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7月3日㈯、壮瞥小学校にて運動会が行わ
れました。児童の皆さんは、保護者の声援

を受け、一生懸命に日頃の練習の成果を発

揮していました。

高学年による壮小ソーランＲ３では、息

の揃った迫力の舞いが披露されました。

14ページには運動会スナップ集があります!
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（注）市区町村長は、河川や雨の情報（警戒レベル相当情報）のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏

まえ総合的に避難情報等（警戒レベル）の発令判断をすることから、警戒レベルと警戒レベル相当情

報が出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません。
【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

新しい避難情報等について
■新しい避難情報に関するガイドライン　
本年5月に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が施行され、新しい「避難情報に関す

るガイドライン」が公表されました。これにより、避難指示等の発令基準などが見直しされてい

ますのでご案内します。

■避難情報の名称・内容と避難する基準

●警戒レベル5はすでに災害が発生・切迫している状況です。
・警戒レベル5は､すでに安全な避難ができず命が危険な状況です｡発令を待っていてはいけません。

・警戒レベル5は、市区町村が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令され

る情報であり、必ず発令される情報ではありません。

●警戒レベル4は避難指示に一本化されました。
・避難のタイミングを明確にするため、「避難勧告」と「避難指示（緊急）」は「避難指示」に

一本化され、避難指示は従前の避難勧告のタイミングで発令されます。

・警戒レベル４は、立退き避難に必要な時間や日没時間等を考慮して発令される情報で、この

タイミングで危険な場所から避難する必要があります。

●警戒レベル3は高齢者だけの情報ではありません。
・「高齢者等」は障害のある人や避難を支援する人も含んでいます。

・さらに、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をし

たり、自主的に避難するタイミングです。

■キキクル（大雨・洪水の危険度分布）をご存じですか？
最近、災害報道の中で「キキクル」という言葉をよく耳にするようになりました。

「キキクル」は、大雨や洪水による災害の危険が、どこで、どのレベルで迫っているかを、地

図上で視覚的に知ることができる情報で、気象庁のホームページで公開されています。

テレビやラジオなどの気象情報で注意報や警報が発表されるなど、大雨による災害が発生する

おそれのあるときや、急に激しい雨が降ったときは、このページにアクセスし、最新の情報を入

手しましょう。大雨による土砂災害の危険度分布は「土砂キキクル」、短時間の強雨による浸水

害の危険度分布は「浸水キキクル」、河川の洪水災害の危険度分布は「洪水キキクル」で、確認

することができます。

また、「キキクル」を活用し、大雨による災害の危険の高まりを、スマートフォンのアプリや

メールにリアルタイムで知らせてくれる「プッシュ型」の通知サービスもあります。

●気象庁ホームページのトップ画面から「防災情報」へ進み、そこから「キキクル（危険度分布）」

へ進むと見ることができます。

（トップ画面にある「キキクル（危険度分布）」のアイコンから直接進むこともできます。）

市町村が出す避難情報等
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海外渡航の予定のある方へ〜

新型コロナウイルス予防接種証明書の発行について
7月26日㈪から、海外渡航予定がある方を対象に、

「新型コロナウイルス予防接種証明書」の申請受付を開始しています。

対象となる方
①壮瞥町に住民票のある方

※住所地外接種で町内で予防接種を受けた方については、住民票のある自治体での発行とな

りますのでご注意ください。

②海外渡航の予定がある方（予防接種証明書の発行にはパスポートが必要です）

③新型コロナウイルスの予防接種を受けている方

必要書類
①新型コロナワクチン予防接種証明書発行申請書（保健センター窓口にあります）

②身分証明書（運転免許証、健康保険証等）

③旅券（パスポート）  ④新型コロナワクチン接種済証

発行場所
壮瞥町保健センター　健康づくり係　☎0142-66-2340

北海道では、大型連休、お盆など夏休みシーズンが到来し、レジャー等による人の移動が活発

となることから、感染再拡大の防止のため特別対策を実施しています。

7月11日をもって、まん延防止等重点措置が終了しましたが、今後の再拡大防止のため、引き

続き、町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

対策期間　　令和3年7月12日㈪〜8月22日㈰

対象地域　　道内全域
※札幌市は他地域との人の往来も多いため、「重点地域」に指定し、感染予防対策の一層の徹

底を図ることとしています。

日常生活では
三密、飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話等を回避するとと

もに、マスクの着用、手洗いなどの手指消毒をはじめとした基本的な感染防止対策を心がけまし

ょう。

特に外出の際は、基本的な感染防止対策を更に徹底し、札幌市との不要不急の往来を控え、「緊

急事態措置区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との不要不急の往来は極力控えましょう。

【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）

夏の再拡大防止特別対策を実施中です！
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課高齢者福祉係（☎0142-66-4165 壮瞥町保健センター内）

※ 上記以外の市町村民税非課税世帯の方等の負担限度額に変更はありません。

※食事の提供に要する平均的な費用の額（基準費用額）は、1,392円→1,445円（日額）に変わります。 

（注）居住費の負担限度額は、変更ありません。また、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等（第1段

階）の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

※年金収入等＝公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額

介護保険法施行令等の改正により、必要なサービスを必要な方に提供できるようにし、負担の公平性

と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入・資産のある方に対して、負担能力に応じたご負

担をいただく見直しを行うこととなりました。

①介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。
・補足給付の預貯金要件の見直し

②毎月の負担上限額（高額介護サービス費）が変わります。
介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限

額が以下のとおり変わります。

・食費の負担限度額の見直し

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります

令和3年8月から
介護保険施設等における負担限度額が

変わります
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民間賃貸住宅建設助成事業の
拡充について

壮瞥町では平成26年4月から壮瞥町民間賃貸住宅建設助成事業を実施し、民間活力による

賃貸住宅の建設促進を通じて、定住人口の増加及び地域経済の活性化を図ってまいりました。

この度、令和3年7月1日から、対象施設や助成額の拡充を行い、定住促進施策の一層の推

進を図ることとしましたので、お知らせします。

対象施設

・アパート

助成額

・アパート

建物の取得に要した費用の

10分の1以内で、上限額70万円/戸

町内業者施工は上限額30万円/戸追加

対象施設

・アパート　・一戸建て　・社宅　

・社員寮

助成額

・アパート

建物の取得に要した費用(以下、同じ)の

5分の1以内で、上限額150万円/戸

町内業者施工は上限額50万円/戸追加

・一戸建て

5分の1以内で、上限額250万円/戸

町内業者施工は上限額50万円/戸追加

・社宅

アパートか一戸建てかにより同額補助

※東部地域（久保内・上久保内・南久

保内・弁景・幸内・蟠渓）、仲洞爺

地区（仲洞爺、東湖畔）及び立香地

区は、人口減が顕著（左表）なこと

から、助成額2割増し

・社員寮

10分の1以内で､上限額1,000万円/棟

町内業者施工は5分の1以内で、上限額

2,000万円/棟

【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）

現行 拡充後　　　下線部分

拡充

令和3年
7月1日〜

※国勢調査人口

滝之町 1,444 1,339 92.7％

久保内 783 603 77.0％

蟠渓・幸内・弁景 155 97 62.6％

仲洞爺・東湖畔 323 242 74.9％

立香 132 91 68.9％

壮温・新山・洞温 395 376 95.2％

計 3,232 2,748 85.0％

地区名 H22(人) R2(人) R2/H22
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危険ごみの出し方について
令和3年4月から危険ごみの分別収集が始まっていますが、スプレー缶類・ライター類・電池類

を燃やせないごみ袋に入れて出しているケースが見受けられます。

スプレー缶類（使い切って穴をあけずに）・ライター類（使い切って）・電池類（小型充電池）

は、指定袋には入れずに、それぞれ透明な別袋に分けて入れて、燃やせないごみの日に出してい

ただきますよう、ご協力をお願いいたします。

指定袋には入れずに透明な別袋で！燃やせないごみの日に！

猫の飼い方に注意しましょう!!
「猫が庭に入って来て困る」、「鳴き声がうるさい」、「ふん尿で困っている」などの苦情が毎年

寄せられています。飼い主による無責任な飼養は、近隣の人々に迷惑をかけるばかりでなく、猫

にとっても大変不幸なことです。

猫の飼い主は、周囲への気配りと責任ある飼養に努めましょう。

１　猫は室内で飼いましょう。

２　管理できる頭数にしましょう。また、飼えない子猫が生まれないように、

不妊・去勢措置をしましょう。

３　名札などをつけて、飼い主がわかるようにしましょう。

◎猫の飼い方については、法律や北海道の条例で定めがあります!!
○法　　　律：「動物の愛護及び管理に関する法律」（家庭動物等の飼養及び保管に関する基準）

○北海道条例：「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」

・不慮の事故防止等、猫の健康及び安全の保持、周辺環境の保全の観点から、屋内飼育に努

めること。

・頻繁な鳴き声等の騒音またはふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支

障を及ぼすことのないよう努めること。

・むやみに数を増やさないため、不妊・去勢措置を行い、管理できる数を超えないようにす

ること。

周辺環境に著しい影響を及ぼす場合は、道から改善の勧告や命令が行われます。また、それに

従わなかった場合は罰則もありますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

スプレー缶類 ライター類 電 池 類

使い切って、穴をあけずに 使い切って
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町プレミアム付商品券「福祉商品券」の申請を忘れていませんか?
広報5月号でお知らせして、該当となると思われる皆さまに通知しておりましたが、様々な理

由で申請できなかった方々がいらっしゃることを考慮して、締め切り期間を延長いたします。申

請をされていない世帯で、希望される場合は下記あてに申請願います。

なお、申請書類を紛失された場合は壮瞥町役場商工観光課にご連絡いただければ、お渡しいた

します。

対象世帯／

壮瞥町に住所があり、令和2年度の町民税が非課税で、次のいずれかに該当する世帯です。

ただし、生活保護受給世帯、社会福祉施設等の入居者等は除きます。

(1)高齢者世帯：世帯全員が満65歳以上の世帯（満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

の間にある者を扶養している世帯を含む）

(2)重度障害者世帯：次のいずれかの手帳を持つ障害者が世帯主または同居する世帯

ア　身体障害者手帳1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

支給商品券額5,000円です。（商工・サービス用500円×5枚、農産品用500円×5枚）

申請受理後、審査をおこない支給の可否について決定します。

申請期間／令和3年8月20日㈮まで（郵送による申請もできます。）

【提出先・お問い合わせ先】
壮瞥町字滝之町384番地1　道の駅そうべつ情報館ｉ 2階　壮瞥町役場商工観光課　

（サムズ・消防壮瞥支署が入っている建物です。ご注意願います。）
（☎0142-66-4200）

壮瞥町地域安全協会の総会について
壮瞥町地域安全協会は町民及び町内の事業所、団体様が安全で安心してくらせるまちづくりを

推進し、交通安全と防犯意識を高めるための組織で皆さまの会費等を財源として交通安全、防犯

意識の啓発等の活動を行っております。

毎年度の活動実績や事業予算については、総会を通じてお知らせしておりますが、本年度は新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催できないため本誌にて概要をご報告いたします。

令和２年度は会員の皆さまからいただいた会費365,400円、その他町補助金等760,878円で収入

総額は1,126,278円です。これを財源として、交通

安全、防犯パトロール等啓発活動の事業活動費に

940,205円、その他事務費等37,470円、総額977,675

円に利用させていただきました。

令和３年度は会費371,000円、その他町補助金等

839,000円を前年度同様に交通安全・防犯の各種事

業等の事業活動費754,000円、その他事務費等

456,000円、総額1,210,000円の予算で各種事業を実

施しています。

【お問い合わせ先】壮瞥町地域安全協会（事務局 壮瞥町役場総務課）（☎0142-66-2121）
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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！

壮瞥町で醸造用ぶどうの試験栽培を

行っている京都の丹波ワイン株式会社

様が、今年度より圃場を拡大しました。

1ヵ月ほど続いた新圃場の整備と苗木の植え付けの作業が無事終わり、新しく植え付けした約

1,400本の苗木の管理と圃場の整備を行っています。

たくさんの新しい芽から良い芽だけを残して間引きし、春の日差しを浴びて大きくなった枝

を固定し、エゾシカの対策として電気柵を設置したりと、自然が相手の待った無しの作業が続

きます。

改めてワイン造りは多くの手間と時間をかけて行われていることを実感する作業となりまし

た。

令和3年1月29日、壮瞥町はフィンラ

ンド共和国のホストタウンに登録され

ました。

壮瞥町にはフィンランドのホストタウンに登録されたことを心から喜んでくださったり、

「フィンランド選手を応援したい」とフィンランドチームの応援隊の参加にご協力をいただい

た方がたくさんいました。これはとても素晴らしいことですし、私の心の支えにもなりました。

選手の受け入れにあたってコロナ対策に関わる厳しい制約がたくさんあり、直接対面するよう

な交流が難しい状況ですが、それでもできることを少しでもやっていこうと思い、これまで町

民が関わることのできる参加型のイベントを幾つか考え、実施して参りました。ご参加くださ

った皆さま、本当にありがとうございました。これらについてはブログなどで近々紹介して参

ります。私も微力ながら、フィンランド選手を心を込めて応援し、この貴重な機会を通してフ

ィンランドとの友好親善のために尽力していきたいと思います。今後も地域の活性化を推進し、

壮瞥町とフィンランドとの人的・経済的・文化的な相互交流を図れるよう努めて参ります。

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！

スポーツおこし協力隊　中岡紗恵子

フィンランドの
ホストタウンとして

農業おこし協力隊　籠嶋　学

醸造用ぶどうの管理と
新圃場の整備

ＳＮＳでは、町のタイムリ

ーな風景や情報を発信して

います！

Facebook Instagram
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閉校施設を活用したたまねぎ貯蔵選別施設が完成
地域の雇用創出、活性化に期待 そうべつアグリフーズ株式会社

〇旧久保内中学校の活用

旧久保内中学校は、平成29（2017）年3月に閉
校となり、これまでの70年間で卒業生の総数は
1,709名を数えます。
地域の子供たちを見守ってきた、大切な学舎

を有効活用して、次の新たな一歩につなげてい
けないかと検討していたところ、地元で農業を
営む南和孝氏から、有効活用のご提案を受け、
協議検討を重ね、町議会の議決を経て、昨年

（2020年）3月に南氏が代表を務める有限会社ミ
ナミアグリシステムに、校舎・体育館・グラウ
ンド敷地の一部を売却したところです。
有限会社ミナミアグリシステムでは、たまね

ぎの加工施設としての活用を構想し、大手食品
メーカーのカゴメ株式会社と、新会社のそうべ
つアグリフーズ株式会社を設立し、第一期工事
として、たまねぎの貯蔵庫・選別場の建設工事
がはじまりました。

この度、本施設が完成し、感染症に配慮しな
がら、6月25日に竣工式が執りおこなわれました。
当時の面影を残す外観の校舎と体育館は、会社の事務棟と選果場に改修され、事務棟には中学
校当時のメモリアルコーナーも設けられます。

また、体育館の横には1,430㎡の貯蔵庫が新設されました。

〇今後の展開　～　地域の活性化への期待

今年度から、第二期工事として貯蔵庫の隣で加工場の建設に着工し、令和4年以降、剝きた
まねぎ、ダイスカット、ソテー等の製造・販売を順次予定しております。

また、有限会社ミナミアグリシステムは、地域におけるたまねぎの生産から収穫までの効率
化を図るため、最新鋭の大型作業機械を導入し、町内で生産するたまねぎの生産・供給体制も
併せて整備しています。
当該施設の整備に係る総事業費は20億円を超え、壮瞥町では数十年ぶりの大きな産業立地で

あり、地域の雇用創出と、活性化への貢献が期待されるとともに、学校施設を利用したモデル
事業として国も注目しており、町としても必要な支援をしていきたいと考えております。

左側　貯蔵庫・中央奥　選果場・右側　事務棟

南代表、来賓によるテープカット
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壮瞥中学校　地域学習「まるごと壮瞥」の取り組みについて

壮瞥町を深く知り、よりよい町づくりを考える土台となる力を育むため、壮瞥中学校（松岡賢
晃校長　生徒63名）の生徒たちが、総合的な学習の時間の授業で地域学習「まるごと壮瞥」に取
り組んでいます。
7月7日㈬、2年生22名が町内の農家や温泉施設、役場など7つのグループに分かれて調査活動を
行いました。町の防災をテーマにしたグループでは、「火山が近くにあっても安全に生活できる
町づくり」をすすめるための方策の調査として、備蓄倉庫の見学や、非常食の試食体験、避難所
の運営体験などを行いました。
参加した生徒は、「非常食の試食や段ボールベッドの組み立てなどを行い、防災の取組について
関心が高まったと感じた。また、今日の調査活動をきっかけにこの町についてもっと知りたいと
思った。」と感想を話していました。
１年生はりんご農家でのりんご学習、３年生は有珠山･昭和新山でのジオパークについて調査
学習を行う予定です。

非常食の試食体験 備蓄倉庫の見学

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

モンベル
m o n t - b e l l

フレンドショップ提携

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブが、アウトドア総合
メーカーモンベル社のフレンドショップに登録されました。
全国に約100万人（道内約6万人）が登録するモンベルクラブ
会員に、「ゆーあいの家」を割引価格でご提供するとともに
モンベル社のホームページを通じて施設のPRを行います。

また、今後は、壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館など
でモンベル社の各種製品を販売する予定です。興味のある方
はぜひご利用いただきますようお願いします。
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日本郵便様よりジオパーク「大地の恵みフレーム切手」をいただきました

6月29日㈫、日本郵便苫小牧しらかば郵便局橋本
局長、壮瞥郵便局関川局長が来庁され、6月21日発
売の洞爺湖有珠山ジオパーク「大地の恵みフレーム
切手」を寄贈いただきました。

この切手は日本郵便と洞爺湖有珠山ジオパーク推
進協議会が令和2年度から取り組むコラボレーショ
ンの一環で「壮瞥のりんご」、「オロフレトマト」等
同協議会4市町の地域の特産品をイラストにした切
手となっております。

この度の寄贈に対し、心より感謝申し上げます。 左から橋本局長、関川局長、田鍋町長

（後列左から）北紘建設㈱笹山陽子代表取締役常務、
古谷　尚校長

（前列左から）卒業生の伊藤拓海さん、山田裕龍さん

内閣総理大臣からのメッセージが届けられました

7月1日㈭、伊達地区保護司会の会長　早坂きみ子
様、副会長 佐長泰教様が来庁し、第71回「社会を
明るくする運動」の実施にあたり、内閣総理大臣の
メッセージが届けられました。

「社会を明るくする運動」は、昭和26年に始まり、
地域に根ざした全国的な運動として発展してまいり
ました。7月1日から31日までの1カ月間を強調月間
として、犯罪や非行の防止・更生についての理解を
深め、地域で力を合わせて、安全で安心な明るい地
域社会を築くための全国的な運動です。 田鍋町長にメッセージを届ける早坂会長（中央）と佐長副

会長（右）

北紘建設㈱様より壮瞥高校に自動検温センサーを寄贈いただきました

7月6日㈫、北紘建設㈱様より壮瞥高校に自動検
温センサー2台を寄贈いただきました。

この春、北紘建設㈱様には壮瞥高校卒業生の伊
藤拓海さん、山田裕龍さんの2名が入社しており、
同社では今年度新入社員の母校に対して、新型コ
ロナウイルス感染症対策として自動検温センサー
を寄贈いただきました。ありがとうございました。
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剣道　中体連胆振予選大会3位

6月26日㈯、苫小牧市川沿公園体育館で令和3年度
胆振中学校体育連盟剣道大会が、胆振管内全域から
約60名の中学生剣士が集い開催されました。
男子団体の部では、壮瞥中学校チーム（池田拓未君
2年、松浦遼河君2年、和田優君3年、小田隆太郎君1
年、金子祐大君3年）が第3位となりました。予選リー
グで2位となり、決勝トーナメントに進みましたが、
初戦で惜しくも敗退しました。
予選リーグでは、優勝した苫小牧市立啓北（けいほ

く）中学校に1勝2敗2引き分けと接戦を繰り広げまし
たが、1歩及ばずといった状況でした。

SNSフェイスブックフォロワー数人口比ランキング　壮瞥町全国2位

6月12日付け日本経済新聞で、SNSフェイスブックフォロ
ワー数人口比ランキングで壮瞥町が全国2位と報じられまし
た。

これは、本年5月末現在で、全国1,741市区町村の公式アカ
ウントを集計し、人口比でみたランキングで、「人口の20倍
以上のフォロワーをフェイスブック（FB）で持つ北海道壮
瞥町は、自然環境や生活感の伝わる移住ブログの掲載を始
めた2020年度以降、移住相談が増加した」というものです。
地域おこし協力隊4名を中心とした工夫を凝らした情報発
信を行っており、youtubeなどの新たな取り組みにもチャレ
ンジしておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

壮瞥産醸造用ぶどうの白ワイン販売開始!!

壮瞥産醸造用ぶ ど う を使用し た白ワ イ ン ｢北海道壮瞥
PinotBlancSurLie2020｣が7月15日㈭に発売され、同日、町をは
じめ、町商工会等の関係者出席のもと発表会を開催しました。

このワインは、町内で醸造用ぶどうの試験栽培を進める京都の
「丹波ワイン株式会社」が製造したもので、ぶどうの栽培や醸造には
町の地域おこし協力隊員も関わっております。
今回は、昨年10月に25アールのほ場で収穫された「ピノ・ブラン」
470㎏を原料に製造された、限定450本を販売するもので、さわやか
な酸味と香りが特徴のワインに仕上がっています。
町内では｢そうべつ情報館i 農産直売所サムズ｣、｢くだもの農家浜
田園｣、｢ばんけい温泉湯人家｣、｢セイコーマート ふじさわ店｣で販
売しております。
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壮瞥小学校 7月3日㈯

壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集
7月3日㈯、壮瞥小学校の運動会が開催されました。昨年に引き続き、保護者の出席を2名までとするなど、
新型コロナウイルス感染症対策を徹底した中で各種目が行われました。
爽やかな陽気の中、児童の皆さんは一生懸命に日頃の練習の成果を発揮していました。
当日の様子をスナップでご紹介します。

壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集壮瞥小学校運動会スナップ集

宣誓！

そーれ！

負けないぞ！

ヤーレン
ソーラン

やったぞー！

ばっちり決まった！

開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式開会式

徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走徒競走

紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）紅蓮華（1・2・3年生）

壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生）壮小ソーランR3（4・5・6年生） 低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー低学年リレー

高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー高学年リレー

玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生）玉入れ（1・2・3年生） 人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）人生山あり谷あり（4・5・6年生）
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開放日

3日㈫、6日㈮、10日㈫、13日㈮、17日㈫、20日㈮、

24日㈫、27日㈮、31日㈫
育児サークル

19日㈭　10:00～12:00

・身体測定

・保健師さんのお話

・畑収穫

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※8月17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）

8月の子育て支援センターげんき　

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。

8月01日㈰

8月08日㈰

8月09日㈪

8月15日㈰

8月22日㈰

8月29日㈰

9月05日㈰

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 0143-44-2621

共立歯科クリニック 登別市緑町2-32-6 0143-81-2222

金本歯科医院 伊達市山下町55 0142-25-3822

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

柴田歯科高砂デンタルオフィス 室蘭市高砂町3-9-20 0143-45-8484

月　　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

8月の歯科救急医療実施について

INF
ORM
ATI
ON
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○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10年建設　4号棟

→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。

（22,900～34,100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

問い合わせください。）

○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 2階　1ＬＤＫ（44.23㎡）

1戸

月額家賃 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

○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。

●申込期間（全共通）

申込受付開始／令和3年8月2日㈪から

申込締め切り／令和3年8月16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。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係

（☎0142-66-2121）

蟠渓地区にて伊達赤十字病院の巡回診療が行わ

れます。

医師による一般診療の他、看護師による介護・

看護相談、医療相談も受け付けます。多数の方の

ご利用をお待ちしています。

日時／令和3年8月5日㈭ 14:00～16:00まで

場所／蟠渓ふれあいセンター

対象／蟠渓地区の住民の方

診療内容／

医師による一般診療・血圧測定

看護師による介護・看護相談

ソーシャルワーカーによる医療相談

診療料金／健康保険外診療になりますが、受診者

の自己負担はありません。

【お問い合わせ先】

総合病院　伊達赤十字病院　社会課

（☎0142-23-2211　内線479）

道路で災害が発生した場合などには通行止め等

の規制が実施されます。

通行止め区間へ脇道などから侵入すると、損壊

した道路からの転落や、崩落した土砂に巻き込ま

れる等の重大な事故につながる恐れがあります。

大変危険ですので指定された迂回路のご利用を

お願いします。

なお、国道、道道及び北海道開発局が管理する

高速道路の通行規制の状況は、次のホームページ

で公表しています。

通行規制情報（北海道地区道路情報のページ）

https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/

RoadInfo/index.htm

町営住宅入居者募集　

INF
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蟠渓地区巡回診療の実施について

INF
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通行規制区間への進入の危険性について

INF
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父母の離婚等により、父または母と生計を同じ

くしていない18歳までの児童（または20歳未満の

障がいのある児童）を監護するひとり親家庭に対

して支給される手当です。受給には所得制限があ

り、一定額以上の所得がある場合や公的年金等を

受けることができるときは、手当額の全部または

一部を受給することができません。

現在、児童扶養手当を受給している方は、『現況

届』の書類を個別に送付しますので、8月31日㈫ま

でにご提出ください。また、現況時、支給開始か

ら5年を満了した方、及び10月までに5年満了を迎

える方は、一部支給停止適用除外事由届を併せて

ご提出ください。

なお、期限までに書類の提出がない場合は、手

当の一部または全部が停止される場合があります

のでご注意ください。

【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）

身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満

の児童と同居し、養育している父母等に対して支

給される手当です。児童が施設に入所している場

合などは対象になりません。また、受給に当たっ

ては、所得制限があり、一定額以上の所得がある

場合は受けられないことがあります。

現在、特別児童扶養手当を受給している方は、8

月上旬に『所得状況届』の書類を個別に送付しま

すので、9月8日㈬までにご提出ください。

なお、期限までに書類の提出がない場合は、8月

以降の手当が停止される場合がありますのでご注

意ください。

【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）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化

する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う

観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案

し、次のとおり特別給付金を支給します。対象に

なると思われる方は、役場住民福祉課子育て支援

係でお手続きください。

支給対象者の要件／

【ひとり親世帯】

①公的年金等を受給しており、令和3年4月分の

児童扶養手当の支給を受けていない方

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家

計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受

給している方と同じ水準となっている方

【ひとり親世帯以外】

①令和3年度住民税均等割が非課税で、高校生の

みを養育している方

②令和3年度住民税均等割が非課税で、公務員な

ど職場から児童手当を受給している方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、

令和3年1月1日以降の家計が急変し、収入が住

民税非課税相当となった方

支給対象子ども／

平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に

出生した子ども

※障がい児の場合は、平成13年4月2日から令和4

年2月28日まで

給付金の支給額／子ども1人あたり　一律5万円

申請方法／

下記の様式に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。様式は、壮瞥町

のホームページからダウンロードいただくか、役

場住民福祉課子育て支援係までご請求ください。

・申請書

・簡易的な収入見込申立書

（家計急変の場合のみ）

・簡易的な所得見込申立書

（家計急変の場合のみ）

【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）

児童扶養手当の制度について
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特別児童扶養手当の制度について
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子育て世帯への生活支援特別給付金
について　INF
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どちらか一方で

構いません｝
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町では、令和3年4月1日に施行された「過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、

持続可能な地域社会の形成や地域資源等を活用した

地域活力の更なる向上を実現するため、令和3年度か

ら令和7年度までを計画期間とする「壮瞥町過疎地域

持続的発展計画」の策定を進めています。

このたび、本計画（案）がまとまりましたので、よ

り多くの町民の皆さまの意見を参考にするため、意

見募集（パブリックコメント）を実施しています。

町民の皆さまからのたくさんのご意見をお待ちして

います。

意見募集の案件／

壮瞥町過疎地域持続的発展計画（案）

募集期間／

令和3年7月21日㈬～8月10日㈫
意見を提出できる人／

（1）町内に住所または事務所や事業所を有する方。

（2）町内に勤務している方。

（3）事案に利害関係のあると認められる方。

閲覧方法／

役場企画財政課の窓口に計画（案）及び意見提出

用紙を設置しています。町ホームページからもダウン

ロードできます。

提出方法／

ご意見を令和3年8月10日㈫までに下記提出先へ郵

送、持参、FAX、メールで提出願います（書式自由）。

その他／

提出されたご意見は、住所・氏名を除き、意見の

概要と意見に対する町の回答を、後日、ホームペー

ジで公表いたします。なお、個別の回答は行いません

ので、ご了承願います。

今回の計画と直接関係のないもの、住所、氏名等

の記入のないもの、電話及び口頭による意見の提出

については、受付できません。

【提出先及びお問い合わせ先】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係

〒052-0101　壮瞥町字滝之町287番地7

☎:0142-66-2121　FAX:0142-66-7001

E-mail：kikaku@town.sobetsu.lg.jp

焚き火を囲む会（渡内一夫会長）は夏のオロフレ

活性化のため、次のとおりイベントを開催します。

日時／9月4日㈯　13:30～19:30

場所／オロフレキャンプ場（字弁景204-5）

入場料／1,000円（小学生以下無料）

・野菜の直売 13:30～16:30

・フリーマーケット13:30～16:30

・薪割り体験 13:30～16:30

・食券販売によるジンギスカン、手打ちそば、

ピザ焼きなどの飲食ブース

16:30～

その他、ミニコンサート、火起こし体験なども予定

されております。皆さまのご来場をお待ちしておりま

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）

内容／ひきこもり家族交流会

対象者／ひきこもり問題を抱える家族

開催日時／8月25日㈬　13:30～14:30

場所／室蘭保健所2階会議室

（室蘭市海岸町1丁目4-1

むろらん広域センタービル内）

参加方法／初めて参加される方は事前に電話でお問

い合わせください。

その他／新型コロナウイルス感染症対策に留意して

実施します。

新型コロナウイルス感染症流行状況等によっては

開催を延期または中止とさせていただく場合があり

ます。

【お問い合わせ先】

室蘭保健所健康推進課健康支援係

（☎0143-24-9846）

壮瞥町過疎地域持続的発展計画（案）
の意見募集を実施していますINF
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オロフレキャンプ場　焚き火を囲む会
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ひきこもり家族交流会
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無料法律相談を開催しております

INF
ORM
ATI
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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08月12日㈭ 阿部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年08月06日㈮
令和3年08月26日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和3年08月20日㈮
令和3年09月09日㈭ 増川弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年09月03日㈮
令和3年10月14日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和3年10月08日㈮
令和3年10月28日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和3年10月22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。

自衛官募集

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。

自衛官候補生

防衛大学校
（一般）

防衛医科大学校
（看護学科）

航空学生

防衛医科大学校
（医学科）

お問い合わせ先

18歳以上33歳未満の者

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

（海）18歳以上23歳未満の
高卒者（見込み含む）

（空）18歳以上21歳未満の
高卒者（見込み含む）

〒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㈭
～9月10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6日㈬

令和3年7月1日㈭
～9月9日㈭

令和3年9月24日㈮
～30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16日㈯

1次試験
令和3年9月20日㈪

1次試験
令和3年10月23日㈯

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日
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胆振海区漁業調整委員会より、令和3年8月8日～

令和4年8月7日までの間、胆振総合振興局管内沖合

海域において全長35cm未満のまつかわを採捕した

場合は、海中へ戻すよう指示がありましたので、

ご協力をお願いします。

【お問い合わせ先】

胆振海区漁業調整委員会事務局

（☎0143-24-9812（直通））

令和5年10月から適格請求書等保存方式（いわゆ

るインボイス制度）が導入され、インボイスを発

行できる「適格請求書発行事業者」となるための

登録申請手続は、令和3年10月から受付が開始され

ます。受付前のこの時期にオンラインによる説明

会を開催します。

説明内容／

インボイス制度の基本的な仕組みについて

開催日時／

説明会サイトに掲載（随時掲載）

※説明会は45分程度を予定しています。

定員／各回100名（先着順）

費用／無料（通信費は実費となります）

説明会への参加を希望される方は、国税庁ホー

ムページから、インボイス制度特設サイトへアク

セスしてください。

ご不明な点は、国税庁ホームページをご覧いた

だくか、室蘭税務署までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp

室蘭税務署法人課税第一部門

（代表電話　☎0143-22-4151）

昨年4月、旭川市に開校した「北海道立北の森づ

くり専門学院（略称：北森カレッジ）」は、林業・

木材産業の幅広い知識と確かな技術を2年間で身に

付けられる専門学校で、北海道の森林づくりへの

意欲に溢れた方を募集しています。

当学院は、各月で「学院説明会」を開催します

ので、興味を持っていただいた方は、お問い合わ

せの上、ぜひお申し込みください。

※都合がつかない方は、Web等の個別相談も受け付

けておりますので、お気軽にお申し込みくださ

い。

出願資格／

道内の林業・木材産業関係企業等への就職を希

望し、高等学校卒業または同等以上の学力を有し、

入学時に40歳以下の方

出願期間／

【推薦入試】令和3年10月1日㈮～15日㈮
【一般入試】令和3年10月12日㈫～29日㈮
試験日程等／

【推薦入試】令和3年10月25日㈪
試験会場：旭川・札幌・帯広・東京

試験方法：面接

【一般入試】令和3年11月15月㈪
試験会場：旭川・札幌・帯広・東京

・福岡

試験方法：小論文・面接

【お問い合わせ先】

北海道立北の森づくり専門学院教務課

（☎0166-75-6163）

まつかわの資源保護にご協力
お願いします！INF

ORM
ATI
ON

インボイス制度のオンライン説明会
を開催しますINF

ORM
ATI
ON

「北海道立北の森づくり専門学院」の
学院説明会及び出願受付についてINF

ORM
ATI
ON

8
AUGUST

生徒募集

要項
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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

【アロマ体験会】～食べ過ぎの時のアロマ～

アロマが初めての方、活用されている方にも
わかりやすくお伝えします。
日時／8月20日㈮ 10:00～11:00

（クラフト作成は11:30までの講座
料金／500円

（アロマクラフト作りはプラス1,500円）
会場／壮瞥町地域交流センター山美湖

1階小会議室

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
※9月24日㈮は肩こりアロマのご案内の予定です。

恒例となっております納涼盆踊りは、令和3年
8月14日㈯の開催を目指して準備を進めてきたと
ころですが、新型コロナウイルス感染症の影響
が未だ続いている状況の中、会場での感染対策
や様々な制約を受けた中での開催の難しさに加
えて、ご来場者の皆さまの健康と安全確保が困
難と判断し、今年度についても開催を中止する
ことといたしました。
開催を楽しみにしていた皆さま、例年多大な

ご支援、ご協力をいただいております皆さまに
は大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

滝之町商店会　会長　富田和也

令和3年度納涼盆踊り〈中止のおしらせ〉

かおりの教室

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

死亡事故ゼロ559日
―人身交通事故発生状況6月分―

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※6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6月11日～令和3年7月10日）

■人のうごき

■6月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,409人 （　01）

男 1,146人 （　00）

女 1,263人 （　01）

世帯数 1,298戸 （△02）

※6月末現在（ ）は前月差

野村　利明さん（78才）【南久保内】

村上シヅヱさん（86才）【南久保内】

熊澤　トメさん（95才）【南久保内】

大林　忠雄さん（73才）【橋口一】

◆お悔やみ申し上げます

日比
ひ び

蛍瑠
ほ た る

くん　　　令和3年6月22日

【東湖畔二　良亮さん・未涼さん】

堂下
どうのした

すみれちゃん　令和3年6月24日

【橋口二　洋紀さん・里美さん】　

○お誕生おめでとう

広　告
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　109　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

大地と海に育まれた「縄文文化」を知る！

ジオパークは、地球の活動を示す大地の見どころだけでなく、その地域の考古学的・生態学的もしくは
文化的な価値のあるサイトも見どころに含めることが定義されています。
洞爺湖有珠山ジオパークは地域の歴史を物語る「縄文遺跡」も大切な見どころとして紹介しています。

人間の歴史の中では、人類は農耕を始めたために定住するようになったと考えられてきました。
しかし、日本列島で１万年もの間続いた縄文文化では、農耕ではなく狩猟採集という暮らし方を基本に

しながら、定住生活ができていました。何世代にもわたり同じ場所で暮らすようになったことで、集団と
しての意識が生まれ、お墓やストーンサークルなど社会的な意味のある施設が作られるようになり、漆器
や木製品を作る技術も発達したと考えられます。
また、１万年の間には、寒冷化や温暖化によって動植物の種類が変化しましたが、縄文時代の人々はそ

の変化も巧みに利用し、自然環境を破壊することなく生活をしていました。これは世界的に見ても稀な例
なのです。

「北海道と北東北の縄文遺跡群」は、環境に負荷をかけず、同じ場所で長期間、豊
かな文化を維持していた縄文文化の証として研究が続けれられ、世界の注目を集めて
います。

なぜ縄文文化が注目されているの？

北黄金貝塚（伊達市北黄金町）
〈見どころ〉

北黄金貝塚情報センター・竪穴住居（復元）・貝塚・水場遺構

広々とした史跡公園内に、貝塚や住居が復元されています。水
場遺構には無数の石皿やすり石があり、人々が何世代にもわたっ
て儀礼を続けていたことを物語っています。縄文時代の森を再現
しようという「縄文の森」もユニーク！情報センターでは貝塚の
中身や骨製品も展示されています。

入江・高砂貝塚（洞爺湖町入江）
〈見どころ〉

入江・高砂貝塚館、高砂貝塚、入江貝塚公園の貝塚トンネル

「入江・高砂貝塚館」は、入江貝塚と高砂貝塚の出土品を展示
しています。高砂貝塚は約4000年前から近世にかけての暮らしの
跡が残された遺跡で、散策を楽しめます。入江貝塚公園では、
1663年の有珠山噴火の噴出物で覆われたために良い状態で残され
た貝塚の断面をトンネルの中で見られます。
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壮瞥町地域交流センター
運営ボランティア実行委員会事業　第1弾

土 田 英 順
チャリティーチェロコンサート

○ご予約 8月2日㈪（土日祝日の午前中を除く）から、電話または窓口で教育委員会生涯

学習課（☎0142-66-2131）へご予約ください（定員60名を予定）。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

【お問い合わせ先】 教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

【土田英順氏紹介】

日本フィル、新日本フィル、札幌交響楽団の首席チェロ奏者を歴任。
ボストン交響楽団およびボストン・ポップスでも演奏。現在は、ソリス
トとして活躍し、年間何本ものコンサートスケジュールをこなす。

出演　土田英順（チェロ）　鳥居はゆき（ピアノ）

◎期　日　令和3年8月28日㈯
◎時　間　開場17:30　開演18:00

◎会　場　壮瞥町地域交流センター 山美湖　ホール

◎入場料　無料（町民の方対象 事前予約が必要です）
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きらめく夏の夜空を、天文台で楽しみましょう！

今回の夜空を見る集いでは、月面X（月面の模様）やWWスター（二組の二重星）、夏の大

三角形、土星、木星の観測などを行います。講師の田中さんの解説を楽しみながら思う存

分夜空を味わいましょう。また、織姫や彦星の神話についても学びます。曇天時には、『星

座盤うちわ』を作成予定です。

皆さまの参加をお待ちしています！

１．事業名 第4回夜空を見る集い

２．日　時 令和3年8月15日㈰ 19:00～21:00

３．会　場 壮瞥町森と木の里センター

４．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

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

※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。

第４回　夜空を見る集いのお知らせ

○主　催 そうべつアウトドアネットワーク・壮瞥町教育委員会

○協　力 洞爺マリン

○講　師 Ezo Nature ACT（エゾネイチャーアクト）

○場　所 洞爺マリン桟橋付近

○日　程 8月11日㈬※荒天の場合中止となります　

午前の部　9:30～11:30

午後の部　13:30～15:30

○対　象 小学生以上30名程度（午前・午後それぞれ15名程度）

※低学年児童は保護者等と一緒にご参加ください。

○申　込 8月6日㈮までに教育委員会まで下記の申込書を提出してください。

（申込FAX可　壮瞥町教育委員会　☎0142-66-2131・FAX0142-66-2132）　　　

○その他 用具一式（ボード・パドル・ライフジャケット）は主催者が用意します。

参加者取りまとめ後、持ち物や詳細などのご案内をお送りします。

天候等により当日の日程等が変更になる場合があります。

オリエンテーションでのマスク着用、体験会後の手指消毒など感染症予防を行 　　　

った上で実施します。

感染症の状況によっては中止になる場合がありますのでご了承ください。

地域スポーツコミッション「そうべつアウトドアネットワーク」主催のＳＵＰ体験会
をご案内します。夏の洞爺湖で優雅にＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）を体験し
ましょう！

SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
SUP（スタンドアップパドルボード）

体験会
そうべつアウトドア体験会Ⅱ
（令和3年度スポーツ庁補助事業）
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「一般書」

『IT&デジタル重要キーワー
ド』『52ヘルツのクジラたち』
『それでも、陽は昇る』『仮面
の陰に』『「ない仕事」の作り
方』『レストラン「ドイツ亭」』
『沙林　偽りの王国』『お探し
物は図書室まで』『松田道雄
子どものものさし』『あの本
は読まれているか』『いなか
のほんね』『英国の間取り』
『まほうのひらがな練習帳』
『子育てベスト100』『にほん
でいきる』『美しい人体図鑑』
『アロマテラピーの教科書』
『鳥類学者だからって、鳥が
好きだと思うなよ。』『三行で
撃つ』『一人で強くなる囲碁
入門（改訂新版）』『ぼくモグ
ラキツネ馬』『補欠のミカタ』
『白崎茶会の癒やしのスープ』
『ドキュメント「はやぶさ2」
の大冒険』

「児童図書」

『区立あたまのてっぺん小学
校』『色どろぼうをさがして』
『セイギのミカタ』『ぼくの席
がえ』『ふつうに生きるって
何？』

「幼児図書」

『おおきなキャンドル馬車に
のせ』『へろへろおじさん』
『ニマとおにばば』『給食番長』
『チコちゃんに叱られる』『ね
ぐせきょうだい』『あの湖の
あの家におきたこと』

（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）

北海道ルール
都会生活研究プロジェクト

【北海道チーム】

北海道のローカルル
ールを集めた面白い一
冊です。カツゲンが北
海道の飲み物なのは有
名ですが、冬期の室温
の高さは日本一なのは
ご存じでしたか？読ん
でいて、『えっ、それは
北海道ルールなの？』
と思うこと間違いなし
です。

こころ揺らす
北海道新聞社編

去年開業され話題に
なったウポポイ。この
本では、アイヌ民族を
巡る問題や、今私たち
に問われている問題を、
札幌大学の教授や料理
店を営む店主な ど 、
様々な立場の方が語り
ます。「アイヌ」に対す
る理解が深まり、また
とても考えさせられる
一冊です。

検証　ブラックアウト

北海道胆振東部地震
北海道新聞社編

3年前に北海道を襲
った未曾有の大災害、
胆振東部地震。そこで
炙り出された電力依存
の盲点や企業や行政の
対応、そしてその時、
道民はどのように過ご
したかが著されていま
す。あの時の暗闇は二
度と繰り返してはいけ
ません。

8月の展示 
北 海 道 の 本北 海 道 の 本

この本は

やまびこ図書室

にあります！

土屋さん自身が体験した

蟹工船のおはなしです！

ボランティアさんが本を作成しました！

★土屋知実さん（悉有仏）★
し つ う ぶ つ

『限界峠を超  えて』 
（土屋さんからのコメント）

日常も限界も超越した労働を表現する言
葉なり文字などを私は持ち合わせてない。
この本は超越労働の苦の半分も表現できて
いないのではないか？しかし是はいえる、
乗組員は人としての礼節を重んじ、それを
個々に実践していたので、乗船前と同じ人
間として下船できたのである。この成り立
ちは、皆さんもお持ちになっている「強い
信念は精神を制す」に他ならない。

『限界峠を超えて』読んでみました！

二度、蟹工船に乗り込み、そこで想像を絶する壮絶な体験をすること
になった土屋さん。休む間もなく朝から晩まで働きづめの毎日…しかし
その場でこそ身に染みる、人間の優しさや暖かさに強く胸が打たれます。
壮絶な物語ながら、土屋さんのユーモア溢れる文章にクスリとさせられ、
随所に散りばめられた土屋さん自らが描いたイラストや素敵な詩などと、
読みどころ満載の一冊です！ぜひ読んでみてくださいね♪

（オススメ者：司書・小岡）

― 26 ―

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

期　日：令和3年8月26日㈭　14:00～15:30　　　　　
場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
参加費：無料　　　　　　

これからもたくさん

本を読んでくださいね！

3名の地元の方に、1986年に廃止となった

胆振線の思い出を語ってもらいます。

★プログラム★
木原敏秋さん『胆振線のはなし』
三松三朗さん『昭和新山生成下の胆振線』
佐藤忞さん 『さよなら胆振線』ＤＶＤ上映

※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。

夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本夏休みオススメ本
暑い夏も、楽しく本を読みましょう！
今年も、青少年読書感想文全国コンクール課題図書の本や、自由研究の本、そしてやま

びこ図書室が夏休みに読むのにオススメする本を展示・貸し出しします。たくさん本を借
りに来てくださいね♪

↑青少年読書感想文全国コンクール課題図書 ↑やまびこ図書室オススメの本

↑自由研究の本

ようこそ図書分室へ！
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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８月号

路外逸脱事故発生

水 難 の 防 止

北海道警察官募集中！

水難事故を防ぐために

○遊泳は指定された遊泳区域内で
遊泳禁止区域には多くの危険が潜んでいます。

潮が沖に流れていく離岸流もあるので注意しましょう。

○子どもから目を離さない
波の力で倒れたり、沖に流される危険があります。

○体調不良時や飲酒後は泳がない
溺れる危険があるので泳がないようにしましょう。

○釣りをするときは、必ず救命胴衣を着用
危険な場所には近づかず、安全な場所で行いましょう。

○水上バイクは禁止区域に入らない
一昨年、洞爺湖において、水上バイクが条例で禁止されている区域に侵入する

事案がありました。

法令・ルールを守るとともに、必ず救命胴衣を装着して安全航行に努めましょう。

暴力団の排除北海道警察からのお知らせ

北海道警察官を募集しています。

○採用予定人数　

220名程度

○受付期間

7月1日㈭～8月20日㈮
○第一次試験日　

9月19日㈰
詳しくは駐在所、または伊達警察署（☎0142-

22-0110）までお問い合わせください。

6月に緊急事態宣言が解除となって以降、

町内でも車両の交通量が増加しており、洞

爺湖登別線のオロフレ峠等において路外逸

脱事故が発生しています。

原因の多くはスピードの

出し過ぎで、周囲の状況等

によっては大きな事故につ

ながります。

スピードは控えめに、安

全運転を心がけましょう。

8月5日～6日競歩、7日～8日マラソン開催
オリンピック競技の円滑な進行と観客等の安

全確保のため、交通規制が行われます。

公共交通機関を利用するなど、交通

総量の抑制にご協力をお願いします。

お問い合わせ先　北海道警察

「暴力団を恐れない」

「暴力団を利用しない」

「暴力団に金を出さない」

「暴力団と交際しない」

を合言葉に、

社会から暴力団を

追放しましょう。
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西胆振行政事務組合

火遊びによる火災の防止

近年、子どもの火遊びによる火災が増加してい

ます。子どもは大人がいない時や人目につきにく

い場所で、いたずらすることが多く、火災を発見

したときには手遅れになることがあります。日頃

から親や周りの大人が、子どもたちに火の怖さや

取り扱い方を教えてあげましょう。

◇119番通報と心構え◇
□電話をかけた目的をはっきりと伝えてください。

「火事です！」「救急です！」「交通事故です！」

□来てほしい場所を伝えてください。

（例：何町、何番地、マンション名や階層、部屋

番号、世帯主名、隣家の名前や近くの目標物等）

〇火事の場合

何が燃えているか、逃げ遅れの有無、初期消

火を行い成功・失敗したかなど。

〇救急や事故の場合

氏名、年齢、性別、意識の有無、怪我や病気

の状態、事故の人数、事故詳細等。

◇携帯電話からの通報
□携帯電話からも市外局番なしの119番で通報でき

ます。

□GPS機能をONにしておくことにより、消防で位置

情報を取得できます。

□場所が不明な場合やより詳細な内容を確認する

ため、消防から折り返し電話をすることがあり

ますので、電話に出られるようにしてください。

◇その他◇
□西胆振行政事務組合では、伊達市にある消防指

令センターで、119番通報の一括受信を行ってい

ますので、必ず「何市、何町」からの通報かを

お伝えください。

□消防署または支署に通報しても対応可能ですが、

直接119番に通報した方がより迅速に対応するこ

とができます。できる限り、通報は119番通報を

使用しましょう。

□119番は専用電話ですので、お問い合わせ等には

応じられません。該当署所の代表電話番号へ掛

けるようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

西胆振行政事務組合伊達消防署壮瞥支署

（☎0142-66-2119）

小学校2年生による写生会

6月2日㈬に壮瞥小学校2年生の皆さんが、壮瞥支

署の庁舎前で写生会を行いました。

普段間近で見ることがない消防車を前に、一生

懸命に消防車を描いてくれました。

119番通報時のお願い

119番通報は「おちついて」「ゆっくり」「はっき

りと」スムーズな消防活動に、ご協力をお願いし

ます。 “その火事を　防ぐあなたに　金メダル”

救急出動件数 019件 （累計 150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

救急件数･火災件数6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6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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口腔がん検診のお知らせ
皆さまはお口の中にできる“口腔がん”をご存じでしょうか。

「ただの口内炎だと思っていた」「痛みがないので放っておいた」などの理由から発

見が遅れるケースが非常に多く、亡くなられる方が増加しています。しかしながら、患

部を直接見ることができるので早期発見しやすいがんでもあります。とくに自覚症状の

ない方でも、一度口腔がん検診を受けてみませんか？

【日時・会場】

令和3年9月25日㈯
・室蘭会場：室蘭市生涯学習センター　きらん

14:00～17:00

・登別会場：登別市総合福祉センター　しんた21

14:00～16:30

令和3年10月2日㈯
・伊達会場：だて歴史の杜カルチャーセンター

14:00～17:00

・洞爺会場：洞爺湖町健康福祉センター

14:00～16:30

【対　　象】 男女問わず20歳以上の西胆振3市3町在住の方

【検診方法】 問診および口腔の視診・触診（日本口腔外科学会専門医による検診）

【定　　員】 両日とも2会場合わせて70～80名程度

【料　　金】 1,000円（検診当日お支払いください）

【お申し込み期間】 令和3年8月2日㈪～8月20日㈮
【お申し込み先】 壮瞥町保健センター健康づくり係　

☎0142-66-2340

（主催）室蘭市　登別市　伊達市　豊浦町　壮瞥町　洞爺湖町

一般社団法人室蘭歯科医師会

（共催）日本口腔外科学会北日本支部

※緊急事態宣言が発令された場合、口腔がん検診は中止となりますので、あらかじめご

了承ください。



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。▼

8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

8
山の日
生活習慣病健診
壮瞥町保健センター
7:00〜9:30

11
SUP体験会
9:30〜11:30／13:30〜15:30
p24
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

14
成人式
山美湖多目的ホール
13:30〜14:30

15
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00〜21:00 p24

16 20
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

21

10
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

9
振替休日
生活習慣病健診
壮瞥町保健センター
7:00〜9:30

18
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
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

12
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p20

図書分室開放日
13:00〜16:00

19
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00〜12:00
図書分室開放日
13:00〜16:00

17
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

※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

03日
17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

28日

04日
11日
18日
25日
9/1日

1 4
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

7
生活習慣病健診
壮瞥町保健センター
7:00〜9:30

3
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

2 6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

5
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

22
芸術鑑賞ツアー①

23
乳幼児健診
壮瞥町保健センター
12:30〜

27
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

28
土田英順チャリティ
チェロコンサート
山美湖　多目的ホール
18:00〜 p25

25
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

26
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
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p20
図書分室開放日
13:00〜16:00

24
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

29 30 9/3 9/49/1
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

9/2
図書分室開放日
13:00〜16:00

31
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p16

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


