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壮瞥中学校スキー大会
2月15日㈮、オロフレスキー場にて、中学

生のスキー大会が開催されました。大会はD

コースで大回転、Cコースで回転競技が行わ

れ、生徒の皆さんはスキー学習の成果を存

分に発揮しました。（→大会の結果は、ほっ

とニュースで紹介しています。）

なお、同スキー場では、3月3日㈰に第3回

スノーフェスティバルが開催されます。皆

様のご参加・ご来場お待ちしております！
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平成31年4月1日から
公共施設の管理運営方法が

変わります
壮瞥町では、多くの公共施設を保有しておりますが、現在保有している全ての施設を維持

していくためには、維持管理経費や更新経費など大きな財政負担が伴い、今後の本町の財政

を圧迫していくことが想定されるため、平成29年度に「第5次壮瞥町行政改革実施計画」及

び「第2期壮瞥町定住促進・公共施設有効活用計画」を策定し推進しております。

つきましては、両計画に基づき、平成31年4月1日から次の3施設について用途の変更、廃

止を行うとともに指定管理対象施設から除外し、町直営で管理運営していくこととなります

のでお知らせします。（下記3施設以外は今までどおりです。）

■蟠渓ふれあいセンター

平成3年から日帰り温泉施設のほか、地域行事や災害時の避難所として活用されて

きましたが、近年、日帰り温泉の利用者数が減少し温泉設備の維持や入浴営業に伴う

コストが大きいことから、日帰り温泉施設を廃止し、今後は地域住民用のコミュニテ

ィセンター及び災害時の避難所として活用することとします。

■立香ふれあいセンター

平成2年から地域住民を中心に利活用されてきましたが、近年は利用も少ない状況

であり、また、建設から28年余り経過し老朽化も著しく、今後大規模修繕が必要に

なってくることも踏まえ、本施設を廃止することとします。

■研修センター（壮瞥温泉）

本施設は平成4年に建設され、現在は温泉管理組合が事務所として通年利用してい

るほかは利用が少ない状況であり、今後は温泉管理組合の事務所及び地域住民用のコ

ミュニティセンターとして活用することとします。

◆特定利用証・特定利用券の利用について

上記の蟠渓ふれあいセンターの温泉施設の廃止に伴い、平成31年4月1日以降も特定利用

証・特定利用券で入浴できる施設は、ゆーあいの家、久保内ふれあいセンター、仲洞爺来夢

人の家の3施設となりますので、ご注意願います。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課福祉係（☎0142-66-2121）

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課総務係（☎0142-66-2121）

～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～



本年4月に実施予定の統一地方選挙について、次のとおりお知らせします。

■統一地方選挙における投票について

選挙当日の投票について

後日送付します入場券指定の投票所において7:00〜18:00まで投票できます。

期日前投票制度について

投票日当日、仕事、旅行等の都合で投票ができない方は、投票日前に投票ができる「期日

前投票制度」があります。

期日前投票所で、当日に投票所へ行けない理由を入場券裏面の「宣誓書」に示してある事

由の中から該当するものを選択し、受付に提出します。投票用紙が交付されたら、投票記載

台で投票用紙に記入し、直接投票箱に入れてください。

投票の際には、入場券をご持参ください。期日前投票所は、壮瞥町地域交流センター山美

湖2階です。8:30〜20:00まで投票できます。

仕事、旅行先など、名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や道選挙管理委員会が指定

した病院、老人ホーム等における投票は、従来どおりの不在者投票となります。

※投票の時点で選挙権が必要です。（投票日には18歳を迎えるが、投票の日では17歳の方は

期日前投票はできず、今までどおりの不在者投票となります。）

■町長・町議選挙立候補予定者説明会の開催について
4月21日㈰執行予定の壮瞥町長及び壮瞥町議会議員選挙の立候補予定者に対する説明会を、

次のとおり開催します。

○日時　3月18日㈪　10:00〜

○場所　壮瞥町地域交流センター山美湖1階　多目的ホール

■選挙人名簿抄本の閲覧制度について
選挙人名簿の抄本は、選挙人名簿の登録確認をする場合等に閲覧することができます。

なお、閲覧にあたっては、関係書類を提出の上、閲覧当日は本人確認のため顔写真付きの

身分証明書を提示していただくこととなります。

選挙人名簿のコピー、写真での撮影はできません。

また、選挙期日の告示の日から選挙期日の5日後までの期間は閲覧することはできません。

■投票区の変更について
2月号広報でもお知らせいたしましたが、今回の統一地方選挙から一部の地区で投票区が

変更となります。これまでの第3投票区、第5投票区は第2投票区の農村環境改善センターに、

第6投票区は第1投票区の地域交流センター山美湖となります。

入場券に記載されている投票所において投票されますよう、ご注意ください。

− 3 −

壮瞥町選挙管理委員会からのお知らせ

【お問い合わせ先】壮瞥町選挙管理委員会（☎0142-66-2121）

北 海 道 知 事 選 挙

北海道議会議員選挙

壮 瞥 町 長 選 挙

壮瞥町議会議員選挙

3月21日㈭

3月29日㈮

4月16日㈫

3月22日㈮〜4月6日㈯

3月30日㈯〜4月6日㈯

4月17日㈬〜4月20日㈯

4月7日㈰

4月21日㈰

選挙名 告示日 投票日 期日前投票期間
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平成29年度分行政評価（旧政策評価）
を行いました

■行政評価の仕組み

行政評価とは、行政の行っている様々な仕事を有効性・妥当性などといった視点から見直し、

今後の進め方を改善していく取組のことです。平成27年度から国の地方創生の取組が始まり、そ

の交付金を受けて行った事業については、この行政評価の仕組みを取り入れることが義務づけら

れたため、評価対象を従前の全事務事業から壮瞥町総合戦略登載事業に絞り込んでおり、平成29

年度分についても、総合戦略に登載している事業（次ページ一覧参照）の評価を実施しました。

従前は町民のみで行政評価委員会を構成していましたが、平成27年度から新たに外部有識者

（一般社団法人北海道総合研究調査会・星野理事兼調査部長）に参加していただき様々な観点か

らアドバイスをいただいております。

■評価作業の流れ

行政評価は次のような流れで行いました。

○内部評価　庁内で政策評価調書の作成、関係情報の整理

・個々の事業実績や参考数値を整理

・事業総括や今後の展開等をとりまとめて記述

○外部評価　行政評価委員会（町内各団体の代表や公募による町民10名＋外部有識者で構

成）が「政策評価調書」の内容に対して意見を提出

■評価結果例（一部抜粋）

また、外部有識者からは次のような評価を受けています。

町では、今後も行政評価の取組を継続し、より良い行政サービスの提供に努めていきます。

なお、政策評価調書の詳細は、町ホームページで公表しているほか、役場総務課企画財政係で

ご希望の方に配布しています。

【お問い合わせ先】役場総務課企画財政係（☎0142-66-2121）

− 5 −

■平成29年度政策評価調書登載事業（壮瞥町総合戦略登載事業）実績
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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

3月から5月は融雪期となります。融雪とは、積雪が大雨や気温の上昇により解け

る現象です。融雪が原因となって起こる災害には、住居の浸水害、道路や田畑の冠

水害、斜面の土砂災害、河川の増水や氾濫などの洪水害があります。

気象台では、気温の上昇や日射、雨、強風等により雪解けが進み、浸水やがけ崩

れ等の災害が発生するおそれがあると予想したときに、融雪注意報を発表します。

また、大雨や融雪により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想した

ときに、洪水注意報や洪水警報を発表します。

胆振・日高地方で最近の融雪災害としては、平成30年(2018年)3月8日から9日に

かけて発生しました。前線を伴った低気圧が北海道を通過し、上空1500メートル

付近で5月中旬から下旬並みの暖かく湿った空気が南から流れ込みました。このた

め、胆振・日高地方では、8日夜からやや強い雨が降り、9日にかけて各地で3月と

しては記録的な大雨となりました。これらによって雪解けが進み、道路の冠水、住

家の床下浸水、河川の増水などの被害が発生したほか、JRの運休、国道・道道の通

行止めなど交通機関が乱れました。

3月から5月の河川は流れが速く水も冷たいので、暖かな天気のいい日であっても、

川遊びなどで不用意に川に近づくのは危険です。

特に平成30年北海道胆振東部地震で揺れの大きかった地域は、初めての融雪期と

なります。地震前と比較して、斜面が変状しやすくなっている可能性があることか

ら、降雨時や気温が高い日は、斜面に近づかないなど、テレビ・ラジオやインター

ネット等で最新の気象情報を確認し、的確な行動をとることが重要です。

融雪による災害

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）
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平成30年度
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①活動組織名　　②活動事例

①滝4地域資源保全会（滝之町4）
②農地境界に景観形成作物を植栽

①久保内地域資源保全会（久保内1）
②鳥獣害防護柵（電気柵）の適正管理

①南久保内農地保全組合（南久保内）
②農業用用水路の維持管理

①立香地域資源保全会（立香）
②農業用用水路の維持管理

①立香2地域資源保全会（立香2）
②農業用用水路の維持管理

①上久保内地域資源保全会（上久保内）
②農業用用水路の維持管理

①弁景地域資源保全会（弁景、南
久保内の一部、幸内１の一部）
②農地法面の草刈り

①幸内2･蟠渓地域資源保全会
（幸内2、蟠渓）
②農地境界に景観形成作物を植栽

私たちの活動組織は日本

型直接支払制度（多面的機

能支払)を活用し、農地、

水路、農道等の地域資源の

基礎的保全活動や地域資源

の質的向上を図る共同活動

に取り組んでいます。

日本型直接支払制度には「多面的機能支払（地域の共同活動を支援）」、「中山間地域等直

接支払（条件不利地の農用地）」、「環境保全型農業直接支払」 があり、農業の多面的機能の
維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援されます。
本制度に係るお問い合わせは、壮瞥町役場経済建設課産業振興係（☎0142-66-2121）ま

でお願いいたします。

※関連情報はホームページでも詳しくご覧いただけます。
農林水産省　日本型直接支払について　　http://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html

日本型直接支払制度
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久保内小学校休校式の開催について
（ご案内）

教育委員会では、久保内小学校を本年3月末をもって休校とさせていただくこ

ととなりました。

つきましては、下記の日時で休校式を開催しますのでお知らせします。

記

日　時 平成31年3月20日㈬　11:00から

場　所 久保内小学校体育館

その他 出席報告は不要ですので、当日時間までに久保内小学校にお越し

ください。当日、10:00より久保内小学校主催による卒業式を開催

し、その後町主催の休校式を開催しますので、卒業式からご出席

頂いてもかまいません。

ご出席される方は、当日上履きをご持参いただきますようお願い

します。

不明な点は教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）までお尋ねください。

インターネットを利用して簡単に壮瞥町の気象

情報をリアルタイムで見ることができます。災害

時や農作物の管理などにご利用ください。

観測機器は道の駅そうべつ情報館iの屋上に設置

され、リアルタイムで映像（情報館から久保内方

向）、風向、風速、温度、湿度、日射、雨量を確

認することができます。

閲覧の際は、パソコンやスマホのインターネッ

トが閲覧できるブラウザで、以下のサイトにアクセスしてください。

http://www.w011.wts.server-on.net/WTS/index.php

気象観測機器は札幌の株式会社環器様より無償提供いただきました。同社のご協力に

感謝に申し上げます。

なお、過去の気象観測データ（概ね1か月毎に更新）を壮瞥町ホームページで公開す

る予定です。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場経済建設課産業振興係（☎0142-66-2121）

※多くの方が一度に集中して閲覧すると、正常に見

られなくなる可能性がありますので、閲覧後は速

やかにブラウザを閉じてください。

※本サイトについて個人や団体のホームページへの

リンクはご遠慮ください。

（QRコードは㈱デンソーウェーブ

の登録商標です）

Web気象データ配信システム公開

気象観測アドレスQRコード

～～～～～～～～～～～～～～～
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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。

「地域おこし協力隊が全国で5,000人に到達か!!」

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!

地域おこし協力隊として活動をはじめ丸2年となりました。先日北海道内の協力隊向けの全道

研修が行われ、私も出席してきたのですが、北海道内の協力隊は全国でも一番多く600人近くの

隊員が地方創生のために毎日奮闘しているということがわかりました。せっかくなので町民の皆

さんに今一度、この「地域おこし協力隊」について色々と知っていただきたいと思いました。

ほとんどのことは総務省のHPを見るとわかりますのでそちらを参考にしてください。この協

力隊の制度ができたのは今から10年前のことです。1年目には全国で89名の協力隊が誕生したそ

うで、2016年には3,000人まで到達し、36年度には8,000人を目標にすると更なる拡充を目指し

ています。協力隊にかかる費用は1人に対し上限400万円が総務省から特別交付税として財政支援

されています。単純計算ですが、8,000人×400万円という大きな予算が組まれているということ

がわかります。

36年度には8,000人まで拡充された協力隊の対象者もシニア層や在住外国人へと幅が広がりま

す。今回の全道研修では30代〜40代の協力隊がほとんどでしたが、中には60代のシニア層の方

もちらほらといたので、確かにニーズはあるのかもしれません。まだまだ認知度が低い協力隊も、

ここ数年で「地域おこし協力隊」が浸透していき、協力隊がいない自治体はなくなるかも…と予

想されます。

このように国民の税金が当てられている以上、協力隊の取り組みに今一度関心を持っていただ

き、外から来たよそ者…と思われるかもしれませんが、壮瞥町を活性させたいという思いは町民

の方にも負けずと持っています。しかし、協力隊だけではどうしても力不足です。町の方が積極

的に関わってくれることで、協力隊の活動も、町もいい流れが生まれていくと思います。私の3

年目の活動では役場を離れ、移住・定住促進や関係人口につながるような取り組みに集中してい

く予定ですので、町民の方も巻き込みながら3年間の集大成にしたいと思います。来年度もどう

ぞ応援・ご協力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−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)

SAUNA(サウナ)

Moi!  今回のテーマはサウナです。サウナはフィンランドが世界に誇る文化のひ

とつで、生活から切っても切り離せない存在です。サウナが国際的に注目された

のは、1936年のベルリンオリンピックにフィンランドチームがサウナを持ち込ん

だことが始まりだといわれています。

サウナは自宅のみならず、プールやジム、国会議事堂にも併設されています。私がフィンラン

ドでいつか体験したいと思っているのは観覧車のサウナです。

この国のサウナの歴史は2000年以上続いており、2、30年ほど前まで女性はサウナの中で出産

し、人が死ぬとサウナの中で遺体が洗われていたようです。

日本の温泉に併設されているドライサウナとは異なり、フィンランドでは熱く焼けた石の上に

水をかけて蒸気を発生させるため、乾燥して熱すぎることもなく快適にサウナを楽しめます。

そしてサウナの後に湖に飛び込むのはフィンランドの伝統です。機会があればぜひ体験してみ

てください。



− 10 −

ジオパーク通信ジオパーク通信
第　80 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）

「ジオパーク」とは、大地の成立ちと、自然、人間とのつながりを楽しく学ぶことができる地域のこと。
日本には「ユネスコ世界ジオパーク（国際認定）」が9地域、「日本ジオパーク（国内認定）」が44地域あり、
それぞれの地域の特性を生かした活動を続けています。

雪上を颯爽と駆け抜ける！
冬の運動不足解消におすすめします
西洋式かんじき＝スノーシュー

スノーシューは、いわば西洋式のかんじき。大人用で長さ60〜70cm、幅が30cm程あり、裏に金
属性のツメがついています。体重が分散して雪の上を歩けるようになり、ふかふかの雪を踏みしめ
ながら森や雪原などを散策することができます。

初めてでもすぐに慣れることができるので、年齢・性別

問わず、みんなで楽しむことができます。ウィンタースポ
ーツに挑戦してみたい方や、お子様の雪山デビューにもお
すすめです。

防寒着は普段使っているものでOK！手袋はスキーなど
で使う防水タイプなら濡れる心配もなく、雪遊びが楽しめ
ます。

スキーとは違い、専用の靴は必要ありません。スノーブ
ーツや、防水のトレッキングシューズであればスノーシュ
ーが装着できます。足首のぐらつきをおさえ、安全性を確
保するため、くるぶしの上まであるタイプだと安心です。

雪の上に残った動物達の足跡、越冬する小鳥や昆虫たち、
雪を被った美しくて静かな森林の景色を満喫できるスノー
シューは、北海道のジオパークならではの体験です。

春〜秋は散歩や登山を楽しんでいるけれど、「冬は寒いし滑るから…」と、外に出ることが減っ
ているという方は、多いのではないでしょうか？　そんな方には、スノーシューがおすすめです！
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久保内小学校冬の自由研究発表会

1月25日㈮、今年3月で休校となる久保内小学校の冬休

み自由研究発表会が行われました。保護者や地域の方々も
参観する中、児童の皆さんは冬休み中に取り組んだ成果に
ついて、緊張しながらも、堂々と説明する姿を見せてくれ
ました。表現力を身に付けるための場としてだけではなく、
ICT機器を活用した学習の実践の場としても位置付けられ
ており、それぞれパソコンのプレゼンソフトなどを活用し、
実演なども交えながら、わかりやすく研究の成果を発表し
ていました。

写真や動画を使い説明をする宇井先生

壮瞥中学校スキー大会の結果

2月15日(金)に行われたスキー大会の結果は以下のとお
りです。

○男子の部

【大回転】

1位 山内天心君(2年)  31秒28

2位 加藤寛人君(2年)  33秒08

3位 山本大晟君(2年)  33秒99

【回転】

1位 山内天心君(2年)  32秒22

2位 加藤寛人君(2年)  32秒47

3位 山本　歩君(2年)  34秒11

○女子の部

【大回転】

1位 千田琴菜さん(2年)  33秒88

2位 澤井乃絵さん(1年)  36秒84

3位 蛯名麻子さん(1年)  40秒15

【回転】

1位 千田琴菜さん(2年)  35秒95

2位 澤井乃絵さん(1年)  37秒00

3位 蛯名麻子さん(1年)  42秒83

実験をしながら火山の特性を教える佐藤先生

火山エキスパートによる授業を行いました

1月31日㈭、壮瞥中学校にて中学1・2年生を対象にした火山災害に関する授業が開催されました。講師

として宇井忠英さん（NPO法人環境防災総合政策研究機構理事、北海道大学名誉教授）と佐藤公さん（磐

梯山噴火記念館館長）が来校され、生徒たちにマグマができる仕組みや噴火の仕組み、噴火への備えなど
世界中にある火山から身近に存在する有珠山までを写真や動画、実験を通してわかりやすく講義しました。
生徒たちは「難しかったけどおもしろかった。」と話し、火山の特性を理解しながら将来経験するであろ

う有珠山噴火への備えとして真剣に先生方の話を聞いていました。
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胆振西部剣道選手権大会

2月3日㈰、洞爺湖町母と子の館体育館において、第17回胆振西部剣道選手権大会が開催され、中学生女

子の部で、小田陽夏子さん（壮中1年）が見事優勝を飾りました。この大会は参加者の減少で今年が最後

の開催となりましたが、壮瞥町剣士は堂々とした戦いぶりでした。
その他の成績は以下のとおり

幼児・小学生低学年男子の部

準優勝　毛利　幸瑠　君（壮小3年）
幼児・小学生低学年女子の部

第３位　田丸　恵麻さん（壮小2年）
小学生高学年男子の部　　

準優勝　毛利いぶき 君（壮小5年）
第３位　金子　祐大　君（壮小6年）

小学生高学年女子の部　　

第３位　金子　心春さん（壮小4年）
中学生男子の部　　　　　

第３位　金子　椋祐　君（壮中1年）
中学生女子の部　　　　　

第３位　千田　琴菜さん（壮中2年）
第３位　鎌田　寧音さん（壮中2年）

壮瞥町女性団体連絡協議会では、今年度も女性学級を開設しております

【手芸教室】

手芸教室では毛糸を利用して編物に取り組み、
作品づくりに励みました。
また、前川裕子さんに「バネぐちの小物入れ」

の作り方をご指導いただき、とっても素敵な作品

ができあがりました。
参加者の皆さんは毎回楽しい雰囲気の中で手芸

教室を終えることができました。

【体操教室】

冬期間の健康維持に大切な体操教室を開設して
おります。
脳活や全身の筋力が衰えないよう加藤康大先生

のご指導をいただき、参加者は様々な運動で汗を
流しました。
運動不足の解消には継続が大切です。できるこ

とはご家庭でも実践しましょうね。

手芸教室 体操教室
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第10回演芸交流会開催

2月15日㈮、地域交流センター山美湖にて10回目と
なる演芸交流会が開催され、一般・山美湖大学を含め
た106名の方々が参加しました。当イベントは壮瞥町

老人クラブ連合会が、心の健康づくり活動の一環とし
て、町内の高齢者を対象に閉じこもりの防止と孤独感

の解消・生きがいづくりなどを目的に実施しており、
20組が普段練習している歌や踊りを披露するなどし
て、会場は大変盛り上がりました。演芸発表の間にと
った昼食休憩では、久しぶりに顔を合わせた友人と談

笑する場面もあり、老人クラブ会員の枠を超えて親睦

を深める貴重な時間となったようです。来年も元気に
参加したいですね。

壮瞥小学校にて「行政相談出前教室」実施

2月19日㈫、壮瞥小学校にて6年生20名を対象に、
行政相談出前教室が遠藤正章氏（北海道管区行政評価

局総務行政相談部行政相談課業務係長）と清水修氏

（壮瞥町担当行政相談委員）を講師に迎え実施されま
した。行政相談とは、公正・中立の立場から行政など
への苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進

するとともに、行政の制度や運営の改善に活かす仕組

みで、壮瞥町には清水氏1名が配置されております。
教室の中では、行政の仕組みと仕事内容を身近な事例

を交えながらわかりやすく説明した上で、行政相談の
利用について紹介されました。

糖尿病講演会の開催

2月15日㈮、地域交流センター山美湖にて、演芸交

流会に引き続き糖尿病講演会が開催されました。札幌

医科大学から4名の講師に講話をいただき、「糖尿病と
はどんな病気なのか」など病気に対する知識や、糖尿

病重症化を防ぐためのフットケアや運動・口腔機能に
ついて、それぞれ専門的観点からのお話しを参加され
た皆さんは真剣に聞いていました。
10人に1人がなるといわれる糖尿病ですが、正しい

知識を持って、予防・治療を行いましょう。
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通学定期運賃補助金の下期分の受付をいたしま

すので、次のとおり提出してください（通学定期

運賃補助交付申請書を提出していない方には補助

金を交付できません）。

なお、下期分の補助交付時期は4月下旬を予定し

ております。

定期券の写しも領収書もない場合は、補助金の

交付ができませんので、あらかじめご承知おきく

ださい。また、バスカードは補助の対象となりま

せんのでご注意ください。

提出期限／平成31年3月15日㈮

提出書類／

①実績報告書（第2号様式）

提出日までに購入した通学定期の領収書（コピー、

原本どちらでも可）または定期券の写しを貼付し、

必要事項を記入して押印の上ご提出ください。

②請求書（第3号様式）

必要事項を記入し、押印の上ご提出ください

（請求額が分からない場合は空欄のまま提出してい

ただいても構いません）。日付は記入しないでくだ

さい。

申請者と口座名義人が異なる場合は委任状欄に

必要事項を記入してください。

※詳細は4月に送付しています記入例をご参照くだ

さい。

※提出書類がお手元にない場合は総務課防災・地

域振興係までご連絡ください。

提出先／壮瞥町役場総務課防災・地域振興係

その他／書類の修正をお願いする場合もあります

ので、来庁の際には印鑑をご持参ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災・地域振興係

（☎0142- 66-2121）

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3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】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

通学定期運賃補助金のお知らせ

INF
OR

MA
TIO

N

くらしの無料相談会を開催します
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お申込み

ください。

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（☎0142-66-2121）

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3月08日(金)

平成31年3月28日(木) 増　川弁護士(北海道みらい法律事務所) 平成31年3月22日(金)

平成31年4月11日(木) 池　田弁護士(池田翔一法律事務所) 平成31年4月05日(金)

平成31年4月25日(木) 奈　良弁護士(奈良法律事務所) 平成31年4月19日(金)

平成31年5月09日(木) 阿　部弁護士(北海道みらい法律事務所) 平成31年4月26日(金)

平成31年5月23日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所)  平成31年5月17日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限
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エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶・プラズマ

式）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機につい

ては、以下の方法のいずれかを選択して処分を行っ

てください。

１．製品を買い替えする、または購入した家電小売

店に引き取りを依頼してください。

※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。家

電小売店に相談してください。または、壮瞥町

廃家電収集運搬組合へ依頼してください。（リ

サイクル料金と収集運搬料が必要になります）

〈壮瞥町廃家電収集運搬組合加盟店〉

堀口電気商会（☎0142-66-2036)

増井電機商会（☎0142-66-2210)

２．買い替えではなく、購入した小売業者が廃業し

た・遠方にある、または不明である等で購入し

た小売店を利用できない場合は、事前に郵便局

で手続きと家電リサイクル料金の支払いを行い

(http://www.kaiketsukr.com/）を参考に

処分願います。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121)

自動車税は、4月1日現在の自動車の所有者に1年

分課税されます。

次に該当する場合は、運輸支局で手続きしてくださ

い。

■引っ越しで住所が変わったとき（変更登録）

■自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）

■自動車を売買・譲渡したとき（移転登録）

平成31年度の自動車税納税通知書を確実にお届け

するために、3月中に手続きをお願いします。

変更が間に合わないときは、札幌道税事務所自動

車税部にご連絡いただくか、道税ホームページから

自動車税の住所変更手続きが可能です。

【お問い合わせ先】

札幌道税事務所自動車税部（☎011-746-1197）

ホームページ　http://www.pref.hokkaido.lg.

jp/sm/zim/address/index.htm

日時／平成31年5月8日㈬　14:00〜15:00

（※今後船側の都合により予定が変更になる可

能性もあります）

場所／室蘭港崎守ふ頭第６バース

（室蘭港崎守多目的国際ターミナル）

募集定員／40名

（※応募者多数の場合は抽選となります）

参加料／無料

対象／西胆振3市3町（室蘭市、登別市、伊達市、豊

浦町、壮瞥町、洞爺湖町）在住の健脚な方

（※船内での移動に階段を利用するため）

乗船に必要な身分証明書／見学会当日まで有効なパ

スポートまたは運転免許証のどちらか

（※健康保険証、マイナンバーカード、住基カー

ド等は不可となります）

応募締切／平成31年4月10日㈬必着

応募方法／官製ハガキに参加希望者全員（2名まで）

の下記7つの項目を記入の上、郵送でお申込みく

ださい。

・氏名（ふりがな必須） ・生年月日（西暦）

・性別　・年齢　・住所

・電話番号

（日中及び見学会当日に連絡のとれる電話番号）

・身分証明書の種類と番号

応募にあたっての注意事項／

・1通で2名まで応募可能で、乳幼児やお子様につ

いても同様に身分証明書が必要です。

・記入漏れや不備、重複応募は無効となります。

・未成年者のみではご参加いただけません。必ず

20歳以上の方の同行が必要です。

・当選者（代表者）のみ郵送で通知を行い、4月

19日㈮までに通知がない場合は落選となりま

す。

・当選権利の譲渡は不可となります。

・見学会はグループに分かれて行うため、船内で

の別行動はできません。

・ベビーカーを利用しての見学はできません。船

内外でお預かりもできません。

・保安上の理由により、乗船の際にはパスポート

または運転免許証をお預かりいたします。

・ご応募いただいた際の個人情報は、今回の船内

見学会以外の目的では利用いたしません。

【申込み・お問い合わせ先】

室蘭市港湾部港湾政策課振興係

〒051-0022 室蘭市海岸町１丁目20番地30

（☎0143-22-3191）

指定廃家電品の処分について　
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自動車税のお知らせ
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N

「客船クイーン・エリザベス船内見学会」
参加者募集について　INF

OR
MA

TIO
N

お知らせ
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MARCH
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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

国民年金は、20歳以上であれば学生も加入しなければなりません。しかし、学生

の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険

料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育

法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各

種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次

の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

【所得の目安】118万円　＋（扶養親族等の数×38万円）

学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の

年度も在学予定である場合は、4月初めに再申請の用紙が届きます。引き続き、学生

納付特例制度の申請をご希望の場合は必要事項を記入の上、ご返送ください。

国民年金保険料学生納付特例の申請について

学生納付特例制度により、平成30年度に保険料納付を猶予されている方で、平成

31年度も引き続き在学予定の方へ、3月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式

の学生納付特例申請書を送付します。

同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただく

ことにより平成31年度の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生証の写

しの添付は不要です。）

なお、平成31年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合

は納付書を作成して送付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所まで

お問い合わせください。

【お問い合わせ先】

室蘭年金事務所（☎0143-50-1004）

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

国民年金からのお知らせ

INF
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N
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【申告書は、自分で作成して、お早めに！】

平成30年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の確定申告書の提出期限は3月15日

㈮、消費税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告書の提出期限は4月1日㈪です。

期限間近になりますと、税務署は大変混雑しますので、確定申告書は「前年の申告書控え」

や「確定申告の手引き」を参考にご自分で作成し、お早めに提出してください。

なお、確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、「ｅ-

Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）」を利用して送信することができるほか、印刷して郵

送等により提出することができますので、是非、ご利用ください。

【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

【平成30年分確定申告の納期限について】

・振替納税を利用しない方

①所得税及び復興特別所得税、贈与税／平成31年3月15日㈮

②消費税及び地方消費税（個人事業者）／平成31年4月1日㈪

・振替納税を利用する方（振替日）

①所得税及び復興特別所得税／平成31年4月22日㈪

②消費税及び地方消費税（個人事業者）／平成31年4月24日㈬

【ＱＲコードを利用したコンビニ納付について】

自宅等において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」及びコンビニ納付用Ｑ

Ｒコード作成専用画面から、コンビニエンスストアで納付するための「ＱＲコード」を作成

（印刷）することができるようになりました。

作成（印刷）した「ＱＲコード」を、コンビニ店舗のキオスク端末（「Ｌｏｐｐｉ」や「Ｆ

ａｍｉポート」）に読み取らせることにより、バーコード（納付書）が出力されますので、こ

れをレジに持参することで納付できます。

なお、コンビニ納付できる金額は30万円以下です。

納付できるコンビニや「ＱＲコード」の作成方法などの詳細については、国税庁ホームペー

ジをご覧ください。

【お問い合わせ先】

室蘭税務署（☎0143-22-4151）

国税庁ホームページ／https://www.nta.go.jp

お知らせ

3
MARCH

室蘭税務署からのお知らせ
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「すべての人が包み込まれる共生社会を目指して」
〜人権・地域・普通のくらし〜

障害のある方もない方も共に生活できる社会の実現に向けて興味のある方のご参加をお待ちしていま

す。また当日は障害のある方達の活動の理解を深めるための普及啓発活動として、就労継続支援施設等

で製造販売している商品をお配りします。是非、手にとって商品の質の高さを実感してください。

日時／平成31年3月26日㈫　18:00〜20:00

場所／壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

講師／社会福祉法人北海道社会福祉事業団

胆振圏域障がい者総合相談支援センターるぴなす　

センター長　小林　繁市　氏

参加料／無料

主催／壮瞥町　

協力／壮瞥町障がい者地域自立支援協議会　

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課福祉係（☎0142-66-2121）

平成31年4月20日

または21日

（いずれか1日）

同上

1次試験

平成31年5月25日

1次試験

平成31年5月11日

平成31年

7月1日

同上

平成32年

3月末

平成32年

3月末

平成31年1月7日

〜

4月12日

同上

平成31年3月1日

〜

5月15日

平成31年3月1日

〜

5月1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

大卒程度試験

平成32年4月1日現在、22歳

以上26歳未満の者（平成32

年3月卒業見込みを含む）

院卒者試験

平成32年4月1日現在、修士

課程修了者等で、20歳以上

28歳未満の者

募集種目 資格 受付期間 試験期日 採用予定

一般曹候補生

一般幹部候補生

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
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N

壮瞥町理解促進研修・啓発事業講演

INF
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MA
TIO

N
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○総合職試験（院卒者・大卒程度）

インターネット申込期間／

平成31年3月29日㈮〜4月8日㈪

○一般職試験（大卒程度）

インターネット申込期間／

平成31年4月5日㈮〜4月17日㈬

○一般職試験（高卒者・社会人）

インターネット申込期間／

平成31年6月17日㈪〜6月26日㈬

申込み専用アドレス／ht tp : / /www. j i n j i sh i

ken.go.jp/juken.html

【お問い合わせ先】

人事院北海道事務局第二課試験係

（☎011-241-1248）

◆第3回「誰が相続人になるの？（2）」

Q1 先月父が亡くなりました。実は父は再婚で，

前妻との間に道男さんという子がいます。前

妻に引き取られ父の戸籍から抜けています

が，それでも道男さんに相続権はあるのでし

ょうか？

A1 前妻との間の子である道男さんも相続権があ

ります。認知した子，養子縁組している子も

同様に相続権があります。

Q2 （Q1から数年後）道男さんと話し合いをす

るのは気が引けて，手続きをせずにいたとこ

ろ，道男さんが亡くなってしまいました。道

男さんには5人の子がいたようです。どうな

ってしまうのでしょうか？

A2 道男さんに代わって，道男さんの妻と，道男

さんの5人の子ども全員が相続権を引き継い

でいます。相続手続きをするためには，相続

権のある者全員の間で話し合いをする必要が

あります。

【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

国家公務員採用試験のお知らせ
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登記・相続に関するＱ＆Ａ
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お知らせ

3
MARCH

死亡事故ゼロ1,198日
－人身交通事故発生状況1月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※1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
（平成31年1月16日〜平成31年2月15日）

■人のうごき

■1月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,516人（ 3）

男 1,196人（ 0）

女 1,320人（ 3）

世帯数 1,322戸（ 4）

※1月末現在（ ）は前月差

大嶋トシ子さん （98歳）【滝之町3】

東山　フクさん （98歳）【立香2】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

新藤
しんどう

兎羅
う ら

ちゃん　平成31年1月30日

【壮瞥温泉団地・雅己さん・美穂さん】

「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。

（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

【詳細】西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

2号炉

測 定 日 測定結果（ナノグラム）

平成30年11月27日 0.00018
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生涯学習情報生涯学習情報

読み語り、切り絵、音楽、人形劇、パネルシアター、ペープサート･･･いろんな楽しさがＭＩＸ!!人気のパフォ

ーマー・ヨミガタリストまっつ＆KIRIGAMIST千陽を中心にお届けする夢のエンターテイメント☆ショーで

す！小さなお子さんから大人まで、どなたにもお楽しみいただけます。

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6弾

きりがたりシアター

◎期　日　平成31年3月21日（木・祝）

◎時　間　14:00〜15:00

◎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　無料

◎お問い合わせ 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6弾

きりがたりシアター

◎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

◎お問い合わせ 教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

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

◎日　時　平成31年3月22日㈮　開演18:30

◎会　場　登別市民会館大ホール

◎入場料　2,000円程度（全席指定）

◎募　集　20名（ただし、参加者が10名以下の場合は中止となりますのでご了承願います。）

◎締　切　3月13日㈬定員になり次第締め切らせていただきます。

◎申込み・お問い合わせ　教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

※出発時間等詳細につきましては参加者が決定後お知らせします。

平成30年度 芸術鑑賞ツアー第5ステージ参加者募集！

登別市市民憲章制定50周年記念
風間杜夫 落語独演会&トークショー
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◎お問合せ　教育委員会生涯学習課（☎66-2131）

第52回 町民親善ピンポン大会　
参加者大募集！ 初心者も大歓迎！

毎年恒例の卓球連盟主催のピンポン大会をご案内します。初心者でも参加できます。

みんなでいい汗かいて楽しく健康的な一日を過ごしましょう。

日　　時 平成31年3月23日㈯8:30集合

場　　所 壮瞥中学校体育館

参加対象 壮瞥町在住の小学生以上の方または、壮瞥町に勤務している方

競技方法 ①団体戦（4チームのリーグ戦）予定

②個人戦・大人（ダブルスのトーナメント戦）

参 加 料 一般・高校生　500円／人 中学生以下　300円／人

申 込 み 下記の申込み先に3月15日㈮までに電話等で申込みください。

壮瞥町役場：小林または小松（☎0142-66-2121）までご連絡ください。

そ の 他 ①準備の都合により、当日の飛び入り参加はできませんのでご了承ください。

②参加申込者には昼食をご用意します。

③用具のない方は事務局で貸し出し致します。

【卒業式】 【入学式】
●壮瞥小学校 ３月 19日㈫ ４月５日㈮
●久保内小学校 ３月 20日㈬
●壮瞥中学校 ３月 13日㈬ ４月５日㈮
●壮瞥高等学校 ３月 １日㈮ ４月９日㈫

町内各小中高等学校　卒業式・入学式の日程

平成30年度　山美湖大学特別公演　

〜清水加奈さん ミニコンサート〜
平成31年3月25日㈪に、今年度の山美湖大学修了式にあわせまして、壮瞥町出身のオペラ歌手、

清水加奈さんをお招きし、ミニコンサートを開催いたします。

当日の演目としましては、清水さんの専門であるオペラの楽曲に加え、なじみ深い昭和唱歌もご

披露いただける予定です。

入場料は無料で、どなたでもご来場いただけますので、皆様お誘い合

わせの上お越しください！お待ちしております。

◎日　時：平成31年3月25日㈪10:30〜11:10

◎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：無料

ご不明な点は、生涯学習課社会教育係　前川までお問い合わせください（☎0142-66-2131）

町内各学校の卒業式・入学式の日程をご案内いたします。
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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

木曜日：13時～16時
3月21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：3月14日㈭14:00〜
場　所：図書分室
講　師：ポピーの会　加賀谷千絵　氏

参加費：無料

主　催：図書ボランティア ポピーの会

※事前の申込みは不要です

図書ボランティア ポピーの会の加賀谷千絵さんが過去に中東・西アジアに位置する国、『ヨルダン』に
住んでいた経験を通して、ヨルダンの魅力についておはなししていただきます。アラブコーヒーの試飲や
民族衣装の試着もできます。ぜひ参加ください。

毎年壮瞥小学校で開催されている学校ブックフェスティバルが2月1日㈮に行われました。この事業は、
北海道立図書館の協力により、体育館に1,000冊程度の児童書を並べて、自由に本を見て借りることができ
ます。

今年は、開会式の中で壮瞥小学校、久保

内小学校の代表6名にそれぞれオススメの
本の紹介をしてもらい、全児童が一番読ん
でみたいと思った本に投票し、チャンプ本

を決めるという取り組みも初めて行われま
した。今回は、久保内小学校の5年生近藤

由梨さんが紹介した『よい子への道』がチ
ャンプ本に選ばれました。

奥の深い世界が広がる昔ばなし。今の子どもたちにこそ聞かせてあげたいおはなしがたくさんあります。
グリム童話など世界各国の昔ばなしや、おじいちゃんおばあちゃんに聞いた懐かしい日本の昔ばなしの

絵本を展示します。この機会に手にとって読んでみませんか。

ヨルダンのおはなし

学校ブックフェスティバルで本と親しむ

子どもに伝えたい昔ばなし

憩いの場〝図書分室〟へ
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憩いの場〝図書分室〟へ
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3月27日〜4月9日は
絵本週間！

展示期間：3月27日㈬〜4月21日㈰

図書室で昔ばなしの
おはなし会も行います！

日時：3月27日㈬、28日㈭
10:00〜10:30
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1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： 734冊

『さおり＆トニーの冒険紀行　フランスで大の字』

著：小栗左多里
パリ、シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ペイ・ド・ラ・ロ

ワール、プロヴァンス＆コートダジュール。パリを中心に東

へ西へ、南仏への旅。爆笑海外ルポ。

〜一般書〜

『山怪　山人が語る不思議な
話2・3巻』『医者の本音』
『世界に一軒だけのパン屋』
『部屋をおしゃれにリメイク
する本』『ゼロトレ』『星を
つなぐ手』『本と鍵の季節』
『ふたりぐらし』『それまで
の明日』『昨日がなければ明

日もない』『フランス座』
『きみは赤ちゃん』『とって
おきのフィンランド』『サラ
リーマンショコラティエ』
『その話は今日はやめておき
ましょう』『三度目の少女』
『北海道オーロラ町の事件

簿』
〜児童書〜

『東大教授がおしえるやばい
日本史』『かいけつゾロリロ
ボット大さくせん』『ゆうれ
い作家はおおいそがし』『消

えた王』『ねらわれた王座』
〜えほん〜

『きになる』『おしりたんて
い ププッゆきやまのしろ
いかいぶつ！？』『世界の終

わりの天文台』『みんなみん
ないないいないばあ』『たっ
ちだいすき』『あかちゃんの
りものえほん』『ぐっすりメ
ーメさんのワードブック』
『かあちゃんのジャガイモば
たけ』『ペネロペゆきあそび
をする』『リサとガスパール
とうきょうへいく』『ぼく、
仮面ライダーになる！ジオ
ウ編・ビルド編・エグゼイ
ド編・ゴースト編・ドライ
ブ編・ガイム編』

3月の展示

世界のおもしろい話世界のおもしろい話

〜3月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

★タイトル「石けんのひみつ」 出版社：学研
石鹸を作るのに夏には温度が上がらないようにして、冬

は温度を下げないようにするのが大変だなと思いました。
【久保内小学校　6年　南條勇人】
★タイトル「山田県立山田小学校　山田山でサバイバル!?」

作：山田マチ
これは日本の48番目の県「山田県」のお話。百葉箱に住

んでいる石倉さんは、「旅に出る」と話しました。向かって
みた先は、山田山の自然公園･･･。ぜひ読んでみてください。
【久保内小学校　6年　谷田乃々花】
★タイトル「いじめ　心の星を信じて」原案：五十嵐かおる
大好きな先輩から突然のいじめ。しかし先輩にもその人

をいじめる理由が･･･。その理由は何か。いじめは終わるの
か。ぜひ読んでみてください。
【久保内小学校　5年　近藤由梨】
★タイトル「百まいのドレス」 作：エレナー・エスティス
この本はワンダという女の子がワンダに「何まいドレス

持っているの？」と聞き、毎回「100まい」と答え、からか
われ･･･おもしろいので、ぜひ読んでみてください。
【久保内小学校　5年　久慈佳奈】
★タイトル「ずーっと、ずっとだいすきだよ」

作：ハンス・ヴィルヘルム
エルフィーが死んでしまったことは悲しかったけど、ぼ

くの気持ちはエルフィーに届いていたと思います。
【久保内小学校　1年　鹿原雪夢】

わたしのオススメ本
〜久保内小学校「読書の木」より。

3月に休校する久保内小学校の児童5名によるオススメ本です。〜

1月31日㈭に朗読会を行いました。今

回は、雪見の時期をテーマにして、『雪

女』などの作品が朗読されました。ま
た、最後に谷川俊太郎の『生きる』を参

加者全員で群読し、朗読を楽しみまし
た。

1月の図書分室
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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
⇦

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３月号

ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！

◆第1回試験日程

受付期間 3月1日〜4月12日

第1次試験 5月18日

第2次試験 6月下旬から7月上旬

◆興味のある方は是非駐在所まで来て下さい。

あなたの疑問質問にお

答えします。

受験資格等詳しい内容

は、道警ホームページで

確認できます。

北海道警察官募集！
〜ゴミ焼きは犯罪です〜

雪解けが進むと家の周りのゴミが気になりま

すが、そんな自宅から出たゴミや事業所から出

たゴミを焼却すると廃棄物の処理及び清掃に関

する法律違反となり、懲役もしくは罰金の処罰

を科せられる場合があります。

ゴミは、焼却する

ことなく、決められ

た手順を遵守の上、

ゴミステーションに

出す等の処分をして

ください。

【少年の皆さんへ】

◆万引きは犯罪！

「見張りをする」、「命令をする」、「盗

んだ物をもらう」全て犯罪！

◆ネットには危険がいっぱい！

犯罪に巻き込まれたり、知られたくな

い情報が流出するなどの危険性をしっか

り認識しましょう。

◆断る勇気！ストップ薬物

誘われてもキッパリ断る勇気を！

タバコもダメ、ゼッタイ！

【保護者の皆さんへ】

◆非行防止は家庭から！

忙しい中でも時間をやりく

りし、子どもとしっかり関わ

る時間を作りましょう。

◆子どもの携帯電話にはフィ

ルタリング設定を！

携帯ショップで簡単に設定

でき、有害サイトをシャット

アウト！

春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止春休み・新学期における非行犯罪被害防止

架空請求詐欺が多発しています

本年、第1回試験の受付が始まります！
北海道の治安を守るのは君だ！

不審なメール・ハガキにだまされないで！
携帯電話のメールで「有料動画サービスの未納料金があり

ます。」とか、ハガキや封書で「消費料金に関する訴訟最終通

告」などと、架空請求でお金をだまし取ろうとする詐欺が後

を絶ちません。

請求のメールやハガキが来ても、決して要求されるままに

支払うことなく、必ず家族や警察に相談してください。

このことは、必ず家族で認識を共有してください。

性別、年齢を問わず、誰もが被害に遭う可能性があります
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3月号の広報テーマ「応急手当の普及啓発」
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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 014件（累計 14件）

火災件数 001件（累計 1件）

（ ）内は平成31年1月1日からの累計

救急件数・火災件数

携帯電話からの119番通報について

平成28年3月8日の「西胆振行政事務組合高機能指令

センター」運用開始に伴い、「統合型位置情報通知シス

テム」が導入されました。

固定電話、携帯電話、IP電話のいずれの電話からの

119番通報でも指令センターの地図モニターに瞬時に発

信地の位置情報を表示することが可能なシステムです。

通報者が土地勘のない場合や言葉を発することがで

きない状況でも、通報場所を特定することができます

が、携帯電話からの119番通報の際は下記の点に注意す

るとともに、皆様のご理解・ご協力をお願いします。

◇運転中の場合◇

車を運転中の通報は危険を伴い、また、走行中の

通報は電波の状態によっては通話が途中で切れるこ

とがあり、場所の特定まで至らないことがあります

ので、必ず安全な場所に停車してから119番通報して

ください。

◇119番通報後◇

119番通報が終わっても再度、内容の確認で指令セ

ンターから電話を行う場合があります。携帯電話の

電源は切らずに、救急車や消防車が到着するまでは

緊急通報以外の通話は控えてください。

◇通報の内容について◇

119番通報した携帯電話の機種や天候、使用状況に

よる電波の受信状態により誤差が生じ、位置情報を

正確に確認できないこともありますので119番通報の

際は今までどおり住所や目印となる目標物を伝える

ようお願いします。

1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分

～～～～～～～～～～～～～～

心臓や呼吸が止まってしまったら…

心臓や呼吸が止まった人の治療はまさに1分1秒を争

います。心臓や呼吸が止まった人が助かる可能性は、そ

の後約10分の間に急激に少なくなっていきます。

突然倒れた人を見たときに、最初に必要なことは「す

ぐに119番通報」です。救急車が来るまでには、全国平

均で約8分かかります。救急車が来るまで何もしないで

いると、助かる命も助けられません。現場に居合わせ

た「皆さん」が「救急隊」、「医師」へ命のバトンを引き

継いでください。

【救命の連鎖について】

1つ目の輪　「心停止の予防」

子どもの突然死の主な原因はけがや溺水、窒息など

があります。その多くは日常生活の中で十分に注意す

ることで予防ができるものであり、突然死を未然に防

ぐことが最も効果的です。

成人の突然死の主な原因は、急性心筋梗塞や脳卒中

です。生活習慣病とも呼ばれており、生活習慣の改善

でリスクを低下させることも大切な予防の一つです。

2つ目の輪　「早期認識と通報」

突然倒れた人や、反応のない人をみたら、ただちに

心停止を疑うことが大切です。心停止の可能性があれ

ば大声で応援を呼び119番通報とＡＥＤの手配を依頼し

てください。

3つ目の輪　「一次救命処置」

一次救命処置とは、止まった心臓と呼吸の動きを心

肺蘇生法やＡＥＤの使用によって助ける方法です。

脳は、心臓が止まってから3〜4分以上そのままの状

態が続くと回復が困難となります。心臓が止まってい

る間、心臓マッサージによって脳や心臓に血液を送り

続けることは、後遺症を残さないために重要です。

命が助かる可能性は時間の経過とともに減っていき

ますが、その場に居合わせた「あなた」が心肺蘇生法を

行うことが最も大切です。

4つ目の輪「二次救命処置と心拍再開後の集中治療」

救急救命士や医師が、薬や器具などを使用して心臓

の動きを取り戻すことができたなら、専門家による集

中治療により社会復帰を目指します。
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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。

（
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年
末
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壮瞥町地域包括支援センター　社会福祉士　松本 ・ 伊藤

□かばんをなくした
□携帯番号が変わった
□風邪で喉の調子が悪い
□女性を妊娠させた

●留守番電話に設定
しておく

●一度電話を切り
家族に連絡を

特殊詐欺とは？…

電話などの通信手段を使って、直接会わずに人から金品をだまし取る詐欺のことです。

<<被害防止策>>

●現金は「送らない」「手渡さない」「振り込まない」
●警察や家族等に相談する
●電話をかけてきたとされる親族の変更前の電話番号に電話をかける　

－少しでもおかしいと思ったら迷わずご相談を－

警察相談電話　　　　　　　　♯9110

壮瞥町地域包括支援センター　0142-66 -4165
よ い ろ う ご

オレオレ詐欺 ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！

だましのキーワード

□入居権が当たった
□名義貸しは違法
□サイト料金が未払い
□問題解決にお金が必要

だましのキーワード

□医療費の還付金
□スーパーのATMへ
□ATMから電話して

だましのキーワード

架空請求詐欺 還付金詐欺

●警察相談＃9110に相談を

ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！
●電話で還付金の手続きは
通知しません。

●ATMで還付金は戻りません。

ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！ちょっと待った！



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

3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

3 4
乳幼児健診
保健センター
12:30～
あっぷるひろば
仲洞爺公民館
13:30～15:00

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

10
土田英順チャリティー
チェロコンサート
山美湖多目的ホール
開場13:30 開演14:00  P20

13
予算審査特別委員会
役場大会議室　10:00～
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
壮瞥中学校卒業式
9:02～

16
くらしの無料相談会
ゆーあいの家和室
10:00～12:30  P14

17
そうべつ保育所卒園式
こどもセンター
9:30～

18 22
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

23
町民親善ピンポン大会
壮瞥中学校体育館
8:30集合 P21

1
壮瞥高校卒業式
9:30～
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
健康麻雀教室
保健センター
13:40～15:20

2

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
11:00～11:30／16:00～16:30
ふまねっと
保健センター
13:45～15:15

11
第1回定例会
役場大会議室
10:00～
あっぷるひろば
蟠渓ふれあいセンター
13:30～15:00

20
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
久保内小学校卒業式 10:00～
久保内小学校休校式
久保内小学校体育館 11:00～ P8
ふまねっと
保健センター　13:45～15:15

15
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
第1回定例会
役場大会議室
予算審査特別委員会終了後

14

育児サークル
そうべつ保育所　10:00～12:00
無料法律相談 山美湖1F小会議室
10:30～12:00  P14
図書分室開放日 13:00～16:00
健康麻雀サロン
保健センター　13:40～15:20
ヨルダンのおはなし
図書分室 14:00～ P22

21
春分の日
きりがたりシアター
山美湖多目的ホール
14:00～15:00

7
第1回定例会
役場大会議室　10:00～
女性学級(体操教室)
山美湖　10:00～11:30
図書分室開放日
13:00～16:00
健康麻雀サロン
保健センター
13:40～15:20

19
壮瞥小学校卒業式
9:30～
女性学級(体操教室)
山美湖　10:00～11:30
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

24 25
山美湖大学修了式
山美湖多目的ホール
10:00～12:00
清水加奈さんコンサート
山美湖多目的ホール
10:30～11:10  P21

29
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

3027
昔話のおはなし会
山美湖図書室
10:00～10:30  P22
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

28
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00  P14
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
健康麻雀サロン
保健センター　13:40～15:20

26
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

05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

30日
06日
20日
4/3日

4/2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

31 4/1 4/5
壮瞥小学校入学式　10:00～
壮瞥中学校入学式　13:30～
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

4/64/3
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

4/4
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

4/2
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（古紙類）回収日



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。
☆3月の子育て支援センター開放日☆

1日(金) 5日(火) 8日(金) 12日(火) 15日(金)
19日(火) 22日(金) 26日(火) 29日(金)

☆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。
☆3月の育児サークル事業☆
14日(木) 10：00～12：00

ひだまりの会読み聞かせ
身体測定、木村先生によるヨガ

☆育児相談事業☆
(月)～(金) 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”
（☎0142-66-2452（そうべつ子どもセンター内））

総務課防災・地域振興係 2019年３月1日号

おしらせ 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。）

●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

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3月1日(金)～平成31年3月15日(金)

※詳しくは壮瞥町役場経済建設課建設係までお問い
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。

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。

【3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）

絵手紙（ひまわり会）

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（☎0142-66-2201）

知ってますか？道の「苦情審査委員」
制度

道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、
「北海道苦情審査委員」制度です。皆さん自身の利
害に係わる苦情であれば、苦情審査委員に申立てが
できます。

皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中立な
立場から、道の関係機関に対し必要な調査等を行い
ます。

審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題が
あるときは、道の期間に是正や改善を求めます。

もちろん個人情報の保護にも十分配慮します。
苦情申立の窓口／
道政相談センターか各振興局の総務課
申立方法／
苦情申立書に必要な事項を記入し、提出してください。
（郵送、ファックス、メールでも申立てができます。）
【お問い合わせ先】
北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
（☎011-204-5523（直通）、FAX011-241-8181）
メール／kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

平成31年度労働基準監督官採用試
験の実施について
インターネット受付期間／
平成31年3月29日(金)～4月10日(水)[受信有効]
URL／http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
受付資格／
(1)平成元年4月2日～平成10年4月1日生まれの者
(2)平成10年4月2日以降生まれの者で次に掲げるも
の

①大学を卒業した者及び平成32年3月までに大学
を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認め
る者

第1次試験／平成31年6月9日(日)
第2次試験／平成31年7月16日(火)・17日(水)・18
日(木)の指定された日
【お問い合わせ先】
北海道労働局総務部総務課
（☎011-709-2311（内線3511））
〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1
札幌第一合同庁舎9階
または、最寄りの各労働基準監督署まで。

介護をしながら働く皆さん、仕事と介護
の両立支援制度を活用しましょう！

継続的に介護を行うためには、経済的な負担が
かかります。また、介護が終了した後の生活を視野に
入れて考えても、経済的基盤は重要です。

介護に直面しても、すぐに退職することなく、仕事と
介護を両立するための制度を活用して、介護をしなが
ら仕事を続けましょう。

厚生労働省ホームページでは、介護保険制度や
介護休業制度等について情報提供を行っています
ので、確認の上、会社の人事労務担当者に相談して
みましょう。
＜育児・介護休業法で定められた制度（抜粋）＞
介護休業／
対象家族1人につき3回に分割して通算93日まで
介護休暇／介護その他の世話のため年5日（対象家族が2人以上の場合は10日）まで1日または半日単位
（所定労働時間の2分の1）
介護のための所定外労働の制限（残業の免除）／
要介護状態が終了するまで何度でも取得可
☆詳しくは、北海道労働局ホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/
【お問い合わせ先】北海道労働局雇用環境・均等部指導課（☎011-709-2715）

毎月19日は「食育の日」
道では、様々な経験を通じて「食」に関する知識と

「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す

ることができる人間を育てる「食育」の取り組みを進め

ています。 この「食育の日」に、毎日の生活を支える

「食」について、改めて考えてみませんか？

【お問い合わせ先】

北海道農政部食の安全推進局食品政策課食品企画

グループ（☎011-204-5427）

車上ねらいの連続発生に対する防犯
対策の強化をお願いします！

2月9日から11日までの間、伊達市舟岡町において5
件の車上ねらいが連続発生しました。
【発生状況】
①深夜から朝にかけて
②一般住宅敷地内または住宅前路上に駐車中
③窓ガラスや鍵穴を破壊する手口
車内に置かれたままのバッグ、財布等が被害に！
○短時間の駐車、自宅敷地内での駐車でも、車内に

貴重品を放置しない！
※伊達警察署管内は、特に車内に荷物を残す人が目

立ちます。
○盗難警報装置・センサーライト等の防犯機器を活用

し、音や光で犯人を寄せ付けないことも有効です！
※センサーライトは1,000円台からなど、比較的安価

なものも販売されています。
被害を未然に防ぐためには、住民の皆様に現状を伝

え、防犯意識を高めていただくことが重要です。
ご家族やご近所、町内会等の皆様に対する啓発に

ご協力をお願いいたします。
（伊達警察署・伊達地方防犯協会連合会事務局）

2019ホッカイドウ競馬について
4月から日高町・門別競馬場で『2019ホッカイドウ競

馬』が開幕します！11月までの毎週火・水・木曜日を
基本に全日程をナイター開催します。

馬券は門別競馬場はもちろんのこと、全道各地の場
外発売所「Ａｉｂａ」（アイバ）やインターネットなどでお求
めいただくことができます。

また、門別競馬場では季節ごとのイベントの開催を予
定しているほか、名物「とねっこジンギスカン」をはじめ
地元グルメも充実、ご家族でお楽しみいただけます。

ＪＲ札幌駅と門別競馬場を往復する無料送迎バス
（予約制）も運行しておりますので、是非、門別競馬場
にお越しください。
ホッカイドウ競馬のＨＰ／
http://www.hokkaidokeiba.net/
【お問い合わせ先】
北海道農政部競馬事業室競馬グループ
（☎011-204-5377）



3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

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

高橋歯科医院 登別市若草町3-14-10 0143-86-2250

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

エルム歯科 伊達市末永町58-61 0142-25-5188

3月17日 いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

3月21日 岩倉歯科 室蘭市水元12-6 0143-45-7117

3月24日 白鳥台歯科医院 室蘭市白鳥台5-3-43 0143-59-5567

3月31日 すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

3月3日

3月10日

スノーフェスティバル開催！
第3回スノーフェスティバルinオロフレスキー場が開

催されます！
皆様のご来場お待ちしております!!
日時／3月3日(日)午後から
場所／オロフレスキー場（壮瞥町字弁景204-5）
プログラム
①スノーモービル試乗会（12:00～13:15）

フェスティバル当日ロッジで500円以上お食事した
小学生先着50名に試乗券を配布します。
②オロフレフラッグ（14:00～14:30）

ビーチフラッグの雪バージョン！就学前児童や保
護者にもご参加いただけます。
③スキー・スノーボードクロス（14:30～15:30）

オリンピックでも人気種目！昨年も真剣勝負で盛り
上がりました。小学校低学年、高学年、一般、スノー
ボードなどに分かれて競技する予定です！

小学生以上が対象で、小学生20名、一般15名の
参加を募集します。
④メリーゴーランドおかしまき（15:30～）

子ども達集合！今年も意外な○○○からまきます
…？
⑤屋台（12:00～）

りんご詰め放題・焼き鳥、豚串、フランクフルト・チョ
コバナナ・おしるこ等
（※各プログラムの時間は予定時間でので前後する
ことがあります。ご了承ください。）
その他／

スキー・スノーボードクロスの参加はリフト券が必要
です。
【お問い合わせ先】
オロフレスキー場（☎0142-65-2323）

「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／kikaku@town.sobetsu.lg.jp

みんなの掲示板

ファイターズ開幕戦 応援バスツアー
のご案内

プロ野球の開幕を迎え日ハム壮瞥町後援会では
下記のとおり開幕戦のバスツアーを開催いたします。

日ハムを応援したい方一緒に応援に行きません
か？
日時／平成31年3月31日(日)
日本ハム VS オリックス 14:00試合開始
参加料／大人1人5,500円、小学生以下1人2,500
円（3塁側C指定席予定）
集合場所／久保内菊地宅10:00、
壮瞥町役場10:15、壮瞥温泉いこい荘10:30
帰宅予定時間／21:00（試合時間により前後します）
※飲食は各自用意ください
申込締切日／3月15日(金)

参加料は当日いただきます。申込締切後のキャン
セルは参加料がかかりますのでご了承ください。
【申込み・お問い合わせ先】
北海道日本ハムファイターズ壮瞥町後援会
事務局 毛利 敏郎
（☎090-7584-0096）
メール／mouri_fighters@yahoo.co.jp

アクアエクササイズ受講者募集 !!
開催期間／平成31年4月～平成32年3月
毎週月・木の週2回(6月～8月までの3ヵ月はお休みで
す。) 
対象／20歳以上の一般男女
コースと時間／
①シェイプアクア 9:50～10:50
②ヘルシーアクア 11:00～12:00
※2コース続けての受講は不可
定員／各コース25人 (先着順)
受講料／5,000円(1ヵ月)※入館料込み

別途平成31年度分保険料（1,850円※65歳以上は
1,200円・年1回）任意で申込み。
申込受付／3月1日(金)～3月19日(火)

ただし、水曜日を除く
※定員になり次第締め切ります。
申込方法／げんき館ペトトルに備付の申込書に必要
事項を記入し受付に申込んでください。
【申込み・お問い合わせ先】
げんき館ペトトル（☎0143-59-3443）

住宅防火について
火災はちょっとした気のゆるみから発生することが多

いものです。かけがえのない命を守るために、日々の
住宅防火に対する取組みをお願いします。

住宅火災の実態を見ると、亡くなられた方の多くが
65歳以上の高齢者となっています。

最近では、一人暮らしのお年寄りも増えていますので、
地域みんなの力を合わせて火災からお年寄りを守りま
しょう。

火の取り扱いには、十分な注意をはらうよう心がける
とともに、特に次のことに注意しましょう。
住宅防火いのちを守る７つのポイント
－３つの習慣・４つの対策－
３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用

する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

する。（設置は義務です）
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を

設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

所の協力体制をつくる。
住宅用防災機器、防炎品については、お近くの消防

署等にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
北海道総務部危機対策局危機対策課消防グループ
（☎011-204-5009（ダイヤルイン））

リサイクルプラザ
「きめこみパッチワーク講座」

目打ちできめこむだけの簡単パッチワーク！
日時／平成31年3月16日(土)10:30～16:00
定員／15名（先着順）
参加費／900円～3,000円
申込期限／3月2日(土)～3月8日(金)
「ハーバリウム ワークショップ」
日時／平成31年3月12日(火)・16日(土)・23日(土)・
26日(火)各10:00～12:00
定員／各10名(先着順)
参加費／1,700円～5,000円
持ち物／なし
場所／西いぶりリサイクルプラザ2階
申込期限／各前日まで
「入学式に向けてコサージュを作ろう！」
日時／平成31年3月16日(土)13:30～15:30
定員／8名（先着順）
参加費／1,000円
持ち物／なし
場所／西いぶりリサイクルプラザ2階
申込期限／前日まで
【お問い合わせ・お申込み先】
西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）
10:00～17:00（毎週水曜日休館）

知ってますか？道の「苦情審査委員」
制度

道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、
「北海道苦情審査委員」制度です。皆さん自身の利害
に係わる苦情であれば、苦情審査委員に申立てがで
きます。皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中
立な立場から、道の関係機関に対し必要な調査等を
行います。

審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題が
あるときは、道の機関に是正や改善を求めます。

もちろん個人情報の保護にも十分配慮します。
苦情申立の窓口／
道政相談センターか各振興局の総務課です。苦情申
立書のついたリーフレットを用意しています。ホーム
ページからも申立書をダウンロードできます。
→道トップページの「総合案内」の道政相談等の窓口

→「2 苦情審査委員の窓口」の道政に関する苦情
申立ては、北海道苦情審査委員へ

→4 苦情申立てについて（申立書はこちら）
申立方法／
苦情申立書に必要な事項を記入し、提出してください。
（郵送、ファックス、メールでも申立てができます。）
【お問い合わせ先】
北海道総合政策部知事室道政相談センター
（☎011-204-5523（直通）、FAX011-241-8181）
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
メール／kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp


