
N o . 8 4 5

２０２１
（令和３年）

月号  9

今月の記事
 　 03　狂犬病予防注射の実施について
       04　国民年金からのお知らせ
  　 04    第３７回味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」の
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※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます

７月２６日（月）、余市町竹鶴シャンツェにて第２２回余市町全日本ジュニアサマージャンプ大会が開催され、町内外から多くの
選手が参加しました。（写真）余市ジャンプ少年団、余市紅志高校所属選手の大会の様子

余市町全日本ジュニアサマージャンプ大会開催
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保険課　☎２１－２１１９　　　　　　　　　　　　　　　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２
地域包括支援センター　☎４８－６０１５ 　　　　　　　 在宅介護相談センターかるな　☎２２－３１１５
認知症の人を支える家族の会（社協内）　☎２２－３１５６

★物忘れと認知症のちがいは？
　うっかり約束の時間や物をどこにしまったかを忘れることは、誰にでもある単なる“物忘れ”です。一方、“認
知症”は、約束したことや物をしまったこと自体を忘れてしまい、本人に忘れたという自覚がありません。そ
のため、物がなくなったことを「盗られた」と思い込み、大騒ぎになることもあります。このように、脳の機
能が低下して、日常生活に支障をきたすようになった状態を認知症といいます。
★認知症で多いのはどんなタイプ？

　国際アルツハイマー病協会（９０の国と地域が加盟）は、９月２１日を「世界アルツハイマーデー」、９月を「世
界アルツハイマー月間」と定め、本人や家族への認知症施策が充実されることや認知症になっても安心して暮
らせる社会づくりを目指し、世界中で啓発活動を行っています。余市町でも、これまで認知症カフェや認知症
サポーター養成講座、認知症への理解を深めてもらうための講演会の開催等に取り組んでおり、今後も開催を
予定しています。
　そこで、今回は、アルツハイマー型認知症やその他の認知症について、少しでも知っていただけるよう、簡
単にご説明させていただきます。なお、今後も定期的に、“認知症”についてご紹介させていただく予定です！

９月は世界アルツハイマー月間です！

　　第１位　アルツハイマー型認知症　第２位　脳血管性認知症　第３位　レビー小体型認知症
　　第４位　前頭側頭葉変性症　　第５位　その他の認知症

　認知症の根本的な特効薬はまだ開発されていませんが、早期発見することで症状の進行を遅らせたり、脳梗
塞等の病気が原因になっている場合はもとの病気を治療することで認知症の症状が治まる場合もあります。も
し、ご自分の家族の様子がいつもと違ったり、自分は認知症かもしれないと不安に思うことがありましたら、
ご自分だけで悩んで抱え込まずに、次の相談機関やかかりつけ医に相談することをお勧めします。
★誰かに相談してみましょう！　　　

　問合せ　環境対策課　廃棄物対策グループ　 ☎２１―２１１８

●野焼きとは？
　適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といい、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム
缶・ブロック囲い・素掘りの穴での焼却行為も含みます。一般家庭でのごみの焼却行為は「野焼き」に該当します。
●野焼きは法律で禁止されています
　野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。悪質な野焼きを行なった者には５年以
下の懲役、１０００万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。(同法第２５条第１項第１５号)
●例外として認められているもの
　・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却    <例>「どんど焼き」など
　・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
<例> 畑での病害虫予防のための農作物(つる等)の焼却や水田での稲わらの焼却など

野焼きの禁止について

　・たき火などの焼却であって軽微なもの
※例外的として認められている場合でも野焼きは必要最小限にとどめてください。
　やむを得ず行なう場合は、風の向きや強さ・時間帯・周囲の環境・すすや臭いなどに十分配慮して焼却を行ってください。

　注：農業、林業または漁業の営む場合であっても、「やむを得ない」と認められないもの(家庭ごみなど)の焼却は
　　　例外として認められません。
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日　　程 実　　　施　　　会　　　場 実　施　時　間

10 月 6 日（水）

１７区生活館前  黒川町１２２５ 9：30 ～ 10：00　

黒川八幡生活館前  黒川町５７２ 10：10 ～ 10：40　

黒川会館前（サッポロドラッグストアー横） 黒川町１２－６６ 10：50 ～ 11：20　

沢町観光トイレ前  沢町１－２１ 13：30 ～ 14：00　

余市町水産加工研修センター前  富沢町６－１１７ 14：10 ～ 14：40　

沢町駐在所向いタイヤ公園  港町１９２ 14：50 ～ 15：20　

10 月 7 日（木）

寺島橋横  栄町１６５０ 9：30 ～ 9：40　

栄町農業構造改善センター前  栄町６０１ 9：50 ～ 10：10　

永福寺  栄町１２４ 10：20 ～ 10：30　

登老人寿の家前  登町１０１２ 10：40 ～ 11：00　

登新生会館前  登町１８７９ 11：10 ～ 11：20　

老人福祉センター前  黒川町９－６１ 13：30 ～ 14：00　

余市町総合体育館駐車場  入舟町４２０－１ 14：10 ～ 14：40　

山田町農業構造改善センター前  山田町３２６ 14：50 ～ 15：20　

10 月 8 日（金）

豊丘老人寿の家前  豊丘町６４４   9：30 ～ 10：00　

余市紅志高校グラウンド前  沢町６－１０ 10：10 ～ 10：40　

余市町農村活性化センター前  山田町５７７ 10：50 ～ 11：20　

旭中学校前  大川町１６－１ 13：30 ～ 14：00　

東大浜中福祉の家前  栄町３９９ 14：10 ～ 14：40　

ふじ公園  黒川町１７－１２－２ 14：50 ～ 15：20　

10 月 9 日（土）

沢町観光トイレ前  沢町１－２１ 9：30 ～ 10：00　

観光駐車場（レモン薬局横）  大川町２ 10：10 ～ 10：40　

役場裏駐車場  朝日町２６ 10：50 ～ 11：20　

※飼い犬が離れた場合、または死亡している場合は環境対策課まで連絡願います。

　問合せ　環境対策課 環境衛生グループ　 ☎２１―２１１８

※会場へお越しになる飼い主様へお願い
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飼い主様はマスクの着用をお願いします。
・密集、密接とならないよう、間隔を空けての整列にご協力をお願いします。
・当日、発熱などのかぜ症状がある方の参加はご遠慮ください。

　犬の飼い主は法律により、年１回狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。次の日程で予防注射を実施します
ので、都合のいい日程や会場を自由に選択して必ず受けさせるようお願いします。
　犬の登録をされている方には、案内状を郵送しますので、当日会場に必ず持参してください。
　生後９１日以上の犬の飼い主で、まだ登録されていない場合は、犬の登録も会場で行いますので、法律に従い登録
されるようお願いします。

種　別 料　金

狂 犬 病
予防注射料金

３，２４０円

畜犬登録料
（生涯に一度）

３，０００円

　

　令和３年度　狂犬病予防注射の実施について

※公共の場所での散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。尿はペットボトル等に水を用意し、その場を流しましょう。
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国民年金からのお知らせ

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

年金生活者支援給付金制度とは？
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要となります。ご案内や事務手続きは、日本年金機構 (年金事務所 )が実施
します。

老齢基礎年金を受給している方
　・65 歳以上の方
　・世帯員全員が市町村民税非課税となっている
　・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である
　※上記要件をすべて満たしている必要があります。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　・前年の所得額が約 462 万円以下である方

◎対象者となる方

◎請求手続き
　　年金事務所または役場で請求手続きを行えます。
　　原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますのでご注意下さい。

　問合せ　　　　年金生活者支援給付金専用ダイヤル　 ☎０５７０－０５－４０９２

　　　　　　　　小樽年金事務所　お客様相談室　　　 ☎０１３４－６５－５００３

　　　　　　　　余市町役場　福祉課　福祉グループ　 ☎２１－２１２０

　問合せ　福祉課 福祉グループ　　　　　☎２１－２１２０
　　　　　小樽年金事務所 国民年金課　　☎０１３４-２３-４２３６

〇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措置として、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次の連絡先まで問合せ願います。

日本年金機構や厚生労働省から口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありま
せん。

請求手続は
お早めに！

第３７回味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」の開催中止について

　例年、９月の最終日曜日に余市農道離着陸場で開催しております味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」
につきましては、新型コロナウイスル感染症の感染拡大防止のため、今年度の開催を中止することといたしま
した。
　今後、感染拡大の収束を迎え、また皆様と会場でお会いできることを願い、次年度以降の開催に向けた準備
を進めて参りますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※今年度は代替イベントも中止いたします。
　問合せ　味覚の祭典実行委員会事務局（商工観光課　商工労政グループ）　 ☎２１―２１２５

「オンライン　はこサポ・カフェ」の開催について

　はこだて若者サポートステーションが Zoom でオンラインカフェを開催いたします。ご自宅のスマホやパソ
コンから気軽に参加できます。「少し恥ずかしいな…」という方は、初めは顔出しＮＧ参加でも大丈夫！ちょっ
としたおしゃべりや簡単なゲームをして楽しく過ごしてみませんか？
日　時　９月２９日 (水 )午後１時３０分～午後２時３０分
対　象　１５歳～４９歳までの働きたい方とそのご家族 (学生・在職中の方は利用不可 )
※地域若者サポートステーション (通称「サポステ」)とは
　働くことに踏み出したい若者たちとじっくりと向き合い、本人やご家族の方々だけでは解決が難しい「働き
出す力」を引き出し、「職場定着するまで」を全面的にバックアップする厚生労働省委託の支援機関です。

　ご予約・問合せ　はこだて若者サポートステーション　 ☎０１３８―８６－５４５０
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　問合せ　まちづくり計画課　空家対策グループ　☎２１―２１２４

空き家所有者の皆様へ

◆空き家の適切な管理について
　近年、台風等の強風により空き家からの屋根材や外壁材等が近隣へ飛散する事案が町内でも発生しております。
　これにより、万が一、近隣の住宅や通行人等に損害を与えた場合は、空き家の所有者が責任を問われること
になります。
　空き家を所有されている方は、台風シーズンを前に今一度空き家の点検を行い、必要に応じて補修を行うな
ど適正管理に努めるようお願いします。
◆空き家の除却について
　余市町では、老朽化した空き家を除却する際の除却費用の一部を最大 50 万円まで補助する、「空家住宅除却
費補助制度」を実施しております。
　制度の内容等については、問合せいただくか、余市町ホームページをご覧ください。
◆空き家の売却等について
　余市町では後志管内の市町村、建築・不動産の専門家団体及び後志総合振興局と連携して管内の空き家物件
情報を登録・掲載する「しりべし空き家ＢＡＮＫ（バンク）」を共同で運営しています。
　空き家の売却や借家としての活用を考え登録を希望される方は、問合せいただくか、「しりべし空き家ＢＡ
ＮＫ」で検索し、しりべし空き家ＢＡＮＫのホームページをご覧ください。

第 71 回　｢ 社会を明るくする運動 ｣
第 36 回　｢ 余市町青少年健全育成 ｣ 余市町 作文 ・ 標語入選作品

【標語の部】
　◆小学生　金　賞　支えあう　人がいるから　笑顔ある　　 　黒川小学校    ６年　髙　橋　宗太郎
　　　　　　銀　賞　大じょうぶ　その一言で　すくわれる　　 黒川小学校　  ５年　脇　山　よつば
　　　　　　銅　賞　手をつなぎ　世界を明るくつなぐ未来　　 黒川小学校　  ６年　山　田　穏　空
　◆中学生　金　賞　あいさつで　広がる人の輪　笑顔の輪        西中学校　  ２年　藤　本　煌　莉
            銀　賞　心の栄養　思いやり　たくさん食べて　元気な町に　西中学校　  １年　廣　岡　沙　都
　　　　　　銅　賞　ためらわず　一声掛けて　手をかして  　 西中学校　　３年　佐　藤　拓　斗
　◆高校生　金　賞　思いあう　心があれば　みな笑顔　　　　 紅志高校　　１年　麻　績　天　海
　　　　　　銀　賞　コロナでも　変わらぬものは　思いやり　 紅志高校　　３年　田　村　壱　成
　　　　　　銅　賞　挨拶で　つながる縁（えにし）と　笑顔の輪    紅志高校　    ３年　斉　藤　仁　貴

【作文の部】
　■小学生　最優秀賞　話すこと、聞くこと　　　　　         黒川小学校    ６年　渡　辺　宥　生
　　　　　　優 秀 賞　楽しく明るい学生生活をするために　　 大川小学校    ６年　都　築　歩　心
　■中学生　最優秀賞　人と人との繋がり   　　　　　　　　　旭中学校　  ３年　森　  　和　奏
　　　　　　優 秀 賞　塾の先生から学んだコミュニケーション 旭中学校　　３年　渡　部　　　稟
　■高校生　最優秀賞　手を差しのべることの大切さ   　　　　紅志高校　　２年　藤　本　結　花
　　　　　　優 秀 賞　社会を明るくするために必要な意識　　 紅志高校　　１年　千　葉　孝　也

  

保護司というボランティア

  保護司とは、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間ボランティアです。
　保護司は、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員で、全国で、４万８０００人います。
余市地区５ヶ町村（余市町・仁木町・古平町・積丹町・赤井川村）では、現在２９名（充足率
８７．８％）が活躍しています。
　「社会を明るくする運動」を通して、保護司会は犯罪や非行を防止し、安全で安心に暮らせる地
域社会を築くことや、犯罪や非行をした人が再び罪を犯さないように立ち直りを支援する活動をし
ています。
　罪を犯すのも地域、罪を犯した人が帰ってくるのも地域、立ち直るのも私たちの地域です。
　皆様とともに社会を明るくしていきましょう。
〒 046-004
大川町１０丁目６番地２（余市町勤労青少年ホーム内）
余市地区更生保護サポートセンター
月・水・金曜日　午後１時から４時まで企画調整保護司が駐在（☎２３－６８１８）



７月２１日～８月２３日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：４５ｎＧｙ /ｈ、最低値：３７ｎＧｙ /ｈ、平均値：４０ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率
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「防災ガイドマップ」のお届けについて

　既に皆様にお配りをしている「防災ガイドマップ」については、余市川の洪水浸水想定区域図において浸水
の深さの表示に誤りが生じていたため、新たに「防災ガイドマップ」を作成しております。
　新たに作成した「防災ガイドマップ」については、１０月上旬から順次、皆様のご家庭にお配りすることを
予定しております。
　町民の皆様におかれましては、「防災ガイドマップ」を活用され、これまでどおりの防災対策の備えと早め
の避難を心がけてください。

　問合せ　地域協働推進課 防災グループ　 ☎２１―２１４２

　問合せ　札幌管区気象台　天気相談所　☎０１１－６１１－０１７０

　９月は、１年で最も台風の発生・接近・上陸が多くなる時期です。強い勢力を保ったまま北海道へ接近・上
陸することもあり、主に暴風・大雨・高潮・高波による災害をもたらします。台風が接近して災害のおそれが
ある場合、気象庁は警報や気象情報を発表し、警戒を呼びかけます。また気象庁ホームページでは、必要とす
る様々な情報を一つのページで閲覧できるサービスを提供しております（図：気象庁ホームページ「あなたの
街の防災情報」）ので、キキクル（雨による災害発生の危険度を地図上で確認するサービス）なども参考にし
てください。台風による災害から身を守るために、特に以下をチェックしておきましょう。

【台風が接近する前】
□ 避難場所までの経路や危険な場所を確認しておく
□ ハザードマップで自宅などで起こりやすい災害を把握しておく
□ 下記に該当する場合は、早めの避難を検討する
　　・土砂災害の危険がある斜面のそば
　　・洪水が起きる危険がある川のそば
　　・高潮や高波が岸壁を超えてくる危険がある海岸付近
□避難情報や防災気象情報をどう入手するか確認しておく
□屋外の植木など飛散しそうなものは屋内に片付けておく

【台風が接近して大雨や暴風の影響を受け始めた時】
□ なるべく外出は避ける
□ 避難情報や防災気象情報をよく確認する
□ 危険を感じたら屋内の安全な場所に自ら移動・避難する
□ 川や海岸、防波堤には絶対に近づかない
□ 補修などが必要でも、屋根に上ることは絶対にしない

台風に備えて



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。

　　　　　＜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　毎日１時間に１回上映

　　　　　＜プラネタリウム＞　　３密を避けるためクローズとします。

上映案内　

当面の間、開催を見合わせます。天体観望会

～９月の休館日～
６日（月）、１３日（月）２１日（火）、
２７日（月）

　９月のおもしろ宇宙教室 現在受付中

※●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。（９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。

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、実物大模型や大型グラフィッ
ク、解説パネル、映像などでご紹介します。

「はやぶさ２」特設コーナー

名　　　称 日　時・内　容 定員

宇宙開発教室⑤ ( 全 7 回）3 日㊎　宇宙飛行士・毛利衛さんの生い立ちや功績について学ぶ 各 7 人

●宇宙の謎教室⑥～⑪　
　　　　　　( 全 11 回）

⑥ 4 日㊏・宇宙開発、⑦ 5 日㊐・有人宇宙飛行 、⑧ 11 日㊏・ＩＳＳでの規格、⑨ 12 日㊐ＩＳＳで
の空気や水、⑩ 19 日㊐ＩＳＳでの自立問題、⑪ 20 日㊊㊗・ＧＰＳ 各 7 人

ほしぞら教室⑤（全 10 回） 18 日㊏　さまざまな天体・星座・天文現象について学ぶ 各 7 人

●電気自動車教室  26 日㊐　電気自動車の仕組み等について学ぶ 各 7 人

≪午後２時～（60 分）≫　

≪①午前１１時～、②午後 2 時～（30 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後２時～（60 分）≫　

※日時計教室、水ロケット教室、モデルロケット教室、プチロケット教室、かさ袋ロケット教室、ストローアート教室、浮き球アー
　ト教室は中止となりました。
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提供：ＪＡＸＡ

９月３日（金）、「毛利記念日」特別開館（入館料無料）を開催！

　１９９２年９月１２日、余市町出身の宇宙飛行士・毛利衛さんが日本人で初めてスペースシャトルで宇宙に
飛び立ちました。ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）では９月１２日を「宇宙の日」と定め、全国的に様々な
記念行事を行っております。当館では例年、「宇宙の日」に近い日曜日を毛利さんの業績を広くご紹介する日
として、入館料を無料の上、開館しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、混
雑や３密を避け、平日の開催とします。（感染拡大状況によっては中止や入館人数を制限する場合があります。）
　当日は、毛利宇宙飛行士が２度（1992 年、2000 年）の宇宙ミッションで成し遂げた功績について、当時の
記録映像や貴重な写真、教室（下記、宇宙開発教室⑤参照）などでご紹介します。

＜第一管区海上保安本部協賛企画＞
「水路記念日」を記念して、航海で使う「海図」や海洋調査を紹介する展示パネル等を展示します。

※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
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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！
　えっ、どんな棚ですか？

「航空ミステリーが好きなんです。福本和也をよく読
んでましたね。航空機関係の本も揃えたりして棚をつ
くってね。でも、売れなかったなぁ」
　塩田さんは、まいったなぁという風情である。ほか
に好きな作家について訊ねると、落合信彦、浅田次郎
の名前が挙がった。浅田次郎は歴史ものより『神坐す
山の物語』が好きだと言う。山岳ミステリーも好みな
んですと、塩田さんは付け加えた。「やっぱり年を取っ
てから、本を読まなくなりました。本屋が本を読まな
いって言ったらいけませんね」と、冗談めかして笑う
塩田さんである。
　「棚をつくったりしていた頃は、景気もよかったん
ですよ。本もよく売れましたから。いまじゃ、信じら
れません」と、塩田さんはお手上げの仕草を見せる。
続けざまに「昔のいい時代を思い出しても、どうしよ
うもなし」と、きっぱり。
　たとえ余市で人口が減ろうとも、本が売れないと言
われる時代であっても、商売は商売として続いていく
わけですからね、そうでしょ。塩田さんが僕に問いか
ける。僕の頭の片隅には、もやっとした言葉が浮かん

でいるけれど、なかなか出てこない。うんうん。だか
ら頷くしかない。あっ、なりわい。そう、生業。もやっ、
が、しゅっ、と像を結んだ頃には、塩田さんが次の話
を始めたところだった。
　「田舎で本屋をやるって、結構しんどいんですよ。
本屋だけれど、本屋じゃないよなって瞬間がいっぱい
あるんです」
　それって、どんなときですか？
　「ベストセラーは一冊も入ってきませんからね」
　塩田さんの声のトーンがちょっと上がった。
　「田舎にはね、ベストセラーが最初の配本で回って
くることはまずないんです。お客さんに聞かれるで
しょ、あれ読みたいんだけど、ないのって。ないですっ
て答えるしかない。いつ入荷するのって、急かされる。
お客さんの要望には応えたいから、問い合わせしてみ
ますねと言う。こっちも必死で注文する。それでも、
絶対に入ってきません。絶対に、ですよ。売れる本が
入ってこなくて、どうやって本屋を経営していくって
いうんですかね」
　今度は僕にではなく、自身へ問いかけるように、塩
田さんの視線は宙をさまよっている。( 続く）

余市の人々。　第３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

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

 余市町過疎地域持続的発展市町村計画（素案） 令和 3年 7月 1日
から 7月 30 日 ご意見等はありませんでした  企画政策課

　問合せ　企画政策課 企画グループ　☎２１―２１１７　　

人事異動（８月１日付）

◎余市町発令　【新規採用職員】　▼子育て・健康推進課大川保育所　主査　槙野　静香



　郵便という言葉とポストがなかなか浸透しなかった

昭和のはじめ、「郵便ポストに白字で「郵便」と書い

てあるのを見て、上京した紳士は字の扁が垂（たれ）

という字なので、（郵便の文字を）「タレベン」と読ん

でポストを便所と間違えた（後略）」というエピソー

ドが紹介されています（『月間郷土誌よいち』）。

　町内での郵便局のはじまりは古く、このエピソー

ドのようなことはなかったと思われます。明治３

（1870）年に、浜中町に設置された開拓使出張所内で

駅逓業務が開始された明治５年がはじまりのようです

が、郵便業務はそれより少し遅れたようです。

　駅逓とは、交通が不便な地に宿舎を兼ねた駅舎に人

馬等を揃えて、移動する人の継ぎ立てと宿泊、物資の

逓送等のために設置されたものをいいます。明治20年

代には青木善松さんが沢町で旅人宿を営業していま

す。その宿が描かれた版画には余市郵便局為替貯金取

扱所と書かれています。お店の前には馬がつながれ、

帽子をかぶった郵便配達員のような人もみえます。

　町内の郵便局は、昭和の初めころには余市郵便局と

余市澤町郵便局の２ヶ所がありました（『余市郷土

誌』）。余市郵便局は明治８年、山本忠次郎さんが初

代取扱役となって浜中町に設立、同13年、沢町へ移転

後電信、貯金、為替業務を徐々に取り扱い、同24年に

電信局と合併、大正12（1923）年に大川町へ移転しま

す。昭和初めの大川町の余市郵便局の職員数は42名、

集配区域は畚部村（栄町方面）を除いた町全域に及

び、電報配達区域は大川町、黒川町、山田村（現山田

町）の範囲でした。

　余市澤町郵便局は明治24年に川村郵便受取所として

大川町で郵便事務を取り扱い、同30年代以降は貯金、

為替、小包郵便、電話事務の取り扱いも行うようにな

りました。大正12年５月に澤町86番地に移転して澤町

郵便局と改称します。こちらの昭和初めの職員は電信

２名、郵便１名、事務員３名、雇人３名（局長などを

含めて10名程度か）となっています。電報配達区域は

沢町、浜中町、琴平町（丸山付近）、山碓町（港町付

近）、梅川町、沖村（豊浜町など）、山道村（豊丘町

付近）と広い範囲でした。

　明治20年代の郵便業務についての記録には、「毎年

季節ニ由リテ業務ニ非常ノ繁閑ヲ生スレハ其季節及概

況」として「只漁業季節四、五、六月及十一月ハ例月

ニ比シ一割乃至八分ノ減少ヲ見ル事アリ」とあります

（『にしんりんご郵便局』）。４～６月の減少は、ニ

シン漁の時期に仕事上の連絡をしていた繁忙期が過ぎ

て、ひと休みの時間なのでしょうか。

　明治時代は道路の整備が進んでおらず、海岸線に漁

師さんの集落が点在していたので、澤町郵便局が担当

する配達区域は大変でした。広いだけでなく、沖村ま

での道は落石の恐れがある海岸線で、山道村は山深く

道行が大変だったと思われます。戦後になって郵便自

動車による往復となっても難路は難路のままで、昭和

32年５月、余市余別（積丹町）間の郵便自動車の運行

中のこと、雪解けで緩んだ岩盤からの落石が助手席の

屋根を破り、職員に直撃して亡くなるという痛ましい

事故がありました。

☀☁☀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205 ～ 『 郵 便 局 』

▲図　旅人宿営業　青木善松　（『後志國盛業図録』
明治 21 年）
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

４０代～５０代の方必見！動脈硬化の危険性を知っていますか

●余市町では、介護が必要となる要因の第１位は心臓病！
　動脈硬化は自覚症状がないまま悪化します。動脈硬化を原因として発症する心疾患（心臓病）と脳血管疾
患（脳卒中）は、日本の死因の約４分の１を占めるほか、介護が必要となる大きな要因ともなっています。
令和２年度は、余市町で要介護となった人のうち６１．４％の人が心臓病があり、２４．３％の人は脳血管疾
患がありました。

　普段あまり意識されませんが、血管は大変重要な器官です。死に至ることも珍しくない脳卒中や心筋梗塞と
いった病気の原因の多くは、血管の老化（動脈硬化）にあるからです。
　最近では、４０～５０代でこれらの病気を発症する例も少なくありません。自覚症状のないうちから動脈硬
化などに早めに気づき、血管を若く保つことを心がけましょう。

≪こんな効果が期待できます≫

・ウォーキング
・サイクリング
・ラジオ体操
・水中ウォーキング
・階段昇降

健康な血管

適切な運動で血管を鍛えましょう！

●血管は９割つまらないと自覚症状が出ません
　健康な血管は、しなやかで弾力性がありますが、バランスの悪い食事や塩分過多、運動不足など健康的でな
い生活習慣や加齢によって、血管はだんだんと弾力を失い、硬くもろくなっていきます。

●加齢による血管の変化のほかに、動脈硬化を進行させる５大要因　　
　加齢とともに血管が老化することは仕方のないことですが、そのほかにも、生活習慣病や喫煙など様々な
要素が血管の老化を加速させます。例えば、血圧が高いということは、血管を高い圧力で傷めつけていると
いうことです。また、血糖値が高いということは、血液中に糖があふれ、血管を傷つけているということで
す。動脈硬化を防ぐには、早めに生活習慣を改善し、高血圧、高血糖、脂質異常、喫煙、メタボリックシン
ドロームといった動脈硬化の要因を遠ざけることが大切です。
　余市町の特定健診は、予防可能な時期を逃さないために腎臓・脳・心臓を守る検査が追加されています。
ぜひ特定健診を利用し、生活習慣の改善や動脈硬化の予防にお役立てください。

自覚症状なし
（糖尿病・高血圧・脂質異常症）
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≪おすすめの運動≫

　運動は血管の質をよくし、血管にかかる負担を減らします。さらに、増えた血流が血管へのよい刺激とな
り、血管の若返りが期待できます。また、血管の老化防止だけでなく、健康を保つ上で運動は欠かせません。
生活のなかに組み込んで、毎日の習慣にしていきましょう。

血管を強くする「有酸素運動」
　有酸素運動を毎日の習慣にしましょう。いちばんは歩くことです。細切れでも歩く時間を増やしていくこ
とが大切です。

・カロリー消費による減量
・基礎代謝量アップによる減量
・中性脂肪が減る
・HDL（善玉）コレステロールが増える
・血糖値が下がる

自覚症状あり
（脳卒中・心筋梗塞）
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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 ８日（水）、22 日（水）
13:00 ～ 16:00

福祉センター入舟分館
（問合せ）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 　　　17 日（金）

無 料 法 律 相 談
（ 予 約 制 ）

13 日（月） 13:30 ～ 14:30

15 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

21 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

健康と暮らしの情報（９月号）

健康づくり情報

休日当番医

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

心 の 健 康 相 談
16 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

健 康 相 談 15 日（水） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 ※ 10 日（金）までに
　申込みが必要です。

認知症の介護相談 21 日（火） 13：30 ～ 15：00   福祉センター入舟分館 （問合せ）社会福祉協議会内
☎ 22-3156

※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

9月5日（日） よいちクリニック 21-4570
12日（日） よいち整形外科クリニック 48-5000
19日（日） よいち汐風クリニック 21-5566
20日（月） わたなべ内科医院 22-3989
23日（木） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533

26日（日） 勝田内科皮フ科クリニック 22-3843

10月3日（日） 中島内科 22-3866
           10日（日） 勤医協余市診療所　     22-2861 　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２

※ 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）

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

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

  3 日（金） 18：30 ～ 20：30
キッズルーム「あっぷる」

※ ( 申込先 )
　　　子育て・健康推進課

１ 歳 ６ か 月 児 健 診 Ｒ 2 年 2 月生まれ   9 日（木）
受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館

3 歳 児 健 診 H30 年 4 月生まれ 10 日（金）

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 10 日（金）までに
　  申込みが必要です。

15 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。

４ か 月 児 健 診 R ３ 年　５月生まれ
30 日（木）

受付 11：40 ～ 12：00
福祉センター本館

1 0 か 月 児 健 診 R 2  年１１月生まれ 受付 12：00 ～ 12：20

※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。

※ 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。

子育て情報
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りんごの花  押し花サークル
日　時　９月１５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

　農村活性化センター
　　　からのお知らせ

自衛官候補生・防衛大学校学生・防衛
医科大学校医学科学生・防衛医科大学
校看護学科学生を募集します。
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

= 募集・お知らせ =

　各種自衛官募集

余市消防署では、いざという時のため
の「普通救命講習Ⅱ」を次のとおり開
催します。
日　　時　　９月３０日 (木 )　
　　　　　　　　　午後１時～５時
場　　所　　余市消防署　３階講堂
募集方法　  余市消防署に来署し受講
　　　　　　申請願います。
募集人員　　１６名
受付期間　  ９月１日（水）～２３日（木）
※定員に満たない場合は締め切り後で
も受講できる場合がありますので、余
市消防署まで問合わせください。
※今後の新型コロナウイルス感染症の
状況により、変更や中止となる場合が
あります。
講習内容　　心肺蘇生法 ( 人工呼吸・
胸骨圧迫 )・止血法・異物除去法・Ａ
ＥＤ (電気ショック )の取扱い講習。
●住宅用火災警報器の維持・管理について
　定期的に作動確認をしても音が鳴ら
ない場合は、電池切れか機器本体の故
障ですので取扱説明書をご覧くださ
い。ホコリなどが付くと感知しづらく
なります。１年に１回程度よく絞った
布で汚れを拭き取ってください。
●悪質な訪問販売等にご注意
　消防署が直接住宅用火災警報器、消
火器を訪問販売することや特定の業者
に商品を斡旋し、販売を依頼すること
はありません。
※掲載内容に関する詳細やご質問などは、
余市消防署まで問合わせください。
問合せ　余市消防署 ☎２３-３７１１

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　９月２日・９日・１６日・３０
　　　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。
日時９月３日・１０日・１７日
　　　　２４日（金曜日）
　　　午後１時３０分～３時

定員（①～④とも）　５名
　　 （定員になり 次第締切り）
参加料（使用料を含む）
　各１回　　　  　５００円（①～④）
　 2 回セット　　  ８００円（①）
　４回セット　１，８００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。
・ 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。
・ コロナウイルス感染症防止対策にご
　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

　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　９月８日・２２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　９月２日・９日・１６日
　　　　３０日（木曜日）
　　　午後１時１５分～２時４５分

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

●普通救命講習Ⅱ 
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。

余市警察署からの
　　　　　　お知らせ

～秋の全国交通安全運動～
　夕暮れ時　あなたを守る　反射材
１　期間
　　９月21日（火）～９月30日（木）
２　ドライバーの皆さんへ
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= 募集・お知らせ =

敬老の日プレゼント作りの会
９月１８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
※９月３日（金）、３０日（木）はお
休みです。

児童館行事案内

黒川児童館（☎２３‐４３３８）

敬老の日プレゼント作りの会
９月１２日（日）午後１時３０分～
つどいの広場　　
９月１６日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
しゃぼん玉の会
９月４日（土）　　午後１時３０分～

日時　９月１６日（木）　
　　　午前１０時～１２時
その他
・９月６日（月）から受付
・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
◎『ぐんぐんの日』
キッズルームあっぷるで、毎月１回身
体測定ができることになりました。身
長計、体重計を準備しています。
日　時　９月８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
問合せ　キッズルームあっぷる
　　　　☎４８-８８５０

◎今月のわくわくタイム

※１５日（水）までに申込みが必要

　夕方から夜間にかけて、歩行者や自
　転車の見落としや発見遅れによる交
　通事故を防ぐために、対向車や前車
　がいない時は、ライトをハイビーム
　に切替えましょう。
　特に、右から横断してくる歩行者に
　注意をしましょう。
　運転する前に、同乗者全員がシート
　ベルトとチャイルドシートを正しく
　着用しているか確認しましょう。
３　歩行者の皆さんへ
　横断前に左右をよく確認しましょう。
　外出する時は、白っぽい服装や反射
　材を身に付けましょう。
　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｣
　を徹底し、二日酔い運転を含めた　
　飲酒運転を根絶しましょう。
※　９月30日は、「交通事故死ゼロを
目指す日」です！
～ヒグマによる人身被害の防止～
・複数で行動し、音で存在を知らせま
　しょう。
・新聞やテレビなどで、ヒグマの出没
　情報等を確認しましょう。
・残飯や生ゴミを野外に放置したり、
　埋めたりしないようにしましょう。
・フンや足跡、食べた跡を見つけたら
　、すぐに引き返しましょう。
・万が一、ヒグマに遭遇した場合は、
　落ち着いて行動しましょう。
　逃げたり、さわいだり、慌てて行動
　すると、かえってヒグマを興奮させ
　、襲わる危険があります。
　リュックや持ち物の回収はせず、ゆ
　っくりと静かに立ち去りましょう。
問合せ　余市警察署 ☎２２- ０１１０

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

手形アート『親子で作成』

　～ペタペタアート～

講師　babybus　すずき　あゆ氏

つどいの広場
９月１５日（水）　午前１０時～

余市室内楽協会　コンサ
ート２０２１　

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　９月１８日（土）　
　　　　開場 :午後５時３０分
　　　　開演 :午後６時
会　場　中央公民館 大ホール
入場料　無料
曲　目
♫J.S. バッハ／ブランデンブルグ協奏
　曲　第３番
♫ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏
　曲　ホ長調　「恋人」（ヴァイオリン
　独奏 :牧野時夫）
♫メンデルスゾーン／弦楽八重奏曲　
　第１楽章
♫ヤナーチェク／「弦楽のための牧歌」
　より第１，３，６曲
♫ホルスト／ムーアサイド組曲
問合せ　余市室内楽協会（牧野）
　　　　☎０９０- １３８２- ７２３７

日　時　９月２５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

「余市循環線（仮称）」の
試験運行を行います。　

　令和３年１０月１日から令和３年
１０月３１日までの１か月間、余市町
地域公共交通網形成計画に基づき、「余
市循環線（仮称）」の試験運行を行います。
　この間「余市協会病院線」及び「余
市紅志高校スクール便」について運休
となります。
　詳細については、今月号の町広報に
同封しておりますチラシをご覧くださ
い。
問合せ　企画政策課　企画グループ
　　　　　　　　　☎２１－２１１７

北海道の広報紙「ほっか
いどう」について

　北海道発行の広報紙「ほっかいどう」
が、北海道庁のホームページでウェブ
版（html 版）で読めるようになりま
した。パソコンやスマートフォンから
手軽にご覧ください。　

▲広報紙「ほっかいどう」
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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

　　　災害時の避難所を体験してみませんか？
　中央公民館では、災害時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」を開催します。
日　　時　　９月２８日（火）　
　　　　　　・第１部午前１０時～、第２部午後１時～
　　　　　　　※１部・２部とも２時間程度
会　　場　　中央公民館 ３階　３０１号室
内　　容　　・避難所体験会（段ボールによる寝床作り等）
　　　　　　・各個人・家庭でできる災害時に役立つ講座
講　　師　　地域協働推進課防災係職員
参加対象　　町内に在住されている方
定　　員　　１部・２部とも定員２０名（定員になり次第締
　　　　　　　め切ります）
申込方法　　９月１７日（金）までに中央公民館窓口ま
　　　　　　たは電話で申込みください。
　　　　　（氏名、住所、連絡先等をお伺いいたします。）
申 込 先　　教育委員会社会教育課（中央公民館内）
　　　　　　大川町４丁目１４３番地
　　　　　　☎２３－５００１　

　　　寿大学・女性学級のみなさんへ 
　　　　　＝今月の学習案内 ＝
≪寿大学第３回学習講座≫
◇日　時　９月２日（木）
◇講座名　「健康づくり講話」
◇講　師　子育て・健康推進課職員
≪女性学級第３回学習講座≫
◇日　時　９月１３日（月）
◇講座名　「音楽鑑賞会」
≪寿大学第４回学習講座≫
◇日　時　９月１６日（木）
◇講座名　「健康音楽教室」
◇講　師　近藤ひとみさん（音楽療法士）
≪女性学級第４回学習講座≫
◇日　時　９月２７日（月）
◇講座名　「やさしい手話」
◇講　師　伊藤利恵子さん（後志ろうあ協会）
　　　　　余市手話会の皆さん
＜４講座共通＞　
〇時間　午後１時３０分～２時３０分
〇場所　中央公民館 ３階 ３０１号室

　　　　公民館生涯学習教室「寿大学・女性学級」開講式
　　　　　～寿大学は開校して半世紀～
　７月８日（木）、令和３年度の寿大学開講式と学
生自治会総会が開催され、３５名の学生が出席しま
した。
　開講式では学長（教育長）、町長、議長からお祝
いの言葉をいただき、オリエンテーションでは学習
全般についての説明がありました。また、式終了後
には自治会総会が行われ、開校５０周年記念事業（式
典・記念誌等）を含む事業・予算計画については満
場一致で承認されました。

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合もありますので、ご了承願います。

　　　　　　“町内文化財巡り”開催！　
　前期公民館文化教室「町内文化財巡り」は７月８
日（木）に開催され、７名が参加しました。
　当日は天候にも恵まれ、心地よい汗をかきながら
文化財施設（福原漁場、運上家、フゴッペ洞窟、西
崎山環状列石）を巡りました。各施設では職員によ
るガイドもあり、文化財への理解を深めることがで
きた教室になりました。

　　　　　　「ディスコン教室」開催！
　前期健康・生涯スポーツ教室「ディスコン」が７
月６日（火）・２０日（火）に中央公民館で開催され、
合わせて１５名が参加しました。
　ディスコンは、赤・青に分かれて、小さな円盤を
投げポイントに近いチームが得点となる簡単なスポ
ーツです。適度な運動量なので、健康・体力づくり
に適しているスポーツです。チーム対抗戦は大変盛
り上がり、楽しい時間を過ごすことができました。

▲学生認定証授与 ▲学生自治会総会 ▲開講式 ▲脳トレに挑戦中！

▲福原漁場の見学 ▲運上家の見学

　　　　～考えることで脳の活性化～
　学習講座の受講やサークル活動を通して互いに交
流を深め合う女性学級の開講式は、７月１２日（月）
に２７名の学級生が出席して開催されました。
  開講式では公民館長の挨拶や学習内容についての
説明があり、引き続いて学習講座「楽しい脳トレ」
が行われました。わからなくても間違えても頭をた
くさん使ったので、脳トレの目的を十分果たすこと
ができた講座となりました。

▲狙いを定めて円盤を投球！
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問合せ　図書館（☎22―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

ブックスタート・フォローアップ事業
　乳幼児健診（１０カ月児健診）時に、絵本を開く楽
しい体験とともに赤ちゃんに絵本を手渡す活動とし
て、余市町ブックスタート事業を行っています。その
ブックスタートを終えたお子さんを対象に、年齢に
あった絵本選びのコツや手遊びなどをお伝えして親子
の触れ合いをさらに深めるフォローアップ事業をはじ
めます。ぜひご参加ください。　
日時　９月１１日（土）午前１１時～
対象　おおむね１歳～３歳くらいまでのお子さん
定員　２０名（先着順）
場所　図書館２階視聴覚室
締切　９月９日（木）までに申込みください。（電話可）

おはなし会
日　時　９月１１日 (土 )・２５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、お月さま！」　※自由参加

今月の休館日　毎週月曜日、２８日（火）～３０日 (木）

青空としょかん
　ひろ～い空のしたで、大きな絵本を読んだり、紙芝
居をします。一緒にゲームをしながら体を動かして、
楽しい時間をすごしましょう！みんな集まれ～！
日時　１０月２日（土）①午前１１時～②午後２時～
対象　幼児～大人
場所　図書館横広場（雨天時は図書館 2階視聴覚室）
内容　大型紙芝居「おおきくおおきくおおきくなあれ」
　　　大型絵本　「ひつじぱん」
　　　ゲーム　　「おっきく、でっかくしてみよう！」
※自由参加です。時間までにご来館ください。

臨時休館のお知らせ
　９月２８日（火）～３０日（木）までコンピュータ（図
書館管理システム）の更新作業のため、臨時休館させ
ていただきます。ご不便をおかけしますがご理解とご
協力をお願いします。なお、休館中に本を返される場
合は、玄関横のブックポストをご利用ください。

[ 対 象 者 ]　町内在住の方
[ 料　　金 ]　無料
[ 受付日時 ]　９月６日（月）～随時受付　午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
[ 申込方法 ]　中央公民館窓口または電話で申込みください。（申込教室名、氏名、住所等連絡先をお伺いします。）
　　　　　　 教室参加者へは、後日ハガキにて 詳しい日程等をお知らせします。
[ そ の 他 ]　事故・ケガの場合、主催者側で責任を負いかねますので、必ずご自分で傷害保険に加入してください。
　　　　　　　万一の事故に際しては自己責任にて処理することを誓約願います。また、教室の様子等撮影した写真    
　　　　　　　や動画を社会教育課のＳＮＳ（YouTube・Twitter・Facebook）に投稿する予定となっております
　　　　　　 ので、ご了承願います。
[ 問合せ先 ]　教育委員会社会教育課（中央公民館内）大川町４丁目１４３番地　☎２３－５００１　
　※各教室は、定員になり次第締め切ります。なお、荒天や風水害等や申込人数が少数の場合及び、新型コロナウイルス感
　染症の情勢により中止することがありますのでご了承願います。

後期「健康・生涯スポーツ教室」の申込受付を開始します。
種　目 場　所 開　催　日 内　　　　容

ウォーキング
　　　　　　（１５名）

町内一円
　コース

　　９月３０日（木）
　　　　午前１０時～１２時

町内一円コースを歩きます。

軽　登　山

　　　　　　（１０名）
シリパ山 　１０月　７日（木）

　　　　午前１０時～１２時

スキー場を横切って（八十八ヶ所）四十三ヶ所
より遊歩道→山頂　２９５.６mを目指します。

ディスコン

　　　　　　（１２名）
中央公民館

　１２月　７日（火）
　１２月１４日（火）
　　　　午前１０時～１２時

無理なく、参加者同士で楽しく勝負します。
円盤をポイントめがけて投げ合う競技です。

歩くスキー

　　　　　　（１５名）

ジャンプ台
周辺特設
コース

　１月１８日（火）
　１月２５日（火）
　２月　１日（火）
　　午前１０時～１１時３０分

特設コースで、冬を感じながら無理なく歩くス
キーを行います。

かんじき
　　　ウォーキング
　　　　　　（１０名）

日程については、令和４年２月号広報にて
お知らせします。
教室は１回の予定です。

かんじきを履き、雪上の不整地をウォーキング
します。
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 令和 3 年 7 月 31 日現在
　　人　口　18,050 人　     （－ 12）
　　男　性 　   8,424 人　     （－　4）
　　女　性　    9,626 人　   （－　8）
　　世帯数　   9,747 世帯    （－　6）

転 入　  58 人
転 出　  48 人
出 生　    8 人
死 亡　  30 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　平成２７年国勢調査（確定値）
　人　口　19,607 人　世帯数　8,769 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！

国民健康保険税　　３期 ９月２７日（月）

納期限
～今月の税～

９月２７日（月）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。

督促について
　納期限以降も納付がない方については、納期限の翌
月１０日頃に督促状発付予告書を送付しています。督
促状発付予告から７日を経過しても納付がない場合
は、督促がされたこととなり、同日以降納付される場
合は督促手数料（１００円）を加算して納付する必要
があります。

（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

町道民税　　　　　３期

●余市町社会福祉事業費の一部として
・一般財団法人北海道信用金庫ひまわり財団　
　　　　　　　一金　　１，０００，０００円

●小学校用一般備品として
・有限会社　ひろし家具店 
　　　　　　　応接用ソファ２台（１５万円相当）

知っていますか ?道の「苦情審査委員制度」

Q.督促状発付予告書が届きましたが、督促手数料は加
　算されますか？
A.督促手数料は督促日（督促状発付予告から7日後）
　以降に加算されます。
Q.既に納付したのに、督促状発付予告書が届きました。
A.納付方法によっては、納付の確認に時間がかかりま
　すので、行き違いで督促状発付予告書が送付される
　場合があります。納付が完了されていることを確認
　したい場合は、税務課納税グループまでご連絡くだ
　さい。
Q.督促状発付予告を放置するとどうなりますか？
A.督促後も納付や納税相談がない場合は、法律に基づ
　き（地方税法等）、財産（預貯金、給与等）を調査
　し差押を行う場合がありますので、絶対に放置せず
　納付、納税相談をしてください。
Q.どのような納付方法がありますか？
A.町税の納付方法は以下のとおりです。
●北海道信用金庫本店・支店及び役場派出所、北洋銀
　行、余市町農業協同組合、余市郡漁業協同組合、北
　海道内のゆうちょ銀行または郵便局における窓口納付
●上記金融機関における口座振替（事前手続が必要で
　す。）
●コンビニでの納付またはスマートフォンアプリ
 （LINE　Pay、PayPay）による納付（納付書に印字さ
　れた取扱い期限まで）
●インターネット上の「Yahoo!公金支払い」サイトを
　利用したクレジットカードによる納付（納期限まで）。
※詳しくは町ホームページをご確認いただくか問合せくだ
　さい。

　道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北
海道苦情審査委員」制度です。
　皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査
委員に申立てできます。皆さんに代わって、苦情審査
委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関に対し、
必要な調査を行います。
　審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があ
るときは、道の機関に是正や改善を求めます。もちろ
ん、個人情報の保護にも十分配慮します。

♦申立て方法
　　「苦情申立書」に必要な事項を記入し、提出して
ください。また、郵送・ファックス・メールでも申立
てができます。苦情申立書は北海道のホームページか
らでもダウンロードできます。苦情申立書の付いたリ
ーフレットを用意しています。

♦申立て・問合せ
　北海道　総合政策部　知事室　道政相談センター
　〒０６０ー８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目
　☎：０１１－２０４－５５２３(直通 )
      FAX：０１１－２４１－８１８１
メール：kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
または後志総合振興局　総務課

●余市町スポーツ・文化芸術活動等コンクール賞品
　として
・余市ライオンズクラブ 
　　　　　　　　各種賞品等（１５万円相当）
　　　　　　　　　　　


