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育児サークル
11月14日㈭、子育て支援センターげんきにて、壮

瞥中学校3年生が育児サークルに参加している親子

とふれあいを体験しました。中学生は踊りやハンド

ベルなどの発表を行ったり、抱っこや遊んだりする

ことで、あっという間に子どもたちと仲良くなり、

参加された親子も楽しい時間を過ごしました。
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オロフレスキー場 12月21日㈯OPEN!
オープン初日はリフト利用無料サービスとなります

コース情報
Ａコース
上級／最大斜度25度／平均20度／全長600ｍ／標高差129ｍ
Bコース
中・上級／最大斜度25度／平均15度／全長200ｍ／標高差100ｍ
Cコース
初・中級／最大斜度15度／平均15度／全長500ｍ／標高差100ｍ
Dコース
初・中級／最大斜度10度／平均 7度／全長800ｍ／標高差129ｍ
初心者練習用
初級／最大斜度5度／平均3度／全長100ｍ

ソリ乗り場　ホットプラザ前に常設

小人＝小学生以下　　大人＝中学生以上　　シニア＝60歳以上
15人以上の団体回数券、1日券、4時間券は1割引（10円単位端数切り捨て）

壮瞥町の奥座敷、オロフレスキー場は、フ
ァミリーも楽しめる町唯一のスキー場です。
多種多彩なコースと圧雪車によるゲレンデ

管理も万全ですので、いつでも快適に滑走が
楽しめます。
今年度は12月21日から3月8日までの79日

間、無休で営業します。

スキー・スノボのほか、ソリ滑り乗り
場もあり、レベルや趣向に合わせてコー
スが選べます。
駐車場からゲレンデまでの距離も近い

ため、手軽にご利用いただけます。

小人 165

大人 220

小人 1,650

大人 2,200

小人 2,200

大人 2,970

小人 1,650

大人 2,200

小学生 16,500

中学生 22,000

大人 29,700

シニア 22,000

1回券

区分 利用料金(円)

回数券
(11回券)

1日券

4時間券

シーズン券

2020年特典!

2月17日㈪からシーズン終了までの

平日は割引価格を設定しました！

4時間券の料金で終日乗り放題!!
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オロフレほっとピアザは、農業・スポーツ・文

化交流の拠点として、年中無休で宿泊もご利用い
ただけます。夏季は食堂営業時間以外は調理室の
使用も可能です。風呂・シャワー・暖房も備えて
おり、サークルの宿泊や和室での会議、ホールで
のコンサートやミニイベントなど様々な用途とし
てご利用いただけます。
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分野別懇談会は、第5次壮瞥町まちづくり総合計画策定に向けて4つの分野ごとに町民の皆さん

のご意見を聴く機会として開催したものです。全会場で延べ110名の参加があり、各分野とも講

師からご講演をいただいた後、活発な意見交換が行われました。たくさんの皆さんにご参加をい

ただき、誠にありがとうございました。ここでは、その内容の一部をご紹介します。

○講演内容
・人口が減少していく現実を受け止め、本町に合った教育を

どのようにつくり直していくのかという観点が大事。

・行政・地域・学校・家庭の連携・協力が重要で、持続可能

な社会づくりの担い手を育成する教育が必要。

○意見交換会
・子どもたちと高齢者が普段の生活の中で気軽にふれ合う場が必要。

・子どもたちが郷土愛を持って育ち、進学等で壮瞥を離れても卒業後に戻ってくるようなまち

づくりが必要。

・子どもが将来も壮瞥で活躍したり、働いたりできる環境の整備が必要。

・子育て世代が安心して出産や子育てできる環境が必要。

・高齢者が若者とつながりを持った社会づくりや高齢者が稼ぐことができる仕組みづくりが必

要。

・すべての世代が健全で自立した生活を送ることのできるまちづくりが必要。

○講演内容
・高齢化社会のキーワードとして「フレイル」（健常から要介護へ移行する中間の段階）、「ポ

リファーマシー」（多くの薬を処方されることによる弊害）があり、行政と医療機関がそれ

ぞれ支援することが必要。

・生活習慣病の予防をしながら、社会的に関わり続けることが大切。

○意見交換会
・生活習慣病にならないための普及啓発を継続することが必要。

・保健師等に相談しやすい体制づくりが必要。

・健康に向けた啓発は、高齢者だけではなく小さい頃からしていくことが必要。

・子育て支援の一環として給食費に対する助成の検討が必要。

・災害時では、行政と自治会や民間事業者との連携が今まで以上に必要。

・避難所の備品整備はまだ不十分だと思われるので、今後も計画的な整備が必要。
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第1回 教育・子育て・生涯学習分野
10月29日㈫ 講師：柴田　暦章氏(壮瞥小学校校長)

演題：壮瞥町のこれからの学び

第2回 保健・福祉・医療分野
10月30日㈬ 講師：岡本　拓也氏(ひじり在宅クリニック院長)

演題：人生100年時代の町づくり〜豊かに生き、しなやかに支えるために〜
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○講演内容
・北海道では「企業連携・農業法人化サポートデスク」を平成28年4月に設置し、平成28年度

からの3年間で地域と企業との連携実績は15社63件。

・村内全域にWi-Fiを整備し防災情報、天気情報等を利用することができるようになった初山

別村の事例紹介。

○意見交換会
・第4次（現）計画の農業産出額の目標は達成しているが、担い手不足の解消や一戸あたりの

収入額増にはつながっていないので、いろいろな観点から計画に位置づけていくことが必要。

・壮瞥の地の利を生かした施策を展開し、安定した農家収入を得ることにつなげることが必要。

・生産される農産物の価値・品質が高いということを認証する仕組みを整え、どのようにPR

していくのかを考えることが必要。

・道の駅の農産物の売り上げを伸ばしていくための取組が必要。

・インバウンドによる観光業の潤いは一部である。今後はどの対策に力を入れ、PRしていく

のかを考えることが必要。

○講演内容
・1995年に誰でも体験しやすいラフティングをはじめ、そ

の後も北海道のフィールドを生かした様々なアウトドア

アクティビティを通して地域の魅力を引き出してきた。

・ニセコが今の状態になったのは、行政の力ではなく外国

の会社同士が連携して独自のルートでマーケティングを

行ったことによるもの。

○意見交換会
・北海道の市町村は今が勝負のときである。移住者、関係人口等を呼び込むための施策の実施

が必要。

・地域にある資源を無くしてしまうのではなく、最大限に活用することが必要。

・壮瞥町の良さを共有する場が必要で、移住者と地元住民が話し合い、それを融合して施策展

開につなげていくことが必要。

・洞爺湖周辺の素晴らしい環境をより活用（サイクリングロードや遊歩道の設置）するため、

関係機関と連携して取り組むことが必要。

・総合計画は、町民と行政とが協働でつくり上げ、実行していくことが必要。

【お問い合わせ先】企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

第3回 産業振興分野
11月7日㈭ 講師：奥　博嗣氏(北海道農政部農業経営局農業経営課主幹)

演題：企業ノウハウを活用した地域農業・農村の活性化

第4回 まちづくり分野

町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ町政懇談会のお知らせ

11月13日㈬ 講師：ロス・フィンドレー氏(㈱NAC代表取締役)

演題：地域資源を生かしたまちづくり

・12月3日㈫　14:30から16:00まで　蟠渓ふれあいセンター

・12月3日㈫　18:30から20:00まで　壮瞥町役場大会議室

・12月4日㈬　18:30から20:00まで　壮瞥温泉団地集会所

・12月5日㈭　18:30から20:00まで　久保内改善センター

・12月6日㈮　18:30から20:00まで　幸内会館
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令和元年度関東そうべつ会総会・懇親交流会開催

令和元年度関東そうべつ会総会及び懇親交流会が

10月26日㈯、会員が経営する東京都内の飲食店で

開催されました。

今年度は、15名の会員の皆さんと壮瞥町から田

鍋町長、長内議長など10名が出席し懇親を深める

とともに、ふるさと壮瞥について語り合いました。

総会では、平成30年度事業報告・会計報告、令

和元年度事業計画・予算案が審議され、原案どおり

承認されました。

懇親交流会では、北海道をふるさととするサッポ

ロホールディングス㈱様からご提供いただいたワイ

ン（ありがとうございました）をいただき、田鍋町

長からの近況報告や壮瞥高校の山川教頭がドローン

で撮影した町の風景を映し、和やかに懇親を深め、

ふるさと壮瞥のことに思いを馳せ語るなど、楽しい

ひとときとなりました。

来年も、会員の皆様のご参加をお待ちしておりま

す。

総会の様子

関東そうべつ会は、平成9年に結成したふるさと会です。現在、会員は72名で、親睦と情

報交換を図ることを目的として、年1回東京都内で開催する総会を中心に様々な事業を行って

おります。壮瞥町出身の方、壮瞥町にゆかりのある方など、入会希望の方は、壮瞥町役場総

務課（☎0142-66-2121）または木村事務局長（☎03-3316-1737）までご連絡ください。

関東そうべつ会では会員を随時募集しています!

壮瞥高校のＰＲをした山川教頭
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11月3日㈰、壮瞥町役場にて壮瞥町功労者表彰式が行われました。受賞された皆様、おめでとうござい

ます。

貢献表彰

◆自治に関するもの

消防団員として多年（10年）にわたり民生の安定に貢

献した。

大寺　淳之さん

◆教育・文化・体育に関するもの

社会教育委員として多年（12年）にわたり社会教育行

政の進展に尽力した。

坂本　敬子さん

スポーツ推進委員（体育指導委員）として多年（12年）

にわたり社会体育の振興に尽力した。

高橋　千穂さん

永年にわたり蟠渓地区のゲートボール場の維持管理、

愛好者の育成等に尽力し、地域のスポーツ振興に貢献

した。

宮崎　藤男さん

永年にわたり蟠渓地区のゲートボール場の維持管理、

愛好者の育成等に尽力し、地域のスポーツ振興に貢献

した。

小宅　紘史さん

感謝状

◆永年功労者

70歳以上の方で50年以上在住された方

高見　　陞さん（昭和44年08月〜）壮瞥温泉

高見　光枝さん（昭和44年08月〜）壮瞥温泉

神保　　久さん（昭和44年10月〜）南久保内

高階ミツ子さん（昭和44年08月〜）滝之町

田中　賢治さん（昭和44年05月〜）滝之町

冨田美彌子さん（昭和44年10月〜）滝之町

斉藤優美子さん（昭和44年01月〜）滝之町

清野　　勉さん（昭和43年12月〜）滝之町

高橋レイ子さん（昭和44年05月〜）滝之町

矢島　啓子さん（昭和44年03月〜）滝之町

佐藤　秀敏さん（昭和23年11月〜）東湖畔

細川　良子さん（昭和44年08月〜）滝之町

田中ひな子さん（昭和40年12月〜）滝之町

南條美枝子さん（昭和24年01月〜）南久保内

加藤　惠三さん（昭和24年01月〜）幸内

瀬戸喜代子さん（昭和24年02月〜）上久保内

加藤　正利さん（昭和24年02月〜）滝之町

近藤　秀敏さん（昭和24年02月〜）滝之町

古沢　正幸さん（昭和24年03月〜）滝之町

坂爪　　勇さん（昭和24年03月〜）滝之町

宮武　靜夫さん（昭和24年03月〜）滝之町

坪田　文子さん（昭和24年03月〜）滝之町

千田　愛子さん（昭和28年01月〜）南久保内

田淵　一夫さん（昭和43年04月〜）滝之町

甲野　重則さん（昭和24年10月〜）滝之町

瓶子　光江さん（昭和24年10月〜）滝之町

栄誉をたたえて　　　　　　　　　　　　　　

山田　光大さん（壮瞥温泉）

令和元年6月29日〜30日　札幌市で開催　　　

第12回北海道シニアバドミントン選手権大会

男子30歳以上シングルス　　優勝
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令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰令和元年度　壮瞥町功労者表彰
11月3日㈰、壮瞥町役場にて壮瞥町功労者表彰式が行われました。受賞された皆様、おめでとうござい

ます。

貢献表彰

◆自治に関するもの

消防団員として多年（10年）にわたり民生の安定に貢

献した。

大寺　淳之さん

◆教育・文化・体育に関するもの

社会教育委員として多年（12年）にわたり社会教育行

政の進展に尽力した。

坂本　敬子さん

スポーツ推進委員（体育指導委員）として多年（12年）

にわたり社会体育の振興に尽力した。

高橋　千穂さん

永年にわたり蟠渓地区のゲートボール場の維持管理、

愛好者の育成等に尽力し、地域のスポーツ振興に貢献

した。

宮崎　藤男さん

永年にわたり蟠渓地区のゲートボール場の維持管理、

愛好者の育成等に尽力し、地域のスポーツ振興に貢献

した。

小宅　紘史さん

感謝状

◆永年功労者

70歳以上の方で50年以上在住された方

高見　　陞さん（昭和44年08月〜）壮瞥温泉

高見　光枝さん（昭和44年08月〜）壮瞥温泉

神保　　久さん（昭和44年10月〜）南久保内

高階ミツ子さん（昭和44年08月〜）滝之町

田中　賢治さん（昭和44年05月〜）滝之町

冨田美彌子さん（昭和44年10月〜）滝之町

斉藤優美子さん（昭和44年01月〜）滝之町

清野　　勉さん（昭和43年12月〜）滝之町

高橋レイ子さん（昭和44年05月〜）滝之町

矢島　啓子さん（昭和44年03月〜）滝之町

佐藤　秀敏さん（昭和23年11月〜）東湖畔

細川　良子さん（昭和44年08月〜）滝之町

田中ひな子さん（昭和40年12月〜）滝之町

南條美枝子さん（昭和24年01月〜）南久保内

加藤　惠三さん（昭和24年01月〜）幸内

瀬戸喜代子さん（昭和24年02月〜）上久保内

加藤　正利さん（昭和24年02月〜）滝之町

近藤　秀敏さん（昭和24年02月〜）滝之町

古沢　正幸さん（昭和24年03月〜）滝之町

坂爪　　勇さん（昭和24年03月〜）滝之町

宮武　靜夫さん（昭和24年03月〜）滝之町

坪田　文子さん（昭和24年03月〜）滝之町

千田　愛子さん（昭和28年01月〜）南久保内

田淵　一夫さん（昭和43年04月〜）滝之町

甲野　重則さん（昭和24年10月〜）滝之町

瓶子　光江さん（昭和24年10月〜）滝之町

栄誉をたたえて　　　　　　　　　　　　　　

山田　光大さん（壮瞥温泉）

令和元年6月29日〜30日　札幌市で開催　　　

第12回北海道シニアバドミントン選手権大会

男子30歳以上シングルス　　優勝
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後期高齢者医療制度のお知らせ
■広域計画に関する住民意見募集について■

第3次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（改正原案）

に関する住民意見募集について

北海道後期高齢者医療広域連合は、道内179市町村との連携のもと、後期高齢者医療

制度を運営している特別地方公共団体です。

この度、広域連合では、広域連合と市町村が連携しながら処理する事務について定め

た「広域計画」を改正します。

この第3次広域計画の改正にあたり、次のとおり広く住民の皆様からご意見を募集し

ます。

◆募集案件について

【募集案件】 『第3次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（改正原案）』

【募集期間】 令和元年12月6日㈮〜令和2年1月6日㈪（必着）

◆公表する資料について

『第3次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（改正原案）』

『第3次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（改正原案）新旧対照表』

◆資料及び募集要領の入手方法について

意見募集の開始日から、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ

(https://iryokouiki-hokkaido.jp)に掲載するとともに次の場所で配布して

います。

・北海道後期高齢者医療広域連合（住所については、下記お問い合わせ先参照）

・壮瞥町役場住民福祉課住民係

【お　問　い　合　わ　せ　先】

■北海道後期高齢者医療広域連合

〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目　国保会館6階

（☎011-290-5601）

■壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）



− 9 −

プレミアム付商品券購入引換券の
交 付 申 請 は お 済 み で す か

・プレミアム付商品券を購入するためには、購入引換券が必要です。

・購入引換券の交付を受けるためには、申請が必要です。

※住民税が課税されている方に扶養されている方や生活保護受給者等は対象となりません。

※申請を受けて町が審査した結果、対象とならない場合もありますので、ご了承ください。

・８月下旬に申請書を送付しておりますので、今一度ご確認ください。

・申請書を紛失された方は、役場住民福祉課窓口に申請書がありますので、その場で申請する
ことも可能です。

・申請書の再送付を希望される方は、役場住民福祉課社会福祉係にご連絡ください。（☎0142-

66-2340）

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。）

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（申請必要）や子育て世帯向け（申請不要）に壮瞥町プレミアム付

商品券を販売しています。

※詳しくは、町広報10月号及び11月号をご確認ください。

※ご不明な点がありましたら、役場住民福祉課社会福祉係にお問い合わせください。

2020（令和2）年2月19日㈬〔必着〕

※プレミアム付商品券の購入を検討されてい

る方は、12月中の申請にご協力ください。

2020（令和2）年2月28日㈮

【販売場所】 伊達信用金庫壮瞥支店

2020（令和2）年2月29日㈯

販 売 単 位

申 請 期 限

販 売 期 限

使用可能期限

住民税が課税されていない方で、申請がお済みでない方は必ずお読みください

壮瞥町プレミアム付商品券をご利用いただける店舗

【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）

壮運商事㈲
昭和新山給油所
ＪＡとうや湖壮瞥給油所
北海道エナジティック㈱壮瞥出張所
㈲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
㈲堀口水道
㈱壮匠建設
久保内新聞販売所

小林理容所
ビューティサロンクドウ
石井理容院
ドリームハウスカトウ
ファミリーファッションたなべ
前田フラワーセンター
増井電機商会
ＪＡとうや湖壮瞥生産資材センター
フレンドショップトミタ
サツドラ有珠山ロープウェイ店

取扱店舗名

ばんけい温泉湯人家
飲み喰い処ひさご
鮨食堂壮竜
レストランおおでら
ピッパラの森
ショップインふじかわ
セイコーマートふじさわ
ＪＡとうや湖Ａマート壮瞥店
農産物直売所サムズ
昭和新山熊牧場
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職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況

壮瞥町職員は、町民生活に関わる各方面で、様々な仕事に携わっております。これらの職員には、従事

する職務の内容に応じて給与が支給されています。今月号では、そのあらましを紹介します。

町職員の給与は、その職務と責任に応じて支給される給料と、扶養・住居手当などの諸手当から構成さ

れ、「一般職の職員の給与に関する条例」に基づき町議会の議決を経て支給されます。

なお、北海道のホームページからは全道の市町村の給与等の状況を閲覧でき、壮瞥町の状況と比較する

ことができますので、ぜひご覧ください。

（北海道ホームページアドレスhttp://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/kyuuyo/)

■人件費の状況（平成30年度一般会計決算）

■一般職職員給与の状況（平成31年度一般会計予算）

※人件費は、特別職及び議会議員等非常勤特別職の給料・報酬などを含みます。

※給与費は、特別職等の給与を含みません。

※職員数は、平成31年度予算算定時の見込みの人数（平成31年4月1日現在の実職員数は82人）

（平成31年3月31日現在）

（平成31年4月1日現在）

■一般行政職の平均給料月額等の状況

※経験年数とは、学校卒業後直ちに町職員として採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数を

いい、採用前に民間などの経歴がある場合は、その経験を加えた年数をいいます。

（平成31年4月1日現在）

■一般行政職の初任給の状況 （平成31年4月1日現在）

■退職手当の支給率 （平成31年4月1日現在）

■期末勤勉手当の支給割合 （平成31年4月1日現在）
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※町長、副町長の給料月額は平成12年度以降（教育長は平成16年度以降）平成27年度まで、及び平成30

年度、議会議員の報酬月額は平成17年度以降、平成27年度まで、及び平成30年度から平成31年度にて

削減しております。

■特別職の給料月額などの状況 （各年4月1日現在）単位：千円

■部門別職員数の状況 （各年4月1日現在）
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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。

「分野別懇談会に参加して」

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!

11月13日に分野別懇談会、ロス・フィンドレー氏講師「地域資源を生かしたまちづくり」に参加

いたしました。夏の閑散期、ニセコ町で大盛況となっているラフティングというアクティビティを生

み出したロスさんのお話しはとてもおもしろく、非常に刺激を受けました。

第5次まちづくり総合計画策定に伴う町民アンケート調査の結果によると、壮瞥町のまちづくりに

必要だと思うことの第1位に「移住・定住の促進」への取組とあります。壮瞥町の大きな魅力は大自

然や農産物ですが、どうしたら移住先に壮瞥町を選んでもらえるのか？観光目的でここに来てもらう

ことは容易かもしれませんが、移住となると『暮らし』と『魅力』を繋げたPRをしなくてはなりま

せん。壮瞥町の魅力をどのような層へどのような手段でPRすれば良いのか？を今の課題として受け

止めています。

また、私は移住者なので様々な相談を受けますが、中には「壮瞥町には住むところがない」という

相談もあります。賃貸のアパートやマンションはほとんどありませんし、あっても空きがない状態、

町営住宅も選考や抽選なので入れる保証がない、空き家の情報

が乏しい、ということだそうです。そのような状況を打開するた

めには、行政の力だけでなく町民の皆さんの力も必要だと思い

ます。

私個人的には、子育て世帯に住みやすい家を紹介できればこ

れから壮瞥町を担っていく人々を増やせるのではないかと思いま

す。私は子育て応援住宅“コティ”があったことで移住先の決

め手になりました。そのような移住者が増える取組を「私にで

きることは何か？」の目線で実行していきたいと思います。

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(15)

ARVONLISAVERO（消費税）

Moi!フィンランドにも日本と同じように様々な種類の税金がありますが、今回は特
に消費税（付加価値税）についてお話しします。
フィンランドの消費税は3段階に分けられます。通常は24％ですが、食品や日常必

需品、レストランで飲食をした場合等にかかる消費税は14％、さらに薬や本、宿泊サ
ービス等は10％となっています。１万円の商品を購入した場合2,400円が消費税とし

て納められるわけです。
日本の10％と比べると消費税率は高いですが、私はフィンランド人がこの税率を高いと言っている

のを聞いたことがありません。税金は教育の無償化、福祉サービスの充実など、国民の目に見える形
で有効的に使われているのがわかります。公共施設や公共交通手段の子供料金、学生料金も充実して
いると思います。国民が政府を信頼していて税金を納め、税金で支えられる社会保障にも満足してい
るのは、フィンランドが世界幸福度ランキングで世界１位に輝いたしあわせの鍵のひとつかもしれま
せん。
※2019年11月現在の情報です。

・・
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　89 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）

皆様こんにちは！ジオパーク推進協議会・学術専門員の西です。前回のジオパーク通信では、

火砕流（かさいりゅう）についてふれましたが、今回はさらに詳しくお話したいと思います！

噴火の際、火山のガスと噴出物が高速で山

を流れ下る現象のことを「火砕流」と言いま
す。火砕流は700℃程と高温で、時速100km
を超えることもあります。有珠山でも江戸時

代の噴火で発生した火砕流で多くの犠牲者が
出ました。

1991年、雲仙普賢岳（長崎県）で発生した火砕流

1822年の有珠山噴火で発生した火砕流の範囲
（ここでは火砕サージも含めて「火砕流」と表現しています）

また、新しくできた溶岩ドームが崩れて火

砕流が発生することもあります。
1991年に発生した雲仙普賢岳の火砕流がこ

のタイプです。ちなみに有珠山の火砕流の発

生要因は明らかになっていません。

有珠山では過去9回の噴火のうち、3回以上

火砕流が発生しました。次の噴火でも火砕流

が発生するものとして考え、行動しましょう。

火砕流が起こる原因はいくつかあります。
1つ目は、噴火によって立ち昇った噴煙が

崩れて発生するもので、これを噴煙柱崩壊型

火砕流と言います。

噴煙柱が崩れ
火砕流が発生

溶岩ドームが崩れ
火砕流が発生

①火砕流とは何か？

③火砕流が起こる原因２

次回は、なぜ火山をよく知る必要があるのかについて、お伝えします。

④有珠山の火砕流

②火砕流が起こる原因１

次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について次の噴火で発生するかもしれない火砕流について
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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

12月8日に第10回町民ゆきがっせん大会が開催されます。
申込受付は終了しましたが、ぜひ観戦にお越しください。

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）
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壮瞥町出身の北の湖親方のカードが作成されました
北海道が主体となって、北海道の歴史や文化をたどる「先人

カードめぐり」を企画し、道内各地の先人たちのゆかりの地を

巡るきっかけとなることを目的として「先人カード」が作成さ

れました。

先人カードは、道内各市町村にゆかりのある先人97人が選

出されており、壮瞥町出身の北の湖親方も選出されカードが作

成されました。先人カードは、それぞれの先人にゆかりのある

各市町村の施設でのみ配布されており、北の湖親方のカードは

壮瞥町郷土史料館横綱北の湖記念館で配布されております。

また、各市町村を巡りカードを集めて応募できるキャンペー

ンも行われております。

柔道大会結果

11月4日(月・祝)、日本工学院北海道専門学校にて第

42回登別市民柔道大会兼交流柔道大会が開催され、個

人中学女子の部において、舟迫悠菜さん（2年）が準

優勝、山崎来羽さん（2年）が3位に入賞しました。ま
た、団体中学生の部では、壮瞥Ａチーム（舟迫駿兵君

（3年）、山崎琉羽君（3年））が3位に入賞しました。本

当におめでとうございます。

令和元年度壮瞥町文化祭の開催

11月2日㈯、地域交流センター山美湖にて壮瞥町文化祭のステージ発表が開催されました。今年

も町民の皆さんの素晴らしいステージなどが発表され、観客席からは大きな歓声や拍手が送られま
した。
また、11月7日㈭から10日㈰の期間で展示部門が同会場で開催され、多くの力作が並びました。
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ふれあい敬老昼食会
10月18日㈮、社会福祉協議会主催のふれあい敬老

昼食会が地域交流センター山美湖で開催されました。

70歳以上の町民約220名という大勢の皆様にお集ま

りいただき、フラ愛の会によるフラダンスや事前に

申込みのあった方のカラオケ等が披露され、昼食を

食べた後は壮瞥高校の生徒が育てた花などが選べる

抽選会を行い、盛り上がりました。

会場のあちらこちらでは、久しぶりの再開を懐か

しみ、おしゃべりの花が咲くなど楽しい1日を過ご

しました。来年も元気にお会いしたいですね。

壮瞥高校生と町内若手農業者との座談会
10月21日㈪、壮瞥高校1年生が農業と環境の授業

の一環で、町内若手農業クラブＹＦＣ壮瞥会長の工

藤貴昭さんとＹＦＣ壮瞥元会長で同校の卒業生でも
ある木村大作さんとの座談会を開催しました。
「なぜ農家になったのか」「自然災害でどれだけの

被害が出たことがあるか」「年収は」など生徒たちか
らの質問に対し、一つ一つ丁寧に答えていただきま
した。
この授業では、地域課題にもなっている農業の担

い手確保に一定の役割を果たす狙いもあり、農業の
現場で働く生の意見を聴くことで、生徒たちへのい
い刺激になったようです。

ありがとうございました
10月21日㈪、道栄建設(株)と道路工業(株)日胆営

業所が地域貢献活動として、昨年に引き続き、劣化

が進んで見えづらくなっていた役場庁舎周辺の駐車

場の白線の補修をしていただきました。

公共施設の環境整備にご協力いただきありがとう

ございました。
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第4回西胆振スポーツ鬼ごっこ大会
11月4日㈪、伊達市総合体育館で西胆振スポーツ鬼ごっ

こ大会が開催されました。
スポーツ鬼ごっことは、7人1チームで相手チームのポイ
ントを取り合うスポーツで近年人気があり、小学生を中心

に各地で大会などが開催されています。今大会には伊達、
豊浦、遠くは恵庭から高学年の部10チーム、中学年の部に
8チームが参加して開催され、壮瞥町からはＮＰＯ法人そ
うべつ地遊スポーツクラブのジュニアスポーツクラブから
高学年の部2チーム、中学年の部1チームが参加し、高学年

の部で5年生チームが優勝、中学年の部は3・4年生チーム
が準優勝しました。6年生チームも決勝トーナメントに進

出するなど大健闘を見せました。

夢に向かって頑張って！全校道徳の授業開催
子どもの心に響く道徳教育として、11月12日㈫に壮瞥小

学校で全校道徳の授業が開催されました。講師には一般社

団法人エスポラーダ北海道の監督である小野寺隆彦氏をお
招きし、全校児童が小野寺氏の話に聞き入りました。
講話では「夢を追い続けて」と題し、小野寺氏が小学校

から現在までどのように夢を追い続けて行動してきたのか
をお話しし、子どもたちにみんなで協力することの大切さ
や、「夢は逃げない、夢に向かって頑張ってほしい」とエー
ルを送りました。
この授業は、北海道教育委員会の道徳教育特別非常勤講

師派遣事業制度を活用し実施されました。 子どもたちに将来の夢を聞く小野寺監督

おめでとうございます！
「いい歯の日」8020表彰で高橋さんご夫妻が受賞されました

室蘭歯科医師会主催で11月10日㈰に伊達市保健センター
で行われた「いい歯の日」歯科健康教室・8020表彰式にお
いて、久保内の高橋保次さん、八重子さんご夫妻が8020健
康賞を受賞しました。
8020健康賞は、4月1日現在80歳以上で歯が20本以上あ
る方を対象とした町と室蘭歯科医師会からの表彰です。
8020表彰式は来年度から6月上旬の開催となります。80

歳以上で歯が20本以上ある方は、来年度の表彰対象となり
ますので、ぜひ、保健センター（☎0142-66-2340）まで
ご連絡ください。
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剣道　各種大会で活躍
秋の剣道大会での活躍をお知らせします。
10月27日㈰　第34回北海道スポーツ少年団剣道大会胆振予選会（伊達市）

中学生女子個人戦　小田陽夏子（２年）３位

11月02日㈯ 第53回胆振学校剣道大会（伊達市）
小学生団体戦　準優勝

池田拓未（6年）、金子心春（5年）、小田竜太郎（5年）、
毛利いぶき（6年）、松浦遼河（6年）

中学生団体戦　3位

和田　優（1年）、金子祐大（1年）、阿野雄理（1年）、
小田陽夏子（2年）、金子椋祐（2年）

小学生低学年個人戦　毛利幸瑠（4年）優勝

中学生女子個人戦　小田陽夏子（2年）準優勝

11月10日㈰　第60回伊達地方防犯少年剣道大会（洞爺湖町）
小学生低学年団体戦　3位

毛利太洋（2年）、千田鈴之助（1年）、宮田桜晴（年長）
小学生高学年団体戦　準優勝

池田拓未（6年）、金子心春（5年）、小田竜太郎（5年）、
毛利いぶき（6年）、松浦遼河（6年）

中学生団体戦　優勝

和田　優（1年）、金子祐大（1年）、小田陽夏子（2年）、
阿野雄理（1年）、金子椋祐（2年）

小学生中学年個人戦　毛利幸瑠（4年）準優勝

小学生高学年男子個人戦　松浦遼河（6年）優勝

〃　　　　　　　　　小田竜太郎（5年）3位
小学生高学年女子個人戦　金子心春（5年）準優勝

中学生男子個人戦　和田　優（1年）準優勝

〃　　　　　金子祐大（1年）3位
11月17日㈰　第38回鵡川町剣道大会

小学生中学年男子個人戦　毛利幸瑠（4年）準優勝
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年末年始の12月31日㈫〜1月5日㈰までは、し

尿処理汲み取り業務及び受付をお休みしますので

汲み取りの申込みはお早めに願います。

年内に汲み取りを希望される方は12月20日㈮

までに申込みください。

【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）

生活費が足りなくて困っている、就職したいけ

れど決まらない、借金の返済で生活が圧迫されて

いる、子どもが引きこもっているなど現在の生活

にお困りの方のご相談を広く受け付けます。

ご予約は不要ですので当日会場にお越しくださ

い。

また、当日お越しになれない方は、電話での相

談も受け付けております。

お気軽に問い合わせ先の番号までお電話くださ

い。

日時／令和元年12月20日㈮13:00〜14:00

場所／壮瞥町地域交流センター山美湖小会議室

【お問い合わせ】

生活就労サポートセンターいぶり（☎0120-09-0783）

広報そうべつ2020年1月号の表紙の写真を募集

します。たくさんのご応募をお待ちしています。

写真条件／町内の自然風景で新年1月号の表紙に

ふさわしいもので縦位置の写真

対象者／町内在住または町内に通勤、通学してい

る方

提出期日／令和元年12月13日㈮

提出方法／JPEGデータをメールまたは直接提出

してください。提出の際に氏名・年齢・連絡先

を明記してください。

※提出いただいた写真はお返しできませんの

で、ご承知おきください。

写真サイズ／2000×3000ピクセル〜2500×

3500ピクセル程度

※1700×2300ピクセル以下の写真は掲載する

ことができませんので、ご注意ください。

採用方法／応募いただいた作品の中から選考させ

ていただきます。採用された方のお名前は1月

号の誌面にて公表させていただきます。

【提出・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）

E-mail：kikaku@town.sobetsu.lg.jp

年末年始の汲み取り業務休止の
お知らせ　INF

OR
MA

TIO
N

生活、仕事、家計、家族の
悩み相談会のご案内INF

OR
MA

TIO
N

1月号の表紙を募集します！　

INF
OR

MA
TIO

N

お知らせ

12
DECEMBER

※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。

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

INF
OR

MA
TIO

N

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)

令和2年02月13日(木) 奈　良弁護士(奈良法律事務所)  令和2年02月07日(金)

令和2年02月27日(木) 林　弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和2年02月21日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限



お知らせ

12
DECEMBER
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●狩猟免許試験

日時／令和2年2月2日㈰9:00〜

会場／むろらん広域センタービル

試験種別／網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免

許及び第二種銃猟免許

必要書類／狩猟免許申請書、医師の診断書、顔写

真、北海道収入印紙（5,200円）、返信用封筒

受付期間／令和元年12月17日㈫〜1月17日㈮まで

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局保健環境部環境生活課

（☎0143-24-9577）

●予備講習

日時／令和2年1月19日㈰9:00〜17:00

会場／伊達市カルチャーセンター

試験種別／①第一種銃猟免許11,000円

②網猟、わな猟免許8,250円

①＋②13,750円

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場産業振興課林務畜産係

（☎0142-66-2121）

下記のとおり実施します。

受付時間／9:00〜11:00までとなっております

12月15日〜翌年3月15日までの期間に、胆振管内

沖合海域においてさくらますの船釣りを行うために

はライセンスが必要です。海域や時間など、詳細は

下記にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

胆振海区漁業調整委員会事務局

（☎0143-24-9812（海区直通））

〒051-8558  室蘭市海岸町1-4-1  室蘭広域センタービル

消費税及び地方消費税の税率が、令和元年10月1

日から10％となっています（税率引上げと同時に、

軽減税率制度が実施されています）。

課税事業者の方は、期限内納付のために、計画的

な納税資金のご準備をお願いします。

なお、納税は、「ダイレクト納付」「振替納税（個

人事業者の方）」「クレジットカード納付」などの便

利な納付手段をぜひご利用ください。

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、

室蘭税務署までお尋ねください。

〈国税庁ホームページ〉https://www.nta.go.jp

【お問い合わせ先】

室蘭税務署（☎0143-22-4151）

狩猟免許試験及び予備講習会の
お知らせINF

OR
MA

TIO
N

消費税及び地方消費税の納税は期限内に
INF

OR
MA

TIO
N

さくらます船釣りにはライセンスが
必要です　INF

OR
MA

TIO
N

12月歯科救急医療実施について

INF
OR

MA
TIO

N

12月01日

12月08日

12月15日

12月22日

12月29日

12月31日

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

くどう歯科クリニック 登別市富岸町2-11-3 0143-86-0048

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

サン・フィッシュ・デンタル・クリニック 伊達市舟岡町362-18 0142-23-1830

八丁平歯科医院 室蘭市八丁平2-27-16 0143-46-1182

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

柴田歯科高砂デンタルオフィス 室蘭市高砂町3-9-20 0143-45-8484

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

K.FUKUDA DENTAL CLINIC 登別市鷲別町3-22-2 0143-50-6565

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 0142-22-1641

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話
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積雪の時期を迎えます。国道・道道・町道では

除雪体制を整えていますが、効率的な除雪作業を

行うため、皆様のご協力をお願いします。自宅の

出入り口は各家庭での除雪をお願いします。

除雪作業の後には、各家庭の出入り口などにど

うしても雪が残ってしまうこともありますが、一

軒一軒の間口除排雪対策を行うことができません

ので、ご協力をお願いします。

車道へ雪を捨てないでください

車道へ雪を出してしまうと道路がでこぼこにな

ったり、事故の原因となり非常に危険ですので、

車道への雪だしはやめましょう。

路上駐車の禁止にご協力ください

路上駐車は除雪作業に支障をきたすばかりでは

なく、吹雪や夜間などには事故のおそれがあるの

で、路上駐車はやめましょう。

除雪作業は、道路を通る歩行者、車両の安全確

保、緊急車両の通行等を確保するために行います。

駐車してある車両が除雪の支障となる場合は、警

察等に連絡する場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。

除雪車などには近寄らないでください

除雪作業中は、事故等が起こらないよう細心の

注意を払い安全運転に努めています。

しかし、除雪車に近づきますと大変危険ですの

で、除雪車がきたら近寄らないでください。

マンホールに雪を捨てないでください

マンホールは雪を捨てる場所ではありませんの

で、投雪すると本来の排水機能が低下したり、歩

行の障害になります。

道路の適正な使用にご協力ください

自宅前の路上や車庫の出入り口の道路敷地内の

障害物（車庫出入り口の台、看板用ブロック等）

は除雪の支障になりますので、置かないでくださ

い。

子供のそり遊びなどによる飛び出しは危険です

道路付近の雪山でのそり遊びなどは、道路に飛

び出して事故を引き起こしてしまいます。道路付

近の雪山で遊ばないでください。

【国道についてのお問い合わせ先】

北海道開発局室蘭開発建設部有珠復旧事務所

防災対策課（☎0142-76-2550）

【道道についてのお問い合わせ先】

胆振総合振興局室蘭建設管理部洞爺出張所

施設保全室（☎0142-76-2111）

【町道についてのお問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課管理係（☎0142-66-2121）

◆第12回「土地の境界がはっきりしない。どう
したらいいの？」
Ｑ 土地の境界がはっきりしない。どうしたらい

いの？

Ａ お隣との土地の境目は通常「境界」といわれ

ており、その目印として「境界標」が設置さ

れています。

皆さんの大切な財産である土地の境界がはっ

きりしないということは、この不動産を使用

（占有）できる範囲や処分ができる範囲が分

からないので、悩みの種となってしまいます

ね。

法務局が管理・保管している地図や地積測量

図などの資料や役所等が持っている地図・図

面等、そして土地家屋調査士が調査した測量

成果などの資料に基づいて、皆さんに代わっ

て境界線、境界杭を調べる国家資格者が土地

家屋調査士です。

皆さんから土地の履歴や情報をいただくとと

もに、実際に測量作業や杭の調査をし、お隣

の所有者さんにも事情を伺い、総合的に分析

して、正しい境界線、境界点を導き出します。

境界についてお隣と意見が違っている場合

は、日常生活にも支障をきたす場合がありま

すので、札幌土地家屋調査士会では「境界問

題解決センター」を設置しておりますし、法

務局にも「筆界特定制度」があります。お気

軽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）

札幌土地家屋調査士会（☎011-271-4593）

冬期間の除雪作業にご協力ください
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登記・相続に関するＱ＆Ａ
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高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用

を対象とした公的な融資制度です。お子様1人に

つき350万円以内を、固定金利（年1.66％（令和

元年11月1日現在））で利用でき、在学期間内は

利息のみのご返済とすることができます。

詳しくは、「国の教育ローン」で検索していた

だくか、下記のコールセンターへお問い合わせく

ださい。

【お問い合わせ先】

教育ローンコールセンター

（☎0570-008656または☎03-5321-8656）

●介護料支給のご案内

自動車（バイク含む）事故による重度後遺障害

（脳損・脊損）により介護を要する方へ、後遺障

害の程度などに応じて月額35,400円〜209,430円

支給します。

●交通遺児等育成資金貸付のご案内

自動車（バイク含む）事故により死亡または重

度後遺障害（脳損・脊損）を負われた方の義務教

育修了前の子弟に対し、月々一定額の育成資金を

無利子で貸し付けします。

●交通遺児等友の会入会のご案内

自動車（バイク含む）事故により死亡または重

度後遺障害（脳損・脊損）を負われた方の義務教

育修了前の子弟のいる家庭に対し、交流会やレク

リエーションを開催しています。

【お問い合わせ先】

自動車事故対策機構札幌主管支所

（☎011-218-8155）

国際青少年研修協会では、10コースの参加者

を募集しています。海外生活を通して交流を体験

し、国際感覚を養うことを目的に実施します。事

前研修会では仲間作りからサポートいたしますの

で、安心してご参加いただけます。

研修国／イギリス、オーストラリア、カナダ、サ

イパン、ニュージーランド、フィリピン、カン

ボジア、ネパール

内容／ホームステイ、英語研修、文化交流、地域

見学、野外活動等

※コースにより体験内容をお選びいただけます。

説明会／全国10都市にて開催

※予約不要・入場無料

日程／令和2年3月25日㈬〜4月5日㈰のうち6〜

11日間

※コースにより異なります。

対象／小学校3年生〜高校3年生まで

※コースにより対象学年が異なります。

定員／10〜20名

参加費／24.8〜49.9万円

締切／1月31日㈮

※1月24日までに申込みの方は早期割引1万円

【お問い合わせ・資料請求先】

〒141-0031

東京都品川区西五反田7-15-4第三花田ビル4階

公益財団法人国際青少年研修協会

（☎03-6417-9721）

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内INF
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自動車事故対策機構からのお知らせ
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小学生から高校生のための
春休み海外研修交流事業参加者募集INF
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令和元年
12月14日〜15日
（いずれか1日）

1次試験
令和2年1月18日

令和2年
3月末

令和2年
3月末

令和元年
12月11日

令和2年
1月6日

18歳以上
33歳未満の男女

15歳以上17歳未満の男子
中学校卒業（見込み含む）

募集種目 資　格 受付締切 試験期日 採用時期

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

自衛官候補生

お 問 い 合 わ せ
お 申 し 込 み 先
資料・志願票等の
請 求 先

〒050-0083 室蘭市東町2丁目21-12 石井ビル１階
防衛省自衛隊札幌地方協力本部　室蘭地域事務所
（☎0143-44-9533）

自衛官候補生、高等工科学校生徒募集中！
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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（伊達市網代町5-4）

内容／就労相談・就労体験ほか

日時／令和2年1月10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）

農林水産省では、2月1日現在で「2020年農林

業センサス」を実施します。

農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、

国や都道府県、市区町村はもちろん各方面にわた

り、広く利用できる総合的な統計資料を得るため

の調査です。

全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関

係者を対象に行われる『農林業の国勢調査』とも

いうべきものです。

皆様のお宅や会社等に調査員が調査に伺いまし

たら、ご協力をお願いします。

【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）

「おしゃれお正月飾り」
対象／一般

日時／令和元年12月19日㈭・21日㈯・22日㈰・

23日㈪・24日㈫

13:30〜15:00いずれか1回

会場／西いぶりリサイクルプラザ2階

定員／先着各10名

料金／各2,000円

申込方法／12月5日㈭から電話で受付

「しめ縄飾り」
対象／一般

日時／令和元年12月19日㈭・21日㈯・22日㈰・

23日㈪・24日㈫

13:30〜15:00いずれか1回

会場／西いぶりリサイクルプラザ2階

定員／先着各10名

料金／各1,000円

申込方法／12月5日㈭から電話で受付

【お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

働きたい方のための出張相談会
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統計調査にご協力ください
〜2020年農林業センサス〜INF
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西いぶりリサイクルプラザからの
お知らせINF
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死亡事故ゼロ1,471日
－人身交通事故発生状況10月分－

発生 0件（ 3件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 3名）

※10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10月16日〜令和元年11月15日）

■人のうごき

■10月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,518人（ 11）

男 1,187人（ 4）

女 1,331人（ 7）

世帯数 1,355戸（ 7）

※10月末現在（ ）は前月差

伊藤　勝美さん （81歳）【星野】

三浦　利幸さん （81歳）【南久保内】

◆お悔やみ申し上げます
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生涯学習情報生涯学習情報

■日　時：令和元年12月26日㈭14:00〜16:00

■会　場：壮瞥町図書分室

■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　時 令和2年1月20日〜3月16日の毎週月曜日　13:00〜16:00（ただし、2月24日はお休みです）

○会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖2階　研修室1

○内　容 パッチワーク、布の小物、雑貨等の製作

○講　師 前川　裕子

○申込み 教育委員会生涯学習課社会教育係　前川までお電話ください。（☎0142-66-2131）

※ただし、定員は10名とします。申込人数が10名になり次第、参加者募集は締め切りますので、ご了

承ください。

第9回目は昼間の時間帯に部分日食の観測を行う予定です。その他、周極6星座講習などを行い、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。

第9回夜空を見る集いのご案内

社会教育施設年末年始の休館のお知らせ
■壮瞥町地域交流センター ■壮瞥町遊学館　■壮瞥町図書分室

上記の各施設につきましては、令和元年12月31日〜令和2年1月5日の期間、年末年始休館となります

のであらかじめご了承願います。

※壮瞥町地域交流センターは1月6日㈪から通常どおり使用できます。

壮瞥町マイプラン講座のご案内 ちくちくたいむ
身近にある布でポーチや簡単なバックなどの小物作りをします。初めての方でも安心して参加できる

ゆっくりペースでミシンの使い方も覚えられます。

興味がおありの方は、一緒に“ちくちく”しませんか？

◎日　時 令和2年3月8日㈰　13:30〜開場 14:00〜開演

◎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 大人1,000円（高校生以下無料）
※入場料収入は全額チャリティーとします

チケット1月中旬以降発売予定
◎申込み・お問い合わせ先　教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会事業第3弾

土田英順 東日本大震災
チャリティーソロチェロコンサート
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令和元年度　
壮瞥町スキー･スノーボードスクール

令和元年度　
壮瞥町スキー･スノーボードスクール

○学校スキー授業前に滑りましょう。

○保護者や初心者の参加も大歓迎です。

○スノーボード愛好者もお待ちしてます。

○1日だけの参加でもＯＫです。

ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

地遊スポ交流忘年会
忘年会だけど
お酒は出ません
ご了承ください

地遊スポーツクラブ忘年会を開催します。

今年最後に、ジュニアスポーツクラブ、アスリートクラブ、一般会員、小中学生、保護者・地域の

皆様など、みんなで集まり、おいしい昼食を食べた後、ゲームやスポーツで交流します。

会員以外の皆様にもご参加いただけます。たくさんのご参加をお待ちしております。

○主　催 ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

○共　催 壮瞥町教育委員会　壮瞥町社会福祉協議会

○内　容 昼食後、麻雀教室、将棋、花札勝負、体育館でのスポーツなどで交流します

○会　場 青少年会館

○日　時 12月25日㈬11:30〜15:00

○参加料 300円　※当日集めます

○昼　食 カレーライスと飲み物を用意します。

○送　迎 「行き」壮小11:20→壮中11:30→青少年会館

「帰り」青少年会館15:00→立香、山美湖、壮瞥温泉、仲洞爺方面送り

○持ち物 上靴、動きやすい服装

○申　込 12月18日㈬までに申込書に記入の上、学校に申込書を提出してください。

○その他 お問い合わせは地遊スポーツクラブクラブマネージャー加藤（☎080-6068-3352）

または壮瞥町教育委員会：蛯名(☎0142-66-2131)までご連絡ください。

受講者大募集！

◎主　催 壮瞥町教育委員会

◎協　力 伊達スキー連盟

◎期　日 令和2年1月7日㈫・8日㈬2日間

◎募　集 ◎ジュニアクラス：50名程度

◎一般クラス：30名程度

☆レベルアップクラス（一般1、2級を目指すクラス）

☆エンジョイクラス（楽しくしっかり基礎を学ぶクラス）

☆ビギナークラス（大人のスキー初心者を対象としたクラス）

☆スノーボードクラス（初級から中級程度の方を対象にしたクラス）

※クラスは、上記の他参加者の状況により設定します。

◎受　付 12月26日㈭までに教育委員会に申込書を提出してください（FAX可）。

※1）小、中学生は学校の担任の先生へ申込書を提出してください。

※2）一般の参加者は申込書を送付しますので教育委員会までご連絡ください。

◎送　迎 下記のとおりスクールバスを臨時運行します。希望者は必ず申込書にご記入ください。

①仲洞爺公民館前→②壮瞥温泉団地集会所前→③山美湖前→④そうべつ子どもセンター

⑤情報館i前→⑥久保内駐在所前→⑦久保内小学校前→オロフレスキー場

◎時　間 講習時間は10:00〜15:00までです。

【開講式】1月7日㈫　10:00

◎受講料 2,000円　※初日の受付時にお支払ください。

◎その他 ①申込者には後日詳細のご案内をお送りします。

②悪天候や雪不足の場合は、中止となる場合もありますので

予めご了承ください。
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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
※12月31日～1月5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

日　時：令和元年12月15日㈰14:00〜15:30
場　所：壮瞥町地域交流センター　図書室

日　時：12月19日㈭14:00〜
場　所：図書分室
参加費：無料（門松を希望される方は、鉢代・300円程度いただきます）
申込み：7名様限定で、門松作りも行います。門松作りを希望される方は、12月13日㈮までに、

図書室（☎0142-66-2131）まで事前に申込みください。しめ縄だけ希望の方は事前の
申込みは必要ありません。
※飾り物を持っている方は持参してください。
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サンタクロースに会えるサンタクロース村が
あるフィンランド。そのフィンランドに関係の
ある絵本の読み聞かせを行います。

フィンランドの森

に住んでいて、幸福

を運んでくれる妖精、
トントゥ作りを行い
ます。

しめ縄作り

フィンランドのクリスマス会
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ようこそ

フィンランドの作家の
絵本やフィンランドで生

まれたキャラクター、ム
ーミンの絵本の展示も行

っています。

クリスマスツリ
ー（壁面）に折り
紙で好きな飾りを
作って、飾ってみ
よう！
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10月の図書室利用者数
図書室来客数： 342人

分室来客数： 25人

本の貸出人数： 153人

本の貸出冊数： 730冊

『いけない』 著：道尾秀介

死んだのは誰だったのか？なぜ死んだのか？罪は誰のも
のだったのか？ラスト1ページが暴き出すもうひとつの“真

相”をあなたは見抜けるか？

『満願』著：米澤穂信

人を殺め、静かに刑期を終えた妻の本当の動機とは･･･。交

番勤務の警官や在外ビジネスマン、美しき中学生姉妹、フリ
ーライターなどが遭遇する6つの奇妙な事件。

〜一般書〜

『日本人の勝算』『僕たちは、
地味な起業で食っていく。』
『「宿命」を生きる若者たち』
『ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー』『子ど
もをのばすアドラーの言葉』
『アイスの旅』『心地よい毎

日服』『シルエットがかわい
い！おしゃれな子ども服』
『パターンレーベルの子供服

ソ ー イ ン グ Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ

BOOK』『まいにち着る女の
子服』『時間の花束』『世界

一美味しい手抜きごはん』
『りんごのおやつ』『世界一

親切な大好き！家おやつ』
『medium 霊媒探偵城塚翡翠』
『緋の河』『Ｉの悲劇』『落日』
『祝祭と予感』『のっけから
失礼します』『掃除婦のため
の手引き書』『新聞記者』
『ケーキの切れない非行少年

たち』『「他者」の起源』『年

収90万円でハッピーライフ』
〜児童書〜

『こども六法』『天気の子』
『おしりたんてい ラッキーキ
ャットはだれのてに！』『か
いけつゾロリ うちゅう大さ
くせん』『クイズ&パズルで
わかる数と図形のナゾ』『工

作でわかるモノのしくみ』
『ためしてわかる身のまわり
のテクノロジー』『実験でわ
かる科学のなぜ？』

〜えほん〜

『もったいないばあさん かわ
をゆく』『字のないはがき』

12月の展示

謎解き本謎解き本

〜12月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

秋の読書週間中、「ベストセラーでふりかえる平成」展と「ふしぎ
なものがたり」展を行いました。

10月17日㈭に古典サロンを行い
ました。4月に引き続き、伊達市在

住の武者ますみさんを講師として
迎え、清少納言の枕草子とお香の
つながりについて学びました。

10月の図書分室

読書週間は平成の歴史と不思議な世界

★タイトル「123人の家 vol 2」 出版社：アクタス

インテリア・空間に興味のある方必見!!
ステキな暮らしの写真と文章にわくわくしちゃいます。
“部屋が片づかない人へのアドバイス”とか、“座右の銘”とか、イン
テリア好きの123＋2人が、12の質問に答えています。
「これはまねしたい」と思える何かがきっとみつかりますよ。

【オススメ者：匿名希望】

わたしのオススメ本
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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12月号

本年10月下旬、壮瞥町字洞爺湖温泉の道道

洞爺湖登別線上において、重傷事故が連続発

生しました。

この事故の現場は、道幅が狭く、観光客等

の横断の多い道路です。

幅の狭い道や歩行者の多い道を通行する際

は、周囲をしっかり確認し、スピードを抑え

た安全運転をお願いします。

また、これからの時期は、降雪や路面凍結

により道路状況が悪化しますので、路面状況

に応じた運転をお願いします。

重傷事故多発!!
交通事故防止にご協力願います

例年、屋根の雪下ろし中の転落や落氷雪の下敷き、暴風雪による車両立ち往生で命を落とす事

故が発生しています。

このような事故を防ぐために、次のことに注意しましょう。

(1) 雪下ろしは複数人で

屋根の雪下ろし中にはハシゴを支えたりする補助者を配置するほか、転落防止措置を確実に講

じましょう。

(2) 除雪機による除雪は安全を確かめながら

除雪機を使用するときは、自分と周囲の安全を確認し、除雪機から離れるときには必ずエンジ

ンを停止しましょう。

(3) 気象情報に注意

悪天時には、車の立ち往生等で国道453号等が通行止めにな

る場合もあります。

気象情報に注意し、暴風雪や大雪警報が発令されたときは、

極力外出を控えるとともに、車内には防寒着や長靴、手袋、ス

コップ、牽引ロープ等を車載しておきましょう。

飲酒運転の根絶
(1) 飲酒運転は悪質な犯罪！

飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす

悪質な運転行為です。

お酒を飲むとわずかな量でも運転に大きな

影響を及ぼし、重大事故を起こす可能性が高

まります。

(2) 飲酒運転は運転者以外も処罰の対象！

車を運転する恐れのある人にお酒を提供し

たり、お酒を飲んでいる人に車を提供したり、

飲酒運転の車に同乗すると、例えお酒を飲ん

でいなくても処罰の対象になります。

除雪や暴風雪に伴う事故の
未然防止
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12月号の広報テーマ「住宅防火対策の推進」
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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 016件（累計 139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

西胆振行政事務組合平成30年度決算概要
平成30年度西胆振行政事務組合決算概要をお知らせ

します。

歳入では、歳入グラフのとおり自主財源の消防負担

金が最も大きく、構成4市町の規模（人口割、財政割）

及び均等割により負担率が決められています。

歳出では、歳出グラフのとおり給与費と消防費（主

に消防本部、消防署（支署）の活動経費）が最も大き

く、平成30年度は指揮・支援車、伊達化学消防ポンプ

車及び伊達積載車、伊達消防団連絡車の整備に充てら

れました。

10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分

洗濯物の室内干しの火災危険
寒くなるこれからの季節、洗濯物を室内で乾燥させ

る機会も多くなります。ストーブの上に洗濯物を干し

てしまうと、温められた空気が気流となり上昇し、乾

いて軽くなった洗濯物があおられストーブ上に落下し、

火災が発生することがあります。

ストーブの付近で洗濯物を乾かすのは、絶対にやめ

ましょう。

一人暮らし高齢者宅防火査察
10月23日㈬、80歳以上で一人暮らしをされている世

帯を対象に女性消防団員と消防職員、役場職員による

防火査察を実施しました。ご自宅を訪問し、ガス台や

ストーブなどの火の元、住宅用火災警報器の設置状況

の確認を行いました。

防火ＰＲの実施
秋の火災予防運動期間中の10月16日㈬に、そうべつ

子どもセンター前で防火ＰＲを実施しました。

建部婦人防火クラブ（飯尾さん）・橋口1婦人防火ク

ラブ（郡さん）、壮瞥支署職員2名により園児及び父母

に対し、火災予防啓発用品を配布し、火災予防を呼び

かけました。

歳入合計
14億9,529万9千円

消防負担金　消防負担金　88.0388.03％消防負担金　88.03％

諸収入　1.06％

道支出金 1.68％

組合債　0.81％

財産収入　0.29％

繰入金　4.92％

繰越金　4.55％

使用料及び手数料
0.06％

歳出合計
14億5,446円

消防費消防費
24.8124.81％

給与費給与費
70.6670.66％

消防費
24.81％

給与費
70.66％

公債費　2.56％
監査委員費　0.01％

衛生費
1.86％

議会費　0.10％

詳細／西胆振行政事務組合消防本部総務課

☎0142-21-5000

【歳入】
１．消防負担金

（内訳） 伊達市
洞爺湖町
豊浦町
壮瞥町

２．使用料及び手数料
３．道支出金
４．財産収入
５．繰入金
６．繰越金
７．諸収入
８．組合債

【歳出】
１．議会費
２．監査委員費
３．消防費
４．衛生費
５．給与費
６．公債費

1,495,299
1,316,245
659,250
300,501
188,053
168,441

993
25,212
4,299
73,619
47,029
15,802
12,100

1,454,460
1,398
124

360,866
27,052

1,027,679
37,341

単位：千円
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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

子宮頸がん検診にプラス「HPV検査」

保健師　澁谷　知子

女性の方、子宮頸がん検診を受けていますか？20歳以上の女性は2年に1度、子宮頸がん検診の受診が推

奨されています。女性がかかるがんのうち、子宮がんは5番目に多いがんですが、20代から30代の女性で

は、子宮頸がんが一番多いがんとなっています。

☆壮瞥町保健センターで令和2年1月に行われる子宮がん検診で、HPV検査を一緒に受けられます。

この機会に、ぜひ受診をご検討してみてください。詳しくは、今月号の折り込みチラシをご覧ください。

HPVって なに？

感染すると
どうなるの？

どんな検査なの？

みんな受られる？

もし、「陽性」と
判定されたら…
もし、「陽性」と
判定されたら…
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もし、「陽性」と
判定されたら…
もし、「陽性」と
判定されたら…
もし、「陽性」と
判定されたら…
もし、「陽性」と
判定されたら…
もし、「陽性」と
判定されたら…
もし、「陽性」と
判定されたら…

ヒト・パピローマ・ウイルスの略で
100種類以上の型があります。女性で
あれば約半数以上の方が生涯で
一度は感染すると言われて
いる一般的なウイ
ルスです。

HPVに感染しても、多

くの人は自分の免疫力で
ウイルスを排除できるの
ですが、約10％の人は
ウイルスを排除できず

に感染が持続してしま
い、一部の人でその細胞

が変化し、異形成から子

宮頸がんへと進行し
ます。

子宮がん検診で行われ
る「細胞診」で採取した

検体の残りを使用して検

査します。HPVのう
ち、がんになる危険性

の高い13種類のどれかに
感染しているか否かが分

かる検査です。
壮瞥町の検診では、50歳

未満で希望される方に子宮がん
検診と一緒に検査を実施していま
す。検査結果が「陰性」だった場合は2

〜3年に1回の受診を お勧めします。

がんと決まったわけではありません。
専門の医療機関で詳しい検査をしてもらい、
細胞の変化を見てもらいましょう。



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。▼

12月 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

8
町民ゆきがっせん大会
壮瞥中学校体育館
8:40～

9 13
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
山美湖大学部活動
健康体操教室
山美湖多目的ホール
14:00～16:00

14
冬の生活習慣病健診
保健センター
7:00～9:00
チャリティー
カラオケ大会
山美湖多目的ホール
16:00開場／17:00開演

15
フィンランド
クリスマス会
山美湖図書室
14:00～15:30 p26

18
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

21
オロフレスキー場
オープン(無料開放)
8:30～16:30

22 23 27
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

28

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  p5

1 2 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  p5
役場大会議室
18:30～20:00  p5

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  p5

17
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

7

10
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

11
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

16
山美湖大学
山美湖多目的ホール
10:00～12:00

25
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

20
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
悩み相談会
山美湖1F小会議室
13:00～14:00 p19

19
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30※午前中のみ
図書分室開放日
13:00～16:00
しめ縄作り
図書分室
14:00～　p26

26
無料法律相談
山美湖１Ｆ小会議室
10:30～12:00 p19
図書分室開放日
13:00～16:00
夜空を見る集い
図書分室
14:00～16:00 p24

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  p5

12
第4回定例会
役場大会議室 10:00～
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00～12:00
無料法律相談
山美湖１Ｆ小会議室
10:30～12:00 p19
図書分室開放日
13:00～16:00

24
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

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

10日
24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

28日

04日
11日
18日
25日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

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

29 30 1/3 1/41/1
元旦

燃やせるごみ・
生ごみ収集休み
1/5まで

1/231
コミュニティタクシー
運行休止　1/5まで
役場年末年始の休み
1/5まで
社会教育施設
年末年始休館
1/5まで
し尿汲み取り
営業休止　1/5まで

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

令和元年



特産品開発支援事業補助金の再募集
一個人や一団体でも活用できる補助金で、皆さんの

特産品開発にかけるチャレンジ精神を応援します。
補助要件
■補助対象者

町内に事業所の所在地を有する法人、その他団体
または町内に住所を有する個人で、以下の全てに該
当する方。
①壮瞥町で農林水産業又は商工業の事業を行ってい

る方または新規に行う方
②同一年度内にこの補助制度を使用していない方
■補助率

補助対象経費の総額の1/2以内
■補助金額

上限100万円
※ただし、予算が限られておりますので、希望される方

は事前にご相談ください。
■補助対象経費
（1）特産品開発推進事業
①特産品開発に向けた人材育成に要する経費
例／研修会講師謝金、研修会参加負担金、

資料購入費等
②コンクール及び試食会、

各種イベントへの参加に要する経費
例／原材料費、副資材購入費、イベント参加費等
（2）特産品開発実施事業
①特産品及びそのデザインの開発、

改良に要する経費
例／デザイン開発料、広告宣伝費、成分分析費等
②特産品の流通及び販路開拓に要する経費
例／機器のレンタルリース料、

技術コンサルタント委託料等
募集期間／12月2日(月)～12月27日(金)
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場商工観光課商工観光係
（☎0142-66-4200）

企画財政課企画広報係 2019年11月29日号

おしらせ

各施設の年末年始体制
○役場・教育委員会
○やまびこ図書室
○保健センター

（歯科診療所を除く）
○社会福祉協議会
○コミュニティタクシーの運行

12月31日(火)～1月5日(日)休み
○そうべつ情報館i（観光協会・サムズ）

12月31日(火)～1月5日(日)休み
○歯科診療所 12月28日(土)PM～1月５日(日)休み
○オロフレスキー場

12月31日(火)9:00～15:00まで営業
1月1日(水)10:00～16:00まで営業

○ゆーあいの家
12月31日(火)18:00まで営業
1月1日(水)休み

○郷土資料館・横綱北の湖記念館
12月～3月休館（事前予約により入館可能）

○久保内ふれあいセンター
12月31日(火)～1月2日(木)休み

○来夢人の家
12月30日(月)10:00～15:00まで営業
12月31日(火)～1月3日(金)休み

○メルトタワー21(西胆振地域廃棄物広域処理施設)
年末年始も受け入れています。
受付時間／12月31日(火)8:30～16:30

1月1日(水)～1月3日(金)10:00～14:30
※年末の混雑時は搬入申告書の臨時記載所を設置

します。受付の際、運転免許証等、身分証明の提
示が必要です。

○リサイクルプラザ
資源物受入／12月29日(日)～1月3日(金)休み
プラザ棟／12月31日(火)～1月5日(日)休み

○げんき館ペトトル
12月31日(火)～1月5日(日)休み

12月31日(火)～
1月5日(日)休み

町営住宅入居者募集 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

●ほくと団地（公営住宅）

住 所 壮瞥町字滝之町330番地7

建 設 年 度 平成20年建設 3号棟

戸 数 、 規 格 1階 3LDK(76.57㎡) 1戸（世帯用）

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（23,800～35,500円）

敷 金 家賃の3カ月分

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12月2日(月)～令和元年12月16日(月)

※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。

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 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
上下水道料金の

消費税率改定について
消費税法等の改正に伴い、令和元年12月請求分

（11月検針分）から、水道料金及び集落排水等使用
料の消費税率について8％から10％に改定しますので、
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場建設課
上下水道係（☎0142-66-2121）

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。

☆12月の子育て支援センター開放日☆
3日(火) 6日(金) 10日(火) 13日(金)
17日(火) 20日(金) 24日(火) 27日(金)

☆12月の育児サークル事業☆
12日(木) 10：00～12：00

身体測定
ひだまりの会読み聞かせ
（クリスマスバージョン）
クリスマス会

☆育児相談事業☆
月～金曜日 9：00～17：00
【お問い合わせ先】
子育て支援センター“げんき”
（☎66-2452（そうべつ子どもセンター内））

防災行政無線戸別受信機の全戸配布
11月のお知らせから一部変更になりました。
配布時期／令和元年12月初旬～令和2年2月下旬
配布方法／事前の通知はせず、直接ご訪問します。
※詳細は別刷りで配布しているチラシをご覧ください。
※令和元年12月初旬～令和2年1月下旬、8:00～

18:00は、放送を停止する地域があります。
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）



令和2年度壮瞥町会計年度任用職員の募集について
1.採用予定数、職種及び勤務条件等／下記のとおり
2.受験資格／原則として壮瞥町内に居住する健康な方
3.応募方法／

指定の申込書に写真を添付し、令和元年12月18日(水)までに各応募先へ提出してください。（郵送可）
申込書の提出先／〒052-0101 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

〒052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7 壮瞥町教育委員会生涯学習課総務係
※申込書はホームページからもダウンロードできます。
※児童厚生員、保育士、看護師を受験希望の方ですでに資格を取得している方は

資格を証明する書面の写しを添付してください。
4.面接試験の実施について／
日時／令和元年12月22日(日) 壮瞥町役場：9:30から 地域交流センター山美湖：9:30から
場所／壮瞥町役場・地域交流センター山美湖
※そうべつ子どもセンター勤務分につきましては、以下となります。
日時／令和元年12月20日(金)16:30から または 令和元年12月21日(土)9:30から のいずれか希望の日
場所／そうべつ子どもセンター
5.任用の通知について／面接後1週間以内に任用の可否について連絡します。
6.お問い合わせ先／ご不明な点は下記申込書提出先までお問い合わせください。

申込書
提出先

壮瞥町役場総務課（☎0142-66-2121）
教育委員会
生涯学習課

（☎0142-66-2131)

面接
会場

役場大会議室 そうべつ子どもセンター 地域交流センター山美湖

勤務
場所

壮瞥町
役場

仲洞爺
簡易

郵便局
保健センター そうべつ子どもセンター

地域交流
センター

及び
壮瞥町
遊学館

・壮瞥小学校
・壮瞥中学校
・壮瞥高等学校

職種
事務

補助員

簡易
郵便局
事務

取扱者

事務
補助員

事務
補助員

看護師 保育士 調理員
放課後
児童

指導員

児童
厚生員

一般
業務

公務補

職務
内容

（総務課）
一般事務

(議会事務局）
一般事務

簡易
郵便局に
おける

窓口業務

介護保険
事務補助

一般事務 保健事業 保育用務 給食調理

児童
クラブでの
児童への
指導補助・
事務補助

児童館
及び

児童クラブ
での

児童への
指導

管理業務
及び

清掃等

学校の
清掃・管理

等

募集
人員

2名 1名 1名 1名 1名 10名 3名 1名 1名 1名 各1名

任用
期間
及び
勤務
時間

・令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
・週30時間

・令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
・保育士以外：週30時間（土曜日の勤務あり）
･保育士：週35時間（土曜日の勤務あり）

・令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

・週30時間

賃金
月額

148,400 164,700 148,400 148,400 164,700 192,100 148,400 148,400 164,700 148,400 148,400

資格等

看護師免
許を有する
者または取
得見込み
の者

保育士
資格を有す
る者または
資格取得
見込みの
者

保育士、教
員または児
童厚生員資
格を有する
者または資
格取得見込
みの者

その他
・社会保険、雇用保険の適用
・期末手当支給（0.9425月）支給

壮瞥町共同募金委員会より
「歳末たすけあい募金」のお願い

社会を明るくする運動の一環として例年実施しており
ます「歳末たすけあい運動」も70回目を数え、本年も
12月1日より全国一斉に実施されます。

皆様からいただいた寄付金は、12月中に町内で困
窮されている高齢者世帯、在宅障がい者、ひとり親家
庭等の方に町内商品券または灯油券としてお配りして
おります。

本年もこの主旨にご賛同いただき、募金にご協力を
お願いします。
平成30年度歳末たすけあい募金実績 536,261円
平成30年度配分先と配分額

生活困難高齢者世帯 19世帯 20名 232,000円
生活困難障がい者世帯 9世帯 16名 136,000円
生活困難ひとり親世帯 6世帯 20名 144,000円
配分総額 34世帯 56名 512,000円
【お問い合わせ先】
壮瞥町社会福祉協議会（☎0142-66-2511）

「特設人権・困りごと相談所」
開設のお知らせ

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、国際連
合が定める「人権デー（12月10日）」を最終日とする1
週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴
えるとともに、人権尊重思想の普及高揚に努めていま
す。

そこで、札幌法務局室蘭支局、室蘭人権擁護委員
協議会は、「第71回人権週間」（12月4日から同月10
日まで）に期間内に、下記のとおり「特設人権・困りごと
相談所」を開設します。

人権問題、夫婦、親子等の問題、不動産・金銭のト
ラブル、うわさ・暴言によるいやがらせ、雇用・解雇・給
与等の問題、児童・生徒のいじめ・体罰の問題、差別
問題その他日常生活の中の様々な問題でお困りの方
はお気軽にご相談ください（相談は無料で、相談内容
については秘密を厳守します）。

また、札幌法務局室蘭支局においては、常設の人権
相談所として(月)から(金)まで人権擁護委員が常駐し
て相談を受けておりますので、お気軽にご利用ください。
日時／令和元年12月6日(金)9:30～12:30
会場／【室蘭市】

室蘭市入江町1番地13
室蘭地方合同庁舎3階札幌法務局室蘭支部
【登別市】
登別市若山町4丁目33-1
イオン登別店2階ギャラリー

相談員／【室蘭市】室蘭市人権擁護委員
【登別市】登別市人権擁護委員

【お問い合わせ先】
札幌法務局室蘭支部内室蘭人権擁護委員協議会
事務局（☎0143-22-5111）

みんなの掲示板

第3回聖ヶ丘病院
健康教室参加者募集

テーマ／感染予病（インフルエンザ対策）
日時／令和元年12月20日(金)13:30～15:00
場所／聖ヶ丘病院7階多目的ホール

（伊達市舟岡町214-22）
内容／

1.健康測定 13:30～
（身長体重・BMI・体脂肪・血圧測定）

2.講話 14:00～
3.リラックス体操 15:00終了
定員／40名（定員になり次第締め切ります）
参加料／無料
【申込み・お問い合わせ先】
（医）慈恵会聖ヶ丘病院総合企画室
（☎0142-21-5300、FAX0142-22-1260）

「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。

【12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））

☆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）


