応急危険度判定を
締結

がんばった運動会！
双葉保育園の運動会が９月10日（日）に中央生
活改善センターで行われました。園児達は、この日
のために友達と協力してダンスや、早く走る練習を
重ねてきました。当日は、あいにくの雨のため室内
での競技となりましたが、お父さん、お母さんから

「頑張れー！」の掛け声に一生懸命取り組む姿がと
てもかわいらしく印象的でした。

幌加内町と北海道建築士会北空知支部（支部長
岩渕賢二）は９月１日（金）付けで災害時応急危険度
判定活動連携協定を結びました。この協定は、地震
災害が本町で発生した際に、同支部が避難施設や医
療施設等すべての建物が倒壊の恐れがないか危険度

の判定を行うことを目的とした協定となっています。

幌加内町地域おこし協力隊から
かねてから、「だれもが孤立せず
にお互いに支え合う福祉のまちづく
り」に興味があり、仕事はケアマネ
ジャーや学童クラブ指導員など行い
ながら、ボランティアで障がいのあ
ール 佐々木祥信
る方の支援や、ご近所の方々の困
プロフィ
札幌育ちの54歳
りごと相談までいろいろと活動して
可愛い奥さんがひとり
いました。札幌という都市圏にいな
趣味多彩
がら、地方のまちの話題も常に気に
はじめに：地域おこし協力隊とは
していた私に、たまたま「幌加内町
都市地域から過疎地域等に住民
地域おこし協力隊募集！福祉関連の
票を移動し、生活の拠点を移した者
経験者集まれ〜！」という情報に気
を、役場など地方公共団体が委嘱。 づき、すぐに役場へ話を聞きに来て、
隊員は一定の期間、地域に居住し
その時は酷く暑い日だったのですが、
て、地場産業や観光資源などを広
すごーく広い公園で素晴らしい笑顔
く世の中に情報発信したり、住民の
で遊ぶ園児や優しい保育士さんを
生活支援など行います。その業務
見かけて「厳しい冬があるからこそ、
は地域の実情により、さまざまです。 この日、この時間が愛おしい」 のだ
と、しみじみ感じました。ここに来よ
ご挨拶
う、もし役場から断られても、何か
はじめまして。８月１日から幌加内
別な形でも関わりたい。決めた。こ
町民になりました佐々木です。幌加
こで暮らそう……（安易な）
内町には、何十年も前に朱鞠内湖
へ来て、湖畔でキャンプをしました。
久々の単身赴任の生活
自然の豊かなことや、日本一の寒さ
やっぱり男子ですから、家事は上
を記録したということは知っていまし
手ではないと思いますが、苦手では
たが、ソバの生産量が日本一とい
ありません。自分の好きな食材で、
うのは最近知りました。それまでは、 自分の好きな味付けで、自分の好
ソバといえば長野県や行きつけのお
きな量を食べる！ これを続けると
そば屋さんのことが思い浮かんでい
生活習慣病にまっしぐらな感じなの
ました。ごめんなさい、町の皆さん。 で、なるべくバランス良い食事を心

がけています。
町で暮らすにあたって、不便さは
感じていません。 商店が夜早い時
間に閉まってしまうのは不便なのか
もしれませんが、私は「明日買うか
らいいさ」という考えが先に出てく
るので、引っ越し当初から気になり
ませんでした。
夜空は星でいっぱいだったんだ！
ずいぶん、都会に長く暮らしてた
ふうな言い方ですが、私のいた中
央区はビルやらマンションが立ち並
んで、夜は明るいですし、幌加内
町と同じ満天の星空が広がっている
のでしょうけれど…見えない。だけ
ど綺麗なお月さまは同じく見てまし
た。しかし、 本当に星の存在を忘
れてました。「どうせ見えないから見
ない」ということを繰り返しているう
ちに星を見ない、夜空を見上げなく
なってしまった私でした。これもある
意味、生活習慣病でしょうか。その
病？を一気に治してくれたのは、こ
こ幌加内町の自然環境と町並みの
調和です。
「 人に自然にやさしい故 郷 づく
り」 をめざす幌加内町。 私はここ
で、社会福祉協議会に配属となっ
て、頑張っております。 皆さんこれ
からもよろしくお願いいたします。
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一日警察署長が
呼びかけ

母子里と出会う旅

９月21日（木）から30日（土）まで「秋の全国
交通安全運動」に併せ、士別警察署で一日警察署長

母 子里と出会う旅（実 行委主催）が9月23、24
日の両日、母子里地区を舞台に開催されました。

本事業は、士別警察署が主催、旭川地区トラック
協会士別支部が協賛で行われ、事故防止の啓発ポス
ターや反射材を交通安全推進委員会会長でもある細

加 者は、満天の星 空の下、バスに乗り母 子里の森
を探検。北大雨龍研究林の職員から野生動物の生
態系などについて話を聞きながら動物たちを探索し

の任命を受けた北海道観光大使の「青山千景さん」
が28日（木）に本町を訪れ、交通事故防止を呼び
かけました。

川町長へ手渡されました。

本事 業は、平成26年に開始してから今回で5回
目となり、一 般 参加 者、スタッフ合わせて70名以
上が 参加。バーベキュー大会で打ち解けあった参

た一行は、道中、ライトで目がキラキラと反射した
動物たちの姿を見つけると「きつねがいた！」、
「こっ
ちには鹿がたくさんいる！」と大 盛り上がり。翌日
には、雲海の見学やバードウォッチングなどで大自
然を満喫しました。実 行委員会委員長の渡 来 正幸
さんは、
「母 子里を知ってもらえる良い機 会で、こ
れからも続けていきたい」と話していました。

各自治区・特別養護老人ホームで敬老会

長寿を祝う！

町内の75歳以上の方々が健やかにご長寿を迎えられた
ことをお祝いする「敬老会」が、８月７日（月）の下幌
加内自治区を皮切りに、９月９日（土）は添牛内自治区、
10日（日）は朱鞠内自治区、16日（土）は幌加内自治区

など各自治地区で開催されました。また特別養護老人ホー
ム「テルケア」でも９月８日（金）に開催されました。
長年にわたり、幌加内町のために力を尽くしてこられた
方々に敬意を表するとともに、これからもご長寿の皆さま
が、日々健康で楽しく毎日過ごされることを願っています。

朱鞠内自治区敬老会
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幌加内自治区敬老会

テルケア敬老会

※テルケア提供

朱鞠内小学校
受け継がれる歴史

大通り一丁目町内会
全戸避難訓練

朱鞠内小学校開校百周年記念事業協賛会（会長：
谷川優）は、大正７年９月の開校から百年を迎えた

９月30日（土）、幌加内自治区・役場総務課防災
係が共催し、大通り一丁目町内会を対象にした避難

備等ご尽力いただきました各校長先生をはじめ、教
職員の皆さま、地域の皆さまのご協力に心からお礼
を申し上げます。」と式辞を述べられました。また

警報が発令されたと仮定した訓練で、役場からIP
告知端末機で、
「避難指示」を発令し避難を呼びかけ、
37名の方が公民館１階の和室に避難しました。

朱鞠内小学校の記念式典を10月１日（日）に開催
しました。
谷川会長は「式典の開催にあたり、３年前から準

細川町長より「朱鞠内小学校の卒業生は、1700人
を超え、社会のあらゆるところで立派に活躍されて
いる姿に誇らしく思います。伝統に輝く朱鞠内小学

校の心豊かに育つ教育の場になることをこれからも
望みます。
」と祝辞が贈られました。その後、全員
で校歌を斉唱し、祝賀会では昔の思い出話しに花を
咲かせていました。

訓練を実施しました。
当日のシナリオは、昨晩からの大雨の影響により、
雨竜川が増水、気象庁より土砂災害情報や大雨特別

避難完了後、避難方法や改善点、備蓄品の要望な
どアンケートを実施し、その後、避難所での災害食
を体験していただきました。
災害はいつ襲ってくるかわかりません。日頃から
家族で、職場で、地域で話し合って、防災意識を高
めましょう。

カップそば
販売開始のお知らせ

ゆるキャラグランプリ
2017 投票開催中！
今年も幌加内町のイメージキャラクター「ほ

ろみん」がゆるきゃらグランプリにエントリー
しています。投票は11月10日（金）18時まで
行われ、毎日１人１票を投票できますので、幌
加内町のために大奮闘するほろみんに、皆さま
の応援をよろしくお願い致します。

よろしくおねがい
します！！！

幌加内町の新たな特産品開発の一環として試作した、
幌加内そばの里大使上杉氏監修のカップそばを昨年、町
民の皆さまにもご賞味いただいておりましたが、大変好
評であったことから、この度、９月２日（土）より新パッ
ケージにて製品化及び販売を開始いたしました。
上杉氏作詞・作曲の幌加内町応援ソング「ソウルソゥ
バッ！」のＣＤつきプレミアムカップそばも数量限定で
販売を開始しております。
カップそばは下記店舗にて取扱っておりますので、こ
の機会に是非お買い求めください。
◆取扱店

・道の駅物産館 ・せいわ温泉ルオント
・有限会社丸〆川嶋商店
◆価 格
ＣＤつきプレミアムカップそば
1,080円（税込み）
カップそば 540円（税込み）
◆販売元
・株式会社ほろかない振興公社

※新パッケージ
2017.10
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IP告知端末機を用いた情報伝達訓練
幌加内町では、地震をはじめとする大規模災害や武力攻撃などの緊急事態の発生時に、全国
瞬時警報システム（※Jアラート）から発信される国からの緊急放送を、さまざまな情報伝達
手段を用いて確実に皆さまへお伝えするため、町内で緊急情報伝達手段の訓練を行います。
以下の日時に、各戸に設置している「IP告知端末機」及び屋外スピーカーから放送が流れま
すが、訓練放送ですので、実際の災害などとお間違えのないようにご注意ください。
※訓練当日、実際の災害が発生する可能性がある場合は、中止いたしますのでご了承願います。

●訓練実施日時

11月14日（火） 午前11時00分

●問 い 合 せ 先

②「これは、Jアラートのテストです。
」×3
③下りチャイム音
役場総務課防災係（TEL：0165-35-2121 内線113）

●配

信

文

①上りチャイム音

電気メーターに有効期限があることをご存知ですか？
取引や証明に使用される電気メーターは検定が必要であり、その有効期限が定められて
います。有効期限は、電気メーターに付されたラベルや検定票で確認してください。ラベ
ルや検定票がないものや有効期限が切れた電気メーターは使用できません。
●問い合わせ先
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日本電気計器検定所北海道支社（TEL 011-668-2437）

第９回手紙内容紹介

時過ぎくらいからサウナが消されます︒

20

町長への手紙

手紙

21

せいわ温泉ルオントについて

営業時間が 時までなのに︑

サウナ前の飲料水も止められました︒ 客がいるわけだから営業時間内は

きちんとすべき︒ 町外のお客様の文句も聞きました︒ 町の公共温泉施設

として適切な指導をお願いします︒

お答え

ルオントの管理運営をしていただいている指定管理者﹁ほろかない振

分に閉店のアナウンスが流れるので︑この時間で誰もお客様

45

興公社﹂に事実確認をいたしました︒

時

分前ぐらいに来るお客様もおり︑その場合は閉館

がいない場合は順番にサウナ室のテレビを消す等の作業に入る場合があ

ります︒また︑閉館

までの時間を伝え入浴してもらっておりますが︑ご指摘にあったように︑

早めに閉館作業をした従業員がいたのかもしれません︒

今後は︑閉館数分前の時間内の作業には充分注意を払い︑一人のお客

様も在館していないことを確認し︑作業をする旨の注意喚起を従業員に

徹底して誤解のないように致します︒

以上の回答をいただきました︒町としても︑公共温泉施設として︑よ

りお客様から満足をいただけるサービスの提供について指導して参りま

す︒
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国の教育ローン
高校、大学等への入学時・
在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。お
子さま１人につき350万円以
内を、
固定金利（年1.81％（平
成29年８月31日現在）
）で利
用でき、在学期間内は利息の
みのご返済とすることができ
ます。
●お問合せ先
教育ローンコールセンター
TEL：0570-008656
（ナビダイヤル）または
TEL：03-5321-8656

平成30年度
入校生募集
国立北海道障害者職業能力
開発校では、求職中の障がい
者の入校生（訓練期間１年又
は２年）を募集しています。
●願書受付期間
11月1日
（水）
〜
11月20日
（月）
まで
●選考日 12月４日
●問い合わせ先
北海道障害者職業能力開発校
（TEL：0125-52-2774）

北海道女性の活躍支援センター出張相談会
北海道では、女性の結婚、子育て、介護などライフステージや就業、
起業などさまざまな相談に対応する「北海道女性の活躍支援センター」
を開設しており、この度、上川総合振興局において出張相談会を開催
いたします。
●日 時：11月1日（水） 15時45分〜 17時45分
●場 所：上川総合振興局 ２階203号室
●支援員：名古屋紋子（社会保険労務士事務所 オフィス758代表）
●問い合わせ先・ご予約：
女性の活躍支援センター（TEL：011-204-5711）
●問い合わせ時間：
月・火・木・金 10時〜 16時 水・土 10時〜 13時

11月は、労働保険適用促進強化期間です！
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定・
福祉の増進等を図ることを目的に、国が直接管理経営している保険で
す。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業につい
ては、法人・個人を問わず加入が義務づけられています。
●問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課
（TEL：011-709-2311）
最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

仕事休もっ化計画

●計画１…仕事と生活の調和のために、計画的に年次有給休暇を取ろう。
●計画２…土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にしよう。
●計画３…話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取りやすい会社
にしよう。

士別警察署かわら版
冬の交通安全運動の実施

〜わたろうか

10月は年次有給休暇
取得促進期間です。

迷う気持ちは

赤信号〜

11月11日（土）から20日（月）までの間、
「冬の交通安全運動」が実施されます。

道の駅クーポン
日頃より、道の駅「森と湖の里ほ
ろかない」をご利用いただきありが
とうございます。道の駅では、町民
の皆様に対して毎月クーポンを発行
することといたしましたので、ご利用
いただきますようお願いいたします。

せいわ温泉ルオント
入浴料

高齢者による交通事故も増加していま
すので、地域の力で悲惨な交通事故から
高齢者を守りましょう。

■指名手配犯人検挙にご協力を■
〜ピンときたら110番〜

全国の警察では指名手配犯人の追跡捜査を実施しています。
逃走中の指名手配犯人に関する情報は、どんな些細なことで
あっても、１１０番又はお近くの警察署、交番、駐在所に連絡
をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

士別警察署

㈹23−0110

✂

大人500円→400円
子供250円→200円
平成29年11月30日まで有効

※有効期限内、何度でも利用可。
他サービス券等の併用不可
※クーポンは切り取り、ご提示願います。
2017.10
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平成29年度

インフルエンザ予防接種

今年度も、各診療所による個別接種で実施いたします。また、完全予約制となりますので、住民
の皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
【小児】※ 2 回接種
場

所

接

種

開

始

日

実施曜日

実

施

時

間

幌 加 内 診 療 所

10月18日（水）〜

水、木

15:00〜17:00

朱 鞠 内 診 療 所

11月10日（金）〜

毎診療日

毎診療時間

注１

幌加内診療所は実施曜日当たり、同伴の保護者も含めて最大24人まで。
朱鞠内診療所は実施日当たり、同伴の保護者も含めて最大5人まで。

【一般】
場

所

幌 加 内 診 療 所
政 和 診 療 所
朱 鞠 内 診 療 所
母 子 里 コミセ ン
注２
注３
注４

接

種

開

始

日

11月10日（金）〜

日

実

施

時

間

毎診療日

毎診療時間

11月14日（火）〜

幌加内診療所は実施日当たり、最大15人まで。
政和、朱鞠内、母子里は実施日当たり、最大５人まで。
充分なワクチンは確保しますが、ワクチンが無くなり次第、終了となりますので、ご理解く
ださい。
受付開始日など詳細については、別途ＩＰ告知にてお知らせします。

町立幌加内診療所

おうちに未登録の象牙は
ありませんか？
環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようとし
ています。
所持しているだけでは違法ではありませんが、登録さ
れていない象牙を売ったりあげたりするのは違法です。
未登録の象牙をお持ちの方、まずは下記までご連絡を！
（全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑やアクセサ
リーなど象牙製品は対象外。）

連絡先

象牙在庫把握キャンペーン事務局
（TEL：03-6659-4660）

なお、所有者死亡による近親者への相続は違法になり
ません。ただし、その後販売等をする場合にはあらかじ
め登録が必要です。
また、象牙以外の国際希少野生動植物種の登録も受け
付けています。

2017.10

施

11月 8 日（水）〜

【お問い合わせ】

7

実

電話 35-2321
2017全国一斉
労働トラブル110番
釧路青年司法書士協議会及び全国青年
司法書士協議会は、市（町）民の権利擁
護のために活動する団体であり、今般、
この活動の一環として、労働トラブルに
関する全国一斉の無料相談会を下記の日
程で開催します。

日時：11月26日（日）
10時00分〜 17時00分
専用電話番号：

0120-610-787
（当日のみの専用番号です。）
※相談は無料、秘密は厳守します。

裁判員制度
〜まもなく名簿記載通知を発送します！
☆裁判員候補者名簿ができるまで

裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を
基に、全国の地方裁判所で作成されます。
平成30年の名簿に登録される人数は、全国で約23万600人です。（選挙人名簿登録者全体に占め
る割合は、約461人に1人）

☆裁判員候補者名簿記載通知について

平成30年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿登録されたことの通知
（名簿記載通知）をお送りします。
この通知は、来年2月ころから平成31年2月ころまでの間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選
ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。
この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判
所にお越しいただく必要はありません。
また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は、裁判員候補者の方の事情を
早期に把握し、調査票のご回答の内容により、１年を通じて明らかに辞退が認められる場合等には
裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお
送りするものですので、お尋ねする項目に当てはまらない方は、返送していただく必要はありませ
ん。
辞退の申出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。
この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送り
する質問票で辞退を申し出ていただくことも、裁判所で行われる選任手続の際に辞退を申し出てい
ただくことも可能です。
裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。

幌加内町人事
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月１日付︶

︵総務課職員厚生係長︶

三 浦 依理子

︵平成 年

○総務課

税務係長

○保健福祉課

しあわせ福祉係長

︵総務課税務係長︶

山 本 めぐみ

様︵東 京 都︶

平成29年４月〜８月までの寄付
申し込み件数は《403件》です。

ご厚志に感謝します

俊一

様︵埼 玉 県︶

〜 ８月分の寄付申出状況 〜

本山

秀美

様︵愛 知 県︶

◆ふるさと納税◆

８月５日

澤田

徹

様︵埼 玉 県︶

８月分の申出状況は︽１０９件︾ありました︒
たくさんの応援メッセージが幌加内町の力になり励み
になります︒

８月８日

小林

敬子

※広報掲載希望者のみ掲載させていただいております︒

日

川村

８月

日

８月

19 17

29

町道民税第３期納期限
「納税通知書」がお手元にある方で、口座振替をご利用
でない方は、納税通知書をお持ちの上、納期限までに納付
をお願いします。
また、口座振替をご利用の方は、口座残高の確認をお願
いいたします。
納 期 限 10月31日（火）まで
納付場所 北空知信用金庫本支店、きたそらち農業協同組
合幌加内支所、役場出納窓口、役場朱鞠内支所
問い合わせ先
役場総務課税務係 ＴＥＬ 35-2121（内115）
2017.10
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（単位：％）

20.00

30.00
実質公債費比率

25.00

35.00

該当なし

簡易水道事業特別会計

該当なし

下水道事業特別会計

該当なし
各 公 営 企 業
に お け る 資
金 不 足 比 率

国 民 健 康 保 険
病 院 事 業 会 計

経営健全化
基
準
平成28年度
計
会
別
特

設定なし
350.0
将 来 負 担 比 率 該当なし 該当なし 該当なし

＊比率が、早期健全化基準より低いほど、健全度が高いことを意味します。
＊比率が、経営健全化基準より低いほど、健全度が高いことを意味します。

★財政健全化判断比率は、４比率ともに「早期健全化基準」を下回ってい
ます。
★資金不足比率は、各公営企業会計ともに「経営健全化基準」を下回って
います。

用語説明と幌加内町の状況
●健全化判断比率

健全化判断比率は次の４つに区分され︑１つ

年度は︑平成

☆幌加内町の状況

平成

年度から平成

年度ま

28

平成 年度から平成 年度まで︑
町の借金
︵公

６％減の０・６％となりました︒

での３ヵ年平均により算出され︑
昨年度より１・

26

に注意が必要としての早期健全化団体に指定さ

債費︶を約２億円ずつ繰上償還している効果が

年度以降においても次世代への財政負担軽減

る財政再生団体となり︑自由度のない行財政運

た場合は企業の倒産と似たような取り扱いにな

④将来負担比率

め︑計画的に繰上償還を行う予定です︒

や社会情勢の変化に対応できる町づくりのた

団体が実質的に将来負担すべき負債から負債に

幌加内町の全会計や一部事務組合などの関係

対して充当可能な基金や収入を差し引いた残額

年度は赤字がないため本比率は算出さ

年度は赤字がないため本比率は算出さ

平成 年度は赤字がないため︑本比率は算出

☆幌加内町の状況

︵現金収入見込︶の割合です︒

現状把握できる将来の実質的な負債と資産

の標準財政規模に対する比率︒

歳出総

一般会計等の実質赤字額︵歳入総額

す︒

の借金返済財源に充てているかを示すもので

自由に使える収入財源を実質的にどのくらい

還金の標準財政規模に対する比率︒

する償還金︶や一部事務組合が起こした起債償

還金︵公営企業会計に対して一般会計等が負担

一般会計等が負担する元利償還金︑準元利償

③実質公債費比率

れませんでした︒

平成

☆幌加内町の状況

足額︶の標準財政規模に対する比率︒

べての会計を連結した実質赤字額︵又は資金不

一般会計等と公営事業会計︵特別会計︶のす

②連結実質赤字比率

れませんでした︒

平成

☆幌加内町の状況

かを判断する指標︒

額︶の標準財政規模に対する比率︒黒字か赤字

①実質赤字比率

営をしなくてはなりません︒

また︑更に財政が悪化し財政健全基準を超え

現れ︑前年比 １・６％の減となりました︒平成

25

れ︑
財政健全化計画を策定する必要があります︒

でも早期健全化基準を超えると︑財政の健全化

28

21

幌加内町財政健全化判断

地方公共団体の財政の健全度を示す比率について︑﹁地方公共団体の財政の健全

連結実質赤字比率 該当なし 該当なし 該当なし
0.6

平成 年度は︑全会計で赤字がないため︑本

☆幌加内町の状況

健全化を図らなくてはなりません︒

は会計ごとに経営健全化計画を策定し︑経営の

資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合

となります︒

水道事業特別会計︑下水道事業特別会計が対象

加内町では︑国民健康保険病院事業会計︑簡易

等と比較し︑経営状況の深刻度を示します︒幌

を各公営企業の主たる事業収入である料金収入

各公営企業で最終的に算出される資金不足額

●資金不足比率

されませんでした︒

28

比率は算出されず︑健全な状況であるというこ

28

化に関する法律﹂に基づき︑公表いたします︒

20.00

2.2

−

平成 年度以降からは一定基準を超えた場合︑財政健全化のための計画を策定し︑

平成26年度 平成27年度 平成28年度

20.0

総務大臣の同意や北海道知事への報告︑実施状況の公表などが義務付けられていま

15.00

すので︑制度の概要と幌加内町の財政指標を公表します︒

分

28

21

平成28年度
決算に基づく「財政健全化診断比率」

28

とができます︒

2017.10

9

実 質 赤 字 比 率 該当なし 該当なし 該当なし

3.8

財政再生
基
準
早期健全化
基
準
健全化判断比率
区

28

比率・資金不足比率の公表

平成28年度決算による幌加内町の財政状況

2017.10
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「社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます
年末調整・確定申告まで大切に保管を！
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険

料控除の対象となります。
（その年の１月１日から12月31日までに納付した保険料が該当しま
す。
）

この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられて

いますので、平成29年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方に対し、

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構本部から送付され
ます。

年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収書）を添付してください。

なお、10月１日から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には、

来年の２月上旬に送付されます。

ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加

えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。

◎何かわからないことがあれば
・問い合わせ先の名称 ねんきん加入者ダイヤル
・電話番号 ０５７０−００３−００４（ナビダイヤル）
０５０から始まる電話でおかけになる場合は０３−６６３０−２５２５
〈受付期間〉
平成２９年１１月１日（水）〜平成３０年３月１５日（木）
〈受付時間〉

●月〜金曜日 午前８：３０〜午後７：００
●第２土曜日 午前９：００〜午後５：００
・祝日（第２土曜日）、１２月２９日〜１月３日はご利用いただけません。

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いた
だけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は通常の通話料金がかか
ります。
※「０３−６６３０−２５２５」の電話番号におかけになる場合（０５０から始まる電話でおかけになる場
合）は、通常通話料金がかかります。
※「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生して
いますので、おかけ間違いにはご注意ください。
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健 康
コラム
2017

インフルエンザにかからないために

幌加内町も徐々に寒くなってきました。冬に近づくにつれてインフ
ルエンザの流行が話題となってきます。感染すると、ときに重症化し
て命に関わることもあります。インフルエンザを知り感染予防に努め
ましょう。

インフルエンザ
（ウイルス）の性質

インフルエンザの感染力は強力です。かからないようにすること
も大切ですが、うつさないことも大切です。小さな子供や高齢者は
重症化しやすいため、注意が必要です。
・人混みをさける
・人混みに出るときはマス
クをする
・手洗い、うがいの徹底
・栄 養 と 睡 眠 を 十 分 に と
り、抵抗力を高めておく
・予防接種を受ける

うつさな い ポ イ ン ト

かからな い ポ イ ン ト

インフルエンザは、乾燥を
好 み、 感 染 者 の 会 話 や せ き、
くしゃみなどから放出された
しぶき（飛沫）に含まれるウ
イルスを吸い込むことで感染
します。また、しぶきは、ド
アノブなど様々なものに付着
していますので、それらに触
れた手で目や口に触れると感
染する可能性もあります。

かからないポイント、うつさないポイント

・せき、くしゃみの際は、
ティッシュなどで口鼻を
押さえ、人から顔をそむ
けてする
・熱や咳、くしゃみなどの
症状がある人は、マスク
をつける

インフルエンザを疑う症状が現れたときは・・
第214回

「予防していても油断しないで」

抗インフルエンザウイルス薬は、発症から48時間以内の服用が
必要とされていますので、38℃以上の発熱や関節痛、筋肉痛など
インフルエンザと思われる症状があらわれたときは、早めに医療機
関へ受診しましょう。
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●乳幼児・児童に関する行事
保健福祉総合センター

乳幼児健康診査

15日
（水）

子育て教室

26日
（日） 農業活性化センター

受付 12：30〜
10：00〜11：30

７日（火）
乳幼児予防接種

14日
（火）

町立幌加内診療所

15：00〜16：30

１日
（水）

母子里老人クラブ

10：00〜11：00

９日（木）

添牛内老人クラブ

10：00〜11：00

10日
（金）

幌加内老人クラブ

９：00〜10：00

13日
（月）

政和老人クラブ

10：00〜11：00

22日
（水）

朱鞠内老人クラブ

10：00〜11：00

13日
（月）

旭川がん検診センター

案内文をご確認ください

21日
（火）
28日
（火）

●成人・老人に関する行事

老人健康相談

送迎バス健診

○母子健康手帳および妊婦一般健康診査受診票の交付は、アルクで行って
おります。妊娠がわかりましたら、早めに交付を受けてください。また、
来所の前にアルクへご連絡いただけると交付がスムーズです。
○肝炎ウイルス検診を実施しています。対象者は、40 歳以上の方で過去
に検診を受けられたことのない方です。検査を希望される方は、事前に
アルク保健師までご連絡ください。
2017.10

12

■町民ミニバレー大会
【日

◎学

募集

参加

時】平成29年11月12日㈰
生

の

部

受付 9:00〜 開会式 9:30〜
試合開始 開会式終了後〜12:00
◎一般・女子の部 受付 13:00 開会式 13:15〜
試合開始 開会式終了後〜17:00
※高校生は、
一般の部・女子の部に含める。
【場 所】幌加内高等学校「体育館」
【対 象】町民一般
【参加料】学生の部〜200円 一般・女子の部〜300円
【申込先】小・中学校、高等学校分については教育委員
今年も、皆さんの日頃の学習成果を披露する場として「生涯学習フェ
会社会教育係へ、一般分についてはミニバレ
スティバル」を開催します。多くの方のお越しをお待ちしております。
ー協会までお申込みください。
【期 間】平成29年10月13日㈮〜11月3日㈮
【申込期限】10月30日㈪まで
【場 所】生涯学習センター
※チーム編成できない場合は、単独でお申込
【日 程】10月13日㈮児童生徒作品展示会（〜 11/3まで）
みください。
10月19日㈭児童生徒芸能発表会 13:30 〜 15:10
10月20日㈮一般作品展示会（〜 11/3まで）
文化連盟文化講演会
10月29日㈰ピアノ発表会 14:00 〜 16:00
11月 日㈭華道展示会（〜 11/3まで）
11月 日㈮お茶席 10:00 〜 14:00
【日 時】平成29年11月21日㈫
一般芸能発表会 13:30 〜 16:00

■第27回生涯学習
フェスティバルのご案内

■
「僕に宇宙一の幸せをくれたジャガー」

■生涯学習講座「英会話教室」
【日

時】平成29年10月27日㈮、11月2日㈭、6日㈪

【場
【対

所】生涯学習センター「アトリエ」
象】町内成人（各クラス 10 名程度）

初級18:00〜19:00

中級19:10〜20:10

※各クラス 3 名に満たない時は中止とします

【講 師】シーラ・マルヘリン先生（町英語指導助手）
【申込み】10月24日㈫までに教育委員会社会教育係（電
話35−2177）へご連絡ください。

【参加料】無料

◇今月の新しい本
・ワルツを踊ろう 中山七里／著
（幻冬舎）
・池上彰のこれが
「世界のルール」だ！
池上彰／著
（文藝春秋）
・鯖猫長屋ふしぎ草紙３
田牧大和／著
（PHP研究所）
・冤罪犯
翔田寛／著
（KADOKAWA)

◆
19日㊍

10月

20日㊎
27日㊎
28日㊏
29日㊐
２日㊍
３日㊎

11月

13

2017.10

６日㊊
12日㊐
14日㊋
15日㊌
18日㊏
21日㊋
24日㊎
25日㊏
30日㊍

◆

◆

◆

◆

開場18:00 開演18:30
所】幌加内町生涯学習センター
「ふれあいホール」
【講 師】木下 博勝 氏
【入場料】一般 500円 高校生以下 無料
【チケット取り扱い】
生涯学習センター、役場出納窓口、朱鞠内支所
【問合せ】幌加内町教育委員会社会教育係（TEL35−2177）

【場

■生涯学習講座「陶芸教室」参加募集
【日

時】＊初級コース11/14㈫・15㈬・12/12㈫

18:00〜19:30
＊上級コース11/18㈯ 13:00 〜16:00
【内 容】初級コース 初歩からの作品作り
上級コース 作品作りのアドバイス、実演、実技指導
【場 所】生涯学習センター「陶芸室」
【対 象】町内成人
【定 員】各コース15名
（各コースとも３名に満たない時は中止にします）
【参加費】材料費〜粘土代として1kg 260円程度
【講 師】初心者コース…陶芸サークル会員
上級者コース…柴田 茂 氏（鷹栖町㈲陶人社）

【申込み】各クラスとも11月８日㈬までに教育委員会へ

生涯学習カレンダー

◆

生涯学習フェスティバル児童生徒芸能発表会
ふれあいホール
チビッ子英語クラブ
アトリエ
一般作品展示（〜 11/3 まで）
アトリウム
チビッ子英語クラブ
アトリエ
古雑誌リサイクル市（〜 11/12 まで）
アトリウム
生涯学習講座「英会話教室」
アトリエ
秋の特別おはなし会
図書室
生涯学習フェスティバルピアノ発表会
ふれあいホール
生涯学習フェスティバル華道展示会（〜 11/3 まで） 生涯学習センター
生涯学習講座「英会話教室」
アトリエ
生涯学習フェスティバルお茶席
生涯学習センター
生涯学習フェスティバル一般芸能発表会
生涯学習センター
生涯学習講座「英会話教室」
アトリエ
町民ミニバレー大会
幌加内高校
生涯学習講座「陶芸教室」初級コース１回目
陶芸室
生涯学習講座「陶芸教室」初級コース２回目
陶芸室
生涯学習講座「陶芸教室」上級コース
陶芸室
文化連盟文化講演会「僕に宇宙一の幸せをくれたジャガー」 ふれあいホール
チビッ子英語クラブ
アトリエ
おはなしにこにこ
図書室
チビッ子英語クラブ
アトリエ

◆

◆

◆

13：30〜
１年生 15:15〜
４〜６年生

◆
２、３年生

16:00〜

15:40〜

初級18:00〜、中級19:10〜
10:30〜
14:00〜
初級18:00〜、中級19:10〜
10:00〜
13:30〜
初級18:00〜、中級19:10〜
学生9：30〜、一般・女性13：15〜
18:00〜
18:00〜
13:00〜
18:30〜
４〜６年生 15:40〜
11:00〜
１年生 15:15〜 ２、３年生 16:00〜

我が家の
アイドル！

髙松

月
文
佑

日
治
美

９月

日︵土︶に﹁母子里と出会う旅﹂のイベン

トにお邪魔してきました︒

現地に着いた頃には︑すっかり日も落ち︑ふと空

を見上げると満天の星空が輝いていました︒なんだ

か心が洗われる気がして︑しばらく空を見続けてい
ました︒

当日︑お世話になりました北大演習林の職員や母

子里自治区の皆さま︑
大変ありがとうございました︒

●ひとのうごき●

では親は真剣に、子どもたちは笑

ちゃん
︵父伸一︶

歳

援や拍手が飛び 交い、親子競技

９月５日 黒田 結月

様

あいにくの雨で室内での開催と

お誕生おめでとう

美輝

様

今月の表紙

おくやみ申し上げます
９月 日 清水

ご厚志に感謝します
◆社会福祉協議会に◆

23

77

彩羽 ︵あやは︶ちゃん
平成

年
父
母

21

広報ほろかない10月号
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︵そば祭り出店売上の一部を︶

顔で大活躍していました。

17

月６日 たんぽぽ会

発行）
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をお父さん、お母さんに披露。一

1,557人

口

人

766人
791人

男
女

生懸命がんばる園児たちの姿に声

（前月比−3）

り、走ったりと元気いっぱいな姿

（前月比−4）

んなことはお構いなしに、踊った

809世帯

世帯数

なった運動会ですが、園児達はそ

（９月末現在）

10

﹁はらぺこあおむし﹂の本
が 大 好 き で︑ 自 分 か ら 持 っ
て く る よ う に！ 兄・ 姉 に た
くさん遊んでもらって毎日
楽しそうです︒﹁ママ﹂や﹁い
たいいたい﹂など多少の言
葉も出るようになりました︒
最 近 で は︑ ３︑４歩 あ る け
る よ う に な り︑ 毎 日 チ ャ レ
ン ジ し て い ま す︒ 目 が 離 せ
ま せ ん が︑ こ れ か ら の 成 長
がとても楽しみです︒

９

28

