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５月１１日〜２９日 対象者・期間限定
ほべつの森子ども食堂開店！
株式会社シオニー（むかわ町穂別稲里）は、新型コロナウイルス感染
拡大の影響で休校中の穂別小学校の児童を対象に、子どもたちやその
保護者をランチで応援しようとお弁当のテイクアウトを期間限定で始
めました。
日替わりメニューで１食200円で提供。子どもたちの好む唐揚げや
ハンバーグ、ミックスフライなど内容もボリュームも充実したお弁当
に、来店した小学生は「昨日もおいしかったよ。今日も楽しみ」と笑顔で
購入していきました。
コインを握りしめた三姉妹が来店。

５月１５日

花を植え「街に彩を」
むかわ町商工会女性部

むかわ町商工会女性部（前田保子部長）では、地域貢献の一環として
毎年、都市公園「鵡川の泉」
（苫信鵡川支店横）花壇の花植えを行ってい
ます。この日は６人が集まり、歩行者や道路利用者の皆さんに楽しんで
もらえるように、黄色やオレンジ色のマリーゴールドと水仙およそ80
本を一つひとつ心を込めて植えました。
花壇を彩ったきれいな花は、有限会社ササキ産業様からご提供いただ
きました。ありがとうございました。
きれいに植栽していただきました。

５月２３日

むかわ産トマトの定植始まる

鵡川地区でトマトの定植が始まりました。
鵡川蔬菜振興会トマト部会（高柳壮部会長、会員62戸）では、病気に
強く、食味や品質も好評な品種「りんか409」を主に栽培しています。
部会員の平島道弘さんのハウスでは19棟に14000本を順次定植。こ
の日は、7棟（1棟750株）に自家で育てた苗を植え付けました。平島さ
んは「定植の際、花芽を通路側に向けることで今後の管理や収穫の効率
が良くなる」と教えてくれました。
定植2週間後には小さな実をつけ、7月下旬には初出荷を迎えます。
10月の霜が降りる頃まで収穫が続き、全国の市場へ出荷されます。
丁寧に手際良く苗を植え付けていく。
平島さんのハウスにて。

６月１日

地域おこし協力隊着任！

穂別キャンプ場に関する支援活動及び観光振興分野の地域おこし協
力隊として両角創平さん（35）に委嘱状が交付されました。
両角さんは長野県出身。高校卒業後、陸上自衛隊真駒内駐屯地に6年
間 勤 務 。退 職 後 は 半 年 間 か け 自 転 車 で 北 米（ ア メ リ カ・カ ナ ダ
9,000km）をひとり旅。さらに、奥様と1年2ヶ月かけて世界42ヵ国を
回り、有名アウトドアショップスタッフ兼ガイドを約8年勤めるなど
様々な経験からアウトドア・アクティビティに関する知識と技術を深
めてきました。
両角さんは「地域の方やキャンプ場利用者を幸せにするための仕掛
け作りをしていきたい。また、キャンプ場を含めた穂別の資源など、ア
ウトドア目線の映像を作って発信していきたい」と話しました。
隊員として、主に穂別キャンプ場の広報業務を担うほか、イベントの
企画やアクティビティの開発など両角さんの得意分野を活かした取り
穂別キャンプ場内でハンモック製作中の両角さん。
組みをしていく予定です。
広報

むかわ 2020 ⑦ No.171

2

3

2020

⑦ No.171 広報 むかわ

町税は納期限までに納めましょう !
固定資産税・国民健康保険税の第2期の納期限は、7月31日です。
納期限までに忘れずに納めてください。
納期限を過ぎて納付された場合、延滞金が発生する場合がありますので、注意してく
ださい。
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

町税の納付は便利な『口座振替』で!
○便利！… 納期ごとに金融機関などへお出かけいただく手間がなくなります。
○確実！… うっかり納め忘れることがなくなります。
○安心！… 納税のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
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

届け出を忘れずに !【固定資産税】
住宅等の固定資産税は、毎年1月1日時点の所有状況によ
り課税されます。
新築や増改築、取り壊しをされた場合、または譲渡や売
買などにより所有者が変更になった場合は、必ず届け出が
必要です。
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

納税に困ったらご相談を
病気や失業、事業不振など、やむを得ない理由で納付期限までに町税等
を納付することができない場合や一度に納付することが困難な場合、新型
コロナウイルス感染症の影響により収入が少なくなり、町税等の納付が困
難な方は、納税相談を行っていますのでお早めにご相談ください。
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
広報
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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

徴収猶予の「特例制度」
○ 新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、対象要件に該
当する場合に1年間、
町税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○ 担保の提供は不要です。
延滞金もかかりません。
※猶予期間内の途中で納付や分割納付など、
事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方
以下❶❷のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）が対象となりま
す。
❶新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において､事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
❷一時に納付し､又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、
申請者の置かれた状況に配慮し対応します。

対象となる町税等
・ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する道町民税、固定資産税などの町税等が
対象になります。
※令和3年2月1日以降が納期限となっている町税等は、対象とはなりません。

申請手続等
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は
口頭によりお伺いします。
・ 納期限（納期限が延長された場合は延長後の納期限）
までに申請が必要です。

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

上下水道料金・公営住宅使用料の支払猶予等について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより各種支払が困難な
場合、
お支払い期間の猶予などのご相談をお受けしています。

上下水道料金
公営住宅使用料

【本庁】建設水道課上下水道グループ
【支所】地域経済課建設グループ

☎４２−２４１７
☎４５−２１１７

【本庁】建設水道課技術グループ
【支所】地域経済課建設グループ

☎４２−２４２７
☎４５−２１１７

（有料広告）
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国民年金保険料についてお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ

免除申請が可能です！

学生も可

●対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収
入が減少したこと。
②所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額（※1）が、国民年金保険料
免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方。
※1 令和2年2月以降の任意の月（収入が最も低い月など）における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当（例:単身世帯の場合は57万円以下）や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの
基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、
世帯主や配偶者が①と②に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。

●保険料の納付が免除される期間

令和2年 2 月分 から 6 月分 まで

※令和2年7月以降分は改めて申請が必要です。

●申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.所得の申立書（臨時特例用）
※申請書及び申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードするかお電話で役場へ請求してください。

●申請方法
役場国民年金担当窓口
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出にご協力ください。

●問い合わせ先
町民生活課生活環境グループ
TEL.42-2414

地域振興課町民グループ
TEL.45-2114

ねんきん加入者ダイヤル
TEL.0570-003-004

特別定額給付金の申請はお済みですか?
特別定額給付金の申請を受け付けています。
まだ申請されていない方は、早めに手続をお願いします。

申請期限は、8月7日(金)です。

特別定額給付金の詳しい内容は、下記ホームページをご確認ください。

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
問い合わせ｛特別定額給付金担当｝

本庁 町民生活課生活環境グループ ☎42-2414 【支所 地域振興課町民グループ ☎45-2114
広報
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者の方へ

「傷病手当金制度」

新型コロナウイルス
感染症に伴う

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、むかわ町国民健康保険・後期高齢者医療制度
に加入している方で、給与などの支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に
感染又は感染を疑われることにより仕事を休み、給与の全部または一部を受けることがで
きない場合、傷病手当金を支給します。
◇対象となる方（※次のすべてに該当する方）

むかわ町国民健康保険又は北海道後期高齢者医療保険の加入者。
給与の支払いを受けている方。
新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため連続して4日
間以上仕事を休んだ方。
仕事を休んだ期間について、給与の全部または一部を受け取ることができない方。

◇適用期間

令和２年１月１日から令和２年９月30日までの間で、療養のため仕事を休んだ期間。

◇支 給 額

直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数 2/3 対象日数

◇申請方法

申請書類を役場担当課へ提出していただきます。
申請書類は、お電話で請求してください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力ください。

【本庁】町民生活課生活環境グループ
問い合わせ 【支所】地域振興課町民グループ
北海道後期高齢者広域連合

☎42−2414
☎45−2114
☎011-290-5601
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札幌法務局苫小牧支局からのお知らせ

【問い合わせ】札幌法務局苫小牧支局 ☎0144-34-7151

新型コロナウイルス感染症に
関連した法務大臣メッセージ

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事
者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務大臣メッセージは、
YouTube法務省チャンネル（https://youtu.be/RYS00qCxo-0）
をご覧ください。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不
当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付け
ています。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。

今年は計量器検査の年
今年は２年に１度の計量器定期検査の年です。この検査は計量法に基づき取
引または証明に使用される計量器の正確さを確保し、適正な計量の実施をする
ため義務付けられています。検査対象の計量器がありましたら、次の検査を受け
てください。
平成30年度に検査を実施した計量器については、検査通知を送付いたします
が、
新規導入及び廃棄がある場合はお問い合わせ下さい。

日

時

【穂別地区】７月１３日（月）午後１時３０分〜午後３時３０分
【鵡川地区】７月１４日（火）午前９時３０分〜正午

検査会場

95

80

75

忘れずに
受けて
ください

【穂別地区】穂別町民センター
【鵡川地区】産業会館１F

対象となる計量器

90

85

0

100

kg

5

10

70
65

15

20

25

30
60
55

50

40

35

45

①商店などで商品販売に使用する計量器
②病院・薬局などで使用している調剤用の計量器
③病院、学校または保育園などで使用している体重測定用の計量器
④宅配など運送業者（取次所を含む）が貨物の運賃算出用に使用する計量器
⑤工場または事業所で材料の購入、製品の販売またはサンプル検査などに使用する計量器
※前記以外でも該当する計量器がありますのでご確認下さい。

持ち物
計量器、印鑑、北海道収入証紙（検査手数料）
※手数料は種類によって異なります。

お問い合わせ先
【本庁】産業振興課 商工観光グループ
【総合支所】地域経済課 産業グループ

☎４２−２４１６
☎４５−２１１５

北海道市町村振興協会
広報
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知っていますか？道の「苦情審査委員」制度
道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、
「北海道苦情審査委員」
制度
です。
皆さん自身の利害に関わる苦情であれば、
苦情審査委員に申し立てがで
きます。
詳細は、
道のホームページ
（道ホームページ
【総合案内】
の道政相談等の窓口）
をご確認いただくか、
お問い合わせください。
問い合わせ先

北海道総合政策部知事室道政相談センター

〒060−8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 ☎011−204−5523（直通）

悩みごとありませんか 無料で相談に応じます
お金の貸し借り、
借家、
借地のトラブル、
離婚、
遺産相続などの相談を無料で
お受けします。
相談内容の秘密は守られますので安心してご相談ください。
なお、
事前に予約が必要ですので、
お早めにお申し込みください。
■日 時
令和２年７月１０日
（金）午後１時３０分〜４時３０分
■場 所
穂別町民センター１階 コミュニティルームＡ
■ 相談員
小寺・松田法律事務所
■ 申込み・お問い合わせ先 【本庁】
町民生活課生活環境グループ ☎４２−２４１４
【支所】
地域振興課町民グループ
☎４５−２１１４

（有料広告）
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むかわ町
まちづくり委員会を開催しました
6月16日、
「 第2次むかわ町まちづくり計画」の策定に向けてまちづく
り委員会を開催しました。同委員会内に次のとおり3つの専門部会を設
置し、部会ごとに意見を反映する体制を構築し、また、下記の事項につい
て協議を行いましたのでその結果をお知らせします。
部 会 名
健康・生活環境
部会
産業振興部会

担 当 分 野
交通安全・防犯、自然・環境、上下水道等、住宅・住環境づくり、地域公共交通、
情報通信基盤整備、生活道路、都市計画、土地利用、再生可能エネルギー、
地域福祉、子育て、障がい福祉、保健、介護、医療、保険・年金など
農林漁業、商工業、起業創業、雇用対策、企業誘致、観光・交流、地域商社、
移住・定住、まちなか再生、国際交流、関係人口の拡大など
学校教育、生涯学習、人材育成、スポーツ振興、文化財等の保護・活用、芸術・

教育・防災・行政
文化活動、町民参画、地域づくり、女性活躍、地域コミュニティ活動、広報・広
部会
聴、行政経営、消防・防災、情報通信など

１．むかわ町まちづくり計画の評価・検証について

現行のまちづくり計画については、計画策定当時から社会経済情勢の変化や胆振東
部地震、新型コロナウイルス等の影響を受け、まちを取り巻く環境は大きく変化して
おり、これらを見据えた課題や人口の推移、計画の目標別の評価･検証結果などを全
体で再確認しました。

２．次期むかわ町まちづくり計画の基本構想について

むかわ町の「まちづくりの理念」や「まちの将来像」、「基本方針」などで構成す
る基本構想（素案）について協議を行いました。まちづくり委員会において出された
意見などを反映し、基本構想（素案）の内容更新をしていきます。
今後は、基本構想や行政分野別に取り
まとめた基本計画素案の作成に意見や
提言を反映していくとともに、現行のむ
かわ町まちづくり計画について、まちづ
くりの目標の実現度、施策の実施状況、
実施効果などを確認しながら評価・検証
を進めていきます。また、分野別の施策
や指標等を示す基本計画についても、今
後協議していくこととなります。
専門部会のリーダーの選任等も行いました。
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採用職種

令和
若干名

（2）保育士

若干名

３

年度

（3）技術職（土木） 若干名

試験の方法
（1）第１次試験（筆記）教養・論作文・適性試験等
（2）第２次試験（面接）第１次試験合格者を対象に実施します。

第１次試験日及び場所
令和２年 ９月20日（日）室蘭市中小企業センター

受験資格等
詳細については、町ホームページの
「令和３年度むかわ町職員採用資格試験募集要項」をご覧ください。

受付期間
令和２年７月１日（水）から７月 31 日（金）までの
平日８時 45 分から 17 時 30 分までです。

むかわ町職員募集

（1）一般事務職

※郵送の場合は、７月 31 日（金）消印有効

申込み及び問い合わせ先
〒054-8660
勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地
むかわ町役場 総務企画課 総務グループ
TEL.0145-42-2411
※持参する場合は、
穂別総合支所 地域振興課 企画管理グループ
（TEL.0145-45-2111）でも受け付けしております。

（有料広告）

11

2020

⑦ No.171 広報 むかわ

（有料広告）

令和3年度 胆振管内町等職員採用資格試験実施要綱
令和3年度 胆振東部消防組合消防職員採用資格試験

採用職種：消防職員（深夜業務を含む交代制勤務）

勤務地：胆振東部消防組合管内（安平町､厚真町､むかわ町）

採用予定日：令和３年4月1日

採用予定人員：６名

◆受験資格
①高等学校卒業以上（大卒、短大卒、専門学校卒を含む）で、平成８年４月２日以降に生まれた方（来春
卒業見込みの方を含む）
②普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）を有する方、又は、採用予定日までに取得できる方で、採用後、
勤務署所在地に居住可能な方
③消防職員として、職務遂行に必要な体格・体力を有し健康である方
※次のいずれかに該当する人は受験できません。
・日本の国籍を有しない者
・禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまで、又は、その執行を受けることがなくなるまでの者
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法、又は、その下に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、又は、これに加入した者
◆試験方法 胆振町村会の共同試験
第１次試験〉 教養試験、作文（大卒は論文）試験、適性検査及び、適性試験を行います。
第２次試験〉 第１次試験合格者に対して面接試験を行います。（健康診断書提出）
◆試験日・会場及び合格発表
第１次試験〉 ①試験日/令和２年9月20日(日）
②試験会場/室蘭市中小企業センター 住所:室蘭市東町４丁目29番１号 ☎0143−43−3619
③10月中旬(予定)、受験者本人へ通知します。
第２次試験〉 第１次試験合格者へ合否発表時に文書通知します。
◆受験手続き及び受付期間
①受験申込書 胆振東部消防組合消防本部•総務課に直接請求するか、胆振東部消防組合ホームページから
ダウンロードしてください。（http://iburi119.sakura.ne.jp/）
②提出書類等 ・受験申込書/最近６ヶ月以内に無帽の上半身を写したもので、本人であると確認できる写
真（縦４cm・横３cm）を貼ること。
・履歴書（市販のＡ４版用紙に自筆で記入し、受験申込書と同様に写真を貼ること)
・卒業証明書（又は卒業見込み証明書）及び学業成績証明書（最終学校のもの）
・自動車運転免許証の写し（取得者）
・受験票送付用封筒（長形３号封筒に住所、氏名を記入し84円切手を貼ったもの）
③受付期間
・令和２年７月１日(水）〜 ７月31日(金）
・直接持参する場合は午前８時30分から午後５時15分までの平日に限り受付
郵送する場合は７月31日(金)の消印まで有効
④ 問合せ・請求・申込み 胆振東部消防組合消防本部 総務課
〒059−1604 勇払郡厚真町錦町47番地の２ ☎0145−26−7100

令和２年度（第２回）北海道警察官採用試験情報
■受付期間 ７月１日(水)から８月21日(金)まで
〜 ここからつながる、
■受験年齢 昭和63年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者
未来のために 〜
■試験区分 Ａ区分〜学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業した者
(2021年３月末日までに卒業見込みの者を含む)
Ｂ区分〜Ａ区分以外の者(高等学校在学中の者は、2021年３月末日までに
卒業見込みの者を含む)
■一次試験 ９月21日(月・祝)【試験会場 苫小牧警察署ほか】
■問合せ先 苫小牧警察署警務課 ☎0144(35)0110(内線211･256･257)
広報
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自衛官募集案内
一般曹候補生

募集
種目

応

募

資

格

受

付

期

間

試

験

日

程

等

自衛官候補生
防衛医科大学校 看(護学科学生︶

防衛大学校学生 一
(般︶
航空学生
予備自衛官補

18歳以上33歳未満の男女
（ただし、32歳の方は、苫小牧
出張所にご連絡ください｡)

第 2 回試験
令和2年7月1日(水）
から
令和2年9月10日(木）
（締切日必着）

1次試験
試験日 令和2年9月18日(金)､19日(土)､20日
(日）のいずれか1日
○筆記試験
国語、数学、英語、作文及び適性検査

18歳以上33歳未満の男女
（ただし、32歳の方は、苫小牧
出張所にご連絡ください｡)

第2回試験
令和2年7月1日(水）
から
令和2年9月11日(金）
（締切日必着）

第 1 回試験
令和2年9月23日(水)〜10月1日(木）
女子は25日(金)•26日(土)、29日(火)•30日
(水)〕のいずれか1日
○筆記試験
国語、数学、地理歴史及び公民、作文、適性検査
○口述試験
○身体検査

令和3年4月1日現在
18歳以上21歳未満の者
（平成11年4月2日から平成14
年4月1日までに出生した者）

令和2年7月1日(水）
から
令和2年10月1日(木）
（締切日必着）

第 1 次試験
令和2年10月17日(土)
○筆記試験
国語（国語総合（古文・漢文を除く））、外国語（コ
ミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）、
数学（数学Ⅰ、数学A）、理科（物理基礎・物理、化学基
礎・化学、生物基礎・生物（3科目の中から1科目選
択））、小論文

令和3年4月1日現在
18歳以上21歳未満の者
（平成11年4月2日から平成14
年4月1日までに出生した者）

令和2年7月1日(水）
から
令和2年9月11日(金）
（締切日必着）

第 1 次試験
1日目 令和2年11月7日(土)
2日目 令和2年11月8日(日)
○筆記試験（理工学）
1日目 英語、数学（コミュニケーション英語、英語
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）
（数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B）
2日目 理科（物理基礎・物理、化学基礎・化学）のう
ち1科目選択
○筆記試験（人文・社会科学）
1日目 英語、数学・社会（コミュニケーション英
語、英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）、
（数学Ⅰ・Ⅱ、数学
A・B）
・
（日本史B、世界史B）のうち1科目選択
2日目 国語（国語総合、現代文A・B、古典A・B）

令和3年4月1日現在
航空要員 18歳以上21歳未満
の者（平成12年4月2日から平
成15年4月1日までに出生し
た者）
海上要員 18歳以上23歳未満
の者（平成10年4月2日から平
成15年4月1日までに出生し
た者）

令和2年7月1日(水）
から
令和2年9月10日(木）
（締切日必着）

第 1 次試験
令和2年9月22日(火)
○筆記試験
国語総合・国語表現、数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A、コミュ
ニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ、及び地理
歴史、公民又は理科のうちから1科目（世界史A、日
本史A、地理A、現代社会、倫理・政治経済、物理基
礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎のうちから1科目
選択）
○適性検査

令和3年7月1日現在
18歳以上34歳未満の者
自衛官であった者は、自衛官
である期間が1年未満の者

令和2年7月1日(水）
から
令和2年9月11日(金）
（締切日必着）

試験期日
令和2年10月3日(土)〜6日（火）のうち、いずれか
1日を指定
○筆記試験
国語、数学、理科、社会、英語、作文及び適性検査
○口述試験
○身体検査

●各試験会場については、3密を避ける対策をいたします。
また、試験日等も急に変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※その他各種応募資格､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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善 意

寄

附

5月21日
株式会社矢野電器・株式会社日栄工業

（代表取締役

阿部 健二 様）

北海道胆振東部地震からの復興支援と新型コロナウイ
ルス感染症対策に対する寄附の申出があり受納いたしま
した。温かいご厚志に感謝するとともに趣意に沿うよう
活用させていただきます。
ありがとうございました。
寄附金：株式会社矢野電器
株式会社日栄工業

寄

1,000,000円
1,000,000円

附

5月21日 門脇建設株式会社（代表取締役

門脇 孝靖 様）

新型コロナウイルス感染症対策に対する寄附の申出があり受
納いたしました。温かいご厚志に感謝するとともに、趣意に沿う
よう活用させていただきます。ありがとうございました。
寄附金：1,000,000円

寄

贈

6月1日
北海道教職員組合（中央執行委員長

木下 真一 様）

新型コロナウイルス感染症対策のためマスク1,500枚を寄贈し
ていただきました。
ありがとうございました。

善意・環境美化活動
5月13日
株式会社いすゞ北海道試験場
社員の皆さんに町道米原7号のゴミ拾いを行っ
ていただきました。長時間にわたる環境美化活動
に感謝します。
ありがとうございました。

善意・地域貢献活動
6月3日
株式会社磯田組（代表取締役

磯田 洋一 様）

一般国道274号むかわ町長和トンネル補修外一連工事作業所

国道274号でトンネルの補修工事を行う上記作業
所の皆様に、
地域貢献活動の一環として穂別キャンプ
場内の河床路整備をしていただきました。
大型車両の
往来が便利になりました。
ありがとうございました。
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第37回むかわ町穂別流送まつりの中止について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
毎年７月中旬に開催予定でありました

「第37回むかわ町穂別流送まつり」
については、中止とさせていただきます。

関係者並びに開催を楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をおかけ
いたしますが、趣旨をご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
問い合わせ先

地域経済課産業グループ

☎４５−２１１５

献血にご協力をお願いします
移動採血車「ひまわり」が来町します。多くの方からの献血のご協力をお願いします。
なお、ご協力いただいた方には鵡川ライオンズクラブより粗品が進呈されます。
の
多くの皆様
を
ご協力
す。
願
お いしま

（火）
日 時 令和２年７月14日
実施場所 ・町民センター

１４：００〜１４：４５
・穂別ふれあい健康センター １５：１５〜１６：００
満16歳以上69歳までの方。体重が男性45kg以上・女性40kg以上であること。
献血
できる方 400mlの献血をお願いしています。
☎４５−３３２６
柏

南︵３

南︵１

号・２ＬＤＫ︶

号・３ＬＤＫ︶

号・１ＤＫ︶

号・３ＬＤＫ︶

号・２ＬＤＫ︶

125 26 20

公営住宅入居者募集中
申込はお早めに！

柏

南︵５

号・３ＬＤＫ︶

11 27 11

︻穂別地区︼

柏

南︵Ｂ

３号・３ＬＤＫ︶

緑ヶ丘︵２

柏

葉︵１

９号・３ＬＤＫ︶

38

緑ヶ丘︵２

双

泉︵３

緑ヶ丘︵

和

８号・３ＬＤＫ︶

４号・３ＬＤＫ︶

富内中央
︵２

−

11

号・３ＬＤＫ︶

日︵水︶

15

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

▼申込期限 ７月

▼申込み・問い合わせ

︺２４２７

42

︻本庁︼建設水道課技術グループ

☎
︹

︺２１１７

︻支所︼地域経済課建設グループ

☎
︹
45

健康グループ

− − − − − − − − − −

問い合わせ先 【支所】地域振興課

（有料広告）
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むかわ町自殺対策計画

を策定しました

〜いのちを支えるまちづくり〜

平成28年自殺対策基本法が改正され、各市町村において「市町村自殺対策計画」の策定が義
務づけられました。
むかわ町においても、令和２年３月「むかわ町自殺対策計画〜いのちを支えるまちづくり〜」
（計画期間令和元年度〜令和４年度）を策定したので、内容をご紹介します。
●自殺は誰にでもおこる可能性がある
自殺はその多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には精神的な健康の問題だけではなく、過労や生
活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など、様々な社会的要因があることが知られています。自殺に追い込
まれる危機は、誰にでも起こり得ることであるとともに、防ぐことのできる社会問題です。
●むかわ町の現状
図1：むかわ町自殺率（人口10万対）の推移

●自殺の特徴

50

①自殺者がいない年がない
②全国、北海道と異なり、増減を繰り返しながら減少している
③男女比では圧倒的に男性が多い
④特に20代、30代、50代男性の自殺率が高い
⑤高齢者の自殺率が高い

42.4

40
20.4

30

21.4

20
10
0

10.1
H21

H22

H23

H24

全国

●北海道胆振東部地震後のこころの健康状況

①音・揺れへの過敏さは約半数が自覚
②地震を思い出して動揺したり、意図せずに思い出し動揺する
等、不安を抱えている方が多くいる
③身体疲労を約２割が自覚
④アンケート結果から、大半の住民に落ち着かない状況が見ら
れることからも中長期的ケアが必要

21.7

22.2

10.4
H25

H26

H27

北海道

11.5

11.7

H28

H29

むかわ町

図2：R1夏ドックこころのアンケート結果
19.68%
31.08%
24.26%
16.52%
24.77%

45.05%

●計画の基本理念と目標
【基本理念】
【数値目標】

町民一人ひとりがかけがえのない命を大切にし、共に助け合い安心して暮らせる社会の実現
自殺率の減少
現状１７.８ ➡ 目標１５.３以下
自殺者数の減少 現状１.６人 ➡ 目標１.３人以下

むかわ町の自殺対策は「生きることの包括的支援」として町民の皆さんや、保健、医療、福祉、教育、労働、そ
の他関係機関が連携し合い、社会全体の自殺リスクを低下させるよう推進します。改めて、自殺対策の本質が
「生きることの支援」であることを認識し、
「だれもが自殺に追い込まれることのないむかわ町」の実現を目指
します。
●むかわ町の取り組み
むかわ町の現状を踏まえ、基本施策・重点施策を設定し、各事業に取り組みます。
（１）リスクが高いひとへの支援強化
基本施策

（２）自殺対策を支える人材の育成
（３）住民への啓発と周知
（４）生きることへの促進要因への支援
（５）こころのＳＯＳの出し方に関する教育

重点施策

（１）成人・就労問題への支援
（２）高齢者への支援
（３）災害後のこころのケア

●具体的取り組みの特徴

・自殺予防のための「ゲートキーパー養成講座」を新規事
業として計画
・子育て世代包括支援センターの設置により、子育て世
代への相談体制の充実を強化
・災害後こころのケア相談の継続
・その他、既存事業には「自殺予防の視点」を持ち、継続、
発展させて実施

むかわ町自殺対策計画〜いのちを支えるまちづくり〜は、役場窓口、ホームページにてご覧いただけます。

詳しくは保健師へおたずねください。

【本庁】保健介護グループ ☎４２-２４１５ 【支所】健康グループ ☎４５-３３２６
広報
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7月

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。

事

業

名

対

象

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

者

予防接種

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

子宮頸がん予防ワクチン

中学１年生〜高校１年生相当の女性

鵡川地区
時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

場

鵡川厚生病院

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

検診・健診

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

乳児相談

4か月児・7か月児（※個別通知します）

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

場

鵡川厚生病院

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

場

鵡川厚生病院

4か月児・7か月児・12か月児・1歳6か月
児・3歳児（※個別通知します）

幼児フッ素塗布

希望者

特定健診

集団健診

特定健診 個別健診
2月末までに受診しましょう

40歳以上のむかわ町国民健康保険に加入し
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）
自己負担額：無料
事前予約が必要です。

毎週

場

鵡川厚生病院
※小学生以上は月〜金（8:30〜11:00) 場
（13:15〜15:00）の接種でも可
時

時間

内科診療時間内

場所

鵡川厚生病院

場

内科診療時間内（要予約）

場

鵡川厚生病院

子育て支援

2歳児（※個別通知します）

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）

おひさま広場

就学前の親子

0歳〜4歳未満の乳幼児をもつ親子

・ポパイサークル

ふれあい支援

・ピンしゃん会
・笑顔友の会
・笑顔友の会ＯＢ会

こころの病の回復者等

受付）
14：30〜
15：00

毎週

火曜日

穂別診療所
毎週

火曜日

穂別診療所

受付）
15：00〜
16：00
受付）
15：00〜
16：00

（月）（火） 13：00
（水）
9：00
時 （木）
（金） 9：00
13：00

〜
〜
〜
〜

穂別診療所

時

火曜日以外の診療時間内

場

穂別診療所

時間は通知します

9：00〜12：00
介護予防センター

次回は8/20（木）を予定しています

時
場

時

6/30（火）〜7/3（金） 個別通知します

場

漁村センター（6/30）・四季の館（6/30〜7/3）
希望者は事前に申し込みが必要です

８日（水）
フッ素塗布

時間は通知します
13：30〜16：00

穂別ふれあい健康センター

次回12/8〜12/11を予定しています。
事前申し込みが必要です。
※5月延期分の日程は決まり次第
お知らせします。

時

診療時間内

時

診療時間内

場

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

時

１０日（金）

場

発達支援センター鵡川たんぽぽ

10：00〜12：00

毎週

時

9：30〜11：00

発達支援センター穂別きらり

金曜日

10：00〜11：30（10日はお休みです）

発達支援センター鵡川たんぽぽ

場

場

場

３１日（金）

ひかり認定こども園

場

時

予約は穂別診療所（45-2121）
時

毎週 月〜金 9：30〜11：30, 13：00〜16：00

時

時

16：00
11：00
11：00
16：00

火曜日以外の診療時間内

予約は厚生病院（42-2033）
ふたばキッズ

木曜日

場
時

６日（月）

受付）
14：30〜
15：00

穂別診療所

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15 時

時

受付）
14：00〜
14：30

月曜日

毎週

時

場

乳幼児健診
（7か月児はＢＣＧ接種）

水曜日

穂別診療所

鵡川厚生病院

時

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
①今年度内に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

毎週

穂別診療所

場

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。
肺炎球菌予防接種
（要事前予約）

穂別地区

毎週

月〜金曜日

9：30 〜 12：00

13：30 〜 16：00

発達支援センター穂別きらり （ 旧学童保育側）
２２日（水）

10：00〜12：00

場

介護予防センター

時

1・8・15・22・29日 10：00〜12：00

時

65歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

場 【ピンしゃん会】介護予防センター

65歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

時

3・10・17・31日 10：00〜12：00

時

場

介護予防センター

場

60歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

時

２８日（火）

2・9・16・30日 10：00〜12：00

場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時

1・15・22・29日 10：00〜12：00

場 【笑顔友の会ＯＢ会】穂別ふれあい健康センター

いろは塾
（認知症予防教室）
いきいき料理教室
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場

7・14・21・28日 13：30〜15：30
穂別ふれあい健康センター
１０：００〜１２：００

穂別ふれあい健康センター

７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

（受付時間）午前 8：30 〜 11：30

（受付時間）午前 8：45 〜 11：00 午後 1：00 〜４：00
※水曜日午後からの受付は、午後3:30〜6:30（夜間診療含む）

診療科 / 担当医師
内
科
総合診療科

午前
午後

月

火

水

木

金

會川

會川

中村

會川

越智

中村

越智

越智

中村

會川

予約
越智

予約
中村

予約
會川

予約
越智

予約
中村

リハビリテーション科 午後
小児科

午前
午後

午後 1：15 〜４：00

王子整形
北大
小児科

夜間診療（ 内科 ）會川先生

午前

火

水

☎ 0144〔34〕4168

金

清田
整形
（予約制）

交替制 交替制 交替制
午後 交替制 交替制 （受付は午後
3:30〜）

夜間診療

※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。
※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。
※休診のお知らせ
7 月 13 日
（月）
越智院長は不在です。
14 日
（火）
中村先生は不在です。
→午後はいずれも出張医による代診となります。

木

夏目 夏目 夏目 夏目 夏目
古川 古川 古川 古川 古川

整形外科
総合外来

毎週火曜日17:00〜18:30

苫小牧保健所の相談等案内

総合外来

（内科・外科・
小児科）

（内科・外科・
小児科）

北大
小児科

月

診療科

交替制

水曜日（午後5時〜）
（総合外来）

(受付は午後
6:30まで）

※「今週の予定」として、各日曜日に情報端末（ＴＶ電話）でお知ら
せします。担当医師は、そちらでご確認ください。
※整形外科外来の再開について。
・新型コロナウイルス感染症の流行防止のため休診していた整形
外科外来は、電話予約のみで再開します。平日の日中に電話で連
絡願います。
・予約定員に達しましたら、翌週の診療日となります。
・直近 2 週間までの予約とさせていただきます。
・予約時間帯を受付時に区切らせていただきますので、受付した時
間でお越しください。
・情勢により診療日が変更及び取消しになる可能性がありますの
であらかじめご了承願います。

※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 ７月20日（月）、
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 ７月16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）

７月７日（火）

骨髄バンク登録（要事前予約）

７月７日（火）、21日（火）

HTLV−1抗体検査（成人Ｔ細胞性白血病検査）
（要事前予約）

７月21日（火）

HIV検査（エイズ相談）（要事前予約）
専用電話 0144-35-7474

７月７日（火）、21日（火）

事業名

日時

鵡川地区・穂別地区
いきいきふれあいサロン

7月の開催は中止です。

鵡川断酒会例会

７日・21日

生命の貯蓄体操

２.７.９.14.21.28.30日

場所

介護予防センター
介護予防センター

10：00〜
広報
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『むかわ町介護人材バンク』が始まります！

全国的に、少子高齢化や核家族化、都市部への人口流出がすすみ、むかわ町を含む「高齢者の多い地域」での介護人材の不
足は深刻になっています。
そこで、むかわ町では、介護職員を確保・定着させるために、事業所や職員及び介護求職者の支援体制を整備しています。
支援体制としては「介護従事者養成事業補助金」
「介護に関する入門的研修」
「介護の仕事ＰＲ事業」
「介護職員キャリアアップ
等支援事業補助金」
「介護人材バンク登録・雇用推進事業」などがあります。
今回は、事業の一つ「介護人材バンク登録・雇用推進事業」についてご紹介します。

地 域を支えるせっかくの資格
この 機 会に活用してみませんか？
むかわ町では、町内の介護保険施設・事業所での仕事を希望している有資格の方のために、介護人材バンクを設置し、就労
希望者と事業所のマッチングを推進します。

イメージ

就労希望者
登

もともと資格を
お持ちの方はもとより、
介護の資格取得時や、
研修修了時に登録を
お勧めします

介護の有資格者や
研修を修了された方

勤務の時間や期間など、
働き方の希望を記入して登録します

録

管

理

就労希望者の情報を管理します

マッチング

介護人材
バンク（町）

※人材バンクは登録者や事業所に
対し、就職等のあっせん又は紹

情報提供希望

情報提供

介護保険施設
及び
介護保険事業所

むかわ町地域包括支援センター
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本庁（鵡川）健康福祉課保健介護グループ
支所（穂別）地域振興課健康グループ

☎ ４２−２４１５
☎ ４５−２０６５

気象庁ホームページで警報級の可能性がわかります
気象台が発表する情報として、警報や注意報があります。警報級の現象はいつからいつ
までなのかをあらかじめ知ることで、事前の防災対策につながることができます。
気象台では警報級の現象が5日先まで予想されるときに、
「早期注意情報（警報級の可能性）」を
発表し、気象庁のホームページにある「気象警報・注意報」のページで、地図上にある市町村をク
リックすると確認できます。大雨、大雪、暴風または暴風雪、波浪の4種類について表形式で発表し
ています。
（図１）
内容は当日と翌日およびその後の4日間で、警報級の現象になる可能性は［高］が80％以上で赤
色に、
［中］が30〜70％で淡い赤色に、それぞれ該当する期間を着色しています。また、当日と翌日
は、当日の夕方まで、当日の夜から
令和00年10月4日17時00分 室蘭地方気象台発表
翌日の明け方まで、翌日の朝から夜
北海道胆振地方の警報級の可能性
遅くに分けて発表し、その後の4日
胆振地方では、5日までの期間内に、大雨、
暴風、波浪警報を発表する
可能性が高い。
間は、精度の関係から胆振・日高地
北海道胆振地方
警報級の可能性
4日
5日
6日
7日
8日
9日
方をひとくくりにして発表します。
種 別
明け方まで
朝〜夜遅く
18ー6
6ー24
例えば3日後に日高地方の東部
大雨
［高］
［高］
ー
ー
ー
［中］
大雪
ー
ー
ー
ー
ー
ー
で、風についての警報級の可能性が
暴風（暴風雪）
［高］
［高］
ー
ー
ー
ー
波浪
［高］
［高］
ー
ー
ー
ー
ある場合であっても、胆振地方にも
［高］
：警報発表中、又は、警報を発表するような現象発生の可能性が高い状況。
［中］
：
［高］ほど可能性が高くはないが、警報を発表するような現象発生の可能性がある状況。
同じ内容が表示されます。
また、警報や注意報を発表する
際、当日と翌日については今後の推
移として注意報や警報の現象が起
こる可能性のある期間を細かくお
知らせしています。
「 危険度を色分
けした時系列」で、1日を3時間ごと
に8コマに分けて、気象要素ごとに、
警報は赤色、注意報を黄色に期間を
着色して表示しています。これを見
ることで、警報級の現象はいつから
いつまで続くのかを知ることがで
き、予想される最大風速や雨の量も
確認することができます。
（図２）

これらの情報を活用いただき、
災害から身を守るための早めの
行動をお願いします。

図1.
「警報級の可能性」の図表
△△市
発表中の
警報・注意報等の種別
1時間最大雨量
（ミリ）
大雨

今後の推移
（■特別警報級 ■警報級 ■注意報級 ）

40
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3ー6
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110 110
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メートル） 海上

備考・
関連する現象

5日

4日
15ー18 18ー21 21ー24

10
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図2.
「危険度を色分けした時系列」の図表
【各種別についての凡例】
：特別警報
：警報
：注意報
：今後特別警報に切り替える可能性が高い警報
：今後特別警報に切り替える可能性が高い注意報
：今後警報に切り替える可能性が高い注意報
※図表の実際の着色は気象庁ホームページでご確認ください。

【問い合わせ先】 室蘭地方気象台

電話（0143）22-4249

３月新規高卒者用の求人受付が６月１日から始まりました。
来春卒業予定の「就職を希望する高校生」
は地元での就職を強く希望しております。
特に、女子生徒が多く希望する「事務職・販売職」
の求人が不足しております。
早期求人提出は新卒人材を確保するための基本となります。
来春卒の高校生の採用をご検討の際は、早期求人提出にご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

ハローワークとまこまい 学卒支援担当

苫小牧市港町１丁目６番15号 ☎0144−32−5221（部門コード42#）
広報
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道を挟みて巷状を為

り、村民共同の産馬組
ぺて

し、旅店・雑貨店もあ

庁より貸与を受け繁殖
ていしゅう

合もありて、種馬は道

を図る。

むかしの宮戸︵井目戸︶は
どのような町だったのでしょ
うか︒当時道庁の職員であっ
みよししようご
た三好笑吾氏の﹁北の旅路﹂
という手記に︑明治の頃の思
い出として︑次のような話が
紹介されています︒
村の如きは数十人家、

また︑宮戸の辺泥汀舟氏の
記録によると︑豆腐屋︑鍛冶
屋︑蹄鉄屋︑質屋もある賑わ
い振りであったそうです︒明
よしおか
治一五年頃︑山口県人の吉岡
もん
ちよう
長ヱ門氏が家族を引き連れて
移住しました︒吉岡氏は︑同
郷の山口県から移住者を勧誘
し︑井目戸やケナシロを中心
として開墾に従事しました︒
明治一七年︑公立病院の医
なかやま
師であった鹿児島県人の中山

に川東における井目戸

たけじ

武二氏が︑この地方で唯一の
医師として井目戸に医院を開
業しました︒医師がほとんど
いない当時の鵡川界隈で中山
氏の存在は大きく︑井目戸を
大きく発展させるきっかけと
なり︑明治二二年頃には︑戸
数一一戸余りに増加︑開墾反
別五四町四反歩︑小豆と馬鈴
薯が盛んに栽培されました︒
明治三五年八月︑汐見から
井目戸にイモッペさん︵地蔵
尊︶を遷してお堂を建てたと
ころ︑はやり病が終息した出
来事がきっかけとなり︑霊験
があるとの言い伝えが広まっ
て井目戸にたくさんの人々が
集まるようになりました︒
自動車のない時代︑馬はど
こでも必要とされる家畜でし
た︒中継で賑わう井目戸で
は︑鵡川外七ヵ村馬市株式会
社が結成されました︒会社の
本体はまもなくして鵡川に移
りますが︑明治三七年九月に
苫小牧︑早来︑井目戸で開催
された﹁勇払郡の馬市﹂の概
況によると︑井目戸馬市で雑

種一八
り上げ
島松︑
塩︑上
されま
職員が
馬の交
した︒
て︑乗
で種付
シュロ
乗用種
買い上
ら︑高
す︒
明治
に︑細
人︶が
である
細野氏
まで出
豆小豆
樽へと
この
ソ﹂と
して人
目戸が
り︑農
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文化財だより

いもつぺ

河口の船渡し場を中心に商店
や宿屋などが立ちはじめたば
かりで︑鵡川よりも宮戸︵井
目戸︶のほうがずっと賑やか
であったそうです︒胆振・日
高には鹿が多く︑開拓使︵北
海道庁の前進︶が鹿猟規則を
定めて︑精力的に鹿肉や毛皮
を買い上げしたことがあり︑
宮戸には鹿猟目当ての猟師や
仲買人が集まり︑大変な賑わ
いを見せたという記録があり
ます︒

鵡川両岸耕地多く、殊

道南の○○
過 日 ︑ 広 報 む か わ５ 月 号 の
折込みとして﹁なるほど！
ザ・むかわ﹂︵両面︶を配布
しました︒その後︑﹁なるほ
ど！ザ・むかわ﹂を楽しまれ
た方から︑むかわ町教育委員
会事務局に︑設問№７ ﹁道南
の○○﹂はどこにあります
か？という質問が寄せられま
した︒今回︑文化財だよりの
題材としてご紹介させて頂き
ます︒
この設問は︑写真を見て場
所を推理し︑宮戸のイモッペ
地蔵の境内にある︑古い言い
伝えを紹介した看板を読み︑
ここから隠されたキーワード
を探して回答する︑という主
旨の設問でした︒看板には︑
次のように解説されていま
す︒
明治のはじめの頃︑現在の
鵡川市街はまだ形成されてお
らず︑古い国道のあった鵡川

伝説 この地、井目戸に明治二十年前後を通し、
現国道筋に旅館・商店・病院・劇場等あり、本町
の経済の中心点で、特に農産物の集荷出荷で賑
い、鵡川の発祥地であり、更に又、当時札幌、室
蘭、岩見沢、浦河への陸路の距離から見て中心点
で「道南のへそ」とまで言い伝えられている。其
の後の国道の改良のため基点指導標水準石の形跡
が認められないが、伝説として貴重なものであ
り、後世のため、この地に建立するものである。

唯一の
院を開
とんど
で中山
目戸を
かけと
は︑戸
開墾反
と馬鈴
した︒
見から
︵地蔵
てたと
した出
︑霊験
広まっ
人々が
た︒
馬はど
畜でし
目戸で
株式会
会社の
川に移
九月に
で開催
﹂の概
市で雑

種一八頭︑内国種五二頭の売
り上げがあり︑石狩︑千歳︑
島松︑漁︑雨龍︑滝川︑天
塩︑上川など道内各地へ購買
されました︒北海道種畜場の
職員が出張して︑井目戸で種
馬の交尾を行うこともありま
した︒明治三七年の記録とし
て ︑ 乗 用 の ト ロ ッ タ ー 種 ２頭
で種付数 ︑農耕用のペル
シュロン種１頭は種付数 ︒
乗用種は︑軍馬として高額の
買い上げが期待できることか
ら︑高い人気があったそうで
す︒
明治四一年﹃胆振要覧﹄
に︑細野熊太郎氏︵新潟県
人︶が︑村有数の雑穀仲買商
であると紹介されています︒
るべしべ
細野氏は︑穂別の累標あたり
まで出かけて行き︑各地で大
豆小豆を買い集め︑港町の小
樽へと運送したそうです︒
このように︑﹁道南のヘ
ソ﹂とは︑鹿猟をきっかけと
して人々が集まった小さな井
目戸が︑やがて時代の波に乗
り︑農業と物流と信仰を介し
86
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穂別図書館

︽移動図書館︾
◇ケ ア ハウ ス …日︵木︶ 時 分〜
◇稲 里 地 区 …日︵木︶ 時 分〜
◇富内郵便局 …日︵金︶ 時 分〜
◇ 和泉・仁和地区 …日︵金︶ 時 分〜
◇生 田 地 区 …日︵金︶ 時 分〜
移 動 図 書 館のご 希 望 がありました
ら︑
ご相談ください︒

3030303030

︽問い合わせ︾ むかわ町立穂別図書館
☎
︹ ︺
２３９６

●問い合せ先 教育委員会社会教育グループ ☎42−2487

た人々の往来で大変賑わう宮
戸へと発展した︑往時の様子
を一言で伝える郷土むかわの
大切なキーワードであったの
です︒

1513131512

︽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︒

1717101616

45

本年度から、
地元むかわ町を知る活動として、
町内の小中学
校及び高等学校全７校で
「むかわ学」
に取り組んでいます。
し
かし、
新型コロナウイルスの影響で、
臨時休校が長引き、
十分
な授業ができないことから、
教育委員会として、
町内を取材し
た動画を作成し、
動画配信を始めました。
現在むかわの産業や、
歴史、
恐竜についてなど、
様々な分野
を取材しています。
これからも少しずつ動画を増やしていく予定です。
町民の
皆様もぜひご視聴ください。
『むかわ学 YouTube』
で、
検索するとトップに出てきます。

︽開館時間延長試行︾
５月から９月は︑
１時間開館時間を
試行延長します︒
午後６時まで開館します︒
◇開館時間・
・午前９時 分〜午後６時
︽新型コロナウイルス対策について︾
図 書 館では︑新 型コロナウイルス予
防について情報を掲示しています︒
希 望に応じて本の宅 配や︑セット貸
出をしています︒
来館の際は︑中庭入口をご利用下さ
い︒また︑マスク着 用・手 指の消 毒にご
協力ください︒
︽白樺樹皮クラフト体験︾
白 樺 樹 皮 を 作 品にするまでの過 程
を 体 験します︒第 １ 弾は ︑樹 皮の下 処
理 を 行います︒外 側の 樹 皮 を 剥いで︑
テー プ 状 にする までの 作 業 を 行いま
す︒詳 細は図 書 館までお問い合わせ下
さい︒見学も可能です︒
︽夏休み子ども読書ウィーク︾
期 間 中 ︑図 書 館 で 本 を 借 り る と ︑
むかわきっずポイントラリ ー ポイ
ントひとつプレゼント！
◇期間・
・７月 日
︵火︶
〜８月７日
︵金︶

「むかわ学」の動画配信（YouTube）を始めました!

30

20

︻問合せ先︼
生涯学習課社会教育グループ
☎︹４２︺２４８７
学芸員 田代
引用参考文献
明治三八年﹃殖民広報﹄第二四
号︑明治四一年﹃胆振要覧﹄︑
明治四四年﹃室蘭支庁管内
誌﹄︑昭和四三年﹃鵡川町
史﹄︑平成一六年﹃雪泥除痕﹄
収録﹁北の旅路﹂︑平成元年頃
﹃みやとのむかしばなし﹄
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︽７月休館日︾
６日︵月︶
・ 日︵月︶
・ 日︵月︶
・
日︵月︶
27

【写真】
「道南のヘソ」伝説案内看板
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