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平成25年８月～令和３年８月（８年間）

平成23年５月～平成25年６月（２年２月間）

平成７年４月～現在（26年６月間）

うち会長　平成23年４月～現在（10年６月間）

平成28年６月～現在（５年４月間）

平成13年４月～平成29年６月（16年３月間）

平成25年７月～現在（８年３月間）

平成15年５月～令和３年５月（18年１月間）

平成９年６月～平成15年12月（６年７月間）

平成17年７月～現在（16年３月間）

平成13年９月～平成17年３月（３年７月間）

平成24年４月～現在（９年６月間）

平成23年３月～現在（10年７月間）

平成17年２月～平成25年１月（８年間）

平成元年４月～令和３年３月（32年間）

平成15年４月～令和３年６月（18年３月間）

うち会長 平成19年４月～令和３年６月（14年３月間）

平成19年６月～令和２年３月（12年10月間）

　当別町の発展に尽くされた方や善行があった方の功績をたたえる当別町表彰式が、11月３日に総合保
健福祉センターゆとろで行われました。授賞された皆さんをご紹介します。

（経歴は令和３年９月現在）

受賞にあたり謝辞を述べる宮司正毅さん受賞にあたり謝辞を述べる宮司正毅さん
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前列左より　石田秀人さん、山下義則さん、後藤町長、宮司正毅さん、秋場信一さん
後列左より　本庄教育長、株式会社コーケン取締役 道見哲治さん、株式会社玄米酵素代表取締役 鹿内正孝さん、泉亭俊德さん
　　　　　　髙田修二さん、市川智大さん、一般財団法人北海道信用金庫ひまわり財団 藤井義明さん、当別建設協会会長 宮永雅己さん
次の方は欠席されています　山田正明さん、岩出山古文書を読む会、新井修さん、新井智貴さん、澁木正幸さん、前川二郎さん、
　　　　　　　　　　　　　株式会社ロイズコンフェクト

永年にわたり当別町へ多額の寄附をされました。

当別町へ多額の寄附をされました。

※五十音順にて掲載

平成28年から当別町開拓期以降の歴史に関する古文
書である「吾妻家文書」の解析に対して指導や助言を
行い、当別町の歴史研究と伝承に関し貢献されました。

※五十音順にて掲載
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　気温の低下や積雪の季節を迎え、屋内で暖房や窓を
閉めた活動が増えます。また、社会経済活動も活発に
なることから、感染拡大を回避するために、基本的な
感染防止行動を実践しましょう。

■問合せ　保健福祉課健康推進係
　　　　　（ゆとろ内　☎ 23－ 4044）

息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱
などの強い症状のいずれかがある場合

高齢者や基礎疾患のある重症化しやすい方で、発熱
やせきなど比較的軽い風邪症状がある場合
上記以外の方で、発熱やせきなど比較的軽い風邪症
状が続く場合
妊婦の方も、早めにご相談ください。
小児は、かかりつけ小児科または「北海道新型コロナ
ウイルス感染症健康相談センター」へご相談ください。

発熱・せき・鼻水などの風邪症状

かかりつけ医が
いる いない

かかりつけ医に電話 北海道新型コロナウイルス感染症
健康相談センターに電話
☎ 0120-501-507
（24時間対応）

診察・検査可能な
医療機関を紹介診療・検査

対応可 対応不可

受診の際には必ずマスクを着用しましょう受診の際には必ずマスクを着用しましょう

　風邪症状のある方は、他の患者や医師・医療従事者
への感染を防ぐため、電話で相談ください。

　少なくとも、以下のいずれかに該当する場合は、す
ぐにご相談ください。

　ワクチン２回接種後でも、免疫はつくまで１～２週
間程度かかります。また、接種後の感染、いわゆる「ブ
レークスルー感染」も確認されています。
　接種後もマスク着用など基本的な感染防止行動を実
践し、ご自身や周りの方を守りましょう。

　ワクチン接種をしたので安心し、友人６人とマスク
なしで長時間おしゃべりをしてしまった。

飲食は、北海道飲食店感染防止対策認証店など、
感染防止を徹底している店を選び、短時間で、
会話の時はマスクを着用しましょう。

ブレークスルー
感染事例その１ マスク無しでの長時間の飲食マスク無しでの長時間の飲食

　発熱はあったが、ワクチン接種をしたので、大丈夫
だと思い、勤務を続けてしまった。

発熱、喉の違和感など、いつもと体調が違うと
きは、出勤や登校を控え、医療機関や保健所に
相談しましょう。

ブレークスルー
感染事例その２ 体調不良時の出勤体調不良時の出勤

　ワクチン接種した仲間との旅行中、マスクなしで長
時間の会話を行った。

旅行先でもマスク着用や換気を行いましょう。
移動する際の車中も注意が必要です。

ブレークスルー
感染事例その３ グループでの一泊旅行グループでの一泊旅行

発熱や咳など体調が悪い場合は、外出を控えま
しょう。

「三つの密（密閉・密集・密接）」の回避や「人
と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗
いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感
染防止行動を実践しましょう。

飲食の際は、北海道飲食店感染防止対策認証店
など、感染防止を徹底している飲食店等を選び、
短時間で、深酒せず、大声を出さず、会話の時
はマスクを着用するなど、感染リスクを回避し
ましょう。特に、大人数の飲食の際は、より一
層注意しましょう。
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　小さな頃から絵を描くのが好きで、幼稚園から中学
まで絵画教室に通い、中学・高校では美術部に所属し
ていました。高校卒業後の進路を決める時に美大の予
備校を知り、美大への進学を目指しましたが、絵画専
攻で臨んだ初めての受験は不合格でした。
　この時、自分が何を学びたいのか振り返ったときに、
自分を表現するのが絵画、人の暮らしに役立つのがデ
ザイン、その両方の要素を併せ持つのが工芸であると
思い、工芸の道の進むことを決めました。
　翌年進学した京都市立芸術大学では染色を専攻しま
した。工芸の中でも平面に近い布の染色で、染色の技
法で絵画的な表現がしたいと考えたからです。大学卒
業後は工芸家を養成する金沢卯

うたつやま

辰山工芸工房で、3年
間技術を磨きました。

　金沢で活動した後、北海道に戻り、染色作家として
創作活動を行うためのアトリエを探していたところ、
当別町のアーティスト・イン・レジデンスを知り、応
募しました。自分の活動が受け入れてもらえるか不安
もありましたが、周りの方々がこちらの話を一緒に考
えてくれて、親身になってもらえたことで、当別町で
の活動を決意、４月に当別町へ居を移しました。本格
的な染色の制作には大きなアトリエが必要でしたが、
町内企業のご協力のおかげで、独立したアトリエを構
えることができました。
　今は、アートイベントに参加したり、町内の企業や
個人の制作依頼も受けています。今後は紫根など町内
の素材を活用した染色にも取り組みたいです。
　工芸は人の暮らしのそばにあるもので、暮らしその
ものでもあります。その中でも染色、とりわけ布は人
の一番近くにあるものです。人と共に歩めるものづく
りをするために、これからも様々な分野の人と関わり
ながら、染色作家としての幅を広げていきたいです。

町内で依頼されたパネル作品町内で依頼されたパネル作品
町内のアトリエ町内のアトリエ

大丸札幌店での期間限定の展示販売大丸札幌店での期間限定の展示販売

旧・カネヨよねぐち呉服店でワークショップ旧・カネヨよねぐち呉服店でワークショップ

小島さんの作品はインスタグラムで
公開されています。
右の QR コードからご覧ください。

木と糸や布を木と糸や布を
合わせたアクセサリー合わせたアクセサリー
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　小さな頃から絵を描くこととエレクトーンを演奏す
ることが好きでした。将来はどちらかを仕事にしようと
考えながら過ごした学生時代。絵の道に進むきっかけと
なった絵画の先生は、この頃に出会いました。
　絵画の先生に油絵を教わりながら、17歳に初めて絵
画展に出展。青少年向けの絵画展に何度か出展した後、
20歳の時に新道展に初出展しました。その頃には絵を
仕事にしようと考えましたが、美大等には進学しませ
んでした。先生の指導を受けながら、油絵を中心に制作・
出展を重ねて、27歳の時に新北海道美術協会の会員に。
その後は、油絵と並行して空間をデザインする「イン
スタレーション」にも取り組み、創作の幅を広げながら、
道内外の公募展への出展や個展の開催、個別の受注販
売などで創作活動を続けていました。

滝の湯の浴場に掲げられた壁画滝の湯の浴場に掲げられた壁画
　こうして創作活動を続けていた昨年 11 月、北海道
新聞に掲載されたアーティスト・イン・レジデンス募
集の記事を見つけました。当別町は祖父母が住んでい
て小さい頃は何度も遊びに行ったこともあったため、
身近なまちでした。自分のやりたいことを応援してく
れていると感じてプロジェクトに応募。決定してすぐ
に当別町に移住しました。
　当別町に活動の拠点を移してからは、町内のアートイ
ベントにも参加し、イベントの一環で町内の銭湯滝の湯
さんの壁画も制作しました。その後、町内の繋がりが増
えて、大塚農場さんのキャラクターも手がけました。
　一般の方には人物の肖像画のほか、ペットの肖像画
も人気があります。また、当別に来てから絵画教室も
始めました。油絵でもイラストでも、絵を描くことが
好きな方であればどなたでも参加できます。これらの
活動を通じで、皆さんの生活の中に、絵を届けていけ
ればと思っています。

ふれあい倉庫で展示されたインスタレーションふれあい倉庫で展示されたインスタレーション

昨年度開催されたアーティスト・イン・レジ
デンス事業。この事業をきっかけに移住した
商店街の空き店舗を改装したアートスペース
「旧・カネヨよねぐち呉服店」で活動を続ける
二人のアーティストを紹介します。

大塚農場の新キャラクター「にんじんちゃん」大塚農場の新キャラクター「にんじんちゃん」

浜地さんの作品はインスタグラムで
公開されています。
左の QR コードからご覧ください。

旧・カネヨよねぐち呉服店でワークショップ旧・カネヨよねぐち呉服店でワークショップ

上：まちかど（アクリル）上：まちかど（アクリル）
左：ちいさなしあわせ（油彩）左：ちいさなしあわせ（油彩）
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info.
・学校教育課（役場内・☎23－ 2689）
・社会教育課（役場内・☎22－ 3834）
・子ども未来課（ゆとろ内・☎23－ 3024）

　
教
育
委
員
会
だ
よ
り
　
　
　
　
　
　

　新しく成人となる皆さんを祝福し、成人として大い
なる活躍を祈念するため「成人式」を行います。新成
人の皆様のご出席をお待ちしております。

▼日時▼日時　令和 4年 1月 9日（日） ※成人の日の前日
　　　　受付 ：10 時～、式典：11時～ 11時 30分
▼会場▼会場　総合体育館
▼対象▼対象　町内在住または出身で平成 13年 4月 2日　
　　　　から平成 14年 4月 1日までに生まれた方

＜注意＞＜注意＞
・感染拡大防止のため、記念パーティーは行いません。
· 新成人以外の方（父母など）は入場できません。
· 感染状況により、式典が中止となる場合があります。 
  最新情報は町ホームページをご確認ください。

▼問合せ▼問合せ　社会教育課社会教育係（☎ 22－ 3834）

図書館企画 第 13弾！
「クリスマス特集」

　街中もクリスマスソングが聞こ
えるようになってきました。図書
館内も装飾を行い、クリスマス
ムード一色！ ぜひ、この機会に
図書館にお越しください。
▼展示期間▼展示期間　12月 7日（火）～
　12月 26日（日）まで
▼場所▼場所　当別町図書館および
　西当別分館
▼問合せ▼問合せ　当別町図書館
　（☎ 23－ 0573）

文化財調査審議会
委員を公募します

　町の文化財の保存、活用等に
ついての審議を行うため、文化
財調査審議会委員を募集します。
▼募集人数▼募集人数　3名
▼任期▼任期　令和 3年 12 月 20 日～
令和 5年 12月 19日
▼報酬等▼報酬等　町の条例に基づき支給
▼応募要件▼応募要件
　文化財の学識を有している方
▼応募期限▼応募期限　12月 8日（水）
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　社会教育課社
会教育係（☎ 22－ 3834）

※新成人への案内ハガキは 11月中に発送しました。

　西当別小学校児童会と西当別中学校生徒会メンバーが中心となり、小
学生から大学生、一般の音楽グループが参加した音楽祭の動画を作成し
ました。12月 4日（土）から町ホームページ上で限定配信しますので、
ぜひご覧ください！

出演団体 内容

西当小・西当中チーム オープニングムービー

当別小学校 器楽演奏

西当別小学校 器楽演奏

当別中学校 吹奏楽部

西当別中学校 ピアノと歌、ダンス、PV

当別高校 書道部と吹奏楽部の合同パフォーマンス

北海道医療大学 YOSAKOI ソーラン祭り部

一般 OJBバンド演奏

▼視聴方法▼視聴方法　町ホームページ（https://www.town.tobetsu.
hokkaido.jp/site/kyoiku-top/32347.html）より視聴可能。
▼配信期間▼配信期間　12月 4日（土）～ 12月 26（日）まで
▼問合せ▼問合せ　社会教育課社会教育係（☎ 22－ 3834） ↑視聴はこちらから
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・運休・運休　令和 4年 1月 1日
・土日祝日ダイヤ・土日祝日ダイヤ　12月 31日、令和 4年 1月 2日～ 3日
・通常運行　・通常運行　令和 4年 1月 4日～
※市街地予約型線・青山線の予約受付時間
　年末は12月30日 18時まで。年始は令和4年1月4日 8時30分から。
▼問合せ▼問合せ　㈲下段モータース（☎ 23－ 2630）

■ 当別ふれあいバス・JR代替バス「月形当別線」とべ～る号

■ 施設休業日

・役場本庁舎　・第２庁舎　・太美出張所　・ゆとろ
・子ども発達支援センター  ・子どもプレイハウス
・総合体育館　・西当別コミュニティーセンター
・白樺コミュニティーセンター　・当別町図書館  ・西当別分館
・世紀会館  ・FIKA　・ふれあい倉庫

12月29日～令和4年1月3日休業

12月30日～令和4年1月3日休業

・北欧の風 道の駅とうべつ
　※駐車場、トイレは無休

令和4年1月1日・2日休業

・みどりヶ丘葬苑

出生・死亡・婚姻届等、戸籍関
係の届出は、年末年始の休業に関
わらず、役場本庁舎の警備員室で
受け付けます。ただし、死亡届は
8時 45 分～ 17 時 15 分の取り
扱いです。

■ 一般家庭ごみ収集休業日

▼申込み▼申込み　㈲当別清掃社
　（☎ 22－ 3056）

■ し尿汲み取り休業日

　12 月 15 日までの申込み分は
年内に汲み取ります。年末年始は
大変混み合いますので、お早めに
申込みください（汲み取り日の指
定はできません）。

12月29日～令和4年1月3日休業

▼問合せ▼問合せ　環境生活課環境対策係
　（☎ 23－ 2503）

12月29日～令和4年1月3日休業

・北石狩衛生センター自己搬入

12月29日～令和4年1月2日休業

・ステーション収集
　（ごみカレンダー参照）

12月28日～令和4年1月3日休業

・粗大ごみ受け付け

▼採用予定日▼採用予定日　令和 4年 4月 1日
▼提出書類▼提出書類
　・当別町職員採用資格試験エントリーシート
　・資格登録証または資格検定合格通知書の写し
　　（資格がある方）
　・住民票（本人のもの）　
　・卒業証明書
　・小論文（指定用紙）
※エントリーシートおよび小論文用紙は役場総務課・
　太美出張所（太美郵便局内）に備え置くほか、町ホー
　ムページからもダウンロードできます。
▼受付期間▼受付期間
　12月 13日（月）まで、8時 45分～ 17時 15分
※土・日曜日、祝日を除く。
※郵送の場合は、12月 13日（月）必着。

▼受験資格▼受験資格
　昭和 47年 4月 2日以後に生まれた者で、学校教育
法による高等学校卒業程度以上の学力を有し、かつ民
間企業等において土木工事の計画、設計、施工管理等
の職務経験が直近 7年中 5年以上ある者。
▼試験内容▼試験内容
　・一次試験　書類選考
　　　エントリーシートおよび小論文等の提出された
　　書類内容に基づき選考します。　
　・二次試験　作文、面接試験等（予定）
　　※一次試験合格者のみ、令和 4年 1月中旬

▼採用予定数▼採用予定数

試験区分 採用予定数

社会人【土木技術職】 若干名

当別町職員（土木技術職）採用資格試験 を実施します
■問合せ　総務課人事係（☎23－ 2330）～町内に居住できる方の応募をお待ちしています～
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　今年 4月より新型コロナウイルス感染症による影
響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子
育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。支給
要件に該当する場合は申請が必要です。

〒061-0292
　当別町白樺町58番地 9
 　　当別町経済部商工観光課商工観光係

期限が迫っていますので申請をお忘れなく！期限が迫っていますので申請をお忘れなく！

　新型コロナウイルス感染防止対策や、
新たな情報発信に取り組む町内事業者を
支援します。
▼支給対象者▼支給対象者　町内に事業所を有する事業者のうち、
小売業・飲食業・宿泊業・サービス業を営む事業者。
▼支給額▼支給額　１事業者当たり 10万円まで
▼補助対象▼補助対象　令和３年 4月１日（木）から令和３年
12月 31日（金）までに実施する下記の事業。
①「新しい生活様式」導入支援事業「新しい生活様式」導入支援事業
　新型コロナウイルス感染予防ガイドラインの趣旨に
沿った取り組みに必要な経費のうち、町内事業者から
購入、工事または導入したものに限り、上限５万円（補
助率１/２以内）を補助します。
②広告宣伝活動支援事業広告宣伝活動支援事業
　販売促進のための広告宣伝に必要な経費のうち、上
限５万円（補助率３/４以内）を補助します。
▼申請期限▼申請期限 令和 4年１月 14日（金）消印有効

　休業・時短等に協力した飲食店の取引先
や、外出・往来自粛等による影響を受けて
売り上げが減少した事業者を支援します。
※国や道の要請にかかる「感染防止対策協力支援金」
　を一度でも受給した飲食店等の事業者および「大規
　模施設感染防止対策等支援金」受給者は対象外です。
▼支給額▼支給額　法人 20 万円、個人 10 万円　
▼申請期限▼申請期限 令和 4年１月 31日（月）消印有効

　町内に 300 平方メートル以上の屋内総
床面積施設を有する飲食および宿泊事業者
を対象に、感染対策強化やポストコロナを
見据えた取り組みを支援します。
▼支給額▼支給額　１事業者当たり一律 50万円
▼申請期限▼申請期限 令和 4年１月 31日（月）消印有効

●支給対象者（ひとり親）●支給対象者（ひとり親）
①公的年金等の受給により児童扶養手当を受給してい
　ない方
②新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、児
　童扶養手当受給者と同じ水準となった方
※令和 3年 4月分の児童扶養手当受給者は 4月下旬
に支給済みです。ふたり親への給付金と重複しての
受給はできません。

●支給対象者（ふたり親）●支給対象者（ふたり親）
①高校生のみを養育する父母のうち、主たる生計維持
　者が令和 3年度住民税非課税の方
②令和 3年 1月以降、新型コロナウイルスの影響で
　家計が急変し、父母共に非課税者と同じ水準になっ
　た方
※令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当
受給者で、住民税非課税の方は支給済です。

郵送で受付します。申請要項を確認のうえ、町
ホームページに掲載されている「必要書類チェッ
クリスト」に従い、書類を全て提出してください。

※切手を貼り付け、裏面には差出人住所および氏
　名を必ず記載してください。

※申請要件など詳細は町ホームページ
　 をご確認ください。

▼支給額▼支給額　児童一人当たり一律５万円
▼申請期限▼申請期限 令和 4年 2月 28日（月）

▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ
　保健福祉課福祉係（ゆとろ内・☎ 23－ 3019）
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　町では、確定申告開始日以前に所得税納税者向けの
申告相談日を設けています。同時に還付申告、住民税
申告も受け付けます。確定申告の時期は非常に混雑す
るため、医療費控除や住宅ローン控除等、還付申告の
みの方は申告相談日をご利用ください。
　なお、当日税務課職員は、確定申告書・住民税申告
書の計算を行うのみです。営業・農業・不動産の収支
内訳書や医療費控除等の書類を提出する場合は、事前
に作成してからお越しください。

申告相談日
令和4年 2月 1日（火）～2月 15日（火）
※土・日・祝日は除く。

<札幌北税務署で申告いただく方 >
還付申告であっても、利子所得、譲渡所得（土地・
家屋・株式等）、山林所得、雑損控除のある方、青色
申告の方は、役場では受付できません。該当される方
は、確定申告の時期（2月16日～3月15日）にe-Tax
（電子申告）または札幌北税務署（☎011－707－
5111）で申告してください。

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、　
　 マスクを着用し、体調不良の場合は申告日を
　 変更するなど、ご協力ください。

　税務署では、申告される方の新型コロナウイルス等
の感染リスクを避けるために、パソコンやスマート
フォンなどを利用した申告手続きをおすすめしていま
す。多くの方が訪れる確定申告会場ではなく、自宅で
申告書を作成し、e-Tax（電子申告）や郵送で申告書
を提出することができます。
　「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対
応のスマートフォン」をお持ちの方や、事前に税務署
で専用の ID・パスワードを取得している方は、パソ

　国税は様々な納付方法がありますが、次の①～③の
キャッシュレス納付は簡単・便利に納付ができますの
で、ぜひご利用ください。キャッシュレス納付を利用
すれば、確定申告期等の窓口が混雑する時期に、金融
機関や税務署に出向くことなく、自宅や事務所で納付
ができます。

①振替納税
　事前に税務署または金融機関に届け出ることで、振
替日に預貯金口座から自動的に納付ができます。なお、
一度届出を行えば継続して利用できます。

詳細はこちらから→
（国税庁ホームページ）

場　所 役場1階　大会議室
※受付時間や必要書類など、詳細は広報1月号に
　掲載します。

コンやスマートフォンでの e-Tax をご利用ください。
　専用の ID・パスワードによる e-Tax の利用を希望
される場合は、申告されるご本人が運転免許証などの
本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越し
ください（税務署が開庁している平日に限ります）。

②クレジットカード納付
　パソコンやスマートフォン等から、「国税クレジッ
トカードお支払サイト」（https://kokuzei.noufu.jp）
にアクセスし、必要事項を入力するだけで納付ができ、
事前の届出は必要ありません。なお、納付税額に応じ
た決済手数料がかかります。

③その他の納付手段
　QRコードを利用したコンビニ納付・ダイレクト納
付・電子納税等、ご自身に合った納付手段を選択でき
ます。

詳細はこちらから→
（国税庁ホームページ）
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平和を、仕事にする。
陸海空自衛官募集

採用種目採用種目

自衛官候補生 18歳以上 33歳未満の者
行っています らせします

高等工科学校生徒
（令和 4年度入校）

中卒（見込み含む）
17歳未満の男子

11月 1日（月）～
令和 4年
1月 14日（金）

令和 4年
1月 22日（土）
※ 2次試験あり

江別地域事務所では自衛官募集等に関する説明を実施しています。
江別市野幌町 40 -15  G＆Tビル 2F（月から金 午前 9時～午後５時）

 自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所 ☎ 011 － 383 － 8955
　　 役場環境生活課町民生活係　　　　　   ☎ 23 － 3209

◎自衛官採用案内◎自衛官採用案内

　固定資産税は、毎年 1月 1日現在所有する家屋に
対しても課税されます。令和 3年 12 月 31 日までに
家屋の新築や増築、取り壊し、所有者を変更した場合
は届出が必要ですので、速やかにご連絡ください。
※登記家屋は、札幌法務局江別出張所（☎ 011 －　
　382 － 2132）で手続き願います。
※届出を忘れると、令和 4年度も引き続き課税にな
る場合がありますのでご注意ください。

　住宅用地については、その税負担を特に軽減する必
要があるため、課税標準の特例措置が適用されます。
利用状況が変わった場合は、速やかにご連絡ください。
〇新たに適用される場合
　・住宅の新築や増築をした場合
　・転入等により空家、別荘を居住用住宅とした場合
〇適用されなくなる場合
　・住宅を取り壊した場合　
　・住宅を店舗等に変更した場合
　・住宅を居住用から別荘に変更した場合　

令和 4年 1月 1日現在、町内に事業用償却資産
※

を
所有する法人または個人は申告が必要です。
▼申告期間▼申告期間　令和 4年 1月 4日（火）～ 1月 31日（月）
▼申告方法▼申告方法　令和 4年 1月 1日現在所有している償
却資産を申告してください。送付不要の申し出をされ
た方以外には、申告用紙等の書類を 12月中旬頃に郵
送します。申告用紙等は町ホームページからもダウン
ロードできます。償却資産の申告書は eLTAXでの提
出にご協力ください。

※事業用償却資産とは…
　法人または個人で農林業、製造業、卸売・小売・飲
食業、不動産業等を営んでいる方が、事業のために用
いる構築物・機械・装置・工具・器具・備品などのこと。
【主な償却資産】
　パソコン、コピー機、農耕用車両（小型特殊自動車
を除く）、農業用機械設備、ビニールハウス、陳列棚、   
冷蔵庫、テーブル、イス、厨房設備、テレビ、看板、
外灯、側溝、駐車場舗装、旋盤、洗浄給水設備 など

詳細はこちらから→
（eLTAXホームページ )

広　告

広　告広　告
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≪間口の雪処理は各家庭で≫
　除雪は、広い地域を限られた時間で行うため、除雪
の際に道路脇や玄関先などに雪が残ることがありま
す。皆さんのご協力で処理をお願いします。

≪道路への雪出し禁止≫
　車道や歩道に雪を出すと道幅を狭くし、凸

でこぼこ

凹やわだ
ちによる交通事故の原因にもなります。雪は各家庭の
敷地内か、指定の「雪堆積場」に運び処理してください。

≪塀や樹木にポールや赤い布の目印を≫
　家庭の庭先などにある低い樹木や塀は、除排雪時に
損傷させる恐れがあるので目印を表示してください。
道路際にある工作物などは移動をお願いします。

≪歩道の除雪にご協力を≫
　除雪車が入ることが困難な自宅前の歩道部分は、地
域での自主的な除雪をお願いします。

≪ごみ出しは回収時間に合わせて≫
雪の中に埋もれると、迅速な除雪の妨げや排雪時の

除雪車の故障の原因になります。ごみは回収時間に合
わせてごみステーションに置きましょう。

≪迷惑駐車はやめましょう≫
　１台でも路上駐車があると除雪車は立ち往生し、除
排雪に支障をきたします。迷惑駐車は厳禁です。

≪川への雪捨てはやめましょう≫
　川へ直接雪を捨ててしまうと、降雨時や融雪期に増
水し災害の原因になりますのでやめましょう。

道路の
　スムーズな 除 雪 排 雪 作業にご協力を・

～皆さんのご理解とご協力をお願いします～

   ▼ 問合せ
町道町道　役場建設課建設係（☎ 23－ 3142）
　　　　当別環境整備協同組合（☎ 27－ 5071）
国道国道　札幌開発建設部札幌道路事務所当別分庁舎
　　　　（☎ 23－ 2074）
道道道道　札幌建設管理部当別出張所
　　　　（☎ 23－ 2220）

≪雪堆積場の利用について≫
下川下川・当別太当別太・樺戸樺戸の 3カ所に雪堆積場（雪捨場）

を設けます。入口は看板で表示しますが、搬入時には
付近住民の迷惑とならないよう時間を守り、徐行運転
を行ってください。また、雪には絶対にごみ・融雪剤
を混入しないでください。詳細は広報 12 月号と同時
配布のチラシ「令和 3年度当別町の除排雪」、または
町ホームページをご覧ください。
◆利用期間
　12月 10日～令和 4年 3月 15日
◆利用時間　8時～ 17時 
　※樺戸雪堆積場は、一般４ｔ車以下専用です。

広　告

広　告 広　告
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　マイナンバーカードが健康保険
証として利用できるオンライン資
格確認が、一部の医療機関や薬局
で始まりました。薬剤や特定健診
情報が閲覧できるので、初めて受
診する医療機関でも適切な治療を
受けることができます。
　利用するにはマイナポータルで
事前登録が必要です。対応してい
る医療機関等は、マイナ受付ス
テッカーやポスターが掲示されて
います。

対応医療機関マイナ受付ステッカー

　なお、対応していない医療機関
等では、今までどおり健康保険証
が必要ですのでご注意ください。

▼問合せ　▼問合せ　
　住民課国保・後期高齢者医療係
　（☎ 23－ 2467）

健康保険証として利用できるようになりました！健康保険証として利用できるようになりました！
マ イ ナ ン バ ー カ ー ドマ イ ナ ン バ ー カ ー ド

▼受付期間▼受付期間　令和 4年 1月 17日（月）～令和 4年 2月 10日（木）
　　　　　　※土・日・祝日は除く
▼受付時間▼受付時間　9時～ 11時、13時 15分～ 16時 15分
▼場所▼場所　役場 1階 住民課戸籍年金係窓口
▼内容▼内容　①　本人確認を行い、申請書の作成およびカード用の顔写真
　　　　　　の撮影から申請完了までをサポートします。
　　　　②　①を利用して申請した方に、後日本人宛にカードを本人
　　　　　　限定受取郵便で郵送します。
▼必要書類等▼必要書類等　・個人番号通知カード　・本人確認書類（免許証等）
　　　　　　　・住民基本台帳カード（※お持ちの方のみ）

▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　住民課戸籍年金係（☎ 23－ 2463）

<注意事項><注意事項>　お電話での事前予約が必要です。顔写真の撮影があ
　　　　　　　 るため、申請者本人が窓口にお越しください。

【任意加入制度】
　老齢基礎年金は、20歳から 60
歳になるまでの 40 年間保険料を
納めなければ、満額の年金を受け
取ることができません。納め忘れ
などで 40 年に満たない場合は、
60 歳から 65 歳になるまでの間
に任意加入して納めることで、満
額に近づけることができます。加
入するには条件がありますので、
問合せください。
　なお、海外在住の日本国籍を持
つ 20 歳以上 65 歳未満の方も任
意加入できます。

国 民 年 金国 民 年 金

読んで得する年金のお話読んで得する年金のお話

【追納制度】
　国民年金保険料の免除（全額・
一部・法定）、納付猶予（50歳未
満）、学生納付特例の承認を受け
た期間がある場合、全額納めた方
と比べ、老齢基礎年金の受け取り
額が少なくなります。10 年以内
であれば、さかのぼって納める（追
納）ことができます。

▼問合せ▼問合せ
・役場住民課戸籍年金係
　（☎ 23－ 2463）
・札幌北年金事務所
　（☎ 011 － 717 － 4115）

広　告
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医療費通知をご確認ください！医療費通知をご確認ください！
国 保 ・ 後 期 高

当別町国民健康保険 北海道後期高齢者医療保険
診療月 発送月 診療月 発送月

令和3年1月～10月分 令和4年1月上旬 令和3年1月～9月分 令和4年1月上旬

令和3年11月～12月分 令和4年3月上旬 令和3年10月～12月分 令和4年2月下旬

▼問合せ▼問合せ　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23－ 2467）

　「当別町国民健康保険」および
「北海道後期高齢者医療保険」で
は、被保険者の皆さんに「医療費
通知」を送付しています。
　医療費通知は、日ごろの健康管
理や保険医療機関等での受診履歴

の確認に役立つほか、確定申告で
医療費控除をする際に添付するこ
とで「医療費控除の明細書」の記
入を簡略化することができます。
　発送については、年 2 回、以
下の時期に行います。

齢 者 医 療 納 税

12月は町税滞納整理強調月間2月は町税滞納整理強調月間

　町では町税滞納額の縮小と収納
率の向上を目指し、12月を「町
税滞納整理強調月間」とし、税収
の確保に努めます。税は私たちが
安心して健康な暮らしをするうえ
で、非常に大切な財源です。町税
の滞納が続くと、地方税法に基づ
く延滞金が加算されます。また、
納付の催告をしているにも関わら
ず滞納を続ける方には、税負担の
公平性を確保するため、地方税法
に基づく滞納処分（財産調査・差
押）を実施します。
▼問合せ▼問合せ　税務課納税係
　（☎ 23－ 2341）

日にち日にち 時間時間 場所場所 会議名会議名 内容等内容等
12月 7日（火） 13：00 議場 第 4回定例会 報告等
12月 8日（水） 13：00 議場 総務文教常任委員会 所管事務調査等
12月 9日（木） 13：00 議場 産業厚生常任委員会 所管事務調査等
12月 10日（金）10：00 議場 第 4回定例会 一般質問
12月 13日（月）10：00 議場 第 4回定例会 一般質問
12月 14日（火）10：00 議場 第 4回定例会 議案審議

議 会議 会
当別町議会　12月定例会関係日程のお知らせ当別町議会　12月定例会関係日程のお知らせ

▼問合せ▼問合せ　議会事務局総務係（☎ 23－ 3247）

　議会開催中は、ライブ中継をインターネットにより配信しています。
日程は変更する場合もありますので、町議会ホームページでご確認ください。

障 が い
遠隔手話通訳用タブレット遠隔手話通訳用タブレット
をご利用くださいをご利用ください

　聴覚障がいのある方が窓口で手
続きする際に、テレビ電話を通し
て手話通訳を受けることができま
す。役場戸籍年金係およびゆとろ
障がい支援係窓口に設置していま
すので、利用される際は職員にお
声かけください。
▼問合せ▼問合せ　介護課障がい支援係　
（ゆとろ内・☎ 25－ 2665）
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　これまで予防接種を受ける機会
のなかった年代の男性へ風しんの
抗体検査と予防接種を実施してい
ます。今年度が助成の最終年度で
すので、来年 3 月末までに予防
接種が受けられるよう、2月中ま
でには抗体検査を受けるようにし
ましょう。
▼料金▼料金　無料　
※クーポンをお持ちでない場合は
　有料です。クーポン券がお手元
　にない場合は、健康推進係まで
　ご連絡ください。
※令和 4年 3月 31 日（木）まで
　に予防接種が受けられない場合
　は、自己負担となります。
▼受診方法　▼受診方法　
① 当別町の発行するクーポン券
　を使い、健康診断の機会や医療
　機関で抗体検査を受けます。
② ①の抗体検査結果が基準値よ
　り低い場合、予防接種を実施し
　ます。
▼対象▼対象　昭和 37 年 4月 2日～昭
和 54年 4月 1日生まれの男性
▼問合せ▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　（ゆとろ内・☎ 23－ 4044）

＜高齢者予防接種＞
▼対象者▼対象者　65 歳以上の方、また
は 60 歳以上 65 歳未満の方で心
臓などに重い障がい（身体障害者
手帳 1級程度）のある方。
▼接種料金▼接種料金　1,150 円程度　
※金額は医療機関で異なります。
　生活保護世帯の方も自己負担が
　発生する場合がありますので。
　事前に確認願います。

＜小児期予防接種助成事業＞
▼対象者・接種回数▼対象者・接種回数　
①生後 6カ月～ 13歳未満…2回
② 13歳以上～中学 3年生…1回
▼助成額▼助成額　１回 1,000 円

＜注意事項＞＜注意事項＞
・医療機関によっては、すで
　に定員に達している場合が
　あります。必ず電話予約の
　うえ、受診してください。
· 高齢者の方で実施医療機関
　（P.26）以外で接種を希望
　される場合は、事前に健康
　推進係までご連絡ください。

　エイズのまん延防止と、感染者
に対する差別・偏見をなくすため
に定められた世界エイズデー。江
別保健所では定期的に検査を実施
していますので、ご利用ください。
検査は匿名で受けられます。
▼日時▼日時　12月 15日（水）　
　10時～ 16時
※前日正午までに予約ください。
▼場所▼場所　江別保健所
　（江別市錦町 4番地の 1）
▼料金▼料金　無料　ただし、渡航等の
ための健診目的の場合は有料。
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　江別保健所　
エイズ相談専用電話（☎ 011 －
383 － 3449）

検 査
12 月 1日は世界エイズデー12月 1日は世界エイズデー
HIV検査を行っていますHIV検査を行っています

働く世代男性の風しん働く世代男性の風しん
抗体検査・予防接種抗体検査・予防接種

検 査 ・ 接 種
1 月 31 日まで 予防接種1月 31日まで 予防接種
実施期間を延長します実施期間を延長します

▼問合せ▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　（ゆとろ内・☎ 23－ 4044） 

インフルエンザインフルエンザ

　例年開催しております新春町民
の集いについては、新型コロナウ
イルス感染予防の観点から、昨年
に引き続き令和４年も中止しま
す。ご理解いただきますようよろ
しくお願いします。
▼問合せ▼問合せ　総務課総務係
　（☎ 23－ 2330）

令和4年 新春町民の集い
中止のお知らせ
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①ホームタンクと配管の接続部分
　にゆるみはないか
②灯油の腐食や亀裂などの異常は
　ないか
③灯油の減る量が目に見えてはや
　くないか
④家屋内や周辺が油臭くないか

　昨年、大雪の影響で灯油漏れの
事故が多発しました。灯油が流出
すると、水質汚染や農業等への被
害が発生し、人への健康に影響を
与える恐れがあります。また、汚
染した土壌の撤去や河川に流出し
た油を除去する必要があり、その
原因者が多額の費用を負担しなけ
ればいけません。
　灯油の流出事故を事前に防ぐた
めに、次の点に注意して、日ごろ
から家庭用ホームタンクの点検・
メンテナンスをしてください。

油 漏 れ
ホームタンクからのホームタンクからの
油漏れにご注意を！油漏れにご注意を！

　油漏れ事故に気付いた場合は下
記までご連絡ください。
▼問合せ▼問合せ
・当別消防署予防課指導係
　（☎ 23－ 2537）
・役場環境生活課環境対策係
　（☎ 23－ 2503）

　冬期間は水道の凍結事故が多発
します。凍結すると水が出なくな
るだけでなく、修理費用もかかる
のでご注意ください。
■このような時は特に注意
①外気温がマイナス４℃以下に
　なったとき
②就寝前や旅行などで長時間水道
　を使用しないとき
■凍結させないためには
　凍結防止には「水抜き栓」によ
る水道管の水抜きが効果的です。
※水抜き栓の種類には、ハンドル、
　レバー、電動タイプなどがあり
　ます。ご自宅の水抜き栓の種類
　を確認して操作してください。
■凍結してしまったら
　軽い凍結の場合、部屋全体を暖
めて自然に溶けるのを待つか、凍
結した部分にタオルなどを巻き、
上からゆっくりとぬるま湯をかけ
ると水が出るようになります。直
接熱湯をかけると、蛇口や水道管
が破裂する恐れがありますので注
意してください。それでも水が出
ない場合は、指定給水装置工事事
業者に修理を依頼してください。
▼問合せ▼問合せ　上下水道課業務係
　（☎ 22－ 2411）

水 道
水道の凍結にご注意を！水道の凍結にご注意を！

　長く続いた自粛生活により外出
や交流、運動の機会が減り、「体
力が落ちた」「何をするにも面倒」
など心身機能の低下（フレイル）
が心配される方が増えています。
　今までの暮らしや健康な状態を
取り戻すには、運動・社会参加・
栄養などを柱とするフレイル予防
に取り組むことが大切です。北海
道医療大学と協力し、予防教室を
開催します。ぜひご参加ください。
▼日時▼日時
【第 1回】【第 1回】令和４年 1月 11日（火）
【第 2回】【第 2回】令和 4年 1月 25日（火）　
※共に 10時～ 11時 30分
（第 3回以降は月２回程度、原則
第 2・4火曜日に開催します。）
▼場所▼場所　ゆとろ
▼対象▼対象　65 歳以上の方（おおむ
ね 3月まで継続参加できる方）
▼定員▼定員　15名（申込み順）
▼料金▼料金　無料
▼内容内容　講話、簡単な運動や体操、
レクリエーションなど
▼持ち物▼持ち物　筆記用具、マスク、動
きやすい服装
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　介護課高齢
者支援係（ゆとろ内・☎ 27 －
5131）

こころ　つながるこころ　つながる
フレイル予防教室フレイル予防教室

介 護 予 防介 護 予 防
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　町森林愛護組合連合会では、植
樹や育樹、森林整備などの環境緑
化活動を行う町内のボランティア
団体や町内会を募集します。
▼助成対象▼助成対象
【植樹】【植樹】
　樹木（苗木代）、支柱、肥料、　
　消耗資材（縄等）・材料費
【育樹・森林整備】【育樹・森林整備】
　委託費・消耗品費等
▼助成額▼助成額　一団体 上限 10万円
▼募集数▼募集数 予算上限となり次第、
締め切りとなります。
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　当別町森林愛
護組合連合会事務局（役場エネル
ギー推進室内・☎ 27－ 5089）

募 集
令和 4年度 環境緑化事業令和 4年度 環境緑化事業

　村上スミ子さん（樺戸町在住、
写真前列中央）が「石狩管内文化
団体協議会表彰 文化賞」を受賞
しました。村上さんは平成 15 年
から町文化協会役員として運営お
よび発展に尽力されているほか、
「当別音頭」を後世に伝承するた
めに「当別音頭を守る会」を設立
し、会長として活動されています。

石狩管内文化団体協議会表彰
文化賞を受賞しました

　北海道社会貢献賞表彰式が札幌
市で行われ、古谷良輝さん（中小
屋在住）が「北海道社会貢献賞（統
計功労）」を受賞しました。この
賞は統計調査員に 30年以上従事
された方などを対象としており、
古谷さんは長年に渡って調査員業
務に従事し、統計調査の推進に寄
与されたことが評価されました。

北海道社会貢献賞
を受賞しました
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★ 12月 27日（月）は休まず　
　営業！ 12月 29日（水）～
　1月 3日（月）は休業です。

■問合せ　（☎27－ 6600）

　大好評のじゃこカツバーガーじゃこカツバーガーを
12 月 18 日（土）限定で販売し
ます。数に限りがございますので、
お早めにお買い求めください！ 
　妹都市・宇和島市のみかんみかん、じゃじゃ
こ天こ天やじゃこつみれじゃこつみれの予約は 12
月 18日（土）までとなります。

寄付・寄贈

☆当別町ふるさと納税へ☆当別町ふるさと納税へ
■ 10月 1日～ 10月 31日納入分10月 1日～ 10月 31日納入分
計 18,969 人から 2億 2,917
　万円 ご寄付いただきました。
※ご寄付いただいた方の氏名等
　は町ホームページに掲載して
　います。

☆当別町社会福祉協議会へ☆当別町社会福祉協議会へ
▼田中 繁男さんより　    1 万円
▼匿名の方より　　　3,349 円
▼伊藤 タミさんより 
　　　　　　　　 タオル20枚

☆当別まちづくり基金へ☆当別まちづくり基金へ
▼明治安田生命保険相互会社より
「私の地元応援募金」として
　　　　　　　 30 万 8,000 円

　北海道国民健康保険団体連合会
（札幌市・石子彭培理事長）から
血圧計 2台を寄贈いただきまし
た。血圧計は役場住民課窓口およ
び、ゆとろでの事業開催時に設置
していますので、ご利用ください。

血圧計を寄贈いただきました

☆新しいまちの顔づくり☆新しいまちの顔づくり
　プロジェクト基金へ　プロジェクト基金へ
▼株式会社中山組
「新駅の構築及び周辺の開発促
進の取組に対する寄付として」
　　　　　　　　　多額の寄付

広　告
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当別消防署当別消防署からからおお知知らせらせ

　当別消防署では、10 月 15 日
～ 10 月 31 日まで「秋の火災予
防運動」を実施しました。期間中
は幼年消防クラブの年長さんを対
象とした「ちびっこ消防ひろば」
や「消防・防災クイズ」を実施し、
町内の方々に防火の意識を高めて
いただきました。
　これからの時期は気温が低くな

り、暖房機器の使用が増え、空気
も乾燥しているため、火災が発生
しやすくなります。引き続き火災
予防を心がけましょう。
　なお、火災予防期間中の火災発
生はありませんでした。

秋の火災予防運動
を実施しました■■

　225 名の方より応募いただき、
全問正解者の中から、抽選で 11
名の方に記念品を贈呈しました。

「消防・防災クイズ」
記念品を贈呈しました■■

ちびっこ消防ひろば（おとぎのくに）

■問合せ　当別消防署（☎23－2537）

令和2年出初式の様子

当別消防出初式
を行います■■

　当別消防署・消防団では、出初
式を行います。新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、一般の方
の見学はできません。
※今後の感染状況により、中止と
　なる場合があります。
▼日時▼日時　令和 4年 1月 7日（金）
　11時～
▼場所▼場所　総合体育館

広　告
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　明治安田生命保険相互会社と当
別町は、「健康増進に関する連携
協定」を締結しました。今後、健
康づくりや生活習慣病予防、がん
対策等健康増進に関する取り組み
を推進するにあたり、相互に連
携・協力して町民の健康増進や町
民サービスの向上を図ります。

　三井物産株式会社と当別町は、
エネルギー・健康増進・地域振興
などの分野について、「連携・協
力に関する協定」を締結しました。
地域のさらなる活性化と町民サー
ビスの向上を図り、様々な分野で
の町の課題解決に向けて、連携・
協力していきます。

　東日本電信電話株式会社と当別
町は、「デジタル田園都市の実現
に向けたパートナー協定」を締
結しました。人口減少・少子高
齢化社会におけるデジタル技術
を活用したまちづくりの実現と、
Society5.0 時代における北海道
のモデルタウンを目指します。

広　告
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　広報 11月号「現代を活きる」で紹介した札幌シェールズの谷詰実紀依
さんが、石川県で行われた全日本女子軟式野球大会代替大会で北海道勢史
上初のベスト8に輝きました！ 谷詰さんは全試合「2番・セカンド」で出場。
当別高校ソフトボール部出身で、札幌シェールズで監督を務める竹中揚子
さん（写真右）は「いつも冷静でプレイも安定しており、全国大会の初戦
では最初の打席で四球を選んで出塁し、チームの先制点に繋がりました。
守備でも難しい打球をアウトにするなどチームを引っ張ってくれ、本当に
頼りになる選手です」とお話していました。

　いつものバッティングができず、
全国のレベルの高さを痛感しまし
た。もっと普段から向上心を持って
練習しなければいけないと感じまし
た。今からトレーニングを積んで、
来年こそは全国優勝してきます！

↑際どいクロスプレイも神走塁でセーフに↑際どいクロスプレイも神走塁でセーフに

広　告広　告
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　いよいよ師走ですね！今年もた
くさんのご愛顧、誠にありがとう
ございました。年末年始のお共に
『真鯛のいずし』『真鯛のいずし』はいかがでしょ
うか？ご利用
お待ちしてお
ります。

■問合せ  27-5260
■場所　当別太 774 番地 11
＜営業時間＞
本館　　　　9時～ 17 時
レストラン　11 時～
　 　 ※ラストオーダー 16 時
農産物直売所　今季終了
※営業時間の短縮を行う場合があり
　ます。詳細はホームページをご確
　認ください。

道の駅とうべつ
公式ホームページ→

今年も大変ご好評いただきました農産物直売所は
11/14（日）をもちまして今期営業を終了しておりま
すが、本館では引き続き当別町産のお米、野菜、花（ユリ）
や、姉妹都市（愛媛県産）、兄弟都市（伊達市産）の野
菜や柑橘も豊富に取り揃え皆様をお待ちしております！

柑橘 旬の時期到来‼柑橘 旬の時期到来‼

　11/20（土）～
12/25（土）まで
館内をクリスマス装
飾で彩ります。暖か
いペレットストーブ
の前でオリジナルソ
フトクリームを食べ
ながらゆったりと過
ごしてみませんか？

　道の駅とうべつでは通年（7
月～ 8月を除く）愛媛県宇和島
市の様々な旬の柑橘（生産者直
送）を販売しています。
　12月はみかんがおいしい季
節。寒さが厳しくなりましたが、
柑橘パワーを補給して当別の冬
を乗り切りましょう！

※取り扱い商品につきましては、終売となる場合が
　ございますので、お気軽にお問合せ下さい。　

広　告

広　告 広　告
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　「当別町歴史講演会」が西当別
コミュニティーセンターで行わ
れ、町内外から 30人の方が参加
しました。当別歴史ボランティア
の会の東前寛治さんが講師とな
り、「伊達邦直主従の当別開拓か
ら学ぶもの」というテーマで講演。
当時の貴重な資料を用いて、開拓
初期の農業の実情を分かりやすく
解説するとともに、農業技術の発
展には多くの人の努力があったこ
とを伝えていました。（11月5日）

　当別青春フットパス（当別高校
ボランティア局主催）が行われ、
ビトエから札幌大橋を渡った茨戸
川緑地までの石狩川周辺 6.3㎞を
徒歩で巡りました。フットパスは
平成26年から毎年実施しており、
今回は石狩川の歴史と自然を巡る
ツアーと題して、生徒が何度も下
見を行ってコースを選定しまし
た。局長の阿部洸

こうのすけ

之介さんは「コ
ロナ禍で多くの活動が中止になる
中、１年ぶりにフットパスを開催
できたこと、参加者から『楽しみ
にしていたよ』と喜びの声が聞け
て、感動の１日となりました」と
お話していました。（10月 23日）

各500円　  
▼販売場所▼販売場所
　町社会福祉協議会（ゆとろ内）、
ふれあい倉庫、道の駅とうべつ内
ガチャガチャコーナー

※制作費を除き全額
　寄付されます。

▼問合せ　▼問合せ　
　町社会福祉協議会
　（ゆとろ内・☎ 22－ 2301）

道の駅とうべつ内道の駅とうべつ内
ガチャガチャコーナーガチャガチャコーナー

広　告広　告

広　告広　告
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←町公式YouTube
チャンネル

チャンネル登録&高評価
よろしくお願いします！

　当別町の魅力を全世界に発信するこのシリーズ！ 
今回は広報 10月号で紹介した当別太の山田さん宅で
の稲刈体験の様子を動画にしました。普段は絶対見ら
れないコンバインからの収穫の映像もありますので、
町公式YouTube チャンネルからご覧ください！

農家見学シリーズ
動画を制作しました

～稲刈体験 ver. ～

広　告
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予防接種（個別）・健診　実施医療機関 ご希望の方は、事前にお申込みください。

医療機関名 電話番号
(札幌市外局番 011）

予防接種 健診
4種混合・

不活化ポリオ・ヒブ・
水痘・ＭＲ・ＤＴ

小児肺炎球菌・
B型肝炎・ロタ 日本脳炎 高齢者

肺炎球菌
インフルエンザ 特定健診・

後期高齢者健診・
肝炎ウイルス検診小児期 高齢者

勤医協当別診療所 23 － 3010 ● ● ● 小学生～ ● ●
スウェーデン通り内科循環器科クリニック 25 － 3151 ● ● ● ● 6カ月～ ● ●
田園通りさわざき医院 25 － 2055 ● ● ● ● １歳～ ● ●
とうべつ内科クリニック 22 － 1313 ● ● ●
とうべつ整形外科 25 － 5040 6 歳～ ● 6カ月～ ●
ふとみクリニック 25 － 3800 小学生～ ●
北海道医療大学病院（札幌市北区）778－7575 ● ● ● ● ※ ● ●

※北海道医療大学病院および江別市内小児科での小児期インフルエンザ予防接種は、医療機関にいったん金額を支払い、
　後日申請により一部助成を受けることができます。

急病時・夜間の相談先

■救急安心センターさっぽろ■救急安心センターさっぽろ　
　24 時間・365 日、看護師が相談に対応。受診可能
な医療機関をご案内します。
・電話番号　＃ 7119 または 011 － 272 － 7119

■こども医療でんわ相談■こども医療でんわ相談
　症状に応じた一般的な対処・助言を看護師等か
ら受けられます。診断・治療はできません。
・受付時間　19時～翌朝 8時
・電話番号　＃ 8000 または 011 － 232 － 1599

■北海道救急医療・広域災害情報システム■北海道救急医療・広域災害情報システム
　緊急時に受診可能な道内の病院を 24時間（年末年
始などの連休も可）検索できます。
・フリーダイヤルは　0120 － 20 － 8699
・携帯電話からは　011 － 221 － 8699
・インターネット検索は http://www.qq.pref.hokkaido.jp

近くの医療機関案内

診療時間は、町のホームページに掲載しています。
少し遅い時間に診療している医療機関もありますの
でご確認ください。

休日・夜間の受診先

　　※医療機関の都合により、変更となる場合があ
　  ります。最新情報は新聞紙上や救急安心セン　
　  ターさっぽろ、北海道救急医療・広域災害情
　報システムでご確認ください。 

＜注意＞
・乳幼児健診と BCG予防接種は対象者へ個別にご
　案内します。
・健診を希望する方は、健診日の 1週間前までに健
　康推進係へ申し込みください。
・特定健診やがん検診は、町内イベントカレンダー
　以外の日程でも受けることができます。

各種健診等のご案内

健診等の日程は p.28 町内イベントカレンダーを健診等の日程は p.28 町内イベントカレンダーを
ご覧ください。ご覧ください。

＜休日・昼間＞ ＜休日・昼間＞ 
日曜・祝休日は江別市内内科小児科休日急病当番日曜・祝休日は江別市内内科小児科休日急病当番

をご利用くださいをご利用ください（※p.28町内イベントカレンダー参照）。（※p.28町内イベントカレンダー参照）。
乳児の場合は一部の医療機関で事前連絡が必要とな乳児の場合は一部の医療機関で事前連絡が必要とな
りますので、ご注意ください。りますので、ご注意ください。

町のホームページから
でも確認できます→

＜夜間＞＜夜間＞

・住　　所　江別市錦町 14－ 5
・受付時間　18時 30分～翌朝 6時 30分（年中無休）
・電話番号　011 － 391 － 0022　

内科 小児科■江別市夜間急病センター■江別市夜間急病センター

・住　　所　札幌市東区東苗穂 5条 1丁目 9－ 1
・受付時間　19時～翌朝 9時（年中無休）
・電話番号　011 － 782 － 9111　　

内科■勤医協中央病院■勤医協中央病院

乳幼児健診
各種事業

各種健康診査

急病当番医

町のホームページから
でも確認できます→
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い き い き 健康生活

○ご存じですか？「健康寿命」
　健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限さ
れることなく生活できる期間」とされ、最新の健康
寿命データ（2016 年）では男性が 72.14 歳、女性が
74.79 歳です。平均寿命と比較すると男性で 8.84 年、
女性で 12.35 年の差があり、長い人生を元気に過ご
すためには健康寿命を延ばす努力が必要です。

出典：厚生労働省健康局健康課第150回市町村セミナー資料
　　　「現在の健康づくりの取組と今後の施策について」

健康寿命を延ばすには、適度な運動、適切な食事、
禁煙、健診の受診など自分一人でも取り組める生活習
慣の改善のほか、家庭内外に人と関わるような役割を
持ち、社会参加を通して日常生活を活発にすることが
大切です。

〇日常生活を活発にするために
1. 家庭での役割を持ちましょう
　掃除、洗濯、食事の支度、ゴミ捨て、孫の世話や保育、
ペットの世話、家の管理や修繕など家庭内での仕事や
役割は生きがいにつながります。面倒だからとやめて
しまわずに、できる方法を工夫して継続しましょう。

2. 外に出ることを習慣づけましょう
　買い物や近所の散歩、通院など、家の外に出れば、
人とやり取りをするなどの活動が生じ、心身の機能を
使うため健康を守るだけでなく、認知機能の衰えを防
ぎ、生きがいにもつながります。

3. 地域の活動に参加しましょう
　友人との交流や町内会、高齢者クラブへの参加、趣
味活動、ボランティア活動など積極的に参加しましょ
う。定年後も働き続けている方は社会の中での役割も
あるでしょう。社会の担い手としてのそれらの活動へ
の参加は、寝たきりのリスクを３～４割ほど減らすこ
とが分かっています。
　社会参加や役割を持つことで共通している大切なこ
とは「会話をする」「体を動かす」「頭を使う」ことです。

〇楽しく人と繋がる方法の一つ
「当別町つどいの場ガイド」「当別町つどいの場ガイド」
を作成しました。町内で開催す
るサロンや集う機会をご案内し
ており、「ボランティアをやり
たい」「自分でも何かはじめて
みたい」という方のご相談にも
応じています。冊子は地域包括
支援センター窓口に設置してい
ます。お気軽にご連絡ください。

▼問合せ▼問合せ　当別町地域包括支援
センター（☎ 25－ 5152）

広　告
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（議会）総務文教常任委員会
議場　13時～

（議会）産業厚生常任委員会
議場　13時～

（議会）第4回定例会
議場　13時～

月 火 水 木

教育委員会定例会
役場　14時～

かすみ草の集い
西コミ　10時 30分～ 12時

友遊会
ゆとろ　10時～ 12時

消費生活相談
環境生活課町民生活係
（☎23－ 3209）

納税相談・納税証明
税務課納税係
（☎23－ 2341）

町営住宅
建設課建築住宅係
（☎23－ 3147）

戸籍・住民票・印鑑証明
住民課戸籍年金係
（☎23－ 2463）

平日 8時 45分～ 17時 15分
白樺町 58番地 9
（☎ 23－ 2330）

上水道・下水道
上下水道課業務係
（☎22－ 2411）

ごみ・リサイクル
環境生活課環境対策係
（☎23－ 2503）

所得（課税）証明
税務課税務係
（☎23－ 2332）

固定資産税・評価（公課）証明
税務課資産税係
（☎23－ 2333）

国民健康保険・後期高齢者医療
住民課国保・後期高齢者医
療係（☎23－ 2467）

住民税・軽自動車税
税務課税務係
（☎23－ 2332）

年金事務所出張相談（要予約）
商工会　10時～ 15時

バス送迎健診（要予約）
ゆとろ　8時出発

◎障がい相談
毎週月曜日～金曜日
9時～ 17時
障がい者総合相談支援センター 
ななかまど  弥生 51－ 38
（☎ 23－ 1917）

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時 30分まで

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～ 21時

◎ひきこもり相談
毎週月曜日～金曜日
8時 45分～ 17時 15分
当別町社会福祉協議会 
ゆとろ内（☎ 22－ 2301）

心の健康相談（江別保健所）
13時 30分～ 16時

歯科健診・フッ素塗布（要予約）
ゆとろ  13時 20分～16時 20分

女性の健康相談（江別保健所）
13時 30分～ 15時 30分

４カ月児・10カ月児健診
ゆとろ　13時～ 14時
※ BCG接種は 13時 45分～

断酒会のつどい
ゆとろ　18時～ 21時

町税・町営住宅夜間相談（要予約）
役場　19時 30分まで

法律相談（要予約）
ゆとろ　13時 30分～

心配ごと相談（社会福祉協議会）
ゆとろ　13時～ 16時

※年末年始の施設等休業期間
　は ｐ .9 をご覧ください。

（議会）第4回定例会
議場　10時～

（議会）第4回定例会
議場　10時～

＜江別市急病当番医＞
高橋内科医院三番通りクリニック★
387－ 7788、9時～ 17時
おおあさ鈴木ファミリークリニック
386ー 5303、9時～ 17時
江別谷藤病院★
382ー 5111、9時～ 17時

＜江別市急病当番医＞
大麻内視鏡内科クリニック♠
386ー 3366、9時～ 17時
渓和会江別病院 ★
382－ 1111、9時～ 17時
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金 土 日

当別町図書館
月曜日休館（祝日の時は翌日）
10時～ 17時
錦町 1248番地 7 学習交流
センター内（☎23－0573）

西当別分館
月曜日休館（祝日の時は翌日）
10時～ 21時
※日曜日は 17時まで
太美町 22番地 7 西当別コミ
セン内（☎26－ 3300）

総合体育館
第1・3（・5）月曜日休館
（祝日の時は翌日）
9時～ 21時 30分
白樺町 2792番地
（☎ 22－ 3833）

西当別コミュニティーセンター
月曜日休館（祝日の時は翌日）
9時～ 22時
太美町 22番地 7
（☎ 26－ 3300）

白樺コミュニティーセンター
月曜日休館（祝日の時は翌日）
9時～ 22時
白樺町 2792番地 1
（☎ 23－ 2511）

年金事務所出張相談
札幌北年金事務所予約窓口
（☎011－717－4133）
心の健康相談・断酒会の集い
女性の健康相談
江別保健所
江別市錦町4番地の 1
（☎ 011－ 383ー 2111）
心配ごと相談
当別町社会福祉協議会
西町32番地 2 ゆとろ内
（☎ 22－ 2301）

各種健診・健康相談
保健福祉課健康推進係
（☎23－ 4044）

福祉総合・介護・認知症相談
地域包括支援センター
（☎25－ 5152）

平日 8時 45分～ 17時 15分
西町 32番地 2
（☎ 25－ 2661）

介護サービス
介護課介護保険係
（☎23－ 3029）

高齢者支援サービス
介護課高齢者支援係
（☎27－ 5131）

障がい者（児）福祉
介護課障がい支援係
（☎25－ 2665）

あそびのひろば・子育て相談
子ども未来課子育てサポート係
（☎ 25－ 2658）

児童手当・子ども医療費助成
保健福祉課福祉係
（☎23－ 3019）

法律相談
ゆとろ・保健福祉課福祉係
（☎23－3019）

1歳 6カ月児・3歳児健診
ゆとろ　13時～ 14時

※日程や会場が変更となる場合がありますので、
　最新情報はホームページなどでご確認ください。

農業委員会総会
第二庁舎　16時～

各種証明発行
各種税金・料金収納
ごみ処理依頼書交付 など

平日9時～ 17時
太美町 1480番地 58
太美郵便局内
（☎26－ 3190）

※江別市急病当番医について（市外局番011）
　★…内科のみ、♥…小児科のみ、♠…乳児事前連絡必要

＜江別市急病当番医＞
渓和会江別病院 ★
382－ 1111、9時～ 17時
ウルトラ内科小児科クリニック♥
688ー 8801、9時～ 17時

＜江別市急病当番医＞
アウル内科クリニック♠
383ー 3456、9時～ 17時
松尾こどもクリニック ♥
384ー 8819、9時～ 17時

じゃこカツバーガー限定販売
ふれあい倉庫   9 時～ 17時
※無くなり次第終了

＜江別市急病当番医＞
江別市立病院 
382ー 5151、8時 30分～ 17時

＜江別市急病当番医＞
江別谷藤病院★
382ー 5111、9時～ 17時
よしなりこどもクリニック 
391ー 4470、9時～ 17時

健診結果説明会
ゆとろ　９時30分～ 12時

1歳 6カ月児・3歳児健診
西コミ　13時～ 14時

150周年記念 当別町音楽祭 
YouTube 配信　26日まで

詳細 P8

詳細 P19

（議会）第4回定例会
議場　10時～

令和4年 当別町成人式 
総合体育館 11時～ 11時 30分

詳細 P8

＜江別市急病当番医＞
野幌病院 ★
382－ 3483、9時～ 17時
江別市立病院 ♥
382ー 5151、8時 30分～ 17時

＜江別市急病当番医＞
おくの内科胃腸科クリニック♠
381ー 0501、9時～ 17時
あずま子ども家庭クリニック ♥
385ー 2500、9時～ 17時

＜江別市急病当番医＞
江別内科クリニック★
381－ 8900、9時～ 17時
よしなりこどもクリニック 
391ー 4470、9時～ 17時
野幌病院 ★
382－ 3483、9時～ 17時

＜江別市急病当番医＞
ささなみ内科クリニック♠
382－ 3373、9時～ 17時
江別谷藤病院★
382ー 5111、9時～ 17時
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人の動き 11月 1日現在　※（　）は前月との比較

人口
世帯

15,436

7,699

人
世帯

7,492人（8人増）
（5世帯増）

（3人増）男
女 7,944人（5人増）

　第 72回当別町文化祭（町文化協会主催）が行われ、
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展示
のみの開催となりました。小学生から大人まで、絵画
や生け花、写真など計300点の力作が出品。全長3メー
トルの「トウベツアカマツセイウチ」の骨格模型は、
1977 年に青山で見つかった化石を PRするために約
1カ月かけて制作され、多くの方が見入っていました。

　緊急事態宣言を受け、延期となっていた当別町 150
周年記念「第 6回とうべつ花火大会」（NPO法人と
うべつコミュニティデザイン主催）が行われ、澄み切っ
た秋の夜空に大輪を咲かせました。新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、打ち上げ場所は非公表で実施
し、動画配信サイトY

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeでライブ配信しました。
見逃してしまった方のために、ドローンからの迫力あ
る映像を交えたアーカイブ配信も行っていますので、
町公式YouTube チャンネルでご覧ください！

 10 月 29 日～ 31日　白樺コミセン 10 月 29 日～ 31日　白樺コミセン

 10 月 23 日　阿蘇公園・あいあい公園 10 月 23 日　阿蘇公園・あいあい公園

↓見逃し配信はこちら

町公式YouTube
チャンネル

【阿蘇公園】【阿蘇公園】
ドローンより撮影ドローンより撮影

【あいあい公園】【あいあい公園】


