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晩生内まつり

百歳高齢者「内閣総理大臣祝状」伝達式・・・・・・・・・３Ｐ
「ジビエ・de・そらち」モデル事業に関する
説明会の開催について・・・・４Ｐ
紙おむつ等購入費助成（10月〜3月分）
申請受付開始についてのお知らせ・・・・・７Ｐ
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うらうす友だちマラニック
９月２日（日）、
「うらうす友だちマラニック」が開催されました。このイベントは、町内各地
に農業者による１２箇所の「おもてなしポイント」を設置し、参加者が走ったり歩いたりしなが
ら町の農産物等を味わうことのできるもので、今年で３回目の開催となります。鶴沼方面を回る
１３㎞のショートコース、鶴沼方面に加え晩生内方面も回る２７㎞のロングコースに分かれ、参
加者はそれぞれのコースを自由なペースで回り、町の特産物等を味わっていました。後半には鶴
沼公園で参加者や農業者との交流会も開催され、最後まで盛り上がるイベントとなりました。

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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百歳高齢者「内閣総理大臣祝状」伝達式
９月１９日（水）、今年度満百歳を迎えられる松田ツネ子さんに「内閣総理大臣祝状」が贈られました。
町長より祝状と記念品の銀杯を笑顔で受け取られていました。
松田さん本当におめでとうございます。これからもお元気でお過ごしください。

敬

老

会

９月１４日（金）、農村センターにおいて、平成３０年度浦臼町敬老会が行われました。
今年度の長寿記念該当者については、９９歳白寿の方が５名、８８歳米寿の方が２２名となっています。
斉藤町長が「皆さんが家族や郷土のために働いてきたからこそ、今の浦臼がある。これからも私たち
のお手本とさせていただきたい。
」とあいさつを述べた後、長寿記念該当者の方々への記念品の贈呈、
ゆうあいの郷の職員の方々や大道芸人の「ミスターきくち」さん、認定こども園の園児たちによる余興
が行われ、参加者は笑顔で過ごしていました。

浦臼中学校学校祭
９月１日（土）、浦臼中学校において学校祭が開催されました。開会式で校長先生が「テーマとなっ
ている『新しい色を咲かせよう』のとおり、今日は様々な色が咲くのを楽しみにしています。」とあい
さつをした後、各学年の演劇や合唱の発表が行われ、生徒が少ない分、一人何役もこなして準備をして
きた成果を来場者に披露していました。

ゴミは、分別して出しましょう!!
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「ジビエ・de・そらち」モデル事業に関する説明会の開催について
平成２７年１２月に策定した地方創生総合戦略に基づき、近年被害が深刻化している有害鳥獣による
農作物被害の拡大を食い止めるため、エゾシカの駆除を促進しジビエ（食用肉）として利活用すること
で農業振興のみならず、商業・観光分野への経済効果が得られる事業として、平成２８年度から３カ年
にわたり地方創生の交付金を活用して検討してきました。
このような状況の中、農水省が本年度事業として全国から１７のモデル地区を選定し、捕獲収集から
加工まで行う施設整備を後押しする「ジビエ倍増モデル整備事業」が創設され、事業申請を経て浦臼町
が北海道を代表するモデル地区として指定を受けることとなり、国や北海道からの特別な支援を受けな
がら平成３１年秋の施設稼働を目指し現在、事業の詳細検討を行っております。
町の産業振興のため、ジビエを地域資源として活かし雇用の創出、新たな産業の育成により地域の活
性化を目指してまいりますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
つきましては、下記の日程で事業の概要に関する説明会を開催し、地域の皆様からご意見をいただき
事業を推進してまいりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
記
１．日
場

時
所

平成３０年１０月１９日（金）午後６時から
行政センター１階集会室

２．日
場

時
所

平成３０年１０月２２日（月）午後６時から
晩生内地区コミュニティセンター

※鶴沼地区住民への説明会は先に開催しておりますので、開催場所は浦臼・晩生内地区での開催として
います。ご都合の良い会場へお越しください。
【事業の概要】
現在、地元猟友会の協力を得て捕獲・駆除を行っておりますが、更に有害鳥獣の捕獲を促進する
ため、減量化施設（微生物により分解処理させる施設）と食肉処理施設（エゾシカを解体し食肉に
加工する施設）を建設し、移動式処理車の導入により食肉利用率を向上させるとともに、個体の買
取制度の導入により狩猟者の捕獲意欲を高め、捕獲強化を図り農業被害を低減させることを目的し
た事業です。

町民まちづくり活動応援補助金制度対象事業

だれでも食堂のご案内
浦臼の新鮮な野菜をできるだけ利用した、月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
日
時：１０月２７日（土）１１:３０〜１３:３０
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
メニュー：ぎょうざ・ごはん・中華スープ
料
金：大人２００円 １８歳以下無料

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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保健センター（長寿福祉課

保健指導係）

☎６９-２１００
保健師・栄養士だより

運動教室のお知らせ
運動したほうが良いことはわかっているけど、習慣化するのが難しい・・・という方はいませんか？
運動には、「体力や筋力の維持・向上」「生活習慣病の予防」「血行促進による肩こり・冷え症の改善」「ス
トレス解消」など、身体だけではなく精神面にも良い効果がたくさんあります。寒さや雪などで、体を動か
す機会も減ってしまいがちなこれからの時期、室内で楽しく体を動かしてみませんか？
保健センターでは、１１月より下記の運動教室を行います。日頃運動不足を気にされている方、健診の結
果で運動を勧められた方・・・たくさんの方の参加をお待ちしています。

◇大人のための筋力アップ・脂肪ダウンスポーツ教室◇
冬場の運動不足解消や日頃のストレス発散を目的とした教室です。
インストラクターによる体のコリや疲れをほぐすストレッチ・脂肪を燃焼させるためのリズム体操などを
中心に行っています。
＜対

象＞

概ね７４歳以下の町民

＜日

程＞

１１月１５日（木）〜平成３１年１月３１日（木）の期間中１０回

＜時

間＞

９：３０〜１１：３０（初回、９回目のみ９：１５〜）

＜会

場＞

保健センター

＜参加料金＞

５００円

昨年参加された方の声
・楽しく運動できて良かった。
・終了後は気分スッキリ！年間通してやってもらいたいくらいです。

◇男性のための健康づくり教室◇
男性を対象に、冬場の運動不足解消や体力維持を目的とした教室です。
男性インストラクターによる体のコリや疲れをほぐすストレッチ、体力アップのための有酸素運動などを
行っています。
＜対

象＞

概ね７４歳以下の男性

＜日

程＞

１１月１５日（木）〜平成３１年１月１７日（木）の期間中８回

＜時

間＞

１３：００〜１５：００

＜会

場＞

保健センター

＜参加料金＞

５００円

＊参加希望の方は、保健センター（℡６９−２１００）
までご連絡下さい。申込等詳しい内容については、町内
回覧のチラシをご覧ください。

買物は町内商店で買いましょう!!
5

KOUHOU
URAUSU
H30.10

奈井江町・浦臼町

健康フォーラム
〜つながり愛のあるいきいき元気なまちを目指して〜

と

平成30年11月10日（土）

き

（開場１２時〜開演１３時〜）

参加無料

奈井江町文化ホール

ところ

「演題」 今年のテーマは「健康づくり運動！」

マイペースの健康づくり
〜頑張らないスポーツのすすめ〜
講師

北海道文教大学大学院健康栄養科学
研究科人間科学部健康栄養学科
たくみ
やすし

教
座長

授

侘美

靖

氏

奈井江町地域医療連携運営委員会
奈井江町学術等研究推進委員会

委員長

ロビーコーナー

方波見 康雄

氏

・健康チェックコーナー（内臓脂肪量・筋肉量・血管年齢・肌年齢の測定等）
・食生活改善推進協議会コーナー（健康で美味しい料理の試食）
・毎年、好評の特産品販売会の実施
・保健事業・各種運動サークルパネル展示

受講される方は、１０月３１日（水）までに
浦臼町保健センター（☎６９−２１００）

会場までバス送迎
あります！
バスは１１：３０
役場前出発です。

までお申し込みください。
主
催：奈井江町・浦臼町
共
催：奈井江町地域医療連携運営委員会・奈井江町学術等研究推進委員会・奈井江町食生活改善推進協議会
協力機関：保健推進員・奈井江町家族介護を語ろう会

ご融資金利

年５.０％、年７.０％、年９.０％、年１４.０％

他金融機関、クレジット、消費者金融で

借換もOK

ご利用中のローンの

（固定金利・保証料含む）（平成２７年４月１日現在）

ふれあいを大切にする

・ご融資額 ５００万円以内 ・ご利用期間 １０年以内
※融資条件を変更する場合は、手数料がかかる場合があります。
※保証会社の審査によって、ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問合わせください。

北門信用金庫

浦臼支店

告

※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年０.２０％優遇いたします。

広

ỖẪờỮἧἼὊἿὊὅẒộỈẨཱྀẓ

http://www.shinkin.co.jp/hokumon/

TEL ６８−２０１１

元気にあいさつをしましょう!!
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紙おむつ等購入費助成（１０月〜３月分）
申請受付開始についてのお知らせ
浦臼町では、３歳未満のお子さんのいるご家庭に、１ヶ月につき『紙おむつ4袋＋燃やせるゴミ ゴミ
袋（４０ℓ）１梱包』と交換できる引換券を交付しています。
１０月は、紙おむつ等引換券（１０月〜３月分）の申請月です。希望される方は、保健センターに申
請が必要になります。
♢申請に必要なもの

・印鑑
・お子さんの生年月日がわかるもの
（親子（母子）健康手帳・健康保険証など）

※３歳になる月分までが交付対象となります。
※町税等を滞納している場合は、助成対象外となります。
※お子さん出生時は、随時申請を受け付けています。
その他詳しい事やご不明な点につきましては、
ホームページをご覧いただくか、右記までお気軽
にお問い合わせください。

【申請・問い合わせ先】
浦臼町保健センター内
子育て世代包括支援センター（子育て支援係）
☎０１２５−６９−２１００

リサイクル品を抽選販売します
砂川地区保健衛生組合クリーンプラザくるくるでは、リサイクル意識向上のため、
「粗大ごみ」や「燃
やせないごみ」として出された家具や生活用品の抽選販売を行います。
抽選・販売日
場
所

平成３０年１１月１１日（日）午後１時００分から
砂川市西８条北２２丁目１２７番地６
砂川地区保健衛生組合
クリーンプラザくるくる
対
象 砂川地区保健衛生組合を構成する砂川市、歌志内市、上砂川町、奈井江町、浦臼町の住
民の皆さんです。
（※ただし申込みは小学生以上とする。）
申 込 期 間 平成３０年１０月２７日（土）から１１月３日（土）
午前８時３０分から午後４時３０分まで
（※１０月２８日は除く）
抽選販売の方法
1 申込期間内にくるくるで品物を見て、窓口で申し込む（一人３点まで）
（※抽選販売日当日の申し込みはできません。また、郵送・電話での受付はしていません。）
２ 抽選販売日当日午後１時までにくるくるへお越しください。
（※当日会場にいない場合は無効）
申込者が複数いる場合は抽選により購入者を決定します。
３ 申し込みのないリサイクル品については、抽選販売終了後、整理券を配布のうえ販売します。
また、翌日から随時販売いたします。
お問い合わせ先

クリーンプラザくるくる

☎５３−５３５３

振り込めサギには十分注意しましょう！
7

KOUHOU
URAUSU
H30.10
平成３０年度

浦臼町社会教育事業

町 民 文 化 講 座
★家庭で作れる簡単フレンチ料理講座★
参

加

者

募

集

岡村さんが教える簡単料理で、レパートリーを増やして家族を驚かしちゃいましょう！！
●講
師 岡 村 修 さん
●開催期日 平成３０年１１月１日（木）・８日（木）・１３日（火）
●開催日数 全３回
●開催時間 午前９時００分〜正午
●開催場所 浦臼町保健センター調理室
●募集対象 町内成人の方（男女問いません）
●募集人数 １５名（定員になり次第締めきります）
●参 加 料
一人 １,０００円（教材費として別途かかります）
●参加申込期限 平成３０年１０月１９日（金）
浦臼町教育委員会社会教育係 ℡６８−２１６６

平成３０年度

浦臼町社会教育事業

女性なんでも体験講座
★ ビーズアクセサリー講座

★

あなただけの、素敵なアクセサリーを作ってみませんか！！
●開催期日 平成３０年１１月２６日（月）
●開催日数 全１回
●開催時間 午前１０時〜正午
●開催場所 浦臼町農村センター第３研修室
●募集対象 町内在住の女性
●募集人数 １５名
●参 加 料
一人 ５００円（教材費として別途かかります）
●参加申込期限 平成３０年１１月９日（金）
浦臼町教育委員会社会教育係 ℡６８−２１６６

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！
国民年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予
約」を行っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。

国民
年金

◆予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。
◆お申し込みの際は、基礎年金番号がわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。
ご予約方法は、全国共通の予約専用受付電話、または砂川年金事務所までお申し込みください。
砂川年金事務所に予約の場合は、直接お電話していただくと必要なものなどをお話しできますので、
ぜひ年金事務所へご連絡ください。
全国共通の予約専用受付電話 （℡０５７０−０５−４８９０）
砂川年金事務所
（℡０１２５−２８−９００２） 音声案内１→２

交通安全を心がけ事故の無いよう努めましょう！
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町税の納期のお知らせ
第３期納期限 １０月３１日（水）まで
町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、６月１１日発送の納付書にて、納期
限までに納付願います。既に口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落としをいたし
ます。
やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限前に必ず役場税務係までご相
談願います。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預
貯金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
〈納付の方法〉
○口座振替による納付
北門信用金庫浦臼支店、ピンネ農業協同組合浦臼支所およびゆうちょ銀行で口座振替による町税
の納付ができます。納税通知書、通帳およびその通帳の届出印を金融機関の窓口にご持参の上、お
手続きください
ゆうちょ銀行で口座振替の手続きをなされる場合には、申込書の「払込先」欄に以下のとおりご
記入願います。
加入者名：浦臼町役場
口座番号：０２７８０−９−９６０２２７
払 込 日：毎月末日
口座振替による納付は、納付しに行く手間もなく納め忘れも防ぐことができますのでとても便利
で安心です。
○納付書による納付
北門信用金庫、北海道銀行および北洋銀行の各支店窓口またはピンネ農業協同組合浦臼支所また
は浦臼町役場出納窓口にてお支払いください。
なお、ゆうちょ銀行では納付書による納付はできませんのでご留意願います。
●お問い合わせ：役場 くらし応援課 税務係（６８−２１１２）

浦臼町民
■と

玉入れ大会の開催について

１１月４日（日）午前９時〜午後１時３０分まで
＊玉入れ大会終了後には、「お菓子まき」と「餅まき」も行います。
■ところ 浦臼町農村センター
■お問い合わせ
浦臼町体育協会事務局（浦臼町役場内）
加藤 ６８−２１１４
☆主催
浦臼町体育協会
☆後援
浦臼町・浦臼町教育委員会
浦臼町スポーツ推進委員の会
♪♪♪

き

皆さんのご来場をお待ちしています

♪♪♪

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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KOUHOU
URAUSU
H30.10

町民ふれあい芸術鑑賞会

夢絃座コンサート
三味線研究会
《三味線から広がる

夢絃座

無限の可能性》

三味線の音は、人々の心に反映する。
楽しくも、悲しくも、懐かしくも，力強くも聴く人々や演奏する人々の感情を引き出していく。
そんな三味線の不思議な未知の世界を追求。民謡伴奏はもとより、ジャズ・ロック・民族楽器との
セッション、よさこいソーラン等の音源製作など、ジャンルにとらわれない独自の音色を創造。
平成11年に会主の本間孝人師が札幌市内新琴似に教室を設けたところからスタートしました。
徐々に札幌市内の教室も増え、近郊では岩見沢市・滝川市に支部があります。会員は、小学生から
年配者まで幅広くそれぞれ目標を持って日々稽古に励んでいます。

公 演 日 ：平成３０年１０月２８日（日）
公演時間 ：午後２時００分〜（町民文化祭終了後）
公演会場 ：浦臼町農村センター多目的ホール

主催

浦臼町教育委員会

ゴミは、分別して出しましょう!!
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KOUHOU
URAUSU
H30.10

浦臼町定住支援制度について
浦臼町では定住人口増加や地域の活性化を促進するため、様々な支援を行っています。
今号では、住宅のリフォームや空き家・老朽住宅の除去工事等の費用を助成する、
「浦臼町住宅リフ
ォーム等補助金」についてご紹介します。
補助対象者
・住宅の所有者で町内に居住している者（又は、除却工事にあっては相続人）
・リフォーム後、直ちに町内に居住する者
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が５５０万円以下の者
補助条件
・町内業者と契約し、行う工事であること
・工事費（消費税を除く）が５０万円以上であること。
・固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。（倒壊家屋の除却工事を除く）
・同一の申請者、同一の住宅についての補助は、１回限りとする。
補助対象工事
・住宅のリフォーム（築後１０年を経過した住宅の増築・改築・改修工事）
※内装仕上げ材のみを取り替える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対
象となるもの等を除く。
・住宅耐震改修工事
・空き家（倉庫など附属建物を含む）、老朽住宅の除却工事 （建替えのための除却を除く。）
・住宅用太陽光発電システム設置工事
補助額
・工事費（消費税を除く）の３０％、限度額３０万円（補助金の額は、１,０００円未満を切り捨てる）
・国または道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除し、
補助金の額を算出する。
※各様式については、町ホームページもしくは役場２階総務課企画統計係にあります。
※対象工事着手前に、必要書類を添付の上、申請書を総務課企画統計係に提出してください。
お問合せ 総務課企画統計係（℡６８−２１１１）

わくわく浦臼スケッチ
地域おこし協力隊の横山です。
葉が色づく秋の季節、少しずつ日も短くなりお米の収穫も最盛期で
す。
少し前のことですが８月に浦臼町農産加工研究会トマトジュース作
りの見学に行きました。
浦臼産の真っ赤に熟れたトマトでお母さんたちが美味しいトマト１
００％のジュースにするため、大量のトマトを洗いカットし大きな鍋
で丹精込めて作ります。
この完熟トマトのジュースは、ふるさと納税の対象商品にもなって
いる、とても美味しい甘くて濃厚なフレッシュトマトジュースです。
浦臼町に来て４か月、美味しい食材に感動し毎日いただいています。
味覚の秋、浦臼の新米や新そばを今からとても楽しみにしています。

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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浦臼短歌会

最終処分場放流水水質検査結果（８月分）

１０月１８日（木）午後６時から
奈井江町文化ホール（ＪＲ奈井江駅前）

濃度

８月9日
（木）

0.5未満

3.5

0.79

２０以下 ９０以下 １２０以下

はい！こちら１１９番
戒

火災出動

９月２日
浦臼第２

区

分

期

○故人の生前のお礼として

0

7

0

0

（3）

（0）

（34）

（0）

（0）

6

0

59

6

0

（29）

（5）

（233）

（9）

（2）

８月１日
↓
８月3１日

間

累

浦臼町内の出動状況（

１月１日
↓
８月3１日

計

浦臼第２
ミさん）７万円

0

）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

編 集 後 記

男
女
計
世帯数
（

891人（−２人）
968人（＋１人）
1,859人（−１人）
881戸（ ０戸）
）内は前月との比

■８月末現在

来年のラグビーワールドカップが楽しみで仕方ありませ
ん。札幌ドームでも試合があるので、チケットが取れれ
ば観戦に行きたいと思っています。すでにチケットの一
般抽選販売が始まっているので、販売期間中に申し込む
つもりです。日本でのラグビー人気がどうなのか、ワー
ルドカップ開催に向けて盛り上がっているのかによって
チケットの取りやすさが変わってくるかとは思いますが、
当選した時に備えて今からルールブックを読み込み、よ
く食べ、よく運動して心も体もラグビー仕様にしていこ
うと思います。秋真っ盛りですが、五十嵐は読書・食欲・
スポーツの秋をフル活用し、ワールドカップ観戦に向け
て邁進していく所存です。２０１９年、札幌ドームでお
会いしましょう。

■発行・編集／北海道浦臼町役場 総務課企画統計係
〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15

2018.10／No.649

ＴＥＬ０１２５−６８−２１１１㈹ ＦＡＸ０１２５−６８−２２８５
ホームページ http://www.town.urausu.hokkaido.jp
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今月分

ご厚志ありがとうございます
社会福祉協議会へ
・浅 岡 誠 一
（故 浅 岡 キ

全窒素

平成30年４月分から、月１回の検査になりました。

警

103歳

１未満

救急出動

ミさん

7.2

救助出動

キ

生物化学的 化学的
酸素要求量 酸素要求量

〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕〔Ｔ−Ｎ〕

５.８〜８.６ １０以下

基準値

その他の出動

岡

〔ｐＨ〕

採取日

おくやみ申し上げます
浅

浮遊物質量

でに申し込みされた
日︵火︶です︒ 方の月戸別日︵︵訪火問︶ま︶収
集日です︒

と き
ところ

項目 水素イオン

月

優良運転手のみが受講できる講習会で、ご自
宅に「運転免許証更新連絡書」が届きますので、
砂川警察署等で更新の手続き（申請等）を済ませ、
「優良講習」対象者に該当するかどうか確認の上、
受講してください。
更新手続きは、誕生日の前後合わせて２ヶ月
間の間に行ってください。

今月の 粗大ごみ収集日 は

短 歌・
・
・
・
・

四才の孫見て気付く我亡父は
同じ歳にはわれ残し逝く
井下 隼子

同僚の絵を楽しみて詩をつける
二人のコラボ輝きている
玄地 祐文

赤とんぼ群をつくりて何処へと
長い行列なりて飛びゆく
斎藤 陽子

台風に押し倒されし大輪の
ダリヤ首だけ陽に向きて立つ
本間マキ子

おび

大地震怯える妻を抱きしめて
過ぎゆく揺れを待つこと長し
森
一喜

小夜子

遍路路の御寺静かに佇まい唱うる
きこ
詠歌の声のみ聞ゆ

森

お知らせします！

■印刷／㈱テラックス
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