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スマート農業を体験！

8月26日と27日、壮瞥町総合グラウンドで壮

瞥町農業ICT活用推進協議会（会長：長内伸一）

主催の「壮瞥町ICT研修会」が開催されました。

壮瞥高校の生徒と一般農業者等が参加し、農薬

散布用ドローンや自動運転トラクターなど、最

新技術を駆使した「スマート農業」を体験しま

した。
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1. プロフィール
福井県出身／37歳／東京→壮瞥 職歴：アパレル会社／大の熊好きです！

2. 協力隊に応募したきっかけ
友人が地域おこし協力隊をしていたこともあって、選択肢として検討していた中で壮瞥町の募集

を見つけました。目に入ってきたのが「魅力おこし協力隊」という文字。前職ではインスタグラム

で情報発信を担当していたので、自分の経験も生かせることや、変わったものを見つけるのが得意

な私にぴったり！そう思いました。

3. 今後の目標
少しずつですが、色んな方にお会いして、もっともっと壮瞥町のことを知って「そうきたか！そ

うべつ」な情報を楽しみながら発信していきたいと思っています。

4. 壮瞥町の印象は？
元々福井の田舎で育っていたので、あまりギャップはなくすぐに馴染みました。

徒歩圏内で必要最低限の物が手に入る壮瞥町は私の地元と比べてもとても快適！

5. 田舎暮らしでやってみたいこと
休日は熊牧場に出没する回数が多くなると思うので、見かけたら気軽に「おしみ！」（注：前の職

場でのあだ名です。）と声を掛けてください。

これからどうぞよろしくお願いします。

フジモリ果樹園様で摘果作業
リンゴとプルーンの摘果をしました。

生育不良の実や、二年枝と呼ばれる昨年新

しく伸びた枝についた実を一つ一つ手作業で

落としました。ここまで育った実を落とすの

はもったいないように感じてしまいますが、

良い実に育てるための大切な作業です。

丹波ワイン様で誘引と摘心
伸びた醸造用ぶどうの枝をワイヤーに固定

し、伸長に使われる養分を抑え果粒の肥大を

促すため枝先を摘まんでいきます。日に日に

大きくなる作物を間近で見ることができ、貴

重な経験となりました。

研修先のフジモリ果樹園様、丹波ワイン様

に改めて感謝申し上げます。

（農業おこし協力隊：籠嶋　学）

さくらんぼシーズン真っ盛り
7月の果樹園研修は、さくらんぼをメイン

に毎日全国発送用の収穫・果物狩り入園・直

売所販売と忙しい日々でした。

収穫適期を逃さないよう、日に何度もさく

らんぼを採りに果樹園内を行き来しつつ、並

行してりんごやぶどう、プラム、プルーンの

摘果作業、樹の手当て・手入れを行いました。

一連の作業を通して、立派な果実に実るま

での過程や、果実の品種や収穫時期を知った

こと、そんな責任のある仕事をさせていただ

けたことをありがたく思っています。研修先

でも優しくご指導いただき、初心者ながらも、

なんとか作業にあたることができた1カ月で

した。

（農業おこし協力隊：杉山　智美）

清水
しみず

美花
み か

さん
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壮瞥町教育大綱
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壮瞥町では、平成27年12月に策定した大綱が、

令和元年度までの5年間の期間が終了するにあた

り、今後もより充実した教育行政を推進していく

ため、教育大綱を見直し、町長と教育委員会によ

る総合教育会議での意見交換を経て、このたび新

たに『壮瞥町教育大綱』（令和2年度～令和6年度）

を策定しました。

まちづくり総合計画では、「地域の活動は全て「ひと」に支えられており人材育成と体制

づくりが重要」と位置付けております。教育大綱においても、社会の形成者として必要な自

立・協働・創造する力を、生涯を通じて身に付けられるよう、質の高い学習機会の充実を図

り、「笑顔あふれる元気なまち」づくりを基本目標として、総合的な教育施策を推進します。

変化する社会をたくましく
生きる力の育成

変化する社会の中で、子ども一人一人

が主体的に生き抜くことができるように、

確かな学力、豊かな心、健やかな体を育

むことを目指します。保・小・中・高が

それぞれの教育活動を充実させるととも

に、連携、接続の充実を図ります。

◆ 確かな学力を育む教育の推進

◆ 豊かな心を育む教育の推進

◆ 健やかな体を育む教育の推進

◆ 地域とともにある学校づくり

◆ 高校を核とした地域創生

生きがいを創り出す
生涯学習の推進

壮瞥町民一人一人が生涯を通じて学び

続け、その成果を活かし、充実した生活

を送ることができる生涯学習の充実を図

ります。また、子どもたちが夢と希望を

持ち続け、壮瞥町を誇りに思う気持ちを

涵養するとともに、町民一人一人が持続

可能なまちづくりに主体的に取り組み、

生きがいへと繋がる活動を支援します。

◆ 社会教育活動の推進

◆ 文化芸術活動の促進・支援

◆ スポーツを核とした人づくりの推進

1 基本目標

2 基本方針・施策の方向性

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～

壮瞥町教育大綱

保育園児と高校生とのジャガイモ交流の様子

【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）

＜大綱の一部を掲載しています。完全版は町ホームページをご覧ください＞

https://town.sobetsu.lg.jp/chosei/gyosei/seisaku.html
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【お問い合わせ先】壮瞥町農業委員会（☎0142-66-2121）

農業委員の任命について
新たな農業委員の任命（令和2年7月20日付け任命：任期3年間）

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」（以下「農業委員会法」という。）に基づく

市町村の行政委員会です。

この農業委員会を組織する農業委員は、市町村長が、農業に関する識見のある方を、市町

村議会の同意を得て任命することとされています。

本町では、本年、これまで任命していた農業委員の任期が、令和2年7月19日付けで満了と

なるため、新たな農業委員の募集・選定を行い、7月20日付けで任命し、新しい農業委員会

の組織体制をスタートしたところです。

＜新しい農業委員の方々＞

高まる農業委員会の役割
農業委員会は、農地法や農業経営基盤強化促進法等に基づく農地の利用調整や権利移動に

関する業務を行うとともに、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等の

「農地利用の最適化」に関する業務を行っています。

特に、平成27年には、その主たる使命をより良く果たせるよう、

①　農地等の利用の最適化の推進が最も重要な業務であることを明確にする

②　これまで公選制であった農業委員の選出方法を改め、市町村長が農業に関する識見の

ある方を、市町村議会の同意を得て任命する

などの農業委員会法の改正が行われ、担い手への農地集積・集約化を進める上で、中心的

な役割を果たすことが求められています。

【上段左から】

岩倉　隆委員、清水俊一委員、佐藤慶太委員、岩倉賢一委員

【前列左から】

松本敏春農地調整委員長、南　和孝会長、堀口英男会長職務

代理者、畠山惠美子農業振興委員長
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10月1日実施

国勢調査は、5年に一度実施する国の最も重要な統計調査です。
令和2年10月1日現在、国籍は関係なく、日本国内に住んでいる全ての人及び世帯

が対象となり、全ての人に申告の義務があります。

【お願い】
新型コロナウイルス感染症の発生と感染拡大防止のため、国勢調査員が調査書

類を配布する際の説明などは、インターホン越しで行います。

調査の回答は、できる限りインターネットまたは郵送でお願いしま
す。この場合、国勢調査員が調査票回収のために訪問することはありません。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

9月中旬頃、調査員が皆さんのご自宅に
調査票を配布します

回答方法は次の3つです

②郵送で回答

③調査員へ提出し
回答

①インターネットで
回答

【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）

パソコン・スマートフォンを使って、いつでも
好きな時間に回答できます。
回答期間は9月14日㈪から10月7日㈬まで。

紙の調査票に記入し、提出用の封筒に入れポス
トへ。
回答期間は10月1日㈭から10月7日㈬まで。

紙の調査票に記入し、回収に来た国勢調査員に
渡してください。
回答期間は10月1日㈭から10月7日㈬まで。
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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

8月から9月は、日本では台風の接近・上陸が多くなる時期です。

台風は、北海道に接近するまでに海面水温の低い海域を通過してくることが多い

ため、水蒸気の供給量が少なくなり、勢力を弱めることが多くなります。しかし、

一旦弱まった台風が温帯低気圧に変わって再発達し、被害が拡大する場合もありま

す。

気象庁では、台風の進路予報と強・暴風域の予報を発表しています。室蘭地方気

象台では、「土砂災害」や「浸水害」のおそれがある場合に「大雨警報・注意報」

を、洪水による災害のおそれがある場合に「洪水警報・注意報」を発表します。

また、大雨警報が発表されている中で土砂災害が発生する危険性がより高まった

ときには、胆振総合振興局と共同で「土砂災害警戒情報」を発表します。この場合

は、急傾斜地の近くにお住まいの方は、避難行動をとるなど、より一層の警戒が必

要です。

テレビやラジオなどで台風の接近を知ったときには、気象台のホームページで内

容を確認し、自治体が発表する避難情報に留意しましょう。

台風シーズンです！
土砂災害や洪水害、暴風害から身を守りましょう

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-3227）

図１　台風発生・接近・上陸の月別平年値 図２　台風情報の表示例
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オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)オーロラだよりーすみれのフィンランド留学記ー(23)

夏至祭
Moi！6月中旬から7月頭にかけて私の住んでいる地域は白夜であり、24

時間太陽の沈まない日が続きます。今年は21日が夏至。フィンランドの大

切な行事である夏至祭は、この時期の金・土曜日に祝われます。フィンラ
ンド人の多くは森の中にあるサマーコテージで友人や家族とゆったり過ご
します。悪魔のスピリットを追い払い豊作を

願うため、コッコと呼ばれるかがり火を炊くのが伝統的ですが、
今年は山火事警報が出ていたため、かがり火はできませんでし
た。私は高校1年生のときにお世話になったホストファミリー、
そしてその親戚とスモークサウナに入ったり、お花を摘んで花

冠をつくったりして夏至祭を楽しみました。フィンランドの夏

至祭には不思議なことが起こると信じられており、たくさんの
言い伝えがあります。中でも有名なのは、無言で7種類の花を摘

んで、それを3本の髪の毛で束ね、枕の下に置いて寝ると、翌朝

に将来自分が独身か結婚できるかがわかり、夢の中に結婚相手

が出てくるというもの。ムーミンのお話の中にも出てくるそう
です。

猫の飼い方に注意しましょう!!
「猫が庭に入って来て困る」、「鳴き声がうるさい」、「ふん尿で困っている」などの苦情が

毎年寄せられています。飼い主による無責任な飼養は、近隣の人々に迷惑をかけるばかりで

なく、猫にとっても大変不幸なことです。

猫の飼い主は、気配りと責任ある飼養に努めましょう。

１　猫は室内で飼いましょう。

２　管理できる頭数にしましょう。

また、飼えない子猫が生まれないように、不妊・去勢措置をしましょう。

３　名札などをつけて、飼い主がわかるようにしましょう。

◎猫の飼い方については、法律や北海道の条例で定めがあります!!
○法　　　律：「動物の愛護及び管理に関する法律」（家庭動物等の飼養及び保管に関す

る基準）

○北海道条例：「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」

・不慮の事故防止等、猫の健康及び安全の保持、周辺環境の保全の観点から、屋内飼育

に努めること。

・頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい

支障を及ぼすことのないよう努めること。

・むやみに数を増やさないため、不妊・去勢措置を行い、管理できる数を超えないよう

にすること。

周辺環境に著しい影響を及ぼす場合は、道から改善の勧告や命令が行われます。また、そ

れに従わなかった場合は罰則もありますのでご注意ください。　

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課（☎0142-66-2121）



ー 14 ー

ジオパーク通信ジオパーク通信 第　98　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）

貫気別（ぬっきべつ）川は、洞爺湖有珠山ジオパークを代表

する大きな川です。この川は、鮭のふるさとで、例年９月下旬

～10月にかけて、豊浦町にあるインディアン水車公園では、海

から帰ってきたサケを見ることができます。このシーズンなら
ではの色鮮やかな鮭の姿をぜひ間近でご覧ください！

スマホで右下のQRコードを読み込み「洞爺湖有珠山ジオ
パーク公式アカウント」を友だち登録すると、参加できます。
決められたチェックポイントに行くと、自動的にメッセー

ジがスマホに届き、１ポイント達成となります。ポイントが
集まったら、「洞爺財田自然体験ハウス」か「洞爺湖ビジタ
ーセンター/火山科学館」で景品を交換できます（先着順、
なくなり次第終了）。また、９ポイント達成で特賞抽選のチ
ャンスがあります！

散策でジオパークを楽しみたい人は、ぜひご登録ください。

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会では、この地域のアイヌ
語に由来する地名を紹介する絵本を製作中です。長い時間の中

で、川の形や呼び名は変化してきましたが、アイヌ語由来の名

前をたどると、大地の形や、動植物の様子がわかることも。
発刊は今年12月を予定しており、各市町の図書館（室）、学

校の他、ジオパーク内の病院、美容院、金融機関の待ち合い場

所等に配布予定ですので、お楽しみに！

秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介秋のおすすめスポット紹介

大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！大好評実施中！

洞爺湖有珠山ジオパーク　アイヌ語地名絵本

『かわのよびなを旅する』製作中！

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。

洞爺湖有珠山ジオパーク公式アカウント

ＱＲコード

「LINEで簡単！スマホdeスタンプラリー(洞爺湖めぐり編)」



ー 15 ー

�Ü� �Ì �Ù�
� � ��� �

1市3町ピカピカ大作戦
7月4日㈯、伊達信用金庫及び、同社と包括連携

協定を取り交わした壮瞥町を含む近隣市町からの
参加者により、地域の活性化と、観光地としての
イメージアップを図るための取組として、「ピカピ
カ大作戦」と名付けた清掃活動が実施されました。
夏の本格的な観光シーズンを前に、1977年火山遺
構公園や洞爺湖畔など、地域が誇る観光資源の美
化のため、総勢60名の参加者が汗を流しました。
きれいになった観光地を、来訪者に楽しんでもら
えることを期待します！

食品衛生責任者の講習を受けました
7月28日㈫、壮瞥高校の体育館で食品衛生責任者養

成講習会が開催され、壮瞥高校2・3年生37名が受講
しました。事前に本講習会の受講希望をとったところ、
2・3年生全員が希望し、食品製造の授業を活用し受講
しました。

食品衛生責任者とは、食品を扱う営業を行う場合に、
営業許可を受ける施設ごとに1名以上置かなければい
けなく、施設において食中毒や食品衛生違反を起こさ
ないように、食品衛生上の管理運営を行う者です。

講習会は１日をかけて行われ、普段の授業でも食品
の衛生について気をつけている生徒たちも、改めて食品等の衛生的な取り扱いについて学びました。

学校図書が贈呈されました
7月22日㈬、公益財団法人日本教育公務員弘済会北

海道支部（船山純支部長）から壮瞥小学校に学校図書
20万円相当が贈呈されました。

贈呈式では、校長先生と児童を代表して6年生の大川
響己君（児童会長）、和田輝君（図書委員長）が同支部
推進役参事の川上博氏より贈呈書と本を受け取り、児
童代表あいさつをした和田君は、「本をいただきありが
とうございます。大切に読ませてもらいます」とお礼を
伝えました。

本事業は、弘済会が実施する楽しく勉強できるサポ
ート事業のうちの１つで、今年度全道136校の応募があったところ、胆振管内では本校を含めて2校が贈
呈を受けたとのことです。ありがとうございました。
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清水加奈さんミニコンサート
8月6日㈭、地域交流センター山美湖で壮瞥小学

校全校生徒を対象にした清水加奈さんのミニコン
サートが開催されました。

清水さんは壮瞥町出身で、武蔵野音楽大学を卒
業後、ローマに留学し、オペラ歌手として活躍さ
れています。新型コロナウイルス感染症の影響で
帰郷している機会に、今回の公演が実現し、全7
曲を披露され、小学校の児童たちは、清水さんの
美しい歌声に聞き入っていました。

壮瞥産ブドウでワインが完成しました！
京都の醸造会社「丹波ワイン」では、壮瞥町産のブドウを使っ

た新しいワインを醸造し、販売が開始されました！
同社では、昨年秋に町内で収穫したワイン醸造用ブドウ「ピ

ノ・ブラン」を使って、180本のワインを醸造。そのうち72本が、
道の駅そうべつ情報館i内の「農産物直売所サムズ」で、8月10日
㈪から販売されましたが、好評で9月1日現在完売しています。で
き上がったワインは、酸味がほどよい、辛口の白ワインです。今
後の継続的な生産に期待です！

防犯功労者表彰を受賞しました
8月7日㈮、藤川順子さんが、北海道警察本部長

と北海道防犯協会連合会理事長の連名による防犯
功労者表彰を受賞され、伊達警察署において伝達
式が行われました。藤川さんは、長年にわたり地
域安全活動に尽力され、安全で安心な地域づくり
に貢献された功績が認められたものです。今後も
一層のご活躍を期待いたします。おめでとうござ
います。



第11回斉藤修弥記念陸上競技大会
第28回室蘭地方小学生陸上競技教室

8月9日㈰室蘭市入江陸上競技
場で、第11回斉藤修弥記念陸上
競技大会が開催され、NPO法人
そうべつ地遊スポーツクラブのア
スリートクラブ、ジュニアスポー
ツクラブに参加している小中学生
23名が出場しました。

今年は新型コロナウイルス感染
症の影響で、小学生陸上大会や中
体連大会が中止となり、今シーズ
ン初めての大会出場となりまし
た。大会当日はあいにくの雨で風も強く、コンデ
ィションが悪い中での競技でしたが、選手たちは

「そうきたか！そうべつハチマキ」で気合いを入れ
て、トレーニングの成果を十分に発揮しました。

ー 17 ー

9
SEPTEMBER

�Ü� �Ì �Ù�
� � ��� �

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2年9月18日㈮13:00～15:30（隔月1回第4金曜日開催予定）

※施設都合により

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（☎0142-66-2121）

くらしの無料相談会を開催します
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壮瞥町では、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用し、緊急雇用対策事業として、

会計年度任用職員の募集を行います。

採用予定数／若干名

職種／事務補助員・施設管理補助員

任用期間／採用の日から令和3年3月31日まで

勤務場所／壮瞥町役場・そうべつ情報館i・地域交流

センター山美湖

勤務時間／週20時間以下または4週を平均して20時間

以下

賃金／時間給916円

受験資格／原則として壮瞥町内に居住する健康な方

応募方法／任意の履歴書に写真を貼付し、令和2年9

月18日㈮までに壮瞥町役場企画財政課に提出して

ください。

面接試験等／日時及び会場については追ってご連絡

します。

任用通知／面接試験後、1週間以内に任用の可否につ

いてご連絡します。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場企画財政課（☎0142-66-2121）

令和2年度に「通学定期運賃補助金交付申請書」を

提出された方は、上期分の補助金の交付手続きの受

付をいたしますので、次のとおり提出してください。

（申請書は毎年提出が必要で、未提出の方には補助金

を交付できません。）なお、上期分の補助金交付時期

は10月中旬を予定しています。

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／9月15日㈫

提出書類／

�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。

�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月に送付した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企画財政課までご

連絡ください。

提出先／壮瞥町役場企画財政課企画広報係

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】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係

（☎0142-66-2121）

令和2年10月7日㈬の11:00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。

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。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊

急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお

伝えするシステムです。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

壮瞥町会計年度任用職員の募集について
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通学定期運賃補助金のお知らせ
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Ｊアラート情報伝達訓練を行います
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♪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

放　送　内　容
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壮瞥高校で栽培した野菜や花、果樹、加工品を

販売する「壮高ショップめぐみ」では、1年生が販

売実習を行います。一生懸命がんばりますので、

ぜひご来店ください！

たくさんの方のお越しをお待ちしております！

今後の開催予定日／

9月10日㈭、10月8日㈭、22日㈭、11月5日㈭

※各日とも15:30～16:30の1時間

会場／壮瞥高校　第1農場内　ショップめぐみ

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、

生徒たちはマスクを着用しています。また、生

徒と来店客の間にビニールシートを設置すると

ともに、店内に入れる人数は、一度に2組までと

させていただきます。

【お問合わせ先】

北海道壮瞥高等学校（☎0142-66-2456)

毎年10月上旬に開催している「そうべつりんご

まつり」につきましては、そうべつりんごまつり

実行委員会（高井一英実行委員長）において、新

型コロナウイルス感染症の感染防止と来場するお

客様や出店事業者、関係者等の健康及び安全を熟

慮した結果、苦渋の決断となりましたが、開催を

中止する判断がされましたのでお知らせします。

本まつりについては、町内外から毎年１万人以

上のお客様にご来場をいただいており、本年も開

催を心待ちにされている方も多数いらっしゃるこ

とと存じますが、中止の判断に何卒ご理解をいた

だきますようお願い申し上げます。

なお、引き続き、壮瞥産のりんごをはじめ、く

だものをご愛顧いただきますようお願い申し上げ

ます。

毎年10月に東京で開催しています「関東そうべ

つ会（阿野眞紀緒会長）」の総会及び懇親交流会で

すが、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から中止するこ ととなりました。

毎年、町民の参加を募集しており、今年度、参

加をご検討いただいていた皆さまには大変申し訳

ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。

関東そうべつ会では新規会員を募集しています！

関東そうべつ会は、「そうべつ」にゆかりのある

方の親睦と情報交換を図り、郷土愛を高めること

を目的として、年１回東京都内で開催する総会を

中心に様々な事業を行っています。親戚、友人、

お知り合いの方で、関東在住の壮瞥町出身の方、

壮瞥町にゆかりのある方がいらっしゃいましたら

入会をお勧めいただくか、役場総務課までご紹介

ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課（☎0142-66-2121）

生活費が足りなくて困っている、就職したいけ

れど決まらない、借金の返済で生活が圧迫されて

いる、子どもが引きこもっているなど現在の生活

にお困り方のご相談を広く受け付けます。ご相談

はあらかじめお電話で予約を入れてください。

開設日時／9月24日㈭13:00～14:00

開催場所／壮瞥町地域交流センター山美湖

小会議室

※出張相談会は今年度より予約制とさせていただ

きます。予約は2営業日前までにお願いいたしま

す。

【お問い合わせ・相談予約先】

生活就労サポートセンターいぶり

（☎0120-09-0783）

壮高ショップめぐみ
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「第44回そうべつりんごまつり」
中止のお知らせINF
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「令和２年度関東そうべつ会総会・
懇親交流会」開催中止のお知らせINF
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生活、仕事、家計、家族の悩み相談の
ご案内INF
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ATI
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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。

無料法律相談を開催しております
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09月06日(日)

09月13日(日)

09月20日(日)

09月21日(月)

09月22日(火)

09月27日(日)

10月04日(日)

森歯科クリニック 室蘭市港北町2-5-18 0143-55-0118

ふかせ歯科 登別市中央町2-16-4 0143-85-2477

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 0142-82-3787

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

横山歯科医院 室蘭市母恋北町2-3-16 0143-22-2394

高砂公園歯科 室蘭市高砂町2-1-21 0143-43-2118

J.FUKUDA DENTAL CLINIC 室蘭市中島町1-31-10 0143-41-7755

福田歯科医院 室蘭市輪西町2-8-2 0143-84-6480

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）

9月歯科救急医療実施について
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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09月10日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和2年09月04日(金)

令和2年09月24日(木) 阿部　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年09月18日(金)

令和2年10月08日(木) 林　弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和2年10月02日(金)

令和2年10月22日(木) 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年10月16日(金)

令和2年11月12日(木) 池田　弁護士(池田翔一法律事務所) 令和2年11月06日(金)

令和2年11月26日(木) 本間　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年11月20日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限
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●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9月11日㈮まで

試験期日／令和2年9月23日㈬～10月1日㈭（いずれ

か1日）

●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9月10日㈭まで

試験期日／1次試験：令和2年9月18日㈮～9月20日

㈰(いずれか1日）

●防衛大学校（一般）
資格／18歳以上21歳未満の男女（高卒または高専3

年次修了した方）※見込含む

受付期間／令和2年10月22日㈭まで

試験期日／1次試験：令和2年11月7日㈯及び8日㈰

(2日間）

●防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護
学生）

資格／18歳以上21歳未満の男女（高卒または高専3

年次修了した方）※見込含む

受付期間／令和2年10月1日㈭まで

試験期日／1次試験：令和2年10月17日㈯

●防衛大学校医学科学生
資格／18歳以上21歳未満の男女（高卒または高専3

年次修了した方）※見込含む

受付期間／令和2年10月7日㈬まで

試験期日／1次試験：令和2年10月24日㈯及び25日

㈰(2日間）

【お問い合わせ、お申し込み、資料の請求先】

〒050-0083　室蘭市東町2-21-12　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9月試験　まもなく受付締切！

INF
ORM
ATI
ON

9
SEPTEMBER

死亡事故ゼロ225日
ー人身交通事故発生状況7月分ー

発生 2件（ 6件）

死者 0名（ 0名）

負傷 2名（ 6名）

※7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7月11日～令和2年8月10日）

■人のうごき

■7月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,462人 （△ 1）

男 1,155人 （△ 1）

女 1,307人 （ 0）

世帯数 1,323戸 （ 0）

※7月末現在（ 　）は前月差

今野　澄子さん （83歳）【建部団地】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生おめでとう

細川
ほそかわ

朝日
あ さ ひ

ちゃん　令和2年7月31日

【建部公住・雄太さん・果歩さん】
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夜空を見る集い通信
9月・10月に開催する「夜空を見る集い」をご案内します。

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／9月10日㈭、9月27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（1） 13:30～14:30 先着3名 参加料200円

裂き織りコースター作り（2） 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（1）と（2）は同一の内容です。

その他／

・9日と19日それぞれにおいて、同一内容の講座が開催されます。ご都合のよろしい

方へご参加ください。

・必ずマスクを着けてご来場ください。

申　込／壮瞥町教育委員会生涯学習課　前川までお電話ください（☎0142-66-2131）

壮瞥町マイプラン講座のご案内

～午後のサン・ルーム～

①第4回…9月18日㈮
・土星、木星、天の川を観測しよう！

・星座番傘を作ろう！

・見つけてみよう！周極6星座！

（周極6星座試験）

場所／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教育課　前川までお電話ください（☎0142-66-2131）

※新型コロナウイルス対策のため、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。

②第5回…10月1日㈭
・中秋の名月を見よう！

・“みつろう”でロウソクを作ろう！
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令和2年度　芸術鑑賞ツアー第2ステージ参加者募集！
｢ムーミン展 THE ART AND THE STORY｣に

行こう！
「ムーミン展 THE ART AND THE STORY」を観覧する芸術鑑賞ツアーを企画します。小

説の挿絵原画を中心に、約500点の貴重なコレクションが展示され、ムーミンや仲間た

ちの魅力が紹介されています。壮瞥町とも縁が深い国、フィンランドを代表する芸術家

トーベ・ヤンソンの生み出したキャラクター“ムーミン”の世界に浸ってみませんか？

期　日／令和2年10月25日㈰

会　場／札幌芸術の森美術館

参加料／1,500円程度

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。ご了承ください。）

締　切／10月9日㈮（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます）

その他／新型コロナウィルス感染症の流行状況によっては、事業を中止することがござ

います。あらかじめご了承ください。

申　込／壮瞥町教育委員会生涯学習課　前川（☎0142-66-2131）

令和２年度そうべつサマーキャンプが
開催されました！

令和2年8月1日㈯～2日㈰に、壮瞥町子ども会育成連絡協議会主催、壮瞥町教育委員会・

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ共催、NPO法人いきものいんくを講師に迎え、青少年

育成基金より助成を受けて、「令和2年度そうべつサマーキャンプ」が開催されました。

これは小学4～6年生を対象とした事業で、13名が参加し、長流川でのシュノーケリング

や大作農園での野菜収穫体験、オロフレほっとピアザで自分たちの力でテントを張ったり、

オロフレスキー場にある“オロフレ沼”の探索や、ツリー

イングなど、様々な活動を行いました。

長流川ではヤツメウナギ、“オロフレ沼”ではエゾサンシ

ョウウオなど、

たくさんの貴重

な生き物との出

会いもあり、参

加した児童は壮

瞥町の自然体験

を楽しみまし

た。

イベント報告

↑長流川でシュノーケリング ↑オロフレでツリーイング



ー 24 ー

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

9月1日㈫は「防災の日」です。大正12年（1932年）9月1日に発生し10万人以上の死者と行方
不明者を出した「関東大震災」に由来しています。また、9月付近は台風の襲来が多い時期でもあ
り「災害への備えを怠らないように」と全国各地で防災週間として様々な訓練が行われます。壮瞥

町では幾度と有珠山噴火を経験しており、平成25年に町内全戸に防災マップを配布しておりますが、
噴火災害の他に壮瞥町を含めた近隣市町でも大規模な水害や風害が発生しております。今月は壮瞥

町近隣で発生した自然災害記録を取りまとめた資料や防災に関する書籍を展示します。

�新刊図書案内�

（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。）

９月の展示

もしもの時の防災特集!

『コロナの時代の僕ら』　作：パオロ・ジョルダーノ　訳：飯田亮介

イタリアでコロナウイルス感染が広がり、死者が急激に増えていった2020年2月

下旬から3月下旬に書き綴られたエッセイ集であり、最悪の事態を阻むことができ
なかった自らとイタリアの人々、そして人類の振る舞いを振り返る著者の思考と
後悔の記録である。日本の私たちにとっても他人事でない重要な記録である。

『小学五年生』作：重松　清

クラスメイトの突然の転校、近しい人との死別、見知らぬ大人や、転校先での
出会い、異性に寄せるほのかな恋心、淡い性の目覚め、ケンカと友情、まだ「お
とな」ではないけれど、もう「子ども」でもない。微妙な時期の小学五年生の少

年達の涙と微笑みを、移りゆく美しい四季を背景に描く、17編のショートストー
リー。

『鐘を鳴らす子供たち』　作：古内一絵

教科書に墨を塗られた良仁たちは、大人が起こした戦争に振り回された子ども
たちだ。同時に大人たちもまた、自分たちの起こした戦争に深く傷つきさいなま
れていた。だからこそ、大人と子どもが一緒になって作り上げた「鐘の鳴る丘」
は、あんなに圧倒的に世間に受け入れられたのだろう。「鐘の鳴る丘」は大勢の人

にとって自分たちの物語だった。戦後七十五年著者渾身の最新作！
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ブレデイみかこ（福岡市出身）　

ノンフィクション作家でイギリス在住20年、今年55歳

のブレデイみかこさん。イギリスで保育士として働きな
がら託児所に集う親子の日常を通してイギリスの教育、
経済格差の現状をレポートしたのが「子供たちの階級闘争」また、
2019年自身の中学生の息子の子育てを軸にイギリス社会の矛盾や希望

を描いた「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」が大ブレイク、
ノンフィクション大賞などを受賞し、多くの人々に読まれた。

馳　星周（浦河町出身）

ノワール小説家として「不夜城」など闇の世界を書い
てきたが、最近海外や山岳を舞台にした新たな領域に広

げる中で、今年「少年と犬」で何度も候補に挙がってい
た直木賞を受賞！！次々と飼い主を変えながら何かを求め東北から九

州まで旅する犬を通して様々な人間模様を描かれている。ちなみに受

賞の知らせは浦河に帰省中に友人たちに囲まれながら受けた。

タイトル「わが殿」　畠中　恵著　文芸春秋社　

時代は幕末。全ての常識が移り変わる大きなうねり
の中で大野藩主土井利忠につかえる内山七郎右衛門。
彼は藩の財政を立て直すため「殿」の打出の小槌として、あの手、
この手でお金をひねり出す。なんと侍が商売を始めた！！侍だけ
ど柔らかな頭を持った七郎右衛門の心の内、そして周囲の人の気

持ちの変化にいつのまにか引き込まれてしまう。
（推薦者　C・T）
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「一般書」

『家族じまい』『綴る女－評

伝・宮尾登美子』『鬼遊び－

闇の子守唄』『鬼遊び－髑髏

の手まり歌』『鬼遊び－地獄

のお囃子』『鬼遊び－鬼よぶ
わらべ歌』『ブルー・ローズ
上巻』『ブルー・ローズ下巻』

『比ぶ者なき』『四神の旗』
『少年と犬』『高峰秀子の反

骨』『花と鳥の輝き』『水を
縫う』『恐竜まみれー発掘現

場は今日も命がけ』『なぜ僕

らは働くのか－君が幸せに
なるために考えてほしい大

切なこと』『「これから」の
時代（とき）を生きる君た
ちへ－イタリア・ミラノの
校長先生のメッセージ』『コ
ツのコツシリーズ 自然農

園のつくり方と使い方－植

物エキス・木酢エキス・発

酵エキス』『オリンピック・

マネー－誰も知らない東京

五輪の裏側』『われわれはな
ぜ死ぬのかー死の生命科学』

『朝鮮半島と日本の未来』
『潮騒はるか』『見えない絶

景－深海底巨大地形』『動き
出した時計－ベトナム残留

日本兵とその家族』『アロハ
で猟師、はじめました』『人

は、なぜ他人を許さないの
か？』『ヒグマ大全』『北海

道ワイナリー－つくり手た
ちを訪ねて』『北海道キャン
プ 場 ＆ コ テ ー ジ ガ イ ド

〈2020－21〉』

（注）上記の書籍を発注して
おりますが、納品が遅

れることがありますの
で、ご承知願います。

しゅんな作家の

しゅんな本しゅんな本

講演名 『そうきたか高速道路！』
講　師 ㈱ネクスコ・メンテナンス北海道室蘭事業所　

所長　小川雅俊
日　時 令和2年9月24日㈭13:30〜15:30
場　所 図書分室（旧壮瞥消防署）
定　員 20名（先着）
内　容 高速道路の知られざる珍しいお話を聞いたり、クイズ

などを行います。「ドローン」の操縦体験もあります。

図書分室から講演のお知らせ

わたしのオススメ本

おめでとう!!　第163回直木賞受賞
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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9月号

ドライバーの皆さんへ
・夕方から夜間にかけて、歩行者等の見落としや発見

遅れによる事故を防ぐため、対向車や前車がいない

ときは、前照灯をハイビームに切り替えましょう！

・特に進路右側からの横断歩行者に注意しましょ

う！

・運転する前に、同乗者全員がシートベルトを正しく

着用しているか確認しましょう！

歩行者の皆さんへ
・横断前に左右を確認し、道路中央でもう一度左を確

認しましょう！

・夜の外出は、明るい服装や反射材を着用しましょ

う！

運動の実施期間は、9月21日から9月30日まで

壮瞥町における熊の目撃情報は、

有珠山、昭和新山の山麓を中心とし

て、6月2日から7月24日までの間に

①6/3

東湖畔妙見神社上の畑付近　

②6/2

滝之町新山沼展望台付近　

③6/25､7/4､7/24

湖畔から昭和新山に向かう道道

の新山入り口付近　

④6/25､6/29､7/3､7/4(3回)､7/21

新山大橋、大有珠トンネル付近　

の計12回となっており、目撃された熊の大きさ、毛色等の違いから、複数の個体がいるものと思

われます。洞爺湖町、伊達市においても、多数目撃されており、秋に向けてさらに活発に行動す

るものと思われます。

今後、キノコ採りシーズンとなり、山に入ることもあるかと思いますが、鈴やラジオなど音の

出るものを持つなどの熊対策をしてください。

もし、熊のフンを見つけたり、熊の気配がしたら、すぐにその場を離れてください。

熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!熊出没!キノコ採り入山注意!



“ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心”

救急件数 028件 （累計 159件）

火災件数 00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
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9月号の広報テーマ「風水害による事故防止」

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

西胆振行政事務組合

7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分7月分

風水害による被害を最小限に

これからの季節は、大雨や台風などによる風水

害が発生しやすくなります。

近年、予測できないような竜巻や集中豪雨など、

短時間での天気の変動も多く確認され、生命に関

わる大きな災害になることもあります。警報や注

意報が発令されたときには、自主的に避難するこ

とも必要です。避難を呼びかける広報車などが巡

回したときは、関係機関の誘導に従い、速やかに

避難するようにしましょう。

防災の日について

9月1日は防災の日です。

1923年（大正12年）9月1日に発生した関東大震

災が由来となり防災の日が制定されました。

台風・高潮・地震などの災害に対する認識を深め、

平時の備えについて確認する日となります。

いつ発生するかわからない災害に対する、日頃

の備えが大切です。

家具類の転倒防止対策や、電気、ガス、水道な

どのライフラインが停止した際に備えて、飲料水

や長期的な保存の効く食料などを蓄えておくこと

が必要です。

災害時は、携帯電話などの各通信機器の回線が

混雑して、連絡がとれないこともあるので、災害

用伝言ダイヤルなどの安否確認方法や集合場所な

どを家族で確認しておきましょう。

役立つ「災害情報サービス」の活用を!!

西胆振行政事務組合消防本部では、伊達市・洞

爺湖町・豊浦町・壮瞥町で発生した火災や救助、

自然災害等の情報を「西胆振消防公式Facebook」

や携帯電話、スマートフォン、パソコン等に「電

子メール」を配信するサービスを行っています。

「西胆振消防公式Facebook」は誰でも閲覧可能

ですが、「電子メール」配信サービスについては事

前登録が必要となります。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）」をご覧ください。

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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令和２年９月１日　発行／壮瞥町　編集／企画財政課企画広報係

壮瞥町役場　ホームページ　http://www.town.sobetsu.lg.jp

電子メール　kikaku@town.sobetsu.lg.jp

この広報紙は再生紙を

使用しています

■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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1日に57人　 …日本において、自らの命を絶っている人の数です。

自殺を考えている人は、口に出さなくても何らかのサインを発しています。「ゲートキ

ーパー」は自殺に向かおうとする人を食い止める“命の門番”です。そのようなサインに

気づいたら、次の4つの行動で、大切な人の命を守りましょう。

新型コロナが流行し、生活が一変してしまいましたね。密を避け、マスクをし、手洗いや

アルコール消毒をこまめに行い、感染予防をしながらの生活。気の合った友人だけではなく、

家族でさえ、気軽に会えない昨今ですが、それでも、新しい生活様式を取り入れながらも、

人との交流を図り、大切な人の命を支え合っていきましょう。

※1　平成30年：警察庁統計より
保健師　澁谷知子

あなたが大切な人の

ゲートキーパー（命の門番）です

①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき①気づき ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ②声かけ

③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する③傾聴する ④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る④つなぐ・見守る

こころの健康相談統一ダイヤル（厚生労働省）　☎0570-064-556

悩みや問題を抱え自殺
に傾いている人の、“いつ

もと違う”表情や行動に
気づくことが第一歩です。

悩みごとは、なかなか自分からは
打ち明けにくいもの。“いつもと違

う”に気づいたら、勇気を出して声
をかけましょう。

悩みを打ち明けられたら、まずは
苦労をねぎらい、相手の気持ちを受
け止め、寄り添ってあげましょう。

問題を解決するため
に、専門家や専門機関につなぐため
のサポートをし、その後も変わらず
見守ってあげましょう。

※１



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。▼

9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

6 9
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

12

13 14 18
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　p17
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00〜21:00　ｐ22

19

8
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

7

16
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

10
町議会第3回定例会
大会議室　10:00〜
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00 p20
図書分室開放日
13:00〜16:00
午後のサンルーム
山美湖2階　研修室1・2
13:30〜15:30　p22

17
決算審査特別委員会
大会議室　10:00〜
町議会第3回定例会
決算審査特別委員会終了後
図書分室開放日
13:00〜16:00

15
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

※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

01日
15日

月・木曜日 月・木曜日

火・金曜日火・金曜日

ダンボール・雑誌・
新聞紙・生きびん・
布類・紙パック

空き缶類・ペットボト
ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）

久保内、上久保内、南久保内、蟠渓、幸内、弁景、

滝３、滝４、ほくと団地、壮瞥温泉、滝之上

仲洞爺、東湖畔、立香、しらかば団地、

滝之町（滝３、滝４、ほくと団地を除く）

Ａ

Ｂ

26日

02日
09日
16日
23日
30日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

2
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
壮瞥町保健センター
13:45〜15:00

51
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

4
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

3
図書分室開放日
13:00〜16:00

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

20 21
敬老の日

25
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

2623
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
壮瞥町保健センター
13:45〜15:00

24
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
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00 p20
子育て支援センター育児サークル
10:00〜12:00

22
秋分の日

27
午後のサンルーム
山美湖2階　研修室1・2
13:30〜15:30　p22

28 10/2
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

10/330
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

10/1
図書分室開放日
13:00〜16:00
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00〜21:00　ｐ22

29
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（容器類）回収日資源ごみ（古紙類）回収日

令和2年
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各事業所・農業者等の皆さん
「はかり」の検査を忘れずに受けましょう！

今年は、2年に1回実施される、
特定計量器定期検査の年です

特定計量器定期検査／
　計量法では、商店・農家・学校・病院・工場等で「取引」・
「証明」等に使用される特定計量器（はかり・分銅・おも
り）について、2年に一度の定期検査が義務付けられてい
ます。検査に合格していない計量器は使用することがで
きません。

検査年月日及び場所／
10月 6日（火）14:00 ～ 16:30　壮瞥町遊学館
10月 7日（水）  9:30 ～ 11:30 　壮瞥町遊学館
　　　　　13:00 ～ 14:00　壮瞥町農村環境改善センター

注意事項／
（1）前回の検査（平成30年5月）後に購入し、使用され
　  ている「はかり」は、令和2年度の検査が免除になる
　  場合があります。
（2）計量士による代検査を受けた「はかり」は、この検査
　  を受ける必要はありません。
（3）定期検査の対象となる主な使用形態。
　・商店等で商品の売買、パック詰めに使用するはかり
　・農業者等が農協等を通さず、直接売買に使用するはかり
　・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
　・学校、保育所、福祉施設等で使用している体重測定
　　用のはかりであって、計量値が健康診断票等に示さ
　　れ通知、報告されるもの
　・農協等が農産物などの売買に使用するはかり
（4）検査は有料です。計量器の種類や能力により金額が
　　異なります。
　　※検査当日に北海道収入証紙で納付することとなります。

その他／役場では、該当となる事業所等の皆さまに対し
　　「はかり」の種類、数量を事前調査しており、検査日、
　　検査場所、検査料を記載した受験通知書を送付いた
　　しますのでよろしくお願いいたします。

【お問い合わせ先】
壮瞥町役場 商工観光課 商工観光係 （☎0142-66-4200）

運転免許自主返納支援制度のお知らせ
　伊達警察署と、壮瞥町を含む伊達署管内1市 3町及び
伊達地区交通安全協会では、高齢者の方が運転免許証を
自主返納した後に、身分証明書として利用できる、「運転
経歴証明書」の発行にかかる手数料を全額助成します。

                           

対象／伊達警察署管内にお住まいの65歳以上の方
内容／
・運転経歴証明書の発行手数料（1,100 円）の全額助成
・証明書に使用する写真料金（1,000 円）の全額助成

【お問い合わせ先】
 伊達警察署 交通課窓口 (☎0142-22-011０）

写真展を開催します！
　壮瞥町では、平成28年度にワークショップを通じて
町民の皆さんからいただいた様々なご意見・ご提案を
もとにロゴ・キャッチコピー『そうきたか！そうべつ』
を制作し、町民有志によって構成される そうきたか！そ
うべつひろめ隊（堀口正章隊長）によるＰＲ活動等を展
開してきました。
　平成29年度から令和元年度には、ワークショップで
最も意見提案の多かった、『そうきたか！そうべつ』に関
連づけたフォトコンテスト事業を3回開催しました。
　コンテストのコンセプトは、ずばり「町民が思わず『そ
うきたか！』と言ってしまうような写真」であることです。
　下記の期間中、町内公共施設で各年の入選作品を展示
しておりますので、ぜひ各会場でご覧ください。

場所・期間及び展示作品／

　　　  場所／期間　　　　　 9月　   10月　  11月
　地域交流センター山美湖   H29      H30         R1
　道の駅情報館i               H30        R1        H29
　ゆーあいの家                 R1      H29       H30

【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）

≪胃がん・大腸がん検診≫
　胃がん検診：
　バリウムを飲み、胃のレントゲン撮影をします。
　大腸がん検診：
　専用のキットで２日分の便をこすりとる
　簡単な検査です。
　※どちらの検診も、お申し込みが必要です。

　対象者／ 30歳以上の町民

※胃や腸の手術をした方、極度の便秘の方、妊娠中の方、
　体重110㎏以上の方は、町の胃がん検診を受けるこ
　とができません。また、不整脈治療中の方は、主治医
　に相談してください。

令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ
※今年の検診は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策をとりながら行います。
※今後の自粛要請などの状況により、中止になることもありますので、ご了承ください。

壮瞥町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に係るアンケートに
ご協力をお願いします
　8月上旬に、対象となる方々へ、 調査票 （介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査） をお送りし、 
同封の返信用封筒にて8月24日までの投函をお願いしておりました。 調査へのご協力に、 感謝申し上げます。
　より多くの皆様のご回答を取り入れて、計画を策定したいと考えておりますので、まだ調査票にご記入、ご返送い
ただいていない皆さまには、お手数をおかけしますが、9月11日（金）までにご返送いただきたいと存じます。
　何卒、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

※調査票を紛失された場合や、調査票の記入に当たりご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】　壮瞥町保健センター 高齢者福祉係 （☎0142-66-4165）

≪骨検診≫
　骨検診：
　腕部位のX線を撮ります。骨粗しょう症の
　早期発見、治療及び予防に役立ちます。

　対象者／男性70歳以上、女性40歳以上

※骨粗しょう症治療中の方は骨検診を受けられません。
料金／
・胃がん検診：1,500円　（国保・後期・生保500円）
・大腸がん検診：1,100円　（国保・後期・生保100円）
・骨　検　診：　500円
お申し込み期限／ 10月16日（金）まで

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

　日時・場所／
　【10月21日（水）】　壮瞥町保健センター
　【10月22日（木）】　農村環境改善センター  
                                       ※受付時間は下記①～⑤
のみ
　【10月23日（金）】　壮瞥町保健センター
　受付時間

日にち 場  所 受付時間

10月21日
（水）

10月22日
(木)

10月23日
（金）

壮瞥町保健センター

農村環境改善センター                                       
※受付時間は①～⑤

壮瞥町保健センター

①午前6:30
②午前7:00
③午前7:30
④午前8:00
⑤午前8:30　
⑥午前9:00
⑦午前9:30
※大腸がん検診
  のみの方は、
  ①～⑤の時間内に
  お越しください。

日にち 場  所 受付時間

10月21日
（水）

10月22日
(木)

壮瞥町保健センター

農村環境改善センター                                     
※受付時間は①～③

①午前6:30
②午前7:30
③午前8:30
④午前9:30
※骨検診のみの方
  は、③8:30～の
  受付になります。



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．市町村民税等を滞納していない者
　　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。

公営住宅
　政令月収が158千円を超える方は入居申し込みができ
ません。（小学生以下のお子さんの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7・9年建設　2号棟・3号棟 　
    戸数、規格　　 1階　2ＬＤＫ(58.50㎡)　2戸    
　月額家賃　　家賃は収入によります。
　　　　　　　（17,500 ～ 26,400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
　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  
　　　　 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10
　建設年度 平成12年建設　4号棟 　
    戸数、規格  2階　1ＬＤＫ(46.64㎡)　1戸  
　月額家賃　　21,000円
　駐車場使用料  月額  500円／台　　
　敷　　金　 63,000円

申込期間／

　令和 2年9月1日（火）～9月15日（火）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。

【お申し込み・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

働きたい方のための出張相談会
　働きたいと思われている方に向けた就労自立支援施
設です。 その他就職相談も歓迎です。 「働きたい」を応援
する無料出張相談会を開催します。

対象／おおむね15歳から49歳の方・ご家族
場所／ハローワーク伊達（伊達市綱代町54）
内容／就労相談・就労体験ほか
日時／10月2日（金）13:30～15:00（先着順・予約可）

【お問い合わせ先】
とまこまい若者サポートステーション
とまこまい「サポステ・プラス」（☎0144-84-8670）
苫小牧市表町3丁目2-13 王子不動産第2ビル 6階

狩猟期間中における道有林への
入林自粛について
　エゾシカの狩猟期間中（地域によって異なりますが、
多くの地域では10月1日～ 3月31日まで）は、多くの
狩猟者が道有林へ入林します。
　狩猟に伴う事故防止のため、この期間の狩猟目的以外
の入林はお控えくださるよう、お願いします。
　エゾシカによる森林等被害を低減するため、皆さまの
ご理解とご協力をお願いします。

【お問い合わせ先】
北海道水産林務部森林環境局道有林課道有林管理係
担当：佐藤、河本　（直通・☎011-204-5519）
〒060-8588　札幌市中央区北3条西6丁目

令和２年度ふれあい敬老昼食会
中止のお知らせ
　社会福祉協議会では、例年、町の後援を受けて65歳以
上の町民の方を対象に、「ふれあい敬老昼食会」を実施し
ております。

　参加者によるカラオケや踊りの発表、お昼には仕出し
弁当を食べ、最後に抽選会で町内の特産品をお持ち帰り
いただき、一日を楽しんでいただく事業です。おかげさ
まで大勢の皆さまにご参加をいただき、山美湖の多目的
ホールがいっぱいになるほどの盛況となっています。

　しかしながら、ご存知の通り「新型コロナウィルス感
染症」の脅威は収まることがなく、いまだ感染者の数は
増え続けています。

　こうした状況を踏まえ、感染拡大を防ぐには「咳エチ
ケットと消毒」に加え、「密閉、密集、密接」の３密を避け
ることが重要であり、屋内で大声を出すイベントは特に
注意を要するとされています。残念ながら「ふれあい敬
老昼食会」は、密集と密接を避けることが困難であり、感
染リスクが高いことから、当年度は中止せざるを得ない
と判断いたしました。どうぞご理解のほど、よろしくお
願いいたします。

　次年度、新型コロナウィルスの脅威が低下したなら、
また皆さまに楽しんでいただけるよう企画し、お知らせ
いたしますので、それまでお待ちいただければ幸いです。

社会福祉法人壮瞥町社会福祉協議会
会長　千田　重光

【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター内  壮瞥町社会福祉協議会
担当：冨田 （☎0142-66-2511）

西いぶりリサイクルプラザから
【和こものつくり講座 ～干支丑～ 】

対象／どなたでも
日時／９月６日（日）・９月10日（木）
　　　10:30 ～ 15:30
会場／西いぶりリサイクルプラザ　2階　
定員／各15人（先着順）
料金／各800円

【お申し込み・お問い合わせ先】
9/3（木）～前日まで電話で申し込み
西いぶりリサイクルプラザ （☎0143-59-0319）

【和こものつくり講座
   ～ポインセチアの１本吊るし～ 】

対象／どなたでも
日時／９月13・27日（日）、９月17・24日（木）
　　　10:30 ～ 15:30
　　　 全４回
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／ 2,000円

【お申し込み・お問い合わせ先】
9/3（木）～前日まで電話で申し込み
西いぶりリサイクルプラザ （☎0143-59-0319）

【きめこみパッチワーク講座】

対象／どなたでも
日時／ 9月19日（土）10:30 ～ 16:00
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

【お申し込み・お問い合わせ先】
9/3（木）～ 11（金）まで電話で申し込み
西いぶりリサイクルプラザ （☎0143-59-0319）


