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8月末現在 人口
（前月比）

世帯
（前月比）男

（前月比）
女

（前月比）

枝幸町 7,418人
（－3人）

6,006人
（＋2人）

1,412人
（－5人）

3,615人
（－3人）

2,934人
（－1人）

681人
（－2人）

3,803人
（±0人）

3,072人
（＋3人）

731人
（－3人）

3,762世帯
（－4世帯）

2,973世帯
（±0世帯）

789世帯
（－4世帯）

枝幸地区

歌登地区

■住民登録人口 

外国人登録者数　140人（前月比 －2）9/10「秋まつり」での丸太切り大会



■お問い合わせ　保健福祉課 国保医療グループ ☎62-1337　歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

こ ほ 国民健康保険からのお知らせく

●セブン銀行ATMでも申込できる！

まずは必要なものをチェック！
❶申込者本人のマイナンバーカード
　＋あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号（数字４桁）
❷マイナンバーカード読取対応のスマホ（又はPC＋ICカードリーダー）
❸アプリ「マイナポータル」のインストール

申込はカンタン！利用には申込が必要です

iPhone Android

●「マイナポータル」を
　起動する。

●「健康保険証利用申込」を
　タップする(押す)。

1

申込完了

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

●利用規約等を確認して、同意する。
※併せて、マイナポータルの利用者登録が行えます。

●マイナンバーカードを読み取る。
数字４桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを
スマホにぴったりと当てて、読み取り開始ボタンを
押します。

!!

マイナンバーＰＲキャラクター
マイナちゃん

ここをタップ（押す）！

●スマートフォンからマイナポータルで申込

医療機関・薬局の
顔認証付きカードリーダー
でも申込できるよ

どんないいことがあるの？

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー（12桁の数字）を取り扱う
　ことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。
※従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。

本人が同意をすれば、
初めての医療機関等でも、
特定健診情報や今までに使った
薬剤情報が医師等と共有できる！

お薬

より良い医療が
可能に！

マイナポータルで
自身の特定健診情報や

薬剤情報・医療費通知情報が
閲覧できる！

自身の健康管理に
役立つ！

マイナポータルを通じた
医療費通知情報の自動入力で、
確定申告の医療費控除が
よりカンタンに！

オンラインで医療費控除が
より簡単に！

限度額適用認定証がなくても
高額療養費制度における

限度額を超える支払が免除される！
年　

　　
月　
　　
日

年　
　　
月　
　　
日

国民
健康
保険
高齢
受給
者証

有効
期限

交付
年月
日

主
　
帯
　
世

者
険
保
被
象
対

住所

氏名

記号

番号

氏名

生年
月日

一部
負担

金の
割合

発効
期日

保険
者番
号

並び
に交
付

者の
名称
及

び印

年　
　　
月　
　　
日

年　
　　
月　
　　
日

健 康 保 険 限 度 額 適 用 認 定 証
年　　　月　　　日交付

者
険
保
被

者
象
対
用
適

者
険
保

記号
番号

氏名

年　　　月　　　日

生年月日

氏名

生年月日
住所

年　　　月　　　日
発効年月日
有効期限
適用区分

所在地

保険者
番　号

名　称
及び印

男 

女

男 

女

手続きなしで限度額を超える
一時的な支払が不要に！ 就職・転職・引越をしても

健康保険証としてずっと使える！
医療保険者が変わる場合は、
加入の届出が引き続き必要です。

健康保険証として
ずっと使える！

　令和３年 10月から、必要な機器の導入などの準備が整った医療機関・薬局などにおいて、これまで試験
運用としていたマイナンバーカードの保険証利用について、本格運用が始まりました。
　保険証として利用できる医療機関は順次増えていきますが、未対応の医療機関で受診する場合は、従来
どおり保険証の提示が必要です。

マイナンバーカードが「健康保険証」としてマイナンバーカードが「健康保険証」として
利用できるようになりました。利用できるようになりました。

■健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

■マイナンバーカードの保険証利用に関する質問

　ご利用には、まずマイナンバーカードの交付申請手続きにより、カードを取得することが必要です。
　マイナンバーカード取得後に、保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
　保険証利用登録の申し込みは、パソコン（ＩＣカードリーダーが必要）やスマートフォン（マイナンバー読取対応機種）
等を利用して、マイナポータル（外部サイト）で行います。

　枝幸町国民健康保険病院では、令和３年11月から対応が開始され
ています。その他の利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のHPで
も公開しています。
［厚生労働省のホームページ］　
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

マイナンバーカード　対応医療機関

※役場町民課、歌登総合支所の窓口に設置しているパソコンからも登録が可能です。
　事前登録をされる場合は、以下のものをご用意ください。
　①マイナンバーカード
　②マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号
　　（数字４ケタ）

質　問 回　答

Q1 マイナンバーカードがないと医療
機関を受診できなくなりますか？

　これまでどおり「保険証」で受診できます。

Q2

マイナンバーカードを持てば保険
証は持たなくてもいいですか？
また、すべての医療機関でマイナ
ンバーカードを保険証として利用
できますか？

　マイナンバーカードが利用できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されてい
る医療機関や薬局に限られます。（目印としてポスターやステッカーの掲示がありま
す。）
　機器を導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接
骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所ではこれまでどおり保険証の提示が必要で
す。

Q3 マイナンバーカードを持つことで
すぐに保険証として使えますか？

　あらかじめマイナポータルから「健康保険証としての利用申し込み」の登録が必要
です。

Q4
就職や退職などで健康保険が変
わった場合は、これまでどおり届出
の手続きが必要ですか？

　これまでと同様に、保険者への異動届等の手続きが必要です。国保の加入や喪失
の手続きはご自身で行う必要がありますので、 忘れずにお手続きください。

Q5

マイナンバーカードを健康保険証
として利用すると、これまでと何が
変わりますか？

　これまでどおり保険者への健康保険の加入・脱退・変更の手続きは必要ですが、マ
イナンバーカードの保険証利用登録が済んでいれば、保険者への手続きが完了次
第、新しい「保険証」の発行を待たずに使用することができます。
　また、医療機関がオンラインにより保険資格を確認するため、自己負担割合を証明
する「高齢受給者証」や高額療養費の区分を証明する「限度額適用認定証」の持参が
不要になります。

Q6

病院の窓⼝では、マイナンバー
カードでどのように受け付けする
のですか？

　医療機関や薬局の受け付けで、患者自らがマイナンバーカードをカード読み取り機
にかざします。カードの顔写真を機器、または職員が目視で確認し本人確認を行いま
す。（患者に４桁の暗証番号を入力いただくこともあります。）
　その後、マイナンバーカードのICチップにある電⼦証明書により、医療保険の資格
をオンラインで確認します。
　なお、医療機関・薬局がマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うことはありません
し、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

Q7

マイナンバーカードは持ち歩いて
大丈夫ですか？

　キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。ただし、失くさないように注意し
てください。万が一、紛失してしまっても一時利用停止が可能で、24時間365日対応
しています。
　マイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）

Q8

⼦ども等、本人が顔認証付きカー
ドリーダーの操作ができない場合
はどうするのですか？

　⼦ども等、本人が窓⼝で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が⼦
ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、
本人確認を行うことができます。
※障がい者の方等、その他のケースにおいても、同様に置き換えて考えていただけ
ます。
※待合スペース等にいる⼦どもとマイナンバーカードを目視で確認する本人確認、
および健康保険証の記号番号等の入力による資格確認も可能です。

Q9 マイナポータルとは何ですか？ 　マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。行政手続きがワンス
トップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できます。

Q10 マイナポータルはどうすると使え
ますか？

　マイナンバーカードを取得後、パソコンやスマートフォンからカード内蔵の電⼦証
明書を用いてログインし、マイナポータルの「利用者登録」を行ってください。
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地域包括ケアシステム図１　枝幸町の人口推移と将来推計【令和２年国勢調査による推計】

図２　５歳ごとの人口
　　 【令和４年１月末時点住民基本台帳人口】

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護連携推進室 ☎62-1337

住み慣れたなじみの地域で暮らし続けるために…

日常生活／地域生活
地域づくりは、町内会、趣味の会、ボランティアグループ、商店
街、民生委員、社会福祉協議会など、地域の様々な主体や関係
者を表している。多彩な資源を組み合わせて多様な選択肢に
より支え合うことで、住民は、心身能力が低下しても住み慣れ
た地域で生活を維持しやすくなる。

資格や専門的な知識をもった専門職
医師、看護師、リハビリテーション技師、介護福祉士、ケアマ
ネージャー、保健師、ケースワーカー等。介護保険は引き続き
生活支援サービスも提供するが、より「専門職にしかできない
業務に集中。バラバラに経営されている事業者が連携し、チー
ムとして活動します。

　「年齢を重ね高齢になっても生きがいを持って、健康に暮らしたい」「医療や介護が必要になっても、できる限
り住み慣れた家やなじみのある地域で暮らし続けたい」
　こうしたまちづくりを実現するために、住まい・医療・介護・予防・日常生活の支援など様々な分野について、資
格や専門的な知識を持った専門職や地域のみなさんで連携や協働を図り、支え合いや寄り添い合える仕組み
を「地域包括ケアシステム」と言います。
　町では、地域包括ケアシステム推進検討会議（以下「検討会議」という。）を新たに設置し、８月30日に第１回の
会議を行っています。
　自分や家族、身近な方と「地域と何か関われないか？」また、高齢になり生活支援や医療・介護が必要になって
も「なじみの地域で暮らし続けるためにはどうしたらよいか？」「そのためには何かできないか？」など、枝幸町らし
い地域包括ケアシステムの仕組みを一緒に考えましょう。
　町広報紙などによって、検討会議の状況報告や介護サービスを実施している事業所紹介などを行い、多くの
方と課題や情報の共有を図ります。

地域包括ケアシステムの植木鉢

「地域」の中に「包括」的に「ケア」がある

　地域包括ケアシステムは、関係者がまじわるた
めの「地域づくり」が生命線です。
　お互いさまで助け合い、誰もが安心して生活で
きる「地域づくり」を進めましょう。

検討会議の様子

　第１回検討会議において、町の人口に
関しての情報交換を行っています。
　図１は、約20年後の令和22年までの
人口推計となります。
　図１グラフのとおり、65歳以上の人口
は、直近の令和2年国勢調査時2,696人
ですが、令和22年には1,996人となり
700人（26%）の減少と推計されていま
す。
　また、64歳以下の生産年齢人口と年
少人口は、老年人口を上回る減少が続
き、令和22年の高齢化率は、40.9％と
推計され、各産業において労働力や担
い手の不足が大きく懸念されます。
　次に、図２では令和４年１月末時点の５
歳ごとの人口をグラフにしています。
　枝幸町においても、70歳から74歳の
方が最も多く、いわゆる「2025年問題」
として、今後は、全国的にも75歳以上の
後期高齢者の方が増える「超高齢化社
会」を迎えます。

■枝幸町の人口推移と将来推計
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990990
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5,502人
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3,772世帯 3,515世帯
3,276世帯 3,053世帯 2,845世帯

2,652世帯

老年人口
（65歳以上）
生産年齢人口
（15～64歳）
年少人口
（14歳以下）
世帯数

※令和２年までは確
定値、令和７年以降
は推計値

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95歳以上

205人
244人
295人
339人
266人
302人
333人
370人
457人
556人
490人
495人
538人
607人
724人
485人
420人
303人
141人
57人

0人 500人

0～14歳　744人（9.8%）0～14歳　744人（9.8%）

15～64歳　
4,146人（54.3%）
15～64歳　
4,146人（54.3%）

65歳以上　2,737人
高齢化率 35.9%
65歳以上　2,737人
高齢化率 35.9%

高齢化率
40.9%

土：地域づくり

葉っぱ：多職種連携
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高齢者世帯等除雪支援  助成金交付事業のお知らせ！

「高齢者世帯等除雪支援助成金交付事業」に該当する対象世帯の除雪に
ご協力をお願いします。

　枝幸町内の実際に居住している住居の除雪を「個人」や「企業・自治会等」に委託して行う除雪作業を対象とし
て、その費用の一部を助成する制度です。

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ ☎62-1337　歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

対象となる世帯は
　枝幸町に居住している町民で、次のすべてに該当する世帯が対象です。
ただし、多世帯住宅や同居世帯は、同一世帯とみなします。
① 自力で除雪することが困難である世帯
② 3親等内の親族から労力や経済的な援助が受けられない世帯
③ 民間集合住宅および公営住宅以外に居住する世帯

対象となる条件は
　次のいずれかに該当する世帯。ただし、施設入所者および長期入院者のみの世帯は除きます。
① 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯
② 障害の等級が、１級、２級または肢体不自由区分の下肢、体幹に該当する方のみの世帯
③ 要介護１以上の介護認定を受けている単身者世帯
④ 前各号に掲げる世帯により構成される世帯
⑤ その他町長が特に必要があると認めた世帯

所得条件と助成金額は
所得条件と助成金額の上限および月割で該当になる場合の金額は、次のとおりです。
① 町民税非課税世帯
② 町民税均等割のみが課税されている世帯
③ 前年度の合計所得金額が200万円未満の世帯

申請手続きなどは
　昨年度、助成の対象となった方には、10月中に申請書を郵送します。
　本年度初めて申請される方は、保健福祉課や総合支所の窓口で申請書を受け取るか、電話等で郵送
希望と申し込みください。

※申請手続きなどで不明な点やお困りのことがありましたら、お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

対象となる期間は
11月1日から3月31日までの期間に行われる除雪です。

自力での除雪が困難な世帯の方に、
「除雪費用を助成」します

　この事業は、「除雪事業者（個人や企業・自治会等）」が高齢者等の対象世帯から委託を受けて行う除雪作業で
す。
　個人の場合は、18歳以上の町民が、企業・自治会等は町内で活動している団体が対象となります。
　ただし、個人委託の場合のみ３親等以内の親族に対して行う除雪は、対象となりません。

「除雪事業者（個人や企業・自治会）」の
皆さんへ

所得制限などが設定されています

…………………………………上限額5万円（月額１万円）
………………上限額5万円（月額１万円）

…………上限額3万円（月額6千円）

遠距離加算
　除雪の移動に要する距離が5キロメートルを超える場合は、その超える距離１キロメートル当たり１千
円を除雪事業者に支給します。
　ただし、ひとつのルート上に複数の対象世帯がある場合には、当該対象世帯の間を通常利用する最短
距離で移動した距離の合計とし、その距離の確認方法は、インターネット等の電子地図システムを利用し
て測定します。

　この事業による「高齢者世帯等」の委託を受け、除雪作業を行われる「除雪事業者（個人
や企業・自治会等）」の皆さんには、次の制度が適用されます。

受領委任と概算払
　助成対象世帯の申し出により、除雪事業者が同意した場合には、助成金の受領委任が
できます。また、受領委任の場合には、概算払を受けることができます。

①助成額が５万円の場合の概算払は、３万円以内です。
②助成額が３万円の場合の概算払は、２万円以内です。

その他
　高齢者世帯等の代わりに、委託を受けた除雪事業者が代理申請することもできます。
　除雪委託に係る作業範囲や内容については、当事者間で協議のうえ決定をお願いします。

※不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡ください。

事業者の協力
　対象世帯に異常を感じた場合には、警察署または消防署等への通報をお願いします。
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　広報えさし9月号でもお知らせしていますが、現在、宗谷バスが運行している路線バス
「音標・雄武線」のうち、「郡界での折り返し便」が10月1日からは、町が運行するコミュニ
ティバスへ変更になります。引き続き、皆さんの生活の一部としてご利用ください。

令和4年10月1日 路線バス（音標・雄武線）一部運行時間の変更について

※1）年末年始（12/30～1/4）は運休になります。
※2）上記以外の運行便・運行時間については、変更ありません。

雄武方面行（2便）

枝幸方面行（3便）

枝幸ターミナル  ［変更前］13：00 発

枝幸ターミナル  ［変更後］14：35 発

郡界（音標）　　  ［変更前］13：57 発　

郡界（音標）　  　［変更後］15：24 発　

■変更内容【音標・雄武線】

■各停留所の発着時間は、次のとおりです。
枝幸市街行郡　界　行

枝幸ターミナル

川尻

岡島

徳志別

山臼（浜中経由）

近太虫

乙忠部

先沖内

風烈布

小樽弁

音標

郡界

14：35
14：46
14：48
14：52
14：55
14：59
15：03
15：08
15：10
15：13
15：17
15：20

15：24
15：27
15：31
15：34
15：36
15：41
15：45
15：49
15：52
15：56
15：58
16：09

郡界

音標

小樽弁

風烈布

先沖内

乙忠部

近太虫

山臼（浜中経由）

徳志別

岡島

川尻

枝幸ターミナル

■お問い合わせ　まちづくり推進課 戦略推進グループ ☎62-1329

　枝幸町では、原油価格の高騰や物価上昇により、厳しい生活を強いられている町民の
方々への生活支援として、令和4年7月1日現在で住民登録されている方々を対象に「オ
ホーツク枝幸活力商品券」を無料配布しておりますが、次のとおり利用可能店舗が変更と
なりますので、本商品券の利用についてご留意願います。

オホーツク枝幸活力商品券の利用店舗について

10月1日より、下記の店舗でご利用できます。
ホーマックニコット北見枝幸店（栄町）

利用可能店舗の追加

●有効期限は、令和5年1月31日（火）までです。
　　（有効期限が過ぎた場合は、ご利用できません。）
●おつりは出ません。
●商品券の紛失等に対しての再発行はできません。
●現金との交換、譲渡、販売はできません。
　（詳細については、商品券の裏面をご覧ください。）

ご利用にあたっての注意事項

●不在等により、配達できなかった商品券を役場で
保管しています。

　お受け取りされてない方は、本人確認できるもの
（運転免許証、保険証など）をご持参のうえ、水産
商工課窓口でお受け取りをお願いします。

未配達の商品券を保管しています

道北メナード販売（有）（梅ヶ枝町）
閉業により利用できなくなった店舗

■お問い合わせ　水産商工課 商工労働グループ ☎62-1238
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　枝幸町では、利用予定がなくなった旧歌登診療所医師住宅の土地建物を売払います。

町有財産（旧歌登診療所医師住宅）を売払います

間取図（１階）

構 造
建築面積
土 地

■
■
■

間取図（2階）

受 付 期 間
および時間

申 込 資 格

申 込 方 法

売 却 方 法

そ の 他

●

●

●

●

●

10月3日（月）～10月20日（木）
午前9時～午後5時まで
ただし、閉庁日（土、日曜日、祝祭日）を除く
原則、町内に住所を有する、町税等の滞納
がない個人、法人
歌登総合支所に備え付けの「町有財産売払
申請書」を住民生活グループに提出してく
ださい。
なお、提出は原則申込者本人が持参するも
のとします。
受付期間中に複数の申込みがあった場合
は、抽選により決定します。
見学する方は、住民生活グループに連絡願
います。
入居時期は、所有権移転が完了した後にな
ります。

売払物件売払物件売払物件売払物件

位置図位置図位置図位置図 歌登歯科診療所歌登歯科診療所歌登歯科診療所歌登歯科診療所

歌登地域総合
サブセンター
（旧歌登診療所）

歌登地域総合
サブセンター
（旧歌登診療所）

歌登地域総合
サブセンター
（旧歌登診療所）

歌登地域総合
サブセンター
（旧歌登診療所）

／木造２階建
／94.5㎡（床面積144.18㎡）
／町有地（約477㎡）

／歌登南町403番地60、61
／平成6年12月(27年経過）
／車庫あり

所 在 地
建 築 年
そ の 他

■
■
■

［購入にあたっての留意事項］
●売払物件は、現状のままの引き渡しとなります
　ので修繕等は購入者の負担となります。
●分筆登記の面積によって若干、価格の変更が生
　じる場合があります。

売払
価格

土地・建物

181万8千円

■お問い合わせ　歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

使用済小型電子機器・繊維リサイクル（古着等）・
金属類（鍋・フライパン等）を回収します　　　　　

回収日：令和4年10月29日（土）

■お問い合わせ　町民課 環境生活グループ ☎ 62-1237　歌登総合支所 住民生活グループ ☎ 68-2111

　対面回収に限り次の物品も収集しますので、使用しない物がありましたら排出してください。
■寝具用掛け毛布（大きさは問いません）　■カバン等（鞄、リュック、ショルダーバック、
ランドセル、財布）　■靴等（運動靴、革靴、サンダル、ブーツ、ハイヒール）　■ベルト

回収品目

枝幸地区 回収場所 時　間

市街地 枝幸町役場前 午前  9時〜
午後  2時

目梨泊 目梨泊
コミュニティセンター前

午前  8時30分〜
午前  9時

問　牧 問牧
コミュニティセンター前

午前  9時10分〜
午前  9時40分

下幌別 下幌別
コミュニティセンター前

午前10時〜
午前10時30分

岡　島 岡島
コミュニティセンター前

午前10時50分〜
午前11時20分

徳志別 徳志別
コミュニティセンター前

午前11時30分〜
正午

山　臼 山臼
コミュニティセンター前

午前11時25分〜
午前11時55分

乙忠部 乙忠部
コミュニティセンター前

午前10時45分〜
午前11時15分

風烈布 風烈布
コミュニティセンター前

午前10時〜
午前10時30分

音　標 音標
コミュニティセンター前

午前  9時20分〜
午前  9時50分

上音標 上音標
コミュニティセンター前

午前  8時40分〜
午前  9時10分

歌登地区 回収場所 時　間

市街地 歌登総合支所前 午前  9時〜
午後  2時

本幌別 コミセン「やねむね」前 午前  9時〜
午前  9時10分

毛登別 毛登別会館前 午前  9時25分〜
午前  9時35分

中　央 コミセン「ひまわり」前 午前  9時50分〜
午前10時

パンケナイ パンケナイ会館前 午前10時15分〜
午前10時25分

辺毛内 辺毛内会館前 午前10時40分〜
午前10時50分

志美宇丹 コミセン「志林」前 午前11時  5分〜
午前11時15分

上徳志別 上徳志別会館前 午前11時30分〜
午前11時40分

大奮 大奮会館前 午前11時50分〜
正午

※汚れ、破れ、破損がな
く､再利用できるもの

対面回収で注意していただきたいこと！
■小型家電では？
●掃除機▶ゴミおよびゴミパックは取り除いて排

出してください。
●インクジェットプリンター▶プリンター内のイ

ンクは取り除いて排出してください。
●乾電池を使用する家電▶乾電池は取り除いて排

出してください。
●電⼦レンジ▶レンジ内の受け皿は取り除いて排

出してください。
■金属類では？
●鍋、やかん、フライパン（ＩＨ対応も可）、ミ

ルク缶など洗浄されたものが対象となります。

■繊維（古着）では？
●バスタオルや衣類（下着を除く）を対象としてい

ますが、冬物衣類（防寒着）や和服（着物類）は対
象外となります。また、汚れのひどいものや衣類
以外のもの（布団・カーテンなど）も対象外となり
ます。

※回収できないもの
●パソコン用ブラウン管モニター、電気毛布、電池、　
　電球、廃家電 （テレビや冷蔵庫など）
※パソコン用ブラウン管式モニターの処分に困ったときは
　一般社団法人パソコン3R推進協議会へ
▶お問い合わせ ☎03-5282-7685
▶ホームページ https://www.pc3r.jp/

｜広報えさし｜2022｜10月 ｜2022｜広報えさし｜10月｜広報えさし｜2022｜10月 ｜2022｜広報えさし｜10月11 10



児童手当制度のご案内

■お問い合わせ　町民課 子育て保育グループ ☎62-1237

児童手当等の支給に関する所得上限額が設けられます。
▼

所得額により手当の支給がされない方が発生します。

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和４年10月支払分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上
の場合、児童手当等は支給されません。
■児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場

合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意く
ださい。

■児童を養育している方の所得が、下記表の①（所得制限限度額）
未満の場合は児童手当を、所得が①以上②（所得上限限度額）未
満の場合は法律の附則に基づく特例給付（児童１人当たり月額一
律5,000円）を支給します。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託されている児童や施
設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。）並びに扶養親族等でない児童で前
年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額
ベース）は、１人につき38万円（扶養親族等が同一生計配偶者（70歳以上の者に限ります。）または老人扶
養親族であるときは44万円）を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療
費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数
（カッコ内は例） 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人
（前年末に児童が生まれていない場合 等） 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円

1人
（児童１人の場合 等） 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円

2人
（児童1人＋年収103万円以下の配偶者の場合 等） 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円

3人
（児童2人＋年収103万円以下の配偶者の場合 等） 736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
（児童3人＋年収103万円以下の配偶者の場合 等） 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

５人
（児童4人＋年収103万円以下の配偶者の場合 等） 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

令和４年度　保健カレンダー（下期分）

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎ 62-4658

10月
2 日 親⼦お料理教室①
3 月 歌登地区健康相談
6 木 ３〜４・６〜７カ月児健診

12 水 離乳食教室(ごっくんクラス)
離乳食教室(もぐもぐクラス)

14 金 離乳食教室(かみかみクラス)

17 月 カラダ元気で暮らし隊① 
(歌登・枝幸)

18 火 歯科健診
19 水 １歳児・２歳児健康相談
20 木 １歳６カ月児・３歳児健診

24 月 カラダ元気で暮らし隊②
(歌登・枝幸)

27 木 カラダすっきり運動教室
(午後・夜間)

28 金 カラダすっきり運動教室
(午前)

31 月 カラダ元気で暮らし隊③
(歌登・枝幸)

11月

7 月
歌登地区健康相談
カラダ元気で暮らし隊④
(歌登・枝幸)

10 木 カラダすっきり運動教室
(夜間)

11 金 カラダすっきり運動教室
(午前・午後)

14 月 カラダ元気で暮らし隊⑤
(歌登・枝幸)

16 水 歯科健診(歌登)
17 木 １歳６カ月児・３歳児健診
18 金 山臼地区健康相談
24 木 産後ケア
27 日 親⼦お料理教室②

12月

1 木
上音標地区健康相談
カラダすっきり運動教室
(午前・午後・夜間)

5 月 歌登地区健康相談
8 木 ３〜４・６〜７カ月児健診

10 土 難病患者学習会・交流会
13 火 離乳食教室(ごっくんクラス)
14 水 離乳食教室(もぐもぐクラス)
15 木 漁業者健診
20 火 歯科健診
21 水 １歳児・２歳児健康相談
22 木 １歳６カ月児・３歳児健診

1月
10 火 歌登地区健康相談

11 水 エキノコックス症検診 
(歌登・枝幸)

12 木 １歳６カ月児・３歳児健診
13 金 離乳食教室(かみかみクラス)

16 月 カラダ元気で暮らし隊① 
(ダイヤモンドコース・枝幸)

17 火 カラダ元気で暮らし隊① 
(ダイヤモンドコース・歌登)

18 水
母親学級①
カラダすっきり運動教室 
(午前・午後・夜間)

19 木 産後ケア
22 日 親⼦わくわく教室(スキー場)

23 月 カラダ元気で暮らし隊② 
(ダイヤモンドコース・枝幸)

24 火 カラダ元気で暮らし隊② 
(ダイヤモンドコース・歌登)

25 水 母親学級②
27 金 音標地区健康相談
29 日 母親学級③

30 月

徳志別地区健康相談
目梨泊地区健康相談
カラダ元気で暮らし隊③ 
(ダイヤモンドコース・枝幸)

31 火
岡島地区健康相談
カラダ元気で暮らし隊③ 
(ダイヤモンドコース・歌登)

3月

1 水 カラダすっきり運動教室 
(午前・午後・夜間)

6 月 歌登地区健康相談
7 火 風烈布地区健康相談
8 水 上音標地区健康相談

11 土 難病患者学習会・交流会
16 木 産後ケア
23 木 １歳６カ月児・３歳児健診

2月
1 水 乙忠部地区健康相談
2 木 問牧地区健康相談

3 金 カラダすっきり運動教室 
(午前・午後・夜間)

6 月
歌登地区健康相談
カラダ元気で暮らし隊④ 
(ダイヤモンドコース・枝幸)

7 火 カラダ元気で暮らし隊④ 
(ダイヤモンドコース・歌登)

9 木 ３〜４・６〜７カ月児健診
14 火 歯科健診
15 水 １歳児・２歳児健康相談
16 木 １歳６カ月児・３歳児健診
18 土 乳がん・⼦宮がん検診
20 月 離乳食教室(ごっくんクラス)
21 火 離乳食教室(もぐもぐクラス)
22 水 歯科健診(歌登)

■枝幸町ホームページに年間予定表を掲載しています。
　また役場窓口にもありますので、必要な方はご自由にお持ち

ください。
■変更等は広報、ホームページ、EOSなどでお伝えします。
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枝幸消防署からのお知らせ枝幸消防署からのお知らせ
ESASHI Fire Dept.

■お問い合わせ　枝幸消防署 ☎62-1119　歌登分署 ☎68-2820

秋の全道火災予防運動の実施について
　これからの季節は気温の低下とともに空気
が乾燥し、暖房器具の使用が増えることで火
災が発生しやすくなります。
　火災予防の意識を一層高めるとともに、火
災の発生・拡大を防止し、火災から尊い生命と
貴重な財産を守ることを目的に秋の火災予防
運動が全道一斉に実施されます。
　秋の火災予防運動実施期間中は、事業所等
の立入検査、危険物施設の立入検査等を実施
予定ですので、事業所関係者および町民皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。

■2022年度全国統一防火標語

■実施期間
令和4年10月15日（土）～令和4年10月31日（月）
■行事内容
・町内防火広報　・事業所等の立ち入り検査
・危険物施設立ち入り検査　・消防訓練（随時受付）

　冬期を前に、消火栓の凍結防止および事故等による破損の確認を目的に、次の日程で町内全域
の消火栓放水点検を行います。
　この点検により、ご家庭の水道水に濁りが出る場合がありますが、本趣旨をご理解いただき、ご
協力をお願いします。

消火栓放水点検のお知らせ

「お出かけは　
　　　マスク戸締り　火の用心」

※災害出動等により点検ができないときは、予告なく点検日程を延長する場合があります。

［点検期間］　令和4年10月3日（月）～11月4日（金）
［点検時間］　午前9時～11時 ・ 午後1時～4時

１０月　３日 ～ １０月　７日

１０月１０日 ～ １０月１４日

１０月１７日 ～ １０月２１日

１０月　３日 ～ １１月　４日

１０月２４日 ～ １１月　４日

１０月　３日 ～ １１月　４日

南浜町・新港町・幸町・梅ヶ枝町

本町・栄町・北幸町・三笠町

北栄町・新栄町・北浜町・岬町

目梨泊～音標　※市街地以外

予備日

全域

点検期間点検対象地区

枝幸地区

歌登地区

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、行事内容を中止、縮小する場合があります。

令和４年度 枝幸町自治功労者・功績者表彰式の開催について
　枝幸町では、町政に寄与された方の功労を讃える「自治功労者表彰」、町の各分野の発
展に功績のあった方を表彰する「功績者表彰」の表彰式を毎年１１月３日に執り行い、多くの
町民皆さんと輝かしい受賞をお祝いしています。
　しかしながら、本年度の表彰式につきましては、昨年同様、新型コロナウイルス感染防止
の観点により、参集範囲の制限および時間の短縮などを行って開催することと決定しました
ので、ご理解くださいますようお願いします。
　なお、表彰式の模様につきましては、ＥＯＳチャンネルにて後日放送する予定です。

※本年度の表彰者の方々は、広報えさし１１月号の紙面にてご紹介します。

　町政に寄与された方の功労を讃え、町民の総意による感謝の
反映としてその方々を表彰し、地方自治の振興を促進すること
を目的としています。
　枝幸町が合併してから、これまでに７５名の方が自治功労者と
して表彰されています。

自治功労者
表彰について

■お問い合わせ　総務課 総務グループ ☎62-1234

令和4年度 枝幸町高齢者世帯等生活支援事業 「給付金を支給」します

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ ☎62-1337

　新型コロナウイルスの影響が長期化し、原油価格の高騰を始め、光熱水費や食費等、様々な支出が増加
しています。その影響が特に大きいと想定される、低所得の高齢者または障がい者世帯に対して、給付金を
支給します。

※申請に関して不明な点などありましたら、下記へご連絡ください。

令和４年６月１日現在において、枝幸町に住民登録がされている「住民税非課税世帯」の
うち、次のいずれかに該当する世帯
（１）65歳以上の方が属する世帯
（２）身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳が交付されている方が属する世帯

支給対象世帯

対象世帯に、関係書類を郵送します。必要事項を記入し
て、同封の返信用封筒で送付ください。支給認定される
と、給付金を指定された口座へ振り込みます。

支給方法

1世帯あたり、10,000円支給支給内容

令和５年２月２８日まで提出期限
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赤い羽根共同募金について

■お問い合わせ　枝幸町共同募金委員会（枝幸町社会福祉協議会） ☎62-2601　歌登支所 ☎68-3717

今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります。
地域の福祉活動を支えるために今年も皆様のご協力をお願いします。

■運動期間　１０月１日（土）～１２月３１日（土）

子どもたちや青少年の健全育成・被災者とボランティアを支える活動・高齢者が安心して生活できる
地域づくり・障害のある人たちの社会自立・地域で活躍するボランティアの育成や研修のために役立
てられています。

あなたの募金が、北海道の福祉を支えています。

枝幸町の魅力を発信！ＮＨＫ「ローカルフレンズ滞在記」

■お問い合わせ　まちづくり推進課 ふるさと観光グループ ☎62-1329

　ＮＨＫ北海道で毎週木曜夜に放送中の「ローカルフレンズ滞在
記」。ディレクターが１カ月間地域に滞在し、番組に応募してくれた

「ローカルフレンズ」と呼ばれる地元の方に知り合いを紹介頂きながら、素敵な場所や面白い人など、地域の
“宝”を探すコーナーです。
　10月は、枝幸町に滞在します。案内してくれるローカルフレンズは、三笠山展望閣のカフェに勤める鷲見
道子さん。滞在するのはＮＨＫ札幌放送局の福島駿樹ディレクターです。４週にわたって枝幸町の魅力を全道
にお届けします。ぜひご覧ください。

10月の舞台は枝幸町！

10月６日（木）・13日（木）・20日（木）・27日（木）
※午後６時10分～「ほっとニュース北海道」内で放送＜全道放送＞放送日

リアクション＆コメント募集中
放送中、番組HPからリアクションボタンやコメントの
投稿をお待ちしています！

https://www.nhk.or.jp/hokkaido/articles/slug-naf4a2ddd2820

市街地にヒグマを引き寄せないように
地域ぐるみで取り組みましょう。

●ゴミ出しのルールを守る
●ゴミやペットフード、干物や漬物などの保存食
　（匂いのあるもの）を野外に放置しない
●家庭菜園の作物や果実を早めに収穫する
●空き缶・ペットボトルのポイ捨てをしない
●お墓のお供え物を持ち帰る
●道路や家の周辺を草刈りして、ヒグマが身を隠す
　場所を取り除く

ヒグマを市街地に引き寄せないために!

■お問い合わせ　農林課 林政グループ ☎62-1359　歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

『特設行政相談所』を開設します

■お問い合わせ　まちづくり推進課 戦略推進グループ ☎62-1329　歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

　相談内容は、年金・医療保険・窓口サービス・道路や河川管理・
生活保護・老人福祉・母子福祉などの行政の仕事についての意
見や要望をお聞きします。

特設行政相談所を次の日程で開設します。

枝幸地区

■日　時

■会　場

■行政相談委員　橋田　てつ子

１０月２0日（木）
午後１時３０分～午後３時３０分

中央コミュニティセンター
２階会議室

歌登地区

■日　時

■会　場

■行政相談委員　須藤　孝太郎

１０月17日（月）
午後１時30分～午後4時30分

うたのぼり交流センター歌種
相談室

相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
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歌登児童館施設管理員　1名（パートタイム会計年度任用職員）
●勤務場所　歌登児童館・フォレストピアホール
●応募資格　普通自動車運転免許を有する健康な方
●職務内容　歌登児童館周辺の施設管理業務、除雪および歌登保育所玄関の除雪等
●任用期間　令和4年11月1日から令和5年3月31日まで
●賃　　金　時給898円
●勤務時間　月～土曜日　午前7時から午前11時まで
　　　　　　※勤務内容など不明な点については、歌登児童館までお問い合わせください。
●各種手当　通勤手当・時間外勤務手当
●各種保険　社会保険および雇用保険加入あり
●提出書類　会計年度任用職員履歴書および宣誓書、運転免許証の写し
　　　　　　※履歴書の様式は、町民課および歌登児童館・フォレストピアホールにて用意しています。
●選考方法　書類審査および面接
●募集期間　令和4年10月20日(木)までに、提出書類を持参（郵送可・当日必着）のうえ、
　　　　　　下記までお申し込みください。
●応募先・お問い合わせ先
・〒098-5892　枝幸町本町９１６番地　枝幸町役場　町民課子育て保育グループ　☎62-1237
・〒098-5204　枝幸町歌登南町1076番地42　歌登児童館・フォレストピアホール　☎68-3181

枝幸町会計年度任用職員募集

リクルートガイド求 人
募 集

町や各機関からの
求人募集、採用案内を
掲載します。

緊急地震速報

■お問い合わせ　稚内地方気象台 防災業務課　☎0162-23-2679

気 象 台 ひと口メモ

　緊急地震速報は、地震による最大震度が５弱以上と予想される場合に、震度４以上が予想される地域に対
して発表される情報です。
　最初の地震波をキャッチしてから発表する情報であるため、緊急地震速報を発表してから強い揺れが到
達するまでの時間は、数秒から長くても数十秒程度と極めて短く、震源に近いところでは既に揺れが到達し
ている場合もあります。
　緊急地震速報は、テレビやラジオ、
携帯電話などで皆様にお知らせし
ます。緊急地震速報を見聞きしたと
きは、まわりの人に声をかけながら
「あわてずに、まず身の安全を確保
する」ことが大切です。
　気象庁では、緊急地震速報につ
いてホームページでお知らせして
います。詳しくは「気象庁　緊急地
震速報」で検索してください。

【気象庁ホームページURL】　https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/index.html

▲緊急地震速報のしくみ

　枝幸高校では、２年生（４３名）の将来の進路を考える
就業体験（インターンシップ）が行われました。
　学生が興味のある企業などで実際の業務や環境の体験を行うことで、業務内容や
働くことの理解を深めるとともに、望ましい職業観を養うことを目的としています。
　また、学生を受け入れる企業側も、将来の有望な職員確保の機会とするメリットも
あるようです。

枝幸高校の２年生は
インターンシップを実施

8月24日㊌
25日㊍

　ふるさと応援大使でフリーアナウンサーの及川凛華さんが来
町し、自身のＳＮＳやテレビ、ラジオなどを通じて枝幸町をＰＲする
ためにカヌーやホタテ剥きを体験したほか、宣伝用の動画や写真
撮影、三笠山展望閣など観光施設の訪問取材を行いました。
　これらの写真などは、ふるさと納税のＰＲ用としても活用され
ます。

ふるさと応援大使がＰＲのため
観光体験と取材

9月5日㊊
6日㊋

　歌登中学校の２年生（１１名）が「総合的な学習の時間」
の一環として、職場体験学習を行いました。
　生徒たちは、それぞれ歌登小学校や保育所、商店など
歌登地区の事業所６カ所に分かれて、２日間の体験実習を行い慣れな
い作業にも真剣に取り組みながら、普段は何気なく感じている、職業や
働くことの意義を学んでいました。

歌登中学校の２年生が
職場実習を体験

8月23日㊋
24日㊌

　枝幸町とヤマト運輸株式会社（リテール事業本部 佐藤賢吾 道北
主管支店長）とは、相互に緊密に連携することにより、双方の資源を
有効に活用した協働による活動を推進し、地域の一層の活性化およ
び町民サービスの向上に資することを目的とし、災害対策や安全・安
心な地域づくりなど７つの連携事項を定めた「包括連携協定」を締結
しました。

ヤマト運輸株式会社と
『包括連携協定』を締結8月19日㊎

Esashi 
News

今月の

えさしニュース
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康被害にも繋がります。 
不正軽油を「作らない」・「売らな
い」・「買わない」・「使わない」を
実践しましょう。 
　不正軽油を見た、聞いたという
場合は 「不正軽油ストップ 110 番 
0800-8002-110」まで情報をお
寄せください。
●お問い合わせ　宗谷総合振興局
税務課課税係　☎ 0162-33-2913

令和 4 年度全国労働衛生
週間（第 73 回）の実施に
ついて

　令和４年度の全国労働衛生週間
が「あなたの健康があってこそ　
笑顔があふれる健康職場」をスロ
ー ガ ン に、10 月 1 日 ～ 10 月 7
日を本週間として実施されます。
　この機会に、それぞれの事業場
において、自主的労働衛生管理活
動の一層の促進を図りましょう。
●お問い合わせ　稚内労働基準監
督署　☎ 0162-73-0777

子ども達のための「里親」
制度のご案内です

　さまざまな事情で、一時的に家
庭で暮らせない子どもがいます。
そうしたときに、子どもを支えて
くれるのが里親さんです。子ども
のつらい、さみしい気持ちに寄り
添い、安心して変わらない日常を
過ごすお手伝いをしてもらいます。
　数日間の短い期間から、年単位
の長い期間までお願いすることが
ありますが、児童相談所がサポー
トします。子どもや里親さんの生
活を支援する手当も整っています。
もちろん、子どもが学校や幼稚園、
病院にかかることもでき、費用は
公費で負担します。
里親になるには特別な資格は必要
ありませんが、一定の基準があり
ます。
　里親について知りたい方、里親
を希望される方は、お気軽に児童
相談所にご連絡ください。

●会場　中頓別町民センター
●お問い合わせ　中頓別調停協会
事務局（中頓別簡易裁判所内）　
☎ 01634-6-1626

自賠責切れていませんか？

自賠責保険・共済未加入での運行
は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自
動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的として、自動車損害賠償保
障法に基づき、原動機付自転車を
含むすべての自動車に義務づけら
れており、自賠責保険・共済なし
で運行することは法令違反ですの
でご注意ください！
●お問い合わせ　北海道運輸局旭
川運輸支局　☎ 0166-51-5272

●お問い合わせ　旭川児童相談所
稚内分室　☎ 0162-32-6171（里
親担当）

「無料調停相談会」開催の
お知らせ
　中頓別調停協会では、次のとお
り無料相談会を開催します。
　民事（金銭・土地・建物・賃金・
損害賠償など）、家事（夫婦・親子・
親族等に関する様々な家庭間の問
題）の相談を中頓別調停協会の民
事調停委員および家事調停員が対
応します。
　相談は無料で秘密は固く守られ
ますので、どなたでも安心してご
利用ください。
予約は必要ありませんので、当日、
会場でお申し込みください。
●日時　令和 4 年 10 月 1 日（土）　
午前 10 時から午後 3 時まで

主
な
イ
ベ
ン
ト・暮
ら
し
の

情
報
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

10月 暮
ら
し
案
内
板

令和５年度枝幸町職員（保
健師・管理栄養士）採用試
験実施のお知らせ
～ご希望の方はお急ぎください～

　枝幸町では、次により令和５年
度枝幸町職員（保健師・管理栄養
士）採用試験を行います。詳しく
は、町ホームページをご覧いただ
くか、下記までお問い合わせくだ
さい。
●採用人数　保健師 1 名、管理栄
養士 1 名
●受付期間　令和 4 年 8 月 22 日

（月）から令和 4 年 10 月 12 日（水）
まで
●試験日および試験場所等
・試験日　令和 4 年 10 月 24 日
（月）
・試験地　枝幸町役場庁舎 3 階
・内容　個人面接試験
●お問い合わせ　総務課総務グル
ープ　☎ 62-1234

町民植樹祭のご案内

　枝幸町緑化推進委員会主催によ
り、問牧地区「北の魚つき森」で
次のとおり植樹祭を開催します。
　参加を希望される方は、直接、
植栽地へご参集願います。
　当日は、国道 238 号線に植栽
地入口の案内看板を設置しますが、
詳細については、下記までお問い
合わせください。直接皆さんのご

公証週間のお知らせ

　10 月 1 日（土）から 7 日（金）
までは公証週間です。
　公証人は、公証役場において遺
言や大切な契約などの公正証書の
作成、会社を設立する際の定款の
認証などを行っています。
遺言は、公正証書で作成してみま
せんか？
　遺言者の家族関係にふさわしい
形で財産を承継させるには、遺言
を残しておくことが一番です。遺
産争いを予防し、紛失の心配もな
いので、あとに残された方々が困
りません。原本は公証役場で保存
していますので、偽造・変造の心
配もありません。
　また、公証人が自宅や病院（施
設）へ出向いて遺言書を作成する
こともできます。
　公証制度の詳細については、下
記までご連絡ください。
●お問い合わせ　
・旭川公証人合同役場　
☎ 0166-23-0098
・名寄公証役場　
☎ 01654-3-3131
・旭川地方法務局　
☎ 0166-38-1144

10 月は「不正軽油防止強
化月間 」です

　不正軽油は悪質な犯罪行為です。
脱税によって公正な市場競争を阻
害するだけでなく、環境汚染や健

参加をお願いします。
●日時　10 月 15 日（土）午前
10 時（小雨決行）
●植栽地　問牧地区町有林内
●持ち物　雨かっぱ、スコップ、
軍手など
●お問い合わせ　
農林課林政グループ　☎62-1359　
歌登総合支所住民生活グループ　
☎ 68-2111

北海道と市町村は滞納者に
対し共同で催告書を発付し
ます

　道と市町村は、個人住民税の収
入確保を図るため、全道統一的な
滞納整理の取組として、個人住民
税を滞納している方に共同で催告
書を発付します。
　個人住民税を滞納している方は、
速やかに納税してください。
●お問い合わせ　

［道税に関すること］
宗谷総合振興局 税務課納税係　
☎ 0162-33-2519

［町税に関すること］　
税務課納税グループ　
☎ 62-1236

町から

各施設から

「学校だより」は、下記の「QRコ
ード」からご覧ください！

●お問い合わせ　
教育委員会 学校教育グループ
☎ 62-1364

枝幸小学校 枝幸中学校

日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

にじの森　10月の開館日

にじの森ホームページ→　
※にじの森のホームページでも、
　開館日を確認できます。
■赤塗りの日が休館日です。
■開館時間　
　平日・土曜日　午前10時〜午後7時　
　日曜日・祝日　午前10時〜午後5時
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３～４・６～７カ月児健診
町内老人クラブ健康相談
離乳食教室（ごっくんクラス）
離乳食教室（もぐもぐクラス）
離乳食教室（かみかみクラス）

6日㈭
11日㈫
12日㈬

14日㈮

17日㈪
18日㈫
19日㈬
20日㈭
24日㈪

カラダ元気で暮らし隊①（枝・歌）
歯科健診
1歳児・２歳児健康相談
1歳6カ月児・3歳児健診
カラダ元気で暮らし隊②（枝・歌）

27日㈭
28日㈮
31日㈪

カラダすっきり運動教室　午後・夜間
カラダすっきり運動教室　午前
カラダ元気で暮らし隊③（枝・歌）

10月の歌登地区健康相談 ■3日㈪　午前9時~正午　■場所 歌登総合支所

しんこちゃんぞうしくん

10月の健康プラン

不妊治療費等
助成についての
ご案内

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

　令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保
険適用となりました。これまでは、生殖補助医療（旧特定不妊治療）は、一度、医療機関に高額な医療費を支
払った後に、北海道に助成を申請することはできましたが、所得制限もあり、助成制度の適用を受けること
ができなかった方もいました。

　保険適用されても、なお、高額な医療費がかかるため、保険適用後の自己負担分につ
いて助成制度を継続します。また、通院にかかった交通費についても助成します。
　一般不妊治療の場合は、年間10万円まで、生殖補助医療の場合は１回の治療につき
15万円まで助成します。

　不育症とは、２回以上の流産、死産、早期新生児死亡（生後１週間以内）によって赤ちゃんを授かれない場
合を言います。北海道の助成制度があり、一定条件に該当した方には１回の治療につき（１回の治療とは原
則、検査・妊娠を経て出産に至るまでを言います）10万円まで助成されます。
　枝幸町では、北海道の助成後の治療費に対して10万円まで助成し、通院した交通費についても不妊治療
と同様に助成を行います。制度開始以後、まだ利用はありませんが、今後、必要な方に助成していきます。

　コロナ禍で専門医への受診を控えた方もいたためか、令和元年度には21件あった申請も昨年度は9件で
した。道内の主な治療機関やホームページなどでも助成制度については広くご案内していますが、治療を
検討されている方が見落とさず、助成制度を利用されることを願っています。身近な方で治療を受けている
方がいらっしゃいましたら、「一度保健師に相談してみたら？」と是非、声をかけてくだ
さい。
　助成制度の詳しい内容については、枝幸町のホームページをご覧になるか、下記ま
でお問い合わせください。
　『役場に申請に行くと周囲に知られてしまうのが心配』という方もいると思います。
そういった精神的苦痛に配慮し、ご自宅などご希望の場所へ出向いて申請や相談を
受け付けますので、まずはご連絡ください。　

■ 不妊治療が保険適用へ

■ 枝幸町不妊治療費助成制度はどうなるの?

■ 不育症治療助成は引き続き変わりありません

■ 治療されているすべての方に助成制度が届きますように！

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ　☎62-1337

　令和３年11月から計５回、北浜町ふれあいサロンで認知症をテーマに地域包括支援センターや社会福祉
協議会の方々にも協力していただき、色々なお話をしました。
　最終回では、認知症になっても北浜町で暮らし続けるためにできる事などについて、みんなで意見交換し
ました。
　「北浜町の良いところは、見守り・支え合いができているところ！」「普段から声かけを心掛けている」「新聞
が溜まっていないか、カーテンが閉まったままになっていないか、気にかけている」「困ったら近所の人が助
けてくれる」など、北浜町の魅力をたくさん知ることができました。
　また、北浜町の皆さんが人との繋がりや見守り・支え合い
を大切にしてきた地域だと知ることができました。北浜町ふ
れあいサロンの皆さん、ありがとうございました。

認知症とともに暮らそう認知症とともに暮らそう
認知症になっても、枝幸町で安心して暮らし続けていくために

■「北浜町ふれあいサロン」での認知症の取り組みを報告します　　　　　　　

人と人との繋がりはやっぱり大切 !!

足腰が悪くなっても、役員や他の参加者が送迎をし
てくれるからサロンに通い続けられています。

10/28[楽らく教室]
ひめトレwithピラティス　
　　　　　水野　優美子先生上川町より

枝幸町健康マイレージ1回1ポイント
獲得

申し
込み

NPO法人　枝幸三笠山スポーツクラブ（エムスク）
☎ ６４－７２７２　メール sukkiri.esashi@gmail.com

カラダすっきり運動教室

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

午前10時～午前11時 午後1時30分～午後2時30分 午後7時～午後8時

■持ち物

■対　象

会　場

定　員

参加費
16名
400円

10名
300円

定員なし
無　料

枝幸会場（研修施設）
※インストラクターがいます

歌登会場（歌種）
※画面を見て参加

オンライン
※画面を見て参加

町のホームページ
（スケジュール等）

10
月

11
月

11/11［はつらつ教室］
ゆるいダンス
阿部　佳奈子先生

10/27[はつらつ教室]
ピラティスwithストレッチーズ
水野　優美子先生

11/11[楽らく教室]
チェアエクササイズ　
　　　　　阿部　佳奈子先生

11/10［はつらつ教室］
ダンス
阿部　佳奈子先生

10/27［はつらつ教室］
ピラティスwithストレッチーズ
水野　優美子先生

※新型コロナの感染状況により、
　実施方法が変更されることが
　あります。

稚内市より

上靴、タオル、飲み物　※10月のはつらつ教室はストレッチーズ、ひめトレポール、ストレッチポールを使います。
ストレッチーズなどお持ちでない方には貸し出しますので、申し込み時にお伝えください。　
２０歳以上の町民（介護認定を受けていない方）
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■お問い合わせ　枝幸警察署 署所在地交番 ☎62-0110　歌登駐在所 ☎68-2821　乙忠部駐在所 ☎67-5151
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交番・駐在所通信

■お問い合わせ　北海道枝幸高等学校 ☎62-1169 FAX62-3490

風枝高の
■発行者
　北海道枝幸高等学校第6号 

　８月24日～25日に２学年がインターンシップを実施しました。
　生徒たちは、学校の外で様々な人と接する機会に緊張しながらも、指示をよく聞

き、一生懸命実習に臨んでいました。事業所の皆さん本当にありがとうございました。授業の中だけでは見
られない表情や、新たな一面をたくさん発見することのできた２日間でした。
　この経験を契機として、「働く」ということに考えを深め、これから本格化する進路活動に向けて意識を新
たにしてくれたらと期待しています。
　町内36事業所の方々の多大なるご協力のもとに、無事実施することができました。ありがとうございま
した。

インターンシップ

　私は今回のインターンシップで枝幸町国民健康
保険病院に実習させていただきました。私は今回
の実習でたくさんのことを学びました。その中でも
特に印象に残っているのがリハビリテーション科
です。リハビリテーション科では先生や患者さんに
様々なお話をしていただきました。今回の実習の
経験をこれからの学校生活や進路活動に活かして
いきたいと思います。（２年A組　金野冬弥）

　私は今回のインターンシップで枝幸保育所に行きま
した。
　普段あまり子どもと関わる機会がないので緊張しま
したが、子ども達から話しかけに来てくれたのですぐに
慣れることができました。今まで苦手だった子どもと関
わることを、インターンシップを通じて好きになること
ができました。この実習で学んだことを今後の学校生
活や進路活動に生かしていこうと思います。
（2年A組　藤田瑠奈）

　私は今回のインターンシップで枝幸郵便局に行きま
した。そこで窓口業務の体験をさせて頂きました。初め
てのことばかりで緊張しましたが、一番大切なことは笑
顔で挨拶することだと感じました。また、郵便物の仕分
け方法や仕組みを教えて頂き、普段何気なく利用して
いる郵便局ではたくさんの職員の方が働いているこ
とを知りました。
　この体験を将来の就職選択に活かせるようにしたい
と思います。郵便局職員の皆さん、お忙しい中二日間
ありがとうございました。
（２年B組　清水咲希）

　私は今回のインターンシップで株式会社テクノス北
海道枝幸事業所に行ってきました。
　株式会社テクノスは下水処理や浄水場など水に関
する会社です。
　普段見られないような場所を見学させていただき、
水の処理の仕方や水道水などの日常で使う水の作り
方などを学びました。
　今回のインターシップで学んだことをこれからの学
校生活や進路活動に活かしていきたいと思います。
（2年B組　日野凌真）

トヨタカローラ道北トヨタカローラ道北

枝幸警察署枝幸警察署 三浦書店三浦書店

枝幸消防署枝幸消防署 枝幸郵便局枝幸郵便局

株式会社テクノス株式会社テクノス

枝幸町国民健康保険病院枝幸町国民健康保険病院

枝幸保育所枝幸保育所

枝幸町商工会枝幸町商工会

安全安心なまちづくりの日および全国地域安
全運動の実施について
●安全安心なまちづくりの日
　令和４年１０月１１日
●運動期間
　令和４年１０月１１日から１０月２０日までの１０日間
●運動重点
・特殊詐欺の被害防止
・子供と女性の犯罪被害防止
●地域安全運動とは
　地域安全運動とは、地域住民、自治体、警察等が
一体となって、犯罪や事故を未然に防ぐ活動のこと
で、主体は地域の皆さんです。
　警察では、街頭活動の強化を始め、自治体や防犯
協会等との連携による自主防犯ボランティア活動へ
の支援等を行っています。
　この運動の初日である１０月１１日は『安全安心な
まちづくりの日』に設定されています。
●犯罪被害を防ぐために
［特殊詐欺の被害防止］
・突然お金を要求する電話がかかってきたら、一度電
話を切り、周りの方に相談するか警察相談電話「♯

山菜採り遭難を防ぐために
　例年、山菜採りで入山して、道に迷ったり、滑落す
るなどの事故が発生しています。
　山菜採り遭難を防ぐため、次の点に注意しましょう。
●行き先を家族に告げる
●単独での入山を避ける
●携帯電話、ホイッスルを携行する
●目立つ色の服装を
●落ち着いて行動する　

運転免許証の自主返納受付中！
　枝幸警察署では、運転免許証の自主返納を受け付
けています。
　「最近、運転に自信がなくなった。」「家族から運転
に不安があると言われた。」などという方は、免許証
の自主返納を考えてみてはいかがでしょうか。

　運転免許証は有効期限内であれば自らの意思で返
納することができます。
　運転免許証を自主返納したいという方は、警察署
の窓口へお越しください。（受付時間　平日午前８時
４５分から午後５時まで）
　また、自主返納と同時に、運転免許証に代わる身
分証明書として使用することができる、運転経歴証
明書の申請もできます。（手数料１，１００円、６カ月以
内に撮影した申請用写真が必要です。）
　自主返納等の仕方に
ついて詳しく知りたい方、
遠方や警察署まで行く
ことが困難な方などは、
枝幸警察署までご相談
ください。

９１１０」に連絡してください。
・留守番電話機能を活用し、相手を
確認してから電話に出る、迷惑電話
防止機能を有する機器を活用するな
どして、犯人と直接電話で話さないようにしましょう。
・携帯電話で通話しながらＡＴＭを操作している人は、
詐欺の被害に遭っている可能性がありますので、見
かけた方はお声掛けをお願いします。
・普段から家族間で連絡を取り合い、相談しやすい環
境を整えましょう。
［子供と女性の犯罪被害防止］
・地域の見守りの目を増やすことは、犯罪の未然防
止や防犯力の向上にもつながることが期待できます。
ウォーキングや買い物、犬の散歩等の日常生活の中
でできる「ながら見守り」にご協力ください。
・危険な事態を予測、回避する能力を身につけてい
ただくため、防犯標語「いかのおすし」を活用し、不
審者に遭遇した際の対処方法を教えてください。
・防犯ブザーや防犯ホイッスルなどの防
犯グッズを携帯するとともに、危険な場
面に遭遇した際、適切に使用できるよう
日頃から点検、訓練しておきましょう。
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入植地をたどって取材する

大きなウチダザリガニ

探せ！ウチダザリガニを！

御室橋に設置された橋名板

　歌登から中頓別に続く道道に
沿って、「沖縄の沢川」という名
前の川が流れています。どうして
北海道なのに「沖縄」という名前
がついたのでしょうか。それには、
戦後の枝幸のあゆみと深い関係が
ありました。
　昭和 20 年夏。「満州独立歩兵
第 2大隊」の 1個中隊が当時の
歌登村に「援

えん
農
のう
」として派遣され

ていました。この中隊は、鹿児島
県や沖縄県などの出身者で編成さ
れており、当時、稚内の大岬の防
衛にあたっていました。

8月 15 日の終戦を迎え、兵士
たちは次々と故郷へと帰っていっ
たのですが、米軍占領下にあった
沖縄県出身の兵士だけが、帰るこ
とができません。沖縄県出身者
30 名は、歌登村の人びとの支援
によって、村内の各地に入植する
ことになったのです。なかでもオ
ムロシベツにはもっとも多い 6名
が入植し、「沖縄の沢」という名
前が残されました。
　9月 6日から 4日間、千葉県柏
市の麗

れい
澤
たく
大
だい
学
がく
と連携して「地域資

源活用実習」を行いました。この
取り組みの一環として、沖縄県出
身の学生と一緒に「沖縄の沢」を
たどりました。
　山深い沢筋に沿って、沖縄の人

たちが入植した跡を一つひとつ尋
ね、当時の暮らしを考えました。
案内してくれた地元の方から、「冬
はマイナス 30度近くなる」と聞
くと「沖縄の人には考えられない」
と話していました。

故郷とは全く違う環境のなか、
たくましく戦後を生き抜いた人々
の足跡をたどり、学生たちも感じ
ることがたくさんあったようです。
「沖縄の沢」は私たちの町の大切
な歴史のひとつです。

　ウチダザリガニは、元々食用と
して日本に持ち込まれました。し
かし、その後、在来種（元々日本
に住んでいる種）であるニホン
ザリガニなどの生き物に様々な悪
影響を及ぼすことが分かりました。
そのため、現在では特定外来生物
に指定されています。特定外来生
物とは、生態系、人の生命や身体、
農林水産業へ被害を及ぼす、また
は及ぼす恐れがある外来生物のこ
とで、輸入などが厳しく制限され
ています。
枝幸町でも、元々食用として持

ち込まれたウチダザリガニがその
分布を広げています。ミュージア
ムでは、定期的にウチダザリガニ
の駆除活動をおこなってきました。

　昨年もかご罠と手捕りで駆除活
動を行いましたが、その時捕獲で
きたのは 1 匹のみ…。ウチダザ
リガニの個体数が減っているのか、
はたまた捕獲が下手なだけだった
のか。それを明らかにするために、
今年も 8月下旬にかご罠と手捕
りで駆除をおこないました。その
際、えさし探求の研究の一環とし
て、枝幸高校の生徒数人が駆除活
動に参加してくれました！
当日は、高校生たちと事前に仕

掛けていた罠を引き上げました
が、1匹も入っておらず…。そこ
で、生徒たちとミュージアムボラ
ンティアの方と一緒に手捕りで駆
除作業を開始しました。
その結果、高校生たちの頑張り

もあってか、1時間の駆除作業で
8匹捕まえることができました。

今回の調査で、まだまだウチダ
ザリガニは生息していることが
明らかになりました。そのため、
ミュージアムでは今後も駆除活動
を続けていく予定です。

沖縄の沢の歴史をたどる

ウチダザリガニ駆除作戦！
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おし
らせ
おし
らせ

枝幸町立図書館 新 刊 案 内 歌登児童館図書室

少し肌寒くなってきました。館内の温度はなるべく一定にしていますが、羽織るものが１枚
あるとより快適に館内で過ごすことができるかと思います。

【著作権】
ＳＮＳ別最新著作権入門 ( 井上　拓 )
【人生訓】
９０歳になっても、楽しく生きる（樋口　恵子）
【公害】 
水俣病闘争史 ( 米本　浩二 )
【企業】
奇跡の小売り王国「北海道企業」はなぜ強いのか？ (浜中　淳)
【科学史】
空想科学読本３( 柳田　理科雄 )
【小説】
数奇な航海 （川井　龍介）
夜の道標（芦沢　央）
音楽が鳴りやんだら（高橋　弘樹）
お柳、一途（宇江佐　真理）
【児童】
とんかつのぼうけん（塚本　やすし）
さすがさがすさ（伊藤　文人）

【動物学】
かわいすぎる小さな野生ネコの図鑑（今泉　忠明）
【医学】
ふたつの誕生日（大谷　邦郎）
【農林水産業】
カヨと私 ( 内澤　旬子 )
【ゲーム】
マインクラフトで楽しく遊べる！日本の歴史大図鑑
（マイクラ職人組合）
【小説】
紙の梟 ( 貫井　徳郎 )
あくてえ（山下　紘加）
疫神の国 ( 秋月　達郎 )
プリズム (ソン　ウォンビョン )
【児童書】
ねことわたしのまほうの日（かわしま　えつこ）
まよなかのおしっこ（さいとう　しのぶ）
うまにんげん（大串　ゆうじ）

↑「他の図書館の貸出１位を覗いてみ
よう！」
図書館職員としては嬉しいスカスカで
すが…利用者の皆さんから見ると寂し
い。嬉しいけど難しい悩みです。

本を読んで応募しよう！
ＰＯＰ展 開催中です。

読書の秋

　　 　
　昨年度、大好評だった児童・生
徒の「ＰＯＰ展」。今年も開催中
です。
　今年もＰＯＰ総数２００点以
上！とても賑やかな館内となって
います。展示会期間中は投票を実
施し、一番投票数の多かったＰＯ
Ｐが大賞に決定します！たくさん
の方の投票をお待ちしています。
●投票期間
　９月 15日（木）～

　10月 10日（月）まで
　※ 10日は祝日開館日です！

　　

　図書館１階フロアで「他の図書
館の貸出１位を覗いてみよう！」
という企画展示を行っているので
すが、嬉しい事に返却されてもす
ぐに借りられていきます。もちろ
ん、話題作や直近の人気作が多い
ため、気になる人が多いのは当た
り前なのですが、都会の図書館で
借りようと思ったら半年～１年待
ちは当たり前な訳で。そう考える
と枝幸を始めとした地方の図書館
はそんなに待ちが出ないので大き
いメリットだよなと思います。

　さて、本を読むには最高の季節
です！ＰＯＰ展を始め、常設展示
等を見れば気になる本が見つかる
はずなのでぜひ、図書館に遊びに
来てくださいね！
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子育て支援情報 10月

津田 結月ちゃん津田 結月ちゃん
令和元年10月10日生

父　勇輝さん
母　彩音さん
（新栄町）

令和元年10月10日生

父　勇輝さん
母　彩音さん
（新栄町）

ゆ づ きゆ づ き　発行月にお誕生日を迎え３歳になるお子さんの写真を募集します。
申し込み期限はお誕生日の前月5日までです。たくさんの応募があっ
た場合は、先着順になる場合がありますので、ご了承ください。
●応募方法　写真にお子さんの名前（ふりがな）・生年月日・住所・電
話番号・お子さんへのメッセージ・両親の名前を添え、下記のあて先
まで郵送またはEメールにてご応募ください。お待ちしています。

あて先　〒098-5892　枝幸町本町916番地
　　　　枝幸町役場 総務課 情報広報室
　　　　Eメール　kouhou@esashi.jp

大募集!!ウチの子元気!

こちらから応募できます→

　　

お誕生日おめでとう！！
優しくて面白くてお喋り大好きなゆっちゃん♪
これからも自由に元気に育ってね♡

お誕生日おめでとう！！
優しくて面白くてお喋り大好きなゆっちゃん♪
これからも自由に元気に育ってね♡

大久保家、大澤家のアイドルるい君♥お誕生日おめでとう♥
誰にでも愛嬌あって笑顔が太陽みたいでみんなから可愛い
がられてるね☆ 私達の宝です！これからもその明るさで男
らしい優しい子に育ってね！

大久保家、大澤家のアイドルるい君♥お誕生日おめでとう♥
誰にでも愛嬌あって笑顔が太陽みたいでみんなから可愛い
がられてるね☆ 私達の宝です！これからもその明るさで男
らしい優しい子に育ってね！

大久保 琉くん大久保 琉くん
令和元年10月23日生

父　充さん
母　真由美さん
（音標）

令和元年10月23日生

父　充さん
母　真由美さん
（音標）

る いる い

ウチの子元気!

みんなの掲示板
　このコーナーでは、町民の皆さんからいただい
た催し案内や会員募集、各種お知らせなどを掲
載します。掲載希望月の前月5日までにご連絡く
ださい。ただし、広く町民が参加・応募できないも
のや、政治・宗教活動、営利目的のものなどは掲
載いたしません。
　詳しくは、
総務課 情報広報室　☎69－9000
までお問い合わせください。

社会教育だより

~まちのみなさんの「聞きたい!」「知りたい!」情報をお届けします～

枝幸町教育委員会事務局
枝幸郡枝幸町本町916番地
☎ 0163－62－1364森海ねっと

枝幸高校では、２年生（４３名）の将来の進路を考える
就業体験（インターンシップ）が行われました。
　学生が興味のある企業などで実際の業務や環境の体験を行うことで、業務内容や
働くことの理解を深めるとともに、望ましい職業観を養うことを目的としています。
　また、学生を受け入れる企業側も、将来の有望な職員確保の機会とするメリットも
あるようです。

枝幸高校の２年生は
インターンシップを実施

8月24日㊌
25日㊍

　ふるさと応援大使でフリーアナウンサーの及川凛華さんが来
町し、自身のＳＮＳやテレビ、ラジオなどを通じて枝幸町をＰＲする
ためにカヌーやホタテ剥きを体験したほか、宣伝用の動画や写真
撮影、三笠山展望閣など観光施設の訪問取材を行いました。
　これらの写真などは、ふるさと納税のＰＲ用としても活用され
ます。

ふるさと応援大使がＰＲのため
観光体験と取材

9月5日㊊
6日㊋

　歌登中学校の２年生（１１名）が「総合的な学習の時間」
の一環として、職場体験学習を行いました。
　生徒たちは、それぞれ歌登小学校や保育所、商店など
歌登地区の事業所６カ所に分かれて、２日間の体験実習を行い慣れな
い作業にも真剣に取り組みながら、普段は何気なく感じている、職業や
働くことの意義を学んでいました。

歌登中学校の２年生が
職場実習を体験

8月23日㊋
24日㊌

　枝幸町とヤマト運輸株式会社（リテール事業本部 佐藤賢吾 道北
主管支店長）とは、相互に緊密に連携することにより、双方の資源を
有効に活用した協働による活動を推進し、地域の一層の活性化およ
び町民サービスの向上に資することを目的とし、災害対策や安全・安
心な地域づくりなど７つの連携事項を定めた「包括連携協定」を締結
しました。

ヤマト運輸株式会社と
『包括連携協定』を締結8月19日㊎

Esashi 
News

今月の

えさしニュース

枝幸ハマナス大学オープンカレッジ
　枝幸ハマナス大学では、下記日程によりハマナス
大学に入学していない一般の方も聴講できる講座を
開講します。
　参加は無料ですが、資料等の準備の都合がありま
すので、聴講を希望する方は、講座の 5日前までに
枝幸町教育委員会社会教育グループまでお電話等で
お申し込みください。
　11月以降も一般の方が聴講できる講座を計画し
ています。
■第８回講座「健康講座①」
　○日時　１０月１９日（水）午前１０時３０分～
　○会場　中央コミュニティセンター
　　　　　うたのぼり交流センター「歌種」
　○内容　認知症への理解について
　○講師　保健福祉課福祉介護Ｇ　保健師
■第９回講座「健康講座②」
　○日時　11月16日（水）午前10 時30 分～
　○会場　中央コミュニティセンター
　　　　　うたのぼり交流センター「歌種」
　○内容　健康に暮らすために
　○講師　保健福祉課保健予防Ｇ　保健師
　ハマナス大学では、随時入学生を募集しています。
詳しくは、社会教育グループまでご連絡ください。

ふまねっと運動教室
　枝幸町教育委員会では、運動不足の解消や歩行機
能の維持・改善を図るため「ふまねっと運動教室」
を開設しています。
■期間　11月中旬までの毎週木曜日
　　　　午後６時 30分～午後８時
■会場　中央コミュニティセンター

【各事業に参加する皆様へ】
　参加の際は、マスクの着用や手指の消毒、密を避
けるなど、新型コロナウイルス感染症予防対策にご
協力をお願いします。
　また、今後の状況により事業の中止や延期、実施
内容を変更する場合があります。
■各事業へのお問い合わせ
　教育委員会社会教育グループ　☎ 62-1364

朝のラジオ体操会
　枝幸市街地、歌登市街地両地区での朝のラジオ体
操会が終了しました。令和４年度の参加人数等は下
記のとおりです。　　※（）内は前年度実績
■枝幸市街地区「朝のラジオ体操会」
　実施期間　　５月 25日～８月 31日
　実施日数　　　97日（89日）
　延参加人数　　3,518 人（3,206 人）
　内　一　般　　2,221 人（1,932 人）
　訳　子ども　　1,297 人（1,274 人）
■歌登市街地区「おはよう！ラジオ体操会」
　実施期間　　８月１日～８月５日
　実施日数　　　４日（７日）
　延参加人数　　101人（214人）
　内　一　般　　 51 人（79人）
　訳　子ども　　 50 人（135人）

　枝幸地区ラジオ体操会では、熱心に参加した子ど
もたちに、ラジオ体操愛好会から参加日数に応じた
賞が授与されました。

がんばり賞
　枝幸小１年　松本あかり　さん
　　〃　３年　松本　泰

たい
人
と
　さん

　　〃　６年　三好　　奏
かなで
　さん

超がんばり賞
　枝幸小１年　田村　愛

あ
海
み
　さん

　　〃　４年　大﨑　　紬
つむぎ
　さん

　　〃　５年　秋田谷そら　さん
　　〃　５年　大場　楓

かえで
涼　さん

　　〃　６年　伊藤　空
あ
咲
さき
　さん

　　〃　６年　海老名穂
ほの
花
か
　さん

皆勤賞
　枝幸中１年　秋田谷　翼　さん
　　〃　１年　大﨑　　倖

こう
　さん

枝幸地域子育て支援センター
（☎62-1414）

歌登地域子育て支援センター
（☎68-2364）

●ふれあい広場
　毎週月～金曜日　午前9時30分～

午前11時30分・午後1時～午後4時
　毎週土曜日　午前9時30分～正午
●一時預かり事業　　
　急なお仕事・通院・リフレッシュ等一

時的にお子さんをお預かりする事ができます。詳しくはお問い合わせください。

●のびのびルーム…
　ぴよぴよ→0歳～１歳６カ月　 　
　わくわく→フリー（あそびの広場以外）
●あそびの広場…
　午前１０時～午前１１時

■にこにこクラブ(2歳児以上）：21日（金）室内あそび　■よちよちクラブ(１歳
児）：21日（金）室内あそび　■すくすくクラブ(0歳児）：7日（金）子育てサロン
■子育て講座「ペーパークイリング」：4日（火）①午前10時～②午後1時30分～
■子育て講座「ベビーマッサージ&ママヨガ」：２６日（水）午前10時15分～　
※子育て講座は申し込みが必要です。詳しい内容は枝幸町ホームページ　

『子育て幸ガイド』をご覧ください。　
■マタニティ広場：１９日（水）午後1時～　■ブックスタート：6日（木）保健センター
■離乳食教室：12日（水）、14日（金）　
※休館日：日曜日、１０日（月）祝日

■のびのびルーム：毎週月～金曜日午前10時～午後３時（歌登保育所）　毎
週土曜日午前10時～正午（歌登児童館）　
〈ぴよぴよ〉→毎週火曜日、〈わくわく〉→それ以外の日
■あそびの広場：3日（月）手遊び「どんぐり ころころ」、6日（木）絵本の読み聞
かせ「やさいさん」、17日（月）ふれ合い遊び「新聞紙遊び」、20日（木）カレン
ダー作り「クリスマス」
※休ルーム：日曜日、10日(月)、13日(木)、24日（月）、25日（火）、26日（水）、
27日（木）、28日(金）、31日（月）

｜広報えさし｜2022｜10月 ｜2022｜広報えさし｜10月｜広報えさし｜2022｜10月 ｜2022｜広報えさし｜10月29 28



e-m
ail▶

  kouhou@
esashi.jp　

U
RL▶

  https://w
w
w
.esashi.jp/

広
報 

え
さ
し

10
月
号

【
発
行
・
編
集
】　
枝
幸
町 

総
務
課 

情
報
広
報
室
　
〒
0
9
8
・
5
8
9
2
　
北
海
道
枝
幸
郡
枝
幸
町
本
町
9
1
6
番
地

☎ 

0
1
6
3
・
62
・
1
2
3
4
（
代
表
）   

☎ 

0
1
6
3
・
69
・
9
0
0
0
（
情
報
広
報
室
）

【
印
刷
・
制
作
】　

㈱

（
第
１
９
9
号
）

10月27日（木）
午前8時30分～午前11時30分
午後1時～午後1時30分

【予約・お問い合わせ先】
稚内年金事務所
☎0162-74-1000

10月14日（金）［予約必要］
午後1時30分～午後4時30分

※前日までの事前予約が必要です。

10月21日（金）［予約不要］
午後1時30分～午後4時30分
中央コミュニティセンター

中央コミュニティセンター
【予約・お問い合わせ先】
枝幸町法律相談会予約窓口

☎0166‒51‒9527（旭川弁護士会 事務局）

【予約・お問い合わせ先】
☎64‒7367（オホーツク枝幸ひまわり基金法律事務所）

10月12日（水）
一般講習／午後5時開始

初回講習／午後6時30分開始
10月19日（水）

優良講習／午後5時開始
違反講習／午後6時開始

【お問い合わせ先】
枝幸地区交通安全協会（枝幸警察署内）

☎62‒0110

年金事務相談所年金事務相談所 無料法律相談会無料法律相談会 運転免許更新時講習運転免許更新時講習

中央コミュニティセンター

※自動音声に従って、1番を押し、次に2番を
　押してください。

※運転免許証の有効期限日までに更新時講習を受講しな
い場合、免許は失効することとなりますのでご注意ください。
講習受講については、事前に警察署での手続きが必要です。

国保病院出張診療
※医師の都合や交通機関の状況により、休診や受付時間が変更となる場合があります。

10月

新型コロナウイルス感染防止のため、中止となる場合があります。

おくやみ申し上げます ※8月11日～9月10日受理分
※8月11日～9月10日受理分

目 梨 泊

歌 登 桧 垣 町

三 笠 町

北 栄 町
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三 笠 町

岡 島

歌 登 南 町
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金　子　ヤスエ

吉　田　輝　美

　港　　トシヱ

笹　尾　恒　夫

　上　　千　代

入　山　勝　熙

小　山　シモ子

鈴　木　幸　代

　平　　竹　子

髙　木　勝　子

南 浜 町

歌 登 東 町

北 浜 町

北 幸 町

歌 登 東 町

（保：哉太さん）

（保：亮介さん）

（保：真さん）

（保：宏斗さん）

（保：修平さん）

／

／

／

／

／

ちゃん

ちゃん

くん

くん

ちゃん

8月15日生まれ

8月21日生まれ

8月25日生まれ

8月26日生まれ

8月29日生まれ

越　後　いちか

後　藤　美　空

髙　田　燈　弥

相　澤　凪　斗

松　尾　茉　穂

み そ ら

と う や

な ぎ と

ま ほ

お誕生おめでとう!

10月17日（月）［予約必要］
午後1時30分～午後4時30分

※前日までの事前予約が必要です。
歌登地域総合センター ２階

診療科目 診察日 備　考

小児科 平日 名寄市立総合病院・旭川医科大学小児科医師
東医師、室野医師

眼　科 毎週火曜日
要予約
初診の方、検査予定の方は、お車での来院を控えてください。
検査項目によっては、運転に支障をきたす場合があります。

婦人科
13日（木）・27日（木） 要予約/受付 午前  8時30分～午前11時30分

　　　　　   午後  1時00分～午後  3時00分

14日（金）・28日（金） 要予約/受付 午前  8時30分～午前11時30分

整形外科 5日（水）・12日（水）・19日（水）・26日（水）・
27日（木）・31日（月） 要予約

精神科 5日（水）・19日（水）・26日（水） 受　付　午前8時30分～ 午前10時50分
初診の方は、他の医療機関の紹介状がなければ受付できません。

脳神経外科 20日（木） 要予約

総合診療科
（中尾医師） 火・金曜日 受　付　午前8時30分～午前11時30分

　　　　午後1時00分～午後  3時00分

　■お問い合わせ　枝幸町国保病院 ☎62-2111

※発熱外来開設のため、外来診療受付時間が変更になる場合がありますので、来院の際はお問い合わせいただ　
　くか、病院のウェブサイト（https://www.esashi-hospital.jp/）でご確認ください。


