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●新商品開発・販路開拓支援補助金（商工観光課）

【事業費1,200千円（道支出金600千円、一般財源600千円）】

特産品開発を支援し、イベント等での商品紹介や販売機会の拡大を図る取組に対し、補助金

を交付します。

●洞爺湖園地管理事業（商工観光課）

【事業費6,772千円（国庫支出金1,650千円、一般財源2,154千円、その他2,968千円）】

洞爺湖園地船揚施設の環境整備やマナー向上のための看板設置、湖上巡視等適正利用の啓発

を行います。

◎蟠渓地区温泉管移設工事（産業振興課）

【事業費22,000千円（その他財源補償費11,800千円、その他財源基金繰入10,200千円）】

国が実施する国道453号（蟠渓道路）改良工事に伴う、国道敷地内を横断する温泉管の移設

工事を行います。

2　笑顔あふれる暮らしのまち
子どもたちは「地域の宝」。教育・子育て・生きがいづくりは将来への投資です。

◎スポーツによる地域活性化推進事業（生涯学習課）

【事業費5,067千円（国庫支出金4,917千円、一般財源150千円）】

令和2年度に設立されたそうべつアウトドアネットワークによる壮瞥町の自然環境や町内施

設を活用したアウトドアの普及・推進を図る事業です。令和3年度も町民向けのアウトドア体

験会やスポーツイベントなどを開催します。

●不妊治療費助成事業（住民福祉課）

【事業費1,000千円（一般財源1,000千円）】

妊娠を望んでいる方の経済的負担を支援するため、不妊治療にかかる診療費用を助成します。

診療内容などにより対象要件や助成額などが異なりますので、ご利用を希望の方は、まずは保

健センターにご相談ください。
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1　元気な産業のまち
本町が有する特色を生かした、地域産業力を向上させる取組を着実に推進します。

●仲洞爺野営場管理棟・公衆便所建替工事（総務課）

【事業費45,530千円（国庫支出金12,700千円、

道支出金16,000千円、地方債16,000千円、

一般財源830千円）】

近年、人気が高くなっている仲洞爺野営

場の利用環境の向上を図るため、老朽化し

た管理棟と公衆便所の建て替えを行います

（管理棟については令和2年度からの繰越事

業です。公衆便所については、道補助金の

交付額によっては、施工を次年度に遅らせ

る可能性があります）。

●産地パワーアップ事業（産業振興課）

【事業費67,000千円（道支出金67,000千円）】

地域の営農戦略に基づき、農業者等が高収益な作物や栽培体系への転換等に必要な機械のリ

ース導入等の取組を支援します。

●農業研修シェアハウス運営事業（産業振興課）

【事業費1,057千円（一般財源337千円、使用料720千円）】

町内での就農をめざし、移住してくる方の農業研修期間の住居支援として、農業研修シェア

ハウスを運営し、農業担い手の育成・確保を図ります。

●新規就農支援対策事業（産業振興課）

【事業費4,839千円（道支出金1,500千円、一般財源3,339千円）】

次代を担う経営感覚に優れた担い手を育成・確保するため、新規就農者や就農後継者に就農

研修資金の貸付をはじめ、農地取得や機械・施設導入費の一部を助成するほか、農の雇用事業

（国）実施後の農業法人等の雇用継続の取組を支援します。

●堆肥センター運営事業（産業振興課）

【事業費22,399千円（一般財源13,399千円、財産収入9,000千円）】

土づくりを通じて、生産性の向上や付加価値の高い農業生産体制を構築するため、堆肥セン

ターを運営し、良質堆肥の安定生産を図ります。

令和3年度の主要事業のご紹介令和3年度の主要事業のご紹介
◎：新規事業　●：継続事業

現在の仲洞爺野営場公衆便所



3　希望に満ちた安全のまち
前回の噴火から20年を迎え、繰り返す噴火災害を念頭に置いた安全対策を進めます。

●防災体制の維持強化事業（総務課）

【事業費10,176千円（国庫支出金800千円、道支出金1,200千円、地方債3,200千円、

一般財源4,976千円）】

町では毎年、災害に備えて防災・避難体制の充実強化を図っています。本年度は避難所用食

料品の拡充、避難所の看板の更新などのほか、火山活動や土砂災害、河川氾らんなどの様々な

災害の危険性がわかるような町内マップを作成し、全戸に配布する予定です。

●町道滝之町中島１号線道路改良舗装工事

（建設課）

【事業費190,300千円（国庫支出金94,594千円、

地方債95,700千円、一般財源6千円）】

昨年度までに町道紫明苑線の交差点から久保

内方向に約330ｍと、町道星野線との交差点改良

工事が完了しています。今年度も引き続き、国

の交付金の配分額に合わせた事業規模で整備を

進める予定です。

●町道橋梁補修等工事（建設課）　

【事業費51,557千円（国庫支出金30,160千円、

地方債21,300千円、一般財源97千円）】

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化した

橋梁を補修しています。今年度は久保内のレル

コマベツ川に架かる駒別橋車道部の補修工事と

歩道部の撤去工事を実施します。

●公営住宅等屋上防水改修・外壁塗装工事

（建設課）

【事業費34,500千円（国庫支出金14,580千円、

地方債17,800千円、一般財源2,120千円）】

公営住宅等長寿命化計画に基づき、しらかば

団地2号棟と4号棟の長寿命化改善工事（屋上の

防水改修と外壁の塗装）を実施します。3号棟は

来年度に実施する予定です。
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●緊急風しん抗体検査事業（住民福祉課）

【事業費826千円（国庫支出金315千円、一般財源511千円）】

子どもの頃に風しんの予防接種の機会がなかったために、特に感染の危険性が高いとされる

41歳から58歳の男性を対象に、国の補助金を活用して、免疫の有無を調べる抗体検査とワクチ

ン接種費用を無料化する事業を令和元年度から3年間実施しています。対象者には個別に通知

します。

●福祉灯油購入助成事業（住民福祉課）

【事業費2,000千円（道支出金500千円、一般財源1,500千円）】

町では、低所得者世帯等を対象とした冬期間の燃料費を助成しています。本年度の対象要件

や助成額などについては、今後の灯油価格の推移などをみながら、11月から12月ごろに決定し、

広報等であらためてご案内します。

●産後ケア事業（住民福祉課）

【事業費426千円（国庫支出金211千円、一般財源112千円、その他103千円）】

出産後1年未満の母親と乳児で、母親の体調回復や育児不安等にて支援が必要な方に対し、

近隣の医療機関や相談所等を利用するための費用を助成します。利用方法については子育て世

代包括支援センターにご相談ください。

◎子育て応援祝金事業（住民福祉課）

【事業費4,645千円（一般財源4,645千円）】

新生児と小・中・高等学校に就学するお子さんに対する“お祝い”の気持ちを込めて、「祝

金」と「壮瞥町商工会商品券」を贈呈します。

助成内容／出産祝金～1人あたり現金50千円、商品券50千円

就学祝金～1人あたり現金25千円、商品券25千円

◎子育て応援ごみ袋配布事業（住民福祉課）

【事業費135千円（一般財源135千円）】

子どものおむつ等、排出されるごみの量が多くなる0～2歳児のお子さんがいるご家庭の経済

負担を軽減するため、可燃用20リットルのごみ袋を年間120枚配布します。

●子ども医療費助成事業（住民福祉課）　（旧：乳幼児医療費助成事業）

【事業費7,810千円（道支出金1,295千円、地方債5,000千円、一般財源1,465千円、

その他50千円）】

子育て世帯を支援するため、中学生までの入院・通院にかかる保険適用の医療費を全額助成

してきましたが、令和3年8月より、対象を『高校生』まで拡大します。

対象医療費／保険適用となる医療費

助成方法／役場から発行された受給者証を医療機関の窓口で提示することにより、保険診療の

自己負担が0円となります。道外の医療機関を受診し、窓口で自己負担額を支払っ

た場合等には、領収証を住民福祉課にご提出ください。
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●国道453号水道施設移設工事（建設課）　

【事業費22,990千円（地方債7,100千円、補償費15,834千円、一般財源56千円）】

蟠渓市街地の国道453号の改良工事にあわせて、道路工事の支障となる水道管の移設工事を

実施します。

●電気機械計装設備更新工事（建設課）　

【事業費82,005千円（国庫支出金16,865千円、地方債65,100千円、一般財源40千円）】

簡易水道施設の滝之町第2浄水場と仲洞爺第1浄水場の動力、計装、テレメーター盤の更新工

事と仲洞爺第1浄水場では発電機の更新工事もあわせて実施します。

●集落排水処理施設屋根葺替・外壁塗装工事（建設課）

【事業費16,000千円（地方債16,000千円）】

仲洞爺集落排水処理施設の屋根葺替と外壁の塗装工事を実施します。

●国道453号（蟠渓道路）整備事業

【国が実施】

蟠渓市街地の約800ｍの改良工事と長流川の橋梁工事及び地すべり対策工事を実施する予定

です。

●道道滝之町伊達線道路整備事業（立香～伊達市志門気）

【北海道が実施】

橋梁工事と土工を継続して実施する予定です。

4　未来へつなぐ明るいまち
情報発信とネットワークを強化して、移住定住と

関係人口の拡大に取り組みます。

●タウンプロモーション（企画財政課）

【事業費4,166千円（一般財源4,166千円）】

町の情報発信強化やイメージアップなどを目的と

して、ホームページの拡充やブランドアイデンティ

ティ（以下、「BI」）を活用したプロモーション活動を行います。

タウンプロモーションとして、本年度は次の事業を予定しています。

ア）移住フェアへの出展

イ）「そうきたか！そうべつひろめ隊」によるプロモーション活動

ウ）ホームページの運営・拡充

●持ち家住宅取得奨励交付金（企画財政課）

【事業費1,200千円（一般財源1,200千円）】

住宅を新築、または中古住宅を購入し、町内に5年以上居住する方を対象に、町から取得費

用の一部を助成する制度です。

●空き家改修・整理補助金（企画財政課）

【事業費300千円（一般財源300千円）】

町内に空き家を所有している方が、その家を売却する際の不要物の整理や、改修を行う際に、

町からその費用の一部を助成する制度です。

●地域おこし協力隊事業（企画財政課）

【事業費34,675千円（一般財源34,675千円 ※特別交付税措置あり）】

将来的な起業と定住を視野に、町の情報発信などを担う新たな人材として活躍する「地域お

こし協力隊員」を7名雇用します。

◎移住体験施設の整備（企画財政課）

【事業費1,178円（一般財源1,178千円）】

町内への移住希望者に壮瞥町での生活を体験してもらい、将来的な定住を視野に、定住人

口・交流人口・関係人口を増加させ、人口減少の抑制を図ります。

指定管理者が変わりました
「森と木の里センター」「農村環境改善センター」「久保内ふれあいセンター」「ゆーあい

の家」「壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館」「壮瞥町パークゴルフ場」6施設については、

令和3年4月1日から特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブが指定管理者になりま

したのでお知らせします。引き続きのご利用をお待ちしております。

新指定管理者：特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブ

〒052-0101　有珠郡壮瞥町字滝之町294-2

壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館内

TEL 0142-66-2201

FAX 0142-66-2229

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課財産管理係（☎0142-66-2121）
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プレミアム付商品券事業(第2弾)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済の低迷が長期化していることから、

町内の消費の喚起や施設の利用促進、農産物等の消費拡大を図り、地域経済を活性化す

るため、昨年実施して好評を頂きましたプレミアム付商品券(第2弾)を発売します。

■発売期間・利用期間

6月2日㈬～9月30日㈭まで

■利用可能な施設

プレミアム商品券事業協賛店舗（町ホームページに掲載するほか、商品券セットに

使用可能協賛店リストを添付します。）

■実施主体　壮瞥町商工会

□町民向けプレミアム商品券

5,000円で10,000円分（プレミア率100％）

商工サービス用500円×10枚・農産品用500円×10枚の合計20枚セット

・購入方法

事前に各世帯に郵送される申請書と引き換えに伊達信用金庫壮瞥支店にて各世帯

1セット購入可能です。

また、次のとおり、プレミアム商品券の出張販売を実施します。

6月3日㈭及び6月8日㈫
蟠渓ふれあいセンター 09:30～10:30

幸内会館 11:00～12:00

青少年会館 14:00～15:00

6月4日㈮及び6月9日㈬
仲洞爺公民館 09:30～10:30

壮瞥温泉団地集会所 11:00～12:00

□町外向けプレミアム商品券

5,000円で7,500円分（プレミア率50％）

商工サービス用500円×8枚・農産品用500円×7枚の合計15枚セット

・購入方法

伊達信用金庫本店・虻田支店・洞爺温泉支店・豊浦出張所・壮瞥支店にて信金各店舗

に備え付けてある申請書に記入すれば購入可能です。セット数制限はありません。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）

新型コロナウイルス感染症対策事業〈経済対策〉のお知らせ
町では、長期化する新型コロナウイルス感染症の経済対策として、国からの地方創生臨時

交付金を活用し、次の事業を実施します。

町では、壮瞥町において新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方を

対象とした「壮瞥町起業化促進事業」について、次のとおり募集します。

■対象者

町長が認定した起業化計画を実行する個人、団体及び中小企業者

ただし、新規の事業活動開始後3年を経過していない方

※本奨励金の交付を受けるにあたり、起業化計画を作成、提出をいただき審査委員会

で審査を行います。

■奨励金の額

補助率：補助対象経費の1/2以内

補助額：上限額100万円

■対象経費

工事請負費：建物等の建築・改修費（造成・整地は除く）

財産購入費：1品20万円以上の機械・器具・事業専用車両購入費

※事業専用車両とは商工業専用の設備を有した特殊な車両とし、専ら日

常生活用と思われる車両は対象外です。

委託料：工事設計費

■募集期間：5月6日㈭～5月31日㈪
※予算の範囲内において残額がある場合は継続して募集します。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（0142-66-4200）

福祉商品券について
在宅で生活する非課税等の世帯の方に、商品券を支給することにより、経済的負担を

軽減し、かつ町内経済の活性化を図ることを目的として福祉商品券を助成します。

対象世帯は壮瞥町に住所のある方で、令和2年11月1日現在、次のいずれかに該当する

世帯であって、世帯全員が令和2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、社会福祉施設等の入居者、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又は同居する世帯

ア　身体障害者手帳1級または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世帯あたりの支給商品券額は、商工・サービス用500円×5枚、農産品用500円×5枚

の合計5,000円です。支給については申請受理後、審査を行い支給の可否について決定

します。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）

壮瞥町起業化促進補助金の募集



― 11 ―― 10 ―

ビジット昭和新山キャンペーン事業
長期化する新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に対応するため、昭和

新山園地駐車代金支払い車両に対し地域限定商品券500円の配布を行うほか、ジオツア

ーを実施して誘客を図ります。

■実施主体

NPO法人そうべつ観光協会

■実施期間・商品券の有効期間

5月20日㈭～8月10日㈫まで

（地域限定商品券についてはなくなり次第、配布を終了します。）

■地域限定商品券の利用可能な施設

そうべつ観光協会ホームページでお知らせするほか、地域限定商品券記載の二次元

バーコードから閲覧可能になっています。

■ジオツアー

普段は予約制のガイド付きジオツアーが予約なしで体験できます（いずれも１回ご

と出発時間の10分前に受け付け締め切り。先着20名までとなります）。

6月5日㈯～7月4日㈰の毎週土日

A 有珠山ジオツアー　1時間15分所要

ロープウェイに乗船、洞爺湖展望台や銀沼火口の遠望を楽しみ、有珠山の噴火の歴

史について解説を受けながら学べます。

参 加 料 有珠山ロープウェイ乗船料　大人1,800円

出発時間　①10:45発　　②13:00発

集合場所　有珠山ロープウェイ乗り場前

B 昭和新山フィールドツアー

昭和新山の生成や、その保存に奔走した三松正夫元壮瞥郵便局長の残した観察記

録・中腹の火口跡を散策します。参加には運動靴など軽登山装備が必要です。

参 加 料　三松正夫記念館入館料　大人250円

出発時間　①9:00発　　②14:30発

集合場所　壱番館売店前西側広場

【お問い合わせ先】NPO法人そうべつ観光協会（☎0142-66-2750）

特産品開発支援事業補助金の募集
個人や団体でも活用できる補助金で、みなさんの特産品開発にかけるチャレンジを応

援します。

■補助要件

(1)補助対象者

町内に事業所の所在地を有する法人、その他団体または町内に住所を有する個人で、

以下の全てに該当する方。

①壮瞥町で農林水産業または商工業の事業を行っている方または新規に行う方

②同一年度内にこの補助制度を使用していない方

(2)補助率

補助対象経費の1/2以内

(3)補助金額

上限100万円

■補助対象経費

(1)特産品開発推進事業

①特産品開発に向けた人材育成に要する経費

（例：研修会講師謝金、研修会参加負担金、資料購入費等）

②コンクール及び試食会、各種イベントへの参加に要する経費

（例：原材料費、副資材購入費、イベント参加費等）

(2)特産品開発実施事業

①特産品及びそのデザインの開発、改良に要する経費

（例：デザイン開発料、広告宣伝費、成分分析費等）

②特産品の流通及び販路開拓に要する経費

（例：機器のレンタルリース料、技術コンサルタント委託料等）

■募集期間：5月6日㈭～5月31日㈪

※予算の範囲内において残額がある場合は継続して募集します。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）

そのほか、例年実施している特産品開発に対する支援策もありますので、ご利用ください。
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壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金

壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金

住宅新築で最大100万円!
中古住宅購入で最大50万円!など

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

１　対 象 者 町内に空き家を所有している方（町税の滞納がない等の条件あり）

２　要　　件 不動産事業者と媒介委任契約（または第三者と売買契約）して、空き家を売却（または賃貸）す

る際の不要物（廃棄家具等）の整理や必要最低限の改修費等に

対する助成制度

３　助 成 額 整理、改修等に要する経費の2/3以内（上限30万円、下限3万円）

４　手 続 き 契約前／事前に利用申込書提出（添付書類：見積書の写し・税

調査同意書・誓約書）

整理・改修後１カ月以内／交付申請書提出（領収証の写し、実施前後の写真、媒介委

任契約書の写しまたは所有権移転が確認できる書類）

【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）

１　対 象 者 町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住されている方、リフォーム後3年以上居住する方

２　対象事業 増改築、バリアフリー化、壁の張替、屋根・壁の塗装、床暖房工事、トイレ・洗面所・浴槽の改

修、サッシの取替、給湯器の設置、アスファルト舗装　など　

※他の補助金・補償・保険などの対象工事は対象外

３　助 成 額 工事費用が 20万円以上30万円未満 → 04万円分の商品券

〃　　 30万円以上40万円未満 → 06万円分の商品券

〃　　 40万円以上50万円未満 → 08万円分の商品券

〃　　 50万円以上 → 10万円の商品券

４　施工業者 本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施工

業者として登録している業者

５　手 続 き 商工会または施工業者に備え付けの申請書に必要事項を記載し商工会へ申請して

ください。

※申請は１申請者、１年１回まで

※添付書類：工事見積書、施工前写真、納税証明書（町税の滞納がないこと）

【お問い合わせ先】壮瞥町商工会（☎0142-66-2151）

１　対 象 者 町税滞納がなく、5年以上居住することを確約する方

２　要　　件 50㎡以上の独立した住宅の新築、購入（中古含む）　

※ただし、移転補償・保険適用は除く

３　助 成 額 取得費の1/10以内

新築・建替　上限70万円（町内業者施工の場合は30万円分の商品券を追加）

中 古 購 入　上限50万円（※３親等以内からの購入は対象外）

４　手 続 き 契約前／利用申込書提出（添付書類：税調査同意書・見積書・平面図・定

住誓約書）

転居または登記後１カ月以内／交付申請書提出（添付書類：住民票・登記簿謄本・契

約書・領収書）

【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）

住宅の新築や
中古住宅の購
入に使える町
の補助金です。

所有する空き家を第三者

に売りたい、貸したい方

が活用できます。

住宅のリフォームに活用で
きます。
施工は町内業者限定です。
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（ハチ駆除担当）（☎0142-66-2121）

ハチの巣の駆除について
町では、スズメバチなどの人に危害を及ぼすハチの早期発見や駆除を促進して町民の安全確保を図るた

め、ハチの巣の駆除業務を専門業者に委託しております。

民有地に発生したスズメバチの巣の駆除は土地の所有者または管理者がすることとなります。ハチの巣

の駆除を依頼したいときは、町の委託契約業者へ直接ご連絡ください。

駆除費用について
公共施設以外の個人が所有している土地や建物に関しては、巣の大きさに関わらず一律、町民の皆さん

に（4,000円税別）を負担していただきます。

ハチ駆除契約業者（令和3年度）

その他の場所（公共施設・用地）に巣がある場合

★利用の方法

業者により蜂の巣を駆除します。

駆除の前に、町民の皆さんの負担額（4,000円＋消費税）を直接、指定業者に支払ってい

ただきます。ただし、駆除から２週間以内に同じ箇所に巣ができた場合の駆除は負担額

(2,000円＋消費税)となります。

町の契約業者へ直接電話にて駆除を依頼して、駆除の日程や蜂の巣の場所など打ち合わせ

いただきます。①

②

③

㈱出田建設（☎0142-66-6011）

≪受付時間等≫

月曜から金曜日9:00～17:00　　担当者　山本（☎070-1312-1292）

※土日及び祝祭日は受付できません。また都合により即日対応できない場合がございます。

壮瞥町役場住民福祉課　 ☎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。
皆さま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。

Jアラートの情報伝達訓練を行います
令和3年5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。

※緊急放送試験のため戸別受信機の音量が自動的に最大になります。
※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星等を通じて瞬時にお�
伝えするシステムです。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）
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壮瞥町子育て世代包括支援センターを
開設しました

どんなお悩みも、
まずはご相談ください

妊娠中から子育て中の
お母さん・お父さん

例えばこんな悩みはありませんか？

妊娠中

・初めての妊娠で不安…
・妊娠中は、どう過ごせばいいの？
・出産に必要な物って？
・里帰り出産したいけど、どうした

らいいの？
・赤ちゃんって、どうやっ

てお風呂に入れる
の？

子育て中

・母乳やミルクは足りている？
・ちゃんと体重は増えている？
・予防接種の受け方がわからない
・トイレットトレーニングって？
・イライラしてしまう
・涙が止まらない
・ママ友がほしい
・うちの子、言葉が遅い？

壮瞥町では、妊娠中から子育て中のお母さん・お父さんが安心して生
活していただけるよう、妊娠・出産・子育てについての様々な悩みにつ
いて相談に乗ります。お気軽にご相談ください。

開設場所：〒052-0101
壮瞥町滝之町284番地2　壮瞥町保健センター内

開設時間：月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く）8:45～17:30

【お問い合わせ先】壮瞥町子育て世代包括支援センター（事務所保健センター内）

☎0142-66-2340
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後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
■均等割の軽減割合が見直しされました
●保険料均等割の軽減割合が、次のとおり見直しされました。

【令和2年度】

■保険料の計算方法（令和3年度）
●保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する
「所得割額」の合計で計算します。

【令和3年度】

【お問い合わせ先】

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目

国保会館6階　☎011-290-5601

壮瞥町役場住民福祉課住民係

☎0142-66-2121

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※所得とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたも

のです。

※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

・給与等の収入金額が55万円を超える方

・公的年金の収入金額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える方

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
～制度の見直しについて～
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●●●●●●新人職員紹介

町道関内蟠渓線の通行規制の
一部解除について

弁景地区から蟠渓地区を結ぶ町道関内蟠渓線は、地すべりの影響により通行止めとしてお

りますが、昨年同様、一部区間に信号機を設置し片側交互通行として通行可能となります。

安全確保のため、ご不便をおかけしますが、信号機の指示に従い通行をお願いします。

なお、大雨による災害の恐れや異常が観測された場合等は予告なく通行止めとする場合が

ありますので、あらかじめご承知おきください。

通行可能期間　令和3年5月17日㈪午前9時～11月末予定（冬期間通行止め）
※片側通行は、専門業者による現地調査を実施し安全が確認された場合に行いますので、

状況により開始日及び期間を変更する場合があります。

市田
いちだ

喜芳
きよし

（企画財政課）

4月から北海道庁からの派遣で、壮瞥町で勤務させていただくこと

となりました市田と申します。

町民の皆様のお役に立てるよう、これまでの経験を活かしながら、

精一杯尽力させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

中村
なかむら

好花
このか

（住民福祉課）

今年度より壮瞥町役場で勤務させていただくことになりました中

村と申します。

町民の皆様から信頼されるような職員になれるように努力します。

皆様のお役に立てるよう精一杯頑張っていきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

高田
たかだ

青空
そ ら

（建設課）

今年度より壮瞥町役場で勤務させていただくことになりました高

田青空と申します。

建物の知識など知らないことが多いのですが、公営住宅に住んで

いらっしゃる皆様が安心して暮らしていけるように、全力で仕事に

取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。
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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！

こんにちは。地域おこし協力隊の杉山です。

2月中旬の雪がまだ残る寒い中、自然農業社

様では、ビニ―ルハウス内にて、有機栽培たまねぎの播種（種蒔き）作

業がスタ―トしました。畑に植えられる前のたまねぎは、「育苗マット」と呼ばれる容器で栽

培されます。播種工程は、ほぼ機械化されていますが、こちらでは手作業で行っています。

育苗マットの小さな窪みの一つ一つに、育苗専用の土を詰め、小さな種を一粒ずつ乗せていき

ます。

育苗マット1枚288マス。ビニ―ルハウス1棟に600枚ほどの育苗マットが並びます。種を植え

たら、もみ殻くん炭をかけ、育苗マットを並べ水をまいてシルバ―のシ―トをかけて保温＆保

湿します。芽が出てから畑に移植されるまで、ハウス内にて苗の管理作業が続きます。気温の

上昇と共に、グングンと成長する苗の様子を見るのが楽しみのひとつです。玉ねぎの成長を見

守りながら、収穫までの過程をじっくり見ていきたいと思います。

ほぼ毎日、地域おこし協力隊がメインで

アップしているインスタグラムですが、間

もなくフォロワーが1000人に達しようとしています！！フォローしてい

ただいている町民のみなさまには、感謝の気持ちでいっぱいです！いつも「いいね」やコメン

ト、ありがとうございます。

私が着任した昨年8月はフォロワーが500人未満でしたが、この約8ヵ月で倍に増えました。

フォロワーの約半分は北海道の方。半分は県外、その約1割が関東にお住いの方です。インス

タを通して壮瞥町の情報を見てもらう、興味を持ってもらうことは、確実に「関係人口」に繋

がっています。当たり前にあるものでも、都会の方から見れば新鮮に映ります。それは私が東

京に住んでいたから分かる・感じることです。今は壮瞥町の魅力を発信して、“種まき”する

時期だと考えています。春頃からはYouTubeの更新頻度も増やそうと考えているので、どうぞ

お楽しみに！

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

インスタグラム、

間もなくフォロワー1000人!!

農業おこし協力隊　杉山　智美

有機栽培玉ねぎの

播種（種蒔き）作業



― 18 ―

新型コロナウイルス感染症情報
全国的な新型コロナウイルス感染症拡大が見られる中、道内においても感染、重症化しや

すいとされる変異株による感染が増加しています。これから大型連休を迎え、人の移動が

多くなるシーズンですので、今まで以上に感染を防ぐ行動の徹底が必要です。

大型連休に向けた感染予防対策
（4月17日(土)～5月14日(金)まで）

感染予防のための行動をとりましょう！

基本行動 ＝ 手洗い、マスク着用、人との距離を取る（密回避）

・感染リスクを回避できない場合には、札幌市や
「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」を
実施している都府県との不要不急の往来を控える

・大人数での会食が避けられない場合は、
旅行は控える、または延期を検討する

・「外出」、「飲食」、「職場」の３つの場面における
感染防止行動を徹底する

・花見の場面では、混雑する場所を避け、
飲食を伴う宴会を控える

基本の感染予防行動は、続けましょう！

札 幌

×××××××××××××××××

【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）

①

②

・体調が悪いときには、外出を控える
・高齢者や基礎疾患がある方と接する際には、マスク着用や距離を取る、
密を避けるなどの行動を徹底する
・外出自粛、往来自粛の行動制限が要請されている地域との不要不急の往
来を避ける

・新北海道スタイルの実践などを宣言している店舗を利用する
・「黙食」を実践する（食事は４人以内、短時間での利用、会話の時はマ
スクを着用するなど）

外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　外出の際には　

飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には飲食の際には
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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
黄砂とは、東アジアの乾燥地域で強風により大気中に砂やちりが吹き上げられ、上空の風

によって運ばれ、浮遊しながら地上へ降下する現象です。日本における黄砂は、春に観測さ

れることが多く、空が黄色くかすむことがあります。比較的大きな黄砂粒子はその重さによ

って速やかに落下しますが、小さな粒子は上空の風によって遠くまで運ばれるため、太平洋

を越えて届いたことも報告されています。

黄砂による社会的な影響として、2002年や2010年には見通しの悪化が原因で航空機の離発

着に影響がありました。日常生活への影響としては、屋外に干した洗濯物や自動車などへの

付着が挙げられます。そのため、黄砂が予想された場合には、洗濯物は外に干さない、車に

はカバーをかける等の対策が必要です。また、見通し

のきかない場合には、交通障害が発生する恐れがあり

ますので車の運転等に注意してください。

気象庁HPの黄砂情報のページでは、黄砂の実況図と

予測図を発表しています。実況図では、地図上に観測

された地点をその時の見通しに応じて色分けして示し

ます。予測図では、3日先までの地表付近の黄砂濃度

と大気中の黄砂総量の分布を示します。

黄砂の予想があるときには、これらの情報を活用し、

日常生活に役立ててください。

黄砂について

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

黄砂解説図

黄砂観測実況図の例

黄砂解析予測図（日本域）の例
（上が地表付近の黄砂の濃度の分布図、
下が大気中の黄砂の総量の分布図）
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優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進にかかる
文部科学大臣表彰の受賞を受けました

令和3年3月29日に壮瞥町地域交流センター山美湖で山上和弘胆振教育局長から谷坂常年壮瞥町

教育委員会教育長に『優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進にかかる文部科学大臣表彰』の

賞状が伝達されました。本表彰は平成24年度から隔年ごとに子ども達の健やかな成長のために生

活習慣の定着に向け優れた取組を実施している市町村に表彰される賞で、今年度は全国から59の

市町村が表彰され、北海道から壮瞥町と木古内町の2町が受賞しました。

壮瞥町では未就学児童から小学校の児童を持つ保護者を対象に、子どもの発達段階に応じた

「親力」を高めることを目的に、『「親力」つむぎ事業～壮瞥まんきつＤＡＹ』を平26年度から実施

しております。

教育委員会が地域住民、企業等から6名の方を委嘱して「親力つむぎ検討チーム委員」として事

業内容、実施方法のほか「望ましい生活習慣」に関する取組を掲載した啓発資料「つむぎ通信」

の発行について企画しています。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症防止のため事業は中止となりましたが、これまで、お寺

での修行体験、ピザづくり、トンネル工事の見学、講演会等数多くの事業を行っています。また、

「つむぎ通信」では挨拶、朝食、睡眠等の大切さについての特集記事を発行しています。

表彰受賞後に谷坂教育長は「文部科学大臣賞を受賞でき大変光栄であり、今後もこの事業を継

続させて、たくさんの方に参加してもらうよう検討チームに期待していきたい。」と感想を述べて

いました。

現在の「親力つむぎ検討チーム委員」は以下のメンバーで活動しています。

◎リーダー　成澤敏勇さん　　メンバー　藤澤憲隆さん　松本啓太さん　坂爪真理子さん

山田光大さん　毛利由香さん

受賞を喜ぶ検討チームリーダー成澤敏勇さん（中央）山上胆振教育長（左）から表彰状の伝達を受ける
谷坂教育長
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そうきたか！そうべつロゴ入り
ランドセルカバーと保育所園児用帽子を贈りました

3月25日㈭と4月7日㈬、そうきたか！そうべつひろめ隊（堀口正章隊長）より、そうべつ保育所
と壮瞥小学校に園児用帽子とランドセルカバーが贈られました。4月から保育所園児と小学校1年
生がそれぞれを着用して登所・登校しています。
そうきたか！そうべつひろめ隊は町民有志によって構成されており、今回のような用具の作成

やまちのＰＲ活動などを通じて「素敵な田舎」と言われるようなまちづくりの推進を目的とした
団体です。ご興味のある方がいましたら、事務局（壮瞥町役場企画財政課企画広報係）までご連
絡ください。

オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(31)

夢をみつけるチャンスを与える人に

夢って押し付けられるものじゃないし、夢を見つけてくださいと言
われてぱっと見つけられるものじゃないと思うんです。でも夢を見つ
ける手助けをすることはできる。いろんなことに挑戦すればそれだけ
可能性が広がります。
そういう意味では私はとても恵まれた環境にいたと思います。壮瞥、

ケミヤルヴィでの日々は毎日わくわくであふれていて、心の向くままに様々なことにチャレ
ンジすることができました。親も私がやりたいといったことは、ほとんど挑戦させてくれて、
応援してくれました。
夢のかけらがいっぱいの素敵な場所に住めたこと、そして人との出会い。どんな時も私を

否定せず、好きなことに挑戦させ続けてくれた家族や先生方。本音で夢を語り合える仲間た
ち。こんな人になりたいと憧れ、尊敬している人たち。この出会いは私の一生のたからもの
です。
14歳で海外進学を決心し、今こうして世界に目を向けて、考え行動できるようになってき

たのも、これまでの小さなひとつひとつの経験があってこそだと思います。これからは私も
夢を見つけるチャンスを与える側の人になりたいと強く思いました。
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開放日

7日㈮、11日㈫、14日㈮、18日㈫、21日㈮、25日㈫、28日㈮
育児サークル

27日㈭　10:00～12:00

ひだまりの会読み聞かせ、身体測定、畑作り

センターを利用される際は、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。

○次のような症状がある方は、ご利用を控えてください。

・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）

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。

5月02日㈰

5月03日㈪

5月04日㈫

5月05日㈬

5月09日㈰

5月16日㈰

5月23日㈰

5月30日㈰

6月06日㈰

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

徳満歯科医院 登別市登別東町1-18-1 0143-83-3711

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 0142-82-3787

ちりべつファミリー歯科 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

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

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

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

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

5月の歯科救急医療実施について

INF
ORM
ATI
ON

5月の子育て支援センターげんき

INF
ORM
ATI
ON
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日時／令和3年8月25日㈬ 13:30～16:00

試験会場／室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞

爺湖町、壮瞥町に住所を有する出願者については、

苫小牧市にて試験を実施します。なお、試験会場

については後日送付する受験票でお知らせします。

※令和3年度から、試験地の統廃合により室蘭市で

の実施はありません。

受験資格／次の(1)及び(2)を満たす者であること。

(1)学校教育法第57条の規定に基づく高等学校の入

学資格を有する者。

(2)飲食店営業や魚介類販売業、そうざい製造業ま

たは、寄宿舎、学校、病院等の施設において、

令和3年5月21日までに、2年以上調理業務に従

事した者。

受験願書の受付期間及び提出先／

(1)受付期間　5月10日㈪から5月21日㈮まで

(1)郵送の場合は必ず書留郵便で送付してくださ

い。5月21日㈮までの消印があるものに限り受

け付けます。

(2)提出先

(1)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）企画総務課企画係

（室蘭市海岸町1-4-1　むろらん広域センタービ

ル2階）

※提出は上記場所のみ

受験手数料／北海道収入証紙　6,900円

合格発表／10月15日㈮ 9:00から

【お問い合わせ先】

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）

企画総務課企画係（☎0143-24-9844）

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下さい。

日時／令和3年5月28日㈮ 午後1時～午後3時30分

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

申込み／窪田行政書士事務所（☎0142-82-3226)

主催／北海道行政書士会室蘭支部

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）　　

令和3年度調理師試験について

INF
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ATI
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自衛官募集

INF
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ON

くらしの無料相談会を開催します
INF
ORM
ATI
ON

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

自衛官候補生

一般曹候補生

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

〒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㈪
～6月18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6月26日㈯

令和3年5月21日㈮
～5月23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

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日
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自動車税種別割は、4月1日の所有（使用）者に

納めていただく道税です。

納税通知書は、5月6日に全道一斉に発送されま

す。忘れずに納期内に納めましょう。

クレジットカード納税が利用できます
パソコン、スマートフォン、タブレット端末な

どを利用して、インターネットの専用サイトから

クレジットカードによる納税手続きができます。

※総合振興局、金融機関の窓口や、コンビニの店

頭ではクレジットカード納税はできません。

納税後、すぐに車検更新をされる場合は、クレ

ジットカード納税ではなく、納税証明書が付いた

納税通知書で納付してください。

自動車税種別割スマイル納税キャンペーン実施中
自動車税種別割を納期限（5月31日）までに納

税し、その領収書等を応援店で提示すると、商品

の割引きやポイントカードの無料発行などの特典

サービスを受けることができます。　　

応援店や特典サービスの詳しい内容は、道税ホ

ームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】

納税通知書（税額・住所変更など）について／

札幌道税事務所自動車税部（☎011-746-1190）

納税相談について／

胆振総合振興局納税課（☎0143-24-9584）

本年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイル

ス感染症に係る感染拡大防止の観点から、狂犬病

予防注射の実施について、6月以降に日程を延期さ

せていただきますので、お知らせいたします。日

程が決まりましたら、改めて、広報等でお知らせ

いたします。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）　　

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。

日程と時間、会場は次のとおりです。町民の皆

様の献血へのご協力をお願いいたします。

5月25日㈫ 10:00～11:45 壮瞥町役場前

13:00～14:00 〃

14:40～16:00 そうべつ温泉病院 

【お問い合わせ先】

壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

「フリーマーケット開催」（雨天中止）
日時／5月23日㈰ 10時～14時

会場／多目的広場（石川町22‐2）

①レザークラフト「スマートキーケース」
日時／5月3日㈪・4日㈫・5日㈬ 10時30分～12時30分

料金／各１,500円

②「布ぞうり講座」
日時／5月8日㈯ 10時30分～15時

料金／800円

③「和こものつくり講座」～ひまわりの一本吊るし～
日時／5月9日㈰・13日㈭・20日㈭（6月まで月3回、

全6回）10時30分～15時30分

料金／2,000円

④「きめこみパッチワーク講座」
日時／5月15日㈯ 10時30分～16時

料金／900円～3,000円

⑤「ワークショップ・お花アレンジ」
日時／5月29日㈯・30日㈰ 10時30分～12時30分

料金／各2,000円

定員／①は先着各5人、②は先着5人、③④は先着15

人、⑤は先着各3人

申込方法／①②③⑤は5月1日から前日まで電話で

④は5月1日から7日まで電話で

【詳細・お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

自動車税種別割の納期限は
5月31日㈪ですINF
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狂犬病予防注射延期のお知らせについて

INF
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ON

献血にご協力ください

INF
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ATI
ON

リサイクルプラザからのお知らせ

INF
ORM
ATI
ON



― 25 ―

町では本年度、役場庁舎横の町民公園・健康広

場（信金側）の芝の張替え作業を行うため、５月

中旬から一部使用（立入）禁止となります。なお、

健康広場内の幼児用遊具や山美湖側のやすらぎ広

場については、従来どおり使用できますのでご利

用ください。

政治倫理の確立のための壮瞥町長の資産等の公

開に関する条例に基づく資産等報告書については、

下記のとおり閲覧することができます。

閲覧開始日／6月1日㈫
閲覧時間／8:45～17:30（閉庁日は除きます。）

閲覧場所／壮瞥町役場総務課

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、調査

研究機関等から閲覧の申し出により閲覧をさせまし

たので、住民基本台帳法第11条の2第12項の規定に基

づき下記のとおり閲覧状況をお知らせします。

記

閲覧状況／

・閲覧申出者① 自衛隊札幌地方協力本部

室蘭地域事務所

・利用目的の概要 自衛官募集

・閲覧に係る住民の範囲　　　　　　　　

平成10年4月2日～平成10年4月1日生まれの男子

平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの男女

平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれの男子　

※いずれも日本人住民

・閲覧年月日 令和2年4月19日

・閲覧申出者② (株)RJCリサーチ

・利用目的の概要 「令和2年度ギャンブル等依存症

の実態に係る調査･研究事業」実施に係る対象者抽出

・閲覧に係る住民の範囲　

滝之町地区にお住まいの18歳以上75歳未満の日本

国籍を有する男女個人（令和2年9月1日現在）

・閲覧年月日 令和2年9月2日

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）　　

健康広場の
一部使用（立入）禁止についてINF
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町長の資産等の閲覧について

INF
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住民基本台帳の閲覧に係る公表について

INF
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ATI
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5
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無料法律相談を開催しております

INF
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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。

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㈭ 阿　部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年5月21日㈮
令和3年6月10日㈭ 林　弁護士（伊達噴火湾法律事務所) 令和3年6月04日㈮
令和3年6月24日㈭ 奈　良弁護士（奈良法律事務所) 令和3年6月18日㈮
令和3年7月08日㈭ 本　間弁護士（北海道みらい法律事務所) 令和3年7月02日㈮
令和3年7月22日㈭ 増　川弁護士（北海道みらい法律事務所) 令和3年7月16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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※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

○入居資格（全共通）

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（全共通）

申請書は建設課建築住宅係にありますので、下

記書類を用意の上、お申し込みください。

・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。

●申込期間（全共通）

申込受付開始／令和3年5月6日㈭から

申込締め切り／令和3年5月20日㈭まで

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係（☎0142-66-2121）

○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9・10年建設3・4号棟

→規格、戸数 2階　3ＬＤＫ(73.09㎡)

1戸（世帯用）

規格、戸数 2階　3ＬＤＫ(75.60㎡)

1戸（世帯用）

月額家賃 家賃は収入によります。

（22,000～34,100円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

○久保内団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字久保内89番地3

建設年度 平成15年建設4号棟

→規格、戸数 2階　3ＬＤＫ(75.04㎡)

1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（22,400～33,400円）

駐車場使用料 月額　500円／台

敷金 家賃の3カ月分

※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

さんの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下さい。）

○壮瞥温泉団地（単身者向特定公共賃貸住宅）

住所 壮瞥町字壮瞥温泉58番地1

建設年度 平成8年建設1号棟

→規格、戸数 3階　1ＬＤＫ（44.23㎡）

1戸

家賃月額 20,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 60,000円

※単身者向特定公共賃貸住宅の入居資格は、同居

者のいない方

○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　

→規格、戸数 3階　1ＬＤＫ(47.12㎡)

2戸

家賃月額 21,000円

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 63,000円

町営住宅入居者募集

INF
ORM
ATI
ON

みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板

かおりの教室

【アロマ体験会】～物忘れ予防とアロマ～

認知症予防にも活用されるアロマ。
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／5月21日㈮ 10時から11時30分
先着４名

料金／500円

(物忘れ予防スプレー作りは、追加1,500円)
会場／壮瞥町山美湖小会議室

対象／興味がある方はどなた様でも
【お申し込み・お問い合わせ先】

松浦まで（☎090-1522-7840）
Eメール：aromacosme2016@gmail.com
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○コティ

住所 壮瞥町字滝之町420番地15

建設年度 平成27年建設Ｂ1棟

→規格、戸数 メゾネットタイプ　

3LDK(91.71㎡)

1戸

家賃月額 41,000円(子供の人数により

減額できます。)

減額後家賃 35,000円(子供3人以上)、

38,000円(子供2人)

敷金 82,000円

○入居資格

1．中学生以下の同居親族が1人以上いる世帯であ

ること。

2．収入(給与所得控除後の金額÷12)が154千円以

上であること。

3．市町村民税等の公共料金を滞納していないこと。

4．入居者及び同居者に暴力団員がいないこと。

○入居期間

子育て応援住宅“コティ”には入居期間が設定

されています。

・入居期間が終了するまでに退去していただき

ます。

・入居期間は、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。（通常の年齢

で高校を卒業する3月末日まで。詳しくはお

問い合わせ下さい。）

○申込方法

申請書は建設課建築住宅係にありますので、下

記書類を用意の上、お申し込みください。

・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（全共通）

申込受付開始／令和3年5月6日㈭から

申込締め切り／令和3年5月20日㈭まで

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。（移住定住促進のた

めに建設された住宅ですのでご理解の程よろしく

お願いいたします。）

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係（☎0142-66-2121）

子育て応援住宅入居者募集

INF
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5
MAY

死亡事故ゼロ468日
―人身交通事故発生状況3月分―

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）
※3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3月11日～令和3年4月10日）

■人のうごき

■3月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,408人 （△20）

男 1,138人 （△08）

女 1,270人 （△12）

世帯数 1,298戸 （△02）

※3月末現在（　）は前月差

星　　克己さん（72才）【壮瞥温泉団地】

白幡　正雄さん（80才）【南久保内】

大﨑　壽子さん（83才）【南久保内】

大庭つぢ子さん（72才）【星野】

◆お悔やみ申し上げます

阿部
あ べ

陽菜多
ひ な た

ちゃん　令和3年3月20日

【橋口二　俊孝さん・花林さん】

○お誕生おめでとう

そうべつ に広告を

掲載しませんか

町では、地域経済の活性化を図るため、広報に

掲載する民間の企業や自営業の方などの広告を募

集しています。詳細はホームページ、もしくは下

記までお問い合わせください。　

【お問い合わせ先】

企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

広
報
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3月16日㈫、ボランティアグループあかね会（会長甲野悦
子さん）の皆様から、手作りの「コップ入れ巾着」18枚と

「雑巾」50枚を寄贈頂きました。

コップ入れ巾着は、初めて学校生活が始まる新1年生に、

雑巾は、学校の清掃等で使用するよう壮瞥小学校へ渡され

ました。

あかね会の皆様、毎年ありがとうございます。

みんなで皆既月食を観測しましょう！

5月26日㈬に発生する皆既月食では、空に浮かぶ赤
いお月さまが欠けていく様が観測できます。次に壮

瞥で同様の現象が観測されるのは、実に18年後の真

夜中とのことです。

滅多に見られない光景を、講師の田中さんの解説

を聞きながら楽しみましょう！

また、手持ち星座盤も作成しますよ！お申込みを

お待ちしております。

１．事業名 令和3年度第1回夜空を見る集い

２．日　時 令和3年5月26日㈬19時～21時

３．会　場 地域交流センター山美湖

４．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田　中　文　夫　氏
壮瞥町天文同好会　会員（数名）

５．申　込 教育委員会　前川までお電話等（☎0142-66-2131）でお申込ください。

※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良のある方は、参加をご遠慮ください。

※新型コロナウィルス感染症対策として、参加者を壮瞥町民に限定いたします。

ご了承ください。

ボランティアグループあかね会様から

壮瞥小学校へ寄贈

「色活講座」とは、身の回りにあふれている「色」を楽しみながら生活に活かすため

の講座です。先生のお話に加え、いくつかのワークやレクリエーションを行い、「色」に

ついて学びます。講座に参加して、あなたに似合う色を探してみませんか？

皆様の参加をお待ちしています。

※本事業は山美湖大学の事業の一環として実施しますが、壮瞥町民に限り、大学登録者　

以外の方も参加可能です。参加を希望される方は、下記申込先へご連絡ください。

１．事業名 令和3年度第1回壮瞥町山美湖大学

２．日　時 令和3年5月17日㈪午前10時～12時

３．会　場 地域交流センター山美湖　多目的ホール

４．講　師 NPO法人色彩生涯教育協会認定校
カラースクール　フィレイロ　小　岡　加代子　氏

５．申　込 教育委員会　前川までお電話等（☎0142-66-2131）でお申込ください。

※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良のある方は、参加をご遠慮ください。

※新型コロナウィルス感染症対策として、参加者を壮瞥町民に限定いたします。

ご了承ください。

3月29日㈪、商工会女性部（部長毛利美保子さん）の皆様
から、手作りの「愛の鈴」13個を寄贈頂きました。

この「愛の鈴」は、交通安全のお守りとして、神社のお祓

いを受け、4月に壮瞥小学校に入学した新1年生に渡されま

した。

商工会女性部の皆様、毎年ありがとうございます。

商工会女性部様から
壮瞥小学校1年生へ寄贈

壮瞥中学校プール管理人募集のお知らせ

【お詫び】

4月号に掲載された、壮瞥小学校へ手作りの雑巾を寄贈頂いたのは、「壮瞥町女性団体連絡協議

会様」からと記載しましたが、「滝之町婦人会様」の誤りでしたので、お詫びして訂正いたします。

■勤 務 先：壮瞥中学校プール

■職　　種：プール管理及び監視・清掃など

■募集人員：2名程度

■勤務時間：1日6時間程度

■時　　給：916円

■勤務期間：令和3年6月中旬～9月中旬

■募集対象：原則として町内に居住する18歳以上70歳未満

■そ の 他：希望者は、履歴書に写真を貼付して5月31日㈪までに
教育委員会へ提出してください。

勤務に関してご不明な点などありましたら、教育委員会スポーツ

振興係（電話0142-66-2131）へお問い合わせください。

今年最大！スーパームーン皆既月食を見よう！！

★シニアのための「色活
いろかつ

講座」を開催します★
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「一般書」

『さくら』『汚れた手をそこで
拭かない』『雪に撃つ』『ぼく
たちの答え』『月にハミング』
『遺言未満』『善医の罪』『家
庭の医学』『舞台上の青春』
『オルタネート』『伊東正義-
総理の椅子を蹴った男-』『私
が日本人になった理由』『朗
読者』『真夜中の子供たち上
下』『歯のメンテナンス大全』
『100歳まで自分の歯を残す4
つの方法』『あなたの指先、
変形していませんか？』『や
がて鐘は鳴る』『心淋し川』
『推し、燃ゆ』『ずっとお城で
暮らしてる』『新作らくごの
舞台裏』

「児童図書」

『スーパー・ノヴァ』『虹いろ
図書館のへびおとこ』『虹い
ろ図書館のひなとゆん』『お
にぼう』『チェリーシュリン
プ わたしはわたし』『大切
な人は今もそこにいる』

「幼児図書」

『おともだちになってくれ
る？』『うしとざん』『ねこと
ねこ』『おめんです』『おめで
とうかいぎ』『まっくらレス
トランへようこそ』『てぶく
ろがいっぱい』『てあらいで
きるかな』『ねこはるすばん』
『いつもとなりで』

（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『流人道中記〔上下〕』

浅 田 次 郎

「痛えからいやだ」と切腹を拒んだ流人・旗本青
山玄蕃に、蝦夷松前藩への流罪の判決が下りる、奥
州津軽三厩まで送り届ける19歳の与力見習い、乙次
郎の奥州街道の旅物語である。乙次郎は、流人のこ
とをあまり知らず、何事かあれば一太刀にと覚悟し
ていたが、宿場ごと峠を越すごと玄蕃は武士の鏡で
あることが明らかになる。
浅田氏の軽快なまでの会話の面白さ、冬の夜長に
一気に読み楽しみました。

（オススメ者：Y.Sさん）

わたしのオススメ本

巨匠に教わる
絵画の見かた

早坂優子

この本は、画家が
他の画家の描いた絵
画についてどのよう
に考えていたかがわ
かる大変珍しい本で
す。時には褒めたり、
時にはけなしたり…。
絵画に詳しくなくて
もとても読みやすく、
面白い本です。

はじめての
和紙ちぎり絵入門

田中悠子

色彩豊かでぬくも
りのある和紙ちぎり
絵の入門書です。こ
の本ではちぎり方や
貼り方を写真ととも
に丁寧に解説してい
ます。ちぎり絵は花
瓶や紙袋、団扇にも
貼ることが出来ます。
ぜひ挑戦してみませ
んか？

ちひろＢＯＸ

ちひろ美術館編

いわさきちひろ没
後30年のメモリアル
ブックです。280点余
りの作品をたっぷり
収録しており、読み
応えは満点です。優
しくて心に響く水彩
画…その中にあなた
の好きな作品もきっ
と見つかるはずです。

5月の展示 
美術 の 本美術 の 本

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

『鉄道員』の浅田次郎が
贈る、感動物語です！

★★ ぴよちゃんカード達成　おめでとう！！ ★★

25回
これからも

たくさん本を読んで

くださいね！

この本は
やまびこ図書室
にあります！
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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 やまびこ図書室に図書分室の本を展示します！　

やまびこ図書室にて、4月から毎月壮瞥町図書
分室の本を

展示、貸し出ししています！5月は絵本を展示します。

図書分室にはやまびこ図書室にはない面白い本がいっぱ

いありますよ♪

ぜひ見に来てくださいね！

図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！図書室3大ニュース！
② 来館100回達成のぴよちゃんカードが新しくなりました！

来館100回スタンプを押した、ぴよちゃんカードをお持ちのお子さんには、新しいぴよちゃんカードをお渡しします！　新しいカードは王冠をかぶってキラキラしています！ぜひゲットして、お友達に自慢しちゃいましょう！

③ 壮瞥町図書利用カードの絵柄が変わりました！

貸出の際に必要な図書利用カードの絵柄が、一部新しくなります！

今まではやまうさ、昭和新山、壮瞥公園、てんとうむしの4種類でしたが、

てんとうむしから、壮瞥町の代表的なフルーツであるりんごに変わります！

これから新しく登録される方は、ぜひ選んでみてはいかがでしょうか？

～アイヌ民族のことを、もっと深く学びましょう～

期　日：　令和3年5月20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　　　　　　

※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。

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、
おはなしを伺い、知識を深めましょう。

★　図　書　分　室　の　イ　ベ　ン　ト　★
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　106　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）

郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！郵便局ポストがジオパークのデザインに！

ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始
ジオパーク散策マップ
〈歴史・文化編〉〈森とまち歩き編〉配布開始

洞爺湖有珠山ジオパークだより

町のあちこちで見かける、郵便局のポスト。見つけやす
い場所にあり、暮らしのなかでも身近な存在です。

この利点を活かし、地域を象徴するマークや人気アニメ
のキャラクター等でポストをラッピング（全面を覆う広告
方法）し、地域のＰＲ役を担う「ご当地ポスト」が全国各
地で増えてきています。
洞爺湖有珠山ジオパークでは、郵便局に協力をいただき、

「洞爺湖ブルー」を基調としたジオパークを象徴するデザイ
ンで、ジオパーク内のポストをラッピングする計画をたて
ています。その第１弾として、洞爺湖町内の３カ所（虻田
郵便局前、洞爺温泉郵便局前、洞爺郵便局前）のポストを
ラッピングしました。
初めてこの地域に来た方の印象に残り、また、地元にお

住まいの方にも愛着を感じていただけるものになれば嬉し
いです！

洞爺湖有珠山ジオパークのエリアの散策路を紹介す
る、2種類のマップ〈歴史・文化編〉と、〈森とまち歩
き編〉が完成しました！
国土地理院発行の基盤地図情報を基に、大地の起伏

や距離も正確に表現しており、広域のマップと各散策
路の拡大図が両方掲載されているので、初めて散策路
を歩くという方にも使いやすい仕様になっています。

ジオパークエリア内の道の駅や、ジオパーク関連施
設で配布していますので、ぜひ手にとってみて下さい。

ジオパークのエリア（1市3町）には、大地の見どころを楽しめる散策路や、

魅力を紹介するガイド団体が活動しています。詳細は『洞爺湖有珠山ジオパ

ーク推進協議会』HPをご覧ください。

折りたたむとポケットに入れやすい幅になります
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伊達警察署のホームページは、 札幌方面伊達警察署 で 検索 してください
クリック

壮瞥駐在所
☎66-2110

久保内駐在所
☎65-2374

駐　在　所　だ　よ　り 令和３年５月号

山菜採りによる行方不明の発生が後を絶たず、昨年

5月にも、壮瞥と大滝の境界付近で、山菜採り

に山林に入った男性が行方不明になる事案があり
ました。

（山菜採りを行う際の留意事項）
・家族に行き先と帰宅時間を知らせる。

・単独での入山を避ける。

・服装は目立つ色にする。

・携帯電話、非常食、水、熊鈴、笛を

携行する。

・迷ったときは落ち着いて行動する。

毎年、この時期には、全国各地で熊

が目撃されており、伊達警察署管内で

も、昨年5月末以降、有珠山・昭和新山

周辺で熊の目撃が相次ぎました。

山に入るときは、熊鈴やラジオを持

つ等の熊対策をし

て、熊のフンがあ

ったり、熊の気配

を感じた場合に

は、すぐに山を下

りてください。

山菜採りによる事故の防止 熊出没注意

北海道警察からのお知らせ

6月13日、14日に北海道内で聖火リレーが実施されます。

聖火リレーの安全な運営の確保に向けて

ルートや公共交通機関等の

警戒活動を行います。

御理解と御協力をお願いします。

悪質業者はう・そ・つ・き

お問い合わせ先　北海道警察

うまい話を信用しない！

そうだんする！

つられて返事をしない！すぐに契約しない！

きっぱり！はっきり！断る！

春の地域安全運動の実施
（1）運動期間   令和3年5月11日㈫から5月20日㈭

（2）ポイント
ア　子供の犯罪被害防止

〇防犯指導や、登下校の見守り活動を行いましょう。

○日常生活の中での「ながら見守り」にご協力ください。

○防犯ブザーなどの防犯グッズを持たせましょう。

イ　女性の犯罪被害防止

○夜間は、人通りが多く明るい道を歩きましょう。

○「ながら歩き」は周囲の状況がわかりにくくなるので注意しましょう。

○防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯しましょう。

ウ　特殊詐欺の被害防止

○普段から家族間で連絡を取り合い、詐欺に関心を持ちましょう。

○突然の電話やメールでお金の要求をされたら、支払う前に警察に

相談してください。
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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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脳の病気は、自覚症状が出ないうちに進行します。クモ膜下出血や脳内出血、脳梗塞

の原因となる脳血管の異常を早期（無症状のうち）に発見し、発症を未然に防ぐため

に検診を受けることが大切です。特に、糖尿病・脂質異常症・肥満傾向・喫煙習慣・飲酒習

慣・家族に脳血管疾患の病歴があるなどの危険因子がある方におすすめです。また、40歳

以上でまだ一度も脳ドック検診を受けたことがない方はぜひこの機会に検診を受けま

しょう。お申込みをお待ちしております。

■実 施 期 間／令和3年6月～令和4年2月

※検査と医師の診察で2回受診する形になります。

（検査をした翌週の金曜日が診察になります）

※検査の日程は、伊達赤十字病院の方で決めさせていただきます。

（原則、受診日の希望や変更はできませんのでご了承ください。）

■対　象　者／40歳以上の町民

※ただし、下記の方は受診できません。

・脳神経外科を受診中の方

・ペースメーカーを使用

・取り外しのできるインプラントを使用

・脳動脈瘤クリップをつけている方

・妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方

■検 査 項 目／頭部断層撮影(MRI）と頭部と頚部の血管撮影（MRA）

※検査には1時間程度かかります。

■検査実施場所／伊達赤十字病院 健診センター

■募 集 人 数／ 50名（希望者多数の場合は、初めて受診する方が優先となります）

■自己負担料金／5,000円

（一般的に検査料は上記の3倍くらいかかるのでお得です！）

■申 込 期 間／ 5月6日㈭～5月26日㈬
■申 込 方 法／電話、または保健センターの窓口でお申込みください。

■申込み・お問合せ先／

壮瞥町保健センター 健康づくり係

☎0142-66-2340

脳ドック検診のご案内



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。▼

5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

1
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

2
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

5
こどもの日

8

9 10 14
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00 p22

15

4
みどりの日

3
憲法記念日

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

7
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00 p22

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
図書分室開放日
13:00〜16:00

13
図書分室開放日
13:00〜16:00
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p25

11
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p22

※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
18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
12日
19日
26日
6/2日

6/1日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

資源ごみ（容器類）回収日

16 17
山美湖大学
10:00〜
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 p22

2219
結核・肺がん検診
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

20
図書分室開放日
13:00〜16:00
分室事業「アイヌ民族
のおはなし」
図書分室
14:00〜15:30　p30

18
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p22

23 24 28
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00 p22
くらしの無料相談会
山美湖1階　小会議室
13:00〜15:30　p23

2926
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
夜空を見る集い
地域交流センター山美湖
19:00〜 p29

27
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
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00〜12:00　p22
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p25

25
献血
役場 10:00〜
壮瞥温泉病院　
14:40〜 p24
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p22

30 31 6/4 6/56/2
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

6/3
図書分室開放日
13:00〜16:00

6/1

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

令和3年

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日


