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入学おめでとうございます！
4月5日㈮、壮瞥小学校にて入学式が行われ

ました。新入生の14名は緊張しながらも、名

前を呼ばれて大きな声で元気に返事をしてい

ました。今年度より久保内小学校休校に伴い

町内の小学校は1校となります。

お兄ちゃんお姉ちゃんたちとたくさんの思

い出を作って、楽しい学校生活を送ってくだ

さい♪
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町長に田鍋敏也氏（初）
議会議員9名が決定
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任期満了に伴う、壮瞥町長・壮瞥町議会議

員選挙が4月21日に行われ、投票率は82.84％

でした。18:00投票終了後、20:00から即日開

票され、町長には田鍋敏也氏が初当選しまし

た。また、新しい議会議員9名が決まりました

ので、お知らせいたします。（※敬称は省略さ

せていただきます。）

壮瞥町長選挙結果（得票順）

壮瞥町長・壮瞥町議会議員選挙投票数調べ

町内4投票所別投票者数調べ

壮瞥町議会議員選挙結果（得票順）

北海道知事選挙投・開票結果（得票順）

また、北海道知事及び同議会議員選挙が4月

7日に行われ、道議会議員選挙が無投票当選だ

ったため、知事選のみが行われました。壮瞥

町開票区での投・開票結果は次のとおりです。



『まちづくり審議会』委員募集のお知らせ

まちづくり総合計画策定に
ご参画ください
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『まちづくり審議会』委員募集のお知らせ

まちづくり総合計画策定に
ご参画ください

今年度は、壮瞥町のまちづくりの最上位計画である「第5次まちづくり総合計画」の策定

時期に当たります。

壮瞥町では、住民と行政が町の課題を共有し、住民の自発的参加による「協働のまちづく

り」を推進しています。豊かな暮らしをかなえるための新しいまちづくりに、ぜひ参加願い

ます。

１．応募資格…20歳以上の壮瞥町在住の方で6月から11月までの間、5回程度会議に参加し

ていただける方。

２．応募要項…総務課企画財政係にお電話ください。（☎0142-66-2121 担当：谷永）

その後、「まちづくり審議会委員申込み用紙」と返信用封筒を郵送いたしま

すので、5月22日(水)までに総務課企画財政係宛に提出してください。

３．募集期間…令和元年5月7日㈫から5月22日㈬まで

４．募集人数…3名

５．選　　考…応募者多数の場合は、応募書類内容及び年齢、性別、居住地域のバランスに

配慮した選考を行い、本人にご連絡いたします。

６．報　　酬…会議1回につき4,000円を支給し、その他規定に基づき交通費を支給します。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課企画財政係（☎0142-66-2121）

将来像

重点プロジェクト

目標

分野別計画

まちづくり総合計画とは？

まちづくり総合計画とは、10年ごとに

策定しているもので、長期的な視点から、

壮瞥町の様々な分野の計画を総合的に考

えるものです。

まちづくり審議会とは？

第5次まちづくり総合計画（2020年度から

2029年度までの10年間）の策定に向け、壮

瞥町の現状の課題を明確にし、より住みよい、

いきいきとしたまちをつくるため、意見を出

し合い考えていく組織です。
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平成30年度の特産品開発支援事業補助金の成果をご紹介します。

特産品開発支援事業補助金の募集

平成30年度の特産品開発支援事業補助金の成果をご紹介します。

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

(1) 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

(2) 補　助　率 補助対象経費の総額の1/2以内

(3) 補 助 金 額 上限100万円

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　5月7日㈫〜5月31日㈮　※予算の範囲内において残額がある場合は継続して募集します。

リンゴのビール
事業者　㈲フレッシュプラザ

リンゴゼリーの新しいパッケージ開発
事業者　㈲ファームアグリエイト

壮瞥町特産のリンゴのジュース（北国の雫ふじ）を

使用した新たなＰＲ商品として、リンゴのフルーツビ

ール「３ＡＰＰＬＥＳ ＡＬＥ〜スリー・アップルズ・

エール」が完成しました。地ビールを使用しています

が、リンゴジュースをブレンドすることで苦さを抑え

ており、女性にもぴったりな仕上がりになっており、

サムズの人気商品のひとつとなっています。

壮瞥町特産のリンゴの加工品として定着してきたリ

ンゴゼリーですが、ひと口サイズで手軽に食べやすく

携帯しやすいパッケージを開発しました。

これまで贈答用のイメージでしたが、カップの大き

さも手頃となり、ドライブのちょっとしたおやつなど

に人気のようです。
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平成30年度の農商工連携事業支援補助金の成果をご紹介します。平成30年度の農商工連携事業支援補助金の成果をご紹介します。

壮瞥町起業化促進補助金の募集を行います
町では、壮瞥町において新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方を対象とした「壮瞥町起業化促

進補助金」について、次のとおり募集します。

■対象者

町長が認定した起業化計画を実行する個人、団体及び中小企業者。ただし、新規の事業活動開始後3

年を経過していない方

※本奨励金の交付を受けるにあたり、起業化計画を作成、提出をいただき審査委員会で審査を行います。

■奨励金の額

補助率：対象経費の2分の1以内

補助額：上限額100万円

■対象経費

工事請負費：建物等の建築・改修費（造成・整地は除く）

財産購入費：1品20万円以上の機械・器具・事業専用車両購入費

※事業専用車両とは商工業専用の設備を有した特殊な車両とし、専ら日常生活用と思われる車両は対象外です。

委託料：工事設計費

■募集期間

5月7日㈫〜　予算の範囲内において残額がある場合は継続して募集します。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場経済建設課商工観光係（☎0142-66-2121）

リンゴのワイン完成！
事業者　そうべつシードル造り実行委員会（会長：川南和彦）

平成27年度から29年度までの3年間炭酸を含むシードルやアップルジュースを生

産し、徐々に人気を獲得してきましたが、「ゆっくりお酒を飲みたい」とか「ウェ

ルカムドリンクとして使いたい」というニーズに応えるため壮瞥産リンゴ100%の

「そうべつアップルワイン」（非発泡性）を誕生させました。北海道新聞の全道版で

も取り上げられ、多方面から問い合わせがありました。今年はさらに増産予定です。

新商品を加え、これまでのシードル販売も町内のみにとどまらず、倶知安町のハ

イアットハウスニセコや室蘭地区コープサッポロ7店など、取扱店が徐々に拡大し

ています。

平成30年度の「壮瞥町起業化促進補助金」の成果をご紹介します。平成30年度の「壮瞥町起業化促進補助金」の成果をご紹介します。

事業者　高橋常之さん

壮瞥町に移住して年が経ち、壮瞥産農産物の品質の高さを実

感しておりました。そこで、地産地消の店づくりができると自

信がもてたため、壮瞥の米、野菜、フルーツの地産地消、近隣

の海産物の活用を基本として、鮨と和食及び壮瞥の農産品を活

用して名物となるようなメニューづくりを目指し、店舗開業に

向けた建物の改修を行いました。

個人経営のため小回りが利き、お客様の要望に柔軟に応えら

れるお店づくりを目指します。
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防災行政無線デジタル化整備工事（総務課）

現在の防災行政無線は平成12年度に更新整備を行い、

災害時や平常時の行政情報の放送に活用してきました

が、設備の老朽化などから、データ通信など多様化・高

度化な機能を有するデジタル方式への移行を行うため、

防災行政無線のデジタル化整備工事を行います。

工事等の概要は、親局設備・中継局設備・再送信子

局設備・屋外拡声子局設備の更新と、個別受信装置の

整備となります。

【事業費　299,000千円（地方債299,000千円）】

定住促進・まちづくり事業（総務課）

○タウンプロモーション

町の情報発信強化やイメージアップなどを目的として、

ホームページの拡充やブランドアイデンティティ（以下、

「BI」）を活用したプロモーション活動を行います。

本年度は次の事業を予定しています。

ア）町内団体によるBI活用ツール整備の支援・買い

物袋など

イ）「そうきたか！そうべつひろめ隊」によるプロ

モーション活動

ウ）フォトコンテストの実施

エ）ホームページの運営、拡充

【事業費　2,487千円（一般財源2,487千円）】

○持ち家住宅取得奨励交付金

【事業費　2,200千円（一般財源2,200円）】

○空き家改修・整理補助金

【事業費　300千円（一般財源300千円）】

※11pの住宅に関するお得な制度の記事で補助金の詳細を紹介しています。

※上記のほかに、民間賃貸住宅（アパート等）の建設費に対する助成制度もあります。

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

令和元年度
主な事業のご紹介

・町ではキャッチコピー･ロゴ入り

名刺台紙を無料でお渡ししていま

す。

※お一人につき１箱(100枚)まで

・｢そうきたか！そうべつひろめ隊」

の隊員は随時募集しています！

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災･地域振興係
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総合計画策定事業

今後10年間（2020年度〜2029年度）のまちづくりの指針となる「第5次壮瞥町まちづくり

総合計画」を策定します。

まちづくり総合計画は、総合的・長期的な視点からまちづくりの方針を定めるもので、本町

の最上位計画となるものです。

策定にあたっては、町民の皆さんとともに、まちの現状や課題、目指すべき将来像、その実

現に向けた施策などを考えていきます。

【事業費　835千円（一般財源835千円）】

乳幼児等医療費助成事業（住民福祉課）

子育て世代を支援するために、乳幼児等医療の助成対象を拡大し、中学生まで入院・通院に

係る保険適用の医療費を全額助成します。

対象者／町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生（15歳に達する日以後、最初の3月末日

までの子ども）

対象医療費／保険適用の医療費

助成方法／「乳幼児等医療費受給者証」を役場で発行しており、この受給者証を医療機関の窓

口で提示することによって、保険診療の自己負担額を助成します。医療機関窓口で自己負担

額を支払った場合などは領収書を住民福祉課にご提出ください。

【事業費　7,284千円（道支出金　1,271千円、一般財源　5,913千円、その他　100千円）】

不妊治療費助成事業（住民福祉課）

子どもを安心して産み、育てられる環境を支援するため、不妊治療にかかる診療費用の助成

事業を本年度から新たに開始します。診療内容などにより対象要件や助成額などが異なります

ので、ご利用をご希望の方は、まずは保健センターにご相談ください。

【事業費　400千円（一般財源　400千円）】

緊急風しん抗体検査事業（住民福祉課）

子どもの頃に風しんの予防接種の機会がなかったために、特に感染の危険性が高いとされる

40-57歳の男性を対象に、国の補助金を活用して、免疫の有無を調べる抗体検査とワクチン接

種費用を無料化する事業を本年度から３年間実施します。

詳細は本誌の裏表紙「保健センターだより すまいる」をご覧ください。

【事業費　1,212千円（国庫支出金　455千円、一般財源　757千円）】

※本事業は平成30年度予算を繰り越して実施する事業です。
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プレミアム付商品券事業（住民福祉課）

本年10月に予定されている消費税率引き上げが低所得者や子育て世帯に与える影響を緩和

し、同時に地域経済を下支えすることを目的として、国の補助金を活用したプレミアム付きの

商品券の発行、販売を10月から実施します。なお、対象資格などの要件・事業内容は、国の動

向をみながら現在検討中ですので、今後、広報等でお知らせしていきます。

【※3月末現在の事業費　521千円（国庫支出金　521千円）】

※本事業は平成30年度予算を繰り越して実施する事業です。また、今後、事業費・国庫補助金

とも増額される見込みです。

福祉灯油購入助成事業（住民福祉課）

町では、低所得者世帯等を対象とした冬期間の燃料費に対する助成事業を前年度から実施し

ています。本年度の対象要件や助成額などについては、今後の灯油価格の推移などをみながら、

11-12月ごろに決定しますので、その際に広報等であらためてご案内します。

【事業費　1,200千円（道支出金　500千円、一般財源　700千円】

壮瞥町温泉利用管理協同組合源泉掘削補助金（住民福祉課）

標題の組合は壮瞥温泉地区の旅館等への温泉供給事業を行っており、本年度、安定的な供給

体制確保等を目的とした源泉掘削事業を予定しています。現在、同地区では道内大手ホテルチ

ェーンがホテル開業を予定していることから、町としても雇用、人口増、地域経済への波及効

果なども勘案して、補助金を交付し支援するものです。

【事業費　9,600千円（一般財源　9,600千円）】

堆肥センター運営事業（経済建設課）

平成26年度より良質な堆肥製造を行うための改善に取り組み、良好な堆肥を生産していま

す。通年で製品を供給できる体制を整えています。

【事業費　22,752千円（一般財源　15,352千円、財産収入　7,400千円）】

特産品開発支援事業補助金（経済建設課）

【事業費　1,000千円（一般財源　1,000千円）】

※4pに事業募集記事があります。

壮瞥町起業化促進補助金（経済建設課）

【事業費　1,000千円（一般財源　1,000千円）】

※5pに事業募集記事があります。

住宅等リフォーム支援事業補助金（経済建設課）

【事業費　2,000千円（一般財源2,000千円）】

※11pの住宅に関するお得な制度の記事で紹介しています。

民間大規模建築物耐震改修事業補助金（経済建設課）

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震改修を実施する事業者に補助金を交付

します。対象建築物は洞爺サンパレスリゾート＆スパで、平成30年度から2カ年に渡り実施さ

れているクリスタル館の建て替えが対象となっています。

【事業費　93,729千円(国庫支出金23,432千円、道支出金46,864千円、一般財源23,433千円）】

道路橋梁整備事業（経済建設課）

○林道駒別線法面補修工事（繰越事業）

林道駒別線で法面のコンクリート吹き付け箇所の

コンクリートがはがれ落ち、落石等の危険があるこ

とから通行止めをしていますが、当該箇所に落石防

護網を設置する工事を行います。

【事業費　7,000千円（その他7,000千円）】

○町道橋梁補修工事

橋梁長寿命化計画に基づき老朽化した橋梁を計

画的に補修しています。今年度は、滝之町の壮瞥

川に架かる紫明苑橋の補修工事を行います。

【事業費60,000千円（国庫支出金35,351千円、

地方債24,600千円、一般財源49千円）】

○町道滝之町中島１号線道路改良舗装工事（繰越事業）

町道紫明苑線との交点から久保内方面に約370m

の改良舗装工事を行います。

【事業費60,264千円（国庫支出金39,017千円、

地方債21,030千円、一般財源217千円）】

※引き続き、今年度の国からの交付金の配分額に

合わせて、継続して工事を実施する予定です。

公営住宅等整備事業（経済建設課）

○仲洞爺団地整備事業

平成29年度から仲洞爺団地の建て替えを行ってい

ます。今年度は1棟4戸（3号棟）の建設、既存住宅2

棟の除却、駐車場の整備を実施します。

【事業費114,600千円（国庫支出金46,442千円、

地方債56,200千円、一般財源11,958千円）】

○建部Ｂ団地改善工事

平成28年度から長寿命化改善（屋根、外壁の修繕）と居住型改善（ユニットバス、給湯設備

等の整備）を実施しています。今年度は、4号棟（4戸）を実施します。

【事業費19,500千円（国庫支出金9,300千円、地方債9,200千円、一般財源1,000千円）】

簡易水道事業（経済建設課）

○国道453号水道施設移設工事

蟠渓市街地の国道整備に先行し、工事に支障となる簡易水道の水道管の移設を行います。

【事業費68,607千円（地方債21,400千円、その他（補償費）47,188千円、一般財源19千円）】

− 9 −
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国が実施する道路整備事業

○国道453号（蟠渓道路）整備事業

蟠渓市街地の用地買収、白水川の橋梁工事及び下流側の地すべり対策工事を実施する予定です。

北海道が実施する道路整備事業

○道道滝之町伊達線道路整備工事（立香〜伊達市志門気）

橋梁工事及び土工を継続して実施する予定です。

中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業（生涯学習課）

平成5年にフィンランド国ケミヤルヴィ市と壮瞥町の間に友好都市宣言が調印され、これに

基づき平成７年から壮瞥町の中学2年生を親善大使として派遣しています。

この事業は、次代を担う子ども達の見聞を広げ、国際的な視野教養を養い、国際化の時代に

対応できる人材を育てることを目的としているほか、平成27年度からは「壮瞥町の英語教育の

中核事業」に位置づけて実施しております。

派遣される中学生は、ケミヤルヴィ市でのホームステイ

でフィンランドの文化や生活を体験し、授業や事前研修で

取り組んでいる英語を用いて、ホストファミリーとのコミ

ュニケーションを図ります。

事業内容は、ケミヤルヴィ市での3泊4日のホームステ

イ、首都ヘルシンキ市やロヴァニエミ市での視察研修とな

っています。

【事業費　13,709千円（その他13,709千円）】

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

Jアラートの情報伝達訓練を行います
令和元年5月15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

令和元年8月28日㈬11:00、令和元年12月4日㈬11:00、令和2年2月19日㈬11:00

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。
・このほか、次の日程で一斉訓練が実施される予定となっておりますので、お知らせいたします。

【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）



− 11 −

壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業壮瞥町商工会住宅等リフォーム･住環境整備支援事業

壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金
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住宅新築で最大100万円!
中古住宅購入で最大50万円!など
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住宅に関するお得な制度

１　対 象 者 町内に空き家を所有している方（町税の滞納がない等の条件あり）

２　要　　件 不動産事業者と媒介委任契約（または第三者と売買契約）して、空き家を売却（または賃貸）す

る際の不要物（廃棄家具等）の整理や必要最低限の改修費等に

対する助成制度

３　助 成 額 整理、改修等に要する経費の2/3以内（上限30万円、下限3万円）

４　手 続 き 契約前／事前に利用申込書提出（添付書類：見積書の写し・税

調査同意書・誓約書）

整理・改修後１カ月以内／交付申請書提出（領収証の写し、実施前後の写真、媒介委

任契約書の写しまたは所有権移転が確認できる書類）

【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）

１　対 象 者 町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住されている方、リフォーム後3年以上居住する方

２　対象事業 増改築、バリアフリー化、壁の張替、屋根・壁の塗装、床暖房工事、トイレ・洗面所・浴槽の改

修、サッシの取替給湯器の設置、アスファルト舗装　など

※他の補助金・補償・保険などの対象工事は対象外

３　助 成 額 工事費用が 20万円以上30万円未満 → ４万円分の商品券

〃　　 30万円以上40万円未満 → ６万円分の商品券

〃　　 40万円以上50万円未満 → ８万円分の商品券

〃　　 50万円以上　　　　 → 10万円の商品券

４　施工業者 本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施工

業者として登録している業者

５　手 続 き 商工会または施工業者に備え付けの申請書に必要事項を記載し商工会へ申請して

ください。

※申請は１申請者、１年１回まで

※添付書類：工事見積書、施工前写真、納税証明書（町税の滞納がないこと）

【お問い合わせ先】壮瞥町商工会（☎0142-66-2151）

１　対 象 者 町税滞納がなく、5年以上居住することを確約する方

２　要　　件 50㎡以上の独立した住宅の新築、購入（中古含）

※ただし、移転補償・保険適用は除く

３　助 成 額 取得費の1/10以内

新築・建替　上限70万円（町内業者施工の場合は30万円分の商品券を追加）

中 古 購 入　上限50万円（※３親等以内からの購入は対象外）

４　手 続 き 契約前／利用申込書提出（添付書類：税調査同意書・見積書・平面図・定

住契約書）

転居または登記後１カ月以内／交付申請書提出（添付書類：住民票・登記簿謄本・契

約書・領収書）

【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）

住宅の新築や
中古住宅の購

入に使える町

の補助金です。

所有する空き家を第三者

に売りたい、貸したい方

が活用できます

住宅のリフォームに活用で
きます。
施工は町内業者限定です。
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（蜂駆除担当）（☎0142-66-2121）

蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について蜂の巣の駆除について
町では、スズメバチ等の人に危害を及ぼす蜂の早期発見や駆除を促進して町民の安全

確保を図るため、蜂の巣の駆除業務を専門業者に委託しております。

民有地に発生したスズメバチの巣の駆除は土地の所有者または管理者がすることとな

ります。蜂の巣の駆除を依頼したいときは、町の委託契約業者へ直接ご連絡ください。

駆除費用について
公共施設以外の個人が所有している土地や建物に関しては、巣の大きさに関わらず一

律、町民の皆さんに（4,000円 税別）を負担していただきます。

蜂駆除契約業者（令和元年度）

その他の場所（公共施設・用地）に巣がある場合

★利用の方法

業者により蜂の巣を駆除します。

駆除の前に、町民の皆さんの負担額（4,000円＋消費税）を直接、指定業者に

支払っていただきます。ただし、駆除から２週間以内に同じ箇所に巣ができた

場合の駆除は負担額(2,000円＋消費税)となります。

町の契約業者へ直接電話にて駆除を依頼して、駆除の日程や蜂の巣の場所な

ど打ち合わせいただきます。
❶

❷

❸

⇩

⇩

㈱出田建設（☎0142-66-6011）

≪受付時間等≫

月曜から金曜日9:00〜17:00 担当者　高橋（☎090-4870-8041）

※土日及び祝祭日は受付できません。また都合により即日対応できない場合がございます。

壮瞥町役場住民福祉課住民係　☎0142-66-2121
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下記の日程で、狂犬病予防注射を実施いたします。畜犬登録されていない犬は予防注射を受け

ることができませんので、事前に役場で登録手続きを必ずしてください。

なお、畜犬の登録をされている方には、別途通知をいたします。

狂犬病予防注射を実施します！
犬や猫はマナーを守って飼いましょう

犬を飼うことになったら、狂犬病予防注射の前に、

役場で登録手続きを行いましょう。

登録には3,000円の登録手数料がかかります。

また、転入転出・転居、死亡や飼い主が変更にな

った場合、役場への届出が必要です。

犬の登録手続きの際に、鑑札票（プレート）を交

付しております。愛犬が逃げた場合でも、鑑札票に

登録番号が記入されておりますので、飼い主のもと

へ帰ることができます。

犬は話すことができません。必ず鑑札票を首輪に

付けてください。また、迷い犬を保護した場合は役

場や最寄りの警察へご連絡ください。

犬を飼っている方にとって、毎日の散歩はかかせ

ないものです。

袋を片手に愛犬の散歩をしている方をよく見かけ

ますが、歩道や公園などに犬や猫の糞が放置されて

いることもあります。

多くの方に不快な思いや迷惑をかけますので、面

倒がらずに、糞は必ず片付けてください。

また、犬や猫の放し飼いは、交通事故の原因にな

ったり、近隣住民の庭や畑を荒らすことにも繋がり

ますのでやめましょう。リードを放して散歩したり、

極端に長いリードを使用するのも大変危険ですので

やめてください。

力の弱いお子様に1人でリードを持たせるのも大

変危険ですので控えてください。

かわいい犬や猫と楽しく暮らすため、飼い主の方

は、マナーを守って飼いましょう。

※注意！　
今年から時間と場所が変更になってお
ります。

■おねがい■

○予防注射料は3,110円です。おつりのないよ

うにお願いします。

○飼い犬のリードは短く持ち、飼い主のそばに

おくよう心がけてください。

○糞をしたときは、飼い主の責任で速やかに処

理してください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

9:00〜09:15 仲洞爺公民館

9:25〜09:35 東湖畔1集会所

9:45〜09:55 東湖畔2集会所

10:10〜10:20 壮瞥温泉（サウスポー横空き地）

10:35〜10:50 旧建部団地浴場前

11:00〜11:15 とうや湖農協壮瞥支所前

11:20〜11:30 古川（雅樹）果樹園前

11:40〜11:55 立香2集会所

12:00〜12:10 立香ふれあいセンター

12:20〜12:30 紫明苑広場

12:35〜12:45 橋口2集会所

9:00〜09:10 久保内1集会所

9:10〜09:25 旧森下興産前

9:30〜09:40 弁景2集会所

9:45〜09:55 幸内1集会所

10:15〜10:20 蟠渓（旧学校前）

10:30〜10:40 上久保内集会所

10:45〜10:55 旧久保内出張所

11:10〜11:20 旧壮瞥町役場前

５
月
21
日
︵
火
︶

５
月
22
日
︵
水
︶

時　　間 場　　所 登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録 愛犬の登録を
しましょう

鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票 犬の首輪に鑑札票を
つけていますか

マナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナー マナーを守って
飼いましょう
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後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療制制制制度度度度ののののおおおお知知知知ららららせせせせ
～保険料軽減特例等の見直しについて～

■均等割の軽減割合が見直しされました
●保険料均等割軽減の割合が、次のとおり見直しされました。

【平成30年度（2018年度）】

【平成30年度（2018年度）】

【令和元年度（2019年度）から】

【令和元年度（2019年度）】

【令和2年度（2020年度）】

【令和3年度以降（2021年度以降）】

■均等割2割・5割軽減の範囲が見直しされました
●保険料均等割軽減のうち、2割・5割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直しされました。

− 15 −

■被用者保険の被扶養者だった方の均等割軽減措置期間が見直しされました
●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方の均等割軽減の期間が、次のとおり

見直しされました。

◆令和元年度（2019年度）の保険料の計算方法
●保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する

「所得割額」の合計で計算します。

■令和元年度（2019年度）の年間保険料額の例

所得の状況により、均等割の軽減割合が8.5割、または8割に該当することがあります。▼

【平成30年度（2018年度）】

【令和元年度（2019年度）から】

令和元年度(2019年度)の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

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）

壮瞥町住民福祉課住民係

（☎0142-66-2121）

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

●単身世帯の場合

●夫婦２人世帯（共に被保険者）で、妻の
年金収入が80万円以下の場合

●夫婦２人世帯（共に被保険者）で、妻が年
金収入80万円以下の、2018年4月以降、制
度に加入した元被扶養者である場合
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行政相談委員の任期が、この3月末で満了しましたが、当町担当の清水　修氏は、引き続

き4月1日付けで総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。

行政相談委員は、役所と皆さんのパイプ役です！

皆さんから年金、税金、登記、道路、河川、窓口サービスなど、国の役所の業務について

の苦情、要望、意見をお聞きして改善を図ります。

相談は、無料で秘密を守ります！

口頭、電話、手紙で行政相談委員に申し出てください。

氏名 清　水　　　修　

住所 壮瞥町字滝之町418番地17

電話 0142-66-2580（自宅） 0142-66-3255（職場）

●●●●●●●●●●●●悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を悩 み や 苦 情 は 、 ま ず 相 談 を

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

ここ数年、全国各地で大雨により「土砂災害」や「浸水害」、「洪水害」が発生しており、

多くの方が被害にあわれています。気象台では、大雨により重大な災害が起こるおそれがあ

ると予想される場合に、「大雨警報」や「洪水警報」を発表し警戒を呼びかけます。

さらに、土砂災害や浸水害、洪水害が、地域のどこで発生する危険が高まっているかを色

分けしてお知らせする、「土砂災害警戒判定メッシュ情報」、「大雨警報（浸水害）」、「洪水警

報」の危険度分布の情報を気象庁ホームページで提供しています。

危険度分布では、重大な災害が発生している、もしくはいつ発生してもおかしくない「極

めて危険」な状況を「濃い紫色」で、1から3時間後にそのような状況になる「非常に危険」

な状況を「薄い紫色」で表しています。また、赤色は「警戒」、黄色は「注意」を表しそれぞ

れ警戒・注意が必要となります。

市町が配布しているハザードマップや防災マップで、土砂災害危険個所や浸水、洪水の危

険のある地域に、「濃い紫色」や「薄い紫色」が表示された場合には、避難の必要があり状況

によっては避難のための移動自体が危険となることもあります。

市町の発令する避難情報等に従うことはもちろんのこと、危険度分布を活用し自らが早め

早めの避難を心掛け、大雨災害から身を守るようにしましょう。

危険度分布を活用して大雨災害から身を守る

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

行政相談委員に、清水　修氏が委嘱されました　

気象庁ホームページURL：https://www.jma.go.jp/jma/index.html
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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。

「新年度の活動の様子をご報告します」

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!

新年度に入り、ひと月が経とうとしています。私は昨年度とは違う働き方で、自宅、庁舎、店舗

（古民家）、その他ミーティング等で動きのある日々を送っています。個人事業主としての届出も終え、

壮瞥町の新たな事業者として一歩を踏み出しました。「壮瞥町で私にできることは何か？」と常に新し

いアイディアを思考しています。古民家のイメージに合いそうと、アンティークな家具を譲ってくれ

たり、新しい店舗に必要でしょ？これ、あげるよー！！と、声をかけていただいたり、本当に町民の

皆さんの心温まる声に励まされています。ありがとうございます。これからも頑張っていきますので

応援よろしくお願いします。

さて、私の様々な活動の中から今日は図書ボランティア「ポピーの会」をご紹介します。昨年度か

らポピーの会に関わるようになり、子どもたち向けに絵本の読み聞かせへ繋がるようなちょっとした

環境教育プログラムを実施したり、会議に参加して色々なアイディアを出し、新たな風を吹き込んで

います。壮瞥町へ移住して初めて図書室に訪れたときに、図書室の掲示や子どもたちが憩えるスペー

スに手作りの物がたくさんあり、壮瞥の子どもたちを迎える大人の姿勢が伺えて、なんて素敵な図書

室なんだろうと感じたのを覚えています。移住する前に引

越し作業で2週間だけ滞在したときに、滝之町のコティ（住

宅）から雪道を歩きながら図書室に通いました。そこで町

民の方に声をかけていただき、いまだにその方とは繋がり

を持っています。図書室が町民の学びの場であり、憩いの

場であり、コミュニティの場であり、出会いの場である、

そのような空間になれているのは、図書室を支える教育委

員会の土橋さんや、ポピーの会の皆さんの努力の賜物なん

だなあ…と、今では分かることができました。

今年もポピーの会では色々な企画を立て実施する予定で

す。まだ参加したことない方は是非足をお運びください。

（写真は毎月行われてる会議の様子です）

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(8)

AVANTOUINTI (アイススイミング)
今回は氷点下の中湖に飛び込んだ話をしたいと思います。
私が留学しているケミヤルヴィ市の辺りでは、

11月くらいから5月頃まで湖に厚い氷が張り、そ
の上でスノーモービルやクロスカントリーを楽し
みます。
この氷に穴をあけ、水に飛び込んで泳ぐものが

アイススイミングです。
信じがたいかもしれませんが、これが本当に気持ちよくてリフ

レッシュできるのです。冷たい水の中に入るのは勇気がいります
が、冷たさからくる最初の衝撃と体の感覚がなくなる感じは束の
間で、水中から出ると血液の循環がよくなり、体がぽかぽかし始

めます。
私たちは2月の下旬、気温−7度、体感温度−14度の日、学校帰

りにクラスメートと泳ぎました。湖に飛び込む、上がる、という
のを3〜5回ほど繰り返し、その後サウナに駆け込みました。
フィンランドでは、朝にアイススイミングをしてから仕事に出

かける人もいるそうです。私は学校前に湖に行くことはできませ
んが、毎週でも通いたい冬のアクティビティになりました。 アイススイミングができる湖
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すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

千種歯科医院 虻田郡洞爺湖町栄町60-9 0142-74-2222

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

ふかせ歯科 登別市中央町2-16-4 0143-85-2477

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 0142-23-4812

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

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

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

山本歯科（午後診療） 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

由川歯科医院 室蘭市中島町3-15-1 0143-44-3377

いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

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

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 0143-88-0809

飯渕歯科医院（登別） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 0142-82-3787

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 0142-25-4180

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

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

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

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

岡田歯科医院 室蘭市中島町2-31-6 0143-44-6677

由川歯科医院 室蘭市中島町3-15-1 0143-44-3377

4月28日

月　日 診　療　所 所　在　地 電　話

4月29日

4月30日

5月1日

4･5月歯科救急医療実施について
標記について、下記のとおり実施します。受付時間は、9:00〜11:00です。
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いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

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

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 0143-88-0809

飯渕歯科医院（登別） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 0142-82-3787

伊藤歯科医院 虻田郡洞爺湖町本町16-4 0142-76-4809

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

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

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

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

岡田歯科医院 室蘭市中島町2-31-6 0143-44-6677

由川歯科医院 室蘭市中島町3-15-1 0143-44-3377

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

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 0143-88-0809

飯渕歯科医院（登別） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 0142-23-4812

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 0142-82-3787

金本歯科医院 伊達市山下町55 0142-25-3822

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 0142-25-4180

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

三愛病院歯科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

工藤歯科医院 虻田郡豊浦町東雲町16-5 0142-83-2005

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 0143-59-2200

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 0142-23-6480

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 0143-44-2621

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

5月1日

5月2日

5月3日

5月5日

5月6日

5月12日

5月19日

5月26日

5月4日
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困り事や不安を
抱えている人を支援します。

平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」が施行されました。

これにより、生活保護を受給されていない方で、「経済的な問題」、「仕

事や家族に関する悩み」や「誰に相談すればよいか分からない悩み」を抱

えている人のご相談をお受けする総合相談窓口「生活就労サポートセンタ

ーいぶり」が開設され支援サービスがスタートしています。

ご相談は相談者専用フリーダイヤルにお電話してください。

相談員がご希望の日時、場所にお伺いしてお話をお聞きします。

相談者専用フリーダイヤル：0120-09-0783

問い合わせ先：生活就労サポートセンターいぶり

運営団体：特定非営利活動法人ワーカーズコープ　室蘭事業所

〒051-0011 室蘭市中央町3-5-13 SK室蘭中央ビル６階

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

メール　: iburi-soudan@roukyou.gr.jp

※この事業は胆振総合振興局からの委託事業です。

住むところに
困っている

子どものひきこもりが
心配

借金が多くて
悩んでいる 子どもの学習が

心配

生活費に
困っている

働いたことがなく
心配

どこに相談すれば
いいのかわからない

仕事が
なかなか決まらない

詳細はホームページを

ご覧ください。
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　82 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）

みなさま、初めまして！洞爺湖有珠山ジオパークの学術専門員の西勇樹でございます。今

回は、約11万年前に発生した巨大噴火によってもたらされた“軽石”の正体について迫りま
す！

11万年ほど前に、現在の洞爺湖を中心として、
巨大噴火が起こりました。この時にできたくぼ地

（カルデラ）に水がたまって、洞爺湖（カルデラ湖）
が生まれました。巨大噴火はとても壮大な事件だ
ったのです。

巨大噴火によってもたらされた噴出物が、左の
写真です。噴出物の層が非常に厚いことから、大

規模な噴火であったことがわかります。次に、近

付いて観察した右の写真をみると、白い噴出物が
見られます。この白い噴出物の多くが“軽石”で
す。

軽石は巨大噴火によってマグマ溜まりから噴出

しました。軽石をよく見ると、穴がたくさんあい
ています。それでは、軽石はマグマ溜まり内でど
のように存在していたかを考えてみましょう。

マグマ溜まりを炭酸ジュースとして考えてみま
しょう。この場合、泡ぶくが軽石です。この泡ぶ
くが噴火して、冷えて固まると、軽石ができると
考えられています。この泡ぶくこそが軽石の正体

です。

①11万年前に起こった大事件！

巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生巨大噴火の発生
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②巨大噴火の痕跡

③軽石を詳しく見てみよう ④軽石の正体とは？
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1年生の交通安全を願って

3月29日㈮、商工会女性部（部長毛利美保子さん）
の方々が教育委員会を訪ねられ、会員の皆さん手作り
の愛の鈴14個の寄贈をいただきました。
この愛の鈴は、交通安全のお守りとして神社のお祓

いを受けた物で、4月に壮瞥小学校に入学する新1年生

に渡されました。
商工会女性部の皆様、毎年ありがとうございます。

東
湖
畔
ト
ン
ネ
ル

道道洞爺公園洞爺線（滝之町～東湖畔）開通

滝之町から東湖畔の間で整備されていた道道洞爺公園洞

爺線（延長1,550ｍ（うちトンネル463ｍ））が、3月29日㈮

11:00に開通しました。3月26日㈫には、北海道胆振総合振

興局など関係者や地域の方をお招きし、トンネル内で完成

式が行われました。

開通式の様子

東湖畔側には4月号で
紹介した橋名板も設
置されています

いぶり食のアンバサダー

3月29日㈮、㈲ファームアグリエイト（代表取締役　長内伸一）
の加工場で、「いぶり食のアンバサダー」に任命されているザ・

ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ総料理長の飯島豪氏による
現地視察及び意見交換会が行われました。この取り組みは、胆振

産食材の認知度向上や磨き上げを狙い胆振総合振興局6次観光推

進室が進める事業のひとつで、今回は、味か濃く、煮崩れしない
リンゴ「4−23」に着目しました。
当初は意見交換のみの予定でしたが、飯島シェフの取り計らい
で、急きょ試作＆試食会となりました。ホットアップルティーワ
イン、リンゴのキャラメリゼ、乾燥リンゴを使ったカマンベール
チーズフォンデュなどがあっという間に出来上がり、参加者の舌
をうならせました。長内社長は「新しいヒントを得る貴重な機会

となった」と感想を語っていました。
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教職員辞令交付式

4月3日㈬、平成31年度壮瞥町教職員辞令交付式が
地域交流センター山美湖にて行われました。新しく壮

瞥小学校7名、壮瞥中学校3名、壮瞥高等学校3名の計

13名の先生が着任され、松永教育長職務代理者よりそ
れぞれ辞令が手渡されました。また、壮瞥高等学校の
校長先生として赴任されました宮本匠先生より転入さ
れた教職員を代表して決意のことばが述べられまし
た。
新しい13名の先生方、よろしくお願いいたします。

壮瞥町一般廃棄物処理基本計画を見直しました

平成28年6月に策定した壮瞥町一般廃棄物処理基本

計画（計画期間：2026年度まで（10年間））を見直し
ました。
内容については、今年2月に町長から諮問を受けた

壮瞥町廃棄物処理等推進審議会（町民6名により構成）
にて検討を重ね、4月10日㈬に町長へ答申し策定しま
した。
この基本計画では、ごみ減量化に向けた普及啓発の

強化や町が現在検討している「生ごみ分別収集廃止」、
今後のごみ取り扱い等について定めています。
町では本計画に基づき、今後も安定かつ適正な廃棄

物処理を行って参りますので、ご協力をお願いします。

そうきたか！そうべつひろめ隊がランドセルカバーを贈る

4月5日㈮、壮瞥小学校に入学した新1年生14名へ、
そうきたか！そうべつひろめ隊（堀口正章隊長）が作

成したオリジナルランドセルカバーが贈られました。
「そうきたか！そうべつ」とは壮瞥町のPRをする

ためのブランドアイデンティティのことで、ランドセ
ルカバーは、黄色の下地にロゴが入り、反射材が付い
て目立つデザインになっています。
入学式後の学級活動の時間に、堀口隊長と高階和晃

隊員から交通事故に遭うことなく楽しい学校生活を送

ってほしいという想いを込めながら、児童一人一人へ
手渡しされました。
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室蘭人権擁護委員協議会、札幌法務局室蘭支局

は、6月1日が「人権擁護委員の日」であることを

踏まえ、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

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

（秘密は固く守られます）。

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曜日から金曜日まで、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6月4日㈫9:30〜12:30

会場／ゆーあいの家（研修室1.2和室）

壮瞥町字滝之町290-44

相談員／壮瞥町人権擁護委員

【お問い合わせ先】

室蘭人権擁護委員協議会事務局

（室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎　

札幌法務局室蘭支局内）

（☎0143-22-5111（音声ガイダンス番号「3」））

テーマ／脳卒中について

9:15〜10:00

「転ばないための第一歩」

〜自分の筋力・バランス・

歩く速さをチェックしてみましょう

※実際に運動して身体能力をはかります

10:00〜10:30

大山浩史　脳卒中センター長

「早く呼んで、早く治療　

脳卒中を軽く済ませるために（仮）」

10:30〜11:00

菅原大輔

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

「脳卒中予防　ここから始めましょう」

※動きやすい服装でお越しください。

日時／令和元年5月25日㈯　開場9:15

場所／市立室蘭総合病院2階講堂

（室蘭市山手町3丁目８-１）

対象／西胆振に住んでいる方々

定員／なし

参加料／なし（駐車料金も無料になります）

申込み方法／当日直接ご来院ください。

【お問い合わせ先】

市立室蘭総合病院

医療連携・患者支援推進センター

（☎0143-25-3111）

選挙人名簿の登録について

○転入・転出等異動の時には必ず届出をしましょ

う

選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録

しておく公簿です。

選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録され

ていなければ、投票することはできません。

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて

行われていますので、転出、転入等異動があった

場合は、必ず市町村役場に届け出てください。

○登録の資格要件

選挙人名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会

が行いますが、次の要件を満たしている人が登録

されます。

・日本国民で年齢が満18歳以上であること。

・登録基準日現在、住民票が作成された日（転

入届をした日）から引き続き3ヵ月以上住民基

本台帳に記録されていること。

○登録の時期

・定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、

上記登録資格のある人を各月の同日に登録し

ます。

・選挙時登録

選挙の都度、登録の基準日・登録日を定めて

登録します。

○登録の抹消

次の場合には登録の抹消が行われます。

・死亡または日本国籍を失ったとき

・他の市町村に住所を移して4ヵ月を経過したと

き

【お問い合わせ先】

壮瞥町選挙管理委員会

（☎0142-66-2121）

「特設人権・困りごと相談所」開設の
お知らせINF
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くじらん健康教室を開催します
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壮瞥町選挙管理委員会からのお知らせ
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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／令和元年5月18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）

◆第５回「相続分とは何ですか？」

Ｑ 相続分とは何ですか？

Ａ 相続分とは，相続人が2人以上いる場合，誰が

どのくらいの割合で相続する権利を有してい

るかを指します。

法律で定められた相続分は，相続人の立場と

組み合せにより，次のとおりとなっています。

⑴被相続人（今回お亡くなりになった方）の

配偶者（妻または夫）

①被相続人に子がいる場合：２分の１

②被相続人に子がいなく，父母がいる場

合：３分の２

③被相続人に子及び父母がいなく，兄弟姉

妹がいる場合：４分の３

⑵被相続人の子

①被相続人に配偶者がいる場合：２分の１

を子の人数で均等に分割

②被相続人に配偶者がいない場合：全体を

子の人数で均等に分割

⑶被相続人の兄弟姉妹

①被相続人に子または父母がいる場合：なし

②被相続人に子も父母もいなく，被相続人

の配偶者がいる場合：４分の１を兄弟姉

妹の人数で均等に分割

③被相続人に子も父母も配偶者もいない場

合：全体を兄弟姉妹の人数で均等に分割

このほか，父母が相続する場合，孫が相続す

る場合などがありますが，上記の例に当ては

まらない場合は，司法書士会開催の相談会な

どでお問い合わせください。

【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））

（ホームページ）

http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo

札幌司法書士会

（☎011-272-9035（法律相談センター予約））

※室蘭市にも相談所を設けています

（ホームページ）http://www.sihosyosi.or.jp/

くらしの無料相談会を開催します
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登記・相続に関するＱ＆Ａ　
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無料法律相談を毎月実施しております。お困りごとなどありましたら、是非ご利用ください。相談を

希望される方は、事前予約が必要となりますので、下記申込期限までに役場住民福祉課までお申込み

ください。

無料法律相談を開催しております
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※担当弁護士については、都合により変更になる場合があります。

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）

令和元年5月09日(木) 増　川弁護士(北海道みらい法律事務所) 平成31年4月26日(金)

令和元年5月23日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和元年5月17日(金)

令和元年6月13日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和元年6月07日(金)

令和元年6月27日(木) 林　弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和元年6月21日(金)

令和元年7月11日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所) 令和元年7月05日(金)

令和元年7月25日(木) 池　田弁護士(池田翔一法律事務所) 令和元年7月19日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限
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国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

平成31年4月分から令和2年3月分までの国民年金保険料は月額16,410円です。保

険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエ

ンスストアで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインター

ネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。

日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対し

て、電話・文書・訪問により早期に納めていただくよう案内を行っております。

未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限

までに納付がない場合は、延滞金が課せられるだけではなく、納税義務のある方（※）

の財産が差し押さえられることがありますので、早めの納付をお願いします。

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度が

ありますので、役場国民年金窓口へご相談ください。

※納付義務者は、被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。

国民年金保険料免除等の申請について

保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、

障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付

が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」があります

ので、住民登録をしている市（区）役所・町村役場の国民年金窓口で手続きしてくだ

さい。申請書は窓口に備え付けてあります。

令和元年度分（令和元年7月分から令和2年6月分まで）の免除等の受付は令和元年

7月1日から開始されます。また、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申

請することができます。

失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れて

いた期間がある方は、役場国民年金窓口または年金事務所へご相談ください。

【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
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本年10月に実施される、消費税の軽減税率制度

に関する説明会を開催します。

①軽減税率制度（軽減対象品目、帳簿・請求書等

の記載方法、税額計算など）の概要

②制度実施後の帳簿・請求書の記載方法及び適格

請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

③軽減税率制度に対応するための中小事業者への

支援措置

④事例紹介

対象者／室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺

湖町及び壮瞥町内の事業者の方

日時／5月9日㈭、5月24日㈮、6月7日㈮、6月17日㈪

いずれの日程も、10:30〜11:30、13:30〜14:30、

15:30〜16:30の1日3回開催

会場／室蘭税務署（室蘭市入江町1番地13

室蘭地方合同庁舎5階大会議室）

申込み／説明会への参加は事前の申込みをお願い

しています（申込みがない場合でも当日のご来

場は可能ですが、会場の収容人数に限りがあり

ますので、満席の場合には入場できない場合が

あります）。

各開催日の2日前（6月17日開催のみ4日前）

までにお電話にて申込みください。

主催／室蘭税務署

共催／室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖

町、壮瞥町、室蘭商工会議所、登別商工会議所

伊達商工会議所、豊浦町商工会、洞爺湖町商工

会、壮瞥町商工会、室蘭地方青色申告会連合会

公益社団法人室蘭地方法人会、室蘭間税会、室

蘭小売酒販組合

【申込み・お問い合わせ先】

室蘭税務署法人課税第1部門

（☎0143-22-4435）

自動車税は、4月1日の所有（使用）者に納めて

いただく道税です。

納税通知書は、5月8日に全道一斉に発送されま

す。忘れず納期内に納めましょう。

クレジット納税が利用できます

インターネットの専用サイトからクレジットカ

ードによる自動車税の納付手続きができます。

※総合振興局やコンビニではクレジットカード納

税はできません。

納税後すぐに車検更新をされる場合はクレジッ

トカード納税ではなく、納税証明書が付いた納

税通知書で納付してください。

自動車スマイル納税キャンペーン実施中

自動車税を納期限（5月31日）までに納税し、そ

の領収書等を応援店で提示すると、商品の割引や

ポイントカードの無料発行などの特典サービスを

受けることができます。

応援店も大幅に増加しております。応援店や特

典サービスの詳しい内容は、下記のスマイル納税

キャンペーンのホームページをご覧ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/201

9jigyousyabetsu0218.htm

【お問い合わせ先】

納税通知書（税額・住所変更など）について／

札幌道税事務所自動車税部

（☎011-746-1190・1191）

納税相談について／

胆振総合振興局納税課（☎0143-24-9584）

消費税の軽減税率制度に関する
説明会の開催について　INF
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自動車税の納期限は5月31日㈮です
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令和元年6月8日
〜6月10日

（いずれか1日）

1次試験
令和元年5月25日

令和元年8月末
または

令和2年3月末

令和元年9月末(男)
または

令和2年3月末

平成31年4月1日
〜

6月3日

平成31年3月1日
〜

5月15日

18歳以上
33歳未満の男女

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 採用予定

一般曹候補生

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）

一般曹候補生締め切り間近！
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富士山麓の自然豊かなキャンプ場で、全国から

集まる青少年（日本人・外国人）が、キャンプ生

活や富士登山などの野外活動を共にしながら友情

を深め、様々な体験を通して、「新しい仲間との出

会い」の楽しさや、友達と協力し助け合う大切さ

を学ぶことを目的とします。

期間／令和元年7月30日㈫〜8月3日㈯4泊5日

場所／静岡県立朝霧野外活動センター

定員／日本人80名、外国人20名

対象／小学3年生〜小学6年生

内容／富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験、

ワイドゲーム、星空観察など

締切／7月5日㈮

【お問い合わせ・資料請求先】

（公財）国際青少年研修協会（☎03-6417-9721）

メール／info@kskk.or.jp

妊娠中の方もしくは小学生以下の子どもがいる

世帯に特典カードを配付し、子どもと同伴で買い

物や施設などを利用する際に、特典カードを提示

することで、協賛店舗から様々なサービスを受け

られる子育て家庭を応援する取り組みです。

○特典カードの配付対象

次のいずれかの条件を満たすご家庭に配付して

います。

・妊娠中の方がいるご家庭

・小学生までの子どもがいるご家庭

○特典カードの配付先

お住まいの市町村で配付しています。配付方法

は市町村によって異なりますので、詳しくは、お

住まいの市町村にお問い合わせください。

○特典カードを受け取ったら

特典カードは、記入された子どもとその家族に

限って利用できます。第三者への貸与や譲渡はで

きません。また、利用者のお名前が記入されてい

ない場合は、協賛店舗からサービスが受けられな

いことがあります。

○利用方法

協賛店舗には、協賛ステッカーが掲示されてい

ます。協賛店舗からサービスを受ける場合は、買

い物や飲食などの前にカードを提示し、サービス

内容を確認してください。

○協賛・施設

協賛店舗・施設は、北海道のホームページで確

認することができます。

【お問い合わせ先】

北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て

支援課少子化対策グループ（☎011-204-5235）

１．地域雇用活性化プロジェクトとは

地域の産業振興と一体となって良質で安定的な

雇用創出に取り組む「地域活性化雇用創造プロジ

ェクト」に北海道の企画提案が採択され、令和元

年度から令和3年度までの3年間、国の補助を受け

て事業を推進しています。

道では、雇用創出効果が高いと見込まれる先進

的なものづくりや情報サービス、本道が強みを持

つ、食や観光などの関連産業を戦略的に取り組む

分野として位置づけ、事業拡大や新分野進出に向

けた支援と、それに必要な人材の確保・育成に加

え、働き方改革の推進や女性、高齢者などの多様

な人材の就業促進に取り組みます。

２．助成制度のお知らせ【令和2年3月末日までの

期間限定】

次の助成制度の対象となります。

国の地域雇用開発助成金の上乗せ50万円／

1人〔助成金の上乗せ特例支給〕

地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足してい

る地域などにおいて雇用機会を創出し、雇用を維

持する事業者に対して助成するものです。（新たに

設備投資し、従業員を雇い入れ、支給要件を満す

必要があります。）

戦略的に取り組む分野に位置づけられている産

業の事業者が、地域活性化雇用創造プロジェクト

事業の支援施策を活用する場合には、基本支給額

に加え、1年目に限り1人あたり50万円上乗せ助成

されます。

なお、申請が可能な計画期間は最大18カ月です。

予算の範囲内で上乗せ助成されます。（全道で年間

最大20名）

※対象業種や雇い入れる労働者など、助成制度の

活用には条件がありますので、詳しくは問い合

わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

北海道経済部労働政策局雇用労政課雇用創出グル

ープ（☎011-204-5348）

青少年国際交流キャンプ参加者募集
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どさんこ・子育て特典制度について
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地域活性化雇用創造プロジェクトに
係る助成制度のご案内INF
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お知らせ
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日本最大の戦車等のパレード、訓練展示、落下

傘での降下、装備品展示、戦車試乗、ふれあい広

場、模擬売店を開催します。

日時／令和元年5月26日㈰8:00〜15:00

場所／東千歳駐屯地（千歳市祝梅1016）

※当日はJR千歳駅より千歳相互バス（有料）に

より通行いたします。

また、大変な混雑の予想とアルコール等の販

売も予定されるため、公共交通機関などのご

利用をお勧めいたします。

【お問い合わせ先】

第7師団司令部総務課広報渉外班

（☎0123-23-5131（内線2247））

日時／令和元年8月21日㈬13:30〜16:00

試験会場／室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞

爺湖町、壮瞥町に住所を有する出願者について

は、室蘭市にて試験を実施します。なお、試験

会場については後日送付する受験票でお知らせ

します。

受験資格／次の⑴及び⑵を満たす者であること。

⑴学校教育法第57条の規定に基づく高等学校の

入学資格を有する者。

⑵飲食店営業や魚介類販売業、そうざい製造業

または、寄宿舎、学校、病院等の施設におい

て、令和元年5月24日までに、2年以上調理業

務に従事した者。

受験願書の配布先／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）企画総務

課企画係

（室蘭市海岸町1-4-1

むろらん広域センタービル2階）

※各地区にも配布場所がございますので、お問

い合わせください。

受験願書の受付期間及び提出先／

⑴受付期間 5月13日㈪から5月24日㈮まで

郵送の場合は必ず書留郵便で送付してくださ

い。5月24日までの消印があるものに限り受け

付けます。

⑵提出先

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）企画総務課企画係

（室蘭市海岸町1-4-1 むろらん広域センター

ビル２階）

※提出は上記場所のみ

受験手数料／北海道収入証紙　6,900円

合格発表／10月10日㈭9:00から

【お問い合わせ先】

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）企画総務課企画係

（☎0143-24-9844）
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死亡事故ゼロ1,257日
－人身交通事故発生状況3月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※3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3月16日〜平成31年4月15日）

■人のうごき

■3月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,490人（△15）

男 1,175人（△13）

女 1,315人（△ 2）

世帯数 1,320戸（ 1）

※3月末現在（ ）は前月差

大高　宏雄さん （67歳）【久保内5】

阿野トシ子さん （86歳）【壮瞥温泉】

阿野たかゑさん （91歳）【壮瞥温泉】

安江　愛子さん （71歳）【南久保内】

川上　勝壽さん （72歳）【星野】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

伊藤
い と う

実夢
み む

ちゃん　平成31年3月15日

【星野・和貴さん・摩季さん】

前川
まえかわ

凜
りん

ちゃん　平成31年3月25日

【橋口2・祐弥さん・舞さん】



− 30 −

生涯学習情報生涯学習情報

◎日　時 令和元年6月14日㈮
開場18:30〜 開演19:00〜

◎会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖多目的ホール

◎入場料 前売り券一般2,000円・学生1,000円
当日券は500円増

「二重奏Ⅱ」Release Tour～Hokkaido Circuit
Jazz in nature 

美しい自然にこだまするジャズの響き Live in 壮瞥

チケット取扱所
壮瞥町地域交流センター・北の湖記念館・ゆーあいの家・久保内ふれあいセンター・来夢人の家

伊達カルチャーセンター・洞口書店・エルム楽器室蘭支店・輪西ぷらっとてついち・
洞爺湖町教育委員会・豊浦町教育委員会

◎お問い合わせ先　教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

主　催　　APPLASUE（☎011-272-2221）

町　内

町　外

令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業

活動のメインとしている
「二重奏」とBoysで示してい
る高い音楽性が、アーティス
トとして高みに到達しつつあ
ると評判を呼ぶベーシスト。
日野皓正さんのベーシストと
してこの山美湖で演奏したこ
ともあります。

ピアニスト・作編曲家とし
て独自の世界を築いているア
ーティスト。昨年はオースト
ラリアのジャズフェスティバ
ルに出演。地元メディアに注
目のアーティストとして紹介
される他、ヨーロッパでも活
動している。

金澤英明　contrabass 栗林すみれ　piano

令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業
令和元年度貸館事業

夜空を見る集い第1回のご案内
今年度1回目の夜空を見る集いでは、M87・春の星座の観測を行います。

その他、周極6星座講習や壁掛け星座版作りなどを行い、夜空について楽しく学びます。

お誘い合わせの上、皆さんでお越しください。

※夜間の開催ですので児童生徒の参加は保護者等同

伴でお願いします。

◎日　時 令和元年5月21日㈫19:00〜21:00

◎会　場 壮瞥町地域交流センター

◎講　師 天文同好会会長　田中 文夫 さん

◎参加料 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。
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壮瞥中学校プール管理人募集のお知らせ
■勤 務 先：壮瞥中学校プール

■職　　種：プール管理及び監視・清掃など

■募集人員：2〜3名

■募集対象：原則として町内に居住する18歳以上70歳未満

■そ の 他：希望者は、履歴書に写真を貼付して5月31日㈮までに教育委員会へ提出してください。勤務内容

等に関してご不明な点などありましたら、教育委員会スポーツ振興係（☎0142-66-2131）へお

問い合わせください。

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ、NPO法人いきものいんく主催の陸上教室を開催します。運動会、陸

上大会に向けて楽しく走り方、トレーニング方法を学びましょう！

講師は、日本のトップ選手を育成している北海道アスリートクラブから北風沙織選手、吉岡佳菜絵さんにご

指導いただきます。学校を通じてチラシを配布しますのでたくさんのご参加をお待ちしております。

◆日　時：令和元年5月12日㈰9:00〜11:30終了予定

◆会　場：壮瞥中学校グラウンド　※雨天時体育館

◆講　師：北海道ハイテクアスリートクラブ

北風沙織選手・吉岡佳菜絵氏

◆参加費：クラブ会員1,000円　会員以外2,000円

◆申込み：教育委員会生涯学習課に申込書を提出してください。

■勤務時間：1日6時間程度

■時　　給：875円

■勤務期間：令和元年6月中旬〜9月中旬

『定期活動』

【ジュニアスポーツクラブ】（5月9日から）

対象：小学校3〜6年生

場所：壮瞥小学校体育館、グラウンド（予定）

【そうべつアスリートクラブ】（4月から）

対象：小学校4年生〜中学生

場所：壮瞥中学校グラウンド、体育館

【パークゴルフ】（5月〜10月　月1回）

対象：シニア会員向け

場所：壮瞥町パークゴルフ場

【ヨガティス】（4月〜　月2回程度）

対象：20歳以上の女性

場所：壮瞥町地域交流センター山美湖

※定期活動への参加は会員登録が必要です。

『スポーツイベント』

●ハイテクACはしりかた教室　5月12日　

●ヨット体験　8月初旬

●ソフトボール大会　8月下旬

●地遊スポフルーツマラソン大会 9月29日

●スポーツ鬼ごっこ大会　11月4日

●地遊スポ交流忘年会　12月下旬

●冬期英数塾（学習サポート） 12月

●スキーツアー　1月・2月・3月

●スノーシューツアー　1月・2月

●英数塾（学習サポート） 長期休業中

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブでは令和元年度会員登録者を募集しています。

今年度もスポーツを中心に定期活動や毎月スポーツイベントを実施する予定です。皆さまのご参加をお待ち

しております。

会員登録チラシは学校を通じて児童生徒へ配布します。

一般、シニア会員については教育委員会などでチラシを配

布しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

【年会費及び入会申込書提出、その他問い合わせ先】

●クラブマネージャー加藤（☎080-6068-3352）

●壮瞥町教育委員会（☎0142-66-2131）

令和元年度 NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

ハイテクACはしりかた教室

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について

クラブ会員の
募集について
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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
※5月6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

～こどもの読書週間～

魔女の部屋へようこそ

「魔女の世界のとびら」展

魔女のおはなし会
【14:00〜】

こわい魔女やかわいい魔女などいろ
いろな魔女が登場する絵本の読み聞か
せを行います。

占い体験コーナー
【 〜16:00】

魔女の占いを体験してみま
せんか。

魔女に変身して記念写真!
【 〜16:00】おはなし会

終了後
おはなし会
終了後

おはなし会
終了後

魔女の変身セットをつけて、
記念写真が撮れます。

不思議な工作体験
【 〜16:00】

不思議な動きをする「コロコロ」
が作れます。

日　時：令和元年5月11日㈯14:00〜16:00

場　所：壮瞥町地域交流センター　図書室

※5月12日㈰まで展示しています。

昨年、国際アンデルセン賞を受賞した角野栄子さんの代表作「魔女の
宅急便」の他、たくさんの魔女が登場する本を図書室で展示します。優

しい魔女や怖い魔女などいろんな魔女がいます。本を手にとって、魔女

の世界のとびらをたたいてみてください。
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雑誌の紹介雑誌の紹介

3月の図書室利用者数
図書室来客数： 476人

分室来客数： 31人

本の貸出人数： 226人

本の貸出冊数： 998冊

『がれきの中で本当にあったこと』 著:産経新聞出版

平成23年3月11日に発生した東日本大震災。この本は、震災発

生以来、産経新聞の記者たちが、被災地から送り続けた人間ドラ
マ48本を読みやすくまとめたものです。

『オレたちバブル入行組』著:池井戸潤

崩壊した銀行不倒神話。給料が下がり、ポストも減り、逆境に
さらされる平成元年入社のバブル入行組の男たちの意地と挑戦を
鮮やかに描く長編小説。

★タイトル

「池澤夏樹＝個人編集　日本文学全集 俳諧・俳句・歌仙」

河出書房新社

池澤夏樹個人編集による日本文学全集30巻の中の12巻目。この巻は
俳諧、俳句、歌仙はいかにして成ったか！！日本文学は「古事記」の
様々な詩形の歌謡形式より「万葉集」など長歌もありますが、大半の
五・七・五・七・七の短い形に。江戸期の俳諧、連歌、芭蕉、蕪村、一

茶ら俳聖へと。自然と世間と人間を結ぶ詩的、文学的な名句、連歌など
を味わう評釈を付す。最良の入門書とある。
分厚い本をさっと通読して、うしろの池澤夏樹の解説を読むと、日本

文学の流れが見えてきました。
【オススメ者:匿名希望】

『すてきにハンドメイド』…
刺繍やビーズ、かぎ針編みな
ど作れます。『オレンジペー
ジ』…料理のレシピや家事の
コツなど紹介。『エッセ』…
アイディア料理のレシピ満
載。『サンキュ』…片づけの
方法や貯金の方法などの生活
情報満載。『北海道じゃらん』
…観光情報満載。『モノマガ
ジン』…最新グッズについて
紹介。『クーヨン』…自然な
子育てと暮らしの中に。かぞ
くの育児マガジン。『スポー
ツグラフィックナンバー』…
スポーツ好きのためのスポー
ツ雑誌。『趣味の園芸』…必
ず咲かせる園芸テクニックを
紹介！『きょうの料理』…お
いしい料理をきちんと手作り
したいすべての方へ。『きょ
うの健康』…信頼できる最新
の医療紹介。『暮しの手
帖』･･･毎日ていねいに、心豊
かに過ごすヒントがたくさ
ん！『ビーパル』･･･「自然と
友達になろう」をテーマに季
節に合わせたアウトドア情報
が満載！

〜お願い〜

本の貸出期限は2週間です。
期限日が過ぎている方は、
本の返却をお願いいたしま
す。返却場所は、壮瞥町地

域交流センター図書室か図

書分室、または、壮瞥町役

場・ゆ〜あいの家・久保内

ふれあいセンターに設置し
ております返却ポストにお
願いいたします。

ぴよちゃんカード
25回達成しました!

森　優隼くん

これからも
たくさん本を

読んでくださいね。

5月の展示

平成を振り返る平成を振り返る

〜５月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

わたしのオススメ本

日　時：5月30日㈭14:00〜
場　所：図書分室
参加費：無料

今壮瞥町にこんな素敵な場所があるよ、こんなおいしいものが食べれるよなどの情報を持っている方、昔

壮瞥町にはこんなものがあったんだよなどの壮瞥町の昔を知っている方はぜひ参加ください。壮瞥町の地図

や写真を見ながら、壮瞥町の魅力を語り合いましょう。魅力を伝える資料

をお持ちのかたは、ぜひ持参ください。

壮瞥町の魅力を語ろう！
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

※事前の申し込みは不要です
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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5月号

春の地域安全運動の実施
「地域の力で安心安全を」実施期間は5月11日から20日までです

春の全国交通安全運動の実施

「アポ電」道内も相次ぐ!「アポ電」道内も相次ぐ!

交通安全運動は、道民一人ひとりに交通安全思想の普及を図るため、交通安全を自らのことと捉え、交通

ルールの遵守や交通マナーの実践が主体的に行われるよう習慣づけ、交通事故防止の徹底を図ることを目的

としています。

実施期間／5月11日㈯〜5月20日㈪の10日間

実施の重点／

(1)子どもと高齢者の交通事故防止

・通園、通学する子どもたちを交通事故から守りましょう。

・高齢者が安心して外出できる安全な社会を作りましょう。

(2)自転車の安全利用の推進

・自転車も「クルマ」！歩行者への思いやりとルールを守って安全運転！

(3)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

・シートベルトの適応身長は135〜140cm以上です。大切な子どもの命を守るため、6歳以上であっても

年齢ではなく体型で判断しましょう。

(4)飲酒運転の根絶

・飲んだ量が少なくても、アルコールは確実に脳に影響しています。「少し飲んだから平気」「近くだか
ら大丈夫」は絶対にありえません。

息子を装い「俺だけど、会社の金を使い込んでしまった。今、家に現金
はあるか。」アンケート調査を装い「預貯金はいくらあるか、タンス貯金は
いくらあるか。」などという電話は「アポ電」!
犯罪の予兆かも！

特殊詐欺グループが被害者の個人情報や、その家に在宅しているかを調べ

る目的でかける電話「アポ電（アポイント電話）」が道内でも相次いでいます。

東京ではアポ電を利用した強盗殺人事件が発生しています。

今のところ壮瞥町での認知はありませんが、けっして他人ごとではありま

せん。

【子供を犯罪から守ろう】

・防犯指導や登下校時の見守り活動をお願いします。

・知らない人には「いか・の・お・す・し」
「いか」 知らない人にはついていかない。

「の」 知らない人の車にのらない。

「お」 おおきな声で「たすけてー」と叫ぶ。

「す」 すぐそこから走って逃げる。

「し」 近くの家に駆け込み大人の人にしらせる。

【特殊詐欺の被害を防止しよう】

・「有料サイトの料金が未納です。電子マネーを買って支払ってください。」「会社のお金が入った鞄を

盗まれた。お金の都合がつかないか。」と言われたり、メールが来たらそれは詐欺です。

資産や個人情報を聞き出す電話
には、答えることなく、家族に
確認し、警察に連絡、相談して
ください。
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“忘れてない？サイフにスマホに火の確認”

救急件数 09件（累計 40件）

火災件数 00件（累計 2件）

（ ）内は平成31年1月1日からの累計

救急件数・火災件数

公表の内容は「建物名称」、「建物所在地」、「違

反の内容」です。

西胆振行政事務組合のホームページに掲載及び

消防署・支署の庁舎前の掲示板に公表します。

西胆振行政事務組合火災予防条例を改正し、平

成30年4月1日に公布しており、平成31年4月1日よ

り施行されております。

西胆振行政事務組合管内での災害情報について

西胆振行政事務組合管内で発生した災害情報を、

あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに、電

子メールで「火災や救助、住民生活に支障が生ず

る自然災害」の情報を配信しています。

登録方法の詳細については、西胆振行政事務組

合のホームページでご確認ください。

また、災害情報ダイヤル（☎0142-23-7171）で

も確認可能です。119番や消防本部、署所代表電話

への問い合わせは災害対応中のため控えるようお

願いします。

3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分3月分

林野火災に注意

この季節は、空気が非常に乾燥しているため、

タバコなどの小さな火種が枯れ草等に燃え移り、

風が吹いているときには、燃え広がる速度も速く、

被害が拡大する危険性が高まります。

林野火災を出さないために、入山される方は火

の取り扱いには十分注意するようお願いいたしま

す。

違反対象物公表制度について

違反対象物公表制度とは、建物を利用しようと

する人が、その建物の危険性に関する情報を確認

し、利用するかどうかの判断ができるよう、消防

署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表す

る制度です。

平成24年5月13日、広島県のホテルで死者7名、

負傷者3名の被害を伴う火災が発生しました。調査

の結果、このホテルには多くの消防法令違反があ

ることが判明しました。このため、不特定多数の

人が利用する建物での火災の危険性を、多くの利

用者に情報提供するために制度化されました。

違反の内容は、建物への設置が義務付けられて

いる「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、

「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反

して設置されていない場合が該当となります。

壮瞥支署人事異動について

平成31年4月1日付け、人事異動についてご紹介

いたします。

支署長 片岸一之（壮瞥支署副支署長）

副支署長 阿部敬寛（壮瞥支署予防主幹）

予防主幹 佐竹英明（壮瞥支署警防救急係長）

予防係長 成田裕茂（洞爺湖支署予防係長）

警防救急係長 長沼健治（洞爺湖支署警防救急主査）

予防係主任 阿部　優（洞爺湖支署予防係主任）

予防係 大屋玲於（伊達消防署予防係）

5月号の広報テーマ「林野火災の防止」
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西胆振行政事務組合
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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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日
・
年
末
年
始
は
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く
）
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風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！風疹
ふうしん

の抗体検査・予防接種が始まります！
風疹が流行していることを受け、昭和37（1962）年4月2日〜昭和54

（1979）年4月1日生まれの男性を対象に、風疹に対する抗体を調べる

検査と、抗体がない場合のワクチン接種の補助（無料）がはじまりま

した。

管理栄養士：佐藤　緑

お問い合わせ先：壮瞥町保健センター　健康づくり係（☎0142-66-2340）

昭和37〜54年生まれの

男性の皆様

風疹ウイルスの感染により発熱や発疹、リンパ節の腫れが出る感染症です。感染者

の咳やくしゃみなどで飛び散った病原体を吸い込むことで感染します。成人が感染す

ると、高熱や発疹の長期化など、重症化する可能性があります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜

Ｑ：どうして昭和37〜54年生まれの男性だけなの？

Ａ：昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性は、風疹の公的な予防接種

の機会がなかったため、他の年代に比べて風疹の抗体保有率が80％と低く、

感染しやすくなっているためです。

Ｑ：風疹に感染すると何が問題なの？

Ａ：職場や公共交通機関などの人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性

があります。また、妊娠初期の妊婦が感染すると、赤ちゃんが先天性風疹症

候群（心疾患、視聴覚障害）をもって生まれてくる危険性が高くなります。

Ｑ：感染を防ぐためには、どうしたらいいの？

Ａ：まずは、風疹への抵抗力を確かめるため、採血での抗体検査を受けます。

抗体検査で風疹への抵抗力（抗体）がないことがわかった場合には、

風疹への抵抗（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。

風疹の抗体があった場合には、予防接種は必要ありません。

Ｑ：対象年齢だけど、何か手続きは必要なの？

Ａ：2022年3月までの3年間で、対象の方に順次クーポンをお送りします。

今年度は、昭和47年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性に、抗体検査・

予防接種のクーポンを発送します。クーポンを持っていくと、職場健診や町

の生活習慣病健診、近隣の病院等で、無料で抗体検査を受けることができま

す。

風疹とは

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



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。▼

令和元年

5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

資源ごみ（古紙類）回収日

5
こどもの日
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

6
振替休日

山美湖休館日

10
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

11
壮瞥高校朝市
10:00～
魔女の部屋へようこそ
山美湖図書室
14:00～16:00 p32

12
ハイテクAC
はしりかた教室
壮瞥中学校
9:00～11:30 p31

15
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

18
くらしの無料相談会
ゆーあいの家和室
10:00～12:30 p25

19
洞爺湖マラソン

20
乳幼児健診
保健センター
12:30～
あっぷるひろば
蟠渓ふれあいセンター
13:30～15:00

24

子育て支援センター開放日
10:00～12:00
献血
壮瞥町役場
10:00～11:45／13:00～14:00
そうべつ温泉病院
14:40～16:00

25

3
憲法記念日

1
天皇の即位
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

14
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

4
みどりの日

7
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

8
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　13:45～15:15

13

22
結核・肺がん検診
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
13:45～15:15

17
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

16
図書分室開放日
13:00～16:00

23

無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00 p25
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

2
国民の休日

9
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00 p25
図書分室開放日
13:00～16:00

21
狂犬病予防接種
町内各施設　p13
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
夜空を見る集い
地域交流センター
19:00～21:00 p30

26 27 31
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

6/1
ぐるっと彫刻公園清掃
9:30～

29
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

30
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00～12:00
図書分室開放日
13:00～16:00
壮瞥町の魅力を語ろう！
図書分室
14:00～　p33

28
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

07日
21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

25日

01日
08日
15日
22日
29日
6/5日

6/4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

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

6/2 6/3 6/7
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

6/8
壮瞥小学校運動会

6/5
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　13:45～15:15

6/66/4
特設人権・困りごと相談所
ゆーあいの家
9:30～12:30 p24
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

資源ごみ（容器類）回収日



「ぐるっと彫刻公園」
清掃ボランティア募集！

春の青空の下、洞爺湖畔に設置されている野外彫
刻を清掃して、芸術に親しんでみませんか。
主催／壮瞥町ボランティアセンター
共催／壮瞥町教育委員会・壮瞥町社会福祉協議会
期日／令和元年6月1日(土) 9:30～10:30頃まで
場所／壮瞥温泉の彫刻13基及び仲洞爺キャンプ場

近辺の4基
集合／9:30に壮瞥町保健センター前集合（現地集合

も可）
※雨天中止(当日8:00に中止連絡しますので、連絡先

を教えてください)
申込み／社協へ5月24日(金)までにご連絡ください。
その他／出来る限り雑巾とバケツを持参願います。
【お問い合わせ・申込み先】
壮瞥町社会福祉協議会
（☎0142-66-2511、FAX 0142-66-2414）

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。

【5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））

書道（手塚ミキ子さん（滝之町））

和紙作品展（上野白湖さん（滝之町））

第11回野生動物写真コンテスト

入賞作品巡回展（（一財）自然公園財団）

☆展示を見るだけの場合は無料で入館できます。

【お問い合わせ先】

北の湖記念館（☎0142-66-2201）

総務課防災・地域振興係 2019年4月26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。）

●壮瞥温泉団地（公営住宅）

住 所 壮瞥町字壮瞥温泉58番地1

建 設 年 度 平成10・12年建設 4・6号棟

戸 数 、 規 格 2階 3LDK(75.60㎡) 1戸(世帯用)

1階 2LDK(58.51㎡) 1戸

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（18,000～34,400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。

●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

2階 1LDK(46.13㎡) 2戸

月 額 家 賃 21,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 63,000円

全てに共通する案内事項
●入居資格

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

申請書は役場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

令和元年5月7日(火)～令和元年5月21日(火)
※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。

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設曜日・時間☆

毎週月～金曜日／:9:00～17:00
※年末年始・土日祝日は閉所してます。
☆子育て支援センター開放事業☆
原則毎週火・金曜日／10:00～12:00

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。
☆5月の子育て支援センター開放日☆

7日(火) 10日(金) 14日(火) 17日(金) 21日(火)
24日(金) 28日(火) 31日(金)

☆育児サークル事業☆

月に1回木曜日／10:00～12:00
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・足育・栄養士のお話しなどを予定していま
す。また、身体測定も行います。
☆5月の育児サークル事業☆

30日(木) 身体測定、畑作り

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

「メグミルク料理教室」に参加してみませんか？
食生活改善推進協議会「ひまわりの会」では、活動の一環としてメグミルクの料理教室を行っております。
今年は6月7日(金)に料理教室を行う予定となっておりますが、一般で参加される方を募集します。

チーズや乳製品を使った料理を一緒に調理してみませんか？皆様のご参加をお待ちしております。
日時／令和元年6月7日(金)9:30～
メニュー／・フライパンでちぎりパン

・たっぷり野菜とチーズスープ
・簡単ティラミス

場所／保健センター調理室
持ち物／バンダナ（三角巾）、エプロン
料金／300円
【申込み・お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

食生活改善推進員養成ポ
イント対象となります♪
希望される方は、申込みの
際にお問い合わせください。

献血にご協力ください
移動献血車「ひまわり号」が壮瞥町に来ます。
医療に必要な血液の確保は、皆様一人ひとりの献血

運動に対するご理解とご協力に支えられています。
日程と時間、会場は次のとおりです。町民の皆様の

献血へのご協力をお願い致します。
日時／令和元年5月24日(金)

10:00～11:45  壮瞥町役場前
13:00～14:00 〃
14:40～16:00 そうべつ温泉病院
【お問い合わせ先】
保健センター（☎0142-66-2340）

資源ごみ「古紙類」（火曜日）の
収集品目の変更について

資源ごみ「古紙類」（ダンボール、新聞紙、雑誌、生
きビン、布類、紙パック）について4月～12月までは、
第1・3火曜日の収集となっておりますが、第3火曜日
はダンボールのみの収集となります。

第1火曜日は従来どおり全6品目を収集しますので、
ご了承願います。
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

不妊治療費助成事業始めました
壮瞥町では妊娠を望んでいる方の経済的負担の軽

減を図ることを目的として、今年度より不妊治療費の
助成を実施します。下記の要件に該当される方で、助
成を希望される方は、保健センターまでご相談ください。
1.助成対象治療
①体外受精、顕微授精（特定不妊治療）
②上記治療に至るまでの不妊治療（一般不妊治療）
2.対象者
①婚姻中の者で引き続き6カ月以上居住していること
②夫婦とも医療保険に加入していること
③町税の滞納がないこと
④北海道の特定不妊治療費助成事業の助成決定を

受けた者であること（1－①のみ）
3.助成額
①1－①は、北海道の助成額を控除した自己負担分

全額
②1－②は、年度につき自己負担分の10万円を上限
【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）



剣道少年団
ちくゆうかい

壮瞥竹友会会員の大募集！
竹友会は今年創立50周年を迎えます。現在、男

女合わせて17名の子どもたちが元気に稽古に励ん
でいます！！

さぁ、君もいっしょに剣道やってみませんか？興味
があったら、まず見学に来てください。
練習日／毎週月・水曜日・金曜日 18:00～20:00
※初心者は当面（3ヵ月～半年程度）月・金の週2回

18:00～19:00まで
場所／壮瞥町遊学館（壮瞥神社横）
対象者／未就学児（4～5歳）から中学3年生まで
会費／毎月2,000円
（兄弟・姉妹で習う場合は2人目から500円）
■剣道の特徴は？
○大きな声（気合い）を出す競技です。大きくハキハ

キした返事やコミュニケーション能力の発達につな
がります。

○年2回級審査がありますので、目標に向かって段
階をクリアしていく楽しみがあります。

○スポーツではなく武道です。礼儀作法をはじめ、日
本の文化を学ぶことができます。

○生涯スポーツとして、高齢になるまで現役で続ける
人が多い。「級」の上に「段」というのがあり、大人に
なっても目指す目標があります。

○武道を習うと身につくもの、「あきらめずに頑張る強
い心」「礼儀作法」「集中力」「忍耐力」など
■剣道はお金がかかるの？
○竹友会では防具一式を卒業

（中学3年生）まで貸し出し
しますので、必要なものは
剣道着、袴、竹刀です。
かかるお金は他のスポーツ
とあまり変わりません。

【お問い合わせ先】
齊藤（☎0142-82-3195）

令和元年度 結核・肺がん検診のお知らせ
今年も下記の日程で、結核・肺がん検診を実施します。年に１回は検診を受け、早期発見に努めましょう！
対象者／

20歳以上の方
検診料／

無料（喀痰検査1,000円）
検査内容／

胸部X線撮影（必要な人は喀痰検査）
＜結核・肺がん検診日程表＞

※混雑をさけるため、時間ごとに対象地区を決めています。
※都合がつかない場合は、日程表を見て都合の良い会場にお越しください。
＜注意事項＞
(1)上半身にボタン・スナップ・カギホック等がついている衣服はお避けください。
(2)妊娠中の方および妊娠している可能性のある方は受診をお避けください。
(3)問診票をお持ちの方は必要事項をご記入の上、受診してください。
【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

「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

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

みんなの掲示板

リサイクルプラザからのお知らせ
「エコロパ西いぶりフリーマーケット」
日時／5月19日(日)10:00～13:00※雨天中止
場所／多目的広場(屋外) 室蘭市石川町22-2
※詳細については、西いぶりリサイクルプラザまで。
「ハーバリウム ワークショップ」
日時／5月11日(土)・14日(火) 25日(土)・28日(火)

各10:30～12:30
定員／各10名（先着順）
参加費／1,200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
申込方法／5月2日から各前日までに、リサイクルプラ

ザへお電話にて申込みください。

「和こものつくり講座」 ～カエルのお手玉～
不要になった着物を利用して小物作りをします。
日時／5月16日(木)または、19日(日)10:30～15:30
定員／各15名(先着順)
参加費／800円
持ち物／裁縫道具一式、お弁当
場所／西いぶりリサイクルプラザ2階
申込方法／5月9日(木)から各前日までに、リサイクルプ

ラザへお電話にてお申込みください。
【申込み・お問い合わせ先】
西いぶりリサイクルプラザ
（☎0143-59-0319）

健診日 検診会場 検診時間 対象地区

5月22日(水)

壮瞥町保健センター 9:30～11:00 不動・建部

建部団地集会所 11:20～12:00 建部改良住宅団地

仲洞爺公民館 15:00～15:20 仲洞爺・東湖畔1・東湖畔2

壮瞥温泉団地集会所 15:50～16:10 壮瞥温泉団地

農村環境改善センター 17:30～19:30 全町

5月23日(木)

壮瞥町保健センター

9:30～10:30 宮前・滝見・滝之上

10:30～11:30 橋口1・橋口2

11:30～12:00 立香・立香2

農村環境改善センター 13:30～14:10 上久保内・南久保内

壮瞥町研修センター 14:50～15:20 壮瞥温泉・洞爺湖温泉

パークサービスセンター 15:40～16:00 昭和新山

壮瞥町保健センター 17:30～19:30 全町

5月24日(金)

情報館i（サムズ） 9:40～10:40 星野・滝之町3・4・ほくと団地

農村環境改善センター 11:10～12:00 久保内1～5

蟠渓ふれあいセンター 14:00～14:15 蟠渓・幸内2

幸内会館 14:45～15:00 幸内1・弁景

壮瞥町保健センター 15:30～16:30 緑・しらかば団地

今年度より、前年度受診者と20歳と80歳以上の方に
問診票を郵送することになりました。問診票が配布され
ない方でも受診できますので、保健センターに受診希
望の連絡をいただくか、直接都合の良い会場へお越し
ください。

*:･’ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･*:･’ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･

かおりの教室
『物忘れ予防と香りの関係』

物忘れも程度は人それぞれ。認知症にもいろいろ
あります。そんなお話しを香りを楽しみながらしてまい
ります。物忘れって年齢は関係なくあります。

興味のある方ならどなた様でもご参加くださいね。
おうちで使えるアロマスプレーを作っていただきます。
日程／令和元年5月22日(水)10:00～11:30
会場／地域交流センター山美湖
対象者／興味のある方ならどなた様でも
参加料／1,000円
申込み／5月18日(土)まで
※6月は『虫よけスプレー作り』を予定しております
※出張・リクエストレッスンも承っております。料金・内
容など気軽にお問い合わせくださいね。
講師／
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター 松浦雅子
【お問い合わせ先】
☎090-1522-7840（松浦）
メール aromacosme2016@gmail.com
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