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議会だより合冊号

オオハクチョウは、遠くロシア極東から飛来
し、大沼で越冬します。冬になっても結氷しな
い白鳥台セバット（挟まった場所の意味）は、
渡ってきた冬鳥の格好の休息地となっています。

冬に舞う
優美 な 姿
リニューアル
しました！

七飯町ホームページ

https://www.town.nanae.hokkaido.jp

除雪作業に
ご協力ください
路上駐車は絶対にしないで！
除雪作業で一番の障害となるのが路上駐車です。路上駐車は絶対にしないようご協力をお願いします。なお、公道上に自動車
を放置する行為は、法により禁止されています。

私有地内の雪を道路や河川に捨てないで！
各ご家庭や事業所の敷地、玄関前の雪を公道に出したり、河川へ捨てるのはやめましょう。また、道路への雪出し行為は、道
路法や道路交通法により禁止されています。

玄関先や車庫前の雪よせにご協力を！
現場状況にもよりますが、玄関先の雪をすべて取り除くのではなく、おおむね半分程度を取り除くように作業しています。少
しでも多くの寄せ雪を取り除くようにしていますが、やむをえず寄せ雪が残る場合があります。寄せ雪の取り除きにご理解とご
協力をお願いします。

雪捨場として公園・緑地を開放
近年、地域の雪捨場の確保が難しい状況であるため、七飯町で管理している公園や緑地などを地域住民
用の雪捨て場として町民の皆さまに開放します。雪捨て可能な公園等については、七飯町ホームページに
掲載しています。また、次の点に注意してご利用ください。

町ＨＰ

注 意 事 項
・地域住民用の雪捨て場のため、事業者等の利用はできません。
・隣家や道路などに影響がないよう配慮してください。
・公園の出入り口を塞いだり、遊具などの施設や樹木を傷つけないよう注意
してください。
・家庭用スノーダンプやソリでの搬入に限ります。重機（軽トラック、機
械等）での搬入はできません。
・ルールやマナーを守ってご利用ください。

令和３
（２０２1）
年２月号
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雪捨場のご案内
【利用時間】
９：００～１６：００
【対 象 者】
町民または町内事業者、もしくはその委託を受けた方
【利用条件】
鳴川地区雪捨場のご利用は、原則４ｔ以下のダンプのみを受入れとさせてい
ただきます。
※４ｔを超えるダンプでの搬入は、大沼地区の雪捨場をご利用いただ
くほか、使用許可が必要です。申請様式等は七飯町ホームページ
からダウンロードするか、土木課までお問い合わせください。

町ＨＰ

【注意事項】
・町外からの利用はご遠慮願います。

・搬入時の割り込み等の行為は、事故等トラブルのもととな

・ゴミなどを多く含む雪を持ち込まないでください。

鳴川地区雪捨場（鳴川４丁目222−2）

あかまつ公園

国道 5 号

←大沼方面

大沼地区雪捨場（字大沼町334−1）

函館方面→

線
園駅
鹿部
沼公
↑大 沼公園
駅↓
大
大沼
道道

雪捨場

りますので、絶対にやめてください。

㈲からまつ
ハイヤー

雪捨場

旧大沼小学校

問い合わせ／雪捨場及び除雪に関すること…………………経済部土木課管理係 ☎６５－５７９５
雪捨場の公園・緑地開放に関すること………経済部都市住宅課都市計画係 ☎６５－５７９４

屋根からの落氷雪事故防止などのお願い
毎年、冬になると沿道建物等からの落氷雪による死傷事故が多く発生しています。
皆さんも冬期間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬期間の事故を無くし、
道路の通行を円滑にするため、次のことに注意するようにお願いします。
■屋根の雪、氷、つららが道路に落ちるような建物には、

■気温が高くなりますと歩道に屋根の雪やつららが落ち、

落雪等によって事故が起きないよう、丈夫な雪のすべり

歩行者に危険を及ぼすおそれがありますので、次のこと

止め等をつけるようにしてください。

に注意してください。

■雪のすべり止めを付けても、強さが足りなかったり、針
金等が古くなってさびついていると、こわれて落ちるこ

分注意してください。

ともありますので、雪が多くなる前に必ず点検し、悪い

・小さなお子さんは歩道で遊ばないようにしてください。

ところがあれば早く修繕するようにしてください。

■屋根から大量の雪が落ちたときは、すぐに負傷者がいな

■屋根の雪、氷、つららは、気温の上昇や降雨のあったと
きは特に落ちやすくなっていますので早めに取り除くよ

いかどうか確認し、歩行者等の通行の支障にならないよ
う処理してください。

うにしてください。なお、雪下ろし等をする場合は、歩

■敷地内の雪を道路に出すと、歩行者の通行支障、交通事

行者や付近で遊ぶ子供等に危険のないよう十分に注意し

故及び交通障害が発生する可能性がありますので、出さ

てください。

ないようにしてください。

■ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量でも危
険ですので、付着した雪や氷を取り除くようにしてくだ
さい。
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・屋根の軒下の通行はできるだけ避け、通行するときは十

令和３（２０２1）
年２月号

北海道開発局・北海道・北海道警察・七飯町

令和２年分

所得税の確定申告相談・受付
【開設期間】
■還付申告（所得税を返してもらう申告）
２／

１

月～３／１５月（土日祝日を除く）

■一般申告

２／１６火～３／１５月（土日祝日を除く）

【受付時間】
■午前の部
９ ：００～１１：３０
■午後の部 １３：００～１６：３０
【会
場】
❶役場本庁舎１０１会議室 ❷大中山出張所
❸大沼出張所
［❷、❸は２／１６火から開始］

所得税の確定申告で主に必要なもの
～ 医療費控除を受ける方 ～

❶支払者（給与・年金）等から交付された「源泉徴収票」や

従来の領収書の添付が不要となり、令和２年分申告よ

収支内容のわかる書類
❷社会保険料（国民年金、健康保険、任意継続等）の領収書

り「医療費控除明細書」の添付が必要となりました。
明細書は国税庁の様式によらず、ご自身で作成いただ

またはそれに代わる証明書等
❸保険会社等から交付された生命保険料、地震保険料等の
「控除証明書」

いたもので構いません。
【明細書の記入内容】
令和２年中に支払った領収書を、医療を受けた方、病

❹印鑑（認印可、シャチハタ不可）
❺還付申告の場合は、還付金の振り込み先として本人名義の
口座のある金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわ
かるもの（通帳等）

院・薬局ごとに集計し、健康保険や生命保険で補てん金
があった場合はこれを差し引いて記入してください。
明細書記入に代えて健康保険組合等が発行する「医療
費のお知らせ」を添付することも可能です。ただし、含

❻住宅借入金控除を受ける申告を初めてされる方は、必要な
書類が多数ありますので、お問い合わせください。

まれていないものについては領収書をもとに明細書への
記入が必要です。

❼申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーカードま

※明細書を作成されていない場合は受付できませんので、
明細書は必ず事前に作成のうえご来場いただき、申告

たは通知カード

会場の混雑緩和にご協力ください。

※マイナンバー記載の際は申告者ご本人の本人確認書類の提
示又は写しの添付が必要です。（控除対象配偶者、扶養親

申告の際には、必要なものを
お忘れのないようご確認してください。

族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。）

注意事項
～ 感染予防対策にご協力ください ～

❶２月１６日㈫からの一般申告期間の初めと終わりは、大変
混雑します。混雑緩和のため、できる限り申告される方の

・せき・くしゃみ・発熱等の症状があるなど体調が優れ
ない場合は、ご来場をお控えください。

みご来場ください。
❷収入の無かった方や遺族年金・障害年金など非課税収入の
みの方であっても、次に該当する方は町道民税の申告が必
要です。
・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
・国民年金保険料の免除申請をする方
・各種手続きのため所得証明書・課税証明書が必要な方
❸土地・建物等や株式等の譲渡所得の申告や、青色申告の方
については、役場では受付できませんので、直接函館税務

・３７．５度以上の熱がある方は、当日の受付をお断り
させていただきます。
・お越しいただく際はマスクの着
用などの感染予防にご協力くだ
さい。マスクを着用されない場
合は、当日の受付をお断りさせ
ていただきます。
・ご来場された方には検温を実施
しています。

署で申告してください。
問い合わせ／総務部税務課課税係

☎６５－２５１５

令和３
（２０２1）
年２月号
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健康 ・ 子 育 て

Health・Child care

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 ☎・ＦＡＸ ８３ー６３２１
大中山子育て支援センター ☎・ＦＡＸ ６４ー５５３５

大中山子育て支援センター
■サロン自由開放

ちびっこ広場
●日

時／毎週月曜日

10：00～12：00（第１研修室）
13：00～16：00（第２・３研修室）

●会

場／大沼多目的会館（ポロトポント）

●対

象／０歳から就学前までの乳幼児と保護者
（妊娠されている方も参加できます）

時／毎週月曜日・木曜日

●対

象／０歳から就学前までの乳幼児と保護者
（妊娠されている方も参加できます）

■すくすくルーム（１歳６ヶ月前サロン自由開放）
時／毎週月曜日・木曜日

●対

象／１歳６ヶ月前までの乳幼児と保護者
（妊娠されている方も参加できます）

あ そ ん で ＳＵＮＤＡＹ パ パ
■お父さんのための日曜サロン自由開放

１０：００～１１：３０

●日

時／毎週金曜日

●対

象／０歳から就学前までの乳幼児と保護者

～

１３：３０～１５：００
（妊娠されている方も参加できます）
■わくわくルーム（２歳前サロン自由開放）
●日

時／毎週水曜日

１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

●対

象／２歳前までの乳幼児と保護者
（妊娠されている方も参加できます）

参加者募集！

離乳食教室「ぱくぱく教室」
３／１０水１０：３０～１１：３０
（受付 １０：１０～）

七飯町保健センター
七飯町では、後期食以降の離乳食についての離乳食教室を

３月までの開催を中止とさせていただきます

子育て講座
～

～

参加者募集！

３月までの開催を中止とさせていただきます

～

すべ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。

母と子のハート・リラックスＩＮななえ
「託児体験」してみませんか。
２／１８木１０：００～１２：００
七飯町文化センター

スペース２０１

育児から離れて、
「ホッ」と一息つく時間を過ごしてみません
か。子育て中のお母さん方に「託児」を気軽に利用してもらお

開催しています。今の月齢では、どれくらいの量が必要なの

うと託児体 験「母と子のハート・リ

かな？大きさや硬さはちょうどいいかな？

ラックスＩＮななえ」を開催します。

そんな疑問を解決するため、管理栄養士の講義と離乳食の

【内

容】

見本を用意してお待ちしていま

❶ハーバリウムづくり

す。毎日の離乳食の悩み、相談

❷ラミネートＭＹカレンダーづくり（写真をレイアウトします

してみませんか？
【対

ので、写真や子どもの絵などを数枚持参してください。）
❸かんたんおやつ作り（エプロン、三角巾）

象】

七飯町在住の概ね８か月～

【定

員】１０名

１１か月の乳幼児とその保護者

【参 加 費】３００円（当日お支払いください。）

【定

【申込期限】２月１７日㈬

員】６名程度

【申込期限】３月３日㈬
【そ の 他】保護者だけの参加も可能です
申込・問い合わせ／民生部子育て健康支援課
保健管理係（七飯町保健センター内） ☎６６―２５２２
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１３：３０～１５：００

●日

本町子育て支援センター
■サロン自由開放

１０：００～１１：３０

●日

令和３（２０２1）
年２月号

※定員になり次第締め切ります。
【そ の 他】託児は無料です。飲み物・おやつを持参してください。
申込・問い合わせ／南渡島ファミリー・サポート・センター
☎７７―０７８８

健康・子育て

七飯町保健センター ☎６６－２５１１

Health・Child care

本町６丁目１番５号

―

インフルエンザ予防接種還付手続きのお知らせ

―

委託医療機関以外で接種された場合、還付手続きの申請が必要になります。

３月３１日まで、七飯町保健センター、大中山出張所、大沼出張所で手続きできます。

申請受付は

【接種実施期間】令和２年１０月１日～令和３年１月３１日
【対

象

者】七飯町に住民登録があり、上記期間でインフルエンザ予防接種を実費で受けた方

【還 付 手 続 き】
・手続きに必要なもの

❶接種時の領収書（原本）

接種した方の名前、接種日、接種料金、

❷接種済証

接種医療機関名がわかるもの

❸申請者の身分確認ができるものの写し（運転免許証、マイナンバーカード等）
❹印鑑（申請者）
❺振込先金融機関及び口座番号がわかるものの写し（通帳、キャッシュカード）

―

詳細についてはお問い合わせください

―

【助成期間】３／３１まで

高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用を一部助成

※４／１以降は全額負担となります
ので、ご注意ください

七飯町では、特定の年齢の方を対象に、高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用の一部助成を行っています。定期接種の対
象となる方は毎年異なるため、この機会を逃さないようにしましょう。
ただし、過去に肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスＮＰ）を接種した方は助成対象外です。

令和２年度対象者
対象の方へは、令和２年７月に個別郵
送で予診票を同封した案内を送付してい
ます。（右表参照）
転入された方や、案内に同封していま
した予診票（紫色の用紙）を紛失された
方は、お手数ですがご連絡ください。

６５歳
７０歳
７５歳
８０歳
８５歳
９０歳
９５歳
１００歳

昭和３０年４月２日～昭和３１年４月１日生まれの方
昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日生まれの方
昭和２０年４月２日～昭和２１年４月１日生まれの方
昭和１５年４月２日～昭和１６年４月１日生まれの方
昭和１０年４月２日～昭和１１年４月１日生まれの方
昭和 ５ 年４月２日～昭和 ６ 年４月１日生まれの方
大正１４年４月２日～大正１５年４月１日生まれの方
大正 ９ 年４月２日～大正１０年４月１日生まれの方

風しん抗体検査・予防接種を
無料で受けられます
【対

象

【抗体検査・予防接種までの流れ】
クーポン券が届いたら実施機関に予約

▼

者】

抗体検査を受ける

▼

昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性
※対象の方にはすでに無料クーポン券を送付していますが、無
料クーポン券のない方はお問い合わせください。

▼

【実 施 期 間】

▼

※クーポン券には有効期限があります

【実施医療機関】

抗体あり

予防接種を受ける

用】

抗体検査・予防接種ともに無料

▼

抗体なし

令和元年４月１日から令和４年３月３１日まで
【費

抗体検査の結果が届く

▼

厚生労働省
ＨＰ

全国の協力医療機関で受けることができます。（協力医療機関
は厚生労働省ＨＰ、町ＨＰで確認できます。）
抗体検査については特定健診や勤務する事業所健診にあわせて
実施することも可能です。各実施機関や勤務先にご確認ください。

▼
終 了

※抗体検査時には、無料クーポン券、本人確認が
できるものを持参してください。予防接種時に
は、無料クーポン券、抗体検査結果、本人確認
ができるものを持参してください。

令和３
（２０２1）
年２月号
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健康 ・ 子 育 て

七飯町保健センター ☎６６－２５１１

Health・Child care

本町６丁目１番５号

―

内臓型冷え症に気を付けて

まだまだ寒さの厳しい２月、身体の冷えを実感することも少なくありません。
手足だけでなく、お腹が冷える経験をしたことはありませんか？お腹を触ると
いつもよりひんやり冷たく、
体温が下がっているような感覚は「内臓型冷え症」
の可能性があります。
「内臓型冷え症」は“隠れ”冷え症と呼ばれている程、自覚症状が少なく、

―

内蔵型冷え性に
なりやすいのはどんな人？
冷たい食べ物や飲み物ばかり摂
取していると、胃腸が冷え、消化
不良を引き起こす場合もあります。

気付かないうちに症状が悪化してしまうことがあります。

また、人の身体は筋肉の収縮によ

内臓型冷え症には“お腹を温めること”が効果的！

り熱が生み出され、代謝が上がる

身体の外側から温める
身体を温めるには、単純に厚着をすれば良いというものではありません。厚
着をすると全身に汗をかき、かえって内臓の冷えを悪化させてしまう場合があ
ります。お腹から腰まですっぽりと覆うことが出来る腹巻きや貼るカイロ（低
温やけどに注意）の活用やぬるめのお湯にしっかりつかること、ストレッチや
ウォーキングなどの有酸素運動を取り入れることを心掛けると良いでしょう。
身体の内側から温める
温かい食べ物や飲み物を積極的に食事に摂り入れることで、内臓が温められ
ます。また、胃や腸などの消化器官が温まることで、消化機能が向上されたり、
血液の流れが良くなったりと、内臓型冷え症による身

仕組みです。そのため、日頃運動
する機会が少なく、筋肉が十分に
収縮しないと、血液の巡りが悪く
なり、代謝も落ちて内臓型冷え症
を招いてしまいます。

温活効果のある陽性食材
しょうが、唐辛子、ねぎ、味噌、かぶ、
かぼちゃ、ごぼう、鮭、さば、牛肉

体の不調を改善することが出来ます。身体を温める温

など

活効果のある「陽性食材」を積極的に摂りいれることで、より内臓がポカポカと温まるので、冷え
対策として有効です。
今月のへるしーれしぴは“しょうが”を使ったメニューを紹介します。参考にしてみてください。

栄養士の
へるしーれしぴ

今月は…
身体を温めるための
食事
２１８
kcal

ジンジャーチキン

塩分
１.４g

身体を温めることは免疫力アップにつながります。生姜
を加熱させると生まれるショウガオールという栄養成分に
は、「血行を良くし身体を芯から温める」「殺菌・抗菌作
用」などがあります。ぜひ食事にとり入れてみてください。
【材料】（１人分）

【調味料】

・鶏もも肉………………70g

Aしょう油……大さじ1/2

・玉ねぎ…………………80g

Aみりん………大さじ1/2

（約1/2個）

※生姜とにんにくは、チュー

・生姜……………………20g

ブのもので代用も可能で

・にんにく……………… ８g

す。

【栄養相談随時受付中】
管理栄養士が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。栄養・食事で気になる事がありま
したら、いつでもご連絡ください！
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令和３（２０２1）
年２月号

【作り方】
１

生姜・にんにくをすりおろす。鶏肉は大きめの一口大

に切る。皮めを下にして鍋に並べる。Aの調味料を水
５０㎖と混ぜ、すりおろした生姜・にんにくとともに鍋
に入れる。
２

玉ねぎをイチョウ切りにし、鶏肉の上に重ね蓋をする。

３

中火にかけ、フツフツしてきたら弱火で約２０分煮る。

蓋を外して全体を軽く混ぜ、玉ねぎが柔らかくなってい
ることを確認し、器に盛りつけたら完成。

教育・文化

Education・Culture

２０２１年七飯町成人式は、
新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となりましたが、
新成人とそのご家族にとって一生に一度の記念行事であるため、
１月１０日㈰に記念写真撮影を目的とする会場を設け、
新成人の門出を祝いました。
当日は感染予防対策にご協力いただきながら、
多くの新成人の方々にご利用いただきました。

問い合わせ／七飯町教育委員会生涯教育課社会教育係

川崎フロンターレ 天皇杯優勝！
元日に行われた第１００回全日本サッカー選手権大会決勝
で、川崎フロンターレがガンバ大阪を１対０で下し、同クラ
ブ史上初となる天皇杯優勝を飾りました。
Ｊ１リーグ優勝に続いてのタイトル獲得で、２０２０年

☎６６－２０６８

第９７回東京箱根間往復大学駅伝競走での躍動！
なが た

七飯中学校出身アスリート
「長田

選手」

毎年正月に開催され国民的スポーツイベ
一つ、通称「箱根駅伝」。東海大学に所属
する長田 駿佑選手が第９区を力走し、そ

い、大きなエールを送りましょう。

の雄姿が全国に放映されました。

۬୰ŚƺǒǘƤ}ǑŠŖŜľż

駿佑

ントにもなりつつある日本三大大学駅伝の

シーズン２冠を達成しました。２０２１年も更なる活躍を願



しゅん すけ

長田選手は、１１月１日に開催された大
学駅伝チームの頂点を決める大会「全日本

東海大学
長田 駿佑 選手

大学駅伝大会」で、第６区の区間賞及び区間新記録を樹立し、


ޓ㧴ࠣ₺⠪ ޟᎹፒࡈࡠࡦ࠲ ޔߪ ޠ㧜㧚㧚㧟ᐕ߆

東海大準優勝の立役者となるなど、目覚ましい活躍で今後も

ࠄߎࠇ߹ߢ㧛㧚࿁ᄢᴧߢࠠࡖࡦࡊࠍⴕߞߡ߹ߔࡖࠠ ޕ

る長田選手へ皆さんも一緒にエールを送りましょう！

期待されている選手です。素晴らしい戦いを繰り広げ活躍す

ࡦࡊਛߪ↸ ޔౝߩࠨ࠶ࠞዋᐕ࿅ࠍኻ⽎ߣߒߚࠨ࠶
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教育 ・ 文 化

Education・Culture

令和３年度 七飯町育英基金奨学生募集

※前年度に引き続き貸付を希望する方も
新たに申請が必要です

【申込期間】

【条件等】

３月１日㈪～３月１９日㈮必着

・七飯町に在住している方、もしくはその扶養する方

【申請書類】

・大学院、大学、短大、高等専門学校、高校及び専修学校に

申請書類や制度の詳細なパンフレットは、七

在学又は入学が確実なこと
・学資に乏しいこと

飯町教育委員会及び各出張所に用意していま

・身体健康、学業優秀であること

す。また、ホームページからダウンロードする

・保護者及び連帯保証人は町税等滞納していないこと

ことができます。
なお、コロナ禍等の事情により上記申込期間

・世帯の所得が別に定める所得基準額以下であること

七飯町
教育委員会
ＨＰ

内に申請できない場合は、随時申込受付を行いますので、下

※世帯の人数や構成によって算出方法が異なります。詳細は

記問い合わせ先までご相談ください。

パンフレットをご覧ください。

【貸付額（月額）】
◆ 大学院、大学、短大 ◆

◆高

専◆

◆ 高校及び専修学校 ◆

・公立

２０,０００円以内

・公立

１３,０００円以内

・公立

１２,０００円以内

・私立

２５,０００円以内

・私立

２０,０００円以内

・私立

２０,０００円以内

問い合わせ／七飯町教育委員会学校教育課庶務係

図

書

室

～今月のおすすめの１冊～

本町地域センター図書室
「おにのおはなし」特集

大中山コモン図書室

☎６４－０００６

「癒しの時間」特集

問大中山コモン図書室

☎６５－９７１１

お見積り無料です！ お気軽にご相談ください！

ボイラー 
給湯も

メーカー希望小売価格より

暖房も

ストーブ各種も大特価にて販売中！

㈱ワタナベ電器

大沼町－

☎（０１３８）

OFF‼
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令和３（２０２1）
年２月号

％

※工事費別途／２月末日迄

６７ᵋ２２５０

※ホームページからのお問合せもＯＫです！ ワタナベ電器 大沼

り

本町地域センター図書室より

ミニ展示コーナー

問本町地域センター図書室

よ

☎６６―２０６７

『コんガらガっち
どっちにすすむ？の本』

【作】ユーフラテス
この絵本は、自分の指で道をたどっ
て読み進んでいく本です。道は分か
れたり戻ったり、くねくね曲がったりし
て進んでいきます。頭の中がこんが
らがってしまうかも。でも、自分が選
んだ道で自分だけのお話ができあが
ります。ＮＨＫ教育テレビ『ピタゴラス
イッチ』のスタッフが作った絵本です。

新型コロナウイルス感染症関連

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
七飯町では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた町民の皆さま及び事業者の方へ、生計・経営を維持
するために必要な支援や、感染防止対策の実施、町内への誘客促進対策に取り組んでいます。
詳細については、担当課へお問い合わせください。

町ＨＰ

■町民の方へ
支

援

策

内

容

担

当

課

道 ひとり親世帯臨時特別給付金
○

児童扶養手当受給者を対象に再支給分を含め給付

住民課

【Ｒ２.８月号参照】

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が、療養のた
住民課
め仕事を休んだ場合に支給

【１月号参照】

出産支援給付金

４月２８日以降に出生した新生児へ１０万円の給付

子育て健康支援課
【Ｒ２.８月号参照】

生活福祉資金（緊急小口資金）・総 休業等により収入減少があり、一時的な生計維持のための貸 七飯町社会福祉協議会
【Ｒ２.５月号参照】
合支援資金（生活支援費）特例貸付 付
介護施設等に新たに入所（入居）する方のPCR検査費用を
福祉課
町が負担

介護施設等入所時PCR検査
■事業者の方へ
支

援

策

内

七飯町持続化給付金

容

担

対象となる事業者へ給付

商工観光課

七飯町持続化給付金（農業者向け） 対象となる農業者へ給付

農林水産課

商工業経営安定資金融資保証料補
経営安定資金の融資に係る保証料を補助、利子を補給
助金・利子補給

商工観光課

当

課

【１月号参照】

新しい生活様式対応店舗等改修補 三密の解消や飛沫感染、接触感染防止に係る店舗等の改修、
七飯町商工会
助金
設置備品購入費用を補助
■町税・料金関係
支

援

策

内

容

担

当

課

町税徴収猶予

対象者からの徴収を猶予

税務課

【Ｒ２.６月号参照】

固定資産税減免（令和３年度）

対象者の事業用家屋及び償却資産の固定資産税を減免

税務課

【１月号参照】

住民課（国保・後期）
福祉課（介護）
【Ｒ２.７月号参照】

国民健康保険税・後期高齢者医療
対象者の税・料金を減免
保険料・介護保険料減免
■感染防止対策
支

援

策

内

容

担

当

課

公共施設の空間安全・安心確保

パーテーション等、公共施設における感染予防に係る備品購入

スクールバス等増車運行

送迎や運行時における三密状態防止のため民間バス借上での 学校教育課
分散乗車
情報防災課 【Ｒ２.９月号参照】

町有バス増車運行

総務財政課

■誘客促進対策
支

援

策

内

容

担

団体旅行支援（誘客促進）

旅行会社へ施設等の利用料金を助成し、団体ツアーの催行促進 商工観光課

宿泊促進対策

宿泊者へ３,０００円分の商品券を配布

当

課

商工観光課

ひとり親世帯への臨時特別給付金の申請期限は２月２８日㈰まで！
※当日消印有効

町ＨＰ

対象要件など詳細については、
広報令和２年８・９月号または町ホームページをご覧ください。
申請・問い合わせ／民生部住民課医療児童助成係

☎６５－２５１３

令和３
（２０２1）
年２月号
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お知 ら せ

Infomation

ご寄贈ありがとうございます
寄贈者

寄贈者

全国郵便局長会北海道地方会渡島地区会

ほりのホームパートナーズ株式会社（字仁山）

会長 田中 宏明 様

代表取締役 堀野 辰雄 様

寄贈品

寄贈品

新型コロナウイルス感染症沈静化を願う

おままごとキッチン（玩具）

オリジナルフレーム切手「疫病退散アマビエ」

寄贈先

寄贈先

七飯町

大中山保育所・子育て支援センター

寄贈者
函館法人会女性部

会長 西里 久美子 様

寄贈品
子ども用マスク ４，０００枚

寄贈先
町内小学校及び義務教育学校前期課程
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令和３（２０２1）
年２月号

お知らせ

Infomation

～

高額介護合算療養費のお知らせ

～

後期高齢者
医療制度

高額介護合算療養費支給の対象となる方には、３月中旬以降に
申請のご案内をしますので、届きましたら申請手続きをしてください。

【高額介護合算療養費とは？】
高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った「後期高齢者医療制度」と「介護保険」の自己負担額の合計が限度額を超えたとき
は、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
・後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
・支給額が５００円以下の場合は支給されません。
【自己負担限度額表】

１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月３１日

負担割合
３割

区

現役並み所得者
一

１割

分

住民税非課税世帯

般
区分Ⅱ（※１）
区分Ⅰ（※２）

自己負担額の合計の基準額
【課税所得６９０万円以上】２１２万円
【課税所得３８０万円以上】１４１万円
【課税所得１４５万円以上】 ６７万円
５６万円
３１万円
１９万円

※１ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※２ 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下）、また
は老齢福祉年金を受給している方
問い合わせ／北海道後期高齢者医療広域連合
七飯町役場民生部住民課医療児童助成係

☎０１１－２９９－５６０１
☎６５－２５１３

令和３
（２０２1）
年２月号
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生活支援サポーター養成研修
３月生募集
～生活援助から認知症のことまで
介護の基礎を学んでみませんか～
生活支援を必要とする高齢者が増加する中、町では高齢
者の生活を支える新たな担い手として、「生活支援サポー
ター」を養成するための研修を開催します。
生活支援サポーターは、ホームヘルパー等の資格がなくて
も訪問介護員として仕事に携わることができます。
訪問介護員を希望される方はもちろん、平成３０年度から
スタートした有償ボランティア活動や家族介護に役立てたい
とお考えの方でも受講することができます。
【開催日時】３月７日㈰ ９：００～１６：４０
【研修会場】七飯町文化センター スペース２０１

【主な研修内容】
介護保険制度・介護におけるコミュニケーション技術・認

【受講資格】町内に在住する概ね１６歳以上の方

知症に伴うこころとからだの変化・生活支援技術等

【募集人数】１０名

※本研修は町からの委託により、三幸福祉カレッジ函館校が

【受 講 料】無料

実施します。

【留意事項】

【申込方法】

❶町内の事業所に従事する予定の場合は、町外在住の方でも

２月２６日㈮までに電話でお申込みください。

受講できます。
❷介護福祉士の有資格者・介護職員初任者研修等修了者は受
講できません。
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令和３（２０２1）
年２月号

申込・問い合わせ／民生部福祉課地域包括支援係
☎６６－２４８８

お知らせ

Infomation

冬場に多い

「収れん火災」に注意！

消防協力者に感謝状を贈呈
及川 幸吉 様（町内在住）

「収れん火災」とは、太陽光を収束させることで起きる火

２０２０／１２／１８金

災です。（虫眼鏡の原理と一緒です。）一年間に全国で約
３０件報告されています。冬場は夏と比べ太陽の位置が低く
光が部屋の奥まで入ってくるため、特に注意が必要です。

１１月に町内で発生した住宅火災の際、逃げ遅れ動けなく
なっていた高齢男性を煙が充満している出火建物の中から助
け出し、無事保護されました。

―

収れん火災を防ぐには

―

❶太陽光が差し込むような場所にはレンズの役割になる
鏡や花瓶等を置かない。
❷建物周囲には水の入ったペットボトル等を置かない。
問い合わせ／七飯消防署

予防係

☎６５－２２４４

危険を顧みず燃えている建物に飛び込む勇気ある行動と、
冷静迅速な対応が人命救助に結びついたもので、その功績を
称え、感謝状と記念品が贈呈されました。
消防が火災現場に着いた際に家人がいない
場合、近所の方からの情報やご協力が被害を
最小限に抑える大きな力になることがあります。

人権擁護委員はあなたの町の身近な相談相手

人権困りごと心配ごと相談
相隣間のトラブルや、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。
■相談担当者／七飯町人権擁護委員
■日
時／２月８日（月）１３：００～１５：００
■会
場／七飯町文化センター スペース２０１
●問い合わせ／総務部総務財政課総務係 ☎６５－５７９１（直通）

皆様の声を
行政に届けます

定例行政相談

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、
助言や関係行政機関への通知などを行っています。
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
いますので、お気軽にご相談ください。
■相談担当者／七飯町行政相談委員
■日
時／２月２日（火）、１６日（火）
１０：００～１２：００
■会
場／七飯町文化センター スペース２０３
●問い合わせ／総務部総務財政課総務係
☎６５－５７９１（直通）

■人権擁護委員に金子氏
法務省は、令和３年１月１日付けで、人権擁護委員
に金子佳子氏（再任）を委嘱しました。任期は３年間
です。
相談ごとの秘密は厳守されますので、みなさまお気
軽にご相談ください。

日頃の悩みを
相談してみませんか

定例法律相談

金銭の貸借や相続問題、離婚、近隣トラブル、交通事故等、
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
にご相談ください。
■相談担当者／函館弁護士会所属弁護士
■日
時／２月２２日（月）１３：００～１６：００（予約優先）
■会
場／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

令和３
（２０２1）
年２月号
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家庭内の地震対策
－

事前の備えで身を守ろう

―

峠下・仁山から北斗市にかけて「函館平野西縁断層帯」という活断層が存
在し、町内では最大で震度６強の地震が、３０年のうちに０．０１％の確率で
発生するとされています。
震度５以上の地震になると、家の中で家具が倒れるなどの被害が予想され
ます。家具が倒れないような工夫や、倒れても人にぶつからない処置などの
対策はされていますか。特に寝室の状況を確認してください。人は寝ている
時が一番無防備で、何も対応ができません。家庭内での対策を取るうえで寝
室を最優先に実施してください。
災害対策は多岐に及びますが、まずは家庭内の
身近なこと、できることから安全確保の対策をお
願いします。
詳しくは１月に配布した防災ハザードマップを
是非ご覧ください。

防災ハザードマップ
（町ＨＰ）

問い合わせ／総務部情報防災課防災車両係

以下の３点を守っていただき、

☎６５－５７９７

スプレー缶・カセット式ガスボンベ
ごみの出し方にご注意ください！

「燃やせないごみ」の収集日に出してください。

中の見える袋

①必ず中のガスを使い切ってください。（穴開け不要）

完全に使い切った

②他の燃やせないごみと一緒にしないでください。

スプレー缶・
カセット式ガスボンベ

③中の見える袋に入れてください。（指定袋でなくても構いません）

赤色指定袋
スプレー缶・カセット式ガス

完全に使い切っていないと、収集車や処分場で火災が発生
する可能性があり、大変危険です。

ボンベ、乾電池、ライターを

必ず使い切った状態でごみ出ししてください。

除く燃やせないごみ

問い合わせ／民生部環境生活課廃棄物対策係

ンバー
マイナ
カード

☎６５－２５１６

休日窓口を開設します

２月１４日、３月１４日日
9：00～１５：００
平日の来庁が困難な方など、
この機会にお越しください！

場所：役場１階住民課

←休日窓口でできることや
必要なものは町HP
よく分かる！マイナポイン
ト取得ナビ（総務省HP）→

問い合わせ／民生部住民課総合窓口係 ☎６５－２５１２
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令和３（２０２1）
年２月号
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七飯交番からの
お知らせ

冬道における交通事故の防止
～

ストップ・ザ・交通事故
めざせ安全で安心な北海道

～

余裕を持った運転を
冬道は天候状況や積雪による渋滞が発生するなど、到着するまで
に時間がかかります。目的地までの天気や道路状況を事前に把握し
て、時間に余裕を持って出発しましょう。
悪天候に注意
吹雪や大雪など、悪天候時の運転は、吹きだまりや視界不良による
立ち往生等の危険が伴いますので、不要な外出は控えましょう。やむを
得ず車で外出する時は、事前に道路情報を確認するとともに、防寒具
やスコップ等の準備をしましょう。
スピードダウンと慎重な運転を
冬道ではスリップによる正面衝突の死亡事故が多発しています。
スピードダウンと路面状況にあわせた慎重な運転を心がけましょう。
「急」のつく運転操作は危険
急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキといった「急」のつく
運転操作はスリップにつながり大変危険ですのでやめましょう。
交差点に注意
雪山で見通しが悪い交差点などでは、「車が来ているかもしれな
い」、「歩行者が横断しているかもしれない」と危険を予測して、
徐行と安全確認を徹底しましょう。
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

１２月の七飯町内事件発生状況
・七 飯 交 番 管 内
・七飯南駐在所管内
・峠 下 駐 在 所 管 内
・大 沼 駐 在 所 管 内

部品盗２件、
暴行・傷害１件
かっぱらい１件、
暴行・傷害１件
車上ねらい２件
事件はありませんでした

〈交通事故発生件数〉
１２／１～１２／３１ 累計（前年比）
発
負
死

傷

生

２件

２３件（－１）

者

６名

３４名（＋８）

亡

０名

２名（＋２）

【交通事故死ゼロ日数】１２月３１現在

令和３
（２０２1）
年２月号

１１７日
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各種計画策定に向けて皆さまのご意見を募集します
―

１

みんなのまちの未来のために

２

都市計画関係

―

福祉関係

募集案件
❶七飯町立地適正化計画

❶七飯町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画

❷七飯町都市計画マスタープラン

❷第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画

❸七飯町緑の基本計画
閲 覧 先
各提出先、大中山・大沼出張所、町ホームページにて閲覧できます
提出方法
住所・氏名・ご意見を明記し、次のいずれかの方法で提出してください。
※ご意見を正確に把握するため、お電話による受付はしませんので、ご了承ください。
・経済部都市住宅課窓口
・郵送（当日消印有効）
〒０４１－１１９２ 七飯町本町６丁目１番１号
七飯町経済部都市住宅課都市計画係 宛
・ＦＡＸ（６５－２０５４）
・メール（toshijuutaku@town.nanae.hokkaido.jp）

・民生部福祉課窓口
・郵送（当日消印有効）
〒０４１－１１９２ 七飯町本町６丁目１番１号
七飯町民生部福祉課 宛
・ＦＡＸ（６５－９２８０）
・メール（fukushika@town.nanae.hokkaido.jp）

募集期間
２月１０日㈬～３月１２日㈮（予定）
※各種計画の素案は現在北海道開発局及び北海道庁と協議
中のため、募集期間は予定となっています。協議終了後
から１か月を予定しています。

～２月２６日㈮

問い合わせ
経済部都市住宅課都市計画係

☎６５－５７９４

民生部福祉課介護保険係・障がい福祉係 ☎６５－２５１４

競争入札参加資格審査申請（指名願）
受付を行います
受付期間：２／１月～２６金
競争入札に参加を希望される方は、入札参加資格審査の申請をお

建設工事等

提 出
様 式

北海道モデル
（市町村統一様式）
及び
七飯町独自様式
（町ホームページで
入手可）

申 請
年 度

令和３・４年度

受 付
窓 口

経済部土木課管理係
☎６５－５７９５

願いします。
なお、町税等の完納を確認する際は、使用料及び手数料など町に
対する債務が完納されていることをご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
原則「郵送」による受付とします。
※詳しくは町ホームページをご覧いただくか、各担当課にお問い合

物

品

等

七飯町独自様式
（町ホームページで
入手可）

令和３・４年度
（中間年）

わせください。

総務部総務財政課
財政係
☎６５－２５１１
（内線２２７）

建設工事等入札結果の公表
発注担当課

土木課

入札執行年月日

工事名又は委託業務名

請負業者名

契約金額(税込)

予定価格(税込)

令和２年12月８日 峠下２号線改良舗装工事

相互小松工業特定建設工事共同企業体

33,110,000円

34,925,000円

94.8%

２社

令和３年３月30日

令和２年12月23日 七飯町堆積土砂管理計画策定委託業務

和光技研㈱

4,114,000円

4,378,000円

94.0%

５社

令和３年３月30日

令和２年12月25日 町道舗装補修その５工事
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落札比率 参加業者数 完成又は委託期限

㈲エコテック

2,365,000円

2,497,000円

94.7%

３社

令和３年３月31日

上下水道課 令和２年12月９日 峠下地区配水管布設替工事

東栄興業㈱

1,265,000円

1,320,000円

95.8%

６社

令和３年３月31日

都市住宅課 令和２年12月10日 大川５丁目１３７－５３地先外環境整備工事

水島道路㈱

1,430,000円

1,507,000円

94.9%

５社

令和３年３月30日

令和３（２０２1）
年２月号

お知らせ

Infomation

ご寄贈
ありがとうございます

お 知 ら せ

七飯町福祉灯油等助成事業

募

交通安全指導員

26

■北海道コカ・コーラボトリング
株式会社 様
地域に対する社会貢献活動の一環
として、今年も町内の児童福祉施設
へ炭酸飲料やお茶など、６００本を
ご寄贈いただきました。
ありがとうございました。

ＳＳＩＤ
（ネットワーク名 ）、
パスワードは施設内に掲示
してありますので、アップ
ル温泉をご利用の際はぜひ
ご活用ください。
問七飯町健康センター
アップル温泉
３６０１
☎
民生部福祉課地域福祉係
２５１４
☎

69

65
－

新型コロナウイルス感染症による

02

集

町 民 税 非 課 税世帯かつ条 件を満たす 場
町内の保育園や学校などにおいて、子
合、
冬期の採暖に必要な費用の一部として、 ども達に交通ルールを教え、交通安全運
１世帯につきアップル商品券５，
０００円
動期間中には交差点で街頭指導、町主催
分１回が助 成 されま す 。申 請 期 限は３ 月
行事で交通整理などを行う交通安全指導
日㈬までとなっていますので、対象と
員を募集します。
なる方はお早めに申請してください。
▼募集人数／１名
詳しくは広報令和２年 月号をご覧い
▼募集要件／
ただくか、お問い合わせください。
・次のいずれかの区域に在住の方
問民生部福祉課地域福祉係
（本町、鳴川、桜町、飯田町、緑町、
２５１４
☎
鶴野、藤城、上藤城、峠下、仁山）
・ 歳未満の方で男女は問いません。
・健康で、時間に余裕があり、各種啓
発活動に出動することが可能な方。
・普通自動車免許を有する方。
▼申込方法／市販の履歴書に必要事項を
記入のうえ、民生部住民課交通防犯係
へご提出ください。
▼応募締切／２月 日㈮
アップル温泉でフリーＷｉ Ｆｉが
※提出された履歴書は返却しませんので、
使えるようになりました！
ご了承願います。
問民生部住民課交通防犯係
２５１２
☎
11

－

18

令和３
（２０２1）
年２月号

01
65
－

65
66
－
－

行事開催中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の現状
を踏まえ、参加者の安全面・感染防
止を考慮し、次の行事については開
催の中止を決定しました。
開催を楽しみにしていた皆様には、
大変申し訳ありませんが、何卒ご理
解くださいますようお願いします。
・大沼函館雪と氷の祭典
一般社団法人七飯大沼国際観光
コンベンション協会
・ななえチビッコ雪まつり
ななえチビッコ雪まつり実行委員会
（七飯町商工会内）
・七飯町少年少女フットサル大会
七飯町スポーツセンター
・まつぼっく り 」
・「七飯町認知症カフェ
及び「地域サロン・まつぼっく りの会」
ＮＰＯ 法 人 地 域 介 護 医 療 支 援 機 構
ＮＡＯ み ち く さ
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日 SUN

月 MON

火 TUE

水 WED

木 THU

金 FRI

土 SAT

1

先勝

2

友引

3

先負

4

仏滅

5

大安

6

赤口

7

先勝

8

友引

9

先負

10

仏滅

11

大安

12

先勝

13

友引

14

先負

15

仏滅

16

大安

17

赤口

18

先勝

19

友引

20

先負

21

仏滅

22

大安

23

赤口

24

先勝

25

友引

26

先負

27

仏滅

28

大安

1

赤口

2

先勝

3

友引

4

先負

5

仏滅

6

大安

7

赤口

