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ワイン用ブドウが実りました。

撮影：photographer 山崎ゆり

知っていますか？
余市町は北海道有数のワイン用ブドウの生産量を誇っています。

※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます
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の配付について

除雪サービスのお知らせ
町では、身体的・経済的な理由等により、冬期間自力で除雪ができない家庭に対して、生活用道路の確保の
ための除雪サービスを実施します。
●対象世帯
・ひとり暮らしの高齢者世帯 ・夫婦等高齢者のみの世帯 ・身体障がい者世帯
※除雪を援助してくれる親族・知人等が町内にいないことを原則とします。
※生活保護世帯、長期間の留守宅を除く（生活保護世帯の方は、担当ケースワーカーに相談願います。
）
●収入要件 ( 令和３年度 )
世帯の収入が基準額以内の方が対象となります。
・基準額：単身世帯１０８万円、夫婦世帯１６４万円
※借家の場合や身体障がい者世帯については、基準額に加算があります。
●除雪の範囲
生活用道路確保のため、玄関先から公道までの敷地内の概ね幅１メートル程度とします。
（除雪は図の斜線の部分のみとなります。それ以
外の箇所は除雪できません。
）
●除雪を行う日
町が道路除雪を行う日（１５cm 以上の降雪が目
安です。
）
●除雪の期間
除雪の状況にもよりますが、概ね１２月上旬か
ら３月下旬までを予定しています。
●申込方法
地区民生委員または役場 ( 福祉課 )
へ１１月１２日（金）までにお申し込みください。
※申請後に実態調査の上、対象世帯を決定させていただきます。

<< 福祉除雪ボランティア募集 >>
町では、冬期間在宅でひとり暮らしをしている高齢者等の自立した生活を支援するために、除雪をして
いただける「福祉除雪ボランティア」を募集します。個人・団体・職域は問いません。

問合せ 福祉課

高齢者福祉グループ

☎２１－２１２０

国民年金からのお知らせ
●新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例として、国民
年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っております。詳細な内容につきましては次の連絡先までお問合わ
せ願います。
問合せ 小樽年金事務所国民年金課 ☎０１３４－２３－４２３６
福祉課 福祉グループ ☎２１－２１２０
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●１１月は 「ねんきん月間」、 １１月３０日は 「年金の日」 です
日本年金機構では厚生労働省と協力して、公的年金を身近に感じていただくため、毎年 11 月を「ねんきん月
間」
、そして、１１月３０日 ( いいみらい ) を「年金の日」と制定し、公的年金制度の周知・啓発活動を行って
います。
この機会に、
「ねんきん定期便」やインターネットサービスの「ねんきんネット」を利用して、ご自身の年金
記録や年金受給見込額を確認し、高齢期に備えた生活設計を考えるきっかけとしてみてはいかがですか。
「ねんきんネット」は、日本年金機構ホームページ (https://www.nenkin.go.jp/n_net/) でご確認ください。

●国民年金保険料は、 納めた全額が社会保険料控除の対象です！
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
「社会保険料控除」としてその年の所得から控除されます。
令和３年１月１日から令和３年９月３０日までの間に保険料を納めた方については、１１月上旬に「社会保
険料 ( 国民年金保険料 ) 控除証明書」( １０月１日から１２月３１日までの納付見込額を含む ) が日本年金機構
から送付されます。年末調整または確定申告を行う際に、この証明書が必要になりますので、大切に保管して
ください。
なお、令和３年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納めた方は、
翌年２月上旬に証明書が送付されます。
～控除の対象となる保険料～
・令和３年１月１日～令和３年１２月３１日までに納めた国民年金保険料 ( 過年度分、追納等の保険料を含む )
・本人及び扶養している家族分 ( 配偶者、子ども等 )
問合せ 年金加入者ダイヤル

☎０５７０－００３－００４

人事異動（令和３年１０月１日）
◎余市町発令
総

務

部

▶（兼）交通安全係長
▶税務課納税係主事補

民

生

三宅武敏
後藤怜

部

成田文明
▶クリーンセンター所長の兼務を解く
▶（兼）福祉センター館長（兼）福祉
清水光弘
センター入舟分館長
小川真
▶戸籍住民係長の兼務を解く
▶福祉センター館長、福祉センター
金田直也
入舟分館長の兼務を解き、（兼）福祉係長
▶環境対策課主幹（兼）クリーンセンター所長 大森直也
佐藤隆広
▶福祉課戸籍住民係長
藤宮蒼志
▶福祉課福祉係主事補

経

済

部

建設水道部
水野貴司
▶余市町職員を解く
   樋口正人
▶下水道課長（兼）下水道管理センター場長
仲鉢浩二
▶（兼）事務係長
▶建設課主任技師（兼）高速道路推進室長     佐々木大介
     
  芹川貴弘
▶まちづくり計画課主幹
山崎修造
▶まちづくり計画課公営住宅係主事

会計課

▶会計課主幹（兼）管理係長

  

    新木徹也

◎余市町教育委員会発令

▶社会教育課主幹（兼）中央公民館長
（兼）町民会館長
▶黒川小学校給食調理員
▶東中学校給食調理員

笹山美幸
越智和子
内山まき子

奈良論
▶農地整備係長の兼務を解く
広瀬伸幸
▶農林水産課主幹（兼）農地整備係長
▶農林水産課主幹（兼）加工排水処理施設場長
   （兼）水産林務係長      
   小林武
▶商工観光課主幹（兼）商工労政係長
（兼）勤労青少年ホーム館長（兼）業務係長 中坂好孝
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令和３年度一般会計補正予算 ( 第５号 ) の概要について
令和３年余市町議会第３回定例会において可決されました令和３年度一般会計補正予算（第５
号）の概要をお知らせします。

補正予算の状況

( 第５号 )

令和３年度一般会計補正予算（第５号）では、寄附に伴う各基金への積立金や、ふるさと
納税取扱業務に係る経費、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として実
施する各種事業の補正計上と、更に、新型コロナウイルスワクチン接種に係る追加経費の補
正計上など、３億５, ２１２万１千円を増額し、補正後の予算は９９億６, ４６８万４千円
となりました。

主な歳出の補正内容 （５号）
●寄附に伴う各基金への積立金

●ポストコロナ型事業創出支援事業補助金

（社会福祉施設等建設基金、教育施設建設整備基金、

●交通事業者支援事業助成金

ふるさと応援寄附金基金）

…1億2,618万3千円

●ふるさと納税取扱業務関係経費

…1億3,449万円

●余市協会病院バス路線運行維持対策事業補助金
●避難所感染症対策備蓄品購入費
●図書館パワーアップ事業関係経費

…120万円
…1,600万円

●幼稚園・高等学校支援事業助成金

…360万円

●新型コロナウイルスワクチン接種関係経費

…500万円

…3,132万9千円

…2,272万6千円 ●健康管理システム改修委託料

…190万1千円

…195万円 ●多面的機能支払交付金

…78万9千円

問合せ 財政課 財政グループ ☎２１―２１１４

町所有の土地を入札で売却します
住

所

余市町黒川町１３丁目４７番地１３

面

積

３４４．
６６㎡

地

目

宅地

最低売却価格

３４３万円

入札日時

令和３年１１月２４日 午後１時

▲こちらから
アクセスできます。

※入札に参加された方のうち、最も高い金額の方と契約します。
※入札に参加する前に、各種書類を提出してもらう必要があります。
より詳しい情報は余市町 HP で確認できます！
http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/sangyou/keiyaku/zaisan_baikyaku.html
入札に参加したい方、土地の詳細について聞きたい方は、まずは次の連絡先まで！！
問合せ 財政課

契約管財グループ

☎２１－２１１４

Mail：keiyaku@town.yoichi.hokkaido.jp

余 市 町 の 空 間 ９月２２日～１０月１９日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
放 射 線 量 率 （最高値：４６ｎＧｙ / ｈ、最低値：３８ｎＧｙ / ｈ、平均値：３９ｎＧｙ / ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度
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計画（素案）に対する皆さんからのご意見を募集します（パブリックコメント）
町が、皆さんに影響を与える基本的な計画、指針、条例等を決定する前に、これらの案を公表して、広くご
意見や情報を提供いただくことを「パブリックコメント手続」といいます。

①余市町総合計画 （素案）について

①余市町の将来に向けたまちづくりの基本的な構想及び基本的
な計画を定める計画案です。

②官民協働による「新たな道の駅」を核とする ②「新たな道の駅」を核とする交流拠点施設整備に際し、新し
交流拠点施設基本構想（素案）について

い施設（群）が備えるべき理念と機能をまとめた構想案です。

■意見募集期間 １１月２日（火）～ １２月１日（水）まで
■意見提出者の要件 意見を提出できる方は次のいずれかに該当する方とします。
●町内に会社、事業所等を有する方
●町内に通勤・通学している方
●町内に住所を有する方
●町に納税されている方
●意見を募集する案件に利害関係のある方
■意見提出方法
備え付けの「意見用紙」またはこれに準じた様式に住所および氏名（法人・団体の場合は所在地、名称、代
表者の氏名）を明記のうえ、
●郵
送 〒０４６- ８５４６ 余市町朝日町２６番地 余市町役場 ①企画政策課②商工観光課 宛
●電 子 メ ー ル ① kikaku.h@town.yoichi.hokkaido.jp ② kanko@town.yoichi.hokkaido.jp
●フ ォ ー ム URL：https://logoform.jp/f/RZzpz
２次元コード：右下図
●ファクシミリ ０１３５- ２１- ２１４４
●持
参 受付時間：平日の午前８時４５分～午後５時１５分
のいずれかの方法で提出していただくか、次に記載の施設に備え付けの意見箱に投函してください。
■資料（計画素案）の閲覧・投函場所（役場以外は①・②共通）
（２階 ①企画政策課 ②商工観光課）朝日町２６番地
● 役場庁舎
（１階 事務室前）
大川町４丁目１４３番地
● 中央公民館
（１階 ロビー）
入舟町４１３番地
● 図書館
（１階 ロビー）
富沢町５丁目１３番地
● 福祉センター
※資料（計画素案）は町ホームページからもご覧いただけます。
※新型コロナウイルス感染症に関する措置等により、意見募集方法に変更がある場合がございます。
問合せ 企画政策課 ☎ ２１- ２１１７ 商工観光課 ☎２１－２１２５

パブリックコメントの結果について
パブリックコメントの結果について、次のとおりお知らせします。
計画などの名称

余市町学校施設長寿命化計画（素案）

募集期間

結果

令和３年８月２日 ５２名の方から、５２件のご
から８月３１日 意見がありました。

担当課

学校教育課

貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。寄せられたご意見については、計画の運用にあたり参
考とさせていただきます。
なお、寄せられたご意見の内容と、ご意見に対する町の考え方については、町ホームページに公表するとと
もに、役場庁舎、中央公民館、図書館、福祉センター、キッズルーム「あっぷる」に掲示しておりますのでご
覧ください。
問合せ 学校教育課 学校教育グループ ☎２１―２１３８

〈2021. ⑪広報よいち 5〉

「税を考える週間」 とは
令和３年１１月１１日（木）～１７日（水）
国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、１年を
通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年１１月１１日から１７日を「税を考える週間」として、
集中的に様々な広報広聴施策を実施しています
１．国税庁ホームページによる広報
｢ 税を考える週間 ｣ の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」をテーマとした特設ペ
ージを設け、国税庁の各種取組についてご紹介します。
・ 国税庁の取組などを分かりやすく最新のデータで紹介します。
・ 調査や徴収などの業務をドラマ仕立てで紹介します。
・ 国税庁の１年間の活動やその年のトピックについて、統計資料などを交えながら説明します。
２. 小・中学生の税に関する作品展の開催について
余市税務署が主催する「小学生の税に関する書道」
、公益社団法人余市地方法人会女性部会が主催する「税
に関する絵はがきコンクール」及び北海道が主催する「全道中学生の税をテーマとしたポスター」の作品の展
示を次のとおり行います。
児童・生徒の皆様が税について考え、表現した、元気あふれる作品を是非ご観賞ください。
〇日 時 令和３年１１月５日 ( 金 ) １２時 ～ １１月１６日 ( 火 ) １３時
( 営業時間は午前９時 ～ 午後９時 )
〇会 場 イオン余市店内
※作品の写真撮影は自由ですが、他の方の迷惑にならないようご配慮願います。
３. スマートフォンでの確定申告書の作成・提出
スマートフォンのカメラ機能を利用して給与所得の源泉徴収票の読取りができるようになります。
スマートフォンから譲渡所得や配当所得のうち、特定口座年間取引報告書の入力ができるようになります。
（ともに令和４年１月対応予定）
４. 税の納付は、キャッシュレスでらくらく決済できます。
ダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用した電子納税のほか、クレジットカード納付や振
替納税によりキャッシュレス納付が可能です。
詳しくは、国税庁ホームページ「国税の納付手続（納期限・振替日・納付方法）
」
（ https:// www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm ）をご覧ください。
問合せ 余市税務署総務課

☎０１３５－２２－２０９３

年末調整説明会中止に伴う給与支払報告書等の配付について
☆町内事業所の皆さまへ☆
余市税務署主催の令和３年分年末調整説明会が中止となったことに伴い、令和４年度町道民税にかかる資料
について、追加分が必要な事業所の皆さまには、次のとおり配付します。
引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送での配付にご協力をお願いします。
なお、配付は１１月下旬以降を予定しています。
〇配付方法 電話受付による郵送または町税務課窓口での配付
〇配付資料
・給与支払報告書（総括表および個人別明細書）
・特別徴収・普通徴収の仕切紙
問合せ 税務課

課税グループ
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☎２１－２１１５

令和３年度 農業用廃プラスチック回収のお知らせ
農業用廃プラスチックのリサイクルを基本とした適正処理を推進するため、回収活動を次のとおり実施し
ます。
日

時 １１月９日(火)～１１日(木)[３日間]

場

所 ＪＡよいち集出荷場

午前８時３０分～１２時まで

構内(余市町黒川町１８丁目１３番地)

処理経費等 ・重量を２回(積載状態と車両のみ)計測し、料金を算定します。
・処理経費は排出農業者の負担となります。
・支払方法については、搬入の際に担当者へ申告願います。
そ

の

他 搬入の際は、梱包や運搬について留意事項がございますので、詳しくは町のＨＰでご確認ください。

問合せ 余市町農業協同組合

営農課

☎２３―３１２１

農業者対象の加工・販売に関する研修会を開催します！
農業改良普及センターでは、加工・販売に係わる法律改正への対応を今一度確認したり、商品のレベルアッ
プを希望する農業者を対象に研修会を開催します。また、個別相談も受け付けています。参加費は無料です。
ぜひ、ご参加ください。
日

時：１１月１５日 ( 月 ) 午後１時３０分～午後３時４５分

場

所：余市町農村活性化センター ( 余市町山田町５７７)

内容と講師：改正食品衛生法と衛生管理 ( 保健所 )、衛生管理の実際 ( 北海道よろず拠点コーディネーター拔山
（ぬきやま）氏 )
申    込   先：後志農業改良普及センター北後志支所 (FAX

２２－５９８７)
お名前、連絡先 ( 電話番号 )、商品名、個別相談の希望の有無を明記して申込みください。

定

員：３０名程度（定員になり次第、締め切りとさせていただきます。）

申 込 期 日：令和３年１１月８日 ( 月 )
問合せ 後志農業改良普及センター北後志支所 ☎２２―５１３５

ヒグマとの遭遇に注意
冬眠前のヒグマと遭遇しないために次のことにご注意ください。
◆薄暗いときには行動しない
◆１人で野山に入らない
◆鈴、ラジオなどを携行する
◆森林、斜面林などのそばの農地等は特に注意
◆生ゴミ等の適切な処理
注意！

ヒグマの足跡や糞など痕跡を見つけたら引き返す。

問合せ 農林水産課農政振興グループ ☎２１―２１２３
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冬期間の粗大ごみ収集休業のお知らせ
１２月から２月までの冬期間は粗大ごみの収集を休業します。
なお、自己搬入(クリーンセンターへの持ち込み)は月曜から金曜(祝日含む)の午前８時４５分～午後４時
３０分まで行っています(年末年始（１２月３１日～１月５日）は受入休止)。

資源物の排出マナーを守り正しい分別にご協力ください
資源物の排出にあたり、一部不適正な事例が見受けられます。
資源物の排出マナーを守り正しい分別にご協力をお願いします。
○資源ごみの物排出方法
・

がついているごみを透明または半透明の袋へ入れる。

・汚れているものについては汚れを落としてから排出する。
○資源物の不適正排出事例
・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの中に、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器（ボトル製）が混入し排出されている。
・透明な袋にペットボトルを入れ排出されている。
・硬質プラスチックが混入している。
・生ごみが混入している。
・収集日以外の日や収集後に排出されている。
※ごみや資源物の分別等については、町より配布している冊子（家庭ごみの「分け方・出し方」）をごらん下
さい。冊子は環境対策課窓口にて無料で配布しています。
（余市町ホームページからも閲覧・ダウンロードできます。）
問合せ 環境対策課

廃棄物対策グループ

☎２１―２１１８

ＰＣＢは法律で定められた期限までに処分しなければなりません
● ＰＣＢとは？
主に業務用の電気機器や照明器具（安定器）に使用されていました。
その後、有害性が判明したため、１９７７年に製造中止されましたが、
今もなお多くの機器が残っていると思われます。
● ＰＣＢは法律で処分期限が定められています！
変圧器・コンデンサー等（高濃度）

令和４年（２０２２年）３月３１日まで

安定器・汚染物等（高濃度）

令和５年（２０２３年）３月３１日まで

低濃度（濃度が一定以下のもの）

令和９年（２０２７年）３月３１日まで

※

これらの期限までに処理委託を行わない場合には、命令・罰則の対象となります。

● 処分期限は確実に近づいてきています
ＰＣＢが使用された変圧器・コンデンサー等の処分期限まで令和３年（２０２１年）１１月で残り５か月
年です！
● 早めの準備をお願いします
現在使用中の機器も廃棄して処分を委託する必要があるため、計画的に廃棄・処分してください。
● 対象機器の調査方法や処理方法等は？
環境省のホームページをご覧ください。⇒【ＰＣＢ早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp
問合せ 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課大気環境係 ☎０１１－２０４－５１９２( 内線 24-325)
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指定管理者の募集をします
■指定管理者制度とは？
これまで、
「公の施設」の管理を自治体が外部に委ねる場合は、公共性の確保の観点から、公共的団体等に
限られていました（管理委託制度）が、平成１５年に地方自治法が改正され、民間事業者等にも管理運営を委
ねることができる『指定管理者制度』が設けられました。
■公募による指定管理者を予定している公の施設
施
設
名
設
置
条
①余市あゆ場公園
余市町都市公園条例
（パークゴルフ場等）
②黒川町営駐車場及び
黒川第２町営駐車場
余市町駐車場条例
③余市町総合体育館及び
余市運動公園有料公園施設

例

施 設 担 当 者
建設水道部 建設課
建設水道部 建設課

余市町総合体育館条例
余市町都市公園条例

教育委員会 社会教育課
及び建設水道部 建設課

■公募のスケジュール（①～③共通）
項

目

期

日（

予

定

）

備

考

１．公募の告示

１０月１９日（火）

役場庁舎前掲示板に告示

２．募集要項等の配布

１０月１９日（火）～
１１月１９日（金）まで

施設担当課から希望団体に
配布

３．公募説明会

１１月５日（金）

募集要項配布

４．質問事項の受付

１１月１２日（金）まで

郵送またはＦＡＸで担当課ま
で

５．質問事項の回答

質問受付後、随時回答

郵送またはＦＡＸで回答

６．申請書の受付

１１月１９日（金）まで

施設担当課に郵送または持参
により提出

７．指定管理者選定委員会

１２月上旬

８．指定管理者決定告示

１２月中旬

役場庁舎前掲示板に告示
上記の期日については、変更になる場合があります。

問合せ 建設課 管理グループ
☎２１―２１２７
教育委員会 社会教育課 ☎２３－５００１

FAX ２１－２１４４
FAX ２３－５２９９

朝日町２６番地
大川町４丁目１４３番地

住宅取得等支援制度のお知らせ
町では、移住・定住を目的に土地・住宅を取得する方へ補助金を交付しております。
補助金の交付には事前に計画申込書の提出が必要となります。
条件により最大２００万円！！
制度概要
町が指定する区域内(用途地域内)に土地を売買により購入した方で、土地購入年度を
含め３年度以内に住宅を完成させ居住する予定のある方、中古住宅を購入し居住する予定のある方に対して補
助金を交付します。
対象者：①２０１９年４月１日以降に余市町に転入し、転入日前１年間において町内に住所を有していなかっ
た方が用途地域内に土地を購入し新築住宅を建築または建売住宅を購入される方、中古住宅を購入
され    る方
②上記以外の町内在住者の場合はまほろばの郷地区に土地を購入し新築住宅を建築・建売住宅を購入
される方
各種加算条件等ありますので、お問合わせください。
問合せ まちづくり計画課

まちづくり建築グループ

☎２１―２１２４
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みんなで学ぼう認知症
年齢とともに“もの忘れ”が増えてくると、
「もしかして認知症？」と不安になる方が多いと思います。
年齢を重ねると、脳の老化によって誰もが“もの忘れ”をしやすくなりますが、
『加齢による“もの忘れ”』
と『認知症』には、次のような違いがあります。
加齢による物忘れ
◎部分的に思い出せない

認知症による物忘れ
◎全体を忘れる

→朝食で何を食べたのか思い出せない

→朝食を食べたことを忘れる

→置き場所は思い出せないが、置いた

→置いたことを忘れて盗られたと思う

はずだと思う
◎思い出すことができる
→約束したことを指摘されて思い出せる
→実物を見れば、自分で買ったと思い出せる
◎もの忘れの自覚がある

◎思い出すことができない
→指摘されても約束したことを思い出せない

→実物を見ても「誰が買ったの？」と言う
◎もの忘れの自覚が乏しい
★もの忘れチェックリストをしてみましょう
□テレビや新聞で見たニュースの内容を覚えていない
□同じ商品を何度も買ってきて溜まっている
□約束した内容や約束したこと自体を忘れる
□会話の際、言葉が出づらくなる
□今まで楽しみにしていた趣味に興味や関心が薄れている
□お薬を医師の指示どおりに服用できなくなった
□家事など今までできていたことで失敗するようになった

★誰かに相談してみましょう！
役場 保険課 介護保険グループ ☎２１―２１１９ 子育て・健康推進課        ☎２１－２１２２   
地域包括支援センター     ☎４８―６０１５
在宅介護支援センターかるな   ☎２２―３１１５
認知症の人々を支える家族の会（社協内） ☎２２－３１５６

『男性の料理教室～講話会』参加者募集！
社会福祉法人よいち福祉会 フルーツ・シャトーよいちでは、例年実施している男性の料理教室の特別編と
して、講話会を開催します。
今回は、新型コロナウイルス感染予防に配慮して、調理実習は行いませんが、講師の先生をお招きして、口
腔ケアと食事のポイントについてお話していただきます。
お気軽にご参加ください。
日
時 令和３年１１月２７日（土）午後１時３０分～午後２時３０分頃まで（受付午後１時～）
場
所 フルーツ・シャトーよいち内 「ツドイホール」
講
師 水野歯科院長 土方敬久氏 「健やかな人生と口の健康」
余市町食生活改善推進員会 「おいしくたべて低栄養予防」
参 加 費 無 料
募集定員 ６０歳以上の男性１５名（定員になり次第締め切ります）
申込期日 令和３年１１月１５日（月）まで
申込・問合せ

地域包括支援センター（イオン余市店内）   ☎４８―６０１５
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余市宇宙記念館からのお知らせ
余市宇宙記念館は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、接触や３密（密閉、密集、密接）
を避け、次の通り変更の上、一般観覧を行います。（感染拡大状況により、開館時間や展示・教室内容等
が変更になる場合があります。）
●
●
●
●

プラネタリウム、シャトル打上映像、ハッブルシアターは当面の間休止します。
消毒や換気のため、開館時間を午前９時３０分～午後４時３０分（入館は午後３時３０分まで）に変更します。
ご入館の際は、氏名、住所、連絡先電話番号、年齢のご記入が必要です。
ご入館の際は、必ずマスクを着用してください。

特別無料開館  １１月３日（水祝）、入館料を無料の上、開催いたします。
①  9:30 ～ 12:45 映像「宇宙から見た地球」上映（所要時間 15 分、連続上映）
② 11:00 ～ 11:30 光の実験教室
③ 12:30 ～ 13:00 サイエンスショー
④ 13:00 ～ 16:30 映像「地球の中心コアへの旅」上映（所要時間 29 分、連続上映）
⑤ 14:00 ～ 14:50 有人宇宙飛行教室
＊ ②、③、⑤の詳細は下記「１１月のおもしろ宇宙教室」をご覧ください。

人類初の有人宇宙飛行６０周年記念

パネル展「ガガーリン

星への道」

２０２１年は、ロシアの宇宙飛行士「ガガーリン」が、人類で初めて宇宙飛行を成功させてからちょうど
６０周年にあたります。それを記念し、ガガーリンの功績を紹介するパネル展を開催します。
期間：１１月３日（水祝）～１１月３０日（火）

現在受付中

１１月のおもしろ宇宙教室

名

称

日

時・内

容

定員

光の実験教室

３日㊌㊗ 赤・青・緑の LED で実験をしながら、光の三原色について学ぶ ≪午前１１時～（30 分）≫

サイエンスショー

３日㊌㊗ 色々な液体にうがい薬を混ぜ、色の変化でビタミンチェックを行う

有人宇宙飛行教室

３日㊌㊗ 有人宇宙飛行について、人類初飛行から最新の飛行等を学ぶ

≪午後０時３０分～（30 分）≫

7人
１０人

≪午後２時～（50 分）≫

7人

≪午後２時～（60 分）≫

7人

●ものづくり教室⑧～⑪ ⑧７日㊐・金属材料、⑨２１日㊐・複合材料、⑩２３日㊋㊗・接着剤、⑪２７日㊏・磁石
( 全 11 回）
≪午後２時～（60 分）≫

各7人

宇宙開発教室⑦（全７回） １３日㊏ ソユーズロケットや宇宙船など、ロシアの宇宙開発について学ぶ
≪午後２時～（60 分）≫

7人

ほしぞら教室⑦（全 10 回）６日㊏

星座や神話など、秋の星空について学ぶ

●ドローン教室

１４日㊐ トイドローンを使って、ドローンの仕組みや利用方法などを学ぶ

●電気自動車教室

２０日㊏ 電気自動車の仕組みなどについて学ぶ

≪午後 2 時～（60 分）≫

7人

●水の教室

２８日㊐ 私たち生き物にとって大切な「水」について学ぶ

≪午後 2 時～（60 分）≫

7人

≪午後 2 時～（60 分）≫

7人

※電気クラゲ教室、科学教室、火山教室、レゴ教室、ストローアート教室、環境教室、ペーパークラフト教室は中止となりました。
※●は小学校５年生以上、その他は小学生以上が対象です。おもしろ宇宙教室の参加には入館料はかかりません。
※申込みは各教室の１か月前から電話で受付します。（１１月の教室は受付中です。）
※各教室の参加には、氏名、住所、連絡先電話番号、年齢のご記入が必要です。

上映案内

＜３Ｄシアター＞
宇宙記念館オリジナル番組「２０４１年、宇宙エレベーター」 〇日時

天体観望会

＜プラネタリウム＞

毎日１時間に１回上映

３密を避けるためクローズとします。

当面の間、開催を見合わせます。

～１１月の休館日～

１日（月）
、８日（月）１５日（月）、
２２日（月）
、２９日（月）

※詳細は（☎ 21-2200）問合せいただくか

余市宇宙記念館ホームページ
（https://www.spacedome.jp）をご覧ください

「はやぶさ２」特設コーナー（１１月３０日（火）まで）

２０２０年１２月、小惑星リュウグウの砂を地球に届けた「はやぶさ２」をはじめ、
世界をリードする日本の小惑星探査について、実物大模型（初代はやぶさ、帰還カプ
セル、ターゲットマーカー）やイオンエンジン推力体験コーナー、大型グラフィック、

提供：ＪＡＸＡ

解説パネル、映像などでご紹介します。
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余市の人々。

第５回

【江部拓弥】

戦略推進マネージャーの連載を広報誌で掲載しています！

店を畳む多くの町の本屋は「倒産」じゃないんだと、
塩田さんは力を込める。「辞める」んだと。儲からな
い本屋をずっとやってきたんだから、引き際くらいは
自分で決めたいもんねと、塩田さんはさらに力を込め
る。
「四代目の目処が立たないなら、うちも辞めること
になるんでしょうね。あと５年。７０歳で区切りをつ
けるか。それとも７５歳。後期高齢者になるまで続け
るか。でも、妻にしてみれば、そこまでやんなくても
いいんじゃないのと。老後をゆっくり過ごすのもいい
んじゃないのと。正直、揺れてますね」
そう言いながらも「体さえ大丈夫だったら、私とし
ては何歳までやってもいいんです。資金がどうこう
じゃなくて、体が資本」と生涯現役の勢いの塩田さん
であるけれど、ふと思う。書店員の仕事って、肉体労
働ですよね。毎朝、段ボールいっぱいの本が届いて、
そこから棚を整理して、返本を段ボールに詰め込む。
本は重い。右から左へ移動するだけもたいへんだ。年
を取れば、やっぱりしんどい？

「なにを言ってるの。そんなことは苦にならない。
日常だし、仕事。それよりも、並べた本がぜんぜん売
れないこと。幾つになっても、苦しいのはそこだよ」
話は変わるけどね、そう言って塩田さんは「気がつ
けば、書店の数よりもセブン - イレブンの店舗数の方
が多くなってるんだよなぁ」。そう。気がつけば、で
ある。誰もがコンビニで当たり前のように本を買うよ
うになった。ネットでも簡単に本を求めるようになっ
た。書店で本を買わないことを、そりゃそうですよと
塩田さんは考える。
「書店で注文するよりも早く本が届くんだから、田
舎の人たちはアマゾンで買いますよ。でもね、嫌だ
なぁって思うことがあるんです。ネットは新しい本も
古い本も一緒に並べるでしょ。あれが嫌。新刊には新
刊の良さがあって、古本には古本の良さがあるんだけ
ど、ネットだと古本じゃなくて中古品だもん。リサイ
クルショップで本を扱うというのは、私は好きじゃな
（続く）
い」

※「余市の人々。」は、余市町戦略推進マネージャーの江部拓弥（えべたくや）さんが、余市町に関わりのあ
る人物へのインタビューをもとに執筆し、「ＷＥＢ本の雑誌。」（https://www.webdoku.jp/column/ebe/）に掲
載されているものを、転載しております。※掲載日 2020.8.31
問合せ 企画政策課

企画グループ

☎２１―２１１７

色とデザイン力で、観光協会の活動を支援

～新しい地域おこし協力隊をご紹介します～

こんにちは。１０月１日に町から地域おこし協力隊の委嘱を受け、東京より
移住しました「田口りえ」です。出身は旭川市ですが、伯父が余市町内で果樹
園を営んでいたため、幼いころから長期の休暇は登地区で過ごしていました。
リンゴの木にのぼったり、セミの抜け殻を集めたりと、余市での想い出はいつ
も心の中の温かい場所にあります。
進学や仕事、家族の縁で全国に生活の場を移してきましたが、いつかは北海
道に帰りたいと願っていました。このほど「地域おこし協力隊 観光協会支援員」
という形で、それを実現する一歩を踏み出せたことを嬉しく思っています。
観光協会での主な仕事は、カラーコンサルティングやデザインの仕事の経験
を活かして、EC サイト（※）の運営支援を手がけます。ロードバイクが趣味で
すので、サイクルツーリズムなども開催したいと考えています。町内を走って
いる姿を見たら、ぜひ気軽にお声がけください！
（※）EC サイトとは、インターネットを使った販売サイトのこと。
（聞き手：地域おこし協力隊広報支援員
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本間朋子）

☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁
余市町の埋もれた歴史等を紹介し、改めて余市町を再認識するコーナーです。

～ そ の207～ 『 観 天 望 気 』

「ヤマセどこ行く、タマ風迎えに、誰と行く、雨と
行く」という言葉がかつての豊浜地区にありました。

を予想するのには、風向に注意することと、小樽や増
毛方面の見え方が大事なようです。

「やませ」は山を越えて吹いてくる風をいい、夏に発

遠方の景色の見え方を観天望気にしている例は多

達するオホーツク海高気圧から、本州中部の低気圧や

く、松前町では津軽海峡の向こうの竜飛岬や岩木山、

前線に向かって吹く冷たく湿った北東の風をいい、広

熊石町と北桧山町では奥尻島、小平町は増毛の山々、

い範囲に低温と日照不足をもたらしました。「たま

稚内市では利尻山を見ていました。

風」は北西風のことで、雨や時化の前兆でした。

前述の豊浜地区の観天望気は、漁師さんがのこされ

こうした風向や、遠くの山の見え方など自然現象や

たものです。その方も西方の雲を見て天気の変化を予

生き物の行動の様子で天気の変化を予想することを観

測し、地域の運動会や行事の前に問い合わせを受けて

天望気といい、日本各地にのこされています。

いたそうです。また、その方は二十四節気の寒の入り

余市町でもいくつかあります。地形などによるもの

から寒あけ（令和３年なら１月５日～２月２日）の天

では、①増毛の岬がはっきり見える時はヤマセ、②

気を事細かく記録して、それを１年間の長さにあては

ヌッチの沢に雲がかかれば雨、③赤岩に雲がかかれ

めて天気を見るとかなり高い確率であたっていたそう

ば、シモ（北東風）となる、④増毛連山が鮮明に見え

です。

れば時化の前兆といわれました。

豊浜地区は風の呼び方が余市とは違いました。余市

動物によるものでは、①キツネがかん高い声で鳴く

よりも「タマ」のつく風が多く、３つあって、北北西

と天気が良くなる、②キツネがキャン・キャンと鳴け

風を「アイタマ」、北西風を「タマカゼ」、西北西風

ば時化がくる、③シリパの山でキツネが鳴けば雨とい

を「ニシタマ」と呼んでいました。豊浜地区だけの観

われました。

天望気もあって、風が変わる前にはカラスが動くとい

その他には、①シモ・アイ（北風）、タマ（北西

われました。地区の古平側にある蛸穴の岬にいたカラ

風）は時化が多い、②雁（かり）の腹雲下り天気（雁

スの群れが、反対側の滝の澗の岬に一斉に移動する

の腹部の羽毛のような雲になれば天気が悪くなる）、

と、風向が変化する前兆だったそうです。

③北方の空が曇る時は時化が多い、④南西上空に雲が

地域にのこる観天望気は、独自のものが経験則に

わくと雨といわれました（『日本海沿岸ニシン漁撈民

よって作られてきま

俗資料調査報告書』）。

したが、必要がなく

これらは昭和４０年代に記録された観天望気です

なったため、受け継

が、昭和はじめ頃の記録では、①南西上空に雲湧くと

がれずに消えていき

雨、②雨天、曇天と雖も南西上空に晴天見ゆるときは

ます。停電や情報遮

やがて晴れ、③北方天曇る時は時化多い、④増毛連山

断が長引けば必要に

鮮明なる時は時化の前兆、⑤東方赤岩方面の海面黒ず

なる時がくるかもし

み、ガスかかる時は雨の前兆（漁師は「赤岩にボタン

れません。

が咲いた」と言う）、⑥南西の風は雲多し、⑦南風、
東風は雲多し、⑧北東風、北風、北西風は時化多し
（沖風）といわれました（『余市町郷土誌』）。天気
▲図

豊浜地区の風の呼び名
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問合せ 子育て・健康推進課
☎２１－２１２２

野菜は、ジュースやサプリではなく、食材から摂ろう !!
野菜を食べる量が少ない為、野菜ジュー

野菜ジュースやサプリメント
１本（１００㎉）

野菜３５０ｇ（８０㎉）

スやサプリメントで補っている方が多くい
脳

ます。
右の表は野菜ジュースの飲用やサプリメ
ントを使用した場合と、野菜を食べた場合
の身体への消化や吸収の違いについて表し
ています。
野菜は一人１日３５０g を食べるように
心がけましょう。

【手軽に野菜をとる方法】

かまない
腹持ちが続かないので、胃を
素通り・・・
インスリン※が急出動

口

胃

すい臓

●カット野菜を活用する。
コンビニやスーパーなどで多く売られて

一気に吸収！

小腸

います。手軽に使えるのでおすすめです。
食物繊維が少ないので大腸の

●野菜を冷凍する。
調理した葉野菜は、自然解凍でおひたし
や和え物として食べることができます。
カットしたねぎやおろし生姜などは薬味
として最適です。
●野菜の味付けに便利な調味料などをそろ
える。
塩昆布、キムチ、海苔の佃煮、スパイス、
ドレッシング、ポン酢、ねり梅、酢、ごま
油、すりごま、かつお節など。

動きが少ない
腎臓大忙し。とりすぎた
ビタミン類を尿へ
便の材料が少ない

大腸

腎臓

便

噛むことで脳に伝わり味覚を
感じます
かむ！

かさが増え腹持ちが良い。２～
３時間かけてドロドロになる
インスリン※がゆっくり出動

腸の壁にへばりつき、糖や油、コ
レステロールの吸収がゆっくり

食物繊維が腸内細菌のエサにな
る。免疫を高めてガンの予防
尿酸やナトリウムを尿へ出し
高血圧・結石予防
便の材料１０～１５％

※インスリンとは、すい臓から分泌されるホルモンの一種です。
糖の代謝を調節し、血糖値を一定に保つ働きを持ちます。
インスリンの使いすぎは高血糖になります。

余市食改おすすめメニュー「白菜とはるさめの中華スープ」
≪材料：４人分≫
・白菜…１/ ４個（３００ｇ）
・はるさめ…３０ｇ
・生しいたけ…５枚
・豚もも肉…８０ｇ
Ａ（片栗粉、しょうゆ、酒 各大さじ１）
Ｂ（コンソメ…１個、水…４カップ）
・ごま油…小さじ 1
・塩・コショウ…少々
・
（しょうゆ…少々）

≪作り方≫
①豚肉は細切りにし、Ａにつけておく（２０分程度）。
②コンソメはカップ４の水に溶かし（スープに）ておく。
③白菜、生しいたけは千切りにする。
④はるさめは熱湯でもどし、５cm 位の長さに切る。
⑤大きめの鍋にごま油を入れ、白菜、豚肉の順に炒める。
最後に生しいたけを入れて炒め、②のコンソメスープと
④のはるさめを入れ、塩・コショウで味付けし、１５～
２０分程度煮込む。味を見ながら物足りなかったら、しょ
うゆを１～２滴垂らしても良い。
※人参や大根、キャベツなど冷蔵庫にある残り物や、旬の
野菜を使っていろいろアレンジしてみましょう。

風しん抗体検査・予防接種無料クーポン券のお知らせ
定期予防接種を受ける機会がなかった昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性を対象とし
た風しんの抗体検査と予防接種を３年間実施しています。
３年目となる今年度は、対象者のうち、これまで風しん抗体検査を受けていない方に対し、９月中旬に町
からご案内とクーポン券を発送しています。
●検査および接種費用 クーポン券を利用することで無料となります
●実施方法 同封の案内にてご確認ください
●実施期間 令和４年３月３１日まで
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健康と暮らしの情報（11 月号）
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、事業が延期・中止となる場合があります。最新の情報は
ホームページ等でご確認ください。なお、ご不明な点につきましては、問合せ先までご連絡ください。

子育て情報
事

業

名

対

象

者

実

施

日

時

間

会

1 歳 6 か月児健診

R2 年 3 月・4 月生まれ

11 日（木）

3

H30 年 6 月生まれ

12 日（金） 受付 12：00 ～ 12：20
16 日（火）

歳 児 健 診

10 か月児健診

R ３年１月生まれ

こ ど も 相 談

申込みをされた方

４ か 月 児 健 診

R ３年７月生まれ

※ 12 日（金）までに申込
（発育・発達・栄養など）
みが必要です。

場

福祉センター本館

余市町役場

17 日（水） 9：00 ～ 15：00

※会場まで来られない場
合はご相談ください。

30 日（火） 受付 12：00 ～ 12：20

福祉センター本館

健康づくり情報
事 業 名
健康づくり情報

実

認知症の介護相談

15 日（月）

13：30 ～ 15：00

健

17 日（水）

9：00 ～ 15：00

康

相

談

施

日

時

25 日（木）

心 の 健 康 相 談 ※日程変更の可能
性があります

間

会

14：00 ～ 16：00

場

備

福祉センター入舟分館

考

（問合せ）社会福祉協議会内
☎ 22-3156
※ 12 日（金）までに
申込みが必要です。

余市町役場

３日前までに申込みが必要
（申込先）倶知安保健所
倶知安保健所余市支所
※相談日は都合により変更
☎ 23-3104
する場合があります。
☎ 0136-23-1957

休日当番医
当

番

日

医

療

機

関

名

11月3日（水） 田中内科医院

電話番号
22-6125

7日（日） 池田内科クリニック

23-8811

14日（日） 黒川町整形外科クリニック

22-2447

21日（日） よいち整形外科クリニック

48-5000

23日（火） よいちクリニック

21-4570

28日（日） 森内科胃腸科医院（仁木町）

32-3455

12月5日（日） 脳神経外科よいち汐風クリニック

※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。
※休日当番医は変更になることがありますので、
確認してから受診してください。

21-5566

問合せ 子育て・健康推進課 ☎２１－２１２２

その他の生活情報
事

業

名

心配ごと相談

育児・子育て相談

無料法律相談
（予約制）

実

施

日

時

間

会

場

備

考

10 日（水）
、24 日（水） 13:00 ～ 16:00
（問合せ）社会福祉協議会
☎２２―３１５６
福祉センター入舟分館
※法律相談は事前
申込み必要

19 日（金）

13:00 ～ 16:00

８日（月）

13:30 ～ 14:30

17 日（水）

13:00 ～ 16:00

中央公民館 203 号室

※事前申込み必要
役場総務課
☎２１―２１１１

24 日（水）

15:00 ～ 17:00

余市商工会議所

※事前申込み必要
余市商工会議所
☎２３―２１１６

※ 福祉センター本館（富沢町５丁目）福祉センター入舟分館（入舟町）、中央公民館（大川町４丁目）
余市商工会議所（黒川町３丁目）
※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、法律相談を中止する場合があります。
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= 募集・お知らせ =
農村活性化センター
からのお知らせ
りんごの花 押し花サークル

１１月１７日（水）
午前９時３０分～１２時
講 師 村山洋子先生
申込み・問合せ・会場
農村活性化センター
☎ ２３- ５５６８
FAX ２３- ２１８９
日

時

各種自衛官募集
自衛官候補生 ( 男子・女子）
、陸上自
衛隊高等工科学校生徒（一般・推薦）
を募集します。
小樽地域事務所では、新型コロナウイ
ルス感染予防対策を万全にして説明会
を随時行っております。
● 採用上限年齢の変更について
自衛官候補生および一般曹候補生の
採用年齢が１８歳以上３３歳未満に
変更されました。
※細部応募資格等は、
問合せください。
問合せ 自衛隊札幌地方協力本部
小樽地域事務所
☎０１３４- ２２- ５５２１

総合体育館健康教室
①ボディコンディショニング
簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り
など、全身の調子を整えます。アロマ
や健康情報も発信します。
日時 １１月１０日・２４日（水曜日）
午後１時３０分～３時

②体幹バランスＵＰ
体幹バランスを整え、姿勢の矯正、負
荷に強い身体づくりを目指します。
日時

１１月４日・１１日・１８日
２５日（木曜日）
午後１時１５分～２時４５分

③こころと身体を整えるヨガ
初心者向けのやさしいヨガレッスン
で、リラックスした状態での呼吸から
の動きで心・身のバランスを整えます。
日時 １１月４日・１１日・１８日
２５日（木曜日）
午後３時～４時３０分

④基礎代謝ＵＰトレーニング
全身運動を行い、基礎代謝を上げます。
基礎代謝が上がっている状態で、ゆっ
くりとした動作でトレーニングを行う
と脂肪燃焼の効果が上がり、効率よく
体重減少やサイズダウンが期待できます。
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催します。
日
時 １１月２７日 ( 土 )
午後１時～２時３０分
場
所 余市消防署 ３階講堂
募集方法 余市消防署にて受講申請
定員（①～④とも） ５名
募集人員 １６名
（定員になり次第締切り）
受付期間 １１月１日（月）～２０日（土）
参加料（使用料を含む）
５００円（①～④） ※定員に満たない場合は締め切り後で
各１回
も受講できる場合がありますので、
８００円（①）
2 回セット
余市消防署までお問合わせください。
４回セット １，８００円（②～④）
※今後の新型コロナウイルス感染症の
その他
状況により、変更や中止となる場合
・ 体育館窓口または電話で申込み。
があります。
・ 健康状態（発熱・高血圧等）により 講習内容
お断りする場合があります。
心肺蘇生法 ( 人工呼吸・胸骨圧迫 )・止血
・ 動きやすい服装・運動靴、タオル、 法・異物除去法・ＡＥＤ ( 電気ショック )
飲み物は各自ご用意願います。
の取扱い講習。
・ ヨガマットをお持ちの方はご持参く
●ご家庭でのストーブ火災に注意！
ださい。
・ コロナウイルス感染症防止対策にご これからの季節はストーブが原因の火
災が増加します。
協力をお願いします。
・ 状況によっては、中止になる場合も 使用者の注意不足による火災が多く発
生しています。次のような対策をして、
ございます。
火災を予防しましょう。
申込み・問合せ
総合体育館 ☎２３- ５２１０ ◆ストーブの周りは、常に整理整頓を
する
「余市文芸」
布団などの可燃物を近くに置いている
と、ふとしたはずみで出火する危険性
第 47 号原稿募集
があります。
応募作品
・創作、評論、体験記…４００字詰め ◆ストーブの近くでスプレーなどを使
わない
原稿用紙３０枚以内
化粧品や塗料、殺虫剤などのスプレー
・随筆…４００字詰め原稿用紙４～６枚
缶などは、引火や爆発の危険があるの
・詩…一人１編
・短歌 ･ 俳句 ･ 川柳…一人６首 （句） で、ストーブの近くで使用してはいけ
ません。
応募上の留意点
・４００字詰原稿用紙に縦書き楷書で ◆寝るときは必ずストーブを消す
書いてください。（枚数厳守）。パソ ストーブをつけたまま寝ると、寝返
りをうった際などにストーブに布団
コン可、USB を同封されると大変助
が接触し出火の恐れがあります。
かります。
・原稿末尾に住所、氏名、電話番号を ◆給油をする際にはストーブを消す
給油をする際には、必ずストーブを消
記載
・ペンネームの場合は、本名をカッコ してから行ってください。灯油がこぼ
れて引火し、火災となることがありま
書きで。
す。
応募先 余市町入舟町４１３番地
問合せ
余市町図書館付
余市消防署 ☎２３- ３７１１
「余市文芸」編集委員会 宛
日時  １１月５日・１２日・１９日
２６日（金曜日）
午後１時３０分～３時

原稿締切 １１月３０日（火）厳守
申込・問合せ 編集委員会事務局
（横澤：☎２３―３９５１）

余市消防署からの
お知らせ
救命入門コースの開催について
救急隊の現場到着前に地域住民の適切
な応急手当が行われることは、傷病者
救命率の一層の向上につながります。
余市消防署では、いざという時のため
の「救命入門コース」を次のとおり開

余市警察署からの
お知らせ
～冬の交通安全運動の実施～
夕暮れ時 あなたを守る 反射材
期間：１１月１３日（土）～２２日（月）
の１０日間
◯ドライバーの皆さんへ
・右方からの横断歩行者や交差点とそ
の付近での歩行者、自転車の動きに
十分注意する
・思いやりのある運転をする

= 募集・お知らせ =
・早めに冬用タイヤに交換して、急な
降雪や凍結路面に対応できるよう準
備する
・特に山間部や峠等を通行する際は、
必ず冬タイヤを装着する
・日陰や橋の上、トンネルなどでは、
路面が凍結している場合があるので、
路面状況をよく確認して慎重な運転
をする
◯歩行者の皆さんへ
・外出するときは、ドライバーから目
立つように、明るい服装や反射材を
身に付ける
・道路を横断するときは、横断歩道を
利用して、信号機がある場合は信号
を守る
・横断前の安全確認はもちろん、横断
中も常に左右の安全を確認する
◯飲酒運転の根絶
・飲酒運転は悪質な犯罪です！「飲酒
運転をしない、させない、許さない」
ことを強く意識して、北海道から飲
酒運転をなくそう
・二日酔いでの運転も「飲酒運転」で
す。少しでも身体にアルコールが残
っているようなら、運転は絶対にや
める
～冬山遭難の防止～
夕冬山は装備・計画 しっかりと
無理のない計画を立て、登山計画書を
提出しましょう
単独での登山は避けましょう
万全の装備と余裕ある食料等を準備し
ましょう
携帯電話を持ちましょう
問合せ
余市警察署 ☎２２－０１１０

余市商工会議所からの
お知らせ
〈訂正とお詫び〉
１０月号に折込み致しました「住まい
のお助けガイド」に次のとおり訂正が
ございましたので、ご案内申し上げま
す。
大変ご迷惑をおかけしましたこと深く
お詫び申し上げます。
【住所訂正】
（有）清水燃料商事
誤）大川町５丁目３５番地
正）大川町５丁目６３番地
（有）若松建設
誤）大川町１５丁目１６番地
正）栄町４０５番地１３
問合せ
余市商工会議所 ☎２３－２１１６

児童館行事案内

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間のお知らせ
法務局では、女性の人権についての専
用相談電話「女性の人権ホットライン」
を設置しています。夫やパートナーか
らの暴力、ストーカーなど女性の人権
に関するお悩みをご相談ください。
また、令和３年１１月１２日 ( 金 )
から１１月１８日 ( 木 ) までは、全国
一斉「女性の人権ホットライン」強化
週間です。期間中は、平日の受付時間
を延長し、土日も対応します。
受付時間 平日 午前８時３０分～
午後５時１５分（年末年始を除く）
強化週間中の受付時間
１１月１２日 ( 金 )、１５日 ( 月 ) ～１８日 ( 木 )
午前８時３０分～午後７時
１１月１３日 ( 土 )、１４日 ( 日 )
  午前１０時～午後５時
問合せ 女性人権ホットライン
☎０５７０- ０７０- ８１０
( 全国共通ナビダイヤル )

女性のための居場所「よい
ちニコニコカフェ」開催
時 １１月２０日（土）
午前１０時～午後４時
女性・女児限定
対 象
内 容 お茶とお菓子を食べながら、日
頃のもやもやを話せる場の提供。
生理用品を無料配布。ご要望に
応じ、訪問によるご相談対応も
行います。
申 込 事前申込み必要
（受付時間：毎週土曜午前９時～午後５時）
参加費 無料
場所・問合せ
ワーカーズコープ後志事務所
（黒川町３丁目４０番地）
☎ ４ ８- ５ １ ０ ６
email：shiribeshi@roukyou.gr.jp
日

よいちニコニコ食堂
（こども食堂）
１１月２７日（土）
午前１１時３０分～午後１時
対 象 子どもだけでなく、地域の方
どなたでも参加できます。
内 容 ランチの提供（テイクアウトのみ）
中学生までのお子様に、工作
キットをプレゼント
申 込 電話による事前申込み
食事代 高校生まで無料
おとな ３００円
場所・問合せ
ワーカーズコープ後志事務所
（黒川町３丁目４０番地）
☎４８- ５１０６
日

時

黒川児童館（☎２３‐４３３８）
ぬり絵大会
１１月１４日（日）午後１時３０分～
つどい広場
１１月２５日（木）午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
マンカラの会
１１月 ６日（土）午後１時３０分～
つどい広場
１１月１７日（水）午前１０時～
紙ヒコーキの会
１１月２０日（土）午後１時３０分～

キッズルーム「あっぷる」
（☎48-8850）
概ね３歳までの児童と保護者
毎週月～金曜日
午前９時３０分～午後４時
※１１月３０日（火）はお休みです。
対象
日時

◎今月のわくわくタイム

子育て講座『一緒に話そう！親子のふれ
あいや子育てについてのおはなし』
(保健師によるお話）
日

時 １１月４日（木）
午前１０時～１２時

その他
・密集、密接を避け予約制とさせ
ていただきます
・定員（１０名）になり次第締め
切りとさせていただきます
◎新しいミニイベントを開催します

『みんなで一緒に音楽会（ハンドベル他）』
日

時 １１月１８日（木）

午前１０時３０分～１１時３０分
『パステルアート』
日 時 １１月２４日（水）
午前１０時３０分～１１時３０分
午後２時３０分～３時３０分
・１１月５日（金）から受付
その他
・定員（各１０名）になり次第締め
切りとさせていただきます
◎『ぐんぐんの日』
キッズルームあっぷるで、毎月１回身
体測定ができます。身長計、体重計を
準備しています。
日

時 １１月１０日（水）
午前９時３０分～１２時
午後１時～４時

持ち物 母子手帳、バスタオル
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問合せ 教育委員会社会教育課
☎２３―５００１

生 涯 学 習 だ よ り

寿大学「健康づくり講話」
～自分の血圧を正しく知ろう！～
９月２日（木）
、寿大学第３回学習講座「健康づ
くり講話」が開催され、２０名の大学生が参加しま
した。
講話では「高血圧」をテーマに、子育て・健康推
進課保健師の内藤葵さんが、高血圧症予防のための
食習慣改善方法や正しい血圧の測定方法などをわか
りやすく話してくれました。定期的に血圧測定をす
ることの大切さなど、健康意識がより高まった学習
講座となりました。

▲高血圧症の予防について学習する受講生

社会教育課公式ＳＮＳ公開中！
余市町教育委員会社会教育課では公式ＳＮＳを開
設し、各社会教育施設（水産博物館＆文化財施設、
図書館、中央公民館）からのお知らせやイベントな
どさまざまな情報を紹介しています。
これまで博物館で運営されていました「よいち水
産博物館」Facebook に加えて、Twitter と YouTube
チャンネルも新たに開設しました。
フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いいたし
ます！
【Facebook】
よいち水産博物館（＠ kamuigiri）
【Twitter】
土器じぃのつぶやき（＠ kamuigiri）
【YouTube】
土器じぃチャンネル
～【公式】余市町教育委員会社会教育課～
寿大学・女性学級のみなさんへ
＝今月の学習案内 ＝
≪寿大学第６回学習講座≫
◇日 時 １１月１８日（木）
午後１時３０分～２時３０分
◇会 場 中央公民館３０１号室
◇講座名 開校５０周年記念講話
『生きがいのある生活』
◇講 師 北海道金融広報委員会
アドバイザー 水沢裕一さん
≪女性学級第５回学習講座≫
◇日 時 １１月２２日（月）
午後１時３０分～２時３０分
◇会 場 中央公民館３０１号室
◇講座名 『音楽鑑賞会』

寿大学「健康音楽教室」
～音楽の力で心身を健康に！～
寿大学第４回学習講座「健康音楽教室」は、９月
１６日（木）に音楽療法士の近藤ひとみさんを講師
に迎えて開催され、２３名の大学生が参加しました。
前半は認知症に対する音楽療法の効果について学
習し、後半は音楽やリズムに合わせて体を動かす簡
単な運動や、楽器を手に持って振ったりたたくなど
の動きを体験しました。心身の活性化につながる音
楽教室となりました。

▲音楽療法の効果について学習する受講生

避難所体験学習会を開催！
９月２８日（火）
、災害を想定した避難所での体
験や各個人・家庭でできる災害時に役立つ実践講座
など、防災について学習する「避難所体験学習会」
が中央公民館で開催され５名が参加しました。
学習会では、東日本大震災当時の避難所の状況説
明や災害が起きた場合の対処法を学んだ後、避難所
体験として“段ボールベッド”の組み立てや間仕切
りのための“ワンタッチパーテーション”を参加者
全員で作成しました。

▲災害への備えを学習

  ーション

作品展示会開催
１１月は次の作品展示会が中央公民館で開催され
ます。多くの皆さんのご来場をお待ちしております。
◇文化作品展 １１月１日（月）～ ３日（水）
◇菊花展
１１月１日（月）～ ３日（水）
◇小中高生美術書道作品展示会
１１月７日（日）～１４日（日）
◇公募作品展 １１月７日（日）～１４日（日）

▲作品展示風景
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▲組立て不要のパーテ

▲菊花展示風景

生

涯

学

習

だ

図書館のすてきな窓

よ

り
問合せ 図書館（☎22―6141）
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/
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開館時間 午前10時～午後６時30分

おはなし会
時 １１月１３日 ( 土 )・２７日（土）
長引くコロナ禍、外出の機会が減り、友だちとのお
①午前１１時～②午後２時～
しゃべりも減り、なんとなく気持ちが滅入ってくるこ 場 所 図書館１階おはなしコーナー
とはありませんか？・・・そんな時こそ、体と脳と心 テーマ 「降ってきたよ！」 ※自由参加
を元気にするために、ちょっと健・活（より健康にな
【ワタシノシアター】（映画会）予約受付中！
るための活動）してみませんか！会話は最小限で、思
現在、図書館では事前に申込みをして映画鑑賞
いっきり体を動かして、マスクの内側でニコッと笑え
ができる「ワタシノシアター」を受付しています。
るイベントを開催します。
動きやすい服装で図書館に来るだけで大丈夫！ぜひ 毎週水曜日～日曜日までの各希望日時に、家族やグ
ループ単位（2 人～ 20 人）で申込みをして視聴覚
ご参加ください。
日時 １１月２１日（日）午前１０時３０分～１１時３０分 室で楽しむことができます。詳しくは図書館へ問合
せください。
場所 図書館２階視聴覚室
講師 葦本伸浩氏
「青空としょかん」実施しました！
対象 町内在住の一般成人
外でのおはなし会として１０月２日に「青空と
内容 ①「座ってやってみよう！指と手の体操」
しょかん」を行いました。
②「身振りで伝わる脳トレビンゴをしよう！」
突然の雨のため途中から
定員 １５名
館内に場所を移しての開催
申込 １１月１９日 ( 金 ) までに申込みください。
（電話可）
となりましたが、大型紙芝
居やしかけ絵本を親子で楽
ベイビー＆キッズタイム
しんでいました。
毎週水・日曜日の午前中は「ベイビー＆キッズタイム」
です。赤ちゃんや小さな子どもが泣いたり、大きな声
をだしても温かく見守る時間帯を設けています。いつ
今月の休館日 毎週月曜日、１１月２日 ( 火 )・３０日 ( 火 )
は図書整理日
もより賑やかな雰囲気の図書館をお楽しみください。

【ちょっと健・活してみよう～体と脳と心を元気に～】

博物館・文化財ニュース

日

問合せ

博物館（☎ 22-6187）

開館時間 午前９時～午後４時３０分

< １１月はクリスマスイベント＆今年最後の町民無料デー！ >
毎年楽しんでいただいております、今年もよいち水産博物館では「土器じぃをさがせ～クリスマスじゃ～」
が開催されます。初級編と挑戦編の２種類のワークシートが博物館１階に設置されています。それぞれのワー
クシートに対応したクリスマス土器じぃが館内に５体ずつ隠れていますので、土器じぃをさがしてオリジナ
ルシールをゲットしてください。
期間中は博物館１階がツリーやリースなどによって賑やかになっています。館内のどこかでは、クリスマ
ス土器じぃとは別にサンタさんに着がえた土器じぃが皆さんをお待ちしております！こちらも探してみてく
ださいね。
博物館クリスマス事業『土器じぃをさがせ～クリスマスじゃ～』
期 間：１１月９日（火）～１２月５日（日）※冬期閉館まで
（期間中は、１１/ １５・２２・２４・２９が休館日のため閉館です）
申込み：不要です。

１１月１３日（土）、１４日（日）は今年最後の町民無料デーです。余市町に住所のある方は、よいち水
産博物館・旧下ヨイチ運上家・旧余市福原漁場・フゴッペ洞窟を無料で見学することができます。また、町
民無料デーで入館された方も、クリスマスイベントに参加できます。当日は、受付にて「町民です」と伝え
てください。町民と同伴であっても、町外の方は有料となりますのでご了承ください。４月から始まった「来
たことない町民ゼロ計画」（町民無料デー）ですが、１１月をもって今年度最終となります。
皆さま、今年最後の町民無料デーに是非博物館＆文化財施設にご来館ください。また、博物館及び文化財
施設はこの時期非常に寒くなっていますので、暖かい格好でお越しください。
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ご寄附に感謝

【税務課からのお知らせ】

（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
より掲載をしない場合があります。）
●スポーツ・文化芸術活動等コンクール賞品として
・余市ロータリークラブ
学用品等（１０万円相当）
●余市町社会福祉事業費の一部として
・明治安田生命保険相互会社
一金 ２０９，５００円
●防災対策用品の一部として
・日本北方実業株式会社
塩水灯ＬＥＤランタン「ソルピカ」
●まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト応援寄附金として
・株式会社Souplesse
●まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト応援寄附金として
・WeCorporation株式会社

「忘れていませんか？相続登記！！」
不動産（土地・建物）の相続登記をしないで放置して
いると，相続人の間でのトラブル，所有者不明の土地問
題，空き家問題等の様々な社会問題発生の原因となるた
め，不動産の相続登記をお済みでない方は，不動産の所
在地を管轄する法務局に申請をしていただくようお願い
します。
なお，相続登記の申請に当たっては，以下のサービス
をご利用すると便利です。
◎札幌司法書士会の「相続登記相談センター」
相続手続全般の相談専用ダイヤルです（相談料無料）。
【問合せ】☎０１１－２１１－６６６５
平日の１２時から１３時まで
◎札幌法務局小樽支局の「登記手続案内」（完全予約制）
予約日時における電話対応となり，法務局職員からお
電話いたします。
申請書様式や必要な添付書類などについてご案内します。
【問合せ】☎０１３４－２３－３０１２（自動音声ガイ
ダンス２）平日の８時３０分から１７時１５分まで
※個別具体的な内容の相談については，上記の「相続
登記相談センター」をご利用ださい。

令和 3 年９月 3 ０日現在
（+ 3）
（－ 1）
（－ 4）
（+ 8）

※カッコ（ ）内の数字は前月比

●異動の内訳●
転
転
出
死

納期限

１１月２５日（木）

夜間集合徴収所をご利用ください！
日時 １１月２５日（木）１７：３０～１９：００
場所 ・役場１階税務課窓口
・福祉センター本館（富沢町）
納付書を持参のうえ、お越しください。
納税相談も実施しております。

催告書は必ずご確認を！！
本町では、今月下旬に、町税を納付されていない
方に対して一斉に催告書を送付します。送付された
方につきましては、内容をご確認のうえ、指定期日
までに必ず完納するようお願いします。期日を経過
し、滞納状態が継続した場合は、法律（地方税法
等）に基づき滞納処分（預金、給与、不動産等の差
押）となる場合があります。
[よくあるご質問]
Ｑ.他の支払いがあるのですが…。
Ａ.借金や生命保険などの支払いを優先し町税の納
付を後回しにすると、納期内納付されている方と
の公平性が保たれなくなりますので、町税を納め
たうえで、他の支払をお考えください。
Ｑ.分納中なのに、催告書が届いたのですが…。
Ａ.分納中の方に対しても、未納町税の残額をお知
らせする目的で催告書を送付しています。
Ｑ.未納の町税を納付したいが、納付書を紛失して
しまいました…。
Ａ.納付書を再発行しますので、ご連絡ください。

どうしても納期内に納税できない場合は…？
税金は納期限までに納付することになっています
が、病気や収入の減少等の事情がある場合には、分
割による納付など、個々の実情に応じた納税相談を
受けています。滞納は放置せず、必ず税務課納税グ
ループにご相談ください。
問合せ 税務課 納税グループ

☎２１―２１１６

【北海道からのお知らせ】

法人道民税等の申告等を電子で

よいちの人口
人 口 18,013 人
男 性
8,414 人
女 性
9,599 人
世帯数
9,740 世帯

～今月の税～
町道民税
     ４期
国民健康保険税    ５期

入
出
生
亡

平成２７年国勢調査（確定値）
人 口 19,607 人 世 帯 数 8,769 世帯

62 人
49 人
8人
18 人

法人道民税・事業税及び特別法人事業税の申告及び各種
申請・届出を電子で行うことができます。ご利用にあたっ
ては、地方税ポータルシステム（エルタックス）のホームペー
ジから利用開始の手続きが必要になります。
エルタックスホームページ
http://www.eltax.lta.go.jp/
道税ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/
問合せ
札幌道税事務所税務管理部課税第一課
☎０１１‐２０４‐５０８３
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