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令和3年2月2日㈫、そうべつ保育所に
鬼がやってきました！

怖くて逃げる子や紙で作った豆を泣

きながらも果敢に投げる子ども、鬼と

握手し「自分の中の鬼を退治する」と

約束するクラスなども。

給食では、自分たちで巻いた恵方巻

きをもぐもぐと食べました。今年も健

康で幸せに過ごせますように！
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［フィンランドオリンピック委員会とのオンライン調印式］

1月28日㈭、壮瞥町役場大会議室にて、壮瞥町から田鍋敏也町長、長内伸一議長、黒崎嘉

方副町長、谷坂常年教育長が、フィンランドオリンピック委員会からスザンナ・ラフカモ

副会長（アイスダンス競技オリンピック選手）、ミッコ・サロネンCEO兼事務局長、オッリペ

ッカ・カルッカイネンチーフマネージャーが出席し、オンラインで調印式を開催しました。

調印式では、壮瞥町での事前合宿に係る

事項や壮瞥町での交流会などについての覚

書に、田鍋町長、スザンナ副会長がサイン

し、お互いに披露、挨拶を交わし、長内議

長から歓迎の挨拶の後、壮瞥町を紹介する

映像やケミヤルヴィ市との交流の沿革を紹

介すると、フィンランドオリンピック委員

会の3名は、長年の交流や取り組みに敬意を

表されました。

［ホストタウンを契機に！］
ホストタウンの登録を基盤に、今後、以下の取り組みを進めたいと考えています。

●全町民を挙げてフィンランド選手・スタッフを歓迎するとともに、これまで以上に友

情の絆を育み、国際親善に貢献する。

●フィンランド国とのスポーツ交流をさらに発展させ、地域の活性化に結びつける。

●2030年冬季五輪(札幌が国内候補地)の開催に向けて、さらなる交流の促進に努める。

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課スポーツ振興係（☎0142-66-2131）
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壮瞥町がホストタウンに登録されました
壮瞥町とフィンランド共和国ケミヤルヴィ市は1993年に友好都市の調印をして以来、25年

以上も中学生派遣事業や雪合戦などの交流を行ってきました。この交流を基礎に、東京オ

リンピック・パラリンピックで、フィンランドの選手や関係者を応援する「ホストタウン」

の登録を目指し、フィンランドオリンピック委員会や内閣官房と交渉し、令和3年1月29日に

道内で15市町目（胆振管内で2例目）となるホストタウンに登録されました。

［フィンランド国と壮瞥町の交流計画の概要］

［ホストタウン、国際交流及びスポーツ振興に期待される効果］

○大会前（3月～6月）

事前合宿の受入に係る調整や出場選手紹介などを予定しています。

・ケミヤルヴィ市だけでなく、フィンランドオリンピック委員会とも連携した交流の促進

・町民の皆さまの、スポーツ、国際交流への関心の高まり

・事前合宿でトレーニングに使用されたロードなどを活用した、マラソン、ウォーキン

グの普及への関心の高まり

・事前合宿受け入れの実績から、町内施設を活用した合宿誘致が進む

○大会中

札幌で開催される競歩競技に出場する選手・スタッフ（5名程度）の合宿を受け入れ、

7月19日～8月3日に町内でトレーニングを実施予定。選手、関係者との交流イベントの

開催、大会でのパブリックビューイング、応援ツアーなども検討しています。

○大会後

出場した選手やフィンランドオリンピック委員会関係者を招いた交流イベントなどを

企画予定です。

【ホストタウンとは？】

東京大会に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に

資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流として以下の取り

組みを行う地方公共団体を「ホストタウン」として登録する。

① 住民と大会に参加する選手等との交流を図る取り組み

② スポーツの振興、教育文化の向上及び共生社会の実現を目指す取り組み

※ホストタウンの締結は、第2期壮瞥町スポーツ推進計画（令和2年3月策定）にも位置付けられ

ています。
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新型コロナウイルスワクチン接種について
4月から65歳以上の高齢者、その次に基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者、そ

の次は一般の方と、ワクチン接種が順次進められる予定です。

今回は、「ワクチンの効果は？」「副反応は？」「接種券」などについてお知らせします。

新型コロナワクチンは、発症や重症化の予防効果があるといわれています。海外でのデータでは、有効

率95%といわれています。これは、例えると･･･

・「ワクチン接種していない1万人のグループ」で100人がコロナ発症した場合、

・「ワクチン接種した1万人のグループ」ではコロナの発症が5人に抑えられる

ということになります。インフルエンザワクチンの有効性は40～60%といわれているので、コロナワクチ

ンは効果が高いと言えます。

どんなワクチンでも、打った後には腫れ・痛み・発熱・頭痛などの副反応が起こることがあります。コ

ロナワクチンでも、打った場所の痛みが66～83%、発熱が11～16%の方に発生したと報告されています。海

外では、急性アレルギー反応である「アナフィラキシー」が100万人に5人程度報告されていますが、その

ため日本ではワクチン接種に際して

・ワクチン接種後は会場で一定時間（15～30分）、副反応が出ないかの様子を見ること

・万が一アナフィラキシーが起きても、医師が対応を行える体制を整えること、としています。

町では、接種会場で救急搬送が必要な場合、すぐに対応できるよう消防署と連携を取っていく予定です。

コロナワクチンは、原則住民票のある市町村で受けることになります。かかりつけ医が他市町村にある

方は、まずは接種する前にかかりつけ医に相談してみましょう。

海外では、食べ物や他のワクチンでアレルギーのある人でも接種可能としています。ただし、ポリエチ

レングリコール（大腸検査の下剤や薬剤を溶かす際に使用）やポリソルベート（乳化剤として様々な食品

に使用）に対して、重いアレルギー反応を起こした人への接種は推奨されていません。

新型コロナウイルスは、まだ分かっていないことが多く、感染した際の特効薬もない状況です。また、

治った後にも、息苦しさや倦怠感、味覚異常などの後遺症を感じる人も多くいます。

こうした中で、ワクチン接種をすることにより、接種した人は感染そのものを防ぐことができる、もし

くは感染したとしても重症化を防ぐことが期待されます。多くの人が接種することにより、重症者や死亡

者を減らし、医療機関の負担も減らすことができると考えられます。

ワクチン接種をかたる詐欺にご注意ください！
新型コロナワクチン接種のために必要だとかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする

詐欺の電話が増えています。市町村等がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話で求め

ることはありませんのでご注意ください。

ワクチンの効果はどうなの？

次に、皆さんが実際に接種を受ける際に必要な「接種券」についてお知らせします。

65歳以上の方は3月中頃から、新型コロナワクチンを接種するための「接種券」を郵送する予定です。

ワクチンは2回接種しますが、接種の際にはこちらの「接種券」が必要となります。保健センターの窓付

き封筒で、外側には赤文字で「新型コロナウイルス接種券」と書かれておりますので、必ず中を開けて確

認してください。

接種券は再発行することができます。保健センターまでご連絡ください。（ただし、再発行には時間が

かかることもありますので、接種の予約をした日に間に合うように、紛失したことが分かりましたらお早

めに連絡をお願いします。）

「接種券」てなあに？

接種券を無くしちゃった…

ワクチンの副反応が心配…

病気やアレルギーがあっても受けられるの？

ワクチンを打つかどうか迷っていて…

【お問い合わせ先】壮瞥町保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340）

接種券はシールになっています。シールは剥がさず、そ

のまま接種会場にお持ちください。

住所、氏名が合っているかを確認く

ださい（住所、氏名は、住民票に登

録されたものになっています）

こちらは、1回目、2回目に、どんなワクチンを、いつ、どこで接種したかの接種済証

になります。1回目と2回目は同じメーカーのワクチンを打つ必要がありますので、そち

らの確認にもなります。接種が終了した後も、大切に保管してください。
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令和3年4月1日から
コミュニティタクシーの
時刻表が変わります

●新・時刻表（町内便のみ／通院便の時刻は変わりません）

◆コミュニティタクシーとは…

●ここが変わりました！
・帰り1便の発車時間を8:00から8:30に変更しました。
・行き4便の発車時間を11:45から14:00に変更しました。
・帰り4便の発車時間を13:45から14:30に変更しました。

コミュニティタクシーは、路線バスと異なり、おおむねの運行時間帯とコースに沿って、

ドア・ツー・ドア（利用者の自宅などの出発地から目的地間の輸送を行います）で運行する

タクシーです（事前予約制）。通常は予約のあった複数の利用者を乗せるため、乗り合わせ

での利用となります。

初めてご利用いただく際には、事前登録が必要です（電話または役場窓口にて）。

【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）

※あくまで例です。予約状況等によっては発着時間が前後することがあります。

●買い物に行きたい！（久保内在住）

行き2便 09:30頃／ご自宅から乗車 09:45頃／道の駅（サムズ）到着

帰り3便 11:30頃／滝之町から乗車 11:45頃／ご自宅に到着

●温泉に入りたい！（壮瞥温泉在住）

行き4便 14:00頃／ご自宅から乗車 14:10頃／ゆーあいの家到着

帰り5便 15:30頃／滝之町から乗車 15:40頃／ご自宅に到着

●友人の家に遊びに行きたい！（滝之町在住）

帰り2便 10:30頃／ご自宅から乗車 10:45頃／友人宅（仲洞爺）到着

行き3便 12:45頃／仲洞爺から乗車 13:00頃／ご自宅に到着

●通院に使いたい！

行き1便 07:30頃／滝之町地区以外迎え 08:00頃／滝之町地区迎え

08:30～08:45頃／伊達市（洞爺湖町）病院到着

帰り1便 10:45～11:45頃／各病院順次迎え 12:45頃／滝之町地区到着

13:00頃／滝之町地区以外到着

※通院便は、片道500円（町外の場合）で予約に応じて午後も運行しています。
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

新伊達火葬場
4月1日供用開始
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新伊達火葬場
4月1日供用開始

西胆振行政事務組合（伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）が整備した新しい火葬場が、現在の伊

達市火葬場の南側にオープンします。今月号ではオープンにさきがけて施設をご紹介します。

町火葬場については、老朽化や新伊達火葬場の利用状況を踏まえて、そのあり方を検討してい

きます。

【施設の名称】　◎伊達火葬場

【所　在　地】　◎伊達市上館山町63番地10

【主 要 施 設】

◎火葬ゾーン 告別室２室（１室収骨室兼用）／収骨室／炉前ホール／火葬炉３基

◎管理ゾーン 炉室／監視室／電気室（非常用発電機含む）／倉庫　等

◎待合ゾーン 待合室(40人収容＋畳スペース)３室／待合ホール／多目的室／

キッズスペース／男女ＷＣ／多目的ＷＣ／授乳室／給湯室

◎駐　車　場 乗用車20台／大型バス３台／車椅子用２台

【使用料（壮瞥町民）】

◎13歳以上：30,000円/体　◎13歳未満：10,000円/体

（13歳以上の使用料は50,000円/体ですが、20,000円分を町で負担します）

平 面 図

入口（車寄せ）

施設の概要
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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！

京都の「丹波ワイン株式会社」様が壮瞥町内の果樹園で

生産されたぶどう「キャンベル」 を醸造したロゼワイン

「ST CAMPBELL-ROSE 2020」（エス ティー キャンベル ロゼ

2020）が、いよいよ令和3年3月22日㈪に発売となります。

1月に予約販売した“西胆振地域限定”ネ－ム入りオリジナルラベル（限定500

本）は、好評につき限定数を上回るご予約を承りました！ありがとうございま

す。ネ－ム入りオリジナルラベルのお引替えは、町の農産物直売所サムズにて

3月22日㈪～31日㈬となります。また、壮瞥町内（※参照）、丹波ワインのショ

ップ・web shopでご購入いただけます。1本1,500円（税抜）と手頃な価格ですので、ぜひ

お試しください。 

※壮瞥町内取扱店：Aマ－トそうべつ店、昭和新山熊牧場、セイコ－マ－トふじさわ、町

の農産物直売所サムズ、浜田観光果樹園、蟠渓温泉 湯人家、ペンションおおの

（通常ラベル取扱い：Aマ－トそうべつ店、セイコ－マ－ト、浜田観光果樹園）

◆丹波ワインweb shop https://www.tambawine.com/

先月9日に「令和2年度 地域おこし

協力隊 全道研修会」にオンラインで

参加しました。内容としては、地域おこし協力隊サポートデスクの方が（協力隊員から）

どんな問い合わせがあるか、その解決方法や対策などを講演。その後に現役とOBの地域お

こし協力隊から事例発表がありました。他の町の協力隊員がどんなことをしているかは、

インターネットやインスタグラムで検索すればすぐに分かります。ですが、どんな気持ち

（心構え）で活動しているかを、直接聞ける機会はあまり多くありません。地域や活動内

容は違いますが、そういう場は、同じ協力隊員だから共感できることで、問題解決に繋が

るとも感じました。（もちろん壮瞥町は前任の長友さんやコジマさんから直接話が聞ける

ので、有難い環境です！）着任して7ヵ月。今後は、現在の情報発信という業務を進行す

るだけでなく、2年後3年後の準備も意識して活動していきたいと感じました。

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

協力隊全道研修会に

参加しました

農業おこし協力隊　杉山　智美

STキャンベルロゼ　発売！
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所得税・町民税申告期限のお知らせ
壮瞥町では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、確定申告受付期間と

町民税の申告期限を次のとおり延長します。

延長後の申告受付期限：令和3年4月15日㈭
延長後の申告会場（3月16日㈫から）：役場税務会計課窓口

令和3年3月16日以降に税務署に直接提出された申告書の取り扱いについて

3月16日以降に、壮瞥町役場を経由せずに、直接税務署に確定申告書を提出した場合、

その内容を当初発送される令和３年度個人町道民税の納税通知書に反映できない可能性

があります。この場合、改めて変更通知を送付させていただくことになりますので、ご

了承ください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場税務会計課税務係（☎0142-66-2121）

【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）

令和２年度

壮瞥町空き家相談会を開催します
壮瞥町では、町内に空き家をお持ちの方や空き家となる予定の建物を管理・所有する方、

その他不動産のお悩みがある方を対象に無料相談会を開催します。

不動産に関するお悩みに、司法書士や宅地建物取引士、建築士など、専門の相談員がお

答えします。ぜひご参加ください。

相談内容の例

・将来空き家になりそう。どうしたらよいか相談したい。
・兄弟が多い。どうやって不動産の相続をすれば良いか？

・住宅の査定を行ってほしい。

日　時 令和３年3月16日㈫
9:00～15:00（一組3０分程度の個別相談）

会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖 2階研修室1・2
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止とさせ

ていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎事前予約のある方を優先します。下記のお問い合わせ先にお電話ください。

◎持参するもの【固定資産税の納税通知書、住宅の図面や写真】

◎手指消毒やパーテーション使用など、新型コロナウイルス感染予防対策を行い開催しま

す。当日はマスクを着用の上、ご参加ください。

無料
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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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国民年金からのお知らせ
～新成人の皆さんへ ― 20歳になったら国民年金～

【お問い合わせ先】室蘭年金事務所（☎0143-50-1004）

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなっ

たときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると

日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。

１．国民年金のポイント

■将来の大きな支えになります！

国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。

国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障

されます。

■老後のためだけのものではありません！

国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。

障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者

が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や

「子」）が受け取れます。

２．国民年金保険料のお支払い

■国民年金の保険料

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,540円です

（令和2年度）。

これらの保険料に加えて、毎月400円の保険料を納めることによって、将来の年金額を

多く受け取れる制度があります（付加年金）。

■「前納割引制度」があります！

保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでお得です。

■口座振替・クレジットカードでのお支払い

口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことがで

きます。さらに「早割（当月末納付）」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。

３．「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

■「学生納付特例制度」

学生の方は一般に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得

にかかわらず国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専

門学校、専修学校及び各種学校（修業年限1年以上である課程）、一部の海外大学の日本分

校に在学する方です。

■「納付猶予制度」

学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保

険料の納付が猶予される制度です。
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Kemijarvi(第二の故郷)

Moi！今回は壮瞥町の友好都市であり私の第二の故郷であるKemijarvi

（ケミヤルヴィ）市について書きたいと思います。Kemijarvi市はフィン
ランド北部、北極圏内に位置する人口7,000人くらいの小さな町です。
私は壮瞥中学校を卒業してからこの町の高校に進学し、10カ月ほどホ
ームステイをしてから、その後2年弱一人暮らしをしています。

映画館もショッピングモールもなく、「ここには何もない」と言って町を出て行く若者が
たくさんいます。でもこの町は私にとって大好きな人々、美し
い自然、思い出のつまった大好きな町です。高校を卒業したら、
ケミヤルヴィを離れることになります。ということはここにい
るのも残り3カ月ほど。通学路も、大好きなスーパーのパンコ
ーナーも、全部を目に焼きつけて、1日1日を大切に生きていき
たいと思います。

そして壮瞥とKemijarvi市の交流が今後も続いていくことを
願うばかりです。

日本から何千キロメートルも離れた遠い国に、いつでもふら
っと「ただいま～」と言って帰って来れる故郷ができたことを、
とてもしあわせに思います。

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 季節予報について

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

季節予報は、天気予報のような「明日は晴れるでしょう」「明日の最高気温は25℃です」といっ

た予報ではなく、「向こう1カ月間は曇りや雨の日が多い」のように、期間の大まかな天候や、「今

年の夏はいつもの夏よりも暑い」というような、平年からどれくらいずれる可能性が大きいか、な

どについて発表するものです。

季節予報は4種類あります。1カ月予報（毎週木曜日発表)、3カ月予報（毎月25日頃発表）は、向

こう1カ月間／3カ月間の平均

気温や降水量などの大まかな

傾向を予報します。また、暖

候期予報は2月にその年の夏

（6月～8月）について、寒候期

予報は9月にその年の冬（12月

～2月）についての平均気温や

降水量等の大まかな傾向を予

報します。

皆さんも衣替えや観光・レ

ジャーなどに季節予報を利用

してみてはいかがでしょうか。

・・

・・

・・

・・
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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つの市町の取り組みです。
さまざまな活動を通して、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　104　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）

①　北黄金貝塚 （伊達市）
②　有珠善光寺自然公園 （〃）
③　入江・高砂貝塚 （洞爺湖町）
④　インディアン水車・高岡ルート

（豊浦町）
⑤　カムイチャシ・文学碑公園 （〃）
⑥　礼文華山道とイザベラ・バードの

道ルート （〃）
⑦　秘境駅小幌～小幌洞窟ルート （〃）

まもなく完成！散策路マップ
第2・第3弾
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まもなく完成！散策路マップ
第2・第3弾

洞爺湖有珠山ジオパークだより

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会では、昨年4月に発行し
た「洞爺湖有珠山ジオパーク散策路マップ〈火山編〉」に続き、
現在〈歴史・文化編〉と〈森とまち歩き編〉（いずれも仮称）
の２種類を制作中です。

〈歴史・文化編〉では、「入江・高砂貝塚」（洞爺湖町）や
「礼文華山道とイザベラ・バードの道」（豊浦町）を始め、ジ
オパーク内の人間の歴史をたどるコースを紹介します。

〈森とまち歩き編〉では、伊達市街地の「歴史の杜アヤメ川

ルート」や、「そうべつ まち歩きルート」（壮瞥町）等、興味

と体力に合わせたコースを紹介予定です。

車窓からは見えない、すばらしい景色の散策路がたくさん
あるということも、洞爺湖有珠山ジオパークの特長です。
ぜひこのマップを手に、各散策路をお楽しみください。

マップは2021年4月から配布予定です。

火山編散策路マップも、日本語版と英語版が
発行されています

各コースの詳細が見やすい大きさ。
折るとＢ５サイズを縦半分にしたサイズに。

歴史・文化編
知りたい心を満たす。

①　みはらしの丘　空の道ルート
（伊達市）

②　歴史の杜アヤメ川ルート （〃）
③　オジロワシ長流川ルート （〃）
④　そうべつ まち歩きルート （壮瞥町）
⑤　鉄道跡湯けむりルート

（伊達市大滝区）
⑥　ノルディック森林浴ルート （〃）
⑦　三階滝  （〃）

森とまち歩き編
身近な自然を楽しむ。

散策路マップには、コースの距離や高低差も掲載しています。

体力にあわせて、散策をお楽しみください。
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壮瞥高校 J G A P
ジェーギャップ

認証を報告

1月19日㈫、壮瞥高校が農産物の適切な生産工程
を認める「JGAP」の認証を受けたことを、同校3
年生5名をはじめ、学校関係者らが壮瞥町役場に訪
れ、町長に報告しました。
壮瞥高校では昨年10月に東京の民間企業の審査

員が現地視察と書類を通して栽培、収穫、取り扱
いの各工程で定められる100以上の項目をチェック
し、同年12月12日に青果物（品目はメロンとミニ
トマト）を対象に認証を受けました。JGAPの認
証は壮瞥高校でも初めての取得です。本当におめ
でとうございます。

令和2年度 町政懇談会の中止について

令和2年度の町政懇談会は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び町民の皆さまの安
全確保の観点から開催を延期していましたが、現時点における胆振管内の感染状況も踏
まえ、開催を中止いたします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

阿野ミヱ子さん旭日単光章を受章

壮瞥町議会議員を長年にわたり務められ、地方
自治の進展に貢献されました阿野ミヱ子さんが

「旭日単光章」を受章されました。
阿野さんは、昭和62年、女性初の町議会議員と

して当選以来、4期16年在職され、町政発展のため
に尽力された功績が認められ今回の受章となりま
した。
受章おめでとうございます。

【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）
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令和2年度「通学定期運賃補助金交付申請書」
を提出された方は、下期分の補助金の交付手続き
の受付をいたしますので、次のとおり提出してく
ださい。（申請書は毎年提出が必要で、未提出の
方には補助金を交付できません。）なお、下期分
の補助金交付時期は4月中旬を予定しています。

定期券の写しも領収書もない場合は、補助金の
交付ができませんので、あらかじめご承知おきく
ださい。また、バスカードは補助の対象となりま
せんのでご注意ください。
提出期限／令和3年3月15日㈪
提出書類／
�実績報告書（第2号様式）

提出日までに購入した通学定期の領収書（コピ
ー、原本どちらでも可）または定期券の写しを貼
付し、必要事項を記入して押印の上ご提出くださ
い。
�請求書（第3号様式）

必要事項を記入し、押印の上ご提出ください
（請求額が分からない場合は空欄のまま提出して
いただいても構いません）。日付は記入しないで
ください。

申請者と口座名義人が異なる場合は委任状欄に
必要事項を記入してください。
※詳細は4月に送付した記入例をご参照ください。
※提出書類がお手元にない場合は企画財政課まで
ご連絡ください。
提出先／壮瞥町役場企画財政課企画広報係
その他／書類の修正をお願いする場合もあります
ので、来庁の際には印鑑をご持参ください。

【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）

町では、交通事故で傷害を受けた方の補償とし
て町民交通傷害保険事業を実施してきましたが、

引受損害保険会社が取り扱いを終了することにな
り、ほかに現行の保険事業を引き受けができる損
害保険会社がないことから、本年3月31日で町民
交通傷害保険を廃止することになりました。

このため、例年3月から行っていた次年度（令
和3年度）の保険の加入受付は行いませんのでご
了承ください。

長年にわたり、ご加入・ご協力いただきました
皆さまに深く感謝いたしますとともに、町民交通
傷害保険の廃止についてご理解くださいますよう
お願いいたします。

町民交通傷害保険に加入している方へ

令和3年3月31日までに交通事故で傷害を受けた
場合は、担当にご連絡ください。

事故の発生からその日を含めて30日以内に連絡
がない場合、保険金の全部か一部をお支払いでき
ないことがありますのでご注意ください。

令和3年3月31日までに発生した交通事故に対す
る保険金の請求期間は、事故発生日から3年以内
です。

【お問合せ先】

壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

北海道伊達高等学校閉校記念特別番組

「伊達高の歴史　そして未来の光たちへ」

同窓生のお話しを聞きながらこの3月で閉校す
る伊達高の長い歴史を振り返り、

4月開校の伊達開来高等学校の開校を祝う2時間
の特別番組を放送します。

ぜひ聴いてください。
日時／3月20日㈯ 12:00〜14:00
wi-radio／77.6MHz
FMびゅー／84.2MHz

【お問い合わせ先】

NPO法人だて観光協会（☎0142-25-2722）

通学定期運賃補助金のお知らせ
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町民交通傷害保険の終了について
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wi-radio 特別番組
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無料法律相談を開催しております
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くらしの無料相談会を開催します
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相談時間／10:30〜12:00（1人30分程度 3名まで） 
場所／地域交流センター山美湖 1階小会議室　予約／事前予約制（ただし、定員になり次第締め切り）
※相談日当日は、マスクの着用をお願いします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止になる場合があります。
【お申し込み・お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

無料法律相談を毎月実施しております。お困り事などありましたら、ぜひご利用ください。相談を
希望される方は、事前予約が必要となりますので、下記申込期限までに役場住民福祉課までお申し込
みください。

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3月26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）

令和3年3月11日㈭ 池田弁護士（池田翔一法律事務所） 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㈮

令和3年4月08日㈭ 奈良弁護士（奈良法律事務所） 令和3年4月02日㈮）

令和3年4月22日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和3年4月16日㈮

令和3年5月13日㈭ 阿部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年5月07日㈮

令和3年5月27日㈭ 増川弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年5月21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。

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。

3月07日㈰

3月14日㈰

3月20日㈯

3月21日㈰

3月28日㈰

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 0143-88-0809

なかむら歯科医院 伊達市長和町467-1 0142-23-2822

福田歯科医院 室蘭市輪西町2-8-2 0143-84-6480

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 0143-59-6464

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 0143-27-5420

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

3月歯科救急医療実施について
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�お子さまが安全にスマートフォンを

利用するために�

満18歳未満のお子様にスマートフォンなど、イ

ンターネット接続機器を利用させる場合、保護者
の方は次の点に十分注意してください。
適切にインターネットを利用する／

SNSを利用して子どもたちが言葉巧みに誘い出
され、事件やトラブルに巻き込まれる深刻な事件
が発生しています。インターネットに関する知識、
情報モラルやコミュニケーション能力を親子で身
につけ、正しく利用することが重要です。
家族のルールを作る／

長時間の利用によるネットの依存症も増加して
います。適切な生活習慣が身につけられるように、
お子さまと一緒に話し合い、それぞれご家庭のル
ールを作りましょう。「利用時間は9時まで」など、

ルールは具体的に決めることがポイントです。

フィルタリングなどを設定する／

「フィルタリング」は、知識が十分でないお子
さまが、不用意に違法・有害サイトにアクセスし
ないよう制限する機能です。子どもたちが事件・
事故に巻き込まれないように、スマートフォン等
には必ず「フィルタリング」を設定してください。

実際に起きたトラブル事例をもとに、予防法と
対策法を「インターネットトラブル事例集（2020

年版）」としてまとめましたので、ご活用くださ
い。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_t
susin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
(検索ワード：総務省インターネットトラブル事
例集)

【お問い合わせ先】

総務省北海道総合通信局情報通信部電気通信事業
課（☎011-709-2311(内線4704)）

保護者の皆さまへ
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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。

一般幹部候補生

（陸、海、空）

歯科、薬剤科

幹部候補生

一般曹候補生

自衛官候補生

予備自衛官補

お問い合わせ先

22歳以上26歳未満の者

専門の大卒の20歳以上
30歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

18歳以上34歳未満の者

〒050-0083 室蘭市東町2丁目21-12 石井ビル１階
防衛省自衛隊札幌地方協力本部　室蘭地域事務所（☎0143-44-9533）

令和3年3月1日㈪
〜4月28日㈬

令和3年3月1日㈪
〜5月11日㈫

令和3年4月1日㈭
〜5月21日㈮

令和3年1月6日㈬
〜4月9日㈮

令和3年5月8日㈯

令和3年5月21日㈮
〜5月30日㈰

※いずれか1日

令和3年5月28日㈮
〜5月30日㈰

※いずれか1日

令和3年4月17日㈯
〜4月21日㈬

※いずれか1日

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

自衛官募集
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【確定申告のお知らせ】

令和2年分の所得税・消費税の確定申告の相

談・申告書の受付は、期限が延長となり4月15日

㈭までとなります。今年は、新型コロナウイルス

感染症対策として、確定申告会場の混雑を緩和す

るため、会場への入場には「入場整理券」が必要

となります。入場整理券の配付状況・会場の混雑

状況により、申告・相談は来場された時間より後

の時間となる場合や後日の来場をお願いすること

があります。

入場整理券の配付方法／

①各確定申告会場で当日配付　②ＬＩＮＥで事前

発行

※入場整理券の電話での事前予約等は行っており

ません。

確定申告会場の開設時期／

令和3年2月16日㈫〜4月15日㈭9:00〜16:00

パソコン・スマホでの申告／

国税庁ホームページでは、パソコン・スマート

フォンなどから、所得税・消費税・贈与税の確定

申告書を作成し、e-Tax（電子申告）または印刷

して郵送で提出することができます。

感染症防止の観点から、多くの方が訪れる確定

申告会場ではなく、ぜひご自宅での申告書の作

成・提出をお願いします。申告書の作成や入場整

理券の配付方法などの詳細は、国税庁ホームペー

ジ「札幌国税局確定申告」と検索してください。

令和2年分確定申告の納期限／
・所得税及び復興特別所得税、贈与税

…4月15日㈭
・消費税及び地方消費税（個人事業者）

…4月15日㈭

※振替納税を利用する方（振替日）

・所得税及び復興特別所得税 …5月31日㈪
・消費税及び地方消費税（個人事業者）

…5月24日㈪

税務署の電話は、自動音声によりご案内してお
ります。「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）

税務署からのお知らせ

IN
FO
RM
AT
IO
N

3
MARCH

死亡事故ゼロ409日
―人身交通事故発生状況1月分―

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※1月末現在(  )は令和3年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和3年1月11日〜令和3年2月10日）

■人のうごき

■1月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,427人 （△ 2）
男 1,142人 （ 0）
女 1,285人 （△ 2）

世帯数 1,299戸 （ 1）
※1月末現在(　)は前月差

松浦千惠子さん（91才） 【橋口二】
南條　レイさん（91才） 【南久保内】
田中　昭一さん（85才） 【南久保内】
佐藤　睦子さん（87才） 【蟠渓】

◆お悔やみ申し上げます

西田　丈人くん　令和3年1月10日
【橋口一　耕太さん・夏未さん】

○お誕生おめでとう
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新春書き初め大会表彰式
例年1月に地域交流センター山美湖で開催しておりました新春書き初め大会は新型コロナ

ウイルス感染症予防のためセンターでの開催をとりやめ、自宅で書き初めを行う方法で開催

いたしました。今年度は小学生15名、中学生3名の計18名から作品の出展があり、1月22日㈮
に同センターで表彰式を開催しました。

また、出展作品を2月7日㈰まで同センターロビーに展示しました。

～特選受賞者～

毛利あさひさん（壮小1年）・大和春希くん（壮小2年）中村ゆりあさん（壮小3年）

兼平芽吹くん（壮小6年）・近藤由梨さん（壮中1年）・谷田乃々花さん（壮中2年）

表彰式の様子

展示の様子

毎年恒例の卓球連盟主催のピンポン大会をご案内します。初心者でも参加できます。

みんなでいい汗をかいて楽しく健康的な一日を過ごしましょう。

日　　時 令和3年3月27日㈯ 8:30集合

場　　所 壮瞥中学校体育館

参加対象 壮瞥町在住の小学生以上の方または壮瞥町に勤務している方

競技方法 ①団体戦 （４チームのリーグ戦）予定

②個人戦（ダブルスのトーナメント戦）

参 加 料 100円／人（ 中学生以下も同じ金額です。）

申　　込 下記の申し込み先に3月18日㈭までに電話等で申込みください。

壮瞥町役場：小林または東（☎0142-66-2121）までご連絡ください。

そ の 他 ①準備の都合により、当日の飛び入り参加はできませんのでご了承ください。

②午前中で終了のため、昼食はご用意していません。

③用具の無い方は事務局で貸し出しいたします。

壮瞥町地域交流センター
運営ボランティア実行委員を募集しています!
～山美湖で開催される芸術鑑賞事業を一緒に作っていきませんか～

山美湖大学 参加者大募集!!

壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会では、山美湖多目的ホールで開催す

る舞台芸術鑑賞事業を年間３～５本程度企画運営しています。

演劇やコンサート、映画鑑賞、文化公演等を自由な発想で企画立案しております。実行委

員会では一緒に活動していただける方を募集しています。

事業の企画立案だけではなく、役割分担して音響や照明、会場受付、場内整理などイベン

ト当日の運営を行っております。

有名なアーティストさんに会えたり、記念写真を撮ったり、コンサートの雰囲気を体験で

きます。

みんなで協力して舞台芸術鑑賞事業を作り上げていくことに、とてもやりがいがあります。

ぜひ、私達と一緒に活動してみませんか。随時募集しております。　

【お問い合わせ・お申し込み先】教育委員会内事務局担当　大内（☎0142-66-2131）

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】教育委員会生涯学習課 前川（☎0142-66-2131）

◆◆◆令和2年度活動写真（抜粋）◆◆◆

【卒業式】 【入学式】

●壮 瞥 小 学 校 ３月19日㈮ ４月７日㈬
●壮 瞥 中 学 校 ３月12日㈮ ４月７日㈬
●壮瞥高等学校 ３月01日㈪ ４月９日㈮

町内各小中高等学校  卒業式･入学式の日程
町内各学校の卒業式・入学式の日程をお知らせいたします。

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

第54回 町民親善ピンポン大会
参加者大募集! 初心者も大歓迎!

※新型コロナウイルス感染症対策のため保護者のみの参観となっておりますのでご了承願います。
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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

1月と2月に図書室内で展示企画を開催しました。
1月は紙芝居展で、可愛い節分の鬼と一緒に展示を

しました。紙芝居は、図書室で借りることができます。
ぜひ借りてみてはいかがでしょうか？

また、2月は断捨離展を開催し、実際に整理整頓し
たビフォーアフターの写真と共に、断捨離に関連する
本を展示しました。今月も見に来てくださいね♪

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月
の図書分室イベントは中止になります。

楽しみにお待ちいただいていた方には申し訳
ありませんが、ご了承いただきますようお願い
いたします。

3月イベント中止のお知らせ

★１～２月の展示企画★★図書分室のイベント★

「一般書」

『胆振・日高の昭和』『ね
ないこはわたし』『みがわ
り』『風よあらしよ』『暗
闇にレンズ』『スキマワラ
シ』『「グレート・ギャツ
ビー」を追え』『北海道の
トリセツ』『余り布で何作
る？』『ちえもん』『りん
語録』『きのうのオレンジ』
『孔丘』『アルルカンと道
化師』『ブラック・ショー
マンと名もなき町の殺人』
『ぼくの「自学ノート」』
『問いかけるアイヌ・アー
ト』『新・五代友厚伝』
『日本の絶景　超完全版』
『現代手芸考』

「児童図書」

『虫のしわざ図鑑』『信じ
られない現実のうんこ科
学図鑑』『おじいちゃんと
の最後の旅』

「幼児図書」

『王さまと九人のきょうだ
い』『つかまえた』『たか
らもののあなた』『タンタ
ンタンゴはパパふたり』
『おふろにいれて』『だれ
のパンツ？』『ふーってし
て』『ぱくぱく Sassyの
あかちゃんえほん』『しま
しまぐるぐる いっしょ
にあそぼ』『もいもいどこ
どこ？』『ふたりはいつも』
『ふたりはきょうも』
（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）

タイトル「東京美術“すぐわかる”シリーズ」

コロナ禍で最近芸術的な物に触れていな
い！美術館にも行けず！ならば、以前の美術館
図録を見直そうかと思った矢先、図書室に“す
ぐわかる”シリーズ、日本や西洋美術本が新し
く配架された（A5サイズで手に取りやすく、博物館、美術館
所蔵作品写真が数多く載せられている）
日本人の持つ感性（文化）や技術（伝統美）の素晴らしさ

に驚きと再発見もあり、穏やかに引き込まれ、心の美術館巡
りが出来た。本物を鑑賞できる日を願いながら、次は西
洋美術巡りをしよう！
一緒にいかがですか？（オススメ者 オーちゃん）

わたしのオススメ本

★★ ぴよちゃんカード達成 おめでとう!! ★★

R3・1/14達成 R3・1/19達成

まえだ えまちゃん まつもと めいかちゃん

上質インテリアの

ルール

マイホームプラス編

この本では、お部
屋をより素敵にレベ
ルアップするための
ヒントを部屋別に紹
介しています。様々
なスタイルの部屋が
多く紹介されている
ので、自分に合うイ
ンテリアがきっと見
つかるはず！

「何もない部屋」で

暮らしたい

ミニマルライフ研究会

必要最低限の物だ
けで暮らすミニマリ
ストという方達の部
屋を紹介している本
です。彼らは物を買
うのではなく買わな
いことで暮らしを充
実させます。読むと
断捨離がしたくなる
かもしれません…。

人生がときめく

片付けの魔法

近藤麻理恵

世界で活躍中の
「こんまり」こと、近
藤麻理恵がリバウン
ドなしのお片付けの
コツを伝授します！
そのコツとは、「とき
めくか、ときめかな
いか」？…詳しくは
本を読んでみましょ
う♪

春は別れと出会いの季節……

新しい一歩をふみだす子どもたちへ
～始まりと希望の絵本～

絵本週間展示　　　
3/3～3/31

1月 紙芝居展 2月 断捨離展

3月の展示 
インテリアの本インテリアの本

25回 25回

4月から1年生になる子どもたち

と、子どもたちのお父さんお母さん

へ向けて。今月は『始まりと希望』

をテーマにした絵本を展示します。

少しでも不安な気持ちが減って、

楽しい気持ちで学校へ行けますよう

に…！
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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３月号

携帯電話のショートメッセージ（SMSメール）で、電話会社を装って

・請求内容の確認を求める

・料金未納として連絡を求める

また、宅配業者を装って、

・不在通知で連絡を求める

などとして、連絡してきた人を

・フィッシングサイトに勧誘する

・詐欺の連絡先に電話をかけさせる

手口の詐欺が多発しています。

今年に入り壮瞥駐在所管内でも、すでに3件の相談がありました。

右記のようなメールは詐欺です！決して、指定されたサイトにアクセスしたり、指定された電話番

号に電話をしたりせずに、家族や警察に相談してください。

【少年の皆さんへ】
◆万引きは犯罪！

「見張りをする」、「命令をする」、「盗んだ物をもらう」全て犯罪！

◆ネットには危険がいっぱい！

犯罪に巻き込まれたり、知られたくない情報が流出するなどの危険性を

しっかり認識しましょう。

◆断る勇気！ストップ薬物！

誘われてもキッパリ断る勇気を！タバコもダメ、ゼッタイ！

【保護者の皆さんへ】
◆非行防止は家庭から！

忙しい中でも時間をやりくりし、子どもとしっかり関わる時間を作りましょう。

◆子どもの携帯電話にはフィルタリング設定を！

携帯ショップで簡単に設定できます。有害サイトをシャットアウト！

本年、第1回試験の受付が始まります！

北海道の治安を守るのは君だ！
◆第1回試験日程

受付期間／令和3年3月1日～4月2日

第1次試験／5月9日

第2次試験／6月上旬～6月下旬

◆関心のある方はぜひ

駐在所まで来てくだ

さい。疑問、質問に

お答えします。

受験資格等詳しい内

容は、道警ホームペー

ジで確認できます。

ショートメッセージに注意！

春休み・新学期における非行犯罪被害防止

北海道警察官募集!
～ゴミ焼きは犯罪です～

雪解けが進むと家の周りのゴミが気になりま

すが、そんな自宅から出たゴミや事業所から出

たゴミを焼却すると廃棄物の処理及び清掃に関

する法律違反となり、懲役もしくは罰金の処罰

を課せられる場合が

あります。

ゴミは、焼却する

ことなく、決められ

た手順を遵守のう

え、ゴミステーショ

ンに出すなどの処分

をしてください。

ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！



“その火事を　防ぐあなたに　金メダル”

救急出動件数 034件 （累計 34件）

火 災 件 数 00件 （累計 0件）

（　）内は令和3年1月1日からの累計

壮瞥支署救急出動件数･火災件数
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西胆振行政事務組合

マートフォンを使い、素早く119番通報をすること

ができるシステムです。

◇「NET119緊急通報システム」への登録方法

「NET119緊急通報システム」の利用には事前登録

が必要となります。申請方法等の詳細は「西胆振

行政事務組合消防本部ホームページ」または直接

消防本部へご確認ください。

なお、利用料は無料となっておりますが、携帯電

話の通信料が別途必要です。

◇ 緊急通報手順（スマートフォン使用の場合）

１　アプリを開く　　　　　

２　通報の種別

（救急・火事その他）

を選択

３　自宅または現在地を

選択

（GPS機能で現在地を

特定)

４　地図で現在地を確認

５　通報

除雪作業について
今年は例年よりも雪が降ることが多く、除雪の

機会が増えています。下記について注意しましょ

う。

◇雪下ろしの注意点

①安全な装備でおこなうようにしましょう。（ヘル

メットや命綱等で安全対策）

②はしごはしっかり固定し、昇降時は特に注意し

ましょう。

③作業は必ず2人以上で行うようにしましょう。

高所での作業は足場をしっかり確認し、滑らな

いように注意しましょう。

④軒下で作業する場合は屋根からの落雪に注意し

ましょう。

⑤作業時は携帯電話を身につけましょう。

⑥無理をせずこまめに休憩をとりましょう。

消防自動車や救急自動車の緊急走行について
消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、

消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務

を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関

に到着する必要があります。緊急自動車がより安

全、迅速に走行するためには、一般車両の協力が必

要不可欠です。

車やバイクを運転中に緊急自動車が接近してき

た場合には、進路を譲っていただき、スムーズな緊

急走行ができるようご協力お願いします。

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場

合の対応が次のように定められています。

○交差点またはその付近の場合

交差点を避け、かつ、道路の左側（一方通行とな

っている道路において、その左側に寄ることが緊

急自動車の走行を妨げることとなる場合は道路の

右側。）に寄って一時停止しなければならない。

○交差点またはその付近以外の場合

道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲ら

なければならない。

西胆振行政事務組合管内での
災害情報について
西胆振行政事務組合管内で発生した災害情報を、

あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに電子

メールで「火災や救助、住民生活に支障が生ずる自

然災害」の情報を配信しています。

登録方法の詳細については、西胆振行政事務組

合のホームページでご確認ください。

また、災害情報ダイヤル23-7171でも確認可能で

す。119番や消防本部、署所代表電話への問い合わ

せは災害対応中のため控えるようお願いします。

「NET119緊急通報システム」について
◇「NET119緊急通報システム」とは？

「NET119緊急通報システム」は、聴覚や言語に障

がいのある方が、自宅や外出先から携帯電話・ス

1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分1月分
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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

■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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令和3年度　春の胃・大腸・肺がんセット検診のお知らせ

受けなきゃ損!!

今年は、春の胃がん・大腸がん検診限定で、肺がん検診も一緒に受けられることになりました。昨年度、

胃がん・大腸がん検診を受けていない方はこの機会の受診がおすすめです。お申込みをお待ちしております。

● 検診は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策をとりながら行います。

● 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止になることもありますのでご了承ください。

※申し訳ありませんが、肺がん検診のみを希望の方は5月に結核・肺がん検診を予定していますのでそちら

をお申込みください。

※胃や腸の手術をした方、極度の便秘の方、妊娠中の方、体重110kg以上の方は町の胃がん検診を受けることが

できません。また、すでに肺がんと診断された方や、呼吸器科にて治療中や経過をみている方は町の肺がん検

診を受けることができません。

【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）

検 査 内 容

受診には予約が必要です 肺がん大腸がん胃がん

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

料金

受付

時間

※なお、大腸がん検診のみを受けられる方は上記の受付時間内に来ていただきます。

予約は必要ですが、時間の指定はいりません。問診と検体の確認をします。

検診の組み合わせは

自由です。

定員各6名程度です。

バリウムと発泡剤を飲み、レントゲンを撮ります。胃の形や粘膜の状態を確認します。

お送りする採便用の棒で便の表面をこすり取る簡単な検査です。
2日分の便を採取します。（便潜血検査です。）

肺のレントゲンを撮ります。

社会保険

国保・後期・生保

1,500円 1,100円 無料

500円 100円 無料

①0 6 : 3 0　　②0 7 : 0 0　
③0 7 : 3 0　　④0 8 : 0 0
⑤ 0 8 : 3 0　　⑥0 9 : 0 0
⑦ 0 9 : 3 0　　⑧1 0 : 0 0
⑨ 1 0 : 3 0　　⑩1 1 : 0 0

今回はなんと
3種類のがん検診が一緒に
受けられますよ!!

令和3年4月20日㈫ 壮瞥町保健センター
令和3年4月21日㈬ 農村環境改善センター

対　　象　30歳以上の町民の方

締　　切　4月12日㈪

実施日及び
実施場所



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。▼

3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

7 10
町議会予算審査
特別委員会
役場大会議室
10:00〜
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

14 15 19
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
壮瞥小学校卒業式
9:30〜
※新型コロナウイルス
感染症対策のため保
護者のみの参観とな
っておりますのでご
了承願います。

20
春分の日

9
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

8
町議会第一回定例会
役場大会議室
10:00〜

17
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

12
町議会第一回定例会
役場大会議室
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
壮瞥中学校卒業式
10:00〜
※新型コロナウイルス
感染症対策のため保
護者のみの参観とな
っておりますのでご
了承願います。

11
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p17

図書分室開放日
13:00〜16:00

18
図書分室開放日
13:00〜16:00

16
空き家相談会
山美湖2階　研修室1・2
9:00〜15:00　p10
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

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

収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ
週2回

古紙類 容器類
燃やせないごみ･大型ごみ 資　源　ご　み

02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

27日 03日
17日

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

621
献血
役場
10:00〜12:00
壮瞥高校卒業式
9:00〜
※新型コロナウイルス
感染症対策のため保
護者のみの参観とな
っておりますのでご
了承願います。

54
町議会第一回定例会
役場大会議室
10:00〜
図書分室開放日
13:00〜16:00

21 22 26
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
くらしの無料相談会
山美湖1階　小会議室
13:00〜15:30　p17

2724
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

25
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p17
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

23
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

28 29 4/2
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

4/331
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

4/1
図書分室開放日
13:00〜16:00

30
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

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日



かおりの教室　～春のアロマを楽しむ～
【①アロマ体験会】
　アロマの基本から活用法までお伝えします。あな
たが必要なかおりと意味もわかりますよ。
日時／３月19月（金）  10:00 ～ 11:30  先着 4名
料金／500円 （春のヘアスプレー作りは＋1,500円）
受付締切／ 3月 17日（水）　※要申し込み

【②春のアロマクラフト体験会】
　かおりグッズを作成しましょう
日時／ 3月 20日（土）　13:30 ~ 15:00 の間の
　　　お好きな時間
料金／以下全て1,000 円（2つ作成は 1,600 円）
　●アロマせっけん　●アロマ入浴剤（2個）
　●アロマスプレー　●アロマハンドジェル
受付締切／ 3月 15日（月）　※要申し込み

【①②共通】
会場／壮瞥町地域交流センター山美湖
対象／興味がある方はどなたさまでも
　　　（5才～ご高齢の方まで）

【お申し込み・お問い合わせ先】
松浦まで　（☎090-1522-7840）
メール：aromacosme2016@gmail.com

おしらせそうべつと広報そうべつの
情報集約について
　「おしらせそうべつ」は、広報そうべつの発行にあわ
せて、別刷りで地域の行事や利用できる制度、施設の利
用、求人情報等を発信してまいりました。
　しかしながら、伝える情報は広報本誌の「おしらせ
information」と重複することから、情報が分散し分か
りにくいという課題もありました。
　このため、広報4月号から「おしらせそうべつ」の発
行を終了し、広報本誌の「おしらせ information」に集
約することといたします。
　これまで「おしらせそうべつ」をご愛読いただき、感
謝いたします。町では、広報そうべつ、町のホームペー
ジなどを通じて、今後も町民の皆さまにより分かりや
すい情報発信に努めていく考えです。
　ご理解とご協力をお願いいたします。
【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）

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ
令和3年度保険料率改定について
　令和3年 3月分（4月納付分）から、健康保険料率は
10.45%（＋0.04 ポイント）、介護保険料率は1.80%
（＋0.01 ポイント）となります。健康保険料率及び介護
保険料率の引き上げに、何卒ご理解をいただきますよ
う、お願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
全国健康保険協会 (協会けんぽ )北海道支部
（☎011-726-0352(代表 )）

3月の子育て支援センターげんき
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月5日
（金）まで、子育て支援センターを閉鎖いたします。
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更もあり
　ますので、その際はご連絡をさせていただきます。
開放日／ 9 日（火）、12日（金）、16日（火）、19日（金）、
　　　　23日（火）、26日（金）、30日（火）
育児サークル／中止とさせていただきます。
センターをご利用の際は、次のことにご協力ください。
　○親子で検温をしてから来園しましょう。
　○次の症状がある方は、ご利用をお控えください。
　　・発熱している、または咳をしている。
　　・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
　○保護者の方も、マスクの着用にご協力ください。
　○センター玄関にて、手、指の消毒にご協力ください。
　○うがい、手洗いにご協力ください。
　○センター内では、なるべく密接を避けてお過ごしください。
　※当面の間、壮瞥町在住の親子限定とさせていただきます。
　※水分補給のため、お茶または水をお持ちください。
　※不明なことがありましたらお問い合わせください。

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

町営住宅募集情報
　3月は、町営住宅の募集はありません。
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場建設課建築住宅係 （☎0142-66-2121）

2 0 2 0 年 5 月 30 日号20 2 1 年 3 月 1 日号

みんなの掲示板コーナーについて
　町民の皆さんなどが主催する催し物のお知らせや会員
募集等の掲載をご希望の方は下記までご連絡ください。
（4月からは広報そうべつの本誌に掲載します）
【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）
メール／ kikaku@town.sobetsu.lg.jp


