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2022・No.703

6月11日㈯、壮瞥小学校の運動会が開催さ
れました。

児童の皆さんの元気な笑顔が最後まで溢れ

る1日となりました。

14～15ページには運動会スナップ集があり

ます！
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屋外・屋内でのマスク着用について
マスクの着用はいままで同様に、新型コロナウイルス感染症の基本的な防止対策として重要です。

一方、これから気温が高くなり、熱中症のリスクが高くなることから、マスク着用の考え方について5月

20日に厚生労働省から「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」で目安が示されました。

マスク着用推奨 マスク必要なし

屋　内
（建物、ハウス、公共交通機関の中など）

屋　外
（公園、畑など）

人との距離に関わらず、
会話をする場合

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

会話をほとんどしないが、
人との距離を確保できない場合

（人混みなど）

外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合外ではあるが、近い距離で会話をする場合 会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合
会話はするが、人との距離
が確保できている場合

人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合
人との距離は確保できないが、
会話をほとんどしない場合

人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合
人との距離が確保（2ｍ以上）できて、
会話をほとんどしない場合

2ｍ以上2ｍ以上

2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上

小学校就学前の児童について
2歳児未満：マスクの着用は推奨しません。

2 歳 以 上：人との距離にかかわらず、マスクの着用を一律には求めていません。

マスクを着用する場合は、子供の体調に注意した上で着用しましょう。

※高齢者と会う時や病院に行く時など、ハイリスク者と接する場合にはマスクを着用しましょう

夏場は、熱中症防止の観点から、屋外の「マスク必要なし」の場面では、マスクを

外すことが推奨されています
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係
そうべつ情報館２階(☎0142-66-4200)

そうべつ町プレミアム商品券(第3弾)(町民用)の
販売について

｢そうべつ町プレミアム商品券(第3弾)(町民用)｣の販売は7月15日㈮までとなってい

ます。まだ購入されていない方は、お早めに購入をご検討ください。

また、購入の際は、先日郵送した｢プレミアム商品券(第3弾)購入申込書｣と購入代金(5,000

円)が必要となります。

なお、世帯主ご本人様のご都合がつかない場合は代理人による購入もできます。

購入場所
伊達信用金庫壮瞥支店(営業時間　9:00～15:00　窓口閉鎖　11:30～12:30)

5,000円で10,000円分(商工・サービス用5,000円、農産品用5,000円)のプレミアム商品券を

1世帯につき1セット購入できます。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

★身分証明書や健康保険証として利用できる

★確定申告(ｅｰＴＡＸ)をはじめ、オンラインで申請ができたり、

★新型コロナワクチン接種証明書がスマホのアプリで発行できる

マイナンバーカードについての詳しい情報は折込チラシをご覧ください

カード1枚あたり
今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!今がチャンス!!

チャンス1

チャンス2

商品券をGet

マイナポイントを
Get

マイナンバーカードの
新規取得等で

2,000円分

マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000円分

健康保険証としての
利用申込で

7,500円分

公金受取口座の
登録で

7,500円分

最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!
2万2千円分

をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

2万2千円分
をGetしよう!!

役場で申請のお手
伝いをします。
お気軽にお声かけ
ください。

作ろう！



現在の減額認定証及び限度証の有効期限は、令和4年7月31日です。引き続き交付対象に該当す

る方は7月中に減額認定証及び限度証を交付します。8月1日からご使用ください。新たに必要とな

る方は、次の交付要件をご確認の上、役場住民福祉課住民係へ申請してください。
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■保険証(被保険者証)が新しくなります(黄緑色→黄色)

【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(☎0142-66-2121)

現在の保険証(黄緑色)の有効期限は令和4年7月31日です。

7月中に新しい保険証(黄色)を交付しますので、届きましたらご使

用ください。

紛失したときや、汚れたときは再交付します。

○新しい保険証の有効期限は、令和4年9月30日です。

○窓口負担割合の見直しに伴い、9月中に、すべての被保険者

の方を対象に新しい保険証を交付します。

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰ､または区分Ⅱに該当する方

○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれか

に該当する方

○世帯全員の所得が０円の方

※公的年金控除は80万円を適用

※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除

○老齢福祉年金を受給されている方

区分Ⅰ

区分Ⅱ

限度証の交付対象…次の3区分のうち､現役並みⅠ､または現役並みⅡ
に該当する方

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方

と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以

上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者

の方

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない3割負担の方と、その方

と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ

現役並みⅠ

現役並みⅡ

新しい減額認定証及び限度証は水色です

新しい保険証は黄色です

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、
限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(橙色→水色)

■令和4年度の保険料は､7月に個別にお知らせします

－ 4 －

後期高齢者医療制度のお知らせ
《保険料の計算方法》

○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※｢所得｣とは、前年の｢収入｣から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたも

のです。

※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない

期間のみ均等割が5割軽減となります｡(51,892円→25,946円)

※被用者保険とは､協会けんぽ等､主にサラリーマンが加入している健康保険のことです。

災害、失業などによる所得の大幅な減少等で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難

な方については、減免が受けられる場合があります。役場住民福祉課住民係へご相談くださ

い。

◆保険料の減免

◆保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則｢年金天引き｣です｡(申し出によって｢口座振替｣も可能)

ただし、次の(1)～(3)のいずれかに該当する方は｢年金天引き｣の対象となりません｡｢納付書｣

または｢口座振替｣にてお納めください。

※社会保険料控除は、｢年金天引き｣の方は本人に、｢口座振替｣の方は口座名義人に適用されます。

※ご注意※
国民健康保険税の口座
振替は自動継続されま
せん。
再度、金融機関へ申し
出を行ってください。

(1)介護保険料が｢年金天引き｣されていない方(年金額が年額18万円未満の方)

(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされて

いる年金の受給額の半分を超える方

(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

①均等割の軽減(年額)
●被保険者と世帯主の所得の合計で判定します｡(世帯主が被保険者ではない場合も判定の対象)

●昭和32年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引

いた額で判定します。

◆保険料の軽減

対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額)

43万円＋10万円×(給与所得者等の数－1)

43万円＋(28万5千円×世帯の被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数－1)

43万円＋(52万円×世帯の被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数－1)

均等割の軽減割合

7割

5割

2割

※給与所得者等とは､｢給与等の収入が55万円を超える方｣または､｢公的年金の収入が60万円(65
歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方｣



コロナ禍において、原油価格や物価高騰等により生活に困っている方々への支援措置

として、令和4年度住民税非課税となった世帯や、家計が急変した世帯に10万円の臨時特

別給付金を支給します。

■対象となる世帯
1　非課税世帯

令和4年度住民税が非課税となった世帯（令和3年度非課税世帯は除く）

2　家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少したこと

により家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準

に相当する額以下となる世帯

※申請方法

該当すると思われる世帯は、役場住民福祉課住民係にご相談ください。

〈提出書類及び添付書類〉

① 申請書、収入（所得）見込額の申立書

② 収入（所得）を確認できる書類の写し

③ 本人確認書類の写し

④ 世帯の状況を確認できる書類の写し

⑤ 受取口座がわかる書類の写し

■対象外世帯
1　令和3年度住民税が非課税で、既に給付金が支給されている世帯

2　令和3年中の収入減少により、家計急変世帯として既に給付金が支給されている世帯

3　市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

既にご案内（申請書）をお送りしている世帯

令和3年1月2日以降転入された世帯、令和3年度住民税未申告の世帯には3月に「申

請書」をお送りしております。内容をご確認の上、令和4年9月30日までに申請して

ください。
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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です既に10万円の支給を受けている世帯は対象外です

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

役場から確認書を送ります〈令和4年7月中旬頃〉
必要事項を記入の上、返信用封筒で役場までご返送ください

申請が必要です〈申請受付中～令和4年9月30日まで〉

…申請書等は町ホームページから

ダウンロードできます。

（壮瞥町ホームページQRコード）



－ 7 －

国民年金からのお知らせ
～20歳になったら国民年金～

【お問い合わせ先】
室蘭年金事務所（☎0143-24-7104）※自動音声案内（2→2）
壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

国民年金は老後のほか、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった

ときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳にな

ると日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

１．国民年金のポイント
■将来の大きな支えになります！

国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。

国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって

保障されます。

■老後のためだけのものではありません！

国民年金は、老後のための老齢基礎年金のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金もあ

ります。

障害基礎年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族基礎

年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子の

ある配偶者」または、「子」）が受け取れます。

２．国民年金保険料のお支払い
■国民年金の保険料

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,590円で

す（令和4年度）。

これらの保険料に加えて、毎月400円の保険料を納めることによって、将来の年金額

を多く受け取れる制度があります（付加年金）。

■「前納割引制度」があります！

保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

■口座振替・クレジットカードでのお支払い

口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐこと

ができます。さらに「早割（当月末納付）」や「前納」で納めると、保険料が割引され

ます。

３．「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
■「学生納付特例制度」

学生の方は一般に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の

所得にかかわらず国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高

等専門学校、専修学校及び各種学校（修業年限1年以上である課程）、一部の海外大学

の日本分校に在学する方です。

■「納付猶予制度」

学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年

金保険料の納付が猶予される制度です。
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行政報告 令和4年第1回定例会
行政報告は、町政の主なものについて、議会定例会で報告しています。

6月9日に行った行政報告の概要をお知らせします。

□ 要望活動について
5月27日、室蘭地方総合開発期成会として、室蘭開発建設部、胆振総合振興局に対し、

令和5年度の国費等の要望を行いました。

本町として、国道453号などの整備について要望を行いました。

□ 新型コロナウイルス感染症対策について
5月から、12歳から17歳の方に対する3回目接種を行っており、5月25日の時点で、対象

者の89.9％の方が3回目接種を完了している状況です。

4回目接種については、60歳以上の方や18歳から59歳までの基礎疾患がある方で、3回

目接種から5カ月以上経過した方を対象者としております。

□ 防災マップの発行、配布について
この防災マップは、水防法に基づく長流川等の洪水氾濫危険区域図の作成にあわせて、

火山災害と土砂災害の影響予測図、町の指定避難所と各種災害への備えに関する参考情報

等を掲載したもので、広報6月号と一緒に配布したところです。

町としては、全国各地で自然災害が多発している現状を踏まえ、町民の皆さまにお住い

の場所の災害リスクや各機関が発信する災害情報について、より一層理解を深めていただ

くことで、災害への備えを充実させていきたいと考えておりますので、ご理解を賜ります

ようお願い申し上げます。

全文はホームページに掲載しています。https://www.town.sobetsu.lg.jp/gyosei/

【お問い合わせ先】壮瞥町保健センター高齢者福祉係(☎0142-66-2340)

緊急通報装置を利用してみませんか
町では、自宅に設置する緊急通報装置の利用を勧めています。自宅で動けなくなって、助

けを呼びたい場合や訪問販売員等がしつこく帰ってくれない時など、装置のボタン一つで救

急車の手配や近所の方に安否確認の依頼、警察への通報など、24時間いつでも対応します。

住み慣れた自宅で少しでも安心して生活できるようサポートします。

詳しくは、保健センターまでご相談ください。

【対象者】65歳以上のひとり暮らし、または高齢者夫婦世帯で、健康状態や身体状況等から

日常生活に支障を感じている方。

【利用料】年額3,000円(月額250円)

※装置の設置・撤去・点検にかかる費用は町が負担します。
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7月10日は参議院議員通常選挙
の投票日です

第26回参議院議員通常選挙は、7月10日㈰に投票が行われます。
私たちの意志を国政に反映させるための大事な選挙です。
忘れずに投票に行きましょう。

●選挙区選出議員の選挙は、投票用紙に「候補者名」を記入して投票してください。

●比例代表選出議員の選挙は、投票用紙に「政党名」または「候補者名」を記入して投

票してください。

■期日前投票

投票日当日、仕事や旅行等の都合で投票ができない方は、期日前投票ができます。

【場所】　壮瞥町地域交流センター2階

【時間】　8:30～20:00

【期間】　7月9日㈯まで

■壮瞥町で投票できる人

平成16年7月11日までに生まれ、令和4年3月21日までに壮瞥町に住民登録をして、引

き続き3カ月以上住民基本台帳に登録され、壮瞥町の選挙人名簿に登録されている人。

令和4年3月22日以後に壮瞥町に転入届を提出した人で、前住所地の選挙人名簿に登

録されている人は、前住所地での投票となります。

■新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策として、各投票所ではマスクの着用、投票所内や筆記

用具の消毒、換気などの感染予防対策を徹底して行いますので、皆さんのご協力をお願

いします。

■投票時間　全投票所　7:00～18:00
■投票場所　入場券に記載された投票所

※投票の際には入場券をお持ちください。

※入場券を紛失した時は投票所で係員に申し出てください。

投票日当日のサイレン吹鳴について
投票日当日、投票啓発のために全町一斉にサイレンを吹鳴いたしますので、火災警

報とお間違えのないようお願いいたします。

○サイレン吹鳴日時　令和4年7月10日㈰
7:00と17:00の2回（約20秒間）



－ 10 －

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 「熱中症にご用心!!」
日増しに暖かい季節となりました。気温が高くなることによって気を付けたいのが熱中

症です。

熱中症には次の3つの要因があると言われています。

①気温が高い、湿度が高い、風が弱いなど、「環境」が要因とされるもの。②脱水状

態、低栄養状態、体調不良など、「からだ」が要因とされるもの。③激しい労働や運動、

長時間の屋外作業など、「行動」が要因とされるもの。

気象庁では、令和2年まで「環境」が要因とされる気温について、北海道では翌日また

は当日の最高気温が33度（宗谷地方は31度）以上になることが予想される場合に「高温

注意情報」を発表し、熱中症への注意を呼びかけてきました。

令和3年からは、環境省と気象庁によって、人間の熱バランスに影響の大きい①湿度、

②日射・輻射など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた「暑さ指数（ＷＢＧＴ）」を

用い、これまでの「高温注意情報」より、熱中症への注意の呼びかけとして精度の高い

「熱中症警戒アラート」を発表しています。

「熱中症警戒アラート」の発表基準は「暑さ指数（ＷＢＧＴ）」が「33以上」になる

と予測した場合で、前日の17時頃と当日の5時頃に発表します。

発表される期間は毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日となっており、今年は4月27日

㈬から、10月26日㈬までとなっています。

以下の気象庁のＵＲＬから「熱中症警戒アラート」が確認できますので、こまめな水分

補給や体調管理に十分気を付けて、夏を乗り越えましょう。

【熱中症警戒アラート】

URL：https://www.jma.go.jp/bosai/information/heat.html

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート2021年7月19日の熱中症警戒アラート
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壮瞥バドミントンジュニアの皆さん

役場前花壇に花を植えました

6月4日㈯、道栄建設株式会社様、壮建興業株式会社
様より、地域貢献活動の一環として、バス停や役場を
利用する方の心が和むようにと、町内事業者が育てた
フレンチラベンダーの苗80本、チェリーセージの苗140
本、この他にもたくさんの花の種を提供いただき、役場
前バス停留所の花壇にきれいに整備されました。
道栄建設、壮建興業の皆さま、本当にありがとうご

ざいました。

壮瞥バドミントンジュニア活躍

令和4年5月8日㈰、第23回全国小学生ABCバドミントン大会南北海道予選室蘭地区予選会が伊達市総合体
育館で開催され、3・4年生の部男子シングルスで1位～2位を占めるなど、壮瞥バドミントンジュニア所属
の5選手が入賞を果たしました。
壮瞥バドミントンジュニアは、週に5～6回、2時間程度の練習に元気に取り組んでおり、選手たちの日頃

の練習の成果が十分に発揮される結果となりました。

【入賞選手】

3・4年生の部　男子シングルス
優勝　　今井　大翔くん（4年生）
準優勝　山田　蒼也くん（3年生）
1・2年生の部　男子シングルス
３位　　木村　翔吉くん（2年生）
３位　　近藤　真虎くん（2年生）
1・2年生の部　女子シングルス
３位　　今井　　花さん（2年生）

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②�
～福祉国家・平等の国でホームレスになる理由～

Moi！前回はフィンランドでホームレス・失業者を支援するISO NUMEROと
いう冊子を紹介しました。今回は福祉国家・平等の国として知られるフィンラン
ドでホームレスになる理由、ホームレスの方々はどんな人が多いのかについて焦
点を当てていきたいと思います。

貧困状態にある人の年齢層は未成年から年配の方まで幅広く、国籍もフィンランド人だけではありま
せん。ある記事によると、近年は仕事をしていても適切な給料が支払われず、貧困に苦しんでいる人の
割合も増えてきているそうです。また出獄した人のうち3分の1はホームレスになっているというデータ
もあります。未来の見えない生活からアルコール依存やドラッグ依存になり、どんどん社会から孤立し
てしまう人も少なくはありません。私は４年間フィンランドに住んでいますが、以前に比べてここ最近
は違法ドラッグに関するニュースを目にすることも増えました。市内にはホームレスの人の避難場所も
設置されています。しかしホームレスは男性に比べて女性が少ないため男性を対象にした政策が多く、
女性にとっては避難場所も安全ではなく、助けが必要でも頼りづらいというのが問題になっています。
福祉国家、平等な国ということに注目されがちなフィンランドですが、失業・貧困・違法薬物など課
題もあるのが現実です。フィンランドに住み国の恩恵を受けている一人の人間として、私もこの国の社
会問題とも向き合っていかなければと思いました。
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育児サークルで畑作りを行いました

5月26日㈭、育児サークルで畑作りを行いました。
今年は、参加したお母さんとお子さんで力を合わ

せて人参とミニトマトを植えました。
美味しい人参とミニトマトができるといいです

ね。
7月の育児サークルは、「役場公園で遊ぼう」です。

たくさん体を動かして遊びましょう。
ぜひ参加をお待ちしております。また、開放にも
遊びに来てください。

清水大樹さん（中央）と娘さん

森下継久さん旭日単光章を受章

壮瞥町議会議員を長年にわたり務め、地方自治の
進展に貢献された森下継久さんが「旭日単光章」を
受章されました。
森下さんは、昭和50年に町議会議員として当選以
来、６期24年在職され、町政発展のために尽力され
た功績が認められ今回の受章となりました。
田鍋町長から「長年にわたり地域発展のためにご
尽力いただき、ありがとうございました。これから
も壮瞥町のためにお力をお貸しください。」と感謝
の言葉が贈られました。受章おめでとうございます。 森下継久さん（左）と田鍋町長

元柔道全日本強化選手の清水大樹さんが指導者として

壮瞥町出身で、元柔道全日本強化選手として多くの国内外の
大会で活躍された清水大樹さんが今年3月に現役を引退し、壮
瞥町に帰郷されました。
今後は、今までの経験を生かし柔道の指導者として壮瞥町柔
道少年団を盛り上げたいとのことで、「多くの子ども達に柔道
を知ってもらうとともに興味を持ってもらい、いずれは国内外
で活躍するような選手を育成したい」と目標を語ってくれまし
た。
現在はコロナ禍の影響もあり生徒がいないので、壮瞥町柔道
少年団では一緒に柔道をする人を募集中です。詳細は広報そう
べつ4月号をご覧ください。
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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。

壮瞥に移住して初めて迎える暖かい季

節。目の前に広がる大自然を満喫するた

め、これまで手を出してこなかった「登

山」を楽しんでいます。先日は、お隣の

伊達市にある伊達紋別岳に初めて登りました。伊達紋別岳の登山口までは壮瞥の中心地か

ら車で約20分。登り始めは急な坂でしたが、7合目を超えると稜線歩きになって左右が谷

の道が続くため、眼下に広がる景色が素晴らしく、歩いていてとても気持ちの良い道中で

した。伊達紋別岳はシラネアオイの群生地としても知られていますが、ちょうどよいタイ

ミングで行ったこともあり、山頂に近くなると多くのシラネアオイが咲き誇っていて、美

しい光景でした。また雲の多い日でしたが頂上に到達すると少し雲が流れて、羊蹄山や洞

爺湖、昭和新山、有珠山を一望することができました。壮瞥に住んでいると、オロフレ山

や徳舜別山、羊蹄山など、様々な山が見えますが、これから一つ一つ登頂しつつ周辺に広

がる大自然を満喫していきたいと思います。

卓球連盟に所属している方に誘っても

らい、2月から卓球を始めました。卓球

は小学生の時に半年間クラブ活動でやっ

ていたくらいで、まったくの初心者。は

じめのころは卓球台に全くピンポン玉が入らないし、サーブも難しくて四苦八苦。しか

し、まだまだ初心者の域は出ていませんが、熱心に教えてくださる先輩方のおかげでだん

だんと楽しめるようになってきました。いつも優しく相手をしてくださってありがとうご

ざいます！

毎週の練習日には、日々の生活や協力隊の仕事の中では出会えないような方々と卓球を

楽しめるのはもちろん、おしゃべりもできてとても良い息抜きになっています。そしてみ

なさんの卓球の上手なこと…！練習風景や試合を見ているだけでもおもしろいです。私も

もっと上手くなりたいと、その様子を見て思っています。

卓球連盟の練習は、毎週火曜日19時～21時に地域交流センター山美湖で行われていま

す。興味のある方は、ぜひ一度遊びにいらしてください！

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！

観光プロデューサー　前橋　史子

毎週火曜日は卓球の日

移住コンシェルジュ　今井　亮輔

登山で大自然を満喫

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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壮瞥小学校－6月11日㈯－
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6月11日㈯、壮瞥小学校の運動会が開催されました。
児童の皆さんは、日頃の練習の成果を発揮し素晴らしい演技を披露していました。
当日の様子をスナップでご紹介します。
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宣誓！

そーれ！

負けないぞ！ ヤーレン
ソーラン

ばっちり
決まった！

いくぞー！

倒さないように！

フレーフレー

開会式 応援合戦

徒競走

Permission to Dance（1・2・3年生）

壮小ソーランR4（4・5・6年生）

低学年リレー 高学年リレー玉入れ（1・2・3年生）

山こえ谷こえ（4・5・6年生）
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壮瞥町では次のとおり職員を募集いたします。

採用職種・採用予定者数及び採用予定日／

一 般 事 務：1名

採用予定日：令和5年4月1日

受験資格／

学　　歴：高校卒業以上（令和5年3月卒業見込

者を含む）

資 格 等：採用後、壮瞥町内に居住可能な方。普

通自動車運転免許を有する方、また

は、採用時までに取得見込みの方

年齢要件：昭和63年4月2日以降に生まれた者

※卒業見込みの方が卒業できなかった場合は、

採用を取り消します。

欠格事項／日本国籍を有しない者、または地方公

務員法第16条に該当する者は、上記資格を有し

ていても受験できません。

試験方法／　　

1)第1次試験

(1)大学卒：教養試験、論文試験、適性検査

(2)高校卒（短大及び専門学校卒含む）：教養

試験、作文試験、適性検査、適性試験

2)第2次試験：第1次試験合格者に対して面接試験

試験日時・試験会場及び合格発表／

1)第1次試験

日時：令和4年9月18日㈰　午前9時10分（午
前8時40分までに集合）

会場：室蘭中小企業センター（室蘭市東町4丁

目29番1号：☎0143-43-3619）

(1)開場　午前8時30分

(2)着席　午前9時00分

(3)終了予定　大学卒：午後1時50分

高校卒：午後2時30分

※合格発表は、10月上旬に各受験者に通知し

ます。

2)第2次試験

第1次試験合格者に日時、会場等を通知しま

す。

受験手続／

1)申込書等の請求方法

壮瞥町のホームページから申込書をダウンロ

ードすることができます。また、直接役場の

窓口でも受けとれます。

2)提出書類等

(1)受験申込書（町指定のもの）

(2)試験申込書（町指定のもの）

(3)最終学歴の卒業証明書または卒業見込み証

明書

(4)資格を有していることのわかる証明書等の

写し

(5)写真2枚（縦4.0㎝×横3.0㎝で最近6カ月以

内に撮影したもの。各受験申込書に貼って

ください。）

(6)受験票送付用封筒（長型3号の封筒の表書き

に受験者の住所、氏名及び郵便番号を記載

し、84円切手を貼付してください。）

3)受付期間

令和4年7月1日㈮から8月8日㈪までの期間

で、午前8時45分から午後5時30分まで受付け

ます。(土日祝日は受付できません。)

郵送の場合は令和4年8月8日㈪までの消印に限

り受付します。

その他／

1)身体に障害のある方で、試験当日の受験に際

して車椅子等を使用することについて、特に

要望のある方はあらかじめ、連絡願います。

2)試験当日、携帯電話機等は他の受験者の妨げ

になりますので、試験会場への持ち込みは一

切禁止いたします。

3)提出した申込書、各種証明書等は原則返却し

ませんので、ご了承願います。

4)壮瞥町の初任給は概ね次の金額となる予定で

す。

・高校卒　150,600円

・短大卒　163,100円

・大学卒　182,200円

※採用前の経歴に応じて、これ以上になる場合

があります。

【申込書等の提出先及び問合せ先】

〒052-0101　

北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7

壮瞥町役場総務課職員係

(☎0142-66-2121　FAX0142-66-7001）

壮瞥町職員の募集について
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毎週火曜日と金曜日、午前10時から12時まで

の2時間、子育て支援センターげんきを開放して

います。親子でお友だちと楽しく遊びませんか。

開放日

1日㈮、5日㈫、8日㈮、12日㈫、15日㈮、19日㈫､

22日㈮、26日㈫、29日㈮
育児サークル

14日㈭ 10:00～12:00

・役場公園で遊ぼう

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要

です。

※7月12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。

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）

7
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7月の子育て支援センターげんき

7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。

7月03日㈰

7月10日㈰

7月17日㈰

7月18日㈪

7月24日㈰

7月31日㈰

8月07日㈰

森歯科クリニック 室蘭市港北町2-5-18 ☎0143-55-0118

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 ☎0143-85-2826

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 ☎0142-23-6480

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 ☎0143-44-4500

横山歯科医院 室蘭市母恋北町2-3-16 ☎0143-22-2394

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 ☎0143-55-6330

ちりべつファミリー歯科 室蘭市知利別町3-5-7 ☎0143-41-4141

J.FUKUDA DENTALCLINIC 室蘭市中島町1-31-10 ☎0143-41-7755

月　　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　話
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○壮瞥温泉団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字壮瞥温泉58番地1

建設年度 平成12年建設　6号棟

規格、戸数 1階　2LDK(58.51㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（17,600～26,200円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

○久保内団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字久保内89番地3

建設年度 平成元年建設　1号棟

規格、戸数 1階　3LDK(62.19㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（16,500～24,600円）

敷金 家賃の3カ月分

○仲洞爺団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字仲洞爺61番地

建設年度 平成29年建設　1号棟

規格、戸数 平屋　2LDK(65.00㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（20,000～29,800円）

共益費 月額200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｡）

○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7月1日㈮～令和4年7月15日㈮

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係

（☎0142-66-2121）

※申込者多数の場合は書類選考その他公正な方法

により入居者を決定します。

相続登記手続に関する資料を配布します
相続登記がされないため所有者不明となってい

る不動産について、公共事業を始めとした円滑な

利用の支障となっていたことから、令和6年4月1

日から、相続登記の義務化がスタートします。

つきましては、これから相続登記の申請を検討

されている方に対して、下記のとおり、相続登記

手続の申請書様式、記載例、説明書等の資料を配

布します。

なお、個人が、令和7年3月31日までに、相続

による土地の所有権の移転登記を受ける場合にお

いて、課税標準となる土地の価額が100万円以下

であるときは、登録免許税が免除となります。

配布日時／令和4年7月21日㈭　11:00～15:00

場所／壮瞥町地域交流センター山美湖

1階小会議室

【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「3」）

昨年のサマージャンボ宝くじ（第892回全国自

治宝くじ）及びサマージャンボミニ（第893回全

国自治宝くじ）の時効（令和4年8月29日㈪）が

迫っておりますので、お忘れなく。

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。

発売期間／令和4年7月5日㈫～8月5日㈮
抽選日／令和4年8月17日㈬
支払開始日／令和4年8月22日㈪

町営住宅入居者募集

法務局からのお知らせ

サマージャンボ宝くじについて
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新型コロナウイルス感染症の影響による失業や

収入減少の中で、食費等の物価高騰の実情を踏まえ

た生活支援を行う観点から、次のとおり特別給付金

を支給します。対象になると思われる方は、役場住

民福祉課子育て支援係でお手続きください。

支給対象者の要件／

【ひとり親世帯】

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者

⇒  対象者には6月中に案内済み 

②公的年金等を受給しており、令和4年4月分

の児童扶養手当の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家

計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受

給している方と同じ水準となっている方

【ひとり親世帯以外】

①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶

養手当受給者であって、令和4年度分の住民

税均等割が非課税の方

⇒  対象者には6月中に案内済み 

②令和4年度住民税均等割が非課税で、高校生

のみを養育している方

③令和4年度住民税均等割が非課税で、公務員

など職場から児童手当を受給している方

④新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令

和4年1月以降の家計が急変し、収入が住民

税均等割非課税相当となっている方

支給対象子ども／

平成16年4月2日から令和5年2月28日までの

間に出生した子ども

※障がい児の場合は、平成14年4月2日から

令和5年2月28日まで

給付金の支給額／

子ども1人当たり　一律5万円

申請方法／

次の様式に必要事項を記入いただき、関係書

類を添付の上、ご提出ください。様式は、壮瞥

町のホームページからダウンロードいただく

か、役場住民福祉課子育て支援係までご請求く

ださい。

・申請書（様式第3号）

・簡易的な収入見込申立書（家計急変の場合

のみ）

・簡易的な所得見込申立書（家計急変の場合

のみ）

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係

（☎0142-66-2452）

1869年（明治2年）、北海道の名付け親とされ

る松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道（ほっか

いどう）」という名称を提案した7月17日は、

「北海道みんなの日」（愛称：道みんの日）です。

「道みんの日」は、北海道の魅力と価値を見つ

め直し、これからの北海道を考える日として平成

29年に制定されました。

この日をきっかけに、道民の皆さまには北海道

に愛着や誇りを持っていただき、北海道の魅力を

発信する機会としていただければ幸いです。

【お問い合わせ先】

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

（☎011-204-5663）

対象／泳ぎが苦手な小学生

日時／7月26日㈫、7月28日㈭、8月2日㈫、

8月4日㈭
時間／18:00～19:00

場所／伊達市総合体育館　温水プール

募集人員／20名（先着順）

参加費／1,800円（プール入館料・保険料含む）

申込期限／7月21日㈭
申込方法／氏名、学年、保護者名、電話番号、住

所を記入の上、はがき、FAXまたはメールで

下記までご連絡ください。

【お申し込み・お問い合わせ先】

伊達水泳協会　藤原　達雄

住所：伊達市梅本町23-80

FAX：0142-25-5936

メール：t23fuji@poppy.ocn.ne.jp

7
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子育て世帯への生活支援特別給付金の
支給について

7月17日は「道みんの日」です

夏休みチビッコ水泳教室の開催
（伊達市水泳協会主催）
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自衛官等募集

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。お困りごとなどありましたら、ぜひご利用ください。相談を希望さ

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

令和4年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㈮
令和4年8月25日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和4年8月19日㈮
令和4年9月08日㈭ 本間弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年9月02日㈮
令和4年9月22日㈭ 阿部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年9月16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

航空学生
（海、空）

防衛大学校
(一般)

予備自衛官補
（一般、技能）

一般曹候補生

イベント案内

お問い合わせ先

18歳以上23歳未満(海)
18歳以上21歳未満(空)

18歳以上21歳未満

18歳以上34歳未満

※細部についてはお問
い合わせください

18歳以上33歳未満

公安系公務員フェスタ
日　時：令和4年7月3日㈰ 10:00～12:00、13:00～15:00
会　場：FKホールディングス生涯学習センター　きらん
内　容：海上保安官、警察官、消防士、自衛官の採用説明
対象者：高校生以上

〒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7月1日㈮～9月8日㈭

令和4年7月1日㈮～10月26日㈬

令和4年6月1日㈬～9月16日㈮

令和4年7月1日㈮～9月5日㈪

1次試験
令和4年11月5日㈯～11月6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9月15日㈭～9月18日㈰
※いずれか1日

自衛官候補生 18歳以上33歳未満 令和4年7月1日㈮～9月9日㈮ 令和4年9月23日㈮～9月29日㈭
※いずれか1日

1次試験
令和4年9月19日㈪

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日
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納期／令和4年7月1日～8月1日

（予定納税とは）

原則として令和3年分の確定申告で申告納税額

が15万円以上となった方が、その3分の1の金額

を、それぞれ7月(第1期)と11月(第2期)に納める

ことをいいます。予定納税額は、確定申告の際に

計算した申告納税額から差し引くことにより精算

します。

（納税する額）

予定納税が必要な方には、6月中旬に室蘭税務

署から「令和4年分所得税及び復興特別所得税の予

定納税額の通知書」が送付されます。この通知書に

記載された第1期分の金額が納税する額です。

（予定納税の減額申請）

休廃業や業績不振などで、令和4年6月30日の現

況により、翌年の申告納税見積額が、税務署から

送付された予定納税額よりも少なくなると見込ま

れる場合は、減額申請をすることができます。

第1期分の減額申請の期限は7月15日までとなっ

ていますので､「予定納税の減額申請書」に必要事

項を記載の上、室蘭税務署に提出してください。

提出された申請の結果については、後日税務署

から結果を書面等でお知らせします。

（納付方法）

振替納税を利用している方には、指定した金融

機関の口座から8月1日引き落としされますの

で、前日までに残高の確認をお願いします。

その他の方は、8月1日までに金融機関・室蘭

税務署で納付、ダイレクト納付やコンビニ納付な

どの手続きを行ってください。

【お問い合わせ先】

室蘭税務署（☎0143-22-4151）

国税庁HP：https://www.nta.go.jp

「発達障がい支援の原点
～困った行動の背景を探る　ASDを中心に～」
発達障がいのある人の様々な行動や言動の背景

をどう見立てると良いかを学び、子ども達の指導

7
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所得税及び復興特別所得税の予定納税
(第1期分)の納税をお忘れなく

教育講演会

くらしの無料相談会を開催します

に生かすことを目的とした講演会を開催します。

日時／令和4年8月6日㈯　13:30～15:30

講師／片山　智博氏（北海道発達障害者支援セン

ターあおいそらセンター長）

配信／ZOOMにて（録音・録画禁止）

定員／30名程度

参加費／500円

主催／室蘭LDを考える会

後援／室蘭市・登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥

町、洞爺湖町、白老町および各市町教育委員会

申込方法／参加者氏名、勤務先、所属、住所、電

話番号、質問等を記入して、メールで下記まで

お申し込みください。

なお希望者多数等々の時は、ご希望に添えな

い場合があります。

【お申し込み先】

室蘭LDを考える会

メール：Id.in.muro＠gmail.com

（☎0143-23-1923）

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7月22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）

広　告



海上保安庁では、将来を担う小中学生が海洋環境

について考える機会を持つことで海への関心を高

め、海洋環境保全思想の高揚を図ることを目的とし

て、「第23回未来に残そう青い海・海上保安庁図画

コンクール」を開催し、小中学生を対象に「はがき

サイズ」にて作品を募集します。

募集期間／令和4年6月1日㈬～9月9日㈮
募集部門／小学生低学年の部、小学生高学年の部、

中学生の部

応募先／〒047-8560　小樽市港町5番2号

第一管区海上保安本部　警備救難部　環境

防災課
「未来に残そう　青い海　海上保安庁　図

画コンクール」担当

詳細は第一管区海上保安本部HPに掲載の

応募要領をご確認ください。
（https://www.kaiho.mlit.jp/01kanku/）

【お問い合わせ先】

上記応募先（☎0134-27-0118）

または室蘭海上保安部（☎0143-23-3132）

担当：警備救難課　高橋

室蘭海上保安部からのお知らせ
「図画コンクールの作品募集について」
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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

かおりの教室

そうべつ に広告を

掲載しませんか

町では、地域経済の活性化を図るため、広報に

掲載する民間の企業や自営業の方などの広告を募

集しています。詳細はホームページ、もしくは下

記までお問い合わせください。　
【お問い合わせ先】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

広
報

死亡事故ゼロ894日
－人身交通事故発生状況5月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※5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5月11日～令和4年6月10日）

■人のうごき

■5月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,386人 （△05）

男 1,133人 （△05）

女 1,253人 （ 00）

世帯数 1,291戸 （△01）

※5月末現在（ ）は前月差

三品　清治さん（93才）【幸内一】　　　

田仁　幸雄さん（87才）【南久保内】

石井　昴喜さん（82才）【緑】

◆お悔やみ申し上げます

『アロマを楽しむ会』～暑い時に役立つアロマ～

暑い時に助けになるアロマを知って、涼しげ
なジェルを作ります。

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／7月15日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名

料金／2,000円（夏のアロマジェルを作ります）
会場／地域交流センター山美湖

1階小会議室

対象／興味がある方はどなたさまでも

【お申し込み・お問い合わせ先】

☎090-1522-7840　
メール：aromacosme2016@gmail.com
松浦まで

広　告
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令和4年度 第3回夜空を見る集い
天の川銀河誕生の頃の星団・M13観測＆七夕まつり

「すすめ！パーカー探検隊」
開催のお知らせ

7月の夜空を見る集いでは、天の川銀河誕生の頃の星団・M13を観測し、七夕まつりをします。

七夕かざりを飾りつけて、花火もしますよ！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7月6日㈬ 19:00～21:00

2．会　場 森と木の里センター

3．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

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。

小学生の皆さん！今年の夏休みは、ＡＬＴ（外国語指導助手）のパーカ

ー先生と一緒に、思いっきりお外で遊びませんか！？

教育委員会では今年の夏休み期間に、「すすめ！パーカー探検隊」とい

う事業を開催します。これは、壮瞥町の自然の中で遊びながら、パーカー

先生に英語を教えてもらったり、逆にパーカー先生に日本語を教えたりし

て楽しむ自然体験・国際交流事業です。

詳細は、後日小学生の皆さんにお手紙でお知らせする予定ですが、本記事ではまず、事業の概要

をお伝えします。気になる方は、ぜひ参加してください。

1　日程と会場 第1回　7月26日㈫ 壮瞥公園

第2回　8月01日㈪ 長流川

第3回　8月04日㈭ 四十三山

※日程と会場は変更になる可能性があります。

※雨天時は室内遊びや工作を行います。

※全ての日程に参加する必要はありませんので、参加できる回にご参加ください。

2　時　　　間 集合：10:00　解散：14:00　※集合と解散は山美湖にて行います。

3　対　　　象 町内小学生

4　持　ち　物 動きやすい服装、お弁当、飲み物

※その他、お弁当を食べるためのレジャーシートがあると便利です。

5　申　　　込 後日、事業チラシを小学生の皆さんにお配りする予定ですので、そちらを使用し

てお申し込みください。

【お問い合わせ先】 壮瞥町教育委員会（☎0142-66-2131) 担当・前川

★パーカー先生は、夏休みの間も平日の日中は山美湖の事務所にいます（事業等で外勤している場

合と、夏期休暇の場合を除きます）。ぜひ、遊びに来てください。

英語の勉強をしたり、たくさんお喋りしましょう！
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令和4年度 西いぶり定住自立圏文化事業

劇団四季ファミリーミュージカル

「人間になりたがった猫」

令和4年度第2回壮瞥町子ども郷土史講座

「昭和新山にのぼろう！」事業報告

◎公演日時 令和4年9月29日㈭ 18:30開演（17:45開場）

◎会　　場 だて歴史の杜カルチャーセンター （全席指定）

◎チケット Ｓ席5,500円（子ども3,300円）

Ａ席3,300円（子ども2,200円）

Ｂ席2,500円（子ども1,500円）

※子ども料金は小学生以下となります。

※3歳未満で膝上観劇の場合は無料です。

※3歳未満であっても、座席を使う場合は有料となります。

◎チケット販売日

令和4年7月30日㈯～

◎チケット販売所

伊達市：だて歴史の杜カルチャーセンター、Ａコープ組合マーケット本店、

洞口書店

室蘭市：室ガス文化センター（平日のみ）、ぷらっと・てついち、エルム楽器

室蘭支店、室蘭工業大学生協パレット店

登別市：登別市民会館、若草つどいセンター、ショッピングセンターアーニス

※9月20日㈫以降は、だて歴史の杜カルチャーセンターのみでの販売となります。

◎車イス席について

車イスをご利用のお客さまは、車イスのまま観劇できるスペースをご用意い

たします（車イス観劇者＋介助者1名で5,500円）。伊達市教育委員会でチケッ

トを販売いたしますので、公演日の前日までに伊達市教育委員会生涯学習課へ

電話でお申し込みください。

◎注意事項 ・新型コロナウイルス感染症対策のため、感染の疑いのある方や風邪等の症状

がある方はご来場をお控えください。

・ご来場の際は、マスク着用といたします。

・入場の際は検温及び手指消毒をしていただきます。検温で37.5度以上の方は

入場をお断りいたします。

・公演が中止となった場合はチケット代金を払い戻しいたします。

◎お問い合わせ先

伊達市教育委員会生涯学習課　☎0142-82-3299

室蘭市教育委員会生涯学習課　☎0143-22-5094

登別市教育委員会社会教育Ｇ　☎0143-88-1129

事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー事業報告のコーナー

令和4年6月4日㈯、三松三朗氏、三松靖志氏、そして多くの火山マイスター、ジオパーク友の会

の皆さまにご協力いただき、昭和新山を楽しく登山しながら、火山のことについて学びました。

小学生児童及び保護者等、あわせて8名が参加した事業の様子を写真でご紹介いたします。

「織りひめ会」作品展開催のお知らせ
裂き織り同好会「織りひめ会」は設立から多くの皆さまのご支援を得て17年目を迎えることがで

きました。会員の個性豊かな色彩感覚を駆使した裂き織りと巧みな縫製技術を活かした作品の数々

はたくさんの方々から好評を得ております。

展示会開催の強い要望があったため、下記のとおり開催します。

日　時 令和4年7月16日㈯～18日（月・祝）　9:00～17:00（ただし18日は16:30まで）

場　所　 横綱北の湖記念館　ロビー（壮瞥町字滝之町294番地2）　☎0142-66-2201

主　催 壮瞥町裂き織り同好会「織りひめ会」

代表　美馬　信子（☎0142-66-3069）

その他 バック、織り布、ポーチ等の小物類を展示しています。

皆さまのご来場をお待ちしております。
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「一般書」

『北海道の病院2022』『60歳
からの食事を変えなさい』
『飾る、使う、贈る、カミキィ
の季節のおりがみ』『勿忘草
の咲く町で』『黄金旅程』
『じじばばのるつぼ』『書店
主フィクリーのものがたり』
『香君（上・下）』『燕は戻っ
てこない』『有職故実の世界』
『ふぞろいなキューリと地上
の卵』『体、知能がグングン
育つ離乳食』『オートミール
“米化”がっつりヘルシーレ
シピ』『日本列島の「でこぼ
こ」風景を読む』『マンガで
わかる！認知症の人が見て
いる世界』『海外メディアは
見た不思議の国ニッポン』
『津田梅子』『完本アイヌの
碑』『アイヌからみた北海道
150年』『暇と退屈の倫理学』
『葉っぱ切り絵コレクション
いつでも君のそばにいる』
『ロウソクの科学』『物語ウ
クライナの歴史』

「児童図書」

『掟上今日子の推薦文』『掟
上今日子の挑戦状』『ななみ
の海』『ガリレオ工房の科学
マジック』『北海道わくわく
地図えほん』『しんぱいなこ
とがありすぎます！』

「幼児図書」

『おひさまがおちないよう
に』『もうはるですね』『よ
るのともだち』『まっかなせ
ーたー』『うさぎのみみはな
ぜながい』

（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）

★7月末まで、図書室入口にて展示しています★

牧野富太郎　日本植物学の父　清水洋美

牧野富太郎の植物の研究にかける情熱と生き方を紹介し
ています。2023年に連続テレビ小説として映像化されま
す！

モーツァルトはおことわり　マイケル・モーパーゴ

世界的に有名なバイオリニストの秘密は、かつてナチス
の強制収容所で繰り返された悲しい記憶とつながっていた
…魂震える物語。

大人も子どもも楽しめる児童書大人も子どもも楽しめる児童書
7月の展示 

おじいちゃんとの最後の旅　ウルフ・スタルク

ぼくはおじいちゃんと一緒に病院を抜け出す完璧な計画
を立てようとするが…心にしみるスウェーデンの人気児童
文学作品です。

この本は

やまびこ図書室に

あります！

2021年下半期・
直木賞に選ばれた
戦国小説です！

「わたしのオススメ本」
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タイトル『塞王の楯』　今村翔吾

琵琶湖をはさんで二つの技術技能集団がいた。石垣
造りの穴太衆と、鉄砲作りの国友衆である。この二つ
の集団が総力をあげて対決したのが、大津城攻防戦で
ある。お互いに持てる技術を総動員し、実践の中で新
技術を開発していった。彼らをつき動かしたのは、一
方では決して破られない城壁造りであり、他方はいか
なる城壁をも打ち砕く強力な鉄砲作りであったが、双
方ともに戦のない世をつくることであった。結果は、
国友衆の勝利に見えたが、技術上の戦いは引き分けで
あった。時は経て、強力な火器開発は際限がなく、戦
争に使われ続けている。穴太衆の技術は連綿と受け継
がれ、最近では熊本城の石垣修復など多くの文化財修
理に役立っている。

（オススメ者：晴耕雨読人）

5月に道立図書館の原さんが図書分室に
来館され、図書室担当者と図書ボランティ
アポピーの会に選書や除籍等の基準を教え
てくれました。教えていただいたことを生
かし、これからも使いやすい図書室づくり
に力を入れていきます。
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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

期　日：令和4年7月21日㈭
14:00～15:30

場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
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。

今月の図書分室イベント
7／21
朗読会

ポピーの会

ひだまりの会

朗読会朗読会

ようこそ図書分室へ！

土屋知実さんの童話「天使の使い」を、音楽を演奏しながら

ポピーの会で群読します。また、加賀谷良子さんによる昔話

の読み聞かせもあります。

�春まだ遠い満月の夜のこと　谷底から大きな叫び声が聞こえてきます…

★プログラム★

ポピーの会による群読：童話「天使の使い」
加賀谷良子さんによる昔話　
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大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!大募集!

活動内容：壮瞥図書室の展示装飾、業務補助、毎月の
図書分室イベント、図書フェスティバルや
学校ブックフェスティバルの活動。

活動内容：壮瞥小学校、長日園、育
児サークルなどで絵本や
紙芝居の読み聞かせ。

お試し体験からでもOKです!
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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7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るなど危険性をしっ

かり確認しましょう。

■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つくりましょう。

■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、有害サイトをシャットアウト！

★運動重点

○飲酒運転の根絶　

○バイク・自転車の交通事故防止　

○スピードダウンと全席シートベルト着用

○子どもと高齢者の交通事故防止

◎「7月13日」は飲酒運転根絶の日

「あなたの個性や特技を生かせるフィールドがあります」
警察官の仕事は交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通指導

取締、災害救助等多岐にわたります。

きっとあなたの興味ある仕事や、個性・特技を生かせるフ

ィールドがあります。詳しくは北海道警察ホームページをご覧ください。

警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中警察官募集中

壮瞥・久保内駐在所管内での特殊詐欺被害はあり

ませんが、全道で様々な手口の特殊詐欺が発生して

います。

詐欺電話がきたら警察相談ダイヤル「＃9110」
に通報してください。

保育所こぐまクラブ交通安全教室

7月13日㈬～22日㈮の10日間実施されます

夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止

第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中　8月19日まで第2回試験受付中 8月19日まで
北海道警察本部採用センター
フリーダイヤル　0120-860

ハ ロ ー
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第　120　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）

噴火湾に面する洞爺湖有珠山ジオパークには、海辺の環境を利用した公園やキャンプ場が多く
あります。
海辺は、大地のでき方や特徴がわかる岩や砂のほか、水辺の生物観察や漂着物探しができ、大

人も子どもも散策を楽しめる場所です。ここでは豊浦町の海辺の見どころを紹介します。

礼文華海岸（れぶんげかいがん）
豊浦町にあるカムイチャシ史跡公園のすぐ近くにある

「文学碑公園」の海側には、砂浜から突き出す大きな
岩々があります。
近づいてみると、丸みのある石や細かく砕けた石がた

くさん集まっているように見えます。これは海底で噴出
したマグマが海水にふれて急に冷えたため、細かく砕け
てしまった後、再び固まった溶岩で、海底で噴火が起こ
った証拠です。

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

カムイチャシ史跡公園と、文学碑公園には、大地の成り立ちを詳しく説明した解説看板が設置
されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

【ミニ実験紹介！】

砂浜を歩くと、黒い砂がうっすらと見えるかもしれません。ここに磁石を近づけると…？

⇒　砂に含まれた砂鉄が取れるかも！（先に磁石をビニール袋に入れておくと、片付けが簡単です）

海をきれいに！
2021年からの10年は『持続可能な開発のための国連海洋科学の10年』と

され、世界各国が様々な海洋問題の解決に取り組んでいます。たくさんの恵
みをもたらしてくれる海の環境を守るため、遊びに行くときは「ゴミは持ち
帰る」を徹底しましょう。

洞爺湖有珠山ジオパーク　スマホdeスタンプラリー2022
洞爺湖有珠山ジオパークの見どころを巡って、賞品をもらおう！！　
8/1～8/31までの期間として企画中です。詳細は「洞爺湖有珠山ジオパ

ーク推進協議会」のHPをご覧ください。
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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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夏の生活習慣病（特定）健診のお知らせです！

【お問い合わせ先】壮瞥町保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340）

20歳以上の国民健康保険加入者及び75歳以上の後期高齢者医療保険加入者の方を対象に、今年

の夏は6日間に渡って生活習慣病（特定）健診を実施します。
（※生活保護受給者と受診券をお持ちの社会保険（扶養）の方も受診できます。）

また、今年は3年振りに、眼底検査の実施を再開します。
若い方も高齢の方も、健康な生活を続けていくためにも、年に1度は健診を受けて、自分の身体の健康

状態と向き合いましょう！

〈健診を受けたい!あなた!〉
（1）壮瞥町保健センターに電話で申し込もう！

☎0142-66-2340（平日8:45～17:30）
①希望する健診日と受付時間を伝えましょう

②名前と生年月日、保険の種類を伝えましょう

③後日、自宅に問診票が届きます

④問診票を記入し、健診を受けましょう

※風疹検査（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性）のクーポン券が届いた方は健診と一緒、

または風疹検査のみでも受けることができます。

（2）かかりつけの病院に直接申し込もう！　
・上記日程で都合がつかない国民健康保険（40歳以上）・後期高齢者保険加入者は、近隣の医療機関
でも無料で健診を受けることができます。受診券を郵送しますので、壮瞥町保健センター健康づくり

係までお電話ください。

もうしばらく、新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの健診となります。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

壮瞥町
保健センター

・国保
・後期
・生保

・社保

尿検査
身体計測
握力
問診
血圧測定
採血
体組成
腹囲

心電図・眼底検査

↓
※医師が必要と認めた者

無料｝※土日は、コミタク臨時

便を利用できます。

利用を希望される方

は、9時の受付時間

になります。
受診券によって

料金が違います

7月29日㈮
30日㈯
31日㈰

8月01日㈪
2日㈫
3日㈬

健診日 受付時間 健診項目 料　　金健診会場

①7:00

②7:30

③8:00

④8:30

⑤9:00

各時間

定員10名

程度
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