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オロフレスキー場でスキー・スノーボー

ドスクールが開催されました。

今回のスクールは、そうべつアウトドア

ネットワークのビギナースクールと合同で

開催され、町内外から延べ49名の方が参加

し、インストラクターの指導の下、スキー

やスノーボードを楽しんでいました。
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新型コロナウイルス感染症対策事業を実施しています
町では、長期化する新型コロナウイルス感染症への対応として、令和4年2月8日、第1回臨

時議会で補正予算を提案しました。

国から追加配分を受けた交付金6,541万7千円のうち、2,590万円を活用し、総額3,497万円

規模の対策を実施しています。

なお、交付金の残額3,951万7千円は、令和4年度に実施する対策に活用する計画です。

衛生対策
① 感染予防・感染拡大防止対策の充実　事業費：920千円

公共施設に衛生資材（アルコール消毒液・パーテーション等）を整備します。

経済対策
① 商工事業者の事業継続支援　事業費：28,350千円

長期化するコロナ禍において、町内商工事業者の事業継続と経営安定を図るため、商

工会一般会員に基本額5万円を給付するとともに、売上減少があった次の要件にあてはま

る観光等事業者の皆さんに売上減少額の5％の額（最大200万円）を給付します。

② 公共施設管理維持体制の持続化支援　事業費：5,050千円
指定管理者に対して、指定管理施設の感染予防・感染拡大防止対策の充実や運営管理

体制の維持を図るための支援金を給付します。

教育対策
① 修学旅行追加費用の負担軽減　事業費：650千円

国、北海道からの通知に基づき、壮瞥高校の修学旅行延期に伴うキャンセル料を負担

し、保護者等の経済的負担の軽減を図ります。

【お問い合わせ先】 経済対策 ① 壮瞥町役場商工観光課 （☎0142-66-4200）

② 壮瞥町役場総務課 （☎0142-66-2121）

全　　般 壮瞥町役場企画財政課（☎0142-66-2121）

※対象事業者には商工会を通じて別途お知らせしております。

商工会一般会員

うち観光等事業者
飲食・旅館・観光事業者等で、令和3年3月から

12月までの連続する3カ月間の売上額が、前年

または前々年同期間比で30％以上減少があった

場合

基本額：5万円

売上減少額の5％の額
（最大200万円）

区分・要件 支援額
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新型コロナウイルス感染症の
影響により申告期限までの
申告等が困難な方へ
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国税庁では、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影

響により、申告が困難な方については、簡易な方法で、令和4年4月15日までの

間、申告・納付期限の延長を申請できるようにしました。

【期限延長の申請方法】

◎申告書を書面で提出する場合

・申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長

申請」と記載してください。

◎国税庁確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合

・「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申

告・納付期限延長申請」と入力してください。

◎各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合

・所得税の申告書等送信票（兼送付書）の「特記事項」欄に、「新型コロナ

ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

壮瞥町役場での確定申告の受付期間についても、令和4年4月15日まで延長し

ますので、申告・納付期限の延長が必要な方で、申告書の記載方法等が不明な

場合は、役場税務会計課税務係または室蘭税務署までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 壮瞥町役場税務会計課税務係 （☎0142-66-2121）

室蘭税務署 （☎0143-22-4151）
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～高額介護合算療養費について～

■ 高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の

合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給さ

れます。なお、手続きには市区町村窓口への申請が必要となります。

○後期高齢者医療制度、または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となり

ません。

○支給額が500円以下の場合は支給されません。

◆ 自己負担限度額表
【1年分の自己負担額の計算期間：令和2年8月1日～令和3年7月31日】

※1　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

※2　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円（公的年金収入のみの場合、そ

の受給額が80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

該当する見込みの方には、3月下旬以降に北海道後期高齢者医

療広域連合から通知書が届きますので、内容を確認し、壮瞥町役

場住民福祉課住民係に申請してください。

【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）



－ 5 －

気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ 「春の天気は変わりやすい」
春といえば「昨日までは晴れた暖かい日が続いたのに、今日は急に寒くなり雪が降ってい

る。」といった経験もしくはイメージをお持ちではないでしょうか。

一般的に春のはじめは、大陸の高気圧の勢力が弱まり、日本の東海上に太平洋高気圧が現

れ、移動性の低気圧と高気圧が交互に日本を通過するようになります。低気圧の通過時は天

気が悪くなり、高気圧に覆われると晴れて日中は気温が上昇します。また、低気圧の通過前

には南よりの風が強まって気温が上昇し、暖かくなりますが、通過後は一時的に西高東低の

冬型の気圧配置となり、雪が降ることも多く、寒の戻りにさらされます。

特に北海道はオホーツク海高気圧が現れると、冷たく湿った気流の影響で寒い日が続くこ

ともあり、春先の低温は、農業をはじめ北海道の一次産業に大きな影響を与えます。

春の天気は変わりやすく、

気温も安定しない特徴があり

ます。北海道では雪解けが進

んだ3月以降にこのような傾

向がみられることがあります

ので、テレビやラジオ、気象

庁ホームページの情報を参考

に、衣替えやタイヤ交換など

を検討いただき、体調管理に

ついても気を付けていただけ

ればと思います。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）
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パーソナルアシスタント
Moi！
私は現在週2～3日の頻度でパーソナルアシスタントの仕事をし

ています。今回はこのフィンランドのパーソナルアシスタントに
ついて紹介します。

パーソナルアシスタントとは、簡単にいうと障がいのある方を
サポートする人です。仕事内容は障がい者の必要に応じて異なり、

日本でいう訪問介護のような仕事から趣味の付き添いまで幅広いのが特徴です。アシスタン
トは資格がなくてもできます。
私がサポートしているのはおしゃれや学ぶこと、映画を観ることが大好きな私と同じくら

いの年の女の子です。幼いころに病気をして、現在は知的、身体的な障害を抱えていて、一
人で外出することは難しいですが、パーソナルアシスタントがいることで体が不自由でも趣
味を楽しむことができます。今日はスポーツ博物館に行ってきました。
私は今まで介護などを学んだ事がないので手探り状態ですが、友だちのように寄り添い、

共に学ぶ姿勢を心がけながら仕事をしています。私が彼女から勇気づけられること、学ぶこ
とはとても多く、この仕事を始めてからまた今までとは違う視点で社会を見られるようにな
ってきました。

小田　すみれ

南東からの温かく湿った気流が
流れ込んで、雪解けが進みやす
い天気図

北からの寒気が一気に入り、大
雪や猛吹雪となることもある天
気図
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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。

そうべつアウトドアネットワークは令和3年2月24日に発足した壮瞥町でアウ

トドアを推進するためのネットワークを目的とする組織であり、設立して1年が

経ちました。この1年の間に、企画委員会が設置され、様々なアウトドアイベン

トを計画＆実施したり、委員のみなさんが道内各地へ視察に行き、スポーツツ

ーリズムやアウトドアを活用した地域振興に取り組んでいる事例などについて情報収集しました。

壮瞥町が持続的に発展し続ける地域であり、そして壮瞥町に暮らす人たちがこの先も豊かに暮らし続

けるために、このそうべつアウトドアネットワークがあります。そう

べつアウトドアネットワークの委員のみなさんは、町を活性化させ

るために一生懸命方策を考えてくれています。私もこれからも皆さ

んと一緒にアウトドアスポーツやアクティビティによる地域振興な

ど、町にある地域資源や施設を最大限生かすまちづくりに関わって

いきたいと思います。壮瞥町のHPに令和4年1月28日にアップしたブ

ログでは、令和3年度に実施したイベントのご紹介と今後の抱負など

を掲載しました。ぜひご覧ください。（右写真：SUP体験会の様子）

着任して1年7カ月が経ちました。これまで

壮瞥町果樹組合様、壮瞥町オロフレ地熱利用

野菜組合様、有限会社ミナミアグリシステム

様をはじめ、町内農家様での農業研修ととも

に、丹波ワイン株式会社様でのワイン用ぶ

どう栽培研修などに取り組んできました。活動を通じて、農業に関連する起業の可能性を模索してきま

したが、農業で新たな事業を立ち上げることの難しさを実感しました。しかし、実際に壮瞥町で生活す

ることで、町の農産物の魅力や豊かな自然環境を知り、これからも壮瞥町で暮らしていきたいという想

いが強くなっていきました。そして、定住に向け、私がこれまで長年音楽の仕事に携わってきた経験を生

かし、多くの音楽家が町の農産物やワインを楽しみながら、洞爺湖のほとりで創作活動に没頭できるよ

うな場所を作りたいと考えるようになりました。現在、多くの方々の協力のおかげで町内（洞爺湖温泉）

に拠点となる物件を借りることができ、修繕など整備を進めています。今後は、ワイン用ぶどう栽培など

農業関連の業務を継続しながら、音楽を通じた地域協力活動や起業準備も進めていきたいと思っていま

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！

スポーツおこし協力隊　中岡紗恵子

そうべつアウトドアネットワークを設立して
1年が経ちました

農業おこし協力隊　籠嶋　学

今後の活動について

協力隊の活動レポートは、町

の移住情報サイト「移住ブロ

グ」からご覧になれます！

ＳＮＳでは、町のタイムリ

ーな風景や情報を発信して

います！

Facebook Instagram
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株式会社栗林商会様から寄附をいただきました

2月4日㈮、株式会社栗林商会様から、新型コロ
ナウイルス感染症対策などに役立てていただきた
いと10万円の寄附金をいただきました。
当日は、株式会社栗林商会の栗林和徳社長が来

庁され、田鍋町長に寄附金が贈呈されました。
この度の寄附に対し、心から感謝申し上げます。

開放日

8日㈫、11日㈮、15日㈫、18日㈮、22日㈫、

25日㈮、29日㈫
育児サークル

17日㈭ 10:00～12:00

・身体測定

・ひだまりの会読み聞かせ

・身体遊びとわらべうた

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要です。

※3月15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。

※まん延防止等重点措置のため、3月6日まで子育

て支援センターは閉鎖となります。

※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）

3
MARCH

3月の子育て支援センターげんき
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3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。

3月06日㈰

3月13日㈰

3月20日㈰

3月21日㈪

3月27日㈰

4月03日㈰

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 0143-43-6686

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 0143-83-1188

なお歯科 伊達市弄月町241-3 0142-22-1117

八丁平歯科医院 室蘭市八丁平2-27-16 0143-46-1182

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

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 0143-59-2200

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

月　　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　　話

令和3年度「通学定期運賃補助金交付申請書」

を提出された方は、下期分の補助金の交付手続き

の受付をいたしますので、次のとおり提出してく

ださい。（申請書は毎年提出が必要で、未提出の

方には補助金を交付できません。）なお、下期分

の補助金交付時期は4月中旬を予定しています。

定期券の写しも領収書もない場合は、補助金の

交付ができませんので、あらかじめご承知おきく

ださい。また、バスカードは補助の対象となりま

せんのでご注意ください。

提出期限／令和4年3月15日㈫
提出書類／

①実績報告書（第2号様式）

提出日までに購入した通学定期の領収書（コ

ピー、原本どちらでも可）または定期券の写し

を貼付し、必要事項を記入して押印の上ご提出

ください。

②請求書（第3号様式）

必要事項を記入し、押印の上ご提出ください

（請求額が分からない場合は空欄のまま提出し

ていただいても構いません）。日付は記入しな

いでください。

申請者と口座名義人が異なる場合は委任状欄

に必要事項を記入してください。

※詳細は4月に送付した記入例をご参照ください。

※提出書類がお手元にない場合は企画財政課ま

でご連絡ください。

提出先／壮瞥町役場企画財政課企画広報係

その他／書類の修正をお願いする場合もあります

ので、来庁の際には印鑑をご持参ください。

【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）

通学定期運賃補助金のお知らせ
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3月は、町営住宅の募集はありません。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係（☎0142-66-2121）

移動献血車「ひまわり号」が壮瞥町に来ます。

医療に必要な血液の確保は、皆さま一人ひとり

の献血運動に対するご理解とご協力に支えられて

います。

日程と時間、会場は次のとおりです。町民の皆

さまの献血へのご協力をお願いいたします。

日時／3月3日㈭　10:00～12:00

場所／壮瞥町役場前

【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）

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3月25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）

昨年から、「光電話からアナログ電話に戻すと電

話料金が安くなる」とした電話勧誘について、不

用意に契約してしまったなどの相談が全国的に増

えています。

◎電話勧誘の内容としては、

大手電話会社の光回線を引いて光電話としてい

る方に、インターネットを利用していないのであ

れば、アナログ電話に戻した方が、電話料金が安

くなるというようなものです。

◎契約をしてしまった方からは、

・大手電話会社の名前を出したので、大手電話会

社からの電話勧誘だと思って契約をしてしまっ

たら、まったく関係のない別の業者だった。

・高額なサポート料金（あるいは手数料・工事費）

を請求された。

・後日送られてきた契約書を見たら、オプション

サービスが付いていた。

・サポートサービスやオプションサービスの解約

を求めたら、高額な違約金を請求された。

などの相談が寄せられています。

◎このような電話勧誘があった場合は、次の点に

ご注意を!!

・大手電話会社から、アナログ電話戻しを呼びか

ける電話勧誘は一切していません。

・アナログ電話に戻す手続きは、第三者に依頼す

る必要はありません。ご自身で契約先の電話会

社に申し出ればよいのであって、別の事業者と

の特別な契約は必要ありません。

・このような電話勧誘で安易に契約をしないこと

が一番です。契約はその場で判断せず、家族や

周囲の人に相談してから慎重に決めましょう。

・契約をする前に、必ず、事業者の名称、サービ

ス内容、料金、解約条件などの契約内容につい

て、ご家族等と相談・確認をしましょう。

・契約後は、契約書をすぐに確認しましょう。契

約後であっても、一定の期間内であれば、無条

件で契約を解約できる場合があります。

・不審に思ったときは、一人で悩まずにできるだ

け早く下記に相談してください。

【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）

3
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町営住宅入居者募集

献血にご協力ください

くらしの無料相談会を開催します

「アナログ電話に戻すと安くなる」
との電話勧誘に注意!!
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相談時間／10:30～12:00（1人30分程度　3名まで）　場所／地域交流センター山美湖　1階小会議室　

予約／事前予約制（ただし、定員になり次第締め切り）

※相談日当日は、マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止になる場合があります。

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

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

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

ださい。

令和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㈮

令和4年4月14日㈭ 増川弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年4月08日㈮

令和4年4月28日㈭ 池田弁護士（池田翔一法律事務所） 令和4年4月22日㈮

令和4年5月12日㈭ 阿部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年5月06日㈮

令和4年5月26日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和4年5月20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

自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づい

て課税される税金です。引っ越しで住所が変わっ

たときなどは、運輸支局で変更登録等をしてくだ

さい。

次の場合は、運輸支局で登録手続きが必要です
・住所が変わったとき（変更登録）

・自動車を売買したとき（移転登録）

・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）

※令和4年度の自動車税種別割納税通知書を確実に

お届けするために、3月中に手続きをお願いします。

変更登録等が間に合わないときは･･･
札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただく

か、道税ホームページから自動車税種別割の住所

変更手続きをしてください。

【お問い合わせ先】

札幌道税事務所自動車税部（☎011-746-1190）

※自動音声でご案内します。

財務省北海道財務局では、財政、金融のプロフ

ェッショナルとして活躍する財務専門官を募集し

ています。

受験資格／

①平成4年4月2日～平成13年4月1生まれの者

②平成13年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者

(1)大学を卒業した者及び令和5年3月までに大

学を卒業する見込みの者

(2)短期大学または高等専門学校を卒業した者

及び令和5年3月までに短期大学または高等

専門学校を卒業する見込みの者

受験申込受付期間／令和4年3月18日㈮9:00～4月4

日㈪受信有効

受験申込方法／次のURLよりお申し込みください。

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

第1次試験／令和4年6月5日㈰
【お問い合わせ先】

財務省北海道財務局人事課人事係

（☎011-709-2311　内線4252）

自動車税種別割の住所変更をお忘れなく 財務専門官採用試験のお知らせ
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ワークショップ　エコクラフト（初級編）
対象／一般

日時／3月12日㈯・26日㈯　13:00～16:00

会場／西いぶりリサイクルプラザ

定員／各先着5名

料金／300円

申込方法／3月3日㈭～前日まで電話にて

きめこみパッチワーク講座
対象／一般

日時／3月19日㈯　13:00～16:00

会場／西いぶりリサイクルプラザ

定員／先着15名

料金／1,000円～2,000円

申込方法／3月3日㈭～3月11日㈮まで電話にて

【お申し込み・お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

リサイクルプラザ開館時間・休館日

開館時間：10:00～17:00、休館日：毎週水曜日

令和4年度アクアエクササイズ受講者募集
対象／20歳以上の一般男女

日時／令和4年4月～令和5年3月（月・木の週2回）

（7月・8月の2カ月はお休みです）

会場／げんき館ペトトル

内容／シェイプアクア　9:50～10:50

ヘルシーアクア　11:00～12:00

（2コース続けての受講は不可）

定員／各コース20名（先着順）

料金／5,000円（1カ月）

※入館料含む。別途、保険は任意で申込み

申込方法／令和4年3月1日㈫～3月15日㈫
げんき館ペトトルに備え付けの申込書に必要事項

を記入し受付に申し込んでください。（水曜日を除

く）

※定員になり次第締め切ります。

【お問い合わせ先】

げんき館ペトトル（☎0143-59-3443）

新型コロナウイルス感染症の拡大や、デジタル

化・脱炭素化の動きに対応するため、北海道総合計

画を見直しました。

北海道では、こうした重要課題への対応や北海道

の強みを活かした政策を、道民の皆さんとともに進

めてまいります。

北海道総合計画【2021改訂版】

北海道総合計画　　検索 

【お問い合わせ先】

北海道庁計画推進課（☎011-204-5630）

不動産の所有者が亡くなったのに相続登記がされ

ないため、登記記録を見ても所有者が分からず、復

興事業や取引を進められないといった、いわゆる

「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が、令和3

年4月に成立し、相続登記が義務化されました。

相続登記が義務化される新しい制度は、令和6年4

月1日からスタートし、相続登記の申請については、

制度のスタートから3年間の猶予期間があります。

なお、相続登記について、不明な点がある場合は、

登記の専門家である司法書士や法務局などにご相談

ください。

【お問い合わせ先】

札幌法務局室蘭支局

（☎0143-22-5111[音声ガイダンス番号2]）

3
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リサイクルプラザからのお知らせ 北海道総合計画を見直しました

げんき館ペトトルからのお知らせ

相続登記制度が変わります
（相続登記の義務化）

広　告
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海上保安庁職員採用試験情報

自衛官募集

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。

幹部候補生
（一般）

一般曹候補生

予備自衛官補
（一般）

自衛官候補生

お問い合わせ先

22歳以上26歳未満

18歳以上33歳未満

18歳以上33歳未満

18歳以上34歳未満

〒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3月1日㈫
～4月14日㈭

令和4年3月1日㈫
～5月10日㈫

令和4年1月6日㈭
～4月8日㈮

令和4年4月1日㈮
～5月20日㈮

1次試験
令和4年5月20日㈮
～29日㈰
※いずれか1日

令和4年4月11日㈪
～17日㈰
※いずれか1日

令和4年5月27日㈮
～29日㈰
※いずれか1日

1次試験
令和4年4月23日㈯
～24日㈰
※いずれか1日

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

海上保安学校
学生採用試験
（特別）

海上保安官
採用試験
（大卒課程）

お問い合わせ先

①令和4年4月1日において高等学校また
は中等教育学校を卒業した日の翌日か
ら起算して13年を経過していない者

②令和4年9月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの者　など

平成4年4月2日以降に生まれた者で、
①大学（短期大学を除く。）を卒業した者
②令和5年3月までに大学を卒業する見込
みの者

室蘭海上保安部　室蘭市入江町1-13（☎0143-23-0118）

インターネット
3月18日㈮～3月25日㈮
郵送
未定

インターネット
3月18日㈮～4月4日㈪
郵送
未定

1次試験
5月15日㈰
2次試験
6月8日㈬～6月29日㈬

1次試験
6月5日㈰
2次試験
7月12日㈫～7月20日㈬

船舶運航
システム課程

約220名
（令和3年度

数値）

約30名
（令和3年度

数値）

試験名 資　　格 受付期間 試験期日 採用予定数

広　告広　告
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とまこまい「サポステ・プラス」は、働きたい

と思われている方に向けた、就労自立支援施設で

す。就職相談も歓迎します。「働きたい」を応援

する、無料出張相談会を開催します。

対象／おおむね15歳から49歳の方・ご家族

場所／ハローワーク伊達（伊達市網代町5-4）

内容／就労相談・就労体験ほか

日時／4月14日㈭ 13:30～15:30(先着順・予約可)

【お問い合わせ先】

とまこまい若者サポートステーション

とまこまい「サポステ・プラス」

(☎0144-84-8670)

苫小牧市表町3-2-13 王子不動産第2ビル6F

3
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働きたい方のための出張相談会

死亡事故ゼロ774日
－人身交通事故発生状況1月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）
※1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1月11日～令和4年2月10日）

■人のうごき

■1月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,381人 （△11）

男 1,136人 （△06）

女 1,245人 （△05）

世帯数 1,282戸 （△07）

※1月末現在（ ）は前月差

川𠩤 徹さん（73才）【洞爺湖温泉】
大樂　義雄さん（73才）【緑】
柴田　正秋さん（65才）【南久保内】
前川　德光さん（73才）【星野】
佐藤　　隆さん（69才）【建部団地】
村田　京子さん（84才）【星野】
武田　祐一さん（76才）【建部】
平田　絹枝さん（89才）【建部団地】
宮田　雪江さん（95才）【南久保内】
鈴木ノブ子さん（88才）【建部団地】

◆お悔やみ申し上げます

井上
いのうえ

蒼凰
そ お

くん　令和4年1月25日
【橋口二　和博さん・里枝さん】

清水
し み ず

葵
あおい

くん　令和4年1月31日
【建部団地　和哉さん・繭さん】

○お誕生おめでとう

みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板

『アロマを楽しむ会』～春の不調のアロマ～

季節の変わり目。
心とからだの不調を香りで楽にする方法を身

に付けませんか？
不調の時のお役立ちアロマグッズも作成いた

します。アロマが初めてでもわかりやすくご案
内いたします。
日時／3月18日㈮ 10:00～11:30
人数／先着5名

料金／2,000円（お守りアロマを作ります）
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・お問い合わせ先】

☎090-1522-7840
メール：aromacosme2016@gmail.com
松浦まで
※次回は4月15日㈮に睡眠のアロマを開催します。

かおりの教室

広　告

ご相談をお待ちしております!!
住宅資金､教育資金､自動車に関する資金

その他何でもご相談ください！

壮瞥支店･66-2525
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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

そうべつアウトドアネットワーク
体験会等のご案内

まん延防止等重点措置の適用により開催を

延期しておりましたそうべつアウトドアネッ

トワーク主催の講演会を再度ご案内します。

そうべつアウトドアネットワークでは、令

和2年度に引き続きアウトドア体験会の開催や

道内視察、新たにモニターツアーの実施等を

通じて、アウトドアやスポーツによる地域活

性化について調査研究を進めております。

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。

記

○日　時 令和4年3月11日㈮ 18:30～20:00

○場　所 壮瞥町地域交流センター山美湖　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

○定　員 100名　※定員になり次第締め切ります。

○申　込 3月9日㈬までにメールまたはお電話でお申し込みください。
メールの場合：nakaoka.saeko@town.sobetsu.lg.jp

（①参加者氏名・②住所・③電話番号を記入してメールを送信してください）

電話の場合：壮瞥町教育委員会

（☎0142-66-2131・FAX：0142-66-2132）
（①参加者氏名・②住所・③電話番号を直接お伝えください）

［感染症対策について］

・参加者把握のため事前申込制とさせていただきます。

・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100名程度とさせていただきます。

・感染症の状況によっては、町民限定等で開催する場合があります。

まん延防止等重点措置により開催を中止しましたそうべつアウトドアネットワーク主

催の各種事業について下記のとおり日程を延期して実施します。

各事業の詳細や申し込みについては、町ホームページに掲載しますのでたくさんのご

参加をお待ちしております。

記

○事業名

［ウインターアウトドア体験会］日程／3月13日㈰ 場所／オロフレスキー場

［オロフレ峠スノーシューツアー］日程／3月20日㈰ 場所／オロフレ峠

［サ ウ ナ 体 験 会］日程／3月26日㈯・27日㈰ 場所／調整中

○事業の詳細

各事業の詳細や申し込み方法は町ホームページをご確認ください。

［感染症対策について］

・各事業当日、受付で検温を行います。発熱等の症状がある方は参加をご遠慮いただき

ます。

・参加者はマスクを着用してご参加ください。

・感染症の状況等によっては、町民限定での開催や中止となる場合があります。ご了承

ください。

3月の山美湖大学のお知らせ

映画「お終活　熟春！人生、
百年時代の過ごし方」鑑賞会

3月の山美湖大学では映画「お終活　熟春！人生、百年時代の過ごし方」の鑑賞会を

予定しています。

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、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。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、開催を中止いたしま

すのであらかじめご了承ください。

1．事業名 第10回壮瞥町山美湖大学

2．日　時 令和4年3月14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

4．参加料 無料

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。

6．申込期限 令和4年3月10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。
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今月の新着オススメ本

★『木曜日にはココアを』

青山美智子著

～日常の何気ない行動が誰
かの命を救う。心洗われ
る物語です。

「一般書」

『海をあげる』『ほどよく距離
を置きなさい』『ハワイ語で話
そう』『国土のゆとり』『海外
好き公僕技官のビール紀行』
『100万回死んだねこ』『ゴリラ
の森、言葉の海』『育毛のプロ
が教える髪が増える髪が太く
なるすごい方法』『頑固なかゆ
みもアトピーも1分肌活で必ず
よくなる』『北緯43度のコール
ドケース』『星を掬う』『おま
えなんかに会いたくない』『エ
リカ』『マスク』『夜が明ける』
『ビブリア古書堂の事件手帖
（6・7）』

「児童図書」

『ぼくはおじいちゃんと戦争し
た』『青いつばさ』『絵で見る
統計世界の国ぐに』『アンの友
達』『みんなのためいき図鑑』

『ネトゲ中毒』『黄色い夏の日』

「幼児図書」

『すーは～』『ちゃわんちゃん
です』『ヘレーじいさんのうた』
『ナミチカのきのこがり』『地
球のことをおしえてあげる』
『かきやまぶし』『ふうちゃん
のたび』『たぬき』『ゆきのよ
うせい』『むしゃむしゃたべた
らおいしいぞ』『ロベルトのて
がみ』『ほんやねこ』『いつも
だれかが…』『おいもさんがね
…』『いちごさんがね…』『ど
うぶつせんきょ』『きたきつね
とはるのいのち』

(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』

リサイクル市で差し上げた本は、

図書室に返却しないようにお願いします。

タイトル『おひとりさまシリーズ』 　上野千鶴子

ある日なんとなくテレビを見ていたら、東京大学の卒
業式の様子が映っていた。卒業する学生に述べた祝辞の
中で「あなた達はエリートと呼ばれていて、多くの人か
ら期待されているが、世の中には色々なハンデを抱えて
生きている人達がいます。あなた方の能力をそれらの
人々のために生かしてあげてください」という言葉に、
私は深い感動を受けた。その後、図書室で上野氏の「お
ひとりさま三部作」を見つけて貪るように読んだ。孤独
死、核家族、看取りなど高齢化社会を取り巻く様々な問
題をピックアップしていた。立派な自宅マンションがあ
りながら、老人介護施設に入居する人々が増加傾向にあ
る。自宅死は決して怖くない。その人の生きざまとして
周囲が理解してくれることが大切とのこと。暗い道を歩
きながら先方に、一筋の光を発見した時の喜びを感じた
次第である。

（オススメ者：Y・M）

★3月末まで、図書室入口にて展示しています★

特に学生の方にオススメの一冊です。

西の魔女が死んだ 梨木香歩

友達との関係に悩み不登校となった少女まいは、祖母で
ある「西の魔女」のもとで一夏を過ごすが…。暖かい優し
さに包まれます。

たんぽぽ娘 ロバート・F・ヤング

丘の上で出会ったたんぽぽ色の髪の女性は、未来から来
たと言うが…。わずか40ページ弱の短編ですが、心温まる
とても素敵な物語です。

短編の名手が放つ、淡い恋心の裏に隠された驚くべき結末とは？

－ 16 －

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

2021年に心に残ったベスト3を参加者の皆さ
んで語り合います。ベスト3は好きな本や驚い
た体験、買って良かった物など何でもＯＫで
す。お互いのベスト3を聞いたり興味の沸いた
ことにチャレンジしてみたりして、今年も楽
しい1年にしてみませんか。

期　日：令和4年3月17日㈭ 14:00～15:30　　　　　
場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
参加費：無料

※新型コロナウイルスの影響のため、中止になる可能
性があります。

今月の図書分室イベント
3／17

おはなし会

2021年・私の好きなベスト3

著者は、

東京大学名誉教授です

新型コロナウイルスの世界的大流行で、どこへも旅することのできない日々
ですが、各国のえほんを読みながら世界を旅してみませんか？

ようこそ図書分室へ！

泣ける本泣ける本
3月の展示 

えほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅するえほんで世界を旅する

直木賞を受賞し、映画化もされたベストセラー本です。

鉄道員
ぽ っ ぽ や

浅田次郎

北海道の廃止寸前のローカル線の駅長である男性のもと
に、不思議な女の子が現れる。同時収録の「うらぼんえ」
も泣けます。

やまびこ図書室前の廊下にて、やまびこ図書室で所蔵しなくなっ
た本を無料で利用者に差し上げるリサイクル市を不定期に開催して
います。
差し上げた本は、そのままお持ちいただき、読み終えた後も図書

室や返却ポストに入れないようお願いします。

ー期日3/12㈯～4/10㈰ー

やまびこ図書室で展示・貸出します！　ぜひ見に来てくださいね♪

絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間絵本週間
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第　116　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）

2022年１月、新しく日本ジオパークに認定されたのは、北海道の「十勝岳ジオパーク」と、長崎
県の「五島

ご と う

列島（下五島
しもごとう

エリア）ジオパーク」２つです。これで日本ジオパークは46地域になりま
した。

日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！日本ジオパークに新しい仲間が誕生！

北海道の美瑛町・上富良野町がエリア。波打つように広がる
丘陵景観は、北海道を代表する風景の一つ。これは200万年と
いう長い時間をかけ、十勝岳～大雪連峰付近で起こった大規模
噴火の火砕流堆積物が積み重なってつくられた地形です。
1926年の十勝岳噴火では、泥流が周囲の雪を溶かしたことで
被害が拡大。農地を埋め尽くし144名もの犠牲者を出しました。
作家・三浦綾子が小説『泥流地帯』で当時の様子を伝えていま
す。
噴火災害の経験と、農業地帯への復興・発展を遂げた歴史が

あり、減災教育や農業に関する地域学習にも取り組んでいます。

鹿児島県西部に位置し、11の有人島と52の無人島
で構成される五島市のほぼ全域がエリア。約2200～
1700万年前に堆積した大陸由来の砂泥と約100万年
前から活動した火山による溶岩台地が基となってい
ます。
古来より東シナ海交易の拠点であり、遣唐使や倭
寇、潜伏キリシタンに関わる歴史もあるエリアです。

十勝岳
とかちだけ

ジオパーク

五島
ごとう

列島（下五島
しもごとう

エリア）ジオパーク北海道の日本ジオパーク
（2022.2現在）

北海道にある日本ジオパークは
全部で6地域になりました！

ジオパーク通信ジオパーク通信
洞爺湖有珠山ジオパークだより

望岳台展望台から見える十勝岳

ライトアップされた「青い池」

大陸由来の砂泥が見られる断崖

十勝岳（2077ｍ）

五島列島（下五島エリア）



－ 19 －

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3月号

【少年の皆さんへ】
◆万引きは犯罪！
「見張りをする」、「命令をする」、「盗んだ物をもらう」全て犯罪！
◆ネットには危険がいっぱい！
犯罪に巻き込まれたり、知られたくない情報が流出すなどの危険性
をしっかり認識しましょう。
◆断る勇気！ストップ薬物！
誘われてもキッパリ断る勇気を！

【保護者の皆さんへ】
◆非行防止は家庭から！
忙しい中でも時間をやりくりし、子どもとしっかり関わる時間を作りましょう。
◆子どもの携帯電話にはフィルタリング設定を！
携帯ショップで簡単に設定できます。有害サイトをシャットアウト！

第1回試験で200名の採用予定！
やりがいも魅力もでっかいどう！

◆第1回試験日程
受付期間／令和4年3月1日～4月1日
第1次試験／5月8日㈰
第2次試験／6月上旬～6月下旬
◆興味のある方はぜひ
駐在所まで来てくださ
い。あなたの疑問、質
問にお答えします。
受験資格等詳しい内
容は、道警ホームペー
ジで確認できます。

北海道警察官募集中!
～ゴミ焼きは犯罪です～

雪解けが進むと家の周りのゴミが気になり
ますが、そんな自宅から出たゴミや事業所か
ら出たゴミを焼却すると「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律違反」となり、「5年以下の
懲役もしくは1,000
万円以下の罰金」を
課せられる場合があ
ります。
ゴミは、焼却する

ことなく、自治体で
決められた方法で処
分しましょう。

ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！ダメ！ゴミ焼き！

許可申請や廃棄等の措置を執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となりま
す！令和4年9月14日以前であっても、クロスボウの発射・持ち運び・保管等に規制がかかります。
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無償で
処分します！
廃棄する場合は
最寄りの警察署
に持ち込んでく
ださい。
無償で処分しま
す。

新学期における非行・犯罪被害防止
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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。

（

祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く）

月
の
予
定 � �Ü� ��Û���Z���^�[�¾�æ�Ł

�Û���Z���^�[
�

� �Ü� ��Û��� ��� � �¾�æ�Ł
�Û��� ��� �
�

令和4年度 春の胃がん･大腸がん検診のお知らせ

【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）

今後の新型コロナウイルス感染状況により中止になることもありますのでご了承くだ

さい。

「がん」は早期に発見することで身体への負担が少ない治療で済む可能性が高くなり

ます。今年度もがん検診のお申し込みをお待ちしております。

※胃がん・大腸がんのどちらか片方のみの検診も可能です。

※胃や腸の手術をした方は、胃がん検診を受けられませんのでご了承ください。

※なお、大腸がん検診のみ受けられる場合は受付時間内に検体等をお持ちいただく

ことになります。

【対象者】 30才以上の町民（妊娠中の方は除きます）

【検診料金】 胃がん検診：500円(社保の方は1,500円)

大腸がん検診：100円(社保の方は1,000円)

【申込期限】 令和4年4月4日㈪

胃がん検診

大腸がん検診

バリウムと発泡剤を飲み、レントゲンを撮ります。

胃の形や粘膜の状態を確認します。

お送りする採便用の棒で便の表面をこすり取る簡単な検査です。

2日分の便を採取します。（便潜血検査です。）

4月25日㈪ 壮瞥町保健センター
6:30～10:30まで

30分刻みで予約を受けます。

検診日 検診会場 受付時間

6:30～8:00まで

30分刻みで予約を受けます。

9:30～10:30まで

30分刻みで予約を受けます。

農村環境改善センター

壮瞥町保健センター

4月26日㈫



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。▼

3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

6 9
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

12

13
ウインターアウトドア
体験会
オロフレスキー場
10:00〜15:00

14
町議会第一回定例会
役場大会議室
10:00〜
山美湖大学
山美湖多目的ホール
10:00〜12:00

18
町議会第一回定例会
役場大会議室
壮瞥小学校卒業式
9:30〜
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

19

8
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

7

16
町議会予算審査特別
委員会
役場大会議室
10:00〜
定期予防接種(BCG以外）
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

11
壮瞥中学校卒業式
10:00〜
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
そうべつアウトドア推進講演会
山美湖多目的ホール
18:30〜20:00

10
町議会第一回定例会
役場大会議室
10:00〜
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

17
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00

図書分室開放日
13:00〜16:00

15
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

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

51
壮瞥高校卒業式
9:00〜

43
献血
役場
10:00〜12:00
図書分室開放日
13:00〜16:00

20
オロフレ峠スノーシュ
ーツアー
オロフレ峠
8:15〜12:00

21
春分の日

25
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

26
サウナ体験会
15:00〜19:00

23
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

24
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

22
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

27
サウナ体験会
10:00〜12:00

28 4/1 4/230
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

31
図書分室開放日
13:00〜16:00

29
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（古紙類）回収日

令和4年

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日

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・
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

01日 02日
16日 

26日


