５月

時

時半︵天候︑生育状況に

日︵木︶午前

に出かけましょう︒
〜同

日時

菜ん野花ん家ふぁ〜む︵旭

よって変更あり︶
場所
どなたでも

川市東旭川町日ノ出 │ ︶
対象
大人９００円︵乳幼児は
組程度︵先着順︶

現地集合︑現地解散

〜

無料︶

入館料
募集
その他

農地・地籍事務所から
お問い合わせは☎︵内線１５３︑
１５４︶

今年の地籍調査を再開します

土地一筆ごとに境界測量︑面積測

川０人︶︑車両火災の負傷者は前

て法務局に送付して登記が塗り替
ら

消防署︶の昨１年間︵１月１日か

大雪消防組合東消防署︵以下東

件︶︑救急出動７０

次いで同数で﹁たき火﹂﹁火入れ﹂
でした︒﹁放火︑放火疑い﹂は０
救急出動は︑最も多かったのは

件でした︒

％を占め︑次いで

﹁急病﹂４３５件︵同１９５件︶
で全体の約

件︵同

﹁一般負傷﹂１２８件︵同 件︶︑
﹁交通事故﹂

﹁転院搬送﹂ 件︵同

件︶︑
件︶とな
りました︒前年に比べて全体で
搬送人員は６５３人で前年より

件の増加となりました︒
人増加し︑東署管内の住民 人

に1人の割合で救急搬送した計算

人︵同

人︶︑﹁死亡﹂

そ

○特定健診を受診される方は、健診当日に特定健診受診券、健康保険証、健診料金が必要。
○がん検診を受診する農協組合員は、自己負担額に対して農協正組合員（本人と家族）、
准組合員（本人のみ）に後日農協から助成があります（３〜６カ月後に農協から支払
い）。申し込み時に申し出ください。

ふれ愛の郷見学会
旭川福祉専門学校敷地内にある
地域生活支援センター﹁ふれ愛の
親子が自由に遊べるスペースが

郷﹂の見学会です︒

時〜

あります︒同校保育科の学生と一
緒に遊びましょう︒
日︵木︶午前

正午︵バス送迎︑幼児センター

日時 ５ 月
分集合︶

地域生活支援センターふれ

正面玄関に午前９時
場所
愛の郷︵進化台︶
組程度︵要予約︶

対象 家庭の親子どなたでも
募集
受け付け ５月２日から︵先着順︶

救急講習会
南町１丁目︑同２丁目︵ともに
最終３年目︶︑西町１丁目︑同２

乳幼児に多いけがなどの応急手

います︒毎年１ブロックずつ着手

ロックに分けて先行して調査して

北 町 の 各 市 街 地 宅 地 区 域 を９ ブ

町内全域です︒東町︑西町︑南町︑

目に当たります︒調査対象区域は

本年度は地籍調査開始から５年

を行って初年度作業を始めます︒

目の一部は︑ともに関係者説明会

丁目︑東町３丁目の一部︑同４丁

す︒調査開始の南町３丁目︑同４

当とＡＥＤ︵自動体外式除細動器︶

時〜

丁目︵ともに２年目︶を実施しま

時半

日︵金︶午前

を使う救急心肺蘇生法の実技講習
です︒
同

日時 ５ 月
子育て支援センタープレー

ルーム

場所

組程度︵要予約︶

対象 子育て中の保護者
定員
乳幼児に多いけがと救急対

処の実技

内容

し︑１ブロック当たり３年間の作

大雪消防組合救急救命士

講師
業で平成 年度に完了予定です︒

受け付け ５月２日から︵先着順︶

いちご狩りのご案内
定し︑正確な図面︵地籍図︶︑台

年比べ１人減︑その他１人が消火

わりますが︑土地の権利書や登記

火災出動９件︵うち東川２件︶︑
件︵同

１日当たりの救急出動件数は︑

です︒

人でした︒傷病の程度は﹁軽傷﹂

１・９４件︑搬送人員は１・７９

く全体の約 ％︑次いで﹁中等症﹂

３１１人︵同１３５人︶で最も多

症﹂

２３ ２ 人︵同１０ ２ 人︶︑﹁重
人︶となりました︒
東消防署は東川︑東神楽２町を

人︵同

管轄区域としています︒

東川町女性防火クラブでは新規

東川町女性防火クラブ員を募集
クラブ員を募集します︒町内にお

広報５月号と一緒に配布する
『平成28年度健診のご案内保存版』
を参照

住いの女性であればどなたでも入
町内の火災予防活動︑各種研修

会できます︵年齢不問︶︒
会に参加して防火︑救急活動への
知識を広め︑研さんを行います︒
◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

日︑加野眞一さん︵ ︶︑

加野さんが寄付

３月

冨美子さん︵ ︶夫妻＝上岐登牛
＝が来庁し︑多額の現金を寄付し
今年３月︑町特別功労表彰を受

ていただきました︒
賞したことを受け︑﹁長年町にお
世話になりました﹂と松岡市郎町
長に寄付金を手渡し感謝の気持ち
を表しました︒
町では︑﹁写真甲子園﹂の映画
制作に必要な資金として役立てる
ことにしています︒ありがとうご
ざいました︒

22

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
農村環境改善センター

時〜

千２００円︵当日講師に
摘みたてのいちごを親子で食べ

土地境界測量に座標成果や図面

火災に伴う死者は１人︵うち東

等が必要な場合は︑農地・地籍事

中に負傷しました︒

ので大切に保管してください︒

務所︵役場１階︶で閲覧または交

積などを事前に把握することで土

付を受けてください︒この場合手

帳︵地籍簿︶を作成して写しを法

調査完了に伴って︑土地の位置

地境界に関するトラブルを未然に

は地球上の座標で正確に表示でき
数料が必要です︒

防ぐことが可能になります︒

費用の個人負担はありません︒
るようになります︒将来何らかの

ます︒
ただし設置するくいはプラスチッ
原因で境界くいが消失する事故が

交付は︑従来どおり法務局です︒

お問い合わせは☎ │０１１９

大雪消防組合から

識別情報通知書は新たに発行され

救助出動６件︵同４件︶︑警戒出

年間出動件数は延べ７４８件

その場合測量経費が高額になる
ません︒現在お持ちのものと内容

動

出火原因のトップは﹁たばこ﹂︑

ク製のため︑石標に変更希望する

少ない経費で土地境界を復元する

登記事項に関する閲覧や証明書

場合の費用︑境界の現地立会と閲
起きても正確じん速に復旧でき︑

個人負担が必要です︒
ことができるようになります︒
地籍調査に伴って作成した地籍

▼地籍調査完了区域の皆さまへ
図︑地籍簿は︑調査の完了に伴っ

境界が不明確な土地︑現地と図
ラブルが発生すると︑係争地の周

面が合わない土地に関して境界ト
辺を含む広い区域を測量し直して

ため︑個人では土地境界を確定ま

が変わる場合がありますが︑その

調整しなければなりません︒

たは解決できない事態になりかね

まま有効な書類として扱われます

月 日まで︶の出動件数は︑

ません︒調査は国土調査法に基づ

火災出動は︑建物火災１件︵全

５件︵同３０９件︶となりました︒
体の約 ％︶で前年比３件減︒車
その他火災は３件︵うち東川２件︶

両火災は２件︑火災応援は３件︑
でした︒林野火災の発生はありま
損害額は約９９６万円︵前年比

せんでした︒
約４千２９６万円減︶で︑町民一
人当たり５３８円︑一日当たり２
焼損床面積は︑２３ ５ 平方㍍

万７千３６２円を出しました︒
︵同２７０平方㍍減︶︑焼損表面
積は１平方㍍︵同５０４平方㍍減︶
でした︒

検 査 項 目
料
金

から
場所
入場料 ２ 千円︵当日︑前売りと
フレンドシップなが

も︑高校生以下無料︶
入場券販売
│２０２４︶︑道の
│４７７７︶︑

さわ︵☎
駅・道草館︵☎
農村環境改善センター

│５１０

申し込み︑お問い合わせは地域

幼児センターから
子育て支援センター☎
０

子育て講座
例年好評の陶芸教室です︒お子
さんから離れて育児の情報交換の

日︵金︶午前

場としてお母さんの時間を過ごし
ましょう︒
正午

日時 ５ 月
子育て支援センタープレー
組程度︵要予約︶

子育て中の保護者どなたで

〜

ルーム

場所

対象

募集
も
理創夢工房︑滝本宣博さん

内容 カレー皿づくり
夫婦

講師

託児あり︶

受け付け ５月２日から︵先着順︑

材料費

持ち物 エプロン︑雑きん

10

15

覧に伴う交通費は︑いずれも別途

務局に送付して土地登記簿を改め

支払い︶

13

くものですから︑土地の位置︑面

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

広報５月号と一緒に配布したチラシの申し込み用紙または電話、ファックスで保健福祉課
保健指導室まで（☎内線505、506、507）
申 し 込 み
88

67

28

25

19

10

他

６月17日㈮

29

の

●特定健診
特定健診受診券をお持ちの
①30歳から74歳までの町民で大雪地区広域連合国民健康保険加入者
②40歳から74歳までの町民で①以外の医療保険加入の扶養家族（本人除く）
（厚生病院、がん検診センターの健診が受けられるか事業主などに事前に問い合わせ）
●がん検診
30歳以上の町民（来年３月31日時点）
※子宮頚（けい）がん検診は20歳以上の女性町民
23

48

Higashikawa 2016 May
2016 May

23 Higashikawa

10

87

83

６月６日㈪

62

54 57

83

象

保健福祉課
43

31

22

24

28年度前期の集団健診申し込みを受け付けています。

特定健診、がん検診（旭川厚生病院、旭川がん検診センター）

26

15

10

12

28

対

７月６日㈬
8:00出発（7:50保健センター集合）
締 め 切 り

６月20日㈪、21日㈫、22日㈬
6:30〜8:30（30分ごと）
日
施
実

旭川がん検診センター
（バス送迎）
旭川厚生病院
（受け付け場所は保健センター）
場
会

50

11

10
34

10

10

10

82

19

20

68

82

13

15

15

11

15

10

