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近年、全国的に人が居住しなくなった空き家が増加し、今後ますます増加していくことが想定されるなか、町民
皆さんの安全を守り、安心した生活環境を確保するために、この度、本町の空き家などに関する対策を総合的かつ
計画的に実施するための指針となる「寿都町空き家等対策計画」（計画期間：平成２８年度からの５年間）を策定
しました。なお、「寿都町空き家等対策計画」は町公式ホームページに掲載しております。
今回は、空き家などのほか、住宅政策全般に対する本町の各種施策の取り組みについてお知らせします。

利用可能な空き家の活用
● 空き家等情報登録制度
空き家などを有効活用し、町民と都市住民との交流拡大及び定住促進による地域の
活性化を図るため、空き家などの情報を登録・発信する制度です。

● 空き家有効活用等に係る施策
内容等：空き家等情報登録物件等で、賃貸住宅・宿泊施設を整備し、地域の活性化を
図ることを目的としたもの。
補助金：賃貸住宅・宿泊施設にするため取得する場合
⇒土地及び建物の取得 取得に要した費用の２分の１以内（上限１００万円）
⇒建物のみの取得
取得に要した費用の２分の１以内（上限５０万円）
賃貸住宅・宿泊施設にするため改修する場合
⇒改修に要した費用の２分の１以内（上限１００万円）

● 空き家家財道具等処分に係る施策
内容等：空き家等情報登録物件等で、家財道具などを処分するための費用を支援
補助金：対象経費の２分の１以内（上限２０万円）

利用不可能な空き家の除去等
● 空き家等除去に係る施策
対象等：空き家等情報登録制度に登録できない空き家などで、町民の生命・財産・生活環境に害を及ぼす恐れの
ある状態の空き家
補助金：空き家などの除去に要した費用の２分の１以内（上限５０万円）
ただし、賃貸用に供していた住宅については３分の１以内（上限３０万円）

※なお、利用可能か不可能かは、判定基準により判断します。

引き続き助成しています 【住宅等の新築・リフォームなど】
● 自家住宅新築に係る施策
対象等：定住（３年以上生活の根拠地として生活すること。）を確約できる者
補助金：自家住宅の建築又は取得に要した費用の１００分の１０以内
⇒町内業者施工の場合 上限１５０万円、町外業者施工の場合 上限

２５万円

● 住宅リフォームに係る施策
対象等：町内にある住宅・借家・集合住宅で、現に居住している住宅
⇒リフォーム後３年以上住み続ける住宅及びこの補助制度を利用したことのない住宅
⇒町内建設業者が行う住宅リフォーム
⇒リフォームに要する費用が５０万円以上のもの など
補助金：リフォームに要する費用の１００分の１０以内
⇒個人住宅及び借家
上限２０万円
⇒集合住宅（一戸当たり）上限１０万円

● 中古住宅取得に係る施策
対象等：定住を確約できる者で、過去において居住の用に供されたことのある住宅
補助金：中古住宅の取得に要した費用の１００分の１０以内（上限２５万円）

● 賃貸共同住宅新築に係る施策
対象等：自己所有の住宅用地又は借地に賃貸共同住宅を新築し、その所有者となる個人又は法人
⇒１棟につき８戸以上（各戸に玄関・浴室・便所・台所・物置などを設置）
補助金：１戸につき１㎡当たり１万円以内
⇒町内業者施工の場合 上限９００万円、町外業者施工の場合 上限１５３万円
【問い合わせ先 施設課技術係 ０１３６－６２－２６０１】
平成28
（２０１6）
年8月号
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第66回

社会を明るくする運動

「社会を明るくする運動」は、全ての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、力を合わせ支えあ
い、犯罪のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
本町でも、強調月間に合わせ、７月１１日に総合文化センター大
ホールにおいてセレモニーを実施しました。
委員長の片岡春雄町長が開催のあいさつを述べ、内閣総理大臣や
北海道知事からのメッセージ伝達、寿都警察署の尾﨑貢署長からの
あいさつのほか、寿都中学校生徒会長の山口巽久さんによる決意表
明がありました。
最後に、潮路小学校鼓笛隊、寿都小学校スクールバンドによる演奏が披露され、多くの参加者の拍手のなか、
今年度のセレモニーが終了しました。

標語入選作品
小学５、
６年生と中高の１、
２年生を対象に｢社会を明るくする運動の標語｣を募集し、
１４１点(小３１、
中５３、
高５７)
の応募がありました。作品は、
どれも｢明るく住みよいまちにしたい｣という思いが表れた作品ばかりでした。その中か
ら、
入選した作品をご紹介します。

小学生の部
最優秀賞
優 秀 賞
佳

作

ありがとう だれもが笑顔に なる言葉
西 倖之介（寿小６）
みなつなぐ ま法の言葉 ありがとう
中野 将吾（寿小５）
いじめたら やさしい心 一つへる
栁田 真凜（潮小６）
人々に 人の輪心の輪 大切に
元山 竣介（寿小６）
守ろうよ 豊かな自然と この町を
川地 海生（潮小５）

山口巽久さんによる決意表明

中学生の部
最優秀賞

あいさつは みんなを繋ぐ 愛言葉

優 秀 賞

いつまでも 大切にして その命
両親からもらった 宝物だから

佳

作

潮路小鼓笛隊による演奏

藤島

彩佳（寿中２）

濱野

乙雅（寿中１）

おはようの 元気な声で つながる輪
森本茉風花（寿中１）
大丈夫？ その一言で 救われる
土本 麗奈（寿中１）
なぜやるの？ 自分がされて 嫌なこと
齋藤 美来（寿中２）

高校生の部
最優秀賞

人を思いやる気持ち 人を大切にする気持ち
大切にしよう いろんな気持ち
加藤
涼（寿高１）
優 秀 賞 見直そう 自分の発言 行動を
藤田 れな（寿高１）
佳
作 咲かせよう 笑顔あふれる 夢の町
木村 拓夢（寿高２）
「大丈夫？」 手をさしのべて 友すくう
本庄 海璃（寿高１）
みなのえがおが その子の心を あけるカギ
土屋 拓人（寿高１）
3
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寿都小スクールバンドによる演奏
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みんなの診療所 No.107
毛虫皮膚炎・毒蛾（ドクガ）皮膚炎について
広報6月号に「ドクガの幼虫異常発生に注意」という記事が掲載されていました
が、皆さん、何か対策をされましたか。ドクガの幼虫（毛虫）に注意しても、今度は
ドクガの成虫（蛾）に注意する必要があります。
今月はドクガによる皮膚炎についてお知らせします。

毛虫皮膚炎・ドクガ皮膚炎って？

予防法及び対処法

ドクガは身を守るため卵から成虫になるまで毒
のついた毛（毒針毛〔ドクシンモウ〕）を纏い、
生息しています。ドクガに触れたり、風で飛散し
た毛が刺さることで皮膚炎が起こります。

≪予防法≫
①長袖、長ズボン、長い手
袋で、露出部分を少なく
する。
②身につける衣類は、毛虫
や毒針毛がついてもすぐ
に落ちるツルツルとした
素材のものにする。
③木や草むら、特にイタドリ（ドンゲ・ドンガイ）
やハマナスなどのそばに近づかない。
④周囲でドクガが流行中のときは、洗濯物を外
に干す時間を短くする。

≪要注意期間≫
◎毛虫皮膚炎
⇒
（５～６月頃）

ドクガの幼虫
が原因

◎ドクガ皮膚炎
⇒
（８～１０月頃）

ドクガの成虫
が原因

≪対処法≫
①毛虫などの毒針毛が刺さった患部をこすらない
ようする。
②ガムテープなどの粘着テープを刺された部分に
貼り、はがして毒針毛を取り除く。
③その後、シャワーや流水で患部をよく洗い流す。
効果的な洗い方は石けんを泡立てて、こすらな
いようにする。
④氷や保冷剤などで患部を冷やす。
⑤身につけていた衣類に毒針毛が付着することが
あるので、症状が出た場合は
必ず着替えるようにする。身
につけていた衣類も皮膚と同
じように、触れた部分に粘着
テープを使い、毒針毛を取り
除く。毒性は熱に弱いため、
50℃以上の湯で洗濯する。

主な症状
毒針毛が刺
さった直後はほ
とんど自覚症状
がありません
が、数時間後か
らピリピリとし
たかゆみが出て
きます。
その後赤く膨れ、米粒大のぶつぶつになりま
す。また、その周囲にも同様の湿疹が現れます。
発症した湿疹をこすったりすると、皮膚に刺
さった毒針毛をさらに皮膚の奥に刺してしまうこ
とになり、症状が悪化し、治りにくくなる場合が
あります。
最悪の場合、強いアレルギー反応（アナフィラ
キシーショック）を起こすことがあります。
平成28
（２０１6）
年8月号

広報すっつ

柏谷恵梨子 看護師

治療方法
アレルギー症状を抑える抗アレルギー薬の内服
薬やステロイド軟膏を処方されます。医師の指示
に従って、処方された薬を使用しましょう。症状
が重い場合は医療機関で診療を受けて下さい。
4
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寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100

赤ちゃんから お年寄りまで

みんなが、学びの主人公
さわやか元気広場
「ラジオ体操講座」を開催しました
７月２４日に総合体育館で～健康づくりと遊びの
イベント～さわやか元気広場「ラジオ体操講座」を
開催しました。正しいラジオ体操を身につける講座
のほか、参加者の方々と北翔大学の学生たちが交流
を図りながら、一緒に軽スポーツや昔の遊びなど楽
しむことができた講座となりました。今後も運動教
室やイベントなど、子どもから大人の方までが参加
できる健康づくり事業を実施していきますので、お
気軽にご参加ください。

図書室からの
お知らせ

子どもたちの夏休み
の自由研究のヒントに
なるような読み物や児
童書をたくさん選庫し
ましたのでぜひ、ご利
用下さい。

●今月のおすすめ・新刊●
・１００円グッズで完成！楽しい！ 工作編
・あめあがりのかさおばけ
（はじめてよむこわ～い話）
・ゆうひのしずく
・どうぶつのパレード１００

各学校が文化遺産見学を行いました
ウィズコムカレッジ
「古文書を読もう！」スタート！

６月２１日と２８日に寿都中学校、２７日に潮路
小学校、２９日に寿都小学校の、各学校の児童・生
徒がカクジュウ佐藤家・橋本家などの文化遺産を見
学しました。
寿都中学校の生徒はカクジュウ佐藤家の内部を見
学しました。佐藤家の屏風の色彩の再現に取り組ん
でいる生徒もお
り、美術鑑賞と
して見学を行い
ました。
潮路小学校の
児童は橋本家
で、管理人の橋
本敏子さんから
寿都小学校児童の
カクジュウ佐藤家見学の様子
橋本家が栄えた

歴史を活かしたまちづくりを推進するため、７月
２６日からウィズコムカレッジ「古文書を読も
う！」がスタートしています。随時参加の受付をし
ておりますので、古文書を解読して、寿都の歴史を
調べてみませんか。

当時の有戸地区の様子などのお話を聞きました。
寿都小学校の児童はカクジュウ佐藤家と鮫取澗、
横澗の周辺地域を見学しました。ニシンで栄えた当
時の様子を学びました。
いつもは車で通りすぎる地域の歴史や、普段入る
ことが出来ない場所に入り見学することで、子ども
たちにたくさんの新しい発見がありました。
カクジュウ佐藤家・橋本家は、子どもたちだけでな
く、多くの方々へ利活用や、新しい発見をしてもら
うため、保全整備事業を行っていきます。

古い写真や書類、
掛軸を持っている人、
昔から作
られている料理、
言葉などを知っている人を探して
います。
「このようなものがある」というご連絡もお
待ちしております。ぜひ、
ご協力をお願いします。
文化推進係

5
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櫻井・佐藤まで

平成28（２０１6）年8月号
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まちの
出来事＆
お知らせ

田フジエさんへ
知事感謝状

寿都商工会軽トラ市

６月２６日に大磯商店街で寿都商工会が主催する
「すっつ軽トラ市」が開催されました。
天候が不安定な中、鮮魚や水産加工品、農産物な
ど多くの出店があり、用意した商品が早々と売り切
れてしまうなど、初めての開催となった軽トラ市は
大いに盛り上がりました。

矢追町の 田フジエさんが、戦没者遺族の援護事
業に永年にわたり尽力されてきた功績が認められ、
このほど、北海道知事から感謝状が贈られました。
田さんは、平成１３年５月から現在まで、寿都
町遺族会理事として、会務の運営や事業の推進、担
当会員に対する相談
援助などにご尽力さ
れました。
田さんには、こ
れからも本町の援護
事業にご尽力いただ
きたいと思います。

第２４回参議院議員通常選挙

開票結果

７月１０日、第２４回参議院議員通常選挙が執行
され、本町では、磯谷会館、歌棄会館、樽岸会館、
総合文化センターの４投票所で投票が行われまし
た。
今回の選挙では、１，６７６名の投票があり、そ
のうち７５３名（44.92％）が期日前投票を行い、
開票結果は、次のとおりとなりました。

◆投票状況 （選挙区・比例代表ともに同数）

◆選挙区選出議員候補者別得票数

◆比例代表選出議員政党別得票数

候補者届出政党
かきき 克 弘
自由民主党
はちろ 吉 雄
民 進 党
長谷川
岳
自由民主党
水 越 寛 陽
無 所 属
佐 藤 和 夫 日本のこころを大切にする党
徳 永 エ リ
民 進 党
森
つねと
日本共産党
森 山よしのり
幸福実現党
中 村
治
支持政党なし
飯 田 佳 宏
無 所 属

得票数
576票
415票
223票
7票
10票
225票
129票
11票
19票
15票

有権者数

当選
当選

広報すっつ

前回対比

８０８人

６１．２１％ ＋２．７３％

女

１，３８０人

８６８人

６２．９０％ ＋２．７５％

計

２，７００人 １，６７６人

６２．０７％ ＋２．７３％

派

派

得票数

社会民主党

8票 自由民主党

685.141票

国民怒りの声

6票 新党改革

得票数

党

公明党

日本のこころを
28票 大切にする党
生活の党と山本太郎と
181票 なかまたち

日本共産党

187票 民進党

幸福実現党

6
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投票率

１，３２０人

おおさか維新の会
当選

投票者数

男

党

今回の参議院選挙から、選挙権が１８歳まで引き
下げられたことにより、北海道選挙管理委員会後志
支所では７月１日に寿都高校３年生を対象に出前講
座を行いました。
生徒たちは投票の仕方や選挙の仕組みなどを熱心
に学びました。

平成28
（２０１6）年８月号

開催

9票 支持政党なし

11票
12票
22票
414.856票
19票

まちの
出来事＆
お知らせ

樽岸神社祭（６/26）

寿都高校学校祭（７/８）

寿都神社例大祭（７/１６・１７）

寿都保育園祭典おみこし行列（７/１５）

温泉・道の駅通信

トを行っています。通常１ポイントずつの入浴ポイント

№41

を、
２ポイント差し上げており、既に多くの方々から好
評をいただいています。まだポイントカードをもって

８月に入り、本格的な暑さがやってきました。なか

いない方も、
この機会にカードを作成してみてはいか

なか食も進まない時期ですが、道の駅では最近登場

がでしょうか。ぜひフロントにてお申し付けください。

した「梅じゃこチャーハン」が人気です。寿都産干し小
女子のチャーハンに、梅

イベントスケジュール・お知らせ

干しの 酸 味 をプラス 。

●お盆期間中のイベントのお知らせ

さっぱりと食べられると

みなとま～れ寿都では、今年も下記の日程でお盆
期間中にイベントを行います。ご家族お友達などお
誘いあわせの上、ぜひ、お越しください。

好評です。しっかり食べ
て、この夏を乗り切りま
しょう。また、夏限定のブ

８月１４日（日）１６：００～
１８：３０～
８月１５日（月）１７：００～
２０：００～

ルーベリーソースをトッ
ピングしたソフトクリームも販売していますので、こ
ちらもぜひどうぞ。

ビアガーデン
盆踊り
ビアガーデン
花火大会

７月５日に寿都中学校１年生の職業体験が行われ、

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」

道の駅でも３名の生徒が一生懸命働いてくれました。

住
所 ： 寿都町字大磯町２９−１
電
話 ：０１３６−６２−２５５０
Ｅ−Ｍａ
ｉ
ｌ： eki@suttufan.com
開館時間 ：９
：
００〜１8：
００
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
H
P ： http://suttufan.com/

皆真剣に仕事に取り組み、自分たちで入れたハンドド
リップのコーヒーを「おいしい」
と言ってもらえた時の
満足そうな笑顔がとても印象的でした。今回の経験
が、生徒たちのこれからの学校生活に少しでも役に
立ってもらえればいいなと思います。

寿都温泉ゆべつのゆ

ゆべつのゆでは開業２０周年記念企画の第２弾と

住
所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２−１
電
話 ：０１３６−６４−５２１１
開館時間 ： 1０
：
００〜２１
：3０
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
H
P ： http://yubetsunoyu.com/

して、毎週金曜日に入浴ポイントカードの２倍デーを
開催しています。既に毎週火曜日に実施している半
額デーに続き、普段からゆべつのゆをご利用いただ
いている地元の皆さまへの感謝を込めた還元イベン
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広報すっつ

戸籍の窓口
戸籍の窓口

８月は北方領土早期返還要求
強調月間です

人 口 3,114人（－25 ）世帯数 1,738世帯（－12 ）
男 1,529人（－15 ） 女 1,585人 （－10 ）
（平成28年 6 月末現在住民基本台帳）

えとろふ
択捉島、国後島、色
択捉島
くなしり
丹島、歯舞群島からな
国後島
る北方領土は、私たち
の父祖が開拓し受け継
しこたん
いできたもので、我が
色丹島
国固有の領土です。
はぼまい
歯舞群島
その領土を第二次世
界大戦末期、日本がポツダム宣言を受諾し、降伏を
表明したあと、北方領土にソ連軍が侵攻し、日本人
島民を強制的に追い出し、一方的に北方領土をソ連
領に編入しました。
そして、現在もなお不法に占拠しています。
毎年、８月と２月は「北方領土返還運動全国強調月
間」であり、一日でも早い北方領土の返還を実現す
るため、期間中に全国各地で集会、講演会、キャラバ
ン、パネル展などの行事を開催します。
本町においても役場庁舎と総合文化センターに署
名コーナーを設置していますので、みなさんのご理
解とご協力をお願いします。
【企画課地域調整係 ０１３６―６２―２６０８】

～いつまでも おしあわせに～
木村 直貴さん
｛ 田中あすみさん

開 進 町

～ごめいふくを お祈りします～
新
渡
矢
大

栄
島
追
磯

町
町
町
町

野村
長尾
奥野
本間

武信さん（ 7 / 9）83歳
美 さん（ 7 /22）83歳
一郎さん（ 7 /26）75歳
紀一さん（ 7 /26）72歳

町民の声の封書について
広報５月号に折り込みしました「私の疑問・意
見・提案・情報」をお寄せいただきありがとうご
ざいます。
町の考えについて、誌面での回答を希望する場
合は、疑問・意見などの趣旨や内容の確認で、ご
連絡をさせていただく場合があります。お名前を
伏せての掲載も可能ですので、差し支えがなけれ
ば、お名前とご連絡先のご記入をお願いします。
また、内容によっては、
直接ご本人へ回答させて
いただく場合もあり、お
名前などがご記入されて
いないと回答ができない
こともありますので、ご
了承ください。

平成２８年４月１４日に発生した熊本地震で被
災者に対する救援活動に役立てるため、役場窓口
をはじめ町内会や学校、各団体皆様からご協力い
ただきました日本赤十字社への義援金は平成２８
年６月３０日現在、５８０，５００円となりました。
ご協力いただきましてありがとうございました。
また、皆さんからの義援金は、日本赤十字社を通
じて被災地へ送られており、義援金の受付は、来
年３月３１日まで続けられる予定です。
首かしげ子が食む姿見つめいる
子育ての日々犬鷲の母

横書の大き看掲げしまま
老舗を閉じたる町並をゆく

小西めぐみ

中村

石橋

佐藤

昭風

典子

峯子

ふる里文芸

梅雨晴れ間いつものコース散策す
後期高齢すがすがしかも

セツ

歌

空と海コラボレーション青かさね
森羅万象夏は来にけり

亀谷

妙子

短

その昔鰊御殿にて婚礼を
第二の人生ここが始まり

志田

くさむら

叢に謎の水槽蚊の住み家
金魚を放し幼虫退治

︵老人クラブ短歌︶

スミ

峯子

松沢

佐藤

典子

窓あける暑さ続きの朝涼し
肌でおぼえた初秋の風か

定植を終えし菜畠梅雨に入る

石橋

妙子

句

漁場史跡鰊いづこや波の音

志田

俳

雨続きアスパラもぎは合羽着て

昭風

小西めぐみ

中村

セツ

一湾の清々しきや青岬

老鶯や村に明治の忠魂碑

亀谷

紀子

節子

体調を整え呉れし冷ソーメン

遠藤

たんぽぽのひと日揺れをり色づきぬ 林原

盂蘭盆会墓地花園となりにけり

スミ

︵老人クラブ俳句︶

松沢

種まきて誰れか待つよに通ふ畑

◆平成28年8月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

「熊本地震災害義援金」
募集期間を延長しています

◆印刷：
（有）米坂印刷 ◆寿都町公式ホームページ http://www.town.suttu.lg.jp/
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