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10月30日㈰、第11回町民ゆきがっせん大会の決勝戦が地域交流センター山美湖横のやすらぎ広場で
行われました。
3年ぶりの開催となった大会では、皆さんが雪合戦を楽しんでいました。

町民ゆきがっせん大会



〇交付区分

※農林業者の皆さまには別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場産業振興課（☎0142-66-2121）

④医療機関・老人介護施設・障がい者福祉施設への支援　事業費：900千円
医療機関・老人介護施設・障がい者福祉施設に対して、1事業者あたり10万円を交

付します。

※対象事業者の皆さまには別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課［保健センター］（☎0142-66-2340）

⑤指定管理者への支援　事業費：3,600千円
公共施設の指定管理者に対して、電気料・燃料費の前年度比高騰分を支援金として

交付します。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課（☎0142-66-2121）
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課（☎0142-66-2121）
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物価高騰対策事業を実施します
町では、コロナ禍における物価高騰の影響を緩和するため、国から追加交付のあっ

た1,955万4千円を活用し、町民の皆さまの生活支援や町内事業者の皆さまの事業継

続支援を目的として、総額2,486万5千円規模の対策を次のとおり実施します。

生活者支援
①全世帯への支援　事業費：7,623千円
世帯に対して、1世帯あたり5千円分の商工会商品券を配付します。

※エネルギー・食料品価格等の上昇により影響を受けている全世帯を対象に等し

く支援するものです。

※詳細は3ページに掲載しております。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課（☎0142-66-2121）

事業者支援
①中小企業・小規模企業への支援　事業費：8,200千円
中小企業・小規模企業に対して、1事業者あたり法人10万円、個人5万円を交付しま

す。

※詳細は4ページに掲載しております。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課（☎0142-66-4200）

②地域交通・運送事業者への支援　事業費：1,300千円
タクシー・貸切バス・トラック事業者に対して、車両1台あたり2万円を交付しま

す。

※トラック事業者：貨物運送事業登録車両を保有する事業者に限ります。

※対象事業者の皆さまには別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課（☎0142-66-4200）

③農林業者への支援　事業費：3,242千円
対象となる農林業者に対して、前年の動力光熱費実績額に応じて、次のとおり交付

金を交付します。

〇交付対象者

令和3年の販売金額（林業者は売上金額）が50万円以上、かつ動力光熱費（電気料、

水道料、ガス代、燃料費）が10万円以上の農林業者 【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係（☎0142-66-2452）

コロナ禍の中で、燃油や食料品等価格の高騰に直面している町内全世帯を対象に商工

会商品券を配付いたします。

配付対象 基準日（令和4年11月1日）時点で壮瞥町住民基本台帳に記録されている世帯

主の方

※11月1日㈫以降、町外に転出された方は配付対象外
となります。

配 付 額 1世帯当たり　5千円分

配付方法 住民登録されている住所宛てに簡易書留で郵送

配付時期 令和4年11月25日㈮から順次配付されます。配付当日に不在のご家庭には、郵
便局で「不在票」をポスト等に置きますので、ご確認の上､各自再配達等のお手

続きをお願いいたします。

使用期限　この度の商品券の使用期限は、「令和5年1月31日」までとなっておりますの

で、期限内に使用されるようご注意ください。

町内の全世帯に商工会商品券を配付します

令和3年動力光熱費実績額 交付金額

10万円以上50万円未満 1万円

50万円以上100万円未満 3万円

100万円以上150万円未満 5万円

150万円以上 7万円

物価高騰対策事業について



令和3年度・4年度のいずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金、あるいは家計急変世帯給付金（10万円）の支給を受けている世帯も
対象となりますので、ご確認ください。
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原油価格や物価高騰により、経費増の影響等を受けている中小企業・小規模企業の事業

継続対策として、壮瞥町が壮瞥町商工会に補助金を交付し、町内の中小企業・小規模企業

に対する助成事業を本年9月に実施しましたが、第2弾として下記のとおり実施しますの

でお知らせします。

助成金対象者

（1）令和4年3月31日現在、壮瞥地区商工会の一般会員

（個人事業者または農業者以外の営利法人）

（2）個人事業者または農業者以外の営利法人であって、令和4年9月30日以前から壮瞥町

内に在住または町内で事業を行い、今後も事業継続の意思がある者

※（2）の方は税法上の確定申告または開業届を行っていること。

助成金支給額

コロナ禍において、電力・ガス・食料品等の価格高騰により生活に困っている方々への支

援措置として、令和4年度住民税非課税の世帯や、家計が急変した世帯に、1世帯あたり5万

円の価格高騰緊急支援給付金を支給します。

対象となる非課税世帯には、ご案内を送ることとなっておりますので、内容をご確認の

上、同封の返信用封筒により、必要書類を役場までご返送ください。

対象となる世帯（令和4年9月30日現在、壮瞥町に住民登録がある世帯）

（1）令和4年度住民税が非課税の世帯（世帯の全員が非課税、生活保護世帯含む）

〇必要事項を記入の上、返信用封筒で役場までご返送ください。
〈提出期限（令和5年2月17日㈮まで）〉

（2）予期せず、令和4年1月から12月までの収入が減少したことにより家計が急変し、世帯

全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる

世帯

〇申請書の提出が必要です。
〈申請受付中（令和5年2月17日㈮まで）〉

※申請方法

該当すると思われる世帯は、役場住民福祉課住民係にご相談ください。

〈提出書類及び添付書類〉

①申請書、収入（所得）見込額の申立書

②収入（所得）を確認できる書類の写し

③本人確認書類の写し

④世帯の状況を確認できる書類の写し

⑤受取口座がわかる書類の写し

対象とならない世帯

（1）市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

（2）住民税非課税世帯であっても、修正申告により課税世帯となった場合は、給付金を返

還することになりますので、ご注意ください。

申請期間・申請先

令和4年11月7日㈪から令和4年12月23日㈮までの期間で、壮瞥町商工会に申請願いま
す。（商工会員以外は郵送不可）

申請書類及び添付書類について

（1）商工会員

①交付申請書（様式第1号）、②振込口座の通帳コピー

（2）その他の事業所（商工会員以外）

①交付申請書（様式第1号）、②振込口座の通帳コピー、③開業届（控え可）、④令和3

年分事業概況説明書（法人）、確定申告書及び決算書の控え（税務申告済であるこ

とが証明できる書類）、⑤その他商工会長が求める書類

（3）提出された決算書等の書類は、役場や税務署等から情報提供を求められた際に提供

することがありますので、予めご承知おき願います。

※交付申請書（様式第1号）は、役場商工観光課または商工会窓口で配布するほか、壮瞥町

商工会ホームページからも取得できます。

中小企業等事業継続支援事業助成に
ついて（第2弾）

基準日・資格 対象者 助成額

令和4年9月30日現在、

壮瞥町内で事業を行っ

ている者

個人事業者

営利法人事業者

（農業者以外）

5万円

10万円

【お問い合わせ先】壮瞥町商工会（☎0142-66-2151）
壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）

価格高騰緊急支援給付金
（5万円）のご案内

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

…　申請書等は町ホームページから

ダウンロードできます。

（壮瞥町ホームページQRコード）

物価高騰対策事業について



令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰令和4年度 壮瞥町功労者表彰
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

町議会議員として多年（12

年）にわたり地方自治の振興

発展に貢献した。

森　太郎さん

◆社会事業に関するもの

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。

前川　郷志さん

◆教育・文化・体育に関するもの

スポーツ推進委員（体育指導

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。

岡崎　真琴さん

飯尾　新治さん（滝之町）
石井　政勝さん（滝之町）
石田　幹雄さん（立香）
大嶋　洋子さん（滝之町）
大塚喜代美さん（滝之町）
乾辺　和子さん（壮瞥温泉）
乾辺　正彦さん（壮瞥温泉）
斉藤　光一さん（立香）
坂爪　珠子さん（滝之町）
佐々木　勇さん（滝之町）
佐々木セイ子さん（滝之町）
佐長　法子さん（滝之町）
佐藤　　忞さん（滝之町）
佐藤美智子さん（滝之町）
澁谷　道子さん（滝之町）
菅原　敦嗣さん（滝之町）
髙井　勝彦さん（仲洞爺）
髙井　幸子さん（仲洞爺）

髙橋　勇雄さん（滝之町）
髙橋　員男さん（久保内）
髙橋　哲也さん（滝之町）
髙橋ミツヱさん（久保内）
田淵　節子さん（滝之町）
鍋島　博美さん（滝之町）
林　　克小さん（滝之町）
堀口　章子さん（滝之町）
前川　郷志さん（壮瞥温泉）
前川　輝久さん（滝之町）
松浦　　修さん（滝之町）
毛利美枝子さん（壮瞥温泉）
森下　容子さん（久保内）
山下よし江さん（滝之町）
山本　一子さん（滝之町）
横山　幸子さん（幸内）
横山　　実さん（幸内）

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）

― 6 ―



― 7 ―

■ 医療費通知を全受診者へ送付しています
広域連合では被保険者の皆さまの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」

を年2回、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆さまへ送付します。

これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢

者医療制度から支払われていることを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重

要性を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険者の皆さまの負担軽減

を図ることを目的としています。

◆ 医療費通知の活用例
医療費の推移が把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。健康診

査など、皆さまの健康増進に役立つ情報をお知らせします。診療日数等に間違いがないか

確認しましょう。

【イメージ図】

◆ 医療費控除の申告について
このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができま

す。医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

◆ 注意事項
医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど一部の受診記録が記載されてい

ない場合があります。自己負担額は、医療費助成等を受けている場合など、記載されている

金額と実際にご自身が負担された金額が異なる場合があります。

このお知らせは、皆さまの受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではあり

ません。また、特に手続きなど行っていただく必要はありません。

◆ 発送月・対象診療月

後期高齢者医療制度のお知らせ

【お問い合わせ先】

北海道後期高齢者医療広域連合

〒060-0062　札幌市中央区南2条西14丁目　国保会館6階（☎011-290-5601）

壮瞥町役場住民福祉課住民係

〒052-0101　壮瞥町字滝之町287番地7（☎0142-66-2121）
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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）
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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4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4年度予算算定時の見込みの人数（令和4年4月1日現在の実職員数は81人）

（令和4年3月31日現在）

（令和4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4年4月1日現在）

■一般行政職の初任給の状況 （令和4年4月1日現在）

■退職手当の支給率 （令和4年4月1日現在）

■期末勤勉手当の支給割合 （令和4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

H31 6月期 2.225月分 12月期 2.225月分 合計 4.45月分

R2 6月期 2.25月分 12月期 2.25月分 合計 4.5月分

R3 6月期 2.225月分 12月期 2.225月分 合計 4.45月分

R4 6月期 2.15月分 12月期 2.15月分 合計 4.3月分



― 11 ―

四季を通じて楽しめるオロフレリゾート
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月中旬まで
楽しめます。

研修・宿泊1泊1,300円
（布団・クリーニング代込）
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オロフレスキー場�12月24日㈯OPEN!

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、感染拡大

状況によっては、急遽、休業する場合があります。

オロフレリゾートでは、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
しください！！※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24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

初心者にも優しい
コースです
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子ども議会開催

11月8日㈫、役場大会議室にて壮瞥中学校の３年生が出席し、壮瞥町子ども議会が開催されました。
生徒からは、４グループによる一般質問が行われ、町の防災についてや農業の後継者の確保、特色ある
カフェレストランの設置など、壮瞥町の課題や知名度アップに向けた提案が、パワーポイントを使って
発表されました。
生徒たちは、総合的な学習の時間を通して様々なテーマを設定して壮瞥町について学習しており、体
験学習や現地での実地調査、取材などを通した学習の成果を提言しました。また、答弁に対しても再質
問するなど、活発な議論が行われていました。
子ども議会を通じて自分の住む町について深く考えること、議会の仕組みを体験することは生徒た

ちにとって貴重な学習機会となったようです。

発表する生徒の皆さん

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�

浮世絵
Moi！こちらフィンランドでは日照時間が日に日に短くなり、街全体

がクリスマスモードに入ってきました。さて今回のテーマは浮世絵で
す。
浮世絵といえば、小学校の教科書にも載っている日本の古い芸術作品

ということは誰もが知っていると思いますが、皆さんは実際に浮世絵作
品について学んだことや、実物の作品に触れたことはありますか？私は

ヘルシンキ市内の美術館で開催されている浮世絵の展覧会で、初めて実物に触れることがで
きました。

この展覧会はフィンランド人の来場者で賑わっており、人々がとても楽しみにしていたと
いうことが伝わってきました。
江戸時代、庶民の間で流行した浮世絵は、幕末以降、海を渡って瞬く間に世界の注目を浴び、

日本を代表する美術作品としてヨーロッパを中心に各国で高く評価されるようになりまし
た。フィンランドでは1897年に初めて浮世絵の展示会/販売会が開催されました。
独特の色使い、細かな描写、油絵では出せない木版画の雰囲気は目をひく美しさがあり、私

も夢中になりながら1時間も作品とにらめっこをしていました。
フィンランドに住んでもうすぐ4年半になりますが、まだまだ新しく日本について知ること

があり、楽しいです。
小田すみれ

― 12 ―



第11回町民ゆきがっせん大会が開催されました！

― 13 ―

�Ü� �Ì �Ù�
� � ��� �

今年で11回目を迎える町民ゆきがっせん大会の決勝戦が10月30日㈰、地域交流センター山美湖
横のやすらぎ広場で行われました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、3年ぶりの開催となった今大会は、10月24、25、27日に壮瞥
中学校体育館で予選が行われ、一般の部11チーム、ジュニアの部3チームの合計138名が参加しまし
た。
ジュニアの部では集まった小学生13名がそれぞれ3チームに分かれ、雪合戦を楽しみました。
一般の部では壮瞥町出身の高校生チーム「そうべつしか勝たん!!!」が優勝を果たしました。
決勝戦では白熱した攻防が繰り広げられ、雪合戦の楽しさ、奥深さを再認識する1日となりました。
選手・スタッフの皆さま、お疲れ様でした！

胆振学校剣道大会3位入賞

11月3日(木・祝)、伊達市総合体育館にて開催された、第56回胆
振学校剣道大会団体戦の部において、壮瞥中学校（小田竜太郎君（2
年）、金子心春さん（2年）、和田輝君（2年)、松浦遼河君（3年））が第3
位と健闘しました。
初戦から2勝2敗の接戦となりましたが、取得本数で１本リード

したため、次戦に駒を進めました。準決勝では、強豪チームとの対
戦となり、惜しくも敗退してしまいましたが、それぞれの選手が
堂々とした試合を展開し、3位の座を手中に収めました。

大会参加者・スタッフの皆さん 一般の部優勝チーム
「そうべつしか勝たん!!」の皆さん

団体チームの皆さん
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10月31日㈪、地域おこし協力隊とそう
べつ地遊スポーツクラブ主催で【ハロウ

ィンinそうべつ】というイベントを行い

ました。壮瞥町在住の小学生を対象に、低学年・高学年に分かれ

て町の商店街を順番に回ってお菓子をもらったり、お店ごとに

もらえるシールを集める「シールラリー」も行いました。子供た

ちは思い思いにフェイスペイントをしたり、顔にシールを貼ったり、中にはばっちり仮装をして

来てくれる子も！お店を回り、解散する頃にはお菓子を入れる袋はもう入らないくらいいっぱ

い！仮装して歩く姿にすれ違うドライバーさんも思わず笑顔になっていました。参加してくれた

子ども達、ありがとう！そしてこのイベントにご協力いただいた商店の皆さまをはじめ、同行し

ていただいた親御さん、サポートしてくださった町民の皆さまのおかげで、子供たちは終始笑顔

で楽しみ、事故なく開催することができました。誠にありがとうございました。

こんにちは！10月22日㈯・23日㈰の両
日で、「醸造用ブドウの収穫」を行いまし

た。今年は、地域おこし協力隊の今井隊

員と「そうべつ産ワインブドウ収穫祭」を企画し、【第一部】では、収穫体験の参加を募っていたの

で、そちらからの参加もあり、毎年参加されている町民の人達やボランティアさん・丹波ワイン様

のお仲間と賑わいのある収穫となりました。初めて「醸造用ブドウの収穫」に参加された人達は、

丹波ワインの末田さんとお話したり、質問しながら収穫を楽しまれており、イベントが実現でき

て良かったな～！と感じています。今年は、８月に続いた雨の影響で灰色かび病が発生し、ブドウ

の品質が昨年よりも良くなかったものの、沢山のブドウを収穫することができました。試験ほ場

が整備されてから5年目。昨年よりもブドウの房（果粒・果重）が大きくなり、ブドウの樹が着実に

成長していることを実感します。昨年新設された「滝之町農園」の収穫分も加わり、京都府京丹波

町の㈱丹波ワイン醸造所へ運ばれました。来年の「Sopet Blanc2022」の発売を楽しみにしていま

す！

地域おこし協力隊
ボイス！

地域おこし協力隊の取組や、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！

魅力おこし協力隊　清水　美花

子どもたちと一緒にハロウィンを

楽しみました！

農業おこし協力隊　杉山　智美

醸造用ブドウの

収穫・イベントの様子

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

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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広報そうべつ2023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4年12月9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

○オロフレスキー場

12月31日㈯9:00～15:00まで営業

1月1日㈰10:00～16:00まで営業

○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

資源物等受入／12月31日㈯～1月3日㈫休み

プラザ棟／12月28日㈬～1月4日㈬休み

令和5年1月の古紙類（新聞・ダンボール・雑誌)の

回収日は、回収業者の都合により、1月10日㈫から

1月17日㈫に変更になりますので、お間違いのな

いようお願いします。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係

（☎0142-66-2121）

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）

12
DECEMBER

1月号の表紙を募集します！

各施設の年末年始体制

資源ごみ回収日の変更について

年末年始の汲み取り業務休止のお知らせ

12月31日㈯～

1月5日㈭休み｝
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採用予定数、職種及び勤務条件等／下記のとおり

受験資格／原則として壮瞥町内に居住する健康な方

応募方法／

指定の申込書に写真を添付し、令和4年12月14日㈬までに各応募先へ提出してください。（郵送可）

申込書の提出先／

〒052-0101　有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7　壮瞥町役場総務課職員係

〒052-0101　有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7　壮瞥町教育委員会生涯学習課総務係

※申込書はホームページからもダウンロードできます。

※看護師、保育士、児童厚生員、図書司書を受験希望の方で既に資格を取得している方は資格を証明

する書面の写しを添付してください。

面接試験の実施について／日時及び会場については追ってご連絡します。

任用の通知について／面接後1週間以内に任用の可否について連絡します。

【お問い合わせ先】ご不明な点は下記申込書提出先までお問い合わせください。

令和5年度壮瞥町会計年度任用職員の募集について

申込書
提出先

勤務場所

職　種

職務内容

募集人員

報酬月額

資格等

その他

任用期間及
び勤務時間

壮瞥町役場　総務課（☎0142-66-2121）

壮瞥町役場

149,730～
158,900

164,700～
177,800

簡易郵便局事
務取扱者資格
を有する者ま
たは事前に10
日間の研修を
受講可能な者

看護師免許
を有する者
または取得
見込みの者

保育士資格
を有する者
または資格
取得見込み
の者

保育施設で
の勤務経験
がある者

保育士、教員
または児童厚
生員資格を有
する者または
資格取得見込
みの者

図書司書資
格を有する
者または資
格取得見込
みの者

149,730～
158,900

149,730～
158,900

164,700～
177,800

192,100～
207,400

149,730～
158,900

149,730～
158,900

149,730～
158,900

164,700～
177,800

149,730～
158,900

149,730～
158,900

149,730～
158,900

2名 1名 1名 1名 1名 4名 2名 2名 1名 1名 1名 1名 各1名

事務補助員

・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
・週30時間　

・健康保険、雇用保険の適用
・期末手当支給（0.9425月～1.45月）支給
・報酬月額、期末手当は経験年数により変動

・令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
・保育士以外：週30時間（土曜日の勤務あり）
・保育士：週35時間（土曜日の勤務あり）

・令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

・週30時間　

（総務課）
一般事務

(議会事務局）
一般事務

簡易郵便局
における窓
口業務

介護保険事
務補助 一般事務 保健事業 保育用務 保育補助 給食調理

児童クラブ
での児童へ
の指導補助
・事務補助

児童館及び
児童クラブ
での児童へ
の指導

管理業務及
び清掃等 図書室業務

学校の清掃
・管理等

簡易郵便局
事務取扱者 事務補助員 事務補助員 看護師 保育士 保育士補助 調理員

放課後児童
指導員 児童厚生員 一般業務 図書司書 公務補

仲洞爺簡易
郵便局 保健センター そうべつ子どもセンター

地域交流
センター
山美湖
及び

壮瞥町遊学館

地域交流
センター
山美湖

壮瞥小学校

壮瞥中学校

壮瞥町教育委員会　生涯学習課
（☎0142-66-2131)
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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

2日㈮、6日㈫、9日㈮、13日㈫、16日㈮、20日㈫、

23日㈮、27日㈫、30日㈮
育児サークル

22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｡

※12月20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｡

※12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）

12月の子育て支援センターげんき

12月歯科救急医療実施について

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04日㈰
12月11日㈰

12月18日㈰
12月25日㈰
12月31日㈯

01月01日㈰

01月02日㈪

01月03日㈫

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 ☎0143-22-1184

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 ☎0143-81-3366

なお歯科 伊達市弄月町241-3 ☎0142-22-1117

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 ☎0143-45-8622

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 ☎0143-46-2224

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 ☎0143-44-1022

K.FUKUDADENTALCLINIC 登別市鷲別町3-22-2 ☎0143-50-6565

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

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 ☎0143-22-2366

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 ☎0143-86-1820

エルム歯科 伊達市末永町58-61 ☎0142-25-5188

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 ☎0143-44-2621

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 ☎0143-83-1188

なかむら歯科医院 伊達市長和町467-1 ☎0142-23-2822

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 ☎0143-23-9090

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 ☎0143-88-0809

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 ☎0142-25-4180

月　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　話
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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。

寒い冬を迎え、灯油価格の高騰により家計負担の影響が心配されますが、高齢者世帯等の冬期間の生

活の一助となるよう、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ーにご連絡ください。

対象世帯／

令和4年11月1日現在で壮瞥町に住所があり、世帯全員の令和4年度町民税が非課税世帯

で、次の①から③のいずれかに該当する世帯

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

※生活保護受給世帯、社会福祉施設等の入所者や病院に入院して冬期間家にいない世帯、冬期間町外

に滞在している世帯は除きます。

助成額／

今年度は1世帯当たり12，300円分を助成します。

注1　令和4年11月1日現在の町内事業者の灯油配達価格を基に設定しています。

注2　灯油の助成は、町内事業者の給油に限ります。

注3　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）灯油利用の世帯は、灯油券をお渡しします。

（2）薪等（電気・ガス・石炭・コ―クス・薪等）利用の世帯は、助成額を口座振込します。

申請受付期間／令和4年12月5日㈪～令和5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）

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】

北海道胆振総合振興局

室蘭建設管理部維持管理課道路管理係　

（☎0143-24-9873）

福祉灯油のお知らせ

通行規制区間への進入の危険性について
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○壮瞥温泉団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字壮瞥温泉58番地1

建設年度 平成11年建設　5号棟

規格､戸数 2階　3LDK（75.65㎡） 1戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（22,600～33,700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1年建設  1号棟

規格､戸数 1階　3LDK（62.19㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（16,500～24,600円）

敷金 家賃の3カ月分

○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29年建設  1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｡

（20,000～29,800円）

駐車場使用料 月額500円／台

共益費 月額200円

敷金 家賃の3カ月分

※公営住宅は、政令月収が15万8千円を超える方 

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。）

●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4年12月1日㈭～令和4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。

町営住宅入居者の皆さまへ

日頃より町営住宅の適正な維持管理にご協力

いただき、ありがとうございます。

今、お住まいの住宅に水漏れなどの不具合は

ありませんか？

お気づきの点がありましたら、建設課建築住

宅係までご連絡ください。

12月15日から翌年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

の詳細は下記にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒051-8558

室蘭市海岸町1-4-1　室蘭広域センタービル

胆振海区漁業調整委員会事務局

（☎0143-24-9812（海区直通））

12
DECEMBER

町営住宅入居者募集

さくらます船釣りにはライセンスが
必要です
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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。

雪捨場の利用について
立香の長流川河川敷に雪捨場を設置しています

が、雪捨場を利用する時は事前に役場建設課まで

ご連絡ください。また、利用する際は奥の方から排

雪し、雪以外のものは捨てないでください。

【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／北海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）

壮瞥町で新規に起業活動を行う方や新規分野で

の起業活動を行う方を対象とした「壮瞥町起業化促

進事業｣ついて、広報5月号で募集を行いましたが､

下記のとおり再募集することといたしましたので､

起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

※本奨励金の交付を受けるにあたり、起業化計

画等を作成、提出をいただき審査委員会で審

査を行います。

奨励金の額／

補助率：補助対象経費の1／2以内

補助額：上限額100万円

※ただし、採択が多数の場合は、補助額を調整す

ることがあります。

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物品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4年12月1日㈭～令和5年1月20日㈮
※応募状況によって、募集期間経過後も継続す

る場合もありますので、応募希望がある場合

は、お問い合わせください。

【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）

冬期間の除雪作業にご協力ください

壮瞥町起業化促進補助金の
再募集について
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第7回壮瞥町チャリティーカラオケ大会延期のお知らせ
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久保内公衆トイレは、冬期間の維持管理（除雪作

業など）が困難なため閉鎖いたします。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。

閉鎖期間／

令和4年12月1日㈭～令和5年3月31日㈮までの間　

【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）

壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会で
は、令和4年12月17日㈯に第7回壮瞥町チャリティー
カラオケ大会の開催を予定していましたが、新型コ
ロナウイルス感染症が拡大していることから、当面の
間延期させていただくこととしました。
楽しみにしていた皆さまには申し訳ございません

が、新型コロナウイルス感染症の状況などを見なが
ら、改めてご案内させていただきたいと思います。

壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会

12
DECEMBER

久保内公衆トイレの冬期間閉鎖について

無料法律相談を開催しております

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）

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。

令和4年12月08日㈭ 阿部弁護士（法律事務所Legal Barista） 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㈮
令和5年01月12日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和5年01月06日㈮
令和5年01月26日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和5年01月20日㈮
令和5年02月09日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和5年02月03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｡

広　告 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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イベント①　麦わらでヒンメリ作り

本格麦わらを使ってフィンランドの伝統装飾『ヒン
メリ』を一緒に作りませんか？
フィンランドのクリスマスにまつわるお話もしま

す。ぜひお気軽にお越しください。
日時／令和4年12月9日㈮ 13:00～16:00

（途中参加・退室可）
場所／地域交流センター山美湖　研修室1・2　
費用／500円（キートス・クラブ会員は無料）

材料費込み、お菓子、コーヒー付き
申込期限／令和4年12月7日㈬（先着20名）
イベント②　ピックヨウル

フィンランド語でピックヨウルとは「小さなクリス
マス会」という意味です。
アイシングでジンジャーブレットクッキーにお絵

かきをして自分だけのクリスマスクッキーを作った
り、毛糸で小さな妖精「トントゥ」を作ったり、楽しい
クリスマスの一時を過ごしませんか？コーヒー、クリ
スマスティ―（グロッギ）やジュースをご用意します。
どなたでもご参加OK！ぜひお気軽にお越しくださ
い。
日時／令和4年12月17日㈯ 10:00～12:00
場所／地域交流センター山美湖　研修室1・2　
費用／200円（キートス・クラブ会員および小学生以
下は無料）材料費込み、飲み物付き
申込期限／令和4年12月14日㈬（先着15名）

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会　担当　前川・中岡まで
（☎0142-66-2131）

『アロマを楽しむ会』～美肌のアロマ～

季節の変わり目、自分のお肌と向き合いませんか？
クリスマスの代表的なアロマをご案内。お好きな香り
で作る石鹸とスプレーを作ります。

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／12月16日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名

料金／2,000円
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

『そうべつ喫茶キートス』
12月のイベントのお知らせ

かおりの教室

死亡事故ゼロ71日
―人身交通事故発生状況10月分―

発生　0件（　1件）
死者　0名（　1名）
負傷　0名（　1名）

※10月末現在（）は令和4年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和4年10月11日～令和4年11月10日）

■10月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,380人 （ 0）
男 1,134人 （＋2）
女 1,246人 （△2）

世帯数 1,301戸 （＋3）
※10月末現在（ ）は前月差

林　きみさん（94才）【南久保内】

◆お悔やみ申し上げます

12
DECEMBER
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広　告
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第125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

2022年10月21～23日、石川県白山（はくさん）市において、第12回日本ジオパーク全国大会　白
山手取川大会が開催されました。大会のテーマは『地球と旅する』です。
新型コロナ感染症対策としてプログラムの一部はオンラインでも視聴可能となりました。大会

では日本全国46地域のジオパークと、ジオパーク認定を目指す地域で活躍するガイドや、資源保護
やガイド育成等ジオパーク地域共通の課題について意見を交わしました。

石川県白山市全域がジオパークに認定されてい
ます。
市の名前にもなっている白山は、石川県、富山県、
福井県、岐阜県にまたがる山地を言い、最高峰の御
前峰は標高2,702ｍの活火山です。
白山に降り積もった雪が、やがて手取川となっ

て日本海にそそぐ壮大な水の循環システムを「山
と雪」「川と峡谷」「海と扇状地」の各所で楽しめる
地域として、2010年に日本ジオパークに認定され
ました。
手取川はこれまでに何度も土砂崩れや土石流を

起こしてきた川ですが、一方ではこの豊かな水が
穀倉地帯を潤し、人々の生活を支えてきました。
人々が水害を乗り越え、工夫を重ねてきた歴史

を学べるジオパークでもあります。

手取川から水を引い
ていた7つの取入口を
一か所にまとめ、水
量調節を可能にした。

【七ヶ用水】
しちかようすい

感染対策をした会場での受付 各地域の取組や研究内容の発表 分科会では班ごとの意見交換

白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？白山手取川ジオパークはどんなところ？
はくさんてどりかわ

獅子吼（ししく）高原から見た手取川扇状地

昭和9年の水害で
3km流されてきた、
高さ16ｍの巨岩。
水の勢いを物語る。

【百万貫の岩】

★

白山手取川ジオパーク

（石川県白山市）



― 25 ―

先月号でお伝えしたとおり、壮瞥町は今年度二十歳になられる皆さまを対象に、「令和5年

壮瞥町二十歳を祝う会（成人式）」を開催します。

対象の皆さまは、お友達とお誘い合わせの上、ぜひ祝う会にお越しください。

〇期　　日 令和5年1月8日㈰
〇時　　間 受付　13:00　　式典　13:30～14:30予定

※新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用、消毒の実施、密にならない座席の

配置などの措置を講じた上で実施予定です。また、新型コロナウイルス感染症の状況次

第では、延期または中止となる場合がございますのでご了承ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）

壮瞥町体育協会では、地域の持続可能なスポーツ環境や地域産業とスポーツの連携による

地域活性化などについて意見交換する「地域スポーツ活性化講演会」を開催します。

講師として小鍛治組株式会社（札幌市）代表取締役社長小鍛治洋介様をお招きして、スポ

ーツを通じた社会貢献やアスリートの雇用、セカンドキャリアの活用などについてご講演い

ただく予定です。体育協会加盟団体以外の方もご参加いただけますので興味のある方はぜひ

ご参加ください。

○日　時　令和4年12月20日㈫　18:30～20:00

○場　所　壮瞥町地域交流センター山美湖　1階　多目的ホール

○講　師　株式会社小鍛治組代表取締役社長　小鍛治　洋介　氏（北海高校野球部出身）

○演　題 「スポーツ振興の発展に我々ができること」

○参加料 無料

［感染症対策について］

・当日は受付で検温を行います。発熱等の症状がある方は入場をご遠慮いただきます。

・参加者はマスクを着用してご来場ください。

・感染症対策のため入場定員を50名程度とさせていただきます。

※当日の受付で定員になり次第入場をお断りさせていただきますのでご了承ください。

【お問い合わせ先】

講演会に関するお問い合わせは壮瞥町体育協会事務局：蛯名（☎080-5595-5108）までご

連絡ください。

「地域スポーツ活性化講演会」のご案内
壮瞥町体育協会主催

令和5年 壮瞥町二十歳を祝う会（成人式）のご案内
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今年度も壮瞥町子ども会育成連絡協議会と壮瞥町スポーツ少年団では、合同新年会を開催

します。この新年会では、和太鼓体験や百人一首、そして餅つきなどのプログラムを実施しま

すので、皆さんで日本のお正月を満喫しましょう。

詳細については、対象の方にチラシを配布予定ですので、ぜひ遊びに来てください。

〇日　時 令和5年1月13日㈮ 9:00～12:00

〇会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール・和室等

〇参加料 無料

〇対　象 壮瞥町内の小中学生及び保護者なら誰でも参加OK！

その他の方も参加希望があればご相談ください。

〇申込期限 12月23日㈮
※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良の方は、参加をご遠慮ください。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）

令和4年度　子ども会×スポーツ少年団合同新年会

～伝統あそびをしよう！～

12月の山美湖大学は、2020年に公開された草彅剛さん主演の映画「ミッドナイトスワ

ン」の鑑賞会を行います。トランスジェンダーをテーマとして取り上げた話題作です。壮瞥

町民であればどなたでも来場可能ですので、ぜひお越しください。

〇日　時 令和4年12月12日㈪ 10:00～12:00

〇会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

〇参加料 無料

〇定　員 120名程度

〇申込期限 12月9日㈮
送迎を希望される場合は、お早めに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方は、参加をご遠慮ください。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）

映画「ミッドナイトスワン」鑑賞会

令和4年度　第8回山美湖大学（映画鑑賞会）



しめ縄作り
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（一部抽出）

12月の展示 

あたたかい本あたたかい本

この本は
やまびこ図書室に
あります！

昭和新山のことは

この本で

さらに詳しく！

「わたしのオススメ本」

タイトル『昭和新山物語』 三松正夫

私はこの本に出逢うまで「切り取った見えてる昭和
新山」しか知りませんでした。
噴火当時、学者の多くは戦争に勝つための研究に忙し

く十分な調査などは二の次だったと聞きます。ゆえに三
松さんの「この自然現象をなんとしてでも観察して記
録に残そう」とした決心と覚悟にはおみごと！としか
言いようがありません。

あなたもぜひ、三松正夫さんの体験に出逢ってくだ
さい。図書室の窓側の棚でお待ちしております。

（オススメ者：Juke398）

★12月末まで、図書室入口にて展示しています★

「一般書」

『小さいわたし』『はじめてで
も釣れる！ルアーフィッシン
グ』『ズバリ釣れる海のルアー
釣り』『はじめての台湾料理』
『スポーツ自転車でいまこそ
走ろう』『ブログ マネタイズ
のツボ84』『調理科学×肉の事
典』『今すぐ使えるかんたん
LINE&Instagram&Twitter&
Facebook完全ガイドブック』
『うちで乾杯ほろ酔いつまみ』
『こんなに美しい月の夜を君
は知らない』『彼女が天使でな
くなる日』『野良犬の値段』『早
朝始発の殺風景』『私みたいな
者に飼われて猫は幸せなんだ
ろうか？』『縁もゆかりもあっ
たのだ』『スマホになじんでお
りません』『ホットミルク』『香
田あおいの簡単に、きれいに
仕上がる服』『筋トレと栄養の
科学』『ゴルフルールBOOK』
『9月1日母からのバトン』『ぼ
くらの戦争なんだぜ』『ちびま
る子ちゃん（4～10）』

「児童図書」

『アラゲイジアの物語（1）』『和
ろうそくは、つなぐ』『13枚の
ピンぼけ写真』『先生、感想文、
書けません！』『ヌラリヒョン、
パパにまかせなさい！』『おも
ちゃ屋のねこ』『昔のくらし昔
の道具これなあに？』『ちっち
ゃいこえ』『三月十日のやくそ
く』

「幼児図書」

『タイヤタイヤだれのタイヤ』

（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。

読むと、きっとあたたかい木を探したくなります。

あたたかい木　くすのきしげのり

なぜこの木はあたたかいのだろう。
若い植物学者は、この不思議な木にたどり着くが…。

温かくて美味しいサラダはいかがですか？

野菜がたっぷり食べられるあたたかいサラダ 堤人美

ごはんのおかずになる主菜サラダや、温かくても冷
めても2度おいしいサラダまで新提案のサラダレシピ。

ゆるーく続けられる冷えとりのコツを詳しく紹介！

ずぼらな青木さんの冷えとり毎日　青木美詠子

体の不調を訴え続け、ありとあらゆる健康法を試し
た著者がたどり着いた冷えとりの方法を、絵を使いなが
ら分かりやすく解説。

ぴよちゃんカード達成おめでとう！

☆これからもたくさん本を読んでくださいね！☆

まえかわ　りんさん まえだ　えまさん

75回 75回
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①月曜日：9時～17時　
②火曜日～金曜日：9時～18時
③土曜日～日曜日、祝祭日：13時～18時

木曜日：13時～16時

☆地域交流センター図書室
開館日・時間　

☆図書分室　開館日・時間

期　日：令和4年12月22日㈭
14:00～15:30　　　　　

場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
参加費：無料（事前の予約も不要です）

※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。

今月の図書分室イベント12／22
しめ縄作り

しめ縄とは…神前または神事の場に不浄
なものの侵入を禁ずる印として張る縄の
こと。一般には、新年に門戸に、また神
棚に張ります。

ようこそ図書分室へ！

2022年図書室貸出ランキング！！

一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書一般書 あなたはもう読みましたか？ 児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書児童書 読んだことありますか？

1位「マンガでわかる！
認知症の人が見ている世界」

著：川畑智・遠藤英俊（貸出回数：7回）

1位「ずっと元気でいたければ
60歳から食事を変えなさい」

著：森由香子

（貸出回数：7回）

1位「母の待つ里」

著：浅田次郎

（貸出回数：7回）

1位「晩ごはん食堂」

著：晩ごはん食堂

（貸出回数：7回）

3位「おなべさん」

著：きのしたけい

（貸出回数：6回）

1位「TOWNのパターンアレンジで
つくる大人服」

著：木地谷良一・渡部まみ（貸出回数：7回）

5位「おうさまのメロンは
どこへいった？」

著：なかばやしみく（貸出回数：5回）

3位「怪物園」

著：junaida（貸出回数：6回）

1位「あっ、オオカミだ！」

著：ブレイク・ステファニー

（貸出回数：7回）

1位「かぜビューン」

著：tupera tupera

（貸出回数：7回）

みんなで楽しく作って、素敵なお正月を迎えましょう♪

しめ縄作り
縄や飾りなど

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。
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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4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、車内には防寒着や長靴、手袋、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！
飲酒は安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断能力を低下させ、

運転に大きな影響を及ぼし、重大事故につながる危険性を高めます。

皆さん一人一人が「飲酒運転をしない、させない、許さない、そし

て見逃さない」ことを強く意識して、社会全体で飲酒運転を根絶す

る機運を醸成しましょう。

（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した場合は、飲酒運転と

同様に処罰の対象になります。

雪による事故の防止

交通事故の防止

飲酒運転の根絶
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西胆振行政事務組合令和3年度決算概要

令和3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
3年度は伊達指揮車､伊達軽積載車の更新及び伊達消
防団の新設車庫の整備に充てられました｡また､令和3
年4月1日から伊達火葬場の運用が開始されました。

防火PRの実施

秋の火災予防運動期間中、そうべつ子どもセン

ターに火災予防啓発用品を配付しました。

今年は新型コロナウイルス感染予防対策のた

め、先生方から子ども達に渡してもらい火災予防

について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なかったり、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、消防活動がで

きるよう皆さまのご協力をお願いいたします。

火災を起こさない環境を作りましょう

火災が発生した際、就寝中等では逃げ遅れる可

能性が大きく、命の危険にさらされる可能性が高

くなります。

日頃から火災を起こさないよう火の元の確認

や、燃えやすいものを火の近くに置かない等、火災

予防の意識をしてみましょう。

　
　

 

 

  
  

  

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

【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

1,484,843
1,314,818

693,050
280,733
186,032
155,003

474
28,372
1,169

26,355
81,125
21,730
10,800

1,396,233
392
125

288,980
84,052

998,663
24,021

単位：千円

“お出かけは マスク戸締り 火の用心”

救急出動件数 030件 (累計 258件)

火 災 件 数 00件 (累計 3件)

（ ）内は令和4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

111111111111111111111111111111111199999999999999999ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防です
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【実施日】令和5年1月28日㈯ 【会場】壮瞥町保健センター

令和4年12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

この広報紙は再生紙を

使用しています

■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）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

受付

時間

対象者

※完全予約制
乳がん
子宮がん
セット

〈午　前〉
①8:45 ②9:15 ③9:45
④10:15 ⑤10:45 ⑥11:15

誕生月が偶数月の女性
（2･4･6･8･10･12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

①～⑥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12月29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5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】 40歳以上の男性

※なお、すでに前立腺がんを治療中の方は対象外になります。

【検査内容】 採血（PSA検査）
【検診料金】 国保・後期・生保の方　500円

社会保険の方　　 1,000円
【締め切り】 令和5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。

昨年度から
始めました！



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

4
生活習慣病健診
保健センター
7:00〜9:00

7
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

10

11 12
山美湖大学
山美湖
10:00〜12:00

16
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

17

6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

5

14
定期予防接種(BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

9
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

8
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
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

15
図書分室開放日
13:00〜16:00

13
町議会第4回定例会
役場大会議室
10:00〜
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

06日
20日24日

07日
14日
21日
28日

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日

3
生活習慣病健診
保健センター
7:00〜9:00

2
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
夜空を見る集い
山美湖
18:00〜20:00

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
図書分室開放日
13:00〜16:00

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

18 19 23
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00 

2421
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

22
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

20
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

25 26 30
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00 

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

28
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

29
図書分室開放日
13:00〜16:00

27
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

令和4年

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・危険ごみ 資　源　ご　み

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・
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


