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月号  5

今月の記事
 02　４月１日付け人事異動
 05　国民健康保険のお知らせ

入学式　ピカピカの 1 年生！

08　納税カレンダー
09　狂犬病予防注射のお知らせ

※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます

4 月６日（火）、町内小学校において入学式が行われ、９６人（黒川小学校４４人、
大川小学校３７人、沢町小学校１５人）の児童が晴れて小学校に入学しました。
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◎余市町発令
総　務　部
▶地域協働推進課長　　　　　　　　　　　　北島貴光
▶総務課主幹（兼）交通安全係長　　　　　　広瀬伸幸
▶総務課行政係長の兼務を解き（兼）人事厚生係長　     後藤将人
▶財政課主幹（兼）契約管財係長　　　　　　　高松久
▶（兼）総務課行政係長　　　　　　　　　荒井拓之介
▶総務課行政係主査（兼）総務係主査　　　　髙橋敬介
▶企画政策課企画政策係主事
　（兼）行政改革推進係主事　　　　　　　　竹本憲人
▶地域協働推進課広報広聴係主事　　　　　　宮本美優
▶財政課財政係主事　　　　　　　　　　　　北村佳輝
▶財政課契約管財係主事　　　　　　　　　　山本大貴
▶税務課資産税係主事補　　　　　　　　　　高杉隼人
▶税務課納税係主事　　　　　　　　　　　　松浦勇人

民　生　部　
▶福祉課長　　　　　　　　　　　　　　　　中島紀孝
▶福祉課主幹（兼）戸籍住民係長　　　　　　　小川真
▶子育て・健康推進課大川保育所長　　　　　北村友紀
▶子育て・健康推進課中央保育所長
　（兼）黒川児童館長　　　　　　　　　　大地富貴子
▶保険課医療係長の兼務を解く　　　　　　　住吉孝之
▶環境対策課主任技師　　　　　　　　　　　　桂芳之
▶保険課医療係長　　　　　　　　　　　　　栗田一平
▶子育て・健康推進課大川保育所主査　　　　津司牧子
▶子育て・健康推進課中央保育所主査　　　　大場一恵
▶子育て・健康推進課中央保育所主査　　　八重樫朱美
▶子育て・健康推進課黒川児童館主査　　　菅原久美子
▶福祉課福祉センター主任（兼）福祉
　センター入舟分館主任（再任用更新）　　　小俣芳則
▶福祉課老人福祉センター主任（再任用）　　芳川文俊
▶環境対策課廃棄物対策係主任（再任用）　　杉原隆行
▶福祉課福祉係主任　　　　　　　　　　　　渡邊隆寛
▶福祉課戸籍住民係主事　　　　　　　　　　小倉愛理
▶保険課介護保険係主事　　　　　　　　　　　窪田香

経　済　部
▶農林水産課長（兼）農地整備係長　　　　　　奈良論
▶農林水産課農政振興係長の兼務を解き（兼）
　加工排水処理施設場長（兼）水産林務係長　　     新木徹也
▶農林水産課農政振興係長（兼）産業連携推進係長　     中山達郎
▶農林水産課農地整備係主任（再任用更新） 　   木村律子
▶農林水産課産業連携推進係主任
　（兼）農政振興係主任　　　　　　　　　　竹内一真
▶農林水産課農政振興係主事　　　　　　　隅本幸之介
▶農林水産課農地整備係技師　　　　　　　　片山雄太
▶農林水産課農地整備係技師の兼務を解く　　  長谷川朋希
▶商工観光課商工労政係主事
　（兼）勤労青少年ホーム業務係主事　　　　本間敦也

建設水道部
▶下水道課長（兼）下水道管理センター場長　　   水野貴司
▶建設課道路維持係長の兼務を解く　　　　　笹森寿之
▶建設課主幹（兼）事務係長　　　　　　　　中坂好孝
▶建設課主任技師（兼）円山公園ふれあい
　交流施設館長（兼）円山公園ふれあい交
　流施設緑化推進係長　　　　　　　　　　　仲鉢浩二
▶建設課円山公園ふれあい交流施設館長
　の兼務を解き（兼）高速道路推進室長　　　樋口正人

▶まちづくり計画課高速道路推進室長の兼務を解く　　      小林武
▶下水道課業務係長、下水道管理センター
　業務係長の兼務を解く　　　　　　　　　　当宮光裕
▶建設課道路維持係長　　　　　　　　　　　新田雅人
▶（兼）建設課円山公園ふれあい交流施設管理係長　　   神良佑
▶下水道課業務係長
　（兼）下水道管理センター業務係長　　　　松本祐也
▶下水道課設備指導係長　　　　　　　　　　成田祐介
▶下水道課建設係長
　（兼）下水道管理センター施設管理係長　　荻野幸介
▶建設課事務係主査　　　　　　　　　　　小池美穂子
▶建設課管理係主事　　　　　　　　　　　佐々木恭平
▶（兼）下水道課設備指導係技師　　　　　長谷川朋希

【新規採用職員】
▶税務課住民税係主事　　　　　　　　　　　吉川裕真
▶福祉課戸籍住民係主事補　　　　　　　　　田村悠磨
▶子育て・健康推進課健康推進係技師　　　　　内藤葵
▶子育て・健康推進課子育て推進係主事　　　松本翔太
▶まちづくり計画課建築係技師補　　　　　　金岩歩希
▶教育委員会学校教育課学校教育係主事　　春木菜々子

◎余市町教育委員会発令
▶沢町小学校給食調理員
　（兼）大川小学校給食調理員　　　　　　加谷登志子
▶西中学校給食調理員　　　　　　　　　　　吉田結佳

◎余市町農業委員会発令
▶事務局長（兼）庶務係長（兼）振興係長　　濱川龍一
▶庶務係主任（再任用更新）　　　　　　　　松原厚子

◎３月３１日退職者※（　）前職
▶笹山浩一 　（総務部総務課主幹（兼）交通安全係長）
▶泉谷富美江 （民生部福祉課主幹）
▶杉原隆行 　（経済部農林水産課主任技師（兼）加工
           　 排水処理施設場長（兼）水産林務係長）
▶芳川文俊 　（建設水道部建設課主任技師）

◎余市町議会発令
▶事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　羽生満広

◎余市町選挙管理委員会発令
▶事務局次長（兼）庶務係長（再任用更新）　杉本雅純
▶次長の併任、庶務係長の兼務を解く　　　　三宅武敏

◎余市町公営企業発令
▶水道課長　　　　　　　　　　　　　　　　照井芳明
▶水道課主幹（再任用更新）　　　　　　　　山本金五
▶水道課業務係主任（再任用更新）　　　　　小島祐子
▶水道課浄水係主任（再任用更新）　　　　　新谷孝俊

◎派　遣
▶北海道派遣（更新）　　　　　　　　　　　長船晃汰

◎３月３１日再任用職員任期満了※（　）前職
▶榎並英二　（総務部総務課車両管理係主任）
▶堀内学　  （民生部福祉課老人福祉センター主任）
▶小林英二  （経済部商工観光課観光振興係主任）
▶松井正光  （教育委員会社会教育課社会教育係主任）
▶澤辺成徳  （監査委員事務局監査係主任）

人事異動（令和３年４月１日）
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　民生委員・児童委員は一定の地域を受け持ち、子どもの福祉を専門に担当する主任児童委員とともに、地域
の誰もが幸せで安心した生活をおくることができるように応援します。
　悩みごと、困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください（個人の秘密は守ります）。

５月１２日は民生委員・児童委員の日です！

「青い門標」が民生委員・児童委員宅の目印です。
担　当　区 委員氏名 電  話 担　当　区 委員氏名 電  話

大川町１丁目 西　川　睦　子 090-3898-3388 黒川第６中央区会 神　田　理恵子 22-3652

 〃  　  ２丁目 佐々木　幸　惠 22-3471 黒川第６南区会 中　根　紀　子 090-5071-9046

 〃   　 ３丁目 佐々木　順　子 23-4659 黒川第７北区会 乾　　　桂　子 23-4911

 〃   　 ４丁目 金　澤　　　治 22-3523 黒川第７南区会 加　藤　優　二 23-3162

 〃   　 ５丁目 磯　野　泰　弘 22-4153 共栄区会 木　田　勝　英 48-5589

 〃　    ６丁目 琴　田　　　昭 22-3094 黒川八幡区会（海側） 渡　辺　秋　雄 23-9003

 〃　    ７丁目 絹　野　秀　克 23-2620 　　　〃　　　  （山側） 井　出　　　武 090-6694-3684

 〃　    ８・９丁目 山　本　哲　男 23-2512 黒川第８区会（登方面） 佐　藤　美　枝 23-6143

 〃    １０  ・ １１丁目 横　澤　善　秋 23-3951   〃（明和・青葉団地付近） 小　田　正　春 23-7030

 〃　１２～１４丁目（山側） 安　本　幹　雄 23-3411 登　　　町 佐々木　儀　春 23-5328

 〃　１２～１４丁目（海側） 田　中　牧　子 22-5521 山　田　町（農村部） 馬　場　朋　子 22-3647

 〃　１５～１７丁目（海側） 鈴　木　紀美子 23-8103 　〃　  （林病院付近） 扇　谷　陽　子 23-7506

 〃　１５～１７丁目（山側） 田　口　泰　一 23-7273 浜　中　町 中　山　　　登 22-5764

 〃　１８～２０丁目 新　見　信　浩 22-6305 沢町 1 ～ 3 丁目 山　澤　義　晴 090-1646-0084

栄 　町　 （国道海側） 渋　谷　和　則 23-5849 沢町 4 丁目・富沢町 1・2 丁目 寺　井　一　哉 22-2201

　〃　  　（国道山側） 横　山　　　悟 22-5294 沢町 5・6 丁目・沢町 橋　本　英　廣 22-5358

　〃　　  （栄町団地付近） 田　中　千恵美 23-4678 富沢町 3・4 丁目 伊　藤　久　男 23-2364

　〃　  　（農村部） 横　山　みつ子 22-2857 　〃 　  5・6 丁目 伊　藤　健　治 23-5325

入  舟  町  （第 1 区会） 樋　口　章　子 23-8373 　〃　  7・8 丁目 坂　田　泰　康 22-3459

 〃（第２区会・山田町の一部） 髙　野　清　隆 23-2493 　〃       9 ～１１丁目 石　田　　　馨 23-6094

 〃 （第２区会） 小　林　達　子 21-2223 　〃     １２～１４丁目 福　原　満喜子 23-6888

朝　日　町 細　川　繁　治 23-3102 港　　　町 河　上　久仁子 22-3418

浜  中  町（モイレ台団地） 大　原　　　廣 23-5359 　   〃　　（漁港付近） 中　村　　　昇 23-4857

美  園  町（農村部） 岩　戸　てる子 23-2093 梅川町第 1 区会 伊　藤　あつ子 22-4230

   〃　　   （町営住宅付近） 櫻　井　佳　子 23-6254 　〃　第 2 区会 松　原　千鶴子 22-5790

黒川町１・２丁目 北　村　博　明 22-4087 梅川団地区会 欠員

　〃  　　    ３丁目 梁　川　英　一 090-1309-5471 豊　丘　町 中　山　桂　信 22-6725

　〃　４・５丁目 住　吉　律　子 22-3556 白岩・潮見・豊浜 工　藤　久美子 23-3837

　〃　６・７丁目 高　畑　洋　子 23-2477 大川地区（主任児童委員） 藤　平　和　子 23-7911

　〃　８・９丁目 三　浦　妙　子 21-6556 黒川地区（　　  〃　  　） 相　坂　圭　子 23-7700

　〃   　     １０丁目 木　村　武　宏 23-2240 沢町地区（　　  〃 　　 ） 中　村　尚　美 23-4459

　〃  　      １２丁目 山　本　　　清 22-3394

「広げよう 地域に根ざした 思いやり」～私たち民生委員・児童委員の “ あい言葉 ” です～

　令和３年４月１日付けで、次の２名が総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。

　行政相談委員は、無報酬のボランティアとして、国民の皆様から、国の行政活動全般に関する苦情や相談を

受け付け、相談者への助言などを行っています。相談は無料で、秘密厳守ですのでお気軽にご相談ください。

松　原　千鶴子（再任）　梅川町８１７番地　　　☎２２－５７９０
平　岩　聖　司（再任）　富沢町２丁目２１番地　☎２３－４６１３

私のまちの行政相談委員
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段　階 対        象       者 割　合 年額保険料

第 １ 段 階

　・生活保護受給者
　・老齢福祉年金受給者で町民税世帯非課税
　・町民税世帯非課税でその他合計所得金額＋課税年金
　　収入額が 80 万円以下の方

基準額× 0.27 18,700 円

第 ２ 段 階 町
民
税
世
帯

非
　
課
　
税

　第 1 段階対象者以外で、その他合計所得金額＋
　課税年金収入額が 120 万円以下の方 基準額× 0.41 28,400 円

第 ３ 段 階 　第 1 段階対象者以外で、その他合計所得金額＋
　課税年金収入額が 120 万円を超える方 基準額× 0.71 49,300 円

第 ４ 段 階 町
民
税

課
税
世
帯

　本人が町民税非課税でその他合計所得金額＋
　課税年金収入額が 80 万円以下の方 基準額× 0.97 67,300 円

第 ５ 段 階 　本人が町民税非課税でその他合計所得金額＋
　課税年金収入額が 80 万円を超える方 基準額× 1.00 69,400 円

第 ６ 段 階

町
民
税
本
人
課
税

　合計所得金額が 125 万円未満の方 基準額× 1.24 86,100 円

第 ７ 段 階 　合計所得金額が 125 万円以上 210 万円未満の方 基準額× 1.39 96,500 円

第 ８ 段 階 　合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 基準額× 1.68 116,600 円

第 ９ 段 階 　合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の方 基準額× 1.82 126,400 円

第１０段階 　合計所得金額が 420 万円以上の方 基準額× 1.90 131,900 円

≪令和３年度から令和５年度の介護保険料≫

※基準額は、「基準月額５,７８８円×１２ヶ月」です。
※第１段階～第５段階の「対象者」欄中、その他合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所
　得を控除した金額です。
※なお、平成３０年度税制改正（基礎控除の控除額引き上げ、給与所得控除・公的年金等控除の控除額引き下
　げ等）により、給与収入又は公的年金等がある場合、改正前と比べて、介護保険料の段階が変更となる可能
　性がございますので、ご理解願います。

　介護保険制度においては、介護サービス提供に関する計画や介護保険料の見直しを３年ごとに行うこととさ
れており、令和３年度がその見直しの年となっています。
本町における令和３年度から令和５年度までの新たな介護保険料は、次のとおりです。
　なお、余市町介護保険第１号被保険者の皆様に対する令和３年度分の介護保険料の決定通知については、令
和３年７月に送付予定となっていますので、安定した介護保険事業の運営のため、納付について引き続きご理
解とご協力をお願いします。

介護保険料を決定しました

　問合せ　保険課　介護保険グループ　☎２１-２１１９　　　
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　国民年金保険料は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定され、令和３年４月からの保険料は、
月額１６，６１０円となりました。（令和３年３月までは月額１６，５４０円） 

①納付書による現金納付　 ②口座振替　③クレジットカード納付

※納付書は、４月上旬に日本年金機構から送付されていますが、紛失などで手元に無い場合は再発行すること
　ができますので、最寄りの年金事務所へ問合せください。
※口座振替およびクレジットカード納付は、事前に届出が必要となります。届出書は役場にあるほか、日本年
　金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/ からダウンロードすることもできます。

　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

【 保険料の主な支払い方法 】

国民年金のお知らせ

〇国民年金保険料が変更になりました！

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。

　退職等の理由で、加入していた健康保険を脱退し、任意継続しないなど、他の健康保険に加入することが無
い場合、今まで加入していた健康保険を脱退してから１４日以内に国民健康保険に加入していただくことにな
ります。現在の健康保険制度では生活保護を受けている方など以外は、いずれかの健康保険に加入しなくては
なりませんので、まだ手続きをされていない方は、お手続きください。

　国民健康保険の資格は、先に加入していた健康保険の脱退した日までさかのぼりますので、手続きをしな
いで放っておくと、過去の保険税を一括して納めていただくことになります。また、病院にかかった時の医
療費も保険が使えなくなることもありますのでくれぐれも手続き忘れのないようご注意ください

　また、現在国民健康保険に加入している方で、就職等により、新たに社会保険や共済保険等に加入された方、
他市町村へ転出した方等も、国民健康保険の脱退や変更の届出が必要となります。まだ手続きがお済みでない
方は保険課窓口まで届出ください。また、郵送での届出を希望される方は、提出書類をご説明しますので、保
険課医療給付グループまで問合せください。

　国民健康保険に加入の方で、次に該当する場合は、収入の有無にかかわらず収入申告が必要になります。申
告をしないと、保険税の軽減措置や、保険給付のサービス等にも影響が出る場合がありますので、まだ申告を
されていない方は、お早めに手続きください。

住民税や所得税の扶養になっていない方（年齢が１９歳以上）で
　①遺族年金や障がい年金等、非課税収入のみの方　　②昨年１月から１２月中に収入の無かった方

〇国民健康保険の加入・脱退手続きについて

〇国民健康保険の簡易収入申告はお済みですか？

　問合せ　保険課　医療給付グループ　☎２１-２１２１　　　

国民健康保険のお知らせ
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申込期限　５月３１日（月）（郵送の場合当日消印有効）

その他
　①電話での申込みはできません。　
　②購入方法等の詳細については、助成決定後に郵便
　　　にてお知らせします。

　町では、ごみの減量化と堆肥化を目的に、家庭用電動生ごみ処理機および簡易コンポストを購入される方に
対し、その費用の一部を助成します。購入を希望される方は、次のとおり申込み願います。
　なお、助成個数には限りがありますので、予定数を超えた場合は抽選となります。申請しても必ず該当する
とは限りませんのでご理解願います。

購入助成対象者
　町内に居住している方。ただし、事業所等は除く。
助成金額
　電動生ごみ処理機は購入額の２分の１（限度額は４万円）
 簡易コンポストは自己負担額３千円で提供
申請手続き
　役場（環境対策課）、中央公民館、福祉センター本
館の窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し各施
設の窓口に申込みください。
 また、町ホームページから申請用紙をダウンロード
して郵送で申請もできます。

【助成手続き】

▲ 電動生ごみ処理機 ▲ 簡易コンポスト

　申込み・問合せ　環境対策課 廃棄物対策グループ　 ☎２１―２１１８

電動生ごみ処理機・簡易コンポスト購入助成について

　下水道が整備されていない地域を対象に、浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
補助対象　・専用住宅もしくは延べ床面積の１／２以上居宅部分を有する併用住宅。
　　　　　・町民であって、自ら所有し、かつ居住する住宅であること。ただし、住宅を借りている者で所有
　　　　　　者の承諾を得ている場合は、この限りではない。
　　　　　・賃貸または売却が目的でないこと。
　　　　　・町税を滞納していないこと。
補助金額　設置費用の６割を助成。（設置する槽の規模により上限額があります。）
貸付制度　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合において、宅内配管工事として、合併処理浄化
　　　　　槽への流入管、升の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の工事についても助成します。
　　　　　（上限額があります。）

　問合せ　環境対策課 廃棄物対策グループ　 ☎２１―２１１８

　◎補助金の交付を希望する方は工事着工前にご相談ください。　
申請期限　９月３０日（木）まで

浄化槽設備補助制度のごあんない
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　町民の皆様のあたたかい善意により令和２年度の日赤社費は、総額１，９５４，５８５円となりました。こ
こに厚くお礼申し上げます。
　町民の皆様から寄せられた社費は、日本赤十字社の活動資金となり、様々な人道的活動が実施されており
ます。今年度も５月より区会、日赤協賛委員のご協力のもと社費（会費）の募集を行います。
　町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
　問合せ　日本赤十字社北海道支部 余市町分区（福祉センター内）　☎ ２２―６２２８

　　　　　　　　　　役場 保険課 介護保険グループ　　　　☎２１―２１１９　FAX ２１―２１４４　　
　　　　　　　　　　地域包括支援センター（余市イオン内）    ☎４８―６０１５
　　　　　　　　　　在宅介護支援センター（かるな和順内）    ☎２２―３１１５

申込方法
　参加申込書に必要事項を記入のうえ、６月１０日（木）までに申込ください。※郵送、ＦＡＸでの申込可

「よいち健足サロン」に参加しませんか

問合せ・申込み
申込書設置場所

　理学療法士をお招きして、町内在住の高齢者の方を対象に、健足寿命（健康な足が維持される期間）の延伸
と健康な足づくりをテーマとした介護予防のための講話や体操などを行います。
　介護予防活動を通した交流・社会参加の場にぜひ参加しませんか。
　　対象：町内在住の概ね６５歳以上の高齢者
　　内容：健足講話、健足体操、健足ゲーム
　　日程：次の２つの日程からご自身に合う方をお選びいただき、ご参加いただきます。
　　　　　なお、新型コロナウイルス感染状況により変更・中止になる場合があります。
　　場所：中央公民館
　　定員：各日程２０名　※定員になり次第申込締切

開催日 開催時間 健康講話テーマ（変更になる場合あり）
６月２８日（月）

いずれも
午前１０時
～１１時３０分

『その靴で大丈夫？～自分に合った靴選び、たった３つのポイント』

７月１２日（月） 『１０歳若返るカギは足の指』

７月２６日（月） 『大切なのは歩く時間ではなく歩き方』

８月１６日（月） 『知らないうちにやっている、足を壊す３つの習慣』

８月３０日（月） 『幸運を呼ぶ７つの歩き方』

〇Ａ日程：歩くことに関心のある方。現在よりもさらに元気に歩きたいと思っている方。

開催日 開催時間 健康講話テーマ（変更になる場合あり）
７月　５日（月）

いずれも
午前１０時
～１１時３０分

『その靴で大丈夫？～自分に合った靴選び、たった３つのポイント』

７月１９日（月） 『誰でもできる！足の簡単チェック方法』

８月　２日（月） 『足のトラブルが起きやすい人の５つの特徴』

８月２３日（月） 『毎日たった５分の習慣が健足の秘訣』

９月　６日（月） 『人生１００年時代を歩くために最も必要なこと』

〇Ｂ日程：足のトラブルや痛みに困っている、もしくは不安な方。
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※今年度の町税の納期限は次のとおりです。

固定資産税 軽自動車
税種別割 町 道 民 税 国 民 健 康

保 険 税 夜間集合徴収

町
　
　
税
　
　
の
　
　
納
　
　
期
　
　
限

令和３年　5 月 1期 25日 全期25日 25日（火）

6 月
納
期
内
完
納
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

も
う
一
度
確
か
め
て
み
よ
う
納
税
通
知
書
！

1期 25日 25日（金）

7 月 2期 26日 1期 26日 26日（月）

8 月 2期 25日 2期 25日 25日（水）

9 月 3期 27日 3期 27日 27日（月）

10 月 3期 25日 4期 25日 25日（月）

11 月 4期 25日 5期 25日 25日（木）

12 月 4期 27日 6期 27日 27日（月）

令和４年　1 月 7期 25日 25日（火）

2 月 8期 25日 25日（金）

夜　間　集　合　徴　収　所

開設場所
　役場  税務課  窓口（１階）
　福祉センター本館（富沢町）

開設時間 　午後５時３０分より７時まで

　問合せ　税務課 納税グループ　 ☎２１―２１１６

・お越しの際は必ず納税通知書等をお持ちください。
・コンビニやクレジットカードでの納付もできます。

令和３年度　納税カレンダー

【北海道からのお知らせ】
　　　　　　令和３年度の自動車税種別割の納期限について

　５月３１日（月）が納期限です。
・自動車税種別割は毎年４月１日現在に自動車をお持ちの方に納めていただく道税です。
・コンビニ・クレジットカード（インターネット利用のみ）でも納税できます。
・５月６日に納税通知書を発付しますので、納期限までに納税をお願いします。
・納税通知書が届かない方は問合せください。
　問合せ　後志総合振興局小樽道税事務所　 ☎０１３４―２３―９４４１

令和元年度貸借対照表（令和２年３月３１日現在 )
借　　　方 貸　　　方

【資産の部】

１.固定資産

２.流動資産
（うち現金・預金）

    164 億 8,558万円

　     7億 8,628万円 
    （3億1,716万円）

【負債の部】

１.固定負債

２.流動負債

【純資産の部】

１.純資産

72億 2,981万円

8億 8,039万円

91億 6,166万円

資産合計　　　 　   172 億 7,186 万円 負債・純資産合計 172 億 7,186 万円

【資産の部】
１固定資産⇒土地、建物
２流動資産⇒現金、預金など

【負債の部】
１固定負債⇒地方債の残高など
２流動負債⇒翌年度（令和２　
　年度）に支払われる償還金など

【純資産の部】
１純資産⇒これまでに資産形　
　成に支払われた財源

※地方債（町の借金）の残高は、約 65 億 3,674 万円で、町民一人当りでは約 35 万　6,887 円となります。また、町民 
　一人当りの資産は約 94 万 2,993 円となります。（人口はＲ元年度末住民基本台帳人口を用いて計算しています。）

　問合せ　財政課 財政グループ　☎２１―２１１４

令和元年度貸借対照表を公表します

　町の資産や債務を適切に把握し管理するために、統一的な基準に基づく令和元年度決算の財務諸表を作成し
ましたので、そのうち貸借対照表の概要についてお知らせします。
　貸借対照表は、町がどのような資産を保有しているのか、その資産がどのような財源で賄われているのかを
示す財務諸表です。詳細とその他の財務諸表は、町ホームページ等でお知らせします。



〈2021. ⑤広報よいち　9〉

令和３年度 狂犬病予防注射の実施について
　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。

日　　程 実　　　施　　　会　　　場 実　施　時　間

５月２６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　

５月２７日（木）

寺島橋横  栄町１６５０ 9：30 ～   9：40　

栄町農業改善センター前  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　

５月２８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　

５月２９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　

※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。
※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。

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

　

　問合せ　環境対策課 環境衛生グループ　 ☎２１―２１１８

令和３年度『特定計量器定期検査』の実施について
小型はかり定期検査日程表
　　５月２６日（水）午後１時３０分～４時　　   中央公民館
　　５月２７日（木） 午前９時３０分～午後４時　中央公民館
　　５月２８日（金） 午前９時３０分～午後２時　福祉センター（富沢町）
　商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、幼稚園、保育所、病院等で、取引や証明上の計量に使用す
るはかりは、計量法に基づき検査を受けたものでなければなりません。
　この検査を受けなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんのでご注意ください。
　問合せ　商工観光課 商工労政グループ　 ☎２１―２１２５
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【北海道からのお知らせ】時短・外出自粛等により影響を受けた
　　　  道内事業者の皆様への「道特別支援金」の給付について

　道では時短営業に協力いただいた飲食店の取引先や外出・往来自粛等による影響を受けた方々など、経済的
な影響を受ける事業者の皆さんに支援金を給付します。（広報よいち４月号発行時点で未定となっていた部分
の詳細が決定しましたので改めてお知らせします。）

【対象】
　①札幌市内の時短対象飲食店等との取引がある事業者
　②北海道内外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
　　〔給付要件〕2020 年 11 月～ 2021 年 3 月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で５０％
　　　　　　　　  以上減少していること
　　　　　　　　 ※ただし、比較する月を 2020 年 11 月および 12 月とした場合は、前年同月のみとする。

【給付額】     中小法人等：２０万円　　個人事業者等：１０万円
　　道の特別支援金に申請いただく前に、国の一時支援金に該当するかどうか、確認をお願いします。
　　（国または道いずれか１つのみ受給できます。）道内事業者の方も該当する可能性があります。
　　（中小法人等）最大６０万円　／（個人事業者等）最大３０万円

【受付期間】　　２０２１年４月１日（木）～８月３１日（火）
　　　　　　　　　　※郵送の場合：８月３１日（火）消印有効
　　　　　　　　　　※ＷＥＢ申請：受付中

【問合せ・提出先】
　○問合せ　０１１-３５１-４１０１（専用ダイヤル）
　　　　　　対応時間　午前８時４５分～午後５時３０分（～８月３１日（火））　※平日のみ
　○提出先（郵送の場合）　〒０６０-８４０７　北海道特別支援金事務局（住所の記載不要）
　　　　　　　　　　　　　※２０２１年８月３１日（火）消印有効
　　　　　　　　　　　　・簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡ができる方法で、かつ
　　　　　　　　　　　　　配達時に受取確認がされるもの）で郵送してください。
　　　　　　　　　　　　・料金不足のものについては、受付できません。
　　　　　　　　　　　　※申請書類等は次の北海道公式ホームページよりダウンロードすることができます
　　　　　　　　　　　　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm

　問合せ　商工観光課 商工労政グループ　　　　　　 ☎２１―２１２５

【北海道からのお知らせ】
　　　　　　　　　「働き方改革関連特別相談窓口」のご案内

　中小企業、小規模事業者の皆さん、働き方改革関連法への対応はお済みですか？道では、２０２１年４月か
ら各（総合）振興局などに窓口を設置しました。また、「北海道働き方改革推進支援センター」から派遣され
る社会保険労務士による巡回相談を各地で毎月開催しますので、お気軽にご相談ください。
＜事業者の皆さんから寄せられる声＞
　・うちの会社って働き方改革関連法にきちんと対応できているか不安
　・「同一労働同一賃金」って最近よく聞くけれど、うちの会社ではどんな対応をすればいいの？
　・テレワークを導入したいのですが、社内規定や労務管理の仕方が分からない

【巡回相談（後志管内）】
　○会場　虻田郡倶知安町北１条東２丁目　北海道後志合同庁舎　後志総合振興局第２会議室（３階）
　○日時　いずれも時間帯は１０時～１６時
　　　　　2021 年５月 25 日（火）、  ６月 23 日（水）、    ７月 14 日（水）、    ８月 25 日（水）　　　　　　　  
　　　　　　　　  ９月 28 日（火）、10 月 26 日（火）、11 月 30 日（火）、  12 月 15 日（水） 
　　　　　2022 年１月 26 日（水）、  ２月 16 日（水）、    ３月９日（水）   
　　　　　※日時は変更になることがあります。また、ご予約のある事業者様が優先となりますので、
　　　　　　来場される際は、あらかじめ総合振興局担当までご連絡いただきますようお願いします。
　　　　　※巡回相談への来場が難しい場合には、専門家が事業者様を訪問させていただくこともでき
　　　　　　ますので、総合振興局担当まで問合せください。      

【相談窓口・巡回相談問合せ】
　後志総合振興局産業振興部商工労働観光課　商工労働係　電話：０１３６－２３-１３６２（直通）
　　　　（平日午前８時 45 分～午後５時 30 分（土日祝日及び年末年始を除きます））
　問合せ　商工観光課 商工労政グループ　　　　　　 ☎２１―２１２５
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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。

※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。

　＜３Ｄシアター＞
　　①宇宙記念館オリジナル番組「２０４１年、宇宙エレベーター」　　・日時　毎日１時間に１回上映
　　②イベント上映「４次元デジタル宇宙シアター（ミタカ）」　　　  　 

 　　　　　　・日時 　５月９日（日）　       １回目：午前１１時０５分、２回目：午後２時０５分

　＜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

～５月の休館日～

１０日（月）、１１日（火）
１７日（月）、２４日（月）

３１日（月）

　５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。（５月の教室は受付中です。）

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

提供：ＪＡＸＡ

名　　　称 日　時・内　容 定員
● くるま教室①
　 （全２回） 

  15 日㊏　自転車、オートバイ、トライシクルの仕組みや歴史等を学ぶ
 7 人

● くるま教室②
　 （全２回） 

  16 日㊐　自動車（ガソリン、ハイブリッド、電気等）の仕組みや歴史等を学ぶ
 7 人

●道具と機械の歴史   22 日㊏　人と道具や機械との関わり等を学ぶ  7 人

●気圧の教室   23 日㊐　実験を交えながら空気の性質について学ぶ  7 人

宇宙開発教室①
　（全 7 回）   29 日㊏　日本の宇宙開発について学ぶ 7 人

ほしぞら教室①
　（全 10 回）   30 日㊐　季節の星座や神話等を学ぶ 7 人

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

「特別展リーフレット」
　　に広告を掲載しませんか？

申込期間　

　５月６日（木）～１８日（火）
申込み・問合せ　余市宇宙記念館
　　　　　　　　☎２１-２２００
※詳細は町ホームページをご覧ください

日本宇宙少年団余市分団・２０２１年度団員募集中
　宇宙少年団余市分団では、今年度の団員を募集しています。宇宙や科学に興味のある子ども達みんなの入
団をお待ちしています。
募集対象　小学生～高校生 ／ 活動回数　月１回程度 ／ 申込期限　５月１２日（水）まで　
活動予定　水ロケット製作、天体観望会、バス見学、クリスマス会　他（予定）
年  会  費　２，０００円（活動内容により別途材料代などが必要な場合があります）
申込み・問合せ　余市宇宙記念館　☎２１-２２００
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交通渋滞解消にご協力願います
余市ＩＣ開通により、大型連休等に道道登余市停車場線（通称 登街道）で交通渋滞が生じています。町では
関係機関と渋滞解消対策について協議を進めておりますが、その一環として、このゴールデンウィークの４月
２９日から５月９日までの１１日間に黒川８丁目交差点（海鮮丸さん前の交差点）の渋滞解消に向け、次のよ
うな誘導看板を設置する取り組みを行いますので、皆様のご理解・ご協力をお願いします。
〇関係機関　余市町役場　小樽開発建設部　小樽建設管理部　NEXCO 東日本　余市警察署

　問合せ　企画政策課　 ☎２１―２１１７

【事業者の皆さん】経済センサス活動調査がはじまります

総務省・経済産業省・北海道・余市町からのお知らせです。

総務省と経済産業省は、令和３年６月１日現在で、「令和３年経済センサス‐活動調査」を実施します。この
調査は、令和元年に実施した「経済センサス‐基礎調査」や令和２年に実施した「企業構造の事前確認」によっ
て得られた事業所や企業の情報を活用して、売上高など経理項目の把握に重点を置いて実施します。
調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺いして直接配布するか、国が郵送します。調査員がお伺いす
る場合は、必ず「調査員証」又は「業務委託証明書」のほか「従事者用腕章」を身に付けていますので、安心
してご回答ください。
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☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁

　大きなニシン番屋を建て、大勢の労働者を雇い、学
校や銀行設立など地域の経済に貢献した親方はいつ
頃、誕生したのか、定置網とソーラン節のはじまりを
考えました。
　江戸時代から盛んだった鰊漁は、江戸時代後半、
１０人前後で操業したと思われる笊網という大型の旋
網類を用いて操業していました。やがて１４～１５人
程度で操業する行成網という箱型（直方体）の定置網
に替わり、行成網は明治の中頃には徐々に角網に替わ
ります。
　これらの大型網での作業には皆で力を揃えるために
作業唄が必要でした。ソーラン節に代表される作業唄
は作業の種類によっていくつかのパートがあって、総
称して沖揚音頭とよばれます。この沖揚音頭発祥の地
をうたう記念碑が、余市町豊浜と積丹町にあって、余
市町発祥説は、安政２（1855）年にニシンを貯蔵運搬
する袋状の網がはじめて用いられたのが豊浜だから、
積丹町発祥説は明治１８（1885）年に斎藤彦三郎さん
が前述の角網を考案して漁に用いたのが積丹町入舸出
岬だから、というものです。どちらが発祥かは定かで
はありませんが、沖揚音頭を唄う漁夫を雇い、集団を
構成したリーダー（＝親方）が積丹半島で誕生したの
は、幕末から明治にかけてと言えるかもしれません。
　余市に伝わるお話では、アイヌ語のソーラン節があ
りました。昭和３８（1963）年に、アイヌ語地名の研
究で有名な山田秀三さんが、余市町在住の今善作さん
のお話を採録したものですが、日本語が混じる不思議
な歌詞でした。
“ピリカメノコトトナセノモコロ　ニサッタパチクル
チシーコーラシ　ちょい（強引に訳すれば「美しい女
性と早く眠りたい　明日鳥が鳴くように」の意）”
（『鰊漁覚書き』山田秀三　編註）　
　その親方の住居である大きな番屋建築が建てられ始
めるのは、明治時代になってからです。江戸時代には

運上家（屋）を拠点にした商人、アイヌ民族、道南か
ら余市（ヨイチ場所）に出稼ぎした漁民の三者が漁業
活動を担いましたが、出稼ぎ漁民は漁期が終われば母
村に戻っていました。
　安政３（1856）年以降、出稼ぎしていた漁民は余市
にどんどんと居を構えて永住するようになり、この
頃の永住者は約１,５００人（同じ頃のアイヌ人口は
５００人弱）とアイヌ民族の３倍にもなっています。
　それから３０年ほど経って明治２０年代になると、
番屋建築が現われはじめます。この約３０年間で漁網
や船、蔵々を整えた鰊番屋の主人が誕生し、学校や銀
行設立に力を尽くし地域の経済に貢献する実力者（＝
定置網漁の経営者、＝親方）になります。
　一例として、明治４０年代の余市郡内の定置網経営
者で『小樽區外七郡案内』に紹介されている１３名の
出身地をあげると、上ノ国出身者は４名、江差（五勝
手ほか）は４名、青森県２名、新潟１名、松前１名、
不明１名の内訳になっています。ニシン漁の親方の誕
生は、沖揚音頭が発生した幕末頃ではなく、番屋建築
を建てて、地域に貢献しうる実力を兼ね備えた明治
２０年代以降と言えそうです。

　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201  ～ 『 親 方 は い つ 誕 生 し た の か 』

▲ 図：洋装の親方（中央）　「湯内漁場盛業鳥観図」
　　　　（部分、余市町指定文化財）

３月２４日～４月２０日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：５１ｎＧｙ /ｈ、最低値：３０ｎＧｙ /ｈ、平均値：３７ｎＧｙ /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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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

健康診断をご利用ください！
　皆さんは、健康状態の確認をどのような方法で行っていますか？自覚症状がある場合は、かかりつけ医にご
相談するという方も多いと思いますが、治療中の病気がない場合は、かかりつけ医がいない方もいるのではな
いでしょうか？生活習慣病が軽症のうちは、なかなか自覚症状が現れない場合があり、体調の変化に気が付い
て医師に相談すると、すでに治療が必要な状態だったという方もいらっしゃいます。ご自身の健康状態を知る
ことと、生活習慣の改善をすることで病気の予防をするために健康診断を受けてみませんか！治療中の病気以
外の項目でご自身のからだの状態を知りたい方も、ぜひ健康診断をご利用ください。
　町実施の健康診断は、『集団健（検）診』と『個別健（検）診』があります。

○【集団健（検）診】日程・会場が決まっていて、事前申込みが必要な健（検）診です
検診項目

実施日 実施会場 広報配布時期特定

健診
胃がん 肺がん

大腸
がん

乳がん
子宮頸
がん

● ● ● ●

6 月 12 日（土）         

   ～ 15 日（火）
中央公民館

5 月号
6 月 16 日（水） 福祉センター

● ● ● ● ● ●
★ 9 月 8 日（水）

      ～ 10 日（金）

北海道対がん協会

札幌がん検診センター
8 月号

● ●
11 月 28 日（日） 中央公民館

10 月号
11 月 29 日（月） 福祉センター

● ● ● ●
12 月 11 日（土） 福祉センター

11 月号
12 月 12 日（日） 中央公民館

● ● ● ● ● ●
★ 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
1 月号

　子宮頸がんと乳がんが
　同日に受けられます。

※実施会場では、検温実施・会場の換気実施・マスク着用・ソーシャルディスタンスをとる・１時間に受ける
　人数を決めるなど『新型コロナウイルス感染予防』対策を実施し安心して受診していただけるようにしてお
　ります。
　★：健（検）診センターまで、送迎バスがでます。

○【個別健（検）診】ご自身の都合に合わせて事前に申込み、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の実施機関で受診する健（検）診です

検診項目
実施日 実施機関特定

健診
胃がん 肺がん

大腸
がん

乳がん
子宮頸
がん

● ● ● ● ● ● 6 月上旬～令和４年 3 月 31 日（木）
北海道対がん協会

札幌がん検診センター

● 6 月上旬～令和４年 3 月 31 日（木） 余市町医師会指定医療機関

● ●

８月２日（月）～

　　　　令和４年 3 月 31 日（木）

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

健康診断結果により生活改善の方法を知りたいなどありましたら、余市町役場　子育て・健康推進課にご連絡
ください。役場栄養士・保健師が対応いたします。
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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 ）

10 日（月） 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（５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

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 （問合せ）社会福祉協議会内
☎ 22-3156

健 康 相 談 19 日（水） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 ※１４日（金）までに
　申込みが必要です。

心 の 健 康 相 談
27 日（木）

※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
☎ 0136-23-1957

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

１ 歳 ６ か 月 児 健 診  R 元 年 10 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  H29 年 12 月生まれ 14 日（金）

1 0 か 月 児 健 診  R ２ 年 7 月生まれ 18 日（火）

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 14 日（金）までに
　  申込みが必要です。

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

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

21 日（金） 13：30 ～ 15：30 キッズルーム「あっぷる」

４ か 月 児 健 診  R ３ 年　1 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。

   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。

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

5月2日（日） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533 5月3日（月） 仁木フルーツの里歯科 32-3744
3日（月） 勝田内科皮フ科クリニック 22-3843 4日（火） 佐久間歯科古平医院 42-2648
4日（火） 中島内科 22-3866 5日（水） 原歯科 22-7301
5日（水） 田中内科医院 22-6125
9日（日） 勤医協余市診療所 22-2861

16日（日） 小嶋内科 22-2245
23日（日） 林病院 22-5188
30日（日） よいち北川眼科医院 22-1308

6月6日（日） 池田内科クリニック 23-8811

※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。

※歯科当番医の診療時間は９時～ 12 時までです。

　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２
●誤記訂正のお詫びとお知らせ
　広報よいち４月号 (No.840)19 ページ休日当番医の一部を次のとおり訂正いたします。誤記がありましたことをお詫
び申し上げます。
　29 日 ( 木 ) わたなべ内科医院　：　誤　22-3898　⇒　正　22-3989
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りんごの花  押し花サークル
日　時　５月１９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（男子・女子）、技術海上・
航空幹部、技術海曹・空曹を募集しま
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

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。

●コンセントのご確認を！
私たちが日常生活で何気なく使用し必
要不可欠な電気製品。しかし、使用方
法を誤ったり、使用環境によっては思
いがけない火災を引き起こしてしまい
ます。安全な取扱い、適切な管理をし
て、電気火災を未然に防ぎましょう。
電気コードからの出火に注意！
・ コードなどを家具の下敷きにしない
　ようにしましょう。
・ コードの被覆が劣化し、傷んでいな
　いか確認しましょう。
・ コードを束ねないようにしましょう。

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

= 募集・お知らせ =

柔和でゆったりとした動き、年齢や性
別に関係なく誰でも楽しめる太極拳。
あなたも始めてみませんか。
内容　月３回程度の練習（講師あり）
時間　午前１０時～１２時
会場　中央公民館
申込み・問合せ　山﨑
　　　　　　　　☎２３-６３６０

余市太極拳サークル
　　　　　　会員募集

余市町柔道スポーツ少年団では、随時
団員を募集しています。日ごろより柔
道を通じて心身の鍛錬・仲間づくり・
礼儀・スポーツの楽しさを伝えなが
ら、男女問わず未就学児から中学生ま
で練習に励んでいます。私たちと一緒
に身体を動かしてみませんか？熱心で
優しい指導者と楽しい仲間が皆さんを
お待ちしています。
活動日　毎週火・木曜日　
　　　　午後６時３０分～８時３０分
活動場所　総合体育館２階体育室
大会等　
　後志や全道レベルの大会：年間５，６回
　※レクリエーションも実施します
その他　
・柔道着のレンタルあります。
　　　　　　　　　（数に限りあり）
・新型コロナウイルス感染症対策を講
　じて活動を行っております。
・まずは見学にお越しください。
問合せ　岩井
　　　　☎０９０-８２７１-８２５６

柔道をはじめませんか？

・ 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

作物の栽培や農作業時の交流などを通
して高齢者の皆さまの生きがいづくり
や健康増進など、高齢者福祉の増進を
図るため高齢者で構成された団体・グ
ループ等を対象に登市民農園において
高齢者ふれあい農園事業を実施しま
す。
募集対象　
　町内在住の概ね６５歳以上の方５名
以上で構成された団体・グループおよ
び町内の老人福祉施設等
募集区画等　登市民農園　
                         １０区画（１区画８９㎡）
　　　　　　※１団体等につき１区画
　　　　　　（区割りは町で行います）
利用料　　　無料
利用期間  ５月中旬頃から 10 月末まで
申込締切　５月１４日（金）
　（申込み多数の場合は抽選）
その他
・ 耕起、施肥は実施済みです。
・ 開園期間中の土日には野菜栽培に対
　応可能な職員を配置しています。
・ 団体等の皆さんが一緒に協力し合い
　ながら農作業を行うことから、個人
　単位で栽培すること等はご遠慮願い
　ます。
申込み・問合せ
　福祉課　☎２１- ２１２０

「高齢者ふれあい農園事業」
の利用団体等募集　

日時　５月６日・１３日・２０日
　　　　２７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・身体のバランスを整えます。
日時　５月６日・１３日・２０日
　　　　２７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　５月７日・１４日・２１日
　　　　２８日（金曜日）
　　　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　５月１２日・２６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。
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= 募集・お知らせ =

日　時　５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）
　　　　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

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

つどいの広場
５月１９日（水）　午前１０時～

キッズルーム「あっぷる」

子育て中の親子が気軽に集える
場所として開放しています
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
※５月２１日（金）、３１日（月）
　　　　　　　　　　はお休みです

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）

家族に贈るプレゼント作りの会
５月１６日（日）　午後１時３０分～
つどいの広場
５月２７日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
家族へのプレゼント作りの会
５月  ８日（土）　午後１時３０分～

じゃがいも植えの会
５月２２日（土）　午後１時３０分～

日時　５月１９日（水）　
　　　午前１０時～１２時
その他
・５月７日（金）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（５世帯）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。お気
軽にお越しください。
日時　５月１３日（木）
　　　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
『手作りおもちゃで遊ぼう』
　～作ったおもちゃを使って、ふれ

　　あい遊び歌をしてみませんか？～

●小学生の飛び出しに注意
過去５年間の道内における、小学生が
被害にあった交通事故について分析す
ると
・被害にあった小学生の４３％に飛び
　出しや信号無視などの違反がある
・学年別では、１年生から３年生の事
　故が多い（全体の約７１％）
・他の学年より、１年生の事故が多い
　（全体の約３４％）
・特に、１年生の事故は５月下旬に急
　増し、登下校中の被害が多い
という統計的な特徴があります。
子供は、夢中になると、周りが見えな
くなってしまう傾向があります。
遊びに夢中になった時、友達や親を見
つけた時などは、周りが見えなくなり、
道路に飛び出してしまう危険がありま
す。
特に友達と一緒の登下校中は、楽しい
ことがいっぱいな分、危険も多いので
す。
～運転手のみなさん～
子供は、いつ飛び出してくるかわかり
ません。公園や、学校の近く、住宅街
では、小学生が歩いているかもしれま
せん。横断歩道がある場所、交差点や、
家の門の近くなどは、子供の飛び出し
が考えられる場所です。特に、車の陰
や、家の塀、建物など見通しが悪いと
ころは、子供が飛び出してくるかもし
れないと考え、慎重な運転を心がけて
下さい。　
また、保護者の方は、お子さんが道路
に飛び出さないように、見守りや、指
導をお願いします。
問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

※天候により変更あり●学校開放講座
今回は花壇苗を使った「コンテナガー
デン寄植えづくり」です。４０ｃｍの
丸型プランターへの寄植えを制作しま
す。ガーデニングに興味や関心のある
方、親子での参加もお待ちしておりま
す。
日時　５月２２日（土）　
　　　午前９時３０分～１１時
会場　余市紅志高校　温室
定員　７名　
　　（過密防止の観点から先着順とさ
　　せて頂きます）
参加費　問合せください
申込期日　５月１９日（水）
　　　　　午後４時４５分まで
その他　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

　余市紅志高校からの
　　　　　　お知らせ

申込み・問合せ
（学校開放講座・花壇苗即売会ともに）
　余市紅志高校　大野
　　　　　　　　☎２２- ３８７５

●花壇苗即売会
花壇苗即売会を実施します。農産加工
品も販売予定です。皆さんのお越しを
お待ちしております。
日時　５月１５日（土）　
　　　午前１０時～なくなり次第終了
会場　余市紅志高校
その他　
・ 新型コロナウイルス感染症の情勢に
　より会場変更・中止の可能性があり
　ます
・ 新型コロナウイルス感染防止対策と
　して午前９時より会場前で整理券を
　配布し、番号案内順の入場となります
・ 段ボール等の入れ物を持参願います
・ 即売会前の販売はいたしません

コンセントやプラグからの出火に注意！
・ たこ足配線をしないようにしましょ
　う。
・ コンセントやプラグにホコリが溜ま
　らないように手入れをしましょう。
・ 傷みや緩みのあるプラグは使用しな
　いようにしましょう。
テレビや冷蔵庫などのコンセントは特
に死角となりやすい位置にあります。
定期的に確認して管理しましょう。
●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や消火
器を訪問販売したり、特定の業者に商
品の販売依頼をすることはありませ
ん。
問合せ 余市消防署 ☎２３―３７１１
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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

寿大学・女性学級の皆さんへ　
女性学級　開講式

日時　５月１０日（月）午後１時３０分
場所　中央公民館３０１号室
内容　〇開講式～中央公民館長挨拶、学習・サークル
　　　　　　　　活動の説明他
　　　〇第１回学習講座～「音楽鑑賞会」～
　　　　コーラスグループの歌声をＤＶＤで鑑賞し、
　　　　ハーモニーの魅力を味わいます。

寿大学　開講式
日時　５月１３日（木）　午後１時３０分
場所　中央公民館３０１号室
内容　〇開講式～学長挨拶、町長・議長祝辞
　　　　　　　　学習・サークル活動の説明他
　　　〇学生自治会総会～自治会事業・予算等の協議
　　　　　　　　　　　　　役員選出他

※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。

令和３年度　前期各種教室のご案内

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。

健康・生涯スポーツ教室（参加無料）
種　目 場　所 開　催　日　時 内　容

軽登山（各教室１０名）

※どちらか１つだけの

　参加となります。

シリパ山

５月２０日（木）

午前 10 時～ 12 時

スキー場を横切って（八十八ケ所）四十三ケ所より遊

歩道→山頂２９５．６ｍを目指します。

５月２７日（木）

午前 9時 30 分～ 12 時

八十八ケ所１周します。

※登山道の状況によりコースを変更する場合があります。

ウォーキング（１５名）
町内一円

コース

６月１０日（木）

　　１７日（木）

午前 10 時～ 12 時

町内一円コースを歩きます。

ディスコン（１２名） 中央公民館

７月　６日（火）

　　２０日（火）

午前 10 時～ 12 時

無理なく、参加者同士楽しく勝負します。

円盤をポイントめがけて投げ合う競技です。

対  象  者　町内在住の方
受付日時　５月６日（木）～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んでください。（申込教室名、氏名、住所等連絡先をお伺いします。）
そ  の  他　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。
問  合  せ　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・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。

公民館文化教室（教材費は自己負担）
教　室　名 場　所 開　催　日　時 内　容 持参するもの

初心者のための

タブレット教室

（５名）

中央公民館

６月３日・１０日・１７日・

２４日（木）

　午前 10 時～ 11 時 30 分

ネット検索や写真・動画撮影

等の方法を学ぶ、初心者向け

のタブレット教室です。

筆記用具

「書」の楽しみ方

教室（１０名）

６月２日・９日・１６日・

２３日・３０日（水）

午前 9時 30 分～ 11 時 30 分

気軽に「書」に触れてみませ

んか。

教材費５００円

書道道具一式

（貸出しもあります）

やさしいヨガ

教室（１０名）

６月３日・１０日・１７日・

２４日（木）

　午後 6時～ 7時 30 分

運動が苦手な方にも、また普

段から運動をしている方にも

おすすめです。

ヨガマット

（貸出しもあります）、

飲み物、汗拭きタオル

町内文化財巡り

（８名）
町内一円

日程については、６月号

広報にてお知らせします。

（教室は１回を予定）

余市町文化財（旧余市福原漁

場・フゴッペ洞窟・西崎山環

状列石他）を巡りませんか。

飲み物・歩きやすい靴・

雨具等、必要に応じて

各自ご用意ください。
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　３月１１日（木）、寿大学の「閉講式」と学生自治会主催の「お別れ会」
が開催され、２９名の大学生が参加しました。式では学長・町長・議長か
らお祝いの言葉をいただき、お別れ会も大変盛り上がりました。
　また、３月１５日（月）には、女性学級第７回学習講座「今年度の反省・
新年度の計画」と「閉講式」が開催され、２３名の学級生が参加しました。
　受講の様子を写したスライド写真を見ながら１年間を振り返り、新年度
の学習内容についても理解を深めることができました。閉講式では、公民
館長から参加者にお礼の挨拶がありました。
　令和２年度はともに、新型コロナウイルス感染症の影響で例年より３ケ
月遅れの７月スタートとなりましたが、感染対策をしっかりとり、細心の
注意を払って参加していただいたので無事終えることができました。

▲ 寿大学閉講式風景

▲女性学級学習講座風景

生 涯 学 習 だ よ り
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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

電子図書館体験会
　余市町電子図書館を体験してみませんか？職員から
使い方の簡単な説明を受けたあと自由に電子図書を閲
覧できる体験会です。
　日程等はご要望に応じますので、お気軽に問合せく
ださい。なお、タブレットの用意もしています。

ワタシノシアター（映画会）予約受付中
　家族やグループ単位（２人～２０人まで）で事前に
予約すると、２階視聴覚室でゆったりと映画を楽しむ
ことができます。
　利用できる曜日は毎週水曜日～日曜日までの各希望
日。上映作品は図書館所蔵の資料から選んでください。
時間等はご希望に応じますので、詳しくは図書館へ問
合せください。

ベイビー＆キッズタイム
　図書館はさまざまな世代が自由に交流し、利用でき
るコミュニティの場です。赤ちゃんが泣いたり、ぐ
ずったりしても気兼ねなく安心して利用してもらうた
めに、また広い空間に慣れない幼児が走ったり、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。
　毎週水・日曜日の午前中は「ベイビー＆キッズタイ
ム」です。いつもより賑やかでエネルギーにあふれた
雰囲気の図書館をお楽しみください。 展示ケース

　彩り豊かな色彩と温かな言葉が添えられた「絵手
紙展」を５月末まで行っています。

どさんこ絵本作家♡人気投票
　人気のどさんこ絵本作家は誰だ・・・という人気投
票を開催中です。図書館で所蔵の北海道生まれ、北海
道在住の絵本作家さんのうち、展示している絵本作品
を見ながら、来館のみなさんに投票してもらいます。
あなたの一票で、大好きなどさんこ絵本作家さんを応
援しましょう！
期間　５月９日（日）までの期間内に、一人一票（３
　　　人まで記入できます。）
場所　１階カウンター前に絵本と投票箱を設置。
発表　５月 15 日（土）に館内に掲示します。
　　　絵本の展示は５月末まで行います。

おはなし会
日　時　５月８日・２２日 (土 )
　　　　①午前 11 時～②午後２時～
テーマ　「おさんぽだいすき！」

今月の休館日　毎週月曜日、　６月１日 (火 )は図書整理日

寿大学「閉講式・自治会お別れ会」/ 女性学級「反省と計画・閉講式」
～１年間の締めくくりとして開催！～

ニコット探偵団　実施！
　３月 21 日（日 )に小学生を対象にした事業「ニコッ
ト探偵団」を実施しました。
　図書館のいつもは入れない場所を探検したり、クイ
ズを解いたり、本棚の
間に隠された謎をもと
に本をさがしだすなど
のミッションに取り組
みました。今回は、４
人の子どもたちが参加
して探偵団員として楽
しんでくれました。

【第２次余市町子どもの読書活動推進計画】を策定
　すべての子どもたちが読書に親しみ、考える力、生きる力を育んでいくために、先ごろ「第２次余市町子ど
もの読書活動推進計画」（令和３年度～令和７年度）を策定しました。
　第１次計画（平成２８年度～令和２年度）の終了に伴って見直しを図り、新たに読書活動の推進に努めて参
りますので、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。計画の詳しい内容については、余市町と図書館のホー
ムページからご覧いただけます。また、図書館カウンターには計画書を備えております。
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 令和３年３月３１日現在
　　人　口　18,056 人　     （－ 127）
　　男　性 　   8,412 人　     （－ 68）
　　女　性　    9,644 人　   （－ 59）
　　世帯数　   9,723 世帯    （－ 25）
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転 入　105 人
転 出　221 人
出 生　  10 人
死 亡　  22 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　

コチラは裏面です！
広報誌リニューアルのお知らせ

今月号から誌面のリニューアルを行いました。
より多くの町民の皆さんに手にとっていただけるよう
に、デザインの一部を変更しました。今後ともよりわ
かりやすく発信できる広報誌を目指します。
１．デザインのリニューアル　
広報誌の内容を読み取りやすくするため、本文に用い
る字体を「ユニバーサルデザイン※」に対応したもの
に変更しました。
　これにより、高い視認性と可読性を確保し、誰もが
読みやすい広報誌を目指します。
２．レイアウトのリニューアル　
横書きの文書を読みやすくするため、左綴じ・左開き
に変更します。
広報誌はこれまでも横書き中心の構成でしたが、今月
号より本文を横書きに統一したため、左綴じ・左開き
に変更します。
３．とじ穴の廃止　
広報誌にあったとじ穴 (広報誌を保存するために、折
り目側についていた２つの穴 )を廃止しました。これ
までとじ穴を使用された方には大変ご不便をおかけし
ますが、とじ穴をなくすことにより、誌面全体を使っ
た構成が可能となります。これまでよりも見やすく、
読みたくなるような誌面を目指します。
※ユニバーサルデザインとは、年齢や性別の違い、ま
　た、障がいの有無や能力差などに関係なく、誰もが
　平等に利用できることを目指したデザインです。
問合せ　地域協働推進課　広報広聴グループ　
　　　　　　　　　　　　　☎２１-２１４２

　【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！

　町の税金や料金が金融機関窓口等での納付に加え、
コンビニでの納付が可能です。コンビニ納付は、全国
のコンビニで夜間・休日を問わず納付ができますの
で、ぜひご利用ください。なお、取扱手数料はかかり
ません。

税金や料金がコンビニで納付できます！

固定資産税    　　　１期
軽自動車税種別割　全期 ５月２５日（火）

納期限
～今月の税～

５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。

主な取扱いコンビニエンスストア
セブンイレブン　セイコーマート　
ファミリーマート　ローソン　など

(詳しくは町ホームページまたは納付書裏面にてご確
認ください。)
納付方法
　納付いただく納付書は切らずにコンビニのレジカウ
ンターにお出しください。また、領収証書とレシート
は大切に保管してください。

取り扱いできない納付書
・コンビニでの取扱い期限が過ぎた納付書
・コンビニ収納用バーコードが印刷されていないもの
・コンビニ収納用バーコードが汚れていたり、破れて
　いたりしていて読み取れないもの
・納付書1枚あたりの金額が３０万円を超えているもの
・金額が訂正されているもの

　このような納付書はコンビニでは納付できませんの
で、納付書裏面記載の金融機関窓口等で納付してくだ
さい。

※スマートフォンアプリ(ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰ         
　ａｙ)での納付も可能です。

クレジットカードで納付できます！
　インターネット上の「Yahoo!公金支払い」サイトか
ら、クレジットカードによる町税の納付ができます。
納期限内であれば、いつでも納付が可能です。詳しく
は、納税通知書に同封しているリーフレットまたは町
ホームページにてご確認ください。
※現在、口座振替をご利用の方については、口座振替
　廃止届を提出いただいたうえで、次年度からご利用
　可能です。


