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余市循環線運行中！
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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

４月１日から北海道中央バス株式会社により運行を開始しています。町内路線バ
スで初導入となるフルフラット、低床、ノンステップ構造の利用しやすい車両を
使用しています。



　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４年４月からの保険料は、
月額１６，５９０円となりました。（令和４年３月までは月額１６，６１０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くだ
さい。

　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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日赤社費募集のお願い
　町民の皆様のあたたかい善意により令和３年度の日赤社費は、総額１，８９８，５１７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

〇子育て応援金（出産祝い金）
　余市町では、次世代を担う子どもの誕生を祝い、すこやかな成長を願うとともに、妊娠、出産、子育てに対
する経済的負担を軽減するために、４月１日以降に生まれた子どもの保護者に対し、子育て応援金（出産祝い
金）を支給します。

【対象】
令和４年４月１日以降に生まれた子の保護者
※町民であることや、町税の滞納がないことなどの条件があります。
【支給金額】
・第１子・第２子：５万円
・第３子以降：５０万円（１年に１０万円づつ最大５年間）

　問合せ　子育て・健康推進課 健康推進グループ　 ☎２１―２１２２

お子さんが生まれた家庭へ応援金を支給します！

第３子以降ついては、家庭の状況により子の数え方が異なる場合があります。

第３子以降の２年目からの支給について、各年度の基準日以前に転出した場合は支給資格を失います。

　この度、町長が推薦し、法務大臣から次の方が委嘱されました。

　人権擁護委員は、町民の皆さんからの様々な人権問題の相談に応じています。
　いじめや体罰、家庭内の夫婦・親子問題、セクハラやパワハラ、外国人差別、その他日常生活の様々な問題
でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

　★余市町の人権擁護委員は、小樽人権擁護委員協議会に所属し、平日の常設相談や余市町内での特設相談
　　（年４回）を行っています。
　　　常設相談　☎０１３４－２３－３０１７　（月～金曜日　午前９時～午後４時）

芳賀　よう子氏（再任）　山本　茂雄氏（再任）　宮井　真由氏（再任）　寺井　一哉氏（新任）

人権擁護委員が委嘱されました

　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０
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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） 吉　津　達　美 23-8252 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） 欠員 　〃　  （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 中　村　吉　一 22-4441 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 髙　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（主任児童委員） 相　坂　圭　子 23-7700

　〃   　     １０丁目 木　村　武　宏 23-2240 沢町地区（主任児童委員 ） 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～

　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０　
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　余市町社会福祉協議会では、今年度も認知症カフェ「あずましい余市カフェ」を開催するにあたり、会の運
営や企画立案、準備等を担う運営ボランティアを募集していま
す。　
　年齢、性別、資格等は問いませんので、興味のある方はぜひ
ご参加ください。
（認知症サポーター養成講座を受講された方、大歓迎です！！）
　
開催日（予定）：①６月３０日（木）午後１時～午後３時
　　　　　　　	②７月　４日（月）午後１時～午後３時
場　所：①中央公民館（大川町４-１４３）
　　　　②福祉センター（富沢町５-１３）
①、②両方お手伝いしてくれる方はもちろん、
どちらかのみの参加でも構いません。
※開催前に、数回の準備委員会を開催する予定です（日程未定）。
※令和４年度は計４回開催する予定です。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、延期または中止する場合があります。
申込方法：５月２０日（金）までにお電話でお申し込みください。

　　　今年も認知症カフェ『あずましい余市カフェ』を開催します
　　　　　　～～運営ボランティア募集のお知らせ～～

　問合せ　余市町社会福祉協議会　☎２２-３１５６　　　

臨時特別給付金の申請はお済みですか

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を給付します。

●対象となる世帯
①住民税非課税世帯
　基準日（令和３年１２月１０日）において余市町に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分の住民税均等
　割が非課税である世帯（基準日において生活保護を受給している世帯を含む）
②家計急変世帯
　①以外の世帯のうち、令和３年１月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の
　世帯と同様（非課税相当）の事情にあると認められる世帯
　※①、②ともに住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
●給付額　１世帯あたり１０万円（口座振込により支給）　※１世帯１回限り

●申請方法　
①住民税非課税世帯：対象の世帯に向けて既に送付しております「確認書」の内容をご確認いただき、必要　
　　　　　　　　　　書類を添付のうえ、確認書発行日から３か月以内に提出してください。
　　　　　　　　　　※「確認書」を紛失された世帯の方は福祉課までにご連絡ください。
②家計急変世帯：「申請書」、「簡易な収入 (所得 )見込額の申立書」および次の必要書類を添付のうえ、
　　　　　　　　９月３０日（金）までに提出してください。
　　　　　　　　○本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等）　○通帳等の写し
　　　　　　　　○令和３年中の収入がわかる書類の写し（給与明細書、年金振込通知書等）
　　※「申請書」等が必要な方は、町ホームページからダウンロードまたは福祉課に問い合わせ願います。

【詳細は町ホームページをご覧ください。また、ご不明な点がありましたら、福祉課に問合せ願います】

　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０　

～本給付金を装った不審な電話や郵便にはご注意ください！！～

▲令和３年１１月に開催した「あずましい余市カフェ」の様子

〈2022. ⑤広報よいち　5〉



申込期限　５月３１日（火）（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、応募者多数の場合、抽選となる場合があります。

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であること。
　　　　　・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。
　　　　　※すでに合併浄化槽を設置している住宅の設備を更新する場合は対象外です。

補助金額　設置費用の６割を助成します。（設置する槽の規模により上限額があります。）
　　　　　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、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の着工前にご相談ください。　
申請期限　９月３０日（金）まで

浄化槽設備補助制度のごあんない
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令和４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２５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２６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　

５月２７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　

５月２８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

「よいち健足サロン」に参加しませんか

　理学療法士による、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、ゲームなどを行います。
　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６５歳以上の町民の方
　　日程：令和４年５月～７月の毎週火曜日（１０時～１１時３０分）全１０回
　　費用：無料
　　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
　問合せ　保険課 介護保険グループ　 ☎２１―２１１９
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◎余市町発令
総　務　部
▶総務部長　　　　　　　　　　　　　　　　髙橋伸明
▶財政課長　　　　　　　　　　　　　　　　髙田幸樹
▶税務課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　					　 中島豊
▶総務課主幹（兼）秘書室長　　　　　　　荒井拓之介
▶企画政策課主幹（兼）行政改革推進係長　　原田孝嗣
▶総務課総務係長　　　　　　　　　　　　　門間亮太
▶地域協働推進課防災係長　　　　　　　　　佐々木直
▶税務課納税係長　　　　　　　　　　　　　今井貴之
▶総務課人事厚生係主査　　　　　　　　　小池美穂子
▶地域協働推進課防災係主任　　　　　　　　山科直幸
▶総務課総務係技師（兼）交通安全係技師　　　佐藤駿
▶総務課総務係主事　　　　　　　　　　　　吉川裕真
▶企画政策課企画政策係主事　　　　　　　　冷水祥平
▶企画政策課企画推進係主事
　（兼）行政改革推進係主事　　　　　　　　竹本憲人
▶（兼）行政改革推進係主事　　　　　　　　糠塚英司
▶財政課財政係主事　　　　　　　　　　　　長船晃汰
▶税務課住民税係主事　　　　　　　　　　長谷川瑞樹
▶税務課主幹（再任用）　　　　　　　　　　秋元直人
　　　　　　　　　　　　

民　生　部　
▶民生部長　　　　　　　　　　　　　　　　篠原道憲
▶保険課長　　　　　　　　　　　　　　　　橋端良平
▶環境対策課長（兼）クリーンセンター所長　大森直也
▶福祉課福祉係長の兼務を解く　　　　　　　金田直也
▶福祉課福祉センター館長
（兼）福祉センター入舟分館長
（兼）老人福祉センター所長　　　　　　　　北村友紀
▶子育て・健康推進課主幹　　　　　　　　　鈴木貴之
▶子育て・健康推進課大川保育所長　　　　　春木祐二
▶子育て・健康推進課中央保育所長
　（兼）黒川児童館長　　　　　　　　　　伊藤由佳理
▶福祉課福祉係長　　　　　　　　　　　　　本間貴史
▶子育て・健康推進課子育て推進係長　　　　山本涼平
▶子育て・健康推進課大川保育所主任保育士　芳賀俊恵
▶子育て・健康推進課中央保育所主任保育士　大場一恵
▶子育て・健康推進課母子通園センター主査
　（兼）沢町児童館主査　　　　　　　　　八重樫朱美
▶子育て・健康推進課中央保育所主任　　　中井三由紀
▶福祉課戸籍住民係主事　　　　　　　　　　宮本美優
▶福祉課老人福祉センター主任（再任用更新）　芳川文俊
▶子育て・健康推進課中央保育所主任（再任用）大地富貴子
▶環境対策課廃棄物対策係主任(再任用更新)						杉原隆行

経　済　部
▶商工観光課長　　　　　　　　　　　　　　小黒雅文
▶農林水産課主幹（兼）農村活性化センター館長
　（兼）推進係長（兼）園芸試験場長　　　　　					中坂好孝
▶（兼）加工処理指導係長　　　　　　　　　　　			小林武
▶商工観光課主幹（兼）商工労政係長
　（兼）勤労青少年ホーム館長（兼）業務係長				清水光弘
▶商工観光課主幹　　　　　　　　　　　　　髙田匡介
▶（兼）水産林務係主事　　　　　　　　　隅本幸之介
▶農林水産課水産林務係主事　　　　　　　　淡路和大

▶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　　　　　		寒河江美桜
▶商工観光課観光振興係主事　　　　　　　　本間敦也
▶農林水産課加工排水処理施設加工処理指導係主任（再任用）　　　新谷裕

建設水道部
▶建設課長　　			　　　　　　　　　　　　　　	成田文明
▶建設課事務係長の兼務を解く　　　　　　　仲鉢浩二
▶まちづくり計画課主幹
　（兼）まちづくり推進係長　　　　　　　　松尾智幸
▶建設課事務係長　　　　　　　　　　　　　石黒未来
▶建設課技術係技師　　　　　　　　　　　長谷川朋希
▶まちづくり計画課まちづくり推進係主事　						  　 　大隅奎哉
▶まちづくり計画課公営住宅係主事補　　　　横浜直弥
▶下水道課業務係主事　　　　　　　　　　　小田原巴
▶下水道課建設係主任（兼）設備指導係主任（再任用）				尾崎全平

会計課
▶会計管理者（併）会計課長　　　　　　					 須貝達哉
▶出納係主任（兼）管理係主任　　　　　　　小玉瑶子

【新規採用職員】
▶企画政策課企画政策係主事
　（兼）行政改革推進係主事　　　　　　　　　新川実
▶地域協働推進課広報広聴係主事　　　　　　山内郁歩
▶子育て・健康推進課栄養指導係技師　　　　平田佳那
▶保険課医療係主事補　　　　　　　　　　　加治息吹
▶保険課介護認定係技師　　　　　　　　　　岡部美咲
▶環境対策課廃棄物対策係主任　　　　　　　大野貴弘
▶建設課技術係技師		  　　　　　　　　　　 芽野凛太郎
▶議会事務局議事調査課議事係書記　　　			　山内千洋

◎余市町教育委員会発令
▶学校教育課長　　　　　　　　　　　　　内田真樹子
▶（兼）中央公民館長（兼）町民会館長
　		（兼）文化財係長　　　　　　　　　　　　　奥寺淳
▶社会教育課社会教育係長　　　　　　　　　小川康和
▶社会教育課社会教育係主査　　　　　　　　前鼻孝俊
▶学校教育課学校教育係主事補　　　　　　半田峻太郎
▶社会教育課図書館係主事　　　　　　　　　井上彩乃
▶黒川小学校給食調理員　　　　　　　　　　吉田結佳
▶大川小学校給食調理員の兼務を解く　　　加谷登志子
▶西中学校給食調理員　　　　　　　　　　　西岡千佳
▶旭中学校給食調理員　　　　　　　　　　　越智和子

【新規採用職員】
▶社会教育課文化財係学芸員　　　　　　　　髙橋美鈴

◎余市町選挙管理委員会発令
▶次長の併任（兼）庶務係長　　　　　　　　三宅武敏
▶選挙係長の併任を解き併せて事務局次長　荒井拓之介
▶（併）選挙係長　　　　　　　　　　　　　門間亮太
▶選挙係主査の併任を解く　　　　　　　　　髙橋敬介
▶（併）選挙係主査　　　　　　　　　　　　金野琢磨
▶庶務係主任（再任用更新）　　　　　　　　杉本雅純
▶選挙係書記の併任を解き併せて庶務係書記　冷水祥平
▶（併）選挙係書記　　　　　　　　　　　　　佐藤駿
▶（併）選挙係書記　　　　　　　　　　　　吉川裕真

人事異動（令和４年４月１日）
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◎余市町農業委員会発令
▶庶務係主任（再任用更新）　　　　　　　　小島祐子

◎余市町公営企業発令
▶水道課長　　　　　　　　　　　　　　　　紺谷友之
▶水道課主任技師（兼）浄水場長　　　　　　　楠千早
▶水道課主幹　　　　　		　　　　　　　　					　 笹山美幸
▶水道課業務係主任（再任用更新）　　　　　山本金五
▶水道課浄水係主任（再任用更新）　　　　　新谷孝俊
▶水道課工務係技師　　　　　　　　　　　　辻本真視
　
◎派遣
▶北後志消防組合派遣　　　　　　　　　　　照井芳明
▶北後志衛生施設組合派遣（更新）　　　　　古山尚志
▶後志町村会派遣　　　　　　　　　　　　　小林宥斗

　

人事異動（令和４年４月１日）
◎３月３１日退職者※（　）前職
▶上村友成 （民生部長）
▶秋元直人 （会計管理者（併）会計課長）
▶大地富貴子(民生部子育て・健康推進課大川保育所長
　　　　　　（兼）黒川児童館長）
▶飯島利明 （経済部農林水産課主任技師（兼）農村活性化セン
　　　　　　　　ター館長（兼）推進係長（兼）園芸試験場長）
▶尾崎全平　(建設水道部水道課主任技師）
▶新谷裕  　(経済部農林水産課加工排水処理施設加工処理指導係長）
▶高田千里　(民生部子育て・健康推進課栄養指導係技師）
▶安田芽生　(民生部子育て・健康推進課健康推進係技師）

◎３月３１日再任用職員任期満了※（　）前職
▶小俣芳則　（福祉センター主任（兼）福祉センター入舟分館主任）
▶木村律子  （経済部農林水産課農地整備係主任）
▶松原厚子  （農業委員会庶務係主任）

　昨年より整備を進めていました「高度無線環境整備推進事業」において、光回線サービスの提供エリアが拡
大し、光回線サービスの提供が４月１５日 (金 )から開始となりましたのでお知らせします。
　これによりほぼ町内全域で光回線サービスの利用が可能になりました。
　サービスの利用は有料となります。内容や料金等をよく確認した上で、利用をご検討ください。

■サービス提供エリア
栄町、登町、豊丘町、白岩町、潮見町、豊浜町など、これまで光回線サービスが利用できなかった地域
■申込み方法
①ＮＴＴ東日本や携帯電話等の光コラボレーション事業者（「〇〇光」などのサービスを提供する事業者）に、
利用を希望される方が直接申込みをしてください。
②申込み時に事業者より、光回線の引込工事日の調整や工事費用などの説明があります。ご自身の都合に合わ
せて手配願います。
■申込み先
ＮＴＴ東日本・・・・・・・・・☎０８００-８００-９９８６（通話無料）　平日午前９時～午後５時
光コラボレーション事業者・・・携帯電話等の販売店や家電量販店に問合せください。
■利用開始までの流れ

事業者を選び
申込みする

　問合せ　企画政策課　企画グループ　☎２１-２１１７　　

光回線サービスのエリア拡大と提供開始について

引込工事日
を調整する

引込工事を
実施する

開通確認 利用開始
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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４年　5 月 1期 25日 全期25日 25日（水）

6 月
納
期
内
納
税
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 27日 27日（月）

7 月 2期 25日 1期 25日 25日（月）

8 月 2期 25日 2期 25日 25日（木）

9 月 3期 26日 3期 26日 26日（月）

10 月 3期 25日 4期 25日 25日（火）

11 月 4期 25日 5期 25日 25日（金）

12 月 4期 26日 6期 26日 26日（月）

令和５年　1 月 7期 25日 25日（水）

2 月 8期 27日 27日（月）

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等での納付もできます。

令和４年度　納税カレンダー

令和４年度の自動車税種別割の納期限について

　５月３１日（火）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）・スマホアプリでも納税できます。
・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２年度貸借対照表（令和３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）

    156 億 1,546万円

　     9億 8,780万円 
    （3億7,317万円）

【負債の部】

１.固定負債

２.流動負債

【純資産の部】

１.純資産

69億 4,389万円

8億 7,809万円

87億 8,128万円

資産合計　　　 　   　166 億 326 万円 負債・純資産合計 166 億 326 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３　
　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 62 億 7,353 万円で、町民一人当りでは約 34 万 7,448 円となります。また、町民	一人当
　りの資産は約 91 万 9,543 円となります。（人口はＲ２年度末住民基本台帳人口（18,056 人）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２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２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。
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　町は、令和４年３月２９日（火）北後志構成５町村と民間事業者との間で北後志広域防災連携に係る協定を
締結しました。

●　この協定は、余市町、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村が北後志構成５町村として、道内大手企業のサ
　ツドラホールディングス株式会社、東京に本社を置くコンピュータ関連企業のベルホールディングス株式会
　社及びベル・データ株式会社、宮城県多賀城市に本社を置き、防災備蓄食などの開発に取り組む株式会社ワ
　ンテーブルとの間において広域防災連携協定を締結するものです。
●　これにともない広域防災連携について、余市町と包括連携を締結している北海道大学公共政策大学院にお
　いて、今回の取組に関する研究を行い、学術論文化を行うなど、全国の他地域へ北後志における取組を紹介
　し、展開していきます。
●　まさに今回の協定締結は「産官学連携」による広域防災連携として先駆的モデルの実現と地域住民の生活
　における安心・安全を高めるべく協力して取り組んでいくものです。

【広域防災連携協定の主なポイント】
①　この協定は、北後志構成町村地域内において災害が発生した場合、各町村が協力して、被害を受けた自治
　体に対して職員を派遣するなどの応援を行ったり、被災した自治体に対して、不足している備蓄品などを支
　援などを行います。また避難所などを共有し、隣接の町村または連携する町村に避難することができるよう
　にするとともに、必要な備蓄品を共同で購入することにより、購入単価を下げるなど備蓄品の管理について
　も適正化を図っていきます。
②　また、民間事業者との連携については、こ
　れまで各自治体における備蓄品の調達や不足､
　廃棄ロス等の課題に対して、既に民間事業者
　として構築されている調達・管理・物流・販
　売機能の活用による新たな物流備蓄システム
　を構築し、必要な物資を必要な時に確保でき
　る仕組みを作り上げていきます。
　　またインターネット関連企業との連携によ
　り、デジタル化を促進して、情報の見える化
　と共有化を通じた備蓄管理システムの構築な
　ど地域内における効果的な防災モデルの在り
　方を検討・推進していきます。

　問合せ　地域協働推進課 防災グループ　 ☎２１―２１４２

北後志の産官学連携による広域防災連携に係る協定の締結について

　町は、ワイングラスの世界的老舗「リーデル」（RSN	 Japan
株式会社）と、３月２９日に包括連携協定を締結しました。
　この協定により、相互に連携・協力して余市町のまちづくり
やワイン振興の取り組みを進め、余市町が「ワインの銘醸地」
として発展し、ワイン産業全体の裾野を広げていくことを目指
します。

　問合せ　商工観光課 観光グループ　 ☎２１―２１２５

リーデル・ジャパン（RSN　Japan 株式会社）との包括連携協定締結について

▲写真：RSN　Japan株式会社　代表取締役　ウォルフガング・　
　　　アンギャル（Wolfgang	Angyal)、齊藤町長

▲左から赤井川村長、仁木町長、古平町長、積丹町長、余市町長、サツドラ
ホールディングス株式会社代表取締役兼ＣＥＯ、ベル・ホールディングス株式
会社代表取締役社長、株式会社ワンテーブル代表取締役ＣＥＯ代理ＣＦＯ
（業務により欠席：ベル・データ株式会社代表取締役社長）

〈2022. ⑤広報よいち　11〉



公共下水道へ接続のお願い　　　　　　

　公共下水道の汚水管が整備されますと、トイレや流しなどの排水を接続（水洗化）することができるように
なり、様々なメリットを受けることができます。接続については台所や浴室の排水は６か月以内、トイレの水
洗化は３年以内にお願いしております。
　雨水排水（ダクト排水、融雪槽排水等）については、余市町は分流式であるため接続することはできません。
　未接続の家屋や施設については、接続をよろしくお願いします。

	
●公共下水道に接続するメリット
・快適な生活環境～悪臭や蚊・ハエの発生などを防止し、快適な生活環境を創造します。
・トイレを快適に～清潔で、快適な水洗トイレが使用できるようになり、汲み取りの心配や浄化槽の管理がな
　　　　　　　　　くなります。
・川をきれいに　～生活雑排水が川へ流れ込まなくなりますので、川がきれいになります。

●公共下水道に接続するには
余市町で排水設備工事（水洗化）工事をするときは、必ず町が指定した排水設備業者へお申し込みください。
指定業者については町ホームページ、また下水道課までお問い合わせください。

詳しい内容は、お問い合わせください。

	

　問合せ　 下水道課　下水道グループ　　　　　 ☎２１―２１２９

　問合せ　水道課　業務グループ　☎ ２１-２１３０　下水道課　下水道グループ 　☎２１－２１２９

■意見提出方法　
　備え付けの「意見用紙」または任意の様式に、住所および氏名（法人・団体の場合は所在地、名称、代表者
の氏名）を記載し、宛先を余市町新水道ビジョン（案）については「余市町役場　水道課　宛」、余市町下水
道中期ビジョン（案）については「余市町役場　下水道課　宛」としてください。
　●郵 送　〒０４６-８５４６　余市町朝日町２６番地　
　●電 子 メ ー ル　水道課　gyoumu.sid@town.yoichi.hokkaido.jp
　　　　　　　　　下水道課　gesui-ken@town.yoichi.hokkaido.jp
　●ファクシミリ　０１３５-２１-２１４４
　●持 参　受付時間：平日の午前８時４５分～午後５時１５分
　のいずれかの方法で提出していただくか、次に記載の施設に備え付けの意見投入箱に投函してください。

■意見提出者の要件　意見を提出できる方は次のいずれかに該当する方とします。
　●町内に住所を有する方　　●町内に会社、事業所等を有する方　　●町内に通勤・通学している方　　　
　●町に納税されている方　　●意見を募集する案件に利害関係のある方

■資料（余市町新水道ビジョン（案）、余市町下水道中ビジョン（案））の閲覧場所
　● 役場庁舎　　　　	（１階	下水道課カウンター）	朝日町２６番地
　● 中央公民館　　　	（１階	事務室前）　　　　　	大川町４丁目１４３番地
　● 図書館　　　　　	（１階	フロア）　　　　　　	入舟町４１３番地
　● 福祉センター　	　（１階	フロア）　　　　　　	富沢町５丁目１３番地
※資料（計画素案）は町ホームページからもご覧いただけます。

　余市町の水道事業、下水道事業の現状と課題を踏まえて分析
し、目指すべき将来像とその実現方策を示すものとして、計画
期間を令和１３年度までとし、既計画の見直しを行うものです。

●余市町新水道ビジョン（案）について

●余市町下水道中期ビジョン（案）について

計画（素案）に対する皆さんからのご意見を募集します（パブリックコメント）

■意見募集期間　５月２日（月）～　５月３１日（火）まで

　町が、皆さんに影響を与える基本的な計画、指針、条例等を決定する前に、これらの案を公表して、広くご
意見や情報を提供いただくことを「パブリックコメント手続」といいます。
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農業者のみなさまへ（余市町有害鳥獣被害防止対策支援事業の実施について）

　有害鳥獣による農業被害を防止することを目的とした被害防止対策設備（電気柵・箱わな）購入に対する補助を実施します。
補助対象要件【基本事項】
■下記の要件をすべて満たす者　
・町内に住所を有する者であって、町内において営農する経営体
・有害鳥獣被害防止対策設備の設置場所として、自らが常時管理できる自己所有地、または土地所有者から同
　意を得た場所に設置できること。
・電気柵の購入については、有害鳥獣による農業被害（侵入）防止を目的とするものであること。
・箱わなの購入については、特定外来生物であるアライグマの捕獲を目的とするものであること。
■補助対象設備　※既に購入済のものや補修用部品等の購入は対象となりません。
・電気柵（有害鳥獣侵入防止を目的とするもの。）　・箱わな（特定外来生物アライグマの捕獲を目的とするもの。）
■補助率
　補助率は、購入金額の１／２以内とし（千円未満の端数は切り捨て）、電気柵については５万円、箱わなに
ついては１万円を上限とします。また、申請は同一年度において、１経営体につき１回限りとします。
※消費税納税義務者は消費税額を除いた金額が対象となります。
※購入に際し、複数見積等により購入金額の低減に努めること。
※申込みが多数の場合は、予算の範囲内で按分するため、補助額が下がります。
■申請受付
提出期日：５月３１日（火）	（※期日厳守）	
提出書類：１．交付申請書２．見積書の写し（２社以上）３．設置場所位置図（任意様式）	４．納税対応状況申出書
提出場所：農林水産課
■その他・補助事業が完了したときは、実績報告書と領収書（写）等の提出が必要となります。
　　　　・詳細につきましては余市町有害鳥獣被害防止対策支援事業補助金交付要綱に定めます。
　　　　・関係書式は役場農林水産課又は、ＪＡよいち（営農販売部）でお受け取り下さい。
　問合せ　農林水産課 農政振興グループ　 ☎２１―２１２３

　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！
　香川の創業は大正３年。店の歴史は１００年を超え
る。「私が三代目です。じいさんが始めたんです」。香
川家は徳島県からやって来た（なんだかややこしい
ね）。余市は縁も所縁もない土地だった。
　「仏壇に抄本があったんですよ、そこに判子がポン
と捺されてて、百姓と書いてあるんですよ。農業をや
るってことを理由に出てきたんでしょうね」
　それが、どうして菓子をつくることに？
　「ですよね。へへへへ」
　その辺の事情は香川さんにもわからないらしい。当
初は駄菓子屋に近い品揃えで、香川さんの先代＝父の
時代に和菓子を専門とするようになったという。
　「父は婿さんなんです。母が香川の人間で、その母
がずっと私に言うんです。『お菓子屋、継ぐな～』『お
菓子屋、継ぐな～』って。子供の頃からずっとでしたね」
　なぜか「な」の部分に節が付いていて、台詞が妙に
耳の残る。継ぐな～と言われ続けた香川さんはいま、
三代目として日々、菓子づくりに精を出している。
　「高校２年のときに母親が亡くなりましてね。どう

しようかなと。長男だし、男は私ひとりだし、子供の
頃から菓子づくりを手伝ってきたし、継いだ方がいい
のかなと。そう思って結局ですね」
　なぜ母が店を継ぐことを良しとしなかったのか、い
まとなっては確かめる術はない。
　「お菓子屋はたいへんですからね。辛い思いをさせ
たくなかったんでしょう。朝も早いですし」
　きちんと訊いておけばよかった。ときどきそう思う
ことがあると、香川さんは言う。
　「実際にやって思うのは、どんなに機械を揃えても
菓子は最終的に手でつくるんですね。あぁ、今日は暇
だなあと思っても、仕事が始まれば忙しい忙しいとな
ります。お菓子づくりが始まれば、手が休まることが
ないんです。たいへんですね」
　もしかして、継がなければよかったと思ってます
か？
　僕の意地悪な問いかけに、香川さんは「へへへへ」
と笑うだけだった。（続く）

余市の人々。　第１１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 2020.9.30

タイトル「香川」
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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＞
　　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
　　

　＜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

日時　５月２１日（土）午後７時３０分～午後９時

観測対象　春の星雲・星団

集合場所　宇宙記念館正面入口

申込　不要・現地集合・無料　※悪天候の場合は中止とします。

天体観望会

～５月の休館日～
９日（月）、１０日（火）１６日（月）、２３日（月）３０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

提供：ＪＡＸＡ

名　　　称 日　時・内　容 定員
 ほしぞら教室①
　 （全 10 回）   14 日㊏　季節の星座や神話等を学ぶ 7 人

● くるま教室①
　 （全３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３回）   21 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

●くるま教室③
　 （全３回）   22 日㊐　自動車（水素エンジン、燃料電池等）の仕組みや歴史等を学ぶ 7 人

宇宙開発教室①
　 （全 7 回）   28 日㊏　日本の宇宙開発について学ぶ 7 人

●道具と機械の歴史   29 日㊐　人と道具や機械との関わり等を学ぶ 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）≫　

日本宇宙少年団余市分団・２０２２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多数の入団
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１３日（金）まで　
活動内容　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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☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁

　水産博物館にアイヌ民族の墓標の複製が展示されて
います。町内に最後まで使われていた墓標は大正時代
にはなくなってしまっていました。考古学者の河野廣
道さんが、北海道と樺太（サハリン）のアイヌ民族の
墓標の特徴について調査した時に、余市にも訪れ、そ
の成果は昭和６（1931）年に報告されています。墓
標は男性用と女性用とがあって、余市の墓標は「一側
（片側）に小枝あり、彫刻」があり、女性用は「太き
棒状、彫刻あり、頭部針頭形」のものと記録されてい
て、博物館で紹介しているのは男性用の墓標です。
   河野さんによれば、このかたちの墓標があるのは、
樺太では西海岸の眞岡（ホルムスク）、本斗町（ネべ
リスク）、大泊（コルサコフ）付近に分布していて、
同じ墓標があるのは北海道では余市だけでした。
　樺太南部から余市まで、習俗や文化の共通点が多
く、仲間意識を持った集団が暮らしていたのでしょう
か。かつての余市アイヌは交易のため樺太や黒竜江
（アムール川）にまで足をのばしたと言われ、「樺太
から貰ってきたヨロイが２つもあった。」と伝わって
いることは、それを裏づけています。
　時代はさかのぼって、江戸時代の寛文９（1669）
年のこと、蝦夷地の広い範囲でアイヌ民族と松前藩と
の戦いが起きました。シャクシャインの戦いと呼ばれ
たこの戦いは、交易のために自由に松前城下や東北ま
で行くことが出来なくなり、交易相手が松前藩だけに
なったアイヌ民族の不満が背景にありました。
　各地で戦いは続き、蝦夷地の中で何が起きているの
かは、幕府、東北諸藩の重大事でした。松前藩からの
報告が入らない状態に業を煮やした幕府は津軽藩に偵
察を命じます。牧只右衛門ほか津軽藩の一行が船でオ
ショロ湾に入った時、そこに集まったアイヌ側の船が
およそ100艘、やりや弓を持ったアイヌが600～700人
ほど集まったという記録がのこっています。湾を埋め
るほどの船が集まったのでしょうか。

　オショロに集まった日本海側各地からのアイヌの
リーダーは９人、ルイシン（利尻）の大将ムネワカイ
ン、モンヤカインの2人、テシオの大将トミウヘワイ
ン、ソウヤの大将シルヘタイン、カカモレイの2人、
ヨイチの惣大将八郎右衛門、大将ケクラケ、同じくウ
ヘレチ、サノカへインでした。
　アイヌのリーダー達が訴えるのは、シャクシャイン
側から決起に参加せよと言われたが、断っていた。し
かし、今のままの状態では餓死するしかないので、和
人を殺した。以前のように松前に交易に行けるように
してほしい。更には津軽とも交易を行いたい。という
ものでした。
　彼ら９人が着ていたものは、「北高麗織色々唐草織
付」の衣類で、その見事なことは言葉にならないと津
軽藩側は記録しています。見事な衣類とは後に蝦夷錦
や山丹服と呼ばれ、松前藩がアイヌ経由で入手した清
国の官服のことと思われます。
　ヨイチの惣大将、八郎右衛門の名前が和風です。ハ
チロウエモンと和風な名前に聞こえただけか、漢字で
八郎右衛門だったのか、海を越えて活動した八郎右衛
門と和人との関係はどのようなものだったのでしょう
か。

　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213  ～ 『 惣 大 将 八 郎 右 衛 門 』

▲ 写真：余市アイヌの男性の墓標（複製）

３月１９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：４２ｎＧｙ /ｈ、最低値：２５ｎＧｙ /ｈ、平均値：３３ｎＧｙ /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

 

【子宮頸がんとは・・・】

　子宮頸がんとは、女性の子宮頸部にできるがんのことで、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）の感染が原因
でおこるとされています。このウイルスは、一度でも性的接触の経験があれば誰でも感染する可能性があり、
女性の多くが一生に一度は感染すると言われています。
ほとんどの人はウイルスが自然に消えますが、一部の人
ではがんになってしまうことがあります。
　日本では、年間約１１，０００人の女性が子宮頸がんに
なると報告されています。子宮頸がんを発症する割合を
年代別にみると、２０代から上昇し、４０代でピークを
迎えるといった若い世代の女性に多くみられるという特
徴があります。
　

●子宮頸がんワクチンを接種しましょう
　子宮頸がんワクチンは、平成２５年６月から積極的な勧奨が一時的に差し控えられ
ていましたが、令和４年４月から他の定期接種と同様に、個別の勧奨を行うこととな
りました。子宮頸がんワクチンの接種についての詳細は、対象の方に個別にご案内い
たします。
　子宮頸がんワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるＨＰＶ１６型と
１８型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の５０～
７０%を防ぎます。また、子宮頸がんワクチンでがんになる手前の状態（前がん病変）
が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。
　子宮頸がんワクチンの接種を１万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになって
いた約７０人ががんにならなくてすみ、約２０人の命が助かると試算されています。

【子宮頸がんの予防法】

●子宮頸がん検診を受診しましょう
　子宮頸がんワクチンを受けていても、２０歳からは２年に
１度子宮頸がん検診を受診することが大切になります。
　余市町の子宮頸がん検診の受診者数をみると、平成２８年
度と比べ、近年では受診者数が減少していることがわかりま
す。余市町では、１１月２６・２７日に町内で乳がん検診と
同日に子宮頸がん検診を受けられる『集団検診』や８月から
は、ご自身の都合に合わせて受診できる『個別検診』の実施
を予定しています。がんを早期発見し、治療に繋げるために
も定期的に検診を受診しましょう。

子宮頸がんについて
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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 11 日（水）、25 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

無 料 法 律 相 談
（ 予 約 制 ）

9 日（月） 13:30 ～ 14:30

18 日（水） 13:00 ～ 16:00 中央公民館 203 号室
※事前申込み必要
役場総務課
　☎２１―２１１１

24 日（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

※ 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 16 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（木） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 ※１３日（金）までに
　申込みが必要です。

心 の 健 康 相 談
23 日（月）

※変更の可能性　
　があります

10：00 ～ 12：00   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 ２年１０月生まれ 17 日（火）
受付 11：50 ～ 12：20 福祉センター本館

３ 歳 児 健 診  H ３０年１２月生まれ 18 日（水）

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 13 日（金）までに
　  申込みが必要です。

19 日（木） 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

20 日（金） 13：30 ～ 15：30 キッズルーム「あっぷる」

1 0 か 月 児 健 診 R ３年７月生まれ 24 日（火）
受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館

４ か 月 児 健 診  R ４ 年１月生まれ 31 日（火）

※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1日（日） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533 5月3日（火） 荒木歯科医院 22-6200
3日（火） 脳神経外科よいち汐風クリニック 21-5566 4日（水） 森川歯科（仁木町） 32-3653
4日（水） 田中内科医院 22-6125 5日（木） いとう歯科 22-1001
5日（木） よいち整形外科クリニック 48-5000
8日（日） 勝田内科皮フ科クリニック 22-3843

15日（日） 中島内科 22-3866
22日（日） 勤医協余市診療所 22-2861
29日（日） わたなべ内科医院 22-3989

6月5日（日） 小嶋内科 22-2245

※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
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りんごの花  押し花サークル
日　時　５月１８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

●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 =

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１３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」
の利用団体募集　

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
器を訪問販売することや、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

問合せ　
双日株式会社	北海道支店支店長	工藤
　						担当	環境インフラ事業部	伴
・北海道支店　〒０６０-０００１	
　北海道札幌市中央区北一条西２-１	
　札幌時計台ビル
・本社　〒１００-８６９１
　東京都千代田区内幸町２-１-１　
　☎０８０-２０６６-９３０２
　HP	https://www.otaru-yoichi-windfarm.com

部員が真心を込めて育てたとれたて新
鮮野菜や果物を持ち寄り販売いたしま
す。５月２８日（土）より毎週土曜日
朝８時より営業予定です。

会場　道の駅「スペースアップルよいち」

問合せ
ＪＡよいち女性部事務局
　　　　　　　　　☎２３－３１２１

　ＪＡよいち女性部
　　　　「まいど市」

余市自然散策愛好会では、余市町近隣
の山野草、山菜、きのこ等、自然を観
察しながら会員一同和気あいあいと楽
しく活動していく新規メンバーを募集
しています。
問合せ　平野政弘　
　　　☎０９０- ８２７２- ５５０３

　余市自然散策愛好会
　会員募集

自衛官候補生（男子・女子）、一般幹
部候補生（一般・歯科・薬剤）、医科・
歯科幹部を募集します。
● 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

長引くコロナ禍の中、心身の健康を保
つためにも年齢や性別に関係なくゆっ
くりとした動きで誰でも楽しめる太極
拳。あなたも始めて見ませんか？
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

日時　５月２９日 (日 )
　　　午後１時３０分～４時３０分
会場　余市町中央公民館　３階
　　　301・302 会議室（定員６０名）
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、お越しの際は受付にて連絡先の
ご記入、検温・手指の消毒、マスク着
用にご協力ください。

　双日株式会社
　からのお知らせ

現在、計画検討中の「(仮称 )北海道
小樽余市風力発電所」事業について、
住民の皆さまへの説明会を開催いたし
ます。

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

●～自転車の安全利用の促進～
　自転車に乗るときは、正しい交通
ルールやマナーを守り、交通事故に気
を付けましょう。
⑴　自転車安全利用五則
○　自転車は、車道が原則、歩道は例外
○　車道は左側を通行
○　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
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= 募集・お知らせ =

つどいの広場
５月１８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２０日（金）、３１日（火）
　　　　　　　　　　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１５日（日）　午後１時３０分～
つどいの広場
５月２６日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
家族へのプレゼントの会
５月		７日（土）　午後１時３０分～

ジャガイモ植えの会
５月２２日（日）　午後１時３０分～

　　   salonコウノトリ 高田　知子氏
日時　５月２５日（水）午前１０時～１１時
その他
・５月６日（金）から受付
・密集、密接を避け予約制
・定員（１０名）になり次第締切

◎『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　５月１０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

○　安全ルールを守る
・　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・　夜間はライトを点灯
・　交差点での信号遵守と一時停止・
安全確認
○　子供はヘルメットを着用
⑵　北海道自転車条例
○　自転車に乗るときは、子供はもち
ろん大人も乗車用ヘルメットをかぶ
り、夜間は自転車の側面に反射器材を
付けるようにしましょう。
○　万が一に備えて、自転車損害賠償
保険等に加入するようにしましょう。
～事業所の飲酒運転根絶取組強化～
○　一定台数以上の自動車を使用する
事業所は、安全運転管理者の選任を行
わなければなりません。
○　法改正により令和４年４月から、
安全運転管理者による運転者の運転前
後のアルコールチェックが義務化され
ます。
～『還付金詐欺』に注意！～

○道内で『還付金詐欺』の被害が多発

しています。

その手口は、公的機関の職員をかたる

者から「還付金があるのでＡＴＭで手

続きをしてください」といった嘘の電

話があり、ＡＴＭを操作させて送金さ

せるという詐欺です。

犯人からの電話は、閉庁日や閉庁時間

帯にもかかってきています。ＡＴＭで

は還付金は受け取れません。このよう

な電話を受けたら、絶対にお金は振り

込まず、すぐに警察に相談してくださ

い。

問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

※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２０日（金）　
　　　午前１０時４０分～１２時１０分
会場　余市紅志高校　農場教室
定員　１０名　
　　（過密防止の観点から先着順とさ
　　せて頂きます）
参加費　１，５００円
申込期日　５月１８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

●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１４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流行状
　況により会場変更・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

日　時　５月２８日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
会　場　余市テラス（黒川町 10 丁目
　　　　3番地 27※コープさっぽろ隣）
　　　　今月から場所が変更になりました。
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
問合せ　ワーカーズコープ後志事務所
　　　☎０９０- １３００- ８３１４

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

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

◎ミニイベント
・パステルアート（手形、足形もできます）
日時　５月１９日（木）　
　　　　午前10時～11時30分　　　
　　　　午後1時30分～3時30分
予約　６日（金）から　定員１０名
　　　※定員になり次第締切
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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

令和４年度　前期各種教室のご案内
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１９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２６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　９日（木）

　　１６日（木）

午前 9時 30 分～ 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　５日（火）

　　１２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９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

７月２０日・２７日

８月３日・１０日（水）

　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

※タブレットは貸出し

ます

「書」の楽しみ方

教室　（１０名）

６月１日・８日・１５日・

２２日・２９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２日・９日・１６日・

２３日・３０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

護身術教室

開催日時・人数・内容については、６月号広報にてお知らせします。

開催は、７月の予定です。

　第２回雪印メグミルク杯ジュニア
ジャンプ余市大会は、３月２６日（土）
にミニシャンツェと笠谷・竹鶴両シャ
ンツェで開催されました。
　大会には、小中学生の部（６クラス）
に男女合わせて３２名（余市町７名）
が出場し、日頃の練習の成果を競い合
いました。

▲ 小学生女子選手の見事なジャンプ ▲シャンツェを背にして記念撮影
　　（余市ジャンプ少年団）

ジュニアジャンプ大会開催！
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寿大学・女性学級の皆さんへ！　今月の学習講座のお知らせ　

　女性学級　
☆第２回学習講座「公園清掃」
日時　５月２３日（月）午後１時３０分～３時
場所　中央公民館３０１号室
内容　ボランティア活動として、睦公園・中央公園の
　　　ごみ拾いを行います。
持ち物　軍手・ビニール手袋、火ばさみ
　※天候が悪いときは「脳トレゲーム」をします。

　寿大学　
☆第２回学習講座「健康音楽教室パート１」
日時　５月１９日（木）午後１時３０分～２時３０分
場所　中央公民館３０１号室
内容　童謡・民謡などを歌いながら体も動かし、脳
　　　の活性化をはかります。音楽療法の学習・体
　　　験をとおして、心も体もリフレッシュ！	
講師　近藤ひとみさん（音楽療法士）

※新型コロナウイルス感染症の情勢により中止・延期することがありますのでご了承願います。

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

木曜映画会
　新型コロナウイルスの影響で中止としていました
が、今年度から復活することになりました！
　木曜映画会は毎週木曜日、こどもえいがかいは第１・
第３土曜日で、どちらも午後２時からの上映です。

　１２日　シン・ゴジラ（邦画）
　１９日　ノマドランド（洋画）
　２６日　浅田家！（邦画）

おはなしかい
　楽しい読み聞かせをしたり、毎月変わるテーマに合
わせ、絵本を紹介します。
　今年は動物が登場する絵本をたくさん読みます！
　自由参加です。

日時　５月１４日・２８日（土）　
　　　午前１１時～
場所　図書館１階おはなしコーナー
　　　今月のテーマ
　　　「くまさんがいっぱい」

えいご de おはなし会
　３人のＡＬＴ（外国語指導助手）の先生と一緒に、
英語を使って楽しく遊びませんか！
※新型コロナウイルスの影響で、２度延期としたイベ
ントです。

日時　５月２９日（日）
　　　午前 1１時～１２時まで
場所　図書館 2階視聴覚室
講師　トマスパー・フリーダさん
　　　ウィルソン・ジョセフィンさん
　　　ホークスリー・ルーシー・アンさん
対象　幼児～大人　定員　１５名
内容　英語での絵本の読み聞かせ・ゲーム・歌など
申込　２７日 (金 )までに申込みください。（電話可）

図書館一日司書
　司書ってどんな仕事をしているのかな？そう思った

こと、ありませんか？

　一日限定で図書館の人になって、カウンターでの本

の貸出し・返却をはじめ、おすすめ本のＰＯＰをつくっ

たり、普段は入れない「閉架書庫」の探検をしてみた

り…。たくさんの本に触れながら、図書館のいろいろ

な仕事を体験しましょう！

　今年から、高校生の皆さんも対象

となります。新型コロナウイルスの

影響で、インターンシップに参加で

きなかった皆さんも、ぜひご参加く

ださい！

日時　５月１５日（日）
　　　午後 1時３０分～５時
対象　小学生～高校生　募集人数　５名

今月の休館日　毎週月曜日、　３１日 (火 )は図書整理日

今月の展示ケース
　５月１０日～１６日の「愛鳥週間」に合わせて、ケー

スの中に、鳥が集まる美しい自然の様子を再現しまし

た。

　バードウォッチングの本など、鳥や自然に関する本

も集めていますので、ぜひお楽しみください。

こどもえいがかい
　　７日　トムとジェリーの大冒険
　２１日　カンフーパンダ

こどもの日　特別映画会
　　５日　鬼滅の刃　無限列車編　

図書館のすてきな窓

〈2022. ⑤広報よいち　21〉



よ い ち の 人 口

■ 広報よいち（№８５３）令和 4 年５月１日発行　発行 / 余市町　編集 / 地域協働推進課
　　　　　　　　　　　　 〒 046-8546　余市郡余市町朝日町 26 番地　☎（0135）21 － 2111 ㈹　FAX（0135）21 － 2144
　　　　　　　　　　　　 メール：kouhou ＠ town.yoichi.hokkaido.jp　ＵＲＬ：https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

 令和４年３月３１日現在
　　人　口　17,664 人　     （－ 163）
　　男　性 　   8,240 人　     （－ 99）
　　女　性　    9,424 人　   （－ 64）
　　世帯数　   9,591 世帯    （－ 48）

転 入　  85 人
転 出　219 人
出 生　    2 人
死 亡　  31 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！

　余市町の税金や料金を納付するにあたって、以下の方
法で納付できます。

各種納付方法があります！

固定資産税    　　　１期
軽自動車税種別割　全期 ５月２５日（水）

納期限
～今月の税～

５月２５日（水）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。
　納税相談を実施しております。

１．納付書による納付

　金融機関
　　〇北海道信用金庫本店・支店及び役場派出所
　　〇北洋銀行、余市町農業協同組合、余市郡漁業協同組合
　　〇ゆうちょ銀行または郵便局
　コンビニエンスストア
　　〇セブンイレブン、ローソン
　　　セイコーマート、ファミリーマートなど
　スマートフォンアプリ（バーコード決済）
　　〇LINE	Pay、PayPay
　　※詳しくはリーフレットや納付書、または余市町の
　　　ホームページをご覧ください。

金融機関
　〇北海道信用金庫本店・支店及び役場派出所
　〇北洋銀行、余市町農業協同組合、余市郡漁業協同組合
　
　※ゆうちょ銀行での口座振替につきましては、ゆう
　　ちょ銀行又は郵便局窓口までお申込みください。

（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

・余市町沢町児童館　母親クラブ　
　（ふれあいバザー収益金の一部として）
　　　　　　　　　　　屋外　掛時計　１台

●沢町児童館備品として

・公益社団法人　余市地方法人会
　　防犯ブザー　１１０個（６万６千円相当）

●新小学校１年生用として

・認定ＮＰＯ法人　ふまねっと余市りんごっこ
　　　　　　　　　　　　金１０，０００円

●余市町社会福祉事業費の一部として

　納税通知書に同封の納付書で納付する場合です。
以下の場所で納付できます。

２．口座振替による納付
　口座振替は、ご指定の預貯金口座から自動的に納付
できる方法です。以下の金融機関の口座から振替でき
ます。

３．クレジットカードやPay-easy（ネットバン
　　キング）による納付

※詳しくはリーフレットや納付書、または余市町の
　ホームページをご覧ください。

知っていますか ?道の「苦情審査委員制度」

　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、
必要な調査等を行います。
　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
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