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第43回そうべつりんごまつり
昨年度は台風で中止となったりんごまつり

が、10月6日㈰に立香の特設会場（長流川河

川敷）にて開催されました。

快晴に恵まれた今年は、町内外から来られ

たたくさんの方でにぎわい、りんごの詰め放

題やステージイベントを楽しみました。
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プレミアム付商品券の購入引換券交付申請はお早めに
消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするために、住民

税が課税されていない方や子育て世帯向けに壮瞥町プレミアム付商品券を販売しています。

① 住民税非課税者分《申請が必要です》

対　象　者 2019（平成31）年度の住民税（均等割）が課税されていない方

※住民税（均等割）が課税されている方に扶養されている方（生計を一にする配偶

者、扶養親族等）、生活保護受給者などは対象となりません。

※対象となる可能性のある方に申請書を送付しておりますが、申請書の提出を受

けて町が審査した結果、対象とならない場合もございますので、ご了承ください。

申請期限 2020（令和2）年2月19日㈬〔必着〕

■申請から購入引換券の交付までには一定の期間（最大1カ月程度）を要しますので、申請はお早めにお願いします。

■申請期限間近に申請した場合は、購入及び使用可能期間が数日となりますので、ご注意ください。

■申請をして購入引換券が届いても商品券を購入しなくても良いので、購入を迷われている方は申請しておくこと

をお勧めします。

販 売 単 位 １セット5,000円分（500円券×10枚）を4,000円で販売

（おひとりにつき、5セットまで購入できます。）

② 子育て世帯分《申請は不要です》

対　象　者 2016（平成28）年4月2日から2019（令和元）年9月30日までに生まれたお子さまがい

る世帯の世帯主

販 売 単 位 １セット5,000円分（500円券×10枚）を4,000円で販売

（お子さまおひとりにつき、5セットまで購入できます。）

①と②のどちらにも該当する方は、両方の立場で商品券を購入できます

販 売 期 限 2020（令和2）年2月28日㈮

【販売場所】伊達信用金庫壮瞥支店

使用可能期限 2020（令和2）年2月29日㈯

■販売期限の翌日が使用可能期限となっておりますので、商品券の使い残しがないよう、計画的

な購入・使用をお願いします。

■使用可能期限を過ぎた商品券は無効となりますので、ご注意ください。

壮瞥町プレミアム付商品券をご利用いただける店舗

内閣府プレミアム付
商品券

キャラクター
「カクニャン」

【申請書提出先】 壮瞥町役場住民福祉課窓口
【お問い合わせ先】 壮瞥町役場住民福祉課社会福祉係（☎0142-66-2340）

昭和新山熊牧場
ばんけい温泉湯人家
小林理容所
ビューティサロンクドウ
壮運商事㈲
レークサイド新山ＳＳ
㈲田渕自動車興業
㈱光工作所自動車整備工場
㈱出田建設
㈱堀口電気商会
増井電機商会

㈲堀口水道
㈱壮匠建設
ドリームハウスカトウ
ファミリーファッションたなべ
ショップインふじかわ
フレンドショップトミタ
農産物直売所サムズ
飲み喰い処ひさご
鮨食堂壮竜
レストランおおでら
前田フラワーセンター

取扱店舗名

北海道エナジティック㈱壮瞥出張所
石井理容院
セイコーマートふじさわ
ＪＡとうや湖Ａマート壮瞥店
ＪＡとうや湖壮瞥生産資材センター
ＪＡとうや湖壮瞥給油所
久保内新聞販売所
サツドラ有珠山ロープウェイ店
ピッパラの森
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町政懇談会開催のお知らせ

困り事や不安を抱えている人を支援します。

ご相談内容

2015年4月から「生活困窮者自立支援法」が施行されました。

これにより、生活保護を受給されていない方で、「経済的な問題」、「仕事や家族に関する悩

みや「誰に相談すればよいか分からない悩み」を抱えている人のご相談をお受けする総合相

談窓口「生活就労サポートセンターいぶり」が開設され支援サービスがスタートしています。

（胆振総合振興局からの委託事業です。）

ご相談は相談者専用フリーダイヤルにお電話してください。

相談員がご希望の日時、場所にお伺いしてお話をお聞きします。

【お問い合わせ先】生活就労サポートセンターいぶり

運営団体：特定非営利活動法人ワーカーズコープ　室蘭事業所

〒051-0011 室蘭市中央町3-5-13 SK室蘭中央ビル6階

相談者専用フリーダイヤル：0120-09-0783
☎0143-83-7355 FAX0143-83-7123

メール iburi-soudan@roukyou.gr.jp

住むところに困っている、どこに相談すればよいか分からない、

仕事がなかなか決まらない、子どものひきこもりが心配、借金が多くて悩んでいる、

生活費に困っている、働いたことがなく心配、子どもの学習が心配　など

相談者専用フリーダイヤル

0120-09-0783

今年度の町政懇談会を次のとおり開催しますので皆様の積極的なご参加をお待ち

しております。

■議題

⑴第５次壮瞥町まちづくり総合計画について

⑵その他地域の要望等について

※町長の公務状況で急遽、日程を変更することもありますので、あらかじめご了承願います。

※各会場の対象自治会は設定しておりませんので、ご都合に合わせてご参加願いま す。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

日　付 会　場 時　間

11月25日(月) 仲洞爺公民館 18:30～20:00
11月29日(金) 壮瞥町研修センター 18:30～20:00
12月03日(火) 蟠渓ふれあいセンター 14:30～16:00
12月03日(火) 壮瞥町役場(大会議室) 18:30～20:00
12月04日(水) 壮瞥温泉団地集会所 18:30～20:00
12月05日(木) 久保内改善センター 18:30～20:00
12月06日(金) 幸内会館 18:30～20:00

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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●一般会計　歳入
歳入総額は42億7,495万円で、前年

度と比較すると3億825万円の増額とな

りました。

主な増加要因としては、基金の統廃

合に伴う繰入金の増加（3億383万円）、

国庫支出金で災害復旧費の増加(1億

2,361万円）が挙げられます。

自主財源である町税は前年度と比べ

て1,324万円（3.2%）の減少。地方交

付税と地方交付税の実質的な振替財源

である臨時財政対策債の総額は7,915万

円（4.3%）減の17億6,161万円となり

ました。

●一般会計　歳出
歳出総額は41億7,191万円で、前年

度と比較すると3億3,369万円の増額と

なりました。

性質別に比較すると、除排雪業務委

託料（3,738万円）の区分が変更になっ

たこと等により投資的経費が2,626万円

減額、維持補修費が3,242万円増額とな

りました。補助費等は西胆振行政事務

組合消防負担金で3,722万円の減少、道

職員派遣交流負担金で979万円の減少

等により、5,055万円の減額となりまし

た。

また、積立金は基金の統廃合に伴う

公共施設等整備基金への積み立て等に

より、3億4,809万円の増額となりまし

た。公債費は借入額が大きい平成26年

度臨時財政対策債（借入額：1億1,896

万円）の償還が始まったこと等により、

511万円の増額となりました。

壮瞥町では、町民の皆さんが納めた税金や国・道からの補助金、町債（借入金）などを財源として、さまざまな

事業を実施しました。

令和元年第3回定例議会において、平成30年度決算が認定されましたので、決算の概要についてお知らせします。

まちの財政状況　平成30年度決算

歳出総額は 54億2,418万円
前年度比5.3%の増（2億7,518万円増）

（※一般会計・特別会計合計）

※百分率の算出にあたっては、小数点第1位を四捨五入し、整数

表示としているため、その和は必ずしも100%に一致しません。

歳入決算額　

42億7,495万円
（前年度比7.8%の増）

町税
3億9,942万円

9%

地方交付税
16億8,239万円

39%

国・道支出金
8億3,218万円

20%

町債
2億4,989万円

6%

繰入金
5億7,010万円

13%

町税
3億9,942万円

9%

地方交付税
16億8,239万円

39%

国・道支出金
8億3,218万円

20%

町債
2億4,989万円

6%

繰入金
5億7,010万円

13%

その他
5億4,097万円

13%

人件費
6億8,261万円

16%

物件費
5億1,033万円

12%

維持補修費
1億1,881万円

3%

補助費等
4億1,098万円

10%
投資的経費

8億8,881万円
21%

公債費
5億2,838万円

13%

繰出金
3億3,786万円

8%

積立金
4億9,127万円

12%

扶助費等
2億286万円

5%

歳出決算額　

41億7,191万円
（前年度比8.7%の増）

人件費
6億8,261万円

16%

物件費
5億1,033万円

12%

維持補修費
1億1,881万円

3%

補助費等
4億1,098万円

10%
投資的経費

8億8,881万円
21%

公債費
5億2,838万円

13%

繰出金
3億3,786万円

8%

積立金
4億9,127万円

12%

扶助費等
2億286万円

5%
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●特別会計の決算

●基金残高の状況（※基金は家庭での貯金にあたるものです）

特定目的基金の国際交流基金や国鉄胆振線代替基金等では、例年どおり各事業にかかる経費分

の繰り入れを行いました。また、財政調整基金は、前年度に比べて5,577万円の減となり、基金全

体としては7,649万円（4.1%）の減となりました。

●地方債残高の状況（※地方債は家庭での借金にあたるものです）

地方債残高は35億9,407万円となり、前年度末に比べて2億4,848万円（6.5%）の減となりまし

た。平成21年度をもって大型事業が終了し、以降の地方債の発行を抑えたこともあり、地方債残

高は減少傾向にあります。

●平成30年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について
健全化判断比率とは、まちの財政状況の健全度を示す指標で、毎年度の決算について、その比

率を議会に報告するとともに、公表することが義務づけられています。

本町では、基準値を超える項目はなく、財政状況は健全であると言えますが、今後も引き続き

無駄のない財政運営に努め、一層の財政健全化に取り組んでいきます。

健全化判断比率 資金不足比率

0

5

10

15

20

25

Ｈ26末 Ｈ27末 Ｈ28末 Ｈ29末 Ｈ30末 R1末見込

17.7
16.2

20.5 20.7 19.6 18.5

億円

基金残高の推移

0

10

20

30

40

50

43.2 42.7 40.7 38.4

億円

Ｈ26末 Ｈ27末 Ｈ28末 Ｈ30末Ｈ29末

36.235.9

R1末見込

地方債残高の推移

会　計　名 歳　入 歳　出 差引額

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

簡 易 水 道 事 業

集 落 排 水 事 業

4億4,357万円 4億3,086万円 1,271万円

4,768万円 4,698万円 70万円

3億7,187万円 3億5,544万円 1,643万円

2億1,702万円 2億1,657万円 45万円

2億0,277万円 2億0,243万円 34万円

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

国 際 交 流 基 金

国鉄胆振線代替基金

その他特定目的基金

備荒資金組合納付金

合　　計

3億9,076万円

4,188万円

3億3,128万円

9,420万円

4億6,216万円

4億4,824万円

17億6,852万円

35億9,407万円

区　　分 平成30年度末

公営住宅建設事業債

過 疎 対 策 事 業 債

臨 時 財 政 対 策 債

そ の 他

合　　計

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

簡易水道事業
特別会計

集落排水事業
特別会計

資金不足
なし
資金不足
なし

赤字なし 15.0% 20.0%

赤字なし 20.0% 30.0%

12.6% 25.0% 35.0%

00.3% 350.0%

20.0%

20.0%

9億2,346万円

9億7,436万円

13億3,203万円

3億6,422万円

区　　分 平成30年度末

壮瞥町 早期健全化基準 財政再生基準 壮瞥町 早期健全化基準
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気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ 噴火警戒レベル

日本には現在111の活火山があります。気象庁ではその中の50火山で火山活動を24時間体制で常時観測・

監視しています。北海道には９つの常時観測火山があって、胆振地方には有珠山・樽前山・倶多楽の3火山が

あり噴火警戒レベルが運用されています。

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じた「警戒が必要な範囲」を踏まえて、主に火山周辺の防災機関

や住民等の「とるべき行動」を5段階に区分して、噴火警報や噴火予報に付して発表します。各レベルの「キ

ーワード」と「とるべき行動」は以下のとおりです。

噴火警戒レベルは火山によって運用が異なる部分があるので、近くの火山や訪れる予定の火山の情報を気象

庁ホームページなどで確認してください。また、火山に登山する際には、避難場所やルートの確認のほか、入

山届や登山計画書を提出するようにしてください。

ところで、火山が噴火すると火山灰が降ります（降灰）。噴火の規模によっては火山の近くだけではなく遠

く離れた地域にも火山灰が降ることがあります。気象庁では噴火の際に降灰予報を発表して、降灰の範囲や降

灰の始まる時間、降灰量などをお知らせしますので降灰予報を確認して、火山灰の影響を受けないようにゴー

グルやマスクによる防護、外出を控えるなどの行動をとってください。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおりＪアラートの情報伝達訓練（試験放送）を行います。
皆様への情報伝達体制に万全を期するためですので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
当日、防災行政無線から放送される内容は次のとおりです。

Jアラートの情報伝達訓練を行います
令和元年12月4日㈬の11:00ころ

放　送　内　容

♪上りチャイム音
「こちらは、ぼうさいそうべつです。」
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
♪下りチャイム音

注）・壮瞥町以外の地域でも、全国で様々な情報伝達手段で試験が実施されます。
・災害の発生状況、気象状況等によっては、試験を中止する場合があります。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

レベル5

レベル4

レベル3

レベル2

レベル1

避難

避難準備

入山規制

火口周辺規制

活火山である
ことに留意

噴火に伴い危険となる居住地域からの避難

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性が高まっている状況なので、
警戒が必要な地域では避難の準備、要避難者など避難に時間のかかる方は
事前の避難

登山の禁止や入山規制が取られますが、居住地域では通常の生活ができま
す。ただし避難に時間のかかる方は避難の準備

火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生や、噴火が予想される場合に火口周辺
への立入規制が取られますが、居住地域では通常の生活ができます

火山活動は静穏な状態ですが、活火山であることに留意
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こちらは地域おこし協力隊が「今」どんなことを感じ、どんなことに取り組

んでいるのか？をお伝えするコーナーです。

「長友加也（ながともかや）」が作っていきます。

「子育てをしやすい町を目指して」

地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!

冬が近いなあと思うほどに朝晩冷え込むようになりましたが、皆さん体調は崩されていませんか。

本州では台風19号によって大きな被害が出ていることがニュースになっています。毎年「歴史的な

災害」と聞くようになり「明日は我が身」という思いです。どんなことが起きてもおかしくないんだ

と、個人だけでなく地域での減災活動も今後は必要だと感じています。これからは冬の対策を考える

時期ですが、皆さんはどのような対策を考えていますか？そんなことも地域の方と話せるようになり

たいです。

移住後、3度目の冬を迎えようとしています。私の取り組む事業も少しずつ進展し、古民家を改装

してヨガ教室を開いたり、本業である美容整体業では、新たに妊婦さんの体のケアも始めました。

私は北海道へ移住する前、横浜市で自宅サロンを運営し、女性の産前産後のケアと子供整体を中心

に行っていました。西胆振地域をリサーチしてみると「美容整体」や「産後ケア」のような専門性の

高いサロンはあまりないようなので、ニーズもあるのではないかと思っています。また、壮瞥町で出

産や子育てをする際に、こういっ

たサロンがあると移住促進の上で

も良いPRに繋がるのではないかと

思います。

「壮瞥町は出産・育児をしやす

い町！」にどうしたら近づいてい

けるのか？を今後も考えて実施し

ていきたいなと思っています。

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(14)

SUOMEN KIELI （フィンランド語）

Moi! 今回はフィンランド語についてです。
フィンランドの公用語はフィンランド語とスウェーデン語で、国民の95％ほどがフ
ィンランド語を母国語としています。
「悪魔の言葉」とも呼ばれるほど文法が難しいことで知られているフィンランド語

ですが、かわいい響きの単語もあり、日本でもお店の名前等に使われています。オー
ロラだよりの初めのMoi! は「やぁ！」といったニュアンスで日常的に使うカジュアルな挨拶です。2度繰

り返してMoi moiにすると「ばいばい！またね！」という意味になります。
私は、ほとんどフィンランド語が話せない状態で留学しました。伝えたいことが胸の中ではあふれ

ているのに語学力がないために伝えられないもどかしさを何度も味わいました。しかし、授業につい
ていかなければいけない、もっと友達のことを理解したい、おしゃべりしたい、という想いがモチベ
ーションになって必死で勉強しました。クラスメートや先生、ホストファミリーが根気強く話してく
れたおかげで、初めはちんぷんかんぷんだった授業も今では何とか80％くらいは理解できるようにな
りました。
ではまた次号で！Moi moi！

ヨガ教室の様子。町外の方も訪れて
います

妊婦さんの体のメンテナンスを行う
様子
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壮瞥町防災キャンプ・1日防災学校

9月18日㈬、壮瞥小学校を会場に防災キャンプを開

催し、町内外から22名にご参加いただきました。平

成27年から4年振りの開催となった今回は、壮瞥小学

校で実施する1日防災学校と共催で実施しました。
壮瞥町防災学識アドバイザーの岡田弘先生から有

珠山噴火に対する備えや日本赤十字北海道看護大学

看護薬理学領域教授災害対策教育センター長の根本

昌宏先生から避難所の設置、運営などについて児童

や保護者と一緒に学ぶ貴重な機会となりました。ま
た、室蘭地方気象台や陸上自衛隊第7師団第71戦車連

隊第2戦車中隊のご協力に加え、昼食では、壮瞥町赤十字奉仕団が作ったカレーと壮瞥町が備蓄し
ているアルファ米を食べ、食器を洗わないよう皿にラップをかけることも体験し、たくさんの方々

の協力のもと災害における心構えや普段からの準備、避難所生活で必要なことを学べました。
9月13日㈮には事前研修会として、岡田先生からの講話や根本先生からこれまでの避難所での体

験談や段ボールベッドの設置や活用方法について学びました。

環境大臣政務官　八木哲也衆議院議員をお迎えし
昭和新山と火山の共生についてご説明いたしました

9月28日㈯に国立公園記念式典で来町された八木政

務官を田鍋町長と三松商工観光課長でお迎えし、火山

との共生や減災文化と人の関わりについてご説明をし
ました。
「火山災害は防ぐことはできませんが、学習し行動

することにより減らすことができる。先人の教えに学

び保護し自然に向き合うことを通じて命を繋いできた
のが壮瞥町です。」との説明に政務官は深く感じ入っ
たご様子でした。

三松三朗さんが環境大臣表彰を受賞されました

9月28日㈯に洞爺湖文化センターで開催された支

笏洞爺国立公園指定70周年記念シンポジウムの冒

頭、全国の26個人・1団体が環境大臣表彰を受けま
した。当町からは三松三朗さんが自然公園関係功労

者環境大臣表彰を受け、先代の三松正夫さんに次い
で親子二代での受賞となりました。三松さんは全国

の受賞者を代表して謝辞を述べられ、「次の世代に
受け継いで行きたい」と、その思いを語られました。
ご受賞おめでとうございます。
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令和元年度
第4回地遊スポフルーツマラソン大会

9月29日㈰山美湖周辺でNPO法人そうべつ地遊スポーツ
クラブ主催のフルーツマラソン大会が開催されました。大

会には壮瞥町だけなく、北湘南サッカースクールの選手や
その保護者、遠くは千歳市のマラソンチームの児童など約

150名が参加しました。当日はあいにくの雨天で、スター
トを1時間遅らせましたが、参加者は力強い走りを見せて
いました。ゴール後には壮瞥町の秋の味覚フルーツをたく
さん味わい疲れた身体を癒やしていました。
▼フルーツマラソン大会結果　各学年1位のみ

【男子】

小1（3㎞） 阿部　聖也 （伊達小） 14分22秒

小2（3㎞） 齋藤和久心 （伊達東小） 12分49秒

小3（3㎞） 加藤　幸人 （壮小） 12分40秒

小4（5㎞） 渡邉　　燎 （伊達東小） 22分36秒

小5（5㎞） 安藤晴之介 （壮小） 20分59秒

小6（5㎞） 平井　真太 （壮小） 20分59秒

7㎞コース 蛯澤　はる （伊達中） 30分8秒

【女子】

小1（3㎞） 武田　梓沙 （千歳北陽小） 14分26秒

小2（3㎞） 酒井　美羽 （伊達西小） 14分39秒

小3（3㎞） 福井　梨央 （千歳末広小） 11分53秒

小4（5㎞） 武田　琴葉 （千歳北陽小） 21分59秒

小5（5㎞） 久保ひより （千歳北栄小） 21分25秒

小6（5㎞） 木田美緒莉 （千歳第２小） 20分21秒

7㎞コース 白井　ゆら （伊達中） 31分28秒

剣紫杯準優勝 中体連新人戦男子団体3位 中体連新人戦個人3位

剣道大会結果

剣紫杯剣道大会準優勝

9月29日㈰、第19回札幌大学剣紫杯剣道大会が札幌大学第一体育館で行われました。この大会は札幌大

学出身の剣道指導者が指導する小学生の大会で、団体戦は22チームの参加がありました。壮瞥竹友会チー
ム（池田拓未君（6年）、金子心春さん（5年）、阿野昴琉君（5年）、小田竜太郎君（5年）、松浦遼河君（6

年））は一丸となって順調に決勝戦まで勝ち進みましたが、惜しくも敗れ準優勝という結果でした。個人戦

は45名が参加し、小田竜太郎君（5年）が準々決勝まで勝ち進みましたが、延長戦の末、惜しい技もありま
したが、面を取られ敗退。指導者からは「この悔しさを忘れず、次に生かしてほしい」とのコメントがあ
りました。
中体連新人戦活躍

10月12日㈯、苫小牧市川沿公園体育館にて開催された、令和元年度胆振日高中学校新人剣道大会男子団

体戦の部において、壮瞥中学校（和田優君（1年）、金子祐大君（1年）、阿野雄理君（1年）、金子椋祐君

（2年））が第三位に入賞しました。また、男子個人戦の部で金子祐大君が、相手に臆することなく果敢な攻

めを発揮し第三位、女子個人戦の部で小田陽夏子さん（2年）がスピードを活かした鋭い攻めを発揮し第三

位に入賞しました。壮瞥中学校の皆さんの今後のさらなる活躍が期待されるところです
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そうべつ演歌祭り!! 小金沢昇司・石原詢子歌謡コンサート

10月5日㈯、壮瞥町地域交流センター山美湖にて、運営ボ
ランティア実行委員会事業第1弾となる「そうべつ演歌祭

り！！小金沢昇司・石原詢子歌謡コンサート」が昼の部

14:00から、夜の部18:00から開催されました。
出演された2人はデビューして30年以上のベテラン歌手で、

小金沢昇司さんは、北島ファミリーでも知られており、「北

の三代目」、「ありがとう…感謝」などのヒット曲を熱唱。石
原詢子さんも「みれん酒」や詩吟を披露し会場を盛り上げま
した。また、2人でデュエットソング「居酒屋」を歌うなど
して昼の部、夜の部来場した約250名の皆さんが「そうべつ
演歌祭り」を楽しみました。

★学校行事スナップ★

200名を超える方々にご来場いただ

き、大切に育てた野菜や果物などのほ

かにも、トマトジュースや食パンとい

った加工品も大人気でした。

9月15日　壮高収穫祭

接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました接客も笑顔で頑張りました
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9月14日　壮中学校祭 10月12日　壮小学芸会
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　88 号

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会
洞爺湖町役場内

（☎0142-74-3015）

「噴火」というと、まず最初に「噴煙」を思い浮かべる方が多いと思います。しかし火山の噴火では、

噴煙が上がるだけでなく、様々な現象が起こります。有珠山は1663年以降、8回の噴火活動があったと言

われていますが、具体的にどのようなことが起こっていたのでしょうか？

今回は、今までの有珠山噴火で起きた典型的な噴火現象について、順を追ってご紹介します。

マグマが地下から上がってくる時に発生する地

震が続いた後、爆発的に噴煙を上げて、広範囲に
噴出物を放出します。
1977年の噴火のような、噴煙を高く上げる噴火

を「プリニー式噴火」と言います。

その後、溶岩が地面を盛り上げ、大有珠のよう
な「溶岩ドーム」が形成されます。有珠山では、
8回の噴火のうち、この①②③のパターンが3回あ
りました。

その後、ガスと噴出物が高速で山を流れ下る
「火砕流」が発生します。噴火活動の中では最も人
的被害の大きい現象で、1822年の噴火では、約

100名がこの火砕流で亡くなりました。
※火砕流の発生要因については、次回詳しくご紹

介します。

山頂噴火の場合の危険区域予測図や、想定さ
れる現象が掲載されています。市・町の窓口

や、洞爺湖有珠山ジオパークのホームページ
からもダウンロードできます。

①地震の後、噴煙が上がる

防災マップを確認しよう③その後、溶岩ドームができる

②高速で流れ下る火砕流が発生する

有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？有珠山の「噴火」ってどんな現象？

大有珠

火砕流

➡

➡
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Episord／
「待ちに待った春。逆さまになった梅と中島もやっぱり素敵だと思いました。」
Comment／
「アイデアが最高！そうきたか！」
「水の中に閉じ込められたみたいで、すごくキレイ！」

今年で3回目の開催となったそうきたか！そうべつフォトコン

テストは、令和元年7月〜9月末までの応募期間に、42名の方々から
100点を超える多くの作品をご応募いただきました。

10月15日㈫に、町民有志（そうきたか！そうべつひろめ隊など）に

よる審査会を行い、入賞作品を決定しました。
写真をとおして、皆様にも改めて壮瞥町のそうきたか！な風景や

何気ない田舎の日常が伝われば幸いです。

入賞した作品は、ホームページで全てご紹介しておりますの
で、ぜひご覧ください。

！フォトコンテスト入選結果決まる！

フォトコンテスト結果
（URL）

https://www.town.sobetu.lg.jp/
shinchaku/2019/10/post-242.html
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Episord／
「北海道にオーロラ？？フィンランドとは友好都市で、国際
交流の深い壮瞥町ならではの光景でしょうか？」
Comment／
「昭和新山に全ての運気が吸い寄せられているようでまさに
パワースポット」

Episord／
「ライトアップし北極星を入れ、時の流れを撮ってみました。」
Comment／
「星と梅で時間の流れと季節感が表現されていて、心に残りました！」

入選（8作品）タイトル・撮影者のみ
「梅の香と星の歌」竹崎良子(札幌市)

「小さな可愛い小島」熊谷良平(伊達市)

「『冬の観測』してみ隊」大堀　恵(苫小牧市)

「ぼくとママはさくらんぼ」近藤那月(苫小牧市)

「洞爺湖羊蹄山を背に眠るクマ」佐々木美穂子(豊浦町)

「落日に染まる」小林　泉(函館市)

「虹の架け橋」伊部英敏(豊浦町)

「春満開」吉村登美子(千歳市)

Episord／
「ブドウを服に見立てた発想が斬新。」
Comment／
「バックに写る鈴なりのブドウも壮瞥ら
しい！」
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壮瞥町では次のとおり職員を募集いたします。

■採用職種・採用予定者数及び採用予定日

■受験資格

共通要件／・採用後、壮瞥町内に居住可能な方

・普通自動車免許を有する方、または、

令和2年3月末までに取得見込みの方

※資格取得見込みの方が取得できなかった場合は、採

用を取り消します。

欠格事項／地方公務員法第16条に該当する者は、上

記資格を有していても受験できません。

■試験方法／　　

第1次選考：書類選考

第2次選考：第1次選考合格者に対して面接試験

■試験日時・試験会場及び合格者に対する通知／

第1次選考合格者は、令和元年11月下旬までに、各

受験者に通知します。

第2次選考（面接試験）

①日時／令和元年12月15日㈰

※時間については、各受験者に通知します。

②会場／壮瞥町役場

（壮瞥町字滝之町287-7 ☎0142-66-2121）

③合格通知／12月下旬までに各受験者に通知します。

■受験手続き／

①申込書等の請求方法

壮瞥町のホームページから申込書をダウンロード

することができます。また、直接役場の窓口でも

受け取れます。

②提出書類等

⑴採用試験申込書（町指定のもの）

⑵自己PRシート（町指定のもの）

テーマは、ア.自己PR イ.志望理由　ウ.学生時

代に力を入れてきたこと、またはこれまでの経

験やスキルを当町でどのように活かす考えかの

3点全てを指定様式(800字以内)へ記入し提出

してください。

⑶最終学歴の成績証明書（単位取得証明書可）

※卒業から年数経過により取得できない方は、

採用試験申込書欄外へその旨記入してくだ

さい。

⑷最終学歴の卒業証明書（卒業証書の写し可）

または卒業見込証明書

⑸資格を有していることのわかる証明書等の写し

⑹写真1枚（縦4.0㎝×横3.0㎝で最近6カ月以内

に撮影したもの。採用試験申込書に貼ってくだ

さい。）

③受付期間

令和元年11月1日㈮から11月20日㈬までの平日、

8:45から17:30まで受け付けます。（土日祝日は受

付できません。）

郵送の場合は令和元年11月20日㈬までの消印に

限り受け付けます。

④申込書等の提出先及びお問い合わせ先

〒052-0101  北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7

壮瞥町役場総務課職員係

（☎0142-66-2121 FAX 0142-66-7001）

■その他／

①身体に障害のある方で、試験当日の受験に際して

車椅子等を使用することについて、特に要望のあ

る方はあらかじめ、ご連絡願います。

②試験当日、携帯電話機等は他の受験者の妨げに

なりますので、試験会場への持ち込みは一切禁止

いたします。

③採用試験申込書等へ記入いただいた個人情報は

採用選考以外には使用しません。

④壮瞥町の初任給は概ね次の金額となる予定です。

・高校卒　148,600円

・短大卒　161,300円

・大学卒　180,700円

※採用前の経歴に応じて、これ以上になる場合が

あります。

壮瞥町職員の募集について

INF
OR

MA
TIO

N

職　種 採用人数 採用予定日

保育士 1名

社会福祉士 1名

ネットワークエンジニア 1名

図書司書 1名

ネットワーク

エンジニア

保育士

社会福祉士

図書司書

昭和45年

4月2日以降に

生まれた者

昭和55年
4月2日以降に
生まれた者

保育士資格（令和2年3月
末までに取得見込みの者
も含む）

社会福祉士資格（令和2
年3月末までに取得見込
みの者も含む）

電気通信事業法による工
事担当者、電波法による
陸上特殊無線技士の資格

（令和2年3月末までに取
得見込みの者も含む）

図書館法による司書の資
格（令和2年3月末までに
取得見込みの者も含む）

職　種 資格等 年齢要件

令和2年4月1日
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最近、壮瞥町内で捨て猫などの情報が寄せられ

ています。

動物愛護管理法では、愛護動物を虐待したり捨

てる（遺棄する）ことは犯罪です。違反すると、

懲役や罰金に処せられるとされています。

動物を飼う場合は、愛情と責任を持って最後ま

で飼いましょう。

※愛護動物とは

１．牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえ

うさぎ、鶏、いえばと及びあひる

２．その他、人が占有している動物で哺乳類、

鳥類又は爬虫類に属するもの

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係

（☎0142-66-2121）

法務局では、女性の人権についての専用相談電

話「女性の人権ホットライン」を設置しています。

夫やパートナーからの暴力やセクハラなど女性

の人権に関する悩みをご相談ください。

また、令和元年11月18日から11月24日までは、

「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化月間」

です。期間中は、平日の受付時間を延長し、土日

も対応します。

受付時間／平日8:30〜17:15（年末年始を除く）

強化期間中の受付時間／

11月18日㈪〜22日㈮　8:30〜19:00

11月23日㈯・24日㈰　10:00〜17:00

相談員／法務局職員また人権擁護委員

【お問い合わせ先】

室蘭市入江町1番地13

札幌法務局室蘭支局総務課　係長　米本　誠

（☎0143-22-5111 ガイダンス案内番号3）

募集種目／陸上自衛隊高等工科学校生徒

受付／令和元年11月1日㈮〜令和2年1月6日㈪

試験日／1次試験　令和2年1月18日㈯

対象／15歳以上17歳未満の男子（中学校卒業ま

たは中等教育学校の前期教育修了者※見込み含

む）

【お問い合わせ先】

防衛省自衛隊札幌地方協力本部室蘭地域事務所

（☎0143-44-9533）

◆第11回「土地の使用用途が変わった場合、登
記はどうするの？」
Ｑ 土地の使用用途が変わった場合、登記はどう

するの？

Ａ 土地の現況または利用目的が自然的に変わっ

てしまった、人為的に変更した等、登記され

ている地目以外の地目となった場合、登記記

録上の地目を現況の地目に符合させる登記が

必要になります。

自然的に変わってしまった場合として、登記

記録上は畑となっている土地が耕作放棄等に

より原野となったときには、畑から原野への

地目変更登記が必要となります。人為的変更

としては、登記記録が宅地以外となっている

土地に、住宅を建てた場合には、宅地への地

目変更登記が必要となります。

地目変更登記は、不動産登記法で定められて

いる地目の内で、土地の現況及び利用目的に

重点を置き、土地全体の状況を観察して判断

し、地目を決定します。1筆の土地に2種類以

上の地目は認められません。

皆様の大切な不動産の登記状況を把握し，地目

変更の原因・日付を調査し、皆様の代理人となり

法務局に登記を申請できる専門家は土地家屋調査

士だけです。

土地の地目変更かも･･･と思ったらお近くの土地

家屋調査士または札幌土地家屋調査士会にご相談

してください。

【お問い合わせ先】

札幌法務局室蘭支局

（☎0143-22-5111 自動音声ガイダンス：2）

動物を捨てることは犯罪です
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全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせINF
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陸上自衛隊高等工科学校生徒募集開始
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登記・相続に関するＱ＆Ａ
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お知らせ

11
NOVEMBER

女性の人権

ホットライン
0570-070

ゼロナナゼロ

-
ノ

810
ハートライン

(全国共通ナビダイヤル）



お知らせ

11
NOVEMBER

− 16 −

◆年末調整及び消費税の

軽減税率制度に関する説明会

年末調整の仕方、今年度の改正点、法定調書の記

載方法等を説明後、消費税の軽減税率制度の概要や

区分経理から消費税申告書作成までの流れなどを説

明します。事前の申込みは不要です。

日時／令和元年11月28日㈭13:00〜（受付）

〈年末調整〉13:30〜　　〈軽減税率〉15:40〜

場所／地域交流センター山美湖多目的ホール

対象／壮瞥町内の事業者の方

【お問い合わせ先】

室蘭税務署法人課税第一部門（☎0143-22-4151）

～有珠山2000年噴火に伴う
土砂災害の対応から得られた
経験知と今後の土砂災害減災のありかた～

有珠山2000年噴火から20年になろうとしていま

す。2000年噴火直後の土砂災害対応の経験知とその

後の研究の進展、技術開発の成果をふまえた今後の

土砂災害対応手法を砂防・防災行政担当者が認識・

共有するとともに住民の方々に周知する事を目的と

してシンポジウムを開催いたします。

日時／令和元年11月21日(木)13:00〜17:30

会場／洞爺湖町文化センター本館ホール

内容／特別講演「北海道の火山における

土砂災害減災の戦略(仮題）」

北海道総合研究機構理事・

北海道大学名誉教授　丸谷　知己　氏

第一部 パネルディスカッション

「2000年噴火直後の土砂災害対応と

中堅・若手への経験知の伝承」

コーディネーター

(一財)砂防・地すべり技術センター理事長

(元国土交通省砂防部長）南　哲行　氏

第二部「今後の噴火に起因した土砂災害に

対応するための新しい減災技術」

国土交通省砂防部砂防計画課他

【お問い合わせ先】

(公社)砂防学会北海道支部桂、斎藤

札幌市北区北9条西9丁目

北海道大学農学研究院流域砂防学研究室

E-mail：jsece-hokkaido@agr.hokudai.ac.jp

相続の手続き、遺言書の作成や、契約手続き、ま

た官公署に提出する書類の作成などの相談に応じま

す。相談のある方は事前に予約してください。

日時／令和元年11月16日㈯10:00〜12:30

（隔月1回第3土曜日開催予定）

場所／ゆーあいの家　和室

申込み／窪田行政書士事務所(☎0142-82-3226)

主催／北海道行政書士会室蘭支部

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

税務署からのお知らせ
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令和元年度
土砂災害減災シンポジウム開催INF
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くらしの無料相談会を開催します
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※担当弁護士については、都合により変更になる場合があります。

※11月28日㈭については、「特設一日行政相談」同時開催

相談時間／10:30〜12:00（1人30分程度 3名まで） 場所／地域交流センター山美湖 1階小会議室

予約／事前予約制（定員になり次第締切）

【申込み・お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

無料法律相談を開催しております
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無料法律相談を毎月実施しております。お困りごとなどありましたら、是非ご利用ください。相談を希望

される方は、事前予約が必要となりますので、下記申込期限までに役場住民福祉課まで申込みください。

令和元年11月14日(木) 池　田弁護士(池田翔一法律事務所) 令和元年11月08日(金)

令和元年11月28日(木) 本　間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和元年11月15日(金)

令和元年12月12日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所) 令和元年12月06日(金)

令和元年12月26日(木) 増　川弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和元年12月20日(金)

令和2年01月09日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和元年12月27日(金)

令和2年01月23日(木) 阿　部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年01月17日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限



「ダイオキシン類対策特別措置法」による排出基

準値は、0.1ナノグラムと定められています。メルト

タワー21の測定結果は、基準値を下回っています。

【ダイオキシン類測定結果】

（ナノグラムは10億分の1グラム）

「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果

【お問い合せ先】西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

1号 炉

測 定 日 測定結果（ナノグラム）

令和元年7月25日 0.006
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働きたいと思われている方に向けた就労自立支援

施設です。その他就職相談も歓迎です。「働きたい」

を応援する無料出張相談会を開催します。

対象／おおむね15〜39歳の方・ご家族

場所／ハローワーク伊達（伊達市綱代町5-4）

内容／就労相談・就労体験ほか

日時／令和元年12月6日㈮13:30〜15:30

（先着順・予約可）

【お問い合わせ先】

とまこい若者サポートステーション

（☎0144-84-8670）

選挙人名簿の登録について

○転入・転出等異動の時には必ず届出をしましょう

選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録し

ておく公簿です。

選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録されて

いなければ、投票することはできません。

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行

われていますので、転出、転入等異動があった場合

は、必ず市町村役場に届け出てください。

○登録の資格要件

選挙人名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会が

行いますが、次の要件を満たしている人が登録され

ます。

・日本国民で年齢が満18歳以上であること。

・登録基準日現在、住民票が作成された日（転入

届をした日）から引き続き3ヵ月以上住民基本台

帳に記録されていること。

○登録の時期

・定時登録…毎年3月、6月、9月、12月の1日を基

準日として、上記登録資格のある人を各月の同

日に登録します。

・選挙時登録…選挙の都度、登録の基準日・登録

日を定めて登録します。

○登録の抹消

次の場合には登録の抹消が行われます。

・死亡または日本国籍を失ったとき

・他の市町村に住所を移して4ヵ月を経過したとき

【お問い合わせ先】

壮瞥町選挙管理委員会（☎0142-66-2121）

働きたい方のための出張相談会

INF
OR

MA
TIO

N

壮瞥町選挙管理委員会からのお知らせ
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お知らせ

11
NOVEMBER

死亡事故ゼロ1,440日
－人身交通事故発生状況9月分－

発生 0件（ 3件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 3名）

※９月末現在（ ）は平成31年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和元年9月16日〜令和元年10月15日）

■人のうごき

■9月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,507人（ 2）

男 1,183人（ 1）

女 1,324人（ 1）

世帯数 1,348戸（ 6）

※9月末現在（ ）は前月差

増井　高子さん （97歳）【橋口1】

眞鍋　利昭さん （57歳）【久保内1】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

長内
おさない

七夢
な ゆ

ちゃん　令和元年9月16日

【南久保内・謙典さん・香奈さん】

松本
まつもと

庵
いおり

くん　令和元年9月22日

【星野・新さん・いずみさん】
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生涯学習情報生涯学習情報

壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会主催事業第2弾

「鍵盤男子コンサート」

◎日　　時 令和元年11月7日㈭〜10日㈰

10:00〜20:00

※ただし最終日は17:00までです。

◎会　　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

◎主　　催 壮瞥町文化協会

◎後　　援 壮瞥町、壮瞥町教育委員会

◎お問い合わせ先

教育委員会生涯学習課

（☎0142-66-2131）

〜鍵盤男子TV出演〜

Ｅテレ「ムジカ・ピッコリーノ」/テレビ朝日「関ジャニ∞の仕分け」
日テレ「スッキリ！」/日テレプラス「鍵盤男子～魔法のピアノ～」
ＮＨＫ総合「バナナゼロミュージック」/ＨＴＢ「イチモニ」

北海道教育の日協賛事業
令和元年度
壮瞥町文化祭展示部門の

お知らせ

◎日　　　時 令和元年11月21日㈭

開場／18:30 開演／19:00

◎会　　　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

多目的ホール

◎入　場　料 前売券　大人3,000円　全席指定

◎プレイガイド 壮瞥町地域交流センター、北の湖記念館、

ゆーあいの家、久保内ふれあいセンター、

来夢人の家　伊達カルチャーセンター、

洞口書店、㈱エルム楽器室蘭支店、

輪西ぷらっとてついち、洞爺湖町教育委員会、

豊浦町教育委員会

◎申込み、お問い合わせ先

教育委員会生涯学習課

（☎0142-66-2131）

チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!

チケット
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チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!
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残りわずかです!

チケット
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チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!

チケット
残りわずかです!
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夜空を見る集い第8回のご案内

令和2年壮瞥町成人式のご案内

◎日　　時 令和2年1月12日㈰

受付　13:00 式典　13:30 懇談会　14:15

◎申込期限 令和元年12月2日㈪　※準備の都合上、期限厳守でお願いします。

◎お問い合わせ先

教育委員会生涯学習課　社会教育係　前川（☎0142-66-2131）

対象者は、平成11年4月2日〜平成12年4月1日までに誕生した方です。

壮瞥中学校、久保内中学校卒業生や現在住民票がある方、ご連絡いただいた方へはご案内をお送

りします。町外へ転出された方で、壮瞥町成人式へのご出席を希望される方は、事前に壮瞥町教育

委員会へご連絡いただければ、参加可能ですのでお気軽にお問い合わせください。友達を誘って、ぜ

ひ成人式にご参加ください。

～山美湖大学講演会～

「終の棲家を求めて」

◎日　　時 令和元年11月14日㈭　10:00〜12:00

◎会　　場 壮瞥町地域交流センター　山美湖

◎講　　師 医療法人交雄会　そうべつ温泉病院　

地域医療相談室　室長　郡司 俊夫　氏

◎そ の 他 参加料は無料ですので、山美湖大学に登録されていない方も

参加できます。

◎お問い合わせ先

教育委員会生涯学習課　社会教育係　前川（☎0142-66-2131）

少子高齢社会の進行で、2025年には団塊の世代が後期高齢者の仲間入りをし、2040年には若年者

の都会への流出によって地方社会の維持がいよいよ大変になってくると言われています。医療や介

護をとおして、高齢者の生活と「終の棲家」のあり方をさぐってみたいと思います。

第8回目はアンドロメダ銀河の観測を行う予定です。その他、日食観測

用眼鏡の作成などを行い、夜空について楽しく学びます。お誘い合わせの

上、皆さんでお越しください。

※夜間の開催ですので児童生徒の参加は保護者等同伴でお願いします。

◆日　時 令和元年11月19日㈫　18:00〜20:00

◆会　場 壮瞥町地域交流センター　山美湖

◆講　師 天文同好会会長　田中 文夫 さん

◆参加費 無料

◆申込み 教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）まで事前に申込みください。

日食観測用眼鏡です。今年

の12月26日に観測ができる予

定です。



やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室
①月曜日：9時～17時　
②火曜日～金曜日：9時～18時
③土曜日～日曜日、祝祭日：13時～18時
※11月4日㈪は、休館日です。

木曜日：13時～16時

☆地域交流センター図書室
開館日・時間　

☆図書分室　開館日・時間

絵本の世界でゆったりと過ごしてみませんか？

絵本を通して自分を見つめる、大人のためのワークショ
ップです。
今回は、「死」や「命」をテーマにした絵本を題材にして

行います。

日　時：11月9日㈯14:00〜15:30
場　所：壮瞥町地域交流センター 研修室1・2

講　師：絵本セラピスト 山田 貴子　氏

参加費：無料

申込み：図書室まで事前に申込みください。
（☎0142-66-2131）
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大人のための絵本セラピー講座

第12回図書フェスティバル
日　時：令和元年11月17日㈰ 13:00〜16:00

場　所：壮瞥町地域交流センター　山美湖
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松ぼっくりで
オーナメント作り

松ぼっくりを使ってクリスマス用のオーナメント作りを
行います。ぜひ参加ください。

9月の図書室利用者数

図書室来客数： 345人

分室来客数： 31人

本の貸出人数： 171人

本の貸出冊数： 786冊

『誰も教えてくれないお金の話』 著：うだひろえ

お金のことを知らない主婦うだひろえが、お金のことを知る
旅に出ます。「目からウロコ」が連続の誰も教えてくれないお
金の話のはじまりです。

『そのお金のムダづかい、やめられます』著：菅原道仁

「ムダだったな･･･」という買い物の99％は、“脳の思い込み”
が原因でした。知れば知るほど手元のお金が増えていく！「脳

のクセ」と「お金」のシンプルな法則。

★タイトル「死にゆく人の心に寄りそう」

著：玉置妙優

「クローズアップ現代＋」で、看護師僧侶の玉置さんを始めて知り、
その中で台湾の臨床宗教師という存在を知った。看護師から僧侶になっ
た経緯にも興味を持ち、この本を手にした。
人生の着地点に向かう状態がどのようになるのか、治療の及ばない地

点に至った時は…なかなか看取りの経験が少ない今。その問題に、穏や
かに迎えるための心構えが書かれているので、身近に感じた時にご一読

くだされば…。
【オススメ者：いつしか誰でも通る道さん】

〜一般書〜

『カム・ギャザー・ラウン
ド・ピープル』『アフガン、
たった一人の生還』『子ども
がダイエットに一生悩まな
くなる食事法』『大家さんと
僕これから』『希望の糸』
『夏の騎士』『北海道民のオ
キテ なるほど！グルメの謎

編』『HELLO WORLD』『猫

鳴り』『風に舞いあがるビニ
ールシート』『野良犬トビー
の愛すべき転生』

〜児童書〜

『もっとざんねんないきもの
事典』『怪談5分間の恐怖 ま
た、いる･･･』『怪談5分間の
恐怖 集合写真』『怪談5分間

の恐怖 人形の家』『怪談5分

間の恐怖 病院裏の葬り塚』
『怪談5分間の恐怖 見てはい
けない本』

〜えほん〜

『パンダかぞえたいそう』
『さるのてぶくろ』『ぼくは
発明家 アレクサンダー・グ
ラハム・ベル』

11月の展示

お金の使い方を考えるお金の使い方を考える

〜11月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

日　時：11月28日㈭ 14:00〜
場　所：図書分室

参加費：無料

9月26日㈭に田中文夫さんを講

師に迎え、長流川の歴史や人々の
関わりについてのお話をしてもら
いました。
明治の開拓時代の話もあったの

で、昔と今の壮瞥町の違いなども
知ることができました。

9月の図書分室

憩いの場〝図書分
室〟へ

ようこそ
憩いの場〝図書分

室〟へ

ようこそ
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ようこそ
憩いの場〝図書分

室〟へ
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ようこそ
憩いの場〝図書分

室〟へ

ようこそ
憩いの場〝図書分

室〟へ

ようこそ

※事前の申込みは不要です

わたしのオススメ本

ぴよちゃんカード
25回達成しました!

中畑　昴ちゃん

これからもたくさん
本を読んでくださいね。
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伊達警察署のホームページは、札幌方面伊達警察署 で検索してください
クリック

⇦

壮瞥駐在所
☎66-2110

久保内駐在所
☎65-2374

駐　在　所　だ　よ　り 令和元年11月号

車のロービームの照射距離は約40mですが、

ハイビームにすると約100mになります。

例年、夕暮れが早まるこの時期には、歩行者

の発見遅れによる交通事故が多くなります。

歩行者や

道路上の障

害物の早期

発見のため

に、ハイビ

ームを有効

に活用しま

しょう。

ハイビームで交通事故防止!

特殊詐欺被害防止!電話機に貼り付けてください!特殊詐欺被害防止!電話機に貼り付けてください!

今年は例年よりシカの飛び出しによる交通事

故が多いようです。

シカの習性として、

・早朝、夕方の飛び出しが多い。

・一頭のみならず連続して飛び出す。

・夜は目が光る。

・舗装道路では

動きが鈍い。

等があります。

郊外部での運

転の際は、シカ

の飛び出しに注

意してください。

シカと車の交通事故多発!

実施期間 11月11日から11月20日までの10日間
●高齢者の交通事故防止
・外出は明るい服装と夜光反射材の着用！

・横断前に左右確認、道路中央で再確認！

●スリップ事故防止
・早めの冬タイヤへの交換でゆとりの運転！

・路面凍結！急の付く動作は事故の原因！

●飲酒運転根絶
・飲酒運転、しない、させない、許さない！

・「二日酔い」も飲酒運転です！ダメ絶対！

昨年11月、壮瞥町内で架空請求によ

る特殊詐欺の被害が発生しています。

特殊詐欺は、けっして人ごとではあり

ません。

「広報そうべつ11月号」に特殊詐欺
被害防止のため、電話機に貼り付ける
シールを「駐在所速報」に貼り付けし
て、折り込ませていただきました。
ご自宅の電話機に貼り付けて特殊詐欺

被害の防止にお役立てください。

人
型
を
抜
き
取
り
、
電
話
機
に

シ
ー
ル
で
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い

➡ ➡



− 23 −

11月号の広報テーマ「高齢者の焼死事故防止」
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西胆振行政事務組合

“ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心”

救急件数 015件（累計 123件）

火災件数 00件（累計 3件）

（ ）内は平成31年1月1日からの累計

救急件数・火災件数9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分

予防技術検定について　

平成31年3月17日に開催された予防技術検定で、壮

瞥支署3名の職員が見事合格し、令和元年10月1日に

「予防技術資格者」の認定章及び資格者章の交付式が伊

達消防署で行われました。

予防技術検定とは、建築物の大規模化・複雑化等に

伴い高度化・専門化する予防業務を的確に行うため、

火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するもの

を認定する資格となります。

合格者
壮瞥支署警防救急係　消防司令補 長沼健治

壮瞥支署予防係　　　　消防士長 阿部　優

壮瞥支署庶務係　　　　消防士長 井嶋　毅

壮瞥消防団人事について

令和元年10月1日付で、壮瞥消防団で改選がありまし

たのでお知らせします。

団本部
団　　長 中　山　雄　三（再）

副 団 長 南　　　和　孝（昇）

副 団 長 浜　田　敏　秀（昇）

1分団
部　　長 山　本　　　勲（昇）

班　　長 木　村　大　作（昇）

2分団
副分団長 森　下　裕　至（昇）

部　　長 菊　地　敏　法（昇）

焼死事故を起こさない環境を作りましょう

近年、高齢者の一人暮らしや高齢者だけの世帯が増

えています。

火災が発生した時、元気そうに見える高齢者でも、

逃げ遅たりすることがあり、命の危険にさらされるリ

スクが高くなる可能性があります。

火災にならないように普段から火の元の確認や避難

する経路等を確保しましょう。

○火の元のまわりはいつも整理整頓しましょう。

○就寝する場所は、避難しやすい場所にしましょう。

○火が接しても燃え広がりにくい防炎品の衣類や寝具、

カーテンなどもあります。

住宅用火災警報器の維持・管理について

住宅用火災警報器を設置することにより、火災の早

期発見や避難、初期消火等により死亡するリスクや大

切な財産の損失を大幅に減少することが可能となりま

す。

設置する箇所は、就寝中でも火災を感知できる「寝

室」とされています。また、条件によって「階段」、「廊

下」にも必要となる場合もあります。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や

電池切れなどで、火災を感知しなくなることがありま

す。

取り付けてから10年を目安に交換、また、日頃から

作動確認をしてください。
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■健康相談日（月〜金　9:00〜17:00）
健康や栄養に関する相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

■運動器具開放（月〜金　9:00〜17:00）
保健センターには運動器具を置いています。利用状況を事前に確認の上、お気軽にご利用ください。

■母子健康手帳交付（月〜金　9:00〜17:00）
事前にご連絡の上、お越しください。

（
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）

月
の
予
定

サルコペニアを防ぎましょう!

サルコペニアとは、全身の筋肉量が減少すること、握力などの筋力低下が起こることです。

それに伴い歩くスピードが遅くなる、立ったり座ったりが大変になるなど『運動機能低下』が起こり

ます。サルコペニアはギリシャ語で〈筋肉〉を表す「sarx：サルコ」と、〈喪失〉を表す「penia：ペニ

ア」を合わせた造語です。

地域在住高齢者の約20％がサルコペニアと言われており、特に75歳以上で多くなり（75〜84歳で約

30％、85歳以降は約60％）、要介護になる主な原因のひとつとなっています。

サルコペニアは加齢以外にも寝たきりや活動性低下といった生活習慣、疾患、栄養の状態によっても

起こります。サルコペニアは骨粗鬆症や認知機能低下との関連が指摘されています。また、糖尿病や慢

性腎不全、心不全、慢性閉塞性肺疾患などがある場合サルコペニアは引き起こされやすくなります。

ではサルコペニアはどのように診断するのでしょうか？

まず、握力と歩行速度を測定します。握力の低下（男性で26kg未満、女性で18kg未満）と歩行速度

の低下（0.8m/秒以下）がある場合、次に骨格筋量を測定します。

骨格筋量が基準より低い場合サルコペニアと判定されます。

ちなみに歩行速度の低下（0.8m/秒以下）の目安として、横断歩道の信

号が青に変わってから歩きはじめて、点灯している間に渡りきれなくなっ

たら『要注意』です。

骨格筋量の測定には特別な機械が必要で、壮瞥町の生活習慣病健診では

体組成計を使用し、全身の筋肉の量を測定しています。

正確な診断のためには機械での測定が必要ですが、かんたんにサルコペ

ニアの可能性を判定する方法として3つのテストがあります。

①指輪っかテスト…両手の親指と人差指で輪を作り、ふくらはぎの一番太い部分を囲む。間に隙間

ができると×（肥満やむくみがあると正確に判断できない場合があります）

②片足立位テスト…目を開けて片足立ちする。どちらか一方でも8秒未満で足がついてしまうと×

③5回立ち座りテスト…椅子から立ったり座ったりする動作を５回繰り返し、10秒以上かかると×

以上のテストで2つ以上×の場合、サルコペニアの可能性がかなり高いと判定します。1つのみ×の場

合でも、サルコペニアの可能性があると考えられます。

サルコペニアの予防には、適度な運動とバランスの取れた食事が重要です。日々の生活習慣を見直し、

慢性疾患の管理を行い健康な生活を維持するようにしてください。

壮瞥町の生活習慣病健診では骨格筋量、歩行速度、握力の測定に加えて膝を伸ばす筋力の測定を行っ

ています。定期的に測定してご自身の体の状態を把握しておくことが大切です。

参考文献　山田実編：イラストでわかる高齢者の生活機能向上支援. 文光堂

札幌医科大学医学部公衆衛生学講座　樋室伸顕

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



家庭において、見やすいところに掲示してご利用ください。▼

11月
令和元年

まちのカレンダーまちのカレンダー
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日日曜日

3
文化の日
壮瞥町表彰式
役場大会議室
10:00～

4
振替休日
山美湖休館日

8
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00

9
大人のための
絵本セラピー講座
山美湖研修室1・2
14:00～15:30  p20

10
テニポン大会
壮瞥中学校体育館
9:00開場／9:30開会式

壮瞥町文化祭(展示部門)

最終日は17:00まで

13
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター　13:45～15:00
分野別懇談会
(まちづくり分野)
役場大会議室　18:00～20:30

16
くらしの無料相談会
ゆーあいの家和室
10:00～12:30  p16
PTA連合会研究大会
山美湖多目的ホール
9:30～12:00

17
図書フェスティバル
山美湖
13:00～16:00  p20

18
乳幼児健診
保健センター
12:30～

22
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
あっぷるひろば
ゆーあいの家
13:30～15:30
子ども議会
役場大会議室
13:30～

23
勤労感謝の日

1
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

12
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

2
壮瞥町文化祭
(ステージ部門)
山美湖　13:30～　

5
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

6
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
あっぷるひろば
仲洞爺公民館
13:30～15:30

11

20
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30

15
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
山美湖大学
「健康体操教室」
山美湖多目的ホール
14:00～16:00

14
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00～12:00
山美湖大学講演会
山美湖多目的ホール
10:00～12:00  p19
無料法律相談
山美湖１Ｆ小会議室
10:30～12:00  p16
図書分室開放日
13:00～16:00

21
図書分室開放日
13:00～16:00
鍵盤男子コンサート
山美湖多目的ホール
18:30開場／19:00開演 p18

7
図書分室開放日
13:00～16:00
分野別懇談会
(産業振興分野)
役場大会議室　18:00～20:30
壮瞥町文化祭(展示部門)
山美湖多目的ホール他
10:00～20:00  p18

19
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
健康麻雀サロン
保健センター
13:30～15:30
夜空を見る集い
山美湖　18:00～20:00  p19

24 25
町政懇談会
仲洞爺公民館
18:30～20:00  p3

29
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00
町政懇談会
壮瞥町研修センター
18:30～20:00  p3

3027
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター
13:45～15:00

28
特設一日行政相談
山美湖１Ｆ小会議室
10:30～12:00
無料法律相談
山美湖１Ｆ小会議室
10:30～12:00  p16
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30※午前のみ
税に関する説明会
山美湖多目的ホール
13:00受付 p16
図書分室開放日
13:00～16:00
オーナメント作り
図書分室　14:00～ p21

26
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

資源ごみ（容器類）回収日

※時間帯の横にページ数が入っているものは、詳細情報が広報「そうべつ」に掲載されています。

収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ

週2回

古紙類 容器類
燃やせないごみ･大型ごみ 資　源　ご　み

05日
19日

月・木曜日 月・木曜日

火・金曜日火・金曜日

ダンボール・雑誌・
新聞紙・生きびん・
布類・紙パック

空き缶類・ペットボト
ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）

久保内、上久保内、南久保内、蟠渓、幸内、弁景、

滝３、滝４、ほくと団地、壮瞥温泉、滝之上

仲洞爺、東湖畔、立香、しらかば団地、

滝之町（滝３、滝４、ほくと団地を除く）

Ａ

Ｂ

23日

06日
13日
20日
27日
12/4日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

12/1 12/2 12/6
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
町政懇談会
幸内会館
18:30～20:00  p3

12/712/4
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
町政懇談会
壮瞥温泉団地集会所
18:30～20:00  p3

12/5
図書分室開放日
13:00～16:00
町政懇談会
久保内改善センター
18:30～20:00  p3

12/3
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
町政懇談会
蟠渓ふれあいセンター
14:30～16:00  p3
役場大会議室
18:30～20:00  p3

資源ごみ（古紙類）回収日
※ダンボールのみ 資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日



借金・金融一般相談会の開催
北海道財務局の専門の相談員が「借金の悩み」を親

身になってお聴きし、あなたに合った解決方法を提案し

ます。また、「預金・融資、保険など金融全般」のご相

談も受け付けます。相談料無料・予約不要です。

※秘密は厳守されます。

日時／令和元年12月4日(水)9:00～12:00

会場／胆振総合振興局4階第3会議室

（室蘭市海岸町1-4-1むろらん広域センタービル）

【お問い合わせ先】

北海道財務局相談員

（☎011-807-5144 または ☎011-807-5145）

旧久保内中学校校舎等の活用に
関する事業の説明会開催について

現在、町では旧久保内中学校校舎等の利活用を検

討しておりますが、この度、町内の事業者から農産物加

工施設整備の提案があり、この事業の概要に関して次

のとおり説明会を開催することといたしました。興味・関

心のある方は、ぜひご参加ください。

（事前の申込みは不要です。）

日時／令和元年11月22日（金）18:00
場所／農村環境改善センター
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場産業振興課農業振興係
（☎0142-66-2121）

防災行政無線戸別受信機の
全戸配布について

防災行政無線は、災害に関する情報や緊急の情報

などを、町民の皆様に速やかに伝達するための放送設

備で、平常時（緊急時以外）は、動作確認を兼ねた「町

からのお知らせ」や「正午のサイレン」、「夕方の時報の

音楽」などを放送しています。

これまでは一部世帯を除き、屋外拡声機（スピー

カー）からの放送のみでしたが、町民の皆様が放送を

聞き逃すことのないよう、また、家の中でも放送が聞け

るように、設備の更新に合わせて、町内の全てのご家

庭に戸別受信機を配布（無償貸与）させていただくこと

にしました。

施工業者が各ご家庭を訪問し直接お渡しすることを

原則としていますので、ご理解ご協力をお願いします。

令和元年11月中旬～令和2年2月下旬の間に、町

内全戸を順次訪問する予定です。詳細は別紙で配布

しているチラシをご覧ください。

※防災行政無線の更新工事のため、下記の期間放送

を停止します（正午のサイレン吹鳴などを含む）ので

ご注意ください。

令和元年11月5日(火)～

11月7日(木)8:00～18:00

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

町営住宅入居者募集

子育て支援センター“げんき”
子育て中のお母さん、お父さんが安心して楽しく子育

てができるような場所、また、子育ての輪がひろがり仲

間が広がるような場所にしたいと思っています。

☆子育て支援センター開放事業☆
原則毎週火・金曜日／10:00～12:00

☆育児サークル事業☆
☆11月の育児サークル事業☆

14日(木) 身体測定
壮瞥中学生との交流

【お問い合わせ先】
子育て支援センター“げんき”
（☎0142-66-2452（そうべつ子どもセンター内））

町道関内蟠渓線
冬期通行止めのお知らせ

弁景地区から蟠渓地区を結ぶ町道関内蟠渓線は、

地すべりの影響により片側交互通行規制をしておりま

したが、これからの積雪により安全な通行が困難とな

るため、下記のとおり冬期間の通行止めを行います。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろ

しくお願いいたします。

なお、春先には現地調査等を行いますが、大きな動

きなどが確認された場合には通行止めを解除できな

いことがありますので、あらかじめご承知おきください。

規制日時（予定）／

令和元年11月1日(金)8:00～令和2年6月上旬

※今年度は、水道本管に係る工事実施のため、例年

より通行止め開始日時を早めております。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課管理係（☎0142-66-2121）

企画財政課企画広報係 2019年11月1日号

おしらせ 公営住宅
公営住宅は、政令月収が158千円を超える方は入居

申込みができません。（小学生以下のお子さんがいる世

帯や新婚世帯などは所得要件が緩和されますので詳し

くはお問い合わせください。）

●仲洞爺団地（公営住宅）

住 所 壮瞥町字仲洞爺61番地

建 設 年 度 平成29年建設 1号棟

戸 数 、 規 格 平屋 2LDK(65.00㎡) 1戸

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（20,500～30,600円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 家賃の3カ月分

●久保内団地（公営住宅）

住 所 壮瞥町字久保内89番地3

建 設 年 度 平成4年建設 3号棟

戸 数 、 規 格 平屋 3LDK(71.31㎡) 1戸

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（17,500～26,100円）

敷 金 家賃の3カ月分

単身者用特定公共賃貸住宅
単身者用特定公共賃貸住宅の入居資格は33歳未満

で同居者のいない方です。

●星野単身者住宅（単身者用特定公共賃貸住宅）

住 所 壮瞥町字滝之町420番地7

建 設 年 度 平成9年建設

戸 数 、 規 格 1階 1LDK(47.12㎡) 1戸

2階 1LDK(47.12㎡) 1戸

月 額 家 賃 21,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 63,000円

●しらかば団地（単身者用特定公共賃貸住宅）

住 所 壮瞥町字滝之町301番地5

建 設 年 度 平成10年建設 1号棟

戸 数 、 規 格 1階 1LDK(46.13㎡) 1戸

3階 1LDK(46.13㎡) 1戸

月 額 家 賃 21,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 63,000円

全てに共通する案内事項
●入居資格

１．市町村民税等の滞納していない者
２．所得要件を満たす者
３．入居者及び同居者に暴力団員がいない者
４．町長が定める基準に該当する者

●申込方法
申請書は役場建設課建築住宅係にありますので、

下記書類を用意の上、申込みください。
・世帯全員の個人番号を確認できる書類の提示
・市町村民税等の滞納がないことを証する書類の

添付（完納証明や納税証明等）
また、その他に必要である場合は書類を求める

ことがあります。

●申込期間
令和元年1１月1日(金)～令和元年1１月15日(金)

※詳しくは壮瞥町役場建設課建築住宅係までお問い
合わせください。（☎0142-66-2121）

※申込者多数の場合は書類選考その他公正な方法
により入居者を決定します。

～困ったら一人で悩まず行政相談～
法律・行政なんでも相談会

暮らしの中で困っていることはありませんか？法律の

専門家である弁護士と、行政サービスに関する相談を

担当している行政相談委員が同席し、皆様のお悩み

をお聞きします。

法律上のトラブルだけではなく、生活の困りごと、行

政サービスに対するご意見ご要望などをお気軽にご相

談ください。

日時／令和元年11月28日(木)10:30～12:00

場所／壮瞥町地域交流センター山美湖1階小会議室

参加／北海道みらい法律事務所（室蘭市）

本間 寛菜 弁護士（札幌弁護士会所属）

※弁護士への相談については予約優先

総務省壮瞥町担当行政相談委員

清水 修 氏（☎0142-66-2580）

相談無料・秘密厳守・予約不要

【予約・お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）



さらら道場
いつまでも健康で自分の足で歩きたい！！そんな願

いを持つ高齢者（壮瞥町民で65歳以上）の方、お集
まりください！！（希望者には、送迎アリ！！）

町の転ばん塾や教育委員会の山美湖大学などで有
名な木村 洋子先生をお招きして、介護予防体操をし
ます。

椅子に座ったまま行う体操など、だれにでも簡単に
できる体操がメインです。これまであまり運動をしたこと
がない方もお気軽にお誘い合わせの上、申込みくださ
い。
日にち／令和元年11月22日、令和2年1月10日、

2月28日、3月13日、3月27日
（全て金曜日、全5回）
※１回だけの参加でもOKです。
時間／14:00～16:00
場所／さらら壮瞥コミュニティーホール
会費／1回300円（保険料・講師代）
持ち物／汗ふきタオル（２枚）・上靴・飲み物
定員／20名
申込締切／11月12日(火)まで
【申込み・お問い合わせ先】
さらら壮瞥（☎0142-66-3079）

（送迎ワゴン車の利用有無をお知らせください。）
※参加者の見守り等の協力ボランティアも募集中です。

住民福祉課からのお知らせ
住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード

等への旧氏併記の制度の開始が予定されています。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従

来称してきた氏を申し出により住民票に記載した上で、

印鑑登録証明書やマイナンバーカード等に記載し、公

証することができるようになります。

なお、住民票に旧氏を併記した場合には、マイナン

バーカード等にも旧氏が併記され、非表示とすることは

できません。

手続き方法等については、役場住民福祉課住民係

にお問い合わせください。

また、総務省のホームページにも詳細が掲載されて

います。

マイナンバーカードの取得について

令和3年3月以降（予定）からマイナンバーカードを健

康保険証として本格的に利用できるよう準備が進めら

れています。マイナンバーカードがあれば、確定申告

などの手続きがオンラインでできるようになるだけでは

なく、医療機関の受診もできるようになりますので、こ

の機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。

マイナンバーカードはスマートフォン、パソコン、郵便、

証明用写真機で申請できます。役場住民福祉課の窓

口でも申請のお手伝いをしていますので、お気軽にご

相談ください。

マイナンバー制度の詳細は内閣府のホームページに

も掲載されています。

マイナンバーカード申請の詳細は地方公共団体情

報システム機構のホームページにも掲載されています。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

11月歯科救急医療実施について
下記のとおり実施します。受付時間は9：00～11：00です。

みんなの掲示板

月 日 診 療 所 所 在 地 電 話

11月3日
岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

かただ歯科医院 登別市登別東町2-27-1 0143-83-1270

11月4日 御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

11月10日
みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 0142-22-1182

11月17日 柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

11月23日 奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

11月24日 金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 0143-44-2621

「みんなの掲示板」コーナーについて

町民の皆さん等が主催する催し物のお知らせ

や会員募集などの掲載をご希望の方は、以下ま

でお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係

（☎0142-66-2121）
メール／kikaku@town.sobetsu.lg.jp

ゆーあいの家展示スペースのお知らせ
ゆーあいの家では、ロビーのスペースを活用して、町

内の団体や個人の作品を展示しています。ぜひご覧く

ださい。

【11月の展示】

田仁バドミントンクラブ大会参加者の結果

パッチワーク、手芸（前川裕子さん(滝之町））

裂き織り（織りひめ会）、絵画（風蘭）

バードカービング（バードカービング同好会）

いけばな小原流（大塚喜代美さん（滝之町））

裂き織り（地域活動支援センター ノンノ）

写真展（間宮信弘さん（南久保内））

写真展（山川直樹さん（滝之町））

☆展示を見るだけの場合は無料で入館できます。
☆展示する作品を募集しています。

【お問い合わせ先】

北の湖記念館（☎0142-66-2201）

「くじらん健康教室」を開催します
テーマ／「今年も流行？

インフルエンザに負けないために」（仮）
13:00～13:30「転ばないための第一歩」

～自分の筋力・バランス・歩く速さを
チェックしてみましょう～

※実際に運動して身体能力をはかります
13:30～13:50 講演１

「おさえておきたい家庭でのインフルエンザ予防対
策」（仮）

感染防止対策室 主査 感染管理認定看護師
荒木 大輔

13:50～14:10 講演２
「知ろう まもろう 抗菌薬～クスリが効かないバイ
菌の話～」

薬局 病棟薬剤係長 吉嶋 邦晃
14:10～14:40 実践

「上手な手洗いを身につけましょう～ブラックライト
を用いた手洗いの実践～」

感染対策チーム
※動きやすい服装でお越しください。
※過去に参加された方はくじらん健康手帳をお持ち

ください。
日時／令和元年11月22日(金)開場13:00
場所／市立室蘭総合病院2階講堂

（室蘭市山手町3丁目8-1）
対象／西胆振に住んでいる方々
定員／なし
参加料／なし（駐車料金も無料になります）
申込方法／当日直接ご来院ください。
【お問い合わせ先】
市立室蘭総合病院医療連携・患者支援
推進センター（☎0143-25-3111）

洞爺湖町津波避難訓練について
洞爺湖町では11月5日(火)9:00頃より「津波避難訓

練」が実施されます。

訓練実施に伴い、洞爺湖町内の携帯電話等に緊急

速報「エリアメール」にて情報が配信されます。

隣接地である壮瞥町の皆様にも配信される場合が

ありますので災害とお間違いないようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

洞爺湖町役場企画防災課（☎0142-74-3004）

第6回壮瞥町チャリティー
カラオケ大会出演者大募集！

年末恒例！毎年好評！壮瞥町チャリティーカラオ
ケ大会実行委員会による「チャリティーカラオケ大
会」を開催いたします。壮瞥町の生産品の格安販売
もありますので、お誘い合わせの上ご来場ください！

日時／令和元年12月14日（土）

16：30開場、17：00開演

主催／壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会

後援／

郡松太郎カラオケ教室・田中文夫カラオケ教室

協賛／(有)堀口水道・(株)中山工務店

協力／壮瞥町教育委員会

会場／地域交流センター山美湖多目的ホール

入場／500円

※ワンドリンク（ビール、ソフトドリンクなど）付き

整理券／町内各施設（ゆーあいの家、久保内ふれ

あいセンターなど）で購入してください。

※あくまでもチャリティー目的のカラオケ大会です。

売り上げは壮瞥町社会福祉協議会へ寄付します。

ご協力ください！当日、会場内でも飲み物および

軽食（つまみ）を販売します。

【出演申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会

郡松太郎（☎0142-66-3051）

または森太郎（☎0142-66-2662）


