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災害に強いまちづくり、
地域活性化の推進に向けて 〜連携協定の締結〜
むかわ町では企業や教育機関と連携協定を締結し、災害時の協力支援をはじめとする地域力
向上のための取組みを進めています。

８月
２８日 いすゞ自動車株式会社、

株式会社いすゞ北海道試験場

９月
１５日 苫小牧工業高等専門学校

今年７月に町内大成地区に建設されたいすゞ自動車
の寮を、地震や風水害等の災害時の避難施設として活

地域社会の発展や人材育成、学術振興、
まちづくり

用し、町民を受け入れる体制を構築するなど、地域住

推進及び防災に寄与することを目的に包括的に連携す

民の円滑な避難等で連携します。

る協定を締結しました。

９月 日産自動車、北海道日産自動車、
２５日 札幌日産自動車、
日産プリンス
札幌販売（安平町・厚真町と3町で締結）

町が電気自動車（EV）
の普及促進を通じ地域課題解

９月
２８日 ヤマト運輸株式会社

災害時の物資輸送と物資備蓄拠点（鵡川防災倉庫）

決や環境負荷低減に取り組むとともに、災害による大

の運用、高齢者や子どもの見守り活動、安全安心な地

規模停電の発生時に電気自動車「リーフ」の無償貸与

域社会の実現を内容とする包括的連携協定を締結し、

を受け電力源を確保するなど円滑な避難所運営や町

防災力と地域サービスの向上において連携協力体制

民の安全確保等において協力します。

を強化します。
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第2次むかわ町まちづくり計画

ワークショップ発表会を
開催します!！
まちづくり委員会では、将来のまちづくりにおける重要課題や重要施策に
ついて、ワークショップや専門部会を開催しアイデアや意見を出し合い、その
内容の整理を進めてきました。
この度、今後のまちづくりにおける重要施策について、まちづくり委員会の
発表内容がまとまりましたので、下記のとおり鵡川地区会場、穂別地区会場で
それぞれ発表会を開催いたします。
つきましては、町民の皆様に将来のまちづくりについて考える機会として
いただくため、傍聴者を募集いたしますので、傍聴を希望する方は事前にお申
し込みください。なお、新型コロナウイルス感染症対策として傍聴者に定員を
設けておりますので予めご了承ください。

1

開 催 日 時

【鵡川地区会場】１１月１９日（木）１８：３０〜
【穂別地区会場】１１月２０日（金）１８：３０〜

2

四季の館 たんぽぽホール
穂別町民センター 多目的ホール

傍 聴 者 定 員

鵡川地区会場、穂別地区会場

各10人

※傍聴希望者が定員を超える場合は、受付順で決定させていただきます。

3

申 込 方 法

町広報誌に同封されているチラシ、またはむかわ町ホームページより様式をダウ
ンロードし、必要事項を記載の上、むかわ町役場総務企画課政策推進グループ、また
は穂別総合支所地域振興課企画管理グループへ提出してください。

パブリックコメントの結果について
令和2年10月1日（木）から同年10月15日（木）まで募集を行ったパブリックコメ
ントの結果についてお知らせいたします。

❶ 募集結果

3
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０件

❷ 回答事項

なし

財政健全化判断比率の公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、町の財政状況を判断する指標である令和
元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について公表します。
１ 健全化判断比率
いずれの指標も、むかわ町の財政の健全性を示す数値になっています。
比

率

H３０

R

１

実質赤字


比
率 （▲2.83％）（▲7.65％）

早期健全化 財 政 再 生
基
準 基
準

説

明

14.81％

20.00％

前年度と同様に赤字がないことから「」で示し、参考
として括弧内に比率を記載しています。

連結実質


19.81％
赤 字 比 率 （▲8.40％）（▲14.85％）

30.00％

前年度と同様に赤字がないことから「」で示し、参考
として括弧内に比率を記載しています。

実質公債費
比
率

9.0％

9.6％

25.0％

35.0％

鵡川中央小学校校舎改築などの整備に伴う借入金の返済
により、前年度より0.6ポイント増加しました。

将来負担
比
率

5.8％

3.0％

350.0％



将来負担すべき額に対して充てることが可能な貯金や収
入の増加により、前年度より2.8ポイント減少しました。

今後も
「むかわ町中長期財政運営指針」に基づき、公債費の適正管理に努めていきます。
２ 資金不足比率
上水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の3会計ともに資金不足はありません。

用語の説明(家計に例えながら… )
【実質赤字比率】
むかわ町の一般会計の赤字の程度を示す比率です。
家計に例えると、世帯の年収に対し、
どの位「赤字
だったのか・黒字だったのか」
を表します。
【連結実質赤字比率】
むかわ町の全会計を合せ、
むかわ町全体としての赤
字の程度を示す比率です。
家計に例えると、親と子の夫婦２世帯の家計全体の
収入と支出の結果が、
「赤字だったのか・黒字だったの
か」
を表します。
【実質公債費比率】
むかわ町が負担しなければならない公債費（借入金
の返済等の費用）
の大きさを示す比率です。
家計に例えると、世帯の年収に対し、１年間に支
払った住宅取得や自動車購入等の借入金の返済等が
どの位の割合であったかを表します。
【将来負担比率】
むかわ町が将来負担しなければならない費用（借入
金の返済や職員の退職手当の費用等）が、町の収入や
貯金に対し、
どの位の割合なのかを示す比率です。
家計に例えると、世帯の現在の収入や、貯金の状況
に対し、
これまでの借入金の返済額等の将来の負担が
どの位の割合なのかを表します。

【資金不足比率】
むかわ町が公営企業として実施している各事業に資
金不足がどの位生じているかを示す比率です。
家計に例えると、家族が経営する会社の１年間の収
支が赤字だった場合、
その深刻度を表します。
【早期健全化基準】
赤字の比率がこの基準を超えると、赤字が進行して
きており、
「黄色信号」
が点灯している状態を表します。
黄色信号になると、家計をできる限り早めに「青信
号」に戻すための計画を立て、節約する努力が求めら
れます。
新たに事業を行うためのお金を借入れる際にも、国
や北海道の
「許可」
が必要になり、将来に対する経費も
慎重に管理していく必要があります。
【財政再生基準】
赤字の比率がこの基準を超えると、赤字が深刻な状
態であり、家計に
「赤信号」が点灯している状態を表し
ます。
赤信号になると、家計を確実に
「青信号」
に戻すため
の具体的な計画を立て、厳しい節約を行いながら、家
計の立て直しを行わなければなりません。
また、新たに事業を行うためのお金を借入れること
は厳しく制限され、将来に対する経費も確実かつ計画
的に管理していくことが求められます。
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はーとふる助成事業について


お知らせ

平成28年度より実施しております「はーとふる助成事業」は今年度をもっ
て終了致します。
HPにも掲載しておりますが、書類（実績報告書）の提出には期限を設定さ
せていただきます。

事業名

実績報告書の提出期限

令和3年3月31日（水）まで

はーとふる・ほーむ

なお、事後申請の場合は、令和3年2月26日（金）まで所定の様式で提出願います。

はーとふる・りふぉーむ
はーとふる・ちんたい

令和3年3月31日（水）まで
令和3年3月31日（水）まで

＜本庁＞建設水道課

技術グループ

TEL：42-2427

【お問い合わせ先 むかわ町役場 ＜支所＞地域経済課 建設グループ TEL：45-2117

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

日時

むかわ町

成人 式

令和３年

5

2020

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

令和３年１月10日（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。
【お知らせ】・穂別地区から送迎バスを運行
（希望者のみ）
予定です。
・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
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９月１８日 交通安全願い
「人と旗の波」
運動実施
鵡川地区で秋の全国交通安全運動を前に
「人と旗の波運動」
が
行われました。
開催にあたり竹中町長・苫小牧警察署交通官が交通安全意識
の向上や自己防止について挨拶を行い、むかわ町交通安全協会
の中井会長による交通安全宣言が行われました。
その後、
参加者
75名は中央通り、新生通りの交差点で旗を掲げ、通行車両に交
通安全・交通ルールの遵守を呼びかけました。
交差点で啓発活動。

９月１８日 豊穣の秋に期待
両地区ともに全量1等米!

穂別地区、
見事1等米の
格付けを受けた
生産者の皆さん。

穂別地区で令和2年度産米の出荷が始まりました。
この日は、
清川正さん、
森本敏規さん、
清川伊代さんが新米
「な
なつぼし」
計546袋
（1袋30kg）
と清川伊代さんが新米
「おぼろづ
き」34袋を出荷。検査員が米袋から米粒を抜き取り、整粒や水
分、タンパク質含有量を検査した結果、全量1等米と格付けされ
ました。
「今年は生育も順調、不稔率の割合も昨年より下回って
いる。豊穣の秋を期待している」と関係者に笑顔が広がりまし
た。
また25日、
鵡川地区では今年は新型コロナウイルス感染症予
防の観点から初出荷セレモニーを自粛しましたが、
13戸が初検
査を受け、
結果、
全量1等米の評価を受けました。

鵡川地区、
初検査の様子。

９月２７日 昨年に続きむかわ町を応援
軽快な音色を響かせる
札幌市厚別区を中心に活動している社会人吹奏楽団「ラポー
ル・ウィンドアンサンブル」
によるファミリーコンサートがむか
わ四季の館たんぽぽホールで開催されました。
この日は、大学生を中心とした25名が、マーチ「マルチェッ
タ」
を始め
「きよしのズンドコ節」
や
「日本昔ばなし組曲」
、
大人気
アイドルグループ「嵐」のメドレーなどを演奏。軽快なリズムと
美しく奏でるハーモニーで来場者を魅了しました。
若さあふれる演奏会に会場から大きな拍手。

公営住宅入居者募集中
申込はお早めに！

201 104

︻鵡川地区︼

大原団地Ｃ棟︵ 号・２ＬＤＫ︶

− − − − − − −
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大原団地Ｃ棟︵ 号・３ＬＤＫ︶

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︶

１号・３ＬＤＫ︶

38

緑ヶ丘︵２

南︵３

緑ヶ丘︵

柏

南︵５

柏 南︵１

柏

富内中央
︵１

− −
号・３ＬＤＫ︶

12 11
号・３ＬＤＫ︶

日︵月︶

16

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

月

11

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

▼申込期限

▼申込み・問い合わせ

42

︻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
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穂別地区で総合防災訓練を
実施しました。

10月4日、
穂別地区で
「台風上陸に伴う豪雨災害」
を想定した総合防災訓
練が実施され、
町民や町職員、
協力機関など合わせて314人が参加しました。
訓練では、
情報端末及び役場、
消防車両で避難指示を発令。
住民は町民セ
ンターや穂別小学校など各避難所に避難しました。
避難所では新型コロナ
ウイルス感染症防止対策として、
検温や手指消毒、
マスク着用の徹底を呼び
かけたほか、
飛沫感染防止の間仕切りを併用した段ボールベッドの組み立
て訓練も行いました。
屋外では消防職員指導のもと町民が消火器を使って消火訓練を体験。
ま
た、
胆振東部消防組合の特別救助隊による事故車両に閉じ込められた住民
を救出する実践さながらの訓練も行われました。

クラウドファンディングで製作した
「むかわ竜」
レプリカの色付け会を行いました

支援者による色付けの様子

支援者の皆様と町長で記念撮影

7

2020

⑪ No.175 広報 むかわ

9月19日
（土）
、
穂別町民センターにおいてむかわ竜
（穂別産）
ことカムイサウルス・ジャポニクスの新しい
全身骨格レプリカ（2体目）の色付け会を実施しまし
た。この色付け会は、昨年度に実施したクラウドファ
ンディング
「北海道胆振東部地震からの復興をめざし
て！〜未来につなぐ！
『むかわ竜』
全身復元骨格
（レプ
リカ）製作プロジェクト〜」にご支援いただいた一部
の方々への特典として実施したものです。当日は8組
21名の支援者の方にご参加いただき、レプリカの下
地となる色を塗っていただきました。
参加されたご家
族などの皆さんはまたとない貴重な機会として、
真剣
に、
楽しそうに絵筆を走らせていました。
完成した新しいレプリカは、9月26日（土）、27日
（日）に町民の皆様に向けて公開しました。当日は約
400名が来場され、
むかわ竜の大きさと迫力に圧倒さ
れていました。
今後は道内外の恐竜展等への貸出を予
定しており、
むかわ町の魅力をPRしていきます。
クラ
ウドファンディングにご支援をいただいた皆様に、
改
めて心よりお礼を申し上げます。

むかわ町新型コロナウイルス感染症対応従事者
慰労金交付事業について
新型コロナウイルス感染防止対策を講じながらサービス提供の継続に努めてい
ただいている町内の医療機関または福祉・介護事業所に一定期間従事した方に対
し、むかわ町では北海道が実施している「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
事業（慰労金支給事業）」に併せ慰労金を交付します。

１．
対象者

令和2年1月28日から6月30日までの間に、町内の医療機関・福祉・介護事業所に10日以
上勤務した者のうち、利用者と接する業務を行った者。
(北海道が実施の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（慰労金支給事業）と同じ）

２．
慰労金額

1人あたり1万円（1個人につき1回限り）

３．
申請方法

条件に
ついては
当てはまる方に
ます。
申請をお願いし

原則、各事業所が対象者からの委任により、まとめて申請を行います。
ただし、退職等による場合は個人による申請も可能です。
個人申請による場合は、お手数ですが
下記問い合わせ先までお問い合わせください。

４．
申請期限

令和３年2月26日（金）まで
問い合わせ先▶

本
庁
総合支所

健康福祉課保健介護グループ
地域振興課健康グループ

TEL：42-2415
TEL：45-3326

除雪サービスの申し込みを
受け付けています。
町では、冬期間の高齢者などの在宅生活支援のため、おおむね
10cm以上の降雪量があるときは、住宅から一般道路までの通路の除雪を行います。
詳しい内容はお問い合わせください。
利用期間

令和2年12月1日から令和3年3月31日まで

対 象 者

おおむね65歳以上の高齢者又は身体に障がいのある方で、町民税非課
税世帯に属し、次のいずれにも該当する方
・自力で除雪することができない方
・除雪を援助してくれる親族等がいない方
※申請者の状況を調査のうえ必要と認められる場合に対象となります。

利 用 料

1回100円

除雪範囲

玄関先から公道までの間の生活に必要な範囲

申込・問い合わせ

本庁
支所

健康福祉課 保健介護グループ
地域振興課 健康グループ

TEL：42−2415
TEL：45−2065
広報
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11月限定 札幌司法書士会の「相続登記相談専用ダイヤル」
相続登記促進のために開設する11月限定の専用相談ダイヤルです。

【特設ダイヤル】
TEL：011−522−5576 相談料無料
11月の平日10時から16時まで

申請書様式や必要な添付書類の種類などについてご案内します。
※個別具体的な内容の相談については、上記の「相続登記相談専用ダ
イヤル」をご利用ください。
予約・問い合わせ先

札幌法務局苫小牧支局

TEL：0144−34−7403

月 ︶の お 知 ら せ 〜

11

完全予約制 法務局の「登記手続案内」

忘れていませんか？ 相続登記 ！

〜 相 続 登 記 促 進 取 組 強 化 月 間︵

札幌法務局と札幌司法書士会は、
11月を
「相続登記促進取組強化月間」
と定め
て、
相続登記の促進を図るために取り組みます。
不動産
（土地・建物）
の相続登記をしないで放置していると、
相続人の間でのト
ラブル、
所有者不明の土地問題、
空き家問題等の様々な社会問題発生の原因とな
るため、
不動産の相続登記をお済みでない方は、
不動産の所在地を管轄する法務
局に申請をしていただくようお願いします。
なお、
相続登記の申請に当たっては、
以下のサービスをご利用すると便利です。

平日の8時30分から17時15分まで

福祉灯油の申請期限は3月1日までです
むかわ町では本年度も11月から、暖房用として使用される燃料や電気料等の費用の一部を助成
する事業を実施します。
一世帯あたり、むかわ町金券で1万円を上限に助成しますので、自分は対象になるのか判明しな
い場合など、お気軽に役場までご相談ください。
なお、申請の際は令和2年11月1日から令和3年2月28日までに支払った費用の領収書の写し等
が必要になりますので、大切に保管しておいてください。

１．助成対象世帯 町民税非課税世帯で次のいずれかに該当する世帯が対象です。
世帯区分

内

容

高齢者世帯

・世帯全員が65歳以上の高齢者世帯
・65歳以上の方が世帯主で18歳以下の方を扶養している世帯
・上記の世帯で年金収入と合計所得金額の合計金額が単身世帯の場合80万円以下、
2人以上世帯の場合120万円以下の世帯

障害者世帯

・身体障害者手帳１級、
２級を保持する方が生計を維持している世帯
・療育手帳Ａ区分を保持する知的障がい者の方が同居している世帯
・精神障害者保健福祉手帳1級を保持する方が同居している世帯

ひとり親世帯

・義務教育終了前の子を養育しているひとり親世帯で合計所得金額が、120万円以
下の世帯

※ただし、生活保護世帯、施設等入所者、納付すべき税、使用料等を完納していない世帯、税法上の扶養控除を受けている世帯、
医療保険が他の世帯の扶養となっている場合は除きます。

問い合わせ
9
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【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

電話 [42]2415
電話 [45]2114

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｡)

高等工科学校生徒︵一般︶

令和3年4月1日現在
15歳以上17歳未満の者
(平成16年4月2日から平成
18年4月1日までの間に生ま
れた者)

コロナ感染拡大
防止について

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）
令和2年11月1日(日)
から
令和3年 1月6日(水)
(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
第1次試験
試験日
令和3年1月23日(土)
○筆記試験
国語、社会、数学、理科、英語、作文(500字程度)
第2次試験
令和3年2月7日(日)

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、今後の状況により
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

（有料広告）
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町税は納期限までに納めましょう !
11月30日は、国民健康保険税（第6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!
○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

償却資産の届出を忘れずに！
事業用の償却資産をお持ちの方は、
毎年1月1日現在の状況を申告していただくことになって
います。
以前より償却資産をお持ちの方は、
12月上旬に申告書を送付する予定です。

変更のない場合にも必ず提出してください。

また、
新たに事業を始められた方や、
償却資産をお持ちの方で申告書が届かない場合は、
ご連
絡ください。

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

税務署からのお知らせ 年末調整について
【勤務先に諸控除の申請を!!】

給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、通常、事業所が行う「年末調整」で清算されます。
本年中に扶養親族などに異動があった方や保険料（生命保険、地震保険など）を支払った方
は、諸控除の申告書を勤務先に提出してください。

【令和２年分年末調整事務担当説明会開催中止のお知らせ!!】

令和２年分年末調整説明会につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止及び参加される源泉徴収義務者の皆様の安全を考慮し、開催を中止させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、年末調
整に関する各種情報については、国税庁ホームページに年末調整ページ

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm)

を作成していますので、ご不明な点等ございましたら、こちらのページをご覧ください。

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。）
11
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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 9 月 17 日入札
工事等名
生田地区農作業道整備工事
鵡川地区 令和2年9月30日 〜 令和2年12月23日

上仁和地区農作業道整備工事
穂別地区 令和2年9月30日 〜 令和2年12月23日

二宮地区農作業道整備工事
鵡川地区 令和2年9月30日 〜 令和2年12月23日

鵡川地区生活館外構工事
鵡川地区 令和2年9月30日 〜 令和3年3月10日

表彰

令和 2 年 10 月 1 日入札
工事等名

契約金額

道道千歳鵡川線配水管更新工事

5,170,000円

鵡川地区 令和2年10月8日 〜 令和3年1月20日

平丘ポンプ場電気設備更新工事

3,564,000円

穂別地区 令和2年10月8日 〜 令和3年2月10日

旭岡住宅解体工事
契約金額
6,820,000円
株式会社小川組北海道営業所
6,930,000円
有限会社丸重清川
11,880,000円
三金工業株式会社
25,520,000円
三金工業株式会社

佐々木電気株式会社
847,000円

鵡川地区 令和2年10月8日 〜 令和2年12月5日

町有林造成事業（保育間伐）

有限会社北高産業
1,672,000円

鵡川地区 令和2年10月3日 〜 令和2年11月13日

四季の館テーブル・椅子購入

株式会社スエヒロ
3,359,400円
ジョイフルショップ有限会社オオエ

鵡川地区 納入期限 令和2年12月25日

テレビ会議システム購入
両地区

株式会社進興工業

4,950,000円
佐々木電気株式会社

納入期限 令和2年12月18日

むかわ町鵡川厚生病院用温冷配膳車購入

4,220,700円
タニコー株式会社苫小牧営業所

鵡川地区 納入期限 令和2年12月30日

100歳おめでとうございます 〜いつまでもお元気で〜

毎年、4月から3月までに100歳を迎える方に内閣総理大臣から賞
状と記念品が贈られ、今年は3名の方が100歳になられます。
小石川セツ子さんには9月18日に鵡川慶寿苑にて竹中町長より手
渡されました。たくさんの温かい拍手が響く中、町長は『これからも
お元気で』と言葉をかけました。
また、梶フジさん、山田ヨシヱさんには健康福祉課職員がご自宅に
てお渡しいたしました。
賞状を手にする小石川さん（中央）▶
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善 意
地域貢献・寄贈
遠藤建設株式会社（代表取締役 泉山 宏昭 様）

8月4〜6日に穂別小学校の裏庭と給食センター横のベン
チ撤去、ブロック補修作業等、環境整備を実施していただき
ました。また、昨年度には「むかわ竜発掘記」20冊を寄贈いた
だきました。ありがとうございました。

地域貢献・奉仕活動・寄贈
９月１１日
穂別高等学校

地域貢献、奉仕活動として、全校生徒
で清拭布作りと校外清掃を実施しまし
た。16日には、代表生徒3名が特別養護
老人ホーム愛誠園を訪れ、清拭布を寄
贈しました。
ありがとうございました。

交通安全功労者・協力団体・優良運転者表彰

永年にわたり、地域や職場の活動を通じて、交通安全と交通事故防止に貢献した功績
が認められ、次の方々が表彰されました。

【交通安全功労者・協力団体表彰】

○北海道交通安全協会会長表彰
○札幌方面交通安全協会長表彰

＊山上 修一さん
＊
（有）七尾重機・
（株）山越組・
苫小牧広域森林組合
○苫小牧地区交通安全協会長表彰 ＊宮田 重晴さん・斉籐 一夫さん・
佐藤 一枝さん

【優良運転者表彰】

○北海道警察本部交通部長・
札幌方面交通安全協会会長連名表彰 ＊
（３０年以上）小野寺 昭徳さん
○北海道交通安全協会会長表彰
＊
（３０年以上）辻
博さん
○むかわ町交通安全協会会長表彰
＊
（５年以上） 佐野 卓也さん
13

2020

⑪ No.175 広報 むかわ

むかわ町 こころの健康アンケート 結果について
地震など大きな災害をきっかけに、
様々なストレスから、
こころとからだに多くの変化が起こることが
あります。
むかわ町では、
震災後の取り組みとして、
平成３０年度の冬から、
集団健診を受診した方に
「こころの
健康」
に着目したアンケートを実施し、
令和２年度夏までに延べ１，
５２８人の回答をいただきました。
災害から２年が経過した今、
アンケートの結果について、
ご報告します。

◎全体的には回復傾向ですが、少し時間のかかる方もいます。
〈冬の健診〉

アンケートの結果、心身の不調や

3.5

不安の症状がない方は、冬と春・夏の

3.1

（％）

〈春・夏の健診〉 （％）
2.0

1.2

健診で、それぞれ１割程度増えていま
す。 このことから、時間の経過とと
もに落ち着きを取り戻しつつある傾
向がうかがえます。
その一方で、６項目以上にあてはま
がいることがわかります。

H30冬

〈冬の健診〉

R1春夏

R2夏

〈春・夏の健診〉

（％）

31.7

25.0
43.0

18.4

8.7
7.8

12.3
18.5

22.5

■H30冬
■R1冬

29.9

29.4

15.8
13.2

意図せず想起

（％）

19.7

30.7
28.4

音揺れ過敏

■6項目以上
■1〜5項目
■該当項目なし

44

35.1

14.4

睡眠不調

忘れる努力

R1冬

15.3
13.6

身体疲労

思い出し動揺

41.1

31.1

る方もおり、回復に時間のかかる方

45.2

23.4

16.7
23.0
21.8

■R1春夏
■R2夏

音・揺れへの過敏さなど改善が見られる項目もありますが、あまり変化がない項目も少なくありません。 睡眠の不
調は約２割が自覚。地震を思い出して動揺したり、意図せずに思いだし動揺する等、不調や不安を抱えている方が、いま
だに多くいることがうかがえます。

町では、
来年度もアンケートを実施予定です。
こころの健康について把握に努め、
結果から心身の不調が強く
心配される方には訪問等で支援していきます。
また、
相談相手がいる人の方が回復が早く、
自分の病気や生活上で大きな変化などがあると、
回復に時間がか
かる傾向があります。
まずは身近な人にお話してみませんか？
保健師に相談をご希望の方は、
お気軽にお声かけください。
本庁：保健介護グループ [４２]２４１５ 支所：健康グループ [４５]３３２６
広報

むかわ 2020 ⑪ No.175

14

11 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

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〜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

・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

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

・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

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）

インフルエンザ予防接種
12月中に接種を終えることを
おすすめします

ジフテリア・破傷風二種混合

骨粗しょう症検診

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。

時間

内科診療時間内

場所

鵡川厚生病院

時

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）
14：30〜
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

穂別診療所

場

10月12日（月）からワクチン在庫終了まで（予約不要）
【助成対象】①満65歳以上の方 ②満60歳〜
64歳で一定の障がいがある方 ③生後6か月
【受付時間】◎内科：8：30〜11：00（月〜金）
【受付時間】
13：15〜15：30（月・水・木・金曜日）
◎一般受診者（月・火・木・金曜日）13：00〜16：30
歳〜15歳までの方（13歳未満は２回接種）
時
時
◎小児科：13：15〜14：15（月・木）
（水曜日）15：30〜16：30
【料金】上記①〜③の助成対象者：無料（令和2
【その他】６歳以上の児童・生徒は内科での接種可
◎定期通院している方 午前・夜間診療での対応可
年度に限る）
その他の方：2,930円
【その他】助成対象者が町外での接種を希望す 定期通院している方は、受診時に窓口に申し出て、主治医に相談のうえ接種してください
る場合は事前に町に申請が必要
中学生以下のお子さんの接種は、保護者の同伴をお願いしています。難しい場合は事前に各医療機関へご相談ください
場
場
鵡川厚生病院
穂別診療所
小学6年生の児童（※個別通知します）

19歳以上の方（町に申込みが必要です）

時

月〜金曜日（祝祭日を除く）
8：30〜11：00 13：15〜15：00

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

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
児・3歳児（※個別通知します）

時

幼児フッ素塗布

希望者

場

５歳児健診

５歳児（※個別通知します）

次回は12/17（木）を
予定しています

時

火曜日以外の診療時間内

4日（水）
フッ素塗布

時間は通知します
13：00〜16：00

穂別ふれあい健康センター

場

次回は2/17（水）を予定しています

子育て支援

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

子宮頸がん：20歳以上の女性で年度内に偶数年齢の方
乳がん：40歳以上の女性で年度内に偶数年齢の方

今年度の集団検診は終了しました
受診希望の方は、個別検診又はバスツアー検診をお申込みください
申し込み先：（鵡川地区：42-2415）（穂別地区45-3326）

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

あそぼうね（一般開放）

就学前の親子

時間 毎週 金曜日 10：00〜11：30（13日はお休みです） 場所 発達支援センター鵡川たんぽぽ

おひさま広場

0歳〜4歳未満の乳幼児をもつ親子

特定健診

集団健診

ふれあい支援

・ポパイサークル

こころの病の回復者等

時

診療時間内

時

場

鵡川厚生病院

場

予約は厚生病院（42-2033）

時

１３日（金）

場

発達支援センター鵡川たんぽぽ

場

２７日（金）

時間 毎週 月〜金曜日 9：30〜12：00 13：30〜16：00
時

１８日（水）

9：30〜11：00

発達支援センター穂別きらり

月〜金 9：30〜11：30, 13：00〜16：00

場所 ひかり認定こども園

場所 発達支援センター穂別きらり

10：00〜12：00

場

介護予防センター

時

４・11・18・25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 ６・13・20・27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

２４日（火）

2020

穂別診療所
予約は穂別診療所（45-2121）

10：00〜12：00 時

・ピンしゃん会
・笑顔友の会
・笑顔友の会ＯＢ会

15

診療時間内

場 【ピンしゃん会】介護予防センター

時

５・12・19・26日 10：00〜12：00

場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時

11・18・25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

10・17・24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

11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

（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

穂別診療所 ☎〔45〕2121

午後 1：15 〜４：00

王子整形
北大
小児科

総合外来

（内科・外科・
小児科）

北大
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

夜間診療（ 内科 ）會川先生 毎週火曜日17:00〜18:30

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。

※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
11 月 9 日
（月）
〜13 日
（金）
中村先生不在のため代診となり
ます。

※発熱している方は事前にご連絡ください
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 11月19日（木）、
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 11月19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）

11月10日（火）

骨髄バンク登録（要事前予約）

11月10日（火）、24日（火）

HTLV−1抗体検査（成人Ｔ細胞性白血病検査）
（要事前予約）

11月24日（火）

HIV検査（エイズ相談）（要事前予約）
専用電話 0144-35-7474

11月10日（火）、24日（火）

事業名

日時

場所

いきいきふれあいサロン（鵡川地区）

19日

11：00〜

介護予防センター

いきいきふれあいサロン（穂別地区）

13日

11：00〜

町民センター

鵡川断酒会例会

17日

生命の貯蓄体操

５.12.17.24.26日

若草町民会館
10：00〜

介護予防センター
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 月号に引き続き、
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。

鵡川地区

○むかわ町鵡川厚生病院

訪問看護
訪問看護

看護師などが自宅を訪問。
主治医の指示に基づき病状の
観察や処置を行います。

居宅療養
居宅療養
管理指導
管理指導

医師などが定期的に自宅を訪問し、病状
や薬の確認をします。

通所
通所
リハビリ
リハビリ

日帰りで施設に通い、日常生
活に必要なリハビリテーション
や介護サービスを
受 けること が で
き、送迎は事業所
が行います。

「訪問看護」
「居宅療養指導」
は、ご本人の体調の確認や変化に
応じた対応を行い、自宅での生活
を維持するためのリハビリ等を含
めたアドバイスや処置、診察を行
います。

○むかわデイケアセンター
厚生病院内にある施設で、
「通所リハビリ」を
行っています。
「デイケア」という名称の方がなじ
みがあるかもしれません。
本人の状況に応じて、個別や集団のリハビリ
を実施し、生活相談なども行います。

福祉用具
福祉用具
貸与
貸与・
・購入
購入

日常生活の自立を助けるため、福祉用具を
貸与します。入浴や排泄など、貸与に適さない
福祉用具については負担割合に応じた費用で
購入できます。

住宅改修
住宅改修

住宅の段差を解消したり、廊下などに手す
りをつける改修などを行います。本人の自立を
助けるために行うものなので、介護保険上認
められた改修のみが対象となります。

※貸与・購入のどちらにも当てはまらない品目もあります。

○（有）きたはし工房
介護保険適用の「福祉用具貸
与・購入」
「住宅改修」のほか、
保険外の品目も取りそろえてお
り、自立した生活を維持するため
に必要なアドバイスを受けること
や相談ができます。
住宅改修は建設会社でも実施
ができます。
福祉用具貸与・
購 入や 住 宅 改 修
は町外 の 事 業 所
も利用できます。

※介護サービスの利用についての相談は、下記窓口までお願いいたします。

● 相談・申請担当窓口
むかわ町地域包括支援センター

17

2020
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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

「NET（ネット）119」

緊急通報システムの運用開始について
胆振東部消防組合（安平町･厚真町･むかわ町）では
令和2年11月1日から
「NET119」緊急通報システムの運用を開始します。
聴覚や言語機能に障がいのある方が、スマートフォン等のWeb機能を
利用して、音声によらない緊急通報（火災や救急）を消防署へ行い、消防
「NET119」 車や救急車の要請をするものです。通報は厚真の消防署につながり、最
寄りの消防署から出動します。
とは
※利用には消防署での事前登録が必要となります。
NET119による緊急通報

消防署通信指令室で受診後、詳しい
状況をチャットで問合せします。

指

令

チャットで状況聴取

緊急

出

出動

動

通報イメージ

登録できる人（次の①･②両方に該当する方）
①むかわ町に在住で聴覚または言語機能の障がいにより電話による音声での119番通報が
困難な方。
インターネットメールの受信
②GPS機能付き、インターネットメール送受信が可能な
制限をしている方は制限の解
スマートフォン、タブレット等を所有している方。
除が必要になります。

登録方法
・利用を希望される方は、ご自身のスマートフォン等を持参のうえ、鵡川または穂別の消防
署で登録手続きを行って下さい（時間に余裕を持ってお越しください）。
・登録手続きには、
〔氏名、生年月日、性別、住所〕が必要です。本人の確認をさせて頂くため、
運転免許証・保険証・障害者手帳等のいずれかをお持ちください。
※データ通信料は利用者負担となります。
※ご本人による来庁が困難な場合は、
ご家族等による代理登録も可能です。
不明な点は消防署までお問合せ下さい。

お問い合わせ先
・消防署鵡川支署（むかわ町駒場221） TEL：0145-42-2119 FAX：0145-42-5232
・消防署穗別支署（むかわ町穂別29-5） TEL：0145-45-2244 FAX：0145-45-2351
広報
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むかわ町指定文化財第11号 カムイサウルス・ジャポニクスの概要
記念物 天然記念物の部
3地質鉱物(12)特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
HMG-1219
408個体（内訳 頭骨 32,椎骨 77（頸椎 13,胴椎 17,仙椎 3,尾椎 44）, 肋骨 27
（頸肋骨左 1,胴肋骨右 11,胴肋骨左 15）,血道弓 31,肩帯 5（右 3,左 2）,腰帯 6
（右 3,左 3）,肢骨 18（前肢右 4,前肢左 4,後肢右 5,後肢左 5）,指骨34（前手右
10,前手左 5,後足右 10,後足左 9）,歯 178（上顎 68,下顎 71,その他 39））
分
類 脊椎動物門 爬虫綱 恐竜上目 鳥盤目 鳥脚亜目 ハドロサウルス科
産 出 地 むかわ町穂別稲里 白船沢、蝦夷層群函淵層 IVb ユニット
地 質 年 代 白亜紀末マーストリヒチアン期最前期（約7,200万年前）
発 見 者 堀田 良幸
所 有 者 むかわ町
所有者住所 北海道勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地
保 管 場 所 むかわ町穂別博物館（むかわ町穂別80番地6）
管 理 者 むかわ町穂別博物館
種
別
指定基準
資料番号
員
数

むかわ町指定文化財の指定について

むかわ町教育委員会では、むかわ町穂別博物館から提出のあったカムイサウ
ルス・ジャポニクス（穂別博物館収蔵資料HMG-1219）の町指定文化財化に係
る申請を受けて、むかわ町文化財審議会へ諮問を行いました。審議の結果、カム
イサウルス・ジャポニクスは、むかわ町にとって貴重な記念物であり、保存・保
護の必要があり、町指定文化財に指定することが適当であることを認める答申
書がむかわ町教育委員会へ提出され、令和2年8月27日開催のむかわ町教育委
員会で、むかわ町指定文化財第11号に指定されました。

北の縄文パネル展を開催します
期 間 ： 令和2年11月18日（水）〜24日（火）
場 所 ： 道の駅むかわ四季の館 憩いの広場
縄文文化は、今から約15,000年前から約2,300年前まで、日本列
島に存続した先史文化です。
（先史：有史以前。文献が残っていない昔）
本道の貴重な縄文文化に対する理解を深めていただくため、縄文
時代の生活文化や遺跡・遺物等をパネル展示やパンフレットにより
紹介します。
北海道と北東北3県（青森県・岩手県・秋田県）及び関係14市町で
は、かねてより胆振管内の北黄金貝塚（伊達市）及び入江・高砂貝塚
（洞爺湖町）を構成資産に含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の早期
の世界遺産登録を目指しており、構成資産（遺跡）についても紹介し
ております。
また、むかわ町で発掘された土器などの遺物を展示します。多くの
皆様のご来場をお待ちしております。

【お問い合せ先】
19

2020

北海道胆振総合振興局環境生活課
☎0143（24）0780
むかわ町教育委員会生涯学習課社会教育グループ ☎（42）2487
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日

時

令和２年11月13日
（金） 午後1時30分〜4時30分

場

所

むかわ町産業会館１階 相談室
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︽新型コロナウイルス対策について︾
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︒

︽問い合わせ︾ むかわ町立穂別図書館
☎
︹ ︺
２３９６

小寺・松田法律事務所
相談員

︽胆振東部地震に関する資料を集めて
います︾
穂別図書館では︑胆振東部地震に関
する資料・体験談を集めています︒
提供いただける方は︑
ご連絡下さい︒
皆様のご協力をお願いいたします︒
︽ 月休館日︾
２日︵月︶
・４日
︵水︶
・９日︵月︶
・
日︵月︶
・ 日︵火︶
・ 日︵水︶
・
日︵月︶
︽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︒

25

穂別図書館
︽クリスマスリース作り︾
◇日時・・ 月 日︵土︶
午前 時〜 時
◇講師・・三浦 玲さん
◇対象・定員・・小学生以上・ 名
◇持ち物・・グルーガン
︵お持ちの方は
ご持参ください︶
◇参加料・・無料
◇申込締切・・ 月 日︵水︶
︽秋の読書週間︾
秋の読 書 週 間にちなみ︑古 本リサイ
クルや︑防災関連展示など行います︒
◇ 期 間・・ 月 日︵ 金 ︶〜 月 ８ 日
︵日︶
︽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・・ 月 日︵ 土 ︶〜 月 ４ 日
︵水︶

30 30 30 30 30

24

11

30 16

︽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︒

15 13 13 15 12

18

︽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 ２ 弾 は ︑白 樺かごを
あみます︒
詳細はお問い合わせ下さい︒

総務企画課生活環境グループ ☎42−2414
申込み 【本庁】
問い合わせ 【支所】
地域振興課町民グループ
☎45−2114

期
間 11月3日
（火・祝）
、
11月23日
（月・祝）
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

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。

文化の日（11月3日）と勤労感謝の日（11月
23日）は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。

悩みごとありませんか 無料で相談に応じます
町民無料観覧日の
お知らせ

穂別博物館

20 20 13 19 19

45

10

11

11

12 21

11

24

10

10

23

11

10

１１月は労働保険適用促進
強化期間です

原則として労働保険（労災保険・雇用保険）に加入することが義務

労働保険制度においては、労働者を一人でも雇用する事業主は、

づけられています。

業に対し、労働者の雇用の安定を図るための重要な制度です。

労働者が業務上の事由等で負傷した場合等に必要な保険給付や失

入手続きを行ってください。

事業主の方は、制度を理解し一人でも雇ったら必ず労働保険の加

【問合 せ先：苫小 牧労 働 基 準監督 署：014 4 ‑ 8 8 ‑ 89 01】

（有料広告）

文化財だより

ありました︒
布施旅館では︑
大勢のお客様に料

した布施健三氏が︑明治四三

︵松風︶は︑鵡川駅逓を経営

解体された旧布施旅館建物

平成三一︵二〇一九︶年に

く︑収納の高さも三〇㎝ くら

りますが︑中に間仕切りはな

ます︒棚の横幅は二ｍ 近くあ

で︑ぴったりと閉じられてい

ガラス板をはめ込んだ引き戸

りするために︑写

一時的に保管した

置きしたお料理を

生鮮食材や︑作り

に調理してしまう

合︑その日のうち

むかしの家を探検してみよう

︵一九一〇︶年に私費を充て

いしか余裕がありません︒特

理をお出しする都

て建設した建物でした︒裏庭

真のような収納棚

ザイン性はもちろ

に汚れが目立つわけでもな

今︑お料理や生鮮の食材を

ん︑若い世代の人

に一棟だけ残っていた馬屋に

んあり︑馬を使った荷物の運

保存するとき︑ラップをかけ

にはあまりなじみ

を活用していたよ

搬や旅行者への貸し出しな

て冷蔵庫に入れる場面が多く

のない︑生活の知

く︑小さなものや平たいもの

ど︑大変賑やかであったと聞

みられると思います︒ホイル

恵が秘められてい

は八頭分の馬房があり︑昔

きました︒布施旅館では︑多

やラップ︑冷蔵庫などの保存

るところも︑昔の

うです︒時代性デ

くの宿泊者に料理をお出しし

器具が今ほど普及していなか

家具の魅力の一つ

を収納した感じがあります︒

ていたので︑調理場には大き

った頃︑お料理の上に網をか

は︑このような馬屋がたくさ

な竃や壁一面に広がる食器棚

だと思います︒
︻問い合わせ先︼

けて︑虫やほこりが混じるの
おかずをお皿に乗せて︑次の

生涯学習課社会教

など︑さまざまの備品が設置
写真は︑調理室にある収納

食事のときまで網をかけて棚

育グループ

を防いだり︑あまったご飯や

棚です︒天板の下に二段の横

の上に乗せておいたり︑食器

されていました︒

長の収納があり︑一段目は網

田代学芸員

棚の中にしまっておくことが
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戸を張った引き戸︑二段目は

【写真】収納棚（布施旅館調理場にて）平成31年撮影
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