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第6次中川町総合計画
まちづくり町民アンケート結果

い者福祉﹂﹁保育所・学校整
備﹂が︑満足度の低い分野と

5年前と比較すると減少し

はいますが︑﹁健康で安心し

5年前と比較して減少して

将来の町に望む姿

てはいますが︑﹁今の場所に

て暮らせる町﹂を望む回答が

今後の住居の意向

5年前と比較して﹁道路整

住み続けたい﹂という回答が

最も多く︑﹁観光・交流の町﹂

して﹁買い物の便﹂﹁地域経

備﹂﹁交通安全﹂﹁除雪﹂﹁下

最も多く︑﹁町内の別の場所

﹁便利で快適に暮らせる町﹂

済﹂が挙げられました︒

回答が多く︑﹁便利﹂﹁活気

水道・排水路整備﹂﹁公的住

に移りたい﹂という回答は増

る﹂﹁郷土愛のある﹂という
のある﹂﹁知名度のある﹂と

宅整備﹂が悪化したという回

いう項目では否定的な回答が

答が増えています︒

した︒

を心配する回答が多くありま

通﹂﹁買い物﹂﹁老後の生活﹂

として︑﹁医療・福祉﹂﹁交

今の場所から移りたい理由

を望む回答が増えています︒

多くありました︒

町の住みよさ
住みよさに対する肯定的な
回答が否定的な回答を上回り
ましたが︑肯定的な回答の割
合が減ってきています︒

町の状況の変化
満足度の高い分野として
﹁自然環境﹂
﹁道路整備﹂
﹁交
通安全﹂
﹁自然災害防止﹂
﹁ゴ
ミ・し尿処理﹂﹁下水道・排
水路整備﹂﹁水道整備﹂﹁公
的住宅整備﹂﹁高齢者・障が
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第6次中川町総合計画の策定にあたり︑町民の皆さんの行政に対する意識と意見を伺うために︑1000名にアンケート調

査票を郵送し︑352名の方から回答をいただきました︒アンケート調査にご協力くださいましてありがとうございました︒

ご協力いただいたアンケート結果をもとに︑前回︵平成 年度︶のアンケート結果との比較を行い︑新たな総合計画の策定に
向けた基礎資料とさせていただきました︒

町のイメージ

アンケート結果について︑設問ごとに前回︵平成 年度︶の結果と比較しながらご紹介します︒

20

えています︒

﹁美しい﹂﹁ふれあいのあ

20

重視したい豊かさ

5年前と比較して﹁観光客

との交流﹂を望む回答が増え

﹁活動施設の整備﹂を望む

みられませんが︑﹁お祭りな

回答の分布に大きな変化は

参画したい地域活動

回答が多く挙げられています︒

どの町や地区の行事﹂﹁あい

生涯学習の充実

﹁農業振興﹂﹁地域資源を
5年前と比較して︑﹁講座

さつや親切に心がける明るい

ています︒

ゆとり﹂﹁生活の便利さ﹂を
活かした加工産業﹂を重視す
や教室の開催日時などの改善﹂

まちづくり活動﹂を望む回答

力を入れていくべき
地域産業

重視する回答が多く︑5年前
る回答が多く挙げられていま
﹁指導員の増員などの体制の

﹁心身の健康﹂﹁経済的な

と同じ傾向を示しています︒
す︒

が増えています︒

業振興・雇用拡大﹂﹁雪対策﹂

﹁自然﹂﹁天塩川﹂の回答が

町 の 誇 り と し て ﹁ 化 石﹂

町の誇りや宝など

充実﹂を望む回答が増えてい

力を入れていくべき
分野
ます︒

を望む回答が多く︑特に﹁雪

多く︑来訪者を案内する場所

﹁保健・医療の充実﹂﹁産

対策﹂の回答は5年前から大

ンター﹂﹁温泉﹂の回答が多

として﹁エコミュージアムセ

定住促進のためには

く︑町のお土産として﹁中川

が得られること﹂を望む回答

﹁野菜﹂の回答が多く挙げら

﹁山菜﹂﹁とらやのお菓子﹂

産ウインナー﹂﹁中川ワイン﹂

が今回も前回も多く︑﹁経験

れています︒

宅・医療・福祉の環境が良い

こと﹂を望む回答は減少して
います︒

という回答は減少しており︑

答申の概要を紹介します︒

次号では︑審議会による

や技術を活かせる仕事﹂﹁住

﹁収入面で条件のよい仕事

きく増加しています︒

地域間交流の推進に
望むこと

行事などへの参加
ど 全 国 的 な 組 織 と の 交 流﹂

6割以上の方が何らかの活動
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力を入れていくべき
高齢者福祉対策
﹁入所施設の整備﹂﹁在宅
サービスの充実﹂を望む回答

﹁地場産品の消費地などの消

や行事に参加しています︒

﹁カヌーや化石の愛好者な
5年前と比較して﹁地域環

費者との交流﹂を望む回答が

が多く挙げられています︒
境の整備﹂﹁余暇の充実﹂を

多くありました︒

﹁ほとんど参加していない﹂
望む回答が増えています︒
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☎7−2819

総務課企画財政室

問い合わせ先

森の学校2014夏
第十三次恐竜化石発見調査

テリジノサウルスか！？ 骨化石発見される
7月29日〜31日までの2泊3日、エコミュージアムセンター主催「森の学校2014夏」が行われま
7月29日 31日までの2泊3日 エコミ
ジアムセンタ 主催「森の学校2014夏」が行われま
した。町内外から27名の参加者が集まった今年の「森学」では、2002年にテリジノサウルス爪化
石が発見された場所をメインフィールドとして、残りの部分の発見調査を行いました。
講師陣や参加者の努力が実り、今年は骨化石を発見。平らな骨と指骨のように見受けられる化石
は、テリジノサウルスの骨化石かどうか今後詳しく研究されます。
ナカガワニシンに続くビッグニュースが期待されます。

問い合わせ先

エコミュージアムセンター

☎8−5133
広報なかがわ
2014
（H26）
. 9月号

４

日本初！ テリジノサウルス類ノスロニクスの
全身復元骨格を常設展示へ
アンモナイト︑クビナガリュウなど恐竜時代の海の生き物の化石が豊富に発見される
中川町は︑当時海の底にあり︑陸の王者であった恐竜の化石は発見されないと考えられ
ていましたが︑テリジノサウルス類のツメ化石の発見により︑中川町も﹁日本の恐竜の
産地﹂の仲間入りをはたしました︒そして︑今夏︑テリジノサウルス類のノスロニクス

・早稲田大学・助手︶によっ

ノスロニクスの全身復元骨格

い北米のテリジノサウルス類
生アルバイトによって︑この

ることになりました︒そして

年度に購入・展示す

を平成

年︶に京都大学で開催さ

て進められ︑二〇〇六年︵平

さんで発見して欲しいです︒

ん︑森の学校の参加者のみな

ス類を新種記載するのが夢で

成

れた日本古生物学会で発表︑

箱に入ったノスロニクスの全

す︒
﹂と語られました︒

れ︑クビナガリュウやウミガ

化石のクリーニングが進めら

の全身復元骨格が展示され﹁恐竜の全身骨格を見ることができる博物館﹂になりました︒
︻発見から研究へ︼
二〇〇〇年︵平成 年︶の
メ等の海生爬虫類らしくない

二〇〇八年︵平成 年︶には

身復元骨格が到着し︑組み立

そして中川のテリジノサウル

さんが︑安平志内川流域で骨
特徴の骨が姿を現してきまし

日本古生物学会欧文誌

れました︒当時は︑クビナガ

旧中川町郷土資料館に寄贈さ

ニング作業は︑延べ4ヶ月を

ると鑑定されました︒クリー

ノサウルス類のツメ化石であ

平山廉教授によって︐テリジ

のなかでもノスロニクスなど

ープに属する特徴をもち︑こ

ラプトル類という恐竜のグル

発見されたツメ標本は︑マニ

に掲載されました︒中川町で

早稲田大学・助手の村上さん

です︒8月上旬に来町された

﹁中川オリジナル﹂のポーズ

まさに攻撃しようとしている

嚇しつつ︑大きなカギツメで

復元骨格の姿勢は︑敵を威

となりました︒まだ︑ご覧に

ーの常設展示は迫力あるもの

んだエコミュージアムセンタ

サウルス類ノスロニクスが並

リュウと日本唯一のテリジノ

君臨した日本最大のクビナガ

恐竜時代の中川の海と陸に

リュウかウミガメの化石だろ

要して終了し︑ツメ3点と指

のテリジノサウルス類の仲間

7月 日︑北米から大きな木

のようなものが含まれた長径
た︒そして森の学校の講師と

てが開始されました︒

センチほどの岩塊を発見し︑
して来町された早稲田大学の

うということで保管されまし

の骨と思われるもの数点が抽

二〇〇三年︵平成 年︶夏

た︒
の特別展﹁南と北の白亜紀物

テリジノサウルス類の標本を

なっていない方は是非お越し

みながら﹁テリジノサウルス

はノスロニクスの全身骨格︑
発見されたツメ化石のみで

類の巨大なカギツメが強調さ

であると推定されました︒

全身骨格を復元するのは難し

れたカッコいいポーズですね︒

出されました︒この発見は︑
仲間のツメ化石の発見という

く︑中川町のテリジノサウル

ノスロニクスの全身骨格をみ

語﹂の化石クリーニングコー

ことで︑新聞・テレビなどで

ス類をイメージできる展示を

ながら︑中川の恐竜化石の全

下さい︒

大きく報道されました︒

構成するため︑現在3種ほど

体像を想像して欲しいです︒

そして自ら研究された中川の

標本の研究は︑平山教授の

あるテリジノサウルス類の全

ぜひ追加標本を地域のみなさ

︻全身復元骨格の展示へ︼

指導のもと︑当時早稲田大学

身骨格レプリカの中から︑日

日本初のテリジノサウルスの

発見された部位

☎7−2877

後肢と背骨の組み立て

ナーで︑全国から集まった学

の学生で中川にも学生バイト

本でまだ常設展示されていな

常設展示されたノスロニクス

ノスロニクスの大きなカギツメ

﹁ Paleon to logical Reserch
﹂

秋に中川町在住の遠藤富士幸

26

14

として訪れてクリーニングを
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20

進めていた村上瑞季さん︵現
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18

12

15

教育委員会

問い合わせ先

30

第3回 天塩川

7月

名程増え︑より盛り上が

県の水切り大会に出場します﹂とのこ

週は栃木県の水切り大会︑来月は高知

さて︑橋本さんは大会終了後︑﹁来

そが︑本物の
﹁水切り﹂
なのでしょう︒

中川町民の中から︑﹁プロ﹂が生まれ

さも感じます︒来年度は練習に励み︑

いたのではないでしょうか︒少し悔し

んの実力が︑一段も二段も上をいって

最後になりますが︑今大会は橋本さ

桂佑選手︒橋本さんは︑﹁水切り﹂が

かせた選手は︑宮城県より参加の橋本

Ｒしたい﹂﹁川の魅力を伝えたい﹂と

そんな地域の中で︑﹁川の美しさをＰ

は全国津々浦々でみることができます︒

昨年度の﹁個人の部﹂・﹁ペアの部﹂の

た︒参加者は約120名︒競技部門を

競技大会は︑今年で3回目を迎えまし

回数を競う︑どこか懐かしくも新しい

の入射角を狙ってのこと︒石が走るよ

なく低くし︑石が最も跳ねていく

度

るのです︒これは石を離す位置を限り

水面を一直線に走っているように見え

んが投げた石は︑まるで石に足があり︑

て︑跳ねてという軌道︒しかし橋本さ

す︒他の選手の軌道は︑石が水を跳ね

び︑川のレジャーを通し︑天塩川の魅

﹁水切り﹂や﹁カヌー﹂といった川遊

まっていました︒中川町では今後も︑

を楽しみたい人々が︑150名以上集

佐久の河川敷に﹁天塩川﹂の夏の一日

という︑カヌー大会も開催され︑再び

町では﹁ダウン・ザ・テッシ︲オ︲ペッ﹂

ところで︑水切り大会の翌週︑中川

ることを期待しています︒

と︒

﹁川﹂と﹁石﹂さえあれば﹁水切り﹂

大好きで︑現在大学院に通いながら全

いう地域が︑﹁水切り﹂を競技化し開

は行うことができ︑﹁水切り﹂の光景

国の水切り大会を巡り歩く︑まさに

催しています︒

橋本さんが記録した回数はなんと
回﹂︒この数字だけみても十分驚き

二部門から︑
﹁女子の部﹂
・
﹁ジュニアの

うに水を切り進んでいく姿と︑細かく

力を更にＰＲしていければ︑と考えて

ですが︑さらに驚きなのは石の軌道で

﹁

起こっていました︒

場からは今日一番の大歓声と︑拍手が

ーマーク︒いざ一投目を投げると︑会

さんが投げるまでは会場では完全にノ

歴等は掲示していなかったため︑橋本

ボードやパンフレットでは出身地や経

﹁プロ﹂のような存在です︒会場内の

今年度︑最も注目を集め︑会場を沸

りをみせていました︒

年度よりも

りました︒その結果︑参加選手数は昨

水切り北海道大会

日︵日︶︑太陽の光が天塩川の

水面をキラキラと光らせ︑深緑の葉が
水切り北海道

その川縁を覆う絶好の﹁川遊び日和﹂
の中︑﹁第3回天塩川

部﹂・﹁シニアの部﹂・﹁男子の部﹂・﹁団

美しい波紋に︑会場からは感嘆のため

子どもから大人が天塩川に石を投げ︑

体の部﹂とし︑より多くの方が競技大

います︒

大会﹂が開催されました︒

40

息も聞こえていました︒まさにこれこ

■女子の部■
優 勝 小川美智子（中川町）
準優勝 千葉 陽香（中川町）
３ 位 下村 悠理（中川町）
■シニアの部■
優 勝 齋藤 俊幸（中川町）
準優勝 菊田 紀子（中川町）
３ 位 河野
廣（中川町）
■ジュニアの部■
優 勝 増田あすか（旭川市）
準優勝 増田さくら（旭川市）
３ 位 増田 頼人（中川町）

de

優勝した橋本さん
会として参加しやすい形での開催とな

15

■男子の部■
優 勝 橋本 桂佑（宮城県）
準優勝 浪花 彰彦（中川町）
３ 位 加藤 将太（中川町）
■団体の部■
優 勝 照井・久保・上甲チーム（中川町）
準優勝 加藤・神野・齋藤チーム（中川町）
３ 位 金住・菊田・早坂チーム（中川町）
■最多水切り■
橋本 桂佑（宮城県）18回
■ベストパフォーマンス■
和田智恵美（稚内市）
■なかなか元気de賞■
日置 力雄（中川町）
■じゅえる賞■
石垣遼太郎（中川町）
（敬称略）

各部門入賞者

de

18

13
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ラー付きザウルスロボとい

地域条件に応じた
路網整備検討会
7月 日︑中川町字豊里

森林環境教育
プログラム
ンビ︵シラカンバの皮︶や

日︑中川町字誉の

う高性能林業機械の特徴や

7月

及び国府の町有林で︑上川

たほか︑稼働状況の実演も

小枝を使った焚火体験と夏

課︑北海道森林組合連合会

行いました︒

林業試験場道北支場構内で︑
町産業振興室の森林林業

共催による﹁地域条件に応

性能︑運用について解説し

髙橋直樹さんを講師

参加者からは︑﹁1台で

総合振興局北部森林室普及

担当

じた路網整備検討会﹂が開

複数の機能をこなす高性能

の実採り体験です︒

への依頼により︑園児 名
に︑構内の樹木や花の紹介

催され︑上川北部管内から

林業機械の性能に驚いた﹂

スト化につながる﹂﹁機械

美深町幼児センターから中

を対象とした森林環境教育
を交えながら︑森の大切さ

名が参加しました︒

﹁これまで︑2台︑3台で

もすごいが︑遠藤氏の技術

この日のプログラムはガ

31

24

川町産業振興課産業振興室

プログラムが実施されまし
や木や種の特徴を学び︑食

本研修会では︑町内在住

やっていた作業を1台1名

た︒
べ頃を迎えたハスカップの

の北海道指導林家 遠藤富

実を楽しみました︒

マイスターとして森林作業

北海道知事認定のグリーン

育成にあたっており︑また

海道指導林家として林家の

業に従事するかたわら︑北

遠藤工業㈲の専務として林

講師を務めた遠藤氏は︑

れました︒

れ︑活発な現地検討が行わ

に驚いた﹂などの声が聞か

ハスカップの実を初めて
食べた子どもも多く︑﹁思
ったより甘い！﹂﹁木によ
って味が全然違う﹂﹁今度
はもっともっと森の奥に行
ってみたい﹂など︑様々な
声が聞かれました︒
町産業振興室では近隣市

北海道指導林家

遠藤富士幸氏

でできるのはすごい︒低コ

31

士幸氏が講師を務め︑フェ

参加者の質問に答える遠藤氏

士の育成に努めています︒

2014（H26）
. 9月号

町村や地元教育機関と連携
し︑森林環境教育を進めて
います︒
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第2回に引き続き今回食を担当した

があります︒今回は﹁夏ざし﹂を行い︑

頃に行う﹁春ざし﹂と7月頃﹁夏ざし﹂

ハスカップの挿し木体験には︑4月

地 域 お こ し 協 力 隊 の 小 田 島 さ ん は︑

3〜4年で実がつくといわれています︒

ハスカップの収穫期は7〜8月頃の

約3週間︒黒紫色の実は︑食べると渋

みと酸味があります︒実の表面の皮は

とても薄くデリケートで︑生の実では

保存が難しいため﹁幻の果実﹂などと

言われています︒

月頃︒楽しみで

今年の実で︑中川町産ハスカップワ

インが誕生するのは

すね︒

広報なかがわ
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■地域食材

キロ圏内にあ

﹁中川町を中心に半径

第3回 ハスカップ収穫祭
テーマは

る地域食材で中川らしい食文化を育て
か天塩町のチーズ︑豊富町のパンなど
を使用し近隣町村を結びつけました︒

■体験・ワークショップ
林業試験場道北支場﹁ハスカップ挿
し木体験﹂︑ハスカップの収穫体験︑
地域おこし協力隊斎藤さんの︑﹁ハス
カップの小枝クラフト体験﹂でハスカ

庭で収穫できる頃が待ち遠しいですね︒

よう﹂をテーマに︑中川町の野菜のほ

ミツで作ったハチミツレモンウォータ

﹁ハスカップを
味わおう﹂
7月 日︵日︶︑ハスカップの収穫を
ハスカップ収穫祭は︑毎年雨の影響

ーも好評でした︒

祝う﹁第3回ハスカップ収穫祭﹂が︑
を受けながらも多くの方に参加してい

ワイン︑サイダー︑地域食材の料理で
林業試験場道北支場︑ＮＰＯ法人ＥＣ
ただき開催しています︒
場者がありました︒

今年も町内外から約150名もの来

Ｏの声︑㈲匠舎の協力により︑ナポー
トパークバーベキューハウスで開催さ
れました︒
来場者は︑甘口と辛口2種類のハス
カップワインのほんのりとした酸味と
やさしい甘味を味わい︑今年6月に誕
生したハスカップサイダーの﹁中川﹂
をストレートにデザインし表現したラ
ベルを目で楽しみました︒
また︑中川町の花から採れた︑﹁キ
ハダ﹂﹁シナ﹂﹁百花﹂3種類のハチ

今年6月に誕生した
中川町の新しい特産品の
「ハスカップサイダー」です。
ラベルには「中川」の
文字がデザインされています。

60

ップと触れあう体験を企画しました︒
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ラタトュイユ（4人分）
なす‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２本
ズッキーニ‥‥‥‥‥‥‥‥‥２本
玉ねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１個
スティックセニョール‥‥‥‥４本
完熟とまと‥‥‥‥‥‥‥‥‥２個
にんにく‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２カケ
オリーブオイル‥‥‥‥‥‥‥適量
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
１．にんにくをすりおろす。
（すりおろすことが
ポイントです！）
２．スティックセニョールを塩で下茹でする。
３．なす、ズッキーにを輪切りにする。
４．トマトをくし切りにする。
５．オリーブオイルでにんにくを炒めて、香り
が出てきたら、玉ねぎとズッキーニを加え
る。
６．５にある程度火が通ったらなすとトマトを
加えて、トマトの汁気がなくなるまで煮る。
７．最後にオリーブオイルを回しかけて完成！

ハスカップ収穫祭

レ シ ピ 集
簡単にできますので、ご家庭でも
ハスカップワインと一緒にお楽しみください！

ハーブソルト
バジル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
しそ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10g
パセリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
セロリの葉‥‥‥‥‥‥‥‥‥5g
レモン汁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ１程度
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥適量
１．バジル、しそ、パセリ、セロリの葉をそれ
ぞれよく洗い、水気をふき取って別々にオ
ーブンシートに並べる。
２．それぞれ３分半〜４分程、パリパリになる
まで電子レンジで温める。
３．２をそれぞれフードプロセッサーかすり鉢
で粉々にする。
４．塩にレモン汁を入れてよく混ぜ、フライパ
ンで軽く炙る。
５．あとは全て味をみながらお好みでハーブ類
と塩をブレンドさせて完成。

夏野菜のＢＢＱ

アンチョビソース
にんにく‥‥‥‥‥‥‥‥‥２カケ
オリーブオイル‥‥‥‥‥‥大さじ５杯
レモン汁‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ２杯
しょうゆ‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ１杯
アンチョビ‥‥‥‥‥‥‥‥適量
塩・こしょう‥‥‥‥‥‥‥適量
１．にんにくを生のままスライスする
２．１とオリーブオイル、レモン汁、しょうゆ、
塩・こしょうを混ぜ合わせて完成。

９
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なす
ズッキーニ
スナップエンドウ
ミニトマト
ベーコン
ウィンナー
１．それぞれ串に刺せる大きさに切る。
２．スナップエンドウは下茹でする。
３．火の通りやすい順番は、ミニトマト→ベー
コン→スナップエンドウ→なす→ウィンナ
ー→ズッキーニなので、考えて串に刺して
いく。
※収穫祭の時は下処理として、ズッキーニを最
初にフライパンでさっと炒めて、なすにオリ
ーブオイルを塗りました。

日に開催された

するということに結びつきまし
た︒
そもそも︑イベントで料理を
提供することは生まれて初めて
の試みなので︑不安しかありま
せんでした︒それでも心のどこ
かでやってみたいと思っていた
ことなので︑役場の先輩や︑地
元農家さんに背中を押してもら

当日は︑料理が予想以上に遅

って一歩を踏み出すことができ

が︑予想を上回る方々に足を運
れたりと︑バタバタとすること

ハスカップ収穫祭は

んでいただき︑楽しい雰囲気の
もありましたが︑採れたて野菜
の美味しさも相まって︑料理は

は︑今年で2度目になります︒

いますが︑食の提供を行ったの

作れるものばかりなので︑ぜひ

せています︒ご家庭でも気軽に

今回も9ページにレシピを載

好評でした︒

ハスカップ収穫祭で︑なぜ料理

試してみて下さい！

様々な現実がある中︑一次産

業だと思っているからです︒

の健康を支えているのは一次産

いと思ったこと︒また︑私たち

き︑それをほかの人にも伝えた

んの野菜が育っていることに驚

自分の住んでいる地域でたくさ

費する機会があまりないことや

それは︑地域の食材を地域で消

の提供を行おうと思ったのか︒

収穫祭は今まで3回行われて

した︒

中︑無事に終えることが出来ま

ました︒

27

あいにくの雨でした

小田島 森 恵

業にスポットライトを当てたい

曲がっていました︒

しかし︑何本も玉切りしてい

ると次第に力加減などのコツが

分かり︑少しずつ真っ直ぐ切れ

るようになってきました︒

イスとして使用された皮剥ぎ

後の白樺丸太は︑普段見慣れて

私はハスカップ収穫祭では会

になっており︑違った味わいが

質が見え︑小豆色の様な色合い

いる白樺の色ではなく︑コルク

場設営を担当しました︒主な役

障木を伐倒したものです︒その

今回使った丸太は︑林道の支

した木を少しでも︑無駄にしな

有効利用していき︑せっかく倒

用した丸太は︑この後薪として

今回イスやテーブルの脚に使

中でも白樺は皮を剥ぎ︑剥いだ

いように工夫を重ねていきます︒

センチに

っ直ぐに切っているつもりでも

ります︒作業を始めた頃は︑真

かるし︑切り口がガタガタにな

ないと切る時に機械に負担がか

です︒目立てがしっかりしてい

ンソーの刃の目立てが一番重要

水平にするにあたり︑チェー

なくてはなりません︒

いう事もあり︑水平に玉切りし

は行いますが︑今回丸太イスと

普段薪生産の過程でも玉切り

した︒

玉切りし︑イスとして加工しま

皮剥ぎ後の丸太を約

皮は白樺皮細工に使用されます︒

テーブルの脚づくりです︒

あります︒

藤 田 達 也

割は会場で使用する丸太イスと

『丸太イス』

振動などで左右にブレてしまい︑

広報なかがわ
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や
たつ
た
ふじ

え
もり
だ じま
お

と考え︑地域食材で料理を提供

30

『ハスカップ収穫祭の料理』

中川町地域おこし協力隊活動記㉕
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の
活動の様子を紹介します

剪定するそうなのですが︑その
小枝は︑まっすぐで丈夫なので︑
お箸に最適なのだそうです︒
そこで︑収穫祭に向けてハス
カップの剪定枝を活用すること
を考えてみようと︑試作を開始
しました︒ハスカップの枝は︑
ハスカップ収穫祭
た︒試行錯誤の末︑フックとし

くてさくさくと削れる性質でし

乾燥すると堅くなりますが︑軽

では︑ハスカップの小枝を使っ
ての利用にたどり着きました︒
参加者の方々は︑枝の織りな

東北育ちの私は︑中川に来て
るように︑バランスを見ていた

されたようで︑盆栽を手入れす

す複雑な形が︑創作意欲を刺激

から初めてハスカップを見まし

人それぞれの感性が反映され

のが印象的でした︒

さな実︒かわいらしい印象でし

た作品ができあがり︑面白く︑

っつけたよ﹂と声をかけてくだ

た︒よく見ていると︑枝がうっ

この状態では︑実の成りが悪く

さる方もいて︑とてもうれしく

そして興味深く拝見させて頂き

なるとか︒剪定してあげるとい

思います︒たくさんのご参加︑

そうと茂っていることが気にな

いそうですが︑ただでさえ収穫

ありがとう

ました︒﹁さっそく冷蔵庫にく

が困難な果実で︑なかなかそこ

た︒

ございまし

箸を目にしました︒実の成りを

頃︑よく梅の木の枝を削ったお

があります︒仙台に住んでいた

それを見て︑思い出したこと

まで手が回らないのだそうです︒

り︑持ち主に聞いてみたところ︑

た︒思ったよりも小さな木で小

っかけのお話です︒

今回は︑この体験を企画したき

たクラフト体験を担当しました︒

斎 藤 綾 子

よくするために︑栄養を取って

松 橋 杏 子

特訓に行ってきました︒

﹁肩付け﹂・
﹁頬当て﹂の他にも

発砲時の衝撃を軽減させる為にど

の程度︑肩の力を抜けばよいのか

などを体が覚えるまで特訓しまし

た︒

特訓の結果︑以前は﹁肩付け﹂

が定まらず弾痕がまとまらなかっ

抜くことができ︑肩への衝撃を逃

たのがまとまり︑うまく肩の力を

は︒こんばんは︒野生動物担当の

と肩付け位置が悪かった際の衝撃

がすことができました︒家に帰る

ハンターは獲物を獲る際︑射撃

で鎖骨付近に青あざができていま

は格段に改善され︑弾痕は思い通

したが︑以前に比べると肩の痛み

射撃の基本は﹁肩付け﹂・﹁頬当

りの所に行くので︑射撃がとても

この特訓の成果を今度は実際の

て﹂と言われています︒﹁肩付け﹂

みに付けることと︑引き金のちょ

有害駆除で発揮するのみです！シ

楽しくなりついついたくさん撃ち

うど上あたりの銃床の内側を頬に

カを捕獲できたらまた皆さんにご

・﹁頬当て﹂とは銃床と呼ばれる銃

当てる事を言います︒初心者では

報告します！それまでしばしお待

こんでしまいました︒

この﹁肩付け﹂・﹁頬当て﹂の位置

ちを！

そこで先日︑お師匠ハンターと

ます︒

その位置を覚えることから始まり

﹁肩付け﹂・﹁頬当て﹂を探り当て︑

すなわち︑第一に自分の正しい

変わってしまったりするのです︒

いことで弾道・弾痕の位置が毎回

衝撃を受けたり︑照準が定まらな

が正しくないことが多く肩に強い

の手元の先端の面を鎖骨の下の窪

よね︒

の腕前がよくなければ獲れません

松橋です︒

おはようございます︒こんにち

『射撃場での特訓』

共に射撃場へ﹁肩付け﹂
・﹁頬当て﹂

2014（H26）
. 9月号

こ
きょう
はし
まつ

こ
あや
とう
さい

しまう徒長枝︵とちょうし︶を
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☎7−2816
産業振興課産業振興室
問い合わせ先

『ハスカップの小枝』

交通事故死ゼロ1000日達成!!
中川町は、6月30日をもって交通事故死ゼロ1000日を達成することができました。更に昨年
中は人身事故の発生もありませんでした。これもひとえに町民皆さんの日頃からの交通安全意識
の高さの表れかと思います。
しかし、一歩間違えば死亡事故に繋がりかねない事故は幾度となく発生しています。
町民一人ひとりが、日頃から交通ルールを守る意識づけを更に強め、次は「2000日達成！
！」
を目標に頑張りましょう。

北海道交通安全推進委員会より
中川町地域安全推進協議会に対し
表彰状と楯が贈呈されました。
（右＝会長：川口町長
左＝副会長：文仙中学校長）

︻問い合わせ･相談先︼

相談ください︒

て子育てを楽しむために︑気軽にご

幼 児 セ ン タ ー﹁ 子 育 て 相 談 ﹂
幼児センターでは︑地域における
子育て支援として︑入所児保護者は
もとより︑地域の子育て保護者など
に対する︑﹁子育てなどに関する相

☎7・2118

午前9時〜午後4時︵4時以降︑

幼児センター
来年度︑入所を予定しているが不

時間外保育時間中も受け付けてい

談﹂を受け付けています︒
安がある

ます︶

午前9時

分〜午後4時

☎7・2022

︵児童センター内︶

子育て支援センターまめちょ

子どもの食事︵好き嫌いが激しい
など︶に心配がある
自分の思うようにならないと︑激
しく暴れて困っている
周りの同年齢の子と比べると︑体
の発達や言葉がゆっくりのように
感じる
保育サービスの内容や利用の仕方
がわからない
など︑子育てに関する心配や不安の
相談︑情報の提供を電話･来所どち
らでも受け付けています︒また︑地
域子育て支援センター﹃まめちょ﹄
でも行っています︒
ちょっとしたことでも︑子どもに
関 わ る こ と は 気 に な る も の で す︒
﹁こんなこと聞いてもいいのかな﹂
と思わずに︑ニッコリ笑って安心し

15
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ご存じですか？

・医師の証明書（意見書）
・領収書と明細書
国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を
受けたとき

・施術料金領収明細書
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ
などの施術を受けたとき

・施術料金領収明細書
・医師の同意書
療養の給付が受けられない輸血の生血を使っ
たとき

・医師の輸血証明書
・領収書

医療
療費
費を
を全
全額
額自
自己
己負
負担
担し
した
たと
とき
きに
に
医
申請
請す
する
ると
と療
療養
養費
費を
を受
受け
け取
取る
るこ
こと
とが
がで
でき
きま
ます
す
申

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの
補装具を作ったとき

事故や急病で︑やむ を 得 ず 保

・領収書
・診療内容の明細書

険証を持たずに受診し 医 療 費 を

事故や急病でやむを得ず保険証を使わないで
診療を受けたとき

全額自己負担したとき な ど に は ︑
﹁療養費﹂として払い 戻 し を 受
けられることがありま す ︒
下表のようなときに は ︑ い っ
たん医療費などの全額 を 病 院 な
どに支払った後に︑役 場 に 申 請
すると︑審査で認めら れ た と き
には︑保険適用分の7 割 相 当 額
︵義務教育就学前は8 割 ︑ 歳
以上は9割から7割︶ を 受 け 取
ることができます︒
申請には︑印鑑︑世 帯 主 名 義
の預金通帳または口座 番 号 の ほ
か︑下表の書類などが 必 要 で す ︒
医療費などを支払っ た 日 の 翌
日から2年を過ぎると 療 養 費 を

海外で、病気やケガで病院などの治療を受けた ・領収書
とき（治療目的での渡航は対象になりません） ・診療の内容がわかる明細書

支えとなります︒保険料の

ものときにあなたの大きな

国民年金は︑老後やもし

の前年所得が一定額以下で

は︑本人と配偶者︑世帯主

免除されます︒保険料免除

3︑2分の1︑
4分の1︶が

利用できます︒申請が承認

者や世帯主の前年の所得に

一定額以下であれば︑配偶

☎7・2814

住民課住民サービス室

☎0166・27・1611

旭川年金事務所

︻問い合わせ先︼

談をお願いします︒

ありますので︑必ずご相

係なく免除される特例も

すれば︑前年の所得に関

保険資格者証などを添付

した方は︑離職票や失業

含まれます︒また︑失業

を受け取る資格期間にも

基礎年金や遺族基礎年金

く︑万が一のときに障害

期間に含まれるだけでな

金を受け取るための資格

された期間は︑老後に年

保険料免除などが承認

国民年金保険料は遅れずに
きちんと納めましょう

納め忘れが続くと︑老後に

ある必要があります︒

歳未満の方は
﹁若年者納付猶予制度﹂

年金が受け取れなくなるば
かりか︑納付が遅れること
で障害年金や遺族年金を受
け取れない場合があります︒
とのないよう︑保険料はき

されると保険料の全額の納

歳未満の場合に
ちんと納めましょう︵納期

付が猶予されます︒納付猶

本人が

は︑翌月末で︑2年経過す

予は︑本人と配偶者の前年

もしものときに後悔するこ

ると時効になり納められな

所得が一定額以下であれば︑

世帯主の前年所得にかかわ

らず承認されます︒

学生の方は
﹁学生納付特例制度﹂

本人が学生の場合に利用

できます︒申請が承認され

ると保険料の全額の納付が

猶予されます︒学生納付特
経済的な理由などで︑保

かかわらず承認されます︒

例は︑本人の前年の所得が
険料を納めることが困難な

納付が困難なときは
﹁保険料免除制度﹂

続きを行ってください︒

必ず役場・年金事務所で手

らといってそのままにせず︑

あります︒納付が困難だか

料納付の免除や猶予制度が

きは︑国民年金には︑保険

保険料の納付が困難なと

くなります︶
︒

30
ときに利用できます︒申請

2014（H26）
. 9月号

受け取ることができな く な り ま
すので︑ご注意くださ い ︒
︻問い合わせ先︼
住民課住民サービス 室
☎7･ 2 8 1 4

が承認されると保険料納付
の全額または一部︵4分の

広報なかがわ
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申請に必要な書類など
目
項

70

30

こくほ

もと痔をもっているから﹂な
あり︑細胞をとって良性か悪

との区別がつきにくいものが

することができますが︑我慢

生活習慣を整えることで改善

こすれることで出血します︒

︻今月のテーマ︼ 大腸がん検診・便潜血に隠された病気

大腸がん検診は︑2日分の
ど自己判断で大丈夫︑と放っ
性かを調べる必要があります︒

しかし︑過去3年間の中川

たり徐々に大きくなって便通

また︑良性でも︑数が増え

◇大腸がん︵4％︶

必要です︒

診の中で最も多く発見されて

毎年のように発見されていま
す︒

いずれも早期がんで︑治療

見えます︒症状はなく治療も

内から見るとくぼみのように

びだしたもので︑内視鏡で腸

症や閉塞を起こし︑手術が必

放っておくと便がつまって炎

な大腸の疾患の兆候であり︑

このように︑便潜血は様々

に結びついています︒

必要ありませんが︑くぼみに

要になるなど大腸の機能を損

受けて︑状態を確認すること

激などで肛門の周辺の静脈に

便秘やストレス︑食事の刺

査が可能となります︒詳しく

しますので︑町内での精密検

度︑胃と大腸の内視鏡を導入

広報なかがわ
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2014
（H26）
. 9月号

保健だより
便の表面を棒のようなもので
ておきがちです︒
町大腸がん検診精密検査受診

を悪くしたり︑一部はがん化

者

過去 年の町の各種がん検

年ごとに内視鏡で経過を見る

ると︑便潜血のあった方の約
7割に︑何らかの疾患が見つ

いるがんは︑大腸がんです︒

ポリープに次いで多く見ら

﹁がんの疑い﹂を含めると︑

必要があります︒
◇大腸憩室︵ ％︶

かっていました︒

することもあるので︑1〜2

名の結果内訳︵表︶を見

して悪化すると外科的手術が

こすりとり︑容器に入れて提
出するだけの簡単な検査です︒
大腸に腫瘍や炎症などの変
化がある場合︑便がその上を
通過する時に患部からわずか
ながら出血します︒この検査
はそのわずかな出血の有無を
◇大腸ポリープ︵ ％︶
最も多かった所見です︒

大腸憩室は便秘などで腸の

検知することができます︒
検診では便に血が混じって
大腸ポリープ自体は︑ほと

内圧が高くなり︑大腸の壁の

れた所見です︒

いた場合︑﹁便潜血陽性﹂と

んどが良性疾患ですが︑がん

便や細菌が入って炎症を起こ

持つ人が増えてきます︒便秘

きちんと大腸内視鏡検査を

なう可能性があります︒
します︒ 歳ころから憩室を

すと出血や腹痛︑裂孔を起こ

弱いところが外側に袋状に飛

判定されますが︑その原因ま
ではわかりませんので︑精密
検査︵大腸内視鏡検査︶によ
って調べる必要があります︒
■精密検査結果から見た便潜
血の原因
中川町の大腸がん検診精密
検査の受診率は低く︑国の目
標値下限の ％を下回ってい

が大切です︒

負担がかかり︑痔ができます︒

は︑回 覧でお知らせいたします ︒

中川町立診療所では︑今年

予防が大切です︒
◇痔疾患︵ ％︶

排便の力みで切れたり︑便が

☎7−2813

保健師

住民課幸福推進室

問い合わせ先

14

くぼみに見える

ポリープとがんは区別がつきにくいものがある

粘膜が柔らかく、
腸壁もつるつる！

10

62

〔表〕平成23〜25年度中川町大腸がん検診
精密検査結果の内訳（受診者62名中）

大腸憩室

大腸がん

大腸ポリープ

正常の粘膜

40

その他 3％

大腸ポリープ
40％
異常なし
27％

50

12

る状況です︒
便潜血が出ても︑大腸内視
鏡検査は肛門から腸へカメラ
を入れる検査のため抵抗もあ
り︑﹁検診時はおなかの調子
がよくなかっただけ﹂﹁もと

痔疾患
12％ 大腸憩室
14％
がん（疑い含む）
4％

70

まだ大腸がん検診を受けていない方へ：大腸がん検診は、11月1日
（土）に保健センターで実施します。35歳以上が
対象です。お申込みは住民課幸福推進室までお願いします。

しあわせ

かぼちゃととうもろこし
の1日の基準量について

かぼちゃには︑目や粘膜

かぼちゃ・とうもろこし
の栄養について

﹁食﹂に関する情報をお伝えします！

高血糖予防のためには︑

の健康や免疫力の維持に必

3.2ｇ

グラムで1日に必要な量の

半分の量を摂ることができ

ます︒

とうもろこしには︑新陳

代謝や成長に関わり︑新し

☎7−2813

食 育 通 信
こしに多く︑100グラム

主食量に影響しない量を目

要なビタミンＡ︑鉄の吸収

14kcal

い細胞や血液を作るために

必要な葉酸が豊富に含まれ︑

100グラムで1日に必要

な量の半分の量を摂ること

ができます︒

しあわせ

食べること
育つこと

で比べると︑他の野菜より

安に食べるようにしましょ

促進やコラーゲンの生成に

かぼちゃ・とうもろこしの
1日の基準量

※どちらか1種類

も含まれています︒

まえ︑高血糖の 予 防 ・ 改 善

も主食のごはんの糖質量に

う︒

白菜

高血糖予防の食生活について
秋は北海道産の農作物の
のために︑食べ る 量 に 注 意

近い特徴があります︒

必要なビタミンＣ︑血行を

※コンビニのおにぎり1個のごはん量（100g）

特にかぼちゃやとうもろ

収穫も最盛期を迎える時期
したい野菜を紹 介 し ま す ︒

1日に︑野菜としてどち

4.7ｇ

︵かぼちゃ・とうもろこし編︶

です︒

たくさん食べた時はごは

19kcal

特に野菜は︑店頭の価格

トマト（1/2個）

ンＥが豊富に含まれ100

良くする働きをするビタミ

100ｇ

らか100グラムの量が基

とうもろこし 1/4本

ん等の主食の量を減らすな

5.2ｇ

も下がって手に入りやすく

20kcal

準量です︒

主食（ごはん）との比較

どの調節が必要です︒

100ｇ

野菜に含まれる
糖質量の比較

キャベツ（外葉2枚程度）

なり︑1日に必要とされる

かぼちゃ

︵左図表①参照︶

7.2ｇ

食品の中では ︑ 主 に 主 食

30kcal

量︵350グラム︶も摂り

ミニトマト（小8個）

となるごはんや パ ン ︑ 麺 類

8.8ｇ

やすくなります︒

37kcal

のほか︑いも類 ︑ 果 物 ︑ お

玉葱（1/2個）

中川町でも白菜︑キャベ

9.0ｇ

菓子などに多く 含 ま れ て い

37kcal

野菜と
いうより
主食に
近い！
人参（小1本）

ツ︑かぼちゃ︑とうもろこ

18.6ｇ

る糖質ですが︑ 野 菜 の 中 に

とうもろこし（1/4本分） 100kcal

しなど︑美味しい野菜がた

21.3ｇ

くさん収穫されています︒

野菜に含まれる糖質量の比較
【100ｇ当たり】

栄養士

住民課幸福推進室

問い合わせ先

健康の維持・増進に必要
とされるビタミンやミネラ
ル︑食物繊維が豊富な野菜
ですが︑その中には︑かぼ
ちゃやとうもろこしなど︑

2014（H26）
. 9月号

36.4g
167kcal
ごはん（白米）※

糖質を多く含むものがあり
ます︒これらは一度にたく
さん食べると血糖値の急上

90kcal
かぼちゃ

エネルギー量 糖質量
名
品
食

昇につながります︒
そこで今月は︑先月に引

広報なかがわ
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き続き︑中川町の高血糖の
方が多い実態がある事を踏

表①

駐 在 所

緊急は110番
相談は＃9110
110番は︑事件や事故などが発生したときに警察へ緊急通
報をするための電話です︒こちらから必要な事項を質問するの
で︑慌てず落ち着いて正しく答えてください︒
携帯電話の場合︑移動していると途切れたり︑車を運転しな
がら通話することは法令違反になります︒必ず安全な場所に停
止して通報してください︒
また︑警察官が早く現場に到着できるよう︑その場所の住所
や付近の目標となる建物などを正しく伝えてください︒
聴覚障害者等メール110番は︑耳や言葉の不自由な方が携
帯電話のＥメール機能を利用して緊急通報するシステムです︒
通報するときには﹁事件・事故の内容﹂のほか︑﹁詳しい場所
や目標物﹂及び﹁メールアドレス﹂を正しく入力してください︒

9月 日は﹁警察相談の日﹂です
警察では︑身の回りにおける出来事で︑生活の安全等に関す
る幅広い相談に応じています︒
また︑警察業務についての要望・意見︑苦情も受けておりま
す︒警察相談電話＃9110または最寄りの警察署や駐在所へ

☎2・1110
☎7・2019
☎8・5071
☎＃9110

中山武雄さん（88歳）

佐藤淑子さん（77歳）

與一さん（77歳）

乾

川本文明さん（77歳）

お気軽に相談してください︒

︻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

喜寿おめでとうございます

米寿おめでとう
ございます

野村光子さん（77歳）

遠藤文子さん（77歳）

11

の
ち
ま
ご 長寿さん

広報なかがわ
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. 9月号

中川消防支署から

日に北海道消防学校︵江別市︶で開催されました

北海道消防操法訓練大会出場
7月
﹁北海道消防操法訓練大会﹂に上川地区代表として中川消
防団が出場しました︒
出場消防団中6位と健闘しましたが︑残念ながら目標と
していました優勝にはあと一歩届きませんでした︒

月24日
月25日

ありがとう
ございます

様

父︵榮藏様︶死去に際して

社会福祉協議会︑一心苑に寄付

赤 塚 敬明

野々村孝子

赤 塚 敬明

千葉冨士夫

山田由紀子

鎌塚ふみゑ

新 明 忠正

様

様

様

様

様

様

様

季節のものを含めて次の方よ

社会福祉協議会︑一心苑に寄贈

り﹁志﹂

石 垣 弘子

様

匿名︵1名︶様

手芸サークル手仕事

2014（H26）
. 9月号

謹んでお悔やみ
申し上げます

中川 大 工 繁 美 様︵ 歳︶

中川 赤 塚 榮 藏 様︵ 歳︶

90 92

生涯学習センター連絡会議
農 業 委 員 会 総 会
教 育 委 員 会 議
経 済 常 任 委 員 会
総 務 常 任 委 員 会

議会・
各種委員会の
開催状況

町民の皆様には訓練時から応援していただき改めてお礼
申し上げます︒

9 月9 日は救急の日！
救命講習を受講しましょう

火災出動
救急出動

件
41件

︵左から︶
指揮者 佐々木部長︵平和ハイヤー︶
1番員 松田団員︵中川町役場︶
2番員 椿本団員︵北大天塩研究林︶
3番員 荒屋敷団員︵名寄生コンクリート︶
4番員 植村団員︵中川阿部建設︶
補助員 若山団員︵匠舎︶
吉川団長

北海道消防操法訓練大会結果

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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平成26年7月31日現在

月22日

平取消防団
白糠消防団
鹿追消防団
北斗消防団
優 勝
準優勝
優良賞
〃

火災・救急出動件数

18

公民館図書室
の

︹短

歌︺

今月のお題﹁住﹂または自由詠

若き日に暮せし町を訪へど見慣れし家も知る人もなく

ドクダミの花白じろと昏れなずむわが古屋にわが古庭に

山内

古市

小林

智子

和子

淑子

陽子

缶ビール飲み干し眠る男達を乗せて﹁宗谷﹂は北へと走る

山内美津枝

鎌田

青鷺の住居ひと際高きより潜望鏡のごとく見わたす

ふるさと便

幾年も楽しみきたる北こぶし家主の転居後無くなりており

この夏もアスパラガスを送ろうと住所録チェック予算もチェック

子どもを病気にする親・
健康にする親
内海 聡 著

スマホは買ったままで使うな
アスペクトムック

アクアマリンの神殿
海堂

アンダーカバー

広報なかがわ
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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

年会費500円の購読会員制をご利用

月刊会報﹁まほろば﹂をご希望の方は︑

ください︒

うみの100かいだてのいえ
いわいとしお 著

雑草園主

思い出のマーニー
上・下
（岩波少年文庫）
ジョーン・G・ロビンソン 著

ドクダミの白い小花が咲き始めわが庭はもうすでにジャングル

満鉄と満州帝国の幻影
綜合ムック

お申し込みは︑事務局︵古市和子さん

今森光彦 著

宿根草

山川詳説世界史図録・日本史図録
山川出版社

☎7・2850︶へお願いします︒

世界のチョウ

句︺

真保裕一 著

︹俳

尊 著

廣

小学生の自由研究パーフェクト
1・2年生／3・4年生／5・6年生
成美堂出版

離農あとの草地埋めるエゾカンゾウここに住まいし人らに捧げん

育てて味わうはじめてのベリー
家の光協会

河野

ブランジュリタケウチどこにも
ないホームベーカリーレシピ
竹内久典 著

渡り来て軒に巢なしの燕かな

おいしいピッツァ生地が
作りたい、とおもったら
宇田川裕美 著

和子

あ〜るママの子どもに作ってあげたいお弁当
あ〜るママ 著

古市

少年スポーツダメな指導者バカな親
永井洋一 著

雲低き谷埋めつくし蕎麦の花

湊かなえ 著

まちの 文 芸
新着図書

山女日記

ちいさなちいさなまほうのおしろ
さかいさちえ 作・絵

お 知 ら せ

自衛官などを募集します
自衛官候補生
（男子）

受験種目

防衛大学校学生
（一般・前期）

18歳以上27歳未満
応募資格 （採用予定月の１日
現在）

受付期間

年間を通じて行って
います（９月25日試
験の受付は９月９日
まで）

試 験 日

受付時にお知らせし
ます。

防衛医科大学校
医学科学生

防衛医科大学校
看護学科学生

平成27年４月１日現在、18歳以上21歳未満
（高卒見込みを含みます）

９月５日〜９月30日

11月１・２日

11月８・９日

【問い合わせ先】自衛隊旭川地方協力本部名寄出張所

10月18日

☎01654−2−3921

︻と
き︼9月
日︵日︶

時

11

午前8時

午前

28

分

30

丸太押し相撲大会開始

秋味まつり開始

32

︻ところ︼中川町天塩川河川敷イベント広場

回なかがわ秋味

回北海道丸太押し相撲大会﹂を9月

26

中川町︑秋の大イベント﹁第

28

まつり・第

日に開催します︒

﹂などの

！！

毎年恒例の大人気企画﹁鮭のつかみ取り﹂や秋

三輪車ばんばレース

！！

の味覚﹁中川町産野菜の詰め放題﹂﹁長野県中川

村物産﹂﹁激走

2014
（H26）
. 9月号

ほか︑今年は︑上川北部のかわいいゆるきゃらが

広報なかがわ

集まり︑ゆるきゃらとのゲーム企画も行う予定と

19

なっています︒

のぶつかり合い

！！

そのほかにも楽しい企画がたくさんありますの

今年も勝負師の
力と力

参加をお待ちしています

●お問い合わせ
中川町観光協会
☎7−2117

！！

で︑ぜひぜひ︑ご来場ください︒

『第32回なかがわ秋味まつり
第26回北海道丸太押し相撲大会』に行こう！

戦後海外から引き揚げて来られた方々へ
税関では戦後、海外から引き揚げて来られた方々からお預かり致しました、約87万件の下記のよ
うな未返還の保管証券類をお返ししております。
●終戦後、海外から引き揚げて来られた方々が、上陸地の税関・海運局に預けられた通貨・証券。
まおか

おおどまり

とよさかえ

る

た

か

しんよう

きつりん

ぶじゅん

あんざん

●帰国前に樺太（真岡、大泊、豊栄、留多加など）、満州（瀋陽、吉林、撫順、鞍山など）にあ
った在外公館、日本人自治会に預けられた通貨・証券等のうち日本に返還されたもの。
【保管証券類とは…】
税関が保管している通貨・証券類には、携帯輸入が禁止された一定額を越えたものについて上陸港で引
揚者から税関が預かった『上陸港扱いの保管物件』。外地からの引き揚げの際、在外公館又は日本人自
治会へ寄託され、最終的に税関に移管された『外地扱いの保管物件』があります。

返還の請求はご本人だけでなくご家族の方々でも構いません。『もしかしたら家にも…』とお気
付きの方は、お気軽に最寄の税関までお問い合わせ下さい。
■お問い合わせ先
函館税関監視部統括監視官部門
〒040−8561 函館市海岸町24番4号函館港湾合同庁舎
☎0138−40−4244
稚内税関支署
〒097−0001 稚内市末広5丁目6番1号
☎0162−33−1075
函館税関ホームページ http://www.customs.go.jp/hakodate

税関で保管している紙幣

7月の入札・見積り合わせ契約結果
工事・業務名

平成26年度
中川町立診療所
光学検査機器購入

平成26年度
中川町立診療所
血液分析器購入

入札・見積り合わせ
参加業者
（※落札業者）

入札・見積り合わせ結果
予定価格
（円） 契約金額
（円） 落札率
第1回

※㈱ムトウ名士支店

17,700,000

㈱常光旭川支店

19,500,000

㈱竹山道北支店

19,900,000

※㈱ムトウ名士支店

2,300,000

㈱常光旭川支店

2,790,000

㈱竹山道北支店

2,900,000

※㈱常光旭川支店

期

間

20,520,000

2,916,000

19,116,000

2,484,000

93.2％

85.2％

光学検査器購入
胃内視鏡
（経口・経鼻）
大腸内視鏡

血液分析器購入
（富士ドライケムNX500）

納入期限
平成26年

月31日

納入期限
平成26年

月31日

納入期限
平成26年

月31日

着工

平成26年

月10日

竣工

平成26年11月10日

着工

平成26年

月10日

竣工

平成26年

月31日

924,000

平成26年度
中川町立診療所
診察券発行機器購入

林業専用道豊里誉線
開設事業

工事などの概要

第2回

1,051,920

※㈱中川阿部建設

16,100,000

㈱佐藤工建

16,200,000

㈱常盤天塩川建設

16,270,000

植村技建㈲

16,280,000

㈲佐藤組

16,300,000

17,766,000

997,920

17,388,000

94.9％ 診察券発行機器購入

工事延長 L=280m
97.9％ 車道幅員 W=3.5m
ボックスカルバート1箇所

※遠藤工業㈲
森林環境保全
直接支援事業
平成26年度
町有林掻き起し工事

中川町森林協同組合
天塩川工業㈱
上川北部森林組合中川支所

地方自治法施行令
第167条の2第1項第8号

939,600

939,600 100.0％ 町有林6.14haの掻き起し

広報なかがわ
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工事・業務名

平成26年度
町有林保育管理
委託業務

入札・見積り合わせ
参加業者
（※落札業者）

入札・見積り合わせ結果
予定価格
（円） 契約金額
（円） 落札率
第1回

※上川北部森林組合中川支所

648,000

遠藤工業㈲

720,000

中川町森林協同組合

740,000

天塩川工業㈱

860,000

工事などの概要

期

間

第2回

820,800

699,840

85.3％

町有林広葉樹林の
野鼠被害防除
町有林植栽木に対する
根踏み

着工

平成26年

月10日

完了

平成27年

月31日

着手

平成26年

月10日

完了

平成27年

月31日

着手

平成26年

月14日

完了

平成26年11月27日

※遠藤工業㈲
平成26年度
町有林立木調査
委託業務

上川北部森林組合中川支所

地方自治法施行令
第167条の2第1項第8号

※明治コンサルタント㈱

11,950,000

和光技研㈱

12,100,000

平成26年災
町道板谷志見山線
地すべり調査解析設計
委託業務

旭川設計測量㈱

12,120,000

㈱フェイス技研

12,300,000

※㈱ホンダ四輪販売北海道

2,140,000

平成26年度
中川町立診療所
往診車両購入

※㈱常盤天塩川建設

36,000,000

㈱中川阿部建設

36,100,000

㈱佐藤工建

36,200,000

※㈱吉川組

17,900,000

平成26年度
中川町生涯学習センター
外構工事（2工区）

植村技建㈲

17,950,000

㈲佐藤組

平成26年度
中央団地公営住宅
（6〜8号棟）
外壁張替工事

平成25年度
こまどり団地公営住宅
（6号棟）
外壁改修工事

平成26年度
地上デジタル放送再送信
設備工事

17,980,000

※天塩川工業㈱

9,180,000

㈲大須賀工務店

9,200,000

㈱吉川組

9,250,000

㈲佐藤組

9,300,000

※㈲大須賀工務店

15,600,000

天塩川工業㈱

15,650,000

㈱吉川組

15,680,000

㈲佐藤組

15,700,000

※㈱ズコーシャ札幌支社

2,560,000

㈱三洋コンサルタント

2,600,000

和光技研㈱

2,650,000

※東日本電信電話㈱ビジネス
＆オフィス営業推進本部
北海道法人営業部

1,200,000

※小川板金工業

39,279,600

19,558,800

10,074,240

17,334,000

2,959,200

1,354,320

1,402,920

㈱ＨＤＣ

4,060,800

問い合わせ先

2014（H26）
. 9月号

12,906,000

2,140,000

38,880,000

19,332,000

9,914,400

16,848,000

2,764,800

1,296,000

93.9％

96.0％

測量 山腹工測量1.50ha
設計 山腹工設計1件
解析 地すべり現況調査
調査 調査ボーリング3孔

往診車両購入
（FITハイブリッド4WD）

1,360,800

3,888,000

総務課企画財政室

納入期限
平成26年

月12日

着工

平成26年

月31日

竣工

平成26年11月28日

着工

平成26年

竣工

平成26年11月28日

着工

平成26年

竣工

平成26年10月31日

着工

平成26年

竣工

平成26年10月31日

着手

平成26年

完了

平成26年12月19日

着工

平成26年

竣工

平成26年12月19日

着工

平成26年

月31日

竣工

平成26年

月30日

着手

平成26年

月

完了

平成26年12月18日

99.0％ 外構整備一式

月31日

98.8％ 外構整備一式

月

日

98.4％ 外壁張替3棟6戸一式

97.2％

93.4％

月31日

外壁改修1棟8戸一式

月31日

支障物件調査1式
立木補償調査1式

月

日

テレビ北海道
95.7％
受信装置一式

97.0％ 屋根葺替2棟4戸一式

3,600,000

平成26年度
生涯学習センター
無線ＬＡＮ
環境整備委託業務

広報なかがわ

1,263,600 100.0％ 町有林24か所の立木調査

1,260,000

平成26年度
中央団地公営住宅
（1・2号棟）
屋根葺替工事

21

13,748,400

2,230,000

平成26年度
中川町生涯学習センター
外構工事（1工区）

平成26年度
琴平バイパス線支障物件
調査委託業務

1,263,600

センター内無線LAN
95.7％ 整備一式
OA環境整備一式

☎7−2819

日

7月15日に佐久神社例大祭、仁尾神社例大祭が行われました。
佐久神社では佐久地区から安川三地区まで神輿行列が練り歩き、
夜は公民館で出店やカラオケ大会で盛り上がりました。

発行

中川町

編集

総務課総務町政室

町 の人口

（7月31日現在）

人

1,728人（−

）

男

881人（−

）

女

847人（−

）

世 帯 数

869戸（±

）

（

口

印刷

国

境

この広報紙は道産間伐材を使用しています。

今年の中川まつりで
は、10数年ぶりにポン
ピラ100人踊りが披露
されました。
100人には満たなか
ったものの、多くの町
民が参加し、練習をか
さねた踊りを披露して
いました。

）は前月末との差を示します。

〒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

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）

