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10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 7,380人
（－20人）

5,972人
（－17人）

1,408人
（－3人）

3,599人
（－10人）

2,919人
（－9人）

680人
（－1人）

3,781人
（－10人）

3,053人
（－8人）

728人
（－2人）

3,748世帯
（－7世帯）

2,960世帯
（－6世帯）

788世帯
（－1世帯）

枝幸地区

歌登地区

■住民登録人口 

外国人登録者数　138人（前月比 ＋1）10/30 枝幸町民文化祭(舞台発表)



納税催告

滞納処分

納税相談

町税の納め忘れはありませんか？ 12月は
納税推進
強化月間
です！

納税通知書をお確かめください

　皆さんに納めていただいている
「町税」は、福祉・医療・教育の充実を
はじめ、地域産業の振興や道路整備
など、住みよい町づくりを行うため
の貴重な財源となっています。
　町では、この貴重な財源を確保す
るため、12月を『納税推進強化月間』
と位置づけ、訪問徴収や電話催告な
どの取り組みを強化します。

　12月20日は、町・道民税および国民健康保険税の最終納期限です。
　すでに納期限が過ぎている軽自動車税や固定資産税についても、納め忘れがないかをご確認いただき、まだ納
税がお済みでない方はお早めに納税願います。
　なお、納付書が見あたらない場合は、役場または総合支所にお越しいただくか、電話にてお問い合わせください。

口座振替をご利用ください
　口座振替による納付は、預金口座から納期限ごとに自動的に引き落としされるため、金融機関へ出向いて納税
する必要がなく、納め忘れの心配がありません。
　口座振替の手続きは、預金通帳・印鑑（通帳に登録しているもの）があれば、役場・総合支所・町内金融機関で、簡
単に手続きができますので、『安心・便利で確実な口座振替』をぜひご利用ください。

給
与
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談
受
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■お問い合わせ　税務課 ☎62-1236　歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

財源の確保に向け、町税の徴収を強化します

　町税等を納期限内に納めるこ
とが困難な方については、随時、
納税相談を受け付けていますの
で、必ずご相談ください。

　納付期限を過ぎても納税がな
い方に対して、督促状や催告書
を送付するほか、電話催告、自宅
や勤務先への訪問などを行いま
す。

　町税に未納のある方で再三の催告に応じない、または納税誓約
等を守っていただけない方については、財産（給与・預貯金・生命保
険・不動産など）調査を行ったうえで、「差押」を行います。
　給与調査は、勤務先に給与の支払い状況について調査します。
　預貯金調査は、残高やお金の出し入れなどについて調査します。
［令和3年度実績］
●財産調査　74件（うち差押62件）

［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（根拠法令－地方税法第321条の4）。
●具体的な手続きに関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください。

事業主の皆さんへ

町税の主要税目をご説明します
　税には、所得税・相続税・贈与税など国に納める「国税」と、北海道や枝幸町に納める「地方税」があります。地方税
である「町税」は、納められた税金の使い道が定められていない「普通税」と、納められた税金の使い道が定められ
ている「目的税」があります。
　普通税は個人・法人町民税・固定資産税・軽自動車税種別割・町たばこ税などで、町の一般経費として使われま
す。目的税は、都市計画税・国民健康保険税などで、その事業の経費に充てられます。

　所得については、年末調整や
確定申告をもとに算出されま
す。医療費控除や年末調整で記
載し忘れた保険料控除のある
方、または事業を行っている方
などは、必ず確定申告を行って
ください。

町・道民税

１月１日現在の住所地で、
　前年の所得に対して課税されます。

　毎年4月1日現在で軽自動車
（原動機付自転車・バイクを含
む）を所有されている方に課税
されます。
　廃車や譲渡した場合には、ナ
ンバープレートの返還や異動の
届け出をしなければ、そのまま
課税されますので、速やかに手
続きを行ってください。

軽自動車税種別割

廃車や住所の異動の時には手続きを！

　転入・出生・社会保険離脱などで、国民健康保険が適
用となった月から、前年の所得や世帯員数をもとに課
税されます。
　転入・出生・社会保険離脱などによる届け出は14日
以内にしなければなりませんのでご注意ください。
　都合により届け出が遅れても、国民健康保険が適用
になった月に遡り、課税されることになります。また、
保険税を長期滞納されている方や、納税誓約をされて
も納税のない方については、保険証の交付制限や全額
自己負担となる資格証明の交付を行うことになります
ので、ご注意ください。

国民健康保険税

滞納者には交付制限・全額自己負担も…

　毎年1月1日を基準日として
所有されている資産（土地・家
屋・償却資産）に課税されます。
　家屋などを解体された場合や
新増築された場合は、届け出が
必要ですので、お早めに税務課
で手続きを行ってください。

固定資産税

家屋等を解体されたときには滅失届を！
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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

ジェネリック医薬品（後発医薬品）利用差額通知についてジェネリック医薬品（後発医薬品）利用差額通知について

　枝幸町国保では、薬局や病院でお薬の処方を受けている方のなかで、ジェネリック医薬品（後発医薬品）へ切り替え
ることにより薬代の軽減が見込まれる方を対象に「ジェネリック医薬品利用差額通知書」を年３回（６月・10月・２月）送付
しています。
　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、有効性および品質については、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７７％と
なっています。
　家計の負担軽減と国保の医療費の適正化にもつながりますので、利
用差額通知書をご覧いただき、ジェネリック医薬品への切り替えにご協
力ください。
　詳しくは、医師・薬剤師へご相談ください。

■ポリファーマシーとは？
　ポリファーマシーは、複数を意味する「ポリ」と調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた造語ですが、単に服用する
薬剤数が多いことではなく、多剤服用の中でも副作用を起こしたり、有害事象によりきちんと薬が飲めなくなっている
状態のことをいいます。薬の種類が６種類以上になると、特に有害事象の発生が増えるというデータもあります。
　ポリファーマシーは、多くの病気で複数の医療機関へ受診することによって処方薬全体の把握が困難になることで、
処方される薬の量が増えたり、同じ成分の処方が多くなることなどで生じます。
　特に、高齢になると複数の疾患に罹っていることが多く、使用する薬の数が増える傾向にあります。また、加齢に伴
い消化吸収や代謝機能が衰えるため、薬の効き目が弱い場合や、逆に強すぎてしまう場合があり、副作用のリスクが
高まります。

交通事故などにあったとき（第三者行為による病気やケガ）交通事故などにあったとき（第三者行為による病気やケガ）

　交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合であっても、
国保の保険証を使用して治療を受けることができます。
　しかし、本来は加害者が診療費を支払うべきものでありますので、
一時的に国保が立て替え払いをした後で、国保が被害者に代わって加
害者に対し費用を請求します。
　事故などの場合は、示談の前に必ず保健福祉課国保医療グループ
へご連絡をお願いします。
　なお、事故により医療機関を受診する際には、第三者行為（交通事
故等）による診療であることを受付時にご申告ください。

　医療費適正化を図るため、毎月診療内容の再点検を行って
います。
　その際に、第三者行為と思われる治療や検査などが見受け
られた場合、負傷原因について確認をさせていただくため、北
海道国民健康保険団体連合会から「負傷原因照会書」（はがき）
を送付しています。
 　国保の健全な運営のため加入者皆さんのご協力をお願い
します。

●薬の重複やよくない飲み合わせを未然に防止できます。
●同じ薬による副作用の再発を防止できます。
●薬の使用の記録があることで、より安全にお薬を使用するこ
とができます。

医療機関にかかるときは必ず持参しましょう！

●旅行先で病気になったとき、災害時に避難したとき、救急の
ときでも、ご自身が飲んでいる薬を正確に伝えられます。
●ご家族にもご自身がお薬手帳を持っていることを知らせて
おきましょう。

いつも携帯・いつも同じ場所に保管しておきましょう！

●自分が処方されている薬がわかるように、すべての薬を「１冊
で」記録することが必要です。病院や薬局ごとに別々のお薬
手帳を作らないようにしましょう。

 くすりの情報を1冊にまとめましょう！

お
薬
手
帳
の
活
用
方
法

1

2

3

お薬手帳についてお薬手帳について

　いつ、どこで、どんなお薬が処方さ
れているのかを記録しておく手帳の
ことです。
　医師や薬剤師にお薬手帳を見せ
て服薬状況を確認してもらうことで、
重複や飲み合わせによる副作用を防
ぐことができます。

■お薬手帳とは？

ポリファーマシーについてポリファーマシーについて

■ポリファーマシーを防ぎましょう！
　ポリファーマシーを解決するためには、単に処方する薬の数や量を減らせばよいというわけではありません。
　薬を飲んでいて気になる症状があっても、自分で勝手に薬をやめたり、減らしたりするのはよくありません。薬に
よっては、急にやめると病状が悪化したり、思わぬ副作用が出ることがあります。必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
　日頃から、かかりつけの医師や薬剤師に、処方されている薬の情報を把握してもらっていると安心です。
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　令和４年度建設の公営住宅の入居募集を下記のとおり行います。
　入居希望の方は、受付期間中に所定の入居申込書により申し込
み願います。 
（入居申込書は、建設課『建築公営住宅グループ』窓口にあります。） 

公営住宅入居者募集のお知らせ

※新築住宅の募集のため、既存公営住宅に申し込みをされている方につきましても、
　申し込みを希望される場合は、あらためて申込書の提出が必要になります。

『月額家賃』の2カ月分（入居決定後に納入していただきます。）敷 金
 令和5年4月1日（予定）入居予定日
『入居者選考委員会』で入居申込書および調査書等により決定します。選 考 方 法

●暖房器具は建物の構造上、FF式ストーブ以外は使用できません。
●共用廊下の電灯費用は入居者負担となります。

そ の 他

●ユニットバス　●クッキング（IH）ヒーター　●水洗トイレ　●石油給湯器
●灯油タンクおよび配管（※暖房器具は個人負担）

備付設備

北栄団地 6号棟
●住　所　枝幸町北栄町1474番地1
●種　別　木造平屋  （1棟4戸）

募集住宅

①入居者および同居者の所得の合計が、公営住宅法で定める収入基準（月額）以下で
あること。

②現に住宅に困窮していることが明らかで、家賃を支払う能力のある方。
③地方税等を滞納していない方であること。

入居者資格

令和４年１２月５日（月）から令和４年１２月２３日（金）まで
午前８時３０分から午後５時１５分 まで　（土曜日、日曜日、祝日を除く）

入居申込書の受付期間および時間

収入基準
（月額）

一般世帯

裁量世帯

158,000円以下

214,000円以下 障がい者世帯や高齢者世帯など

／18，900円～
／居間12帖、洋室①6帖、洋室②6帖

月額家賃
間 取 り

■
■

／58.57㎡ 規 模■
２ＬＤＫ（募集戸数 １戸）

／16，900円～
／居間13.5帖、洋室7.3帖

月額家賃
間 取 り

■
■

／52.58㎡ 規 模■
1ＬＤＫ（募集戸数 2戸）

■お問い合わせ　建設課 建築公営住宅グループ ☎62-1250

ご相談ください！

地域包括ケアシステム
住み慣れたなじみの地域で暮らし続けるために…

　若い方や介護の経験がない方にとって、「地域包括支援センター」は、あまり聞き慣れない名称かもしれ
ません。しかし、高齢の方の生活を支えるためにとても大切な事業所で、介護保険法の規定によって、全国
すべての市町村に設置となっています。
　枝幸町地域包括支援センターは、町からの委託により「枝幸町社会福祉協議会」において開設されており、
高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、様々な面から高齢者やそのご家族を支
えるための「総合相談窓口」です。
　地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職の方々によって総
合的な支援が行われており、高齢者の介護や福祉、健康などに関することや、どこに相談してよいかわから
ないような心配ごとや悩みなども相談することができます。
　相談内容に応じて、適切な機関と連絡をとり、必要な情報やサービス、関係機関の紹介や支援を受けるこ
とができますので、お気軽にご相談ください。

地域包括支援センターをご存じですか？

　みなさまの困りごとにできるだけ早く対応できるよう、
5人の職員で広い枝幸町を走り回っています。
　お気軽にご相談ください。

　地域包括ケアシステムは、町民みんなで作る『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。

地域包括支援センター　伊神所長

　地域包括支援セン
ターでは、認知症予
防を目的とした「予
防クラブ」を月２回開
催しています。
　イス体操や軽スポ
ーツ、脳トレなどを行
っています。

介護保険や介護用品、
色々な制度、サービスに
ついて教えてほしい

地域のボランティアや介
護予防教室について教
えてほしい

・お金の管理や契約
が不安になってきた
・高額なものを買っ
てしまい困っている

介護保険の申請
を頼みたい

最近、物忘れが多くなっ
てきて心配

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護連携推進室 ☎62-1337
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　電力・ガス・食料品等の価格高騰によって、特に家計への影響が大きい低所
得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、国から1世帯あたり5万円の給付金が支
給されます。
　該当となる世帯には、すでに枝幸町役場から関係書類を送付していますの
で、忘れずに手続きをお願いします。

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（５万円/１世帯）のご案内

該当となる世帯

※課税世帯であっても、家計が急変したことで令和4年1月から12月の収入が減少し、世帯全員
が住民税非課税相当となった世帯（家計急変世帯）は、給付金が受給できます。

　該当となる場合は、申請が必要となり、準備をしていただく書類等もありますので、申請前に
まちづくり推進課緊急経済対策室へお問い合わせください。

①基準日（令和4年9月30日）現在において、枝幸町に住民登録がされている世帯
②世帯全員の令和４年度「住民税均等割が非課税」の世帯　　　　
③令和４年度の住民税が課税されている方（親や息子など）から、世帯の全員が扶
養されていない世帯。

　給付金を受給できる世帯は、次の①～③全てを満たしていることが要件になります。

手続きの方法

※令和４年１月２日以降に転入した方がいる世帯にも、書類を送付していますが、上記の「該当
となる世帯」の①～③の要件を満たしている世帯のみが、給付金を受給できます。

　該当となる場合には、申請が必要となりますので、申請書に必要事項を記入し、添付書類と一
緒に返信用封筒を使って郵送してください。

［確認事項］
①書類に記載された給付金振り込み口座に誤りがないか。
②令和４年度の住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないか。
　注：書類を提出する際には、記入漏れが無いよう確認をお願いします。

　給付内容や確認事項が書かれた書類が届いている方は、書類の中身を確認して、必要事項を記
入し、返信用封筒を使って郵送してください。

手続きの期限
　令和5年1月31日（火曜日）までに、書類が返送された世帯へ給付金を支給しますので、該当と
なる世帯の方は、お早めに手続きをお願いします。

住民税非課税
世帯の方へ

■お問い合わせ　まちづくり推進課 緊急経済対策室 ☎62-4242

枝幸町奨学金償還支援事業の新規申請受け付け

奨学金償還の負担を軽減！

　町では、奨学金を活用して進学した方が、地元に戻ってきやすい環境を整えるとともに、若い世代の町
外からの移住・定住を促進するため、奨学金の償還支援として助成金の交付を行っています。

新規申請受付の期限は12月31日まで（郵送可：当日消印有効）と
なっていますので、お忘れのないよう申請手続きをしてください。

■お問い合わせ　水産商工課 商工労働グループ ☎62-1238

助成金の金額

対象者の条件

対象となる奨学金

申請手続き

　認定を受けた方は、奨学金の一年間の償還金相当額（18万円を上限とします。）を、交付要
件を満たした月から5年間（60月）助成します。
　また、引き続き５年間（６０月）を限度に認定期間を更新することができます。ただし、国家公
務員または地方公務員は更新できません。

　町内の一つの事業所等に年６カ月以上、かつ１週間当たり20時間以上の勤務形態により就業
中、もしくは１年以内に前述の就業が見込まれる３０歳以下（認定申請年度の４月１日現在）の方
　対象となる奨学金の貸与を受け、償還中または償還予定である方
　町内事業所等に就業後５年以上継続して勤務する見込み、かつ町内に定住する見込みの方

　枝幸町育英資金貸付条例に定める奨学金
　公益財団法人北海道高等学校奨学会奨学金に定める奨
学金
　独立行政法人日本学生支援機構法に定める第一種奨学
金および第二種奨学金

　助成金の交付を希望する新規の方は、事前に認定の手
続きが必要となります。
［認定申請書類］
　奨学金償還支援事業認定申請書（様式第1号）
　在職証明書（様式第2号）またはこれに準ずるもの（未就業者を除く。）
　住民票の写し
　奨学金償還証明書またはこれに準ずるもの
　卒業証明書または在籍期間証明書もしくはこれに準ずるもの

枝幸町ホームページにも掲載されています▶
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　枝幸町では、在宅の高齢者、障がい者およびひとり親世帯の方々の経済的な負担軽減を
図り、住み慣れた地域社会の中で安定した自立生活の確保を図ることを目的として、「地域
生活支援助成事業」を実施しています。対象者等の要件は下記のとおりとなっていますの
で、該当すると思われる方で、まだ申請されていない方は、令和5年3月31日が申請期限と
なっていますので、担当窓口までお越しください。

令和４年度　地域生活支援助成事業のお知らせ

■75歳以上の高齢者
■身体障害者手帳1級～2級所持者および3級の下肢・体幹・視力・聴覚・心
臓機能障害者

■ひとり親世帯（法に基づく母子家庭等で児童扶養手当受給世帯）
※年度の途中で該当となる方も対象となります。ただし、生活保護受給者、
施設等入所者、自動車運転免許証所有者（ひとり親世帯を除く）の方は対
象となりません。

対象者

■所得金額の合計が38万円以下の方
※ただし、納付すべき税および使用料等を完納していない方、税法上の扶
養控除を受けている方、扶養義務者と生計を共にしている方は対象とな
りません。

所得基準が
あります

❶生活支援助成金 年額24,000円（月額2,000円）
❷生活支援助成金（移送サービス利用者） 年額12,000円（月額1,000円）
❸運転免許自主返納時助成金 30,000円（返納時1回限り）
※75歳以上の方で、運転免許証を自主返納した日の翌日から起算して1年 
　以内の方が対象です。

助成金の
種類

■申請の際には、印鑑、振込先の口座がわか
るもの（通帳等）、身体障害者手帳をお持ち
の方は身体障害者手帳が必要になります。

■運転免許自主返納時助成金の申請には、運
転免許経歴証明書の写し、取消通知書の写
しも必要となります。

申請に
必要なもの

世帯主
（年齢制限なし）の
給与収入の場合

給与収入金額が93万円以下の方は、
控除額が５5万円ですので、
給与所得金額は、３8万円以下となります。

世帯主
（65歳以上）の
年金収入の場合

年金収入金額が148万円以下の方は、
控除額が1１0万円ですので、
年金所得金額は、３8万円以下となります。

所
得
の
基
準

■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

　枝幸町では、高齢者の機能維持の向上または体力低下
の防止を図るため、体育施設等の使用料金の一部を助成
する事業を実施しています。対象者等の要件は下記のと
おりとなっていますので、該当すると思われる方でまだ
申請されていない方は、令和5年3月31日が申請期限と
なっていますので、担当窓口までお越しください。

令和４年度 枝幸町介護予防体育施設等使用料助成事業のお知らせ

65歳以上の方で、介護保険料の段階が第1段階、第2段階、第3段階のいず
れかに該当し、介護保険料に未納がない方（※介護保険料の段階の確認方
法は次のとおりです。）
■普通徴収（納入通知書による納付）の方
　「介護保険料　賦課明細書（２ページ）」の保険料段階欄
■特別徴収（受給年金からの天引）の方
　「介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書」の所得段階欄

対象者

助成対象
使用料金

●たとえば、第３段階の方が上記（１）を購入した場合、2,500円が助成されます。

（１）申請期限は、対象使用料金を支払った年度の年度末（令和5年3月31
日）までです。

（２）申請時において、介護保険料が未納の場合は、助成対象外となります。
（３）申請の際には、振込先の口座がわかるもの（通帳等）、使用料金の納付

が確認できる領収書またはシーズン券を持参のうえ窓口で申請してく
ださい。また、領収書・シーズン券を紛失された方は、窓口にお越しの際
にお申し出ください。

（１）パークゴルフ場シーズン券（年額　５，０００円）
（２）総合体育館水泳プールシーズン券（年額　３，３００円）
　 Ｂ＆Ｇ海洋センター水泳プールシーズン券（年額　１，３２０円）
（３）三笠山スキー場
　 シーズン券（年額　１１，０００円）
　 ナイターシーズン券（年額　４，４００円）
　 共通シーズン券（年額　１２，３２０円）
■すべて令和４年４月～令和５年３月の間に購入した分に限ります。

注意事項等

助成金額
保険料段階

助　成　率

第１段階

１００％

第２段階

９０％

第３段階

５０％

■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
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枝幸町健康マイレージ1回1ポイント月2回まで

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

 個別プログラム作成＆エムスク栄養相談

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

　トレーニング室に週１～３回通っている人は、減量に成功している人が多いです。昨年は３カ月
で8.7㎏減量した人も！！自分のペースでできる上、数値で成果が見えるのでモチベーションを保
ちやすいです！冬の運動不足解消にご利用ください！ エムスク

アドレス

［個別プログラム作成］
①inBody（筋肉や脂肪量など体組成を測定）、体力測定、問診
②運動プログラムの指導を受ける
③個人でトレーニング…トレーニング室利用の場合、別に1回110円かかります
④3カ月後、inBodyを行い、体の変化を確認する

［個別プログラム作成＆エムスク栄養相談］
上記＋エムスク職員による栄養相談。普段の食事や間食から、改善できる
ポイントを指導。体づくりは食事の見直しも大切です！

内　容 参加費

1,000円

1,500円

■期　間
■対　象
■参加費

令和5年３月（初回の日程）まで　※月５名、定員に達し次第終了
２０歳以上の町民（介護認定を受けていない方）

後期高齢者医療歯科健康診査のご案内

受診日において枝幸町に住所を有する後期高齢者医療被保険者の方
※対象とならない方…６カ月以上継続して入院している方、特別養護老人ホーム、
介護保険施設などに入所または入居している方

７００円
 ●浜口歯科医院 ☎62-1300　　　 ●オホーツク歯科医院 ☎62-4180
●ファミリー歯科医院 ☎64-7117　●歌登歯科診療所 ☎68-2252
 ①希望される方は、下記までお電話等で申し込みください。
②役場から「枝幸町後期高齢者歯科健診受診券・問診票」が届きます。
③歯科医院等へ予約の電話をしてください。
④予約した日に、歯科医院等で歯科健康診査を受けてください。
⑤健診結果は、当日、歯科医院等から説明、指導があります。
 後期高齢者医療の保険証、受診券・問診票（※事前に記入しておきましょう。）
自己負担金７００円

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

　健康で長生きするためには、お口の健康維持が重要だと言われています。
　後期高齢者医療歯科健康診査では、歯や歯茎の状態をみる検査だけでなく、「噛む力」「飲み込む力」
「舌・唇の動き」を確認する検査もあり、総合的に評価できます。
　この機会にぜひ歯科健康診査を受けましょう！（入れ歯の調整や治療などはできません。）

自 己 負 担 額
歯 科 医 院 等

受 診 方 法

当日必要なもの

受 診 期 限

対 象 者

令和5年3月31日までです！

高齢者の肺炎球菌予防接種のお知らせ
　肺炎球菌は肺炎を起こす原因菌で病原性が高い細菌です。肺炎は高齢者にとって怖い病
気ですが、肺炎球菌予防接種はこの肺炎球菌による感染症の約８割を予防できると言われ
ています。
　接種後免疫ができるまで平均１カ月程度かかり、通常１回の接種で約５年間免疫が維持
されると言われています。
　枝幸町では、平成20年より肺炎球菌予防接種の助成制度を実施しています。ひとりにつ
き一度だけ、町内で接種する場合に助成されます。
※新型コロナワクチンを接種する場合は前後13日あける必要があります。

　国で定められている定期接種の対象者は、その年に65歳・70歳・75
歳・80歳…になる方（5歳きざみ）ですが、枝幸町では「満65歳以上の方」
（一部満60歳以上）を費用助成の対象としています。
　対象年齢が広く、自己負担も少なく受けられますので、ぜひ予防接種を
受けましょう。

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

対象者

料　金

対象
ワクチン

❶枝幸町に住民登録していて接種日に満65歳以上の方
❷枝幸町に住民登録している満60歳以上65歳未満で、以下の条件に当てはまる方
　（医師が必要と認めた方に限る）
　●心臓・呼吸器に慢性疾患がある方
　●腎不全、肝機能障害または糖尿病のある方
　●免疫力が低下している方

多価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン
（23価）

助成を受けたことがある方は対象になりません。

自己負担額　3,０00円
※生活保護受給者の方は、無料です。

枝幸町国民健康保険病院　☎62-2111指定
医療機関 予約制となっています。医療機関に直接予約をしてください。

※過去に助成を受けたことがあるか知りたい方は、
　保健予防グループにお問い合わせください。
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■お問い合わせ　枝幸消防署 ☎62-1119　歌登分署 ☎68-2820

　今年も残すところあとわずか、年末年始の慌ただしい時期を迎え、火気を使用する機会
が多くなり、年の瀬は特に火災発生の危険性が増すことから、より一層の注意が必要となります。
　町民皆さんの「火の元点検、火の用心」をよろしくお願いします。
　また、下記行事に関しまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行い実施します。

歳末特別査察の実施について
■日　程　令和４年１２月１日(木)～１６日(金)　飲食店店舗等への査察を実施します。

枝幸消防団 歳末特別警戒について
●枝幸地区　　　令和４年１２月２７日(火)～２９日(木)(３日間） 午後７時～午後１０時
●歌登市街地　　令和４年１２月２７日(火)～２９日(木)(３日間） 午後７時３０分～午後１０時
●歌登志美宇丹　令和４年１２月２７日(火)～２９日(木)(３日間） 午後９時～午後１０時３０分

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

※各地区の消防団が警戒にあたります。

令和５年 枝幸消防団 出初式について
枝幸地区・歌登地区全ての分団が集まり、次の日程で出初式を執り行います。
■日　時　令和５年１月６日(金)午前１０時～午前１１時
■場　所　枝幸町中央コミュニティセンター

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、中止とする場合があります。

衛生関係業務 年末年始のお休み

■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

■南宗谷衛生施設組合（浜頓別）
■枝幸リサイクルセンター　■歌登リサイクルセンター　■全てのゴミの収集業務

▶令和4年12月31日（土）～令和5年1月5日（木）

▶令和4年12月30日（金）～令和5年1月3日（火）

年末年始の「ごみ収集業務」と「公衆浴場はまなす」は、次のとおり休業となります。

※1月4日以降はカレンダーどおりの収集と
　なります。

ごみ収集の休業について

■公衆浴場「はまなす」▶令和4年12月30日（金） ▶令和5年1月1日（日）～1月3日（火）
入浴施設の休業について

し尿処理の依頼について
　年末のし尿汲み取りについては、12月9日(金)までに申し込まれた場合は年内に汲み取りをしますが、
それ以降に申し込まれた場合は、年明けの汲み取りになる場合がありますので、早めに下記の取り扱い
業者にご連絡願います。
■歌登地区…………
■上記以外の地区…

相馬衛生舎 ☎01634-6-1696
㈲今衛生舎 ☎0163-62-1467

■問牧・目梨泊地区…吉野衛生㈲ ☎01634-2-3417

※し尿処理に関するお問い合わせは、南宗谷衛生施設組合 ☎01634-2‐2415までお願いします。

■お問い合わせ　枝幸地区：建設課 施設管理グループ ☎62-1250
　　　　　　　　歌登地区：歌登総合支所 住民生活グループ ☎68-2111

　自宅内や屋根から落ちた雪は
個人で処理をお願いします！
　市街地は町指定の雪捨場のご
利用をお願いします！

除雪作業へのご協力のお願い

　快適で安全な朝の通勤･通学のために！

夜明け前からの早朝作業に
ご協力ください

夜間の除雪は行っておりませんので、ご理解をお願いします。

　除雪車･緊急車両が通れません！

除雪の妨げになる路上駐車は
やめましょう

道路への雪出しは
やめましょう

　道路施設(縁石､舗装､防護柵､標識等)を損傷さ
せないようお願いします！

個人で機械を使用した除雪を
行う際は公共物にご注意を

　機械除雪を行うため、除雪
後は玄関前などに必ず雪が
残ってしまいますが、間口の
除雪まで行うことはできま
せんので、ご理解とご協力を
お願いします！

除雪後に残った玄関･車庫前等の
雪の処理はご家庭で

雪捨場（枝幸市街地）ご利用のお願い
　雪捨場の利用につきまして、次のとおりご理解とご協力をお
願いします。

■右記の位置の雪捨場をご利用ください。
　■雪捨場の利用時間は、平日の午前9時から午後4時までとします。
　■土曜日にご利用の場合は、平日に下記の連絡先へ事前にご連絡
願います。

　■日曜日は、休みとさせていただきます（雪捨場敷均し整正作業休
みのため）。

　■雪以外のゴミなどは、絶対に捨てないでください。
　■雪捨場の奥から順番に捨て、出入口付近には雪を捨てないでく
ださい。

　■雪捨場内の事故および車両等の損傷は、一切責任を負いません。
　■道路運搬排雪業務との共同利用となりますので、混雑時は特に
ご注意願います。

■お問い合わせ　枝幸除雪センター ☎62-1279　建設課 施設管理グループ ☎62-1250

4t以上のトラックやダンプ等で大量に雪を捨てる場合、事前に平日の午前8時30分から午後5時まで
に下記へご連絡ください。
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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２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　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。希望者は、提出書類を持参（郵送可）
　　　　　　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　
〒098-5824　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。

枝幸町国保病院　会計年度任用職員募集

保健師および管理栄養士
●採用予定者数　保健師　１名、管理栄養士　1名
●受験資格　
・保健師：令和5年4月1日現在で25歳以下の方（平成9年4月2日以降に生まれた方）で、
　保健師資格を有する方、または令和5年3月末までに取得見込みの方
・管理栄養士：令和5年4月1日現在で28歳以下の方（平成6年4月2日以降に生まれた方）で、
　管理栄養士資格を有する方、または令和5年3月末までに取得見込みの方
●受付期間　令和5年2月10日(金)まで　※平日、午前8時30分から午後5時15分まで
●試験日および試験地　
・試験日：応募の後に調整します。
・試験会場：枝幸町役場3階会議室
●試験方法　個人面接
●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・保健師（初任給予定）大学卒212,600円、短大3年卒200,700円
　　　　・管理栄養士（初任給予定） 大学卒 188,400円、短大卒 166,400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するか、枝幸町ホームページからダウンロードしてください。
郵便による場合は、封筒の表に「保健師採用試験履歴書請求」または「管理栄養士採用試験
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　
・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）
・保健師は、保健師免許証の写し（または、資格取得見込証明書）
・管理栄養士は、管理栄養士免許証の写し（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。
・確実に届くよう「特定記録郵便」でお願いします。
●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
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■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

枝幸町医療技術者等修学資金および就業時一時金貸付制度
　枝幸町には、卒業後に医療技術者等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（償還免除制度あり）があります。
「修学資金」その修学に必要な資金
▶保健師　月額10万円以内　※修学資金は、管理栄養士は該当しません。
「就業時一時金」就業準備や研修等に必要な資金
▶保健師　一時金200万円以内　▶管理栄養士　一時金100万円以内
　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
ては該当に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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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

第一生命保険株式会社では、地域に密着したネットワークを
活用して、全国の自治体で地域貢献活動に取り組んでいます。
　枝幸町においても、相互に協力し、行政だけでは困難な地域
の課題解決、地域産業の振興や多様化する住民ニーズへの対
応など、住民サービスの向上に資するための包括連携に関す
る協定を締結しました。

第一生命保険株式会社と
包括連携協定を締結

　町では、長きにわたり地方自治のために尽力され、地
域振興発展に貢献された４名の枝幸町自治功労者と経済
や社会、文化等の発展に功績のあった１名５団体の枝幸
町功績者の方々に対して表彰式を挙行しました。
　受賞者には、村上町長から一人ひとりにお祝いの言葉
を添えて、表彰状と記念品が授与されました。

令和４年度
枝幸町自治功労者・功績者表彰式11月3日㊍

　枝幸町緑化推進委員会の主催により、４年ぶりに「町民植
樹祭」が問牧町有林の北の魚つきの森で行われました。
　町民やボランティア、関係者など約５０人が参加し、宗谷総
合振興局森林室の職員から植樹方法の指導を受けたあと、
持参したスコップや鍬などで穴を掘りトドマツの苗３００本と
ハンノキの苗３００本を植え付けました。

豊かな漁場を目指して
４年ぶりの町民植樹祭を開催10月15日㊏

10月9日㊐

11月1日㊋

　コロナ禍における運動不足を解消しようと、ＮＰＯ法
人エムスクが「ＪＯＹ☆すぽmini2022」を開催しました。
　当日は、ランニングマシーン体験やゲーム感覚の身体測定など様々な体験メ
ニューに、お子さん連れやご夫婦で参加される方など、多くの町民が心地良い汗
を流しました。
　また、参加者を対象とした「お楽しみ抽選会」も行われました。

スポーツの秋
ＪＯＹ☆すぽmini2022を開催

Esashi 
News

今月の

えさしニュース

フォトギャラリー（学芸会・学校祭）

えさしえさし フォトフォト
ギャラリーギャラリー

10月２日（日）音標小学校10月２日（日）音標小学校
「心をひとつに　届け感動のメッセージ」「心をひとつに　届け感動のメッセージ」

10月２日（日）風烈布小学校10月２日（日）風烈布小学校
「スマイル～心を一つに～」「スマイル～心を一つに～」

10月２日（日）目梨泊小学校10月２日（日）目梨泊小学校
「最後まで笑顔を忘れずに」「最後まで笑顔を忘れずに」

10月９日（日）山臼小学校10月９日（日）山臼小学校
「６人で最高のステージを!」「６人で最高のステージを!」

10月９日（日）岡島小学校10月９日（日）岡島小学校
「あきらめないで 協力しながら もりあげよう」「あきらめないで 協力しながら もりあげよう」

10月16日（日）枝幸小学校10月16日（日）枝幸小学校
「One for All，All for One」「One for All，All for One」

１０月２３日（日）歌登小学校１０月２３日（日）歌登小学校
「笑顔で元気よく練習した成果を全力で出し切ろう！」「笑顔で元気よく練習した成果を全力で出し切ろう！」

10月９日（日）歌登中学校10月９日（日）歌登中学校
「和～全校生徒が手を取り合って最高の舞台をつくりあげよう」「和～全校生徒が手を取り合って最高の舞台をつくりあげよう」

10月30日（日）枝幸南中学校10月30日（日）枝幸南中学校
「Colorful（カラフル）」「Colorful（カラフル）」

11月６日（日）枝幸中学校11月６日（日）枝幸中学校
「遖（あっぱれ）」「遖（あっぱれ）」
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大雪への準備と心構え

■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

　季節が過ぎるのは早く、もう12月となりました。今から50年前の昭和
47（1972）年12月1日、北海道付近を急速に発達した低気圧が通過して
暴風雪・大雪・着雪をもたらしました。
　宗谷地方では、暴風雪と大雪、電線着雪により交通網の寸断、長期間の
停電、家屋等の倒壊が発生し大きな被害が発生しました。当時の宗谷支
庁の報告では、幸いにして人的被害はありませんでしたが、住宅の一部損
壊は148棟などと記録されています。また、新聞記事には、宗谷地方で2
万7千戸が停電となり稚内市では5日間（宗谷地方の一部では10日間）続
き、国鉄は3日間運休した報道がされています。このとき一部地域では1
週間ろうそくで過ごしたそうです。ちなみに、この事例が発生したのは12

月ですが、宗谷地方では降雪の月合計の平年値は12月から1月に
かけて最も多くなっています。
　気象台では、大雪警報を発表するような大雪を予想した場合は前
もって早期注意情報（警報級の可能性）や気象情報を発表します。ろ
うそくで過ごすような事態に備えて、事前の準備と心構えをお願い
します。

◀当時、稚内市緑町～坂の下間にあったとされる鉄塔

厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

みんなチェック！ 
最低賃金。 北海道最低賃金北海道最低賃金北海道最低賃金

　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイトの
方、学生さんなど働くすべての人およびその使用者に適用される北海道最
低賃金が次のとおり改定されました。 

［効力発生年月日］ 令和４年１０月２日

最低賃金額 時間額920円920円920円

　月額２万円から 6 万 7 千円まで
自由に選択でき、いつでも見直す
ことができます。
　納付した保険料は全額社会保険
料控除、受け取る年金は公的年金
等控除の対象となり、一定の要件
を満たす担い手には国による納付
額の助成もあります。
●お問い合わせ　農業委員会事務
局　☎ 62-1359
※町ホームページ（町政情報→農
業者年金制度について）にも掲載
しています。

特設心配ごと相談所を開設
します

　毎年 12 月４日から 12 月 10 日
までの人権週間に合わせて、人権
に関する心配ごと相談所を開設し
ます。
　人権相談は、いじめ、虐待、交
通事故、離婚相談などの家庭内の
問題や、借地借家の問題のほか、
隣近所のもめごとや新型コロナに
係る誹謗中傷などの様々な問題に
関し、人権擁護委員による助言や
関係機関の紹介を行うなど、それ
ぞれの場合に応じた解決への手助
けをします。
　相談内容についての秘密は固く
守られますので、どなたでも安心

う、いわば林業界全体の退職金制
度です。
・掛金は、税法上について、法人
では損金、個人企業では必要経費
となります。
・掛金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金
は企業間を通算して計算されます。
■事業主の皆様へ
・共済証紙は労働日数に応じて適
正に貼付してください。
・共済手帳を所持している従事者
が林業界を引退するときは、忘れ
ずに退職金を請求するよう指導し
てください。
●お問い合わせ　独立行政法人勤
労者退職金共済機構林業退職金共
済 事 業 本 部　 ☎ 03-6731-2889　
FAX03-6731-2890
※詳しくはホームペー
ジでもご案内していま
す。　
URL http://www.rintaikyo.
taisyokukin.go.jp

してご相談ください。
●日時　令和 4 年 12 月 14 日（水）　
午前 11 時から午後２時まで
●場所　中央コミュニティセンタ
ー２階
●お問い合わせ　町民課　戸籍住
民グループ　☎ 62-1237

自動車税（種別割）の滞納
整理を強化しています

　道では、年末に向けて滞納整理
を促進するため、自動車税（種別
割）の滞納者に対して、預貯金や
給与の差押えを強化しています。
　納税が困難な事情がある場合は、
滞納したまま放置せず、まずはご
連絡を！！
●お問い合わせ　宗谷総合振興局 
税務課納税係　☎ 0162-33-2520

林業退職金共済制度（林退
共）へ加入しませんか

　林退共は昭和 57
年に発足した林業界
で働く方のために国
が作った退職金制度
です。
　この制度は事業主の方々が、従
事者の働いた日数に応じて掛金と
なる共済証紙を共済手帳に貼り、
その従事者が林業界をやめたとき
に林退共から退職金を支払うとい
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納めた国民年金保険料は全
額が社会保険料控除の対象
です！

　国民年金保険料は、社会保険料
控除としてその年の課税所得から
控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、令和４
年１月から令和４年 12 月までに

●お問い合わせ　
・町民課　戸籍住民グループ　☎
62-1237　
・稚内年金事務所　☎ 0162-74-
1000　☎ 0162-74-1002

農業者年金で老後も安心
　農業者年金制度は、農業者の老
後生活の安定を目的として創設さ
れました。
　経営者に限らず、配偶者、後継
者など幅広い方の加入が可能です。
■保険料積立方式・確定拠出型
　将来の受給に必要な原資を自分
で積み立て、運用実績により受給
額が決まるため、加入者や受給者
の数に影響されない安定した年金
制度です。
■加入条件　
・年間 60 日以上農業に従事
・国民年金の第 1 号被保険者とし
て保険料を納付している
・国民年金に任意加入している
■生活に合わせた保険料

納められた保険料の全額です。過
去の年度分の保険料や追納された
保険料、ご家族の負担すべき国民
年金保険料を支払っている場合も
合わせて控除が受けられます。
　なお、国民年金保険料について
社会保険料控除を受けるには、年
末調整や確定申告を行うときに保
険料を支払った証明書類の添付が
必要となります。
　このため、令和４年１月１日か
ら令和４年９月 30 日までの間に
国民年金保険料を納付された方に
は、11 月に日本年金機構から「社
会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が発送されますので、申
告書の提出の際には必ずこの証明
書または領収書を添付してくださ
い。
　また、令和４年 10 月１日から
令和４年 12 月 31 日までの間に、
はじめて国民年金保険料を納めら
れた方には、翌年の２月頃に送ら
れる予定です。

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　12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。
　緑塗りの日はイベントです。
■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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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）
虫歯ゼロの子表彰
３～４カ月児健診

1日㈭

2日㈮
9日㈮

10日㈯
13日㈫
15日㈭
16日㈮

難病患者学習・交流会
離乳食教室（ごっくんクラス）
漁業者健診
６～７カ月児健診

19日㈪
20日㈫
21日㈬
23日㈮

離乳食教室（もぐもぐクラス）
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

12月の歌登地区健康相談 ■5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

12月の健康プラン

子どもの
肥満について
考えてみよう！

■お問い合わせ　保健福祉課 保健予防グループ ☎62-4658

　枝幸町内の小学生で、カウプ指数18.0以上の肥満のお子さんの割合は20％を超えており、全国平均の
7％と比較しても大変多い状況です。増加傾向だった3歳児健診での肥満は、令和2年度から減少し、改善さ
れてきています。しかし、3歳児健診後に保育所・幼稚園での計測値で肥満となったお子さんを調べたところ、
多くのケースが３歳児健診ではカウプ指数18.0を下回っている（肥満ではない）ことがわかりました。3歳児
健診以降、急激に体重が増えているケースが多く、それが小学生の肥満へとつながっているのです。

　子どもの肥満も大人同様に糖尿病や高血圧といった生活習慣病となる可能性があります。
　また、子どもの肥満は成人期の肥満に移行する確率も高いと言われており、大人になってから生活習慣病
になる可能性が高いと言えます。
　さらに子どもは体の機能も未熟なので、肥満による動きにくさや肉割れができることで、運動機能の低下
につながったり、骨折や関節障害を引き起こす可能性があります。また見た目をからかわれ、そのことが原
因で不登校になってしまう可能性もあります。

　枝幸町では、乳幼児健診や健康相談のときに身長・体重を計測し、それぞれのお子さんの成長を一緒に
確認しています。3歳児健診でカウプ指数18.0以上だったお子さんや健診ごとでカウプ指数の伸びが大き
いお子さんに対しては、生活に合わせた改善策を一緒に考えています。
　保育所や幼稚園での計測でカウプ指数18.0以上だったお子さんに対しては、生活習慣に関する簡単なア
ンケートに答えてもらい、保健指導を実施しています。
　肥満の原因は食事やおやつの量が多かったり、生活リズムが乱れていたり、運動量が少なかったり、様々
です。自分自身では気づきにくいことも多く、何を改善したらいいかわからないこともあります。保健師・栄
養士がお子さんやご家族の生活に合わせた改善策を一緒に考えますので、気になることがあれば気軽にご
相談ください。

■ なぜ子どもの肥満が問題なのか

■ 枝幸町の子どもと肥満

■ 枝幸町での取り組み

●カウプ指数
体重（g）÷身長（㎝）÷身長（㎝）×10

■お問い合わせ　保健福祉課 福祉介護グループ　☎62-1337

　認知症サポーター養成講座とは、認知症の人やそのご家族を見
守る「認知症サポーター」を養成するための講座です。認知症の症
状等基本的なことや、認知症になっても自分らしく住み慣れた町で
暮らしていくためには、見守り・支え合いが大切であることをお話し
ました。
　見守り・支え合いと言われると難しく感じる人もいますが、挨拶や
声掛けなど日々の何気ないやりとりがいざというときの対応に役立
ちます。普段から周りの人と「居心地が良く、安心できる関係」を築
いておくことが大切です。今回の講座では、どんな人だったら「居心
地が良い」と感じるかをみんなで考えました。参加者の方からは「優
しく対応してくれると安心する」「穏やかに、はっきりと話してくれる
人は居心地が良いと感じる」等の意見をいただきました。
　最後には、今回の参加特典である介護グッズ「吹き戻し」を使って
介護予防体操をしました。体操をしてみんなでたくさん笑ったこと
で、体操の効果をさらに高めることができました。

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

■「枝幸ハマナス大学」で認知症サポーター養成講座を実施しました！

12/1[楽らく教室]
チェアエクササイズ
　　　　   河上　耕希先生天塩町より

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

■対　象
■持ち物

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）

12
月

1
月

1/18［はつらつ教室］
お腹スッキリ ストレッチーズピラティス
エムスク　井上先生

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

1/18[楽らく教室]
チェアエクササイズ
エムスク　三好先生

1/18［はつらつ教室］
効果ましまし ひめトレ＆エアロ
エムスク　佐藤先生

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

※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。

２０歳以上の町民（介護認定を受けていない方）
上靴、タオル、飲み物　
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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8号 

　10月17日から21日までの５日間、２学年が関西地方への見学旅行に行っ
てきました。
　京都では金閣寺や清水寺、大阪では大阪城やユニバーサルスタジオジャ

パンに行きました。生徒たちは心から楽しみにしていた場所を思う存分満喫し、思い出を作っていました。
　また、団体での行動や時間の使い方など、自分たちで考える機会も多く、成長の多い旅行となりました。
　保護者皆さんのご理解、ご協力を頂き、学年全員で見学旅行を行うことができました。ありがとうござい
ました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

見学旅行

　僕の見学旅行での思い出は、二つあります。
　一つ目は、すずめの丸焼きを食べたことです。
　最初聞いたときは本当に食べられるのかと驚きました
が、食べてみたら意外と食べられるんだなと思いました。
　二つ目はユニバーサルスタジオジャパンに行ったこと
です。想像以上にたくさんの人がいて、迷いかけました。
アトラクションはフライング・ダイナソーに乗りました。
思っていたより早くてとても怖かったです。２時間待った
甲斐がありました。お土産もたくさん買うことができてよ
かったです。
　最高の見学旅行になりました。（2年B組　白取京介）

　私たちは4泊５日で京都と大阪に行ってきました。
　その中でも1番印象に残っているのは自主研修で行っ
た“古都京都の文化財“とよばれる寺院の天龍寺です。お
堂の中から見る庭園の景色がとてもきれいでした。
　京都から大阪への移動は不安でいっぱいでしたが、駅
員さんに聞いたりスマートフォンで調べたりして、たどり
着くことができました。
　日本の文化にたくさん触れることができ、一生の思い
出となりました。
（2年B組　清水咲希）

　今回の見学旅行は北海道と関西の文化などの違
いがわかった楽しい旅行でした。
　食の違いや方言など普段の生活では体験できな
いことができました。好きな服を買うこともできて
楽しかったです。
　ユニバーサルスタジオジャパンでは時間内に周
りきれなかった箇所や、食べられなかったものもあ
るので、また行ってみたいと思いました。
（2年A組　工藤圭悟）

　見学旅行直前にコロナウィルスの感染者数が増え、不安でしたが学年全員で出発
することができてよかったです。
　関西特有の文化や伝統だけではなく、人々の優しさにも触れられた見学旅行となり
ました。
　また、普段生活することのない地域を訪れることで枝幸町の良さや特色を再発見す
ることができました。（2年A組　中川華緒）

飲酒運転の根絶
●飲酒運転は悪質な犯罪
　飲酒運転は、悪質
で危険な犯罪です。
　飲酒は安全運転に
必要な情報処理能力
や注意力、判断能力
を低下させ、運転に
大きな影響を及ぼし、
重大事故に繋がる危険性を高めます。
　皆さん一人一人が ｢飲酒運転をしない・さ
せない・許さない・そして見逃さない」ことを
強く意識して、社会全体で飲酒運転を根絶す
る気運を醸成しましょう。
　また、二日酔いでの運転も「飲酒運転」と
なりますので、飲酒した翌日に運転する場合
は、身体にアルコールが残っていないかしっか
り確認しましょう。
●飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象！
　飲酒運転は、運転者だけではなく、運転者
以外の人にも重い処罰があることを知ってい
ますか。
　車を運転する恐れのある人にお酒を提供し
たり、お酒を飲んでいる人に車を提供したり、
飲酒運転の車に同乗した場合は、飲酒運転と
同様に処罰の対象になります。
● ｢ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を
防止
　ハンドルキーパー運動とは、仲間と車で飲
食店に行く場合、あらかじめお酒を飲まない人

（ハンドルキーパー）を決め、その人が仲間
を自宅まで送り届けることです。
　お酒を提供するお店の方は、「お客さんが車
で来店していないか」、「車で来店している場
合は、ハンドルキーパーは誰なのか」を確認
して、飲酒運転を防止しましょう。

●飲酒運転情報の提供
　北海道警察では、悪質な飲酒運転を根絶す
るため、「飲酒運転ゼロボックス」によるタイ
ムリーな飲酒運転の情報提供等を受け付けて
います。

特殊詐欺被害の防止
詐欺の電話やメールが来たら 警察相談電話 
#9110
■お金を「送る・手渡す・振り込む」前に相談
しましょう
　お金の話は 1 人で決めずに、家族や警察（♯
９１１０）などに相談してください。
■詐欺の手口に関心を持ちましょう
　「詐欺のニュースや記事」を見て、手口につ
いて知識をつけることで詐欺だと気付きやすく
なります。
■留守番電話を活用しましょう
　在宅時でも留守番電話に設定しておき、相
手を確認してから電話に出ると、犯人と話をせ
ずに済みます。
　会話をしなければ犯人の話術にだまされず、
冷静に対応することができます。
■電話防犯機器が効果的です　
　通話内容を自動記録したり、警告メッセージ
が流れる機能がついた電話防犯機器は被害防
止に効果的です。
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Okhotsk Museum ESASHI News
No.261｜2022.12

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

ムギマキのオス！
見た目が美しい鳥です

不思議な形の骨が出てきた！

　11 月５日（土）、ミュージア
ムでは２年半ぶりに体験講座を開
催しました。テーマは化石。足寄
動物化石博物館の前館長、澤

さわ
村
むら
寛
ひろし

先生を講師に「謎の哺乳類」デス
モスチルスについて解説いただき、
その後、「ミニ化石」の発掘を体
験しました。中から出てくるのは
数十種類の化石や鉱物。新型コロ
ナに注意しながらの開催ですが、
小さなお子さんから大人まで 40
名が参加し、楽しいひと時を過ご
しました。

　体験講座の翌日、澤村先生に加
えて、帯広畜産大学の研究員、主

との

森
もり
亘
わたる
先生にも協力いただき、徳志

別川の上流に化石調査に向かいま
した。専門の研究者と一緒に調査
するのは３年ぶり。調査隊は流木
の上を慎重にたどり、時には身を
切るような冷たさの徳志別川に腰
まで漬かりながら露頭にたどりつ
き、重たいハンマーを振り下ろし
ます。
「おお？これは…もしかして…」
　ボランティアの一人が指さす先
には骨化石特有のスポンジ状の構
造が岩の断面に見えました。
「間違いなく骨です！」
　澤村先生が即断すると、さっそ
く回収にかかります。なんとか
ミュージアムに運び込んで、ク
リーニングしてみると、岩の中か
ら人のこぶし大の不思議な形の骨
が出てきました。
「う～ん…何だろう？」
　澤村先生と主森さんがいろいろ
論文を調べた結果、デスモスチル
スの手首の付け根にあたる「月

げつ

状
じょう
骨
こつ
」という骨だと判明しまし

た。今回の骨の特徴はその大きさ。
ミュージアムに展示している全身
骨格の同じ部分の数倍はあります。
体長３ｍ近い巨大な個体の「手」
のようです。

　巨大なデスモスチルスが生息し
ていたということは、かつての「歌
登の海」が生態系として豊かだっ
たことを示しています。
　詳しい調査、分析が終了したら
展示する予定です。

枝幸もすっかり冬になり、オオ
ワシなどの冬鳥も海を越えてやっ
て来ました。「冬鳥」は、秋に渡っ
て来て、冬を過ごし、春にはまた
飛び去ってしまう鳥のことを指し
ます。このように、鳥たちの移動
の時期などによって、呼び方がこ
となります。今回は、そんな鳥の
移動による呼び方の違いを紹介し
たいと思います！

留
りゅう
鳥
ちょう
：同じ地域に一年中生息して

いて、季節移動しない鳥のこと。
枝幸町では、オジロワシなどがい
る。ただし、枝幸町には、冬にな
るとさらに北からやってくるオジ
ロワシも混ざるため、すべての個

体が一年中いるわけではない。

夏
なつ
鳥
どり
：春から夏にかけて南から

渡って来て繁殖し、秋になると南
へ帰っていく鳥。枝幸町ではノビ
タキなどがいる。

冬
ふゆ
鳥
どり
：秋や初冬に北から渡って来

て冬を過ごし、春になると北へ
帰っていく鳥。枝幸町では、オオ
ワシなどがいる。

漂
ひょう
鳥
ちょう
：国内を季節移動する鳥のこ

と。例えば、夏は山の上にいて、
冬になると市街地に降りてくる鳥
など。枝幸町では、最近人気上昇
中のシマエナガなどがいる。

旅
たび
鳥
どり
：渡りの途中に日本に立ち寄

る鳥。一般的には、日本より北の
繁殖地と日本より南の越冬地を往
復している。枝幸町では、ムギマ
キなどがいる。

　他にも、本来日本に来ないはず
の鳥が迷って来た場合は、迷

めい
鳥
ちょう
と

呼ばれます。
　鳥の図鑑を見ると、種の説明の
部分に何鳥か書いてあります。ぜ
ひ、自分でどんな鳥が一年中みら
れて、どんな鳥がある季節にしか
見られない鳥なのか、調べてみて
ください！

デスモスチルス化石発見！

鳥たちの移動のいろいろ

Okhotsk Museum ESASHI News
No.261｜2022.12

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

12 月の特集は「枝幸町立図書館大賞」展示を予定しています。今年枝幸で１番多く借りられ
た本を紹介するのでこちらもお楽しみに！

【料理】
一生使えるスープと汁もの大全 ( 吉澤　まゆ )
【医学】
ヤバすぎる毒の図鑑（船山　信次）
即効！みみほぐし（松岡　佳余子）
【アニメ】 
マーベル・アベンジャーズキャラクター事典 (アラン・カウシル)
【宇宙】
面白くて眠れなくなる宇宙 ( 高水　裕一 )
【エッセイ】
おっぱい２つとってみた ( 阿久津　友紀 )
【小説】
老害の人 （内館　牧子）
君といた日の続き（辻堂　ゆめ）
川のほとりに立つ者は（寺地　はるな）
小さき王たち　第３部（堂場　瞬一）
【児童】
ほん（ナタリー・フープス）

【生活エッセイ】
７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい
節約生活（紫苑）
【小説】
若葉荘の暮らし（畑野　智美）
やっかいな食卓（御木本　あかり）
はぐれんぼう ( 青山　七恵 )
【児童書】
こども SDGsブック（古沢　広祐）
はっけよい、子ガッパ（中山　聖子）
ぱっかーん ( 砂糖　ゆき )
おふくさんの１２かげつ（服部　美法）
おすしがふくをかいにきた ( 田中　達也 )
ひとがみたらカエルになあれ ( いもと　ようこ )

↑ 12月は木育教室も準備中です。
12月 10 日（土）予定！何をやるかは
まだ検討中。ちなみに、写真は以前木
育で作った鉢植え。小物入れとして重
宝しています。

年末！図書館から
色々なお知らせです。

　　 　
　あっという間に 2022 年も終
わり。年末年始に向けて図書館か
ら色々なお知らせがありますので
チェックを！
● 12 月 25 日まで館内はクリス
マス仕様！
　図書館は中々派手！クリスマス
の飾りを見つけるとささやかなプ
レゼントを貰うことが出来るミニ
ゲームも開催しています。期間
中は図書館に遊びに来てください
ね！

●「本を読んで応募しよう！」
　公開表彰式を実施します。
　今年度のＰＯＰ大賞および読書
感想文最優秀賞受賞者の公開表彰
を行います。お時間が合えば受賞
者の児童・生徒に温かい拍手をお
願いします！
・会　場　図書館１階フロア
・日程等　2022年 12月７日（水）

午後４時 15分～（予定）

●来月号より「本を読んで応募し
よう！」読書感想文部門最優秀作
品を掲載します。
　来月から当面の間、感想文部門
の最優秀作品をななかまど紙面上
に掲載します。枝幸の児童・生徒
がどんな本を読んで何を思ったの
か？読んでいただければと思いま
す。

●年末年始休館について
　図書館の年末年始休館は下記の
とおりです。休館前にたくさん借
りてくださいね。
　また、返却は返却ポストに投函
してください。
　2022年 12月 30日（金）
　～ 2023年１月４日（水）
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子育て支援情報 12月 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

第一生命保険株式会社では、地域に密着したネットワークを
活用して、全国の自治体で地域貢献活動に取り組んでいます。
　枝幸町においても、相互に協力し、行政だけでは困難な地域
の課題解決、地域産業の振興や多様化する住民ニーズへの対
応など、住民サービスの向上に資するための包括連携に関す
る協定を締結しました。

第一生命保険株式会社と
包括連携協定を締結

　町では、長きにわたり地方自治のために尽力され、地
域振興発展に貢献された４名の枝幸町自治功労者と経済
や社会、文化等の発展に功績のあった１名５団体の枝幸
町功績者の方々に対して表彰式を挙行しました。
　受賞者には、村上町長から一人ひとりにお祝いの言葉
を添えて、表彰状と記念品が授与されました。

令和４年度
枝幸町自治功労者・功績者表彰式11月3日㊍

　枝幸町緑化推進委員会の主催により、４年ぶりに「町民植
樹祭」が問牧町有林の北の魚つきの森で行われました。
　町民やボランティア、関係者など約５０人が参加し、宗谷総
合振興局森林室の職員から植樹方法の指導を受けたあと、
持参したスコップや鍬などで穴を掘りトドマツの苗３００本と
ハンノキの苗３００本を植え付けました。

豊かな漁場を目指して
４年ぶりの町民植樹祭を開催10月15日㊏

10月9日㊐

11月1日㊋

　コロナ禍における運動不足を解消しようと、ＮＰＯ法
人エムスクが「ＪＯＹ☆すぽmini2022」を開催しました。
　当日は、ランニングマシーン体験やゲーム感覚の身体測定など様々な体験メ
ニューに、お子さん連れやご夫婦で参加される方など、多くの町民が心地良い汗
を流しました。
　また、参加者を対象とした「お楽しみ抽選会」も行われました。

スポーツの秋
ＪＯＹ☆すぽmini2022を開催

Esashi 
News

今月の

えさしニュース

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

　参加申し込みについては、12月1日（木）締切と
しています。参加予定の方で申し込みをしていない方
がいましたら、至急、枝幸町教育委員会社会教育グ
ループまでご連絡ください。参加申し込みの方法に
ついては、広報えさし11月号をご覧ください。

■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。

【各事業に参加する皆さんへ】
　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

枝幸町三笠山スキー場スキーリフト
使用料助成
　枝幸町教育委員会では、町内小中学校に在籍する
児童生徒の枝幸三笠山スキー場の各種シーズン券購
入に係る助成を行っています。
　助成に係る申請書等については各学校を通じて配
布します。
　なお、シーズン券の販売開始、ロッカーの貸出受
付については、町ホームページや音声告知放送で改
めてご案内します。

第15回枝幸町民文化祭
　枝幸町文化協会の主催による枝幸町民文化祭が３
年ぶりに枝幸・歌登両地区で開催されました。
　両地区とも新型コロナウイルス感染症予防対策と
して換気や手指消毒などを実施しました。
　コロナ禍ながらも活動を継続してきた成果を披露
する貴重な場となりました。

◆枝幸地区展示・体験発表
10月 29～ 30日　枝幸町中央コミュニティセンター

◆歌登地区展示・体験発表
11月５～６日　歌登町民文化会館

◆舞台発表
10月 30日　枝幸町中央コミュニティセンター

　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。

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）：15日（木）クリスマス会　
■よちよちクラブ(１歳児）：15日（木）クリスマス会　
■すくすくクラブ(0歳児）：9日（金）クリスマス会
■子育て講座『天然石アクセサリー作り』：6日（火）①午前10時～②午後１時
30分～　■お楽しみ広場『まゆだま飾り』：28日（水）午前10時～　
※子育て講座・お楽しみ広場は申し込みが必要です。
■マタニティ広場：２1日（水）午後１時～　■ブックスタート：16日（金）保健セ
ンター　■離乳食教室：1３日（火）、19日（月）
※休館日：日曜日・２９日（木）～１月４日(水）年末年始
※各事業の詳しい内容は、枝幸町ホームページ　

『子育て幸ガイド』をご覧ください。

■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：5日（月）クリスマス帽子作り、8日（木）クリスマス制作「サン
タクロース」、12日（月）クリスマス会、15日（木）1・2月のカレンダー作り「スノ
ードーム」、22日（木）手遊び「トナカイ・サンタ・スノーマン」
※休ルーム：日曜日、１日（木）、１９日（月）、２６日（月）～１月４日(水）年末年始
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12月9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。

12月23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
【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）

12月7日（水）
一般講習／午後5時開始

初回講習／午後6時30分開始
12月14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

特設心配ごと相談特設心配ごと相談

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

※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。

12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 ※10月11日～11月10日受理分
※10月11日～11月10日受理分

北 栄 町
本 町
三 笠 町
歌 登 西 町
歌 登 南 町
歌 登 南 町
幸 町
幸 町

（41歳）
（76歳）
（80歳）
（87歳）
（91歳）
（96歳）
（90歳）
（90歳）

／
／
／
／
／
／
／
／

さん

さん

さん

さん

さん

さん

さん

さん

佐　藤　太　一
葛　西　春　一
津　田　喜代子
植　松　エ　ミ
水　橋　ハ　ル
浅　野　幸　枝
梶　野　弘　江
渡　辺　二　江

歌登上徳志別

新 港 町
（保：孟さん）

（保：洋輔さん）

／

／

ちゃん

くん

10月18日生まれ

10月24日生まれ

榊　原　澄　乃

片　岡　璃　凰

す み の

り お う

お誕生おめでとう!

12月19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

12月は開催されませんので、相談が
必要な方につきましては、翌年１月で
の相談をお願いします。

１２月14日（水）
午前11時～午後2時

中央コミュニティセンター2階
【お問い合わせ先】

町民課 戸籍住民グループ
☎62‒1237

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 12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
8日（木）・22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
9日（金）・23日（金） 要予約/受付 午前  8時30分～午前11時30分

整形外科 7日（水）・14日（水）・21日（水）・22日（木）・
26日（月）・28日（水） 要予約

精神科 14日（水）・21日（水）・28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 15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。


