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子どものための各種手当
エゾシカとの共存を目指して
敬老記念品（商品券）のご利用はお早めに

2013
H25
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No.646

306万円

350万円

4人

171万円

344万円

388万円

特別児童扶養手当
◆制度の目的

精神または身体に障害を有

する児童について手当を支給

することにより︑児童の福祉

の増進を図ることを目的とし

施設などに入所しているとき

月

☎7−2813

を受給できるときや︑児童が

は支給されません︒

◆手当月額

◆支払月

4月︑8月︑

︵各前月のまでの分を支払い︒

月分は当月分まで︶

◆所得制限限度額

しあわせ

◆支払月

133万円

③父または母が一定程度の障

月

3人
ています︒

2013. 3月号

4月︑8月︑

312万円

害の状態にある児童

︵各前月のまでの分を支払い︶

268万円

◆所得制限限度額

95万円

童

2人

④父または母が生死不明の児

274万円

⑤父または母が1年以上遺棄
している児童
⑥父または母が裁判所からの
ＤＶ保護命令を受けた児童
⑦父または母が1年以上拘禁
されている児童
⑧婚姻によらないで生まれた
児童
⑨棄児などで父母がいるかい
ないか明らかでない児童
※公的年金を受給できるとき
や︑児童が施設などに入所

230万円

︵各前月までの分を支払い︶
◆所得制限限度額

児童扶養手当

57万円

子どものための各種手当
児童手当
◆制度の目的
家庭などの生活の安定に寄
与するとともに︑次代の社会
を担う児童の健やかな成長に

歳に到達後

資することを目的としていま
す︒
◆支給の対象
中学校修了︵
の最初の年度末︶までの国内
に住所を有する児童を監護・

せん︒

しているときは支給されま

父母の離婚などで︑父また

◆手当月額

◆制度の目的
は母と生計を同じくしていな
い児童が育成される家庭︵ひ

1人
◆支給の対象

717.5万円

とり親家庭など︶の生活の安
定と自立の促進に寄与し︑児
童の福祉の増進を図ることを
目的としています︒
◆支給の対象
歳に到達後の

611.6万円

236万円

歳未満で精神または身体

4人

192万円

に障害を有する児童を家庭で

696.2万円

19万円

監護・養育している︑父︑母

573.6万円

0人
または養育者

3人

全部支給

※児童が障害による公的年金

※対象児童1人につき

674.9万円

12

一部支給

配偶者、扶養
義務者、養育
者の所得額
請求者本人の所得額

2

33,330円

535.6万円

774万円

広報なかがわ

33,570円

2人

住民課幸福推進室

問い合わせ先

2級

11

50,050円

653.6万円

4人

次の①〜⑨のいずれかに該

41,130円
〜
9,710円

50,400円

497.6万円

736万円

当する児童︵

41,420円
〜
9,780円

1級

1人

3人

最初の年度末までの間にある

一部支給

平成25年
10月から

628.7万円

698万円
歳未

41,140円

平成25年
9月まで

459.6万円

2人

児童︵障害児の場合は

41,430円

等級

0人

660万円

満︶
︶を監護・養育している父︑

全部支給

11

配偶者、扶養
扶養親 請求者本人の
義務者、養育
所得額
族の数
者の所得額

1人

母または養育者

平成25年
10月から

扶養親
族の数
20

622万円

①父母が婚姻を解消した児童

児童2人以上は、2人目は5,000円、3人目以
降は1人につき3,000円加算されます

0人

②父または母が死亡した児童

平成25年
9月まで

養育している︑父︑母または

2月︑6月︑ 月

児童1人の
場合の月額

15

15,000円

所得額

20

5,000円
所得制限限度額以上

養育者

15,000円

◆手当月額

3歳未満

◆支払月

月 額

扶養親族の数

18

10,000円
中学生

10,000円
3歳〜小学校修了まで
（第1子、第2子）
3歳〜小学校修了まで
（第3子以降）

10

児童の年齢など

陽子

歌︺
鎌田

廣

︹短

もぎたての胡瓜に塗りし生味噌の味は懐かしき思いのひとつ

河野

き

淑子

と

牡蛎貝の美味しい時節の到来だ先ずは酢ガキとレモン汁かな

小林

千秋

つい

藤田

和子

いのち

メダカしかいないはずの水槽に新たな生命﹁タニシだタニシ﹂

古市

いのち

窓際のシャコバサボテン花ひらくオレンジ色の光こぼして

智子
昇

李白

ギリシア神話（全2巻）
高橋睦郎

新版
イソップ
イソップのお話

筧久美子

日頃のできごとや風景・季節に感じたこ

と思ったことを短歌で一首または︑俳句で

一句詠んでみませんか︒

短歌や俳句に興味をお持ちの方がいらっ

しゃいましたら︑お気軽にご参加ください︒

しおん

俳句紫苑会

連絡先︵どちらも︶
古市和子さん

短歌同好会

☎7・2850

月刊会報﹁まほろば﹂をご希望の方は︑

年会費500円の購読会員制をご利用

ください︒

お申し込みは︑事務局︵古市和子さん

2013. 3月号

山内

西行

馨

野村

初雪を前脚で分け餌を探す牡鹿一頭黒々動く

楢山節考

改版
新田次郎
孤高の人（上下巻）

☎7・2850︶へお願いします︒

家庭の医学

落つる︑散る︑くづるる︑しをる︑なゆる︑枯る 花の生命の終のはなやぎ

紀貫之

山内ミツヱ

土佐日記

冬波の鴎は生きるために舞ふわれ何のため生きて気をもむ

西沢美仁

山田

魂の旅路

雪深き今はどうして暮らす

角川書店

早春に子を連れていた鹿の群

漱石の「こころ」

横山やすこ

深沢七郎

話せどわからぬ世と思えども

広報なかがわ

３

改版

言語とは共同幻想と思えども

げんきをつくる食育えほん
（全5巻）
吉田隆子

句︺

しずくちゃん（全17巻）
ぎぼりつこ

︹俳

安部公房

廣

砂の女

河野

藤沢周平

雲去りて山脈静か初日哉

本所しぐれ町物語

和子

新着図書

古市

の

北へ向く飛行機雲や深雪晴れ

ゆびあそびシリーズ（全7巻）
星の環会

まちの 文 芸
公民館図書室

せる要因に豪雪がありますが︑

ら︑森林資源が保続する頭数

は︑農林業被害を減らしなが

して有効利用していくために

ています︒エゾシカを資源と

カ肉などの有効利用を検討し

一環としてエゾシ

索しており︑その

の共生の仕方を模

加するエゾシカと

中川町では︑増

川町のエゾシカ事情がよい方

いい問題ではありません︒中

とを考えると︑放っておいて

農林業被害や生態系保全のこ

くの課題があります︒しかし︑

うということは︑まだまだ多

家畜ではないエゾシカを扱

立ちますが︑それも困難です︒

ことができれば管理のめども

るエゾシカの頭数を把握する

う︒中川町の自然が許容でき

比較することで︑自分が住ん

でいる地域の魅力を改めて感

じることができました︒また︑

道内各地の志をもった異業種

去年の9月から

で完結していた私の視野は何

今まで自分が住んでいた地域

の方々ともたくさん知り合い︑

参加してきた北の

﹁きたかん﹂を通して︑様

倍にも広くなりました︒

セミナー︑通称

修了証書を受け取

も中川町の魅力を伝え︑たく

育成の第一線で活躍する講師

の方々が連携して︑観光によ

るまちづくりを主導的に推進

していく能力や創造性の習得

を目指すグループワークや旅

行商品の開発を中心とした実
践的な講座です︒

初めて受講したときは︑講

習のレベルの高さや他の受講

生の意識の高さなどから︑自

分との経験の差を感じ︑﹁な

んで自分がここにいるんだろ

う﹂と正直後悔しました︒し

かし︑グループワークを通し

て様々な経験をもつメンバー

思います︒

とができるようになりたいと

さんの人々に影響を与えるこ

﹁きたかん﹂と

りました︒

影響を受けました︒今後︑私

々な地域や人からたくさんの

回の日程を終え︑

﹁きたかん﹂の全

観光リーダー養成

小田島 森 恵

は︑観光・まちづくり・人材

『北の観光リーダー養成セミナー』

の視点が加わり︑他の地域と

2013. 3月号

４

広報なかがわ

エゾシカの有効活用を推進し
ている最中に豪雪に見舞われ
たときには︑目も当てられな

を維持するという困難な課題

向に向かうように︑できるこ

い事態になってしまうでしょ

を解決しなければなりません︒

すぎることには問題がありま

らといって︑たくさん捕獲し

カは増えてしまいます︒だか

獲数が少ないと︑結局エゾシ

の年に生まれる頭数よりも捕

くエゾシカを捕獲しても︑そ

単純な話ですが︑どれだけ多

く捕獲する﹂ことがあります︒

﹁一年で増える頭数よりも多

を 減 ら す ポ イ ン ト と し て︑

でしょうか︒増えたエゾシカ

理とは︑どのようなことなの

とをしていきたいと思います︒

片 山 勇 人

す︒エゾシカの頭数を激減さ

10

え
もり
だ じま
お

と
ゆう
やま
かた

そもそもエゾシカの頭数管

『エゾシカのこれから』

中川町地域おこし協力隊活動記⑧

「観光と山の動植物の巻」

今年もイベントや研修など、町の振興や発展のために東奔西走する地域おこし協力隊です。
雪にも負けず寒さにも負けず活躍する3人の活動の様子を紹介します。

推定で約2０００立方メート
ルです︒これを全部集荷でき︑

ートルだとすると︑年間4０

町で生活する人まで︑様々な

中川町地域おこし協力隊のFacebookを始めました！
！

薪として利用できたとしたら
どうでしょう︒家の広さや種

植え︑育て︑また
０世帯を中川町の端材でまか

写真のような端材です︒林業
人が現状に問題意識を持つこ

「中川町 地域おこし協力隊 Facebook」で検索してみてください。
私たちの様々な活動や中川町の日常・面白いところなどを紹介しています。
ぜひ皆さんチェックしてください！
！

類にもよりますが︑一家庭で

木を伐るという流
なうことができます︒それだ

薪の年間消費量が約5立方メ

れで山の環境を守
けの量の木材が山の中でその

林業は木を伐り︑

りながら循環していかなけれ
まま置かれっぱなしになって
いるのです︒

ばなりません︒
先日︑伐採現場に行ったと

の世界では林地残材あるいは
とができれば︑何らかの仕組

もし︑山で仕事する人から

未利用材と言われています︒

みの変化で︑利用不可能なも

きにあるものを見つけました︒

短い︑細い︑形が悪いなどの

のを利用可能なものにできる
日本人の精神のひとつであ

理由で木材としては使いにく
利用できれば︑林業をより循

る︑﹁もったいない精神﹂で︑

かもしれません︒

環的なものとし︑より山との

この端材を有効活用していけ

い部分のことです︒これらが

共存を考えていけるのではな

る町にしていけたらと思いま
す︒

いでしょうか︒
しかし︑この端材利用には
課題が山積みです︒集荷する

2013. 3月号

ことが難しく︑集めれば集め
るほど森林所有者が赤字にな
ってしまいます︒現状では利
用不可能な状態なのです︒
年度に行っ

広報なかがわ

５

松 尾 悠 理

中川町が平成

以前紹介した「木育マイスター」の認定を松尾が受けました。
（下写真の右側。左は小田島の養成セミナー修了証書。
）
中川町で今後たくさんの木育体験イベントを行い、経験を積んで、
木育マイスターとしての力をつけていきたいと思います。

り
ゆう
お
まつ

た間伐事業で発生した端材は︑

24

総務課企画財政室 ☎7−2819

問い合わせ先

『もったいない』

引っ越しのときは

おしらせ君、GE-ONUなどの
機器はすべて置いたままにしてく
ださい。転居先のおしらせ君で電
転 居
話番号の変更などを行います。
（町内の引っ越し）
持ち家でその後入居予定がない
ときは、おしらせ君、GE-ONU
を一旦取り外します。

☎0120−860−023（通話料無料）

天 塩 川 だより
〜近隣のまちの情報をお届けします〜

全道ジュニアアルペンスキー和寒大会

和寒町

と き
ところ
内 容

3月10日
和寒東山スキー場
アルペンナンバー１を競う幼児・小学生が全道
各地から集まり、熱戦が繰り広げられます。
ぜひご声援をよろしくお願いします。
問い合わせ先
和寒町教育委員会 ☎0165−32−2477

（上川北部地区広域市町村圏振興協議会提供）

広報なかがわ
2013. 3月号

6

3月から4月は引っ越しの

季節です︒町内での転居︑町

外への転出など︑引っ越しを

するときには﹁おしらせ君﹂

の手続きが必要です︒戸籍や

水道料の手続きで役場にお越

しになったときに︑おしらせ

君の手続きのこともご相談を

お願いします︒

なお︑おしらせ君などの機

NTT東日本北海道データセンター

器とケーブル類は︑その住宅

故障のときの問い合わせ先

に備え付けのものです︒引っ

光ケーブルの取り外しなどをし
ますので、事前に連絡をお願いし
ます。

越しをするときには︑すべて

家屋などの
取り壊し

置いたままにしてください︒

おしらせ君、GE-ONUなどの
機器はすべて置いたままにしてく
ださい。
転 出
持ち家でその後入居予定がない
（町外への引っ越し）
ときは、おしらせ君、GE-ONU
を一旦取り外します。

おしらせ君の
お知らせ

ご存じですか？

︵収入157万円︶以下の場

☎0166・27・1611

旭川年金事務所

︻問い合わせ先︼

国民年金の﹁学生納付特例制度﹂と
﹁若年者納付猶予制度﹂をご利用ください

万円

っても国民年金に加入しなけ

合に国民年金保険料の納付が

ている場合︑所得が

ればなりません︒しかし︑学

猶予される﹁若年者納付猶予

交通事故などの
被害者になったとき
歳以上の方は︑学生であ

交通事故など第三者︵加害者︶の行為によって傷害を受け

生の方は一般的に所得が少な

ります︶︒

制度﹂があります︵扶養人数︑

の納付が猶予される﹁学生納

これらの制度を申請せずに

いため︑本人の所得が一定額
国保の窓口で手続きをしてく

付特例制度﹂があります︒対

保険料を未納のままにしてお

たときでも︑届け出によって国保を使って治療を受けること

ださい︒

象となるのは︑学校教育法に

くと︑不慮の事故などで障害

単身などで所得の条件が変わ

■医療費の負担は加害者の義
＊届け出に必要なもの

規定する大学︵大学院︶︑短期

が残ったときに障害年金を受

以下の場合︑国民年金保険料
務です
・保険証

大学︑高等学校︑高等専門学

うと︑国保が使えなくなるこ

ったり︑示談を済ませてしま

加害者から治療費を受け取

願いします

■示談の前に必ずご相談をお

期間は︑4月から翌年3月ま

含まれます︒この制度の承認

・定時制課程や通信制課程も

在学する方です︒また︑夜間

一部の海外大学の日本分校に

業年限が1年以上ある課程︶︑

校︑専修学校︑各種学校︵修

で収入が得られるようになっ

どちらの制度も︑就職など

年金額には反映されません︒

要な期間に参入されますが︑

老齢年金を受け取るために必

なお︑承認された期間は︑

す︒

け取ることができなくなりま

交通事故や飼い犬に咬まれ
たなど第三者の行為によって︑
・事故証明書

受けたときの医療費は︑後か

とがありますので︑示談の前

でです︒次の年度も在学予定

たら︑将来受け取る年金を増

費は加害者が全額負担するの

ら国保が被害者に代わって加

に必ず役場にご相談をお願い

の方には︑4月初めに再申請

す︒

したがって︑国保で治療を

が原則です︒

害者に請求することになりま

します︒

年以内であれば

保険料を納めることができる
い︒

要事項を記入して郵送してく
歳未

﹁追納制度﹂をご利用くださ
また︑学生ではない

ださい︒

10

■
﹃第三者行為による傷病届﹄

住民課住民サービス室

︻問い合わせ先︼

やすため︑

・印鑑

けがや病気をしたときの医療

ができます︒

92

の用紙を送付しますので︑必

が必要です
この届け出がないと国保が
使えません︒

☎7・2814

満の方向けに︑例えば︑夫婦

交通事故などにあった場合
には︑すぐに警察に届け出て︑

30

のみの世帯で夫のみが就労し

2013. 3月号

20

事故証明書を発行してもらい︑

広報なかがわ

7

こくほ

アルコールを飲まない人も要注意！

だんミトコンドリアは︑糖か

肝の予防が一番です︒脂肪肝

性脂肪がたまることで起きま

高血圧

脂質異常症

8

2013. 3月号

︻今月のテーマ︼ あなたの肝臓は大丈夫？

らエネルギーをつくっていま

脂肪肝は︑アルコールを多

習慣病がきっかけで肝臓に中

は︑肥満や糖尿病などの生活

や﹁糖尿病﹂・﹁高血圧﹂
・
﹁脂

す︒内臓脂肪を貯めないこと

糖尿病

広報なかがわ

保健だより
化すると﹁肝硬変﹂に︑最悪
す︒ところが︑脂肪肝の細胞

量に飲む人によくみられます︒

ナッシュの予防

の場合は﹁肝がん﹂に進む危
の中では︑脂肪が入り込みす

しかし︑それ以上に︑﹁肥満﹂

肝臓の仕事
険性があることが近年わかっ
ぎてミトコンドリアに異常が
トコンドリアは脂肪からエネ

質異常症﹂などが原因で起こ

また︑すでに脂肪肝と言わ

ルギーをつくりはじめてしま

ナッシュの予防には︑脂肪

肝臓は︑エネルギーをつく
てきました︒﹃たかが脂肪肝﹄

起きます︒そして︑なんとミ

第3の肝臓病
ＮＡＳＨ︵ナッシュ︶

り︑胆汁をつくり︑ビタミン
と侮れないのです︒

なぜ脂肪肝からがんに？

を合成し︑アルコールなどの
有害物質を分解し解毒もしま
す︒
肝臓は︑実に5００種類以

す︒

が︑予防となります︒

脂肪肝の肝臓を調べてみる

しかし︑脂肪からエネルギ

る脂肪肝が圧倒的に多いので

上の化学処理をする︑人体の
と︑大切な肝臓の細胞に脂肪

肥満

☎7−2813

保健師

います︒

﹁化学工場﹂と呼ばれるあり

れている方も︑肥満が解消さ

れることで脂肪肝の改善につ

アルコールが原因でない脂

肪肝炎は︑非アルコール性脂

ながります︒

ーをつくり続けていくと︑ミ
トコンドリアは機能不全にな

肪肝炎︑通称ＮＡＳＨ︵ナッ

がびっしり入り込んでいます
︵左写真︶
︒

ってしまいます︒つまりミト

ただし︑急に痩せると︑肝

シュ︶といいます︒

要な脂肪を確保しようとして︑

臓がエネルギーを作るのに必

ら肥満が増えている現在︑日

生活習慣や食生活の変化か
います︒死んだ脂肪の跡地は︑

その肝細胞自体も死んでしま

コンドリアが死んでしまい︑

がたい臓器です︒

脂肪肝は
肝がんの予備群？
この肝臓の仕事の一つに︑

てしまいます︒体重を減らす

結果的に肝臓に脂肪がたまっ

と推定されており︑ナッシュ

ときは︑月に1〜2キログラ

本では1０００万人が脂肪肝
がちがちの線維化状態になり

予備群及びナッシュが多く潜

コラーゲンで穴埋めされて︑

ギーを貯める働きがあります︒

ます︒これが肝硬変です︒が

ムが目標です︒

健康な肝臓

住民課幸福推進室

問い合わせ先

いざという時のためにエネル
中性脂肪も貯めることができ

在していると考えられていま

自覚症状がない
ため、気が付か
ないうちに進行
することもあり
ます。

んは︑肝硬変になったころに

コンドリア﹂という細胞小器

肝硬変、肝がん

ますが︑貯め過ぎると﹁脂肪

官があります︒ミトコンドリ

炎症が続くと肝
臓の線維化が進
行

す︒

実際︑肝臓の細胞に脂肪が

アは︑細胞が活動するための

ナッシュ、脂肪肝炎

現れます︒
たいしたこ

たまっただけの脂肪肝の多く

エネルギーを作るとても大切

内臓脂肪の蓄積

脂肪肝と聞くと︑どのよう
に感じますか？

は︑良性の病気です︒しかし︑

な役割を果たしています︒ふ

脂肪肝

肝﹂になります︒

その細胞の中には︑﹁ミト

脂肪肝から肝臓に炎症が起き

とはないと思いますか？

て﹁脂肪肝炎﹂を発症し︑悪

悪化への進行

しあわせ

6

7

14

35

59

19

0

女

0

15

21

33

66

71

26

2

20

90

1）年間通してよく食べる野菜は何ですか？
キャベツ

297

玉葱

210

人参

193

大根

192
98

胡瓜

95

もやし

94

トマト

93
89

レタス
72

白菜

各年代・男女ともに、上位４種はほぼ同じ結果となりました。４つの野菜は、日持ちし、いろんな
料理に使える、年間を通じて出回っている、価格が比較的安定しているという共通点があります。

2）1日に食べたい野菜量（350ｇ）をバランスよく食べるには？

キャベツ
150g

上の４種の野菜でバランスを良くするには緑黄色野
菜を多く摂ることが大切です。特に、人参には栄養が
豊富に含まれているので、淡色野菜だけではなく、人
参を100ｇ以上摂るとバランスが良くなります。

玉葱
50g
大根
50g

人参以外のおすすめ緑黄色野菜
小松菜、ほうれん草、チンゲン菜
ニラ、春菊、大根やかぶの葉、水菜
ブロッコリー、大葉 など

人参
100g

野 菜 の 栄 養
野菜には、人の体に必要なビタミン・ミネラル・食物繊維が多く含まれています。ビタミンの
ほとんどは人の体内でつくることができないので、食べ物から摂取しなければなりません。特に
成長期や妊娠期の細胞が作られる時期には、ビタミンＡ、葉酸、ビタミンＣが必要になります。
また、これらの栄養素は風邪やインフルエンザにかかりやすいこの時期の免疫力の維持・強化に
も効果的です。
日頃から意識して食べていきましょう。
しあわせ

問い合わせ先

9
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住民課幸福推進室

栄養士

☎7−2813

﹁食﹂に関する情報をお伝えします！

ほうれん草

食 育 通 信

2

食べること
育つこと

男

野菜についてのアンケート結果報告

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代

中川町食育推進計画︵第2期︶の目標である﹁野菜を意識して食べる
人の増加﹂﹁望ましい野菜摂取量を知っている人の増加﹂を目的とした
活動として︑年間通してよく食べている野菜についてのアンケート調査
を行いました︒ 歳代〜 歳代の特定健診・がん検診受診者376人
︵女性234人︑男性142人︶が調査にご協力くださいました︒

性別年代別の回答者数（人）

駐 在 所

落ち着こう
振り込む前に 相談を
不審な電話や身に覚えのないメール︑パンフレットなどが
送られてきたら︑警察や家族に相談しましょう︒
被害防止対策として
﹁電話番号が変わった﹂は詐欺です︒必ず前の番号に電話
してみましょう︒
万が一の被害に備え︑1日のＡＴＭ利用限度額を引き下げ
ましょう︒
在宅時も︑犯人からの電話を遮断するため︑留守番電話に
設定しましょう︒

☎2・1110
☎7・2019
☎8・5071
☎＃9110

家族間で相互に連絡を取り合い﹁家族の絆﹂で被害を防ぎ
ましょう︒

︻問い合わせ先︼ 美 深 警 察 署
中川駐在所
佐久駐在所
警察相談電話

の
ち
ま ご 長寿さん

喜寿おめでとうございます

米寿おめでとうございます

神野幸雄さん（77歳）

金田ミチ子さん（88歳）

2013. 3月号

10
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民生委員協議会定例会

月25日

議 会 運 営 委 員 会

月30日

農 業 委 員 会 総 会

月12日

議会第

回臨時会

月18日

選 挙 管 理 委 員 会

中川消防支署から
防 火 水 槽 周 辺 の 駐 車 は ご 遠 慮くだ さ い
消火栓や防火水槽などの消防水利周辺5メートル以内の部分は︑道路
交通法により駐車禁止とされています︒
駐車車両が一刻を争う消火活動の障害となることがありますので︑交
通ルールを守り﹁安心・安全の町づくり﹂にご理解と
ご協力をお願いします︒

ラブルもありましたが︑2月末まで展

突然の暖気で雪像が解け出すなどト

す︒

して2月1日から雪像を展示していま

いただくことと火災予防ＰＲを目的と

今年も町民の皆さんに見て楽しんで

巳の雪像ですよ

件
件
火災出動
救急出動

示を予定していますので多くの方にご
覧いただきたいと思います︒

︵

ありがとう
ございます

社会福祉協議会︑一心苑に寄付

省治 様

母︵キクエ様︶死去に際して

札幌市 三箇

社会福祉推進のために

中川消防団 様

匿名︵2名︶様

社会福祉協議会︑一心苑に寄贈

季節のものを含めて次の方々

より﹁志﹂

吉江 幸雄 様

歳︶

謹んでお悔やみ
申し上げます

中川 鈴 木 利 幸 様︵

誉一 富 山 好 子 様︵ 歳︶

ご結婚おめでとう
ございます

清 澤 総 太 様︵中 川︶

吉 原 恵利加 様︵中 川︶

2013. 3月号

平成25年1月31日現在

中川消防支署へのご相談︑お問い合わせは☎7・2119番まで

広報なかがわ
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86 74

月23日

議会・
各種委員会の
開催状況

火災・救急出動件数

！
！

に行う︒

り組みであると考えていま

④射撃精度の向上は︑今後

用を視野に入れた場合︑

エゾシカ肉や角皮の利活

この手法を確立できれば

高品質な肉などの生産に

す︒

①一度の出猟で多数のエゾ

らを基礎とした捕獲に至る

につながるかもしれませ

農家の副次的収入の確保

③規格外農産品の利活用が

エゾシカとの共存方法を模

こうした取り組みを通じて︑

が当然なのです︒むしろ︑

林にはエゾシカがいること

提とした森林・狩猟文化の

☎7−2816

そこで︑中川町では平成
選抜された少数のハンタ

④可能な限り猟場を管理し︑

ターの高木忠氏︑ＮＰＯ法
ーで行う︒

③駆除は森林内で行い︑役

までの戦略について高木氏

ん︒
その結果︑この日は︑ハ

できました︒残滓回収にか
ける人力を確保できれば︑
この2倍は駆除できたと思
われます︒
私たちは︑今回の中川町
方式を﹁管理型誘因捕獲﹂
と呼ぶこととし︑従来型の
駆除方式とは一線を画す取

12

2013. 3月号

年度︑北海道︑地元ハン
人 Ｅ Ｃ Ｏ の 声 と 連 携 し︑

大きく貢献します︒

現在中川町では︑科学的

シカを駆除することがで

きます︒結果として駆除

⑤廃棄または放置される農
産物の規格外品を餌とし

﹁エゾシカ森林被害防止強
化対策事業﹂に取り組んで

根拠に基づく林業被害の状

況を蓄積しており︑森林内

にかける費用を圧縮しつ

つ︑高い林業被害抑制効

で剥皮被害に遭う樹木は確

て利用する︒
の5点です︒
月末に農産物の規格外

果が期待できます︒

います︒この事業のポイン
トは
①林業と連動し︑伐採事業

実に増加しています︒

直面する林業被害に対応

②おびき寄せて射撃するこ

するため︑この事業を展開

品を集荷することから始め︑

まり︑また給餌台付近で

し︑手法を確立しました︒

などのために林道除雪を

き寄せを開始し︑1月末に

仕留めることで残滓回収

とにより︑射撃精度が高

初めて射撃を行いました︒

の労力も省力化できます︒

月に餌台を設置しておび

②エゾシカを餌でおびき寄

エゾシカの嗜好性︑生態︑

わ れ る冬期に︑餓え た エ ゾ
場が駆除申請︑地権者と

に創意工夫をいただきまし

する︒

が さ れている姿を目 に す る
せることで︑安全で効率

行動パターンの分析︑これ

シ カ が食べているの で す ︒

の協議︑近隣工事関係者

た︒

道 路脇の樹木の樹 皮 が 剥
こ と が増えているの で は な
的に捕獲する︒

中 川 町でも︑広葉樹 を 中 心

との連絡調整︑道路管理

しかし︑本来北海道の森

い で しょうか︒草が 雪 に 覆

に エ ゾシカによる林 業 被 害

者との連絡調整を一元的

創造を目指していきます︒
猟で 頭のエゾシカを駆除

名︶で︑わずか2時間の出

ンター1名︵残滓回収に5

索し︑共に生きることを前

が 拡 大しています︒

12

広報なかがわ

24

実施している箇所で実施

10

16

産業振興課産業振興室

問い合わせ先

エゾシカとの
共存を目指して

お 知 ら せ

自衛官などを募集します

試 験 日

３月９日

5月11・12日
（12日は飛行要員希望
者のみ）

所に住所変更の届け出をお願

所が変わったら札幌道税事務

方が学んでいます︒

様々な目的で︑幅広い世代の

は︑道税ホームページからも

00科目の中から︑関心のあ

文学︑自然科学分野など約3

心理学︑福祉︑経済︑歴史︑

行うことができます︒

る1科目だけでも学ぶことが

いします︒住所変更の届け出

︻問い合わせ先︼

できます︒

平成 年4月1日から
希望者全員の雇用確保を
図るための高年齢者雇用
安定法が施行されます

札幌道税事務所自動車税部

急速な高齢化の進行に対応
し︑高年齢者が少なくとも年

◆授業料︵半年間︶

放送大学はテレビなどの放

放送大学北海道学習センター

︻問い合わせ・資料請求先︼

︵教材費込み︶

1万1000円

☎011・746・1190

1科目

◆出願期限

日

ら施行されます︒今回の改正

送やインターネットで授業を

旭川サテライトスペース

2月

は︑定年に達した方を引き続

行う通信制の大学です︒働き

☎0166・22・2627

放送大学
4月入学生募集

金受給開始年齢までは意欲と
能力に応じて働き続けられる
環境の整備を目的として︑高
年齢者雇用安定法の一部が改
年4月1日か

き雇用する﹁継続雇用制度﹂

ながら学んで大学を卒業した

正され︑平成

の対象者を労使協定で限定で

品︵商品券︶﹂の利用は︑3月 日︵水︶までです︒期限

9月に開催した中川町敬老会で贈呈した﹁敬老記念

敬老記念品︵商品券︶の
ご利用はお早めに

い︑学びを楽しみたいなど︑

28

きる仕組みの廃止などを内容
としています︒
詳しいことは︑ハローワー
クまたは北海道労働局へお問
い合わせをお願いします︒
︻問い合わせ先︼
名寄公共職業安定所
職業相談部門
☎01654・2・4326

自動車税の住所変更を
お願いします
自動車税は︑毎年4月1日
現在で自動車をお持ちの方に

☎7・2813

を過ぎると使えなくなりますので︑お早めにご利用く
ださい︒
︻問い合わせ先︼
しあわせ

住民課幸福推進室

2013. 3月号

25

☎01654−2−3921
【問い合わせ先】自衛隊旭川地方協力本部名寄出張所

４月13日
４月26日

４月14日
年間を通じて

25

納めていただく道税です︒住

広報なかがわ

13

13

４月３日

受付期間

18歳以上55歳未満
（平成25年７月１日
現在；保有する国家
資格などによって異
なります）
18歳以上34歳未満
（平成25年７月１日
現在）
20歳以上28歳未満
（平成26年４月１日
現在；学士などの取
得状況によって異な
ります）
18歳以上27歳未満
応募資格 （採用予定月の１日
現在）

予備自衛官補（一般） 予備自衛官補（技能）
一般幹部候補生
自衛官候補生
（男子）
受験種目

白 銀 の 丘にシュプー ルを
町民スキー場が、スキーを楽しむ子どもたちでにぎわっています。ス
キー授業やスキー教室で技術を磨く子、リフトに乗る練習をする子、初
めてスキーを履く子。厳しい冬をものともせず、楽しむ子どもたちの姿
が輝きます。

発行

中川町

町 の人口

（1月31日現在）

人

1,795人（−

）

男

887人（±

）

女

908人（−

）

世 帯 数

884戸（−

）

（

口

）は前月末との差を示します。

編集

総務課総務町政室

国

境

中川みなづき会に中
川町文化賞が贈られま
した。42年の永きにわ
たって研鑽に励み、子ど
もたちへの指導を通し
て文化の伝承に努めて
こられました。また、老
人ホームへの慰問活動
を積極的に行い、町の行
事に参加をされ、町民の
皆さんの心にうるおいを与えてくださったことを讃えての受賞です。

〒098-2892 北海道中川郡中川町字中川337番地 ☎
（01656）7−2811
中川町HPアドレス http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
中川町携帯用サイト http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/i
（NTTドコモの「i-mode公式メニュー」からもごらんになれます。
）

E-mailアドレス nakagawa@hokkai.or.jp

印刷

携帯用サイトアドレスが二次元バーコードで簡単入力可能
（ご使用にあたっては、携帯の取扱説明書をごらんください）

