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成人式が行われ、対象者26名に対し、19名が出席しました。

式典終了後の懇談会では、お互いの近況報告も行われ、

久しぶりの再会にたくさんの笑顔があふれました。
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・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。
・購入引換券の交付には一定の期間を要しますので、早急に申請をお願いします。
・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。

■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

− 2 −

壮運商事㈲
昭和新山給油所
ＪＡとうや湖壮瞥給油所
北海道エナジティック㈱壮瞥出張所
㈲田渕自動車興業
㈱光工作所自動車整備工場
㈱出田建設
㈱堀口電気商会
㈲堀口水道
㈱壮匠建設
久保内新聞販売所

小林理容所
ビューティサロンクドウ
石井理容院
ドリームハウスカトウ
ファミリーファッションたなべ
前田フラワーセンター
増井電機商会
ＪＡとうや湖壮瞥生産資材センター
フレンドショップトミタ
サツドラ有珠山ロープウェイ店

取扱店舗名

ばんけい温泉湯人家
飲み喰い処ひさご
鮨食堂壮竜
レストランおおでら
ピッパラの森
ショップインふじかわ
セイコーマートふじさわ
ＪＡとうや湖Ａマート壮瞥店
農産物直売所サムズ
昭和新山熊牧場

プレミアム付商品券
申請･購入･使用期限が迫っています

お急ぎください!!

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。

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㈯

壮瞥町プレミアム付商品券をご利用いただける店舗

販 売 単 位

申 請 期 限

販 売 期 限

使用可能期限

【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）

2020（令和2）年2月19日㈬〔必着〕
※申請を受けて町が審査した結果、対象とならな
い場合もありますので、ご了承ください。
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令和元年度
日本型直接支払制度（多面的機能支払）の活動事例紹介

①活動組織名　　②活動事例

①立香地域資源保全会（立香）
②農業用用水路の維持管理

①立香２地域資源保全会（立香2）
②活動組織年次総会

①久保内地域資源保全会（久保内1）
②鳥獣害防護柵（電気柵）の適正
管理

①南久保内農地保全組合
（南久保内）
②農業用用水路の維持管理

①弁景地域資源保全会（弁景、南
久保内の一部、幸内1の一部）
②農業用用水路の維持管理

①幸内2･蟠渓地域資源保全会
（幸内2、蟠渓）
②農地境界に景観形成作物を植栽

私たちの活動組織は日本型直接支払制度（多面的機能支払)を活用し、農地、水路、

農道等の地域資源の基礎的保全活動や地域資源の質的向上を図る共同活動に取り

組んでいます。

日本型直接支払制度には「多面的機能支払（地域の共同活動を支援）」、「中山間地域等直接

支払（条件不利地の農用地）」、「環境保全型農業直接支払」 があり、農業の多面的機能の維

持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援されます。

本制度に係るお問い合わせは、役場産業振興課（☎0142-66-2121）までお願いいたします。

※関連情報はホームページでも詳しくご覧いただけます。
農林水産省　日本型直接支払について　　　http://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html

日本型直接支払制度



■高額介護合算療養費とは
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計

が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
なお、手続きには市区町村窓口への申請が必要となります。
○　後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりま
せん。

○　支給額が500円以下の場合は支給されません。

広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象

期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付しています。
発送月は、9月下旬と3月初旬の年2回です。

※この通知は皆様の受診状況についてお知

らせするもので請求書ではありません。
※この通知は医療費控除の申告手続きで医

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。

【1年分の自己負担額の計算期間：8月1日～翌年7月31日】◆自己負担限度額表
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後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療制制制制度度度度ののののおおおお知知知知ららららせせせせ
〜　高額介護合算療養費及び医療費通知について　〜

※１　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※２　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円（公的年金収入のみの場合、その受給額が80

万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

■医療費通知を全受診者へ送付します

○ 医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○ 健康診査など、皆様の健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○ 診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

申請される方は、壮瞥町役場住民福祉課住民係までお申し出ください。

【イメージ図】

◆医療費通知の活用について

一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期

高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入すること
ができます。

(１) 国民年金などの障害年金１・２級を受給している方

(２) 身体障害者手帳1級・２級・３級をお持ちの方

(３) 身体障害者手帳４級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

○　音声障害

○　言語障害

○　下肢障害４級１号（両下肢の全ての指を欠くもの）
○　下肢障害４級３号（一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの）
○　下肢障害４級４号（一下肢の機能の著しい障害）

(４) 精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方

(５) 療育手帳A（重度）をお持ちの方

後期高齢者医療制度の被保険者（加入者）となる方は、それまで加入してい
た健康保険（国民健康保険、健康保険組合、共済組合等）から脱退し、後期高

齢者医療制度に加入することになります。
脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。

申請は、お住まいの市区町村担当課窓口で受け付けています。
詳しくは壮瞥町住民福祉課後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。
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後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療制制制制度度度度ののののおおおお知知知知ららららせせせせ
〜　障害認定申請について　〜

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

（☎66-2121）

◆一定の障がいとは◆

◆脱退手続きについて◆

◆申請先及びお問い合わせ先◆
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山美湖大学の参加者等を対

象に 郡司 俊夫 氏（医療法人

交雄会 そうべつ温泉病院 地域

医療相談室長）を講師として、

昨年度から医療・介護に関す

る講演会を開催しています。

今年度は11月14日に「医療

と介護の現場から『終の棲家

を求めて』−そうべつ温泉病

院地域医療相談室から−」を

演題として講演会を開催しま

した。

講師からは全部で2時間程ご

講演いただきましたが、紙面掲載の都合上、内容を要約して掲載します。

○　少子高齢社会の到来
少子高齢社会が到来し、人口減少もあり、労働力人口が減少し、高齢者の生活や最

期の迎え方、社会の動きも変わってきています。

年金制度の改正で加入期間が10年あれば、老齢年金の受給資格が得られるという、

以前であれば、25年以上の加入期間が必要だったものです。今は労働環境が厳しくな

り、年金制度に25年以上加入することは大変で、無年金となる人が多数出てきていま

す。そのために10年以上加入していれば、老後の年金を受給できるように法律が改正

されて、年金受給者の掘り起こしがされています。それでも老齢基礎年金いわゆる国

民年金であれば、保険料を満額納めて1カ月あたり約6万5千円の年金を受給できる状

況です。以前に老後の生活に2,000万円は必要という、『老後2,000万円問題』が報道

されていましたが、年金だけで老後の生活を送っていくことが大変な時代になってき

ました。

2025年には団塊の世代が全員75歳となり、全人口の中で高齢者が占める割合が最も

高くなり、その後、2040年には少子化の影響により労働力人口が減少します。これは、

年金や医療・介護等、社会保障制度全般に影響します。その対策として、これまで以

上に女性や高齢者に社会で活躍してもらい、外国からも労働者を招く動きになってき

ています。

○　介護保険施設（施設サービス）について
少子高齢社会を見据えて、2000年から介護保険制度が発足しました。介護保険サー

ビスを大まかに区別すると『在宅サービス』と『施設サービス』に分けることができ

ます。施設サービスについて、今回はこの部分に力を入れて説明したいと思います。

介護保険の制度が始まったときに介護保険の施設は3つとされてきました。この3つと

山美湖大学　医療・介護に関する
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いうのは、『特別養護老人ホーム』、『介護老人保健施設』、『介護老人医療施設』のこと

です。壮瞥町内では、長日園が特別養護老人ホーム、プライムそうべつが介護老人保

健施設、そうべつ温泉病院が介護老人医療施設です。

まず、特別養護老人ホーム（特養）の利用料金は、介護度や利用する人・世帯の収

入や所得の状況によっても異なりますが、1カ月あたり3万円弱から10万円弱になりま

す。利用料金の内訳ですが、利用者の介護に要する費用（介護給付費）と居住費・食

費で構成されています。

次に、介護老人保健施設（老健）の利用料金は、特養と同じく介護度や利用する

人・世帯の収入や所得によって異なります。収入は、国民年金のみで非課税世帯、預

貯金が多額でなければ、1カ月あたりおおむね7万円程かかります。

最後に、介護老人医療施設の利用料金は、特養や老健と同じく介護度や利用する

人・世帯の収入や所得によって異なります。そうべつ温泉病院の場合、要介護5で課税

世帯の人で1カ月あたり11万円程の利用料金になります。

利用料金だけで比較しますと一番安いのは特養、次に老健、最後に介護老人医療施

設となります。ただ、これは配置すべき看護師や医師、専門職の数によって異なって

いますので、介護老人医療施設はどうしても高くなってしまうのですが、介護老人医

療施設の中で医療も介護もまかなえるというメリットがあります。

また、これまで説明した3種類の施設以外にも認知症グループホーム、介護付き有料

老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス（軽費老人ホーム）、養護老人

ホーム、生活支援ハウスといった施設や住居があります。これらの中で壮瞥町内にあ

るのは生活支援ハウスだけです。また、利用料は、介護保険の給付で一部をまかない、

自己負担が大きくなります。

○　住み慣れたところでの生活を

去年の山美湖大学の講演では、介護保険制度ではサービスを利用すればするほど町

民全体の介護保険料が上昇するというお話しをしましたが、そこに歯止めをかけるた

めにも皆様が介護保険についていろいろな知識を持ってもらうことが重要ですし、健

康に気を配って、元気でいることも大切なことだと思います。利用料の面では、施設

サービスよりも在宅サービスのほうが負担は少ないので、在宅サービスを活用して在

宅で生活をしてみて、在宅生活が難しくなった場合に施設サービスを検討してみてほ

しいと思います。

普段、私は、そうべつ温泉病院に勤務しているのですが、個別にご相談されたいこ

とがありましたら、対応いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○ 壮瞥町地域包括支援センター（☎0142-66-4165）にて高齢者の医療・介護保険サー

ビスの利用等について、ご相談をお受けしております。お困りのことがありましたら、

気軽にご相談ください。

講演 〜医療と介護の現場から『終の棲家を求めて』



− 8 −

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。

「地域おこし協力隊の任期もあとわずか！」

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!

1月の初旬、私は久しぶりに実家のある静岡へ帰省をしました。私の実家では中日新聞を取っている

のですが、1月19日の新聞のTOPを飾っていた見出しに驚きました。それは「地域おこし隊定住62％」

という見出しでした。総務省が1月17日に発表した地方に移住した地域おこし協力隊の状況調査をもと

にした新聞記事だったようです。地域おこし協力隊の認知度も上がってきていますが、新聞のTOP記事

になるとは驚きです。

地域おこし協力隊は全国で累計4,848人となり62.8％にあたる3,045人は任期終了後も赴任先か近隣の

市町村に住み続けているそうです。協力隊の4割が女性、年齢の多くは20代から30代と全体の4分の3を

占めていて、住み続ける要因としては受け入れ自治体のサポートが手厚かったり、やりがいのある仕事

を見つけたりすると、そのまま地域にとどまる傾向にあるということです。

協力隊の任期終了後には、飲食や小売業で起業する人、または観光系やまちづくり関係、農林業へ就

業する割合が高くなっており、今後、更なる協力隊の増員を目指す総務省は、

シニア層や外国人層などの新たな隊員確保に向けて動いていくようです。

私の地域おこし協力隊の任期もまもなく終えようとしていますが、この制度

を利用してとても良かったと思っています。自分の住みたい場所で、自分のや

りたいことの実現に向けてかなり前進できたと思っていますし、何よりもただ

自分の力だけで移住定住を行うよりも、行政機関へ席を置いて行動に移してい

ったほうが何倍も早く地域に根付くことができると感じます。

今後、壮瞥町でもこの地域おこし協力隊を増やし移住定住促進に向けて取り

組んでいくと思いますので、私にできることを協力していきたいと思っていま

す。まとめとなる残りの数カ月を過ごした後は、いよいよ独立となります。今

後の活動については次回ご報告させていただきます。頑張っていきますので応

援よろしくお願いいたします。

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(17)

TALVIURHEILU（ウインタースポーツ）
Moi! 皆さん、フィンランドのスポーツというと何を思い浮かべるでしょうか？フィン

ランドの北部に位置するラップランドは特に年間を通して気温がとても低い地域です。そ
のためウインタースポーツが盛んです。なかでもクロスカントリースキーは子どもから年

配の方まで比較的安全に個人の体力にあわせてできるので多くの人が楽しんでいます。
私も、昨年はホストファミリーの家から友達の家まで遊びに行くときに、クロスカント

リースキーで行き来していました。スキー
をしながら大自然を満喫できるのも、クロスカントリース
キーがフィンランド人に愛される理由の一つだと思います。
そして、自分がするスポーツとしても観戦するにしても

フィンランド人が一番盛り上がるのはアイスホッケーです。
フィンランドの人口は、日本の20分の1しかないのにも関わ
らず、日本のプロ野球のチーム数よりもフィンランドのプ
ロアイスホッケーのチーム数の方が多いそうです。フィン
ランドでは、アイスホッケーやクロスカントリースキーの
ほかにも、ダウンヒルスキー、スケート、スノーモービル、
雪合戦、スキージャンプなどが楽しめます。

じゃらん2月号にて壮瞥町を
紹介させていただきました

スキー場
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食育クッキング～「もやしをポキポキ」
保育所給食で出る「もやし」は０〜５歳児が事故なく食べやすいように半分の長さにしています。

そこでさくら組（２歳児）が、給食のお手伝いをしました。
保育所では、各年齢にあった「クッキング」を体験したり、楽しくおいしい行事食もあります。

これからもご紹介していきたいと思います。

①栄養士から作業の仕方を真剣に聞いている子ども
たち。

③みんなで「もやし」の臭いをたしかめています。
「いいにおい～」と声があがりました。

④お手伝いした「もやし」は、「ラーメン」のトッピ
ングでした。みんな美味しい顔で食べていましたよ。

②さあ、作業開始！指先を使って折ってみると
「ポキッ」という良い音がします。

Jアラートの情報伝達訓練を行います
令和2年2月19日㈬の11:00ころ

放　送　内　容

♪上りチャイム音
「こちらは、ぼうさいそうべつです。」
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回

♪下りチャイム音

注）・壮瞥町以外の地域でも、全国で様々な情報伝達手

段で試験が実施されます。
・災害の発生状況、気象状況等によっては、試験を
中止する場合があります。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災係

（☎0142-66-2121）

地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおりＪアラートの情報伝達訓練（試験放送）を行います。

皆様への情報伝達体制に万全を期するためですので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

当日、防災行政無線から放送される内容は次のとおりです。
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NPO法人
そうべつ地遊スポーツクラブ
“スノーシューハイキング”

1月13日㈪に毎年人気のスノーシューハイキングを行い
ました。
毎年実施している南久保内のパンケ川沿いをハイキング
する予定でしたが、雪不足のため急遽オロフレ峠で実施す
ることにしました。
オロフレ峠付近も例年よりも積雪は少ない中でしたが、

当日は天候も良く、オロフレ峠名物の樹氷もきれいで、参
加者はスノーシューをつけて冬山のハイキングを満喫して
いました。小学生は新雪にダイビング！ふかふかの雪に気
持ちよさそうに飛び込んでいました。
次回は2月8日㈯に実施予定です。

おばあちゃんが教える手打ちうどん教室
１月17日㈮、壮瞥町保健センターにおいて社会福祉協議

会主催による「手打ちうどん教室」が催されました。うど
んの打ち方を教えてくれたのは、以前仲洞爺に住まわれて
いた横山ミスエさんで、御年102歳になられます。現在は
滝之町にお住まいですが、生まれは四国の香川県で、仲洞

爺鉱山が採掘されていたころは食堂を経営し、手打ちのう
どんやそばを提供していたそうです。当日は主婦に加え男
性や小学生も参加し、講師のお手本を真剣に見ながら、17
名がうどん打ちを体験しました。こねたうどんを踏んで伸
ばす作業が大変でしたが、打ち立てのうどんはコシが強く、
美味しいという声が上がりました。１月３日がお誕生日の
横山さんに、感謝の気持ちを込めて花を贈ると大変喜んで
くれました。

壮瞥町子ども会新年かるた合宿が開催されました！
1月10日㈮、壮瞥町地域交流センター山美湖にて、「壮瞥

町子ども会新年かるた合宿」が開催されました。これは壮
瞥町子ども会育成連絡協議会が主催、壮瞥町防火協会が後
援する事業で、参加した子どもたちは元気よく下の句かる
た（板かるた）を楽しんでいました。
2月2日㈰には壮瞥町で「第24回北海道新聞社旗・第32

回胆振地域子ども会かるた大会」が開催されます。参加さ
れる皆さんは、ぜひとも全力で頑張ってくださいね！
なお、下の句かるた（板かるた）に興味をお持ちの方は、

壮瞥町教育委員会・前川までご連絡ください（☎0142-66-
2131）。



1月19日㈰、昭和新山特設会場で大会が開催され、2月
22日開幕の本選に向けた熱戦が繰り広げられました。
本選には、〈一般の部〉STY、LIBERTY、Hungry

bananaの3チーム〈レディースの部〉ちゅーがくじょしの
1チームが壮瞥町代表として出場します。
一般の部

1位 室蘭工大月光(室蘭市) 3位 STY(壮瞥町)
レディースの部

1位 室蘭工大飛鳥(室蘭市) 2位 ちゅーがくじょし(壮瞥町)
ジュニアチャンピョンシップ

1位　スノーモンキーズ(壮瞥町)
壮瞥町内予選

優　勝 STY(胆振予選決勝トーナメントへ)
準優勝 LIBERTY
３　位 Hungrybanana
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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
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MA
TIO

N

２月歯科救急医療実施について

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)

令和2年04月09日(木) 池　田弁護士(池田翔一法律事務所) 令和2年04月03日(金)

令和2年04月23日(木) 奈　良弁護士(奈良法律事務所) 令和2年04月17日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

昭和新山国際雪合戦胆振地区予選会・
ジュニアチャンピョンシップin胆振の結果

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。

2月02日

2月09日

2月11日

2月16日

2月23日

2月24日

3月01日

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

森歯科クリニック 室蘭市港北町2-5-18 0143-55-0118

エルム歯科 伊達市末永町58-61 0142-25-5188

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

横山歯科医院 室蘭市母恋北町2-3-16 0143-22-2394

高砂公園歯科 室蘭市高砂町2-1-21 0143-43-2118

ちりべつファミリー歯科 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

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

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 0143-81-3366

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話
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【確定申告のお知らせ】

室蘭税務署・壮瞥町役場に、次のとおり所得税などの確定申告会場を開設します。

開設期間／令和2年2月17日㈪〜3月16日㈪

相談の受付時間／室蘭税務署：平日の9:00〜16:00

※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。

壮瞥町役場：平日の9:00〜17:30

【令和2年度分町道民税・国民健康保険税の申告について】

令和2年1月1日現在で壮瞥町に住所がある方は申告が必要です。

国民健康保険に加入されている方は収入がなくても申告をお願いします。

ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要がありません。

1.所得税の確定申告書を提出される方

2.給与所得のみの方で、勤務先から壮瞥町へ給与支払報告書の提出がある方

3.年金（障害者年金、遺族年金を除く）のみの方で、源泉徴収票の交付を受けている方

※給与所得のみの方で、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に別途、国民健康保険税（料）

等の各種社会保険料を納付している方は、申告によって税額が下がる可能性がありますので、壮瞥

町役場税務会計課までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場税務会計課（☎0142-66-2121）

【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、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（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

【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）

国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp

所得税の確定申告と町道民税・国民健康保険税の申告について
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室蘭税務署からのお知らせ

INF
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7月19日任期満了後の農業委員会の委員の推薦と

応募を受け付けます。

主な職務／農地法等によりその権限に属する業務、

農地等の担い手への農地利用の集積・集約化、

耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進

といった農地等の利用最適化に関する業務等

募集人数／8名

推薦及び応募の資格／

・農業に関する識見のある農業者・農業関係者か、

農地法など農業行政に精通し利害関係のない方

以上いずれかの方

推薦または応募の方法／推薦書または応募申込書

を壮瞥町農業委員会へ持参か郵送願います。必

要書類は担当窓口に備え置いているほか、町ホ

ームページからもダウンロードできます。

任期／令和2年7月20日〜令和5年7月19日まで

（3年間）

募集の期間／2月3日㈪〜3月2日㈪必着

※候補者の選定にあたっては推薦・応募後、法

令等に合わせ選定を行い、議会の同意を得て

任命を行うこととなります。

【お問い合わせ先】

壮瞥町農業委員会事務局（☎0142-66-2121）

現在、壮瞥町では子育て支援に関しての基本理

念を定めた「壮瞥町子ども・子育て支援条例」を

制定するための作業を進めています。この度、条

例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の

ある方は、次のとおりご提出願います。

意見募集範囲／

壮瞥町子ども・子育て支援条例（案）

募集期間／令和2年2月1日㈯〜2月21日㈮

募集方法／

⑴公共施設

役場に条例（案）及び意見提出書式を設置

⑵ホームページ

条例（案）及び意見提出書式を掲載

提出方法／ご意見を2月21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、担当部署で取りまと

めた上で、条例案検討の資料とさせていただき

ます。なお、個別の回答は行いませんので、ご了

承願います。

今回の条例と直接関係がないもの、住所・氏名

等の記入がないもの、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】

壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係

〒052-0101壮瞥町字滝之町287番地7

（☎0142-66-2121、FAX：0142-66-7001）

E-mail：kankyo@town.sobetsu.lg.jp

町では、急速に進行する人口減少に歯止めをか

け、将来にわたり活力ある地域を継続させるため、

平成27年度から令和元年度までを計画期間とする

「壮瞥町総合戦略」を策定し取り組んできました。

この度、令和2年度から令和6年度までを計画期間

とする「第2期壮瞥町総合戦略」の策定作業を進め、

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。本戦略について意見のあ

る方は、次のとおりご提出願います。

意見募集範囲／

第2期壮瞥町総合戦略（案）

募集期間／令和2年1月31日㈮〜2月19日㈬

意見を提出できる人／町内に住所または事務所や

事業所を有する者。町内に勤務している者。事

案に利害関係のあると認められる者。

募集方法／

⑴公共施設

役場に総合戦略（案）及び意見提出用紙を設置

⑵ホームページ

総合戦略（案）及び意見提出用紙を掲載

提出方法／ご意見を2月19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

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。

今回の総合戦略と直接関係のないもの、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】

壮瞥町役場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

壮瞥町農業委員会の委員候補者募集
についてINF
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壮瞥町子ども・子育て支援条例(案)の
意見募集を行いますINF
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TIO
N

第2期壮瞥町総合戦略（案）の
意見募集を行いますINF
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N
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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カ月を経過したと

き

【お問い合わせ先】

壮瞥町選挙管理委員会（☎0142-66-2121）

〈きめこみパッチワーク講座〉
対象／どなたでも

日時／令和2年2月15日㈯10:30〜16:00

会場／西いぶりリサイクルプラザ2階

定員／15人（先着順）

料金／900円〜3000円

申込方法／2月7日㈮まで電話にて

〈着物体験講座(軽食付き)〉
対象／どなたでも

日時／3月3日㈫10:30〜13:00

会場／西いぶりリサイクルプラザ2階

内容／着物を着る体験

定員／8人（先着順）

料金／1,000円

申込方法／2月25日㈫まで電話にて

【お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ

（☎0143-59-0319）

北海道鉄道活性化協議会では、道内における鉄

道の更なる利用拡大と魅力向上を図るため、北海

道の鉄道旅行を想起させる動画作品をYouTubeを

通じて募集しています。

入賞作品は、本協議会が実施する事業での使用

により広く紹介します。

応募テーマ／「北海道の鉄道と地域の魅力」

北海道内で撮影された車内や車窓からの風景、

雄大な自然の中を走る列車などの素材を使った

動画作品（アニメ・CGも可）

※動画は15秒〜3分以内のものとしてください。

※過去に撮影・編集された動画も応募可能です

が、応募作品はオリジナルであり、未発表の

作品に限ります。

応募条件／撮影マナーや禁止事項を遵守いただけ

る方（なお、未成年の方が応募する場合は、そ

の旨、保護者の了解を得てください。）

応募期間／令和2年1月6日㈪〜3月22日㈰

入賞／

・最優秀作品（1作品）びゅう商品券10万円分

・優秀作品（2作品）びゅう商品券5万円分

詳細は、コンテストWebサイトをご覧ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk

/tetsudodoga.htm

【お問い合わせ先】

北海道鉄道活性化協議会（☎011-231-4111）

メール／sogo.koki1@pref.hokkaido.lg.jp

壮瞥町選挙管理委員会からのお知らせ
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リサイクルプラザからのお知らせ
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「北海道の鉄道」動画コンテスト
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令和2年4月1日から、下記のとおり利用料金を改

定します。また、できるだけ多くの方が利用でき

るよう混雑時の時間交代制（最大90分）を導入し

ます。

詳しくは、西いぶり広域連合のホームページを

ご覧ください。

〇利用料金の改定について（個人利用分）

1．温水プール　 単位：円

区　分 改定前 改定後

大　人 360 380

高校生 240 260

小中学生 120 130

2．体育館

区　分 改定前 改定後

大　人 130 140

高校生 70 80

小中学生 30 40

3．プール・体育館共通

区　分 改定前 改定後

大　人 400 450

高校生 250 290

小中学生 130 150

4．多目的室（和室）

区　分 改定前 改定後

大　人 100 110

高校生 50 60

〇利用方法の変更について

変更前 変更後

1回あたりの

利用時間
− 混雑時90分まで

※混雑していない時は、90分を超えても利用でき

ます。

利用申込／げんき館ペトトル（☎0143-59-3443）

【お問い合わせ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

URL：https://www.union.nishi-iburi . lg.

jp/を入力するか「西いぶり広域連合」で検索くだ

さい。

募集種目／予備自衛官補

資格／

一般：18歳以上34歳未満の者

技能：18歳以上で国家資格等を有する者

受付締切／令和2年4月10日㈮

試験期日／令和2年4月18日㈯〜

4月22日㈬のいずれか1日

採用予定／令和2年7月

【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）

西いぶり広域連合げんき館
ペトトルからのお知らせINF

OR
MA
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お知らせ

2
FEBRUARY

死亡事故ゼロ12日
－人身交通事故発生状況12月分－

発生 2件（ 8件）
死者 1名（ 1名）
負傷 3名（ 9名）

※12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12月16日〜令和2年1月15日）

■人のうごき

■12月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,517人（ 0）
男 1,182人（ △5）
女 1,335人（ 5）

世帯数 1,360戸（ 3）
※12月末現在（ ）は前月差

土川　友子さん （69歳）【南久保内】

松本　好司さん （88歳）【橋口2】

清水　藤男さん （83歳）【滝之町3】

内田　要子さん （81歳）【滝之町4】

木村　和男さん （80歳）【立香2】

八木恵美子さん （70歳）【壮瞥温泉団地】

安宅　榮一さん （88歳）【仲洞爺】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

阿野
あ の

冬馬
と う ま

くん　令和元年12月24日
【しらかば団地・泰樹さん・莉子さん】

予備自衛官補受付中！
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生涯学習情報生涯学習情報

チケット発売中!
◎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。ボストン交

響楽団及びボストン・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

令和元年度新春書き初め大会表彰を行いました
1月6日㈪に新春書き初め大会を地

域交流センター山美湖にて開催しま

した。今年は小学生18名、中学生2

名の計20名が参加してくれました。

〜特選受賞者〜

中村　北斗くん（壮小1年）

中村ゆりあさん（壮小2年）

澤里　奏音さん（壮小3年）

金子　心春さん（壮小5年）

近藤　由梨さん（壮小6年）

和田　　優くん（壮中1年）

千田　琴菜さん（壮中3年）

◎期　日 令和2年3月1日㈰

◎会　場 北海道立近代美術館

◎参加料 600円程度

◎募　集 20名（ただし、参加者が10名以下の場合は中止となりますのでご了承願います）

◎締　切 令和2年2月21日㈮（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます）

◎申込み・お問い合わせ先 教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

北海道命名より151年、この間に北海道に住む人々はどんな活動をし、何を創り出してきたのでしょうか？

今回訪問する展覧会では、美術館、博物館、図書館などの所蔵品が「北海道」、「学問」、「炭鉱」、「鉄道」、「祝

祭」という5つのジャンルに分けられ、展示されます。ビジュアルな形で、北海道の151年を通覧しませんか？　

令和元年度 芸術鑑賞ツアー第3ステージ参加者募集！

北海道151年のヴンダ～カンマ～
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教育委員会では、オロフレスキー場のシーズン券を購入した町内の保育園児、小・中学生に一律

5,000円を補助する制度を実施しています。シーズン券購入の際にスキー場リフト券売り場窓口で補助

申請用紙をもらい、必要事項を記入の上、教育委員会へ提出してください。

シーズン券購入補助に関するお問い合わせは、教育委員会（☎0142-66-2131）までご連絡ください。

オロフレスキー場　
リフトシーズン券補助金のご案内

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブのスキー＆スノーボードツアーをご案内します。

世界中からパウダースノーを求めてスキー、スノーボーダーが集まるニセコを1日滑ります。クラ

ブ会員以外にもご参加いただけますので、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

○日　時 2月24日（月・祝日） 7:30発　17:00帰町予定

○対　象 小学3年生以上

（ただし、スキー、スノーボード経験者に限ります）

○定　員 20名　※定員になり次第締め切ります。

○参加料 クラブ会員2,500円　会員以外3,500円　

○持ち物 スキー、スノーボード用具・昼食・飲み物など

○申　込 申込書に必要事項記入のうえ、2月17日㈪までに壮瞥町教育委員会に申込みくだ

さい。※申込書は教育委員会にあります。

○その他 詳細は、NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブクラブマネージャー加藤（☎080-

6068-3352）、または教育委員会（☎0142-66-2131）までお問い合わせください。

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

ニセコグランヒラフスキー･スノーボードツアーVol.2のご案内

オロフレ峠でのスノーシューハイキングをご案内します。

クラブ会員以外にもご参加いただけますので、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

○場　所 オロフレ峠（展望台までの2〜3kmを歩きます）

○日　時 2月8日㈯　8:15山美湖集合　12:00終了予定

○対　象 小学1年生以上

○定　員 25名程度　※定員になり次第締め切ります。

○参加料 クラブ会員無料　会員以外500円　

○持ち物 スキーウェア・暖かい服装・冬用の靴（長靴・スノーボードブーツ可）手袋・帽

子・サングラス・ゴーグル・飲み物・軽食・その他

○申　込 申込書に必要事項記入のうえ、2月5日㈬までに壮瞥町教育委員会に申込みくだ

さい。※申込書は教育委員会にあります。

○その他 詳細は、ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブクラブマネージャー加藤（☎

080-6068-3352）、または教育委員会（☎0142-66-2131）までお問い合わせく

ださい。

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

スノーシューハイキングVol.2のご案内
NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

スノーシューハイキングVol.2のご案内
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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
※※2月24日は、休館日です。

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

人形劇団ひよっこ公演
日　時：令和2年2月19日㈬ 10:00〜10:50
場　所：地域交流センター山美湖 ホール

日　時：2月6日㈭14:00〜

場　所：図書分室
参加費：無料

講　師：ハーブ＆ライフコーディネーター
ハーバルセラピスト 飯塚　美奈子　氏

ハーブの基本的な利用方法のお話や、シアバターを使って、乾燥した肌を保湿する“かさこそ
クリーム”を作ります。ハーブティーも楽しみながら、ハーブについて学べます。

※人形劇団ひよっこは、1956年（昭和31年）に誕生し、創立60年を超え、日本全国で活動して
いる人形劇団です。

ハーブ講座
〜かさこそクリームを作ろう〜

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。

※料金は無料です。

小さいお子さんから

楽しめる内容です。

親子でぜひ遊びに

きてください。

〈お話〉

「ねずみくんのチョッキ」

「ふくろうの染め物や」

他

− 19 −

12月の図書室利用者数
図書室来客数： 368人

分室来客数： 57人

本の貸出人数： 184人

本の貸出冊数： 837冊

『イチロー・インタビューズ　激闘の軌跡』

著：石田雄太

あの歴史的偉業の瞬間、大きな決断のとき、イチローは何
を考え、何を感じていたのか。数々の名言、知られざるエピ
ソードで綴るヒーローの足跡。

『氷上の美しき戦士たち』著：田村明子

2010年バンクーバー五輪を目指して熱い戦いを繰り広げる
フィギア・スケーターたちの姿を生き生きと描き出した氷上

のドキュメンタリー。

〜一般書〜

『死ぬほど読めて忘れない高

速読書』『生まれ変わりの村

4』『かみさまは中学1年生』
『今日から人生が変わる「社

会人デビュー」の法則』『小

さな習慣』『地図帳の深読み』
『FACTFULNESS』『今さら
聞けないお金の超基本』『本

当の貧困の話をしよう』『新

いつでもどこでも群読』『病

気の9割は免疫力で防げる』
『疲れ知らずで病気にならな
い名医が教える科学的に正

しい食べ合わせ』『人は愛す
るに足り、真心は信ずるに
足る アフガンとの約束』
『病気にならない焼きネギ健

康法』『医者、用水路を拓く』
『図解でわかる14歳からのプ
ラスチックと環境問題』『ア
メリカ郷土菓子』『気のきい
た短いメールが書ける本』
『東京2020オリンピック・パ
ラリンピック完全ガイド』
『スワン』『嘘と正典』『背中

の蜘蛛』『大名倒産　上・下』
『生命式』『熱源』『老人　初

心者の覚悟』
〜児童書〜

『ごみ育』『十四歳日和』『か
いけつゾロリスターたんじ
ょう』『ぼくらの七日間戦争』
『ヤナギ通りのおばけやし
き』

〜えほん〜

『なんだろう なんだろう』
『なつのおとずれ』『十二の
月たち』『がまんのケーキ』
『もくもくやかん』『はっき
よい畑場所』『みみかきめい
じん』『ねずみさんのくらべ
っこ』『きつねうどんたぬき
うどん』『おふくさん』

2月の展示

スポーツの世界スポーツの世界

★タイトル「人は死なない」 作：矢作直樹

「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげるさんが妖怪のことを
“見えんけど おる”といっていた。

当本の著者が訴えたいのはまさしくこれで、見えない
世界の存在である。
立証はできないが信じるきっかけとなる内容であった。
我々は見えない世界と通じ合っているのではないか？
身近に見えないけれども信じている事柄など数え切れぬほどにある。
見えないものを信じるということは大変大事なことだと思う。
活字をとおし見えない世界へでかけてみませんか？

【オススメ者：悉有仏】

わたしのオススメ本

12月15日㈰に図書室でフィン
ランドのクリスマス会を開催し、
自然の木を使って、フィンラン
ドの妖精「トントゥ」作りを行い
ました。
また、図書分室では19日(木)に
わらを使って、しめ縄作りを行

いました。どちらも多くの方に参
加いただき、素敵な作品を完成

することができていました。

ものづくりの12月

〜２月末まで、図書室入口にて展示しています。〜



講演会講演会
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　91 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）

寒さの厳しい季節となりました。洞爺湖有珠山ジオパークのエリアでは、気候や大地の特徴に
工夫を加え、冬の間も美味しい「大地の恵み」が育てられています。

地元の食材には、大地の成り立ちや、この地域ならではの物語が隠れています。ぜひ、身近な
ところからジオパークの魅力を味わってください。

開催日 2020年３月８日㈰14:00〜15:00
会　場 だて歴史文化ミュージアム（伊達市梅本町57-1）
講　師 歴史的地域資産研究機構　れきけん

小林　孝二　氏　

申込み 申込不要・参加無料

主　催 北海道博物館・伊達市教育委員会　

後　援 公益社団法人伊達アイヌ協会・

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

【お問い合わせ先】

だて歴史文化ミュージアム（☎0142-25-1056）

伊達市有珠で発掘された500年前のアイヌの住居（チセ）
跡からは、これまで博物館等で紹介されてきたチセとは
異なる姿が復元されました。発掘調査や復元住居模型の
製作過程から見えてきた、有珠チセの特徴を紹介します。

オロフレトマト（壮瞥町幸内地区）
オロフレ山の麓にある弁景温泉から65℃の源泉を引き、温かい栽培用ハ
ウスで育てられたトマト。冬は病害虫の心配も少なく、農薬や化学肥料

の使用を抑えられるもの大きなメリットです。赤く熟して甘味が増した
2月頃から出荷されます。

ホタテ（豊浦町・洞爺湖町）
噴火湾では、2月末から4月上旬にかけ、東側沿岸から
親潮が流れ込み、沿岸で川の水と合流して植物プラン
クトンが大発生します。この豊富な植物プランクトン
を餌にして、ホタテは大きく育ちます。

越冬玉ねぎ（伊達市）
有珠山の噴火で噴出した軽石は、土の中の余分な水分を吸収します。水

はけの良い畑と、少ない降雪量を活かし、秋まきの玉ねぎを越冬させて
糖度と栄養を高めた「越冬玉ねぎ」は、6〜7月に収穫されます。

冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」冬に育つ「大地の恵み」

『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』『500年前の柱穴から見えてきた　アイヌ住居の移り変わり』

2018年の発掘調査

柱の穴から復元された模型
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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２月号
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昨年12月19日、久保内の国道453号で軽四乗用自動車同士が正面衝突し、同乗していた60代女

性が死亡する交通事故が発生しました。

また、昨年末以降、蟠渓・北湯沢間の国道453号等において、危険なスリップ事故が多発してい

ます。

以下のことに注意し、交通事故の防止にご協力願います。

⑴　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しましょう。

⑵　スピードダウンと慎重な運転を

スピードダウンと路面状況に応じた慎重な運転を心がけましょう。

⑶ 「急」のつく運転操作は危険

急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキ等の「急」のつく運転操作は

スリップにつながり大変危険ですのでやめましょう。

⑷　交差点に注意

雪山で見通しが悪い交差点などでは、危険を予測して徐行と安全確認を

徹底しましょう。

⑸　悪天候に注意

気象情報等をよく確認し、悪天候が予想される場合には、不要不急の外

出は控えましょう。

⑹　動物の飛び出しに注意

前照灯の遠目を活用するなどして、動物の飛び出しに注意しましょう。

昨年12月から本年1月初旬にかけて、伊達市

内の工事現場のプレハブから灯油が盗まれるな

どの窃盗事件が断続的に発生しています。

【被害防止のポイント】
〇防犯機器の設置・活用

防犯カメラ、センサーライト等を設置・活

用しましょう。

〇不在を悟られない工夫

一部の部屋の明かりをつけるなど、夜間の

不在を悟られない工夫をしましょう。

〇貴重品の保管管理

無人の現場、事業所等に現金等の貴重品を

保管しないよ

うにしましょ

う。

ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜ストップ･ザ･交通事故〜めざせ安全で安心な北海道〜

事業所被害の
侵入窃盗が発生中!
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オンラインショップ詐欺等の国民生活を脅か

すサイバー犯罪の危険性が社会全体で大きく取

り上げられています。

サイバー犯罪の被害に遭わないよう、パソコ

ンやスマートフォンへのウイルス対策ソフトの

導入・更新に加え、

・身に覚えのないメールの添付ファイルや

URLは開かない

・IDやパスワードの管理を徹底する

・オンラインショップでの買い物では、その

サイトが本物かよく確認する

等の対策を実施しましょう。
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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 017件（累計 162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

携帯電話からの119番通報について
◇携帯電話での119番通報時のお願い

伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町内から携帯電話

で119番通報をした場合、伊達市にある「西胆振行政事

務組合　高機能消防指令センター」に繋がりますが、市

町の境界付近や山間部からの119番通報は電波状況によ

って、長万部消防や室蘭消防等へ繋がることがありま

す。近隣の消防へ繋がった場合でも、「落ち着いて」「ゆ

っくり」「はっきりと」指令員の聴取に答えましょう。

◇GPS機能について

GPS機能付き携帯電話をお持ちの方は、必ずGPS機

能を有効に設定するようお願いいたします。機能を有

効にすることで、通報時に正確な位置を高機能消防指

令センターで把握することができます。GPS機能が無

効またはGPS機能がない場合、電波を受信した基地局

から位置を算出しますので、実際の位置から最大で

50km程度離れてしまいます。

◇運転中の通報について

車を運転中の通報は危険ですので、必ず安全な場所

に停車してから119番通報してください。また、走行中

の通報は電波の状態によっては通話が途中で切れるこ

とがあり、場所の特定まで至らないことがあります。

◇119番通報後について

119番通報が終わっても再度、内容の確認で指令セン

ターから電話を行う場合がありますので、ご協力をお

願いします。

◇誤って119番通報した場合ついて

操作ミス等で誤って119番に通報した場合は、あわて

て電話を切らずに間違い通報であることを伝えてくだ

さい。無言で電話を切ってしまうと、高機能消防指令

センターから確認の電話を何度もかけることや、万が

一の事態を想定して救急車や消防車が出動することも

あります。

12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分12月分

令和2年壮瞥消防出初式
1月6日㈪に、地域交流センター山美湖で壮瞥消

防出初式が行われました。

引き続き行われた式典では、壮瞥町長をはじめ

ご来賓の方々より新年のご挨拶と、様々な災害に

対し消防活動が求められる消防職・団員に対する

期待が述べられました。

中山団長の挨拶では、安全で安心な町を築き、

地域住民の負託に応えるため、精進していくこと

を誓い決意を新たにしました。

その後、表彰の伝達が行われました。表彰を受

けた消防団員は、次のとおりです。

『北海道消防表彰』（知事表彰）

勤続章（10年）

第１分団　団　員　　大寺　淳之

『日本消防協会表彰』

永年勤続功労章

団 本 部　副団長　　南　　和孝

第１分団　団　員　　木村　太一

『北海道消防協会表彰』

特別功績章

団 本 部　団　長　　中山　雄三

第１分団　副分団長 細川　輝夫

第２分団　部　長　　渡内　一夫

勤続章（20年）

第１分団　部　長　　山本　　勲

第１分団　団　員　　青木　　稔

第２分団　団　員　　横山　　桂

勤続章（10年）

第１分団　団　員　　大寺　淳之

第２分団　団　員　　岩倉　恒幸

『管理者表彰』

勤続章（20年）

第１分団　部　長　　山本　　勲

第１分団　団　員　　青木　　稔

第２分団　団　員　　横山　　桂
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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

食生活改善推進員「ひまわりの会」活動報告

■8月30日に男性の料理教室を行いました。9名の男性参加者の皆さんと、和気あいあいと調

理実習を行い、昼食を食べ、楽しい時間を過ごすことができました。

■11月8日、いぶり噴火湾漁業協同組合より2名の講師を招いて、秋鮭を使った調理実習を行

いました。

メニュー紹介

メニュー紹介

・おにぎらず　　　　　

・お味噌汁

・タンドリーチキン

・簡単サラダ　　　

・簡単ティラミス

〈秋鮭の五目さつま揚げ〉

・ごろごろ秋鮭の炊き込みご飯

・秋鮭の標別風コロッケ

・秋鮭の五目さつま揚げ

・秋鮭と白菜の舞茸サラダ

・鮭のあら汁

〈材　料〉 4人分

・秋鮭･･････････200ｇ

・味噌･･････････20ｇ

・長芋･･････････大匙1

・卵黄･･････････1個分

・干し椎茸 ･･･1枚

・ごぼう･･･････20ｇ

・人参･･････････20ｇ

・長ネギ･･･････10ｇ

・ひじき･･･････1〜2ｇ

〈つくり方〉

1、秋鮭はフードプロセッサー（またはす

り鉢）に1〜2分かけて、すりみにする。

2、①に味噌、卵黄、すった長芋を入れて

よく混ぜる。

3、戻した干し椎茸、ごぼう、人参、長ネ

ギをみじん切りにし、戻したひじきと

一緒に②に混ぜる。

4、③を一口大に丸め、180℃の油で揚げ

る。

推進員：森近、谷岡、三松、富田
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シードルとジュースを寄贈いただきました

町の特産品であるシードルとスパークリングアッ
プルジュースは、そうべつシードル造り実行委員会
より寄贈いただき、懇談会の飲み物や抽選会の景品
として成人の皆さんに提供させていただきました。

懇談会は、スパークリング
アップルジュースで乾杯！
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アップルジュースで乾杯！
懇談会は、スパークリング
アップルジュースで乾杯！

成人者謝辞（代表：山本康晟さん） 記念品贈呈（代表：南　拓磨さん）



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。▼

2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

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

3 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 

8
スノーシューハイキング
オロフレ峠
集合／8:15 p17

9 12
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

15

16 17
乳幼児健診
保健センター
12:30～

21
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
あっぷるひろば
仲洞爺公民館
13:30～15:00

22
第32回
昭和新山国際雪合戦
昭和新山山麓特設会場
8:15～17:30

11
建国記念の日

1

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～
女性の集い
山美湖多目的ホール
受付／9:30～

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

10
ミニバレーボール大会
壮瞥中学校体育館

19
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
人形劇団ひよっこ公演
山美湖多目的ホール
10:00～10:50

14
女性学級(手芸教室)
山美湖研修室3
10:00～15:00
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

13
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00～12:00
無料法律相談
山美湖小会議室
10:30～12:00 p11
健康づくり講演会
山美湖多目的ホール
13:30～15:00
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

20
図書分室開放日
13:00～16:00
女性学級(体操教室)
山美湖多目的ホール
10:00～11:30

6
図書分室開放日
13:00～16:00
ハーブ講座
図書分室
14:00～　p18
ミニバレーボール大会
壮瞥中学校体育館

18
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

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

04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

22日
05日
19日
3/4日3/3日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

23
天皇誕生日
第32回
昭和新山国際雪合戦
昭和新山山麓特設会場
8:30～16:00

24
振替休日
山美湖休館日
ニセコグランヒラフ
スキー・スノーボード
ツアー
出発／7:30 p17

28
女性学級(手芸教室)
山美湖研修室3
10:00～15:00
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

2926
フッ素塗布
保健センター
9:15～10:15
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

27
献血
役場 10:00～12:00
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00～12:00
無料法律相談
山美湖小会議室
10:30～12:00 p11
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

25
女性学級(体操教室)
山美湖多目的ホール
10:00～11:30
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

3/1
芸術鑑賞ツアー
北海道立近代美術館
p16

3/2 3/6

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

3/73/4
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
ふまねっと
保健センター
13:45～15:00

3/5
第1回定例会
役場大会議室
10:00～
図書分室開放日
13:00～16:00

3/3
女性学級(体操教室)
山美湖多目的ホール　
10:00～11:30
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

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

令和2年
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おしらせ

町営住宅入居者募集

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2月3日(月)～令和2年2月17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。

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。）

●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12年建設 6号棟
戸 数 、 規 格 1階 2LDK(58.51㎡) 2戸
月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（18,000～26,800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 1～3階 1LDK(46.13㎡) 各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

子育て応援住宅
子育て応援住宅は移住定住促進のために建設された

住宅です。
入居資格は中学生以下の同居親族が1人以上おり、

収入（給与所得控除後の金額÷12）が154千円以上の
世帯であることです。
入居期間が設定されており、同居親族の誕生日の到

来により18歳未満の同居親族が1人以上でなくなる日に
属する年度の末日までです。（詳しくはお問い合わせくだ
さい。）

●コティ（子育て応援住宅）
住 所 壮瞥町字滝之町420番地6
建 設 年 度 平成27年建設 A3棟
戸数、規格 メゾネットタイプ

3LDK(91.71㎡) 1戸
月 額 家 賃 41,000円

（子供の人数により減額できます。）
減額後家賃 38,000円（子供2人）

35,000円（子供3人以上）
敷 金 82,000円

子育て支援センター“げんき”
☆2月の子育て支援センター開放日☆
4日(火) 7日(金) 14日(金) 18日(火)
21日(金) 25日(火) 28日(金)
☆2月の育児サークル事業☆

27日(木) 身体測定
川内先生による手遊び・身体遊び

☆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））

ゆーあいの家展示スペースのお知らせ
☆展示を見るだけの場合は、無料で入館できます。
【２月の展示】
〇田仁バドミントンクラブ大会参加者の結果
〇パッチワーク、手芸（前川裕子さん(滝之町））
〇裂き織り（織りひめ会） 〇絵画（風蘭）
〇バードカービング（バードカービング同好会）
〇いけばな小原流（大塚喜代美さん（滝之町））
〇裂き織り（地域活動支援センター ノンノ）
〇絵手紙（ひまわり会）
【お問い合わせ先】
北の湖記念館（☎0142-66-2201）



そうべつ児童クラブ入所申込について
壮瞥町では、両親の就労等により家庭内で保育ができ

ない場合に、小学校下校後や長期休暇中に安全・安心
な居場所を確保し、適切な遊びや生活の場を提供して、
児童の健全育成を図ることを目的として放課後児童クラ
ブ（学童保育）を開設しています。
令和2年度のそうべつ児童クラブの入所申込を次のと

おり行います。
入所のしおり・申込用紙配布、申込受付期間／
令和2年2月3日(月)～2月28日(金)
場所／そうべつ児童クラブ（月～土）

役場住民福祉課窓口（月～金）
【お問い合わせ先】
そうべつ子どもセンター（☎0142-66-2452）

福祉灯油購入助成事業
申請受付中です

壮瞥町では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ています。
助成対象が見込まれる世帯には、すでに申請書類等

お送りしています。現在申請書類が届いていない世帯で、
下記の要件を満たす世帯の方は対象となりますので、保
健センターまでお問い合わせください。
申請書類提出期限／令和2年2月28日(金)まで
対象要件／壮瞥町に住所のある方で、令和元年11月1
日現在、次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯で、
世帯全員が平成31年度の町民税非課税の世帯です。
ただし、生活保護受給世帯、社会福祉施設等に入居し
ている世帯、冬期間町外に滞在している世帯及び別世
帯の次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。

(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

1世帯あたりの支給額／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
※9,000円を上限とします。
支給方法／灯油利用の世帯は灯油券（給油は町内業
者に限ります）。薪等（電気・ガス・石炭・コークスなど）
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。
【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

「くじらん健康教室」を開催します
テーマ／骨粗しょう症 早期発見、治療で

HAPPYLIFE！
13:30～14:30 整形外科石川医師による講演・看

護師による講演
14:30～15:30 「転ばないための第一歩」

※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3月13日(金)13:30～15:30
場所／スーパーアークス室蘭中央店3階
対象／西胆振に住んでいる方々
定員・参加料／なし
申込方法／当日直接ご来場ください。
【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）

「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

みんなの掲示板

献血にご協力ください
移動献血車「ひまわり号」が壮瞥町に来ます。
医療に必要な血液の確保は、皆様一人ひとりの献血運

動に対するご理解とご協力に支えられています。
町民の皆様の献血へのご協力をお願いいたします。
日時／令和2年2月27日(木)10:00～12:00
会場／壮瞥町役場
【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）

旧久保内中学校備品の
無償払下げについて

教育委員会では、廃校となった久保内中学校の不要
備品について、下記のとおり無償で払下げを行います。
払下げを行う日／令和2年2月8日(土)、9日(日)
払下げを行う時間／両日ともに9:30～15:00
払下げを行う場所／旧久保内中学校
払下げをする備品／食器、教員用机、生徒用椅子、
体育器具（マット、跳び箱等）、ピアノ、スコップ等
払下げの条件／
〇上記時間内に各自で搬出していただきます。
〇先着順となりますが、払下げ希望者が複数の場合は、
現地で抽選となります。

〇一部払下げを行わない備品もあります。
〇現地係員の指示で作業をお願いします。
〇建物内は土足厳禁ですので、上履き、スリッパ等をご
持参ください。

【お問い合わせ先】
教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）


