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壮瞥中学校と岩手県釜石中学校との交流事業
8月30日㈫、壮瞥中学校3年生と教育旅行で訪れた岩手県釜石市立釜石中学校3年生の交流事業が、
有珠山ロープウェイ山頂駅周辺で行われました。
この交流事業では、壮瞥中の3年生が壮瞥町の噴火の歴史や教訓などを釜石中の3年生に伝えました。
13ページには、この交流事業の詳細記事があります。
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は 55 億
歳出総額は
歳出総額
（※一般会計・特別会計合計）
億7,761 万円
万円 （※一般会計・特別会計合計）

令和3年度 各会計決算の概要
¿
›
第3回定例議会で認定された決算の概要をお知らせします。
一般会計は、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んでいます。
令和3年度は、コロナ対策や町独自の子育て支援などを推進するとともに、継続して
国、北海道の施策の活用や財源の確保に努めた結果、6年ぶりに黒字（2億4,797万円）とな
り、財政調整基金は、2億7,603万円の増となりました。
引き続き財政の健全な運営に努め、社会資本整備（学校や公営住宅等）や課題解決に向け
た事業を計画的に推進してまいります。ご理解とご協力をお願いします。

〇 一般会計
区分

年度

決算の推移

（単位 万円） ▲はマイナスまたは減少

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

令和3年度

歳

入

42億3,919

39億6,670

42億7,495

41億8,167

42億9,058

43億744

歳

出

40億9,329

38億3,822

41億7,191

40億4,496

42億46

42億4,590

差 引 額

1億4,590

1億2,848

1億304

1億3,671

9,012

6,154

実質収支

1億46

1億1,778

9,790

1億3,258

8,780

5,974

実質単年度収支

▲1億5,180

▲ 8,436

▲ 7,565

▲ 667

財政調整基金残額

5億4,821

4億4,652

3億9,076

3億4,939

▲1億2,329

▲1億169

▲ 5,577

▲ 4,136

〃 前年比較

▲ 150 ＋2億4,797
3億9,267

6億6,871

＋4,328 ＋2億7,603

※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
端数処理のため額が一致しない場合があります。

歳入歳出の状況

前年度比2.4%の増加（1億2,921万円増加）
前年度比2.4%の増加（1億2,921万円増加）

○特別会計の決算
国
後
介
簡
集

会 計 名
民 健 康 保
期 高 齢 者 医
護
保
易 水 道 事
落 排 水 事

険
療
険
業
業

歳 入
3億4,535万円
5,247万円
4億6,179万円
3億2,165万円
1億9,105万円

歳 出
3億3,755万円
5,178万円
4億3,079万円
3億2,078万円
1億9,082万円

差引額
780万円
69万円
3,100万円
87万円
23万円

○基金残高の状況（※基金は家庭での貯金にあたるものです）
財政調整基金、特定目的基金ともに増加し、全体で3億5,564万円の増となりました。
区

分

令和3年度末

基金保有額推移

6億6,871万円
3,188万円
3億1,642万円
4,173万円
6億1,088万円
4億5,569万円
4,334万円
21億6,865万円

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

○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）
償還を計画どおり行っていることから、全体で9,127万円の減となりました。
区

分

令和3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

地方債残高推移

7億6,209万円
6億5,098万円
11億7,481万円
5億9,995万円
13億4,962万円
45億3,744万円

○健全化判断比率等（町の財政状況の健全度を示す指標）
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

壮瞥町 早期健全化基準 財政再生基準

歳入 前年度と比較すると1,686万円の増加となり、ふるさと納税（企業版含）で2,971万円、普通
交付税で1億6,369万円、特別交付税で3,509万円の増加などが収支改善の主な要因です。
歳出 前年度と比較すると4,544万円の増加となり、新型コロナウイルス対策に要する費用で、
子育て世帯や低所得世帯への特別給付金として8,342万円の増加などが要因です。
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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

赤字なし
赤字なし
11.3%
算定なし

15.0%
20.0%
25.0%
350.0%

20.0%
30.0%
35.0%
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壮瞥町

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

早期健全化基準

20.0%
20.0%

参考：財政の指標を他市町との比較

（※令和2年度決算）

これまで、令和3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2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
前の数値ではありますが、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。

○実質公債費比率（借入金返済の負担の大きさ）
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

○財政力指数（自治体の基礎体力）
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。
1.0を超える地方公共団体
は普通交付税が交付されま
財政力指数
せん。
基礎体力
道内では泊村が該当し、全
がある
国で76団体あります。

35％：
財政再生団体に指定

25％：
独自事業の起
債が制限さ
れ、早期健全
化団体に指定

18％：
地方債の発
行に許可が
必要

壮瞥町の実質公債費比率は、R2年度は12.6と
胆振管内でも3番目に高い値となっております。
R3年度は11.3で、1.3改善され、引き続き改善に取り組みます。

基礎体力
がない

○経常収支比率（どれだけ自由に使えるお金があるか）

○将来負担比率（自治体の将来負担の重さ）

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。
経常収支比率が100％とは、経
常的な収入の全てを経常経費
経常収支比率
財政運営の
に回さなければならない状況。
自由度・弾
力性低い

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

350％：
早期健全化基準
財政兼健全化計画を策
定し、内容に沿った取
組を実施

自由度・弾
力性高い

壮瞥町の経常収支比率は、R2年度は91.2と
胆振管内でも5番目に高い値となっております。
R3年度は78.7で、12.5改善され、引き続き改善に取り組みます。
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壮瞥町の将来負担比率は、R2年度は算定なし（グラフでは0と表記）と
なっており、R3年度も引き続き算定なしになりました。
【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課財政係（☎0142-66-2121）
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5～11歳のコロナワクチン接種が努力義務になりました
これまで、5～11歳のコロナワクチン接種については「接種推奨」とされておりました
が、オミクロン株の流行による感染拡大や、有効性・安全性等に関する情報を踏まえて、
9月6日付で努力義務の適用となりました。
努力義務とは、
「接種を受けるように努めなければならない」という予防接種法上の規
定で、接種は強制ではなく、本人や保護者の判断により受けていただくことに変わりは
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ありません。

～～～～～～～～～

《5～11歳のコロナワクチン接種実施医療機関》
接 種 場 所

インター通り小児科
（伊達市松ヶ枝町30-8）

予 約 方 法

接 種 日 程

※接種予約は直接医療機関へお願いします

日
程
毎週 火曜日

web予約（24時間受付）
https://aikokai.atat.jp

※お電話では予約できません
QRコードはこちら→

受付時間
18:30～19:00

※コロナワクチン接種事業は、令和5年3月末までの予定です

〈注意！〉1回目接種から3週間後に2回目の接種となります。どちらか一方の変更はで
きません。1回目と2回目のどちらも都合のつく日程を各自ご予約ください。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

5～11歳の追加接種(3回目)がはじまります
5～11歳で、初回接種（1・2回）を受け、5カ月が経過した小児を対象に、3回目となる追
加接種がスタートします。対象となる方に接種券を郵送しますので、接種を希望される
方は直接医療機関に予約をお願いします。
●対 象 者：5～11歳で、初回接種（1・2回）をしてから5カ月以上経過したもの
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
●実 施 機 関：インター通り小児科 火曜日 18:00～18:30
●使用ワクチン：小児用ファイザーワクチン
●接 種 回 数：1回
※接種日時、予約方法については上記「5～11歳のコロナワクチン接種実施医療機関」をご覧ください

《ワクチン接種の注意事項》
●キャンセルされる場合は、インター通り小児科へ直接ご連絡ください。
密になるのを防ぐため、必ず予約した時間にお越しください。また、予約した時間より
遅れる場合は、必ず医療機関へ連絡してください。連絡がない場合は、キャンセルとみ
なします。
●風邪症状や発熱など、体調が優れない方は接種をお控えください。
●接種券、母子手帳を忘れずにお持ちください。
他のワクチンを接種することはできません。
●新型コロナワクチン接種日の前後2週間は、
ただし、インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。

【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)
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地域交通･運送事業者臨時支援事業助成について
事

業

目

的

原油価格及び物価高騰に直面している町内の地域交通・運送事業者の事業継続支援
策として、壮瞥町商工会が壮瞥町から補助金交付を受けて、事業継続や経営安定を図る
ことを目的とした助成事業を実施いたします。

助 成 金 対 象 者
(1) 町内に事業所や営業所を有する法人または個人事業主
(2) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に定める許可を得て、
「一般貨物自動車
運送事業」、または「特定貨物自動車運送事業」を営む法人または個人事業主、または
同法に定める届出を行い、「貨物軽自動車運送事業」を営む法人または個人事業主
(3) 道路運送法（昭和26年法律第183号）に定める許可を得て、
「一般貸切旅客自動車運送
事業」または「特定旅客自動車運送事業」を営む法人または個人事業主

助 成 金 支 給 額
基準日・資格

車

種

助成額

対象車両

トラック事業者
令和4年3月31日現在、
壮瞥町内で事業を行っ

１台につき
貸切バス事業者

ている者

20,000円

事業用として登録して
いる車両
(緑・黒ナンバーのみ）

タクシー事業者

申請期間・申請先
令和4年10月3日㈪から令和4年10月31日㈪までの期間で、壮瞥町商工会に申請願い
ます。

交付申請書類、添付書類について
①交付申請書（様式第1号）…交付申請書は町ホームページからダウンロードできます
②運送事業の許可に関する書類コピー
③振込口座の通帳コピー
※上記書類の他に別の書類提出をお願いすることがあります。

【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)
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道南バス胆振線｢倶知安駅前―伊達駅前｣の廃止に伴う
運行ダイヤ改正について
先月の広報でお知らせしましたとおり、9月30日㈮をもって「倶知安駅前―伊達駅前」の
路線が廃止されました。
10月1日㈯からの「大滝本町東団地―伊達駅前」の新しい運行ダイヤは下記のとおりと
なりましたので、お知らせします。
(新しい道南バスの時刻表は今月の広報と一緒に配布していますので、ご活用ください｡)

【お問い合わせ先】道南バス伊達営業所（☎0142-23-7413）
壮瞥町役場企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

郵便ポスト移設のお知らせ
ポスト移設案内図

国道453号と町道暁線の三差路
付近にあった郵便ポストは交通
安全の観点より、壮瞥町役場の
敷地内に移設されました。

保健センター

ご理解のほど、よろしくお願
いいたします。

壮瞥町役場・
地域交流センター

移設後郵便ポスト

伊達
信用金庫

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係 (☎0142-66-2121)
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町政懇談会の開催について
町民の皆さまのご意見等を幅広く伺うため、町政懇談会を次のとおり開催します。
開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で執り行いますの
で、皆さまのご参加をお待ちしております。

○日時会場
開催日

○議題（予定）
会

場

時 間

11月01日㈫

仲洞爺公民館

18:30～20:00

11月02日㈬

蟠渓ふれあいセンター

14:30～16:00

11月07日㈪

壮瞥町研修センター

18:30～20:00

11月09日㈬

地域交流センター山美湖

18:30～20:00

11月10日㈭

農村環境改善センター

18:30～20:00

1．話題提供について
・壮瞥町防災マップ
・自主防災組織
・町の財政状況
2．地域の課題・要望等に
ついて

○留意事項
〇新型コロナウイルス感染防止を図るため、次の点にご協力ください。
・発熱等、体調がすぐれない方は、参加をご遠慮ください。
・マスクの着用をお願いします｡（各自でご用意ください｡）
・会場に入る際は、検温の実施と備え付けのアルコール消毒液での手指消毒をお願い
します。
・会場では参加者名簿へのご記入をお願いします。
〇今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、延期や中止とすることがあ
りますので、ご了承ください。
〇町長の公務状況で急遽日程を変更することがありますので、ご了承ください。
〇各会場の対象自治会は設定しておりませんので、ご都合に合わせてご参加ください。

【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)

教育委員会委員の任命について
現委員の金子祐一氏は、平成22年10月1日付けで教育委員に就任し
て以来、3期12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4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4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。

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課(☎0142-66-2131)
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「ミナ」はアイヌ語で
「笑う」の意味。
皆(ミナ)が集まり笑いあう
場所であって欲しいという
意味を込めて

「地域のあそびば ミナミナ」は、壮瞥町地域おこし協力隊が運営するコミュニティスペース（自由
にご利用いただける場所）です。子供から大人まで井戸端会議の場として使っていただいたり、買
い物ついでに少し休んでいただける、町内外の方々が気軽に立ち寄れる場です。
「そうべつを知り、そうべつをつなげる」をテーマに壮瞥の暮らしや遊びの拠点を目指しています。

オープンニングセレモニーを開催しました!!
令和4年8月26日に道の駅「そうべつ情報館i（ア
イ）」の向かいに、
「地域のあそびば ミナミナ」が
オープンしました。オープン当日にはオープニン
グセレモニーを執り行いました。町内外から多く
の方々にご参加いただき、門出に花を添えていただ
きました。

「地域のあそびば ミナミナ」でできること
コミュニティスペース

まちかど案内所

広いスペースに机と椅子、小上
がりがあります。町内外の方
とお話をするためにご利用い
ただいたり、買い物帰りにちょ
っと一休みしていただいたり、
仕事や学校帰りに仲間と集っ
たり、自由にご利用ください。

営業時間中は地域おこし協力隊
が常駐。まちのこと、観光のこ
と、移住のことなど、お気軽に相
談に来てください。地域おこし
協力隊ならではの目線でご案内
します。

イベントスペース

ミナミナ文庫

地域おこし協力隊が主催するイベントを開催します。
飲食イベントやボードゲームの会などを計画中です
が、こんなイベントをやりたい、こんなイベントをや
って欲しい、などご意見ありましたら、お気軽にご相
談ください。

ミナミナ文庫には皆さんに自由に読んでいただ
ける本を置く予定です。現状はまだ仮の姿で、こ
れから本棚が徐々にできあがっていく予定です。
読まなくなった本があれば、ぜひお持ち込みいた
だければと思います。

現地案内図

施設情報
住

所 壮瞥町字滝之町385-11
(道の駅そうべつ情報館i向かい）
電話番号 0142-82-3517
営業時間 火～金 10:00～17:30
最新情報は
土
10:00～17:00
こちらから!
定 休 日 日、月、祝
Instagram
※イベント時は営業時間が変更
になる場合があります。

HP

https://sobetsu-minamina.
studio.site/
@sobetsu_minamina

【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）
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行政報告 令和4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8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
7月7日に、室蘭地方総合開発期成会として、北海道開発局、北海道などに、令和5年度の
国費等の要望を行いました。本町としては、国道453号の整備などについて要望を行い
ました。
各省庁等への要望については、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、期成会会長で
ある青山室蘭市長他1名で、8月8日、9日に国土交通省北海道局等をはじめ、地元選出国会
議員に対し要望を行いました。

□ 新型コロナウイルス感染症の対応状況について
8月21日から27日までの1週間で、31人の新規感染者が確認されたことなどから、ホー
ムページや新聞折込、広報9月号などで町民の皆さまへメッセージを発出し、改めて、基本
的な感染予防対策の徹底などをお願いしたところです。

□ 壮瞥町防災学識アドバイザーの委嘱について
有珠山の噴火に備え、火山防災を中心とした専門知識などに基づき、的確に助言をいた
だくため、これまで北海道大学名誉教授の岡田弘先生に、壮瞥町防災学識アドバイザーを
委嘱しておりましたが、なお一層の防災体制の強化を目的に、この度、元北海道大学准教
授の大島弘光先生に壮瞥町防災学識アドバイザーを委嘱しました。

□ マイナンバーカードの普及拡大に向けた取組状況について
住民福祉課を中心に、先の選挙の期日前投票など、人が集まる機会を捉えて説明と申請
の勧奨の実施、夜間や出張での申請の受付などに取り組んでいるところです。
交付状況については、6月末時点では、44.92％（胆振管内3位、全道25位）でありました
が、予算措置後に取組を本格化させ、町民の皆さまのご理解もあり、8月14日時点では、
54.93％（胆振管内1位、全道6位）となっているところです。
今後も引き続き、普及拡大に取り組む所存ですので、ご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

□ 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、中止することとされました。
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。

□ 壮瞥町中小企業等振興審議会の設置について
本年3月に制定した「壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づき、町商工会
や胆振総合振興局、町内中小企業等から6名の委員を委嘱し、7月19日、第1回目の審議会
を開催いたしました。
今後、委員会で、町内の中小企業等の振興施策を調査、審議いただき、施策に反映する
検討を行っていく考えでありますので、よろしくお願いいたします。

全文はホームページに掲載しています。
https:www.town.sobetsu.lg.jp/about/chochoshitsu
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企画財政課企画広報係 ☎0142-66-2121
【ご意見】
地域のあそびば「ミナミナ」についての意見です。
週に1度くらいサムズに買い物に行きますが「ミナミナ」の建物が外から営業しているような
雰囲気ではなく、サムズは活気が有りお客様さまがいらっしゃるのに、残念だと思います。誘導
の方法を考えては。
例として、のぼりを立てるとか、外に向かって音楽を鳴らすとか、簡単なスナックの飲食販売
とか、旅行の休憩をかねての場所なども考えてはいかがと思います。
（岡本 正巳）

■お答えします
この度は、壮瞥町の魅力づくりにつながる貴重なご意見をいただき感謝申し上げます。
地域のあそびばミナミナは、8月26日にオープンし、地域おこし協力隊が運営するコミュニティス
ペースとして、火～金曜日の10時～17時30分と土曜日の10時～17時までの間、地域おこし協力隊が
常駐し運営しております。
拠点の設置テーマは「そうべつを知り、そうべつをつなげる」で、地域住民の皆さまや地域を訪れる
方々にお気軽に立ち寄っていただける施設を目指しており、買い物帰りにちょっと一休みしたり、仕
事や学校帰りに仲間と集まったりと様々な用途で自由にご利用いただきたいと考えております。
ご提言いただいたとおり、現状は建物の名称や施設の利用方法等が分かりにくい状況であります
ので、看板等の設置を検討しているほか、SNS等により情報発信も強化していきたいと考えておりま
す。
今後もより良い施設を目指し改善してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※施設の詳細情報につきましては、今月号の広報10ページをご覧ください。
（企画財政課）

オーロラだより

～フィンランド暮らしの記録～

フィンランドの森の中で住み込みボランティアをした1カ月

Moi！私は8月中、フィンランドの西側の海岸沿いの町、Kokkolaでボランティ
ア活動をしていました。今回のオーロラだよりではそのことについて紹介した
いと思います。
高校生の時、英語の先生がすすめてくれたEuropean Solidarity Corpsとい
う組織を通じて、私はこのボランティア活動プロジェクトを見つけました。European Solidarity
Corpsはヨーロッパの若者の国際交流の促進を目的に欧州委員会が設立した組織です。移動費、滞在
費、食費、旅行保険などを自己負担しなくていいので、実質0円で他の国や地域へ旅し、現地の生活を体
験できます。
今回、ヨーロッパ６カ国からKokkolaに集まったのは18歳から26歳までの10人の若者。初めまし
ての挨拶をしてから、水道も室内トイレもないフィンランドの伝統的なサマーコテージで共同生活が
スタートしました。
私たちが参加していたのは『Magic Forest of Trolls』という名前で、町の子供たちの遊び場である
トロールパークとトロールの森の改良と拡張でした。ペンキの塗り直し、柵の改良に加えて、新しいト
ロールの像や子どもの遊ぶ場所を作るなど、私たちの想像力とアイデアを活かせる仕事もあり、楽しか
ったです。最終日には私たちもトロールのコスチュームを着て町の子供たちと遊びました。
朝9時から午後3時までの仕事の他は自由時間で、サウナに入ったり、町のジャズイベントに行った
り、みんなで各国の料理を作りあったりしました。週末にヒッチハイクでキャンプに行ったのも良い
思い出です。
私は普段大人数でいるより少人数で出かけることを好むので、今回10人で生活するのに少し不安も
ありましたが、最終的にはそんな不安を忘れてしまうような、かけがえのない、最高の夏の思い出がで
きました。また今回出会った仲間たちと、どこかで再会するのが楽しみです。
※トロールとは北欧の伝承に登場する妖精のことです。
小田 すみれ
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壮瞥中学校と岩手県釜石中学校との交流事業が行われました
8月30日㈫、壮瞥中学校（松岡賢晃校長、53人）の3年生19人が、岩手県釜石中学校の3年生104
人と学校間交流を行いました。
この学校間交流では、教育旅行で道内を訪れた釜石中の生徒に、壮瞥中の生徒が、有珠山ロープ
ウェイの山頂駅周辺で壮瞥町の噴火の歴史や教訓などを伝えました。
両校は有珠山噴火と東日本大震災についての防災学習を通して交流を深めており、胆振総合振
興局が、洞爺湖有珠山ジオパークやウポポイなど「いぶり五大遺産」をはじめとする地域資源を活
用した教育旅行の誘致に取り組んでいることから、胆振総合振興局と胆振教育局の協力の下、今
回の交流が行われました。

8/23

ガイドの事前学習

洞爺湖有珠山火山マイスター4名が講
師となり、壮瞥中の生徒に対してガイド
講習が行われました。講師の方からは、
｢大きな声で聞き取りやすかった」
「釜石
中の生徒にも考えを問いかけてみよう」
などのアドバイスがありました。

8/25

オンライン交流

ZOOMにて両校の紹介と生徒同士の
顔合わせが行われました。最初は緊張
した様子だったものの、壮瞥町に関す
るクイズを出題するなど、楽しく交流
を深めていました。

8/30

ガイド本番

4つのグループに分かれ、昭和新山側テラスと
火口原展望台でそれぞれガイドが行われました。
「噴火というと、マグマがドロドロに流れ出る
印象がありますが、昭和新山のマグマは硬いため
流れません。」など写真やグラフを活用しながら
説明し、練習の成果を発揮していました。
釜石中の生徒からは、「火山について深く知れ
てよかった。地震や津波だけでなく火山でも災害
が起きることを伝えていきたい。」といった感想
が聞かれました。
壮瞥中の生徒は、今回の体験を元に、11月に開
かれる子ども議会で、地域防災に関する提言を行
う予定です。
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中山雄三氏に警察協力功労者感謝状が贈られました
7月21日㈭、
中山雄三氏に、伊達警
察署少年補導員連絡協議会会長と
しての長年の功績が認められ、北海
道警察本部長から警察協力功労者
感謝状が贈られました。
中山雄三氏の長年のご尽力に感
謝し、お祝いを申し上げます。

8月18日㈭、田鍋町長(右)に報告をされる中山氏(左)

ジオパークと火山防災のワークショップ
9月5日㈪、そうべつ情報館iで全国火山系博物館連
絡協議会と有珠山周辺地域ジオパーク友の会の共催
でジオパークと火山防災を考えるワークショップが開
催されました。
火山系の博物館・記念館の職員をはじめ、火山の専
門家、有珠山周辺自治体の防災担当者、火山マイスタ
ーらが5分ずつ活動内容を発表しました。
1995年に立ち上げられた同協議会は、全国で持ち回
りで開かれており、記録に残る過去9回の有珠山噴火
で、火砕流犠牲者を最も出した1822年の噴火から200
年に当たる今年は壮瞥町で開催されました。
参加者は、
防災に対する意識を一層深めていました。
それぞれの取組について情報交換を行い、

壮瞥小・中学校合同の一日防災学校が行われました
9月6日㈫、壮瞥町農村環境改善センターで壮瞥小
学校と壮瞥中学校合同の一日防災学校が行われまし
た。
自らの的確な判断のもと、防災・減災行動をとるこ
小中学校
とができる自主性を養うことなどを狙いに、
合同で行われた防災学校では、
避難所設営体験や防災
伊達警察署の職員によるレスキュー展
かるたのほか、
示見学、西胆振行政事務組合消防本部の職員による
起震車体験等が行われました。
避難所設営体験では、
中学生が小学生のサポートを
行い協力して設営を進めるなど、参加した児童・生徒
は災害時の行動や対策について学んでいました。
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伊達警察署の職員によるレスキュー展示見学

千田琴菜さんが第73回毎日書道展で入選
伊達開来高校3年生の千田琴菜さんが、第73回毎日書道展で
29,000点以上の出展作品の中から入選し、9月10日㈯に京王プラザ
ホテルで行われた表彰式に出席しました。
千田さんは、伊達市の創玄書道会に通い始めて二年目で初入選を
果たし、
「全国規模の書道展で入選できてうれしい。次はもっと上
の賞に入れるようにこれからも精進したい。高校を卒業しても書
道は続けていく。」と感想を話していました。
10月14～16日には、伊達市で開催される2022市民総合文化祭
（会場：だて歴史の杜カルチャーセンター）で伊達書道連盟の作品
と一緒に展示される予定です。

千田琴菜さんと入選作品
「風を受けて風車が廻る
私の心の希望も廻る」

壮瞥高校収穫祭開催
9月10日㈯、壮瞥高校の第52回収穫祭が開催され、町内外から訪れた来場者の皆さんが、生徒が実
習で育てた野菜や草花、加工品などを買い求めました。
生徒の販売実習とコミュニケーション力の向上などを狙いに行われている収穫祭は、感染症対策
のため整理券を配布し、手指の消毒とビニール手袋を配布して実施しました。
会場では、ジャガイモやサツマイモ、カボチャ、ミニトマトなどの野菜、ジュースやパンなどの加工
品が格安で販売されました。運搬用のカートを持参し、箱買いした荷物を詰め込むファンも多くい
らっしゃり、大勢の来場者の皆さんが好天に恵まれた収穫祭を楽しんでいました。
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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、それぞれの隊員が発信していきます！

スポーツおこし協力隊

中岡

紗恵子

第7回西胆振スポーツ鬼ごっこ大会が
開催されます
NPO法人地遊スポーツクラブの活動の1
つである「ジュニアスポーツクラブ」は、壮
瞥小学校の3年生～6年生を対象としたスポ
ーツクラブで、毎週水曜日の放課後に壮瞥小学校で活動を行って
います。今年度は過去最高の38名の方が登録してくれました。
「ジュニアスポーツクラブ」では毎年「西胆振スポーツ鬼ごっこ
大会」に出場していて、今年度は10月29日(土)に開催されること
が決まりました。会場は「伊達市総合体育館あかつきメインアリ
ーナ」です。
「ジュニアスポーツクラブ」参加者の皆さんは、今年度はじまり
から、阿部コーチの指導の下、スポーツ鬼ごっこの練習だけでは
なく、どのスポーツにも大切な基礎力の底上げを行う体幹トレー
ニングやコーディネーショントレーニングなどを行っていま
す。大会当日まで練習機会は限られていますが、一生懸命頑張る
子ども達の様子を見るのが楽しみです。
活動の様子などをFacebookとインスタグラムに載せています
ので、ぜひフォローをお願いします。
観光プロデューサー

前橋

インスタグラム：
（sobetsu_jiyusports）

Facebook：
（そうべつ地遊スポーツクラブ）

史子

｢地域のあそびば ミナミナ｣と｢ヨツカド商店｣
同時オープン
道の駅そうべつ情報館iの向かいに、「地域
のあそびば ミナミナ」と「ヨツカド商店」が
オープンしました。オープニングセレモニー
ではたくさんの方にお会いすることができ
て、とても嬉しかったです。この場を借りてお礼申し上げます。
協力隊としての「ミナミナ」運営と卒業後を見据えた活動の「ヨ
ツカド商店」。二足のわらじを履く生活が本格的に始まりました。まだまだこの生活に慣れず
あたふたしていますが、どちらも協力隊として着任する前からやりたかったことなので、とても
充実した毎日を過ごしています。
今後、勤務日は基本的にミナミナの窓口に座っています。着任してからの1年間で知った壮瞥
のことを、観光プロデューサーとしての目線で、来館された観光客の方々にご案内していきたい
と考えています。イベントやワークショップも企画していくので、やりたいことがある方はぜ
ひ声をかけてくださいね。
Facebook

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！

Instagram

ＳＮＳでは、町のタイムリ
ーな風景や情報を発信して
います！

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。
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壮瞥町職員(保健師)の募集について
壮瞥町では令和5年4月1日採用予定の保健師を
募集いたします｡募集内容は次のとおりです｡

(4)合否の連絡及び採用月日等
(ア) 試験結果については､北海道国民健康保険団
体連合会を経由して各受験者に通知します｡
(イ) 採用年月日は令和5年4月1日となります｡
給与(初任給)／
・短大卒163,100円・大学卒182,200円
※採用前の経歴に応じて､これ以上になる場合が
あります｡

職種／保健師1名
受験資格等／
・保健師の資格取得者または令和5年3月までに
取得予定の者
【お問い合わせ先】
・普通自動車運転免許証の取得者
壮瞥町役場総務課職員係(☎0142-66-2121)
・壮瞥町に居住できる方
・採用時の年齢が35歳までの方
お子さんの予防接種料金の助成について
・地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない
方
生後6カ月から小学校入学
前までのお子さんの下記の予
試験の方法／
防接種料金の全額または一部
小論文試験及び個別面接試験を行います｡
を助成します｡
壮瞥町では､ 子育て支援の
試験の期日及び場所／
ひとつとして
(1)期日 令和4年11月中旬を予定
｢インフルエンザワクチンの接種料金の全額｣
(2)場所 北海道国民健康保険団体連合会(札幌市)
｢おたふくの予防接種料金の半額｣
※試験日程等については決定次第受験者に通知し
を助成しています｡
ます｡
壮瞥町に住所のある6歳まで(小学校入学前)で
令和5年3月31日までに接種を受けられたお子さ
受験手続及び受付期間／
んが対象となりますので､感染症の重症化予防の
(1)申込先
ためにも積極的に接種することをおすすめしま
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目
す｡
北海道国民健康保険団体連合会総務部保健事業課
☎011-231-5161
□手続きの方法
(2)提出書類
医療機関が発行した領収書・印鑑・金融機関の
(ア) 履歴書
(イ)最終学校の卒業証明書(卒業証書の写し可) 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｡
または卒業見込み証明書
※令和4年度の請求は令和5年4月14日㈮までに手
(ウ)成績証明書(単位取得証明書可)
続きしましょう｡
(エ)保健師免許証の写し(すでに取得している場
合のみ)
【お問い合わせ先】
※ホームページ ｢北海道のこくほ｣ (URL)
壮瞥町保健センター健康づくり係
http://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/
(☎0142-66-2340)
(保健師求人情報)に採用試験案内が掲載されて
います｡
(3)受付期間
令和4年9月15日㈭から令和4年11月4日㈮まで
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10月の子育て支援センターげんき
毎週火曜日と金曜日､ 午前10時から12時までの
2時間､ 子育て支援センターげんきを開放していま
す｡親子で､ お友だちと楽しく遊びませんか｡
開放日
4日㈫､ 7日㈮､ 11日㈫､ 14日㈮､ 18日㈫､ 21日㈮､
25日㈫､ 28日㈫
育児サークル
27日㈭ 10:00～12:00
・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25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｡
※10月は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｡
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては､
中止することがあります｡ご理解をお願いいた
します｡
【お問い合わせ先】
そうべつ子どもセンター (☎0142-66-2452)

10月歯科救急医療実施について
下記のとおり実施します｡
月 日

受付時間／9:00～11:00までとなっております｡

診

療

所

所

在

地

電

話

10月02日㈰

奥村歯科医院

室蘭市母恋北町2-4-12

☎0143-22-2366

10月09日㈰

愛歯科

登別市中央町2-12-12

☎0143-88-1181

石川歯科医院

伊達市元町46-13

☎0142-23-0020

10月10日㈪

金子歯科医院

室蘭市東町4-18-18

☎0143-44-2621

10月16日㈰

谷口歯科医院

室蘭市御前水町2-1-16

☎0143-23-9090

10月23日㈰

川本歯科医院

室蘭市中島町2-11-14

☎0143-45-0656

10月30日㈰

八丁平歯科医院

室蘭市八丁平2-27-16

☎0143-46-1182

11月03日㈬

サイトウ歯科医院

室蘭市日の出町2-16-11

☎0143-43-6686

11月06日㈰

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

―18―

10
OCTOBER
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

町営住宅入居者募集
○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11年建設 5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｡
(17,500～26,100円)
駐車場使用料 月額500円／台
敷金
家賃の3カ月分
○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・57年建設 2・3号棟
規格､戸数
2階 3LDK(62.19㎡) 2戸
月額家賃
家賃は収入によります｡
(14,800～22,800円)
敷金
家賃の3カ月分
○第2南久保内団地(公営住宅)
住所
壮瞥町字南久保内142番地1
建設年度
昭和60年建設 3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｡
(15,400～23,000円)
敷金
家賃の3カ月分
○久保内団地(公営住宅)
住所
壮瞥町字久保内89番地3
建設年度
平成5年建設 2号棟
規格､戸数
1階 3LDK(71.74㎡) 1戸
月額家賃
家賃は収入によります｡
(20,200～30,000円)
敷金
家賃の3カ月分

●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4年10月3日㈪～令和4年10月17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｡

｢第46回そうべつりんごまつり｣中止
及びインターネット開催のお知らせ
毎年10月上旬に開催している｢そうべつりんご
まつり｣は､今年､ 中止となりましたのでお知らせし
ます｡
なお､りんごまつりの現地開催に代えたインタ
ーネット開催として､ りんごをはじめ､地場産品等
の販売を10月1日から行っていますので､以下の
ＵＲＬまたはＱＲコードからぜひご参加くださ
い｡
■ＵＲＬはこちら
https://hokkaido.dokofes.jp/event/22_sob
etsu.html

※公営住宅は､政令月収が15万8千円を超える方は ■ＱＲコードはこちら
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
【お問い合わせ先】
問い合わせください｡)
そうべつりんごまつり実行委員会
(事務局：とうや湖農業協同組合農業振興課)
●入居資格(全共通)
(☎0142-89-2468)
1．市町村民税等の滞納していない者
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令和4年度 高齢者肺炎球菌予防接種
高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種につい
て､ 令和4年度中に対象となる方には､ 今年の6月頃
にハガキをお送りしています｡
接種対象者／
①令和4年度に対象年齢になる方
年齢

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)

生年月日

065歳
0

昭和32年4月2日～
昭和33年4月1日生まれの方

070歳
0

昭和27年4月2日～
昭和28年4月1日生まれの方

075歳
0

昭和22年4月2日～
昭和23年4月1日生まれの方

080歳
0

昭和17年4月2日～
昭和18年4月1日生まれの方

085歳
0

昭和12年4月2日～
昭和13年4月1日生まれの方

090歳
0

昭和7年4月2日～
昭和8年4月1日生まれの方

095歳
0

昭和2年4月2日～
昭和3年4月1日生まれの方

100歳
0

大正11年4月2日～
大正12年4月1日生まれの方

緊急通報装置を利用してみませんか
町では､自宅に設置する緊急通報装置の利用を
勧めています｡自宅で動けなくなって､助けを呼び
たい場合や訪問販売員等がしつこく帰ってくれな
い時など､装置のボタン一つで救急車の手配や近
所の方に安否確認の依頼､警察への通報など､24時
間いつでも対応します｡
住み慣れた自宅で少しでも安心して生活できる
ようサポートします｡
詳しくは､保健センターまでご相談ください｡
対象者／65歳以上のひとり暮らし､または高齢者
夫婦世帯で､健康状態や身体状況等から日常生
活に支障を感じている方｡
利用料／年額3,000円(月額250円)
※装置の設置・撤去・点検にかかる費用は町が負
担します｡

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 【お問い合わせ先】
害を有する方 (身体障がい者手帳1級程度)
壮瞥町保健センター高齢者福祉係
→手帳をお持ちになり病院へお申し込みくださ (☎0142-66-2340)
い｡
不正軽油は犯罪です！
※すでに高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバッ
10月は不正軽油防止強化月間です
クス)を受けたことがある方は対象外です｡
※新型コロナワクチンと高齢者肺炎球菌ワクチン
道では､不正軽油を｢作らない｣・｢売らない｣・｢買
の接種間隔は13日以上あけてください｡
わない｣・｢使わない｣を合言葉に､関係団体と共に
接種費用／2,400円
不正軽油撲滅に向けた取組を行っています｡
※生活保護受給者及び町民税非課税世帯の方は､
不正軽油に関する情報がありましたら｢不正軽
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 油110番｣
～～～～
フリーダイヤル(☎0800-8002-110)
口に提示してください｡
までお寄せください｡
生 活 保 護 受 給 者：壮瞥町保健センター
社会福祉係
【お問い合わせ先】
町民税非課税世帯：壮瞥町役場税務会計課
実施医療機関／
胆振総合振興局課税課事業税間税係
壮瞥町内はそうべつ温泉病院(☎0142-65-2221) (☎0143-24-9582)
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子育て支援員広域研修の
受講者募集について

献血にご協力ください

西いぶり定住自立圏形成推進協議会 (室蘭市・
移動献血車｢ひまわり号｣が壮瞥町に来ます｡
登別市・伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町)で
医療に必要な血液の確保は､皆さま一人ひとり
は､ 保育や子育て支援の仕事に関心があり､ 保育所
の献血運動に対するご理解とご協力に支えられて
等での補助的業務に従事することを希望する方､
います｡
既に従事している無資格の方などを対象に､ 必要
日程と時間､会場は次のとおりです｡町民の皆さ
な知識や技術を修得する｢子育て支援員研修｣の受
まの献血へのご協力をお願いいたします｡
講者を募集します｡
なお､新型コロナウイルス感染症の状況により､ 日時／10月28日㈮
日程変更または中止となる場合もあります｡
10:00～11:30 壮瞥町役場前
子育て支援員とは
13:00～14:00
〃
国が定めた研修 ( ｢基本研修｣及び｢専門研修｣ ) を
14:40～16:00 そうべつ温泉病院
修了し､ 保育園での補助業務や幼稚園での一時預
かり事業､ 児童館・児童クラブ事業などの子育て 【お問い合わせ先】
支援事業に従事する上で､ 必要な知識や技能等を 壮瞥町保健センター健康づくり係
修得したと認められる方です｡ 全カリキュラムを (☎0142-66-2340)
受講した後､ 修了証書が交付されます｡
対象者／
インボイス制度とは
(1)保育の仕事に関心があり､ 保育園等での補助的
業務に従事することを希望する方
インボイス制度とは､ 令和5年10月1日から始ま
(2)既に保育園や幼稚園に就労している無資格者 る消費税の仕入額控除の方式で､ 買手には消費税
の方
の仕入額控除のために､ 原則として､ 売手が交付す
(3)現在､ 保育園等に就労していない有資格者で､ 現 るインボイスを保存する必要があります｡
場への復帰を検討している方
売手がインボイスを交付する場合は､ 登録番号
日程／
の記載が必要であり､ 登録番号を取得するために
・基本研修 (全2日間)
は登録申請手続きが必要です｡
令和4年12月26日㈪～27日㈫ 10:30～16:30
・専門研修 (全6日間)
登録申請手続き／
令和5年1月5日㈭～6日㈮
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から
令和5年1月10日㈫～13日㈮
登録を受けるには､ 原則､ 令和5年3月31日まで
10:30～17:30
に登録申請書を提出する必要があります｡
会場／北海道福祉教育専門学校
※期限間近には申請が集中し､ 処理に一定の時間
(室蘭市母恋北町1-5-11)
を要する場合があります｡ 申請を予定されてい
費用／受講料無料､ テキスト代3,000円
る事業者の方は早期提出にご協力ください｡
申込期間／令和4年10月1日㈯～10月31日㈪【当
説明会・登録申請相談会／
日消印有効】
税務署では､インボイス制度の概要を説明する
申込方法／右記の二次元バーコード
｢インボイス制度説明会｣ や登録申請を希望され
から申請いただくか､ 受講申込書
る方へ､スマートフォンを利用した登録申請手
(子育て支援係の窓口配布または町
続きを説明する｢登録申請相談会｣を開催してい
ホームページからダウンロード)
ます｡
に必要事項を記入し､下記までご提出ください｡
詳細は札幌国税局HPに掲載しておりますので､
ご確認ください｡
【お問い合わせ先／受講申込書提出先】
〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
【お問い合わせ先】
室蘭市保健福祉部子育て支援課子ども育成係
室蘭税務署 (☎0143-22-4151)
(☎0143-50-5101)
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10
OCTOBER
無料法律相談を開催しております
無料法律相談を毎月実施しております｡ お困りごとなどありましたら､ 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｡
開

催

日

担

当

弁

護

士

申

込

期

限

令和4年10月13日㈭

高村弁護士 (むろらん法律事務所)

令和4年10月07日㈮

令和4年10月27日㈭

八木橋弁護士 (のぼりべつ法律事務所)

令和4年10月21日㈮

令和4年11月10日㈭

本間弁護士 (北海道みらい法律事務所)

令和4年11月04日㈮

令和4年11月24日㈭

本間弁護士 (北海道みらい法律事務所)

令和4年11月18日㈮

令和4年12月08日㈭

阿部弁護士 (北海道みらい法律事務所)

令和4年12月02日㈮

令和4年12月22日㈭

池田弁護士 (池田翔一法律事務所)

令和4年12月16日㈮

※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｡
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)

自衛官等募集
募集種目

資

格

受付期間

試験期日

防衛大学校
(一般)

18歳以上21歳未満

令和4年7月1日㈮
～10月26日㈬

1次試験
令和4年11月5日㈯
～11月6日㈰
※いずれか1日

自衛官候補生

18歳以上33歳未満

令和4年10月3日㈪
～11月11日㈮

令和4年11月27日㈰
～11月28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｡

働きたい方のための出張相談会

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10日㈭ 13:30～15:30 (先着順・予約可)

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｡ 【お問い合わせ先】
就職相談も歓迎します｡ ｢働きたい｣を応援する､無 とまこまい若者サポートステーション
料出張相談会を開催します｡
とまこまい｢サポステ・プラス｣
(☎0144-84-8670)
対象／おおむね15歳から49歳の方・ご家族
苫小牧市表町3-2-13 王子不動産第2ビル6F
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10
OCTOBER
脳卒中？顔・腕・言葉
異常があれば､救急車

みんなチェック！最低賃金
北海道最低賃金

脳卒中は､ 西胆振地域の死亡原因の第3位､ 日本
人の｢介護が必要となった主な原因｣では､ 認知症
についで第2位です｡
早くに症状を発見して早く治療を受ける事が､
生命を救い､ 重い後遺症が残らない事につながり
ます｡

北海道内の事業場で働くすべての労働者 (会社
員､ パート､ アルバイトの方､ 学生など働く全ての
人) 及びその使用者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｡

一つでもあったら急いで行動

簡単チェック／
ACT FAST(米国脳卒中協会推奨)
脳卒中初期症状をいち早く確認できる方法が
｢ACT FAST｣です｡直訳は｢急いで行動｣ですが､
FASTは､脳卒中を疑う際に行うチェックの頭文
字を組み合わせています｡

顔

口を｢イ～ッ｣としてもらい､ 片方
しか動かなければ異常です｡

腕

手のひらを上にして両手を水平
に上げてキープしてもらい､片腕
だけが下がってくる時は異常で
す｡

言
葉

話をしてもらい､言葉が出ない､
ろれつが回らない､言葉が理解で
きない時は､異常です｡

急
い
で

脳梗塞の血の塊を溶かす治療(血
栓溶解療法)は､ 発症から4.5時間
がリミットです｡
監修：西胆振保健医療福祉圏域連
携推進会議脳卒中専門部会

最低賃金額／時間額920円
効力発生年月日／令和4年10月2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)

みん
んな
なの
の掲
掲示
示板
板
み
かおりの教室
『アロマを楽しむ会』～風邪予防のアロマ～
寒くなってきて､体が疲れやすくなり免疫が下
がることも｡
風邪予防にアロマはいかがでしょうか？
アロマが初めてでも分かりやすくご案内いたし
ます｡
日時／10月21日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名
料金／2,000円(マスクスプレーにもなる風邪予防
のスプレーを作成します｡)
会場／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さまでも
【お申し込み・お問い合わせ先】
☎090-1522-7840
メール：aromacosme2016@gmail.com
松浦まで
※次回11月18日㈮は『美肌のアロマ』を開催し
ます｡

広 告
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広 告

10
OCTOBER

みん
んな
なの
の掲
掲示
示板
板
み
令和4年度ふれあい敬老昼食会中止のお知らせ
社会福祉協議会では､ 例年､ 町の後援を受けて
65歳以上の町民の方を対象に､ ｢ふれあい敬老昼食
会｣ を実施しております｡ これは､参加者によるカ
ラオケや踊りの発表､お昼には仕出し弁当を食べ､
最後に抽選会で町内の特産品をお持ち帰りいただ
く事業です｡
例年､たくさんの皆さまにご参加をいただいて
おりましたが､ 新型コロナウイルス感染症の影響
が未だ続いている中､ 本事業は密集と密接を避け
ることが困難であり､ 感染リスクが高いことから､
今年度も中止せざるを得ないと判断いたしまし
た｡ 楽しみにされていた皆さまには申し訳ありま
せんが､ どうぞご理解のほどよろしくお願いいた
します｡
次年度､ 新型コロナウイルス感染症の脅威が低
下し､ また皆さまに安心して､楽しんでいただける
よう企画し､ お知らせいたしますので､それまでお
待ちいただければ幸いです｡
社会福祉法人壮瞥町社会福祉協議会
会長 千田 重光

用されます｡ 共同募金会では､自分の住む町が今よ
りもっと良くなって欲しいと集められた募金で､
地域で頑張る人たちを応援します｡
みんなが自分の町について考えることで､ 少し
ずつ地域も町も良くなっていきます｡ 皆さまのご
理解とご協力を宜しくお願いいたします｡
【お問い合わせ先】
壮瞥町社会福祉協議会(☎0142-66-2511)

戸籍のまどから
(令和4年8月11日～令和4年9月10日)

■人のうごき
◆お悔やみ申し上げます

古川 博子さん (91才) 【滝之町四】
中塚 勝良さん (77才) 【仲洞爺】
井上 和子さん (81才) 【南久保内】

■8月の人口動態■
(外国人含む)

総人口 2,384人 (△ 5)
男
1,130人 ( 0)
女
1,254人 (△ 5)
世帯数 1,300戸 (△ 3)
※8月末現在( )は前月差

【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター内 壮瞥町社会福祉協議会
担当：冨田(☎0142-66-2511)

死亡事故ゼロ10日

あなたの町の募金は､あなたの町のために使われています
10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動
が始まります｡ 今年も自治会を通して町内の全世
帯に｢戸別募金｣ のご協力をお願いいたします｡
赤い羽根募金の多くは､募金した町の福祉に活

―人身交通事故発生状況8月分―

発生 1件 ( 1件)
死者 1名 ( 1名)
負傷 1名 ( 1名)
※8月末現在( )は令和4年1月1日からの累計

広 告

広
報

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)
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ジオパーク通信
洞爺湖有珠山ジオパークだより

第123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では
洞爺湖有珠山ジオパークでは

防災・減災学習をサポートしています!!
洞爺湖有珠山ジオパークの大きなテーマのひとつ
に『火山との共生』があります。再び起こるかもし
れない有珠山噴火に備え、過去に起きた噴火や災害
について知ることが大切です。
そこでジオパーク推進協議会では、この地域で育
つ子どもたちが学習できるよう、ジオパーク圏域内
の学校等で行われる防災・減災教育をサポートして
います。
実物に｢触ってみる｣のも大切な経験

昭和新山や有珠山周辺の災害遺構等の現地で学ぶ
野外学習の他、避難所体験や火山について学ぶ防
災・減災学習等への ｢講師派遣｣ ｢ヘルメットの貸出｣
｢学習素材の配布｣を続けており、ふるさと学習や理科
の授業に取り入れる学校が増加しています。
令和4年度はのべ350人の児童生徒が、自然災害に
ついて学びました。いただいた感想を紹介します。

子どもたちの感想(抜粋)
現地をよく知る講師が案内します

☆噴火の時に、音が出ない場合があると知って驚
いた。
(小学3年生)
☆噴火は悪いことだけでなく、温泉ができたり、
野菜や果物がとれる場所になったり、いいこと
もあった。
(小学4年生)
☆昭和新山の地面が温かくてびっくりした。
(小学5年生)
☆噴火の危険性を学んだだけでなく、新しく知っ
たこともあったので、家族にも伝えたい。
(中学3年生)

ヘルメットを着用しての現地学習

有珠山の周りには、日
本でも数少ない｢噴火
災害遺構｣がたくさん
残され、学習に役立て
られているよ！

☆噴火の兆候が現れたら逃げる、絶対に戻らない、
面白半分で近寄らない等、改めて思った。
(中学3年生)
☆噴火の対策をしっかりして、自分や周りの人を
守れるようにしようと思った。 (中学3年生)
☆被災遺構を見て、噴火を経験していない私たち
にもその怖さが伝わってきた。 (高校1年生)
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令和4年度 壮瞥町文化祭のお知らせ
主 催

壮瞥町文化協会

後 援

令和4年度 第6回夜空を見る集い

壮瞥町教育委員会
日 時 【ステージ部門】
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を踏まえ、中止になりました。
【展示部門】

土星･木星･一直線の天の川･秋の星座

令和4年11月18日㈮～20日㈰ 10:00～18:00(最終日は17:00)
10月の夜空を見る集いでは、秋の澄みきった夜空に浮かぶ、土星や木星、天の
川、秋の星座を観測します。皆さまのお申し込みをお待ちしております。

会 場

壮瞥町地域交流センター山美湖

その他

展示部門の一般参加を募集いたします。
※出展ご希望の方は10月21日㈮までに教育委員会にご連絡ください。

1．日 時

令和4年10月22日㈯ 19:00～21:00

2．会 場

森と木の里センター

3．講 師
壮瞥町天文同好会 代表 田中 文夫 氏
【お申し込み・お問い合わせ先】
壮瞥町教育委員会社会教育係 担当・前川(☎0142-66-2131)

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会社会教育係 (☎0142-66-2131)

社会教育事業写真集 ～夏の思い出～
今年の夏も長期化するコロナ禍のため、数々の事業が縮小や中止となりましたが、感
染対策を講じながら実施した社会教育事業の一部をご紹介します。

※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4年度 第6回山美湖大学

勉強会｢特殊詐欺等の被害防止について｣
第6回の山美湖大学では、伊達警察署生活安全課の方をお招きし、特殊詐欺 (最近話
題の｢オレオレ詐欺｣等のこと) 等の被害防止について、お話をいただきます。
｢私はきっと、大丈夫｣と思いがちですが、せっかくの機会ですので、これを機に特殊
詐欺等に対する意識を高め、日々の安全につなげていきましょう！

すすめ！パーカー探検隊①R4.7.26

すすめ！パーカー探検隊②R4.8.2

すすめ！パーカー探検隊③R4.8.4

SUP体験会R4.8.6

皆さまのお申し込みをお待ちしております。
1．日 時

令和4年10月17日㈪ 10:00～11:00

2．会 場

壮瞥町地域交流センター山美湖 多目的ホール

3．講 師

伊達警察署員

4．参加料

無料

5．申込期限 令和4年10月13日㈭
【お申し込み・お問い合わせ先】
壮瞥町教育委員会社会教育係 担当・前川(☎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。
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☆地域交流センター図書室
開館日・時間
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
☆図書分室開館日・時間

木曜日：13時～16時

10月の展示

趣味の本
登山での悩みをＱ＆Ａでわかりやすく紹介！
Q&Aでわかる山の快適歩行術 野中径隆
登山ガイドが教える実践的ノウハウ。山をうまく
歩くコツや、下り坂で膝が痛くならない予防策など
が載っています。

— ｢ときめき｣ ｢切ない｣ ｢泣ける｣ —
どんな恋愛小説が好きですか？
植物図鑑

江國香織

有川 浩

ミラノで暮らすあおい。でも彼
女には忘れられない恋人がいた。

雑草を美味しく料理できる男
子を｢拾った｣OLさやかは…。

才と発達障害』
『植物生まれの
やさしいお菓子』
『手づくり漬
物』
『そのまま食べてもおいし

★10月末まで、図書室入口にて展示しています★

｢わたしのオススメ本｣

日本植物学の父、
牧野富太郎を描いた
感動作です

タイトル『ボタニカ』 朝井まかて

言い寄る

Ｆ･スコット･フィッツジェラルド

田辺聖子

何度も映画化された著者の代表
作。狂騒の20年代アメリカの中で
起きた激しい恋の行方は？

恋、仕事、欲しいものは全て手に入
れ た 31歳 の 乃 里 子 。
でも、唯一心から愛し
た男にだけはどうして
も言い寄れない。

今月の図書分室イベント

『樋口愉美子の動物刺繍』
『天

これを読めば、本当の自分の性格がわかるかも？
大人の動物占いPremium 主婦の友社編
動物占いとは生年月日からその人の性格や運勢を、
12の動物キャラに分類したものです。全60パターン
で読み応え満点です。

図書室カウンター前
にて展示しています。
図書分室の本もあり
ます！

グレート・ギャツビー

10／20
古典の会

｢一般書｣

ＪＲ北海道の根室本線や函館本線なども多数掲載！
日本の蒸気機関車 動態保存アルバム 三村雅人
日本各地で黒煙を噴き上げ疾走する蒸気機関車の
魅力が満載。点検作業や石炭といった蒸気機関車の
メカニズムも詳しく紹介。

冷静と情熱のあいだRosso

秋
秋の
の 恋愛小説特集2022
10/1㈯～10/31㈪

(一部抽出)

ようこそ図書分室へ！

植物学者、牧野富太郎の生涯。ともかく、植
物が大好き。幼少の頃から野山を歩き回り、草
木と語り合っていたという。すべてを植物研究
につぎ込み、膨大な借金をつくり、果ては生家
をもつぶした。めげずに続ければ救う神も現れ、
借金は返済され、歴史に残る｢牧野日本植物図鑑｣
を刊行する。
来春のＮＨＫ朝ドラは富太郎がモデルの｢らん
まん｣に決まったそうだ。劇作家の長田育恵さん
の脚本によるという。今年中に本書を読んでお
けば、楽しさ倍増だろう。
(オススメ者：晴耕雨読人)

い！ふわふわスポンジ生地の
お菓子』
『料理研究家ゆかりの
おうちで簡単！3時のおやつ』
『温かいからおいしいお菓子』
『食べられる庭図鑑』
『 タカラ
モノ』
『柿の種』
『誕生日パーテ
ィー』
『 くるまの娘』
『 破れ星、
流れた』
『歎異抄をひらく』
『あ
の胸が岬のように遠かった』
『アウシュヴィッツのお針子』
『読書という荒野』
『 編集者の
仕事』
『道徳教室』
『なぜか好か
れる人がやっている100の習
慣』
『シマフクロウ家族の物語』
『姑の遺品整理は、迷惑です』
『ドラえもん2巻』
『 サード・キ
ッチン』
『年取りと正月の料
理』
『こちらあみ子』
｢児童図書｣
『福祉でがんばる！盲導犬・聴

この本は
やまびこ図書室に
あります！

導犬・介助犬』
『 つくってかざ
る工作』
『はたらく細胞 人体
のふしぎ図鑑』
『キッズペディ
アまちのナニコレ？図鑑』
『心
の バ リ ア フ リ ー を 学 ぶ 1巻
身近な場所編』
『あくたれラル
フ コンテストにでる』

伊達市在住の武者ますみさんを講師として、清少納言の枕草子を楽しく学びます。
おんまえ
おんまえ

古典へのお誘い
古典へのお誘い 枕草子～御前
枕草子～御前にて人々とも
にて人々とも

これからもたくさん
本を読んでくださいね！

ぴよちゃんカード達成おめでとう！
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お抹茶とお菓子を用意しています。
ぜひご参加ください。

『妖精図鑑』
『 ディズニー

イ

ッツ・ア・スモールワールド』

―ホントに心が晴れるモノ―
―ホントに心が晴れるモノ―
期 日：令和4年10月20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

｢幼児図書｣

『4ひきのちいさいおおかみ』

50回

75回

(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

※当日はマスク着用、手指の消毒をお願いします。また、
検温を行います。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。

かたやま まりかさん

でんぽう りひとさん
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りますので、ご承知願いま
す。

駐 在 所 だ よ り

令和4年10月号

壮瞥駐在所
☎66-2110

久保内駐在所
☎65-2374

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) 特殊詐欺の被害防止
・｢オレだけど急にお金が必要になった｣
｢還付金があるからATMに行って｣
｢名義貸しは違法、逮捕される｣など、突然お金を要求する電話がかかって
きたら、一度電話を切り、周りの方に相談するか、警察相談電話

｢#9110｣に連絡してください。
・普段から家族間で連絡を取り合い、相談しやすい環境を整えましょう。

(2) 子どもと女性の犯罪被害防止
・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携帯しましょう。

熊出没注意！

鹿との接触事故注意

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、今年も全道で熊の目撃が相次い
でいる状況です。
また、町内でも今年に入ってから
オロフレ峠等で熊の目撃情報があり
ました。
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。

例年この時期に町内で鹿との接触事
故が多発します。
今年も久保内の国道453号線上等に
おいて鹿との接触事故が発生している
他、道道立香南久保内線や道道滝之町
伊達線等においても鹿を見かけること
が多くなっています。
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。

伊達警察署のホームページは、札幌方面伊達警察署
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で

検索 してください
クリック

こちら消防です

ダイヤル

119

西胆振行政事務組合
西胆振行政事務組合

119番通報は
｢落ち着いて｣｢ゆっくり｣｢はっきりと｣

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日から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日から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。

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、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
お願いします。

◇119番通報と心構え◇
□火事ですか。救急ですか。
まず初めに｢火事です！｣ ｢救急です！｣ のどちらか
を答えてください。
□消防車･救急車の向かう場所を教えてください。
(例：何町、何番地、アパート名や階層、部屋番
号、世帯主名、隣家の名前や近くの目標物等)
◯火事の場合
何が燃えているか、逃げ遅れの有無等、指令
員の問いかけに答えてください。
◯救急(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、事故の詳細等、指令員
の問いかけに答えてください。
◇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◇
□西胆振消防では、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。
□間違いで119番通報した場合でも電話を切るこ
となく間違いであったことを伝えてください。
無言で電話が切れてしまうとこちらからかけ直
し、場合によっては救急車・消防車が出動する
ことになります。
□119番は専用電話ですので、相談や問い合わせな
どには応じられません。該当署所の代表電話番
号に連絡するようお願いします。
【お問い合わせ先】
西胆振行政事務組合消防本部消防課通信係
(☎0142-21-5003)

8月分 壮瞥支署救急出動件数・火災件数
救急出動件数
火 災 件 数

034件 (累計
00件 (累計

204件)
3件)

( )内は令和4年1月1日からの累計

“お出かけは マスク戸締り 火の用心”
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高齢者のインフルエンザ予防接種のお知らせ
実施期間：令和4年10月11日㈫から
令和4年12月31日㈯まで
インフルエンザは感染力が強く、毎年国内で1000万人前後がかかっています。ワク
チンの効果は、接種後2～4週間ほど経過したところから現れ、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

接種費用：満65歳以上の方 1,500円
※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）
※今年度より、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔の制限がな
くなりました。

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。）

壮瞥町内では下記の病院で接種できます。
そうべつ温泉病院 ☎0142-65-2221
三 恵 病 院 ☎0142-66-3232

Ł

（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。
）

【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）
（
）

祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く

■健康相談日（月～金

9:00～17:00）

月
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。
の ■運動器具開放（月～金 9:00～17:00）
予
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。
定
■母子健康手帳交付（月～金

9:00～17:00）

Z

事前にご連絡の上、お越しください。

令和4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
電 子 メ ー ル kikaku@town.sobetsu.lg.jp

Z
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令和4年

▼

10月 まちのカレンダー
日曜日

月曜日

火曜日

3

2

木曜日

5

子育て支援センター開放日 フッ素塗布
10:00〜12:00
保健センター
9:00〜10:35
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
資源ごみ（古紙類）回収日 資源ごみ（容器類）回収日

スポーツの日

16

水曜日

4

10

9

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。

17

山美湖大学
山美湖
10:00〜11:00

11

12

18

19

7

8

13

14

15

20

21

22

図書分室開放日
13:00〜16:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

胃がん・大腸がん検診 定期予防接種(BCG以外)
保健センター
そうべつ温泉病院
図書分室開放日
6:30〜
11:00〜11:30／15:30〜16:30 13:00〜16:00
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

23

24

25

26

27

30

31

11/1

11/2

11/3

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

収

集

地

区

Ａ

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

Ｂ

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）

子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

子育て支援センター開放日 夜空を見る集い
10:00〜12:00
森と木の里センター
19:00〜21:00

子育て支援センター開放日 定期予防接種(BCG以外) 育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30 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
資源ごみ（容器類）回収日 13:00〜16:00

資源ごみ（古紙類）回収日

1

土曜日

6

子育て支援センター開放日 定期予防接種(BCG以外）
10:00〜12:00
そうべつ温泉病院
無料法律相談
11:00〜11:30／15:30〜16:30 山美湖1階 小会議室
10:30〜12:00
図書分室開放日
13:00〜16:00
資源ごみ（容器類）回収日

金曜日

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日

28

29

11/4

11/5

子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
献血
役場前 10:00〜11:30
役場前 13:00〜14:00
そうべつ温泉病院
役場前 14:40〜16:00

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

燃やせるごみ

燃やせないごみ
大型ごみ・危険ごみ

週2回

月1回

資
生ごみ
週2回
月・木曜日

月・木曜日
22日
火・金曜日

火・金曜日

源

ご

古紙類

み
容器類

ダンボール・雑誌・ 空き缶類・ペットボト
新聞紙・生きびん・ ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）
紙パック

04日
18日
11/1日

05日
12日
19日
26日
11/2日

