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就任の挨拶

　150周年を迎えた当別町は、今、大きな転換期にあり、この時に町長に就任した
ことは大変光栄であるとともに、重い責任があることを実感しています。
　また、前町長の任期の間、これまでの挑戦でまいた種をしっかりと育て実らせ、摘
み取っていくことも私に課せられたものだと認識しています。
　こういった中で、私は大きく４つの視点で、町の未来づくりに挑戦してまいります。
　まず１点目は「チャイルド・ファースト」です。町の将来を託す子ども達をしっか
りと育んでいくことが何より大事だと思っております。来年４月に一体型義務教育学
校「とうべつ学園」が開校する期を捉えて、様々な機関と連携しながら子育て環境を
飛躍的に充実させ支援することが必要です。
　２点目は「ハートフル・ファースト」です。今まで取り組んできた人を呼び込む施
策が実現し、交流人口が飛躍的に増加しています。町外から多くの人に訪れていただ
き、定住につながるホストとしての精神を育むため、常に寄りそう福祉を実現し、安
全で安心なまちづくりを進めます。
　３点目は「クオリティ・ファースト」です。町の潜在能力・優位性をしっかりと見
極め、産業の更なる質の向上を目指すべく、町内産品の高付加価値化や儲かる農業を
推進し、農業・商工業の発展を促す取り組みを進めます。
　４点目は「デジタル・ファースト」です。学校教育における「GIGAスクール」
の推進や、儲かる農業のための「スマート農業」の推進など、これまでの３つの視点
を高い次元で実現させるためには、その基盤としてデジタルシフトを図っていかなけ
ればなりません。また町民生活を支える行政システムにおいても、町を総合的に発展
させるために、必要なデジタル技術を的確に取り入れます。
　これらに加え、役場庁舎の早急な建て替え、札沼線新駅「ロイズタウン駅」周辺の
環境整備、町内除排雪体制の再構築、町営住宅の建て替え、図書館建設など、前町長
から受け継いだ施策の推進にも注力してまいります。
　皆様のご理解、ご協力を心からお願いし、町長就任のご挨拶とさせていただきます。
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新型コロナウイルス感染症への対応について

　新型コロナウイルスの町内における感染者数は、昨年からの累計で120名※

を超えています。また、８月だけでも30名を超える感染者が発生し、感染拡大
のスピードが急速に増している状況です。
　当別町も 8月 14日から「まん延防止等重点措置区域」に指定され、さらに
８月27日には「緊急事態宣言」が発令されるなど、極めて厳しい状況となって
います。
　現在の感染状況は、50代以下の感染者が大多数を占め、特に30代以下の若
い方の感染が増えています。入院患者も40代、50代が半数を占めています。
　このことから、町民の皆様にはこれまで以上に、次の感染防止対策に取り組ん
でいただきますようお願いします。

① 昼夜を問わず、不要不急の外出は自粛してください。特に混雑している場
所への外出は控えてください。

② マスク着用、うがい、手洗いを徹底してください。
特に札幌市へ通勤・通学している家族がいる世帯は、家庭内でもマスクを
着用するなど、万全な対策を行ってください。

④ 同居している家族以外との飲食は控えてください。
屋外でのバーベキューなども同様です。

⑤ ワクチン接種が完了しても感染する事例が報告されていますので、接種後
も感染予防対策を継続してください。

③ 感染防止対策が徹底されていない飲食店等には入らないでください。

◎ 発熱や体調が悪い場合は、必ず電話でかかりつけ医の指示を受けてくだ
さい。なお、かかりつけ医のない方は、「北海道新型コロナウイルス感染
症健康相談センター」へ相談してください。　

　　健康相談センター：０１２０-５０１-５０７（フリーダイヤル）

家族や大切な人の命を守るため、
町民一丸となってこの危機を乗り越えましょう。

※　クラスターによる感染者は除く
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新型コロナワクチン接種について

　当別町では、基礎疾患を有する方・高齢者施設等の
従事者の方の接種が進んでいます。９月以降の予約受
付期間は下記の通りです。以前郵送された予約受付期
間から変更されていますので、ご注意ください。

接種を希望する方に
準備いただきたいこと

９月以降の予約受付

令和３年度に50歳から59歳になる方
（昭和37年４月２日～昭和47年４月１日生まれの方）

⇒８月26日（木）から予約受付中

令和３年度に30歳から39歳になる方
（昭和57年４月２日～平成４年４月１日生まれの方）

⇒９月３日（金）９：00から予約開始

令和３年度に20歳から29歳になる方
（平成４年４月２日～平成14年４月１日生まれの方）

⇒９月８日（水）９：00から予約開始

令和３年度に12歳から19歳になる方
（平成14年４月２日生まれからワクチン接種期間中に誕生日
を迎える方）

⇒９月13日（月）９：00から予約開始

西当別コミュニティーセンター
９月４日（土）
９月５日（日）
９月６日（月）
９月７日（火）
10月16日（土）
10月17日（日）

9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30

当別町総合体育館
９月11日（土）
９月12日（日）
９月13日（月）
９月16日（木）
９月17日（金）
９月18日（土）
９月19日（日）
９月20日（月）
10月23日（土）
10月24日（日）
10月30日（土）
10月31日（日）

9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
14:00～15:30
14:00～15:30
14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30
9:30～11:00、14:00～15:30

　２回目のワクチン接種の日程は、１回目接種の３週
間後の同じ曜日、時間となります。２回目のみの日程
変更は受け付けませんので、２回目の日程を考慮して
予約ください。

令和３年度に40歳から49歳になる方
（昭和47年４月２日～昭和57年４月１日生まれの方）

⇒８月30日（月）から予約受付中

　予約受付期間が到来した時点ですでに定員に達して
いた場合は、予約ができない可能性があることをご了
承ください。今回予約ができなかった場合でも、ワク
チンが供給され次第、順次新しい日程を広報やホーム
ページにてお知らせいたします。
　また、予約が定員に達した時点から、キャンセル待
ちの受付を行います。当別町ワクチンコールセンター
（0570－081－892）までご連絡ください。
　キャンセル待ちの受付についても、ワクチン接種希
望者が当てはまる予約受付期間からとなります。

９月以降の接種日時

※基礎疾患を有する方、高齢者施設等に従事されて
いる方、町で設定する独自の優先接種に該当す
る方、60歳以上の方は予約受付中です。

　新型コロナウイルスワクチン接種のご案内（接種券）
に、緊急時につながるご家族などの連絡先を記入して
ください。
　予約が完了した接種をキャンセルする場合は、必
ず新型コロナウイルスワクチン接種対策室（25－
2667）までご連絡ください。
　当日キャンセルはワクチンの廃棄につながります
ので、当別町ワクチンコールセンター（0570 －
081－892）まで必ずご連絡ください。

※16歳未満の方は、原則保護者の同伴が必要にな
ります。
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■問合せ　保健福祉課健康推進係
　　　　　（ゆとろ内　☎23－ 4044）

とうべつ版　電話による相談・診療・検査の流れ

発熱・せき・鼻水などの風邪症状

まずは電話相談
かかりつけ医がいる かかりつけ医がいない

相談先がわからない

かかりつけ医に電話 北海道新型コロナウイルス感染症
健康相談センターに電話
☎ 0120-501-507
（24時間対応）

診察・検査可能な
医療機関診療・検査

対応可
対応不可

紹介
紹介

風邪症状のある方は、他の患者や医師・風邪症状のある方は、他の患者や医師・
医療従事者への感染を防ぐため、電話医療従事者への感染を防ぐため、電話
で相談くださいで相談ください

受診の際には必ずマスクを着用しましょう

北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター
☎ 0120-501-507（フリーダイヤル） 24時間対応

少なくとも、以下のいずれかに該当少なくとも、以下のいずれかに該当
する場合にはすぐに相談くださいする場合にはすぐに相談ください

息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱
などの強い症状のいずれかがある場合

重症化しやすい方※で、発熱やせきなど比較的軽い
風邪症状がある場合　※高齢者や糖尿病、呼吸器疾患
（COPD等）のある方や透析をしている方
上記以外の方で、発熱やせきなど比較的軽い風邪症
状が続く場合　※症状が４日以上続く場合や、解熱剤
を飲み続けなければならない方はすぐに相談ください。
妊婦の方も、早めにご相談ください。
小児は、かかりつけ小児科医院に相談ください。かか
りつけ医が決まっていない場合は、下記の「北海道新
型コロナウイルス感染症健康相談センター」へご相談
ください。

感染拡大を防ぐために気をつけること感染拡大を防ぐために気をつけること

■相談・問合せ先
　新型コロナウイルスワクチン接種対策室　　　　　
　（ゆとろ内　☎25－ 2667）

北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
　内容　ワクチンの副反応等に関すること
　電話　0120－306－154
　時間　９時00分～ 17時 30分（平日・土日祝）
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　内容　ワクチンの有効性・安全性に関すること
　電話　0120－761－770
　時間　９時00分～ 21時 00分（平日・土日祝）

お問い合わせ

ワクチン接種に関する情報は
こちらのホームページで
ご確認ください

北海道医療大学でも
ワクチン接種が行われました
　北海道医療大学では、６月から学生や教職
員を対象とした職域接種を行っています。
　希望者への接種が完了したことを受け、８
月19日から５日間、町民を対象としたワ
クチン接種が行われ、約1,600人の方が接
種を受けました。
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新規就農のススメ
花のまち 当別町で就農を目指す

研修生を紹介します

集中連載 第２回

　髙橋さんは高校卒業後、札幌などの飲食店で長く働
いていましたが、別な業種への転職を探していたとこ
ろ、ＪＡ北いしかりの無料職業紹介所を通じて、令和
２年の６月から11月までの間、現在の指導農家の岩
中さん宅で農業アルバイトとして働くことになりまし
た。実家のニセコ町で祖父母が農業を営んでいたもの
の、自身が仕事として農業を行うのは初めてのことで
したが、この経験から就農を決意。翌年からの新規就
農に向けて、準備を始めました。

　先月の集中連載第１回では、当別町の新規就農を支
援する当別町農業総合支援センターの取組を紹介しま
した。第 2回の今月は、新規就農を目指して中小屋
地区で研修を行っている髙橋健太さんを紹介します。

　地域おこし協力隊とは、都市部の人材が、過疎地
などの地方に移住して、特産品を生かした商品開発
やＰＲなどの地域おこし支援をはじめ、農林水産業
への従事や住民支援などの「地域協力活動」を行い
ながら、その地域への定住を図る取り組みです。

地域おこし協力隊として、新規就農の研修へ地域おこし協力隊として、新規就農の研修へ

　当別町では、基幹産業である農業の更なる発展を
図るため、農業で自立を目指す方を協力隊員として
採用し、新たな農業の担い手として就農されること
を期待しています。

地域おこし協力隊とは？地域おこし協力隊とは？

　髙橋さんは、当時募集していた農業支援員の地域お
こし協力隊の制度を活用して、令和３年６月から新規
就農の研修を開始しました。
　農繁期である夏期は、農業生産に必要な基礎技術の
取得を目指し、岩中さん宅で花き栽培を中心に、米や
小麦、トウモロコシなどの農作業全般の研修を受けて
います。農閑期の冬季には、農業経営に関する研修を
行うなど、３年間をかけて農業に必要な知識と技術を
身につけます。
　このほか、地域協力活動として当別町の農業の魅力
を伝える活動も行う予定です。
　髙橋さんは、将来的に農業法人に雇用されて働く「雇
用就農を目指しており、目標に向けて日々、経験を積
んでいます。

飲食業から農業へ転身飲食業から農業へ転身

地域おこし協力隊制度を活用地域おこし協力隊制度を活用
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研修生の髙橋さんと指導農家の岩中さんにお話を聞きました研修生の髙橋さんと指導農家の岩中さんにお話を聞きました

■問合せ
　当別町農業総合支援センター（☎23－ 2552）

就農するための３つのパターン就農するための３つのパターン

独立就農独立就農 雇用就農雇用就農 事業継承事業継承
新たに経営を始める新たに経営を始める 雇用されて農業で働く雇用されて農業で働く 親や親戚などの農業を継ぐ親や親戚などの農業を継ぐ

　多くの人がイメージする新規
就農の形です。自身で栽培作物
の計画を決めることができるな
ど農業の魅力が高い反面、農地
の確保や初期投資の資金面など
で苦労することもあります。

　農業法人の従業員として働く
スタイルです。一般のサラリー
マンと同様に給料をもらって働
きながら、農業に従事すること
ができます。

　農業を家業として代々就農し
ている方々はこのケースに当て
はまります。最近では親から子
だけでなく、祖父母から孫や、
跡取りのいない親戚からの継承
もあります。

　皆さんこんにちは。岩中さんに指導をいただき
ながら地域おこし協力隊として新規就農に向けて
活動しています髙橋です。
　飲食業からの転職で農業を始めましたが、朝早
く起きる規則正しい生活を送ることができ、体力
もついて、健康的に過ごしています。
　岩中さんと地域の草刈りに参加させてもらい、
近所の農家の方々にも声をかけていただき、地域
に馴染めるようがんばります。
　農業は種まきから出荷まで、作り上げる作業の
全てを自分の手で行うことができる仕事です。全
体の一部分しか携わることができない仕事が多い
中で、全てに携わることができる農業は、とても
やりがいのある仕事だと感じています。
　今は始めたばかりで岩中さんに指示をもらって
作業をしていますが、指示をもらわず自分自身で
考えて作業できるよう生産技術をマスターするの
が目標です。

ニセコ町出身の 31歳。妻との
2人家族。趣味は釣りやキャン
プなどアウトドア全般。

髙橋 健太さん髙橋 健太さん

研修生（地域おこし協力隊員）研修生（地域おこし協力隊員）

　髙橋君はとても真面目に農作業に取り組んでく
れています。地域との関わりも陰ながらサポート
しつつ、将来的には農作業全体を見れるまで成長
して欲しいです。
　髙橋君が来てくれたおかげで、法人化や規模拡
大など可能性が広がります。まずは髙橋君の雇用
就農を見越して、来年からビニールハウスや田ん
ぼを増やす予定です。

当別町出身の46歳。
中小屋地区で水稲、花
き、カボチャなど作付。

岩中 和則さん岩中 和則さん

指導農家指導農家
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info.
・学校教育課（役場内・☎23－2689）
・社会教育課（役場内・☎22－3834）
・子ども未来課（ゆとろ内・☎23－3024）

　
教
育
委
員
会
だ
よ
り
　
　
　
　
　
　

認定こども園の公開見学と
令和4年度「幼稚園」「2歳児プレスクール」
入園説明会を開催します

※参加希望の方は、事前に電話で
　ご予約ください。
※参加当日は、上靴（お子さん・
　保護者用）、外靴袋をご持参く
　ださい。
▼詳細・問合せ
社会福祉法人高陽福祉会
・認定こども園当別夢の国幼稚園
　（☎23－ 2381）
・認定こども園おとぎのくに　
　（☎26－ 2353）

▼対象児童
「幼稚園」
： 平成 28年 4月 2日～平成 31
　年 4月 1日生まれのお子さん
　（平成 31年 4月 2日以降生ま
　れのお子さんは、3歳の誕生日
　から入園可）。
「2 歳児プレスクール」
：平成 31 年 4 月 2 日～令和 2
　年 4月 1日生まれのお子さん
　（満 3歳で入園する前に４月の
　入園式から通えます）。

園名（住所） 公開見学・説明会 願　書 面接・
制服合わせ

認定こども園
当別夢の国
幼稚園
（北栄町）

10月 4日（月）
受付    10：00～
見学　 10：15～
説明会 10：45～

配布 10月 4日（月）～ 

受付 11月 1日（月）
　　 10：00～

11月 29日（月）

認定こども園 
おとぎのくに
（太美町）

10月 4日（月）
受付    10：00～
見学　 10：10～
説明会 10：45～

11月 26日（金）

　令和 4年度に使用する小・中
学校用教科用図書の採択結果等が
閲覧できます。町ホームページに
も掲載します。
▼閲覧期間
　9月 1 日（水）～ 15 日（水）
　9時～ 17時
　※土・日曜日を除く。
▼場所　学校教育課（役場3階）
▼閲覧資料　採択結果、理由およ
び採択教育委員会協議会資料等
▼問合せ　学校教育課学校教育係
　（☎23－ 2689）

教科用図書採択結果等
を公表します

今年 4月からの図書館貸出ラ
ンキングを発表します！ どの本
がランキングされているのか…。
お楽しみに！
▼展示期間　9月～ 10月末まで
※施設の開館状況により、変更に
　なる場合があります。
▼展示場所　
　当別町図書館および西当別分館
▼問合せ　当別町図書館
　（☎23－ 0573）

当別町図書館 & 西当別分館
ハーフイヤー 貸出ランキング

　夏季休業中に「１人１台端末を
活用した授業方法」をテーマとし
た教職員向け研修が開催され、課
題の出し方やグループワークなど
児童生徒の深い学びを促す活用方
法について学びました。
町内の小・中学校では、各児

童生徒にタブレット端末を貸与
し、授業等で活用しています。　　
町教委では、教職員の技能向

上を図り、学校における更なる
活用を進めます。

1 人 1 台端末の
更なる活用に向けて

第72回当別町文化祭
展示部門 参加者募集！

　新型コロナ感染状況を考慮し、
今年度の文化祭は「展示部門」
のみ開催します。一般参加者の
申し込みをお待ちしています。
▼日程　10 月 29 日（金）～
10月 31日（日）
▼場所　白樺コミセン
▼募集内容　絵画、書道、手工芸
など（1人 2作品まで）
▼申込方法　総合体育館、白樺コ
ミセン、西当別コミセンに設置の
申込書を提出してください。
▼申込期限　9 月 30 日（木）
▼問合せ　町文化協会事務局（社
会 教 育 課 内・ ☎ 22 － 3834/
FAX23 － 3114/E-mai l：
kyoshakai1@town.tobetsu.
hokkaido.jp）
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バスケットボール女子バスケットボール女子 UU
アンダーアンダー

-16-16
北海道選抜 監督に就任！北海道選抜 監督に就任！

大浦 浩大浦 浩 校長校長

子どもたちの未来のために　今回は、第74回国民体育大会
バスケットボール女子U－ 16
北海道選抜監督に就任した、西当
別中学校の大浦浩校長にお話をお
聞きしました。

西当別中学校西当別中学校

　少子化で部活動の維持が難しく
なっています。クラブチームなど
学校外で活動する場も増えていま
すが、部活動は普段の生活面も含
めて指導ができるので、大きな意
義があると考えます。部活動の存
続のため、当別中と連携して「拠
点校方式」を模索しています。
　「拠点校方式」とは、希望する
部活動がない場合、別の学校が生
徒の受け入れを行う制度です。現
在、西当別中のバスケ部や野球部
は部員数減少によりチームの存続
が難しいため、当別中と一緒に活
動しています。今年は男子バスケ
部の合同チームが全道中体連大会
に進出し、結果を残しました。
　大事なのは可能性をなくさない
ことです。部活がないから、その
競技ができないという流れにはし
たくありません。教育者として、
子どもたちの可能性を最大限に引
き出せるように、環境を整えてあ
げることが使命だと感じていま
す。部活動だけに限らず、これか
らは学校単位ではなく、地域全体
で問題を考えていく必要がありま
す。子どもの成長は地域の活性化
につながるのですから。

　幼い頃からとにかく体を動かす
ことが大好きで、教員時代も体育
を教えていました。昔はまだバス
ケが今ほど主流ではなかったの
で、中学までは野球部に所属。バ
スケを始めたのは、中学 3年の
夏に友人とチームを組んで、バス
ケ部の下級生と対戦したのがきっ
かけです。元々スタミナには自信
があったので、常に動き回るバス
ケは性に合ってたのかもしれませ
ん。その後も高校や大学、教員で
もバスケを続け、59歳になった
今でもシニアでバスケを楽しんで
います。
　指導者としても、江別大麻中
で 2回、恵庭恵明中で 1回、全
国大会に出場。北海道中学生の強
化委員長を勤めた時には、東京
2020オリンピックで銀メダルを
獲得した町田瑠

る い

唯選手や長岡萌映
子選手を、中学生の北海道選抜で
指導したこともあります。

　何かに打ち込むことが子どもに
とって重要だと考えています。技
術の上手下手は関係ありません。
バスケで花が咲かなくても、手を
抜かずに地道に努力していた子は
その後の人生で活躍しています。　　　
　子どもたちにバスケを指導する
際は、まずは競技を楽しむことが
一番大事だと教えています。練習
が面白いと思わないと、上手くは
ならないし、当然試合にも勝つこ
とができません。シュートでもド
リブルでも何でもいいですが、ま
ずはそれぞれが興味を持ってもら
うことが大事です。面白いと思え
ば、一生懸命練習するようになる
でしょうし、その雰囲気が周りに
も伝わって、結果としてチーム全
体の強化に繋がっていきます。
　今回監督に選ばれた国体は、9
月 26日から三重県の津市で開催
される予定です。まだ組み合わせ
はおろか選手も選抜していないの
で、意気込みと言われると難しい
ですが、子どもたちにとっては全
国の舞台を経験できるだけでその
後の人生の糧となるので、まずは
バスケを楽しみ、結果として試合
に勝てればいいと思います。

競技を楽しむ心を大切に

生涯一スポーツマン

↑教育大釧路校時代にはインカレに出場
　シュートを放つ大浦校長（当時20歳）
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東京2020オリンピック ソフトボール日本代表東京2020オリンピック ソフトボール日本代表

金メダル おめでとうございます金メダル おめでとうございます
山本 優 山本 優 選手　選手　当別高校卒当別高校卒

　当別高校出身の山本優選手（ビックカメラ高崎）が、東京 2020 オリ
ンピック・ソフトボールで見事金メダルを獲得しました！ 山本選手は予
選で2本塁打を記録。決勝のアメリカ戦でも4番・サードで出場し、ヒッ
トを放って貴重な2点目のホームを踏むなど、チームを引っ張りました。
　この活躍を記念し、町では懸垂幕を作成して役場庁舎に掲げています。
また、母校の当別高校でも同窓会が横断幕を作成。山本選手が 3年間練
習した思い出のグラウンドに掲げられています。

＜プロフィール＞
昭和63年8月20日生（33歳）
当別高校 全日制普通科 44期生
（平成18年度卒）
所属：ビックカメラ高崎
ポジション：内野手
投打：右投右打写真提供：ビックカメラ

当別町役場当別町役場 当別高校当別高校

パラリンピック聖火採火式パラリンピック聖火採火式
～当別町希望の火～～当別町希望の火～

　「パラリンピックを応援する全ての人の熱意が集
まって一つの聖火を生み出す」という理念のもと、全
国各地で火を起こす聖火フェスティバルの取り組みと
して、8月 12日に当別町総合体育館で採火式を行い
ました。町内在住のフライングディスクの選手である
古場憲幸さんのほか、町内スポーツ団体の代表者４名
が採火に参加し、ランタンの火にパラリンピックや共
生社会への思いを込めました。
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中体連 全道大会出場アスリート
目指せ！ 未来の金メダリスト

西当別中 陸上部

当別中・西当別中 男子バスケ部

林 穂乃香 さん（3年）林 穂乃香 さん（3年）

男子棒高跳  　　 3.50 ｍ男子棒高跳  　　 3.50 ｍ
　田田

た ぢ かた ぢ か

近近 剛 さん   （3 年） 写真左 剛 さん   （3 年） 写真左

砲丸投げ　　　　11.19 ｍ砲丸投げ　　　　11.19 ｍ
　中田 光輝 さん （3 年） 写真中央　中田 光輝 さん （3 年） 写真中央

男子 110 ｍ 男子 110 ｍ HH
ハードルハードル

　18”17　18”17
　永井 　永井 輝輝

あきらあきら

 さん  （2 年） 写真右 さん  （2 年） 写真右

全道
1 位

全道
6 位

（3年）（3年）
（2年）（2年）

（1年）（1年）

（3年）（3年）

当別中当別中

西当別中西当別中

当別中 剣道部

熊谷 熊谷 颯颯
そう まそ う ま

馬馬 さん、中村  さん、中村 位位
あきたつあきたつ

龍龍 さん さん
畑野 翔真 さん、長田 和磨 さん、髙橋 畑野 翔真 さん、長田 和磨 さん、髙橋 広広

こうせいこうせい

晴晴 さん さん
清野 清野 天天

たか とた か と

斗斗 さん、佐々木 慎吾 さん、 山内  さん、佐々木 慎吾 さん、 山内 純純
あや とあ や と

翔翔 さん さん
山内 純太 さん、津崎 山内 純太 さん、津崎 隼隼

はや とは や と

飛飛 さん、熊谷  さん、熊谷 煌煌
こうようこうよう

央央 さん さん
菊地 菊地 美美

み な とみ な と

和斗和斗 さん、三池 侑真 さん さん、三池 侑真 さん
柳澤 柳澤 佳佳

けい しけ い し

司司 さん、山田 恭輔 さん さん、山田 恭輔 さん
髙橋 髙橋 悠悠

ゆうすけゆうすけ

亮亮 さん、岩瀨  さん、岩瀨 孝孝
こう きこ う き

玖玖 さん さん

石狩管内大会 優勝 石狩管内大会 2位

管内
1 位
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広報とうべつに広告を掲載しませんか？
　広報とうべつでは広報誌に掲載する広告を募集して
います。町内に全戸配布される貴重な紙媒体を使って、
お店の宣伝や従業員の募集、イベントの告知などに活
用してみませんか？

18cm

8.5cm

5
.5
cm

5
.5
cm

発行部数、配布場所
・毎月8,100部が発行されます。
・毎月１日に町内会を通じて全世帯に配布されます。
・駅や公共施設、コンビニなどにも配布しています。

料金
・１枠　（縦5.5cm×横8.5cm）
・横２枠（縦5.5cm×横18cm）
・縦２枠（縦11.5cm×横8.5cm）
・４枠（縦11.5cm×横18cm）

申し込み
・発行月の前々月末までに申し込みください。
　（例：11月掲載希望の場合は9月末まで）
・広告枠のデザインは基本的にデータで提出いただき
ますが、ご用意できない場合はご相談に応じます。

8,000円
16,000円
16,000円
32,000円

２年以内に５枠分掲載で
次回１枠分無料掲載の
サービスがあります！

活用方法

横２枠

１枠

▼問合せ
政策広報課政策広報係　☎23－3069
Email kouho@town.tobetsu.hokkaido.jp

お店や事業の宣伝に・・・
お店のメニューや会社の事業紹介などに活用。毎月掲
載することで読者の皆さんに覚えてもらえます。

従業員の募集に・・・
町内全世帯に配布されるので、町内で従業員を募集し
たい場合には、ぴったりの媒体です。

イベントの告知などに・・・
イベントで予算が少ないけど町内に周知したい場合で
も、町民の皆さんに告知ができます。

平和を、仕事にする。
陸海空自衛官募集

採用種目 応募資格 受付期間 試験期日

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の者
9月 6日（月）
まで

9月16日（木）
～19日（日）
※2次試験有

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者
年間を通じて
行っています

受付時にお知
らせします

予備自衛官補
（一般公募）

18歳以上34歳未満の者
9月 17日（金）
まで

10月2日（土）

　江別地域事務所では自衛官募集等に関する説明を実施しています。
　江別市野幌町40 -15  G＆Tビル 2F（月から金 午前 9時～午後５時）
▼詳細 自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所 ☎ 011－ 383－ 8955
　　　 役場環境生活課町民生活係　　　　　   ☎ 23－ 3209

◎自衛官採用案内

広　告

広　告
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月形当別線バス時刻表を改正します！月形当別線バス時刻表を改正します！

催　

し

生　

活

募　

集

教
養
・
資
格

子
育
て

そ
の
他

　一般財団法人自治総合センターの
コミュニティ助成事業では、全国自
治宝くじの普及広報事業費を財源と
して、住民のコミュニティ活動の促進と発展を図る事業を
支援しています。西町町内会では助成金を活用して、ポー
タブルストーブ等を整備しました。町内会などのコミュニ
ティ組織が、イベントや集会を行う際に必要不可欠な備品
を購入することができますので、ぜひご活用ください。

コミュニティ　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　  　を活用しました

助 成 事 業

HIV 検査・HTLV-1 検査：感染
の不安がある方は無料
▼申込み・問合せ　江別保健所
（代表・☎011-383-2111/HIV
相談電話・☎011-383-3449）
※事前に予約が必要です。

「HIV」とは…
　エイズ（後天性免疫不全症候
群）の原因となるウイルスで、主
に性的接触や血液を介して感染し
ます。感染すると免疫力を低下さ
せ、様々な感染症を併発します。
「梅毒」とは…
　性的接触などによって生じる性
感染症です。感染すると陰部・口
唇・肛門などのしこり、手足の裏
などに赤い発疹が出て、血管や神
経に異常が出ることがあります。
「HTLV-1」とは…
　母乳や性的接触により感染しま
す。ほとんど無症状ですが、成人
Ｔ細胞白血病などを併発すること
があります。
▼実施場所　江別保健所
　（江別市錦町4番地 1）
▼検査日時
HIV検査および梅毒検査
：毎月第1・第 3水曜日
（※11月は第 3水曜日のみ）
HTLV-1検査：毎月第3水曜日
※時間はいずれも10時～ 16時
▼料金
梅毒検査：RPR 法 410 円、TP
法 560円、同時検査970円

検 診検 診
HIV 検査・梅毒検査
・HTLV-1 抗体検査

　健診は不要不急の外出ではあり
ません。生活習慣病の早期発見・
早期治療は感染症の重症化リスク
を避けるためにも大切です。　
受診には受診券が必要ですの

で、下記まで問合せください。
▼対象　当別町後期高齢者医療保
険に加入している 75歳以上の方
（65 歳以上で同保険に加入して
いる方も対象です）。
▼受診期間  
令和 4年 3月 31日（木）まで
▼料金　600円（当日持参）
▼検査項目　問診、身体計測、尿
検査、血圧測定、血液検査（脂質、
血糖、肝機能、尿酸、腎機能、貧
血）、心電図、必要者に眼底検査
▼持ち物 被保険者証、受診券（オ
レンジ色）、問診票
▼実施医療機関等　健康ひろば
（p.24）に掲載しています。医療
機関に事前に予約してください。
▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　（ゆとろ内・23－ 4044）

健 診健 診
年に1度は受けましょう
後期高齢者健康診査

　水道事業と下水道事業の運営に
関する事項について、調査と審議
を行う委員を募集します。
▼資格　町内に在住する 20歳以
上の方
▼募集人数　３名程度
▼任期　令和 3 年 11 月 1 日～
令和 5年 10月 31日（2年間）
▼応募方法　様式に、住所・氏名・
年齢・性別・職業・電話番号・応
募の動機を記入の上、10 月 15
日（金）までに提出してください。
※様式は役場上下水道課に備え付
　けています。町のホームページ
　からダウンロードもできます
　（任意様式も可）。
▼提出先・問合せ　上下水道課業
務係（☎22－ 2411）

募 集募 集
当別町上下水道事業運営委員
会の委員を募集します

■問合せ　
　セールス戦略課ふるさとプロモーション係（☎２３－３０４２）

10月１日から、月形当別線バス時刻表の改正を行
います。詳しい時刻表は次の施設等に設置しています。
（設置場所）

■問合せ　
　セールス戦略課ふるさとプロモーション係（☎２３－３０４２）

役場2階セールス戦略課、総合体育館、白樺コミセン、ゆとろ
太美出張所、西当別コミセン、道の駅とうべつ
ＪＲ札沼線（石狩当別駅、石狩太美駅
北海道医療大学駅）、下段モータース
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人が生命を維持するために必要
な飲料水の目安は、１人当たり１
日3ℓとされ、災害発生から救援
体制が整うまでに３日かかるとい
われています。家庭で 1人当た
り 1日 3ℓの飲料水を 3日分備
蓄するようにしましょう。
■水道水の保存方法は？
　ふたができる清潔な容器に、口
元いっぱいに水を入れ、しっかり
ふたを閉めましょう。日の当たら
ないところで保存する場合は３日

防 災防 災
災害に備えて水の備蓄を！

COCOTTOCOCOTTO の入居者を募集していますの入居者を募集しています

■問合せ　建設課建築住宅係（☎23－ 3147)

▼住所　当別町下川町125番地 30　
▼家賃　子育て世帯（中学生以下同居）　47,200 円
　　　　上記以外（通常家賃）　　　 　　59,000 円
▼入居資格　過去 1年間の継続的な収入の合計額を
12で割った額が、家賃の 4倍以上ある方。町税等を
滞納していない方など。
▼入居期間　契約期間は2年間（更新により延長可）。
ただし、中学生以下の同居人がいる世帯を優先し、優
先世帯による入居希望がある場合は、優先世帯ではな
い入居者との契約更新は不可。

※その他詳細については、広報とうべつ4月号、町ホー
　ムページに掲載しています。

COCOTTOルームツアー 

スマホやパソコンで内覧できます！

程度、冷蔵庫で保存する場合は１
週間程度を目安に水を入れ替えて
ください。入れ替えた水はお風呂
や庭木の水やりなど、有効活用し
ましょう。
■ポリ容器もご準備ください！
　災害発生時に応急給水を受ける
場合、応急給水拠点から各家庭へ
水を運ぶための容器が必要です。
普段から家庭で準備しておきま
しょう。
▼問合せ　上下水道課業務係
　（☎22－ 2411）

町公式YouTube
チャンネル

入居者の声

新たに民生委員・児童委員が選
任されました。
・大澤 俊信　氏（白樺町地区）
　民生委員は守秘義務のもと地域
での生活相談や子どもに関する相
談などを行っています。安心して
ご相談ください。
▼問合せ　保健福祉課福祉係
　（ゆとろ内・☎23－ 3019）

相 談相 談
民生委員・児童委員が
選任されました

・学校が近くて子どもの通学の心配がない！
・改修したばかりの建物で設備がきれい！
・町が運営しているので安心！
・石狩当別駅まで多少距離があるので、今後
　JR の利用が増えると不便かも…　など

広　告広　告
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施 設施 設
入浴施設の利用について

　新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、ゆとろ内入浴施設を
８月 16 日より休止しています。
９月以降の再開時期は未定となっ
ていますので、担当係へ電話で問
合せいただくか、町ホームページ
でご確認ください。
▼問合せ　保健福祉課福祉係
　（ゆとろ内・☎23－ 3019）

　保険税の納期限が過ぎても未納
の場合は督促状を送付します。未
納が続き、納税相談などに応じな
い場合は、次のような措置がとら
れますのでご注意ください。

納付できない場合は
必ずご相談ください

国 民 健 康 保 険国 民 健 康 保 険
　交通事故や暴力行為、飲食店で
の食中毒など第三者の行為でけが
や病気をしたときは、加害者が治
療費を全額負担するのが原則です
が、被保険証を使って治療するこ
ともできます。この場合、事前に
「第三者行為による被害届」を役
場に提出する必要があります。
　また、医療機関で治療する際は
第三者行為によるけがなどで保険
証を使用する旨、お伝えください。
▼申請に必要なもの
①第三者行為による被害届
②被保険者証
③被保険者の印鑑
※交通事故の際は、事故証明書が
　必要となる場合があります。　
　けがの程度が軽くても必ず警察
　に届け出ましょう。

国 保 後 期国 保 後 期
第三者の行為によって
けがや病気になったときは

▼申込み・問合せ
　住民課国保・後期高齢者医療係
　（☎23－ 2467）

①有効期間が通常より短い保険証
　を交付します。有効期間が短い
　ため、頻繁に更新手続きが必要
　です。
②納税相談などがないまま滞納が
　続くと、資格証明書を交付しま
　す。資格証明書を提示して病院
　にかかると、医療費全額をいっ

　たん自己負担しなければいけま
　せん。

▼問合せ
・国民健康保険について
　住民課国保・後期高齢者医療係
　（☎23－ 2467）
・国民健康保険税の納付について     
税務課納税係（☎23－ 2341）

広　告広　告
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　北海道水資源の保全に関する条
例に基づき、水資源保全地域に指
定された区域内で土地取引を行う
場合は、契約締結の 3カ月前ま
でに北海道知事への届け出が必要
です。詳細は問合せ下さい。
▼当別町内の指定地域
　当別ダム以北全域
▼届出が必要な土地取引
　売買、交換、営業譲渡など
※相続や贈与の場合は届出の必要
　がありません。
▼届出者　権利譲渡者（売買の場
合は売主）
▼届出先・問合せ　北海道石狩振
興局地域創生部地域政策課
　（☎011－ 204－ 5815）

届 け 出届 け 出
水資源保全地域内での土地
取引には届け出が必要です

　国民年金保険料の免除（全額・
一部・法定）、納付猶予 (50 歳未
満 )、学生納付特例の承認を受け
られた期間がある場合、保険料を
全額納めた方と比べ、老齢基礎
年金の受け取り額が少なくなり
ます。これらの期間の保険料は、
10年以内であればさかのぼって
納めること（追納）ができます。
税の控除の対象となりますので、
ぜひご検討ください。
▼問合せ　
・役場住民課戸籍年金係
　（☎23－ 2463）
・札幌北年金事務所
　（☎011－ 717－ 4133）

国 民 年 金国 民 年 金
保険料の追納ができます！

届 け 出届 け 出
入林の際はご連絡ください

　紅葉の時期も近づき、散策やキ
ノコ狩りで山林に入ることが多く
なる時期です。秋は山火事の発生
が多く、急な天候の変化等で事故
に遭う危険性もあります。町有林
では、木の伐採や搬出等の作業も
行っていますので、入林される方
は事前にご連絡ください。
▼問合せ　エネルギー推進室林政
係（☎27－ 5089）

※ 8月号掲載の（仮称）石狩郡
　当別町西当別風力発電事業にか
　かる住民説明会は、新型コロナ
　ウイルス感染拡大防止のため、
　10月以降に延期します。
▼問合せ　合同会社石狩郡当別町
西当別陸上発電所（☎ 0133 －
77－ 5907・担当：渡邉）

広　告
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日にち 時間 場所 会議名 内容等
9月  7 日（火）10：00 議場 議会運営委員会 理事者の説明
9月14日（火）13：00 議場 第 3回定例会 報告・所信表明
9月15日（水）13：00 議場 総務文教常任委員会 所管事務調査等
9月16日（木）13：00 議場 産業厚生常任委員会 所管事務調査等

9月17日（金）10：00 議場 第 3回定例会
代表質問・監査報
告・決算審査特別
委員会設置

9月21日（火）10：00 議場
決算審査特別委員会

各会計決算審査

9月22日（水）10：00 議場 各会計決算審査・
起草委員会設置

9月24日（金）10：00 議場
第 3回定例会 一般質問

9月27日（月）10：00 議場

9月28日（火）10：00 議場 決算審査特別委員会
第3回定例会

決算審査特別委員
会報告・議案審議

議 会議 会
当別町議会　9月定例会関係日程のお知らせ

▼問合せ　議会事務局総務係（☎23－ 3247）

議会開催中は、ライブ中継をインターネットにより配信しています。日
程は変更する場合もありますので、町議会ホームページでご確認ください。

議 会議 会
新議長に髙谷茂議員が就任

　後藤前議長の議員辞職に伴い、
8月臨時議会で議長選挙が行わ
れ、髙谷茂議員が新議長に選出さ
れました。任期は令和 5年 4月
30日までです。

髙谷　茂　氏

▼問合せ　議会事務局総務係
　（☎23－ 3247）

広　告
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受賞報告・地域貢献 etc.

　町の人権擁護委員である橋本俊
一さん（美里在住）が法務省人権
擁護局長表彰を受賞されました。
　人権擁護委員は、法務大臣より
委嘱される委員で、地域の方の人
権相談を受け、問題解決の手伝い
や、人権の考えを広めるなどの活
動をしています。橋本さんは平成
23年から同職を務め、現在４期
目となります。今後の益々の活躍
が期待されます。

法務省人権擁護局長表賞
を受賞されました

　札幌市のヱル電株式会社が、町
営春日団地敷地内草刈りに地域貢
献活動として取り組まれました。
この活動に感謝し、長

おさない

内豊治会長
へ感謝状を贈呈しました。

地域貢献活動
感謝状を贈呈しました

　北海道信用金庫創立 100 周年
を記念し、一般社団法人北海道
信用金庫ひまわり財団から町へ、
100 万円のご寄付をいただき、
財団の吉本淳一理事長より、後藤
町長へ目録が手渡されました。
　地域の社会福祉事業に大切に活
用させていただきます。

北海道信用金庫 ひまわり財団
から寄付をいただきました

広　告
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　創業に必要となる具体的な知識
など、先輩創業者の体験談を交え
ながら学びます。起業を目指す女
性の受講もお待ちしています。
▼日程　10月9日・16日・23日・
30日（いずれも土曜日）
▼時間　13時～ 17時
▼場所　当別町商工会館
▼対象者　創業に関心のある方や
目指す方、創業後間もない方など
▼講師　高梨子あやのさん、林和
寛さん、小西麻衣さん（中小企業
診断士）、冨山昇さん（公認会計
士）、両瀬康揮さん（社会保険労
務士・行政書士）
▼受講料・定員  無料、先着20名
▼申込期日　9月 30日（木）
▼申込み・問合せ
　当別町商工会
　（☎23－ 2447）

女性の起業も全力サポート！
当別創業塾（全4回）

▼日時　9月 20日（月・祝） 
　15時～ 21時 30分
▼対象・料金　
・65歳以上の方　200円
・小学生以下の児童（保護者1人 
につき児童2人まで無料）
▼場所・問合せ　滝乃湯（園生
2172番地・☎ 23－ 2041）

公衆浴場
「敬老の日のご案内」

農繁期に伴い、稲刈り後にもみ
乾燥機を使用する時期となり、今
年はすでにもみ乾燥機による火災
が発生しました。火災はちょっと
した油断や気の緩みから発生しま
す。今一度、使用前・使用後の清
掃や整備、点検を行って火災を起
こさないよう心がけましょう。

■■

【もみ乾燥機チェックポイント】
①使用前・使用後は乾燥機内を
　毎回清掃しましょう！
②乾燥機の高温部分や周囲に燃
　えやすいものを置かない！
③使用中はそばから離れない！
④異変を感じたら、使用をやめ
　て専門業者に点検を依頼！
⑤万が一に備えて消火器を準備！

▼問合せ 当別消防署予防課予防
係（☎23－ 2537）

もみ乾燥機による
火災に注意！

▼参加資格　戦没者遺児の方
▼参加料　10万円（集合場所ま
での費用は別途かかります）
▼実施地域　ソロモン諸島、フィ
リピン、ミャンマー、タイ他
▼日程等の問合せ　日本遺族会事
務局（☎03－ 3261－ 5521）
▼申込み　北海道連合遺族会
　（☎0166－ 51－ 1040）　

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

広　告広　告
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道の駅とうべつ
公式 LINE →

　待ちに待った 9月！ 道の駅と
うべつは 9 月 23 日で 4 周年を
迎えます。

■■

■問合せ  27-5260
■場所　当別太774番地11
＜営業時間＞
本館　9時～ 17 時
レストラン　11 時～
　 　 ※ラストオーダー 16 時
農産物直売所  9 時～17時
※営業時間の短縮を行う場合があり
　ます。詳細はホームページをご確
　認ください。

道の駅とうべつ
公式ホームページ→

9月 1日から4周年を記念した『とうべつ素材で4（し）あわせにな
れるメニュー』を発売！ 当別産小麦の手焼き生地で当別産米のおだんご
とよつぼしいちごのクリームをはさんだダーラ焼きや、スウェーデンの
ティータイム F

フ ィ ー カ

IKAをイメージしたカフェ テルツィーナの特別メニュー
など食べて4あわせなメニューが続々登場！

宇和島市×伊達市×当別町  「真鯛の飯
い ず し

寿司」

道の駅とうべつ 4 周年！～9/26（日）

伊達家による開拓で歴史的なつながり
がある宇和島の「真鯛」と当別のお米「お
ぼろづき」を伊達にある工場で飯寿司にし
ました。歴史的な絆が生んだ味をぜひ ! ！

広　告
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高校生がドローン体験！

　当別高校の生徒を対象としたド
ローン実技講習会が行われ、園芸
デザイン科の 1年生 8 人、2 年
生 10 人が参加しました。町ド
ローン係の職員が講師となり、道
道 28号沿いの田パークから当別
高校の農場まで、約 100 メート
ルを往復するコースで操縦を体
験。2年の徳永恒

こう し

志さんは「普段
自分の目では絶対に見られない視
点から、映像が見られて感動した」
とお話していました。（8月3日）

福祉の観点で防災を学ぶ

　「夏休み福祉ワークキャンプ（町
社会福祉協議会・北海道医療大学
主催）」が行われ、小学生から大
学生まで 14 名が参加しました。
午前の部では、災害時の障がい者
支援について学習。災害が起きた
時に自分たちに何ができるかをみ
んなで考えました。午後の部では、
段ボールベッドの組み立てに挑
戦。実際の避難所生活を体験する
ことで、災害への関心を持つきっ
かけとなりました。参加した当別
高校 1年の伊藤寛人さんは「身
体が不自由な人の避難の助けの大
切さを学ぶことができた」と感想
を述べていました。　（8月5日）

☆当別町ふるさと納税へ
■7月 1日～ 7月 31日納入分
　計6,202人から7,379万円 
　ご寄付いただきました。
※ご寄付いただいた方の氏名等
　は町ホームページに掲載して
　います。

寄付・寄贈

☆当別町社会福祉協議会へ
▼高橋 洋子さんより 　 50 万円
▼藤江 チヨさんより 　 20 万円
▼髙橋 渉さんより 　　 10万円
▼河地 敏子さんより   　 5万円
▼才田 道子さんより   　 5万円
▼檜山 洋子さんより 　   3 万円
▼山本 君子さんより 　   3 万円
▼故）湯浅 トシ子さんより 　 
　　　　　　　　　   　3万円
▼匿名の方より　　　   3 万円
▼当別書道連盟より
　　　　　　　 1万 4,880 円
▼岩田 静子さんより 
　　　　　　　　タオル17枚

広　告広　告
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←町公式YouTube
チャンネル

チャンネル登録&高評価
よろしくお願いします！

～当別町 150 周年記念～～当別町 150 周年記念～

当別歴史講談 動画当別歴史講談 動画
を制作しました！を制作しました！

　講談師の「山田産笑」こと、当別町 150 年記念
実行委員長を務める山田健太さんによる歴史講談動
画が完成しました！ 第 1 回となる今回は、亜麻を
テーマに開拓の歴史を講談で熱く、楽しく語っていま
す。今後も随時続編を配信する予定ですので、町公式
Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube チャンネルからご覧ください！

町外の方に当別のふるさと納税のPRをお願いします！

広　告

広　告 広　告
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急病時・夜間の相談先

■救急安心センターさっぽろ
　24時間・365日、看護師が相談に対応。受診可能
な医療機関をご案内します。
・電話番号　＃7119 または 011－ 272－ 7119

■こども医療でんわ相談
　症状に応じた一般的な対処・助言を看護師等か
ら受けられます。診断・治療はできません。
・受付時間　19時～翌朝 8時
・電話番号　＃8000 または 011－ 232－ 1599

■北海道救急医療・広域災害情報システム
　緊急時に受診可能な道内の病院を24時間（年末年
始などの連休も可）検索できます。
・フリーダイヤルは　0120－ 20 － 8699
・携帯電話からは　011－ 221－ 8699
・インターネット検索は http://www.qq.pref.hokkaido.jp

近くの医療機関案内

診療時間は、町のホームページに掲載しています。
少し遅い時間や土曜日に診療している医療機関もあ
りますのでご確認ください。

休日・夜間の受診先

　　※医療機関の都合により、変更となる場合があ
　  ります。最新情報は新聞紙上や救急安心セン　
　  ターさっぽろ、北海道救急医療広域災害情報
　 システムでご確認ください。  

＜注意＞
・乳幼児健診とBCG予防接種は対象者へ個別にご
　案内します。
・健診を希望する方は、健診日の 1週間前までに健
　康推進係へ申し込みください。
・特定健診やがん検診は、町内イベントカレンダー
　以外の日程でも受けることができます。

各種健診等のご案内

　健診等の日程はp.26町内イベントカレンダーを
ご覧ください。

医療機関名 電話番号
（札幌市外局番011）

小児期予防接種 成人期
予防接種 健診

4種混合・
不活化ポリオ・ヒブ・
水痘・ＭＲ・ＤＴ

小児肺炎球菌・
B型肝炎・ロタ 日本脳炎 高齢者

肺炎球菌
特定・基本
後期高齢者
肝炎ウイルス

勤医協当別診療所 23－ 3010 ● ● ● ●
スウェーデン通り内科循環器科クリニック 25－ 3151 ● ● ● ● ●
田園通りさわざき医院 25－ 2055 ● ● ● ● ●
とうべつ内科クリニック 22－ 1313 ● ●
とうべつ整形外科 25－ 5040 6歳～ ●
北海道医療大学病院（札幌市北区） 778－ 7575 ● ● ● ● ●

予防接種（個別）・健診　実施医療機関 ご希望の方は、事前にお申込みください。

＜休日・昼間＞ 
　日曜・祝休日は江別市内内科小児科休日急病当番
をご利用ください（※p.26町内イベントカレンダー参照）。

町のホームページから
でも確認できます→

＜夜間＞

・住　　所　江別市錦町14－ 5
・受付時間　18時30分～翌朝6時30分（年中無休）
・電話番号　011－ 391－ 0022　

内科 小児科■江別市夜間急病センター

・住　　所　札幌市東区東苗穂5条 1丁目 9－ 1
・受付時間　19時～翌朝 9時（年中無休）
・電話番号　011－ 782－ 9111　　

内科■勤医協中央病院

町のホームページから
でも確認できます→

乳幼児健診
各種事業

各種健康診査

急病当番医

※小児期定期予防接種については、江別市内の小児科6カ所でも接種可能です。

＜重要なお知らせ＞＜重要なお知らせ＞
おくやま内科・外科クリニックは、8月31日
をもって閉院しました。
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地域の医療を守るためにお願いしたいこと

3.かかりつけ医を持ちましょう
 日常的な健康管理や診療、病状に応じて専門の医療
機関への紹介など、かかりつけ医を持つことで病気の

　病気を持っていても、高齢になっても、住み慣れた
地域で暮らすことができるよう、地域の医療を守るこ
とが大切です。適切な医療を受けるために皆さんにお
願いしたいことがあります。

1. 病状に応じて転院する場合があることを理解する
　現在、高度な治療を行う、急性期の患者を治療する、
リハビリテーションの環境が整っている、病状が安定
している患者を受け入れるなど、医
療機関によって役割分担が進んでい
ます。今の自分の病状に見合った環
境で治療を受けることは、地域の医
療を守ることにもつながります。

2. 在宅医療について考える
　病状によっては訪問診療や訪問看護を利用し、自宅
で療養するという選択肢があります。新型コロナウイ
ルス感染症の影響で入院中の家族に面会できないた
め、終末期にある方等が自宅での療養を選択する傾向
にあります。人生の最終段階におい
て、自分の意思を尊重した医療を受
けたり、療養生活を送ることができ
るよう自分がどのような最期を迎え
たいかを考え、普段から家族や主治
医と相談することが必要です。

予防や健康増進、病状が変化したときの早期発見と適
切な治療が期待できます。現在は新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止し、医療従事
者を守るため、発熱等のかぜ症状
がある場合はかかりつけ医でもま
ずは電話で相談をしてください。　　　

▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　　　　　（ゆとろ内・☎23－ 4044）

　地域の医療を守るためには、一人ひとりが適切に医
療機関を利用することが大切です。

救急安心センター札幌救急安心センター札幌
　（24時間365日対応）
 ☎ ＃7119 ＃ 7119 または 011－272ー7119011－272ー7119

４.医療機関や救急車の適切な利用をお願いします
緊急性のない軽症の症状であっても自分の都合に合
わせて安易に救急外来を受診したり、救急車を利用す
ることは、重症患者への対応に支障をきたすことがあ
ります。通常の診療時間内に受診することを心がけま
しょう。
　判断に迷うときは「救急安心センターさっぽろ」に
電話でご相談ください。急な病気やけがの際に、受診
の必要性について、看護師が 24時間 365 日急病時
の対応について相談に応じます。
受診可能な医療機関のご案内も
行っています。

広　告
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バス送迎健診（要予約）
ゆとろ　8時出発

（議会）総務文教常任委員会
議場　13時～

（議会）産業厚生常任委員会
議場　13時～

ぱくぱく（離乳食）教室（要予約）
ゆとろ　10時～12時

21
15

29

16
9
2

月 火 水 木

7 8

23
13 14
20 22
27 28
4 5 6 7

町内イベントカレンダー　9 月

教育委員会定例会
役場　14時～

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～12時

かすみ草の集い
西コミ　10時30分～12時

友遊会
ゆとろ　10時～12時

1

消費生活相談
環境生活課町民生活係
（☎23－3209）

納税相談・納税証明
税務課納税係
（☎23－2341）

町営住宅
建設課建築住宅係
（☎23－3147）

当別町役場

戸籍・住民票・印鑑証明
住民課戸籍年金係
（☎23－2463）

平日8時45分～17時 15分
白樺町58番地9
（☎23－ 2330）

上水道・下水道
上下水道課業務係
（☎22－2411）

ごみ・リサイクル
環境生活課環境対策係
（☎23－2503）

所得（課税）証明
税務課税務係
（☎23－2332）

固定資産税・評価（公課）証明
税務課資産税係
（☎23－2333）

国民健康保険・後期高齢者医療
住民課国保・後期高齢者医
療係（☎23－2467）

住民税・軽自動車税
税務課税務係
（☎23－2332）

年金事務所出張相談（要予約）
商工会　10時～15時

農業委員会総会
第二庁舎　16時～

　◎障がい相談
毎週月曜日～金曜日
8時45分～17時 15分
障がい者総合相談支援
センター ななかまど
弥生52（☎23－ 1917）

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

　◎ひきこもり相談
毎週月曜日～金曜日
8時45分～17時 15分
当別町社会福祉協議会 
ゆとろ内（☎22－2301）

法律相談（要予約）
ゆとろ　13時30分～
心の健康相談（江別保健所）
13時30分～16時6

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～12時

女性の健康相談（江別保健所）
13時30分～15時 30分

４カ月児・10カ月児健診
ゆとろ　13時～14時
※BCG接種は13時45分～

詳細P8

◆国民健康保険税 納期限

詳細P20

４カ月児・10カ月児健診
ゆとろ　13時～14時
※BCG接種は13時45分～

（議会）議会運営委員会
議場　10時～

（議会）第3回定例会
議場　13時～

（議会）決算審査特別委員会
議場　10時～

（議会）決算審査特別委員会
議場　10時～

（議会）第3回定例会
議場　10時～

（議会）決算審査特別委員会
議場　10時～
（議会）第3回定例会
議場　委員会終了後

＜江別市急病当番医＞
平賀内科クリニック
382ー5989、8時30分～17時

＜江別市急病当番医＞
内科循環器科白樺通りクリニック ★
383－7111、9時～17時
松尾こどもクリニック ♥
384ー8819、9時～17時

認定こども園 公開見学会
夢の国幼稚園・おとぎのくに
10時受付開始 

教科書用図書採択結果等 公表
役場　9時～17時
（15日まで ※土・日曜除く）

詳細P8

公衆浴場 「敬老の日」
15時～21時 30分

30町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時30分まで
※第4木曜日が祝日のため、9月
　は第5木曜日に開催します。

◆当別町文化祭 展示部門
　申込期限

心配ごと相談（社会福祉協議会）
ゆとろ　13時～16時

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～21時

バス送迎健診（要予約）
西コミ　8時出発
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ふれあい倉庫「収穫祭」
9時～14時

24

金 土 日

4 5
10 11 12
17 18 19

25 26
1 2 3
8 9 10

3

当別町図書館
月曜日休館（祝日の時は翌日）
10時～17時
錦町1248番地7 学習交流
センター内（☎23－0573）

西当別分館
月曜日休館（祝日の時は翌日）
10時～21時
※日曜日は17時まで
太美町22番地7 西当別コ
ミセン内（☎26－3300）

総合体育館
第1・3（・5）月曜日休館
（祝日の時は翌日）
9時～21時 30分
白樺町2792番地
（☎22－3833）

西当別コミュニティーセンター
月曜日休館（祝日の時は翌日）
9時～22時
太美町22番地7
（☎26－ 3300）

白樺コミュニティーセンター
月曜日休館（祝日の時は翌日）
9時～22時
白樺町2792番地1
（☎23－ 2511）

各種連絡先

年金事務所出張相談
札幌北年金事務所予約窓口
（☎011－717－4133）
心の健康相談・断酒会の集い
女性の健康相談
江別保健所
江別市錦町4番地の1
（☎011－ 383ー 2111）
心配ごと相談
当別町社会福祉協議会
西町32番地2 ゆとろ内
（☎22－2301）

各種施設

各種健診・健康相談
保健福祉課健康推進係
（☎23－4044）

福祉総合・介護・認知症相談
地域包括支援センター
（☎25－5152）

ゆとろ
平日8時45分～17時 15分
西町32番地2
（☎25－ 2661）

介護サービス
介護課介護保険係
（☎23－3029）

高齢者支援サービス
介護課高齢者支援係
（☎27－5131）

障がい者（児）福祉
介護課障がい支援係
（☎25－2665）

あそびのひろば・子育て相談
子ども未来課子育てサポート係
（☎25－ 2658）

児童手当・子ども医療費助成
保健福祉課福祉係
（☎23－3019）

法律相談
ゆとろ・保健福祉課福祉係
（☎23－3019）

1歳6カ月児・3歳児健診
ゆとろ　13時～14時

※日程や会場が変更となる場合がありますので、
　最新情報はホームページなどでご確認ください。

各種証明発行
各種税金・料金収納
ごみ処理依頼書交付 など

太美出張所
平日9時～17時
太美町1480番地58
太美郵便局内
（☎26－3190）

＜江別市急病当番医＞
おくの内科胃腸科クリニック
381ー0501、9時～17時

※江別市急病当番医について（市外局番011）
　★…内科のみ、♥…小児科のみ

＜江別市急病当番医＞
渓和会江別病院 ★
382－1111、9時～17時
ウルトラ内科小児科クリニック♥
688ー8801、9時～17時

＜江別市急病当番医＞
高橋内科医院三番通りクリニック ★
387－7788、9時～17時
あずま子ども家庭クリニック ♥
385ー2500、9時～17時

詳細P28

（議会）第3回定例会
議場　10時～

（議会）第3回定例会
議場　10時～

1歳６カ月児健診・３歳児健診
西コミ　13時～14時

＜江別市急病当番医＞
江別市立病院 
382ー5151、8時30分～17時

＜江別市急病当番医＞
むらかみ内科クリニック
387ー1555、8時30分～17時

＜江別市急病当番医＞
あさひ町南大通クリニック
383ー9816、9時～17時
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人の動き 8月 1日現在　※（　）は前月との比較

人口
世帯

15,462

7,706

人
世帯

7,507人（29人減）
（5世帯減）

（23人減）男
女 7,955人（6人減）

　収穫の秋を迎え、町内の農家さんたちは毎日大忙し。
中小屋の岩中さん宅では、８月中旬からカボチャの収
穫が始まっています。町内で採れたカボチャは主に西
当別野菜集出荷場の貯蔵施設に集められ、選別・箱詰
めされた後、全国各地へ出荷されます。当別産の甘く
ておいしいカボチャは、ふれあい倉庫や道の駅とうべ
つでも購入できますので、ぜひお買い求めください！

実りの秋！カボチャの収穫

　当別まちづくり株式会社主催の「まちかど七夕祭り」
が行われ、多くの子どもたちが七夕を楽しみました。
ミニ縁日ではヨーヨー釣りやくじ引きのほか、わたあ
めを自分で作る体験も行われ、初めてのチャレンジに
子どもたちは緊張、中にはわたあめが手に巻きつく子
も。このほか、ミニあんどんを作るワークショップや
カミネッコンで植樹用の苗を作る体験もあり、短い夏
のイベントを満喫していました。

商店街で縁日と体験！

　当別産カボチャなど旬の野菜や新米、姉妹都市
の宇和島市からじゃこ天も入荷します。

▼日時　9月25日（土）  9時～14時

※内容が一部変更される場合があります。

 ふれあい倉庫 収穫祭
秋の味覚が盛りだくさん！

8月7日・8日　旧・カネヨよねぐち呉服店


