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10月22日・23日に、壮瞥中学校の学校

祭「壮中祭」が、地域交流センター山美

湖で開催されました。新型コロナウイル

スの影響で、さまざまな行事が、形を変

えての開催になる中、感染拡大防止の工

夫を行いながらの開催。

準備にはさまざまな制約がありました

が、精いっぱい練習をして迎えた当日、

ステージの上で、最高の発表を行いまし

た！
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〇取組とねらい

〇（仮称）そうべつスポーツコミッション設立準備委員会(敬称略）

座長 NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ 千田重光理事長

委員の皆様13名と教育委員会、商工観光課、地域おこし協力隊 中岡隊員 が連携して、設

立準備委員会を設立し、具体的な調査

研究に取り組んでいます。

9月4日、第1回委員会（写真右）では

事業計画の確認とともに、アウトドア

による活性化について意見交換が行わ

れました。

〈出されたアイデア・意見〉

洞爺湖や有珠山の活用

オロフレスキー場でのキャンプ

東湖畔でのトレイルラン

新山沼・四十三山の活用　など

この取組にご意見などがございましたら担当までお知らせください。

教育委員会生涯学習課 ☎0142-66-2131　商工観光課 ☎0142-66-4200

令和2年度
・課題の共有とスポーツによる新たな地域産業創出に向けた調査研究

・調査・研究成果の共有、推進組織の必要性に関する気運の醸成

令和3年度以降
モニターツアーや体験会などを通した普及啓発による具体的な事業を実施します。

・誘客 ・新たな産業の創出 ・指導者、ガイド育成 ・ショップ展開 など

町民の皆様を対象にした講演会等は、広報やＨＰ、お知らせでご案内しています。

設立準備委員会設置

課題の共有、調査研究

講演会、体験会開催

理解を深め気運醸成

協議・検討

スポーツ団体、民間、町が

一体となった

「（仮称）そうべつスポーツ
コミッション」設立

小笠原賢司　 NPO法人そうべつ観光協会 川南　和彦　 公　募

木村　大作　 YFC壮瞥 川南恵美子　 公　募

南條　一豊　 有限会社オロフレリゾート 前田　久志　 公　募

阿部　祥人　 NPO法人いきものいんく 山本　勲　 公　募

高階　亮介　 壮瞥町体育協会 加藤　靖将　 公　募

毛利　直紀　 壮瞥町スポーツ推進委員長 安藤　正憲　 公　募

氏　名 所属等 氏　名 所属等

� �
� �

－ 2 －

スポーツ庁の10/10補助を受け

アウトドア スポーツを核とした地域づくり
豊かな自然環境と資源を生かし、地域の活性化を図るため、本年3月に策定した「第5次壮

瞥町まちづくり総合計画」や「第2期壮瞥町スポーツ推進計画」では、産業の振興と地域資

源を活用したスポーツ活動の展開を位置づけています。

近年、家族などでキャンプなどを楽しむ人が増加し、空前のアウトドア（屋外）ブームを

迎えています。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、密になりにくいレジャー

の一つとしてアウトドア活動が注目されています。

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ・壮瞥町子ども会共催

「そうべつサマーキャンプ（8/1・2）」長流川リバートレッキング

自然を生かした「アウトドア スポーツの聖地づくり」に向けた調査、研究がはじまりました

壮瞥町は、アウトドア活動に適した自然を有しています。この環境や温泉施設、スキー場

施設等を活用し、一年を通して、スポーツ活動の展開による活性化の可能性について、町民

有志による検討が行われてきました。

こうした中で、スポーツ庁の「地方スポーツ振興費補助金」を活用し、アウトドアの普及

による地域の魅力発信とそれを活用した新たな地域産業の創出に向けた取組が本格的にはじ

まりました。その取組の概要を紹介します。
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○ 特別会計の決算

○ 基金残高の状況（※基金は家庭での貯金にあたるものです）

特定目的基金の国際交流基金や国鉄胆振線代替基金等では、例年どおり各事業にかかる経費分

の繰り入れを行いました。財政調整基金は4,136万円の取崩しとなりましたが、この額は前年度

より1,440万円の減（改善）となり、また基金全体の取り崩しは6,974万円で370万円の減（改善）

となっています。

○ 地方債残高の状況（※地方債は家庭での借金にあたるものです）

地方債残高は、前年度末に比べて3,307万円（0.7%）の増となりました。主な要因としては防

災行政無線デジタル化事業（2億9,531万円）の実施に伴い、緊急防災・減災事業債の残高が増加

したことが挙げられます。

○ 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について
健全化判断比率とは、まちの財政状況の健全度を示す指標で、毎年度の決算について、その比

率を議会に報告するとともに、公表することが義務づけられています。

本町では、基準値を超える項目はなく、財政状況は健全であると言えますが、今後も引き続き

無駄のない財政運営に努め、一層の財政健全化に取り組んでいきます。

健全化判断比率 資金不足比率

会　計　名 歳　入 歳　出 差引額

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

簡 易 水 道 事 業

集 落 排 水 事 業

3億6,263万円 3億5,238万円 1,025万円

4,844万円 4,777万円 67万円

4億135万円 3億8,645万円 1,490万円

2億4,972万円 2億4,948万円 24万円

1億6,840万円 1億6,816万円 24万円

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

国 際 交 流 基 金

国鉄胆振線代替基金

その他特定目的基金

備荒資金組合納付金

その他特別会計基金

合　　計

3億4,939万円

3,188万円

3億1,653万円

8,413万円

4億6,103万円

4億5,053万円

2,326万円

17億1,675万円

48億2,035万円

区　　分 令和元年度末

公営住宅建設事業債

過 疎 対 策 事 業 債

臨 時 財 政 対 策 債

そ の 他 一 般 会 計 債

そ の 他 特 別 会 計 債

合　　計

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

簡易水道事業
特別会計

集落排水事業
特別会計

資金不足
なし

資金不足
なし

赤字なし １５.０% ２０.０%

赤字なし ２０.０% ３０.０%

12.9% ２５.０% ３５.０%

05.2% ３５０.０%

２０.０%

２０.０%

9億661万円

8億1,804万円

12億7,472万円

6億1,084万円

12億1,014万円

区　　分 令和元年度末

壮瞥町 早期健全化基準 財政再生基準 壮瞥町 早期健全化基準

【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課財政係（☎0142-66-2121）

※平成30年度財務書類はホームページで公表しています。

地方債残高の推移

基金残高の推移
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歳出総額は 52億4,920万円
前年度比3.2%の減（1億7,498万円減）

（※一般会計・特別会計合計）

歳入
総額は41億8,167万円で、前年度と比較す

ると9,328万円(2.2%）の減額となりました。

主な要因は、前年度に行われた基金の統廃

合に伴う繰入金の減少（3億383万円）、国庫

支出金で災害復旧費の減少(1億3,167万円）

が挙げられます。

自主財源である町税は前年度と比べて135

万円（0.3%）の増加。地方交付税と地方交付

税の実質的な振替財源である臨時財政対策債

の総額は914万円（0.5%）の減となりました。

町債は、２億7,421万円増で防災行政無線

デジタル化により増となりました。

歳出
総額は、40億4,496万円で、前年度と比較

すると1億2,695万円（3.0%）の減額となりま

した。

主な要因は、積立金で前年度に行われた基

金の統廃合に伴う積み立て等の減少により、

3億5,028万円の減少が挙げられます。

性質別に前年度と比較すると、防災行政無

線デジタル化事業の増加等により投資的経費

が1億6,000万円増額。補助費等では中山間地

域所得向上支援整備交付金等の道補助事業の

実施等により、6,121万円の増額となりまし

た。

収支
歳入歳出差引は、1億3,671万円で、翌年度への繰越事業に必要な財源を控除した実質収

支は、1億3,258万円です。

この額から、過年度繰越金、財政調整基金への積み立て及び取り崩しを考慮した当該年

度の実質的な収支である「実質単年度収支」は667万円の赤字でしたが、前年度、7,565万

円の赤字から大幅に改善しました。

※実質単年度収支

＝実質収支－過年度繰越金＋財政調整基金積立額＋地方債繰上償還額－財政調整基金取崩額

○ 一般会計

� �
� �

町では、健全な財政運営を目指し、地域経済と町民の皆様の生活に支障をきたさない範囲で、徹底した支出

の抑制と有利な財源の確保につとめ、収支改善に取り組み、実質単年度収支の赤字額は大幅に改善しました。

令和2年第3回定例議会において、令和元年度決算が認定されました。概要をお知らせします。

まちの財政状況　令和元年度決算
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どっちも
ガンバレ!

落とすなよー！負けないぞ！

たのむぞ！

まかせとけ！

閉会式も、
ソーシャルディスタンス！

3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び3･4年生　大球運び

5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風5･6年生　壮瞥旋風

全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走全年生　徒競走

1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ1･2年生　紅白玉入れ

1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー1～3年生　低学年リレー

4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー4～6年生　高学年リレー
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ダンス！
ダンス！

がんばれー!!

壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
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壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
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壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集
壮瞥小学校運動会 
スナップ集

－楽しく!! 団結!! 最高の運動会を作ろう!!－
10月3日㈯、壮瞥小学校の運動会が開催され
ました。今年は、新型コロナウイルスの影響で
秋に延期されての開催でした。保護者の出席は
2名までで、各種目〝ソーシャルディスタンス”
を確保した方法に変更され、学校関係者の皆さ
まの、準備の苦労が伺えましたが、その中で、
子ども達が精いっぱい取り組む姿は、いつも以
上に輝いて見えました。当日の様子を、スナッ
プでご紹介します！
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農業おこし協力隊　杉山 智美

醸造用ぶどう栽培、

順調です！

－ 8 －

こちらのＱＲコードをスマートフォンのカメラで読み取ると指定のＵＲＬに飛ぶことができます。

協力隊の活動レポートは、町

の移住情報サイト「移住ブロ

グ」からご覧になれます！

9月は、農作業に必要な刈払機の安全講習の受講などがあり、秋の

果実の収穫が本格化する中、果樹の研修になかなか行けない日々が

続きました。今月は、私の大切な仕事のひとつである“丹波ワイン”

様の醸造ぶどう栽培研修についてレポ－トします。

7月に地域おこし協力隊として着任してから、丹波ワイン様の指導もと、醸造用ぶどうの栽

培を学んでいます。ほ場では、数種類のぶどう品種（北海道の試験品種含む）を、苗木の仕

立方や異なるクロ－ン等で試験区を設定するなど、ピノブラン（白ワイン品種）を中心に多

数の品種を試験栽培しています。7・8月のほ場作業は、「無事に受粉したぶどう（実）を美味

しいぶどうに育てあげる」ことに向かって、「蔦を真っ直ぐに育てる：誘引」「除草」「新梢取

り・副梢取り」を繰り返し、その後「摘心・摘房」で、必要なぶどうのみを残し、生育・成

熟させるための作業を繰り返し行います。8月後半になると「糖度計測」が始まり、定点観測

しながらベストな収穫日予想を立てながら、作業を続けてきました。

醸造用ぶどうは、順調に美味しく成長しています！10月中旬に収穫し、京都ワイン会社に

てワイン醸造となります。壮瞥町産ぶどうのワインができ上がるのが待ち遠しいですね！ま

た、こちらでご報告したいと思います。

こんにちは。壮瞥に来て4カ月目に入りました。移動手段が徒歩

から車に変わった他に、「広報見たよ！」と声を掛けてくれたり、

町で会ってお話出来る方が増えたり、遂に！「おしみちゃん」とあだ名で呼んでくれる方も現れまし

た！些細ですが、私にとってはとても嬉しい変化です。

私は日々、町内の観光地や風景、グルメなどをＳＮＳ（インスタグラムやFacebook）で発信してい

ます。その撮影の為、店舗さんに突然訪問することが多いのですが、優しくご対応いただいて「コー

ヒー飲んでく？」と何杯ご馳走になったか分かりません。とても感謝しています！私は前職でも情報

発信の仕事をしていました。その経験を活かして町に貢献していきたいのですが、まだまだ知らない

ことが多いです。なので、会った時に「あれ知ってる？」と、町の色んな情報を教えてください。

ＳＮＳでは、町のタイム

リーな風景や情報を発信

しています！

地域おこし協力隊
ボイス！

地域おこし協力隊の取り組みや、移住生活で感

じたこと、お知らせなどを、それぞれの隊員が

隔月で発信していきます！

魅力おこし協力隊　清水 美花

日々の嬉しいこと
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新型コロナウイルス感染症拡大防止策へのお願いについて

【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）

胆振総合振興局管内において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生するなど、感染が拡

大している状況です。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。

季節性インフルエンザの流行期にも入っていることから、改めて注意喚起を行いますので、町

民の皆さまのより一層のご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談等窓口は「北海道新型コロナウイルス感染症 健

康相談センター」になりました。

息苦しさや強いだるさ、高熱などの症状がある場合などは、すぐにご相談ください。

「北海道新型コロナウイルス感染症　健康相談センター」

0800-222-0018（無料・24時間相談窓口）
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例年５月に実施していた結核・肺がん検診ですが、今年は下記の日程で実施します。年に１回

は検診を受け、早期発見に努めましょう！

【注意事項】

（１）妊娠中の方及び妊娠している可能性のある方は受診をお避けください。

（２）問診票は必要事項をご記入の上、受診してください。

例年、町内の検診会場を巡回しながら検診を実施していましたが、新型コロナウイルス

感染症の予防のため、会場を保健センターと農村環境改善センターの２か所に限定し実施

することになりました。検診の際は感染予防のため検査毎に消毒をしますので、お時間を

いただきながら実施させていただきます。また、三密を避けるために一度に受診する人数

を制限するため、予約制とすることになりました。ご協力をお願いいたします。

・対 象 者：20歳以上の方
・検 診 料：無料（喀痰検査　1,000円）　
・検診内容：胸部Ｘ線撮影（必要な人は喀痰検査）

今年は予約が必要です！

【ご予約・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）

※予約の締め切り日／11月13日（金）

今後の状況によっては、中止になる場合もありますので、ご了承ください

町民の皆さまへのお願い（新型コロナウイルス感染防止のため）
・海外渡航歴のある方
・体調不良、咳症状や痰、37.5度以上の発熱がある方
以上の条件に当てはまる方は検診の受診をお控えください。

お電話にてお申

し込みください。

予約の際に、詳し

い時間帯をご説明

します。

肺気腫、COPD等、

呼吸器科通院中の方

は、検診は受けずに

かかりつけ医にて、

経過を見てもらいま

しょう！

受　付　時　間 検 診 日 検 診 会 場

・09時30分③・9時45分④

・10時
・11時

・14時　　
・15時
・17時
・18時
・19時00分①・19時15分②

11月25日（水） 農村環境改善センター

11月26日（木） 壮瞥町保健センター

11月25日（水） 壮瞥町保健センター

11月26日（木） 農村環境改善センター

11月27日（金） 壮瞥町保健センター

｝

｝

｝
・09時30分③・9時45分④
・10時
・11時
・14時
・15時
・16時

①00分　②15分
③30分　④45分
※各時間帯6名ずつ受付

①00分　②15分
③30分　④45分
※各時間帯6名ずつ受付

①00分　②15分
③30分　④45分
※各時間帯6名ずつ受付
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□脳卒中には、脳梗塞（脳内血管の閉塞）、脳出血（脳内血管の破裂）、くも膜下出血（脳の周りの血管

の破裂）があります。脳卒中は、西胆振地域の死亡原因では、がん、心臓病に次いで第3位、日本人

の「介護が必要となった主な原因」では、認知症についで第2位となっていて、重大な健康問題です。

□脳卒中の症状は、突然激しい頭痛がすることもありますが、多くは痛みを伴わず、突然手や足が思う

ように動かない、しびれる、話をしようとしても言葉が出ない、相手の話が理解できない、見える範

囲が狭くなる、片方の目が見えない等が徐々に出現します。

ひとつでも症状があれば、緊急の受診が必要となります。

□脳梗塞の場合は、血管を塞いだ血の塊を溶かす治療を受けることで、脳内の血流が回復し、重大な後

遺症を軽減することが期待できます。また、くも膜下出血や脳内出血は、出血を止めたり、脳の圧迫

を除くなどの治療を開始することで、命を救うことができます。

01　高血圧を管理しましょう

02　糖尿病を予防しましょう

03　不整脈（心房細動）を見つけて治療しましょう

04　たばこを止めましょう

05　節酒しましょう

06　ＬＤＬコレステロールを下げましょう

07　塩分控えめ、野菜を多く摂りましょう

08 　適度の運動を続けましょう

09　健康的な体重を維持しましょう

10 　ストレスに気を配りましょう

高齢者の気分の変化が気になる、

人格が変わった、認知症かなと感じ

ることもあるかと思います。

はっきりとした脳卒中の症状が無い

「無症候性脳卒中」もあり、アルツ

ハイマー型認知症の進行を早めると

言われています。

気になる場合は、脳外科などの専門

医療機関に受診してみましょう。

□脳卒中を予防する方法が知られていて、糖尿病や心臓病などの生活習慣病の予防にも役立ちます。

また、健診を受けて、自分の健康データを脳卒中予防に活用しましょう。

脳卒中を予防するために 血管性認知障害

簡単チェック ACT FAST 「急いで 行動せよ」
一つでもあったら

脳卒中の初期症状をいち早く確認できる方法が、米国脳卒中協会が推奨する「ACT FAST」です。

直訳すると「急いで 行動せよ」ですが、FASTは、脳卒中が疑われる際にチェックすることの頭文字を

組み合わせたものです。

顔
口を「イ～ッ」としてもらい、

片方しか動かなければ異常です。 腕
手のひらを上にして両手を水平に

上げてキープしてもらい、片腕だ

けが下がってくる時は異常です。

言
葉

話をしてもらい、言葉が出ない、

ろれつが回らない、言葉が理解で

きない時は、異常です。

脳梗塞の血の塊を溶かす治療（血

栓溶解療法）は、発症から4.5時

間がリミットです。

急
い
で

西胆振保健医療福祉圏域連携推進会議脳卒中専門部会より
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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 竜巻注意情報について
胆振・日高地方は、北海道の中でも竜巻などの激しい突風（以下竜巻等）の発生数が

多い地域です。年間の約半分程度が秋に集中しています（図）。

竜巻は積乱雲に伴う激しい空気の渦巻きで、ひとたび発生すると、人命に関わる大き

な災害の起こる可能性があります。気象台では、竜巻等が予想される場合には、「雷と

突風に関する気象情報」や「雷注意報」、「竜巻注意情報」を発表します。「竜巻発生確

度ナウキャスト」では、詳細な分布と約1時間先までの予報を提供しています。

発達した積乱雲が近づく兆しは、真っ黒い雲が近づいて周囲が急に暗くなったり、冷

たい風が吹き出したり、雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりします。竜巻等から身を守

るには、屋外では、頑丈な建物

の中や頑丈な構造物の物陰に入

って身を小さくしてください。

また屋内ではカーテンを閉め窓

から離れて、1階の丈夫なテーブ

ル等の下に入って頭を守るなど、

身の安全を確保してください。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(25)

Luonnonkatastrofit（自然災害）

Moi！今回はフィンランドの地形と自然災害についてお話しし
ます。フィンランドは地球地殻を作る“プレート”の境目にある
わけではなく、とても古い岩石のプレート上にあるので、地震や
火山はありません。火山がないので温泉もありません。日本人に

とっては身近な地震も、フィンランド人にとっては未知の現象であり、「地面が揺れる
ってどんな感じ？」「地震が起こるかもしれないけど、日本に旅行に行くのは安全な
の？」などと聞かれたことが何度かあります。さらに津波、台風といった自然災害も起
こることはほぼないと言っていいでしょう。
地形的にも、とても住みやすいフィンランドですが、私の住んでいる地域は、冬の気
温が氷点下35度を下回ることもあり、寒さには注意が必要です。また吹雪や嵐、雪溶け
時の洪水が日常生活に支障をきたすこともあります。ただ、私が高校に入学してから2
年2か月、どんなに大雪の日でも吹雪の日でも、休校になったことはありません。

図　日本の竜巻の月別発生確認数

（1991～2017年：海上竜巻は除く）
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　100　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）

皆様こんにちは！ジオパーク通信は、今回をもちまして、100号を迎えることができまし
た！いつもジオパーク通信をお読みいただきまして本当にありがとうございます。これから
もジオパークの魅力を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて今
回は100回を記念して、ジオパークのクイズ特集を行います！下に問題の正解がありますの
で、何問正解できるか、挑戦してみてください！

祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!祝ジオパーク通信100号!!

祝ジオパーク通信100号!!

洞爺湖有珠山ジオパークだより

Ｑ１．ジオパークの『ジオ』は、どんな意味でしょうか？

① 月　② 太陽　③ 地球や大地　④平和

Ｑ２．有珠山の噴火はいつから始まったでしょうか？

①約10万年前　②約5万年前　③ 約2万年前　④約400年前

Ｑ３．洞爺湖有珠山ジオパークにある最も古い石は約2,600万年前にできました。

どこにあるでしょうか？

①有珠山　②有珠善光寺　③明治新山　④三階滝

Ｑ４．豊浦町文学碑公園には誰の歌碑が建てられているでしょうか？

①与謝野晶子　②夏目漱石　③芥川龍之介　④宮澤賢治

Ｑ５．なぜ昭和新山は赤いのでしょうか？

①特殊な赤い水の影響　②畑の土がマグマに焼かれた
③昔から赤い ④赤い土が海外から運ばれた

Ｑ６．西山山麓火口散策路にある2000年の有珠山噴火によってできた沼は何と呼ばれている

でしょうか？

①五色沼　②西新山沼　③噴火沼　④有珠沼

問題の正解　Ｑ１③　Ｑ２③　Ｑ３④　Ｑ４①　Ｑ５②　Ｑ６②

三階滝 文学碑公園 昭和新山 西山山麓火口散策路
から見える沼
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段ボールキッチンを寄贈いただきました

9月16日㈬、第一生命保険株式会社伊達オフィス
（オフィス長　勝木学）様から、そうべつ保育所に
段ボールキッチンを寄贈いただきました。
同社では、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止に向けた地域支援活動として、保育施設内で遊
ぶおもちゃの寄贈を行っています。
寄贈されたおもちゃは、園内で大切に使わせて

いただきます。本当にありがとうございました。

旗の波運動の実施

秋の全国交通安全運動にあわせ、9月24日㈭に久保内地区、29日㈫に滝之町地区で「旗の波運動」
が実施され、壮瞥小学校2年生の児童、各関係団体の皆さまなどが参加され、旗振りやドライバーの
皆さまに交通安全の呼びかけをしながらに啓発グッズを手渡しました。今後も安全運転をお願いい
たします。

滝之町久保内

北海道社会貢献賞を受賞されました

民生委員の松浦惠美子さんが、民生委員・児童委
員として15年以上在職し地域貢献されている方に贈
られる「北海道社会貢献賞（北海道知事表彰）」を
受賞され、9月23日㈬に町役場にて伝達式が行われ
ました。
松浦さんは、平成10年12月１日付で民生委員・児
童委員の委嘱を受け、以来21年にわたり担当地区に
おいてさまざまな相談を受けるなど、地域福祉活動
を実践し、安心して暮らせる地域づくりに貢献され
ています。受賞おめでとうございます。
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壮瞥高校「JGAP認証公開審査会」を開催

壮瞥高校（古谷尚校長、生徒数64名）では、10月1日㈭に、安全・安心な農作物の生産と、衛
生・安全に配慮した作業環境整備の観点から、ＧＡＰ（ギャップ：農業生産工程管理）を実施す
ることの重要性を学ぶ機会とするため、「ＪＧＡＰ認証公開審査会」を実施しました。
当日は、メロンとミニトマトを審査対象として、栽培に携わってきた3年生が審査員に対して農

場の様子並びに関係書類の説明を6時間に渡って行いました。終了ミーティングでは、本校の取組
に対して高い評価をいただきました。今後は是正箇所の対応を4週間以内に行い、確認され次第、
認証されることとなります。

壮瞥高校収穫祭 にぎわう

10月4日㈰、町総合グラウンドで壮瞥高校の第50回収穫祭が開催されました。
フェイスシールドとマスクを着用し新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、大切に育

てたジャガイモ、カボチャ、ナス、リンゴなどの野菜や果物、トマトジュース、食パンなどの加
工品を販売し、生徒たちは、来場者に向けて元気に商品をＰＲしたり質問などにも丁寧に答えて
いました。
例年より約1カ月遅れで開催した収穫祭でしたが、事前の参加申し込みと当日受け付けをした約
200人が来場し、会場はにぎわいました。
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防災をテーマに公民館研究集会が開催されました

10月6日㈫・7日㈬、地域交流センター山美湖と壮
瞥町役場を会場に「第42回全国公民館研究集会北海
道大会・第64回北海道公民館大会inそうべつ」が開
催されました。
「自然災害に対応する公民館活動～地域の自然を
活かした防災教育～」をテーマに、初日は基調講演
やシンポジウムなど、2日目は分科会が開催され参
加者は公民館の果たす役割について見識を深めまし
た。また本大会は壮瞥高校の生徒の参加のほか、
道内各地の高校生や釧路根室地区とインターネット中継でつなげ、ウィズコロナの時代に対応した
新たなスタイルを取り入れて実施し成功裏に終了しました。

剣道　中体連新人戦　第3位

10月10日㈯、苫小牧市川沿公園体育館にて開催された、
令和2年度胆振日高中学校新人剣道大会男子団体戦の部に
おいて、壮瞥中学校（池田拓未君（1年）、毛利いぶき君
（1年）金子祐大君（2年））が第3位と健闘しました。
今回は、吹奏楽部の演奏会と日程が重なり、5人戦のと

ころ3人での出場と、初めから苦しい展開でした。また、
コロナ禍で、ほとんどの大会が中止となるなか、久しぶ
りの実戦でしたが、それぞれの選手が実力を発揮し、3位
の座を手中に収めました。
個人戦では、毛利いぶき君が1年生ながらベスト8まで
進みましたが、優勝した強豪選手に惜しくも敗れました。

壮瞥高校生が作ったリンゴ木炭でコーヒー焙煎

本年3月に地域おこし協力隊を卒業し、現在壮瞥温泉で『TOYA CAFE珈琲焙煎(コーヒーばいせ
ん)所』の店主を務める長友加也さんが「りんご木炭炭焼珈琲」を発売するにあたり、10月6日㈫にリ
ンゴの木炭約10キロが高校生から長友さんに贈られました。
リンゴの木炭は、壮瞥高校の果樹班が本来捨ててしまうリンゴの枝を町内農家から譲り受け、平成
28年から試行錯誤を繰り返しながら作製したもので、通常の木炭よりも火がつきやすく安定して燃焼

し、コーヒー豆にも炭の良い香りがつくそうです。
TOYA CAFEでは無農薬・無化学肥料で作られ

たコーヒー生豆（キリマンジャロ、グアテマラ、
デカフェの3種類）をリ
ンゴ木炭で焙煎し、店
頭での受け取り（要事
前連絡）のほか、道の
駅にある農産物直売所
サムズでも販売してい
ます。
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令和3年度そうべつ保育所入所申込書の配布並び

に申込受付は次のとおりです。

そうべつ保育所では、アレルギー対応食の提供

や障がい児保育等を行っており、入所申込みとは

別に申込書の提出が必要となります。

つきましては、申込受付の初日に入所説明会を

開催しますので、お子さんと一緒にご参集くださ

い。

なお、保育所の入所契約は単年となりますので、

在園児も改めて申込みが必要となります。

●申込書・入所のしおり配布期間

期間／令和2年11月16日㈪～

場所／そうべつ保育所（月～土)

役場住民福祉課窓口（月～金)

●入所説明会

日時／令和2年11月25日㈬19:00～

場所／そうべつ保育所

●申込受付期間

日時／令和2年11月25日㈬～12月12日㈯

場所／そうべつ保育所（月～土)

役場住民福祉課窓口（月～金)

●入所申込みの手続きなど

（１）マイナンバーの記載

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定

申請書に申込児童と同居している親族皆さんの

マイナンバーの記載が必要です。

（２）本人確認書類の提示

手続きに来られた方の本人確認のため、個人

番号カード、運転免許証、旅券（パスポート）

などをお持ちください。

※長時間保育に係る申込書は、必要書類に不備

があった場合は原則受付できません。入所定

員を超える申込みがあった場合には、審査に

より入所者を決定します。詳細については、

入所のしおりをご参照ください。

【お問い合わせ先】

そうべつ保育所（☎0142-66-2452）

令和3年度そうべつ保育所
入所申込みについてIN
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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。

11月01日㈰

11月03日㈫

11月08日㈰

11月15日㈰

11月22日㈰

11月23日㈪

11月29日㈰

12月06日㈰

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

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 0142-22-1182

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 0143-44-2621

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

11月歯科救急医療実施について

IN
FO
RM
AT
IO
N
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○自衛官候補生（18歳以上33歳未満の男女）

受付／令和2年10月5日㈪～11月13日㈮

試験日／令和2年11月27日㈮～29日㈰

※いずれか1日

○貸費学生（大学の理学部、工学部在学の26歳未

満の者、大学院修士課程在学者は28歳未満の者）

受付／令和2年10月1日㈭～令和3年1月15日㈮

試験日／令和3年1月30日㈯

○陸上自衛隊高等工科学校生徒

（推薦）（中卒見込含17歳未満の男子で学校長の

推薦を受ける者）

受付／令和2年11月1日㈰～11月30日㈪

試験日／令和3年1月10日㈰～11日㈪

※いずれか1日

(一般)（中卒(見込含)17歳未満の男子）

受付／令和2年11月1日㈰～令和3年1月6日㈬

試験日／1次試験　令和3年1月23日㈯

2次試験　令和3年2月7日㈰

【お問い合わせ先】

防衛省自衛隊札幌地方協力本部室蘭地域事務所

（☎0143-44-9533）

●第2回狩猟免許試験

日時／令和2年12月6日㈰9:00～

会場／室蘭市海岸町1丁目4-1

むろらん広域センタービル

試験種別／網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免

許及び第二種銃猟免許

必要書類／

狩猟免許申請書、医師の診断書、顔写真、北海

道収入印紙（5,200円）、返信用封筒

受付期間／10月20日㈫～11月20日㈮まで

●第3回狩猟免許試験

日時／令和3年2月7日㈰9:00～

会場／室蘭市海岸町1丁目4-1

むろらん広域センタービル

試験種別／網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免

許及び第二種銃猟免許

必要書類／

狩猟免許申請書、医師の診断書、顔写真、北海

道収入印紙（5,200円）、返信用封筒

受付期間／令和2年12月22日㈫～

令和3年1月22日㈮まで

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局保健環境部環境生活課

（☎0143-24-9577）

11
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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) 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年11月20日(金)

令和2年12月10日(木) 高村　弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年12月04日(金)

令和2年12月24日(木) 阿部　弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年12月18日(金)

令和3年01月14日(木) 林　　弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和3年01月08日(金)

令和3年01月28日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和3年01月22日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

自衛官候補生、貸費学生、
陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集IN
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狩猟免許試験及び予備講習会のお知らせ
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選挙人名簿の登録について

○転入・転出等異動の時には必ず届出をしましょ

う

選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録

しておく公簿です。

選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録され

ていなければ、投票することはできません。

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて

行われていますので、転出、転入等異動があった

場合は、必ず市町村役場に届け出てください。

○登録の資格要件

選挙人名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会

が行いますが、次の要件を満たしている人が登録

されます。

・日本国民で年齢が満18歳以上であること。

・登録基準日現在、住民票が作成された日（転入

届をした日）から引き続き3ヵ月以上住民基本台

帳に記録されていること。

○登録の時期

・定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし

て、上記登録資格のある人を各月の同日に登録

します。

・選挙時登録

選挙の都度、登録の基準日・登録日を定めて

登録します。

○登録の抹消

次の場合には登録の抹消が行われます。

・死亡または日本国籍を失ったとき

・他の市町村に住所を移して4ヵ月を経過したとき

【お問い合わせ先】

壮瞥町選挙管理委員会（☎0142-66-2121）

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11月27日㈮13:00～15:30

（隔月1回第4金曜日開催予定）

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）

コロナ禍の下、子どもたちの豊かな学びへの道

筋を、教員の異常な働き方にもふれながら明らか

にする講演会を開催します。

日時／12月6日㈰9:30～12:00

会場／室蘭市生涯学習センターきらん　

室蘭市中島町2丁目22-1

内容／内田良さん（名古屋大准教授）、鈴木大裕さ

ん（教育研究者、土佐町議員）による対談。

料金（資料代）／500円

保育／あり　3日前までに下記まで電話連絡

申込／11月1日㈰～12月3日㈭

※入場上限を100人程度にし、間隔をあけて聴いて

いただきます

※体温測定、手指消毒、マスク着用をお願いします

【お問い合わせ・お申し込み先】

ゆきとどいた教育をすすめる西いぶり連絡会

代表　佐茂厚美　090-8895-3903

web https://form.run/@m-kunita--1600217039

法務局では、女性の人権についての専用相談電

話「女性の人権ホットライン」を設置しています。

夫やパートナーからの暴力やセクハラなど女性の

人権に関する悩みをご相談ください。

また、令和2年11月12日㈭から11月18日㈬までは、

「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化月間」

です。期間中は、平日の受付時間を延長し、土日

も対応します。

女性の人権ホットライン

0570 - 070
ゼロ ナナ ゼロ

-
の

810
ハートライン

(全国共通ナビダイヤル)

受付時間／平日8:30～17:15（年末年始を除く）

強化期間中の受付時間／

11月12日㈭・13日㈮8:30～19:00

11月14日㈯・15日㈰10:00～17:00

11月16日㈪～18日㈬8:30～19:00

相談員／法務局職員又は人権擁護委員

【お問い合わせ先】

札幌市北区北8条西2丁目1-1

札幌法務局人権擁護部第一課

人権相談主任　宮崎（みやざき）　

Tel:011-709-2311（内線2210）

Fax:011-709-2488

E-mail:a-miyazaki2bs＠moj.go

壮瞥町選挙管理委員会からのお知らせ
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くらしの無料相談会を開催します
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全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせIN
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ゆきとどいた教育をすすめる講演会
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とまこまい「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。就職相談も歓迎します。「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（伊達市網代町5-4）

内容／就労相談・就労体験ほか

日時／12月4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

困り事や不安を抱えている人を支援します。

生活保護を受給されていない方で「住むところ

に困っている」「仕事がなかなか決まらない」「子

どものひきこもりが心配」「借金が多くて悩んでい

る」「生活費に困っている」「働いたことがなく心

配」などの不安を抱えている人のご相談をお受け

する総合相談窓口「生活就労サポートセンターい

ぶり」が開設され支援サービスがスタートしてい

ます。

（胆振総合振興局からの委託事業です。）

【お問い合わせ先】

生活就労サポートセンターいぶり

運営団体：特定非営利活動法人ワーカーズコープ

相談者専用フリーダイヤル：0120-09-0783

メール: iburi-soudan@roukyou.gr.jp

働きたい方のための出張相談会
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生活就労サポートセンターいぶりから
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「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）

2号炉

測 定 日 測定結果（ナノグラム）

令和2年7月29日 0.003

死亡事故ゼロ286日
－人身交通事故発生状況9月分－

発生 4件（ 12件）

死者 0名（ 0名）

負傷 5名（ 13名）

※9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9月11日～令和2年10月10日）

■人のうごき

■9月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,436人 （△ 26）

男 1,150人 （△ 6）

女 1,286人 （△ 20）

世帯数 1,301戸 （△ 20）

※9月末現在（ 　）は前月差

橋堀　和子さん （79歳）【久保内三】

佐藤カメヨさん （84歳）【建部団地】

西山　敏秀さん （70歳）【仲洞爺】

◆お悔やみ申し上げます
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「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！「デビュー50周年 諸星大二郎展」に行こう！

令和3年壮瞥町成人式のご案内 

令和２年度　芸術鑑賞ツアー第3ステージ参加者募集！

11月山美湖大学　講演会のおしらせ

◎主　催／壮瞥町文化協会

◎後　援／壮瞥町・壮瞥町教育委員会

◎日　時／令和2年11月6日㈮～ 8日㈰ 10:00～19:00

※8日は17:00で終了となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎会　場／壮瞥町地域交流センター山美湖

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

◎期　日／令和2年12月20日㈰
◎会　場／北海道立近代美術館

◎参加料／800円程度

◎対　象／壮瞥町在住の方

◎募　集／20名（ただし申込が10名以下の場合は中止となります。ご了承ください。）

◎申　込／教育委員会生涯学習課：前川（☎0142-66-2131）まで電話で申し込みください。

◎締　切／11月30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／新型コロナウイ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。

ツアーの詳細についてのお問い合わせは教育委員会：前川までご連絡ください。

◎期　　日／令和3年1月10日㈰
◎時　　間／受付13:00　　式典13:30　 

◎申込期限／令和2年11月30日㈪
※準備の都合上、期限厳守でお願いします。 

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

北海道教育の日協賛事業
令和2年度壮瞥町文化祭展示部門のお知らせ

多数の熱狂的なファンを持ち、さまざまな分野から支持される漫画家・諸星大二郎氏のデビュー50

周年展覧会を観覧します。この展覧会では代表作の原画に加え、作品世界と関連のある美術作品や歴

史的・民族的資料も併せて展示されています。奮ってご参加ください。

◎日　程／令和2年11月16日㈪10:00～12:00

◎会　場／壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

◎内　容／医療・介護講演会

◎講　師／医療法人交雄会 そうべつ温泉病院

地域医療相談室 室長　郡司　俊夫　様

◎参加費／無料

◎対　象／本講演会の対象者は壮瞥町民の方に限定します。

（年齢制限等はありません）

◎申　込／教育委員会 前川（☎0142-66-2131）までお申し込みください。

介護保険法が施行されて20年が過ぎ、この間、制度の変更が繰り返され、介護スタッフ不足・離職

が叫ばれ、サービスの低下が懸念されています。今後の制度の変更も見すえて、これからの生活を考

えてみたいと思います。

また、今年は全国の市町村において、第8期介護保険事業計画の策定が行われており、今後3年間の

介護保険料が決まろうとしています。保険料が高くなることへの懸念が広がっていますが、仕組みか

ら学びたいと思います。山美湖大学学生以外の方もご参加いただけますので、興味をお持ちの方はぜ

ひご来場ください！

令和３年壮瞥町成人式をご案内します。 

対象者は、平成12年4月2日～平成13年4月1日までに誕生した方です。 

壮瞥中学校、久保内中学校卒業生や現在住民票がある方、ご連絡いただいた方へはご案内をお送り

します。町外へ転出された方で、壮瞥町成人式へのご出席を希望される方は、事前に壮瞥町教育委員

会へご連絡いただければ、参加可能ですので、お気軽にお問い合わせください。友達を誘って、ぜひ

成人式にご参加ください。 

※新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用、消毒の実施、密にならない座席の配置など

の措置を講じた上で、実施予定です。 

夜空を見る集い通信
11月・12月に開催する「夜空を見る集い」をご案内します

医療・介護の現場から見えてくるもの
－そうべつ温泉病院地域医療相談室から－

①第6回……11月18日㈬
・アンドロメダ銀河を観測しよう！ 

・スバル、秋の星座を観測しよう！

・火星の観測をしよう！

・周極6星座の学習（周極6星座試験）

※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、少人数での開催とします。ご了承

ください。

※会場の密を避けるため、申し込みの受付人数は先着120名限定とさせていただきます。

また、山美湖大学学生の方のお申し込みを優先させていただきますので、ご了承ください。

◎場　所／壮瞥町地域交流センター山美湖

◎時　間／18:00～20:00

◎申　込／教育委員会：前川まで電話で申込みください（☎0142-66-2131） 

②第7回……12月11日㈮
・火星の観測をしよう！

・その他詳細は、後日山美湖内等に

ポスター掲示で告知します！

●山美湖大学とは??●
60歳以上の皆様を対象に、学びの場を提供する高齢者大学です。

おおよそ月に一度、さまざまな講座を開講しますので、興味がおありの方は教育委員会 前川

（☎0142-66-2131）までお問い合わせください。

【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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ポケット詩集　

編：田中和夫

宮沢賢治や井上ひさ
し、与謝野晶子など著
名な詩人達が網羅され
ている本です。テーマ
も学校や猫や便所など
と様々であり、ポケッ
トサイズで読みやす
い、詩の入門編にピッ
タリな一冊です。

みすゞさんぽ　

金子みすゞ

有名な『私と小鳥と
鈴と』の詩も含まれてい
る金子みすゞの詩集。四
季折々のみすゞとの詩
と、それにピタリとあっ
た三瓶季恵の人形が目
と心を楽しませてくれれ
ます。一つ一つの詩がと
ても味わい深いです。

ぼくはこうやって

詩を書いてきた

谷川俊太郎／山田馨

名詩人、谷川俊太郎は
どのように生まれたのでし
ょうか？その名作秘話や
半生等の知られざる話が、
編集者である山田馨との
対談集から明らかになり
ます。中でも、彼が小学五
年の時に創作した貴重な
詩は必
見です!

タイトル「手塚治虫の山」 作者　手塚治虫

こちらの本は手塚治虫さんの作品群の中で、山・自然・動物
などをテーマにした作品が10作品収録されています。収録の中
の「火の山」という作品は、壮瞥町が壮瞥村だった頃、昭和新
山誕生が舞台の物語となっており、当時郵便局長だった三松正
夫さんが描かれています。手塚治虫作品を通し、昭和新山の生
成とその誕生を命をかけて見守った三松さんの物語を感じられ
る作品となっております。その他にも、収録されている作品ど
れをとっても人間はもとより、山にも動物にも、万物すべてを

「生命」ととらえる、手塚治虫さんの強い思想が全編を通して
伝わってきます。「生きる」という事について考えさせられる作品ばかりです。
興味を持って頂きましたら、ぜひこの作品と出会ってみてください。

（オススメ者　Ｎ）

「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』『志村け
ん160の言葉』『ものは言いよ
う』『Ｑ＆Ａでわかる山の快
適歩行術』『医者が教える食
事術（2）実践バイブル』『津
田梅子』『北里柴三郎ー雷と
呼ば れ た男（上）新装版』

『北里柴三郎ー雷と呼ばれた
男（下）新装版』『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』『一人称単数』『検証ブラ
ックアウト－北海道胆振東部
地震』『ほんとうのリーダー
のみつけかた』『破局』『首里
の馬』

「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）』『モヤモヤそ
うだんクリニック』『お札に
描かれる偉人たちー渋沢栄
一・津田梅子・北里柴三郎』

『紙の心』『ロス、きみを送る
旅』『ジェイミーが消えた庭』

『世界恐怖図鑑セット（全4
巻）』

「幼児図書」

『小学館　ミッケ！　全8巻セ
ット』『しかけえほん火山の
しくみ』『ミュージアムポッ
プアップ』『かべのすきま』

『はないきおばけとくちいき
おばけ』『はじめましてスミ
レひめよ』『アナグマのもち
よりパーティ』『アナグマさ
んはごきげんななめ』
（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

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

特別企画展
期間11月16日～12月18日

ヨシタケ シンスケ展
例年の図書フェスティバルがコロナ感染拡大予防のため、中止になりましたが…
急遽、特別企画展を開催いたします！TVでも話題のこども・大人にも人気のイラストレーター・
絵本作家“ヨシタケ シンスケ”さんの絵本、書籍等を展示・貸し出しします。

◇同期間中、恒例の「雑誌リサイクル市」も行います。（図書室で保存期限が過ぎた雑誌を無料で差
し上げます）

※お詫び…読書週間 “芥川賞・直木賞の本をふたたび” 10月12日～11月13日へ期間変更しています。ご了承

ください。

やまびこ図書室キャラクター

“やまうさ”オリジナルクリア

ファイルをプレゼントします!! 

(おひとり１枚のみ）

どうぞお楽しみに！

期　日 令和2年11月19日㈭
時　間 13:30～15:00
場　所 図書分室（旧壮瞥消防署）
内　容 ベリーズという国は、メキシコの南に位置す

る、人口30万人ほどの小さな国であり、美しい
珊瑚礁やマヤ文明の遺跡が多く残っています。治安もよく、観光には最適です。しかし、こ
の国には中米なのに母国が英語だったり、多民族国家であったりします。先住民の子ども
たちの学校の先生である、清水さんからお話を伺い、その秘密と魅力を探ってみましょう。

初試み！
◇期間中、図書室・分室の一般書・児童書・絵
本・紙芝居を借りた方対象（雑誌は含みませ
ん）

◇参加型　申し込みカード受け取り、本１冊借
りるとスタンプ1個つきます⇒10個になるとク
リアファイル1枚プレゼント！(数量限定)

“やまうさが”命名され、2021年１月で10周年
迎えます！ありがとうございました。これか
らも愛される図書室をめざしてゆきます！

今月は「カリブ海の宝石」といわれる魅惑の国、ベリーズのお話です！

青年海外協力隊のおはなし

講師　清水咲紀さん

ようこそ　
図書分室へ!

先月の分室イベントでは、㈱ネク
スコ・メンテナンス北海道の小川所
長をお招きし、普段はあまり知られ
ていない高速道路のお話を聞かせて
いただきました。その後、屋外にて
ドローンの操縦体験をしました。大
盛り上がりの中、イベントは終了し
ました。

中学生まで使
える、ドラえも
んの学習国語辞
典を新しく購入
しました。こち
らの辞典は貸出
可能となります。豊富なドラえもん
のイラストと、カラー写真もあり、
引きやすい辞典です。辞典の引き方
を楽しく学びたい方にオススメの一
冊ですよ♪

9月24日  高速道路のお話 ドラえもん版の国語辞典が
貸出可能です！

昭和新山が
舞台の

物語です!!
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11月の展示
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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11月号

特殊詐欺被害にあわないために!
指名手配犯人の

発見に協力を！

ピンときたら110番！

指名手配犯人の
発見に協力を！

北海道警察では、凶悪事件などで

指名手配した犯人の発見に全力を挙

げています。

よく似た人を知っている、よく似た

人を見かけた…

ピンときたら110番！
皆さまのご協力をお待ちしております。

北海道警察
北海道警察ホームぺージ＞情報提供のお願い＞

「指名手配犯の情報」からも情報提供可能です。

高齢者の交通事故防止
・外出は明るい服装と反射材の着用！

・横断前に左右確認、道路中央で再確認！

スリップ事故防止
・早めの冬タイヤへの交換でゆとりの運転！

・路面凍結！「急」の付く動作は事故の原因！

飲酒運転根絶
・飲酒運転「しない・させない・許さない」！

・「二日酔い」も飲酒運転！ダメ！絶対！

実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間実施期間 11月13日から11月22日までの10日間

シカと車の交通事故に注意!
壮瞥町では、昨年12月19日に、久保内地区でシカの

飛び出しが関連する死亡交通事故が発生しています。

例年、秋から冬にかけては、シカの行動が活発とな

り、シカと車の交通事故も多発しています。

シカの習性として、

・早朝夕方の飛び出しが多い

・1頭のみならず、連続して飛び出す

・夜は目が光る

・舗装道路では動きが鈍い などがあります。

運転の際は、シカの飛び出しに注意してください。

ピンときたら110番!

キャッシュ

カードは

暗証

番号は

渡さない

暗証番号
＊＊＊＊

こんな電話を受けたら、

すぐに電話を切って

110番または
＃9110へ！

警察、役所、

金融庁職員を

かたって…

「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」「『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！」

被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!被害急増!

カードを確認する

カードを封筒に入れて保管する

カードを交換する

渡さない

教えない教えない



“その火事を　防ぐあなたに　金メダル”

救急件数 029件 （累計 212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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11月号の広報テーマ「高齢者の焼死事故防止」
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西胆振行政事務組合

焼死事故を起こさない環境を作りましょう
近年、高齢者の一人暮らしや高齢者だけの世帯が増え

ています。

火災が発生した時、逃げ遅れる可能性があり、命の危

険にさらされるリスクが高くなります。

火災を起こさないよう普段から火の元の確認や避難す

る経路等を確保しましょう。

○火の元のまわりはいつも整理整頓しましょう。

○就寝する場所は、避難しやすい場所にしましょう。

○火が接しても燃え広がりにくい防炎品の衣類や寝具、

カーテンなどもあります。

住宅用火災警報器の維持・管理について
住宅用火災警報器を設置することにより、火災の早期

発見や避難、初期消火等により死亡するリスクや大切な

財産の損失を大幅に減少することが可能となります。

設置する箇所は、就寝中でも火災を感知できる「寝室」

とされています。また、条件によって「階段」、「廊下」

にも必要となる場合もあります。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電

池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。

取り付けてから10年を目安に交換、また、日頃から作

動確認をしてください。

心臓や呼吸が止まってしまったら…
心臓や呼吸が止まった人の治療はまさに1分1秒を争い

ます。心臓や呼吸が止まった人の命が助かる可能性は、

その後約10分の間に急激に少なくなっていきます。

突然倒れた人を見たときに、最初に必要なことは「す

ぐに119番通報する」ことです。救急車がくるまでには、

全国平均で約8分かかります。救急車が来るまで何もし

ないでいると、助かる命も助けられません。現場に居合

わせた「みなさん」が「救急隊」、「医師」へ命のバトン

を引き継いでください。

【救命の連鎖について】
1つ目の輪　「心停止の予防」

子どもの突然死の主な原因はけがや溺水、窒息などが

あります。危険な場所に近づけさせないなど、日常生活

の中で十分に注意することで予防できます。

成人の突然死の主な原因は、急性心筋梗塞や脳卒中で

す。生活習慣病とも呼ばれており、生活習慣の改善でリ

スクを低下させることも大切な予防の一つです。

2つ目の輪　「早期認識と通報」

突然倒れた人や、反応のない人をみたら、ただちに心

停止を疑うことが大切です。心停止の可能性があれば大

声で応援を呼び119番通報とAEDの手配を依頼してくださ

い。

3つ目の輪　「一次救命処置」

一次救命処置とは、心肺蘇生やAEDを使用して、止ま

ってしまった心臓と呼吸の動きを助ける方法です。

脳は、心臓が止まってから3～4分以上そのままの状態

が続くと回復が困難となります。心臓が止まっている間、

心臓マッサージによって脳や心臓に血液を送り続けるこ

とは、後遺症を残さないために重要です。

命が助かる可能性は時間の経過とともに減っていきま

すが、その場に居合わせた「あなた」が心肺蘇生を行う

ことが最も大切です。

4つ目の輪「二次救命処置と心拍再開後の集中治療」

救急救命士や医師が、薬や器具などを使用して心臓の

動きを取り戻すことができたなら、専門家による集中治

療により社会復帰を目指します。

9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分9月分
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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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�【お申し込み先】壮瞥町保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340）

※上記日程で都合がつかない国民健康保険・後期高齢者保険加入者は、近隣の医療機関でも無料で健診を

受けることができます。詳しくは保健センター健康づくり係までお問い合わせください。

}

新型コロナウイルス感染症予防のために

今年は「健診」をもう受けましたか？病院に通院中の方がおこなっているのは、特定の病気に関する

「検査」であって、身体全体の健康状態や疾病の有無を調べる「健診」とは別です！

病院に通院している方も、年に1度は「健診」を受診しましょう！

冬の生活習慣病（特定）健診を受けましょう

※ 「特定健康診査」は、国で定められた健康診査です

新型コロナウイルス感染症の流行のため、健診時における感染症拡大防止対策をとっております。

そのため、今年度は生活習慣病（特定）健診を下記の通り変更させて頂いております。ご理解ご協

力お願いいたします。　

※今年は人数を制限する関係上、健診申し込みを 40歳以上の国保・後期・生保の方と、
受診券をお持ちの社会保険（扶養）の方限定 とさせていただきます。社会保険（扶養）
の方で受診券をお持ちでない方は、加入保険先、または会社へご相談ください。

※今年度の検査項目は身体計測、問診、血圧測定、採血、体組成、握力、腹囲、心電図（医師が必

要と認めた者）とし、その他の検査は中止となります。

①消毒作業や一定の距離をとってお待ちいただく関係上、健診会場は保健
センターのみとなります。

②30分あたり8名程度の申し込み制とさせていただきます。お申し込みさ
れた方に、問診票を郵送します。

③検査項目を限定し、受診時間の短縮を図ります。

12月12日㈯

13日㈰

12月19日㈯

20日㈰

壮瞥町
保健センター
※コミタク臨時便を
利用できます。利
用を希望される方
は、９時の受付時
間になります。

① 7:00
② 7:30
③ 8:00
④ 8:30
⑤ 9:00
⑥ 9:30

① 〜 ⑥
各時間　8名
※申し込みの際に、
ご希望の時間帯
をお知らせくだ
さい

受診券によって値段
が違います

･ 国保
･ 後期
･ 生保
･ 社保

無 料

実 施 日 健 診 会 場 受付時間 人　数 料　金



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。▼

11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

8
壮瞥町文化祭(作品展示)
山美湖多目的ホール他
10:00〜17:00　p22

11
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

14

15 16
山美湖大学講演会
「医療・介護の現場から

見えてくるもの」
山美湖　多目的ホール
10:00〜12:00 p23
乳幼児健診
壮瞥町保健センター
12:30〜

20
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
あっぷるひろば
ゆーあいの家
13:30〜15:00

21

10
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

9

18
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
夜空を見る集い
山美湖　多目的ホール
18:00〜20:00 p23

13
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

12
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00 p19
図書分室開放日
13:00〜16:00

19
図書分室開放日
13:00〜16:00
図書分室事業
「青年海外協力隊のお
はなし」
13:30〜15:00　ｐ24

17
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

03日
17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

28日

04日
11日
18日
25日

12/2日
12/1日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

1 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

7

（8日まで）

3
文化の日
壮瞥町表彰式
壮瞥町役場大会議室
10:00〜

2 6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
壮瞥町文化祭(作品展示)
山美湖多目的ホール他
10:00〜19:00　p22
あっぷるひろば
仲洞爺公民館
13:30〜15:00

5
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

22 23
勤労感謝の日

27
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　p20

2825
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
保育所入所説明会
そうべつ保育所
19:00〜

26
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p19
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

24
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

29 30 4
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

52
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

3
図書分室開放日
13:00〜16:00

12/1
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

資源ごみ（古紙類）回収日



2 0 2 0 年 5 月 30 日号20 2 0 年 10 月 30 日号

○建設課事務補助員の募集について
　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
年度任用職員を募集します。

採用予定数／1名
職　　種／事務補助員
勤務場所／壮瞥町役場建設課
勤務条件等／
（1）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
（2）賃　　金…時間給916円
（3）任用期間…採用の日から令和3年 3月 31日まで
受験資格／原則として壮瞥町内に居住する健康な方
応募方法等／
(1) 応募…会計年度任用職員採用試験申込書、または
任意の履歴書に写真を貼付し、令和 2 年 11 月 20 日
（金）までに壮瞥町役場企画財政課に提出してくださ
い。
(2) 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。
(3) 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）

11月の子育て支援センターげんき
開放日／   6日（金）、  10日（火）、13日（金）、
　　　　17日（火）、20日（金）、24日（火）、
　　　　27日（金）

育児サークル／26日（木）10:00～12:00
　　　　身体測定
　　　　壮瞥中学生との交流

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

○そうべつ子どもセンター職員の募集について
　そうべつ子どもセンターで勤務する保育補助員を募
集します。

採用予定数／1名
職　　種／保育補助員
勤務場所／そうべつ子どもセンター
勤務条件等／
（1）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
（2）賃　　金…有資格者：時間給1,110 円
　　　　　　  無資格者：時間給916円
（3）任用期間…採用の日から令和3年 3月 31日まで
　　　　　　　（任用継続あり）
応募方法等／
(1) 応募…会計年度任用職員採用試験申込書、または
任意の履歴書に写真を貼付し、令和 2 年 11 月 16 日
（月）までに壮瞥町役場住民福祉課またはそうべつ子ど
もセンターに提出してください。
(2) 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。
(3) 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】
そうべつ子どもセンター（☎0142-66－2452）

防災行政無線  戸別受信機について
  町内にお住まいのご家庭、事業所に配布している防
災行政無線の戸別受信機について、設置後、音が途切
れるなど、放送が聞きにくい状況が続く場合には、テ
レビ・ラジオ・電子レンジ等の電子機器周辺を避ける
とともに、アンテナを伸ばし、壮瞥公園方面の窓際に
設置場所を移動すると、解消される場合があります。
  なお、設置場所を移動するなどしても聞きにくい場
合には、調整作業等の対応をいたしますので 11 月末
までに、役場総務課防災係までご連絡ください。

【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



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
○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　　平成元年建設　1号棟
    戸数、規格　　 1 階　3ＬＤＫ(62.19 ㎡ )　1戸
　月額家賃　　家賃は収入によります。
　　　　　　　（16,500 ～ 24,600 円）
　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。

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

申込期間／
令和 2年11月2日（月）～11月16日（月）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）

第7回  壮瞥町チャリティーカラオケ
大会  出演者大募集！
　年末恒例！毎年好評！壮瞥町チャリティーカラオ
ケ大会実行委員会による「チャリティーカラオケ大
会」を開催いたします。壮瞥町の生産品の格安販売も
ありますので、お誘い合わせの上ご来場ください！

日時／令和2年 12月 12日（土）
　　　　 16:30 開場、17:00 開演
主催／壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会
後援／郡松太郎カラオケ教室・田中文夫カラオケ教室
協賛／㈲堀口水道・㈱中山工務店
協力／壮瞥町教育委員会
会場／地域交流センター山美湖 多目的ホール
入場／500円  ワンドリンク（ビール、ソフトドリン
クなど）付き　※お持ち帰り用です
整理券／町内各施設（ゆーあいの家、久保内ふれあい
センターなど）で購入してください。

※あくまでもチャリティー目的のカラオケ大会です。
売り上げは壮瞥町社会福祉協議会へ寄付します。ご
協力ください！
※今年は、コロナ禍の開催のため、会場内での飲食を
禁止いたします。また、マスクの着用をお願いします。
※入場制限がありますので、お早めにご来場くださ
い。

【出演申し込み・お問い合わせ先】
壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会
郡  松太郎（☎0142-66-3051）　または、
森  太郎（☎0142-66-2662）　まで


