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5月7日㈮、施設入所者以外の65歳以上高齢者
（一般高齢者）の方への新型コロナウイルスワク

チン接種が壮瞥町保健センターで始まりました。

現時点で有効な対策とされるワクチン接種が、

西胆振6市町で初めて一般高齢者に対して行われ

たこの日、計54名の方がワクチン接種を受けま

した。

壮瞥町では5月26日までに429人（接種率

48.2％）の一般高齢者の方への1回目のワクチン

接種が完了しています。
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町民の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症
拡大防止について　町からのお願い

5月16日から北海道に「緊急事態宣言」が発令されています。
医療提供体制を守り、何よりも自分自身や大切な人の命とくらしを守るため、

お一人お一人が、これまでの取組を今一度見つめ直し、基本的な感染防止行動

を徹底いただくよう改めてお願いします。

〇 不要不急の外出や移動を控えてください
・医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場へ
の出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの

を除き、外出や移動を控えてください。

・生活や健康の維持のために必要な外出や移動であっても、混雑している場
所や時間を避けて、必要最低限の人数で行動してください。

〇 基本的な感染防止行動を徹底してください
・マスクの着用に加え、手洗いや手指消毒の徹底など、基本的な感染防止行
動の更なる徹底をお願いします。

感染者や医療従事者への誹謗中傷、偏見、差別、いじめな
どは許されるものではありません。

正しい情報の下、理解を深め、冷静に思いやりのある行動
をしていただくようお願いします。

町では、5月から、現段階で有効な対策とされるワクチン
接種を、高齢者の皆さまを対象に開始しました。6月からは
独自の経済対策も含め、対策を実施する予定です（次頁以降をご
参照ください）。

町民の皆さまが、少しでも心穏やかに生活ができるよう、

最善を尽くしてまいりたいと考えております。

ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

令和3年6月1日

壮瞥町新型コロナウイルス感染症対策本部長　

壮瞥町長　田 鍋 敏 也
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【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）

新型コロナウイルスワクチンについて
5月7日から、65歳以上の方への新型コロナウイルスルワクチン接種優先接種がスタートし

ています。

今回は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する疑問や、副反応についてお伝えします。

コロナワクチン接種の流れ

1回目接種 2週間経過

ワクチンの効果が出始める

21日（3週間）あけて

2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種2回目接種 1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降1週間以降
十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫十分な免疫

接種1回目 接種2回目 接種後

ワクチンの効果について

コロナワクチンの副反応

利き腕に

接種します

☑ 他のワクチンを２週間以内に接種した

☑ 37.5度以上の発熱がある

☑ 重い急性疾患（ひどい風邪、胃腸炎など）にかかっている

1回目を接種して2週間経ってからワクチンの効果が出始め、

2回目を接種して7日経過以降から、コロナウイルスに対する十分な免疫ができるとされています。

接種した1～2日後に副反応が出ることがあり、ほとんどは3日以内に回復します。
特に2回目の接種後に、発熱やだるさなどの副反応が起こりやすいため、接種日から2日
間は可能であれば予定を空けておくことがおすすめです。

発熱時は解熱剤を使っても構いませんが、「アセトア
ミノフェン」を含むものがおすすめです。
接種後2日以上経っても解熱しない、症状が重い場合
には医療機関に相談しましょう。

接種部位
の痛み

頭痛、
発熱

肩が出せる服装で ★15分間様子確認のため

その場で待機する
入浴できます

過度な飲酒、
激しい運動は
控えましょう

いつ
副反応が
出るの?

どんな
副反応が
出る?

★30分待機となる方
・過去に注射で具合が悪
くなったことがある

・重いアレルギーがある

①どれ位の期間、ワクチンの効果が

継続するか不明

②接種した人から他の人への感染を

どの程度予防できるかは不明

反対の腕に

接種します

感染対策は

継続!

次の症状が当日にある方は接種できません

ワ
ク
チ
ン
接
種

接
種
後
　
待
機

接
種
後
　
当
日
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プレミアム付商品券販売（第2弾）
新型コロナウイルス感染症の影響で低迷する町内の消費を活性化するため、6月2日㈬

からプレミアム商品券の販売を開始します。ご利用可能な店舗は商工会加盟店舗・農産

物直売所・Ａマート・サムズなどです。詳しくは町ホームページ、商品券に同封される

店舗リストをご参照ください。

★町民向けプレミアム商品券
既に各世帯にお送りしています「プレミアム商品券購入申請書」により、7月5日㈪ま
でに伊達信用金庫壮瞥支店にて商品券を購入してください。

●販売価格　　　　　5,000円

商工・サービス用　500円×10枚

農産品用　　　　　500円×10枚　　合計20枚　10,000円分

●販売店舗　伊達信用金庫壮瞥支店（各世帯1セット購入可能です。）

※次の日程で出張販売を行います。

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

☆町外の方向けプレミアム商品券
●販売価格　　　　　5,000円

商工・サービス用　500円×8枚

農産品用　　　　　500円×7枚　　合計15枚　7,500円分

●販売店舗　伊達信用金庫本店・壮瞥支店・虻田支店・洞爺温泉支店・豊浦出張所

※購入方法　上記店舗に備え付けの申請書に氏名等をご記入の上、お買い求めく

ださい。セット数の制限はありません。

【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）

町内・町外共通の注意事項

※ご利用可能な期間は9月30日㈭までです。
※商品券のおつりは出ません。

※商品券の払い戻しはできません。

※緊急事態宣言の発令に伴う営業時間の変更等については、直接ご利用予定店舗に

ご確認ください。
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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

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な
傷病を負った場合や新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の収入
が10分の3減少した被保険者の方は「保険料減免制度」を受けられる場合がありますの
で、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

◆対象者
以下1、2のいずれかに該当する被保険者が対象となります。
1．新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤
な傷病を負った北海道後期高齢者医療被保険者の方
2．新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の事業収入などが
減少した（※）北海道後期高齢者医療被保険者の方

（※）事業収入などが減少した場合の要件
次の全てに該当した場合、対象となります。
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入、給与
収入）のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
③世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外
の前年の所得の合計額が400万円以下であること

◆減免対象保険料
①令和3年度分保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限
が設定されている保険料
②令和2年度分保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことなどにより令和3
年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

◆申請方法
保険料減免の申請を行う場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に

ご相談ください。

【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

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
～新型コロナウイルス感染症の影響による

保険料減免制度について～
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個別がん検診 実施医療機関のご案内
「がん」は国民の2人に1人が罹り、死亡原因の１位を占めています。しかし、「がん」

は早期に治療を受けることで、90％以上が治ると言われています。そのためには、検

診での【 早期発見 】がとても大切です。町では集団検診を行っていますが、近隣の

医療機関でもがん検診を受けることができます。

※検診にはあらかじめ予約が必要です。検診受診を希望される方は直接、医療機関に予約をお願いします。

※下記に該当する方は検診料が無料になります。必要書類を発行の上、受診の際に病院に持参ください。

そうべつ温泉病院
壮瞥町字南久保内146-12　

伊達赤十字病院
伊達市末永町81　

川口内科クリニック
伊達市舟岡町329-3

野村内科循環器科
伊達市鹿島町63-5

小熊内科医院
伊達市山下町159-7

末永町内科クリニック
伊達市末永町49-7

洞爺協会病院
洞爺湖町高砂町126

石田内科胃腸科
洞爺湖町本町195-1

峰村内科クリニック
洞爺湖町入江51-17

洞爺温泉病院
洞爺湖町洞爺町54-41

ひじり在宅クリニック
洞爺湖町高砂町30

☎0142-65-2221

☎0142-23-2211

☎0142-22-1512

☎0142-21-3700

☎0142-21-5566

☎0142-22-6622

☎0142-74-2555

☎0142-76-3838

☎0142-76-1515

☎0142-87-2311

☎0142-76-4838

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○
○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

胃がん
40歳～

3,200円
(バリウム検査)

1,300円
(便潜血検査)

1,200円
(X線のみ)

2,300円
(X線+喀痰)

2,800円
(マンモ検査)

2,100円
(頸　部)

3,800円
（頸部+体部）

大腸がん
40歳～

肺がん
40歳～

乳がん
40歳～

子宮がん
20歳～

※今年度は、奇数月生

まれの方（1・3・5・

7・9・11月）対象

医 療 機 関 名

検診の種類

料 金

※通院者のみ

1、後期高齢者医療の該当者 → 「後期高齢者医療被保険者証」（病院受付で提示ください）

2、生 活 保 護 世 帯 の 方 → 「生活保護受給証明書」（保健センター 社会福祉係で発行）

3、町民税非課税世帯の方 → 「町民税非課税証明書」（壮瞥町役場 税務会計課で発行）

【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）
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オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(32)

言葉だけじゃない、人と人をつなぐもの

これまでの留学生活を振り返ると、現地の高校でフィンラン
ド語を勉強するにあたり、やはり言語の壁は大きかったですが、
同時に「人と人とをつなぐものは言葉だけじゃない」というこ
とも感じました。中でも今回は食べ物、音楽、スポーツという3
つのテーマを取り上げます。

まず、食べ物。食べ物と記憶って、私たちが考えているより
もずっと深いつながりがあると思うんです。学校のカフェテリアのランチ、ともだちと
食べた誕生日ケーキの味…。私はきっと、これからもずっと忘れないでしょう。50歳に
なっても80歳になっても、同じものを食べると、高校生であった今この瞬間を思いだす
のではないかと思います。
次に音楽。私は高校2年生になってからいくつかの合奏グループに入っていました。3

年生になってから所属していた弦楽器のグループはエストニア人、フィンランド人、日
本人、メキシコ人と、国籍も言語も、さらには楽器のレベルもばらばらでした。それで
も音楽が私たちをつなぎ忘れられない思い出を作ることができました。
最後にスポーツで思い出に残っているのは雪合戦です。2017年の春休み、ケミヤルヴ

ィで開催された雪合戦のヨーロッパ選手権大会の観戦をしました。壮瞥からは遠く離れ
たこの町で様々な国の方々がともに競い合い、たたえあっている姿に感動しました。壮
瞥発祥のこのスポーツをより多くの外国人の方に楽しんでもらえたらうれしいなと思い
ました。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

壮瞥町では、壮瞥町子ども・子育て支援条例に基づき、医療費無料化の拡充を行います。

●拡充内容

令和3年8月1日以降の医療機関等で
の受診分から、高校生等（18歳に達す
る日以後最初の年度末までの子ども）
も医療費助成の対象とします。

●助成の内容

助成内容は、現在の中学生までを対象とした助成と同様に、保険診療分の入院・通院
（外来）にかかる費用の全額を助成します。

●受給者証の交付申請等

制度の拡充に伴う手続きについて、新たに受給者証の交付申請が必要な方には、令和3

年5月下旬に申請書を発送しておりますので、手続きを行ってください。新たな受給者証
は、7月下旬に送付します。

なお、新たに対象となると思われる方で、受給者証の交付申請書が届いていない方は、

役場住民福祉課住民係にご連絡ください。

対　象　者
令和3年7月31日まで 令和3年8月1日から

中学生まで 高校生等まで
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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！

令和3年2月24日「そうべつアウトド

アネットワーク」が設立されました。

こちらは令和2年9月に発足した「そうべつスポーツコミッション（仮称）設立準備委員会」

において様々な話し合いを経て新たに生まれた、壮瞥町と地域の関係機関が官民連携で設

立するネットワークです。名前には様々な人や団体などと連携してアウトドアを活用して

その可能性を広げていきたいという思いが込められています。

今後このネットワークを通じてアウトドアによる地域活性化の様々な可能性が見いださ

れていくことと思います。町民一丸となって壮瞥町の自然資源の魅力を守り、伝えていき

ましょう。活動やイベントなどのご案内は随時行っていますので、お楽しみに！

まず壮瞥町の皆さんが地域でより楽しむことができるように、そして新たな産業創出に

繋げることができるように、設立メンバーで話し合いを重ね、前に進んでいきたいと思い

ます。どうぞよろしくおねがいします。

壮瞥町で醸造用ブドウの試験栽培を

行っている丹波ワイン株式会社様の圃

場で剪定を行いました。収穫を終えた

昨年11月に続き、二度目の剪定です。

今年の冬は寒さが厳しく、凍害も心配されましたが、今のところ大きな被害は見られず、

無事春を迎えることができました。

11月の剪定では伸びた枝をある程度の長さを残して切り揃えましたが、今回の剪定では

さらに短く切り込んでいきます。切った枝の断面は淡い緑色で、切り口からは“ぶどうの

涙”と呼ばれる雫が溢れ、樹が冬の休眠から目覚めて活動を始めたことが分かります。厳

しい冬を乗り越えたブドウの生命力を感じます。

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！

農業おこし協力隊　籠嶋　学

ぶどうの涙

スポーツおこし協力隊　中岡紗恵子

そうべつアウトドア

ネットワーク
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壮瞥小学校交通安全教室

4月20日、壮瞥小学校児童を対象とした交通安全教室が行われました。4～6年生の高学年は、
壮瞥小学校駐車場で自転車の乗り方、1～3年生の低学年は、滝之町三差路で横断歩道の渡り方
を確認しました。横断歩道の渡り方では、交通安全指導員から、「運転者さんの表情までしっか
りと確認して渡りましょう。」と指導があり、大型車も多く通行する中、堂々とした表情で横断歩
道を渡っていました。

千田琴菜さんが第62回北海道書道展で入選

伊達開来高校2年生の千田琴菜さんが、第62回北海道書道展
（北海道新聞社主催）で、初入選を果たしました。千田さんは、
5歳から日本習字を習い始め、高校入学後、創玄（そうげん）
書道会で書道を習い始めました。今年1月には第57回全国学生
書道展（創玄書道会主催）に初出展し、学年優秀賞（入選率
2.6％）を受賞しています。入選おめでとうございます！

第62回北海道書道展で入選した千田さんの作品

千田琴菜さんと
第57回全国学生書道展学年優秀賞の作品
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ヤマベの放流

5月7日、今年で12回目となる「ヤマベ放流」（壮瞥川の環境を守る会主催）が行われ、壮瞥小学
校の1年生13名や壮瞥高校の生徒が参加しました。ヤマベは10㎝ほどの1年魚で約5,000匹を用意。
子どもたちはバケツから元気いっぱいのヤマベをプラスチックの容器ですくい、「元気に大きく育
って」という願いを込めながらやさしく川へ放流しました。

壮瞥町パークゴルフ協会パークゴルフ場整備ボランティア

5月11日、壮瞥町パークゴルフ協会（会長　山本節夫さん）の皆さんに、パークゴルフ場内
のタンポポの除去作業ボランティアを実施していただきました。
お陰様でパークゴルフ場は来場者の皆さんが気持ちよくプレイしていただけるようになりま

した。
緊急事態宣言が解除されましたら、ぜひ町民の皆さんもパークゴルフ場でプレイを楽しんでく

ださい。
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子育て支援センターげんき

1日㈫、4日㈮、8日㈫、11日㈮、15日㈫、18日㈮、

22日㈫、25日㈮、29日㈫
育児サークル

17日㈭ 10:00～12:00

身体測定、ひだまりの会読み聞かせ、ニコニコ母

乳相談所さんのお話

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※6月11日㈮までに、電話連絡または遊びに来た際

に、予約表にご記入ください。

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、壮瞥町在住の親子の方限定とさせて

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）

�Ü� �Ì �Ù�
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ありがとうございました

ほくでんエコエナジー㈱様よりいただいた寄附金を活用し、このほど洞爺湖園地にエゾヤマ
ザクラの苗木合計28本を関係者の皆さまと植樹しました。
ご協力をいただいた皆さまに感謝申しあげます。

6月のそうべつ子どもセンター

INF
ORM
ATI
ON

6
JUNE

植樹する田鍋町長（左）と
ほくでんエコエナジー(株)洞爺管理所大久保聡所長

植樹された洞爺湖園地



6
JUNE
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壮瞥町では、令和3年度から町税等の納付にスマー

トフォン等を利用した決済手段「スマホ収納」が利

用できるようになりました。これにより、24時間、ど

こでも町税等の納付が可能となり、皆さまにより便

利に納付いただけます。

○スマホ収納で納付できる町税等

・町税(町道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健

康保険税）

・保険料（後期高齢者医療保険料、介護保険料）

・保育料

・住宅使用料

○対応するスマホ収納アプリ

・LINEPay（ラインペイ）

・PayPay(ペイペイ）

○ご利用上の注意

・領収書は発行されませんので、領収書が必要な場

合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付して

ください。（納付履歴はアプリから確認できます。）

・水道料金・下水道使用料は、令和4年頃からのコン

ビニ収納・スマホ収納の導入を目指しています。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場税務会計課税務係（☎0142-66-2121）

町長交際費は、町政の推進に必要な交際をするた

めに支出するもので、町長交際費支出基準にもとづ

き支出しております。

下記のとおり令和2年度の概要を掲載します。支出

の詳細につきましては、町のホームページに6月1日よ

り掲載しているほか、役場総務課においても閲覧す

ることができます。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課総務係（☎0142-66-2121）

「経済センサス‐活動調査」は、令和3年6月1日時

点での我が国すべての産業分野における事業所・企

業の経済活動の状況を全国的・地域別に明らかにす

ることを目的としており、国が行う調査の中でも特に

重要かつ大規模な統計調査です。

調査票については、5月中に調査員が配布するか、

国が郵送していますので、6月8日㈫までにインターネ

ットまたは郵送でご回答ください（新型コロナウイル

ス感染防止のため、調査員による回収はしません）。

※御回答いただいた内容は、統計作成目的以外に使

用することはありません。

【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3年度からスマホで町税等が
納付できますINF

ORM
ATI
ON

『令和３年経済センサス
―活動調査にご協力ください』　INF

ORM
ATI
ON

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。

6月06日㈰

6月13日㈰

6月20日㈰

6月27日㈰

7月04日㈰

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

藤原眼科・歯科 伊達市梅本町5-1 0142-23-5805

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

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

6月歯科救急医療実施について

INF
ORM
ATI
ON

令和2年度　町長交際費の
支出状況についてINF

ORM
ATI
ON

祝金、会費（各種団体の総

会、式典又は行事等に町長

等が出席する場合の会費、

寸志等の祝金品）

香典等（町民等死亡時の香

典、供花等代）

その他

支出合計

5件／ 47,504円

38件／ 279,300円

2件／ 17,335円

45件／ 344,139円

支　出　内　容 件数／金額
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6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）

○狩猟免許試験
日時／8月1日㈰ 9:00～

会場／室蘭市海岸町1丁目4-1

むろらん広域センタービル

試験種別／網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免

許及び第二種銃猟免許

必要書類／狩猟免許申請書、医師の診断書、顔写

真、北海道収入証紙（5,200円）、返信用封筒

受付期間／6月16日㈬～7月16日㈮

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局保健環境部環境生活課

（☎0143-24-9577）

○予備講習
日時／7月18日㈰
会場／室蘭市東町4丁目29-1

室蘭中小企業センター　大会議室

試験種別／

①第一種銃猟免許、第二種銃猟免許 11,000円

②網猟免許、わな猟免許 08,250円

上記免許①＋② 13,750円

（2種類）

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場産業振興課林務畜産係

（☎0142-66-2121）

6
JUNE

町営住宅募集情報　

INF
ORM
ATI
ON

狩猟免許試験及び予備講習のお知らせ

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。

航空学生

一般曹候補生

自衛官候補生

防衛大学校（一般）

防衛医科大学校
（医学科）

防衛医科大学校
（看護学科）

お問い合わせ先
〒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7月1日㈭～09月09日㈭

令和3年7月1日㈭～09月06日㈪

令和3年7月1日㈭～08月20日㈮

令和3年7月1日㈭～10月27日㈬

令和3年7月1日㈭～10月13日㈬

令和3年7月1日㈭～10月06日㈬

1次試験
令和3年9月20日㈪

1次試験
令和3年9月16日㈭～18日㈯
※いずれか1日

男子
令和3年8月27日㈮～29日㈰
女子
令和3年8月27日㈮～28日㈯
※いずれか1日

1次試験
令和3年11月6日㈯～7日㈰
※いずれか1日

1次試験
令和3年10月23日㈯

1次試験
令和3年10月16日㈯

募集種目 受付期間 試験期日

自衛官募集

INF
ORM
ATI
ON



6
JUNE
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道町連共済は、町内会・自治会活動中に事故に

遭われたとき、見舞金を支給する北海道町内会連

合会の助け合い事業です。

■道町連共済は、ひとり年200円の会費（年度途中

の加入も同額）で最高200万円のお見舞金を支給

します。

■加入者と同居するご家族が代理で活動中のケガ

もお見舞金の対象になります。

《こんな特徴があります》

○個人負担した医療費の実費を支給します。

○薬代、補装具、診断書文書料なども対象です。

○年度の途中からいつでもご加入いただけます。

保険期間／受付日～令和4年3月31日

※各自治会長については、壮瞥町連合自治会で本

共済に加入しています。

※パンフレット等の資料は役場企画財政課にあり

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）

西胆振行政事務組合消防本部では、令和4年4月

に採用する消防本部の「事務職員」を募集します。

採用職種／事務職員（一般行政職公務員）

※消防吏員（消防士）ではありません。

採用人員／１名

受験資格／平成3年4月2日から平成16年4月1日まで

に生まれた方で、高等学校、短期大学（専門学校

を含む）または大学を卒業された方。（現在在学中

で令和4年3月卒業見込みの方を含む。）

選考方法／

一次選考：書類選考（エントリーシート、最終卒

業校「卒業予定含む」の成績証明書）

二次選考：適性検査、作文

最終選考：個人面接、グループディスカッション

試験日／

一次選考：6月30日㈬までに必要書類を郵送または

持参提出

二次選考：7月21日㈬伊達市消防・防災センター

最終選考：8月20日㈮伊達市消防・防災センター

※日程や会場は都合により変更になる場合があり

ます。

受付期間／令和3年6月1日㈫～6月30日㈬
（郵送の場合は6月30日の消印まで有効）

申込方法／写真を貼ったエントリーシートに必要

書類（最終卒業校「卒業予定含む」の成績証明書）

を添えて持参または郵送で提出してください。

詳細は西胆振行政事務組合ホームページで確認

するか、消防本部総務課にお問い合わせください。

【資料の請求・申込先】

西胆振行政事務組合消防本部総務課

〒052-0012　伊達市松ヶ枝町13-1

（☎0142-21-5000）

西胆振行政事務組合ＨＰ：

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

道町連共済に加入して
もしもの事故に備えましょうINF

ORM
ATI
ON

消防本部「事務職員」募集のお知らせ

INF
ORM
ATI
ON
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6
JUNE

無料法律相談を開催しております

INF
ORM
ATI
ON

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㈭ 髙　村　弁護士（むろらん法律事務所） 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8月12日㈭ 阿　部　弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年8月06日㈮
令和3年8月26日㈭ 林　　弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和3年8月20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。

剣道少年団　壮瞥竹友会
ちくゆうかい

会員の募集

竹友会では、現在、小中学生男女合わせて10名の子
どもたちが元気に練習に励んでいます！！　さあ、君
もいっしょに剣道やってみませんか？興味があった
ら、まず見学に来てください。
練習日／毎週月・水・金曜日 18:00～20:00
※初心者は当面（3ヶ月～半年程度）月・金の週2回
18:00～19:00まで

場所／壮瞥町遊学館（壮瞥神社横）
対象者／未就学児（4～5歳）から中学3年生まで
会費／毎月2,000円

（兄弟・姉妹で習う場合は2人目から500円）
■剣道の特徴は？

○「あきらめずに頑張る強い心」「集中力」「忍耐力」
などが身に付きます。

○年2回級審査がありますので、目標に向かって段階
をクリアして行く楽しみがあります。

○スポーツではなく武道です。礼儀作法をはじめ、日
本の文化を学ぶことができます。

■剣道はお金がかかるの？

○竹友会では防具一式を卒業（中学3年生）まで貸し
出ししますので、必要なものは剣道着、袴、竹刀で

す。かかるお金は他のスポーツとあまり変わりません。
■新型コロナ感染防止対策について

○全日本剣道連盟の規定に従い、飛沫感染防止のた
め、マスク、マウスガードの
着用による練習をしています。

○道場入退出時の手指消毒、定
期的な換気を行っています。

※ご質問があれば、どうぞ、お
気軽にお問い合わせください。

sobetsu.chikuyukai@gmail.com
事務局：齊藤

かおりの教室

【アロマ体験会】～虫が嫌いなアロマ～
夏のアウトドアに活躍の虫除けアロマスプレー作り
アロマが初めてでもわかりやすくご案内いたします
虫が嫌いな香りを嗅いでみませんか？
日時／6月18日㈮ 10:00～11:30

先着4名

料金／500円(虫除けスプレー作りは、追加1500円)
会場／壮瞥町地域交流センター山美湖 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】

（☎090-1522-7840）
aromacosme2016@gmail.com
松浦まで

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



死亡事故ゼロ498日
―人身交通事故発生状況4月分―

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※4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4月16日～令和3年5月15日）

■人のうごき

■4月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,409人 （ 1）

男 1,145人 （ 7）

女 1,264人 （ △6）

世帯数 1,302戸 （ 4）

※4月末現在（　）は前月差

岡﨑サダ子さん（87才）【南久保内】

小野　友子さん（94才）【橋口一】

松田喜見雄さん（95才）【幸内一】

◆お悔やみ申し上げます

栗栖
く り す

伊吹
い ぶ き

くん　令和3年4月12日

【壮瞥温泉団地　拓也さん・悠さん】

畠山
はたけやま

新大
あ ら た

くん　令和3年4月19日

【壮瞥温泉団地　亮一さん・奈津子さん】

佐藤
さ と う

綾音
あ や ね

ちゃん　令和3年4月27日

【星野　大地さん・茂美さん】

○お誕生おめでとう

6
JUNE

― 16 ―

中学校卒業までのお子さんに支給される児童手

当・特例給付の受給者は、毎年6月1日における世

帯状況を現況届により町に提出し、引き続き受給

資格があるか審査を受ける必要があります。

対象の方には6月上旬に個別に書類を送付します

ので、必要事項を記入いただき、関係書類を添付

の上、ご提出ください。

提出がない場合には、6月分以降の手当（10月支

給予定）が受けられなくなりますのでご注意くだ

さい。

提出期限／6月30日㈬まで

注：公務員の方は、勤務先から現況届が配布され

ますので、勤務先に提出ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係（☎0142-66-2452）

北海道の価値を見つめ直し、
これからの北海道を考える日

1869年（明治2年）、北海道の名付け親とされる

松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道」という名

称を提案した7月17日は、「北海道みんなの日」愛

称「道みんの日」です。北海道の魅力と価値を再

発見し、北海道を誇りに思う心を育み、より豊か

な北海道を築き上げることを期する日として平成

29年に制定しました。この日をきっかけに、道民

の皆さまには北海道に愛着や誇りを持っていただ

き、北海道の魅力を発信する機会としていただけ

れば幸いです。

児童手当・特例給付を受け取るには
現況届の提出が必要ですINF

ORM
ATI
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7月17日は、北海道みんなの日

INF
ORM
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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】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係

（☎0142-66-2121）

広
報
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ジオパーク通信 第　107　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だより
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ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!ジオパークの看板を新しくしています!
洞爺湖有珠山ジオパークでは、平成22～23年にかけ、ジオ

パークエリア内の27箇所に総合案内看板を設置しました。
「ジオパークってなに？」「どの範囲がジオパークなの？」
「どこが見どころ？」といった、ジオパーク全体についての
情報を、多くの人に知ってもらうための看板です。

設置から10年が経過し、施設や地図の更新が必要になった
ことから、看板の内容を見直し、案内機能を充実させました。
見る人が必要な情報を得やすい「使える看板」として、看板
の設置場所から近い施設や散策路を中心に掲載しました。
順次張替を進めており、令和3年度中に、すべての総合案

内看板が新しくなる予定です。

洞爺湖有珠山ジオパークは、伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町の全域です。

このエリアの中にある、大地の変動や人間の歴史に関わる展示施設や道の駅等

の案内施設をジオパーク関連施設として紹介しています。

張替前の総合案内看板。すべて同じデザインでした。

設置場所に合った情報を表示した新しい総合案内看板。立地場所に合わせて１枚１枚、掲載している情
報が異なります。スマートフォンなどでQRコードを読み取ると、さらに詳しい情報が得られるようになっ
ています。

上段：看板設置場所

から近い見どころや

散策路を紹介

中段：テーマと地図。

現在地もわかりやす

く！

下段：看板から近い

おすすめ施設の詳細
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壮瞥中学校プール一般開放中止のお知らせ

令和3年度 西いぶり定住自立圏文化事業

6月下旬から開館を予定しておりました壮瞥中学校プールの一般開放ですが、道内全域で

新型コロナウイルス感染症が増加していることから今年度の一般開放を中止することとしま

す。皆様には、大変ご不便をおかけしますが町内での感染症予防にご理解をいただきますよ

うお願い申し上げます。

標記事業について、町民の皆様にお知らせします

■日　時　令和3年6月21日㈪　10:00～12:00

■会　場　壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

■講　師 楽輝己書道場　兼子　孝子　氏（日本己書道場認定師範）

※詳細は、教育委員会前川までお問い合わせください（☎0142-66-

2131）。

皆様のお越しをお待ちしています！ ▲講師の兼子氏の作品

■事業名　令和3年度西いぶり定住自立圏文化事業「桂米朝一門　上方落語を楽しむ会」

■主　催　西いぶり定住自立圏文化事業実行委員会

■期　日　令和3年8月1日㈰
【午前の部】開場　09:30　　開演　10:00

【午後の部】開場　13:00　　開演　13:30

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場収容率50％以内で実施

■会　場　登別市民会館　大ホール

■演　目　【午前の部】桂そうば「動物園」、桂ざこば　お楽しみ、

桂米團治「地獄八景亡者戯」

【午後の部】桂米輝「道具屋」、桂ざこば　お楽しみ、桂米團治「七段目」

※両部共通　落語ワークショップ（桂歌之助・お囃子連）

■チケット料金

午前・午後とも 全席指定 大人2,000円、小人（高校生以下）500円

※未就学児の入場はできません。

■チケット販売所

登別市／登別市民会館、鷲別公民館、ショッピングセンターアーニス

室蘭市／室ガス文化センター（平日のみ）、ぷらっと。てついち、エルム楽器室

蘭支店、室蘭工業大学生協パレット店

伊達市／だて歴史の杜カルチャーセンター

※車イス席をご希望の方は事務局まで

■お問い合わせ先

事務局（登別市教育委員会社会教育Ｇ）　☎0143-88-1129

6月山美湖大学のお知らせ

筆ペン書道にチャレンジ!

★6月&7月　夜空を見る集いのご案内★

【6月】 月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!月面Ｘ(エックス)を観測しよう!

【7月】

【6月＆7月共通】

★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★★お気軽にご参加ください★

ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!ペットボトルロケットを作ろう!

「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？

そんな時は、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受ける

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：生涯学習課 石塚・前川（☎0142-66-2131）】

月の満ち欠けの具合によって、月面に現れる「X」の文字を観測しましょう。

ごく限られた日の、ごく限られた時間帯にしか見られない、レアなお月様の模様です！

その他、「次元の話」についての講話や、「メビウスの輪」の作成とその不思議の体験を

予定しています。

自分たちでペットボトルロケットを作って、飛ばして遊ぼう！

道具を使って、太陽の黒点観測も行います。みんなで遊びに来てね！

※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。

※新型コロナウイ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。

■日　時　令和3年6月17日㈭19時～21時

■会　場　森と木の里センター

■日　時　令和3年7月3日㈯13時～16時

■会　場　壮瞥町地域交流センター山美湖

■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）

■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。
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「一般書」

『日本の火山ウォーキングガ

イド』『リメイクしたらオン

リーワンができました』『野

田光のダーニングでリペアメ

イク』『明日死んでもいいた

めの44のレッスン』『とわの

庭』『それぞれの新渡戸稲造』

『遊びからはじまる』『沢村貞

子の献立　料理・飯島奈美』

『薬膳と漢方の食材小事典』

「児童図書」

『こころキャラ図鑑』『よくで

きました！こどもルールブッ

ク』

「幼児図書」

『ゴミはボクらのたからもの』

『おおきなきがほしい』

（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）

★★ ぴよちゃんカード達成 おめでとう!! ★★
これからもたくさん本を読んでくださいね♪

もり ゆうしゅんさん

夜のピクニック

恩田　陸

高校生達が二日間か
けて80キロを歩き通す
伝統行事「歩行祭」に
ついて書かれた青春小
説です。読んでいると、
まるで自分も歩いてい
るかのように感じてし
まう凄い本。そして、
最後には感動の結末が
待っています。

ゴールデンスランバー

伊坂幸太郎

首相暗殺犯の犯人だ
と指差され、無実の罪
で追っ手集団から命を
狙われた青年・青柳…
物語は、その緊迫の二
日間の逃亡劇が描かれ
ています。テンポ良く
物語は進み、読み始め
るとやめられません。
堺雅人主演で映画化も
されています。

そして、バトンは

渡された

瀬尾まいこ

三人の父親と二人の
母親を持つ、複雑な家
庭で育った女子高校生
のお話です。とっても
事情ありな家庭…で
も、彼女は全然不幸で
ありません。むしろこ
の本を読めば、きっと
あなたも幸せを分けて
もらえるはずです。

6月の展示 
本屋大賞の本本屋大賞の本

75回

すずき あいなさん

125回
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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

4月のイベントでは、地域おこし協力隊の中岡さ
んからフィンランドのお話を伺いました。壮瞥町
との繋がりや歴史、オリンピックのホストタウン
の話も聞かせていただき、参加者の方は皆さん、
熱心に聞いていました。また最後の質問コーナー
では、参加者から多くの質問があり、非常に充実
した時間となりました。

伊達市在住の武者ますみ先生を講師として、
清少納言の「枕草子」を楽しく学びます。

お土産に干菓子も用意します。ぜひご参加く
ださい。

期　日：令和3年6月17日㈭
14:00～15:30

場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
講　師：武者　ますみさん
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。

古典へのお誘い
～「枕草子」心ゆく物～

ー心ハレバレ、満ち足りるモノー

【4/15 実施イベント報告】

フィンランドのおはなし

★ 図書分室のイベント★

活動内容

・図書室の業務補助　・展示装飾　・毎月の図書分室イベント
・図書フェスティバルや学校ブックフェスティバルでの活動など

←ポピーの会による展示と、ポピーの会の紺谷さんの
友人である菊地綾子さんに描いてもらった窓ガラス
の女の子とアマビエの絵

2009年に発足して以来、やまびこ図書室を支え続ける図
書ボランティア『ポピーの会』。
現在、会員を大募集中です！　皆さんとても仲良く、楽

しく活動しております。ぜひお気軽にご連絡ください♪
連絡先は☎0142-66-2131（小岡）まで

ようこそ　
図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!
ようこそ　

図書分室へ!

タイトル『大家さんと僕』　　矢部太郎

ベストセラーになったので、ご存じの方も多いと思い
ますが、読んでない方はぜひ！（ＮＨＫのアニメにもな
っていましたね）
売れない芸人の「僕」が引っ越しをして出会ったのは、

とっても上品な高齢の大家さん。最初、僕は敬遠してい
たけれど、二人は徐々に交流を深めていき…。おばあち
ゃんだけど、とても可愛いお茶目な大家さん。ほのぼの
して、くすっと笑えて、少し哀しく、とっても温かい。
そんなマンガです。（続編「大家さんと僕　これから」も
図書室にあります❤）

（オススメ者：Ｒ2D3さん）

わたしのオススメ本

この本は
やまびこ図書室
にあります！

お笑いタレントが描く本。
マンガで読みやすいですよ♪

待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!待ってます!� � � �Ì�ï

�ï� �å� ��
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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

不法焼却はやめましょう
5月4日、上久保内でゴミの不法焼却が原因の火災が発生しました。

この火災による人畜への被害はありませんでしたが、このような火災は、大規模な山火事等につ

ながるおそれがあり、大変危険です。

また、家庭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、

懲役や罰金の処分を課せられる場合があります。

ドラム缶、土管、ホームセンターで購入した簡易焼却炉等での消却も、法律

違反となります。

ゴミは焼却することなく、ゴミステーションに出すなど、適正に処分してく

ださい。

皆さんの周りにいませんか？

・不法に入国したり、在留期限が過ぎて

も出国しないでいる外国人

・不法滞在しながら不法に就労している

外国人

ささいなことでも

「おかしいな」と思った

ら駐在所にお知らせく

ださい。

例年この時期になると、登山等で山に出かける人が多くなり、登山中の怪我や、

熊の目撃等の通報が多く寄せられます。

特に熊については、昨年5月末以降、有珠山・昭和新山周辺で目撃が相次いだこともあり、十分な

警戒が必要です。

安全で楽しい登山等のために、次の点に注意しましょう。

(1)　十分な装備とゆとりある計画を立て、自分の体力や技量にあった山を選びましょう。

(2)　登山計画書を提出しましょう。

(3)　入山前に天気予報、山岳情報を確認しましょう。

(4) 経験豊富なリーダーのもと複数による入山を心がけ、できるだけ単独での

登山は控えましょう。

(5) ヒグマとの遭遇を避けるため、ヒグマ出没情報の有無を確認し、人の存在

を知らせるため音を出しながら歩きましょう。

(6)　万一の遭難に備え、携帯電話等の通信手段を携行しましょう。

覚醒剤などの薬物を乱用する

と、身体や精神がボロボロになり、

場合によっては死に至ることもあ

ります。

①規制薬物に近づかない！

社会のルールをしっかりと守る

見たら聞いたらその場から離れる

②甘い誘いに乗らない！

キッパリと断る勇気を持つ

③見かけたら直ぐに「通報」

110番、駐在所へ通報

薬物に手を出すな不法就労・不法滞在の
防止にご協力を!

令和3年6月号

山登り 体力・技量を考えて



【歳入】

１．負担金

（内訳） 伊達市

洞爺湖町

豊浦町

壮瞥町

２．使用料及び手数料

３．道支出金

４．財産収入

５．繰入金

６．繰越金

７．諸収入

８．組合債

【歳出】

１．議会費

２．監査委員費

３．消防費

４．衛生費

５．給与費

６．公債費

７．予備費

1,474,444
1,406,044

754,130
295,437
193,959
162,518

2,185
12,672

479
26,364
3,000
7,200

16,500

1,474,444
1,246

420
332,278
95,300

1,018,722
24,878
1,600

単位：千円
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壮瞥支署

災害弱者への支援

災害弱者とは、災害が発生した場合、自分の生命

や安全の確保が困難な人や、安全な場所への避難行

動あるいは避難所生活等において大きな困難を抱

え、まわりの人の手助けを必要とする人たちの事を

表します。

近年増加している外国人旅行者等も日本語が分か

らず、避難が遅れてしまうことから災害弱者となり

ます。

災害弱者に対する対策として、彼らのハンディキ

ャップを理解し、地域住民で支援する事が必要とな

ります。

西胆振行政事務組合令和3年度予算概要

令和3年度予算が、3月に開催された西胆振行政事

務組合議会定例会で議決されました。

歳入では、歳入グラフのとおり、歳入に占める割

合が最も大きいのが消防負担金で、構成4市町の規

模（人口割、財政割）及び均等割により負担率が決

められています。

歳出では、歳出グラフのとおり給与費が最も大き

く、その他の歳出は主に消防本部、消防署及び各支

署の活動経費並びに火葬場整備事業（衛生費）に充

てられます。
防火PRの実施

春の火災予防運動期間中の4月27日に、そうべつ

子どもセンター前で防火PRを実施しました。

女性消防団員２名、壮瞥支署職員１名により園児

及び父母に対し、火災予防啓発用品を配付し、火災

予防を呼びかけました。

詳細／西胆振行政事務組合消防本部総務課

☎0142-21-5000

“その火事を　防ぐあなたに　金メダル”

救急出動件数 014件 （累計 113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4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分4月分
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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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エキノコックス症とは、「エキノコックス」という寄生虫によって引き起こされる病気で、

主に肝臓に障害が起こり、放っておくと悪化して命に関わることもあります。感染しても、

自覚症状が出るまでに10～15年の潜伏期間があり、気がつかないうちに悪化してしまうこと

が多い病気です。血液検査以外に早期発見することはできず、いつ感染するかわからないた

め、5年毎に検診をしていく必要があります。下記に該当する方は、

ぜひこの機会に検診を受けてみませんか？

・北海道での生活が5年以上で、検診を一度も受けたことが無い方

・エキノコックス検診を5年以上受けていない方

・キツネに触れたことがある､野ネズミを捕獲した､外飼いの犬がいる方

・外から帰ったら、必ず手を洗いましょう

・キツネに触ったり餌付けをしないこと、また餌となるゴミの処理は適切に行いましょう

・沢や川などの生水を飲まないようにし、山菜や野の果実等は十分に加熱

もしくはよく水洗いしてから食べましょう

・犬の放し飼いはやめ、散歩中に拾い食いさせないようにしましょう

エキノコックス検診のおしらせ

野ねずみを食べた

犬が感染する事も

【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）

◇対　象　者：小学校3年生以上の町民

◇検診内容：血清検査（採血）

◇検　診　料：無料

◇受診方法：①そうべつ温泉病院（☎0142-66-2221）
※事前に病院へ検診予約をお願いします

②町の生活習慣病健診

※エキノコックス検診のみはできません

※国保（20歳以上）、後期、生保の方は、町の生活習慣病健診と同時にエキノコックス検診を

受けることができます（健診の採血で調べることができます）。

エキノコックス症を防ぐために



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。▼

6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

6 9
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

13 14 18
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

19

8
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

7

16
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

11
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

10
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p15
図書分室開放日
13:00〜16:00

17
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00〜12:00 p11
町議会第2回定例会
大会議室
10:00〜
図書分室開放日
13:00〜16:00
月面Ｘを観測しよう
森と木の里センター
19:00〜21:00　p18

15
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

※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

01日
15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

26日

02日
09日
16日
23日
30日

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

51
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

4
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

3
図書分室開放日
13:00〜16:00

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

20 21
山美湖大学
山美湖多目的ホール
10:00〜12:00

25
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

2623
フッ素塗布
保健センター
9:15〜10:15
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

24
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p15
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

22
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

27 28 7/2 7/3
ペットボトルロケット
を作ろう
山美湖
13:00〜16:00　p18

30
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

7/1
図書分室開放日
13:00〜16:00

29
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p11

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

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日


