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9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 7,400人
（－18人）

5,989人
（－17人）

1,411人
（－1人）

3,609人
（－6人）

2,928人
（－6人）

681人
（±0人）

3,791人
（－12人）

3,061人
（－11人）

730人
（－1人）

3,755世帯
（－7世帯）

2,966世帯
（－7世帯）

789世帯
（±0世帯）

枝幸地区

歌登地区

■住民登録人口 

外国人登録者数　137人（前月比 －3）
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■現在予算額
■収入済額

歳 入

■現在予算額
■支出済額

歳 出

■現在予算額
■収入済額

歳 入

■現在予算額
■支出済額

歳 出

歳 入 歳 出

令和4年度
予算執行状況
令和3年度
決　算

枝幸町の財政状況枝幸町の財政状況
　令和４年度一般会計、特別会計および企業会計の９月末現在の予算総額は、184億5,970万円と昨年度の同
時期から比較すると、総額で2億2,956万円の増額となっています。
　内訳では、一般会計が4億619万円（3.5％）の増額となっており、「認定こども園整備事業」などの大型事業へ
の着手が主な要因となっています。
　また、特別会計が総額で9,285万円（3.6％）の増額となっています。
　企業会計が、総額で2億6,948万円（6.9％）の減額となっています。
　令和４年度の一般会計予算執行状況を目的別で示すと表１のとおりとなり、9月30日現在の歳入収入率は
43.0％、歳出執行率は36.6％となっています。

令和4年度予算執行状況について

010億 0 5億 10億 15億 20億20億30億40億

地方交付税

町債

国・道支出金

町税

繰入金

地方贈与税等

諸収入等

57億1,113万円
37億8,769万円

20億2,214万円
8億7,055万円

19億9,336万円
4億8,616万円

17億2,648万円
8億8,195万円

14億9,827万円
3億2,311万円

14億7,927万円
4億3,392万円

13億7,371万円
6億4,831万円

8億529万円
8,917万円

4億8,494万円
　2億751万円

3億6,302万円
1億8,360万円

3億3,702万円
2億9,081万円

5,355万円
2,638万円

2,047万円
661万円

16億2,540万円
0万円

14億193万円
1億5,960万円

11億8,614万円
7億3,556万円

7億6,240万円
0万円

4億7,497万円
2億1,854万円

9億9,555万円
3億3,048万円

衛生費

民生費

公債費

総務費

土木費

職員費

農林水産業費

教育費

消防費

商工費

議会費

諸支出金等

［各税目の現在予算額］
●町民税
●固定資産税
●軽自動車税
●町たばこ税
●鉱産税
●入湯税
●都市計画税

…………6億8,250万円
……3億6,831万円
…………2,490万円
…………7,470万円

……………………3万円
…………………450万円

…………3,120万円

（１人当たり 90,553円）
（１人当たり 48,867円）
（１人当たり   3,304円）
（１人当たり   9,911円）
（１人当たり         4円）
（１人当たり     597円）
（１人当たり   4,140円）

■一般会計予算執行状況

会計名

一般会計

歳入予算額

121億5,752万円

収入済額

52億3,187万円

歳出予算額

121億5,752万円

支出済額

44億4,808万円

執行率

36.6%

収入率

43.0%

表1

■特別会計予算執行状況
　特別会計は、特定の事業を行う場合、または特定の歳入を特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区別して経理す
る必要がある場合に、その経理を明確にするため設置しているもので、枝幸町では、国民健康保険事業特別会計を
はじめ６会計を設置しています。
　令和４年度の各会計別の予算執行状況は表２のとおりです。

会計名

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

臨港用地造成事業

港湾整備事業

簡易水道事業

歳入予算額 収入済額 歳出予算額 支出済額 執行率

37.6%

33.5%

38.4%

  0.0%

32.0%

43.2%

収入率

34.8%

35.3%

43.5%

76.5%

10.0%

51.9%

14億3,290万円

1億5,177万円

8億869万円

306万円

1,012万円

2億4,433万円

4億9,878万円

5,350万円

3億5,177万円

234万円

101万円

1億2,677万円

14億3,290万円

1億5,177万円

8億869万円

306万円

1,012万円

2億4,433万円

5億3,859万円

5,078万円

3億1,041万円

0万円

324万円

1億567万円

02億4億6億8億 0 2億 4億 6億 8億

国保会計

後期会計

介護会計

臨港会計

港湾会計

簡水会計

14億3,290万円
4億9,878万円

14億3,290万円
5億3,859万円

1億5,177万円
5,078万円

8億869万円
3億1,041万円

1億5,177万円
5,350万円

8億869万円
3億5,177万円

306万円
234万円

1,012万円
101万円

2億4,433万円
1億2,677万円

306万円
0万円

1,012万円
324万円

2億4,433万円
1億567万円

■企業会計予算執行状況
　企業会計は、独立採算制を原則とする企業的色彩の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定の全部または
一部の適用を受けて設置する特別の会計で、一般会計などとは異なり企業会計の方式によって経営しており、枝幸
町では、水道事業会計、下水道事業会計および国民健康保険病院事業会計の３会計を設置しています。
　令和４年度の各会計別の予算執行状況は表3のとおりです。

会計名

水道事業

下水道事業

国民健康保険病院事業

歳入予算額 収入済額 歳出予算額 支出済額 執行率

33.0%

17.3%

35.0%

収入率

47.4%

29.0%

37.7%

1億7,360万円

8億4,075万円

23億1,596万円

　 2億3,780万円

10億695万円

24億655万円

8,222万円

2億4,421万円

8億7,393万円

7,841万円

1億7,429万円

8億4,306万円

　

02億4億6億8億12億 10億 0 2億 4億 6億 8億 12億10億

水道会計

下水会計

病院会計

1億7,360万円
8,222万円

2億3,780万円
7,841万円

10億695万円
1億7,429万円

24億655万円
8億4,306万円

8億4,075万円
2億4,421万円

23億1,596万円
8億7,393万円

■現在予算額
■収入済額

■現在予算額
■支出済額

表2

表3

｜広報えさし｜2022｜11月 ｜2022｜広報えさし｜11月｜広報えさし｜2022｜11月 ｜2022｜広報えさし｜11月3 2



歳 入

歳 出

　令和３年度一般会計の決算額は、歳入総額116億7,002万円、歳出総額115億5,807万円となり差引1億
1,195万円を令和４年度へ繰越しました。

※令和3年度決算額につきましては、全国の市町村が統一された基準で作成する令和3年度地方財政状況調査に基づき作成しています。

令和３年度決算について

■一般会計決算額（目的別）

■基金の状況（一般会計）

地方交付税（50.7%）
59億1,582万円
一定の行政サービスが
提供できるよう
国から交付される税

諸支出金等（0.1%）
902万円
労働費
災害復旧費

524万円
378万円

議会費（0.6%）　6,814万円
町議会の運営や議会だよりの発行にかかる経費

総務費（13.1%）
15億828万円
総務管理費
徴税費
戸籍住民基本台帳費
選挙費
統計調査費
監査委員費

13億8,219万円
5,467万円
5,195万円
1,415万円
366万円
166万円

衛生費（20.3%）
23億4,196万円
保健衛生費 
清掃費

19億574万円
4億３,622万円

公債費（13.8%）
15億9,838万円
町の借入金に対する償還金や
支払利息にかかる経費

民生費（13.3%）
15億4,175万円
児童福祉費
社会福祉費

9億7,991万円
5億6,184万円

商工費（5.1%）　5億8,875万円
商工振興費
観光費

4億2,410万円
1億6,465万円

消防費（2.9%）　3億3,211万円
枝幸町・浜頓別町・中頓別町の３町で
構成される南宗谷消防組合への
負担金

教育費（8.5%）　9億8,293万円
小学校費
保健体育費
教育総務費 
社会教育費
中学校費

4億4,102万円
1億9,874万円
1億3,274万円
1億3,117万円
7,926万円

農林水産業費（9.7%）
11億2,493万円
農業費
水産業費
林業費

5億6,074万円
2億8,384万円
2億8,035万円

土木費（12.6%）　14億6,182万円
道路橋梁費
都市計画費
住宅費
港湾費

6億2,609万円
3億5,151万円
2億6,142万円
2億1,930万円　河川費 350万円

国・道支出金（12.0%）　13億9,822万円
特定の事業を行う場合に国や道から交付される負担金や補助金

町債（8.9%）　10億4,040万円
施設の建設や土木工事のための借入金

地方譲与税等（4.6%）
5億3,992万円
国税のうち一定割合が
地方に配分されるもの

諸収入等（11.2%）
13億413万円
財産収入や寄附金等
他に属さない収入

繰入金（3.3%）　
3億7,939万円
各種基金や特別会計からの繰入金

町税（9.3%）　
10億9,214万円
個人町民税や固定
資産税等の地方税

●自主財源
　町が自ら徴収または収納できる財源
●依存財源
　国や道からの交付や配分による財源

依存財源
76.2％

自主財源
23.8％

総額
116億7,002万円

総額
115億5,807万円

■お問い合わせ　財政課 財務グループ ☎62-1235

　基金とは、財政運営を計画的に行う
ため、または特定の目的のために資金
を確保し、積み立てるもので、家計にお
ける預貯金に相当するものです。
　令和3年度末の一般会計における基
金残高は74億156万円となっており、
前年度比6,658万円の増となっていま
す。特別会計における基金残高は2億
1,134万円となっており、前年度比220
万円の増となっています。
　また、平成29年度以降の一般会計の
基金残高の推移を図１で表しています。

■町債の状況（一般会計）
　施設や道路などの整備には、単年度
で多額の経費を必要とすることから、財
源を確保する方法として地方債制度が
あります。この制度によって町が借り入
れたお金を町債といいます。
　令和3年度末の町債残高は一般会計
で99億9,558万円、特別会計で5億
8,381万円、企業会計で38億3,688万
円となっており、町債全体で見ると前年
度比5億9,519万円の減となっていま
す。
　また、平成29年度以降の一般会計の
町債残高の推移を図２で表しています。

■町有財産の状況
　町の財産としては、「基金」、「土地」、
「建物」、「有価証券」、「出資金」があり、そ
の他に車両や備品を保有しております。
　一般会計と特別会計を合わせた財産
の保有状況は、表４のとおりとなってい
ます。

■財政調整基金　■減債基金　■特定目的基金　■備荒納付金
80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

基
金
残
高（
億
円
）

H29 H30 R1 R2 R3

75.475.4

15.715.7

32.832.8

11.511.5

15.415.4

75.575.5

15.815.8

31.431.4

11.511.5

16.816.8

74.174.1

14.814.8

30.330.3

11.511.5

17.517.5

73.373.3

13.413.4

31.531.5

11.511.5

16.916.9

74.074.0

13.513.5

31.731.7

12.012.0

16.816.8

■交付税算入率70%以上　■交付税算入率70%未満
140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

年
度
末
現
在
高（
億
円
）

H29 H30 R1 R2 R3

118.5118.5

18.918.9

99.699.6

112.0112.0
15.415.4

96.696.6

108.7108.7
12.612.6

96.196.1

105.1105.1
10.210.2

94.994.9

100.0100.0
8.98.9

91.191.1

区分

基金

土地

建物（延面積）

有価証券 

出資による権利

R3年度末保有状況 R2年度末保有状況 伸び率

0.93%

△0.00%

△0.09%

0.00%

0.00%

7,709,392千円

72,131,152㎡

190,969㎡

21,160千円

85,299千円

7,638,555千円

72,131,450㎡

191,133㎡

21,160千円

85,299千円

今回掲載した内容のほか、財政状況に関する情報を定期的にホームページに掲載していますので、ご覧ください。

図1

図2

表4
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令和４年度枝幸町自治功労者・功績者表彰が11月３日の文化の日に催されます。
表彰は、町政に寄与された方や自治、経済、社会、文化等の発展に顕著な功績のあった方への功労を讃え、感謝し、地方
自治の振興を促進することを目的としています。
栄えある受賞を祝し、受賞者の方 を々紹介します。(敬称略)

令和4年度
枝幸町自治功労者・功績者表彰

◆枝幸町自治功労者表彰◆ －枝幸町自治功労者表彰条例に基づく受賞者－

◆枝幸町功績者表彰◆ －枝幸町功績者等表彰規則に基づく受賞者－

石川　勝（いしかわ　まさる） 歌登桧垣町

　平成２２年４月枝幸町議会議員に初当選し、現在まで４期１２年余にわたり町政の振興と発展に尽力され
ています。
　その間、総務文教常任委員会副委員長、議会運営委員会委員、南宗谷衛生施設組合議員を歴任し、平
成２６年４月からは議会選出監査委員を２期８年務められました。
　令和４年４月からは産業厚生常任委員会委員長として、地方公共団体の行政運営に公平な立場をもって
努力され、常に卓越した見識と指導力、行動力を発揮し、地方自治発展のため貢献されています。

小林　正浩（こばやし　まさひろ） 幸町

　平成２２年４月枝幸町議会議員に初当選し、現在まで４期１２年余にわたり町政の振興と発展に尽力され
ています。
　その間、産業厚生常任委員会副委員長、総務文教常任委員会委員長、議会広報編集特別委員会委員
長等を歴任し、令和４年４月からは議会運営委員会副委員長と前任期から引き続き総務文教常任委員会委
員長を務め、地方公共団体の行政運営に公平な立場をもって努力され、常に卓越した見識と指導力、行動
力を発揮し、地方自治発展のため貢献されています。

清野　盛（せいの　さかり） 新栄町

　平成１４年５月より、地域社会の犯罪・非行防止の意識高揚、更生保護思想の普及に努めるため保護司
に就任、以来２０年余の長年にわたり、「社会を明るくする運動」に自ら進んで精力的に活動を行うなど、社
会奉仕の精神をもって世論の啓発や地域社会の浄化に努められ、犯罪や非行のない明るい地域社会の実
現に貢献されています。

岩間　忠光（いわま　ただみつ） 歌登南町

　平成９年４月より、枝幸町（旧歌登町）交通安全指導員に就任、以来２５年余の長きにわたり、住民の尊い
生命を守るため交通安全指導員の実践に尽力され、地域の交通安全指導や町内で行われる各種行事に
対しても積極的に出動するなど、町の交通安全の推進に貢献されています。

自治功績者

今　裕悦（こん　ゆうえつ） 音標

　平成６年から音標自治会理事に就任、平成１０年から副会長、平成３０年からは会長として、合わせて２８
年の長きにわたり音標自治会の運営に尽力されました。また、平成３０年には、枝幸町自治会町内会連絡協
議会の理事として、自治会・町内会の調整役となり、地域の振興発展に貢献されました。

特別功績者

夢想漣えさし
　本年６月に開催された第３１回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りで、通算１４度目となるファイナルコンテストへ進
出、出場総数１９５チームの中、５度目の準大賞を受賞されました。

枝幸高等学校音楽部
　昨年１０月に開催された第５５回全道高等学校音楽発表大会の器楽・管弦楽部門において最優秀賞を受
賞し、本年８月に北海道代表として第４６回全国高等学校総合文化祭へ出場されました。

善行功績者

石岡電気工業株式会社 幸町

　会社創立７０周年を記念し、地域への感謝、環境への配慮として、ＬＥＤ防犯灯を寄附されました。

井手上建設株式会社 南浜町

　育英基金および一般寄附として、多額の寄附をされました。

藤建設株式会社 稚内市

　枝幸町振興の一助として、多額の寄附をされました。
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■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

年度 世帯数 加入者数
増　減 増　減

R 元 1,346 世帯 △ 57 世帯 2,650 人 △ 114 人
R2 1,312 世帯 △ 34 世帯 2,580 人 △ 70 人
R3 1,315 世帯 3 世帯 2,553 人 △ 27 人

枝幸町国保の加入状況（年度平均）表１

枝幸町民の健康保険加入内訳図 1

人 口
7,486 人

（R4.3.31）

国民健康保険
2,553 人
（34％）

後期高齢者医療保険
1,415 人
（19％）

社会保険ほか
3,518 人
（47％）

令和元年度以降の年代別国保加入者数図 2

枝幸町国保の診療諸率の状況表 2

年 度 区 分
診　療　費 100人当たり

受診率
１件当たり

日数１人当たり １件当たり １日当たり

令和 
2年度

入　院 134,728円 542,276円 39,379円 24.85件 13.77日
入院外 93,192円 16,898円 12,994円 551.51件 1.30日
歯　科 20,933円 15,847円 7,746円 132.09件 2.05日

計 248,853円 35,126円 18,717円 708.45件 1.88日

令和 
3年度

入　院 153,974円 579,787円 42,947円 26.56件 13.50日
入院外 104,314円 17,758円 13,663円 587.43件 1.30日
歯　科 20,852円 15,626円 8,209円 133.45件 1.90日

計 279,141円 37,346円 20,287円 747.43件 1.84日

令和元年度以降の国保「診療費」内訳図 3

入院医療費の上位５疾患

年齢区分別の１人当たり医療費

外来医療費の上位５疾患表 4

表 3

表 5

疾　患　名 入院医療費

1 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 2,963万円

2 脊椎障害（脊椎症を含む） 1,982万円

3 その他の心疾患（不整脈など） 1,725万円

4 気管、気管支および
肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 1,567万円

5 悪性リンパ腫 1,488万円

疾　患　名 外来医療費 生活習慣病

1 糖尿病 4,156万円 ◎

2 高血圧性疾患 3,755万円 ◎

3 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 2,762万円

4 気管、気管支および
肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 2,123万円

5 その他の消化器系の疾患 1,922万円

ジェネリック医薬品の数量シェア表 6

区　分 全　体
医　科 調　剤

枝幸町 76.8％ 59.4％ 78.4％

宗谷管内平均 79.7％ 73.4％ 84.2％

北海道平均 82.3％ 72.2％ 84.8％

年度別の特定健診受診率図 4

年 齢 区 分 令和3年度 令和２年度 増　減
全体平均 371,540円 336,485円 35,055円

未就学
（0歳～6歳） 159,807円 142,758円 17,049円
就学～64歳 243,260円 206,574円 36,686円
65歳～69歳 551,637円 489,683円 61,954円
70歳～74歳 678,791円 690,086円 △11,295円

348百万円 240百万円 54百万円 642百万円

枝 幸 町 国 民 健 康 保 険枝 幸 町 国 民 健 康 保 険 のの 運 営 状 況運 営 状 況
■国保の加入状況
　枝幸町国保の加入状況は、令和３年度平均で世帯数
が1,315世帯、加入者数は2,553人となっており、町民
の約34％の方が国保で医療を受けられています。
　令和元年度以降の加入状況は、表１のとおりですが、
社会保険への加入や人口減少などにより、減少傾向と
なっています。

３人に１人
の方が
国保に加入

R 元R 元

R2R2

R3R3

2,000人2,000人

1,500人1,500人

1,000人1,000人

500人500人

0人0人

3,000人2,500人2,000人1,500人

R2 R3H29 H30 R元

1,000人

452人

514人

■医療費などの状況
　枝幸町国保の令和２年度および令和３年
度の診療諸率の状況は、表２のとおりです。　
　 令 和３年 度 の 1 人 当たり診 療 費は、
279,141円となり、前年度に比べ30,288
円、12.2％の増額となっており、１件当たり
および１日当たりの金額も、前年度に比べ
それぞれ増額となっています。
　受診率（100人当たりの受診件数）も
747.43件（前年度比38.98件増、5.5％増）
と増額になっていますが、1件当たりの日数
は入院および歯科で減少しています。
　図３は、令和元年度以降の診療費総額を

「入院・入院外・歯科」に区分し表していま
す。
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症
の拡大による受診控えなどの影響もあり、
大きな減額となりましたが、令和３年度は入
院および入院外が増額となっています。

R 元R 元

R2R2

R3R3

600百万円400百万円200百万円0円

393百万円

■入　院　■入院外　■歯　科

266百万円 53百万円 712百万円

403百万円 251百万円 53百万円 707百万円

■１人当たり医療費の状況
　診療費に調剤費や療養費などの費用額を加えた令和３年
度の１人当たり医療費の平均額は、371,540円（前年度比
35,055円増、10.4％増）となっています。
　年齢区分別の金額は、表３のとおりとなっており、年齢が上
がるにつれて、１人当たりの医療費は高くなっています。

■入院医療費
　令和３年度の入院医療費の上位５疾患は、表４のとお
りとなり、悪性新生物<腫瘍>に関する医療費が上位
を占めています。

■外来医療費
　令和３年度の外来医療費の上位５疾患は、表５のとお
りとなり、生活習慣病による医療費が上位を占めてい
ます。

■ジェネリック医薬品の利用状況■特定健診受診率
　ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分で製造さ
れており、安全性、有効性および品質は、国による厳格
な審査を経て製造販売が認められている信頼できるお
薬です。
　国では、ジェネリック医薬品の使用割合を80％以上
とすることを目標にしていますが、枝幸町国保の使用
割合は、令和４年８月時点で76.8％となっています。（表
６参照）

　令和３年度の特定健診受診率（速報値）は、37.2％で、
国が定める目標値の60％を下回っています。（図４参照）
　外来医療費の上位を生活習慣病による医療費が占
めていますが、特定健診を受診することで早期に生活
習慣病のリスクを発見し、病気の発症・重症化予防につ
ながっています。

※令和3年９月～令和4年８月審査分数量シェアより

■受診者数　■未受診者数　ー受診率

45.0%45.0%

35.0％35.0％

25.0％25.0％

15.0％15.0％

1,113人

28.9％

577人

973人

37.2％

573人

1,148人

33.3％

539人

1,100人

32.9％

536人

1,053人

33.7％

500人

■70歳～74歳　■65歳～69歳　■就学～64歳　■未就学（0歳～6歳）　

368人 1,553人 118人 2,553人

444人 432人 1,648人 126人 2,650人

476人 398人 1,586人 120人 2,580人

※国保情報データベース医療費分析より※国保情報データベース医療費分析より

（受診率）（人数）
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　結核に感染していても、健康で体力があれば免疫力が高く結核菌の増
殖を抑えることができます。ところが、栄養状態の悪化や加齢とともに
体力が衰えると結核を発症してしまいます。特に、高齢者の発症が増え
ていることが心配されています。
　自分自身の健康を守ることはもちろん、家族や友人などへの感染を防
ぐためにも早期発見・早期治療が重要です。
　１年に１度は、結核の検査（胸部エックス線撮影）を受けましょう。

区　分 健診（検診） 検査項目
料　　金

40～69歳 70歳
特定健診

（健康診査）
特定健診 身体計測、血圧測定、尿検査、血液検

査、医師診察 無　料
健康診査

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

心電図検査 電極を装着する心臓の検査 500円★
眼底検査 眼球を覆う網膜の写真撮影 100円★
貧血検査 赤血球数など血液の検査 100円★
肝炎ウイルス検査 血液検査

300円 100円
※過去に受けたことのない40～満70歳の希望者
エキノコックス症検査 血液検査　※５年に１度受けましょう 無　料

漁
業
者
の
方

一般
の
方

■お申し込み・お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎ 62-4658 FAX 62-3353

漁業者健診のお知らせ

●定員のある項目もありますので、お早めの申し込みをおすすめします！
●骨粗しょう症検診もご利用ください！（単独でも受診できます）

国保加入の40歳（昭和57年4月1日～昭和58年3月31日生まれの方）は、胃がん・肺が
ん・大腸がん・前立腺がん検診が無料です。

枝幸町保健福祉センター
と　き

ところ

■対象者

①午前  6時30分～午前  6時50分
②午前  7時00分～午前  7時20分
③午前  7時30分～午前  7時50分
④午前  8時00分～午前  8時20分
⑤午前  8時30分～午前  8時50分
⑥午前  9時00分～午前  9時20分

⑦午前  9時30分～午前  9時50分
⑧午前10時00分～午前10時20分

区　分 健診（検診） 検査項目
料　金

国保40歳 国　保 社　保 70歳以上

基本の
がん検診

胃がん検診 バリウムによる胃部レントゲン検査 無　料 700円 1,500円 500円
ピロリ菌検査 血液検査

770円★　※胃がん検診と併用
※過去に調べたことのある方、除菌済みの方は対象外

肺がん検診 レントゲン検査 無　料 200円 400円 100円

大腸がん検診 便潜血検査
（事前に2回分の便をとる） 無　料 300円 700円 200円

前立腺がん検診
（男性のみ）

血液検査
※治療中・既治療の方は検査不可 無　料 300円 600円 200円

その他
（単独実施可能）

すい臓がん検診 血液検査 4,510円★
肝臓がん検診 血液検査 1,650円★
血液検査追加 血液検査 1,155円★
※すい臓、肝臓、腎臓などの特定健診より詳しい血液検査

腹部エコー検査 すい臓、肝臓、胆のう等を超音波
で検査 5,500円★

その他

風しん抗体検査 血液検査 クーポン券をお持ちの方のみ
無　料※昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性のみ。

骨粗しょう症検診 骨密度測定
（かかとに超音波をあてる検査）

16～69歳 70歳
以上国　保 社　保

400円 800円 300円

一
年
に
一
度
の
健
診
で

12月15日（木）12月15日（木）

締め切りは12月8日（木）まで！

健康マイレージ対象事業今年度最後の
集団健診です！

対象の男性は風しん抗体検査も一緒に受診できます。
（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性）

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、実施
が変更になる場合があります。

［特定健診］枝幸町国民健康保険に加入している 40 歳～満 74 歳の方
［健康診査］満 75 歳以上の方
［各がん検診］40 歳以上の方
［骨粗しょう症検診］16 歳以上の方

※対象年齢は、今年度迎える年齢です（例：誕生日の来ていない３９歳の方も特定健診の対象）。
※国保以外の医療保険に加入している方の特定健診については、各保険者にお問い合わせください。

医療保険の種類に変更がある予定の方は、お申し込みの際にお伝えください。
（健診当日の加入保険により、受けられる健診の項目が変わります）

今年の
ポイント！

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
　
健
や
か
・
枝
幸

※生活保護受給の方は、★印の項目以外は無料です。
※新型コロナウイルス対策のため、『喀痰検査』が実施できません。ご了承ください。

■受付時間

■健診内容および料金　※受けたい健診を選択してお申し込みください。

１年に１度は結核の検査を受けましょう
　結核に感染していても、健康で体力があれば免疫力が高く結核菌の増殖
を抑えることができます。ところが、栄養状態の悪化や加齢とともに体力
が衰えると結核を発症してしまいます。特に、高齢者の発症が増えている
ことが心配されています。
　自分自身の健康を守ることはもちろん、家族や友人などへの感染を防ぐ
ためにも早期発見・早期治療が重要です。
　１年に１度は、結核の検査（胸部エックス線撮影）を受けましょう。

■集団健診
　漁業者健診（12/15）で行われる肺がん検診でも、
　結核を調べることができます。
■個人での検査
　かかりつけ医に相談しましょう。

80歳以上の方は結核の発症が約5倍！
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インフルエンザ予防接種について

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

インフルエンザと新型コロナウイルスは、症状が類似しており
判別が難しいです。
発熱症状がある場合は、受診する前に電話でご相談ください。

　インフルエンザの症状は、高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水も見られます。普通の風邪
に比べ全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのも特徴です。
　インフルエンザ予防接種を行うと、症状の重症化を抑えることができます。
　主な副反応は、接種部位の腫れや痛みで他の予防接種と同じです。万が一、重い副反応が起きてしまった場
合は、枝幸町予防接種事故災害補償や健康被害救済制度があります。
　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザは、症状が類似しており判別が難しい
と言われています。また、同時に感染することによる合併症の報告もあります。同時期
の感染を予防するためにも、ぜひインフルエンザの予防接種を受けましょう。
　新型コロナウイルスワクチン前後に日数をあけることなく、
インフルエンザ予防接種は接種可能です。
　特に65歳以上の高齢者、基礎疾患をお持ちの方、妊婦、乳
幼児から小学校低学年までの方は重症化のリスクが高いため
予防接種を受けることが強く勧められています。

［償還払い時に必要な書類］
１）助成申請書
２）予防接種の領収書（原本）
　（領収書に予防接種の実施が確認できる記載がない
　場合、「予防接種済証」などの書類も併せて添付）
※領収書の原本は、お返しできません。
３）助成金の振込先口座がわかるもの
４）【①住民税非課税世帯の方のみ】
　インフルエンザ予防接種非課税証明書
５）【②生活保護受給者の方のみ】
　診療依頼書（インフルエンザ予防接種用）

　インフルエンザ予防接種費用の全額を
一旦医療機関に支払い、右記の必要書類を
用意して役場窓口で申請してください。
　助成額を振込先口座に償還払いします。
※ただし、「③就学前のお子さん」は町外で
受けた場合、全額助成とはならず「④中
学生以下の方」の制度の対象となり一回当たり1,600
円までの助成となりますので、ご注意ください。

発熱症状が出た場合の
対応について

すでに予約を
受け付けています！

■発熱外来　枝幸町国保病院（※完全予約制）☎62-2111　
■受付時間　月曜日～金曜日　午後１時30分～午後２時（土日祝日除く）
■診療時間　月曜日～金曜日　午後３時～午後４時（土日祝日除く）

※予約および接種時は混雑が予想され、感染予防対策は十分に講じたうえで実施しますが、長時間お待ちいた
だくことがあります。
※今年度もワクチンの供給が不安定になることが予想されるため、予約については予定数（未定）に達した場
合、予告なく受け付けを終了しますのでご了承ください。

※接種時には、マスクの着用など感染予防対策へのご協力をお願いします。
※予約時に予診票をお渡ししますので、事前に記入してお持ちください。
●インフルエンザ予防接種期間中は、小児科の診療時間が変更になります。
　小児科受診の際には、お問い合わせいただくか枝幸町国保病院ホームページでご確認ください。

※０歳児は、医師の説明を受けたうえで保護者
の判断により接種を受けてください。

予防接種の接種回数
13歳未満 ▶２回（４週間隔）
13歳以上 ▶原則１回

※１回目の接種を町外の医療機関で受けて、２回目を枝幸町国保
病院で受ける場合、２回目の接種料金は、3,600円になります。

インフルエンザ予防接種費用（枝幸町国保病院）
1回目 ▶3,600円
2回目 ▶2,550円（13歳未満のみ）

■町内でインフルエンザ予防接種ができる医療機関

枝幸町国保病院
（☎６２－２１１１） 完全予約制

●小児科は、電話予約受付のみ。
　その他は、電話または来院時に予約可能。
●電話予約受付時間　月曜日～金曜日（午後3時30分～午後5時）
　直接来院される場合は、各科受付にてご予約願います。

予防接種費用の助成について

■助成対象者および自己負担額 ※インフルエンザ予防接種費用の一部または全額を助成します。

■各助成対象者のお問い合わせ先
①住民税非課税世帯の方 ②生活保護受給者の方 ③就学前のお子さん ⑥後期高齢者医療制度に加入の方　 
　▶保健福祉課保健予防グループ（☎62-4658）　歌登総合支所住民生活グループ（☎68-2111）

④中学生以下の方
　▶町民課子育て保育グループ（☎62-1237）　　歌登総合支所住民生活グループ（☎68-2111）

⑤65歳以上で国保に加入の方 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　▶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）

■町外の医療機関で接種する場合

■受診時の持ち物
保険証、診察券、予防接種費用（①.②.③以外の方）
※③の方は、母子健康手帳も忘れず持参してください。

※③～⑥の方で、①および②にも該当する場合は、そちらが適用になります。
※各医療保険から交付を受けている「減額認定証」をお持ちの方は、①に該当します。

①～③の方は、医療機関に持参するもので準備が必要なものがあります！ 

① 住民税非課税世帯の方

② 生活保護受給者の方

③ 就学前のお子さん

インフルエンザ予防接種非課税証明書（無料）

診療依頼書（インフルエンザ予防接種用）

予防接種無料クーポン券

税務課・歌登総合支所

保健福祉課・歌登総合支所

保健福祉課

準備するもの 申請・受け取り窓口

接種時に忘れると自己負担が発生します！！ 忘れずにお持ちください！

忘れないで
ね！

① 住民税非課税世帯の方
② 生活保護受給者の方
③ 就学前のお子さん

無　料
※助成額 1回あたり3,600円まで

〈１回目〉2,000円
〈２回目〉　950円
※助成額 1回あたり1,600円

2,000円
※助成額 1,600円

④ 中学生以下の方
⑥ 後期高齢者
 　医療制度に
　 加入の方

⑤ 65歳以上
 　で国保に
　 加入の方

対象者

自己負担額
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地域包括ケアシステム

■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…

　枝幸町地域包括ケアシステム推進検討会議では、９月29日に第２回会議を開催し、介護保険事業によるサー
ビスについて、課題検討を行いました。
　介護保険サービスを利用するためには、認定調査員が申請に至った状況や身体の状態を調査確認し、介護認
定審査会による審査を経て介護度の決定を受ける必要があります。
　令和４年３月31日時点の枝幸町介護保険要介護（要支援）認定者数は553人で、年齢別の内訳は、表１のとお
りです。
　内訳をみますと、年齢が上がることで介護認定を受ける方の割合も高くなります。80歳～84歳では101人
の方が介護認定を受けており、認定割合は24.8％で約４人に１人、また、85歳以上では、半数以上の方が介護度
に応じて公的な介護保険サービスを利用しています。
　検討会議では、多くの町民の方に若いうちから介護保険制度のことをご理解いただくことも重要と考えてお
り、広報誌などで制度の周知を図ります。

　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。

　介護保険制度では、日常生活の中でどの程度の介護（介助）
が必要であるのかを「要介護認定基準時間（介護にかかる時
間）」として表し、介護度が定められています。
　介護度は、最も軽い「要支援１」から、最も重い「要介護５」まで
７段階あります。
　要介護認定は、図２の流れのとおり、申請後に認定調査員の認
定調査からコンピュータによる一次判定、介護認定審査会によ
る二次判定を経て、介護度が決定となります。
　介護保険は、介護度によって利用できるサービス内容が異な
るため、表２の１カ月あたりの区分支給限度基準額を上限として、
介護支援専門員（ケアマネジャー）とサービス計画を立て、介護
サービスを利用します。

●介護保険の介護度とはどういうものなの？

■表１　年齢別要介護（要支援）認定者数【令和４年３月31日時点】

■図１　住民基本台帳人口に占める要介護（要支援）認定者数の割合
　　　 【令和４年３月31日時点】

■表２　介護度段階別の要介護認定基準時間・区分支給限度基準額・心身の状態例

■図２　要介護認定の流れ

　町内では住民主体の趣味やサロン、運動などの
活動が行われています。
　みなさんで交流し、楽しみましょう！
　写真は、朗らかクラブ「ワッハッハ」の一コマです。

申 請

一次判定（コンピュータによる判定）

認定調査（認定調査員による訪問調査）

二次判定（介護認定審査会）

自　立 要介護要支援

500人

0人

100%

80%

60%

40%

20%

0%

（割合）（人数）

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上

■介護認定者数　■年齢別の住基人口　　　介護認定者の割合

597人

17人
2.8%

725人

36人
5.0%

489人

62人
12.7%

408人

101人

24.8%
306人

156人

51.0%

204人
169人

82.8%

介護度区分
40歳
～

64歳

65歳
～

69歳

70歳
～

74歳

75歳
～

79歳

80歳
～

84歳

85歳
～

89歳
90歳
以上 合計

要支援１ 4 3 5 16 26 42 23 119
要支援２ 1 1 5 9 9 13 8 46
要介護１ 1 3 7 16 22 34 24 107
要介護２ 2 2 3 5 17 15 28 72
要介護３ 1 3 3 6 12 16 42 83
要介護４ 3 1 11 7 10 22 31 85
要介護５ 4 2 3 5 14 13 41
合　計 12 17 36 62 101 156 169 553

65歳以上の住民基本台帳人口 597 725 489 408 306 204 2,729
介護認定者の割合 2.8% 5.0% 12.7% 24.8% 51.0% 82.8％

単位：人
介護度段階 要介護認定

基準時間
区分支給限度基準額
（１か月あたり） 心身の状態（例）

自　立 － 0円

要支援１ 25～32分未満 50,320円 日常生活において介護までは必要がない状態。
要介護状態の予防のために支援が必要。

要支援２ 32～50分未満 105,310円 要介護には至らないが、日常生活において支援が必要。
機能改善の可能性がある。

要介護１ 32～50分未満 167,650円 歩行が不安定かつ困難な状態。
日常の排泄や入浴などに部分的な介助が必要。

要介護２ 50～70分未満 197,050円 自力での歩行が困難な状態。
排泄や入浴などに部分的または全介助が必要。

要介護３ 70～90分未満 270,480円 自力での歩行ができない状態。
排泄・入浴・衣類の着脱などに全介助が必要。

要介護４ 90～110分未満 309,380円 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣類の着脱など日
常生活全般に全面的な介助が必要な状態。

要介護５ 110分以上 362,170円 意思の伝達が困難な状態。
日常生活全般において全面的な介護が必要な状態。

軽い

重い
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（枝幸町老人福祉センター内）☎62-2626　　　　
受付時間：午前9時～午後5時（平日）　

　働きたくても働けない、住む所がないなど、まず
はお困り事をお聞かせください。地域の相談窓口が
一緒に考え、解決へのお手伝いをします。ご家族な
どまわりの方からの相談でも受け付けします。

生活に困ったら、ためらわずにご相談ください！

各相談窓口が閉庁となる年末年始の直前にご相談をいただいても、緊急的な対応ができない場合がございます。

１．家賃の滞納はありませんか？

２．水道・光熱費は払えていますか？

３．灯油代はありますか？

４．食べ物は足りていますか？

５．税金の滞納はありませんか？

６．借金で悩んでいませんか？

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ひとつでも 当てはまったら、相談しましょう！

　経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方に対し、枝幸町では下
記の機関が連携して、包括的な支援を行っています。

ひとりで
抱えこまずに
　まずはご相談
ください

自立生活支援センター ■仕事・家計・生活に関するご相談

ご相談の内容により、様々な制度の活用についてご提案します。
また、支援機関（行政、社会福祉協議会、法律事務所、医療機関、NPO等）への同
行や、支援機関と連携して問題解決に向けたサポートをします。

（保健福祉センター内）☎62-2601　歌登支所（歌種内）☎68-3717　
受付時間：午前８時30分～午後5時15分（平日）

枝幸町社会福祉協議会 ■個人向けの貸付に関するご相談

他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に、経済
的自立と生活の安定を図ることを目的として貸し付けを実施しています。

保健福祉課福祉介護グループ ☎62-1337　総合支所住民生活グループ ☎68-2111
受付時間：午前８時30分～午後5時15分（平日）

役場　保健福祉課
　　　歌登総合支所 ■様々な支援を受けても、生活が苦しい方へ

健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、一日でも早く自分自身の力で
生活ができるように必要な手助けをする制度が生活保護です。
役場では、生活保護に関する相談と申請の受け付けをしています。

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ ☎62-1337

枝幸町
マイレージ特別事業2ポイント

いのち見守り隊 養成講座
　悩みを抱えた方の多くは、身近な家族や友人に相談をすると言われています。
　あなたの大切な人が、いのちの問題につながる悩みを抱えた時、どのように対応したら良いか、この
講座で学んでみませんか？

※新型コロナ感染症の状況により中止になる場合があります。
　また、当日の感染対策にご協力ください。

ZOOMで、参加希望の方は、
メールでお申し込みください。　　
アドレス hokenyobo@esashi.jp

■お申し込み・お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658 FAX62-3353

ご自宅等で
参加できます

『いのち見守り隊（ゲートキーパー）』とは
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ見守る人のことです。

日　時

場　所

講　師

令和４年11月26日（土） 午後１時30分～午後３時（午後１時開場）
［枝幸地区］枝幸町中央コミュニティセンター ２階イベントホール
［歌登地区］交流センター　歌種（オンライン研修です）
北海道医療大学 心理科学部臨床心理学科　教授 冨家 直明氏

とみ い え   た だ あ き

※今年は、怒りの気持ちとの上手な付き合い方（アンガーマネジメント）
　についても、お話していただきます。

●申込期日：令和４年11月18日（金）まで

「枝幸町ケアネット」が本格稼働します

　「住み慣れたまちで、いつまでも自分らしい生活を続けていくことができるように」病院、在宅介護サービス事業所、訪
問看護ステーション、地域包括支援センター、行政などがシステムを活用した情報共有で連携を強化し、よりよい医療・
介護を提供するためのものです。

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ ☎62-1337　国民健康保険病院 事務局 ☎62-2111

枝幸町ケアネットとは（ICT活用による在宅医療介護連携）

　従来、各事業所間で書類や電話連絡で行っていた情報共有について、「枝幸町ケアネット」を活用することで、迅速で正
確な情報のやりとりが可能になります。また、医師、看護師、介護員、ケアマネージャー、リハビリ担当者等の多職種の
連携が容易になることで、介護サービスの質の向上や救急時の対応にも役立てられます。

枝幸町ケアネットを活用するメリット

　患者さんや介護サービス利用者さんの医療・介護情報は、個人情報を守るため「枝幸町
ケアネット」の利用規約に基づいて、次のように運用を行います。
❶共有される情報　【基本情報】　氏名、生年月日、住所、電話番号、緊急時連絡先など
　　　　　　　　　【介護情報】　要介護認定、介護サービス利用状況など
　　　　　　　　　【医療情報】　病歴、服薬情報、検査結果、医療指示など
❷ご本人同意と情報共有できる事業所等　
　医療・介護情報の共有は、「枝幸町ケアネット」の利用に同意いただいた町民のみを対象
とします。情報を参照できる事業所は、同意いただいた町民の方が利用している事業所に限られます。
❸セキュリティー対策　
　枝幸町ケアネットのシステムは、通信データを暗号化し送受信を行います。また、個人情報への不当なアクセスを防止
するための厳重なセキュリティー対策を実施しているため、情報を安全にやり取りすることができます。

個人情報の共有・管理
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■お問い合わせ　枝幸消防署 ☎62-1119　歌登分署 ☎68-2820

住宅用火災警報器の交換について
　住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや本体の内部機器の経年劣化などで火
災を感知しなくなるおそれがあります。設置から10年を目安に機器本体を交換しま
しょう。
※お手入れや作動確認は、高いところでの作業となり転倒や落下などの危険があり
ますので、安定した足場を確保して２人以上で作業を行ってください。

冬期間における火災予防について
　冬は火災の発生が多い時期です。予期せぬ火災から尊い命を守るために次のことを確認しましょう！
・寝たばこは、絶対にしない、させない。
・たばこの火は、必ず消えていることを確認する。
・玄関や窓、部屋の出入口付近を片付けて避難口を確保し、素早く逃げられるように整理整頓する。
・ストーブやコンロなど火気を取り扱うものの周囲に、燃えやすいものを置かないようにする。
・ポータブル石油ストーブに給油をする際は、火を消してから作業し、給油タンクのキャップは確実に閉める。
・電気製品のプラグは確実にコンセントに差されているか、コンセントにほこりがたまっていないか、配
線コードは、家具などで踏まれていないかを確認する。

ESASHI Fire Dept.枝幸消防署からのお知らせ枝幸消防署からのお知らせ

『にじの森』イベントのご案内

　枝幸町多文化共生アドバイザーのレ・ホアン・キム・ガンさんに、ベトナムについてご紹介
していただくイベント『ベトナムってどんな国？こんな国！』を開催します。
　１階では、ベトナムの食や文化について学べる展示、ベトナムのインスタント食材や雑貨の
販売のほか、ベトナムコーヒーやハス茶の試飲をお楽しみいただけます。
　２階では、講座『ベトナムってどんな国？こんな国！』を行います。
■日　時：12月10日（土）・１回目：午前11時～正午　・２回目：午後１時30分～午後２時30分（各回、内容は同じです）
■場　所：枝幸町子育てサポート拠点施設「にじの森」２階サークル研修室　　■参加費：無料
■定　員：各回６～９名　　■対　象：一般　※託児あり（無料で各回３名、ご希望の方は、参加申込の際にお知らせください）
■締　切：12月３日（土）※参加をご希望の方は、事前に下記まで申し込みください。

■お問い合わせ　枝幸町子育てサポート拠点施設「にじの森」 ☎64－7717

『ベトナムってどんな国？こんな国！』

■期　間：11月２日（水）～11月30日（水）午前10時～午後６時（日曜・祝日のみ午前10時～午後４時）
■場　所：枝幸町子育てサポート拠点施設「にじの森」　レンタル室1階
■内　容：持ち込み・陳列・持ち帰り（全て無料）を利用者の方がセルフサービスで行うリユース品交換
の場です。期間内であれば、いつでも持ち込み・持ち帰りができます。持ち込みできる品目等の詳細
は、にじの森ホームページでご確認いただくか、下記までお問い合わせください。
■注　意：①大型のリユース品が残った場合は、引き取りに来ていだきます。 ②リユース品は、開館時
間内に搬入してください。

にじの森　リユース広場～Autumn＆Winter Ver. ～

冬季の注意事項

■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

　冬になると、大雪、暴風雪、なだれなどによる災害の心配が出て
きます。北海道では暴風雪による災害が繰り返し発生しており、特
に平成25年3月には、道東を中心として猛吹雪により9名の方が
亡くなり、500台以上の車が立ち往生するなど大きな災害となり
ました。宗谷地方でも今年1月の暴風雪で住家等に被害が発生し、
道路の通行止めを始め交通機関に影響が出ました。
　気象台では、宗谷地方で暴風雪が予想されるとき、暴風雪警報
を発表します。また、広い範囲で暴風雪が予想されるときには、
「数年に一度の猛ふぶき」のキーワードを用いた気象情報を発表
しますので、情報を得たら外出はお控えください。
　暴風雪による災害は、晴天から悪天へと天気が急変した時に特に多く発生しています。暴風雪が予想され
るときで、どうしても外出しなければならない場合は、最新の気象情報確認と防寒などの備えをしてくださ
い。また、外出先で暴風雪に遭遇してしまった場合は、道の駅やコンビニエンスストア、ガソリンスタンドなど
の安全な場所に避難して天候の回復を待ち、気象情報や道路情報を確認してから行動するようにしましょう。

下記は大雪・暴風雪に関する最新の防災気象情報のページへのリンクです

https://www.jma.go.jp/jma/bosaiinfo/snow_portal.html

■お問い合わせ　オホーツク枝幸ひまわり基金法律事務所　☎64-7367

？？？
最近年金で生活している親族のところへ行くと、信販会社から何通も請求書が
届いていることに気が付きました。数カ月前から複数の業者が来て、信販会社を

利用して高価な洋服を２０着ほど数百万円分購入しているようでした。親族は一人暮らしで、そ
んなに高価な洋服は必要ではなく、実際買った洋服は未使用のままです。契約を解約し、返金
してもらうことはできないでしょうか。

本件は、業者に対して特定商取引に関する法律（以下「特商法」といいます。）の
過量販売解除権を、信販会社に対して割賦販売法（以下「割販法」といいます。）

の過量販売解除権を主張できる可能性があります。

お悩み相談室
阿野弁護士の

　特商法は、①１回の契約で過量となる場合、②複数回の契約で過量となる場合、契約後１年間契約の申込みの撤回または解
除を認めています。割販法も、個別クレジット契約締結時から１年間、上述の特商法上の過量販売に該当する取引に係る個
別クレジット契約の申込みの撤回または解除を認めています。
　解除するための特商法上の要件は（ア）過量性と（イ）業者の過量性の認識、です。
　本件の場合、（ア）については、年金生活の一人暮らしの高齢者が、数カ月で２０着もの高額の洋服を購入することは通常
人の契約行動ではないと考えられます。
　次に、（イ）の点は情報不足ですが、親族の方が購入時に他の業者に対して多数洋服を購入していることを話していた、
もしくは複数の業者が互いに連携していたなどの事情があれば、法律上の要件を満たすことができるでしょう。
一方、割販法の過量販売解除権については、（イ）は解除の要件となっていません。そのため、本件では信販会社に対して
過量販売解除権を行使して返金してもらうことが可能と思われます。

お悩み

お答え
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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。

枝幸町国保病院　調理員１名（パートタイム会計年度任用職員）
●職務内容　給食調理業務
●給　　与　月給122,535円～（※調理師有資格者は加算あり）
●勤務時間　週5日勤務のシフト制、午前6時から午後7時までのうち6時間30分（うち休憩時間6時間30分）
●各種手当等　通勤手当、時間外勤務手当、期末手当等
●応募資格　枝幸町在住の方で健康な方
●休　　日　週休2日
●休　　暇　年次有給休暇、その他有給休暇および無給休暇
●任用期間　採用日から令和5年3月31日まで
●各種保険　北海道市町村職員共済および雇用保険加入あり
●提出書類　
①会計年度任用職員履歴書および宣誓書（所定の様式を使用してください）
②調理師免許の写し（免許を所持している方のみ）
●選考方法　書類審査および面接
●募集期間　令和4年11月15日(火)までに、提出書類を持参（郵送も可）のうえ、下記応募先までお申し込み
　　　　　　ください。
●応募先・お問い合わせ先　
〒098-5824　枝幸町北栄町1474番地1　枝幸町国民健康保険病院事務局庶務医事グループ　
☎62-2111
【その他】　
看護師や准看護師についても、随時募集しています。施設見学の希望や勤務条件に関する相談（子どもが
小さいので夜勤は難しいなど）がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

北
海
道
教
育
委
員
会

非
常
勤
職
員
募
集

学習指導員
●職務内容　家庭学習の準備・提出物の採点、教員が行う業務の支援　等
●勤務校および任用予定人数　（１）音標小学校　1名　（２）枝幸中学校　1名
●勤務時間　午前8時～午後4時45分の間で、1日3時間以内、かつ
　　　　　　週あたり12時間の範囲内で学校長の定める時間
●応募資格　令和4年4月1日現在において満18歳以上であり、かつ、
　　　　　　地方公務員法第16条各号の規定に該当しない方。
●任用期間　任用日から令和５年３月末まで
●報　　酬　1時間あたり897～1,119円（通勤手当相当額の支給あり）
●各種保険　健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入なし
●申し込み方法　
履歴書により申し込み願います。
※履歴書の様式は、枝幸町ホームページからダウンロードまたは教育委員会事務局で用意し
ています（随時受付していますが、任用が決定次第締め切りとします）。
●履歴書の送付先　
〒098‐5807　枝幸町本町916番地　枝幸町教育委員会事務局学校教育グループ　
☎62-1364

枝幸町国保病院　会計年度任用職員募集

保育教諭
●採用予定者数　3名
●受験資格　令和5年4月1日現在で20歳以上35歳以下の方(昭和62年4月2日から平成15年
　　　　　　4月1日までに生まれた方)で、保育教諭資格を有する方、または令和5年3月末
　　　　　　までに取得見込みの方
　　　　　　※保育教諭～幼稚園教諭の普通免許状と保育士（保育士登録簿に登録）の両方
　　　　　　　の資格を有している方
●受付期間　日程：令和4年11月18日(金)まで
　　　　　　時間：平日午前8時30分から午後5時15分まで
●第一次試験日および試験地　
・試験日　令和4年11月29日(火)
・受付時間　午前8時45分から午前8時55分まで
・試験時間　午前9時00分から
・試験地　枝幸町役場3階会議室他
●試験方法　書類選考、実技試験、論文試験、適性検査、面接
●給　　与
・枝幸町職員の給与に関する条例および関係規則による
　※参考（初任給予定）大学卒182,200円、短大2年卒163,100円、経験年数に応じて加算あり
・期末手当、勤勉手当、扶養手当、寒冷地手当などの各種手当も支給されます。
●申込書の請求先および申込先
枝幸町役場総務課に請求してください。
郵便による場合は、封筒の表に「保育教諭採用試験履歴書請求」と朱書きし、必ず宛先を
明記して140円切手を貼った返信用封筒（A4用紙が入る大きさ）を同封してください。
●提出書類　※枝幸町ホームページからでも申込書・履歴書をダウンロードできます。
・試験申込書（写真添付）　※町指定の申込書で、自筆での記入に限る
・履歴書（写真添付）　※町指定の履歴書で、自筆での記入に限る
・卒業証明書（または、卒業見込証明書）
・成績証明書（職務経験がある場合は不要）
・幼稚園教諭免許証の写しならびに保育士証の写し（または、資格取得見込証明書）
・受験票送付用封筒（本人のあて先を明記し、84円切手を貼ったもの）
※受験票の入る大きさの封筒を使用してください。
●お問い合わせ先　
〒098-5892　枝幸町本町916番地　枝幸町役場総務課　総務グループ　☎62-1234

令
和
５
年
度
　
枝
幸
町
保
育
教
諭
採
用
試
験

■お問い合わせ　町民課 子育て保育グループ ☎62-1237　枝幸保育所 ☎62-1504

枝幸町保育教諭修学資金貸付制度

　枝幸町独自の助成として、卒業後に保育教諭として枝幸町
に就職を希望される方に対して修学資金の貸付けを行う制度
（月額10万円以内、貸付け限度額240万円以内、貸付け金の

償還免除制度あり）があります。
　なお、貸付けの決定が、枝幸町への就職を保障するものでなく、人員の充
足状況、採用試験の結果によっては採用とならない場合がありますのでご留
意ください。
　詳しくは、お問い合わせください。

ご存知

ですか
？
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　枝幸中学校では、２年生（４２名）が町内の１８
カ所の事業所に分かれて職場体験学習を行い、
生徒たちは、それぞれエムスク（総合体育館）や
枝幸警察署、三浦書店などで、２日間の職場実習を体験しました。
　普段は見慣れている職場でも、実際に作業を体験することにより、その大
変さを実感し、働くことの意義を学んでいました。

枝幸中学校の２年生も
職場実習を体験

9月21日㊌
22日㊍

　米内光男氏は、平成２２年４月から枝幸町交通安全指導
員として現在まで１２年間従事された功績に対し、令和４
年度の交通安全功労者知事感謝状が授与されました。
　贈呈式には、北海道知事の代理として辻井宏文宗谷総
合振興局長が出席され、関係者が見守るなか感謝状の
伝達が行われました。

米内交通安全指導員に
北海道知事からの感謝状を伝達9月29日㊍

　お祭りスタッフ『秋まつり』が歌登文化会館駐車場で
開催され、晴天のもと多くの参加者で盛り上がりました。
　会場では、キッチンカー４台のほか、ミニ縁日が行われ
多くのちびっ子たちが金魚すくいや型抜き、くじ引きなどを楽しみ、ステージで
は、丸太切り大会やバンド演奏、ビンゴ大会が行われ、フィナーレの「打上花火」
まで祭りを満喫していました。

雲ひとつない晴天のもと
「秋まつり」を満喫9月10日㊏

　枝幸南中学校の２年生（９名）が職場・勤労体験を通
して、地域で働くことの意義や進路について学ぶ機会
として「職場体験学習」を行いました。
　生徒たちは、町立図書館やほたて貝柱加工場など希望する事業所で実習を行
い、ＥＯＳの取材等を体験した生徒からは、カメラが重く大変なことや編集作業に
ついての感想が寄せられました。

枝幸南中学校の２年生が
職場体験学習を実施

9月8日㊍
9日㊎
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事業主のみなさん！！
個人住民税は特別徴収で納
めましょう！！

　個人住民税の特別徴収とは、事
業主（給与支払者）が所得税の源
泉徴収と同じように、従業員（納
税義務者）に代わり、毎月従業員
に支払う給与から個人住民税を引
き去り（給与天引きし）、納入し
ていただく制度です。
　事業主（給与支払者）は特別徴
収義務者として、法人・個人を問
わず、全ての従業員について、個
人住民税を特別徴収していただく
必要があります。
●お問い合わせ　

【掲載内容に関すること】
宗谷総合振興局 税務課　☎0162-
33-2519

【手続きに関すること】
税務課課税グループ　☎62-1236

準に照らし審査・配分を行ってお
りますので、皆さんのあたたかい
ご協力をお願いします。

■歳末たすけあい見舞金配分およ
び福祉灯油助成を希望される方へ
　低所得世帯、ひとり親世帯、独
居・高齢者夫婦世帯で生活困窮し
ている世帯を対象に、各地区の民
生委員児童委員を通して、歳末た
すけあい見舞金および福祉灯油助
成の申請を受け付けています。
　生活困窮により配分・助成を希
望される方は、各地区の民生委員
児童委員または、下記までご相談
ください。
●お問い合わせ　枝幸町社会福祉
協議会　☎ 62-2601　歌登支所 
☎ 68-3717

「教えて 海のごみ！」をホ
ームページに掲載しました

　世界全体で、年間約 800 万ト
ンのプラスチックごみが海洋に流
出しているとの報告があり、この
ままでは 2050 年には、海洋中の
プラスチックごみの重量が海にい
る魚の重量を超えるとの予測もあ
ります。
　海洋プラスチックごみの約８割
が陸域からの流入とされています
ので、結局のところ自分たちのま
ちから出たごみが海ごみとなって
います。
　一人ひとりが海ごみについて考
えてみませんか？
　将来を担う子どもたちに、現状
を知ってもらうことが重要と考え
ていますので、是非、一度、子ど
もたちとホームページをご覧くだ
さい。
「教えて海のごみ！」YouTube
https://youtu.be/JP4kiQke2hA
海ごみ関係ホームページ
https://www.pref.hokkaido.
lg.jp/ks/jss/79061.html
●お問い合わせ　北海道環境生
活部循環型社会推進課　☎ 011-
204-5198

枝幸町社会福祉協議会より
お知らせ！

■歳末チャリティショーは中止し
ます
　毎年 12 月に開催
している社会福祉協
議会の一大イベント
で あ る「 歳 末 チ ャ
リティショー」ですが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点
から、大変残念ではございますが、
今年度も開催を断念することにな
りました。
例年ご協力いただいております各
団体ならびに関係者の皆さんには、
大変ご迷惑をおかけしますが、何
卒ご理解賜りますようお願い申し
上げます。
　来年度以降開催の際には、たく
さんの町民の方々がご参加・ご来
場くださいますよう、よろしくお
願い申し上げます。

■ 12 月 1日から「歳末たすけあ
い運動」が始まります
　この運動は、共同募金運動の一
環として地域住民やボランティア、
民生委員児童委員、社会福祉協議
会等の関係機関・団体の協力のも
と年末に支援を必要とする生活困
窮世帯を中心に募金の中から見舞
金として配分等を行う民間運動で
す。
　見舞金の配分については、社会
福祉協議会の配分委員会で所得等
の生活困窮実態を生活保護受給基

町から

各施設から

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

にじの森　11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

「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
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カラダすっきり運動教室（夜間）
カラダすっきり運動教室（午前・午後）
歌登市街地・中央老人クラブ健康教室
歯科健診（歌登）

10日㈭
11日㈮
15日㈫
16日㈬

18日㈮

24日㈭
26日㈯

１歳６カ月児・３歳児健診
山臼老人クラブ・地区健康相談
産後ケア事業（集団・個別）
いのち見守り隊養成講座

27日㈰親子お料理教室②

11月の歌登地区健康相談 ■7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

11月の健康プラン

「がん検診」を
受けはじめ
ませんか？

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

　「がん」は、日本人の死亡原因第１位の病気です。枝幸町でも同じく第１位であり、全体の死亡者数のうち
約３割を占めます。ここ５年間では、肺・大腸・胃の順に多く、６５歳未満でもこれらのがんが原因で亡くなった
方もいらっしゃいます。
　多くのがんは、早期発見・治療が可能です。そのために大切なのが「がん検診」です。しかし、枝幸町のがん
検診受診率は決して高くはありません。

　「がん検診」は４０歳以上の方が対象です。（子宮頸がん検診のみ２０歳以上）
　この年代の方は働き盛りで、検診は後回しにされがちです。また、日々の体調に問題がないことも多く、検
診の必要性を感じにくいのかもしれません。
　しかし、がんは初期のうちは自覚症状がほとんどありません。「具合が悪くなったら病院に行くよ」では、か
なり進行した状態で見つかることもあります。

　多くのがん検診の対象年齢が４０歳からなのは、その年代にがんが発生しやすいからです。定期的に検診
を受けることで、健康であることの安心感が得られたり、十分治る可能性がある早期に発見できるメリット
があります。
　自分の思い描く人生を送るためにも、元気な方こそがん検診を受けていただきたいのです。

　枝幸町が実施するがん検診は、毎年４月・８月・１２
月頃に実施しており、広報えさしやホームページで
詳しい情報をお知らせしています。
　この検診では、胃・肺・大腸がん検診を１～２時間程度で受けることができます。
　次回は、１２月１５日に実施される漁業者健診です。今年度最後の機会ですので、ぜひお申し込みください！
申し込みは保健福祉課保健予防グループで受け付けています。
※漁業者健診で受けられるのは、胃・肺・大腸がん検診です。乳・子宮がん検診は２月に実施予定です。

■ 元気なあなたこそ「がん検診」

■ がん検診はいつ・どこで受けられるの？
漁業者専用
一般の方も
受診できます

午前6時30分～  9時20分

午前9時30分～10時20分

１２月１５日（木）
枝幸町保健福祉
センター

健診日・会場 受付時間

受ける時間がないから
健康状態に自信があり、必要性を感じないから

必要なときはいつでも医療機関を受診できるから
がんであると分かるのが怖いから

30.6%

29.2%

23.7%

11.7%

平成28年11月がん対策に関する世論調査（内閣府大臣官房政府広報室）より

がん検診
未受診の
理由

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ　☎62-1337

●認知症サポーターとは
　認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」です。
●認知症サポーターになるには
　町が実施する「認知症サポーター養成講座」を受講すれば、誰でも認知症サポーターになることができます。枝幸町では、こ
れまでに430名の方が受講しています。
　サロンや老人クラブ、学校、職場等へ出向いて講座を実施することもできます。希望される個人・団体等がありましたら、下
記連絡先までご連絡ください。
●認知症サポーターとしてできること
　認知症サポーターは、何か特別なことをする人ではありません。自分のでき
る範囲でサポーターとして活動することができます。認知症サポーター養成講
座で学んだ知識を活かし、気になる方に出会ったときには、さりげなく見守る、
困っている人がいたら手助けをすることもサポーター活動の一つです。
　他には、認知症予防教室「予防クラブ」での活動があります。
　予防クラブでは、参加者への声掛けや見守り等をサポーターにお願いしてい
ます。サポーター活動を通じて、ご自身の介護予防にもなります。　
　興味がある方がいましたら、枝幸町地域包括支援センター（☎62-4660）ま
たは下記までご連絡ください。

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

■認知症サポーターになりませんか？

11/11[楽らく教室]
チェアエクササイズ　
　　　　　阿部　佳奈子先生稚内市より

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）

11
月

12
月

12/1［はつらつ教室］
自宅でもできる！簡単筋トレ 
河上　耕希先生

11/11［はつらつ教室］
ゆるいダンス
阿部　佳奈子先生

12/1[楽らく教室]
チェアエクササイズ
　　　　　河上　耕希先生

12/1［はつらつ教室］
簡単！チューブトレーニング
河上　耕希先生

11/10［はつらつ教室］
ダンス
阿部　佳奈子先生

※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。

天塩町より

上靴、タオル、飲み物　
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7号 

　9月22日(木)に、3学年が第一回社会人教育を行いました。北海道消費者
協会から講師をお招きして「将来のための金融リテラシー」をテーマに講演
をしていただきました。

　多重債務に関する動画を見て、生徒たちは「将来自分にも起こりそうで怖い」と、感想を述べていました。
また、クレジット払いやリボルビング払いの計算方法についても学び、計画的にお金を使うことの大切さを
感じていました。

第一回社会人教育

　９月21日に生徒会役員選挙、９月28日に生徒会認証式を行いました。
　昨年度は緊急事態宣言中ということもあり、ZOOMを活用したオンライ
ン形式での実施でしたが、今年度は体育館で行うことができました。

　選挙管理委員会の運営のもと、立候補者７人が当選したらこんな学校にしていきたいと思いを述べました。
　今回の選挙は信任投票の結果、立候補者全員が当選しました。７人で協力してさらに良い学校になるよう
行事の運営などを頑張っていって欲しいです。

生徒会認証式

　今期生徒会長になりました、大﨑みわです。新型コ
ロナウイルスが流行しているなかでも、生徒の皆さん、
そして保護者の皆さんにも楽しんでいただけるよう
な生徒会行事を新生徒会で運営していきたいと思い
ます。
　生徒の皆さんの意見を反映し、より良い枝幸高校に
していきたいと思います。新生徒会の応援、ご協力の
ほどよろしくお願いします。（生徒会長 2B 大﨑みわ）

　生徒会副会長になりました阿部日花理です。今回の
生徒会選挙で当選した新生徒会メンバーと先生方そ
して生徒の皆さんと一緒に充実した学校生活、学校行
事を作っていきたいと思っています。
　また、コロナウイルスの影響を受けやすいなかです
が、皆さんが満足できる、納得できるように企画運営
に励みたいと思います。
　後期から始動する新生徒会もよろしくお願いします。
（副会長 2A 阿部日花理）

女性に対する暴力対策の推進
ストーカー、配偶者等からの暴力事案の防止
　ストーカー、配偶者や交際相手
からの暴力で悩んでいませんか。
 　「恥ずかしい」「大げさにしたく
ない」と一人で抱え込まず、事
が大きくなる前にできるだけ早く相談しましょう。
　警察では、被害を拡大させないために、相手に対
する警告、禁止命令や検挙等の措置、被害者を保護
するための一時避難等の支援措置をとることができ
ます。一人で悩まず、早めの相談が被害の未然防止、
拡大防止につながります。
　各警察署の相談窓口、相談ダイヤル「＃9110」
または各市町村に相談してください。

冬山遭難の防止
冬山は　装備・計画　しっかりと
●無理のない計画を立て登山計画書を提出しましょう。
　登山技術、体力、経験に応じた山を選ぶなど無理
のない計画を立て、登山計画書を作成して、家族や
職場等に渡すほか、最寄りの警察署または交番・駐
在所に提出しましょう。
●単独での登山は避けましょう。
　単独での登山を避け、経験豊富なリーダー等と一
緒に登山しましょう。
●万全の装備と余裕ある食料等を準備しましょう。
　登山時の装備不備や食料不足が最悪の事態を招く
おそれがあります。
　急激な天候の変化にも耐えられる十分な装備と、
停滞時に備えて食料や燃料等を準備しましょう。
●携帯電話を持ちましょう。
　万一の遭難に備え、携帯電話を必ず持ちましょう。
●気象情報の確認をしましょう。
　入山前には必ず天気予報を確認し、天候の悪化が
予想される場合には登山を中止しましょう。
　また、途中で天候が悪化した場合は、すぐに引き
返すなど安全な登山に努めましょう。
●慎重な行動を心掛けましょう。
　冬山では地形や積雪量、気象の変化等を総合的に

判断して行動しましょう。
　また、雪庇の踏み抜きや雪崩の危険性が高い場所
等は回避するなど、慎重に行動しましょう。
●スキー場の標識や注意事項を守りましょう。
　スキー場コース外の滑走は、雪崩の発生や立木へ
の衝突などの危険があるので、スキー場の注意事項
をきちんと守りましょう。

冬の交通安全運動の実施
交差点における歩行者保護と冬型交通事故防止
■運動期間
　11 月 13 日（日）～ 11 月 22 日（火）の 10 日間
交通事故防止ポイント
■ドライバーの皆さんへ
・交差点とその付近では歩行者の動きに十分注意し
て、右左折時はしっかりスピードを落として安全確認
を徹底しましょう。　　　　
・早めに冬タイヤの点検と交換を実施して、降雪に対
応できるよう準備しましょう。
　特に山間部は、平地よりも気温が低く、天候も異
なるため、お出かけの際は冬タイヤを装着しましょう。
・日陰や橋の上、トンネルなどでは、路面が凍結して
いる場合があります。
　スピードダウンで慎重な運転を心掛けましょう。
■歩行者の皆さんへ
・日没時間は更に早くなります。夜間に外出するとき
は、明るめの服装をしたり、反射材を身に付けましょう。
・道路を横断するときは、横断歩道を利用して、信号
がある場合は信号機を守りましょう。
・横断前の安全確認はもちろん、横断中も常に左右
の安全を確認しましょう。
■飲酒運転の根絶　
飲酒運転は悪質な犯罪です！
「飲酒運転をしない、させない、許さない、そして
見逃さない」
　北海道から飲酒運転をなくしましょう。
　二日酔いでの運転も「飲酒運転」です。アルコー
ルチェッカーで確認するなど、身体にアルコールが
残っていないことを確認しましょう。
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Okhotsk Museum ESASHI News
No.260｜2022.11

通
信

オホーツクミュージアムえさし
■開館時間　午前9時～午後5時　■休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月最終週の火曜日、年末年始（12月30日～1月4日）

www.facebook.com/OkhotskMuseum/

観覧無料 枝幸郡枝幸町三笠町1614番地1　☎0163-62-1231ななかまど
図書館だより 枝幸郡枝幸町本町８８０番地３　

☎0163－６２－２２６９ / FAX0163－６２－２８４８
［開館時間］午前9時～午後6時30分
［開館時間（土・日）］午前9時～午後5時
枝幸郡枝幸町歌登南町1076番地42　
☎0163－６８－３１８１

［開館時間］午前10時～午後6時

枝幸町立図書館

歌登児童館図書室 枝幸町立図書館
［公式］Instagram

クイズ参加者への記念品
コンプリートした子はすごい！

クイズを解いて、お勉強！

10mを超える大型住居
写真だと分かりにくい！

　秋の気配が漂い始めた 10 月初
め、ミュージアムでは枝幸町内に
残された「竪穴住居」の分布調査
を実施しました。
　竪穴住居というのは、地面を掘
りこんで床を作り、屋根をかけた
古代の住居のこと。北海道全体で、
約 23,000 軒が記録されています。
枝幸町内には、オホーツク人が暮
らしていた巨大な五角形の竪穴住
居もありますが、大部分は今か
ら約 1,000 年前の擦

さつ
文
もん

時
じ

代
だい

につ
くられたものです。竪穴住居は
1,000 年経っても埋まり切らない
ので、森の中に「四角いくぼみ」
として残されているのです。
　今回の調査では、航空写真を
使った遺跡調査の専門家、宮

みや
塚
つか

義
よし

人
と

先生に協力いただきました。宮
塚先生が使う航空写真は昭和 23
年に撮影された古い写真。アメリ
カ軍が B-29 爆撃機にカメラを積
んで枝幸上空を撮影した写真です。

宮塚先生が解析し、図化してく
れた枝幸町内の竪穴住居は、なん
と 7,350 軒！ 現在の枝幸町の世
帯数が 3,890 世帯ですので、古
代の枝幸にはざっと倍近い数の
家々があった計算になります。

　10 月 8 日の小雨の朝、調査隊
は下幌別地区、モウツの森に入
りました。雨のせいでカッパはび
しょ濡れ、足元はぬかるんで滑り
ます。それでも、段丘の縁に沿っ
て一定の間隔で進んでいくと、擦
文時代の特徴的な四角い竪穴住居
が次々と見つかりました。中には
一辺の長さが 10m を超える大き
な住居も！発掘すれば、たくさん
の遺物が出るのは確実です。

この日、改めて確認できた住居
だけでも 183 軒。この「モウツ
竪穴群」だけでも 500 軒を超え
る住居があったと推定されます。
　枝幸の森は、古代の人びとの痕
跡で満ちています。皆さんも今度、
森に入る時は、古代人の「家」に
気をつけてみませんか。見つけた
ら教えていただけるとうれしいで
す。

　9 月 10 日 か ら 30 日 の 期 間、
ミュージアム館内クイズラリー

「謎解き！ミュージアム」を開催
しました。これは、館内に設置さ
れた問題を読んで、全 10 問の 4
択クイズに答えてもらう子ども向
けイベントです。クイズは、館内
の解説をしっかり読むと解けるよ
うになっていました。

初めて開催するイベントでした
が、開始するとたくさんの子たち
が参加してくれました！ みんな、
楽しくクイズを解きながら枝幸の
自然、文化、歴史のことを勉強し
てくれていたと思います。

参加してくれた子全員に全 13
種類のオリジナルカード、全問正
解者には全 4 種類の缶バッジをプ
レゼントしていたので、何度も挑
戦してくれる子もいました。中に

は、ほぼ毎日参加してくれる子ま
で！

何度も参加してくれている子の
中には、答えを暗記してしまう子
まで現れました！ なので、途中
から問題を差し替えて、さらにお
勉強をしてもらいました。 ふふ
ふ…

現在、コロナ禍ということもあ
り、一度に参加者を集めて行う体
験学習などは開催できる状況にあ
りません。

しかし、今回のクイズラリーイ
ベントのように、開催期間中の好
きな時間に来て参加する体験学習
であれば、密を防ぎながら実施す
ることができます。今後は、様々
な状況を見ながら、こういった自
由な時間に参加できるイベントを
増やしていきたいと思います。

枝幸の森に眠る古代の村

クイズに答えてお勉強！

Okhotsk Museum ESASHI News
No.260｜2022.11

通
信

オホーツクミュージアムえさし
■開館時間　午前9時～午後5時　■休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月最終週の火曜日、年末年始（12月30日～1月4日）

www.facebook.com/OkhotskMuseum/

観覧無料 枝幸郡枝幸町三笠町1614番地1　☎0163-62-1231ななかまどななかまどななかまどななかまどななかまどななかまどななかまどななかまどななかまどななかまどななかまど
図書館だより 枝幸郡枝幸町本町８８０番地３　

☎0163－６２－２２６９ / FAX0163－６２－２８４８
［開館時間］午前9時～午後6時30分
［開館時間（土・日）］午前9時～午後5時
枝幸郡枝幸町歌登南町1076番地42　
☎0163－６８－３１８１

［開館時間］午前10時～午後6時

枝幸町立図書館

歌登児童館図書室 枝幸町立図書館
［公式］Instagram

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

11 月中旬から館内はクリスマス仕様！ちょっとしたミニイベントも考えていますので、イン
スタや図書館情報の確認をお願いします！

【宇宙】
面白くて眠れなくなる宇宙 ( 高水　裕一 )
【動物】
まるごとしまえなが（山本　光一）
【裁縫】 
作りやすくて、着やすい、ワンピース＆はおりもの (ＮＨＫ出版 )
【動画撮影】
スマホ１台で動画撮影はじめます！ (ＪＥＭＭＡ)
【芸能人】
アンクールな人生 ( 弘中　綾香 )
【小説】
たとえば、葡萄 （大島　真寿美）
うさぎの町の殺人（周木　律）
喫茶とまり木で待ち合わせ（沖田　円）
われ去りしとも美は朽ちず（玉岡　かおる）
【児童】
ラベンダーとソプラノ（額賀　澪）
ルルとララのティラミス（あんびる　やすこ）

【手記・ルポルタージュ】
あのて、このて（伊藤　尚子）
【小説】
レペゼン母（宇野　碧）
祝祭の子（逸木　裕）
孤島の飛来人 ( 山野辺　太郎 )
【児童書】
仮面ライダー全戦士超ファイル（小学館）
やまの動物病院（なかがわ　ちひろ）
救助犬の弟子 ( 堀　直子 )
なぞなぞおばけやしきたんけん（大島　妙子）
疫神の国 ( デイヴィッド・ウォーカー )
プリズム (まつなが　もえ )

↑中々活用が難しい…
本を「ゴミ」として処分するのは抵抗
が多い方が殆どだと思うのですが、枝
幸町では「古紙リサイクル」として再
利用されます。図書館でも最終的な処
理の仕方は同じになりますので、ご協
力のほど、よろしくお願いします。

雑誌古本市を
開催します。

　　 　
　図書館で役目の終わった雑誌を
無料で持ち帰ることが出来る「雑
誌古本市」。昨年に引き続き、今
年も開催します！「オレンジペー
ジ」や「コットンタイム」など、
今でも使える情報が満載です。
　「雑誌古本市」に併せて「図書
館リサイクル本コーナー」も入
れ替えますのでこちらも要チェッ
ク！ぜひ、たくさんの方のご来館
をお待ちしております。
●開催日
　2022 年 11 月５日（土）
　午前９時～午後５時まで。
●会場　図書館１階フロア
※持ち帰り用の袋をご持参ください。

　 
近年、町民の方からの寄贈本や

図書館での除籍本の減少もあり、
以前のように大規模な「古本市」
は開催をしていません。そのため、
今年度からは寄贈についても一部
お断りをさせていただいています。
例として…
　・年数の経過した百科事典
　・汚破損のひどい図書など。

このような書籍に関しては図書
館や他の利用者の方も活用が難し
いため、持ち帰っていただいてい
ます。

また、ご家庭までの引き取りは
おこなっておりませんので、ご理

解のほど、よろしくお願いします。
なお、ご不明な場合は図書館へ

確認の上、お持ちください。
寄贈本についての

お願い
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3歳おめでとう！
たくさんのおしゃべりで、いつも楽しませてくれて
ありがとう☆
たくさんご飯食べて大きくなってね！

3歳おめでとう！
たくさんのおしゃべりで、いつも楽しませてくれて
ありがとう☆
たくさんご飯食べて大きくなってね！

佐藤 陽菜ちゃん佐藤 陽菜ちゃん
令和元年11月3日生

父　大樹さん
母　有莉菜さん
（乙忠部）

令和元年11月3日生

父　大樹さん
母　有莉菜さん
（乙忠部）

ひ なひ な

ウチの子元気!

　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

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

令和5年枝幸町二十歳の集い（旧枝幸
町成人式）
　枝幸町二十歳の集いを次により挙行します。
　本式典は、令和４年４月１日から成年年齢が引き
下げとなったことに伴い、「成人式」から名称を変
更して行うものです。本式典の参加対象となるのは、
これまでの成人式と同様に当該年度内に 20歳にな
る方です。
　令和５年は、平成 14年４月２日から平成 15年
４月１日までに生まれた方が参加対象となります。
　○日時　令和５年１月８日（日）
　　　　　午後１時 00分～受付開始
　　　　　午後２時 00分～式典開始
　○会場　枝幸町中央コミュニティセンター
　○参加申込　下記を参照ください。

【枝幸町に住民票がある方】
　ご案内を11月１日（火）に、往復はがきで発送します。
出欠の報告については、返信はがきにより12月１日
（木）必着となるよう必要事項を記入し、ポストに投
函ください。事務局への到着まで２～３日を要します
ので、留意ください。
【枝幸町に住民票がない方】
　進学・就職等の理由により枝幸町に住民票がない
方は、12月１日（木）までに参加申込書に必要事項
を記入し、教育委員会社会教育グループへ提出くだ
さい。参加予定のご本人のほか、ご家族の方による
申し込みも可能です。参加申込書については、枝幸
町ホームページにおいて11月上旬に公開します。

■式典参加者の方へのお祝いの品等について
　新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から式
典当日に、参加者の方あての花束等の贈り物の会場
への配達や持ち込みは行わないよう、ご理解とご協
力をお願いします。
　参加者の方への贈り物については、参加者のご自
宅やご実家へお届けください。

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、次の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。
■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　枝幸町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　高齢期の食事について
　○講師　保健福祉課保健予防Ｇ　管理栄養士
　枝幸ハマナス大学では、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。

【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

枝幸ハマナス大学講座紹介
第７回講座「消費者行政講座」
　９月 28日に、稚内市消費者センター相談員の方
を講師に実施しました。
　複雑巧妙化する悪質商法に巻き込まれないように
するため、たくさんの事例の紹介がありました。
　講座の開始前に枝幸警察署の方から特殊詐欺や交
通安全に関する注意喚起があり、夜光反射材など啓
発グッズが配布されました。
点検商法…突然訪問し、住宅の点検を装い故意に

破損させ、修理契約を結ばせる手口。
迷惑メール…宅配業者の不在通知を装ったＳＭＳ

（ショートメールサービス）から
悪意のあるホームページに誘導し、
個人情報を搾取する手口。

劇場型勧誘…介護施設職員や証券会社社員、弁護
士や警察官などいろいろな人物を登
場させ、有利な投資や介護施設の入
居権の譲渡などを持ちかけ、様々な
理由を付けてお金を搾取する手口。

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）：18日（金）わらべうた　
■よちよちクラブ(１歳児）：18日（金）わらべうた　
■すくすくクラブ(0歳児）：１０日（木）わらべうた
■子育て講座「木育（親子で木琴つくり）」：８日（火）①午前10時～②午後１時
30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：２２日（火）午後１時～
※休館日：日曜日・３日（木）・２３日（水）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：7日（月）紙芝居「ふうちゃんのおつかい」、10日（木）ふれ合
い遊び「リズム遊び」、１4日（月）手遊び「いとまき」、1７日（木）絵本の読み聞か
せ「かぶさん とんだ」、24日（木）紙芝居「どうぶつ これなーんだ？」、28日(月)
おしゃべりママの会
※休ルーム：日曜日、３日（木）、２１日（月）、２３日（水）、３０日（水）
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11月17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

11月11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。

11月25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）

11月9日（水）
一般講習／午後5時開始
11月16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。

11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 ※9月11日～10月10日受理分
※9月11日～10月10日受理分
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9月  5日生まれ
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お誕生おめでとう!

11月21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

皮膚科 14日（月） 要予約
詳しくは国保病院にお問い合わせください。

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
10日（木）・24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
11日（金）・25日（金） 要予約/受付 午前  8時30分～午前11時30分

整形外科 2日（水）・9日（水）・16日（水）・24日（木）・
28日（月）・30日（水） 要予約

精神科 2日（水）・9日（水）・16日（水）・30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 17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

※インフルエンザ予防接種のため、小児科の外来診療受付時間が変更になりますので、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。


