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問い合わせ先：アイヌ総合政策課　アイヌ総合政策グループ　☎８２－７７３９

問い合わせ先：アイヌ総合政策課　アイヌ総合政策グループ　☎８２－７７３９
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　令和２年４月24日㈮に開業する予定でしたが、現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
え、５月29日㈮に開業が延期となりましたので、お知らせいたします。

「ウポポイ無料入場引換券」（はがき）を以下の対象者の方に順次、郵送します。

■ウポポイに１回行きたい！と思ったら・・・
「はがき」と「本人確認ができるもの」をウポポイの「入場券購入窓口」にいるスタッフに提示
し、本人確認が終わったら、１回分の入場券と引換えることができます。

■ウポポイに何度も行きたい！と思ったら・・・
　「はがき」と「本人確認ができるもの」を持参し、白老町アイヌ総合政策課（役場２階）にて
『申請書の記入』と『本人の顔写真の撮影』を行っていただきます。
後日、ご自宅に郵送される年間パスポートをウポポイにご持参いただくと、入場可能です。
　※役場での申請書の受付時間　平日９時～12時、13時～17時
　※年間パスポートの作成には、日数がかかりますのでご承知おきください。
■対象者
　令和２年４月1日現在で白老町に住民票がある高校生以上の年齢の方

■はがきの発送時期
　ウポポイは、４月24日㈮に開業する予定でしたが、現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏
まえ、５月29日㈮に開業が延期となったため、はがきの発送時期を再度、検討しています。開業
後、準備が整い次第、町民の皆様に順次、はがきを発送する予定です。
■留意事項
・本人確認ができるものの一例
　免許証、保険証、マイナンバーカード、パスポート、身体障がい者手帳、学生証　等
　　※高校生は学生証を確認する場合があります。
・はがきは宛名のご本人様のみ使用可能です。（譲渡禁止）
・はがきの引換えはお一人様１回限りです。
ただし、はがきと１回券を引換えた後、無料で年間パスポートを希望される場合は、「本人確
認ができるもの」を持参し、アイヌ総合政策課にて申請手続きを行ってください。
・博物館の特別展示や一部の有料体験メニュー、駐車場は別途料金がかかります。



から教わりながら慎重に彫刻刀でノリウツギから作った筒にアイヌ文様を彫り、それぞれ美しいチシポを完
成させていました。 アイヌ総合政策課　アイヌ総合政策グループ　学芸員　森洋輔

　イランカラプテ。チキサニで人気が高い体験の１つに、ミニ体験「刺しゅう
体験」があります。最近では、申し込み受付開始から瞬く間に定員いっぱいと

れられる針ですが、昔は非常に貴重で大切なものでした。その大
切な針を紛失しないための便利な道具が、アイヌ語でチシポと呼ば
れる針入れです。チシポは長さ20㌢前後で、針を刺しておく布紐と、
その布紐を納める筒からできています。布紐には、銅貨を通して美
しく糸かがりをし、ノリウツギ（サビタ）などを使った筒には美し
い彫刻を施しました。布紐の銅貨を通した方と、反対側に作った輪
に紐を通し胸に下げることで、大切な針を簡単に保管することがで
きます。さて、チキサニでは４月11日㈯と12日㈰、木彫体験を開催
し、２日間かけてチシポを制作しました。参加者の皆さんは、講師

なることも珍しくなく、多くの方々の興味・関心の高さを伺い知ることができます。さて、その美しいアイ
ヌ文様刺しゅうを生み出すのに必要な道具として、針（アイヌ語でケム）があります。今では簡単に手に入

チシ ポ

問い合わせ先：イオル事務所　チキサニ　☎８２－６３０１

ウポポイウポポイ 開設に向け開設に向け

拡幅工事を進めていたコープ横
踏切が開通

３月17日

３月26日

４月１日

駅北商業ゾーン（ポロトミンタラ）の
観光インフォメーションセンターがOPEN

国道36号社台－苫小牧の一部延長
約４.８キロが４車線化

新型コロナウイルスの影響で物
販などはしないオープンに…
（写真は当日視察した町幹部）



設置の目的　町立病院にこれま
で設置していた総合相談室は、平成
18年度当時、患者に関する相談業務
や保健・医療・福祉施策推進（３連
携）などを目的に院内に開設し、こ
れまで保健師や社会福祉士といった
国家資格を有する医療専門職員１名
が常駐、入退院における各種相談な
どに応じてきました。しかし開設か
ら13年が経過し、町内外関係なく、
他医療機関や社会福祉施設との地域
医療連携強化に向けた取り組みが加
速するなど、役割が多方面にわたり、
業務も多様化してきたことから、こ
の度総合相談室を改編し、新たに地

地域医療連携室の業務内容　地域医療連
携室の主な業務は以下の５点です。また、これま
で総合相談室に勤務していた社会福祉士１名に加
えて、新たに５名の医療専門職を配置し、皆さま
からの相談や意見などに対応していきます。
（１）町立病院全体における広報、総合相談、意

見や要望などに関すること
（２）患者相談、記録作成（入院や転院・退院調

整、老健施設入所に関すること）
（３）地域医療連携（紹介元や紹介先となる医療

機関等との連絡調整や訪問診療の相談や依
頼等調整など）

（４）各種算定に関する業務（各種加算取得や要
介護認定主治医意見書に関する調整など）

（５）医療政策の推進に関すること（回復期病床
への転換に向けた検討、病院改築に向けた
提案、電子カルテ等情報化推進に向けた検
討など）

域医療連携室と
して設置しまし
た。

他医療機関や社会福祉施設との連携強化に向け

地域医療連携室を設置

私たちが、地域医療連携室の担当職員です 地域医療連携室

外科外来横（旧・機能訓練室）

　町立病院は４月、これまで院内に設置していた「総合相談室」に代わり、「地域医療連携室」
を設置し、新たにスタートしました。町民の皆さま、よろしくお願いします。

町立病院



外来診療体制の変更
・循環器内科診察日の変更（毎週水曜日）
　王子総合病院・循環器内科出張医師による外来診察について、現在、第２・４週水曜日の午後、隔週
での診察でしたが、５月より毎週水曜日での診察開始となります。診察時間の変更はなく、今までどお
り午後からとなっています。
・呼吸器科・小児科外来時間の短縮
　新型コロナウイルスの関係で、出張医師が利用するJRの運休に伴い、運行体制が戻るまでの間、
午後の受付時間が20分短縮となっています。

・外来リハビリの休診
　機能訓練室に地域医療連携室を開設することとなり、機能訓練室の移転を予定していましたが、移転
先が感染症外来（発熱外来）として使用中であり、外来リハビリについては、当面休診とさせていただ
きます。患者様にはご不便をおかけしていますが、ご理解の程よろしくお願いします。

受け付け終了時間（変更前）16：30→（変更後）16：10

問い合わせ先：町立病院　☎８２－２１８１

　　　　　　　　　　　　　　　　　ウポポイ開業に伴い、
増加が見込まれる外国人患者や在留外国人の受入対策とし
て、医療通訳サービスの導入や、院内案内表示及び各種書式
の多言語化対策を実施しました。

　　　　　　　　　　　　救急患者等の処置や検査対応の
充実を図るために３台の医療機器を更新しました。
　①生化学分析装置……血液検査結果のスピード化を図り
　　　　　　　　　　　ます。
　②除細動器……………心肺停止患者の蘇生処置を行います。
　③超音波検査装置……エコー検査を実施する機器です。

　①医療通訳サービス…電話通訳やタブレット端末を使用して、最大10か国語に
　　　　　　　　　　　対応した医療通訳を実現します。
　②院内案内表示………病院の外来、検査室周辺の案内表示を英語、中国語、日
　　　　　　　　　　　本語の３か国語対応としました。
　③各種書式……………外国人患者の方が記入しやすいよう、診療申込書など書
　　　　　　　　　　　式類について多言語化対応としました。

３.【患者サービス向上】　外来や待合室におけるWi－Fi  環境整備とクレジット
決済に対応した会計レジを導入しました。

アイヌ政策推進交付金事業による医療機器等の導入

生化学分析装置

院内案内表示（３カ国語）

医療通訳サービス（タブレット）

超音波検査装置

１.【医療機器の整備】

２.【外国人患者受け入れ対策】

　町立病院はウポポイ開業に伴い、予想される救急患者や外国人患者数の増加を想定し、
国のアイヌ政策推進交付金事業の採択を受け、医療機器などの整備を行いました。整備し
た事業について紹介します。



　白老町商工会は、テイクアウト（お持ち帰り）＆デリバリー（出前）
サービスを行っている町内事業者の情報をホームページで紹介しています。
掲載希望も順次更新され、現在は23店舗。新型コロナウイルス感染予防による自粛で負担が大
きくなっている家庭の食事準備や、客足が激減した町内飲食店の支援の一助になることを願っ
ています。　商工会 アドレス：http://www.shiraoi-shokokai.jp

新型コロナウイルス感染症拡大に起因した融資の保証料補給
　町は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業・小規模企業などの健全な経営を支援する
ために、北海道信用保証協会へ支払った信用保証料を当該制度により予算の範囲内で補給するものです。
●制度概要●　 　※詳細は別途北海道信用保証料補給金交付要綱に定めます。

問い合わせ先：経済振興課　商工労働グループ　☎８２－８２１４

地元飲食店の応援をしましょう！ テイクアウト
＆

デリバリー

対象とする
制度資金

　北海道信用保証協会の信用保証付き資金とし、セーフティネット保証制度および危機関連
保証制度の対象となる資金すべてとする。

交付対象者
　中小企業信用保険法に基づく新型コロナウイルス感染症拡大に起因したセーフティネット
保証４号、５号、危機関連保証の認定を受けた者→セーフティネット保証、危機関連保証の
概要や認定申請書は町ホームページに掲載しています。

補給金の上限 　北海道信用保証協会で定める信用保証料で上限額は10万円

信用保証料
補給の流れ

１　申請　信用保証料の補給を申請するときは、交付申請書に必要書類を添付して町に提出
　　　　　してください。
２　決定　補給申請後、町は内容を審査し、信用保証料の補給の可否を決定します。
３　交付　交付決定後、町は補給金を指定口座へ振り込みます。（交付から30日程度）
４　返還　融資を繰り上げ償還し、信用保証料の返還を受けた時には町に北海道信用保証協
　　　　　会信用保証料補給金返納報告書を提出し、返還した信用保証料を町に返還しなけ
　　　　　ればなりません。

　北海道信用保証協会信用保証料補給金交付要綱および申請書様式については、町ホームページを
参照してください。



　６月６日および７日に開催を予定していました「第31回白老牛肉まつり」
は、昨今の新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐため中止としました。
　これまで牛肉まつり実行委員会において開催に向けた準備・検討を重ねて
きましたが、新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せない中、会場内は
不特定多数の方が行き交い、長い時間を共有することから万全な感染防止は
困難と判断いたしました。関係者並びにまつりの開催を楽しみにされていた
皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、次回の開催に向けて準備しますの
で、今後とも牛肉まつりの運営にご協力をお願いします。

　避難訓練の実施は消防法で定められており、飲食店や病院などでは年２回、共同住宅や学校、
工場などでは消防計画に定めた回数を実施することが義務付けられています。

●新型コロナウイルス流行時の避難訓練について

●訓練の必要性

※避難訓練を実施する際は、次の事項に留意して感染防止対策に努めてください。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各地区で行われているサロン・カフェを当面の間、
延期させていただきます。再開が決まりましたらお知らせいたしますのでよろしくお願いします。

　万が一火災が発生した場合、消防隊が到着するまで、従
業員など施設関係者の適切な判断と行動で被害を最小限に
抑えることが必要です。
　このため、法令で定められている避難訓練を定期的に実
施し、一つ一つの行動を身に付けることで、万が一に備え
ることが重要です。

問い合わせ先：消防本部　予防課　☎８３－１１１９

問い合わせ先：白老牛肉まつり実行委員会事務局　☎８２－６４９１

問い合わせ先：高齢者介護課　高齢者保健福祉グループ　☎８２‐５５６０

① 訓練参加者は出来る限りマスクを着用すること。
② 参加者同士が過度に密集することが無いような訓練場所（訓練方法）とすること。
③ 風邪症状のある者は、参加を控えること。
④ 高齢者の参加は、状況によって各施設で判断すること。
⑤ その他、事業所の実態に応じた感染防止対策を講じること。

避難訓練を実施しましょう！

白老牛肉まつり中止のお知らせ

介護予防サロン・認知症カフェ延期のお知らせ



　町教育委員会は令和元年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、中
央公民館受電設備（高圧の電気を受け取る設備）の改修を実施しました。

　生活環境課は、令和元年度特定防衛
施設周辺整備調整交付金を活用し、白
老町火葬場火葬炉（１号炉アーチ、３
号炉主燃バーナー本体、点火トランス、
制御盤内補助リレーおよびタイマー）
の改修を実施しました。

　町教育委員会は、令和元年度特定防
衛施設周辺整備調整交付金を活用し、
中学校コンピューター教室のパソコン
を更新しました。

消防用資器材の更新

地域防災力の向上へ

中央公民館の受電設備改修

火葬炉を改修

中学校コンピューター教室のパソコンを更新

問い合わせ先：生活環境課　交通・町民活動グループ　☎８２－2２６５

問い合わせ先：学校教育課　学校教育グループ　☎８５－２０２２

問い合わせ先：消防本部　消防課　☎８３－１１１９

問い合わせ先：生涯学習課　生涯学習総務グループ　☎８５－２０２０

事業費：2,810,500円（交付金：2,387,000円　一般財源：423,500円）

事業費：5,522,000円（交付金：5,000,000円　一般財源：522,000円）

消防用ホース（65㎜ホース
×20本・50㎜ホース×20
本）、簡易ポンププロポー
ショナー、ガンタイプノズ
ル、Vフォームガン、ホー
スバッグ、トランシーバー

LEDバルーン投光器および
発電機、携帯型破壊工具、
手動式コンビツール、エン
ジンカッター、エンジンチ
ェンソー、消防団防火衣一
式、拡声器、活動用携帯照
明器具

購入資器材

購入資器材

事業費：3,773,000円（交付金：3,500,000円　一般財源：273,000円）

事業費：4,070,000円（交付金：3,700,000円　一般財源：370,000円）

事業費：16,115,000円
（交付金：15,000,000円
　一般財源：1,115,000円）

　消防本部は、令和元年度特定防衛
施設周辺整備調整交付金を活用し、
大規模災害に対応するため、消防団
資器材を更新しました。これらの資
器材は社台・虎杖浜分団に配備され、
今回をもちまして全分団に配備され、
災害現場に使用します。

　消防本部は、令和元年度特定防衛
施設周辺整備調整交付金を活用し、
経年劣化等から消防団資器材を更新
しました。これらの資器材は災害現
場で使用していきます。今後も計画
的な消防用資器材の整備・更新を図
ります。

令和元年度  防衛省  特定防衛施設周辺整備調整交付金活用事業



　昨年５月、白老町総合計画審議会に諮問してい
た第６次白老町総合計画の策定について、本年３
月24日、同審議会から町長に対して答申が行われ
ました。
　これまで審議会では、第５次総合計画に基づき
進めてきた取り組みの成果や課題を検証するとと
もに、町民意識調査や中高生アンケート、まちづ
くりワークショップをはじめ、町民説明会やパブ
リックコメントなどからいただいた、多くのご意
見・ご提案を踏まえながら、計９回にわたる慎重な議論を重ね、計画案としてまとめてきました。
　計画案では、まちの将来像を「共に築く希望の未来 しあわせ感じる元気まち」とし、「人口
減少の抑制」と「地域経済の活性化」の二つを重点プロジェクトに掲げながら、人口減少下にお
いても将来にわたり、誰もが心豊かに暮らすことができる、持続可能なまちづくり計画として策
定してきました。
　答申には、すべての町民が幸せを実感できるまちづくりをはじめ、人口減少社会に対応した持
続可能なまちづくりのほか、町民ニーズなどを考慮した計画の推進や協働のまちづくりの推進、
さらには、優先度を見極めた計画の推進の五つが意見として付されています。

　今後は、審議会か
らいただいた答申を
もとに、議会特別委
員会での調査・検討
を経て、６月成案化
に向けて策定作業を
進めていきます。

　１月28日から30日までの３日間、町内３会場において町民説明会を開催し、延べ43名の町民の
方々のご参加をいただきました。また、１月31日から１カ月間実施したパブリックコメントでは、
31件のご意見・ご提案をいただきました。これらの結果については、町ホームページに掲載して
います。

総合計画審議会が第６次総合計画（案）について答申

総合計画の町民説明会とパブリックコメントの結果

問い合わせ先：企画課　企画グループ　☎８２－８２１３



問い合わせ先：企画課　地域振興グループ　☎８２－８２１３



　町は、高齢者の日常生活のちょっとした困りごとをサポートするために、NPO法人などが主体
となって活動する「住民主体による訪問型サービス」を実施しています。令和２年４月より利用で
きるサービス項目が増えましたので活用ください。
　１　対　　象　①要支援認定を受けている方
　　　　　　　　②事業対象者の認定を受けている方（基本チェックリストに該当した方）
　２　実施団体　町内で住民主体による訪問型サービスを提供するNPO法人など
　３　サービス　送迎サービスの変更点（下記の（新）の部分のサービス内容が追加になりました）

　町はサービス提供団体と選定された場合、運営支援のため助成金を交付しています。４月から下
記のとおり団体要件、助成額などを変更しました。
（１）日常の困りごとに対する軽度の生活援助（訪問型サービスＢ）の変更点
　　●団 体 要 件　町内で活動する町税等を滞納していない団体であること
　　　　　　　　　　（法人格の要件がなくなりました）。
　　●サービス内容　「外出のために安全な環境を確保するための草刈り・草むしり」を追加
　　●助　成　額　・サービス提供時間が 30分未満　１件につき240円⇒300円
　　　　　　　　　　・　　　　〃　　　　 30分以上60分未満　１件につき400円⇒500円
（２）送迎支援（訪問型サービスD）の変更点
　　●サービス内容　上記の表のとおり用途が拡大になりました。
　　●助　成　額　・送迎支援（片道）１件につき200円⇒300円
　　　　　　　　　　・送迎支援（往復）１件につき400円⇒500円
　　　　　　     　　 ・任意の自動車保険料１台につき上限20,000円⇒22,000円
　　※新規の提供団体を随時募集しています。詳細は問い合わせしてください。

申し込み・問い合わせ先：高齢者介護課（地域包括支援センター）　☎８２－５５６０

 ◆意見件数　０件
　地域福祉計画とは、住み慣れた地域（日常生活圏域）において、高齢者、児童、障がい者などの
分野ごとの「縦割り」ではなく、それぞれの圏域の実情に応じたかたちで、行政や保健・福祉など
の関係機関と住民が一体となって支え合うことができる地域の仕組みづくりに取り組むための計画
です。
　第４期計画は、「制度によるサービスを利用するだけではなく、地域の人と人とのつながりを大
切にし、お互いに助けたり助けられたりする関係や仕組みづくり」を基本理念とし、基本目標は①
みんなで支え合う仕組みづくり、②共生の人づくりとまちづくり、③福祉サービス向上のための仕
組みづくり―を掲げました。これら理念と目標を基に、令和２年度～令和6年度までの５年間、さ
まざまな施策を展開し計画の推進をしていきます。

第４期白老町地域福祉計画(案)　パブリックコメントの実施結果

問い合わせ先：健康福祉課　福祉支援グループ　☎８２－５５４１

送迎サービス（住民主体訪問型サービスＤ）の内容
（１）通院等をする場合における送迎前後の付添い支援 （２）通いの場や一般介護予防事業における送迎支援
ア　通院 ア　一般介護予防事業への送迎
イ　日常の買い物 イ　高齢者大学への送迎
ウ　役場や金融機関等での用事足し ウ　住民主体の地域サロン等への送迎
エ　墓参り、冠婚葬祭（新） エ　趣味や信仰の集いへの送迎（新）
オ　病院・施設などのお見舞い（新）
カ　町外の通院のためのバス停や駅までの移動（新）
キ　理美容（新）
ク　入浴施設（新）



春の総合健診、締め切り間近です！
㈪

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



問い合わせ先：健康福祉課　健康推進グループ　☎８２－５５４１

問い合わせ先：町民課　後期高齢・医療給付グループ　☎８２－２３２５

後期高齢者健康診査の健診項目拡大！

ＱＲコード

●心電図検査を実施すると？
　心臓への血流障害や心筋の負担などを早期に発見することができます。
　他の血液検査と合わせ、改善するための保健指導を行うことで、狭心症・心筋梗塞の重症化予
防につながります。

●クレアチニン検査を実施すると？
　腎臓の機能に異常が起きていないかを調べる手がかりの１つです。
　腎臓の機能低下を抑えることで、慢性肝臓病の予防、人工透析への移行を遅らせることができ
ます。

～自分はいつも元気だからと、過信していませんか？～
　生活習慣病は、自覚症状が無いまま気づかぬ間に進行することがあります。通院中であっても
治療中の部分を含め、からだ全体の健康状態の確認をするために健診を受けることが大切です。

☆自分のため家族のためにも健診を受けて、できることから健康づくりに取り組みましょう！

　令和２年度から、特定健診やがん検診などの予約について、QRコードからの予約を開始しまし
た。スマートフォンなどからのご予約も可能となりますので、ぜひ活用ください。
　（令和２年度版白老町健康カレンダーをご覧ください）

＜ＱＲコードでの健診予約の流れ＞
①　右記ＱＲコードを読み取り、「メール作成」を選択
②　メール本文に、健診名・項目・受診日・時間・氏名・生年月日・住所・
　　電話番号・その他備考を入力して送信
③　健康福祉課で確認後、受診希望日の定員状況等の確認のため、入力して
　　いただいた電話番号にご連絡します。
　　（つながりやすい電話番号を入力してください）

心電図検査・クレアチニン検査が助成されます
　昨年度までの健診内容は、診察・計測・血圧・血液検査（血中脂質・肝機能・糖）・尿検査（蛋白・
糖）でしたが、令和２年度から心電図検査及びクレアチニン検査が追加され、無料で受診できるよう
になりました。
※後期高齢者における疾病の重症化予防及びフレイル(虚弱状態)予防を促進します。



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

国民年金の加入について国民年金の加入について

問い合わせ先：町民課　国保・年金グループ　　　☎８２－２３２５
　　　　　　　日本年金機構　苫小牧年金事務所　☎５６－９００２



中学２年生を対象としたピロリ菌検査実施のお知らせ

15,000
5,00010,000 15,000

10,000

R2.4.1 R2.4.1

問い合わせ先：健康福祉課　健康推進グループ　☎８２－５５４１

問い合わせ先：子育て支援課　子育て支援グループ　☎８５－２０２１

児童の成長を手助けする制度のご案内
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　町は、下記のお子さんを対象に年２回、無料の歯科健診とフッ素塗布事業を実施していましたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、６月の実施については中止することとしました。次
回11月は、感染症の流行状況により判断します。

問い合わせ先：健康福祉課　健康推進グループ　☎８２－５５４１

 ◆意見件数　０件
　平成26年度に「白老町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、保育園や認定こども園などの教
育・保育について必要な量を定めるとともに、就学前の子どものさまざまな子育て支援の事業につ
いて推進してきました。
　現行計画の計画期間（平成26年度から令和元年度）が終了することに伴い、引き続き教育・保育
のニーズに応じた提供量を整備するとともに、本町の子どもとその親が幸せに住み続けることがで
きるよう子育て支援の各事業を計画的に推進するための計画です。

「第２期白老町子ども・子育て支援事業計画（案）」
パブリックコメントの実施結果

問い合わせ先：子育て支援課　子育て支援グループ　☎８５－２０２１

５月は消費者月間です！５月は消費者月間です！

むし歯予防事業『歯っぴぃ白老』中止の案内

対象者：３歳半～年長児（Ｈ26年４月２日～Ｈ29年１月生まれ）



問い合わせ先：しらおい食育防災センター　☎８４－１２３１

「車に気を付けてね」
　願い込めたお守り寄贈

「勉強してね」
クリアファイルとノート贈る

「町民の温かい心に感謝」
手作りマスク寄贈

白老町商工会女性部・青年部

北海道日本ハムファイターズしらおい
後援会と㈲こんや

　商工会女性部（熊谷あき子部長）と青年部（西尾圭史部
長）が３月27日、新入学児童に贈る手作りの交通安全マス
コット（お守り）80個を町教育委員会に届けました。

　地域活性化を願った毎年の寄贈。後援会（村
上栄子会長）は新入学児童にクリアファイル約
70枚と図書館への本寄贈４冊、㈲こんやは新小
１と中１のた
めのノート約
150冊を３月
27日、町長に
届けました。
（広報編集室）

　新型コロナウイルス感染予防対策となるマス
クが全国的に不足している中、全ての子どもた
ちがマスクを着用できるよう、町教育委員会が
ホームページやチラシで町民に布製マスクの作
製を呼び掛けたところ、善意を届ける町民が
続々現れ、1500枚以上が届けられました。材料
の適した布やゴムなども品薄の現状もあり、思
わぬ反響
に町教委
も大感謝
していま
す。
（広報編
集室）

　毎年のプレゼントで、今年は新型コロナウイルスの影響でなかなかメンバーが作
製に集まれない中、作り上げました。白老神社で祈とうしてもらいました。
 （広報編集室）



問い合わせ先：総務課　危機管理室　☎８５－３０８０

　 近年、全国各地で自然災害が頻発しています。特に、大雨により「土砂災害」や「浸水害」、
「洪水害」などで多くの被害が発生しています。
気象台では、大雨により重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合に、「大雨警報（土
砂災害・浸水害）」や「洪水警報」を発表して警戒を呼び掛けるとともに、この発表に合わせ
て実際に地域のどこで危険度が高まっているかが一目で分かる「危険度分布」を気象庁ホーム
ページで提供しています。
 　具体的には、大雨警報（浸水害）が発表されたときに、実際にどこで浸水害発生の危険度が
高まっているのかが確認でき、１時間先までの予測として危険度の低い順から「①注意報基準
未満の場合」、「②注意報基準以上となる場合」、「③警報基準以上となる場合」、「④警報
基準を大きく超過した基
準以上となる場合」および「⑤警報基準を大きく超過した基準以上となった場
合」の５段階で色分けして、浸水害発生の危険度を地図上の分布として表示し
ています。
気象庁ホームページ　https://www.jma.go.jp/jma/index.html
室蘭地方気象台　☎０１４３－２２－４２４９

毎年５月に町内を巡回し狂犬病予防注射を実施しておりますが
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は６月に実施します！
◎畜犬登録者には、狂犬病予防注射書と日程表を後日郵送いたしますのでご確
　認ください。
※畜犬未登録者は、登録を行ってください。登録料：3,000円（生涯に１回）
集合注射の期間中に、会場へ来られない方は、下記の病院にて予防注射が受けられます。

☆ポロトの森どうぶつ病院　東町２－１－１　８２－５６３６
☆ピノ動物病院　本町１－４－13　８５－４４１１

※病院での注射
料金は集合注射
と同額です

問い合わせ先：生活環境課　交通・町民活動グループ　☎８２－２２６５

実施時期が
変わります！



　今年も乾燥期を迎え、山火事の危険期に入りま
した。大事な森林を守るため、入林や火入れにつ
いては、下記の事項に注意願います。
【入林する際】
①国有林については胆振東部森林管理署への入林
申請、民有林は管理者(所有者)の了承を得て入
林願います（ポロトの森や萩の里自然公園は手
続きの必要はありません）。

②喫煙者は携帯灰皿を携行し、喫煙後に必ず消火
の確認をしてください。

【火入れ】
①森林内や森林の周囲1 kmの範囲内にある土地
の火入れは、森林法にもとづき町長の許可が必
要です。事前に申請の手続きを行ってください。

②危険期間(4～6月)中の火入れは極力避け、夏期
または秋期に行ってください。

③火入れ地1 km以内に国有林が所在する場合、
森林管理署に連絡してください。

詳　細　農林水産課　水産林務グループ
　　　　☎８２－６４９１

　商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、
病院などで、取引や証明上の計量に使用するはか
りは、検定証印などが付されたものでなければな
りません。
　また、計量法第１９条第１項の規定により、２
年に１度、北海道知事が実施する定期検査を受け
ることが義務づけられています。定期検査に合格
したはかりには、「定期検査済証印」が付され、
継続して取引・証明に使用することができるよう
になります。この検査を受検しなければ、取引や
証明上の計量に使用することができませんので注
意してください。
　当町は、定期検査（６月上旬予定）の実施期日
前に、はかりを使用している事業所を巡回し、は
かりの調査を行いますのでご協力をお願いします。
詳　細　経済振興課　商工労働グループ
　　　　☎８２－８２１４

　町は、地震・津波や武力攻撃などの発生に備え、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた情
報伝達試験を行います。
日　時　5月20日㈬　11時
内　容　町内49カ所の防災行政無線を使用して
　　　　Ｊアラートの試験放送を一斉に行います。
詳　細　総務課　危機管理室　☎８５－３０８０

山火事に注意！

はかりの定期検査の実施

防災行政無線の情報伝達試験の実施

　

お知らせお知らせ くらし百科くらし百科

月　日 当番表 電話番号
1日、2日 ㈱新田工業 82-2814
3日、4日 ㈱白老設備工業 82-5959
5日、6日 ㈲和光商事 83-3268
7日～10日 タナカ・ライフクリエイト㈲ 87-4700
11日～17日 ㈱太陽 83-6666
18日～24日 ㈱新田工業 82-2814
25日～31日 ㈱白老設備工業 82-5959

※修理は直接、当番業者へ連絡してください。
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■会　場　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）】

10 時 30 分
7日㈭ ８日㈮ 13 日㈬ 18 日㈪
19 日㈫ 21 日㈭ 25 日㈪ 26 日㈫
27 日㈬ 29 日㈮

13 時 30 分 12 日㈫ 15 日㈮ 20 日㈬ 28 日㈭

【一般講習（1時間講習）】

10 時 30 分
１日㈮ 11 日㈪ 12 日㈫ 15 日㈮
20 日㈬ 22 日㈮ 28 日㈭

13 時 30 分 18 日㈪ 25 日㈪

【違反講習（2時間講習）】

13 時 30 分
１日㈮ ８日㈮ 11 日㈪ 13 日㈬
19 日㈫ 22 日㈮ 26 日㈫

14 日㈭、28 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）】
13 時 30 分 ７日㈭ 14 日㈭ 27 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



　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、５
月の無料法律相談を中止します。
※札幌弁護士会は電話予約で相談を受けています。
近くの相談センターへ電話ください。
・苫小牧法律相談センター　
　☎０１４４－３５－８３７３
・むろらん法律相談センター　
　☎０１４３－４７－８３７３
詳　細　生活環境課　交通・町民活動グループ
　　　　☎８２－２２６５

札幌弁護士会・法テラスによる
無料法律相談

【巡回児童相談とは】
・室蘭児童相談所から遠距離にあるなどの理由で、
利用することが困難な地域において、室蘭児童
相談所の職員による相談や支援を実施します。

【対象者・相談内容】　※相談費用は無料です。
・18歳未満の児童で、心身障害、発達相談、不登
校・非行など心理学的、教育学的、精神保健法
上の判定を要すると認められる者。

・相談時間は概ね2時間です。
・相談内容については、保護者の了解なく他へお
知らせすることはありません。

【開催日程・会場】
５月26日㈫、７月22日㈬、８月18日㈫、９月30日
㈬、11月24日㈫、12月24日㈭、１月26日㈫
白老町総合保健福祉センター（いきいき４♥６）
東町4－6－７
申し込み・詳細　子育て支援課　子育て支援グル
　　　　　　　　ープ　☎８５－２０２１

　スズメバチは例年５月から６月にかけて、女王
バチが庭木や植栽などに巣作りを始めます。ペッ
トボトルと誘引剤を利用した手作りハチトラップ
などで巣を作らせない対策も必要です。
　もしスズメバチを見かけたら、叫んだり手で振
り払ったりするなど過度な反応をしてはいけませ
ん。大きな声を出したり騒いだりすると驚き、攻
撃されたと勘違いしますので、過剰な行動が被害
につながることもあります。冷静に立ち去り生活
環境課へ通報してください。
詳　細　生活環境課　環境グループ　
　　　　☎８２－２２６５

　６月１日現在で、従業者４人以上の全ての製造
事業所を対象に「工業統計調査」を実施します。
　「工業統計調査」は、わが国における工業の実
態を明らかにすることを目的とした統計法に基づ
く報告義務のある重要な統計調査です。
　調査は道知事より任命された統計調査員が、新
型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮しながら
各事業所を訪問または電話などで調査しますので、
趣旨を理解いただき、調査票への回答をよろしく
お願いします。
　調査票は調査の種類に応じて調査員が持って伺
うか、国から直接郵送で届きます。
詳　細　企画課　統計グループ
　　　　☎８２－８２１３

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当
面の間、普通救命講習会の開催を中止とします。
再開の予定が決まり次第、広報及びホームページ
にてお知らせしますので、ご了承ください。
詳　細　消防署　☎８３－１１１９

　行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間
有識者です。皆さんの身近な相談相手として国の
仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や
関係行政機関に対する通知などを行っています。

詳　細　北海道管区行政評価局　
　　　　☎０１１－７０９－２３１１

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、人権
啓発、人権相談などの人権活動を行っています。
白老町では６名が活動を行っています。

詳　細　札幌法務局苫小牧支局　
　　　　☎３４－７１５１
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令和２年度巡回児童相談のお知らせ―室蘭児童相談所

スズメバチにご注意を

2020年工業統計調査の実施

普通救命講習会の中止について

行政相談委員のご紹介

人権擁護委員の紹介
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◎ミニ体験「刺しゅう体験」
対　象　一般（ただし初心者の方に限る）
日　時　５月23日㈯、24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　アイヌ文様刺しゅうサークル「エミナの
　　　　会」（菅野節子代表）の指導により、美
　　　　しいアイヌ文様刺しゅうを施した作品を
　　　　制作します。
参加費　無料
定　員　10名（先着順）
持ち物　裁縫道具
締め切り　５月７日㈭から申し込み受け付け開始。
　　　　定員に達し次第、受付終了。
詳　細　チキサニ　☎８２－６３０１

イオル体験交流事業

　町に検査結果を提供すると、定期通院時に実施
していない検査項目（身長・体重・腹囲・血圧・
血液検査・尿検査）を無料で実施することができ
ます（通常の診療費はかかります）。
　提供のあった検査結果は厳重に管理し、町の健
康施策に活用します。
対　象　町内医療機関通院中の国保加入者
実施方法　①「特定健診情報提供承諾書」（４月送
　　　　　付の特定健診受診券に同封）に記入し、
　　　　　通院中の町内医療機関窓口へ提出
　　　　②検査結果を特定健診として受理
　　　　③検査結果は、地区担当の保健師・管理
　　　　　栄養士から郵送または面談にて返却
備　考　・令和２年度特定健診を受診した方、令
　　　　　和２年度末までに受診予定の方は対象
　　　　　外です。
　　　   ・町外医療機関に通院中の方も、血液検
　　　　　査や尿検査で必要な項目を満たしてい
　　　　　る場合、検査結果のご提示で特定健診
　　　　　として受理することができます。
詳　細　健康福祉課　健康推進グループ
　　　　☎８２－５５４１

対　象　 40～74歳の白老町国民健康保険加入者
実施期間　通年実施
自己負担　無料
持ち物　白老町国民健康保険証、国保特定健診受
　　　　診券（４月に対象者へ発送しています）
実施機関　生田医院、藤田内科クリニック、北海道
　　　　リハビリセンター診療所、白老町立国保
　　　　病院
検査項目　診察、身体計測、血液検査、尿検査、心
　　　　電図検査
受付時間　それぞれ受付時間が異なりますので、各
　　　　病院に確認してください。
申し込み　北海道リハビリ・町立病院は事前予約制
　　　　です。病院へ直接申し込みください。
お知らせ　生田医院、藤田内科クリニックは土曜日
　　　　（午前中）も実施しています。
詳　細　健康福祉課　健康推進グループ　
　　　　☎８２－５５４１

※白老町立国保病院のみ、特定健診と一緒にがん
　検診が受けられます。
がん検診　胃がん検診（1,200円）
　　　　大腸がん検診（500円）
　　　　肺がん検診（無料）
申し込み　事前予約制です。病院へ直接申し込みく
　　　　ださい。
お知らせ　腹部エコー検査などのオプション検査も
　　　　追加できます。希望の方は予約時に伝え
　　　　ください。
詳　細　町立病院　☎８２－２１８１

　日本高血圧学会では５月17日を「高血圧の日」
と定め、2017年より毎月17日を「減塩の日」とし
ています。
　高血圧対策の第一歩は減塩です。皆さんが普段
食べている食品にはどれくらい塩分が入っている
でしょうか？実は隠れた塩分がたくさんあるかも
しれません。日本人の食塩摂取目標量が今年から
0.5ｇずつ下がり、男性は7.5ｇ未満、女性は6.5ｇ
未満となりました。しかし、北海道民は２ｇ以上
オーバーした塩分を摂っています。
　いきいき４♥６では毎月17日は減塩啓発キャ
ラクターの「良塩（よしお）くん」と「うすあ
人」を展示しているほか、白老版あいうえお塩分
表をご用意しています。高血圧の日を機会に月一
度の減塩の日は、ご家庭の塩分も見直してみませ
んか？
詳　細　健康福祉課　健康推進グループ
　　　　☎８２－５５４１

検査結果提供の協力お願い

個別健診（特定健診）

個別総合健診

５月17日は高血圧の日です

　東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催延期を受け、６月14日に開催を予定していた
聖火リレーは延期されることになりました。
　これに伴い、当日予定していた町関連事業や交
通規制が中止となりますのでお知らせします。
　なお、今後の詳細が決定次第、改めて周知しま
す。
詳　細　企画課　企画グループ　
　　　　☎８２－８２１３

東京オリンピック聖火リレーの延期について
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●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
時　間　８時30分～17時30分（時間帯応相談）
給　与　時給1,315円以上
●病棟・老健介護スタッフ(会計年度任用職員)
対　象　町内・町外を問わず６５歳ぐらいまでの
　　　　健康な方。経験やブランクは不問。
業務内容　病棟・老健での介護業務
資　格　介護職員初任者研修修了者
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
　　　　（時間帯応相談）
休　日　４週８休・日数応相談
給　与　時給1,002円以上
待　遇　社保・車通勤可・通勤手当（規定あり）
申し込み　電話連絡の上、写真付き履歴書を持参ま
　　　　たは郵送（書類・面接選考あり）
締め切り　５月22日㈮
詳　細　町立病院　☎８２－２１８１

職　種　白老第２・萩野　児童クラブ
　　　　支援員補助（会計年度任用職員）若干名
雇用期間　令和３年３月31日まで　
　　　　※更新の場合あり
業務内容　支援員の補助、子どもたちの生活の支援
　　　　補助業務
勤務時間　８時～18時の間で１日３～７時間程度
　　　　週３～４日
給　与　時給912円
申し込み　５月18日㈪までに写真付き履歴書を子育
　　　　て支援課まで持参してください。
詳　細　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎８５－２０２１

　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

町立病院　看護師・介護スタッフ

放課後児童クラブ支援員補助員
（会計年度任用職員）

障がい者（身体・知的・精神・発達）の方の
相談に応じています

　就労・自立の一歩を踏み出すサポートをします。
日　時　５月７日㈭　10時～12時
　　　　　　20日㈬　13時30分～15時30分
会　場　いきいき４♥６　研修室２
　　　※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

　「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　5月13日㈬　13時～16時
会　場　いきいき４♥６　研修室２
詳　細　健康福祉課　福祉支援グループ　
　　　　☎８２－５５４１

　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　5月14日㈭、28日㈭　13時～16時
会　場　いきいき４♥６　研修室３・４
◎家族会「はまなす会」　　　
日　時　5月28日㈭　10時
会　場　いきいき４♥６　研修室２
詳　細　健康福祉課　福祉支援グループ
　　　　☎８２－５５４１

若者サポートステーション出張相談会

障がいのある方の就労相談に応じています

心のつどいの広場

　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　５月21日㈭、28日㈭
　　　　13時～13時45分
会　場　いきいき４♥６　交流センター
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　
　　　　☎０９０－１５２５－０６５９

イキイキ体操教室

　白老町在住の方で、60歳以上の方・障がいのあ
る方が利用できます。なお、自宅にお風呂がない
方も入浴できますのでご利用ください。
入浴可能日時　開館日の毎週水～土曜日
　　　　　　　10時～15時
料　金　１回200円　回数券12枚で2,000円
場　所　いきいき４♥６　２階浴室
詳　細　健康福祉課　福祉支援グループ
　　　　☎８２－５５４１

いきいき４♥６　お風呂のお知らせ
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対　象　60歳ぐらいまでの健康で明るい方
　　　　（健康であれば年齢問わず）
業務内容　①町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）
　　　　②中央公民館・コミュニティセンターの
　　　　　清掃業務（パート）
　　　　③元陣屋跡環境整備事業業務（刈払機使
　　　　　用経験のある方）
定　員　各１名
雇用期間　５月１日～令和３年３月31日（契約更新
　　　　あり）　※③は５月１日～10月31日
勤務形態　①、②８時30分～17時15分
　　　　③７時50分～15時10分（月15日程度）
給　与　①月給179,600円(社会保険加入)
　　　　②時給898円
　　　　③月額　179,000円（社会保険加入）
待　遇　各種保険加入制度あり（雇用・労災保険）、
　　　　作業服貸与、交通費（会社規定により）
申し込み　電話連絡の上、写真付き履歴書を本人持
　　　　参、書類・面接選考
締め切り　５月13日㈬
詳　細　同センター　☎８２－４４７１

しらおい振興センター　嘱託・パート従業員

対　象　水慣れができている方
日　時　６月６日から７月18日までの毎週土曜日
　　　　　17時30分～18時30分
会　場　町民温水プール
内　容　初歩の泳ぎから息継ぎのマスターを目指
　　　　して気軽に水泳を楽しみます。
　　　　託児可（無料。前日までに予約が必要）
参加費　１カ月1000円（入館料込み）
詳　細　町民温水プール　　　　
　　　　堀、松本　☎８２－５８１３

初歩の水泳　いろいろな泳ぎに挑戦―水泳協会

　ネットを踏まずにゆっくり、のんびり、みんな
で楽しく行う運動が、歩行機能や認知機能の改善
に期待できます。
対　象　歩行に不安のある方、運動に感心のお持
　　　　ちの方
日　程　５月12日㈫、６月９日㈫、７月14日㈫、
　　　　８月11日㈫　10時30分～12時
会　場　いきいき４♥６　研修室２
参加費　１回100円（保険料込み）
持ち物　運動靴、飲み物
定　員　20名（先着順）
詳　細　はっぴー♡ふまねっとクラブ白老事務局
　　　　島崎　☎０９０－６２１７－１５１８

対　象　どなたでも
内　容　障がいを抱えた方の就労施設「ポプリ」
　　　　では、人気のよもぎ餅やよもぎパンなど
　　　　の原料となるヨモギ若葉の採取をしてく
　　　　ださる方を募集しています。採取したヨ
　　　　モギ若葉は１㎏330円で引き取ります。
説明会　５月15日㈮　14時
　　　※説明会参加と登録が必要です。
採取期間　５月18日㈪～６月５日㈮の平日のみの予
　　　　定（天候などにより変更があります）　
定　員　30名
詳　細　ポプリ　東町５－36－１
　　　　中道　☎８５－２３３５

対　象　ソフトテニスに興味がある小学生
日時・会場
　　　【５～９月】（月・水・金曜日）
　　　　16時30分～18時30分　
　　　　町営テニスコート（総合体育館向かい）
　　　【10～４月】（水曜日）　17時～19時　
　　　　北吉原はまなすスポーツセンター
　　　（土曜日）16時～19時　総合体育館
会　費　月額1,000円（別途保険料など、兄弟割
　　　　引あり）　
詳　細　事務局　石谷　☎８３－２２８９

ふまねっと運動教室

ヨモギ若葉の採取に協力してください

ソフトテニス少年団　団員募集

いきます。
▼問い合わせ　登別市企画調整グループ
　　　　　　（☎0143－85－1122）

魅力を発信する市の『ロゴマー
ク』を多数の応募の中から決定
しました。ロゴマークは、市制
施行50周年以降もまちのシンボ
ルマークとして幅広く活用して

近郊のイベント情報を紹介します。
　　　　　　　　　　　　　（広報編集室）

　登別市は８月１日に市制施行50周年を迎えるこ
とから、多くの市民と協働し、さまざまな記念事
業に取り組んでいます。その一つとして、まちの

登別市のロゴマークが決定しました
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　令和２年度の移動図書館車は、
下記の日程で巡回します。巡回場
所･時間に変更がありますので注
意ください。

詳　細　図書館　☎８２－３０００

【運休日】6月23日（第4火曜）、6月25日（第4木曜）は蔵書点
　　　　　検作業に伴う臨時休館のため運休します。
【変更日】祝日のため7月23日（第4木曜）は7月22日㈬に、9月
　　　　　22日（第4火曜）は9月23日㈬に、2月11日（第2木
　　　　　曜）は2月10日㈬に、2月23日（第4火曜）は2月24日
　　　　（水）に運行します。

　



〒♥
こどもこども
　  　  

内容 月日・曜日 時間 対象

すくすく
ひろば

月・木 10時～13時 　乳幼児と
　　　保護者火・水・土 10時～15時

あかちゃん
ひろば

月 13時～15時

0歳児と保護者
妊婦さん

5/11㈪ マタニティひろば 13時～15時

5/25 ㈪  離乳食教室
「離乳食のすすめ方（口腔
発達と食材の大きさ）」

13時30分
～15時

みんなの
ひろば 木 13時～15時 乳幼児と保護者

　　　～小学生

５月のイベント
内容 月日 時間

ゆみさんのおはなし会
（妊婦さんと乳児親子向け） 5/11㈪ 14時～14時30分

森のおさんぽ
（春の森をおさんぽ） 5/12㈫ 11時～11時30分

栄養士さん訪問 5/13㈬ 11時15分～11時45分

わらべうたのじかん 5/21㈭ 11時～11時30分

すくすくおはなし会 5/23㈯ 11時～11時30分

☆乳幼児～地域の方向け
「子育てサロンＩＮ虎杖浜」
対　象　どなたでも
日　時　５月24日㈰　10時～12時
会　場　虎杖浜生活館
参加料　無料
主　催　町社会福祉協議会

☆小学生向け
　小学生集まれ～「春の森で楽しく遊ぼう」
対　象　小学生（親子で参加可）
日　時　５月14日㈭　16時～17時30分
会　場　すくすく３♥９の外（雨天時変更）
講　師　井上亜紀代さん（いぶり自然学校）
参加料　無料
持ち物　汚れてもよい暖かい服装、帽子、タオル、軍手
※状況により、催し物が中止または変更になる場合
があります。
※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（4月20日㈪～５月９
　日㈯は臨時休館）
※託児事業の受け付けは随時おこなっています。
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

内 容 月日・曜日 時間 対象

育児相談 月～金 8時45分～
17時15分

・０歳～
就学前の
お子さん
と保護者

・関心の
ある方

あそびの広場 月～金 9時30分～
15時30分

お楽しみ週間
（アイヌ刺しゅう）
＊要申し込み
＊都合のよい曜日に来
てください。
＊詳細は後日お知らせ
します

5/11 ㈪

～

5/15 ㈮

10時～
11時30分

お楽しみのひろば
（種まき・戸外活動）
＊汚れてもいい準備を
してきて下さい。

5/13 ㈬

お楽しみのひろば
（幼児食教室）
＊要申し込み

5/20 ㈬

お楽しみのひろば
（「SKY」読み聞かせ
＊はまなす保育園で行
います。

5/27 ㈬

お楽しみのひろば
（助産師さんの講座）
＊要申し込み
どなたでもどうぞ。

6/3 ㈬

　

　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　
【お散歩】
日　時　５月７日㈭　10時～ 1１時３０分
集合場所　仙台藩白老元陣屋資料館駐車場
持ち物　帽子、飲み物、虫よけ等
＊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。
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
※新型コロナウイルスの影響で開催中止の場
合がありますのでご確認ください。



こども

　絵本を中心とした子どもの図書館（無料）です。
友達いっぱいつくろう！
開放日　５月11日㈪、25日㈪　11時～16時30分
会　場　みみずく文庫（末広町、緑丘福祉近く）
◎萩野児童館でのおはなし会
日　時　５月９日㈯　13時30分
内　容　くまのおさんぽ、「しろちゃんとはりち
　　　　ゃん」シリーズから、大型絵本など幼児
　　　　から小学生まで楽しめます。
◎美園児童館でのおはなし会
日　時　５月23日㈯　14時
内　容　くまのおさんぽ、大型紙芝居「ガンピー
　　　　さんのサイ」ほか
　　　　久しぶりのおはなし会だよ。
詳　細　山下　☎０９０-６９９９-３９０２

　全日程を修了し登録すると、託児サービスやお
助けネットの子育て支援活動に参加できます。子
育てや孫育てにも役立つ内容です。
対　象　大人
日　時　６月２、９、16、23、30日、７月７日の
　　　　全６回
会　場　いきいき４♥６　２階研修室
受講料　2,000円（資料代含む）
※受講、託児（子ども１回につき300円）ともに
　申し込みが必要。
締め切り　５月26日㈫
詳　細　子育てふれあいセンターすくすく３♥９
　　　　ＮＰＯ法人お助けネット
　　　　☎８２－３９２６、０９０－６２１５－３９２０

　◆「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 月　日 時　間
園児と遊ぼう 5月 13 日㈬ 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電話で申し込みをしてく
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 

  
　保育園を開放し園児と一緒に保育に参加し楽しく過
ごします。新型コロナウイルスの影響で予定変更があ
るかもしれませんので事前に問い合わせて下さい。

内　容 月　日 時　間

園児と遊ぼう 6月 2日㈫ 10時～10時30分

対　象　０歳児～小学校未就学児と保護者
※時間が変更になり10時～10時30分となっています。
費　用　無料
持ち物　▼３歳以上のお子さん…上靴
注意事項　※感染予防のため親子でマスク着用と手指
　　　　　　の消毒に協力下さい。
　　　　　※前日夜と当日朝の検温を忘れずに行い風
　　　　　　邪の症状がある場合、参加はご遠慮下さ
　　　　　　い。
詳 　細　認定こども園　白老小鳩保育園　
               ☎８２－２０４０

◆みんなで遊ぼう
　乳児棟のお友達と一緒に遊びます。ふれあい遊びで
ほっこり。
対　象　未就園児とその保護者
日　時　６月５日㈮　10時～ 10時 30分
持ち物　上靴、運動しやすい服装、汗拭きタオル、水筒、
　　　　帽子
詳 　細 　認定こども園　白老さくら幼稚園　
　　　  　☎８２－２６４０

えんじの広場

みみずく文庫子育て支援サービス講習会の
受講生を募っています

☆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園に確認
　してください。

夢を育む楽しいひとときはいかが



問い合わせ先：苫小牧保健所　☎３４－４１６８

問い合わせ先：健康福祉課　健康推進グループ　☎８２－５５４１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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区 分 対象・接種回数・接種間隔 実施日 受付時間 会場
BCG 生後 5カ月から８カ月までに１回

5 月5月
11日、12日
18日、19日
25日、26日

※毎週、月、　
　火曜日実施。
　
ただし、祝日と
その前日は実施
していません。

13時 15分

～

13 時 45 分

4 種混合
生後３カ月から７歳５カ月まで
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）

麻しん・風しん
混合予防接種
（MR)

1 期…1回接種（1歳以上 2歳未満の間に）
2期…1回接種（平成 26年 4月 2日～平成 27年 4月 1日生ま
　　　　　　　   れで、小学校就学前までに）

ヒブ
生後 2カ月から 5歳未満の間に（1回目は６カ月までに）
初回接種…３回接種（標準は４~８週間隔で１歳前までに）
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）

肺炎球菌
生後 2カ月から 5歳未満の間に（1回目は 6カ月までに）
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）
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）

B型肝炎 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
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

水痘 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）
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

※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。
※４月24日㈮の乳児健診の対象者については、５月22日㈮に実施予定です。対象の方は個別にご案内します。

子
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診
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談
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対 象 実施日 受付時間 会 場
４カ月児健診（令和 2年１月生） 5/29 ㈮ 12 時 5分～ 12時 15 分

いきいき４♥６

７カ月児相談（令和元年 10月生）
ブックスタートパックプレゼント

5/29 ㈮ 9時 10分～ 9時 20分

10 カ月児健診（令和元年 7月生） 5/29 ㈮ 12 時 10 分～ 12時 20 分
13 カ月児相談（平成 31年４月生） 5/29 ㈮ 9時 10分～ 9時 20分
１歳６カ月児健診（平成 30年 9月生、10月生） 5/8 ㈮ 12 時 10 分～ 12時 20 分
２歳児相談（平成 30年３月生、４月生） 5/8 ㈮ 9時 15分～ 9時 30分
３歳児健診（平成 29年４月生、５月生） 6/5 ㈮ 12 時 10 分～ 12時 20 分

保健所の相談・検査（５月）
名　称 日　時 内　容 申し込み

総合保健・医療相談 月～金曜日 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 19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。

要予約

こころの健康相談 18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 12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 12日㈫
26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 26日㈫ 抗体検査を今まで受けた事が無い方が対象

HIV検査
（エイズ相談）

12日㈫
26日㈫

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）

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。

 

町 

立 

病 

院





町民まちづくり活動センター　☎８２－４２５３



■編集　広報元気編集室（一般社団法人しらおい振興センター　白老町大町 1丁目 1番 1号）
　　　　TEL 0144-82-8367　FAX 0144-82-8368　Eメール katudou@shiraoi-tc.jp
■発行　白老町企画課（白老町大町 1丁目 1番 1号）
　　　　TEL 0144-82-8213　FAX 0144-82-4391　Eメール　kikaku@town.shiraoi.hokkaido.jp
　　　　白老町HP　http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/

　㈱牧野鉄筋（苫小牧市、牧野詔夫代表取締
役）が町の発展・振興に─と、100万円を寄付
しました。
　牧野社長は「新型コロナの関係でわれわれも
大変だが、町民も頑張ってもらいたい」と話し
ていました。 （３月31日）

　町は、㈱富士建設（室蘭市、橋詰昌明代表取
締役）に感謝状を贈呈。同社は町道ポロト社台
線の一部（約200ｍ）を、無償で舗装修繕しま
した。橋詰代表取締役は「今後も地域のお役に
立ちたい」と話していました。　 （３月25日）

牧野鉄筋 富士建設

白老町の人のうごき
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まちづくり　協力に感謝

白老町広報「元気」編集室
電話番号、場所などが変わりました！

今年４月から、町民活動サポートセンターから、一般社団法人しらおい振興センターへの所属
変更となりました。住所（大町１－１－１）、メールアドレス（katudou@shiraoi-tc.jp）は変わりま
せんが、電話番号、ファクス、場所が下記のように変わりましたので、よろしくお願いします。

電話番号は82－8367（直通）／ファクスは82－8368（直通）
移転先は庁舎内１階（町民課と総務課の間の一室）　（広報編集室）
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