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鈴木北海道知事が

北海道胆振東部地震被災地視察のため来町

意見交換会の様子

8月18日、鈴木直道北海道知事が北海道胆振東部地
震の被災から約2年を迎えるむかわ町の現状や施設
復旧状況等を視察するため来町しました。
最初に知事と町長・経済産業団体の代表らが復旧
復興状況や各種産業の現状について意見交換を行っ
た後、被災による解体・再建を経て6月より再開した
JAむかわの穀物乾燥調製施設の設備や稼働状況を視
察しました。建設中の鵡川高校生徒寮では作業の進
捗状況等の説明を受けました。
知事は同日厚真町・安平町も訪れ、被災地の復旧復
興について、新型コロナウイルス感染症の克服に取
組みつつ「地域に寄り添いながらスピード感を持っ
て対応していきたい」
との考えを表明しました。

JAむかわ
穀物乾燥調製施設の視察

生徒寮建設現場で町長から
直接説明を受ける鈴木知事

鵡川地区で
「防災さんぽ」
が実施されました
見学のため公開された
防災倉庫
（大原２丁目）

参加者は各避難所で自宅からの
所要時間等を確認しました。

９月６日（日）、鵡川地区で鵡川中央小学
校、鵡川高校、産業会館の３つの避難所を
回る「防災さんぽ」が行われました。延べ
298人が参加し、最寄りの避難所までの所
要時間や町内の各避難所への経路等を確
認するなど、防災意識を高める機会となり
ました。また防災倉庫の見学も行われ、見
学者は職員から食料や資材の備蓄状況な
どについて説明を受けました。
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防災行政無線などを用いた情報伝達訓練を実施します。
ご注意
ください!

10月7日（水）に
Jアラートが鳴ります!!

（※）から送られてくる
この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

国からの緊急情報を、さまざまな手段を用いて確実に皆様へお伝えするため、
次のとおり情報伝達訓練を行います。

❶ 訓練実施日時：令和２年10月7日（水）午前11時00分
❷ 訓練で行う放送試験
情 報 伝 達 訓 練

放 送 内 容

❶ 防災行政無線
(鵡川地区）

町内に設置してある防災行政無線から、一斉に、
次の内容で放送されます。
放送内容
上りチャイム音
＋ 「これは、Ｊアラートのテストです。」 ３
＋ 「こちらは、ぼうさいむかわです。」
＋ 下りチャイム音

❷ 情報端末
(穂別地区）

情報端末から、
｢これは、Ｊアラートのテストです。」
と放送され、端末画面に
｢試験放送です」と表示されます。

（※）
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。
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。

【お問い合わせ先】
（本

庁 ）むかわ町役場総務企画課危機対策グループ
☎０１４５−４２−２４２３
（総合支所）むかわ町役場地域振興課企画管理グループ
☎０１４５−４５−２１１１

平成30年北海道胆振東部地震による
義援金について
むかわ町にお寄せいただいた義援金につきまし
674,510,000円
義 援 金
ては、配分委員会の協議を経て、７月末に追加配分 （内、北海道からの配分額 478,660,000円）
を行いました。この配分をもちまして平成30年北
海道胆振東部地震災害義援金の配分を終了いたし 配 分 額
674,499,136円
ます。
道内外の多くの皆様から温かいご支援をいただ 剰 余 金
10,864円
（災害復興基金へ繰り入れ）
き、
心よりお礼を申し上げます。
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８月２２日 札幌交響楽団の演奏
聴衆を魅了
胆振東部地震復興支援イベントとして、むかわ四季の館たん
ぽぽホールで開催された札幌交響楽団のむかわ公演。今年は新
型コロナウイルス感染拡大防止のため入場者を180人に限定し
開催されました。
この日は、
松井慶太氏の指揮でJ．
S．
バッハ
「Ｇ線上のアリア」
、
ドヴォルザーク
「交響曲第８番ト長調」
など全6曲を演奏。
ホールに響き渡るヴァイオリンやヴィオラ、チェロなどの弦
楽器の甘美な音色と、フルート、クラリネット、トランペットな
どの管楽器、打楽器、ティンパニーを加えた、迫力ある演奏で聴
衆を魅了しました。

甘美な音色かつ壮大な演奏で聴衆を魅了。

８月２６日 最終回は化石クリーニング
穂別小４年 化石学習
穂別小学校（佐々木秀人校長）では4年生を対象に全3回の化
石学習を行いました。
穂別博物館の櫻井館長を講師に、穂別博物館で様々な化石に
ついて学んだほか、化石採集体験では実際に二枚貝や植物の化
石を見つけることができた児童もおり、化石について興味関心
が高まりました。
最後の学習では、
化石クリーニングとレプリカづくりを体験。
児童たちはハンマーとタガネを使って、化石の表面についた石
を一生懸命に削っていました。
児童からは「穂別で採集した化石について勉強できた」
「楽し
かった」
などの感想が聞けました。

櫻井館長から削る箇所のアドバイスを受けながら。

８月２７日 暑さに負けずはつらつプレー
ふれあい大学パークゴルフ専科の
「教育長杯大会」
が鵡川運動
公園パークゴルフ場で開かれ10名が参加しました。
開会式では長谷川教育長から「熱中症に十分気をつけながら
思い切りプレーを楽しんでください」
と挨拶がありました。
3チームに分かれて試合がスタートし参加者は日頃の練習の
成果を発揮させ技術を競い合いました。
優勝は男性が高橋良一さん。
女性は鈴木桂子さん。
この日は、
真夏並みの強い日差しが照りつけていましたが、
皆
さんはつらつとパークゴルフを楽しんでいました。

活力にあふれたプレーを見せてくれた皆さん。

復興公営住宅現在建設中です！
北海道胆振東部地震から2年が経過しましたが、応急仮設住宅に入居され
ている方の新たな住宅として、現在鵡川駅前末広地区と鵡川中学校付近の文
京地区に復興公営住宅を建設し10月末入居に向けて現在工事中です。
仮設住宅からの復興公営住宅入居希望者は8月下旬の入居者選考委員会に
て選考され、入居手続きを経た後、10月末に鍵を渡し引っ越しが始まります。
10月末の住居部完成に向け、鋭意工事を進めております。
また、大原地区の応急仮設住宅は10月末までの入居期限ですが、引っ越し
期間を考慮し、1ヶ月の入居期限の延長をいたします。

末広団地（3階建1棟18戸）

文京ハイツ（3階建1棟12戸）
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令和2年

秋の火災予防運動

10月15日（木）〜31日(土)まで秋の火災予防運動が実施されます
1.目

的

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防意識の一層の普及を図るこ
とで、火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるととも
に、財産の損失を防ぐことを目的として、毎年この時期に実施しているものです。

2.統一標語

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

3.重点目標
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

住宅防火対策の推進(住宅用火災警報器の設置、維持管理の徹底等)
乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
放火火災防止対策の推進
特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
製品火災の発生防止に向けた取組の推進
多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

子供部屋（寝室）
煙

居

室

煙

式

式

階

段

煙

式

住宅用火災警報器の設置を!

主寝室
煙

式

台

所

熱

式

設置は義務です

住宅用火災警報器

お願い

取り付けましたか？

住宅用火災警報器の設置箇所は、寝室に使用す
る部屋、
階段の天井又は壁面に設置します。
また、
台所や居室等にも設置するよう努めましょう。

「むかわ学」の YouTube 絶賛配信中です!
本年6月から、町内の小中学校及び高等学校全7校で取り組んでいる「むかわ学」の関連動画を
YouTubeで配信しています。
これまで、
むかわの産業(農業、
漁業、
林業)や、
歴史、
アイヌ文化、
化石、
くらしについてなど、
様々な
分野を取材し配信しています。
9月末現在で、
70本を超える動画を配信しています。町民の皆様もぜひご視聴ください。
『YouTube むかわ学』
で検索するか、右の二次元バーコードで検索してください。
●担当 教育委員会社会教育グループ ☎42−2487
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むかわ町ホームページ
むかわ学の二次元バーコード

町税は納期限までに納めましょう !
11月2日は、
個人町民税（第３期）、国民健康保険税（第５期）、
介護保険保険料（第３期）、後期高齢者医療保険料（第３期）の
納期限です。
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!
口座振替の手続は簡単で、一度申込みすると
翌年度以降も継続されます。便利・確実・安心の
口座振替をぜひご利用ください。
○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

不動産の相続登記はお済みですか！
相続された不動産について、相続の登記がされない
ケースが増えています。
相続登記がされていない場合、
所有者の把握が困難となり、
災害復旧
事業やまちづくりのための公共事業が進まない場合があります。
また、
適切に管理がされていない空き家が増える原因にもなります。
相続登記をしないままにしておくと、
相続人に更に相続が発生する
などして、
登記の手続をするのに必要な関係者が増え、
手続が複雑にな
る場合もありますので、
相続登記は早く済ませることをお勧めします。

問い合わせ
【札幌法務局苫小牧支局】
【本庁】町民生活課税務グループ
【支所】地域振興課町民グループ

☎0144-34-7151
☎42-2413
☎45-2112
広報
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税務署からのお知らせ
国税に関する相談はお電話で !!
税の取扱い・申告手続きなどの国税に関するご質問やご相談は、国税
局の職員がお答えする「電話相談センター」をご利用ください。

①所轄の税務署へ電話をかけます。
（苫小牧税務署 ☎0144-32-3165）
利用方法 ②音声案内に従い「１」番（電話相談センター）を選択
③音声案内に従い相談内容を選択

税務署での申告・面談相談は、
「事前予約」が必要です!!
税務署では、納税者の皆様にお待ちいただくことなくスムーズに申告・面談相
談ができるよう、
原則として
「事前予約制」
を実施しております。
電話での回答が困難な相談内容
（具体的に書類や事実関係を確認する必要があ
る場合など）については、所轄の税務署において面談相談をお受けしていますの
で、
希望される方は、
所轄の税務署に電話で相談日時を予約してください。
なお、
予
約状況により、
希望の相談日時に添えない場合がありますので、
ご了承願います。
お電話の
前に･･･

国税庁ホームページ・タックスアンサーをご利用ください!!

国税庁ホームページでは、よくある国税のご質問に対する一般的な回答を
タックスアンサーに掲載しています。
また、国税に関する情報を検索したり、申告書・届出書等の様式を入手する
こともできますのでＰＣ・スマートフォン等からご利用ください。

問い合わせ
【苫小牧税務署】 〒053-0018 苫小牧市旭町３丁目４番17号
☎0144-32-3165（自動音声でご案内します。）

北海道からのお知らせ

「ふるさと魅力再発見！キャンペーン」を実施中です！
実施内容

１ ふるさと魅力再発見！スマホスタンプラリー

・みなさんがお住まいの胆振総合振興局管内を巡るスマホスタンプラリーです。
・3つのコースで合計369名様に地元特産品などをプレゼント！すべてのスポットを制覇した方にはさ
らに豪華景品も！

２ ふるさと魅力再発見！ふるさとタイムライン

・みなさんがお住まいの胆振総合振興局管内の周遊を通じて再発見したふるさとの魅力や、楽しみながら
新北海道スタイルを実践している状況をSNS（Twitter、Instagram）にハッシュタグ（#ふるキャン̲胆
振総合振興局）をつけて投稿
・投稿者の中から抽選で約50名様に地元特産品などをプレゼント！

実施期間

令和２年９月19日（土）〜 令和２年11月９日（月）

キャンペーンの詳細については特設ウェブサイト（https://furusato-hakken.jp）をご覧ください。
（二次元バーコードからもアクセスできます。）
「ふるさと魅力再発見！キャンペーン」
特設ウェブサイト▶
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「ヒグマ注意特別期間
秋はに 秋の
ヒグマ意！
」
中です
！ （10月31日まで）
要注

秋はヒグマが冬眠前にエサを求め、
動きが活発化します。
また、
山菜、
キノコ採りなど野山へ出かけることが多い季節になります。
ヒグマによる事故を未然に防ぐため、
次のことに注意しましょう。
☆ 事前に役場でヒグマの出没情報を確認するなど、ヒグマの出没
箇所や、ヒグマの出没を知らせる看板がある場所への立ち入り
は避けましょう。
☆ 山林では集団での行動を心掛けるほか、鈴を携行したり、見通
しの悪い場所などで笛を吹くなど、ヒトの存在を早めにヒグマ
に知らせる工夫をしましょう。
☆ 早朝や夕方にヒグマと遭遇する機会が増えますので、その時間
帯の行動には細心の注意が必要です。
☆ においの強いものは、ヒグマを引き寄せる場合がありますの
で、控えましょう。
☆ 残飯や空き缶などのゴミは必ず持ち帰りましょう（野山に入る
ときのマナーです）。
ヒグマに遭遇したり、
足跡などの痕跡を見つけた場合は
役場に情報を提供してください。

【本庁】 産業振興課 林務水産グループ
電話 42−2418（直通）
問い合わせ
【支所】 地域経済課 産業グループ
電話 45−2116（直通）

公営住宅入居者募集中
申込はお早めに！

204

︻鵡川地区︼

花園ハイツ︵
︵子育て支援住宅︶ 号・３ＬＤＫ︶

− − − − − − − −
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末広団地Ｃ棟︵２戸・２ＬＤＫ︶

号・２ＬＤＫ︶

号・３ＬＤＫ︶

125 26 20
号・１ＤＫ︶

号・３ＬＤＫ︶

号・２ＬＤＫ︶

27 11

穂別地区︼

緑ヶ丘︵２

４号・３ＬＤＫ︶

38

緑ヶ丘︵２

緑ヶ丘︵

柏 南︵１

柏 南︵３

柏 南︵５

和 泉︵３ ９号・３ＬＤＫ︶

１号・３ＬＤＫ︶

− −
号・３ＬＤＫ︶

12 11

富内中央
︵１

富内中央︵︵みなし特公賃︶４

15

号・３ＬＤＫ︶

月 日︵木︶

10

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

▼申込期限

▼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

☎
︹
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シシャモ密漁禁止
〇鵡川では、鵡川漁協でシシャモの漁業権を設定している
ため、採捕した場合は、漁業権侵害となります。
〇採捕した場合、処罰の対象となり20万円以下(令和2年12
月より100万円)の罰金に処される場合があります。

違反した場合は、
処罰の対象となります。
北海道密漁防止対策協議会・鵡川漁業協同組合
苫小牧警察署・胆振総合振興局水産課

入札結果情報
※契約金額には消費税が含まれています。

令和 2 年 8 月 26 日入札
工事等名
穂別地区簡易水道第6次拡張工事実施設計業務
穂別地区 令和2年9月2日 〜 令和3年2月20日

超音波画像診断装置保守点検業務
穂別地区 令和2年9月1日 〜 令和5年8月31日

鵡川地区災害用発電機購入
鵡川地区 納入期限 令和2年10月30日

穂別地区福祉避難所用発電機購入
穂別地区 納入期限 令和2年9月30日

午睡用ベッド購入
穂別地区 納入期限 令和2年9月30日

空気循環式紫外線清浄機購入
鵡川地区 納入期限 令和2年12月25日

災害用組立式段ボールベッド購入
鵡川地区 納入期限 令和2年9月30日

避難所用簡易間仕切り購入
鵡川地区 納入期限 令和2年9月30日
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14,795,000円

平丘配水池送配水管布設工事

東日本設計株式会社

穂別地区 令和2年9月2日 〜 令和2年12月10日

（月額） 54,450円

中島地区配水管更新工事

株式会社常光苫小牧営業所
812,460円
株式会社兼正宮田商会
758,560円
株式会社兼正宮田商会
1,055,450円
株式会社よしかわ
2,129,600円
佐々木電気株式会社
825,000円
株式会社兼正宮田商会
807,400円
ジョイフルショップ有限会社オオエ
914,650円
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鵡川地区 令和2年9月2日 〜 令和3年3月5日

鵡川地区 令和2年9月2日 〜 令和3年3月5日

ジョイフルショップ有限会社オオエ

2020

田浦5線配水管移設工事

契約金額

鵡川地区 納入期限 令和2年10月30日

鵡川地区 納入期限 令和2年10月30日

鵡川地区 令和2年9月2日 〜 令和2年12月10日

田浦4線3号橋配水管移設工事

業務用デスクトップパソコン購入
業務用ノートパソコン購入

田浦3号配水管移設工事

1,240,800円
ジョイフルショップ有限会社オオエ

穂別地区 令和2年9月2日 〜 令和2年11月30日

むかわ町立学校校内 LAN 整備工事
鵡川地区 令和2年9月7日 〜 令和2年12月18日

四季の館冷房設備工事
鵡川地区 令和2年9月7日 〜 令和3年1月10日

四季の風Wi-Fi整備工事
鵡川地区 令和2年9月7日 〜 令和2年11月9日

花岡地区排水路整備工事
鵡川地区 令和2年9月2日 〜 令和2年12月10日

穂別・仁和地区公共施設解体工事
穂別地区 令和2年9月2日 〜 令和2年11月30日

宮戸集会所解体工事
鵡川地区 令和2年9月7日 〜 令和2年11月7日

こごみ荘屋根塗装工事
鵡川地区 令和2年9月7日 〜 令和2年11月7日

ゲートボール場屋根塗装工事
鵡川地区 令和2年9月7日 〜 令和2年11月7日

3,410,000円
有限会社鵡川水道設備工業
5,720,000円
株式会社進興工業
6,050,000円
有限会社鵡川水道設備工業
15,092,000円
株式会社矢野電器
2,013,000円
株式会社矢野電器
22,110,000円
株式会社米澤電気商会
18,040,000円
株式会社矢野電器
3,685,000円
有限会社前田電気商会
13,255,000円
有限会社ササキ産業
2,860,000円
株式会社葛西建設
2,420,000円
有限会社北高産業
6,578,000円
株式会社葛西建設
4,730,000円
有限会社前田建装工業

アライグマ駆除に係る
箱わな設置講習会！
近年、本町においてもアライグマの農作物被害等が発生しており、
駆除については、むかわ町が定めるアライグマ等防除実施計画に基づく捕獲とし、
駆除実施者の登録が必要となります。

1. 内容及び開催日程
【内

容】アライグマ駆除に係る箱わな設置講習会

するには、
アライグマを駆除
要です。
講習会の受講が必

【開催日程】①鵡川地区
日時：令和２年10月27日（火）
・18時00分〜（１時間程度）※17時30分より受付
場所：産業会館（２階 第３会議室）
②穂別地区
日時：令和２年10月28日（水）
・18時00分〜（１時間程度）※17時30分より受付
場所：穂別町民センター（１階 第１・２会議室）
※ご都合がよい会場で参加できます。

2. 対象者

むかわ町内に住所を有し、満18歳以上の者

3. 申込方法・期限

①電話にて役場までに申込ください。
②令和２年10月16日（金）
・17時00分まで

4. 問い合わせ及び申込先

むかわ町鳥獣被害防止対策協議会
（鵡川地区）むかわ町産業振興課農政グループ
（穂別地区）むかわ町地域経済課産業グループ

☎４２−２３３０
☎４５−２１１６

5. その他

○講習会当日は、身分証明書（運転免許証・保険証など）と印鑑の持参をお願いします。
○新型コロナウイルス感染症対策として、参加人数が多くなる場合は、開催方法等について
調整させていただく場合があります。

募集

鵡川ジュニアテニスクラブ 見学に来ませんか？
鵡川ジュニアテニスクラブ（軟式テニス）は全国大会出場（地
方大会もあります）を目標に掲げソフトテニスを通して社会の
ルール・マナーを学びながら健全な心身を育むことを目的とし
て活動しています。ぜひ見学にきてください。
■対象者：小学生（１年生〜）、中学生
■活動日時・場所：鵡川町民体育館 17：30〜19：15
練習日は週１〜２回、原則は水曜日です。
■会 費：月500円

問合せ先▶ 指導者：福田幸雄（電話番号）090−1642−0359
広報

むかわ 2020 ⑩ No.174

10

【日
【場

時】10月15日（木） 午後１時から午後３時まで

所】穂別駐在所（勇払郡むかわ町穂別29番地26）

【持ち物】運転免許証、印鑑（シャチハタでも可）

※運転経歴証明書を申請する場合は次のものが必要です
・写真（6ヶ月以内に撮影したもの、縦3cm 横2.4cm）
・北海道収入証紙 1,100円（交付手数料）
鵡川農協、鵡川漁協、及び農協穂別支所で購入可能

【連絡先】・苫小牧警察署 交通一課企画係

☎（０１４４）３５−０１１０（内416）
・穂別駐在所
☎（０１４５）４５−２２５１

・運 転 免 許 返 納
の開設
・適性相談臨時窓口

運転免許証の自主返納を考えている方を対象とした、免許返
納及び運転適性相談の臨時窓口を開設します。免許証を自主返
納した方は運転経歴証明書の申請も可能です。
自主返納をご希望の方は、事前に苫小牧警察署又は穂別駐在
所に連絡をお願いいたします。
なお、当日運転免許証を返納後は車の運転ができませんので
ご注意下さい。

（有料広告）
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第２次

むかわ町まちづくり計画基本構想（素案）に係る

パブリックコメントを実施いたします。

本町では、今年度で「むかわ町まちづくり計画」の計画期間が満了することに伴い、
今後のまちづくりの指針として、
「第2次むかわ町まちづくり計画」の策定を進めて
います。この計画は、
「基本構想」、
「基本計画」、
「実行計画」で構成し、計画期間を令和
3年度から令和12年度としています。
この度、
「基本構想」について、本町のまちづくりの理念（めざすまちの姿）やそれを
実現するための大綱（政策）などを盛り込んだ素案を作成しましたので、町民の皆さ
んからのご意見を募集します。

1．パブリックコメント募集期間

令和２年10月１日（木）から令和２年10月15日（木）まで

2．資料の閲覧場所

（１）本庁舎 ２階 総務企画課 政策推進グループ
所 在 地：勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地 むかわ町役場本庁舎２階
閲覧時間：午前８時４５分から午後５時３０分まで ※土日、祝日を除く
電話番号：０１４５−４２−２４６９
（２）穂別総合支所 地域振興課 企画管理グループ
所 在 地：勇払郡むかわ町穂別２番地１ むかわ町役場穂別総合支所１階
閲覧時間：午前８時４５分から午後５時３０分まで ※土日、祝日を除く
電話番号：０１４５−４５−２１１１

3．パブリックコメントを提出できる方
（１）町内にお住まいの方

（２）町内に事務所又は事業所を有する方

（３）町内に通勤又は通学されている方

（４）むかわ町に関心のある方

4．パブリックコメントの提出方法

意見提出様式または任意様式に必要事項を記入いただき、次のいずれかの方法で書面に
て提出してください。なお、必須事項（氏名･住所･電話番号・ご意見の全て）が記入されてい
なかったり、匿名の提出は受付できませんのでご注意ください。また、ご意見を正確に受け
付けるため、口頭やお電話でのご意見は受付できませんので、ご了承ください。

（１）直接持参
・本庁舎 ２階
・穂別総合支所

総務企画課
地域振興課

政策推進グループ
企画管理グループ

（２）郵送
・〒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 政策推進グループ 宛

（３）ファクシミリ
・０１４５−４２−２７１１
（４）電子メール
・seisaku@town.mukawa.lg.jp

5．ご意見の取り扱い

提出いただきましたご意見については、個人が特定できる情報を除き、
整理した上で公表いたします。

第2次むかわ町まちづくり計画基本構想・パブリックコメントの▶
詳細についてはこちらからご覧いただけます。

広報
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の申請についてのお知らせ
「むかわスマイルプレゼント事業」
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、学校の臨時休校やこ
ども園の登園自粛の長期化等による子育てに係る不安を解消し家
族みんなが「笑顔」になれるよう「金券」と「図書カード」を贈呈する
事業です。
対象の方へは令和2年8月5日に発送済みですが、単身赴任や子
どもの進学等の理由により、町外に住所のある子どもを扶養され
ている方で、まだ受け取っていない方は、下記までご相談くださ
い。申請により支給対象となる場合があります。

問合せ

鵡川地区
穂別地区

むかわ町役場 健康福祉課子育て福祉グループ
むかわ町役場 地域振興課町民グループ

電話 0145-42-2415
電話 0145-45-2114

対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
□ 65歳以上である
□ 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
□ 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
□ 前年の所得額が約462万円以下である

請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、
日本年金機構から10月中旬頃から、
請求可能な旨のお知
らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
令和3年2月1日までに請求手続が完了しますと、
令和2年8月分から
請求手続きは
さかのぼって受け取ることができます。
お早めに !

②年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番
号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、
お電話ください。

『ねんきんダイヤル』0570-05-1165
(ナビダイヤル)
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年金給付金

検索

年金生活者支援給付金制度 について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準
額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給され
るものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金
機構(年金事務所)が実施します。

特定健診の受診はお済みですか？
40歳以上〜74歳の方は、年に1回特定健診を受ける努力義務があります。
「今まで受けたことがない方」
「申込みを忘れていた方」
は、
ぜひこの機会に申込みをしませんか？
むかわ町で実施している特定健診は国保に加入をしている40歳〜74歳の方が対象に
なります。
国保以外の方は、
職場や協会けんぽなどにご確認ください。

75歳以上の方は、後期高齢者医療に切り替わるため「後期高齢者健診」を受けましょう。
今後の健診日程
健診名

巡回
ドック

むかわ町では、全ての検診が 無料 で受けられます！
特定健診（後期高齢者健診）と一緒にがん検診も受けられます。

セット
受ける で
おすす のが
め！

地区

健診日

会場

特定
健診

後期高齢者
健診

鵡川
地区

12／8

川東第二集落センター（生田）

○

○

12／9〜11

四季の館

○

○

胃

12／1〜2

穂別ふれあい健康センター

○

○

肺

12／3

仁和会館

○

○

大腸

12／4

銀河会館

○

○

○

○

○

○

○

○

鵡川厚生病院

○

(申込み)

☎ 42−2033

穂別診療所

○

(申込み)

☎ 45−2121

穂別
地区

11／11（水）

バス
ツアー

全地区

個別
健診

全地区

12／20（日）
2／28（日）
〜翌年2月末まで

北海道対がん協会

札幌がん検診センター

がん
検診

胃・肺・大腸
子宮頸・乳

※申込み・問い合わせは下記までお願いします。 個別健診の申込みは、直接医療機関となります。

継続して受けている方の結果をお伝えします！
血液検査で「黄色信号」
「赤信号」の数値になった方が、生活を見直したことで次の年にこんなにも改善
しています。
健診を継続して受けることが生活を見直す機会となり、
病気の重症化予防につながります。

高血圧

高血糖

高脂質

（血圧160以上または100以上だった方）

（Hba1c6.5以上だった方）

（LDLコレステロール160以上だった方）

改善
100％

改善
93％

改善
87％

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
【穂別地区】地域振興課健康グループ

☎42−2415
☎45−3326
広報
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10 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

者

鵡川地区

穂別地区

予防接種

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

場

鵡川厚生病院

場

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

場

鵡川厚生病院

場

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

場

鵡川厚生病院

場

・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）

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

水痘（水ぼうそう）予防接種

・12か月〜36か月未満

場

鵡川厚生病院

場

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

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

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

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

10月1日〜新規】
ロタウイルスワクチン接種

※令和２年８月１日以降に生まれた
生後6週から24週未満の児

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

時

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）

ジフテリア・破傷風二種混合

場

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。
小学6年生の児童（※個別通知します）

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

時間

内科診療時間内

場所

鵡川厚生病院

時

月〜金曜日（祝祭日を除く）
8：30〜11：00 13：15〜15：00

時

毎週

水曜日

穂別診療所
毎週

水曜日

穂別診療所
毎週

月曜日

穂別診療所
毎週

木曜日

穂別診療所
毎週

火曜日

穂別診療所
毎週

火曜日

穂別診療所

受付）
14：00〜
14：30
受付）
14：00〜
14：30
受付）
14：30〜
15：00
受付）
14：30〜
15：00
受付）
15：00〜
16：00
受付）
15：00〜
16：00

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

〜
〜
〜
〜

16：00
11：00
11：00
16：00

場

穂別診療所

火曜日以外の診療時間内

場

鵡川厚生病院※希望日の1週間前までに予約

時

内科診療時間内（要予約）

時

場

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

検診・健診

乳幼児健診
（7か月児はＢＣＧ接種）

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）

幼児フッ素塗布

希望者

５歳児健診

５歳児（※個別通知します）

２２日（木）
フッ素塗布

時間は通知します

9：30〜15：30

次回は11/4（水）を予定しています

四季の館

場

次回は2/17（水）を予定しています

時

７日（水）

時間は通知します

穂別ふれあい健康センター

場

冬期は12/8〜12/11を予定しています。 冬期は12/1〜12/4を予定しています。
事前申し込みが必要です。
事前申し込みが必要です。

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。

子宮がん・乳がん検診
※希望者は事前連絡

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

時 13（火）・14日（水） 個別通知します

特定健診

集団健診

時

診療時間内

時

場

鵡川厚生病院

場

予約は厚生病院（42-2033）

子育て支援

四季の館

場

診療時間内
穂別診療所
予約は穂別診療所（45-2121）

時 15（木）・16日（金） 個別通知します

穂別ふれあい健康センター

場
時

２３日（金）

ふたばキッズ

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）

時間 毎週

月〜金 9：30〜11：30, 13：00〜16：00

あそぼうね（一般開放）

就学前の親子

時間 毎週

金曜日

おひさま広場

0歳〜4歳未満の乳幼児をもつ親子

時間 毎週 月〜金曜日 9：30〜12：00 13：30〜16：00

ふれあい支援

・ポパイサークル

こころの病の回復者等

次回は11/13（金）を予定しています

時

２１日（水）

10：00〜11：30

場

介護予防センター

時

７・14・21・28日 10：00〜12：00

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
（希望者は要問い合わせ）

時 ２・９・16・23・30日 10：00〜12：00
場

介護予防センター

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）

時

２７日（火）

2020

9：30〜11：00

発達支援センター穂別きらり
場所 ひかり認定こども園

場所 発達支援センター鵡川たんぽぽ
場所 発達支援センター穂別きらり

10：00〜12：00

・ピンしゃん会
・笑顔友の会
・笑顔友の会ＯＢ会

15

場

場 【ピンしゃん会】介護予防センター

時

１・８・22・29日 10：00〜12：00

場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時

14・21・28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
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場

時
場

６・13・20・27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

10月の健康案内
＋医療機関の外来案内＋

※発熱している方は事前にご連絡ください

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
※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
10 月 12 日
（月）
越智院長は不在のため代診となります。

苫小牧保健所の相談等案内

☎ 0144〔34〕4168

清田
整形

（予約制）

（内科・外科・
小児科）

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
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
間帯でお越しください。
・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
女性の健康相談（定例は事前予約）
こころの健康相談（定例は事前予約）
肝炎ウイルス検査（要事前予約）
骨髄バンク登録（要事前予約）
HTLV−1抗体検査（成人Ｔ細胞性白血病検査）（要事前予約）
HIV検査（エイズ相談）（要事前予約） 専用電話 0144-35-7474
事業名

午前

夏目 夏目 夏目 夏目 夏目
古川 古川 古川 古川 古川

随時（祝祭日を除く月〜金）
定例 10月19日（月）、随時（祝祭日を除く月〜金）
定例 10月22日（木）、随時（祝祭日を除く月〜金）
10月 ６日（火）
10月 ６日（火）、20日（火）
10月20日（火）
10月 ６日（火）、20日（火）

日時

いきいきふれあいサロン（鵡川地区） 15日

場所
11：00〜

鵡川断酒会例会

６日・20日

生命の貯蓄体操

１.６.８.13.20.22.27.29日

介護予防センター
若草町民会館
10：00〜

介護予防センター

（有料広告）

広報
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介護サービスを利用したいと思ったら
〜利用できる在宅サービス〜

介護認定を受けると利用できるサービスは、「在宅サービス」
と「施設サービス」に分けられます。今回は、10 月号・11 月号
と２回に渡り、むかわ町（鵡川地区）で利用できる在宅サービス
について紹介していきます。

問
訪
訪問
護
介
介護

鵡川地区

訪問介護事業所のヘルパーが自宅を訪問して、身体介護
や生活援助など日常生活のサポートを行います。
サービスを受ける曜日・時間・回数をあらかじめ決めて必
要な援助を受けます。

○宅老所日和
ご本人の身体機能などの状況に応じて、家事援助（調理や掃除・買い物など）や入浴のお手伝いなどを行い
ます。自分でできることはできる限り自分で行い、
できない部分の手助けをすることで、慣れ親しんだ環境（自宅
など）で安心して長く生活できるよう、訪問スタッフが援助します。

所
通
通所
護
介
介護

送迎は事業所が行い、日帰りで施設に通いサービスを受けます。食事や入浴など日常
生活上の介護のほか、体操やレクリエーションなどもあります。
「デイサービス」という名
前の方がなじみがあるかもしれません。
※鵡川地区には通所介護事業所は３ヵ所あります。

○デイサービスたんぽぽ
四季の館に併設されており、むかわ温泉四季の湯からお湯をひいています。デイサービスの規模はむかわ町
最大で、カラオケなどの設備も充実しており、利用される方々も交流しながら楽しく過ごしています。

○宅老所日和
田浦地区にある事業所で、四季折々の景色や作物などを見ながら、利用される方々が談笑して過ごしていま
す。介護保険外のサービスも充実しており、通院移送サービスやミニデイサービス、短期宿泊サービスなどの利
用もできます。

○楽らくはうす
落ち着いた環境で、利用される方それぞれに「ちょっとした役割」を持ってもらい過ごしています。民家を改装
しており、家庭的な雰囲気の中、個々に合わせた趣味活動も取り入れています。
※来月号では、上記以外の「在宅サービス」について紹介いたします。

● 相談・申請担当窓口
むかわ町地域包括支援センター

17
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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

自衛官等募集案内
募集
種目

応

募

資

格

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｡)

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）

受

付

期

間

第4回試験
令和2年10月5日(月）
から
令和2年11月13日(金）
（締切日必着）
第5回試験
令和2年10月5日(月）
から
令和2年12月11日(金）
（締切日必着）

試

験

日

程

等

第4回試験
令和2年11月27日(金)〜29日(日）
女子は27日(金)•28日(土)〕のいずれか1日
第5回試験
令和2年12月18日(金)・19日(土）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）

●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

むかわ町

成人 式

令和３年

日時

令和３年１月10（日）
午後2時00分の開始を予定しています

【場 所】四季の館たんぽぽホール
【対象者】平成12年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方
【通 知】11月中に案内はがきを発送します（むかわ町に住民登録されている新成
人の方のみ）
むかわ町に住民登録がない新成人の方で参加を希望され
る場合はご連絡ください。
【その他】新型コロナウイルス感染症対策のため、
開催方法を変更する可能性
があります。今後の社会的な動向を注視し、柔軟に対応していきま
すので、関係者の皆さまにおかれましては、あらかじめご承知おき
下さい。
【連絡先】むかわ町教育委員会生涯学習課社会教育グループ TEL42-2487
教育振興室社会教育担当
TEL45-2113
広報
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町民文化祭開催のおしらせ
手芸・パッチワーク・写真・絵画・書道・陶芸・押し花・短歌・川柳などの手づくりの作品
を展示します。今年は、新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、例年、文化の
日に上演するステージ部門の開催を見合わせることになりました。展示部門につきまし
ても、十分、予防対策をしての実施となります。関係者ならびに町民の皆さまにおかれま
しては、ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願いします。

令和２年度

鵡川地区総合文化祭

展示部門

①

四季の館憩いの広場会場
・期
間 詳しくは生涯学習だよりをご覧ください。

②

四季の館研修室会場
・期
間 １１月１日
（日）
〜１１月３日
（火祝）

【お問い合せ】鵡川地区総合文化祭実行委員会事務局
☎ 0145（42）2487 FAX（42）4994（生涯学習課社会教育グループ）

作品展示会

第63回
・期
・会

間
場

穂別地区町民文化祭
１０月２３日
（金）
〜１０月２５日
（日）
穂別町民センター
１階 第１・２会議室
２階 多目的ホール・研修室

【お問い合せ】穂別町民文化祭実行委員会事務局
☎ 0145（45）2113 FAX（45）3848（教育振興室社会教育担当）

北海道電力

からのお知らせ

１０月１５日
（木）
一部地域で作業停電を実施します

下記のとおり作業停電を実施させていただきます。
変電所工事のため，
大変ご迷惑をお掛けしますがご協力お願いいたします。
日
時：令和２年10月15日（木） 12時から13時の間で10分程度
停電地域：むかわ町旭岡，有明，生田，春日の一部，花岡，米原の一部，穂別仁和の一部
（むかわ町の他，平取町全域、日高町の一部も停電します。）
停電理由：平成30年胆振東部地震に伴う本復旧工事のため
【お問い合わせ先】北海道電力ネットワーク㈱富川ネットワークセンター
お客さまサービス課 電話：０１４５６−２−００１９
19
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穂別図書館
︽講座﹁詩であそぼ﹂︾
朗読家・五十嵐いおりさんによる詩
のワークショップです︒
◇日時・・ 月 日︵土︶
午後１時〜４時
◇講師・・五十嵐 いおりさん
◇ 場 所・・穂 別 放 課 後 子 どもセンター
︵穂別小学校横︶
◇対象・・小学生 ︵一般も可︶
◇持ち物・・なし
◇参加料・・無料
◇申込先・・穂別図書館
◇申込締切・・ 月 日︵水︶
︽秋のおはなし会︾

時

︽秋の読書週間︾
期 間 中 ︑図 書 館 で 本 を 借 り る と ︑
ポイ

月４日

むかわきっずポイントラリー
日︵ 土 ︶〜

ントひとつプレゼント！
◇ 期 間・・ 月
︵水︶
︽白樺樹皮クラフト体験︾

︽

月休館日︾

皆様のご協力をお願いいたします︒

提供いただける方は︑
ご連絡下さい︒

する資料・体験談を集めています︒

穂別図書館では︑胆振東部地震に関

います︾

︽胆振東部地震に関する資料を集めて

協力ください︒

い︒また︑マスク着 用・手 指の消 毒にご

来館の際は︑中庭入口をご利用下さ

︽新型コロナウイルス対策について︾

さい︒

詳 細 は 図 書 館 までお 問い合 わせ 下

あみます︒

を 体 験します︒第 ２ 弾 は ︑白 樺かごを

白 樺 樹 皮 を 作 品にするまでの過 程

11

︽移動図書館︾

︽問い合わせ︾ むかわ町立穂別図書館

ます︒詳細はお問い合わせください︒

館や︑国立国会図書館の本も利用でき

穂別図書館を通じて︑北海道立図書

蔵書がインターネットで検索できます︒

穂別図書館とまなびランド図書室の

︽蔵書検索︾

ら︑
ご相談ください︒

◇生 田 地 区 …日︵金︶ 時 分〜
移 動 図 書 館のご 希 望 がありました

◇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〜

◇ケ ア ハウ ス …日︵木︶ 時 分〜
30 30 30 30 30

☎
︹ ︺
２３９６

20
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10月15日は、化石の日（日本古生物学会制
定）を記念して穂別博物館特定入館日となっ
ていますので、むかわ町民の方は観覧無料と
なります。博物館受付で、むかわ町民である
ことをお伝えください。なお、むかわ町内の
小・中・高校生はいつでも観覧無料です。

24

５日︵月︶
・ 日︵月︶
・ 日︵月︶
・
日︵月︶

15 13 13 15 12

期
間 10 月 15 日
（木）
対
象 むかわ町にお住まいの方
問い合わせ 穂別博物館 TEL
（45）
3141

読み聞かせ・ペープサートほか季 節
のおはなし会です︒
◇日時・・ 月 日︵土︶
午前 時〜
◇講師・・中野 佳代子さん

月３日
11

町民無料観覧日
のお知らせ

穂別博物館

◇対象・・幼児から
︽図書館ウィーク︾
秋の読 書 週 間にちなみ︑古 本リサイ
日︵ 金 ︶〜

19

21

10

12

24

10

11 31

23

クルや︑防災関連展示など行います︒
◇ 期 間・・ 月
︵火︶

10

10

26

10

10

10

（有料広告）

称︑賢治観音とも呼ばれていま

ものと伝えられることから︑通

治︑三〇歳頃の面影を彫像した

活躍した詩人童話作家の宮澤賢

大正から昭和のはじめにかけて

されました︒菩薩像の尊顔は︑

市︶によって昭和二九年に制作

弟︑佐藤瑞圭氏︵岩手県花巻

術の大家である高村光雲の高

一．八ｍ の大作で︑近代彫刻美

す︒一本の檜を彫り上げた高さ

の聖観音堂に保管される木像で

聖観世音菩薩像は︑富内市街

ご紹介します︒

である聖観世音菩薩像について

今回は︑むかわ町指定文化財

聖観世音菩薩像
︵通称 賢
: 治観音︶

祈願のため︑福山にある発電所

完成した像は︑発電事業の安全

年に像の製作が行われました︒

ら念願の了解を得て︑昭和二九

師をお願いし︑宮澤家ご親族か

ったことがある佐藤瑞圭氏に仏

の尽力もあり︑実際に賢治に会

賢治の作品を研究する文化人達

した仏像の製作を計画します︒

して︑尊敬する賢治の面影を写

出し︑大事業に臨む心の支えと

営の電源開発事業の運営に乗り

画という︑村全体を電化する公

きます︒そして︑穂別ＴＶＡ計

など︑様々な政策を実現してい

置︑道内初のスクールバス事業

お手本として︑村立高校の設

賢治のアイディアを町づくりの

を切り拓くべく︑尊敬する宮澤

り︑豊かで明るい未来の理想郷

んは︑戦後の混乱期を乗り切

の若さで村長に当選した横山さ

観音縁起・補遺﹄平成一三年

﹃我はこれ塔立つるもの 賢治

﹃新穂別町史﹄平成三年

参考文献

の文化財の指定を受けました︒

四年に聖観世音菩薩像として町

史的な背景が評価され︑昭和五

トーブ構想の︑穂別における歴

りに活かそうとした穂別イーハ

願い︑宮澤賢治の精神を町づく

こととなり︑戦後穂別の発展を

由来があらためて脚光をあびる

をきっかけとして︑賢治観音の

ど修復されました︒この出来事

聘して欠けていた左手の小指な

力があり︑佐藤瑞圭氏を再び招

は︑昭和五二年︑地域住民の尽

で︑少しずつ痛んだ賢治観音

へ遷座します︒長い時間のなか

住民によって︑富内の高砂会館

音講を開いて活動していた地域

しまいました︒賢治観音は︑観

選村長であった横山正明さんの

りが事業経営を圧迫したため︑

その後︑運営経費の積み重な

チャンネル﹂令和二年

配信
﹃富内の歴史２﹄ youtube
動画﹁むかわ町教育委員会公式

生涯学習課社会教育グループ

︻問い合わせ先︼

【写真】むかわ町指定文化財 聖観世音菩薩像

【写真】観音堂

文化財だより

す︒

に設置されました︒

強い想いがこめられているとい

村営の発電事業は中止となって

賢治観音には︑穂別の初代民

われます︒昭和二二年︑三〇代
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