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町民の声を
生かして創る
Ⅰ はじめに
令和４年第２回七飯町議会定例会
の開会に当たり︑本年度の町政執行に
臨む基本姿勢と施策の一端を申し述べ︑
議会議員の皆様をはじめ︑町民の皆様

日に執行されました町長選挙

のご理解とご協力を賜りたいと存じ
ます︒

３月

日より新たに町政運営を担わせて

かいご支持︑ご支援をいただき︑４月

において︑多くの町民の皆様より温
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いただくことになりました︒感激もひ
としおであると同時に︑改めて責任の
重さに身の引き締まる思いであります︒

年余りの行政経験を生

これまで皆様と共に歩んだ知識や
経験のほか

１点目に人生100年時代を見据
え︑健康的に人生を送るため文化・芸
術・スポーツに親しむ環境づくりに取
り組み﹁生きがいと健康寿命を高める
町﹂︑２点目に子どもたちの健康と子
育て世代を応援し﹁子育てを楽しむ
町﹂︑３点目に農業・観光など基幹産
業の振興のため︑七飯ブランドの確立
と担い手の確保・人材育成を進め﹁地
域経済が元気になる町﹂︑４点目に町
民に寄り添う優しい町政︑気候変動に
即応した効率的な防災マネジメント
を推進し﹁安心して暮らせる町﹂︑５
点目にバランスの取れた計画的かつ
効率的な行財政運営による﹁堅実な町
政を推進する町﹂であります︒

このたびの町長選挙を通じてまち
づくりに対する想いを訴えさせてい
ただき︑町民の皆様から多くの力強い
激励や厳しい意見を賜りました︒

本年度のみで実現できることには
限りはあるかもしれませんが︑七飯町
を取り巻く様々な課題は待ってはく
れません︒町の発展のためには何がベ
ストなのか︒そして町民の皆様が納得

このことを肝に銘じながら︑スピード
てきた事業や行政サービスをより良

人がこれまで思慮を重ね立案し︑育て

であったものの︑その減少率は約1．

平成

年から比べて434人の減少

2 7︐
686人であり︑前回調査時の

企業誘致など波及効果が期待される

整備︑子育て支援︑地場産業の育成︑

できるサービスが提供できているのか︒

感を持って︑﹁未来に向かって輝く七
いものとするため︑これまでと違った

させていくことが︑将来に希望を持て

ど︑過去から学び︑それを現代で発展

ずは先人が歩んで来た歴史や文化な

〝未来に向かって輝く〟には︑ま

り︑一定程度の施設更新は進められた

ピード感をもって実施したことによ

共施設の改築や耐震化等の対策をス

セント耐震化をはじめ︑老朽化した公

学校など義務教育施設の100パー

飯町の最も基本的な責務であり︑小中

問われました︒安全安心の確保は︑七

災害では︑人命の尊さが改めて大きく

す︒東日本大震災や日本各地で起きた

防災に対する意識の醸成も大切で

ります︒

具体的な施策を引き続き実行してまい

よう︑次の４つの基本的視点により︑

人口減少の進行を微減にとどめられる

及効果が大きい施策に力を注ぐことで

充実︑産業の育成など多岐にわたり波

総合戦略に基づき︑企業誘致︑教育の

第２期七飯町まち・ひと・しごと創生

た︒今後も︑令和２年３月に策定した

七飯町は最も低い減少率でありまし

ともに︑世界中で大きな影響を与えて

いる事業の着実な取組を継続すると

ることから︑後期５ 年間で計画されて

﹁第５次七飯町総合計画﹂の後期とな

ま た ︑ 令 和３ 年 度 か ら の５ 年 間 は

てまいります︒

交付金を活用し︑補正予算等で対応し

染症への対策としては︑地方創生臨時

長期化する新型コロナウイルス感

Ⅱ 町政に臨む基本方針

を賜りますようお願い申し上げます︒

皆様及び町民の皆様のご理解︑ご協力

る持続的な町政運営となります︒革新

ものの︑いまだ老朽化した施設があ

かなえる︒
②住み続けたいと思える生活環境を整
える︒
③食や観光をはじめとする力強い産業
と雇用の場をつくる︒
④七飯町らしさを活かして人を呼び込

させていただき︑詳細な施策につきま

安定した財政運営を基盤として進め

令和４年度の町政に臨むに当たり︑

してまいります︒

済情勢にも対応し︑様々な施策を展開

換など︑めまぐるしく変化する社会経

対応として﹁新しい生活様式﹂への転

いる新型コロナウイルス感染症への

的な技術もありますが︑先人が培って

り︑文化や芸術︑スポーツに親しむ環

①子どもを生み育てたいという希望を

きたノウハウなど町民の声も生かし

だきましたが︑その実現に向け速やか

まいります︒

本年度は︑新たなスタートの年とな

に具体的検討を行いながら準備が整

優先順位を見極めながら︑政策予算を

ります︒職員一同︑新たなチャレンジ

しては︑﹁主要施策の推進について﹂

人口減少への対応のほかにも︑コロ

編成いたしましたので︑ご理解ご協力

み・呼び戻す︒

昨今︑人口減少が喫緊の大きな課題

ナ禍という様変わりした﹁新しい生活

のほ どお願い申し上げます︒

でご説明申し上げますが︑事務事業の

となるなか︑令和２年に実施し︑昨年

様式﹂の下ではありますが︑住環境の

い次第︑事業に着手してまいります︒

ます︒

第５ 次 七 飯 町 総 合 計 画 に 七 飯 町 が

月に確定した国勢調査での人口は︑

を臆することなく推し進めてまいり

また︑数々の選挙公約をさせていた

境は十分ではありません︒
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てより良い行政サービスを目指して

11

事務事業に取り組んでまいります︒

飯町﹂の実現のため︑﹁町民の声を生

5パーセントで︑渡島管内

市町全体

視点を生かしながら︑職員の先頭に

「未来に向かって輝く七飯町」の実現へ

かして創る七飯町﹂を基本に︑誠心誠

七飯町施政方針
の減少率6．
0パーセントに対して︑

４年度
立って施策を実行してまいります︒

令和

意努めてまいりますので︑議会議員の

ます︒

のため︑私が掲げた政策は５点であり

﹁未来に向かって輝く七飯町﹂実現

を先頭に立って築いてまいります︒

かして︑
﹁未来に向かって輝く七飯町﹂

40

2
令和４
（２０２２）
年７月号
令和４
（２０２２）
年７月号

3

17
進む方向性が示されておりますが︑先

11

令和４年度 七飯町施政方針
令和４年度 七飯町施政方針

国道については︑北海道縦貫自動車
大きな効果があるものと期待してお
ります︒

飯インターチェンジ間のトンネル工
地域公共交通については︑超高齢社

道大沼公園インターチェンジから七

本年度の主要施策については︑町
事の本坑工事も着手されますが︑更
会に対応した地域の足の確保が重要

Ⅲ 主要施策の推進について

政 運 営 の 指 針 で あ り ま す 第５ 次 七 飯
なる早期完成を要望してまいります ︒

棟目を施工するほか︑桜Ｂ団地８号

棟及び本町上台団地６ 号棟の屋根や
外壁の改修工事を引き続き施工してま
いります︒

大沼公園線及び大野大中山線の整備促

道道については︑大沼 公園鹿部線︑

地域公共交通計画の作成に向けて検

ど︑より多くの皆様の意見を反映した

か所で町民意見交換会を開催するな

交通活性化協議会では︑７月に町内４

生徒・高齢者の交通安全教育の徹底を

を密にし︑交通弱者といわれる児童・

域︑学校︑そして関係諸団体等と連携

次に︑交通安全・防犯について述べ

進について︑引き続き︑北海道に要

討を重ねていただき︑七飯町の現状に
図るとともに︑事故防止のため交通安

る運転操作ミス等の痛ましい事故が

また︑今もなお全国的に高齢者によ

交通安全対策については︑家庭や地

てまいります︒

望してまいります︒

あった地域公共交通の実現に努めて

河川については︑北海道が事業主体
全運動を展開してまいります︒

の久根別川広域河川改修事業のほ か︑
藤城川︑水無沢川及び蒜沢川の砂防事
業の整備促進について︑引き続き︑関

空き家対策及び住み替え対策につ
引き続き高齢者運転免許証自主返納

発生していることを踏まえ︑運転に不

河川については︑２河川の浚渫工事︑
いては︑﹁七飯町空家等対策計画﹂に
支援事業を実施し︑自主的に運転免許

述べてまいります︒

１ 河川の排水路整備のほ か︑維持︑補
基づき︑空き家の適正管理を所有者等
証を返納しやすい環境づくりに努め

歳以上の高齢者を対象に︑

修工事についても施工してまいりま
にお願いするとともに︑周辺環境に影

安のある

す︒

き家の解消や旧耐震基準である昭和

てまいります︒

また︑令和３年度末に︑函館・江差

響を与える恐れのある危険な特定空

係機関に対し要望してまいります︒町

次に︑住宅・市街地の整備について

まいります︒

であり︑昨年発足した七飯町地域公共

町総合計画の基本構想及び基本計画
に沿って︑ご説明申し上げます︒

第１ 安全・便利なまち

はじめに︑道路・交通ネットワーク
について述べてまいります︒
道路の整備については︑関係機関と
連携を図りながら︑安全で安心な交通
網の形成に努めてまいります︒

開通し︑函館新外環状道路函館空港イ
を拡充してまいります︒

え促進を図るため︑解体費の助成制度

連携を一層密にし︑安全で安心して暮

向け︑警察や地域及び関係団体等との

防犯については︑被害の未然防止に

命化関連で２橋梁の修繕事業︑久根別
ンターチェンジ開通と合わせて︑道の

年以前に建築された住宅の建て替

川広域河川改修事業に伴う道負担金
駅﹁なないろ・ななえ﹂を拠点とした

と協働し︑維持管理に努めてまいりま

を施工してまいります︒

め︑ＤＸ︵デジタルトランスフォーメ

性の向上と行政の効率化を高めるた

申請のオンライン化など︑町民の利便

海道の周遊観光や物流などにおいて

め︑関係機関との連携を密にし︑環境

た め︑大沼 環境保全対策協議会をはじ

の豊かな自然環境を次世代につなぐ

大沼 環境保全対策については︑大沼

ア団地長寿命化工事の最終年となる

公営住宅の整備については︑冬トピ

循環型社会の構築を目指して︑分別の

次に︑循環型社会の構築について述

ては︑外灯組合や町内会等︑関係団体

ます︒また︑外灯のＬＥＤ照明につい

廃棄物対策については︑持続可能な

べてまいります︒

す︒

ーション︶を積極的に推進してまいり

徹底や見直し︑リサイクルの推進によ
る資源の再利用を促進し︑ごみの減量

民︑事業者︑行政が一体となって取り

また︑大沼 がラムサール条約登録湿
マイナンバーカードについては︑オ

えることから大沼ラムサール協議会

組んでまいります︒

を図り︑また︑不法投棄の防止等に住

署に令和６ 年度整備予定の油圧救助
ンラインによる税の確定申告︑コンビ

が実施する記念事業を支援してまい

周年を迎

器具購入経費に充当するための基金
ニエンスストアでの戸籍関係証明書

用が順次可能となったことから︑一層

の関係人口拡大に向けて移住体験の

外の方に広く知っていただき︑七飯町

さらに︑大沼 の豊かな自然環境を町

会コミュニティ専門部会と協議し連

ステーションの増設については︑町内

を迎え町内会から要望のあったごみ

地に登録されて今年７月に

を︑昨年度に引き続き積み立ててまい

の普及に努めてまいります︒

携して実施してまいります︒

沼環境保全計画に基づいた関係機関

に合った改善対策を実施するなど︑大

問題に地域レベルで貢献するため︑2

た動きが加速するなか︑地球温暖化の

ついては︑公共用水域の水質汚濁防止

てまいります︒

次に︑上下水道の整備について述べ

ます︒

等︑長期的な視点で取り組んでまいり

し︑省エネルギー施策や森林環境整備

質 ゼロ﹁ゼロカーボ ンシティ﹂を目指

また︑避難行動要支援者の個別避難

防止計画に基づき︑鳥獣被害対策実施

と生活環境の保全に努め︑合併処理浄

下水道処理区域外の生活排水対策に

隊と連携して︑人身被害の防止はもと

化槽の設置推進を図ってまいります︒
いります︒

より︑農業被害の防止に取り組んでま

有害鳥獣駆除については︑鳥獣被害

まいります︒

050年までに二酸化炭素排出量実

世界的に脱炭素社会の実現に向け

べてまいります︒

次に︑脱炭素社会の推進について述

提供を実施してまいります︒

第２ 快適なまち
海道と連携し︑湖水や流入河川の監視

大沼 の水質浄化対策については︑北

ムページを通じ︑防災情報を発信する

と測定を行い︑その結果や現場の状況

はじめに︑環境施策の総合的推進に

の施策と連携して水質浄化に努めて

ご協力をいただきながら進めてまい
ります︒

次に︑情報ネットワークについて述
べてまいります︒
情報ネットワークについては︑転入
出や介護・子育てに関する各種届出・

ついて述べてまいります︒

計画について︑地域住民や関係機関の

いります︒

また︑社会環境の変化や超高齢社会

ります︒

無線について︑いざという時に効果的

10

とともに︑適正な維持管理に努めてま

な運用ができるよう︑町広報紙やホー

療機関等での健康保険証としての利

等 交付サービスなどの利用のほ か︑医

基及び戸別受信機

50

4︐
500台の整備を終えた防災行政

屋外スピーカー

防災については︑昨年度町内全域に

ります︒

消防及び救急については︑七飯消防

べてまいります︒

次に︑消防・救急・防災について述

保全の施策を進めてまいります︒

らせるまちづくりを目指してまいり

事業で２橋梁の架替事業︑単独事業で

自動車道木古内インターチェンジが

70

アクセスが向上したことにより︑南北

本年度の町道整備として︑橋梁長寿

10

路線の改良舗装及び排水整備工事

55

ます︒
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令和４年度 七飯町施政方針
令和４年度 七飯町施政方針

保健については︑社会環境や生活の
視の早期発見から速やかに治療へと

の高い屈折検査機器の導入を図り︑弱

診時における視覚検査において︑精度

児童の健診等については︑３歳児健

がることで︑町民一人一人の暮らしと

分野を越えて継続的に拡大してつな

が参画し︑人と人︑人と資源が世代や

越えて︑地域住民や地域の多様な主体

や﹁支え手﹂﹁受け手﹂という関係を

はじめに︑保健・医療体制の充実に

め︑施設の適切な維持管理や老朽化に
変化による様々な健康課題に向けて︑
導く新たな検査方法を取り入れてま
生きがいを共に創っていく重層的支

水道事業については︑水量・水質が

伴う更新を行うほ か︑資材・労務費の
町民一人一人が主体的に健康づくり
いります︒

等の情報発信に努めてまいります︒

な維持管理のほ か︑下水道使用料改定

下水道事業については︑施設の適切

るための保健指導や栄養相談︑また疾

高脂血症などの生活習慣病を予防す

非常に重要であることから︑高血圧や

主な取組として︑生活習慣の改善は

を引き続き推進してまいります︒

期健康づくり基本計画に基づく事業

に実施してまいります︒

行うなど︑町独自の施策として継続的

のケアや就学までのサポート支援を

などの関係機関が協力し合い︑健診後

師・町内幼保職員・教育委員会や学校

児健診事業の推進については︑保健

属性を越えて交流できる場や居場所

帯を地域とつなぐ参加支援﹂︑﹁世代や

める相談支援﹂︑﹁課題を抱えた方や世

属性を問わず包括的に相談を受け止

者及び生活が困窮状態にある方など

ある﹁子ども︑障がいのある方︑高齢

ついて述べてまいります︒

高騰を踏まえ︑今まで以上に効率化を
や食生活の改善を目指すことができ

また︑七飯町公営企業経営審議会よ
病の早期発見や重症化の予防に重点
新型コロナウイルスワクチン接種

確保された水道水を安定供給するた

進めるとともに︑安定経営のため七飯
るよう︑家庭や地域活動等に対して︑

り答申された特環下水道の汚水処理
を置き︑定期的かつ継続的な健診をよ
事業については︑現在４回目接種の実

まいります︒特に３つのアプローチで

方式について︑より効率的かつ環境に
り多く受けていただくため︑基本健康
施に取り組んでおり︑町民の安全・安

就 学 に 向 け た 準 備 を 目 的 と す る５ 歳

援体制整備事業を引き続き展開して

町公営企業経営審議会を通じ水道料
行政︑関係機関が一体となって︑第３

また︑健やかな成長の確認とともに︑

金の見直しについて検討してまいり

も配慮した処理方式の検討を進め︑新
診査の自己負担額を引き続き無料と
心︑健康を第一に︑国︑北海道及び医

ます︒

たな方式が確立されるまでの期間は︑
し︑更なる受診率の向上に努めてまい

大防止対策を講じたうえで︑高齢者が

高齢者の健康増進を図るため︑感染拡

いては︑人生100年時代を見据えた

けてきた介護予防・フレイル予防につ

コロナ禍において大きな影響を受

いります︒

次に︑高齢者福祉について述べてま

ります︒

地域共生社会の実現を目指してまい

を確保する地域づくり支援﹂を推進し︑

既存施設について各種計画等に基づ
療機関と連携し︑これまで取り組んで

次に︑地域福祉について述べてまい

的な事業実施に努めてまいります︒

きた知識と経験を生かしながら︑効率

ります︒

育て期にわたる切れ目のない子育て

母子保健については︑妊娠期から子

き必要最低限の更新工事を効率的に
進めてまいります︒

第３ ふれあい・安心のまち
支援を行うため︑保健センター内に設
ります︒
誰もが可能な限り住み慣れた地域

置されている﹁子育て世代包括支援セ
ンター﹂において︑妊娠・出産・子育
で︑自分らしい暮らしを続けることが

援してまいります︒

主体的に取り組めるよう︑引き続き支

てに関する必要な情報提供・助言︑保

さらに︑元気な高齢者が︑老人クラ

けることができるよう︑サービス提供

てができるよう子育て世代を支援し

機児童を発生させない対策の強化を

定こども園化の推進を目指すなど︑待

いる幼稚園との連携を図りながら︑認

ーズの分析を行い︑町内で運営されて

用し︑一体となって対策強化に努める

り︑子育て支援ネットワーク会議を活

などの関係機関と情報の共有化を図

集や児童相談所︑教育委員会︑保育所

児童虐待防止については︑情報の収

てまいります︒

図ってまいります︒

保を目指し︑保育に係る現状や将来ニ

安心して子育てができる環境の確

て述べてまいります︒

できるよう︑制度・分野ごとの縦割り

ブ・老人クラブ連合会などで行う健
体制を構築し︑障がいの有無にかかわ

健指導を行ってまいります︒

康・友愛・地域貢献活動などを通し
らず︑共に暮らし︑支え合う地域づく

でＳＵＮＤＡＹパパ﹂など楽しく子育

て︑生きがいをもって生活すること
りを目指してまいります︒

はじめに︑子育て支援の充実につい

で︑いつまでも健康を維持できるよう
支援してまいります︒
次に︑社会保障について述べてまい
ります︒
国民健康保険特別会計については︑

介護保険事業については︑介護サー
ビスを支える人材の確保が喫緊の課
保険税率を見直し︑共同保険者である

とともに︑新たに︑国から示されてお

放課後児童健全育成事業について

題であることから︑引き続き︑介護職

併せて町内保育園の完全給食化を

また︑医療費適正化対策として︑予防

は︑公立及び民間の学童保育クラブが

北海道の標準保険料率に段階的に近

のための健診を積極的に推し進める

連携し︑地区単位での待機児童解消に

員初任者研修受講補助事業を実施して

ります﹁子ども家庭総合支援拠点﹂を

援する生活支援のほか見守り活動の

ため︑引き続き︑特定健診の受診勧奨

向けた取組を進めてまいります︒

目指す協議も進めてまいります︒

強化を図ってまいります︒

や自己負担を無料とし︑併せて︑人間

具体的には︑民間の学童保育クラブ

づけることを念頭に︑令和４年度の保

介護予防と生活支援においては︑有

ドック︑脳ドック︑高齢者インフルエ

との均衡を保つため︑適正な利用料金

において︑学校教育︑生涯教育︑スポ

まいります︒また︑高齢化とともに

月１日に開設し︑子どもと保護者に

償ボランティアによる生活援助と外

ンザ予防接種助成事業の継続など︑病

に見直すとともに︑公立と民間の利用

ーツ振興など詳細に示されておりま

険税率の引き下げを実施いたします︒

出支援を組み合わせた生活支援サポー

気の早期発見︑早期治療により︑増加

料差額の１／２相当を助成するなど︑

すので︑尊重してまいります︒

増加する認知症の方やその家族を支

ト事業の充実を図り︑地域住民との協

する医療費の抑制に努めながら︑健全

引き続き保護者への負担を軽減して

教育関係については︑教育行政方針

ります︒

次に︑教育関係について述べてまい

す︒

寄り添った支援を展開してまいりま

働による地域介護予防活動支援事業を

運営を目指してまいります︒

﹁子育て支援センター﹂及び大沼 多目

本町地区と大中山地区それぞれの

いては︑社会教育施設整備基金へ計画

ねるとともに︑必要な財源の一部につ

会教育施設整備については︑検討を重

まいります︒

基幹相談支援センターと連携しな

的会館で実施している﹁ちびっこ広場﹂

的に積み立ててまいります︒

第５ 次 七 飯 町 総 合 計 画 に 基 づ く 社

がら︑障がいのある方やその家族の

を地域子育ての支援拠点として︑子育

第４ 育むまち

方々が身近なところで相談でき︑住み

てに関する相談や情報提供︑﹁あそん

まいります︒

慣れた地域で自分らしい暮らしを続

次に︑障がい者福祉について述べて

引き続き支援してまいります︒
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島︑長崎への平和大使派遣事業と︑中

事業の一環として取り組んでいる広

また︑町内中学生を対象に平和教育

冷施設の活用により︑引き続き消費者

れるなか︑担い手の確保や︑集出荷予

ど継続的に食料の安定供給が求めら

今後も規制緩和による消費拡大な

の拡大や利子補給金の拡充により︑中

経営安定資金融資制度﹂の融資上限額

商工業については︑﹁七飯町商工業

ベンション協会など関係団体と協

一般社団法人七飯大沼国際観光コン

や既存の公共施設の利活用について︑

また︑大沼 国定公園周辺の地域資源

など様々な視点から七飯町の魅力を

高校生を対象とした姉妹都市コンコー
に対し︑産地の差別化と高品質で安全︑
小企業の資金需要に対応し経営の安
議・連携し︑更には国定公園の管理者

次に︑商工業について述べてまいり

ド町への海外交流派遣研修事業につい
安心な農畜産物の生産・出荷に努めて
定化を図ってまいります︒

発信してまいります︒

ては︑新型コロナウイルス感染症の収
まいります︒

ます︒

束が不透明なことから中止させてい

林業については︑森林環境譲与税や
バックアップ事業﹂をはじめとした各

興財団などと協力し︑引き続き﹁創業
ます︒

利活用︑観光振興に取り組んでまいり

である北海道と連携して自然公園の

また︑国内交流についても新型コロ
七飯町森林環境譲与税基金を財源と
種事業に取り組むほ か︑函館地域経済

また︑公益財団法人函館地域産業振

ナウイルス感染症の状況を見極めな
した︑木育支援活動や二酸化炭素吸収
牽引事業促進協議会における事業な

ただきますのでご理解願います︒

がら対応してまいります︒
源としてカーボンニュートラルにも
どで︑豊かな資源や交通利便性の高さ
雇用対策については︑町内の求人情

述べてまいります︒

次に︑企業誘致と雇用対策について

寄与する民有林の整備に向けた事業
などの立地条件をアピールした企業
報の周知などハローワークと連携し

第５ 活気とにぎわいのまち
を実施してまいります︒
誘致を進めるなど︑地域経済の活性化
ていくほか︑町内企業への人材育成・

の一環として治山事業の要望を行っ

まいります︒併せて︑災害・防災対策

連携し各種町有林事業等を実施して

り組み︑魅力の向上と販路の拡大に努

産品を活用した企画や情報発信に取

振興協議会の活動を支援するほ か︑特

物産振興については︑ななえ町物産

向上を図るための技能講習などを実

通じて︑通年雇用に必要な資格や技術

た︑南渡島通年雇用促進支援協議会を

用の創出を目指してまいります︒ま

確保に向けた支援と企業誘致による雇

てまいります︒

体制を強化しつつ︑七飯町森林組合と

に精通した職員を派遣いただき︑組織

また︑北海道から２年間︑林務行政
に取り組んでまいります︒

はじめに︑農林水産業の振興につい

大沼の内水面漁業については︑生態

施し︑就労と雇用を促進してまいりま

農業については︑昨年は︑コロナ禍
系への影響がないよう︑漁業資源の確

者の多様な経験を生かし︑安定した活

めてまいります︒

において不要不急の外出自粛により︑
保に注視しつつ︑大沼環境保全対策協
観光については︑大沼 国定公園に代

動が継続できるよう支援してまいり

て述べてまいります︒

巣ごもり需要がありましたが︑外食産
議会をはじめ関係機関と連携し︑水質
表される豊かな自然をはじめ︑四季を

す︒

と連携し︑健康で働く意欲のある高齢

また︑七飯町シルバ ー人材センター

す︒

業の多大な落ち込みにより︑農畜産物
改善にかかる活動等を支援してまい
ます︒

次に︑観光について述べてまいりま

の価格が低迷するなど大きな影響を
通じたアクティビティや恵み溢れる食

所信と主な施策の概要について︑述べ

月より部制を導入し︑

ります︒

年

格編成︶の肉付け予算となる﹁政策的

平成

受けました︒

第６ ともに歩むまち

行政の使命は︑町民の皆様の安全で

させていただきました︒

政策予算可決・成立後は︑地元中小

安心な暮らしを保障し︑より良いもの

予算﹂を盛り込んで編成を行ったとこ

した︒しかし︑今後の人材確保の課題

企業等に配慮した速やかな予算執行

にしていくことであり︑このことはい

部長職及び次長職の職制の下︑各課の

や組織機構の見直し︑行政需要のニー

に努めるほか︑実効性のある工事等の

つの時代においても変わるものでは

ろであります︒

ズに的確に対応するため︑これまでの

施工を進めてまいります︒

図るため︑総務財政課及び子育て健康

また︑各課業務の均等化と効率化を

てまいります︒

きるよう組織・機構の見直しを実施し

職を必要に応じて設置することがで

監︵仮称︶﹂及び﹁教育監︵仮称︶﹂の

一丸となって行財政改革の取組を進

行財政改革大綱の取組方針の下︑全庁

た財政を目指し︑現在︑第６次七飯町

供と︑歳入に見合った歳出を基本とし

効率的で効果的な行政サービスの提

でありますが︑財政の健全化に向け︑

次に︑効率的な行財政運営について

や文化を次世代に引継ぎ︑常に改善・

これまで先人たちが築いてきた歴史

性や強みを生かした政策展開により︑

基地︑豊かな自然環境など七飯町の特

沼国定公園︑北海道新幹線の総合車両

近代農業発祥の地︑日本新三景の大

ありません︒

支援課の分課︑教育委員会においては︑

町民と行政と議会が協力し合い︑自

て述べてまいります︒

ら考え︑行動し︑暮らしの声を生かし

ント減額するほ か︑引き続き︑使用料

と思っていただけるよう進めてまい

らす全ての町民が﹁住んで良かった﹂

ちの健やかな成長を願い︑七飯町に暮

及び手数料の見直し︑公共施設の休館

ります︒

今回の補正予算については︑新型コ

さらなる財源の確保に努めてまいり

どへの継続的な取組︑﹁ふるさと納税﹂

めるため︑町政運営の参考あるいは町

ロナウイルス感染症緊急経済対策と

ます︒

以上︑本年度の町政執行についての

Ⅳ むすび

や﹁企業版ふるさと納税﹂の取組など︑

政に反映するためのご意見を拝聴し

して︑地域経済の回復に向けた消費喚

ているほか︑令和４年度当初予算︵骨

防止対策に要する経費などを計上し

る学校給食安定供給事業︑感染症拡大

生かせるような場の設置を検討して

次に︑自立する自治体経営について
述べてまいります︒

針といたします︒

力をお願い申し上げ︑本年度の施政方

りますので︑皆様の力強いご支援ご協

員一丸となって町政を執行してまい

的に対話し︑協調と融和によって全職

会議員の皆様及び町民の皆様と積極

町民の皆様の暮らしを守るため︑議

日の見直しや照明器具のＬＥＤ 化な

パーセ

改革を実行し︑未来をつくる子どもた

次に︑令和４年度６月補正予算の概

20

起対策︵追加分︶︑食材費等高騰に係

要について︑ご説明申し上げます︒

具体的には︑町長の給料を

めているところであります︒
課

多様化する教育課題に対応するため︑

課体制としてまいります︒

た町民主体の協働のまちづくりが必

新型コロナウイルス感染症の収束
の状況を見極めながら︑地域懇談会
︵タウンミーティング︶による﹁町民

20

まいります︒

の声を生かして創る﹂まちづくりを進

から

学校教育課の分課を実施し︑４部

への取組を一層強化するための﹁統括

部制を廃止し︑複数課に跨る重要施策

懸案事項等の処理を進めてまいりま

10

要であります︒

はじめに︑協働のまちづくりについ

26

23
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第２ 幼児教育の充実
成︑人格形成︑情操と道徳心の涵養に

幼児期の教育は︑能力開発︑身体育

教育は︑豊かな人間性と創造性を
とって極めて大切な時期であり︑子ど

Ⅱ 教育基本方針

令和４年第２回七飯町議会定例会
備え︑社会の発展に貢献する人間を育

Ⅰ はじめに

の開会にあたり︑本年度の七飯町教育
もたちの生涯にわたる資質・能力の向

をはじめ︑生涯学習の推進や生涯スポ

行いながら︑本年度も学校教育の充実

めてまいります︒

が一体となった幼児教育の推進に努

の円滑な移行︑家庭や地域︑関係機関

教育施設︑幼児教育施設から小学校へ

の資質向上はもとより︑家庭から幼児

成するという﹁人づくり﹂の使命を担

今年も︑教育大綱として策定した教
育振興基本計画︵令和３年度〜７年度︶
に基づき教育行政を推進してまいり

ーツの振興︑地域色豊かな伝統・文化

ます︒

学校教育にあっては︑すべての子ど

第３ 学校教育の充実

の継承や文化財の保護などの施策を
実施してまいります︒
感染症の状況を見極めながら新し
い常態︑いわゆる﹁ニューノーマル﹂
な教育を実現するため︑全児童生徒に

令和４年度において︑七飯町教育委
しを図った学校行事等の定着を目指

用や︑持続可能な特別活動として見直

配布されたタブレット端末の有効活

員会が教育振興基本計画に基づき取り
します︒

Ⅲ 令和４年度の主要施策

組む主な施策について申し上げます︒

連携を図り︑﹁レインボー﹂への通級

会を目指します︒

行い︑地域に根差し開かれた教育委員

教育行政方針の点検・評価及び公表を

連携や教育委員会議の公開︑情報発信︑

進するため︑七飯町総合教育会議との

町民の信頼に応える教育行政を推

第１ 開かれた教育行政の推進

⑻環境教育の充実

実を図ります︒

めます︒

員の資質向上や学校経営の改善等に努

所や七飯町教育研究所と連携し︑教職

体制の確立に努めます︒渡島教育研究

め︑全教職員の創意が発揮できる協働

ダーシップのもと教育課題解決のた

学校評価等を生かし︑校長のリー

⑴学校経営の充実

また︑ボ ランティア活動や体験的な

や各中学校に配置しているスクール

連携しながら七飯高校の魅力化アッ

働き方改革を進め︑教職員にとって
活動を推進し︑自発的な福祉活動や地

カウンセラーの活用など︑総合的なサ

がら︑見直しを行ってまいります︒

どもたちや町民への影響に配慮しな

務事業の見直しは必須の課題です︒子

一方︑大変厳しい財政状況の中︑事

プについて検討を始めます︒

働き甲斐のある学校を目指すには︑地
域に根差した活動を通して豊かな人

豊かな自然環境に恵まれていること

のある大沼国定公園や赤松街道など

七飯町は︑ラムサール条約登録湿地

域や保護者の理解と協力が不可欠です︒
間性を育てます︒

また︑家庭環境等に課題がある場合

ポート体制の充実を図ります︒

中学校区単位でのコミュニティ・スク
⑷いじめ対策等の充実

から︑それぞれの地域の特性等を踏ま

です︒一方︑学校に携わるすべての関

安心を確保するため︑﹁七飯町生徒指

国際社会の一員として信頼され活

は︑町長部局と連携をとり対応します︒

実態について理解を深めてもらうため︑
係者が︑﹁いじめはどの子どもにも︑

導推進連絡協議会﹂の活動を支援する

躍する人材を育成するため︑異文化理

組を推進します︒併せて教職員の勤務

時間外在校等時間を公表します︒
どの学校でも起こり得る﹂という意識

ほか︑定期巡回や子ども110番の家

解に必要な交流活動等への積極的な

⑼国際理解教育の充実

えた環境教育の充実を図ります︒

⑵基礎・基本の確実な定着に向けた指
を常に持ち続け︑﹁七飯町いじめ防止

の拡充等に努めます︒

校外生活における児童生徒の安全

導の充実

基本方針﹂のもと︑いじめの未然防止︑

点教育目標達成に向けた特色ある教

じめを受けた児童生徒の対応に万全

万が一いじめが発生した時には︑い

慣の改善と併せて︑学校体育の充実︑

は︑低い傾向にあり︑引き続き生活習

七飯町の児童生徒の体力・運動能力

組織する﹁七飯町小中高英語教育連携

さらに︑小中高等学校の教職員で

ングによる英語教育の充実を図ります︒

参加を推進します︒

育課程を編成・実施するとともに︑本

を期すとともに︑いじめを行った児童

生涯スポーツの基礎づくりを進め︑健

協議会﹂を継続して支援し︑小学校外

⑹学校体育と 学校保健指導の充実

年度も学習支援員を配置し︑習熟度に

生徒には毅然とした指導を行い︑いじ

康な身体づくりを推進します︒

早期発見に努めます︒

応じたきめ細かな学習指導を行い︑全

めを受けた児童生徒の立場に立った

また︑語学教育ではチームティーチ

ての児童生徒に基礎・基本の確実な定

習慣の確立が不可欠なため︑引き続き

また︑学力向上には︑家庭での学習

また︑児童生徒に対する虐待の早期

いじめ防止等に関する啓発を行います︒

と定め︑児童生徒から標語を募集し︑

学校に配置し︑児童生徒一人一人の個

特別支援教育支援員を引き続き各

⑺特別支援教育の充実

康意識の向上に努めます︒

ん教育等の推進を図り︑児童生徒の健

路点検により対策が必要とされた箇所

的に取り組むとともに︑昨年度の通学

教職員全体で安全な学校づくりに継続

⑽防災・安全対策の充実

の強化を図ります︒

国語活動・外国語科の充実や中高連携

各家庭にリーフレット﹁七飯町家庭学

発見︑早期対応を図るため︑関係機関

性や発達段階に応じ︑一貫した特別支

また︑心の教育︑性教育︑食育︑が

解決を図ります︒

習の手引き﹂の積極的な活用を促しま

との連携を一層深めます︒

本年度も７月を﹁いじめ根絶月間﹂

す︒

⑸生徒指導の充実

る中で︑命を大切にする心や規範意識

実社会や実生活との関わりを考え

ボー﹂指導員等が一体となって学校と

指導主事︑教育支援センター﹁レイン

不登校対策等については︑学校教育

会で適正就学に向けた相談・指導の充

滑な連携・接続のため︑教育支援委員

園等や町立学校における校種間の円

援教育の充実を図ります︒また︑幼稚

マニュアル﹂を常に見直すとともに︑

災害等に対処するため﹁危機管理共通

突発的に発生する事件・事故・自然

の注意喚起看板の設置等を進めます︒

施設︑設備︑通学路の安全点検等︑

⑶道徳教育の充実

さない教育を目指します︒

着と活用する力を育て︑誰一人取り残

連続性を大切にしながら︑各学校の重

児童生徒の育ちと９ 年間の学びの

﹁いじめ﹂は絶対に許されないこと

ールと地域学校協働活動の一体的な取

定員確保を図るため︑行政担当部局と

また︑地元卒業生の入学者数の拡大︑

望を抱き続けられる教育を推進します︒

る﹂を基本に︑年齢に関わらず夢と希

今を楽しく生きるための第一歩であ

らこそ人は努力する︑夢をもつことが

生涯教育にあっては︑﹁夢があるか

力を身に付けさせる教育を目指します︒

む教育を︑さらにその夢を実現できる

もたちに夢をもつことの大切さを育

新型コロナウイルス感染症対策を

行政方針の概要について申し上げます︒

夢と希望を
抱き続けられる教育を

上に寄与するものであります︒教職員

４年度
七飯町教育行政方針

うものであります︒

令和

を育成します︒
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実践的な防災・安全対策を推進します︒

⑿教育環境の整備・充実
の学校への配置について︑本年度から

教育施設の安全性︑快適性の確保の

継続的に実施することとします︒

子ども110番の家︑不審者情報ネッ
ため︑学校と連携を密にし︑早い段階

①教育施設の整備について

トワーク︑コミュニティ・スクール等
での維持補修に努め︑長寿命化を図り
見極めながら︑町民の学びを保障する

さらに︑地域における見守り活動︑

を活用し︑地域ぐるみで児童生徒の安
ます︒
ため︑この２年間で実践してきた感染
症対策を︑より発展・充実させ持続可

コロナ禍にあっても感染症の状況を

第４ 生涯学習の推進

全確保を図ります︒
②学校備品の整備・充実
学習環境の整備充実を図るため︑本

⑾食育の推進
児童生徒が食の大切さを学び︑望
能な生涯学習環境の創出を目指します︒

年度も計画的に教材備品︑情報機器の

う式典として実施します︒

昨年度は︑成人式以外の多くの文

ましい食習慣を身に付けることがで

き続き町民一人一人が地域の自然や
化的事業が中止となりましたが︑感染

第４次七飯町社会教育中期計画︵令

七飯町育英基金等を活用して就学
歴史・文化に親しみながら︑生涯にわ
症の状況を見極め持続可能な開催方

整備を推進します︒

図るうえからも︑町費による地元産食
し︑卒業後︑七飯町に居住し町内事業
たり学び続けることのできる生涯学
法を検討します︒

きるよう食育を計画的に推進します︒

材を使用した安全安心な給食を推進
所等へ就職した方に対して︑奨学金等
習推進体制を確立します︒
昨年度途中から実施した生理用品

和３年度〜令和７年度︶に基づき︑引

します︒
の返還を支援するため︑﹁奨学金等返
併せて︑子どもたちの健やかな成長

③奨学金の利用促進

給食費については︑徴収率の向上を
還支援事業︵仮称︶﹂を創設します︒

ふるさと教育や地域経済の活性化を

図り︑学校給食費会計の安定化を図り

から継続的に実施します︒

のトイレ等への配置について︑本年度

健全育成に取り組むことができるよ
老朽化が目立つ社会教育施設につ

のために︑家庭や地域が一体となって

いて
う︑地域の教育力の向上に努めます︒

④学校事務職員の共同事務室化につ

学校事務職員の業務の効率化を図
いては︑生涯学習の推進と利用者の安

ます︒
また︑最近の物価上昇に対応するた
めには︑給食費の値上げも検討せざる
また︑郷土の発展に欠かせない文化

るため︑共同事務室化を進めます︒
全を確保するうえからも計画的な改

を得ない状況にありますが︑コロナ禍
意識の向上と文化財の保護・活用など︑
修と効率的な整備を図ります︒

⑤小中学校図書室の地域への開放に
文化施策を積極的に推進します︒

七飯町が︑力強く発展していくため

⑵青少年の健全育成

について検討します︒

と連携しニーズに合わせた講座内容等

る老人大学を目指し︑老人大学自治会

が生き甲斐をもって参加したいと思え

ら質の高い文化芸術に親しむことは

提供に努めます︒特に︑子どもの頃か

町民を対象とした芸術鑑賞の拡充や

対する助成制度などを活用し︑幅広く

を奨励します︒また︑文化芸術活動に

術団体等への支援を通じて創作活動

各分野の振興を図るため︑各種文化芸

ます︒

クターを更新し︑施設整備充実を図り

レ︶については︑作業用スポーツトラ

東大沼 多目的グラウンド︵トルナー

どを検討してまいります︒

に求められる役割や主な施設機能な

後の改築に向け関係者と新体育施設

ンター及び町民プールについては︑今

どもたちは︑郷土の明日を担うかけが

無限の可能性を秘めた七飯町の子

による補てんで対応することとします︒

における厳しい経済環境を鑑み︑町費
ついて
⑴生涯学習

飯町総合計画に基づき︑施設整備につ

また︑図書館については︑第５次七

﹁地域とともにある学校﹂を目指し︑
歳に引き下げられた

ことから︑昨年度まで成人式として行

老人大学については︑本年度参加者

成人年齢が

地域開放を推進するとともに︑他の
っていた新成人を祝う式典は︑名称を

が増加しており︑周知活動などの成果

七重小学校で進めている学校図書室の

学校での実施について検討します︒
﹁二十歳を祝う会︵仮称︶﹂に改め︑

には青少年の健全育成が不可欠です︒
情操豊かな心を育むためにも必要な

いて検討を進めてまいります︒

⑥生理用品の配置について

が見えつつありますが︑さらに高齢者

体験・交流活動︑社会活動等への参加
ことから︑本年度は劇団四季による

引き続き

を促し︑郷土を愛し︑明日の七飯町を
﹁こころの劇場﹂鑑賞会をリモートに

文化財は︑風土や自然︑そして︑そ

また︑町民一人一人が夢と希望をも

の充実に努めてまいります︒

し︑健やかに成長できるよう教育環境

造で︑子どもたちが夢に向かって邁進

財政状況にあっても知恵と工夫と創

七飯町教育委員会としては︑厳しい

えのない存在です︒

ついて申し上げました︒

以上︑令和４年度の教育行政方針に

Ⅳ むすび

担う心豊かで︑心身ともにたくましい

くり︑健全育成を推進するため︑子ど

こに住む人々の営みの中で育まれ︑長

⑸文化財の保護・管理の推進

も会活動やＰＴＡ活動の支援︑子ども

い歴史の中で守り伝えられてきた町

埋蔵文化財のほか民俗資料の展示

コロナ禍にあっても感染症の状況

の社会性や人間性を育むための文化

って健康で活き活きとした人生を送

施設として位置づけている七飯町歴
また︑子どもたちのスポーツ離れを

を見極めながら︑各種事業を継続して

民の貴重な財産です︒保存整備と積極

家庭教育は︑子どもの基本的な生活

史館において︑体制の充実を図るとと

防止し︑体力向上を目指すため︑初

実施していくことを重点に取り組ん

体験など青少年育成事業を推進します︒

能力︑豊かな情操︑他人に対する思い

もに多角的な視点からの企画展︑講座

心者向けスポーツ教室や競技会など

でまいります︒

ることができるよう︑文化に親しみス

やりや善悪の判断などを身に付けるう

等を開催し︑地域の歴史や文化に触れ

を開催し︑運動の習慣化を図ります︒

的な活用を図ります︒

えで大変重要な役割を果たします︒

る機会を提供します︒

プロチームや実業団のスポーツ合宿

にスポーツに親しみ︑楽しめるよう環

いつでも︑どこでも︑だれもが気軽

ムや選手によるスポーツ教室の開催な

誘致を積極的に進めるとともに︑チー

様のご理解とご協力を心からお願い

七飯町議会の皆様並びに町民の皆

境づくりに取り組んでまいります︒

ポーツを楽しむための生涯学習の環

子育て環境を充実するとともに︑コ

⑹生涯スポーツの推進

の健全育成を目指します︒

申し上げ︑新年度の教育行政方針とい
たします︒

ど︑スポーツへの興味関心を高めます︒
老朽化が目立つ七飯町スポーツセ

境整備に努めます︒

芸術文化︑生活文化︑伝統文化など

⑷文化・芸術の振興

活動の一体的な取組を推進し︑子ども

家庭︑地域︑学校の連携を強化し︑

ミュニティ・スクールと地域学校協働

⑶家庭と 地域の教育力の向上

また︑子どもの安全安心な居場所づ

より小学校高学年を対象に開催します︒

昨年度途中から実施した生理用品

歳に到達した町民等を祝
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青少年を育成します︒
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（２０２２）
年７月号
令和４
（２０２２）
年７月号

13

令和４年度 七飯町教育行政方針
令和４年度 七飯町教育行政方針

令和４年度

総務費

89.2億円

一般会計に対し、特定の事業のために設けられた
会計を特別会計といいます。
当町には国民健康保険、後期高齢者医療、介護
保険の３つの特別会計と企業会計（原則町税を収
入財源とせず、独立採算制を追求する企業的事業

5.2億円
消防費

6.2億円

の概要は次のとおりです。

会

計

名

予

特別会計
国民健康保険
後期高齢者医療
介 護 保 険
企業会計
水 道 事 業
下 水 道 事 業
合
計

令和４年度

算

予算の主な事業

■快適なまち

歳出総額

公債費

その他

13.0億円

令和４
（２０２２）
年７月号

117.4億円

その他

職員費

地方交付税

17.0億円

14.5億円

35.0億円

1.5億円
〈内訳〉
議 会 費
労 働 費

1.0億円
0.4億円

予

備

費

（災害復旧費含む）

0.1億円

〜 施政方針に沿って各種事業を紹介します 〜
七飯町地域公共交通活性化協議会負担金
685万円
旧耐震基準空家解体補助事業
90万円
公営住宅(冬トピア団地)整備事業
1億8,646万円
住生活基本計画及び公営住宅長寿命化計画策定 487万円
高齢者運転免許証自主返納事業
220万円
通学路注意看板設置工事
88万円
ＩＣＴ関連業務外部委託事業
2,391万円

渡島廃棄物処理広域連合負担金
南渡島衛生施設組合負担金
水道施設改良事業(水道事業会計)
下水道整備事業(下水道事業会計)
都市公園・都市環境整備事業

2億8,311万円
7,397万円
1億7,113万円
1億4,561万円
2,203万円

〜保健・医療・福祉分野〜

新型コロナウイルスワクチン接種事業
休日・夜間の医療体制整備
疾病予防対策事業
母子保健対策事業
成人保健対策事業

歳入総額

〈内訳〉
地 方 譲 与 税
各 種 交 付 金
分担金及び負担金
使用料及び手数料

1.3億円
7.7億円
1.4億円
2.2億円

9,442万円
1,444万円
6,939万円
1,908万円
2,003万円

児童手当支給事業
放課後児童健全育成事業
大中山保育所運営事業
子ども・子育て支援給付事業
学習支援員等の配置
ＧＩＧＡスクールの推進
小・中学校用務員の民間委託

1億7,233万円
4,452万円
500万円
265万円
4,530万円

3億8,659万円
8,853万円
7,163万円
7億9,007万円
2,894万円
1,211万円
5,383万円

スクールバス運行事業
学校給食地産地消用食材購入費
多子世帯の給食費軽減
学校給食安定供給事業
社会教育施設整備基金の積み立て
スポーツの振興
地域文化の保護・活用

3,974万円
1,000万円
1,328万円
200万円
1,000万円
1,816万円
794万円

道の駅指定管理
ふるさと納税事業費
観光ＰＲ動画・番組作成
観光イベント支援
労働金庫原資預託金

2,525万円
5,369万円
350万円
700万円
3,000万円

コミュニティ助成事業
町内会連合会補助事業
町有バスの活用
人事評価制度の運用
参議院議員通常選挙の執行

250万円
45万円
314万円
232万円
2,373万円

〜産業振興分野〜

多面的機能支払事業
森林環境譲与税関連事業
町有林管理等事業
商工業者経営安定化資金貸付事業
物産展等出展支援補助事業

■ともに歩むまち
医療費助成制度の拡充
重層的支援体制整備事業
高齢者入浴補助事業
長寿敬老祝金品贈呈
障がい者の就労支援事業

諸収入（繰越金含む） 1.9億円
寄 附 金
1.0億円
繰 入 金
1.4億円
財産収入
0.1億円

〜子育て・教育・文化分野〜

■活気とにぎわいのまち
818万円
272万円
407万円
416万円
300万円

町税

28.9億円

歳
入

一般会計

国庫支出金

19.2億円

117.4億円

〜環境保全分野〜

■ふれあい・安心のまち
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衛生費

8.9億円

43.8億円

■育むまち

7,220万円
2,600万円
2,300万円
2億3,580万円
3,000万円
300万円
3,000万円

有害鳥獣対策
河川水質検査
火葬場設備改修事業
合併処理浄化槽設置補助事業
ごみステーションの増設

道支出金

民生費

一般会計

〜生活基盤分野〜

各地区道路新設改良等工事
橋りょう長寿命化事業
久根別川橋架替事業
久根別３号橋架替事業
河川環境整備工事
河川維持補修工事
軍川下流排水路整備事業

町債

4.3億円

11.5億円

67億7,040万円
33億7,017万円
4億8,700万円
29億1,323万円
21億4,788万円
9億 898万円
12億3,890万円
89億1,828万円

■安全・便利なまち

歳
出

13.0億円

土木費

額

206.6 億円

教育費

7.6億円

を行うための会計）である水道・下水道事業会計
があり、令和４年度の特別会計及び企業会計予算

1.5億円

3.7億円

令和４年度政策編成後予算総額

政策後予算

令和４年度の当初予算は︑町長選挙を控え経常経費

特別会計等

農林水産業費

商工費

令和４年度
を中心とした骨格予算でしたが︑６月定例会にて政策

消 防 費：防災、消火・水防に係る経費など
総 務 費：財産管理や企画、税務、戸籍事務など
商 工 費：産業の振興や観光など
農林水産業費：農林業、水産業の振興など
そ の 他：議会の運営（議会費）、労働者の就労
支援（労働費）や不測時の支出など

費：高齢者や障がい者、子どものための福祉など
費：職員給与や職員研修など
費：町債など借入金の返済
費：町道・河川や公園の維持管理など
費：ごみ・し尿処理、予防接種や各種健診など
費：学校や公民館の整備など

的経費を盛り込んだ補正予算が議決されましたので︑

生
員
債
木
生
育

今年度の予算の概要をお知らせします︒

民
職
公
土
衛
教

まちの予算は？

予算の種類

6,950万円
577万円
932万円
3,500万円
100万円

〜行財政分野〜

広報番組放送広告事業
移住定住等ＰＲ動画作成
お試し移住体験補助事業
生活困窮女性等つながりサポート事業
活力のあるまちづくり推進事業

62万円
300万円
152万円
130万円
200万円

令和４
（２０２２）
年７月号
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は参議院議員通常選挙の投票日
7/10㊐は参議院議員通常選挙の投票日
7/10

マイナンバーカード特集
マイナンバーカードで最大２万円分の
ポイントがもらえる！
申し込みはパソコンやスマートフォンを使ってするこ
とができます。また、役場１階住民課、大中山・大沼出
張所で申し込み支援を行っています。
【必要なもの】

投票時間

マイナンバーカードをまだ持っていない方は、まず
は早めにマイナンバーカードの交付申請が必要だよ！

①年齢＝平成１６年７月１１日までに生まれた方

までに申請する必要があるから、注意してね。

②住所＝令和

マイナポイント申し込みについて分からないことが
あったり、スマホを持っていない場合などは、役場や
出張所で申し込みのお手伝いをして
いるよ。マイナポイントの申し込み

・マイナンバーカードを受け取った際に設定した「数字４

は２０２３年２月までだよ。

桁の暗証番号」
・対象となるキャッシュレス決済サービスに関する情報
（ＩＤやセキュリティコードなどで、決済サービスによ

休日窓口・夜間窓口

り異なります。また事前登録が必要なものもありま

以下のとおり窓口を開設しますので、平日や日中にご

❶マイナポイント最大５,０００円分
【対象】
マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポ
イント第１弾に申し込んでいない方（マイナンバーカード

来庁できない方などお気軽にお越しください。
7月 2 日（土）
7月 3 日（日）

9：00〜12：00

7月13日（水）
7月27日（水）

17：15〜19：30

をこれから取得される方も含みます）は、申し込み後に
対象となるキャッシュレス決済サービスでチャージやお
買い物をすると、そのサービスでご利用金額の２５％分
のポイントがもらえます（１人最大５，０００円分）。

❷健康保険証としての利用申込みで
７,５００円分

役場1階住民課
及び大中山出張所
役場1階住民課のみ

【窓口でできること】

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み
を行った方（既に利用申し込みを行った方も含みます）
は、７，５００円分のポイントがもらえます。ポイント
申し込みは６月３０日開始予定です。

❸公金受取口座の登録で７,５００円分
【対象】
公金受取口座の登録を行った方（既に登録を行った方も
含みます）は、７，５００円分のポイントがもらえます。
ポイント申し込みは６月３０日開始予定です。
※上記の【必要なもの】のほか、預貯金口座に関する情報
が必要になります。
【公金受取口座とは】
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登
録しておくことで、今後の緊急時の給付金等の申請時に、

４年３月２１日以前から引き続いて七飯町に住所を有している方

投票日に投票所へ来られる方
【投票入場券】
ハガキを開くと世帯３人までの入場券が印刷されていますので、丁寧にはがしてください。
※入場券を紛失・破損してしまった場合でも投票できますので、投票所の受付に申し出てください。
【代理投票】
身体が不自由など、文字を書くことができない方は、投票所の係員が立会い、代わって記載します。

投票日に投票所へ来られない方
【期日前投票】
投票日の当日、仕事や私用などの都合のため、投票することができない方は、投票日前でも、投票日と同じように投票する
ことができます。
※受付で、宣誓書の記載が必要です。
［期日前投票のできる場所と日時］

①マイナンバーカード交付
②マイナンバーカード交付申請

場所

期間

時間

七飯町役場

６月２３日（木）〜７月９日（土）

８：３０〜２０：００

７月

８：３０〜１７：１５

大中山出張所・大沼出張所

③マイナポイント申し込み、その他マイナンバーカード

４日（月）〜７月９日（土）

に関する手続き

※土曜日及び日曜日も期日前投票ができます。

【交付に必要なもの】
・個人番号カード交付通知書
・本人確認書類（顔写真付きのもの１点、または顔写真

【対象】

七飯町で投票できる方

マイナポイントをもらうためには、２０２２年９月

・マイナンバーカード

す。）

７：００〜２０：００

の無いもの２点）
・通知カード

マイナンバーカード交付申請を
お手伝いします！
場所
必要なもの

【不在者投票】※事前に手続きが必要です

【特例郵便等投票制度】

不在者投票期間中、仕事や旅行で町外に滞在している方

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をさ

は、七飯町選挙管理委員会に不在者投票の請求手続きをし

れている方も郵便等で投票ができます。詳しくはお問い合

て、郵便で投票用紙を送ってもらい、滞在先の市町村の選

わせください。

挙管理委員会で投票することができます。

〜特例郵便等投票の対象となる方〜
有権者であって、次の①と②のどちらにも該当する方が

【郵便等で投票のできる方】

特例郵便等投票の対象となります。

役場１階住民課、大中山・大沼出張所

身体障害者手帳や、介護保険被保険者証等をお持ちの方

①感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた

で、障がいの程度に関する要件を満たす方は郵便等で不在

方、もしくは、検疫法の規定により隔離又は停留の措置

本人確認書類（顔写真付きのもの１点、
または顔写真の無いもの２点）

者投票をすることができます。

※タブレットによる写真撮影（無料）を行うため、必ず
ご本人様がお越しください。

を受けて宿泊施設内に収容されている方

なお、郵便等で不在者投票を希望の方は、あらかじめ郵
便投票登録証明書の交付を受ける必要がありますので、投
票日前４日（７月６日（水））までに手続きが完了するよ

②外出自粛要請等の期間が、７月１０日（日）までの期間
にかかると見込まれる方
※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。

うご注意ください。

開票

問い合わせ／
住民課総合窓口係

☎６５−２５１２

情報防災課情報管理係

☎６５−５７９７

申請書への口座情報の記載や通帳の写しの添付が不要にな

マイナポイントに関する問い合わせ／

ります。

マイナンバー総合フリーダイヤル

開票は、自由に参観することができますので、直接会場にお越しください。
【日時】７月１０日（日）２１：００〜
【会場】七飯町スポーツセンター

七飯町公式ホームページにおいて、投票日当日の
投票速報及び開票速報をお知らせします。

☎０１２０−９５−０１７８
平日９：３０〜２０：００（土日祝は１７：３０まで）
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令和４
（２０２２）
年７月号

問い合わせ／七飯町選挙管理委員会

町ＨＰ

☎６５−２５１１

令和４
（２０２２）
年７月号
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新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症関連

ー 国民健康保険 ー

新型コロナワクチン接種のお知らせ

【対象期間】（変更後）

傷病手当金の対象期間が
延長されました

令和２年１月１日〜令和４年９月３０日
【対 象 者】
申請ができる方は、次の３つの条件全てに当てはまる方
です。

七飯町の国民健康保険に加入されている被用者の方（会
社員等）で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染
が疑われる方が療養のため仕事を休んだとき、町から「傷
病手当金」が受け取れることがあります。
このほど対象になる期間が延長になりましたのでお知ら
せします。

❶新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができ
ないこと（ＰＣＲ検査の結果が陰性で、発熱等の症
状がないときは対象になりません。）
❷仕事を４日以上休んでいること
❸休んだ期間について給与等がもらえないこと

傷病手当金の申請には、お勤め先の事業主や医療機関等の証明が必要になります。申請されるときは国保年金係へ事前にご

１．集団接種を行います
会場
七飯町文化センター

７月２４日（日）
９：００〜１８：００

予約開始日

使用するワクチン

３回目または４回目の
接種券が届いている方

７月４日（月）
９：３０〜

モデルナ

七飯町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎０１２０−９８２−２６２（フリーダイヤル）
七飯町新型コロナウイルス

また、傷病手当金が申請できるようになった日から２年を過ぎると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
☎６５−２５１３

７月２３日（土）
１４：００〜１８：００

対象者

〈コールセンターに電話かＷＥＢにてご予約をお願いします〉

相談ください。

問い合わせ／住民課国保年金係

接種会場

ワクチン接種予約専用フォーム

２．４回目接種を実施しています
対象者と接種券の発送について
①６０歳以上の方

七飯町における新型コロナウイルス感染症対策支援情報
【 ※は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業 】
【町民の方へ】
支援策
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金

内容
対象世帯の児童１人当たり６万円の給付
（１世帯１回限り）

担当課
住民課

【ｐ.２０参照】

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 対象世帯１世帯当たり１０万円の給付
［給付開始：Ｒ４. ３月〜］ （１世帯１回限り）

福祉課

【ｐ.２０参照】

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料減免

対象者の税・料金を減免

住民課［国保・後期］
福祉課［介護］
【ｐ.１８参照】

国民健康保険傷病手当金

新型コロナウイルス感染又は感染が疑われる方
住民課
が、療養のため仕事を休んだ場合に支給

【ｐ.１９参照】

→３回目接種日から原則５ヶ月後に接種できるよう、順次接種券を発送しますので申請は不要です。
②１８歳以上５９歳以下で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
→接種を希望される場合は申請が必要です。
下記のＱＲコードから電子申請が可能です。
１８歳〜５９歳以下で基礎疾患を

対象となる基礎疾患は町ホームページで

有する方の４回目接種券申請はこちら

ご確認ください

③七飯町に転入された方
→接種を希望される場合は申請が必要です。転入前の住所地で発行された接種券は使用できません。新型コロナワクチンの接
種記録がわかる書類の写し（接種済証、接種記録書、接種証明書など）をご用意のうえ、新型コロナウイルスワクチン接種
対策本部窓口にて申請をお願いします。申請書を町ホームページからダウンロードし郵送での申請も可能です。
問い合わせ／七飯町新型コロナウイルスワクチン接種対策本部（七飯町保健センター内） ☎６６−５６７０
※かけ違いによる間違い電話が多数発生しています。電話をおかけの際は番号を確認し、お間違いのないようお願いします。

生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金） 休業等により収入減少があり、一時的な生計維
七飯町社会福祉協議会
持のための貸付
特例貸付
※ 会計年度任用職員採用

離職者等を会計年度任用職員として採用し、雇
総務課
用を創出

※ 介護施設等入所時ＰＣＲ検査

介護施設等に新たに入所（入居）する方のＰＣＲ
福祉課
検査費用を町が負担

※ 自宅療養者等に対する食料等配布支援

町内の自宅療養者等へ速やかに食料等支援物資
を配布し、生活維持を支援

健康推進課

※ 学校給食食材費等高騰分支援

食材費等が高騰するなか、保護者負担増を無く
するため、値上額相当を支援

給食センター

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、次のような被害を受けた国民健康保険被保険者・後期高齢者医療保険被保険者・
介護保険第1号被保険者は、保険税（料）の一部又は全部について減免を受けられる場合があります。
【対象①】

対 象 者

世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

必要書類

減免申請書、診断書等

対 象 者

世帯の主たる生計維持者の収入が令和３年中と令和４年１月以降を比べ３割以上減少することが
見込まれる世帯（ただし、前年の合計所得が１，０００万円を超えている場合、または減少した
事業等の収入以外の前年の所得が４００万円を超える場合を除く）

必要書類

減免申請書、令和４年１月以降の収入がわかる書類（給与明細書など）、令和３年中の収入にか
かる源泉徴収票または確定申告書の写し

【対象②】

【事業者の方へ】
支援策

内容

担当課

※ 商工業経営安定資金融資保証料補給・利子補給 経営安定資金の融資に係る保証料・利子を補給 商工労働観光課
【感染防止対策】※
公共施設等感染対策環境整備、鶴野及び豊田地区光ケーブル整備
【誘客促進対策】※
交通事業者車内掲示による誘客促進、宿泊助成「ななえ・大沼割」
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令和４
（２０２２）
年７月号

問い合わせ／【国保】住民課国保年金係

☎６５−２５１３

【介護】福祉課介護保険係

☎６５−２５１４

【後期】住民課医療児童助成係

☎６５−２５１３

令和４
（２０２２）
年７月号

18

健康・子育て

新型コロナウイルス感染症関連

Health・Child care

【受付期間】

令和４年度

７／１

学童保育クラブ児童募集

令和４年度

▶ ７／８

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その
実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金が支給されます。

公立学童保育クラブでは、令和４年度の追加入会児童を若干名募集します。

【支給額】児童１人当たり一律６万円

【審査基準】※町税等に滞納がある場合は、入会できません。

【入会期間】
夏休み期間、または令和５年３月３１日（金）まで
放課後の一定時間、家庭で安全に保護されない次に該

支給対象者

①低学年
②障がい児（身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けて

当する児童です。

いる方、特別支援学級児童等）

①保護者が就労している児童

ひとり親世帯分

入会は審査により決定します。審査時の優先順位は次
のとおりです。

【対象児童】

［申請不要］①児童扶養手当受給者 →

令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方

［申請必要］②公的年金等受給者

→

公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受け

［申請必要］③家計急変者

→

ていない方（児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る）

②疾病等の理由で保護者が不在の児童

【その他】

③保護者が親族の介護等で、家庭で適切な保育を受けら

・定員数の関係等から、入会できない場合もあります。

響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となって

・各クラブは、見学することができます。（事前に各ク

れない児童

いる方

ラ ブへご連絡ください。）

【申込先】

令和４年４月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影

子育て支援課子育て支援係（七飯町保健センター内）
※申請書類は上記にて配布します。

ひとり親世帯以外分

クラブ一覧や開所時間、学童保育料等につ
いては、右のＱＲコードからご覧ください。

支給対象者（①、②の両方に当てはまる方）
①令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合、２０歳未満）を養育する父母等
②令和４年度住民税（均等割）が非課税の方または令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

民間学童保育クラブ

※１

令和５年２月末日までに生まれた新生児等も対象となります。

※２

本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外分ともに該当する場合は、いずれかの受給となります。

七飯町内にある民間学童保育クラブにおいても入会児童を募集しています。詳細は各クラブへお問い合わせください。

※３

未申告の方は対象外となるため、確定申告または住民税の申告を行ってください。

申請手続

クラブ名

学区

住所

電話番号

学童保育ｓｋｉp

大中山小

大川６丁目４-９

６４−５７３７

町では民間学童保育クラブの保育料
に対し、月額２,０００〜４,０００円の

［申請が不要の方］令和４年４月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税（均等割）が非課税の方
［申請が必要の方］高校生のみを養育している方や収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方など上記以外の方

補助を実施しています。

令和４年度会計年度任用職員（町立学童保育施設パート補助員）募集

ひとり親世帯分は北海道、ひとり親世帯以外分は町より支給されます。令和４年６月２１日（火）現在、申請方法
や支給時期などは未定であることから、詳細が決まり次第、個別案内や町ホームページなどでお知らせします。（６月中
にご案内済みの場合があります。）

問い合わせ／住民課医療児童助成係

☎６５−２５１３

七飯町では、下記のとおり会計年度任用職員を募集しています。
詳細については、町ホームページに掲載している募集要項をご参照ください。
町ＨＰ

【採用人数及び募集期間】

【応募要件】
高校卒業以上で心身ともに健康な方

・若干名

※保育士、教諭等の資格があればなお可。

・採用人数が予定人数に達した時点で受付を終了します。

【業務内容】

【応募方法】

学童保育業務（子どもの健康管理、安全の確保、学習

履歴書（市販のもの）を郵送または持参してください。

活動への援助、遊びへの支援）に従事

※１ 提出された履歴書は返却しません。

【業務場所】

※２ 宛名は子育て支援課子育て支援係宛としてください。
【選考方法及び試験日時】面接試験

町内５か所
（大中山・本町・藤城・峠下・大沼町）のいずれか

※履歴書受付後、試験日をご連絡します。

※応募者による就労場所の選択はできません。

【雇用期間】採用日から令和５年３月３１日まで

問い合わせ／子育て支援課子育て支援係
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令和４
（２０２２）
年７月号

☎６６−２５２１

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」 〜 １０万円現金給付 〜
令和４年度住民税非課税世帯が給付金の対象に追加されます。
国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、本給付金を受給していない
令和４年度住民税均等割が非課税の世帯へプッシュ型での給付を行う方針が示されたことから、住民税非課
税世帯の対象者の追加と家計急変世帯の判定基準が変更となります。

町ＨＰ

詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。
今回の追加・変更は既に本給付金を受給済の世帯が、再度支給対象となるものではありません。
この給付金は、１世帯につき１回（１０万円）限りです。

問い合わせ／福祉課地域福祉係

☎６５−２５１４

令和４
（２０２２）
年７月号

20

健康・子育て

健康・子育て

Health・Child care

Health・Child care

夏休みがチャンス！子どもの予防接種

子 育 て 支 援 セ ン タ ー
〈申込・問い合わせ〉
本町子育て支援センター
大中山子育て支援センター

小学校就学前の１年間（３月３１日まで）に接種する「麻しん風しん（第２期）」と、標準的な接種期間が小学校６年生とな
る「二種混合」の予防接種について、対象のお子さんには４月にご案内を送付しています。

全ての支援事業は新型コロナウイルスの状況により変更・中止となる
場合があります。また、感染拡大防止のため人数制限を設け開催します
ので、詳しくはお問い合わせください。

まだ接種していないお子さんは、ぜひ夏の間に受けることをおすすめします。
秋からは、インフルエンザや風邪のため、なかなか思うように予防接種を受けられないことがよくあります。体調の良い時
に早めに接種しておくと安心です。就職や進学、実習等の際に、予防接種を受けていることが求められる場合があるため、期

٨ሶ⢒ߡᡰេࡦ࠲⥄↱㐿ሶ⢒ߡ⋧⺣
ሶ⢒ߡᡰេࡦ࠲⥄↱㐿ሶ⢒ߡ⋧⺣㧒ᅧᆼߐࠇߡࠆᣇ߽ෳടߢ߈߹ߔ㧓

間内に接種できるようにしましょう。

行事名

ため注意してください。

大中山

予防接種

令和４年度対象者生年月日
平成２８年４月２日

二種混合（ジフテリア・破傷風） 平成２２年４月２日

〜
〜

平成２９年４月１日

大沼

麻しん風しん（第２期）

本町

また、新型コロナウイルスワクチンの接種を予定されている方は、その他のワクチンとの接種間隔が前後２週間必要となる

平成２３年４月１日

日程

サロン自由開放

毎週

・

わくわくルーム

毎週

・

サロン自由開放

毎週

・

時間

対象

10:00〜11:30
13:30〜15:00
10:00〜11:30
10:00〜11:30
10:00〜11:30

すくすくルーム

毎週

・

ちびっこ広場

毎週

※７/4「七夕制作・七夕ごっこ」を予定

13:30〜15:00
10:00〜15:00
※7/4は11:30まで

0 歳から就学前までの乳幼児と保護者
2 歳未満の乳幼児と保護者
0 歳から就学前までの乳幼児と保護者
1 歳 6 か月未満の乳幼児と保護者
0 歳から就学前までの乳幼児と保護者

※大沼の会場は大沼多目的会館（ポロトポント）

転入・紛失等のため、予診票をお持ちでない方は、七飯町保健センターで交付手続きを行ってください。（母子健康手帳が必要です。）

☎６６−２５２２

持 …持ち物 期 …申込期間 申 …申込先

٨ฦ⒳ࠗࡌࡦ࠻⻠ᐳ
ฦ⒳ࠗࡌࡦ࠻⻠ᐳ

対象：町内在住の就学前の乳幼児の保護者（妊娠されている方も参加できます）

ሶ⢒ߡ⻠ᐳ
内

問い合わせ／健康推進課母子保健係（七飯町保健センター内）

容

日

バス遠足
〜空港緑地 高松展望広場〜
※雨天中止

程

時

7/19

間

9:00〜12:00

会

場

定

七飯町文化センター
9:10（9:20発）
大中山コモン

内

縁日ごっこ
十五夜生け花 等

栄養士の

へるしーれしぴ

内

242
kcal

塩分
1.5g

ビーツは、ヨーロッパでは「飲む輸血」と言われるほど親
しまれている健康野菜です。
赤血球を作る上で重要な葉酸も多く含んでいるので、貧血
改善に大きく活躍してくれます。

【材料】（２人分）
牛こま切れ肉……150ｇ
ビーツ……………150ｇ
キャベツ…………050ｇ
玉ねぎ……………050ｇ
人参………………030ｇ
サワークリーム
…………… 大さじ1

【調味料】（２人分）
水…………………400ml
カットトマト缶
……………………100ｇ
コンソメ顆粒
………………… 大さじ１
塩………… 小さじ１/３
砂糖……… 小さじ１/３
サラダ油… 大さじ１/２
有塩バター………… 8ｇ

【作り方】
①ビーツの下ごしらえをする。
②ビーツと人参は皮をむき千切りにし、キャベツも千切りに
玉ねぎは薄切りにする。
③中火に熱した鍋にサラダ油をひいて、牛こま切れ肉を表面
の色が変わるまで炒めて取り出す。
④鍋を弱火に熱したところへ有塩バターを入れ、玉ねぎと人
参をしんなりするまで炒める。
⑤④の鍋に の調味料、ビーツ、キャベツ、③の牛こま切れ
肉を加え、中火で全体の味が馴染むまで煮込む。
⑥器に盛りつけ、サワークリームを適量添えたら、完成。

令和４
（２０２２）
年７月号

込

等

日

程

時

8/5〜9/30
期間内の

間

10:00〜11:30

会

場

日

定

大中山子育て支援センター

員

10組

申

込

等

期 7/1 〜8
申 大中山子育て支援
センター

対象：町内在住の就学前までの幼児と父親（祖父）
程

時

8/7

間

10:00〜12:00

会場

定

員

なし

大中山保育所

申

込

等

持 着替え、体拭きタオル、
飲み物、汚れ物を入れる袋
期 7/19 〜26
申 各支援センター

はぐくみ学習会

〜子どもの成長（言葉など）に大切な育児の工夫〜

子どもの成長の相談の中でも特に多いのが、 言葉 の成長についてです。
「言葉が増えない」「何を言っているのか分からない」「ダメ！と言っても伝わらな
い」「落ち着きがない」「お友達とトラブルになることが多い」などお子さんの言葉や
行動で気になることはありませんか？
子どもの言葉や理解などのコミュニケーションの力はどのように成長していくのか、
専門の先生から話を聞いて、育児のヒントを探してみましょう。

栄養相談随時受付中
管理栄養士が七飯町保健センターもしくはご自宅に訪
問し、栄養相談を行います。自分にとって今一番必要な
栄養素は何か一緒に確認しましょう！栄養・食事で気に
なることがあれば、いつでもご相談ください。

問い合わせ／健康推進課保健管理係（七飯町保健センター内）
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容

10組

申

持 着替え、体拭きタオル、
飲み物、帽子、
汚れ物を入れる袋
期 7/1 〜8
申 各支援センター

対象：町内在住の就学前の幼児と保護者

ߘࠎߢ㧽㧿㧸㧮㧫㨃ࡄࡄ

水遊び
※雨天中止

ビーツ入りのボルシチ

容

員

9:20（9:30発）

ߘ߮ߩᐢ႐

今月は…貧血改善のための食事

☎・FAX ８３ー６３２１
☎・FAX ６４ー５５３５

☎６６−２５１１

【日

時】８月９日（火）１０:００〜１１:３０

【会

場】七飯町保健センター

【講

師】言語聴覚士 戸巻 淳 氏

【対

象】概ね１〜３歳のお子さんがいる保護者

（託児受付は９:４５〜）

（こども発達支援センター）
【申込期限】７月２６日（火）まで

問い合わせ／健康推進課母子保健係（七飯町保健センター内） ☎６６−２５２２

令和４
（２０２２）
年７月号

22

健康・子育て

健康・子育て

Health・Child care

Health・Child care

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
七飯町では対象者へ接種費用の一部を助成しています。
今年度の対象の方には、７月中に個別にご案内を送付し
ます。

【実施期間】令和４年７月１日〜令和５年３月３１日

後期高齢者医療制度のお知らせ

※今年度対象の方が接種費用の助成を受けられるのは、令
和４年度限りとなります。令和５年４月１日以降は全額
自費となりますのでご注意ください。
【接種回数】１回

七飯町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
①令和４年度中に次の年齢になる方

（実施医療機関にお支払いください。）
【接種時に持っていくもの】

６５歳
７０歳

昭和２７年４月２日
〜昭和２８年４月１日生まれの方

７５歳

昭和２２年４月２日
〜昭和２３年４月１日生まれの方

８０歳

昭和１７年４月２日
〜昭和１８年４月１日生まれの方

８５歳

昭和１２年４月２日
〜昭和１３年４月１日生まれの方

９０歳

昭和７年４月２日
〜昭和８年４月１日生まれの方

９５歳

昭和２年４月２日
〜昭和３年４月１日生まれの方

向井クリニック

大正１１年４月２日
〜大正１２年４月１日生まれの方

函館脳神経外科

②接種日当日６０歳以上６５歳未満であって、次のいずれ
かにより身体障害者手帳１級相当の障害がある方
・心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限される程度の障害を有する方
・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
※過去に任意で肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスＮ
Ｐ）を接種した方は、公費助成の対象となりません。

現在ご使用の黄緑色の保険証、橙色の減額認定証及び限度証の有効期限が令和４年７月３１日をもって満了となるため、８
月以降は使用できなくなります。新しい保険証、減額認定証及び限度証は７月中に交付しますので、８月１日からは新しいも
のをご使用ください。

・予診票（個別に郵送したご案内に同封済み）

昭和３２年４月２日
〜昭和３３年４月１日生まれの方

１００歳

保険証（被保険者証）の一斉更新

【自己負担額】４,０００円

【対 象 者】

なお、令和４年度は医療費の窓口負担割合の見直しに伴い、７月に送付する保険証の有効期限は全ての被保険者の方を対象

・健康保険証
・身体障害者手帳または医師の診断書（対象者のうち②に
該当する方）

に令和４年９月３０日までとなります。１０月１日からの新しい保険証は９月中に改めて交付します。
（減額認定証及び限度証は７月送付時の証を一年間使用できます。）

・接種費用負担免除券（免除券をお持ちの方）
区

【実施医療機関】（直接医療機関へ予約してください。）
医療機関

住

望ヶ丘医院

所

大川３丁目５−２８

小児科ひよこ
クリニック
丸山内科医院

話

６５−８１１１

大川８丁目１２−１５ ６５−１３１１
大川８丁目６−１

三木内科泌尿器科 大中山３丁目
クリニック

電

２５３−６
鳴川５丁目１−４

６５−００５５
６５−５０００
６６−２８８８

本町３丁目１０−４５ ６５−５１５１

宮村内科医院
七飯クリニック
はるこども
クリニック
七飯耳鼻咽喉科
クリニック
ななえ新病院
野畔の花
クリニック

本町５丁目４−１２

６６−６１１１

本町６丁目７−４２

６５−０５００

本町６丁目６−５

６６−２６７７

保険証（被保険者証）
減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）
限度証（限度額適用認定証）

すので、予約の際にご確認ください。

区

分

Ⅱ

黄色→橙色

有効期限

令和４年９月３０日

令和５年７月３１日

証の色

橙色→水色

有効期限

令和５年７月３１日

再交付なし

・世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が０円の方

区

分

Ⅰ

※公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方
※給与所得がある場合、その金額から１０万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

・限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方
現役並みⅢ
現役並みⅡ

種費用負担免除券」を医療機関に提出すると接種費用が無料となります。免除券を希望される方は印鑑をご持参のう

現役並みⅠ

え、七飯町保健センターで申請手続きをしてください。申請書へは、接種希望者及び同一世帯者の署名と押印が必要

黄緑色→黄色

・減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

接種費用負担免除券

対象者のうち、生活保護受給者または町民税非課税世帯（令和４年度非課税世帯）に属する方は、接種の際に「接

証の色

下記の交付要件に該当することをご確認のうえ、住民課医療児童助成係へ申請してください。

６７−５１１１

※なお、医療機関によって予防接種の開始時期が異なりま

９月送付時
（２回目）

【減額認定証及び限度証が新たに必要な方】

本町７丁目６５７−５ ６５−２５２５
字大沼町３２２−３

７月送付時
（１回目）

分

住民税課税所得が６９０万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が３８０万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる
被保険者の方
現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

令和４年度保険料

になります。（代理の方が来庁する場合は代理人の印鑑も必要です。）

令和４年度保険料については、７月に個別にお知らせします。
問い合わせ／健康推進課保健予防係（七飯町保健センター内）

☎６６−２５２２

移動献血車のお知らせ
実

25

施

時

間

９：００〜１１：３０

１３：００〜１４：３０

１５：００〜１７：００

会

場

新函館農協七飯支店

㈱寿フーズ

老人保健施設あかまつの里ななえ

令和４
（２０２２）
年７月号

所 得 割
【本人の所得に応じた額】
（令和３年中の所得 ― 最大４３万円）
×１０.９８％

１年間の保険料
【限度額６６万円】
（１００円未満切捨）

※１ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。
※２ 「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除額や給与所得控除額など）を差し引いたものです。

７月８日（金）

日

均 等 割
【１人当たり保険料】
５１,８９２円

詳しくは、個別通知に同封のお知らせをご覧ください。
問い合わせ／北海道後期高齢者医療広域連合
七飯町役場住民課医療児童助成係

☎０１１−２９０−５６０１
☎６５−２５１３

令和４
（２０２２）
年７月号
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健康・子育て

教育・文化

Health・Child care

Education・Culture

実施月日

町民プールを開館します
【期間】７月８日（金）〜９月１５日（木）
【時間】１０：００〜１２：００、１３：００〜１６：００
※１

幼児・小学１・２年生の遊泳には、必ず保護者が付き添い、

目を離さないようにしてください。
※３

プールを利用するときは、利用心得を守ってください。
問い合わせ／七飯町スポーツセンター

☎６５−４１１６

【開催日時】７月１８日（月・祝）
［開場］13：00 ［開演］13：30
場】大沼国際セミナーハウス

【出

演】エピッチェノンノ

ションによるユニット「エピッチェノンノ」が七飯町
で初めてコンサートを行います。

ご予約はこちら

札幌、苫小牧、南幌など道内各地で演奏会を開催

稲葉百花、ぶらいあん]
【入 場 料】［一

し、活動の幅を広げています。ロック、ポップス、ク

般］１,０００円（当日１,３００円）

［中学生以下］

【予約方法】ＱＲコードからご予約ください。

音色に癒されるマリンバと軽快なパーカッションによ

【主

催】エピッチェノンノ コンサート実行委員会

る楽しいアンサンブルは、幅広い世代の皆さんに好評

【共

催】一般財団法人北海道大沼国際交流協会

を得ています。

問い合わせ／エピッチェノンノ コンサート実行委員会

書

ミニ展示コーナー

「☆七夕☆夏にオススメ本」特集

大中山コモン図書室
大中山コモン図書室
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☎６４−０００６

「幸」特集
☎６５−９７１１

令和４
（２０２２）
年７月号

バーベキューハウス軍川前

１０：１０〜１０：３０

大沼多目的会館

１１：００〜１１：２０
１２：３０〜１３：００

西大沼会館

１３：３０〜１３：４５

峠下公民館

１４：１５〜１４：４５

藤城公民館

１５：００〜１５：３０

本町振興会館

０９：２０〜０９：５０

本町地域センター

１０：０５〜１０：２５

緑町会館

１０：４０〜１１：１０
１１：３０〜１２：１０

七飯町役場

１３：２０〜１４：００

鳴川中央町内会館

１４：１５〜１４：４５

鳴川振興会館

１５：００〜１５：３０

中島会館

０９：２０〜０９：３５

大川コミュニティセンター

０９：５０〜１０：２０

役場大中山出張所

１０：３５〜１０：５５

６５歳以上の方は、結核健診
を受けましょう

６５歳以上は年に１回の結核健診（胸部レントゲン検
査）が法律で義務付けられています。
結核と診断された方の７割は６５歳以上の高齢者で
す。気づかないうちに感染し、周囲へうつしている可能
性もあります。
今年の結核健診は左表の日程で実施しますので、ぜひ
受診してください。
【対 象 者】６５歳以上の町民の方
【検査内容】胸部レントゲン撮影
【検 診 料】無料
【申
込】不要（直接会場にお越しください）
【服
装】無地のTシャツや肌着（ワンポイント・刺繍
・プリント柄でないもの）
− 結果は１ヶ月程で通知します −

１１：０５〜１１：３５

大川十字街町内会会館

１２：５０〜１３：１５

大川美園振興会館

１３：３０〜１３：５０

東大川振興会館

１４：０５〜１４：４５

松の木町内会会館

１５：００〜１５：２５

室

よ

り

要約筆記者養成講座

受講者募集
各１５名）

０９月

０３日（土） ０４日（日） ２４日（土） ２５日（日）

１０月

０８日（土） ０９日（日） ２２日（土） ２３日（日）

１１月

０５日（土） ０６日（日） ２６日（土） ２７日（日）

１２月

１０日（土） １１日（日）

※全日１０：００〜１７：１５を予定

本町地域センター図書室より

〜今月のおすすめの１冊〜

【著】東野

令和４年度

【募集定員】
３０名程度（手書き部門・パソコン部門
【日
時】

mail：mr.yamasa.83@gmail.com

「マスカレード・ゲーム」

本町地域センター図書室
本町地域センター図書室

０９：４０〜０９：５５

問い合わせ／健康推進課保健予防係
（七飯町保健センター内） ☎６６−２５２２

ラシックなどあらゆるジャンルの曲を演奏し、豊かな

８００円（当日１,０００円）

図

東大沼会館

７月15日（金） 大中山コモン
北海道を拠点に活動をする、マリンバとパーカッ

[山田沙紀、永岡涼子、

実施時間

７月14日（木） 七飯町文化センター

エピッチェノンノ
マリンバアンサンブルコンサート

【会

場

７月13日（水） 大沼婦人会館

学校授業や水泳大会のときは、一般の方は利用できませんの

で、予めご了承ください。
※２

会

圭吾

型破りな刑事と真面目すぎるホテル
スタッフ。正反対のふたりがバディを
組んで難事件に挑むミステリー「マス
カレード」シリーズの最新作。解決の
糸口すらつかめない３つの殺人事件。
共通点はその殺害方法と、被害者はみ
な過去に人を死なせた者であることだ
った。累計４９０万部突破シリーズ、
総決算。

【会

場】道民活動センタービルかでる２・７
（札幌市中央区北２西７）
【受 講 料】無料 ※テキスト代等の自己負担があります。
【申込期限】
７月２０日（水）までに申込書でお申し込みください。
申込書は、ホームページからダウンロードできます。
北海道聴覚障がい者情報センターホームページ
＜https://hokurouren.jp/info/youyakuyousei/＞
【主
催】北海道

令和４年度

盲ろう者通訳・介助員養成講座
受講者募集
【募集定員】２０名程度
【日
時】 ０９月 １７日（土）１８日（日）
１０月

０１日（土）０２日（日）
１５日（土）１６日（日）
２９日（土）３０日（日）

※全日１０：００〜１７：００を予定
場】道民活動センタービルかでる２・７
（札幌市中央区北２西７）
【受 講 料】無料 ※テキスト代等の自己負担があります。
【申込期間】
８月１０日（水）までに所定の受講申込書でお申し込
みください。
申し込みされた方は、同時に七飯町福祉課障がい福祉
係（☎６５−２５１４）までご連絡ください。

【会

申し込みされた方は、同時に七飯町福祉課障がい福祉係
（☎６５−２５１４）までご連絡ください。

※盲ろう者とは、「目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障が
いを併せもつ人」のことをいいます。

主管・申込・問い合わせ／公益社団法人北海道ろうあ連盟
（北海道聴覚障がい者情報センター）
☎０１１−２２１−２６９５

主催・申込・問い合わせ／
一般社団法人北海道身体障害者福祉協会
☎０１１−２５１−１５５１

令和４
（２０２２）
年７月号
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教育・文化

教育・文化

Education・Culture

Education・Culture

安全な夏休みを過ごすために

いじめ防止標語

各賞が決まりました

七飯町教育委員会では、７月をいじめ防止強化月間と定め、いじめ防止に関わる様々な取組を行っています。その
取組の１つとして、みんながいじめをしない・許さないという意識を高めるとともに、いじめ防止をアピールするこ

感染予防のために!!

とを目的として、いじめ防止の標語を町内の児童・生徒より募集しました。審査の結果、各賞が次のとおり決まりま
掲載例

会話する前はマスクをしよう！

した。
最優秀賞

『帰宅時刻』
を伝えましょう！
○『行き先』
小学校：１８：００まで
中学校：１９：００まで
高校生：２２：００まで
※学校により異なる場合もあります。

○ 自転車の乗り方には、十分注意しよう！

○ 小中学生は、保護者同伴で
なければ利用できません！
ゲームセンター
カラオケボックス
大型店のゲームコーナー
※同伴：一緒に居るという状態。

【連絡先電話番号】
・大中山小学校 ☎65 ‑ 2225
・七 飯 中 学 校 ☎65 ‑ 2211 ・藤 城 小 学 校 ☎65 ‑ 2615
・鈴 蘭 谷 分 校 ☎67 ‑ 3378 ・七 飯 高 校 ☎65 ‑ 5093

☆子どもたちの健全育成をめざして、『夏休みの
生活』について町内で統一した約束を決めてい
ます。
☆保護者・町民の皆さんもご理解いただき、積極
的なご指導をお願いします。
七飯町生徒指導推進連絡協議会

（七飯町の小・中・高等学校で構成）

・大中山中学校 ☎65 ‑ 2221
・峠 下 小 学 校 ☎65 ‑ 2415
・教 育 委 員 会 ☎66 ‑ 2067

・七 重 小 学 校 ☎65 ‑ 2029
・大沼岳陽学校 ☎67 ‑ 2351

青少年健全育成宣言の町・・・七飯町

七飯町・七飯町教育委員会・七飯町生徒指導推進連絡協議会・七飯町立学校

優 良 賞

最優秀賞

中学校及び義務教育学校後期課程の部

令和４年７月

□子 ど も の生 活 の 様 子を よ く 把 握 し て お
きましょう。
（部屋・外出状況・交友関係）
□携 帯・メ ー ル の ト ラ ブ ルが 多 発 し て お
り ま す。ご 家 庭 で の ル ー ル を 徹 底 し ま
しょう。
□外泊や勝手な外出をさせないようにしま
しょう。

小学校及び義務教育学校高学年の部

○『公園』
では、ルールを守って
迷惑をかけないようにしよう！

保護者のみなさまへ

小学校及び義務教育学校低学年の部

外 出 に つ いて

優 秀 賞

優 秀 賞

優 良 賞

最優秀賞

優 秀 賞

優 良 賞

大中山
小学校
大中山
小学校
大中山
小学校
大中山
小学校
大中山
小学校
七重
小学校
大中山
小学校
藤城
小学校
峠下
小学校
大中山
小学校
大中山
小学校
藤城
小学校
藤城
小学校
藤城
小学校
七重
小学校
大沼
岳陽学校
藤城
小学校
大中山
小学校
大沼
岳陽学校
大中山
中学校
大中山
中学校
大沼
岳陽学校
大中山
中学校
大沼
岳陽学校
七飯
中学校
大中山
中学校
大中山
中学校

ふくざわ

２年

福

１年

藤

ふじい

井

こしば

１年

小

３年

大

３年

工

柴

おおしま

島

くどう

藤

いわせ

３年

岩

３年

山

１年

中

瀬

やまぐち

口

なかむら

村

む

夢

山

６年

藤

り

里

４年

坂

４年

薄

５年

佐

５年

佐

４年

白

木

さかぐち

口

うすい

井

さとう

藤

さとう

藤

４年

金

ほのか

朋

本
田

おいぐち

笈

１年

六

３年

木

口

ろくしゃ

車

きむら

は

ゆづ葉さん
ゆうり

優

里さん

はな

華さん

村

８年

種

１年

佐々木

あおい

碧

彩さん

はるな

遥

那さん

こはる

小

は

花

春さん

な

夏さん

みつる

充さん

ゆめか

夢

９年

平

２年

加

３年

宮

１年

對

ひらた

田

も

茂

みやご

後

つしま

馬

嘉さん

そ

ら

み

め

る

な

奏
美
瑠

笑さん
芽さん
那さん

みかな

心

奏さん

こころ

心さん

あんじゅ

杏

は

葉

樹さん

な

菜さん

やまと

大

れ

蓮

和さん

な

華さん

ゆづき

結

月さん

だいじだよ

令和４
（２０２２）
年７月号

ひとりひとりの

いやなこと

やさしいこえがけ

みんなにたすけを

いじめダメ

もとめよう

やさしい未来を

わるぐちは
いやなこと

人の心が

つくろうよ

きずつくよ

してはいけない

いじわるしたら

だれにでも

「さっきごめん。」

みんなで

すぐなかなおり

やさしいことばを

笑ってる
泣いてる子

つかおうね

その笑顔こそ

宝物

笑顔にしよう

「だいじょうぶ？」
気づいてよ

いじめゼロ

じぶんがされて

こまったら

輪にいれて

私にきかせて、君の思い。

「見てる」じゃないよ

気づこうよ

「止める」だよ

遊びをこえて

やさしいね

いじめだよ

こえをかけたら

その言葉

げんきでる

相手の心を

マイナスじゃない

考えて

プラスの一言

受け入れよう

かけてみよう

一人一人の

性格を

「どうしたの？」

その一言で救われる

「ほっとけない」

その心こそ

見つけよう

みんなの個性と

耳を澄ませて

美しい
優しさを

あなたに聞こえてくる「SOS」

からさない

笑顔の花を

「このくらい」

大切に

己の甘さが

残す傷

そこの君

相手の立場で

考えた？

認め合おう

人それぞれの

大事な個性

持っているのは

あなただけ

その個性

問い合わせ／七飯町教育委員会学校教育課学校教育係
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ことばのまほうで

やらないよ

みおり

崎

ささき

おもいやる

美桜里さん

たねざき

か

香さん

尊ノ介さん

かねだ

９年

紀さん

とうのすけ

やまもと

山

麻さん

みりあ

﨑

堀

６年

ま

未里愛さん

しらさき

ほり

我さん

あいき

愛

口

ふじき

が

ひまりさん

やまぐち

１年

４年

澤

☎６６−２０６７

令和４
（２０２２）
年７月号
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大沼公園広場では伝統の慰霊祭と灯ろう流し、花火大会の
ほか、日中はバンド演奏やチェーンソーカービング、大道芸
など、皆様に楽しんでいただけるイベントを開催します。
灯ろう流しは当日（２３日）会場で受付けるほか、ご来場
出来ない方には事前のお申し込みも受付します。是非、皆様
でご参加ください。
７月２３日（土）１４：００〜 バンド演奏、各種イベント
１８：００〜 慰霊祭・灯ろう流し
７月２４日（日）１４：００〜 バンド演奏、各種イベント
２０：００〜 花火大会
※スケジュールは変更となる場合があります。
詳細は、ホームページでご確認ください。
（一社）七飯大沼国際観光コンベンション協会では、２０２３年「七飯・大沼の四季」カレンダーとなる風景写真を募集

「大沼ップ」
ＨＰ

主催・問い合わせ／

しています。

（一社）七飯大沼国際観光コンベンション協会

今年で９回目となるカレンダーフォトコンテスト。入賞作品で作るカレンダーは、大沼公園を訪れる観光客や道内・道外

☎６７−３０２０

在住の七飯町出身の方々からも大変好評をいただいています。
大沼公園や城岱牧場、赤松並木や果樹園の風景、田畑の広がる風景など、七飯町内で２０１９年以降に撮影された自然風
景作品をご応募ください。スマホで撮影の画像も応募可能です。
また、メイン画像下の「ミニ枠」には「大沼公園の花」の写真とエピソードを同時募集します。お散歩の途中に撮影した
お花や毎年開花を楽しみにしている花など、皆様のご応募をお待ちしています！
【応募方法】

フォトコンテスト・「ミニ枠」共、パソコン・スマ

【授 賞 式】

１０月中旬頃を予定。フォトコンテスト入賞者に

ホから応募フォームへアクセス、必要事項を入力の

は、七飯町の特産品と完成したカレンダーを贈呈、

うえ、画像データを添付して送信ください。

「ミニ枠」入選者にはカレンダーを郵送させていた

【応募締切】７月３１日（日）

だきます。

七飯町文化センターなどで配布の募集要項をご確認ください。
☎６７−３０２０

「ゼロカーボンシティ」を目指します！
近年、大気中の温室効果ガス濃度上昇による気候変動が世界的な問題

七飯町は地球温暖化の問題に地域レベルで貢献するため、６月１３日、
令和４年第２回七飯町議会定例会の「令和４年度七飯町施政方針」の中

［終演予定］２０：００
【会場】七飯町文化センター

［ゲスト］市川由紀乃、大石まどか、
神野美伽、新沼謙治、細川たかし、
松原健之、松村和子、水田竜子、
彩青

ほか（五十音順）

［司

会］渡辺健太アナウンサー

＜ＢＳプレミアム／ＢＳ４Ｋ＞

七飯町とＮＨＫ函館放送局では、「新・ＢＳ日本のうた」公
開収録を実施します。この番組では、素晴らしい名曲の数々を
豪華な出演者がたっぷりとお届けします。観覧をご希望の方は、
次の要領でお申し込みください。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、公
演の中止や以下の内容を変更させていただく場合があります。
【観覧申込】

入場無料ですが、事前にお申し込みが必要です。以下のＮＨＫ函館放送局のホー

ムページからお申し込みください。
［ＰＣ・スマホサイト］https://www.nhk.or.jp/hakodate/
■ご入力いただく事項
❶名前
※１

（脱炭素社会）実現に向け、省エネルギー施策等に長期的視点で取り組んでまいります。
今後、町民の皆様方に、家庭でできるゼロカーボンへの取り組み等の情報をお知らせしていく予定です。
☎６７−５８５５

ます。
【主催】七飯町、ＮＨＫ函館放送局

❷メールアドレス

❸電話番号

❹郵便番号・住所

❺年齢

応募多数の場合は抽選のうえ、当選された方には入場整理券（１枚で２人入

場可）を、８月１０日（水）頃に発送します。また、落選された方には、８月
１１日（木）１５：００以降に、落選通知メールをお送りします。
※２

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席を入場整理券で事前に指定さ

せていただきます。また、お客様同士の間隔をとった座席を指定させていただ

※決まり次第、ＮＨＫ函館放送局
のホームページ等でお知らせし

で、「ゼロカーボンシティ」を目指す旨、表明しました。ゼロカーボン

令和４
（２０２２）
年７月号

演］１８：００

日曜日１９：３０〜２０：５９

までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ」にすることを表明しています。
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［開

【放送予定】日時未定

となっています。その対応のため、国は令和２年１０月、「２０５０年

問い合わせ／環境生活課自然環境係

場］１７：２０

【出演】
「大沼ップ」
HP

応募・問い合わせ／（一社）七飯大沼国際観光コンベンション協会

［開

パイオニアホール

詳細は、公式ホームページ「大沼ップ」または大沼国際交流プラザ、道の駅なないろ・ななえ、

πӓǛᘍƍǇƢ

【日時】８月２５日（木）

く場合があります。
※３

ご応募は、お１人様につき１件に限らせていただきます。

※４

その他の注意事項はホームページでご確認ください。

【申込締切】７月２７日（水）２３：５９まで

問い合わせ／ＮＨＫエンタープライズ北海道

NHK
函館放送局HP

☎０１１−２０７−２４９９（平日１０：００〜１８：００）

令和４
（２０２２）
年７月号
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〜なぜ使用料改定が必要なの？〜
夏の暴風雨に備えて情報収集手段を確認しましょう
例年、夏から秋にかけて台風や爆弾低気圧などの影響で暴風雨による自然災害が全国各地で発生
しています。近年、七飯町内では大きな風水害が発生していませんが、テレビ・ラジオによる天気
予報やスマートフォンの各種アプリを活用して早めに

１０月からの使用料改定に向けて５回にわたり下水道使用料の
仕組みや下水道使用料改定の経緯を紹介していきます。第２回目
は使用料決定の経緯を説明します。
下水道普及のための低価格に設定された使用料設定

平成元年大沼地区にて処理開始時に処理原価を賄うために必要

気象情報を入手して対応しましょう。

な使用料として基本料金２，５００円、超過料金２５６円と試算

町では、大雨や洪水警報などが発表された際には、防災行政無線（屋外

されました。

スピーカー・戸別受信機）や公式ＬＩＮＥで速やかにそれらの情報を発信

この使用料案を七飯町大沼地区下水道審議会に諮問した結果、

しています。また、災害発生のおそれがある場合は避難情報（避難指示や

他市町の使用料を考慮し、基本料金１，５００円、超過料金１１０円

避難所開設情報等）も発信します。町民の皆さんも公式ＬＩＮＥの登録を

とする答申がなされました。

行うなど、これらの情報を積極的に入手して適切な対応を心掛けてくだ

この答申をもとに町議会で議論した結果、下水道普及を推進す

さい。

るため低価格な料金にする必要があるとの考えから基本料金１，
０００円、超過料金１１０円とする修正可決により使用料が決定

「公式ＬＩＮＥ」

されました。
平成４年七飯処理区（本町・大中山等）で下水道事業を開始す
る際、基本料金は１，０００円、超過料金が１２０円に設定され

＠ｎａｎａｅｔｏｗｎ

た後、町内全域で統一料金となり現在に至ります。
昨年、七飯町公営企業経営審議会において今後の下水道の在り
方の議論を重ねた結果、下水道の普及が十分なされたことから、
今後は将来の経営安定、世代間負担の公平性等により使用料改定

町からのお知らせや、防災情報などを受け取ることができます。
問い合わせ／情報防災課防災車両係

が必要と判断され、令和４年３月議会の議決を得て使用料改定を
決定しました。

（税抜）

基本料金

超過料金
1㎥あたり

使用料の推移

基本数量

昭和63年
審議会へ提示案

8㎥

2,500円

256円

昭和63年
審議会答申案

8㎥

1,500円

110円

平成元年
決定使用料

8㎥

1,000円

110円

現 行
使用料

8㎥

1,000円

120円

令和4年10月
改定使用料

6㎥

900円

150円

３０年で１．１５倍になった物価

☎６５−５７９７

下水道事業の経営は、下水道使用料として受け取ったお金で下水道の処理にかかる費用を賄う必要があります。日本の

物価は、長期的に見ると右肩あがりで推移しており、平成元年と令和元年を比較すると約１１５ポイントの差となりま
す。平成元年に１０，０００円で購入できたものを令和元年に購入しようとすると約１１，５００円必要となる計算にな
七飯町では、七飯町耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐
震化により地震被害の軽減を図ることで、町民の生命と財産
を守り、安全安心な生活を確保することを進めるため、木造
住宅の耐震診断費用の一部を補助します。

木造住宅の耐震診断の
費用の一部を補助します

ります。
下水道の処理に係る費用や工事費なども物価上昇の影響を受けてきました。今後も物価の上昇が見込まれる中で管路や
設備の更新が必要となってきます。使用料改定することでこれからも安心安全な下水道サービスを提供していきます。

問い合わせ／上下水道課経営係

☎６５−５７９６

【補助金額】

［補助率］耐震診断に要する費用の額の３分の２

（千円未満は切り捨て）

［限度額］８９，０００円
【受付期間】９月３０日（金）まで

水道水の白濁は「空気」が原因
気温が高くなる夏期、水道水が白く濁ったように見えることがあり
ます。

補助対象住宅

補助金交付対象者

〜次のいずれにも該当する町内の住宅〜

〜次のいずれにも該当する方〜

・原則として、昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの

・個人であること

・一戸建ての住宅、長屋、併用住宅

・対象住宅の居住者であること

・３階建以下の在来軸組構法のもの（パネル工法は対象外）

・対象住宅の所有者（複数の場合は、

・この補助制度による補助金の交付を受けたことがないもの
・建築基準法および関係法令に違反していないもの

その代表者）であること
・町税等を滞納していないこと

問い合わせ／都市住宅課建築係

33

令和４
（２０２２）
年７月号

☎６５−５７９４

これは、気温と水温との差が大きい時に、水道水に溶け込む空気の
量が多くなることが原因です。
水道管内の水は低温のうえ、圧力がかかっており、より多くの空気
が溶け込んでいます。蛇口から出た水は常圧へ戻るため、過飽和と
なった空気が水から放出される際に、非常に細かい気泡となり、水が
白く見える現象が起こります。
白濁は空気の混入によるものですから、衛生的に全く問題はありません。コップなどの容器に入れた水は、しばらくす
ると気泡が消え透明になります。安心してお使いください。

問い合わせ／上下水道課給排水係

☎６５−５７９６

令和４
（２０２２）
年７月号
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お知らせ

お知らせ

Infomation

Infomation

夏山での遭難を防止するために

七飯交番からの
お知らせ

〜

体力や

技術の過信

町営住宅入居者募集
事故のもと

〜

【募集住戸】空き家（１３戸）
団地名

間取り

家賃（最低〜最高）

3LDK

20,100〜39,600円

Ｈ

3DK

13,600〜24,500円

Ｓ５２年築

2階建てメゾネットタイプ／浴室設備無･給湯器無

3DK

16,300〜32,000円

Ｓ５７年築

2階建てメゾネットタイプ／浴室設備無･給湯器無

3DK

14,300〜27,200円

Ｓ５３年築

2階建てメゾネットタイプ／浴室設備無･給湯器無

2LDK

19,400〜38,000円

Ｈ１０年築

3階建て3階部分／浴室設備有･電気温水器有

2LDK

21,400〜42,100円

Ｈ

８年築

3階建て2階部分／浴室設備有･電気温水器有

3LDK

20,400〜40,100円

Ｈ

８年築

3階建て3階部分／浴室設備有･電気温水器有

3LDK

20,500〜40,300円

Ｈ

９年築

3階建て2階部分／浴室設備有･電気温水器有

3LDK

21,800〜42,800円

Ｈ

８年築

3階建て3階部分／浴室設備有･電気温水器有

3LDK

21,900〜43,000円

Ｈ

９年築

3階建て3階部分／浴室設備有･電気温水器有

無理のない計画を立て
登山計画書を提出しましょう

万全の準備と余裕のある食料等を
準備しましょう

冬トピア団地

登山技術、体力、経験に応じた山を選ぶなど、無

登山時の装備不足や食料不足が最悪の事態を招く

本町上台団地

理のない計画を立て、登山計画書を作成して、家族

恐れがあります。急激な天候の変化にも耐えること

や職場等に渡すほか、最寄りの警察署又は交番・駐

が出来る十分な装備と、停滞時に備えた食料や燃料

在所へ提出しましょう。

等を準備しましょう。

ダーと一緒に登山しましょう。

B

団

地

携帯電話を必ず持ちましょう

複数人による登山を心掛けましょう

事故の遭遇時に対応出来るよう、経験豊富なリー

桜

万が一の遭難に備え、携帯電話を必ず持ちましょ
う。

大 沼 団 地

気象情報の確認をしましょう

入山前には必ず天気予報を確認し、天候の悪化が
問い合わせ／函館中央警察署
函館中央警察署七飯交番

☎５４−０１１０
☎６５−２０１７

予想される場合は、登山を中止し、途中で天候が悪
化した場合は、すぐに引き返しましょう。
吉 野 山 団 地

５月の七飯町内事件発生状況

〈交通事故発生件数〉

［七 飯 交 番 管 内］ 住居侵入２件、万引き１件

発

器物損壊１件、暴行・傷害１件

生

5／1〜5／31

負 傷 者

［七飯南駐在所管内］ 暴行・傷害１件

死

［峠 下 駐 在 所 管 内］ タイヤ盗１件

亡

３年築

2DK

9,700〜10,000円

Ｓ４９年築

2階建てメゾネットタイプ／浴室設備無･給湯器無

3DK

10,700〜11,000円

Ｓ４９年築

2階建てメゾネットタイプ／浴室設備無･給湯器無

3DK

15,100〜29,800円

Ｓ５９年築

2階建てメゾネットタイプ／浴室設備無･給湯器無

【募集期間】

【申込資格】次の❶〜❹のすべてに該当する方

７名

22 名（＋ ２）

0名

0 名（± ０）

【申込受付】

❷持ち家のない方

16 件（＋ ２）

３４５日

７月４日（月）〜７月８日（金）

❶町税などに滞納のない方

次の書類を都市住宅課住宅対策係へ提出

❸月額所得が基準以下であること（入居しようとする世帯

①申込用紙（都市住宅課住宅対策係、大中山出張所及び
大沼出張所で配布）

『７月１３日から』夜光反射材「全面反射ナップサック」を無料配布します
夏の交通安全運動期間

7月13日（水）
〜22日（金）
ここ数年、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
為、活動自粛などの影響により、交通事故は減少傾
向にありましたが、昨今、「ウィズコロナ」の影響
から、行動制限のない活動が活発となり、それと同
時に交通事故はコロナ前と同水準に推移している状
況です。
交通事故は決して他人事ではありません。

暗い夜道を歩く時は、ドライバーに自分の存在を知らせることがとても重要であることから、夏の交通安全運動
の取組として、令和２年にも無料配布しご好評だった、夜光反射材「全面反射ナップサック」を７月１３日（水）
から無料配布します。
コンビニ、スーパーの袋が有料化され、プラスチックごみ削減の観点からも普段持ち歩くバックとして活用して
いただき、交通安全意識と環境保護意識を一緒に高めましょう！
役場１階住民課窓口と大中山・大沼出張所で配布しますので、お気軽にお持ち帰りください。なお、予約や整理
券の配布などはなく、先着５００袋限定で、在庫が無くなり次第終了しますので、ご了承願います。
問い合わせ／住民課交通防犯係
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☎６５−２５１２

全員の合計所得）
❹入居する世帯に暴力団員がいないこと

②住民票

※袋部分全体が夜光反射材となっていて、自動車等の
ライトを反射します。

3階建て3階部分/浴室設備リース

累計（前年比）

４件

【交通事故死ゼロ日数】 ５月３１日現在

［大 沼 駐 在 所 管 内］ 事件はありませんでした

建築年等

■単身者の方は、さらに次のいずれかに該当すれば申し込

③健康保険証の写し

みができます。ただし、申込できる団地は本町上台団

④入居者全員の収入を証明できる書類

地、桜Ｂ団地、吉野山団地、鳴川高台団地（１ＬＤＫ）

【選考方法】選考委員会により入居者を決定

のみとなります。

【入居時期】７月下旬以降を予定

問い合わせ／都市住宅課住宅対策係

〜

・６０歳以上の方
・障害者手帳の交付を受けている方

☎６５−５７９４

・生活保護を受けている方

夏の暴力追放運動が実施されます

※この他にも条件が加わる場合があります。

〜

「夏の暴力追放運動」は、暴力団の根絶によって社会と経済活動の健全な発展と青少年の健全な育成を図り、安全で安心
な北海道を実現するため、関係機関と連携しながら、経済の躍動期と学校の夏休み期間にあわせて実施するものです。
道内の暴力団は、警察の厳しい取締りや北海道暴力団排除条例の施行、道民の地道な暴力団排除運動によって孤立化しつ
つありますが、その一方で、これまでの資金獲得活動に加え、民事事件への介入や行政機関を対象とした不当要求、あるい
は企業活動を装いながらの資金獲得活動を活発化させています。
また、少年の非行件数が減少している中で、青少年の性を売り物とする新たな営業形態が出現するなど、暴力団による影
響が大きく懸念されることから、道民総ぐるみ運動として道内全域において強力に実践します。
【実

施

期

間】７月２１日（木）〜８月２０日（土）

【運動の重点目標】・暴力団の違法な資金獲得活動の実態周知と被害防止
・少年に対する暴力団の影響排除と環境の浄化

暴力に関する相談は、下記までお問い合わせください。
問い合わせ／公益社団法人北海道暴力追放センター函館支局（道警函館方面本部分庁舎２階） ☎３５−５９８２

令和４
（２０２２）
年７月号
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Infomation

Infomation

③課の構成の一部が変更に

「部制」から「課制」へ

令和５年度

行政需要の変化に的確に対応し、また、各課業務の

均等化・平準化と効率化を図るため、課を分課し、４

町の組織を見直します

部２０課から２３課体制とします。

（令和４年７月１日実施）

申込書用紙は７月１日（金）から役場２階総務課のほ

①総務財政課を「総務課」と「財政課」に分課
旧

①今までとの変更点は？

部長職・次長職を廃止します。部・課・係で構成さ

れていた組織をより小規模な課・係の体制に見直します。
また、複数課に跨る重要施策への取組を一層強化
必要に応じて設置することができる職制を新たに設け
ます。

新

財政課

今回の組織機構の見直しは、「部長職・次長職」を

旧

そのため、これまでと変わらない住民サービスを提

なお、採用予定町は同時に配布する「採用予定一覧表」

町行政一般や職員の人事、給

を参考にしてください。

与などを所管

また、受験資格等の詳細は町ホームページ

町財政や財産などを所管

新

子育て健康

を参照していただくか総務課人事係へご確認

子育て支援課
健康推進課

旧

子育て支援や児童相談などを
所管
保健予防や母子保健などを所
管

新

教育総務課
学校教育課
学校教育課

供していきます。

業務内容

教育委員会の庶務や教育委員
会所管施設の施工などを所管
学校全般に関することや就学
支援などを所管

【受付期間】

令和４年９月１８日（日）８：５０着席

受付時間は９：００〜１７：００

［上級］七飯町文化センター

（土、日及び祝日は受け付けません。）

［初級］大中山コモン

［郵送提出の場合］

［初級・上級共通］乙部町民会館

「特定記録郵便」により郵送してください。
ます。

・第二次試験
ます。

☎６５−５７９１

ắ݃˄ Ὁ ắ݃ព
ẝụầểạắằẟộẴ

区分

寄贈品

緑友会様には、役場前ロータリーへの
植栽もしていただきました。

学校給食用食材（５月）米粉６０kg、酒かす１５kg

建設工事等入札結果の公表
工事名又は委託業務名

請負業者名

鈴木・東商・松栄
令和４年５月24日 冬トピア団地91-2棟長寿命化改修建築主体工事
特定建設工事共同企業体
令和４年５月16日 本町地区老朽管布設替工事
令和４年５月16日 本町地区老朽管布設替その２工事

契約金額（税込）

予定価格（税込） 落札比率 参加業者数 完成又は委託期限
125,092,000円

97.0%

2社

令和５年１月13日

㈱鈴木事業所

14,223,000円

14,982,000円

94.9%

3社

令和４年９月12日

㈱石岡工業

13,618,000円

14,190,000円

96.0%

4社

令和４年９月12日

3,520,000円

4,015,000円

87.7%

4社

令和５年２月17日

13,981,000円

14,696,000円

95.1%

4社

令和４年９月20日

上下水道課
令和４年５月18日 流域関連公共下水道全体計画変更等委託業務

㈱NJS札幌事務所
㈱久慈製作所

航空学生

１８歳〜２３歳未満

［空］高卒（見込含む）
１８歳〜２１歳未満

９月５日（月）まで

通年募集

９月８日（木）まで

【１次試験】

①７月１４日（木）〜１６日（土）

【１次試験】

※内１日を指定

③９月２２日（木）〜２４日（土）

【２次試験】

９月１６日（金）〜１８日（日）
試験日

121,330,000円

女子

１８歳以上３３歳未満

受付
期限

箱館醸蔵有限会社 様

男子

［海］高卒（見込含む）
資格

寄贈者

自衛官候補生

一般曹候補生

受験

令和４
（２０２２）
年７月号

第一次試験合格者のうち、採用予定町において行い

☎６５−５７９１

防衛省・自衛隊は、自衛官採用試験を次の日程で行います。

オステオスペルマム、カレンジュラ、マリーゴールド
ほか約５００本

37

※受験しやすい試験会場を選んでください。

防衛省・自衛隊からのお知らせ

寄贈品

令和４年５月31日 大川地区老朽管布設替その２工事

（爾志郡乙部町字館浦４−１）

なお、８月５日（金）までの消印のあるものに限り

緑友会 様、北海道立大沼学園 様

都市住宅課

・第一次試験

［役場総務課窓口提出の場合］

寄贈者

入札執行年月日

町ＨＰ

【試験日時】（上級及び初級）

令和４年７月１日（金）〜８月５日（金）

問い合わせ／総務課人事係

見直し後の配置等については広報ななえ８月号でお知らせします。
問い合わせ／財政課財政係

ください。

業務内容

③ 学校教育課を「教育総務課」と「学校教育課」に分課

廃止し、各課の業務の均等化・平準化と効率化を図る
ために、課の再編を行うことが目的です。

か、大中山・大沼出張所で配布しています。

業務内容

②子育て健康支援課を「子育て支援課」と「健康推進課」に分課

支援課

②住民サービスへの影響は？

総務課

総務財政課

し、統括するための「統括監」及び「教育監」の職を

発注担当課

渡島・檜山管内町職員採用資格試験

（この試験は渡島・檜山管内町職員を採用する試験です。）

【２次試験】
１０月

８日（土）〜１１日（火）

②９月

３日（土）〜

６日（火）

※高校３年生は③のみ対象

９月１９日（月）
１０月１５日（土）〜２０日（木）
※内１日を指定（[海][空]により
期間が異なる）

※内１日を指定

【３次試験】

１１月１２日（土）〜
問い

合わせ
※１
※２

自衛隊函館地方協力本部 函館地区隊
メールでの資料請求は

☎５３−６２４１

mail: recruit1-hakodate@pco.mod.go.jp

令和５年３月高等学校等卒業予定者の受付は、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降実施します。
航空学生については、高専３年次修了者（見込含む）についても受験可能です。

令和４
（２０２２）
年７月号
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Infomation

お 知 ら せ
住民票等宅配サービス

第 回七飯町社会を
明るくする運動強調月間
﹁社会を明るくする運動﹂とは︑すべて
の国民が︑犯罪や非行の防止と犯罪や非行

携を強化しつつ︑犯罪や非行をした人
が︑仕事︑住居︑教育︑保健医療・福
祉サービスなどに関し必要な支援を受
けやすくするためのネットワークをつ
くる取組

それぞれの立場において力を合わせ︑犯罪

☎

子育て支援課子育て支援係

たちの健やかな成長を期する取組

⑤犯罪や非行が起こらないよう︑若い人

や非行のない安全で安心な明るい地域社会

をした人たちの更生について理解を深め︑

住民福祉向上のため︑高齢者や障がい
を築こうとする全国的な運動です︒

ー２５２１

のある方など︑外出することが困難な住

お願い申し上げます︒

道南うみ街信用金庫

目標・取組に皆様のご理解とご協力を

ビス﹃出前出張所﹄を行っています︒ぜ

﹁七飯町役場ＡＴＭコーナー﹂が

などの生きづらさという課題に我が事と

日㈮午後３時までの営業をもちまし

☎

ー５９４６

え︑再犯を防止することの大切さや︑
▼座長／日本医師会健康スポーツ医

＝他の哺乳類にはない特権＝

テーマ﹁老いの個性﹂

地域サロン・まつぼっくりの会

会計課会計係

すようお願いします︒

七飯支店︵ＡＴＭ︶をご利用くださいま

今後は︑お近くの道南うみ街信用金庫

て閉鎖されます︒

月

み街信用金庫のＡＴＭコーナー﹂は︑９

役場庁舎内に設置されている﹁道南う

閉鎖されます

▼行動目標／

②犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行

築くこと

暮らすことのできる明るい地域社会を

ひご利用ください︒

・戸籍謄本・抄本︵本籍が七飯町の方︶
をしないように︑その立ち直りを支え

・印鑑証明書︵印鑑登録証をお持ちの方︶
・税証明書︵所得・課税・納税︶

︵ 身 障 手 帳１ 〜２ 級 ︑ 療 育 手 帳Ａ を 交
して関わるコミュニティの実現に向け︑

に受け入れ︑望まない孤独や社会的孤立

犯罪や非行をした人を︑再び地域社会

▼重点取組／

ること

による申請が出来ない方のうち︑次に

▼対象者／一人で外出が困難で︑代理人
該当する方となります︒

付されている方又は要介護認定３〜
次のことに力を入れて取り組む︒

・障がい者等のいる世帯の方

５を受けている方のいる世帯︶

更生保護の活動について︑デジタル

①犯罪や非行をした人の立ち直りを支

ツールも活用するなどして︑広く周知

子様がいる世帯の方
・その他

た人の立ち直りには様々な協力の方法
▼参加者／どなたでも参加できます

▼会費／ １００円︵お茶菓子代︑資料代︶

▼会場／ 天然温泉ゆうひの館 まつぼっくり

日〜・火曜教室８月

天然温泉ゆうひの館

☎

ー１１２６

■後援／七飯町︑七飯町社会福祉協議会

構 ＮＡＯみちくさ

▼主催／ＮＰＯ法人地域介護医療支援機

が あ る こ と を 示 し ︑ 多く の 人 に 協 力 者 と

・月曜教室８月

日〜

④民間協力者と地方公共団体と国との連

ティアのなり手を増やすための取組

会員︑協力雇用主等の更生保護ボラン

③保護司︑更生保護女性会会員︑ＢＢＳ

して気軽に参加してもらうための取組

▼日時／７月

和久氏

し︑理解を深めてもらうための取組

分〜午後５時︵平日︶

大村

▼申込方法／電話又はファックス︵ファ
い合わせください︒︶
午前８時

▼申込受付時間／

ー２０４６

日㈯午後１時〜午後２時

②犯罪や非行の防止や︑犯罪や非行をし

・ 歳以上の方のみの世帯の方

65
いますので、お気軽にご相談ください。

﹇各コース初回﹈
日〜・木曜教室９月１日〜

日〜・土曜教室９月３日〜

相談は無料で、皆様の暮らしに関することを広く受け付けて

ー２５１２

集
・水曜教室８月
・金曜教室８月

月曜・土曜教室は午前の部のみの開催
※
となります︒
▼会場／ラウンドワンスタジアム函館店
▼定員／各コース 名
ム代・靴 代・教 材 費・傷 害 保 険 料 込 み ︶

▼参加費／２ ︐
０００ 円︵ 全６ 週 分のゲー
▼主催／ 公益社団法人日本プロボウリング協会

皆様からの国等の仕事に関する苦情などの相談をお受けし、

住民課総合窓口係
☎

募
北海道障害者職業能力開発校
﹁令和４年度 月生﹂
月生の訓練生を募集します︒

北海道障害者職業能力開発校では︑令
和４年度
▼対象者／障がいをお持ちの求職者
▼訓練科目／建築デザイン科
日㈪〜８月 日㈪
▼後援／ 七飯町・函館市・北斗市・渡島教育局

▼受付期間／７月
▼選考試験日／９月９日㈮
▼申込・問い合わせ／

☎０７０ー１２６６ー８０６４

健康ボウリング教室担当 矢野・髙

ラウンドワンスタジアム函館店内

▼選考場所／ 北海道障害者職業能力開発校
︵砂川市焼山 番地︶
▼試験内容／数学︑国語︑面接
１．北海道障害者職業能力開発校

▼申込・問い合わせ／

定例行政相談

64

■相談担当者／七飯町行政相談委員
■日
時／7月12日（火）、
２6日（火）１０：００〜１２：００
■場
所／七飯町文化センター スペース２０３
●問い合わせ／総務課総務係
☎６５−５７９１（直通）
■相談担当者／函館市弁護士会所属弁護士
■日
時／7月25日（月） 13：00〜16：00（予約優先）
）
■場
所／七飯町文化センター スペース１０４
●予約・問い合わせ／函館弁護士会 ☎４１−０２３２

ー２７７４

16
助言や関係行政機関への通知などを行っています。

金銭の貸借や相続問題、離婚、近隣トラブル、交通事故等、
等、
様々な悩みに函館弁護士会所属の弁護士が応対します。
相談時間は30分で事前予約制となっていますので、相談を希
を希
望される方は、事前に函館弁護士会へ予約を行ってください。
また、相談は無料で相談内容は秘密厳守です。どうぞお気軽
気軽
にご相談ください。

30

■相談担当者／七飯町人権擁護委員
■日
時／7月11日（月）１３：００〜１５：００
■場
所／七飯町文化センター スペース２０１
●問い合わせ／総務課総務係 ☎６５−５７９１
（直通）

ー０７３５

代まで

近隣住民とのトラブルや、ＤＶなど家庭内における問題を
はじめとする身近な人権問題の困りごと、心配ごとに七飯町
人権擁護委員が応じます。
相談は無料で、相談の内容は秘密厳守です。どうぞお気軽に
ご利用ください。

☎０１２５ー
☎

してみませんか？
▼対象／どなたでも参加可能です
分〜
午後２時 分〜

午前 時

▼日時／全６週間
午前の部
午後の部

人権困りごと心配ごと相談

２．ハローワーク函館

美容や健康の促進︑生活習慣病予防に
大人気のスポーツ︑﹁ボウリング﹂の誰
でも気軽に参加できる楽しい教室です！
代から

女性や初めての方︑数十年ぶりという
方々も多く︑年齢層は

歳と広範囲︒同じ職場

80

の仲間やご友人同士︑ご夫婦で是非参加

平均参加年齢は

30

土
※曜教室のみ午前９時 分〜

人権擁護委 はあなたの町の身近な相談相手
人権擁護委員はあなたの町の身近な相談相手

60

初心者向き！
何歳からでも始められる
健康ボウリング教室

26

皆様の声を
行政に届けます
ます
ま
す

10

30

10

26 31 22

・ 妊 娠 さ れ て い る 方 ︑ 又 は１ 歳 未 満 の お

30

・住民票の写し

①犯罪や非行を防止し︑安全で安心して

66

▼発行できる証明書／

書をご自宅へ訪問して交付する宅配サー

民の方を対象に︑住民票の写し等の証明

﹃ 出前出張所 ﹄をご利用ください

72

ックス専用申込書がありますのでお問

65

65
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お知らせ
お知らせ

令和4年
役 …役場 文 …文化センター コ …大中山コモン 沼 …大沼多目的会館 山 …大中山多世代交流地域センター
婦 …大沼婦人会館 歴 …歴史館 ス …スポーツセンター ト …トルナーレ あ …あかまつ公園（七飯総合公園） 2022

保 …保健センター 本 …本町子育て支援センター 大 …大中山子育て支援センター 休 …休日当番医
※ 本 ・ 大 のイベント及びちびっこ広場について詳しくはP.22をご確認ください。
令和４（2022）年７月１日発行

広報ななえ Vol. 780

日 SUN

月 MON

火 TUE

■健康相談は、保健センター

☎66−2511へ

■介護に関する相談は、地域包括支援センター ☎66−2488へ

水 WED

無

料

スマホで

この広報紙はエコマーク認定の
用紙を使用しています。

☎66−2066へ

■スポーツセンターのご利用は、

☎65−4116へ

3

5

仏滅

休 にしや整形外科

4

大安

沼 ちびっこ広場

クリニック
10：00〜11：30
☎64−7000
大 サロン自由開放
9：00〜15：00
本 サロン自由開放
保 基本健診・特定健
診・各種がん検診
（集団検診）予約制 6：30〜10：00
役 マイナンバーカード休日窓口
山 9：00〜12：00【p.17参照】

10

大安

■編集／政策推進課広報統計係

七飯町本町6丁目1番1号 ☎ 0138‑65‑2511

■発行／七飯町

〒041-1192

休 なるかわ病院

11

17

赤口

休 松倉整形外科

12

赤口

クリニック
☎65−0151
9：00〜15：00

24

先勝

休 ななえ新病院

［スペース203］
10：00〜12：00
保 乳児健診
12：00〜12：45

19

先勝

■印刷／さくら共同作業所

■七飯町ホームページ／ https://www.town.nanae.hokkaido.jp

31

先負

7

仏滅

クリニック
「バス遠足」
☎65−5000
9：00〜12：00
9：00〜15：00
・エピッチェノンノ
マリンバアンサンブル
コンサート［大沼国際セミナーハウス］
13：30〜【p.27参照】

25

26

友引

先負

文 行政相談

［スペース203］
10：00〜12：00

［スペース104］
13：00〜16：00

8／1

友引

6

先勝

本 サロン自由開放
本 わくわくルーム
大 すくすくルーム
文 夜の博物館

7

友引

大 サロン自由開放
大 すくすくルーム

13

友引

14

先負

本 サロン自由開放
大 サロン自由開放
本 わくわくルーム
大 すくすくルーム
大 すくすくルーム
保 離乳食教室
役 マイナンバーカード （後期食）予約制

8

先負

本 わくわくルーム
ス 町民プール開館

7
土 SAT

2

先負

・基本健診・特定健

診・各種がん検診
（集団検診）予約制
［大川コミュニ
ティセンター］
6：30〜10：00
役 マイナンバーカード
山 休日窓口
9：00〜12：00
【p.17参照】

9

仏滅

16

大安

23

赤口

（〜9月15日）
【p.27参照】
・移動献血車
【p.25参照】

15

仏滅

22

大安

29

先勝

30

友引

5

友引

6

先負

本 わくわくルーム

夜間窓口
10：30〜11：30
17：15〜19：30【p.17参照】
・結核検診（〜7月15日）【p.26参照】
・夏の交通安全運動（〜7月22日）
【p.35参照】

20

先負

本 サロン自由開放
本 わくわくルーム
大 すくすくルーム
保 1歳6か月児健診

12：00〜12：45

27

仏滅

21

仏滅

大 サロン自由開放
大 すくすくルーム

本 わくわくルーム

・夏の暴力追放運動
（〜8月20日）
【p.34参照】

28

大安

4

先勝

本 サロン自由開放
大 サロン自由開放
本 わくわくルーム
大 すくすくルーム
大 すくすくルーム
保 5歳児健診
12：00〜12：40
役 マイナンバーカード

本 わくわくルーム

歴 ジュニア探検クラブ
9：30〜15：00
・大沼湖水まつり
14：00〜
（〜7月24日）
【p.30参照】
文 新型コロナウイルス
ワクチン集団接種
※予約制
14：00〜18：00
【p.18参照】

夜間窓口
17：15〜19：30
【p.17参照】

2

仏滅

休 小児科ひよこクリニック 沼 ちびっこ広場
☎65−1311
大 サロン自由開放
9：00〜15：00

休 はるこどもクリニック
☎65−0500
9：00〜15：00
大 あそんでSUNDAYパパ
10：00〜12：00

友引

休 三木内科泌尿器科 ・子育て講座

沼 ちびっこ広場
☎65−2525
大 サロン自由開放
9：00〜15：00
本 サロン自由開放
文 新型コロナウイルス 文 法律相談

ワクチン集団接種
※予約制
9：00〜18：00
【p.18参照】

先勝

文 行政相談

心配ごと相談
［スペース201］
13：00〜15：00

18

1

本 わくわくルーム

広
報

［スペース201］
19：00〜20：00

沼 ちびっこ広場
大 サロン自由開放
☎65−7131
本 サロン自由開放
9：00〜15：00
大 あそんでSUNDAYパパ 文 人権困りごと

10：00〜12：00
・参議院議員通常
選挙
【p.16参照】

赤口

金 FRI

マチを好きになるアプリ

■困りごと・心配ごと相談、行政相談は総務財政課 ☎65−5791へ
■文化センターのご利用は、

木 THU

JUL.

大安

本 サロン自由開放

・税金・年金等の納付期限
【下記参照】

3

赤口

本 サロン自由開放
［スペース203］ 本 わくわくルーム
10：00〜12：00 大 すくすくルーム
保 乳児健診

文 行政相談

大 サロン自由開放
大 すくすくルーム

本 わくわくルーム

12：00〜12：45

新型コロナウイルス感染症予防対策として、各行事は中止または延期となる場合があります。
また、行事参加の際はマスク着用、手指消毒等にご協力ください。

●町 章
七つの輪は、緑色で豊かさを示し、
各集落が円く、しかも、固く団結し
末永く発展することを象徴している。

■表紙の広報ななえの文字は、特産品の「りんご」
をイメージした文字です。■「広報ななえ」の録音
CD（福祉課）もあります。■広告の内容について
は各掲載事業者へお問い合わせください。

●
●
●
●
●

固
定
資
産
税 …… 第２期
国 民 健 康 保 険 税 …… 第２期
介
護
保
険
料 …… 第２期
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 …… 第１期
国
民
年
金 …… ６月分

口のうごき（令和4年5月末現在
）内は先月比

８月1日（月）です

納税相談については、下記までお問い合わせください。
税務課収納係（窓口番号⑤） ☎65−2515

世帯数
人 口

14,139世帯（＋23） 男
28,016 人（＋10） 女

12,939人（−15）
15,077人（＋25）

