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令和２年度

町政執行方針

には︑持続可能な行財政運営がなによりも必

安全・安心で快適に暮らすことができるため

積している中︑将来にわたり町民の皆さまが

以上のように︑まちづくりのためには︑こ

一体で創るまちづくりを目指してまいります︒

みんなが主人公になれるよう︑町民と行政が

やらなければならないのかを考え︑公約に掲

のまちに住む一人ひとりの町民のために何を

このことから︑五つの﹁わ﹂を基本とした

げた項目の実現を目指し全力を尽くしていく

要であります︒
政策展開を行い︑これまで追求してきた多文

決意であります︒

な議論と対話を通じて︑このふるさと﹁しら

町民の皆さま︑議員の皆さまと共に︑真剣

化共生の理念の下︑共に生き︑共に幸せをつ
くるまちづくりを進めてまいります︒
一つ目に︑豊かな自然と生活の基盤を未来

文化共生の理念のもと︑﹁共に生き︑共に幸

おい﹂が次代に力強く歩みを刻むために︑多

人と自然︑人と人が共生しながら︑確かな

せを創るまち﹂の実現を皆さまのご理解とご

へつなぐ〝輪〟であります︒
生活基盤を持続できるよう︑安全・安心で暮

協力を得ながら積極的に進めてまいります︒

お互いを認め合い︑協力し合いながら︑健

主要施策の展開

らしやすいまちを目指してまいります︒
二つ目に︑健やかで感謝と思いやりにあふ

に︑町民の安全・安心を守る取り組みや子ど

康で生き生きと暮らせるよう︑笑顔で元気な

れる人の〝和〟であります︒

もから高齢者までの健康づくり︑若い世代の

次に︑主要施策の展開について申し上げま
誰もが自己実現に向け︑個性や能力を最大

に向け︑確かな歩みを前進させる重要な年と

この一年は︑ふるさと﹁しらおい﹂が未来

す︒
限に活かせるよう︑自分の可能性を開花でき

位置付けております︒

したがって︑２年度の主要施策については︑

総合計画に示された各施策に基づいて︑次の

五つの分野により取り組んでまいります︒

︵１︶生活・環境

主要施策の第１ 分野は︑﹁生活・環境﹂で

あります︒

防災については︑有事に備え︑防災講座や

顔と顔︑心と心がつながる対話を大切にし︑ 実践的な防災訓練︑自主防災組織などへの支

躍できる〝話〟であります︒

五つ目に︑対話を通してみんなが参加・活

したまちを目指してまいります︒

環させ︑地域がさらに発展できるよう︑自立

優れた地域資源を生かし︑地域経済を好循

環させる〝環〟であります︒

四つ目に︑地域資源で活力を生み出し︑循

るまちを目指してまいります︒

りが輝く〝我〟であります︒

三つ目に︑その人らしさを育み︑一人ひと

まちを目指してまいります︒

組みや︑急激に進展する人口減少や少子高齢

災害に対する住民の安全・安心を守る取り

町政に臨む基本姿勢についてであります︒

町政に臨む基本姿勢

へと全身全霊をかけてまいります︒

まが幸せを実感できるふるさと﹁しらおい﹂

の総力を結集し︑これまで以上に︑町民皆さ

その実現には︑行政・議会・町民の皆さま

けた取り組みを推進してまいります︒

や地域コミュニティの活性化など︑将来に向

みのほか︑地域経済の振興︑教育環境の充実

結婚・出産・子育ての希望をかなえる取り組

町民生活により密着した町政執行とするため

生活の一層の向上と活気ある豊かなまちへと︑

２年度の町政執行にあたりましては︑町民

戸田安彦町長
化︑公共施設の老朽化など︑多くの課題が山
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町政執行方針
令和２年度

共生共創

〜共に生き、共に幸せを創るまち〜

ཎ ᨼ

特 集

ふるさと「しらおい」の未来に向け、確かな歩みを
豊かな自然と生活の基盤を未来へつなぐ〝輪〟

成・周知による防災・減災意識の醸成と共有

援をはじめ︑災害ハザードマップなどの作
ます︒

称︶末広団地の建設に向けた取り組みを進め

し︑小中学生の通院を対象とするほか︑新た

ともに︑子ども医療費助成制度をさらに拡充

に産婦健診や産後ケアの実施およびその助成

上水道については︑萩野・北吉原地区の老

を進めるとともに︑備品・施設などの計画的

また︑成人の健康づくりについては︑生活

を行います︒

下水道については︑汚泥消化タンクの改修

な整備に努め︑地域防災力の向上を図ります︒ 朽管更新事業を進めます︒
治水・海岸保全については︑災害防除とし

を行うほか︑ミックス施設の供用開始に伴い︑ 習慣病重症化予防のため︑特定健診の未受診

者対策の推進や高齢者の保健事業と介護予防

間川災害対策事業を実施︑河川砂

廃止するし尿処理施設の解体に向けた実施設

の一体的実施に合わせ︑後期高齢者健診の心

て︑萩野
防事業としてバンノ沢川砂防事業の災害対策
計を進めます︒

電図検査と血清クレアチニン検査の無償化を

道路については︑昨年に引き続き末広東町

５期定期接種化対応を行うほか︑自殺対策の

さらに︑風しん罹患や重症化予防のため第

図ります︒

通り跨線橋の整備を進めるほか︑虎杖浜西４

づく管渠の計画的な維持管理を図ります︒

また︑ストックマネジメント基本計画に基

事業を行うほか︑海岸保全対策としては︑竹
浦・虎杖浜地区海岸保全施設整備事業や災害
復旧事業による離岸堤の整備を進めるととも
に︑国の事業として白老地区人工リーフの整
備を引き続き進めてまいります︒

推進を図ります︒

えて︑専門医師による外来診療体制や各種検

地域医療については︑予防医療の推進に加
また︑陣屋橋・隆盛橋・ウヨロ橋・飛生橋

果から適正な病床機能を確保し︑地域医療の

層や疾病割合といった医療需要傾向の分析結

ます︒入院診療体制については︑患者の年齢

査及び健康診断体制の充実に向けて取り組み

業についても引き続き実施します︒

さらには︑石山・北吉原地区の道路排水事

ます︒

の補修工事や町内 橋の橋梁点検に取り組み

通りの改良舗装を実施します︒

消防・救急については︑防火対象物の指導︑ 号通り︑北中央通の舗装改修事業や竹浦２番
住宅用火災警報器設置・更新の促進︑協力団
体との連携強化による取り組みます︒
また︑消防自動車の更新︑消防用資機材︑
消防団施設の整備を行うとともに︑消防・救
急・救助体制の充実に努めるため︑各種研修
の参加や訓練・教育を強化します︒

用促進を図ります︒また︑ウポポイへの乗り

クル︑環境美化など︑事業者や町民と協働し︑ 運行の改正やデマンド交通の車両を増加し利

域包括ケア病床に転換するなど︑回復期患者

能を保持することと︑急性期病床の一部を地

また︑地域完結型医療を基本とした入院機

向上と経営状況の改善につなげます︒

入れや交流人口の増加に対応するため︑交流

の受け入れ体制の充実のほか︑併設する老健

公共交通については︑地域循環バス元気号

また︑不法投棄や管理不全の空き地の雑草

促進型︵観光型︶のバスの導入を行い︑交通

取り組みを進めます︒
除去の指導を徹底するほか︑有害鳥獣や害虫

きたこぶしについては︑介護機能の一層の充
主要施策の第２分野は︑﹁健康・福祉﹂で

き続き生かし︑将来の人口構造の変化を見据

実を図るため︑医療機関併設型介護機能を引

手段の充実に取り組みます︒

みます︒
さらに︑ＰＣＢ廃棄物処分を計画的に行う

健康づくりについては︑子ども・子育て世

地域福祉については︑災害時の要援護者対

の早期改築に向け︑具体化を着実に進めます︒

えた医療・介護福祉提供の一体的な町立病院
住環境については︑美園団地の屋根・外壁

代への支援として︑新生児の聴覚検査や不

策の一つとしまして︑白老町避難行動要支援

あります︒
修繕や給水設備改修︑非常用照明器具の取り

妊・不育治療への一部助成を引き続き行うと

など︑適正な処理を進めます︒

︵２︶健康・福祉

の駆除など︑快適な生活環境の保全に取り組

環境保全については︑ごみの減量やリサイ

33

換えを進めるほか︑基本計画に基づき︵仮
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︵３︶教育・生涯学習
主 要 施 策 の 第 ３ 分 野 は ︑﹁ 教 育 ・ 生 涯 学

します︒

︵４︶産

業

もが安心して暮らすことのできる支援体制を

の基本理念﹁ともに学び合い︑こころひびか

白老町教育大綱・白老町教育推進基本計画

組みます︒

携強化や地域資源を生かした企業誘致に取り

産業連携・雇用については︑産業活動の連

港する予定となっていることから︑歓迎行事
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者避難支援計画を推進し︑避難行動要支援者
名簿などの整備を進めます︒同時に住み慣れ

整備するため︑第４期障がい者福祉計画︑第

せ笑顔かがやく︑教育の町しらおい﹂に基づ

また︑中小企業への低利融資制度による経

主要施策の第４分野は﹁産業﹂であります︒

６期障がい福祉計画および第２期障がい児福

き︑教育の創造と実践に取り組んでまいりま

営の安定化や人材誘致活動の支援︑合同企業

習﹂であります︒

祉計画の策定に取り組みます︒

す︒また︑白老町教育大綱については︑今年

た地域で人と人とのつながりを大切にし︑誰

また︑北海道︑民生委員児童委員︑障害福

港湾については︑第３商港区の静穏度向上

説明会の充実などを通して︑雇用の確保や地

民族文化については︑体験交流活動や学習

に向けた島防波堤の整備や施設の点検事業を

度が最終年度であるため第６次白老町総合計

子育て支援については︑訪問型家庭教育支

機会︑各種イベントなどを通して︑アイヌ民

実施するとともに︑岸壁や堆積ヤードの利用

祉サービス提供事業所などの関係機関との連

援事業や地域子育て支援拠点事業を実施しま

族の歴史・文化への理解促進と普及啓発を行

実態に応じた調整を図るなど取扱貨物の増加

画との整合性を図りながら︑改定を進めます︒ 域産業力の基盤構築を図ります︒

す︒特に︑妊娠期から子育て期にわたるまで

うほか︑関連団体と連携し︑各種人材育成に

に努めます︒

携を深め︑相談・支援の充実を図ります︒

の切れ目のない支援を実施する子育て世代包

取り組みます︒

た企業誘致活動を推進して行くほか︑本年は︑

新規取り扱い貨物の開拓や港湾利用を伴っ
であるウポポイの認知度向上・魅力発信を行

クルーズ船ぱしふぃっくびいなすが 月に寄

また︑アイヌ文化を復興・発展させる拠点

括支援センターを運営し︑総合的な支援体制
の充実を図ります︒
ニーズに応じた幼児期の教育・保育を総合

います︒
スポーツ・レクリエーションについては︑

を実施するとともに︑引き続きクルーズ船の

的に提供するため︑時間外保育や一時預かり
事業等多様化する保育ニーズに対する支援を

スポーツに親しみ︑健康や体力づくりの増進

商工業については︑ウポポイ開設に伴う観

実施し︑安心して子育てできる環境づくりを

また︑老朽化の著しい総合体育館アリーナ

光インフォメーションセンターの効果的活用

誘致活動を展開します︒

高齢者福祉については︑地域包括ケアシス

照明器具改修などを実施するほか︑町民温水

を図るための場所と機会を充実します︒

テムを推進するため︑生活支援体制整備や地

けた取り組みを進めるとともに︑さらなる商

や︑民間活力ゾーンへの参入事業者決定に向
国際・地域間交流については︑民間活力を

プール改修事業を実施します︒

づくりの充実に取り組みます︒

店街などの空き店舗対策や創業・経営安定化

妹都市ケネル市代表団が来町されることから︑ に向けた支援・充実に取り組みます︒

特に︑要支援者などの訪問型︑通所型サー
ビスの運用や生活支援サービスの充実︑各種

互いの歴史や文化について理解を深めるよう

商品の開発を進めます︒

さらに︑食をコンセプトとした土産品や新

定及び基本計画の策定を進めます︒

また︑小規模企業の振興に関する条例の制

健康教室・サロンの開催による健康づくりや

どの関係団体との連携による人権教育を推進

人権については︑人権擁護委員や保護司な

姉妹都市交流の充実を図ります︒
暮らし続けられる環境づくりを進めます︒

高齢者に優しく︑住み慣れた地域で安心して

閉じこもり予防︑認知症カフェの開催など︑

生かした交流を支援するほか︑本年は国際姉

域全体での見守りなど︑互いに支え合う体制

進めます︒
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町政執行方針
令和２年度

健やかで感謝と思いやりにあふれる人の〝和〟

その人らしさを育み、一人ひとりが輝く〝我〟

ཎ ᨼ

特 集

地域資源で活力を生み出し、循環させる〝環〟

対話を通してみんなが参加・活躍できる〝話〟

観光業については︑ウポポイの開設による
国内外からの来訪者の増加を見据え︑人を呼
び込み︑稼ぐ力を創出するため︑受入体制の

除などによる漁場の安定化を図り︑生産基盤

率的な行政運営を推進します︒

および行政改革計画の見直しに取り組み︑効

以上︑２年度の主要施策について︑総合計

の強化と漁業経営の安定化に努めます︒

︵５︶自 治

そのため︑地域ＤＭＯを基軸とした観光振

協働してまちづくりを進めていくための活動

まちづくりの羅針盤であり︑町民と行政が

た︒

２年度は︑申し上げましたように五つの

むすび

主要施策の第５分野は﹁自治﹂であります︒ 画の５分野に基づいて概要説明申し上げまし

興やロングランイベント実施によるにぎわい

指針として﹁第６次総合計画﹂の策定を行い

強化を図ります︒

の創出︑受け入れ体制の整備︑町内の回遊性
ます︒

農業については︑白老牛のさらなるブラン

生活支援事業︑移住定住家賃サポート事業の

すため︑ＵＩターン新規就業者支援や結婚新

し︑人口ビジョンに掲げる目標の達成を目指

よるさまざまな障壁が立ちはだかっています︒

私たちの前には︑少子高齢化や人口減少に

いきたいと思います︒

に生き︑共に幸せを創るまち〜﹂に邁進して

〜共

ド化を図るため︑地域団体商標の取得やゲノ

実施︑全国移住フェアへの参加など︑移住定

しかし︑私たちは子どもたちの未来のために︑

﹁わ﹂を基本姿勢として︑﹁共生共創

ミック診断による優良繁殖牛の更新に対する

住の取り組みをはじめとする﹁第２期まち・

決して妥協せず︑確実に前進し︑魅力あふれ

また︑人口減少を少しでも緩やかなものと

を高めるための交流促進型︵観光型︶バスの
運行や観光コンテンツの造成事業を展開しま

支援などにより︑生産基盤の強化・安定化を

ひと・しごと創生総合戦略﹂を推進します︒

す︒

図るとともに︑引き続き北海道内外における

るふるさと﹁しらおい﹂を創り出していかな

私は︑このまちには︑新たな発展を創り出

ければなりません︒

協働のまちづくりについては︑地域自らが

販路拡大︑ＰＲ活動に取り組みます︒

取り組みへの支援として︑﹁がんばる地域コ

また︑農業施設などへの設備投資を促進し︑ 主体となって︑コミュニティの再生を目指す
生産力の向上と経営基盤強化に向けた制度の

す数多くの可能性が秘められていると確信し
行財政運営については︑財政では︑財政健

お互いに明日をどうすべきなのか建設的な議

ミュニティ応援事業﹂の充実を図ります︒

新たな支援を行うとともに︑引き続き担い手

全化プランを指針として︑着実に財政運営を

論を重ねながら︑共に力を合わせ︑共に汗を

構築と有害鳥獣による農業被害軽減に向けた
の確保などに向け︑関係機関との連携に取り

行い︑実質公債費比率および将来負担比率な

ております︒それらをまちづくりの糧として︑

組みます︒

財政健全化プランの見直しを実施します︒

ていく決意であります︒

を切り拓いていくため︑たゆまぬ努力を続け

どの縮減と基金の積み立てに努めるとともに︑ 流し︑ふるさと﹁しらおい﹂の輝かしい未来

向調査を行い︑今後の計画的な森林経営を促

また︑ふるさと納税の拡大を図る取り組み

林業については︑民有林所有者に対し︑意
進するとともに︑引き続き町有林と私有林の

を着実に実行していくため︑有利な財政支援

を進めるとともに︑地方創生につながる政策

げ︑令和２年度にあたっての町政執行方針と

一層のご理解とご協力を心からお願い申し上

町民の皆さま︑そして議員の皆さまのより

適正管理に努めます︒
また︑ポロト自然休養林において誘客推進

制度を活用するなど︑財源確保に努めます︒

いたします︒

を図るとともに︑新たな活用方策などについ

点検︑人事評価の再検証︑職員研修による組

行政改革では︑業務の検証や組織機構の再
水産業については︑資源管理型漁業および

織力の増強に努めるとともに︑定員管理計画

て検討を進めます︒
栽培漁業の拡充を図るとともに︑有害生物駆
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社会で活きる力の育成

道徳教育の充実

公費による学力調査︑小学校の漢字検定︑

校内研修の活性化︑学習支援員の配置︑

の策定︑能代市と連携した授業の充実や

﹁白老町スタンダード﹂の第３期計画

合う共生の心と自立する力を育みます︒

の関わりを通して地域を支え互いを認め

業を充実させます︒さらに︑地域社会と

上を図り︑﹁考え︑議論する道徳﹂の授

会への参加︑校内研修による指導力の向

道徳の授業の実践や道教委が行う研修

中学校の英語検定と白老寺子屋などを実

生徒指導の充実

新たな時代に対応した教育

施します︒また︑人型ロボットペッパー
小学校での外国語活動については︑ＡＬ

るための実態把握や指導を関係機関など

い︑未然防止と早期発見︑早期解消を図

﹁白老町いじめ防止基本方針﹂に従

Ｔの派遣回数を増やすほか︑小規模な小

と連携し︑いじめを生まない教育の土壌

を活用しプログラミング教育に取り組み︑

学校においては︑集合学習やインターネ

づくりに努めます︒また不登校の対応で

教育行政執行方針
自立した人間として主体的に判断し︑多

ットを活用した遠隔授業などを実施し︑

は︑関係機関と連携した相談体制を充実

変化の激しい社会を生き抜くためには︑
様な人々と協働しながら課題を解決する

多様な学習の機会を保障します︒

し︑子どもを取り巻く環境の改善と心の

また︑生涯学習では︑町民の皆さんが

の実現を図ることが重要となっています︒

むとともに︑﹁社会に開かれた教育課程﹂

り手となるために必要な資質・能力を育

級指導教室の開設準備を進めるとともに︑

した支援を実施するため︑中学校での通

充実させます︒また︑小中学校での一貫

人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を

インクルーシブ教育の理念を踏まえ一

望ましい関わり方について啓発活動を実

ィアの使用については︑実態を把握し︑

校一実践の体力づくりに努め︑電子メデ

各学校で体力向上プランを改善し︑一

健やかな体の育成

成長を支援します︒

したピロリ菌検査の実施や︑﹁子どもが

引き続き支援員を配置いたします︒
﹁ふるさと学習﹂の実践を発展させた

つくるお弁当の日﹂の設定のほか︑がん

主体的に学び続け︑さらに学びを深めた

共生象徴空間︵ウポポイ︶の開設は︑新

﹁白老未来学﹂を新設し︑今年度は特に

教育︑
薬物乱用防止教室︑
性に関する指導

施します︒また︑中学校２年生を対象と

たな白老の教育の始まりであるとの強い

小学校社会科副読本の改訂やウポポイの

を継続し︑健やかな体の育成を図ります︒

郷土への愛着や誇りを育む教育活動

思いをもって﹁ふるさとに誇りを持ち︑

活用を図り︑さらに引き続き土曜授業

り新たな学びにつなげたりする循環型学

多様性を尊重し︑次代を主体的に切り拓

な心身の育成に努め︑ウポポイ開設を記

スのとれた給食により児童生徒の健やか

安全・安心な給食の提供や栄養バラン

しらおい食育防災センター

豊かな心と健やかな体の育成

施し︑ふるさと白老への愛着を育みます︒

﹁ふれあいふるさとＤａｙ ﹂も年２回実

習の構築が重要です︒間近に迫った民族

学校教育では︑子どもたちが未来の創

人材の育成が求められています︒

特別支援教育の充実

安藤尚志教育長
く人づくり﹂を目標に掲げ︑学びの充実
に取り組みます︒
■学校教育の充実■
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教育行政執行方針
令和２年度

次代を主体的に切り拓く人づくり

ཎ ᨼ

特 集

ふるさとに誇りを持ち、多様性を尊重し、
んだ献立の一部を﹁リクエスト給食﹂と

した郷土給食などの提供や児童生徒が選

念したアイヌ伝統料理や地場産品を活用

て検討します︒

含めた望ましい教育環境の在り方につい

援センターの移転と引き続き適正規模を

を改善します︒また︑老朽化した教育支

﹁第四次白老町子供の読書活動推進計

読書環境の整備

施します︒また︑ウポポイの開設と連動

画﹂に基づき︑各種事業やイベントを実

財として興味関心を高めます︒

して実施します︒なお﹁リクエスト給
食﹂を実施した 食分については無償化

を充実させるほか学校図書館による読書

した関連図書や郷土資料の展示コーナー

社会教育活動の充実

活動を充実させるための支援を行います︒

■生涯学習の推進■

ルギー対応給食については︑事故防止の
社会教育事業の推進

とし︑保護者の負担を軽減します︒アレ
徹底と安全確保に努め︑施設の活用や非

で子どもの成長を支える体制を充実しま

地域学校協働本部と連携して地域ぐるみ

学びをつなぐ学校づくり

信頼される学校づくりの推進

生及び高校生との交流を推進します︒

術・経験を伝え・学ぶ機会として小中学

座の充実や高齢者が身につけた知識や技

への支援を行うほか︑高齢者大学での講

担い手不足に対応するため講座・研修会

と女性団体︑青年団体の構成員の減少や

成が必要であるため︑公民館講座の開設

地域活動に積極的に取り組む人材の育

営を検討します︒

部員が減少しているため︑今後の大会運

学校軟式野球大会は︑町内中学校の野球

ます︒なお︑黒獅子旗獲得記念北海道中

とともに各種スポーツ大会の支援を行い

と連携し︑軽スポーツの普及啓発を行う

各種講座の開催︑スポーツ推進委員会

健康づくり・スポーツの振興︑
施設の運営

常時への対応の取り組みも充実させます︒

す︒また︑スタートカリキュラムを基に

芸術文化活動の推進

各中学校区に学校運営協議会を設置し︑

した幼保小の連携︑ふるさと教育を中心

青少年教育の推進
また︑アイヌ文化伝承者などとの交流を

性化させ︑町民の心の豊かさを育みます︒

め︑健全育成に関わる団体と連携し︑主

地域全体で子どもたちを守り育てるた

社会教育関係団体と協働し︑活動を活

連続性に取り組みます︒

促進し︑新たな地域文化の創造に取り組

要な事業を支援し︑子どもたちが安全安

とした小中高の連携などを通して学びの
安全安心な学校づくり

みます︒

心に過ごせる環境づくりを推進します︒

青少年健全育成・青少年教育の推進

危機管理体制の再確認や点検を行い︑事

文化財の保存・活用

﹁白老町アクションプラン﹂の継続的

教育環境の整備など

子どもの命を守る体制整備を進めます︒

するほか︑教職員を対象に研修を行い︑

交通安全教室や一日防災学校などを実施

学びの場として体験プログラムやふるさ

動の拡充と受け入れ体制を整え︑町民の

備基本計画に着手します︒また︑広報活

活用計画の立案と整備基本構想および整

備え︑史跡の環境を整えるとともに保存

白老仙台藩陣屋跡への来場者の増加に

教育を充実させます︒

ョナル講演会の開催を通して︑キャリア

や実践発表会︑中学校ではプロフェッシ

に委嘱し︑﹁子ども夢予算づくり事業﹂

各学校の代表者を子ども憲章推進委員

各種マニュアルなどの見直しを図り︑
故の未然防止や減災に努めます︒また︑

な見直しや校務支援システムを活用し︑

と再発見講座事業を通して︑地域の文化

﹁しらおい子ども憲章﹂の推進

教職員の業務負担軽減を図り︑教育環境
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令和２年度
予算の概要
戸田安彦町長は、町議会定例会３月会議において、令和２年度を「ふるさと『しらおい』が未
来に向け、確かな歩みを前進させる重要な年」と位置付け、主要施策を展開していく考えを発表
しました。
令和２年度一般会計予算に計上された主な事業とその概要について、白老町総合計画に示され
ている主要施策の五つの分野ごとにお知らせいたします。

５分野の主要施策紹介
１. 生活・環境
■白老町防災対策推進事業
町民の生命と財産を守るた
め、災害備蓄品の更新、土砂
災害ハザードマップの作成な
どを行います。
予算412万円
■生活交通確保維持推進事業
買い物や通院、都市間移動
など日常生活を支える交通手
段として、デマンドバスなど
の運行体制の見直しを行いま
す。
予算4,187万円
■消防車両更新整備事業
町民の生命・身体・財産を

■日の出通り歩道安全対策事業
未就学児童などが利用する

（下線は新規事業）
■橋梁長寿命化事業（末広東
町通り跨線橋（自由通路）整
備事業）

町道において、交差点部の安

2020年３月14日に自由通路

全性向上を図るため歩道防護

が供用開始となったことから、

柵を設置します。
予算100万円
■萩野12間川災害対策事業
萩野12間川について、水害
被害軽減対策として、老朽化
・腐食が著しい柵渠を段階的
に改修します。
予算1,000万円
■橋梁長寿命化事業
（橋梁長寿命化点検事業）

既存の人道跨線橋の撤去を実
施します。
予算1億9,208万円
■町営住宅火災報知器取替事業
入居者の安全確保および適
切な住宅管理を行うため、火
災警報器を更新します。
予算824万円
■都市公園安全・安心対策事業
都市公園施設長寿命化計画
の見直しおよび萩の里自然公

道路法施行規則に基づき、

園施設の補修を実施します。

５年に一度の近接目視点検を

予算1,530万円

33橋について実施します。
予算2,469万円

火災から守り消防体制の充実
を図るため、老朽化した水槽
付ポンプ車の更新を行います。
予算6,367万円
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健康・福祉

■放課後児童クラブ備品購入
事業

■子育て支援パッケージ事業
新生児の出産に対し、町か

児童の安全のため、防炎加

らの祝福と歓迎の気持ちを込

工のカーテンおよびマットな

めて、町オリジナルの子育て

助成対象を拡大し、未就学

どの入れ替えを実施します。

支援の記念品などを贈呈しま

児および小中学生の入通院に

予算199万円

■子ども医療費助成事業

す。

関わる医療費の無償化を実施

予算56万円

します。
予算1,686万円
■後期高齢者重症化予防対策
■産婦健診・産後ケア事業

事業

産後１カ月の産婦を対象に

■緊急風しん抗体検査等事業

疾病の重症化を防ぐため、

問診、診察、心の健康チェッ

国の方針に基づき昭和37年

後期高齢者健診の拡充（心電

クなど、産後１歳未満の母子

〜54年生まれの男性対象にク

図検査・クレアチニン検査）

を対象に乳児ケアと母体ケア

ーポンを送付し、抗体検査な

を実施します。

に対する助成を実施します。

どを実施します。

予算69万円

３．
教育・生涯学習

予算313万円

■リクエスト給食

■公民館講座

児童生徒の希望を献立に反

町民の学習ニーズや地域課

■子どもチャレンジ支援事業

映し、食への関心を高め、食

題を捉えた多様な講座を新た

小・中学生の学力向上を支

に関する知識と選択する力を

に開講し、地域活動等に積極

援するため、各種検定試験

育てます。また、家庭の負担

的に取り組む人材を育成しま

（漢検、英検など）を実施し

を軽減させるため、給食費の

す。

ます。結果を指導改善に役立

一部無償化とします。

上を目指します。
予算121万円

■小学校コンピュータ教室パ

■総合体育館アリーナ照明器

ソコン更新事業

具改修事業

ＩＣＴ機器を利用した授業

施設の省エネ化を推進する

の実施が求められており、タ

ため、ＬＥＤ照明器具への改

ブレットＰＣを用いたＩＣＴ

修を行います。

授業への対応が必要となるこ
とから、タブレットＰＣを導
入します。
予算2,255万円
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予算250万円

てるとともに、学習意欲の向



予算100万円

予算1,499万円

ཎ
⍤ ᨼ

４．
産

業

■中小企業経営安定化支援事業
中小企業の経営安定化を目
的に、低利融資制度を継続し
ます。
予算1億5,000万円

■ポロトミンタラ魅力向上事業

■白老牛繁殖牛群改良事業

ウポポイの開設を契機とし

和牛繁殖農家の後継牛を選

て、周辺のにぎわい創出を図

択する上で、有効な判断材料

るため白老駅北観光商業ゾー

と改良速度を向上させるため、

ンにてロングランイベントを

遺伝子情報評価による解析を

実施するほか、遊具を設置す

導入し、さらなる改良を目指

ることでさらなる観光客の誘

します。

致を目指します。

予算28万円

予算5,561万円
■ポロトの森環境整備事業

■民族共生象徴空間受入体制

ビジターセンターおよびイ

整備事業

ンフォメーションセンター施

ウポポイの開設を契機とし、

設などを修繕し、利用者に快

魅力ある観光地を形成するた

適な空間を提供します。

め、商品開発・おもてなしガ

予算2,005万円

イド人材育成などを行います。
予算4,200万円

５．
自

治

■地域おこし協力隊活用事業
総務省の制度を活用し、今
年度も、観光・森林ガイドの
担い手となる人材を招致して

■地区コミュニティ支援事業
地域の活性化、課題解決に

■東京オリンピック・パラリ
ンピック機運醸成事業

向け取り組む地域活動を「が

オリンピック聖火リレーや

んばる地域コミュニティ応援

パラリンピック採火式等を盛

事業補助金」で支援いたしま

り上げるため、式典などを開

す。

催し、町内における機運醸成
予算190万円

地域活性化を推進するととも

を図ります。
予算275万円

に、定住を促進していきます。
予算3,793万円

■移住定住促進家賃サポート
■納税環境向上事業

事業
町内民間賃貸住宅へ転入す
る若年・子育て世帯に対し、
一定の要件を満たす場合、家
賃の一部を助成することで移
住定住の促進を図ります。
予算300万円

納税者の利便性を高め、住
民サービスと納税環境の向上
を目的に、今年度は、コンビ
ニ収納およびクレジットカー
ド収納システムの運用準備を
行い、令和3年度より運用を
開始します。
予算271万円
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令和２年度の予算 一般会計
令和２年度の一般会計の予算額は、104億3,000万円で、前年度と比べ５%、5億5,000万円の減となりました。過去10年間に
おいて、３番目に大きい予算規模となっています。歳入は、町税が、固定資産税にて家屋・償却資産の増などがあり、若干
の増額となっています。歳出は、象徴空間周辺整備やふるさと納税推進ＰＲ事業などが減額となる一方、国民健康保険病院
事業会計繰出金や会計年度任用職員に関する経費を集約したため、職員等人件費が増額となっています。

歳入（収入）

104億3,000万円（▲5.0%）
※カッコ内は前年度比

用語解説
地方交付税

歳出（支出）

地方自治体間の不均衡を調整し、財源を保障
するため、国から交付されるお金
町税
町民の皆さんが町に収める税金（町民税、固
定資産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税
など）
国庫支出金 国が、町に対して使途を特定して交付する補
助金など
町債
建設事業や交付税の補てんなどを行うために
国の許可を得て金融機関などから借り入れる
お金
道支出金
道が、町に対して使途を特定して交付する補
助金など
地方消費税交付金 消費税のうち、一定割合の金額が地方
消費税交付金として地方自治体に交付
されるもの
繰入金
各種基金（貯金）を取り崩して、繰り入れる
お金
諸収入
他の収入項目に属さない収入。預金利子、貸
付金元利収入、有料広告掲載料など
使用料及び手数料 各種公共施設の使用料や、証明書など
の発行手数料
地方譲与税 国が、国税として徴収する収入の一部を、一
定の基準に基づいて地方自治体に譲与するも
の
その他
ゴルフ場利用税交付金などの各種交付金
民生費

特別会計

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、アイヌ
施策の推進などに関する経費
給与費
職員の給与・共済費などに関する経費
土木費
道路・河川・公園などの維持管理、整備など
に関する経費
公債費
過去に借り入れた借金の返済に関する経費
環境衛生費 保健、環境保全、ごみ処理、動物愛護などに
関する経費
総務費
庁舎管理、情報化推進、姉妹都市交流、財産管
理、町内会活動の支援などに関する経費
教育費
小・中学校、生涯学習、文化、芸術、スポーツ
などに関する経費
商工費
商工業の振興、企業誘致対策、観光の振興など
に関する経費
消防費
消防活動、救急活動および防災に関する経費
農林水産業費 農業、林業、水産業に関する経費
議会費
議員報酬や、議会の運営に関する経費
諸支出金 各種基金への積立金
その他
労働費、災害復旧費および予備費

◆国民健康保険
23億2,970万円（▲6.6%）
◆後期高齢者医療
3億4,133万円（ 2.6%）
◆港湾機能施設整備
6,020万円（▲6.8%）
◆介護保険
24億1,533万円（ 7.2%）
◆特別養護老人ホーム
5,385万円（▲0.5%）
◆介護老人保健施設
1億1,594万円（ 5.4%）
※公共下水道は、下水道事業会計へ移行

◆水道事業
5億 9,120万円（▲14.6%）
◆国民健康保険病院事業 9億 2,811万円（
5.7%）
◆下水道事業
22億 6,964万円

53億1,635万円（▲28.0%）

37億8,895万円（141.3%）

企業会計

※８〜11ページに掲載している予算は、令和2年白老町議会定例会3月会議に提案された内容です。

問い合わせ先：財政課 財政・契約管財グループ ☎８２−２７１４
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白老駅周辺

準 備 万 端

ऴ⏯␟⏵إ

ウポポイ（民族共生象徴空間）の開設まであと37日となった３月14日朝、ＪＲ北海道が
停車拡大した特急「北斗」の一番列車が白老駅に乗り入れた。当日正午には白老町が同駅に
併設整備した自由通路が供用を開始。新型コロナウイルスの拡散防止のため、企画していた
さまざまな歓迎イベントが中止となったが、当日の模様と駅周辺の変貌を写真で紹介する。
式典は全て中止となった
が︑せめて横断幕で歓迎
の気持ちを

気持ち

ടᡇཎ࣯ž҅૯ſ
視察

新築の匂い

ᐯဌᡫែ
̓ဇڼ

ＪＲ北の島田修社長も訪れ、戸田町長
の案内で周辺を視察した

思い出

見晴らし

三々五々、渡り初めを始めた町民。「りっぱなもの
ができたね」「便利ね」と感想
自由通路の南北に設置され
たエレベーター︒駅内にも
２基が設置された

自由通路踊り場から見える
ウポポイ施設
自由通路と駅内
を結ぶ臨時改札
口は４月 日か
ら供用開始予定
24

ဃǇǕ٭ǘƬƨᬜᑀƱԗᡀ

バリアフリー

モダン

道が整備した駅前広場も暫定供用を開始。
広場を囲む上屋もモダン

自由通路供用開始と同時に閉鎖、
解体される旧跨線橋。通路一番
乗りを果たした地元高校生グル
ープは、高校は別々だが「中学
生の時に登下校で使った。思い
出がいっぱい」と橋を背景に記
念写真を撮り合っていた

期待

乗り場の柱番号まで分かる最新の電光
掲示板（左）。クレジットカード専用券
売機

４月に供用開始する駅内の改修
観光案内ブース
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令和２年度アイヌ政策推進交付金を活用し、白老町民向けにウポポイへの入場を無料にするため
の事業を予定しています。ウポポイへ親しみを持ち、実際に足を運ぶことで、ウポポイの良さを周
囲に伝えてもらうことを目的としております。
♦事業概要
ウポポイの入場券との引き換えが可能な「ウポポイ無料入場引換券」（はがき）を以下の対象
者へ送付します。
はがきを受け取った方は、ウポポイの入場口で「はがき」と「本人確認ができるもの」をスタ
ッフに掲出することで、１回分の入場券と引き換えることができます。
また、はがきを受け取った方の内、何度もウポポイを訪れたい希望をお持ちの方は、役場にて
申請手続きを行うと、後日、年間パスポートが発行されます。
♦対象者
ウポポイの入場が有料となる高校生の年齢以上で、令和２年４月１日時点で
白老町に住民票がある方を想定しています。
♦事業開始予定日

５月号で詳細な開始時期をあらためて掲載します。

ウポポイ
PRキャラクター
「トゥレッポん」

問い合わせ先：アイヌ総合政策課 象徴空間開設準備グループ ☎８２−７７３９

ჷƬƯƓƜƏ

ǢǤȌ૨҄

パコロカムイ

イランカラプテ。新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見えない中、
あらためて私たちは目に見えないウイルスによる病気の恐ろしさと、それ
による日常生活への大きな影響を実感しています。
さて、アイヌ民族は人間が生きていく上で必要なもの、例えば動物や
植物、火や水などのほか、臼や杵といった生活用具も「カムイ（神）」
として敬いましたが、人間の力ではどうすることもできない地震や津波
などの自然災害、そして命を落とす病気、伝染病も悪いカムイの仕業だ
と考え、天然痘などの病気の神をアイヌ語でパコロカムイと呼んでいま
した。白老町でも宮本サキ氏（1881-1957）が語った神謡にはウサギの
カムイが舟で人間の村に近づいてくる病気のカムイを追い払った様子が
出てきます。アイヌ民族にとってパコロカムイは生活を脅かす神なので
速やかに自分たちの元から立ち去らせ、寄せ付けないようする必要があ
ったのです。この神謡を基にしたアニメ『うさぎがはねた〜イセポ
テレケ〜』が公益財団法人アイヌ民族文化財団制作のDVD『アイヌのお話アニメ オルシペ スウォプ
５』に収録されており、チキサニにて閲覧可能です。
アイヌ総合政策課 アイヌ施策推進グループ 学芸員 森洋輔
【訂正】３月号の当コラム文中、明治天皇の白老ご来訪が「明治44年」とありましたが、「明治14年」
の誤りでした。訂正いたします。

問い合わせ先：イオル事務所 チキサニ ☎８２−６３０１
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交流促進バスの運行開始

運行開始
台
数
便
数
対
象
料
金
運 休 日

４月24日㈮
２台（定員36名）
26便
町民と観光客
１乗車 高校生以上100円、小中学生50円 ※未就学児は無料
月曜日（祝日または休日の場合は翌日以降）および年末年始（12月29日〜１月３日）

ウポポイのオープン
（4/24）
に合わせ

※運行ルート、運行時刻など詳細については、
今月号折り込みのリーフレットで確認して
ください。

臨時改札口の設置

町は、ウポポイ開設後、アイヌ文化の理解を目的とした来訪者が急増することから、ウポ
ポイへのスムーズな移動、町民の利便性向上を目的にＪＲ乗り換えこ線橋と自由通路を直接
行き来できる臨時改札口を設置します。

改札開始 ４月24日㈮
営業時間 ８時30分〜18時
休 業 日 月曜日（祝日または休日の場合は翌日以降）および年末年始（12月29日〜１月３日）
※切符、定期券の改札・集札業務のみで現金の収受は行いませんので注意願います。
問い合わせ先：経済振興課 観光振興グループ ☎８２−８２１４

５月11日
（月）
から実証運行開始

希望者は
利用者登録を！

デマンド
（予約型運行）バスの運行区域を拡大
現在の運行区域（北萩鉄北区域）に加え、❶竹虎鉄北区域、❷石山鉄北区域、❸社台区域
の３区域において、デマンド（予約型運行）バスの実証運行を行います。
利用には初回のみ利用者登録が必要です。お出掛けの際、都合のよい運行便を予約してく
ださい。自宅前までバス（ハイエース10人乗り）が迎えに行きます。
区域や運行時間、目的地など詳細は、今月号折り込みのリーフレットで確認してください。
利用料金は１乗車につき200円です。
※利用登録・予約は白老交通㈱予約センター（☎８５−５５１１）へ。
問い合わせ先：企画課 地域振興グループ ☎８２−８２１３
 ࠰  உӭ
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町は、ウポポイの開設に合わせて町民と本町を訪れる方の円滑な移動を支える交通手段の
確保を図り、町内の回遊性を促進するため交流促進バスを運行します。ＪＲ白老駅を起点に
ウポポイ、観光インフォメーションセンター、役場前、仙台藩白老元陣屋資料館など市街地
を循環します。

白老の魅力を熱く語り合う
「しらおいナビ」運営するブロガー大江さん×戸田町長が対談

ऴ⏯␟⏵إ

インターネットの個人ブログ「しらおいナビ」を運営す
る大江智子さん（51）と戸田安彦町長（51）が対談。白老の魅
力を余すところなく語り合った。

ウポポイにについては「町民の皆さまもおもてなしの
心でお客さまを出迎えていただき、世界中の方々との交
流を楽しんでください」と町長は町民に向けメッセージ
を送った。
大江さんは昨年５月から町内の飲食・観光情報などを
配信し、町内外から好評を呼んでいる。「まちの顔であ
る町長にインタビューすることで白老のPRになると思いました」（大江さん）といい、そうした熱心
さに町長も快諾した。
同い年とあって、終始にこやかな雰囲気。大江さんの質問に、町長が答える形式で進行した。町長が
青少年時代に情熱を燃やしたサッカーから、公務を離れた余暇のファッションや愛妻料理などプライベ
ートにまで話題が及び、言葉を選びながら答える姿勢に町長の温和な人柄が垣間見られた。食材王国・
白老を代表する「牛肉とタラコ」。「町外からの来客を牛肉まつりに案内すると、規模に驚かれます」
と町長は語り、白老牛は「パワーが出る食べ物」という。「30年後も笑顔の絶えないまちであってほし
いですね」と故郷への思いを語る町長は、来町者に向け「白老には数多くの魅力的な食材や観光地があ
りますので、ご堪能いただければ」と結んだ。（３月16日）

令和２年度
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外来休診日

【内科】4/3㈮出野医師

問い合わせ先：町立病院 ☎８２−２１８１
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●猪原院長の新規患者受診は、10時30分〜11時で受け付けしています。
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白老町は、町内民間賃貸住宅に町外から転入された世帯に対し、家賃の一部を補助します。

補助対象者 以下の①〜③全てに該当する方
①令和 ２年 ４月 １日以降に町外から町内民間賃貸住宅に転入し、転入後 ２ 年以上
町内に居住する意思を有している方
②「若年世帯（世帯主が４０歳未満）」または「子育て世帯（１５歳以下の 子どもと
同居している世帯）」に該当する世帯の世帯主
③町税等滞納者・暴力団員・生活保護受給者・他の公的住宅扶助受給者が世帯主及び同居人に
いない方 など

支援内容 （月額家賃−住宅手当
当）×１ ２
若年世帯：上限１万円
子育て世帯：上限 1.5 万円
転入後３カ月以内に申請が必要となります。詳細は下記担当へ問い合わせてください。

問い合わせ先：企画課 地域振興グループ ☎８２−８２１３
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問い合わせ先：企画課 企画グループ ☎８２−８２１３
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問い合わせ先：生活環境課 交通・町民活動グループ ☎８２−２２６５
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児童生徒が分散登校

再会に笑顔

― 新型コロナ対策 ―

ऴ⏯␟⏵إ

新型コロナウイルスの感染予防対策として２月27日から臨時
休校措置が取られた町内の全小中学校。児童生徒への適切な指
導が必要との判断から、３月10、11の両日、分散登校が行われ
た。保護者の判断に基づく登校で、10日が中学校、11日は小学
校が対象。このうち、虎杖小学校（前田道弘校長、児童38人）
では、１〜５年生と６年生に分けて時間差で実施。19日に卒業
式を控える６人の６年生にとっては感慨深い一日となったよう
だ。この日を「楽しみにしていた」と言い、先生や友人との再
元気に登校した６年生と笑顔で迎える
前田校長（３月11日、虎杖小学校）
会に、子どもたちの笑顔が広がった。健康状態の確認や今後の
自宅での学習・生活についての連絡が目的といい、前田校長は「子どもたちは、いつも通り元気で良か
ったです」と話していた。
町教委によると、卒業式は感染予防を配慮した形で、各校で予定通り実施されるという。３月23、24
日には２回目の分散登校が行われ、25日から春休みに入る。（広報編集室）

敷島ファーム 子ども用マスク3000枚を寄贈
白老町内にも事業展開する敷島ファーム（本社栃木県那須町、高田正樹社
長）は３月６日、子ども用マスク3,000枚を町に寄贈した。
同社は東日本大震災後、従業員の家族向けに２万枚を備蓄していたが、新
型コロナウイルスが流行したことから白老のほか、那須町、那須塩原市にも

相
談

問い合わせ先

生活環境課

☎
︱２２６５

交通・町民活動グループ

白老町消費生活センター
82

新型コロナに便乗した勧誘にご注意！
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各3,000枚を届けた。「特に北海道の感染者が多いので、お世話になっている町の皆さんに喜んでいた
だければ」と高田社長。戸田町長は「先が見えない中で、心強い限り。大切に使わせていただきます」
と語り、小学校低学年児を中心に、児童クラブ、保育園、幼稚園にも提供したい考え。（広報編集室）



〜読み聞かせと親子クッキング〜

「図書カフェ」 親子で三つの活動楽しむ
ऴ⏯␟⏵إ

町教委は、絵本の読み聞かせや、町内レストランの全面協力によるピザ作り、シェフが語る夢トーク
と、読書活動にイベントを加えた「図書カフェ」を２月に試行実施した。町子供の読書活動推進計画に
基づき、子どもの読書習慣の定着やアウトメディア（電子メディアに接する時間を減らすこと）の推進
が狙い。幼児から小学生までの親子33人が、三つの活動を盛り込んだ「図書カフェ」を楽しんだ。

絵本の読み聞かせは萩野公民館が会場。図書館職員と家庭文庫のみみずく文庫の協力で、食べ物をテ
ーマにした絵本の読み聞かせのほか、歌やダンス、エプロンシアターが上演され、大いに盛り上がった。
料理はレストラン「ローズマリーノ」（萩野、桐生舞子店主）を会場に、シェフの桐生綾さんがピザ作
りを指導。子どもたちは星形やハート形などに成形したり、思い思いのトッピングを楽しんだ。ピザの
試食の後は食器を片付けてカフェの仕事を体験。夢トークは白老町出身の舞子さんが、古里でお店を開
きたいと努力したことや、保護者には子ども夢の応援についてアドバイスした。
町教委の担当者は「子どもたちの『楽しかった！』という声だけでなく、保護者から『どうやって子
どもの夢を応援するか考える機会になった』『あまり外のイベントに積極的に参加しない子が子どもの
方から参加したいと希望した』などうれしい感想をいただきました。学区や地域の違う保護者や子ども
さん同士の交流ができたのも良かったです」と話していた。継続を検討しているという。

ထൟॖᙸѪᨼ

白老町人口ビジョン改訂及び第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略策定（案）

日程（予定）

内 容

担当課

〜４月25日㈯

本町では、人口減少・少子高齢化に歯止めをかけ、地域の活力を維持するこ
とを目指し、人口の将来展望とそれを実現させるための具体的施策をまとめた
「白老町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成27年度
に策定しました。この度、令和元年度末をもって終期を迎えることから、人口
ビジョンを改訂するとともに、令和２年度から５年間を計画期間とする第２期
総合戦略を策定するものです。

企画課
企画グループ

◆資料配布・閲覧場所：役場、各出張所、いきいき４♥６、白老コミセン、図書館、町ホームページ
◆意見の提出方法：配布場所への持参、郵送、ファクス（82-4391）、Ｅメール（kikaku@town.shiraoi.hokkaido.jp）

問い合わせ先：企画課 企画グループ ☎８２−８２１３
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使用申し込み受け付け中

同霊園は、道道白老大滝線沿いの緑豊かな自然に恵まれた静かで心安らぐ霊園です。
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問い合わせ先：生活環境課 交通・町民活動グループ ☎８２−２２６５
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空き店舗を活用して出店する方
新たに創業する方

町支援事業申請者募集！

ऴ⏯␟⏵إ

町はウポポイ（民族共生象徴空間）の開設に伴う観光客
期
書類提出締切日 選考委員会 【創業スクールとは】
創業支援等事業計画に基
などの増加を見据え、空き店舗を活用して出店する方や新
第１期 ４月30日㈭ ５月中旬 づき町商工会が主催する支
たに創業する方に対して助成金を交付します。
第２期 ５月29日㈮ ６月中旬 援事業です。当事業は全４回
本年度から当該助成事業は、産業競争力強化法に基づき
１カ月以上にわたり
「経
第３期 ６月30日㈫ ７月中旬 以上、
町が策定した創業支援等事業計画に定められている商工会
営」
「財務」
「人材育成」
「販
第４期 ７月31日㈮ ８月中旬 路開拓」の四つの知識が身
主催の「創業スクール」を受講する必要があります。
第５期 ８月31日㈪ ９月中旬 に付く講座です。
■対象者 町内で飲食業、小売業（土産品など）
、
宿泊業、
※当該年度において創業ス
その他サービス業を創業・出店する個人・法人。 第６期 ９月30日㈬ 10月中旬
クールが受けられない場合
※観光客などの集客力向上や周遊効果が期待でき
は、次年度直近の支援を
第７期 10月30日㈮ 11月中旬
受けてください。
る業種に限ります。
第８期 11月30日㈪ 12月中旬 ※すでに創業スクールを受け
■事業期限 令和３年３月31日までに事業が完了するもの
られた方は、補 助 金 交 付
第９期 12月28日㈪ １月中旬
であること。
決定後に受ける必要はあり
第10期
（最終）
１月31日㈮
２月中旬
■助成金額 対象経費の２/３以内、上限100万円。
ません。
■対象経費 改修費など開業までにかかる経費（詳細につ ※交付決定は選考委員会開催月の下旬
いては募集要領で定めます）。
■募集枠 ６件程度（予算の範囲内）
■募集期間 日程については以下の通りです。
■選考方法 書類審査および選考委員会で決定します。

申し込み・問い合わせ先：経済振興課 商業・食推進グループ ☎８２−８２１４

「白老町みんなの基金」助成団体募集
みんなの基金は、町民の自主的なまちづくり活動を支援するための補助金です。町内に活動拠点を置く団体であれ
ば、申請することができます。
■補助額一覧
■対象団体（下記の３点を満たすこと）
対象となる事業
限度額
補助率
①５人以上で組織している。
１．家庭・青少年教育活動を行う団体
②町内を活動拠点とする。
①子育て等における家庭教育力の向
③政治または宗教を主たる目的としない。
上を図る事業
■対象期間 ６月１日㈪〜令和３年１月31日㈰
②子どもの実践を踏まえた青少年健
総事業費の
５万円
■補助の対象となる経費
全育成活動事業
3分の2以内
各種事業を行うための経費（講師など指導のための謝礼金、宣伝用 ③その他教育力向上に資する家庭・
広告印刷費、会場使用料など）
青少年活動事業
■申し込み方法
２．まちづくり活動を行う団体など
みんなの基金事業要望書に申請団体の概要および予算など必要書類を添
①人材育成事業
15万円
付して提出
総事業費の
②イベントおよび文化活動育成事業
25万円
※用紙は白老コミセンにあります。町ホームページにも掲載しています。
2分の1以内
③国際交流
50万円
■締め切り ４月15日㈬
■申請の注意事項 必ず「申請の手引き」を確認の上、書類の準備を進めてください。
■審査 要望書を受理した後、補助金の交付基準を満たしているかどうか事業内容を審査し、決定は５月中旬に通知します。

問い合わせ先：生涯学習課 生涯学習グループ ☎８５−２０２０

ᲮஉᲫଐƔǒ٭ǘǓǇƢ 燃料ごみの収集日、ペットボトルの出し方
●「燃料ごみ」が燃やせるごみの日に変わります。 ●ペットボトルは「キャップとラベル」を外します。

ဃƝǈؚᏄܾ֥҄ᲢǳȳȝǹȈᲣទλƴяƠǇƢ
●家庭から排出される「生ごみ」の自然処理を促進し、ごみの減量化を図るとともに、家庭菜園に活用することでリ
サイクル資源となります。
・交付対象：町内に居住している世帯で、設置した容器を適正な維持管理ができる世帯
・助 成 金：容器購入代金のうち3,000円を限度とし、２分１を補助します。
・申請方法：購入した領収書、申請者の印鑑・振込先口座番号を生活環境課内事務局に持参し「生ごみの堆肥化容器
購入補助金交付申請書」を提出後、指定口座へ助成します。
・問い合わせ先： ３R推進協議会事務局（生活環境課内☎82-2265）

春のクリーン白老 ４月13日㈪から
・各地域での清掃活動に協力をお願いします。なお、集めたごみ
も必ず分別をお願いします。
・悪質な不法投棄は収集しないで連絡してください。
・ボランティアごみ袋の必要な方は、事前に申し込み、開催日・
回収場所などを記入して申し込んでください。

クリンクルまつり 20イン白老・登別
・キッチンカー（移動販売車）を募集します。
・募集期間：4月13日㈪〜５月８日㈮
・開催日：7月5日㈰予定
・申し込み：登別市市民生活部環境対策グループ
クリンクルセンター内 ☎0143-85-2958

問い合わせ先：生活環境課 環境グループ ☎８２−２２６５
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令和２年度の白老町体育協会事業紹介
白老町体育協会・GENキングしらおいクラブは令和２年度も、下記のような多彩な事業を予定
しています。幼児から児童・生徒そして障がいのある方を含め多くの皆さんにスポーツの楽しみ、
面白さを体感してもらい、健康づくりや活発なコミュニケーションに役立ててもらいたいと思って
います。個々の教室の詳細は、毎月の広報紙面でお知らせします。

◎常設教室
kids体操教室
Jrスポーツ教室
幼児運動広場

毎週金曜日 13時30分〜17時50分
毎週水曜日 16時〜17時
11月〜4月に月２回

母親と児童〜小学生
小学生
未就園児童

コーディネーショントレーニング・新体操
コーディネーショントレーニングなど
幼児体操など

◎臨時教室・事業
月
４月
５月
６月

７月

８月
９月
10月
11月

12月

１月

２月

行事内容
Ably（障がい者（児童）スポーツ教室）
ストレッチポール・ひめトレ教室

回数
１回
48回

第２回スポーツフェスティバルINしらおい

１回

親子トランポリン教室（幼稚・保育園児）
Ably（障がい者（児童）スポーツ教室）
子育てママさんフランダンス教室
太極拳教室
新体操教室（幼・保育園児対象）
ヒップホップダンス教室（小・中学生対象）
新体操教室（小学生女子対象）
Ably（障がい者(児童）スポーツ教室）
雑巾がけ大会（園児・小学生対象）
Ably（障がい者（児童）スポーツ教室）
幼児運動広場
Ably（障害者ダンス教室）
スポーツ児童を持つ母親対象の栄養学教室
Ably（障がい者（児童）スポーツ教室）
Ably（障がい者スポーツ教室）
Ably（障がい者フラダンス教室）
親子トランポリン教室（幼稚・保育園児）
新体操教室（小学生女子対象）
子育てママさんフランダンス教室
太極拳講座
ウィンタースポーツフェスティバル

１回
１回
１回
３回
２回
１回
２回
１回
１回
１回
12回
１回
１回
１回
１回
１回
１回
２回
１回
３回
１回

事業内容
障がいのある子どもと親を対象にコーディネーション・新体操
通年で昼・夜月４回（４月〜３月）
小学生を対象にトランポリン・コーディネーショントレーニング・水泳（体育
館・温水プール合同事業）
親子でトランポリン・コーディネーショントレーニング
障がいのある子どもと親を対象にコーディネーション・新体操
子育てママさん・シニア世代を対象としたハワイアンフラ教室（幼児含）
主にシニア世代等を対象とした太極拳講習
幼・保育園児を対象にした新体操教室
小・中学生を対象に夏休み期間に実施
小学生女子を対象に新体操教室（夏休み期間に実施）
障がいのある子どもと親を対象にコーディネーション・新体操
雑巾がけ競技
障がいのある子どもと親を対象にコーディネーション・新体操
入園未満の児童とその親を対象にした運動広場（11月〜４月に月２回）
障がいのある人を対象にヒップ・ホップダンス教室
スポーツ児童のある母親・児童を対象とする実技を交え栄養学講習
障がいのある子どもと親を対象にコーディネーション・新体操演技発表会
障がいのある人を対象にコーディネーション・新体操
障がいのある人を対象にハワイアンフラ教室
親子でトランポリン・コーディネーショントレーニング
小学生女子を対象にした新体操教室
子育てママさん・シニア世代を対象としたハワイアンフラ教室（幼児含）
主にシニア世代を対象とした太極拳講習
スノーモービルそり遊び・タイヤチューブ滑りなど トン汁で昼食

※会場は総合体育館、武道館、温水プールなどです。
子どもたちの視野も可能性も広が
っていると感じます。体力向上はも
ちろん、自己肯定感を高めていく活
動に感謝します。
KIDS体操教室

子育て期間中です。子どもも一緒
に参加できるフラ教室は、久しぶり
に心身共にリフェレッシュしました。
子育てママさんフラ教室

利用者の声（令和元年度利用者アンケートから）
憧れのリボンができて子
どもたちは大満足です。親
も見学でき楽しかったです。
新体操（リボン）

いつもはリハビリが中心なので、この
ような運動環境に初めて接しました。教
室で撮影したビデオを家で毎日親子で見
ています。 障がい者体操・新体操教室

問い合わせ先：体育協会 ☎８２−６０４１
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冬期間は身体を動かす機会
が少ないので教室継続を希望
します。
幼児運動広場
子どもの生き生きした
様子を見ることができま
した。
親子食育教室
大変良い教室内容です。昼
間、月２回以上、白老地区以
外でも開催してほしい。
ストレッチポール教室

７月18日㈯

令和２年度町防災訓練

ऴ⏯␟⏵إ

本年度も「自分の命は、自分で守る」防災訓練を実施します。津波から命を守る「全町一斉津波避難訓
練」と「避難所開設訓練」を行います。
避難所開設訓練は、竹浦地区を主体に食糧供給訓練や避難所開設訓練、防災備蓄品の展示なども行います。
みなさんぜひ参加してください。
日 時
会 場

７月18日㈯ ９時〜13時
（１）全町一斉津波避難訓練は各地域の津波避難所
とします
（２）竹浦小学校での避難所開設訓練
①避難者を受け入れする開設準備や運営方法を体
験する訓練
②避難者への食糧供給を食育防災センター から
受け入れる訓練
③避難所で使う備蓄品を知る
※詳細は６月号でお知らせします。

問い合わせ先：総務課 危機管理室 ☎８５−３０８０

指定緊急避難場所の協定締結
町は３月４日、天理教白老分教会（岩倉健太会長）と「災
害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協
定」を締結した。同分教会は、がけ崩れや土石流、地滑り
などの土砂災害時に、施設の一部を開放して緊急避難場所として提供す
る。町としては民間避難場所の締結は25件となった。39人の収容を想定
している。戸田安彦町長は「どのような災害が起こるか分からない状況
で、竹浦地区の住民の安全・安心につながります」と述べ、岩倉会長は
「何かお役に立てればいいと思っていました」と話していた。
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問い合わせ先：消防本部 予防課 ☎８３−１１１９
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介護予防サロンのお知らせ

いきいき

地域包括

新規に会場が増えました。ご参加お待ちしています。

ऴ⏯␟⏵إ

内容：介護予防、認知症予防（体操、脳トレ、レクゲーム、健康講話、茶話会など）
対象：65歳以上の白老町民の方
èɶഥƴƳǔئӳǋƋǓǇƢƷư
定員：お住まいの地区に関係なくどの会場でも参加できます。
ųբƍӳǘƤƷɥӋьƠƯƘƩƞƍŵ
会場・日時：今月の詳細については31ページをご覧ください。
サロン名・曜日・時間
脳いきいき健康サロン
毎月第２水曜日 13時30分〜15時
悠悠サロン（★新規 5月開始）
毎月第３金曜日 10時〜11時30分
元気サロン（★新規）
毎月第１木曜日 13時30分〜15時
どんぐりサロン
毎月第３土曜日 9時30分〜11時
すこやかサロン
毎月最終火曜日 10時〜11時30分

会場
白老高齢者複合施設
（東町２-４-12）☎82−2200
介護付有料老人ホーム悠悠
（高砂町3-1-6）☎82-6539
北吉原ふれあいプラザ（北吉原
200-57）優和会 ☎83−4240
通所介護どんぐり
（萩野310-112）☎83−4240
虎杖浜生活館（虎杖浜65-１）
天寿会 ☎87−2611

祝99歳
長寿祝金贈呈

東海林

サワエ様

問い合わせ先：高齢者介護課（地域包括支援センター） ☎８２−５５６０

その健診、受けっぱなしにしていませんか？
健診は、ただ受けるだけでは意味がありません。健診の結果は、あなたの身体から発せられたメッセージ
です。今回は、脳・心臓・腎臓について、健診の結果から分かることをお伝えします。
ᇶ‽್㸸+㸮6㸮

║۔ᗏ᳨ᰝ



┠ࡢ⥙⭷ࡢ⾑⟶ࡣࠊ⬻ࡢ⾑⟶ࡽࡢᯞศࢀ࡛ࡍࠋࡇࡢ᳨ᰝࡣࠊ⬻
ࡢ⾑⟶ࡢ≧ែࢆࡳ࡚࠸ࡲࡍࠋᡤぢࡣᩘᏐ࡛⾲ࡋࠊᕥഃࡢࠗ㹆࠘ࡣ㧗⾑
ᅽࡼࡿ⾑⟶ኚࠊྑഃࡢࠗ㹑࠘ࡣື⬦◳ࡼࡿ⾑⟶ኚࢆ⾲ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ㸮ࡣṇᖖ࡛ࡍࡀࠊ㸯㹼㸲ࡢᩘᏐࡀࡁࡃ࡞ࡿࡈࠊ⾑⟶ࡢ
യࡳࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

⾑۔ᅽࠊᚰ㟁ᅗ

ᇶ‽್㸸⾑ᅽ    ᮍ‶

ᚰ⮚ࡽ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿୖ⭎㸦ື⬦㸧ࡢ⾑ᅽࢆ

ৼଃ

ࡿࡇ࡛ࠊᚰ⮚ࡢ

㈇ᢸࢆࡳ࡚࠸ࡲࡍࠋᚰ⮚ࡽ㌟⾑ᾮࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊୖ⭎ࡢ⾑
ᅽࡀ㧗࠸࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࢀ௨ୖࡢᅽຊ࡛ᚰ⮚ࡀ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛
ࡍࠋᚰ⮚㈇ᢸࡀࡿࠊᚰ㟁ᅗࡶኚࡀ⾲ࢀ࡚ࡁࡲࡍࠋ

⾑۔ᾮ᳨ᰝ㸦H*)5ࠊ㺖㺸㺏㺟㺤㺻㸧ࠊᒀ᳨ᰝ㸦ᒀࡓࢇࡥࡃ㸧
⭈⮚ࡢ⣒⌫య࠸࠺ࡇࢁ࡛ࠊ㌟యᚲせ࡞ࡶࡢࡣ྾ࡋࠊせ࡞
ࡶࡢࡣࢁ㐣ࡋ࡚ᒀ࡛ἥࡋࡲࡍࠋࡑࡢࡾศࡅࡢᶵ⬟ࡀ H*)5㸦⣒⌫య
ࢁ㐣㔞㸧࡛࠶ࡾࠊ㸣ᮍ‶࡞ࡿ⭈⮚ࡢᶵ⬟పୗࡀࢃࢀࡲࡍࠋ㺖㺸㺏

ਝ ଃ

㺟㺤㺻ࡣ㌟యࡢせ≀࡛࠶ࡾࠊ⭈⮚ࡢᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࠊ⾑ᾮࡢ୰ṧࡿ
ࡢ࡛ᩘ್ࡀୖࡀࡾࡲࡍࠋ㏫ࠊࡓࢇࡥࡃࡣᮏ᮶ᒀ୰ࡣฟࡲࡏࢇࡀࠊ
⭈⮚ࡢᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࠊᒀ୰₃ࢀฟ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ
ᇶ‽್㸸H*)5  㸣௨ୖࠊᒀࡓࢇࡥࡃ㸦㸫㸧

○健診結果で「要精密検査」だった方は、適切に医療機関を受診しましょう。
○毎年健診を受けて、今までの結果と経年比較することが大切です。
令和２年度の健診は、４月13日（月）午前９時から申し込み開始です。詳しくは、広報折り込みの
『令和２年度版白老町健康カレンダー』をご覧ください。

問い合わせ先：健康福祉課 健康推進グループ ☎８２−５５４１
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申し込み・問い合わせ先：健康福祉課 健康推進グループ ☎８２−５５４１
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交通栄誉賞「緑十字金賞」受章（賞）
令和２年１月22日（水）に東京・文京シビックホールで開催
された「第60回交通安全国民運動中央大会」本会議において、
長年交通安全に尽力した功労者として交通栄誉賞「緑十字金
賞」を井藤實さんが受章（賞）されました。本受賞は、白老町
を含む苫小牧管内において歴代２人目となります。
（生活環境課

交通・町民活動グループ）

ᛅ ᫆

助成金で和太鼓を整備
竹浦和太鼓クラブは、一般財団法人自治総合センターの宝く
じの「コミュニティ助成事業」を活用して、長胴太鼓、平置台、
太鼓ケースを整備しました。
この整備により、地域のコミュニティ活動の一層の活性化が
図られることとなりました。
（生涯学習課

生涯学習グループ）

春の訪れ告げた ひな人形展
仙台藩白老元陣屋資料館の「麗しの雛（ひ
な）人形展」が同館で２月20日から９日間開
催され、一足早い春のムードに包まれた。
大正から昭和初期にかけての収蔵品と長
谷川毅さん（栄町）のコレクション。合わせて20セットが一堂
に展示された。人形の表情や着物が時代の流行を映し出してい
るとされ、日本の伝統美の競演を、来館者は興味深そうに見入
っていた。
当初は３月３日までを予定していたが、新型コロナウイルス
禍の影響で、会期が短縮され、関連行事も中止された。

残雪のかんじきウオーキング
ポロト自然休養林内の遊歩道で「かんじきウオーキング」が
行なわれ、町民35人がさわやかな汗を流した。
春の訪れを肌で感じ、残雪の感触を確かめた後、参加者は昼
食には温かい豚汁を満喫。午後からは、胆振東部森林管理署職
員の講演「森のキノコ」に耳を傾けていた（２月23日）
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お知らせ
町営住宅・町有住宅の主な手続き案内

くらし百科

◎同居者異動手続き
入居世帯へ新たに同居する、または出生・死
亡・転出など、同居者が異動する場合は、必ず同
居者異動手続きをしてください。

ᐯѣβᚩૼᜒ፼ᲢᲮஉᲣ
■会 場

◎保証人上限額の設定
民法の改正に伴い、４月１日から契約時に保証

苫小牧市交通安全センター
（苫小牧警察署南隣）

【優良講習（30 分講習）】

人の上限額（極度額）の設定が必要となりました。
◎家賃減免手続き

１日㈬

がある場合、住宅料の減免を行うことができます。

住宅グループ

13 時 30 分 ２日㈭ 10 日㈮ 13 日㈪ 27 日㈪

10 時 30 分

☎８２−４２１５

優良運転者を表彰します
苫小牧地区交通安全協会に加入し、無事

27 日㈪ 28 日㈫

13 時 30 分 １日㈬

７日㈫ 24 日㈮

【違反講習（2 時間講習）】
13 時 30 分

５月１日㈮〜５月31日㈰

申請方法

申請用紙に住所・氏名・年齢・電話番号
・表彰経歴などを記入し、事務局に提出
してください。
書が必要になります。

細 白老町交通安全協会

３日㈮

６日㈪

８日㈬ 15 日㈬

17 日㈮ 21 日㈫ 22 日㈬ 28 日㈫
９日㈭、23 日㈭の 13 時から中野自動車学校でも
受講できます。
【初回講習（２時間講習）】

※表彰の種類によって、無事故無違反証明
詳

10 日㈮ 13 日㈪ 17 日㈮

21 日㈫

故無違反を継続している運転者
受付期間

２日㈭

事務局

吉田

13 時 30 分

９日㈭ 14 日㈫ 20 日㈪

詳 細 苫小牧警察署交通課 ☎３５−０１１０
苫小牧地区交通安全協会 ☎３３−１４５８

☎８２−３８５１

人権相談専門電話番号のお知らせ

࿀࿁⍳㤊⣌㒇

法務省の人権擁護機関では、年間を通じて、人
権専用専門電話を設置し、人権相談に関する対応

月 日

当番表

電話番号

をしています。いじめ・暴力・ストーカー・金銭

4/1㈬〜4/5㈰

タナカ・ライフクリエイト㈲

87-4700

トラブルなど、困りごとがありましたら、下記ま

4/6㈪〜4/12㈰

㈱新田工業

82-2814

で気軽に相談してください。

4/13㈪〜4/19㈰ ㈱白老設備工業

82-5959

4/20㈪〜4/26㈰ ㈲和光商事

83-3268

4/27㈪〜4/28㈫ タナカ・ライフクリエイト㈲

87-4700

4/29㈬〜4/30㈭ ㈱太陽

83-6666

みんなの人権110番
０５７０−００３−１１０
子どもの人権110番
０１２０−００７−１１０
女性の人権ホットライン
詳

細 生活環境課

交通・町民活動グループ

☎８２−２２６５

㈱新田工業

82-2814

5/3㈰〜5/4㈪

㈱白老設備工業

82-5959

5/5㈫〜5/6㈬

㈲和光商事

83-3268

総務課
･･･

０５７０−０７０−８１０

5/1㈮〜5/2㈯

※修理は直接、当番業者に連絡してください。
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●電話応対は﹁イランカラ プテ﹂と挨拶し︑象徴空間ＰＲに努めています

象

22 日㈬ 23 日㈭ 30 日㈭

【一般講習（1 時間講習）】

どが必要です（※町営住宅のみ）。

対

７日㈫

⎂⎼⎊ႊᅹ

手続きには申請書のほか、収入が分かる書類な
細 建設課

６日㈪

10 時 30 分 ８日㈬ 14 日㈫ 16 日㈭ 20 日㈪

収入が著しく低額、または病気など特別な事情

詳

３日㈮



固定資産税の縦覧・閲覧
対
日
場
内

詳

象
時

納税者またはこれに準ずる方 他
【縦覧】４月１日㈬〜６月１日㈪
【閲覧】通年
所 税務課窓口
容 自分の資産（土地・家屋）と他の資産の
評価額を比較して、固定資産税が適正で
あるかを確認･判断します。
※対象者や確認できる内容については下記
に問い合わせてください。
細 税務課 資産税グループ
☎８２−２６５９

札幌弁護士会・法テラスの無料法律相談
日

⎂⎼⎊ႊᅹ ● 年金の予約相談実施中です・・・☎ ねんきんダイヤル０５７０︲０５︲４８９０

４月９日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭
13時30分〜15時30分
１日４件相談可能（１件30分）
会 場 いきいき４♥６
※ただし、30日は萩野公民館で行います。
相談料 無料 ＊事前の予約をお願いします。
詳 細 生活環境課 交通・町民活動グループ
☎８２−２２６５

国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金保険料の納付について、学生の方は、
申請により在学中の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。納付が困難なときは、
「学生納付特例制度」を活用しましょう。
※学生本人の所得基準があります。
★承認期間
４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
★手続きに必要なもの
①年金手帳（年金番号の分かるもの）
②在籍期間が確認できる学生証（コピーの場合は

時

第11回戦没者特別弔慰金の請求
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和２
年４月１日（基準日）において「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等保護法による遺族年金」などを受
ける方（戦没者などの妻）がいない場合、
次の順番による先順位の遺族一人に支給
されます。
① 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
等保護法により弔慰金の受給権を取得した方
② 戦没者などの子
③ 戦没者などの孫
④ 戦没者などの兄弟姉妹
⑤ （①〜④以外）の戦没者などの三親等内親族
（甥、姪）※戦没者などの死亡時まで引き続
き１年以上の生計関係を有していた方に限り
ます。
請求期間 令和５年３月31日まで
詳 細 生活環境課 交通・町民活動グループ
☎８２−２２６５

両面）または在学証明書
③印鑑（本人が署名する場合は不要）
④会社などを退職して学生になった方は、雇用保
険被保険者離職票、雇用保険受給者証など
◆在学中に継続して学生納付特例を受けるために
は、毎年１回、４月以降に申請が必要です。令和
２年度保険料は、16,540円です
詳

細 町民課

対象者

国保・年金グループ

☎８２−２３２５

普通救命講習会
日

時

４月22日㈬

18時〜21時

（17時30分受け付け開始）
対

象

町内在住、町内在勤の方（再受講可）

会

場

消防庁舎

内

容

普通救命講習（ＡＥＤ心肺蘇生法、止血法）

定

員

先着10名（５名以上で実施予定）

２階大会議室

事前の申し込みが必要です。
持ち物

筆記用具、上履き ※実技に適した服装で。
※ e ラーニングを受講した方は２時間講習
です。消防庁ホームページからアクセス
できます。
※お申し込みは受け付けておりますが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため開
催を中止することがありますので、ご了
承ください。

詳

細

消防署

☎８３−１１１９

野犬掃討の実施
令和２年４月１日〜令和３年３月31日の期間、
白老町全域で野犬掃討を実施します。
詳

細

生活環境課

交通・町民活動グループ

☎８２−２２６５
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仙台藩白老元陣屋資料館

春の催事

仙台藩白老元陣屋資料館では、４月から５月に
かけて春の催事を開催します。またＧＷ中は陣屋
桜が見頃になります。町民の皆さんは、入館無料
です。ぜひ、ご来館ください。
【企画展

武者人形展】

五月人形と当館収蔵品約50点を飾り付け、端午
の節句の華やかさを楽しみます。
期

間

４月15日㈬〜５月６日㈬

会

場

資料館

エントランスホール

【国立アイヌ民族博物館開館記念第10回刀剣展
堀井一門展】
伝統と技巧を受け継いだ堀井一門の現代刀展。
大小35口の日本刀を展示します。
間

４月19日㈰〜５月10日㈰

会

場

資料館

◆関連事業
10時〜10時30分

刀匠・堀井胤匡氏による展示品の解説。
「居合斬り」４月19日㈰

11時〜11時30分

刀匠・堀井胤匡氏による実演。
「日本刀よろず相談」４月19日㈰ 11時30分〜16時
談会。お気軽にご相談ください（要予約）。
８時〜16時

室蘭・登別たたらの会による古式製鉄の実演。
15時ごろ鉧（けら）出しの予定。
【陣屋桜開花日予想当てクイズ】
当選された方には粗品を進呈します。
官製はがきに住所・氏名・電話番号と桜の開花
予想日を記入の上、下記まで郵送してください。
白老町陣屋町681−4

仙台藩白老元陣屋資料館

陣屋桜開花予想当て

クイズ係
※締め切りは４月15日㈬、発表は５月５日㈫の
予定。

◎ミニ体験「木彫体験」
対 象 一般
日 時 ４月11日㈯、12日㈰ 10時〜16時
※２日間で作品を仕上げます。
会 場 イオル事務所チキサニ
内 容 アイヌ民族の伝統技法による木彫を生か
した作品を作ります。
参加費 無料
定 員 10名（先着順）
持ち物 昼食、飲み物
申し込み ４月４日㈯から受け付け
◎ミニ体験「ペネイモ作り」
対 象 一般
日 時 ４月19日㈰ 13時〜16時
会 場 イオル事務所チキサニ
内 容 アイヌ民族の伝統保存食であるペネイモ
の調理過程を学び、試食します。
参加費 無料
定 員 15名（先着順）
持ち物 エプロン
申し込み ４月４日㈯から受け付け
詳 細 イオル事務所 チキサニ
☎８２−６３０１

25

時まで夜間納税窓口を開設しています︒・・・税務課

陣屋史跡内の桜の開花日を予想してください。

〒059-0912

し

日〜月末は︑平日

札幌・室蘭刀談義主宰の鳥羽達一郎氏による相
「小たたら製鉄実演」４月29日㈬

催
イオル体験交流事業

展示室

「展示解説会」４月19日㈰

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ
令和２年３月分（４月納付分）から健康保険料
率は10.41％（前年比プラス0.10ポイント）、介護
保険料率は1.79％（前年比プラス0.06ポイント）
となります。健康保険および介護保険料率の引き
上げに関しまして、何卒理解していただきますよう
お願いします。
詳 細 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道
支部
☎０１１−７２６−０３５２（代表）

⎂⎼⎊ႊᅹ ● 毎月

期

令和２年度の保険料率改定について

19

【こどもの日企画・資料館まつり2020】
町立図書館との連携で絵本読み聞かせと鯉のぼ
り工作体験、クイズラリーや手焼きせんべい体験
が楽しめます。抹茶、うぐいす餅などを味わいな
がら端午の節句を祝いましょう。
日

時

参加費
詳

５月５日㈫

10時〜14時

300円（小学生以上）

細 仙台藩白老元陣屋資料館
☎８５−２６６６
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１Dayポロトコタン

プレウテカンパ祭

⎂⎼⎊ႊᅹ

春を迎えるポロトの森を舞台に、デイキャンプ
で楽しく交流します。７月下旬開催予定「ウテカ
ンパ祭」のプレイベントです。雨天の場合も開催
します。
対 象 子どもから大人まで、どなたでも
日 時 ５月24日㈰ 11時〜17時
会 場 ポロトの森ビジターセンター
内 容 木工体験、ちびっこ広場、連句の会、森
の音楽会、アイヌ絵本の世界、ミニ手話
教室、森の散歩と楽しいプログラムが盛
りだくさん。アイヌ語も学べます。
入 場 無料（直接会場へお越しください）
※新型コロナウイルスの感染拡大状況など
によっては、中止になる場合もあります。
ご了承ください。
主 催 ポロトの森エコミュージアム推進協議会
詳 細 ＮＰＯ法人ウテカンパ設立準備委員会
☎０８０−１８７４−３６２４

●健康相談は︑祝日を除く月〜金曜日９〜 時︵要事前電話︶
健康推進グループ ☎８２︲５５４１

健康福祉課
･･･
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健 康

ファイターズ戦ご招待！ 白老町民応援デー
北海道日本ハムファイターズでは５月９日㈯14
時から札幌ドームで開催されるオリックス・バフ
ァローズ戦のＣ指定席（塁側・座席位置は選べま
せん）に、町内にお住まいの方50組100名を招待
します。みんなで「道民球団」北海道日本ハムフ
ァイターズを応援しましょう！
※応募多数の場合は抽選となります。
申込方法

【ＰＣの場合】
下記ＵＲＬからアクセスし、所定事項を入力し
てください。
https://www.fighters.co.jp/expansion/
invitation/2020/
【スマホ・携帯の場合】
右のＱＲコードからアクセスし、
所定事項を入力してください。
申込期間

４月1日㈬〜26日㈰

詳

北海道日本ハムファイターズ

細

イキイキ体操教室
生活習慣病予防に運動で汗を流しませんか？
対 象 一般
日 時 ４月２日㈭、９日㈭、16日㈭
13時〜13時45分
会 場 いきいき４♥６ 交流センター
※９日は研修室３、４で実施します。
参加費 月2,000円
※新型コロナウイルスの影響で日程が変更
になる場合があります。
詳 細 講師 山下千鶴さん
☎０９０−１５２５−０６５９

会
詳

４月27日㈪
①９時30分〜11時45分
②13時〜16時30分
場 萩野公民館
細 健康福祉課 健康推進グループ
☎８２−５５４１

☎０５７０−００５−５８６

ストレッチポール教室
誰でも簡単にでき、短時間で効果が確認できる
運動です。「筋肉の緊張をやわらげる」「背骨の
歪みを整える」「呼吸が深くなる」「リラックス
効果が得られる」。あなたも体感してみましょう。
対

象

日

時

時

若者サポートステーション出張相談会
就労・自立の一歩を踏み出すサポートをします。
日 時 ４月８日㈬ 10時〜12時
22日㈬ 13時30分〜15時30分
会 場 いきいき４♥６ リラックスルーム
※事前の予約が必要です。
詳 細 とまこまい若者サポートステーション
☎８４−８６７０
 ࠰  உӭ

お客様セ

ンター

献血のおしらせ
日

球団WEBから申し込んでください。

４月２日㈭・16日㈭

10時〜11時30分

４月８日㈬・23日㈭

18時30分〜20時

５月21日㈭・28日㈭

10時〜11時30分

５月20日㈬・28日㈭

18時30分〜20時

※６月以降は、体育協会ＨＰをご覧いただ
くか、総合体育館に問い合わせてくださ
い。
会

場

総合体育館

内

容

ベーシックセブン・ストレッチ

参加費

柔剣道場

１教室200円（ポール持参者）
ポール借用者300円（10名限定）
※体育館入館料は無料。

持ち物
詳

細

運動ができる服装、タオル、ドリンク
総合体育館

☎８２−６０４１

町立病院

看護師・介護スタッフ

【老健正・准看護師（会計年度任用職員）】
資

格

正看護師または准看護師

勤務時間

８時30分〜17時30分（時間帯応相談）

給

時給1,520円〜1,900円

与

【病棟・老健介護スタッフ
（会計年度任用職員）
】
対

象

地域で安心して生活ができるよう、相談・助言
などの支援を行います。
※家庭訪問も行っています。
詳 細 健康福祉課 福祉支援グループ
☎８２−５５４１

町内・町外を問わず65歳ぐらいまでの健
康な方。経験、ブランクは不問。

業務内容
資

障がい者（身体・知的・精神・発達）の
相談に応じます

病棟・老健での介護業務

格

介護職員初任者研修修了者

勤務時間

８時30分〜17時15分
16時30分〜翌９時15分
日勤のみまたは夜勤のみも可

障がいのある方の就労相談に応じます
「胆振日高障がい者就労・生活支援センターす
てーじ」が対応します（事前の予約が必要です）。
日 時 ４月８日㈬ 13時〜16時
会 場 いきいき４♥６ 相談室１
詳 細 健康福祉課 福祉支援グループ
☎８２−５５４１

（時間帯応相談）
日

４週８休・日数応相談

給

与

時給980円

待

遇

社保・車通勤可・通勤手当（規定あり）

応

募

電話連絡の上、４月17日㈮までに写真付
き履歴書を持参または郵送（書類・面接
選考あり）

詳

細 町立病院

☎８２−２１８１

しらおい振興センター 嘱託従業員
対

象

60歳ぐらいまでの方（健康であれば年齢
不問）

募

業務内容

集

議会会議録反訳員
対

象

町内在住でパソコン（ワード）が使える
方
業務内容 会議録作成（在宅で音声を聞きながらパ
ソコン入力）
人 数 ２〜３名
開始時期 令和２年５月から
報 酬 会議時間10分につき1,200円
申し込み ４月20日㈪までに議会事務局へ写真付き
履歴書を持参または郵送してください。
※書類・面接選考します。
詳 細 議会事務局 ☎８２−６６２０
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必ず納付期限を守って納付しましょう・・・税務課

役場庁舎パソコンなど保守点検業務
（パソコンなどに精通している方）
定 員 １名
雇用期間 令和２年４月１日〜令和３年３月31日
（契約更新あり）
勤務形態 ８時30分〜17時15分
賃 金 月給 179,600円
待 遇 各種保険加入制度あり（雇用・労災保
険） 交通費（会社規定による）
申し込み ４月17日㈮までに写真付き履歴書を本人
持参。書類・面接選考あり。
詳 細 しらおい振興センター
☎８２−４４７１

こころの病や不安を抱えた方が安心して集える
憩いの場と、家族会です。
◎つくしむ白老
日 時 ４月９日㈭ 23日㈭ 13時〜16時
会 場 いきいき４♥６ リラックスルーム
◎家族会「はまなす会」
日 時 4月23日㈭ 10時
会 場 いきいき４♥６ リラックスルーム
詳 細 健康福祉課 福祉支援グループ
☎８２−５５４１

⎂⎼⎊ႊᅹ ● 税金の納め忘れはありませんか？

休

心のつどいの広場



介護予防サロン
脳いきいき健康サロン
「認知症」という病気について正しい知識を知
っていただくミニ講座や、「認知症予防運動」を
紹介・実践します。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況によ
っては、中止となる場合もあります。事前申し込
みは不要ですが、当日の開催につきましては、確
認をお願いします。
対 象 60歳以上の方
日 時 ４月８日㈬ 13時30分〜15時
会 場 白老高齢者複合施設 １階食堂
内 容 「認知症と歯のお話」
。
今回は歯と認知症
の関係性についてお話しします。「歯」
は健康に大きく関わります。歯磨き方や
口腔ケア方法を見直してみましょう！
参加費 無料
詳 細 白老高齢者複合施設 ☎８２−２２００

どんぐりサロン

⎂⎼⎊ႊᅹ

楽しみながら脳や身体の健康維持に努めましょう。
対 象 65歳以上の方
日 時 ４月18日㈯ ９時30分〜11時（９時から
受け付け）
会 場 通所介護 どんぐり
参加費 無料
内 容 どんぐり体操、脳トレ、レクゲーム、懇談
定 員 20名（先着順） ※送迎が必要な方は、
申し込み時に伝えてください。
詳 細 社会福祉法人 優和会 小堀
☎８３−４２４０

伝言板
認知症カフェ
オレンジかふぇ
認知症や健康について考え、話し合う場です。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっ
ては、中止となる場合もあります。事前申し込み
は不要ですが、当日の開催につきましては、確認
をお願いします。
対 象 どなたでも
日 時 ４月10日㈮ 13時〜15時
内 容 「認知症の方の転倒について」。認知症
になると転びやすくなると言われていま
すが、転ばないように事前にどのような
支援やお手伝いができれば良いかを皆さ
まと一緒に考えたいと思います。
◇
◇
対 象 認知症の方と家族の方
日 時 ４月21日㈫ 13時〜15時
内 容 主に家族の介護負担の軽減、介護方法、
認知症についての相談を行います。
【共通項目】
会 場 いきいき４♥６ 2階リラックスルーム
参加費 100円
詳 細 道央佐藤病院 大谷
☎０９０−３１１４−６６２０

どんぐりカフェ

今年度から毎月１回、北吉原ふれあいプラザで
サロンを開催します。
対 象 65歳以上の方
日 時 ４月２日㈭ 13時30分〜15時
会 場 北吉原ふれあいプラザ
参加費 無料
内 容 脳トレ、体操、レクリエーション。
※申し込み不要、直接会場へ。
※交通手段がない方は送迎します。前日ま
でに、連絡をお願いします。
詳 細 社会福祉法人 優和会 大磯
☎８３−４２４０

どんぐりカフェで、たまにはゆったりと過ごし
ませんか。
対 象 どなたでも
日 時 ４月９日㈭ 14時〜16時（出入り自由）
会 場 萩野生活館
内 容 「グループホームについて」
入居の手続きや入居後の生活について
説明します。皆さまからの質問にお答え
します。
参加費 100円（飲み物お代わり自由）
申し込み 不要。直接会場へお越しください。
※交通手段がない方は送迎します。
詳 細 社会福祉法人 優和会 大磯
☎８３−４２４０

すこやかサロン

認知症カフェin悠悠「純喫茶セピア」

元気サロン

簡単な体操や談話コーナーでリフレッシュしま
せんか。
対 象 65歳以上の方
日 時 ４月28日㈫ 10時〜11時30分
会 場 虎杖浜生活館
参加費 無料
内 容 作業療法士指導の健康体操、ふまねっと
運動、看護師による血圧測定や健康相談
があります。談話コーナーでは、お茶と
お菓子を用意しています。15時まで「地
域相談会」も開催します。
※虎杖浜・竹浦地区で交通手段がない方は
送迎します。事前に連絡してください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、開
催中止になる場合があります。事前の確
認をお願いします。
詳 細 社会福祉法人 天寿会 西村
☎８７−２６１１

新型コロナウイルスなどの流行に伴い、4月の
「認知症カフェ」の開催は誠に申し訳ありません
が中止とさせていただきます。
次回の開催日、内容は下記の予定とな
っておりますので、よろしくお願いしま
す。
〜次回開催のお知らせ〜
日 時 ５月19日㈫ 14時〜15時
会 場 介護付有料老人ホーム 悠悠１階喫茶コ
ーナー
内 容 ①認知症予防体操〜「脳トレ・口腔体操」
②「タクティールケア・少しだけ体験コーナー」
③「嗜銀顆粒性認知症という病状のお話」
参加費 100円（飲み物、アイス付き）
詳 細 介護付有料老人ホーム 悠悠 豊島
☎８２−６５３９

※新型コロナウイルスの影響もあり、開催の有無については各施設に確認してください。


 ࠰  உӭ

白老レンタサイクル運営協議会
（シラヴェロ）の会員募集

̜͈̻͘Ȃ̭͈̻͘ૂ༭
近郊のイベント情報を紹介します。（広報編集室）

当協議会では、町内各事業所を対象に二次交通
における利便性の向上を目的としたレンタサイク

◆登別市内施設オープンのお知らせ

ル貸出業務をしていただける会員を募集していま

登別の縄文時代を感じる『カント・レラ』

す。

開館期間

対

詳

４月１日㈬〜11月29日㈰
10時〜17時（11月は16時まで）
※貸館利用もできます。
※詳しくは、問い合わせください。
細 カント・レラ
☎０１４３−８４−２０６９

環境省「日本の重要湿地500」認定
『キウシト湿原』
開園時間

町内事業所（レンタサイクルを管理運営
できる方）

実施期間

４月29日㈬〜９月30日㈬

会

年会費3,000円（１事業所）

費

※レンタル料から１台につき貸付料を支給
します。
内

容

レンタサイクルを設置し、レンタル料金
を徴収して貸し出し入れを管理

申し込み

⎂⎼⎊ႊᅹ

詳

４月18日㈯〜11月15日㈰
９時30分〜17時
※詳しくは、問い合わせください。
細 キウシト湿原ビジターセンター
☎０１４３−８４−８４７０

象

４月13日㈪までに入会申込書に記入し提
出してください。

詳

細

白老観光協会

☎８２−２２１６

まちづくり 協力に感謝
丸幸鈴木・川田・岩崎経常建設共同企業体
丸幸鈴木・川田・岩崎経常建設共同企業体（Ｊ
Ｖ）がＪＲ白老駅北口にベンチ３基を寄贈。戸田町
長から感謝状が贈られた。
ウポポイにアクセスする駅北の道道白老大滝線整
備工事に携わってきた地場ＪＶ。地域貢献活動とし
てＪＲ利用者やウポポイ来訪客らが休憩できるよう
ベンチを設置した。座面は、耐久性に優れ、温かみ
のある樹脂擬木製。代表して丸幸鈴木の鈴木武幸社
長は「これか
らもＪＶとし
て地域貢献を
していきた
い」と話して
いた。
（３月３日）

設立50周年記念

新田工業

管工事業の新田工業（川沿、大上正一代表取締
役）が、「町民のために使ってください」と、町に
200万円を寄付した。会社設立50周年を記念した寄
付。大上代表取締役は「ここまでやってこれたのも、
役場や町民の支援と激励があったこそです」と話し、
戸田安彦町長は「長きにわたるまちづくりへの尽力
に感謝します。寄付は町民のため幅広く使わせても
らいます」と礼を述べた。（３月４日）
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総記･哲学●メモの魔力（前田裕二）●老いてこそデジ
タルを。（若宮正子）●人生にとって挫折とは何か（下
重暁子）●泣いたあとは、新しい靴をはこう。（日本ペ
ンクラブ編）
歴史･地理･紀行●女たちのシベリア抑留（小柳ちひろ）
●教養としての｢国名の正体｣（藤井青銅）
社会科学●文藝春秋オピニオン２０２０年の論点１００
（文藝春秋）●公道・私道のトラブル解決法２０１９
（高井和伸）●合同会社設立･登記･運営がまるごとわか
る本（｢合同会社まるごとわかる本｣プロジェクトチー
ム）●６０分でわかる！ＳＤＧｓ超入門（バウンド）
●世界｢倒産｣図鑑（荒木博行）●定年後も働きたい。
（松本すみ子）●８０５０問題（黒川祥子）●老〜い、
どん！（樋口恵子）●聖なるズー（浜野ちひろ）●レス
キューナースが教えるプチプラ防災（辻直美）
自然科学●ゲーム依存からわが子を守る本（花田照久
ほか監修）●胃を切った人を元気いっぱいにする食事
１６０（土田知史ほか監修）●０歳からの歯育て（下田
孝義）
工学･家庭●英国貴族の城館（増田彰久）●私に本当に
似合う服（荒川美保監修）●テリーヌ＆パテ（ナガタユ
イ）●北海道おいしいそばの店 続（梅村敦子）●パパ
離乳食はじめます。（本田よう一）
芸術･体育●初老耽美派よろめき美術鑑賞術（高橋明也
ほか）●ラストカムイ 砂沢ビッキの木彫（芦原伸）
●芸人と影（ビートたけし）●ラグビーＷ杯２０１９桜
の証言。（文藝春秋）
言語●日本語をつかまえろ！（飯間浩明）
文学●向田邦子の本棚（向田邦子）●令和の力､万葉集
の力（中西進）●茨木のり子 自分の感受性くらい（平
凡社）美しき鐘の声 平家物語<１〜３>（木村耕一）
●三毛猫ホームズの裁きの日（赤川次郎）●さいはての
家（彩瀬まる）●御社のチャラ男（糸山秋子）●雲を紡
ぐ（伊吹有喜）●暗約領域（大沢在昌）●平蔵の母（逢
坂剛）●占（木内昇）●清明（今野敏）●男はつらいよ
お帰り寅さん（山田洋次原作）●花咲小路一丁目の髪結
いの亭主（小路幸也）●インタビューズ（堂場瞬一）
●風間教場（長岡弘樹）●流浪の月（凪良ゆう）●背高
泡立草（古川真人）●月の落とし子（穂波了）●黒武御
神火御殿（宮部みゆき）●後家殺し（山本一力）●風に
なる日（山田深夜）●おれたちを齧るな！（椎名誠）
●ぼけますから､よろしくお願いします。（信友直子）
●息吹（テッド･チャン）●掃除婦のための手引き書
（ルシア･ベルリン）●ミレニアム ６<上･下>（ダヴィ
ド･ラーゲルクランツ）
児童図書●戦場の秘密図書館（マイク･トムソン）●モ
ノのなまえ事典（杉村喜光）●小学校では学べない一生
役立つ時間の使い方（斎藤孝）●おもしろ 紙学 （小
六信和ほか）●しつないあそびの絵本（ＷＩＬＬこども
知育研究所）●カラスてんぐのジェットくん（富安陽
子）●ねこと王さま（ニック･シャラット）
絵本●イワシ大王のゆめ（イ ジョンギュン）●おとう
さんのこわいはなし（とうまふみ）●くろはおうさま
（ロサナ･ファリア）●ひとりでぼっち（ふるしょうよ
うこ）●なんだろうなんだろう（ヨシタケシンスケ）

問い合わせ 図書館８２−３０００
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４月23日㈭から５月12日㈫は春の読書週間（こ
どもの読書週間）です。
図書館では、期間中に展示やおはなし会を開催
します。

ƠƔƚዋஜࠋዋஜƷޒᅆ
期

間

場

所

４月28日㈫〜
５月10日㈰
児童図書フロア

ƜƲǋƷଐƓƸƳƠ˟
楽しいおはなしといろはがるたで遊びます。こ
いのぼりの工作もあります。
日 時 ５月５日㈫ 10時〜14時
場 所 仙台藩白老元陣屋資料館
詳 細 図書館 ☎８２−３０００

新入学児童に記念品プレゼント
貨物運送事業者協議会、危険物安全協会
協会
白老貨物運送事業者協議会（鈴木勝会長）と白
老危険物安全協会（伊藤浩己会長）は町内の新入
学児童の安全を願い、記念品を町に贈呈した。
鈴木会長から戸田町長にランドセルカバーが、
伊藤会長からは安藤教育長に防犯ブザーがそれぞ
れ「子どもたちの安全のために」と手渡された。
町長は「カバーは交通事故の抑止に、ブザーは犯
罪の抑止になります。保護者の皆さんも安心して
いただけると思います」と感謝の言葉を述べた。
新年度の入学児童数は72人。各学校を通して子ど
もたち全員に届けられる。
（広報編集室）
（３月18日）

〒

♥

こども
ㅢା

ㆆ߮ቇ߮㛎
܇ᏋƯૅੲžȔȌȔȌſ
容

月日・曜日

あそびの広場

時間
9時30分

対象

〜

内

܇ᏋƯƾǕƋƍǻȳǿȸžƢƘƢƘᲭὧ ſ

月〜金

15時30分

お楽しみ週間
（制作「こいのぼり」）
＊都合のよい曜日にき
てください

４/8 ㈬

４/13 ㈪
〜

お楽しみのひろば
（ひだまり紹介・大型絵
本の読み聞かせ）

４/17 ㈮

10時〜
11時30分

お楽しみのひろば
（４・５月生まれのお誕 ４/22 ㈬
生会、パネルシアター）
お楽しみのひろば
（種まき）
＊汚れてもいい服装で
来てください

・０歳〜
就学前の
お子さん
と保護者
・関心の
ある方

月日・曜日

時間

対象

すくすく
ひろば

月・木

10時〜13時

火・水・土

10時〜15時

乳幼児と
保護者

月

13時〜15時

4/ ６㈪ マタニティひろば 13時〜15時
あかちゃん
0 歳児と保護者
ひろば 4/20 ㈪ 離乳食教室
13時30分 妊婦さん
「離乳食のすすめ方（量と
〜15時
母乳・ミルク）」
みんなの
ひろば

木

内容

ゆみさんのおはなし会
（妊婦さんと乳児親子向け）

５/13 ㈬

栄養士さん訪問

詳 細

子ども発達支援センター「ひだまり」
《子育て支援ピヌピヌ》 ☎８３−３７００

ǑǓ

ʻஉƷƓƸƳƠ˟
おはなしランド

らっこランド

小学校中学年くらい
対象
まで
日時 4月18日㈯ 11時から
会場 児童図書コーナー

3 歳くらいまでの乳
幼児
日時 4月17日㈮ 11時から
会場 児童図書コーナー
対象

図書館 ☎８２−３０００

乳幼児と保護者
〜小学生

月日

時間

４/2 ㈭

10時〜11時30分

4/6 ㈪

14時〜14時30分

4/15 ㈬ 11時15分〜11時45分

森のおさんぽ（春の森をおさんぽ） 4/21 ㈫

11 時 ~11 時 30 分

わらべうたのじかん

4/22 ㈬

11時〜11時30分

すくすくおはなし会

4/25 ㈯

11時〜11時30分

 ܇Ꮛᴾ ⎙ᴾ

子育て中の親子の交流を目的としたサークルです。
新会員募集中です。お友達づくりに、ぜひどうぞ。
対 象 生後 4 カ月ごろから入園前までの子ど
もと保護者
Ƃዮ˟ƃ
日 時 ４月 21 日㈫ 10 時〜 11 時 30 分
会 場 子ども発達支援センター（萩野小学校内）
＊総会を開き、今年度の計画などをみんなで考
えていきたいと思います。
＊見学は大歓迎です。
お気軽にどうぞ。
＊内容などお問い合わせは
ピヌピヌへ。
◎しらおいナビでトコトコの活動を
掲載しています。

13時〜15時

Ƃ４月のイベントƃ
こねこね小麦粉ねんどあそび

ᏋδǵȸǯȫžȈǳȈǳſ

詳 細

内容

☆乳幼児親子〜地域の方どなたでも
すくすく３♥９ リニューアルオープン
対 象 どなたでも
日 時 ４月１日㈬ 10 時
会 場 すくすく３♥９
※改修工事を終えたすくすく３♥９に遊びに来ませんか。
ささやかなおいわいも予定しています。

☆小学生向け
小学生あつまれ〜
「カプラやクーゲルバーンであそぼう！」
対 象
日 時
会 場
参加費

小学生（親子で参加可）
４月 22 日㈬ 16 時〜 17 時 30 分
すくすく３♥９（和室）
無料 ※直接会場にお越しください。

※すくすく玄関前で自由に遊ぶことができます（外遊
び道具あり）。
※休館日…金・日曜日・祝日
※託児事業の受け付けは随時行っています。
☆感染症などの状況により、イベントなどが変更に
なる場合があります。ご了承ください。
詳 細 子育てふれあいセンター「すくすく３♥９」
日の出町 3 − 9 − 17
☎ 82 − 3926
☎ 090 − 6215 − 3920
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夢を育む楽しいひとときはいかが
しらおい親と子の劇場
日
会
劇
演
内

鑑賞例会

時
場
団
目
容

４月25日㈯ 18時30分（開場18時）
白老コミセン
むごん劇かんぱにぃ
「ムーラの１人サーカス」
パントマイム、大一輪車上でのジャグリ
ング、マジックなど。楽しいパフォーマ
ンスがいっぱい。
入会方法 事前に連絡をいただくか、当日会場で受
け付けます。入会金200円、月会費1,000
円（３歳以下無料）
詳 細 同劇場事務局 ☎８２−６２９９
（火・金曜日12時〜15時）または
三河さん ☎０８０−３１２８−１２４６

みみずく文庫
絵本を中心とした子どもの図書館（無料）です。
友だちいっぱいつくろう。
開放日 ４月13日㈪、27日㈪ 11時〜16時30分
会 場 みみずく文庫（末広町４−10−５、緑丘
福祉館近く）
◎萩野児童館でのおはなし会
幼児から小学生まで楽しめます。みんな集ま
れ！ まってるよ！
日 時 ４月18日㈯ 13時30分
内 容 くまのおさんぽ、大型絵本など
※５月には美園児童館にも行きますよ。
詳 細 山下さん ☎０９０−６９９９−３９０２

えんじの広場
ƸǇƳƢ̬Ꮛטųžʩ්̬Ꮛſ

 ܇Ꮛᴾ ⎙ᴾ

園の誕生児と一緒に誕生月のお友達をお祝いします。
大型絵本の読み聞かせやゲーム遊びなども楽しみます。
内 容
月 日
時 間
お誕生会
パネルシアター・大型絵本の 4 月15日㈬ 10時から 1 時間程度
読み聞かせ・ゲーム遊びなど

対 象 就学前のお子さんと保護者
※予定変更の場合や流行性疾患で中止する場合があり
ますので、確認をお願いします。
詳 細 はまなす保育園 林 ☎８３−２２７１

ᛐܭƜƲǋטųෙƷ̬܇Ꮛט
◆海の子保育園のお友達と遊ぼう♪
保育体験しませんか。子育ての悩みなどを気軽にお
聞かせください。
対 象 就学前のお子さまと保護者
日 時 4 月 27 日㈪ 10 時〜 11 時頃
持ち物 上靴、動きやすい服装
※予定変更の場合があります。詳細は問い合わせて
ください。
詳 細 認定こども園 海の子保育園
☎８７−２４８１

ᛐܭƜƲǋטųႉᎊݱᯕ̬Ꮛט
保育園を開放し、園児と一緒に保育に参加し、親子
でランチをとります。保育相談を受け付けます。予定
変更の場合がありますので、事前に問い合わせてくだ
さい。
対 象 ０歳児〜小学校未就学児と保護者
日 時 ５月 12 日㈫ 9 時 45 分〜 12 時
費 用 親子で 500 円（1 人 250 円）
持ち物 ▼３歳以上のお子さん…上靴
▼３歳以下のお子さん…エプロン、おしぼり
詳 細 認定こども園 白老小鳩保育園
☎８２−２０４０
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ᛐܭƜƲǋטųႉᎊƞƘǒ࠷ᆐט
「ちびっこあつまれ〜！」
令和２年度は年７回予定しています。幼稚園のお友
達と遊んだり、おいしい給食もあります。詳細は後日
お知らせします。たくさんの参加をお待ちしています。
詳

細

認定こども園 白老さくら幼稚園
☎８２−２６４０

ᛐܭƜƲǋטųዯɯ̬Ꮛטų
◆「交流保育♡みんなともだち」
「交流保育♡みんなともだち」
交流保育では、同じ年齢のクラスに入って保育園の子
ども達と一緒に遊びます。
内 容
園児と遊ぼう

月 日
4 月 15 日㈬

時 間
10 時〜 11 時

対 象 就学前のお子さんと保護者
※参加を希望の方は前日までに申し込んでください。
キャンセルのときも連絡をお願いします。
詳 細 認定こども園 緑丘保育園 岩倉、長尾
☎８２−４０５２

☆子育てに関する情報は、一部くらし百科にも
掲載する場合があります。

子どもの健診・相談

対 象
４カ月児健診（令和 1 年 12 月生）
７カ月児相談（令和１年９月生）
ブックスタートパックプレゼント
10 カ月児健診（令和１年６月生）
13 カ月児相談（平成 31 年３月生）
１歳６カ月児健診（平成 30 年 9 月生、10 月生）
２歳児相談（平成 30 年３月生、４月生）
３歳児健診（平成 29 年２月生、３月生）

実施日
４/24 ㈮

受付時間
12 時 5 分〜 12 時 15 分

４/24 ㈮

9 時 10 分〜 9 時 20 分

４/24 ㈮
４/24 ㈮
５ / ８㈮
５ / ８㈮
４/10 ㈮

12 時 10 分〜 12 時 20 分
9 時 10 分〜 9 時 20 分
12 時 10 分〜 12 時 20 分
9 時 15 分〜 9 時 30 分
12 時 10 分〜 12 時 20 分

会

場

いきいき４♥６

※対象児には通知しますので、母子手帳をお持ちの上、直接会場へお越しください。
※健診のある日は、町立病院小児科は 13 時から 14 時 10 分まで休診となります。
区 分
BCG

予
防

〜

会場

種

町立病院

接

対象・接種回数・接種間隔
実施日
受付時間
生後 5 カ月から８カ月までに１回
生後３カ月から７歳５カ月まで
4 種混合
初回接種…３回接種（標準の接種間隔は３~ ８週間）
追加接種…１回接種（初回接種３回完了後、12 カ月以上あける）
４月
麻しん・風しん 1 期…1 回接種（1 歳以上 2 歳未満の間に）
６日、７日
混合予防接種 2 期…1 回接種（平成 26 年 4 月 2 日〜平成 27 年 4 月 1 日生ま
13 日、14 日
れで、小学校就学前までに）
（MR)
20 日、21 日
生後 2 カ月から 5 歳未満の間に（1 回目は６カ月までに）
27 日
ヒブ
初回接種…３回接種（標準は４~ ８週間隔で１歳前までに）
13 時 15 分
追加接種…１回接種（標準は初回接種３回完了後 7 〜 13 カ月後）
生後 2 カ月から 5 歳未満の間に（1 回目は 6 カ月までに）
※ 毎 週、 月、
初回接種…3 回接種（標準は 4 週間以上の間隔で 1 歳前までに） 火曜日実施。 13 時 45 分
肺炎球菌
追加接種…1 回接種（標準は初回接種 3 回完了から 60 日以上
あけて 12~15 カ月までに）
ただし、祝日と
平成 28 年 4 月生以降の生後２カ月から１歳未満までに３回
B 型肝炎
その前日は実施
４週間隔で２回接種後、１回目から 20 週以上あけて 1 回接種
していません。
1 歳から 3 歳未満までに 2 回（1 回目は生後 15 カ月までに）
水痘
接種間隔は 3 カ月以上あけて（標準の接種間隔は 6~12 カ月）
ポリオ
接種ご希望の方は下記へ問い合わせてください
日本脳炎
今年度接種の対象になる方には個別通知しています

⎲⏃⎝⎡ͤࡍ

予防接種は全て予約制
全て予約制となっております。接種予定日の前週の水曜日午前
水曜日午前までに予約してください。
母子手帳は忘れずにお持ちください。接種時に母子手帳がない場合は接種することができません。

問い合わせ先：健康福祉課 健康推進グループ ☎８２−５５４１

保健所の相談・検査（４月）
名

称

総合保健・医療相談

日

時

月〜金曜日

内

容

申し込み

保健、医療、福祉などの相談を行います。

随時受付

女性の健康相談

20日㈪

妊娠、出産、子育てに関すること、性感染症、思春期や更
年期などの心身に関わる相談を行います。

こころの健康相談

13日㈪

こころの病気や、不登校・引きこもりなどについて、専門
医や保健師による相談を行います。

肝炎ウイルス検査

７日㈫

感染が疑われる方は無料です。（要電話確認）

骨髄バンク登録

７日㈫
21日㈫

18歳〜54歳までを対象に、各検査日の13時から登録のため
の採血を実施します。

HTLV-1抗体検査
HIV検査
（エイズ相談）

21日㈫
７日㈫
21日㈫

要予約

抗体検査を今まで受けた事が無い方が対象
検査（採血）後、約90分で結果が分かります。
無料・匿名の検査です。（要電話確認）

問い合わせ先：苫小牧保健所 ☎３４−４１６８
 ࠰  உӭ
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今後の対応について ︵３月現在︶

町内会活動実践交流会で行う予定でした﹁地域福

テーマとした講話と交流会は︑令和２年度の町内会

祉の充実に向けて〜町内会と民生委員の連携〜﹂を

新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のため︑２月

役員研修会として実施することを考えております︒

令和元年度
﹁町内会活動実践交流会﹂および
﹁町内会活動功労者表彰﹂について
日︵土︶に予定していた﹁町内会活動実践交流会﹂

４月開催予定の各種会議が開催できるか見通しが

については︑左記のとおり開催を予定しております︒

立たず︑推移を見守っている状況ですが︑定期総会

事の緊急事態宣言を受けて実施することができない状

各町内会におかれましては︑急な班回覧要請への

（４月１日から）

（３月31日まで）

が中止となり︑さらに分離開催するべく予定していた

況となり︑下記の受賞者の皆様には︑吉村会長より個

ご協力に感謝を申し上げます︒総会や事業を行うに

あたり︑準備などに苦慮されていることと存じてお

別に表彰状と記念品を贈呈させていただきました︒
︵町連合事務局︶

8:30〜15:30 → 8:30〜17:15

ご相談や印刷等、お気軽にお声掛け下さい。

※総会終了後の15時より同会場で、白老町主催の
町内会長会議が予定されております。
町内会長の皆様には、引き続きご参加願います。

りますので︑ご相談やご不明な点などがございまし

本会の定期総会を下記のとおり開催いたします。

たら事務局までお気軽にご連絡願います︒

定期総会の開催について

温かい地域の力で乗り越えましょう！

令和２年度 白老町町内会連合会

ここ数年のうちに大きな災害や︑今回の感染症の拡

大など︑経験したことが無いようなことが立て続けに

起きており︑不安な生活を余儀なくされている方が数

多くいらっしゃることと思います︒
このような時だからこそ︑情報が入りにくい独居を

含む高齢の世帯をはじめ︑ストレスを抱え支援を要す

る方々や子供たちへの温かい目配り・気配りなどの地

域の関わりが必要になると思います︒

見守りと声かけを
また︑新年度を迎え︑新入学

児童を含む子供たちの登下校が
始まることから︑地域の皆さま
には︑見守りや挨拶などの声掛
けにご協力いただきますようお

【町内会活動功労者表彰】受賞者（所属町内会）
遠藤 克彦 様、荻田 次夫 様（白老本町）
野村 茂樹 様、西 幹雄 様（末広町第１）
大谷 秀一 様、赤城 雅也 様（緑丘第１）
石山 英昭 様（北吉原本町６区）
駒本 彰 様（バーデン）

ထᡲӳ⎓⎻⎽
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白老町町内会連合会表彰
令和元年度

事務局からのお知らせ

事務所の開設時間を変更いたします。

日 時 ４月28日
（火）13時30分〜
会 場 白老コミセン 講堂
議 題 ・令和元年度事業報告、収支決算報告
・新年度事業計画（案）、予算（案）
・監査役員の補選 ・その他

29

﹁令和元年度町内会活動功労者表彰式﹂も︑北海道知

ૼἅἿἜỸỶἽἋज़௨ၐਘٻỉ৮СỆ̞Ủ
ထᡲӳỉࣖݣấợỎắңщỉấᫍẟ
願い申し上げます︒

おめでとうございます

編集・発行 白老町町内会連合会
電
話 ☎ 82 − 4253（FAX兼）
Ｅメール katudou@shiraoi-tc.jp

白老町広報

元
気

第

号
716

令和

年

２

知っておこう
アイヌ文化

▼本号で第 回となった連載企画﹁知って
おこうアイヌ文化﹂︒私はこのコラムのファ
ンの一人だ︒白老に勤務し始めたところから︑
アイヌ民族・文化関係の情報には努めて目を
通すようにしているが︑このコラムが取り上
げる題材は︑既成の書物や情報にない身近な
題材なのがお気に入り︒筆者の町学芸員・森
洋輔さんは﹁私はアイヌ文化のプロフェッシ
ョナルではないので︑研究者のような専門的なことは書けない︒
イオル事業の体験を基本に本当につれづれに書いています﹂と話
す▼森さんは道東の白糠町出身︒小さい頃の家族旅行で訪れた仏
領ポリネシアに魅せられ︑大学︑院で仏文学と文化人類学を学ぶ︒
白老に縁あって︑２０１８年６月からイオル事業の学芸員を務め
ている▼朴訥とした人柄で︑決しておしゃべりな方ではないが︑
コラムの﹁語り﹂はなかなかなもの︒アイヌ民族の楽器や漁・農
耕の道具︑食の材料︑生活用具などについてのお話は︑学究的で
はなく︑どちらかといえば他愛ないものなのだが︑﹁自然の中に
あるものを利用し︑実用的な道具を作り出すアイヌ民族の知恵﹂
﹁ 恵 み を 授 け て く れ る カ ムイ︵ 神︶に 感 謝 し ︑ 来 年 も 授 け て く だ
さいと祈りながら必要な分だけ採取するというアイヌの人々の考
え方や姿勢﹂と︑さりげなくアイヌ文化の本質世界が語られる︒
読者も片意地張らずにポテチを食べながら⁝というあんばいだ▼
森さんがコラムを執筆する際の視点は︑特に若い世代に置いてい
るという︒﹁この世代に伝えないと︑地元のことも分からない大
人になってしまう︒これは恐ろしいことです﹂と︒最近の体験事
業で実施した川のイオル︒参加した子どもたちがいけすでマレ ク
︵漁具︶でサケを捕り︑棒︵イサパキ クニ︶で頭をたたいて解体
するまでを体験した︒児童の中には︑サケを殺すことを﹁かわい
そう﹂﹁残酷だ﹂と躊躇する子もいたが︑﹁生き物の命を頂いて
私たち人間が生かされていることを知ってもらいたかった﹂︵昨
年 月号﹁命を頂くということ﹂︶という︒イオル事業︑このコ
ラムで伝えたいのはそんな内容なのだ▼毎回﹁どうやって伝えて
いこうか﹂と思案しながらのイオル体験事業だが︑忘れてならな
いのは﹁この事業は準備や講師などたくさんの地元の人たちに支
えられている﹂こと︒そんな森さんに新年度︵２０２０年度︶も
コラムの執筆継続を依頼︑快諾された︒よっしゃあー！ ︵竹︶

紙質／日本製紙株式会社しらおい上質︵ ・５㎏ ︶

24

印刷／ひまわり印刷株式会社

44

■編集 広報元気編集室（町民活動サポートセンター内 白老町大町 1 丁目 1 番 1 号）
TEL 0144-82-5110 FAX 0144-82-4253 E メール katudou@shiraoi-tc.jp

白老町の人のうごき

元気のつぶやき
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