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町民の皆さまには、令和5年の新春を

健やかにお迎えのこととお慶び申し上

げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症

の影響が依然として大きく、学校教育や社会教育にお

いては、感染拡大の防止と健康安全を最優先にした活

動を慎重に進めてまいりました。そのような状況を踏ま

え、町民の皆さまのご理解とご協力をいただいたこと、

心より感謝申し上げます。

学校教育では、日々の学びを大切に積み重ね、充実し

た教育活動を推進しました。その一部ですが、壮瞥小学

校では、運動会や学芸会において、互いに協力して、全

力で取り組み、感動を共有することができました。壮瞥

中学校3年生は、修学旅行で来町した岩手県の釜石中学

校3年生に、地域の自然や防災についてのガイドを行

い、高評価を得ました。壮瞥高校では、10月に実施され

た第73回日本学校農業クラブ全国大会の農業鑑定競技

会（園芸）に参加した１年生が、優秀賞を受賞しました。

更に、部活動や少年団活動においても輝かしい結果を

残してくれました。これも子どもたちの努力と、各学校

の校長先生を中心に、教頭先生、教職員の皆さまのご尽

力と保護者や地域の皆さまのご支援、ご協力によるも

のであることと感謝申し上げます。

社会教育では、地域の皆さまの素晴らしい力作が展

示された文化祭、子ども郷土史講座、山美湖大学、図書

フェスティバルなど、また、そうべつアウトドアネット

ワーク、そうべつジュニアスポーツ、アスリートクラブ

の活躍や今後開催予定のスキー・スノーボードスクール

など、充実した活動が実践されており、心から敬意と感

謝を申し上げます。

結びになりますが、本町の子どもたちが、自分の良さ

や可能性を認識し、夢に向かって多様な人々と協働し

て、社会の変化を乗り越える力を育むとともに、町民の

皆さまが暮らしに生きがいを感じ、豊かな生活を送るこ

とができるように、関係の皆さまと連携して教育行政を

推進してまいります。

新年が皆さまにとって、健康で幸せに満ちた年である

ことをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。
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た教育活動を推進しました。その一部ですが、壮瞥小学

校では、運動会や学芸会において、互いに協力して、全

力で取り組み、感動を共有することができました。壮瞥

中学校3年生は、修学旅行で来町した岩手県の釜石中学

校3年生に、地域の自然や防災についてのガイドを行

い、高評価を得ました。壮瞥高校では、10月に実施され

た第73回日本学校農業クラブ全国大会の農業鑑定競技

会（園芸）に参加した１年生が、優秀賞を受賞しました。

更に、部活動や少年団活動においても輝かしい結果を

残してくれました。これも子どもたちの努力と、各学校

の校長先生を中心に、教頭先生、教職員の皆さまのご尽

力と保護者や地域の皆さまのご支援、ご協力によるも

のであることと感謝申し上げます。

社会教育では、地域の皆さまの素晴らしい力作が展

示された文化祭、子ども郷土史講座、山美湖大学、図書

フェスティバルなど、また、そうべつアウトドアネット

ワーク、そうべつジュニアスポーツ、アスリートクラブ

の活躍や今後開催予定のスキー・スノーボードスクール

など、充実した活動が実践されており、心から敬意と感

謝を申し上げます。

結びになりますが、本町の子どもたちが、自分の良さ

や可能性を認識し、夢に向かって多様な人々と協働し

て、社会の変化を乗り越える力を育むとともに、町民の
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とができるように、関係の皆さまと連携して教育行政を

推進してまいります。

新年が皆さまにとって、健康で幸せに満ちた年である

ことをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

町民の皆さまには、令和5年の新春を

健やかにお迎えのこととお慶び申し上
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ことをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

明けましておめでとうございます。輝

かしく希望に満ちた新年を、町民の皆

さまが健やかにお迎えになられました

ことに心よりお慶び申し上げます。

また、日頃より私ども議会活動に際

しましてご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。

約3年前に発生した新型コロナウイルス感染症は、未

だ収束に至らず、この3年間、社会経済活動を始め、日常

生活に甚大なる影響を与え、今なお、人々の健康を脅か

し、かつ、正常な日常生活に戻ることができない大きな

支障となっております。早期の収束を願ってやみませ

ん。

また、昨年は、ロシアによるウクライナ侵攻によっ

て、戦禍による犠牲者、それに伴う経済的損失など多大

なる被害がもたらされ、かつ、世界経済の大混乱を招

き、世界的なインフレの進行と併せ、我が国において

は、物価高騰による生活経済の圧迫など、町民の皆さま

の生活にも甚大なる影響を受けることとなりました。

暗いニュースが多い中で、昨年末、サッカーワールド

カップにおいて日本代表チームがベスト16に進出した

ことは、我が国に明るい希望と活力を与える大きなニュ

ースとなりました。本年が明るいニュースによって世界

中が満たされることを願ってやみません。

世界的に、これまで経験したことのない大混乱の中

で本年を迎えましたが、本町においては、これまで議論

を重ねてきました壮瞥中学校の移転建替や建部改良住

宅建替整備といった大型事業が、本格的に動き出して

いく年になるものと考えております。

『夢・希望へチャレンジ　笑顔あふれる元気なまち

そうべつ～ふるさとは子どもたちへの贈り物』を掲げた

第5次まちづくり総合計画の目標実現に向け、議会と行

政がまちづくりの両輪となって、町民の皆さまのご意見

やご助言をいただきながら、笑顔あふれる元気なまちづ

くりを全力で推進してまいります。

私たち町議会議員の任期も残り4カ月となりました。

この4年の任期中は、新型コロナウイルス感染症による

様々な制約により、議会活動が大きく妨げられました

が、残り少ない時間を活かせますよう、我々議員にでき

ることを、精一杯議論を重ね、知恵を絞り、町民の皆さ

まの生活を明るく豊かなものとすべく、努力を重ねて参

りますので、引き続き、議会への叱咤激励をいただけれ

ば幸いです。
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『夢・希望へチャレンジ　笑顔あふれる元気なまち

そうべつ～ふるさとは子どもたちへの贈り物』を掲げた

第5次まちづくり総合計画の目標実現に向け、議会と行

政がまちづくりの両輪となって、町民の皆さまのご意見

やご助言をいただきながら、笑顔あふれる元気なまちづ

くりを全力で推進してまいります。

私たち町議会議員の任期も残り4カ月となりました。

この4年の任期中は、新型コロナウイルス感染症による

様々な制約により、議会活動が大きく妨げられました

が、残り少ない時間を活かせますよう、我々議員にでき

ることを、精一杯議論を重ね、知恵を絞り、町民の皆さ

まの生活を明るく豊かなものとすべく、努力を重ねて参

りますので、引き続き、議会への叱咤激励をいただけれ

ば幸いです。

結びになりますが、本年が穏やかでありますととも

に、町民の皆さまの夢と希望が実現する実り多く幸多

き一年となりますことをご祈念いたしますとともに、本

町のさらなる発展を願い、新年のご挨拶とさせていただ

きます。
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町民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

これまで、常に皆さまの幸せと地域経済の持続・発展のために、黒崎嘉方副町長、谷坂常年

教育長、職員の皆さんとともに町政運営にあたらせていただいております。

昨年は、農作物に大きな影響を及ぼす気象災害も少なく、出来秋を迎えたところですが、

雪解け前に、一部の果樹園で、例年にないエゾシカの食害が発生するとともに、他の農作物

の被害や交通事故の発生など、有害鳥獣の被害が深刻化しています。

町では、関係団体の協力により、個体数を減らす等の施策を講じておりますが、今後、より

有効な対策を検討するとともに、本町の基幹産業である農業の振興のため、生産者や関係団

体の皆さまと連携して農畜産物の持続的な生産体制づくりを進めてまいる考えです。

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格や物価の高騰等に直面して

おり、町では、町民の皆さまの日々の暮らしを守り、生活不安を少しでも和らげ、地域経済の

持続化に向け、継続して国や北海道の施策を活用した幅広い対策を講じています。

観光客の入込は、夏以降、回復傾向にあり、12月から新千歳空港の国際線の複数の路線が

再開されたことから、町内にも外国人観光客が戻りつつあります。このような動きを着実に

地域経済の回復につなげ、再生を図る取組を行っていく考えであります。

町民の皆さまに取得をお願いしているマイナンバーカードにつきましては、11月末現

在、交付率が77.5％（全道1位）となり、本町の取組は、様々な分野で注目されております。皆

さまのご理解とご協力に深く感謝を申し上げます。

また、最優先課題として取り組んでいる「財政収支の改善」につきましては、令和３年度の

決算では6年ぶりに実質単年度収支が黒字となり、基金も2年連続で増加しました。

こうした成果を踏まえ、さらに踏み込んだ施策を展開することとし、持ち家住宅取得奨励

金の拡充等、定住促進対策をはじめ、老朽化している中学校の移転整備、公営住宅の建替な

どに向けた取組を具体的に推進するとともに、情報通信環境整備事業を通した本町農業・農

村の将来像の検討や、昨年3月に制定した「壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例」に基

づく施策の展開に加え、本年4月末にオープン予定のリゾートホテルの立地を生かした、地

域の活性化等、持続的で発展的なまちづくりを計画的に推し進めていく考えです。

すべての世代の皆さまが、安全で安心して暮らすことができるよう、効果的な施策を計画

的に推進し、「笑顔あふれる元気なまち～そうべつ～」を創っていく所存です。

皆さまの暖かいご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

町民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
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昨年は、農作物に大きな影響を及ぼす気象災害も少なく、出来秋を迎えたところですが、

雪解け前に、一部の果樹園で、例年にないエゾシカの食害が発生するとともに、他の農作物

の被害や交通事故の発生など、有害鳥獣の被害が深刻化しています。

町では、関係団体の協力により、個体数を減らす等の施策を講じておりますが、今後、より

有効な対策を検討するとともに、本町の基幹産業である農業の振興のため、生産者や関係団

体の皆さまと連携して農畜産物の持続的な生産体制づくりを進めてまいる考えです。

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格や物価の高騰等に直面して

おり、町では、町民の皆さまの日々の暮らしを守り、生活不安を少しでも和らげ、地域経済の

持続化に向け、継続して国や北海道の施策を活用した幅広い対策を講じています。

観光客の入込は、夏以降、回復傾向にあり、12月から新千歳空港の国際線の複数の路線が

再開されたことから、町内にも外国人観光客が戻りつつあります。このような動きを着実に

地域経済の回復につなげ、再生を図る取組を行っていく考えであります。

町民の皆さまに取得をお願いしているマイナンバーカードにつきましては、11月末現

在、交付率が77.5％（全道1位）となり、本町の取組は、様々な分野で注目されております。皆

さまのご理解とご協力に深く感謝を申し上げます。

また、最優先課題として取り組んでいる「財政収支の改善」につきましては、令和３年度の

決算では6年ぶりに実質単年度収支が黒字となり、基金も2年連続で増加しました。

こうした成果を踏まえ、さらに踏み込んだ施策を展開することとし、持ち家住宅取得奨励

金の拡充等、定住促進対策をはじめ、老朽化している中学校の移転整備、公営住宅の建替な

どに向けた取組を具体的に推進するとともに、情報通信環境整備事業を通した本町農業・農

村の将来像の検討や、昨年3月に制定した「壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例」に基

づく施策の展開に加え、本年4月末にオープン予定のリゾートホテルの立地を生かした、地

域の活性化等、持続的で発展的なまちづくりを計画的に推し進めていく考えです。

すべての世代の皆さまが、安全で安心して暮らすことができるよう、効果的な施策を計画

的に推進し、「笑顔あふれる元気なまち～そうべつ～」を創っていく所存です。

皆さまの暖かいご支援とご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

壮瞥町長　田鍋
た な べ

敏也
と し や

迎
春 令和5年

元　旦



自治会が自ら組織を作るという動き

になるとは思えない。役場から提案

していかないと自主的にはできない

と思う。

ミナミナのイベントについて、イン

スタを使えない人は、何をしている

かわからない。もっと分かりやすく

宣伝してほしい。

自主防災組織に

ついて

ミナミナについ

て

テーマ 参加者からの意見 町からの回答

しばらく自主防災組織について告知

していなかったので、11月広報に掲

載した。

自主性に任せる気はなく、今後、具体

的な提案をしていきたい。

ＳＮＳ以外でも今後工夫して情報を

お伝えできるように検討したい。

壮瞥温泉の住民は、噴火の際どこの

避難所に行けば良いか？どこでも良

いのか？

建替えする中学校の近くには小学校

や子どもセンターがあるので、誰で

も利用できる図書室として、工夫し

てほしい。

避難所について

建替えする中学

校の図書室につ

いて

テーマ 参加者からの意見 町からの回答

農村環境改善センターか久保内小学

校を予定している。

現在、今年度内の完成予定で避難マ

ニュアルを作成中。完成しだいお示

ししたい。

中学校建設の検討委員会でもオープ

ンスペース的な設置等、図書室の充

実の話は出ている。

他の教室の配置等で制約もあるが、

検討していきたい。
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町政懇談会を開催しました
11月1日から10日にかけて、町内5会場で町政

懇談会を開催し、延べ46名のご参加をいただきま

した。

懇談会では、町からの話題提供として、「壮瞥町

防災マップ」「自主防災組織」「町の財政状況」の説

明を行い、その後に、地域の課題や要望等につい

て参加者の皆さんからご意見をいただきました。

各会場での意見について、主なものをご紹介し

ます。 仲洞爺会場の様子

11月7日㈪　研修センター

11月2日㈬　蟠渓ふれあいセンター

防災マップの避

難所について

地域おこし協力

隊について

テーマ 参加者からの意見 町からの回答

防災マップには何カ所も避難所が書

かれているが、災害時にはその都

度、避難所が指定されるという理解

で良いか？

地域おこし協力隊の活動は広報等で

紹介されているが、実際、何をしてい

るかよくわからない。

直接顔を合わせる機会が必要。

災害時に防災無線や広報車で開設避

難所をお知らせする。

災害によって開設避難所も変わる。

協力隊も、もっと町民と触れ合いた

いのだが、コロナでできなかった面

もある。

最近はミナミナをオープンし、イベ

ントなども行っている。より活動が

わかるようにしていきたい。

11月9日㈬　地域交流センター山美湖

11月10日㈭　農村環境改善センター

久保内大橋の三差路は、大型トラッ

クが多く通り、観光シーズンなど右

折できない車が列を作る。

右折レーンを設置してほしい。

町政懇談会は、出席する町職員も多

く、議員も参加していて、話しづら

い。

もう少し膝詰めで話ができる実施方

法を検討してほしい。

国道453号の渋

滞について

町政懇談会のあ

り方について

テーマ 参加者からの意見 町からの回答

農業関連の運搬も増えているので、

北海道開発局に話をしていきたい。

コロナ前は、今より開催会場を多くしてい

たときもあった。

職員が多いのは､できるだけその場でお答

えできるようにしたいため｡職員にとって

も直に皆さんの声を聴く機会になるため､

このようなスタイルで開催している｡

在り方については､今後も考えていきたい｡

【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）

11月1日㈫　仲洞爺公民館

一人暮らしの人や高齢者等、不安な

人もいると思うので、今日のような

説明を一人一人に周知してほしい。

子供もいなくなり、高齢化も進んで

いる。獅子舞の存続方法について悩

んでいる。仲洞爺だけで維持してい

くのは難しい。

週末はキャンプ場の利用者の車が道

道に並び、交通上危ない。

せっかく来ても利用できない人がい

て、不満の声も聞いている。

防災マップにつ

いて

仲洞爺キャンプ

場について

仲洞爺の獅子舞

について

テーマ 参加者からの意見 町からの回答

高齢者の方に実施するのはコロナ禍

で難しい面もあるが、できるだけ細

やかに周知したい。

久保内も同じような課題を抱えてい

ると考える。

他の自治体の事例を参考にしながら

検討したい。

受付での検温等で時間がかかった

り、コロナ禍で密状態を回避するた

め、上限設定を設けていることなど

が要因と考える。

できる範囲で改善策を検討したい。
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民生委員･児童委員は地域の身近な相談相手です

退任された南様、ありがとうございました

民生委員・児童委員は、地域の皆さんが安心して暮らせるよう、国から委嘱されて活動している一

番身近な相談員です。

それぞれ担当する地区で、あらゆる方の福祉に関する相談を受け、サポートします。福祉サービ

スに関する情報を提供したり、町や社会福祉協議会などの関係機関と連携して、問題解決のお手伝

いをします。

この度、各地区の民生委員・児童委員及び主任児童委員が12月1日付けで一斉改選されましたの

で、ご紹介します。

■地区担当委員 《敬称略》

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課社会福祉係（☎0142-66-2340）

松浦　惠美子

（再任）

担当地区：

橋口１・宮前・

滝見

畠山　惠美子

（再任）

担当地区：

星野・不動

木村　利恵子

（再任）

担当地区：
建部・
建部団地・
建部公住

新藤　吉美

（新任）

担当地区：

幸内・蟠渓・

弁景

南　和孝

（退任）

7期21年

【地区担当委員】

毛利　美枝子

（再任）

担当地区：
壮瞥温泉・
洞爺湖温泉・
昭和新山

渡邉　純子

（再任）

担当地区：
仲洞爺・
東湖畔・
滝之上

西山　泉美

（再任）

担当地区：

久保内・

上久保内

成澤　敏勇
（再任）

千田　愛子

（再任）

担当地区：

南久保内

土井　眞理子

（再任）

担当地区：

橋口２・緑・

しらかば

松原　宣彦

（再任）

担当地区：
ほくと・
滝之町３・
滝之町４・立香

金子　祐一
（再任）

■主任児童委員

《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》《敬称略》

南様には感謝状が贈られています。

・厚生労働大臣感謝状：在職6年以上

・北海道知事感謝状：在職3年以上

・北海道民生委員児童委員連盟

会長感謝状：在職3年以上
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行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4回定例会行政報告令和4年第4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。

12月13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
11月17日、東京都内で開催された令和4年度全国町村長大会に出席し、終了後、新型コ

ロナウイルス感染症対策の充実強化、原油価格・物価高騰対策等による地域経済の再

生、地方交付税等の一般財源総額の確保など、大会決議をもとに、令和5年度政府予算編

成と各種政策の具体化について、道内選出の国会議員に要望等を行いました。

□ 新型コロナウイルス感染症の対応状況について
本町では、11月1日から7日までの1週間で、これまで最多の133人の新規感染者が確認

されました。この時期は、社会活動や経済活動の活発化とともに、全国的にも全道的にも

感染が拡大していた時期でありますが、本町においても、こうした傾向が顕著に現れ、家

庭内や事業所等での感染が相次いで確認されたところです。

□ ワクチン接種の状況と見通しについて
令和4年4月から新型コロナワクチンの3回目接種を開始し、7月から9月末までに4回

目接種を完了したところです。

現在は、生後6カ月以上4歳以下の初回接種、5歳から11歳までの追加接種、12歳以上の

オミクロン株対応ワクチンによる追加接種を実施しております。

こうしたワクチンの初回接種や追加接種については、これからも、国の方針に基づ

き、適切に対応していく考えです。

□ 消防指令業務の共同化の検討について
10月31日に西胆振6市町の首長で構成する西いぶり消防通信指令共同運用推進協議会

を設立し、室蘭市、登別市、西胆振の3消防本部による共同運用基本計画書案について検

討、協議を重ねてまいりました。

現行の計画書案では、室蘭市消防本部に共同指令センターを新設し、3消防本部がそれ

ぞれ通信指令員を派遣し、共同で運用することで、各地域の事情に精通した通信指令体

制を構築すると同時に、整備費用の縮減や人員の効率化を図ることとしております。

今月中旬には成案化される見込みで、その後一定の手続きを経て、来年度からは設計

作業等に着手していく予定です。

□ 胆振管内で発生した高病原性鳥インフルエンザの応援等対応状況について
今シーズン、胆振管内の養鶏場において、2件の高病原性鳥インフルエンザが発生し、

北海道の指示の下で、道職員、近隣市町、民間事業者等により、一日数百人規模で当該農

場内での殺処分、消毒作業が実施されたところです。

壮瞥町からも所管課の産業振興課を中心に、各課で協力し、職員が応援対応を行った

ところです。

全文はホームページに掲載しています。https://www.town.sobetsu.lg.jp/gyosei/
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岩手県教育旅行トッププロモーションを実施

11月20日～22日までの3日間、岩手県の中学校をターゲットとし、胆振総合振興局や近隣市町と

連携して、北海道新幹線を活用した教育旅行についてのトッププロモーションを実施しました。

かつて北海道を多く訪れていた岩手県の中学校が、東北新幹線開通に伴い、目的地を関東方面に

変更している現状を踏まえて実施したもので、田鍋町長自らが、岩手県教育委員会教育長や盛岡市

立中学校校長会や宮古市、岩手県内の旅行会社に対し、胆振を選んでいただけるよう、白老町のウ

ポポイや洞爺湖有珠山ジオパークなどの魅力的な素材について紹介・PRを行いました。

旅行会社や校長会などでは、おおむね反応は良好であり、今後の誘客に手ごたえを感じる結果と

なりました。

町では今後も教育旅行誘致活動を実施し、更なる誘客に努めていきたいと考えております。

盛岡市立中学校校長会でプレゼンを行う田鍋町長 岩手県教育委員会を訪問

岩手県の旅行会社にプレゼンを行う田鍋町長
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北海道行政書士会室蘭支部様から寄附をいただきました

令和4年11月28日㈪、北海道行政書士会室蘭支部様
から、本年、道行政書士会が60周年を迎えることを
記念して、町に10万円の寄附金をいただきました。
当日は、甲田啓一支部長、窪田則道行政書士の2名

が来庁され、田鍋町長に目録を贈呈されました。
この度の寄附に対し、心より感謝申し上げます。

甲田支部長(左)と田鍋町長

水力発電施設（久保内、洞爺、壮瞥発電所）
のある壮瞥町には、「電源立地地域対策交付
金」が交付されています。令和4年度は5,570
千円交付され、地域活性化措置として町立
そうべつ保育所運営事業に活用しました。

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

水力発電施設のあるまち 
そうべつ

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～

学び方は十人十色
Moi！今回のテーマは、以前にも数回取り上げたことのある「教育」で

す。
今回は実際に学校に通って見つけた、フィンランドの学校現場での取

組を4つ紹介します。
まず高校の電子教科書には音声もついていて、読まずに聞いて学ぶことができました。見る

ことよりも聞くことのほうが理解しやすく、記憶しやすい特性をもつ聴覚優位タイプの生徒に
とっては、とてもありがたい思いやりです。
そして最も私が驚いたのは、高校、大学で複数の先生が「授業中に絵を描きながら話を聞いて

もいいよ」と言ったことです。手作業をしていた方が集中できる人もいるからだそうです。
また小学校の教室の椅子を取っ払い、バランスボールを椅子がわりに使ったり、教室にソフ

ァーを置いている先生もいます。
ケミヤルヴィ市の図書館には読書犬が週に数回滞在しています。読書犬とはフィンランド発
祥の教育法で、簡単にいうと子どもが犬に読み聞かせをするというものです。
昔ながらの「学校とはこういう場所」という先入観に縛られず、新しいものをどんどん教育現
場に取り入れて試してみる姿勢が、フィンランドらしくて好きです。

小田すみれ
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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。

みなさんこんにちは。壮瞥町には次世代を

担う青少年の国際理解の支援やフィンランド

と壮瞥町の交流促進を目的としたキートス・

クラブという団体があります。

キートス・クラブはこれまでケミヤルヴィ市からの訪問団の受入を

メインに活動してきましたが、2年前よりフィンランド文化を様々楽

しめるようなイベント｢そうべつ喫茶キートス｣を毎月開催しています。最近では、シナモンロール作

り、ノルディックウォーク、フィンランドクリスマス料理教室、ヒンメリワークショップなどを開催

し、町内外から多くの方がご参加くださいました。来年は伝統料理｢カレリアパイ｣をはじめ、季節のお

菓子やパン作り、またフィンランドに関する様々なお話し会などを行いたいと考えています。リクエス

トも受付中です。

こちらのイベントは、町外やキートス・クラブ会員以外の方もお気軽にご参加いただけます。(イベン

トによっては、キートス・クラブ会員以外の方は有料となる場合があります。)

ご興味のある方にはご案内をお送りしますので、壮瞥町教育委員会までお気軽にお知らせくださ

い。イベントは教育委員会の掲示版のほか、広報誌の｢生涯学習情報”山美湖”｣や｢みんなの掲示版｣とい

うページに掲載しますので、参考にしてください。

現在、協力隊任期終了後の活動拠点となる

物件の整備をDIYで行っています。拠点とな

る建物は古いため、壁や床には断熱材が一切

入っていない状態でした。寒い冬を快適に過

ごすため、建物全体に断熱材を入れることにしました。床は床板を外し、根太(床板を張るための下地

材)の間に断熱材を入れ、新たに合板を張ります。壁は間柱(内側の壁を支える柱)の間に断熱材を入れ、

石膏ボードを張ります。張る材は、床や壁の形状に合わせてカットする必要があるため、最初は何度も

形を確認しながら微調整して張っていましたが、最近は、一度ではまることも多くなりました。天井に

はまだ断熱材を入れていませんが、これだけでも外部の冷気をかなり防いでいるように感じます。元々

の間取りは3LDKでしたが、壁を取ったり、押し入れを解体するなどして、明るく開放的な空間になる

ようにリフォームしています。冬は薪ストーブで過ごすため、薪小屋を作り、冬に備えて準備を進めま

した。

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！

農業おこし協力隊　籠嶋　学

活動拠点の断熱処理

スポーツおこし協力隊　中岡　紗恵子

キートス・クラブでは様々なイベントを
開催しています

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 火山防災について

日本に多くある火山は、きれいな景色や温泉、農作物を作るのに欠かせない良質な土壌をもたらす

一方で、噴火活動によって火山災害を引き起こし、私たちに被害をもたらすことがあります。火山災

害を引き起こす主な火山現象には「大きな噴石」、「火砕流」や「融雪型火山泥流」などのほかに「火山

灰」があります。火山灰は比較的細かな固形物（直径２mm未満）で、火口周辺に限らず上空の風に運

ばれて遠方の広い範囲まで拡散し、その量によって農作物、交通機関、建造物などに被害をもたらす

ことがあります。樽前山の過去の大規模噴火では、苫小牧北方で約２m、十勝平野でも数cmに達した

という記録が残っています。気象庁では、これら火山災害軽減のため、「火山防災のために監視・観測

体制の充実等が必要な火山」として選定された50火山については、噴火の前兆を捉えて噴火警報等を

的確に発表するために、火山観測施設を整備し火山活動を24時間体制で常時監視するとともに、全国

111の活火山を対象として、観測・監視・評価の結果により噴火警報を発表しています。噴火警報は、噴

火に伴って生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等）の発生が予想さ

れる場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」を明示して発表し

ています。また、どこにどれだけの量の火山灰が降るかをお伝えする降灰予報を発表しています。こ

れらの火山に関する情報や活動状況の資料は、気象庁ＨＰの登山者向けの情報提供ページなどで

個々の火山毎にご覧いただけますのでご利用ください。

気象庁ＨＰ　火山登山者向けの情報提供ページ（全国）

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/

tokyo/STOCK/activity_info/map_0.html

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

【降灰予報リーフレット図】



本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 ☎0143-22-3322

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 ☎0143-22-1184

エルム歯科中央診療所 室蘭市幸町5-3 ☎0143-23-2575

日鋼記念病院歯科 室蘭市新富町1-5-13 ☎0143-24-1331

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 ☎0143-22-2366

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 ☎0143-23-9090

水野歯科医院 室蘭市東町2-19-14 ☎0143-44-4500

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 ☎0143-44-2621

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 ☎0143-44-1310

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 ☎0143-43-6686

林歯科医院 室蘭市高砂町1-51-18 ☎0143-46-2224

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 ☎0143-46-3434

高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 ☎0143-45-8622

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 ☎0143-45-7117

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

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 ☎0143-44-1022

川本歯科医院 室蘭市中島町2-11-14 ☎0143-45-0656

エルム歯科蘭東診療所 室蘭市中島町2-23-3 ☎0143-43-6161

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

みうら歯科 室蘭市港北町2-6-1 ☎0143-55-6330

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 ☎0143-59-2200

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 ☎0143-59-6464

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

三国ファミリー歯科 登別市美園町4-2-12 ☎0143-86-1111

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 ☎0143-86-1820

野村歯科 登別市新生町1-1-6 ☎0143-86-8844

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 ☎0143-86-1414

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 ☎0143-88-0809

くどう歯科クリニック 登別市富岸町2-11-3 ☎0143-86-0048

嶋津歯科医院 登別市富士町2-11-10 ☎0143-81-3366

田中デンタルクリニック 登別市中央町1-3-13 ☎0143-85-2472

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 ☎0143-85-2826

なかがわ歯科医院 登別市中央町5-22-1 ☎0143-85-7651

かただ歯科医院 登別市登別東町2-27-1 ☎0143-83-1270

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 ☎0143-83-1188

月　日 診　療　所 所　在　地

下記のとおり実施します。　　受付時間／9:00～11:00までとなっております。

12月29日㈭
電　　話

1
JANUARY
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年末・年始及び1月歯科救急医療実施について



12月29日㈭

12月30日㈮

12月31日㈯

01月01日㈰

01月02日㈪

01月03日㈫

01月08日㈰

01月09日㈪
01月15日㈰
01月22日㈰
01月29日㈰
02月05日㈰

三愛病院歯科口腔外科 登別市中登別町24-12 ☎0143-83-1111

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 ☎0142-23-4812

洞爺湖温泉歯科 伊達市梅本町4-59 ☎0142-21-5700

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 ☎0142-21-5533

だて歯科 伊達市舟岡町24-46 ☎0142-23-6480

さかた歯科医院 伊達市舟岡町176-11 ☎0142-22-1182

本田歯科医院 伊達市舟岡町350-7 ☎0142-22-1641

なお歯科 伊達市弄月町241-3 ☎0142-22-1117

ほほえみファミリー歯科 伊達市末永町62-17 ☎0142-23-5006

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 ☎0142-25-4180

伊藤歯科医院 洞爺湖町旭町9-19 ☎0142-76-4809

友愛会歯科医院 洞爺湖町高砂町32-52-2 ☎0142-76-4501

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

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 ☎0143-45-7117

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

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

さとう歯科小児歯科 登別市新生町2-14-1 ☎0143-86-1414

三愛病院歯科口腔外科 登別市中登別町24-12 ☎0143-83-1111

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 ☎0142-21-5533

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

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 ☎0143-44-1022

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

サン・フィッシュ・デンタル・クリニック 伊達市舟岡町362-18 ☎0142-23-1830

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 ☎0143-22-2366

ヨシダ歯科 登別市若草町2-14-3 ☎0143-86-1820

エルム歯科 伊達市末永町58-61 ☎0142-25-5188

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 ☎0143-44-2621

飯渕歯科医院 登別市登別東町3-2-2 ☎0143-83-1188

なかむら歯科医院 伊達市長和町467-1 ☎0142-23-2822

谷口歯科医院 室蘭市御前水町2-1-16 ☎0143-23-9090

えばた歯科医院 登別市新川町4-15-10 ☎0143-88-0809

新田歯科医院 伊達市長和町356-5 ☎0142-25-4180

野村歯科 登別市新生町1-1-6 ☎0143-86-8844

藤原眼科・歯科 伊達市梅本町5-1 ☎0142-23-5805

福田歯科クリニック 室蘭市祝津町2-3-1 ☎0143-27-5420

太平洋歯科医院 室蘭市白鳥台5-1-2 ☎0143-59-6464

福田歯科医院 室蘭市輪西町2-8-2 ☎0143-84-6480

松田歯科医院 室蘭市日の出町1-24-25 ☎0143-46-6480

本田歯科 室蘭市港南町1-9-19 ☎0143-22-3322

月　日 診　療　所 所　在　地 電　　話
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無料法律相談を開催しております

相談時間／10:30～12:00（1人30分程度　3名まで）　場所／地域交流センター山美湖　1階小会議室　

予約／事前予約制（ただし､定員になり次第締め切り）

※相談日当日は､マスクの着用をお願いします｡

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止になる場合があります｡

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

無料法律相談を毎月実施しております。お困り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5年1月12日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和5年1月06日㈮
令和5年1月26日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和5年1月20日㈮
令和5年2月09日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和5年2月03日㈮
令和5年3月09日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和5年3月03日㈮
令和5年3月23日㈭ 高村弁護士（むろらん法律事務所） 令和5年3月17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｡

1
JANUARY
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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

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

・制作～節分に向けて

※育児サークルは10組までとなり､予約が必要です｡

※1月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。

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｡

※1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。ご理解をお願いしま

す。

【お問い合わせ先】

そうべつ子どもセンター

（☎0142-66-2452）

1月の子育て支援センターげんき

※育児サークルの日には身体測定を行いますので､

身体測定表の持参をお願いします。また、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) 。
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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11年建設　5号棟

規格､戸数 2階  3LDK（75.65㎡） 1戸(世帯用)

月額家賃 家賃は収入によります｡

（22,600～33,700円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

○建部Ｂ団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字滝之町229番地39

建設年度 昭和57年建設　3号棟

規格､戸数 2階　3LDK（62.19㎡） 1戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（15,300～22,800円）

敷金 家賃の3カ月分

○第2南久保内団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字南久保内142番地1

建設年度 昭和60年建設　3号棟

規格､戸数 2階　3LDK（62.19㎡） 1戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（15,400～23,000円）

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）

駐車場使用料 月額500円／台

共益費 月額200円

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5年1月6日㈮～令和5年1月19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。

町営住宅入居者の皆さまへ

相続の手続き、遺言書の作成、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5年1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)

1
JANUARY

町営住宅入居者募集

くらしの無料相談会を開催します

広　告

日頃より町営住宅の適正な維持管理に御協

力いただき、ありがとうございます。

今、お住まいの住宅に水漏れなどの不具合

はありませんか？

お気づきの点がありましたら、建設課建築

住宅係までご連絡ください。
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壮瞥町では、令和5年4月1日採用予定の保育士

を募集いたします。募集内容は次のとおりです。

職種／保育士1名

受験資格等／

・保育士の資格取得者または令和5年3月まで

に取得予定の方

・採用後、壮瞥町に居住できる方

・地方公務員法第16条の欠格事項に該当しな

い方

試験の方法／

・小論文試験及び個別面接試験

試験の期日及び場所／

・日時及び会場については追ってご連絡します｡

受験手続及び受付期間／

(1)申込先

〒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）

(2)提出書類

(ア)採用試験申込書（町指定の様式）

※様式は町ホームページからダウンロード

することができるほか、窓口でも配布し

ます。

(イ)最終学校の卒業証明書（卒業証書の写し可)

または卒業見込み証明書

(ウ)成績証明書（単位取得証明書可）

(エ)保育士証の写し（既に取得している場合のみ)

(3)受付期間

令和5年1月10日㈫から令和5年1月31日㈫まで

(4)合否の連絡及び採用月日等

(ア)試験結果については、試験終了後1週間以内

にご連絡します。

(イ)採用年月日は令和5年4月1日となります。

給与(初任給)／

・短大卒　167,100円 ・大学卒　185,200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。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課職員係（☎0142-66-2121）

壮瞥町では、新たに婚姻した世帯が、町内で安心

した生活をスタートできるように、婚姻に伴う住居

費や引越費用など最大30万円を助成します。

【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）

壮瞥町職員（保育士）の募集について

ご夫婦の新生活を支援しています 

〇対象世帯

令和4年1月1日から令和5年3月31日まで

の間に婚姻届を提出し、受理された世帯

○補助要件（全ての要件を満たす方）

①婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳

以下であること。

②夫婦の合計所得が400万円未満であるこ

と。

③夫婦の双方または一方の住民登録が壮瞥

町内であること。

④補助金の交付日から2年以上町内に居住

する意思があること。

⑤市町村民税等に滞納がないこと。

⑥他の公的制度による家賃補助等を受けて

いないこと。

○対象経費

令和4年1月1日から令和5年3月31日まで

の間に支払いを行った次の費用

①住宅購入費（土地購入費を除く）

②住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手

数料

③引越費用（業者に依頼したものに限る）

④リフォーム費用（修繕、増築、改築、設備

更新等）

○補助金額

1世帯あたり30万円を上限に補助します。

上記の補助金のほか、町からのお祝いとし

て、商工会が発行している町内共通商品券を

3万円分贈呈します。

○申請方法

壮瞥町結婚新生活支援補助金交付申請書

に、関係書類を添えて、住民福祉課子育て支

援係まで提出してください。申請様式は、町

ホームページからダウンロードすることがで

きるほか、窓口でも配布しています。

○受付期間

令和5年3月31日まで

町ホームページ

ＱＲコード
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第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています｡

令和5年3月31日までに､ご請求ください｡

請求期限を過ぎると､ 第十一回特別弔慰金を受

ける権利がなくなりますので､ お早めにご請求く

ださい｡

支給対象となる方／

令和2年4月1日(基準日)において､ ｢恩給法による公

務扶助料｣や｢戦傷病者戦没者遺族等援護法による

遺族年金｣などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)

がいない場合に､ 次の順番による先順位のご遺族

お一人に支給します｡

支給対象者は､戦没者等の死亡当時のご遺族で

(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等

援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の①父母②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時､生計関係があったことな

どの要件を満たしているかどうかにより､ 順

番が入れ替わります｡

(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の

親族(甥､姪など)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生

計関係があった方に限ります｡

支給内容／

国債名称　第十一回特別弔慰金国庫債券　い号

額　　面　25万円(5年償還)

【請求窓口】

北海道保健福祉部福祉局地域福祉課援護係

(☎011-231-4111(内線25-622))

壮瞥町保健センター社会福祉係(☎0142-66-2340)

調理師法では､調理業務に従事している調理師

は､2年ごとに､ 12月31日現在の調理従事場所等を

届け出なければならないと定められており､今年は

届出の必要な年となっています｡

届出が必要な調理師とは､次の施設・店舗で調理

の業務に従事している方です｡

・寄宿舎､ 学校､ 病院､ 事業所､社会福祉施設､介護

老人保健施設､ 矯正施設､ その他多数人に飲食物

を調理して供与している施設

・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

届出は､ あなたが働いている地域を担当区域と

している北海道全調理師会室蘭支部(下記表)に令

和5年1月15日までに提出してください｡

届出用紙は､ 北海道全調理師会､ 北海道全調理師

会室蘭支部､ 北海道室蘭保健所に

備えてあります｡

また､ インターネットでの届出

も可能です｡ 次のURLもしくはQR

コードからアクセスしてください｡

URL : https://www.harp.lg.jp/SksjuminW

eb/EntryForm?id=oRTBL5bX

【お問い合わせ先】

北海道全調理師会(☎011-511-1326)

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課

(☎011-231-4111(内線25-526))

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)(☎0143-24-9844)

1
JANUARY

戦没者等のご遺族の皆さまへ

働いている調理師の皆さまへ 広　告

取扱所の名称

里の茶屋風土

焼き心 あい炉

仕出し勝また

ホテルゆもと登別

ホテルニュー洞爺

北海道室蘭保健所

伊達市西関内町316-1

室蘭市高砂町1-49-16

登別市中央町4-72

登別市登別温泉町29

洞爺湖町洞爺湖温泉144

室蘭市海岸町1-4-1

住　所

ＱＲコード
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令和4年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書

合計表」の提出は所管税務署長へ、「給与支払報告

書（個人別明細書・総括表）」及び「退職所得の特

別徴収票」などの提出は受給者の住所地の市区町

村長へそれぞれ区分して提出してください。

提出期限は、令和5年1月31日㈫です。

また、法定調書の種類ごとに、前々年の提出す

べきであった当該法定調書の枚数が100枚以上で

ある法定調書については、e-Tax等による提出が

必要です。

【お問い合わせ先】

法定調書関係：室蘭税務署（管理運営部門）

(☎0143-22-4151）

給与支払報告書関係：壮瞥町役場税務会計課税務係

(☎0142-66-2121）

法定調書の提出について

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

かおりの教室

『アロマを楽しむ会』～美肌のアロマ～
季節の変わり目、自分のお肌と向き合いませんか？
美肌にアロマも大活躍。化粧水を作ります。
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／1月20日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名
料金／2,000円
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

死亡事故ゼロ101日
−人身交通事故発生状況11月分−

発生　0件（　1件）

死者　0名（　1名）

負傷　0名（　1名）

※11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11月11日～令和4年12月10日）

■11月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,372人 （△8）

男 1,133人 （△1）

女 1,239人 （△7）

世帯数 1,293戸 （△8）

※11月末現在（ ）は前月差

福川　誠次さん（84才）【建部団地】　　　

高橋　一男さん（90才）【南久保内】

黒田　英夫さん（85才）【久保内二】

笠井　玲子さん（89才）【弁景二】

高橋　勇雄さん（70才）【星野】

照井　孝之さん（89才）【南久保内】

柳井　富代さん（99才）【南久保内】

寺口　勝子さん（79才）【建部団地】

小沼　幸二さん（78才）【ほくと】

◆お悔やみ申し上げます

｢ダイオキシン類対策特別措置法｣による排出

基準値は､0.1ナノグラムと定められています｡メ

ルトタワー21の測定結果は､基準値を下回って

います｡

【ダイオキシン類測定結果】

（ナノグラムは10億分の1グラム）

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

【お問い合せ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

1号炉

測定日 測定結果（ナノグラム）

令和4年9月15日 0.000078
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ジオパーク通信ジオパーク通信 第126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

本格的な雪の季節になりました。洞爺湖有珠山ジオパークは4つの市町で構成されていますが、
積雪量は地区によって差があります（図1）。この差には、地形も大きく関係しています。
北海道では、冬になると北西から乾いた寒気が流れ込みます。この北西からの季節風は、日本海

を通るときにたくさんの水蒸気を含み、雪雲を作ります（図2）。風に乗った雪雲はやがて北海道に
上陸し、山々にぶつかります。山を越えるとき、重い水蒸気が雪となって山麓に降り、軽くなった
雲は山を越えて、平地へと流れていきます。

図1．垂直積雪量

図3．季節風の流れ込み

図2．日本列島の西側に豪雪地帯が多い理由

洞爺湖有珠山ジオパークの東端にあ
たる徳舜瞥山やオロフレ山など、約170
万年前の火山活動でできた山々は、北西
からの風を受けるため、西麓の伊達市大
滝区にたくさんの雪が降ります。2018
年3月の大雪では、雪の重みで木が倒れ
停電するなどの被害もありました。
一方で、大滝地区ではこの雪を生かし、

「おおたき国際スキーマラソン」など、
冬のスポーツに力を入れています。
冬ならではの災害に備えながら、健康

で楽しい季節にしたいですね。

地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係地形と雪の関係
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日本海には、南から暖流である対馬海流が流れ込む。
季節風との温度差が大きいので、雪雲ができる。

北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風北西からの風

噴火湾
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2月5日はフィンランドの祝日「ルーナベリの日」です。フィンランドでは1月中旬か

ら2月5日にかけて、詩人ルーナベリが愛した「ルーナベリタルト」を食べてこの日を

お祝いします。

キートス・クラブでは、コーヒーや紅茶、そして「ルーナベリタルト」を食べながら、

フィンランドの年初の様子をお話するイベントを開催します。

キートス・クラブ会員の方のみならず、誰でも参加可能です。どうぞお気軽にお越

しください。

〇日　時 令和5年1月27日㈮　15:00～16:00

〇会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖 和室

〇料　金 300円（コーヒー・ルーナベリタルトつき）

※キートス・クラブ会員、小学生未満は無料です。

〇定　員 10名程度

※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。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課　担当　前川・中岡（☎0142-66-2131）

2月の夜空を見る集いでは、冬の夜空に浮かぶ星団やオリオン座などを観測しま

す。今年度最後の夜空を見る集いに、ぜひご参加ください。皆さまのお申し込みをお

待ちしております。

〇日　時 令和5年2月15日㈬　18:00～20:00

〇会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

（※森と木の里センターではありませんのでご注意ください）

〇講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

※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。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当　前川（☎0142-66-2131）

冬の星団・オリオン座の観測
令和4年度　第8回夜空を見る集い

｢そうべつ喫茶キートス｣1月イベントのお知らせ
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「みんなで集まって、新しく趣味や勉強のサークルを作りたいけど、どうしたら良い

のかな～？」って思ったこと、ありませんか？

そんな時は、教育委員会の社会教育係にご相談ください！

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

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

い）。

教育委員会では、あなたの主体的な学習活動を応援します!!

【お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課　担当　前川（☎0142-66-2131）

｢壮瞥町マイプラン講座｣をご存じですか？

1月の山美湖大学は、地域おこし協力隊の水野隊員企画の「空き家・終活セミナー＆

小さな音楽会」を開催します。空き家や終活に関する諸問題について、様々な先生に

お越しいただき、勉強会を開きます。さらには音楽家の方々を招き、小さな音楽会も

開催します。

楽しくためになる講座ですので、ぜひお越しください。

〇日　時 令和5年1月30日㈪ 10:00～12:00

〇会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

〇参加料 無料

〇内　容

「空き家講座」 講師：㈱ランディック　宅建士　菊地　　大　氏

空き家の管理方法や利活用の方法を、宅建士がアドバイスします。

「不要品講座」 講師：壮瞥のよろず家　笠井　一朗　氏

空き家に残った不要品の処分方法を、詳しく解説します。

「終活講座」 講師：竹内司法書士事務所　司法書士　竹内　廣志　氏

最近話題の「終活」とは何か？相続とは難しいのか？

基本中の基本を、わかりやすく解説します。

「小さな音楽会」

豪華な生演奏を聴いて、令和5年を清々しくスタートしましょう。

〇申込期限 1月23日㈪
※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良のある方は、参加をご遠慮ください｡

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当　前川（☎0142-66-2131）

空き家・終活セミナー＆小さな音楽会

令和4年度　第10回山美湖大学
地域おこし協力隊　空き家コーディネーター・水野有加隊員プレゼンツ

キートス・クラブ



ペットボトルや水筒などは
図書室に持ち込みOKです!

図書分室は3月末まで休館します
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（一部抽出）

1月の展示 

猫の本猫の本

★今月の新着イチオシ本★★今月の新着イチオシ本★

この本は
やまびこ図書室に
あります！

人気作家が描く

元気が出る小説です！「わたしのオススメ本」

タイトル『イマジン？』 有川ひろ

強面だけど、気持ちの良い先輩に誘われたアル
バイト。なんとそれが、ずっと夢みていた映像に関
わる仕事だった。きつくてもわくわくする現場。想
像力をフル稼働させて走るリョースケ。お互いフ
ォローしあえる仲間は、宝そのもの!!言い方ひとつ
で、その行動の結果はかわる。
想像力がいかに大切かを気づかせてくれる一冊

です。
（オススメ者：Ｃ.Ｔ.）

「一般書」

『宙ごはん』『ハヤブサ消防団』
『不審者』『みちづれの猫』『晩
秋行』『マカン・マラン』『英雄』
『小説の惑星ノーザンブルーベ
リー』『よだかの片想い』『全員
がサラダバーに行ってる時に
全部のカバン見てる役割』『未
来を変えるイルミナフォーチ
ュン手相』『知れば知るほど得
する税金の本』『6カ国転校生
ナージャの発見』『いずみさん、
とっておいてはどうですか』『一
万人の脳を見た名医が教える
すごい左利き』『きらわれ虫の
真実』『わんにゃん幸せのトリ
セツ』『言葉の花束』『すごい言
い換え700語』『ちびまる子ち
ゃん（11）～（13）』

「児童図書」

『中学生から知りたいウクライ
ナのこと』『やまの動物病院』
『アーマのうそ』『ドラえもんの
小学校の勉強おもしろ攻略』
『うらないパーフェクトBOOK』
『クイズでわかる!世界の国と
国旗』『リラックマごゆるりう
らない』

「幼児図書」

『どうぶつたいじゅうそくてい』
『2ひきのカエル』『カイマンの
クロ』『ヴォドニークの水の館』
『ぼくらのひみつきち』『きょ
うりゅうレディ』『おはなしだ
いどころ』『わたしのかぞくみ
んなのかぞく』『た』『クリスマ
スの三つのおくりもの』『せん
そうがやってきた日』『めをさ
ませ』

（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。

これを読んで、目指せネコ博士！

ネコの気持ちと飼い方がわかる本　主婦の友社編

猫の気持ち、行動のフシギがわかる！
0カ月から老猫まで対応の幸せ飼い方マニュアル。

1月末まで､図書室入口にて展示しています

よだかの片想い　島本理生

顔にアザがある大学院生のアイコは、ルポ本の取材
がきっかけで映画監督に恋をして…。アイコのまっす
ぐさに心洗われます。

ぴよちゃんカード達成おめでとう！

☆これからもたくさん本を読んでくださいね！☆

まえかわ　りんさん まえだ　えまさん

75回 25回

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

3月末まで休館

☆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

やまびこ図書室からのお知らせ

今年もやまびこ図書室を
よろしくお願いします！

やまびこ図書室って､どんなことをしているの？

図書室の中では、
楽しい展示が！

毎月、楽しいイベントを
開催しています。

壮瞥小学校､中学校､高校にも
本を貸出しています。

図書分室は3月末まで休館します ペットボトルや水筒などは
図書室に持ち込みOKです!

やまびこ図書室は、地域交流センター山美湖の中
にあります。
平日はもちろん、土日祝日も開館しています。
返却期限は2週間です。貸出冊数の制限はありま

せん。
本の返却は、図書室の他にも、図書分室、ゆ～あい

の家、久保内ふれあいセンター、壮瞥町役場に設置
してある返却ポストでもできます。
寒い冬は、本を読んで乗り切りましょう！
ぜひ、お気軽にお越しください。

きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！
きてね！きてね！きてね！
きてね！

図書分室は、3月末まで休館します。図書分室
の中で借りたい本がありましたら、やまびこ図
書室の担当者までお知らせください。休館中に
開催予定のイベントは、地域交流センター山美
湖で行う予定です。詳しくは、
毎月の図書だよりか、図書室に
掲示しているポスターをご確
認ください。

やまびこ図書室、図書分室内では飲食禁止
ですが、ペットボトルや水筒などの密閉容器
に入った飲み物は持ち込みOKです。こまめに
水分補給をしましょう。

イベントの内容は図書だよ
りか、図書室に掲示してあ
るポスターをご確認くださ
い。

※1月はお休みです

リアルな猫の絵がとても素敵です…！

ネコヅメのよる　町田尚子

真夜中、そうっと出かけていく猫。
その向かう先は…猫の秘密、教えます。

いがらし　はるさとさん きむら　みのりさん
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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5年1月号

・110番は、事件・事故などが発生した際の緊急通報

用の電話です。

慌てず、落ち着いて質問に答えてください。

・急を要しない困り事

や相談は、「＃9110」ま

たは最寄りの警察署へ

お問い合わせくださ

い。

◆「急」の付く運転はしない

急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは禁物です。

◆夏よりも10キロ以上減速する

凍結路面では、停止距離が通常の10倍以上になることも！

◆交差点付近では特に注意

交差点付近は、車の停止・発進により路面が磨かれ滑りやすいの

で、特に注意しましょう。

◆車両の性能を過信しない

雪道に強い4WDですが、制動性能は2WDと変わりません。

◆カーブにはスローインで

カーブの途中でのブレーキは禁物。カーブに入る前に十分な減速を！

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

壮瞥町内の国道453号線、道道滝之

町伊達線、立香南久保内線で車と鹿の

衝突事故が発生しています。

スピードダウンで事故防止!!

1月10日は｢110番の日｣
110番の正しい利用をお願いします

～冬道は 危険がいっぱい スローダウン！～
スリップ事故防止

鹿出没注意!!

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

今年も地域の
安全、安心を守
るために、全力
を尽くします。

謹賀新年

スピードダウンで安全運転を！

急のつく運転は禁物！！

～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～～防犯アプリで安全・安心!～
北海道警察公式アプリ「ほくとポリス」は、北海道の

犯罪、不審者、特殊詐欺情報を表示するほか、防犯ブ

ザー・ちかん対策機能等により、皆さんの安全と安心

な暮らしを支援し

ます。

インストールは

こちら
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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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認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!認知症サポーター養成講座を開催しました!

【お問い合わせ先】壮瞥町地域包括支援センター（壮瞥町保健センター内）

☎：0142-66-4
よ

1
い

6
ろう

5
ご

サポーター講座を受けた

みなさんにオレンジリングを

配って集合写真

「ロバ隊長」

認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？
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ボランティアさんや

先生と一緒に寸劇

令和4年10月31日に、壮瞥小学校6年生を対象に認知症サポーター養成講座を開催しました。

令和4年度　高齢者等のインフルエンザ定期予防接種の期間延長について
65歳以上のインフルエンザ定期予防接種期間が延長となります。期限を令和4年12月31

日㈯までとしていましたが、令和5年1月31日㈫までとなりました。今年度まだ接種してい

なくて、接種を希望される方は、各医療機関等へ直接ご予約してください。

【お問い合わせ先】壮瞥町保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340）
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12月10日㈯にそうべつ保育所で行われたクリスマスお楽しみ会の様子をスナップでご紹介します。
発表では、普段の雰囲気と違うことから泣いてしまう園児もいましたが、日頃の練習の成果を一生懸命

に披露していました。
園児たちの姿から元気をもらったクリスマス会となりました。
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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。▼

1月 まちのカレンダーまちのカレンダー
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日日曜日

8
令和5年二十歳を祝う
会（成人式）
山美湖
13:30〜

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
令和4年成人式
山美湖
13:30〜

16 20
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
成人の日

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

12
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)
インター通り小児科
15:00〜16:00

1917
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

17日28日
04日
18日
2/1日

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

4 732 6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

5

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

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

22 23 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
前立腺がん検診
保健センター
13:30〜14:45

28
乳がん・子宮がん・
骨検診
保健センター
8:45〜11:15

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／午前のみ
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

24
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

29 30
山美湖大学
山美湖
10:00〜12:00 

2/3 2/42/1
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

2/231
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

令和5年

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日


