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GIGAスクール構想
～創造性を育む教育ICT環境の実現に向けて～

「GIGA
ギ ガ

スクール構想」とは
義務教育を受ける児童生徒のために、1人1台の学習用

端末と高速大容量の通信ネットワーク環境などを整備す

る国の計画です。

GIGAスクール構想の実現に向け、全国の自治体で環境

整備が進められています。

本町においても、先端技術を活用したICT教育環境の早期の充実を図るため、町内

各学校に高速大容量の通信ネットワーク環境を整備するとともに、児童生徒や教職員用のタ

ブレット端末機及び可搬型通信機器の整備を進めています。

■ICTの活用により充実する学習の例
【調べ学習】課題や目的に応じて、インターネットを利用しさまざまな情報を収集・整

理・分析

【表現・制作】写真等を用いた多様な資料・作品の制作、プレ

ゼンテーション学習等の実施

【遠隔教育】大学・専門家との連携、過疎地・離島の子ども

たちが多様な考えに触れる機会、入院中などの

登校できない子どもと教室をつないだ学び

■学習場面に応じたICT活用
【一斉学習】従来の黒板の使用に加えて、画像の拡大表示や

音声・動画などの活用ができるようになります

【個別学習】子どもたちの個別の学習習熟度をデータの収集

を通じて、その習熟度に応じた教材を用いた理解や関心を深める学習ができ

るようになります

【協働学習】子どもたちによる意見交換や発表など、お互いを高めあう学びを通じて思考

力、判断力、表現力などを育み、子どもたちの学びの新たな広がりにつなが

ります

このように、さまざまな学習の例や活用が考えられます。

1人1台端末の整備や家庭でも繋がる通信環境の整備等を進め、災害

や感染症の発生等による学校の臨時休業等においてもICTの活用によ

り、全ての子どもたちの学びを保障できる環境整備を進めます。

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

Global and
Innovation
Gatewey for
All
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ふるさとチョイスホームページ：https://www.furusato-tax.jp

壮瞥高校では、同校のPRと、壮瞥町の魅力を広く発信することを目的に、町特産のりんご

を使ったふるさと納税の「返礼品セット」を開発しました。

学校の農場において低農薬で栽培されたりんご（ふじ）4個と、りんごジュース「元気な

りんご」１本が専用の箱に入っており、ふるさと納税として1万円を寄付いただいた方（30

名限定）に、2箱をセットで発送します。

新型コロナウイルスによる影響の中、壮瞥高校では、収穫した農産物のインターネット販

売（広報そうべつ10月号で紹介）に取り組んできましたが、その経験を生かすとともに、こ

のセットの提供を通して、日本全国に「そうべつりんご」のファンを増やすことを目指して

います。

収穫後のりんごを「A品」「B品」「ジュース用」に選別する壮瞥高校生。A品の２Lサイズの

ものが、返礼品セットに使われます。

この返礼品セットは、ふるさと納税専用サイト「ふるさとチョイス」で紹介されています。

壮瞥高校で

ふるさと納税の返礼品を開発!
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オロフレスキー場��12月19日㈯OPEN!

コース情報
Ａコース
上級/最大斜度25度/平均20度/全長600ｍ/標高差129ｍ

Bコース
中・上級/最大斜度25度/平均15度/全長200ｍ/標高差100ｍ

Cコース
初・中級/最大斜度15度/平均15度/全長500ｍ/標高差100ｍ

Dコース
初・中級/最大斜度10度/平均7度/全長800ｍ/標高差129ｍ

初心者練習用
初級/最大斜度5度/平均3度/全長100ｍ
ソリ乗り場　ホットプラザ前に常設

小人＝小学生以下　　大人＝中学生以上　　シニア＝60歳以上
15人以上の団体回数券、1日券、4時間券は1割引（10円単位端数切り捨て）

壮瞥町の奥座敷、オロフレスキー
場は、ファミリーも楽しめる町唯一
のスキー場です。多種多彩なコース
と圧雪車によるゲレンデ管理も万全
ですので、いつでも快適に滑走が楽
しめます。
今年度は12月19日から3月7日まで

無休で営業します。

※新型コロナウイルス感染症対策については、十分配慮して運営いたしますが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大状況によっては、急遽、休業する場合があります。

オロフレリゾートでは、今年から新たなアクティビティとして、
バナナボートを開始します。バナナボートをスノーモービルで牽引!!
片道1,400メートルのスリルあるコースをお楽しみいただけます。
バナナボートだけの体験も可能ですので気軽にお越しください!!
※未就学児は無料。ただし保護者の同乗が必要です。
料金：お一人様1,000円（小学生以下500円）

バナナボート始めます!!

小人 165
大人 220
小人 1,650
大人 2,200
小人 2,200
大人 2,970
小人 1,650
大人 2,200
小学生 16,500
中学生 22,000
大人 29,700
シニア 22,000

1回券

区分 利用料金(円)

回数券
(11回券)

1日券

4時間券

シーズン券

レンタル充実!!
スキー・スノーボード共に充実のラインナップ!!
大人から子どもまで手ぶらでスキーが楽しめます!

－ 5 －

オロフレほっとピアザは、農業・スポーツ・文化交流の拠
点として、宿泊も可能です。夏季はキャンプ場としても営業
しており、隠れた穴場として密かに人気を集めています。
現在、オロフレリゾートが主体となり、「オロフレリゾー

トの活性化を考える会」を発足し、オロフレリゾートの通年
利用促進について、会議を重ねています。四季を通じて楽し
めるオロフレリゾートを体験してみませんか。

研修・宿泊1泊1,300円
（布団・クリーニング代込）
研修・宿泊1泊1,300円

（布団・クリーニング代込）
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（布団・クリーニング代込）
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オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況オロフレ活性化委員による視察状況

炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場 芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ
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広いデッキは夏場はバーベキューで
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来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置来年からピザ釜設置 オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮オロフレキャンプ場空撮

夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。
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夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

四季を通じて楽しめるオロフレリゾート

2021年特典！
2月1５日㈪からシーズン終了までの平日は割
引価格を設定しました！
4時間券の料金で終日乗り放題!!

19歳無料!!
（雪マジ19参加）

保険証などの身分証明書が必要です。



地域おこし協力隊
ボイス！

－ 6 －

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！

壮瞥町教育委員会の教育目標の1つに「健

やかな体の育成」を掲げており、ご存じの

とおり、壮瞥町では地域に密着したスポー

ツ活動が活発に行われています。その中心となるNPO法人「地遊スポーツクラブ」では、毎週月・

水・金に壮瞥中学校でアスリートクラブ、水曜日は壮瞥小学校でジュニアスポーツクラブが放課後

に行われています。また10月からそうべつ子どもセンターで教育委員会が主催する秋期キッズスポ

ーツも始まりました。

アスリートクラブでは、8月と10月の大会に向けて日々トレーニングをし、多くの選手が個人記録

を更新したり、入賞したりする選手もいました。

地遊スポーツクラブではメンバーを募集しています。活動にご興味がある方はぜひ教育委員会ま

でお問い合わせください。Facebookのページでクラブ通信や写真も載せています。お手数ですが

「NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ」と検索いただき、「いいね！」や「フォロー」もお願いしま

す。

壮瞥町で醸造用ブドウの試験栽培を行っ

ている京都のワイン会社「丹波ワイン株式

会社」様の圃場が収穫を迎えました。壮瞥

町の気候風土に合う栽培方法・品種の選定

を行っており、10月18日から8日間、京都の工場に伺い、白ワイン用品種「ピノ・ブラン」と町内の

果樹園で栽培された「キャンベル」のワイン醸造の研修を受けました。

「ピノ・ブラン」は、国内では珍しい品種です。ブドウ自体の味は個性が強いタイプではありま

せんが、醸造を工夫することで、よりおいしいワインに仕上げることができます。そのため、通常

は取り除くオリと呼ばれる沈殿物と一緒に、一定期間熟成させる製法で醸造しました。

「キャンベル」は、潰したブドウと全房のままのブドウを一緒にタンクで漬け込み、発生した炭

酸ガスでタンク内を充満させることで、渋みの少ないフレッシュな香りのワインとなる製法で醸造

しました。

今回醸造した二種類のワインは来年発売され、町内でも購入していただける予定です。

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！

農業おこし協力隊　籠嶋　学

京都でのワイン醸造研修

スポーツおこし協力隊　中岡紗恵子

NPO法人
「地遊スポーツクラブ」について



令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰令和2年度��壮瞥町功労者表彰
11月3日㈫、壮瞥町役場にて壮瞥町功労者表彰式が行われました。受賞された皆さま、お

めでとうございます。

貢献表彰

◆自治に関するもの

農業委員会委員として多年（12年）にわたり農業

の発展に寄与した。

岩倉　　隆さん
消防団員として多年（30年）にわたり民生の安定

に貢献した。

菊地　敏法 さん
宮田　雪雄 さん
消防団員として多年（20年）にわたり民生の安定

に貢献した。

青木　　稔 さん
加藤　宜宏 さん
山本　　勲 さん
横山　　桂 さん
消防団員として多年（10年）にわたり民生の安定

に貢献した。

岩倉　恒幸 さん
◆教育・文化・体育に関するもの

永年にわたり「森と木の里センター」で天体観測

の教育や大気環境の保全活動の普及促進及び施設

訪問者へのガイド活動に尽力し、地域の教育活動

に貢献した。

田中　文夫さん

感謝状

◆永年功労者

70歳以上の方で50年以上在住された方（50音順）

乾　　哲子 さん（滝之町）
岩倉眞理子 さん（滝之町）

さん（滝之町）
大塚　　久 さん（滝之町）
甲野　悦子 さん（滝之町）
近藤　悦子 さん（滝之町）
菅原　裕子 さん（滝之町）

さん（久保内）
髙畑　力男 さん（立香）
土井　健司 さん（滝之町）
長屋　とき さん（壮瞥温泉）
林　　幸男 さん（滝之町）
瓶子　　滋 さん（滝之町）
堀口　　博 さん（滝之町）
堀口　義秋 さん（滝之町）
間澤　弘子 さん（上久保内）
毛利　順一 さん（滝之町）
毛利　知則 さん（滝之町）
毛利るみ子 さん（滝之町）
森　　太郎 さん（滝之町）

－ 7 －
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※町長、副町長の給料月額は平成12年度以降（教育長は平成16年度以降）平成27年度まで、および平成30年度、

議会議員の報酬月額は平成17年度以降、平成27年度まで、および平成30年度から令和2年度にて削減してお

ります。

■特別職の給料月額などの状況 （各年4月1日現在）単位：千円

■部門別職員数の状況 （各年4月1日現在）

職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況
壮瞥町職員は、町民生活に関わる各方面で、さまざまな仕事に携わっております。これらの職員には、従事

する職務の内容に応じて給与が支給されています。今月号では、そのあらましを紹介します。

町職員の給与は、その職務と責任に応じて支給される給料と、扶養・住居手当などの諸手当から構成され、

「一般職の職員の給与に関する条例」に基づき町議会の議決を経て支給されます。

なお、北海道のホームページからは全道の市町村の給与等の状況を閲覧でき、壮瞥町の状況と比較すること

ができますので、ぜひご覧ください。

（北海道ホームページアドレス　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/kyuuyo/)

■人件費の状況（令和元年度一般会計決算）

■一般職職員給与の状況（令和2年度一般会計予算）

※人件費は、特別職及び議会議員等非常勤特別職の給料・報酬などを含みます。

※給与費は、特別職等の給与を含みません。

※職員数は、令和2年度予算算定時の見込みの人数（令和2年4月1日現在の実職員数は84人）

（令和2年3月31日現在）

（令和2年4月1日現在）

■一般行政職の平均給料月額等の状況

※経験年数とは、学校卒業後直ちに町職員として採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいい、

採用前に民間などの経歴がある場合は、その経験を加えた年数をいいます。

（令和2年4月1日現在）

■一般行政職の初任給の状況 （令和2年4月1日現在）

■退職手当の支給率 （令和2年4月1日現在）

■期末勤勉手当の支給割合 （令和2年4月1日現在）

職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況
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11月6日㈮から8日㈰にかけて、壮瞥町地域交流センター山美湖で壮瞥町文化祭展示部門が

開催されました。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、残念ながらステージ

部門は中止となりましたが、展示部門は来訪者の検温など感染症対策をとりながらの開催と

なりました。

保育所園児、小中学生、高校生そして町内団体及び個人の力作約700点以上が展示され、

延べ280人の来訪者が展示会場に訪れました。

また、壮瞥町文化協会田中会長からコロナ沈静化祈願として手作りの「鷹の爪」が来訪者

に配布されました。

令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
開催されました

令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
開催されました

令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
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令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
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令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
開催されました

令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
開催されました
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開催されました

令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
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令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
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令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
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令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
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令和2年度壮瞥町文化祭展示部門が
開催されました

オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(26)

Tahti（星）

Moi！私がこの記事を書いている本日は11月2日。私の住んでい
るケミヤルヴィ市は日の出が8:24、日の入りが15:35になりました。
これからさらに日照時間が短くなっていきます。
先日、友達の車でドライブをしながら星を見に行きました。波

の音が聞こえる湖畔を歩きながら眺めた満天の星。遠くにはかすかに街のあかりが見え
ますが、近くには森と湖しかないので、星が美しく、近く感じられました。当たり前と
いえば当たり前ですが、フィンランドも北半球に位置するので日本と同じ星座が見える
んです。
素直に感動しました。こんなに離れた場所でもやっぱり空はつながっているのだと。

すごいことだと思いませんか？会ったこともない、一生会わないかもしれない人間、生
まれた時代も異なる人間が同じ空を眺めていると、想像してみてください。もしかした
ら今明け方の日本で同じ空を見上げている人がいるかもしれないと思うと不思議な気分
です。

･･
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国民年金からのお知らせ
付加保険料制度について

付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々400円）を納め

ることにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。

付加保険料を納めるためには、申し込みが必要であり、申し込みをした月分から付加

保険料を納めることになります。

お手続きをご希望の方は、役場またはお近くの年金事務所へ速やかにお申し出くださ

い。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

令和2年度の国民年金保険料は、月額16,540円です。保険料は、日本年金機構から送

付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができ

ます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そし

て便利でお得な口座振替もあります。

日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、

電話・文書・訪問により早期に納めていただくよう案内を行っております。

未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限ま

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

財産が差し押さえられることがありますので、早めの納付をお願いします。

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があ

りますので、役場の国民年金窓口へご相談ください。

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

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

平成31年4月から産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。

この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被

保険者全体によって支えられています。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除にな

ります。

届出は、出産予定日の6カ月前からできますので、お早めの届出をお願いします。

届出の用紙は、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）から

印刷をするか、役場の窓口または年金事務所に備え付けてあります。

【お問い合わせ先】室蘭年金事務所（☎0143-50-1004）

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）



－ 12 －

後期高齢者医療制度からのお知らせ
～  医療費通知について  ～

■ 医療費通知を全受診者へ送付しています
広域連合では被保険者の皆さまの医療費総額等についてお知らせする「医療費通知」を年

2回、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆さまへ送付します。
これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者

医療制度から支払われていることを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重要性
を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険者の皆さまの負担軽減を図る
ことを目的としています。

◆ 医療費通知の活用例
○医療費の推移が一目で把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など皆さまの健康増進に役立つ情報をお知らせします。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
【イメージ図】

◆ 医療費控除の申告について
○このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができま
す。
○医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

◆ 注意事項
○医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されてい
ない場合があります。
○自己負担額は、医療費助成等を受けている場合など、記載されている金額と実際にご自
身が負担された金額が異なる場合があります。
○このお知らせは、皆さまの受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではあり
ません。また、特に手続きなど行っていただく必要はありません。

◆ 発送月・対象診療月

※昨年度までと1回目の発送時期が変わります。

【お問い合わせ先】
■北海道後期高齢者医療広域連合

〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階（☎011-290-5601）

■壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

発送月 診療月

令和3年1月（上旬） 令和2年01月～09月

令和3年2月（下旬） 令和2年10月～12月
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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。

ジオパーク通信ジオパーク通信 第　101　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）

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、「マスク着用」や「密閉・密集・密接の回避」を心掛け
る生活が続いています。日本のジオパークの活動においても、今年10月に予定されていた「日本ジオ
パーク全国大会島根半島・宍道湖中海（しんじこなかうみ）大会」が2021年10月に延期となったほか、
各地の施設休館や体験イベント・ツアーの中止が相次いだ１年でした。

ジオパークでは、その場所ならではの大地の特徴を見られることを大切にしていますが、長距離の
移動や集団での行動が制限され、現地に行くことが難しい今、ジオパークの魅力が伝わる、新しい楽
しみ方が広がってきています。

楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク楽しみ方が広がる　日本のジオパーク

洞爺湖有珠山ジオパークだより

洞爺湖有珠山ジオパークでも！

「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中「みんなでつくろう！洞爺湖水中模型」動画公開中
夏休みステイホームイベントとして実施した
洞爺湖水中模型づくり。組み立て作業は、伊
達緑丘高校の皆さんが頑張ってくれました。
完成までの様子を動画で公開しています。
また、完成した模型は「洞爺湖観光情報セ

ンター」３階で展示しています。

日本ジオパークネットワークのＨＰにある「おうちでジオパ
ーク」のページに、大地の成り立ちを学べる学習コンテンツや、
動画配信の情報がまとめられています。
各ジオパークの施設や、おすすめの場所を見ることができま

す。

子ども向け「塗り絵」「ペーパークラフト」
三笠ジオパーク「おうちシリーズ（あんもないと塗り絵）」、

「南アルプスのいきもの塗り絵」などがダウンロードできま
す。

「ふるさと地球の絶景プロジェクト」
日本各地の見所を定点撮影し、自然の音や風景が楽しめ

る動画が見られます。最近は、日本以外のアジア圏の動画
も増えてきました。
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壮瞥産リンゴ使用「北海道りんごソーダ」発売

10月23日㈮、ポッカサッポロ北海道株式会社の稲熊
社長が役場を訪れ、「北海道りんごソーダ」発売につ
いてのご報告をいただきました。
壮瞥産リンゴの果汁を使用したソーダの発売は2年

ぶりとなり、パッケージには「壮瞥」の名前のほかに
も昭和新山国際雪合戦マスコットキャラクター「ブラ
ッキー」や「そうきたか！そうべつ」のロゴも入って
います。
本商品は、リンゴ果汁を炭酸によく合うクリア果汁

に仕上げて作った炭酸飲料で、スッキリしたリンゴの
爽やかで上質な味わいが楽しめます。

そうべつアウトドア講演会

10月28日㈬地域交流センター山美湖を会場に、そう
べつスポーツコミッション（仮）設立準備委員会と壮
瞥町教育委員会主催によるアウトドア講演会を開催
し、30名にご参加いただきました。講師として、キャ
ンプ場のリノベーションや運営を専門に行っている㈱
RECAMPの代表取締役丹埜倫氏をお招きして、地域
資源を活用したアウドトア環境の整備やキャンプ場の
利活用、運営についてご講演いただきました。
丹埜氏からは「壮瞥町は、洞爺湖という観光地を有

し、山、川などの自然に恵まれて、ニセコ地域等から
もアクセスしやすいことから、色々なアクティビティを連携させると良いアウトドア環境が提供できる」
とのアドバイスをいただきました。また、講演後に行った参加者間の意見交換や丹埜氏への質問では、
活発な発言が出されるなど、壮瞥町での自然資源を活用したアウトドアの普及について考える、大変良
い機会となりました。

清水咲紀さんが帰国報告に来られました

10月28日㈬、青年海外協力隊の隊員として中南
米の国ベリーズに派遣されていた清水さんが、田
鍋町長への帰国挨拶に来庁されました。
清水さんは、平成30年10月から2年間の任期で、

べリーズのスタンクリーク郡ダングリガで、小学
校の先生として活動を行ってきました。写真を交
えて、現地の小学校での様子や、ベリーズの暮ら
しなどについて、報告されました。
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広報そうべつ2021年1月号の表紙の写真を募集します。たくさんのご応募をお待ちしています。

写真条件／町内の自然風景で新年1月号の表紙にふさわしいもので縦位置の写真

対象者／町内在住または町内に通勤、通学している方

提出期日／令和2年12月10日㈭

提出方法／JPEGデータを、氏名・年齢・連絡先を明記しメールまたは直接ご提出ください。

※提出いただいた写真はお返しできませんので、ご承知おきください。

写真サイズ／縦3000×横2000ピクセル以上

※上記画素数以下の写真は、掲載することができませんのでご注意ください。

採用方法／応募いただいた作品の中から選考させていただきます。採用された方のお名前は1月号の誌面

にて公表させていただきます。

【提出・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）

E-mail：kikaku@town.sobetsu.lg.jp

12
DECEMBER

胆振学校剣道大会　小学生団体優勝!!

11月3日㈫、伊達市総合体育館において第54回胆振学校剣
道大会が、厳重なコロナ感染防止対策の下に開催されました。
結果は、小学生団体の部で壮瞥小学校チーム（毛利幸瑠く

ん（5年）、阿野昴琉くん（6年）、和田輝くん（6年）、金子心
春さん（6年）、小田竜太郎くん（6年））が見事優勝。同大会
での優勝は実に23年ぶりの快挙となりました。
中学生団体の部でも、壮瞥中学校Ａチーム（池田拓未くん

（1年）、和田優くん（2年）、金子祐大くん（2年）、小田陽夏子
さん（3年）、金子椋祐くん（3年））が準優勝となり、決勝戦
も僅差の大接戦を演じ、大健闘しました。
個人戦では、中学生女子の部で小田陽夏子さんが準優勝、
男子の部で金子椋祐くんが三位とそれぞれ実力を発揮しまし
た。
コロナ禍で、十分な練習ができなかったり、

マスクなどをしての稽古や試合を義務付けられ
たりと、本当に苦しい年でしたが、最後の公式
試合となる同大会での活躍に、選手たちの顔に
も笑顔が見られました。

1月号の表紙を募集します！

IN
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月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

12
DECEMBER
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年末年始の12月31日㈭～1月5日㈫までは、し尿処理汲み取り業務及び受付をお休みします。汲み取り

のお申込みはお早めにお願いします。

年内に汲み取りを希望される方は、12月23日㈬までに下記までお申込みください。

【お申し込み先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

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。

12月歯科救急医療実施について

IN
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年末年始の汲み取り業務休止のお知らせ
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12月06日㈰

12月13日㈰

12月20日㈰

12月27日㈰

12月31日㈭

01月01日㈮

01月02日㈯

01月03日㈰

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 0143-44-2621

K.FUKUDADENTALCLINIC 登別市鷲別町3-22-2 0143-50-6565

金本歯科医院 伊達市山下町55 0142-25-3822

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

松田歯科医院 室蘭市日の出町1-24-25 0143-46-6480

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 0143-85-2826

なかむら歯科医院 伊達市長和町467-1 0142-23-2822

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

共立歯科クリニック 登別市緑町2-32-6 0143-81-2222

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

グリーン・デンタル・クリニック 室蘭市八丁平1-49-23 0143-41-3118

高橋歯科医院 登別市若草町3-14-10 0143-86-2250

なお歯科 伊達市弄月町241-3 0142-22-1117

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

愛歯科 登別市中央町2-12-12 0143-88-1181

藤原眼科・歯科 伊達市梅本町5-1 0142-23-5805
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積雪の時期を迎えます。国道・道道・町道では除雪

体制を整えていますが、効率的な除雪作業を行うため、

皆さまのご協力をお願いします。自宅の出入り口は各

家庭での除雪をお願いします。

除雪作業の後には、各家庭の出入り口などにどうし

ても雪が残ってしまうこともありますが、一軒一軒の

間口除排雪対策を行うことができませんので、ご協力

をお願いします。

〇車道へ雪を捨てないでください

車道へ雪を出してしまうと道路がでこぼこになった

り、事故の原因となり非常に危険ですので、車道への

雪だしはやめましょう。

〇路上駐車の禁止にご協力ください

路上駐車は除雪作業に支障をきたすばかりではなく、

吹雪や夜間などには事故のおそれがあるので、路上駐

車はやめましょう。

除雪作業は、道路を通る歩行者、車両の安全確保、

緊急車両の通行等を確保するために行います。駐車し

てある車両が除雪の支障となる場合は、警察等に連絡

する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〇除雪車などには近寄らないでください

除雪作業中は、事故等が起こらないよう細心の注意

を払い安全運転に努めています。しかし、除雪車に近

づきますと大変危険ですので、除雪車がきたら近寄ら

ないでください。

〇マンホールに雪を捨てないでください

マンホールは雪を捨てる場所ではありませんので、

投雪すると本来の排水機能が低下したり、歩行の障害

になります。

〇道路の適正な使用にご協力ください

自宅前の路上や車庫の出入り口の道路敷地内の障害

物（車庫出入り口の台、看板用ブロック等）は除雪の

支障になりますので、置かないでください。

〇子供のそり遊びなどによる飛び出しは危険です

道路付近の雪山でのそり遊びなどは、道路に飛び出

して事故を引き起こしてしまいます。道路付近の雪山

で遊ばないでください。

【お問い合わせ先】

国道／北海道開発局室蘭開発建設部有珠道路事務所

（☎0142-76-2550）

道道／胆振総合振興局室蘭建設管理部洞爺出張所

（☎0142-76-2111）

町道／壮瞥町役場建設課（☎0142-66-2121）

12
DECEMBER

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。

【お申し込み・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）
令和3年02月25日（木） 高村　弁護士（むろらん法律事務所） 令和3年02月19日（金）

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

冬期間の除雪作業にご協力ください

IN
FO
RM
AT
IO
N



12
DECEMBER

－ 18 －

北海道では、とうや湖農協壮瞥支所から立香方

面に通じる「道道 滝之町伊達線」の長流川にかか

る橋（壮瞥橋）の工事を行っておりますが、下記

の期間は橋の区間のみ全面通行止めとなります。

ご不便をおかけしますが、工事中は近くの町道を

ご利用してください。

なお、工事期間終了後は2車線を開放し、通行規

制は行わない予定です。

期間／12月7日㈪7:30～12月26日㈯18:30

【お問い合わせ先】

室蘭建設管理部洞爺出張所（☎0142-76-2111）

国税の納付は現金以外の便利な方法があります。

キャッシュレス納付のひとつである「ダイレクト

納付」をご利用ください。

ダイレクト納付とは／

事前に税務署に届出をしておけば、ｅＴａｘを

利用して電子申告をした後に、届出をした預貯金

口座からの振替により、即時または納付日を指定

して納付することができる便利な納付手段です。

【お問い合わせ先】

室蘭税務署管理運営部門（☎0143-22-4151）

12月15日～3月15日までの期間に、胆振管内沖合

海域においてさくらますの船釣りを行うためには

ライセンスが必要です。海域や時間など、詳細は

下記にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

胆振海区漁業調整委員会事務局

（☎0143-24-9812（直通））

〒051-8558　室蘭市海岸町1-4-1　

室蘭広域センタービル

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

活にお困りの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／12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致します。

【お問い合わせ先・相談予約】

生活就労サポートセンターいぶり

（☎0120-09-0783）

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（伊達市綱代町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

道道の通行止めについて
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国税の納付はダイレクト納付の
ご利用をIN
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さくらます船釣りには
ライセンスが必要ですIN
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働きたい方のための出張相談会
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生活、仕事、家計、
家族の悩み相談のご案内IN
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〇年末年始の休業・受付について

メルトタワー21（西胆振地域廃棄物広域処理施設）
受付時間（通常：8:30～17:00）／

・12月31日㈭：8:30～16:30

・1月1日㈮～1月3日㈰：10:00～14:30

※年末の混雑時は、搬入申告書の臨時記載所を設

置する場合があります。受付の際、運転免許証

等、身分証明の提示が必要です。

※日曜日は「可燃ごみ」のみ受入れます。

リサイクルプラザ（資源物受入）
休業／12月31日㈭～1月4日㈪

リサイクルプラザ（プラザ）・げんき館ペトトル
休業／12月30日㈬～1月6日㈬

※キッズパークは、新型コロナウイルス感染防止

のためお休みします。

〇リサイクルプラザの行事について

※新型コロナウイルスの影響で中止となる場合が

あります。

お正月飾り作り
日時／

12月5日㈯・6日㈰10:15～11:45、13:15～14:45

定員／各先着5人　料金／各2,000円～

申込方法／12月1日㈫から前日まで、電話で

しめ縄飾り作り
日時／

12月19日㈯・20日㈰10:15～11:45、13:15～14:45

定員／各先着5人　料金／各1,000円～

申込方法／12月1日㈫から前日まで、電話で

再生家具展示・申込受付
日時／12月20日㈰10:00～令和3年1月15日㈮13:30

（12月30日～1月6日を除く）

内容／室蘭市・伊達市・豊浦町・洞爺湖町・壮瞥

町のご家庭から出された、不要の家具を、同じ5

市町にお住まいの皆さんへ提供します

【お問い合わせ・お申し込み先】

メルトタワー21（☎0143-50-2160）

リサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

げんき館ペトトル（☎0143-59-3443）

メルトタワー21・リサイクルプラザ
からIN
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死亡事故ゼロ317日
－人身交通事故発生状況10月分－

発生 4件（ 16件）

死者 0名（ 0名）

負傷 5名（ 18名）

※10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

■10月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,429人 （△ 7）

男 1,143人 （△ 7）

女 1,286人 （ 0）

世帯数 1,297戸 （△ 4）

※10月末現在（ 　）は前月差

内藤　アヤさん （92才）【南久保内】

寺岡　京子さん （89才）【南久保内】

千葉　晃司さん （50才）【橋口二】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生おめでとう

近江
お う み

柚奏
ゆ ず か

ちゃん　令和2年10月5日

【滝之町三・祐哉さん・千尋さん】
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令和元年度　
壮瞥町スキー･スノーボードスクール

令和2年度　
壮瞥町スキー･スノーボードスクール

町民親善ミニバレーボール大会の中止について
毎年、2月上旬に開催し、多くの町民の皆さまにご参加いただいております教育委員会主催

の町民親善ミニバレーボール大会ですが、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、不特定

多数が密に近い状態になることや、ネット際の激しい競り合いが予想され、厳冬期で換気が

十分にできないなど、十分な感染予防策が取れないことから、今年度の大会（令和3年2月開

催予定）を中止します。

毎年大会を楽しみにしている皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程お願い

申し上げます。教育委員会では、次年度の大会開催に向けてスポーツ推進委員会などで協議

しながら準備していきたいと考えておりますので、ご案内の際はご参加いただきますようお

願い申し上げます。

社会教育施設年末年始の休館のお知らせ
■壮瞥町地域交流センター　■壮瞥町遊学館　■壮瞥町図書分室  ■壮瞥町青少年会館
上記の各施設につきましては、令和2年12月31日～令和3年1月5日の期間、年末年始休館と

なりますのであらかじめご了承願います。

※壮瞥町地域交流センターは1月6日㈬から通常どおり利用できます。

〇日　時 令和3年3月7日㈰ 開場13:30　開演14:00

○会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖多目的ホール

○入場料 大人1,000円（高校生以下無料）

※入場料収入は全額チャリティーとします。

【お申し込み・お問い合せ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）新型コロナウイルス

感染症の拡大状況によっては中止とする場合があります。

チケットは１月中旬以降発売予定です！

壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会事業

ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

地遊スポ交流忘年会
忘年会だけど
お酒は出ません
ご了承ください

地遊スポーツクラブ忘年会を開催します。

今年最後に、ジュニアスポーツクラブ、アスリートクラブ、一般会員、小中学生、保護

者・地域の皆さまなど、みんなで集まり、おいしい昼食を食べた後、ゲームやスポーツで交

流します。

会員以外の皆さまにもご参加いただけます。たくさんのご参加をお待ちしております。

○主　催 ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

○共　催 壮瞥町教育委員会　壮瞥町社会福祉協議会

○内　容 昼食後、麻雀教室、将棋、花札勝負、体育館でのスポーツなどで交流します

○会　場 青少年会館

○日　時 12月24日㈭12:00～15:30

○参加料 300円　※当日集めます

○昼　食 昼食と飲み物を用意します。

○送　迎 「行き」壮小11:20→壮中11:30→青少年会館

「帰り」青少年会館15:00→立香、山美湖、壮瞥温泉、仲洞爺方面送り

○持ち物 上靴、動きやすい服装、マスク着用でご参加ください

○申　込 12月18日㈮までに、申込書に記入の上、学校に提出してください。

【お問い合わせ先】

地遊スポーツクラブクラブマネージャー 加藤（☎080-6068-3352）または壮

瞥町教育委員会 蛯名（☎0142-66-2131）までご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止とする場合があります。

受講者大募集!

土田英順 東日本大震災
チャリティー ソロチェロコンサート

◎主　催 壮瞥町教育委員会

◎協　力 伊達スキー連盟

◎期　日 令和3年1月7日㈭・8日㈮2日間

◎募　集 ◎ジュニアクラス：50名程度

◎一般クラス：30名程度

☆レベルアップクラス（一般1、2級を目指すクラス）

☆エンジョイクラス（楽しくしっかり基礎を学ぶクラス）

☆ビギナークラス（大人のスキー初心者を対象としたクラス）

☆スノーボードクラス（初級から中級程度の方を対象にしたクラス）

※クラスは、上記の他参加者の状況により設定します。

◎受　付 12月25日㈮までに教育委員会に申込書を提出してください。（FAX可）

①小、中学生は学校の担任の先生へ申込書を提出してください。

②一般の参加者は申込書を送付しますので教育委員会までご連絡ください。

◎送　迎 下記のとおりスクールバスを臨時運行します。希望者は必ず申込書にご記入くだ

さい。

①仲洞爺公民館前→②壮瞥温泉団地集会所前→③山美湖前→

④そうべつ子どもセンター→⑤情報館i前→⑥久保内駐在所前→

⑦久保内小学校前→オロフレスキー場

◎時　間 講習時間は10:00～15:00までです。　【開講式】1月7日㈭10:00～

◎受講料 2,000円　※初日の受付時にお支払ください。

◎その他 ①申込者には後日詳細のご案内をお送りします。

②悪天候や雪不足の場合は、中止となる場合もありますので予めご了承ください。

③新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止とする場合もあります。

○学校スキー授業前に滑りましょう。

○保護者や初心者の参加も大歓迎です。

○スノーボード愛好者もお待ちしてます。

○１日だけの参加でもＯＫです。
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世界一親切な

家おやつ　

藤原美樹

初めてお菓子を作り始
める方にオススメな本で
す。お菓子作りの工程を、
大きな写真付きで丁寧に
解説しており、おいしい
お菓子やパンを簡単に作
ることができます。

朝食おやつ　

磯谷仁美

朝に食べるために考案
された、栄養たっぷりの
お菓子が載っている本で
す。かぼちゃスコーンや
バナナケーキなどどれも
おいしそうで、毎朝起き
るのが楽しみになりそう
ですね。

ふとらないお菓子

茨木くみ子

その名のとおり、低カ
ロリーでお菓子が作れる
本です。おいしいティラ
ミスやアイスクリームが
カロリーを気にせず食べ
られます。健康に気を遣
う方はぜひ♪

「一般書」

『ウルトラセブンが「音楽」
を教えてくれた』『自転しな
がら公転する』『北欧フィン
ランド配色ブック』『忖度し
ません』『1キロ100万円の塩
をつくる』『始まりの木』『ル
ポ不機嫌な老人たち』『ニュ
ーヨーク・ディグ・ダグ』

『ザリガニの鳴くところ』『何
者』『長崎ぶらぶら節』『幕末
の武士　渋沢栄一』『図説
赤毛のアン』『未来の地図帳』

『いちまいの絵』
「児童図書」

『つくられた心』『むこう岸』
『15歳、ぬけがら』『セカイの
空がみえるまち』『野生のロ
ボット』『アリババの猫がき
いている』『八月のひかり』

『しずかな魔女』『あたまをつ
かった小さなおばあさんのん
びりする』『知っておきた
い！　日本の世界遺産がわか
る本』『神さまの貨物』『おぼ
えてね！　あぶないときのお
やくそく』『台風がきたぞ』

『「おかしも」はかじのおやく
そく』『ゆうかいまいごどう
するの？』

「幼児図書」

『「大接近」妖怪図鑑』『青い
ヌプキナの沼』『カレー地獄
旅行』『ロッキーくんとおか
あちゃん』『まめざらちゃん』

『あしたがきらいなうさぎ』
『ぱんどろぼう』『ムカムカド
ッカーン！』『どうして ど
うして？』『ずっとねがいは
ひとつだけ』『消えたオリン
ピック・ランナー』『そもそ
もオリンピック』『まほうの
ハッピーハロウィン』『コウ
ノトリがはこんだんじゃない
よ！』『九色のしか』
（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）

○季節を告げる毳毳（けばけば）

は夜が知った（もけもけ）

藤田　貴大

伊達市出身の作家です！

○ミュージアムポップアップ

アンヌ・フロランス・ルマソン

／ドミニク・エルハルト

フランス国立自然史博物
館の美麗なしかけ絵本です。

○こねこ

岩合　光昭

キュートなこねこ達がぎっ
しりつまった本です♪

『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』と、『小学館
版　学習まんが世界の歴史17巻セット』
が入りました。日本の歴史は、歴史上の
著名な人物だけを切り取った人物事典
もついています。どちらも豊富なイラス
トと写真つきで、これから歴史を学ぶ小
学生にもオススメですよ♪

図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！図書室のイチオシ本！
最新版

12月の展示 

まんが日本の歴史
世界の歴史

入りました!!
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まんが日本の歴史
世界の歴史

入りました!!
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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（①～④）
開催中!!

11月16日～12月18日まで
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開催中!!

11月16日～12月18日まで

特別企画展（①～④）
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特別企画展（①～④）
開催中!!
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特別企画展（①～④）
開催中!!

11月16日～12月18日まで

特別企画展（①～④）
開催中!!

11月16日～12月18日まで

④恒例の「雑誌リサイクル市」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）

①ヨシタケシンスケ展

（イラストレーター・絵本作家）

道立図書館からの貸出本もあります。ヨシ
タケ氏はいろいろなジャンルの書籍等で活躍
中。こんな時だからこそ,ことばの魔法で心を
軽くしましょう！

③“やまうさ”

オリジナルクリアファイルとなり登場!!  

②自然素材アート作品展示中！

自然素材を使った手の平サイズのアー
ト作品を展示中です。皆さんも飾りたい
小さな作品があれば、一緒に飾りません
か？作品参加、お待ちしています（小岡

（☎0142-66-2131）までご連絡ください）。

しめ縄・門松づくり
みんなで楽しく作って素敵なお正月を迎えましょう♪

期　日 令和2年12月17日㈭ 14:00～
場　所 図書分室（旧壮瞥消防署）
参加費 無料（門松づくりは、300円かかります）
内　容

しめ縄・門松づくりをしましょう！しめ縄づくりだ
けを希望される方は、事前に申込は必要ありません
が、門松作りを希望される方は、12月14日㈪までに、
図書室（☎0142-66-2131）までお申し込みください。
※門松作りは7名限定です。

10月の分室イベントでは、武者ますみさんをお呼
びして、千年以上読まれ続ける清少納言の枕草子か
ら『九月ばかり』のお話を聞かせていただきました。
清少納言の繊細で人間味あふれる文章を分かりやす
く解説していただいたり、お香体験もしました。終
始良い香りに包まれて、和やかな雰囲気でイベント
は終わりました。

—11月号図書だよりでも
お知らせしましたー

☆申込みカードを受取り、本
１冊借りると、スタンプが
１コつきます。スタンプ10
コで、おひとり様１枚限り
ファイルをプレゼント!! 数
量限定ですので、お早目
に！

◇対象は期間中、図書室・分
室の一般書・児童書・絵
本・紙芝居を借りた方（雑
誌は含みません）

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

10/16｢古典へのお誘い｣開催!

★図書分室のイベント★
ようこそ　

図書分室へ!

芳しい
香りの中で

タイトル「泣いた赤おに」　 作者　浜田廣介
ある山に赤おにが住んでいた。おにと言えば恐ろしくて悪いこ

とをすると思われていた。しかし、その赤おにはおにのためなら
良いことばかりをしたい、人間とも仲良くしたいと思っていた。
家の前に「ココロヤサシイオニノウチ」と看板を立てたが、人間
は誰も来なかった。青おにが来てその話を聞き、自分が暴れて悪
者になるから人間を味方にして自分を追い払うことを勧めた。赤
おにはそれは出来ないと言いながらもそうすることを決めた。そ
の計画はうまくいき、赤おには人間と仲良くなった。しかし月日
が過ぎ、青おにのことを想い出し、青おにのところへ行くと「ボ
クガキミトナカヨクシタラ、ニンゲンニキミハウタガワレル」と
貼り紙をしていなくなっていた。赤おには泣いた。「やさしさ」と
はと考えさせられる本だった。（オススメ者　Ｍ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12月号

例年、屋根からの落氷雪、屋根の雪下ろし、除雪機による除雪中の事故が

発生しています。

このような事故を防ぐために、

・雪下ろしは転落防止措置を取り、複数人で行う

・除雪機による除雪は安全を確かめながら行う

ようにしましょう。

また、荒天時には、車の立ち往生等で、国道453号等が

通行止めになる場合もあります。気象情報に注意し、暴風

雪や大雪警報が発令された時は極力外出を控えるととも

に、車が立ち往生した場合に備えて、防寒着や長靴、スコ

ップ、牽引ロープ等を車載しておきましょう。

雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止

昨年12月19日、久保内の国道453号で車同士が正面衝突し、同乗者が

死亡する交通事故が発生しました。

また、昨冬は、蟠渓・北湯沢間の国道453号等において、一歩間違え

ば死亡事故につながりかねない危険なスリップ事故も数多く発生しまし

た。

交通事故防止のため、

・速度を落とし、路面状況に応じた運転をする
・急ハンドルなど「急」のつく運転をしない
・前照灯の遠目を活用するなど、動物の飛び出しに注意

等を心がけましょう。

交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止

飲酒運転は、悪質、危険な運転行為です。

「飲酒運転をしない、させない、許さない」ことを強く意識して、飲酒運転を

根絶しましょう。

飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶

北海道警察ホームページ上に、飲酒運転情報や根絶に向けた対策につ

いてメールで提供を受けるシステム「飲酒運転ゼロボックス」を開設し

ております。

右記QRコードからアクセスできますので、ぜひ情報をお寄せください。

ただし「今まさに運転を開始しそう」など、すぐに対応が必要な場合は

110番通報をお願いします。

～北海道警察からのお知らせ～

【飲酒運転ゼロボックス】

交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止

雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止
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12月号の広報テーマ「住宅防火対策の推進」
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西胆振行政事務組合

“その火事を　防ぐあなたに　金メダル”

救急出動件数 023件 （累計 235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

壮瞥支署救急出動件数・火災件数

西胆振行政事務組合令和元年度決算概要
令和元年度西胆振行政事務組合決算概要をお知らせ

します。

歳入では、歳入グラフのとおり自主財源の消防負担金

が最も大きく、構成4市町の規模（人口割、財政割）及

び均等割により負担率が決められています。

歳出では、歳出グラフのとおり給与費と消防費（主に

消防本部、消防署（支署）の活動経費）が最も大きく、

令和元年度は豊浦高規格救急車、洞爺水槽車、洞爺多機

能型積載車、伊達多機能型積載車3台及び無人航空機2台

の整備に充てられました。

10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分

「災害情報メール」システム変更に伴う
受信アドレス変更のお知らせについて
西胆振管内での火災・救助等に関する発生情報を、登

録者に向けて配信している「災害情報メール」サービス

ですが、消防団員の災害時招集機能を向上させるため、

令和3年1月から3月の間にシステム等の変更を予定して

おります。

現在の登録利用者の皆さまには、再登録作業など面倒

をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申

し上げます。

具体的な日程等につきましては、決定次第、改めてご

案内させていただきます。

【お問い合わせ先】

西胆振行政事務組合消防本部 消防課通信係

伊達市松ケ枝町13番地１

TEL:0142-21-5003 FAX:0142-25-4129

Emeil:n-honbu-syoubou@able.ocn.ne.jp

一人暮らし高齢者宅防火査察
10月22日㈭、80歳以上で一人暮らしをされている世帯

を対象に女性消防団員と消防職員、役場職員による防火

査察を実施しました。今年は、コロナウイルス感染予防

対策のため、ガス台やストーブなどの火の元、住宅用火

災警報器の設置状況の確認を行わず、玄関やインターホ

ン越しでの状況調査を実施しました。

防火ＰＲの実施
毎年秋の火災予防運動期間中、そうべつ子どもセンタ

ー前で防火ＰＲを実施していましたが、今年はコロナウ

イルス感染予防対策のため、子ども達に火災予防啓発用

品を直接配付するのではなく、先生方から子ども達に渡

してもらい、火災予防を呼びかけてもらいました。
詳細／西胆振行政事務組合消防本部総務課

（☎0142-21-5000）

【歳入】

１．消防負担金

（内訳） 伊達市

洞爺湖町

豊浦町

壮瞥町

２．使用料及び手数料

３．道支出金

４．財産収入

５．繰入金

６．繰越金

７．諸収入

８．組合債

【歳出】

１．議会費

２．監査委員費

３．消防費

４．衛生費

５．給与費

６．公債費

1,982,947
1,701,313

929,029
382,082
231,886
158,316

2,727
212,363

3,838
13,960
40,838

7,908
0

1,933,981
378
130

483,827
400,890

1,014,341
34,415

単位：千円
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■健康相談日（月〜金　9:00〜17:00）
健康や栄養に関する相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

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

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

（
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新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします

感染リスクを高めやすい場面に
注意し、対策を徹底しましょう!

感染リスクを高めやすい場面

飲酒を伴う場面 仕事後や休憩時間

激しい呼吸を伴う運動 屋外での活動の前後集団生活

マスク
なし

換気が
悪い

長時間
滞在

人と人との
距離が近い

お酒が進んで感染防止の
ガードが下がってしまう

常に行動を共にしている
ため広がりやすい

換気の悪い閉鎖空間では
ウイルスが滞留しやすい

車での移動や食事中など
に三密が生じやすい

ホッとして、マスクを外
して会話してしまう

道庁　コロナ

検索

※発熱があった際には、受診する前に医療機関に連絡

しましょう。また、通院の際には、公共交通機関の

利用は避けましょう。



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。▼

12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
ふまねっと
壮瞥町保健センター
13:45〜15:00

12

13 14 18
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

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
夜空を見る集い
山美湖　多目的ホール
18:00〜20:00

10
町議会第4回定例会
役場大会議室
10:00〜
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p17
図書分室開放日
13:00〜16:00

17
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
しめ縄・門松づくり
図書分室
14:00〜　p22

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

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 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
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p17
地遊スポーツクラブ
交流忘年会
青少年会館
12:00〜15:30　p21
生活等の悩み相談室
山美湖1階　小会議室
13:00—14:00　p18
図書分室開放日
13:00〜16:00

22
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

27 28 令和3年
1/1
元旦

燃やせるごみ・
生ごみ収集休み 1/3まで

1/230 31
コミュニティタクシー
運行休止　1/5まで
役場年末年始の休み
1/5まで
社会教育施設
年末年始休館 1/5まで
し尿汲み取り
営業休止　1/5まで

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






