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町民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
皆さまの安全で安心な暮らしと地域経済の持続・発展に向け、黒崎嘉方副町長、谷坂常
年教育長、職員の皆さんとともに町政運営にあたらせていただいております。

昨年は、春先の低温、7月中旬からの高温と小雨で影響を受けた作物もありましたが、大
きな自然災害もなく豊穣の秋となりました。生産者の皆さまが丹精を込め、育てられた農
畜産物が、私たちの食を支え、町の活性化に寄与しておりますことを嬉しく思っておりま
す。

新型コロナウイルス感染症の長期化の影響で、日々の暮らし、生活に不安を抱え、特に、
本町の基幹産業である観光業の皆さまには、インバウンドを中心とする団体の入込が回
復せず、大きな打撃を受けております。

ワクチン接種の進展に伴い、新規感染者数が減少傾向となる中で、暮らしへの影響に配
慮しながら、感染対策を行いつつ、社会経済活動の活発化に向けた取組を推進し、当たり
前の日常が一日も早く取り戻せるよう、最善を尽くしてまいりますので、ご協力をお願い
いたします。

町では、これまで、平成28年度以降、不均衡となっている「財政収支の改善」を最優先課
題として、副町長を陣頭指揮に、施策の立案や執行に当たって、国や北海道の補助金等の
財源確保に取り組み、不均衡は概ね解消し、令和2年度の決算では、町の貯金にあたる基金
も5年ぶりに増加したところです。

こうした取組に加え、「第5次壮瞥町まちづくり総合計画」や「壮瞥町子ども・子育て支援
条例」に基づき、昨年4月から、新しい子育て支援施策をスタートさせるとともに、老朽化
している中学校や公営住宅の建替など、計画的な社会資本整備に向け取り組んでいます。

産業の振興では、旧久保内中学校を活用した農産物加工施設の整備をはじめ、地域に即
したスマート農業の検討、関係機関と連携した担い手の育成・確保対策の強化等に取り組
むとともに、産業の立地に向けた調整や、アウトドアスポーツによる観光の振興など、壮
瞥町にある地域の資源や施設を最大限生かすまちづくりに取り組んでいるところでござ
います。

令和4年においても、継続して、産業の振興、子育て支援をはじめ、すべての世代の皆さ
んが安全で安心して暮らせるまちづくりなど、総合的な定住対策を推進し「笑顔あふれる
元気なまち～そうべつ～」を創っていく所存です。

町民の皆さまの暖かいご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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を健やかに迎えられましたことをお

喜び申し上げます。年頭にあたり謹

んでご挨拶を申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振る

い、首都圏を中心に長きに渡り緊急事態宣言が発令

される状況となり、学校教育や社会教育では、感染

拡大の防止と健康安全を最優先にした活動を慎重

に進めてまいりました。そのような状況を踏まえ、

町民の皆さまのご理解とご協力をいただいたこと、

心より感謝申し上げます。特に、昨年の夏に実施さ

れ、多くの感動を共有した東京2020オリンピック・
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あることをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

明けましておめでとうございま

す。町民の皆さまにおかれましては、

輝かしい希望に満ちた新年を健やか

にお迎えになられましたことと心よ

りお慶び申しあげます。

また、日頃より私ども議会活動に際しましてご理

解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

一昨年、昨年と世界中を大混乱に陥れた新型コロ

ナウイルス感染症の猛威が、社会経済活動を始め、

日常生活に甚大なる影響を与えましたが、ワクチン

接種が進むことによって感染者数は減少傾向を見

せておりますが、オミクロン株などの新たな変異株

の登場によって、終息に至るには世界的に未だ予断

を許さない状況にあります。

また、昨年は、1年延期となった東京オリンピック

が開催されたほか、4年ぶりの総選挙が実施され、岸

田新政権が誕生するなど、国内においても激動の1

年であり、また、町内においては、2年連続で中止と

なった昭和新山国際雪合戦やそうべつりんごまつ

り等のイベントや、各種行事の中止、自粛といった、

コロナ禍によって町民の皆さまの生活にも多大な

る影響が生じました。

こうした中、徐々にではありますが、各種活動や

生活も平常に戻りつつあり、また、3回目のワクチン

接種が進むことによって感染症が終息に向かうこ

とを願ってやみません。

かつて経験したことのない大変困難な状況には

ありますが、令和4年においては、まちづくりを推進

していくため、第2期壮瞥町定住促進・公共施設有

効活用計画に基づく壮瞥中学校の移転建替や建部

改良住宅建替整備といった大型事業について、具体

的かつ詳細な議論を進めて行くこととなります。
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そうべつ～ふるさとは子どもたちへの贈り物～』の
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づくりの推進に全力で取り組んでまいります。

結びに当たり、本年が町民の皆さまにとりまして

夢と希望、そして幸せに満ちた素晴らしい年となり

ますことをご祈念申し上げますとともに、本町のさ
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りお慶び申しあげます。

また、日頃より私ども議会活動に際しましてご理

解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

一昨年、昨年と世界中を大混乱に陥れた新型コロ

ナウイルス感染症の猛威が、社会経済活動を始め、

日常生活に甚大なる影響を与えましたが、ワクチン

接種が進むことによって感染者数は減少傾向を見

せておりますが、オミクロン株などの新たな変異株

の登場によって、終息に至るには世界的に未だ予断

を許さない状況にあります。

また、昨年は、1年延期となった東京オリンピック

が開催されたほか、4年ぶりの総選挙が実施され、岸

田新政権が誕生するなど、国内においても激動の1

年であり、また、町内においては、2年連続で中止と

なった昭和新山国際雪合戦やそうべつりんごまつ

り等のイベントや、各種行事の中止、自粛といった、

コロナ禍によって町民の皆さまの生活にも多大な

る影響が生じました。

こうした中、徐々にではありますが、各種活動や

生活も平常に戻りつつあり、また、3回目のワクチン

接種が進むことによって感染症が終息に向かうこ

とを願ってやみません。

かつて経験したことのない大変困難な状況には

ありますが、令和4年においては、まちづくりを推進

していくため、第2期壮瞥町定住促進・公共施設有

効活用計画に基づく壮瞥中学校の移転建替や建部

改良住宅建替整備といった大型事業について、具体

的かつ詳細な議論を進めて行くこととなります。

第5次まちづくり総合計画のキャッチフレーズ

『夢・希望へチャレンジ　笑顔あふれる元気なまち

そうべつ～ふるさとは子どもたちへの贈り物～』の

実現に向け、議会と行政が議論を重ね、また、町民

の皆さまのご意見やご助言をいただきながら、まち

づくりの推進に全力で取り組んでまいります。

結びに当たり、本年が町民の皆さまにとりまして

夢と希望、そして幸せに満ちた素晴らしい年となり

ますことをご祈念申し上げますとともに、本町のさ
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壮瞥町長　田鍋
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1・2回目がファイザーだったけど、3回目で違うワクチンを打っても問題ないの？

コロナワクチンの追加接種について、現在、厚生労働省からの通知があった基準で日程や

方法を検討していますが、オミクロン株の感染拡大もあり、国では追加接種

の前倒しや、モデルナワクチンを使用した追加接種などが検討されています。

町では現在、変更に対応できるように準備を進めています。

【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）

コロナワクチン3回目(追加)接種について
コロナワクチンの追加接種について、現在の情報をお伝えします。

※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ヵ月以上経過した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

現在の追加接種について

諸外国では、初回接種に使用されたワクチンの種類に関わらず、追加接種では

mRNAワクチンを推奨する国が多く、1・2回目の初回接種と追加接種で異なるワクチ

ンの使用（交互接種）を認めている国は、米国を始め複数あります。

交互接種の効果や安全性を研究した米国の機関によれば、1・2回目の初回接

種と違う種類のmRNAワクチンを使用し、追加接種した場合でも、ウイルスへの

抵抗力が上がったことが報告されています。

また副反応に関しても、3回同じワクチンを使った場合と同じ程度であり、

差が無かったと報告されています。

1　接種時期について
令和4年1月末までは、2回目接種終了から原則８カ月以上経過した人が対象となるため、

追加接種の開始時期は2月4日を予定しています。令和4年2月以降については、2回目接種

後7ヶ月以上経過した高齢者については、追加接種を受けることが可能となります。

ご自分の接種日については、新たに郵送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（予約制ではありません）。

2　使用するワクチンについて
1、2回目の初回接種ではファイザー社ワクチンを使用していましたが、追加接種につ

いてはモデルナ社ワクチンを使用しても良い（交互接種）ことになりました。

現在、ファイザー社ワクチンが、町に1箱（1,170回分）供給されましたが、モデルナ

社ワクチンについても12月16日に承認され、順次供給される見込みです。薬液量や希釈

の有無など、ワクチンの取り扱いが異なるため、接種間違いを防ぐ観点から、まずはフ

ァイザー社ワクチンを使用し、在庫が無くなり次第モデルナ社ワクチンに切り替える予

定です。
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【お問い合わせ先】
①～④壮瞥町役場総務課財産管理係（☎0142-66-2121）
⑤　壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）

公共施設利用料金が変わります
令和4年4月1日より公共施設利用料金が変わります。北海道公衆浴場入浴料金統制額に準

じた入浴料金の改定等、適正な利用料金の設定とするため、以下のとおり変更となりますの

でご理解賜りますようお願いいたします。

①ゆーあいの家、久保内ふれあいセンター、来夢人の家

大人1回　420円　→　450円（回数券4,200円　→　4,500円）

※ 特定利用券の利用料（130円）に変更はありません。

②農村環境改善センター

③仲洞爺野営場

・テントサイト

大人１泊　450円　→　700円 小人１泊　340円　→　400円

大人日帰　230円　→　500円 小人日帰　130円　→　200円

・キャンピングカー入車料

キャンピングカー入車料1台　300円　→　1,000円

乗用車入車料1台（新設）　 300円 →　1,500円

・テント貸付は廃止となります。

④パークゴルフ場

・開設期間　設定なし　　　　　　→　毎年4月中旬から11月上旬

・開場時間　日の出から日没まで　→　午前9時から午後5時15分まで

（6月～8月は午前8時から午後6時まで）

⑤オロフレスキー場（※令和3年12月より運用開始。未就学児は無料）

1日券 1,600円 2,900円 2,900円

4時間券 1,300円 2,200円 2,200円

2時間券（新設） 1,000円 1,200円 1,000円

11回券 1,300円 2,200円 2,200円

1回券 130円 220円 220円

シーズン券 13,000円 29,000円 22,000円

500円

700円

児童・生徒・学生 1人1泊当り

上記以外の者 1人1泊当り

区分

宿泊研修

利用料金 備考

小人（小中学生） 大人（高校生以上） 60歳以上

上記利用料金のほか、基本料金として1グループにつき5,000円（11～4月は
10,000円）を加算する。

区分

宿泊研修

利用料金 備考

500円

700円

1,000円

小中学生1人1泊あたり（就学前児童は無料）

高校生1人1泊あたり

上記以外の者 1人1泊当り



令和4年2月以降に発行する納付書から、コンビニエンスストアやスマートフォン決済で水道料

金、集落排水使用料、浄化槽使用料を納付できるようになります。

料金を納付する際の手数料はかかりません。

また、これまで利用していた金融機関や役場窓口での納付も引き続き利用可能です。

コンビニエンスストアでのお支払いについて
コンビニエンスストアでは、曜日や時間（ただし各コンビニエンスストア営業時間に限る）を

気にせず、水道料金等を納付できます。

【利用できるコンビニエンスストア一覧】

○MMK設置店 ○くらしハウス ○コミュニティ・ストア

○スリーエイト ○生活彩家 ○セイコーマート

○セブン-イレブン ○タイエー ○デイリーヤマザキ

○ハセガワストア ○ニューヤマザキデイリーストア ○ハマナスクラブ

○ファミリーマート ○ポプラ ○ヤマザキスペシャルパートナーショップ

○ミニストップ ○ヤマザキデイリーストアー ○ローソン

○ローソンストア100

【コンビニエンスストアで納付できない納付書】

・破損、汚損等によりバーコードの読取ができないもの。

・納期限が過ぎたもの。

・請求金額が30万円を超えるもの。（バーコードが印字されません。）

・請求金額を変更したもの。

・令和4年1月31日以前に発行したもの。
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上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ上下水道料金のコンビニエンスストア等収納開始のお知らせ

【納付書見本】

・宛名部分を切り離して各納入場所へ持参し納付してください。

・バーコードを読み取るので、折ったり汚したりしないでください。
【お問い合わせ先】壮瞥町役場建設課上下水道係（☎0142-66-2121）

スマートフォン決済でのお支払いについて
自宅や外出先など24時間いつでも、スマートフォン決済アプリで納付書に印字されたバ

ーコードを読み取って納付ができます。

【利用できるスマートフォン決済一覧】

○PayPay ○LINE Pay請求書支払い

【スマートフォン決済での注意事項】

・領収証書が発行されません。領収証書を必要とする場合は、金融機関やコンビニエンス

ストアでお支払いください。（納付履歴はアプリから確認できます。）

・お支払いの後に領収印のない納付書が手元に残りますので、二重払いにならないようご

注意ください。

・LINE Payについては請求金額が5万円以上のものは取扱できません。

・【コンビニエンスストアで納付できない納付書】に記載している各事項について、スマー

トフォン決済においても納付できません。

便利な口座振替も引き続きご利用ください
水道料金等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。一度手続きするだけで自動的

に口座振替日に指定口座から料金が引き落とされます。納付に出かける手間が省け、納め

忘れの心配もありません。

口座振替の方は、預金の残高にご注意ください。残高不足により振替不能となった場合

は、納付書を送付しますので、コンビニエンスストアやスマートフォン決済、各金融機関

にて納期限内に納付してください。

【口座振替手続場所】

○伊達信用金庫本店・各支店 ○とうや湖農協本所・各支所 ○北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行

*********** 水道管凍結にご注意ください！***********

これからの季節は寒い日が続きます。ご自宅の水道は大丈夫でしょうか？天気予報に注

意して水道管を凍結から守りましょう。

水道管凍結について、こんな時には特に注意が必要です。

・外気温が氷点下4度以下になったとき。

・就寝中や旅行等で家を留守にするなど、長時間水道を使用しないとき。

・「真冬日」（1日中外気温が氷点下の日）が続いたとき。

水道管の凍結を防ぐためには「水抜栓」による水抜きが効果的です。「水抜栓」の設置さ

れている場所や水抜き方法はご家庭によりさまざまですが、「水抜栓」の場所と動作、水抜

き方法を確認しておき、就寝前や外出時は水抜きをするなど、水道管凍結を防ぎましょう。

※MMK（マルチメディアキオスク）設置店とは…専用端末を利用して、コンビニエンスストア同様に、

料金収納を取り扱っている店舗です。

設置店については、㈱しんきん情報サービスホームページでご確認ください。
( )
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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。

12月8日に行った行政報告の概要をお知らせします。

□ 新型コロナウイルス感染症対策について
新規感染者数は低い水準ですが、継続的な感染防止対策が求められております。

町のワクチン接種率は、11月末現在88％で、全道平均の77％に比べ高くなっていま

す。3回目のワクチン追加接種については、改めてご案内をさせていただきます。

□ 町政懇談会等の開催について
本年度は、感染対策を行ったうえで、11月15日から町内5か所で町政懇談会を開催し、

延べ66人に参加いただきました。11月10日に開催した自治会長会議には18人に出席い

ただきました。町からコロナ感染症対策と中学校等の整備に向けた検討状況と財政見

通しを説明し、地域の身近な話題も含め多くのご意見をいただきました。

□ 有珠山火山噴火総合防災訓練について
10月15日、有珠山周辺の1市3町と関係機関等で構成する有珠山火山防災協議会が主

催し、避難計画の検証や連携強化等を目的として実施しました。

本町では、情報伝達訓練、町災害対策本部の設置及び運営訓練のほか、壮瞥温泉や

壮瞥高校の皆さんのご協力をいただき、避難所の設営訓練等も独自で行いました。

□ 農作物の作柄について
全体的には、大きな気象災害も少なく、豊穣の秋を迎えました。

水稲は、平年を上回る収量で、高品質な良食味米となり、おうとうは、着果数が平

年に比べて少なくなりましたが、品質は良好で、りんごは、一部、凍霜害等の影響が

あったものの、収量は平年並みで、総じて良好な食味となりました。

ブロッコリーは、暑さの影響で一時的に、出荷歩留まりが低下したものの、全体的

に良好な品質で、たまねぎは、干ばつの影響を受け、小玉傾向となっています。

トマトやスイートコーン、アスパラガス、メロンなど、品質の良さやおいしさを誇

れる農作物が多く、消費者の皆さまから好評をいただいています。

今後も、地域の宝である農畜産物の持続的な生産体制づくりを進めてまいります。

□ 昭和新山国際雪合戦について
次回は、公式大会ではなく、規模を大幅に縮小し、令和4年2月20日の1日間、オープ

ン大会として実施する計画である旨、実行委員会から報告を受けました。町として、

引き続き必要な支援を行っていく考えです。

全文はホームページに掲載しています。https://www.town.sobetsu.lg.jp/gyosei/
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冬の北海道は、日本海側では雪の降る日が多く、オホーツク海側や太平洋側では晴れる日が多く

なりますが、北海道付近を通過する低気圧の位置によっては太平洋側でも暴風雪となり、大きな被

害が発生することがあります。

気象庁では、国道や道道などの通行規制や除雪体制の判断のほか、皆さんが目的地までどの道を

通れば安全なのかという判断を支援するために、令和元年11月から気象庁ホームページにおいて「現

在の雪」を公表しています。このたび、令和3年11月からこれらの情報に加えて、積雪の深さと降雪量

について1時間ごとに約5km 格子で６時間先までの予報を「今後の雪」という名前でお知らせしてい

ます。24時間前の状況から6時間先の予報まで積雪の深さと降雪量の分布を一体的に確認できますの

で活用ください。

大雪や暴風雪の中での外出はとても危険です。吹き溜まりにより自動車が走行不能となったり、

地吹雪などで視界が遮られ運転が非常に危険になることがあります。暴風雪や大雪が予想される場

合は、なるべく外出は控えましょう。

なお、やむを得ず外出される際は、テレビ、ラジオやスマホなどで最新の気象情報に注目し、適切

に判断することを心掛けましょう。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

◆大雪・暴風雪に関する

最新の気象情報

◆「今後の雪」6時間降雪量予測値のイメージ図

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～

ヘルシンキの交通とサステナブルな街づくり
Moi! 今回は私が現在住んでいるフィンランドの首都ヘルシンキ市の交

通についてお話します。
市内はバス、トラム（路面電車）、地下鉄が整備されています。乗り物に

はペットも連れ込み可能で、時々地下鉄の床に犬が寝そべっています。ま
た0～6歳の子どもを乗せたベビーカーや車椅子を押している方、モビリ
ティスクーターや車椅子の方、視力障害者、その方々をサポートする方

はチケットが無料です。ヘルシンキ周辺の地図、徒歩・自転車・公共交通手段での移動時間、チケット
の購入、遅延の確認などがすべてできるアプリがあり、私も毎日使っています。

ヘルシンキは2035年にカーボンニュートラルな街へという目標を掲げていて、交通の面でも環境

への悪影響の削減に取り組んでいます。具体例でいうと、ここ数年で電気バスの割合が急激に増えま
した(2021年時点ですべてのバスのうち13％)。自家用車も電気自動車を購入する人が増え(フィンラ
ンド全土では2010年から2020年の期間に400倍に増えた)、街の中に車の電気を充電できる駐車場を
見かけるようになりました。また市街地ではレンタサイクルや電動スクーターで移動する人も多い
です。
2021年のSDGs世界ランキングでも1位に輝いた環境先進国のフィンランド、この後どう進化してい

くかも楽しみです。
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こちらのＱＲコードをスマートフォンのカメラで読み取ると指定のＵＲＬに飛ぶことができます。

北海道への移住に興味がある方が気軽に相談できる移住相談会「北

海道移住スナック」が11月16日(火)に開催されました。オンラインコ

ミュニケーションツールを用いて開催されたこの相談会では、トーク

テーマに沿って各自治体担当者が話をし、移住相談者は自治体間の違いを聞きながら比較

検討をされていました。オンラインコミュニケーションツールの活用により、移住検討者

にとっては自治体の選択肢が広がり、自治体にとっては、わざわざ都会に行かなくても、

移住検討者に各自治体の素晴らしさを伝えられるようにな

りました。私なりに壮瞥町の素晴らしさをお伝えしていま

すが、素敵なものや場所、体験があれば、ぜひ教えてくだ

さい。今後、移住者を中心とした情報交流の場をつくって

いきますので、その場でもぜひ素晴らしさを共有してもら

いたいです。情報交流の場については、詳細を煮詰め、改

めてご案内させていただきます。

着任後最初の大きな仕事として、オ

ロフレスキー場の立て看板とリフト券

のデザインリニューアルを行いました。英語表記も併記し、2ヶ国語

対応としました。今まで場内の立て看板はゲレンデ情報のみでしたが、昨シーズンから始

まったバナナボート人気の高まりやキャンプ場需要の増加を踏まえ、それらのアクティビ

ティのための情報も加えました。

夏のキャンプと冬のスノーボードは、私も移住後とても楽しみにしているアクティビテ

ィ。自分も頻繁に通うであろう場所のグラフィック作成に関わることができ、とてもよい

経験となりました。新しく設置される看板は、場内MAPとスキー場入口看板の2ヶ所。この

原稿を書いている今はまだ完成品を見ていないので、完成するのがとても楽しみです。

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！

移住コンシェルジュ 今井　亮輔

移住相談会
「北海道移住スナック」に出展して

観光プロデューサー 前橋　史子

オロフレスキー場
看板リニューアル

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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保護司のお二人が表彰されました

本町で保護司をされている渡内一夫さんと千田
愛子さんが、この度、長年にわたる更生保護活動
の功績を認められ、渡内さんが「北海道社会貢献
賞（更生保護功労者）」を、千田さんが「北海道地
方保護司連盟会長表彰」をそれぞれ受賞されまし
た。
渡内さんは平成15年に、千田さんは平成27年に

法務大臣の委嘱を受け、保護司として地域の犯罪
や非行の予防などを図る更生保護活動に尽力され
ています。
受賞おめでとうございます。

地方教育行政功労者表彰伝達

地方教育行政において、その功労が顕著な教育
委員を表彰する地方教育行政功労者に、今年度、
壮瞥町教育委員会教育委員の松永美継さんが選ば
れ、田鍋町長から文部科学大臣表彰が伝達されま
した。松永さんは、平成16年3月に教育委員に就
任以来、5期17年にわたり委員を務められ現職。こ
の間、平成22年10月から平成28年9月まで教育委員
長を務められ、本町の教育行政の適正な執行、推
進にご尽力いただいております。受賞おめでとう
ございます。

育児サークルに中学生が参加しました

11月25日㈭、子育て支援センターげんきにて、
育児サークルに参加している親子と壮瞥中学校3年
生とのふれあい体験が行われました。
中学生は準備したダンスや大きな絵本の読み聞

かせなどの発表を行ったり、中学生が作ってきた
ゲームで遊んだりすることで、あっという間に子
ども達と仲良くなり、参加された親子も楽しい時
間を過ごしました。
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ほくでん自由研究と絵画のコンテスト入賞

ほくでんグループ主催の「わくわくサイエンス自由研究と絵画のコンテスト」の絵画の部で、壮瞥
小学校1年生の山田彩葉さんの「きれいなみらい」が最優秀賞となるなど、7人が入賞し、12月9日㈭
に同校で表彰式が行われました。
ほくでんグループ創立70周年記念事業の一環として行われたこのコンテストは、「きみの思い描く
2050年の北海道はどうなっているだろう？」をテーマに、全道から435点の応募がありました。北海
道電力ネットワーク(株)室蘭支店の水野治支店長から表彰状と記念品が贈られ、山田さんは「お友達
と一緒に空を飛べたらいいなと思って描きました。賞をもらえてうれしいです」と笑顔を見せていま
した。

（前列左から）
髙井琉星さん、山田彩葉さん、森優芽穂さん、米坂優成さん

（中列左から）
天野一之介さん、近藤真虎さん、中山治樹さん

（後列左から）
柴田暦章校長、北海道電力ネットワーク㈱室蘭支店 水野治支店長

スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021受賞

壮瞥町のスポーツを活用した町づくりの取組が
「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2021」
を受賞しました。この表彰制度は、他の団体を先導
する優良なスポーツ・健康まちづくりの取組を行う
地方公共団体を表彰してその取組を広く全国へ発信
するものです。
壮瞥町では、地域スポーツコミッションによるス

ポーツツーリズムの取組や総合型地域スポーツクラ
ブによる地域連携、今年開催された東京オリンピッ
クホストタウンによるスポーツ交流の取組などによ
る“スポーツによる持続可能なまちづくり”の取組
が評価されての受賞となりました。12月14日㈫に東
京都で行われた授賞式に田鍋町長が出席し、スポー
ツ庁室伏長官より表彰状が授与されました。
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子ども議会開催

11月19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、スポーツ
専門施設の整備や農産物のブランド化など、過疎化防
止と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。

山本節夫さんが総務大臣表彰を受賞しました

山本節夫さんが令和3年度統計功績者に選ばれ、12
月2日㈭に役場で総務大臣表彰の伝達式が行われまし
た。
山本さんは平成12年の国勢調査で調査員を務め、平
成17年以降の国勢調査からは指導員として4回の調査
に従事しました。
伝達式で山本さんは「退職後も自分が役に立てるの

なら光栄であると思い努めてきた」と語り、今後も健
康に留意しながら地域に貢献していきたいと話されて
いました。
受賞おめでとうございます。

水力発電施設（久保内、洞爺、壮瞥発
電所）のある壮瞥町には、「電源立地地域
対策交付金」が交付されています。令和3
年度は5,525千円交付され、地域活性化措
置として町立そうべつ保育所運営事業に
活用しました。

●●●●●●●●町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

水力発電施設のあるまち 
そうべつ



福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 0143-27-5420

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 0143-22-3322

宇賀歯科医院 室蘭市中央町2-9-10 0143-22-6989

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

日鋼記念病院歯科 室蘭市新富町1-5-13 0143-24-1331

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 0143-23-9090

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 0143-44-3367

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

ちりべつファミリー歯科 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 0143-43-4722

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

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 0143-45-0656

グリーン・デンタル・クリニック 室蘭市八丁平1-49-23 0143-41-3118

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 0143-55-6330

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 0143-59-2200

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 0143-59-6464

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 0143-86-1111

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 0143-86-1820

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

新生ファミリー歯科 登別市新生町3-16-21 0143-82-1182

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 0143-88-0809

くどう歯科クリニック 登別市富岸町2-11-3 0143-86-0048

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 0143-81-3366

田中デンタルクリニック 登別市中央町1-3-13 0143-85-2472

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 0143-85-2826

なかがわ歯科医院 登別市中央町5-22-1 0143-85-7651

かただ歯科医院 登別市登別東町2-27-1 0143-83-1270

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

徳満歯科医院 登別市登別東町1-18-1 0143-83-3711

年末・年始及び1月歯科救急医療実施について

月　日 診　療　所 所　在　地
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下記のとおり実施します。　　受付時間／9:00～11:00までとなっております。

12月29日㈬
電　　話
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12月29日㈬

12月30日㈭

12月31日㈮

01月01日㈯

01月02日㈰

01月03日㈪

01月 9日㈰

01月10日㈪
01月16日㈰
01月23日㈰
01月30日㈰
02月06日㈰

三愛病院歯科口腔外科 登別市中登別町24-12 0143-83-1111

村上歯科医院 伊達市網代町35 0142-23-2021

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 0142-23-4812

洞爺湖温泉歯科 伊達市梅本町4-59 0142-21-5700

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 0142-23-6480

さくら歯科・矯正歯科 伊達市舟岡町208-27 0142-21-4108

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 0142-22-1182

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 0142-22-1641

ほほえみファミリー歯科 伊達市末永町62-17 0142-23-5006

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 0142-25-4180

伊藤歯科医院 洞爺湖町旭町9-19 0142-76-4809

友愛会歯科医院 洞爺湖町高砂町32-52-2 0142-76-4501

社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 洞爺湖町高砂町126 0142-74-2555

工藤歯科医院 豊浦町東雲町16-5 0142-83-2005

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 0143-44-4500

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

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

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 0143-86-1414

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 0143-81-3366

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 0142-21-5533

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

K.FUKUDA DENTAL CLINIC 登別市鷲別町3-22-2 0143-50-6565

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 0142-25-4180

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 0143-46-2224

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話
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開放日

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

・ひだまりの会読み聞かせ

・制作～節分に向けて

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※1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）

そうべつ児童クラブで勤務する放課後児童指導

員補助を募集します。

採用予定数／1名

職種／放課後児童指導員補助

勤務場所／そうべつ子どもセンター

勤務条件等／

（１）勤務時間…1日4時間程度（週20時間未満また

は4週を平均して20時間未満）

（２）賃金…時間給916円

応募方法／会計年度任用職員採用試験申込書また

は任意の履歴書に写真を貼付し、令和4年1月20

日㈭までに役場住民福祉課またはそうべつ子ど

もセンターへ提出してください。【郵送可】

面接等／面接の日時及び会場については追ってご

連絡します。

任用通知／面接後1週間以内に任用の可否について

ご連絡します。

任用期間／令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（任用継続あり）

【お問い合わせ先】

そうべつ子どもセンター（☎0142-66-2452）

令和3年4月から危険ごみの分別収集を開始して

いますが、スプレー缶類・ライター類・電池類を

同じ袋にまとめて入れて出しているケースが見受

けられます。

スプレー缶類（使い切って穴をあけずに）・ラ

イター類（使い切って）・電池類（小型充電池）

は指定袋には入れずに、それぞれ透明な別袋に分

けて、燃やせないごみの日にゴミステーションに

出していただきますよう、ご協力をお願いいたし

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）

1月の子育て支援センターげんき そうべつ児童クラブ職員の募集について

危険ごみの出し方についての注意
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○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4年建設  3号棟

規格、戸数 平屋　3ＬＤＫ(71.31㎡)　1戸 

月額家賃 家賃は収入によります。

（17,100～25,500円）  　

敷金 家賃の3カ月分

○星野団地（公営住宅）　

住所 壮瞥町字滝之町420番地6 

建設年度 平成4年建設

規格、戸数 1階　3ＬＤＫ(74.56㎡)　1戸 

月額家賃 家賃は収入によります。

（21,600～32,200円） 　

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4年1月6日㈭～令和4年1月20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。

相続の手続き、遺言書の作成や、契約手続き、

また官公署に提出する書類の作成などの相談に応

じます。相談のある方は事前に予約してください。

日時／令和4年1月28日㈮　13:00～15:30

（隔月1回第4金曜日開催予定）

場所／地域交流センター山美湖　1階小会議室

申込み／窪田行政書士事務所(☎0142-82-3226)

主催／北海道行政書士会室蘭支部

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係

（☎0142-66-2121）

令和4年1月の燃やせないごみ・大型ごみ・危険

ごみの収集日は22日㈯ですので、お間違いのない

ようご注意ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係

（☎0142-66-2121）

1
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町営住宅入居者募集

くらしの無料相談会を開催します

燃やせないごみ・大型ごみ・
危険ごみ収集日の注意
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広報10月号で再募集していましたが、壮瞥町で

新規に事業活動を行う方や、新規分野での事業活

動を行う方を対象とした「壮瞥町起業化促進事業」

について、下記のとおり再度、募集することとし

ましたので、事業を検討している方はお問い合わ

せください。

■対象者

個人、団体及び中小企業者で、町長が起業化計

画を認定した者

ただし、新規の事業活動開始後3年を経過してい

ない方

※本補助金の交付を受けるにあたり、起業化計画

等を作成、提出をいただき審査委員会で審査を

行います。

■補助金の額

補助率：補助対象経費の1/2以内

補助額：上限額100万円

※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1月6日㈭～令和4年1月20日㈭
※応募状況によっては、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）

壮瞥町起業化促進補助金の
再募集について　

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4年1月13日㈭ 林　弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和4年1月07日㈮
令和4年1月27日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和4年1月21日㈮
令和4年2月10日㈭ 阿　部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年2月04日㈮
令和4年2月24日㈭ 高　村弁護士（むろらん法律事務所） 令和4年2月18日㈮
令和4年3月10日㈭ 林　弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和4年3月04日㈮
令和4年3月24日㈭ 高　村弁護士（むろらん法律事務所） 令和4年3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。

無料法律相談を開催しております
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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

※①の受付時間は定員に達しました

対象者／

前立腺がん検診（採血）：40歳以上の男性

※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

※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㈬

【お申し込み・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） 

65歳以上のインフルエンザ定期予防接種期間が

延長となります。期限を令和3年12月31日㈮までと

していましたが令和4年1月31日㈪までとなりまし

た。今年度まだ接種していなくて、接種を希望さ

れる方は、各医療機関等へ直接ご予約してくださ

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）

令和3年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調

書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合

計表」の提出は所轄税務署長へ、「給与支払報告書

（個人別明細書・総括表）」及び「退職所得の特別

徴収票」などの提出は受給者の住所地の市区町村

長へそれぞれ区分して提出してください。

提出期限は、令和4年1月31日㈪です。

また、税務署提出の法定調書は、e-Taxまたは光

ディスク等（CD・DVDなど）でも提出することがで

きます。

◆令和3年分法定調書の作成と提出方法（動画）

【お問い合わせ先】

法定調書関係：室蘭税務署（管理運営部門）

（☎0143-22-4151）

給与支払報告書関係：壮瞥町役場税務会計課税務係

（☎0142-66-2121）

日時／令和4年2月6日㈰ 13:30～15:30

講師／教育ジャーナリスト　品川　裕香氏

開催方法／ZOOM講演会（参加費無料）

定員／100名

主催／北海道LD親の会連絡協議会

申込方法／　

�団体視聴の方

代表者氏名、メールアドレス、電話番号、所

属、視聴予定人数を記入して、メールにて下

記までお申し込みください。

�個人の方

氏名、メールアドレス、電話番号、所属を記

入して、メールにて下記までお申し込みくだ

さい。

※2月4日までに随時ZOOMアドレスを送信いたし

ます。ZOOMアドレスが届かない場合は、赤塚

（☎090-3392-9986）までご連絡ください。

申込期限／令和4年1月20日㈭　18:00

【お申し込み・お問い合わせ先】

特定非営利活動法人ぷりずむ

（メール：prism_1003＠yahoo.co.jp）

1
JANUARY

前立腺がん検診・骨検診のお知らせ

令和3年度 高齢者等のインフルエンザ
定期予防接種の期間延長について

法定調書の提出について

北海道ＬＤ親の会連絡協議会
20周年記念講演会　



各種説明やイベント案内も行っておりますのでお気軽にお越しください。

自衛官候補生

高等工科学校生徒

お問い合わせ先

18歳以上33歳未満の者

15歳以上17歳未満の男子

〒050-0083　室蘭市東町2丁目21-12　石井ビル1階

防衛省自衛隊札幌地方協力本部　室蘭地域事務所

（☎0143-44-9533）

令和4年1月1日㈯
～1月21日㈮

令和3年11月1日㈪
～令和4年1月14日㈮

令和4年1月28日㈮
～29日㈯
※いずれか1日

1次試験

令和4年1月22日㈯
（幌別会場）

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

1
JANUARY

－ 20 －

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用

を対象とした公的な融資制度です。

融資額／お子様1人あたり350万円以内

金利／年1.65パーセント（固定金利）

※「母子家庭」「父子家庭」「世帯年収200万円

（所得132万円）以内の方」または「子ども3人

以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)

以内の方」は年1.25パーセント（令和3年11月1

日現在）

返済期間／15年以内

※「交通遺児家庭」「母子家庭」「父子家庭」「世

帯年収200万円（所得132万円）以内の方」また

は「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円

(所得356万円)以内の方」は18年以内

使い道／入学金、授業料、教科書代、アパート・

マンションの敷金・家賃など

返済方法／毎月元利均等返済（ボーナス時増額返

済も可能）

保証／(公財)教育基金融資保証基金（連帯保証人

による保証も可能）

詳しくは、「国の教育ローン」で検索していた

だくか、下記のコールセンターへお問い合わせく

ださい。

【お問い合わせ先】

教育ローンコールセンター

（☎0570-008656または☎03-5321-8656）

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）
のご案内

自衛官募集

訂正とお詫び

広報12月号8ページに掲載している人件費の

状況に関する表について、タイトルに誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正し、お詫

び申し上げます。

誤：人件費の状況（令和3年度一般会計決算）

↓

正：人件費の状況（令和2年度一般会計決算）
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林野庁北海道森林管理局では、国民の皆さまに国

有林の役割や現状等をご理解いただくとともに、国

民の幅広い意見を把握し、国有林野の管理経営に役

立てることを目的に、令和4・5年度の「国有林モニ

ター」を下記のとおり募集します。

募集人数／48名

依頼期間／令和4年4月～令和6年3月まで

依頼内容／

・国有林や森林・林業に関するアンケート調査への

回答

・モニター会議（国有林の役割や現状等説明と意見

交換、年1回）への出席

・現地見学会（国有林の作業現場の見学や体験、徒

歩移動あり、年1回）への参加

応募資格／

北海道にお住まいで、国有林に関心のある満18歳

以上（令和4年4月1日時点）の方

※国会及び地方議会の議員、地方公共団体の長、常

勤の国家公務員、林野庁OB、森林・林業担当の自

治体職員は除きます。

募集期限／令和4年2月18日㈮必着

応募方法／以下の必要事項をご記入の上、郵送・

FAX・メールのいずれかの方法で、応募先までご応

募ください。

①氏名（ふりがな）、②性別、③住所、④郵便番号、

⑤年齢（令和4年4月1日現在）、⑥職業、⑦電話番

号、⑧メールアドレス（お持ちの方のみ）、⑨国有

林モニターを知ったきっかけ（○○新聞、○○のホ

ームページなど）、⑩応募理由（100字程度）

※応募いただいた個人情報は、国有林モニターに関

する目的以外には使用いたしません。

選考結果／

・国有林モニターに選ばれた方には、令和4年3月末

までに依頼状の発送をもってお知らせします。

・選考内容に関する情報は非公開とさせていただき

ます。

・会議、見学会の旅費・宿泊費については、国家公

務員の旅費規定等に基づく額を支給しますが、国

有林モニターは無報酬となります。

その他／

アンケートの回答、見学会等の様子はホームペー

ジや広報誌等で公表することがあります。

・林野庁や森林管理局の広報資料などを定期的にお

送りします。

・個々のご意見、ご要望に対して個別に回答するこ

とはいたしませんので、あらかじめご了承ください。

【応募・お問い合わせ先】

〒064-8537　札幌市中央区宮の森3条7丁目70番

林野庁北海道森林管理局企画課

国有林モニター担当

（☎011-622-5228、FAX：011-622-5194）

（メール：h_kikaku@maff.go.jp）

「リサイクルカレンダー市」
令和4年のカレンダーと手帳を販売します。

日時／令和4年1月7日㈮ 10:00～17:00

（なくなり次第終了）

【お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

1
JANUARY

国有林モニター募集

西いぶりリサイクルプラザからの
お知らせ

広　告 広　告
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死亡事故ゼロ712日
－人身交通事故発生状況11月分－

発生 0件（ 1件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 1名）

※11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11月11日～令和3年12月10日）

■人のうごき

■11月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,399人 （△　8）

男 1,143人 （△　1）

女 1,256人 （△　7）

世帯数 1,291戸 （△　6）

※11月末現在（ ）は前月差

横山テルヱさん （92才） 【仲洞爺】

瀨川チヨヱさん （99才） 【蟠渓】

大高リョウさん （98才） 【久保内五】

横山　正秀さん （59才） 【仲洞爺】

堀口ミヨ子さん （78才） 【滝之町三】

阿部　幸子さん （81才） 【上久保内】

佛原　義弘さん （86才） 【蟠渓】

◆お悔やみ申し上げます

茂手木
も て ぎ

柊花
と う か

ちゃん　令和3年11月4日

【久保内二　直之さん・ちはやさん】

○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

『アロマ体験会』～ダイエットのアロマ～

年末年始、楽しんだあとにはダイエットに役立
つアロマを学びませんか？
アロマの基本から活用法までお伝えします。
あなたが必要なかおりと意味もわかりますよ。
日時／令和4年1月21日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名

料金／2,000円（ダイエットアロマオイル作成付き）
会場／壮瞥町地域交流センター山美湖 1階小会議室

対象／興味がある方はどなた様でも

【お申し込み・お問い合わせ】

☎090-1522-7840
メール：aromacosme2016@gmail.com
松浦まで
※次回、2月18日㈮は更年期とアロマのレッスンで
す。

かおりの教室

「ダイオキシン類対策特別措置法」による排出基

準値は、0.1ナノグラムと定められています。メル

トタワー21の測定結果は、基準値を下回っています。

【ダイオキシン類測定結果】

（ナノグラムは10億分の1グラム）

「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果「メルトタワー21」排ガス（煙突）測定結果

【お問い合せ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

1号炉

測 定 日 測定結果（ナノグラム）

令和3年10月1日 0.0036

広　告
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　114　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は、総面積のうち、約３分
の２が林野を占め、さまざまな野生動物が暮していま
す。中でもヒグマは最大の動物です。

ジオパークエリアには散策路や登山、釣りなど、自
然環境を楽しむ方法や場所が多く、人間とヒグマがう
っかり出会ってしまう可能性も少なくありません。

ヒグマについてよく知り、不幸な事故や被害を減ら
し、安全に野外での活動を楽しむことができるよう、
勉強会を開催します。

◆開催日 令和4年2月5日㈯　14:00～16:00
◆会　　場 豊浦町中央公民館 （豊浦町字船見町95）
◆対　　象 伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町にお住まいの方
◆主　　催 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

◆お申込み 1月13日㈭より、参加者の受付を始めます。
（必須） 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会【HPのお申し込

みフォーム】もしくはお電話でお申し込みください。
先着30名まで。
会場ではマスクの着用、手指消毒をお願いします。

【☎：0142-74-3015　平日8:45～17:30】

参加者募集！

ジオパーク講座｢ ヒグマのことを知っていますか？｣

参加者募集！
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ジオパーク講座｢ ヒグマのことを知っていますか？｣

参加者募集！

ジオパーク講座｢ ヒグマのことを知っていますか？｣
参加者募集！

ジオパーク講座｢ ヒグマのことを知っていますか？｣

講　師 北海道立総合研究機構　エネルギー・環境・地質研究所

専門研究主幹　間
ま

野
の

勉
つとむ

さん

「野生動物と人間が適切な関係を築けるよう、調査研究をして
います。生物学だけでなく、社会・経済領域にも踏み込んだ状況
の把握と解決策の提案を心掛けています。」
研究分野／野生動物生態学/野生動物管理学　等



そうべつアウトドアネットワーク主催の講演会をご案内します。そうべつアウトドアネット

ワークでは、昨年度に引き続き体験会の開催や道内市町視察を通じて、アウトドアによる地域

活性化について調査研究を進めております。

今回は、国内アウトドアブランド大手“モンベル（mont-bell）”の竹山史朗常務取締役をお

招きして、アウトドアの素晴らしさやアウトドアを活用した地域活性化の事例についてご講演

いただきます。興味のある方はぜひご参加ください。

－ 25 －－ 24 －

令和3年度 第9回夜空を見る集い
冬の大三角形を探そう！＆

星空をスマホやデジカメで美しく撮影する方法を学ぼう！

｢壮瞥町マイプラン講座｣をご存じですか？

1月の山美湖大学のおしらせ

ハーバリウムを作ろう

澄んだ冬空に輝く星々「冬の大三角形」を探そう！そして「オリオン大星雲」や、その

星雲が輝く元となっている4つの恒星「トラペジウム」も観測しよう！星空をスマホやデジ

カメで美しく撮影する方法も学びます。オリオン座を撮影しよう！

北の空に輝く「周極6星座」の学習も行います。暖かい格好で、皆さんで来てください。

1．事業名 第9回夜空を見る集い

2．日　時 令和4年2月9日㈬ 18:00～20:00

3．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

4．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

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

ください。

※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良のある方は、参加をご遠慮ください。

1．事 業 名 令和3年度第9回壮瞥町山美湖大学

2．日　　時 令和4年1月17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 花雑貨を作ろう　＊rokka+　下沢　友紀子　様

5．参 加 料 1,400円

6．申　　込 教育委員会　前川までお電話等（☎0142-66-2131）でお申し込み

ください。

7．申込期限 令和4年1月11日㈫
※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。

記

○日　時 令和4年2月10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 ㈱モンベル　常務取締役　広報本部長　竹山　史朗　氏

○演　題 アウトドアを活かした地域活性

○参加料 無料

【お問い合わせ先】

講演会に関するお問い合わせは壮瞥町教育委員会（☎0142-66-2131）

までご連絡ください。

ハーバリウムとは、ガラスの小瓶などにお花をつめてオイルに漬け、

長期間お花の美しい姿を楽しめるようにしたかわいらしいインテリアで

す。今回は、そんなハーバリウム作りに挑戦します！

美しいハーバリウムを飾ることで、あなたのお部屋に、そしていつも

の毎日に、彩りを添えませんか？皆さんの参加をお待ちしております。

※本事業は山美湖大学の事業の一環として実施しますが、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。参加を希望される方

は、下記お申し込み先へご連絡ください。

「みんなで集まって、新しく趣味や勉強のサークルを作りたいんだけど、どうしたら良い

のかな～？」って思ったこと、ありませんか？

そんな時は、教育委員会の社会教育係にご相談ください！

「壮瞥町マイプラン講座」という仕組みを使えば、年間3万円を上限とした支援を受けるこ

とも可能です（条件もありますので、詳細は下記お問い合わせ先にお尋ねください）。

教育委員会では、あなたの主体的な学習活動を応援します！！

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

そうべつアウトドアネットワーク主催

｢そうべつアウトドア推進講演会｣
のご案内

［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。

・空席確保のため入場定員を150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。ご了承くださ

い。



－ 27 －

「一般書」

『リボルバー』『ゆーママの5分
おかずのお弁当』『続くお弁当』
『藤井恵さんのむずかしくない
お魚レシピ』『清少納言を求め
て、フィンランドから京都へ』
『大人のおしゃれDO&DON'T』
『世界中の子どもの権利をまも
る30の方法』『もどかしいほど
静かなオルゴール店』『母ちゃ
んのフラフープ』『さよならも
言えないうちに』『ロータスコ
ンフィデンシャル』『みとりね
こ』『かぞえきれない星の、その
次の星』『ぼくは、かいぶつにな
りたくないのに』『不安な時代
に踏み出すための「だったらこ
うしてみたら？」』『ほめて伸ば
すコーチング』『密にならない
クラスあそび120』『ゾウの時間
ネズミの時間』『写真のことが
全部わかる本』『カレンの台所』
『ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー2』『やさし
い猫』『決定版日本の城』

「児童図書」

『すごすぎる天気の図鑑』『料理
はすごい！』『アイヌ民族27の
昔話』『数字で分かる！こども
SDGs』『しっぱいにかんぱい！』
『すてきなひとりぼっち』『なん
でもただ会社』『キッズペディ
ア世界遺産（改定新版）』『ぎゃ
くたいってなあに？』

「幼児図書」

『ふしぎなふしぎなまほうの
木』『めがねがね』『「いる」じゃ
ん』『ありえない！』『ホットケ
ーキできあがり！』『おはなし
ばんざい』『ばけねこ』『ようか
いむらのざくざくいもほり』
『わたしの島をさがして』『しげ
ちゃんのはつこい』

（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）

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『ソーニャのめんどり』  　

フィービー・ウォール作、なかがわちひろ訳

このお話では、ソーニャという子が、ヒヨコからお世
話していたニワトリをキツネに捕らえられてしまいま
す。ソーニャは悲しみ、キツネを憎みます。でもお父さ
んに、キツネはお腹をすかしている子供のために捕って
いったと言われました。生きていくためには必要なこと
だと言われてソーニャは納得したのですが…。
皆さんは食物連鎖を子供にどのように説明しますか。
絵本はわたしたちに問いかけているようです。

（オススメ者：しつうぶつさん）

★1月末まで、図書室入口にて展示しています★

ベストセラーにもなったタイトルも内容も衝撃的な本です。

ケーキの切れない非行少年たち　宮口幸治

児童精神科医の筆者が多くの非行少年達と出会った中で気
づいた、人口の十数％いるとされる「境界知能」とは。考え
させられる本です。

芸人でもあり芥川賞作家でもある筆者の本への愛が

伝わってくる本です。

夜を乗り越える 又吉直樹

又吉直樹はなぜ本を読み、そして何を考えているのか。
あの大ベストセラーとなった芥川賞受賞作「火花」の創作
秘話も描かれています。

ホセ・ムヒカの言葉に心打たれた方にオススメの本です。

ホセ・ムヒカ　日本人に伝えたい本当のメッセージ　

萩　一晶

数々の心に残る名言を残し、「世界一貧しい大統領」と呼
ばれたホセ・ムヒカについて、3度の単独インタビューを通
して大統領誕生の背景に迫ります。
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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

自分だけのハーブの香り袋を作って、いつでもどこでも素敵な香りを持ち歩

きませんか？

ハーバルセラピストの飯塚さんが、ハーブのおはなしを教えてくれます。お

気軽にご参加してください。

期　日：令和4年1月27日㈭　14:00～15:30　　　　　
場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
講　師：ハーバルセラピスト 飯塚　美奈子さん
参加費：300円 ※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
1／27

ハーブのおはなし

25回 50回

ぴよちゃんカード達成おめでとう！

かたやま ゆりかさん まえだ えまさん

今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします今年もやまびこ図書室をよろしくお願いします

ハーブのおはなし

～ハーブの素敵な香り袋をつくろう！～

大人も考えさせられる

素敵な絵本です！

GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!

毎月楽しい装飾・展示をしています。 利用者の方から可愛い折
り紙をいただきました。

キッズコーナー
の装飾が新しく
なりました。

図書ボランティア“ポピ
ーの会”の方達に、装飾
や図書室の作業を手伝っ
てもらっています。

図書分室は毎週木曜日の
午後から開館しています。

ようこそ図書分室へ！

新書本新書本
1月の展示 

これからもたくさん本を読んでくださいね！

地域交流センター山美湖の中にやまびこ図書室があ
ります。
寒い冬はやまびこ図書室から楽しい本を借りておう

ちで過ごしませんか？　ぜひお気軽にお越しください。
1月6日㈭からの開館になります。
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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4年1月号

・110番は、事件・事故などが発生した際の緊急通報用

の電話です。

慌てず、落ち着いて質問に答えてください。

・警察官が早く到着できるよう、その場所の住所や付近

の目標となる建物などを正しく伝えてください。

・急を要しない困り事や相談は、警察相

談電話「＃9110」または最寄りの警察

署、交番へお問い合わせください。

北海道警察

◆「急」の付く運転はしない

急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは禁物です。

◆夏よりも10キロ以上減速する

凍結路面では、停止距離が通常の10倍以上になることも！

◆交差点付近では特に注意

交差点付近は、車の停止・発進により路面が磨かれ滑りやす

いので、特に注意しましょう。

◆車両の性能を過信しない

雪道に強い4WDですが、制動性能は2WDと変わりません。

◆カーブにはスローインで

カーブの途中でのブレーキは禁物。カーブに入る前に十分な減速を！

特に壮瞥温泉地区の湖畔沿い道路は、凍結しやすく下り坂もあり、注意が必要です。

○早めの雪下ろし

○危険な軒下には近寄らない

○屋根の雪下ろしは複数で転落防止措置

○除雪時は、作業に適

した服装を

○除雪機のエンジンを

かけたままで雪詰ま

りの除雪作業等をし

ない

1月10日は｢110番の日｣
110番の正しい利用をお願いします

～冬道は 危険がいっぱい スローダウン！～
スリップ事故防止

昨年中は、私ども駐在所勤務
員の警察活動に、住民の皆さま
のご協力をいただき誠にありが
とうございました。

今年も地域
の安全、安心
を 守 る た め
に、全力を尽
くします。

謹賀新年

スピードダウンで安全運転を！

急のつく運転は禁物！！

雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止雪の事故防止

例年、屋根からの落氷雪による事故や屋根

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。
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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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地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう地域の見守りで高齢者の消費者トラブルを防ごう

地域包括支援センター社会福祉士　松本　由美

高齢者の消費生活に関するトラブルが増加しています。高齢者の消費者被害の未然防止や、

早期発見のためには、地域社会全体で見守り、支援することが求められています。

ここでは見守りのヒントをご紹介します。

〈高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りチェックリスト〉

・消費者ホットライン ･･･････☎188

・壮瞥町役場商工観光課

【消費者関係】･･･☎0142-66-4200

・壮瞥町地域包括支援センター

【高齢者関係】･･･☎0142-66-4165

身近な人の被害に気が付いたら…
見守りは次の流れで相談までつなぎます。

◎声かけのポイント◎
できるだけ冷静に

ゆったりとした口調で
「身近に相談できる

人はいますか？」

（見守り対象の高齢者の

変化に気づく）

（本人に事実を確認） （相談窓口につなぐ）

「消費者庁イラスト集より」

気づき 声かけ つなぐ

・ご近所さん
・地域の民生委員さん

など

チェック 家の様子について

家に見慣れない人が出入りしていないか

不審な電話のやりとりがないか

見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか

チェック 本人の様子について

定期的にお金をどこかに支払っている形跡はないか

生活費が不足したり、お金に困っていたりする様子はないか

何かを買ったことを覚えていないなど、判断能力に不安を感じることはないか

役場のサポート窓口
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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

12月11日㈯に行われたそうべつ保育所クリスマスお楽しみ会の様子をスナップでご紹介します。
各クラスの発表毎に保護者の入替を行うなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した中、園児
は日頃一生懸命に練習した遊戯や劇等を披露していました。
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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。▼

1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

2
コミュニティタクシー
運行休止　1/5まで
役場年末年始の休み
1/5まで
社会教育施設
年末年始休館 1/5まで
し尿汲み取り
営業休止　1/5まで
燃やせるごみ・生ごみ
収集休み　1/3まで

5 8

9
成人式
山美湖多目的ホール
13:30〜　

10
成人の日

14
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

15

43

12
定期予防接種(BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

7
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

6

スキー・スノーボード
スクール
オロフレスキー場
10:00〜15:00

13
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

11
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

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

04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

22日
05日
19日
2/2日

2/1日

1元旦
コミュニティタクシー
運行休止　1/5まで
役場年末年始の休み
1/5まで
社会教育施設
年末年始休館 1/5まで
し尿汲み取り
営業休止　1/5まで
燃やせるごみ・生ごみ
収集休み　1/3まで

資源ごみ（容器類）回収日

16 17
山美湖大学
山美湖
10:00〜12:00 

21
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

2219
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

20
図書分室開放日
13:00〜16:00

18
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

23 24 28
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
くらしの無料相談会
山美湖1階　小会議室
13:00〜15:30

29
乳がん・子宮がん・
骨検診
壮瞥町保健センター
8:45〜14:30

26
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

27
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／午前のみ
図書分室開放日
13:00〜16:00
前立腺がん・骨検診
壮瞥町保健センター
13:30〜15:00
あっぷるひろば
壮瞥町保健センター
13:30〜15:00

25
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

30 31 2/4
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

2/52/2
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

2/3
図書分室開放日
13:00〜16:00

2/1

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

資源ごみ（古紙類）回収日

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


