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軽自動車税の税率が変わります
平成２６年度及び平成２７年度税制改正に伴い、軽自動車税の税率が変更になります。

■原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車など
平成２８年度から下記のとおり税率が引き上げられます。
税率（年額）
車

種

区

分

平成２７年度まで

平成２８年度から

50cc以下のもの

1,000円

2,000円

50ccを超え90cc以下のもの

1,200円

2,000円

90ccを超え125cc以下のもの

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車

125ccを超え250cc以下のバイク及びトレーラー

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車

250ccを超えるバイク

4,000円

6,000円

もっぱら雪上を走行するもの

2,400円

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

2,000円

その他のもの（フォークリフト等）

4,700円

5,900円

原動機付自転車

■軽自動車（３輪及び４輪）
平成２７年３月３１日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、現在の税
率から変更はありません。「①（現行税率）」
平成２７年４月１日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両から新税率が適用されます。「②（新税率）」
初めて車両番号の指定を受けてから１３年を経過した車両は、平成28年度から次の表の経年重課の税率が適
用されます。「③（重課税率）」ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブ
リッド及び被けん引車の各車両は対象外です。
税率（年額）
①（現行税率）
車

種

区

三

輪

乗用
軽四輪
貨物

分

②（新税率）

平成27年3月31日以前 平成27年4月1日以後
に初めて車両番号の に初めて車両番号の
指定を受けた車両
指定を受けた車両

③（重課税率）
初めて車両番号の指
定を受けてから13年
を経過した車両

3,100円

3,900円

4,600円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

※平成２８年度に「③（重課税率）」が適用される車両は、平成１４年以前に初めて車両番号の指定を受けた
車両となります。

■グリーン特例
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までに最初の新規登録をした、排出ガス性能及び燃費性能の
優れた一定の軽四輪等（三輪以上の軽自動車）について、平成２８年度のみ、税率を軽減する特例（グリーン
特例）が適用されます。詳しくは、財政課税務第一係までお問い合わせください。
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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
元気いっぱい☆ちびリンピック終了

楽しみながらレベルアップ！
～夜間スキー教室～

ちびっ子たちのミニ運動会、第１２回ちびリン
ピックを２月１４日に総合文化センター大ホールで
開催しました。当日は、子どもや保護者、地域のボ
ランティアなど、総勢９０名が参加し、ちびっ子た
ちを応援する保護者の笑顔や笑い声があふれる中、
紙芝居や親子で一緒にできる楽しい手遊び、ハイハ
イ・よちよちレース、おっかけ玉入れなどが行われ
ました。
この時期は、思い切
り体を動かして遊ぶ機
会が少ない子どもたち
にとって、たくさんの
友達と楽しく運動でき
た１日となったようで
す。
今年度で、ちびリン
ピックは終了いたします。これまでたくさんの方々
にご協力いただきありがとうございました。親子で
楽しむ「おやこ教室」や「ブックフェスティバル」
などの事業は引き続き実施していきますので、皆さ
んのご参加をお待ちしております。

夜間スキー教室
の全日程が終了し
ました。
今年は雪不足の
ため、スキー場の
オープンが遅れた
こともあり、小学
校低学年を対象と
した初心者スキー
教室の日程を縮小して開催することになりました
が、参加した１６名の児童は、少ない日程でも全員
滑れるようになるまで上達しました。
また、小学生夜間教室には３６名の児童が参加し
ました。子どもたちは皆スキーを楽しみながら練習
し、驚くほど早い上達をみせました。
そして、中学生以上を対象とした一般教室では、
９名の方が参加し、スキーの技術向上やスキー検定
合格を目指し熱心に取り組みました。
今年も親切で丁寧なご指導をしていただいた寿都
スキー連盟の皆さんに感謝します。

ジュニア硬式テニス教室を開催しました
小・中学生にもテニスの楽しさを知ってもらう
きっかけ作りとして「ジュニア硬式テニス教室」を
２月６日から全３回、総合体育館で実施しました。
テニス愛好会と寿都高校テニス部の協力を得て開
催し、子どもたちは、あまり経験のない硬式テニス
を真剣に学んでいました。
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はつ ら つ す っ つ 人

町民課健康づくり係
電話 ０１３６ー62ー2513

いきいき健診で、ピロリ菌検査を導入しました！
今年度からいきいき健診で「ピロリ菌検査」を導入しました。検査方法は、少量の血液を採取して行いま
す。また、「ピロリ菌検査」のみを受診することもできますので、一度検査してみてはいかがでしょうか。

毎年検査してもいいの？

「ピロリ菌」って何？
胃の中に生息する細菌で、胃がんや胃・十二指腸潰瘍
の原因になることが証明されています。
しかし、感染して
いても、必ず胃がんや潰瘍になるわけではありません。

環境衛生の整った現代で感染する可能性は低いと考え
られるため、血液検査による再検査は必要ありません。ま
た、
この検査は、
ピロリ菌が現在「いる」
「いない」ではなく
「ピロリ菌が体内にいたことがある」
ということが分かるた
め、過去に除菌したことのある方は対象外とさせていただ
いています。

どこから感染するの？
昔は環境衛生が悪かったので、井戸水の使用や、衛生
状態の悪い水道水で感染したと考えられています。若い
人で感染しているのは、ピロリ菌に感染している親が子
へ、食べ物を噛み砕いて与えていたことが感染した可能
性の一つと言われています。

今年度に実施したいきいき健診のピロリ菌
検査では、１３２名の方が受診され、そのう
ち３０.７％の方が血液検査による抗体検査で
陽性反応が出ました。
ピロリ菌検査は血液検査で感染の可能性が
分かるものです。ポリープなど胃の内部が分
かるものではないので、併せて胃がん検診
（バリウム検査）を受診されることをお勧め
しています。

検査で陽性と言われたら？
検査で陽性反応が出て精密検査が必要になった場合
は、医療機関での胃カメラによる検査をお勧めします。胃
カメラでピロリ菌が確認されたら、抗生物質を約１週間服
用して除菌することになります。

「おやこで楽しい リズム・からだ遊び 」

第５回おやこ教室

１月２７日、子どもふれあいセンター子育て広場
で、町内在住のシンガーソングライター「のな」さ
んとしりべし学園保育士による「おやこで楽しい
“リズム・からだ遊び”」を開催しました。
当日は２０組の親子が参加し、歌や音楽に合わせ
て手遊びをしたり、からだを動かしたりしました。
また、家ではなかなか出来ないバルーンを使った
遊びも行い、楽しい時間を過ごしました。
からだを使って遊ぶことは、子どもの脳や神経
系・筋肉の発育を促す効果もあります。難しい遊び
ではなくても、家庭でのちょっとした時間に、から
だ遊びを取り入れてみましょう。

第１２回 子育てメモ

子どもの夢や希望に耳を傾ける

今の子どもは冷めていて、将来の夢や希望を
もたず、難しい目標は挑戦する前にあきらめて
しまうと言われています。しかし、子どもは子
どもなりに夢や希望をもっています。どんなに
小さくても、その夢や希望に耳を傾けましょ
う。

平成28
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また、機会があれば自分の経験や、長い間苦
労して夢を実現させた人の生き方などの話をし
ましょう。そして人生の目標は汗を流し、失敗
を重ねながら達成していくものだと、励まし、
あたたかく見守っていきましょう。親は子ども
の応援団です。
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みんなの診療所 No.102
診療所活動報告
寿都診療所では、診療以外の活動として、診療の質の向上や環境美化、
安全・衛生対策、地域貢献などを目標に、４つの委員会を構成し、活動を
行っています。全職員がいずれかの委員会に所属し、一年を通じてさまざ
まな事業を行っていますが、今回はその一部をご紹介します。

看護師長 宮本 久美

診療委員会

医療安全・感染対策委員会

診療業務が円滑に進むように、業務を振り返
り、改善策を検討し、より効率的に業務を行うこ
とで、患者サービスの向上につなげます。
今年度は、職員の意識向上にも取り組みまし
た。

安全な医療を提供するため、アクシデントが起
こらないための方策を検討します。
感染症が広がらないように、診療所内をチェッ
クしたり、全職員対象の研修会を行ったりと、安
心・安全な診療所づくりに努めています。

美化広報委員会

コミュニティケア委員会

患者さんに季節感や癒しの雰囲気を感じていた
だくため、七夕やひな祭りなどの飾り付けを行っ
ています。
また、広報紙や
診療所内の掲示な
どを通じて、皆さ
んの病気予防や健
康に役立つ情報の
発信を行っていま
ひな祭り 飾り付け
す。

地域で行われる活動に参加し、診療以外での交
流の中から、町全体の健康づくりにつながる活動
の発案や、地域の保健医療福祉事業所と合同で勉
強会を行うなど、連携を深めています。
また、地域の方々
クリスマス・ミニコンサート
の協力を得て、診療
所内でミニコンサー
トを開催し、患者さ
んたちに喜んでいた
だいています。

今後も、皆さんにとってより身近で、安心していただける診療所を目指し、さまざまな活動を職員
一同で行っていきます。

●医療事務スタッフの募集について●
寿都診療所では、現在、医療事務スタッフを募集しています。
募集内容等の詳細につきましては、先月号に折り込みのチラシをご覧になるか、
寿都診療所（電話６２－２４１１）へお問い合わせください。

●退任挨拶●

医師

名越

康晴

●お知らせ●

平成２８年３月末

寿都診療所の精神科サテライト診療は、
平成２８年４月から、診療曜日を下記の
とおり変更します。

４か月間と短い勤務でした
が大変お世話になりました。
２年ぶりの勤務でしたが
また皆様にお会いできてよ
かったです。
時々遊びに来ますのでそ
の時はまた宜しくお願いし
ます。

平成２８年３月まで
↓
平成２８年４月から

※４月からは、後藤高明医師が着任し、
中川久理子医師が復職します。

水曜日午後
木曜日午後

※患者輸送バスは、木曜日午後の運行となります。
5
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まちの
出来事＆
お知らせ

故 德野智学さん（歌棄町歌棄）へ
叙位 従六位伝達される

故 瓜生勉さん（樽岸町樽岸）へ
叙位 正六位伝達される

平成２７年１２月に逝去さ
れました、元社会福祉法人徳
美会知的障害者更生施設「島
牧柏光園」施設長の德野智学
さんに従六位の叙位が伝達さ
れました。
德野さんは、昭和３４年に児
童養護施設「歌棄洗心学園」
に指導員として奉職以来、５７
妻 德野 幸代さん
年間の永きにわたり社会福祉
事業に身を投じ、地域福祉の充実に大きく貢献され、
平成１９年には、瑞宝双光章を受章されています。
長年の功績を称え、ご冥福をお祈りいたします。

平成２７年１２月に逝去さ
れました、元町議会議員の瓜
生勉さんに正六位の叙位が伝
達されました。
瓜生さんは、昭和３８年
に、多くの町民から支持を得
て町議会議員に当選、以来、
１２期４８年の永きにわたり
地方自治の発展に大きく貢献
妻 瓜生すずゑさん
され、平成２４年には旭日双
光章を受章されています。
長年の功績を称え、ご冥福をお祈りいたします。

長勇さん交通栄誉章受章

まちの元気をつくる集い開催！

２月９日に寿都警察署で、長勇寿都地区交通安全協
会連合会長へ、警察庁長官と全日本交通安全協会長か
らの交通栄誉賞「緑十字銀賞」が授与されました。
長会長は平成５年から寿都地区交通安全協会連合
会の会長を務められ、その長年の活動が認められ今
回の受章となりました。

１月３０日に、総合文化センター大ホールで「歴
史を活かしたまちづくり“まちの元気をつくる集
い”」を開催しました。
当日は、１６８名の方の参加があり、第１部で
は、基調講演として、文化
庁佐藤正知主任文化財調査
官から、寿都町がこれから
歴史的文化財を活用してい
くための参考として、全国
の歴史を活かしたまちづく
りの先進事例の紹介が行な
われました。
また、北海道博物館三浦
佐藤主任調査官
泰之学芸員と寿都高校ボラ
ンティア部三浦智恵部長からは昨年行われた「カク
ジュウ佐藤家」「橋本家」の調査報告や、町内での
観光マップづくりなどの活動の報告がありました。
第２部では参加した皆さんが思う「寿都の宝物」
の意見交換を行
い、「磯谷高原
からの雄大な景
色」や「町民に
引き継がれてい
るお祭り」な
ど、たくさんの
宝物が紹介され
意見交換会の様子
ました。
今後町では、皆さんからいただいた「寿都の宝
物」のアイデアを参考に、歴史文化を活かしたまち
づくりを進めていきます。

平成28
（２０１6）年3月号

広報すっつ

小学校一日体験入学
１月２８日に寿都小学校、２月２２日に潮路小学
校おいて、１日体験入学が行われました。
今春に入学する園児は、少し緊張した面持ちで、
先生や小学校の先輩の話を真剣に聞いていました。
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ありがとう！除雪ボランティア
１月２５日、
２月２２日に、
寿都建設協会
及び寿都町技
能士会の方に
よる除雪ボラ
ンティアが行
われました。
一人暮らし
の高齢者世帯を訪問し、スコップやスノーダンプを
手に、除雪作業に取り組みました。住宅周辺に積み
上がった雪をあっという間に片付け、高齢者も大変
喜んでいる様子でした。
除雪ボランティアに参加いただいた皆さん、本当
にお疲れ様でした。

温泉・道の駅通信

風太くんリニューアル！

まちの
出来事＆
お知らせ

２月１８日に、リニューアルされた風太くんがお
披露目され、昨年５０周年を迎えた寿都ライオンズ
クラブの小西正尚会長から寿都町へと寄贈されまし
た。
小西会長をはじめ寿都ライオンズクラブ会員の皆
さまからは「イベントや地域活動など、あらゆる場
面での活躍を期待しています」と励ましの言葉をい
ただきました。

また、
１月よりスタートした家族割もたくさんの皆
さまにご利用いただいています。毎週月曜日は、家族
のご利用がとってもお得です。ぜひご家族お揃いで
お越しください。

№３６

２月らしからぬ暖気に、今年の冬はいつもと違うと
感じます。雪かきが楽なのは助かりますが、
こうも気
候が変わると、春からの気候はどうなるのかなと少し
心配になります。
さて、
１月より始まったみなとま〜れ寿都の改修工
事は現在、着々と進んでいます。
２月中旬からは売店
や厨房の内装工事が始まりましたが、売店は営業し
ています。また、軽食メニューは販売を休止していま
すが、ホットコーヒーは提供できますので、ぜひ、
ご利
用ください。
３月末には工事も完了する予定ですので、
４月から
みなとま〜れ寿都はリニューアルします。売店の面積
の拡大により取扱商品が増え、厨房の調理器具の充
実により新しい軽食メニューの提供を始めることが
できるようになります。リニューアルを記念したイベ
ントも予定していますので、ぜひ、
ご期待ください。
ゆべつのゆでは、
２月の土日、祝日のみ提供の、今
年で３回目となるおしるこの販売を行いました。レス
トランやまもと特
製の温かいおしる
こを楽しみしてい
るお客様もいて、
季節のイベントと
してすっかり定着
しました。

イベントスケジュール・お知らせ
●寿都観光物産協会ホームページ開設のお知らせ
寿都観光物産協会のホー
ムページが、２月１日より
開設されました。みなとま
～れ寿都を中心とした観光
情報や、イベントの情報な
どを掲載しています。フェ
イスブックと合わせて随時
更新していきますので、ぜ
ひご覧ください。

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
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
：
００〜１7：
００
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
H
P ： http://suttufan.com/

寿都温泉ゆべつのゆ
住
所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２−１
電
話 ：０１３６−６４−５２１１
開館時間 ： 1０
：3０〜２１
：3０
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
H
P ： http://yubetsunoyu.com/
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平成28（２０１6）年3月号

広報すっつ

歳です ３月生まれ
すくすく１

戸籍の窓口

人 口 3,166人（－10）世帯数 1,750世帯（－ 3 ）
男 1,553人（－ 3 ） 女 1,613人 （－ 7 ）
（平成28年 1 月末現在住民基本台帳）

～いつまでも おしあわせに～
米澤
健さん
｛ サティラット
・スィ―マニーラートさん

新 栄 町

～こんにちは よろしくね～
さ

ゆ

湯別町下湯別 武田 彩由ちゃん（ 2 /10)
紘一さん・由梨さんの子
とう か

あい り

高橋 桃花ちゃん

大 磯 町 五味 愛莉ちゃん（ 2 /17)
裕貴さん・歌穂未さんの子

（12日生まれ）

（開進町）祐
摩

丞さん
紀さん の子

～ごめいふくを お祈りします～

お誕生日おめでとう。
お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。
パパ ママ より

矢 追 町 仁岸
司さん（ 2 / 4 ）85歳
歌棄町美谷 松本 芳昭さん（ 2 /20）80歳
樽岸町樽岸 近江 アサさん（ 2 /25）93歳

●消防団員の異動●

私の疑問・意見

○退職（平成２8年 1 月31日付け）
歌棄分団第２部 団員 田中 和基

＜福祉タクシー利用料金の助成券について＞

ご寄附
ありがとうございました

提案の広場

身体障害者手帳を持っている方だけでなく、精神障害者手帳を持っている
方にも福祉タクシー券を支給してほしいです。
他の都道府県や市町村で出している所もあるそうですので、ぜひ、寿都町
でも精神障害者手帳を持っている方々に支給するようお願いいたします。

＜町の考え＞

寿都地区
プレジャーボート協議会 様（新栄町）
水産振興寄附金（養殖事業）として
３０，０００円
石田 太朗 様（東京都）
寿都町字磯谷町横澗１７０８番３９５の
山林
９６２㎡

福祉タクシー券の支給については、現在身体障害者手帳をお持ちで、１級
から３級までの方を対象（社会福祉施設入所者は除く。）としており、１級
から３級までの障害のある方の場合、身体的な理由により、外出に困難を生
じるため、安心して移動できる手段として利用してもらうことを目的として
おります。
そのため、町としては、精神障害のみある方の場合、外出をすることにつ
いて、福祉バスや公共交通機関の利用をしていただくことで、特段問題なく
交通の確保ができると考えておりますのでご了承願います。
ただし、身体的に問題がある方におかれましては、身体障害者手帳の申請
をされた上で、該当する等級であれば支給をいたします。

佐藤

典子

峯子

ふる里文芸

そそり立つ弁慶岬に供を待つ
弁慶像に波の花舞ふ

石橋

昭風

歌

風車舞ふ海辺の小さき町に立つ
眞白き十字架仰ぎ安らぐ

中村

短

柚子の顔少しぽこぽこしおれども
初風呂に浮く輪切りの香り

スミ

妙子

時めぐり知力の世にと生かされて
季節知らずの食の幸せ
松沢

節子

志田

林原

峯子

雪落ちてめがね飛ばされ初詣
すぐに見つかりこれも御利益

佐藤

典子

小西めぐみ

雪覗く近隣は皆老いゆかん

石橋

昭風

婆貰ふ呆けの防止に有効と
バレンタインチョコの苦々し

卆寿終え一歩踏み出す大元

中村

妙子

セツ

着膨れてペンギン一行老人会

志田

亀谷

歌かるた声高々と突き手かな

小西めぐみ

店頭の急須の絵柄は桜色
脳裏をよぎる古里の春

新年会籤でセーター大当たり

セツ

︵老人クラブ短歌︶

ほつほつと年の豆噛むお婆どの

亀谷

紀子

句

雪掻きの途切れて我が身喜べり

遠藤

俳

寒去りし一声高くトビの舞い

スミ

︵老人クラブ俳句︶

松沢

万人の初場所に湧く琴バウアー

◆平成28年3月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

◆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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