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詳細  企業立地課 ☎ 381-1087
対談の詳細は市ホームページで公開中です。

株式会社  電制
本社所在地：工栄町 8-13
従業員数：97 名 （H30.1 月現在）
主な事業：電力監視制御装置、上下水道監
視制御装置、学校暖房遠隔監視制御システ
ム、福祉・医療・健康機器、などの開発。

三好市長 トップ対談 検索

▼

事業者向けの大型設備の組み立て。電気や水道など
のライフラインを支える重要な設備が作られます。

▼

目に光を当てて、眠気を誘うホルモンの分泌を抑え
る器具「ルーチェグラス」を体験する三好市長。

事業者向け電力設備、電気式人工喉頭「ユアトーン」などの開発を行って
いる株式会社  電制の田上社長にインタビューしました。

田上社長　当社は、電力設備等産業
用機器の開発を起点に、上下水道の
監視装置や学校暖房の遠隔制御シ
ステムなどの開発を行う会社です。
道内一円で営業活動をしていますの
で、北海道の交通の中心にある江別
市は立地場所として道内随一です。
都市近郊でありながら、空港がある
千歳や札幌、旭川などの都市にも近
く、道央交通の要所であることが魅
力です。
三好市長　電力設備以外にも、電気
式人工喉頭「ユアトーン」やウェア
ラブル型の体内時計調節器「ルー
チェグラス」など、福祉機器や医療・
健康機器の開発もされていますね。
田上社長　はい。事業者向けの商品
は、絶対的な品質と信頼を作りあげ
ることが目的でしたが、福祉機器は
ユーザーの生の声を聞いて開発する
ことが大切です。いろいろな評価や
好みを聞きとり、ユーザーに喜んでも
らえる製品を開発することで、本当に

「人に優しい製品」を作りたいと考え
ています。
三好市長　そのような「ものづくり」
には、優秀な人材の確保が重要にな
ると思います。江別市でも学生の地
域定着や、住宅取得支援により、子

育て中の家族にも、江別を選んでも
らえるような政策を進めています。
田上社長　企業としても、いい会社
づくりをすれば人材が集まると思って
います。江別市も、ベッドタウンとし
てではなく、北海道の中心的な存在
として、まちの魅力を発信してほしい
です。また、工業団地内の緑地を公
園のようにしてベンチを置く、工業会
館付近へバス停を設置することなど
により、環境の整った工業団地として
ＰＲにつながると思います。
三好市長　一度、みなさんで工業団
地の環境整備について議論をしては
いかがでしょう。工業団地が発展す
れば、江別が発展します。一緒に取
り組みましょう。
田上社長　我々も頑張ってまいりま
す。
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みんなの広場

市  内  団  体

冬のフリーマーケット出店者募集	

日時：3/25 ㈰ 11:00 ～ 15:00　会場：市民
会館ホワイエ・小ホール　対象：アマチュ
アに限る　申込・詳細：日本リサイクルネッ
トワークえべつ☎・FA X 385-2917

春休み　小学生水泳教室	

　お子さんのレベルに合わせて指導しま
す。日時：4/1 ㈰～ 4/3 ㈫ 10:15 ～ 11:45  
会場：青年センター温水プール　定員：小
学生 30 名（3 月現在・
先着）　受講料：3,000 円

（入館料・保険料含む）
申込：3/7 ㈬ 8 時から、
参加者名（ふりがな）・
性別・学校名・学年・住所・電話番号・
保護者名を記載の上、メールで。E-mail=
ebetsuswim@yahoo.co.jp　詳細：江別水
泳協会事務局 ☎ 090-2813-0450
※電話での申し込み、青年センターへのお
問い合わせはご遠慮ください。

「酪農学園における通信制農業			
教育の歴史」をたどる

　酪農学園がかつて行っていた通信制の農
業教育の歴史を、音と映像とともにたどり
ます。お気軽にどうぞ。　日時：3/17 ㈯
10:00 ～ 11:30　会場：野幌公民館　定員：
先着 30 名　講師：江別生涯学習インスト
ラクターの会会員 十倉 宏さん　申込・詳
細：3/15 ㈭までに江別生涯学習インスト
ラクターの会（松山） ☎・FA X 383-5751（留
守電に名前と電話番号を。FAX も可）へ

公  共  機  関  など

ご存じですか？無期転換ルール	

　無期転換ルールとは、平成 25 年 4 月 1
日以降に有期労働契約が反復更新されて通
算 5 年を超えたときは、労働者の申し込
みにより、期間の定めのない労働契約（無
期労働契約）に転換できるルールです。
詳細：北海道労働局雇用環境・均等部指導
課☎ 709-2715（直通）

YOSAKOI ソーラン祭り
市民審査員募集

　YOSAKOI ソーラン祭りで、チームの演
舞を審査する「市民審査員」を募集します。
日程：6/9 ㈯、10 ㈰のいずれか 1 日　会場：
札幌市中央区（大通公園周辺）  募集人数：
約 110 名（応募多数の場合は抽選）※応
募条件はホームページ参照　申込・詳細：
4/20 ㈮（必着）までに YOSAKOI ソーラン
祭り公式ホームページ http://www.yosako
i-soran.jp/ の応募フォームより申し込み、
または実行委員会に連絡のうえ応募用紙を
取り寄せ、FAX または郵送。YOSAKOI ソー
ラン祭り実行委員会  ☎ 231-4351

※ 5 月 7 日以降の行事（申込期限含む）が対象。
※紙面の都合上、掲載できない場合もあります。

5 月号の掲載依頼は 3月 20日㈫まで

 FA X 233-4351  E-mail=shinsa@yosakoi-so
ran.jp 

自動車税の住所変更をお忘れなく	
　自動車税は、4 月 1 日現在の登録に基づ
いて課税される税金です。
▶次の場合は、運輸支局で登録手続きが
必要です。

・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登  
　録）
　平成 30 年度の自動車税
納税通知書を確実にお届け
するために、3 月中に手続
きをお願いします。
▶変更登録が間に合わないときは…
　札幌道税事務所にご連絡いただくか、
道税ホームページから自動車税の住所変
更手続きをしてください。詳細：札幌道
税事務所自動車税部 ☎ 746-1197
HP=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/
zim/address/index.htm

無	料

　満 18 歳未満のお子さんにスマートフォンを利用させる場合は、保護者の方は次の点
に注意してください。
①適切にインターネットを利用させる
　トラブルや事件に巻き込まれないよう、スマートフォンの使い方などインターネット
に関する知識、情報モラルやコミュニケーション能力を親子で身につける事が重要です。
②家庭のルールを作る
　適切な生活習慣が身につけられるように、お子さんと一緒に話し合い、我が家のルー
ルを作りましょう。「利用時間は 9 時まで」など、ルールは具体的に決めましょう。
③フィルタリングなどを設定する
　「フィルタリング」は、知識が十分でないお子さんが不用意に違法・有害サイトにア
クセスしないよう制限する機能です。子どもたちが事件・事故に巻き込まれないために

「フィルタリング」を必ず設定してください。

【問い合わせ】
総務省北海道総合通信局 
情報通信部電気通信事業課
☎ 709-2311（内線 4704） 総務省ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ事例集 検索

　実際に起きたトラブル事例をもとに、予防法と対策法
をまとめた「インターネットトラブル事例集（平成 29
年度版）」がダウンロードできます。ぜひ、活用ください。

　保護者の方へ
    お子様が安心安全にスマートフォンを利用するために

春のあんしんネット、新学期一斉行動
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