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北海道胆振東部地震被災地復興支援

札幌交響楽団むかわ公演開催のお知らせ
北海道胆振東部地震の被災地復興支援として、札幌交響楽団の公演が
むかわ町で開催されますので、以下のとおりお知らせいたします。

♬

日

時／ 令和2年8月22日（土）14時30分／開場 ・ 15時00分／開演

♬

場

所／ 四季の館たんぽぽホール

♬

申込み

♬

定

員／ 180名

新型コロナウイルス感染症対策のため、入場整理券を配布します。
申込み方法は以下のとおりです。
①8月3日（月）より平日８時45分から17時30分の時間で電話にて申込みを受付します。
（先着180名まで おひとり2枚まで）
②電話で申込みをされた方は、8月11日（火）〜13日（木）の8時45分から17時30分の間に
入場整理券を受け取るようお願いします。
③上記の期間内に入場整理券の受け取りに来られなかった場合は、キャンセル扱いとなり
ますのでご注意ください。

申込先・チケット
受け取り場所

♬

むかわ町復興イベント実行委員会事務局（むかわ町教育委員会内）
電話：０１４５−４２−２４８７
住所：勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地（むかわ町役場3階）

その他
①公演内容の詳細等については、本広報誌の折り込みチラシに記載しております。
②今後の情勢によっては、本イベントが中止となる場合がございますで、あらかじめご了承
願います。

国際生物学オリンピックの金メダルに

“カムイサウルス・ジャポニクス（通称：むかわ竜）”が採用!
生物学的才能のある世界各国の若者を集め、
彼らの才能を伸ば
し、
将来の科学者を育てるために開催される国際生物学オリンピ
ック
（IBO：International Biology Olympiad）
の金メダルに“カム
イサウルス・ジャポニクス
（通称：むかわ竜）
”が採用されます。
1990年にチェコスロバキアで初めて開催され、
本年は日本
（長
崎県）に81か国からの参加者が集い第31回大会を開催予定でし
たが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、リモート開催
となりました。
（大会期間：試験８／11〜12、
結果発表８／24〜）
むかわ町は世界各国の若者が互いに刺激を受け、
成長する本大
会を応援するとともに、世界的に注目されるカムイサウルス・ジ
ャポニクスの存在により本町の子どもたちが一層生物学をはじ
めとする
「学び」
への関心を高めることを期待しています。

・金メダル
（写真中央）
カムイサウルス・ジャポニクス
（むかわ竜）
・銀メダル
（写真左）
ニッポニア・ニッポン
（トキ）
・銅メダル
（写真右）
（ヤブツバキ）
カメリア・ジャポニカ
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「児童扶養手当」
についてのお知らせ

●児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子ども（18歳に達する日以後の最初の３月
31日までの方又は満20歳未満で一定の障がいのある方）が育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の
安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

●支給の対象となる子ども
次のいずれかに該当する子どもについて、母又は養育者が子どもを監護している場合、又は父がそ
の子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に対象となります。

1. 父母が婚姻を解消した子ども
2. 父又は母が死亡した子ども
3. 父又は母が一定程度の障がいの状態にある子ども
4. その他（婚姻によらないで生まれた子ども、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子どもなど）

●申請（認定請求）手続き
印鑑、預金通帳、健康保険証、年金に関する書類（年金手帳、年金加入記録）、戸籍謄本、住民票（省略の
ないもの）、所得証明書などをご持参いただき、むかわ町役場において手続きが必要となります。

●現況届の提出
毎年８月に全ての受給者から現在の所得状況などについて、現況届を提出いただきます。現況届の
提出については、現在手当を受給されている方々に通知いたします。

●支給月額（令和2年４月〜）
全部支給の場合

○子ども１人のとき……………………43,160円 〜 10,180円（所得に応じて決定されます）
○子ども２人目のとき…………………10,190円 〜 5,100円（所得に応じて加算されます）
○子ども３人目以降は1人につき………6,110円 〜 3,060円（所得に応じて加算されます）
※支給月額については、物価の状況により変動がある場合があります。
※ただし、自宅に住んでいる方々の全員の前年所得の状況などにより受給できない場合や、公的年金や労働基準法等の規定に
よる遺族補償を受給できる方、母又は父の配偶者に児童が養育されている場合などは、支給の対象になりません。

●支給時期
1月、3月、5月…と奇数月の中旬頃に北海道から支給されます。

●お問い合わせ
むかわ町役場

【本
庁 】 健康福祉課
【 穂 別 総 合 支 所 】 地域振興課

子育て福祉グループ
町民グループ

電話〔42〕2415
電話〔45〕2114

北海道

【胆振総合振興局】 保健環境部 社会福祉課
子ども・運営指導係
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電話0143
〔24〕9845

６月９日 「復興木製ブロック」寄贈
放課後子どもセンターで贈呈式

同組合及川秀直専務理事より手渡されました。
高く積み上げて遊んでいます︒

鵡川児童クラブと穂別児童クラブに木製ブロックが寄贈され
ました。
胆振東部地震で被災した子どもたちに木のぬくもりにふれ楽
しんでもらおうと、苫小牧造園協同組合などが震災で倒れた樹木
や苫小牧市内で整備した街路樹を材料に作製。市民がブロックの
角のヤスリがけを手伝うなどして完成させました。
ブロックは、アオダモ、ヤチダモ、ハルニレ、イヌエンジュの４
種類を使用。ブロックを叩くとカンカンと高い音がなり、一つひ
とつに「とまョップ」の焼き印が押されている可愛らしい仕上が
りとなっていて、各児童クラブに200個届けられました。
受け取った子どもたちは早速ブロックを高く積み上げたり、崩
したりしながら楽しそうに遊んでいました。
ありがとうございました。

６月１０日 ほべつメロン出荷始まる
糖度・品質ともに十分
むかわ町の特産品「ほべつメロン」の出荷がとまこまい広域農
協穂別支所の選果場で始まりました。
今年は、ほべつメロン生産部会（深谷孝部会長）の27戸が計約
17ヘクタールで作付け。
昨年より２日早い初出荷で、この日は部会員の石崎憲一さんが
２〜５玉入りの計12ケースを持ち込みました。検査の結果、糖度
は基準の13度を大きく上回る15.7度と高く、甘さ十分でした。石
崎さんは「今年は夜温の低い時もあったが収穫にむけて好天が続
いたので良い仕上がりになった。コロナ疲れの中、初夏のほべつ
メロンを味わってもらい全国の人に元気になってもらいたい」と
話しました。
出荷は７月にピークを迎え、８月中旬までを予定。是非、ご賞味
ください！

自信を持って消費者にお届けします。（石崎さん）

６月１１日 鵡川中生徒会
オンラインで交流 意見交換
鵡川中学校（広田智人校長）の生徒会と山梨県北杜市にある武
川中学校生徒会が、ウェブ会議システム「ＺＯＯＭ」を使用してオ
ンライン交流会を行いました。
一昨年の胆振東部地震で被災した鵡川中学校に応援メッセー
ジや歌を送ったことがきっかけで交流が始まりました。
交流会では、互いの生徒会活動の現状と紹介、新型コロナウイル
ス感染拡大対策に関わる情報交換、また、鵡川中生徒会からは、昨
年の体育大会で取り入れた、角材や人形、毛布などを使って行う
障害物リレー「防災リンピック」の説明と実演を紹介しました。武
川中生徒会からは「防災リンピックを行う中での課題点は」とい
う質問が出され、
「準備に必要な資材を集めることが大変だった。
製作に時間がかかった」と答えていました。
最初は緊張した面持ちの生徒たちでしたが、会話を重ねていく
うちに互いに笑顔がこぼれ、和気あいあいとした雰囲気で交流会
が進んでいきました。

「また交流しましょう」と手を振りお別れしました。

４人１組で行う障害物リレー「防災リンピック」を実演中。
広報
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６月１５日 聖火リレーのむかわ町
テーマ決定！ 児童に記念品贈呈
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、６月15日にむか
わ町で開催予定の東京2020オリンピック聖火リレーが中止とな
りましたが、同実行委員会では、１月に町民を対象に聖火リレー
のテーマを募集。80点の応募があり、４月、最終審査に残った６
点の中から穂別小学校６年（応募当時５年）の瀧川蓮斗くんの作
品「むかわ町に感動と笑顔を、世界に平和を。」が選ばれました。
15日、６年教室にて認定式が行われ、同実行委員会臼井康彦委
員長より瀧川くんへテーマ認定書と記念品が贈られました。
瀧川くんは「オリンピックを通して世界の平和と、むかわ町に
感動を届けたいという思いを込めて考えました。自分のテーマが
採用されてびっくりしたけどうれしくて感動しました」と話し、
佐々木秀人校長は「本校の児童から選ばれてとてもうれしい。学
校としても誇らしく思う。来年、むかわ町で聖火リレーが行われ
ることを願っている」と話しました。
認定証は、穂別スポーツセンター、鵡川町民体育館にも飾ってあ
りますので是非ご覧ください。

右から長谷川教育長、臼井委員長、瀧川君、佐々木校長。

記念品はテーマがバックプリントされた
オリンピックカラーのＴシャツ。

６月１７日 令和２年度ふれあい大学
新入生７名が入学
新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期されていた「令和２
年度むかわ町ふれあい大学入学式」が産業会館第３会議室で行わ
れました。
新入生７人のうち３名が出席。長谷川孝雄学長は式辞で「健康に
留意しながら、人生を楽しみ、幸せを感じられる人生を歩むため
にふれあい大学を活用してほしい」と述べました。
新入生の竹田早知子さんは「できる範囲で楽しく、元気に活動
していきたい」と話しました。
ふれあい大学ではゲートボールやコーラス、陶芸、書道など９専
科講座で活動を行い、今後の各講座の実施においては３密を防
ぎ、手洗いの励行、事前の体調管理などに注意しながら、一年間の
活動にチャレンジしていきます。

ふれあい大学

入学式。

７月１日 むかわ町初！
夫婦で地域おこし協力隊着任！
むかわ町に新たに２名の地域おこし協力隊が着任し、神奈川県
川崎市から来られた城泰成さん（53）と城純子さん（54）に竹中町
長より委嘱状が交付されました。
泰成さんは、むかわ町地域商社M Dinoでむかわ町地域商社に関
する運営支援活動や恐竜化石をはじめとする地域資源を活かし
たグッズ等の開発や販売業務を担い、
「販路拡大、販路開拓、商品
開発への具体的な成果を出していきたい」と語る目はやる気に満
ちあふれていました。また、純子さんは、恐竜ワールド戦略室で恐
竜隊員として「子ども化石クラブ」の運営や恐竜化石を活かした
まちづくりＰＲ業務などを主に担い、
「恐竜の知識は無いけれど
化石クラブを通して子どもたちと一緒に学んでいきたい」と話し
ました。
皆さんよろしくお願いします。

趣味はアウトドアスポーツの泰成さん。

趣味はプリザーブドフラワー、タティングレースの純子さん。
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町税は納期限までに納めましょう !
個人町民税（第２期）、国民健康保険税（第３期）、介護保険保険料（第２期）、後期高齢者医療
８月31日です。
保険料（第２期）の納期限は、
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

町税などの納付は便利な『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

町税などを滞納すると
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などを納付すること
ができない、また、一度に納付することが難しい場合、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。
納税相談もなく、督促状や催告書を送付しても納付されない場合は、納付した方との公平
性を保つために、財産調査を行い財産を差し押さえる場合があります。

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

問い合わせ
7
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令和２年８月7日（金）午前11時

【本庁】健康福祉課子育て福祉グループ ☎42-2415
【支所】地域振興課町民グループ
☎45-2114

むかわ町戦没者

サイレン吹鳴

追悼式の中止について

令和２年８月に予定しておりました「むかわ町戦没者追悼式」につきまし
ては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び参加者の安全面を考慮し中
止することといたしました。
ご参加を予定されていたご遺族の皆様方には、誠に恐れ入りますが、ご理
解いただきますようお願いいたします。
なお、本年度の戦没者追悼式は中止といたしますが、むかわ町では、引き続
き、先の大戦の記憶を風化させることのないよう、戦争の悲惨さを次世代に
継承し、恒久的な平和の実現に取り組んでまいります。
また、８月７日の11時には、黙祷の合図としてサイレンを吹鳴しますので、
戦争の犠牲者を偲び、町民皆様の黙祷をお願いいたします。

水道管洗管の実施について、ご理解・ご協力お願いします。

作業地区・日程

町では、
水道管の内面に付着している
『水アカ』
除去のため、
次の区域及び日程で洗管作業を実施します。
作業中、
水の使用はできますが、
水の出が悪くなることや
「にごり水」
が出やすくなっていますので、
なる
べく水の使用はお控え下さい。
作業後にもしも
「にごり水」
が出た場合には、
にごりが無くなるまで冷水側の水を流してから使用するよ
うお願いします。
なお、
「にごり水」
を流した分の水道料金について減免いたしますので、
水を流した箇所と時間をお知ら
せ下さい。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
【宮戸地区及び米原地区で町の水道をご利用の地域】
８月２１日(金)午後１０時〜８月２２日(土)午前４時まで
【鵡川地区市街地及び田浦地区全域、豊城地区及び二宮地区、春日地区で町の水道をご利用の地域】
８月２８日(金)午後１０時〜８月２９日(土)午前６時まで
問い合わせ先▶

建設水道課上下水道グループ

☎４２―２４１７

全長35cm未満のまつかわは海に戻しましょう！
まつかわ資源の保護を図るため、国又は市町村など
の関係機関から委託を受けた者が試験研究のために採
捕する場合以外は、函館市からえりも町までの太平洋
沿岸では、全長35cm未満のまつかわを採捕した場合、
速やかに海中へ戻してください。

詳細については次のところにお問い合わせください。
問い合わせ先等

〒051-8558

室蘭市海岸町1丁目4番1号
胆振海区漁業調整委員会
TEL：0143-24-9812 FAX：0143-22-5279

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/matukawa35.htm

平取町外2町衛生施設組合
からのお知らせ

〜直接搬入事業者登録制度について〜

平取町外２町衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正により、現在、事業所から搬
入される事業系一般廃棄物に産業廃棄物の混入があることや分別の徹底ができないことから、ごみを
搬入する全ての事業所（個人事業者を含む）について、直接搬入事業所登録を実施します。
令和2年9月1日より未登録の事業者のごみの搬入は一切受付けできませんので、ご注意願います。
■登録方法について

①直接搬入事業所登録申請書の提出
②誓約書の提出
③申請書・誓約書様式は窓口配布もしくは、ＨＰ掲載

■申請書受付開始について

令和２年６月１日から受付開始

■登録証交付開始について

令和２年８月１日から交付開始

■直接搬入事業所登録制度の開始について

令和２年９月１日から制度開始

お問い合わせは▶平取町外2町衛生施設組合

TEL：０１４５７−２−２０２４
広報
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日常生活における火災・事故を防止しよう
夏は、焼肉や花火をする機会が多くなり、ちょっとした不注意から火災や怪我につ
ながる危険が高くなります。また、夏休みに入って子供達だけで過ごす時間も増え火
遊びによる火災の発生も懸念されます。
次のことに注意して火災の発生を防ぎましょう。

1 花火は楽しく安全に遊びましょう
夏の風物詩「花火」。
子どもたちにとって楽しみな季節となりました。しかし、
気軽に楽しめる花火も取り扱いを誤ると火災や火傷などの
事故につながりかねません。
火災や火傷などの事故が起こらないよう十分注意し、夏の
楽しい思い出にしましょう。
❶
❷
❸
❹
❺

花火に書いてある注意事項をよく読み必ず守る。
花火を人や家に向けたり、燃えやすい物の近くで使用しない。
風の強いときは遊ばない。
子どもたちだけでなく、大人と一緒に遊ぶ。
水バケツを用意して、使用した花火は水に付けて必ず消す。

2 火遊びによる火災を防止しましょう
子どもの火遊びによる火災は、大人がいない時に発生
することが多く、そのため火災の発見が遅れ、火災が拡大
する要因にもなります。
火遊びによる火災をなくすためにも、大人が子どもた
ちに対して火災の恐ろしさや正しい火の取扱い方法を教
える必要があります。子どもの火遊びによる火災が起こらない
よう、もう一度子どもたちと火災の恐ろしさ・火の取扱いにつ
いて話し合うようにしましょう。火災や火傷などの事故が起
こらないよう十分注意し、夏の楽しい思い出にしましょう。

消防が要請したヘリコプターについてのお願い
消防では、
特に緊急を要する方々の病院搬送や救助のた
めに防災ヘリやドクターヘリなどのヘリコプターを要請
する場合があります。
離着陸時には、非常に大きな音がするとともに、強風が
発生し砂などが舞い上がります。
近隣住民の皆様には大変ご迷惑をおかけ
しますが、人命救助という重要な役割をご理解していただき、ご協力よろ
しくお願い致します。また、着陸したヘリ周囲は大変危険ですので消防職
員に従い、
絶対に近づかないようにしてください。
9
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むかわ町穂別自治区町民大運動会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
本年のむかわ町穂別自治区町民大運動会は中止と
させていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ先 【支所】教育振興室 ☎４５−２１１３

善 意
寄

贈

５月２９日
プレス工業株式会社（陸上部）
新型コロナウイルス感染症対策のためマスク１万枚を寄
贈していただきました。ありがとうございました。

寄

贈

６月１７日
山本浄化興業株式会社（会長 山本 正幸様）
新型コロナウイルス感染症対策のため、フェイスガード
480点を寄贈していただきました。
ありがとうございました。

寄

贈

６月２３日
鵡川花卉生産組合（組合長 松並 恵一様）
むかわ町内の児童生徒全員に花束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・地域貢献活動

６月１６日
株式会社遠藤組穂別支店

（取締役支店長 星

義邦様）

穂別小学校の体育館裏の樹木伐採作業や鉄棒修理作業、児
童クラブ校門前の花壇整備など様々な教育環境の整備を実
施していただきました。ありがとうございました。
広報
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むかわ町まちづくり計画
〜むかわ町の人口の将来展望について〜

むかわ町ではまちの基本理念や将来像を定めその実現のための方針や施策を示す
「第２次むかわ町まちづくり計画」を策定中です。
今回は本町の人口推移の現状と目指す将来人口の展望についてお知らせします。
本町の総人口は、1960年（昭和35
年）
に19,859人まで増加しましたが、
以降は減少に転じて以来、人口減少の
流れは止まらず、2015年（平成27年）
の国勢調査では8,596人とピーク時の
半数以下の人口となっています。
国立社会保障・人口問題研究所の将
来推計人口では、25年後（令和27年）
には3,493人、40年後（令和42年）に
は1,987人になると推計されています。
年齢別の人口推移をみると、今後は
年少人口、生産年齢人口、老年人口の
全てが減少し続けることになります。
また、2030年（令和12年）には生産年
齢人口と老年人口がほぼ同数となり、
以降、老年人口が全人口に占める割合
で最も高くなり、
「超少子高齢・人口減
少社会」がさらに進むことが予想され
ます。

むかわ町の年齢3区分別人口の推移

（人）
20,000
18,000

→ 社人研推計値

総数

16,000
14,000
12,000

生産年齢人口

10,000
8,000

8,596

年少人口

6,000

4,610

4,000
2,000

3,141
老年人口

0

総数

年少人口
（0～14歳）

総人口（人）

7,500

8,112

7,630

7,158

7,582

6,691

6,228

6,634

5,811

5,452

5,757

5,000

4,940

5,137

4,870

2,883人
増加

4,179
3,493

2,500

2,909

2,408

1,987

0
2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

むかわ町独自推計

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳～）

（出典）2015年（平成27年）までは国勢調査、2020年（令和2年）以降は社人研推計値より作成

10,000
8,596

1,987
1,166
705
116

845

社人研推計

このような将来推計人口が現実に
なりつつあることから、
本町では平成
27年度に「むかわ町まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定し、様々な取
組を進めております。
また前述のとお
り令和3年度からは同戦略と一体と
なった第2次「むかわ町まちづくり計
画」により、これまで進めてきた取り
組みをさらに拡充させ、
合計特殊出生
率の向上と純移動率（社会移動）の抑
制をすることで、
2060年
（令和42年）
の人口が4,870人程度となることを
目指してまいります。

特別定額給付金の申請期限は８月７日（金）です！
特別定額給付金を申請されていない方は至急手続きをお願いします。

※申請期限を過ぎると給付を受けることができませんのでご注意ください。
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
11
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入札結果情報
中島地区配水管更新工事実施設計業務
穂別地区 令和2年4月28日 〜 令和2年6月15日

産業会館テーブル・椅子購入
鵡川地区 納入期限 令和2年6月1日

水道用メーター購入
両地区

納入期限 令和2年6月26日

穂別診療所内視鏡装置購入
穂別地区 納入期限 令和2年7月31日

ふれあい公園維持管理業務
穂別地区 令和2年4月24日 〜 令和2年11月30日

ほべつ道民の森公園維持管理業務
穂別地区 令和2年4月28日 〜 令和2年10月31日

ポケットパーク外１公園維持管理業務
穂別地区 令和2年4月27日 〜 令和2年11月30日

たんぽぽ河川緑地右岸維持管理業務
鵡川地区 令和2年5月8日 〜 令和2年9月30日

街区公園維持管理業務
鵡川地区 令和2年5月7日 〜 令和2年8月31日

双葉北職員住宅浴室改修工事
穂別地区 令和2年4月30日 〜 令和2年8月20日

2,695,000円

工事等名

1,155,000円

鵡川町民体育館備品購入

有限会社石山家具建具店
5,893,921円
東洋計器株式会社札幌支店
3,795,000円
株式会社竹山苫小牧支店
2,530,000円
有限会社ササキ産業
2,937,000円
株式会社池田重工業
1,276,000円
株式会社池田重工業
3,520,000円
むかわ環境整備事業協同組合
2,948,000円
有限会社鵡川営繕センター
4,598,000円
株式会社Ｔ・Ｐ・Ｓ
2,365,000円

穂別地区 令和2年5月1日 〜 令和2年9月11日

佐々木電気株式会社

穂別地区簡易水道残留塩素計設置工事

3,520,000円

穂別地区 令和2年5月1日 〜 令和2年10月9日

佐々木電気株式会社

令和 2 年 6 月 3 日入札
平丘配水池躯体新設工事
穂別地区 令和2年6月10日 〜 令和2年11月30日

鵡川地区検満メーター取替工事第１工区
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年12月11日

鵡川地区検満メーター取替工事第２工区
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年12月11日

鵡川地区検満メーター取替工事第３工区
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年12月11日

穂別地区検満メーター取替工事第１工区
穂別地区 令和2年6月10日 〜 令和2年12月11日

道道鵡川停車場線配水管更新工事
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年9月11日

上水道施設アセットマネジメント計画策定業務
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和3年2月19日

令和 2 年 2 月 19 日入札

東日本設計株式会社

穂別地区簡易水道塩素滅菌機更新工事

工事等名

※契約金額には消費税が含まれています。

契約金額
1,096,040円
有限会社きたはし工房

鵡川地区 納入期限 令和2年3月31日

令和 2 年 3 月 25 日入札
工事等名

契約金額

胆振東部消防組合消防署鵡川支署新築工事基本設計業務
鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年6月19日

文京ハイツ新築工事（建築主体）

301,950,000円

鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月30日

文京ハイツ新築工事（機械設備）
鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月30日

文京ハイツ新築工事（電気設備）
末広団地Ｃ棟新築工事（建築主体）
末広団地Ｃ棟新築工事（機械設備）
鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月30日

末広団地Ｃ棟新築工事（電気設備）
奥地林道幌内栄線(第3号箇所)災害復旧工事
穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年10月20日

その他林道穂別線外１災害復旧工事

普通河川熊追沢川災害復旧工事

3,828,000円
東日本設計株式会社

遠藤建設株式会社
株式会社小川組北海道営業所
22,110,000円

穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年8月20日

町道茂別キウス線災害復旧工事

株式会社安藤土木
12,485,000円

普通河川花岡川災害復旧工事（単独）

株式会社進興工業

有限会社丸重清川

31,350,000円

穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年8月28日

2,013,000円

2,398,000円

89,100,000円
長尾工業株式会社

32,010,000円

穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年7月30日

2,618,000円

株式会社米澤電気商会

31,130,000円

穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年9月30日

有限会社鵡川水道設備工業

株式会社矢野電器

日栄・矢野特定建設工事共同企業体
35,750,000円

鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月30日

普通河川藤田の沢川災害復旧工事

株式会社進興工業

岩倉・相互特定建設工事共同企業体
70,730,000円

57,200,000円

2,002,000円

佐々木電気株式会社
440,000,000円

鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月30日

穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年8月11日

2,013,000円

長嶺・鵡川水道特定建設工事共同企業体
31,900,000円

鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月30日

契約金額

株式会社米澤電気商会

山﨑・遠藤特定建設工事共同企業体
53,350,000円

町道栄豊田線災害復旧工事第１工区

門脇建設株式会社むかわ本店

11,550,000円
日本都市設計株式会社

鵡川地区 令和2年3月31日 〜 令和2年5月29日

町道栄豊田線災害復旧工事第２工区

有限会社ササキ産業
3,465,000円
有限会社髙和重建
157,300,000円

穂別地区 令和2年4月1日 〜 令和2年10月30日

その他林道春日旭岡線(第2号箇所)災害復旧工事
鵡川地区 令和2年4月1日 〜 令和2年12月10日

山越・遠藤復旧復興建設工事共同企業体
125,719,000円
小金澤・門脇復旧復興建設工事共同企業体

令和 2 年 4 月 8 日入札
工事等名

契約金額

春日の沢小規模治山実施設計業務

7,535,000円

穂別地区プール災害復旧工事

23,100,000円

穂別地区 令和2年6月10日 〜 令和2年9月30日

株式会社胆振

穂別地区 令和2年4月15日 〜 令和2年8月31日

株式会社山越組

穂別ダム堆砂測量及び堤体変位測量業務

3,586,000円
三和航測株式会社北海道支社

令和 2 年 4 月 22 日入札

穂別地区 令和2年6月10日 〜 令和3年1月29日

田浦地区田浦６線排水路実施設計業務
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年9月30日

4,125,000円
株式会社フェイス技研

工事等名

契約金額

鵡川支署消防庁舎用地確定測量業務

2,530,000円

鵡川地区 令和2年4月28日 〜 令和2年8月31日

広報
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役場庁舎・産業会館災害復旧工事
鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年11月30日

34,980,000円

令和 2 年 6 月 3 日入札

相互建設株式会社

工事等名

町道富内１条線道路改良舗装工事

40,700,000円

旭岡１号橋橋梁補修設計業務

穂別地区 令和2年7月1日 〜 令和2年12月10日

株式会社山越組

鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年9月30日

27,610,000円

豊進橋橋梁補修設計業務

林業専用道芭呂沢支線開設工事
鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年12月18日

町道宮戸汐見３線舗装補修工事
鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年9月25日

町道田浦二宮６線道路舗装工事
鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年9月3日

鵡川運動公園舗装工事
鵡川地区 令和2年7月2日 〜 令和2年10月20日

株式会社安藤土木
21,120,000円
株式会社小川組北海道営業所
2,090,000円
相互建設株式会社
16,500,000円
相互建設株式会社

町民センター非常用発電設備増強工事

40,480,000円

穂別地区 令和2年7月1日 〜 令和3年3月19日

佐々木電気株式会社

むかわ町役場庁舎災害復旧工事（外構）

8,910,000円

鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年10月20日

有限会社髙和重建

中村記念公園維持補修工事
穂別地区 令和2年7月1日 〜 令和2年10月30日

都市下水路明渠排水清掃業務
鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年8月20日

ふれあい会館外壁改修工事
鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和2年8月31日

双葉特定公共賃貸住宅屋根塗装工事
穂別地区 令和2年7月1日 〜 令和2年8月7日

4,400,000円
有限会社髙和重建
1,617,000円

大橋建設
2,662,000円
安藤塗装

令和 2 年 7 月 8 日入札
工事等名
鵡川中央小学校トイレ改修・指定避難所多目的トイレ整備工事
鵡川地区 令和2年7月15日 〜 令和3年2月5日

穂別小学校トイレ改修工事
穂別地区 令和2年7月15日 〜 令和3年2月5日

穂別小学校校長住宅浴室改修工事
穂別地区 令和2年7月15日 〜 令和2年10月9日

庁舎内無線ＬＡＮ整備工事
両地区

令和2年7月15日 〜 令和2年9月30日

鵡川地区各生活館等非常電源切替装置設置工事
鵡川地区 令和2年7月15日 〜 令和2年9月30日

9,856,000円
株式会社葛西建設
13,750,000円
片岡建設

5,830,000円
和光技研株式会社

穂別総合支所印刷機賃貸借

（月額）
25,300円

穂別地区 納入期限 令和2年7月1日

株式会社よしかわ

穂別総合支所複合機賃貸借

（月額）
39,050円

穂別地区 納入期限 令和2年7月1日

株式会社よしかわ

鵡川中央小学校印刷機賃貸借
鵡川地区 納入期限 令和2年7月1日

鵡川中央小学校複写機賃貸借
鵡川地区 納入期限 令和2年7月1日

鵡川中学校印刷機賃貸借
鵡川地区 納入期限 令和2年7月1日

宮戸団地解体工事
鵡川地区 令和2年6月10日 〜 令和2年7月27日

（月額）
17,358円
ジョイフルショップ有限会社オオエ
（月額）
24,607円
ジョイフルショップ有限会社オオエ
（月額）
17,358円
ジョイフルショップ有限会社オオエ
2,514,600円
有限会社今野建設工業

令和 2 年 6 月 24 日入札
工事等名
鵡川地区小中学校タブレット端末購入
鵡川地区 納入期限 令和2年12月25日

災害備蓄毛布購入
鵡川地区 納入期限 令和2年7月31日

上水道事業認可変更届出書作成業務
契約金額

8,305,000円
日本データーサービス株式会社

穂別地区 令和2年6月10日 〜 令和2年9月30日

有限会社髙和重建
4,202,000円

契約金額

鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和3年1月8日

農業集落排水施設機器更新工事実施設計業務
穂別地区 令和2年7月1日 〜 令和3年2月19日

防災用貨物車購入
両地区

納入期限 令和3年3月31日

契約金額
25,817,000円
ジョイフルショップ有限会社オオエ
2,261,600円
ジョイフルショップ有限会社オオエ
6,930,000円
東日本設計株式会社
13,200,000円
株式会社ＮＪＳ札幌事務所
4,601,035円
札幌トヨタ自動車株式会社苫小牧支店

1,958,000円

鵡川地区生活館新築工事（建築主体）

174,900,000円

片岡建設

鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和3年2月28日

株式会社山越組

1,958,000円

鵡川地区生活館新築工事（機械設備）

30,250,000円

佐々木電気株式会社

鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和3年2月28日

株式会社矢野電器

2,339,700円

鵡川地区生活館新築工事（電気設備）

22,275,000円

株式会社米澤電気商会

鵡川地区 令和2年7月1日 〜 令和3年2月28日

有限会社前田電気商会

（有料広告）
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〇むかわ町民の方
〇苫小牧警察署や札幌運転免許試験場で自主返納し運転免許の取消通知書を受
け取られた方
〇運転免許を自主返納されたときの年齢が満70歳以上の方

【支援内容】

〇むかわ町金券2,000円分

【申請と窓口】

〇支援を受ける方は、印鑑（代理申請の場合は、申請者と代
理者両方の印鑑）、運転免許の取消通知書を持参し、申請
してください。
〇申請書は、それぞれの申請窓口に備えています。
〇申請は、自主返納した日から12ヶ月以内であれば有効。
〇代理申請も可。

【お問い合わせ・申請窓口】

○むかわ町交通安全推進協議会 事務局
本
庁／生活環境グループ（TEL 42-2414）
穂別総合支所／町民グループ
（TEL 45-2114）

むかわ町交通安全推進協議会からのお知らせ

【支援の対象者】（次の条件をすべて満たす方）

むかわ町高齢者運転免許証自主返納支援

高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、
自主的に運転免許証を返納する町民を支援するものです。
自主返納した方は、申請をお願いします。

（有料広告）
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むかわ町子育て応援事業
毎年度申請が必要となります。
まだ申請されていない方はお早めにご申請ください。

子育て世帯に対する経済的な支援と子育て環境の向上のため、
もえるごみ用20リットルの指定ごみ袋を無料で支給します。
支給を受けるには申請が必要です。
（印鑑をお忘れなく）

指定
ごみ袋
支給事業

支給対象者
むかわ町に住所を有し、在住している0歳から2歳まで（3歳に達する誕生月まで支給対象）のお子さんと
同居し、お子さんを扶養している方で、かつ、町税を完納している方。

支給内容
○乳幼児1人に対し1月10枚を支給します。
○申請日の属する月から年度末までの月数分を支給します。
○年度途中で出生・転入等のある場合は、次のとおり支給します。
・お子さんが出生した場合は、出生日の翌月分から年度末までの月数分
・転入した場合は、転入した日の属する月から年度末までの月数分
・年度内にお子さんが3歳に達する場合は、申請日の属する月から
出生日の属する月数分

受付窓口
【本庁】健康福祉課子育て福祉グループ
【支所】地域振興課町民グループ

TEL：42-2415
TEL：45-2114

･新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方がいる世帯（同居している方を含む）
・世帯員全員の収入見込み額が児童扶養手当支給基準額を下回る世帯
上記2つの要件を満たしていることが受給要件となっています。
収入や扶養親族等で計算方法が変わりますので、
「対象世帯かな？」と思われる方は
ご連絡ください。収入見込み額の計算方法等をご説明し、申請書類を郵送いたします。
また、申請書類等は役場窓口むかわ町ホームページからダウンロードすることもでき
ます。
なお、児童扶養手当を受給されている方には個別に通知を送付しております。

【本庁】健康福祉課子育て福祉グループ
TEL：
［42］2415
【支所】地域振興課町民グループ
TEL：
［45］2114
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
TEL：0120-400-903 （受付時間 平日9:00〜18:00）
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まずはご相談ください

1世帯5万円と第2子以降1人につき3万円を加算した額（1回のみ）

﹁ひとり親世帯臨時特別給付金﹂

6月分の児童扶養手当を受給されている世帯と
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
ひとり親世帯が対象となる、臨時特別給付金の申請を開始します。

子宮頸がん検診・乳がん検診の
対象が変更になります!!

令和

2年度
から

子宮頸がん検診 20歳以上で年度内に偶数年齢になる 方
※1

乳がん検診

40歳以上で年度内に偶数年齢になる ※1 方

※令和2年度にかぎり、
子宮頸がん・乳がん検診ともに受診機会を平等に確保するため、令和元年に
受診していない奇数年齢になる ※2 方も受診することができます。
※1 年度内偶数年齢になるとは、
令和2年4月〜令和3年3月の誕生日で偶数年齢（例：20・22・24･･･）になることを言います。
※2 年度内奇数年齢になるとは、
令和2年4月〜令和3年3月の誕生日で奇数年齢（例：21・23・25･･･）になることを言います。

令和3年度以降は、
受診間隔を明確にするため検診対象の年齢が
偶数年齢になる方のみになります。
【偶数年齢の方】
R1

R2

間隔1年

R3

R4

間隔2年

R5

R6

R7

※令和元年度に受診された方も、令和2年度に受診し
ましょう。

間隔2年

【奇数年齢の方】
R1

R2

R3

間隔1年

R4

間隔2年

R5

令和3年度は、検診対象外となるので、40歳以上の方
は令和2年度に子宮頸がん検診、乳がん検診の両方を
受けることをおすすめします。

R6

間隔2年

R7

令和2年度に受診することができます。
ただし令和元年度に受けた検診は受けられません。
令和3年度は偶数年齢で対象となるので、子宮頸がん
検診、乳がん検診の両方受診しましょう。

⬅子宮頸がん検診、乳がん検診を一緒に受ける年

【検査方法・料金】○子宮頸がん検診：子宮頸部の細胞診検査（無料）
○乳 が ん 検 診：マンモグラフィー検査（無料）
【実施日】

検診の種類
集団検診

鵡川地区
日時：10月13日（火）
・14日（水）
会場：四季の館

穂別地区
日時：10月15日（木）
・16
（金）
会場：穂別ふれあい健康センター

バスツアー

他の検診（胃がん・肺がん・大腸がん）も一緒に受けることができます。
詳しい日程は、お問い合わせください。

個別検診

苫小牧市内の医療機関で、ご都合のいい日に受けることができます。
実施機関や詳しい内容はお問い合わせください。

申込み・問い合わせ

【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
広報
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8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
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

場

時

検診・健診
子育て支援

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

ふれあい支援

・ポパイサークル

・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

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

月〜金曜日（祝祭日を除く）
時
8：30〜11：00 13：15〜15：00

〜
〜
〜
〜

16：00
11：00
11：00
16：00

穂別診療所
7/28〜9/1までの毎週火曜日
15：00〜16：00

内科診療時間内（要予約）

時

火曜日以外の診療時間内

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

時

火曜日以外の診療時間内

場

穂別診療所

希望者

すくすく広場

穂別診療所

受付）
15：00〜
16：00

場

幼児フッ素塗布

2歳児（※個別通知します）

火曜日

受付）
15：00〜
16：00

時

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

ふたばキッズ

毎週

受付）
14：30〜
15：00

場

乳幼児健診
（7か月児はＢＣＧ接種）

特定健診 個別健診
2月末までに受診しましょう

鵡川厚生病院

穂別診療所

受付）
14：30〜
15：00

鵡川厚生病院
※希望日の1週間前までに予約

小学校3年生以上で過去5年間エキノコックス 時
症検診を受けていない方
場

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。

場所

場

火曜日

受付）
14：00〜
14：30

場

エキノコックス症検診

集団健診

内科診療時間内

毎週

場

19歳以上の方（町に申込みが必要です）

特定健診

時間

木曜日

穂別診療所

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

小学6年生の児童（※個別通知します）

※個別通知します

月曜日

毎週

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15 時

骨粗しょう症検診

特定健診結果報告会

毎週

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。

水曜日

穂別診療所

鵡川厚生病院

時

時

ジフテリア・破傷風二種混合

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

２１日（金）

午後（要予約）

鵡川厚生病院
２０日（木）
フッ素塗布

穂別診療所
※希望日の前週木曜日までに予約

時間は通知します

9：30〜15：30

次回は9/2（水）を予定しています

四季の館

場

時 ２５日（火）・２６日（水） 個別通知します

四季の館

場

5月延期分：9/16〜9/18予定
冬期：12/1〜12/4予定
事前申し込みが必要です。

冬期は12/8〜12/11を予定しています。
事前申し込みが必要です。
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

予約は厚生病院（42-2033）
次回は9/11（金）を予定しています

毎週

時

発達支援センター穂別きらり

金曜日

10：00〜11：30

発達支援センター鵡川たんぽぽ

場

時

9：30〜11：00

ひかり認定こども園

場

場

場

２８日（金）

毎週 月〜金 9：30〜11：30, 13：00〜16：00

時

時

予約は穂別診療所（45-2121）
時

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）
１９日（水）

10：00〜12：00

場

介護予防センター

時

5・12・19・26日 10：00〜14：30

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

時

6・13・20・27日 10：00〜12：00

場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時

5・12・19・26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）
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場

7・21・28日

10：00〜12：00

介護予防センター

時
場

4・11・25日

13：30〜15：30

穂別ふれあい健康センター

８月の健康案内
＋医療機関の外来案内＋

鵡川厚生病院 ☎〔42〕2033
（受付時間）午前 8：30 〜 11：30
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

小児科

午後

穂別診療所 ☎〔45〕2121

（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）
月
火
水
木
診療科
金

総合外来

中村

越智

越智

中村

會川

（内科・外科・
小児科）

予約
越智

予約
中村

予約
會川

予約
越智

予約
中村

整形外科

リハビリテーション科 午後
午前

午後 1：15 〜４：00

王子整形
北大
小児科

総合外来

北大
小児科

夜間診療（ 内科 ）會川先生 毎週火曜日17:00〜18:30

（内科・外科・
小児科）

午前

夏目 夏目 夏目 夏目 夏目
古川 古川 古川 古川 古川
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

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
※リハビリテーションは水・金、
デイケアは月・火・木で実施
せします。担当医師は、そちらでご確認ください。
しています。
※整形外科外来の再開について。
※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
・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
ます。
絡願います。
※休診のお知らせ
8月 3日
（月）
〜 7日
（金）
會川先生は不在のため代診となります。 ・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。
8月 4日
（火）
の夜間診療は越智院長が担当します。
・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
8 月 24 日
（月）
・28 日
（金）
越智院長は不在のため
間帯でお越しください。
代診となります。
・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。

苫小牧保健所の相談等案内

☎ 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 ８月19日（水）、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 ８月20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）

８月４日（火）

骨髄バンク登録（要事前予約）

８月４日（火）、18日（火）

HTLV−1抗体検査（成人Ｔ細胞性白血病検査）（要事前予約） ８月18日（火）
HIV検査（エイズ相談）（要事前予約） 専用電話 0144-35-7474

８月４日（火）、18日（火）

事業名

日時

場所

鵡川断酒会例会

４日・18日

介護予防センター

生命の貯蓄体操

４.６.11.13.18.25.27日

10：00〜

介護予防センター

（有料広告）
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介護や支援が必要になったら
〜介護保険サービスの利用〜

高齢による身体機能の衰えや認知症などの病気やケガなどで、
介護が必要となったときには、介護サービスを利用することがで
きます。今回は介護保険サービスの種類やサービスを利用する手
順をご紹介します。

介護サービスの利用を考えるとき

□ チェックポイント

○そろそろ介護が必要！？

□
□
□
□
□
□
□

日常生活で困りごとはありませんか？心身機能の低下や日
常生活などチェックポイントを参考にふりかえってみてくだ
さい。

○家族が入院！介護申請をすすめられた。

入院した時、医療機関で介護サービスの利用や介護認定の
申請をすすめられることがあります。実際に必要なサービス
などを検討しますので、まずはご相談ください。

歩行が困難になった
食事の量が減っている
視力や聴力が衰えてきた
起き上がりや立ち上がりが難しい
入浴や排泄、食事での介助が必要
衣服の着脱で手伝いが必要
物忘れや引きこもりなどの行動がある

介護保険サービスの種類
訪問看護

住宅改修

通所介護
（デイサービス）

通所リハビリテーション
（デイケア）

福祉用具貸与・
福祉用具購入費支給

訪問入浴介護

訪問
リハビリテーション

ショートステイ

居宅療養
管理指導

施設・居住系
サービス

在宅サービス・
生活環境整備

訪問介護

特別養護老人ホームなど
（介護保険施設）
グループホーム
（地域密着型施設）
ケアハウスなど
（高齢者施設・住宅）

◇介護保険サービスのほかに生活支援サービス事業や介護予防事業など困りごとに応じて利用できます。

介護サービスを利用するには

申
相
談

本人・家族が
町の担当窓口
で申請
※電 話 に よ る
代行申請も
可能

相談・申請担当窓口

19

2020

請

要介護認定

サービスの利用

①認定調査
町の担当者が心身
の状態などを調査
②主治医意見書
③審査・認定
調査結果をもとに
審査して、
町が認定

居宅介護支援事業所や地域包括支援セン
ターに依頼して、ケアプランを作成し、
サービス利用

むかわ町地域包括支援センター
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◎要介護１〜５：介護サービス
◎要支援１〜２：介護予防サービス
◎非該当：生活支援事業・介護予防事業

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

11

24

31 11

17

15 13 13 15 12

30 30 30 30 30

公営住宅入居者募集中
申込はお早めに！
︻穂別地区︼
緑ヶ丘︵２

号・２ＬＤＫ︶
号・３ＬＤＫ︶

柏

柏

南︵５

南︵３

南︵１

９号・３ＬＤＫ︶

号・３ＬＤＫ︶
号・２ＬＤＫ︶

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

号・３ＬＤＫ︶

− −

８月

号・３ＬＤＫ︶

日︵月︶

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

▼申込期限

12 11

☎
︹

︺２４２７
︺２１１７

︻支所︼地域経済課建設グループ

☎
︹

︻本庁︼建設水道課技術グループ

▼申込み・問い合わせ

17

20
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号・１ＤＫ︶

柏

泉︵３

４号・３ＬＤＫ︶

和

27 11

（有料広告）

（有料広告）

緑ヶ丘︵２

125 26 20

１号・３ＬＤＫ︶

38

富内中央
︵１

緑ヶ丘︵

− − − − − − − −

26

42

︽夏休みおすすめ本︾
小学生から高校生向けに︑夏休みに
おすすめの本をご用意しました︒

21 21 ７ 20 20

45

45

30

︽新型コロナウイルス対策について︾
穂別図書館
図 書 館では︑新 型コロナウイルス予
︽開館時間延長試行︾
防について情報を掲示しています︒
５月から９月は︑
１時間開館時間を
希 望に応じて本の宅 配や︑セット貸
試行延長します︒
出をしています︒
午後６時まで開館します︒
来館の際は︑中庭入口をご利用下さ
◇開館時間・
・午前９時 分〜午後６時
い︒また︑マスク着 用・手 指の消 毒にご
協力ください︒
︽ 藍 染 め 体 験・布マスクを 染 めてみよ
う！︾
︽８月休館日︾
藍 染め体 験してみませんか︒布マス
３日︵月︶
・ 日︵火︶
・ 日︵月︶
・
クを 染めます︒お持ちの方は布マスク
日︵月︶
・ 日︵月︶
をご持 参 下さい︒屋 外での作 業となり
ます︒帽 子・飲み物などご用 意 下さい︒ ︽移動図書館︾
またマスク着用でご参加下さい︒
◇ケ ア ハウ ス …日︵木︶ 時 分〜
◇稲 里 地 区 …日︵木︶ 時 分〜
◇日時・・８月 日︵土︶
◇富内郵便局 …日︵金︶ 時 分〜
午前 時・ 時 ２回
◇ 和泉・仁和地区 …日︵金︶ 時 分〜
◇講師・・三浦 玲さん
◇生 田 地 区 …日︵金︶ 時 分〜
◇ 対 象・定 員・・幼 児︵ 保 護 者 同 伴 ︶〜
移 動 図 書 館のご 希 望 がありました
小学生・各回５名
ら︑
ご相談ください︒
◇持ち物・・布マスク
︵ 無い方はこちら
で用意します︶
︽蔵書検索︾
◇参加料・・無料
穂別図書館とまなびランド図書室の
◇申込締切・・８月 日︵水︶
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
︽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 ︑ 館や︑国立国会図書館の本も利用でき
むかわきっずポイントラリ ー ポイ
ます︒詳細はお問い合わせください︒
ントひとつプレゼント！
◇期間・
・７月 日
︵火︶
〜８月７日
︵金︶ ︽問い合わせ︾ むかわ町立穂別図書館
☎
︹ ︺
２３９６
10 29

28

文化財だより

おちうど

中世むかわの
落人伝説
今回は︑一七世紀頃に成立
しんらの
した松前藩の歴史書﹁新羅之
きろく
記録﹂に登場する︑中世のむ
かわに関する伝説について︑
ご紹介します︒古文書資料
は︑函館市中央図書館所蔵の
写本を使用しました︒漢文体
で書かれているため︑文化財
だよりとしてご紹介するにあ
たり︑あらためて現代語訳し
ています︒
平安時代から鎌倉時代の初

むかわ

めにかけて︑現在の岩手県平
泉町を本拠地として栄えた︑
奥州藤原氏にゆかりのある
人々が︑文治五︵一一八九︶
年の七月から九月にかけて行
われた︑鎌倉幕府と奥州藤原
氏の戦いに敗れ︑下北半島か
ら舟を漕ぎ海を渡り︑北海道
のむかわまで逃れてきて居住
した︑という内容です︒
江戸時代の松前藩では︑本
拠地がある福山︵現在の松前
町福山︶を中心として︑北海
道を東側︵太平洋側︶と西側
︵日本海側︶に分け︑地理的
な情報を理解していました︒
福山から東はむかわまで︑西
は余市まで︑どちらへ行って
も︑福山からの往復では︑

よ

い

ち

そもそも昔は︑この国には︑上りに二十日程︑下りに二十日程か
しんぱつ

やすひら

ぬかのぶ

かっていた︒松前から東は陬川まで︑西は輿依地まで人が住んでい
つがる

た︒右大将源頼朝卿が進発して︑奥州の泰衡を追討された時︑糠部
なぎなた

ろかい

津軽より︑多くの人たちが︑この国に逃げ渡り︑居住したという︒
こぶね

くるまかい

彼らは︑薙刀を舟ばたに結び付け︑櫓櫂にして︑漕ぎ渡ったとい
おくえぞ

う ︒ こ の こ と か ら ︑ こ の 国 の 艋舴の 車 櫂 は ︑ 薙 刀 の 形 を し て い た ︒
えぞ

奥狄の舟は︑近頃まで︑櫂を薙刀の形に作っていた︒今︑彼らの末
孫は︑奥狄の地の末裔の狄となって︑そこに住んでいるという︒

新
※羅之記録について
本書は︑寛永二〇︵一六四三︶年に︑徳川幕府の命令を受けて︑松

前藩の由緒や出自を幕府へ報告する資料として編纂された︑﹁松前家

系図﹂をオリジナルとする︑松前藩の歴史書です︒初代藩主の六男で

ある松前景廣が編纂にあたりましたが︑後に火災のため︑記録の大半

を失ってしまいます︒本書は︑景廣の記憶をたよりに完成させた︑と

伝えられており︑現存するものは上下二巻の巻物として︑北海道の奥

尻島に伝わっています︒書名は︑景廣が︑園城寺を訪れた時︑松前家

の祖先が︑源義光︵新羅三郎︶の流れをくむという話を︑僧侶から聞

︻問合せ先︼
生涯学習課社会教育グループ
☎︹４２︺２４８７
学芸員 田代

０６５１８００ ２-５〜２６﹄

館デジタルライブラリー１８１

﹃新羅之記録上巻函館市中央図書

語訳新羅之記録﹄︵無明舎出版︶︑

﹃鵡川町史﹄
︑﹃新穂別町史﹄
︑﹃現代

○参考文献

ます︒将来︑むかわ町内で︑
奥州藤原氏の落人達が居住し
た村の痕跡を︑何らかの形で
発見されることがあるかもし
れません︒

いたことを発端として決まったと伝えられています︒

四〇日はかかると︑考えられ
ていたようです︒内地から北
海道へ来た人々が︑海岸沿い
に村を作り居住した様子がう
かがわれます︒
現在︑むかわ町内で︑中世
の和人が居住したと推定され
る遺跡は︑まだ︑発見されて
おりません︒しかし︑おとな
り厚真町や日本海側の余市町
では︑中世の遺跡から︑刀や
鏡︑陶磁器などの和産物が︑
数多く発見されています︒こ
れらは︑中世のアイヌ民族と
和人が交易をした結果︑本州
から北海道にもたらされた交
易品である︑と考えられてい
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自衛官等募集案内
一般曹候補生

募集
種目

応

募

資

格

受

付

期

間

試

験

日

程

等

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8月21日(金）
（締切日必着）

第2回試験
令和2年8月28日(金)〜30日(日）
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
第3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)・10月1日（木）〕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

自衛官候補生

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3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）

防衛医科大学校

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）

(

看護学科学生︶

防衛大学校学生 一(般︶

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）

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2年7月1日(水） 第1次試験
から
1日目 令和2年11月7日(土)
令和2年10月22日(木）
2日目 令和2年11月8日(日)
（締切日必着）
○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）

航空学生
予備自衛官補

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
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