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11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

11月9日㈫、壮瞥小学校3年生と壮瞥高校3年
生によるアグリレッスンが行われました。アグ

リレッスンは年間6回行われる壮瞥小学校と壮

瞥高校の農業をテーマにした交流事業で、この

日は壮瞥高校で収穫したカボチャを材料にした

マフィンづくりが行われました。

高校生の丁寧な指導をしっかりと聞き、小学

生は楽しそうにトッピングしていました。

アグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスンアグリレッスン 1212121212121212121212121212121212

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる

もくじ
2 特集　第2期定住促進・

公共施設有効活用計画について

10 オロフレスキー場オープン

13 はじめまして！地域おこし協力隊

15 まちのほっとニュース

18 お知らせINFORMATION

25 ジオパーク通信

26 生涯学習情報・山美湖

28 やまびこ図書室

32 すまいる



－ 3 －－ 2 －

� �
� �

第2期定住促進・公共施設有効活用計画
中学校・公営住宅整備等の検討状況

先月号では、第2期定住促進・公共施設有効活用計画（以下「第2期計画」）の内容と検討

の大要をお知らせしましたが、今回は、壮瞥中学校と建部改良住宅の建て替えやソフト事業

の拡充、それから、大型事業の実施を踏まえた新たな財政見通しについて、より具体的な内

容をお知らせします。

１ 壮瞥中学校の移転建替 ［整備後45年経過］

① 移転先

「新校舎は、壮瞥小学校との一部施設、設備の共用を視野に検討する」ことを第2期計画

で位置づけ、方針を示しています。この考え方を基本に検討を進めています。

② 事業費

④ 今後の予定

［公営住宅］

令和6～7年度：基本設計、実施設計

令和8～9年度：公営住宅整備

令和10～13年度：建部改良住宅除却

［地域優良賃貸住宅］

令和6年度：基本設計、実施設計、旧町民会館除却

令和7～8年度：地優賃住宅整備

３ ソフト事業の拡充
住居不足の解消や子育て支援の充実を図るため、次の取組を実施、検討しています。

③ 今後の予定

令和3年度：基本構想

令和4～5年度：基本設計、実施設計、測量調査、用地補償等

令和5～6年度：校舎等整備

令和7年度：現校舎等除却

２ 建部改良住宅の建替 ［整備後50年経過］

① 移転先

第2期計画では、立地場所として「中学校の移転後の跡地や旧役場庁舎・旧町民会館の

跡地の活用」を位置づけており、この考え方を基本に多様な選択肢も含め検討を進めてい

ます。

② 建替戸数　　

建部改良住宅 64戸　⇒ 公営住宅（住宅困窮者向け） 36戸

地域優良賃貸住宅（中堅所得者向け） 12戸

③ 事業費
（単位：百万円）

（単位：百万円）

４ 財政見通し
第2期計画策定時（平成30年3月）の財政見通し

新たな財政見通し【中学校と公営住宅の建て替え等を反映した財政見通し】

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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【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）

各種会議が開催されました
11月に行われた自治会長会議、町政懇談会では、2～3ページに掲載の第2期定住

促進・公共施設有効活用計画や新型コロナウイルス感染症対策の実施状況につい

てご説明したほか、地域の課題について町と住民の皆さんとの意見交換が行われ

ました。

また、総合教育会議では、第2期定住促進・公共施設有効活用計画に関連する壮

瞥中学校の整備について、町と教育委員との意見交換が行われました。

各自治会長にご出席いただいた自

治会長会議では、ごみの分別の周知

方法の改善策や、交通安全に関する

ことなどについて、ご意見をいただ

きました。

また会議の中では、3年以上在任さ

れた自治会長への感謝状と記念品の

贈呈が行われました。

町政懇談会とは

町長をはじめ、町の理事者が、町民の皆さんがお住いの地域などに伺い、町の重

要施策などについて説明するほか、地域が抱える課題や町政に対する皆さんの意見

をお聞きして、これからのまちづくりの参考とさせていただく広聴事業です。

昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大のため中止となったため、2年振りの開

催となりました。

総合教育会議では、壮瞥中学校の

整備に関するスケジュールや壮瞥小

学校との施設の一部共用等に関する

方向性について、教育委員との意見

交換が行われました。

内容の詳細については、後日、町

ホームページにおいて公表予定です。

3年以上在任された自治会長

壮瞥温泉自治会　　　　　松本　　勉さん

蟠渓自治会　　　　　　　宮﨑 勝好さん

昭和新山自治会　　　　　阿野　裕司さん

建部改良住宅団地自治会　押野見茂喜さん

壮瞥温泉団地自治会　　　毛利　直紀さん

しらかば団地自治会　　　毛利　　緑さん

11/10　自治会長会議

11/15～22　町政懇談会

11/16　総合教育会議

11/15   仲洞爺会場の様子 11/16  壮瞥温泉会場の様子

町政懇談会での意見(一部抜粋)

新型コロナウイルスワクチンの3回目接種の時期について見通しを教
えてください。

町では3回目のワクチン接種に向けて準備を進めています。現時点の
報道等では、2回目のワクチン接種が終了してから8ヵ月程度の方が対
象と言われておりますので、町では早い方で2月頃から3回目のワクチ
ン接種を開始することを想定しています。国の方針が決定次第、町民
の皆さんにもお知らせいたします。

建部改良住宅に入居されている方は高齢者が多く、建て替えに伴っ
て家賃が上がると大変。入居している方を対象とした説明会を開催す
るべきでは。

家賃については、5年間をかけて段階的に現在の家賃から本来の家賃
に上げていく傾斜家賃制度を考えています。また、団地の設計段階に
入る前には、建部改良住宅に入居されている方を対象にした説明会を
行う予定です。

住民

町

住民

町
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11月3日㈬、壮瞥町役場にて壮瞥町功労者表彰式が行われました。受賞された皆さま、お

めでとうございます。

貢献表彰

◆自治に関するもの

消防団員として多年（10年）にわたり民生の安

定に貢献した。

佐藤　慶太さん　　澤里　盛郎さん
木村　大作さん

自治会長として多年(10年）にわたり地域社会の

連絡調整に尽力した。

毛利　　爾さん

◆教育・文化・体育に関するもの

社会教育委員として多年（12年）にわたり社会

教育行政の進展に尽力した。

松原　宣彦さん

感 謝 状

◆永年功労者

70歳以上の方で50年以上在住された方（50音順）

青野　和男さん（立　　香）
荒　　信夫さん（滝 之 町）
池野三津子さん（滝 之 町）

石川豊次郎さん（滝 之 町）
岩倉　　隆さん（滝 之 町）
大西　　勝さん（東 湖 畔）
加藤　誠一さん（滝 之 町）
加藤とみ子さん（滝 之 町）
熊谷　博起さん（立　　香）
込山千惠子さん（幸　　内）
佐長　泰教さん（滝 之 町）　
佐野　良子さん（滝 之 町）
新關　節子さん（滝 之 町）　
西　　　榮さん（滝 之 町）
西　小夜子さん（滝 之 町）
畠山　政明さん（滝 之 町）
濱田美和子さん（滝 之 町）
林　　那子さん（滝 之 町）
日景美奈子さん（滝 之 町）
星　　初惠さん（滝 之 町）
前川由美子さん（壮瞥温泉）
毛利　貞秀さん（滝 之 町）
毛利　裕子さん（滝 之 町）
毛利　　博さん（壮瞥温泉）

－ 6 －



町では、2回目を接種した方へ、接種の該当時期にあわせて順次、接種券付き予診票、接種済証を発

送します。

追加接種については、2回目接種から8ヶ月以上経過した人が対象のため、2回目の接種時期をもとに、

3回目の追加接種日を設定させていただきます。（予約制ではありませんのでご注意ください！）

－ 7 －

【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）

コロナワクチン3回目(追加)接種について
新型コロナワクチンを２回接種した場合であっても、接種後の時間の経過とともに

ワクチンの有効性や免疫が低下することが諸外国で報告され、３回目となる追加接種

について国から方針が示されました。

2021年12月（予定）

2021年12月後半～
2022年１月初旬

2022年2月以降

2021年4～5月初旬

2021年5月末～7月末

2021年8月以降

医療従事者等

医療従事者及び
高齢者

上記以外の方

2021年12月～2022年１月頃
（※１、２回目の接種をした
医療機関にご相談ください）

2022年2月4日から（予定）

2022年4月以降（予定）

接種券付き
予診票発送時期

2回目接種完了月 3回目接種完了月主な対象者

ご自分の接種日、場所、時間については、同封する接種済証に記載されていますので、必ずご

確認ください。指定された日時で都合が付かない場合、または追加接種を希望されない場合には、

保健センター健康づくり係（0142-66-2340）までご連絡ください。

※2回目の接種を受けていない方には、追加接種の接種券は発行されません。

※2回目接種後に壮瞥町へ転入された方が追加接種を希望される場合には、事前に申請が必要

となります。保健センターまでご連絡ください。

対象者 2回目の接種を終了した人のうち、原則8ヶ月以上経過した18歳以上の方

接種回数 1回（1、2回目接種と合わせて、全部で３回接種）

使用するワクチン mRNAワクチン（ファイザー、モデルナ）のうち、供給されたワクチン

052‐○○○○

○月○日 10:00

保健センター

壮瞥町字△△△

壮瞥　太郎 様

接種済証のこちらに、

3回目接種の

「日時、時間、場所」が

記載されています。

接種日時、場所を確認し、

接種の際にはこちらの用
紙と予診票を忘れずにお
持ちください！

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～
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※町長、副町長の給料月額は平成12年度以降（教育長は平成16年度以降）平成27年度まで、および平

成30年度、議会議員の報酬月額は平成17年度以降、平成27年度まで、および平成30年度から令和3年

度にて削減しております。

■特別職の給料月額などの状況 （各年4月1日現在）単位：千円

■部門別職員数の状況 （各年4月1日現在）

職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況
壮瞥町職員は、町民生活にかかわる各方面で、さまざまな仕事に携わっております。これら

の職員には、従事する職務の内容に応じて給与が支給されています。今月号では、そのあらま

しを紹介します。

町職員の給与は、その職務と責任に応じて支給される給料と、扶養・住居手当などの諸手当

から構成され、「一般職の職員の給与に関する条例」に基づき町議会の議決を経て支給されます。

なお、北海道のホームページからは全道の市町村の給与等の状況を閲覧でき、壮瞥町の状況

と比較することができますので、ぜひご覧ください。

（北海道ホームページアドレス　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/kyuuyo/)

■人件費の状況（令和3年度一般会計決算）

■一般職職員給与の状況（令和3年度一般会計予算）

※人件費は、特別職及び議会議員等非常勤特別職に加え、会計年度任用職員の給料・報酬などを含み

ます。

※給与費は、特別職、会計年度任用職員等の給与を含みません。

※職員数は、令和3年度予算算定時の見込みの人数（令和3年4月1日現在の実職員数は84人）

（令和3年3月31日現在）

（令和3年4月1日現在）

■一般行政職の平均給料月額等の状況

※経験年数とは、学校卒業後直ちに町職員として採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年

数をいい、採用前に民間などの経歴がある場合は、その経験を加えた年数をいいます。

（令和3年4月1日現在）

■一般行政職の初任給の状況 （令和3年4月1日現在）

■退職手当の支給率 （令和3年4月1日現在）

■期末勤勉手当の支給割合 （令和3年4月1日現在）

職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況
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オロフレスキー場�12月25日㈯OPEN! 四季を通じて楽しめるオロフレリゾート

コース情報
Ａコース
上級/最大斜度25度/平均20度/全長600ｍ/標高差129ｍ

Bコース
中・上級/最大斜度25度/平均15度/全長200ｍ/標高差100ｍ

Cコース
初・中級/最大斜度15度/平均15度/全長500ｍ/標高差100ｍ

Dコース
初・中級/最大斜度10度/平均7度/全長800ｍ/標高差129ｍ

初心者練習用
初級/最大斜度5度/平均3度/全長100ｍ
ソリ乗り場　ホットプラザ前に常設

※新型コロナウイルス感染症対策については、十分配慮して運営いたしますが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽、休業する場合があります。 オロフレほっとピアザは、農業・スポーツ・文
化交流の拠点として、宿泊も可能です。夏季はキ
ャンプ場としても営業しており、隠れた穴場とし
て密かに人気を集めています。
今年はキャンプブームでたくさんのお客様にご

利用いただいております。満天の星空と川のせせ
らぎを聞きながらキャンプを楽しみませんか。

キャンプについては4月下旬から11月下旬まで
楽しめます。

研修・宿泊1泊1,300円
（布団・クリーニング代込）

炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場炊事場 芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ芝生の上で快適にキャンプ

スノーフェスティバル
（3月）
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夏は川のせせらぎと満天の星空に抱かれてキャンプも!

ほっとピアザのトイレも使えて安心です。

オロフレリゾートでは、昨シーズンから新た
なアクティビティとして、バナナボートを運航
しています。バナナボートをスノーモービルで
牽引!!片道1,400メートルのスリルあるコースを
お楽しみいただけます。バナナボートだけの体
験も可能ですので気軽にお越し下さい!!※未就
学児は無料。ただし保護者の同乗が必要です。
料金：お一人様1,000円（小学生以下500円）

壮瞥町の奥座敷、オロフレス
キー場は、子供から大人まで
楽しめるスキー場です。多種多
彩なコースと圧雪車によるゲレ
ンデ管理も万全ですので、いつ
でも快適に滑走が楽しめます。
今年度は12月25日から3月12日
まで無休で営業します。

今年もバナナボートを運航します!!

レンタル充実!!
スキー･スノーボード共に充実のラインナップ
大人から子どもまで手ぶらでスキーが楽しめます!

19歳無料!!
（雪マジ19参加）

保険証などの身分証明書が必要です。

初心者にも優しい
コースです
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今年度は5年に1度の検診の時期となっています。

エキノコックス症は、「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、

感染しても気づかずに悪化してしまうことが多い病気です。血液検査で調べることができま

す。下記に該当する方で、まだ検診を受けていない方は、是非この機会に検診を受けてみま

しょう。

・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

補助要件

(1)補助対象者

町内に事業所の所在地を有する法人、その

他団体又は町内に住所を有する個人で、以下

の全てに該当する方。

①壮瞥町で農林水産業又は商工業の事業を行

っている方または新規に行う方

②同一年度内にこの補助制度を使用していな

い方

③町税及び町に対する債務を完納している方

(2)補助率

補助対象経費の1/2以内

(3)補助金額

上限100万円

(4)補助対象経費

①特産品開発推進事業

○特産品開発に向けた人材育成に要する経費

（例：研修会講師謝金、研修会参加負担金、

資料購入費等）

○コンクール及び試食会、各

種イベントへの参加に要す

る経費

（例：原材料費、副資材購入費、イベント

参加費等）

②特産品開発実施事業

○特産品及びそのデザインの開発、改良に要

する経費

（例：デザイン開発料、広告宣伝費、成分分

析費等）

○特産品の流通及び販路開拓に要する経費

（例：機器のレンタルリース料、技術コン

サルタント委託料等）

募集期間：12月1日㈬～12月17日㈮
※応募状況や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する場合がありますの

で、ご不明な点などがありましたらお問い合わ

せください。

壮瞥町では本町の特産品開発や、その販売に取り組む方に対する支援事業が

あります。この度、再度募集することといたしましたのでお知らせします。

【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）

エキノコックス検診のおしらせ

特産品開発支援事業補助金の再募集

◇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

◇検診場所：そうべつ温泉病院（☎0142-65-2221）

※事前に病院へ検診予約をお願いします

◇実施期間：令和4年3月31日㈭まで

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）



－ 13 －

オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録オーロラだより ～フィンランド暮らしの記録

〈テーマ〉フィンランドの図書館事情
最近私が家の次に多くの時間を過ごしているのが図書館です。本

を読むというよりは、パソコンを使っての仕事や勉強のために図書
館を利用しています。フィンランドにはコンセントが近くにあり、明
るい勉強スペースが充実しているだけでなく、事前予約をして無料
で貸し切りできる個室がある図書館が多いのも特徴です。私は日本
語のプライベートレッスンの講師をしているので、レッスンのある

際やオンラインミーティングに参加する際は、プライバシーが保たれる個室を利用します。
日本とフィンランドでは「図書館」の位置づけが少し違うように感じます。中でもヘルシンキ

にあるOodiという図書館には、3Dプリンター・高度な印刷機・ミシン・ボードゲーム・カフェ・
会議室・テレビゲーム専用の部屋などが完備されていて、最先端の図書館として世界で注目を浴
びています。またケミヤルヴィにあった図書館では、編み物をするスペースや自由に遊べるパズ
ルがありました。インターネットや電子書籍、オーディオブックの普及により、紙の本を読む人
は激減していますし、今後も減り続けると予想されます。図書館＝本を読む場所ではなく、より
多様な目的に対応し、ひとりで、友だちと、子供連れでなど誰でも心地よく受け入れてくれる雰
囲気のフィンランドの図書館が好きです。

1. プロフィール
神奈川県出身／40歳／神奈川→壮瞥

職歴：インフラ設備管理にかかわる地図システム開発

2. 協力隊に応募したきっかけ
田舎の資源の豊かさに大きな可能性を感じ、移住先を探していましたが、洞爺湖のたたずまいを見

て心を奪われ、静かな雰囲気と豊かな自然という可能性に満ちた壮瞥町という町に興味を持っていま

した。一方で、移住後は地元の人や都会生活者、道内のおいしいものが集まる場をつくりたいと考え

ていて、地域をしっかり理解しておくことが重要と考えていました。

そんな中、今年度の移住コンシェルジュの募集を見て、都会生活者に対して地域のことを発信して

いくことで、自身もより深く壮瞥町やその周辺地域を知ることができると考え、応募しました。

3. 今後の目標
まずは、壮瞥町とその周辺地域をしっかりと理解したいです。

その上で、都会生活者の理解者として、都会生活者のニーズにあわせて、壮瞥の魅力を発信してい

きたいです。結果的に、関係人口を増やし、移住につなげられたらと考えています。

4. 壮瞥町の印象は？
壮瞥の役場の方、町民の方の温かさを、日々感じています。

また、たまたま秋に引っ越してきたこともあり、洞爺湖畔の山の紅葉を見ながら、秋の美しさを実

感しています。

5. 田舎暮らしでやってみたいこと
都会で生活するよりも、食や風景の面で強く四季を感じられています。1年間を通じて、季節の移り

変わりをしっかりと噛みしめたいと思います。

今井
いまい

亮輔
りょうすけ

さん
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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。

先月の広報でもご紹介があったとお

り、10月19日㈫にフィンランドのペッ

カ・オルパナ駐日大使ご夫妻が来町さ

れました。その夜札幌で行われた大使ご夫妻の歓迎会に出席させていただき、北海道庁、

北海道フィンランド協会、大使館、そのほか多くのフィンランド関係者の皆さんにご挨拶

することができました。壮瞥町の認知度は非常に高く、今後壮瞥町との連携などに興味を

示してくださったことが大変印象的でした。今回のことで様々な方との新たな繋がりがで

きましたので、今後壮瞥町の皆さんにとってフィンランドが更に身近な存在になるよう、

キートスクラブなどで教育、音楽や食など色々な分野で相互交流を活発に行っていきたい

です。これからも今まで築いてきた両国の大切な絆を深めていけるよう邁進していきます。

壮瞥町で丹波ワイン株式会社様が醸

造用ブドウの試験栽培を始めて4年目を

迎えました。樹の生育も進み、昨年の

倍ほどの収穫量となりました。春の剪

定から約7ヵ月の間、品質の良いブドウを育てるため様々な管理作業を行ってきましたが、

糖度も順調に上がり、冷涼な気候の地域特有の酸がしっかりと残った良質なブドウを収穫

することができました。収穫したブドウは、昨年と同様に町内の果樹園で栽培されたキャ

ンベルと一緒に京都の醸造所へ運びました。完成したワインは来年、「ピノ・ブラン シュ

ール リー」、「ST CAMPBELL-ROSE2021」として発売される予定です。詳細が決まりました

らお知らせしていきますので、発表までどうぞ楽しみにお待ちください。

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！

スポーツおこし協力隊　中岡紗恵子

フィンランド大使が
来町されました！

農業おこし協力隊　籠嶋　学

醸造用ブドウの収穫

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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ゆきがっせん体験を活用したモニターツアーが行われました

11月7日㈰、そうべつアウトドアネットワークのモニターツアーとして、ゆきがっせん体験ツア
ー・ワークショップが行われました。
これは、壮瞥町発祥の「ゆきがっせん」を活用した体験型観光の商品化と誘客の可能性を探る

モニターツアーで、北海道経済産業局地域政策部や㈱ニセコリゾート観光協会、㈱北海道宝島旅
行社などの観光関係者をモニターとして町に招き、雪合戦を実際に体験していただきました。
雪合戦体験後のワークショップでは、道内の体験旅行プログラムを数多く提供している㈱北海
道宝島旅行社より、「一定規模の団体を対象にした商品化が実現すれば、他地域と差別化された特
徴的な旅行プログラムを提供できるのではないか」とのコメントをいただきました。

雪合戦の歴史を学ぶワークショップ 小中学生との雪合戦

雪合戦の商品化に向けたワークショップ モニターツアーに参加いただいた皆さん



－ 16 －

�Ü� �Ì �Ù�
� � ��� �

小中一貫教育プレ研究会が開催されました

10月27日㈬、壮瞥小学校と壮瞥中学校で壮瞥町
教育研究会小中一貫教育プレ研究会が開催されま
した。これは、小学校・中学校の連携と接続強化
を図り、教育の連続性を確保する「そうべつ型小
中一貫教育」を目指して行われたものです。

この日は、小学校3年生の外国語活動、小学校6
年生の算数科、中学校3年生の総合的な学習の時間
の授業が行われ、教員ら約50人が視察しました。

令和3年度壮瞥町文化祭展示部門が開催されました

11月5日㈮から7日㈰にかけて、壮瞥町地域交流センター山美湖にて壮瞥町文化祭展示部門が開催されま
した。新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、残念ながらステージ部門は中止となりましたが、展示
部門は来訪者の検温など感染症対策をとりながらの開催となりました。
保育所園児、小中学生、高校生そして町内団体及び個人の力作約800点が展示され、延べ約300人の来訪
者が展示会場に訪れました。
また、壮瞥町文化協会55周年を記念して、土屋知実氏制作の「飾り表札」の抽選会が行われ1名様にプレ

ゼントされました。

壮瞥小学校で保育所交流が行われました

11月16日㈫、壮瞥小学校で保育所交流が行われま
した。この日は、小学校1・2年生が生活科の授業の
一環で魚釣り・まと当てなど6種類のお店屋さんづく
りを行い、年長のすみれ組の園児がお客さん役とし
て訪問しました。
園児はお兄さん・お姉さんが事前に準備したさま

ざまなお店屋さんで元気いっぱいに遊んでいました。
壮瞥小学校では、来年度入学するすみれ組の園児

との交流事業を年間5回程度行っており、今後は給食
交流などを行う予定です。
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10月16日（土）に壮瞥小学校で学芸会が開催されました。児童の皆さんは、この日のために一
生懸命準備し、その成果を保護者や地域の皆さんに発表しました。当日の様子をスナップでご紹
介します。
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広報そうべつ2022年1月号の表紙の写真を募集し

ます。たくさんのご応募をお待ちしています。

写真条件／町内の自然風景で新年1月号の表紙にふ

さわしいもので縦位置の写真

対象者／町内在住または町内に通勤、通学してい

る方

提出期日／令和3年12月10日㈮
提出方法／JPEGデータを、氏名・年齢・連絡先を

明記しメールまたは直接ご提出ください。

※提出いただいた写真はお返しできませんので、

ご承知おきください。

写真サイズ／縦3000×横2000ピクセル以上

※上記画素数以下の写真は、掲載することができ

ませんのでご注意ください。

採用方法／応募いただいた作品の中から選考させ

ていただきます。採用された方のお名前は1月号の

誌面にて公表させていただきます。

【提出・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）

E-mail：kikaku@town.sobetsu.lg.jp

○役場・教育委員会

○やまびこ図書室　　　　　　　　　　　　　　

○保健センター

（歯科診療所を除く）　　　　　

○社会福祉協議会

○コミュニティタクシーの運行

12月31日㈮～1月5日㈬休み

○そうべつ情報館i（観光協会・サムズ）

12月31日㈮～1月5日㈬休み

○歯科診療所

12月29日㈬～1月4日㈫休み

○ゆーあいの家

12月31日㈮　18:00まで営業

1月1日㈯～1月2日㈰休み

○郷土資料館・横綱北の湖記念館

12月～3月休館（事前予約により入館可能）

○久保内ふれあいセンター

12月31日㈮～1月2日㈰休み

○来夢人の家

12月30日㈭　10:00～15:00まで営業

12月31日㈮～1月3日㈪休み

○メルトタワー21(西胆振地域廃棄物広域処理施設)

年末年始も受け入れています。

受付時間／12月31日㈮　8:30～16:30

1月1日㈯～1月3日㈪　10:00～14:30

※年末の混雑時は搬入申告書の臨時記載所を設置

する場合があります。受付の際、運転免許証等、

身分証明の提示が必要です。

○リサイクルプラザ

資源物受入／12月31日㈮～1月3日㈪休み

プラザ棟／12月31日㈮～1月5日㈬休み

年末年始の12月31日㈮～1月5日㈬までは、し尿

処理汲み取り業務及び受付をお休みします。汲み

取りのお申し込みはお早めにお願いします。

年内に汲み取りを希望される方は12月23日㈭ま

でに下記までお申し込みください。

【お申し込み先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

1月号の表紙を募集します！

12月31日㈮～

1月5日㈬休み｝
各施設の年末年始体制

年末年始の汲み取り業務
休止のお知らせ



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／1月7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

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。

12月05日㈰

12月12日㈰

12月19日㈰

12月26日㈰

12月31日㈮

01月01日㈯

01月02日㈰

01月03日㈪

横山歯科医院 室蘭市母恋北町2-3-16 0143-22-2394

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 0143-81-3366

なかむら歯科医院 伊達市長和町467-1 0142-23-2822

高砂公園歯科 室蘭市高砂町2-1-21 0143-43-2118

ちりべつファミリー歯科 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

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

野村歯科 登別市新生町1-1-6 0143-86-8844

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

福田歯科医院 室蘭市輪西町2-8-2 0143-84-6480

早川歯科 登別市富士町6-20-1 0143-85-8850

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 0142-23-6480

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

新生ファミリー歯科 登別市新生町3-16-21 0143-82-1182

ほほえみファミリー歯科 伊達市末永町62-17 0142-23-5006

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

ふかせ歯科 登別市中央町2-16-4 0143-85-2477

石川歯科医院 伊達市元町46-13 0142-23-0020

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話

－ 19 －
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働きたい方のための出張相談会

12月歯科救急医療実施について



寒い冬を迎え、高齢者世帯等の冬期間の生活の安定を図るため、冬期暖房に必要な燃料費の一部を助成しま

す。

ご不明な点などがございましたら、お手数でも、下記の壮瞥町保健センタ－にご連絡ください。

対象世帯／令和3年11月1日現在で壮瞥町に住所があり、世帯全員の令和３年度町民税が非課税世帯で、次の①

～③のいずれかに該当する世帯

※生活保護受給世帯、社会福祉施設等の入居者、冬期間町外に滞在している世帯及び世帯分離（1家屋に2世帯）

の場合は次の①から③のいずれにも該当しない世帯と同居している世帯は除きます。）

①高齢者世帯 世帯全員が満65歳以上の世帯（満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を

扶養している世帯を含む）

②重度障害者世帯 次のア～ウ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

助成額／次により算定し、1世帯当たり最大で1万円を助成します。

〈算定式〉1世帯あたりの助成額＝町内灯油配達価格（税込）×100リットル

注1　灯油配達価格は、令和3年11月1日現在の町内事業者の灯油配達価格を町が調査の上、設定するも

のとします。

注2　上記の算定で、100円未満の金額が生じた場合は切り捨てとします。

注3　助成は、町内事業者の給油に限ります。

注4　薪等（電気・ガス・石炭・コ－クス・薪等）利用の世帯については、灯油の助成基準に準じて助

成額を算定します。

助成の方法／(1)灯油利用の世帯…灯油券

(2)薪等（電気・ガス・石炭・コ－クス・薪等）利用の世帯…口座振込

申請受付期間／令和3年12月6日㈪～令和4年2月28日㈪
その他／対象と思われる世帯には申請書を郵送します。

【お問い合わせ先】壮瞥町保健センタ－社会福祉係（☎0142-66-2340）

壮瞥町では、会計年度任用職員の募集を行います。

採用予定数／1名

職種／保育士

任用期間／令和4年4月1日～令和5年3月31日

勤務場所／そうべつ子どもセンター

勤務時間／週35時間（土曜日の勤務あり、日曜日及

び祝日は休み）

賃金等／月額192,100円（社会保険、雇用保険の適

用・通勤手当支給・期末手当（年0.9425月）支給）　

受験資格／保育士資格を有する者または資格取得見

込みの方で原則として壮瞥町内に居住する健康な方

応募方法／会計年度任用職員採用試験申込書に写真

を添付し、令和3年12月17日㈮までに壮瞥町役場総務

課に提出してください（郵送可）。保育士資格を有し

ている場合は、免許状の写しを添付してください。

※申込書はホームページからもダウンロードできま

す。

面接試験等／日時及び会場については追ってご連絡

します。

任用の通知／面接後1週間以内に任用の可否について

ご連絡します。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課（☎0142-66-2121）
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壮瞥町会計年度任用職員の
募集について

福祉灯油のお知らせ

）（
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○仲洞爺団地（公営住宅）　

住所 壮瞥町字仲洞爺61番地

建設年度 平成30年建設　2号棟

規格、戸数 平屋　2ＬＤＫ(65.00㎡)　　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（20,400～30,300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。）

○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12月1日㈬～令和3年12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。

開放日

3日㈮、7日㈫、10日㈮、14日㈫、17日㈮、21日㈫、

24日㈮、28日㈫ 10:00～12:00

育児サークル

23日㈭ 10:00～12:00

・身体測定

・ひだまりの会読み聞かせ

・クリスマス会

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要です。

※12月22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）
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12月の子育て支援センターげんき

町営住宅入居者募集　　
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これから積雪の時期を迎えます。道路の除雪は歩行

者、車両の通行や安全確保、緊急車両の通行等を確保

するため道路状況に合わせて実施しますが、効率的な

除雪作業を行うため、皆さまのご協力が必要です。特

に次のことについてご協力をお願いいたします。

道路へ雪を捨てないで
道路へ雪を出してしまうと道路がでこぼこになっ

たり、事故の原因となり非常に危険です。また除雪車

の運行がスムーズにできなかったり、時間がかかる

などの支障をきたす場合もありますので、道路への

雪出しはやめてください。

間口除雪は行いません
除雪作業の後には、各家庭の出入り口などにどう

しても雪が残ってしまうこともありますが、一軒一

軒の間口除排雪対策を行うことができませんので、

ご協力をお願いします。

路上駐車禁止
除雪作業は降雪の状況により時間を選べません。

路上駐車があると除雪作業に支障をきたすばかりで

はなく、吹雪や夜間などには事故のおそれがあるの

で、路上駐車はやめてください。駐車してある車両が

除雪の支障となる場合は、警察等に連絡する場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。

除雪車には近寄らないで
除雪作業中は、事故等が起こらないよう細心の注

意を払い安全運転に努めています。しかし、除雪車に

近づきますと大変危険ですので、除雪車には近寄ら

ないでください。

マンホールに雪を捨てないで
マンホールは雪を捨てる場所ではありませんので、

投雪すると本来の排水機能が低下したり、歩行の障

害になります。

道路に障害物を置かないで
住宅前の路上や車庫の出入り口の道路敷地内の障

害物は除雪の支障になりますので、置かないでくだ

さい。

子供のそり遊びなどによる飛び出しは危険です
道路付近の雪山でのそり遊びなどは、道路に飛び

出して事故を引き起こしてしまいます。道路付近の

雪山で遊ばないでください。

【お問い合わせ先】

国道／北海道開発局室蘭開発建設部有珠道路事務所

（☎0142-76-2550）

道道／胆振総合振興局室蘭建設管理部洞爺出張所

（☎0142-76-2111）

町道／壮瞥町役場建設課（☎0142-66-2121）

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㈮
令和4年01月13日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和4年01月07日㈮
令和4年01月27日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和4年01月21日㈮
令和4年02月10日㈭ 阿部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年02月04日㈮
令和4年02月24日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和4年02月18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。

冬期間の除雪作業にご協力ください

無料法律相談を開催しております



－ 23 －

コロナ禍の中、感染症対策の一つとして、パソコ

ン・スマホ・タブレットを使用して、自宅から所得

税・消費税・贈与税の確定申告をお薦めします。

○自宅から申告するメリット
①税務署に行かずに申告できる

②生命保険料控除証明書等は、内容を入力して送信す

ることで提出不要。（自宅で5年間保管）

③還付申告は、3週間程度で処理

④確定申告期間は、24時間利用可能

⑤令和4年1月以降順次、マイナポータルを活用して、

ふるさと納税、地震保険料控除証明書、医療費のデ

ータを取得可能となり確定申告の手続きが簡便化さ

れます。

ＱＲコード

【お問い合わせ先】

室蘭税務署　個人課税部門（☎0143-22-4151）

対象者／

アルコールに関連する問題をお持ちの方の家族

開催日時／12月6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。

【連絡先】

室蘭保健所健康推進課健康支援係（☎0143-24-9846）

冬に吹雪で見通しのきかない道路では通行止めの規

制が実施されます。

通行止め区間へ脇道から侵入すると、吹きだまりに

衝突したり、車両がスタックし孤立するなど、命にか

かわる重大な事故に繋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、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

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局室蘭建設管理部維持管理課　

（☎0143-24-9873）

募集種目／

○自衛官候補生

受験資格：18歳以上33歳未満の者

受付期間：令和3年10月5日㈫～12月10日㈮
試験期日：令和3年12月17日㈮～18日㈯

※いずれか1日

○高等工科学校生徒

受験資格：15歳以上17歳未満の男子

受付期間：令和3年11月1日㈪～令和4年1月14日㈮
試験期日：1次試験 令和4年1月22日㈯～23日㈰

※いずれか1日

【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）

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。

通行規制区間への進入の
危険性についてIN

FO
RM
AT
IO
N

12
DECEMBER

広　告

確定申告は自宅から

アルコール問題を抱える家族の集い

自衛官募集
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12月15日～3月15日までの期間に、胆振管内沖合

海域においてさくらますの船釣りを行うためには

ライセンスが必要です。海域や時間など、詳細は

下記にお問い合わせください。

【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））

〒051-8558　室蘭市海岸町1-4-1　

むろらん広域センタービル

死亡事故ゼロ682日
－人身交通事故発生状況10月分－

発生 1件（ 1件）

死者 0名（ 0名）

負傷 1名（ 1名）

※10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10月11日～令和3年11月10日）

■人のうごき

■10月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,407人 （△　3）

男 1,144人 （　　2）

女 1,263人 （△　5）

世帯数 1,297戸 （△　5）

※10月末現在（ ）は前月差

◆お悔やみ申し上げます

山平
やまひら

桜楓
お う か

ちゃん　令和3年10月12日

【星野　一将さん・まいさん】

○お誕生おめでとう

そうべつ に広告を

掲載しませんか

町では、地域経済の活性化を図るため、広報に

掲載する民間の企業や自営業の方などの広告を募

集しています。詳細はホームページ、もしくは下

記までお問い合わせください。　

【お問い合わせ先】

壮瞥町企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

広
報

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』クリスマスのアロマ

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。
好きな香りでふわふわなハンドクリームをつく

ります
日時／12月17日㈮ 10:00～11:00
(クラフト作成は11:30までの講座）
料金／2,000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】

☎090-1522-7840
aromacosme2016@gmail.com 松浦まで
※1月21日㈮はダイエットのアロマのご案内の予定
です。

かおりの教室

広　告

松田　正子さん （78才） 【仲洞爺】

浪岡　礼子さん （64歳） 【仲洞爺】

横山ミスヱさん （103歳） 【仲洞爺】

髙階　　武さん （89才） 【滝之町四】

さくらます船釣りには
ライセンスが必要です
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　113　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

洞爺湖有珠山ジオパークでは、地域の歴史を物語る縄文
遺跡を重要な見どころとして紹介しています。今年７月、
ユネスコ世界遺産リストに「北海道・北東北の縄文遺跡群」
が記載されました。
縄文遺跡群には、伊達市の『北黄金貝塚』、洞爺湖町の

『入江貝塚』『高砂貝塚』が含まれており、あらためてこれ
らの遺跡の価値が評価されています。

そこでジオパーク推進協議会主催のジオパーク講座とし
て、11/7と11/13に学習会を行いました。
北黄金貝塚では、豊かな海の恵みを背景に、数千年もの
長い期間、人々が暮らしていました。地球規模で寒冷化が
進み、海岸線が遠くなってしまうと、それに合わせるよう
に家の位置を移動。よく採る貝もアサリからカキ・ホタテ
に変えるなど、環境に順応した生活をしていたことがわか
ります。
大地の特徴に合わせ、自然環境に負荷をかけない暮らし
方は、現代の私たちが目指す「持続可能な社会」に通じる
のかもしれません。

洞爺湖有珠火山マイスターは、火山について学び続け、
災害を減らす知恵や噴火の記憶を語り継ぐと認定された人
たちで、2008年の制度開始から、これまで54名が認定され
てきました。

11月6日、有珠山ロープウェイと昭和新山山麓を会場に、
洞爺湖有珠火山マイスターの認定審査が行われました。
事前提出のレポートと、フィールド審査、面接審査を経

て、新たに３名がマイスターとして認定されました。
今後、防災・減災の視点を生かした活動が期待されます。

〈2021年11月認定　洞爺湖有珠火山マイスター〉

・酒井　史明　（伊達市大滝区）
・宇井　尚　　（伊達市大滝区）
・飯村　直樹　（洞爺湖町） （敬称略、審査順）

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!
ジオパーク講座「“世界遺産”に残る大地の記憶」全2回

「北黄金貝塚」「入江・高砂貝塚」講座を開催しました!

洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!洞爺湖有珠火山マイスター 誕生!

北黄金貝塚に再現された「縄文の森」。
今もきれいな湧水が流れています。

いくつもある貝塚は、それぞれ違う時代に作られ
たもの。貝の種類も違いました。

有珠山山麓でのフィールド審査

面接の様子



○持ち物 上靴、動きやすい服装

○申　込 12月17日㈮までに申込書に記入の上、クラブマネージャー加藤または教育委員会へ提出
してください。

【お問い合わせ先】

地遊スポーツクラブクラブマネージャー加藤（☎080-6068-3352）または壮瞥町教育委員会：蛯名

(☎0142-66-2131)までご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止する場合があります。
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令和3年度 第8回山美湖大学

筆ペン書道で年賀状を書こう!
令和3年度　

壮瞥町スキー･スノーボードスクール
令和3年度　

壮瞥町スキー･スノーボードスクール
○主　催 壮瞥町教育委員会

○協　力 伊達スキー連盟

洞爺湖スキー連盟

○期　日 令和4年1月6日㈭・7日㈮の2日間

○募　集 ◎ジュニアクラス：50名程度

◎一般クラス：30名程度

☆レベルアップクラス（一般1、2級を目指すクラス）

☆エンジョイクラス（楽しくしっかり基礎を学ぶクラス）

☆ビギナークラス（大人のスキー初心者を対象としたクラス）

☆スノーボードクラス（初級から中級程度の方を対象にしたクラス）

※クラスは、上記の他参加者の状況により設定します。

○受　付 12月24日㈮までに教育委員会に申込書を提出してください。（FAX可）
①小、中学生は学校の担任の先生へ申込書を提出してください。

②一般の参加者は申込書を送付しますので教育委員会までご連絡ください。

○送　迎 下記のとおりスクールバスを臨時運行します。希望者は必ず申込書にご記入くだ

さい。

①仲洞爺公民館前→②壮瞥温泉団地集会所前→③山美湖前→

④そうべつ子どもセンター→⑤情報館i前→⑥久保内駐在所前→

⑦久保内小学校前→オロフレスキー場

○時　間 講習時間は10:00～15:00までです。

【開講式】1月6日㈭10:00

○受講料 2,000円　※初日の受付時にお支払いください。

○その他 ①申込者には後日詳細のご案内をお送りします。

②悪天候や雪不足の場合は、中止となる場合もありますので予めご了承ください。

③新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止する場合があります。　

④そうべつアウトドアネットワークのビギナースクールと共催で開催する予定です。

○学校スキー授業前に滑りましょう。

○保護者や初心者の参加も大歓迎です。

○スノーボード愛好者もお待ちしてます。

○１日だけの参加でもＯＫです。

ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

地遊スポ交流忘年会
ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

地遊スポ交流忘年会

忘年会だけど
お酒は出ません
ご了承ください

地遊スポーツクラブ忘年会を開催します。

今年最後に、ジュニアスポーツクラブ、アスリートクラブ、一般会員の皆さまなど、みんなで集

まり、おいしい昼食を食べた後、ゲームやスポーツで交流します。

たくさんのご参加をお待ちしております。

身近な筆記用具「筆ペン」を使用した書道教室を開講

します。初心者大歓迎！

文字の「うまい・へた」は関係ありません。筆ペンで、

「寿」や「賀正」など、定番キーワードを書けるように

なろう！

壮瞥町民に限り、「山美湖大学」登録者以外の方も参

加可能です。

皆さまの参加をお待ちしています。

１．事業名 第8回山美湖大学

２．日　時 令和3年12月13日㈪ 10:00～12:00

３．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

４．講　師 楽輝己書道場　兼子　孝子　氏（日本己書道場認定師範）

５．申　込 12月6日㈪までに教育委員会　前川までお電話等（☎0142-66-2131）でお申し込
みください。

※筆ペンが家に無い場合、兼子先生が用意してくれます。申込時に、筆ペンの有無を必ずお伝

えください。筆ペン代385円は当日会場でお支払いください。

※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 ＮＰＯ法人そうべつ地遊スポーツクラブ

○共　催 壮瞥町教育委員会　壮瞥町社会福祉協議会

○内　容 昼食後、麻雀教室、将棋、花札勝負、体育館でのスポーツなどで交流します

○会　場 久保内農村環境改善センター　

○対　象 NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ会員

○日　時 12月24日㈮　12:00～15:30
○参加料 300円　※当日集めます

○昼　食 昼食と飲み物を用意します。

○送　迎 参加者の送迎については、別途配布するチラシでご確認ください。

受講者
大募集!
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「一般書」

『世界遺産　北の縄文』『オ
リエント急行』『トヨタの会
議は30分』『世界一わかりや
すい教える技術』『海獣学者

クジラを解剖する。』『すみ
ません、2LDKってなんで
すか？』『手作りを楽しむ蜜

ろう入門』『はたらく細胞

（02）（03）』『かがみの孤城』
『疼くひと』『岸惠子自伝』
『楽しく上達できる川柳入門
表現のコツ50』『この場所で
あなたの名前を呼んだ』『神

よ憐れみたまえ』『わかりや
すいサッカーのルール』『実
例図解すぐわかる！野球の
ルール&スコアのつけ方』

「児童図書」

『ササフラス・スプリングス
の七不思議』『縄文の狼』
『月にトンジル』『恐竜　小
学館の図鑑NEO』『地球
小学館の図鑑NEO』

「幼児図書」

『あきらがあけてあげるか
ら』『ダム・キーパー』『ふ
まんばかりのメシュカおば
さん』『ぼくは川のように話

す』『まっている。』『パンど
ろぼうVSにせパンどろぼ
う』

（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）
趣味の本趣味の本

この本は

やまびこ図書室に

あります！

『わたしのオススメ本』
タイトル

『アンマーとぼくら』 有川ひろ

北海道に生まれ育ったリョウ。小学4年でお母さん
が亡くなり、カメラマンの父に連れられ移り住んだ
沖縄で、子供みたいな父と、新しいおかあさんとの
生活が始まる。大人になって観光ガイドをしている
おかあさんとの沖縄をめぐる旅で、家族の（子供の
頃の）記憶が蘇る。
記憶と気持ちとことば。
魂がふれあい、人と人がつながるキセキ。

（オススメ者：C.Tさん）

★12月末まで、図書室入口にて展示しています★

折り紙初心者の方にオススメの一冊です！

暮らしの折り紙　小林一夫

折り紙を折る人の気持ちに寄り添った、丁寧に折り方を
解説した本です。ブックカバーや、鍋敷きなど今すぐに使
いたくなるものばかりです！

ゆる～く筋トレ、はじめてみませんか？

力尽き筋トレ 石本哲郎

運動は苦手！でもやらないと…という方にオススメの一
冊。布団の上でもできる筋トレを紹介しています。畳一畳
でできるトレーニングもあります。

目を楽しませる、素敵な色に関する本です。

色の名前事典507　福田邦夫

かきつばた色や、薄墨色など日本の色には綺麗な名前が
多いですよね。この本には日本と世界の伝統色から身近な
色までを紹介。名前の由来まで分かります。
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①月曜日：9時～17時　
②火曜日～金曜日：9時～18時
③土曜日～日曜日、祝祭日：13時～18時

木曜日：13時～16時

☆地域交流センター図書室
開館日・時間　

☆図書分室　開館日・時間

自分だけの素敵なクリスマス・リースを作って

みましょう。リースや飾りなど必要な材料はこち

らで準備しますが、もし付けたい飾りがあれば持

ってきてください。ぜひ、ご参加ください。

10月に分室イベント『古典へのお誘い 枕草子

～心ゆく物』を開催しました。伊達市出身の武者
ますみ先生から清少納言の枕草子の『心ゆく物』
を楽しく聞かせてもらいました。また、筆ペンを使
って半紙に好きな文字を書いたり、お土産に美味
しい干菓子をいただきました。

期　日：令和3年12月2日㈭ 14:00～15:30　　　　　
場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
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。

1位「志麻さんのプレミアムな作りおき」

著：志麻（貸出回数：10回）

2位「推し、燃ゆ」

著：宇佐見りん（貸出回数：9回）

3位「心淋し川」

著：西條奈加（貸出回数：8回）

3位「かんたんお菓子」

著：白崎裕子（貸出回数：8回）

5位「流浪の月」

著：凪良ゆう（貸出回数：7回）

1位「パンどろぼう」

著：柴田ケイコ（貸出回数：9回）

2位「きらきら」

著：谷川俊太郎（貸出回数：9回）

3位「みんなのおすし」

著：はらぺこめがね（貸出回数：9回）

4位「ねことねこ」

著：町田尚子（貸出回数：8回）

4位「おでんのおうさま」

著：山本祐司（貸出回数：8回）

今月の図書分室イベント12／2
リース作り

10／28
古典への
お誘い

ようこそ図書分室へ！

これからもたくさん本を読んでくださいね！

50回 50回

ぴよちゃんカード達成おめでとう！

でんぽう りひとさん まえかわ りんさん

一般書 児童書

2021年図書室貸出ランキング

楽しい
ひとときでした

クリスマス･リース作り

12月の展示 

かりゆし58の名曲から

着想を得た

感動の物語です。
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伊達警察署のホームページは、札幌方面伊達警察署 で 検索 してください
クリック

壮瞥駐在所
☎66-2110

久保内駐在所
☎65-2374

駐　在　所　だ　よ　り 令和3年12月号

例年、屋根からの落氷雪、屋根の雪下ろし、除雪機による除雪中の事

故が発生しています。

このような事故を防ぐために、

・雪下ろしは転落防止措置を取り、複数人で行う

・除雪機による除雪は安全を確かめながら行う

ようにしましょう。

また、荒天時には、車の立ち往生等で、国道453

号等が通行止めになる場合もあります。

気象情報に注意し、暴風雪や大雪警報が発令され

た時は極力外出を控えるとともに、車が立ち往生し

た場合に備えて、防寒着や長靴、スコップ、牽引ロ

ープ等を車載しておきましょう。

昨冬は、蟠渓・北湯沢間の国道453号等において、一歩間違えれば死

亡事故につながりかねない危険なスリップ事故が数多く発生しました。

交通事故防止のため、

・速度を落とし、路面状況に応じた運転をする
・急ハンドルなど「急」のつく運転をしない
・前照灯の遠目を活用するなど、動物の飛び出しに注意
等を心がけましょう。

（１）飲酒運転は悪質な犯罪！

飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす悪質な運転行為です。

お酒を飲むとわずかな量でも運転に大きな影響を及ぼし、重大事故を

起こす可能性が高まります。

（２）飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象！

車を運転する恐れのある人にお酒を提供したり、お酒を飲んでいる人

に車を提供したり、飲酒運転の車に同乗すると、たとえお酒を飲んでい

なくても処罰の対象になります。

「飲酒運転をしない、させない、許さない」ことを強く意識して、飲

酒運転を根絶しましょう。

雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止雪による事故の防止

交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止交通事故の防止

飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶
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西胆振行政事務組合令和2年度決算概要
令和2年度西胆振行政事務組合決算概要をお知らせ

します。

歳入では、歳入グラフのとおり自主財源の消防・衛

生負担金が最も大きく、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と衛生費（伊

達火葬場）、消防費（主に消防本部、消防署（支署）

の活動経費）が大きく、令和２年度は伊達高規格救急

車、伊達多機能型積載車２台及び救急処置レサシアン

シュミレータの整備に充てられました。

防火PRの実施
毎年秋の火災予防運動期間中、そうべつ子どもセン

ター前で防火ＰＲを実施していましたが、今年はコロ

ナウイルス感染予防対策のため、子ども達に火災予防

啓発用品を直接配付するのではなく、先生方から子ど

も達に渡してもらい、火災予防を呼びかけてもらいま

した。

消防活動にご協力をお願いします
冬期間は、積雪等の影響で消防活動に支障をきたす

ことがあります。

消火栓等の近くに雪を捨てると、火災が発生したと

きに消火栓が使用できず消防活動の遅延に繋がりま

す。

また、雪の影響で狭くなった道路に駐車していると、

消防車や救急車が通行できない恐れがあります。

少しでも早く災害現場に到着し、消防活動や救急活

動ができるように皆さまのご協力をお願いいたします。

焼死事故を起こさない環境を作りましょう
近年、高齢者の一人暮らしや高齢者だけの世帯が増

えています。

火災が発生した時、逃げ遅れる可能性があり、命の

危険にさらされるリスクが高くなります。

火災を起こさないよう普段から火の元の確認や避難

する経路等を確保しましょう。

○火の元のまわりはいつも整理整頓しましょう。

○就寝する場所は、避難しやすい場所にしましょう。

○火が接しても燃え広がりにくい防炎品の衣類や寝

具、カーテンなどもあります。
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詳細／西胆振行政事務組合消防本部総務課

（☎0142-21-5000）

【歳入】

１．消防・衛生負担金

（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

９．国庫支出金

【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

1,826,595
1,345,603
702,584
301,519
181,673
159,827

2,219
205,591

2,266
13,960
48,966
14,715

192,800
475

1,745,470
388
121

315,543
401,471
992,927
35,020

単位：千円

“おうち時間　家族で点検　火の始末”

救急件数 024件 （累計 235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10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10月分10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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乳がん・子宮がん・骨検診のお知らせ

前立腺がん検診・骨検診のお知らせ

【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）

【実施日】令和4年1月29日㈯ 【会場】壮瞥町保健センター

受
付
時
間

対象者

※完全予約制
乳がん
子宮がん
セット

〈午　前〉

①08:45　②09:15

③09:45　④10:15　⑤10:45

〈午　後〉

⑥12:45　⑦13:15

⑧13:45　⑨14:15

誕生月が奇数月の女性

（1・3・5・7・9・11月）

社会保険

国保・後期・生保

3,000円
1,000円

1,500円
500円

1,500円
500円 500円

35歳以上 35歳以上 20歳以上 40歳以上

①～⑨の受付時間　検査内容にかかわらず

定員8名程度
締め切り：令和4年1月7日㈮まで

※臨時運行のコミタク利用が可能です。利用を希望される方は、
申し込みの際にお伝えください。

乳がん

（マンモ）

子宮がん

（細胞診）

骨検診

（超音波）

検診
料金

【検診日】 令和4年1月27日㈭ 【会場】壮瞥町保健センター
【受付時間】 ①13:30　②13:45　③14:00　④14:15　⑤14:30　⑥14:45
【対象者】 前立腺がん検診（採血）：40歳以上の男性

※現在、泌尿器科にて治療中の方は対象外になります。

骨検診（Ｘ線）：70歳以上の男性
※すでに骨粗鬆症にて治療中の方は対象外になります。

【検診料金】 前立腺がん検診：国保・後期・生保の方 500円
社会保険の方1,000円

骨検診：500円
【締め切り】 令和4年1月19日㈬まで

※誕生月にかかわらずクーポン・受診券をお持ちの方
は対象とします

完全予約制です

検診申し込み時に、
一緒にお伝えください

子宮がん検診のオプション検査

乳がん検診のオプション検査

①超音波検査（500円）

→子宮筋腫や卵巣腫瘍などの異常がないか、膣から超音波で検査し
ます。

②ＨＰＶ検査（1,500円）
50歳未満で、過去5年間HPV検査を受診していない方

→子宮頸がんの原因と言われているヒトパピローマウイルスに感染
していないか、子宮がん検診で採取した細胞の一部で検査します。

①超音波検査（1,500円）40歳代限定

→40歳代の方は、乳腺密度に個人差があり、乳がんの好発年齢層に
なるため、マンモグラフィとの併用検診がお勧めです。

新規です！

～～～～～～～～～～～～～～～



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。▼

12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

5
生活習慣病健診
壮瞥町保健センター
7:00〜9:30

8
町議会第4回定例会
役場大会議室　
10:00〜
定期予防接種(BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

11

12 13
山美湖大学
山美湖
10:00〜12:00

17
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
あっぷるひろば
ゆーあいの家
13:30〜15:00

18

7
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

6

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
ふまねっと
山美湖
13:30〜14:30

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

9

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

16
図書分室開放日
13:00〜16:00

14
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

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

収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ
週2回

古紙類 容器類
燃やせないごみ･大型ごみ 資　源　ご　み

07日
21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

25日

01日
08日
15日
22日
29日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

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
ふまねっと
山美湖
13:30〜14:30

4
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

2
図書分室開放日
13:00〜16:00
クリスマス・リース作り
図書分室
14:00〜

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

19 20 24
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00 
地遊スポーツクラブ
交流忘年会
久保内農村環境改善センター
12:00〜15:30

2522
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

23
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00 
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30　※午前中のみ
図書分室開放日
13:00〜16:00

21
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

26 27 31
役場年末年始の休み
1/5まで
コミュニティタクシー
運行休止　1/5まで
し尿汲み取り
営業休止　1/5まで

令和4年
1/1
元旦

29
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

3028
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

令和3年


