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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今月の記事
 02　国民年金について
 02　粗大ごみの収集再開します

03　自動車種別割、軽自動車税種別割の変更手続きは忘れずに
04　北海道知事選挙・北海道議会議員選挙

第４回町民公演（令和５年２月４日中央公民館）は、１００名を超える観客を集めて行われました。
全道高等学校演劇発表大会での優秀賞の受賞は２年連続です。

北海道余市紅志高等学校演劇部
 ～第４回町民公演　「浦島太郎」（第７２回全道高等学校演劇発表大会優秀賞受賞作）～



　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例として、国民
年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っております。詳細につきましては次の連絡先まで問合せ願います。

国民年金について

○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

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

　老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、４０年の保険料納付済期間がないため老齢基礎年金
を満額で受け取れない場合に、６０歳を過ぎたあとも国民年金に任意加入することで、受給資格期間や受給額
を増やすことができます。

～老齢年金の受給資格期間および年金額を増やしたい方へ～
●６０歳以上の任意加入制度

①受給資格期間を満たしたい場合　・・・申込日から７０歳まで加入することができます
②老齢基礎年金額を増やしたい場合・・・申込日から６５歳まで加入することができます

　付加保険料は、申込みの月から国民年金保険料に月額４００円（定額）を上乗せして納めることで、年金を
受け取る際に「２００円×付加保険料納付月数」で計算された金額が、「付加年金」として毎年の老齢基礎年
金に上乗せして受け取ることができる制度です。
　しかも、納付した分は２年間年金を受け取ることでもとがとれ、その後も受け取っている間は付加年金も継
続して受け取ることができるので、非常にお得です！

●付加保険料

（例）月額４００円の付加保険料を１０年間（１２０か月）納付した場合の付加年金はどうなる？
　　支払総額は「 ４００円 × １２０か月 ＝４８，０００円  」となり、
　　上記計算式から、１年あたりの付加年金額は
　　　「 ２００円 × １２０か月 ＝２４，０００円  」が受け取れ、２年でもとがとれます！

※国民年金基金に加入中の方などは、付加保険料の申込みができませんので、ご注意ください。

　「ゆる元体操」とは、町が実施している高齢者向け介護予防教室「地域まるごと元気アッププログラム」（通
称：まる元）のゆるやか版で、おひとりでも仲間と一緒にでも楽しめる体操です。１０分～１５分程度の時間
で、椅子に座ったままで行いますので、どなたでも安全に取り組むことができます。
　今回、より多くの方に「ゆる元体操」を実践していただき、町内各地域において住民主体で展開していくこ
とを目的に、同体操の指導者を養成するための「ゆる元体操初級指導者認定講習会」を実施します。
　同体操に精通する健康運動指導士を講師に迎え、２日間の日程で講座と実技を受講していただきます。実技
テストで認定された方には、認定証が発行され専用ビブスが貸与されます。
受講対象者　余市町内に住所を有し、上記内容に賛同及び協力できる方　・運動に制限がない方
実施日時　　３月２０日（月）・２７日（月）午後１時～４時
実施場所　　中央公民館　　受講料   無料　定員　２０名　※定員になり次第申込締切
その他　　　当日は動きやすい服装にて、上靴、飲み物、タオル、筆記用具を持参の上お越しください。
　申込み・問合せ　保険課 介護保険グループ　☎ ２１-２１１９

「ゆる元体操初級指導者認定講習会」受講者募集のお知らせ

　粗大ごみは、ご自宅（玄関先）まで収集にうかがいますので、必ず事前（収集日の前日午前中まで）に申込
みをお願いします。申込み先（株）北後志第一清掃公社（☎２３－７２４０）
問合せ　環境対策課 廃棄物対策グループ　☎２１―２１１８        

環境対策課からのお知らせ

〇３月から粗大ごみの収集を再開します

　ごみステーションに一度に大量のごみ（目安・１０袋以上）を出すと、他の利用者の迷惑になるだけでなく、回収
業務にも支障をきたしてしまいます。やむを得ず、一度に大量のごみを処分したい場合は次の方法をご検討ください。

〇お引越しなどされる方のごみの出し方について

　・複数回に分けて出す【すべてのごみ】　・一般廃棄物の収集運搬許可業者に依頼する（有料）【すべてのごみ】
　・余市町クリーンセンター（豊丘町８５０番地）自己搬入する
　　（月曜日～金曜日　午前８時４５分～午後４時３０分、１０ｋｇにつき８０円）【燃やさないごみ・粗大ごみ】
　・北後志リサイクルセンター（栄町４６１番地）自己搬入する
　　（毎月第１月～第４火曜日　午後１時～午後４時）【資源物（かん・びん・ペットボトル・紙類）のみ】
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○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

種別 手続きの場所・問合せ先
　原動機付自転車 ( １２５cc 以下 ) 　余市町役場税務課課税グループ　　　☎０１３５-２１-２１１５

　１２５cc を超える二輪車 　札幌運輸支局
　　札幌市東区北２８条東１丁目　　     ☎０５０－５５４０－２００１

　軽自動車（６６０cc 以下） 　全国軽自動車協会連合会札幌地区事務所
　　札幌市北区新川５条２０- １- ２０　☎０１１－７６８－３９５５

自動車税種別割、軽自動車税種別割の変更手続きを忘れずに

　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課税される税金です。
◇引越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をしてください。
　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
　・住所が変わったとき（変更登録）
　・自動車を売買したとき（移転登録）
　・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　令和５年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願いします。
◇変更登録が間に合わないときは・・・
　道税ホームページから納税通知書の住所変更手続きをしてください。

　問合せ　札幌道税事務所自動車税部  ☎０１１－７４６－１１９０　

◇自動車税種別割

　軽自動車税（種別割）は４月１日現在の所有者に課税されます。軽自動車等の名義変更や廃車をした場合は、
４月１日までに変更にかかる手続きを済ませてください。４月２日以降に手続きをしても、旧所有者に年税額
の全額が課税されますのでご注意ください。
●次の場合は手続きが必要となります。
　・軽自動車等を廃車した場合
　・車両置き場の市区町村が変わった場合
　・所有者が変わった場合
　・盗難にあった場合
●軽自動車等の種別によって手続きの場所・問合せ先が次のとおりとなります。

●軽自動車税種別割【軽自動車、二輪車等】

　問合せ　税務課課税グループ  ☎２１－２１１５

小型特殊自動車、ミニカー

１　インボイスとは
   売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求
 書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載された請求書等の書類や
 電子データをいいます。
　インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受ける 
 ことができます。
２　インボイス制度とは
　売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイ
スを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。）。
　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）であるインボイス発行事業者か
ら交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

令和５年１０月に消費税のインボイス制度が始まります

　問合せ　余市税務署　☎２２－２０９３
インボイス制度特設サイト

　▲詳しくはこちら

３　インボイス制度特設サイト　
　説明会開催情報（税務署や局主催のほか、オンラインでも実施）や申請手続、Ｑ＆Ａ
などを掲載しています。「制度の概要」ページには免税事業者の方向けリーフレットを
掲載するなど、免税事業者の方もご利用いただけます。
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余市宇宙記念館からのお知らせ

　宇宙記念館は４月１４日（金）まで、展示
施設の観覧は休止しています。なお、冬期間
は教室や講座など各種事業を開催します。　
　詳しくはその都度ご案内いたします。

観覧について

●冬期間の宇宙記念館運営について

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

施設の利用について

※詳細は（☎２１-２２００）問合せいただくか
　余市宇宙記念館ホームページ
　　（https://www.spacedome.jp）をご覧ください

◀ホームページ
　をご覧いただ
　けます。

余市宇宙記念館では
「サポートボランティア」
を募集しております。

期日前投票　～投票日（４月９日）前に投票できる制度です～

○投票できる方
・平成１７年４月１０日以前に生まれた満１８歳以上の方
・道知事選挙は、令和４年１２月２２日以前、道議会議員選挙は令和４年１２月３０日以前に余市町に転入
　の届出（住民登録）をした方で、引き続き余市町にお住まいの方
※令和４年１２月２３日から３０日までに転入された方は、令和５年４月１日以降でなければ投票できません。
※令和４年１２月９日以降に余市町から転出し、道内の市区町村に転入の届出をされた方は「引き続き道内
　に住所を有する旨の証明書」を提示することで、余市町で投票できます。
　その他、選挙に関する情報は余市町ホームページをご覧ください。

　　　　　　北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
　　　　　　　投票日　 ４ 月  ９ 日   （日）　　午前 7時～午後８時

　　　　　　　　告示日　道知事選挙：３月２３日（木）　道議会議員選挙３月３１日（金）

３月２４日（金）～４月８日（土）
〇北海道知事選挙 〇北海道議会議員選挙

４月１日（土）～４月８日（土）
・期日前投票は役場１階ホールで行います。
・投票入場券が届いている方は、ご持参ください。

・時間は午前８時３０分～午後８時までです。

　問合せ　選挙管理委員会　☎２１－２１３４

　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！
　「私ね、料理の勉強をしたことも、飲食店で働いこ
とも一度もないんです」
　またもや申し訳なさそうな表情で、辻さんは話し始
めます。僕からの問いは、イタリア料理はどこで勉強
したんですか、というもの。
　ジジヤババヤのオープンは２００６年。開店から
１０年以上が経ったいまも、看板メニューのパスタや
ピザを求めて、引っ切りなしに客が訪れる。この日
も、ランチタイムが始まった瞬間に席がババババっと
埋まった。月に１回開催しているワイン会には道外か
らも予約が入って、すぐにいっぱいとなる。ミシュラ
ンガイドにも掲載された。てっきり、名うての料理人
の下で修練を積んだのかと思ったら、どうもそうじゃ

ないみたい。
　「お店をやってると、前はどこで働いていたんです
かって、お客さまによく訊かれるんです。どこで修業
したのかを、みなさん気にするみたいなんですね。お
店の名前のときと一緒です。やっぱり困っちゃう。だっ
て、経験がないんです、なんて言うと趣味で開いたお
店みたいに思われるでしょ。でもね、私は真剣そのも
のなんですよ」
　辻さんの前職は父親が経営する建設会社の経理。40
代の半ばまでは飲食業界とは縁がなかったという。イ
タリア料理との接点を見出せずに僕が言葉を探してい
ると「人生って不思議だなぁって思いますもん」と、
辻さんは笑う。（続く）

余市の人々。　第２１回　【江部拓弥】　

※「余市の人々。」は、余市町戦略推進マネージャーであった江部拓弥（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2020.11.30
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　大勢が集まった時に全員揃ったか、貸し切ったバス
などにみんなが乗ったかを確かめる時に、年配の方が
「まんぼとれ」と言われることがあります。
　「まんぼ」とは「万棒」と書いて、ニシンの加工品
を運びだす時、俵を数えるために使う薄くて細長い木
片をいいます。『増補改訂版　北海道方言辞典』（北
海道新聞社発行　１９９１年　以下、辞典）にも「マ
ンボトル」が載っています。その意味は「鰊の数量を
数える」とあり、それが聞かれて記録された採録地は
「利尻」となっています。
　ニシン漁で使われた道具や漁の仕方にまつわる言葉
は、北海道の日本海側の南から北まで、オホーツク海
側までも若干含む広い範囲の共通語でした。利尻でも
余市でも「まんぼとれ」は共通語だったはずです。
　この辞典は昭和３０年代以降の北海道各地の方言調
査をもとにして編まれたもので、余市町で採録された
言葉も２０語ほど掲載されています。いくつか列挙し
ます。

・イロオミル　連語　魚群を見る。ニシンやイワシは
浮く魚なので海の色で群来がわかる。「ニシン来るこ
ろになると、沖がかりしてイロオミルのに真剣だ」
・ガコ　名詞　漬物　「おかずいらない。ガコさえあ
えば」　道内ではオゴッコが多い。
・ムリクリ　副詞　むりやり。ムリクラともいう。　
「今日中にムリクリでかす気だ」
・メクラン　名詞　ネルの模様つきのシャツ
　
　北海道の海岸の方言は、室町時代以降、青森や秋田
などの北東北地方の方言に由来するといわれていま
す。　　
　渡島半島東側（下海岸）と松前方面の方言は、それ
ぞれの対岸、前者は下北半島、後者は津軽方面の方言
の影響を受けていると言われています。そこから日本
海沿岸や太平洋の沿岸一帯に細長い帯状に広がり、ア

イヌ語との接触も経験しながら、北海道方言ができあ
がっていきました。ムラサキウニは「ノナ」とも言い
ます。シシャモやラッコはアイヌ語が語源です。
　内陸部の方言も、明治以降、日本列島の様々な地域
から移住してきた人々が、それぞれの土地の方言を持
ち込みました。鉄道網が各地にのびて、さまざまな産
業が発達したことで人々の交流が活発になり、海岸線
と内陸の方言は互いに接触し影響を与え合って、今日
の形の北海道方言が成立しました。
　余市町では、福島県や秋田県などから余市川流域に
入植された人たちがたくさんいます。お隣の仁木町で
も四国地方などからの入植者もいて、たくさんのお国
言葉が聞かれた時代があったと思います。
　北海道弁として有名な「ナマラ」も、海岸線の一地
域で主に年配の方が使う方言ととらえられていたもの
が、道内に広まりました。テレビ等の影響があったの
かもしれません。
　辞典にない言葉もあります。「ボップソリ」または
「ボップ」はプラスティック製のソリのことです。ス
イスで発明されたボブスレー競技のソリが語源でしょ
うか。　
　昭和４０年代中頃には余市、小樽、蘭越や古平でも
「ボップ」が使われていて、後志管内以外では稚内で
も聞かれたようです。
　方言調査の後に生まれた新しい言葉なのかもしれま
せん。

☀☁☀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223  ～ 『 余 市 弁 』

１月２１日～２月１６日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：３５ｎＧｙ /ｈ、最低値：２３ｎＧｙ /ｈ、平均値：２６ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率

▲ 写真：ボップソリ
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

乳幼児期のむし歯にご用心！

〈むし歯ができる３つの要因〉

　乳幼児期は自分で上手に歯みがきをすることが出来ないので、保護者の「仕上げみがき」が不可欠です。
また、おやつの与え方や食習慣への配慮も大切になります。乳歯のうちからむし歯予防の正しい知識を身に
付け、生涯使う歯を大切に保ちましょう。

定期的に歯科健診にいきましょう

①甘い飲料を哺乳瓶飲ませる
②卒乳が遅い
③歯みがきの開始時期が遅い

　乳児期（歯の生えてきた乳児）

　むし歯は、①歯に付着したむし歯菌が、②砂糖と結合し酸を作り、③その酸が歯を溶かすことで出来ま
す。通常は、唾液が酸を中和し、溶かされた部分のカルシウムを補うことでむし歯にならないようにして
くれています。

むし歯予防と口の健康のために定期健診をうけましょう。
余市町は、お子さんが１歳６か月・３歳児健診の際に歯科健診も行っています。
２歳の時期にはフッ化物塗布事業を行っており、２歳前半と後半のそれぞれ１回ずつ、
町内の歯科医院で健診・フッ化物塗布を利用できる受診券を送付しています。
受診券は時期がきましたら送付いたしますので、ぜひご利用ください。

〈むし歯を防ぐ３つの方法〉

①菌を付着させない…歯に付着したむし歯菌や歯垢を除去するのは「歯みがき」です。乳幼児期から、食
　　　　　　　　　　べたらみがく習慣を身につけ、「仕上げみがき」も毎日行いましょう。

②酸 を 作 ら せ な い…砂糖の含まれる食べ物や飲み物を口にするたびに、歯はむし歯菌が作り出す酸に
　　　　　　　　　　よって溶かされる状態にさらされます。砂糖を摂らないことは物理的に不可能です
　　　　　　　　　　が、お菓子や飲料を頻繁に口にしたり、だらだら食いをしていると、唾液による歯
　　　　　　　　　　の修復が追い付かず、むし歯になるリスクが高まります。おやつは回数と種類を考
　　　　　　　　　　えて与えるようにしましょう。
③歯を溶かさせない…フッ化物の塗布は、歯の表面からカルシウムを溶けにくくし、カルシウムの沈着を
　　　　　　　　　　促します。さらに、むし歯菌が酸を作る力を弱め、むし歯の発生を抑えてくれます。
　　　　　　　　　　乳幼児期は、歯科医院で年２～４回のフッ化物の塗布を。３歳以上の幼児には、フッ
　　　　　　　　　　化物入りの歯みがき粉の使用を定期的に行うとよいでしょう。

〈むし歯になりやすい生活習慣〉

　幼児期

①甘いものを口にすることが多い
②スポーツ飲料や炭酸飲料をよく飲む
③おやつや食事の時間が決まっていない
④だらだら食いをする
⑤歯みがきが習慣になっていない
⑥仕上げみがきをあまりしない

〈むし歯になりやすい・なりにくい飲食物〉

※砂糖が多く含まれ、粘着性のあるものが要注意

むし歯になりやすい むし歯になりにくい

チョコレート

キャラメル

麦茶
果物類

せんべい

ナッツ類

炭酸飲料

緑茶

飴

スポーツドリンク
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健康と暮らしの情報（３月）

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）
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）

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

22 日（水） 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

子育て情報

健康づくり情報

休日当番医

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

健 康 相 談 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 ２０日（月） 13：30 ～ 15：00 福祉センター入舟分館 （問合先）社会福祉協議会内
☎ 22-3156

心 の 健 康 相 談
　９日（木）

（日程変更の可能　   
  性があります）

10：00 ～ 12：00   倶知安保健所

３日前までに申込みが必要
（申込先）倶知安保健所
※相談日は都合により変更
　する場合があります。
☎ 0136-23-1951

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

１歳６か月児健診  Ｒ 3年  7 月生まれ  9日（木）
受付 11：50 ～ 12：20 福祉センター本館

３ 歳 児 健 診  Ｒ元 年１０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  Ｒ４年１１月生まれ
23日（木）

受付 11：40 ～ 12：00
福祉センター本館

１ ０ か 月 児 健 診  Ｒ４年  ５月生まれ 受付 12：00 ～ 12：20

※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

3月5日（日） わたなべ内科医院 22-3989

12日（日） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533

19日（日） 勝田内科皮フ科クリニック 22-3843

21日（火） 中島内科 22-3866

26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

※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。

※ 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）
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　各種自衛官募集

　総合体育館健康教室

= 募集・お知らせ =

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

自衛官候補生及び一般曹候補生（男子・
女子）、予備自衛官補（一般・技能）、
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。新型コ
ロナウイルス感染予防対策を万全にし
て説明会を随時行っています。

・採用上限年齢の変更について
　自衛官候補生および一般曹候補生の
　採用年齢が１８歳以上３３歳未満に
　変更されました。
※細部応募資格等は、問合せください。
問合せ　自衛隊札幌地方協力本部
　　　　小樽地域事務所

　　　☎０１３４- ２２- ５５２１

限定特定行政庁の廃止について
余市町は、令和５年３月３１日付けで、
建築基準法に基づく限定特定行政庁を
廃止します。
廃止後は、建築基準法第６条第１項第
４号の建築確認申請等の審査業務は、
同項第１～３号と同様に北海道（後志
総合振興局）が所管します。また、民
間の指定確認検査機関も利用できます
ので、詳しくは北海道のホームページ
等をご確認ください。
なお、北海道（後志総合振興局）へ申
請する場合は電子申請も可能となって
おり、申請方法は次のとおりとなりま
す。
◇書面申請の場合
まちづくり計画課の窓口で申請を受付
け、北海道（後志総合振興局）へ進達
します。
（手数料は、北海道が規定する金額を
収入証紙で納付してください。）
◇電子申請の場合
北海道ホームページの「北海道建築行
政事務処理システム」へ申請書をデー
タ提出し、確認済証交付までシステム
上で完結します。　　
（手数料は収入証紙の郵送納付の他に、
キャッシュレス決済も可能です。）
※建築確認申請の際に必要となる、用
途地域や前面道路等の確認は、これま
でどおりまちづくり計画課等の各所管
部署にお問合せください。
問合せ　まちづくり計画課　
　　　　まちづくり建築グループ
　　　　☎２1 －２１２４

建築主、設計事務所、建築
業者等の皆さまへ

札幌国税局では国税専門官を募集して
います。
２０２３年度から国税専門官採用試験
に新試験区分（理工・デジタル系）が
創設されます。
受験資格
・平成５年４月２日から平成１４年４
　月１日生まれの者
・平成１４年４月２日以降生まれの者
　で大学を卒業する見込みの者など別
　に定める者　
申込受付期間
　申込みはインターネットにより行っ
　てください。
　３月１日 (水 )午前９時～
　　　　　２０日 (月 )〔受信有効〕
※ご不明な点はお問合せください。
問合せ
　札幌国税局人事第２課採用担当
　☎０１１- ２３１- ５０１１ 　内線２３１５
　または余市税務署総務課
　☎２２－２０９３ 内線１３

  国税専門官募集

日時　３月２日・９日・１６日・２３日（木）
　　　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　３月８日・２２日（水）　　　
　　　午後１時３０分～３時

定員（①～④とも）　１０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

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。

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　３月２日・９日・１６日・２３日（木）
　　　午後３時～４時３０分

④基礎代謝ＵＰトレーニング
全身運動を行い、基礎代謝を上げます。
基礎代謝が上がっている状態で、ゆっく
りとした動作でトレーニングを行うと脂
肪燃焼の効果が上がり、効率よく体重減
少やサイズダウンが期待できます。
日時　３月　３日・１０日・１７日・
　　　　　２４日（金）
　　　午後１時３０分～３時

～詐欺電話シャットアウトセミナー
　　　　　（３月）開催のお知らせ～
日時：３月１５日（水）
　　　午後３時から１時間程度
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= 募集・お知らせ =

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

つどいの広場
３月８日（水）午前１０時～

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
　　　※３月３１日（金）はお休み
　　　　です
問合せ　キッズルームあっぷる
　　　　☎４８-８８５０

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）
つどいの広場
３月１６日（木）午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
カプラの会
３月４日（土）午後１時３０分～

日時　３月１６日（木）　
　　　午前１０時～１２時
予約　１日（水）から　定員１０名

◎今月のわくわくタイム（要予約）

親子ヨガ「ベビーヨガ」

◎ミニイベント
・パステルアート（お絵かき、スタ
ンプアートなど）絵はがき作成希望
の方はハガキを持参ください。（お
子さま１人５枚まで）
日時　３月１３日（月）　
　　　午前１０時～１１時３０分　
　　　午後１時３０分～３時３０分
予約　１日（水）から　定員１２名
　　　※定員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』
毎月１回身体測定ができます。身長
計、体重計を準備しています。お気軽
にお越しください。
日時　３月７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
※新型コロナウイルスの感染状況　
　によっては実施できない場合もあ
　りますので、当日の実施の有無を
　確認してからご利用くださるよう
　お願いします。

問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

～北洋銀行において税公金を窓口で納
付する場合の取次手数料について～
令和５年４月１日から北洋銀行本支店
窓口において、町の税金や水道使用料
などを納付する場合、別途、取次手数
料（１件につき、８８０円（消費税込））
が必要となりますので、ご注意願いま
す。
口座振替は今までどおり無料となりま
すので、納付に便利な口座振替をご利
用ください。
なお、納入通知書等に「納付場所」と
して、北洋銀行と記載されている場合
でも令和５年４月１日以降に、北洋銀
行窓口で納付する場合は取次手数料が
必要となりますので、ご注意願います。
※北海道信用金庫、ゆうちょ銀行、余
市町農業協同組合、余市郡漁業協同組
合、コンビニにてお支払いの場合は今
までどおり無料です。

問合せ　会計課  ☎２１-２１３６

  会計課からのお知らせ

● 雪による事故に注意
積雪期になると屋根などからの落氷雪
や雪下ろし作業中の転落、除雪機に巻
き込まれるなどの事故で多くの死傷者
が発生しています。
また、気温が上昇した日は雪解けが進
み、屋根などからの落氷雪が発生しや
すくなります。
〇過去に発生した事故の概要
 ・はしごに乗って屋根の雪下ろし作業    
　中、バランスを崩してはしごととも
　に転倒。
 ・屋根の雪下ろし作業中、足を滑らせ
　て屋根から転落。
 ・軒先のつららを落としていたとこ        
  ろ、　落下した氷塊が当たり負傷。
 ・軒下で除雪作業中、屋根からの落雪
　により埋没して負傷。
 ・除雪機を使用して除雪作業中、除雪
　機に巻き込まれて負傷。

バランスゲームで遊ぶ会
３月１９日（日）午後１時３０分～

竹馬・一輪車・なわとび検定の会
３月１８日（土）午後１時３０分～

〇雪による事故を防ぐため、次の点に
　注意しましょう
 ・落氷雪のおそれがある軒下などを歩
　かない。
 ・高所で作業する際はヘルメットを着

日　時　３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
       平松先生のおもしろ課外授業
       同時開催　　　　
申　込　電話による事前申込み
食事代　高校生まで無料
　　　　大人３００円
場  所　余市テラス
　　　　（黒川町１０丁目３番地２７）
　　　　※コープさっぽろ隣

問合せ
　よいちニコニコ食堂
　　　☎０９０- １３００- ８３１４

場所：余市警察署３階大会議室
詐欺の手口の紹介や対処方法の講義を
行います。
受講希望者は、事前に電話で申込して
ください。
　　　～歩行者事故に注意～
北海道におけるＲ４年中の交通死亡事
故で、歩行中に事故にあった方は３２
人いました。
この中で、１０人の方が事故発生前に
路上に倒れていました。
運転手が前方をよく見ないまま運転し
て、道路横断中に転んでしまい起き上
がれなかった方や、酔っ払って路上で
寝てしまった方に気づかず轢いてし
まったのです。
カーナビを操作する、飲み物やタバコ
に気を取られる、スマートフォンを見
てしまうなど、前方から一瞬でも注意
がそれてしまうと、危険の発見が遅れ、
事故に繋がります。
運転に集中し、事故防止に努めましょ
う。

　足元をしっかり固定し、はしごがず
　れないよう、ほかの人に押さえても
　らう。
 ・エンジンをかけたまま除雪機から離
　れない。
このような点に気をつけ、除雪作業な
どによる転落事故などが起きないよう
に十分注意しましょう。
問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

　用するほか、転落防止用のロープ、
　安全帯などを適切に使用し安全を確
　保する。
 ・はしごを使用する際には、はしごの
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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

　１月１６日（月）、山﨑正義さんを講師に迎えて第
１０回学習講座「書に親しむ」が行われました。　　
　筆の使い方等を教わった
あとは、横書きの書初め作品
『人生』の制作に臨みました。
　書き終えた受講生からは、
達成感に満ちた表情が感じ
られました。

女性学級「書に親しむ」 歩くスキー教室

　寿大学では、高齢者の生きがいや健康の保持増進、
歴史・文化等の幅広い学習を通して、仲間との交流を
深めます。
●募集対象　６０歳以上の町民
●学習場所　中央公民館
●学習時間　午後１時３０分～（１～２時間程度）
●学習講座　毎月１回、木曜日
●主な内容　健康・安全・福祉・歴史・音楽等の講
　話、研修旅行、ミニコンサート鑑賞他
●受 講 料　無料
　　　　　　ただし自治会費として１，０００円徴収
●サークル　民謡・詩吟・カラオケ・歌声（寿・女
　性合同サークル）、毎月２回

第３５回シルバーアート展
　町内在住の６０歳以上の方
を対象とした「第３５回シル
バーアート展」は、１月１８
日（水）から２２日（日）ま
で中央公民館で開催されまし
た。
　会場には、絵画、書道、写真、彫塑・工芸、手芸
等の力作５３点が展示され、来場された方々の目
を十分に楽しませてくれました。

　健康・生涯スポーツ教室「歩くスキー教室」は１月
１７日（火）・２４日（火）・３１日（火）の３日間、
ジャンプ台周辺のクロスカン
トリースキーコースで行われ
ました。
　参加者は、冬期間の健康・
体力づくり、運動不足の解消
にと雪上スポーツを楽しんで
いました。 ▲ 自分のペースで滑走

　２月５日（日）、第５５回余市町民スキー大会兼第
３９回余市スキーマラソン大会は、ジャンプ台周辺
の特設スラロームコースとク
ロスカントリースキーコース
で、ジャイアントスラローム・
スノーボード・クロスカント
リーの競技が行われました。

町民スキー大会

▲ クロスカントリー競技

　小学校の児童達が放課後の時間に安全で安心して活
動できる場を確保し、遊びや学習、読書、レクリエー
ション、スポーツ等の見守りや活動の補助を行うボラ
ンティア「協働活動サポーター」を募集しています。
実施場所　登小学校
対   象   者　登小学校に通学する児童
実施期間　平日の放課後から帰宅時間までの間、約２     
          時間から２.５時間。年間１４０日程度。
応募要件　特別な資格は必要ありません。子どもと共   
          に活動した経験がある方、継続して協力い     
          ただける方をお待ちしています。
報　　償　活動時間に合わせ支給します。
募集期間　３月６日（月）まで
申   込   み　中央公民館窓口に設置している登録申込書
         に必要事項を記入し、教育委員会社会教育
　　　　　課へ申込みください。後日、説明会を行い
　　　　　ます。（別途連絡）
問   合   せ　中央公民館　☎２３ー５００１

放課後子供教室ボランティア
「協働活動サポーター」募集！

　１月１２日（木）、寿大学第９回学習講座「歴史文
化体験講座」が行われ、縄文時代から受け継がれてき
た編み方“アンギン編み”に
挑戦しました。
　難しいところは博物館の池
畑凪沙学芸員から教えてもら
い、受講生はよこ糸とたて糸
をひとつひとつ交差させて編
んでいました。

寿大学・歴史文化体験講座

寿大学生徒募集！

　女性同士が交流し、ともに学べる場として開設して
います。　
●募集対象　町内に居住する女性の方
●学習場所　中央公民館
●学習時間　午後１時３０分～（１～２時間程度）
●学習講座　毎月１回、月曜日
●主な内容　健康・安全・歴史・環境・音楽等の講
　話、ぬり絵・習字・工作等の実習他
●受 講 料　無料
●サークル　手芸・歌声（寿・女性合同サークル）

女性学級生募集！

※入学希望の方は、中央公民館窓口にある申込書に記
入の上お申込みください。
　【申込期間・・３月１６日（木）～４月７日（金）】
　　問合せ・申込み　中央公民館　☎２３ー５００１

▲ 学習風景

▲ 作品展示風景

▲ 学習風景
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問合せ　図書館　☎２２ー６１４１
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/
開館時間  午前10時～午後６時30分

図書館のすてきな窓

　　　　　　　　

日　時　３月１１日（土）・２５日（土）
　　　　　午前１１時～　
場　所　図書館１階おはなしコーナー
テーマ　「ねこちゃんにゃーにゃー」

　
　
　余市町の子ども達と本を繋げるための働きかけと
して、おもちゃを使ったワークショップを開催しま
す。遊びと学びをつなげる、多彩なおもちゃの実演
を交えた楽しいワークショップです。
　詳しい内容につきましては、図書館に掲示してい
るポスターをご覧ください。

日時　３月２５日（土）午前１０時３０分～１２時
場所　図書館２階視聴覚室　　定員　１５名
講師　すぎもと店長（ハンズオントーイキンダーリーブ店長）
対象　町内在住の小学校低学年
締切　２３日（木）までに申込みください。（電話可）

　大人向けの、少し難易度が高いクロスワードを作
りました。全て解けた方には、すてきなしおりをプ
レゼントいたします！図書館にある本や、蔵書検索
用パソコンを使って、ぜひ挑戦してみてください。
３月３０日（木）までの開催です。

今月の休館日　
・  毎週月曜日
・３１日（金）は図書整理日

博 物 館 文 化 財 ニ ュ ー ス
問合せ　博物館 ☎２２－６１８７
＜冬期閉館中＞

　
　　資料紹介　　「スタンプ状土製品 (どせいひん )」
　よいち水産博物館で展示されているスタンプ状土製品は、町内の安芸遺跡か

ら見つかった縄文時代後期ごろのものです。

　スタンプ状土製品には大きく分けて２種類あり、スタンプ面が平たく模様の

ないのものと、スタンプ面に模様が刻まれているものがあります。平たく模様

のないのものは、何かをすりつぶすために使われていたと考えられています。

模様が刻まれているものは、模様の線が深いことや、指先で軽くつかめる「つ

まみ部分」が作り出されていることから、行事の際にトチの実で作られたモチ

などに押すスタンプとして使われたのではないかと考えられています。

　後者のスタンプにはベンガラ（赤色の顔料）が付着しているものもあり、身

体装飾に使われていたのかもしれません。つまみ部分に紐が通せるような孔（あ

な）があるものも多く、手のひらサイズで様々な模様がみられます。

　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。
　２日　戦場のピアニスト（洋画）
　９日　テルマエ・ロマエ（邦画）
１６日　パイレーツ・オブ・カリビアン　　
　　　　      　デッドマンズ・チェスト（洋画）
２３日　関ケ原 （邦画）
３０日　ダヴィンチ・コード （洋画）

　４日　クレヨンしんちゃん
　　　　　　　　嵐を呼ぶ　黄金のスパイ大作戦
１８日　かいけつゾロリ　うちゅうの勇者たち

※会場はともに中央公民館３０１・３０２号室

　　　　　　　　　寿大学・女性学級の皆さんへ　～今月の学習案内～

　　□寿大学『閉講式・自治会交流会』　　　　　　□女性学級『一年間の振り返り・閉講式』
　　・日時　３月１６日（木）１３時３０分～　    ・日時　３月１３日（月）１３時３０分～

【スタンプ状土製品】
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よ い ち の 人 口
 令和５年１月３１日現在

　　人　口　17,505 人      （－ 52）
　　男　性 　   8,151 人　     （－ 24）
　　女　性　    9,354 人　   （－ 29）
　　世帯数　   9,556 世帯    （－ 25）

転 入　  21 人
転 出　  44 人
出 生　    6 人
死 亡　  36 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】

（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

　ホワイトボード等学校用備品（２０万円相当）

●小学校用教材備品及び一般備品として
・余市ライオンズクラブ

　　　町税を口座振替で納付しませんか？

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

催告書のご確認を！

　口座振替なら納めに出かける必要が無く、納め忘れ
の心配がありません。
（対象税目：町道民税、固定資産税
　　　　　　　軽自動車税種別割、国民健康保険税）

固定資産税

軽自動車税種別割
町道民税 国民健康保険税

３月末 ４月末 ５月末

・佐藤　紀子　
（故佐藤敏殿追善供養として）
　　　　　　　　　  　　一金　１００，０００円

●特別支援学級備品の一部として

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
委員が公平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、窓口に提出
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

　　　　　　　　　　　　一金　２００，０００円

●余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェク　
ト応援寄附金として

・学校法人 北海道キリスト教学園リタ幼稚園
　園児、ＰＴＡ　　　　　　一金　１１，７４２円

●余市町社会福祉事業費（老人福祉）の一部として

・株式会社カーヴ・ド・リラックス

Ａ . 年度当初から開始する場合
は、税目に応じて、つぎの期日ま
でに手続きをお願いします。
　なお、年度途中で切り替える場
合は納期限の前月末までにお手続
きください。

Ｑ．令和５年度から新たに口座振
替を開始するにはいつまでに手続
きすればいいですか？

Ｑ . どの金融機関で口座振替で
きますか？

Ａ. 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、ゆうちょ銀行で口座振
替可能です。
　原則、役場または金融機関窓口
にて手続きできますが、ゆうちょ
銀行の口座については郵便局また
はゆうちょ銀行での手続きが必要
です。

　本町では、町税の未納がある方に対して、２月に催
告書を送付しております。まだ完納されていない方
は、指定期日までに必ず完納するようお願いします。        
　指定期日以降も連絡や相談が無く、納付が確認でき
ない場合は、財産等の調査や、差押を行う場合があり
ます。
　それぞれの実情に応じた納税相談を
受けていますので、納付が困難な場合
は未納を放置せず、税務課納税グルー
プまでご連絡ください。
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