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4月7日㈭、壮瞥小学校で入学式が行わ
れました。新入生の12名は、少し緊張し

ている様子も見られましたが、名前を呼

ばれると大きな声で元気に返事をしてい

ました。

6年間たくさんの思い出を作って、楽し

い学校生活を送ってくださいね！

入学おめでとうございます 55555555555555555
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◎弁景温泉供給施設高効率化改修実施設計委

託事業（産業振興課）

【事業費5,500千円（雑入2,750千円、一般財源

2,750千円）】

弁景温泉の揚湯ポンプへのインバーター設

置、配管の改修により、省力化を行い、二酸

化炭素削減を図ります。

●農業研修シェアハウス運営事業（産業振興課）

【事業費960千円（使用料720千円、一般財源

240千円）】

町内での就農をめざし、移住してくる方の

農業研修期間の住居支援として、農業研修シ

ェアハウスを運営し、農業担い手の育成・確

保を図ります。

●新規就農支援対策事業（産業振興課）

【事業費5,690千円（道支出金3,000千円、一

般財源2,690千円）】

次代を担う経営感覚に優れた担い手を育

成・確保するため、新規就農者や就農後継者

に就農研修資金の貸付をはじめ、農地取得や

機械・施設導入費の一部を助成します。

●堆肥センター運営事業（産業振興課）

【事業費22,573千円（財産収入9,000千円、一

般財源13,573千円）】

土づくりを通じて、生産性の向上や付加価

値の高い農業生産体制を構築するため、堆肥

センターを運営し、良質堆肥の安定生産を図

ります。

●新商品開発調査研究・販路開拓支援補助金

（商工観光課）

【事業費1,200千円（道支出金600千円、一般

財源600千円）】

特産品開発を支援し、イベント等での商品

紹介や販売機会の拡大を図る取組に対し、補

助金を交付します。

●壮瞥町起業化促進補助金（商工観光課）

【事業費1,000千円（一般財源1,000千円）】

町内において新規事業、新規部門で事業活

動を行う際に工事請負費、財産購入、設計委

託等の経費2分の1まで補助します。

●洞爺湖園地管理事業（商工観光課）

【事業費3,754千円（道支出金1,300千円、そ

の他1,500千円、一般財源954千円）】

洞爺湖園地船揚施設の環境整備やマナー向

上のための看板設置、湖上巡視等適正利用の

啓発を行います。

2　笑顔あふれる暮らしのまち

子どもたちは「地域の宝」。教育・子育

て・生きがいづくりは将来への投資です。

●スポーツによる地域活性化事業（生涯学習課）

【事業費6,862千円（国庫支出金6,710千円、

その他150千円、一般財源2千円）】

令和2年度に設立されたそうべつアウトド

アネットワークによる地域の自然環境や施設

を活かしたアウトドアスポーツやアウトドア

アクティビティの普及や推進を図ってきまし

た。令和4年度も町民や町外からの誘客を図

る事業を計画します。

1　元気な産業のまち

本町が有する特色を生かした、地域産業力

を向上させる取組を着実に推進します。

◎農業振興施設等整備事業（産業振興課）

【事業費30,000千円（道支出金30,000千円）】

農業者等による団体の作業受託や作付面積

拡大、品質向上を目的とした機械導入を支援

します。

◎情報通信環境整備対策事業（産業振興課）

【事業費21,050千円（道支出金21,000千円、

一般財源50千円）】

ＩＴを活用した農業農村インフラ管理の省

力化・高度化を図り、スマート農業の実装に

必要な情報通信環境の整備計画を策定しま

す。

●仲洞爺野営場公衆便所建替工事（総務課）

【事業費37,000千円（道支出金18,500千円、

地方債18,500千円）】

近年、人気が高くなっている仲洞爺野営場

の利用環境の向上を図るため、老朽化した公

衆便所の建て替えを行います。この工事は昨

年度に施工予定でしたが、道補助金の関係で、

施工を1年遅らせて実施するものです。

令和4年度主要事業　
第5次壮瞥町まちづくり総合計画の実現に向けて

まちづくり総合計画の施策の柱に沿って、今年度の重点事業を紹介します。

現在の仲洞爺野営場公衆便所

3/26開催　スノーシューツアー
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●国保ヘルスアップ事業（住民福祉課）

【事業費9,216千円（道支出金9,216千円）】

国民健康保険被保険者の診療や健診結果な

どの情報を綿密に分析し、高度な健康状態の

把握や健診未受診者への効果的なアプローチ

を行います。

また、生活習慣病やその重症化予防対策、

多重服薬の抑制などを総合的に推進し、被保

険者の健康増進及び医療費の抑制に結びつけ

る事業を行います。

3　希望に満ちた安全のまち

前回の噴火から20年を迎え、繰り返す噴火

災害を念頭に置いた安全対策を進めます。

◎壮瞥中学校建替事業（生涯学習課）

【事業費200,164千円（地方債185,700千円、一

般財源14,464千円）

壮瞥中学校の校舎は建設後40年が経過し、

校舎及び屋内体育館とも老朽化しているた

め、子どもたちにとって望ましい環境の整備

が必要であることから、壮瞥中学校の建替を

計画しています。令和4年度は、基本実施設

計や建設用地の購入を予定しています。

●ゆーあいの家改修工事（総務課）

【事業費20,400千円（一般財源20,400千円）】

ゆーあいの家の利用環境の向上を図るた

め、本年度、浴槽内のタイル、脱衣所の床、

カランの一部（全40台中10台）などの改修を

行います。

●西いぶり広域連合負担金（新中間処理施設

建設）（住民福祉課）

【事業費130,759千円（地方債130,700千円、一

般財源59千円）】

令和6年10月の稼働を目指し建設中の西い

ぶり広域連合新中間処理施設について、室蘭

市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町の2

市3町で西いぶり広域連合規約に基づいて負

担します。

●町道滝之町中島1号線道路改良舗装工事（建設課）

【事業費120,030千円（国庫支出金57,915千円、

地方債62,000千円、一般財源115千円）】

事業延長約1,200ｍのうち、昨年度までに

町道紫明苑線の交差点から久保内方向に約

750ｍの工事が完了しています。今年度も引

き続き、国の交付金の配分額に合わせた事業

規模で整備を進める予定です。

－ 4 －

●子ども医療費助成事業（住民福祉課）

【事業費6,308千円（道支出金1,099千円、地

方債3,900千円、その他50千円、一般財源

1,259千円）】

子育て世帯を支援するため、お子さんの入

院・通院にかかる保険適用の医療費を全額助

成します。（令和3年8月から対象を高校生ま

でに拡大しました。）

対象医療費／保険適用となる医療費

助成方法／役場から発行された受給者証を医

療機関の窓口で提示することによ

り、保険診療の自己負担が0円と

なります。道外の医療機関等を受

診し、窓口で自己負担額を支払っ

た場合には、領収証を住民福祉課

にご提出ください。

●子育て応援祝金事業（住民福祉課）

【事業費3,838千円（一般財源3,838千円）】

新生児と小・中・高等学校に就学するお子

さんに対する“お祝い”の気持ちを込めて、

「祝金」と「壮瞥町商工会商品券」を贈呈し

ます。

助成内容／

出産祝金～1人あたり現金50千円、商品券50

千円

就学祝金～1人あたり現金25千円、商品券25

千円

●子育て応援ごみ袋配布事業（住民福祉課）

子どものおむつ等、排出されるごみの量が

多くなる0～2歳児のお子さんがいるご家庭の

経済負担を軽減するため、可燃用20リットル

のごみ袋を年間120枚配付します。

◎結婚新生活支援補助金（住民福祉課）

【事業費1,320千円（道支出金600千円、一般

財源720千円）】

結婚に伴う新生活のスタートを経済的に支

援するため、令和4年1月1日から令和5年3月31

日までの期間に新たに婚姻した世帯が支出す

る住宅賃料やリフォーム費用、引越費用等に

対し、30万円を上限に補助金を交付します。

ご夫婦の年齢や所得など、詳細な要件があ

りますので、補助金の交付を希望される方は、

まずは子育て支援係までご相談ください。

●産後ケア事業（住民福祉課）

【事業費336千円（国庫支出金74千円、一般財

源262千円】

出産後1年未満の母親と乳児で、母親の体

調回復や育児不安等にて支援が必要な方に対

し、近隣の相談所等を利用するための費用を

助成します。利用方法については子育て世代

包括支援センターにご相談ください。

●不妊治療費助成事業（住民福祉課）

【事業費600千円（一般財源600千円）】

妊娠を望んでいる方の経済的負担を支援す

るため、不妊治療にかかる診療費用を助成し

ます。診療内容などにより対象要件や助成額

などが異なりますので、ご利用を希望の方は、

まずは保健センターにご相談ください。

●緊急風しん抗体検査事業（住民福祉課）

【事業費218千円（国庫支出金51千円、一般財

源167千円）】

子どもの頃に風しんの予防接種の機会がな

かったために、特に感染の危険性が高いとさ

れる41歳から58歳の男性を対象に、国の補助

金を活用して、免疫の有無を調べる抗体検査

とワクチン接種費用を無料化する事業を令和

元年度から3年間実施しましたが、令和4年度

から3年間延長となりました。

●福祉灯油購入助成事業（住民福祉課）

【事業費2,000千円（道支出金500千円、一般

財源1,500千円）】

町では、低所得者世帯等を対象とした冬期

間の燃料費を助成しています。本年度の対象

要件や助成額などについては、今後の灯油価

格の推移などをみながら、11月から12月ごろ

に決定し、広報等であたらめてご案内します。 町道滝之町中島1号線

ゆーあいの家
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4　未来へつなぐ明るいまち

情報発信とネットワークを強化して、移住

定住と関係人口の拡大に取り組みます。

◎クラウドＰＢＸ（電話交換機）整備事業（総務課）

【事業費7,198千円（一般財源7,198千円）】

噴火の再来に備えるとともにテレワーク環

境を構築するため、役場庁舎の電話交換機の

更新にあたり、役場、情報館などの電話網を一

括管理するクラウドＰＢＸ（電話交換機）を導

入し、自治体デジタルトランスフォーメーシ

ョン（デジタル技術を活用した行政サービス

の向上）と災害に強い通信環境整備を推進し

ます。

●タウンプロモーション（企画財政課）

【事業費4,122千円（一般財源4,122千円）】

町の情報発信強化やイメージアップなどを

目的として、ホームページの拡充やブランド

アイデンティティ（以下、「ＢＩ」）を活用し

たプロモーション活動を行います。

タウンプロモーションとして、本年度は次

の事業を予定しています。

（ア）移住フェアへの出展

（イ）「そうきたか！そうべつひろめ隊」

によるプロモーション活動

（ウ）ホームページの運営・拡充

のぼり、法被、スタッフジャンバー、ハチ

マキなど、「ＢＩ」を活用した様々なＰＲツ

ールを、役場で貸出しています。

●持ち家住宅取得奨励交付金（企画財政課）

【事業費4,000千円（一般財源4,000千円）】

住宅を新築、または中古住宅を購入し、町

内に5年以上居住する方を対象に、町から取

得費用の一部を助成する制度です。令和4年

度から助成額を拡充しました。

●空き家改修・整理補助金（企画財政課）

【事業費300千円（一般財源300千円）】

町内に空き家を所有している方が、その家

を売却・賃貸する際の不要物の整理や、改修

を行う際に、町からその費用の一部を助成す

る制度です。

●住宅等リフォーム支援事業補助金（商工観

光課）

【事業費2,000千円（地方債2,000千円）】

壮瞥町商工会を通じて町内の住宅等のリフ

ォームに関わる工事費用に応じて商品券を交

付します。

●地域おこし協力隊事業（企画財政課）

【事業費34,152千円（一般財源34,152千円）】

将来的な起業と定住を視野に、町の情報発

信など地域の活性化を担う新たな人材として

活躍する「地域おこし協力隊員」を7名雇用

します。
7/15開催　
北海道壮瞥PinotBlancSurLIe2020発表会
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●しらかば団地屋上防水改修・外壁塗装工事

（建設課）

【事業費27,800千円（国庫支出金11,700千円、

地方債14,300千円、一般財源1,800千円）】

公営住宅等長寿命化計画に基づき、しらか

ば団地3号棟の長寿命化改善工事（屋上の防

水改修と外壁の塗装）を実施します。

●蟠渓団地除却工事（建設課）

【事業費14,500千円（国庫支出金7,000千円、

地方債7,500千円）】

公営住宅等長寿命化計画に基づき、1棟4戸

の蟠渓団地の除却工事を実施します。

●国道453号水道施設移設工事（建設課）

【事業費121,605千円（地方債55,600千円、補

償費66,000千円、一般財源5千円）】

国道453号蟠渓道路の3工区（蟠渓橋から上

久保内方向）の道路改良工事にあわせて、工

事の支障となる水道管の移設工事を実施しま

す。

●道道洞爺湖登別線水道施設移設工事（建設課）

【事業費75,031千円（地方債45,300千円、補

償費29,645千円、一般財源86千円）】

道道洞爺湖登別線のサンパレス工区での道

路改良舗装工事にあわせて、工事の支障とな

る水道管の移設工事を実施します。

●電気機械計装設備更新工事（建設課）

【事業費25,388千円（国庫支出金4,275千円、

地方債21,000千円、一般財源113千円）】

簡易水道施設の滝之町第2浄水場の送水ポ

ンプ、塩素滅菌機、ポンプ井の水位計の更新

及び仲洞爺第2浄水場の塩素滅菌機の更新、

立香増圧ポンプ室の増圧ポンプの更新工事を

実施します。

●国道453号（蟠渓道路）整備事業【国が実施】

国道453号蟠渓道路の3工区（蟠渓橋から上

久保内方向）のうち、約350ｍの道路改良工事

と長流川の橋梁工事を実施する予定です。

●道道滝之町伊達線道路整備事業【北海道が

実施】

外環状線の立香地区から伊達市志門気の区

間では、令和4年度で概ね道路改良舗装工事

は完成し、令和5年度中には起終点の交差点

切替工事を実施し供用開始する予定です。

●道道洞爺湖登別線道路整備事業【北海道が

実施】

道道洞爺湖登別線のサンパレス工区では、

令和3年度繰越事業と合わせ、約950ｍの道路

改良舗装工事を実施する予定です。

蟠渓団地

しらかば団地3号棟

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係

（☎0142-66-2121）
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町では、いただきました評価、ご意見を参考に、今後もより良い行政サービスの提供に努めて

いきます。

政策評価調書の詳細は、町ホームページで公表しているほか、役場企画財政課企画広報係でご

希望の方に配付しています。

■評価結果（一部抜粋）

【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）

■基本目標 1　産業力強化で雇用を創出
・壮瞥の特産品と他市町村の特産品とのコラボを考えてみては？話題・販売両面で効果有り。

・特産品開発補助などの農商工連携推進事業は、地元生産者の挑戦を支援する仕組みとして、中長
期的な観点から推進する意義が大きい。

・観光客入込数の落ち込みの大きさに驚いている。観光客誘致の対策は継続が必要。

・ビジット昭和新山キャンペーンや商品開発支援は、活性化に少しでも繋がる機会だと思う。

・アウトドアについては、環境を整えておくことで今後に繋がる取組だと考える。国内客（特に道
内）が壮瞥に来るような、魅力的なアクティビティの開発が必要。

・フィンランドのケミヤルヴィ市と友好都市であることを「町の資源」と捉え、町内直売所や飲食
店、公共施設でフィンランドの輸入特産品を販売したりしてみてはどうか。

■基本目標 2　人材育成と子育て支援を強化
・子育て支援についての事業内容は充実しているので、今後は地域と一体になって推進していく必
要がある。

・小・中・高校に１人１台のタブレット端末を整備したので、今後はコロナ感染症の再拡大に備え
て、リモート授業ができるように取り組んでほしい。

・移住定住を促進する助成制度は充実していると思う。

・「子育て世代支援」や「特色ある教育実践」は、「良好な住環境の供給による移住・定住促進」と
セットで考える必要がある。

・都会から地方への移住が増加している今がチャンス。子どもに優しい野菜作りや食品加工ができ
る環境は若い親にとって魅力的だと思う。滞在型市民農園を提供するのも一案。

・人材育成に取り組んでいる、または取り組もうとしている人を確保したり、育成すべきである。

■基本目標 3　情報発信強化で人を呼び込む
・ＳＮＳは観光客を呼び込むツール。地域おこし協力隊と連携しながら発信を継続すべき。

・壮瞥町を知ってもらうことが重要。多方面から町をＰＲし、継続することで変化が出てくる。

・「そうきたか！そうべつひろめ隊」と「そうべつアウトドアネットワーク」などの連携による取
組を発信できるようになれば良い。

・コロナ禍にあって移住情報サイトの閲覧数が増加している。田舎暮らしへの関心は地方にとって
好機。基本目標（５）のふるさと納税とからめて、町の強みをさらに強力に発信すべき。

■基本目標 4　誰もが活躍でき、元気に暮らせるまちづくり
・地域包括支援センターの体制が充実しており、これまでの保健、介護（予防）、日常生活支援のベ
ースの上に、急性期医療、回復期医療へのスムーズな接続など、切れ目のない安全・安心のさら
なる体制強化につなげてほしい。

・高齢者には自ら積極的に学び、体験することで生き甲斐を見い出してほしい。そのための各種取
組は町内には充分あり、環境も整っていると思う。

・町内には様々な組織や団体があるが、それらの間で極端に交流が少ない。意見交換の場などを作
り交流を深めるべき。交流することで繋がりが広がり、それぞれの活躍する場も広がる。

・有珠山噴火に備え、避難所へ行く手助けを必要とする高齢者や障がい者等への対応や、避難所で
の役割分担など、住民として不安な部分があるので、啓発を含め、具体的な情報を発信すべき。

・大雪で、除雪に困っている高齢者が多い。噴火を含め、有事の際に独居高齢者を支援する体制整
備が重要だと再認識した。

■基本目標 5　持続可能な行財政運営の推進
・ふるさと納税は、町特産品の更なる掘り起しを行い返礼品の充実を図り、かつ高い目標額を設定
し、毎年達成度を確認し、対策を考えていくと良い。

・ふるさと納税における寄附金の使途の指定では、「農産物づくり・特産品開発」や「子どもたち・
子育て支援」が多く、町外の方々の応援や期待が大きい。主要施策の展開状況を具体的かつわか
りやすく町外へ伝え、町の子育て環境や自然環境の良さを効果的にＰＲすべき。

① 商工業振興緊急対策事業補助金

② ビジット昭和新山キャンペーン事業
補助金

③ 産地パワーアップ事業

④ 多面的機能支払事業

⑤ 住宅等リフォーム支援補助金

⑥ そうべつアウトドアネットワーク事業

① 子ども医療費無料化

② 通学定期補助

③ GIGAスクール構想加速化事業

④ 新築・中古住宅取得助成

⑤ 農業法人等雇用奨励貸付金

① ブランド（キャッチコピー・ロゴ）
普及・啓発事業

② ホームページ（行政情報・移住情報）
の充実

① 地域包括ケア体制の充実

② 独居高齢者等生活支援

③ コミュニティタクシー運行補助

④ 図書室パワーアップ事業

⑤ 避難所屋根・トイレ改修

⑥ 町道滝之町中島１号線整備事業

① ふるさと納税事業

② 洞爺湖有珠山ジオパーク協議会負担金

商工業者の新型コロナウイルス感染症対策の充実や経営安
定化への助成

昭和新山の駐車場利用者に駐車料と引き換えに町内限定商
品券を配付

地域の営農戦略に基づいた高収益な農作物栽培の取組に対
する支援

水路・農道等の管理を地域で支え、多面的機能の維持のた
めの補助

町内業者を活用して行う住宅等のリフォームに要する経費
の補助

壮瞥の自然などを生かしたアウトドアによる地域活性化を
推進する組織を設立

中学生までの医療費の無料化（令和３年８月からは高校生
まで拡充）

高校通学等に係る定期代金の一部を補助

ICTによる教育環境充実のため、小・中・高校に1人1台の
タブレット端末を整備

持ち家取得時に要する経費の一部を支援

農業法人等の雇用就農に対する貸付支援

「そうきたか！そうべつ」のＰＲロゴ普及ツールの作成、
啓発

既存のホームページ機能の充実、効果的な情報発信の継続

地域包括支援センターの機能強化、相談支援体制の充実

高齢者等が安心して暮らせるよう生活を支援

通院や買い物などに利用できるコミュニティタクシーの運行

コロナ禍での在宅時間の充実を図るため、蔵書の追加を実施

避難生活における感染リスク低減を図る避難所の衛生環境
の改善

有珠山噴火災害時の避難経路確保に係る幅員拡幅などの工事

魅力ある特産品で対外的ＰＲと町内事業者の振興を図り、
寄附を募る

１市３町で負担しているジオパーク推進に係る経費
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行政評価委員会による政策評価を実施しました
令和4年3月15日に行政評価委員会（町民10名で構成）を書面による協議形式で開催し、令和2

年度に町が実施した事業の有効性や妥当性などについて評価をいただきました。

平成27年度分の評価から壮瞥町総合戦略に登載した事業に関連した評価を行い、外部有識者

（一般社団法人北海道総合研究調査会・星野常務理事）にも参加いただき、様々な観点から評

価・アドバイスをいただいています。

基本目標 4　誰もが活躍でき、元気に暮らせるまちづくり

事業内容

■令和2年度　主な政策評価調書登載事業

壮瞥町総合戦略関連事業

基本目標 1　産業力強化で雇用を創出

基本目標 2　人材育成と子育て支援を強化

基本目標 5　持続可能な行財政運営の推進

基本目標 3　情報発信強化で人を呼び込む
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そうべつ町プレミアム商品券事業（第3弾）
新型コロナウイルス感染拡大による経済の低迷が長期化していることから、近隣市町

を含む住民による町内施設の利用促進、農産物等の消費拡大を図り、地域経済を活性化

するため「そうべつ町プレミアム商品券」を発売します。

■利用期間
6月10日㈮～11月10日㈭まで

■発売期間
町民用プレミアム商品券　6月10日㈮～7月15日㈮
町外用プレミアム商品券　6月10日㈮～11月10日㈭
（※期日前に完売したら終了します。）

■利用可能な施設
プレミアム商品券事業協賛店舗（町ホームページに掲載するほか、商品券セットに使

用可能協賛店リストを添付します。）

商工会未加盟の事業所で協賛をご希望される場合は、壮瞥町商工会（☎0142-66-2151）

にご連絡願います。

■実施主体
壮瞥町商工会

■プレミアム商品券の種類
（１）町民向けプレミアム商品券

5,000円で10,000円分（プレミア率100％）

商工サービス用500円×10枚・農産品用500円×10枚の合計20枚セット

●購入方法　

発売前に各世帯に郵送された申請書と引き換えに伊達信用金庫壮瞥支店で各世

帯１セット購入可能です。

また、次のとおり、プレミアム商品券の出張販売を実施します。

6月13日㈪及び7月11日㈪
蟠渓ふれあいセンター　09:30～10:30

幸内会館　　　　　　　11:00～12:00

青少年会館　　　　　　14:00～15:00

6月14日㈫及び7月12日㈫
仲洞爺公民館　　　　　09:30～10:30

壮瞥温泉団地集会所　　11:00～12:00

（２）町外向けプレミアム商品券

5,000円で7,500円分（プレミア率50％）

商工サービス用500円×8枚・農産品用500円×7枚合計15枚セット

●購入方法

伊達信用金庫本店・虻田支店・洞爺温泉支店・豊浦出張所・壮瞥支店にて信金

各店舗に備え付けてある申請書に記入すれば購入可能です。セット数制限はあ

りません。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）
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壮瞥町起業化促進補助金の募集
町では、壮瞥町において新た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、次のとおり募集します。

■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

■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
5月6日㈮～ 6月30日㈭
※予算の範囲内において残額がある場合は継続して募集します。

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
震度とは、地震動の強さの程度を表すもので、計測震度計で観測しています。気象庁の震度階

級は「震度0」から「震度7」までの10階級となっており、日本独自の階級です。かつては、職員の

体感および周囲の状況から震度を決めていましたが、平成8年（1996年）4月以降は、計測震度計に

より自動的に観測して速報し、緊急地震速報の発表時にも使用しています。

気象庁が発表する震度は、気象庁、自治体などが全国各地に設置した震度観測点で観測し、胆

振・日高地方の震度観測点は、全部で39ヵ所（気象庁：12、自治体：4、防災科学技術研究所：23）

あります。

一般的に震度計は観測地点での揺れ（地震動）を計測していますが、地震動は地盤や地形に大

きく影響されるため、同じ市町村であっても場

所によって震度が1程度異なる場合があります。

例えば、固い岩盤とやわらかい沖積地などは、

震源からの距離がほぼ同じでも、震度に差が生

じることがあります。

地震の揺れを感じた時や、緊急地震速報を見

聞きしたら、まずは座布団などで頭を保護し、

丈夫な机の下など安全な場所に避難しましょう。

怪我につながりますので、火の始末などは揺れ

が収まってから慌てずに行いましょう。防災訓

練などを通じて、いざという時に身を守れるよ

う心がけましょう。

（室蘭地方気象台 主任技術専門官：義煎
よしいり

聡）

「震度計と震度観測点」

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）
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壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金壮瞥町空き家整理改修事業補助金

壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金壮瞥町持ち家住宅取得奨励事業補助金

住宅新築で最大200万円!
中古住宅購入で最大100万円!など

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度
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知っていますか？
住宅に関するお得な制度
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知っていますか？
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知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

知っていますか？
住宅に関するお得な制度

１　対象者 町内に空き家を所有している方（町税の滞納がない等の条件あり）

２　要　件 不動産事業者と媒介委任契約（または壮瞥町不動産情報提供事業により第三者と契

約）して、空き家を売却（または賃貸）する際の不要物（廃棄

家具等）の整理や必要最低限の改修費等に対する助成制度

３　助成額 整理、改修等に要する経費の2/3以内（上限30万円、下限

3万円）

４　手続き 空き家整理改修の予定がある場合は、事前に役場企画財政課にご相談くだ

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）

１　対象者 町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住されている方、リフォーム後3年以上居住

する方

２　対象事業 増改築、バリアフリー化、壁の張替、屋根・壁の塗装、床暖房工事、トイレ・洗面

所・浴槽の改修、サッシの取替、給湯器の設置、アスファルト舗装など

※他の補助金・補償・保険などの対象工事は対象外

３　助成額 工事費用が20万円以上30万円未満→04万円分の商品券

〃　　30万円以上40万円未満→06万円分の商品券

〃　　40万円以上50万円未満→08万円分の商品券

〃　　50万円以上00 →10万円分の商品券

４　施工業者 本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施

工業者として登録している業者

５　手続き リフォーム等の予定がある場合は、事前に商工会にご相談ください。

【お問い合わせ先】壮瞥町商工会（☎0142-66-2151）

１　対象者 町税滞納がなく、5年以上居住することを確約する方

２　要　件 40㎡以上の独立した住宅の新築、購入（中古含む）　

※ただし、移転補償・保険適用は除く

３　助成額 取得費の2/10以内

新築・建替 上限100万円（町内業者施工の場合は100万円分の商品券を追加）

中古購入　上限100万円（※３親等以内からの購入は対象外）

４　手続き 新築・建替・中古住宅購入の予定がある場合は、契約前に役場企画財政課に

ご相談ください。

【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）

住宅の新築や中古住宅の購

入に使える町の補助金です。

令和4年度から助成額を拡

充しました。

住宅のリフォームに活

用できます。施工は町

内業者限定です。

所有する空き家を第三

者に売りたい、貸した

い方が活用できます。
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野山に入る皆さまへ
山菜採りなどでの遭難事故に注意しましょう
山菜採りなどでの遭難等の事故を防ぐため、次のことに注意しましょう。

●行き先、帰宅予定時間を必ず家族などに伝えましょう。

自分だけの秘密の場所にしてしまうと、万一の場合、捜索が遅れることになります。

●一人では行かないようにしましょう

山菜採りなどに夢中になり、方向を見失い迷うことがあります。同行者がいればお互いに

位置を確認しあうことができます。お互いの声の聞こえる範囲内で行動しましょう。

●服装等は重装で、目立つ色のものを身に着けましょう

赤や黄色系の服装が目立ちます。同行者へ自分の位置を知らせたり、万一の場合、発見さ

れやすくなります。また、天候の急変に備え、雨具や保温効果の高い被服を携帯しましょう。

●携帯電話・GPS機器などを携帯しましょう

・十分に充電した携帯電話、笛、ラジオ等、水、食料、傷薬、持病薬などを携帯しましょう。

・日没前には下山するほか、天候の急変が予想される場合などは、早めに下山しましょう

・自分や同行者の体調に合わせ、また、がけや急斜面を避けるなど無理せず行動しましょう。

※捜索には、救助者の人件費、ヘリコプターの運航費など多額の費用がかかります。

状況によっては、費用の一部をご本人やご家族に負担を求める場合があります。 

5月31日まで「春のヒグマ注意特別期間」です
この時期は、冬眠を終えたヒグマと遭遇する可能性が高まるため、注意が必要です。

また、万一遭遇してしまったときは落ち着いて行動することが大切です。

●ヒグマに遭遇しないために

事前に出没情報を確認し、野山に一人で入るのは避け、音を出しながら歩きましょう。

また、薄暗い時の行動を控え、フンや足跡を見つけたら、その場から離れるようにしまし

ょう。近くにヒグマがいる可能性が高いです。

●ヒグマに遭遇したら

落ち着いて状況判断し、静かにその場を立ち去りましょう。慌てて走り出したり大声を上

げると、ヒグマを刺激してしまい事故につながる可能性が高まります。

また、持ち物を取られたら、絶対に取り返そうとせず、あきらめましょう。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係・産業振興課林務畜産係（☎0142-66-2121）
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令和4年度壮瞥町国民健康保険税について
壮瞥町国民健康保険税は、加入者の所得に応じて計算される「所得割」、加入者の固定資

産税に応じて計算される「資産割」、加入者数に応じて計算される「均等割」、世帯毎の「平

等割」で計算されます。

令和4年度からの国民健康保険税について、地方税法施行令の改正により、壮瞥町国民健

康保険運営協議会の協議を経て、次のとおり改正することにいたしました。

未就学児一人あたりの医療給付費分均等割額、後期高齢者支援金等分均等割額がそれぞれ

２分の１に軽減されます。

医療給付費分の賦課限度額が２万円、後期高齢者支援金等分の賦課限度額が１万円、それ

ぞれ引き上げられます。（介護納付金分については引き上げはありません）

令和4年度国民健康保険税の税率は次の表のとおりです。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

1 未就学児の均等割額が2分の1に軽減されます

2 賦課限度額が引き上げられます

3 令和4年度の税率

軽減の区分

医療給付費分均等

割額及び

後期高齢者支援金

等分均等割額

課税限度額

軽減なし 27,000円 13,500円 △13,500円

2割軽減 21,600円 10,800円 △10,800円

5割軽減 13,500円 6,750円 △6,750円

7割軽減 8,100円 4,050円 △4,050円

基礎課税分 63万円 65万円 2万円

後期高齢者支援金等分 19万円 20万円 1万円

介護納付金分 17万円 17万円 －

所得割

資産割

均等割

平等割

5.64％ 3.00％ 1.70％

23.50％ 15.00％ 12.00％

16,000円 11,000円 11,000円

31,500円 9,500円 7,000円

令和3年度 令和4年度 増減額

課税の区分 令和3年度

区　分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

令和4年度 増減額
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ボランティアグループあかね会様から壮瞥小学校へ寄贈

ボランティアグループあかね会（甲野悦子会長）
の皆さまから、3月15日㈫に手作りの「コップ入れ
巾着」を、4月1日㈮に「雑巾」を寄贈いただきま
した。
コップ入れ巾着は、初めて学校生活が始まる新1
年生に、雑巾は、学校の清掃等で使用するよう壮
瞥小学校へ渡されました。
あかね会の皆さま、毎年ありがとうございます。

今年度より壮瞥町役場で勤務させていただくことになりました

植田と申します。

防災の仕事にとどまらず、壮瞥の町の人と地域に早く慣れて全

力で仕事に取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。

地域防災マネージャー制度について

植田さんは、内閣府の定める地域防災マネージャーの資格を有しており、防災・危

機管理における専門的な知識と災害対応などの豊富な経験により、今後起こりうる災

害に対する備えや災害発生時の的確な状況判断など、町の防災体制をさらに強化する

上で、活躍が期待されています。

地域防災マネージャーを地方公共団体が採用した場合、1自治体1人分まで、経費の

半分が国からの特別交付税措置の対象となります。（上限額3,400千円）

●●●●●●新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介

今年度より壮瞥町役場で勤務させていただくことになりまし

た成澤と申します。

町民の皆さまから信頼されるような職員になれるよう努力

し、皆さまのお役に立てるよう精一杯尽力させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

植田
う え だ

晴樹
は る き

（総務課）

成澤
なりさわ

芽生
め い

（総務課）
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商工会女性部様から壮瞥小学校1年生へ寄贈

3月30日㈬、商工会女性部（毛利美保子部長）の
皆さまから、手作りの「愛の鈴」を寄贈いただき
ました。

この「愛の鈴」は、交通安全のお守りとして、
神社のお祓いを受け、4月に壮瞥小学校に入学した
新1年生に渡されました。
商工会女性部の皆さま、毎年ありがとうござい

ます。

そうきたか！そうべつロゴ入り
ランドセルカバーと保育所園児用帽子を贈りました

3月14日㈪と4月7日㈭、そうきたか！そうべつひろめ隊（木村大作隊長）より、そうべつ保育所
と壮瞥小学校に園児用帽子とランドセルカバーが贈られました。4月から保育所園児と小学校1年
生がそれぞれを着用して登所・登校しています。
そうきたか！そうべつひろめ隊は町民有志によって構成されており、今回のような用具の作成

やまちのＰＲ活動などを通じて「素敵な田舎」と言われるようなまちづくりの推進を目的とした
団体です。ご興味のある方がいましたら、事務局（壮瞥町役場企画財政課企画広報係）までご連
絡ください。
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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～

幸福度世界一の国の貧困問題� ～ISO NUMERO～

Moi！皆さん「ビッグイシュー」という路上販売の冊子をご存知ですか？
ビッグイシューはホームレス状態にある人や生活困窮者に対して雑誌販売
という仕事をつくることで社会的自立を応援する社会的企業です。

イギリス発祥で、2003年からは日本版も始まり、日本各地で販売されて
います。興味のある方は調べてみてください。
フィンランドでは、ビッグイシューとは異なる会社ですが同じ目的を持

つISO NUMEROという冊子があります。ヘルシンキを中心に街頭でホームレス/失業者の方が1冊
10ユーロ(約1,300円)で売り、半分の5ユーロが彼らの収入になるという仕組みです。応援したいと
いう気持ちがあり、そして記事の内容も興味深いので私は毎月給料日に1冊購入しています。ニュ
ースではあまり取り上げられないマイノリティや貧困者の視点からみた社会、5年連続幸福度世界
一に選ばれたこの国でどんな問題が隠れているのかについて考えさせられる冊子です。この冊子を
きっかけにフィンランド国内の貧困問題に関心を持つようになりました。
ある統計によると2021年の終わりの時点でフィンランドのホームレスの数は3,948人(不法国内滞
在者、出獄者は含めない)、うち18％は25歳以下でした。これは人口の0.07%に相当します。
1987年の20,000人と比べると減少していますが、まだまだ取り組むべき問題がたくさんあるのが

現状です。

1. プロフィール
埼玉県出身／56歳／東京→長野→壮瞥

職歴：プリスクール経営、企業人事

2. 協力隊に応募したきっかけ
50代後半になり、10年後、20年後どうなっていたいか…と想像した時、「経済的にも生活も小さ

くまとめていき、それでも豊かに生きられる新しい生活スタイル」を試せる場所を捜していました。

壮瞥町は、車で20分も走れば、湖・山・川・海・温泉・アウトドア施設があり、そして美味しい食

物も沢山あり、心も身体も豊かになれる条件が揃っています。「新しい生活スタイル」を追求する

には最高の場所だと思いました。この町でチャレンジしたい！と心から思い応募しました。

3. 今後の目標
「空き家コーディネーター」として、壮瞥町にある空き家のリサーチを行っています。

大切なお住いが空き家になる事なく、望まれている方に繋いだり、活用方法等を一緒に考えさせ

ていただきたいと思っています。現在空き家で消えてしまったお家の灯りを、一つでも多く再び灯

し、壮瞥町を明るく優しい町にしたいと思っています。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

4. 壮瞥町の印象は？
多様性に富んだ魅力的で素敵な町だと思います。色々な可能性があり、チャレンジしたい事が沢

山あります。毎日ワクワクしています。

5. 田舎暮らしでやってみたいこと
DIYでタイニーハウス（小さなお家）を建てて、可能ならば温泉熱を利用した菜園で自分で食す

る物を栽培し、持続可能な生活を目指したいと思っています。

水野
み ず の

有加
ゆ か

さん空き家コーディネーター
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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。

今年は、昨年よりも雪が多い年でした。

3月下旬に行った醸造用ブドウほ場での

「春の剪定作業」。ブドウの樹はまだ雪に埋まった状態でした。雪をかき分け、慎重に樹を起こ

していきます。ワイン造りのスタートは剪定作業から。1～2月の冬の時期、ブドウの樹の根は、

水分を幹へ引き上げることを止め、まるで枯れ木のように休眠期に入ります。この時期を狙い、

前年に伸びた枝や込み合った枝を切り落とし、間引いていく作業を「剪定」と呼びます。今年

の醸造用ブドウの栽培・ワイン造りの方向性を決める、大切な作業になります。「剪定」を行う

ことで、枝の枯れこみを防ぎ、残った芽が順調に生育することができます。ブドウは、充実し

た芽から春に伸びた新梢の基部に結実する性質があります。剪定後の枝の状態（凍害などがな

いか）を見ながら、慎重に作業を進め、主枝の先端を伸ばしワイヤ－固定して"樹姿"を整えま

した。4月後半からは「新ほ場」で、苗木の植え付けも行います。ご興味のある方は、ぜひご一

報くださいませ！一緒に作業を体験しましょう♪

私が待ちに待っていた5月がやってきま

した！何を待っていたかというと…昭和新

山熊牧場の子ぐまです！！毎年GWの時期にお披露目されます。私がこの記事を書いているのは4

月上旬なのでまだ見られないのですが、気持ちはすでにウキウキしています。生まれて2～3カ

月の子ぐまは、まるで動くぬいぐるみ。今しか見られない姿、ぜひ会いに行ってみてください。

5月末頃まで情報発信業務をメインとしたお手伝いで熊牧場にいることが多いので、見かけたら

ぜひ声を掛けてください！

さて、5月は野生の熊たちが冬眠明けで活動が活発になる時期です。山菜取りなどで山に入る

時は複数人で行き、熊に「人の存在」を知らせてください。（熊は人が怖いので気配を感じると

隠れます。）「熊がいるかもしれない」という意識を常に持って、絶対に夢中になり過ぎないで

ください。会ったらどうするかではなく「会わないこと」が大事です。熊の生態を知って正し

く恐れてほしいと思います。

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

GWは子ぐまに会いに、

熊牧場へ

農業おこし協力隊　杉山　智美

醸造用ブドウ

春の剪定作業

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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開放日

6日㈮、10日㈫、13日㈮、17日㈫、20日㈮、24日

㈫、27日㈮、31日㈫
育児サークル

26日㈭ 10:00～12:00

・身体測定

・ひだまりの会読み聞かせ

・畑作り

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※5月24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。

※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）

5
MAY

5月の子育て支援センターげんき

5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。

5月01日㈰

5月03日㈫

5月04日㈬

5月05日㈭

5月08日㈰

5月15日㈰

5月22日㈰

5月29日㈰

6月05日㈰

いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 ☎0143-55-4323

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 ☎0143-45-7117

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 ☎0143-86-1111

金本歯科医院 伊達市山下町55 ☎0142-25-3822

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 ☎0143-24-8148

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 ☎0143-86-1414

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 ☎0142-22-1641

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 ☎0143-46-2224

福田歯科医院 室蘭市輪西町2-8-2 ☎0143-84-6480

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 ☎0143-59-6464

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 ☎0143-27-5420

月　　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　　話
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○しらかば団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字滝之町301番地5

建設年度 平成14年建設　3号棟

規格、戸数 2階　2LDK(61.45㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（18,600～27,700円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

※公営住宅は、政令月収が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。）

○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12年建設　4号棟

規格、戸数 1階　1LDK(46.64㎡)　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5月2日㈪～令和4年5月16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。

税務会計課会計係の窓口に開設されている壮瞥

町指定金融機関伊達信用金庫壮瞥支店派出所が、

5月31日㈫をもって業務終了となります。

6月1日㈬以降、壮瞥町指定金融機関の窓口業務

は、役場庁舎併設の伊達信用金庫壮瞥支店に移り

ますが、税務会計課会計係の窓口でも納付するこ

とができます。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場税務会計課会計係（☎0142-66-2121）

町営住宅入居者募集

伊達信用金庫壮瞥支店派出所の
業務終了について

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』～物忘れとアロマ～

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？
頭をスッキリさせる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／5月20日㈮ 10:00～11:00
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／興味がある方ならどなた様でも

【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

かおりの教室
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会計年度任用職員の募集を行います。

採用予定数／1名

種別／会計年度任用職員

勤務場所／壮瞥町役場税務会計課会計係

勤務条件等／

(1)勤務時間：週20時間未満または4週を平均し

て20時間未満

(2)仕事内容：事務補助員

(3)賃金：時間給916円

受験資格／原則として町内在住の健康な方で、パ

ソコンの基本的な操作を行える方。

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5月16

日㈪までに役場税務会計課会計係へ提出してく

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。

任用期間／令和4年6月1日から令和5年3月31日ま

で

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場税務会計課会計係（☎0142-66-2121）

政治倫理の確立のための壮瞥町長の資産等の公

開に関する条例に基づく資産等報告書について

は、下記のとおり閲覧することができます。

閲覧開始日／6月1日㈬
閲覧時間／8:45～17:30（閉庁日は除きます。）

閲覧場所／壮瞥町役場総務課

本年度の狂犬病予防注射の実施について、6月

以降に行う予定です。日程が決まりましたら、改

めて広報等でお知らせいたします。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、調

査研究機関等から閲覧の申し出により閲覧をさせ

ましたので、住民基本台帳法第11条の2第12項の

規定に基づき下記のとおり閲覧状況をお知らせし

ます。

記

閲覧状況／

・閲覧申出者① 昇寿チャート株式会社

・利用目的の概要 道の委託業務で道民意向調査

のアンケートに使用

・閲覧に係る住民の範囲

滝之町地区にお住まいの18歳以上の男女

・閲覧年月日 令和3年4月21日

・閲覧申出者② 自衛隊札幌地方協力本部

・利用目的の概要 室蘭地域事務所

・利用目的の概要 自衛官に関する募集業務

・閲覧に係る住民の範囲

平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれの男女

平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの男女

※いずれも日本人住民

・閲覧年月日 令和3年4月23日

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

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5月27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）

5
MAY

税務会計課会計年度任用職員
（事務補助）の募集について

住民基本台帳の閲覧に係る公表について

町長の資産等の閲覧について

狂犬病予防注射のお知らせについて

くらしの無料相談会を開催します
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今年は、2年に1回実施される特定計量器定期検査の年です

特定計量器定期検査／

計量法では、商店・農家・学校・病院・工場等で「取引」・「証明」等に使用される特定計量器

（はかり・分銅・おもり）について、2年に1度の定期検査が義務付けられています。検査に合格して

いない計量器は使用することができません。

検査年月日及び／ 5月19日㈭ 13:30～16:30　壮瞥町地域交流センター

検査場所 5月20日㈮ 09:30～11:00　壮瞥町地域交流センター

13:15～14:30　壮瞥町農村環境改善センター

注意事項／

（1）前回の検査（令和2年10月）後に購入し、使用されている「はかり」は、令和4年度の検査が免

除になる場合があります。

（2）計量士による代検査を受けた「はかり」は、この検査を受ける必要はありません。

（3）定期検査の対象となる主な使用形態

（0）・商店等で商品の売買、パック詰めに使用するはかり

（0）・農業者等が農協などを通さずに直接売買に使用するはかり

（0）・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり

（0）・学校、保育所、福祉施設等で使用している体重測定用のはかりであって、計量値が健康診断

票等に示され通知、報告されるもの

（0）・農協等が農産物などの売買に使用するはかり

（4）検査は有料です。計量器の種類や能力により金額が異なります。

（0）※検査当日に北海道収入証紙で納付することとなります。

その他／役場では、該当となる事業所等の皆さまに対し「はかり」の種類、数量を事前調査しており、

検査日、検査場所、検査料を記載した受験通知書を送付いたしますのでよろしくお願いいたします。

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

6月1日は、「人権擁護委員の日」です。法務局と人権擁護委員協議会は、この日に「特設人権・困り

ごと相談所」を開設します。

差別や虐待、セクハラ・パワハラ、インターネット上の書き込み、児童・生徒のいじめなどの人権

問題のほか、夫婦・親子間の問題、不動産・金銭トラブルなど、日常生活の中の様々な問題でお困り

の方は、お気軽にご相談にお越しください（秘密は固く守られます）。

なお、札幌法務局室蘭支局では、月曜日から金曜日まで、人権擁護委員が常駐して相談を受けてお

ります。

日時／令和4年6月1日㈬ 10:00～12:00

会場／壮瞥町字滝之町290番地44　ゆーあいの家

相談員／壮瞥町を担当区域とする人権擁護委員

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては中止することもありますので、あらかじめご

了承願います。

【お問い合わせ先】

札幌法務局室蘭支局総務課　担当　赤塚、中村（☎0143-22-5111（音声案内→「3」を選択））

各事業所・農業者等のみなさん
「はかり」の検査を忘れずに受けましょう!

「特設人権・困りごと相談所」開設のお知らせ
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自衛官募集

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）

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

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㈮
令和4年6月09日㈭ 林弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和4年6月03日㈮
令和4年6月23日㈭ 阿部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年6月17日㈮
令和4年7月14日㈭ 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年7月08日㈮
令和4年7月28日㈭ 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年7月22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

幹部候補生
（一般）

一般曹候補生

自衛官候補生

予備自衛官補
（一般）

お知らせ

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

令和4年3月1日㈫
～6月16日㈭

令和4年3月1日㈫
～5月10日㈫

令和4年4月1日㈮
～5月20日㈮

令和4年6月1日㈬
～9月16日㈮

令和4年から予備自衛官補（技能）を「保育士」資格保有者（18歳以上53歳未満）

が受験可能となりました。詳しくは札幌地方協力本部室蘭地域事務所へお問い

合わせください。

〒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）

1次試験

令和4年5月20日㈮～22日㈰
※いずれか1日

令和4年5月27日㈮～29日㈰
※いずれか1日

令和4年9月25日㈰
～10月10日㈪
※いずれか1日

1次試験

令和4年6月25日㈯

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日
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令和3年度の住民税が非課税の世帯に対する臨時

特別給付金（10万円／世帯）の「確認書」提出期限

が、5月中旬に迫っています。

対象の方には、2月中旬にご案内を送っておりま

すので、提出されていない方は、必要事項を記入の

上、役場住民福祉課住民係までご提出ください。

なお、提出期限はお手元の確認書の右上に記載さ

れている発行日から3カ月以内となっています。

この期限を過ぎると支給できない場合があります

ので、改めてご確認をお願いします。

また、書類を紛失したという方は下記までご一報

ください。

なお、令和3年1月以降転入された方、未申告の方、

家計急変世帯（新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入減少）の方の「申請書」については、9月30

日㈮まで受け付けております。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

自動車税種別割は、4月1日の所有（使用）者に納

めていただく道税です。

納税通知書は、5月6日に全道一斉に発送されます。

（地域によって到着日数が異なります。）忘れずに納

期限までに納めましょう。

スマホアプリ・クレジットカードでの納税について
令和4年度から、スマートフォン、タブレット端末

で、決済アプリを利用した納税手続きができるよう

になりました。

なお、引き続きインターネット上の専用サイトか

らクレジットカードによる納税手続きも可能です。　

詳しくは道税ホームページをご確認ください。

※納税後、すぐに車検更新をされる場合は、納税証

明書の提示が必要となりますので、スマホアプリ

やクレジットカードは利用せず、金融機関やコン

ビニエンスストアで納税してください。

※総合振興局、金融機関の窓口、コンビニエンスス

トアの店頭で、スマホアプリやクレジットカード

を利用した納税はできません。

自動車税種別割スマイル納税キャンペーン実施中
自動車税種別割を納期限（5月31日）までに納税

し、その領収書等を応援店で提示すると、商品の割

引きやポイントカードの無料発行などの特典サービ

スを受けることができます。　　

応援店や特典サービスの詳しい内容は、道税ホー

ムページをご覧ください。

「北海道　スマイル納税」で検索

【お問い合わせ先】

納税通知書（税額・住所変更など）について／

札幌道税事務所自動車税部（☎011-746-1190）

納税相談について／

胆振総合振興局納税課（☎0143-24-9584）

日時／令和4年8月25日㈭　13:30～16:00

試験会場／室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺

湖町、壮瞥町に住所を有する出願者については、

苫小牧市にて試験を実施します。なお、試験会場

については後日送付する受験票でお知らせします。

※令和3年度から、試験地の統廃合により室蘭市

での実施はありません。

受験資格／次の(1)及び(2)を満たす者であること。

(1)学校教育法第57条の規定に基づく高等学校の

入学資格を有する者。

(2)飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、

複合型そうざい製造業または、寄宿舎、学校、

病院等の多数人に対して飲食物を調理して供

与する施設において、令和4年5月20日までに、

2年以上調理業務に従事した者。

受験願書の受付期間及び提出先／

(1)受付期間　5月9日㈪から5月20日㈮まで

(0)郵送の場合は必ず書留郵便で送付してくださ

い。5月20日㈮までの消印があるものに限り受

け付けます。

(2)提出先

(0)北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室

（北海道室蘭保健所）企画総務課企画係

（室蘭市海岸町1-4-1　むろらん広域センター

ビル2階）

(0)※提出は上記場所のみ

受験手数料／北海道収入証紙　6,900円

合格発表／令和4年10月14日㈮　9:00から

【お問い合わせ先】

北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室

（北海道室蘭保健所）企画総務課企画係

（☎0143-24-9844）

住民税非課税世帯等給付金
「確認書」提出期限が迫っています

自動車税種別割の納期限は
5月31日㈫です

令和4年度調理師試験について
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弁景地区から蟠渓地区を結ぶ町道関内蟠渓線

は、地すべりの影響により通行止めとしておりま

すが、昨年同様、一部区間に信号機を設置し片側

交互通行として通行可能となります。安全確保の

ため、ご不便をおかけしますが、信号機の指示に

従い通行をお願いします。

なお、大雨による災害の恐れや異常が観測され

た場合等は予告なく通行止めとする場合がありま

すので、あらかじめご承知おきください。

通行可能期間／令和4年5月20日㈮ 9:00～11月末

予定（12月～冬期間通行止め）

※片側通行は、専門業者による現地調査を実施し安

全が確認された場合に行いますので、状況によ

り開始日及び期間を変更する場合があります。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課管理係（☎0142-66-2121）

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／6月9日(木)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

5
MAY

町道関内蟠渓線の通行規制の
一部解除について

働きたい方のための出張相談会

死亡事故ゼロ833日
－人身交通事故発生状況3月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※3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3月11日～令和4年4月10日）

■人のうごき

■3月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,376人 （△ 2）

男 1,135人 （△ 1）

女 1,241人 （△ 1）

世帯数 1,285戸 （△ 4）

※3月末現在（ ）は前月差

茂治スズコさん（95才）【久保内一】

川南　直典さん（87才）【洞爺湖温泉】

◆お悔やみ申し上げます

前田
ま え だ

桜介
おうすけ

くん　　令和4年3月22日

【星野　敏さん・沙矢香さん】

中川
なかがわ

紫奏
し い な

ちゃん　令和4年3月28日

【壮瞥温泉　政徳さん・幸恵さん】

○お誕生おめでとう

広　告 広　告
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「春の大直線」とは大熊座から乙女座までの星々を結ぶ直線のことです。今回はこの直線

を探しつつ、春の夜空を観測します。また、特集として「アンティキテラ島の機械」につい

て学び、工作コーナーでは自分の星座を描いた「星の絵皿」を作成予定です（トースターで

焼き上げることで、実際に使用可能！）。皆さまのお申し込みをお待ちしております！

１．日　時 令和4年5月17日㈫　18:00～20:00

２．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

３．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

４．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。

「春の大直線」を探そう！
～「星の絵皿」作成もあるよ～

令和4年度第1回夜空を見る集い

5月の山美湖大学では、シニアの方の足トラブル予防、足を健康に保つ秘訣、靴選びのポ

イントなどをテーマとした「足から健康講座」と、転倒予防やいつまでも元気で歩ける足づ

くりを目指す足の健康体操である「足まる体操」を行います。壮瞥町民であれば山美湖大学

学生の方以外も参加可能ですので、興味をお持ちの方はお申し込みください！

１．日　時 令和4年5月23日㈪　10:00～12:00

２．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

３．講　師 Assi-st ～足と靴の快適アシスタント～

米丸　あや子　氏

（足育インストラクター・フットケアセラピスト）

４．持ち物 運動靴、床に置いても良いタオル

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。

足から健康講座と足まる体操

令和4年度第1回山美湖大学

▲米丸　あや子　氏
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今年度第2回目の子ども郷土史講座として標記事業を開催します。昭和新山を登山しなが

ら、洞爺湖有珠火山マイスターの皆さまの解説を聞き、私たちが共に生きるべき火山への理

解を深めます。貴重な機会ですので、ぜひ親子でご参加ください！

1. 期　日 令和4年5月28日㈯
※雨天時は6月4日㈯に延期

2. 時　間 8:30～13:15

3. 対　象 町内小中学生及び保護者　

※ただし小学生は3年生以上の方

4. 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。

子ども郷土史講座のお知らせ

「昭和新山にのぼろう！」参加者募集！

今年度の芸術鑑賞ツアー第1弾は、北海道立近代美術館で開催される「フェルメールと17

世紀のオランダ絵画展」の鑑賞を予定しております。

募集人員に限り（20名）がありますが、お申し込みをお待ちしております。

1. 期　日 令和4年6月19日㈰
2. 訪問先 北海道立近代美術館「フェルメールと17世紀のオランダ絵画展」

3. 入館料 一般：1,600円　小中学生：500円

※参加人数が9名以下の場合、＋200円となります。

未就学児：無料　　障がい者手帳を提示した方とその介護者（1名）：無料

4. その他 町バスを利用して移動します。定員は20名です。

昼食は各自でおとりください。

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。

北海道立近代美術館
「フェルメールと17世紀のオランダ絵画展」を見に行こう！

令和4年度芸術鑑賞ツアー①
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（一部抽出）

5月の展示 

健康作りの本健康作りの本

この本はやまびこ

図書室にあります！

青おにの優しさと、

赤おにの心の内に

胸が打たれる名作です
『わたしのオススメ本』

タイトル『泣いた赤おに』 

浜田廣介作

大人も読み返して欲しい1冊。「おにだから
悪さをする」など外見や思い込みで決めてし
まう人間と、人間とただ仲良くしたい赤おに。
そんな赤おにのために悪者になる青おにの優
しさ。最後の青おにが赤おにに残した手紙は、
涙なしでは読めません。

（オススメ者：Ｓさん）

★5月末まで、図書室入口にて展示しています★

適切な手入れをして、美髪を目指してみませんか？

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
辻 敦哉

髪の正しい手入れ方法とは？朝シャンは頭皮に
よくない？白髪を減らすことはできる？などの、
髪にまつわる疑問も解消してくれます。

生活習慣を見直すきっかけにもなる、肌に優しい本です。

頑固なかゆみもアトピーも1分肌活で必ずよくなる
豊田雅彦

長風呂や石けんの使いすぎは肌を傷めてしまうか
も？本書ではかゆみが起きるメカニズムや肌に良い
食事などを紹介しています。

健康づくりをしたい！でも美味しいお菓子も食べたいあなたへ…

ふとらないお菓子　　　　　　  茨木くみ子

バターやオイルなど使わずに作れるヘルシーお菓
子本です。揚げないドーナツやバターなしのタルト
などが低価格で作れます。

① 手塚治虫「ブッダシリーズ」
人間はなぜ苦しむのか、そして生きるのか。
巨匠手塚治虫が人間に遺した、究極の生命ドラマです。

② 三上延「ビブリア古書堂の事件手帖シリーズ」
本を読めない青年と、古本屋の女性店主が、持ち込まれる古書の謎に迫
ります。
夏目漱石など実在する本が登場します。ドラマ化・映画化もされました。

今月の新着オススメ本

★『ミス・サンシャイン』

吉田修一著

～青年が恋をしたのは、
美しい80代の女性。本
当の優しさとは…。

「一般書」

『石窯づくり早わかり』『ミチ
クサ先生（上・下）』『黄金の
刻　小説服部金太郎』『失わ
れた岬』『ダンシング・マザ
ー』『あなたの右手は蜂蜜の
香り』『ブラックボックス』
『日本語の大疑問』『果てしな
き輝きの果てに』『5文字で百
人一首』『ブルックリン・フ
ォリーズ』『寂聴さんに教わ
ったこと』『硝子戸のうちそ
と』『ミカンの味』『私はいっ
たい、何と闘っているのか』
『超シルバー川柳毎日が宝も
の編』『ファミリーデイズ』
『人の名前が出てこなくなっ
たときに読む本』『おいしい
牛乳料理帳』『樹木たちの知
られざる生活』『エンド・オ
ブ・ライフ』『強打者』『foll
ow meーふゆのきつね』『剱
岳ー線の記ー』

「児童図書」

『どんぐり喰い』『アイドルが
好き！』『思いはいのり、言
葉はつばさ』『言葉屋ー言箱
と言珠のひみつー』

「幼児図書」

『ちくちくとふわふわ』『あっ
オオカミだ！』『やとのいえ』
『虫ガール』『さくらの谷』
『こどものなかま』『このまち
のどこかに』『けんちゃんの
もみの木』『しろねこくろね
こ』『父と四郎と家族』

（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。

オススメシリーズ本紹介

－ 28 －

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５月12日㈭ 14:00～15:30　　　　　
場　所：　図書分室（旧壮瞥消防署）
講　師：　武者　ますみさん
参加費：　無料　　　　

※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。

壮瞥町民以外の方もつくることができます。4種類の絵柄の中か
ら好きな絵柄を選んでください。本の貸出は無料です。貸出期間は
2週間です。貸出制限はありませんが、2週間で読み終えることので
きる冊数でお願いします。
つくりたい方は、図書室カウンターまでお声がけください。

今月の図書分室イベント
5／12

古典のおはなし

壮瞥町図書利用カードをつくりませんか？

古典へのお誘い～枕草子～

－お節供
せ っ く

は五月にまさる月はなし！－

伊達市在住の武者ますみさんを講師とし

て、清少納言の枕草子を楽しく学びます。

お抹茶と干菓子を用意しています。

ぜひご参加ください。

ようこそ図書分室へ！

本のリクエストも募集中です！

やまびこ図書室に置いてほしい本がありましたら、図書室入

口にあるリクエスト用紙に図書名、著者名、出版社を記入後、

カウンターまで提出してください。検討させていただきます。

リクエストしていたいだいた本はご用意できない場合や、ご用

意に時間がかかる場合がありますのでご了承願います。

4種類の絵柄から選べます！

やまうさ 昭和新山

壮瞥公園 りんご
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第　118　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

ジオパークでは、専門知識や技術を生かしてジオパークの取組を進めるスタッフとして、「ジオパー
ク学術専門員」が事務局にいることが求められています。
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会では令和４年４月より、佐々木聡史さんが着任しました。

ジオパーク学術専門員が着任しました！

お花見 と ジオパーク

有珠善光寺自然公園

ジオパークにはお花見の名所がいくつもありますが、その代表とも
言えるのが有珠善光寺自然公園（伊達市有珠町）です。
有珠善光寺の周辺が有珠善光寺自然公園となっており、桜やあじさ

いなど、季節の花々が楽しめる場所です。

自然公園は不規則な起伏のある、自然の地形が残されており、２ｍ
を越える大きさの巨岩が点在しています。これらの石は、もともと有
珠山を形作っていたもの。約１万年前に起きた有珠山の巨大な地すべ
りで、ここまで運ばれてきました。風や鳥に運ばれた植物の種が岩の
割れ目に入り込み、長い年月をかけて成長しています。

この4月から洞爺湖有珠山ジオパーク推進課に配属となりまし
た、佐々木

さ さ き

聡史
さ と し

です。出身は徳島県です。
専門分野は、地質学・古生物学です。これまで私は、貝形虫

かいけいちゅう

と
いう顕微鏡を使用して観察できるとても小さな生物を用いて、日
本や世界の過去から現在にかけての環境について研究を行ってき
ました。

この生物は、洞爺湖や噴火湾など水域に生息しており、これら
を調べることで、この地域の成り立ちをさらに解明したいと考え
ています。
皆さんと一緒にジオパーク内の地質や環境問題について学んで

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
また、不思議な形をした岩石や見たことのない生物を見つけた

場合は、ぜひご連絡ください。

ジオパークの見どころ

ジオパークは、地球の活動を示す大地の見どころと、
地元の産業や歴史文化を結びつけ、観光や学習に活用
する取組です。洞爺湖有珠山ジオパークの情報やイベ
ントのお知らせは、メールでも受け取れます。ご希望
の方は右のQRコードからお申し込みください。
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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５月号

実施期間　　5月11日㈬～5月20日㈮

国道453号の春香橋付近（字昭和新山）で

の鹿と自動車の衝突事故が増えています。

また、道路横断中の鹿を発見し徐行、停

止しているドライバーもよく見かけます。

衝突事故を避けるため、スピードダウン

と前方の安全確認をしっかりとしましょう。

自転車の交通ルールとマナーを守って交通事故を防止しましょう。

防犯ボランティア・ながら見守り 子ども・女性の犯罪被害防止 特殊詐欺の被害防止

みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地みんなで築こう安全で安心な大地

例年、活動期に入るこの時期から犯罪が増加する傾向にあります。

子どもや女性等の犯罪被害防止、特殊詐欺の被害防止のため地域安全運動が実施されま

す。地域ぐるみの防犯意識の向上とご協力をお願いします。

春 の 地 域 安 全 運 動
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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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脳ドック検診をリニューアルしました
今年の脳ドック検診では、国民健康保険（国保）や後期高齢者医療制度に加入している方

について、脳ドック検診と一緒に特定健診や健康診査を実施できるようになりました。
クモ膜下出血や脳内出血、脳梗塞の原因となる脳血管の異常の早期（無症状のうち）発見に

加え、高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満傾向といった生活習慣病を早期に発見し、重症化

や合併症への進行を予防することで、介護や寝たきりのリスクが減り、高齢になっても健康

な生活を送ることができます。40歳以上でまだ一度も脳ドック検診を受けたことがない方は、

ぜひこの機会に検診・健診を受けましょう。

（社会保険に加入している方については、昨年同様、脳ドック検診のみの検査となります。）

■実 施 期 間／令和4年6月～令和5年2月
※検査と医師の診察で2回受診する形になります。

（検査をした翌週の金曜日が診察になります。）

※検査の日程は、伊達赤十字病院の方で決めさせていただきます。

（原則、受診日の希望や変更はできませんのでご了承ください。）

■対　象　者／令和4年4月1日現在で40歳以上の町民
※ただし、下記の方は受診できません。

・脳神経外科を受診中の方 ・脳動脈瘤クリップをつけている方

・ペースメーカーを使用している方 ・妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方

・取り外しのできるインプラントを使用している方

■検 査 項 目／

■検査実施場所／伊達赤十字病院　健診センター

■募 集 人 数／50名（希望者多数の場合は、初めて受診する方が優先となります）

■自己負担料金／5,000円（一般的に左記の3倍くらいかかるのでお得です！）
※特定健診・健康診査の費用は、年に1回発行される受診券を利用し、無料となります。

■申 込 期 間／

■申 込 方 法／電話、または保健センターの窓口でお申込みください。

■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

〈国民健康保険・後期高齢者医療の加入者〉
・問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、

心電図検査

・頭部MRI（断層撮影）、頭部・頸部MRA（血管撮影）
※8時から検査を開始し、午前中に終了します。

〈社会保険の加入者〉
・頭部MRI（断層撮影）

・頭部・頸部MRA（血管撮影）
※検査は1時間程度かかります。

～～～～～

5月2日㈪～5月17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

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。▼

5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

8 11
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

14

15 16 20

山美湖
9:30〜11:00
農村環境改善センター
13:15〜14:30
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

21

10
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

9

18
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

13
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

12
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

19
結核・肺がん検診
特定計量器定期検査
山美湖
13:30〜16:30
図書分室開放日
13:00〜16:00

17
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

03日
17日

04日
11日
18日
25日
6/1日

28日

1 4
みどりの日

73
憲法記念日
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

2 6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

5
こどもの日

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

22 23
山美湖大学
山美湖
10:00〜1200
乳幼児健診
保健センター
12:30〜

27
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

28
子ども郷土史講座

「昭和新山にのぼろう！」
8:30〜13:15

25
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

26
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

24
献血
役場　10:00〜11:30
役場　13:00〜14:00
壮瞥温泉病院
役場　14:40〜16:00
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

29 30 6/3
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

6/46/1
特設人権・困りごと相談所
ゆーあいの家
10:00〜12:00
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

6/2
図書分室開放日
13:00〜16:00

31
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（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


