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　９月１４日（水）、令和４年産米の初出荷に対
する記念品の贈呈が行われました。
　初出荷を終えた４名の農業者のうち日下巧さ
んは「無事収穫を迎えられて良かったです。今
年は天候も安定しており、品質の良い米ができ
ました。是非多くの方に食べてもらいたいです」
と話していました。

令和４年産米の出荷が開始
　９月１０日（土）、「晩生内まつり」が３年ぶり
に開催されました。
　こどもみこしや餅まきなどが行われたほか、町
民による出店があり、賑わっていました。
　主催者の晩生内住民組合長・柴田典男さんは「地
域が一丸となって行うまつりを、無事実施するこ
とができて良かった。特に若い世代が中心となっ
て盛り上げてくれました」と話していました。

晩生内まつり

　９月１４日（水）、友好交流町の高知県本山町よ
り嶺北中学校３年生１１名が来町し、役場におい
て歓迎行事が開かれました。
　町長から歓迎のあいさつがあったほか、生徒代
表３名による本山町の特産品などの紹介が行われ
ました。

高知県本山町中学校３年生が来町
　９月１６日（金）、農村センターにおいて「敬
老会」が感染症対策を行った上で３年ぶりに執
り行われ、８５歳以上の６９名が出席しました。
　町長から「浦臼町発展の礎を築いてくださっ
た皆様が、これからも安心安全に暮らしていけ
るよう町づくりを行って参ります」とあいさつ
がありました。
　また、今年度白寿や米寿を迎えられる方に、
町長より花束が贈呈されました。

敬老会

まいたうんTOPICS

有料広告
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大　野　由　奈ちゃん

おお　　 の 　　 ゆ　　　な

令和４年８月８日生（晩生内第１）

保護者　大　野　拓　生 さん
　　　　大　野　美　咲 さん

一言 産まれてきてくれてありがとう

ご誕生おめでとうございます！ご誕生おめでとうございます！

町政懇談会開催のお知らせ
　町民の皆さまの声を広く聞き、町政運営に役立てるため、次の日程で「町政懇談会」を開催いたします。
　ご意見やご質問などを直接お伺いする機会ですので、多くの町民の皆さまのご参加をお待ちしております。
　※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用をお願いします。

開催日時および場所　①１１月　８日（火）１４：００～　晩生内地区コミュニティセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８：００～　鶴沼改善センター
　　　　　　　　　　②１１月１０日（木）１４：００～、１８：００～　役場１階集会室（２回開催）
お問い合わせ　総務課企画係　電話：６８－２１１１

農地パトロールの実施
　９月５日（月）、農地制度の適正執行と農地の有効利用の促進を図るため、地域の農地利用の状況確
認および遊休農地の把握と発生防止について、農業委員が現地調査の活動を行いました。

だれでも食堂のご案内
　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
　新型コロナウイルス感染症対策により、予約制での開催といたしますので事前にお申し込みをお願いし
ます。マスク着用のうえ、ぜひお越しください！
日　　時：１０月２２日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　　※１１:３０から３０分ごとの時間予約制です。
メニュー：具だくさんおこのみやき
　　　　　テイクアウトも出来ます（予約個数限定）。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止となる場合があります。

料　　金：大人２００円　１８歳以下無料
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
申 込 先：電話０９０－２８１１－８１９６
　　　　　　　　　　　　　代表　鎌田眞美

浦臼地区 晩生内地区 鶴沼地区
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　８月１７日、第２回目の国際交流を行いました。今回参加してくださったのは、センさん、フォンさん、
ニュンさん、バンさんの４名。ワイナリーで実習生として働くベトナム人です。ベトナムは中国、ラオス、
カンボジアと隣接する東南アジアの国。約９千万人の人口の６０％が３０代以下という、若者で満ち溢れる
国です。おおらかで人情も厚く、純粋な人が多いと言われています。美しい海岸は世界遺産になっています。
　さて、そんなベトナムから来た４名の皆さんに、浴衣を着ていただきました。ノン美容室で好きな浴衣、帯、
下駄を選び、着付け、ヘアメイクを済ませ記念撮影。個性
光る装いに笑顔いっぱい。故国のご家族に「写真をメール
で送ります」と嬉しそうに話していました。
　そのあと、金剛寺で灯籠づくりを行いました。亡くなっ
た家族の名前を入れ、思い思いに絵を描いたり、折り紙を
貼ったりしました。きれいに仕上がりました。本堂にお参
りした後、ろうそくに火を灯し、多くの参加者と共にいよ
いよ鶴沼へ灯籠流しに。大切な人への思いがこもった手作
りの、世界にたった一つの美しい灯籠が水面を流れていき
ます。とても幻想的なシーンとなりました。・・・初めての「下
駄」で、足が痛くなり、靴に履き替える場面も！
　屋台で買ったクレープやたこ焼きに舌鼓を打ち、みんな
で花火を楽しみました。次回の企画にも参加したいと、み
なさん、ニコニコしながら話してくれました。
　ノン美容室、金剛寺のみなさん、浴衣を貸してくださっ
たみなさん、ご協力ありがとうございました。

（国際交流実行委員　相原早苗）

～令和４年度 町民まちづくり活動応援事業 事業報告～

「ここから・国際交流」vol.2

　「浦臼町内外で活躍する〇〇さんを呼ぼう」という町民の会が開く、町民のための講演会です。
　浦臼町出身のＷｅｂプロデューサー、白藤沙織さんを講師にお迎えし、現代におけるインターネット
の状況や、Ｗｅｂを活用した集客の手法など、ワークショップを交えて楽しくお話していただきます。
ＳＮＳに興味のある方、農家の皆さん、お店や事業者の皆さんなど、どなたでも楽しく学ぶことができ
ます。詳しくは別刷りチラシをご覧ください。
　町民みなさまのご参加をお待ちしています。
【日時・場所】
　日時：１０月１４日（金）１８：００～２０：００
　場所：役場３階　あかねホール
【その他】
＊筆記用具をご持参ください。
＊事前の申込は不要です。ただし、新型コロナウイルス
　の影響により、会場の収容人数に制限（６８名以内）
　がございますので、収容人数の上限を超えた場合は参
　加をお断りさせていただきます。
＊感染症対策を実施した上で開催いたします。

お問い合わせ：○○さんを呼ぼうの会　代表　折坂美鈴
　　　　　　　電話：０９０－９７５４－５５２５

講演会
「インターネットはあなたの味方～小さな町、小さな会社のウェブ集客とは～」開催のお知らせ

有料広告
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１０月は不正軽油防止強化月間です！

　町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、納付書で納期限までに納付してくださ
い。すで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、納期限の日以前に必ず役場税務係まで
ご相談ください。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。
　納付方法は次のとおりです。

口座振替による納付　
　下記の金融機関で口座振替による納付ができます。
　・北門信用金庫　・ゆうちょ銀行　
　・ピンネ農業協同組合浦臼支所
《手続きに必要なもの》
　・納税通知書　・通帳およびその通帳の届出印
《手続き場所》　各金融機関の窓口
　※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
　下記の金融機関窓口では手数料のご負担なく納付ができます。
　・北門信用金庫　・北海道銀行
　・ピンネ農業協同組合浦臼支所
　・浦臼町役場出納
　※ゆうちょ銀行では納付書による納付はできません。
　※令和４年４月より『北洋銀行』窓口による納付は手数料がかかります。
お問い合わせ　住民課税務係　電話：６８－２１１２

●道は１０月を「不正軽油防止強化月間」と定め、道内各地でトラック等の燃料抜取調査を実施します。

●混和軽油（軽油＋灯油や重油）や製造軽油（軽油以外の油から製造）など、不正軽油に関する情報をお寄
　せください。
　「不正軽油」を【使わない】・【買わない】・【作らない】・【売らない】
●不正軽油は、脱税や環境汚染のほか、石油販売、建設、運輸等の業者間での市場競争の不公平化にもつな
　がっています。　
◆道は不正軽油ストップ１１０番を開設しています。
◆不正軽油と思われる情報があるときは、直ちにお電話ください。
　（フリーダイヤル）０８００－８００２－１１０ 

お問い合わせ　
　空知総合振興局課税課事業税間税係　電話：０１２６－２０－００５３（直通）

※ゆうちょ銀行で口座振替の手続きを
される場合は、申込書の「払込先」欄
に次の内容を記入してください。

　　加入者名：浦臼町役場
　　口座番号：02780-9-960227
　　払 込 日：毎月末日

第４期納期限　１２月２６日（月）

第３期納期限 １０月３１日（月）まで

不正軽油は犯罪です！

町税の納期のお知らせ



　6

　近年、乳がんと子宮がんの罹患者が増えています。加齢に伴い増加する他のがんとは異なり、若い世代
で急増しているのが特徴です。特に乳がんは女性のがんの中で一番多くなっています。いずれも早期発見・
早期治療により治る可能性が高くなるため、定期的にがん検診を受診することが大切です。まだ受診され
ていない方は、ぜひ個別検診をご利用ください。
　なお、今年度既に保健センターやＪＡの人間ドックなどで、町の助成を利用して受診された方は、対象
外になりますのでご注意ください。それぞれの検診の対象者、指定の医療機関などは以下の通りです。

お申し込み・お問い合わせ　福祉課保健指導係（保健センター）　電話：６９－２１００

乳がん検診
◎対象者：４０歳以上の女性
　　　　　（昭和５８年３月３１日までに生まれ
　　　　　 た方）
◎検診の内容：問診、マンモグラフィ検査
◎料金：無料
◎医療機関：医療法人社団そらちクリニック
　　　　　　住所　滝川市明神町４丁目１０番８号
　　　　　　お問い合わせ　２２－４５６８

乳がん子宮がん検診個別検診のお知らせ

申込み～受診の流れ
①保健センター（６９－２１００）に申込みをし、
　受診票を受け取ります。
　（郵送も可能なのでご連絡ください）
②各医療機関に受診の予約をします。
③予約した日時に医療機関で受診します。
　受診票を提出してください。
※念のため、保険証をご持参ください。

子宮がん検診
◎対象者：２０歳以上の女性
　　　　　（平成１５年３月３１日までに生まれ
　　　　　 た方）
◎検診の内容：問診、視診、子宮頸部細胞診、内診、
　　　　　　　超音波検査
◎料金：無料
◎医療機関：①滝川市立病院
　　　　　　住所　滝川市大町２丁目２番３４号
　　　　　　お問い合わせ　２２－４３１１
　　　　　　※月・水・金曜日の午前中のみ
　　　　　　　（１日６名まで）
　　　　　　②医療法人シーザーズ･メディ･ケア
　　　　　　　神部クリニック
　　　　　　住所　滝川市栄町３丁目３番１６号
　　　　　　お問い合わせ　２２－２０２１
　　　　　　※医師が不在の場合がありますので、
　　　　　　　必ず事前に電話でご確認の上、受
　　　　　　　診してください。

　雨竜町在住の司法書士・行政書士　木村幸一

先生による無料法律相談会が下記日程で開催さ

れます。

日　　時　１０月１２日（水）１０時～１２時

場　　所　浦臼町商工会館

相談内容　相続・遺言・登記（法人・不動産）、

　　　　　債務整理、　民事裁判、成年後見等

　　　　　詳細は浦臼町商工会

　　　　　電話：６７－３３３１

無料法律相談会の開催

　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会
社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど
働くすべての人）およびその使用者に適用され
る北海道最低賃金が次のとおり改定されまし
た。

厚生労働省北海道労働局
労働基準監督署

みんなチェック！　最低賃金。

北 海 道 最 低 賃 金

時間額　９２０円最低賃金額

令和４年１０月２日効力発生年月日



　全戸配布チラシにて周知をしていますが、浦臼町では除雪作業が困難な高齢者等の世帯に対し、業者等に
支払った費用の一部を助成し、経済的負担の軽減と安全安心な在宅生活を支援します。

　ご自身がお住まいの家屋（店舗兼住宅を含む）の屋根雪下ろしや窓の明かり取りをはじめ、隣接する車庫
や物置の除雪、それら建物が所在する敷地の除排雪に係る作業が対象です。　
　※１１月１日（火）から令和５年３月３１日（金）までに行った除雪作業で令和５年３月３１日までに支
　　払を終えているものが助成の対象です。

　１１月１日時点で下記のいずれかに該当
（１）７０歳以上の者のみで構成される世帯
（２）身体障害者手帳１級・２級または肢体不自由区分の下肢や体幹に該当する者のみで構成される世帯
（３）母子および父子ならびに寡婦福祉法による母であって、児童を扶養している世帯
（４）要介護１以上の介護認定を受けている単身者世帯
（５）（１）～（４）に該当する者のみで構成される世帯
（６）その他町長が特に必要があると認めた世帯（同居の家族の入所や長期入院等）
　　※生活保護受給世帯、町税の滞納がある世帯は対象となりません。

　業者等に支払った額の２分の１（千円未満の端数は切り捨て）、５万円を限度として助
成します。
　※業者等には、個人（例えば･･･ 近所の方や知人）による請負を含みます。

　対象と思われる方は、保健センターにご連絡ください。
　申込みとなった方に申請書を送付いたします。助成を受けるには、業者等との委託契約が必要となります。
　※申請手続きの詳細については、申込時にお伝えいたします。
【お申し込み・お問い合わせ先】福祉課介護福祉係（保健センター）　電話：６８－２２８８

高齢者世帯等除雪費助成事業

　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＋燃やせるゴミのゴミ袋（４
０ℓ）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～翌年３月分）の申請月です。
　対象となる方へ申請書を郵送しておりますので、希望される方は保健センターに提出してください。
　※３歳になる月分までが交付対象となります。
　※お子さんが生まれた時は、随時申請を受け付けています。
　※町税や使用料等を滞納している場合は、助成の対象外となります。
　※引換券は申請時に発行しておりません。滞納状況の確認後に郵送いたしますので、最短でも３～４日か
　　かります。

　その他詳しい事やご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
【お申し込み・お問い合わせ先】
　福祉課子育て支援係（保健センター）　電話：６９－２１００

紙おむつ等購入費助成（１０月～翌年３月分）の申請受付を開始します
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■助成対象となる除雪作業

■助成の対象となる世帯

■助　成　額

■申込み方法
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　寒くなってくるとどうしても外に出るのが億劫ですね。雪が降るとますます自宅にいることが増え、運動
不足になりがちです。「健康のために運動しなきゃ･･･」とは思いつつ、何から取り組んだら良いかわからない、
という方もいるのではないでしょうか。
　今回はそんな冬におすすめのストレッチ・筋力トレーニングを紹介します！
　適度な運動は、生活習慣病予防だけでなく、ストレス解消や良い睡眠にも繋がります。
　どれも自宅で簡単に取り組める内容になっていますので、参考にしてみてください！

自宅でできるトレーニングに挑戦！

①肩の真下に肘を置き、身体が一直線上になるよ
　うに浮かせて維持する。
※まずは１０秒キープ。慣れてきたら少しずつ長
　くする。

自分で取り組むことが難しい方には、インストラクターによる健康教室がおすすめです！
詳しくは隣のページをご覧ください。

体幹のトレーニング（プランク）

①壁の近くに立ち、手を壁に触れる。
②壁から遠い方の足を上げて 5秒キープ。
③足を下ろし、身体の向きを変えて反対の足を行
　う。
※左右 5セット行う

バランストレーニング（足上げ）

①壁に手をつき、身体がやや斜めになる所に立つ。
　手は肩幅より広めに開く。
②肘をゆっくりと曲げ、胸を壁に近づける。
③両手で身体を押し戻し姿勢を戻す。
※１５回を２セット行う

上半身のトレーニング（壁立て伏せ）

①背筋を伸ばし椅子に浅く腰かける。
②ゆっくり立ち上がる。
③背筋を伸ばしたままゆっくり座る。
※１０回を 3セット行う

下半身のトレーニング（椅子スクワット）

福祉課保健指導係（保健センター）
　電話：６９－２１００
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　保健センターでは、今年も１１月より下記の運動教室を行います。コロナ禍での教室開催も、気づけば
３年目となります。今年度も引き続き感染対策を行いながら、みなさんに安心して参加して頂けたら、と
思っております。
　冬場の運動不足を気にされている方、健診の結果が思わしくなかった方、心身ともにリフレッシュをし
たい方など・・・みなさんの参加をお待ちしています。
　なお、今年度はどの教室も“金曜日”の開催となります。お間違いのないようご注意ください。

運動教室のお知らせ

　各教室は、来所者の体温測定、消毒の実施、密集を避ける、換気をするなど、感染予防に配慮して実
施いたします。参加される方は、マスクの着用をお願いいたします。
　なお、密集を避けるために定員を設けています。申込み締め切りは、１１月１日（火）としておりますが、
申込み人数によっては期日より早く締め切る場合がありますので、お早めにお申込みください。

　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＞　町内にお住まいの方（概ね７４歳以下）
　＜日　程＞　１１月１１日（金）～令和５年１月２７日（金）の期間中１０回
　＜時　間＞　９：３０～１１：３０
　　　　　　　（体力測定を希望される方は、初回、９回目のみ９：１５～）
　＜会　場＞　保健センター
　＜参加料金＞　（何回参加しても）５００円

◇筋力アップ↑・脂肪ダウン↓スポーツ教室◇ 定員１８名

　男性インストラクターによる男性のための運動教室です。
　体のコリや疲れをほぐすストレッチや、体力維持・アップのための格闘系
エクササイズなどを行っています。
　＜対　象＞　町内にお住まいの男性（概ね５０歳以上）
　＜日　程＞　１１月１１日（金）～令和５年１月２７日（金）の期間中１０回
　＜時　間＞　１３：００～１５：００
　＜会　場＞　保健センター
　＜参加料金＞　（何回参加しても）５００円

◇男性のための健康づくり教室◇ 定員１４名

　家事やお仕事で忙しい世代のための、夜間の運動教室です。
　日中の教室に参加できないという方、ぜひご参加ください！
　＜対　象＞　町内にお住まいの方（概ね２０～５０歳代）
　＜日　程＞　１１月２５日（金）～令和５年１月２０日（金）の期間中７回
　＜時　間＞　１８：００～２０：００
　＜会　場＞　保健センター
　＜参加料金＞　（何回参加しても）５００円

　今年度の健診・がん検診を受診された方は、各教室の参加料（５００円）が無料になります！
　さらに、継続して参加された方には健康グッズをプレゼント！
　なお、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。
【参加申込み・お問い合わせ】福祉課保健指導係（保健センター）　電話：６９－２１００

◇減る脂ー（ヘルシー）運動教室　in the night◇ 定員１４名



編 集 後 記

男 793人（－4人） 女　　864人（－3人）
計 1,657人（－7人）世帯数 801戸（－4戸）

（　）内は前月との比　■８月末現在

自動車運転免許更新時講習会
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最終処分場放流水水質検査結果（8月分）

項目

採取日

水素イオン
濃度 浮遊物質量 生物化学的酸素要求量

化学的
酸素要求量 全窒素

〔ｐＨ〕 〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕 〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕 〔Ｔ－Ｎ〕

7.6 3.0 1.01未満 0.7

基 準 値 ５.８～８.６ １０以下 ２０以下 ９０以下 １２０以下

そ
の
他
の
出
動

救
助
出
動

８
月
分

累　

計

救
急
出
動

火
災
出
動

区　分

期　間

0
（2）

0
（0）

0
（0）

13
（41）

5
（19）

5
（14）

1
（2）

48
（243）

警
　
　
戒

0
（1）

4
（14）

1月１日
↓

8月31日

8月１日
↓

8月31日

浦臼町内の出動状況（　）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

8月18日（木）

お知らせします！

はい！こちら１１９番

故人の生前のお礼として
折　坂　義　一さん　　　　　　鶴沼第１
（故　折　坂　兼　𠮷さん）　　５万円
林　田　光　義さん　　　　　　浦臼第６
（故　林　田　チヨ子さん）　　５万円

ご厚志ありがとうございます
社会福祉協議会へ

　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、
滝川警察署砂川警察庁舎等で更新の手続き（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。

と　き　１０月２０日（木）・午後６時から
ところ　奈井江町文化ホール（ＪＲ奈井江駅前）

2022.10　No.697
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　最近は、朝の気温も低くすっかり秋の季節になり
ました。秋と言えば、実りの秋、読書の秋、スポー
ツの秋、食欲の秋など、たくさんありますが、皆さ
んがイメージする秋は何でしょうか。浦臼町で言え
ば、「実りの秋」です。９月中旬から米の収穫作業
を行っている農家の方もおり、町内には収穫を終え
た水田が多く見受けられます。
　ちなみに私の秋は「食欲の秋」です。秋の味覚を
堪能し、栄養を蓄え、これから来る本格的な冬の寒
さを乗り越えようと思います。（和泉）

ＨＰ

　　　　　　　　　　　　　　　８月29日林　田　チヨ子さん　　83歳　　　　　　　　　　　　　　　浦臼第６
　　　　　　　　　　　　　　　９月３日清　水　ヨネ子さん　　92歳　　　　　　　　　　　　　　　鶴沼第１

おくやみ申し上げます

　　　　　　　　　　　拓　生さん　８月８日大　野　由　奈ちゃん　　　　　　　　　　　美　咲さん　晩生内第１

お誕生おめでとうございます


