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令和２年
元　旦

令和２年の新春を健やかに迎えられましたことをお慶び申し上げます。

昨年を振り返りますと、天皇陛下が御即位され、令和という新しい時代が幕開けしました。こ

うした中、私は町民の皆様の温かい支援をいただき、令和元年5月1日より、町長の任に就かせ

ていただきました。皆様の生命や財産を守り、町の将来を担う責任の重さに、身の引き締まる思

いで黒崎嘉方副町長、谷坂常年教育長、そして志し高い職員の皆さんとともに町政運営にあたら

せていただいているところでございます。

本町の基幹産業の一つである農業は、春先の雨不足、低温等で作物への影響が心配されました

が、おおむね天候や日照に恵まれ、作柄は平年作で推移したものが多く、一昨年は開催できなか

った「そうべつりんごまつり」も晴天のもとで催行でき安堵しているところです。

観光業につきましては、町内の大手観光ホテルチェーンが、洞爺湖を一望する準高級路線の施

設（ホテル）を整備し、昨年8月にオープンするという明るい話題もあり、新たな誘客の旗頭と

して期待されるところです。

本州では、自然災害が頻発しました。被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げますと

ともに、復旧と復興により一日も早く、日常生活に戻れるよう願っております。

自然災害に強い地域づくりは大変重要であり、厳しい財政状況ではございますが、産業の振興、

担い手不足の解消、子育て支援などとともに、安全で安心して暮らせるまちづくりを重点事項と

して施策の柱にすえて取り組む考えです。

就任後、1,000人以上の方と新たな出会いがあり、関係機関や先輩町村長さんとの対話の中か

ら、壮瞥町には、温暖な気候や景観、温泉といった他の地域にはない資源がたくさんあるという

ことに改めて気付かされました。

町内の企業や農家の皆さんが、これらの資源や環境を経営に生かし、年間200万人（うち宿泊

は30万人）が来遊する町、多様な農産物を生産する町として歴史が刻まれてきたところであり、

資源をより生かすことにより、さらなる飛躍の可能性があると考えます。

140年余の歴史を築いてきた先人・先輩の皆様のご労苦に思いをはせ、次世代へバトンをつな

ぐため、町民の皆様、職員の皆さんとともに知恵を絞り、明るく元気なまち、壮瞥町を創ってい

く所存ですので、温かいご支援とご協力をお願いいたします。

令和２年が町民の皆様にとって、健康で希望と幸せに満ちた一年であることをご祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。
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本町の基幹産業の一つである農業は、春先の雨不足、低温等で作物への影響が心配されました

が、おおむね天候や日照に恵まれ、作柄は平年作で推移したものが多く、一昨年は開催できなか

った「そうべつりんごまつり」も晴天のもとで催行でき安堵しているところです。

観光業につきましては、町内の大手観光ホテルチェーンが、洞爺湖を一望する準高級路線の施

設（ホテル）を整備し、昨年8月にオープンするという明るい話題もあり、新たな誘客の旗頭と

して期待されるところです。

本州では、自然災害が頻発しました。被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げますと

ともに、復旧と復興により一日も早く、日常生活に戻れるよう願っております。

自然災害に強い地域づくりは大変重要であり、厳しい財政状況ではございますが、産業の振興、

担い手不足の解消、子育て支援などとともに、安全で安心して暮らせるまちづくりを重点事項と

して施策の柱にすえて取り組む考えです。

就任後、1,000人以上の方と新たな出会いがあり、関係機関や先輩町村長さんとの対話の中か

ら、壮瞥町には、温暖な気候や景観、温泉といった他の地域にはない資源がたくさんあるという

ことに改めて気付かされました。

町内の企業や農家の皆さんが、これらの資源や環境を経営に生かし、年間200万人（うち宿泊

は30万人）が来遊する町、多様な農産物を生産する町として歴史が刻まれてきたところであり、
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140年余の歴史を築いてきた先人・先輩の皆様のご労苦に思いをはせ、次世代へバトンをつな

ぐため、町民の皆様、職員の皆さんとともに知恵を絞り、明るく元気なまち、壮瞥町を創ってい
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町民の皆様には令和2年の新春を

健やかに迎えられましたことをお慶

び申し上げます。年頭にあたり謹ん

でご挨拶を申し上げます。

昨年は、全国で大規模な自然災害が頻発し、特

に、10月に発生した台風19号は多くの方が被災さ

れました。一日も早い復興をお祈り申し上げます。

一方、明るいニュースも多くありました。スポー

ツの分野では、ラグビーワールドカップ2019日本

大会において、日本代表が史上初の8強入りを遂げ、

日本中に大きな感動と希望をもたらしました。その

時に掲げたスローガンが「ワンチーム」で、昨年の

流行語年間大賞を授賞しました。私はこの大会を通

じて、スポーツや教育における大切なものを再認識

することができたように思います。目標に向かって

日々努力し、しっかりと必要な準備をすること、一

人ひとりが各々の役割を果たすこと、一人では小さ

な力であっても、チームが一つになって力を合わせ

ると大きな力を発揮するなど、目の当たりにしたよ

うに思います。さらに、結果よりも大切なことは、

自分のチームの仲間をリスペクトするとともに、相

手チームのメンバーもリスペクトすることが大切で

あると思います。子どもたちには、高い目標に向か

って努力し、協力して取り組むことの大切さ、そし

てこの意義はスポーツに限らず、社会に出てからも

様々な面で共通するものがあることを理解してほし

いと思います。皆様と力を合わせて、夢や希望にチ

ャレンジして、笑顔あふれる元気なまち、そうべつ

ワンチームを創ることができるよう努めたいと思い

ます。
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り上げ、皆様の心に残る大会となるよう祈念してい

ます。また、壮瞥町の子どもたちがより安心して

様々な学習活動やスポーツ、社会教育活動に取り組

むことができるように、さらに、壮瞥町の皆様が暮

らしに生きがいを感じ、豊かな生活を送ることがで

きるように、教育委員の皆様や事務局員、町部局や

各種団体の皆様とも連携し、協働して、生涯学習事

業を推進してまいります。

新年が皆様にとって、健康で幸せに満ちた年であ
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うに思います。さらに、結果よりも大切なことは、

自分のチームの仲間をリスペクトするとともに、相

手チームのメンバーもリスペクトすることが大切で

あると思います。子どもたちには、高い目標に向か

って努力し、協力して取り組むことの大切さ、そし

てこの意義はスポーツに限らず、社会に出てからも
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ると大きな力を発揮するなど、目の当たりにしたよ

うに思います。さらに、結果よりも大切なことは、

自分のチームの仲間をリスペクトするとともに、相

手チームのメンバーもリスペクトすることが大切で

あると思います。子どもたちには、高い目標に向か

って努力し、協力して取り組むことの大切さ、そし

てこの意義はスポーツに限らず、社会に出てからも

様々な面で共通するものがあることを理解してほし

いと思います。皆様と力を合わせて、夢や希望にチ

ャレンジして、笑顔あふれる元気なまち、そうべつ

ワンチームを創ることができるよう努めたいと思い

ます。
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り上げ、皆様の心に残る大会となるよう祈念してい

ます。また、壮瞥町の子どもたちがより安心して

様々な学習活動やスポーツ、社会教育活動に取り組

むことができるように、さらに、壮瞥町の皆様が暮

らしに生きがいを感じ、豊かな生活を送ることがで

きるように、教育委員の皆様や事務局員、町部局や

各種団体の皆様とも連携し、協働して、生涯学習事

業を推進してまいります。

新年が皆様にとって、健康で幸せに満ちた年であ

ることをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

町民の皆様には令和2年の新春を

健やかに迎えられましたことをお慶

び申し上げます。年頭にあたり謹ん

でご挨拶を申し上げます。
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れました。一日も早い復興をお祈り申し上げます。

一方、明るいニュースも多くありました。スポー
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日本中に大きな感動と希望をもたらしました。その
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人ひとりが各々の役割を果たすこと、一人では小さ

な力であっても、チームが一つになって力を合わせ

ると大きな力を発揮するなど、目の当たりにしたよ

うに思います。さらに、結果よりも大切なことは、
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手チームのメンバーもリスペクトすることが大切で
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らしに生きがいを感じ、豊かな生活を送ることがで

きるように、教育委員の皆様や事務局員、町部局や

各種団体の皆様とも連携し、協働して、生涯学習事

業を推進してまいります。

新年が皆様にとって、健康で幸せに満ちた年であ

ることをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

町民の皆様には令和2年の新春を

健やかに迎えられましたことをお慶

び申し上げます。年頭にあたり謹ん

でご挨拶を申し上げます。

昨年は、全国で大規模な自然災害が頻発し、特

に、10月に発生した台風19号は多くの方が被災さ

れました。一日も早い復興をお祈り申し上げます。

一方、明るいニュースも多くありました。スポー

ツの分野では、ラグビーワールドカップ2019日本

大会において、日本代表が史上初の8強入りを遂げ、

日本中に大きな感動と希望をもたらしました。その

時に掲げたスローガンが「ワンチーム」で、昨年の

流行語年間大賞を授賞しました。私はこの大会を通
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することができたように思います。目標に向かって

日々努力し、しっかりと必要な準備をすること、一

人ひとりが各々の役割を果たすこと、一人では小さ

な力であっても、チームが一つになって力を合わせ

ると大きな力を発揮するなど、目の当たりにしたよ

うに思います。さらに、結果よりも大切なことは、

自分のチームの仲間をリスペクトするとともに、相

手チームのメンバーもリスペクトすることが大切で

あると思います。子どもたちには、高い目標に向か

って努力し、協力して取り組むことの大切さ、そし

てこの意義はスポーツに限らず、社会に出てからも

様々な面で共通するものがあることを理解してほし

いと思います。皆様と力を合わせて、夢や希望にチ

ャレンジして、笑顔あふれる元気なまち、そうべつ

ワンチームを創ることができるよう努めたいと思い

ます。
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新年が皆様にとって、健康で幸せに満ちた年であ

ることをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

令和2年の新春を町民の皆様には

健やかにお迎えのことと、心からお

慶び申し上げますとともに、日ごろ

より、議会活動に対しご理解とご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年の本町は、大規模な自然災害もなく比較的

穏やかな年であり、一昨年は中止となった「そうべ

つりんごまつり」も盛会に開催されました。本年も

大きな災害がなく、町民の皆様が健やかに過ごされ

ますことを祈念いたすところでございます。

一方で、全国各地で度重なる台風の襲来等によ

り、かつてない規模で甚大なる被害が発生し、多く

の人命が失われ、また、被災された方も多数に上り

ました。復興に向け日々様々な取組が進められてお

りますが、復興には長い時間が必要と思われます。

改めて被災されました皆様に心よりお見舞い申し上

げますとともに一日も早い復興を願っております。

さて、本町議会は、昨年4月の選挙を受けて、5

月から新たな体制による4年間がスタートいたしま

した。

本町を取り巻く環境は、少子高齢化、財政状況

の悪化など、前途多難ではありますが、多くの議論

を重ね、知恵を絞りながら皆様の生活が少しでも明

るく、爽やかなものになるよう努力をしてまいりま

すので、叱咤激励いただければ幸いです。

町民の皆様にとりまして、本年が幸多く実り豊か

な年となりますよう心から祈念申し上げますととも

に、今後もより一層のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げまして新年の挨拶とさせていただ

きます。
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令和2年の新春を町民の皆様には

健やかにお迎えのことと、心からお

慶び申し上げますとともに、日ごろ

より、議会活動に対しご理解とご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年の本町は、大規模な自然災害もなく比較的

穏やかな年であり、一昨年は中止となった「そうべ

つりんごまつり」も盛会に開催されました。本年も

大きな災害がなく、町民の皆様が健やかに過ごされ

ますことを祈念いたすところでございます。

一方で、全国各地で度重なる台風の襲来等によ

り、かつてない規模で甚大なる被害が発生し、多く

の人命が失われ、また、被災された方も多数に上り

ました。復興に向け日々様々な取組が進められてお

りますが、復興には長い時間が必要と思われます。

改めて被災されました皆様に心よりお見舞い申し上

げますとともに一日も早い復興を願っております。

さて、本町議会は、昨年4月の選挙を受けて、5

月から新たな体制による4年間がスタートいたしま

した。

本町を取り巻く環境は、少子高齢化、財政状況

の悪化など、前途多難ではありますが、多くの議論

を重ね、知恵を絞りながら皆様の生活が少しでも明

るく、爽やかなものになるよう努力をしてまいりま

すので、叱咤激励いただければ幸いです。

町民の皆様にとりまして、本年が幸多く実り豊か

な年となりますよう心から祈念申し上げますととも

に、今後もより一層のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げまして新年の挨拶とさせていただ

きます。

年頭にあたり

年頭にあたって

壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年
令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦令和2年　元旦

壮瞥町議会議長　長内　伸一
令和2年　元旦
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民生委員･児童委員は地域の身近な相談相手です

退任された皆様、ありがとうございました

民生委員・児童委員は、地域の皆さんが安心して暮らせるよう、国から委嘱されて活動している一番身

近な相談員です。

それぞれ担当する地区で、あらゆる方の福祉に関する相談を受け、サポートします。福祉サービスに関

する情報を提供したり、町や社会福祉協議会などの関係機関と連携して、問題解決のお手伝いをします。

この度、各地区の民生委員・児童委員及び主任児童委員が12月1日付けで一斉改選されましたので、ご紹

介します。

■地区担当委員 《敬称略》

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課社会福祉係（☎0142-66-2340）

松浦　惠美子
（再任）

○地区：

橋口１・宮前・

滝見

千田　愛子
（再任）

○地区：

南久保内

土井　眞理子
（新任）

○地区：

橋口２・緑・

しらかば

松原　宣彦
（新任）

○地区：
ほくと・
滝之町３・
滝之町４・立香

高橋　克夫
（退任）

6期18年

【地区担当委員】

横山　実
（退任）

1期3年

【地区担当委員】

毛利　美枝子
（再任）

○地区：
壮瞥温泉・
洞爺湖温泉・
昭和新山

畠山　惠美子
（再任）

○地区：

星野・不動

木村　利恵子
（新任）

○地区：
建部・
建部団地・
建部公住

成澤　敏勇
（再任）

室　鈴子
（退任）

5期15年

【地区担当委員】

高野　律雄
（退任）

5期15年

【主任児童委員】

南　和孝
（再任）

○地区：

幸内・蟠渓・

弁景

渡邉　純子
（再任）

○地区：
仲洞爺・
東湖畔・
滝之上

西山　泉美
（新任）

○地区：

久保内・

上久保内

金子　祐一
（新任）

秋山　忠行
（退任）

3期9年

【地区担当委員】

■主任児童委員

《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》

皆様には感謝状が贈られています。
・厚生労働大臣感謝状：在職6年以上

・北海道知事感謝状：在職3年以上

・北海道民生委員児童委員連盟

会長感謝状：在職3年以上
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プ レ ミ ア ム 付 商 品 券
申 請 さ れ て い な い 方 は ､
お 急 ぎ く だ さ い ! !

・商品券を購入するためには、購入引換券が必要です。

・住民税が課税されていない方が、購入引換券の交付を受けるためには、申請が必要です。

・商品券の使い残しがないよう、計画的に購入してください。

１セット5,000円分（500円券×10枚）を4,000円で販売

《おひとりにつき、5セットまで購入でき、最大5千円お得です。》

消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするた

めに、住民税が課税されていない方（申請必要）や子育て世帯向け（申請不要）に壮瞥町プ

レミアム付商品券を販売しています。

※取扱店舗は、町広報（12月号）や町ホームページにより、ご確認ください。

※ご不明な点がありましたら、役場住民福祉課社会福祉係にお問い合わせください。

2020（令和2）年2月19日㈬〔必着〕

※購入引換券の交付には一定の期間を要しま

すので、早めの申請をお願いします。

2020（令和2）年2月28日㈮

【販売場所】 伊達信用金庫壮瞥支店

2020（令和2）年2月29日㈯

販 売 単 位

申 請 期 限

販 売 期 限

使用可能期限

■プレミアム付商品券を購入するにあたって

・商品券は、おつりをお支払いすることはできません。

・商品券は、現金とのお引き換えはできません。

・使用可能期限を過ぎると、商品券は無効となります。

■プレミアム付商品券を使用するにあたって

【申請書提出先】 壮瞥町役場住民福祉課窓口

【お問い合わせ先】 壮瞥町役場住民福祉課社会福祉係（☎0142-66-2340）
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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 暴風雪への備え

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

「暴風雪」とは、雪を伴って強い風が吹くことを指し、発達した低気圧が北海道付近を通

過するときや冬型の気圧配置で季節風が強まるときなどに発生することが多くなります。

暴風雪による災害では、猛吹雪による視界不良や吹き溜まりでの車の立ち往生、車内で

の一酸化炭素中毒、低体温症、飛散物等によるけが、停電などのおそれがあります。

北海道では、暴風雪による災害が繰り返し起きており、時には人命を奪うほどの災害と

なることがあります。2013年（平成25年）3月の暴風雪では、網走・根室地方で猛吹雪とな

り、9名の犠牲者が出るほどの大きな災害となりました。

胆振・日高地方では、

平均風速が概ね18ま

たは20ｍ/ｓを超えて

雪を伴う場合（市町に

より基準は異なりま

す）、「暴風雪警報」を

発表して警戒を呼びか

けます。最新の気象情

報や雪の状況を、テレ

ビ・ラジオやインター

ネットなどにより確認

し、暴風雪が予想され

ているときは、外出は

控えましょう。

これまでご協力くださった保護者の皆様、ご寄贈誠にありがと

うございました。

22年度　卒園児　15名　　23年度　卒園児　15名　　24年度　卒園児　21名　　

25年度　卒園児　22名　　26年度　卒園児　19名　　27年度　卒園児　14名

28年度　卒園児　13名　　29年度　卒園児　15名　　30年度　卒園児　11名
以　上　145名

子どもたちが健やかに成長することを願い、大事に使わせていただきます。

寄贈品＊巧技台・跳箱台＊

そうべつ保育所（平成22年度から平成30年度）
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こちらは地域おこし協力隊が「今」どんなことを感じ、どんなことに取り組

んでいるのか？をお伝えするコーナーです。

「長友加也（ながともかや）」が作っていきます。

「新年明けましておめでとうございます」

地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!

北海道に移住して3度目の冬を過ごしています。今回の冬は暖冬と言いますが、私の思っていた北海道の冬とは

違い「暖かすぎないか？」と思うほどの冬の始まりです。この町で生まれ育った皆さんはどのような印象をお持ち

でしょうか？私は「なぜこの場所を選んで移り住んだのか？」と未だに聞かれますが、その度に理由の一つとして

「壮瞥町の豊かな自然」と「北海道の四季の美しさ」に魅了され移住してきましたと答えるのですが、地球温暖化

により私の思っていたこの自然も、もしかしたら今後変わってしまうのではないか？と少し不安に思います。

先日、支笏洞爺国立公園70周年と洞爺湖有珠山ジオパーク認定10周年を記念したワークショップが開催されまし

た。地域の宝を発掘し活用しようというテーマが掲げられ地域住民50名ほどの参加者が集まり、多岐にわたり活躍

する講師3名のお話しを聞き、その後参加者での話し合いも行われました。その中で印象に残ったのが、現在この

地域に来る目的が「どこか目的があって洞爺湖が休憩場所として選

ばれる」とか、「温泉旅行」などで短期滞在型が多く「長期滞在を

して火山を歩きに行こう」というようなニーズに対応しきれていな

いこと。それと、この地域の資源を生かした体験ができにくくなっ

ていて提供側が閉鎖的な姿勢にあるということでした。私たちは、

ルールを守ってもらえないと新たにルールを改正し、そうすると提

供側がどんどん消極的な姿勢になってしまいがちです。自然豊かな

北欧などではそのようなルールや看板などはほとんどないそうで

す。つまりは使う方のモラルの問題だということがわかります。

「使う側のモラルを育てる」この人間教育にもっと時間と費用をか

けるべきなのかなと感じています。これはいずれ地球規模（地球温

暖化など）の問題解決にも、もしかしたら通じるのかもしれませ

ん。それにはまず私にできることの実践からと思っています。

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(16)

LAKKO（ストライキ）
Moi! 11月11日からフィンランドの郵便局(posti)が大規模なストライキを実施していて、フィン
ランド国内外への郵便物の発送・受け取りに遅延や停滞などの影響が出ています。私も日本から
の荷物や通販で買った荷物が何週間も届いていません。いつ終了するかは未定ですが、11月24日

のニュースによると最長で12月22日まで続くそうです。クリスマスシーズンで本来はクリスマス
カードの郵送で大忙しの郵便局ですが、今年は間に合いそうにありません。また教科書や重要な

書類も届きません。さらに25日には航空会社フィンエアーでもストライキが始まり、300近くの便が欠航になりま
した。

当たり前ですが、多くの人に影響が及んでいるわけです。
ただこれだけ困っているのに、postiやストライキを悪く言

う人は私の周りにはあまりおらず、ただ「postiのストライ
キ中なのでお待ちください」と図書館やお店に張り紙を出

し、みんな待っているのです。
日本では不満があってもストライキを起こすという話は
あまり聞きませんが、フィンランドでは欧州の多くの国と
同じで、「ストライキを起こす権利はみんなにある、理由が
あってやっているのであるからそれを尊重するべきだ」と
いう考えが根付いているように感じます。

「ナショナルパークジオパークわくわく湧ークショ
ップ」の様子

フィンランドの郵便ポスト
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　90 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）

前回のジオパーク通信では、火砕流についてふれましたが、今回は、「なぜ火山を知る必要があるのか」
について、コロンビアで起きた噴火災害の事例をもとにお伝えします。

2019年11月に大分県で日本ジオパーク全国大会が開催されました。大分県には2つのジオパークがあり、
火山活動で生まれた大地や島々を見ることができます。洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会では、ポスタ
ー発表やブース展示を通じ、ジオパークの取組を紹介しました。

コロンビアのネバド・デル・ルイス火山は、山頂

部が氷河で覆われた、標高5,399ｍの高い山です。
1985年11月、ここで噴火が始まりました。

ネバド・デル・ルイス火山の火口部　(Google Earth)

ネバド・デル・ルイス火山の防災マップ （藤井・池谷1986）

泥流によって埋まった地域　（藤井・池谷1986）

おおいた姫島ジオパーク
観音崎

おおいた豊後大野ジオパーク
原尻の滝

ブース展示の様子

火砕流や火砕サージが大量の雪氷を溶かし、噴火

開始から約8時間後、大規模な泥流が発生。山麓の
アルメロ市やマリキタ市などを襲いました。

ハザードマップがあったにも関わらず、多くの
住民が危険地区にいたため、泥流による犠牲者が
2.3万人を超える大災害となりました。

火山の噴火は火砕流や泥流などの危険な現象が発生

します。災害から身を守るためにも、ハザードマップ
等の情報を確認し、火山をよく知ることが大切です。

①1985年コロンビアでの事例

③ハザードマップは噴火前に作られていた ④有珠山の火砕流

②融雪型火山泥流が発生

なぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのかなぜ私たちは火山を知る必要があるのか

第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会が開催されました
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ありがとうございます
10月1日㈫、株式会社出田建設の下元修代表取締

役社長が来庁され、会社創業100年記念事業の一環

として、町に30万円の寄附をいただきました。い
ただいた寄附金は、子どもセンター、壮瞥小学校、
山美湖図書室へ児童図書や紙芝居など子どもたちの
教育図書購入のために活用いたします。ありがとう
ございました。

「鍵盤男子」Freedom Concert2019 が開催されました
11月21日㈭、壮瞥町地域交流センター山美湖に

て、運営ボランティア実行委員会事業第2弾となる
「鍵盤男子Freedom Concert2019」が開催されまし
た。コンサートチケット294席が完売になるなど、
多くの観客がコンサートを楽しみに来場しました。
コンサートはオリジナル曲のほか、鍵盤男子と観

客が全員で一緒に体操する「鍵盤体操」や
「Queenメドレー」、北海道出身の歌手を中心とし
た「北海道メドレー」を伴奏するなど、アンコール
まで観客と一体になりながら最後まで盛り上がりま
した。また、観客から多くの歓声や拍手が贈られま
した。

水力発電施設（久保内、洞爺、壮瞥発電所）

のある壮瞥町には、「電源立地地域対策交付金」

が交付されています。令和元年度は5,697千円

交付され、地域活性化措置として町立そうべつ

保育所運営事業に活用しました。

●●●●●●●●町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

水力発電施設のあるまち
そうべつ
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壮瞥温泉団地自治会で「もち配り」
12月1日㈰、壮瞥温泉団地自治会集会場にて、健康講座

ともち配りが開催されました。
健康講座では、町地域包括支援センターの保健師より

「冬季の過ごし方講座」があり、冬季を元気に乗り切るポ
イントを簡単な体操も交えて学び、その後は自治会で調

理したおしるこがふるまわれ、和やかな雰囲気の中で参

加者同士の交流が行われました。
最後に、たくさんのもちが配られました（当初はもち

まきを予定しておりましたが、あいにくの雨天のため、
急遽もち配りに変更されました）。子どもたちには駄菓子

のつかみ取りタイムもあり、参加者それぞれが楽しい時

間を過ごされたようです。

第10回町民ゆきがっせん大会が開催されました！
今年で10回目の節目を迎える町民ゆきがっせん大会が

12月8日㈰壮瞥中学校体育館で開催されました。
一般の部で10チーム、ジュニアの部で3チーム、選手合

計125名の参加で室内雪合戦を楽しみました。一般の部で
は壮瞥中学校生徒のチームである「SUZAKENNNA」が、
ジュニアの部では「壮小5年」がそれぞれ優勝を果たしま
した。
町民に雪合戦の楽しさを知ってもらおうと企画されて

から10年が経過し、楽しさを知った子どもたちの中には
本戦出場を果たした子どももいたとのこと。
今回は10周年記念企画ということで優勝チームには記

念Tシャツが授与されました。
皆様、お疲れ様でした！

北海道薬剤師会室蘭支部と防災協定を締結しました
12月5日㈭、町は北海道薬剤師会室蘭支部（上田薫支部

長）との間で「災害時における医療救護活動に関する協

定」を締結しました。同支部では自治体の医療救護活動

の支援や衛生環境の向上のため、西胆振の自治体と協定

締結を進めており、今回の締結をもとに、災害時には優

先的に医薬品供給や救護班の派遣などを行っていただく
ことになりました。
上田支部長からは「避難所では風邪薬や抗生物質、睡

眠薬などが必要になる」とのお話もあり、町では今後も
関係機関の協力を得ながら、災害への備えを充実させて
いく予定です。
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剣道　壮瞥竹友会50周年記念事業
11月30日㈯、剣道少年団の壮瞥竹友会創立50周年記

念事業として、記念稽古会と記念式典が行われました。
午後1時半からは、壮瞥中学校体育館において、同会

卒業生で剣道界最高峰と言われる全日本選手権に出場

した経験を持つ、毛利憲誉（もうりかずもと）さんと、
畠山拓士（はたけやまたくし）さんを講師に迎え、記

念稽古会を行いました。北海道を代表する2選手の基本

指導や試合に勝つための技を学び、会の子どもたちに
とってとてもいい勉強とレベルアップの機会となりました。
午後6時半からは、地域交流センター山美湖において、約80名の参加者を迎え、記念式典が盛大に行わ

れました。
小田由三会長の式辞、田鍋敏也町長の祝辞に続き、功労者として、故阿野康春前会長、毛利英文相談役、

谷岡康徳主任指導者の3方が表彰されました。その後、和やかに祝賀会が進み、最後には子どもたちから、
記念事業にご協賛いただいた皆様に、「新しい防具をそろえることができ、今後も竹友会の伝統を受け継い
でがんばっていきます。」という力強いお礼と決意の言葉がありました。
少子化の中、少年団活動の維持は厳しい時代になっていますが、小さな町の伝統の技を今後も末永く受

け継いでいってほしいと思います。

第6回壮瞥町チャリティーカラオケ大会
12月14日㈯、地域交流センター山美湖で第6回チ

ャリティーカラオケ大会（同実行委員会主催）が行

われ、売り上げの132,752円が壮瞥町社会福祉協議

会へ寄附されました。
大会には33組がエントリーし、当日2組の飛び入

りもあり、しっとりとした美声や外の寒さを吹き飛

ばす熱唱で観客を沸かせました。
カラオケマシーンの採点と会場の方々の推薦によ

り、最優秀歌唱賞には田中末子さん（壮瞥町）、熱

演賞にはSTC（壮瞥太鼓クラブ）が選ばれました。
熱気に満ちた会場では、焼き鳥、ビールなども販売され、歌を聞くだけでも楽しめるイベントに

なっています。来年はぜひ皆さんも足を運んでみませんか。
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壮瞥町では次のとおり職員を募集いたします。

採用職種・採用予定者数及び採用予定日／

受験資格／

共通要件

・採用後、壮瞥町内に居住可能な方

・普通自動車免許を有する方、または、令和2年3月末まで

に取得見込みの方

※資格取得見込みの方が取得できなかった場合は、採用を

取り消します。

欠格事項／地方公務員法第16条に該当する者は、上記資格

を有していても受験できません。

試験方法／

第1次選考：書類選考

第2次選考：第1次選考合格者に対して面接試験

試験日時・試験会場及び合格者に対する通知／

第1次選考合格者は、令和2年1月下旬までに、各受験者に

通知します。

第2次選考（面接試験）試験日時等は、第1次選考結果の通

知時にお知らせします。

受験手続き／

⑴申込書等の請求方法

壮瞥町のホームページから申込書をダウンロードするこ

とができます。また、直接役場の窓口でも受け取れます。

⑵提出書類等

①採用試験申込書（町指定のもの）

②自己PRシート（町指定のもの）

テーマは、ア．自己PR イ．志望理由　ウ．学生時代に

力を入れてきたこと、またはこれまでの経験やスキル

を当町でどのように活かす考えかの3点全てを指定様

式（800字以内）へ記入し提出してください。

③最終学歴の成績証明書（単位取得証明書可）※卒業か

ら年数経過により取得できない方は、採用試験申込書

欄外へその旨記入してください。

④最終学歴の卒業証明書（卒業証書の写し可）または卒業

見込証明書

⑤資格を有していることのわかる証明書等の写し

⑥写真1枚（縦4.0㎝×横3.0㎝で最近6カ月以内に撮影し

たもの。採用試験申込書に貼ってください。）

⑶受付期間

令和元年12月27日㈮から1月20日㈪までの平日、8:45か

ら17:30まで受け付けます。（土日祝日、12月31日から1月

5日までは受付できません。）

郵送の場合は令和2年1月20日㈪までの消印に限り受付

します。

その他／

⑴身体に障害のある方で、試験当日の受験に際して車椅子

等を使用することについて、特に要望のある方はあらか

じめ、ご連絡願います。

⑵試験当日、携帯電話機等は他の受験者の妨げになります

ので、試験会場への持ち込みは一切禁止いたします。

⑶採用試験申込書等へ記入いただいた個人情報は採用選

考以外には使用しません。

⑷勤務条件

【初任給】

壮瞥町の初任給は概ね次の金額となる予定です。

（新卒）高校卒　148,600円、短大卒　161,300円、

大学卒　180,700円

※採用前の経歴に応じて、これ以上になる場合がありま

す。

（社会人枠の例）

高卒30歳（経験12年） 207,900円　　

大卒30歳（経験8年） 228,000円

高卒40歳（経験22年） 260,500円　　

大卒40歳（経験18年） 287,000円

高卒45歳（経験27年） 294,400円　　

大卒45歳（経験23年） 318,100円

※初任給は、従事していた職務内容を勘案の上、決定しま

す。職務内容によっては、上記の例を下回る場合があり

ます。

【諸手当】

期末勤勉手当（給与額をベースに年間4.45月分支給）

※採用初年度は支給月数が異なります。

寒冷地手当（11月から翌3月まで支給）･扶養手当･住居手

当･通勤手当支給

【勤務時間等】

原則　月曜日から金曜日　8:45から17:30

休日：土曜日及び日曜日･祝日･12月31日から1月5日

年次有給休暇：1年につき20日（採用初年度は異なります）

その他、病気休暇、特別休暇（夏季･婚姻･出産等）などがあ

ります。

【申込書等の提出先及びお問い合わせ先】

〒052-0101  北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7

壮瞥町役場総務課職員係

（☎0142-66-2121・FAX 0142-66-7001）

壮瞥町職員の募集について

INF
OR

MA
TIO

N

社会福祉士 1名

図書司書 1名
令和2年4月1日

職　種 採用人数 採用予定日

社会福祉士資格（令和2
年3月末までに取得見込
みの者も含む）

図書館法による司書の資
格（令和2年3月末までに
取得見込みの者も含む）

社会福祉士

図書司書

昭和45年
4月2日以降に
生まれた者

昭和55年
4月2日以降に
生まれた者

職　種 資　格　等 年齢要件
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受験資格／専門職の資格は問いません

応募方法／任意の履歴書に写真を貼付し、令和2

年1月17日㈮までに役場住民福祉課またはそう

べつ子どもセンターへ提出してください【郵送

可】。

面接等／面接の日時及び会場については追ってご

連絡します。

任用通知／面接後1週間以内に任用の可否につい

てご連絡します。

採用条件・職種・賃金等／

①会計年度任用職員（月額給・週30時間以下ま

たは4週を平均して30時間以下）

ア）保育補助若干名（月額148,400円）

②会計年度任用職員（時間給・週20時間未満ま

たは4週を平均して20時間未満）

ア）保育補助5名（時給1,110円【有資格】ま

たは時給916円【無資格】）

イ）調理補助1名（時給916円）

ウ）放課後児童指導員補助2名（時給916円）

エ）書道講師1名（時給916円）

勤務場所／そうべつ子どもセンター

任用期間／令和2年4月1日から令和3年3月31日

（任用継続あり）

【お問い合わせ先】

そうべつ子どもセンター（☎0142-66-2452）

受検資格／原則として町内在住の健康な方で、普

通自動車運転免許を有し、パソコンの基本的な

操作を行える方。

応募方法／任意の履歴書に写真を貼付し、令和2

年1月10日㈮までに壮瞥町産業振興課農業振興

係へ提出してください【郵送可】。

面接等／面接の日時及び会場については、追って

ご連絡します。

任用の通知について／面接後1週間以内に任用の

可否についてご連絡します。

採用条件／種別：臨時職員

勤務場所／壮瞥町役場

職種等／事務補助員（産業振興課の業務）

任用期間／採用の日から令和2年3月31日まで

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887円

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場産業振興課農業振興係

（☎0142-66-2121）

壮瞥町との友好都市フィンランド・ケミヤルヴ

ィ市では、平成7年から雪合戦大会を開催してお

り、令和2年4月に第25回記念大会が開催されま

す。町では、選手として大会に参加し、ケミヤル

ヴィ市の皆さんと交流される方を募集します。

ぜひご応募ください。

期間／令和2年4月2日㈭〜4月7日㈫

5泊6日（ケミヤルヴィ市滞在期間：3泊4日）

募集人数／4名（他に役場職員1名を派遣します。）

※希望者が多数の場合は、町の要綱に基づいて

抽選等により決定します。

※雪合戦大会にはケミヤルヴィ市の方が2名加

わり試合に参加します。

応募資格／本町に3年以上居住している方

※ただし、中学生以下の方は除きます。

経費／参加者負担額は旅行会社契約後に決定

（1人当たりの旅行経費の概ね20％）

※この中には次の経費は含まれておりません。

ア）ケミヤルヴィ市滞在中の食事代

（昼3回、夕3回）

イ）ヘルシンキ市滞在中の食事代

（昼1回、夕1回）

ウ）旅券取得経費などの個人的性質の諸経費

その他／

・ケミヤルヴィ市または実行委員会主催の交流会

が開催される予定です。

・ケミヤルヴィ市滞在中は通訳が同行します。

・フィンランド首都ヘルシンキの市内視察があり

ます。

申込期限／令和2年1月23日㈭

※日程、経費などの内容について、若干変更と

なる場合がありますので、あらかじめご了承

ください。

【申込み・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)

そうべつ子どもセンター職員の
募集についてINF

OR
MA

TIO
N

産業振興課臨時職員（事務補助）の
募集についてINF

OR
MA

TIO
N

ケミヤルヴィ雪合戦第25回記念大会
派遣事業参加者募集INF

OR
MA

TIO
N
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現在、町では総合的、計画的な視点からまちづ

くりの方針を定める「第5次壮瞥町まちづくり総

合計画（令和2年度〜令和11年度）」の策定作業

を進めています。この度、素案がまとまりました

ので、意見募集（パブリックコメント）を行いま

す。本計画について意見がある方は、次のとおり

ご提出願います。

意見募集範囲／

第5次壮瞥町まちづくり総合計画（案）

募集期間／

令和2年1月10日㈮〜1月30日㈭

募集方法／

⑴公共施設

役場、地域交流センター図書室、ゆーあいの家、

久保内ふれあいセンター、来夢人の家に総合計

画（案）及び意見提出書式を設置

⑵ホームページ

総合計画（案）及び意見提出書式を掲載

提出方法／

ご意見を1月30日㈭までに下記提出先まで郵

送、持参、FAX、メールで提出願います。

※書式自由（町作成の意見提出書式を使用して

いただいても問題ありません。）

その他／

提出された意見は、住所・氏名を除き、意見の

概要と意見に対する町の回答を、後日、ホーム

ページで公表いたします。なお、個別の回答は

行いませんので、ご了承願います。

今回の計画と直接関係がないもの、住所、氏名

等の記入のないもの、電話及び口頭による意見

の提出については、受付できません。

【提出先及びお問い合わせ先】

壮瞥町企画財政課企画広報係

〒052-0101壮瞥町字滝之町287番地７

（☎0142-66-2121、FAX：0142-66-7001）

E-mail：kikaku@town.sobetsu.lg.jp

令和2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っており

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1月7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1月15日(水)19:00〜

場所／そうべつ保育所

●申込受付期間

日時／令和2年1月15日㈬〜2月1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

⑴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。

⑵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）

第5次まちづくり総合計画（案）の
意見募集を行います！INF

OR
MA

TIO
N

令和2年度そうべつ保育所
入所申込みについて　INF

OR
MA

TIO
N
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下記のとおり実施します。

受付時間／9:00〜11:00までとなっております。

年末･年始及び1月の歯科救急医療

INF
OR

MA
TIO

N

12月29日

12月30日

12月31日

01月01日

01月02日

01月03日

01月04日

柴田歯科高砂デンタルオフィス 室蘭市高砂町3-9-20 0143-45-8484

かただ歯科医院 登別市登別東町2-27-1 0143-83-1270

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 0143-27-5420

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

白鳥台歯科医院 室蘭市白鳥台5-3-43 0143-59-5567

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

飯渕歯科医院（登） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 0142-22-1182

工藤歯科医院 豊浦町東雲町16-5 0142-83-2005

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

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

K.FUKUDA DENTAL CLINIC 登別市鷲別町3-22-2 0143-50-6565

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 0142-22-1641

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 0143-27-5420

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 0143-86-1820

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 0142-82-3787

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

飯渕歯科医院（登） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

石川歯科医院 伊達市元町46-13 0142-23-0020

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 0143-88-0809

金本歯科医院 伊達市山下町55 0142-25-3822

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話
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※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。

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（定員になり次第締切）

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

無料法律相談を開催しております

INF
OR

MA
TIO

N

無料法律相談を毎月実施しております。お困りごとなどありましたら、是非ご利用ください。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申込み

ください。

令和2年01月09日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和元年12月27日(金)

令和2年01月23日(木) 阿　部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和2年01月17日(金)

令和2年02月13日(木) 奈　良弁護士(奈良法律事務所)  令和2年02月07日(金)

令和2年02月27日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所) 令和2年02月21日(金)

令和2年03月12日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所)  令和2年03月06日(金)

令和2年03月26日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所)  令和2年03月20日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

01月04日

01月05日

01月12日

01月13日

01月19日

01月26日

02月02日

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

柴田歯科高砂デンタルオフィス 室蘭市高砂町3-9-20 0143-45-8484

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

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

ちりべつファミリー歯科 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

由川歯科医院 室蘭市中島町3-15-1 0143-44-3377

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

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

新生ファミリー歯科 登別市新生町3-16-21 0143-82-1182

くどう歯科クリニック 登別市富岸町2-11-3 0143-86-0048

飯渕歯科医院（登） 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 0142-22-1182

なかむら歯科医院 伊達市長和町467-1 0142-23-2822

社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 洞爺湖町高砂町126 0142-74-2555

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 0143-59-6464

福田歯科医院 室蘭市輪西町2-8-2 0143-84-6480

松田歯科医院 室蘭市日の出町1-24-25 0143-46-6480

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414
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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1月18日㈯10:00〜12:30

（隔月1回第3土曜日開催予定）

場所／ゆーあいの家和室

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）

募集種目／自衛官候補生

資格／18歳以上33歳未満の男女

受付締切／令和2年1月20日㈪まで

試験期日／令和2年1月24日㈮〜

1月25日㈯のいずれか1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）

町内の小・中・高校では、下記のとおり学校閉

庁日とさせていただいておりますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

目的／冬の省エネルギー対策と教職員の健康増

進、休暇取得促進を図ります。

冬季休業中の学校閉庁日について／

令和元年12月29日㈰〜令和2年1月3日㈮まで

の6日間

※学校閉庁日と土日を合わせ、令和元年12月

28日㈯から令和2年1月5日㈰まで閉庁となっ

ております。

その他／上記期間、各学校は職員不在となります。

緊急等の連絡は教育委員会を通じて学校長に連

絡いたします。

【お問い合わせ先】

教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

年末年始閉庁日は役場（☎0142-66-2121）

くらしの無料相談会を開催します

INF
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N

自衛官候補生募集締め切り間近！

INF
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N

学校閉庁日のお知らせ
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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）

1号炉

測 定 日 測定結果（ナノグラム）

令和元年9月26日 0.016

死亡事故ゼロ1,501日
－人身交通事故発生状況11月分－

発生 3件（ 6件）
死者 0名（ 0名）
負傷 3名（ 6名）

※11月末現在（ ）は平成31年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和元年11月16日〜令和元年12月15日）

■人のうごき

■11月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,517人（ △1）
男 1,187人（ 0）
女 1,330人（ △1）

世帯数 1,357戸（ 2）
※11月末現在（ ）は前月差

松浦　　馨さん （97歳）【橋口1】

鹿田　要子さん （89歳）【壮瞥温泉団地】

上野　由男さん （88歳）【久保内2】

坂井　辰夫さん （77歳）【橋口2】

大西　隆夫さん （84歳）【橋口2】

斉藤芳五郎さん （91歳）【南久保内】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

中川
なかがわ

奏心
か な と

くん　令和元年12月1日
【壮瞥温泉団地・正徳さん・幸恵さん】

高階
たかしな

千冬
ち ふ ゆ

ちゃん　令和元年12月11日
【壮瞥温泉団地・祐一さん・那美さん】
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生涯学習情報生涯学習情報

○主　　催 壮瞥町教育委員会

○協　　力 壮瞥町スポーツ推進委員会

○期　　日 令和2年2月4日㈫・6日㈭・10日㈪・13日㈭

※参加チーム数によって3日間（4日・6日・10日）になる場合があります

開会式：2月4日㈫　18:45〜

○会　　場 壮瞥中学校体育館

○参加資格 原則、壮瞥町内在住の中学生以上の方または壮瞥町内に勤務する方でチームを編成して

ください。※中学生は保護者等の送迎でご参加ください。

○チーム編成 男女混合でチームを編成してください。

※1名以上の女性を入れてチームを編成してください。

※女性のみのチーム編成も大歓迎です！

○競技方法 4〜5チームに分かれて予選リーグを行い、最終日に上位チームによる決勝トーナメン

トを行います。

○参加申込 1月24日㈮までに教育委員会へ申込書を提出してください。（FAX可0142-66-2132）

☆参加ご希望の場合は参加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。

○そ の 他 大会の詳細は教育委員会スポーツ振興係までお問い合わせください。（☎0142-66-2131）

毎年多くのご参加をいただいている町民親善

ミニバレー大会をご案内します。地域や職場な

どでチームを編成して、ぜひご参加ください！

第28回 町民親善
ミニバレーボール大会

チケット1月中旬以降発売予定
◎お問い合わせ先　教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

◎日　時 令和2年3月8日㈰ 13:30〜開場 14:00〜開演
◎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

日本フィル、新日本フィル、札幌交響楽団の首席チェロ奏者を歴任。

ボストン響及びボストン・ポップスでも演奏。現在は、ソリストとし

て活躍し、年間何本ものコンサートスケジュールをこなす。

出　演　土田　英順（チェロ）
鳥居はゆき（ピアノ）

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第3弾

土田英順 東日本大震災チャリティーチェロコンサート
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壮瞥町女性団体連絡協議会からのお知らせ!

【女性の集い】

○期　日 令和2年2月4日㈫

○時　間 受付9:30〜　閉会14:30

○場　所 壮瞥町地域交流センター山美湖多目的ホール

○内　容 【午前】講演「幸のおすそわけ」

講師　江差町 正覚院　松村 俊昭　先生

【午後】「ふまねっと運動」

協力　町内「ふまねっと運動サポーター」の皆さん

マス目でできた網を床に置き、網を踏まないようにゆっくり慎重に歩

く運動です。（歩きやすい靴を履いて）

※昼食は主催者で準備いたします。

○申込み 1月25日㈯まで、事務局　甲野和子（☎0142-66-3107）まで

【女性学級】

体操教室（全5回）
○期　日 令和2年1月23日㈭、28日㈫、2月20日㈭、25日㈫、3月3日㈫

○時　間 10:00〜11:30

○場　所 壮瞥町地域交流センター山美湖

○講　師 加藤　康大　先生

手芸教室（全3回）
○期　日 令和2年2月14日㈮、3月10日㈫【会員同志で自由作】

令和2年2月28日㈮【おくすり手帳カバー】※材料費･･･1,000円位

○講　師 前川　裕子　先生

○時　間 10:00〜15:00

○場　所 壮瞥町地域交流センター山美湖

○申込み 2月15日㈯まで、事務局　甲野和子（☎0142-66-3107）まで

〜　一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしております。 〜

壮瞥町女性団体連絡協議会（会長：森近恭子）では安全安心に暮らすことができるように、

地域課題の解決や健康維持を目指して、女性の集いと女性学級を開催いたします。

■日　時：令和2年2月7日㈮18:00〜20:00

■会　場：壮瞥町地域交流センター

■講　師：天文同好会会長　田中 文夫 さん

■参加費：無料

■申込み：教育委員会生涯学習課

（☎0142-66-2131）まで

事前に申込みください。

第10回夜空を見る集いのご案内
今年度最後の夜空を見る集いでは、冬の星座の観測を行う予定です。その他、周極6星座講

習などを行い、夜空について楽しく学びます。お誘い合わせの上、皆さんでお越しください。
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やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室
①月曜日：9時～17時　
②火曜日～金曜日：9時～18時
③土曜日～日曜日、祝祭日：13時～18時
※12月31日～1月5日、1月13日は
休館日です。

木曜日：13時～16時
※1月2日は、休館日です。

☆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

日　時：1月23日㈭14:00〜

場　所：図書分室
参加費：無料

主　催：図書ボランティア ポピーの会

冬にオススメの本の朗読をします。最後には参加者全員で1つの作品の群読をします。声を出

して読むことは、脳の活性化にもなりますので、群読で
心も体も元気になりましょう。

公益社団法人読書推進運動協議会が発行しているリーフレット「2020 若い人に贈る読書のす
すめ」より、成人・卒業など新たな一歩を踏み出した若い人にオススメする本が紹介されていま
す。その中の図書室にある一部の本を紹介します。

小学生を対象にした、学校ブックフェスティバルを今年も壮

瞥小学校で行います。学校ブックフェスティバルは、北海道立

図書館の1 ,000冊程度

の児童書を体育館に並

べて、自由に見てもら
い、好きな本を借りる
ことができるイベント
です。
一般の方にも、本の

貸出ができますので、
ぜひ見にきてください。

冬の朗読会

学校ブックフェスティバルが開催されます!

成人を迎えるあなたにオススメする本

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

※事前の申込みは不要です。

『ノーサイド・

ゲーム』

著：池井戸潤

素人である君

嶋が、お荷物社

会人ラグビーの
再建に挑む。

『本と鍵の季節』

著：米澤穂信

放課後の図書室

に持ち込まれる謎

に、男子高校生ふ
たりが挑む全六編。

『ぼくはイエローで

ホワイトで、

ちょっとブルー』

著：ブレイディみかこ

思春期真っ只中の息子と
パンクな母ちゃんの著者

は、ともに考え悩み乗り越

えていく。

令和2年1月31日㈮
10:40〜　開会セレモニー
10:45〜　ミニビブリオバトル
11:10〜　オリエンテーション
11:15〜　本選び、貸出

11:45〜　閉会セレモニー
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11月の図書室利用者数
図書室来客数： 390人

分室来客数： 34人

本の貸出人数： 186人

本の貸出冊数： 817冊

『心地よい毎日服』 出版社：株式会社ブティック社

素材、シルエット、肌触りなどにこだわって、毎日を心

地よく過ごせる、手作りの服と小物35点の作り方を紹介。
大人の女性に似合うスタイルです。

『まいにち着る女の子服』出版社：日本ヴォーグ社

着ごこちよくて可愛いデザインの女の子服の作り方を
紹介。ソーイングの基礎、作り方図解のイラストを色付

きにして、縫う箇所をよりわかりやすく解説しています。

〜一般書〜

『子どもの心はどう育つの
か』『つけびの村』『気にし
すぎる自分がラクになる本』
『最強の野菜スープ』『イチ
ロー・インタビューズ激闘

の軌跡　2000ｰ2019』『氷

獄』『ツナグ想い人の心得』
『夏物語』『ライオンのおや
つ』『庭とエスキース』『47

都道府県の歴史と地理がわ
かる事典』『女性のいない民
主主義』『春原さんのリコー
ダー』

〜児童書〜

『もうひとつの曲がり角』
『きみの存在を意識する』
『ナイチンゲール』『アンの
夢の家』『青い月の石』『銭

天堂 ふしぎ駄菓子屋11・

12巻』『よくわかる！記号

の図鑑』
〜えほん〜

『メリークリスマス 世界の
子どものクリスマス』『わた
しのわごむはわたさない』
『もりのかくれんぼう』『水

の絵本』『ほしじいたけ ほ
しばあたけ』『やさいのがっ
こう キャベツくんおはなに
なる？』『ノラネコぐんだん
カレーライス』『ムーミン谷

のクリスマス』『わんわん丘

に冬がきた！』『だいすきな
先生へ』

1月の展示

冬はお家で手作り冬はお家で手作り

★タイトル「天女銭湯」 作：ペク ヒナ

少女ドッチの住む町には古い銭湯があります。友達

はみな新しいスパランドへ行くけれど、ドッチは大好き
な水風呂とあかすりのあとに買ってもらえるヤクルトを
楽しみに今日もお母さんと長寿湯に通います。そこでドッチは、はごろ
もをなくしたという天女に出会います。天女はドッチに水風呂で遊ぶ方

法を教えてくれました。
お礼に自分は我慢してヤクルトを天女にあげます。その夜ドッチは熱

を出し、枕元の洗面器からひょっこり現れた天女がドッチのひたいに手

をやると･･･。懐かしさと不思議がたまらなく愛しい1冊です。ペク ヒナ
さんの作る人形たちの表情、質感にもご注目！ひきつけられます。

【オススメ者：オフロスキー・ザブン】

わたしのオススメ本

11月17日㈰に地域交流センターで
第12回目の図書フェスティバルを開
催しました。マジシャン太田ひろし
さんのマジックショーでは、見に来

てくれた子どもたちの中から数名選

んで、子どもたちをマジシャンに変

身させました。

その他、発砲スチロールの中
から不思議に飛び出てくる火

山実験や、ソースを塗るだけで
10円玉がピカピカになる不思

議など、様々なコーナーで、子
どもたちにいろんな不思議を体
験してもらいました。

不思議がいっぱいの図書フェスティバル

〜１月末まで、図書室入口にて展示しています。〜
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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１月号

110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を110番通報の適切な利用を

昨年中は、皆様に警察業務に対するご理解と
ご協力をいただき、
ありがとうございま
した。
今年も地域の安

全、安心を守るため
に全力を尽くします。

謹 賀 新 年 冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止冬道での交通事故防止

◆余裕を持った運転を

目的地までの天気や道路状況を事前に把握して、

時間に余裕をもって出発を。

◆スピードダウンと慎重な運転を

冬道ではスリップによる正面衝突事故が多発し

ています。スピードダウンと路面に合わせた慎重

な運転を。

◆「急」のつく運転はしない

急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは、事

故に直結します。

◆悪天候に注意を

吹雪や大雪など悪天候時は、吹きだまりや視界

不良などで、立ち往生の危険があります。不要な

外出は控えましょう。

町内では、壮瞥温泉地区の湖畔沿いの道路が凍

結しやすく、また、その道路につながる下り坂も

あることから、スリップ事故の注意が必要です。

・ほんの少量でも

少量でも注意力や判断力

の低下等、運転操作に影響

し、事故に直結します。

・すぐ近くでも

数十メートルの間でも事故は起きます。運転

する距離の長短ではありません。

・ひと眠りしても

仮眠しただけでは、アルコールは抜けていま

せん。もちろん二日酔いも飲酒運転となります。

飲酒運転は犯罪です！

この時期、年始挨拶などで、お酒を飲む機会

が多くなりますが、飲酒運転は絶対にしないで

ください。

飲酒すると、

飲酒運転ダメ!ゼッタイ!

冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！冬道は危険がいっぱい！

私たち警察官は、巡回連絡で皆さんのお宅を訪問

させていただいておりますが、家を留守にする際に

戸締まりをしていな

い家が目立ちます。

「少しの間だから」

と安易に考えず、必

ず玄関や窓の戸締ま

りをお願いします。

外出時の戸締まりを
必ずしてください！

緊急通報は110番　相談電話は＃9110に！
◆110番は、事件・事故などの緊急通報の電話

です。

警察官が必要な事

項を質問しますの

で、慌てず落ち着

いて正しく答えて

ください。

◆急を要しない相談

などは、警察相談電話＃9110番へおかけく

ださい。

110番の適切な利用をお願いします。
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１月号の広報テーマ「無火災の町を目指して」

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

西胆振行政事務組合

“ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心”

救急件数 06件（累計 145件）

火災件数 00件（累計 3件）

（ ）内は平成31年1月1日からの累計

救急件数・火災件数

壮瞥消防出初式について

壮瞥消防出初式を令和2年1月6日㈪10:00より、

地域交流センター山美湖において行います。この

ため、当日9:00に団員召集サイレンを吹鳴します

ので、火災とお間違いのないようにお願いします。

消防活動にご協力をお願いします

冬期間は、積雪等の影響で消防活動に支障をき

たすことがあります。

消火栓等の近くに雪を捨てられると、火災が発

生したときに消火栓が使用できず消防活動の遅延

に繋がります。

また、雪の影響で狭くなった道路に駐車してい

ると、消防車や救急車が通行できない恐れがあり

ます。

少しでも早く災害現場に到着し、消防活動や救

急活動ができるように皆様のご協力をお願いいた

します。

11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分11月分

家庭での火災予防について

火災を起こさないため、日ごろからストーブや

ガスコンロ等の点検をし、外出時には火の元を確

認するようにしましょう。また、放火を防止する

ため、外出時は窓や玄関を施錠するようにし、家

の周りには燃えやすい物を置かないようにしまし

ょう。

火災の早期発見には住宅用火災警報器が有効で

す。設置していない場合は早急に設置して、10年

を経過しているものは交換しましょう。

令和元年は12月1日現在で火災が3件ありました。

内訳は、建物火災が2件、車両火災が1件です。こ

れらの火災による負傷者は2名、焼死者はいません。

今年は無火災を目指し、火の取り扱いには十分注

意しましょう。

住宅用火災警報器の奏功事例

小学校低学年の男子児童が自宅にいたとこ
ろ、住宅用火災警報器の音がしたため、音の
している部屋を確認すると、こたつ布団の一
部が燃えていた。児童はすぐ風呂場へ行き、
残り湯を洗面器にくみ、燃えているこたつ布
団にかけ初期消火を行うとともに、119番通
報を行った。
119番通報を受けた指令課員は、児童を屋

外へ避難するよう指示し、その後、到着した
消防隊によって完全鎮火が確認されたもの
で、児童の適切な判断により見事に初期消火
を成功させた例です。
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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。

（
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）

月
の
予
定

壮瞥町地域包括支援センター(☎0142-66-4165) 保健師　高橋　望

将来、「何かあったら、施設に入ればいい」と思ったことはありませんか？

高齢者施設は様々な種類があり、特徴や費用が異なるので、事前に知っておきまし

ょう。

〈施設入居を考える際に、留意していただきたいこと〉

●施設ごとに入居の目的や特徴は様々ですので、入居を考えている施設のことをしっかりと理

解し、入居後の生活を思い描いた上で、慎重に検討しましょう。

●自宅など、住み慣れた環境で生活していくための介護サービスもたくさんありますので、本

当に施設に入ることが必要な状態なのか、専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

「地域包括支援センター」では、高齢者の方の全ての相談を受けています。生活のこと、介

護のこと、施設のこと、どんな内容でも遠慮なくご相談ください。

この他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設がありますこの他にも、たくさんの種類の施設があります

高齢者施設の例

軽費老人ホーム

(ケアハウス)

有料老人ホーム

特別養護老人

ホーム

介護老人保健施設

認知症高齢者

グループホーム

約7万〜

15万円(※1)

約10万〜

30万円(※1)

約5万〜

15万円(※2)

約6万〜

16万円(※2)

約12万〜

18万円(※2)

低費用で、基本的な生活援助(食事の提供など)を受けながら、

自立した生活を送ります。

身の回りのことを自分でこなせないと入居できないホームも

あれば、介助サービスを受けられるホームもあり、様々な型

があります。

終の住処として、介護を受けながら生活できます。（原則とし

て、要介護3以上の認定のある方が対象）

リハビリをして在宅復帰を目指す施設であり、終の住処では

ありません。（要介護1以上の認定のある方が対象）

認知症の方のための、共同生活施設です。（要支援2以上の認

定のある方が対象）

種　　類 内　　　　容 月額（目安）

※1 入居時に別途初期費用がかかる場合があります。

※2 介護保険の公的サービスであり、食費等以外の自己負担が1割の場合の費用です。

高齢者施設について



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。▼

1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

資源ごみ（古紙類）回収日

5
コミュニティタクシー運行休止
役場年末年始休み
社会教育施設年末年始休館
学校閉庁
し尿汲み取り業務休止
燃やせるごみ・生ごみ収集休み

6
新春書き初め大会
山美湖多目的ホール
14:00～15:00

10
子ども会カルタ大会
山美湖和室 9:00～
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
新春書き初め大会表彰式
山美湖多目的ホール 14:00～
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00

11

12
令和2年成人式
山美湖多目的ホール
13:30～

15
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター 13:45～15:00
そうべつ保育所入所説明会
そうべつ保育所 19:00～ p14

18
くらしの無料相談会
ゆーあいの家和室
10:00～12:30 p17

19
胆振地区雪合戦選手権大会
昭和新山山麓特別会場
9:00～

20 24
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
男の料理教室
保健センター
10:00～13:00

25
乳がん・子宮がん検診
保健センター
8:30～14:00

31
コミュニティタクシー運行休止
役場年末年始休み
社会教育施設年末年始休館
学校閉庁
し尿汲み取り業務休止
燃やせるごみ・生ごみ収集休み

14
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
健康麻雀サロン
保健センター
13:30～15:30

4

7
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
スキー・スノーボード
スクール
オロフレスキー場

8
定期予防接種(BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30

13
成人の日
山美湖休館日

22
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

17
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
手打ちうどん教室
保健センター
10:00～13:00

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

23
定期予防接種(BCG以外)
11:00～11:30※午前中のみ
無料法律相談
山美湖小会議室
10:30～12:00 p16
女性学級(体操教室)
山美湖 10:00～11:30  p19
図書分室開放日
13:00～16:00
冬の朗読会
図書分室 14:00～ p20

2

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

21
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

※時間帯の横にページ数が入っているものは、詳細情報が広報「そうべつ」に掲載されています。

収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ

週2回

古紙類 容器類
燃やせないごみ･大型ごみ 資　源　ご　み

07日
月・木曜日 月・木曜日

火・金曜日火・金曜日

ダンボール・雑誌・
新聞紙・生きびん・
布類・紙パック

空き缶類・ペットボト
ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）

久保内、上久保内、南久保内、蟠渓、幸内、弁景、

滝３、滝４、ほくと団地、壮瞥温泉、滝之上

仲洞爺、東湖畔、立香、しらかば団地、

滝之町（滝３、滝４、ほくと団地を除く）

Ａ

Ｂ

25日
08日
22日
2/5日2/4日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

26 27 31
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
学校ブックフェスティバル
壮瞥小学校
10:40～　p20

2/129
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター
13:45～15:00

30
前立腺がん検診
保健センター
13:00～14:50
図書分室開放日
13:00～16:00

28
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
女性学級(体操教室)
山美湖 10:00～11:30  p19
健康麻雀サロン
保健センター 13:30～15:30

2/2
第32回胆振地域子ど
も会カルタ大会
山美湖多目的ホール
9:30～16:15

2/3 2/7
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 18:00～20:00  p19

2/82/5
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

2/6
図書分室開放日
13:00～16:00
ミニバレーボール大会
壮瞥中学校体育館

2/4
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
健康麻雀サロン
保健センター 13:30～15:30
ミニバレーボール大会
壮瞥中学校体育館 18:45～ p18
女性の集い
山美湖多目的ホール 受付／9:00～

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

令和2年



町営住宅入居者募集

乳がん・子宮がん検診のお知らせ
日時／令和2年1月25日(土)
場所／壮瞥町保健センター

午前・午後共に、まだ若干の空きがあります。
「申込みを忘れていた」「１２月の検診チラシを見落と

していた」などの方は、ぜひこの機会をご利用ください。
※12月の広報のチラシに詳しい案内が載っています。
申込締切／1月7日(火)
【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）

企画財政課企画広報係 2019年12月27日号

おしらせ 公営住宅
公営住宅は、政令月収が158千円を超える方は入居

申込みができません。（小学生以下のお子さんがいる世

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。）

●仲洞爺団地（公営住宅）

住 所 壮瞥町字仲洞爺61番地

建 設 年 度 令和元年建設 3号棟

戸 数 、 規 格 平屋 2LDK(65.00㎡) 1戸

平屋 3LDK(74.94㎡) 1戸

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（20,900～35,900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
単身者用特定公共賃貸住宅の入居資格は33歳未満

で同居者のいない方です。

●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 2階 1LDK(47.12㎡) 1戸

月 額 家 賃 21,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 63,000円

●しらかば団地（単身者用特定公共賃貸住宅）

住 所 壮瞥町字滝之町301番地5

建 設 年 度 平成10年建設 1号棟

戸 数 、 規 格 1階 1LDK(46.13㎡) 1戸

3階 1LDK(46.13㎡) 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

全てに共通する案内事項
●入居資格

１．市町村民税等の滞納していない者
２．所得要件を満たす者
３．入居者及び同居者に暴力団員がいない者
４．町長が定める基準に該当する者

●申込方法
申請書は役場建設課建築住宅係にありますので、

下記書類を用意の上、申込みください。
・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1月6日(月)～令和2年1月20日(月)

※詳しくは壮瞥町役場建設課建築住宅係までお問い
合わせください。（☎0142-66-2121）

※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。

みんなで暖まりながらかしこく節電を！
道では、北海道の厳しい冬を「みんなで暖かくなって」

乗り切るため、消費活動をしながら節電にも結びつく取
組を応援しています。

休みの日には、図書館などの公共施設や商業施設
に出かけたり、家族がひとつの部屋に集まって過ごした
りするなど、この冬も、普段の生活を楽しみながら、かし
こく節電を行いましょう。
【お問い合わせ先】
北海道経済部産業振興局
環境・エネルギー室エネルギーグループ
（☎011-204-5886）

～福祉灯油～
灯油購入の助成をいたします

灯油価格の高止まり等を鑑み、冬期暖房に必要な
燃料費の一部を助成します。対象と思われる世帯に
は申請書を郵送します。
対象世帯／下記の条件全てを満たす世帯
①壮瞥町に住所のある方
②世帯全員が平成31年度の町民税非課税の世帯
③令和元年11月1日現在、次のいずれかに該当する

世帯
(1)高齢者世帯：世帯全員が満65歳以上の世帯（満

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
にある者を扶養している世帯を含む）

(2)重度障害者世帯：次のいずれかの手帳を持つ障害
者が世帯主または同居する世帯

ア 身体障害者手帳1または2級
イ 療育手帳A
ウ 精神障害者保健福祉手帳１級

(3)ひとり親世帯：父または母と満18歳に達する日以後
の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯

※ただし、生活保護受給世帯、社会福祉施設等の入
居者、冬期間町外に滞在している世帯及び別世帯
の(1)～(3）のいずれにも該当しない世帯と同居して
いる世帯は除きます。
支給額／ （1世帯あたり）令和元年11月1日現在の灯

油小売価格単価（壮瞥町調べ）に灯油100ﾘｯﾄﾙを
乗じ、千円未満の端数を切り捨てた額
支給方法／灯油利用の世帯は灯油券で（給油は町

内業者に限ります）、また、薪等（電気・ガス・石炭・
コークス・薪等）利用の世帯は灯油の支給基準に準
じて口座振込にて支給します。
申請受付期間／令和2年1月7日(火)～2月28日(金)
【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

子育て支援センター“げんき”
☆1月の子育て支援センター開放日☆

7日(火) 10日(金) 14日(火) 17日(金)
21日(火) 24日(金) 28日(火) 31日(金)
☆1月の育児サークル事業☆

16日(木) 身体測定、ひだまりの会お話し
製作～節分に向けて

☆育児相談事業☆
毎週月～金曜日／9：00～17：00
【お問い合わせ先】
子育て支援センター“げんき”
（☎0142-66-2452（そうべつ子どもセンター内））

令和2・3年度国有林モニター募集
募集人数／48名
依頼期間／令和2年4月～令和4年3月まで
依頼内容／国有林や森林・林業に関するアンケート調

査への回答、モニター会議への出席、現地見学会
への参加
応募資格／北海道にお住まいで、国有林に関心のあ

る満20歳以上の方
募集期限／令和2年2月21日(金)必着
応募方法／氏名、性別、住所、郵便番号、年齢、職業、

電話番号、メールアドレス、国有林モニターを知った
きっかけ、応募理由を記入の上、郵送・FAX、メール
のいずれかの方法で、応募先までご応募ください。
選考結果／国有林モニター選ばれた方には、令和2年

3月末までに依頼状の発送をもってお知らせします。
【応募・お問い合わせ先】
林野庁北海道森林管理局企画課
（☎011-622-5228、FAX：011-622-5194）

前立腺がん検診のお知らせ
前立腺がん検診の申込みはお済みですか？日本人

の前立腺がん罹患数は加齢とともに急増しています。
前立腺がんは無症状なことが多く、検診以外で発見
することは困難です。PSA検査はわずか1mℓの採血に
より早期がんを発見できる簡単で信頼性の高い血液
検査です。早期に発見すれば高い確率で完治が期待
できます。

そのためには年に1回のがん検診が大切になります。
40歳以上の男性の皆さん、ぜひこの機会に検診を受
けてくださいね。申込みお待ちしております。
※なお、すでに前立腺がんにて治療中の方は対象外

になります。
検診日／令和2年1月30日(木)
受付時間／①13:30～13:50

②14:00～14:20
③14:30～14:50

会場／壮瞥町保健センター
対象者／40才以上の男性
検査内容／採血
検診料金／1,000円（国保・後期・生保の方は500
円）
申込締切／令和2年1月22日(水)
【申込み・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）

中皮腫や肺がんなど、石綿による
疾病の補償・救済について

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として
石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認
められた場合には、労働者災害補償保険法に基づく
各種保険給付や石綿による健康被害の救済に関する
法律に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年
月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿
業務に従事されていた場合には、労働保険給付等に
支給対象となる可能性がありますので、最寄りの都道
府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
【お問い合わせ先】
北海道労働局労働基準部労災補償課
（☎011-709-2311）



年末年始における火災予防について
年末年始は、休日が多く外出などで家庭が留守と

なったり、事業所が無人になったりしがちですので、火
気の取り扱いには十分注意しましょう。また、お出かけ
前や就寝前にはもう一度火の元を確かめましょう。
（家庭の皆さんへ）
○住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。
○設置している住宅用火災警報器の作動確認をしま

しょう。
○寝タバコは、絶対にやめましょう。
○ベランダ等でのタバコ火災が増えています。吸い殻

は完全に消化しましょう。
○ストーブの周りに燃えやすいものを置かないようにし

ましょう。
○子どもの火遊びに注意しましょう。
○万一に備え、出入口の点検や除雪に努めましょう。
○家族全員で火気の取り扱い、避難方法などについて

話し合いましょう。
（事業所の皆さんへ）
○人の出入りが多くなる事業所では、繁忙のため火気

の取り扱いがおろそかになりがちです。巡回体制を強
化するとともに、避難誘導が円滑に行われるよう従
業員一人ひとりの責任分担を明確にしておきましょう。

○プレハブ等の仮設建築物であっても、通常の建物と
同様、それぞれの規模、用途等に応じて消防用設
備等の設置が必要です。設置が必要となる設備つ
いては、消防本部・消防署にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
北海道総務部危機対策局危機対策課消防グループ
（☎011-204-5009）

みんなの掲示板

「みんなの掲示板」コーナーについて

町民の皆さん等が主催する催し物のお知らせ

や会員募集などの掲載をご希望の方は、以下ま

でお問い合わせください。

【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

「くじらん健康教室」を開催します
テーマ／～理学療法士・作業療法士が伝えたい～

健康寿命を延ばす運動と食事法
13:30～14:30

理学療法士・作業療法士による講演3つ
14:30～15:30

「転ばないための第一歩」
～自分の筋力・バランス・歩く速さをチェックして

みましょう～
※実際に運動して身体能力をはかります。
※動きやすい服装でお越しください。
※過去に参加された方はくじらん健康手帳をお持ち

ください。
日時／令和2年1月23日(木)開場13:00
場所／スーパーアークス室蘭中央店3階

カルチャーセンター（会場が変わります）
〒051-0011 室蘭市中央町3丁目1-8
対象／西胆振に住んでいる方々
定員／なし
参加料／なし
申込方法／当日直接ご来院ください。
【お問い合わせ先】
市立室蘭総合病院医療連携・患者
支援推進センター（☎0143-25-3111）

特別養護老人ホーム第2長日園
介護者教室

～皆で学ぼう！介護の基本～
長日園の介護技術を地域の皆さんへ
日時／令和2年1月25日(土)10：30～11：30
会場／デイサービスセンターふれあい広場ホール
参加費／無料
対象者／どなたでも参加できます
内容／認知症について
持ち物／筆記用具
講師／第2長日園 松本 啓太 生活相談員

第2長日園 瓶子 美紀 介護支援専門員
【お問い合わせ先】
特別養護老人ホーム第2長日園
（☎0142-66-3255）

税務署からのお知らせ
【法定調書の提出について】

令和元年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調
書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計
表」の提出は所轄税務署長へ、「給与支払報告書（個
人別明細書・総括表）」及び「退職所得の特別徴収
票」などの提出は受給者の住所地の市区町村長へそ
れぞれ区分して提出してください。また、税務署提出の
法定調書は、ｅ－Ｔａｘまたは光ディスク等（ＣＤ・ＤＶＤ
など）でも提出することができます。
提出期限／令和2年1月31日(金)
【お問い合わせ先】
法定調書関係／

室蘭税務署管理運営部門（☎0143-22-4151）
給与支払報告書関係／壮瞥町役場税務会計課

税務係（☎0142-66-2121）
【確定申告のお知らせ】

室蘭税務署では、次のとおり所得税などの確定申告
会場を開設します。

なお、会場の混雑状況により 受付を早めに締め切る
ことがあ ります。
開設期間／令和2年2月17日(月)～3月16日(月)
相談の受付時間／平日9:00～16:00
※2月14日(金)以前は、確定申告会場を開設しており

ませんので、確定申告のご相談は2月17日(月)以
降にお越しください。
【インターネットで確定申告ができます！】

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、画面の案内に従って金額等を入力するこ
とにより、所得税及び復興特別所得税、消費税及び
地方消費税並びに贈与税の確定申告書等を作成す
ることができ、作成した申告書等は、ｅ－Ｔａｘ（電子申
告）で送信または印刷して郵送等で税務署に提出する
ことができます。

また、１年間の所得が「給与所得」や「年金収入・副
業等の雑所得」、「一時所得」のみの方は、スマート
フォンやタブレットから「確定申告書等作成コーナー」
にアクセスすることで、さらに見やすい「スマホ専用画
面」をご利用いただけます。
【確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です！】

確定申告書には、申告をする方や扶養親族の方な
どのマイナンバーの記載が必要です。また、マイナン
バーを記載した申告書を提出する都度、申告者ご本
人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要で
す（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者など
の本人確認書類は不要です。）。
※ｅ－Ｔａｘで申告書等を送信すれば、本人確認書類
の提示または写しの提出は不要です。
（本人確認書類の例）

例１ マイナンバーカード
例２ 通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被

保険者証など

【医療費控除の明細書の添付をお忘れなく】
医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除

の明細書」の添付が必要です。
医療費控除の明細書には、医療を受けた人ごと、病

院・薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があり
ます。国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」では、医療費控除の明細書や確定申告書
を作成することができますので、ぜひご利用ください。
※医療費の領収書の提出は不要ですが、自宅で5年

間保存する必要があります（税務署から求められた
ときは、提示または提出しなければなりません。）。
【税金のご相談は、まずはお電話で】

所轄の税務署におかけいただいた電話は、自動音
声によりご案内しております。

自動音声で「０」を選択していただきますと、確定申
告電話相談センターの職員がご相談に応じます。
【お問い合わせ先】
室蘭税務署（☎0143-22-4151）

西いぶりリサイクルプラザからの
お知らせ

『冬の特別ワークショップ!!』
<キャンドル>
対象／小学生以上
日時／令和2年1月10日(金)13:00～15:00
会場／西いぶりリサイクルプラザ
定員／15人（先着順）
料金／800円
<ストームグラス>
対象／小学生以上
日時／1月11日(土) 13:00～15:00
会場／西いぶりリサイクルプラザ
内容／空きびんを使って天気管をつくる
定員／15人（先着順）
料金／500円
『冬の特別ワークショップ!!』
<リース>
対象／小学生以上
日時／1月12日(日)13:00～15:00
会場／西いぶりリサイクルプラザ
内容／直径約15cmの土台を使用
定員／15人（先着順）
料金／1,500円
<ビー玉ころがし>
対象／小学生以上
日時／1月13日(月)13:00～15:00
会場／西いぶりリサイクルプラザ
内容／不要になった空き箱でビー玉ころがし
定員／15人（先着順）
料金／300円
【申込方法・お問い合わせ先】
イベント開催の前日まで電話にて申込みください。
西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

ゆーあいの家展示スペースのお知らせ
ゆーあいの家では、ロビーのスペースを活用して、町

内の団体や個人の作品を展示しています。

【1月の展示】

田仁バドミントンクラブ大会参加者の結果

パッチワーク、手芸（前川裕子さん(滝之町））

裂き織り（織りひめ会）、絵画（風蘭）

バードカービング（バードカービング同好会）

いけばな小原流（大塚喜代美さん（滝之町））

裂き織り（地域活動支援センター ノンノ）

☆展示を見るだけの場合は、無料で入館できます。

【お問い合わせ先】

北の湖記念館（☎0142-66-2201）


