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『所得税』
『
『所得税』、
『町・道民税
、
町・道民税（住民税）
（住民税）等』
等』の申告がはじまります
の申告がはじまります
申告は、皆さんが昨年１年間（１月〜12月分）の所得を計算し、町・道民税などの額を決めるために
行う大切な手続きです。事前に必要な書類を準備して期間内に申告をすませましょう。
○申 告 期 間
平成31年２月18日（月）から平成31年３月15日（金）まで
９時〜12時／13時〜17時まで（※土曜日・日曜日は除きます）
※穂別地区は３月15日（金）12時まで
○申 告 場 所
・鵡川地区：産業会館 第３会議室（２階）
・穂別地区：４会場 ※詳細は、別紙をご覧ください。

◇申 告 が 必 要 な 人 は …
◎所得税の確定申告
① 不動産（家賃等）所得、事業所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑（年金等）所
得などがある人で、これらの所得金額の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超
える人
② 給与所得者で次に該当する人
・前年中の給与収入金額が、2,000万円を超える人
・１箇所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額合計が、20万円を超え
る人
・２箇所以上から給与を受けている人で、主たる給与の支払者以外の者からの支払いを受ける給与
と、給与所得以外の所得金額合計が20万円を超える人
③ 年末調整が済んでいない給与がある人
◎町・道民税（住民税）の申告
平成31年１月１日現在、むかわ町内に住所がある人は原則として申告をしなければなりません。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。（②に該当する人でも、医療費控除や寄付金控
除などを受けようとする場合は、申告が必要です）
① 所得税の確定申告をした人
② 年末調整済みの給与所得のみの人
◎国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の申告
国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の加入者及び加入される人は、次の人を除き申告が
必要です。
① 所得税の確定申告をした人
② 町・道民税（住民税）の申告をした人
③ 年末調整済みの給与所得のみの人
※前年中に収入のなかった人、収入が障害年金や遺族年金のみの人は、申告をすることにより、国
民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けることができます。

◇所得税が還付されることも
前年中の医療費が基準額以上ある人、住宅ローン等を利用して新築や増改築をした人、災害や盗難な
どで住宅や家財に損害を受けた人、国や市町村などに寄付をした人、年末調整が済んでいない給与があ
る人、要支援・要介護認定者又はその扶養者などは、確定申告により所得税が還付される場合がありま
す。
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◇必要な持ち物
◎必ず必要なもの 〜マイナンバー関連書類が「必須」となります！〜
印鑑、マイナンバー確認書類（マイナンバーカード・個人番号通知カード）、身分証明書（運転免
許証・健康保険証等）
◎各種控除等の確認に必要なもの
健康保険料・介護保険料の領収書、国民年金・生命保険・介護医療保険・地震保険払込証明書、医
療費の明細書・領収書、寄付金受領証明書・前年の確定申告書の控、計算機など
◎不動産収入・事業収入のある人
売り上げ・仕入れ帳簿、経費の領収書
◎給与収入・公的年金収入の人
源泉徴収票
◎不動産・財産を売った人
売買契約書、売買に要した費用（登記に要した費用等）の領収書、取得のために要した費用（購入
代金、登録免許税、不動産取得税等）の領収書など
◎住宅を新築・購入・増改築した人
家屋および土地の登記事項証明書、工事の請負契約書、売買契約書、住民票、借入金の年末残高等
証明書、認定長期優良住宅の認定通知書（該当する人のみ）
◎災害で被害を受けた人
被害を受けた資産の明細、被害に関連して支出した金額の明細及び領収書、被害があったことに
よって受け取る保険金・損害賠償金等金額の分かるものなど
■問い合わせ 【本庁】町民生活課税務グループ ☎〔42〕２４１３
【支所】地域振興課町民グループ ☎〔45〕２１１２

【穂別地区日程】
◆一般申告相談日
受付日

自

治

会

名

受付時間
10:00〜12:00
13:30〜15:30

受付場所

２月19日（火）

仁和下・栄
仁和上

２月20日（水）

豊泉・和泉下・和泉上・豊田

９:30〜12:00

穂別中央生活館

２月21日（木）

平丘・安住・富内

９:30〜12:00

富内銀河会館

２月25日（月）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）
３月１日（金）

双葉会
明穂会
共和会
緑ヶ丘
ニサナイ・中島・茂別・新興
キウス・隆農・稲里・長和
氏名 あ〜と
柏会
氏名 な〜わ
穂別市街白色申告（不動産・営業等）

９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00

仁和会館

町民センター
町民センター
町民センター
町民センター
町民センター

◆農業者税対策協議会の申告相談日
受付日
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自

治

会

名

３月４日（月）

栄・仁和下・仁和上

３月５日（火）

和泉下・和泉上・豊田・新興・豊泉

３月６日（水）

ニサナイ・茂別・中島・隆農・キウス

３月７日（木）

稲里・平丘・安住・富内

３月８日（金）

農業関係申告予備日
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受付時間
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00
９:30〜12:00
13:30〜16:00

受付場所

町民センター
町民センター
町民センター
町民センター
町民センター

〈 税務署からのお知らせ 〉
【確定申告のお知らせ】
平成 30 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付けは、
２月 18 日（月）から３月 15 日（金）
までとなります。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、印刷して郵送などにより提出することが
できます。
「確定申告書等作成コーナー」には、給与所得や年金所得のみの方専用の初めての方でも操作しやすい画面もありますので、
ぜひご利用ください。
また、既に作成済みの確定申告書の提出は、郵送又は苫小牧税務署１階提出窓口へお願いします。
税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日）は、税務署での確定申告の受付は行っていませんので、ご注意ください。
【お問い合わせはお電話で】
e-Tax ソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関するご質問は、e-Tax・
作成コーナーヘルプデスクにお問い合わせください。
■e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話番号】0570-01-5901（全国一律市内通話料金）
【受付時間】月曜日〜金曜日 9：00 〜 17：00（祝日を除きます。）
※ご利用の電話機によっては、上記ダイヤルにつながらない場合があります。
その場合は、TEL.03-5638-5171 をご利用ください（通常の通話料金となります）。
※受付時間を変更する場合がありますので、e-Tax ホームページでご確認ください。
【確定申告会場開設期間等のお知らせ】
次のとおり確定申告会場を開設します。
申告書の作成には時間がかかりますので、なるべくお早めにお越しください。
なお、会場の混雑状況により受付を早めに締め切ることがあります。
また、既に作成済みの確定申告書の提出は、郵送又は苫小牧税務署１階提出窓口へお願いします。
●確定申告会場 苫小牧市労働福祉センター（苫小牧市末広町１丁目 15 番７号）
●開設期間
平成 31 年２月 18 日（月）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
※土・日曜日を除きます。
●受付時間
平日：午前９時から午後４時まで
問い合わせ

苫小牧税務署 ☎0144-32-3165（代表電話）（自動音声でご案内いたします）

マイナ
ン
バ
ー
カ
ー
作り
ド
を
ま
せ
んか

むかわ町では希 望 者を対 象にマイナンバーカード普 及 率 向 上

写真撮影及び申請書作成から発送までをお手伝いいたします︒

25

のため申請をサポートいたします︒

31 31

ただし︑お受け取りについては本人来庁が原則です︒

17

詳しくは︑お問い合わせください︒

︵鵡川地区︶むかわ町産業会館
︵穂別地区︶穂別町民センター

●実施期間

●実施場所

平成 年２月 日︵月︶
から
平成 年３月８日︵金︶
まで
︵土日 祝
･日を除く︶
９時〜 時

●必要なもの

42

本人確認書類として免許証等を持参ください︒
印かん︵シャチハタ以外︶

︻問い合わせ︼
︵本庁︶町民生活課生活環境グループ
☎
︹ ︺２４１４
︵支所︶穂別総合支所町民グループ
☎
︹ ︺２１１４

45
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平成31年度

看護師養成修学資金貸付事業のお知らせ

むかわ町では、看護師として町立病院等に勤務しようとする方に対し、その修学に必要な資金を貸し付けする事業を行っ
ています。将来看護師をめざし修学を予定している方は、以下の概要を確認の上、お気軽にお問い合わせください。
貸付対象者

町内に住所があり（修学のため町外に住所を異動している場合を含む）、保健師助産師看護師法第21条の
規定に基づく学校又は養成所に修学する者で、看護師免許を取得して町立病院等に勤務しようとする者
（免許取得後３年以上の勤務が可能の場合に限ります）

貸付金額等

月額５万円以内の範囲（無利子）

連帯保証人

独立の生計を営む成年者２人（条件があります）

返還の免除

町立病院等に貸付期間相当又は３年のいずれか長い期間勤務したときは、貸付金の返還を全額免除します。

返

退学や町立病院等に勤務しないとき又は返還の事由に該当するときは、一括返還になります。

還

返還の猶予

免許取得後、看護技術習得のため他の医療機関に一定期間勤務しているときは、貸付金の返還を猶予します。

申請手続等

申請書等所定の書類提出が必要です。
平成31年度新規で貸付を希望する方は、電話にて予めお問い合わせください。
申請は、随時受付しますが、平成31年 4 月からの貸付希望は、
4 月上旬までに申請が必要です。
現在本事業を利用している方で、引き続き貸付を希望する場合
についても、改めて申請が必要です。

貸付決定等

審査後決定し通知します。

申 請 及 び 【本庁】健康福祉課保健介護グループ ☎
〔42〕2415
問い合わせ 【支所】地域振興課健康グループ
☎
〔45〕3326

※このページの費用は、株式会社小金澤組様のご協力をいただいております。
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農用地に住宅及び農業用施設等の建設を予定されている農業者へ
平成30年９月６日に発生した北海道胆振東部地震により被災を受けた農家用住宅及び農業用施設の復旧
を第一として、太陽光発電等の一部手続きを制限して迅速化を図っているところです。
農業振興地域の農用地で、住宅及び農業用施設等の建設を計画されている方は、区域の確認を含めて、事
前にお問い合わせ下さい。
なお、平成31年２月15日（金）までにご連絡がなかった場合、一部手続きの制限を解除いたしますので
ご了承願います。
〈提出・問い合わせ〉

｢鵡川地区｣産業振興課農政グループ
｢穂別地区｣地域経済課産業グループ

☎〔42〕２３３０
☎〔45〕２１１６

２月20日（水）にJアラートが鳴ります！
！
（注意）
地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた訓練で、むかわ町以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓
練が行われます。

（１）訓練実施日時

２月20日(水)

午前11時00分ころ

（※）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から
人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。
【問い合わせ】（本庁）総務企画課危機対策グループ
（支所）地域振興課企画管理グループ

自衛官等募集案内
募集種目

☎〔42〕２４１１
☎〔45〕２１１１

平成３０年度自衛官等採用試験について

応 募 資 格

受 付 期 間

試 験 日 程 等

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の 第７回試験
者（ただし、32歳の方は、 平成31年1月28日
（月）
苫小牧出張所にご連絡く
から
ださい。）
平成31年2月15日
（金）
（締切日必着）

第７回試験
平成31年2月23日
（土）又は平成31年
2月24日
（日）
○筆記試験
国語、数学、社会、作文及び適性
検査
○口述試験
○身体検査

13

12 11

32 16 13

広報

公営住宅
入居者募集中
申込はお早めに！

15

︻鵡川地区︼
２号・２ＤＫ︶
若草︵６ ‐
駒場︵８ １
‐号・３ＤＫ︶

42

︻穂別地区︼
緑ヶ丘︵１ ‐号・２ＬＤＫ︶
緑ヶ丘︵１ ‐号・３ＬＤＫ︶
緑ヶ丘︵２ ‐号・３ＬＤＫ︶
４号・３ＬＤＫ︶
双葉︵１ ‐
富内中央︵１ １号・３ＬＤＫ︶
‐
６号・３ＬＤＫ︶
富内中央︵２ ‐
富内中央︵５ ‐号・２ＤＫ︶
富内中央︵︵特公賃︶４ ‐号・３ＬＤＫ︶
富内中央︵︵特公賃︶４ ‐号・３ＬＤＫ︶

45

▼申込期限
２月 日︵金︶

▼申込み・問い合わせ
︻本庁︼建設水道課技術グループ
☎︹ ︺２４２７
︻支所︼地域経済課建設グループ
☎︹ ︺２１１７

※各種応募資格、受験手続き等詳しいことのお問い合わせは、
自衛隊札幌地方協力本部苫小牧出張所まで
（☎0144〔32〕
３７２５）
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100歳おめでとうございます！

いつまでもお元気で！

鵡川慶寿苑で100歳を迎えた内海利子さん（大正７年５
月３日生）と松浦ヒデ子さん（大正７年12月10日生）に
12月10日、竹中町長より内閣総理大臣から贈られた祝い
状と記念品等が手渡されました。
社会福祉協議会松田会長からもお祝いと花が贈られ、集
まった皆さんで100歳を祝いました。内海利子さん、松浦
ヒデ子さんいつまでもお元気で！おめでとうございます。

寄

12月25日、寄附の申し出があり、受納
いたしました。温かいご厚志に感謝申し
上げ、趣意に沿うよう活用させていただ
きます。
寄 附 者

国際ロータリー第2510地区
ガバナー 小山 司 様
500万円
北海道胆振東部地震復興
（教育・福祉分野）のため

寄附金額
寄附目的

内海利子さん

松浦ヒデ子さん

ありがとうございました 温かいご厚志に感謝します
12月19日・20日・24日

株式会社ワーカム北海道

附

株 式 会 社 ワーカム北 海 道
（敞田正取締役社長）様から、
町内の各保育所、認定こども
園、むかわ町（町長）へクリス
マスケーキが贈られました。
クリスマスケーキの寄贈は平
成14年から始められ、今回で
17回目となります。
ご厚意に感謝申し上げます。

消防団協力事業所表示制度

総務大臣より感謝状が贈呈されました
胆振東部消防組合
胆振東部消防組合

鵡川消防団（前田嗣夫団長）
穂別消防団（清川三十四団長）

平成30年北海道胆振東部地
震において、災害現場にいち早
く駆けつけ、地域の安心安全の
確保に努めた功績は誠に顕著
であると認められたことから、
総務大臣より感謝状が贈呈さ
れました。

「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消
防団活動への協力が社会貢献として広く認められる
と同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制が
より一層充実されることを目的とした制度です。
【消防団協力事業所表示制度交付事業所】
（鵡川地区）
・有限会社 佐藤自動車修理工場
・有限会社 中田塗装店
・鵡川農業協同組合
・有限会社 丸十 辻商店
・有限会社 鎌田ファーム
・有限会社 前田建装工業
・むかわ町鵡川厚生病院
・片岡商事
・三上建設
・三金工業株式会社
（穂別地区）
・中澤農園
・大頭農園
・社会福祉法人 愛誠会
・磯野自動車工業株式会社
・関谷組
・有限会社 シオニー
・北海産業株式会社 穂別営業所
・有限会社 丸重清川
・上村総業

※このページの費用は、札幌弁護士会様のご協力をいただいております。

11

2019

②

No.154 広報

むかわ

12月11日・12日
サザエさん来園！ 園児ら大歓声！
地震の恐怖に敏感になっている子どもたちを元気づけ、勇気づけ
ようと人気アニメキャラクターの
「サザエさん」
とUHBキャラクター
の
「みちゅバチ」
が町内両地区の認定こども園や放課後子どもセン
ターを訪問しました。
キャラクターの登場に大歓声をあげ喜ぶ園児たち。
サザエさんの
上映会に続き、
サザエさんたちと一緒に歌やじゃんけんで楽しい時
間を過ごし、
ハグやタッチ、記念撮影でふれあうなど最高の思い出
ができました。

エンディングでおなじみのサザエさんとじゃんけん

12月15日 大相撲「友綱部屋」
復興支援でちゃんこ鍋を振る舞う
胆振東部地震で被災した町民を元気づけようと、大相撲友綱部
屋の友綱親方（元関脇旭天鵬）
と２名の所属力士がむかわ町を訪
れ、
ちゃんこ鍋の炊き出しを行いました。
この日は400人分のちゃんこ鍋が振る舞われ、親方自ら一人ひと
りに手渡しました。
具だくさんのちゃんこ鍋は
「とても美味しい！」
と集まった町民に
大好評。
お腹も心も温まり、会場には笑顔が広がりました。

「温まってね」と声をかける友綱親方

12月17日 北海道日本ハムファイターズが
野球教室を開きました
北海道日本ハムファイターズが、安平、厚真、むかわ、
日高の４町
の小中学生を対象に野球教室を開きました。
この日は、
ファイターズの選手の他、
これまでファイターズに在籍
していた他球団の選手も参加。普段接することのないプロ選手から
ボールの握り方やバッティングなどのアドバイスを直接受け、喜び
と興奮の連続、
２時間があっという間に過ぎました。
最後に、記念撮影とこの日指導にあたった選手の皆さんのサイン
色紙を、
参加した全員にプレゼントされました。

ファイターズの鍵谷選手からアドバイスを受ける
小学生

12月18日 歳末警戒パトロール実施
まちの安心安全の確保に努める
穂別地区で、年末に増加する犯罪を未然に防止することを目的
に、むかわ町防犯協会、町交通安全協会、各自治会、苫小牧警察
署などの協力のもと、毎年恒例の「歳末警戒パトロール」を行いま
した。
出発式でむかわ町穂別総合支所の田所隆支所長は「忙しい中
参加された皆様の力により安心・安全なまちづくりに奮闘してい
ただきたい」
と挨拶。その後、29名の参加者は３班に分かれ各戸、 「戸締まりに気をつけて」と啓発ポスターを手渡し
ました
各商店を個別にまわり、
「 戸締まり・交通事故・火災予防」を呼び
かけました。
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12月25日 地域人材の話を聞いて
穂別の未来を考える
穂別中学校（舛田仲永校長）で「むかわ学・穂別ふるさとキャ
リア教育インタビューフォーラム」が開かれました。
パネリストに穂別地区で農業を営む藤岡健人さん、工業経営の
安田憲行社長、穂別総合支所恐竜ワールド戦略室の加藤英樹室
長を迎え、「ふるさとの地域づくりを支える人々〜今後の穂別を考
える」をテーマに、パネリストそれぞれの立場から、穂別の地域
資源を生かした取組や課題をお話しいただき、その後、生徒の地
域に対する思いや地域を元気にするアイディアなどについて意見交
換を行いました。
２年生の土田心さんは「未来の穂別を思い、中学生として出来
ることを考える良い機会となった。穂別を誇りに思い、穂別につ
いて学び続けていく」と感想を述べました。

パネラーのみなさん

穂別を元気にするアイディアを述べる生徒

1月4日・5日 出初式で市街行進
防火・防災を誓う
両地区で消防出初式を挙行し、今年１年の無火災、無事故、無災
害を祈念して分列行進及び式典を執り行いました。
４日に行われた鵡川消防出初式では、分団員が消防車両と共に
市街地を行進したほか、式典では、
ひまわり保育所の幼年消防クラ
ブ園児による
「ちびっこ火消し踊り」、鵡川消防纏保存会員が伝統
の
「消防纏振り」
を披露しました。
表彰式では、白田忠美第1分団分団長が消防庁長官表彰「永年
勤続功労章」
を、
また、多くの団員も北海道消防表彰などを受賞し
ました。
式辞で竹中町長は、消防職員、団員、女性団員に対し、震災直後
にもかかわらず町民の安全、安心に向け使命を果たされたことに感
謝と敬意を表しました。

鵡川地区

穂別地区

1月6日 一年の始まりは「書き初め」から
今年で２０回目の開催！
鵡川書道連盟（佐々木俊一会長）が主催する「新春書き初め大
会」
が学習交流センターまなぶ館で開催され、幼児から一般の方ま
で３０名が参加しました。
和やかな雰囲気の中、参加者はそれぞれの課題に挑戦し、一筆に
思いを込めて表現しました。
その中、鵡川中２年の松本洸平さんは
「書き初めで一年が始まるという思い」
と話し、真剣な表情で丁寧に
筆を運んでいました。
完成作品は各道場の先生方による審査が行われ、むかわ町長
賞、
むかわ町教育長賞、
むかわ町文化協会長賞、書道連盟会長賞に
加え、鵡川書道連盟特別賞が選ばれました。
（作品は21ページに掲載）
書と向き合う
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ヘルスアップ情報
子どものこころの発達
〜震災後のこころのケア〜
地震の発生から５か月近くが経ちました。災害を体験した後には、子ども
も大人もこころとからだ、行動に様々な変化が起こります。子どもでは、暗
がりを怖がったり、夜泣きや甘えが増えたり、頭痛や腹痛などの身体症状の
訴えや、睡眠や食欲の変化、落ち着きなく乱暴になるなどの形で現れること
があります。これらの変化は多くの場合、時間の経過とともに回復していく
と言われていますが、中には症状が長引いたり、少し落ち着いた頃に遅れて
出てくる場合もあります。いつもと違うお子さんの様子は、不安や緊張のサ
インかもしれません。
お子さんのサインを感じ取ったときの対応としては、小さなお子さんの場
合、ことばかけやスキンシップをたっぷりとって安心させてあげること、活
動的な遊びを通して気持ちを解放してあげることが大切です。小学生くらい
のお子さんでは、できることでお手伝いをお願いすると“役に立っている”実
感が自信や安定につながることも多いです。
また、お子さんが会話や遊びの中で、自分から地震について話題にするとき
は、拒否せず受け止め、「でも大丈夫だったね」、「頑張って一緒に乗り越
えたね」など肯定的な表現で返してあげること、“大丈夫、守ってあげる”と
いうメッセージを伝えてあげるとよいと思います。
そして、子どもが安定するためには、まず周囲の大人が安定することが必
要です。年末年始のにぎわい、慌ただしさが落ち着き、これまでの無理がこ
たえてくる頃かもしれません。
生活の中でできるケアとしては、
・考え方をなるべくプラス思考へ
・笑顔や笑いを作っていく（後付けでこころも楽しく、楽になる）
・「〜するべき」というこだわりを手放す
・どんなに小さなことでも、自分の良い部分を自分でほめる
・ネガティブな考えにとらわれそうなときは、からだを動かして発散する
・少し先に、楽しいイベントを予定し、それを励みにする
などがあげられますが、心身の不調が続く場合は、軽く
考えずに専門家へ相談することも検討してみましょう。
【相談・問合せ先】
＜鵡川地区＞健康福祉課保健介護グループ
☎〔42〕２４１５
＜穂別地区＞地域振興課健康グループ
☎〔45〕３３２６
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予防接種を受ける方は、必ず医療機関に予約をし
ましょう。また、接種の際は必ず母子手帳を持参
願います。

月
事

業

名

対

象

名

鵡川地区

予防接種

時
場
時
場
時
場
時
場
時
場
時
場

Ｂ型肝炎予防接種

１歳未満児

Ｈｉｂワクチン接種
小児用肺炎球菌予防接種

２か月〜５歳未満

四種混合

３か月〜７歳６か月未満

不活化ポリオ接種

３か月〜７歳６か月未満

麻しん風しん混合予防接種

・12か月〜24か月未満（第１期）
・来年度小学校入学予定者（第２期）

水痘（水ぼうそう）予防接種

12か月〜36か月未満

日本脳炎予防接種

・平成21年10月２日以降に生まれた方
時
・平成19年４月２日から平成21年10月
１日までの間に生まれた方
・平成19年４月１日以前に生まれた方で 場
20歳未満の方

子宮頸がん予防ワクチン

肺炎球菌予防接種
（要事前予約）

今まで一度も肺炎球菌予防接種を受けた
ことのない方で
①Ｈ30年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる方
②60歳〜64歳で一定の障がいのある方
③66歳以上で①に当てはまらない方
※②、③で希望者は町に申込みが必要です。

骨粗しょう症検診

19歳以上の方（町に申込みが必要です）

エキノコックス症検診

小学校３年生以上で過去５年間エキノ
コックス症検診を受けていない方

時
場

検診・健診

希望者

５歳児健診

５歳児（※個別通知します）

毎週 月・木曜日

13：15〜14：15

鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日

13：15〜14：15

鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日

13：15〜14：15

鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日

13：15〜14：15

鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日

13：15〜14：15 時

子育て支援

子宮がん：20歳以上の女性で前年度受診していない方
乳がん：40歳以上の女性で前年度受診していない方

ふたばキッズ

2歳児（※個別通知します）

内科診療時間内

場所

鵡川厚生病院

毎週

水曜日

15：00〜15：30

穂別診療所
毎週

水曜日

15：00〜15：30

穂別診療所
毎週

木曜日

15：00〜15：30

穂別診療所
毎週

木曜日

15：00〜15：30

穂別診療所
毎週

木曜日

15：00〜15：30

穂別診療所
毎週

火曜日

15：00〜16：00

穂別診療所

場

内科診療時間内（要予約）

15：00〜15：30

穂別診療所
時間

内科診療時間内

場所

穂別診療所

火曜日以外の診療時間内

鵡川厚生病院

21日（木）

月・水・木曜日の診療時間内
穂別診療所

時間は通知します

フッ素塗布 10:00〜16:00

次回は3/6（水）を予定しています

四季の館

時 ６日（水）
場

時間は通知します

今年度は終了しました

四季の館

時

診療時間内

診療時間内

鵡川厚生病院

穂別診療所

場
予約は厚生病院（42-2033）

予約は穂別診療所（45-2121）

集団検診は終了しました。
札幌バスツアー検診又は個別検診をご予約ください。
保健介護グループへ申込み（42-2415）

健康グループへ申込み(45-3326)

次回は3/8（金）を予定しています

今年度は終了しました

ふれあい支援

毎週 月〜金曜日
9：30〜11：30、13：00〜16：00
時
ひかり認定こども園
場
毎週 金曜日 10：00〜11：30
時
発達支援センター鵡川たんぽぽ
場
毎週 月〜金 ９：30 〜 12：00、13：30 〜 16：00
時
発達支援センター穂別きらり
場
10：00〜12：00
時 14日（木）
介護予防センター
場
時 ６・13・20・27日 10：00 〜 12：00 時 ７・14・21・28日 10：00 〜 12：00
場 【ピンしゃん会】介護予防センター
場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時 ６・13・20・27日 10：00 〜 12：00
場 【ＯＢ会】穂別ふれあい健康センター
時 １・８・15・22日 10：00 〜 12：00 時 ５・12・19日 10：00 〜 12：00

すくすく広場

就学前の親子（未就園児）

あそぼうね（一般開放）

就学前の親子

おひさま広場

０歳〜４歳未満の乳幼児をもつ親子

ポパイサークル

こころの病の回復者等

・ピンしゃん会
・笑顔友の会
・笑顔友の会ＯＢ会

65歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

いろは塾
（認知症予防教室）

65歳以上の希望者
・事前申込みが必要
・申込先：むーブ（☎４７−７５０１） 場

いきいき料理教室

60歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）
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時間

15：00〜15：30

穂別診療所

場

鵡川厚生病院

場

40歳以上のむかわ町国民健康保険に加入 時
している方で、今年度特定健診を受診し
ていない方（受診券をお持ちの方で受診
券を利用して健診を受診していない方） 場
自己負担額：無料
事前予約が必要です。

子宮がん・乳がん検診
※希望者は事前連絡

2019

13：15〜14：15

鵡川厚生病院

時
場

幼児フッ素塗布

15

毎週 月・木曜日

場
時
場
時
場
時
場
時
場
時
場

水曜日

・左記対象①に該当する、平成30年度定期予防接種対象となる方に
は個別通知をしています。

４か月児・７か月児・12か月児・１歳
時
６か月児・３歳児（※個別通知します）

2月末までの受診が必要です

鵡川厚生病院

毎週

時 毎週 火曜日

乳幼児健診
（７か月児はＢＣＧ接種）

個別健診

穂別地区

13：15〜14：15 時

中学１年生〜高校１年生相当の女性

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。
接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けてください。

特定健診

毎週 月・木曜日

介護予防センター

時 26日（火）
場

場

穂別ふれあい健康センター事務室
（歯科診療所横）

10：00〜12：00
穂別ふれあい健康センター

２月の健康案内
＋医療機関の外来案内＋
鵡川厚生病院 ☎〔42〕2033

穂別診療所 ☎〔45〕2121

午前 8：30 〜 11：30

午前 8：45 〜 11：00

午後 1：15 〜４：00（受付時間）

午後 1：00 〜４：00（受付時間）

※ 水曜日午後からの診療は、午後3：30〜6：30（夜間診療含む）

診療科 / 担当医師

内科・外科・
総合診療科

月

火

水

木

金

越智

會川

越智

會川

石川

総合外来

石川

石川

越智

越智

予約
越智

予約
會川

予約
石川

予約
會川

（内科・外科・
小児科）

午前
午後
佐々木

午前 北大
午後 小児科

※
※
※
※
※

北大
小児科

火

水

金

夏目 夏目 夏目 夏目 夏目
田中 田中 田中 田中 田中

午後 交替制 交替制 交替制 交替制 交替制
(受付は
午後3:30〜)

夏目

夜間診療

會川先生 毎週火曜日 17:00 〜 18:30

木

清田
整形

（内科・外科・
小児科）

王子整形

リハビリテーション科 午後

夜間診療 ( 内科 )

午前

総合外来

午後

小児科

月

整形外科

午前
消化器内科

診療科

水曜日
（受付時間）
午後5：00〜6：30

夜間診療は４月から水曜日に変更になってい
ます。
水曜日の午後診療は午後3：30からで、引き
続いて夜間診療を行います。

受付時間 午前：８時30分〜11時30分 午後：１時15分〜４時00分 ※ 今週の予定を各日曜日に情報端末（TV電話）でお知らせします。
リハビリテーションは水・金、デイケアは月・火・木で実施しています。 ※ 担当医は、健診事業や医師の研修などにより変わる場合があります。
検診事業や医師の研修などにより、予定は変わることがあります。
ご了承願います。
２月４日（月）午前の消化器内科は休診です。
２月19日（火）〜22日（金）石川院長の外来は休診です。

苫小牧保健所

☎0144〔34〕4168

※事前に申し込みが必要です

総合保健相談・医療相談

随時（祝祭日を除く月〜金）

女性の健康相談（定例は事前予約）

定例 ２月19日（火）、随時（祝祭日を除く月〜金）

こころの健康相談（定例は事前予約）

定例 ２月21日（木）、随時（祝祭日を除く月〜金）

肝炎ウイルス検査（要事前予約）

２月５日（火）

骨髄バンク登録(要事前予約）

２月５日（火）、19日（火）

HTLV-1抗体検査（成人Ｔ細胞性白血病検査）（要事前予約）

２月５日（火）

HIV検査（エイズ相談）要事前予約 専用電話0144-35-7474

２月５日（火）、６日（水）、19日（火）

鵡川地区・いきいきふれあいサロン

介護予防センター

21日（木）

11：00〜13：00

鵡川断酒会例会

介護予防センター

５日・19日（火）

18：30〜20：30

生命の貯蓄体操

介護予防センター

５・７・12・14・19・26日

火曜日 9：30〜
木曜日 10：00〜

ポレポレ笑いヨガクラブ

介護予防センター

毎月

10：00〜12：00

第４土曜日

※このページの費用は、髙田法律事務所様のご協力をいただいております。
広報
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介護予防

〜フレイルとは？〜

フレイルとは、年齢とともに活動能力が徐々に低下していく状態のことで「健康な状態」から、
支援が必要な「要介護状態」へと進む中間の段階とされています。

健

康

フレイル

要介護

以下の５つの項目のうち、３つ以上の項目に当てはまると
フレイルの可能性があり、高齢者は特に発症しやすいとされ
ています。
□
□
□
□
□

体重が大幅に減少した
わけもなく疲れるようになった
歩く速度が遅くなった
筋力が低下した
軽い運動や体操をしなくなった

フレイルの状態に早く気付き、適切な治療や予防をすることでフレイルの状態から健康な状
態へ戻ったり、要介護状態になりにくくすることができます。
運動のみではなく栄養面にも配慮が必要です。
自分で取り組むことができるものとして適度な運動、バランスの良い食事も実践してみてく
ださい。

■介護予防教室
むかわ町には、介護予防を目的として以下の運動機能向上のための教室があります。
（※対象者：65歳以上の希望する方）
【鵡川地区】 ピンしゃん会
介護予防センター 毎週水曜日 10：00 〜 12：00
【穂別地区】 笑顔友の会・ＯＢ会
穂別ふれあい健康センター 毎週水・木曜日 10：00 〜 12：00
ストレッチ、マッサージ、筋力トレーニングなどをイスに座って行います。
事業のお問い合わせはむかわ町地域包括支援センターまで！

【むかわ町地域包括支援センター】

17

2019

【本庁】健康福祉課保健介護グループ

☎〔42〕2415

【支所】地域振興課健康グループ

☎〔45〕2065
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公民館講座

『みんなが先生！どこでも教室』のご案内
むかわ町教育委員会では、町民の皆様がもつ趣味・特技・技能などを生かした講師登録をして頂き、
人生を豊かにする学びの場づくりとして、講座開設を希望する団体や学校などの要望に応じて、教育委
員会から登録講師を派遣する「みんなが先生！どこでも教室」を開設しております。

◎講座の開設
町民が５人以上集まれば申し込みできます。申込

◎開設講座のご紹介
講座内容について、次のような講師の登録がござ

者は、希望する内容と日時を、原則７日前までに教

います。詳しくは、お問合せください。

育委員会へお伝え頂き、申込用紙（様式）をご提出

【文化・芸術】池坊華道、文芸・俳句、民舞、茶道

ください。お申し込み後、教育委員会が講師と連絡
をとり、その結果を申込者にご連絡します。

など
【趣味・生活】カラオケ、ガーデニング、ドライフ
ラワー、ちぎり絵など

◎費用

【講義・講話】いきがい論、むかわの自然、遺跡、
郷土など

講師の派遣が決定した場合は、講座開設後に、町
の規定に基づき講師料と講師の旅費を教育委員会が

【健康・レク・スポーツ】生命の貯蓄体操、コオー

お支払いします。１教室につき１回とし、講師が実

ディネーショントレーニング、パークゴルフなど

際に講座の活動をした時間を基本とします。会場の
確保や使用料、材料費などは、申込者にご負担頂き
ます。

◎ 講師登録をして頂ける方を募集します
自分の趣味や特技などを生かして講師登録をして
頂ける方を随時募集しております。申込者の要望に

◎講座の運営
申込者と派遣講師が打ち合わせをして進めて下さ

応じて、教育委員会から講師にご連絡をします。個
人・団体・自薦・他薦は問いません。詳しくは、お

い。講座の内容によっては、講師を派遣できない場

問合せください。

合があります。また、原則、年度内に同一の教室を

お問合せ先

申し込みすることはできません。講座終了後は、申
込者から教育委員会に実施報告書（様式）を提出し
て頂きます。

むかわ町教育委員会
生涯学習課社会教育グループ
教育振興室

☎〔42〕2487
☎〔45〕2113

電源立地地域対策交付金で整備しました
平成30年度電源立地地域対策交付金事業によ
り、町道大原１号道路の整備及び除雪機械を導
入しました。
電源立地地域対策交付金は、電源地域で行わ
れる公共用施設整備や住民福祉の向上に資する
事業に対して交付金を交付することで、発電用
施設の設置に係る地元の理解促進などを図るこ
とを目的としています。
【本庁】総務企画課政策推進グループ

広報
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も︑同様の手法で補修を行い︑
バイサムで補った部分にホルベ
インアクリラガッシュで彩色を
しています︒土器の表面の色を
複数作り塗り重ね︑アルコール
を染みこませたウエスで軽く拭
き取りながら︑色合いを調整し
ます︒

︻問合せ先︼
生涯学習課社会教育グループ
☎︹ ︺２４８７

写真④

写真⑤

写真⑥

きます︒擦文土器は︑刻線文様
が特徴です︒破片からパターン
がわかる場合は︑彫刻刀で削り
出します︒北海道の考古学で
は︑過去に実施した発掘調査で
膨大な数の資料が発見されてお
りますので︑写真の土器のよう
に︑万一部品が不足していて
も︑バックデータを活用して︑
ある程度まで再現することがで
きます︒
写真⑥は︑穂別で出土した７
世紀頃の擦文土器です︒こちら

写真③

文化財だより

修復作業が始まりましたので︑
今回は一部をご紹介します︒
写真①は︑穂別の東雲地区か
ら出土した 世紀頃の擦文土器
かめ
です︒破片を石膏で繋ぎ甕形の
全形を復元した土器でしたが︑
地震で割れてしまいました︒こ
の度の復元作業では︑バイサム
︵重合反応をして硬化するパテ
剤︶を使用しています︒まず︑
古い石膏と古い接着剤を除去し
ます︒必要により溶剤で軟らか
くして除去します︒出来る限り
土器を破片の状態に戻し︑接合
する位置を確認します︒写真の
土器の場合は︑土器の大半が石
膏で補われていましたので︑写
真②のような型を造りバイサム
に置き換えて︑写真③④のよう
に土器破片を配置しながら︑上
まで組み上げてゆきます︒発掘
調査で発見されなかった部品
も︑写真⑤のように型を作り︑
バイサムで補ってゆくことがで
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写真②

42
写真①

30

地震で破損した埋蔵文化財︵土器︶
の補修
昨年９月６日におきた北海道
胆振東部地震のため︑郷土資料
保管庫に展示していた土器約
点が破損しました︒地震後に︑
保管庫を点検したところ︑建物
に大きな被害はありませんでし
たが︑館内の展示品がはなはだ
しく散乱しており︑特に重量物
の展示品トラクターや大型の木
製展示台が︑元の位置から ㎝
以上移動するなど︑激しい揺れ
の傷跡を残しました︒
最も被害のあった展示品は︑
埋蔵文化財の土器です︒展示
ケースに陳列した土器は︑ケー
ス内で壊れる程度で済みました
が︑展示台に陳列した土器は︑
全て地面に落下して︑細かく割
れた土器の破片が折り重なった
状態で発見されました︒
その後︑９月と 月に︑ボラ
ンティアのご協力を得て︑郷土
資料保管庫のおおまかな室内整
理作業を行い︑破損した資料の
10

50

12

体育館の
夜間一般開放日のお知らせ

【夜間一般開放の対象】
一般のみ（高校生以下は利用できません）。利
用料金は、無料です。
【夜間一般開放利用方法】
（1）利用希望者は、受付で必要事項を記入してく
ださい。
（2）同じ競技を複数で楽しむ場合は、時間、ゲー
ム数やセット数などを基準に交代で利用して
ください。
（3）競技に必要な備品の設営・撤収は利用者間で
協力して行ってください。
（4）疑義や利用者間の問題が生じた場合は、体育
館管理人へ申し出てください。

現在利用を中止している鵡川町民体育館の代替
施設として、むかわ町生涯学習センター報徳館の
体育館をご利用になれます。
【施設の場所】
むかわ町二宮315番地２
【夜間一般開放日】
○毎週水曜日
【夜間一般開放時間】
18：30〜21：00の２時間30分。設営と撤収の
時間も含みます。

2
おはなし会
「いないいないばあ」

19日
（火）

10：30
〜

絵本は子どもたちの「ことば」や「こ
ころ」を育む大切な栄養素です。絵
本とふれあう時間を一緒に楽しみま
しょう。

11：30

★絵本
「にこにこばあ」「あーん」「だれが おこ
りんぼう」「このゆきだるま だーれ？」
「おせんべ やけたかな」
四季の館
２階会議室 A ★手あそび
「やきいも」「げんこつ山」「グッパー」
★せいさく
「おひなさま」
※次回おはなし会 平成31年3月26日（火）

2

専科講座

ゲートボール専科

１日（金）、15日（金）

フロアカーリング専科

５日（火）、19日（火）、26日（火） ９：00 〜 11：30 学習交流センターまなぶ館 交流室A

書道専科

13日（水）

９：30 〜 11：30 学習交流センターまなぶ館 交流室

手芸専科

４日（月）

９：30 〜 15：30 学習交流センターまなぶ館 交流室B

コーラス専科

12日（火）

10：00 〜 12：00 学習交流センターまなぶ館 交流室A

カラオケ専科

18日（月）

13：00 〜 15：30 学習交流センターまなぶ館 交流室A

レクダンス専科

６日、20日（第１・３水曜日）

10：00 〜 12：00

陶芸専科

７日（木）、14日（木）

10：00 〜 15：00 四季の館 創作室

９：00 〜 11：30 ゲートボール場

45

42

10

15

00

11
16
17

アイヌ文様刺繍講座︵生活館活
動推進事業︶を開催します︒
制作する作品は︑アイヌ文様刺
繍入り﹁のれん﹂です︒
たくさんのご参加をお待ちして
います︒

■日 時
２月 日・ 日・ 日・ 日・
日︵計５日間︶
午前９時 分から正午まで
■場 所
鵡川地区：汐見生活館
穂別地区：穂別中央生活館
■参加料 無料
■定 員 各 名
■申込み・問い合わせ
○ム・ペツ館︵芦谷・山崎︶
☎︹ ︺５９５９
○穂別総合支所地域振興課町民
グループ︵佐々木︶
☎︹ ︺2114
■その他
鵡川地区は︑ム・ペツ館から汐
見生活館までの送迎が可能です
ので︑お申し込みの際に︑送迎
を希望される方は︑お申し出く
ださい︒
23

６日：まなぶ館 交流室Ａ
20日：四季の館 研修室

広報
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︽返却本について︾
現在貸し出し中の本の返却を受け入
れます︒
職員通用口のブックポスト︵返却ポ
スト︶をご利用ください︒
︽本の貸し出しについて︾
貸し出し希望のある方へ対応をさせ
いただきます︒
ご相談に応じ︑対応いたします︒
つきましては︑左記連絡先までお問
い合わせください︒
◇穂別図書館
電話：︹ ︺２３９６
： libhbts@yahoo.co.jp
Mail
電話につきましては︑職員不在や電
※
話にでられない場合もございますの
で︑ご了承下さい︒
メ
※ールでご連絡される方は︑件名に本
の貸出︑本文に相談内容︑ご相談者様の
お名前・ご連絡先を明記してください︒
メールの返信も遅れる場合がござい
ますので︑ご了承ください︒
︽移動図書について︾
定期の移動図書につきましては︑ス
ケジュール通り行います︒
左記のスケジュール欄をご確認くだ
さい︒
個人宅や施設など︑希望がありまし
※
たら︑移動図書に伺います︒穂別図書
館までご連絡ください︒
︽移動図書館︾
◇ケアハウス …日︵木︶ 時 分〜
◇稲里地区 …日︵木︶ 時 分〜
◇富内地区 …日︵金︶ 時 分〜
◇和泉・仁和地区
…日︵金︶ 時 分〜
◇生田地区 …日︵金︶ 時 分〜
︽蔵書検索︾
穂別図書館とまなびランド図書室の蔵
書がインターネットで検索できます︒
穂別図書館を通じて︑北海道立図書
館や︑国立国会図書館の本も利用でき
ます︒
詳細はお問い合わせください︒
︽問い合わせ︾
２３９６
穂別図書館 ☎
︹ ︺
45

45

13 15

30 30

30 30

30

15 13

12

15 21

21

22 22

まなびランド図書室
まなびランド図書室では︑新刊案内
やイベントの情報などを載せた﹁まな
びランド通信﹂を発行しています︒
図書室内︑四季の館道の駅休憩コー
ナーに置いてございますので︑ご自由
にお持ちください︒
また︑新刊情報はインターネットで
も見ることができます︒
︑ Google
等で﹁とことこしき
Yahoo
やか﹂と入力し検索してください︒
随時更新しています︒
︽平成を振り返る︾
平成に関連する本を展示いたします︒
期間 ２月 日︵金︶〜２月 日︵木︶
︽新しくご利用される方へ︾
図書室で本を借りるには︑利用者登
録が必要です︒
中学生以上の方は︑住所を確認でき
る も の 学( 生 証 ・ 運 転 免 許 証 ・ 郵 便 物
等 を)お持ちになり︑図書室カウンター
までお越しください︒
小学生以下のお子様につきまして
は︑保護者の方へお電話にて住所の確
認をさせていただく場合があります︒
現
※在ご利用いただいている方の中で︑
住所や電話番号等が変わられた方は︑図
書室カウンターまでご連絡ください︒
︽ご利用案内︾
時〜 時
開館時間
休 館 日 毎週月曜日︵祝日を除く︶
貸出期間 ２週間
貸出冊数 お１人さま５冊まで
電話番号 ︹ ︺５０５７

穂別図書館

42

20
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︽休館中です︾
９月の震災により︑現在休館中です︒
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