10月8日 北都プロレス
チャリティープロレス in 中川
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財政健全化法に基づく中川町の
「健全化判断比率等」について公表します
１

制度の背景及び概要

地方自治体の財政の早期健全化と財政再生、公営企業の経営の健全化を目的に、平成19年6月に成立、
公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成19年6月22日法律第94号）に基づき、
平成19年度から各年度の決算の数値を基に算定した4つの「健全化判断比率（①実質赤字比率、②連結実
質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率）」と公営企業の「資金不足比率」を公表しており、平
成26年度決算に基づく数値を下記のとおり公表します。
「早期健全化基準」
・
「経営健全化基準」を超えると、イエローカード。「財政再生基準」を超えると、レッ
ドカード。
４つの健全化判断比率には「早期健全化基準」がそれぞれ設けられ、各年度の決算数値を基に算定した
指標（比率）が１つでもその基準を超えた場合は、「財政健全化計画」を定め、自主的かつ計画的に財政
の健全化を図らなければなりません。
さらに、自主的な財政の健全化を図ることが困難とされる「財政再生基準」が将来負担比率を除く３指
標（比率）に設けられ、１つでもその基準を超えた場合は、「財政再生計画」を定め、総務大臣に報告、
同意を得て財政の再生を図らなければなりません。
また、資金不足比率には、「経営健全化基準」が設けられ、基準を超えた場合は、公営企業会計ごとに
「経営健全化計画」を定め、自主的かつ計画的に経営の健全化を図らなければなりません。
なお、それぞれの指標（比率）の算定した範囲は、以下の《健全化判断比率等の対象図》のとおり、地
方自治体の全ての会計を対象とすることはもちろんのこと、地方自治体が加入している一部事務組合や広
域連合、さらに地方自治体が出資している地方公社や第三セクター等の団体に対する負担金等も含めて算
定することとなっています。

会

計

川

④将来負担比率

【一部事務組合・広域連合】
北海道市町村総合事務組合
北海道市町村備荒資金組合
北海道市町村職員退職手当組合
北海道町村議会議員公務災害補償等組合
北海道後期高齢者医療広域連合
西 天北 五 町 衛 生 施 設 組 合
上 川 北 部 消 防 事 務 組 合
上川教育研修センター組合
【地方公社・第三セクターなど】
中 川町 地 域 開 発 振 興 公 社

③実質公債費比率

※うち公営企業会計
簡 易 水 道 事 業 会 計
農業集落排水事業会計

公営事業会計

特別会計

町

国民健康保険特別会計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計

会 計

般

②連結実質赤字比率

通

中
一

① 実質赤字比率

普

《健全化判断比率などの対象図》

資金不足
比
率
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中川町の平成26年度算定結果

（1）総

括
平成26年度算定値 早期健全化基準

健全化判断比率

財政再生基準

実質赤字比率

−

15.00

20.00

連結実質赤字比率

−

20.00

30.00

実質公債費比率

8.8

25.0

35.0

将来負担比率

−

350.0

設定なし

※実質赤字比率と連結赤字比率は、赤字でない限り比率がないものとされます
（
「−」
と表示）。【単位：％】

会
資金不足比率

計

名

平成26年度算定値

簡易水道事業特別会計

−

農業集落排水事業特別会計

−

経営健全化基準

※資金不足比率は、資金不足が発生しない限り比率がないものとされます
（
「−」と表示）
。

20.0
【単位：％】

（2）健全化判断比率及び資金不足比率
★実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額（歳入総額−歳出総額）の標準財政規模に対する比率で、黒字か赤字かを判
断する指標です。
平成26年度は赤字でないため、本比率は算出されないことになりました。

★連結実質赤字比率
公営事業会計（各特別会計）を含めた全ての会計を連結した実質赤字額（または資金の不足額）の標
準財政規模に対する比率で、この指標によって、国民健康保険や簡易水道事業などの公営事業会計を含
めた中川町全体の財政運営状況が分かります。
平成26年度は赤字でないため、本比率は算出されないことになりました。

★実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。
収入のうち、どのくらいを借金の返済に充てているかを示すもので、一部事務組合、広域連合などの
返済に対する負担も計上されます。
平成26年度は9.7％となりましたが、これと平成24年度（8.2％）、平成25年度（8.5％）の３カ年を
平均し、8.8％となりました。
これは、早期健全化基準（25.0％）や財政再生基準（35.0％）と照らして低い値であり、また、地方
債の発行について総務大臣などの許可が必要となる基準（18.0％）よりも低い値となっています。

★将来負担比率
いわゆるストックの指標として、一般会計等が将来負担すべき地方債や債務負担行為などの実質的な
負債の標準財政規模に対する比率であり、一般会計に加え公営事業会計、一部事務組合、広域連合、地
方三公社および第三セクターなどを含めた全体の実質的な負担を把握しようとするものです。一般会計
等が抱えている負債が、一般会計等の標準的な年間収入の何年分かを示しています。
平成26年度は充当可能財源額が実質的な負債額を上回っているため算出されないこととなりました。

★資金不足比率
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入等の規模と比較し、経営状況の深刻度を示
すものです。中川町においては、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計が対象となります。
平成26年度はいずれの会計も資金不足がないため、本比率は算出されないこととなりました。
問い合わせ先
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総務課企画財政室

☎7−2819

場面もあり︑たくさんの笑い

北都プロレスがやってきた
月8日生涯学習センター
さあ︑いよいよプロレスラ

声が会場に響きました︒

ス︵代表クレイン中條︶主催
ー同士の試合です︒いままで

民が会場につめかけました︒

ず︑試合開始前から多くの町

あいにくの天候にもかかわら

川が開催されました︒当日は

の応酬に観客からの大きな拍

う音が響き︑スピーディな技

ー同士の体と体のぶつかりあ

空気が一変︒会場にはレスラ

の前座の試合とはリング上の

in

時 分︑試合開始のゴン

のチャリティープロレス

中

﹁ちゃいむ﹂にて北都プロレ

10

団の子どもたちが道着に身を

どもたち︒剣道や柔道の少年

ず︑登場したのは小学生の子

グが会場に鳴り響きます︒ま

いう声も聞かれ︑北都プロレ

﹁また︑来年も観たいね﹂と

した︒試合後︑観客からは

手が止めどなく巻き起こりま

包み︑1人

スラーが倒れた伱を突いて見

も果敢に攻撃を繰り出し︑レ

スラーによる募金活動が行わ

また︑試合の合間には︑レ

北都プロレスの皆さん︑素

れ︑全額が中川町社会福祉協

て喜んでいました︒次は町民

晴らしい時間をありがとうご

事ピンフォール勝ち！レスラ

同士によるタッグマッチです︒

います︒

来年も中川町でお待ちして

ざいました︒

客からは︑本名で声援を贈る

きで会場を盛り上げます︒観

声のレスラーがコミカルな動

の︑町内で聞いたことのある

マスクで顔はわからないもの

議会に寄附されました︒

ラーに挑みます︒小さい体で

VS

ーの抗議を尻目に両手を挙げ

くないはずです︒

スファンになった町民も少な

30

5人でプロレス

18

北都プロレス チャリティープロレスin中川
試 合 結 果

ちびっ子プロレス
３試合とも中川の子どもたちのピンフォール勝ち
町民プロレス
×コナスマン
ドロップキック
ヒオキ一票
ジャイアント白田
→体固め
○ギックリザ信悟
北都プロレス
○ジャングル・バード
10分10秒
×カナディアン・ランバー
ジャングルアタック
9分40秒
×ルー・ルルル
○小仲＝ペールワン
座禅トーン
9分00秒
×星ハム子
○藪下めぐみ
藪蛇固め
13分00秒
大矢剛功
木藤裕次
スライディングキック ○池田昌樹
×梅沢菊次郎
→体固め
藪下めぐみ
8人制バトルロイヤル 優勝者
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ますが︑すべての勤労者の皆

ていただくなどの条件があり

がない方には︑口座を開設し

ます︒北海道労働金庫に口座

んへの貸付金制度を行ってい

庫と提携して︑勤労者の皆さ

中川町では︑北海道労働金

ことができます︒

0万円を限度に融資を受ける

建物の購入などの目的で80

の購入︑リフォーム︑土地付

する住宅の購入やマンション

自己または親族の居住に関

︵融資枠2000万円︶

■中川町勤労者住宅資金融資

13

中川町勤労者貸付金制度を
ご利用ください

さんが利用することができる

利率は︑2・ ％︵保証料

別途︶となっています︒

8月 日現在で1件の貸付

があり︑融資枠は残額約17

31

2つの貸付金制度があります

︵審査の結果︑ご希望に添え

ないことがあります︶
︒

■中川町勤労者生活資金融資

00万円です︒

︻問い合わせ先︼

︵融資枠1000万円︶

レジャー費︑医療費など︑さ

総務課総務町政室

生計費︑耐久消費財購入費︑

まざまな目的については10

北海道労働金庫名寄支店

☎7・2811

50万円を限度に融資を受け

☎01654・2・2270

39

0万円︑教育費については1

ることができます︒

81

利率は︑教育費2・ ％︑

教育費以外は2・ ％︵とも

日現在で1件の貸付

に保証料別途︶となっていま

す︒

8月

があり︑融資枠は残額約99

0万円です︒

31

町長交際費の支出内訳
〔上半期＝4月1日〜9月30日、下半期＝10月1日〜翌年3月31日〕
支

出

項

（単位：円）

平成27年度上半期 平成26年度上半期 平成26年度下半期 平成26年度年間合計

目

件数 金

額

件数 金 額

件数 金 額

件数 金

額

1

接

遇

外部（国・道、関係機関）との公の意見交換ま
たは折衝などに必要な土産などの購入、情報収
集のための懇親会などを開催する場合とし、社
会通念上妥当と認める範囲の額とする。

2

会

費

懇談会、懇親会、祝賀会など
（2万円を限度とする。
）

22

132,000 20

3

祝 い 金

周年、設立記念式、祝賀会慶事など、招待・会
費不要の場合（2万円を限度とする。
）

14

131,340 14

寸

総会懇親会、交礼会、基金造成ビールパーティーな
ど、招待・会費不要の場合（２万円を限度とする。）
各種全国大会などに出場する個人または団体 （３万
円を限度とする。）
各課・教育委員会などで対応するものは除く

3

20,000

4

25,900

3

34,460

7

60,360

町内協賛行事（1万円を限度とする。
）
5 協賛金・負担金 （補助金・負担金等など重複支出無し）
諸議会負担金

0

0

0

0

0

0

0

0

中川町慶弔規程による香典、供花、供物
災害などに係る義援金

17

179,280 20

219,680 24

317,800 44

537,480

59

572,240 60

493,980 60

601,440 120 1,095,420

4

6

志

見 舞 金

合

計
問い合わせ

５
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3

総務課総務町政室

109,620

2

☎7−2811

30,200

2

24,340

4

54,540

94,500 16

86,500 36

181,000

123,700 15

138,340 29

262,040

や山仕事を通して作り出され

も︑森の生き物との触れ合い
会場の空間を作りこんでいた

森林組合との共同作業により

した︒実際の作成では︑地元

の枝製イスを作ってもらいま

埋め︑道を均したり︑入り口

香りが強くなった︑また雰囲

初日にも訪れた来場者からは︑

4日から再開した際には︑

なりました︒

示は2日間にわたって中止と

旧作業を行うこととなり︑展

ました︒そのため︑3日は復

た絵画や写真なども展示され
だきました︒

日〜

日までの間︑北大中川

感想を頂きました︒

●お散歩会︵作品解説付き︶

時半の2回︑会場

4日に︑緊急企画として︑
時半と

のお散歩会を行いました︒今

回の作品展示を担当した地域

おこし協力隊の斎藤綾子によ

る作品解説を聞きながらのお

●在廊しながらの製作

5日は︑自然の中の生き物

を非常に繊細なタッチで描く

川崎映氏が︑在廊※しながら

製作活動を行いました︒主に

色鉛筆で製作を行う作家さん

で﹃白﹄という微妙な色調を

描くには︑太陽光が一番なの

だそうです︒

※在廊〜作家が画廊︑今回は

会場に居る事︒
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氏に協力を頂き︑溝を丸太で

研究林作業所隣の森を中心に︑
ました︒屋外での展示という

また︑事前の草刈り作業は

のギャラリー

森のクラフト︑森のマーケッ
こともあり︑森の住人たちや

中川町林業青年部の皆さんに

森
ト︑森のコンサート︑森のさ
天候の変化による脚色も加わ

も協力いただいたりと︑本当

森のギャラリーは︑ 月1

んぽと薪のごちそうの4企画
り︑見るたびに新しい発見の

に沢山の方々の協力によって
ました︒

気が変わったねと︑興味深い

で構成されるイベントです︒
ある展示となりました︒

会場となった森は︑もとも

素晴らしい空間が出来上がり

今回は︑そのうち森のクラフ
トと森のマーケットについて
お知らせします︒

森のクラフト
●道北の森から生まれるクラ
フトを展示
森のクラフト展示︵2・3日

と地面の湿り気が強く︑溝や

●会場づくり

は︑嵐のため中止︶︒森との

ぬかるみが多くみられました︒

月1〜6日まで行われた

かかわりの中から作り出され

今回の展示に向けて︑歩きや

散歩︒参加者の皆さんは︑作

された裏情報など作品を見た

るクラフト品を森の中で展示

●嵐の襲来
気圧によって︑クラフト展示

だけではわからない内容に︑

すい道を作ることや︑わくわ

会場へも影響がありました︒

フムフムと耳を傾け作品を堪

家さんの製作方法や作品に隠
今回この空間づくりにおい

樹木が折れたり︑林内でも︑

し︑空間を含めて楽しんでほ

月2日に襲来した爆弾低

展示された作品は︑白樺樹

て︑旭川在住の足立成亮氏

くするような空間をつくるこ

皮や草木染め︑木材など︑森

能されていました︒

しいという想いから企画され

折れてしまった柳の木
沢山の枝が飛び散ってしまい

とは︑大きな課題でした︒

14

樹種当てクイズで
真剣に木目を観察する参加者

在廊しながら太陽光の下で
絵を描く川崎映さん

11

代表︶と︑陣内雄
︵ outwoods

ました︒

ぬかるむ溝を丸太で埋める

10

から産出される素材のほかに

10

器の中にいるイモムシを観察中

11

10

の上質な出店者たちが︑マー

力隊女子部など︑近隣市町村

舎︶︑キャベツ︑ニンジン︑

フは特産品のウィンナー︵匠

ゃがいも︵竹中農園︶︑ポト

東川町の家具作家宮地鎮雄氏

いただいたお客様はもちろん︑

天気の悪い中︑足を運んで

ツ︵竹中農園︶とオール中川

た浅野百合子さん︵2区︶︑

しらう花を提供してくださっ

前後の来場者がありました︒

町の地域おこし協力隊などが

で作りました︒

いただきました︒

ケットグループを形作りつつ

トマト︵水野農園︶︑ポロワ

が作ったガーデンベンチにあ

●様々な訪問

あります︒そういった方々と︑

ネギ︑じゃがいも︑芽キャベ

力を合わせて︑イベントを盛

を提供してくださった川村四

森のマーケット
○自然素材で作られた﹁食﹂
町内の夢創窯︵陶芸︶︑中川

名

児童クラブや幼児センターか
と﹁モノ﹂の融合

期間中︑毎日のように

ら沢山の子供たちが遊びに来
示 会 場 隣の広 場で︑森のマーケ

り上げていきました︒当日も

完売することができました︒

男さん︵2区︶︑会場設営を

月4日︑森のクラフト展

別から足を運んでくれた方も
ットが開 催され︑町 内 外から多

町内外から300名以上の来

素材の味がダイレクトに生か

てくれましたし︑枝幸や浜頓
いました︒また︑会場準備の
数の出店者が一堂に会し︑こ

場者にお越しいただきました︒

産品の美味しさが好成績につ

される料理であるだけに︑農

多くの方々にご協力をいただ

組合中川支所のみなさんなど︑

手伝ってくれた上川北部森林

会場の展示のための丸太原木

段階から見守ってくださった
だわりの逸品を出店しました︒

ながったことは間違いありま

き開催することができました

ければ幸いです︒

む場として足を運んでいただ

予定ですので︑ぜひ森に親し

道は︑このまま管理を続ける

所隣の森の中に作られた散歩

また︑北大中川研究林作業

開催していく予定です︒

ますが︑来年以降も継続して

内容が変更する可能性はあり

森のギャラリーは︑規模や

た︒

本当にありがとうございまし

ことにお礼を申し上げます︒

せん︒

いずれも大好評をいただき︑

ご近所の方︑期間中何度も訪
れてくださった方︒短い間で
したが︑変化する森の空間に
集い︑楽しんでくれる訪問者
の方々のおかげで︑森のクラ
フト展示がより生き生きと賑
わうことが出来ました︒
本当に沢山の方々のご協力
と参加によってイベントを終
えることができましたことを
心から感謝いたします︒

○中川町産農産物の凄さ
今回︑地域おこし協力隊を
中心に﹁じゃがいものガレッ
ト﹂と﹁ポトフ﹂を販売しま

今回の森のギャラリーでは︑

○町民の皆さんに支えられて

生産者紹介パネル

多くの町民の皆さまの協力を

2015（H27）
. 11月号

○形作られつつある上質なマ
ーケットグループ
和寒町からやってきた cafe
︑士別市からやってきた
nido

した︒
じゃがいものガレットは特

梨の花︑下川町から
特産品のしいたけを持ってや

産品のベーコン︵匠舎︶︑じ

雑貨屋

ってきた下川町地域おこし協

広報なかがわ

７

たくさんの方にご来場いただきました

10

60

毎日のように
来てくれた
幼児センターの
子供たち

日︵日︶林業試験場道

明を勉強しながら楽しみまし

ぐすの集いが開催されました︒

ために伐る予定だった細いキ

また︑この秋に構内管理の

た︒

今回のりんぐすの集いは特

タコブシを伐る﹁林業体験﹂

っしー﹂の愛称で親しまれて

﹁刃物は危ない﹂﹁木を倒す

行政が主催のイベントは

を利用し︑綿のハンカチを染

林業試験場構内にある草木

広報なかがわ
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9月
回目となるりん

別版で︑林業試験場道北支場

では︑北海道指導林家の遠藤

北支場で第

の﹁森林とみどりの講座﹂と

富士幸さん︑実際に山で働く

造材手の吉田武志さんの協力

を得て︑木の伐倒に挑戦しま
した︒

■草木染体験

続いて行われたのは︑新し

初めて木を倒す子どもたち

は﹁僕は木を倒したい！﹂

く中川町に移住した田代絵美

名

﹁僕は怖いから木を運ぶ﹂な

が企画したキタコブシの葉と

は悪天候にもかかわらず

林業試験場道北支場の対馬

ど︑自然と役割分担が進みま

サワフタギの実を染料にした
います︶の案内と指導で行わ

のは危ない﹂と過剰に危険を

の参加がありました︒
俊之支場長︵優しい人柄とユ

す︒

れた﹁森林とみどりの講座﹂

めてみました︒

Pの田代絵

集いでしか味わえない幻の味

ンレッグ︒いまやりんぐすの

ナカマド林業グループのチキ

り︑オールドファンも多いナ

中川町民に根強い人気を誇

■幻のチキンレッグ

美の記事をご参照ください︒

ついては今月号

草木染体験の詳しい内容に

排除しがちですが︑技術と経

草木染体験です︒

ーモアで子どもたちから﹁つ

71

この日のりんぐすの集いに

■つっしーの活躍

の共催でした︒

21

27

では︑構内の散策や樹木の説

験を持った大人が責任を持っ

て体験をさせることの重要性
を感じました︒

11

の集い
第21回

かすを染料にし︑羊毛を染め

はカエルの手に似ているから

髙橋隊長

カエルデ︑カエデと呼ばれて

﹁カエデの葉っぱ

となってしまいました︒参加
るというものです︒
美深町字仁宇布の羊毛フェ

者は季節の焼き野菜や鮭のチ
ャンチャン焼きなどと合わせ

いるそうです﹂

このようなやり取りをしな

ルト作家である逸見吏佳さん
6名が参加し︑森の香り︑漢

がら3種類︵ミズナラ︑オニ

て秋の味覚に舌鼓を打ちまし

方のような香り︑木の香りに

ちみつ﹂をテーマに開催され

次回の森林環境教育は﹁は

山頂ではお弁当を食べました︒

の名前や特徴を学んでもらい︑

■長く町民に愛されるイベン

幼児センター
森林環境教育

クルミ︑イタヤカエデ︶の木

染めました︒
次回は︑今回染めた羊毛を
紡いでコースターやしおりを
作る予定です︒

んが通っておられる保護者の

ます︒幼児センターにお子さ

三のアベシナイの森で中川町

皆さまはぜひ園児から感想を

日
︵火︶中川町字安川

幼児センター主催の2回目と

聞いてみてくださいね︒

9月

なる森林環境教育が開催され
ました︒

中川町産業振興課産業振興

日
︵月︶
中川町子育て

支援センター主催の草木染ワ

室の高橋直樹主任を﹁隊長﹂

にアベシナイの森の山頂を目

髙橋隊長

指しました︒

するため︑年数回様々な企画

てごごらん︒なにかの手に似

﹁カエデの葉を見
を開催しています︒

では︑子育て中の親子を支援

中川町子育て支援センター

た︒

ークショップが開催されまし

9月

包まれて︑自然素材で羊毛を

を講師に︑町内の子育てママ

子育て支援事業
草木染
ワークショップ

た︒

21

ト
年目

主催者であるナナカマド林
業グループは今年結成
を迎え︑りんぐすの集いも
回を数えます︒
時代や参加者に合わせて工
夫と改良を重ね︑進化を続け
ています︒一方︑森を愛する
心や会の存在目的など︑変わ
らないもの変えないものもあ
ります︒
そのバランスこそがこのイ
ベントが長く愛される理由か
もしれません︒
来年も開催しますので︑た
くさんの皆様のご来場をお待
ちしています︒

ていないかな？﹂
産業振興室と協力した羊毛草

﹁ウサギ！﹂

子ども達

今回の企画は︑産業振興課
木染ワークショップです︒オ

﹁カエル！﹂

﹁ネズミ！﹂
ニグルミの実と葉︑キハダの

﹁あ！カエルに似てる﹂

2015（H27）
. 11月号

29

内皮︑ケヤマハンノキの削り

広報なかがわ

９

28

31

たのですかと尋ねました︒ほと

たそうです︒当時︑中川町で伐

されるから命がけで伐り運び出

それが高級家具材として必要と

『クマに注意』

服 部 一 雄

ょう︒

特に今時期の中川では栄養の

あるエサを食べるため︑デント

コーン畑に何回もやってきて︑

月現在︑大富と豊里

器用にトウキビの実を食べてい

きます︒

のデントコーン畑でクマが目撃

されており︑注意が必要です︒

月にかけてはクマがドング

ばならない為必死なのです︒や

なる前に冬眠の準備をしなけれ

も雪が降ってエサのない季節に

に出会いやすい季節です︒彼ら

ず︑エサを求めて平地へ出てく

なっていた木に実がなっておら

の実入りが悪い年は︑去年実が

リを一番食べる時期ですが︑山

もしクマに出会ったら︑慌て

ることがあります︒また︑冬眠

年食べ物を食べた場所を覚えて

て逃げたりせず︑ゆっくりと離

っきになって食べ物を探します

いて︑次の年はまた同じ場所に

れてください︒極力クマを興奮

に入る時期も年々遅くなってい

食べに来ます︒同じものに執着

させないよう︑こちらも落ち着

が︑ただやみくもに歩き回って

する習性もあり︑カボチャ畑の

いて対応してください︒クマは

るそうです︒

隣のスイカには目もくれないな

猛獣ですから︑決して油断して

合い頭に出くわさなければ襲わ

どということもありますし︑季

クマは雑食性なのでフキ︑ウ

れる危険は多くはありません︒

はいけませんが︑人間を避けて

ド︑セリなどもよく食べます︒

鈴などを用意してこちらの存在

節によって食べる場所と種類を

秋になればクルミ︑ドングリ︑

を知らせてあげることが大切で

暮らす知恵を持っています︒出

コクワ︑ブドウも好んで食べま

す︒

逃げない植物のエサのほうが

す︒肉食の印象がありますが︑

変えていきます︒

いるわけではなく︑ちゃんと去

月から雪が降るまではクマ
10

楽にたくさん食べられるのでし

広報なかがわ
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んどは︑町内の製材所で薄く挽
いて海外へ輸出していたという
ことでした︒また︑町内では臼

変ですねと驚く私に︑利五郎さ

られたミズナラも天塩川を下っ

す︒どんなに硬い材でも︑丈夫

10

を作るのに利用されていたそう
です︒当時は︑機械がないので︑
手作業で掘っていたそうです⁝︒
あんなに硬い材を手作業で掘っ

をご存じでしょうか？主に明治
んは﹁そりゃ堅いけど︑その分

ていたということに︑それは大

以降の時代︑小樽港から輸出さ
丈夫なんだよ﹂と︑漂々とした
様子でおっしゃいました︒

て天塩港へ︑そこから小樽港へ

な臼が必要とされるから労を惜

どんなに運ぶことが大変でも︑

渡って︑海外へと輸出されてい

した︒

念を抱かずにはいられませんで

この潔い仕事ぶりに︑畏敬の

しまずに作る︒

ました︒ちょうど︑ミズナラの

運んだことなど教えてください

り倒したことや馬で材を引いて

や車のない時代︑手鋸で木を伐

いただきました︒当時は︑機械

さんから︑当時のことを教えて

をされていたという高橋利五郎

たまたま通りすがった昔キコリ

先日の森のギャラリー開催中︑

っています︒

たことが︑町史の記載からわか

れ高級家具材として知られてい

ッパでは﹁小樽オーク﹂と呼ば

れた北海道産ナラ材は︑ヨーロ

﹁小樽オーク﹂という呼び名

斎 藤 綾 子

ことが気になっていた私は︑当

11

お
かず
とり
はっ

こ
あや
とう
さい

時伐ったミズナラはどうしてい

☎7−2816
産業振興課産業振興室
問い合わせ先

『ミズナラ（二）』

中川町地域おこし協力隊活動記㊴
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

今回で

回目にな

中川町のあちらこちらで見かけると思います。
町民のみなさん気軽に声をかけてください。

中川町の印象は？
景色が北欧のようです。ロケーションがとても好きです。また出会う人が皆さん、やさしく元
気で地元愛が強い印象があります。
３年後の目標は？
中川町に来る前は札幌でフリーランスのウェブデザイナーとして活動していたのですが、中川
でもそのスキルを活かして、町外の方へ中川の魅力を発信できる情報発信を行い、よりたくさ
んの方に中川に来ていただき、楽しんでもらえるよう町づくりができればと思います。
最後にひとこと！
まだまだ知らないことの方が多いですが、いろんな方にお話を聞いて、見て、自分だけの中川
町の魅力スポットを探せていければと思います。これからお世話になりますが、よろしくお願
いいたします。

られます︒
今回使ったものは︑キタコブ
シの葉っぱとサワフタギの実を
使いました︒サワフタギは煮出
しであまり色が出ずウワミズザ
クラの実を足してきれいな薄紫
のハンカチが出来上がりました︒
葉っぱは緑色ですが染色は茶色
がかった黄緑色です︒

お子さんから大人の方までどん

参加者の皆さんが草木染めに

﹁りんぐすの集い﹂が今年も開
な色になるか︑模様はどんな形

る中川町ナナカマド

催されました︒毎年林業試験場
になるのかワクワクしながら完

元々興味を持っていた方も多く︑

道北支場にあるあずまやを中心
成品を手にしていました︒

林業グループ主催の

に木を身近に感じる取り組みが

子どもたちは林業体験で伐木
してトンカチなどを作って持ち

行われています︒今年も多くの
私は今回身近にある草や木︑

帰りました︒この体験が未来の

を行って︑枝の分かれ目を活用

実などを使った草木染を企画し

森づくりに繋がっていくことを

方にご参加いただきました︒

てハンカチの草木染を体験して

期待して来年も楽しんでいただ

趣 味

音楽、コー

もらいました︒草木染めとは︑

特 技

スノーボー

ける企画をしていきたいと思い

下川町

天然の植物を植物染料として染

出身地

田 代 絵 美

ます︒

36歳

み
え
しろ
た

める方法を指します︒特に日本
では四季が
あり植物の
種類がきわ
めて豊富に
あり染色・
染織の文化
が発達して

2015（H27）
. 11月号

鑑賞

ヒー、芸術
年 齢

21

きたと考え
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ィン
ド、サーフ
名 前

ろ）
う たけひ
（おと
尾藤 剛弘

『第21回りんぐすの集い』

中川町地域おこし協力隊に新しい仲間が来ました！
！

企業の地域貢献に
感謝状がおくられました
町道アスファルト舗装の補修にご支援をいただいた
遠別町の株式会社遠藤重機建設（遠藤國男代表取締役）
に対し、川口町長より、感謝状が贈られました。

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も 労働者も」

北海道最低賃金

北海道内で事業を営む使用者とその事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト
などを含む）に適用される北海道最低賃金（地域別）が改定されました。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入さ
れません。

平成27年10月8日

764円
時間額

名寄労働基準監督署
北海道労働局
厚生労働省

【効力発生年月日】
【最低賃金額】

駐 在 所

日︵金︶の

日間

10
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

☎2・1110
☎7・2019
☎8・5071
☎＃9110

⑵外出するときは︑明るい服装で夜光反射材を身に付けまし

た見ましょう︒

⑴横断前に左右をよく見ましょう︒そして道路中央で左をま

②歩行者の皆さんへ

席でシートベルト・チャイルドシートをしましょう︒

⑹車に安全な座席はありません︒後部座席を含め︑全ての座

まない﹂﹁乗る人には飲ませない﹂を守りましょう︒

⑸飲酒運転は犯罪です︒﹁飲んだら乗らない﹂﹁乗るなら飲

特に︑右からの横断歩行者に注意しましょう︒

転車の見落とし︑発見遅れによる交通事故が心配されます︒

⑷ますます日没が早まり夕方から夜間にかけて︑歩行者や自

路面状態をよく確認して安全な速度で運転しましょう︒

⑶トンネルや橋の上︑日陰などは︑凍結しやすい場所です︒

ダウンを心掛けましょう︒

スバーンとなります︒路面が出てても油断せず︑スピード

⑵この時期は︑昼間に降った雨が夜間に凍ってブラックアイ

ヤを装着しましょう︒

しましょう︒特に︑山間部を通行する時は︑必ず冬用タイ

⑴凍結路面での交通事故を防止するため︑冬用タイヤに交換

①ドライバーの皆さんへ

20

﹁冬の交通安全運動﹂が実施されます！
月

11

◆運動期間
月 日︵水︶
〜
11

◆交通事故防止ポイント

11

広報なかがわ
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ご存じですか？

業を始めたとき︑一定額を超

会社を退職したとき︑自営
その間の医療費は全額自己負

なりません︒場合によっては︑

ぼって国保税を納めなくては
☎7・2814

住民課住民サービス室

︻問い合わせ先︼

加入・喪失の届け出は 日以内に！

えるアルバイトをするときな
担となります︒

どうなるの？

■やめる届け出が遅れると

になったとき

・生活保護を受けるよう

したとき

・国保の被保険者が死亡

とき

・他の市町村に転出する

したとき

・職場の健康保険に加入

国保をやめるとき

どは︑国保に加入の届け出を
しなければなりません︒
また︑就職や転職をして職
場の健康保険などに加入した
ときなどは︑国保をやめる届
け出をしなければなりません︒
このようなときは忘れずに
日以内に届け出をしてくだ
さい︒
国保に加入するとき
・職場の健康保険などを
やめたとき
・他の市町村から転入し

国保をやめる届け出をせず
に国保の保険証で医療を受け

てきたとき
・子供が生まれたとき

ると︑国保が負担した医療費
をあとで返還しなければなり
ません︒また︑国保と職場の
健康保険の保険料︵税︶を二
重に支払うことにもなります
ので︑届け出をお願いします︒

被用者年金一元化法が
施行されます

年8月に成立した﹁被用者年金一元化法﹂により
年

平成
平成

月1日から︑これまで厚生年金と三つの共済年

月以降︑厚生年金の決定・支払は︑従来どお

金に分かれていた被用者年金制度が厚生年金制度に一元化

年

されます︒
●平成

り厚生年金被保険者期間分は日本年金機構︑共済組合等

加入期間分については各共済組合等で行います︒

●厚生年金に関する届書等︵注︶は︑日本年金機構︵年金

事務所︶または各共済組合等のどの窓口でも受付します︒

年

月以降に受給権が発生した厚生年金に限り

︵ワンストップサービス︶
︵注︶
①平成
ます︒

☎0166・27・1611

旭川年金事務所

︻問い合わせ先︼

②障害給付の届書等の一部の届書を除きます︒

27

14

・生活保護を受けなくな
ったとき
■加入の届け出が遅れると
どうなるの？
加入の届け出が遅れると︑
届け出をした日からではなく︑

2015（H27）
. 11月号

27

こくほ
加入資格を得た月までさかの

広報なかがわ
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27

24

10

10

10

14

月は児童虐待防止推進月間です

11

あなたの連絡・相談が子どもを守るとともに、
子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。

問い合わせ先

住民課幸福推進室 ☎7−2813

9月の入札・見積り合わせ契約結果
工事・業務名

平成27年度
佐久本線1号線
道路改良工事

平成27年度
こまどり団地公営住宅
（1・2・3号棟）
解体工事

平成27年度
国府18線本線
舗装工事

平成27年度
中川町史第2巻
制作業務

平成27年度
中川町生涯学習センター
外構工事

平成27年度
誉36線道路改良工事

平成27年度
経営林道大和線
改良工事

平成27年度
ポンピラアクアリズイング
全館カーテン更新事業

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

※㈱佐藤組

22,600,000

植村技建㈲

22,800,000

㈱吉川組

23,000,000

※㈱佐藤工建

8,720,000

㈱中川阿部建設

8,750,000

㈱常盤天塩川建設

8,800,000

※㈱中川阿部建設

11,570,000

秋津道路㈱道北営業所

11,610,000

㈱山崎組

11,620,000

㈱ぎょうせい

24,408,000

㈱佐藤工建

23,370,000

㈱常盤天塩川建設

23,400,000

※㈱吉川組

10,950,000

植村技建㈲

10,970,000

㈱佐藤組

10,980,000

※㈱常盤天塩川建設

18,500,000

㈱中川阿部建設

18,550,000

㈱佐藤組

18,580,000

㈱佐藤工建

18,600,000

植村技建㈲

18,620,000

㈱吉川組

18,660,000

※おしゃれショップはしば

4,337,800

ウメツ寝具店

4,457,600

間

問い合わせ先

平成27年

9,633,600

12,884,400

9,417,600

12,495,600

25,650,000

11,977,200

20,250,000

5,006,340

10,044,000

24,948,000

11,826,000

19,980,000

4,684,824

総務課企画財政室

月

日

竣工

平成27年12月18日

着工

平成27年

竣工

平成27年10月30日

着工

平成27年

竣工

平成27年11月10日

着手

平成27年

月17日

完了

平成27年

月30日

着工

平成27年

月17日

竣工

平成27年12月15日

着工

平成27年

竣工

平成27年12月18日

復旧延長L=66.5m
簡易法枠工L=27m
A=239㎡
植生マット工L=60m
A=464㎡

着工

平成27年

竣工

平成27年12月18日

客室カーテン・レストラン・
ロビー・事務室・休憩室・
カラオケルーム
カーテン等更新

着手

平成27年

完了

平成27年11月30日

97.8％ 車道幅員4.0m
路盤改良・排水整備

10,076,400

23,100,000

期

着工

工事延長L=56m

24,958,800

97.8％

97.0％

9,300,000

※㈱中川阿部建設

工事などの概要

第2回

99.7％

木造長屋建て3棟6戸
解体一式

工事延長L=175.5m
舗装工一式

中川町史第2巻
原稿データの組版、
編集・構成、校正・調整、
印刷データの制作

月

月

日

日

97.3％ 外構一式

98.7％

98.7％

93.6％

工事延長L=55m
車道幅員4.0m

月17日

月24日

月28日

☎7−2819
広報なかがわ
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14

ちゃいむ図書室
新着図書

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

今月のお題﹁橋﹂または自由詠
陽子

一句詠んでみませんか︒

歌︺
鎌田

淑子

︹短
小林

和子

ひさびさの日差しを浴びてそよ風に洗濯物もはしゃぎておりぬ
古市

智子

でもまだ行けぬ未練多過ぎ

渡りてゆかな

虹の橋渡れば皆に会えるかも

山内

水滴のかくも豊かに空に描く七色の橋

浜辺には人影もなく秋近きひかりは渡る水平線を

山内美津枝

びょうびょう

八十橋

しおん

俳句紫苑会

☎7・2850

連絡先︵どちらも︶
古市和子さん

短歌同好会

しゃいましたら︑お気軽にご参加ください︒

短歌や俳句に興味をお持ちの方がいらっ

渺々と見渡すかぎり夏の海一刻欲しきは鴎のつばさ

中川に八十ほどもある橋の大小すべてに名のあるが善し

春発信

ごんべえ

今

橋の名の由来など思い見るなかに無名橋というあり長さ四メートル！

橋に立ち見下ろす解氷めりめりと盛り上がりくる天塩川

年会費500円の購読会員制をご利用

2015（H27）
. 11月号

月刊会報﹁まほろば﹂をご希望の方は︑

西 加奈子 著

句︺

まにまに

︹俳

葉室 麟 著

ヨーコさんの 言葉

佐野 洋子 著

ください︒

鬼神の如く

廣

海堂 尊 著

河野

ナニワ・モンスター

新米に鮭のはらら子色映えて

小川 洋子 著

お申し込みは︑事務局︵古市和子さん

琥珀のまたたき

廣

服を買うなら、捨てなさい
地曳いく子 著

河野

40代からの住まいリセット術
水越美枝子 著

四方の山少し色づき風は秋

世界の編物 2015-2016秋冬号
日本ヴォーグ社

☎7・2850︶へ

スーパーで毎日買う食材だけで
前田 ゆか 著
美人になる！

只野人

驚くほど眠りの質がよくなる睡眠
三橋 美穂 著
メソッド100

きらめきを放ち尽くして芒枯れ

布ナプキンはじめてBook
山浦 麻子 著

お願いします︒

ルポアトピー患者がつどう温泉
門脇 啓二 著

只野人

がんを再発させない生活術
鹿島田忠史 著

竜胆の青沈ませて日の陰り

北海道道の駅ガイド 2015-16
紺谷 充彦 著

和子

昭文社

古市

絶景からはじまる旅北海道

旅先で茸の出来を問はれたる

草薙 龍瞬 著

和子

反応しない練習

古市

幸せに生きるひとりの法則
江原 啓之 著

秋高し牛ひたすらに陽を食める

広報なかがわ

15

まちの 文 芸
の

乳児がいる家庭の場合︑
す︒

接種を受けることは重要で

他の人に向かってしない

普段から咳やくしゃみを

た場合︑インフルエンザの

インフルエンザを発症し

用することが効果的なため︑

時間経過しないと︑確実な

ことが大切です︒特に乳幼

しあわせ

☎7−2813

類︑Ｂ型1種類のウイルス

を予防できるワクチンでし

型が2種類に増え︑より予

フ ル エンザウイルス が 原 因
大人が家庭にインフルエン

咳やくしゃみが出るとき

治療薬は︑ 時間以内に服

手のひらで咳やくしゃみ

すぐ受診する必要がありま

外出からの帰宅時や食事

検査結果が出ないといわれ

下 図のように︑ 歳 未 満

洗い流すことができます︒

児は早めの受診が必要です︒

℃以上の高熱︑悪寒

16

広報なかがわ

◆インフルエンザの予防

インフルエンザの主な感

防効果が期待できるように

で 発 症しますが︑こ の ウ イ
ザのウイルスを持ち込まな

は︑マスクをすること

流 行 を繰り返してい ま す ︒

を受けとめたときは︑す

しかし︑今主流となって

イ ンフルエンザは ︑ 多 く
月頃から流 行 が 始

等を心がけてください︒

す︒

の場合
ま り ︑翌年の1〜3 月 に 流

インフルエンザの発症は

前の流水・石鹸による手洗

ています︒

いる検査方法は︑発症後
高くはないのですが︑免疫

いによって︑手指についた

症状が出てから 時間経

②手洗いとうがい

力が低下しているため︑イ

インフルエンザウイルスを

過してから行くことが望ま

行 の ピークを迎えま す ︒

ンフルエンザに罹ると︑重

除去することができます︒

しいですが︑次の3つの症

◆年代別のインフルエン
ザの特徴

症化しやすく︑死に至るこ

その後︑うがいをすること

歳未満の年代

とがあるという特徴があり

①
は ︑ インフルエンザ を 発 症

③インフルエンザ予防接種

③

る︶

突然発熱・痛みが出現す

②急激な発症︵前触れなく

流行している︒

①周囲でインフルエンザが

重症化予防のためにもイン

クチンは︑今までＡ型2種

季節性インフルエンザワ

す︒

重症化予防に効果がありま

らくしたり︑罹った場合の

インフルエンザに罹りづ

12
フルエンザの予防接種を受

そのため︑高齢者の場合︑

状があるときは︑早めに行く

は ︑ 基礎免疫が少な く ︑ 集
団 生 活を送っている た め ︑
罹 り やすいという特 徴 が あ

また︑インフルエンザの

けることが重要です︒
インフルエンザを発症して

流行時期には︑外出を控え

病気に対する免疫が高く︑

イ ンフルエンザの 予 防 接

も︑合併症を起こす可能性

るということも︑効果的で

り ま す︒
種 を 受けても︑完全 に 予 防

が低い年代です︒

す︒

す る ことはできない た め ︑

ただし︑糖尿病や腎臓病︑

12

2015
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. 11月号

︻今月のテーマ︼

染経路は︑咳やくしゃみの

なりました︒

たが︑平成 年度から︑Ｂ

喘息等の基礎疾患がある方

際にでる︑水滴による飛沫

①咳エチケット

ら帰った後のうがいや手洗
は︑重症化予防が必要なの

インフルエンザ

今 年もインフルエ ン ザ が
いを徹底して予防して行く

保健だより
流 行 する季節となり ま し た ︒

感染です︒そのため︑

ルスは︑Ａ型︑Ｂ型及びＣ
いことが重要です︒

◆受診のタイミング

で︑インフルエンザの予防

型 の ウイルスがあり ︑ 毎 年

イ ンフルエンザは ︑ イ ン

ことが大切です︒

27

48
ぐ手を洗うこと

③ 歳以上の年代
65

で︑口腔内のウイルスも︑

65

ます︒

② 歳以上 歳未満の年代
15

し や すい状況です︒ こ ど も

15

保健師

住民課幸福推進室

問い合わせ先

12

普 段 から︑食事前や 外 出 か

38

15

食 育 通 信

食べること
育つこと

大人の歯の健康を守る食生活について
月8日は﹁いい歯の日﹂
です︒楽しく食事をしていく

とも︑歯の表面が溶けやすく

口の中に入れた状態が続くこ

また︑酸性の食品を長時間

歯周病になりやすくなります︒

﹁食﹂に関する情報をお伝えします！
植物油の特徴について
①歯垢ができやすい
食べ物に注意

なり︑むし歯や知覚過敏の原

因になります︒食べた後は︑

歯垢は︑唾液と食物のカス︑
口腔内の細菌が結合した固ま

水やお茶でうがいをすると良

しあわせ

ためには︑歯の健康を保つこ

りです︒歯垢が除去されずに

いでしょう︒

とが必要です︒
現在︑歯を失う大きな原因

いると︑固い歯石になり︑取

③よく噛んで唾液を出す

︵下図②③参照︶

となっているのは︑1位が歯

チョコレートやスナック菓

り除くのが困難になります︒

を占めています︒

子︑ビスケットなどは食後も

唾液には︑口の中を潤し︑

特に1位の歯周病は︑軽度

歯にくっつき口の中に残りや

酸性になっている口腔内を中

の状態も含めると︑成人の5

細菌のエサになる砂糖が多

和し︑虫歯を防ぐ働きがあり

歯周病やむし歯の原因となる

く含まれる食べ物や︑飴のよ

ます︒日頃からよく噛む食習

すい為︑歯垢を作りやすい環

うに長い時間口の中に入れる

慣が唾液の分泌量増加につな

人に4人がかかっていると言

ものは頻度に注意が必要です︒

がります︒

菌の増殖を抑える他︑食後の

習慣化しないようにしましょ

また︑よく噛む必要がある

食品の中でも︑野菜は食物繊

維も豊富なため︑歯の表面を

☎7−2813

栄養士

周病︑2位がむし歯で約7割

現存する歯の維持や歯周病

う︒
②ダラダラ食べない

理に入っている野菜を食べる

掃除する働きもあります︒料
てから︑唾液の作用によって

時は意識してゆっくり噛んで

口腔内は︑食後 分程経っ
く影響しているため︑歯垢が

酸性の状態を中性に戻し︑歯

みてはいかがでしょうか︒

食生活は歯垢の増加に大き

とが大切です︒

原因となる歯垢を溜めないこ

の予防・改善をしていくには︑

境をつくります︒

30

われている歯茎の感染症です︒
年齢別では︑働き盛りの
代から歯の喪失につながる歯
周病者が増加しています︒
︵下記図①参照︶
代から

歳代には約半

下図①のように︑
増加し続け︑
分の人が︑歯周病になり︑歯
代からの減少

の喪失リスクが高くなってい
ます︒また︑

溜まりにくい食習慣で︑口腔

の再石灰化をしています︒だ

︵噛む回数の目安は1口

2015（H27）
. 11月号

30

は︑歯の喪失によるものです︒

内の環境を整えることが大切

らだら食べていたり︑頻繁に

回

になります︒

目標︶

広報なかがわ
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20

何かを 食べていると︑むし歯や

30

50

70

住民課幸福推進室

問い合わせ先

11

れることが多くなります︒
一人ひとり持っている気質

ことしたでしょう︒何回言っ

もいつもこうなの︒前も同じ
子﹂﹁大人の手を煩わせる悪

﹁大人の言うことを聞く良い

背景をしっかり捉えなければ︑

ず︑よく話しを聞かずに思い

肯定的なかかわりを持ち︑子

否定ではなく︑たくさんの

年度第1回﹁君の椅子﹂贈呈

平成 年度 第1回﹁君の椅子﹂
贈呈式が行われました
月6日
︵火︶
︑平成

27

27

られます︒

の椅子も中川町産材を使用した椅子が子どもたちに贈

なく︑プロジェクトに参加している東川町など6町村

町産の木材で製作されることとなり︑中川町だけでは

今年から︑君の椅子で贈られる椅子の原材料が中川

を目的とした取り組みです︒

生を家庭だけではなく︑地域も喜びを分かち合うこと

どもたちに椅子を贈ることによって︑その子どもの誕

この﹁君の椅子﹂プロジェクトは︑生まれてくる子

しました︒

お母さんに抱きかかえられた赤ちゃんが座り心地を試

﹁君の椅子﹂が川口町長より贈られ︑早速お父さん︑

川町産ミズナラで作られた中村好文さんデザインの

今年4月から7月に生まれた6人の赤ちゃんに︑中

式が生涯学習センターちゃいむで行われました︒

10

〝 否 定ではなく 肯 定 を 〟
2年程前の視察先でのこと
です︒

たらわかるの﹂と︑子どもを
い子﹂という︑単純な区分け

の違いや︑発達の違い・家庭

叱る声が廊下に響いてきまし
になりかねません︒

﹁あなたはどうして︑いつ

た︒
子どもの行動の否定ではな
く︑方法を一緒に考えたり︑

4・5歳児は運動の時間で︑
運動が出来る多目的ホールに
がやってみようとする気持ち

やり方を提案し︑子ども自ら

叱られている様子から︑周

を引き出す伝え方や︑かかわ

集合している様でした︒
りと一緒に行動せずにいたこ

り方が大切になります︒そし
て︑﹃待つ﹄こと︒大人の忍

とが原因かなと思います︒
きっと叱られている子はや

立ったら即︑行動に移る子な

ども一人ひとりの﹁自分﹂ら

耐が必要です︒

んだろうなと想像しました︒

しさが大切にされた育ちを︑

んちゃで︑じっとしていられ

私自身も同じ言葉を︑子ど

守っていきたいと思います︒

きたいですね︒

子どもたちの育ちを支えてい

たくさんの大人の見守りで︑

もたちに何度投げてきたこと
だろうと振り返り︑深い反省
を覚えました︒
大人の枠で行動をさせよう
とすると︑そこからはみ出す
子はとても迷惑に映り︑叱ら

米寿おめでとう
ございます

の
ち
ま
ご 長寿さん

☎7−2022
子育て支援センター
問い合わせ先

野崎スミさん（88歳）

広報なかがわ
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中川消防支署から
月9日は﹁119 番の日﹂
119番の日は︑皆様に消防業務に対する︑理解と認識を深めていただ
くため︑ 月9日 に 定 め ら れ て い ま す ︒
目の前で火災や事故が発生した場合は︑誰でも気が動転し興奮した状態

平成27年9月30日現在

になりがちです︒一刻を争う状態でも落ち着いて119番通報できるよう

火災・救急出動件数

に正しい通報要領 を 身 に つ け ま し ょ う ︒

119 番通報のポイント
①慌てず︑落ち着いて局番なしの119番
②火災・救急 ・ 救 助 な の か を 伝 え る
③発生場所︑ ど う い う 状 態 か を 伝 え る
︵住所や発生場所がわからない時は周囲の
目立つ建物 や 目 標 物 を 伝 え る ︒ ︶

人権擁護委員について

大西英一氏が人権擁護委員として︑
月１日付で法務大臣から委嘱されました︒
障がいがある人に対する不当な扱いや
高齢者への虐待︑学校でのいじめ︑女性
や外国人に対する差別などの悩みごとや
心配ごとがありましたら︑気軽にご相談
ください︒

福島 公正 様

ありがとう
ございます

中川町に寄付

社会福祉協議会︑一心苑に寄付
妻︵やゑ子様︶死去に際して
井田 省吉 様
・夫︵勉様︶死去に際して
杉谷 優子 様

社会福祉推進の為に
極楽寺 様
カントリーサイドクラブ 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よ
り﹁志﹂

中 ケサエ 様
佐々 節子 様
匿名 名 様

一心苑運営の為に
井田 省吉 様

謹んでお悔やみ
申し上げます

12

中川 井 田 やゑ子 様︵ 歳︶

2015（H27）
. 11月号

④消防職員の問いかけに正確に答える︒

﹃ 消防団員を募集しております︒﹄
中川消防団では現在男性︑女性ともに消防団員を募
集しております︒消防団に興味のある方は中川消防支
署までお問い合わせ下さい︒

広報なかがわ

19

議会経済常任委員会
議会運営委員会
議会総務常任委員会
議会運営委員会
教 育 委 員 会 議
議会全員協議会
議会第３回定例会
議会広報特別委員会
農業委員会総会

93

件
52件
火災出動
救急出動

10

月 日
月 日
月 日
月 日
月10日
月16日
月16日〜17日
月16日
月25日

11

中川消防支署へのご相談︑お問い合わせは☎7・2119番まで

議会・各種委員会の開催状況

11

たくさんの秋の味覚と丸太押しの迫力
9月20日（日）、天塩川河川敷イベント広場にて第33回なかがわ秋味まつり、第27回北海
道丸太押し相撲大会が開催されました。
午後からは雨となった当日でしたが、多くの来場者が中川町の秋の味覚に舌鼓を打ち、丸太
押し相撲やよさこいソーラン演舞などを楽しみました。

発行

中川町

編集

総務課総務町政室

町 の人口

（9月30日現在）

人

1,710人（−

）

男

860人（±

）

女

850人（−

）

世 帯 数

865戸（±

）

（

口

）は前月末との差を示します。

印刷

境

この広報紙は道産間伐材を使用しています。

10月8日（木）、
生涯学習
センター「ちゃいむ」にて北
都プロレス主催のチャリティ
ープロレスin中川が開催さ
れました。
プロレスと中川町と言え
ば、
金網デスマッチの鬼と恐
れられ、
晩年はマイクパフォ
ーマンスで有名だったラッシ
ャー木村さんの出身地が中
川町だということは町民の
皆さん、
ご存じですよね！
？

〒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

国

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）

