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－ 2 －

町長から住民の皆さまへメッセージ
感染予防対策の徹底について

壮瞥町長　田　鍋　敏　也　
町民の皆さまには、日頃から、新型コロナウイルス感染症対策にご理解、ご協力をいただいてお

りますことに感謝申し上げます。

全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大しており、町内においても、7月下旬から報告が相次

ぎ、8月14日から8月20日までの週では過去最高の19人の感染が確認されています。

社会経済活動が徐々に活発化する中で、町民の皆さまにおかれましては、あらためて基本的な感

染防止行動について認識を共有していただきますとともに、下記に記載した感染症防止行動の徹

底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症は、いつ、だれが、どこで感染してもおかしくない状況です。

ご自身や大切な方の健康を守るため、今後とも、ご理解とご協力をお願いいたします。

町内感染者数と胆振管内感染者数の推移

○三密の回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒を徹底、十分な換気を徹底しましょう。

○飲食では、短時間、深酒をしない。大声を出さない。会話の時はマスクを着用しましょう。特に

大人数や普段会わない方との飲食では一層徹底しましょう。

○重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方、そうした方と会う方の双方が基本的な感染

防止対策を徹底しましょう。

○60歳以上の方や基礎疾患のある方は、重症化予防のため、早期の4回目ワクチン接種をご検討

ください。また、若年層でワクチンを未接種の方は、早期の接種をご検討ください。

○発熱などの症状がある場合は、外出や移動を控え、医療機関を受診しましょう。

○職場や学校などに連絡をお願いします。

○同居ご家族以外で、発症した日（無症状の場合は検体採取日）の２日前に会食や会話等をした

感染可能性のある方（※)に連絡をお願いします。

2　新型コロナウイルス感染症（陽性）と診断された皆さまへのお願い!!

1　新型コロナウイルス感染症防止行動の徹底をお願い!!

区　分 7/24～7/30 7/31～8/6 8/7～8/13 8/14～8/20

町内感染者数

胆振管内感染者数

6人 4人 13人 19人

1,649人 2,110人 2,631人 3,007人

■上記の連絡に当たって、次の事項を確認してください

ア　ご自身の検体採取日

イ　ご自身が発症した（症状が出た）日

ウ ご自身が発症した日（無症状の場合は検体採取日）の2日前に会食やマスクをはずし

て会話等をした感染可能性のある方の有無

※「感染の可能性のある方」とは

・感染者と発症2日前から入院や自宅等待機をした日までに、会食やマスクをしない

で会話等をした方で、

・その目安は、｢対面で話す｣、距離は「1メートル以内｣、時間は「15分以上」です。



コロナ禍において、原油価格や物価の高騰等の影響を受けている高齢者世帯・障がい

者世帯の方々への支援措置として、令和4年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯当た

り1万円を支給します。

令和4年6月1日時点で本町に住民登録がある世帯のうち、令和4年度住民税が非課税

の世帯(世帯主及び世帯員の全員が非課税)で、

(1)満65歳以上の方の属する世帯

(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けて

いる方の属する世帯

※(1)、(2)の｢生活保護世帯｣も対象となります

※(1)、(2)のうち世帯員の中に未申告の方がいる世帯、令和4年1月2日以降に本町に

転入された世帯

対象世帯には、役場から｢確認書｣を送ります〈令和4年9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。

対象世帯には、役場から｢申請書｣を送ります〈令和4年9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。

①未申告の方がいる世帯

収入申告書を同封しますので、一緒に提出してください。

②令和4年1月2日以降に転入された世帯

前住所地の非課税証明書を求める場合があります。

(1) 世帯員の中に令和4年度住民税が｢課税｣の方がいる世帯

(2) 市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯

※既にご案内している｢住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付｣ (10万円)とは別の給

付金となりますので、ご確認ください。

－ 3 －

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

高齢者世帯等生活支援事業について

提出の期限は確認書の発行日から3カ月以内です

1世帯当たり1万円

対象とならない世帯

物価高騰対策事業について

支 　 給 　 額

手 続 き に つ い て

対 象 と な る 世 帯



－ 4 －

原油価格や物価の高騰により、経費増の影響等を受けている中小企業等の事業継続対

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

象に事業継続や経営安定を図ることを目的に次のとおり助成金を支給します。

1

(1)令和4年3月31日現在、壮瞥地区商工会の一般会員

(個人事業者または農業者以外の営利法人)

(2)個人事業者または農業者以外の営利法人であって、令和4年3月31日以前から壮瞥

町内に在住または町内で事業を行い、今後も事業継続の意思がある者

※(2)の方は税法上の確定申告を行っていること。

2

3

令和4年9月1日㈭から令和4年10月14日㈮までの期間で、壮瞥町商工会に申請願い

ます。(窓口申請のみ)

4

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

町商工会ホームページからも取得できます。

(1)商工会員

①交付申請書(様式第1号)、②振込口座の通帳コピー

(2)その他の事業所(商工会会員以外)

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

分または直近の確定申告書、事業概況説明書(法人)及び決算書の控え(税務申告済で

あることが証明できる書類)、⑤その他商工会長が求める書類

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

供することがありますので、予めご承知おき願います。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係(☎0142-66-2121)

中小企業等事業継続支援事業助成について

助 成 金 対 象 者

助 成 金 支 給 額

申請期間・申請先

申請書類及び添付書類について

基準日・資格 対象者 助成額

令和4年3月31日現在、

壮瞥町内で事業を行っ

ている者

個人事業者

営利法人事業者

(農業者以外)

5万円

10万円
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【お問い合わせ先】北海道事業継続緊急支援金事務局(☎011-350-6711)
受付時間　平日8:45～17:30
専用ホームページ：https//kinkyushien-r4-hokkaido.jp/

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格や物価の高騰で、光熱水費等の

値上がりの影響を受けている町内全世帯を対象に、壮瞥町商工会商品券を配布いたします。

配布対象／基準日(令和4年9月1日)時点で壮瞥町住民基本台帳に記載されている世帯主の方

配 布 額／1世帯当たり　5千円分(商工会商品券)

配布方法／住民基本台帳に記載されている住所宛てに簡易書留で郵送

配布時期／令和4年9月中旬に発送

そ の 他／長期不在等の理由により、住民登録されている住所以外へ

の郵送を希望する場合は、令和4年9月12日㈪までに下記ま

でご連絡ください。

町内の全世帯に商工会商品券を配布します

北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に加え、原材料等の価格

高騰による影響を受けている中小・小規模事業者、個人事業者の皆さまの事業継続に向けた

一助とするため、支援金を支給しています。

■支援金を受給できる要件

次の2つの要件をどちらも満たしている必要があります

2021年11月～2022年10月までの

いずれかの月の売上が

2018年11月～2020年3月までの

同月比で20％以上減少

2021年11月～2022年10月までの

いずれかの月に購入した原材料等の単価が

2020年11月～2021年10月までの

いずれかの月の単価よりも増加

中小・小規模事業者　10万円

個人事業者　　　　　5万円

※農業、林業、漁業の第一次産業も対象となります。

2022年10月31日㈪まで

の皆さまに対する北海道の支援制度中小・小規模事業者
個人事業者

道内事業者等事業継続緊急支援金

支援金を受給できる要件

給 付 額

受 付 期 間

要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件)要件①(売上要件) 要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)要件②(原材料等コスト要件)

＋



－ 6 －

情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について情報通信環境整備対策の取組について
町では、令和3年度から4年度の2年間で、情報通信機器を活用した農業施設等の管理の省

力化・高度化やスマート農業の推進、さらには、住民生活の利便性の向上を図るため、地域

の農業・農村の将来像を見据えた計画策定に取り組んでいます。

今回は、地域の実情に即した計画とするよう、現在実施している(検討している)各種試行

調査の内容について紹介します。

実現性の高い計画とするため、町内農業者の方々等と意見交換し、現在抱えている課題や

情報通信機器のニーズを把握しています。

ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握ニーズの把握

情報通信の要となる基地局の整備や課題解決に必要な情報通信機器について、次のとおり

試行調査を行っています。

●低コスト・省電力で広範囲をカバーす
る電波基地局を町内2カ所に設置してい
ます。

●町内全域で各種情報通信機器の活用が
可能となります。

●町内水稲農家3戸のご協力で、スマート
フォンやパソコンから遠隔で水田の水
位や水温を確認できる水田センサーを
設置しています。

●遠隔地にある水田の見回りの省力化が
期待できます。

■LPWA基地局

■水田センサー(LPWA対応)

情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査情報通信機器の試行調査

わなの見回りが
大変

もっと効率的に
鹿を捕獲したい

遠い水田の見回
りが大変

気象観測データ
が知りたい

課題解決に向けて

水管理施設の状態
が気になる

ハウスの環境を｢見
える化｣し、技術を
伝承したい
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町では、情報通信環境整備計画の策定を契機に、すべての住民が豊かさと利便性を分かち

合える地域づくりを計画的に進めて行くこととしています。

水田センサーを設置している農業者から届いた感想を紹介します。

※次については、今後、順次情報通信機器を設置し、試行調査を行います。

次の調査項目についても、管理の省力化等に向けて検討

■温泉ポンプ信号取得装置

■農業集落排水ポンプ信号取得装置

【お問い合わせ先】壮瞥町役場産業振興課農業振興係(☎0142-66-2121)

利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声利用農業者の声

今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開今後の展開

●町内1カ所に、気温、湿度、雨量、風向
風速を観測する気象システムと数カ所
に温湿度センサーを設置します。

●営農気象の把握や病害虫発生予察の提
供、防災への利用等の効果が期待でき
ます。

●わなの作動をリアルタイムに検知し、
スマートフォン等にGPS位置、捕獲情
報を知らせる機器を設置します。

●鳥獣被害の対策に従事するハンター等
の見回り軽減や巡視効率の向上が期待
できます。

■気象観測システム

●町内2カ所の営農用水施設に、スマート
フォンやパソコンから遠隔で水位を確
認できるセンサーを設置しています。

●遠隔地にある施設の見回りの省力化や
防災効果が期待できます。

■水路等水位センサー(LPWA対応)

■鳥獣捕獲検知システム

●施設園芸用ハウス数カ所に、温度、湿度、
CO2濃度、日射量、土壌水分度をモニタ
リングするセンサーを設置します。
●ハウス内の栽培環境を｢見える化｣する
ことで、生産性の向上や適時的確な栽
培管理が期待できます。

●設置した囲いわなに遠隔監視カメラを
設置します。
●定期的に画像データをスマートフォン
等で取得し、鳥獣の侵入状況を確認す
ることで、効率的な捕獲・見回り軽減
が期待されるとともに、生態の把握に
も活用できます。

■ハウス環境モニタリング装置

■囲いわな遠隔監視カメラ

●水田の見回り回数が減った。
●スマホで見れるので大雨など急な水位の変化にも対応できる。
●勘に頼っていた水位や水温を｢見える化｣できるので、後継者や作業員
への技術伝承が楽になると思う。
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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

※役場でポイント申請のお手伝いをします。お気軽にお声がけください。事前に連絡をいただける

とスムーズに手続きできます。

壮瞥町独自！ 商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券商工会商品券
カード1枚あたり

家族4人で作れば…
8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!
家族4人で作れば…

8,000円分!　助かるわ!

2,000円贈呈

最大20,000ポイント

しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!しています!!

対 象 者：令和4年4月1日以降に、壮瞥町でマイナンバーカードを申請された方

※既にマイナンバーカードをお持ちの方も対象となります。

(マイナンバーカードをご提示ください)

申請期限：令和4年9月30日まで
(期限が近づくと大変混み合います。申請はお早めに！)

※商品券は原則申請時に贈呈します。

(本人確認できない場合は後日になることがあります。)

マイナポイントって？何？
マイナンバーカードとキャッシュレス決済サービス(チャージ式やクレジ

ット等)を連携させ、キャッシュレス決済で利用できるポイントです。

さらに！期間中、カードを申請・取得された方、既にカードをお持ちの方にも｢ドラえも
んカードケース｣｢ドラえもんクリアファイル｣を差し上げます。

ポイントを受け取るには、期限までに手続きが必要です

○マイナンバーカードの申請期限　　令和4年9月30日
○ポイントの申し込み期限　令和5年2月末

※期限間近になると窓口が混み合いますので、お早めにお手続きください。

もらえる!

2万円分

マイナポイント全国共通

～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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カードを作ると何ができるの？

作るにはどうすればいいの？

忙しくて作るひまがない! というみなさまには…

個人情報の管理は大丈夫？

★★★★★★★★★★★★★★★★★ こんな時に便利！今後利用機会も増えていきます！

■身分証明書や健康保険証として利用できます。

■既に運用されている確定申告(e-TAX)等のほか、今後さまざまな手続きがオンライン

でできるようになります。

■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ます。

■夜間受付 毎日18:00～20:00まで

※夜間、及び土日祝日をご希望の方は、事前にご予約ください。

■出張申請 新型コロナワクチン接種会場等で申請を受付します。

用意するもの ⇒ 本人確認書類、申請書

■｢なりすまし｣対策 顔写真入りのため、対面での悪用は困難です。

■紛失・盗難対策 24時間、365日体制で停止可能です。

■大切な個人情報 ICチップ部分には税や年金などの個人情報は記録されません。情報

は分散管理され、無理に情報を抜き取ろうとすると壊れる仕組みに

なっています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申請をお手伝いします!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 夜間受付、出張申請を実施しています！(申請のお手伝いします)

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 万全のセキュリティ対策を講じています！

■住民福祉課窓口申請 (事前にご連絡をいただけるとスムーズにできます)

持参するもの⇒本人確認書類、申請書

※写真はその場で撮影します。(無料)

■事業所等へ出張申請 (事前にお電話ください)

事業所・団体等で申請者を募り、住民福祉課へ申し込みください。実施日の日程調整をさせ

ていただきます。

用意するもの⇒申請者名簿・本人確認書類　

※写真はその場で撮影します。(無料)

■ご自宅へ出張申請 (役場への来庁が困難な方)

住民福祉課にお電話ください。訪問日の日程調整をさせていただきます。

用意するもの⇒本人確認書類　※写真はその場で撮影します。(無料)

お気軽に
ご連絡ください

かかる時間は10分程度です。

必要書類をご持

参、ご用意いた

だいた方は後日

カードを郵送し

ます。

【お問い合わせ先・申請のお手伝い】
壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

～～～～～～～～～～～～～～
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■保険証が新しくなります(黄色→橙色)

【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)

9月中に新しい保険証(橙色)を交付しますので、届きましたらご

使用ください。

10月以降の窓口負担割合が引き続き1割または3割の方も、保険

証が新しくなります。

※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)は有効期

限が令和5年7月31日までのため、再交付しません。

○新しい保険証の有効期限は、令和5年7月31日です。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、壮瞥町役場住民福
祉課住民係までお申し出ください。

新しい保険証は橙色です

後期高齢者医療制度のお知らせ
～窓口負担割合の見直しに伴う保険証(被保険者証)の一斉更新について～

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)

を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。窓口負担割合の変更対象となる方は、

後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％です。

◆一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合
が変わります

○住民税課税世帯で、3割負担(現役並み所得者)ではない

○同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる

○年金収入＋その他の合計所得金額が、

・被保険者が1人の世帯の場合、200万円以上

・被保険者が2人以上の世帯の場合、合計320万円以上

◆窓口負担割合が2割となる方は、以下の項目にすべて該当する方です

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれていま

す。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫などの世代)の

負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につない

でいくためのものです。

◆見直しの背景
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倶知安町と伊達市の間を運行する3つのバス路線

①倶知安駅前－伊達駅前

②倶知安駅前－喜茂別

③大滝区本町東団地－伊達駅前

のうち、｢①倶知安駅前－伊達駅前｣の路線が9月30日で廃止されます。

これにより、喜茂別から大滝区本町東団地の間を運行するバス路線がなくなるほか、｢③大

滝区本町東団地－伊達駅前｣の路線でも一部の時間帯で便数の変更が予定されています。

新しい運行ダイヤは、広報そうべつ10月号でお知らせする予定です。

道南バス胆振線｢喜茂別－大滝｣間は
9月末で廃止になります

【お問い合わせ先】道南バス伊達営業所(☎0142-23-7413)
壮瞥町役場企画財政課企画広報係(☎0142-66-2121)

倶知安駅前

倶知安町

京極町

喜茂別町

伊達市

壮瞥町

伊達市

喜茂別

大滝区

本町東団地

①倶知安駅前－伊達駅前

②倶知安駅前－喜茂別

③大滝区本町東団地

－伊達駅前

伊達駅前
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西いぶり地域おこし協力隊ネットワーク交流会

7月28日㈭、西いぶり地域おこし協力隊ネットワーク（登別市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮
瞥町）の交流会が地域交流センター山美湖で開催されました。
午前は町民雪合戦大会実行委員会の協力のもと雪合戦体験、午後は西胆振の広域連携等につい

てワークショップを行いました。
参加者の皆さんは、壮瞥町発祥のスポーツである雪合戦を存分に楽しみ、管内の地域おこし協
力隊の連携を深めた1日となりました。

【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)

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の
コンビニ交付が始まりました

厚生労働省では、接種証明書取得の利便性の向上を図るため、コンビニ等に設置され

た端末で取得できるようになりました。

利用時間については、毎日(土日祝日含む)6:30～23:00となります。

取得できる事業者や方法は以下のとおりです。ご利用ください。

①利用可能なコンビニ等の事業者
・株式会社セイコーマート
・株式会社ハセガワストア
・株式会社タイエー
・株式会社道南ラルズ（函館市の港町店のみ）
・株式会社セブン－イレブン・ジャパン
※今後順次、対象事業者が拡大するよう調整を進めています。

②利用に必要なもの
・マイナンバーカード
・接種証明書発行料（1通あたり120円）
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そうべつ保育所のバス保育が行われました

そうべつ保育所のバス保育が行われ、今年は仲洞
爺キャンプ場に行き、洞爺湖やキャンプ場の大自然
の中で過ごしました。天候が心配でしたが、子ども
たちの願いが空に届いたのか、雨は上がり、巨木に
触ったり登ったり、石投げを楽しんだりと子どもた
ちは大喜びの様子でした。
新型コロナウイルス感染症予防のため、なかなか
遊びに来ることができませんでしたが、今回は壮瞥
の大自然を満喫した1日となりました。

夜空を見る集いが開催されました

8月13日㈯、森と木の里センターにて、壮瞥町天
文同好会の田中文夫代表を講師として令和4年度第4
回夜空を見る集いが開催されました。

この日はペルセウス流星群を観測できる機会とい
うこともあり、あわせて38名もの皆さまが参加しま
した。
夜間には雲が出たため、残念ながら流星群は観測

できませんでしたが、星座の歴史についての講演や
絵皿作りが行われ、参加者の皆さまは大いに楽しま
れていました。
9月10日㈯の第5回夜空を見る集いでは、森と木の里センターにて中秋の名月を観測しますので、

興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
【お問い合わせ：壮瞥町教育委員会　☎0142-66-2131】

公園整備ありがとうございました

弁景地区の道道工事事務所を南久保内の農村環
境改善センター前に設けている株式会社高橋建設
様が、地域貢献活動として、ふれあい団地公園の
草刈りと遊具の整備をしてくださいました。
子ども達が安心して遊べるようになりました。

環境整備にご協力いただき、ありがとうございま
した。
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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。

壮瞥町内でワイン用ブドウの栽培を行っ

ている京都の丹波ワイン株式会社様から、

白ワイン「Sopet Blanc 2021」が7月22日㈮に発売されました。町内のほ
場で栽培されたブドウ品種「ピノ・ブラン」を醸造したワインで、私たち農業おこし協力隊の

二人も栽培や収穫、醸造などに参加しています。

ワイン名の「Sopet Blanc」（ソぺブラン）は、壮瞥町の地名の由来であるアイヌ語のソ・ペ

ッ（滝の川）から名付けられ、冷涼な気候の下で育ったブドウ特有のフレッシュで、活き活き

とした酸味と果実味が感じられる辛口白ワインに仕上がりました。

昨年は好天に恵まれ、糖度、酸度ともに凝縮感のある充実したブドウが収穫できました。収

穫した年によって味わいが変化することもワインの楽しみのひとつです。

町内では農産物直売所サムズにて販売していますので、ぜひご賞味ください。

昨年末に八雲町で行った昭和新山熊牧場の熊の

写真展。その際「壮瞥町でもやらないの？」とい

う有難い言葉を掛けていただくことがありまし

た。ずっとやりたいと思っていて、ようやく開催する運びとなりまし

た。場所は「情報館i」の向かいに先月末オープンした、コミュニティ

スペース＆地域おこし協力隊の拠点『地域のあそびばミナミナ』。(※詳しくは8月号の広報P6に

記載されています。）期間は9月24日㈯までの1カ月間。内容は八雲町で展示した作品の他に、
新しく20枚弱を追加しています。子ぐまのめんこい姿はもちろん、まるで休みの日のお父さん

を彷彿とさせる、クスっと笑ってしまう姿。熊牧場だから見られる（でもいつでも見られな

い！）熊の姿を、熊好き目線で撮影しました。無料でご覧いただけますので、お買い物やお散

歩のついでにふらっとお立ち寄りください。お待ちしてます！

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

『ミナミナ』で昭和新山熊牧場の
熊の写真展、開催中！

農業おこし協力隊　籠嶋　学

壮瞥町産ブドウを使った
ワインが発売!

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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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 「線状降水帯について」

夏は行楽のシーズンであると同時に大雨のシーズンでもあります。近年、線状降水帯

による大雨によって毎年のように甚大な被害が引き起こされています。他の地方に比べ

ると北海道では線状降水帯の発生は少ないかもしれませんが、北海道でも注意や警戒が

必要です。

線状降水帯は大気の状態が非常に不安定な時に発生し、発生した積乱雲により、線状

の降水域が数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞することで、大雨をもたらすもので

す。

気象庁では、令和3年6月から線状降水帯が発生したことをお知らせする「顕著な大雨

に関する気象情報」を発表し、今年6月1日から線状降水帯の予測に基づいて「大雨の半

日程度前から注意を促す運用」を開始しました。今の予測技術では、4回に1回当たるも

のを半日前に発表するのが限界ですが、大雨による甚大な災害が発生する可能性が高い

情報であり、早めの避難の検討などに活用してください。

さらに、予測精度を高めるため、今後も大学等の複数の研究機関と連携して線状降水

帯のメカニズム解明に向けた高密度な集中観測を実施します。また、文部科学省・理化

学研究所の全面的な協力を得て、スーパーコンピュータ「富岳」を活用して、開発中の

予報モデルのリアルタイムシミュレーション実験を実施します。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

【線状降水帯の予測を開始】

線状降水帯QRコード
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毎週火曜日と金曜日、午前10時から12時まで

の2時間、子育て支援センターげんきを開放して

います。親子でお友だちと楽しく遊びませんか。

開放日

2日㈮、6日㈫、9日㈮、13日㈫、16日㈮、20日㈫、

27日㈫、30日㈮
育児サークル

29日㈭ 10:00～12:00

・ひだまりの会

・身体測定

・長友先生によるヨガ

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要

です。

※9月27日㈫までに、電話連絡または遊びに来た

際に、予約表にご記入ください。

※育児サークルの日には身体測定を行いますの

で、2歳未満のお子さまは、バスタオルの持参

をお願いします(新型コロナウイルス感染症防

止のため)。

※長友先生のヨガに参加される方は、ヨガマット

または大きめのバスタオル・水分の持参をお願

いします。

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。

※9月は壮瞥町在住の親子限定とさせていただき

ます。

※水分補給のため､お茶または水をお持ちくださ

い。

※不明なことがありましたらお問い合わせくださ

い。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、

中止することがあります。ご理解をお願いいた

します。

【お問い合わせ先】

そうべつ子どもセンター(☎0142-66-2452)　

9月の子育て支援センターげんき

9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。

09月04日㈰

09月11日㈰

09月18日㈰

09月19日㈪

09月23日㈮

09月25日㈰

10月02日㈰

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 ☎0143-44-3367

高橋歯科医院 登別市若草町3-14-10 ☎0143-86-2250

福田歯科クリニック伊達医院 伊達市旭町1-1 ☎0142-82-3787

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

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

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 ☎0143-44-1022

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 ☎0143-22-2366

月　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　話
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○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5年建設　2号棟

規格、戸数 1階　3LDK(71.74㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

(20,200～30,000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9月1日㈭～令和4年9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。

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／壮瞥町役場商工観光課商工観光係

(そうべつ情報館i(アイ)2階)

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9月

16日㈮までに壮瞥町役場商工観光課商工観光

係に提出してください。提出先は｢そうべつ情

報館i(アイ)｣2階になります。(郵送可)

会計年度任用職員採用試験申込書は町のホーム

ページからダウンロードができます。

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10月1日から令和5年3月31日

まで

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場商工観光課商工観光係

(☎0142-66-4200)

住所：〒052-0101

壮瞥町字滝之町384番地1

｢そうべつ情報館i(アイ)｣

9
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町営住宅入居者募集

商工観光課会計年度任用職員
（事務補助）の募集について

～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～
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令和4年度に｢通学定期運賃補助金交付申請書｣

を提出された方は、上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、上期分の補助金交付時期は10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／9月16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)

毎年10月に東京で開催しています｢関東そうべ

つ会(阿野眞紀緒会長)｣の総会及び懇親交流会です

が、今年度も、新型コロナウイルス感染症の感染

状況等を踏まえて中止することとなりました。

毎年、町民の参加を募集しており、今年度、参

加をご検討いただいていた皆さまには大変申し訳

ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。

関東そうべつ会では新規会員を
募集しています！

関東そうべつ会は、｢そうべつ｣にゆかりのある

方の親睦と情報交換を図り、郷土愛を高めること

を目的として、年1回東京都内で開催する総会を

中心にさまざまな事業を行っています。

親戚、友人、お知り合いの方で、関東在住の壮

瞥町出身の方、壮瞥町にゆかりのある方がいらっ

しゃいましたら入会をお勧めいただくか、役場総

務課までご紹介ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課総務係 (☎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9月30日㈮　13:00～15:30

(隔月1回第4金曜日開催予定)

※9/23が祝日のため

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)

通学定期運賃補助金のお知らせ
｢令和4年度関東そうべつ会総会・
懇親交流会｣開催中止のお知らせ

くらしの無料相談会を開催します
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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09月08日㈭ 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年09月02日㈮
令和4年09月22日㈭ 阿部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年09月16日㈮
令和4年10月13日㈭ 高村弁護士(むろらん法律事務所) 令和4年10月07日㈮
令和4年10月27日㈭ 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和4年10月21日㈮
令和4年11月10日㈭ 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年11月04日㈮
令和4年11月24日㈭ 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年11月18日(㈮

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

※担当弁護士については、都合により変更になる場合があります。

無料法律相談を開催しております

防衛大学校
(一般)

防衛医科大学校
(医学科)

防衛医科大学校
(看護学科)

自衛官候補生

お問い合わせ先

18歳以上21歳未満

18歳以上21歳未満

18歳以上21歳未満

18歳以上33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7月1日㈮
～10月26日㈬

令和4年7月1日㈮
～10月12日㈬

令和4年7月1日㈮
～10月5日㈬

令和4年10月3日㈪
～11月11日㈮

1次試験
令和4年10月22日㈯

1次試験
令和4年10月15日㈯

令和4年11月27日㈰
～11月28日㈪
※いずれか1日

1次試験
令和4年11月5日㈯
～11月6日㈰
※いずれか1日

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日
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市立室蘭看護専門学院は、地域医療に貢献でき

る人材の育成を目指しています。これまでに多く

の卒業生が、室蘭登別をはじめ西胆振管内の医療

機関を中心に活躍しています。

入学定員／50名

(1)一般入試：10名程度　(2)社会人入試：若干名

(3)機関推薦入試(室蘭市医師会)：40名

試験日／

(1)一般入試：令和5年1月5日㈭～1月6日㈮
(2)社会人入試：令和4年10月8日㈯
試験科目／

(1)一般入試：国語総合(古文・漢文除く)、数学

IA・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、生物基

礎、面接(個人)

(2)社会人入試：小論文・面接(個人)

(3)機関推薦入試：一般入試と同科目、面接(個人)

願書受付期間／　

(1)一般入試：令和4年11月14日㈪～12月16日㈮
(2)社会人入試：令和4年9月13日㈫～9月22日㈭
(3)機関推薦入試：令和4年9月20日㈫～10月4日㈫
※受験資格など詳細は学校ホームページ

(https ://www.city .muroran. lg . jp/main/

org5000/)をご覧ください。

【お問い合わせ先】

市立室蘭看護専門学院学務課(☎0143-47-8041)

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／10月13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

この条例は、水資源の保全に関する施策を総合

的に推進し、北海道の豊かな水資源がもたらす恩

恵を、現在と将来の世代が享受できるよう、道民

の総意として制定したものです。

水資源保全地域に指定された区域内で土地取引

行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の

3ヵ月前までに知事へ届出が必要です。

指定地域は、地域を管轄する道総合振興局また

は北海道のホームページで確認できます。

手続きの流れ／

①土地の所有者は、売買の3カ月前までに届出

届出先：土地の所在する北海道総合振興局

②土地所有者に対して、北海道が水資源保全指針

等に沿って助言

③土地の所有者は、買主に②の助言内容を伝達

ホームページ／

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mi

zusigen/mizusigen.html

【お問い合わせ先】

北海道総合政策部計画局

土地水対策課水資源保全係(☎011-204-5178)

市立室蘭看護専門学院の
令和5年度学生募集について

『北海道水資源の保全に関する条例』
に基づく事前届出について

働きたい方のための出張相談会

広　告 広　告
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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955日
－人身交通事故発生状況7月分－

発生 0件( 0件)
死者 0名( 0名)
負傷 0名( 0名)

※7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7月11日～令和4年8月10日)

■人のうごき

■7月の人口動態■
(外国人含む)

総人口 2,389人 (△2)
男 1,130人 (△4)
女 1,259人 (＋2)

世帯数 1,303戸 (＋3)
※7月末現在 ( )は前月差

田中　淑子さん (90才) 【不動】
齋藤　ヒサさん (94才) 【南久保内】
畠山　玉江さん (95才) 【星野】
矢野　典子さん (66才) 【滝之町四】
長谷川富雄さん (86才) 【建部団地】

◆お悔やみ申し上げます

川南
かわみなみ

ひいろちゃん　令和4年7月13日
【洞爺湖温泉　光さん・あかねさん】

○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』～体のコリにアロマ～

身体が張って、肩や腰が痛いときに活躍する
アロマを学びます。

アロマが初めてでも分かりやすくご案内いた
します。
日時／9月9日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名

料金／2,000円
(体を緩める使いやすいオイルを作ります)

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10月21日㈮は『風邪予防のアロマ』を
開催します。

かおりの教室

｢ダイオキシン類対策特別措置法｣による排出基準値
は、0.1ナノグラムと定められています。メルトタワ
ー21の測定結果は、基準値を下回っています。

【ダイオキシン類測定結果】

(ナノグラムは10億分の1グラム)

｢メルトタワー21｣排ガス(煙突)測定結果

【お問い合せ先】西いぶり広域連合(☎0143-59-0705)

1号炉

測定日 測定結果(ナノグラム)

令和4年5月26日 0.00027

広　告
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9月の夜空を見る集いでは、｢中秋の名月｣を観測します。今年は中秋の名月が木星と土星

に挟まれて浮かんで見える、珍しい年です。お月様を見て、スマホで撮影しましょう！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9月10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。

令和4年度　第5回夜空を見る集い
望遠鏡で見た月をスマホで撮影しよう！

今年度の芸術鑑賞ツアー第2弾は、北海道立近代美術館を訪問し、法隆寺、中宮寺およ

び聖徳太子ゆかりの斑鳩の諸寺に伝わる国宝・重要文化財を含む計40件の宝物が展示され

る、｢聖徳太子1400年忌記念　国宝・法隆寺展｣を観覧します。

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．日　時 令和4年10月16日㈰
2．訪問先 北海道立近代美術館｢聖徳太子1400年忌記念　国宝・法隆寺展｣

3．入館料 一般：1,800(1,600)円　高校・大学生：1,000(800)円 

中学生：700(500)円

※(　)内は参加者が10名以上の場合　

小学生以下：無料(要保護者同伴)

障がい者手帳を提示した方とその介護者(１名)は無料

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。

申込期限は令和4年10月3日(月)です。

5．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。

※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。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止する場合がございますので、ご

了承ください。

令和4年度　芸術鑑賞ツアー②
北海道立近代美術館

｢聖徳太子1400年忌記念 国宝･法隆寺展｣を
見に行こう!
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第5回の山美湖大学のテーマは、｢香り｣です。松浦雅子さんを講師としてお招きし、好き

な香りを選んで今のあなたに必要なものを探る｢ミニ香り診断｣を交えた香りについての講

座と、体に優しいアロマ石鹸作りをします。

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9月26日㈪ 10:00～12:00

2．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

3．講　師 アロマテラピーインストラクター 松浦　雅子　氏

4．参加料 500円

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。

申込期限は9月14日㈬です。

※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。

令和4年度　第5回山美湖大学
『アロマ石鹸を作ろう』

壮瞥町とも縁の深い北欧の国、フィンランド。そのフィンランド発祥の軽スポーツ｢モ

ルック｣を体験する大会を開催します。初心者大歓迎！というか、ほとんどの方が初心者

です。優秀な成績を収めたチームには、ささやかな景品も贈呈する予定です。｢大会当日

にルールを学ぶ｣という方でも問題なく楽しめる、緩やかな大会にしたいと思いますの

で、ぜひ興味のある方はお申し込みください。

1．日　時 令和4年9月23日(金・祝)　10:00～12:00

2．会　場 壮瞥町総合グラウンド

3．参加料 無料

4．申　込 ①基本は1チーム3～6名の複数人でお申し込

みください。個人参加も歓迎しますので、 

その場合はご相談ください。

②参加希望チームは、チームメンバーの氏名、代表者の連絡先電話番号、チ

ーム名を教育委員会　中岡・前川までお電話等(☎0142-66-2131)でお申し

込みください。

③申込期限は9月20日㈫です。

※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。

壮瞥町教育委員会・キートスクラブ主催
第1回そうべつモルック大会 開催のお知らせ
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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9月22日㈭ 14:00～15:30　
場　所：図書分室(旧壮瞥消防署)
講　師：中岡紗恵子さん(地域おこし協力隊)
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。

※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
9／22

トントゥー作り

フィンランドのトントゥー作りフィンランドのトントゥー作り

フィンランドに2年間留学されていた、地域おこし協力隊の中岡さんか

ら、フィンランドに古くから伝わる小人の妖精、トントゥーの作り方を教

えてもらいましょう！

妖精にしても、サンタクロースを作

って、クリスマスに飾ってもOK!

昔の遊びをつくろう!
あそぼう!

12:30～13:45

15:00～16:00

14:30～15:00 13:45～14:15

12:30～13:45

人形劇団えりっこによる
人形劇公演

群読｢天使の使い｣ おはなし会

どんな噴火が起こるかな？

火山くじ実験

紙しばい展
など

盛りだくさん!

本･雑誌リサイクル市

にんじゃ、紙飛行機、ブンブン駒
を作ったり、紙相撲、
割りばし鉄砲で遊びま
しょう。

読み聞かせボ
ランティアひだ
まりの会による
絵本や
紙芝居

の読み
聞かせ
です。

図書ボランティアポピーの会
の土屋知実さん原作・脚本の動
物が登場する楽しいお話です。

演目

『みにくい
アヒルの子』

『あかずきん』
協力：洞爺湖有珠山ジオパーク

推進協議会

ようこそ図書分室へ！

来場者にとぶ！ぱっちんガエルとあやとりをプレゼント!

第13回壮瞥町図書フェスティバル
～昔のあそび～

日時：9月10日㈯12:30～16:00
場所：地域交流センター山美湖

第13回壮瞥町図書フェスティバル
～昔のあそび～

日時：9月10日㈯12:30～16:00
場所：地域交流センター山美湖

だれでも参加は無料!
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｢一般書｣

『フィンランド幸せのメソッ
ド』『ぼけますから、よろし
くお願いします』『暁の宇品』
『外反母趾、巻き爪、たこ・
うおの目を自力で治す』『歯
は抜くな』『コールセンター
もしもし日記』『北海道の新
顔野菜つくってみヤサイ！』
『スマイル！カーリング女子
日本代表』『タダキ君、勉強
してる？』『典獄と934人の
メロス』『捨てない生き方』
『読んだつもりで終わらせな
い名著の読書術』『彼女たち
の場合は』『ウクライナを知
るための65章』『世界滅亡国
家史』『生きベタさん』『やる
気に頼らず｢すぐやる人｣にな
る37のコツ』『空中ブランコ
乗りのキキ』『花散る里の病
棟』『ペイント』『謎解きはデ
ィナーのあとで』『東京タワ
ーオカンとボクと、時々、オ
トン』『アイヌネノアンアイ
ヌ』

｢児童図書｣

『いきもののお話25』『チポロ』
『ヤイレスーホ』『ランペシカ』
『ももちゃんのピアノ』『コロ
キパラン』『おてがみほしい
ぞ』『マイブラザー』『動物の
見ている世界』『東京タワー
に住む少年』

｢幼児図書｣

『怪物園』『たいせつなぎゅう
にゅう』『うごきのことば絵
本』『たべちゃったのはだれ』
『しあわせぎゅ～～っ！』『い
えのなかといえのそとで』
『スマイルショップ』『ひみつ
のビクビク』『おばあさんと
トラ』『いしをつんだおとこ』
『野ばらの村シリーズ6巻』

(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)

★9月末まで、図書室入口にて展示しています★

食べたいときにすぐ作れるお手軽パスタ本です。

10分！パスタ 村田裕子

パパっと作れるおいしいパスタが多く掲載されていま
す。調理器具や切る手間もなるべく省いた食材を使用して
います。

少量の材料で美味しいお菓子が作れてしまう魔法の本です。

材料2つから作れる！魔法のてぬきおやつ

てぬキッチン

なんと材料2個でチョコクッキーやアイスが作れちゃい
ます。3つあればスフレチーズケーキも？驚きのお菓子レ
シピ本です。

ズボラ料理の本ズボラ料理の本
9月の展示 

眺めるだけでも食欲をそそられる本です。

世界一美味しい手抜きごはん　はらぺこグリズリー

料理経験者でも初心者でも作れる、ラクして美味しく作
れる料理が満載の一冊。特別な食材も不要のご褒美レシピ
です！

この本は

やまびこ図書室に

あります！

巨大な災禍のたびに
読み直される傑作です。｢わたしのオススメ本｣

タイトル『ペスト』　カミュ

この記録の主題、奇異な事件は1940年代にアル
ジェリアの要港であるオランで起こった。医師リウ
ーが鼠の死体を発見し、熱病者の続出、そして四日
間で32名の死者。人口の三分の一以上がペストに
よって失われた。必死に闘う町の人たちの事を考え
医師として行動し続けたこと、今私達が置かれてい
るコロナ禍と似ているように思い興味深く同じ所を
何度も読みながら｢季節を感じられるのは、穏やか
な日常を送られるからだ｣と思いました。医師リウ
ー｢黙して語らぬ人々と仲間に入らぬように｣と書き
綴ることを決心したことが伝わってくる作品です。

(オススメ者：ポピーの会　木村利恵子)

壮瞥小学校2年生14名が、やまびこ図書室に施設見学の
ため来館しました。小岡司書による館内案内のあと、図書
室に関する質問コーナー、最後に本の貸出体験をしまし
た。児童全員にポピーの会・土屋さんが作成したイニシ
ャルプレートをプレゼントしました。

7/8　壮瞥小学校2年生が
やまびこ図書室に探検に来ました！

7/8　壮瞥小学校2年生が
やまびこ図書室に探検に来ました！



－ 26 －

第　122　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)

会　　場：だて歴史の杜カルチャーセンター(北海道伊達市松ヶ枝町34-1)
視聴覚室

対　　象：一般

参 加 費：無料

定　　員：30名(会場ではマスク着用、手指消毒をお願いします)

申込方法：下記のどちらかでお申し込みください
① 申込フォーム(右のQRコードより申込可)
② 電話：☎ 0142-74-3015(平日8:45-17:00)�

そ の 他：新型コロナ感染症の拡大状況により、オンラインでの開催に変更・もしくは中
止となる可能性があります。その場合は事務局より参加者の皆さまに３日前ま
でにご連絡します。

今年は1822年の有珠山噴火から、ちょうど200年の節目にあたります。
次の有珠山噴火に備えるためにも、過去の有珠山噴火で何が起き、人々の暮らしにどのような

影響を与えたのか、知ることが大切です。
この講座では、1822年の有珠山噴火で発生した｢火砕流｣や｢火砕サージ｣の被害状況について、

歴史記録の面から研究されてきた遠藤先生のお話を伺います。

研究分野：北海道・東北を中心とした北方交
易圏の実態や、アイヌ民族と和人
間の地理学的・歴史学的・文化人
類学的研究等

洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!洞爺湖有珠山ジオパーク講座・火山マイスター養成講座を開催します!!

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

講演会｢1822年の有珠山噴火とアイヌの人々｣

開催日：2022(令和4)年９月17日(土)10:00～12:30

講　師：岩手大学名誉教授

遠藤
えんどう

匡俊
まさとし

先生
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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9月号

9月21日から
9月30日まで

□複数で行動し、鈴やラジオ等を携帯しましょう。

□ヒグマの出没情報等を確認しましょう。

□ゴミの処理には注意しましょう。

□フンや足跡などを見つけたら、すぐに引き返しま

しょう。

□ヒグマに遭遇したときは、落ち着いて行動しまし

ょう。

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。

○ドライバーのみなさんへ

日没時間が早まる時期となります。ライトの早

めの点灯を心がけましょう。

特に交差点での安全確認を徹底し、対向車や前

車がないときは、ハイビームを活用しましょう。

○歩行者のみなさんへ

道路を横断する前にしっかり左右を確認しまし

ょう。夜間、歩いて外出する際は明るい色の服を

着たり、持ち物に反射材を付けましょう。

8月3日、そうべつ保育所で｢こぐまクラブ｣の子ども達が、模擬信

号機と横断歩道を使用して、道路を渡るときに注意しなければなら

ないことをお母さん、お父さんと一緒に練習し

ました。

子ども達は、ちょっぴり緊張しながらも一生

懸命練習してくれました。

ヒグマとの事故を防ぐために
ヒグマによる人身事故に注意してください!!

知らせ合う　早めのライトと　反射材
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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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令和4年度 秋の胃･大腸検診のお知らせ

【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）

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)

※胃や腸の手術をした方、極度の便秘の方、妊娠中の方、体重110㎏以上の方は町の胃がん

検診を受けることができません。

※検診は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策をとりながら行います。なお、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。

胃がん・大腸がんは、特に40歳以上の方がかかりやすいがんです。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。春に受けていない方はこ

の機会にぜひお申し込みください。ご予約お待ちしております。

【対 象 者】 30歳以上の町民の方（予約が必要です。）

【検 診 日】 令和4年10月18日㈫

【時　　間】 6:30～10:30

（30分刻みで予約を受付します）

【場　　所】 壮瞥町保健センター

【料　　金】 胃がん検診：500円（社保の方　1,500円）

大腸がん検診：100円（社保の方　1,100円）

【申込締切】 令和4年9月27日㈫まで

大腸がん検診のみの方は時間の予約はありませんが、時間内に来

ていただき、問診と検体の確認をします。



収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ
週2回

古紙類 容器類

燃やせないごみ
大型ごみ・危険ごみ 資　源　ご　み

月・木曜日 月・木曜日

火・金曜日火・金曜日

ダンボール・雑誌・
新聞紙・生きびん・
紙パック

空き缶類・ペットボト
ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）

久保内、上久保内、南久保内、蟠渓、幸内、弁景、

滝３、滝４、ほくと団地、壮瞥温泉、滝之上

仲洞爺、東湖畔、立香、しらかば団地、

滝之町（滝３、滝４、ほくと団地を除く）

Ａ

Ｂ

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。▼

9月 まちのカレンダーまちのカレンダー
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日日曜日

4 7
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

10
図書フェスティバル
山美湖
12:30〜16:00
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00〜21:00

11 12 16
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

17

6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

5

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

9
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

8
町議会第3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
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

15
決算審査特別委員会
役場大会議室　10:00〜
町議会第3回定例会
決算審査特別委員会終了後
図書分室開放日
13:00〜16:00

13
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

06日
20日

07日
14日
21日
28日

24日

32
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00
山美湖大学
山美湖
10:00〜12:00

1
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30
図書分室開放日
13:00〜16:00

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

18 19
敬老の日

23
秋分の日
そうべつモルック大会
総合グラウンド
10:00〜12:00

2421
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

22
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／※午前中のみ
図書分室開放日
13:00〜16:00

20
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

25 26
山美湖大学
山美湖
10:00〜12:00

30
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

10/128
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00〜11:30／15:30〜16:30

29
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

27
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

令和4年

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日


