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年頭にあたって

新年あけましておめでとうございます。

穏やかに、輝かしい新年を迎えられましたことを、心からお慶び申し上げます。

町長に就任し2期目任期最後の新年を迎えました。この間、皆様からの暖かいご支援

ご協力を賜り、町政運営に取り組むことが出来ましたことに厚く御礼を申し上げます。

昨年を顧みますと、6月〜7月の天候不順により多くの農作物で収穫量の減少などの影

響がありました。また、9月6日に胆振東部地方を震源とする地震により広範囲な地殻変動の災害が発生し

ました。被害に遭われた多くの皆様にお見舞いを申し上げる次第であります。更にはブラックアウトと言

われる全道一斉停電が発生し、復旧に時間を要したことから日常生活に大打撃をもたらしました。電力情

報の収集と情報伝達の難しさを改めて感じましたが、幸いなのが冬季間でなかったことであります。有珠

山噴火から早くも18年が経過し、今後の噴火災害が迫るなかしっかりとした対応ができるよう災害対応訓

練を継続して進める必要があるものと考えています。

また、北海道への台風の接近・上陸が多かったようにも感じておりますが、特に台風25号の接近上陸予

想により、10月7日開催を予定していた「第42回そうべつりんごまつり」がやむなく中止となったことは

残念でありますが、安全を最優先した結果であります。町の財政運営に直接影響する自然災害の発生が無

いことを望むものであります。

昨年取りまとめた第5次行政改革に基づき、新年度から、老朽化する施設の維持補修経費の増大等によ

り収支不均衡となっていた特別会計の簡易水道事業会計と集落排水事業会計について、消費税の導入や消

費税率の改正を除けば事業開始以来初めての料金改正をさせていただくことと致しました。約2割の値上

げとなりますが、ご理解をいただきたいと思います。

昨年より、関係者との折衝と協議を進めてきましたが、新規観光事業者の誘致が決定したことや、保養

所閉鎖後の新たな事業者が決定したことなど、本町にとって明るい話題もあります。観光振興のみならず

定住人口増加への期待や雇用の増大に期待をしているところであります。

日本全体で人口減少問題がクローズアップされ、政府も対策にあたっているようでありますが、何とか

現在の人口規模を維持しあるいは増加を狙い、これまでの定住政策を継続して取り組んでいきたいと考え

ています。本町では、増大する一方の老朽化する各種公共施設等の維持補修経費やシステム管理運用経費

等を考慮しながら、将来にわたって壮瞥町を継続させるためにも有利な財源の確保を念頭に、政策展開を

進めて参りたいと考えております。

地域の皆様方との対話無くして町を創ることはできません。「人に優しい町づくり」、「住民協働の町づ

くり」を基本としながら、「安全で住みやすい町づくり」、「産業力向上の町づくり」に全職員一丸となっ

て邁進して参りますので、今後も変わらずご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新年が、皆様にとって健やかで、豊かに幸多い年になりますようご祈念いたしまして、年頭のご挨拶と

いたします。
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昨年を顧みますと、6月〜7月の天候不順により多くの農作物で収穫量の減少などの

影響がありました。また、9月6日に胆振東部地方を震源とする地震により広範囲な地殻変動の災害が発生

しました。被害に遭われた多くの皆様にお見舞いを申し上げる次第であります。更にはブラックアウトと

言われる全道一斉停電が発生し、復旧に時間を要したことから日常生活に大打撃をもたらしました。電力

情報の収集と情報伝達の難しさを改めて感じましたが、幸いなのが冬季間でなかったことであります。有

珠山噴火から早くも18年が経過し、今後の噴火災害が迫るなかしっかりとした対応ができるよう災害対応

訓練を継続して進める必要があるものと考えています。

また、北海道への台風の接近・上陸が多かったようにも感じておりますが、特に台風25号の接近上陸予

想により、10月7日開催を予定していた「第42回そうべつりんごまつり」がやむなく中止となったことは

残念でありますが、安全を最優先した結果であります。町の財政運営に直接影響する自然災害の発生が無

いことを望むものであります。

昨年取りまとめた第5次行政改革に基づき、新年度から、老朽化する施設の維持補修経費の増大等によ

り収支不均衡となっていた特別会計の簡易水道事業会計と集落排水事業会計について、消費税の導入や消

費税率の改正を除けば事業開始以来初めての料金改正をさせていただくことと致しました。約2割の値上

げとなりますが、ご理解をいただきたいと思います。

昨年より、関係者との折衝と協議を進めてきましたが、新規観光事業者の誘致が決定したことや、保養

所閉鎖後の新たな事業者が決定したことなど、本町にとって明るい話題もあります。観光振興のみならず

定住人口増加への期待や雇用の増大に期待をしているところであります。

日本全体で人口減少問題がクローズアップされ、政府も対策にあたっているようでありますが、何とか

現在の人口規模を維持しあるいは増加を狙い、これまでの定住政策を継続して取り組んでいきたいと考え

ています。本町では、増大する一方の老朽化する各種公共施設等の維持補修経費やシステム管理運用経費

等を考慮しながら、将来にわたって壮瞥町を継続させるためにも有利な財源の確保を念頭に、政策展開を

進めて参りたいと考えております。

地域の皆様方との対話無くして町を創ることはできません。「人に優しい町づくり」、「住民協働の町づ

くり」を基本としながら、「安全で住みやすい町づくり」、「産業力向上の町づくり」に全職員一丸となっ

て邁進して参りますので、今後も変わらずご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新年が、皆様にとって健やかで、豊かに幸多い年になりますようご祈念いたしまして、年頭のご挨拶と

いたします。

新年あけましておめでとうございます。
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げとなりますが、ご理解をいただきたいと思います。
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所閉鎖後の新たな事業者が決定したことなど、本町にとって明るい話題もあります。観光振興のみならず
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日本全体で人口減少問題がクローズアップされ、政府も対策にあたっているようでありますが、何とか
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町民の皆様には平成31年の新春を健

やかに迎えられましたことをお喜び申

し上げます。年頭にあたり謹んでご挨

拶を申し上げます。

昨年は、大規模な自然災害が頻発し、

特に、9月6日に発生した胆振東部地震とそれに伴う全道

的な大規模停電は、改めて日常生活の有り難さと、日頃

の備えの大切さを痛感された方も多かったことと思って

おります。

一方、スポーツの分野では、ピョンチャン冬季オリン

ピック・パラリンピックにおける道内出身選手の活躍や、

サッカーワールドカップにおけるサムライ・ジャパンの

躍進に、大きな感動とたくさんの勇気をもらうという明

るい話題もあった年だったと振り返っています。

子どもたちは地域の宝であり「教育は未来の創造」で

す。本町には、開拓当初から次代を担う子どもたちの教

育を大切にしてきた伝統があります。

特に、久保内地域では、現在でも子どもがいる、いな

いにかかわらず、地域をあげて学校行事などに、物心両

面で協力、参画するという、地域の力を学校教育に活か

す良き伝統と基盤があります。

このたび、近年の児童数の激減により、地域の皆様と

協議を行い、保護者、地域の皆様のご理解を賜り、久保

内小学校を休校することとしました。地域総がかりで子

どもたちを育てる良き風土を全町的なものとし、小中連

携の強化、一貫教育の導入等、より望ましい環境づくり

を推進してまいる所存です。

また、昨年は、昭和23年に開設された壮瞥高校が創設

70年を迎え記念式典が挙行されました。多くの同窓生、

関係機関の皆様、全校生徒が出席した式典は「戦後の地

域づくりは、教育の力で」という先人の建学の精神にふ

れる機会となり、改めて人材育成の意義と大切さを実感

しました。この意志を継承し、これからも高校を核とし

た地域づくりを推進する所存ですのでご理解とご協力を

お願い致します。

本年も全ての教育関係者が役割と責任を自覚し、各種

団体の皆様と連携、協働して、暮らしに生きがいを感じ、

豊かな生活を送ることができるよう生涯学習事業を推進

してまいります。

新年が皆様にとって、健康で幸せに満ちた一年である

ことをご祈念申し上げ、ご挨拶と致します。

平成最後となる新春の幕開けを町民

の皆様には穏やかにお迎えのことと、

心からお慶び申し上げます。

さて、昨年9月に発生した胆振東部地

震では、道内各地、とりわけ、胆振東

部に甚大な被害をもたらしました。改めて被災されまし

た皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も

早い復興を祈念いたしております。

ブラックアウトという今まで聞いたことも、経験した

こともない電力の発送電システムの全系崩壊という事態

となり、道内全域が長時間に亘って停電するという状況

に陥りました。多くの皆様が大変な思いをされ、災害時

の停電への備えの必要性が認識されたことと思います。

『「備えあれば患いなし」といいますが、この言葉には

前の句があり、「安きに居(おり)て危(あや)うきを思う」

「思えばすなわち備えあり」「備えあれば患(うれ)いなし」

と続くもので、平穏な時にも有事に備え用心を怠らず、

備えをしておけばいざという時に慌てずに済むという教

えです。普段の生活でも、仕事でも、また、行政に関し

てもいえることですね。』と一昨年本誌で私が述べている

のですが…。停電2日目こそ息子から借りたキャンプ用の

LEDランタンで灯りを確保できましたが、1日目は、押し

入れの奥からやっと見つけ出した懐中電灯は電池切れ、

しかも電池の替えもなし。仕方なくご先祖様に手を合わ

せ仏壇のロウソクのお世話になりました。正に、言うは

易く行うは難しでありまして、自省の念に駆られた次第

です。

本町においても、この度の事態が、噴火災害ばかりで

はなく他の災害に対しても被害を最小限に食い止める日

頃の備えの重要性について再認識する機会となり、次に

備えることができればと思います。

さて、第5次行財政改革が現在進められており、壮瞥町

が持続可能でさらなる発展をしていくため、議会におい

ても、そのために何ができるのか議論しており、議会の

現状を検証し、さらに住民の意見を議会に反映するため

の「議会モニター制度」の試行導入や、行政課題をより

深く調査研究するための「委員会活動の活性化」、議会を

もっと知ってもらうための「周知機能」の強化などに取

り組んでおり、また、議員定数や議員報酬など議員のあ

り方についても議論を重ね、より開かれた議会を目標に

よりよいまちづくりに結びつくよう具体的な仕組みづく

りができればと思っております。

私たち町議会議員の任期も残り4ヶ月となりました。

我々議員にできることは何か、残り少ない時間ではあり

ますが、精一杯議論を重ね、知恵を絞りながら、町民の

皆様の生活が少しでも明るく、心豊かなものになるよう

努力をして参りますので、これからも議会に対し叱咤激

励頂ければ幸いです。

本町が穏やかな一年であり、町民の皆様にとりまして

幸多く実り豊かな年となりますよう心から祈念申し上げ

ます。

年頭にあたり

年頭にあたって

壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也壮瞥町教育委員会教育長　田鍋　敏也

平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦平成31年　元旦

壮瞥町議会議長　松本　 勉
平成31年　元旦
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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 暴風雪について

冬にテレビや新聞等で見られる天気図において、大陸に高気

圧、北海道の東に低気圧のある「西高東低の冬型の気圧配置」

となることがあり、日本海側を中心にふぶくことが多くなり、

風向などによっては胆振・日高地方でもふぶく場合があります。

この場合、等圧線の間隔が狭いほど風は強く吹きます。

胆振・日高地方で、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害な

どで重大な災害の起こる恐れがある場合、気象台では「暴風雪

警報」を発表します。

暴風雪警報の発表中は、晴れていても一瞬で猛ふぶきになるなど天気変化が激しい場合もありますの

で屋外での行動は危険を伴います。

特に車の運転は雪やふぶきで事故の可能性が高まります。また、雪や交通渋滞で車が止まると周辺に

雪がたまり、排気ガスにより一酸化炭素中毒を起こす危険も出てきます。やむを得ず運転するときは、

道路の通行止めや規制の確認とともに、閉じ込められても対応できる装備も必要です。家では停電に備

えラジオ・懐中電灯・乾電池などを準備しておくとよいでしょう。

何より、テレビ・ラジオ等で最新の情報を確認し、外出を延期するなど的確な行動をとることが重要

です。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

西高東低の冬型の気圧配置

北海道胆振東部地震災害被災市町への見舞金贈呈
9月6日、午前3時7分に発生した胆振東部地震は、胆振地方中東部を震源として北海道では初めてとなる

最大震度7が観測されました。厚真町での震度7を始め、震度5弱以上を多くの市町で観測し、死者41名と

いう尊い命が失われたことに、謹んでお悔やみを申し上げます。

この度の地震では、厚真町を中心に広範囲で土砂崩れが発生し、多くの方が被災され、震源地から遠く

離れた札幌市や北広島市等では、液状化現象による建物被害が発生しております。

壮瞥町は北海道の要請により、厚真町には9月9日から9月18日までの10日間に延べ9名の職員を派遣、

安平町には9月29日から10月3日までの5日間に2名の

職員を派遣し、協力を行って参りました。

9月16日には、胆振西部3首長で、厚真町、安平町、

むかわ町の3町にお見舞いに伺っております。

12月6日には、被災した胆振3町へ洞爺湖町・豊浦

町・白老町・壮瞥町の4首長で訪問し、災害見舞金を

贈呈して参りました。また、札幌市、北広島市にも

壮瞥町から災害見舞金を贈呈しております。

一日も早く復興することを祈念しております。 安平町にて

厚真町にて むかわ町にて
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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。

「あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します」

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!

北海道で過ごす２回目の新年です。ほんの数年前までは横浜という都会の中でビルや人に囲まれながら年を

越していたことが嘘のように感じます。今では真っ白な雪の中で厳かに時の流れを感じることができ、

同じ時間が通り過ぎているのに、「時間の流れ」の価値観がこんなにも違うものだと感動しています。

しんしんと降る雪を眺めながら暖炉に火をともし、寒さの中で体のぬくもりが上がっていくことの喜びを共

有できるということ、毎日同じ景色が一つもない美しい洞爺湖や昭和新山を感じられるということ、「ああ、

ここに来て本当に良かった」と、ここで生まれ育った方にとってはとっても大げさに感じるかも知れません

が、私が心から感じていることです。空の広さも、大地に差し込む光の道も、空気の匂いも、肌に当たる風の

感覚も、何もかもが10年以上過ごしてきたあの大都会とはまるで違うのです。そのような自分に訪れる一つ

一つの気づきを積み重ねていくことで、私の中に「自然と過ごす日々をもっと都会の人に体験して欲しい」と

いう思いが湧き出てやみません。2018年に開催した都会の親子に壮瞥の自然を体験しもらう親子キャンプの

ような取り組みも続けていきたいと思っていますが、2019年の私の大き

な目標としては、当初からこの広報でもご紹介しておりますが、壮瞥町の

フィールドを生かした新たな教育の開発です。

「新たな」というのがポイントで、このあたりでは誰もやっていなかっ

たことをやりたいと考えています。私の活動も残り１年ちょっととなりま

したが来年は地域おこし協力隊として集大成となります。少しずつ町民の

皆さんにも認知されるようになってきて交流も増えました。今後も活動を

応援していただけるように頑張っていきたいと思います。どうぞ本年もよ

ろしくお願い致します。

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(3)

REVONTULI (レヴォントゥリ)

Moi! 新年あけましておめでとうございます。皆様に幸多き年となりますよう祈っております。
さて、今回は記事のタイトルでもあるオーロラ(revontuli)です。9月のある日、22時頃、「すみれ、今す
ぐ家の外に出て！空を見て！」と友達から電話があり、何事かと思いながらもパジャマで外へ飛び出しま
した。空を見上げると、そこにはオーロラが。形、色を変えながら北国の大空を舞う光のリボン。一目見

ることをずっと心待ちにしていたので、とても嬉しかったで
す。フィンランド国内でも南部ではオーロラは見えません。氷点下30度にもなる
ラップランドは、フィンランドの中でも1年を通して特に空の美しい場所です。
そして最近、キャンドルをよく目にします。家々の窓辺、玄関、食卓にともる

小さなひかりは私たちのこころをほんわかさせてくれます。
日照時間が短くて暗く、寒い冬だからこそ、オーロラやキャンドル、温かいひ
かりを大切にするフィンランド人のこころに、さらにひかれていきました。

水力発電施設（久保内、洞爺、壮瞥発電所）のある壮瞥町には、「電源立地

地域対策交付金」が交付されています。平成30年度は5,462千円交付され、地

域活性化措置として町立そうべつ保育所運営事業に活用しました。

【写真】年末に行われた町民カラオケ大会に出場させていただき、たくさんの方にお声をかけていただきました。どうもありがとうございました。

●●●●●●●●町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

水力発電施設のあるまち そうべつ
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住民福祉課編

住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介住民福祉課福祉係（児童福祉）のご紹介
今月は福祉係（児童福祉）についてです。

●そうべつ子どもセンター●
そうべつ子どもセンターは平成22年4月に開所した保育所、子育て支援センター、児童館、児童クラブの

複合施設です。開所時間等は次のとおりで、休所日は日曜日・祝祭日、12月31日〜1月5日です。

●壮瞥町児童館●
学校の下校後、自由に遊ぶことができる児童館です。就学前児童が利用する場合は、保護者の同伴が

必要です。その他、スクールバスは閉館時間に合わせ子どもセンター前から出発しています。また、小

学生を対象に書道教室を毎週開催しています。今年は32名が書道に励んでいます。

開館時間：夏季（４月〜９月まで）下校時間後〜17:00まで

冬季（10月〜３月まで）下校時間〜16:00まで

※冬季は小学校の帰宅指導時間（16:00）に間に合うように退館指導してます。

●そうべつ児童クラブ●
小学校下校後と、学校休校日（土曜日・振替休日等）に保護者の就労等により家庭内保育ができな

い児童をお預かりしています。

開所時間：学校授業日　学校下校時から18:30まで

学校授業日以外の日（日曜・祝日除く）７:30〜18:30まで

職員紹介 保育所職員

（上段左より）

阿部、黒田、市川、田尾、大西、澤井、

玉井、土井

（中段左より）

武岡、森山、金子、青木、稲葉、宇佐美

小山内

（下段左より）

阿部、松尾、猪狩、佐渡、水島、堀、

角田、田中

今村

そうべつ児童館職員

(上段左より)

眞屋、石田、伊藤

(下段左より)

大和、星、和崎

くぼない児童館職員

(左より)

坂本、西山、坂野
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●子育て支援センターげんき●
保育所に入所されていない保護者・児童が利用できます。主に週2回の子育て

支援サークルの開催や育児の相談等を行っています。

開所時間：月〜金曜日　９:00〜17:00

開放日：毎週火、金曜日　10:00〜12:00

育児サークル：隔週木曜日（月２回程度） 10:00〜12:00

※月の予定、年間予定は保健センターにも置いてあります。

●そうべつ保育所●
就労等で家庭内での保育ができないお子さんを預かる長時間保育と、保護者の状

況に関わらず給食終了後までお子さんを預かる短時間保育を実施しています。

開所時間並びに対象年齢：

長時間保育　７:30〜18:30 生後６ヶ月（０歳児）〜５歳児

短時間保育　８:30〜13:00 ３歳〜５歳児

入所定員：長時間保育　75名、短時間保育　10名

※受け入れ体制の都合上、原則０歳児クラスは定員３名、１歳児クラスは定員６名、２歳児クラス

は定員12名です。

※平成30年12月１日現在の入所児童数は54名（長時間46名、短時間8名）です。

●くぼない児童クラブ●
久保内小学校区の児童クラブで、青少年会館内の専用スペースで実施しています。

開所時間：学校授業日　学校下校時〜18:00

学校授業日以外の日（日曜・祝日除く）８:00〜18:00

【お問い合わせ先】
・役場住民福祉課福祉係（☎66-2121）
・そうべつ子どもセンター（そうべつ保育所・子育て支援センター・児童館共通）（☎66-2452）

児童福祉に係る支援制度の紹介

●児童手当●
支給対象：中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している方

支 給 額：３歳未満　一律15,000円、３歳以上小学校修了前　10,000円（第３子以降は15,000円）、

中学生　一律10,000円　特例給付　一律　5,000円(所得制限以上)

支給時期：原則として６月、10月、２月にそれぞれの前月分までの手当を支給

●特別児童扶養手当●
特別児童扶養手当とは、児童の健やかな成長を願って、

身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護して

いる父もしくは母、または父母に代わってその児童を養

育している方に対して支給される手当です。

●児童扶養手当●
母子・父子家庭等で、18歳以下（18歳

に達した年度末まで）の児童（一定の

障害があるときは、20歳未満）を養育

されている方に支給されます。

●乳幼児等医療費無料化事業●
中学校卒業までの児童、生徒を対象に保険適用医療費の実費負担無料化を行っています。



− 8 −

壮瞥町PTA連合会研究大会

11月23日㈮、地域交流センター山美湖で壮瞥町PTA連
合会が第65回研究大会を開催しました。本大会は児童・

生徒・青少年の健全な育成を図るため、各単位PTAとの
連携を密にし、相互協力のもと会員の資質向上を推進し、
壮瞥町の教育の充実・振興を目的に開催されているもの
で、保護者や中高生ら約170人が集まり、情報通信技術を
活用した地域づくりを手掛ける「WISH SIDE」（札幌）代

表の小賀聡さんが『ふるさとのわくわくを探せ！「子ども
たちへ未来の力」』と題して、ワークショップやネット社

会を生き抜く子どもたちに必要なものなどを講演されまし
た。講演後は壮瞥中学校吹奏楽部の生徒たちと小賀先生に
よる演奏会が行われました。

第33回北海道スポーツ少年団剣道交流大会ベスト8

12月2日㈰、北海道科学大学体育館で行われた第33回北

海道スポーツ少年団剣道交流大会において、壮瞥町チーム
（先鋒・小田竜太郎君（壮小4年）、次鋒・金子心春さん
（壮小4年）、中堅・金子祐大君（壮小6年）、副将・青木芽

衣さん（壮小5年）、大将・毛利いぶき君（壮小5年））が
ベスト8と健闘しました。各地区予選を突破した27チーム
が出場。接戦となった予選リーグを突破し、決勝トーナメ
ントでは旭川チームとの対戦、2勝2敗でしたが、本数が1

本差で惜しくも敗退。監督の小田圭介さんは、「来年はこ
の悔しさを忘れず、さらに上を目指して、稽古に打ち込ん
でほしいと思います。」とのコメントでした。

第59回伊達地方防犯少年剣道大会が開催されました

11月25日㈰に久保内青少年会館で伊達市、洞爺湖町、壮瞥町
の各道場で修行している少年・少女剣士約55名が集まり年齢や
学年別の団体戦と個人戦が行われ、熱い試合が繰り広げられま
した。壮瞥町の少年・少女剣士の試合結果は下記のとおりです。
【団体戦】

小学校低学年の部 準優勝 壮瞥剣道連盟
（剣友会・竹友会連合チーム）

小学校高学年の部 ３　位 壮瞥竹友会Ａ
中学生の部 準優勝 壮瞥剣道連盟

（剣友会・竹友会連合チーム）
【個人戦】

幼児・小学校低学年男子の部（４年生以下）
優　勝 小田　竜太郎君（竹友会）

幼児・小学生低学年女子の部（４年生以下）
３　位 金子　心春さん（竹友会）

小学校高学年男子の部　準優勝　金子　祐大君（竹友会）
中学生女子の部 優　勝 小田　陽夏子さん（竹友会）

準優勝 鎌田　寧音さん（竹友会）
３　位 千田　琴菜さん（剣友会）
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町民ゆきがっせん大会開催

12月2日㈰、町民ゆきがっせん大会が壮瞥中学校体育館

で開催されました。
同大会は壮瞥町発祥の雪合戦を町民の皆さんに楽しんで

もらうことを目的に町民ゆきがっせん実行委員会（山本勲

実行委員長）が毎年開催しており、今年で9回目を迎えま
した。
7人の選手の中から「王様」を決め、王様に当てると勝

ち、センターラインから試合開始など新しい室内ルールで
行われ、一般12チーム、ジュニア高学年3チーム、ジュニ
ア低学年3チームによる熱戦が繰り広げられ、一般の部

「悔しいでしゅ！！」、ジュニア高学年の部「壮小4年ゆか
いな仲間」、ジュニア低学年の部「壮小ブルードラゴン」
がそれぞれ優勝しました。参加者の皆さんは雪合戦を大い
に楽しんでいる様子でした。

壮瞥高校校内実績発表大会

12月6日㈭、地域交流センター山美湖で壮瞥高校農業ク
ラブ校内実績発表大会が行われ、計7班が1年間の農業に
係る学習成果及び農業課題解決に向けた学習の成果をそれ
ぞれの分野ごとに発表しました。
農業改良普及センターやとうや湖農業協同組合職員、同

校教員などの審査員を前に緊張した面持ちながら「不要な
ものを有効に」という題材でりんごの枝を使った炭作りや、
商品にならなかったりんごを活用したドレッシングの開発

など様々な研究結果が発表されました。
入賞者は1月15日から16日にとわの森三愛高校（江別市）
で開催される南北海道実績発表大会へ出場します。

壮瞥高校りんごシクラメン販売会

12月1日㈯、壮瞥高校において、りんごシクラメン販売

会が行われました。
1年生の総合学習の一環として開催され、りんご・シク

ラメンのほかにもポインセチアやネギ、りんごの枝から作

成した炭、マフィンなども販売され、会場は商品の説明を
する生徒たちと町内外から来た200名ほどの方々で賑わい
ました。
当日は、温かいスープやりんごの試食もふるまわれ、来

場された方々は配られた整理券の番号順に目当ての商品を
買い求め、大盛況となりました。
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全国中学生人権作文コンテスト室蘭地区大会入賞

第38回全国中学生人権作文コンテスト室蘭地区大会に
おいて、592編の応募作品の中から壮瞥中学校3年生の大

西結菜さんと木村美綸さんが奨励賞に入賞し、12月6日

(木)に壮瞥中学校にて表彰式が行われました。
このコンテストは次代を担う中学生が人権問題について

作文を書くことによって、人権尊重の重要性、必要性につ
いて理解を深めるとともに、豊かな人権感覚を身に付ける
ことを目的として、毎年行われているものです。
大西さん、木村さんおめでとうございます。

左から木村さん、大西さん

〝ＹＦＣ壮瞥〟プロジェクト活動で最優秀賞受賞

12月10日㈪、胆振４Ｈクラブ連絡協議会が主催する「ヤング
ファーマーミーティング’18in室蘭」が胆振総合振興局で開催

され、〝ＹＦＣ壮瞥〟がプロジェクト発表（発表者：工藤貴昭

氏）で見事に最優秀賞を受賞しました。ＹＦＣ壮瞥は、壮瞥町

の若手農業青年グループ（会長：長内謙典氏以下会員15名）で、
発足当時から地元で生産される農畜産物を活かした食材の加工

研究を続けてきましたが、平成28年より地場産の米粉を生地に
使ったガレットに主眼を置き製作に取り組んできました。ガレ
ットの生地は通常そば粉を使いますが、米粉を生地として用い
るのは珍しく、壮瞥町の特産品として広くＰＲし、他産業と連

携することで地域活性化への大きな可能性が評価されました。
平成31年1月に札幌市において、北海道青年農業者会議が開催さ
れ、〝ＹＦＣ壮瞥〟のプロジェクト活動を全道段階で発表する
ことになります。

第5回壮瞥町チャリティーカラオケ大会

12月8日㈯、地域交流センター山美湖で第5回チャリティーカ
ラオケ大会（同実行委員会主催）が行われ、売り上げの136,450
円が壮瞥町社会福祉協議会へ寄付されました。
会場に用意された250席が開場と同時に満席となるなど年々盛

り上がりを見せるこのイベントには35組がエントリーし、しっ
とりとした美声や外の寒さを吹き飛ばす熱唱で観客を沸かせま
した。
カラオケマシーンの採点と会場の方々の推薦により、最優秀

歌唱賞には山口利幸さん（恵庭市）、熱演賞には加藤真人さん
（壮瞥町）が選ばれました。

熱気に満ちた会場では、焼き鳥、ビールなども用意され、歌

を聞くだけでも楽しめるイベントになっています。来年は是非

皆さんも足を運んでみませんか。



− 11 −

法定調書の提出について

平成30年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表」の提出は所轄税務署長へ、「給与支払報告書（個人別明細書・総括表）」及び「退職所得の特別徴収票」

などの提出は受給者の住所地の市区町村長へそれぞれ区分して提出してください。提出期限は、平成31

年1月31日㈭です。

また、税務署提出の法定調書は、e-Taxまたは光ディスク等（CD・DVD・FD・MO）でも提出するこ

とができます。

【お問い合わせ先】

法定調書関係／室蘭税務署（管理運営部門）（☎0143-22-4151）

給与支払報告書関係／役場税務会計課税務係（☎0142-66-2121）

確定申告のお知らせ

室蘭税務署では、次のとおり所得税などの確定申告会場を開設します。

開設期間／平成31年2月18日㈪〜3月15日㈮

相談の受付時間／平日の9:00〜16:00

※2月15日㈮以前は、確定申告会場を開設しておりませんので、確定申告のご相談は2月18㈪以降にお越

しください。なお、会場の混雑状況により受付を早めに締め切ることがあります。

申告書の作成は便利な「確定申告書等作成コーナー」で！

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、所得税や贈与税などの確定申告書を作成する

ことができます。初めての方でも簡単に作成できますので、是非、ご利用ください。

平成31年1月以降のe-Taxについて

個人納税者の方がe-Taxをご利用になる場合、次の2つの方式がご利用いただけます。

・マイナンバーカード方式

・ＩＤ・パスワード方式

また、「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも所得税の確定申告書をID・パスワード

方式を利用してe-Taxで送信することができるようになります。

さらに、給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を適用して

申告する方は、見やすいスマホ専用画面をご利用いただけるようにもなります。詳細は、e-Taxホームペ

ージをご覧ください。

医療費控除の明細書の添付をお忘れなく

医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除の明細書に

は、治療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。

※医療費の領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間保存する必要があります（税務署から求められたと

きは、提示または提出しなければなりません。）。

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です！

申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要です。また、マイナンバーを記載した申

告書を提出する都度、申告者ご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です（控除対象配偶者、

扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。）。

（本人確認書類の例）

例１ マイナンバーカード

例２ 通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証など

税金のご相談は、まずはお電話で

自動音声で電話相談センターを選択していただきますと、専門の職員がご相談に応じます（匿名でもけ

っこうです。）。ご質問の内容によって書類や事実関係の確認が必要な場合には、税務署の担当部署に取り

次ぎます。

【お問い合わせ先】

室蘭税務署（☎0143-22-4151）

お知らせ

1
JANUARY

室蘭税務署からのお知らせ

INF
OR

MA
TIO
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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／平成31年1月19日㈯10:00〜12:30

（隔月1回第3土曜日開催予定）

場所／ゆーあいの家の和室

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】

役場住民福祉課住民係（☎66-2121）

平成31年度そうべつ保育所入所申込書の配布並

びに申込受付は次のとおりです。

そうべつ保育所ではアレルギー対応食の提供や、

障がい児保育等を行っており入所申込とは別に、

申込書が必要となります。

つきましては申込書受付初日に入所説明会を開

催しますのでご参集ください。なお、町立保育所

の入所契約は単年となっておりますので、全児童

の申込みが必要です。

●申込書・入所のしおり配布期間

期間／平成31年1月8日㈫〜

場所／そうべつ保育所（月〜土）

役場住民福祉課窓口（月〜金）

●入所説明会

日時／平成31年1月16日㈬19:00〜

場所／そうべつ保育所

●申込受付期間

日時／平成31年1月16日㈬〜2月2日㈯

場所／そうべつ保育所（月〜土）

役場住民福祉課窓口（月〜金）

●入所申込の手続き等でマイナンバーが必要です。

「子ども・子育て支援法施行規則の一部改正」

及び「壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準

を定める条例施行規則の一部改正」に伴い、保育

所入所申込の際、申請書へのマイナンバー（個人

番号）の記載及び申請書提出時の本人確認が必要

となります。

(1)マイナンバーの記載

入所申込の際、「施設型給付費・地域型保育給付

費等支給認定申請書」提出時に申込児童と同居し

ている親族全ての方の記載が必要です。

(2)番号の確認と本人確認

手続きに来られた方の本人確認のため、個人番

号カード、運転免許証、旅券(パストート)など、本

人確認できるものをお持ちください。

※長時間保育に係る申込書は必要書類が不備な場

合は原則受け付けておりません。入所定員を超

えた場合は審査により決定します。詳細につい

ては入所のしおりを参照ください。

【お問い合わせ先】

そうべつ保育所（☎66-2452）

役場住民福祉課（☎66-2121）

灯油価格の高止まり等を鑑み、冬期暖房に必要

な燃料費の一部を助成します。

対象世帯は壮瞥町に住所のある方で、平成30年

11月1日現在、次のいずれかに該当する世帯であっ

て、世帯全員が平成30年度の町民税非課税の世帯

です。ただし、生活保護受給世帯、社会福祉施設

等の入居者、冬期間町外に滞在している世帯及び

別世帯の次のいずれにも該当しない世帯と同居し

ている世帯は除きます。

(1)高齢者世帯：世帯全員が満65歳以上の世帯（満

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

にある者を扶養している世帯を含む）

(2)重度障害者世帯：次のいずれかの手帳を持つ障

害者が世帯主または同居する世帯

ア　身体障害者手帳1または2級

イ　療育手帳A

ウ　精神障害者保健福祉手帳1級

(3)ひとり親世帯：父または母と満18歳に達する日

以降の最初の3月31日までの間にある者がいる

世帯

1世帯あたりの支給額は、平成30年11月1日現在

の灯油小売価格単価（壮瞥町調べ）に灯油100ℓを

乗じ、千円未満の端数を切り捨てた額として1万円

を上限に、灯油利用の世帯は灯油券で（給油は町

内業者に限ります）、また、薪等（電気・ガス・石

炭・コークス・薪等）利用の世帯は灯油の支給基

準に準じて口座振込にて支給します。対象と思わ

れる世帯には申請書を郵送します。申請受付期間

は平成31年1月10日〜2月28日です。

【お問い合わせ先】

役場住民福祉課福祉係（☎66-2121）

くらしの無料相談会を開催します

INF
OR

MA
TIO

N

平成31年度そうべつ保育所
入所申込みについてINF

OR
MA

TIO
N

福祉灯油購入の助成をいたします
INF

OR
MA

TIO
N
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今月号から登記などに関して，法務局に多く質

問される内容を12回にわたり連載します。

◆第１回「登記しなくても大丈夫？」
Ｑ 最近父が亡くなりましたが、父名義の不動産

の登記は，そのままにしておいても大丈夫です

か？

Ａ 相続登記は、いつまでにしなければならない

という決まりはありません。しかし、登記名義

をそのまま放置しておくと、次の問題が発生し

ます。

① 相続人のうち誰かが亡くなってしまうと新

たな相続が発生するなど権利関係が複雑にな

ってしまう。そのため相続人間のトラブルが

発生しやすくなる。

② 相続人が認知症などになってしまった場合、

裁判所に成年後見人を選任してもらわなけれ

ばならないなど、その手続きに余分な時間や

費用がかかってしまう。

③ 土地を売ったり、土地を担保にしてお金を

借りることができない。

④ 相続登記の際に必要な住民票の除票などの

書類が、保存期限の経過などにより取得する

ことが困難になってしまう。

など、様々な問題が発生しますので、相続登記

は早めに行っておくことをお勧めします。

ご不明な点は、法務局へお気軽にお問い合わせ

ください。次回は、第2回「誰が相続人になるの？」

をテーマにご案内します。

【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））

ホームページ／http://houmukyoku.moj.go.jp/

sapporo

■猫の正しい飼い方について

毎年多くの猫に関する苦情が役場に寄せられま

す。その主な原因は、ふん・尿などの被害です。

無責任な猫の餌付け・餌やりにより猫が集まり、

ふん・尿やゴミあさり、ノミやダニの発生、また

農作物にいたずらをするなど衛生問題や生活環境

への被害など、近隣の人たちに大変迷惑をかけて

います。

他人の所有地や、公共用地で餌付けなどをしな

いでください。『可愛いから』、『かわいそうだから』

という理由で餌付けすることが、不幸な猫を増や

しています。

■猫は室内で飼いましょう

猫が屋外に出ると交通事故にあったり、感染症

にかかったりする可能性が高くなります。それ以

外にも、もしかしたら他所でふん・尿をしたり、

荒らしたりなどして迷惑をかけているかもしれま

せん。猫は室内で飼うようにしましょう。

■身元が確認できるようにしましょう

飼い猫には首輪に名札や迷子札をつけるなど、

飼い主がわかるようにしましょう。迷子札などを

つけることは、飼い猫であることを明らかにし、

万が一のときの速やかな連絡に役立ちます。

【お問い合わせ先】

役場住民福祉課住民係（☎66-2121）

登記・相続に関するＱ＆Ａ

INF
OR

MA
TIO

N

猫の飼い方について
（近隣へ迷惑をかけないようにしましょう）INF

OR
MA

TIO
N

お知らせ

1
JANUARY

無料法律相談を開催しております

INF
OR

MA
TIO

N

※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】役場住民福祉課住民係（☎66-2121）

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、ぜひご利用ください。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お申し込みください。

平成31年1月10日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 平成30年12月28日(金)

平成31年1月24日(木) 阿　部弁護士(北海道みらい法律事務所) 平成31年01月18日(金)

平成31年2月14日(木) 増　川弁護士(北海道みらい法律事務所) 平成31年02月08日(金)

平成31年2月28日(木) 林　弁護士(伊達噴火湾法律事務所)  平成31年02月22日(金)

平成31年3月14日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所) 平成31年03月08日(金)

平成31年3月28日(木) 奈　良弁護士(奈良法律事務所) 平成31年03月22日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限



お知らせ

1
JANUARY
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北海道健康づくり財団、町、教育委員会、室蘭

保健所の主催による「糖尿病講演会」を札幌医科

大学のご協力により、次のとおり開催します。

日時／平成31年2月15日㈮13:00〜15:00

場所／地域交流センター山美湖　多目的ホール　

※演芸交流会終了後に開催します。

講演内容／

①10人に１人がなる糖尿病ってどんな病気

講師：札幌医科大学保健医療学部　

教授　齋藤重幸氏

②糖尿病と口の健康管理

講師：札幌医科大学医学部口腔外科学講座　

講師　荻　和弘氏

③フットケアと日常生活

講師：札幌医科大学保健医療学部　

准教授　澄川真珠子氏

④糖尿病の予防と運動

講師：札幌医科大学医学部公衆衛生学講座　

講師　樋室伸顕氏

対象／どなたでも参加できます。参加費や事前の

申込みも必要ありません。気軽に会場へお越しく

ださい。

【お問い合わせ先】

保健センター（☎66-2340）

地域住民の心身の健康についての自覚を高め、

かつ、健康に関する知識の普及を啓発し、健康増

進を図ることを目的として開催します。

日時／平成31年1月19日㈯13:00〜15:30

場所／だて歴史の杜カルチャーセンター1階　講堂

内容／座長　伊達赤十字病院　院長　武智　茂

テーマ１『糖尿病勉強会(3)慢性合併症を中心に』

講師：伊達赤十字病院　

副院長　宮崎　悦氏

テーマ２『知って得する医療と介護の話』

講師：伊達赤十字病院　

医療社会事業課長　横川彰史氏

テーマ３『地域包括ケア時代の入退院支援』

講師：伊達赤十字病院　

看護副部長　藤川満里子　氏

テーマ４『訪問看護ステーションを知っていますか？』

講師：伊達赤十字病院　

訪問看護ステーション管理者　

櫻田真澄氏

対象／胆振西部4市町住民（その他の地区からの来

場も可）

参加費／無料

【お問い合わせ先】

伊達赤十字病院社会課（☎0142-23-2211）

糖尿病講演会を開催します

INF
OR

MA
TIO

N

第28回市民健康講座
「ちょっと気になる健康づくり」INF

OR
MA

TIO
N

平成31年4月20日
または21日

（いずれか1日）

同上

平成31年1月26日
または27日

（いずれか1日）

平成31年2月23日
または24日

（いずれか1日）

平成31年1月7日
〜

4月21日

同上

平成30年12月18日
〜

平成31年2月15日

18歳以上34歳未満の者

18歳以上で国家免許資格等を
有する者

（資格により年齢の上限あり）

18歳以上33歳未満の男女

募集種目 資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生

予備

自衛官補

お問い合わせお申し込
み先資料・志願票等の
請求先

一般

技能

〒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、採用年齢引き上げ

INF
OR

MA
TIO

N
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年末年始期間中における各学校の業務は少ない状

況となることから、下記の期間、学校閉庁日を設定い

たしますので、ご理解、ご協力をお願いします。

目的／冬の省エネルギー対策と教職員の健康増進、休

暇取得の促進を図るため。

冬季休業中の学校閉庁期間／平成31年1月4日㈮1日間

このため、年末年始閉庁日と土日祝祭日を合わせ、

平成30年12月29日㈯から平成31年1月6日㈰までの

９日間閉庁となります。

その他／上記期間中は各学校とも職員は不在となり

ます。緊急時の連絡は教育委員会を通じて学校長に連

絡いたします。

【お問い合わせ先】

教育委員会生涯学習課（☎66-2131）

年末年始閉庁日は役場（☎66-2121）

調理師法では、調理業務に従事している調理師の方

は、2年ごとに12月31日現在の調理従事場所等を届

け出なければならないと定められており、今年は届出

の必要な年となっています。

届出が必要な調理師の方とは、次の施設・店舗で

調理の業務に従事している調理師の方です。

・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護

老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物

を調理して供与している施設

・飲食店営業、魚介販売業、そうざい製造業

届出は、あなたが働いている地域を担当区域として

いる北海道全調理師会室蘭支部（下記表）に平成31

年1月15日までに提出してください。

届出用紙は、北海道全調理師会室蘭支部、北海道

室蘭保健所に備えてあります。

また、インターネットでの届出も可能です。

https://www.harp.lg.jp/SksjuminWeb/Entr

yForm?id=uSEbFakL

【お問い合わせ先】

北海道全調理師会（☎011-511-1326）

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課

（☎011-231-4111（内線25-516））

北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室

（北海道室蘭保健所）（☎0143-24-9844）

学校閉庁日のお知らせ

INF
OR

MA
TIO

N

働いている調理師の皆様へ！

INF
OR

MA
TIO

N

お知らせ

1
JANUARY

死亡事故ゼロ1,136日
－人身交通事故発生状況11月分－

発生 0件（ 1件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 1名）

※11月末現在（ ）は平成30年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（平成30年11月16日〜平成30年12月15日）

■人のうごき

■11月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,521人（△ 8）

男 1,200人（△ 1）

女 1,321人（△ 7）

世帯数 1,324戸（△ 5）

※11月末現在（ ）は前月差

南　タツ子さん （97歳）【幸内2】

三上ナミ子さん （86歳）【建部】

熊谷　石子さん （83歳）【長日園】

宮浦　照一さん （75歳）【建部】

渡内　三郎さん （87歳）【建部】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

松本
まつもと

悠
ゆう

ちゃん　平成30年11月26日

【壮瞥温泉・羅　尉彰さん・実菜子さん】

取扱所の名称 住　所

板前料理いちはら 室蘭市中島町3-28

仕出し勝また 登別市中央町4-72

登別グランドホテル 登別市登別温泉町154

里の茶屋風土 伊達市西関内町316-1

北海道室蘭保健所 室蘭市海岸町1-4-1
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生涯学習情報生涯学習情報

○主　　催 壮瞥町教育委員会

○協　　力 壮瞥町スポーツ推進委員会

○期　　日 平成31年2月5日㈫・7日㈭・12日㈫・14日㈭

※参加チーム数によって3日間になる場合があります

開会式：2月5日㈫　18:45〜

○会　　場 壮瞥中学校体育館

○参加資格 原則、壮瞥町内在住の中学生以上の方または壮瞥町内に勤務する方でチームを編成し

てください。※中学生は保護者等の送迎でご参加ください。

○チーム編成 男女混合でチームを編成してください。

※1名以上の女性を入れてチームを編成してください。

※女性のみのチーム編成も大歓迎です！

○競技方法 4〜5チームに分かれて予選リーグを行い、最終日に上位チームによる決勝トーナメン

トを行います。

○参加申込 1月24日㈭までに教育委員会へ申込書を提出してください。（FAX可：66-2132）

☆参加ご希望の場合は参加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。

○そ の 他 大会の詳細は教育委員会までお問い合わせください。（☎66-2131）

毎年多くのご参加を頂いている町民親善ミニバレー大会を

ご案内致します。地域や職場などでチームを編成してぜひ

ご参加ください！

第37回　町民親善
ミニバレーボール大会

チケット1月中旬以降発売予定

◎お問い合わせ先　教育委員会生涯学習課（☎66-2131）

◎日　時 平成31年3月10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

出　演　土田　英順（チェロ）
鳥居はゆき（ピアノ）

日本フィル、新日本フィル、札幌交響楽団の首席チェロ奏者を歴任。ボス

トン響及びボストン・ポップスでも演奏。現在は、ソリストとして活躍し、

年間何本ものコンサートスケジュールをこなす。

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5弾

土田英順 胆振東部地震復興チャリティーチェロコンサート
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壮瞥町女性団体連絡協議会からのお知らせ！

【女性の集い】

○日　時　平成31年1月30日㈬　10:00〜15:00

○場　所　壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

○内　容　【午前】講演「泣いて、笑って、ズッコケテ･･･共に生きる」

講師　北海道まちづくりボランティア会議代表　藤井　英規　氏（旭川市出身）

【午後】「ふまねっと」

指導員　壮瞥町社会福祉協議会　藤川　瑠見子　氏

マス目でできた網を床に置き、網を踏まないようにゆっくり慎重に歩く運動です。

（歩きやすい靴を履いて）

※昼食は主催者で準備いたします。

○申込み　1月18日㈮まで、事務局　森近（☎66-2848）まで

【女性学級】

体操教室（全5回）
○日　時　平成31年2月5日㈫、19日㈫、26日㈫、3月7日㈭、19日㈫　10:00〜11:30

○場　所　壮瞥町地域交流センター山美湖

○講　師　加藤　康大　氏

手芸教室（全3回）
○期　日　平成31年1月25日㈮、2月4日㈪【会員同志で自由作】

2月14日㈭【バネグチ小物入れ】講師　前川　裕子　氏

※昨年より大きいものです。（昨年は大好評でした。）

※材料費･･･1,400円（バネグチ・布代）

○時　間　10:00〜15:00

○場　所　壮瞥町地域交流センター　山美湖

○申込み　2月4日㈪まで、事務局　森近（☎66-2848）まで

〜　一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしております。 〜

壮瞥町女性団体連絡協議会では安全安心に暮らすことができるように、地域課題解決や健康維持を

目指して、女性の集いと女性学級を開催いたします。

北海道立生涯学習推進センターが運営して

いる「道民カレッジ」内の「教材ライブラリ

ー」にて、本町でALT（外国語指導助手）と

して、また洞爺湖有珠火山マイスターとして

も活躍されている、ダグラス・ニュートンさ

んの動画が公開されました！

下記のURL、もしくはQRコードからサイト

を閲覧することができますので、興味がおあ

りの方は、ご覧ください。

サイトURL https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/learn/library.html

ダグラスさん（右）と、取材を担当した
生涯学習推進センターの中西さん（左）

道民カレッジ「教材ライブラリー」とは？
「道民カレッジ」は、「学びたいという意思」を唯一の入学資格とする生涯学習の学園であり、「教材ライ

ブラリー」のページには道民カレッジ生だけでなく誰でも気軽に学習できる動画教材を掲載しています。

道民カレッジ「教材ライブラリー」のご紹介

（QRコードは
㈱デンソーウェーブの
登録商標です。）
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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、1月14日は
休館日です。

木曜日：13時～16時
※1月3日は、休館日です。

☆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：1月31日㈭14:00〜

場　所：図書分室
参加費：無料

主　催：図書ボランティア ポピーの会

雪見の時期にオススメの本の朗読をします。最後には参加者全員で1つの作品の群読をします。
声を出して読むことは、脳の活性化にもなりますので、群読で心も体も元気になりましょう。

公益社団法人読書推進運動協議会が発行しているリーフレット「2019 若い人に贈る読書の
すすめ」より、成人・卒業など新たな一歩を踏み出した若い人にオススメする本が紹介されてい
ます。その中の図書室にある一部の本を紹介します。

手や体に小道具をつけて影にうつすと…たちまちいろいろな動物や人

物に早変わりして、お話の世界に入ります。想像力と創造力が広がる影

絵劇の世界へようこそ！

雪見の朗読会

山太のカゲエ・オモチャバコ
日時：平成31年2月6日㈬10:00〜10:45
場所：壮瞥町地域交流センター 山美湖 ホール

※料金は無料です

影絵劇団：かげえのいしとほし

成人を迎えるあなたにオススメする本

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

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

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

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

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

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

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

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

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

※事前の申込みは不要です。

『ブロードキャスト』

著：湊かなえ

陸上の夢が消えた
僕は、まさかの放送

部へ。そこに居場所

はあるか。夢と友情、
嫉妬と後悔。大人へ
の反発。

『思い出が消えない

うちに』

著：川口俊和

心に閉じ込めた思

い出をもう一度輝か
せるために、不思議

な喫茶店で過去に戻

る4人の物語。

『AI vs 教科書が読

めない子どもたち』

著：新井紀子

AIにできること、
できないことを示す
一方で、教科書レベ
ルの文章が理解でき
ない中高生の実態を
明らかに。
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11月の図書室利用者数
図書室来客数： 465人

分室来客数： 28人

本の貸出人数： 218人

本の貸出冊数： 808冊

『塩狩峠』 著：三浦綾子

結納のため札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車

が、塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れ、暴走

し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客…。

『雪のふる街』著：本間昭南

昭和30年代前半、北海道の海辺の街、伊達市の定時制高

校に入学した主人公健一の、入学から大学受験を目指して
街を去るまでの四年間を、彼を取り巻く若者たちの姿とと
もに描く。

〜一般書〜

『自衛隊防災ＢＯＯＫ』『人

工知能と社会-2025年の未来

予想』『日本国紀』『極夜行』
『世界でバカにされる日本

人』『なぜ倒産』『絶滅危惧

職種図鑑』『極太の糸、Ｔシ
ャツヤーンでざくざく編む
おしゃれバッグ』『2300万人

がネットで選んだみんなの
きょうの料理ランキングベ
スト100レシピ』『心が華や
ぐ水引の小物とアクセサリ
ー』『ヒンメリをつくる』
『あなた』『平成くん、さよ
うなら』『熱帯』『はつ恋』
『フーガはユーガ』『憂鬱な
10か月』『イアリー見えない
顔』『スマホを落としただけ
なのに』

〜児童書〜

『はじめてのＡＩ　いま知っ
ておきたい未来のくらし』
『すぐできる！はじめてのマ
ジック』『5分後に意外な結

末』『銭天堂　6〜10巻』
〜えほん〜

『ペネロペのしんがっき』
『ペネロペとおむつのふたご
ちゃん』『いろいろおふろは
いり隊！』『はやくちことば
でおでんもおんせん』『ウリ
オ』『だれのあしあと』『オ
ニのサラリーマン しゅっ
ちょうはつらいよ』『キラキ
ラッとほしがかがやきまし
た』『ぜったいあけちゃダメ
ッ！』『かぁかぁもうもう』ぴよちゃんカード25回達成しました!

土門駿介くん 高階秋仁くん

これからもたくさん本を読んでくださいね。

1月の展示

北海道が舞台の小説北海道が舞台の小説

〜１月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

★タイトル「限界峠を越えて」 著：悉有仏

半世紀前、日本経済の底辺を支えていた男集団が、ロシア海域の地獄

の淵を這いつくばって働いていた。この話はノンフィクションである。
『わたしは毎日、命を引きずりながら限界峠をとぼとぼ歩いていた。峠を
越えると、そこには懐かしい日常生活があるのだ。今、居るところは西

カムチャツカ 蟹工船　協宝丸船上の非日常の世界。峠の頂上が見えて
くると、金が倒れる寸前の身体に、･･･休むと･･･金にならね〜よと説得を
はじめる。わたしは信念の端につかまり、地獄の淵で身体を起こし、大

きなため息とともに言葉を吐いた。「あぁ･･･切り上げの峠越えまで･･･あと
何日だぁ･･･」やせ細からびた重みのないその言葉は風に飛ばされ海に散

った。』この随筆の表現不足を多くの乗組員の魂が嘆いていることであろ
う。今、蟹工船は存在しないが、あなたの想像の限界まで押し広げて一

読ください。その想像域のはるかむこうで協宝丸は操業していたのです。
【オススメ者：つちやTOMOMI】

わたしのオススメ本

11月22日㈭にとうもろこしの皮やひげを
使って、人形作りを行いました。参加者そ
れぞれがアレンジしながら、人形作りを楽

しんでいました。

11月の図書分室
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　78 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）

北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！北海道大学総合博物館との協定を締結！

平成30年12月18日、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会は、地域振興、教育、火山と共生す
る地域づくりなど、さまざまな活動への効果を期待して、北海道大学総合博物館と相互協力協定

を結びました。北海道大学総合博物館は、北海道大学（札幌市）の構内にあり、400万点に及ぶ
標本や資料をもつ、大学博物館では国内で屈指の規模の博物館です。

【連携の内容（要約）】
〇火山学など、地球科学の普及

〇火山噴火など自然災害のリスク軽減

〇教育（博物館、学校、生涯学習）

〇ジオパーク、地域振興　　　　　　など

〜地域振興などにも期待！〜

ていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつていけつ

北海道大学総合博物館
札幌駅北口から、徒歩10分で行け

る無料の博物館です。標本に触れるこ
とができる「感じる展示室」や、宝石

のように美しい鉱物展示、実物大マン
モス模型、巨大なホルスタインの骨格

標本など、迫力の展示が盛りだくさ
ん！

１～３階まで展示でい～っぱい！　恐竜展示は迫力満点！　

ミュージアムカフェ ぽらす　
牛乳ソフトクリームは絶品！

ミュージアムショップ ぽとろ
お気に入りグッズを探そう！

イベント情報
北海道大学総合博物館 土曜市民セミナー

「森林の変遷

〜昭和新山で語る〜」
日時：平成31年1月12日㈯

13:30〜15:00
講師：春木 雅寛 先生

会場：北海道大学総合博物館

1階「知の交流」
◆入場無料・申込み不要◆
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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 平成31年１月号

110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を
昨年中は、私ども駐在所勤務員の警察活

動に、住民の皆様の
ご協力をいただけま
したことを心よりお
礼申し上げます。
今年も地域の安全、

安心を守るために、
全力を尽くします。

謹 賀 新 年
緊急通報は110番　相談電話は＃9110に！
◆110番は、事件・事故などに緊急通報

するための電話です。

◆急を要しない相談や照会

などは警察相談電話の＃
9110または、最寄りの

警察署、駐在所まで問い合わせください。

110番の適切な利用をお願いします。

〜冬道は　危険がいっぱい　スローダウン！〜

◆「急」の付く運転はしない

急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは禁物です。

◆夏よりも10キロ以上減速する

凍結路面では停止距離が通常の10倍以上になることも！

◆交差点付近では特に注意

交差点付近は、車の停止・発進により路面が磨かれ滑りや

すいので特に注意しましょう

◆車両の性能を過信しない

雪道に強い4WDですが、制動性能は2WDと変わりません。

◆カーブにはスローインで

カーブの途中でのブレーキは禁物。カーブに入る前に十分

な減速を。

特に壮瞥温泉地区の湖畔沿い道路は、凍結しやすく、下り坂もあり、注意が必要です。

この事件は、被害者の携帯に「有料動画の

利用料金が未納で支払わなければ法的手続き

に移る」とメールが届き、驚いて指定された

電話番号に電話すると、ネット通販会社を名

乗る男から「コンビニで電子マネーを購入し

て電子マネーの番号を教えてください」と言

われ、その指示に従って約230万円をだまし

取られたものです。

詐欺は人ごとではありません！

スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！スリップ事故防止！

伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生伊達署管内で詐欺事件発生
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１月号の広報テーマ「無火災の町を目指して」

111111111111111111111111111111111199999999999999999番番番番番番番番番番番番番番番番番
ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防です

西胆振行政事務組合

“忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認”

救急件数 013件（累計 146件）

火災件数 00件（累計 4件）

（ ）内は平成30年1月1日からの累計

救急件数・火災件数

壮瞥消防出初式について

壮瞥消防出初式を平成31年1月6日㈰10:00より、

地域交流センター山美湖において行います。この

ため、当日9:00に団員召集サイレンを吹鳴するの

で、火災とお間違いのないようにお願いします。

消防活動にご協力をお願いします

冬期間は、積雪等の影響で消防活動に支障をき

たすことがあります。

消火栓等の近くに雪を捨てられると、火災が発

生したときに消火栓が使用できず消防活動の遅延

に繋がります。

また、雪の影響で狭くなった道路に駐車してい

ると、消防車や救急車が通行できない恐れがあり

ます。

少しでも早く災害現場に到着し、消防活動や救

急活動ができるように皆様のご協力をお願いいた

します。

11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分

家庭での火災予防について

火事にならないために、日頃からストーブやガ

スコンロ等の清掃や点検をして、外出時には火の

元を確認するようにしましょう。また、放火を防

止するため、外出時は窓や玄関を施錠するように

し、家の周りには燃えやすい物を置かないように

しましょう。

火災の早期発見には住宅用火災警報器が有効で

す。設置していない場合は早急に設置して、10年

を経過しているものは交換しましょう。

また、火災が発生し、避難しなければならない

時に玄関や窓が凍っていたり、落雪や積雪でふさ

がれてしまい逃げ遅れることがないように避難口

を確保しておきましょう。

平成30年は12月1日現在で火災が2件ありまし

た。内訳は、建物火災が1件、その他火災（野火）

が1件です。これらの火災による焼死者やけが人は

出ていません。

今年は無火災を目指し、火の取り扱いには十分

注意しましょう。

住宅用火災警報器の奏功事例

居住者Ａが寝室で就寝中に住宅用火災警報
器の「ピーピー」という音で目覚め、煙とに
おいのする方向を見ると、居間に設置してあ
るポット式石油ストーブ上で新聞紙等が燃え
ていたので、電源を切りコンセントを抜き、
居住者Ｂを起こした。
居住者Ｂが消火器で消火後、119番通報し

た。
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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

50歳を過ぎた男性は、年に1度はPSA検査を受けましょう

札幌医科大学医学部泌尿器科学講座　福多　史昌

前立腺がんは男性のがんです。

近年、その罹患率（新たにがんと診断される人）が増えています。毎年、各種がんの罹患率の予測

が報告されますが(国立がん研究センターがん情報サービス, https://ganjoho.jp/reg_stat

/statistics/stat/short_pred.html)、男性の悪性腫瘍では前立腺がんが2015年（98,400人）、2016年

（92,600人）に第1位になると予測されています（実数はまだ報告されていません）。一方、前立腺が

んによる死亡数は12,000人程度（第6位）としばらく大きな変化がありません。これは、前立腺がん

は悪性腫瘍ではありますが、発見されてからの経過が比較的長いことのほか、近年、新規の治療薬が

複数開発されたことが関係しています。もちろん、病気が進行してから発見されれば、その予後は不

良となってしまいます。特に前立腺がんは骨への転移が多いがんですので、発見が遅れれば、骨の痛

みや、骨折、下肢の麻痺などが起こることがあり、日常生活の質を著しく障害してしまいます。

そこで大事になるのが早期発見です。前立腺がんの早期発見には、前立腺特異抗原（PSA）という

採血検査が有効です。

PSA値は4.0 ng/mlを超えると異常値です。ただしPSA値が4.0 ng/mlを超えたら全員が前立腺がん

というわけではなく、前立腺肥大症や前立腺炎でも数値が高くなることがあるた

め、結果の解釈には専門医の受診が必要です。

1月30日㈬に、町の前立腺がん（PSA）検診があります。

前立腺がんの早期発見のために、50歳を過ぎたら年に1度はPSA検査を受けま

しょう。

前立腺がんの予測数
2015年（98,400人）

2016年（92,600人）

前立腺がんが男性の第1位と

なっています。

男性のがん罹患率（2012年までの結果）

がんの統計‘17より引用して改変

− 23 −
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町ホームページでも写真等を掲載しております。是非ご覧ください。
https://www.town.sobetsu.lg.jp/iju/kyo/2018/11/post-39.html

①まずは役場庁舎を訪問。佐藤町長や北海道日本ハム
ファイターズ壮瞥町後援会会長らと懇談を行いました。
球団よりサイン入り記念ボールが、壮瞥町よりシード
ルがそれぞれ贈呈されました。

③当日は壮瞥町で
も初雪が降るとて
も寒い日でしたが、
有珠山ロープウェ
イに乗車し、昭和
新山・洞爺湖を見
学しました。

④最後は山美湖にてトークショーを開催し、町内外か
ら約230名が集まりました。
参加者からの質問コーナーやサイン入りグッズの抽
選会などが行われ、大盛況となりました。

②昼食後は壮瞥小学校体育館
にて壮小・久小児童113名と
交流会を開催し、質問コーナ
ーやキャッチボールなどが行
われました。
交流会後は、バットの材料
として使われるアオダモの苗
木を植樹しました。

11月21日､2018年壮瞥町応援大使の田中選手･太田選手を迎え
町内で様々なイベントを開催しました！
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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。▼

平成31年

1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

資源ごみ（古紙類）回収日

6
汲み取り業務休止
学校閉庁日
役場年末年始の休み

7
新春書き初め大会
山美湖多目的ホール
14:00～15:00

11
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
子ども会カルタ大会
山美湖　9:00～
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00

12

13
平成31年成人式
山美湖多目的ホール
13:30～

16 19
くらしの無料相談会
ゆーあいの家和室
10:00～12:30（p12）
第28回市民健康講座
伊達歴史の杜カルチャーセンター
13:00～15:30（p14）

20
胆振地区雪合戦
選手権大会
昭和新山山麓特設会場
9:00～16:00

21
乳幼児健診
保健センター
12:30～

25
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
女性学級(手芸教室)
山美湖
10:00～15:00（p17）

26
乳がん・子宮がん
骨検診
保健センター
8:30～14:00

4
役場臨時窓口の開設
8:45～17:30

1
元旦
コミュニティタクシー運行休止
燃やせるごみ・生ごみ収集休み
社会教育施設休館
汲み取り業務休止
学校閉庁日
役場年末年始の休み

2

15
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
新春書き初め大会表彰式
山美湖多目的ホール
10:00～

5

8
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

9
定期予防接種（BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／16:00～16:30
壮瞥町スキー・スノー
ボードスクール
オロフレスキー場

定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／16:00～16:30
ふまねっと
保健センター　13:45～15:15
そうべつ保育所入所説明会
そうべつ保育所 19:00～（p12）

14
成人の日
山美湖休館日

23
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／16:00～16:30
ふまねっと
保健センター
13:45～15:15

18
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

17
育児サークル
そうべつ保育所
10:00～12:00
図書分室開放日
13:00～16:00

24
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00（p13）
あっぷる広場(男の料理教室)
保健センター　10:30～13:00
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

3
図書分室休館日

10
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00（p13）
図書分室開放日
13:00～16:00

22
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

27 28 2/1
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
あっぷる広場
立香2集会所
13:30～15:00

2/230
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／16:00～16:30
女性の集い
山美湖多目的ホール
10:00～15:00（p17）
前立腺がん検診
保健センター　13:30～14:50

31
図書分室開放日
13:00～16:00
雪見の朗読会
図書分室
14:00～（p18）

29
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
健康麻雀教室
保健センター
13:40～15:20

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

08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

26日
09日
23日
2/6日

2/5日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日資源ごみ（容器類）回収日

2/3 2/4
女性学級(手芸教室)
山美湖
10:00～15:00（p17）

2/8
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
あっぷる広場
久保内青少年会館
13:30～15:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00

2/92/6
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／16:00～16:30
山太のカゲエ・オモチャバコ
山美湖多目的ホール
10:00～10:45（p18）
ふまねっと
保健センター　13:45～15:15

2/7
育児サークル
そうべつ保育所
10:00～12:00
図書分室開放日
13:00～16:00
ミニバレーボール大会
壮瞥中学校体育館（p16）

2/5
女性学級(体操教室)
山美湖　10:00～11:30（p17）
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
ミニバレーボール大会
壮瞥中学校体育館（p16）

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日



前立腺がん検診のお知らせ！
前立腺がんは、無症状で排尿に関するトラブルが少

なく、検診以外で発見することは困難です。PSA検査

はわずか1mℓの採血により早期がんを発見できる簡単

で信頼性の高い血液検査です。早期に発見すれば

100％近く完治が期待できます。

そのためには年に１回のがん検診が大切になります。

40歳以上の男性の皆さん、「自分だけは大丈夫」と思

わず、是非この機会に検診を受けましょう！お申込み

お待ちしております。

※なお、すでに前立腺がんにて治療中の方は対象外

になります。

検診日／平成31年1月30日(水)

受付時間／①13:30～13:50

②14:00～14:20

③14:30～14:50

検診会場／壮瞥町保健センター

対象者／40歳以上の男性

検査内容／採血

検診料金／1,000円（国保・後期・生保は500円）

申込締切／平成31年1月22日(火)

【申込み・お問い合わせ先】

壮瞥町保健センター（☎66-2340）

乳がん・子宮がん・骨検診のお知らせ
実施日／平成31年1月26日(土)
場所／壮瞥町保健センター
※12月広報のチラシに詳しい案内が載っています。

午後の時間帯で、乳がん・子宮がんセット検診の空
きがあります。「申込みを忘れていた」「12月の検診チ
ラシを見落としていた」などの方は、是非この機会をご
利用ください。（1月11日(金)締切です。）

検診は事前予約が必要となります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎66-2340）

平成31年度入校生の追加募集
国立北海道障害者職業能力開発校では、休職中の

障がい者の入校生（訓練期間1年または2年間）の追
加募集をしています。詳しくは、当校または最寄りの公
共職業安定所までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
国立北海道障害者職業能力開発校
〒073-0115 砂川市焼山60番地
（☎0125-52-2774、FAX 0125-52-9177）

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☆

子どもと保護者（父母・祖父母）が、おもちゃで遊んだ
り、絵を描いたり、お友達をつくって楽しく過ごす場です。

お子さんの生活リズムに合わせてご利用ください。
☆1月の子育て支援センター開放日☆

8日(火) 11日(金) 15日(火) 18日(金)
22日(火) 25日(金) 29日(火)

☆育児サークル事業☆

親子で遊んだり交流したり情報交換をする場です。
製作遊び・子どもの発達に関するお話・体をつかった
楽しい遊びや身体測定も行います。
☆1月の育児サークル事業☆

17日(木) 10：00～12：00
ひだまりの会読み聞かせ
身体測定、節分に向けての製作

☆育児相談事業☆
月～金曜日 9：00～17：00
子育て支援センターでは 子育てに関する様々な相

談をお受けしています。子育てに関する質問等ござい
ましたらお気軽にご利用ください。
【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））

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。是非ご覧くだ

さい。

【1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））

☆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（☎66-2201）

総務課防災・地域振興係 2018年12月28日号

おしらせ

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
申請書は役場経済建設課建設係にありますので、

下記書類を用意の上、お申込みください。
・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
平成31年1月7日(月)～平成31年1月21日(月)

※詳しくは役場経済建設課建設係までお問い合わせ
ください。（☎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。

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30年建設 2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。

（21,100～31,500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15年建設 4号棟

戸 数 、 規 格 1階 2LDK（65.36㎡） 1戸

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（19,800～29,400円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 家賃の3カ月分

単身者向特定公共賃貸住宅
単身者向特定公共賃貸住宅の入居資格は同居者

のいない方

●壮瞥温泉団地（単身者向特定公共賃貸住宅）

住 所 壮瞥町字壮瞥温泉58番地1

建 設 年 度 平成8年建設 1号棟

戸 数 、 規 格 3階 1LDK(44.23㎡) 1戸

月 額 家 賃 20,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 60,000円

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

●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10

建 設 年 度 平成12年建設 4号棟

戸 数 、 規 格 2階 1LDK(46.64㎡) 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

冬山登山での遭難防止について
冬山の気象は絶えず変化し、穏やかな状況から一

変して、突然猛吹雪になり、視界不良となることがあり
ます。また、雪面の状態も新雪、アイスバーンと激しく
変化し、なだれや滑落の危険性が高まります。

登山やスキー・スノーボードで冬山に入る方は、備え
を万全にし、気象情報に十分留意して無理な行動を
控え、遭難事故を起こさぬよう注意しましょう。

また、登山者の皆様、登山届の提出を忘れていませ
んか？「登山届の提出が面倒」・「日頃よく登っている
山だから大丈夫」・「遭難するはずがない」等の理由で
登山届を提出しない方がおります。登山届は、登山で
道に迷ったり、怪我をするなどして行動不能となった場
合、あなたの情報を迅速に収集し、救助活動に役立て
るための手段として大変重要なものです。
■ どうやって作成・提出するの？

北海道警察ホームページで作成・提出、様式の印
刷ができるほか、印刷した用紙に必要事項を記載の
上、近くの交番・駐在所、警察署等へ郵送、ＦＡＸ等で
提出することが出来ます。
【お問い合わせ先】
北海道総務部危機対策局危機対策課防災グループ
（☎011-204-5008（ダイヤルイン））



「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】

壮瞥町役場総務課防災・地域振興係（☎66-2121）
メールアドレス kikaku@town.sobetsu.lg.jp

特別養護老人ホーム 第2長日園
介護者教室
～皆で学ぼう！介護の基本～
長日園の介護技術を地域の皆さんへ
日時／平成31年1月26日(土)10：30～11：30
会場／デイサービスセンター ふれあい広場 ホール
参加費／無料
対象者／どなたでも参加できます。
内容／インフルエンザ・ノロウイルスの予防方法、対処法
持ち物／筆記用具
講師／第2長日園 瓶子美紀介護支援専門員
【お問い合わせ先】
特別養護老人ホーム第2長日園（☎66-3255）

1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。

月　日 診　療　所 所　在　地 電　話

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

ありじ歯科クリニック 室蘭市宮の森町4-22-39 0143-84-5041

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

ちりべつファミリー歯科医院 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

飯渕歯科医院（室蘭） 室蘭市中島町3-27-10 0143-45-5834

グリーン・デンタル・クリニック 室蘭市八丁平1-49-23 0143-41-3118

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

白鳥台歯科医院 室蘭市白鳥台5-3-43 0143-59-5567

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 0143-59-2200

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

新生ファミリー歯科 登別市新生町3-16-21 0143-82-1182

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 0143-81-3366

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 0143-85-2826

なかがわ歯科医院 登別市中央町5-22-1 0143-85-7651

かただ歯科医院 登別市登別東町2-27-1 0143-83-1270

飯渕歯科医院（登別） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

三愛病院歯科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 0142-23-4812

洞爺湖温泉歯科 伊達市梅本町4-59 0142-21-5700

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

金本歯科 伊達市山下町55 0142-25-3822

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 0142-23-6480

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 0142-22-1182

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 0142-22-1641

なお歯科 伊達市弄月町241-3 0142-22-1117

ほほえみファミリー歯科 伊達市末永町62-17 0142-23-5006

12月29日

月　日 診　療　所 所　在　地 電　話

石川歯科医院 伊達市元町46-13 0142-23-0020

伊藤歯科医院 洞爺湖町本町16-4 0142-76-4809

社会福祉法人北海道社会事
業協会洞爺病院

洞爺湖町高砂町126 0142-74-2555

12月30日 松田歯科医院 室蘭市日の出町1-24-25 0143-46-6480

ありじ歯科クリニック 室蘭市宮の森町4-22-39 0143-84-5041

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

徳満歯科医院 登別市登別東町1-18-1 0143-83-3711

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

八丁平歯科医院 室蘭市八丁平2-27-16 0143-46-1182

野村歯科 登別市新生町1-1-6 0143-86-8844

なお歯科 伊達市弄月町241-3 0142-22-1117

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

早川歯科 登別市富士町6-20-1 0143-85-8850

藤原眼科・歯科 伊達市梅本町5-1 0142-23-5805

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

新生ファミリー歯科 登別市新生町3-16-21 0143-82-1182

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 0142-22-1641

1月6日 本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

1月13日 みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

1月14日 森歯科クリニック 室蘭市港北町2-5-18 0143-55-0118

1月20日 水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

1月27日 横山歯科医院 室蘭市母恋北町2-3-16 0143-22-2394

12月31日

1月1日

1月2日

1月3日

12月29日

みんなの掲示板

お子様の教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

「国の教育ローン」は、高校・短大・大学・専修学校・各種学校や外国の
高校・大学等に入学・在学するお子様をお持ちのご家庭を対象とした公的
な融資制度です。
融資額／お子様1人につき350万円以内
金利／年1.78％
※母子家庭の方などは年1.38％
（平成30年11月12日現在）
返済期間／15年以内
※母子家庭の方などは18年以内
詳細は「国の教育ローン」で検索
【お問い合わせ先】
教育ローンコールセンター
（☎0570-008656（ナビダイヤル））
または（☎03-5321-8656）

廃棄物適正処理等推進審議会委員を募集します
廃棄物適正処理等推進審議会委員は、廃棄物の減量と適正処理の

推進を審議するため設置された機関で、壮瞥町の一般廃棄物の減量
その他適正処理等に関する事項を調査審議します。

前回は平成28～29年に設置し、壮瞥町一般廃棄物処理基本計画
について検討しました。

今回は、町が現在検討している「生ごみ分別収集廃止」や、ごみ減量
化に向けた普及啓発、今後のごみ処理の取扱等について、住民の皆
様のご意見をお聞きし、計画見直しの参考とするため審議会の委員を
募集します。
応募資格／18歳以上（平成30年4月1日現在）の壮瞥町民で、廃棄
物の減量や適正処理に関心のある方
募集人員／2名
任期／諮問に係る審議が終了するまで（平成31年3月31日を予定）
会議開催／3回程度を予定
報酬／日額4,000円
応募期限／平成31年1月15日(火)
【お申込み・お問い合わせ先】
役場住民福祉課住民係（☎66-2121）


