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新年、明けましておめ

新年、明けましておめ

でとうございます。

でとうございます。
町民の皆さまには、令和

町民の皆さまには、令

最初のお正月を安寧に迎え

和となって初めての新春

られましたことを心からお

を健やかにお迎えのこと

慶び申し上げます。

と心からお慶び申し上げ
ます。

昨年を振り返りますと

寿都町長 片岡春雄

本町の漁模様は、春の小

昨年を振り返ります

女子漁、秋には鮭漁が好

と、やはり一番記憶に残

寿都町議会議長 小西正尚

調であり、主力魚種であるホッケ漁も復調傾向にある

ることとして、天皇の退位により平成が幕を閉じ、

など、好漁に恵まれた年となりました。

新たな時代・令和がスタートしたことでしょうか。
１０月には即位礼正殿の儀が厳かに執り行われ、国

今後も持続的資源利用に向けた管理や藻場環境の改

民にとって喜ばしいことの多い一年となりました。

善、養殖漁業の安定対策、担い手育成などの積極的な

一方では、豪雨や台風などにより広範囲の地域で

取り組みにより、漁業生産の向上と水産業全体の底上

甚大な被害が発生するなど、日本各地で自然災害に

げを図っていきます。

見舞われた年でもありました。

また、農業においては、通年型ハウスでのバジル水
耕栽培モデル事業の展開により、雇用の創出や交流型

さて、北海道、特に後志においては、高速道路小

農業の可能性も視野に入れながら、新しい形の農業ス

樽余市間が本格運用されたことにより、積丹・南後

タイルの確立に力を入れて参りたいと考えております。

志地域への交流人口が増大し、今後も、経済・産

さて、今年は東京オリンピックの年であり、競技の花

業・観光・医療など幅広い分野で相乗効果が得られ
ると期待されています。

マラソンと競歩が札幌を会場に行われます。大勢の
人々が北海道を訪れ、世界的に有名なニセコエリアに

また、倶知安町では、Ｇ２０観光大臣会合が開催

も来訪が予想されます。南後志エリアの周遊型観光促

されるなど、後志地域全体が世界からも注目される

進のため、島牧村とも協力して観光地域づくり法人

地域となりつつあります。これらの動きを好機とと

（ＤＭＯ）を組織し、地域の食や歴史・文化などの地

らえ、常にアンテナを張りながら情報を得て、近隣

域資源を「おもてなし」として提供することで、交流

町村とタッグを組み、今以上の連携を行うことで、

人口の更なる増加を図り、「稼げる地域づくり」を推

南後志の躍進につながるものと確信しています。
本町においては、昨年町議会議員改選が行われ、

進して参ります。
また、安定的な地域医療の確立と健康づくりを推進

新たなスタートを切ったわけですが、我々町議会と

するとともに、町民皆さまの命と暮らしを守るため、

しましても、町行政と協力しながら、一丸となって

本年完成予定の防災センターを拠点とした訓練や、避

町の発展のため、さまざまな課題に真摯に取り組ん

難所機能の強化などに努めて参ります。

で参ります。

町の発展と飛躍への願いを込め、人口減少に歯止め

本年も、町民の皆さまにとって実りある一年とな

をかけるべく、令和２年度を始期とする「第８次寿都

りますことをお祈り申し上げるとともに、町議会と

町総合振興計画」「第２期まち・ひと・しごと創生総

いたしましても地域の思いを実現できるよう、さま

合戦略」に基づいたメリハリのある施策展開により、

ざまな場面で町民の皆さまからご意見をお聞かせい

賑わいと潤いのある住み良いまちづくりに邁進して参

ただき、新たな気持ちで、まちづくりの施策を講じ

りますので、今年も「みんなでつくろう寿の都」のス

て参りますので、ご支援をよろしくお願い申し上げ

ローガンのもと、町民皆さまのご理解とご協力をお願

ます。

い申し上げます。

本年もよろしくお願い申し上げます
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みんなの診療所 No.147

寿都町立寿都診療所
電話 0136ー62ー2411

災害に備えた診療所の取り組み
寿都診療所では毎年、職員向けに災害研修を実施しています。昨年度までは、
医療事故防止や感染症予防などを主に取り扱う医療安全感染対策委員会の活動の
一つに災害対策が含まれていましたが、今年度からは、災害時対応をより迅速に
進めるため、災害対策チームを新たに設置し活動しています。
今月は、１０月に実施した災害シミュレーション訓練の内容について紹介します。

１０月２９日

災害対策チーム
看護師 渡邊 麻里

災害シミュレーション訓練

震度５弱の地震が発生したという想定で、負傷者の受
入れ態勢を整えるまでの流れを訓練しました。
訓練に先立ち災害対策チームでは、アクションカード
（何を用意して何をしたら良いかを明記したもの）をよ
り簡潔でわかりやすいものに修正したり、電子カルテが
使用できない場合に診療内容を記録する用紙の見直しを
しました。
訓練では、災害対策本部を立ち上げた後、部署ごとに
作成したアクションカードに沿って、各部署の被災状況
を確認後、診療に必要な物品の準備などを行い、短時間
で受け入れ態勢を整えることができました。
訓練後の反省では「アクションカードが簡潔になり、
動きやすくなった」という評価がある一方、「診療所内
の被災状況をどのように整理するとわかりやすいのか」
や「必要物品の選定や物品をどこから調達するのが効率
的なのか」などの課題も挙がりました。
災害はいつ発生するかわかりません。いざという時に
職員一人ひとりが速やかに行動できるよう今後も訓練や
研修を重ねていきます。

災害対策本部を立ち上げている様子

負傷者受け入れ態勢が整い、手順を確認している様子

災害時の診療について
●道路や医薬品メーカーなどの被災状況によって、物流が滞り医薬品が不足する場合があるた
め、最低限の処方のみとなる場合があります。また、インターネットの接続障害により電子
カルテが作動せず、普段どのような薬が処方されているのか確認が困難になる場合がありま
す。受診の際は必ず「お薬手帳」を持参してください。
●自宅などで電気を必要とする治療を行っている方（在宅酸素療法や
嚥下障害のため食材をミキサーにかけて摂取している場合など）は、
事前に停電時の対応（連絡手段や受診の際の持ち物など）について
医療機関と相談をしましょう。
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赤ちゃんから お年寄りまで

寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100
FAX 0136ー62ー2280

みんなが、学びの主人公
小中高キャリア教育
合同発表会を開催しました

おしょろっ子発表会＆
もちつきレクリエーション

１２月１３日、総合文化センター大ホールで各学
校の代表の児童・生徒がさまざまな学習の成果を発
表する「小中高キャリア教育合同発表会」を開催し
ました。
児童・生徒たちは、宿泊研修の訪問先で感じたこ
と、その地域の魅力を寿都町と比較した結果や、職
業体験で学んだ仕事の感想などを発表しました。
発表後にはワークショップを行い、児童・生徒で
グループに分かれ、「これからの寿都町」をテーマ
に議論をしました。議論の中では、「寿都のために
町の魅力を自ら発信し、知名度を上げることで観光
客を増やしていきたい。」など、今後のまちづくり
に対しての提案や意見がありました。

１１月３０日、潮路小学校で「おしょろっ子発表
会」が開催されました。
児童たちは、ベーカリー寿での取材や寿都温泉ゆ
べつのゆの利用者へ行ったアンケートの結果などを
地域の方々に向けて発表しました。
ゆべつのゆのインタビューでは、「温泉から上
がった後も体がポカポカして、肌がツルツルになり
ました。」や「温泉の効能が良く、食堂の料理もと
てもおいしかったです。」などの感想があり、さま
ざまな魅力を知ることができたようです。

発表会終了後には、潮路小学校ＰＴＡと潮路小学
校学校運営協議会の共催で「もちつきレクリエー
ション」が開催され、児童や教員、地域の方々８６
名が参加しました。
臼と杵を使った餅つきに
参加者全員が一丸となって
取り組み、つきあがった餅
は、児童が考えた生クリー
ムや砂糖醤油などのトッピ
ングでいただきました。

さわやか元気広場を開催しました
１２月１５日、総合体育館で運動習慣づくりや世
代間交流を図ることを目的とした運動イベント「さ
わやか元気広場」を開催しました。
子どもから高齢者までが参加し、北翔大学の学生
が準備した７種類の軽スポーツに取り組み、さわや
かな汗を流しました。
寒い時期に入ると外出の機会が少なくなり、運動
不足になりがちです。総合体育館のウォーキング
デッキやトレーニングマシン、各種スポーツ用具
は、団体の利用がないときには自由に使うことがで
きます。運動不足の解消や健康づくりのため、ぜ
ひ、総合体育館へお越しください。

スキー教室を開催します
今年度もスキー教室を開催します。小学生を対象
とした教室は、各学校から児童にチラシが配布され
ています。一般を対象とした教室については折り込
みしたチラシをご覧ください。
多くの方々のご参加をお待ちしております。
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沢村國昭さん 全国町村監査委員協議会表彰 受賞

まちの
出来事＆
お知らせ

沢村國昭さん（六条町）は、議会選出の監査委員として２
期８年の永きにわたり、本町財務行政が適正に執行されてい
るかを厳正に監査することで、町財政の効率的な運営と地方
自治の発展に尽力された功績が認められ、このたびの受賞と
なりました。
受賞おめでとうございます。

山本喜彦さん
北海道社会貢献賞 受賞

小西正之さん
北海道産業貢献賞 受賞

山本喜彦さん（渡島町）は、昭和３８年から平成
１６年までの永きにわたり寿都町職員として職務に
精励され、その後、平成１９年１０月に寿都町議会
議員に初当選、３期１２年にわたり町の発展のた
め、町政全般について精力的に議員活動に取り組ん
でこられました。
このたびの受賞おめでとうございます。

小西正之さん（歌棄町有戸）は、平成２０年から
１０年以上の永きにわたり石狩後志海区漁業調整委
員会委員として、漁業調整にかかる諸問題の検討な
どにおいて公平・中立な立場から的確な意見を述べる
など、水産業の振興と発展に尽力されてきました。
このたびの受賞おめでとうございます。

成人おめでとうございます
竜也
翔太
和也
剛史
拓也
槙吾
博之
詩織
拓夢
澪治
礼乃
航樹
嘉徹
航太
一希
優哉
和樹
洋
琉美
倖果
結菜
弘磨
冨樫 裕貴
長尾 紫苑
林崎 翔汰
原子 空大
平野 由夏
藤澤 悠起
古畑 友美
本間 楓花
三浦 智大
宮本 洋祐
森本千裟紀
山岸 眞紘
山田 大輝
山田
唯
若狭
明

五十音順・敬称略

令和二年一月十二日（日）に
総合文化センターで寿都町成人
式が開催されます。
今年度、成人を迎えられる
方々をご紹介します。

安達
飯田
及川
大山
加藤
金木
川地
北野
木村
木村
小西
齊
齊藤
栄
佐藤
白瀬
杉山
鈴木
鈴木
平
田中
田谷
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まちの
出来事＆
お知らせ

民生委員・児童委員を紹介します

任期満了に伴う民生委員・児童委員の改選が行われ、１４名の方が民生委員・児童委員として、また２名
の方が主任児童委員として、厚生労働大臣から委嘱されました。
主な活動は、地域に住んでいる方々の福祉に関する問題や要望に対する相談活動をはじめ、生活に困っ
ている人や高齢者、障がい者、児童、ひとり親世帯からの相談を受け、その解決のお手伝いをします。
相談の内容によってはすぐに解決できないこともありますが、その場合は専門機関を紹介するなど、解
決に向けてのお手伝いをします。相談者のプライバシーは厳守されますので、お気軽にご相談ください。
不明な点などがございましたら町民課社会福祉係までご連絡ください。
※ 顔写真の下に、氏名、担当地区を掲載しています。

「わたしたちがあなたの地区の民生委員・児童委員です」
「わたしたちがあなたの地区の民生委員・児童委員です」
民生委員
児童委員
大崎 正子さん
（政泊・矢追）

田嶋 政史さん
（渡島）

髙橋 康子さん
（矢追）

本田 清吾さん
（大磯）

村川 千賀さん
敦賀 章さん
金子 光子さん
（開進）
（開進・岩崎・六条）
（樽岸）

金子 雄一さん
（新栄）

熊坂 智子さん
（新栄）

成田 順一さん
押見 孝さん
（湯別）
（歌棄・有戸・種前）

主任児童委員

蛯名 省吾さん 岩谷 雅彦さん 杉本 厚子さん
（美谷）
（鮫取澗・横澗） （島古丹・能津登）

田村 英俊さん
（全町）

岡田 英之さん
（全町）

今回の改選で、これまで民生委員・児童委員を務められた友山大信さん（新栄地区）、主任児童委員の片山
好彦さんの２名が退任されました。
なお、退任された方には、厚生労働大臣、北海道知事、寿都町長、北海道民生委員児童委員連盟会長から感
謝状が贈呈されました。地域の福祉のためにご尽力いただき、ありがとうございました。

【町民課社会福祉係

電話0136-62-2513】

小学生人権ポスターコンテスト 八雲地区大会 各小学校児童入賞
函館地方法務局と函館人権擁護委員連合会では、毎年小学生を対象に人権につ
いて考え、豊かな人権感覚を身に付けることを目的に、人権ポスターコンテスト
を開催しています。
今年は、寿都小学校及び潮路小学校から５名の生徒が入賞し、元山心結さん
（寿都小）と小野健生さん（寿都小）が５年生の部で優秀賞を受賞しました。
なお、コンテストへ出展した作品は、１月６日（月）から１０日（金）までの
期間、総合文化センターで開催される人権ポスター展で展示されますので、ぜひ
お越しください。
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潮路小学校

人権擁護教室が開催されました

まちの
出来事＆
お知らせ

１１月２９日、潮路小学校５年生・６年生を対象に、思いやりの心や
生命の大切さを学ぶとともに、児童一人ひとりが「大切な存在」である
と気付いてもらうことを目的に人権擁護教室が開催されました。
人権擁護委員の金子雄一さんが講師を務められ、「いじめと戦おう」
をテーマにＤＶＤを鑑賞し、授業を行っていただきました。金子さんは
「いじめが起きないよう今回の授業で学んだことを学校生活の中で忘れ
ないでほしい。もし、いじめが起きてしまったときはいじめられている
人を助けてほしい。」と話されていました。

とれたて「風太くん」ニュース

〜Ｖｏl.22〜

新年あけましておめでとうございます。今年も皆さまへ、まちの旬の話題とイベント情報などをお届けして
いきますので、風太くんニュースをどうぞよろしくお願いします。
今月のニュースは「道の駅みなとま～れ寿都」「寿都温泉ゆべつのゆ」からお届けします。

みなとま～れニュース

寒い冬にあったかメニューはいかがですか？

昨年は、旅行雑誌・じゃらんの読者が選ぶ「道内道の駅満
足度ランキング２０１９」において全道１２２駅中１２位に
選ばれるなど、多くの皆さまにご愛顧いただきました。これ
からも皆さまに愛される施設となるよう、旬の食材を活かし
たランチレストランや、食卓とお土産の両方に喜んでいただ
ける特産品の販売、快適なドライブを支える休憩スポットと
して発展していくため、より一層の努力をしていきます。
さて、寒さの厳しい日が続いていますが体調などは崩され
ていないでしょうか。今年もみなとま～れ寿都では、脂が
のった寿都の魚介類をふんだんに使用した温かいメニューを
提供しています。
「タラの生姜あんかけラーメン（８００円）」は、生姜の効い
た熱々のあんかけスープに寿都産のふっくらとしたタラを
トッピングし、スープの上にかけている特製オイルにも生姜
を使用しているため、体がポカポカになります。「タラの鉄鍋
あんかけごはん（８５０円）」は、熱々の鉄鍋で調理すること
で時間が経っても冷めず、おこげもおいしい一品です。
そのほかに、昨年皆さまから好評をいただいた「鍋焼きうど
ん（９００円）」も提供していますので、みなとま～れ寿都へ
ぜひお越しください。

タラの生姜
あんかけラーメン

タラの鉄鍋
あんかけごはん

新春恒例企画
「きらきら夢セール抽選会」
大磯商店街主催の「きらきら夢セール抽
選会」が、下記の日程で開催されます。大
磯商店街でお買物をした際に発行された
抽選券をお持ちの方は、ぜひ、みなとま～
れ寿都にご来場ください。
○日

時 令和２年１月５日（日）１２：００～
（１４：３０受付終了）

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
（一般社団法人寿都観光物産協会）
●
●

住 所 ： 寿都町字大磯町２９−１
電 話 ：０１３６−６２−２５５０

ゆべつのゆニュース

開館時間：
【10月〜3月】
９：００〜１7：００
休 館 日：
【10月〜3月】毎月第１･３月曜日

Ｅ−Ｍａｉ
ｌ： eki@suttufan.com
H P ： http://suttufan.com/

●

●

●

●

新春特別企画 ～お子様無料入浴月間～

日頃より寿都温泉ゆべつのゆをご利用いただきありがとうございます。
ゆべつのゆでは、１月１日（水）から３１日（金）までの期間、高校生以下の方を対象に新春特別企画
「お子様無料入浴月間」を実施しています。この機会にぜひ、心身ともに温まるゆべつのゆへご家族でお
越しください。
寿都温泉ゆべつのゆ
●
●

住 所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２
電 話 ：０１３６−６４−５２１１

開館時間：
【１２月〜３月】
１０：３０〜２１：３０
休 館 日 ： 毎月第１月曜日

●

H

●

P ： http://yubetsunoyu.com/

●

7
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令和２（２０20）年１月号

広報すっつ

新成人の皆さんへ
２０歳になったら国民年金

戸籍の窓口
戸籍の窓口
人 口 2,943人（＋ 9 ）世帯数 1,681世帯（＋10）
男 1,434人（－ 5 ） 女 1,509人 （＋14）

国民年金は、老後やいざというときの生活を、現
役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組
みです。
具体的には老後の老齢年金のほか、病気やケガで
障害が残ったときの障害年金、家族の働き手が亡く
なったときに年金を受け取ることができる遺族年金
があります。万が一のときに後悔しないためにも、
国民年金の加入の手続きをし、日頃からきちんと保
険料を納めましょう。
また、収入が少なく、納付が困難な方は、保険料
が免除される制度や、学生・生徒の方は、在学中の
保険料が猶予される学生納付特例制度がありますの
で、ご相談ください。

（令和元年 1 1 月末現在住民基本台帳）

～ごめいふくを お祈りします～
矢 追 町 一色キクヱさん（11/27）90歳
新 栄 町 小林
豊さん（11/28）85歳
矢 追 町 髙橋 ミヱさん（12/15）94歳
磯谷町能津登 福井 和子さん（12/16）90歳

●消防団員の異動●
●退職（令和元年11月30日付け）
団本部 副団長 寺門 義博

【町民課住民係

電話0136-62-2523】

寿都町の応援大使をご紹介します！
北海道日本ハムファイターズ「１７９市町村応援大使」２０２０において、寿都町の応援大使に就任
した大田泰示選手と宇佐見真吾選手のプロフィールをご紹介します。お二人には、１年間寿都町の応援
大使として、本町のＰＲ活動や地域おこしにご協力いただきます。
１２月１７日、球団職員が片岡春雄町長を表敬訪問され、応援大使お二人のサイン入りユニフォーム
と等身大パネルが贈呈されました。いただいたサイン入りユニフォームと等身大パネルは道の駅みなと
ま～れ寿都に展示していますので、ぜひご覧ください。

ⒸH.N.F

大田 泰示
名前
宇佐見 真吾
５
３０
背番号
外野手
捕手
ポジション
広島県
千葉県
出身地
１９９０年６月９日 生年月日 １９９３年６月４日
２９歳
２６歳
年齢
１８８㎝/９５㎏
１８１㎝/９０㎏
身長/体重
右投げ/右打ち
右投げ/左打ち
投打

妙子

典子

ふる里文芸

昭風

歌

露天風呂静かに揺れる湯気のヴェール
半回転し月に向かいて 志田

初舞台二歳の孫の発表会
リズムにのって踊る姿よ

中村

セツ

短

一湾に小春日和と凪ており
水平線に船影浮きぬ

亀谷

石橋

思いしは人生百年望まぬも
夢は大きく平均目指して

典子

︵老人クラブ短歌︶

石橋

典子

オルガンの妙なる調べクリスマス
心洗われみことばを聞く

石橋

妙子

スミ

秋深むゲートボール小屋錠かける

志田

昭風

松沢

法要後写真の前で板かるた

中村

セツ

枝先の色をとどめし残り葉を
木枯し追うて落ちて漂ふ

山際に一湾望むスキー場

亀谷

紀子

天間ときこ

物忘れ老いか囁く年の暮れ

遠藤

典子

七十路に成りて良き友出会い来て
往く人生の始まりあるや

ポインセチア抱いて笑顔の車椅子

石橋

スミ

句

せめてもと赤い長靴老の冬

松沢

俳

極月や長の肩の荷おりてなほ

天間ときこ

︵老人クラブ俳句︶

門松に秘める思いを託すなり

◆令和２年 1 月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

ⒸH.N.F

◆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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