg

生甘酒

（白米麹

/玄米麹）

オーガニック米（無農薬・無化学肥料）
1,410円

★期間限定割引中→845円 冷蔵10日間

冷凍３ヶ月
和寒産米

1,140円

★期間限定割引中→683円

※ 生甘酒は濃縮タイプで 300 ｇ入りです。どろっとしているのでそのまま食べるか、ご飲用の際はお
好みで薄めて倍以上の容量になります。

　また、今月は３連休に３日間の本格麹作り教室を開催します。麹づくりを本
格的に学びたい人に向け、現役の麹屋が、美味しく上手な米麹の作り方を１か
ら 10 まで教えます。この３日間の体験は、修了後ご自身でも自宅で作れるよ
うになるよう想定した講座です。
　工房で実際の麹室を使い、最初の仕込みから３日間すべての工程を見学、と
きには一緒に手入れすることで、麹づくりの基礎を実践的に理解することがで
きます。参加者の方には、麹蓋を使って、温度や湿度管理を学びながら一人１
kg の麹を実際に作ってお持帰りいただきます。48 時間かけて大事に作る出来
立ての麹は、甘栗のような甘く優しい香りの素晴らしい風味です。
　今回は現役の麹屋がその技術を種明かしする貴重な機会です。本格的な道具を
使って直接レクチャーを受け、ご自宅で作れるよう学ぶのもよし、一度見るだけで
も価値ある経験としてご参加ください。また、麹だけでなく様々な発酵食のお話や、
腸内環境と健康に関する知識もお話いたします。専門的に発酵を学ぶ学校のように
体験してみてください。　　　
 お申込み・詳細はこちらから▶

地域おこし協力隊
塚本　麻里（つかもと　まり）
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活性化センターからのお知らせ
石灰（カルシウム）について

お問合せは農業活性化センター（TEL32-2010）まで

　土壌中の石灰は、ケイ素、アルミニウム、鉄のつぎに多く存在しています。

　土壌の風化が進むと石灰は、次第に減少します。酸性土壌には少ない。また、窒素肥料の大量施用

や酸性雨によっても、酸性土壌化が進み石灰は溶脱され易くなります。

　根の伸長停止、上位葉への障害、トマトの尻腐れ、ハクサイ・セルリー、キャベツの芯腐れ症状は

石灰欠乏が原因です。

　土壌中に十分な石灰が存在していても欠乏が発生す

る原因は、作物が石灰を充分に吸収できないためです。

一度吸収された葉に存在する石灰は、細胞壁を構成す

るペクチンと結合して存在しているため、新しい上位

葉には、ほとんど再転流しないと言われています。そ

のため葉のふちや先端が緑色から黒くなったり、褐色

に枯れたりしますが、その仕組は不明な点が多いです。

　土壌中の石灰（交換性陽イオン）はプラスの電気を

帯びて、マイナス電気の粘土と結合しています。その

他に土壌中の水に溶けている石灰イオンもあります。

　石灰が多いとｐＨも上昇します。交換性石灰は 100 ～ 500mg/100g 含まれています。最適な石灰量

はＣＥＣ（陽イオン交換容量）によって定められています。ＣＥＣが大きな、粘土含量の多い、黒色

の腐植に富む土壌はたくさんの石灰が必要になります。

　石灰質肥料には、硫酸カルシウム（商品名の一例で「畑のカルシウム」）は酸性矯正せずに石灰を

補給します。生石灰、消石灰、炭酸カルシウム、苦土石灰は、石灰の補給と酸性の中和力を表すアル

カリ分で保証されています。

　和寒町特産の「越冬キャベツ」も石灰欠乏が発生します。結球内部の葉縁が黒変するので発見でき

ます。石灰欠乏は通称「枯れ葉」カレハと呼ばれています。（写真－１）　多くはキャベツの内部に発

生するので外側からはわかりません。キャベツをカットすることで発見されます。そのため、出荷し

て消費者に届くまで発見できませんので、注意が必要です。カレハ症状は越冬キャベツの主要品種の

「冬駒」に発生しやすく、「湖月」や「大学寒玉」には、ほとんど発生しません。このように品種間差

があります。

　この対策として、炭酸カルシウムを施用して酸性を矯正し、ｐＨ 6.0 ～ 6.5 に保つことです。例と

して基肥施用時に水溶性の「畑のカルシウム」を 100 ～ 200kg/10a 施用することも有効です。

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２回　農業委員会総会

　日時・場所　２月 25 日（金）午後３時 30 分　役場第２会議室

　議　　　件　１.農地所有適格法人報告　16件　　２.農用地の賃貸借の解除　１件

　　　　　　　３.農用地の売買　　　　　１件　　４.農用地の賃貸借　　　　３件

　　　　　　　５.農用地の使用貸借　　　１件

お問合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

（写真－１　キャベツの黒変）

黒変

梢　広報わっさむ　令和４年３月号7



まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

からだを動かして、介護予防を！
年齢を重ねても元気な体を保つために、月２回保健福祉センタ

ーにて楽笑体操教室が行われています。１月28日は、健康運動指

導士によるオンライン指導のもと、午前・午後の部ともに10名程

度が参加し運動を行いました。参加者は「運動後は気分爽快、足

が軽くなる」と話されており、楽しく運動を継続しています。

対象は65歳以上の方、参加希望者は保健福祉センターにお問い

合せください（32－2000）。

1/28
(金)

子育て講演会（こども館）
『子どもの成長の見通しを持った親の関わり』
講師に、臨床発達心理士の中山美知子先生を招いて講演会を

開催しました。
イヤイヤ期に親が困ってしまうようなことでも、子どもの行

動にはちゃんと理由があり、子どもの気持ちに寄り添うことで
親との愛着・信頼関係がより深くなることを、保護者へのエー
ルを交えて分かりやすくお話していただきました。
参加された保護者の方は、自分の子育てを振り返るきっかけ

にもなったようで、感想発表では育児への深い想いを語っていま
した。

1/22
(土)

■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。

自衛官募集

受験種別 応募資格 受付期間 試験日　及び　会場

一般幹部候補生

（大卒程度試験）

22歳以上26歳未満

（令和５年４月１日現在） 第１回：３月１日～４月14日

第２回：３月１日～６月16日

� （飛行要員を除く）

※締切日必着です

第１回：４月23日筆記試験

　　　　�24日筆記式操縦適性検査

（飛行要員希望者のみ）

第２回：６月25日筆記試験

会場：旭川
一般幹部候補生

（院卒者試験）

20歳以上28歳未満

（令和５年４月１日現在）

※修士課程修了者等

　（見込含）

一般曹候補生 18歳以上32歳以下
３月１日～５月10日

※締切日必着です

１次：５月20日～29日の内１日

会場：旭川

「鬼さんとソーシャルディスタンスを保って豆まきだ!」

（こども館）

いつもと豆まきの形態を変え、鬼を追いかけず大豆を撒きま

した。

悪疫退散・鬼退治の後は、広場に散らばった大豆をみんなで

お片付けしてから、自分で作った豆箱にお菓子を詰めて持ち帰

りました。来年こそ、皆で豆まきしてから食べたいね!
2/3
(木)
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健 康 メ モ

　睡眠は身体だけでなく脳を休めるはたらきがあり、

思春期までの子どもにとっては、「未熟な脳と身体の

発達を促す」という重要な役割があります。しかし、

日本の子ども達の睡眠時間は推奨されている時間（表

１）より平均で１～２時間程少ないことがわかって

います。

【子どもの睡眠には３つの役割がある！】

【睡眠の質を高めよう！】
　睡眠時間を十分確保することと同じくらい、睡眠の質

4 4 4 4

を高めることが重要です。以下を参考に子

どもの睡眠をもう一度見直してみましょう。

～睡眠の質を高める３か条～

【保健師　白川部　真依子】

大人と子どもで違う「睡眠」の役割

表１【子どもの年齢別推奨睡眠時間】

年齢 推奨睡眠時間

０～３か月 14～17時間

４～11か月 12～15時間

１～２歳 11～14時間

３～５歳 10～13時間

６～13歳 ９～11時間

14～17歳 ８～10時間

（国立睡眠財団2015年）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【睡眠不足が続くと…】 

 

・成長発達の遅れ 

・集中力の低下 

・イライラ 

・衝動的、攻撃的になる 

・肥満、糖尿病、 

高血圧、うつ病などの 

発症率を高める 

 

③記憶の整理 

②脳・身体を休ませる 

①脳・身体を発達させる 

成長ホルモンは睡眠中に分泌される‼ 

入眠から分泌まで２時間程度必要 

＝夜８～９時に寝かすことが大切 

必要な情報を脳に 

とどめておく 

脳・筋肉・神経 

などを休める 

 

夜10～２時が
分泌のピーク 

・�夜に「光」を浴びることで、

眠りを誘うホルモン（メラ

トニン）の分泌が抑制され、

眠くならない

就寝前のテレビ・
スマホ・タブレット・
ゲームを控える

その一

・�いったん体温が上がった後

下がることで眠りにつきや

すい

・�就寝時間の

２時間前が

目安

入浴して体を温める

その二

・�メラトニンの分泌を促し、

夜間の睡眠の質を高める

毎朝一定の時間に起き、
朝日を浴び、

朝ごはんを食べる

その三
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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

図書館へいこう！図書館へいこう！

『 母の待つ里 』 浅田 次郎 /著

家庭も故郷もない還暦世代の３人の男女

の元に舞い込んだ<理想のふるさと>への

招待。奇妙だけれど魅力的な誘いに半信

半疑で向かった先には、かけがえのない

<母>との出会いが待っていて…。

『 少女を埋める 』 桜庭 一樹 /著

一因習的な故郷に、男性社会からのいわ

れなき侮
ぶ

蔑
べつ

に、「わたし」はいつも正論

を命綱に生き延びてきた。理不尽で旧弊

的な価値観に抗って生きる者に寄り添

う、自伝的小説集。

『 サンセット・サンライズ 』

 楡 周平 /著

大手電気機器メーカーに勤務する西尾晋

作は、海釣りが大好き。コロナ禍で業務

がテレワーク化されることを機に、海に

近い田舎で「お試し移住」を始め…。

『 奔流の海 』 伊岡 瞬 /著

海辺の町を訪れたひとりの大学生。彼は

夜な夜な街中を徘徊し、不審の目を向け

られる。20年前に町を襲った豪雨、事故

死した父、すべてがひとつに繫がるとき

…。青春ミステリー。

『 その日まで 』 瀬戸内 寂聴 /著

百歳近く生きつづけて、最も大切なこと

は、自分の生きざまの終わりを見とどけ

ることだけであった-。切に愛し、いの

ちを燃やし、ペン一筋に生き抜いた瀬戸

内寂聴99歳、最期の長篇エッセイ。

『 六つの村を越えて髭を

なびかせる者 』 西條 奈加 /著

江戸中期、蝦夷地見分隊に随行した最上

徳内。雄大で厳しい自然の中で、アイヌ

の少年や長たちと交流する徳内は、アイ

ヌを虐げ、搾取する松前藩に怒りを覚え

…。歴史長編。

話題の新着本

今月のBEST本
（12月の貸出回数上位本）

『 100 万回死んだねこ

覚え違いタイトル集 』

 福井県立図書館／編著

「衝撃の巨人」→「進撃の巨

人」、「100万回死んだねこ」→

「100万回生きたねこ」…。

図書館の利用者がうっかり覚え違えた本のタイ

トルから、司書が正しいタイトルを導き出した

事例集。本の情報、司書の仕事も紹介。

＜直木賞受賞＞
『塞

さい

王
おう

の楯
たて

』

 今村 翔吾 /著

決して破られない石垣を造ろう

とする石工。立ちふさがるの

は、どんな守りも打ち破るとい

う鉄砲職人。大津城を舞台に、

信念をかけた職人の対決が幕を

開ける。

『黒
こくろう

牢城
じょう

』

 　米澤 穂信 /著

織田信長に叛
はん

旗
き

を翻
ひるがえ

して有岡城

に立て籠もった荒木村重は難事

件に翻弄される。村重は、土牢

の囚人にして織田方の軍師・黒田

官兵衛に謎を解くよう求めた。

事件の裏には何が潜むのか-。

＜芥川賞受賞＞
『ブラックボックス』

 砂川 文次 /著

ずっと遠くに行きたかった。今

も行きたいと思っている。自分

の中の怒りの暴発を、なぜ止め

られないのだろう。自転車便の

メッセンジャー、サクマは都内

を今日もひた走る。

第166回直木賞芥川賞受賞作入荷！
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■人の動き　　　　　　　1月末現在

人　口　　３，０９５人（△1人）

　男　　　１，４６６人（±0人）

　女　　　１，６２９人（△1人）

世帯数　　１，５６８戸（＋1戸）

( )は前月比

出生　　１人　　死亡　　３人

転入　　３人  　転出　　３人

その他　１人　　　　　　　　

■たんじょうおめでとう

　あかちゃん　　　おとうさん・おかあさん　　住　所

田上　汐
せ な

那ちゃん　圭太・真弓　　南　町

■お悔やみ申し上げます

  氏　名 　年齢 住　所

三田　耕三　さん　　85歳　　　　菊　野

門　　與之　さん　　75歳　　　　三　笠

和 寒 町

▼10万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　門　　　由紀子さん（三笠）

▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

� １月　　97件　計�139万円

社会福祉協議会

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　三　田　住　枝さん（菊野）

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　門　　　由紀子さん（三笠）

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
1. 令和４年度（第１回）北海道警察官募集中

「やりがいも魅力もでっかいどう」
　警察官の仕事は交番勤務や犯罪捜査、防犯活
動、交通指導取締、災害救助等多岐に渡ります。
　きっとあなたの興味のある仕事や、個性・特
技を生かせるフィールドがあります。
○　試験概要
⑴　受付期間
　　令和４年３月１日（火）から４月１日（金）
　　午後５時 30 分までの間
⑵　第１次試験日
　　令和４年５月８日（日）
⑶　第２次試験日
　　令和４年６月上旬から６月下旬
⑷　採用予定人数
　　200 名程度　男性Ａ区分　115 名程度
　　　　　　　��男性Ｂ区分　35 名程度
　　　　　　　��女性Ａ区分　35 名程度
　　　　　　　��女性Ｂ区分　15 名程度
⑸　受験資格
【学歴】・�Ａ区分～学校教育法による大学（短期大

学を除く。）等を卒業した者（令和５年
３月末日までに卒業見込みの者を含む。）

　　　　※�高度専門士の称号を取得又は令和５年
３月末日までに取得見込みの者を含む

　　　・�Ｂ区分～Ａ区分以外の者（学校教育法
による高等学校在学中の者を除く。）

【年齢】 �平成２年４月２日から平成 17 年４月
１日までに生まれた者（令和５年４月
１日現在で 18 歳以上 33 歳未満）

＊�北海道警察では、ＷＥＢや対面型など、各種
説明会を開催しています。

2. サイバー犯罪の被害防止
　近年、スマートフォンの普及等におけるイン
ターネット利用者の増加傾向に伴い、ネットバ
ンキングに係る不正送金事案や、偽サイトに係
るフィッシング詐欺事案等のサイバー犯罪が増
加傾向にあります。サイバー犯罪の被害に遭わ
ないように、次の対策を実施しましょう。
○�ＩＤやパスワードは、自分自身でしっかり
管理する

○�パソコンやスマートフォンには、ウイルス
対策ソフトをインストールする

○�パソコンの基本ソフト（ＯＳ）やウイルス
対策ソフトは常に最新の状態する

○�身に覚えのないメールの添付ファイルやＵ
ＲＬは開かない

○�不必要なアプリや信頼のおけないサイトか
らソフトウェアをダウンロードしない

○定期的にバックアップデータを保存する
○�オンラインショップでの買物では、そのサ
イトが本物かどうかよく確認する

　サイバーセキュリティは、一つの対策を講じ
れば大丈夫という訳ではありません。複数の対
策を併用して、インターネットを安全に利用し
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

１月中交通事故状況 （１月末現在）

発生件数
人 身　 １件（　　１件）

物 損 　７件（　　７件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 １人（　　１人）

道内での死者 ７人（　　７人）

（　　）内は令和４年累計
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広 報 わっさむ

はじめまして「しゅうが」です☆やんちゃな男の子でお父さんとスノー

モービルに一緒に乗って走ることだってへっちゃら！踊ることが得意

でどんな音楽でも上手にリズムにのれるよ♪

名前を呼ばれると「は〜い」って返事をして自分で上手のパチパチま

でしちゃうんだ☺
町で見かけたら声をかけてね！

郷　柊
しゅうが

珂くん　《R2.10.22生まれ》

　三笠　おとうさん　郷　　　竜　太　さん
　　　　おかあさん　　　　　杏　南　さん

　和寒町では、３月よりLINE公式アカウントを開設しました。友だち登録することで、和寒町の画面

が表示され、防災行政無線の一部や災害など緊急時の情報を受信することが出来ますのでぜひご活用

ください。

【配信内容】

　・防災行政無線で放送したお知らせの一部（お悔やみや出生などは配信しません）

　・災害時の緊急情報

【リッチメニュー】

　トーク画面の下部で選択できるメニューです。

　　①　和寒町のホームページが表示されます。

　　②　和寒町へのご意見・お問い合わせがある方はこちら

から投稿ください。

　　③　ごみカレンダー（２ヶ月分）が表示されます。

　　④　ごみの検索を行う場合はこちらをタップして、検索

したいごみの名前を入力してください。

和寒町 LINE 公式アカウント を開設しました！

LINE公式アカウント登録（ともだち登録）方法
次のいずれかの方法で登録できます。

　・右のQRコードを読み込み、友だち追加してください。

　・LINEアプリ内ホーム画面で「和寒町」と検索し友だち追加してください。

　・和寒町のホームページ（LINE友だち追加）を選択。

　　（LINEアプリがインストールされている端末でご利用ください）

お問い合せは総務課情報管理係まで（℡32-2421）

① ② ③

④
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