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ビジット昭和新山キャンペーン開始！
期間中、昭和新山駐車場で500円の駐車
場料金を払うと、1000円分の地域限定商
品券がもらえます（普通車の場合）。

9月19日㈯に開催された有珠山＆昭和
新山ジオツアー（参加費無料・施設利用
料のみ負担）では、地元や道内からの観
光客約65人が参加しました。このツアー
は、10月10日㈯、31日㈯、11月7日㈯に
も実施されます（詳細は広報そうべつ9
月号をご参照ください）。
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第2回定例会以降の町政の主なものについて、9月10日に開催された第3回定例会の冒

頭に報告いたしました。その概要をお知らせします。

□ 新型コロナウイルス感染症対策について
6月以降、全国的に再拡大し、日常生活の変容や心理的な不安、観光業を中心とする

経済的被害など、その影響はますます深刻化しています。プレミアム商品券の発行に

よる地域経済活性化や子育て支援など幅広い分野の施策を執行し、長期化するこの難

局を、町民の皆さまと心を一つにして、乗り越えていく所存です。

□ 旧久保内中学校の利用事業に関する説明会（第2回）について
産業振興や活性化の観点から、町内の農地所有適格法人に、玉ねぎの選果、貯蔵、

加工施設として売却した件について、8月11日、事業者の代表とともに説明会を開催し

ました。住民16名の方が参加し、経済効果や教育との連携への期待、騒音、振動等へ

の対応を確認するなど、活発な意見交換が行われました。

□ 壮瞥町ICT研修会について
国の補助を受けて設立した「農業ICT活用推進協議会」の主催で、先端技術を活用し

たスマート農業に対する理解と、導入の検討促進などを目的として8月26日、27日に開

催され、壮瞥高校生、農業者など約200名が参加しました。農業の経営体質強化や持続

的な発展につながることを期待しています。

□ そうべつりんごまつりの開催中止について
実行委員会では、関係者等の健康及び安全を熟慮した結果、本年度のりんごまつり

を中止する苦渋の判断となりました。

□ 地域おこし協力隊について
感染症の拡大により、働き方や暮らし方への意識の変化もあり、都市部から優秀な

人材の応募があり4名を任用しました。隊員は、町の魅力アップ、農業おこし、スポー

ツ振興などに積極的に取り組んでおり、来年度以降も必要な人材を確保していきたい

と考えております。

□ スポーツによる地域活性化推進事業について
教育委員会では、アウトドアスポーツの普及や新たな産業の創出による活性化等を

目的に、スポーツ庁に助成を申請、採択され、9月4日には設立準備委員会を発足させ、

調査、検討を経て、年度内に「（仮称）そうべつスポーツコミッション」を設立する計

画です。スポーツによる地域の活性化が図られることを期待しています。

以上、皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

詳細は、町ホームページでご覧いただけます。https:www.town.sobetsu.lg.jp/about/chochoshitsu
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1. プロフィール
愛知県出身／32歳／愛知→壮瞥／

職歴：福祉関係の人事など／趣味：スポーツや旅行など 

2. 協力隊に応募したきっかけ
今までフィンランドなど外国も含めいろいろな場所に行きましたが、その場所の皆さんと私

を繋いでくれたのは間違いなくスポーツでした。

壮瞥町が今「スポーツおこし」の一貫として推進しようとしているアウトドアツーリズムは、

今後ますます注目を浴びる観光形態の一つだと感じており、日本人として日本の大切な資源を

守り、世の中に伝えていく仕事がしたいと思いました。

3. 今後の目標
町の活発なスポーツ交流が多種多様なツーリズムに繋がっていく可能性は大きく、この点を

今後どんどん発信していきたいと考えています。

4. 壮瞥町の印象は？
私は壮瞥町に初めて来た際、洞爺湖の穏やかな眺めと新緑の香りで心がホッと落ち着き、こ

んなところに住みたい！と思いました。

コロナ感染拡大防止のため、なかなか直接ご挨拶に伺うことが難しい状況ですが、何かござ

いましたら、お気軽に壮瞥町役場までお問い合わせください。

農業おこし協力隊：籠嶋隊員

研修先の大作農園様では、

18種類のミニトマトが食べ放

題の「ミニトマト狩り」が好評

です。この日のハウス内は40

度超え。汗が吹き出し、体力を

消耗する収穫作業です。収穫

した「イエローアイコ」という

品種はとてもヘタが取れやす

く、上手く収穫するには慣れ

が必要です。慎重に作業して

も、何度もヘタが取れてしま

い、素早く収穫していく農家

さんの技は圧巻でした！

農業おこし協力隊：杉山隊員

自然農業社様で、ズッキー

ニの収穫・出荷作業。玉ねぎの

茎とりや大きさの選別などを

行いました。

土・気候に合った野菜を栽

培し、人気の黒ニンニク（加工

品）・冬場は「乾燥ごぼう」「切

り干し大根」などの加工品を

作り、通年稼働されています。

有機栽培の大豆や豆・切り干

し大根作りなど、これからの

収穫も楽しみですし、また勉

強したいです。（有機原材料の

加工品は、とても貴重です！）

魅力おこし協力隊：清水隊員

「熊牧場」「遺構公園」など

の観光地を巡り、「きのこラー

メン」や「ジェラート」などの

壮瞥町グルメを食し、「子ども

郷土史講座」や「防災学校」な

どにも参加。幅広い内容でブ

ログやインスタグラムを日々

更新しています！

「お店のコレ、町のインスタ

グラムで紹介して欲しい！」

という情報があれば、役場の

企画財政課までお気軽にご連

絡ください。日時をご相談し

て、撮影に伺います！

中岡
なかおか

紗恵子
さ え こ

さん

地域おこし協力隊の活動は、町の移住情報サイトから見ることができます
https://www.town.sobetsu.lg.jp/iju/
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選挙管理委員会委員の紹介
任期満了に伴う選挙管理委員会の選挙が壮瞥町議会第2回定例会において行われ、次の

方々が選挙管理委員に選ばれました。

その後に開催された選挙管理委員会で委員長・委員長職務代理者が決まりました。

任期は、令和2年7月17日から4年間です。

選挙管理委員会は、町

長・町議会議員選挙をはじ

め、国会議員や北海道知事、

北海道議会議員選挙等、法

令によってその権限とされ

る選挙に関する事務を管理

しています。

主な仕事は、各種選挙の

管理執行、選挙人名簿の調

製、選挙啓発に関すること

などです。

委員の定数は４名で、都

道府県、市町村で全て同じ

です。

教育委員会委員の任命について
現委員の成澤敏勇氏は、平成24年10月4日付けで教

育委員に就任して以来、2期8年にわたり精力的に教育

行政の適正な執行にご尽力いただいています。

教育委員会委員は、町長が町議会の同意を得て任命

することとされており、任期は４年です。現委員の任

期が令和２年10月3日付けで満了となるため、引き続

き委員に選任したく、議会の同意を得て任命いたしま

した。

教育委員会は、「地方自治法」及び「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」に基づいて設置された、

合議制の執行機関です。教育委員会は、町長が町議会

の同意を得て任命する教育長と、同じく町議会の同意

を得て任命する４名の委員で組織されています。

上段左から　小山内登委員、松本晃委員

前列左から　畠山政明職務代理者、千田重光委員長

【お問い合わせ先】壮瞥町選挙管理委員会（☎0142-66-2121）

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会 生涯学習課（☎0142-66-2131）
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【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）

壮瞥町の女性が全国8位に!
厚生労働省では、このほど「平成25年～平成29年人口動態保健所・市区町村別統計」

の概況を公表しました。この統計は、5年間の人口動態統計のデータを基に作成したも

ので、それによると、地域の死亡数を、全国を100として比較した場合、壮瞥町の女性

は80.4と、全国に比べて死亡率が低く、全国の市区町村の中では8番目に、道内では2

番目に死亡率が低い町となっていました。

これは、壮瞥町の女性は健康づくりへの意識が高いことによるものと思います。

今年度は、新型コロナウイルス感染

症予防対策をしながら実施予定の検

診・健診がまだあります。冬の生活習

慣病健診は12月の土日を利用して、4

日間開催予定です。詳しい日時や対象

者につきましては、これからの広報や

おしらせそうべつに記載しますので、

ぜひ、ご覧になり、健康づくり係にお

申し込みください。

町民の皆さま、これからも、年に１回は検診・健診を受け、良い生活習慣を心掛け

ながら、ご自身の健康管理に努めていきましょう。

女性の“標準化死亡比※”の全国上位10位（市区町村別）

※標準化死亡比：全国の平均を100として、それと比べた死亡率の

低さ（高さ）を表す指標

1 沖縄県 北中城村 71.9

2 群馬県 川場村 72.4

3 山口県 平生町 74.4

4 沖縄県 中城村 75.7

5 北海道 新十津川町 76.8

6 神奈川県 川崎市麻生区 79.5

7 沖縄県 南風原町 79.9

8 北海道 壮瞥町 80.4

9 新潟県 津南町 81.0

10 沖縄県 豊見城市 81.1

順位 都道府県 市区町村 標準化死亡比

私
た
ち
、
健
康
づ
く
り
係
が
、
皆
さ
ま
の
健
康
づ
く

り
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。



Lakkiaiset（卒業式）

Moi！　今回は私にとって最も印象的だった、フィンランドの高校の卒業式につい
て紹介します。
5月の終わりまたは6月上旬に行われる卒業式。雰囲気が日本の卒業式とは似ても似

つかず驚きました。私の通っている高校では全生徒、先生、
保護者と地域の方々が参加します。女の子はドレス、男の
子はスーツでおめかししていて、とてもきれいでした。式

は在校生や先生方、市の音楽スクールの生徒による演奏からはじまり、挨拶、歌の
斉唱、そして卒業帽の授与と続きます。歌や演奏はこれから始まる夏を連想させる
ようなさわやかで楽しい曲ばかり。卒業する生徒に泣いている人は見当たらず、や
っと卒業できる嬉しさ、これから始まる新しい生活をわくわく待ちわびる気持ちが
表情から伝わってきました。以前の私にとって卒業とは「さみしい、涙、別れ」と
いうイメージが強かったのですが、このフィンランドの卒業式をみて、こういうの
もありなんだと感じ、新鮮でした。私も1年後に笑顔で胸を張って卒業生としてあの
場に立つことを夢見て、日々勉強に励んでいます。
(※今年は新型コロナウイルスの影響で通常通りの卒業式はできていません。)

企画財政課企画広報係　☎0142-66-2121

�Ý� � �Ì� � �

今年の4月に壮瞥温泉団地に引っ越してきました。風光明媚でとても満足しております。1つだけ残念なのは、

洞爺湖温泉地区は湖畔の周りに散歩ができますが、壮瞥町に入るところより湖畔の散歩ができず、車道は大き

なトラックが往来し、歩道を歩いていると、トラックが通過すると風で体がすい寄せられ、とても危険です。

壮瞥町も観光地として、十分対応できる地域です。

洞爺湖温泉地区より壮瞥町湖畔周りを安全に散歩できる散歩道が必要です。クラウドファンディングなどを

利用して資金、募金など利用するのも一理あります。

まずは、洞爺湖温泉に観光に来たお客さまが湖畔の周りを静かに散歩し、壮瞥町に来ていただくことから、

始めてはいかがですか。

（岡本　正巳）

【ご意見】

この度は、壮瞥町の魅力づくりにつながる貴重なご意見をいただき感謝申し上げます。文面から、ご提言の洞

爺湖畔沿いの道路は、北海道が管理する道道洞爺湖登別線であると思われます。

この道路は、現在、北海道において、地域住民や来遊観光客の安全確保と次期有珠山噴火に備えた避難道路と

して、車道拡幅や歩道整備が計画されており、順次、計画的に事業を進めているところです。

壮瞥町としましては、洞爺湖畔の道路や歩道等の整備は、観光地における安全性の向上や、魅力的な景観を生

かしたまちの観光振興策として重要であり、観光地づくりの一助となるものと考えておりますので、避難道路と

しての機能強化や安全性の向上を図るためにも、早期完成に向けた着実な事業の推進について、今後とも要望し

てまいります。

壮瞥町では、洞爺湖や有珠山、昭和新山など恵まれた美しい景観を保全しつつ、これらを生かした施策を第5次

壮瞥町まちづくり総合計画に位置付け、地域住民の皆さまや地域を訪れる方々の笑顔あふれるまちづくりを推進

してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

（建設課）　

■お答えします

オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(24)

卒業パーティーに招かれた
らバラを贈るのが主流です。
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　99　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）

洞爺湖有珠山ジオパークでは、今年6月末～７月にかけ、
ステイホームイベントとして、『みんなでつくろう！洞爺湖
水中模型づくり』を実施しました。
地域の小学生から高校生、延べ100名を越える皆さんが、

それぞれ丁寧に、模型のパーツを切り取ってくれました。

その後、伊達緑丘高校の皆さんにご協力いただき、仕上
げのカットや、パーツの糊付け・貼り付けといった、根気
のいる作業を数回に分けて実施。現在は、総仕上げとなる
塗装作業に進んでいます。
模型完成は10月中を予定しています、お楽しみに！！

「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！「洞爺湖水中模型」もうすぐ完成！

～今後の予定～
①いつから展示？

②模型を使ったイベント開催

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つの市町の取組みです。
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だより

伊達緑丘高校での糊付け作業

全部で約160枚あります

仕上げの塗装が始まりました！何度も確認しながらの作業場所を間違えないよう組み立てます

時期：10月下旬を予定
洞爺湖観光情報センター3階の「ジオパーク大地の恵

み展」会場（入場無料）で、展示します。
※模型制作に参加いただいた皆様にはメール等でお知らせ
します。

時期：秋から冬
完成した模型を使って、洞爺湖の地形のナゾを探るイ

ベントを開催します。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインで開催
する可能性があります。
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ゴミ拾い清掃ありがとうございます！

8月21日㈮、壮瞥高校の風紀委員会（金子直樹委
員長）5名が、役場前バス停から学校までの通学路
等のゴミ拾いを行いました。

ゴミ拾いの活動は毎年行っているもので、ゴミ
拾いのほかにも普段学生が使用しているバス停の
窓ふきなども行いました。
本当にありがとうございます。

運動会よくがんばりました

9月5日㈯、そうべつ保育所で運動会が開催されまし
た。
例年、保護者やその親族も観覧・参加する運動会で

したが、今年は、コロナ対策で子どもたちの親と兄弟
たちのみの参観とし、また、競技数も縮小して行いま
した。
雨予報もされる中でしたが、当日は天候にも恵まれ、
子どもたちは練習した踊りなどを披露したり、運動会
最後の種目である、すみれ組（年長）とひまわり組

（年中）による合同のリレーで一生懸命走る姿に、お父
さんお母さんは子どもの成長を感じた一日となり、子どもたちは心に残る運動会となったようでした。

壮瞥中学校で一日防災学校

9月4日㈮、壮瞥中学校で有珠山噴火を想定した一日
防災学校を伊達警察署や伊達消防署壮瞥支署、町、教
育委員会が協力のもと実施しました。
午前中は、避難訓練から始まり、ヘルメットやゴー

グル、マスクを着用し、農業改善センターに避難した
後、町総務課土門主幹による災害備蓄品の説明や、避
難所運営ゲーム北海道版（愛称：Ｄｏはぐ）を体験し
ながら、防災対策の課題などを学びました。
午後からは、町商工観光課三松課長による講話「噴
火災害と避難について」を聞き、生徒たちは、災害時

における心得などを学ぶとともに、防災への関心を高める一日となりました。



－13－

�Ü� �Ì �Ù�
� � ��� �

「わくわくジャズコンサート」を開催しました！

9月8日㈫、北海道教育委員会及び壮瞥町教育委員会主催の、町内小学生を対象とした児童生徒芸術鑑
賞会「わくわくジャズコンサート」を開催しました。今回ご公演いただいたのは、道内各地の演奏会に出
演している「Heaven'sMusicProject」の皆さんです。
子どもたちはジャズにアレンジされた様々な楽曲を、ノリノリで体を動かし踊りながら思い切り楽しん

でいました！

ありがとうございます

9月16日㈬、ほくでんエコエナジー株式会社様から、
本年、壮瞥発電所が運転開始100周年であることを記
念して、環境整備や子育て支援、教育振興の3分野に
総額100万円の指定寄附金をいただきました。
当日は、ほくでんエコエナジー株式会社取締役社長

の大井範明さま、洞爺管理所長の長谷川強志さま
が来庁され、田鍋町長に目録を贈呈されました。同社
は、壮瞥町内に水力発電所3カ所（久保内、洞爺、壮
瞥）を設置され、壮瞥町にゆかりの深い企業です。

農林水産大臣から激励状が届けられました

9月11日㈮、壮瞥高校に農林水産省江藤大臣からの
激励状が届けられました。
この激励状は、「農業高校の甲子園」とも称される
日本学校農業クラブ全国大会が新型コロナウイルス感
染症の影響で中止されたことを受けて、農業を学ぶ生
徒の皆さんを励ましたいと、農林水産大臣が全国の農
業高校に贈っているものです。
北海道農政事務所の山田所長が同校を訪問し、古
谷校長に激励状を手交されました。
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老人の日記念　百歳高齢者へのお祝い状及び記念品贈呈が行われました

滝之町にお住まいの石川藤一さんが、来年1月に百歳の
お誕生日を迎えられることを記念して、内閣総理大臣から
お祝い状並びに記念品が贈られることとなり、2年9月18日
㈮に、田鍋町長からご本人へ手渡されました。
石川さんは毎日、本を読み、日記をつけて、外では庭の
草取りをするなど元気に過ごされています。頭を使い、適
度に身体を動かし、何でも食べて、晩酌をすることが長生
きの秘訣とお話しされていました。
また、5月23日に百歳を迎えられた滝之町にお住まいの種
村さ代子さんへもお祝い状並びに記念品が贈られますが、
入院されており、感染症予防対策のため、ご本人へ手渡す
ことができないことから、ご子息へ手渡されました。
これからもお元気で、長生きしてくださいね！

壮瞥バドミントンジュニア誕生

バドミントンクラブの強豪「田仁バド」を引き継ぐ形で、壮瞥バドミントンジュニアが誕生しました。
田仁バドのコーチでもあった山田光大さんを代表に、
現在は幼児から小学生の計10人ほどが所属しており、コ
ロナ対策で検温や消毒などもしながら、週に1回、1時間
程度の練習に取り組んでいます。
また、壮瞥高校とも練習を共にし、「オール壮瞥でレ

ベルアップに励んでいる」（山田代表）とのことで、今
後の活躍が期待されます。

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。

10月04日㈰

10月11日㈰

10月18日㈰

10月25日㈰

11月01日㈰

11月03日㈫

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 0143-27-5420

三愛病院歯科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

石川歯科医院 伊達市元町46-13 0142-23-0020

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

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

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

10月歯科救急医療実施について
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お祝い状を受け取る石川藤一さん（左）と田鍋町長（右）
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令和2年10月7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。

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）

○郵送や窓口に出向くことなく申告・届出完了

○無料の利用者用ソフトで申告書をらくらく作成

○法人市町村民税等の申告も可能

★令和元年10月1日から地方税共通納税システ
ムが稼働しました。
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

（https://www.eltax.lta.go.jp/）

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局課税課（☎0143-24-9579）

10
OCTOBER

無料法律相談を開催しております
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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10月08日㈭ 林　弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和2年10月02日㈮
令和2年10月22日㈭ 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年10月16日㈮
令和2年11月12日㈭ 池田　弁護士(池田翔一法律事務所) 令和2年11月06日㈮
令和2年11月26日㈭ 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年11月20日㈮
令和2年12月10日㈭ 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年12月04日㈮
令和2年12月24日㈭ 阿部　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年12月18日㈮

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

♪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

Ｊアラート情報伝達訓練を行います
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法人道民税・事業税の申告・届出は
簡単便利なeLTAX(エルタックス)でIN
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～全国のアイヌの方々のための電話相談～

公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、

アイヌの方々の悩みをお受けするフリーダイヤル

を開設しております。

日常生活でお困りのこと、嫌がらせ、差別等何

でもご相談ください。

相談専用電話

アイヌの方々のための専用フリーダイヤル

0120-771-208

●相談は無料です

●匿名でも構いません

●秘密は厳守します

受付／月～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く）

時間／9:00～17:00

≪来訪によるご相談もお受けします≫

受付／月～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く）

時間／13:00～17:00（要予約）

※本相談事業は、公益財団法人人権教育啓発推進

センターが、厚生労働省生活相談充実事業によ

り実施するものです。

【お問い合わせ先】

公益財団法人人権教育啓発推進センター

〒105-0012

東京都港区芝大門2-10-12　KDX芝大門ビル4階

FAX：03-5777-1803

URL:http://www.jinken.or.jp/

「サポステ・プラス」は、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。「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～49歳の方・ご家族

場所／ハローワーク伊達（伊達市網代町5-4）

内容／就労相談、就労体験ほか

日時／11月6日㈮13:30～15:30(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3-2-13王子不動産第2ビル6F

資格／18歳以上33歳未満の男女

受付期間／令和2年10月5日㈪～11月13日㈮

試験期日／令和2年11月27日㈮～29日㈰

※いずれか１日

【お問い合わせ先】

自衛隊札幌地方協力本部　室蘭地域事務所

（☎0143-44-9533）

〒050-0083　室蘭市東町2-21-12　石井ビル1階

各種説明やイベント案内も行ってますので、お気

軽にお越しください。

道では、不正軽油を「作らない」・「売らな

い」・「買わない」・「使わない」を合言葉に、

関係団体と共に不正軽油撲滅に向けた取り組みを

行っています。

不正軽油に関する情報がありましたら

「不正軽油110番」
フリーダイヤル（☎0800-8002-110）
までお寄せください。

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局課税課事業税間税係

（☎0143-24-9582）

アイヌの方々からの
さまざまな相談をお受けしますIN
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働きたい方のための出張相談会
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不正軽油は犯罪です！
10月は不正軽油防止強化月間です。IN
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自衛官候補生募集
IN
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運転免許証の更新時講習について現在、予約制

となっておりますので更新の手続きは早めにお願

い致します。

【お問い合わせ先】

伊達警察署交通課窓口(☎0142-22-0110）

特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に対

して、切れ目のない一貫した指導や支援が行われ

るよう、学校、家庭、地域、関係機関等が連携し

て取り組むことについて、皆さんで考えていきま

せんか。

実習を通して、発達障がい等の子どもたちが抱

える困り感を、皆さんと共に、少しでも理解し、

これからの支援に役立てていただけたらと思いま

す。

質疑時間を多く取りますので、事前に質問の提

出をお願いします。

日時／令和2年10月31日㈯14:00～16:30

場所／胆振地方男女平等参画センター（ミンクー

ル）2階　大研修室（室蘭市東町4丁目）

定員／43名

参加費／無料

講師／伹田寛和氏（北海道教育庁胆振教育局主任

指導主事・特別支援教育スーパーバイザー）

主催／室蘭LDを考える会

参加申込方法／参加者名・勤務先・所属（職種／

保護者）・住所・電話番号・FAX・質問等を記入

し、FAXまたはメールでお申し込みください。

※希望者多数等々のときはご希望に添えないこと

があります。

※新型コロナウイルスの状況により、開催を中止

することがあります。また、感染対策にご協力

をお願いします。

※この事業は赤い羽根共同募金の支援を受けてい

ます。

運転免許証の更新時講習について
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室蘭ＬＤを考える会　教育講演会
みんなでつながる特別支援教育IN
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死亡事故ゼロ256日
－人身交通事故発生状況8月分－

発生 2件（ 8件）

死者 0名（ 0名）

負傷 2名（ 8名）

※8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8月11日～令和2年９月10日）

■人のうごき

■8月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,462人 （ 0）

男 1,156人 （ 1）

女 1,306人 （△ 1）

世帯数 1,321戸 （△ 2）

※8月末現在（　）は前月差

前川　　紀さん（81歳）【東湖畔二】

田中　哲雄さん（72歳）【壮瞥温泉団地】

◆お悔やみ申し上げます

【お申し込み先】

室蘭LDを考える会（担当：熊谷）

メール：ld.in.muro@gmail.com

☎・ＦＡＸ：0143-23-1923

「ダイオキシン類対策特別措置法」による排

出基準値は、0.1ナノグラムと定められています。

メルトタワー21の測定結果は、基準値を下回っ

ています。

【ダイオキシン類測定結果】

（ナノグラムは10億分の1グラム）

「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果

【お問い合せ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

1号炉

測定日 測定結果（ナノグラム）

令和2年5月28日 0.023
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～山美湖大学川柳コンテスト
結果発表～

★優秀賞（得票数同数につき、2作品ございます）

「来客だ　マスクに手が出て　苦笑い」PN.NN
（せっかくのお客さんなのに、警戒しなくちゃいけない！世知辛い世の中ですね…。）

「新コロナ　マスクでかくす　シミとシワ」PN.TH
（お肌の悩みを隠しちゃえ！コロナ流行で脚光を浴びる、マスクの活用法。）

★学長特別賞（山美湖大学学長、谷坂教育長選定作品）

「老い来たり　人生残り　静穏に」PN.秀子
（静かに、穏やかに......。満ち足りた老後を送りたいものですね。）

★担当者の一押し賞（その他、素晴らしい作品の一部をご紹介します）

「「新しい　生活様式」テレビづけ」PN.リタイア暇人
（今年はどうしても引きこもりがちになり、困ってしまいます。）

「山緑　これではコロナ　たじろぐヨ」PN.エコちゃん（82才）
（春の野山に萌える新緑の瑞々しい生命力。見ていて元気になりますね！）

「菓子袋　しまった処　またわすれ」PN.幸峰
（誰もが経験ありますよね。共感しやすい作品です。）

「鳥の声　聞きながら　二度寝する」PN.NN
（5・7・5をあえて崩し「とにかく寝るんだ！」という強い意志を感じさせてくれます。）

60歳以上の方を対象とし、さまざまな学びの場を提供する『山美湖大学』では、【①新型コロナウ

ィルス感染症②高齢者③自由（フリーテーマ）】という3つのお題をもとに、学生の皆さんに川柳を作

っていただく「山美湖大学川柳コンテスト」を実施しました。そして学生の皆さん自身に気に入った

作品に投票していただき、得票数が多かった作品を“優秀賞”として決定いたしましたので、ご紹介

します！あわせて“学長特別賞”と“担当者の一押し賞”に選ばれた作品も紹介します。たくさんの

作品を投稿いただき、全てを紙面でご紹介できず申し訳ございませんが、どれも素晴らしい作品でし

た！

山美湖大学学生募集中！
山美湖大学では、随時新入生を募集しています。申し込みたい方、詳細についてお聞きにな

りたい方は、下記までお気軽にご連絡ください！

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会 生涯学習課 社会教育係（☎0142-66-2131）

第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］第73回町民歩けあるけ運動［オロフレ山登山］
そうべつアウトドアスポーツ体験事業（令和2年度スポーツ庁補助事業）

新型コロナウイルス感染により各団体活動が充分ではないと思いますが、文化祭実行委員会で協議した

結果、年に一度の成果を発表する場と考え、文化祭展示を下記の日程で開催します。また、ステージ部門

が中止になりましたが、毎年ステージ発表を行っている団体の活動写真の展示も実施します。多くの出展

をお待ちしております。

主　催／壮瞥町文化協会

共　催／壮瞥町教育委員会

日　時／【ステージ部門】

今年度は新型コロナウイルス感染症による練習不足や拡大防止を踏まえ中止します。

【展示部門】

新型コロナウイルス対策（マスク着用、手指消毒等）を行いながら実施します。

令和2年11月5日㈭～7日㈯ 10:00～20:00

令和2年11月8日㈰ 10:00～17:00

会　場／壮瞥町地域交流センター 山美湖多目的ホール 他

その他／展示部門の一般参加を募集いたします。

※出展ご希望の方は10月23日㈮までに教育委員会にご連絡ください。　　　　　　　　　

【お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会 生涯学習課 社会教育係（☎0142-66-2131）

主　催／壮瞥町教育委員会

協　力／壮瞥町スポーツ推進委員・そうべつスポーツコミッション（仮）設立準備委員会

場　所／オロフレ山（標高1230.8m）

日　程／10月25日㈰ 8:00山美湖発　16:00山美湖着予定 ※雨天は登山講習会のみ実施　

対　象／壮瞥町在住の小学生以上20名程度　※低学年児童は保護者等と一緒にご参加ください。

ガイド／ノースランド　代表　辻野健治　氏（日本山岳ガイド協会認定登山ガイド）

送　迎／スクールバスを臨時運行いたします。※参加者確定後、時間等ご連絡します。　　　

その他／①天候や山の状況によって、到着時間等が変更になる場合があります。

②申込者には参加取りまとめ後別途詳細のご案内をお送りします。

スクールバスでの移動やオリエンテーションでのマスク着用、手指消毒など

感染症予防を行った上で実施します。
【お申し込み】

10月16日㈮までに教育委員会へ申込書を提出してください。（FAX可）　

壮瞥町教育委員会（☎0142-66-2131・FAX：0142-66-2132）

北海道教育の日協賛事業

令和2年度壮瞥町文化祭のお知らせ

町民歩けあるけ運動は、昭和50年代からつづく教育委員会の伝統ある社会体育事業です。今

回で73回目の開催となる“オロフレ山”登山は、登山ガイドの辻野さんをガイドに、登山の楽

しみ方や注意事項などの「登山の心得」についても学習しながら、地域の名峰の素晴らしさを

みんなで体験したいと思います。初心者でも比較的登りやすい山です。ご家族などお誘い合わ

せの上ご参加ください。



10月の展示

星を見ながら読書しよう!!星を見ながら読書しよう!!
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ほしにむすばれて　作　谷川俊太郎　絵　えびなみつる

谷川俊太郎の詩が星空へはばたいた！祖父から母親、そして孫へ
と時間をかけて伝わる星空の魅力。星空が大好きだったおじいちゃ
んの人生を小さな子どもの目から振り返ります。夜空を輝く星たち
をながめたくなる本。

ほしのはなし　作・絵　北野　武（ビートたけし）　

夜空を見上げて星の話をしませんか。北野武が描いた、初め
ての創作絵本！
夏休みに、おじいさんのうちに訪れたぼく。おばあさんを亡く

したばかりのおじいさんが降るような星空の下、星の話を聞かせてくれる物語。

ハッブル望遠鏡が見た宇宙　

作デビット・デボーキン　スミス　ロバート・Ｗ

今日の宇宙科学の発展は、ハップル宇宙望遠鏡の存在なくして
は語れない。
衝突する銀河、生まれたばかりの星々、130億光年の深宇宙、

華々しい星の爆発等の宇宙の神秘と宇宙望遠鏡の歴史、機能、今
後を紹介する。

タイトル「半日村」 作　斎藤隆介　絵　滝　平二郎

ある村の裏に高い山があった。高い山は朝日をさえぎるので
村は寒く、半日陽が当たる「半日村」といった。ある日、子どもの一平が袋を
かついで山を登り、山の土を袋に入れて下の湖に埋めた。始めのうち村人は
一平を見て笑っていた。しかし、次第にその行動は村人を動かし、月日が経
過して年代が入れ替わり行われた。その結果、山は低くなり湖は半分になっ
たのである。おかげで村は一日中陽が当たるようになり、「一日村」といわれ
るようになった。この絵本からは「何事にも強い信念が不可欠である。」と教
えられた。熱意は人を動かすというが、まったくである。

（オススメ者　しつうぶつ）

「一般書」

『トイレで読む、トイレのため
のトイレ小説』『トイレで読む、
トイレのためのトイレ小説（ふ
た巻きめ』『読み物で考える
SDGs』『岩波ジュニア新書
2020年新刊セット（全21巻）』
『ものは言いよう』『あちらにい
る鬼』『愛と家族を捜して』『か
くされてきた戦争孤児』『お札
に描かれている偉人たち－渋
沢栄一・津田梅子・北里柴三郎』
『津田梅子』『北里柴三郎－雷と
呼ばれた男（上）』『北里柴三郎
－雷と呼ばれた男（下）』『面白
南極料理人』『君はるか－古関
裕而と金子の恋』『夏の雲は忘
れない』『必ず役立つ震災食』
『皇室ファイル－菊のベールの
向こう側』『季節を告げる毳毳
は夜が知った毛毛毛毛』『おう
ち性教育はじめます』『未来を
変えるロボット図鑑』

「児童図書」

『例解学習国語辞典　ドラえも
ん版（第十一版）』『小学館版
学習まんが少年少女日本の歴
史最新24巻セット』『小学館版
学習まんが世界の歴史（全17
巻）』『小学館　ミッケ！全８巻
セット（わいわい特活セット』
『もしものせかい』『モヤモヤそ
うだんクリニック』『あつかっ
たらぬげばいい』『ねぐせのし
くみ』『10歳から知っておきた
いお金の心得』『10歳の君に贈
る、心を強くする26の言葉』『も
っと日本が好きになる！なる
ほど都道府県312』『紙の心』『世
界恐怖図鑑(1)魔女・黒魔術・呪
い』『12歳で100万円ためまし
た！』

「幼児図書」

『ずーっとずっとだいすきだ
よ！』『しかけえほん火山のし
くみ』『ミュージアムポップア
ップ』『ペネロペしかけえほん
ペネロペチョコレートケーキ
をつくる�』『かべのすきま』『あ
めといっしょに』『はないきお
ばけとくちいきおばけ』
（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。

（一部抽出）
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わたしのオススメ本

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

2020年上半期の直木賞に浦河町出身の馳星周さんの「少年と犬」が受賞し、芥川賞は高山羽根子
さんの「首里の馬」と遠野遙さんの「破局」が受賞しました。今回受賞した3冊に加え、今まで受賞
した書籍を展示します。ぜひ、なつかしい作品をご堪能ください。

「図書フェスティバル」の中止について
今年度開催予定だった「第13回図書フェスティバル」は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、残念ながら中止とさせていただくこととなりました。「図書フェスティバル」を楽しみ
にしていただいた皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようよろしく
お願いいたします。

「やまびこ図書室」の布バッグ貸し出しをお休みします
コロナ感染拡大防止のため、バッグの点検（洗濯・修繕）を行っています。まだ、お手元に

ありましたら、ご返却されますようお願いいたします。

新しい図書司書の紹介 小岡 美穂 さん

9月から壮瞥町地域交流センター山美湖図書室の図書司書になり
ました小岡です。壮瞥町は美しい景観と美味しい作物も採れる、と
ても素敵な町だと思います。私は果物が大好きなので、近くに果樹
園がたくさんあって嬉しいです。これから、壮瞥町の皆さんに魅力
的な本をいっぱい紹介できるように精一杯頑張りたいと思います。
お気軽に図書室へお立ち寄りください。

（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。）

2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間2020年 読 書 週 間
芥川賞・直木賞の本をふたたび

期間／10月27日～11月30日

馳　星周さん 少年と犬 高山羽根子さん 首里の馬 遠野　遙さん 破　局

期　日／令和2年10月15日㈭
時　間／14:00～15:30
場　所／図書分室（旧壮瞥消防署）

内　容／◎お香体験ができます。

◎今回は新型コロナウイルス感染予防のため抹茶の提供はありませ
んが、おみやげに「千菓子」を用意します。

◎感染予防対策にマスク着用をお願いします。入室時に体温チェッ
クを行います。また、手の消毒をお願いします。

古典へのお誘い
枕の草子～九月ばかり～

講師　武者ますみさん
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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10月号

10月11日㈰～20日㈫までの間、子どもと女性の犯罪被害及び特

殊詐欺の被害防止を重点として、全国地域安全運動が実施されま

す。

(1) 子どもの犯罪被害防止

・防犯指導や、登下校の見守り活動を行いましょう。

・買い物、犬の散歩等の日常活動の中でできる「ながら見守り」にご協力ください。

・防犯ブザーなどの防犯グッズを持たせましょう。

(2) 女性の犯罪被害防止

・スマホを見ながらなどの「ながら歩き」は周囲の状況が分かりにくくなるので注意を

しましょう。

・防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯しましょう。

(3) 特殊詐欺の被害防止

・家族間で連絡をとり、詐欺に関心を持ちましょう。

・「自分もだまされるかもしれない」という心構えをして、詐欺の電話等があった場合

には、落ち着いて対応しましょう。

5月末に東湖畔の畑で熊の足跡が発見さ

れて以来、有珠山、昭和新山周辺で熊の目

撃が相次いでいます。

9月1日、立香において熊1頭が駆除され

ましたが、別の個体の目撃情報もあり、熊

の脅威がなくなった訳ではありません。

9月以降、キノコ採りで山に入られてい

る方も少なくないと思います。山に入ると

きは、熊鈴やラジオ

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

を感じた場合は、す

ぐに山を下りてくだ

さい。

全国地域安全運動

熊出没注意
9月上旬、町内で3件の人身事故が相次い

で発生しました。いずれの事故も交通量の

少ない道での事故でした。

通り慣れている道や交通量が少ない道で

は、安全確認がおろそかになったり、スピ

ードを出し過ぎたりすることもあります。

通り慣れた道であっても交通ルールを守

り、安全運転を心がけましょう。

人身事故連続発生



“その火事を　防ぐあなたに　金メダル”

救急件数 024件 （累計 183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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10月号の広報テーマ「暖房機器の安全な取り扱いの推進」
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西胆振行政事務組合

8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分

暖房機器の安全な取り扱いについて
これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやす

くなります。また、秋から冬にかけて寒さが増し、暖

房機器を使用する機会が多くなります。

下記項目に注意し、安全な取り扱い方法を確認し

ましょう。

１．洗濯物等の燃えやすいものを周囲に置かないよう

にしてください。

２．燃料を給油する際は、必ず火を消してから行って

ください。（ガソリンは絶対に給油しないでくだ

さい。）

３．定期的に換気を行い、就寝時や外出時は必ず消

してください。

４．異常を感じた場合は使用を中止し、販売店やメ

ーカーに点検、修理を依頼してください。

秋の火災予防運動
10月15日～10月31日の期間で、全道一斉に秋の火災

予防運動を行います。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあ

たり、火災予防を呼びかけ、火災による死者や財産の

損失を防ぐため、毎年行っているものです。

また、10月15日～10月21日までを、火災予防運動強

化期間と定め、夜7時に20秒間のサイレンを鳴らし、

「防火意識の向上」と「火災予防の呼びかけ」を行い

ます。

携帯電話からの119番通報について
◇携帯電話での119番通報時のお願い

伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町内から携帯電

話で119番通報をした場合、伊達市にある「西胆振行

政事務組合　高機能消防指令センター」に繋がりま

すが、市町の境界付近や山間部からの119番通報は電

波状況によって、長万部消防や室蘭消防等へ繋がる

ことがあります。近隣の消防へ繋がった場合でも、

「落ち着いて」「ゆっくり」「はっきりと」指令員の聴

取に答えましょう。

◇GPS機能について

GPS機能付き携帯電話をお持ちの方は、必ずGPS機能

を有効に設定するようお願いいたします。機能を有効

にすることで、通報時に正確な位置を高機能消防指

令センターで把握することができます。GPS機能が無

効またはGPS機能がない場合、電波を受信した基地局

から位置を算出しますので、実際の位置から最大で

50km程度離れてしまいます。

◇運転中の通報について

車を運転中の通報は危険ですので、必ず安全な場

所に停車してから119番通報してください。また、走

行中の通報は電波の状態によっては通話が途中で切

れることがあり、場所の特定まで至らないことがあり

ます。

◇119番通報後について

119番通報が終わっても再度、内容の確認で指令セ

ンターから電話を行う場合がありますので、ご協力を

お願いします。

◇誤って119番通報した場合ついて

操作ミス等で誤って119番に通報した場合は、あわ

てて電話を切らずに間違い通報であることを伝えてく

ださい。無言で電話を切ってしまうと、高機能消防指

令センターから確認の電話を何度もかけることや、万

が一の事態を想定して救急車や消防車が出動するこ

ともあります。
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■健康相談日（月～金　9:00～17:00）
健康や栄養に関する相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

■運動器具開放（月～金　9:00～17:00）
保健センターには運動器具を置いています。利用状況を事前に確認の上、お気軽にご利用ください。

■母子健康手帳交付（月～金　9:00～17:00）
事前にご連絡の上、お越しください。
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【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：1,500円

【お申し込み先】

10月16日㈮までに壮瞥町保健センター 健康づくり係へ(☎0142－66－2340）

※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。

※骨粗しょう症治療中の方は骨検診を受けられません。

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。

令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ令和2年度　胃がん・大腸がん・骨検診のお知らせ

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。

保健センター
※①②③は、受付終了

保健センター
※①②は、受付終了

農村環境改善センター
※農村環境改善センター

は①～⑤の受付です

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

時間の範囲内に

お越しください。

10月21日

㈬

10月22日

㈭

10月23日

㈮

30歳
以上

の

町民

受
　
付
　
時
　
間

対象者 月　日 場　所

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。

保健センター
※①②③は、受付終了

農村環境改善センター
※農村環境改善センター

は②～③の受付です。

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

③の8:30からの受

付となります。

10月21日

㈬

10月22日

㈭

男性

70歳
以上

女性

40歳
以上

受
　
付
　
時
　
間

対象者 月　日 場　所



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。▼

10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

2
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

3
壮瞥小学校 運動会
※新型コロナウイルス

感染症対策のため、
保護者のみの参観と
しておりますので、
ご了承願います

11 14
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

17

18 19
あっぷるひろば
蟠渓ふれあいセンター
13:30〜15:00

23
胃がん・大腸がん検診
壮瞥町保健センター
6:30〜　p24
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

24

13
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

12

21
胃がん・大腸がん・骨検診
壮瞥町保健センター
6:30〜　p24
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

16
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

15
図書分室開放日
13:00〜16:00
図書分室事業

「古典へのお誘い」
14:00〜15:30　ｐ21

22
壮瞥中学校 学校祭
山美湖多目的ホール他
胃がん・大腸がん・骨検診
農村環境改善センター
6:30〜　p24
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p15
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

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
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

20
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

06日
20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

24日

07日
14日
21日
28日

11/4日
11/3日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

4 7
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

106
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

5 9
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

8
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　p15

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

25
芸術鑑賞ツアー　
ムーミン展
札幌芸術の森美術館
町民歩けあるけ運動
オロフレ山登山
8:00〜16:00　p.18

26 30
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
献血
役場前　10:00〜11:45、

13:00〜14:00
そうべつ温泉病院

14:40〜16:00

3128
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
フッ素塗布
壮瞥町保健センター
9:15〜10:30
ふまねっと  壮瞥町保健センター
13:45〜15:00

29
図書分室開放日
13:00〜16:00
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00

27
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

11/1 2 6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
あっぷるひろば
仲洞爺公民館
13:30〜15:00

7
8日㈰まで

※最終日は17:00で終了

4
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

5
壮瞥町文化祭(作品展示)
山美湖多目的ホール他
10:00〜20:00　p18
図書分室開放日
13:00〜16:00

3
文化の日
壮瞥町表彰式
壮瞥町役場大会議室
10:00〜

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

資源ごみ（古紙類）回収日
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令和２年度　高齢者肺炎球菌予防接種　
今年度対象の方、もう接種はお済みですか？
　高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種を令和２年
度中に対象になる方には、今年の４月にハガキをお送り
しています。

接種対象者／
①令和２年度に対象年齢になる方
・昭和30年4月2日生～昭和31年4月1日生の65歳
・昭和25年4月2日生～昭和26年4月1日生の70歳
・昭和20年4月2日生～昭和21年4月1日生の75歳
・昭和15年4月2日生～昭和16年4月1日生の80歳
・昭和10年4月2日生～昭和11年4月1日生の85歳
・昭和　5年4月2日生～昭和    6年4月1日生の90歳
・大正14年4月2日生～昭和    元年4月1日生の95歳
・大正　9年4月2日生～大正10年4月1日生の100歳
②60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能ま
　たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を
　有する方（身体障がい者手帳1級程度）　
　手帳をお持ちになり病院へお申し込みください。
※ただし、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（ニューモバ
　ックス）を接種したことがある人は今回の接種はでき
　ません。

接種費用／ 2,400 円
※生活保護受給者及び町民税非課税世帯の方は、個人負
　担が免除されます。事前に証明書を発行してもらい、
　医療機関の窓口に提示してください。
　生活保護受給者：壮瞥町保健センター 社会福祉係
　町民非課税世帯：壮瞥町役場 税務会計課

接種できる病院について／
壮瞥町内はそうべつ温泉病院 （☎0142-65-2221)
    伊達市、洞爺湖町、豊浦町の医療機関でも接種できま
すが、事前に各医療機関にお問い合わせください。
※お送りしたハガキを持参してください。

【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）

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。日程と時
間、会場は次のとおりです。町民の皆さまの献血へのご
協力をお願いいたします。
 10 月 30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】
壮瞥町保健センター 健康づくり係 （☎0142-66-2340）

季節性インフルエンザ予防接種費用の
助成について
　インフルエンザは感染力が強く、毎年国内で 1,000
万人前後がかかっています。ワクチンの効果は、接種後
2～ 4週間ほど経過したところから現れ、約5カ月間続
くとされています。 壮瞥町に住所があり、以下に該当す
る方を対象に、接種費用の一部を助成します。
　① 年齢が接種日で満65歳以上の方
　② 満 60歳以上 64歳以下の方で、心臓、腎臓または
　　 呼吸器に一定の障害を有するか、ヒト免疫不全ウイ
 　　ルス（HIV 感染等）による免疫機能に一定の障害を
　　 有する方

接種費用／ 1,500 円  （助成後の金額です）　

期間／
令和2年 10月12日（月）～12月31日（木） まで
※生活保護受給者、町民税非課税世帯の方は、個人負担
　免除の制度があります。事前に証明書を発行してもら
　い、医療機関の窓口に提示してください。

　生活保護受給者 ： 壮瞥町保健センター 社会福祉係　  
　町民非課税世帯 ： 壮瞥町役場 税務会計課

接種できる病院について／
　胆振西部４市町（伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町）
の医療機関で接種できます。接種を行っていない病院も
ありますので、希望される場合は直接病院にお問い合わ
せください。（※他の地域で受ける場合は、一旦窓口で全
額払っていただき、後日保健センターに請求していただ
く形になります。病院や施設にいる方は、事前に保健セ
ンターにご連絡ください。)

●壮瞥町内では下記の病院で受けられます。

・そうべつ温泉病院：　☎0142-65-2221
・三恵病院：　☎0142-66-3232
(三恵病院は10月下旬以降から接種開始予定で予約制です。）

【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）

生後６カ月から小学校入学前までのお子さんの
下記の予防接種料の全額または一部を助成します
　壮瞥町では、子育て支援の一つとして
　　「インフルエンザワクチンの接種料金を全額」
　　「おたふくの予防接種料金・３歳以上の水痘の
　 　 予防接種料金を半額」
　を補助しています。
　壮瞥町に住所のある６歳まで（小学校入学前）で、令和
3年3月31日までに接種を受けられたお子さんが対象
となりますので、感染症の重症化予防のためにも積極的
に接種されることをおすすめします。

手続きの方法／医療機関が発行した領収書・印鑑・金
融機関の通帳・母子手帳を持って保健センターにいら
してください。
※令和２年度の請求は、令和3年 4月
　15日（木）までに手続きしましょう。

【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）

壮瞥町会計年度任用職員の募集について
　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／1名
職種／事務補助員
任用期間／採用の日から令和3年 3月 31日まで
勤務場所／壮瞥町役場建設課
勤務時間／週 20時間未満または 4週を平均して 20時
間未満
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 10
月 19日（月）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）

10月の子育て支援センターげんき
開放日／2日（金）、6日（火）、9日（金）、
　　　　 13 日（火）、16日（金）、20日（火）、
　　　　 23 日（金）、27日（火）、30日（金）

育児サークル／29日（木）　10：00～ 12：00
　　　　　　（身体測定・ミニ運動会）
　※身体測定でバスタオルを使います。ご持参ください。

　センター利用の際は、次のことにご協力ください。
１. 親子で検温をしてから来園しましょう。
２. 次のような症状がある方は、ご利用を控えてください。
　・発熱をしている、または咳をしている。
　・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方。
３. ご利用する保護者の方は、マスクの着用にご協力く
　  ださい。
４. センター玄関にて、手・指の消毒にご協力ください。
５. うがい・手洗いにご協力ください。
６. センター内では、なるべく密度を避けてお過ごしく
　  ださい。

【お問い合わせ先】
そうべつ子どもセンター　（☎0142-66-2452）

インフルエンザワクチン接種時期
ご協力のお願い
　新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、イ
ンフルエンザワクチンの需要が高まる可能性もあるこ
とから、重症化のリスクが高い人を優先に接種の機会が
行き届くよう、ご協力をお願いします。

 10/12
  （月）～

 10/26
  （月）～

【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）

65歳以上の方（定期接種対象者）
上記以外の方は 10 月 26 日まで接種を
お待ちください。  早い接種をご希望の方
は、かかりつけ医にご相談ください。

どなたでも接種を受けられますが、
特に下記で接種希望の方はお早めに
 ・医療従事者・基礎疾患を有する方
 ・妊婦・生後6カ月～小学校2年生



町営住宅入居者募集
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年建設　2号棟 　
    戸数、規格　　 1 階　2ＬＤＫ(58.50 ㎡ )　1戸    
　月額家賃　　家賃は収入によります。
　　　　　　　（17,500 ～ 26,000 円）
　駐車場使用料 月額  500円／台　
　敷　　金　 家賃の 3カ月分

○建部Ｂ団地（公営住宅）
　住　　所　　壮瞥町字滝之町229番地 39
　建設年度　　昭和54年建設　1号棟 　
    戸数、規格　　 2 階　3ＬＤＫ(60.49 ㎡ )　1戸    
　月額家賃　　家賃は収入によります。
　　　　　　　（14,200 ～ 21,100 円）　
　敷　　金　 家賃の 3カ月分

○星野団地（高齢者等向け住宅）
　住　　所　　壮瞥町字滝之町420番地 6
　建設年度　　平成3年建設 　
    戸数、規格　　 平屋　2ＬＤＫ(59.28 ㎡ )　1戸    
　月額家賃　　家賃は収入によります。
　　　　　　　（14,900 ～ 22,200 円）
　敷　　金　 家賃の 3カ月分

○久保内団地（公営住宅）
　住　　所　　壮瞥町字久保内89番地 3
　建設年度　　平成15年建設　4号棟
    戸数、規格　　 1 階　2ＬＤＫ(65.36 ㎡ )　1戸
　月額家賃　　家賃は収入によります。
　　　　　　　（19,600 ～ 29,200 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

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。

申込期間／

　令和 2年10月1日（木）～10月15日（木）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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願い
　道内では、都市部を中心に、継続的に新たな感染事例
が発生しているとともに、一部で集団感染事例も発生し
ている状況です。また、季節性インフルエンザの流行期
を控えていることから、引き続き、行動や健康管理に警
戒感を持つ必要があります。秋の行楽シーズンを迎え、
改めて注意喚起を行いますので、町民の皆さまのご協力
をお願いします。

１ 帰省や旅行、会合等については、感染リスクを回避で
　 きるかどうか、皆さんで事前に話し合っていただき、
　 その結果、感染リスクを防止することが徹底できない
　 場合には、帰省や旅行、会合等を控えるなど慎重に判
　 断をお願いします。特に感染が拡大している地域への
　 往来は、慎重に判断をお願いします。

２ 若い世代の方は、感染していても比較的症状が軽く、
　 自覚がない場合もあり、若い方から高齢者の方や持病
　 がある方へ感染が拡大する恐れもあることから、複数
　 で集まるときはマスクの着用や高齢者等に会うとき
　 は、健康状態に十分留意することをお願いします。

３ 引き続き、マスク着用や手洗いの徹底など、「新北海道
　 スタイル」の実践をお願いします。

コロナ禍でも医療機関で必要な受診を！
　新型コロナウイルス感染の不安から、医療機関への受
診を控える傾向が強まっています。自己判断で受診を控
えると慢性疾患の症状悪化や免疫力低下によりウイル
スに対抗できない状態になることがあります。
　コロナ禍でも医療機関で必要な診察を受けましょう。

１ 過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可
　 能性があります。

２ コロナ禍でも持病の治療や予防接種・健診等の健康
　 管理は重要です。

３ 医療機関では、適切な感染防止対策が行われています。

４ 具合が悪いなど健康に不安があるときは、かかりつけ
　 医に相談しましょう。

　発熱や咳、腹痛などの症状は新型コロナウイルス感染
症に限りません。健康や持病を管理していくことが新型
コロナウイルス対策にも重要なため、心配な場合は、ま
ずはかかりつけ医に相談しましょう。

厚生労働省ホームページ／※上手な医療のかかり方 .jp
https://kakarikata.mhlw.go.jp/index.html 内の特設ページ

【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）

北海道新型コロナウイルス感染症 
健康相談センターについて
　北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのあ
る方を診療体制の整った医療機関に確実につなぐための
「帰国者・接触者相談センター」と、 「 感染症に関する一
般相談 」 の 電話番号を全道で統一し 、新たに「北海道新
型コロナウイルス感染症健康相談センター」とし ました。

　0800-222-0018  （無料・24時間相談窓口）
以下のいずれかに該当する場合はすぐにご相談ください
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強
　い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方 で、発熱や咳などの比較的軽い風邪
　の症状がある場合（高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患
　の基礎疾患がある方、透析、免疫抑制剤、抗がん剤等を
　用いている方、妊婦等）
・上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が
　続く場合（症状が４日以上続く場合は必ずご相談くだ
　さい。症状には個人差がありますので、強い症状と思
　う場合はすぐに相談してください。）
※解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です

【お問い合わせ先】北海道新型コロナウイルス感染症
健康相談センター　※電話番号は上記のとおり

やさしい精神保健講座
「やさしい精神保健講座」に参加してみませんか？
　室蘭地方精神保健協会では、講義や支援活動事例等を
通じ、精神の病気や精神障がいに対する理解を深めるた
めに講座を開催します。　皆さまのご参加を心よりお待
ちしております。
日程／令和２年10月 29日（木）13:30 ～ 15:30
           令和２年 11月   6 日（金）13:30 ～ 15:30
会場／伊達市市民活動センター 多目的ホール
           （伊達市鹿島町 20番地 1）
受講定員／30名
内容／
10月 29日（木） 講義１：「こころの病気について」   
　　　　講師：こころとそだちのクリニック 百町健吾 医師
11月6日（金） 講義２：精神障がい者が利用できる制度・
                 　　 サービスについて
　　　　講師：伊達市健康福祉部社会福祉課 職員
　活動報告：ピアサポーターの活動紹介について 
申込期限／令和２年10月 15日（木）　　

【お申し込み先】
室蘭地方精神保健協会　（☎0143-24-9843）


