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元 気

過去から現在までの白老のアイヌ民族の衣服が一堂に会した初の展示の一部。製作者の思いが
伝わる直線、面が織りなす複雑な模様が美しい（国立アイヌ民族博物館第２回テーマ展示）
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本号は３月16日現在の情報に基づき掲載しています
イベントなどは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止の場合がありますので確認してください
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令和４年度

町政執行方針

「安心・充実・未来への投資」
平成
年
月に町長に就任してから

これまで︑町民の皆様や関係団体の温

かいご支援並びに議員の皆様のご指導

の も と ︑﹁ み ん な の 心 つ な が る ︑ 笑 顔

と安心のまち﹂そして第６次総合計画

に定める将来像﹁共に築く希望の未来

しあわせ感じる元気まち﹂を基本姿

勢として︑多くの課題解決に取り組ん

でまいりました︒

今なお︑新型コロナウイルス感染症

が収束していない現状の中では︑不安

要素が多く︑混沌とする社会において︑

閉塞感に押しつぶされそうになります︒

しかしながら︑どんな状況であろうと︑

関係する方々としっかりと向き合い︑

お 互 い の 信 頼 を 高 め ︑﹁ 人 と 人 と の 繋

がり﹂を大切にしながら﹁ふるさと白

老﹂をしっかりと次の世代へと引き継

いでいく︑その決意をもって︑令和４

年度も全力でまちづくりに取り組んで

まいります︒

23
11

戸田安彦町長

町政に臨む基本姿勢
新型コロナウイルス感染症対策、インフラ整備、施設の長寿命化及び適正配置
の三つの重点事項を柱としてまちづくりを進めます。

1. コロナに負けない安心して暮らせるまちづくり
令和４年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症対策にしっかりと取り組み、町民の皆様の
生命・財産を守り、安心して暮らせるまちづくりを進めます。
新型コロナウイルス感染症への対応においては、現在、ワクチンの３回目接種を
進めており、昨年の12月に医療従事者等の接種を皮切りに18歳から64歳以下の一般
対象者についても、国の方針を踏まえながら接種期間を６カ月間隔に短縮し、早期
にワクチン接種を終える目標をもって進めてまいります。
町民生活と経済活動への支援においては、新型コロナウイルスの感染拡大が地域
経済に与えた影響は大きく、依然として厳しい状況が続いております。また、長期
的な影響も考慮し、令和３年度に実施をしたプレミアム商品券発行事業や事業者経
営支援事業などこれまでに実施してきた事業を検証し、国や北海道の施策を見据え
ながら、引き続き町民生活の安定化と地域経済の立て直しを図ってまいります。
今後も感染予防の啓発や発生状況など、最新の情報を発信するとともに、関係機
関と連携を図りながら、感染予防対策に万全を期してまいります。
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令和４年度

町政執行方針

2. 地域生活を支えるインフラが充実するまちづくり
人々の生活を支えるインフラをさらに強く、便利に、そして誰もが使えるように発展させるた
め、町民の皆様からの要望の声が高いものをしっかりと把握し、優先順位を明確にしながら、計
画的にインフラの整備を進めます。
道路につきましては、町民生活の安全性確保に向けた地域内生活道路の整備推進
として、北吉原中通り改修事業や虎杖浜北３番線簡易舗装事業を実施するほか、地
域要望に基づく町道補修事業を実施してまいります。
橋梁長寿命化事業につきましては、道内初となる国土交通省などで構成される
「道路メンテナンス技術集団」の直轄診断結果をもとに、国の修繕代行制度を活用
し、白老橋の補修工事を実施してまいります。
公園の整備につきましては、白老町公園施設長寿命化計画に基づき、萩の里自然
公園の整備のほか、公園遊具の更新に取り組んでまいります。
上水道につきましては、「白老町新水道ビジョン・経営戦略」の策定に取り組み、
安全で安心な水道水を安定的に供給することを基本理念として事業を推進してまい
ります。

3. 未来を見据えた施設の長寿命化や適正配置を
計画的に推進するまちづくり
今後、人口減少社会がさらに進行すると見込まれる中、持続可能な行財政運営と質の高い行政
サービスを次世代に引き継ぐためには、本町の公共施設の抜本的な見直しを図り、効率的かつ効
果的な維持管理や再配置の推進は避けて通れないものと考えております。
公共施設等を維持していくためには、多額の更新・修繕費用等が見込まれることから、全体の
状況や未来を見据えて財政状況と経費のバランスを取りながら、改修・更新・長寿命化等を計画
的に実施します。
令和４年度は、白老町公共施設等総合管理計画に基づき、旧森野福祉館の解体工
事、旧東町福祉館の解体工事実施設計のほか、子ども発達支援センターの大規模改
修事業を実施いたします。
また、町立病院改築事業につきましては、３年度までに受託事業者を決定したこ
とから、令和４年度中に基本設計、実施設計を行い、地域住民に親しまれる地域医
療の拠点となるよう、早期改築に向けて取り組みを進めてまいります。
さらに、本町の多様なアイヌ伝統文化保存・伝承、相互交流の中心施設として、
高砂地区において多機能型生活館の整備事業に取り組むとともに、役場庁舎につき
ましても、建設基本計画の策定など改築に向けて取り組みを推進してまいります。
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主要施策
第６次総合計画の基本方針に基づく五つの分野を中心に展開します。
人と自然が共生した、住みよい生活環境のまち
身近な安全：高齢運転者による交通事故が増加傾向にあることから、運転に不安を感じ
る高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすく環境づくりを行うため、公約でもあります
「高齢者運転免許自主返納サポート制度」を進めてまいります。
防災・減災：様々な自然災害の被害を最小限にとどめるため、実践的な防災訓練を実施
するほか、防災意識の醸成や資機材等の整備・充実を通じて、地域防災力の強化による災
害に強いまちづくりを推進してまいります。
環境美化衛生：身近な環境衛生美化に努めるほか、豊かな自然環境を維持する取り組み
としてヨコスト湿原環境調査を実施してまいります。
循環型社会形成：地球温暖化対策として、カーボンニュートラルを推進するため、町
民・事業者への周知啓発に取り組むとともに、省エネルギー施策の更なる推進及び再生可
能エネルギーの利用拡大など、段階的に取り組んでまいります。
都市計画：都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定を行い、都市の将
来展望を示すとともに、自然災害等に対応する適切な土地利用に向け取り組んでまいりま
す。
公共交通：昨年度実施のダイヤ改定の定着を図るとともに、今年度は、定期券の導入に
続き、回数券の設定を行うなど、地域住民に必要とされる都市機能としての更なる利便性
向上に取り組んでまいります。
地域情報化：町民の皆様との情報共有化を推進するとともに、リアルタイムに情報発信
可能なホームページ作成環境を構築するため、町公式ホームページのリニューアルを実施
します。

思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち
地域医療：地域における基幹的な公立医療機関として、町立病院は信頼向上に努めると
ともに、整形外科常勤医の確保、医療提供体制の改編、地域医療の向上を図ってまいりま
す。
子ども・子育て：子どもの発達に応じた適切な支援や子育て向上のための支援に取り組
み、次代を担う子どもたちの健やかな成長と子育て中の親を支える相談支援体制や情報発
信など、安心して子育てできる環境づくりの充実を進めてまいります。
地域福祉・高齢者福祉：高齢社会の進展に伴い、判断能力が十分でない方の権利擁護の
取り組みが一層重要性を増しており、地域包括支援センターなどと連携し、引き続き、き
め細かな相談体制の確保に努めるとともに、関係機関との協議を踏まえ、成年後見センタ
ーの体制整備に取り組んでまいります。また、住み慣れた地域において生活を続けていく
ために障がいのある方の日常生活及び社会生活の総合的な支援の充実を図ってまいります。
さらに、介護福祉分野における人材不足の解消と雇用の促進及び介護サービスの充実を図
るため人材確保対策に取り組んでまいります。
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豊かな心を育み、生きがいを感じる学びのまち
学びのまちづくり：令和２年度において策定した白老町教育大綱に掲げた基本理念であ
る「ともに学びあいこころひびかせ

笑顔かがやく

教育の町

しらおい」に基づき、ま

ちづくりの確かな基盤となる教育の創造と実践に取り組んでまいります。
スポーツ：スポーツを通じた健康増進を図るため、軽スポーツ健康増進事業を実施する
など日常的に気軽にスポーツに親しむ環境づくりを推進してまいります。
民族文化：「白老町アイヌ施策基本方針」に基づき、アイヌ民族の尊厳の尊重や文化伝
承など、総合的な白老地域のアイヌ施策の推進を図ってまいります。また、アイヌ関係団
体やウポポイ等との連携、国際交流の促進により、アイヌ文化の魅力発信と普及啓発に取
り組んでまいります。

魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち
産業連携・雇用：人口減少を抑制するため、しらおい移住滞在交流促進協議会と連携し
て情報提供、相談体制の充実を図り、関係人口の創出を推進してまいります。
港湾：第３商港区の静穏度向上に向けた施設整備や港湾区域内の安全確保対策に努める
とともに、６月に予定されるクルーズ客船ぱしふぃっくびいなすの寄港に向けて、万全の
体制で受入れを行うなど、引き続きクルーズ客船の誘致活動を展開してまいります。
商工業：景気動向、町内事業者の現状を見極めつつ、適宜経済対策を講じ、町内企業の
経営環境の安定に努めるとともに、商店街などの空き店舗対策や創業・安定化に向け継続
的な支援に取り組んでまいります。
観光：特色ある文化資源を生かした観光の魅力を発信するとともにDMO本登録に向け
た取り組みを加速させてまいります。
農林水産業：特産品の白老牛の生産体制強化や資源管理型漁業及び栽培漁業の拡充、森
林環境の整備など、一次産業の基盤強化を図り、力強い地域産業の基盤を構築してまいり
ます。

共に生き共に創る、町民主役のまち
地域活動：町民まちづくりセンターを中心に、地域支援員と各町内会等との連携を図り、
がんばる地域コミュニティ応援事業補助金の活用や地域コミュニティ基本指針の策定を通
して地域課題の解決に向けた支援を行い、地区コミュニティの活性化を図ってまいります。
行財政運営：昨年度にスタートした白老町行財政改革推進計画に基づき、「行政サービ
スの充実」「効率的・効果的な行政運営」「健全な財政運営」を柱として、将来の世代に大
きな負担を残さない健全な行財政運営を進めてまいります。
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しらおい
教育のまち
笑顔かがやく

変化の激しい時代にあって︑子供たち
が豊かな人生を切り拓いていくためには︑
自らのよさや可能性を認識するとともに︑
あらゆる他者を価値ある存在として尊重
し︑多様な人々と協働しながら︑持続可
能な社会の創り手として成長していくこ
とが求められています︒
そのため︑学校教育においては︑全て
の子供たちの可能性を引き出す個別最適
な学びと協働的な学びを一体として取り
組み︑﹁令和の日本型学校教育の構築﹂
を具現化することが︑重要な課題となっ
ております︒
また︑生涯学習においては︑時代の潮
流を踏まえながら︑第３次白老町社会教
育中期計画に基づき︑町民の皆さんの心
の豊かさの実現や生きがいの発見︑つな
がりづくりや地域づくりの創出のため︑
学習機会の拡充や学習環境の整備に努め

教育行政執行方針

安藤尚志教育長

てまいります︒
教育委員会としては︑学校・家庭・地
域と連携を深めながら︑﹁ともに学びあ
い こころひびかせ 笑顔かがやく 教
育のまち しらおい﹂の実現を目指し︑
創意ある教育行政の推進に取り組んでま
いります︒

■学校教育の充実■
新しい時代に生きる子供たち
の豊かな成長を支え育む
確かな学力の育成 第３期﹁児童生徒
の学力向上を目指す白老町スタンダー
ド﹂の最終年度を迎え︑ＩＣＴ環境を活
用しながら探究型授業の改善を進め︑児
童生徒が主体的に学ぶ学習活動の定着を
推進してまいります︒
豊かな心を育む教育活動の推進 特別
の教科道徳の充実︑読書習慣の定着やし
らおい子ども憲章の具現化など子供たち
の心の豊かさを育んでまいります︒また︑
﹁白老町いじめ防止基本方針﹂等に基づ
き︑子供たちが安心して通うことができ
る学校づくりに取り組んでまいります︒
このほか︑登校することが難しい児童生
徒のＩＣＴ機器を活用した支援を検討し︑
子供を取り巻く環境の改善を図ってまい
ります︒
健やかな体の育成 各学校における一
校一実践の取組や体育の授業の充実を図

ります︒食育の推進につきましては︑地
場産物を積極的に使用し︑食べることへ
の興味・関心を高めながら︑望ましい食
習慣の形成を図ってまいります︒
特別支援教育の充実 教員の専門性を
高める研修への積極的な参加奨励や教育
的ニーズに応じた支援を充実させてまい
ります︒さらに︑﹁みらいすけっち﹂の
活用方法についても検討を行ってまいり
ます︒

地域に信頼され︑地域と
ともにある学校づくり

ふるさと教育の充実 ﹁白老未来学﹂
の構築に向け︑地域の自然や文化・歴史
を大切にしながらふるさとへの愛着を持
ち続ける子供を育成するため︑小中学校
の発達段階や系統性を踏まえたカリキュ
ラムの作成に取り組んでまいります︒
地域とともに育つ学校づくり コミュ
ニティ・スクール︵学校運営協議会制
度︶がさらに定着することを目指し︑保
護者・地域住民への積極的な周知や研修
会の実施を行います︒また︑スタートカ
リキュラムによる取組みを進めるととも
に︑教育研究会を活用した小中一貫・連
携教育の推進を図ってまいります︒
安全・安心の保障 就学援助に費目を
追加し︑家庭でのタブレットの活用を推
進するとともに︑公費による各種検定を
継続してまいります︒また︑白老寺子屋



 ࠰  உӭ

ཎ ᨼ
ᴾᴾ

こころひびかせ
ともに学びあい

を開催するほか︑東京大学の学生とプロ
グラミングを学び︑論理的な思考の育成
を図ります︒子供たちの安全の確保につ
きましては︑通学路の定期点検や学校の
危機管理マニュアル等の見直し︑食物ア
レルギーに関する教職員研修の充実を図
ります︒

多様化するニーズに対応した
教育環境整備の推進
学校の組織運営体制の充実 校務支援
システムやスクール・サポート・スタッ
フの活用︑ＩＣＴ機器研修の推進を通し
て︑教職員の業務にかかる負担を軽減し︑
子供たちと向き合う時間の確保に努めて
まいります︒
教育環境の充実 地域の実情に応じた
適正規模など望ましい教育環境の在り方
の方向性を検討してまいります︒また︑
萩野小学校の大規模改修につきましては︑
令和４年度の完了を予定として耐震化を
進めてまいります︒このほか︑家庭への
ルーターの貸出しやウイルス対策ソフト
の導入︑職員室のインターネット環境整
備などを行ってまいります︒

■生涯学習の推進■
社会教育活動の充実
社会教育事業の推進 学習の成果を生

かすため︑教育委員会として︑多様な団
体を結びつけるコーディネート機能の充
実に努めてまいります︒
青少年教育の推進 子供たちが地域の
課題やよさ・可能性に気付き︑地域への
愛着を育む事業を実施してまいります︒
また︑白老東高等学校が取り組む﹁北海
道ＣＬＡＳＳプロジェクト﹂への支援を
行ってまいります︒
成人教育の推進 地域で活躍する実践
者を講師に招聘して︑町民の学びを地域
へ還元する取組を行ってまいります︒
高齢者教育の推進 高齢者大学の課題
を整理し︑今後の在り方について検討を
進めてまいります︒
芸術文化活動の推進 町内の各文化団
体と連携して町民の芸術文化活動への支
援を継続してまいります︒しらおい創造
空間﹁蔵﹂につきましては︑施設の管理︑
活用の在り方を関係者︑庁舎内での協議
を行ってまいります︒
文化財の活用 体験イベントの開催な
ど文化財に対する理解を深めて頂くとと
もに来館者数の増加を目指してまいりま
す︒
文化財の保存整備 有識者による協議
を継続し︑﹁史跡白老仙台藩陣屋跡整備
基本計画﹂の作成や郷土読本を刊行して
まいります︒
読書活動の推進 読書活動を継続し︑
親子読み聞かせなどの取組を推進してま
いります︒また︑環境整備や情報発信を

行い︑利用者サービスの向上に努めてま
いります︒
スポーツの推進 体育協会等と連携し︑
既存団体の活動の周知を図るとともに︑
新たな人材の発掘や育成に努めてまいり
ます︒
青少年教育の推進 関係課や町内団体
等の連携による講座を設け︑町民の生き
がいづくりやコミュニティの活性化を促
進いたします︒
施設の整備・活用 維持修繕に努める
とともに町の関係計画との整合性を図る
ほか︑既存施設の有効利用を促進するた
め︑利用者目線に立った事業展開を推進
してまいります︒

次代を担う青少年の育成

青少年の健全育成 青少年センターを
中心に学校・家庭・地域の連携協力を強
め︑地域全体で子供を育てる環境づくり
を進めてまいります︒
地域連携による教育活動の推進 地域
活動に参画する人材づくりに取り組んで
まいります︒しらおい子ども憲章の推進
につきましては︑憲章の考え方を町民の
会をはじめとした関係団体との情報共有
に取り組んでまいります︒
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令和４年度
予算の概要
戸田町長は、町議会定例会３月会議において、令和４年度を「安心・充実・未来への投資」
をテーマとし、町政執行にまい進していく考えを発表しました。
ここでは、令和４年度一般会計予算に計上された事業のうち、三つのテーマと、その他主な施策の
一部をお知らせいたします。

３大テーマ施策紹介

（予算額は万円未満四捨五入）
（下線は新規事業）

１. コロナに負けない安心して暮らせるまちづくり
■新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
２回目のワクチン接種を終えた方には３回目
の追加接種に必要な券の印刷・郵送、コールセ
ンターの業務委託を実施し、接種体制の確保に
努めます。
予算 3,142万円
■新型コロナウイルスワクチン接種事業
ワクチン接種に携わる医療従事者への報酬や、

■タブレット端末利用環境整備事業
町内の小中学生が家庭学習などに使用するタ
ブレット端末のフィルタリング機能の導入や、

業務委託料を計上しています。引き続き町民へ

教職員のリモートワーク、オンライン会議に対

のワクチン接種を実施し、安心・安全な暮らし

応するため、職員室の無線ＬＡＮ環境整備を行

を確保します。

います。
予算 1,634万円

予算 408万円
■ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業
タブレット端末のトラブル対応や設定などの
管理運営に携わるＧＩＧＡ（ギガ）スクールサ
ポーターを町内小中学校に配置し、教育現場に
おける情報通信環境の整備・管理を行います。
予算 652万円
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２. 町民生活を支えるインフラが充実するまちづくり
■北吉原中通り改修事業
町民生活の安全性確保に向
けた地域内生活道路の整備推
進として、北吉原中通りの舗
装補修を実施し、利用者の利
■橋梁長寿命化修繕事業
国の修繕代行制度による白

便性向上に努めます。
予算 3,147万円

■都市公園安全・安心対策事業
萩の里自然公園エントラン

老橋の補修をはじめ、社台二

ス広場の整備や、各都市公園

股２号橋、竹浦駅跨線橋など

の遊具の更新に取り組み、町

老朽化が進む橋梁補修を計画

民生活の充実を図ります。

的に進め、地域道路の安全確

予算 3,561万円

保と利便性向上に努めます。
予算 2億1,200万円

３.

未来を見据えた施設の長寿命化や適正配置を
計画的に推進するまちづくり

■町立病院改築事業

■子ども発達支援センター
大規模改修事業

令和３年度に受託事業者が
決定したことから、令和４年

平成14年の開設以降、老朽

度は調査、設計業務、発注支

化が進んでいる子ども発達支

援業務の委託などを行い、地

援センターの屋根、外壁など

域住民に親しまれる地域医療
の拠点となるよう、早期改築
に向けて取り組みを進めます。
予算 6,589万円

■多機能型生活館整備事業
伝統儀式・文化活動などの
アイヌ文化伝承活動や、地域
住民の各種活動・交流の拠点
として適切な維持管理を行う
ため、旧白老生活館の解体お
よび新生活館の改築に向けた
実施設計を行います。
予算 3,117万円
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を改修し、安全安心な子育て
支援、発達支援を継続して実
施できる利用環境を確保します。
予算 3,942万円
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４. その他の主な施策
■アイヌ文化保存・伝承・発

■子ども医療費助成事業

■福祉介護人材確保事業

中学校卒業までの児童生徒

福祉介護サービスの安定的

関係団体と連携し、アイヌ

の入院・通院にかかる費用を

な提供に資する人材育成・確

文化を次代に伝えるための人

助成し、子育て世帯の負担軽

保を目的に、キャリアアップ

材育成を進めるほか、アイヌ

減を図ることで、子育て環境

文化を正しく活用するための

の充実につなげます。

展活動推進事業

研修費用や転入費用の助成を
行います。

商品開発や知的財産管理制度

予算 197万円

予算 2,012万円

の構築に向けた検討に取り組

■観光振興人材養成事業

みます。

町内観光の振興と、観光誘
客を図るための人材として、

予算 1,633万円

地域おこし協力隊を任用し、
観光客の受け入れ体制・利用
者満足度の充実につなげます。
予算 1,760万円

■地方税共通納税システム改
修事業
国による地方税共通納税シ
■町公式ウェブサイトリニュ

ステムの機能拡大に対応する

ーアル事業

ため、今年度は町のシステム

町公式ホームページをリニ

改修を行い、令和５年度より

ューアルし、スマートフォン

固定資産税、軽自動車税のＱ

やタブレットから閲覧可能と

Ｒコードを活用したキャッシ

することで行政情報を得やす

ュレス決済に対応することで、

くし、まちづくりへの関心度

利便性の向上を図ります。

を高めます。

■し尿処理場消化汚泥固化
処理事業
令和２年度から開始した汚
水処理施設共同整備にあたり、
旧し尿処理場を解体する際に、

予算 284万円
予算 719万円
■生活交通確保維持推進事業

■自動車運転免許自主返納
サポート事業

消化槽に残された消化汚泥の
処理が必要となるため、固化
作業を行い覆土材として再利
用します。

日常生活における移動手段

自動車運転免許証の返納者

の確保のため、元気号やカム

や失効者に対して、地域公共

イ号の運行のほか、新たに共

交通チケットの支給を行うこ

通回数券の運用や、地域公共

とで、運転することに不安を

交通の乗り方教室などを実施

抱える高齢者の自主返納率を

た環境調査を実施し、情報整

し、移動困難者の外出機会の

促進し、高齢運転者の事故件

理、意見交換、調査報告書作

創出に努めます。

数の減少につなげます。

成を行います。

予算 5,663万円

予算 59万円

予算 4,620万円
■ヨコスト湿原環境調査事業
ヨコスト湿原の保全に向け

予算 363万円
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令和４年度の予算 一般会計 107億円（3.7％）
令和４年度の一般会計の予算額は、107億円で、前年度と比べ3.7％、３億8,000万円の増となりました。
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、普通交付税が国の示す地方財
政計画の伸び率を勘案し３億3,000万円の増額となっています。歳出は、土木費が橋梁長寿命化事業や
町道維持補修事業などの増のほか、環境衛生費では、し尿処理場消化汚泥固定化処理事業や一般廃棄物
広域処理経費の増、総務費についてはふるさと納税推進ＰＲ事業などが主な増加要因となっています。

用語解説

歳入（収入）

※（ ）内は前年度比
※万円未満四捨五入

地方交付税 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

歳出（支出）

民生費

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

特別会計
◆国民健康保険
◆後期高齢者医療
◆港湾機能施設整備
◆介護保険
◆介護老人保健施設

23億5,090万円（
3.0％）
3億7,145万円（
5.0％）
1,967万円（▲23.8％）
24億1,946万円（
2.0％）
1億2,265万円（▲ 6.1％）

52億8,412万円（1.3％）

企業会計
◆水道事業
5億8,436万円（ 2.2％）
◆国民健康保険病院事業 10億2,736万円（ 13.9％）
◆下水道事業
19億9,202万円（ 3.6％）

36億373万円（6.1％）

※端数切上げの都合上、合計額が一致しないことがあります。
※８〜11ページに掲載している予算は、令和４年町議会定例会３月会議に提案された内容です。

問い合わせ先：企画財政課 財政契約グループ ☎８２−２７１４
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令和３年度にスタートした

新たな行財政改革推進計画の進ちょく状況
計画は、人口減少社会に対応し、質の高い行政サービスを効率よく提供し続け、将来
世代へ引き継ぐための指針と具体的な取り組み内容を示しています。
基本方針は、⑴行政サービスの充実
営

⑵効率的・効果的な行政運営

⑷公共施設の適正化を掲げ、特に、①ＩＣＴ利活用の推進

⑶健全な財政運

②民間活力活用や連携

③行政事務事業や組織の見直しを重点的に進めることとしています。
新たに策定した計画や方針は、８年間で年度ごとに実施項目による進ちょく管理を行
い、実施計画については中間年で見直しを行うこととしています。

■

令和３年度の実施計画の取り組み結果（重点のみ）

主な目標

実施項目

取り組み内容

行政事務手続きの簡

感染症防止の窓口サービスの充実としてオンライン申

素化

請、押印廃止
地区出張所の窓口サービスを地区郵便局に移転

１ サービス向上

窓口サービスの利便
性向上

納税窓口の拡充としてコンビニエンスストアにおける
収納業務

効率的な組織づくり
の推進

役場機構改革（大課制）の実施（第1弾）
特別養護老人ホーム寿幸園を民間に移譲
出張所業務を郵便局に委託

２ 民間活力活用

民間業者などへの業

収納業務をコンビニエンスストアとオンライン決済会

務委託、完全移譲の

社に委託

推進

町立病院建設をデザインビルド（設計・施工一括）方
式で推進
民間活力活用に関する基本方針の策定
情報の見える化で「各種計画等」を一括ファイル管理

業務可視化の推進
業務の見える化で「手順書」の作成を推進
３ 業務効率化
ICT活用による業務
効率化

庁舎にWi-Fiを設置
職員にタブレット（タッチ式デジタル機器）の貸与

問い合わせ先：企画財政課 行財政改革室 ☎８２−２７１４
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防災マップが新しくなります
ऴ⏯␟⏵إ

平成25年に配布しました防災マップは、昨年公表された津波浸水
区域などの変更により、この度全面改訂し、新たに全戸配布します。

【主な変更箇所】
・津波：昨年７月に公表された津波浸水区域を掲載
・河川：平成31年に拡大された白老川河川氾濫区域を掲載
町内２級河川氾濫区域を新たに掲載（７河川）
・土砂：土砂災害警戒区域を新たに掲載
※配布時期は５月下旬をめどに作業を進めています。また、ホームページ上で各災害のハザ
ードエリアを閲覧できるシステムも併せて導入しますので、準備ができ次第、ホームペー
ジに掲載する予定です。
問い合わせ先：総務課 防災交通室 ☎８５−３０８０

４月１日から電話対応の時間などが変わります

▼

室蘭地方気象台

平日（日中） ： ８時30分〜17時15分
☎0143−22−3227

胆振・日高地方の天気予報や気温などに関すること。

☎0143−22−4249

見学や講演依頼、気象資料の閲覧、気象証明・鑑定に関すること。

☎0143−22−2598

上記以外に関すること。

▼

※夜間（17時15分〜８時30分）と土日曜 ･ 祝日（終日）は留守番電話になります。
夜間、土日曜･祝日 ： 終日利用可能
☎0143−22−0109

自動音声による天気予報など（音声ガイダンスに従ってください）。

問い合わせ先：室蘭地方気象台 防災管理官 ☎０１４３−２２−４２４９

春 の 火 災 予 防 運 動
４月20日㈬〜30日㈯
全国統一標語

「おうち時間

家族で点検

火の始末」

空気が乾燥し火災が発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分注意し
ましょう。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、自宅で過ごす機会が多いと思いま
すが、自宅での火の取り扱いには十分注意するとともに、いま一度
自宅に設置されている住宅用火災警報器の作動点検をし、万が一の際
に機能するよう備えましょう。
火災予防運動期間中は、消防団による火災予防広報を実施します。
問い合わせ先：消防本部 予防課 ☎８３−１１１９
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新婚世帯の新生活を支援

町は、町外から町内民間賃貸住宅に転入した世
帯に対し、家賃の一部を補助します。

町は、新婚夫婦の新生活スタートを応援する
ため、対象の方に住宅取得費用などの一部を補
助します。

最大30万円

以下の①〜③全てに該当する方

白老町結婚新生活支援補助金

①町外から町内民間賃貸住宅に転入し、転入後２

対象者
①令和４年１月１日から令和５年３月31日まで
に婚姻した夫婦
②婚姻日において夫婦共に39歳以下
③世帯所得が400万円未満
④補助対象の住居が町内にあること
⑤夫婦の住所が補助対象の住居と同一である
こと
支援内容
●補助の対象
①住宅取得費用
②住宅賃貸費用
③引越し費用
④リフォーム費用
●補助上限額
（詳細はこちらから）
１世帯あたり30万円

対象者

年以上町内に居住する意思を有している方
②「世帯主が40歳未満」もしくは「15歳以下の子
と同居している世帯」に該当する世帯の世帯主
③町税など滞納者・反社会的団体の構成員・生活
保護受給者・他の公的住宅扶助受給者が世帯主
および同居人にいない方など
支援内容

（月額家賃−住宅手当）×１/２
×最長24カ月分

若 年 世 帯：月額上限１万円
子育て世帯：月額上限1.5万円
※対象物件：公営住宅や社宅、
官舎、２親等以内の親族が所
有する物件を除く町内の民間
賃貸住宅

（詳細はこちらから）

問い合わせ先：政策推進課 地域戦略推進グループ
☎８２−８２１３

問い合わせ先：企画財政課 企画統計グループ
☎８２−２７１４

４月16日
ポロトミンタラ（白老駅北観光商業ゾーン）の大型遊具の利用開始
冬期間閉鎖していた大型遊具を下記の日程で利用開始します。ふわふわドーム、クリフクライマーの
ほか、新たにブランコと滑り台などの複合型遊具を設置しました。
【利用期間】４月16日㈯〜10月末（予定） 10時〜16時 ※雨天時は利用不可
※天候状況などにより利用開始日は延期となる可能性があります。
問い合わせ先：白老観光協会 ☎８２−２２１６

春のクリーン白老に協力を

陣屋跡サクラ開花日予想クイズ

４月11日㈪〜５月16日㈪は「春のクリーン白
老」を実施します。きれいで住みよいまちづく
りのため、各地域での清掃活動に協力をお願い
します。
集めたごみは分別し、悪質な不法投棄物や大
型ごみなどを見つけた場合は、収集せずに下記
に連絡してください。
詳 細 生活環境課 環境グループ
☎８２−２２６５

陣屋史跡内のサクラの開花日を予想してくだ
さい。正解者から抽選で３人の方に『銘菓赤松
せんべい』を贈呈します。応募は電話・官製は
がき・Ｅメールで、または来館時にも受け付け
します。発表は賞品の発送にて。
Ｅメール jinya@town.shiraoi.hokkaido.jp
宛 先 〒059-0912 白老町陣屋町681-4
仙台藩白老元陣屋資料館
応募期間 ４月５日㈫〜19日㈫ ※当日消印有効
詳 細 元陣屋資料館 ☎８５−２６６６
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町外から転入の
最大36万円
若年・子育て世帯を支援

ऴ⏯␟⏵إ

子どもたちの安全・安心のために
「あいさつ」
「見守り活動」の防犯効果
犯罪心理学上、犯罪者は犯行に及ぶ際に、他人から「あいさつ」をされる
（顔を目撃される）ことをとても嫌がるそうです。「あいさつ運動」や「見
守り活動」などは、防犯の有効な取り組みです。
町内の「見守り活動」は、下校時が手薄となっています。たとえば、「犬
の散歩やウオーキング」などをこの時間帯に合わせて行なうなどの協力をお
願いします。

「ひなんの家」
「ＳＯＳの家」などの協力者と地域の皆さんへ
不審者などに遭遇し、助けを求めてきた子どもの保護と通報に協力を。
まずは子どもを落ち着かせ、何があったかを聴き取り、一時保護
をお願いします。次に、速やかに 110番通報 をしてください。そ
の後、学校や家庭、青少年センター（☎85−2020）にも連絡・通報
をお願いします。

青少年センターの相談窓口
家族や友だち、学校の先生などに打ち明けられない「悩み」や「不安・心配なこと」について、相談
を受け付けています。
ひとりで悩まないで、相談してください。≪秘密は必ず守ります≫
【子ども相談電話】☎８２−６６４４（教育委員会生涯学習課内町青少年センター）
【子ども相談ポスト】白老コミセン正面玄関内にあります。
問い合わせ先：生涯学習課 生涯学習グループ ☎８５−２０２０

新入学児童の安全のために今年も

ơƯǜƠǌƴƷƬƨǓŴƦƱưƋ

町内全小学校の令和４年度新入学児童69人に、
白老危険物安全協会（谷口直樹会長）から防犯
ブザー75個、白老貨物運送事業社協議会（鈴木
勝会長）からランドセルカバー75枚と、交通事
故や不審者から身を守る入学記念品の寄贈を受
けました。（３月22日、広報編集室）

ƦƿƜƱƕŴٶƘƳǓǇƢƶŵ
ƋƦƿƱƖƷƓǍƘƦƘƸ
 ƲƏǖưƋƦƹƳƍᲛ
 ơƯǜƠǌƴƷǔƱƖǋŴƘǔǇ
ƴƪǎƏƍᲛ
 ǈƗƻƩǓŴǑƘǈƯƓƏƩǜǄ
ƲƏǛǘƨǓǇƠǐƏᲛ

問い合わせ先：総務課 防災交通室 ☎８５−３０８０
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ẔໜႸẕ ●子どもや高齢者など歩行者の安全の確保 ●自転車の安全利用の推進
●歩行者の保護など安全運転意識の向上
●飲酒運転の根絶
●スピードダウンと全席シートベルト着用
問い合わせ先：総務課 防災交通室 ☎８５−３０８０
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４月からごみの収集日と分別が変わります
収集
収集日と回数が変更になりました。詳細は３月号折り込みのごみカレンダーで確認してください。
町ホームページにも掲載していますので参照してください。

分別
充電式を含む電池類およびライター類は、全て「有害ごみ」になります。収集日に中身の見える袋
に入れて、袋に『有害』と書いて出してください。ライターの燃料は使い切ってください。
※有害ごみとは
ごみの回収や処理のときに危険なものを分けて回収するための分別です。有害ごみに分別する
ことにより収集車の中でつぶれたりして発火する危険がなくなります。協力をお願いします。
問い合わせ先：生活環境課 環境グループ
境
☎８２−２２６５
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生活環境課 町民生活グループ
町消費生活センター ☎８２―２２６５
 ࠰  உӭ



４月から常勤医師３人体制に
整形外科常勤医師】

田﨑法昭医師（64）福岡県大野城市
（１）担当：外来診療・入院管理・健康診断・予防接種など
（２）専門：整形外科・リハビリテーション科
（３）経歴：久留米大学医学部を卒業後、琉球大学医学部付属病院を皮切りに、沖縄県立那覇病院、
浦添総合病院、山形ロイヤル病院、くろつち福岡春日リハビリテーションクリニック
（整形外科）を経て、当院へ。
外来診療予定日は、毎週火曜（午前）、木曜（午前・午後）、金曜（午前）の週４回を予定しています。
問い合わせ先：町立病院 ☎８２−２１８１

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）
新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給された子育て世帯への臨時特別
給付（先行給付金、追加給付金）を受け取っていない方に対し、子育て支援を目的に実施します。
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問い合わせ先：子育て支援課 子育て支援グループ ☎８５−２０２１

白老町の新型コロナワクチン接種情報
ۂ

ऴ⏯␟⏵إ

【４月１日付採用

ᾃஉˌᨀỉʖܭ
ݣᝋᎍ

ͤ㞟ᅋ᥋✀ࡣ㸱᭶ 26 ᪥࡛⤊ࡋࡲࡋࡓࠋ

ᆔׅૠ

࠰ᱫғЎ

㸱ᅇ┠㸦㏣ຍ᥋✀㸧

σᡫ

᪂ࡓ  ṓࡢㄌ⏕᪥ࢆ㏄࠼ࡓ᪉

㌿ධ⪅ࠊ᥋✀ๆࢆᡤᣢ
ࡋ࡚࠸ࡿᕼᮃ⪅

㸯࣭㸰ᅇ┠㸦ึᅇ᥋✀㸧 ᪂ࡓ  ṓࡢㄌ⏕᪥ࢆ㏄࠼ࡓ᪉

۔㸳ṓ㹼 ṓᑐ㇟ࡢᑠඣ⏝࣡ࢡࢳࣥࡘ࠸࡚ࡣᑐ㇟⪅ෆ῭ࡳ࡛ࡍࠋ

ᆔҔၲೞ᧙ 㸦㛫ࡣኚ᭦ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ண⣙☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧
ᆔҔၲೞ᧙

̅ဇὁἁἓὅ

ᆔଐ

᧓

ᾂׅႸ

ᾀὉᾁׅႸ

⏕⏣་㝔

ࣇࢨ࣮♫〇

ẖ㐌ᅵ᭙

㸷㹼 

ࠐ

ࠐ

⏫❧㝔

Ṋ⏣ࣔࢹࣝࢼ♫〇

ẖ㐌㔠᭙

 㹼   ศ

ࠐ



ͤ࠸ࡎࢀࡶ⚃᪥ࡣ㝖ࡁࡲࡍࠋ

ʖኖ૾ඥ
࠙ᩓᛅ ࠚ

Ṽ ᾃஉộỂ ᾉထૼἅἿἜὁἁἓὅᆔʖኖӖẬ˄ẬἍὅἑὊ
܄㸮㸯㸰㸮㸫㸮㸯㸮㸫㸯㸯㸵㸦↓ᩱ㸧㸦ཷ㛫

㸶  ศ㹼 

ᅵ᪥᭙࣭⚃᪥ࡶᑐᛂ㸧

Ṽ ᾄஉˌᨀ ᾉထૼἅἿἜỸỶἽἋὁἁἓὅᆔݣሊܴ
܄㸮㸯㸲㸲㸫㸶㸲㸫㸵㸴㸶㸮㸦᭷ᩱ㸧 㸦ཷ㛫 㸶  ศ㹼   ศ

ᖹ᪥ࡢࡳ

࠙ỶὅἑὊἕἚࠚ㸴᭶ᮎࡲ࡛⏝ྍ⬟㸦ࡑࢀ௨ᚋࡣ㟁ヰ࡛ண⣙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧

ৗ॥টॼডॡॳথமர৺१ॖॺ
قKWWSVYDFFLQHVVFLVHHGMSVKLUDRLك
ͤ㸰ᅇ┠᥋✀ࢆ᭶ᮎࡲ࡛⤊ࡋࡓ᪉࡛᥋✀ๆࡀᡭඖᒆ࠸࡚࠸࡞࠸᪉ࡣࠊ
ୗグ㐃⤡ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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５月

国立アイヌ民族博物館 第２回テーマ展示

ऴ⏯␟⏵إ

日まで

15

地域からみたアイヌ文化展

Ẑႉᎊỉᘘ૨҄ẑ

直線と面が織りなす複雑な模様で表現される衣服、アイヌ語でルウンペ。今回のテーマ展示は、木綿
の衣服であるこのルウンペに焦点を当て、白老における「家系で受け継がれてきた衣服」から「地域で
受け継ぐ衣服」への変遷について紹介しています。展示資料は、白老に関連した衣服や装身具など約
100点を出品しています。また地域文化に関する伝承活動の団体・個人についても紹介しています。本
テーマ展示は、アイヌ文化の独自性を地域単位で紹介する当館シリーズ展示「地域からみたアイヌ文化
展」の第１回です。
Ⅰ「白老コタンの衣服」

Ⅱ「白老民俗資料館」時代の衣服

１ 衣服からみた白老コタンの
歴史
２ 家系で受け継がれた衣服

１ 自前で用意した衣服
２ 展示備品として製作された衣服
３ 参考にした衣服

Ⅲ「アイヌ民族博物館時代から
現在までの衣服」
１ ユニフォームとなった衣服
２ 衣服のひろがり
〜白老の衣服文化の現在〜

衣服（木綿）
上野ムイテクン 製作

衣服（木綿）
塩田のり子

製作

衣服（木綿）
岡田育子

製作
 ࠰  உӭ



展示のみどころ

〜従来の白老の衣服研究と今回展示の注目点〜

ऴ⏯␟⏵إ

白老地方の衣服の調査研究は、昭和30年以降に行われ、それによりルウンペにみられる白老の
特徴は、細長いテープ状の布を直線的に縫い付けた模様と幅広の布を面的に切り抜き縫い付けた
模様で構成されるとして、今日まで広く知られるようになりました。本展示会では、白老コタン
で収集された衣服の調査や聞き取り調査などから、昭和初期までの白老コタンの衣服で判明した
三つの大きな傾向（①直線的な模様が多用されている衣服 ②背中と裾に赤い布で切り抜いた模
様が施されている衣服 ③全体的に切伏が施されている衣服）など情報を盛り込みつつ、時系列
に沿って衣服を展示しています。従来考えられてきた「白老の伝統的な衣服」に、新たな推測を
加えました。展示コーナー「白老コタンの衣服」で製作者や着用者の情報も紹介することで、白
老の衣服文化の新たな一面を知る展示となっています。この機会にぜひご覧ください。

関連展示 国立アイヌ民族博物館 第４回エントランスロビー展示
「シラウォイ ウン クル テケカラ ペ ―白老で活動するアイヌ工芸サークル―」
（会場：１階エントランスロビー交流室横ケース）
本展示は、第２回テーマ展示に合わせて、白老で活動するサークルの現代作品を展示中。
「チタラペ」に協力いただき、
「テケカラペ」、「フッチコラチ」、「チシポの会」、「エミナの会」、
約16点展示しています。

展示期間中、ケースに隣接している、ミュージアムショップでは、白老の方々が製作した作品を
特設スペースで販売しています。

関連イベント
◆展示室ガイドツアー
日 時：４月16日㈯、30日㈯、５月７日㈯ 14時〜15時 特別展示室
開催中のテーマ展示の見どころを紹介します。
◆講演会「白老の衣服文化（仮）」 ５月４日（水・祝）13時30分〜15時 １階交流室
本展示会の監修者・岡田路明さん（元苫小牧駒澤大学教授）、当館学芸員が対談形式で、これまでの
白老地方の衣服調査や聞き取り調査などから、白老地方の衣服文化を紹介します。
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工房「エコロイコロ」 初の作品展開催

ჷƬƯƓƜƏ

ǢǤȌ૨҄

ペネイモ

イランカラプテ。チキサニでは４月16日㈯、イオルミニ体験「ペネイモ作
り」を開催いたします。
ペネイモ（またはペネゴショイモ）は、冬の間、雪の中で凍ったジャガイモが、春を迎えて、夜
と日中の寒暖差で発酵、熟成し、柔らかくしぼんで、特有の匂いを発するようになります。そのジ
ャガイモの皮をむいて、数日、水であく抜きし、水分を搾り取
った後、ニス（臼）とイウタニ（杵）で粘りが出て滑らかにな
るまでつきます。そして、平たい団子状にして焼くと完成です。
焼く前によく乾燥させて保存し、食べる時は再び水で戻して焼
いたり、粥に入れて食べます。
今から200年程前、アイヌ民族はジャガイモ（現在主流の品
種とは異なる）を栽培していたとされ、小さかったり、傷んだ
りしたジャガイモであっても、廃棄せず、手をかけてペネイモ
にすることで、保存食として生かすことができるのです。
「ペネイモ作り」体験の様子
飢饉という経験がなくなった現代だからこそ、ペネイモ作り
を通して、アイヌ民族の保存食について学んでみませんか？皆さまの体験へのご参加をお待ちして
おります。詳細は本紙の「くらし百科 催し イオル体験交流事業」をご覧ください。
政策推進課 アイヌ政策推進室 学芸員 森洋輔
問い合わせ先：イオル事務所 チキサニ ☎８２−６３０１

町地域公共交通（「元気号」
「カムイ号」
「ぐるぽん」）定期乗車券の販売

４月から各地区郵便局に変更
４月１日から町地域公共交通定期乗車券の販売を、白老を除く社
台郵便局・萩野郵便局・竹浦郵便局・虎杖浜郵便局で開始します。
これに伴い各地区の出張所での販売は取りやめます。また、簡易郵
便局では扱いません。
問い合わせ先：政策推進課 地域戦略推進グループ ☎８２−８２１３
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町内石山のアイヌ刺しゅう工房「エコロイコロ」による
初の作品展が３月８〜18日、苫小牧信用金庫白老支店ロビ
ーで開催されました。アイヌ文様の刺しゅうが施された小
物やアクセサリーなど約50点が紹介され、利用客らの目を
引いていました。
同工房代表の大久保由里子さんは、町内のアイヌ文様刺
しゅうの指導者に学び、2019年に同工房を開きました。
会場にはメガネケースやコースター、ブックカバー、ポ
シェット、ミニ着物など、かすりとアイヌ文様刺しゅう、
着物の帯を再利用し多文化を取り入れた個性的な作品
が並びました。大久保さんは「アイヌ文化や工房の作品に少しでも親しんでもらえれば」と話してい
ました。連絡は☎090−7657−4334へ。

おためし暮らしで本道の冬を体験

町田市のご夫婦 ẐႉᎊỂờẟẟẦḠẑẅẅẐႉᎊẟẟỮẳỞễẟὲẑ
短期滞在型生活体験モニター事業

ऴ⏯␟⏵إ

古い建物の価値を
認めて良さを生かす
﹁リノベーション﹂
のカッコよさに衝撃
を受けたのは 年前︒
そこから興味は︑建
物のカッコ良さより
もその中身や運営へ
と移っていきました︒
気づくといわゆる
﹁まちづくり﹂がお
もしろそうだと考え
るようになっていま
した︒
大学では﹁まちづ
くり﹂を中心に勉強
しながら︑シャッタ
ー商店街でお店を５
店経営するＮＰＯを
運営︒並行して自分
でプロジェクトをつ
くれるようになりた
いと︑ベンチャー企
業でも働いていまし
た︒今考えるとダン
トツに激務な日々だ
ったと思います︒し
かし︑やればやるほ
ど﹁まちづくり﹂や
﹁地域活性化﹂とい
った﹁なんとなく使
われがちな言葉﹂の
曖昧な意味に苦しん
10

安田裕太郎さん︵
︶

観光振興担当︵１年目︶

でいきました︒
そしてこれこそ
﹁まちづくり﹂だと
至った結論は﹁住ん
でいる人たちが︑そ
の人たち自身の暮ら
しをよりよくするた
めの活動﹂︒それか
らは自分がまちづく
りをしながら生きる︑
おもしろい街探しを
テーマの一つに海外
放浪をしていました︒
そしてひょんなきっ
かけから訪れたのが
白老町︒すっかり気
に入り移住しました︒
今は﹁コロナ後の
新しい観光や体験の
かたち﹂を目指し︑豊
かな自然とおもしろ
い町民の方々に助け
られながら︑町内の
野草を集めた民泊や
体験の企画などを中
心に活動しています︒

建物のカッコ良さから中身や運営に惹かれ、そしてまちづくりへ

؏עƓƜƠңщᨛᡫ̮

同事業を利用して２月４日〜３月５日の約１カ月間、白老町に滞在した東京都町田市の村山豊さん（65）、
恵子さん（66）ご夫婦。当初予定だった伊達市への滞在希望がコロナ禍もありかなわず、白老町での生活を体
験しました。「緯度的に近いから白老でもいいかなと思っていましたが、今は白老でなければだめ、という
気持ちになりました」と笑顔で話し、「移住の可能性は大です」とひとまず東京に戻りました。
同事業はしらおい移住・滞在交流促進協議会（事務局・町役場）が平成19（2007）年度から運営してい
ます。全国の方にインターネット（「しらおい町移住ポータルサイト」）などで白
老の移住体験をPRして、実際に短期で体験滞在（温泉付き戸建て）をしてもら
い、町の雰囲気や暮らしやすさ、自然環境を確かめてもらうのが目的です。令和３
（2021）年度は道外３組、道内１組と４組８人（すべて夫婦）が利用しました。
北海道の冬を体験したい
機械設計業を自営していた村山さん、元公務員の恵子さんは、第二の人生を模索
しようと昨年３月、「少し仕事を離れて、落ち着ける場所を」とキャンピングカー
で１年近く日本巡りを敢行。「移住先として北海道が頭にありましたが、冬の一番
厳しい時季の生活を体験しておきたい」と、今冬におためし暮らしを利用。同事業
でこの時季の利用は初めてでした。
白老は「落ち着きます」と実感
20歳のころ、日高の同じ牧場でアルバイトをしていたお二人が、その後東京で偶
然再会する運命的な出会いから結婚。今でも仲睦まじく価値観も一緒。厳冬、さら
にドカ雪を経験する中、「白老はとにかく落ち着きます。歩いて行ける範囲に店も
あるし、土地の広さ、自然の豊かさも気に入りました」「観光スポットには全然行っていないのよね。家周
辺の散歩とか生活用品の買い物とか、自宅にこもっての生活がすてき」と、ぼたん雪が舞う窓からの風景を
みつめながら移住の決心を静かに語っていました。バイクが趣味の村山さん。「白老に住んだら小さいなが
らライダーハウスをやりたいですね」と将来を話していました。

27

生徒募集 ٻʴỉܖỎئẐ༏ɶܖݱఄẑᴾ൶ɻКὉႉᎊЎఄầఄ
さまざまな分野のエキスパートの授業を通して、大人が学ぶ学校です。2020年
に開校した熱中小学校江丹別校（旭川市）が、白老町民有志の開校要望に応え、
NPO法人しらおい創造空間「蔵」と共同で江丹別・白老分校として４月23日に開
校します。
２月26日のオープンスクールは、元農水省畜産部長で宮崎こばやし熱中小学校校
長の原田英男さん、元オフコースドラマーの大間ジローさんの２人が「蔵」で授業
を行い、各地の同小学校の取り組み事例や暮らしの中の音楽などについて講義。会
場で約30人、オンラインで約30人がめったに聞けない貴重な話に聴き入る上々の反
応でした。合間には質疑応答も繰り広げていました。
授業は月１回で白老と江丹別を交互に会場とし、オンライン受講は双方可能。開校
当日は白老会場で、東京・浅草で人力車の車夫をするガンプ鈴木さん、大
手証券会社で長年、個人資産運用業務に携わった経済コラムニストの大江
英樹さんが授業を行います。
現在、22年度前期（４〜９月）の生徒を募集しています。授業料は半期
オープンスクールの模様
で１万2,500円。問い合わせは「蔵」（☎85−3101）へ。
↑申し込みはこちらから
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知っていますか

空き店舗等活用・創業支援事業

ऴ⏯␟⏵إ

ウポポイ（民族共生象徴空間）の開設による観光客などの増加に伴い、商業・観光活性化を目的
に、空き店舗を活用して出店する方や新たに創業する方に助成金を交付しています。本事業は平成
27年から募集を開始、令和３年度末までに24件に助成金を交付しており、主に飲食業、宿泊業、小
売業が本事業を活用し、町内で事業を展開しています。

【令和３年度は３件に助成金が交付されました】

ᓳẼბẟẺᩎൢỂបඑễọểểẨử

ẴỦἍἻἦἋἚỉᡶ҄ẴỦ

ૼᮗễئעỉửắܼࡊồ
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（若草町１−15−24）

（竹浦149−42）

（字石山３−１）

自己所有物件を改修し、１
棟貸しの簡易宿泊所の創業。
助成金額：145.3万円
対象費目：改修費、備品購入
費

自己所有物件を改修し、リ
ラクゼーションサロンの創業。
助成金額：78万円
対象費目：改修費、備品購入
費、広告宣伝費

空き店舗を改修し、鮮魚等
直売店の創業。
助成金額：100万円
対象費目：改修費

【令和４年度申請者の募集】
■対 象 者

町内で、飲食業、小売業（土産品など）、宿泊業、その他サービス業などを創業・出
店する個人・法人。※観光客などの集客力向上や周遊効果が期待できる業種に限ります。

■事業期限

令和５年３月31日までに事業が完了するものであること。

■助成金額

対象経費の2/3以内、上限100万円。宿泊業は客室数に応じて、最大300万円。
※補助対象経費が200万円以上の場合は対象経費の1/2以内とします。

■対象経費

改修費など開業までに必要な経費。詳細は別途募集要領で定めます。

■募集期間

令和４年４月から令和５年１月（全10期）の期間で、各月の土日曜・祝日を除く末日
を書類提出締切日とし、選考会は書類提出月の翌月中旬に行います。

■募 集 枠

６件程度（予算の範囲内）

■選考方法

書類審査および選考会で決定します。
※本事業は商工会主催の「創業スクール」を受講する必要があります。

【創業スクールとは】創業支援等事業計画に基づき町商工会が主催する支援事業です。スクールは全４回
以上、１カ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の四つの知識が身に付く講座です。

※当該年度で創業スクールが受けられない場合は、次年度直近の支援を受けてください。
※すでに創業スクールを受けれらた方は、補助金交付決定後に受ける必要はありません。
申請・問い合わせ先：産業経済課 商工労働グループ ☎８２−８２１４
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虎杖浜地区で光ブロードバンドサービスを提供開始しました
ऴ⏯␟⏵إ

東日本電信電話株式会社（NTT東日本）と町で進めていた虎杖浜の光ファイバー未整備地区への通
信ケーブル設置工事は、予定よりも早く工事を完了し、３月15日㈫から光ブロードバンドサービスを提
供開始しました。家庭や事業所での光ブロードバンドサービス利用には、通信事業者への申し込みが必
要となります。詳細は各通信事業者へ問い合わせしてください。
●悪質な勧誘に注意してください●
光ブロードバンドサービス加入に際して、誤った内容や不十分な説明でサービスや関連商
品を強引に売りつける悪質な勧誘には十分注意してください。不審な勧誘を受けた場合には、
役場や警察署または消費生活センターに相談してください。
問い合わせ先：総務課 総務情報グループ ☎８２−４２７７

未利用町有地を入札で売却します
・未利用町有地を、入札によって現状有姿（ありのままのすがた）で売却します。
・入札参加の申し込みはさまざまな条件があります。申込期限は５月２日㈪までですので、早めに下記
申し込み先へ問い合わせしてください。また、入札要領は町ホームページにも掲載しています。
●未利用町有地（旧給食センター跡地）の分譲
⡥߁ௌ̏ৣஏɻʨ༽ஏҮʁ६༽ۂஏஏҮʤˍི͏΅ݒɼ༲ིˍʥʩ
࠹ఁജ٭Ճ֪

ୱՃ
ਦ൬
ஏ൬
 ᶹ ʹୱՃ ᶹͪΕ ྖʀؓఈܨඇ
ᶹ

௸

ᶹ

ܯ
൬
൬

௸

ᶹ
ᶹ

ᶹͪΕ

ԃ

௸ͪΕ

ԃ

ԃ

௸ ˠ࠹ఁജ٭Ճ֪ͶͺྖʀؓఈܨඇԃΝɽ
௸

※この土地は、２筆一括の売却となります。
※都市計画法及び建築基準法等の関係法令による制限を必ず確認してください。
◎建ぺい率…敷地面積に対する建築面積の割合 ◎容積率…敷地面積に対する建物の延べ面積の割合
⡥ ߁ௌ̏ৣஏʤڇڈৱιϱνʖஏʥ

町営
テニス
コート

図書館
総 合
体育館
白老
コミセン

JR白老駅
至登別

至苫小牧
白老町役場



申し込み・問い合わせ先：企画財政課 行財政改革室 ☎８２−２７１４

白老霊園

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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申し込み・問い合わせ先：生活環境課 町民生活グループ ☎８２−２２６５
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人手不足にお悩みの経営者・人事労務担当者の皆さまへ

UIJターン新規就業移住支援金対象法人を募集しています
▼
▼
▼

住民主体による訪問型サービス提供団体の募集
町は、住民主体による訪問型サービスを提供している法人・団体に対し、運営支援のために助成
金を交付しています。助成金の申請には、年度毎にサービス提供団体として事前の登録が必要とな
りますので、助成金の申請を予定している団体については手続きをお願いします（助成金は登録日
以降の活動が対象となります）。
【サービス提供団体募集要件】
共通団体要件は、それぞれ対象となるサービスを実施していること、町内で活動する団体で町税など
の滞納がないこと、ボランティア保険に加入していることです。
（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）
サービス内容 掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、調理援助、買い物支援、屋内外の軽作業、
家具の移動、生活支援に伴う相談支援、除雪・氷割り、入院前後の準備・入院中の補
助、外出の動線確保ための草刈りなど
助
成 額 サービス提供時間が30分未満
：１件につき300円
サービス提供時間が30分以上60分未満 ：１件につき500円
（２）送迎支援（訪問型サービスD）
サービス内容 通院など（通院、買い物、理美容院、役場・金融機関等）をする場合における送迎
および付き添い支援
住民主体の通いの場（地域サロン、趣味の集いなど）や一般介護予防事業（健康体操、
介護予防教室など）における送迎
団 体 要 件 法人格を有する団体であること。福祉有償運送登録をしていること。
助 成 額 送迎支援（片道）：１件につき300円、送迎支援（往復）：１件につき500円
送迎用車両に係る任意自動車保険料：１台につき上限22,000円
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

第２次白老町商業・観光振興計画（案）
町民意見募集（パブリックコメント）の結果
♦募集期間：２月１日〜３月２日
♦意見件数：１件
本計画は商業および観光の振興を推進するため、令和２年度に策定した第６次白老町総合計画と
第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略における目標値、本計画独自の目標値を計画期間（令和９
年度まで）に達成を目指す施策を定める内容です。パブリックコメントで頂いた意見などについて
は町ホームページに掲載しています。
問い合わせ先：産業経済課 観光振興グループ ☎８２−８２１４

ᅔᧈݤẅấỜỂểạắằẟộẴ

安井カツ子さん（99）
室田トヨ子さん（99）
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求人条件をより魅力的にしませんか
UIJターン新規就業移住支援金とは？
東京23区から白老町に移住し、北海道のマッチングサイトに掲載している法人に新規就業した方に最
大100万円を支給します。
マッチングサイトとは？
北海道が運営する、移住支援金対象の法人などを掲載する求人サイトです。求人情報は大手民間求人
サイトの一部に無料で転載されるので、大変お得です。
登録法人の登録要件は？
①官公庁などでないこと
※第三セクターのうち、出資金が10憶円未満の法人、または地方公共団体から補助を受けている法人は登録可。
②資本金10億円未満の法人であること
※ただし、資本金10億円以上の概ね50億円未満の法人の場合は町の推薦が必要。
③資本金10億円未満の法人であっても、みなし大企業は不可
※ただし、当該親会社と登録を希望する法人がどちらも町にあり、親会社に対しての町推薦があれば登録可能。
④本店所在地が東京圏以外の地域にあること
※ただし、本店の所在地が東京圏でも、求人の対象が町における勤務地限定型社員の場合は登録可能。
⑤雇用保険の適用事業主であること
⑥風俗営業者でないこと
⑦反社会的組織などと関係を有さないこと
＜詳細は道ホームページをご覧ください＞
問い合わせ先：政策推進課 地域戦略推進グループ ☎８２−８２１３
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本町では１年に１回、各種健康診断・がん検診が受けられます。自分は受けられるの？どうやって受
けるの？など、いくつかの疑問にお答えします。４月号折り込みの「白老町健康カレンダー（2022年度
版）」も併せてご覧ください。その他不明な点は下記まで問い合わせしてください。
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問い合わせ先：健康福祉課 健康推進グループ ☎８２−５５４１

＜５月・７月・９月＞ ３日間限定 札幌がん検診センター ミニ人間ドック
札幌へ
無料バス送迎

特定健診・がん検診を
１日で受けられる

各種オプション検査を
追加できる（※）

実施日：５月25日（水）、７月27日（水）
（女性限定）、９月28日（水）
※各種オプション検査：腹部エコー検査、骨検診、肺ヘリカルCT、内臓脂肪測定など
◎40〜74歳の白老町国民健康保険に加入している方が対象です。（特定健診は全員必須です）
◎詳細は、４月号に折り込み配布の『令和４年度版 白老町健康カレンダー』をご覧ください。
定員がありますので、早めにお申し込みください。
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

令和４年度高齢者の肺炎球菌予防接種費助成
下記に該当する方に対し、高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成します。
定期予防接種（助成が受けられる予防接種）として接種できる期間は、年齢により毎年決まっていま
す。その年度において助成対象外の方の接種は任意予防接種となり、全額自己負担となります。
下記対象生年月日に当てはまる場合でも、過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある方
は助成対象外です。対象となる方には、４月中に対象者はがきを送付します。
助成対象者：令和４年４月１日〜５年３月31日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓または呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限
される程度の障害を有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な程度の障害を有する方
接種期間 ：令和４年４月１日㈮〜令和５年３月31日㈮
接種費用（自己負担額）
：3,000円 接種場所：町内医療機関（要予約） 持ち物：医療保険証、対象者はがき
※かかりつけの主治医がいる場合は、接種してよいかをあらかじめ主治医に確認してください。
肺炎球菌感染症とは…肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。
気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
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
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お知らせ
自動車税の住所変更をお忘れなく
自動車税は、４月１日現在の登録に基づいて課
税される税金です。引っ越しで住所が変わったと
きなどは、運輸支局で下記の変更登録が必要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）

ᐯѣβᚩૼᜒ፼ᲢᲮஉᲣ
■会 場

苫小牧市交通安全センター
（苫小牧警察署南側）

【優良講習（30 分講習）】
１日㈮

※令和４年度の自動車納税通知書を確実に届ける
ため、３月末までに手続きをすることとなって

固定資産税の縦覧・閲覧
期

間

対
内

象
容

場 所
手数料

詳

細

８日㈮ 12 日㈫

10 時 30 分 13 日㈬ 14 日㈭ 18 日㈪ 19 日㈫
21 日㈭ 25 日㈪ 28 日㈭
13 時 30 分 ５日㈫ 15 日㈮ 22 日㈮ 26 日㈫
【一般講習（1 時間講習）】
10 時 30 分

４日㈪
20 日㈬

７日㈭ 11 日㈪ 15 日㈮
26 日㈫ 27 日㈬

●４月６日㈬〜 日㈮ 新入学期の交通安全運動期間⁝町交通安全町民運動推進委員会

いますが、変更登録が間に合わないときは、札
幌道税事務所に連絡するか、道税ホームページ
から自動車税の住所変更手続きが可能です。
詳 細 札幌道税事務所 自動車税部
☎０１１−７４６−１１９７

６日㈬

⎂⎼⎊ႊᅹ

・自動車を売買したとき（移転登録）

くらし百科

13 時 30 分 ６日㈬ 12 日㈫ 19 日㈫
【縦覧】４月１日㈮〜５月31日㈫
【閲覧】通年
【違反講習（2 時間講習）】
納税者またはこれに準ずる方など
１日㈮
４日㈪ ８日㈮ 11 日㈪
納税者が自分の資産（土地・家屋）の評
15
13 時 30 分
13 日㈬ 18 日㈪ 20 日㈬ 27 日㈬
価額を確認できます。他の資産の評価額
７日㈭、21 日㈭の 13 時から中野自動車学校でも
と比較して、固定資産税が適正であるか
受講できます。
を判断するための制度です。
税務課窓口
【初回講習（２時間講習）】
無料
13 時 30 分 ７日㈭ 14 日㈭ 21 日㈭
※本人確認ができるマイナンバーカード、
※免許証の受け取りは、更新手続き後おおむね
運転免許証、保険証などの提示が必要
40日後です。
です。
※講習は免許の有効期限までに受講してください。
税務課 資産税グループ
詳 細 苫小牧警察署 交通第一課 ☎３５−０１１０
☎８２−２６５９
苫小牧地区交通安全協会 ☎３３−１４５８

国税の口座振替資金の確認を
申告所得税、復興特別所得税の振替日は４月21
日㈭、消費税、地方消費税の振替日は４月26日㈫
です。納税資金を確認し、振替日の前日までに準
備してください。
詳 細 苫小牧税務署 ☎３２−３１６５

࿀࿁⍳㤊⣌㒇䈰䈼―䈱
月 日
３月28日〜４月３日
４日〜 10 日
11 日〜 17 日
18 日〜 24 日
25 日〜 28 日
29 日〜 30 日

当番表
㈱新田工業
㈱白老設備工業
㈲和光商事
タナカ・ライフクリエイト㈲
㈱太陽
㈱新田工業

電話番号
82-2814
82-5959
83-3268
87-4700
83-6666
82-2814

※修理は直接、当番業者へ連絡してください。
催しなどは新型コロナウイルス感染状況により
開催中止または延期の場合がありますので確認し
てください。
感染拡大防止のため、マスク着用・検温・手指
消毒などを忘れずにしましょう。
 ࠰  உӭ
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● 情報は新型コロナウイルス感染状況により開催中止の場合がありますので確認してください

国民年金保険料の学生納付特例制度

行政相談委員の紹介

学生の方は、申請により在学中の国民年金保険
料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年金手帳または基礎年金番号通知書
②在籍期間が確認できる学生証（コピーの場合は
両面）または在学証明書
③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、雇用保険受給資格者証など
◆在学中に継続して「学生納付特例制度」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４年度保険料は、１カ月当たり16,590円
です。
詳 細 町民課 国保・年金グループ
☎８２−２３２５

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。

年金手帳から基礎年金番号通知書に変更になります
令和４年４月１日以降、新たに年金制度に加入
される方は、現在の年金手帳に代わり基礎年金番
号通知書が交付されます。
◆現在年金手帳をお持ちの方は、年金請求手続き
などで基礎年金番号の確認書類として必要とな
りますので大切に保管してください。
◆年金手帳を紛失した方が、令和４年４月１日以
降に再交付の手続きをする場合は年金手帳に代
わり基礎年金番号通知書が交付されます。
詳 細 町民課 国保・年金グループ
☎８２−２３２５

普通救命講習会
日
会
内
定
詳



時
場
容

４月26日㈫ 18時〜21時
消防庁舎 ２階大会議室
普通救命講習（ＡＥＤを用いた心肺蘇生
法、止血法）
員 ５名 （要申し込み）※eラーニングの
受講希望者は連絡してください。
細 消防署 ☎８３−１１１９
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白崎浩司
東町３−４−５ ☎８２−２３７１
☎８３−５３３７
中村多香子 石山40−178
相談料 無料
詳 細 道管区行政評価局
☎０１１−７０９−２３１１

人権相談専門電話
法務省の人権擁護機関は、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をし
ています。いじめ・暴力・セクハラ・金銭トラブ
ルなど困り事がありましたら、下記まで相談して
ください。
◆みんなの人権110番
☎０５７０−００３−１１０（通話料有料）
◆女性の人権ホットライン
☎０５７０−０７０−８１０（通話料有料）
◆子ども人権110番
☎０１２０−００７−１１０（通話料無料）
相談時間 いずれも平日８時30分〜17時15分
詳 細 生活環境課 町民生活グループ
☎８２−２２６５

人権擁護委員の紹介
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、人権
啓発、人権相談などの活動を行なっています。町
では以下の６名が活動をしています。困ったとき
は、ひとりで悩まず相談してください。希望する
方は、下記まで連絡してください。
新谷育子 田村直美 塚原光博 中村英二
水島直子 横山秀人
相談料 無料
詳 細 札幌法務局 苫小牧支局
☎３４−７１５１

札幌弁護士会・法テラスによる無料法律相談
日

時

会

場

相談料
詳 細

４月７日、14日、21日、28日
（いずれも木曜日）13時30分〜15時30分
１日４件相談可能（１件30分）
いきいき４♥６
※14日は川沿生活館で行います。
無料（要予約）
生活環境課 町民生活グループ
☎８２−２２６５

「みんなの基金」を活用しませんか

家庭でもできるゼロカーボン
脱炭素社会の形成に向け、身近なところからで
きることを実践しましょう。
◆家の照明をＬＥＤに代える。
◆不要な家電の電源を切る。
◆水を出しっぱなしにしないなど。
詳

細 生活環境課

環境グループ

優良運転者を表彰します
町交通安全協会は、５年以上無事故無違反を継
続している運転者を表彰します。該当する方は申
請してください。
対

象

苫小牧地区交通安全協会加入者
５月１日㈰〜31日㈫

申請方法

申請用紙（事務局にあります）に必要事
項を記入し、事務局に提出してください。
※表彰の種類により、無事故無違反証明
書（有料）が必要になります。

詳

細 同協会事務局（末広町３−４−22）
吉田

☎８２−３８５１

町地域支援員の
「出張支援窓口」
開設日
（４月）

催

し

イオル体験交流事業
◆ミニ体験「ペネイモ作り」
日

時

４月16日㈯

13時〜16時

会

場

イオル事務所チキサニ

対

象

一般

内

容

ペネイモの調理を通して、アイヌ民族の
伝統保存食について学びます。

参加費

無料

定

10名（多数の場合は抽選）

員

持ち物

エプロン、三角巾

締め切り

４月 12日㈫

詳

細 チキサニ

☎８２−６３０１

地域支援員が地域に出向き、町内会や町民活動
団体の運営などに関する課題解決の支援を行います。
日 時 虎杖浜公民館 12日㈫、21日㈭
竹浦コミセン 14日㈭、26日㈫
萩 野 公 民 館 19日㈫、28日㈭
各開設日いずれも13時30分〜15時30分
詳 細 町民まちづくり活動センター
☎８２−４２５３

生ごみ堆肥化容器（コンポスト）購入の助成
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ため、生ごみ堆肥化容器（コ
ンポスト）の購入者（町内在住）に助成をしてい
ます。助成金額や申請方法などは下記まで問い合
わせしてください。
詳 細 生活環境課 環境グループ
☎８２−２２６５
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●税金の納め忘れはありませんか？必ず期限を守って納付しましょう⁝税務課

受付期間

⎂⎼⎊ႊᅹ

☎８２−２２６５

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。イベント、コン
サート、講演会、スポーツ教室の開催など幅広い
分野に活用できます。
対 象 町内を活動拠点とする５名以上で組織さ
れる団体であれば申請できます（ただし、
政治または宗教活動を目的とした団体は
利用できません）。
限度額 ①子育て支援・青少年育成事業５万円
②人材育成事業15万円
③イベント・文化活動事業25万円
④国際交流事業50万円
対象経費 講師謝金、広告印刷費、会場使用料など
事業期間 ６月１日㈬〜令和５年１月31日㈫に実施
の事業に限ります。
申し込み 町ホームページ掲載の「申請の手引き」
を参照してください。結果は５月中旬に
通知します。
締め切り ４月15日㈮
詳 細 生涯学習課 生涯学習グループ
☎８５−２０２０

健
献血のおしらせ
日

時

４月25日㈪

仙台藩白老元陣屋資料館

康

９時30分〜11時30分

◆町伝統文化継承者展
町教委は、長年にわたり白老の伝統文化を継承
し、後継者育成に寄与された23名の匠を「伝統文
化継承者」として認定しています。

13時〜16時30分

⎂⎼⎊ႊᅹ

会

場

日本製紙白老工場

詳

細 健康福祉課

んの道産馬育成に関する道具や作品を展示します。

イキイキ体操教室
時

第１回は、平成27年度に認定された相木久紀さ

健康推進グループ

☎８２−５５４１

日

４月７日、21日、28日

相木さんによる展示解説も行います。
解

説

４月16日㈯

期

間

４月16日㈯〜５月８日㈰

会

場

資料館常設展示室

場

●障がい︵身体・知的・精神・発達︶のある方の相談に応じています⁝健康福祉課

参加費
詳

いきいき４♥６

町民からの寄贈品や当館所蔵の端午の節句にち

交流センター

なんだ人形などを展示します。

月2,000円

細 講師

山下千鶴

☎０９０−１５２５−０６５９

期

間

４月23日㈯〜５月５日（木/祝）

詳

細

元陣屋資料館

史跡内の枯れ枝やごみ拾いを行いますので、町

憩いの場と家族会です。
◆つくしむ白老
日

時

４月14日㈭、28日㈭

会

場

いきいき４♥６

13時〜16時

リラックスルーム

民の皆さんの協力をお願いします。陸自白老駐屯
地隊員の皆さんも協力に来てくれます。
日

時

４月28日㈭

会

場

いきいき４♥６

詳

細 健康福祉課

持ち物

10時

障がいのある方の就労相談に応じています
「胆振日高障がい者就業・生活支援センターす
てーじ」が対応します。
４月13日㈬

会

場

いきいき４♥６

詳

細 健康福祉課

13時〜16時

５月５日（木/祝） 10時〜14時

対

象

小学生以上

参加費

300円（材料費など）

………………………………………………
◆元陣屋資料館友の会 会員募集
資料館や史跡の案内や解説、イベントなどの手
幸会長）は、ともに活動してくれる会員を募集し
ています。昭和59年に発足し、現在22名で活動し
ています。昨年度からは、会員が手作りで製作し

13時30分〜15時30分

た陣羽織を着て案内や解説をし、来館者に喜ばれ

会

場

いきいき４♥６

対

象

町内在住の15〜49歳の方

詳

細 地域若者サポートステーション
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時

10時〜12時
研修室１ （要予約）

☎０１４３−５０−６１８６


日

伝いをボランティアで行っている友の会（川西政

就労・自立の一歩を踏み出すサポートをします。
20日㈬

りだくさん。

福祉支援グループ

若者サポートステーション出張相談会
４月６日㈬

かぶとやこいのぼりの工作、新着よろいかぶと

研修室１ （要予約）

☎８２−５５４１

時

軍手、長靴

の試着、せんべい焼き体験、クイズラリーなど盛

☎８２−５５４１

時

９時30分〜11時30分

◆体験講座 こどもの日イベント

リラックスルーム

福祉支援グループ

日

４月18日㈪
資料館前集合

◆家族会「はまなす会」
時

春の催し

◆陣屋跡クリーン作戦

こころの病や不安を抱えた方が安心して集える

日

☎８５−２６６６

仙台藩白老元陣屋資料館

心のつどいの広場

日

10時〜11時

◆武者人形展

（いずれも木曜日）13時〜13時45分
会

企画展

ています。一緒に活動してみませんか。
解説日時
詳

細

４月29日（金/祝）〜11月３日（木/祝）
土日曜・祝日

10時〜15時

元陣屋資料館

☎８５−２６６６

しらおい振興センター
対

象

業務内容

嘱託職員

療育手帳の更新手続きを
療育手帳が更新時期を過ぎていませんか。更新

65歳ぐらいまでの健康な方。
①広報編集業務（パソコン経験者、普通

には町健康福祉課での手続きと再判定が必要です。
対

免許必須）

象

18歳以上で更新時期が２年以上過ぎてい
る方。

②仙台陣屋環境整備業務（刈払い機作業

申し込み ５月６日㈮までに申し込みしてください。

経験者）
詳細は問い合わせしてください。

再判定日程 ６月７日㈫・８日㈬

定

員

若干名

再判定会場 室蘭市障害者福祉総合センター

給

与

①月額140,900円（調整手当あり）

主

催

道立心身障害者総合相談所

詳

細

町健康福祉課

②月額147,600円
待

遇

⎂⎼⎊ႊᅹ

雇用形態

福祉支援グループ

☎８２−５５４１

各種保険制度（社保・雇用・労働）・
通勤手当（規定あり）

申し込み

写真付き履歴書を本人持参

締め切り
詳

細 同センター

会員

同事業団は、一般雇用にはなじまないが、生き
がいの充実や社会参加を希望する機会の増進を図
り、高齢者の労働能力を活用した活力ある地域社
対

象

町内在住で、60歳以上の健康な方。

事

業

きのこ採取作業、施設の管理・清掃作業、
草刈り・せん定・伐採作業ほか軽作業。

配分金
（給与） １時間889円〜
下記まで電話してください。

細 町高齢者事業団

町立病院

☎８２−４６２６

ＧＥＮキングしらおいクラブ
ストレッチポール・ひめトレ教室会員
筋肉の緊張をやわらげる、背骨のゆがみを整え

老健きたこぶし医療
（介護）
スタッフ

◆老健准看護師（会計年度任用職員）
資

格

准看護師免許資格者

◆老健介護スタッフ（会計年度任用職員）
資

会づくりが目的です。

詳

集

☎８２−４４７１

町高齢者事業団

申し込み

募

４月15日㈮

格

介護福祉士・介護職員初任者研修修了者

◆臨床検査技師（会計年度任用職員）
資

格

臨床検査技師資格者（エコー検査ができ
る方）

◆ケアマネジャー（会計年度任用職員）
資

格

ケアマネジャー資格者

………………《共通項目》………………
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・老健での看護または介護業務

時

８時〜16時45分（日勤）

間

る、肩甲骨をほぐすなど短時間で体にリラックス

16時30分〜翌日９時（夜勤）

効果が感じられるスポーツです。

日勤のみまたは夜勤のみも可

日

（時間帯応相談）

時

４月７日から毎週木曜日（祝日を除く）
10時〜11時30分

日

４週８休・日数応相談

給

与

准看護師・介護スタッフ・臨床検査技師

所

町総合体育館

内

容

ストレッチ・ひめトレポールを使い運動

（いずれも月額147,100円〜）

します。

ケアマネジャー（月額195,500円〜）

費

柔剣道場

休

場

会

クラブ入会金500円

年会費一般4,000円、

シニア（65歳以上）3,000円
１回200円

持ち物

タオル、ドリンク

細 町体育協会

待

遇

各種保険制度あり、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）

参加費
詳

●心や体などの健康相談に応じています⁝健康福祉課

（書類・面接選考あり）

☎８２−６０４１

締め切り

４月14日㈭

詳

町立病院

細

☎８２−２１８１
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町の農業振興発展に長年にわたり貢献されてきた、虎杖浜
でシイタケ農家を営む、桔梗原和夫さん（72）が、その功績
が認められ令和３年度道産業貢献賞を受賞しました。町役場
で伝達式が行われ、谷内浩史胆振総合振興局長から表彰状が
贈呈されました。桔梗原さんは、町農業委員会の委員や会長
などを21年と長きにわたり務め、本町の農業振興に貢献され
ました。「農家の皆さんの協力のおかげで長く務めることが
できました。これからも貢献していきたい」と話していまし
た。戸田安彦町長は「町の農業振興に長年にわたり尽力され、
感謝しています。今後も担い手の育成に協力していただきた
い」と期待を寄せました。
（２月22日）

● 情報は新型コロナウイルス感染状況により開催中止の場合がありますので確認してください

ＧＥＮキングしらおいクラブ会員

伝言板
対

ファイターズ戦にご招待！白老町民応援デー
北海道日本ハムファイターズは札幌ドームで開催
される横浜DeNA戦のＣ指定席（塁側・座席位置
は選べません）に白老町民を招待します。みんな
で「道民球団」を応援しょう！ ※多数の場合は
抽選となります。
日 時 ６月９日㈭ 18時
対 象 町内在住の方 50組（100名）
申込方法 球団公式サイトから申し込みしてくださ
い。スマホ・携帯は右から。
申込期間 ４月１日㈮〜25日㈪
問い合わせ 北海道日本ハムファイターズ
（平日10時〜17時30分）
☎０５７０−００５−５８６

しいたけ・なめこのホダ木づくり講習会
種菌の植菌体験や栽培管理の講習を行います。
日 時 ４月17日㈰ ※雨天中止（小雨は実施）
午前の部 ９時〜11時30分
午後の部 13時〜15時30分
会 場 ブウベツの森キャンプ場（石山110−２）
講 師 梅原智哉さん（厚真町、梅原商店）
定 員 午前・午後ともに各20名 （軍手持参）
参加費 1,000円（講習費、保険料含む）
※小学生以下は無料
申し込み ４月15日㈮までに下記へ連絡してくだ
さい。
※植菌したホダ木は１本650円で購入可
能（１人20本まで） ※要予約
詳 細 しらおい村づくりクラブ事務局
「ならの木家」大西 ☎８２−３８５２
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象

◆一般会員・シニア会員
（フロアーカーリング、卓球、ストレッ
チポール、ひめトレ教室）
◆ジュニア会員
（KIDS体操教室、ヒップホップジャズ
ダンス教室）
年会費 一般4,000円・シニア（65歳以上）3,000
円・ジュニア2,000円（初年度登録のみ
年会費のほか500円が必要です）
※ストレッチポール・ひめトレ教室は年
会費のほかレッスン料（１回200円）
が必要です。
※ジュニア教室は年会費のほか月謝（1,500
円）が必要です。
※体験教室あり
場 所 町総合体育館
詳 細 町体育協会 ☎８２−６０４１

おばあちゃんの食堂「グランマ」有償ボランティア
楽しく気を使わない職場です。仲間になりませ
んか。連絡をお待ちしています。
「家に閉じこもるより…」「何か役に立てれば
…」と、町内の高齢者が生きがいづくりの一環で
働くグランマは、一緒に働く仲間を募っています。
年齢は60歳以上で、仕事は調理（家庭料理）と
配膳など。働く曜日・時間は、平日・土日曜10時
〜18時（水曜定休）のうち希望する日時。週１回
や午前・午後だけ、店が忙しい時だけの手伝いで
も可能。有償部分は相談で。賄い付き。
申し込み 下記へ電話してください。
詳

細 グランマ（大町３−１−２）
林

☎８５−２８７０

̜͈̻͘Ȃ̭͈̻͘ૂ༭
近郊のイベント情報を紹介します。
（広報編集室）

登別市内施設のオープン
〜登別の縄文時代を感じる「カント・レラ」〜
開館日時

町立はまなす保育園（金崎理英園長）は、毎年４月
中旬から５月５日の「こどもの日」までこいのぼりを
大空に泳がせています。元気に泳ぐこいのぼりを、子
どもたちは毎年楽しみにしています。大空を泳いで
二十数年がたち、すっかり古くなってしまいました。
ご家庭で眠っているこいのぼりがありましたら、ぜ
ひ譲ってください。
連絡先 同保育園 ☎８３−２２７１

環境省「日本の重要湿地500」選定
〜「キウシト湿原」〜
開園日時

介護予防サロン

認知症カフェ

脳いきいき健康サロン

オレンジかふぇ

介護予防教室です。認知症について正しく理解
していただくためのミニ講座を開き、認知症予防
運動を紹介・実践します。
日

時

４月13日㈬

13時30分〜15時

対

象

60歳以上の方

会

場

いきいき４♥６

内

容

どのような方が認知症になるのか、認知

２階リラックスルーム

症の原因などを交えてお話しします。
※講座のあとは軽い運動を行います。
参加費

無料（予約不要）

詳

白老高齢者複合施設

細

☎８２−２２００

新型コロナウイルス感染症の状況により中止
となる場合がありますので確認してください。

●年金相談の予約実施中です⁝ねんきんダイヤル☎ ０５７０︲０５︲４８９０

詳

４月16日㈯〜11月20日㈰
９時30分〜17時
※休園日は通常月曜日
細 同湿原ビジターセンター
☎０１４３−８４−８４７０

認知症や健康について考え、話し合う場です。
日 時 ４月８日㈮ 13時〜14時30分
対 象 どなたでも
内 容 テーマ「認知症の方の妄想」認知症の方
は物忘れ妄想や嫉妬妄想が出現する場合
があります。その背景には理由があり、
妄想の種類も含めて皆さんと一緒にお話
ししましょう。
…………………………………………
日 時 ４月19日㈫ 13時〜14時30分
対 象 認知症の方と家族の方
内 容 認知症介護の悩みや負担の軽減、介護方
法などの相談を行っています。
…………………………………………
≪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 １回100円 （予約不要）
詳 細 道央佐藤病院
大谷 ☎０９０−３１１４−６６２０
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詳

４月１日㈮〜11月30日㈬
10時〜17時（11月は16時まで）
※休館日は通常月曜日
細 同館 ☎０１４３−８４−２０６９

ᜯƬƯƘƩƞƍžƜƍƷǅǓſ
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総記･哲学●社会人10年目の壁を乗り越える仕事のコ
ツ（河野英太郎）●心が揺れがちな時代に「私は私」
で生きるには（高尾美穂）
歴史･地理･紀行●鎌倉幕府の「謎」を歩く（宝島社）
●温泉２００（マガジンハウス）●現代語で読む北海
随筆（的場光昭）
社会科学●永田町動物園（亀井静香）●大人のための
お金の教養（横山光昭監修）●入門図解最新休業･休
職の法律知識と実務手続き（森島大吾監修）●差別の
日本史（塩見鮮一郎）●子育てに迷ったときのお母さ
んへの言葉（佐々木正美）
自然科学●美しすぎるネコ科図鑑（今泉忠明監修）
●教えて､北海道のがん どさんこドクターに聞く（高
橋將人）●脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる
低ＧＩ食（西剛志）
工学･家庭●トイドローン空撮&テクニック究極マス
ターＢＯＯＫ（辰巳出版）●化粧品成分事典（久光一
誠監修）●帯で作る大人のバッグ（ブティック社）
●１瓶で３度おいしい魔法の瓶詰（新田亜素美）●徳
田民子さんの工夫のある家仕事（扶桑社）
産業･交通･通信●有機の土づくり超基本と応用（ブ
ティック社）●さばの缶づめ､宇宙へいく（小坂康之ほ
か）●ＴikＴokで人を集める､モノを売る（中野友加里）
芸術･体育●妄想美術館（原田マハほか）●まいにち
使えるハンドレタリング（ｂｅｃｈｏｒｉ）●人生が
豊かになる映画５０本（村瀬広）●大相撲力士名鑑
令和４年（「相撲」編集部編）
言語●新しいあいさつ･スピーチ文例集 コロナで変わ
った!冠婚葬祭･職場･学校･諸行事例文集（すぴーち工
房）●発信力を強化する｢書く｣｢話す｣サイクル（さわ
らぎ寛子）
文学●母の待つ里（浅田次郎）●急流･富士川殺意の
悔恨（梓林太郎）●ボタニカ（朝井まかて）●奔流の
海（伊岡瞬）●残月記（小田雅久仁）●朱より赤く
高岡智照尼の生涯（窪美澄）●探花（今野敏）●少女
を埋める（桜庭一樹）●六つの村を越えて髭をなびか
せる者（西條奈加）●山狩（笹本稜平）●ブラックボ
ックス（砂川文次）●０（堂場瞬一）●サンセット
･サンライズ（楡周平）●土佐くろしお鉄道殺人事件
（西村京太郎）●約束（葉室麟）●アクトレス（誉田
哲也）●おネコさま御一行（群ようこ）●真実の１０
メートル手前（米澤穂信）●冤罪法廷<上･下>（ジ
ョン･グリシャム）●塩の湿地に消えゆく前に（ケイ
トリン･マレン）
児童図書●生きのびるための｢失敗｣入門（雨宮処凛）
●北条政子（山本みなみ監修）●みんなが知ってる企
業のＳＤＧｓ（蟹江憲史監修）●ケケと半分魔女 魔
女の宅急便特別編 その３（角野栄子）●君色パレッ
ト 多様性をみつめるショートストーリー（戸森しる
こ ほか）●ようかい村のようかいばあちゃん（最上
一平）●おとなってこまっちゃう（ハビエル･マルピカ）
絵本●旅の絵本10（安野光雅）●北極点（関屋敏
隆）●いまめがあったよね？（にしかわともみ）●み
んなみんなすてきなからだ（タイラー･フェーダー）
●どうしてパパとけっこんしたの？どうぶつたちそれ
ぞれのこたえ（桃戸栗子）

問い合わせ


図書館 ☎８２−３０００
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本はともだち！

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。
絵本好きの大人も楽しめます。
開放日 ４月11日㈪、25日㈪ 11時〜16時30分
会 場 みみずく文庫（末広町４−10−５）
◆萩野児童館でのおはなし会
日 時 ４月16日㈯ 13時30分
内 容 くまのパぺット人形あそび、絵本「一ね
んせいになったら」「このほんよんでく
れ」など
詳 細 山下 ☎０９０−６９９９−３９０２

４月23日㈯〜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、期間中に特別展示やおはなし会、昨
年度から延期していた「本のリサイクル市」を開
催します。

ấẴẴỜỉዋஜỉޒᅆ
期
会

間
場

４月23日㈯〜５月15日㈰
図書館おはなしの森

ẮỄờỉଐấỊễẲ˟
楽しいおはなしを聞いて、こいのぼりの工作
を行います。
日 時 ５月５日㈭ 11時〜12時
会 場 コミセン204号
定 員 15名（要申し込み）

ஜỉἼἇỶἁἽࠊ
図書館の除籍資料や寄贈資料を無料で提供し
ます。
日 時 ４月22日㈮〜24日㈰ 10時〜16時
会 場 コミセン 講堂
冊 数 １人10冊（うち雑誌は５冊）
※新型コロナウイルスの感染状況により
開催中止の場合があります。最新情報
は下記まで問い合わせしてください。

ʻஉƷƓƸƳƠ˟
≪らっこランド≫
日
会
対
定
詳

時
場
象
員
細

４月８日㈮ 11時
児童図書コーナー
３歳ぐらいまでの乳幼児
３組（予約制）
図書館 ８２−３０００

♥

〒

こども
ㅢା



は、どんな支援（しくみ）が必要なのか
を、仲間とともに考えながら少しずつ形に
してきました。30年前にはどの町にもなか
った「子育てひろば」や「ファミサポ（託
児）」をはじめ、小学生の遊び場提供、カ
プラ（造形ブロック）やアナログゲームの
イベント、学びの講座やフリマなど、今で
は50人にも増えたスタッフが生き生きと活
動しています。
地域の方や行政の支援をいただいて、
『ゆったり、まあるく、子育ての町しらお
い』のために少しでも貢献できたらと、さ
まざまな活動を展開している「すくすく」
の日常を、このコラム欄を通して１年間紹
介させてくださいね。
（お助けネット代表 中谷通恵）

NPO法人お助けネット／町子育てふれあいセンター

 ܇Ꮛᴾ ⎙ᴾ

⍐ ᚨ ԗ࠰ƴज़ᜓ ⍐

４月25日は、町子
育てふれあいセンタ
ー「すくすく３・
９」の誕生日、今年
で15歳になります。
同施設は20年ほど前、市民活動とは無縁だ
った主婦11人が立ち上げた「ＮＰＯ法人お
助けネット」が運営しています。
わが子はかけがえがなく愛しくてたまら
ないけれど、乳幼児の子育ては思い通りに
いかないことばかり。「私は母親に向いて
いないのでは？」「ほかの人はどうしてい
るのだろう」「誰か私の話を聞いて〜」「仕
事との両立、不安しかない」…と、昔も今
も変わらない、ママたちの悩みです。
そんな思いを少しでも和らげるために

☎82−3926

ナチュの森 de スキンケア 〜ベビー 春の保湿＆紫外線対策〜
実技で保湿をしながら、悩みにもお答えします。気軽に参加してください。
日 時 ４月26日㈫ ①11時〜11時40分 ②14時〜14時40分
対 象 ０〜２歳の乳幼児と保護者（一緒に参加してください）。各時間帯先着５組。
内 容 前半は「保湿＆UV対策・外出時の注意点」のお話、後半は実際にお子さまの全身にクリームを塗りま
す。バスタオル持参のこと（クリームを塗るときに下に敷きます）。参加は無料(お土産付き)です。
会 場 ナチュの森 ２Ｆライトルーム（虎杖浜３９３−１２）
申し込み・詳細 homeナチュの森店 ☎８４−１２１０

４月22日

ナチュラルガーデンの今季営業開始

旧虎杖中の校庭を整備したガーデンに、湧水の噴水やネットアスレチック、大型滑り台、芝生などを配し
た親子で楽しめる空間です。
営業時間 10時〜17時
定休日 水・木曜（祝日は営業）
入園料 土日曜・祝日：大人400円、子ども（３歳以上）200円、平日：大人200円、子ども（同）100円、２歳以下は無料。
※土日曜・祝日には屋内施設「あそびのひろば」
（500円／90分）も開放しています。ウェブ予約制（ナチュ
の森ホームページから申し込みしてください）。
詳 細 ナチュラルスキンケアガーデン ナチュの森 ☎８４−１２７２

ࣱڡἇἿὅᨗẻộụỉܼẐἻἯἻἯẑίᾃஉὸ
講座・イベント情報
日 程
講 師
手話で話そう講座
13日㈬ 13〜15時
ラポラポスタッフ
グラレコ講座
23日㈯ 10〜12時
講師：小林雅哉さん
介護講座
日程はフェイスブックでお知らせします
ラポラポスタッフ
育児講座
日程はフェイスブックでお知らせします
ラポラポスタッフ
【定期開催】「アイヌ文様刺しゅう講座」４月８・９・22日 14〜16時 「ママカフェ」４月28日 11〜13時
※各講座ズーム参加可
【通常サロン】10〜15時 カフェ「ミナパチセ」 【移動サロン】 11〜15時
※サロン利用、講座参加無料 公式ラインで情報発信しています。気軽に相談してください。
※こども食堂は第３土曜日に開催中！４月は萩野公民館
ウテカンパFacebook
LINE ID@307wxtxj

問い合わせ先：ＮＰＯ法人ウテカンパ ☎０８０−１８７４−３６２４
 ࠰  உӭ
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内

容

月日・曜日

時間

܇ᏋƯƾǕƋƍǻȳǿȸžƢƘƢƘᲭὧ ſ
内 容

対象

育児相談

月〜金

〜

８時45分

９時30分
15時20分

 ܇Ꮛᴾ ⎙ᴾ

４/13 ㈬
４/18 ㈪
〜

お楽しみのひろば
「ひだまり紹介」
◆定員５組（要申し込み）
お楽しみ週間
「こいのぼり制作」
◆各日定員５組
（要申し込み）
お楽しみのひろば
「読みき聞かせ」
◆定員５組（要申し込み）

４/22 ㈮

10時〜
11時30分

０歳〜就
学前のお
子さんと
保護者・
関心のあ
る方

４/27 ㈬

お楽しみのひろば
「フォトアート春」
５/11 ㈬
◆定員５組（要申し込み）

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

ᏋδǵȸǯȫžȈǳȈǳſ
子育て中の親子の交流を目的としたサークル
です。お友達づくりにぜひどうぞ。
対 象 生後４カ月ごろからの子どもと保護者
【屋外・室内活動】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、縮小
して行います。見学希望や活動内容は、上記ピ
ヌピヌに問い合わせしてください。
◆インスタ（tokotokoshiraoi）、ＳＮＳ
しらおいナビで活動内容や写真を掲
載しています。

新型コロナウイルス感染状況により開催中止
の場合がありますので確認してください。
認定こども園白老小鳩保育園・緑丘保育園は
交流保育をお休みしています。
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対象

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

４/４日㈪

13時〜15時

あかちゃんひろば

〜

月〜金

時間

すくすくひろば

17時15分
あそびのひろば

月日・曜日

マタニティひろば

離乳食教室
「離乳食の量と
４/25日㈪
すすめ方」
みんなのひろば

木

13時30分
〜15時
13時〜15時

0 歳児と
保護者・
妊婦さん

乳幼児と
保護者・
小学生

Ƃ４月のイベントƃ
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」

内容

４/４㈪

14時〜14時30分

栄養士さん訪問

４/13㈬ 11時15分〜11時45分

すくすくの森であそぼう
「春の森をおさんぽしよう」

４/20㈬

11時〜11時30分

すくすくおはなし会

４/23㈯

11時〜11時30分

わらべうたのじかん

４/26㈫

11時〜11時30分

☆小学生向け
「カプラとグーゲルバーンであそぼう！」
日 時 ４月21日㈭ 16時〜17時30分
会 場 すくすく３♥９
内 容 造形型積み木カプラや好きな道を組み合わせ
て玉を転がすグーゲルバーンであそぼう！
…………………………………………………
◆参加無料 ◆休館日…金・日曜・祝日
◆託児の受け付けは随時行っています。
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

こどもㅢା

ẐỴỶൟଈˡወ૰ྸẑἳἝἷὊỂ
ẅẅẅẅẅẅẅᢊܖఄዅἅὅἁὊἽஇΟᅵច

ました。メニューは、アイヌ民族の伝統料理を取り入れた、いなきびご飯、チ
ェプオハウ（魚の汁物）、ユク竜田（鹿肉竜田）、ボツボツ（カボチャのまぜ煮）。
食材を生かし、栄養価も考慮したメニューは、審査員から高く評価され、見事、
最優秀賞に選ばれました。谷村栄養教諭は、町内小中学校の給食の年間献立を立
てているほか食育学習や給食指導も行っています。「少しでも残さず食べてもら
えるか、苦手な食材をどのように味付けするかなど考えて悩む事もありますが、
子どもたちに『苦手な野菜も残さず全部食べられたよー』と言ってくれたときは
とてもうれしいです」と話していました。最優秀賞を受賞したメニューは３月24
受賞の喜びを語る
日に道議会食堂で議員や一般の方に650円で提供されました。
谷村栄養教諭

えんじの広場
ƸǇƳƢ̬Ꮛט

ᛐܭƜƲǋטųෙƷ̬܇Ꮛט
◆一緒にあそぼう交流保育
内 容
月 日
時 間
４月13日、20日、27日
給食無料体験
10時〜12時
（いずれも水曜日）

◆交流保育
内 容

対 象 未就園児と保護者
持ち物 上靴、水筒、フォーク、スプーン、箸など。
交流行事 13 日（スライム作り）、20 日（お誕生会）、
27 日（こいのぼり制作）
申し込み 右から申し込みしてください。
詳 細 同園 ☎８７−２４８１

対 象
持ち物

お誕生会

詳

細

月

日

４月20日㈬

時

間

10時〜11時

未就園児と保護者（３組、要予約）
水筒（３歳以上のお子さんは上靴を持参し
てください）
※離乳食や園の給食メニュー紹介、子育て
相談も行います。
同園 ☎８３−２２７１

ᛐܭƜƲǋטųႉᎊƞƘǒ࠷ᆐט
◆令和４年度 たんぽぽ教室のお友達募集
対 象 ２歳児（令和４年４月２日時点）
保育日 月・水・金曜日（９時〜 11 時 30 分）
保育料 月額 5,000 円（おやつ代込み）
（初回のみ教材費など別途支払いあり）
申し込み 同園で願書を配布しています。
詳 細 同園 ☎８２−２６４０
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道教育委員会などが主催の「令和３年度北海道学校給食コンクール」が
２月25日に行われ、しらおい食育防災センターが、最優秀賞を受賞しまし
た。プレゼンテーションを行った栄養教諭の谷村真美さん（51）
、調理責任
者の樋渡喜代子さん（56）
は「受賞を励みに、今後も給食を通じて子どもた
ちに、受け継がれてきた白老の食文化を伝えていきたい」と喜びを語って
いました。コンクールは平成25年から毎年行われ、今年は「受け継ごう！
地域自慢の郷土料理・伝統料理」をテーマに道内各地から13施設が参加し
ました。同センターは初めての参加でしたが、書類選考の一次審査を経て、
上位４施設が二次審査に臨みました。審査はオンライン形式で行われ、同
センターは、町教委の事業「ふるさと給食」として以前に児童生徒に提供
した「ウポポイ開設一周年記念メニュー」を紹介し

子どもの健診・相談

対 象
４カ月児健診（令和３年 12 月生）
７カ月児相談（令和３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３年６月生）
13 カ月児相談（令和３年３月生）
１歳６カ月児健診（令和２年９月、10 月生）
２歳児健診（令和２年３月、４月生）
３歳児健診（平成 31 年１月、２月、３月生）

実施日
４/22 ㈮

受付時間
12 時 10 分〜 12 時 20 分

４/22 ㈮

９時〜 ９時 10 分

４/22 ㈮
４/22 ㈮
５/ ６㈮
５/ ６㈮
４/ ８㈮

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

会

場

いきいき４♥６

※対象児には通知します（変更があった場合も）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

ロタ

対象・接種回数・接種間隔

実施日

受付時間

会場

生後６週から 24 週までに２回
１回の標準接種は生後２カ月から 14 週６日までに（接種間隔は
27 日以上あけて）

BCG

予

〜

接
種

⎲⏃⎝⎡ͤࡍ

日本脳炎

町立病院

防

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）
５日、12
日
混合予防接種 2 期…1 回接種（平成 28 年 4 月 2 日〜平成 29 年 4 月 1 日生ま
19
日、26
日
（MR)
れで、小学校就学前までに）
13 時 15 分
生後 2 カ月から 5 歳未満の間に（1 回目は６カ月までに）
毎週火曜日
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）
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）
13 時 30 分
生後 2 カ月から 5 歳未満の間に（1 回目は 6 カ月までに）
ただし、祝日と
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）
その前日は実施
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
していません。
あけて 12 〜 15 カ月までに）
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
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
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
今年度接種の対象になる方には個別通知しています

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

日

時

内

容

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。
妊娠、出産、子育てに関すること、性感染症、思春期や更
19日㈫
女性の健康相談
年期などの心身に関わる相談を行います。
こころの病気や、不登校・引きこもりなどについて、専門
11日㈪
こころの健康相談
医や保健師による相談を行います。
18歳〜54歳までを対象に、各検査日の13時から登録のため
19日㈫
骨髄バンク登録
の採血を実施します。
19日㈫
抗体検査を今まで受けたことが無い方が対象。
HTLV-1抗体検査
HIV検査
検査（採血）後、約90分で結果が分かります。
19日㈫
無料・匿名の検査です。（要電話確認）
（エイズ相談）

申し込み
随時受け付け

要予約

新型コロナウイルス感染状況により、各種検査を中止する場合があります。
問い合わせ先：苫小牧保健所 ☎３４−４１６８
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本会の目的達成のための広報活動

﹁町連合だより﹂は︑本会の前身組織である白老町
町内会連絡協議会が昭和 年９月に創刊した﹁町連協
だより﹂から数えて︑今号で 号の発行を迎えること
となりました︒
本会報は︑町民の連帯意識の高揚と主体的な自治活
動の推進︑共通課題の解消に向けた意見交流や学びの
場としての役割を果たすことを目的に︑組織の移行に
伴う改称や町広報﹁元気﹂への掲載などを経ながら︑
年もの間︑発行を続けて参りました︒
今後も︑皆様にとって一番最寄りの地域社会である
町内会・自治会組織の持続・発展に向けた広報活動の
役割が果たせますよう︑皆様と共に歩んで参りたいと
︵町連合だより編集委員会︶
思います︒
34

No.200

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

白老町の町内会組織の歴史概要
ᖺ㸷᭶ࠉࠉᨻ௧ࡼࡾࠊ⾜ᨻࡢୗ㒊⤌⧊ࡋ࡚⏫ෆ⤌⧊ࢆ⩏ົ
ᖺ㸶᭶ࠉࠉ⤊ᡓྠ⏫ෆᗫṆ௧
ᖺ㸵᭶ࠉࠉ
ࠕⓑ⪁⏫༊ไ㛵ࡍࡿ᮲ࠖࡀไᐃ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
㸦⏫ෆࡢタ⨨ࠊ༊㛗ࡢ௵㸧
ᖺ㸷᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫⏫ෆ㐃⤡༠㆟㸦௨ୗࠕ⏫㐃༠ࠖ㸧ࡀⓎ㊊

ထᡲӳ⎓⎻⎽

܇ݲ᭗ᱫ҄␡ʴӝถݲᅈ˟⎞൭⎴⎼⎿⎾

昭和 年代半ばに︑設置された町内会は︑昭和 年
の区制廃止以降も地域コミュニティの中心的役割を担
ってきました︒
平成に入り︑﹁ＣＩ運動︵元気まち運動︶﹂が導入さ
れ︑町のイメージアップや活性化︑将来像の共有など
30

⏍⏰⏵␏␉⏝؏ע⍬⎡ࣖݣщ
⍤ ⍫

※コミュニケーションマークと
スローガン（CI／元気まち運動）

57

に取り組み︑町民と行政による﹁協働のまちづくり﹂
を進め︑平成 年に﹁白老町自治基本条例﹂が施行さ
れてからも︑町民主体のまちづくりが継続されてきま
した︒
令和の世になり︑少子高齢化・人口減少社会がます
ます加速する今後に向けて︑皆様と主体的に持続可能
なまちづくりを進め︑まちの将来像である﹁北海道に
ある︑元気まち﹂を目指したいものです︒
︵町連合だより編集委員会・町連合事務局︶
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ᖺ㸴᭶ࠉࠉᾏ㐨⏫ෆ㐃ྜ㸦௨ୗࠕ㐨⏫㐃ࠖ㸧ຍධ
ᖺࠉࠉࠉࠉ༊㛗ไᗘࡀᗫṆ
ᖺ㸶᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫࡛㐨༡ࣈࣟࢵࢡ⏫ෆάື◊✲༠㆟ࢆ㛤ദ
ᖺ㸷᭶ࠉࠉ㐨⏫㐃ඹ῭ຍධ㛤ጞ
ᖺ㸵᭶ࠉࠉ⏫㐃༠⏬⥲ົጤဨࠊ♫⚟♴ጤဨࢆタ⨨
ᖺ㸲᭶ࠉࠉ⏫㐃༠፬ே㒊ࢆタ⨨㸦ᖹᡂ㸵ᖺ㹼ዪᛶ㒊㸧
ᖺ㸷᭶ࠉࠉ会報「町連協だより」を創刊
ᖺ㸱᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫ࡀ㹁㹇㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢹࣥࢸࢸ㸧ࡢ᥎㐍ࢆᥦ
ᖹᡂඖᖺ᭶ࠉࠉ⏫㐃༠࿘ᖺグᛕᘧࢆ㛤ദ
ᖹᡂ㸰ᖺ᭶ࠉࠉ㹁㹇ᑟධ㸦࣐࣮ࢡࠊࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࠊࣟࢦࡀỴᐃͤᕥᅗࡢ࠾ࡾ㸧
ᖹᡂ㸳ᖺ㸲᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫⏫ෆ㐃ྜ㸦௨ୗࠕ⏫㐃ྜࠖ㸧ྡ⛠ኚ᭦
ᖹᡂ㸳ᖺ㸳᭶ࠉࠉ⏫㐃ྜࡢົᡤࢆ⌧ᅾᆅ⛣㌿
ᖹᡂ㸴ᖺ㸲᭶ࠉࠉ⏫㐃ྜࡢࢩ࣐࣮ࣥ࣎ࣝࢡࢆไᐃ
ᖹᡂ㸴ᖺ㸷᭶ࠉࠉ会報を「町連合だより」に改称㸦➨ྕ㹼㸧
ᖹᡂ㸵ᖺ㸯᭶ࠉࠉ
ࠕ㹁㹇㐠ືࠖࡀࠕඖẼࡲࡕ㐠ືࠖྡ⛠ࢆ⤫୍
ᖹᡂᖺ㸰᭶ࠉࠉ⏫㐃ྜ࿘ᖺグᛕᘧࢆ㛤ദ
ᖹᡂᖺ᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫࡛㐨༡ࣈࣟࢵࢡ⏫ෆάື◊✲༠㆟ࢆ㛤ദ

19



ᖺ᭶ࠉࠉ⏫ᨻ᠓ㄯࡀ㛤ദࡉࢀࡿ㸦ᚋࡢࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ᠓ㄯࠖ㸧

ᖹᡂᖺ㸲᭶ࠉࠉ⏫㐃ྜෆࠕ⏫Ẹࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆタ⨨
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⾜ᨻᢸᙜࡢẸ㛫ᅋయࡢົᒁࢆ⏫㐃ྜ୍ᣓ⤫ྜ
ᖹᡂᖺ㸯᭶ࠉࠉ
ࠕⓑ⪁⏫⮬ᇶᮏ᮲ࠖࡢ⾜
ᖹᡂᖺ㸳᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫ᗈሗࠕඖẼࠖࡢ⦅㞟ᴗົࡀ⏫㐃ྜ⛣⟶
ᖹᡂᖺ㸷᭶ࠉࠉ
「町連合だより」の町広報「元気」掲載開始㸦➨ྕ㹼㸧
ᖹᡂᖺ㸰᭶ࠉࠉ⏫㐃ྜ࿘ᖺグᛕᘧࢆ㛤ദ
ᖹᡂᖺ㸲᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫⎔ቃ⏫Ẹ㆟ࡢົᒁࡀ⏫㐃ྜ⛣⟶
ᖹᡂᖺ᭶ࠉࠉ会報「町連合だより」第100号を発行
ᖹᡂᖺ᭶ࠉࠉ➨㸯ᅇⓑ⪁⏫⏫ෆᇶᮏㄪᰝࡢᐇ
ᖹᡂᖺ㸲᭶ࠉࠉⓑ⪁⏫ࡀࠕ㞟ⴠᨭဨ㸦⌧㸸ᆅᇦᨭဨ㸧ไᗘࠖࢆᑟධ
ᖹᡂᖺ㸲᭶ࠉࠉ⏫ෆ௨እࡢᨭᴗົࢆ⏫Ẹάືࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮⛣⟶
ᖹᡂᖺ᭶ࠉࠉ➨㸰ᅇⓑ⪁⏫⏫ෆᇶᮏㄪᰝࡢᐇ
ᖹᡂᖺ㸰᭶ࠉࠉ⏫㐃ྜ࿘ᖺグᛕᘧࢆ㛤ദ
௧㸰ᖺ㸲᭶ࠉࠉົᒁ⤌⧊ࡢᨵ⦅⏫Ẹࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࢭࣥࢱ࣮ࡢᵓ⠏
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⏫㐃ྜົᒁ⏫Ẹࢧ࣏࣮ࢺᐊࡢయไࠊᆅᇦᨭဨࡢ㓄⨨
௧㸲ᖺ㸲᭶ࠉࠉ会報「町連合だより」の第200号記念特集号を発行
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▼本号から︑念願のＮＰＯ法人お助けネ

ットのメンバーによる新連載コラムがス

タートし︑︵竹︶の構想がまた一つかな

いました︒同法人は言わずもがな︑町の

委 託 で 子 育 て 支 援 施 設 ﹁ す く す く３ ・

９﹂を運営する子育て支援団体です︒コ

ラムはメンバーが入れ替わりで︑事業や

介した︑本紙﹁こども通信﹂欄︵本号ではＰ

〜Ｐ

︶の

36

周年を迎えます︒

15

うね︒まだまだ白老の子育て世代へのサポートをよろしく

皆さんの思いはきっとワニワニスタッフと一緒なのでしょ

と﹂といいます︒すくすくも今年︑開設

たスタッフともども﹁自分も楽しみながらやってこれたこ

淑恵さんです︒活動を長く続けられた秘訣は︑運営を支え

営したＮＰＯ法人ワニワニクラブの仲間達の会代表の吉田

年間の長きにわたり育児サークル﹁ワニワニクラブ﹂を運

でしたが︑もう一人︑室蘭輪西地区の中核商業施設内で

活動のありがたさを直接教えてくれたのは︑わが娘の成長

充実の一助になれば︑という思いです▼これら子育て支援

ちの写真︑イベント情報などの積極的掲載が︑子育て環境

充実を図る一環です︒同欄への読み物︵記事︶や子どもた

34

ンバーによるコラムの企画は︑今年１月コラムにも少し紹

かも﹂という方向修正も視野に入れています▼すくすくメ

容︑レイアウトを目指し﹁もう少しこういう形の方がいい

だきました︒連載中には︑子育て世代の関心をより引く内

じていたようで︑代表の中谷通恵さんをはじめ快諾をいた

すると︑皆さんも自分の言葉による情報発信の必要性を感

▼趣旨や掲載イメージなどメンバーと数度の打ち合わせを

スアルファの情報を加え掲載していきます︒ああ楽しみ！

行事の紹介を軸に︑日常の子育てをより楽しく感じるプラ

子育て支援

印刷／ひまわり印刷株式会社

紙質／日本製紙株式会社しらおい上質︵ ・５㎏ ︶

お願いします︒︵竹︶
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白老町の人のうごき

元気のつぶやき
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４
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