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㈱セコマとの協定締結 108月31日㈫、コンビニエンスストア『セ
イコーマート』を運営する㈱セコマと

『まちづくり連携に関する協定』および

『災害時における応急生活物資の供給等

に関する協定』の締結式が行われました。
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令和2年度 各会計決算の概要 歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円歳出総額は 54億4,840万円
前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）前年度比3.8%の増加（1億9,920万円増加）

（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）（※一般会計・特別会計合計）

第3回定例議会で令和2年度決算が認定されました。概要をお知らせします。

町財政は、平成28年度以降、各年度の実質的な収支を表す「実質単年度収支」が平成30年

度まで、大幅なマイナスとなっていました（下表の中段）。

この改善を最優先課題として、令和元年度から、地域経済と町民の皆さまの生活に支障を

きたさない範囲で、徹底した支出の抑制と財源の確保に取り組みました。

収支不均衡がほぼ解消され、5年ぶりに基金残高も増加となりました。

まちづくり総合計画に位置づけた施策の推進や計画的な社会資本整備（学校や公営住宅等）

には、健全な財政運営が不可欠です。さらなる収支改善に取り組んでまいりますのでご理解

とご協力をお願いします。
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歳入　前年度と比較すると1億891万円の増加となり、国庫支出金で特別定額給付金給付事業費

補助金が2億4,840万円、地方創生臨時交付金が１億8,294万円の増加などが要因です。

歳出　前年度と比較すると1億5,550万円の増加となり、新型コロナウイルス対策に要する費

用で、特別定額給付金が2億4,840万円、緊急経済対策として7,977万円の増加などが要

因です。

○ 健全化判断比率等の公表について 
健全化判断比率は、まちの財政状況の健全度を示す指標です。

本町は、基準値を超える項目はなく、引き続き、健全な財政運営に取り組んでまいります。

健全化判断比率 資金不足比率

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将 来 負 担 比 率

簡易水道事業
特別会計

集落排水事業
特別会計

資金不足
なし

資金不足
なし

赤字なし 15.0% 20.0%

赤字なし 20.0% 30.0%

12.6% 25.0% 35.0%

算定なし 350.0%

20.0%

20.0%

壮瞥町 早期健全化基準 財政再生基準 壮瞥町 早期健全化基準

○ 基金残高の状況（※基金は家庭での貯金にあたるものです）
特定目的基金残高は、5年ぶりに増加しました。財政調整基金残高は前年度より4,328万円

の増加となり、また基金全体の残高は9,090万円の増加となりました。

○ 地方債残高の状況（※地方債は家庭での借金にあたるものです）
前年度末に比べ1億9,164万円減少しました。主な要因は、近年、過疎対策事業債発行額が

減少しており、現在残高が前年度と比べ1億3,096万円減少したためです。

�� H29�� H30�� R1�� R2��
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4

地方債残高の推移

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

国 際 交 流 基 金

国鉄胆振線代替基金

その他特定目的基金

備荒資金組合納付金

その他特別会計基金

合　　計

3億9,267万円

3,188万円

3億1,653万円

7,361万円

5億1,707万円

4億5,263万円

2,861万円

18億1,300万円

区　　分 令和2年度末

公営住宅建設事業債

過 疎 対 策 事 業 債

臨 時 財 政 対 策 債

その他一般会計債

その他特別会計債

合　　計

8億4,071万円

6億8,708万円

12億1,918万円

6億4,988万円

12億3,186万円

46億2,871万円

区　　分 令和2年度末

○ 特別会計の決算
会　計　名 歳　入 歳　出 差引額

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

簡 易 水 道 事 業

集 落 排 水 事 業

3億8,967万円 3億7,833万円 1,134万円

5,051万円 4,936万円 115万円

4億2,883万円 4億  364万円 1,490万円

2億5,055万円 2億5,027万円 28万円

1億6,665万円 1億6,634万円 31万円

〇 一般会計 決算の推移

歳入歳出の状況

歳　　入

歳　　出

差 引 額

実質収支

実質単年度収支

財政調整基金残額

〃　前年比較

42億3,919 39億6,670 42億7,495 41億8,167 42億9,058

40億9,329 38億3,822 41億7,191 40億4,496 42億46

1億4,590 1億2,848 1億304 1億3,671 9,012

1億46 1億1,778 9,790 1億3,258 8,780

▲1億5,180 ▲ 8,436 ▲ 7,565 ▲　667 ▲　150

5億4,821 4億4,652 3億9,076 3億4,939 3億9,267

▲1億2,329 ▲1億169 ▲ 5,577 ▲ 4,136 ＋4,328

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度年度
区分

（単位 万円）　▲はマイナスまたは減少

※実質単年度収支＝実質収支―過年度繰越金＋財政調整基金積立額＋地方債繰上償還額―財政調整基金取崩額
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これまで、令和2年度の決算についてご説明してきましたが、近隣他市町の財政状況につ

いては前年度の令和元年度までの数値が総務省の決算カードで公表されています。一年前の

数値ですが、胆振管内の他市町との比較を行い、本町の現状を分析します。

町の財政需要額が、町税など自前の収入でどれだけ賄われているかを示しており、各市町

が人口や面積をもとに、一定の基準で算出した「基準財政収入額」と「基準財政需要額」を

もとに算出しています。

財政の指標を他市町と比較 （※令和元年度決算）

○ 財政力指数（自治体の基礎体力）

財政構造の弾力性を判断する指標であり、毎年決まって入ってくる収入「経常的収入」に

対して、毎年決まって必要となる費用「経常費用」がどれだけあるかの比率です。数値が低

いほど、自由に使えるお金があることになります。

○ 経常収支比率（どれだけ自由に使えるお金があるか）

【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課財政係（☎0142-66-2121）

壮瞥町の経常収支比率は、R元年度は92.2と

胆振管内でも4番目に高い値となっております。

R2年度は91.2で、1.0改善され、引き続き改善に取り組みます。

基礎体力

がある

1.0を超える地方公共団

体は普通交付税が交付

されません。

道内では泊村が該当し、

全国で86団体あります。

経常収支比率が100％とは、

経常的な収入の全てを経常

経費に回さなければならな

い状況

基礎体力

がない

財政運営の

自由度・弾

力性低い

自由度・弾

力性高い

財政力指数

経常収支比率

自治体が借入金の返済に使ったお金が、年間の標準的な収入に占める割合を示すものです。

この数値が高いほど借入金返済の負担が大きいことになります。

○ 実質公債費比率（借入金返済の負担の大きさ）

自治体が将来負担する必要がある実質的な負債額が、その自治体の財政の大きさに占める

割合を示したもので、発行している地方債残高やその償還に充てることができる基金のほか、

地方公務員の退職手当の支給予定額などをもとに算出します。

○ 将来負担比率（自治体の将来負担の重さ）

壮瞥町の実質公債費比率は、R元年度は12.9と

胆振管内でも3番目に高い値となっております。

R2年度は12.6で、0.3改善され、引き続き改善に取り組みます。

壮瞥町の将来負担比率は、R元年度は5.2となっておりますが、

R2年度は算定なし（グラフでは0と表記）に改善されました。

18％：

地方債の発

行に許可が

必要

35％：

財政再生団体に指定実質公債費比率

将来負担比率
350％：

早期健全化基準

財政健全化計画を策定

し、内容に沿った取組

を実施

25％：

独自事業の

起債が制限

され、早期

健全化団体

に指定

％

％

％
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令和3年度中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業代替事業

「多文化共生・フィールドワーク体験
道東派遣」レポート!

壮瞥町では、フィンランド国ケミヤルヴィ市との友好都市宣言に基づき、小さな町だからでき

ることとして、小さな町でも子ども達に大きな夢を与え、壮瞥町でしか体験できない思い出を作

り、見聞を広め、国際的な視野と感覚を養い国際化の時代に対応できる人材を育てるため、平成

7年度から「中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業」を実施しています。

しかしながら、昨年度及び今年度は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大のため、海

外渡航は難しく、海外派遣事業を実施することはできませんでした。

そこで、今年度はフィンランドに行くことのできなかった中学3年生を対象に、標記派遣事業

を実施しました。

この道東派遣は、アドベンチャートラベルによる海外客が多く訪れる阿寒湖周辺で、英語を使

った外国人へのガイドについて学ぶことで、国際的な視野と感覚を持った、国際化の時代に対応

できる人材を育てること、そして北方領土学習プログラムを体験することにより、日本の領土問

題や国際理解について考える機会とすることを目的としています。

残念ながらフィンランドには行けませんでしたが、今回の派遣事業でも、生徒の皆さんは貴重

な体験をし、多くの事を学んできました。

本レポートでは、事業行程や本事業に参加した中学3年生の生徒の感想を、写真と共に皆さま

にお届けします。

令和3年度中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業代替事業

▲オンネトー湯の滝前での記念撮影。英語でのアドベンチャーツアーガイド（SIRI）を体験中の一幕です。

多文化共生・フィールドワーク体験

道東派遣事業を無事に終えて

派遣団団長

壮瞥町教育委員会教育長 谷坂　常年

町民の皆さまには、日頃から、本町教育行政にご理解とご協

力をいただいておりますことに感謝申し上げます。

さて、中学生フィンランド国派遣事業は、コロナ禍において、令和2年、3年と中止

となりましたが、フィンランドにおける研修を実施することができなかった現中学校

3年生を対象に、代替研修を実施しました。本年8月2日から8月6日まで、根室市、別

海町、釧路市において、中学3年生22名（在籍生徒全員）、引率者4名（団長、中学校3

年担任教諭、教育委員会職員、地域おこし協力隊）、合計26名が参加し、全員が無事

に研修を終了して、帰町しましたことをご報告申

し上げます。これも保護者や町民の皆さまの本研

修事業に対するご理解とご協力、ご支援によるも

のと、研修旅行団を代表して感謝申し上げます。

研修期間中、生徒は大きく体調を崩すこともな

く、全てのプログラムに積極的に取り組み、充実

した研修となりました。特に、研修中や宿泊施設

における姿勢や態度も立派であり、集合時間に遅

れることもなく、一人一人がしっかりと研修に取

り組むとともに、周囲のことにも気を配り協力し

て、実りの多い研修となりました。

団長として、出発前、コロナ禍における実施について、大きな不安がありましたが、

このように大きな成果を得て無事に終了すること

ができたのも、参加生徒と引率者の皆さまのチー

ムワークと協力があってのことと、重ねて感謝申

し上げます。

結びに、私から生徒の皆さんに、常に感謝の気

持ちを忘れることなく取り組み、本研修で得たこ

とを日々の生活の中に生かすことが、保護者や町

民の皆さまへの恩返しの一つとなることを話しま

した。生徒の皆さんの今後の実践と努力に期待す

るとともに、今後も、本事業における町民の皆さ

まからの温かいご支援とご協力をお願い申し上げ

まして、ご挨拶とします。

▲SIRI体験中の一幕①。真剣に英語の解説
を聞き取る生徒の皆さん。

SIRI体験中の一幕②。巨木の前で記念撮影！▲
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●派遣前（6月23日、7月6日、12日）

・事業の目的、心構えの確認　・派遣行程や持ち物の確認

・派遣時の注意点の確認　　　・健康管理についての確認

・北方領土学習　　　　　　　・英語学習

・フィールドワークについての学習　など

※派遣事業の前には3回の事前研修を行い、各種確認や北方

領土学習、フィールドワークについての学習等を行い、

派遣に向けた準備を進めました。

●8月2日㈪  ～1日目～

・北方四島交流センター訪問
上記施設を訪問し、島民二世の方の講話聴講、ロシアとの交流の歴史をまとめたビデ

オ鑑賞、館内見学を行いました。北方領土に関する歴史や、日本人在住時の生活様式、

引き上げ時の様子など、詳細で具体的な話を聞くことができました。現在北方四島に住

んでいる住民との交流等、「現在の」北方領土を知ることもできる内容でした。

●8月3日㈫  ～2日目～

・北方館　望郷の家（納沙布岬）訪問
上記施設にて施設の方の解説を聞きながら北

方領土についての学習を行いました。濃霧のた

め残念ながら肉眼で北方領土を見ることはでき

ませんでしたが、生徒たちは今そこにある問題

として、北方領土問題を感じることができたよ

うに思います。

・別海観光船乗船（トドワラコース）
野付半島散策
観光船に乗り野付半島まで移動し、ガイドの

解説を受けながら野付半島の特異な自然につい

て学びました。本来は船上から国後島の観察を

行う予定でしたが、悪天候のためコース変更と

なりました。

●8月4日㈬  ～3日目～

・SIRI体験プログラム（オンネトー、湯の滝散策）
SIRIとは鶴雅グループの「アドベンチャーベース」であり、様々なアクティビティや

自然体験を提供しています。本研修では、阿寒湖周辺の自然を散策しながら英語でガイ

ドをしていただくことで、アドベンチャートラベルガイドの手法や「活用されている英

語」に触れて学習することを目指しました。

この日はオンネトーや湯の滝といった美しい景観を眺めながら、生徒たちは一生懸命

英語のガイドに耳を傾けていました。

●8月5日㈭  ～4日目～

・SIRI体験プログラム（光の森）
2日目のSIRI体験プログラムでは、前田一歩園

財団の所有する“光の森”の散策ツアーに参加

しました。美しく雄大な森、「ボッケ」と呼ばれ

る泥火山（泥が火山ガスと共にブクブクと吹き

出す場所のこと）のガイドだけではなく、明治

時代から阿寒湖の自然を守ってきた前田一歩園

財団の先進的な取組について学ぶことができま

した。

・阿寒湖遊覧船乗船
阿寒湖の遊覧船に乗りながら、阿寒湖の自然

やまりもの生態について学びました。生徒たち

は気持ちの良い風を浴びながら、美しい阿寒湖

の景色を楽しみました。

●8月6日㈮  ～5日目～
最終日は飛行機に乗り、壮瞥町に帰ってきま

した。行きはわいわい楽しそうだった生徒たち

にも、若干の疲れが見えました。全力で学び、

そして楽しんできた皆さんに、拍手を送りたい

と思います！お疲れ様でした。

「多文化共生・フィールドワーク体験  道東派遣」の概要報告

第1回事前研修の様子

壮瞥町出発！ 北方四島交流センター

野付半島

北方館　望郷の家

オンネトー 森を散策

光の森（熊みたいな岩！）

阿寒湖遊覧船

女満別空港にて

令和3年度中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業代替事業
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生徒の皆さんの思い出レポート～学んだこと、楽しかったこと～

僕の思い出　　　

阿野　雄理

今回の道東研修で1番思

い出に残っていることは

SIRI体験プログラムです。

SIRI体験では、森の中を歩き、自然につ

いて色々なことを学ぶことができます。

ガイドの方々が日本語・英語でガイドを

してくれたので英語を聞く練習にもなり

ました。お昼ご飯は森の中でシカと一緒

に食べました。ガイドさんに色々なこと

を教わり、いい経験になりました。

道東派遣

金子　祐大

僕が印象に残っている

ことは、SIRI体験です。

プロのガイドさんに楽し

くわかりやすく教えてもらい、友達と一

緒に話したり生きた自然を体験できてと

ても楽しかったです。ガイドの人が話し

ている様子を見ると、みんな森を愛して

いるようで生き生きしていました。

壮瞥もこのような取組をしたいという

ことなので、楽しみです。

道東の1番の思い出 

坂爪　煌

僕が1番思い出に残って

いるのは、別海観光船に

乗って、アザラシを見た

り、花や、貝など野付半島の自然につい

てガイドさんに説明してもらいながら歩

いたことです。特に、アザラシは、とて

もかわいかった。ガイドさんの説明も丁

寧で、とてもわかりやすかったです。花

の中にも時期によって咲く花が全然違っ

て驚いたし、楽しかったです。

ここだけでの体験 

佐長　空我

SIRI体験学習は山道に

沿って歩き、大自然を勉

強する内容だ。印象的だ

ったのは、湯の滝だ。マ

ンガン酸化物生成現象が唯一見られる世

界でただ一つだけの貴重な場所に来れて

よい経験をしたと思った。そして泥火山

というところがあり、所々にある穴から

熱気が出ていて、大きな泡が出ていた。

この火山もなかなか見られないとかんじ

た。余談だが、泥火山付近にはなぜかス

ズメバチがたくさんいた。

道東でしか

分からないこと

佐長　竜我

今回の道東派遣で勉強

になった思い出は、SIRI

体験です。この体験で学んだことは英語、

ではなく自然の豊かさです。正直、英語

の6割はあまり聞き取れてません。それ

と、よくアブやハエ、蜂等にたかられま

した。この派遣はよく勉強になった思い

出です。

道東派遣　　　

玉井　恭也

僕が、印象に残ってる

事は、別海観光船です。

観光船には初めてのるし、

観光船の走る音とか、風とか、めっちゃ

気持ちよかった。途中でアザラシとかも

出てきて、写真撮る時カメラ目線で可愛

かった。思ってた以上に楽しくて、時間

がたつのが早かった。またこのクラス全

員で観光船に乗りたいなと思った。

僕の心に

残っていること

山内　珀空

僕がこの道東派遣事業

で一番心に残っているこ

とは、阿寒湖周辺でのSIRI体験です。そ

の体験では、阿寒湖周辺の森の自然につ

いてたくさん学びました。そこで僕が感

じたのは自然の中で生きる植物の生命力

の強さです。樹齢八百年の大木や腐った

木から生えてくる木などたくさんありま

した。またガイドさんのお話が面白くて、

とても楽しかったです。

道東派遣での思い出 

和田　優

僕の道東派遣での一番

の思い出は、二日目に乗

った別海観光船です。そ

の船では中で座っていてもいいし、外に

出ることもできたので、僕は外で景色を

眺めていました。海はとても青く、しぶ

きがこちらに飛んできました。他にも岩

の上にアザラシもいました。僕は船に乗

ったことはあるものの、海でアザラシを

見たのは初めてだったので、とてもうれ

しかったです。

道東派遣の思い出 

松井　惇紀

僕が道東派遣の思い出で印象

に残っていることは、あかん湖

鶴雅ウィングスに宿泊したこと

です。最初に驚いたことが、あ

かん湖鶴雅ウィングスの入り口がすごく豪華だっ

たことです。高級ホテルということは聞いていた

のですが、予想以上に豪華で驚きました。次に驚

いたことは、温泉が何個もあることです。ひとつ

ひとつの温泉が豪華なのに温泉が沢山あって流石

高級ホテルだなと驚きました。いろいろな温泉の

中でも特に凄かった温泉は洞窟風呂です。洞窟風

呂に入っている時は本物の洞窟に居るんじゃない

かと思えるほど。

ミカンの友達　　

毛利　倖人

一番楽しかった思い出

は、あかん湖鶴雅ウィン

グスのバイキングです。

大体の人はいろいろな物を食べていまし

たが、僕の隣にいた友達は、ミカンばっ

かり食べていました。3回夕食のバイキ

ングがあったのですが、すべて合計する

と86切ぐらい食べていたと思います。他

の人もスイーツやフルーツばかり食べて

いる人もいて、食べるものの個性が強い

なぁと思いました。

道東派遣で思い出に

残っていること

千村  キゲンザ  元気

道東派遣で思い出に残

っていることは、あかん

湖鶴雅ウィングスのバイキングです。な

ぜなら、バイキングにそのホテルのお土

産を出していたからです。バイキングに

そのホテルのお土産を出しているホテル

は初めてみたので、道東派遣の思い出に

残っています。

道東で一番思い出に

残ったこと

南條　勇人

一番思い出に残ってい

るのは、北方四島交流セ

ンターに行ったことです。なぜかと言う

ともともと北方領土にすんでいたころの

人の貴重な話を聞いたり、昔はそこで何

が起こっていたのかなどを色々学ぶこと

ができ、北方四島交流センターの中では

いろんな昔の歴史が学べてとてもいい勉

強になりました。

令和3年度中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業代替事業
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道東派遣　　　

井上　菜緒

私が道東派遣で楽しか

ったことは、船に乗った

ことです。船の外に出た

り、アザラシを見つけられたからです。

船を降りたあと、みんなで歩いたのも楽

しかったです。あと楽しかったことは、

ホテルで友達とたくさん話したことで

す。理由は、友達と恋話をしたり、トラ

ンプをしたり、お土産をたくさん買った

りしたのが、1番楽しかったからです。

一番の思い出　　

岩倉　眸美

私は二日目の別海観光

船に乗ることをとても楽

しみにしていた。だが、

元々二時間ほど乗る予定だったが三十分

変わってしまった。天気もあんまりだし

と落ち込んだまま船に乗った。だがすぐ

に元気になった。海の上はとても綺麗で

景色もよかった。それにアザラシも見れ

たのだ。不幸中の幸い？だったのか短い

時間の中でものすごく楽しめた。

道東派遣の感想　

牧　紗耶花

四泊五日の道東派遣で

は、身近にあるけど意外

と知らない北方四島のこ

とが知れてとてもよかったです。普段な

ら体験できないことや、学校で学ぶこと

ができなかったことなど知ることができ

たのもよかったです。道東の特産品であ

る、海鮮料理が美味しかったことが印象

的だったです。この派遣で学んだことを

知っただけでなく、伝えようと思います。

道東派遣の思い出 

眞屋　咲来

私がこの五日間の道東

派遣で思い出に残ってい

ることは四日目のSIRI体

験プログラムです。このSIRI体験では、

ガイドさんの解説で植物や動物に関わる

自然についてのお話をたくさん聞くこと

ができました。また、お話を聞くことだ

けではなくゲームとして森の妖精探しや

巨大なカツラの木を見るなど普段できな

いような体験をたくさんすることができ

ました。

一生の思い出　　　

大西　凜

虫は嫌いだ。何もかも

が気持ち悪く感じるから

だ。そんな私にとって、

3・4日目のSIRI体験は地獄も同然であっ

た。説明会の時には説明がほとんどされ

なく、少しハードな散歩だと思っていた。

違った。トレッキングだった。蠅が飛ぶ

音、通り過ぎる蜂。ガイドの話など聞け

た状態ではない。わたしはパニックにな

り泣いた。最悪だ。虫に刺され、あとが

残った。一生忘れない思い出だ。

思い出　　　

谷田　乃々花

今回の派遣で特別、心

に残っていることは、

SIRI体験です。SIRI体験

は、普段外国人を相手にして、ハイキン

グガイドをしている方が、今回特別に私

たちにガイドをしてくれました。阿寒湖

の周りにも火山があり、「壮瞥と似てる」

と感じる場面がいくつかありました。ど

れも本当に楽しく、貴重な経験となりま

した。

私の思い出　　

八重樫　亜樹

私の道東派遣での思い

出は、野付半島で色々な

花や動物のことを教えて

もらったことです。なぜなら、私は、自

然のことを勉強するのが大好きなので、

実際に見ながら自然のことについて深く

教えてもらえたからです。もう一つはホ

テルの前の売店をののかさんと一緒に回

ったことです。普段いけないような売店

に行けてとても楽しかったです。

一番心に残った

思い出

山内　心結

私のこの道東派遣での

一番の思い出は、二日間

に渡り、阿寒の自然を学んだSIRI体験で

す。実際に阿寒湖を間近で見て、エメラ

ルドグリーンの湖やオンネトーがとても

きれいでした。また、英語ガイドによる

ガイドでは、生きた英語を聞き取ること

はとても難しかったのですが、実際に体

験することができ、自分のためになるガ

イド、体験だったと思います。

道東研修にて　

東峰　楓華

四泊五日の道東研修で、

現在までの北方四島の歴

史・問題について様々な

資料館や講演で学び、実際に島の近くに

訪れることができてよかった。普段自分

が住んでいても、体験できないことや学

校で学ぶことができなかったことなど知

れたのはとても貴重なものだったと思

う。道東の問題や自然などが体験できて、

いい経験をさせてもらったと思う。

道東派遣の思い出 

細川　萌奈

私が道東派遣に行って

一番思い出に残ったのは

四日目に乗った阿寒湖の

遊覧船です。なぜなら、遊覧船は洞爺

湖にもありますが、洞爺湖とは違う景

色を見ることができたからです。そし

て、初めてまりもも見ることができ、

とてもうれしかったです。

令和3年度中学生フィンランド国派遣（海外研修）事業代替事業
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1. プロフィール
青森県出身／36歳／神奈川→壮瞥／

職歴：デザイン・コンサルティング関連とコーヒー屋　趣味：キャンプ・おいしいものを食べて飲む

2. 協力隊に応募したきっかけ
食に関連するイベントや仕事をしていく中で、旬のものを味わい、作り手の顔が見えるものを食べ

ること・飲むことへの関心が高まっていきました。コーヒ

ーとおやつの出張販売をしながら、自然に近い場所に拠点

を持ち、そこで人が集まる場を作りたいと思うようになり、

まずは「観光」を軸とした地域おこし協力隊としての活動

をしてみようと考えました。

3. 今後の目標
将来的には自分の拠点を持つことを考えています。まず

はこの壮瞥町のおいしいくだものと、雄大な自然が身近に

ある環境を発信し、少しでも多くの人に興味を持ってもら

い、この町を訪れる人を増やしていきたいと思います。

4. 壮瞥町の印象は？
いいところ！人がやさしい、食べ物がおいしい、おもし

ろい人がたくさんいる場所だという印象です。小学生の時

に修学旅行で昭和新山を見てから、実は昭和新山のファン

なので、毎日見ることができる今の生活、とても気に入っ

ています。

5. 田舎暮らしでやってみたいこと
時間が許す限りキャンプに行きたいです。といってもま

だ引っ越してきてから一度も行けていないので、今シーズ

ン中に猫を連れてキャンプに行くことが今の目標です。

前橋
まえはし

史子
ふ み こ

さん

休日は町内を自転車で巡ることが多いです

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

教育委員会委員の任命について
現委員の松永美継氏は、平成16年3月4日付けで教育委員に就任し

て以来、5期17年にわたり精力的に教育行政の適正な執行にご尽力い

ただいております。

教育委員会委員は、町長が町議会の同意を得て任命することとさ

れており、任期は4年です。現委員の任期が令和3年9月30日付けで満

了となるため、引き続き教育委員に選任したく、令和３年壮瞥町議

会第3回定例会において議会の同意を得て任命いたしました。

教育委員会は、「地方自治法」及び「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」に基づいて設置された、合議制の執行機関です。教

育委員会は、町長が町議会の同意を得て任命する教育長と、同じく

町議会の同意を得て任命する4人の委員で組織されています。

愛猫と同居中です
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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。

厳しい暑さが続いた今年の夏。丹波ワ

イン株式会社様の醸造用ブドウ試験圃場

では、夏の日差しを浴びて大きく成長し

た葉が密集すると、病気の危険性が高ま

るため、風通しが良くなるように副梢（春に伸びた枝の脇から出る芽）や葉の一部を間引く作業を

行いました。実も大きく成長し、赤ワイン用品種の「ピノ・ノワール」も色づいてきました。

今年新しく植え付けを行った新ほ場では、植え付けたばかりの若い樹にも小さな実が付くことも

ありますが、すべて取り除き、樹の成長に養分を集中させています。新ほ場のブドウも順調に成長

し、ブドウ畑らしくなってきました。数年後、このほ場で採れたブドウからどんなワインができる

のか、想像しながら作業を行っています。

先月の広報でご紹介した通

り、壮瞥町では東京2020オリン

ピック大会に参加したフィンラ

ンド競歩チームの事前合宿を受

け入れました。何事もなく無事に終われたのは町民の

皆さまのご協力があったからこそであり、改めて関わ

ってくださったすべての皆さまに心より感謝申し上げ

ます。経済的にどれだけ効果があったか直接数字で表すことはできませんが、温かい雰囲気に包ま

れた壮瞥町での滞在をフィンランドチームが喜んでくれたことは確かに伝わってきました。そして

フィンランド大使館など関係機関との繋がりが一層強くなったほか、内閣官房との合同プロジェク

トにもいくつか参加したり、他町村からも問い合わせやフィードバックをいただいたり…ホストタ

ウン登録は壮瞥町とフィンランドとの新たな歴史の1ページになっただけでなく、多方面において壮

瞥町が国内外に知れ渡るきっかけとなったことは明らかです。こういった影響は今後さらに見えて

くるものだと確信しています。壮瞥町ではスポーツを核とした地方創生、地域振興に向けたまちづ

くりを推進しています。今回の受け入れ実績を生かし、今後町内施設を有効活用し、スポーツ合宿

の受け入れやアウトドアスポーツ・アクティビティ、スポーツイベントなどを実施し、多くの人が

集まるスポーツ交流を促進する取組を進めてまいります。

地域おこし協力隊
ボイス！

地域おこし協力隊の取組や、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

色づく醸造用ブドウ

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

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！

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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行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会行政報告 令和3年第3回定例会

行政報告は、町政の主なものについて、議会定例会で報告しています。

9月9日に行った行政報告の概要をお知らせします。

□ 要望活動について
緊急事態宣言により、室蘭地方総合開発期成会の要望書を、北海道や各省庁に郵送に

より要望したもので、本町として国道453号などの整備について要望しました。

□ 新型コロナウイルス感染症対策について
緊急事態宣言により公共施設の休館や利用の制限などにご理解をお願いします。

8月17日までに高齢者の86％が2回のワクチン接種を完了し、円滑な接種に取り組んで

います。地域経済対策としては、町独自でビジット昭和新山キャンペーン、プレミアム

付商品券にも取り組んでおり、今後も地域経済活性化に取り組む考えです。

□ 企業版ふるさと納税について
この制度を活用するため、町が策定した「地域再生計画」が、7月9日、内閣府から認

定されたことにより、町外の企業から寄附金の受け入れが可能となりました。ホームペ

ージ等でPRを行い、企業を募り、まちづくりを推進していく考えです。

□ 株式会社セコマとの協定の提携について
8月31日、災害時における応急生活物資の供給及びまちづくり連携に関する協定を締

結しました（概要は、24ページをご参照ください）。

□ 東京五輪2020ホストタウンについて
7月19日から7月31日まで、フィンランド共和国の競歩選手団7名を受け入れました

（概要は、広報9月号の特集をご参照ください）。

□ スポーツによる地域活性化推進事業について
本年度も助成の採択を受け、これまでの成果を生かし、体験会やモニターツアーなど

調査、研究を重ね、地域資源を活用した活性化に取り組んでいく考えです。

□ 中学生フィンランド国派遣（海外研修）の代替事業について
8月2日から6日まで、中学3年生を対象に、国際化の時代に対応する人材育成を目的に

実施しました（詳細は、6～13ページをご参照ください）。

□ りんごまつりの開催中止について
実行委員会で慎重に検討してきたところ、お客様をはじめ、関係する方々の健康及び

安全を最優先に熟慮した結果、苦渋の判断となりましたが中止することになりました。

中止に伴い、ウェブサイトを利用した地場産品等の販売を検討しています。

詳細は、町ホームページでご覧いただけます。https:www.town.sobetsu.lg.jp/about/chochoshitsu
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新型コロナワクチン接種について

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

コロナウイルス感染症の状況について

全道の新規感染者数は、一時期と比べて改善傾向が続いていますが、療養者数は高い水準にあり、重

症者も減少傾向とはなっていません。デルタ株に置き換わる中、全国的に感染者数は高い水準が続いて

おり、感染防止対策としては、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指消毒」等

の基本的な対策を徹底するとともに、ワクチン接種が有効な対策と考えられています。

ワクチン接種の今後について

広報9月号で周知しました10月6日㈬の接種日については、定員となりましたので、新たに10月8日㈮に、
ワクチンの接種日を設けます。「接種をしたいけど、悩んでいる」という方は、かかりつけ医院や保健

センターなどに相談するなどして、この機会の予約を検討してみてください。今後の接種については、

今回の予約状況等を踏まえて検討します。

【 追 加 日 程 】

ワクチンの副反応は２回目に出ることが多く、50％以上の割合で「接種部位の痛み」「疲
労」「頭痛」、10～50％に「筋肉痛」「悪寒」「関節痛」「発熱」「接種部位の腫れ」が見られる
と言われています。

これは、体内で免疫ができる過程で起きる免疫反応で、個人差はありますが、１～２日程度で治ま
ります。
上記のような副反応の心配もありますが、ワクチンの接種は、重症化や感染予防、大切な人たちの

生命を守るとともに、安全・安心な日常生活の実現など、社会的な意義も高いこともご理解いただけ

ればと思います。

壮瞥町の、令和3年9月17日現在の接種状況をお知らせします。

年齢別 対象人数 １回目接種者数 ２回目接種者数 1回目接種率 2回目接種率

65歳以上 0,967 0,905 0,878 93.6％ 90.8％

60～64歳 0,187 0,158 0,150 84.5％ 80.2％

59～40歳 0,598 0,484 0,401 80.9％ 67.1％

39～20歳 0,323 0,216 0,169 66.9％ 52.3％

19歳以下 0,172 0,086 0,059 50.0％ 34.3％

計 2,247 1,819 1,657 81.0％ 73.7％

ワクチンの接種状況について

1回目の接種

10月8日㈮ 10月29日㈮ 保健センター
（滝之町284番地2）

①10:30
②10:50

2回目の接種 接種会場 予約時間

ワクチンの副反応が不安…接種したほうがいいの？

※2回目は3週間後に接種することになっていますので、原則キャンセルや日程の変更はできません。
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壮瞥町では、子育て支援のひとつとして

「インフルエンザワクチンの接種料金を全額」

「おたふくの予防接種料金を半額」

を補助しています。

壮瞥町に住所のある6歳まで（小学校入学前）で令和4年3月31日まで

に接種を受けられたお子さんが対象となりますので、感染症の重症化

予防のためにも積極的に接種することをおすすめします。

■手続きの方法

医療機関が発行した領収書・印鑑・金融機関の通帳・母子手帳を持って

保健センターにいらしてください。

※令和3年度の請求は令和4月年4月15日㈮までに手続きしましょう。
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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）

壮瞥町起業化促進補助金の再募集について
広報5月号でご案内しましたが、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、下記のとおり再募集し

ますので、事業を検討している方はお問い合わせください。

■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

※本補助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。

■補助金の額

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

令和3年10月1日㈮～令和3年11月5日㈮
※予算執行状況によっては、募集期間経過後も継続して募集しますので、お問い合わせく

ださい。

生後6ヵ月から小学校入学前までのお子さんの
下記の予防接種料金の全額または一部を助成します

【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　道の駅そうべつ情報館i 2階）
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国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ
国民年金は老後のほか、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったとき

に、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

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

日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

１．国民年金のポイント
■将来の大きな支えになります！

国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。

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

されます。

■老後のためだけのものではありません！

国民年金は、老後のための老齢基礎年金のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金もありま

す。

障害基礎年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族基礎年金

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

者」または、「子」）が受け取れます。

２．国民年金保険料のお支払い
■国年年金の保険料

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,610円です

（令和3年度）。

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

多く受け取れる制度があります（付加年金）。

■「前納割引制度」があります！

保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

■口座振替・クレジットカードでのお支払い

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

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

３．「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
■「学生納付特例制度」

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

にかかわらず国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

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

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

校に在学する方です。

■「納付猶予制度」

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

険料の納付が猶予される制度です。

～新成人の皆さんへ ～ 20歳になったら国民年金～

【お問い合わせ先】室蘭年金事務所（☎0143-24-7104）※自動音声案内（2→2）
壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）
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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。
当日、防災行政無線から放送される内容は次のとおりです。

Jアラートの情報伝達訓練を行います
令和3年10月6日㈬の11:00頃

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、国から人工衛星などを通じて

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）

有珠山火山噴火総合防災訓練を実施します

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

有珠山火山防災協議会（伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町）では、次の噴火対応に万全

を期すことを目的に、有珠山噴火を想定した防災訓練を実施します。

訓練は職員及び関係機関による情報伝達訓練の他、今年度は壮瞥温泉、洞爺湖温泉地域、

壮瞥高校の皆さまのご協力のもと、久保内小学校にて避難訓練を行います。

日　時 10月15日㈮ 9:00～12:00頃
当日は、訓練のため、上記の時間帯で防災行政無線やエリアメー
ル(携帯電話へのメール)を使用しますので、実際の噴火災害とお
間違いのないようご注意ください。
なお、天候悪化、新型コロナ感染症等の拡大等により中止となる場合がござい
ます。
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知っていますか？
『本人確認書類』として使える
マイナンバーカードが

健康保険証として
利用できるようになります！

■こんなことができます！

○就職、転職、引越をしても健康保険証としてずっと使える
○同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報
が医師等と共有できる！
○限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払
いが免除される！

■利用には申し込みが必要です。

○スマートフォンからマイナポータルで申込み
用意するもの

❶申込者本人のマイナンバーカード
＋役場窓口で設定した暗証番号（数字４桁）

❷マイナンバーカード読取対応のスマホ（またはPC＋ICカードリーダー）
❸アプリ「マイナポータルAP」のインストール

申込み手続きを支援しますので、お気軽にご相談ください

■まずは、マイナンバーカードを申請してみましょう

○作り方は簡単！　4つの方法があります！

❶ スマホを使いこなしている方なら･･･ スマホで申請
必要なもの スマホ、QRコード付きの申請書、顔写真データ

❷ パソコン作業が得意という方なら･･･ パソコンで申請
必要なもの 申請書に記載のID、顔写真データ

❸ 文字を書くのが得意という方なら･･･ 郵送申請

❹ 自撮りが苦手という方なら･･･ 証明用写真機で申請

さらに、証明用写真機での申請以外なら、
役場の窓口でカードの申請をお手伝いします。
お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）
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【予約・申込みのお問い合わせ先】
壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200「そうべつ情報館i」）
壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121)
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☆『マイナポイント事業』とは？

マイナンバーカードの交付申請をした方が、マイナポイントの予約・申込みをして、
申込時に指定したキャッシュレス決済サービスでチャージ又は買い物をした際に、買い
物に使える最大5,000円分のマイナポイントがもらえる仕組みです。

対 象 者 令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方
事業期間 令和3年12月末まで

☆『マイナポイント』の予約・申込みは？

スマートフォン又は、パソコンの専用サイトから簡単にできます。
❶ 予約・申込みには次のものをご用意ください
○　マイナンバーカード
交付の際に登録した４桁の暗証番号

○　使いたいキャッシュレス決済
決済サービスのカード等（ペコママネー、nanaco電子マネー、LINE Pay、
PayPay、WAON、au PAY、dカード、楽天カード等）

❷ マイナンバーカードを使って、マイナポイントを予約

❸ キャッシュレス決済サービスを選び申し込む
○　スマートフォン用専門サイト

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/nfclist/
○　パソコン用専用サイト

https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/?buik=1
注：パソコンからのご利用にはICカードリーダーが必要です。また、スマホの場
合はカード読取り対応機種に限ります。

パソコンやスマホをお持ちでない方、操作が不慣れな方など

役場商工観光課及び住民福祉課で支援します。お気軽にご相談ください。

マイナポイントに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
☎0120-95-0178
平　日　9:30～20:00
土日祝　9:30～17:30
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㈱セコマとまちづくり連携協定･災害協定を締結しました

8月31日㈫、株式会社セコマと壮瞥町の間で「まちづ
くり連携に関する協定」と「災害時における応急生活
物資の供給等に関する協定」を締結しました。この協
定は産官相互の連携と協力を基盤に、共にまちづくり
に取り組むことや、災害発生時等において、相互に協
力して住民生活の早期安定を図ることを目的としてい
ます。
締結式にはセコマの丸谷代表取締役会長と田鍋町長

が出席し協定書に署名しました。
町としては今後もセコマなど関係機関の協力を得な

がら、災害への備えを充実させていく予定です。

老人の日記念　百歳高齢者へのお祝い状及び記念品贈呈が行われました

久保内にお住まいの渡内亀吉さんが、来年1月に百歳
のお誕生日を迎えられることを記念して、内閣総理大
臣からお祝い状並びに記念品が贈られることとなり、9
月17日㈮に、田鍋町長からご本人へ手渡されました。
渡内さんは毎日、朝5時に起床し、家の周りの草取り

をするなど元気に過ごされています。何事もくよくよ
せず、外で仕事をして身体を動かし、毎晩かかさず晩
酌をすることが長生きの秘訣とお話されていました。
奥様の花枝さん（94歳）とご夫婦で元気に過ごされ

ていました。
これからもお元気で、長生きしてくださいね！

そうべつ保育所運動会が開催されました

9月4日㈯、そうべつ保育所で運動会が開催されました。
例年、保護者やその親族も観覧・参加する運動会で

したが、今年度は緊急事態宣言下での開催となったた
め、保護者の皆さまのご理解・ご協力のもと、子ども
たちの親と兄弟たちのみの参観、競技数も縮小し開催
されました。
当日は天候にも恵まれ、子どもたちは練習した踊り

やかけっこを一生懸命披露しました。
運動会最後の種目である、すみれ組（年長）とひま

わり組（年中）による合同のリレーで一生懸命走る姿
に、お父さんお母さんは子どもの成長を感じた一日と
なりました。

お祝い状を受け取る渡内亀吉さん（左）と田鍋町長
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10
OCTOBER

開放日

1日㈮、5日㈫、8日㈮、12日㈫、15日㈮、19日㈫、

22日㈮、26日㈫、29日㈮
育児サークル

28日㈭ 10:00～12:00

・身体測定

・ミニ運動会

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※10月26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。

※育児サークルの日には身体測定を行いますの

で、2歳未満のお子さまは、バスタオルの持参

をお願いいたします（新型コロナウイルス感染

症防止のため）。

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）

10月の子育て支援センターげんき　
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下記のとおり実施します。　　受付時間／9:00～11:00までとなっております。

10月03日㈰

10月10日㈰

10月17日㈰

10月24日㈰

10月31日㈰

11月03日㈬

11月07日㈰

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

愛歯科 登別市中央町2-12-12 0143-88-1181

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

いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 0143-59-6464

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 0143-27-5420

三愛病院歯科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

エルム歯科 伊達市末永町58-61 0142-25-5188

月　　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　　話

10月歯科救急医療実施について

INF
ORM
ATI
ON



10
OCTOBER

― 26 ―

○建部Ｂ団地（公営住宅）
住所 壮瞥町字滝之町229番地39
建設年度 昭和55年建設　2号棟
規格、戸数 2階　3ＬＤＫ(62.19㎡)　1戸
月額家賃 家賃は収入によります。

（14,800～22,100円）
敷金 家賃の3カ月分

○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7年建設　2号棟
規格、戸数 1階　2ＬＤＫ(58.50㎡)　1戸
月額家賃 家賃は収入によります。

（17,500～26,000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 3階　2ＤＫ(52.08㎡)　1戸
月額家賃 23,000円
駐車場使用料 月額500円／台
敷金 69,000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

○しらかば団地（単身者用特定公共賃貸住宅）
住所 壮瞥町字滝之町301番地5
建設年度 平成10年建設　1号棟
規格、戸数 3階　1ＬＤＫ(46.13㎡)　　1戸
月額家賃 21,000円
駐車場使用料 月額500円／台
敷金 63,000円

※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、次の

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）

令和3年10月1日㈮～令和3年10月15日㈮

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係（☎0142-66-2121）

※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、皆さま一人ひとりの

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。町民の皆さ

まの献血へのご協力をお願いいたします。

日時／10月29日㈮ 10:00～11:30 壮瞥町役場前

13:00～14:00 〃

14:30～16:00 そうべつ温泉病院

【お問い合わせ先】

壮瞥町保健センター健康づくり係

（☎0142-66-2340）

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10月21日㈭ 14:00～16:00

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

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）

町営住宅入居者募集　
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献血にご協力ください
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蟠渓地区巡回診療の実施について
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町では、町民の皆さまの福祉活動やお住まいの

地域における活動等、福祉施策の総合的な推進計

画である「第4期壮瞥町地域福祉計画」（計画期

間：令和4年度～令和8年度）の策定を進めていま

す。

計画策定にあたり、町民の皆さまが日ごろ思い、

また、考えておられる「福祉分野」や「地域活動」

における生活上の課題等について広くご意見やご

提言をいただき、計画に反映させていただくこと

を目的に、アンケート調査を実施いたします。

もし、皆さまのお手元にアンケートが届きまし

たら、ご多用のところ、恐縮ですが、調査の趣旨

にご理解をいただき、ご協力くださいますようお

願い申し上げます。

対象／町内にお住まいの20歳以上の方のうち、約

半数の方

発送／アンケートは、10月上旬に皆さまのご自宅

に郵送いたします。

提出／ご回答いただきましたアンケートを、同封

の返信用封筒に入れ、郵送してください。

提出期限／令和3年10月22日㈮
※この調査は無記名方式であり、調査結果を他の

目的に利用したり、回答者が特定されるなど、

回答をいただいた方にご迷惑をおかけすること

は一切ありません。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課高齢者福祉係　

（☎0142-66-2340　壮瞥町保健センター内）

今年度対象の方、もう接種はお済みですか？

高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種につい

て、令和3年度中に対象となる方には、今年の8月

頃にハガキをお送りしています。

接種対象者／

①令和3年度に対象年齢になる方

65歳：昭和31年4月2日～昭和32年4月1日　

生まれの方

70歳：昭和26年4月2日～昭和27年4月1日　

生まれの方

75歳：昭和21年4月2日～昭和22年4月1日　

生まれの方

80歳：昭和16年4月2日～昭和17年4月1日　

生まれの方

85歳：昭和11年4月2日～昭和12年4月1日　

生まれの方

90歳：昭和　6年4月2日～昭和　7年4月1日　

生まれの方

95歳：昭和元年4月2日～昭和2年4月1日　

生まれの方

100歳：大正10年4月2日～大正11年4月1日　

生まれの方

②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機

能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

に障害を有する方（身体障がい者手帳1級程度）

手帳をお持ちになり病院へお申し込みくださ

い。

※すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（ニューモバッ

クス）を接種したことがある方は、対象外です。

※新型コロナワクチンを接種した場合、2回目接

種後から13日以上間隔をあけて接種してくださ

い。

※先に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種した場合、

接種後13日以上間隔をあけて、新型コロナワク

チンを接種してください。

接種費用／2,400円

※生活保護受給者及び町民税非課税世帯の方は、

個人負担が免除されます。事前に証明書を発行

してもらい、医療機関の窓口に提示してくださ

い。

生活保護受給者：

壮瞥町保健センター社会福祉係

町民税非課税世帯：

壮瞥町役場税務会計課

実施医療機関／

壮瞥町内はそうべつ温泉病院（☎0142-65-2221）

で接種できます。

伊達市、洞爺湖町、豊浦町の医療機関でも接種

できますが、事前に各医療機関にお問い合わせく

ださい。

※お送りしたハガキを持参してください。

【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）

第4期壮瞥町地域福祉計画策定にかかる
アンケート調査ご協力のお願いINF
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令和3年度　高齢者肺炎球菌予防接種
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行政相談員は、役所の仕事（主に国の業務）につ

いての苦情や意見、要望などをお聞きし、その解決

に努めています。

下記のとおり『一日行政相談所』を開設します。

相談は無料で秘密は固く守られます。

日時／令和3年10月20日㈬　10:00～15:00

場所／地域交流センター山美湖　

1階小会議室

行政相談委員／清水　修氏

【お問い合わせ先】　

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

Ｂ型肝炎の給付金・訴訟に関するご相談を下記の

とおり受け付けいたします。

費用はかかりませんのでお気軽にご相談くださ

い。

日時／10月16日㈯　13:00～19:00（お一人1時間程度）

場所／伊達噴火湾法律事務所

（伊達市錦町100-2　リードビル2階）

予約用電話番号／

☎0142-22-3328（伊達噴火湾法律事務所）

※予約受付は平日9:00～17:30

主催／全国Ｂ型肝炎訴訟北海道弁護団

とまこまい「サポステ・プラス」は、働きたいと

思われている方に向けた、就労自立支援施設です。

就職相談も歓迎します。「働きたい」を応援する、

無料出張相談会を開催します。

対象／おおむね15歳から49歳の方・ご家族

場所／ハローワーク伊達（伊達市網代町5-4）

内容／就労相談・就労体験ほか

日時／11月5日㈮　13:30～15:30(先着順・予約可)

【お問い合わせ先】

とまこまい若者サポートステーション

とまこまい「サポステ・プラス」(☎0144-84-8670)

苫小牧市表町3-2-13　王子不動産第2ビル　6F

伊達警察署と壮瞥町を含

む伊達署管内1市3町と伊達地

区交通安全協会では、高齢

者の方が運転免許証を自主

返納した後に、身分証明書

として利用できる「運転経歴証明書」の発行にかか

る手数料を助成します。

対象／伊達警察署管内にお住まいの65歳以上の方

内容／（1）運転経歴証明書の発行手数料（1,100円）

の全額助成

（2）証明書に使用する写真料金（1,000円）

の全額助成

【お問い合わせ先】

伊達警察署交通課窓口（☎0142-22-0110）

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働

くすべての労働者（臨時・パートタイマー・アルバ

イト等を含む）に適用される北海道最低賃金が次の

とおり改定されました。

最低賃金額／時間額889円

効力発生年月日／令和3年10月1日

【お問い合わせ先】

北海道労働局労働基準部賃金室

（☎011-709-2311）

「きめこみパッチワーク講座」
対象／一般

日時／10月16日㈯ 13:00～16:00

会場／西いぶりリサイクルプラザ

定員／先着15名　　料金／900円～3,000円

申込方法／10月1日㈮から8日㈮まで電話で受付

「レザークラフト～いろいろ使えるポーチ～」
対象／一般

日時／10月23日㈯・24日㈰　13:30～15:00

会場／西いぶりリサイクルプラザ

定員／先着各10名　　料金／各1,800円

申込方法／10月1日㈮から各前日まで電話で受付

【お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

一日行政相談を開催します
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Ｂ型肝炎給付金　
無料相談会開催のお知らせ（予約制）INF
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働きたい方のための出張相談会
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「必ずチェック最低賃金！
使用者も労働者も」INF
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西いぶりリサイクルプラザからの
お知らせINF
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運転免許自主返納支援制度のお知らせ
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無料法律相談を開催しております
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相談時間／10:30～12:00（1人30分程度　3名まで）

場所／地域交流センター山美湖　1階小会議室　

予約／事前予約制（ただし、定員になり次第締め切り）

※相談日当日は、マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止になる場合があります。

【お申し込み・お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

無料法律相談を毎月実施しております。お困り事などありましたら、ぜひご利用ください。相談を希

望される方は、事前予約が必要となりますので、下記申込期限までに役場住民福祉課までお申し込みく

ださい。

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㈮）

令和3年11月11日㈭ 本　間弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年11月05日㈮

令和3年11月25日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和3年11月19日㈮

令和3年12月09日㈭ 阿　部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和3年12月03日㈮

令和3年12月23日㈭ 池　田弁護士（池田翔一法律事務所） 令和3年12月17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
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各種説明やイベント案内も行っておりますのでお気軽にお越しください。

自衛官候補生

防衛大学校
（一般）

高等工科学校生徒

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）

15歳以上17歳未満の男子

〒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10月5日㈫
～11月12日㈮

令和3年7月1日㈭
～10月27日㈬

令和3年11月1日㈪
～令和4年1月14日㈮

令和3年11月28日㈰
～29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4年1月22日㈯
～23日㈰
※いずれか1日

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日



死亡事故ゼロ621日
―人身交通事故発生状況8月分―

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※8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8月11日～令和3年9月10日）

■人のうごき

■8月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,403人 （△06）

男 1,141人 （△03）

女 1,262人 （△03）

世帯数 1,298戸 （△02）

※8月末現在（ ）は前月差

富田　順子さん（85才）【宮前】

宗万　洋治さん（54才）【仲洞爺】

大畑　武士さん（68才）【建部】

中島千枝子さん（92才）【南久保内】

◆お悔やみ申し上げます

赤前
あかまえ

咲弥
さ く や

くん　令和3年8月21日

【星野　修さん・綾子さん】

○お誕生おめでとう

10
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道では、不正軽油を「作らない」・「売らない」・

「買わない」・「使わない」を合言葉に、関係団体と

共に不正軽油撲滅に向けた取組を行っています。

不正軽油に関する情報がありましたら「不正軽油

110番」フリーダイヤル（☎0800-8002-110）までお寄

せください。

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局課税課事業税間税係

（☎0143-24-9582）

不正軽油は犯罪です！
10月は不正軽油防止強化月間ですINF
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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

『アロマを楽しむ会』風邪予防のアロマ

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。
ご希望の方は風邪予防スプレー（マスクスプレ

ー）作成もできます。
日時／10月15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／興味がある方ならどなたでも
【お申し込み・お問い合わせ先】

☎090-1522-7840
aromacosme2016@gmail.com
松浦まで
※11月12日㈮は風邪や美肌づくりのアロマのご案
内の予定です。

かおりの教室

広　告

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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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　111　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

ジオパーク講座

「世界遺産『北海道と北東北の縄文遺跡群』に残る大地の記憶」
（全2回）開催します！

2021年7月、「北黄金貝塚」（伊達市）と「入江・高砂貝塚」（洞爺湖町）は、「北海道・北東北の縄文遺跡
群」を構成する遺跡として世界文化遺産に登録されました。
縄文時代の遺跡は日本列島各地で発見され、研究が続けられています。縄文人の暮らしはどこまで明ら

かになったのか、地形と遺跡に何か関係はあるのか？　縄文文化を知り、大地との関係を読み解く全2回の
講座を開催します。どちらか1回の参加も可能です。ぜひご参加ください！

〈お申し込み方法〉

・いずれの講座も無料。各回20名までのため、お申し込みが必要です。

☎（0142）74-3015 か、mail info@toya-usu-geopark.orgまでどうぞ。 

・午前中は屋内でお話を聞き、午後からは野外で遺跡見学があります。

・当日体温測定、手指消毒、マスクの着用をお願いします。

・新型コロナ感染症の拡大状況により、中止になる場合があります。

第2回　「入江
い り え

・高砂
たかさご

貝塚」

有珠山の西麓にある入江貝塚（約3,800年前）と、高砂貝塚（約
3,000年前）。貝塚やお墓から、当時の風習や考え方を物語る品々が
見つかっています。縄文人はどんな「地の利」を生かして暮らして
いたのか、遺跡を巡って紐解きます！

◇　開催日時 令和3年11月13日（土）9:30～15:00

◇　会　　場 入江・高砂貝塚館　/ 入江・高砂貝塚

◇　講　　師 洞爺湖町教育委員会　学芸員　角田　隆志　さん

第1回　「北黄金
き た こ が ね

貝塚」

噴火湾をのぞむ丘の上にある、約7,000～5,500年前の貝塚と集落

の跡。精巧な骨角器（動物の骨や角で作った道具）が発見されてい

ます。縄文人は気候変動をどう乗り越えていったのでしょうか？

◇　開催日時 令和3年11月7日㈰ 9:30～15:00

◇　会　　場 北黄金貝塚情報センター / 北黄金貝塚公園

◇　 講　 　 師 伊達市教育委員会　学芸員　永谷　幸人　さん



― 31 ―

天文台で、月面X（月の模様）・木星・土星を観測しましょう！

天体観測の他にも、JAXA指導マニュアルによる水ロケットの作成や、周極6星座の学

習を行います。皆さまのお申し込みをお待ちしております！

1．事業名 第6回夜空を見る集い

2．日　時 令和3年10月13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。

○主　催 そうべつアウトドアネットワーク

○共　催 壮瞥町教育委員会

○協　力 ㈲オロフレリゾート

○場　所 オロフレスキー場

○日　程 10月17日㈰
10:00～15:00予定

※荒天の場合中止となります。　

午前の部：薪割り・火おこし・焚き火

午後の部：ツリーイング・モルック（フィンランドのスポーツです）

※午前・午後どちらかのみの参加も可能です。

○対　象 壮瞥町在住者30名程度（未就学児童は保護者同伴でご参加ください）

○参加料 1人500円（未就学児童は無料です）

○申　込 10月12日㈫までにメールまたはお電話でお申し込みください。

メールの場合：nakaoka.saeko@town.sobetsu.lg.jp

（参加者全員の氏名・年齢・代表者の電話番号・保護者氏名・1日または午前、

午後の参加希望を記入してメールを送信してください）

電話の場合：壮瞥町教育委員会（☎0142-66-2131）

※定員になり次第締め切ります。　　　

○その他 参加を受け付けた方には持ち物など別途詳細をメールなどでご案内します。

なお、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。

昨年秋に開催してたくさんの方にご参加いただきましたアウトドア体験会、今年も新たなメニュ

ーを加えて開催します。新型コロナウイルス感染症により、普段の生活や休みの過ごし方が制限さ

れていますが、密にならない“外あそび”をみんなで楽しみましょう！壮瞥町民なら誰でも参加可

能です。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

体験会当日は感染対策を行い実施します。マスクの着用などご協力お願いします。

火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験火おこし・薪割り・焚き火・ツリーイング・モルック体験

（令和3年度スポーツ庁補助事業）

そうべつアウトドア体験会Ⅲ

★★★★★★★★★月面X・木星・土星の観測＆
JAXA指導マニュアルによる水ロケットの作成

令和3年度第6回夜空を見る集い
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壮瞥町の高齢者大学である「山美湖大学」では、10月の講座として北海道立文学館が実施

している地域連携事業「文学館出前講座」を活用し、札幌川柳社会長 岡崎守様をお招きし、

川柳講座を開催します。

川柳を学び、日々の生活を笑いで彩ってみませんか？

壮瞥町民に限り「山美湖大学」登録者以外の方も参加のお申し込みを受け付けますので、

皆さま奮ってご参加ください！

1．事業名 第6回山美湖大学

2．主　催 壮瞥町教育委員会

3．共　催 北海道立文学館

4．日　時 令和3年10月18日㈪ 10:00～11:30

5．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

6．講　師 札幌川柳社会長　岡崎　守　氏

7．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。

今年度はコロナ禍！残念ながら札幌等遠方の美術館には行くことが難しい日々が続いてい

ます。そこで、今年度の芸術鑑賞ツアーは近隣の美術館等に目を向け、「近隣の魅力、再発

見！」をテーマにバスツアーを企画します。

第二弾は、「だて歴史文化ミュージアム」を訪問して企画展を鑑賞し、さらに「だて食育レ

ストランEスプーン」（給食センター）で“食育ランチ”を味わいます。道の駅「だて歴史の

杜」でお買い物タイムも予定しております。

お申し込みをお待ちしております。

1．期　日 令和3年10月30日㈯
2．訪問先 だて歴史文化ミュージアム・だて食育レストランEスプーン・だて歴史の杜

3．参加料 950円（入館料300円・昼食代650円）

※小中学生の入館料は200円となります。

4．その他 お問い合わせやお申し込みは、教育委員会 前川までお願いします。

（☎0142-66-2131)

※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。

令和3年度芸術鑑賞ツアー②
だて歴史文化ミュージアム企画展

令和3年度第6回山美湖大学

「武家の装い」＆「フランク・シャーマン展」鑑賞ツアー

愉快に楽しく川柳入門
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「一般書」

『北海道で考える（平和）』
『僕が死んだあの森』『沈黙の
終わり（上・下）』『小説8050』
『高瀬床左衛門御書留』『琥
珀の夏』『水を縫う』『世界一
しあわせなフィンランド人
は、幸福を追い求めない』

『今さら聞けないお金の超基
本』『ガザ・西岸地区・アン
マン「国境なき医師団」を
見に行く』『だるまちゃんの
思い出　遊びの四季』『十七
音の旅』『北海道夏山ガイド
②』『北海道道の駅ガイド
2021-22』『北海道新聞が伝
える核のごみ 考えるヒン
ト』『砂澤ビッキ 風を彫っ
た彫刻家』『366日の西洋音
楽』『一生役立つきちんとわ
かる栄養学』『決定版イヌの
気持ち』『ネコの気持ちと飼
い方がわかる本』『鉱物分類
図鑑323新版』『恐竜・古生
物ビフォーアフター』

「児童図書」

『パソコンがなくてもでき
る！はじめてのプログラミ
ング』『ちびまる子ちゃんの
自由研究』『ペットボトル・
牛乳パックのかんたん工作』

『おいでよ森へ』

「幼児図書」

『プラスチック星にはなりた
くない！』『ここがぼくのい
るところ』『ステラとカモメ
とプラスチック』『プラスチ
ックのうみ』『みんながおし
えてくれました』『ごんべえ
だぬき』『そこつ長屋』『ねこ
のさら』『しばはま』『千両み
かん』

（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）

10月の展示 
ミステリーの本ミステリーの本

この本は

図書分室に

あります！

食事の歴史が

都道府県別にまとめられた

貴重なシリーズ本です！

7/29 道立図書館の方から、
本の修繕を教えてもらいました

7月に道立図書館から南部さんが図書分室に来
館され、図書室担当者と図書ボランティアに本
の修繕を教えてくれました。修理のための基礎
知識や、破損する前の予防修理法を教えてもら
い、最後にみんなで本の修繕を実践しました。
破れた本は、セロハンテープなどで留めずに、

そのままの状態でカウンターへお持ちください。

『私のオススメ本』
タイトル

『日本の食生活全集  聞き書  北海道の食事①』 
農山漁村文化協会

開拓者が持って来た日本各地の食の形が、北海道と
いう北国で伝えられ育てられた日常の「食」の姿が描
き出され、写真や丁寧な聞き書きとして詳しく書き留
められています。今となっては探ることのできない各
地に残る多様で豊かな食生活の様子や、懐かしい行事
食や保存食、今も残る素朴な食べ物の歴史が思い出と
共に蘇ります。このシリーズは県ごとにまとめられ、
ふるさとの懐かしい思い出が蘇ると思います。最終巻
㊽は「アイヌの食事」で、野山や海の食材と食べ方、
保存の方法が書き留められています。口承文芸の「ウ
エペケレ＝食べ物についての物語」も載っていて、実
に興味深い一冊となっています。

（オススメ者：仁さん）

★10月末まで、図書室入口にて展示しています★

物語の中でもコロナ禍であり、現代とリンクする驚愕の世界観です。

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾

父を殺した犯人は、元同級生達の中にいる？　
マスクやリモートワークなど、コロナ禍のツール

が物語に大きな影響を与えています。

実際に起きた未解決事件をモチーフにした物語です。

罪の声　塩田武士

日本中を震撼させた脅迫事件の声は、幼い頃の
自分？　小栗旬と星野源のW主演で映画化もした
作品です。読み応え満点です！

海外の本格ミステリー、読んだことありますか？

その女アレックス　ピエール・ルメートル

捕らわれた女アレックス…彼女は決死の思いで男
から逃げ出すが…。日本でもヒットを記録した本作。
衝撃のドンデン返しに目を剥くこと間違いなしです。
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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

枕草子～心ゆく物～

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。

お土産に干菓子を用意します。ぜひご参加ください。

期　日：令和3年10月28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。

新着図書案内

世界一しあわせなフィンラン

ド人は、幸福を追い求めない

フランク・マルテラ

幸福度ランキング3年
連続NO.1の理由に迫り
ます。

今月の図書分室イベント
10/28

古典サロン

ようこそ図書分室へ！

決定版　イヌの気持ち

藤井聡監修

日常の仕草や行動か
ら犬の本当の気持ちが
分かるようになる本で
す！これであなたも犬
博士！

砂澤ビッキ 風を彫った彫刻家

札幌芸術の森美術館編

旭川生まれの北海道を
代表する彫刻家の作品が
豊富な写真と共に掲載、
解説されています。

パソコンがなくてもできる！

はじめてのプログラミング

松林弘治

パソコンがなくて
も、この本を読めばプ
ログラミングを楽しく
学ぶことが出来ます。

小説8050

林真理子

長年に渡り活躍し
続ける林真理子。今
作は、家族をテーマ
にした問題作です。

これからもたくさん

本を読んでくださいね！

125
回

ぴよちゃんカード達成おめでとう！

どうのした  つむぎさん
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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10月号

全国地域安全運動の実施
10月11日㈪～20日㈬まで、
全国地域安全運動が実施されます。

(1) 子どもの犯罪被害防止
・防犯指導や、登下校の見守り活動を行いましょう。

・買い物等の日常活動の中でできる「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。

(2) 女性の犯罪被害防止
・スマホを見ながらなどの「ながら歩き」は周囲の状況が分かりにくくな

るので注意をしましょう。

・防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯しましょう。

(3) 特殊詐欺の被害防止
・「自分もだまされるかもしれない」という心構えをして、詐欺の電話等

があった場合には、落ち着いて対応しましょう。

この時期、キノコ採り等で山に

入られる方も少なくないと思いま

すが、昨年は、5月末以降からこ

の時期まで、有珠山、昭和新山周

辺で熊の目撃が相次ぎました。

また、今年も全道で熊の目撃が

相次いでいる状況です。

山に入る時は、熊鈴やラジオを

持つなどの熊対策をするととも

に、複数で行動して、熊のフンや

足跡があったり、熊

の気配を感じた場合

には、すぐに山を下

りてください。

8月中旬以降、町内で鹿との接触

事故が相次いで発生しています。

上久保内の国道453号線上や立香

の道道滝之町伊達線上等、様々な

場所で発生しており、町内のどこ

を走行するにも注意が必要な状況

です。

車両を運転する際には、速度を

落とし、夜間にはハイビームを有

効に活用するなどして、安全運転

を心がけましょう。

鹿との接触事故多発熊出没注意！



“おうち時間　家族で点検　火の始末”

救急件数 024件 （累計 194件）

火災件数 00件 （累計 1件）

（　 ）内は令和3年1月1日からの累計

壮瞥支署救急出動件数・火災件数
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西胆振行政事務組合

8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分8月分

暖房機器の安全な取り扱いについて
これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しや

すくなります。また、秋から冬にかけて寒さが増し、

暖房機器を使用する機会が多くなります。

下記項目に注意し、安全な取り扱い方法を確認し

ましょう。

1 洗濯物等の燃えやすいものを周囲に置かないよ

うにしてください。

2 燃料を給油する際は、必ず火を消してから行っ

てください。（ガソリンは絶対に給油しないでくだ

さい。）

3 定期的に換気を行い、就寝時や外出時は必ず消

してください。

4 異常を感じた場合は使用を中止し、販売店やメ

ーカーに点検、修理を依頼してください。

秋の火災予防運動
10日15日～10月31日の期間で全道一斉に秋の火災

予防運動が実施されます。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに

あたり、火災予防を呼びかけ、火災による死者や財

産の損失を防ぐため、毎年行っているものです。

また、10月15日～10月21日までを、火災予防運動

強化期間と定め、夜7時に20秒間サイレンを吹鳴し、

「防火意識の向上」と「火災予防の呼びかけ」を行

います。

困っていませんか？　119番通報
西胆振行政事務組合消防本部では、音声通話が困

難な方が、自宅にあるＦＡＸを利用して文字による

119番通報や携帯電話やスマートフォンのWEB（イン

ターネット）機能を通した、簡単な画面操作による

119番通報ができる安心サービスを提供しています。

詳しくは西胆振行政事務組合消防本部ホームペー

ジ(http://nfd119.sakura.ne.jp/)をご覧にな

るか、下記までお気軽にお問い合わせください。

また、お近くの伊達市役所（社会福祉課）、洞爺

湖町役場（健康福祉課）、豊浦町役場（やまびこ保

健福祉係）、壮瞥町役場（住民福祉課）にお問い合

わせいただいても差し支えありません。

【お問い合わせ】

西胆振行政事務組合消防本部

伊達市松ヶ枝町13番地1

（☎0142-21-5003　FAX0142-25-4129）

アドレス：n-honbu-shoubou@able.ocn.ne.jp

西胆振行政事務組合消防本部

ホームページ　

ＱＲコード

一人暮らし高齢者宅査察実施について
毎年秋の火災予防運動期間中に、一人暮らしをさ

れている世帯を対象に女性団員、消防職員、役場職

員による防火査察を実施しています。

今年も査察を実施する予定ですが、新型コロナウ

イルス感染予防対策のため、ガスコンロやストーブ

などの火の元、住宅用火災警報器の設置状況の確認

を行わず、玄関やインターホン越しでの状況調査を

実施する予定となっていますので、よろしくお願い

いたします。
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令和3年10月1日　発行／壮瞥町　編集／企画財政課企画広報係

壮瞥町役場　ホームページ　http://www.town.sobetsu.lg.jp
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■健康相談日（月～金　9:00～17:00）
健康や栄養に関する相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

■運動器具開放（月～金　9:00～17:00）
保健センターには運動器具を置いています。利用状況を事前に確認の上、お気軽にご利用ください。

■母子健康手帳交付（月～金　9:00～17:00）
事前にご連絡の上、お越しください。
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高齢者のインフルエンザ予防接種のお知らせ

【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）

インフルエンザは感染力が強く、毎年国内で1,000万人前後がかかっています。ワクチン

の効果は、接種後2～4週間ほど経過したころから現れ、約5カ月間続くとされています。

壮瞥町に住所がある方で、以下に該当する方が助成の対象となります。

①年齢が接種日で満65歳以上の方

②満60歳以上64歳以下の方で、心臓、腎臓または呼吸器に一定の障害を有するか、ヒト免

疫不全ウイルス（HIV感染症等）による免疫機能に一定の障害を有する方

※生活保護受給者、町民税非課税世帯の方は、個人負担免除の制度があります。

事前に証明書を発行してもらい医療機関の窓口に提示してください。

証明書は１名につき、原本１枚です（コピー不可）。

・生活保護受給者「生活保護受給証明」：壮瞥町保健センター（社会福祉係）

・町民税非課税世帯「非課税証明書」：壮瞥町役場（税務会計課）

【注意事項】

※新型コロナワクチンを接種した場合、2回目接種後から13日以上間隔をあけて接種してく

ださい。

※先にインフルエンザワクチンを接種した場合、接種後13日以上間隔をあけて、新型コロナ

ワクチンを接種してください。

接種できる病院について
胆振西部4市町（伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町）管内の医療機関で接種できます。接種

を行っていない病院もありますので、希望される場合は直接病院にお問い合わせください。

（※他の地域で受ける場合は、一旦窓口で全額支払っていただき、後日保健センターに請求して

いただく形になります。病院や施設にいる方は、事前に保健センターにご連絡ください。）

実施期間　令和3年10月11日㈪から
令和3年12月31日㈮まで

接種費用：1,500円

壮瞥町内では下記の病院で接種できます。

三恵病院　☎0142-66-3232
（三恵病院は、10月下旬以降から接種開始予定で予約制です。）
※そうべつ温泉病院は、ワクチンの入荷が遅れるため、11月以降のワクチン

納入状況を踏まえて予約を受け付ける予定です。



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。▼

10月 まちのカレンダーまちのカレンダー
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日日曜日

3 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
ふまねっと
山美湖
13:30〜14:30

9

10 11 15
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

16

5
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

4

13
定期予防接種(BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00〜21:00　p33

8
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

7
図書分室開放日
13:00〜16:00

14
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p29
図書分室開放日
13:00〜16:00

12
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

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

収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ
週2回

古紙類 容器類
燃やせないごみ･大型ごみ 資　源　ご　み

05日
19日

月・木曜日 月・木曜日

火・金曜日火・金曜日

ダンボール・雑誌・
新聞紙・生きびん・
布類・紙パック

空き缶類・ペットボト
ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）

久保内、上久保内、南久保内、蟠渓、幸内、弁景、

滝３、滝４、ほくと団地、壮瞥温泉、滝之上

仲洞爺、東湖畔、立香、しらかば団地、

滝之町（滝３、滝４、ほくと団地を除く）

Ａ

Ｂ

23日

06日
13日
20日
27日

11/3日
11/2日

21
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

17
そうべつアウトドア
体験会
オロフレスキー場
10:00〜15:00 p33

18
山美湖大学
山美湖
10:00〜11:30 p32

22
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

2320
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30
一日行政相談
山美湖1階　小会議室
10:00〜15:00　p28
ふまねっと
山美湖　13:30〜14:30

21
フッ素塗布
壮瞥町保健センター
9:15〜10:40
図書分室開放日
13:00〜16:00

19
胃がん・大腸がん・
肺がん検診
壮瞥町保健センター
6:30〜 
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

24 25 29
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25
献血
役場前　
10:00〜11:30
13:00〜14:00
そうべつ温泉病院
14:30〜16:00　p26

30
芸術鑑賞ツアー　p32

27
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

28
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
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00 　p25
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p29
図書分室開放日
13:00〜16:00

26
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p25

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

31 11/1 11/5 11/611/3 11/4
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
図書分室開放日
13:00〜16:00

11/2

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日


