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雪山登山での遭難防止について
冬山の気象状況や雪面の状態は絶えず変化し、視界不良や雪崩・滑落の危険が
あります。登山やスキー・スノーボードで入山する場合は、備えを万全にし、気
象情報等に十分留意して、遭難事故を起こさぬよう注意しましょう。
また、登山等を行う場合は、忘れずに登山届を提出しましょう。
〇登山届とは？
① 登山者の氏名・年齢・連絡先・予定登山ルート・装備等を記入し提出します。
② 登山計画を見直すことができるため、遭難防止に役立ちます。
〇作成・提出の方法
北海道警察ホームページで作成・提出できるほか、様式を印刷し、必要事項
を記載の上、近くの交番・駐在所、警察署等へ郵送、ＦＡＸ等で提出します。
〇登山前のチェック事項
① エスケープルート（万一の時の逃げ道）は考えていますか。
② 気象情報を入手する手段はありますか。
（ラジオなど）
③ 応急措置のための知識と医療薬・器具は整えましたか。
④ 雪山に関する知識・心構えと装備は整えましたか。（雪崩ビーコンなど）
⑤ 緊急時の連絡手段は用意しましたか。
（携帯電話・無線など）
⑥ 過去の事故を確認しましたか。
⑦ 山岳保険への加入について検討されましたか。
■お問い合わせ
北海道総務部危機対策局危機対策課危機管理係 電話 011-204-5014

北海道では、物価の安定を維持し、道民生活の安定と向上を図るため、消費生
活モニターによる価格調査や状況調査等を行い、取りまとめた結果を公表してい
ます。
つきましては、秩父別町においても次のとおり、令和４年度の消費生活モニタ
―を募集しますので、興味のある方は、どうぞお気軽にご応募ください。

【応募資格】
（１） 秩父別町にお住まいの満 20 歳以上の方であって、日常生活のため地域
の商品及びサービスの購入を継続して行っている方。
（２） 原則として、北海道が主催する消費生活モニター研修会及び消費生活地
域協議会に出席できる方。
（３） １年を通して継続できる方。（令和４年 4 月１日～令和５年３月 31 日）

【モニターの主な業務】
（１）
（２）
（３）
（４）

生活必需品の価格および出回り状況の月例調査（毎月１回）
商品及びサービスの表示等についての調査（年４回程度）
アンケートに回答（年１～２回程度）
その他必要に応じ意見等の提出

【募集人員】
１名（応募者が多い場合は選考します。
）

【謝礼金等（予定額）】
月額 1,600 円 年額 19,200 円 ※調査実績による。
北海道が主催する研修会の出席に要する費用 ※北海道の規定による。
（価格調査等に係る交通費の支給はありません。）

【応募方法】
所定の申込書に必要事項を記載の上、下記までご提出ください。
（郵送・ＦＡＸ・メール・持参いずれも可。町ホームページと産業課窓口
に申込書を設置しています。
）

【申込締切】
令和４年２月 22 日（火）
■お問い合わせ・提出先
役場産業課商工係 電話

0164-33-2111（内線 62）
【 裏面もご覧ください 】

日曜・休日当番医
日付

外科・内科

2 月 11 日(金・祝)

2 月 13 日(日)

2 月 20 日(日)

木村きよし歯科

深川市あけぼの町 1-1

深川市 4-14-6

電話 0164-23-3511

電話 0164-23-3886

深川市立病院

多比良歯科医院

深川市 6-6-1

砂川市東 7 条南 5 丁目 19 番

電話 0164-22-1101

電話 0125-54-3510

深川市立病院

メープル歯科

深川市 6-6-1

滝川市東町５丁目 8-36

電話 0164-22-1101

電話 0125-24-5800

担当医：代田

剛

深川市 6-6-1

電話 0164-22-1101

2 月 27 日(日)

歯科

深川第一病院

深川市立病院
2 月 23 日(水・祝)

◆■◆■◆ 今月の新刊(図書館だより増刊号) ◆■◆■◆

もじり歯科クリニック
赤平市茂尻本町 3-2

電話 0125-32-1181

深川市立病院

新十津川パンダ歯科

深川市 6-6-1

新十津川町中央 309-1

電話 0164-22-1101

電話 0125-76-3202

◆休日当番医の診療時間
〇外科・内科：診療時間は各医療機関にお問い合わせください。
〇歯
科：午前 9 時から正午まで
◆夜間の急病の場合は、初めに下記までお問い合わせください。
〇夜間急病センター（深川市立病院内） 電話 0164-22-4100

新型コロナウイルス感染症についての相談窓口
・深川保健所

（ＴＥＬ）0164-22-1421

（平日

8：45～17：30）

・北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター
（ＴＥＬ）0120-501-507

（24 時間常時開設）※フリーダイヤル

『ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ』
福島あつし 著/青幻舎
突然独居老人たちと関わることになった著者。初め
は老人たちの暮らしぶりを直視できず距離を置いてい
たが、いつしか年の離れた友人のように彼らの家を訪
ねて撮影を重ねていった。ある若者が「写真家」にな
るまでの 10 年にわたる記録。

≪実用書≫
〇恐竜学者は止まらない！（田中康平）
〇おうちメンタルケア入門（ﾍﾞｽﾄｸﾘﾆｯｸ）
〇どうやら僕の日常生活は
まちがっている（岩井勇気）
〇ぼくたちの場所（たまねぎ）
≪児童書≫
〇資料室の日曜日
ミイラとハロウィン（村上しいこ）
〇ノラネコぐんだんラーメンやさん
（工藤ノリコ）

≪文学≫
〇ボーダーライト（今野敏）
〇転がる検事に苔むさず（直島翔）
〇海をあげる（上間陽子）
〇九十八歳。戦いやまず
日は暮れず（佐藤愛子）
〇人生が一度めちゃめちゃになっ
たアルコール依存症ＯＬの話
（かどなしまる）

◆２月の本の展示会情報◆
一般書展示コーナーでは「原作はコレだ！！～映画化された本たち」、児童書
展示コーナーでは「ベストフレンズ」、ホールでは「BOOK OF THE YEAR
2021」をテーマとした図書を展示しておりますので、ぜひご来館ください。

町内行事予定
日
２月 16 日（水）

行

２月

事

場

所

時

間

まるごと元気運動教室

スポーツセンター

17 日（木）

ふれあい・いきいき広場

福祉センター

10：00～

9：30～

20 日（日）

観光協会花火

ﾍﾞﾙﾊﾟｰｸｷｬﾝﾌﾟ場

18：00～

22 日（火）

巡回無料法律相談

役場

13：30～

25 日（金）

まるごと元気運動教室

スポーツセンター

ちっぷ・ゆう＆ゆ入館料半額の日

ちっぷ・ゆう＆ゆ

26 日（土）

おはなしコンサート

図書館

27 日（日）

マイナンバーカード休日窓口設置

役場

9：30～
13：00～
9：00～

※行事は都合で変更することがあります。
次号は、２月 25 日（金）に発行します。

