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詳しくは、北海道のホームページをご確認下さい。アドレス／hokkaido-support.jp/add

農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度農業者の皆さまに対する国の支援制度
農林水産省のウェブサイトには、農林漁業者や食品関連事業者の方々に向けた新型コロナ

ウイルス感染症に対する支援策をまとめたページが開設されています。

【主な支援策】
○高収益作物次期作支援交付金

○優良肉用子牛生産推進緊急対策事業（ALIC事業）

○経営継続補助金

「どこよりも早く、簡単に探せる！コロナ支援策の探し方」

URL:https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html

【お問い合わせ先】壮瞥町役場産業振興課農業振興係（☎0142-66-2121）

【お問い合わせ先】
北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター(☎011-350-7262)
受付時間／平日8時45分〜17時30分

詳細はこちら

休
業
要
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Ａ
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記
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新
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道
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﹂
安
心
宣
言
︵
右
︶
の
実
践

道の休業要請等を受け、

遅くとも令和2年5月19

日㈫から5月31日㈰ま

で休業に協力いただい

た対象施設（1000㎡を

超える土産店等）

休業要請等の対象外で

あるが、長期間の外出

自粛や自主的な休業等

により、ひと月の売上

が前年同月比で50%以

上減少し、国の持続化

給付金を受給する事業

者が対象となりますが、

道では令和2年1月から

3月末までに開業した方

も特別に対象とします。

10
万
円

５
万
円

経営持続化臨時特別支援金　要件 「新北海道スタイル」安心宣言支給額

事業者の皆さまに取リ組んでいただきたい
7つのポイント

１．スタッフのマスク着用や小まめな手洗
いに取組みましょう

２．スタッフの健康管理を徹底しましょう。

３．施設内の定期的な換気を行いましょう。

４．設備、器具などの定期的な消毒・洗浄
を行いましょう。

５．人と人との接触機会を減らすことに取
組みましょう。

・一定の距離（2ｍ程度）の確保

・間仕切りなどの活用や人数制限、空席
の確保

６．お客様にも咳エチケットや手洗いを呼
びかけましょう。

７．お店の取組みをお客様に積極的にお知
らせしましょう。

（北海道庁のホームページより）
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新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解

や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。

法務大臣からのメッセージが、YouTube法務省チャンネル（https : / /youtu .be/

RYS00qCxo-0）で公開されていますので、ご覧ください。

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、い

じめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、

私たちに相談してください。

壮瞥公園の梅は、昭和35年ごろから観賞と販売を目的として整備され、毎年5月、名

所として多くの方に楽しまれています。梅の実は、町民還元として販売していましたが、
近年は、実つきが悪いため実施しておりませんでした。
一般的に梅の寿命は70年から100年程度といわれており、植栽後60年が経過した梅の

木については、木の健康を保ち、延命を図ることと、実の腐敗や伝染病の予防も大切で
あると専門の機関から助言を得ています。
今後は、鑑賞用として、花後の実は摘果し（実は販売しない）、町民の皆さまの大切

な財産として管理する方針としました。ご理解をよろしくお願いいたします。
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プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製

品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃

棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラス

チックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。

このような状況を踏まえ、令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ

袋の有料化を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化するこ

とで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとする

ことを目的としています。

皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち

歩くなど、できるところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

【レジ袋有料化に関するお問い合わせ先】

制度概要等の詳細はこちら
※「レジ袋有料化」で検索しても、

経済産業省のホームページを見

ることができます。
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後期高齢者医療制度のお知らせ
令和2年度の保険料のお支払いと保険証（被保険者証）の一斉更新について

≪保険料の計算方法≫

○1年間の保険料の上限額は、令和2年度は64万円になります。

○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。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●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は、負担軽減のための特別措置として、所得

割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります（52,048円→

26,024円）。

※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の

国民健康保険等は含まれません。

保険料のお支払いが困難な場合は、住民福祉課住民係へご相談ください。

災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払い

が困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

■7月に保険料額をお知らせします

◆保険料の減免

◆保険料のお支払い方法

均等割
【１人当たりの保険料】

52,048円

所得割
【本人の所得に応じた額】

（令和元年中の所得－33万円）×
10.98%

＋ ＝
1年間の保険料
【限度額64万円】

（100円未満切り捨て）

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

●「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。

●税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。

（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

「口座振替」を希望される方は、下記のいずれかの金融機関でお手続きください。

●伊達信用金庫壮瞥支店　　●とうや湖農業協同組合　　●ゆうちょ銀行

（お申込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）

33万円以下

33万円＋（28万5千円×被保険者数）以下

33万円＋（52万円×被保険者数）以下

8.5割 7.75割 7割

5割

2割

本則 元年度 2年度 3年度

均等割の軽減割合

8割 7割

5割

2割

7割

33万円以下かつ被保険者全員の所得なし
（年金収入の場合80万円以下）

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員

の軽減判定の所得額）

33万円以下

33万円＋（28万5千円×被保険者数）以下

33万円＋（52万円×被保険者数）以下

8.5割 7.75割 7割

5割

2割

本則 元年度 2年度 3年度

均等割の軽減割合

8割 7割

5割

2割

7割

33万円以下かつ被保険者全員の所得なし
（年金収入の場合80万円以下）

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員

の軽減判定の所得額）

※令和2年度から、均等割5割軽減・2割軽減の軽減判定所得が拡充されました。また、軽減特例の見直し

により8.5割軽減から7.75割軽減、8割軽減から7割軽減に変更になりました。

①均等割の軽減（年額）
●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象です。

●昭和30年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します。

◆保険料の軽減
現在ご使用の黄緑色の減額認定証及び限度証の有効期限が令和2

年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなり

ます。

引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証及び限度証

を交付しますので、8月1日からは黄色の減額認定証及び限度証を

ご使用ください。

新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確

認の上、住民福祉課住民係へ申請してください。

※有効期間は保険証と同じく1年間です。
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■保険証が新しくなります（橙色→水色）

【お問い合わせ先】
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階（☎011-290-5601）
壮瞥町役場住民福祉課 住民係（☎0142-66-2121）

現在ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和2年7月31日をもっ

て満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新

しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、水色の保

険証をご使用ください。

○新しい保険証の有効期限は、令和3年7月31日です。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民福祉

課住民係までお申し出ください。

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれか

に該当する方

○世帯全員の所得が０円の方（公的年金収入のみの場合、

その受給額が80万円以下の方）

○老齢福祉年金を受給されている方

区分Ⅰ

区分Ⅱ

限度証の交付対象…次の3区分のうち､現役並みⅠまたは現役並みⅡに
該当する方

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、そ

の方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万

円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被

保険者の方

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない3割負担の方と、そ

の方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）
限度証（限度額適用認定証）も新しくなります（黄緑色→黄色）
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気象庁ホームページで
「警報級」の可能性が分かります
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図1 5日先までの警報級の可能性を色分けした図表

気象台が発表する情報として、警報や注意報があります。「警報級」の現象は、いつか

らいつまでなのかをあらかじめ知ることで、事前の防災対策につなげることができます。

気象台では、警報級の現象が5日先まで予想されるときに、「早期注意情報（警報級の可

能性）」を発表します。気象庁のホームページにある「気象警報・注意報」のページで、

地図上にある市町村をクリックすると、確認することができます。大雨、大雪、暴風ま

たは暴風雪、波浪の4種類について表形式で発表しています。

内容は、当日と翌日およびその後の4日間で、警報級の現象になる可能性は［高］が

80％以上で赤色に、［中］が30〜70％で淡い赤色に、それぞれ該当する期間を着色して

います。また、当日と翌日は、当日の夕方まで、当日の夜から翌日の明け方まで、翌日

の朝から夜遅くに分けて発表し、その後の4日間は、精度の関係から胆振・日高地方をひ

とくくりにして発表します。

例えば3日後に日高地方の東部で、風についての警報級の可能性がある場合であっても、

胆振地方にも同じ内容が表示されます（図1を参照）。

また、警報や注意報を発表する際、当日と翌日については、今後の推移として注意報

や警報の現象が起こる可能性のある期間を細かくお知らせしています。「危険度を色分け

した時系列」で、1日を3時間ごとに8コマに分けて、気象要素ごとに、警報は赤色、注

意報を黄色に期間を着色して表示しています。これを見ることで、警報級の現象はいつ

からいつまで続くのかを知ることができ、予想される最大風速や雨の量も確認すること

ができます

（図2を参照）。
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【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

これらの情報を活用いただき、災害から身を守るための早めの行動をお願いします。

図２　危険度が高まる時間帯を時系列に色分けした図表

壮瞥町総合教育会議の開催について
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置している「総合教育会議」の

本年度第１回会議を、次のとおり開催しますのでご案内いたします。

日　時 令和2年7月14日㈫　午後1時30分から

場　所 壮瞥町地域交流センター山美湖　1階　多目的ホール

議　題 ⑴　壮瞥町教育大綱（令和2年度〜令和6年度）について

⑵　中学生フィンランド国派遣事業について（報告）

⑶　旧久保内中学校の売却について（報告）

総合教育会議とは

町長と教育委員会で構成し、教育行政の大綱の策定及び教育の条件整備など重点的に講

ずべき施策等について協議・調整を行う会議です。

本会議の傍聴について

本会議は、公開となっております。

傍聴を希望される方は会議前までに会場へお越しください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）
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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を、必ず行ってください。

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。

力の弱いお子様に一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。

■おねがい■

○予防注射料は3,240円です。おつりのない

ようにお願いします。

○新型コロナウイルス感染症防止のため、

マスクの着用をお願いします。

○なるべく人との距離をおいてお待ちくだ

さい。

○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

9:15〜09:25 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

７
月
28
日
︵
火
︶

７
月
29
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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Ｊアラート情報伝達訓練を行います。令和２年８月５日㈬の11時00分ころ 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。
皆さま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2年8月5日㈬の11:00ころ

放　送　内　容

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

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

※緊急放送試験のため戸別受信機の音量が自動的に最大になります。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(20)

kesaloma(夏休み)

Moi！6月1日から夏休みが始まりました。今年は新型コロナウイルス

の影響で延期ですが、通常は夏休み前の最後の登校日には卒業式があり、

その後各家庭で卒業パーティーが開催されます。

休み期間中は宿題が全くなく、子供たちは思う存分休み、趣味に時間

を費やします。

サマーコテージを所有している家庭が多く、そこで夏至祭を祝うのも伝統的です。コ

テージと言っても大きなものではなく質素な建物です。湖畔や森の中にあり、ベリーを

つみ、カヌーを漕いで、鳥のさえずりに耳を澄ませ、外で料理をして白夜の大自然を楽

しみます。

また旅にでる人も多くいます。私も昨年の夏は旅をしていましたが、今年は遠くに行

かず、住んでいるケミヤルヴィ市でアルバイトをしたり、友達や昨年お世話になったホ

ストファミリーとゆったり過ごすつもりです。

小・中・高校の夏休みは2か月強あり、新学期は8月8日ごろに始まります。学年が変

わるのもこのタイミングです。夢であったフィンランドの高校に入学した2年前の夏の

日が、昨日のことのように鮮明によみがえります。

･･
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企画財政課企画広報係　☎0142-66-2121

今年4月に壮瞥温泉団地に来ました。移住先を調べて壮瞥町に決めました。山、湖、

温泉、野菜、くだもの、その他。どこの市町村よりめぐまれております。本題ですが、

町に対しての意見ですが、壮瞥町を良くしていくため、町民のみなさまを対象に有志を

募り、月に1度壮瞥町を良くするための話し合いをしたらどうでしょう。

コロナウイルスで外出を控えている現在です。防災行政無線屋外拡声器（スピーカー）

を利用して、朝8:00AMラジオ体操を流して運動させてはいかがですか。

（岡本　正巳）

【ご意見】

壮瞥町を移住先として選んでいただき大変うれしく思います。

まず、町民有志による話し合いについてですが、当町では、キャッチコピー「そうきたか！

そうべつ」を活用したＰＲ活動などを行う『そうきたか！そうべつひろめ隊』や各種団体がま

ちづくりを推進する活動を行っていますので、こうした団体の活動と連携するなどして、より

良いまちづくりへの積極的な提案をいただければ幸いです。

また、年に1回程度町内数カ所で町民の皆さまを対象に町政懇談会を開催し、町政に対する

ご意見や日頃感じている問題など、幅広く皆さまの声をお聞きする場を設けておりますので、

ぜひご参加いただきますようお願いいたします。

次に、防災行政無線による放送は、行政情報や災害時等の緊急通報手段としての活用が基本

となりますので、体操を促すための利用は現在想定しておりません。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の外出自粛により、高齢者の運動不足による体

力や筋力の低下が心配されます。

このため、広報4月号及び6月号や、社会福祉協議会の情報誌を活用して、体力維持のため

の運動方法やNHKテレビ体操の放送時間をお知らせするなど「ご自宅での体操」を勧めてき

ました。

引き続き、広報誌で周知を続けて、町民の皆さまの健康・体力の維持に努めてまいりますの

で、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

壮瞥町は、豊富な地域資源を有効に活用し、第5次まちづくり総合計画で掲げた将来像

「夢・希望へチャレンジ　笑顔あふれる元気なまち　そうべつ　〜ふるさとは子どもたちへの

贈り物〜」に向けて今後ともまちづくりを推進していく所存です。

この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございました。

（企画財政課・住民福祉課）

■お答えします
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　96 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）

有珠山は、人の生活圏に近い山です。学校の遠足や登山会等で、登っ
た経験がある方も多いのではないでしょうか。
有珠山は活火山で、火山ガスや崩落の危険性もあるため、現在、山頂

部には特別な許可が無ければ立ち入ることはできません。
でも、山頂部を取り囲む外輪山や火口原展望台（標高約570ｍ）まで
は、徒歩で登ることができます。

有珠山登山道は、有珠山の南斜面（噴火湾側）から登るルートで、伊
達市有珠町に登山口があります。登山口から外輪山展望台まで、距離は
約3km。ところどころに急な場所があります。森に囲まれた登山道を１
時間半程進んで、外輪山展望台に到着すると、噴火を繰り返してできた
有珠山の山頂部分と、1977-78年の噴火で火口になった「銀沼火口」の
壮大なパノラマが広がります。銀沼火口の内側に見える、きれいな縞模

様からは、かつての噴火で、繰り返し噴出物が積もったことがよくわか
ります。

有珠山登山の歴史は古く、有珠善光寺の成立ちが書かれた『蝦
え

夷
ぞ

地
ち

大臼山
おおうすやま

善光寺
ぜんこうじ

縁起
え ん ぎ

』（1806年版）には、1666年以前から「回国修行の者
は必す来りて堂に詣て山に登る事になれり」とあり、修行として登る人
がいたと記録しています。有珠山が、当時から特別な山と考えられ、信
仰を集めていたことが伺えます。
活火山として科学的な研究が進められている有珠山ですが、歴史や

文化の側面からも、たくさんの魅力を秘めた山といえるでしょう。

登山道は例年４月末〜11月中旬まで利用できます。
引用文献：昭和女子大学大学院生活研究機構研究科紀要Vol.26 (2017)

「有珠善光寺関係資料」関口靜雄　宮本花恵

洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介洞爺湖有珠山ジオパーク散策マップより『有珠山登山道』紹介

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを携帯
し、人との距離は十分にとりましょう

・クマ鈴、防寒具、雨具、飲み物、電話を携帯しましょう
・登山口で、入山、下山の時刻と氏名を記入しましょう
・歩きやすい靴を履きましょう
・草木や花、岩石は取らないで下さい
・ゴミは持ち帰りましょう
☆帰宅後、しっかりうがい・手洗いをしましょう！

〜 散策を楽しむために 〜

洞爺湖有珠山ジオパークは、北海道伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町の４つの市町の取組です。
様々な活動を通して、この地域の大地の魅力をお伝えしています。

「有珠山登山道」は、『洞爺湖有珠山ジオパーク
散策マップ』〈火山編〉でご紹介しています。

木々に囲まれた登山道

外輪山遊歩道から見える有珠新山

噴火湾沿岸の眺望
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小学1年生に少年消防クラブ員証を交付
6月4日㈭、壮瞥小学校1年生に伊達消防署壮瞥

支署の松本正義支署長から消防クラブ員証が交付

されました。

児童を代表して宮田桜晴
おうせい

くん山平桜愛
さ な

さんがク

ラブ員証を受け取り、松本支署長から「火遊びは

しない」「火事のときは自分で身を守る」というお

話を聞きました。

ペーパータオル6,000枚が寄贈されました
6月15日㈪、株式会社ダスキン洞爺（代表取締

役 中嶋康吉）様よりペーパータオル6,000枚が寄

贈され、この日、執行役員の大西潔様より町長に

目録が手渡されました。

同社は、昨年創立50周年を迎え、何らかの形で

地域貢献を考えていたところ、新型コロナウイル

ス感染が拡大し、各市町の衛生対策に役立ててほ

しいと、西胆振5市町への寄贈を行ったものです。

大切に使わせていただきます。ありがとうござ
いました。

役場前花壇に花を植えました
6月6日㈯、道栄建設株式会社様、壮建興業株式

会社様より、地域貢献活動の一環として町内事業

者が育てたチェリーセージの苗230本と、マリー

ゴールドやコスモスなどの種を提供いただき、役

場前バス停留所ロータリーにきれいな花壇が整備

されました。

当日は役場職員も参加し、バス停や役場を利用

する方の心が和むようにと、花壇に花を植えまし

た。道栄建設、壮建興業の皆さま、本当にありが
とうございました。
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壮瞥町では次のとおり職員を募集いたします。

■採用職種・採用予定者数及び採用予定日

一般事務／若干名　

採用予定日／令和3年4月1日

■受験資格

学歴／高校卒業以上

（令和3年3月卒業見込者を含む）

資格等／採用後、壮瞥町内に居住可能な方。普通自動

車免許を有する方、又は、採用時までに取得見込み

の方

年齢要件／昭和61年4月2日以降に生まれた者

※高校卒には、短大及び専門学校卒も含まれます。

※卒業見込みの方が卒業できなかった場合は、採用

を取り消します。

■欠格事項

日本国籍を有しない者、又は地方公務員法第16条

に該当する者は、上記資格を有していても受験でき

ません。

■試験方法　　

1）第1次試験

(1)大学卒／教養試験、論文試験、一般性格診断検査

(2)高校卒（短大及び専門学校卒含む）／教養試験、

作文試験、適性試験、一般性格診断検査

2）第2次試験／第1次試験合格者に対して面接試験

■試験日時・試験会場及び合格発表

1）第1次試験

日時／令和2年9月20日㈰午前9時10分

（午前8時40分までに集合）

会場／室蘭中小企業センター

（室蘭市東町4丁目29番1号☎0143-43-3619）

(1)開場 午前8時30分

(2)着席 午前9時00分

(3)終了予定 大学卒：午後1時50分　　

(3)終了予定 高校卒：午後2時30分

※合格発表は、10月上旬に各受験者に通知します。

2）第2次試験

第1次試験合格者に日時、会場等を通知します。

■受験手続

1）申込書等の請求方法

壮瞥町のホームページから申込書をダウンロードす

ることができます。また、直接役場の窓口でも受け

とれます。

2）提出書類等

(1)受験申込書（町指定のもの）

(2)試験申込書（町指定のもの）

(3)成績証明書

(4)最終学歴の卒業証明書又は卒業見込み証明書

(5)資格を有していることのわかる証明書等の写し

(6)写真2枚（縦4.0㎝×横3.0㎝で最近6か月以内に

撮影したもの。各受験申込書に貼って下さい。）

(7)受験票送付用封筒（表書きに受験者の住所、氏

名及び郵便番号を記載し、84円切手を貼付して

ください。）

3）受付期間

令和2年7月1日㈬から7月31日㈮までの期間で、

8:45から17:30まで受付けます。(土日祝日は受付で

きません。)

郵送の場合は令和2年7月31日㈮までの消印に限り

受付します。

4）申込書等の提出先及び問合せ

〒052-0101

北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7

壮瞥町役場総務課職員係

（☎0142-66-2121 FAX0142-66-7001）

■その他

1)身体に障害のある方で、試験当日の受験に際して車

椅子等を使用することについて、特に要望のある方

はあらかじめ、連絡願います。

2)試験当日、携帯電話機等は他の受験者の妨げになり

ますので、試験会場への持ち込みは一切禁止いたし

ます。

3)壮瞥町の初任給は概ね次の金額となる予定です。

・高校卒　150,600円

・短大卒　163,100円

・大学卒　182,200円

※採用前の経歴に応じて、これ以上になる場合があ

ります。

壮瞥町職員の募集について

INF
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TIO

N
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下記のとおり実施します。 受付時間／9:00〜11:00までとなっております。

7月歯科救急医療実施について

INF
OR

MA
TIO

N

7月05日

7月12日

7月19日

7月23日

7月24日

7月26日

8月02日

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

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 0142-23-6480

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

白鳥台歯科医院 室蘭市白鳥台5-3-43 0143-59-5567

八丁平歯科医院 室蘭市八丁平2-27-16 0143-46-1182

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 0143-59-2200

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

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（ただし、定員になり次第締め切り）

※相談日当日は、マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止になる場合があります。

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

無料法律相談を開催しております

INF
OR

MA
TIO

N

無料法律相談を毎月実施しております。お困り事などありましたら、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。

※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。

令和2年7月09日(木) 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年7月03日(金)

令和2年8月13日(木) 増川　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年8月07日(金)

令和2年8月27日(木) 増川　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年8月21日(金)

令和2年9月10日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和2年9月04日(金)

令和2年9月24日(木) 阿部　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年9月18日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限
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①海上保安学校学生採用試験

採 用 年 月／令和3年4月

受 付 期 間／インターネット：7月21日㈫9:00〜7月30日㈭受信有効

郵送：7月21日㈫〜7月22日㈬通信日付有効

第１次試験日／9月27日㈰　※1次試験合格発表：10月14日㈬

試験地：札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市

第２次試験日／10月20日㈫〜10月29日㈭

※1次試験の合格者数等により試験日程が決まります。

試験地：小樽市

最終合格発表日／11月25日㈬

※航空課程は、第3次試験まで実施します。

第３次試験日／12月5日㈯〜12月15日㈫、試験地：東京、

最終合格発表／令和3年1月21日㈭

受 験 資 格／①令和2年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して

5年を経過していない者

②令和3年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者　など

採用予定数／船舶運航システム課程：約220名、航空課程：約25名、情報システム課程：約60名、

管制課程：約20名、海洋科学課程：約15名

※採用予定数は前年予定数を記載（今後変動することがあります。）

②海上保安大学校学生採用試験

採 用 年 月／令和3年4月

受 付 期 間／インターネット：8月27日㈭9:00〜9月7日㈪受信有効

郵送：8月27日㈭〜8月28日㈮通信日付有効

第１次試験日／10月31日㈯、11月1日㈰※1次試験合格発表：12月11日金

試験地：札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市

第２次試験日／12月18日㈮、試験地：小樽市

最終合格発表日／令和3年1月21日㈭

受 験 資 格／①令和2年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して

2年を経過していない者

②令和3年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者　など

採用予定数／約60名　※採用予定数は前年予定数を記載（今後変動することがあります。）

【お問い合わせ先】

採用試験：人事院ホームページ（国家公務員採用試験情報NAVI）

海上保安業務・学校教育：海上保安庁又は海上保安学校のホームページをご覧いただくか、室蘭海上保

安部（☎0143-23-0118）へお問い合わせください。

お知らせ

7
JULY

海上保安庁職員採用情報
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北海道教育大学札幌校の教授である青山愼二氏

から、発達障害をもつ子供たちの理解と指導方法

についてお話を伺います。特に、子供の長所に着

目した指導方法は、学校のみならず、家庭でも利

用できる考え方です。

子ども達が抱える問題を少しでも軽減できるこ

とを願い、教員や保護者等、子ども達にかかわる

さまざまな方々が、一人でも多く参加いただける

ことを期待します。

講師／青山愼二氏

日時／令和2年8月16日㈰　13:30〜15:30

会場／胆振地方男女平等参画センター

（室蘭市東町4丁目29-1）2階　大研修室

定員／43名

参加費／500円

主催／室蘭LDを考える会

後援／室蘭市・登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、

白老町、洞爺湖町および各市町教育委員会

申し込み／参加者氏名、勤務先、所属、住所、電

話番号、職種（保護者）、質問等を記入して、

ファックスまたはメールで下記までお申し込み

ください。

【申し込み・お問い合わせ先】

室蘭LDを考える会（担当：熊谷）

FAX0143-23-1923

メールアドレス：ld.in.mro@gmail.com

※参加希望者多数の場合は、ご希望に添えない場

合があります。また、新型コロナウイルス感染

症の影響で、中止になることがあります。

※ご参加の際は、感染対策をお願いいたします。

1869年（明治2年）、北海道の名付け親とされ

る松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道」という

名称を提案した7月17日は、「北海道みんなの日」

（愛称：道みんの日）です。

「道みんの日」は、北海道のこれまでの歴史や

文化、風土を見つめ直し、これからの北海道を考

える日として、平成29年に制定されました。

この日をきっかけに、道民の皆様には、北海道

に愛着や誇りを持っていただき、道外から訪れる

方、本道にゆかりのある方に、北海道の魅力を発

信する機会としていただければ幸いです。

【お問い合わせ先】

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

（☎011-204-5663）

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下さい。

日時／令和2年7月31日㈮午後1時〜午後3時30分

（隔月1回第4金曜日開催予定）

※7月24日が祝日のため31日に実施

場所／地域交流センター山美湖1階　小会議室

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）

令和3年4月からスプレー缶類・ライター類・電

池類の収集方法が変わります。

日時／令和3年4月1日㈭から

内容／近年メルトタワー21や収集車両で火災が頻

発しているため、火災の原因と見られるスプレ

ー缶類・ライター類・電池類の収集方法を令和

3年4月から変更いたします。排出方法や収集日

等は今後の広報等でお知らせいたします。

なお、メルトタワー21では5月にも火災が発生

しています。火災防止のため、スプレー缶類は

使い切って穴を開ける、電池類は指定ごみ袋に

は入れない等、現在の排出ルールに沿ったごみ

出しをお願いいたします。

【お問い合わせ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

教育講演会
「配慮を要する子の長所活用型指導」INF

OR
MA

TIO
N

7月17日は「道みんの日」です

INF
OR

MA
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N

くらしの無料相談会を開催します
INF

OR
MA

TIO
N

危険ごみ収集開始について

INF
OR

MA
TIO

N
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〈きめこみパッチワーク講座〉

対象／どなたでも

日時／7月18日㈯10時30分〜16時

会場／西いぶりリサイクルプラザ　2階

定員／15人（先着順）

料金／900円〜3,000円

申込方法／7月2日㈭から、10日㈮まで電話で

ワークショップ〈ハーバリウム〉

対象／どなたでも

日時／7月11日㈯10時〜12時

7月14日㈫10時〜12時

会場／西いぶりリサイクルプラザ　2階

定員／各3人（先着順）

料金／各1,700円〜

申込方法／7月2日㈭から、各前日までに電話で

ワークショップ〈お花アレンジ〉

対象／どなたでも

日時／7月26日㈰10時〜12時

7月28日㈫10時〜12時

会場／西いぶりリサイクルプラザ　2階

定員／各3人（先着順）

料金／各2,000円

申込方法／7月2日㈭から、各前日までに電話で

【お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

昨年のサマージャンボ宝くじ（第800回全国自

治宝くじ）及びサマージャンボミニ（第801回全

国自治宝くじ）の時効（8月18日㈫）が迫ってお

りますので、お忘れなく！この宝くじの収益金は

市町村の明るく住みよいまちづくりに使われま

す。

発売期間／7月14日㈫〜8月14日㈮

抽選日／8月21日㈮　

支払開始日／8月26日㈬

西いぶりリサイクルプラザからの
お知らせINF

OR
MA

TIO
N

サマージャンボ宝くじについて

INF
OR

MA
TIO

N

お知らせ

7
JULY

死亡事故ゼロ164日
－人身交通事故発生状況5月分－

発生 1件（ 3件）

死者 0名（ 0名）

負傷 1名（ 3名）

※5月末現在（ ）は令和2年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和2年5月16日〜令和2年6月15日）

■人のうごき

■5月の人口動態■

（外国人含む）

総人口 2,482人（△ 6）

男 1,164人（△ 3）

女 1,318人（△ 3）

世帯数 1,334戸（△ 5）

※5月末現在（ ）は前月差

東山　　修さん （78歳）【立香二】

小山田信作さん （79歳）【蟠渓】

三浦由美子さん （63歳）【仲洞爺】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生おめでとう

伊藤
い と う

夢和
む わ

ちゃん　令和2年5月25日
【星野・和貴さん・摩季さん】
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生涯学習情報生涯学習情報

夜空を見る集い通信
7月､8月に開催する「夜空を見る集い」をご案内します。

壮瞥町にはスポーツ少年団が４団あり、小中学生が日々スポーツを通じて心身をきたえて

います。下記の4団が活動しておりますので、興味のある方は、ぜひ１度見学に来てくださ

い。

［町内のスポーツ少年団活動］
○壮瞥町柔道スポーツ少年団（種目：柔道　活動場所：壮瞥町遊学館）

○壮瞥竹友会剣道スポーツ少年団（種目：剣道　活動場所：壮瞥町遊学館）

○久保内剣友会スポーツ少年団（種目：剣道　活動場所：壮瞥町青少年会館）

○壮瞥町バドミントンジュニア（種目：バドミントン　活動場所：壮瞥小学校体育館）

【お問い合わせ先】

各少年団の代表者や活動日などの詳細は、壮瞥町教育委員会生涯学習課スポーツ振興係

担当：蛯名（☎0142-66-2131）までお問い合わせください。

壮瞥町スポーツ少年団本部からのお知らせ

①7/21㈫『夏の大三角形・土星・木星の観測』
ベガ・デネブ・アルタイルという星々からなる「夏の大三角形」や土星、木星の観測を行

います。土星の輪や木星の衛星、皆さんはご覧になったことがありますか！？ 天文台なら
ではの天体観測、ぜひともお楽しみください。
その他、北海道だからこそ全てを観測できる「周極6星座」の学習、そして「北海道60星

座の学習なども行うほか、星座の形で時間がわかる「星時計」の作成を行う予定です。

②8/12㈬『ペルセウス流星群・土星・木星の観測』
夏の星座の観測を行いながら、「ペルセウス流星群」に伴う流れ星の観測も狙います。「ペ

ルセウス流星群」は三大流星群と呼ばれるうちの１つであり、毎年決まった時期に決まった
方角で観測されます。それは一体なぜなのか!?気になった方は、願い事をいっぱい用意して、
参加してくださいね〜！

③8/25㈫『旧暦7月7日は神話の七夕　織り姫と彦星を見つけましょう』
実はこの日、旧暦で言うところの七夕の日なんです！　なので、織り姫と彦星を観測しま

しょう。「織り姫の指輪」と呼ばれる美しい球状星団は、百億年前に誕生したと言われてい
ます。そのことから、私たちにも関係する、とある事実が浮かび上がる…!?花火もする予定
ですよ。ぜひ参加してください。
※8月12日、25日には工作でロケットを作成する予定です。できれば、両日合わせてご参加
ください。
会　場：森と木の里センター（現地集合）
時　間：19:00〜21:00
申　込：壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　

担当：前川までお電話ください（☎0142-66-2131）
※新型コロナウィルス対策のため、参加対象は壮瞥町民のみとし、定員は先着8名程度とし

ます。ご了承ください。
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町内在住の児童生徒に関するさまざまな不安や悩みの相談を受け付けています。

就学、不登校、いじめなどでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

特に、新しく就学するお子さんのことで、何か不安なことがありましたら、その不安を解

消するためにもぜひ、一度ご連絡ください。

対 象 者：壮瞥町内在住　幼児・児童・生徒とその保護者

相談日時：平日（月曜日から金曜日・祝日以外）9:00〜17:00まで

※事前にご連絡ください。メールでの連絡も受け付けますが、担当者不在の場

合は、日程等調整させて頂く場合がありますのでご了承願います。

※翌年度の就学に関する就学相談の際は、できるだけ就学の前年9月頃までに、

一度ご相談ください。

相談の際の持ち物：

通常は何も必要ありませんが、就学相談の際には、発達等に関わる医療機関等

からの資料などがあればご持参ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会　担当：今川（いまかわ）

☎0142-66-2131   FAX  0142-66-2132

e-mail   gakko@town.sobetsu.lg.jp

壮瞥町マイプラン講座のご案内

〜午後のサン・ルーム〜
①〜③の「手習い体験会」を同時に開催いたします。好きなものを選んで楽しみましょう。

初心者、男性も大歓迎です！ぜひご参加ください。

日　時：７月９日㈭、７月19日㈰　13:30〜15:30

会　場：壮瞥町地域交流センター山美湖２階　研修室１・２

講　師：「午後のサン・ルーム」運営サークル「ハート・SKY」メンバー

内　容：①裂き織りコースター作り⑴ ……13:30〜14:30 先着3名 参加料200円

裂き織りコースター作り⑵ ……14:30〜15:30 先着3名 参加料200円

②絵手紙作り ………………………13:30〜15:30 先着4名 参加料200円

③エコクラフトテープ小物作り …13:30〜15:30 先着4名 参加料300円

※裂き織りコースター作りの⑴と⑵は同一の内容です。

その他：・９日と19日それぞれ同一内容の講座が開催されます。ご都合のよろしい日程で

ご参加ください。

・必ずマスクを着けてご来場ください。

：壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当：前川　までお電話ください

（☎0142-66-2131）

＊教育相談のお知らせ＊
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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

☆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

2014年から随時発行されていた河出書房新社の「日本文学全集」がこの春に完結され、山美湖図書室で展

示、紹介します。作家の池澤夏樹氏の個人編集によるもので、一つ目の特徴として、古典作品を現代人気作

家が現代語訳にしているので、古典の苦手な人でもわかりやすく楽しく読めます。ちなみに「源氏物語」は
直木賞作家の角田光代訳です。二つ目の特徴は近現代文学の作家の選び方です。文学全集なら当然入ってい
るべき作家は選ばれず、現代社会に何を読むべきかを池澤流の視点で編集されています。これを機に、ぜひ
読んでみませんか？

〜新刊図書案内〜
『ラストアイヌ』作：川端康男

アイヌ民族の復興を目指し、その怒りを文学に込めて闘い続けた歌人、森竹竹市。
アイヌ民族にとって、明治以降のおよそ百年の歴史は常に屈辱にまみれたものだっ
た。しかしアイヌ三大歌人の一人と目される森竹氏の、その鋭い眼差しの先には、
常に未来があった。激動の時代にアイヌ歌人として生きたその生涯を、彼の詩と掛

川源一郎氏の写真から紐解くノンフィクション作品。

『明日の防災に活かす災害の歴史（全５巻）』監修：伊藤和明

日本列島は自然風景がとても美しい反面、大昔から大地震や火山噴火、豪雨や山

崩れ等の自然災害が多く発生する場所である。私達の祖先は過去にあった自然災害

を学ぶことで将来の災害に備え、一つ一つの災害から立ち直り教訓を現代に伝えて
きた。日本列島が昔から多くの災害にあい、対応してきた歴史が、描かれている。

『子どもたちの階級闘争』作：ブレイディみかこ

著者がイギリスの貧困地区にある無料託児所で働いた経験をもとに、社会の分断

を鋭敏に綴った新潮ドキュメント賞受賞作。「わたしの政治への関心は、全部託児所

からはじまった。」と言うほどイギリスの現状を肌感覚で理解し、貧困問題や欧州の
政治情勢へのユニークな鑑識眼を持って保育の現場から格差と分断の情景が事細か
く描かれている。

（コロナ感染拡大防止のため休館日・開館時間が変わることがあります。）

池澤夏樹編集

－山美湖図書室に展示、貸し出し中－
「日本文学全集」全30巻完結
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「復活の日」著：小松　左京

吹雪のアルプス山中で遭難機が発見され、砕けたウイルス保管容器

が見つかった。周囲には感染後70時間以内に生体の70％に急性心筋梗

塞を引き起こし、全身麻痺で死に至る新型のウイルスが飛び散ってい
た。春になると欧州各地で奇妙な死亡事故が報告され始める。人類滅

亡と復活を描いた傑作SF小説。

「感染症と文明」著：山本　太郎

感染症との闘いとは人類に勝利をもたらすのだろうか。防疫対策に
よる封じ込めは、大きな悲劇の準備にすぎない。共生の道はあるのか。
感染症と人類の関係を文明発祥に遡って考察し、社会が作り上げて
きた流行の諸相を描き出す。

「ペスト」著：カミュ　訳：宮崎嶺雄

アルジェリアのオラン市で、ある朝、リウー医師は鼠の死体をいく
つか発見する。ついでに原因不明の熱病者が続出した。「ペスト」の発
生である。外部と遮断された孤立状態の中で必死に「悪」と闘う市民

達の姿を年代記風に描いている。

タイトル
「松尾芭蕉・与謝蕪村・小林一茶・とくとく歌仙」
池澤夏樹個人編集　　　　　　　　　　　　　　　　　

名作「おくの細道」の新訳と、俳諧のすばらしさ、その魅力を
深く味わえる入門書である。俳諧は自然と世間と人間を結ぶ。俳
聖たちの句に連歌から発句を経て俳句に至る流れを辿り、現代の

連歌として丸谷才一らの歌仙も収められている。五・七・五と指を折り、自然

豊かな壮瞥の四季を俳句にしてみませんか。
（オススメ者　R）

『子どもたちの階級闘争』
『女たちのテロル』『ラスト
アイヌ』『ペスト』『感染症

と文明』『復活の日』『司馬

遼太郎と昭和』『明日の防災

に活かす 災害の歴史（全5

巻）』
『池澤夏樹編集日本文学全集

（源氏物語上巻）』『池澤夏樹

編集日本文学全集（源氏物

語中巻）』『池澤夏樹編集日

本文学全集（源氏物語下巻）』
『感謝離』『ねこの小児科ロ
ーベルト』『おばあちゃんの
わすれもの』『トンネルの向

こうに』『貸出禁止の本を救

え！』『あたまをつかった小

さなおばあさん がんばる』
『ちび竜』『おとうさんのこ
わいはなし』『とんでいった
ふうせんは』『おおにしせん
せい』『せかいのくにでおめ
でとう』『おじいちゃんがの
こしたものは…』『ハロー・

ディア・エネミー』『ママは
かいぞく』『このほんよんで
くれ』『かんけり』『ぬかど
こすけ』『おしいれじいさん』
『いろのかけらのしま』『も
っとおおきなたいほうを』
『こんなかおできる？』『ぱ
んだんす』『Sassyのちいく
えほん いろいろぱっ』『ド
ラえもん論ラジカルな「弱

さ」の思想』『世界幻妖図鑑』
『王の祭り』『絵本画家赤羽

末吉スーホの草原にかける
虹』『いわずにおれない』
『ほっかいどう百年物語上

巻』『ほっかいどう百年物語

下巻』『手術数でわかるいい
病院2020』『グレタ・トゥ−

ンベリ』『小学校の数独1･2･

３年生』『小学校の数独4･5･

6年生』『アーモンド』

ぴよちゃんカード
100回達成しました!

7月の展示

感染症を学ぶ感染症を学ぶ

わたしのオススメ本

今年、小学校に入学された方で「ぴよちゃんカ
ード」のお持ちの方は図書カードに変更します。
現在、まだ図書カードに変更されていない方は、
「ぴよちゃんカード」を持って図書室にお越しくだ
さい。ぴよちゃんカード卒業記念として、記念品

を用意しております。

今年小学校に入学された
｢ぴよちゃんカード｣を

お持ちの方にお知らせです。

堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん堂下つむぎちゃん

ぴよちゃんカード
25回達成しました!

片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん片山万里花ちゃん
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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2年7月号

町内で目撃等相次ぐ！
5月末からこれまで、東湖畔の畑で熊の足跡

が見つかり、ゆーあいの家の上の道で熊の姿

が目撃されています。街の近くまで、熊が出

てきているようです。山に入るときは、熊が

いるものと考えたうえで、鈴やラジオを持つ

などの熊対策をし

て、熊のフンがあ

ったり、熊の気配

がしたら、すぐに

山を下りてくださ

い。

ここからつながる、未来のために。
北海道警察では、次のとおり警察官を募集

します。

○日程

申込書配布開始 7月1日から

受付期間　7月1日から8月21日まで

※詳しくは、壮瞥、久保

内の各駐在所又は、伊

達警察署

☎0142-22-0110
までお問い合わせくだ

さい。

北海道警察官募集! 熊出没注意!

○夏の交通事故防止のポイント
夏は、暑さや疲労で注意力が散漫となり、居眠り運転による正面

衝突や車両単独事故が増加する傾向にあります。

・車に乗ったら全ての席でシートベルトを正しく締めましょう。

・スピードの出し過ぎ、無理な追い越しは絶対にやめましょう。

・眠気を感じたら、直ちに休憩をしてリフレッシュしましょう。

○7月13日㈪は、飲酒運転根絶の日
・道民一人ひとりが「飲酒運転をしない、させない、許さない」

という強い気持ちで、北海道から飲酒運転を根絶しましょう。

―実施期間　7月13日から7月22日までの10日間―

給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!給付金のサギに注意!!
特別定額給付金の手続きに乗じた詐欺に注意！

現在、特別定額給付金にかかる手続きが行われていますが、それに関して、

道内でも警察官をかたる男から、「コロナの特別給付金の関係で、口座振替となりますが、キャッシ

ュカードを預かります。」などという電話があったことが確認されています。

給付手続きに警察官が関わることはありません。

また、自治体や総務省がATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることはありませ

んし、メールを送り、ホームページアドレスをクリックして電子手続きを求めることもありません。

不審な、電話、メール、郵便物などがあったときは、一人で判断せずに、家族や役場、警察に相

談してください。
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7月号の広報テーマ「花火による火災の防止」
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西胆振行政事務組合

“ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心”

救急件数 017件（累計 121件）

火災件数 01件（累計 3件）

（ ）内は令和2年1月1日からの累計

救急件数・火災件数5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分

楽しい花火にしましょう

夏の身近な風物詩である花火。これからの季節

は花火で遊ぶ機会も増えてくると思います。

気軽に楽しめる花火でも、使用方法を間違える

と大きな事故につながります。

花火を使用する際は、注意書きや使用方法を守

りましょう。また、周囲に燃えやすい物が無いこ

とを確認し、水バケツ等を用意して安全に花火を

楽しみましょう。

〜花火による事故事例〜
◆中学３年生の姉と一緒に花火で遊んでいた
ところ、持っていた花火の火が衣服につい
た。腹部など全身の約半分を火傷する重傷

を負う。（５歳　女児）

◆山林付近で打ち上げたロケット花火の火に
より、堆積していた落ち葉を焼損する火災

が発生。

水難事故に注意

水難事故は、１年を通して発生しますが、特に

夏場に多く発生しています。海や川に近づくこと

が多くなるこれからの季節は、十分に注意しまし

ょう。

水難事故を予防するポイント
◆危険な場所には近づかない。

・「危険」「遊泳禁止」「釣り禁止」などの

案内板があるところ。

◆健康状態が悪いときやお酒を飲んだときは

泳がない。

◆悪天候のときは海や川に行かない。

◆子どもだけでは遊ばせない。

◆ライフジャケットを着用する。

困っていませんか？　119番通報

西胆振行政事務組合消防本部では、音声通話が

困難な方が、自宅にあるFAXを利用して文字によ

る119番通報や携帯電話やスマートフォンのWEB

（インターネット）機能を通した、簡単な画面操作

による119番通報ができる安心サービスを提供して

います。

詳しくは西胆振行政事務組合消防本部ホームペ

ージ(http://nfd119.sakura.ne.jp/)をご覧にな

るか、下記までお気軽にお問合せ下さい。

また、お近くの伊達市役所（社会福祉課）、洞爺

湖町役場（健康福祉課）、豊浦町役場（やまびこ保

健福祉係）、壮瞥町役場（住民福祉課）にお問合せ

いただいても差し支えございません。

【お問合せ】

西胆振行政事務組合消防本部

伊達市松ヶ枝町13番地１

（☎0142-21-5003 Fax0142-25-4129）

アドレス：n-honbu-shoubou@able.ocn.ne.jp

西胆振行政事務組合消防本部

ホームページ　QRコード
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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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新型コロナウイルス対策として、日常的にマスクを着用する機会が増えました。

感染予防を想定した『新しい生活様式』の中で今年の夏を迎えることとなりますが、

これまで以上に熱中症予防を心掛ける必要があります。

気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなる危険性があります。

暑い日、屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ）がとれる場合には、マスクを外すようにしましょう。

室内や換気が出来ない場所（ビニールハウス）などでは、人との距離をとり、室外に出たり、十分に換気

をするなどをした上で、時々マスクを外して休憩をとるようにしましょう。

常にマスクをしている事で、マスク内の湿度が上がり、のどの渇きを感じづらくなったり、マスクを外し

てはいけないという思いから、気付かないうちに水分補給を避けてしまうことも･･･。

１日あたり1.5リットルの水分を目安に、水分補給の時間を決めて飲むようにしましょう。

※脱水症状を起こしていない限り水分補給は水や麦茶で十分です。ジュースやスポーツ飲料など砂糖入りの飲み物は
「ペットボトル症候群」と呼ばれる高血糖症状を引き起こしてしまう可能性があるため注意です！

新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房をつけている時でも換気扇や窓を開けて

換気をする必要があります。この場合、外の暑い空気が室内に流れ込み、室温が高くなってしまうため、

冷房の温度設定をこまめに調整する事が大切です。また、気温が高い日や時間帯は、熱中症の危険が高く

なります。無理の無い範囲で活動しましょう。

ストローなども
上手に活用すると○

室温計を確認して
温度調節を

２ｍ以上の
距離を空けて

その1『時々、マスクを外して休憩を!』

その2『のどが渇いていなくても水分補給を!』

その3『暑さを避け、こまめな温度管理を!』

日頃の体温測定、体調チェックは、新型コロナウイルス感染症だけでなく、熱中症

を予防する上でも有効です。体調が悪いと感じた時は、無理をせず自宅で療養する

ようにしましょう。

熱中症にご注意を！〜新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』の中で〜

管理栄養士：佐藤　緑



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。▼

7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

3
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

4

5 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

11
子ども郷土史講座
「昭和新山にのぼろう!」
8:30～13:15

12 13
山美湖大学
山美湖1階 多目的ホール
10:00～12:00

17
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

18

7
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

1
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

6

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

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

9
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30～12:00 p16
図書分室開放日
13:00～16:00

16
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
図書分室開放日
13:00～16:00

14
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
壮瞥町総合教育会議
山美湖1階 多目的ホール
13:30～　p9

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

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

資源ごみ（容器類）回収日

19 20 24
スポーツの日

2522
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

23
海の日

21
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00～21:00  ｐ20

26 27 31
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
くらしの無料相談会
山美湖1階　小会議室
13:00～15:30  p18

8/129
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
図書分室開放日
13:00～16:00

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

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

令和2年
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生活習慣病健診で風しん抗体検査も実施します
昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの
男性で、クーポン（4月下旬に発送済み）をお持ちの方は、
生活習慣病健診の日に風しん抗体検査を受けることがで
きます。問診と採血のみで、料金はかかりません。連休
の方も多いと思います。この機会に、ぜひ抗体の有無を
調べてみましょう。予約制なので、希望される方は事前
に保健センターにご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の関係で、以前ご連絡
　していた日程が変更になりましたので、ご了承ください。
　また、12月にも生活習慣病健診を予定しています。
実施期間／7月23日（木）～7月26日（日）　
健診時間／午前7：00～午前10：00
実施場所／壮瞥町保健センター
持  ち  物／郵送されたクーポン・受診票・あれば母子手帳
　　　　　（受診票は記入してきてください。）

【お申し込み先】
壮瞥町保健センター健康づくり係　（☎0142-66-2340）

そうべつ子どもセンター職員の募集について
受験資格／子育て支援センター職員については保育士資
格を有する方又は取得見込みの方。
応募方法／会計年度任用職員採用試験申込書に写真を貼付
し、令和2年7月15日 (水 )までに役場住民福祉課また
はそうべつ子どもセンターへ提出してください【郵送可】。
面接等／面接の日時及び会場については追ってご連絡します。
任用通知／面接後1週間以内に任用の可否についてご連絡します。
採用条件・職種・賃金等／
会計年度任用職員 ( 時間給・週 20 時間未満または 4 週
を平均して20時間未満)
（１）  保育補助1名 (有資格者時給1,110円、または
　無資格者916円 )
（２）子育て支援センター職員1名 (時給1,110円 )
勤務場所／そうべつ子どもセンター
任用期間／任用の日から令和3年3月31日（任用継続あり）

【お問い合わせ先】
そうべつ子どもセンター（☎0142-66-2452）

自衛官候補生、一般曹候補生募集開始
○自衛官候補生
資　　格／18歳以上 33歳未満の男女
受付期間／令和2年 7月 1日～ 9月 11日
試験期日／令和2年 9月 23日～ 9月 26日、
　9月 28日～ 10月 1日（いずれか 1日）
採用予定／令和3年 3月末

○一般曹候補生
資　　格／18歳以上 33歳未満の男女
受付期間／令和2年 7月 1日～ 9月 10日
試験期日（一次試験）／令和2年 9月 18日～
　9月 20日（いずれか 1日）
採用予定／令和3年 3月末

○航空学生
資　　格／海上：18歳以上 23歳未満の男女
　　　　　航空：18歳以上 21歳未満の男女
受付期間／令和2年 7月 1日～ 9月 10日
試験期日（一次試験）／令和2年 9月 22日
採用予定／令和3年 3月末

【お問い合わせ先・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）

７月の子育て支援センターげんき
開放日／   3日（金）、     7日（火）、10日（金）、
　　　　14日（火）、17日（金）、21日（火）、
　　　　28日（火）、31日（金）

育児サークル／
　７～８月の間、育児サークルは、「新型コロナウイル
ス感染症拡大予防」のため、お休みさせていただきます。
　９月より再開する予定です。　

【お問い合わせ先】
そうべつ子どもセンター （☎0142-66-2452）　



町営住宅入居者募集
全ての町営住宅に共通する事項

○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
　　　申請書は建設課建築住宅係にありますので、下
　　記書類を用意の上、お申し込みください。
　　・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 2年7月1日（水）～7月15日（水）まで
　※申込者多数の場合は書類選考その他公正な方法に
　　より、入居者を決定します。

単身者用特定公共賃貸住宅
　単身者用特定公共賃貸住宅の入居資格は、33 歳未満
で同居者のいない方が対象です。

○星野単身者住宅（単身者用特定公共賃貸住宅）
　住　　所 壮瞥町字滝之町420番地7
　建設年度 平成9年建設 　
    戸数、規格 1階　1LDK (47.12㎡ )　1戸  
　　　　　 2階　1LDK (47.12㎡ )　1戸  
　　　　 3階　1LDK (47.12㎡ )　1戸  
　月額家賃　　21,000円
駐車場使用料  月額  500円／台　　
　敷　　金　 63,000円

○しらかば団地（単身者用特定公共賃貸住宅）
　住　　所　　壮瞥町字滝之町301番地5・301番地10
　建設年度 平成10年・12年建設 　1号棟・4号棟
    戸数、規格   2階　1LDK (46.13㎡ )　1戸  
　　　　 2階　1LDK (46.64㎡ )　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

【申込・お問い合わせ先】
　壮瞥町役場 建設課 建築住宅係（☎0142-66-2121）

子育て応援住宅入居者募集

○入居資格
　  1.中学生以下の同居親族が1人以上いる世帯であること。
　  2．収入（給与所得控除後の金額÷12）が154千円
　  　 以上であること。
　  3.市町村民税等の公共料金を滞納していないこと。
　  4.入居者及び同居者に暴力団員がいないこと。
○入居期間
　  子育て応援住宅“コティ”には入居期間の設定があります。
　   ・入居期間が終了するまでに退去していただきます。
　   ・入居期間は、同居親族の誕生日の到来により18歳
　　  未満の同居親族が1人以上でなくなる日に属する
　　  年度の末日までです。（通常の年齢で高校を卒業す
　　  る3月末日まで。詳しくはお問い合わせください。）
○申込方法
　　申請書は建設課建築住宅係にありますので、下記
　書類を用意の上、お申し込みください。
　・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 2年7月1日（水）～7月15日（水）まで
　※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。（移住定住促進のため
　　に建設された住宅ですので、ご理解のほどよろしく
　　お願いいたします。）

○コティ
　住　　所 壮瞥町字滝之町420番地15
　建設年度 平成27年建設　B3棟 　
    戸数、規格 メゾネットタイプ   3LDK (91.71㎡ )　1戸  
　月額家賃　　41,000円  （子どもの人数により減額できます。）
減額後家賃　　35,000円（子ども3人以上）、38,000円（子ども2人）
　敷　　金　 82,000円

【申込・お問い合わせ先】
　壮瞥町役場 建設課 建築住宅係（☎0142-66-2121）

みんなの掲示板コーナーについて
町民の皆さんなどが主催する催し物のお知らせや会員
募集等の掲載をご希望の方は下記までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場 企画財政課 企画広報係　（☎0142-66-2121）
メール／ kikaku@town.sobetsu.lg.jp


