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ソーラン踊りをおどったよ！

12 月８日（水）、北海ソーラン祭り実行委員会作成のソーラン踊りの踊り方を教える DVD がほうりゅうじ保育園に寄贈
されました。このＤＶＤはソーラン踊りの踊り手確保を目的としており、ほうりゅうじ保育園の園児のみなさんが早速Ｄ
ＶＤを視聴し、ソーラン踊りを学びました。
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　謹んで新春のご挨拶を申し上げま
す。
　令和４年の新しい年を皆様とともに
迎えることができましたことを大変う
れしく思います。
　私が行政の舵取りを担わせていただ
いてから、早や３年と４か月余りが経
過し、任期も残すところあとわずかと

なり、まさに光陰矢のごとしを実感しています。
　この間、町議会や町民の皆様の深いご理解を賜りました
ことに対し、心から感謝とお礼を申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染
症拡大からほぼ２年が経過しているところですが、皆様の
感染拡大防止へのご理解とご協力、更にはワクチンの接種
により、出口の見えない閉塞感を抱えていた生活にもよう
やく少しずつ光が見え始めてきたところではないかと感じ
ています。
　しかしながら、新たな変異株の発生など、世界中では未
だ多くの人々が先の見えないウイルスとの戦いを続けてお
り、今後も予断を許さない状況が続くと考えられます。
　新型コロナウイルスのワクチン接種に関しては近隣４町
村の首長や余市医師会との連携による地域内でのかかりつ
け医による分散接種、更には余市協会病院、北星余市高校
のご協力のもと、集団接種についても迅速に行うことがで
きました。
　関係者の皆様、とりわけ医療従事者の方々には、感染へ

の不安や緊張の中日々の業務に従事していただいているこ
とに敬意を表しますとともに、そのご尽力には心から感謝
を申し上げます。
　本町としましても、新型コロナウイルス感染症対応を喫
緊の最優先課題として、人的・予算的な行政資源を今後も
引き続き注力していきたいと考えています。
　さて、コロナ禍の反面、現在日本社会におけるデジタル
化の波が加速しています。
　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）など、あら
ゆる分野にＩＴ化の必要性が取り上げられ、もちろん我々
行政にとってもそれは例外ではなく、業務の継続性の確保
や事務の効率化など、たくさんの課題に取り組んでいかな
ければならないと感じています。
　行政事務はどんどん高度化・複雑化していく中で、昨年
は申請書等の押印見直しによる「ハンコレス」に取り組み
ましたが、今後はより一層の「ペーパーレス」化や、役場
に来なくても手続きができるような「来庁レス」化など、
自治体ＤＸ化に積極的に取り組んでいきたいと考えていま
す。
　デジタル化を通じて行政の効率化だけでなく、皆様の利
便性も向上させることができれば、高齢化・人口減少社会
に対応した課題解決の一つにつながると確信しています。
　最後に、これから本格的な冬が到来しますが、皆様方に
おかれましては十分に健康にご留意いただきながら、新し
い年が幸多き年となるよう心からお祈り申し上げまして年
頭のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ

　希望に満ちた令和４年の新春を迎
え、心からお慶び申し上げます。
　町民の皆様には、日ごろから議会活
動に対する温かいご理解とご支援を賜
り、町議会を代表し厚くお礼を申し上
げます。
　顧みますと昨年は、新型コロナウイ
ルス感染者が増加し、本町では、近隣

町村や医師会と連携のもとワクチン接種が比較的スムーズ
に進んだところであります。
　今後、順次、３回目のワクチン接種が進んでいきます
が、いまだ完全なる終息が見えない中、三密の回避やマス
クの着用、手指消毒など、基本的な感染予防行動に心が
け、一日も早く、日常が取り戻され、各種行事やイベント
の開催や消費の回復により地域経済が早急に活性化される
ことを強く望んでいるところであります。
　さて、国においては、コロナ克服・新時代開拓のための
経済対策が定められ、国民不安に応えるため、新型コロナ
ウイルス感染症の予防や早期治療までの強化などの「新型
コロナウイルス感染症の拡大防止」、感染症の影響を大き
く受けた分野における需要喚起の取組などの「ウィズコロ
ナ下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え」、科

学技術立国の実現やデジタル田園都市国家構想、また、経
済安全保障の抜本的強化や安心と成長を呼ぶ人への投資強
化などの「未来社会を切り拓く新しい資本主義の起動」、
国民の命や平和な暮らしを守る「防災・減災、国土強靭化
の推進など安全・安心の確保」の４つの柱で成長と配分の
好循環を図るものであり、その実現について期待しており
ます。
　本町では、昨年１２月に令和４年度から始まる第５次余
市町総合計画が議会に提案されました。多様化する町民の
ニーズに対し本町にある資源や強みを最大限の生かした長
期的な街づくりのビジョンとなるよう、慎重に審議を進め
て参ります。
　議会といたしましても、人口の減少や少子高齢化が進む
中、その役割は今後益々重要となってきますが、行政の諸
課題の解決に向けて積極的に取り組み、町民の代表として
議員一同全力を挙げてその責務を全うしていく所存であり
ますので、尚一層のご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　新しい年が町民の皆様にとりまして、健やかで幸多い年
となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とい
たします。

新年あけましておめでとうございます　　余市町長　齊藤　啓輔

新年あけましておめでとうございます　　余市町議会議長　中井　寿夫



　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。詳細につきましては下記連絡先までお問い合わせ願います。

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

　よくあるご質問

　申請・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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　国民年金は、高齢になったときだけでなく、病気や事故で障がいの状態になったときや家族の働き手が亡くなったと
きなど、いざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えでつくられた仕組みです。国民年金は、
日本に住む２０歳から６０歳までの方の加入が義務付けられています。

〇新成人のみなさんへ【２０歳になったら国民年金】

　Ｑ .国民年金の加入手続きは、いつどのように行うの？
　Ａ .２０歳になってから、概ね２週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」の書類が郵送されま     
      すので、ご確認いただければ加入の手続きは不要となります。また、後日「年金手帳」も郵送されます。「年
     金手帳」は、年金の加入記録の確認や将来年金を受け取る際などに必要になりますので、大切に保管してく
　　　ださい。

　Ｑ .学生でも加入しなければいけないの？
　Ａ .学生の方であっても、２０歳になった時点で国民年金加入となります。
　　　なお、学生の方は所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を申請するこ
　　　とができますので、申請を希望される方は学生である証明書類を持参の上、申請先に提出してください。

　Ｑ .納付が猶予された保険料はどうなるの？
　Ａ . 「学生納付特例制度」の承認を受けている期間は、老齢年金を受給するために必要な期間に含まれますが、
　　　老齢年金額の計算対象期間には含まれません。ただし、承認を受けた期間から１０年以内であれば、猶予さ
　　　れた保険料を古い期間から順に納めること（追納）ができますので、将来の老齢年金額を増額するためにも、
　　　追納することをお勧めします。

※「年金手帳」は、２０歳になる前から厚生年金に加入していた方およびその配偶者、障害・遺族年金を受給し
　ている方には郵送されませんのでご注意ください。
※追納するためには申込みが必要ですので、お近くの年金事務所に問合わせください。

福祉灯油の申請を受付中です！

　冬期間の生活を支援するため、余市町福祉灯油助成事業を実施し対象となる世帯に灯油等の購入に係る費用の一部
を助成します。
●対象世帯　令和４年１月１日現在（基準日）において、余市町に住所があり在宅している、次の①～③のいずれか
　　　　　　に該当する令和３年度市町村民税が非課税の世帯。
　　 　　　　　①　独居高齢者世帯（満７０歳以上、生活保護世帯を含む）
　　　　　　　 ②　重度障がい者世帯（生活保護世帯を除く）
　　 　　　　　③　ひとり親世帯（生活保護世帯を除く）

●助成金額　１世帯につき１万円を助成します
●受付期間　２月２８日（月）まで《受付時間は土・日・祝日を除く午前９時００分から午後４時３０分まで》

●受付場所　余市町役場１階　福祉灯油受付窓口（正面玄関右側）
　　　　　　※郵送での申請、または代理人（民生委員等）による申請も受け付けます。

【申請の詳細は、広報よいち１２月号折り込みチラシ及び町ホームページに掲載しています。】
 問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０
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令和４年度 保育所（園）利用申込み受付を開始します

　就学前の子どもの保護者が、就労や病気等の理由で子どもの保育を必要とする（日中保育できる家族がいな
い）場合、次の保育所（園）の利用申込みができます。

・申込みは先着順ではありません（受付期間終了後、調整となります）。
・申込みおよび保育所 (園 )に関する情報の詳細は、町ホームページまたは受付場所にてお渡しするパンフレ
  ットをご覧ください。
・認定こども園、幼稚園、認可外保育施設の利用申込みは、各施設にて随時受け付けています。詳細につきま
　しては、希望する施設に直接問合わせください。

保育所（園） 保育時間 備考

大川保育所（町立） 午前７時３０分～午後６時３０分（～午後７時※） 延長保育あり

中央保育所（町立） 午前７時３０分～午後６時 一時預かりあり

ほうりゅうじ保育園（私立）午前７時３０分～午後６時３０分（～午後７時３０分※） 延長保育・一時預かりあり

※は延長保育終了時間
●受付場所　子育て・健康推進課　子育て推進グループ

●受付期間　　１月６日（木）～１月３１日（月） 
　※令和４年５月以降に入所を希望する場合は、利用を希望する月の前月１０日までに申込みください。

●申込みに必要なもの　　以下①②につきましては、上の受付場所にて配布します。
　①教育・保育給付認定申請書 (兼 )施設等利用申込書
　②保育の必要性を証明する書類（就労等証明書など）
　※その他、状況に応じて追加書類の提出が必要な場合があります。

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進グループ　☎２１―２１２２

　問合せ　財政課 財政グループ　☎２１―２１１４

　令和３年余市町議会第６回臨時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６号）の概要を
お知らせします。

　

補正予算の状況

　令和３年度一般会計補正予算（第６号）では、灯油価格の高騰により、家計負担の増している社会的支
援の必要な方に灯油購入費の一部を助成する経費や、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に係る追
加経費の補正計上として、6,730 万 5 千円を増額し、補正後の予算は 100 億 3,198 万 9 千円となりました。

歳出の補正内容
 ●福祉灯油助成事業関係経費　　　 …９２２万４千円 ●新型コロナウイルスワクチン接種関係経費

　　　　　　　　　　　　…５，８０８万１千円

令和３年度一般会計補正予算 ( 第６号 ) の概要について
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子育て世帯向けの給付金に関するお知らせ

　次の給付金について、現在申請を受け付けております。
　支給対象となる要件に該当し、まだ申請がお済みでない場合は、お早めに申請をお願いします。
　なお、各給付金の制度詳細、申請書等については町ホームページをご覧いただき、ご不明点等がありました
ら問合わせください。

●支給金額　対象児童１人あたり５万円

●申請期間　２月２８日（月）（消印有効）まで　

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進グループ　☎２１―２１２２

北海道低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 ( ひとり親世帯分 )

申請が必要な方

児童扶養手当の支給要件を満たす児童を養育しており、以下のいずれかに該当する方

　①公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受け

　　ていない方

　②平成３１年（令和元年）の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、

　　令和３年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルスの影響で家

　　計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方

余市町子育て世帯生活支援特別給付金

申請が必要な方

平成１５年４月２日以降（障害の状態にある場合は、平成１３年４月２日以降）に生まれ

た児童を養育しており、以下のいずれかに該当する方

　①高校生の児童のみを養育していて、令和３年度の住民税（均等割）が非課税の方

　②新型コロナウイルスの影響で令和３年１月１日以降の家計が急変し、令和３年度の住

　　民税（均等割）が非課税相当の収入となった方

※上記給付金については、どちらか一方しか受け取ることができません。

ソーシャルネットワーキングサービス「ＬＩＮＥ」の余市町公式アカウントより、緊急情報や防災情報など
を発信しています。是非、ご活用ください！

　問合せ　地域協働推進課 広報広聴グループ　  ☎２１―２１４２

余市町Ｌ
ラ イ ン

ＩＮＥ公式アカウントに登録すると本当に便利！

▲登録はコチラ

登録方法
１【ホーム画面】➡【右上の友だち追加】をタップします。
２【QR コード】をタップします。
３【QR コードリーダー】が自動で起動しますので、右の【QR コード】を画面の四角表
　   示の中に写るように合わせます。
４【QR コード】を読み込むと、画面に友だちが表示されますので、【追加】をタップす    
       ると登録完了です。

※Ｑ Rコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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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実施結果について、次のとおりお知らせします。

計画などの名称 募集期間 結果 担当課

 第５次余市町総合計画（素案） 令和３年１１月２日
　　から１２月１日

１名の方から１件のご意見が
ありました。  企画政策課

 官民協働による『新たな道の駅』を核とする
 交流拠点施設基本構想（素案）

令和３年１１月２日
から１２月１日

１１名の方から１２件のご意
見がありました。  商工観光課

  問合せ　企画政策課 企画グループ ☎２１―２１１７　商工観光課 道の駅再編グループ ☎２１―２１２５

　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、町のホームページに公表すると
ともに、令和４年２月末まで役場庁舎、中央公民館、図書館、福祉センターに冊子として備え付けますのでご
覧ください。

　現在、本町では２名のＡＬＴが活躍していますが、令和元年から勤務していたシマンスキ・マリアンさんが
任期満了により昨年の９月３０日で退職し、昨年の１１月から新ＡＬＴとしてトマスパー・フリーダさんが各
小学校で、ウィルソン・ジョセフィンさんが各中学校で勤務しています。

新ＡＬＴ（外国語指導助手）来町！

　問合せ　学校教育課 学校教育グループ　 ☎２１―２１３８

学校での授業はもちろん、国際交流等での活躍も期待されます。町で見かけた方はどうぞ声をかけてあげてく
ださい。

トマスパー・フリーダ　さん ウィルソン・ジョセフィン　さん

出身：英国ランカスター
年齢：２５歳
学歴：英国のセントラル・
　　　ランカシャー大学卒
　　　業、在学中は日本語
　　　を専攻し、北海道の
　　　北星学園大学への留
　　　学経験もあります
趣味：編み物と刺繍
任期中にやりたいこと
日本語を勉強したりスノー
ボードをすることが楽しみ

出身：英国オーピントン
年齢：２３歳
学歴：英国のウォーリック大学
　　　卒業、在学中は日本語と
　　　フランス語を専攻し、京
　　　都府の同志社大学への留
　　　学経験もあります
趣味：絵を描いたり写真撮影
任期中にやりたいこと
余市町の風景を描く。北海道を
観光し、郷土料理を食べること
が楽しみ
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　認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりとして、認知症の人やその家族、地域住民、
そして認知症に関する専門的知識を有する人たちが出会い、気軽に認知症に関する相談や、理解を深めること
ができる場として、認知症カフェ「あずましい余市カフェ」を開催します。１１月の中央公民館での開催に続
き、今年度２回目の開催となる今回は、福祉センターで開催します。
　多くの方のご参加をぜひお待ちしております。

『あずましい余市カフェ』 in 福祉センター に参加しませんか　

　申込み・問合せ　余市町社会福祉協議会　☎２２―３１５６

場　所：福祉センター（富沢町５丁目１３）
日　時：２月３日（木）午後１時～３時
内　容：気軽にできるゲームやレクリエーション、運営ボランティア
　　　　との交流、専門職の方による認知症や介護の相談など （予定）
参加料：無料（飲み物付き）
参加方法：１月２７日（木）までにお電話で申込みください。 ▲ 11 月に開催した

　「あずましい余市カフェ」の様子

みんなで学ぼう‼認知症

○誰に相談したらいい？

　『認知症かもしれない？』と思った時、どんな病院に行けばよいかご存知でしょうか？
　一般的には、精神科や物忘れ外来、神経内科など認知症に詳しい専門医を受診すること
をお勧めします。
　もし、他の病気で現在治療を受けている方であれば、まずはかかりつけの医師に相談し
てみるのもよいでしょう。これまでの状態を知ってくれているかかりつけ医であれば心強
い相談相手になってくれ、必要に応じて専門医を紹介してくれたりもします。

○ “ 認知症サポート医 ” をご存知ですか？
　余市町には、“認知症サポート医”といって、認知症の患者さんやその疑いがある方が、早期から地域で必
要な医療や介護につながることができるよう、案内役やパイプ役を担ってくれる医師がいます。
　『かかりつけの病院がない』『いきなり精神科や物忘れ外来には行きたくない…』という場合には、身近な病
院の“認知症サポート医”に相談してみるのもよいでしょう。

認知症サポート医がいる病院 住　所 電話番号

林病院 山田町５０番地１ ☎２２－５１８８

小嶋内科 黒川町７丁目１３番地 ☎２２－２２４５

中島内科 黒川町３丁目１０９番地 ☎２２－３８６６

わたなべ内科医院 大川町６丁目１２番地 ☎２２－３９８９

　問合せ　余市町地域包括支援センター　☎４８－６０１５
　　　　　余市町在宅介護支援センターかるな　☎２２－３１１５
　　　　　役場 保険課　☎２１－２１１９　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２
　　　　　余市町認知症の人を支える家族の会（余市町社協内）　 ☎２２-３１５６

※申込多数の場合は、会場の利用定員の都合上、人数制限をさせていただくことがありますので、あらかじ
　めご了承願います。
※また、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により中止する場合があります。



〈2022. ①広報よいち　8〉

年末年始における個人番号カード等の対応について

　問合せ　福祉課　戸籍住民グループ　☎２１－２１２０

　令和３年１２月２９日(水 )から令和４年１月５日（水）までの年末年始は、個人番号カード管理システム
の運用停止等により次の業務はできませんので、令和４年１月６日以降にお手続きください。

■対象の主な業務
　　・個人番号カードの交付、暗唱番号の変更、継続利用処理
　　・電子証明書の発行・更新、暗証番号の変更
　　・住民票の広域交付等

■個人番号カードコールセンターの年末年始の取扱い
　　・年末年始の稼働時間　平日・土日祝　午前９時３０分～午後８時
　※ただし、マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については２４時間３６５日受け付け
　　ます。フリーダイヤル０１２０-９５-０１７８

固定資産税（償却資産）の申告をお願いします
　　　　　　　　　　　　　【申告・申請期限 1 月３１日（月）】

　個人または法人で確定申告において減価償却費として必要経費に算入される事業用資産を、令和４年１月１
日現在所有されている場合は、令和４年度分の固定資産税（償却資産）の申告が必要です。今年度資産を有し
申告された方には、昨年１２月に申告用紙を送付しています。
　新たに資産を取得された場合は、申告用紙を送付しますのでご連絡ください。　
　なお、令和３年中に取得し要件を満たす事業用の資産について、次の特例を受けられる場合があります。詳
しくは町ホームページをご覧いただくか、課税グループまで問合わせください。

◎特例の種類

①生産性向上設備等に係る課税標準の特例
　　中小企業等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき取得した家屋・償却資産につ
　いて、新たに課税されることとなった年度から３年度分、固定資産税の課税標準がゼロとなります。

　問合せ　税務課 課税グループ　☎２１―２１１５

②過疎地域における固定資産税の課税免除の特例
　　余市町過疎地域持続的発展市町村計画により、過疎地域内の産業の振興を図るため取得等した家屋・償却
　資産・土地について、新たに課税されることとなった年度から３年度分、固定資産税が課税免除となります。
　・対象業種
　　製造業、情報サービス業等（令和３年４月１日以降、取得した場合に限る）、農林水産物等販売業、旅館業（下
　　宿営業を除く）

④地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）
　例：高齢者の居住の安全確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向けに新築された賃貸住宅につい
　　　て、新たに課税されることとなった年度から５年度分、固定資産税が３分の２減額されます。

③半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税の特例
　　産業の振興を図るため取得した家屋・償却資産・土地について、新たに課税されることとなった年度から
　３年度分、固定資産税が不均一課税となります。
　・対象業種
　　製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業（下宿営業を除く）

　その他わがまち特例の対象となる資産については、町ホームページの余市町わがまち特例一覧表からご覧く
ださい。
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　冬の大きな地震では、強い揺れや津波による被害に加えて、雪や寒さによる二次災害も予想されます。以下
に注意して日頃から備えておきましょう。

余市宇宙記念館からのお知らせ

　宇宙記念館は来年４月１５日（金）まで、
展示施設の観覧は休止しています。なお、冬
期間は教室や講座など各種事業を開催します。
　詳しくはその都度ご案内いたします。

観覧について

当面の間、開催を見合わせます。天体観望会

　2月のおもしろ宇宙教室 各教室の開催日１か月前から受付開始

※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。（１月の教室は受付中です。）

名　　　称 日　時・内　容 定員
ほしぞら教室⑩
　（全 10 回）  

 
6 日㊐　オリオン座やおうし座等、冬に見える星空について学ぶ 7 人

≪午後 2 時～（60 分）≫　

　1月のおもしろ宇宙教室 現在受付中

名　　　称 日　時・内　容 定員
ほしぞら教室⑨
　（全 10 回） 

  15 日㊏　そら（宇宙）に何が見えるだろう？ 冬の星座や星雲・星団について学ぶ
7 人

≪午後 2 時～（60 分）≫　

※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。

●冬期間の宇宙記念館運営について

　冬期間は宇宙記念館を有効に活用していただくため、多
目的シアターや会議室などの各施設を利用できます（有
料）。各種会議等にご利用ください。
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、利用を
制限する場合がございます。詳しくは、お問合せください。

施設の利用について

※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

◀ホームページ
　をご覧いただ
　けます。

余市宇宙記念館では
「サポートボランティア」
を募集しております。

冬の大地震に備えて

　問合せ　札幌管区気象台 地震火山課　☎０１１－６１１―６１２５

２．火災に対する備え
　冬季は暖房器具を使うため地震時の火災リスクが高まります。暖
房器具のそばには燃えやすいものを置かず、停電時に避難する際は
ブレーカーを落として、通電後の火災を防ぎましょう。

３．寒さへの備え
　地震で電気やガスが止まると暖房器具が使えなくなることがあるため、ポータブル
の暖房器具があると安心です。また、避難する時のために、防寒着や防寒靴、毛布、
カイロなどをあらかじめ用意しておきましょう。

１．雪に対する備え
　地震で強く揺れた時、屋根に雪が多く積もっていると落雪や家屋倒壊の恐れがあります。落雪に巻き込まれ
たり、避難路がふさがったりするので、そのような場所には普段から注意しておきましょう。また、山沿いや
傾斜地の雪崩危険箇所を市町村ホームページなどで確認しましょう。雪道や凍結路は歩きづらい上、降雪時は
移動しにくくなります。冬場も安全・確実に通れる避難路を見つけておくことが大切です。
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　問合せ　企画政策課　企画グループ　 ☎２１―２１１７

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！
　休みの日、塩田さんは奥さんとドライブに出かける
ことが多いという。
「趣味ってあんまりないんだけど、道の駅を巡ってま
す。温泉もね。稚内まで行ったことありますよ。往復
で 10 時間はかかったかな。根室にも行ったし。車の
運転も好きなんですね」
　だから配達も楽しくやってますと、塩田さんは言う。
「注文があれば喜んでどこへでも行きます。積丹半島
の端っこまでも配達してますしね。ほとんど毎日どこ
かへ出かけます。私の仕事の半分以上は配達だな」
　エアーハンドルを握りながら話す塩田さんは、やっ
ぱり、明るい人だ。
　余市が景気のよかった時代の話を教えてください
と、塩田さんにお願いする。塩田屋のことではないけ
れど、なんでもどうぞのひと言に甘えた。塩田さん、
嫌な顔ひとつしないで、話し始める。有言実行の人で
ある。
「私が子供の頃は、余市にも映画館がふたつあった。
その前は４館もあったそうですよ。ダンスホールも

あったしね。港には遊郭もあった。塩田屋の前の通り
はメインストリートで、人と人がぶつからないとすれ
違うことができないくらい買い物客がいたものです
よ」
　なんだか、御伽噺を聞いているような気分になって
くる。頭の中では、着飾ったきれいなお姉さんたちが、
楽しそうに塩田屋の前を歩く姿がぽわんと浮かんでい
る。旧き佳き時代と言ってしまえばそれまでだけれど、
ぐるりと頭を巡れば、やっぱりそういうことなんだよ
なぁ。
　華やかな日々が余市には確かにあった。

「船が入って出航するときが、またすごかった。店の
本がほとんどなくなったりもした。いまでいうアダル
ト本、昔はエロ本って言ったけど、よく売れたね。そ
れに合わせて本を揃えないといけないから、船が入っ
てくると聞けば一日中エロ本の注文していたこともあ
るよ。ひとりで段ボール一箱分のエロ本を買っていく
強者もいたね。私が帰ってきた頃が、そういう時代の
最後だった」（続く）

余市の人々。　第７回　【江部拓弥】　

※「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

【新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の方】

家賃等軽減助成金について

　新型コロナウイルス感染症の影響による売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、家賃等
の負担を軽減します。期限後の受付は、一切できませんので留意ください。

　申請書類　町ホームページからダウンロードできるほか、商工観光課及び余市商工会議所で配付

　申請書提出先　
　余市商工会議所 令和３年度余市町家賃等軽減助成金担当　
　住　　所：黒川町３丁目１１４番地　　☎：２３-２１１６　  FAX：２２-５１００
　開所時間：平日（１２月３１日～１月５日を除く）午前８時４５分～午後５時１５分
　※余市商工会議所が形式審査、町がその内容を精査し、町が支給（不支給）決定を行います。
　問合せ　商工観光課 経済対策グループ　☎２１―２１２５

申請期限　１月１７日（月）まで　

対　象 要件・助成額

借　主

要　件　余市町内に本支店等事業拠点があり、令和３年（2021 年）４月１日～１２月３１日の間に、家賃・

　　　　賃料等を支払っている次の①から③全てにあてはまる方

　　　　①中小企業または個人事業者

　　　　②令和３年１月～１２月の売上について１ヵ月で前年または前々年同月比▲（マイナス）　　　

　　　　　２５％以上または、連続する３ヵ月の合計で前年または前々年同月比▲１５％以上

　　　　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料であること

助成額　家賃月額×１/２×３ヵ月

　　　　【１事業者あたり月額最大５万円×３ヵ月＝１事業者あたり最大１５万円】

貸　主

要　件　余市町内に本支店等事業拠点を有する中小企業または個人事業者に対し、令和３年４月１日～

　　　　１２月３１日間分の土地・建物の賃料を全部または一部減免していること

助成額　（家賃月額のうち全部または一部減免相当額）×１/２×３ヵ月

　　　　【１事業者あたり月額最大５万円×３ヵ月＝１事業者あたり最大１５万円】
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☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁

　あけましておめでとうございます。ニッカウヰス
キー余市蒸溜所が国指定の重要文化財になります。
　今回の指定の理由は、地域の歴史を伝える工場敷地
に並ぶ建物が、創業当時の趣きに統一されていること
等に歴史的価値が認められるというものでした。
　同社創立の２年後の昭和１１年２月、大阪の喜田専
之輔さんに製作を依頼したブランデー蒸溜用のポット
スチル（蒸溜するための銅製の釜）が設置され、ブラ
ンデーとウイスキーの製造が開始されました。
　蒸溜方法と燃料について、竹鶴さんは「直火に依る
べきものか又は蒸気に依るべきものであるかと云ふ問
題は工場をとりまく周囲の状態に依って定むべきもの
と思ひます。スコットランドは石炭を多く産する國で
その価格は単に採掘賃金の外（の）運送費用がかゝら
ない関係から比較的安価で其の上ウヰスキー工場の如
きも石炭の供給は極めて豊富であります。」といい、
当時の北海道では石炭が安価で手に入ることから、石
炭蒸溜を採用しました。
　原酒は樽に入れられ、ウイスキー製造工程の最後、
熟成（エイジング）によって琥珀色になっていきま
す。工場敷地の南側、ニッカ会館寄りに、黄色がかっ
た軟石の外壁の第一貯蔵庫があります。建設時は「中
島倉庫」と呼ばれる原酒の貯蔵庫で、工場で最初の木
骨石造建築として建設されました。
　第一貯蔵庫の建設は昭和１４年ころと考えられ、構
造は切

きりづまづくり

妻造、屋根は鉄
てっぱんぶき

板葺で床は土間になっていま
す。妻面にアーチ型の出入口があって、両袖の石柱は
きれいな緑色の凝

ぎょうかいがん

灰岩を立てています。
　「こんな話　その１９６」で樽の製造と貯蔵につい
て紹介しましたが、竹鶴さんは「地面に貯蔵したウヰ
スキーが最も芳香あるもの」とする考え方を一貫して
持ち続けました。
　また、ウイスキーづくりには大量の水が必要であ

り、スコットランドのような降雨量の多い土地でも、
場所によっては夏の間、休業する工場があることを学
んだ竹鶴さんは、「真のスコッチウヰスキーに彷彿た
らしめんとするには、第一に水質次に水量の調査が必
要」としています。また日本国内の理想的な場所の条
件として、次の五つを挙げます。
　第一に水質がよく、その量が豊富であること／第二
に原料の大麦を集めることが容易なこと／第三に石炭
又は薪の入手が容易なこと／第四に鉄道の便があるこ
と／第五に付近に川が流れていて取水が容易なこと。
　竹鶴さんは摂津酒造や寿屋の在籍時代にすでに、北
海道でウイスキーを作りたいと思い描いていました。
　余市川とＪＲ余市駅にはさまれた現在の立地を見る
と、ここに蒸溜所を作ったのは地元の勧誘はもちろん
だったでしょうが、技術者の目から判断した最良の選
択だったのではないかと思います。
　余市駅前に降り立つと交差点の向こうに見える、い
つもの正門の景色がこれからも変わらずあることと、
ニッカさんが町民だけでなく、国民みんなの財産にな
ることを乾杯したいお正月です。

　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209  ～ 『 ニ ッ カ ウ ヰ ス キ ー 余 市 蒸 溜 所 』

▲ 写真：正門棟から見える工場の建物群

１１月２０日～１２月２１日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：７９ｎＧｙ /ｈ、最低値：３２ｎＧｙ /ｈ、平均値：４０ｎＧｙ /ｈ）

※通常測定される値は１０～６０ nGy/h 程度で、天候等により一時的に上昇する場合があります。

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

アルコールと健康
　年末年始を迎え、お酒を飲む機会が増える時期となりました。過度の飲酒は心身に様々な悪影響を及ぼ
します。お酒を楽しく飲むためにも、お酒について正しい知識を身につけましょう。

〇健康を守るための１２の飲酒ルール（厚生労働省より）

　１．飲酒は１日平均２ドリンク（＝純アルコール２０g）以下
　　　大体「ビール中ビン１本」・「日本酒１合」・「チューハイ（７％）350ml 缶１本」などに相当します。

　２．女性・６５歳以上の高齢者は少なめに
　　　アルコール分解速度の遅い女性やアルコール分解速度が下がる高齢者は、1 日 350ml の缶ビール
　　　１本以下にしましょう。

　３．赤型体質（飲酒後にフラッシング反応を起こす方）も少なめに
　　　少量の飲酒でフラッシング反応（顔面紅潮・吐き気・動悸・眠気・頭痛）を起こす体質の方は、が
　　　んや様々な臓器障害を起こしやすいといわれています。

　４．たまに飲んでも大酒しない

　５．食事と一緒にゆっくりと
　　　体を守るためにも濃いお酒は薄めて飲むようにしましょう。

　６．寝酒（眠りを助けるための飲酒）は極力控えましょう

　７．週に 2 日は休肝日

　８．薬の治療中はノーアルコール

　９．入浴・運動前はノーアルコール

１０．妊娠・授乳中はノーアルコール
　　　胎児の発達を阻害し、胎児性アルコール症候群を引き起こすことがあります。またアルコールは授
　　　乳中の母乳に入り、乳児の発達を阻害します。

１１．依存症者は生涯断酒
　　　依存症は飲酒をコントロールができないことが特徴で、断酒を続けることが唯一の回復方法です。

１２．定期的に健（検）診を
　　　定期的に特定健診などを受けて、飲みすぎていないかチェックしましょう。また赤型体質の習慣飲
　　　酒者は、食道の検査や大腸がん検診を受けましょう。

特定
健診

胃がん 肺がん
大腸
がん

乳がん
子 宮 頸

がん
実施日 実施会場・機関

集団 ● ● ● ● ● ●
２月１４日（月）

　～１５日（火） 北海道対がん協会

札幌がん検診センター

個別

● ● ● ● ● ●

３月３１日（木）

　　　　　まで

● ● 小樽協会病院　小樽市立病院

●
済生会小樽病院　小樽掖済会病院

直江クリニック

●
余市協会病院　新開レディースクリニック

おたるレディースクリニック

特定健診・がん検診の受診はおすみですか？
　令和 3 年度の特定健診・がん検診は以下の通りです。皆さんの受診をお待ちしております。
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その他の生活情報　　
事　業　名 実　施　日 時　　　間 会　　　場 備　　　考

心 配 ご と 相 談 12 日（水）、26 日（水） 13:00 ～ 16:00

福祉センター入舟分館

（問合せ）
余市町社会福祉協議会

☎２２―３１５６
※法律相談は事前
　申込み必要

育児・子育て相談 21 日（金） 13:00 ～ 16:00

無 料 法 律 相 談
（ 予 約 制 ）

11 日（火） 13:30 ～ 14:30

18 日（火） 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

19 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

※ 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）

健康と暮らしの情報（１月）

子育て情報

健康づくり情報

休日当番医

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

健 康 相 談 12 日（水） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 ※ 7 日（金）までに
　申込みが必要です。

認知症の介護相談 17 日（月） 13：30 ～ 15：00   福祉センター入舟分館 （問合先）社会福祉協議会内
☎ 22-3156

心 の 健 康 相 談
27 日（木）

（日程変更の可能　   
  性があります）

14：00 ～ 16：00   倶知安保健所

※３日前までに申込みが必要
（申込先）倶知安保健所

※相談日は都合により変更
　する場合があります。
☎ 0136-23-1957

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※７日（金）までに
　  申込みが必要です。

12 日（水） 9：00 ～ 15：00
余市町役場
※会場まで来られない場合
　はご相談ください。

１ 歳 ６ か 月 児 健 診  Ｒ 2 年 5・6 月生まれ 13 日（木）

受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館３ 歳 児 健 診  Ｈ 30 年 8 月生まれ 14 日（金）

１ ０ か 月 児 健 診  Ｒ 3 年  3 月生まれ 18 日（火）

ニコニコたまご教室
（赤ちゃんのお風呂）

余市町に住民票のある妊
婦さん（妊娠３８週まで
の方）とその家族の方

20 日（木） 13：30 ～ 15：30 キッズルーム「あっぷる」

４ か 月 児 健 診  R ３ 年　9 月生まれ 27 日（木） 受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館

※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。

当　番　日 医　療　機　関　名 電 話 番 号 歯科当番日 医　療　機　関　名 電 話 番 号

1月1日（土） 勤医協余市診療所 22-2861 1月1日（土） とみさわ歯科 22-1511
2日（日） 小嶋内科 22-2245 2日（日） 佐藤歯科医院 22-3678
3日（月） 田中内科医院 22-6125 3日（月） とみさわ歯科 22-1511
9日（日） 林病院 22-5188

10日（月） よいち北川眼科医院 22-1308
16日（日） 池田内科クリニック 23-8811
23日（日） 黒川町整形外科クリニック 22-2447
30日（日） よいち整形外科クリニック 48-5000

2月6日（日） よいちクリニック 21-4570
11日（金） 森内科胃腸科医院（仁木町） 32-3455 　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２

※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。

※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。
※年始休日における歯科当番医の診療時間は
　　　　　　　　　　　　９時～ 12 時までです。
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自衛官候補生（男子・女子）、予備自
衛官補（一般・技能）を募集します。
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います。

・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

　各種自衛官募集

　総合体育館健康教室

参加料（使用料を含む）
　各１回　　　  　５００円（①～④）
　 2 回セット　　  ８００円（①）
　３回セット　１，３００円  （②～④）
その他　
・ 体育館窓口または電話で申込み。
・ 健康状態（発熱・高血圧等）により
　お断りする場合があります。

= 募集・お知らせ =
・ コロナウイルス感染防止対策にご協
　力をお願いします。
・ 状況によっては、中止になる場合も
　ございます。
申込み・問合せ

　総合体育館　☎２３- ５２１０

日時　１月１３日・２０日・２７日（木）
　　　午後１時３０分～３時

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・身体のバランスを整えます。
日時　１月１３日・２０日・２７日（木）
　　　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。
日時　１月１４日・２１日・２８日（金）
　　　午後１時３０分～３時

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　１月１２日・２６日（水）　　
　　　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。

●ガソリンを携行缶で購入する方へ
令和元年７月に発生した京都府での火
災を受け、ガソリンスタンドでガソリ
ンの携行缶への詰め替え販売をする場
合には、身分証の確認、使用目的の問
いかけを行うようガソリンスタンドへ
要請しております。みなさまのご理解
とご協力をお願いします。
また、セルフ式ガソリンスタンドにお
いて利用者自らがガソリン携行缶には
給油できません。容器に入れる際には
従業員へ依頼してください。
●災害情報専用ダイヤルで災害情
　報を提供しています
　　災害自動案内
　　①２３―２９９６　
　　②２２―３１１３
出動と同時に自動的に合成音声が作成
され、いち早く災害情報を聞くことが
できます。
また、火災以外の出動（救急出動は除
く）についても案内がされます。
問合せ 余市消防署 ☎２３―３７１１

定員（①～④とも）　１０名
　　 （定員になり次第締切り）

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

ドライバーが自ら給油するセルフ式ガ
ソリンスタンドはその手軽さから利用
される方も増え、身近な存在となりま
した。しかし、自動車等への給油に使
われるガソリンや軽油は取扱方法を誤
ると大きな事故につながりかねませ
ん。次の事項に注意して安全な給油作
業を心がけましょう。
・ 停車後は必ずエンジンを停止させま
　しょう。
・ 給油する自動車に適した油種を確認
　しましょう。
・ 静電気除去シートに触りましょう。
・ 冬期間は空気が乾燥し、衣類も人体
　に帯電しやすいものを着用している
　ため特に注意して下さい。
・ 給油ノズルが止まるところまで確実
　に差し込み給油しましょう。
・ 自動的に給油が止まったら、それ以
　上の給油はやめましょう。

・ 動きやすい服装・運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意願います。
・ ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい。

北海道障害者職業能力開発校では、求
職中の障がい者の入校生を追加募集し
ています。
受付期間　　１月２０日（木）まで
募集訓練科　建築デザイン科、CAD 機
　　　　械科、総合ビジネス科、　プ
　　　　ログラム設計科、総合実務科
※詳細は、最寄りのハローワークまた
　は次まで問合わせください。
申込み・問合せ
　北海道障害者職業能力開発校
　住所 :砂川市焼山６０番地　　
　　　　☎　０１２５- ５２- ２７７４
　　　    FAX ０１２５- ５２- ９１７７

  国立北海道障害者職業
  能力開発校入校生追加募集

●セルフ式ガソリンスタンドを安
　全に利用しましょう
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= 募集・お知らせ =

日　時　１月２２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）
　　　　中学生までのお子さんに工作
　　　　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
　　　　　　　　　  ☎４８- ５１０６

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

ぬりえの会
１月２２日（土）午後１時３０分～

キッズルーム「あっぷる」

対象　概ね３歳までの児童と保護者
日時　毎週月～金曜日
　　　午前９時３０分～午後４時
※１月3日（月）～５日（水）　　
　２０日（木）、３１日（月）
　　　　　　　　　　はお休みです
その他
密集・密接を避けるため、ご利用前
にお問合せください
問合せ　キッズルームあっぷる
　　　　☎４８-８８５０

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）

オセロ大会
１月１６日（日）午後１時３０分～
つどいの広場
１月２７日（木）午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
むかし遊びの会
１月１５日（土）午後１時３０分～

つどいの広場
１月２６日（水）午前１０時～

日時　１月２５日（火）　
　　　午前１０時～１２時
予約　１１日（火）から　定員１０名

◎今月のわくわくタイム
子育て講座

「乳幼児期のおやつと食事について」

●～１月 10 日は「110 番の日」～
　緊急通報は 110 番、
　　　　　相談電話は「＃ 9110」
　・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、落ちついて質問に答えて
　　ください
　・警察官が早く到着できるよう、そ
　　の場所の住所や付近の目標となる
　　建物などを正しく伝えてください
　・急を要しない困り事や相談は、警
　　察相談電話「 #9110 」または最
　　寄りの警察署、交番へ問合わせく
　　ださい

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

日　時　１月１５日（土）　
　　　　午前１０時～午後４時
対　象　女性・女児限定
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
　　　　による相談対応も行います。
参加料　無料
申　込　次の問合せ先まで（事前申込）
場所・問合せ
　ワーカーズコープ後志事務所
　☎４８- ５１０６
（受付時間：土曜午前９時～午後５時）
　e-mail：shiribeshi@roukyou.gr.jp

　女性のための居場所
　よいちニコニコカフェ

◎ミニイベント
・手作り万華鏡
　日時　１月１９日（水）
　　　　午前10時30分～11時30分
・パステルアート（手形、足形もできます）
　日時　１月２７日（木）　
　　　　午前10時～11時30分　　　
　　　　午後1時30分～3時30分
予約　どちらも１１日（火）から
　　　定員各１０名

◎『ぐんぐんの日』
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。お気軽に
お越しください。
日時　１月１２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

●～ストップ・ザ・交通事故～
　　　めざせ安全で安心な北海道
　余裕を持った運転を
　　目的地までの天気や道路の状況を
　　事前に把握、時間に余裕を持って
　　出発　
　スピードダウンと慎重な運転を
　　スピードダウンと道路状況にあわ
　　せた慎重な運転を
　「急」のつく運転操作は危険
　　急ハンドル、急ブレーキといった
　　「急」のつく運転操作は大変危険
　交差点に注意
　　雪山で見通しが悪い交差点などで
　　は、「歩行者の横断」などを予測、
　　徐行して安全確認を徹底
　悪天候に注意
　　吹きだまりによる立ち往生等の危
　　険が伴います。不要な外出は控え
　　ましょう
●～違法・迷惑駐車の防止～やめ
　ましょうみんなが困る迷惑駐車
　違法・迷惑駐車は、次のような危険
　や障害の原因となります
　・道路を狭くして通行の妨害になり
　　ます
　・交差点付近での事故の原因となり
　　ます
　・緊急車両の活動を妨げます
　・歩行者事故などの原因になります
　・除排雪作業の障害となります
●～落氷雪、除雪等作業中の事故
　防止～
　・早めの氷雪下ろしを
　・雪下ろし作業は複数で行い安全確保
　・除雪機に注意
問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

マイナンバーカードとマイナンバー
カード対応のスマートフォンをお持ち
の方や、事前に税務署で専用のＩＤ・
パスワードを取得している方は、是非、
スマートフォンでの e-Tax（電子申告）
をご利用ください。新型コロナウイル
ス感染症防止の観点から、多くの方が
訪れる確定申告会場ではなく、ご自宅
等で申告書の作成・提出をお願いしま
す。
なお、本年は申告会場の混雑緩和のた
め、入場には「入場整理券」が必要と
なります。入場整理券は、申告会場で
当日配付もしくは国税庁ＬＩＮＥ公式
アカウントでの事前発行となります。
申告書の作成や入場整
理券の配付方法などの
詳細は、国税庁ホーム
ページをご覧ください。
問合せ  
　余市税務署  ☎２２- ２０９３

  税務署からのお知らせ
  スマホでｅ - ＴＡＸ

▲詳しくはこちら
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  生 涯 学 習 だ よ り問合せ　教育委員会社会教育課
　　　　☎２３―５００１

◎今月の学習案内
【寿大学第８回学習講座】

日　時　１月１３日（木）　午後１時～２時
会　場　中央公民館　３０１号室・３０２号室
講座名　開校５０周年記念『新年を寿ぐ会』
         ～新年と開校５０周年を祝う式～

作品展開催
１１月１日（月）から３日（水）まで、中央公
民館で文化作品展・菊花展が開催され、魅力あ
ふれる作品がたくさん展示されました。

◀余市川柳会

　１０月１４日（木）、寿大学第５回学習講座「歴史

探訪講話」が開催され、１８名の大学生が参加しまし

た。

　講師は博物館学芸員の浅

野敏昭さん、講話のテーマ

は“もっともっと町を知ろう”

で、自分が住んでいる余市の

町について学ぶ講座です。自

然・歴史・文化・食など多方

面にわたって地域のことを知

ることができました。

寿大学「歴史探訪講話」 寿大学「開校５０周年記念講話」

　寿大学第６回学習講座は、開校５０周年記念講話と
して１１月１８日（木）に開催され、１７名の大学生
が参加しました。
　講師の水沢裕一さん（道金融広報委員会アドバイ
ザー）からは、家計の現状を見直すことの大切さなど、
今後の生活全般について適切なアドバイスをいただき
ました。

▲ 町のことを学ぶ受講生

▲７０歳からの生き方を一緒に考えました。

寿大学・女性学級のみなさんへ

【女性学級第７回学習講座】
日　時　１月１７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　書に親しむ
講　師　山﨑　正義さん

　第３４回余市町シルバーアート展が開催されます。
６０歳以上の方の作品がたくさん展示されますので是
非ご鑑賞ください。
期間　１月１２日（水）～１６日（日）
会場  中央公民館１展示ホール

シルバーアート展のお知らせ！

～テーマは “ 生きがいのある生活 ” ～

女性学級「音楽鑑賞会」

　１１月２２日（月）、女性学級第５回学習講座「音
楽鑑賞会」が開催され、２１名の学級生が参加しまし
た。
　会場では、スライド上映された混声コーラスグルー
プの歌声を聞きながら、大正・昭和の時代から親しま
れてきた唱歌・童謡を一緒になって歌いました。曲の
情景を思い浮かべたり、作詞・作曲者名についても学
んだりと実りある鑑賞会となりました。

▲スクリーンを見ながら「どこかで春が・故郷・　
　紅葉」など１０曲を歌いました。

～唱歌・童謡の世界～

▲池坊サークル

▼紙粘土人形サークル

◀余市菊花同好会楽しい毛糸手編みの会▶

▼星のパレット

▲余市写友会

女性学級手芸サークル▶
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生 涯 学 習 だ よ り
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問合せ　図書館　☎２２ー６１４１
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/
開館時間  午前10時～午後６時30分

図書館のすてきな窓

本でちょっと健・活してみよう！
　先日、「ちょっと健・活（より健康になるための活動）
してみよう！」事業を行いました。椅子に座ってのス
トレッチ運動と正しい呼吸の仕方を指導してもらった
あとは、脳トレジェスチャービンゴゲームなどを楽し
んでもらい、好評を得ました。
　館内では現在、事業で参考にした健康に関するいろ
いろな本を展示し、貸出しています。ヨガ・ストレッ
チなどの体操本をはじめ、滑舌ドリルや音読の本など
が並んでいます。
　運動不足になりがち
な冬、本を使って健・
活しながら、体と脳と
心を元気にしてみては
いかがでしょう！

おはなし会
日　時　１月８日（土）・２２日（土）
　　　　　①午前１１時～　②午後２時～
場　所　図書館１階おはなしコーナー
テーマ　「あったかいよ！」
　　　　※自由参加、時間までにご来館ください。

新しい年に本の福袋を！
　司書がテーマ別にお薦めしたい本を２冊選び、本の
福袋として用意しました！中にどんな本が入っている
のかは、開けてからのお楽しみです。今年は、大人用、
子ども用、各１５袋限定となっています。
　新しい年に、本で福を迎えませんか！ご利用お待ち
しております。（福袋は、必ず貸出の手続きをしてく
ださい。なくなり次第終了です。）

　１１月７日から１４日の８日間、中央公民館３階にて「文化祭公募作品展」と「小中高生美術書道作品展」
が開催されました。町内在学の小学生から一般の方まで幅広い方の力作が一堂に展示され、合わせて３７３点
の出展がありました。期間中はたくさんの方が鑑賞に訪れ、作品のよさを十分に味わっていました。

文化祭公募作品展・小中高生美術書道作品展　開催！

▲文化祭公募作品展会場風景

無料ＷｉーＦｉ導入しました！
　利用者の利便性向上と災害時の情報取得などを目的
として、館内でスマートフォン等を無料でインター
ネットに接続できるＷｉーＦｉ（ワイファイ）環境を
整備しました。パスワードは館内掲示しています。ど
うぞご利用ください。

つくってあそぼう！
　透明容器をつかった “ミニ輪投げ”をつくってあそ
びましょう！
日時　１月１２日（水）午前１０時３０分～
対象　小学生以上　　
定員　１５名（先着順）
場所　図書館２階視聴覚室
締切　１月１１日（火）まで
　　　に申込みください。
　　　（電話可）
※持ち物は申込み時に確認してください。

▲腕を広げて深呼吸している様子

今月の休館日　
　１月（土）～５日（水）まで年始休館
　毎週月曜日、２月１日 (火 )は図書整理日

▲小中高生美術書道作品展会場風景
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 令和３年１１月３０日現在
　　人　口　17,944 人      （－ 50）
　　男　性 　   8,387 人　     （－ 20）
　　女　性　    9,557 人　   （－ 30）
　　世帯数　   9,704 世帯    （－ 31）
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転 入　  43 人
転 出　  68 人
出 生　    8 人
死 亡　  33 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

【税務課からのお知らせ】

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

夜間集合徴収所をご利用ください！

　お手元にまだ納めていない納付書がある場合は至急
納付願います。納付書を紛失された場合は再発行いた
しますので、ご連絡ください。

納め忘れの町税はございませんか？

国民健康保険税　７期 １月２５日（火）

納期限
～今月の税～

１月２５日（火）１７：３０～１９：００
・役場１階　税務課窓口　
・福祉センター本館（富沢町）
※納付書をご持参ください
　納税相談も実施しています

納税にお困りの方へ

　　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。納税にお困りの方は一人
　で悩まずに、すぐに税務課納税グループにご相談く
　ださい。

（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。）

ご寄附に感謝

●町内小中学校清掃用品として
・北後志地区郵便局長夫人会 余市部会雅友会
　　　　　　　　　　　　　　　　雑巾１００枚

・横山　恭子（余市町）
（故　横山　玄殿追善供養として）

プロジェクター、スクリーン、ドラムセット
筋トレセット

●町内中学校用教材備品として

・株式会社カーヴ・ド・リラックス
　　　　　　　　　　　一金　２００，０００円

●余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェク
　ト応援寄附金として

　町では納期限を過ぎても納付の確認がとれない方に
は督促状や催告書を送付するなど、自主的な納付をお
願いしています。
　納付の確認がとれない方から、連絡や相談がない時
はこちらから連絡するほか、財産等の調査や、差押を
行う場合があります。

STOP 滞納！滞納処分強化中！

『手を繋ぎ 
　　 　返還願う
　　　　　 大きな輪』
北方四島の一日も早い返還は

国民の願いです

令和４年度余市町職員（保健師）
採用試験の案内

●受験資格　
昭和５１年４月２日以降に生まれた方でかつ、保健
師資格取得者又は令和４年３月までに取得予定者、
普通自動車運転免許証（ＡＴ限定可）取得者又は令
和４年３月までに取得予定者

●試験方法　論文試験・面接試験

●試験日時　１月下旬予定　
　　　　　　※詳細は後日連絡します。

●試験会場　余市町役場

　申請書の請求および提出・問合せ
　　総務課 人事厚生グループ
　　☎２１―２１１１（内線１１２・１１３）
　　〒０４６-８５４６　余市町朝日町２６番地

●受付期間　１月１４日（金）まで
　　　　　　※郵送の場合は１月１４日（金）必着

【町のホームページに募集要領を記載しています。】


