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町民の皆さまには令和3年の新春

を健やかにお迎えられましたことに

お喜び申し上げますとともに、年頭

にあたり謹んでご挨拶を申し上げま

す。

昨年は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振る

い、全国の学校が一斉に臨時休業になるなど、これ

まで誰もが経験したことのない、先の見えない状況

の中で、学校や社会教育では、感染拡大の防止と健

康安全を最優先にした活動を慎重に進めてまいり

ました。特に、子どもたちにとっては、学校や家庭で

の学習活動や行動が大きく制限され、辛く苦しい我

慢の日々であったと思います。しかし、各学校では、

授業時数を確保し、教育計画を見直し、工夫して教

育活動を進めていただきました。小学校は運動会や

学芸会、中学校は体育祭や学校祭、高校は収穫祭や

校内実績発表大会等の行事では、感染拡大防止に留

意し、工夫して実施されました。その中で、本町の子

どもたちの良さは、最後まで諦めずに努力すること、

努力している仲間を応援すること、特に年上の学年

が年下の学年を真剣に応援する姿は立派であり、歴

代引き継がれている本町の伝統であると思いまし

た。また、部活動や少年団活動などで多くの実績を

残してくれました。これも子どもたちの努力は勿論

のこと、各学校長を中心とした教職員の皆さまのご

尽力と保護者や地域の皆さまのご支援によるもの

と感謝申し上げます。

結びに、本町の子どもたちが真剣に一生懸命に取

り組み、わからないことが理解できた時、できなか

ったことができるようになった時に見せてくれる

「輝く瞳と笑顔」を守り育てるとともに、町民の皆さ

ま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、関係の皆さまと連携し、協働し

て、教育行政を推進してまいります。

新年が皆さまにとって、健康で幸せに満ちた年で

あることをご祈念申し上げ、ご挨拶と致します。
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す。
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の中で、学校や社会教育では、感染拡大の防止と健

康安全を最優先にした活動を慎重に進めてまいり

ました。特に、子どもたちにとっては、学校や家庭で

の学習活動や行動が大きく制限され、辛く苦しい我

慢の日々であったと思います。しかし、各学校では、

授業時数を確保し、教育計画を見直し、工夫して教

育活動を進めていただきました。小学校は運動会や

学芸会、中学校は体育祭や学校祭、高校は収穫祭や

校内実績発表大会等の行事では、感染拡大防止に留

意し、工夫して実施されました。その中で、本町の子

どもたちの良さは、最後まで諦めずに努力すること、

努力している仲間を応援すること、特に年上の学年

が年下の学年を真剣に応援する姿は立派であり、歴
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残してくれました。これも子どもたちの努力は勿論

のこと、各学校長を中心とした教職員の皆さまのご

尽力と保護者や地域の皆さまのご支援によるもの

と感謝申し上げます。

結びに、本町の子どもたちが真剣に一生懸命に取
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令和3年の輝かしい新春を町民の

皆さまには健やかにお迎えのこと

と、心よりお慶び申しあげますとと

もに、日頃より私ども議会活動にご

理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年を振り返ってみますと、残念なことに世界中

を襲った新型コロナウイルスの脅威が、毎日テレ

ビ・新聞等で報道され、新規感染者数、国や自治体

のコロナ対応等に一喜一憂する毎日で、日常生活に

非常に大きな影響を受けました。2020東京オリンピ

ックは1年延期され、また、町民一丸となり30余年に

わたり続けてきた「昭和新山国際雪合戦」は直前に

中止となり、今年も中止せざるを得なくなりました。

「第44回そうべつりんごまつり」など数々のイベン

トや各種会議・会合も中止され、自宅で過ごすこと

の多い1年であったと思います。マスク着用・三密回

避が新しい生活スタイルといわれ、今までの当たり

前の生活がいかに幸せなことだったのかを改めて噛

みしております。

コロナウイルスの影響は健康ばかりでなく、壮瞥

町経済の柱である観光にも暗い影を落としました。

インバウンドの減少やそれを補う国の対策も行われ

ておりますが、以前の賑わいを取り戻すにはいたっ

ておりません。

しかしながら、壮瞥町140年の歴史の歩みは、原野

を切り開く開拓から始まり、戦中・戦後の数々の苦

難を乗り越え、およそ30年周期の有珠山噴火も自然

の恵みとして活かしながら観光発展へ先人達は繋

げてきたのです。きっと新型コロナウイルスの脅威

も、町民一丸となって乗り越えていけるものと確信

しております。今は町民一人一人が自分の命と健康

を守るために最善を尽くすことが必要ではないでし

ょうか。

議会としても、かつて経験したことのないこの苦

難を乗り越えるために、議論を重ね、皆さまからの

知恵もお借りしながら共に新春の日の出のような

年を迎えるために努力をして参りますので、今後と

も叱咤激励をいただきますようお願い申し上げ、一

日も早く平穏で穏やかな年となりますよう心からご

祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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の多い1年であったと思います。マスク着用・三密回

避が新しい生活スタイルといわれ、今までの当たり

前の生活がいかに幸せなことだったのかを改めて噛

みしております。

コロナウイルスの影響は健康ばかりでなく、壮瞥

町経済の柱である観光にも暗い影を落としました。

インバウンドの減少やそれを補う国の対策も行われ

ておりますが、以前の賑わいを取り戻すにはいたっ

ておりません。

しかしながら、壮瞥町140年の歴史の歩みは、原野

を切り開く開拓から始まり、戦中・戦後の数々の苦

難を乗り越え、およそ30年周期の有珠山噴火も自然

の恵みとして活かしながら観光発展へ先人達は繋

げてきたのです。きっと新型コロナウイルスの脅威

も、町民一丸となって乗り越えていけるものと確信

しております。今は町民一人一人が自分の命と健康

を守るために最善を尽くすことが必要ではないでし

ょうか。

議会としても、かつて経験したことのないこの苦

難を乗り越えるために、議論を重ね、皆さまからの

知恵もお借りしながら共に新春の日の出のような

年を迎えるために努力をして参りますので、今後と

も叱咤激励をいただきますようお願い申し上げ、一

日も早く平穏で穏やかな年となりますよう心からご

祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
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壮瞥町教育委員会教育長　谷坂　常年
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壮瞥町議会議長　長内　伸一
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町民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

安全で安心な暮らしのため、黒崎嘉方副町長、谷坂常年教育長、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おります。皆さまのご理解とご協力に感謝を申し上

げます。

昨年を振り返りますと、記録的に積雪が少なく、一年を通じて概ね天候に恵まれ、水

稲や果樹をはじめ豊穣の年となりました。その一方で、新型コロナウイルス感染症とい

う未知の脅威に立ち向かう一年となりました。町としましては、多大な影響を受けた地

域経済や社会生活の活性化を図るため、プレミアム付商品券の発行やビジット昭和新山

キャンペーン等の取組をはじめ、学校や医療機関、介護施設等の衛生対策、さらには、観

光業や飲食業等の事業継続や経営安定対策等、町独自の施策を展開してきたところでご

ざいます。

町民の皆さまには、感染防止対策などの新しい生活様式の励行など、気が休まる時が

なく、心労が絶えない一年であったと思います。経験のない試練の中だからこそ、一人

一人が思いやりの心を忘れず、助け合い、少しでも心穏やかに生活できるよう、そして、

当たり前の日常が一日も早く取り戻せるよう、私どもも最善を尽くしてまいりたいと考

えております。

本年度は「第5次まちづくり総合計画」の初年度で、国や北海道の施策を創意工夫のも

とで活用し、町財政の収支改善を最優先に取り組みながら施策を実施しているところで

す。

農業ではＩＣＴ研修の開催、道立農業大学校との連携強化、新規就農に向けた研修等、

担い手の育成・確保対策の強化を図るとともに営農戦略に基づき必要な機械の導入等の

支援などに取り組んでいます。また、温泉源開発の支援や地域の資源を生かしたアウト

ドアスポーツによる活性化の検討などといった観光振興とともに、国土強靭化に向け、

町道や河川整備に取り組むなど、一歩ずつ着実にまちづくりを推進しているところでご

ざいます。

感染症により、「密の回避」から「疎の活用」という田園や田舎の価値が見直されてい

ます。こうした動きを好機と捉え、人材や企業誘致に努めるとともに、産業の振興、子育

て支援をはじめ、懸案である公共施設の再編などに取り組み「笑顔あふれる元気なまち

～そうべつ～」を創っていく所存ですので、暖かいご支援とご協力をお願いいたします。

感染症対策に引き続きご協力をお願いいたしますとともに、効果的な対策を適時適切

に実施し、町民の皆さまと心を一つにして、この難局を乗り越えていく所存です。
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～そうべつ～」を創っていく所存ですので、暖かいご支援とご協力をお願いいたします。

感染症対策に引き続きご協力をお願いいたしますとともに、効果的な対策を適時適切

に実施し、町民の皆さまと心を一つにして、この難局を乗り越えていく所存です。

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

町民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

安全で安心な暮らしのため、黒崎嘉方副町長、谷坂常年教育長、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おります。皆さまのご理解とご協力に感謝を申し上

げます。

昨年を振り返りますと、記録的に積雪が少なく、一年を通じて概ね天候に恵まれ、水

稲や果樹をはじめ豊穣の年となりました。その一方で、新型コロナウイルス感染症とい

う未知の脅威に立ち向かう一年となりました。町としましては、多大な影響を受けた地

域経済や社会生活の活性化を図るため、プレミアム付商品券の発行やビジット昭和新山

キャンペーン等の取組をはじめ、学校や医療機関、介護施設等の衛生対策、さらには、観

光業や飲食業等の事業継続や経営安定対策等、町独自の施策を展開してきたところでご

ざいます。

町民の皆さまには、感染防止対策などの新しい生活様式の励行など、気が休まる時が

なく、心労が絶えない一年であったと思います。経験のない試練の中だからこそ、一人

一人が思いやりの心を忘れず、助け合い、少しでも心穏やかに生活できるよう、そして、

当たり前の日常が一日も早く取り戻せるよう、私どもも最善を尽くしてまいりたいと考

えております。

本年度は「第5次まちづくり総合計画」の初年度で、国や北海道の施策を創意工夫のも

とで活用し、町財政の収支改善を最優先に取り組みながら施策を実施しているところで

す。

農業ではＩＣＴ研修の開催、道立農業大学校との連携強化、新規就農に向けた研修等、

担い手の育成・確保対策の強化を図るとともに営農戦略に基づき必要な機械の導入等の

支援などに取り組んでいます。また、温泉源開発の支援や地域の資源を生かしたアウト

ドアスポーツによる活性化の検討などといった観光振興とともに、国土強靭化に向け、

町道や河川整備に取り組むなど、一歩ずつ着実にまちづくりを推進しているところでご

ざいます。
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敏也
と し や

令和3年
元　旦
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行政報告 令和2年第4回定例会
第3回定例会以降の町政の主なものについて、12月10日に開催された第4回定例会の冒頭に

報告いたしました。その概要をお知らせします。 

□ 要望活動

11月7日、自由民主党北海道第9選挙区支部主催の政策懇談会が苫小牧市で開催され、室蘭

地方総合開発期成会として道央道、登別室蘭～伊達間の4車線化などについて要望を行いま

した。長内議長にもご同行をいただきました。

□ 新型コロナウイルス感染症対策等について

プレミアム商品券等は、町内向けは10月16日までに、町外向けは11月20日までに販売を完

了し、広く使用され、一定の効果があったものと認識しています。ビジット昭和新山キャ

ンペーンは9月8日から実施し10月14日までに完了し、個人客の入込回復に一定の効果があっ

たものと認識しております。

町政懇談会は、感染症が拡大傾向にあり、延期することとしました。

昭和新山国際雪合戦実行委員会では、感染リスクを抱えたままでの開催は、結果的に選

手、協賛企業、地域の皆さまに迷惑をかける可能性を排除できないことなどから、中止の

申し入れがありました。雪合戦を持続させるため影響を最小限にするための英断と考えて

おり、皆さまにもご理解を賜りますようお願いします。

第5次行政改革実施計画を見直しています
計画の策定経緯と見直しについて

町財政では、地方交付税の減少や経常的経費の増加などにより、平成28年度以降、基

金を取り崩さなければ、収支バランスがとれない状況が続いていることから、平成29年

度に第5次行政改革実施計画を策定し、平成30年2月と5月に広報で概要をお知らせしまし

た。計画期間は、平成30年度から令和4年度までの5年間で、3億円の収支改善を目標に取

り組んでいます。

令和2年度は、計画の中間年にあたるため、町を取り巻く環境や社会経済情勢の変化な

どとともに、多様な行政ニーズへの対応の視点を加え、これまでの取り組みを評価し、

より実情に即した形に実施計画を見直す作業を行いました。見直し後の目標額は、当初

計画と変わらず、3億円としています。

今後は、行政評価委員会委員の皆さまからいただいたご意見などを踏まえ、引き続き、

実施計画の見直しを進めていきます。

計画の取組状況

これまで計画に基づき、平成30年9月に久保内出張所を廃止、平成30年度から長寿祝金

の対象縮小（99歳の廃止）や害虫駆除の受益者負担を実施、令和元年度には上下水道料

金を改正しており、その他行政事務経費（光熱水費・消耗品費など）の削減なども進め

てきました。これら取り組みにより、収支改善の実績は、平成30年度が約4千万円、令和

元年度が約8千万円となっています。

計画の見直し

町民の皆さまに関わりの深いものを抜粋して内容をお知らせします。

①　青少年会館は、計画では、令和2年度に廃止を予定してい

ましたが、平成31年3月の久保内小学校の休校や令和2年3月

の旧久保内中学校の売却など、地域情勢の変化により、代

替機能や避難所としての活用などを踏まえ、継続利用とし、

改めて久保内地域の公共施設の再編やまちづくりを検討し

ていく中で、令和4年度に評価することとしました。

②　オロフレスキー場は、令和2年度に存廃判断としていまし

たが、第5次まちづくり総合計画での、「公共施設の潜在的

な魅力を発掘し、更なる誘客を図る」という位置づけに基

づき、国の補助事業を活用しながら、スポーツやアウトド

アによる活性化を団体と住民有志で検討していることか

ら、継続利用とし、活用策の方向性を踏まえた上で、令和

4年度に評価することとしました。

③　生ゴミ回収は、令和元年度に廃止を予定していましたが、現在、環境負荷の低減は

重要な時代の要請であり、この事業は循環型社会の形成という観点から、集落排水事

業も含め、本町の先進的な取り組みで、長年町民の皆さまに根付いたものであること

などから、継続することとし、令和4年度に評価することとしました。

④　壮瞥町の火葬場は、新しい伊達市火葬場が供用を開始する令和3年度に廃止する予定

としていましたが、十分な周知期間をとり、廃止後の火葬場の除却を計画的に行う必

要があることから、1年間の猶予期間を設けて、令和4年度に廃止することとしました。

⑤　2カ所ある町営牧場の統合を令和2年度に予定していましたが、閉鎖する牧場の活用

策をより具体的に検討し、方向付けした上で、令和4年度に方針を決定することとしま

した。

以上、概要をお知らせしました。

町では、現在、同時期に策定しました「第2期壮瞥町定住促進・公共施設等有効活用計

画」についても、計画に位置づけた公共施設の再編に向け、財政運営の見直しを含め、

評価と見直しの作業を行っております。

新型コロナウイルス感染症が拡大・長期化し、先の見通しが難しい状況ではあります

が、将来にわたって持続可能な財政運営を進める必要がありますので、町民の皆さまの

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【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）

第5次行政改革実施計画（当初計画）は、ご希望の方には役場（企画財政課企画広報

係）でお渡ししています。また、町ホームページでもご覧いただけます。
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町税のお知らせ

【お問い合わせ先】壮瞥町役場税務会計課税務係（☎0142-66-2121）
メール：zeimu@town.sobetsu.lg.jp

・新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な

方は、税制上の特例措置を受けることができます。

・手続きの詳細や、ご不明な点は、壮瞥町役場税務会計課

税務係までお問い合わせください。

1 納税猶予制度について（令和2年度）

（1）内容：収入が一定程度減少した方の納税の猶予（担保不要、延滞金なし）

（2）猶予される税：令和3年1月31日までに納期限が到来する町税（個人住民税、法人

町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、入湯税）

（3）対象者：令和2年2月以降の任意の期間で、事業等の収入（事業収入、給与収入、

不動産収入など）が前年同期と比べておおむね20％以上減少した方で、

現に納付が困難な方。

2 国民健康保険税の減免について（令和2年度）

（1）内容：令和2年度分の国民健康保険税の減免

（2）対象者：事業収入や給与収入、不動産収入などが、前年に比べて30％以上減少し

た方。

※前年の所得金額によっては対象にならない場合があります。

（1）内容：償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税の軽減（令和3年度分）

（2）対象：中小事業者等

・資本金の額か出資金の額が１億円以下の法人

・資本や出資をもたない法人または個人で従業員数が千人以下のもの

（3）軽減内容：令和2年2月から10月の任意の連続する3カ月間の売上げが、前年の同

期と比べて

・30％～50％未満の減少⇒1/2軽減

・50％以上減少⇒全額免除

（4）申請期間：令和3年1月6日～令和3年2月1日

※申請には、認定経営革新等支援機関等（税理士、公認会計士、商工会など）の

認定が必要です。

3 中小事業者等の固定資産税の軽減措置について（令和3年度）
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 　
～熱など体調不良がある時は？～

【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）

冬になり、寒さや空気の乾燥から、風邪をひきやすくなる季節となりました。
発熱など体調が悪いと感じた時には、まずは無理をせず家で休養し、外出を控

えることが大切です。熱や咳など「ひょっとして新型コロナでは？？」と心配に
なりますが、そんな時にどうやって病院を受診したら良いのかをお伝えします。

発熱などの風邪症状で受診する際には、通院前にまずは病院に電話をし、相談をするよう
にしましょう。通院の際はマスクを着用し、公共交通機関の利用を避けるようにしましょう。

・息苦しさがある
（呼吸困難）

・強いだるさ、倦怠感がある

・38℃以上の高熱がある

すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談

すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談すぐに相談

症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）
症状が4日以上続く場合は必ず相談
（強い症状と思う場合はすぐに相談）

以下に当てはまる方

・発熱や咳など、比較的軽い風邪症状がある

いずれかの
症状がある

・65歳以上の方
・基礎疾患のある方（糖尿病、心不
全、呼吸器疾患等）
・透析を受けている方
・免疫抑制剤、抗がん剤等を使用し
ている方
・妊婦の方

①

②

か
か
り
つ
け
医
に
電
話
相
談

ま
た
は

感
染
症
健
康
相
談
セ
ン
タ
ー
に
電
話

北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター
0800-222-0018（24時間・フリーコール）



農業おこし協力隊　杉山　智美

晩秋の収穫を体験
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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！

11月の果樹園研修は、晩秋のりんご収穫ラス

トスパートでした。"雪" が降る前に樹々に実っ

た最後のりんごを収穫していきます。夕刻入り

も早まり16時を過ぎると薄暗くなるため、時間

を気にしながら作業を進めます。研修のラストを飾る「りんご大収穫」でしたが、「最後のりんごを

取り収める」達成感を味わうことなく、最後の研修日は、収穫したりんごを倉庫へ納める作業で終

了しました。「そうべつ町名産のりんご」は、10月は「早生ふじ、紅将軍、ひめかみ、トキ」に始ま

り、11月には「王林、ぐんま名月、シナノスィート、高嶺、昴林、おいらせ、リチャ－ドデリシャ

ス、ハックナイン、レッドゴ－ルド、北斗、アルプス乙女」などが、直売所や町の農産物直売所に

並び、次から次へと出てくる品種の多さに圧倒されました。（※各々の果樹園でりんごの種類は異な

ります。）週末になると、そうべつくだもの村や町の農産物直売所には、駐車しきれないくらいの車

（人）が押し寄せ、"そうべつ町のりんご"の人気ぶりを目の当たりにしました。また、丹波ワイン様

のほ場では、10月の収穫後も、試験品種ぶどうの糖度計測を行っていました。収穫後以降も糖度は

上昇し続け、平均気温が10℃以上なくても、ぶどうの糖度が上がることがわかりました。最後のほ

場作業は、「剪定（試験剪定含む）とワイヤ－外し」「土壌管理（たい肥を撒く）」の作業を行い、無

事冬支度が完了しました。

こんにちは。あっという間に約半年が経ちま

した。冬になり、以前より外に取材へ行くこと

が少なくなってはいるものの、「夜空を見る集

い」など、町内の方と顔を合わせてお話する機

会とその時間を嬉しく感じています。町のホームページに載せているブログを「読んでるよ！」「清

水さんの記事、面白いね！」と直接声を掛けてくれる方もいらっしゃって、それが本当に嬉しいで

す。読んでいただきありがとうございます！最近の私ですが、フランジパニさんで「アロマ体験」

に参加しました。アロマに関するお話を聞いたり、アロマスプレーなど作ったのですが、その時に

受けた「嗅覚反応分析」というのがすごく興味深かったです。香りを嗅いで、好きな順に並べると

”今”の身体の状態が分かるというもの。これが笑っちゃうほどすごく当たっていました！

体験の詳細は「移住ブログ」で記事を書いています。興味のある方はご覧ください。

ＳＮＳでは、町のタイム

リーな風景や情報を発信

しています！

地域おこし協力隊
ボイス！

地域おこし協力隊の取り組みや、移住生活で感

じたこと、お知らせなどを、それぞれの隊員が

隔月で発信していきます！

魅力おこし協力隊　清水　美花

アロマ体験しました！
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【お問い合わせ先】危険ごみの収集日・収集方法について
壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

令和3年(2021年)4月から

危 険 ご み危 険 ご み

分別収集がはじまります!
スプレー缶類 ライター類 電池類

※スプレー缶類には、卓上ガスボンベ・殺虫剤や整髪料・塗料・ガラスクリーナーな

どが該当します

※電池類にはボタン電池やリチウムイオン充電池なども含まれます

令
和
３
年
３
月
末
ま
で

種　類 注意点 ごみを出す日

種　類 注意点 危険ごみを出す日

スプレー缶類・ライター類・電池類は全て「危険ごみ」

スプレー缶類

ライター類

使い切って
穴をあけて

※使い切って
穴をあけずに 『燃やせないご

みの日』にゴミ
ステーションに
入れてください

使い切って

使い切って

★小型充電池は回収協力店へ

小型充電池もOK

燃やせないごみの日

電池類

スプレー缶類

ライター類

電池類

令
和
３
年
４
月
か
ら

スプレー缶類
ライター類

スプレー缶類 ライター類 電池類

※令和3年
4月から

スプレー缶類・ライター類・電池類はそれぞれ別袋に入れてください

電　池　類

拠点

回収

指定袋に入れて！

指定袋には入れずに透明な別袋で！

別 袋

または
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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 冬の気象災害に備えて

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)オーロラだより－すみれのフィンランド留学記－(27)

2020を振り返って

Moi！新年あけましておめでとうございます。私にとってはフィンラン
ドで迎える3度目のお正月です。
今回の記事では2020年を振り返ってみたいと思います。皆さんにとって
2020年はどんな1年でしたか？年明け早々、新型コロナウイルスが流行し、
学校や仕事がリモートになった人も多いでしょう。フィンランドでも3月

に緊急事態宣言が発表され、国境が封鎖、高校もオンライン授業に移行しました。8月からは対
面での授業が再開されましたが、秋に第二波が訪れ、二度目のオンライン授業を余儀なくされる
学校もでてきました。
壮瞥からの中学生フィンランド国派遣事業、また私も参加予定だったケミヤルヴィ市訪問団の
日本・壮瞥への派遣も延期となりました。
残念なこともたくさんありましたが、それと同時に、今ある当たり前だと思っていた日常が実

はとても幸せでありがたいものなのだということに気づかされた一年でした。教室で授業を受け、
友だちとごはんに行き、会いたい人に会える、それらがどれだけ幸せで感謝すべきことなのかを
身に染みて感じました。またオンラインで世界中と繋がれるようになり、私も日本の学生団体や
プロジェクト、イベントへ、リモートで参加する中で、多くの新しい出会いがありました。
はじまったばかりの2021年も、皆さんにとって素敵な年になることを願っています。

北海道では、厳冬期に発達した低気圧が通過すると大雪や暴風雪になり、交通障害、停電、湿っ

た重い雪による農業施設等の倒壊、雪崩などの災害が発生します。最悪、人命に関わる災害を引き

起こすこともあります。

大雪や暴風雪の中の外出はとても危険です。暴風雪や大雪となった場合は、緊急以外、自分の命

を守るために外出はやめて、自宅に留まることが最も適切な選択になります。危険を冒してまで出

かけなければならない場合は、下の図にあるような命を守るための道具が必要となります。
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町長へ政策提言

11月20日㈮、壮瞥中学校3年生が総合的な学習の
時間の一環で、田鍋町長へ政策提言を行いました。
例年実施していた子ども議会を、今年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響で授業形態を変更して
開催しました。
当日は、町長による講話として、町事業や第5次

まちづくり総合計画の策定時に行った中学生や町
民を対象としたアンケート調査の結果など説明し
た後、生徒たちが3年間の郷土学習のまとめとして
考えた各政策を発表しました。

北海道社会貢献賞を受賞されました

平成7年より壮瞥町議会議員として地域の発展と
地方自治の振興に貢献されています長内議長が
「北海道社会貢献賞（地方自治功労）」を受賞され
ました。
札幌市で開催される表彰式は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止となり、11月27日㈮
に町役場にて伝達式が行われ、田鍋町長から表彰
状と記念品が贈られました。
受賞おめでとうございます。

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2
年度は5,602千円交付され、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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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29日㈫ 宇賀歯科医院 室蘭市中央町2-9-10 0143-22-6989

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

日鋼記念病院歯科 室蘭市新富町1-5-13 0143-24-1717

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

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

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

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

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 0143-59-2200

三国ファミリ-歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 0143-86-1820

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-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

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 0143-81-3366

早川歯科 登別市富士町6-20-1 0143-85-8850

愛歯科 登別市中央町2-12-12 0143-88-1181

田中デンタルクリニック 登別市中央町1-3-13 0143-85-2472

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 0143-85-2826

なかがわ歯科医院 登別市中央町5-22-1 0143-85-7651

かただ歯科医院 登別市登別東町2-27-1 0143-83-1270

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

三愛病院歯科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 0142-23-4812

洞爺湖温泉歯科 伊達市梅本町4-59 0142-21-5700

藤原眼科・歯科 伊達市梅本町5-1 0142-23-5805

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

年末・年始及び1月歯科救急医療実施について

IN
FO
RM
AT
IO
N
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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10日㈰

01月11日㈪
01月17日㈰
01月24日㈰
01月31日㈰
02月07日㈰

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

金本歯科医院 伊達市山下町55 0142-25-3822

さくら歯科・矯正歯科 伊達市舟岡町208-27 0142-21-4108

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 0142-22-1641

なお歯科 伊達市弄月町241-3 0142-22-1117

ほほえみファミリ-歯科 伊達市末永町62-17 0142-23-5006

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 0142-25-4180

伊藤歯科医院 洞爺湖町旭町9-19 0142-76-4809

友愛会歯科医院 洞爺湖町高砂町32-52-2 0142-76-4501

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

洞爺歯科診療所 洞爺湖町洞爺町68-7 0142-87-2246

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 0143-85-2826

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

三愛病院歯科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

洞爺湖温泉歯科 伊達市梅本町4-59 0142-21-5700

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

松田歯科医院 室蘭市日の出町1-24-25 0143-46-6480

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

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-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

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 0143-86-1820

サン・フィッシュ・デンタル・クリニック 伊達市舟岡町362-18 0142-23-1830

八丁平歯科医院 室蘭市八丁平2-27-16 0143-46-1182

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

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

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話
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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3年1月22日㈮13:00～15:30（隔月1回

第4金曜日開催予定）

場所／地域交流センター山美湖1階小会議室

申込／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

受付期間／令和3年1月1日㈮～2月12日㈮
試験日／令和3年2月19日㈮、20日㈯

※いずれか1日

各種説明やイベント案内も行っておりますので

お気軽にお越しください。

【お問い合わせ先】

自衛隊札幌地方協力本部室蘭地域事務所

室蘭市東町2丁目21-12　石井ビル1階

（☎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2年12月29日㈫～令和3年1月3日㈰までの6

日間

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
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学校閉庁日のお知らせ
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自衛官候補生募集
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無料法律相談を開催しております
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FO
RM
AT
IO
N

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。

令和3年1月14日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和3年1月08日㈮

令和3年1月28日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和3年1月22日㈮

令和3年2月25日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和3年2月19日㈮

令和3年3月11日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和3年3月05日㈮

令和3年3月25日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和3年3月19日㈮

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

※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。
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令和2年7月10日㈮から、札幌法務局室蘭支局を

はじめ、全国312カ所の法務局において、自筆で

書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書の保管

制度」が始まりました。

自筆証書遺言書は、相続をめぐる紛争を防止す

るために有効な手段であり、遺言を残す人が自書

さえできれば、一人で手軽に作成することができ

るというメリットがありますが、遺言書を作成し

た人の死亡後に遺言書が発見されなかったり、改

ざんされるなどのおそれが指摘されていました。

そこで、自筆証書遺言書のメリットを損なわず、

上の問題点を解消するための方策として、この制

度が創設されました。ご自身の財産をご家族へ確

実に託す方法の一つとして、ぜひこの制度をご活

用ください。

なお、遺言書の保管の申請などをする場合は、

法務局にお越しになる前に、インターネットまた

は電話による予約が必要です。

ご不明な点がありましたら、下記にお問い合わ

せください。

この制度の詳細は、こちらのホームページに掲

載されています。

法務省ホームページ／

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.

html

札幌法務局ホームページ／

http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page

000176_00002.html

【お問い合わせ先】

札幌法務局室蘭支局総務課（☎0143-22-5111）

（音声電話の後に、番号「3」を選択）

調理師法では、調理業務に従事している調理師

の方は、2年ごとに12月31日現在の調理従事場所

等を届け出なければならないと定められており、

今年は届出の必要な年となっています。

届出が必要な調理師の方とは、次の施設・店舗

で調理の業務に従事している調理師の方です。

・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、

介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に

飲食物を調理して供与している施設

・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業

届出は、あなたが働いている地域を担当区域と

している北海道全調理師会室蘭支部（下記表）に

令和3年1月15日までに提出してください。

取扱所の名称 住　　　所

板前料理いちはら 室蘭市中島町3-28

焼き心　あい炉 室蘭市高砂町1-49-16

仕出し勝また 登別市中央町4-72

登別グランドホテル 登別市登別温泉町154

里の茶屋風土 伊達市西関内町316-1

ホテルニュー洞爺 洞爺湖町洞爺湖温泉144

室蘭保健所 室蘭市海岸町1-4-1

届出用紙は、北海道全調理師会室蘭支部、室蘭

保健所に備えてあります。

また、インターネットでの届出も可能です。

https://www.harp.lg.jp/SksjuminWeb/

EntryForm?id=uSEbFakL

【お問い合わせ先】

北海道全調理師会（☎011-511-1326）

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課

（☎011-231-4111（内線25-516））

北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室

（北海道室蘭保健所）（☎0143-24-9844）

預けて安心！自筆証書遺言書の
保管制度IN
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働いている調理師の皆様へ！
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高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用

を対象とした公的な融資制度です。

融資額／お子様一人あたり350万円以内

金利／年1.68パーセント（固定金利）

※「母子家庭」「父子家庭」「世帯年収200万円

（所得122万円）以内の方」または「子ども3人

以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得346万円)

以内の方」は年1.28パーセント（令和2年11月2

日現在）

返済期間／15年以内

※「交通遺児家庭」「母子家庭」「父子家庭」「世

帯年収200万円（所得122万円）以内の方」また

は「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円

(所得346万円)以内の方」は18年以内

使い道／入学金、授業料、教科書代、アパート・

マンションの敷金・家賃など

返済方法／毎月元利均等返済（ボーナス時増額返

済も可能）

保証／(公財)教育基金融資保証基金（連帯保証人

による保証も可能）

詳しくは、「国の教育ローン」で検索していた

だくか、下記のコールセンターへお問い合わせく

ださい。

【お問い合わせ先】

教育ローンコールセンター

（☎0570-008656または☎03-5321-8656）

道が行った業務や制度の内容を審査する制度

が、「北海道苦情審査委員」制度です。皆さん自

身の利害に係わる苦情であれば、「苦情審査委員」

に申立てができます。

皆さんに代わって、「苦情審査委員」が公正で

中立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な

調査等を行います。

審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題

があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。

もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。

○苦情申立ての窓口は、道庁の『道政相談センタ

ー』または各総合振興局の総務課

○苦情申立書の付いたリーフレットを用意してい

ます。

○申立書はホームページでもダウンロードできま

す。

→道トップページの「総合案内」の

道政相談等の窓口

→「2 苦情審査委員の窓口」の

道政に関する苦情申立ては、北海道苦情審

査委員へ

→ 4 苦情申立てについて（申立書はこちら）

○申立て方法は、「苦情申立書」に必要な事項を

記入し、提出してください。郵送、ファックス、

メールでも申立てができます。

【お問い合わせ先】

北海道総合政策部知事室道政相談センター

〒060-8588　札幌市中央区北3条西6丁目

☎011-204-5523（直通）、

FAX：011-241-8181

メール：

kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）
のご案内IN
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知っていますか？
道の「苦情審査委員」制度IN
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平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」が

施行されました。これにより、生活保護を受給さ

れていない方で、「経済的な問題」、「仕事や家族

に関する悩み」や「誰に相談すればよいか分から

ない悩み」を抱えている人のご相談をお受けする

総合相談窓口「生活就労サポートセンターいぶり」

が開設され支援サービスがスタートしています。

（胆振総合振興局からの委託事業です。）

ご相談は相談者専用フリーダイヤルにお電話し

てください。相談員がご希望の日時、場所におう

かがいしてお話をお聞きします。

相談者専用フリーダイヤル

0120-09-0783
ご相談内容／住むところに困っている、どこに相

談すればよいか分からない、仕事がなかなか決

まらない、子どものひきこもりが心配、借金が

多くて悩んでいる、生活費に困っている、働い

たことがなく心配、子どもの学習が心配　など

詳細はホームページを

ご覧ください。

【お問い合わせ先】

生活就労サポートセンターいぶり

運営団体：特定非営利活動法人

ワーカーズコープ室蘭事業所

〒051-0011　室蘭市中央町3-5-13

SK室蘭中央ビル6階

TEL：0143-83-7355

FAX：0143-83-7123

メール：iburi-soudan@roukyou.gr.jp

困り事や不安を
抱えている人を支援しますIN
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死亡事故ゼロ347日
－人身交通事故発生状況11月分－

発生 4件（ 20件）

死者 0名（ 0名）

負傷 5名（ 23名）

※11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11月11日～令和2年12月10日）

■人のうごき

■11月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,427人 （△ 2）

男 1,141人 （△ 2）

女 1,286人 （ 0）

世帯数 1,295戸 （△ 2）

※11月末現在（ 　）は前月差

佐々木　昭さん （72才）【建部改良】

村上　則雄さん （70才）【橋口一】

齋藤義之助さん （87才）【南久保内】

長屋　ときさん （97才）【壮瞥温泉】

◆お悔やみ申し上げます

「ダイオキシン類対策特別措置法」による

排出基準値は、0.1ナノグラムと定められてい

ます。メルトタワー21の測定結果は、基準値

を下回っています。

【ダイオキシン類測定結果】

（ナノグラムは10億分の1グラム）

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

【お問い合せ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

1号炉

測 定 日 測定結果（ナノグラム）

令和2年9月16日 0.007
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土田英順　東日本大震災チャリティー
ソロコンサートは中止となりました
令和3年3月7日㈰開催の「土田英順　東日本大震災チャリティーソロコンサート」
は新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を考慮し、中止とさせていただくこ

とといたしました。大変ご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ございません

が、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

山美湖大学 参加者大募集!!
山美湖大学とは、60歳以上の皆さまを対象とした、さまざまな学びの場を提供

する壮瞥町の高齢者大学です。豊かで充実した生活を目指すため、健康維持と趣

味教養の向上を図ることをねらいとして、年間を通してさまざまな講座を開講し

ています。

あなたも山美湖大学に参加して、生涯学習に挑戦してみませんか？

お気軽にお申し込みください！

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

成人式開催延期のお知らせ
現在壮瞥町の近隣市町において新型コロナウイルス感染症が流行の兆しを見せ

ていることから、感染リスクを抑えるため、令和3年1月10日に実施を予定してい

ました成人式を、期日未定で延期とさせていただきます。

参加予定者及びご家族の皆さまにおかれましては、既にご準備いただいている

物事もあるかとは存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、延期したあとの成人式の開催時期につきましては、感染症の状況等を確

認し、改めてご案内させていただきます。

「壮瞥町マイプラン講座」をご存じですか？
「みんなで集まって、新しく趣味や勉強のサークルを作りたいんだけど、どう

したら良いのかな～？」って思ったこと、ありませんか？

そんなときは、教育委員会の社会教育係にご相談ください！

「壮瞥町マイプラン講座」という仕組みを使えば、年間3万円を上限とした支援

を行うことも可能です（条件もありますので、詳細は下記お問い合わせ先にお尋

ねください）。

教育委員会では、あなたの主体的な学習活動を応援します！！

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

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

によるスノーシュー体験会を開催します。場所は、知る人ぞ知るスノーシューの

聖地「オロフレ山」で実施予定です。町民なら、どなたでも参加できます。ぜひ、

冬の壮瞥町を楽しむイベントにご参加ください。

○主　催 そうべつスポーツコミッション（仮）設立準備委員会・壮瞥町教育委員会

○期　日 令和3年1月31日㈰

○時　間 8:30～12:00（予定）

○場　所 オロフレ峠　

○参加料 無料

○対　象 壮瞥町民で小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください）

○送　迎 参加者はスクールバス等で送迎します

○募　集 20名（定員になり次第締め切ります）

○申込み 壮瞥町教育委員会へ電話及びメールで申込みください

（☎0142-66-2131）　e-mail:nakaoka.saeko@town.sobetsu.lg.jp

◎締　切 令和3年1月22日㈮

◎その他 ①参加者にはスノーシュー・ポールを貸し出します。

（スノーシューをお持ちの方は持参いただいてもかまいません）

②申込者には参加者取りまとめ後、改めて詳細をご連絡します。

③新型コロナウイルス感染症対策を行った上で開催します。

（感染症の拡大状況によっては中止になる場合もあります）

そうべつスポーツコミッション（仮）設立準備委員会主催

そうべつアウトドア体験会
「スノーシュー体験会」参加者募集



壮瞥町図書分室を知っていますか？

歴 史 の 本歴 史 の 本
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保存版  室蘭･登別･

伊達今昔写真帖　

駒木佐助

その名のとおり、室
蘭・登別・伊達の歴史
が豊富の写真と共に詳
しく解説されていま
す。壮瞥町も掲載され
ており、中でも有珠山
ロープウェイの開業当
時の写真は圧巻です！

面白いほどよくわか

る江戸時代　　

山本博文

200年以上も長く続
いた江戸時代。大奥の
知られざる秘密、意外
に地味な将軍の生活
等、興味深い内容ばか
り。読めばきっと江戸
時代に詳しくなれるか
もしれません！

乙女の日本史　

堀江宏樹・

滝乃みわこ

歴史好きな女性を指
す「歴女」の方にはた
まらない一冊かもしれ
ません。平安、戦国時
代など幅広い時代を、
女性の目線から解説し
た本です。イラストも
豊富で、読みやすいで
すよ。

「一般書」

『類』『ワイルドサイドをほっ
つき歩け』『四捨五入殺人事
件』『チーム・オベリベリ』
『夏の災厄』『はじめての親鸞』
『逆ソクラテス』『ニトリの働
き方』『感染症の日本』『コロ
ナと生きる』『目の病気が見
つかる本』『自律神経の話』
『夢をかなえるゾウ（4）』『十
津川警部　南紀・陽光の下の
死者』『荒海を渡る鉄の舟』
『灯台からの響き』『雨降る森
の犬』『世界を歩く、手工芸
の旅』『魔法のてぬきおやつ』
『力尽きレシピ』『手塚治虫の
山』『すぐわかる作家別　ル
ネサンス美術』『藤井弁当』
『たのしい知識』『同調圧力』

「児童図書」

『月はぼくらの宇宙港』『リバ
ウンド』『夏のとびら』『漂泊
の王の伝説』『花火の大図鑑』
『和楽器　子どもに伝えたい
和の技術』『流れ星キャンプ』
『おじいちゃんの大切な1日』
『みんなで考える小学生のマ
ナー』『わたしも水着をきて
みたい』『パンプキン！　模
擬原爆の夏』『都道府県のか
たちを絵でおぼえる本』『つ
くってあそぼう 塩の絵本』
『ファーブル昆虫記』『ここに
もこけが』『ドングリ山のや
まんばあさん』『ドラえもん
第0巻』

「幼児図書」

『つまんない つまんない』
『こねてのばして』『そうたい
せいりろん』『ホタルのアダ
ムとほしぞらパーティー』
『徳間アニメ絵本　ハウルの
動く城』『徳間アニメ絵本
天空の城ラピュタ』『視覚ミ
ステリーえほん』『一つぶの
おこめ』『ウエズレーの国』
『いのちのいれもの』『宇宙人
っているの？
（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）

1月の展示 

タイトル「決定版！漬物-ちょっと自慢の、

梅干し、らっきょう、ぬか漬け-」

ＮＨＫ出版

私は晩秋になると毎年漬物のことを考える。そんな時、
虎の巻になるのはＮＨＫ出版の「漬物」の本である。日
本には古くから伝えられている伝統的な漬物があり、し
かもその地方ならではのユニークなものがたくさん紹介
されている。
日本の四季を身近に感じながら、昔の人々の知恵の凄

さに感心させられる今日この頃である。今年もまた、新
鮮な野菜を使って、楽しんでみたいと思っている。

（オススメ者　Ｙ．Ｍさん）

わたしのオススメ本
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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

アイヌ民族のおはなし
アイヌ民族のことを、もっと深く楽しく学びましょう♪

期　日：令和3年1月21日㈭14：00～15：30　
場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
講　師：田中文夫さん
参加費：無料

内　容：壮瞥町とアイヌの人々の間には強い繋がり
があることを知っていますか？噴火湾に注
ぐ長流川沿いには、昔アイヌの家が多くあ
りました。壮瞥町、そして北海道の歴史と
アイヌのことに詳しい田中さんから、お話
を伺い、知識を深めましょう。

※新型コロナウイルスの影響のため、中止になる可
能性があります。

11月のイベントでは、民族衣装を着て現れた清水
咲紀さんからベリーズという国のお話を伺いまし
た。「カリブ海の宝石」とも呼ばれるベリーズの歴
史や学校の事情を学びました。参加者からは、終始
ベリーズに関する質問があり、また途中で清水さん
がベリーズの伝統的な音楽を流したりと、大変賑や
かな中イベントを終えました。

【11月19日 実施イベント報告】
青年海外協力隊のおはなし

★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★★図書分室のイベント★
ようこそ　

図書分室へ!

美しい珊瑚礁と
マヤ文明の遺跡が

残る国です

今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします

壮瞥町図書分室を知っていますか？

木曜日:13～16時 開館

壮瞥町には、やまびこ図書室のほかにも、もう一
カ所図書室があるのを知っていますか？　『壮瞥町
図書分室』と呼ばれているその図書室は、セイコー
マートふじさわ店さん横の道から坂道を上った先の
旧壮瞥消防署内にあります。

分室には、貴重な美術本や百科事典、文学全集、
書道本などの専門書や、郷土資料など、調べ物に活
用できる資料、児童書や小説がたくさんあります。
また、毎月楽しい分室イベントも開催しています。
ぜひぜひお気軽にお越しください♪　

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

読めばきっと
漬物が作りたくなる

一冊です！

★★ ぴよちゃんカード達成 おめでとう!! ★★

25回 100回

R2・11/10達成 R2・11/25達成

でんぽう　りひとくん すずき　あいなちゃん
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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　102　号
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖町役場内
（☎0142-74-3015）

洞爺湖有珠山ジオパークでは、この地域の大地の成り立ち
と、人が暮らしてきた歴史をわかりやすく伝えていくために、
平成30年度からジオパーク内の「地名」と「大地の特徴」が
どう関係しているのかについて調査してきました。

その結果、大地の特徴を捉えたアイヌ語を元にした地名や、
明治時代の開拓期につけられた地名など、さまざまな歴史や
文化の重なりが見られること、そして時間がたつにつれ人の暮
らし方が変わっていくように、地名もまた変化してきたことが
わかりました。

今回その中から、アイヌ語が元になっていると考えられる川
の名前を取り上げ、風景とともに紹介する絵本『かわのよび
なを旅する』を作成しました。

礼文華川／小鉾岸川／貫気別川／ポンベツ川
新山梨川／赤川／トコタン川／有珠の湧き水
長流川／洞爺湖／壮瞥川／ソウベツ川
パンケ川／弁慶川／白水川／ 徳舜瞥川

三階滝川／志門気川／紋別川／シャミチセ川
谷藤川／気仙川

絵本にでてくる川（湧水・湖）
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

ちょっ
と紹介

！
ちょっ

と紹介
！

絵本は2020年12月中旬に、ジオパーク推進協議会に参
画する団体、圏域内の学校・図書館（室）の他、病院や
薬局、金融機関、理美容室などの待合スペースがある施設
等、約300カ所に配布しています。

詳細は、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会にお問い合
せください。

ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本ジオパークの地名紹介絵本

「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！「かわのよびなを旅する」発刊！

洞爺湖有珠山ジオパークだより

『かわのよびなを旅する』
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会編
2020年12月発行　非売品

（公益財団法人アイヌ民族文化財団の
助成を受けて作成）
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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３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、私ども駐在所勤務員の警察活動
に、住民の皆さまのご協力をいただき誠にあ
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 路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!路面凍結スリップ注意!

◆「急」の付く運転はしない

急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは

禁物です。

◆夏よりも10キロ以上減速する

凍結路面では、停止距離が通常の10倍以上に

なることも！

◆交差点付近では特に注意

交差点付近は、車の停止・発進により路面が

磨かれ滑りやすいので、特に注意しましょう。

◆車両の性能を過信しない

雪道発進に強い4WDですが、制動性能は2WDと

変わりません。

◆カーブにはスローインで

カーブの途中でのブレーキは禁物。カーブに

入る前に十分な減速を。

特に壮瞥温泉地区の湖畔沿い道路は、凍結し

やすく、下り坂もあり、毎年、多くのスリップ

事故が発生しています。

同所を通行の際には、注意してください。例年、夕暮

れが早まると

ともに、歩行

者の発見遅れ

による交通事

故が多くなり

ます。

車のロービームの照準距離は、約40メート

ルですが、ハイビームにすると約100メートル

まで伸びます。

歩行者の早期発見のために、ハイビームを

有効に活用し、交通安全防止に努めましょう。

ハイビームで事故防止!

～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～～冬道は 危険がいっぱい スローダウン!～

この時期、年末の挨拶等で、家を留守にする

機会が多くなりますが、外出の際には、「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。

泥棒は、あなた

の油断を狙ってい

ます。

外出時には戸締り確認!

緊急通報は110番　相談電話は＃9110に！
◆110番、事件・事故などの緊急通報をする

ための電話です。

急を要しない相談

や照会などは、警察

相談電話の＃9110
番または最寄りの警

察署、駐在所までお

問い合わせくださ

い。
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１月号の広報テーマ「無火災の町を目指して」
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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 019件 （累計 254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

小学校3年生が消防庁舎を見学

11月16日㈪に壮瞥小学校3年生が、壮瞥支署の施

設見学を行いました。

消防車や救急車等を見学し、疑問に思ったことを

熱心に質問するなど、真剣に取り組む姿が印象的で

した。

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さま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

壮瞥消防出初式中止について

令和3年1月6日に開催を予定しておりました壮瞥

消防出初式は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、安全面を考慮した結果、多くの方が参加

される状況の中で感染対策を講じて開催することが

困難と判断し、中止することといたしました。

「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しらせについて

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、消防職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月の期間中にシステ

ムなどの変更を行います。これに伴い、現在の登録

利用者の皆さまが継続してメールを受信するために

は、再登録が必要となります。

お持ちの携帯電話若しくはスマートフォンに迷惑

メール対策を実施している方は事前に「jumin.

nishiiburi-fd@fs119.ktaiwork.jp」を指定受

信リストへ登録していただき、下記のQRコードを読

み取るか、メールアドレスに空メールを送信して、

サイトにアクセスして登録をお願いいたします。ま

た、西胆振行政事務組合のホームページにも登録方

法が掲載されておりますので、恐れ入りますがご参

照ください。

なお、運用開始から登録完了までの間、メールは

送信されませんので、ご了承ください。運用開始日

については決定次第、災害情報メールにて周知いた

します。

西胆振行政事務組合ホームページ

http://nfd119.sakura.ne.jp/

空メール送信アドレス

jumin.nishiiburi-fd@fs119.ktaiwork.jp

登録用ＱＲコード

【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

伊達市松ヶ枝町13番地1

TEL：0142－21－5003

FAX：0142－25－4129

Emeil:n-honbu-syoubou@able.ocn.ne.jp
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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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自粛生活の今こそ、運動習慣を！

新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛で、体を動かす機会が減ると、気づかぬ

うちに筋力が落ちていきます。外出自粛の中でも体力を維持するための、室内で行える運動

や継続していくコツを紹介します。

～高齢者のご相談はお気軽に～　壮瞥町地域包括支援センター：0142-66-4
よ

1
い

6
ろう

5
ご

（事務所：壮瞥町保健センター内）

保健師　高橋　望

〈歩くために重要な下半身の筋トレがおすすめ！〉

★運動の記録をつけ、継続を実感しよう。　　

万歩計を使うこともおすすめ！

※運動できた日はカレンダーに印をつける など

★自分なりの「運動のご褒美」を！

カレンダーの印が10個になったら、

好きな□□を食べよう！ など

★運動していることを周囲の人に伝えておく 見栄を張る相手がいると頑張れます！

運動をしたら印をつける その日の歩数

動作はゆっくりと行う
ことが効果的！
※例）①では、かかと

を上げてから下げるま

で、８秒かけます。

〈目標(それぞれ)〉
1セット10～20回
1日に2～3セット

※目標は自分の体力に

合わせて調整してください

①かかとあげ運動 ②ひざのばし運動 ③スクワット

壁などの前に立ち、つ
ま先立ちをする。

足首をそらして、ヒザ
を伸ばす。

壁に背中をつけて、両
ヒザを曲げ伸ばしする。

の部分の筋肉に

力が入っていることを

意識しましょう！

運動の励みを見つけることが、継続のコツ
カレンダーに運動の記録をつける一例
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壮瞥町役場　ホームページ　http://www.town.sobetsu.lg.jp

電子メール　kikaku@town.sobetsu.lg.jp

この広報紙は再生紙を

使用しています

壮瞥小学校

10月22日、23日に、地域交流センター山美湖で壮瞥中学校の学校祭（広報11月号の表紙でも紹介しまし
た）が、12月5日に壮瞥小学校で学芸会が、それぞれ開催されました。児童・生徒の皆さんは、この日のた
めに一生懸命準備し、その成果を保護者の皆さんに発表しました。各校の当日の様子をスナップでご紹介
します。

テーマ
「輝努愛楽　

－輝き 努力し 愛をもって 楽しむ－」

テーマ
「目指せ!!　今しかできない学芸会!!」

壮瞥中学校



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

3
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
燃やせるごみ・
生ごみ収集休み

6
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

9

10
成人式
※期日未定で延期

11
成人の日

15 16

54

13
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

8
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

7
図書分室開放日
13:00〜16:00

14
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p14
図書分室開放日
13:00〜16:00

12

※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

05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

23日
06日
20日
2/3日

2/2日

21元旦
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
燃やせるごみ・
生ごみ収集休み 1/3まで

資源ごみ（容器類）回収日

17 18 22
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
暮らしの無料相談会
山美湖1階　小会議室
13:00〜15:30　p14

2320
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

21
図書分室開放日
13:00〜16:00
図書分室イベント
アイヌ民族のおはなし
14:00〜15:30　p20

19
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

24 25 29
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

30
乳がん・子宮がん・
骨検診
保健センター
8:45〜14:15

27
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

28
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p14
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30  ※午前のみ
図書分室開放日
13:00〜16:00
前立がん検診
保健センター  13:30〜15:00

26
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

31
スノーシュー体験会
オロフレ峠
8:00〜12:00　p18

2/1 2/5
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

2/62/3
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

2/4
図書分室開放日
13:00〜16:00

2/2
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（古紙類）回収日

令和3年

資源ごみ（古紙類）回収日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日
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