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今月の記事
 03　児童手当の現況届について
 04　自宅でできる介護予防体操の動画を公開中です

05　令和４年度就学時知能検査等の実施について
06　避難指示で必ず避難！避難勧告は廃止されました

※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます

令和３年度、新たに３名の地域おこし協力隊員が着任しました。今月は昨年度から
着任しています隊員の活動について８ページで紹介しております。新たな隊員やそ
の活動については順次広報で紹介していきます。

●写真上　實田 有希氏（ワイン産業支援員）、本間 朋子氏（広報業務支援員）、下　高松 亨氏（ワイン産業支援員）

余市の魅力に惹かれやってきました！
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　紙類・紙製容器包装類にティッシュペーパーや紙おむつなどが混入しているケースが増え
てきております。ティッシュペーパーや紙おむつはリサイクルができないため、燃やすごみ
（有料）として排出していただくようお願いします。

　問合せ　環境対策課　環境衛生グループ　 ☎２１―２１１８

　会社やお店、工事現場（工事事務所、宿舎を含む）等から排出されるごみは、「事業系一般廃棄物」と「産
業廃棄物」に分類され、いずれも地域のごみステーションには搬出できません。
　また、工事現場に限らず事業所から排出された清涼飲料水等の缶やペットボトル等についても「事業系一般
廃棄物」となることから、同じく地域のごみステーションに搬出できませんので、お知らせします。
　処理方法については、事業系一般廃棄物は町で許可している「一般廃棄物収集運搬許可業者」に、産業廃棄
物については「産業廃棄物収集運搬許可業者」に、それぞれ事業者より処理を依頼してください。
  なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「余市町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」で
「事業者」に次のような責務があると定められています。
・事業活動に伴って生じる廃棄物は、自らの責任で適正に処理する。
・再生利用等を行うことにより減量化に努めるとともに、製造、加工、販売等で発生する廃棄物の処理が困難
　にならないようにする。
・国や道、町の施策に協力する。
　事業活動で排出されるごみは、事業者において適正に処理していただくことが定められていますので、必ず
ルールを守り排出されるようお願いします。

事業活動で発生したごみについて

資源物の分け方・出し方

　排出ルール・詳しい分別については町発行の冊子、『家庭ごみの「分け方・出し方」』を
今一度ご確認願います。（町のホームページにも掲載しております。）

　問合せ　環境対策課　廃棄物対策グループ　 ☎２１－２１１８

　問合せ　環境対策課　廃棄物対策グループ　 ☎２１－２１１８

　灯油等燃料タンク付近での刈払機による作業により、タンクからの送油管を切断することのないよう十分に
気を付けてください。
　万一、送油管を切断し漏油した場合土壌が汚染されるため、汚染土壌を撤去し新しい土砂に置き換えなけれ
ばならず、自らの責任で処理・復旧しなければなりません!!
　汚染土壌を処理するには莫大な費用がかかります!!
　送油管付近では、人力による除草を心がけ漏油事故を起こすことのないようお願いします。

草刈り作業による漏油事故防止について

　問合せ　環境対策課　廃棄物対策グループ　 ☎２１－２１１８

ごみ箱設置費補助金について

　区会で管理しているゴミステーションに設置するごみ箱を製作・修理したり、移動式ごみネットを購入する
場合、その費用の２分の１を補助します。（上限額５万円）
　申請に係る詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
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　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

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お問い合わ
せ願います。

第１号被保険者

第３号被保険者

第２号被保険者

・・・農業・自営業者およびその配偶者、学生等の方

・・・第２号被保険者に扶養されている配偶者（収入要件有）

・・・被用者年金制度（厚生年金保険・共済組合等）に加入されている方

事　　　　　　由 種別の変更 届出先
　２０歳になったとき
　（被用者年金制度の被保険者等は除く） １号

余市町役場
　会社を退職したとき（扶養されている配偶者） ２号→１号（３号→１号）

　収入増により、配偶者の扶養から外れたとき ３号→１号

　海外からの転入により、日本国内に住所を有す
　るようになったとき １号

　結婚し、会社員である配偶者の扶養となったとき １号または２号→３号 配偶者の勤め先　　　

　配偶者の勤め先が変わったとき ３号→３号 配偶者の新たな勤め先

※届出の際は、年金手帳、印かんをお持ちください。

◎このようなときは、必ず届出をしてください。

年

金

加

入

者

事　　　　　　由 必要なもの 届出先

　住所が変わったとき ・年金証書

余市町役場
　年金の受取口座を変えるとき ・年金証書

・受取を希望する口座の預金通帳

◎年金を受け取っている方も、このような場合には届出が必要になります。

年
金
受
給
者

　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０

　国内に住所がある２０歳以上６０歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。国民年金は次
の３つの種別からなり、仕事を退職した場合などに届出が必要となります。

国民年金のお知らせ～年金の届出を忘れていませんか？～

提出期限：令和３年６月３０日（水）

　「児童手当の現況届」は、年に１回、児童手当を受給しているすべての方に提出していただき、受給資格を
再審査するための届けです。
　提出に必要な書類を６月初旬に送付いたしますので、期限までに提出してください（公務員の方は職場にお
問合わせください）。
　なお、現況届の提出がない場合は、６月以降の児童手当の
支給ができないことがありますので、忘れずに提出してください。

　　　子育てワンストップサービス（ぴったりサービス）でオンライン申請が可能です !!

　　　◎必要なもの ・マイナンバーカード（顔写真・ＩＣチップ付カード）

　　　　　　　　　・ＩＣカードリーダライタまたは対応スマートフォン

　　　※詳細は、                  https://myna.go.jp へアクセスまたは町ホームページをご覧ください。

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進グループ　☎２１－２１２２

「児童手当の現況届」について

マイナポータル
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　問合せ　保険課 介護保険グループ　　　　　☎２１－２１１９

保険課からのお知らせ　
                                   ～自宅でできる介護予防体操の動画を公開中です～

　約５分でできる介護予防体操を「余市町公式 ＹｏｕＴｕｂｅ」で、動画公開中です。
  ①グーパー体操（手指と頭の体操）②肩の体操　③股また体操（股関節の体操）④手足の体操の４種類です。

　外出自粛などで、家にいる時間が長くなり、体力や筋力の低下が心配な方、是非ご自宅で介護予防体操を体
験してください。

　　　※詳細は、                  で検索
　（余市町ホームページ「くらしのガイド⇒福祉・介護」からもご覧になれます。）

余市公式　介護予防

　町が過半を出資する株式会社余市振興公社は、先頃の臨時株主総会において、解散が決議され、清算法
人に移行し、同社資産の適正処分を進めることにしております。この度、ホイールローダーの譲渡先を募
集することになりましたので、ご案内します。
物　件
・名称：ホイールローダー（小型特殊自動車）
・数量：１台
・メーカー：日立建機（株）
・型式：ZW50
・大きさ：全長 4690mm、全幅（バケット幅）1690mm、
　全高（キャノピ／キャブ）2495mm ／ 2560mm
・排気量：30.4kw
・初度登録：平成 24 年（2012 年）11 月（アワーメーター 1201H（5 月 6 日現在））
  
対象となる方（事業者）
令和３年（2021 年）４月１日現在、余市町内に本店または支店等事業拠点を有する事業者。

（個人 ､法人等事業形態は問いません）
 
譲渡先の決定
希望される方（事業者）の中から、原則として、最高額を提示いただく方を優先して決定します。
    
スケジュール
＜お申し出＞
　　６月１６日（水）までに、事務局までご連絡ください。譲渡の際の条件等記載の必要書類をご案内し
　　ます。
＜物件の内覧＞
　　希望される方に個別にご案内いたします（日時は、事務局が指定）
＜購入額の提示＞
　　お申し出いただいた方にお渡しする書類に必要事項を記入し、
　６月２８日（月）午後５時１５分までに事務局まで郵送または持参により提出してください。（郵送の
　場合は、同日必着）
＜譲渡先の決定＞
　　事務局で審査を行い、６月下旬から７月上旬にかけて、最高額を提示いただく方を優先して譲渡先を
　決定し、ご連絡します。
＜引渡し＞
　　引渡し条件に同意いただける場合、事務局で入金を確認し、引渡しを行います。
 
 事務局 ･ 問合せ
＜株式会社余市振興公社清算事務取扱＞ 　  問合せ　☎２１－２１２５(余市町経済部商工観光課内 )　
                                         対応時間  午前８時４５分～午後５時１５分（平日のみ）

清算法人株式会社余市振興公社からのお知らせ
　　　　　　　　　　　～ホイールローダーの譲渡について～
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   対象：平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生のお子さま
　教育委員会では、毎年、次年度小学校へ入学するお子さまを対象に、知能検査・ことばの検査を実施してい
ます。本年度は下記の日程で実施します。
　この検査は入学前後の適切な教育指導のために行うものなので、保護者の方は必ずお子さまに受けさせてく
ださい。なお、対象となるお子さまの保護者様へ６月中旬に別途郵便にてお知らせします。
　また、１０月に健康診断を実施しますので、その際は改めてご連絡します。

令和４年度就学時知能検査等の実施について

　問合せ　学校教育課　学校教育グループ　☎２１－２１３８　　　

日程表
学校区 実施日 場所 時間帯

　沢町小学校区 　７月　５日（月） 　福祉センター
詳細な時間につきましては、
後日送付する文書をご確認
ください。

　黒川小学校区 　７月１４日（水） 　中央公民館
　大川小学校区 　７月１９日（月） 　中央公民館

※　やむを得ない理由で指定された日に受けられない場合は、上記日程内で変更も可能ですので、事前に教育
　  委員会までご連絡ください。
※　学校区については、別途送付している文書をご確認願います。
※　新型コロナウイルス感染症の感染状況により、急遽日程・場所等が変更となる場合がございます。

潮見会館の取り壊しに伴う指定避難所 ( 兼指定緊急避難場所）
の廃止について

・指定避難所とは
災害の危険から逃れるため、または災害により家に戻れなくなった場合の避難生活を送る施設のことを言い、
指定緊急避難場所を兼ねている施設もあります。
・指定緊急避難場所とは
災害発生時や災害発生の恐れがある場合の避難先のことを言い、ほぼ全ての避難先が指定緊急避難場所に指定
されています。
※潮見会館は「指定避難所」と「指定緊急避難場所」を兼ねていますが、潮見会館広場は滞在することができ
ないため「指定緊急避難場所」にのみ指定されています。

■廃止とする指定避難所（兼指定緊急避難場所）
施設の老朽化に伴い、本年度取り壊しをする潮見会館の指定避難所（兼指定緊急避難場所）を廃止します。潮
見地区の近隣の避難所については次の囲みをご参照ください。

施設名
指定緊急

避難場所
指定避難所 地震 津波 洪水 海抜

豊浜生活改善センター 広場 〇 〇 〇 × ９ｍ

潮見会館広場 〇 － 〇 〇 × １１ｍ

白岩会館 広場 〇 〇 〇 〇 ３０ｍ

〇廃止とする指定避難所（兼指定緊急避難場所）　　潮見会館

〇近隣の指定避難所・指定緊急避難場所

凡例　〇対応できる　×対応していない　－対象外

※それぞれの位置および各災害種別の指定状況については、以前お配りした余市町防災ガイ
　ドマップをご参照ください。

　問合せ　地域協働推進課 防災グループ　　　　　　 ☎２１―２１４２

４月２１日～５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：４７ｎＧｙ /ｈ、最低値：３６ｎＧｙ /ｈ、平均値：３８ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率



避難指示で必ず避難！避難勧告は廃止されました

　災害対策基本法の改正に伴い、令和３年５月２０日から警戒レベル４「避難勧告」が廃止され、警戒レベル
４「避難指示」に一本化されました。これからは、警戒レベル４「避難指示」が発令された場合は必ず避難し
てください。
　また、警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」、警戒レベル５「災害発生情報」は「緊
急安全確保」に改称されました。

詳細につきましては、広報に折り込みのチラシをご覧ください。
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　気象台では、６日先から２週間先までの期間で、かなり高い（もしくは低い）気温や、かなり多い降雪量が
予想される場合に、「早期天候情報」を発表しています。これは、その時期としては１０年に１度程度しか起
きないような高温（もしくは低温）や大雪に対して、早めの対策をとれるよう注意を呼びかける情報です。
　これから夏本番を迎えますが、まだ暑さに慣れていない時期に急激に暑くなったり、暑い日が続くと予想さ
れたりした場合、気象台は「高温に関する早期天候情報」を発表します。
　暑くなることが事前にわかっていれば、イベントなどで飲料水を多く準備するなど、余裕をもって熱中症対
策をとることができます。
　「早期天候情報」は、原則として毎週月曜日と木曜日に発表していますので、是非ご活用ください。

早期天候情報～２週間先まで気温の変化に備える～

早期天候情報の活用イメージ
　問合せ　札幌管区気象台　気象防災部　地球環境・海洋課　 ☎０１１－６１１－６１７４

【早期天候情報は気象庁のホームページで確
認できます。】 ▼ホームページはこちら

【内閣府（防災担当）・消防庁】

　問合せ　地域協働推進課 防災グループ　　　　　　 ☎２１―２１４２
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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。

※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

　　　　　＜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

～６月の休館日～
７日（月）、１４日（月）２１日（月）、２８日（月）

　６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。（６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
● ドローン教室 　5日㊏　トイドローンを使って、ドローンの仕組みや利用方法等を学ぶ 7 人

● 「水」の教室 　6日㊐　私たち生き物にとって大切な ｢水 ｣について学ぶ 7 人

●航空機教室①（全 16 回）  12 日㊏　航空機の歴史について学ぶ 7 人

●航空機教室②（全 16 回）  13 日㊐　航空機と飛行機の違いについて学ぶ 7 人

●航空機教室③（全 16 回）  19 日㊏　グライダーについて学ぶ 7 人

ほしぞら教室②（全 10 回） 20 日㊐　春から夏の星空について学ぶ 7 人

●航空機教室④（全 16 回） 26 日㊏　ヘリコプターについて学ぶ 7 人

宇宙開発教室② ( 全 7 回） 27 日㊐　アメリカの宇宙開発について学ぶ 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）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　
※日時計教室、水ロケット教室、遠心分離実験教室、レゴ教室、レゴロボット教室、ジェルグラス教室、浮き球アート教室、ペー 
  パークラフト教室は中止となりました。



）
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　問合せ　企画政策課　企画グループ　 ☎２１―２１１７

【こちら、地域おこし協力隊です】

1965 年、 宮崎県生まれ。 20 代

で （株） ソニーミュージックエンタ

テインメントに所属し、 アーティス

トの PR 業務やコンサート運営に

かかわる。宮崎県川南町商工会、

北海道砂川市地域おこし協力隊

を経て、 2020 年から余市町地域

おこし協力隊に着任した。 休日

に大好きな洋楽を聞きながらドラ

イブするのが楽しみ。

余市町内の商工業を
　　　　　もっと元気にしたい！

ソーラン武士！！

のスタンプできました。

全２４種類のポーズで
余市町を盛り上げます。
※ラインストア

 「ソーラン武士 ‼」

 で検索して下さい

「余市町を楽しむシリーズ

企画」３作品公開中！

※ＨＴＢ北海道テレビ公式  

　 YouTube チャンネルで

　「北海道余市町」を検索して

　 下さい。

地域おこし協力隊２年目の活動を
スタートした籾木さん

プレミアム商品券発売初日で行列す
る町民を安全に誘導

町内の官公庁や事業者が「助け愛
テイクアウト」を利用

　「昨年度の１年間は、新型コロナ
ウイルスに振りまわされ、観光 PR
事業はほとんどできませんでした。
しかし、逆に町内に目を向けた仕事
に取り組めたと思います」
　こう話すのは、昨年４月に余市町
で初めての地域おこし協力隊員に着
任し、余市観光協会支援員として活
動をしてきた籾木勝巳さん。１年間
で自身が手がけた事業のうち、もっ
とも印象に残っているのは「余市助
け愛テイクアウト」だ。
　昨年４月の着任早々に、コロナ禍
の影響で売上減少に悩む飲食店の支
援策として、町内のオフィスや学
校、事業所に昼食のテイクアウトを
呼びかけた。飲食店の負担を減らす
ために、曜日ごとに担当する店舗と
メニューを一覧表にし、２日前まで
に注文するシステムを整備。さらに、
店まで取りに行くのが難しい事業所
のために、１店舗あたり１回２００
円の負担でタクシーによるデリバ
リーも可能にした。
　５月後半に２週間の試行期間を含
め、６月から８月までの３カ月間で
約 3100 食の利用があり、８月末の
事業終了まで人気を博した。
　籾木さんは「昼食は必ず町内の飲
食店を食べ歩くことに決めていま
す。助け愛テイクアウト事業も、食
事をしながらお店の方々と『飲食店
はコロナ禍で大変ですよね』と話し
をすることで生まれた事業です」と
胸を張る。「また、この事業に協力
してくれた飲食店が、新たに観光協
会に入会してくれました。観光協会
のスタッフとして嬉しいことでし
た。町内の商工業が元気じゃないと、
町の活性化は生まれません。これか
らも皆さんと一緒に町を盛り上げて
いきたいと思います」と抱負を語る。

余市の魅力は、水辺の風景と
おいしい食べもの

　籾木さんは、生まれ故郷の宮崎県
の川南町商工会勤務を経て、2017
年に北海道砂川市に移住。砂川市で
も地域おこし協力隊として、市内経
済の活性化のために数多くの事業を
手がけてきた。
　そんな籾木さんに余市町の魅力を
尋ねると、すぐに「風景と食べもの
です」との答えが返ってきた。「以
前から、仕事や旅行で訪れる北海道
には魅かれていました。特に、水辺
の風景が大好きで、海も山も、おい
しい果物もある余市町の地域おこし
協力隊に採用されたときは、本当に
うれしかった」と笑う。
　昨年度は、「助け愛テイクアウト」
のほかにも「余市町プレミアム商品
券」の準備や販売の窓口担当、「GOTO
イート」食事券利用店の申請補助な
ど、コロナ禍ゆえの業務も多かった。
一方で、大川小学校の児童とご当地
スイーツ「あっぷりん」の商品化に
向けたＰＲなどの協力をしたり、ゆ
るキャラ「ソーラン武士！！」のラ
インスタンプを制作したりと、今後
の余市町の観光資源となる独自の事
業も実現した。
　籾木さんは「２年目となる今年度
は、海も山もある余市の地の利をい
かして、札幌からの誘客を焦点に活
動したいと思っています」と笑顔を
みせた。

 インタビュー：地域おこし協力隊
　　　　　　　 広報業務支援員
             　本間 朋子

地域おこし協力隊　
余市観光協会支援員

籾
も み き

木　勝
かつみ

巳　さん

（



　以前紹介した余市生まれのアイヌの歌人、違星北斗
は口語短歌をよくし、バチェラー八重子、森竹竹市と
並んでアイヌ三大歌人とよばれることがあります。
　北斗のお母さんは日本語が堪能で、学問の重要性を
知る人でした。北斗が入学した町内の小学校はアイヌ
の児童が３、４人と少なく、和人の級友らに「非常に
侮辱され、時偶（ときたま）なぐられ」、「迫害に堪
へ兼ねて、幾度か学校を止めようと」思った苦しい
日々でしたが、お母さんに励まされ、大正３（1914）
年に無事卒業することができました。
　その後、道内各地を転々とし、１５歳の頃には夕張
で木材人夫、年を重ねて石狩のニシン漁場、鉱山など
で働きます。大正１１年には徴兵検査に合格、翌１２
年７月に入隊しますが病気のためか１か月ほどで除隊
します。
　２０歳を過ぎた頃、登小学校の島田校長先生からか
けられた一言が、その後の北斗の人生に大きな影響を
与えたようです。先生は北斗に、アイヌという呼称と
「土人」という呼称を使い分けなければならない場合
に、「（どちらが）君達にやさしくひゞくか」と問わ
れました。北斗は、「和人は皆同情もない者ばかりだ
と考へてゐたのをこんなに遠慮して下さる人」がいる
ことに驚きました。
　島田先生は登小学校がまだ、分教場（黒川小学校の
分校）だった頃、明治３７年から同４２年まで訓導
（教諭）、同年から登尋常小学校（当時）の初代校長
となった方でした（初代、第４代）。
　登小の「校下一般ノ風紀、産業等状況」（『登郷土
誌』）が示された第三代の三本木校長の時代は、町内
的に疲弊した地域が多く、集落ごとの対立もあって、
教育の力が地域に必要とされていた時代でした。小学
校は児童への教育を行うだけでなく、地域の青年男女
への指導、住民の啓発など大きな役割を持っていまし
た。
　この「状況」が示された時期は、「余市旧土人増資
組合」の解散など地区に様々な問題が持ち上がったこ
ろで、その少し前に島田校長と北斗は出会っていたよ
うです。

　その後、北斗は小学校の恩師の奈良直弥先生などの
影響で俳句を作るようになり、町内の俳句グループに
参加します。彼は上京後、アイヌ語研究の創始者で
あった金田一京助ら著名人と出会い、アイヌ民族の過
去と現在、そして未来について語り合い、知見を深め
ます。そしてアイヌ民族の地位の復興という決意を
もって、北海道へ帰りました。
　早逝した北斗でしたが、まるで死期を予感したかの
ように、亡くなる前に多くの短歌を詠んでいます。北
斗は自分の短歌について、次のように述べます。
　「…歌に現われた所は全くアイヌの宣伝と弁明とに
他ならない。それには幾多の情実もあるが、結局現代
社会の欠陥が然らしめるのだ。そして住み心地よい北
海道、争闘のない世界たらしめたい念願が迸(ほとば
し)り出るからである。殊更(ことさら)に作る心算で
個性を無視した虚偽なものは歌いたくないのだ。」
『違星北斗遺稿集』
　彼はやさしさ溢れる歌と、猛々しい歌を詠みます。

アイヌとして生きて死にたい願もて　
　　　　　　　　　　 　アイヌ絵を描く淋しい心
雨降りて静かな沢を炭竈(すみがま)の
　　　　　　　白い烟(けむり）が立ちのぼる見ゆ

今年は北斗の生誕１２０年です。
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☀☁☀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202 ～ 『 違 星 北 斗 と 島 田 先 生 』

▲ 図　北斗の自筆
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

こんな症状はありませんか？

　それぞれのがんでみられることの多い症状です。あてはまる症状はありませんか？

これらの症状がみられる場合は、自分で判断せず医師への相談をお勧めします。

【胃がんの症状】

胃の痛みや不快感
吐き気 ・ 胸やけ

食欲不振
出血（吐血・黒色便）

⇩
消化器内視鏡検査が可能

な病院を受診してください。

【肺がんの症状】

咳 ・ 血痰
胸の痛み
咳切れ

声のかすれ

⇩
肺ＣＴ検査や気管支鏡
検査が可能な病院を受診して

ください。

【大腸がんの症状】

血便 ・ 便が細くなる
残便感がある
おなかが張る

便秘と下痢を繰り返す

⇩
消化器内視鏡検査や全
腸バリウム検査が可能な

病院を受診してください。

【乳がんの症状】

乳房の形が左右で違う
皮膚がひきつる

乳房にくぼみが現れる
表皮がただれる

乳首から液体が出る

⇩
マンモグラフィー検査や

超音波検査が可能な病院を受

診してください。

【子宮頸がんの症状】

不正出血
性交時の出血
異常なおりもの
下腹部の痛み
排尿がしにくい

⇩
コルポスコープ診（膣拡
大鏡）やＨＰＶ検査が可能

な病院を受診してください。

余市町でもがん検診を実施しています！

　自覚症状の有無に関わらず、定期的にがん検診を受診することをお勧めします。町内では、６
月１２日（土）～１６日（水）にがん検診を実施します。ぜひご利用ください。詳細について
は広報５月号折込チラシや町ホームページをご確認ください。
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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 9 日（水）、23 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

無 料 法 律 相 談
（ 予 約 制 ）

14 日（月） 13:30 ～ 14:30

16 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

22 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（６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

心 の 健 康 相 談
3 日（木）

※日程変更の可能
　性があります

13：30 ～ 15：30   倶知安保健所余市支所
☎２３－３１０４

３日前までに申込み必要
（申込）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

特定健診・がん検診

　12 日（土）
　～ 15 日（火） 6：30 ～ 12：00   

中央公民館 ７日（月）まで申込み可能
（申込）子育て・健康推進課

☎ 21-212216 日（水） 福祉センター本館

健 康 相 談 23 日（水） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 ※１８日（金）までに
　申込みが必要です。

認知症の介護相談 21 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

※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

6月6日（日） 池田内科クリニック 23-8811
10日（木） 黒川町整形外科クリニック 22-2447
13日（日） 森内科胃腸科医院（仁木町） 32-3455
20日（日） よいち整形外科クリニック 48-5000
27日（日） 脳神経外科よいち汐風クリニック 21-5566

7月4日（日） わたなべ内科医院 22-3989
11日（日） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533

※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。

　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）
     倶知安保健所余市支所（朝日町）、 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

１ 歳 ６ か 月 児 健 診  R 元 年 11 月生まれ 17 日（木） 受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館

ようこそ！赤ちゃん  Ｒ３年 1 月～ 4 月生まれ
　※申し込みが必要です 21 日（月） 13：00 ～ 15：00

キッズルーム「あっぷる」　
（申込）子育て・健康推進課

☎ 21-2122

1 0 か 月 児 健 診  R ２ 年 8 月生まれ 22 日（火） 受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 18 日（金）までに
　  申込みが必要です。

23 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）とその家族の方

24 日（木） 13：30 ～ 15：30
キッズルーム「あっぷる」　

（申込）子育て・健康推進課
☎ 21-2122

４ か 月 児 健 診  R ３ 年　２月生まれ 29 日（火） 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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りんごの花  押し花サークル
日　時　６月１６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　陸・海・空（男子・女
子）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）

= 募集・お知らせ =

　令和4年4月入学学生募集するにあた
り次の日程で体験入学を開催しますの
で、詳しくは電話で問合せまたはホー
ムページをご覧ください。
日時　６月26日（土）
　　　(10月まで月1回開催)
　　　午前１０時～午後１時３０分
内容　介護実技体験・模擬授業・地元
　　　食材を使用したランチ談話交流
　　　（保護者同伴可・ランチ付・交
　　　　通費一部助成）
問合せ・申込
　栗山町字湯地60番地

　栗山町立北海道介護福祉学校
☎０１２３－７２－６０６０
HP　https://www.town.kuriyama.
hokkaido.jp/site/kaigofukushi/

栗山町立北海道介護福祉
　　　　　学校学生募集

・ 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

第２次試験
 【人物試験、身体検査】
 10 月 13 日（水）～ 10 月 22 日（金）
　　　　　　　　　のうち指定する日
最終合格者発表日　　11 月 16 日（火）
問合せ
札幌国税局人事第２課採用担当
　　☎ 011 － 231 － 5011 
　　　　　　　　　　（内線 2315）
余市税務署
　　☎ 22-2093

日時　６月３日・１０日・１７日
　　　　２４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　６月３日・１０日・１７日
　　　　２４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　６月４日・１１日・１８日
　　　　２５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　６月９日・２３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。 　税務職員募集

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。

札幌国税局では、国税局や税務署にお
いて、税のスペシャリストとして活躍
する税務職員を募集しています。
受験資格
高卒見込みの者及び高卒後３年を経過
していない者　
申込受付期間（インターネット）
　　　６月 21 日（月）～ 6月 30 日（水）
【申込専用アドレス】　
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※インターネット申込みができない場        
  合は、人事院北海道事務局へお問合  
  せください。011-241-1248
第１次試験
 【基礎能力試験、適性試験、作文試験】
　　　　　　　　　　９月５日（日）
第１次試験合格者発表日
　　　　　　　　　　10 月７日（木）
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●普通救命講習Ⅱの中止について
令和３年６月に開催を予定しておりま
した普通救命講習Ⅱは、新型コロナウ
イルスの収束が見込めないため開催を
中止させていただくことになりまし
た。
なお、今年度の７月以降の開催予定は
次のとおりです。
　▼令和３年９月３０日（土）：
　　　　　　　　　普通救命講習Ⅱ
　▼令和３年１１月２７日（土）：
　　　　　　　　　救命入門コース
　▼令和４年２月２８日（月）：
　　　　　　　　　普通救命講習Ⅱ

●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下さい。
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や消火
器を訪問販売することや、特定の業者
に商品の斡旋をし販売を依頼すること
はありません。

●善意で使用された消火器が補償され
ます！
　余市町内で発生した火災を消すため、
消火活動の協力者が使用した消火器に

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

= 募集・お知らせ =

日　時　６月２６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（中
　　　　学生まで）
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
６月１６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
※６月２１日（月）、２４日（木）
　３０日（水）はお休みです。

児童館行事案内

黒川児童館（☎２３‐４３３８）

ナンジャモンジャの会
６月２０日（日）　午後１時３０分～
つどいの広場
６月２４日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
バドミントンの会
６月  ５日（土）　午後１時３０分～

家族へのプレゼント作りの会
６月１９日（土）　午後１時３０分～

日時　６月１８日（金）　
　　　午前１０時～１２時
その他
・６月７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（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　６月８日（火）
　　　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
子育て講座『教えて助産師さん』
　～身体を育てる親子遊び～

講師　小樽ﾏﾀﾆﾃｨｰ＆べびぃケア　　

　　　salonｺｳﾉﾄﾘ

　　　　  　助産師　高田智子氏

●夏山遭難の防止
　～体力や技術の過信　事故のもと

無理のない計画と登山計画書の提出
　　登山技術、体力等に応じた山を選
　び、無理のない計画を立て、登山計
　画書を家族等に渡し、最寄りの警察
　署等にも提出しましょう

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

※１６日（水）までに申込が必要です。

対し、使用済みの消火器へ薬剤を再充填
したり、新品の消火器と交換出来る場合
があります。

問合せ 余市消防署 ☎２３―３７１１

複数人による登山
　　事故の遭遇時に対応できるよう、
　経験豊富なリーダー等と一緒に登山
　しましょう
万全の装備と余裕ある食料等の準備
　　急激な天候の変化にも対応できる
　よう十分な装備と停滞時に備えた食
　料や燃料等を準備しましょう
通信機器の所持
　　万一の遭難に備え、携帯電話等を
　必ず持ちましょう
気象情報の確認
　　必ず天気予報を確認し、天候の悪
　化が予想される場合は、登山を中止、
　登山途中で天候が悪化した場合は、
　すぐに引き返すなど安全な登山に努
　めましょう
●二輪車もスピードダウンで事故防止
　バイクのウィークポイント
　　車体が小さく見え、車から見落と
　されやすく、発見が遅れ衝突される
　ケースが多い
　　バランスを取るのが難しく、速度
　の出し過ぎや不用意なブレーキで転
　倒しやすい
ライダーのみなさん
　・速度の出し過ぎは命取り
　・交差点では対向からの右折車に注意
　・カーブ手前は十分に減速
　・体力を考えたツーリング
　・経験の浅い人に合わせた運行計画
　・事前に待ち合わせ場所を決め、仲間と離
　　 れても焦らず無理に追いつこうとしない
  ・他の車から見えるように昼間もライトを点灯
ドライバーのみなさん
  ・一時停止標識や信号は遵守
  ・交差点での安全確認を徹底
  ・バイクを見逃さないよう注意
問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０
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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

余市文化協会総会を開催！
　４月１４日（水）、町民の文化向上と普及発展に寄与することを目的とし
て活動している余市文化協会の定期総会は、マスク着用、窓を開けて密室を
回避、間隔を空けて着席などの対策をした上で開催されました。
　総会には加盟団体の代表者が出席し、令和２年度の事業内容や収支決算の
報告、令和３年度の事業計画や予算について協議され、総会議案は全会一致
で承認されました。
　文化協会には、５月現在３２団体が加盟し、約６００人の会員がさまざま
な芸術文化活動を行っています。 ▲総会風景

活動分野・内容 団 　　体 　　名 活動分野・内容 団 　　体 　　名
郷土歴史研究 余市郷土研究会 写　真 北海道写真協会余市支部
絵画（油彩） 余市美術協会 絵画（油彩） アトリエ麿乃會
日本舞踊・歌謡 余市芸能文化研究会 大正琴 大正琴サークル琴友会
囲　碁 余市囲碁同好会 エッセイ 余市エッセイサークル
写　真 余市写友会 麻　雀 余市麻雀連盟
俳　句 よいち俳句会 室内管弦楽 余市室内楽協会
詩　吟 小樽しりべし岳風会余市支部 民　踊 余市ふるさと民踊会
和太鼓 北海ソーラン太鼓保存会 菊花栽培 余市菊花同好会
民　謡 余市民謡日の出会 自然観察 余市自然散策愛好会
川　柳 余市川柳会 フラダンス ハイビスカス余市フラサークル
カラオケ 余市カラオケ連合会 フラダンス プルメリア余市フラサークル
鑑賞例会他 よいち子ども劇場 絵画（水彩） 星のパレット
合　唱 余市混声合唱団 声　楽 グランパ
書　道 余市書道協会 雅　楽 余市雅楽会
河川環境整備他 川は心のシンフォニーの会 日本舞踊 日舞サークル
バグパイプ演奏 余市パイピングソサエティ 合　唱 黒川女声コーラス

【余市文化協会加盟団体一覧】 令和３年５月現在

　ウォーキングを楽しみながら、余市町文化財（旧余
市福原漁場、旧下ヨイチ運上家、フゴッペ洞窟、西崎
山環状列石）を巡ります。
〇日時　　　７月８日（木）午前１０時～１２時
〇講師　　　社会教育課職員
〇集合場所　中央公民館
〇持ち物　　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。
〇その他　　教室参加者の皆様には、後日ハガキに
　　　　　　て詳細な内容をお知らせします。
※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。

　　　　前期公民館文化教室　

「町内文化財巡り」のご案内 余市体育連盟受賞者決定！

　昨年度スポーツ分野で優秀な成績を収めた個人４
名・３団体に、余市体育連盟からスポーツ奨励賞が贈
られました。おめでとうございます。
　受賞された個人・団体は次の方々です。【敬称略】

　◇スポーツ奨励賞（個人）
　　中井來輝　＜スキー＞　櫻井羽奈　＜スキー＞　
　　荒井朔太郎＜卓球＞　　細川あいり＜卓球＞　
　◇スポーツ奨励賞（団体）
　　余市強い子野球スポーツ少年団　＜野球＞
　　ＮＰＯ法人　ロータス会　　　　＜野球＞
　　余市町役場野球部　　　　　　　＜野球＞

寿大学・女性学級の皆さんへ　学習活動休止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増大していることを受けて、６月に予定していた寿大学第２回
学習講座「健康音楽教室」、女性学級第２回学習講座「公園清掃・楽しい脳トレ」を中止いたします。なお、
今後の学習日程につきましては、改めてお知らせいたします。
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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

ワタシノシアター（映画会）予約受付中
　現在、図書館では事前に申込みをして映画鑑賞がで
きる「ワタシノシアター」を受付しています。
　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人まで）で申込みをして、視
聴覚室でゆったりと楽しむことができます。
　上映作品は図書館所蔵の資料から選んでください。
詳しくは図書館へ問合せください。

おかげさまで開館３０周年！
　平成３年６月２９日に後志管内町村で初の図書館と
して開館してから、おかげさまで３０周年を迎えます。
３０周年記念として、ご利用くださる皆さまへの感謝
を込めて、
　６月２９日（火）にご
来館の先着３０名様に手
作り「読書ノート」をプ
レゼントします。

おはなし会
日　時　６月１２日・２６日 (土 )
　　　　①午前１１時～②午後２時～
場　所　１階おはなしコーナー
テーマ　「雨も、楽しい！」

今月の休館日　毎週月曜日、　６月３０日 (水 )は図書整理日

パパ・ママと絵本であそぼう！
　絵本にでてくる動物をまねっこしたり、ふれあい遊
びをしたり、絵本をつかって一緒に遊びませんか！
コロナ禍でも、おうちで活用できるたのしい遊びやか
んたんなおもちゃのつくり方を紹介します。無料です
ので、お気軽にご参加ください。　
日時　６月１３日（日）午前１１時～
場所　２階視聴覚室
対象　０～４歳くらいまでのお子さんと保護者の方
定員　１０組（先着順）
申込　１１日（金）までにカウンターか
　　　お電話で申込んでください。
※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。

№ 活 動 内 容 サ　 ー 　ク　 ル　 名 活　動　日 活　動　時　間
1 合　唱 余市混声合唱団 月３回　火曜日 １９時～２１時
2 詩　吟 響詠吟友会 月３回　金曜日 １０時～１２時
3 園　芸 菊づくりサークル 月１回　土曜日 １３時～１５時
4 生け花 池坊サークル 月２回　水曜日 １３時～１５時
5 文　学 文学サークル 随　　　　　  時
6 古典を読む会 月１回　月曜日 １０時～１２時
7

工　芸
木彫サークル 月３回　金曜日 １０時～１５時

8 紙粘土人形サークル 月２回　金曜日 　９時～１２時
9 和紙工芸サークル 月２回　土曜日 １３時～１６時
10 手　芸 楽しい毛糸手編みの会 月２回　土曜日 １３時～１６時
11

文　芸
俳句サークル 月１回　土曜日 １３時～１６時

12 短歌サークル 月１回　日曜日 １２時３０分～１５時３０分
13 川柳サークル 月１回　土曜日 １２時３０分～１６時３０分
14 ペン字と書道 ペン字と書道のサークル 月２回　木曜日 １３時～１５時
15 茶　道 茶道サークル 月２回　木曜日 １３時～１７時
16

合　奏
余市室内楽協会 月３回　土曜日    １８時３０分～２１時

17 余市パイピングソサエティ 随　　　　　　時
18 大正琴サークル琴友会 月３回　火曜日   ９時３０分～１２時３０分
19 民　謡 江差追分・民謡サークル 月３回　木曜日 １９時～２１時
20 余市民謡日の出会 月２回　月曜日 １８時～２１時
21 囲　碁 囲碁サークル 月３回　日曜日   ９時～１２時
22 お話・読書 本のひろば 月３回　木曜日   ９時３０分～１１時３０分
23 外国語 ＥＬＣＹ（英会話サークル） 月２回　金曜日 １３時～１６時
24 健康体操 余市太極拳の会 月３回　水曜日   ９時３０分～１２時３０分
25 さわやかシェイプアップサークル 月３回　火曜日 １３時～１５時
26 絵　画 星のパレット 月１回　月曜日 １０時～１４時
27 スクエアダンス 余市ＳＤＣプラマネード 月３回　火曜日 １３時～１６時
28 そば打ち 余市手打ちそば愛好会 月２回　土曜日 １０時～１６時

＝公民館登録サークル一覧＝ 公民館では町民の学習活動の場として、さまざまな学習活動
が行われています。

〇活動日・活動時間については概ねのもので、都合により変更になる場合がありますのでご了承願います。
〇お問い合せや入会ご希望の方は、中央公民館（☎２３ー５００１）へご連絡ください。
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 令和３年 4 月３0 日現在
　　人　口　18,093 人　     （＋ 37）
　　男　性 　   8,433 人　     （＋ 21）
　　女　性　    9,660 人　   （＋ 16）
　　世帯数　   9,761 世帯    （＋ 38）

転 入　122 人
転 出　  68 人
出 生　    5 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　

　【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！

　今月は令和３年度の町道民税(普
通徴収)の納税通知書を送付しま
す。納税通知書が届きましたら、す
ぐにご確認ください。皆様一人ひと
りの納税により、町の行政運営が成
り立っています。納期内納付にご理
解をお願いします。

町道民税の納税通知書をご確認ください！

町道民税　　　　　１期 ６月２５日（金）

納期限～今月の税～

６月２５日（金）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。

口座振替納税について
　口座振替は、ご指定の預貯金口座から自動的に納税
できる方法です。納期のたびに納めに出かける必要が
なく、納め忘れの心配もありません。是非、簡単・便
利な口座振替をご利用ください。
　
〈利用可能金融機関〉
北海道信用金庫、北洋銀行、余市町農業協同組合、余
市郡漁業協同組合、ゆうちょ銀行および郵便局

〈申込方法〉
　役場または町内の各金融機関窓口まで(※)預貯金通帳
と通帳届出印をご持参のうえ、お申込みください。町外
にお住まいの方は役場に申込用紙をご請求ください。
　※ゆうちょ銀行での口座振替につきましては、ゆう
　　ちょ銀行または郵便局窓口までお申込みくださ
　　い。

（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

●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
・ソリッド株式会社　（大阪市）
　　　

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です。

　国内で就労している外国人は多数おりますが、その
就労状況をみると、社会保険等の未加入や適正な労働
条件が確保されていない等の問題が散見されます。
　このような状況を踏まえ、外国人を雇い入れる際
は、次の３点をご確認ください。
　①就労が認められる在留資格であること
　②雇入れ・離職の際には、それぞれハローワーク
    に届出を行うこと
    ③労働保険・社会保険等の加入をはじめ適正な雇
　　用管理を行うこと  
 なお、厚生労働省では労働施策総合推進法に基づ
く、外国人労働者の適正な雇用管理のための指針を
定めていますので、ご確認いただき、外国人を雇用
する際は、ルールを守って適正に雇用するようお願
いします。
　また、お問合せにつきましては、お近くのハロー
ワークまたは労働基準監督署までお願いします。
問合せ　ハローワークよいち　
　　　　☎ ０１３５－２２－３２８８


