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新型コロナワクチン
接種に関する情報

七飯町も速やかな接種が可能となるよう準備を進めていますが、
最新情報は、町ホームページにて随時更新し、お知らせします。
【接種対象・受ける際の接種順位】
国は全国民分のワクチン確保を目指していますが、ワクチ
ンは、徐々に供給が行われるため、国の示す順位により接種

【接種回数】２回接種（予定）
【接種費用】無料
【接種が受けられる場所】
原則として、住民票所在地の医療機関や接種会場で接種す

する予定です。

ることとなります。

①医療従事者等
②高齢者（令和３年度中に６５歳に達する、昭和３２年４月
１日以前に生まれた方）
※４月以降の接種と思われ、３月下旬に
「接種券」等を送付する予定です。
③高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事さ

なお、次のような場合は、住民票所在地以外でワクチン接
種を受けられる予定です。具体的な手続きは追ってご案内し
ます。
・入院や施設入所中の方
・基礎疾患で治療中の方
・お住まいが住民票所在地と異なる方

れている方

※医療従事者等の接種については、勤務先からお知らせする

④それ以外の方
※なお、妊婦の優先や、子どもの接種については、安全性や
有効性の確認等により、国の方針と合わせて検討します。

【接種を受ける際の手続き】
①七飯町より「接種券」と「新型コロナ
ワクチンのお知らせ」が届きます。
↓
②「お知らせ」に記載されたコールセン
ターに接種を受ける医療機関や接種会
場を予約してください。
↓
③郵送された「接種券」と「本人確認書
類（運転免許証、健康保険証、マイナン
バーカードなど）」を持参し、ワクチン
を接種してください。

予定です。
詳しくは広報４月号で改めてお知らせします。
また、国の通知等による最新情報は町ホーム
ページで随時更新しますのでご確認ください。

町ＨＰ

ワクチン接種をかたる
不審電話にご注意ください！
市町村等が、金銭や個人情報を電
話で求めることはありません。
新型コロナワクチン接種のために、
金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話
に関する相談が寄せられていますのでご注意ください。
問い合わせ／民生部子育て健康支援課保健予防係
☎６６－２５２２

令和３
（２０２1）
年３月号
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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
■町民の方へ
支

内 容
担 当 課
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
【１月号参照】
国民健康保険傷病手当金
住民課
め仕事を休んだ場合に支給
子育て健康支援課
出産支援給付金
令和２年４月２８日以降に出生した新生児へ１０万円の給付
【Ｒ２.８月号参照】
生活福祉資金（緊急小口資金）・総合 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】
支援資金（生活支援費）特例貸付
付
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検査費用を町が負担 福祉課
■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助
経営安定資金の融資に係る保証料を補助、利子を補給
商工観光課
金・利子補給
障がい者・高齢者入所施設等職員Ｐ
施設職員のＰＣＲ検査費用を町が負担
福祉課
ＣＲ検査
社会福祉施設等職員任意検査費用助成 職員が受検する新型コロナウイルスの検査費用を助成
福祉課
■町税・料金関係
支 援 策
内 容
担 当 課
【Ｒ２.６月号参照】
町税徴収猶予
対象者からの徴収を猶予
税務課
【１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
住民課（国保・後期）
国民健康保険税・後期高齢者医療保
対象者の税・料金を減免
福祉課（介護）
険料・介護保険料減免
【Ｒ２.７月号参照】
■感染防止対策
対
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 総務財政課
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
町有バス増車運行
情報防災課 【Ｒ２.９月号参照】
■誘客促進対策
対
策
内 容
担 当 課
宿泊促進対策
宿泊者へ３,０００円分の商品券を配布
商工観光課
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援

策

令和３（２０２1）
年３月号

・コンビニで住民票などの証明書を取得
・３月から健康保険証として利用開始
・個人番号を証明する書類として
・身分証明書として

～ マイナンバーカードをお持ちでない方へ ～
令和３年３月末までに地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）
からＱＲコード付きの交付申請書が再送付されます。
１．ＱＲコードを使って、スマートフォンなどで申請できます
２．同封されている返信用封筒で、郵送申請もできます（顔写真が必要です）
ただし、次の方は別の機会に交付申請書を送付している（または送付予定）ため、送付対象となっていませんのでご注意ください。

７５歳以上の方

在留期間の定めのある外国人住民の方

令和３年度中に、郵送用の交付申請書を送付します。

令和２年１月１日以降に
出生または国外から転入された方

地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請な
どについてお知らせをしています。

マイナンバーカード交付申請書 在中

出生時または転入時に個人番号通知書と一緒に交付申請書
を送付しています。

転送不要

【再送付についての問い合わせ】
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０－９５－０１７８
［平日］9：30～20：00 ［土日祝］9：30～17：30

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
この機会にぜひ申請してください。マイナンバーカードの交付手数料は無料です。

お早めに！マイナポイントについて
令和３年３月までにマイナンバーカードを申請して、マイナポイントの申込みをした方は、令和３年９月までのチャージまた
は買い物で最大５,０００円相当のマイナポイントがもらえます。

■スマートフォンからの
申込みはコチラから
よく分かる！
マイナポイント
取得ナビ

■窓口での申込み
【窓 口】
役場１階住民課・大中山出張所・大沼出張所
【必要なもの】
・マイナンバーカード
・カード受け取りの際に設定した数字４桁のパスワード
・対象のキャッシュレス決裁サービスに関する情報

マイナンバーカード交付申請支援

令和３年３月から、大中山出張所・大沼出張所でもマイナン
バーカードを受け取ることができるようになりました。受け取
りを希望する場合は住民課総合窓口係までご連絡ください。
※出張所でのマイナンバーカードの受け取りは、予約制です。
カードを用意するため、予約の無い方は受け取ることがで
きませんのでご注意ください。

申請や受け取りに！休日窓口をご利用ください

日時：３／１４日・４／１１日 9：00～15：00
場所：役場１階住民課のみ
問い合わせ／民生部住民課総合窓口係

マイナンバー
ＰＲキャラクター
マイナちゃん

写真撮影（無料）など交付申請をお手伝いします！
【窓 口】
役場１階住民課・大中山出張所・大沼出張所
【必要なもの】
・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）
※申請書をお持ちの方はご持参ください。

出張所でもマイナンバーカードが受け取れます

☎６５－２５１２

令和３
（２０２1）
年３月号
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［福祉灯油の申請期限］

【申請場所】役場１階福祉課・大中山出張所・大沼出張所

３／ 31 水まで！

【受付時間】８：３０～１７：１５

低所得世帯等に対する冬期の採暖に必要な費用の一部を支

申請期間は３月３１日まで（土日は除く。）となっており

援するため、１世帯につき、５，０００円分のアップル商品

ますので、下記対象世帯に該当する方は役場又は出張所にて

券を助成しています。

申請してください。

【助成対象世帯】
令和２年１１月１日現在で七飯町の住民基本台帳に登載され、世帯全員の令和２年度の市区町村民税が非課税である世帯のう
ち、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
市区町村民税が非課税の高齢者世帯

満６５歳以上のみの世帯

※単身世帯を含みます。

・身体障害者手帳１級又は２級を有する者が属する世帯
市区町村民税が非課税の障がい者（児）世帯

・精神障害者保健福祉手帳１級を有する者が属する世帯
・療育手帳Ａ判定を有する者が属する世帯

市区町村民税が非課税のひとり親世帯

ひとり親家庭等医療費受給者証を交付されている世帯

※１ 住民票において世帯分離をしていても、同一居住で生計を一にしている親族がいる場合は、同一世帯とみなします。
※２ 次の場合は対象となりません。
・高齢者、障がい者（児）などが病院や福祉施設等に入所、入院している
・生活保護を受給している ・町税等に滞納がある
【申請方法】申請の際は、次のものをご持参ください。
・印鑑 ・障がい者（児）世帯の方は、障害者手帳もしくは療育手帳
・令和２年１月２日以降に七飯町に転入された方は、前住所地の市区町村民税非課税証明書等
問い合わせ／民生部福祉課地域福祉係

☎６５－２５１４

軽自動車税【種別割】は、４月１日現在で車両を所有して
いる方へ１年分課税されます。

お済みですか？

軽自動車・バイクの
変更・移転手続き

所有者の住所・名義が変わった場合、所有者の死亡または
車両の盗難による紛失等が発生した場合は、変更及び移転手
続きが必要となりますので、該当となる方は手続きを行って
ください。

車種区分

申請手続場所

・原動機付自転車
（125cc以下）
・小型特殊自動車
（トラクター等）

総務部税務課課税係
役場１階⑤番窓口
☎65－2515

・軽自動車（軽四輪）
・軽二輪
（１２６ｃｃ～
２５０ｃｃ以下）

函館地区 軽自動車協会
函館市西桔梗町830番地11
☎050－3816－1764（軽四輪）
☎48－2300
（軽二輪）

・二輪の小型自動車
（２５１ｃｃ以上）

北海道運輸局 函館運輸支局
函館市西桔梗町555番地24
☎050－5540－2002

必要なもの
登

録

・所有者の印鑑
・販売証明書等

廃

車

・ナンバープレート
・所有者の印鑑
・標識交付証明書

譲

渡

・新、旧所有者の印鑑
・ナンバープレート
（変更する場合のみ）
・標識交付証明書

手続きの種類により必要なものが異なる
場合がありますので、届出先の機関へお問
い合わせください。

盗難に遭った場合
警察へ盗難の届出を行い、その後、役場にて軽自動車等使用不能届出書の提出を行ってください。（警察へ盗難届を提出
しただけでは、課税取消にはなりませんのでご注意願います。）
ナンバープレートを破損・紛失した場合
各申請手続場所にて、現在のナンバーを返納・抹消し、新しいナンバーの交付申請を行ってください。
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令和３（２０２1）
年３月号

今月の「いきいき健康」と「栄養士のへるしーれしぴ」
は、紙面の都合上お休みとさせていただきます。

七飯町保健センター ☎６６－２５１１
本町６丁目１番５号

健康・子育て

Health・Child care

～ ３月は自殺対策強化月間です ～
例年３月は、国内において月別自殺者数の最も多い月となっており、
「自殺対策強化月間」としています。
家族や仲間の様子がいつもと違うと感じることはありませんか。気

あなたの声を
待っている

になったら声をかけ、本人の気持ちを尊重しながら耳を傾け、悩んで
いる人の孤立を防ぎましょう。
また、相談を受けた人は一人で抱え込まず、専門家への相談を促す
とともに、家族や友人、上司等と協力して焦らず見守りましょう。
【心の悩み相談窓口】
相談窓口

電話番号

こころの健康相談
（北海道精神保健
福祉センター）

☎0570-064-556

北海道いのちの電話

☎011-231-4343

渡島保健所健康支援係

☎47-9548

自殺予防パネル展

受付時間
［平
日］ ９ ：００～２１：００
［土日祝日］１０：００～１６：００
※１２／２９～１／３除く
３６５日・２４時間
専門医による心の健康相談
［月１回・平日］８：４５～１７：３０

ＳＮＳ相談事業

渡島保健所ではパネル展を開催し、自
殺に関する正しい知識や、自殺の危険を
示すサイン、危険に気づいた時の対応方
法等をご紹介します。
【日時】３月１日月～５日金
【会場】渡島合同庁舎１階道民ホール
問渡島保健所健康推進課健康支援係
☎４７－９５４８

移動献血車のお知らせ
実施日

３月８日㈪

時

間

９：００～１１：００

１２：３０～１５：００

１５：３０～１７：００

会

場

七飯消防本部

スーパーアークス七飯店

(株)天狗堂宝船

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
ちびっこ広場
10：00～12：00（第１研修室）

●日

時／毎週月曜日

●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

13：00～16：00（第２・３研修室）

（妊娠されている方も参加できます）

本町子育て支援センター
■サロン自由開放
●日

時／毎週金曜日

１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

●対

■わくわくルーム（２歳前サロン自由開放）
時／毎週水曜日

１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

●対

あ そ ん で ＳＵＮＤＡＹ パ パ
■お父さんのための日曜サロン自由開放
～ ３月までの開催を中止とさせていただきます

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）

～

令和２年度「あそんでＳＵＮＤＡＹパパ」をご利用された方へ、サ
ンパパカレンダーを受け渡し中です。詳しくは各子育て支援センター
へお問い合わせください。

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）

●日

■サロン自由開放
●日 時／毎週月曜日・木曜日 １０：００～１１：３０
●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）
●日 時／毎週月曜日・木曜日 １３：３０～１５：００
●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）

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。

令和３
（２０２1）
年３月号
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教育 ・ 文 化

Education・Culture

姉妹都市コンコード町へ思いを届ける

「バレンタイン・スノーキャンドル」
が開催されました

２月１２日㈮、コンコードストリートにおいて雪で作るスノーキャン
ドルを灯し、その様子と参加者からのメッセージを動画にしてコンコー
ド町へ贈る姉妹都市交流プロジェクト「バレンタイン・スノーキャンド
ル」が開催されました。
一般参加者、七飯高等学校の生徒約４０名に加え、様々な交流事業が
中止となった大沼国際交流協会と函館市にある北海道国際交流センター
にもご協力をいただきました。また、コンコード町から来訪する高校生
らの着物体験にご協力いただいている「七飯の街並みに着物姿をふやす
会」の会員の方々にも着物姿で参加していただき、同会に振袖の着付け
をしていただいた高校生らとともに花を添えてくださいました。
是非ご覧
ください！

コンコード町とのさらなる友好と、交流が再開できる日が一日も早く来

コンコード町から
メッセージが届きました！

ることを願ってスノーキャンドル１００個を点灯しました。
問い合わせ／総務部政策推進課交流推進係 ☎６５－５７９２

【URL】https://vimeo.com/511696044

３／１３土 １０：００～１２：００

子ども読書推進講座

「みんなで読書を楽しもう！」

【会場】七飯町文化センター スペース２０１

子ども読書推進講座「みんなで読書を楽しもう！」を開催

新型コロナウイルス感染予防対策

します。講師は、“読みきかせサークル ぴょ～ん”のみな

・マスク着用をお願いします。
・会場入口に消毒液を配置しています。
・受付時、検温を実施します。（検温の結果、３７．
５℃以
上の発熱や風邪症状が見られるお客様及び検温にご協力
いただけない場合は入場をご遠慮いただきます。）
・新型コロナウイルス感染状況によりイベントの中止も想
定されます。

さんです。紙芝居や大きな絵本の読み聞かせを行います。
【内

容】紙芝居や絵本の読み聞かせ

【対

象】小学生までの子ども１０名 ※保護者同伴

【参 加 料】無料
【申込期間】３月１日㈪～８日㈪
※お電話にて申し込みください。

申込・問い合わせ／七飯町教育委員会生涯教育課文化振興係

図

書

問本町地域センター図書室

大中山コモン図書室
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令和３（２０２1）
年３月号

り
～今月のおすすめの１冊～

『ヒポクラテスの試練』

」特集

☎６４－０００６

「春よ、来い。」特集

問大中山コモン図書室

よ

本町地域センター図書室より

ミニ展示コーナー
本町地域センター図書室
「 さくらの日＆ひなまつり

室

☎６６－２０６８

☎６５－９７１１

【作】中山

七里

法医学ミステリー「ヒポクラテス」シ
リーズの第３弾です。偏屈だけど腕は超
一流の光崎東次郎教授が、不審な死を
とげた前都議会議員の司法解剖から導
き出した死因は、ある「感染症」。事件
の謎を解き、パンデミックを回避するた
め、キャシーと真琴はアメリカへ。
「社会
の毒」が暴かれてゆきます。

教育・文化

Education・Culture

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
誰でも参加できる楽しい教室です！初めての方や３０年ぶ
りですという方々も多く、年齢は幅広く３０代から８０代ま
で、女性も多く参加しています。仲間や友人同士・夫婦で参
加してみませんか？美容や健康、生活習慣病の予防にもボウ
リングは大人気のスポーツです。
【開 催 日】全６週・４コース
各コース初回：４／６㈫、４／７㈬、４／８㈭、４／９㈮
［午前の部］１０：３０～ ［午後の部］１４：００～
【開催場所】ラウンドワンスタジアム函館店
【対

象】どなたでも参加できます

【定

員】各コース２０名

【参 加 費】２，０００円（全６週分のゲーム代、靴代、
教材費、損害保険料込み）
【主

催】公益社団法人日本ボウリング場協会

【後

援】

七飯町・函館市・北斗市各教育委員会、渡島教育局
申込・問い合わせ／ラウンドワンスタジアム函館店内
健康ボウリング教室担当 安藤・髙
☎０７０－１２６６－８０６４

令和３年度

ななえスポーツクラブぷらっと事業

『ふまねっと教室』参加者募集！！

『ふまねっと』とは、床に敷いた大きなマス目を踏まない
ようにゆっくり歩く運動です。歩行機能と認知機能の改善に
効果があります。
【日 時】
［大中山コモン］
令和３年４月～令和４年３月
毎月第１・３月曜日 １３：３０～１５：００
［大沼多目的会館］
令和３年４月～令和３年１１月
毎月第１・３金曜日 １３：３０～１５：００
※祝日等により開催週が変更となる場合があります。
【対 象】６０歳以上（男女）
【定 員】各会場１０名程度
【会 費】５００円／月
【申込先】七飯町スポーツセンター（電話受付可）
※申込用紙は大中山コモン、大中山・大沼出張所にも設置し
ています
【締 切】３月１８日㈭まで
【その他】
新型コロナウイルス感染症対策を行い、教室を実施します。
また、感染状況により開催を延期または中止とする場合があ
ります。
問い合わせ／七飯町スポーツセンター

☎６５－４１１６

パークゴルフ シーズン券
令和３年度 本町・大中山コース 受付開始
令和３年度 パークゴルフシーズン券を下記の通り申込み受付を開始します。
場 所
受付期間
時 間
オープン予定日
３ 月 ８ 日（月）～ ３ 月 ９ 日（火）
１０時～１５時迄
４ 月 １ 日（木） ９時～
【大中山パーク場】
３ 月１０日（水）～ ３ 月１１日（木）
１０時～１５時迄
４ 月 ３ 日（土） ９時～
【本 町パーク場】
※受付期間に申込みが出来ない場合は、オープン後に受付をします。

申込み方法
●今年度からは申込書と併せて身分証明書（住所が証明できるもの）を持参してください。
●シーズン券金額
・大中山コースまたは本町コース…６，８２０円
・共通券…９，４４０円
●引換は４月オープンと同時に開始。料金と引き換えにてお渡しします。

【問い合わせ】

グリーンＰ・Ｇサービス㈱ 担当 大森 携帯０９０－２０５３－７０７８
キ リ ト リ

令和３年度

氏

パークゴルフ シーズン券 申込書

名

住
所
電話番号

（男 ・ 女）
七飯町

※ 申込書が不足の場合コピーして頂くか、受付窓口でお申し付けください。

令和３年

月

日

※住所が確認できる物を持参してください。

１

大中山コース

２

本 町コース

３

共

通 （大中山・本町）

受け取り場所に○をしてください。

令和３
（２０２1）
年３月号
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お知 ら せ

Infomation

七飯町では、七飯・大中山の２地区でそれぞれ老人大学を開設
しており、教養・実技・行事など年間３０日程度の学習を行って

七飯町老人大学のご紹介
【対

います。楽しい友、仲間を作りながら、あなたの社会経験・人生
経験を活かす方法を学ぶことができます！

象】

募集時期に満６０歳以上で受講意欲のある町民
※入学手続き、年間プログラム等につきましては広報４月号
へ折込予定の募集チラシをご覧ください。
【主な学習活動】
七飯の歴史講座・自然災害講座・交通安全講座・健康体
操・ふまねっと・研修旅行など
【サークル活動】
カラオケ・パソコン・ダンス・書道・俳句など（２地区で
サークル活動内容が異なる場合があります。）
※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで講座を開催
していきますのでご協力をお願いします。また、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大状況によって、一部講座内容が変
更になる場合も想定されますのでご承知おきください。
【令和２年度 新年の集い（七飯）の様子】
問い合わせ／七飯町教育委員会生涯教育課社会教育係
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令和３（２０２1）
年３月号

☎６６－２０６８

東日本大震災から

２０１１年３月

日

時

分、太平

隊の編成も決まりましたが、青森県へ

渡る船の手配ができず、ようやく津軽

日午前、青森駐屯地、岩

日午後のことでした。

宮古市内の海岸沿いは大津波にやら

入ったのは、

手駐屯地を経て、岩手県宮古市田老に

発したのは

洋宮城県沖の海底を震源に、日本周辺

地震発生後は、巨大な津波が東日本
の太平洋側沿岸の各地（函館市にも津
波が到達）を襲い、甚大な被害をもた

ない自然災害の恐ろしさを感じたと思

で見て、人間の力では抗うことのでき

ゆるものを飲み込んでいく様子を映像

る黒い大津波が、建物や車など、あら

当時、町民の皆さんも、テレビに映

んでいないため派遣部隊独自で現地の

から情報を得ましたが、状況把握が進

うやく到着しました。疲弊した市職員

礫の山を徒歩で数百メートル進み、よ

事務所（上部写真右上の建物）へは瓦

を確保したばかり、調整先の田老総合

れて瓦礫の山、道路はようやく１車線

います。また、家族・親戚・友人等と

箇所約

在は七飯町総務部情報防災課で勤務し

災害派遣で現地の救援活動を経験、現

に集積されていましたが、仕分けや配

また、救援物資も宮古市内の体育館

握すること、把握した被災者要望を市

大切だったのは、被災者の要望を把

届けました。

握し、給食の配送と一緒に各避難所に

所を巡回して必要としている物資を把

いていない状況でした。そこで各避難

送する人員を確保できず、被災者に届

～
日、地震発生直後、

役所や関係機関と情報共有し、役割分

当時の避難所は、人が溢れかえり仕

当時陸上自衛隊函館駐屯地でニュース
を感じ、すぐさま災害派遣の準備に取

切りも無い雑魚寝状態でしたが、時間

担して速やかに実行すること。
り掛かりました。数時間後には派遣部

の映像を見ていた私達は、事の重大さ

２０１１年３月

～ 岩手県宮古市

災 害 派 遣 体 験 記

聞きしました。

ている菅井和典防災・危機対策官にお

早速給食を届ける任務を開始しました。

７００名の避難者を把握し、翌日から

所以外にも避難者がおり、

避難状況を調査した結果、指定避難
この度地震発生後の現地の様子を、

ことでしょう。

連絡が取れず、不安を抱えた方もいた

らしました。

13

15

生しました。

海峡フェリーの協力を得て函館港を出

46

における観測史上最大の巨大地震が発

14

当時陸上自衛隊函館駐屯地に所属し、

10

10

令和３
（２０２1）
年３月号

11
11

１０年を迎えて

３．
１
１

の経過とともに被災者自らが工夫・改
善し、自助・共助が機能していた様子
が見え、避難所運営を支えていたのは、
地域の自治会組織や消防団員の皆さん、

宮城県利府町からの寄稿
鈴木

健二

利府町生活安全課防災安全班
主幹

現在の職務は防災安全班で消防・防
災を担当しております。
震災当時は税務課で固定資産税を担
当しており、発災後は罹災調査を主に
担当しておりました。
罹災調査は職員全員が初めての業務
であり、手探りながらも町民の目線に
立った調査に努めることを目標に、他
自治体からの協力もいただきながら実

う、職員一丸となって防災・減災に取

り組んでいきたいと考えております。

一刻もはやくコロナが終息し、平和

な日本に戻れることを切に願います。

ます。

年を経て、ご

年前の大災害を思い出し、改

備えが必要だとお考えになったと思い

あの時、自分たちの家でも災害への

家庭での備えはできているでしょうか。

今、あの大震災から

震災の被害を受けた町内小学校
写真提供：利府町生活安全課

そして故郷を思い東京での仕事を辞め
てボランティアとして避難所に寝泊ま
りしていた元ホテルマンの方などの実
行力でした。
避難所の集団生活では誰かがやるだ
ろうでは無く、多くの人が率先して食
⑤
④

事の片づけをし、掃除・ゴミの収集等
を行っていました。助け合う思い無く
して、あの難局を乗り越えることはで

施しており ました。個々に違 う 家 屋・土

出発して利府町役場まで届けたこともありま

きなかったと思います。

した支援物資を、町職員３名が３月２４日に

皆さんも、普段からご近所付き合い

地の調 査は、とても 難しく、調 査に携わ

震災当時も町民や町建設協会等からお預かり

を大切にされて、いざという時に地域

る職 員の意 識・調 査 内 容 を 統一すること

また、それ以前から新幹線車両基地の町と

で支え合えるようにして頂きたいと思

して七飯町から研修に行くなどのご縁もあり、

10

健勝を祈念します。

もなお復興に尽力されている皆様のご

ご冥福をお祈りすると共に、被災し今

東日本大震災で逝去された方々に、

えをお願いします。

る災害を把握し、各種災害に応じた備

を参考に、住んでいる地域に起こりう

町内へ配布した防災ハザードマップ

います。

今一度考える機会として頂ければと思

めてそれぞれのご家庭で必要な備えを、

10

に苦 慮したことが思い出されま す 。

おける相互応援協定を締結しています。

います。

した。

今後も激甚化する災害に対応すべく、

七飯町と利府町は災害時に

私もこの経験を忘れず、七飯町の防

❶宮古市役所前交差点。歩道橋の登り口が完全に水没している。 ❷宮古市役所
１階。人の背丈以上の浸水があり、水が引いた後の様子。 ❸自衛隊による炊き
出し作業。 ❹被災者自らが避難所運営を支えていた。 ❺国道４５号（田老地
区）。道路の両脇には瓦礫の山が。
東日本大震災から１０年を機に、
写真提供：宮古市企画課（❶・❷）
広報ななえに寄稿して頂きました！
③

雨にも負けず、コロナにも負けないよ

２０１２年１１月１６日、

pick
up!
宮城県利府町
との関わり
▶
▶

令和３（２０２1）
年３月号

11

災・危機管理業務に生かしていきます。

①

②

お知らせ

Infomation

公営住宅 入居者募集
町営住宅
■募集住戸／空き家（１４戸）
団地名

鳴川高台団地

冬トピア団地

本町上台団地
大沼団地
吉野山団地
※告知事項あり

間取り

家賃（最低～最高）

建築年等

１ＬＤＫ

15,700 ～ 30,800円

平成２３年、ＩＨ・暖房機リース

３階建て３階部分

３ＬＤＫ

25,800 ～ 50,600円

平成１５年、ＩＨ・暖房機リース

３階建て２階部分

３ＬＤＫ

26,500 ～ 52,100円

平成２１年、ＩＨ・暖房機リース

３階建て２階部分

３ＬＤＫ

26,700 ～ 52,500円

平成２３年、ＩＨ・暖房機リース

３階建て２階部分

２ＬＤＫ

19,100 ～ 37,500円

昭和６３年、給湯器リース

２ＬＤＫ

18,300 ～ 36,000円

平成２年、給湯器リース

３ＬＤＫ

22,300 ～ 43,800円

昭和６３年、給湯器リース

３階建て２階部分

３ＬＤＫ

22,300 ～ 43,800円

昭和６３年、給湯器リース

３階建て３階部分

３ＬＤＫ

20,200 ～ 39,600円

平成３年、浴室設備リース

３階建て３階部分

３ＬＤＫ

20,200 ～ 39,600円

平成３年、浴室設備リース

３階建て３階部分

３ＤＫ

16,300 ～ 32,100円

昭和５７年

２ＬＤＫ

22,000 ～ 43,200円

平成９年、浴室設備・電気温水器設置

２ＬＤＫ

19,800 ～ 38,800円

平成１０年、浴室設備・電気温水器設置

３ＤＫ

10,800円

昭和４９年

４階建て２階部分
３階建て３階部分

２階建てメゾネットタイプ
３階建て２階部分
３階建て３階部分

２階建てメゾネットタイプ

※１ 告知事項については、問い合わせ先までご連絡ください。
※２ 上記以外の町営住宅については、空き家待ちの募集となります。
※３ 単身者は本町上台団地、桜Ｂ団地、吉野山団地、鳴川高台団地１ＬＤＫのみ申込可能です。
■募集期間／３月１日㈪～３月５日㈮
■申込受付／次の書類を都市住宅課住宅対策係へ提出
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）
②住民票
③健康保険証の写し
④入居者全員の収入を証明できる書類
■選考方法／選考委員会により入居者を決定
■入居時期／３月下旬を予定
問い合わせ／経済部都市住宅課住宅対策係
☎６５－５７９４

■申込資格／次の①～④のすべてに該当する方
①町税などに滞納のない方
②持ち家のない方
③月額所得が基準以下であること（入居しようとする世帯
全員の合計所得）
④入居する世帯に暴力団員がいないこと
※単身者の方は、さらに次のいずれかに該当すれば申し込み
ができます。
・６０歳以上の方
・障害者手帳の交付を受けている方
・生活保護を受けている方
※この他にも条件が加わる場合があります。

道営住宅
■募集住戸／
【子育て世帯向け空き家（２戸）】
・大中山団地（令和２年建築、３階建、２ＬＤＫ）
【転入単身者向け空き家（１戸）】
※入居者が七飯町以外の道内の他の市町村から転入する単
身の方
・大中山団地（令和２年建築、３階建、２ＤＫ）
■募集期間／３月１日㈪～３月５日㈮
■申込受付／
【場所】函館市住宅都市施設公社（亀田支所２階）
※お申し込みの方で階段の昇降が困難な方は、亀田支所１
階に臨時窓口を開設していますのでご利用ください。
【必要書類】入居者全員の収入を証明できる書類及び印鑑

■抽選会／３月８日㈪１０：００～
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため非公開抽選とし
ます。
■入居可能時期／
【子育て世帯向け空き家】
入居説明会（４月下旬予定）で鍵を渡し、翌日から入居可
能。
【転入単身者向け空き家】
入居説明会（３月下旬予定）で鍵を渡し、４月１日から入
居可能。
問い合わせ／（一財）函館市住宅都市施設公社住宅管理部
☎４０－３６０２

令和３
（２０２1）
年３月号
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Infomation

見通しの悪い交差点は二段階停止で安全確認を

運転免許証の
自主返納サポート制度

車を運転して交差点に差し掛かった時、一時停止線で停止せずにいきなり出てきた車にヒ
ヤッとしたことはありませんか。

町では高齢ドライバーに

「一時停止線で停まっても左右が見えないから、見えるところまで出るんです。」と言わ

よる交通事故抑止を図る為、

れる方がいますが、これはもちろん「一時停止違反（一時不停止）」です。

町内在住の高齢者を対象に、

目の前にある交差点は、車はもちろん、自転車や歩行者が通過する可能性があり、重大な

７０歳以上になってから運転

事故を防ぐため、交差点手前に一時停止線があります。

免許証を自主返納した方への
サポート制度を行っています。

まずは①一時停止線で停車し、ゆっくりと徐行しながら通過する車などに対し、自分の車

自主返納のサポート内容は、

の存在を見せることが重要です。②運転席から左右が見通せる位置まで徐行したら、もう一
度停止し、左右の安全確認を行いましょう。

お１人様１度限りですが、交

相手も、交差点からゆっくりと出てくる車のボンネットが確認出来れば、減速や停まるな

通系ＩＣカード「イカすニモ

どの回避行動を取ることが出来ます。

カ１万円分」と「アップル商

相手の目線に立ち、二段階停止で安全運転を心掛けましょう。

品券１万円」です。
詳しい手続

大型車

普通車

二輪車

原付車

指定場所一時不停止等

２点

9,000円

7,000円

6,000円

5,000円

踏切不停止等

２点

12,000円

9,000円

7,000円

6,000円

しては、お問
い合わせくだ
さい。

問い合わせ／民生部住民課交通防犯係

七飯交番からの
お知らせ

北海道警察官募集中

令和３年度第１回北海道警察官採用試験実施日程等
【採用予定人員】２２０名程度
・Ａ区分／男性：１２５名程度、女性：４０名程度
大学などを卒業、または卒業見込みの者
（高度専門士を含む）
・Ｂ区分／男性：４０名程度、女性：１５名程度
Ａ区分以外の者
（短大卒・卒見、高校卒・卒見など）
【年

齢】平成元年４月２日から
平成１６年４月１日までに生まれた者

【受 付 期 間】３月１日㈪から４月２日㈮
【第１次試験日】５月９日㈰
【第２次試験日】６月中旬から下旬
【最終合格発表】７月３０日㈮
やりがいを持って仕事がしたい、そんな思いを
持っている方をお待ちしています。
悪は許せない、困っている人を助けたい、北海道のために
働きたい、そんな熱い思いを持っている方、私たちと一緒に
働きませんか。
あなたの個性や能力を生かせるフィールドがあります。
警察官という仕事にはたくさんの任務と役割があります。
交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通取締、災害救助など。
一人ひとりの個性や能力がその役割を果たす力となります。
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令和３（２０２1）
年３月号

反則金

違反
点数

き等につきま

☎６５－２５１２

８３,４２４㎢
ケタ違いのフィールドを守る
ワークライフバランスを重視！

北海道警察は仕事のやりがいだけでなく、私生活の充実も
大切にしています。他の行政職の公務員より高い給与体系や、
充実した休暇制度、育児や介護に関する制度も整備されてお
り、仕事も私生活も充実させたい方にとって非常に魅力的な
組織です。
北海道警察ホームページをチェック！
採用試験の詳細は、北海道警察ホームページをチェック！お
問い合わせは、お近くの警察署または北海道警察本部採用フ
リーダイヤル０１２０－８６０－３１４（ハローサイヨー）まで！
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

１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

器物損壊１件
非侵入盗（その他）１件
事件はありませんでした
住居侵入１件

〈交通事故発生件数〉
１／１～１／３１
累計（前年比）
発
生
３件
3件（＋２）
負 傷 者
３名
３名（＋２）
死
亡
０名
０名（±０）
【交通事故死ゼロ日数】１月３１日現在 １４８日

お知らせ

Infomation

ゴミステーションを清潔に

ご寄贈ありがとうございます

～

家庭ゴミを出す際のルール

～

ゴミステーションは、利用者みなさ

寄贈者

まのご協力と町内会の管理により清

株式会社天狗堂宝船
代表取締役 千葉 仁 様

寄贈品
きびだんごとお面のセット

潔に保たれています。ゴミを出す際は、
ルールを必ず守りましょう。
【収集日・分別をご確認ください】
ゴミの分類ごとに運搬先・処理方法が異なるため、収集日、
ゴミの分類、出し方などを間違えてゴミ出しをすると収集で

寄贈先
町内各保育所・認定こども園・学童保育クラブ

きませんのでご注意ください。
【決められたルールを守りましょう】
ゴミは収集日の当日朝８時までに出しましょう。８時以降
は収集が終わっている場合がありますのでご注意ください。
なお、１度に出せる量は５袋までです。
また、区域外からのゴミステーションへの無断持ち込みは
やめましょう。
【町が収集しないごみ】
・事業活動に伴って排出されるゴミ
・引っ越しや庭木の剪定などで一度に多量に出るゴミ
・請負工事などで出るゴミ
問い合わせ／民生部環境生活課廃棄物対策係
☎６５－２５１６

院 長

三 木 敬 也
伸一郎

副院長
渡 邊
透析センター長

鈴 木 昭 夫
野 武 紀

AM9:00〜11:45

医療部長 小

PM2:00〜14:30

AM9:00〜11:45

透析施設につき、厚⽣労働省の指導により、発熱のある⽅は事前に連絡してください。

令和３
（２０２1）
年３月号
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お知 ら せ

お 知 ら せ

なお、提出された意見内容と意見に対
する七飯町の考え方については、左記の
閲覧場所でご確認できます。
▼ 閲 覧 場 所 ／ 役場２階政策推進課、大中
山出張所、大沼出張所、町ホームページ
※電話による内容についての回答はしま
せんので、ご了承ください。
問総務部政策推進課政策調整係
５７９２
☎

人事異動
― 教育委員会 ―
■退職（令和３年２月 日付）
▼学校教育課長 北村公志
■人事発令（令和３年２月 日付）
▼ 兼ねて学校教育課長（教育次長）扇田 誠

集

令和３年度入校生

国立北海道障害者職業能力開発校

募

22

所得税の確定申告相談・
受付期間を延長
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、
所得税の確定申告相談・受付を４月 日
まで延長しました。３月 日以降の受付
場所は役場本庁舎のみとなりますので、
ご注意ください。
▼受付期限／４月 日㈭まで（土日を除く）
▼受付時間／午前９時～午前 時 分
午後１時～午後４時 分
▼場所／
１．役場１０１会議室（４月 日まで）
２．大中山出張所・大沼出張所
（３月 日まで）
２５１５
☎
問総務部税務課課税係
新型コロナウイルス感染症による
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。
・「 七 飯 町 認 知 症 カフェ・まつぼっく り 」
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
第５次七飯町総合計画後期基本計画

－

15

30 30

策定に向けた意見募集の集計結果

18

国立北海道障害者職業能力開発校では、
求 職 中の障がい者の入 校 生（ 訓 練 期 間６ヶ
月、
１年又は２年間）を募集しています 。
▼受付期間／ １月 日㈪から４月５日㈪まで
※受付期間において、定員に達した訓練
科は募集を締め切ります。
別途定めます。
▼選考日／応募状況により、
※詳しくは、当校又は公共職業安定所
（ハローワーク函館）までお問い合わせ
ください。
問１．北海道障害者職業能力開発校
☎０１２５ ５２ ２７７４
２．ハローワーク函館
０７３５
☎

令和３（２０２1）
年３月号

15

25

－

11

15

15

15

第５次七飯町総合計画後期基本計画策
定に向けた意見募集について、１件の意
見提出がありました。

26
－

16

65
－

65
－

02

01

各種相談のご案内

【人権困りごと心配ごと相談】

３月８日月 １３：００～１５：００
総務部総務財政課総務係 ☎６５－５７９１

３月９日火、２３日火 １０：００～１２：００
総務部総務財政課総務係 ☎６５－５７９１

【定例行政相談】

３月２２日月 １３：００～１６：００（予約優先）
函館弁護士会 ☎４１－０２３２

【定例法律相談】

会場は全て七飯町文化センター

介護医療院 望ケ丘医院／デイサービス のぞみがおか／居宅支援事業所

